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広 報

うるおいと生きがいのあるまち

，

♂

：朋2㎞514；

濯

L

コー

しに向かっτシュート

2月1日から3月1日まで、日向市カップ第23回
宮崎県小学生ウラフサッカー交歓大会が、お倉ケ浜
総合公園などで行われています。市内の8チームを
含め県内から92チームが参加。子供たちが、北風の
吹く寒いグランドで元気いっぱいにボπルを追いか
けています。さて、優勝はどのチームに。
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⁝豊富な蔵書

充実した施設に

一一

潤びの遊園地﹂

噂し し︑図書館
礎行こう
日向市立図書館が︑移転・改修して1周年を迎えまし

た︒皆さんは︑図書館を訪れたことがありますか︒時
代とともにあふれる情報や知識などがいつばい詰まっ
ているこの建物は︑﹁学びの遊園地﹂とも一三ロえるでしょ

う︒1周年を契機に日向市立図書館は︑生涯学習の進
展に伴って高度化︑多様化する市民の皆さんのニーズ
にこたえるため︑できるだけ多くの図書や資料等の収
集に努めています︒今月号では︑﹁学びの遊園地﹂日
向市立図書館の真の姿に迫ってみました︒

このように現在の図書館は︑旧

ます︒

たちが利用しやすいように︑さま
ざまなサービスや活動を行ってい

図書館と比べ施設的に充実したこ

けとなっています︒

います．︑館内に限っての閲覧です

関する貴重な資料等が保存されて
が︑有料でのコピーサービスも実

■コンピューター検索

貸出中なのかなど︑コンピュー

読みたい本がどこにあるのか︑

とに加え︑蔵書数や内容も曲豆富に
なってきています︒

誓慰だ⁝⁝7

施しています．．

ナーが設けられています．．この一

簡単なものです︒

ターで素早く検索することができ
ます︒画面の案内にしたがって操
作すれば︑小さな子供にもできる

2階は︑一般図書コーナー︑会
議室︑おはなしの部屋︑展示コー
般図書コーナーには︑辞典や図鑑
など調べものに適する資料︑大型

⁝図書館サービス

日向市での図書館設置は︑昭和
N4月に教育委員会内に図書室
を設けたことに始まります︒その
後︑昭和47年3月に勤労青少年

美術書などが並べられているほ

ています︒

図書館では︑図書や資料等を求
めるあらゆる人々のニーズにこた
えるために︑﹁人々がどんなサー
ビスを求めているか﹂﹁どのよう
に利用するか﹂ということを常に
把握しながら図書等の収集に努め
︐また︑より多くの人に図書館を
利用していただくために︑その方

ター処理しますので︑手続きにも

検索のほかにも︑貸出や返却と
いった作業をすべてコンピュー

等の貸出に応じています．．

また︑館内に希望する図書等が
ない場合︑オンラインで結ばれた
県立図書館の蔵書も検索するサー
ビスを行うほか︑近隣の公共図書
館と連絡を取り合いながら︑図書

ホーム内に移転︑52年6月には市

ました．．そして︑旧H向保健所跡
を改修し昨年−月10日︑現在の場

盆

、

所に移転しました︒

、

現在の図書館は︑市花のひまわ
りをモチーフにした壁画が描かれ
ていて︑明るく︑楽しく︑夢を育
んでいくイメージを抱かせてくれ
ます︒内部の本棚や床は︑木質を
多用し︑木の香り漂う温かみのあ
る雰囲気となっています︒．
1階は︑総合カウンターを中心
に 児 童 図書コーナー︑一般図書コ

踊

ーナー︑郷土資料コーナーを配置︒

特に︑児童図書コーナーでは︑南
側の窓下に長さ13メートルの本棚

を子供たちの目の高さで設け︑絵
本の表紙を見ながら選ぶことがで
きるようになっています．︑

また︑児童図書コーナーの横に
は ︑ 新 聞や雑誌︑旅行ガイドブッ
ク な ど ︑多くの方がよく利用する
郷L資料コーナーでは︑郷土に

図書が並べてあります．．

＼

役所横の現放送大学宮崎地域学習
センターの場所に図書館を設置し

y
か︑学習や読書が静かにできる机
が準備してあります︒
また︑図書館では︑目の不自由
な方のための音声誘導装置をはじ
め︑エレベーターや身障者トイレ
なども設置し︑あらゆる人々が利
用しやすいようになっています︒
現在︑蔵書数は約6万冊で︑そ
の中の約−万5000冊が児童向
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2
3

「学びの遊園地」楽しい図書館へ行こう
特集

「■■一巳一關圏閣冒1

さらなる図書館サービスに努めています

言下
蚕§書

藝塁

謬
鐙

■日向入郷視聴覚ライブラリー
教材用の16ミリフィルム︑ビデ
できます．．

手間を取りまぜん．．

■レファレンスサービス・
知りたいことがどの本に出てい
るか分からないときなどに︑図書
館の職員が皆さんの調べ物のお手
い合わせにもこたえています︒

伝いをします．．また︑電話での問

■リクエストサービス
希望する図書等が図書館にない
場合︑図書を購入または他館から
借用して︑入手次第それを希望し
た方に連絡し貸し出しています．

また︑現在貸出中の本に対し︑
貸出順の予約を受け付けるザr約

また︑市内の

小学校や幼稚
園︑保育園︑福
祉施設︑また公
民館などあらゆ
るところに出掛
けて行っての出
張おはなし会も
行っています．．

希望のある団
体等は︑直接図
書館へ申し込み
ください．．

︑．

■団体貸出
図書館の事業計画により幼稚園
や保育園︑公民館︑学校︑施設な
どにーカ月から2カ月間周期で本
を貸し出すものです︒各企業や団
体等からの申し込みも受け付けて
います．．ーカ所につき100冊以

