広 報

うるおいと生きがいのあるまち

ゆ「・
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雨の日信アジサイの咲く道を
梅雨の季節。じめじめとした気持ちを和らげて
くれるのが、アジサイの花。青色から赤紫色に変
わっていくことから「七変化」とも言われるこの
花は、市内の多くの家の庭先で見受けられます。
雨の多い6月、傘を差しながら近所を歩いてみ
ませんか。

特集これが私たちの放送大学

●特集これか私たちの放送大学

昨年10月、放送大学宮崎地域学習センターが、日向市に開校し
ました。

このセンターは、日向市民をはじめ県民の学習意欲にこたえる

平成十年一月からは
全国放送を開始
放送大学は﹁いつでも︑どこで
も︑だれでも﹂が学べるという新
しい理念に基づいて国が設疏した
し人学︹教養学部︶です．テレビや
ラジオを効果的に活用しながら授
業を行い︑家に居ながらにして学
習できるというもので︑大学教育

しかし︑現在のところ放送大学

の機会を広く提供するものです．
の．冠波は︑関東地域に限られてい

ます．それ以外の地域においては︑

放送で使用されたものと同じビデ
オテープやオーディ・オテープを視

聴して学習する﹁地域学習セン
ター﹂を利用することになります．

放送大学では︑レ八歳以ヒの方
ならどなたでも無試験で入学する
ことができます．教丈学部の約一一．

百科目という幅広い分野から．科
目だけでも学ぶことができます．．

学生の種類は︑四年間在学して
卒業を目指す全科履修生︑自分の
学びたい科目を一年間鴨習する選
科履修生︑同様に半年間⁝﹁．習する

h竿業すれば︑学ヒ︵教養一の資格

科目履修生があり︑全科履修生で
を取得することができます
ただし︑地域学習センターにお
いては︑選科履修生と科11履修生
のみの学生になります．

放送大学では︑全国の多くの

◇入学資格11十八歳以上であれば
どなたでも入学できます

六千円︑

−宮崎地域

学習センター唇5311893︶

◇問い合わせ11放送人田

目賑日も利用できます

貸し出しも行っているほか︑ヒ︑

ていますので︑都合のよい時間に
再視聴できます．また︑テープの

ターでビデオテープ等を視聴して
学習を進めていくことになります
が︑決められた時間に視聴できな
い方でもビデオテープ芋を保管し

間割にしたがって地域学習セン

◇授業方法11通常︑決められた時

︹3．

六十二単位以ヒ修得された方など
の場合︑所定の単位を修得後︑学
位授与機構の審査を受け︑学しの

れた方︑大学に一．年以ヒ在学して

短期大学や高等專門学校を卒業さ

などからの入学生がみられます︑．

また︑このセンターの学生は︑
遠くは鹿児島県や都城市︑小林市

方々に生涯学習の機会を提供する
ため︑平成十年一月ごろには通信
衛星︵CS放送︶による全国放送

現れだと思われます．

◇入学料11選科履修生

い分野の︐．一百二十一科目

科目履修生

小鼠円

るため︑宮崎︑都城地域において︑
r固しています．

また︑個人の方でも目向市民であ
れば︑半額の補助があります

．人で学習

には︑入学料が半額になります．

宮崎地域学習センターは︑市役
所隣の旧邸疏図書館跡に設置され
ています．センターの二階に定時
視聴室︑相談室︑学生控室︑一階

◇授業料11．単位﹃たり四r円

※ただし︑同．の企業︑団体等か
ら一．十人以トの入学者がある場合

に勲爵室︑再視聴室があり︑立哨門

送信を

ケーブルテレビを利用した同時再

センターでは︑学生の利便を図

−目星多LL

◇募集学生ーーへ山選科履修生︑②科

放送大学宮崎地域学習センター
は︑市民をはじめ県民の悲願とし
て平成八年三月︑日向市に開校し
ました．．

書や視聴用のテープがずらりと並

備え付けられていて︑

机につきます．．机には︑テレビが

んでいます．学生は︑それぞれ自
分の学ぶ科口のテープを取り出し

※通常二単位科目がほとんどです
ので︑一二H八千円になります
◇単位修得Ul修得された単位は
通算され︑近い将来︑金国放送が
始まった際は︑大学h竿業︹教養学
士︸を目指すことも可能です 2

灘㎜脚繍膨6廻圃

します．定時視聴が受けられない
人は︑テープを借りて自宅で学習
することもできます．

驚動

而r㎝田圃曙1

こ の セ ンターの平成九年度第．
学 期 の 学 生数は七百八f程人で︑
卜八歳以ヒ人目．万人当たりの比

冒
＿■幽

また︑学生の中には︑サークル
活動で交流を図っている入たちも
います．現在︑絵画︑登山︑中国
語会話のサークルに︑約四十人が
加入しています︒

九年度二学期生を
募集します

認鯉難

学習意欲の高い宮崎県

これは︑月一回から一一同の通学で

，

を開始する予定です︒

開校して1年。放送大学生の生の声を聞きながら、放送大学宮
崎地域学習センターの魅力について迫ってみました。
学位を取得する道もあります

生涯学習の拠点施設となるものです。

学︑経済学︑自然科学などの幅広

五11︹大学本部必着︶

これが私7と蓄の放送大学
特集
◇開設科目11語㌃︑心理学︑社会

9

もト分学習することができるとい
う放送大学ならではのシステムの

固風﹃

らゑ

あ

慧監

、
ノノビ
テ7プを貸りて自宅で学

教員免許状をお持ちの方でヒ位あ
るいは他教科の免許状を取得しよ
うとする場合の単位修得としても
活用できます

y

◇出願期間11七月レ五H一八月十

再視聴室でずらりと並ぶ講義の
ビデオテープ

㎜圃旧

1

率では全国で五番目に位置し︑市
民をはじめとする県民の生涯学習
に 対 す る関心や学習意欲の高さが
うかがわれます．︑

机にはテレビが設置してあり1人で講義を聞く

一

2

3

蛾

置難．

●特集これか私たちの放送大学

放送大学の魅力について︑池田放送大学宮崎
地域学習センター長を交えながら︑放送大学
に通ヶ三人の皆さんに対談を行っていただき
ました︒
が︑放送大学の特徴ですね．︑