土・口曜日は午前9時から午後5

から乍後6時30分まで︵ただし︑

興味をもっていました︒今の図
書館は︑何事も前向きにやって
行こうとしているので︑本当に
楽しみです︒

・†供たちに読み聞かせをして

郷土の資料が保存されている郷土資料コーナー

サービスも実施しています︒

■おはなし会
子供に対して絵本の読み聞かせ
やおはなし︑紙芝居などを行いま
す．︑字が読めなくても︑おはなし

や絵からいろんなことを読み取ろ
うとする子供の思考力や創造力を
育てることと︑読書推進を目的と
しています︒毎週水曜日の午後3

時からと午後4時からの各30分間

の2回で︑前半が幼児向け︑後半

が小学生向けです︒

現在︑このおはなし会は︑図書
館ボランティア﹁友の会﹂の協力
を得て開いています︒図書館ボラ
ンティア﹁友の会﹂は︑新図書館
の開館と同時に公募し︑現在42人
の方が登録しています︒

ストを利用します︒

のカードは︑1人に1枚必要で︑

図書館の開館時間は︑午前9時

0歳から作ることができます．︑貸

時まで︶です．．休館日は①国民の

ためには︑まず登録者に配られる
図書館利用カードが必要です︒こ

出は︑1入5冊までで︑15日間借

祝H︵5月5日と11月3Hは除
く︶︑②5月6日・11月4目︑③

りることができます︒
平成10年2月1日現在︑新図書

なるときは︑その翌H︶と⑤12月
冾ｩら1月4日までです︒

方々に利用していただくために︑
今後もさまざまなイベントや行事

図書館は︑より多くの市民の

冊程度でしたので︑

を計画しています．︑蔵書の購入や

おはなし会の開催はもちろん︑図
書館ボランティアを要請する講座
図書館ボランティア﹁友の会﹂

ノ

利用者の方は︑借

儀／

ります︒

疋田良重さん︵23歳一塩田︶

こ多1

前からこのような活動には︑

臨コ】

りたい本と登録者
カードをカウンター
に提出するだけで簡
単に借りることがで
きます︐多くの本を
探したり︑借りたり
するときには︑ブッ

クカートやお通い
バッグの貸与も行っ
ています︐

図書の返却は︑借
りていた本を直接カ
ウンターに提出すれ
ば済みますが︑図書
館が閉まっていると
きは玄関横の返却ポ

「

オがあります︒各種団体等が利用

レ

館開館以来の登録者数が9257

L．

あなたの利用を 7

q

新図書館になって多
くの市民の方が利用
していることが分か

｝

Lr絵本、の諺聞かせに子供たちの目は真剣

待っています

■印臨廟ノ

毎週月曜日︵①と重なるときは︑
その翌日︶︑④毎月−口︵③と重

／蝿

28

人︑総貸出冊数が18万9931冊

曜ρ

題
ノ．

図書館で図書等の貸出を受ける

鴨1

となっています︒開館以前の年間
の利用者数が平均3
000入︑貸出冊数
が平均4万5000

ダ

ア

﹂茎濃

子供の目線に配慮した児童図書コーナーの本棚

一
口

＼

﹁行政

子供にも簡単なコンピューター検索
の3つ

7グ慈湘

内を貸し出します．．

■ビデオライブラリー
・

・﹁福祉ビデオ﹂

﹁聴覚障害者ビデオ﹂
ビデオ﹂
のコーナーがあります．︑

聴覚障害者ビデオコーナーは︑
宮崎県聴覚障害者協会から借り受
けた字幕や手話付きの映画やアニ
メ︑テレビドラマなど聞本で︑聴

覚障害者のみに貸し出していま
週間借りることができます．．入替

す．．貸出は︑1人3本までで︑1
は︑2カ月ごとに行います．．

また︑行政ビデオコーナーは︑
口向市が制作した広報ビデオや︑
国・県などの公的機関が制作した
ビデオ︑福祉ビデオコーナーは︑
ます︑．これらのビデオは︑どなた

福祉関係のビデオがそろえてあり
でも借りることができます︒

います．︑

も引き続き実施していこうとして
また︑10年度は︑読書週間期間
r定です．

中のイベントをはじめ︑可絵はが
き展しなども行う

この絵はがき展は︑皆さんが思
う﹁出会ってよかった1冊の本﹂
の感想画をはがきに描いたものの
作品展です︒募集は︑後日お知ら
せしますが︑楽しい作品をお待ち
しています︒

図書館は︑市民の皆さんの財産
です．．このすばらしい財産・図書
館を利用しない手はないですよね︒
図書館は︑蔵書も含めて楽しい
イベントや行事を計画しながら︑
皆さんのお越しを待っています．．

いくうえで一番気をつけている
ことは︑絵本の選択です︒年齢
に応じたもので︑できるだけい
いものを読んであげようと︑毎
回15冊ほど借りた本の中から目
を通して決めています．︑

これからは︑図書館の計画す
るイベントや行事などに積極的
に参加しながら︑﹁友の会﹂と
して大型紙芝居やエプロンシア
ター︑パネルシアターなどにも
取り組んでいきたいと思います．︑