ありますし︑年齢層︑職業も違い
ます︒どなたでもやろうと慰えば
勉強できるというのが︑普通の大
学と違うところですね．．いつでも
思い立ったら勉強できるというの

長弘 私の家は︑センターからと
ても近いので︑利用しないともっ
たいないんですよ︒宮崎市や清武
町︑それにもっと遠いところがら
通われている人がいるのに︑地．兀

学校や中学校を卒業しましたが︑
しました．．そこで︑お金．のかから

語が話せるようになろう︑と決意

と思い︑五LI歳になったときに英

五歳になったとき︑まだ今からだ

岩木 これまで私は︑主婦業とス
ポーツばかりしてきました．︑四レ

柏田 私は︑上曜日と日曜1一に放
送大学に通っています．︑．科 は

視聴を聞いていますその後︑再

長弘 私は︑時間割のとおり定時

行っているのでしょうか︒

の日向市の人がなぜ︑もっと利用
しないのか︑と私は思います．

朝鮮のことをよく知りません．．そ

大学に入学しました．︑開校と同時
定時視聴し︑もう．科目は．再視聴

います．

こで朝鮮の歴史や文化について︑

に入学し︑英語1を学び︑今は英

池田

岩木

人には︑いろいろな意欲が

視聴室で復習するように心掛けて
います．．

聞いていました︑

岩木 私の専攻している科目の定
時視聴は︑毎週水曜日の午後七時
ごろです︒その時間帯は︑夕食の
支度や食事中で忙しいので︑いつ
も毎週火曜日にセンターに来て．⁝

本のテープを借りて帰り︑繰り返
し聞いています．．時間にとらわれ

ないで︑自分の時間帯で勉強でき
るのがすごくありがたいですね．

恥

池田 皆さん︑朝早く起きて勉強

う気持ちが︑入学資格なのです．

待っています︑﹁学びたい﹂とい

放送大学は︑あなたの入学を

の大学で学んでいます．．

大学です︑．今︑多くの市民が︑こ

日向市に開校した放送大学宮崎
地域学習センターは︑どなたにで
も大学教育を受ける機会を与える

到来するといいですね．

今後︑この放送不学を卒業した
ら︑大卒の資格ということで企業
などが認めてくれるような社会が

が︑この放送L人学の特徴です︐

を破って︑社会人でも︑高齢者で
も︑また主婦でも︑だれでも高等
教育を受けられるんだということ

ている社会でした．︑今︑その常識

高等教育を受けるものだと思われ

ト．一歳までの学齢期の人々だけが

池田 これまでは︑f八歳からこ

ばっかりしていましたから．．

たら︑外国に行って会話を楽しみ
たいと思っています︐
それと︑一生のうちに．回ぐら
いは一生懸命勉強したい︑と思っ
ています︑学生時代は︑スポーツ

の先生にも﹁できる﹂と．召われた
ことが︑励みになって頑張ってい
ます．少しでも話せるようになっ

せるようになりたいですね．．講義

とえ︑やさしい会話であっても話

なれればいいと思っています．．た

いな︑とは思っています
岩木 私は︑英語が話せるように

一さん

無職V

北町︑主婦︶

宮崎地域学習センター長

恵子さん
︵47歳

一層≡≡＝
＝＝国■＝■

理奈さん
︵23歳

永江町︑ 会社員︶

︵76歳一花ケ丘︑

寛一さん

P

蝿．﹁
ん

長弘

柏田

学習の方法は︑どのように

また︑中国の近代史についても放
送大学で教えてもらおうと思い入
語Hを学んでいます︐

で学習しています試験勉強のと
きには︑テープを借りて自宅でも

長弘 私は︑小さいころ朝鮮にト
数年滞在していました．朝鮮の小

学しました︑

池田

もったいないと思います︐

柏田 私は︑放送大学で配られて
いる資料を見て入学しました︐資
料の中には︑おもしろそうな科目
がたくさんありますよね．︑私は︑
その中から︑﹁インドの思想﹂と﹁動

物の行動と社会﹂の二科目を選び
ました．どちらの講義もおもしろ
く︑楽しく学習しましな
今は﹁ジェンダーの社会学﹂と
﹁食生活の現在的課題﹂を学んで

皆さん︑学生同志の交流は
どうですか︒

長弘 私は︑中国語サークルに加
入していますが︑仲間には中央公
民館で一緒に中国語を学んだ方も
いて︑友人も少しずつ増えていっ
ています．．

岩木 私は︑まだサークルには
入っていません．．

ない︑自分のペースでできる放送

また︑自宅から近かったのも理
由の一つですね︑放っておくのは

どういうものでしょうか︒

放送大学に入学した動機は

自分に合った学習
それが放送大学

したり︑センターの視聴室を利用
したり︑また︑忙しい主婦の方は
自分の好きな時間に学習したりで
き る と いうのは︑放送大学のシス
テムのよいところですね︑
放送大学は︑今までにない
教 育 シ ス テムで︑また三百二十一
科目という豊富な科目をそろえて
い ま す が︑実際に勉強してどのよ
うな感想をお持ちですか︒

そのうち︑自信が持てるように
なったら︑サークルにも加わりた
いですね．．

放送大学についての要望な
どがありますか︒

長弘 そこまで考えたことはあり
ませんが︑今のままで十分なので

何か資格を取得しようと考
えていますか︒

漠然とですが︑何か取りた

碧

長弘 私の場合︑知りたかったこ
とや分からなかったことが︑分か
れ ば そ れでいいと思っています︒
何と言っても︑すぐ近くにそれ
を教えてくれる所がある︑という
ことが放送大学の魅力ですね︐

はないのでしょうか．．

柏田

それと昔は︑自分が勉強したい
ことが・できなかったので︑そのと
しょうか．

テレビでの放送はないので

きの思いをこの放送大学にぶつけ

池田 来年の一月から放送が聞け
るようになります．ただし︑CS
放送ですので︑聞くためにはアン
テナとチューナーを取り付けなけ

ています．．

ればなりません．．

柏田 今︑受けている科目の授業
は︑毎回講師の方がかわり︑変化
にとんでいておもしろいです．︑考

がいいと思います︐全国放送は︑

ですから日向市の方には︑この
地域学習センターを利用された方

えていなかったことを教えてもら
えますね．︑

また︑センターの方と親しくな
れたのもよかったことです︒来週
計画されている研修旅行なども楽

自分が聞きたいときに聞けません
ので︑やはりセンターの方が便利
だと思います．．ただし︑遠くから

しみにしています．．

岩木

通学されている人には︑便利なも

入学が手軽︑だれでも入学

できるというのは︑魅力でした．︑

柏田

のになるでしょう︒

大学という名前ですが︑構えなく
て 入 れ ︑本当に身近に感じていま
す︒この大学が︑日向市にできた
と い う こ とがありがたいですね︒

（
t

4
5
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●特隼これひ私たちの放送大学

く

正秋さん

3
．︑﹂

櫻川
中原︑作業療法士︶

淳也さん

︵28歳

−

．

︐﹄−噸

美香さん

生活に役に立つものを
選んで学んでいます
一政
︹28歳一庄手向︑会社員︶

私は︑会社の研修の一環として
放送大学で学んでいます．．昨年学
んだ科目は﹁中国語H﹂．︑今は︑
﹁母性の健康科学﹂を履修してい

ます︒ほとんどの場合︑ビデオの
貸出を受けて︑自宅で学習してい
ます︒

き喜んでいます︒

中国語については︑昔︑中国の
入と文通していたことがあり︑そ
のころから中国語に興味がありま
した︒三年前から中央公民館の講
座でも学んでいましたので︑最初
に履修しました︒正直言って︑結
構難しいものでしたが︑単位認定
試験では何とか合格することがで
せっかく与えられた機会ですの
で︑これからも生活に役に立つこ
とを中心に学んでいきたいと思い
ます︒

佳世さん

登山のサークル活動で
多くの友人ができました
沼口

︵25歳⁝大王谷︑家事手伝い︶

放送大学に入学しました．一履修し

しかし︑短大を卒業しても︑作
業療法十を育てるための資格を得

なってきています．︑

でき︑長続きできそうです．．

現在は﹁西洋音楽の歴史﹂を学
んでいます︒学生時代にも勉強し
た科目ですが︑そのときよりも幅
広い知識を得ることができます︒
週に一口︑再視聴で学んでいます
が︑生活に無理することなく学習

の放送大学に入学しました︒

私は︑今年三月まで保育園の臨
時職員として務めていました︒幼
児教育を学んだことがなかった私
は︑昨年︑幼児教育を学ぼうとこ

た科目は﹁脳と生体統御﹂と﹁老

っ た 星 のことについて︑学んでみ
ようと思いました︒

年期の健康科学﹂です．．

れるなど応援してくれています．．

できれば︑面接学習をもっと増
将来は︑ここで学んだ知識をも

やしてほしいと思います︒
とに︑各地の天文台を訪ねながら︑

肉眼では見えない宇宙の様子を見
て回りたいですね．︑

大学には︑週に二︑三日通学し
ています︒学生時代の勉強で見落
としていた点や︑仕事に就いて初
めて分かった疑問点などを学ぶこ

．ノム

．．ノ

かったと思います．︑

盈

放送大学に入学して︑本当によ

ことも学ぶことができます．．

．％

も放送大学で学びたいと思います︒

夢をかなえるために︑これから

とができます︐

そのため私は︑学士の道に進む
ために必要な単位を取得しようと

ることはできません．．

週二日の通学ですが︑友達もた
くさんできて︑楽しく学んでいま
す︒絵画サークルに加入している
の も ︑ 楽しさを増している理由の
一 つ ではないでしょうか︒子ども
たちも︑自分の教科書を貸してく

また︑放送大学の楽しさの一つ
に︑サークル活動があると思いま
す︒私は︑登山のサークルに入っ
ています︒年齢も職業も全く違う
人たちと交流できて︑科目以外の

私は︑作業療法十の資格を取得
するために短大に進学しました︒
高齢社会を迎えた現在︑作業療法
士は︑社会に必要不可欠なものと

ψ

放送大学宮崎地域学習センター
では︑年齢も職業も︑また通学距
離も違うさまざまな人々が学んで
います︒

今回︑放送大学で学ぶ学生の皆
さんに入学した動機や感想︑これ

楽しく学んでいます︒

今は︑妻もここの学生で︑二入

になっています︒

試験が必要になりますが︑再視聴
では専攻科目以外のビデオや教科
書も見ることができて︑大変参考

間学習しています．︑仕事上︑資格

放送大学には︑休館日以外ほと
んど毎口通学し︑夕方の一︑二時

学には感謝しています︒

社会に入ってしまうと︑なかな
か机に向かって勉強するというこ
とができなくなってしまいます︒
実際︑勉強できる場所を提供して
いただいているだけでも︑放送大

選びました．．

すので︑仕事に関係のある科目を

からの目標についてたずねてみま

した︒

︵37歳μ原町︑会社員︶

恵美子さん
︵49日間延岡市︑主婦︶

私は︑子育ても終わり︑自分の
時間を有意義に過ごそうとしてい
るときに︑放送大学に出会いまし
た︒専攻している科目は﹁地球と

松田

各地の天文台を訪ねてみたい

宇宙のことを学んで

私は︑電気関係の仕事をしていま

ロニクス入門﹂を学んでいます．︑

今年四月に人冠し︑﹁エレクト

児玉

仕事での資格取得に
役就っています

放送大学
宇宙︵宇宙編︶﹂︒．昔から興味のあ

単位を取って
学しの道へ進みたい

臨

御−
』
レ画
一茜，一
6．

τ
脚F，

一
汽．
，昌
一

目標をもって
次々に学んでいきたい
馬崎 茂男さん
︵67歳一松原︑無職︶

会社を定年退職し︑第﹁の人生
で何をしようかと迷っていたとこ
ろ︑地元のまちに放送大学ができ
昨年︑履修した科目は﹁太陽系

ると聞いてさっそく入学しました．．

てよかったなと感じました．．

の科学㌧︑かっこよく．言えば﹁広
大な宇宙にロマンを求めて﹂とで
も言いましょうか︐講義は︑計算
問題などが多く︑少し難しかった
ですが︑先のヘールポップすい星
が話題になった時など︑学んでい

直したくて選択しました．．

現在は﹁H本の自然﹂を履修し
ています︐地球環境が問題になる
今日に︑自然の大切さを改めて見
私は︑必ず単位を取ろうという
のではなく︑自分なりに目標をも
ちながら︑次々に学んでいきたい
と思います︒

佐土原町︑放射線技師︶

園生さん

本当に興味あることを
楽しんで学習しています
西川

︵48歳

昨年十一．月ごろ︑職場で回覧さ
れてきた放送大学の案内を見て入
学しました︒専攻している科目は︑
﹁ジェンダーの社会学﹂と﹁比較

文明の二会学﹂です︒私は︑ここ
で学んだ知識で何かの免許を取得
しようとは思っていません︒日ご
ろから興味のあることを︑ただ勉
強したいと思っています．︑

ができています︐

・

二週間に︑回︑通常JRで通学
しています︑せっかく五レ分もか
けて通学していますので︑一科目
だけではもったいなく︑二科目専
攻することにしましな．おかげで
半日は︑まるまるこの放送大学で
過ごしますが︑期待どおりの学習
旅行が好きな私ですので︑次は
﹁日本の自然﹂を専攻しようかな
と思っています．︑