市民の皆さん︑大人の方も楽
しめるおはなし会です．．時間の

都合の付くときはお子さんと一
緒一．卜顔を出してみてください．．

4
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「学びの遊園地」楽しい図書館へ行こう
．

﹂

．図垂・

4

雷匿旨嗣

闘

．

證謚ﾙ，シケート調査結果

齢袈％択Ol鰯㌶妻ラ。人工1人）

8，B

■

Q．本の量はどうですか

図書館には、さまざまな人々がそれぞれの目的をもって訪れています。今回、図書館を利用
している皆さんに、図書館の感想等について伺ってみました。

Q，主にどんなことで利用しますか（重複可）

学習（勉強）

読書が好きなので、昔か
らよく図書館は利用してい
ます。新しい図書館になっ
て、本の量も増え、閲覧も
しゃすくなり、より多く足

、．

黙．1、

まあまあ多い
54人

多い

図書館には、週に2日は

（52％）

28人

必ず来るようにしていま
なし会で、毎1口1欠かさない

ただきました︒

図書館に関するアンケートは︑
1月29口から2月8日までの期間
中︑図書館を訪れた方を対象に実
施し︑104人の方から回答をい

方が﹁まあまあ満足している．ヨと

答えています．︑

また︑今回のアンケートでは︑
併せて図書館への意見や要望につ

問いには︑52人の方が﹃非常によ
い﹄と同答され︑﹃まあまあよい﹄

﹁蔵書の種類や数に関すること﹂

た意見等で最も多かったものは︑

いてもお聞きしました．．寄せられ

を含めると80％以上の方が︑ほぼ

満足しています︒

れだと思われます︒

そのほか︑﹃図書館の利用に関

でした︒市民の皆さんの読書欲の
高まりや図書館に対する期待の現

﹁館内の雰囲気はどうですか﹂
の問いに対しては︑53人の方から
﹁非常によい﹄という回答をいた

も、利用者にとってはうれしいです。
できれば今後、若い人に人気のある本をたく
さん入れてください。

目サービスに関すること﹂などさ

すっきりしているのがいい
ですね。新しい本が多いの

すること弘施設に関すること﹂﹁窓

・

館内がとてもきれいで、

い﹄との答えが出されました．．

図書館にはよく来ます。
」

だきましたが︑8人の方から﹃悪

近くに住んでいますので、

﹁主にどんなことで利用されま
すか﹂の問いに対しては﹃本を借
りる﹄が圧倒的に多く︑次に﹃学

．

習︵勉強ご︑﹃新聞・雑誌を読む﹄

．

まざまな意見が寄せられました．．

（26歳：日「司台）

その理由については︑ほとんど

さん

の順になっています︒中には︑﹃余

子

寄せられた主な意見等ば︑次の

それと窓口の係の人たちが、とても親切なの
で、安心して読書を楽しむことができます。

幸

の方が﹃利用者の話し声．ヨを挙げ

石野田

してほしい

一

◎窓ロサービスの人たちが優しく
ていいと思う
◎さらに図書を充実させてほしい
◎国内のベストセラーなどを表示
してはどうか
◎パソコンでの本の検索では︑場
所も表示できるようにならないか
◎カセットブックの数︵種類︶を
増やしてほしい
◎子供たちのために︑靴をぬいで
リラックスして読書できるような