︑

6
7

大学生に
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カ
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澤地さんは︑丹念な取材と資料
の掘り起こしによって作品を描く
ノンフィクション作家で︑数々の
5月24日︑まちづくりリーダー

た︐︑

賞を受賞しています．

度を変えて見ることで︑また違っ
たものが見えてくる﹂と話しまし

のの見方は人それぞれで違う．︑角

小説のあいだ．Fという演題で﹁も

文藝春秋講演会に1500人
市立図書館の開館を記念した第
日向市民文化講演会﹁文藝春
秋講演会﹂が5月30日︑市文化交

流センターで開催されました︒講
師は︑作家の村松友視さんと澤地
久枝さんで︑ユーモアを交えなが
ら語る二人の話に︑集まった約1
500人は真剣に聞き入っていま
した．．
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●

●
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●
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●
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●

●

●
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養成塾﹁ひまわり塾﹂の第5期生
の開講式が︑伊勢ケ浜のはまぐり
荘で行われ︑早速第−回乱座や夜
なべ談義で学びました．

今年の塾生は︑市内に居住する
ﾎから週歳までの男女18人︵男
性M人︑女性4人︶で︑来年3月
まで毎月1回︑講義や研修などを
受講し︑市の現状や課題︑まちづ
くりの手法などを学びます．．

また︑今年度の塾頭は︑広島県
で製菓業を営みながら各地でまち
づくりアドバイザーとして活躍し
ている安藤周治さんです．

ひまわり塾は︑市制施行40周年
を機に．平成3年度から︑21世紀に

向けた日向市のまちづくりを考
え︑推進していくリーダーを養成
これまでに78人がこの塾を卒業
し︑各地域で活躍しています︐

するために設けられたものです．．

表彰を受ける山下生寿会代表
長友栄太郎さん

に決定

〃さくら館

男女共同社会づくり推進ルーム

称が決まり5月19日︑命名式を兼

今年4月から市勤労青少年ホー
ムの3階に設置しています﹁男女
共同社会づくり推進ルーム﹂の愛
ねた開設式が行われました．．

決定した愛称は﹁さくら館一．
名付けたのは︑庄手区の村ヒ喜美
子さんです．．公募により応募の
あった⑳人望点の中から︑﹁親し
みやすくて︑覚えやすい﹂という
町︶

◎準特選11▽男沢智保子︵長

理由で決定しました．．

▽山本英壬︵広見︶◎市文化

﹁うるおいと生きがいのあるまち

さくら館は︑男女が共同して︑

町︶▽高橋美穂︵門川町︺▽
河埜住代︵公園通り︶▽久永

画課女性行政︵容内線2220︶へ．．

づくり﹂を進めるための活動の拠
点として開設されたものです︒情
報交換や会議の場としてどなたで
も利用できます．詳しくは︑市企
︵八坂︶▽畝原ひろみ︵東郷

澄香︵江良町︸

原︶◎奨励回田▽谷山ヒトミ

連盟会長賞11▽蝶野良子︵松

丘︶▽嶋田千代美︵高砂町︶

◎特選11▽日高典．†︹花ケ

︽書の部︾

江団地︶▽興椙忠行︵曽根町︸

町︶▽一山孝道︵東郷町︶▽
山本公生︵亀崎中︶▽家森忠
雄︵都町︶▽植野浩人︵東郷

◎奨励賞11▽那須米・†︵高砂

会長賞11▽黒木武︵比良町︶

▽柏谷純孝︵花ケ丘︶▽林田
清利︵門川町︶◎市文化連盟

準特選11▽横山守︵門川町︶

◎特選11▽松田和男︵門川
町﹀▽村上正史︵花ケ丘︶．◎

︽写真の部︾

青島勝︵権現原︶

町︶◎県北文化協会艮賞11▽

︵切島山2︶▽治田敦︐卜︵沖

寺町法子︵幸脇︶▽矢野悦子

江町︶▽和田信．†︵畑浦︶▽

◎奨励賞11▽宇田津徳市︵永

会長賞11▽矢野隆男︵比良町︶

り︶▽橋﹇憲子︵石並︶▽友
清国夫︵浜町︶◎市文化連盟

準特選11▽津田光昭︵公園通

場︶▽林武巳︵切島山2︶◎

●

講演は﹁わたしの大学．＝という
演題で︑心臓手術を3同受けたこ
となど自分の経験を紹介しながら
﹁何事も前向きに勉強していかな

●

村松さんは︑都会人の哀歓を描
いた小味な小説や白伝的長編︑時
代小説などを手掛け︑虚実のよじ
れ具合に絶妙の手腕を見せる作家

O

ければならない﹂と訴えました．．

●

です︐今回の溝演では︑﹇．事実と
● ● ● ● ● ●

第望回日向市美術展覧会
が︑5月31日から6月8口ま

でアスティ日向晒屋で開催さ
れました．．この展覧会は︑市

めに行われているものです︒

内をはじめ近隣町村の美術愛
好者の作品を発表する機会で
あるとともに︑広く市民が美
術を鑑賞する場を提供するた
展覧会には︑絵画の部に93
点︑．写真の部にm点︑書の部
に58点の参加があり︑期間中

大勢の方が訪れました︒
表彰式は6月8日︑同会場
で行われ︑全部門を対象に選

ぶ市民大賞には︑絵画の部の
小川新一郎さん︵山下︶が選
ばれました︒
．

各部門ごとの入賞者は︑次
のとおりです︵敬称略と
︽絵画の部︾

◎特選11▽藤井孜美︵藻草

表彰を受ける小川さん︵上︶と
小川さんの作品oo∋コ︒ω三〇コ︵右︶

［〉佐保憲男旧向台）

第1回講座でグループ討議を行う5期生

！／

●

醐6

［〉椎葉マツエ〔亀崎中）［〉奈須政一〔中村｝

︐

O駆

また、団体表彰の山園生寿会の皆さんは今
年度、環境庁からも表彰されました、
◇団体＝［〉山下生山会〉飯谷地区老人会〉
西川内老人クラブ［〉幡浦老人クラブ〉確信会
〉締木区婦人会
◇個人；〉安達實（深溝ゆ黒木光幸〔飯焚／

撃．ト

凱
雫

詳

（敬称略）、
た，表彰者は次のとおり

づ ・

旗・
−

﹇

さん

6月3日、市では、地域環境の美化活動に
取り組んでいる6団体と5個人を表彰しまし

24

14

地域環境美化功労者を表彰

澤地久枝さん
しに真剣に聞きいる1500人の観衆
2人の

一

鼈黶

8

91

開設式後、市長らを交えて懇談

回■■

市民大賞に

．一

小川新﹂郎

一﹂

，

D

．騨．微1圏。箒雛

ひむか入

・

▲全国の精鋭たちが勢揃い
日向木挽唄全国大会
第11回日向木挽唄全国大

会が6月7日︑8日︑市文
化交流センターで行われま
した︒今年も全国各地から
四人の参加がありました︒

審査の結果︑川南町の甲
斐丑夫さんが︑グランプリ
に輝きました︒そのほか︑

＜土地改良事業の完了を祝い

記念碑を建立

戸を数えた養蚕農家も︑現在では
わずか7戸に減少しています︒

．

︐

︑

‡

．み

．﹂

、．

．

一

■

97ひゆうがし婦人週間の

婦人週間のつとい開催

レ男女のあり方を見直そう

．の︐

ノ

つどいが6月8日︑日知屋
公民館で開催されました．
つどいでは︑北郷付の農
家の女性たちで結成してい
るバンド﹁てにやわんず﹂
の演奏や富島中学校教諭一
足立佳代さんの講演などが
行われました︒

足立さんは︑コなぜ赤い
ランドセルなのしという演
題で講演し︑性差による社
会的︑文化的に作られた男
女のあり方を見直そうと訴
えました︒

も病気になるので︑大変気を使っ
ています一と松木さんは︑苦労話

などがかかると︑それを食べる蚕

を語ってくれました．

りてへ

アトお こロ

ヒ

ら

ニ

蚕小屋で作業する松木さん夫婦
いってもらいたいものです．．

市内から養蚕農家がなくならな
いよう︑貴重な仕事を守り続けて

たいですね﹂と松木さん．．

まで続けられるのかわからないけ
れども︑元気なうちは養蚕を続け

農家の高齢化の進む中︑﹁いつ

います．︑

度に吹き飛んでしまいます﹂と．一．．口

り巻く環境にも厳しいものがあり
ます︑
︐
しかし︑松木さんは﹁どんなに
苦労しても︑真っ白い大きな繭が
できた時には︑すべての苦労が一

現在は︑外国産絹糸の輸入によ
る絹糸市場の供給過剰や︑それに
伴う繭価格の低迷など︑養蚕を取

松木さんが︑養蚕に取り組むよ

﹁同業者が︑．件︑また一件と
養蚕をやめていくのを聞くと︑本
当に寂しいですね﹂と︑松木さん

ド
≧』画＿．

17

一般女性の部で延岡市の土
井澄子さんが︑少年少女高
学年の部で宮崎市の東郷祐
佳さんが︑同低学年の部で
宮崎市の小渕華子さんが︑

うな音が聞こえてきます．．蚕が桑

Nごろの最盛期には︑市内で㎜

少ない養蚕農家の一人です．︑昭和

組み︑現在も養蚕を続けている数

んは︑30年ほど前から養蚕に取り

塩見の中村区に住む松木冷蔵さ

を食べる音です︑．

日、事業の完了を祝う「竣工記念碑」の除幕式が

冒つになったのは︑それまで栽培し

ゆ

﹁蚕は︑温度と湿度環境に大変
左右されやすい生き物で︑ストー
ブや扇風機︑除湿機などを使って
管理しています︒また︑桑に農薬

ていきます．︑

な

養蚕の仕事は︑午前6時の採桑
に始まり︑給桑︑除沙︑蚕室の
世話と休む暇もなく︑．Hが流れ

表彰を受けるほどになりました．

やし続け︑昭和53年には多収獲で

とがきっかけになったそうです︐
以後︑桑畑を広げて飼育量を増

ていた﹁ラミー﹂が︑需要の滅少
から引き受け工場の倒産により栽
培ができなくなったことと︑当時︑
絹糸の需要が増大し繭の価格がヒ
昇していて︑脚光を浴びていたこ

は言います．．

関係者約70人の参加のもと行われました．

年から寄付を寄せていただいています。

昭和63年度から進めていました梶木地区の団体
営土地改良総合整備事業が完了しました，5月21

5月29日、日向市交通遺児等育英協議会の定期総
会が行われました。この総会の冒頭、同協議会に長
年にわたり寄付をし続けている鶴町の黒木正三さん
と財光．き往還区の中村勝典さんに感謝状が贈られま
した。黒木さんは平成元年から、中村さんは昭和52

﹁ザワザワ︑サワサワ︑サクサ
ク﹂︒戸外は︑好天にもかかわら
ず︑小屋のなかでは︑雨の降るよ

黒木さんと中村さんに感謝状

レ長年寄付を続けた

す。産卵は、約1、2分で終わり、次の大きな波に
乗って海に帰っていきます。約1時間の間、この神
秘的な愛のドラマが繰り返されます。

それぞれ優勝しました．．

クサフグの大群が上陸し、玉砂利に卵を産み付けま

＝﹄灘㌦．
0﹁0ωml⊂コ

の夕方、打ち寄
せる波に乗って

体の続く限り
養蚕を続けたいですね

木

45

「
「

＜神秘的な
愛のドラマ
砂

…ム濯むあ藷
lv
希望する方は市総務課（費内線2234）まで

〃
〃

冷蔵さん（69歳：中村）

将
星蚕業に取り組む

．

パーク下のフク
トが浦では、ク
サフグの産卵が
見られます。
大潮の満潮時
、．

かけて日向サン
一Pr一
噺

8σn｛ん爪1』Tnpπr「q
■広報紙に掲載された写真を差しあげます

︑

璽

智子ちゃん
｛2歳10カ

﹂

の枝に巣を作り︑ヘビやトカゲ︑

れが︑タカの仲間のサシバ で す ︒
サシバは︑カラスほどの大きさ
で︑四︑五月ごろ高い松の木や杉

く鳥に出会うことがあります．︑そ

らミッキーとか︑ピックィーと鳴

前後です︒．．夏山に行くと飛びなが

す．．そのピークは︑毎年卜月f日

どこからともなくキンモクセイ
の匂いが漂うころになる と ︑ サ シ
バの渡りのシーズンがやってきま

米の山から見たサシバの渡り①

鹸

「田舎」前出真三著

らえて生活しています．．幼鳥は︑

蛙︑昆虫︑小鳥︑ネズミなどを捕

加
カ
ヨ
歳
く

ウ
ん一
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する物語）

爵
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ト ﹂

﹂

﹁

I

は︑子どものしつけや食事︑排泄
のことなどに関する無料相談所を
開設しています︒どんな小さなこ
とでもお気軽にご相談ください︒
◇とき117月12日︵土︶・26日︵土︶