隔

和室がほしい

者の立場に立った本の配列が気に入っています。

（51％）

（25％）

に努めていきます．．

ていってほしいと思います。

利用させてもらっています．

主に見るのは、新聞と雑誌
です。ここの図書館は、ま
ず駐車場が広いのと、利用

53人

2階の部屋は、とても静かで、勉強にも集中
できます。これからも、この雰囲気を大切にし

：そ主テ署量）

図書館は、ほとんど毎日

非常によい

まあまあよい
26人

図書館では︑今回のアンケート
で出されました結果を生かしなが
ら︑更なる図書館サービスの充実

（74歳

17人
（16％）

暇を過ごす・＝という回答もあり︑

一入っ子なので大勢

甲斐憲一さん

ふつう（8％）

（18歳：山下）

とおりです︒

図書館には、前からとき
どき本を借りに来ていまし
たが、数日前からは勉強の
ために毎日2階の部屋を利
用させてもらっています。

悪い
8人

さん

新たな図書館の活用方法を考えさ

︑曽

日向に引っ越してきて2
年になりますが、初めてお
はなし会に参加しました。
子供はまだ1歳未満なので

圭

Q，館内の雰囲気はどうですか

したいものです．．

「へっこきよめ」の紙芝居を借りに来ました。
これからも大好きな図書館で、絵本をいっぱ
い借りたいと思います。

大橋智子さん
（36歳：庄手）

の子供たちと接せさせたかったのがきっかけで
す。参加してみて、みんな楽しそうなので、こ
れからも参加させたいと思いました。

（31％）

今Hは、お母さんと一緒
に「ねずみのよめいり」と

山本

すが、

32人

書館に通っています。

バ辱

（50％）

そのほか︑﹁本の並べ方はどう
ですか﹂︑﹈本棚の配置はどうです
かしという問いにも︑ほとんどの

媛

52人

まあまあよい

5人

◎もう少し若者向けの雑誌を増や

に2、3口は図書館に来て
います。借りる本のジャン

非常によい

13人

ています．︑図書館は︑みんなの財

絵本がとっても大好きな
ので、月に3日くらいは図

を定期的に見るために、月

コへ
藝
ルは問いませんが、結構新
しい本が入荷していますので楽しみです。
いろんな人たちが図書館を利用するために、
もっと多くの種類の本を入れてください。

（19％）

（5歳：梶木町）

本を借りるためと、雑誌
専

20人

栞ちゃん

14人

せられます．．

糸平

．・＝∴．電．三

19人

産です︒みんなで利用するからこ
そ︑ほかの人のことも考えて利用

x尾 （23歳：原町）
勇さん

館内で読書をする

﹁本の量はどうですか﹂の問い
には︑半数以上の方が﹃まあまあ
多い﹄と答え︑今後更なる図書の

Q，四隅サービスはどうですか

充実を願う声が聞かれました︒

編赫．

21人

その他

ようにしています。

ふつう

6．

新聞・雑誌を読む

余暇をすごす

す。そのうちの1日はおは

子育ての一環としての読み聞かせに、興味を
もっていました。子供たちは、本当に真剣に話
を聞き、本がとても好きになっていますよ。

22人

調べものをする

（27％）

﹁宮門サービスはどうですか﹂の

を運ぶようになりました。何よりも、検索が簡
単になったのは、助かっています。今後、雑誌
類などをもっと増やしてほしいですね。

（21％）

山田定子さん
（37歳：春原）

梶原昭子さん
（51歳1高見橋通り／

82人仁＝コ

本を借りる
少ない
22人

7

本の種類や数を増やしてほしい

特集

6

愚
10人

午後7時〜9時
{ール代個人負担

英会話教室

〃

20人

午後7時〜9時

※自主クラブとして、「ミニバレーボール」「音楽愛好会」

÷

国道10号線

・．．．．．．．．●●●●●．．．．．．．．．．．●．．●．．●

ｳ1・弗

．力

h6

何

木曜日

新市場の建設場所は︑平岩

した︒

が2月10日︑現地で行われま

昨年1月に第3セクター方
式で設疏された日向総合地方
卸売市場㈱の新市場の起工式

．∩

旧国

市民農園開設場所
●●

●

があり、随時募集をしています．

ることができます．︑

一
り塾﹂は︑平成3年度

リーダー養成塾コひま
わり塾しの塾生を募集
しています︒﹁ひまわ

市は︑まちづくり

知屋東5年︶中平雅信︵細島6年︶

葉富之︹大王谷5年︶阿部大智︵日

︵詳知屋4年︶三谷駿介︹財光寺
4年︶廣田尚士︵美々津4年︶椎

津美香︵財光寺3年︶里⁝木美加．†

史暁︵美々津1年︶本田南︵財光寺
南2年︶野別千夏︵大玉谷2年︶梅

すみ︵財光寺南2年︶▼特選11河野

づくり推進協議会会長賞11赤木か

▼日向市長点日古本卓也︵日知
屋東5年︶▼日向市国際交流まち

りです︵敬称略︶︒

ました︑一主な入賞者は︑次のとお

ものばかりで︑買い物途中の親子
連れなどが足を止めて見入ってい

供たち︒集まった作品は︑それぞ
れの国や地域の文化が感じられる

た．．出品者は︑市内の小学生及び
友好都市の中国灘坊市︑香港の．†

でアスティ日向寿屋で開かれまし

絵画展﹂が︑2月14Hから22口ま

﹁第1回日向市国際交流こども

異国を感じる絵画展
策について意見交換な
どを行います︒受講後

hソま本市活性化のための方

副謄鐸犠曜難

轟耕謙臨轄

安定した量・価格での出荷が
できますので︑生産意欲の向
上と︑新商品の開拓につなげ

ることになります︒
また︑生産者にとっては︑

今回の市場の整備統合によ
り︑消費者の皆さんには新鮮
でより安い食料品が提供され

す︒

拡大することを目指していま

トン︑果物4200トンまで

平成17年度には野菜8400

ン︑果物3190トンから︑

を平成5年の野菜5209ト

ろに操業開始の予定．．取扱量

計画では︑今年7月ごろま
でに施設を完成させ︑9月ご

りました︒

新市場には︑日向市及び3
青果市場︑JA日向が資本参
加しています︒当初︑参加予
定の魚卸売市場は︑事情によ
り整備統合に参加できなくな

立しました︒

これまで︑市内には3青果
市場がそれぞれに点在してい
て︑生産者や仕入れ業者︑消
費者にいろいろな面で不都合
が生じていました︒このよう
なことから市は︑平成5年か
ら3青果市場と市場統合に向
けた協議を重ね︑昨年−月に
第3セクター方式で会社を設