午前10時〜午後4時30分

●

●

●

●

谷内

柄本

人に教えてくれます．2歳児の大好きな

い

多皆だ

毎くさy心﹂ま

んも親子連れで、お気軽にお越しく

しっかりと時間を決める︒

迎洋園︶

掛け︑

﹁食事﹂11楽しい雰囲気作りを心

☆ワンポイント・アドバイス

ちます︒

乳幼児期は︑人間形成の基礎を
作ります︒十分な遊びを通して︑
基本的な生活習慣︵食事・排泄・
衣服の着脱・安全等︶を身につけ
ると︑心身とも豊かな子どもに育

です︒

﹁三つ子の魂百まで﹂とは︑小
さいときからの人の性格は一生変
わらないものである︑という意味

■三つ子の魂百まで

絵本です）

@青春卜ーケ

いきいき

︹20歳

宏和さん

I

鷲麟1

市内の認可保育園︵19力園︶で

︐

県史跡指定の細島にあ
る勤王の志士の墓に関

◇ところ1ーアスティ日向寿屋3階

ころではなくなりました︒私は︑

るサシバに圧倒され︑カウントど

ててカウンターを取り出しました
が︑．白五十羽から二百羽と思われ

は︑﹁サシバだ﹂と言って︑あわ

りました．．サシバの幼鳥です．︑私

の上を飛んでくるその鳥は︑初め
カラスと思えましたが︑瞬く間に
数を増し︑ちょうど蚊柱がたった
時のように乱舞を始めました︒よ
く見ると︑その鳥の中に︑鮮やか
なよこしまの尾をもつ鳥が目に入

くる鳥に気づきました．．細島の町

かいの畑浦の方向を見ていると︑
パタパタと羽ばたきながら飛んで

一昨年前︑私は仲間数入とサシ
バを観察するために米の山に登り
ましな︑六時半を過ぎたころ︑向

ます．

でも勇壮なサシバの渡りが見られ

早朝六時ごろには︑米の山

へ渡っていきます．．

羽の群れと一緒に十月ごろ南

ようになり︑二百羽から一．一丁

九月ごろまでには一人前に飛べる

轡康

尾良次郎著

■子育て相談

「黒田の家臣】物語

サシバの羽ばたきと滑翔を繰り返
しながら︑帆翔の輪を広げていく
光景に︑ただぼう然と我を忘れて
●

見ているだけでした．︑
●

「と慰めることの大切さを大
よし
よし

…竃ラ…

とんでけ

おおいたい！
「とんでけ

とんでナとんでけ
《読みきかせシリーズ》

ご漏． 熬ｲ
（日向市出身の筆者。

三川醜次酒醤

「黒田の家臣物語」r

このコーナーは︑日本野鳥の会
宮崎県支部の福永正典さんに︑寄

美保さん
︵24歳一遠見︶

餐㌃

ノロ

馬．︑

・．．r駕

また、図書館に関することで不明な点

−

いと思っています。

《みやざき21世紀文庫》
伸びと育ってね。

；覇．。、田舎＿

日向市の水田の姿も収

・
兄弟仲良く、元気で伸び

鴫織

※そのほか、児童書を含めて約500冊の新
おタトで遊ぶのが大好きな、

刊が入りました。
康弘くん。

は、気軽にお問い合わせください，

現在、消防団員として、7月6日に開催さ

れる操法．大会に向け練習に励んでいます。

8月には、中国・韓国を訪問する予定です
ので、新たな出会いが楽しみです、

をかけ、お客様に信頼される整備しになりた

心と心の触れ合いを大切に、勤務3年目の
今、充実した毎日を送っています、

強の毎口ですが、習得した技術にさらに磨き
喜んでもらえるのが何よりも幸せですゴ

い女の子になってね。

の． 轣Eどもたちでにぎわっています。

整備を担当しています。入社して3年ト1、勉

して働いています。皆さんに「おいしい」と

思いやりのある、やさし

週水曜日の「おはなし会」は、毎回

延岡ダイハツ日向営業所で、自動車の修理・
特別養護老人ホーム立縫の里で、栄養1二と

）

｛

」
の田舎の風景写真集．
≒わんぱくくん（塩田）

（失われつつある日本

弘法・幸代さん家の
児玉

録されています）
』
「上方新選組」菊地明・山村竜也著
「逃亡」用木蓬生著
「プラハの春」春江一也著
稿いただいています︒

N

ll

なった智子ちゃん。

溜

8

骨

《新しい本》
ノ

こんにちは
図書館です
近ごろ、お話しも上手に

歩

@

こ
とも

勝治・裕子さん家の
松葉

おてんばちゃん（浜町）

戦
嬉
し轡 犠奪

●みんなの広場

﹂

環境整備課からのお知らせ

︵

透明ごみ袋導入
ワ月から移行期間へ

〜融グ︑ぽ 厚 さ
㎜以上

0・03

※燃やせるごみ・燃やせな
いごみともに袋は共通です．︑

袋は︑小売店や大型店で
購入してください．
◇収集しないごみ11︻レ．透明

自．レジ袋や30タ未満の袋で

でない袋で出されたごみ
出されたごみ 言段ボール
箱等で出されたごみ 一︑消
火器・バッテリー・ブロッ
ク・タイヤ・廃油・．右幽門
︑詳しくは︑環境整備課︵奮
内線2661︶へ︑︑

Q・

︒

婁
ぐ／
9

覧

について︑皆さんのご理解
とご協力をいただきますよ

7月は法務省主唱の﹁社
会を明るくする運動﹂が︑

市では︑高齢者福祉や介
護について理解を深めてい
ただくために﹁高齢者福祉
サービスふれあい講座﹂を

高齢者福祉と
介護を学びませんか

高齢者福祉サービスふれあい講座

うお願いいたします．．

﹁社会を明るくする運動﹂

全国各地で実施されます．．

蕪三蓋
一

こ れ ま で 市 では︑透明の
ご み 袋 導 入 に 向けて︑各地
区で説明会を実施してきま
した．

いよいよ7月からは︑10

月の完全実施に向けての移
行期間です︒家庭から出さ
れるごみについては︑透明
ごみ袋を利用されるよう︑
ご 理 解 と ご 協力をお願いし
ます．．

◇導入の目的11τ市民の理

は︑すべての国民が犯罪や
非行の防止と罪を犯した人
たちの更生について理解を
深め︑それぞれの立場にお
いて力を合わせ︑犯罪や非
行のない明るい社会を築こ
うとする全国的な運動です︒