000万円です．．

●●●●●●●●●●●●●●●●．・．・．・●・●●●●

◇申込先＝市農林水産課（雪内線2312）

ホームの教養講座は︑働く青少
年が余暇活動の中で教養や知識を
身につけるとともに︑お互いの親
睦を深め豊かな人間性を育てるこ

﹂

野菜づくりって楽しい1よ

とを目的としています．．

ホームでは︑平成10年度前期教
養講座︵平成10年4月〜9月︶の
受 講 生 を 次 のとおり募集します︒

青少年ホーム2階

〃

塵小

☆開講式114月3日︵金︶午後6時

ｪ
☆受講料11無料︵ただし︑材料代

ゴルフ教室

財光寺

E［フ

は自己負担︶

付113月31日までに︑ホー

☆資格11市内に居住または勤務
する勤労青少年︵職業訓練校生︑
求 職 中 の 方 ︑家内労働者を含む︶
☆受

ホーム事務室にあります．︑

／

＼

35人

木曜日

子

募集講座一
●●
●●●・●●●●●
●●

梶1■卿1盟冒腎
集

◇申込期限＝3月16E］（月）

市福祉事務所高齢者あんしん対策室（日向市民健康
管理センター内曇内線2168）まで。

内線22ユ8︶

◇申込・問い合わせ11企画課︵δ

事業推進協議会で決定します

◇塾生の選考11日向市ひまわり塾

◇応募期限113月25口︵金︶

◇定員1120人程度

文 テーマ﹁H向市の活性化にあ
たっての課題﹂または﹁こんなま
ちに住みたい﹂のいずれかを簡単
にまとめ︑提出してください

住所︑電話番号 ②抱負 ③小論

あります︶に①氏名︑生年月日︑

◇応募方法11申込書︵市企画課に

座︑研修に参加できる方

して活躍できる方③1年間の講

歳までの方 ②特にまちづくりに
関心をもち︑塾卒業後リーダーと

勤務しているおおむね20歳から45

◇応募資格11①．市内に居住または

躍します︒

は︑日向市のまちづく
りのリーダーとして活

ひ

◇使用料＝年閤3，000円

≡
①印鑑（朱肉を必要とするもの）
②現在お使いの長寿定期乗車券（水色）
※指定された日が都合の悪い方は、3月24日以降に

」を養成

ﾞ料代（1回500円程度）

金曜日
原）
i小

午後ア時〜9時
〃

午後6時30分〜9時
〃

生け花教室

{ール代∂ケゥトは個人準備

陶芸教室

ｳ三・築4

ﾞ料代（1回700円程度）

30人

木曜日

午後7時〜9時30分
20人
〃

午後7時〜9時30分
H根代けケットは個人準㈲
ク

iバドミントン）

金曜日

スポーツ教室
iテニス）

60人

スポーツ教室

〃

午後ア時〜9時
物類は個人で準備
水曜日

25人

4．5㍍x5．0㍍
◇区画面積＝1区画

の赤岩川右岸の国道10号線沿

◇持参していただくもの

まちつく

●

い︒敷地面積約−万5000
平方姪に︑鉄骨造一部2階建
の施設︵延床面積約4000
平方層︶を整備しようとする
もので︑総事業費は約9億9

塩見地区
i月曜｝婦人の家

X横2．5cm）
①写真（縦3cm

崎
民館

亀崎中・東・向江
ｬ・鶴町
亀
村

●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●

卓

〃

着付教室

ﾙ子代q回100円程度〉

25人

午後7時〜9時
〃

茶道教室

〃

ﾞ料代（1回500円程度）

35人

午後6時30分〜9時
火曜日

料理教室

〃

代（ラケットは個人準備）

20人

午後ア時〜9時
ク

球

〃

ﾞ料代（1回50G円程度）

i池の坊）

6カ月

生け花教室

時間／経費
期間 曜日 定員
名
座
講

35人

農

Zンター

月曜日
23日

美々津

市は、4月1日以降の市民農園の利用者を募
集しています。市民農園は、昨年から財光寺六
反田に場所を新たにし、駐車場や休憩所、農具
倉庫、水道、トイレなども完備しています。
現在の空き区画数は、15区画。今年は、あな
たも野菜作りに挑戦してみませんか。
◇設置場所＝大字財光寺六反田（下図参照）
ﾊり
i金曜｝

一

●●●●●●●

と思厩想ら

▲
指定された日時にお越しください。

午後6時30分〜9時

永江・江良・公園

理知屋
民館
20日

潔
市では、長寿定期乗車券の更新を次の日程で行い
ます。手続きは、代理の方でもかまいませんので、

●
●

民館

Y

細島地区
i木醒》

P

堀一方・曽根・畑

島
民館
細
島
民館
細
19日

ニ
区

切島山1・2区・
ｼ原・秋留
切島山

幸脇・美々津地区
V人福祉

i秋留を除く）

〆

ノ

日

糟ｴ剛

平岩地区
17日

南日向
民館
i火◎

i春原剛
k月躍）

比良・川路団地・
ｷ江団地・山下・
搖ﾒ
18日

座
富高・新町地区
Zンター
Zンター

新生町・原町・高
ｻ町・日向台・庄
閨E梶木・大王谷
P6日

区
地

場所
区
埴

場所

」

午後1時30分〜3時
午前10時〜11時30分
時閥

老人福祉
老人福祉

3月

山 下
民館
i水■

30

ム利用証交付申請書に傷害保険料
500円と前期友の会費500円
︵6カ月分︶を添えて︑ホームに
申 し 込 ん で ください︒申請書は︑

長寿定期乗車雰（バス雰）評論新します

91

8

●みんなの広場
黒木
．㊧︐．

■

ゆう

〔1歳11ヵ月）

謹

4人兄姉の末っ子の佑好
ちゃんはわが家のアイドル。

駆

欝、
燕毒
． 犠轟
騒．…騰欝

ζ

「

穿

心の優しいかわいい女の
子になってね。

置く
安ぱ

筆

だ より

︐

■子育て相談︵日向市保育協議会︶

◇とき一13月14日︵土︶・28日︵土︶

午前10時〜午後4時30分

子育 て

健康でたくましい男の子
に育ってね。

こんにちは
図書館です

ll

）

り

2月という月は、年の始めの1月と年度
最終月の3月との問にあって、どんな月と
は言い難い月です。ところで、2月をどう
して「如月（キサラギ）」と言うのでしょ
うか。図書館にある日本語大辞典で調べて
みました。それによると、「寒さのために
衣を重ねるところがら、キサラギ・キヌサ
ラギ（衣更着〕」という説，また、「陽気が

もう少しで歩けるよ。

◇ところ1ーアスティ日向寿星3階

利幸さん

ずつ友達と分け合ったり︑順番を

守って遊んだりできるようになる︒

・回りから見ると友達と遊んでい
るように見えるが︑実際には同じ
場所で同じ遊びをしているだけの

場合が多い︒

・なぜ︑どうして等の質問が盛ん
になったり︑お母さんのお手伝い
をしたがったりするようになる︒

◎大人の対応
①こっこ遊びを豊富にさせ︑簡単
な筋道のある絵本を読み聞かせて

あげる︒

②子供同士の遊びの中に入れてや
り︑一緒にいる喜びを味合わせる︒
③子供のやる気を大切にする︒

花ケ丘︶

趣味は、映画鑑賞と読書。それと映画のパ
ンフやマッチ箱の収集にも凝っています。

雪
等くん
元気いっぱいの尋くんも

■情緒面の年齢別発達特徴

塩月
︵27歳

いきい壱

@青春トーク

春ロいずみさん

︵21歳⁝東草場︶

組合員、作業班の皆さんのご協力のもと、育
林指導や間伐作業など自然に囲まれての仕事
に頑張っています。もっと、山の素晴らしさ
や大切さへの理解が深まればいいですね。

・亜矢さん家の
くん（大王谷）

〔10ヵ月〕

◎3歳児以降

●

日向市森林組合に勤務して2年になります。

川わ

早

・友達とのふれあいの中で︑少し

●

@

二

佑好ちゃん

ただ︑不思議に思うことは︑日

●

向岬の荒浜周辺の歩道ではよ
く見かけるコジュケイの姿を
見かけたことがありません︒
動物は︑私が昼間に歩くせ

●

いか︑全くと言っていいほど見る

●

ことはありませんでした︒

い︑齪ト犠四

二名月ケ鼻遊歩道から
金ケ浜遊歩道までの探訪記
②
しかし︑時折︑ウサギやタヌキ
ふん
の糞を見るので︑必ずいると確信

●

〃

しています︒

●

重ねて、早く上手になりたいものです。

次に︑海の生物はというと︑こ
れは随分珍しいものとの出会いが
ありました︒このことについては︑
このコーナーで順次紹介していき

●

かせるようゴルフを始めたのですが、その面
自さにすっかり夢中になっています。たくさ
んの人と知り合えるのも魅力ですね。練習を

たいと思います︒

●

前を覚えるのに必死の状態です。仕事にも生

国道10号線︑平岩の﹁宮の上﹂

O

2カ月で、とにかく仕．事とお得意様の顔と名

バス停から南に約200メートル
行った所に平岩港に下る道路の分
岐点があり︑そこに﹁御名崎ケ鼻
遊歩道﹂を示す案内標識が立って

●

います．．あまり聞き馴れない名称

●

なので︑地元・本宮区長の松葉虎
雄さんらに尋ねたところ︑昔の人
しか知らない地名で︑今の平岩小
学校の東側︑忠魂碑の建っている
海に突き出した岬のことを言うそ

●

うです︒年月とともに︑忘れ去ら
れてしまいそうな名前だという気

●

がしました．．

●

このコーナーは︑ふるさとの自

に寄稿いただいています︒

然を守る会の小倉久信さん︵原町︶

美々津カントリークラブに勤め始めてまだ

平岩・宮の上地区から日 向 サ ン
パークに通じる海浜遊歩道の道す
がらに植生するのは海浜 特 有 の マ

ルバシャリンバイ︑オオバネム︑

ヤプツバキ︑ハマボウなどの樹木

やハマボウフウ︑ハマカンゾウ︑

ハマゴウ︑ハマユウなど ︒ こ の ほ
か多種多様の草木が四季折々の花

や実をつけて楽しませてくれます︒

私が見かける鳥たちも︑季節に
よりヒヨドリ︑トビ︑ヤ グ ロ カ モ
メ︑アオバト︑ウミウな ど で ︑ ほ
かにもたくさんいますが︑鳥の名

前が分かりません．︑

7月ごろに見ごろとなるハマボウの花

次男・重美さん家の

おてんばちゃん（奥野）

発達する時節であるところがら、キサラギ
（気吏来）」という説。そのほかにも、さ
まざまな説があるそうです．

ついでに言うと、旧暦の2月2日に灸を
すえると、一年中息災であると言われ、こ
れを「きさらぎの灸」と呼ぶそうです。
近づきつつある春を前に、寒い日と暖か
い日が交々の「如月」，まだまだ口だまり
の中が気持ちいい季節です。時間がありま
したら、図書館の日当たりのよい席でゆっ
くりと読書でもいかがでしょうか。

貸出ベストテン〈平成10円月〉
①失楽園《上・下》（渡辺淳一：講談社）
②BLACK JACK《全14巻》（手塚
治虫：秋田書店♪
③星の輝き《上・ド》（シドニイ・シェル
ダン：アカデミー出版1
④哀しい予感（吉本ばなな：角川書店，
⑤三つ目がとおる