〜8月31刊︵日︶

◇内容11﹁レ高齢者保健福祉

入門︑︸高齢者の介護とリ
ハビリテーション︑写高齢
者の健康と食生活︑i尚齢
者福祉と介護保険︑︻＝高齢

者福祉サービス二目体験︑
③県外視察研修など
◇定員1150人

◇運営費111000円︵た

だし︑視察研修については
別途一部自己負担︶

◇開講式﹂7月5日︵上︶

内線2125︶まで．．
卯女性フォーラムポスター募集

あなたの作品
お寄せください
市では毎年︑女性の地位

この女性フォーラム実行

募集します︑テーマ﹁21世

祉事務所高齢者福祉係︹容

市総合福祉

開講します．．

センター︵中原︶

午前9時20分
◇申込・問い合わせ11市福

開講予定︶

◇対象11市内に居住する20

歳以上の方

へ4リザイクル型社
◇期間117月〜12月︹7回

を図る
どを行います．

期間中は︑日向区保護司
会の皆さんを中心に︑啓発
活動や各種大会への後援な

302

未肉での公印と違い黒色で
出力されますので︑納税証

この電．士公印は︑従来の

設管理公社︵費541717

麻書及び承諾酔︵未成年者
のみ︸を添えて︑市公共施

﹁社会を明るくする運動﹂

会の構築を11指す

解 と 行 政 の 努 力でクリーン
な日向市をつくる ②事故
防止と収集作業の安全を図
る﹇3分別収集の徹底と資
源回収事業でごみの減量化

8月2日．土・3日日開催

◇収集対象ごみ袋1一へ瀞完全

透明ポリ袋︑フ容量

迷惑をおかけしますが︑よ
また︑6月以降に発行す
明ヤヂは偽造防止用の特殊な

ろしくお願いします．

4一へ提出してください
用紙で発行されることにな
ります．

◇申込期限117月7日︵月︶

いては︑従来どおり朱肉で

なお︑一部手書き分につ
の公印となります．．

﹇日︺

詳しくは︑市税務課︹含

◇賃金1ーロ額5800円

〜8月封目

◇監視期間117月20口︵日︸

浴場

◇監視場所目御鉾ケ浦︑伊
勢ケ浜︑お倉ケ浜の各海水

ある方

健康な男．rで泳ぎに自信の

◇資格11高校3年生以ヒの

◇募集人員11男．†12人

︽海水浴場︾

る 納 付 書 か ら郵便局の窓口
で も 納 入 で きるようになり
ました．他の金融機関同様︑

もよりの郵便14もご利用く
︑評しくは︑市水道課︹容

ださい．

P522S︺へ．

︽大王谷市営プールV
◇募集人員11男．†8人︑女

向Lを図り︑21世紀に向け

〜摩レ位償5昨

◇監視時間11㍗前8時訓分

◇賃金11日額5500円

◇申込方法11申込用紙に履

p．
﹂
ワーノ ︑

◇資格1118歳以しの健康で

委員会では︑今年度のフ＋︐

て男女がともにすてきに生
きるための社会づくりを目
的に﹁女性フォーラム﹂を

泳ぎに肖信のある方

歴書及び承諾書︵未成年者
のみ︶を添えて︑市商工観
光課︵容内線2635︺へ
提出して く だ さ い

iラムのポスターの下絵を

開催しています．

◇申込期限117月4目︹金︶

◇監視期間117月20日︹日︶

◇監視時間11㍗前9時30分

紀に向けて新しい生き方が

愛のご寄付・敬称略・

喪主 地区

社会福祉協議会扱分
5月31日現在

故人

．日向音護

．ひょっとこ副．ヨ同サン八

内線2169︶
水道課からのおわびとお知らせ

ケ

が止当な金額です︑大変ご

りますが︑11座振替の金額

振替の金額︵6月末と7月
末納期︶と﹁お知らせ票﹂
の金額が異なるところがあ

その結果︑銀行．ずの目座

した．

実施した水道使用量の検針
で︑﹁お知らせ票﹂に示し
た金額に一部誤りがありま

5月1日から10Hの間に

誤りがありました

使用量の﹁お知らせ票﹂に

．−⊥の

までご連絡ください。
◇問い合わせ＝市商工観光課（倉内線2635）

一止まって確認、無事故に挑戦一

混乱鑓凝諜儲
き■7月8日（火）

∴﹁後7時30分

※詳しくは︑各申込書の提

できる社会を創ろう﹂と︑

（一11）
（一10）

（±0）
00

（一7）

ところ■青少年ホーム

出先へ
税務課か ら の お 知 ら せ

キャッチフレーズ﹁新しい
風はパートナーシップ﹂を
タ！の下絵を7月25日︵金︶

イメージさせるようなボス

納税証明等の様式が
変わります
．平成9年7月7日から納

ラム実行委員会事務局︵倉

※実行委員会では、祭D当日の交通規制やひょっとこ
運のお世話などをしていただく、ボランティアスタッ
フを募集しています。7月10日（木）までに、下記に
125件
22人
16件