（手塚治虫：講談社）

⑥怪談人恋坂（赤川次郎：角川書店）
⑦焚火の終わり《上・下》（宮本輝：集英社）
③バリアフリー住宅のすべて（朝li新聞社／

⑨たいのおかしら（さくらももこ：集英社／
⑩らせん（鈴木光司：角川書店）

文学受賞作品展
◇期間＝2月25L］〔水1〜3月15日lrll

◇会場＝市立図書館lF

〃

流；昆男イド

レ富島高校定時制の2次募集＝3月3日〜24日（詳しくは富島高校容52−4075）

︵

616円

9．12．31

5，145円

馴4円

9．1220

今回︑改めて人権侵害の

4，92］円

現実を見つめ︑人権尊重︑
9．1226

︽そのまま国民健康保険に

人権擁護の重要性を認識す

629円

てください︒

加入される方︾

宮崎県内の使用者は、次の最低賃金額未満で

日︵15日間︶

◎最低賃金に関する問い合わせば
または

3月1H

日は市庁舎警備員室︶
．

F

高齢者保健福祉のまちづくり

います︒

禔i金︶から23日︵月︶までア

サービスの紹介や介護用品
の展示・紹介を行う﹈高齢
者保健福祉フェアLを3月

また︑高齢者保健福祉

職員及び高齢者保健福祉推
進事業参加者の3人

◇活動発表11老人福祉施設

学院長・理学療法士︶

リハビリテーション学院副

講師米田睦男さん︵宮崎

色の老後を送るために〃闘﹂︑

出発してみませんか〃一自立

◇記念講演11演題

﹁さあ

大会では︑記念講演や活
動発表が行われ︑どなたで
も参加できます︒皆さんの
多くのお越しをお待ちして

央公民館で開催します︒

︵水﹀午前9時30分から市中

くり推進大会﹂を3月4日

市は︑高齢者の生きがい
のある住みよい福祉のまち
づくりを推進するために︑
﹁高齢者保健福祉のまちづ

高齢者福祉について
学びたい方へ

I

事務局︵ただし︑ヒ・日曜

◇会場11市選挙管理委員会

後5時

◇対象11学校教育法で定め

奨学金を貸与します

平成10年度奨学生の募集

産税係︵盈内線2114︶

◇問い合わせH市税務課資

◇料金11無料

後5時

◇時間11午前8時30分〜午

各支所 3月3日〜5日

〜20日︵⊥︑H曜日を除く︶︑

◇期間11税務課

︵細島︑岩脇︑美々津︶

◇会場11市税務課と各支所

開も行っています︒

また︑平成9年度から市
街化区域内の路線価等の公

た方に限ります︒

家族︑納税管理人︑または
これらの方の委任状をもっ

産業別最低賃金

◇期間112月23日一3月9

で縦覧します︐︑

成しました﹁農業委員会委
員選挙人名簿﹂を次の口程

平成10年−月1日現在で作

市選挙管理委員会では︑

確認してください
選挙人名簿

農業委員会委員

会︵倉5212572︶へ︒

詳しくは︑社会福祉協議

絡ください．．

ジベッド︑エアーマット等
また︑社会福祉協議会で
は︑福祉機器のリサイクル
も行っています︒家庭で不
要になった福祉機器があり
ましたら︑協議会までご連

◇貸出物品11車イス︑ギヤッ

さい︒

協議会に備え付けの申請書
に記入するだけで︑簡単に
利用することができます︒
ご利用の方は︑お間違え
のないように注意してくだ

縦覧できるのは︑固定資
産の所有者か︑その同居の．

日掛で縦覧します︒

台帳を3月−日から3月20

平成10年度固定資産課税

今年の評価額を
確認してください

固定資産課税台帳の縦覧等

詳しくは︑市税務課︵盈
内線2126︶へ︒

が必要です︒

字体の消滅があったとき
※農耕作業用自動車も登録

◎盗難︑標識の紛失・破損・

◎車を売買したとき
◎廃車したとき
◎所有者名が変わったとき
◎住所が変わったとき
◎車体を変更したとき

労働者を雇用することはできません。

◇時間11午前8時30分⁝午

8（0982）34−3331

延岡労働基準監督署

君（0985）24−2205

宮崎労働基準局賃金課

るため﹁人権について考え
る市民の集い﹂を開催しま

5．028円

業

◇必要なものロ印鑑・家族
がお持ち の 保 険 証

7．12．22

自動車（新車）

発効日
時間額
額

す．︑

587円

種 商 品
売
業

︽社会保険などその他の保
険に加入した方︾
4，690円

電気機械器具

楽しく︑そしてピリッと
辛口の利いた新治さんの話
を聞きながら︑人権につい
製糸業、紡績業

宮崎県最低賃金

日

最低賃金名

◇必要なもの11印鑑・家族
て真剣に考えてみましょう．︑

9．12．25

売

がお持ちの保険証・新しく
加入した社会保険証等また

608円

ｬ

市民の皆さんのたくさん
の参加をお待ちしています︒

3月20口︵金︶午

ん

4，859円

各
ｬ

詳しくは︑市民課︵酋内
◇日時
後1時15分開演

◇内容11お笑い人権高座〜

◇会場11市中央公民館

蝦．

白蔓の人生︑自分が主役〜

．

のノ

肉製品・乳製品
ｻ
造
業

造

は写し
線2134︶へ．．
人権につい て 考 え る 市 民 の 集 い

お笑い人権

を開きます︒

一．6熱潟
軽自動車・バイクの所有者へ

けを行いましょう︒
︽こんなときは届け出を︾

詳しくは︑労働金庫日向
支店︵85216131︶へ︒
重度障害者の方へ

タウシー利用券を
交付します

◇対象11身体障害者手帳の
﹁1級及び2級﹂または療

育手帳の﹁A﹂を所持して
いる方で︑市内に居住され
ている方

◇助成内容時タクシー基本

9，10．1

ｻ

国民健康保険学生特別保険証の発行

高校・大学等に
進学する方へ

卒業︑入学の季節です．．

について考える市民の集

お笑いの中から
見つめてみよう人権

こ の 時 季 ︑ 国民健康保険加
人 世 帯 で ︑ 4 月から高校・
大学・各種学校などに入学
さ れ る 方 の ために︑家族の
保険証とは別に学生特別保
い﹂は︑落語家の﹁露の新治﹂

高座

さんを招いて

﹁まいどおおきに新治で
す﹂
今年の﹁人権

険証を発行しています．．

学生特別保険証が必要な
方は︑次のものを持って市
私たちは︑生まれながら
にして自由・平等であり︑

民課までお越しください．︑

◇必要なもの11印鑑・保険

◇ 貸 付 額 ロ 高校生 月額1
万円︑大学・専門学校生
月額2万円
◇貸付期間11奨学生の在学

する学校の正規の修業期間

軽自動車やバイクなどの
税金は︑4月−口現在の所
有者に課税されます︒年の
中途において︑所有する車
を廃車したり︑名義変更し
たりしたときは︑早めに届

軍手続肇めに

◇提出書類11①奨学生願書

カ月を経過した後︑貸付期
間に相当する期間内

在しています︒

人権・身上・性別による差
別などの人権侵害が多く存

的身分や門地による差別︑

しかし︑今日もなお社会

に︑平等とされています．．

幸せに生きる権利を持って
います︒そして︑基本的人
権の享有は妨げられず︑個
人として尊重され︑法の下

を提出してください︶

証 ・ 在 学 証 明 書︵お急ぎの
と き は ︑ 合 格 通知書または
入学許可証でも受け付けま
すが︑後日必ず在学証明書

また︑本年卒業される方
は︑学生特別保険証の有効
期限が3月31目で切れます

の で ︑ 保 険 証を返却すると
ともに︑次のものを提出し

る大学・短大・高校・古同等

専門学校及び各種学校に在
学する方
◇定員肚若干名︵6月下旬
︵早教育委員会学校教育課
にあります︶︑②奨学生推
薦調書︑③最終学年学業成
績証明書︑④保護者の平成
8年分の所得証明書・平成
9年度分の資産証明書︑⑤
連帯保証人︵2人︶の平成
9年度 分 納 税 証 明 書