10：00一ユ5

人身事故死亡負傷者物損事故

合

次

サ

ヨ

と

までにお寄せください︒
詳しくは︑97女性フォー

税証明等の様式が︑B5判
からA4判に︑また証明印
がコンピューター出力の電

内線2220︶へ︒

．平成巨頭

長

福泰信ト憲充フフ二藍百

0人

義．．∫・一子子子子ノミ郎一若

O内は前月比

需e慰）〜艶套祭D

子公印に変わります．︑

式
会
ﾂ

．
ｫ

κ
拶

ﾐょっとこ謝甑サン．P．．．

一

…踊りパレード．．．

式…
会
J

．．．．
．．．．

Q1：00．．．
．・

．．．．

日向市分

ところ■市中央公民館
◇年金巡回相談

ア日：月：JA日向本店10：00〜12；00

・・『

Aトラクション…
あなたの協力が命を結ぶ

齦v
ところ■市中央公民館

ツ

5月中の交通事故
00

10：00〜15

一一長岩

熊
j勝

纓

◇人権・行政相談

菅下山宇小柄井黒歳江児河
原葉崎藤城本上木納藤玉野
ト
ス
虚夢シ武
虎輝久ミタサ
子夫工博拓望男雄人エマノ
き■7月17日（木）
と

《プログラム》
献血は心の贈りもの

高川木

ト

マ

藤

@
◇交通事故相談

踊Dパレード
ところ■南画向公民館

LIFE
SAVE
BLOOD
GIVE

出江勇目押黒

．19：00…

↓・撫フラダンス

↓・噸・

壽懇葉羅

7月の献血日程

7月の相談日程

・20：00．．．

◇法律相談

日向市役所13：30〜16：00
：30−14

30

10

00

10＝00〜15

し

一

､力俊サヨエ
qタ廣ノ カ コ
き■7月17日（木）
と

き■7月17日（木）

52−2111

◇申込方法11申込用紙に履

平なたの涌き。、区

国民の生命と健康を守るという重要
な役割を担う献血。献血は、見知らぬ
だれかのために自分にできることとし
て、単に血液を提供するだけでなく、
心の豊かさを贈ることです。
と

（9

．．．．

Aトラクション．．．
．．．．

P8：00．．．
．．・

8月3日㈲
8月2日ω
間
時

中央通線（富島高校前通り）
午後5時〜10時
●場
所
●交通規制

市役所は8代表

一
7月の納期
1

繧 ，・層帰
臼．．
｛F

レ市政ニュース・行事は市政テレホンサービス費52−2000・2070へ

52

，
層垣
→5
7
h寵＝
噂

腎

藤饗方
》市は「身元調査お断り運動」を推進しています

「

し

」

広場

﹂

か

1＼一イ！
、

保健婦です
戸冶
参
．

hノや

一ゴ，

、

亀

1雪山唯

不目H1噺茜陽E

6日

q勺

・

夕卜

陰月1≧iタトf：レ852

3カ月児健診（第2・4金曜日）

〔｝OlD

【1

目コ臣コ

．三股病院

〔内・外・整外・胃腸科雪58

k…山奇H艮手：卜

〔君52

560D）

今マ牽合美尊i矢院

﹇0

直門医院

〔産

日

1産婦・泌尿器三冠57

10ii〕

︐︶⊃コ⊃

枢x医院

〔「勺

ノ」、瓠ユ

・

↑∫首｝舞と暑釣手十2雪5．1

日

．1101〕

〔内・神［ノ・1・放・外・区外・胃

⊃

柳田医院

〔産婦・外・胃腸・三身寸線科君54

・．1．168〕

田l11医F完

q勺・・」・児f十君522515）

1；前9時30分〜10時です。
27日

ｦ不「1サ丙陀完

撃ｭβ完

〔半青神

・

宇申糸釜干：1・容54

2806〕

ノ1、，島

母子健康手帳を忘れずに、市民

〔r勺・消fヒ・タト・整夕卜・皮・1必尿器母君63

2182／まで。

※当番医が変ることがあります。テレホンサービス（553−1214）で確認を。

，

人

の

動

き

平成9年6月1日現在

人ロ
男

広報係には︑毎月多くの

しかし︑ページ．小足なの

情報が寄せられます．．

か︑私の能力不足なのか︑

すべての情報を広報紙に掲

載することができません︑．

情報を寄せていただいた
方︑その情報を知りたがっ

ていた方に対して︑私はい
つも﹁申し訳ありません﹂
と思いながら広報紙を作っ

ています︐

︽Y︾

市では現在︑情報の提供
をFMラジオや市政テレホ
ンサービスでも行っていま
すので︑こちらもよろしく

鞭．畿

健康管理センター（麿内線2181・

P212｝

お願いします．．

＼曄U目叶ーコロ一曽︑F

か鯉

﹂

井病院〔内・精神科丘522．109〕
二木医院

■■コロ一一

対 象◇平成5年12月生まれ
※受付時間は、3カ月児
「後1
時一1時30分、7カ月児・1歳6
カ月児 午後1時一2時、 1歳児

〔産婦人科君52295〔D

女

58，961人

（十50人）

27，946人

（十37人）

31，015人

（十13人）

下総訓
世帯数

21，105世帯

（十23

西尾正輝くん︵比良町︶

門⊃

ｰ・皮・麻酔・リハビリテーション科君52
V11P

時◇7月17H（木）

対 象◇平成7年12月生まれ
3歳児健診（毎月1［口D
H 時◇7月4日（金1

〔皮膚科君525522〕

T．代旧病院
21日

r

時◇7月8日（火）

対 象◇平成8年6月生まれ
1歳6カ月児健診（毎月ユ回）

ノく

香D堂医院〔内・柱間・麻酔科君53891（D
【ケくに完

時◇7月18日〔金1

象◇噺r成8年12月生まれ

1歳児健康相談（毎月1回）

w人f：レ雪631447｝

̀fB1

日

対

津曲咲季ちゃん︵高砂町︶

﹈︸吐π十言開﹂⊃

@（1勺・循環器科雪542・159｝

渡辺病院

時◇7月11日、25H

対 象◇平成9年4月生まれ
7カ月児健診晦日ユ回）

眼科麿524〔m9〕

k｝03．D

20日

左〜〔

助茁煢ﾈq勺・呼吸・1田畑器利・君536333｝

健

13日

・

乳幼児健診

日高太鵬くん︵中堀町︶

＼﹈︸旺§国巾日

7月の休日在宅医

、

西村奈緒子ちゃん︵原町︶

2年前︑ 一通の手紙が健康管理課に届きま
した．︑手紙の内容は︑﹁たまたま受けた公民

は︑不幸中の幸いだった．︑元気になった自分

度もらった命で︑第2の人生を送

館での成人病検診で異常が見つかり︑精密検
査の結果︑手術をすることになった︐手術と
いうことでびっくりしたが︑特に自覚症状も
なかった自分にとって早期発見できること

は︑もう

りたい﹂というものでした．︑

この手紙をいただいたとき︑この仕事をやっ

ていてよかったという喜びと同時に︑検診の

重要性を再認識させられたところでした．．

今年も7月から各種検診が始まります．．検
診の種類は︑基本健康診査︵成人病検診︶ ・

＼d司匹コhηDnO⊃雪隠

大腸がん・予宮がん・乳がんとなっています．︑

■鐸

健康は︑長い人生を豊かで快適に暮らすた
めにかけがえのないものです︒皆さん︑ぜひ

検診を受けましょう．︑

●111

下田明佳ちゃん︵亀崎東︶ 上野功貴くん︵迎洋園︶
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