に選考委員会で決定﹀

◇貸付利息11無利息
◇受付期間113月2日︵月︶

障害福祉係16番窓口

料金券を年間15枚

◇申込・問い合わせ 市教
育委員会・学校教育課︵a

◇交付日程一3月23日〜

方や65歳以上の方を対象に

福祉機器の貸出は︑身体
障害者手帳を所持している

に変更になりました︒

︵市総合福祉センター内︶

今年から車イス等の福祉
機器の貸出窓口が︑市福祉
事務所から社会福祉協議会

車イス等の貸出は
社会福祉協議会で

福祉機器の貸出窓口の変更

71︶

所障害福祉係︵a内線2ユ

◇問い合わせ11市福祉事務

※手続きは代理の方でも可

障害者手帳またば療育手帳

◇必要なもの11印鑑・身体

◇交付場所11市福祉事務所

内線2413︶

〜4月30日︵木︶

◇資格11①本人または保護

者が引き続きユ年以上本市
に住所を有していること︑
②学業・品行ともに優秀で
あ り ︑ か つ ︑健康であるこ
と︑③学費の支払いが困難
で あ る と 認められること

講師／露の新治さ

行っています．．市社会福祉

守っていますか最低賃金

一

業

579円

一

事業主の皆様へ

一

◇償還方法11月賦︑半年賦︑

一止まって確認、無事故に挑戦一

※前記奨学金制度のほかに
労働金庫日向支店に委託し
ている教育資金融資制度が
あります︒この制度での融
資額は︑1人につき100

（一17）
（±0）

（一11）
（一8）

年賦のいずれかによる

26日㈱第一糖業10＝00〜12＝30

スティ日向寿屋で開きます．

溜
β

130件
0人

（）内は前月比
負傷者 物損事故
亡
死
人身事故

16人
15件

︐万円以内です︒

1月中の交通事故

◇償還期限11貸付の終了し

12日㈲日向市役所9＝00〜16＝00

4，626円

20

14＝00〜16＝00
富士シリシア科学

た 月 の 翌 月から起算して6

献血は心の贈りもの

一

52−2111
LIFE
SAVE
B正00D
GIVE

す

一
劉1

市役所は盈代表

一
3月の献血日程

⑰市は「身元調査お断り運動」を推進しています
嚇

レ市政ニュース・行事は市政テレホンサービス實52−2000・2070へ

一Tnp7r

詳しくは︑市福祉事務所

週木曜日︶︑昼の部

日︵木︶19時〜a時︵以後毎

◇申込期限113月13日︵金︶

齢 者 福 祉 係︵容内線21

聴覚障害者新聞代を含むテ
キスト代として3000円

◇選考日113月18日︵水︶

9︶へ．．

が必要︶

13

4月

冝i月︶10時〜12時︵以後

円︑小中学校入学時に人学
支度金 4万3000円
◇対象11自動車事故鵡

傷・脊髄損傷を生じた
一定の基準にあては＋

◇支給額11自宅の場八

◇貸付期間11貸付決定の月

から中学校卒業の月まで

日2000円︑入院︵
医師の証明がある銅

の部分縫い︑スカート・ブ
ラウス・ワンピース・ジャ
ケットなどの型紙作成から
仕上げまでの知識の修得を

◇利子11無利子

毎週月曜口︶

◇返還方法
割賦による20

◇資格11現在︑雇用保険を

短期間で行います︒

◇会場11日向市総合福祉セ

除き原則として支給−

受給している方

詳しくは︑自動車古

書センター宮崎支所

◇募集人員1115名

◇訓練期間116カ月

年以内の均等払
※高校・大学に進学した場
合︑在学期間は返還を猶予

ンター︵無意20713︶
◇内容 手話の学習︑耳の
不自由な 方 と の 交 流 な ど

9851う
駅1538r

ツル子

偉身

文

八重子

河野アキノ

田中

一郎

柏田ヨシ子

児玉

青木岩美 侯夫
菊田ミグサ 廣幸
市田 常藏 芳春
豪吉
山地チヨノ

洋

◇受講料11無料︵ただし︑

喪主 地区

1月31日現在

人一

並饗のご寄付︵敬称略︾

故

社会福祉添議会扱分

宇田津サダ

キョ

所；市役所庁舎玄関前

甘言

午前9時〜
◇場

好

時＝3月811（ID

次平

◇日

甲斐フジエ

鹸弼

苗木の無料配布

黒木スギエ

ところ■青少年ホーム

市内では、昨年6月12日から交通死亡事故が1件も

発生していません。これは、市民一人ひとりの交通安
全に対する自覚と行動によるものです。この交通死亡
事故「0」240日間達成に対し、市は2月12日、宮
崎県交通安全対策推進本部から表彰されました。交通
事故は、いつ自分が加害者や被害者になるか分かりま
せん。無事故に向かって、みんなで挑戦しましょう。

タツエ

10：00〜15：00

利盛

き■3月10日（火）

楠元ヒサエ

と

敷

鞭署欝
笠原高三郎

＜240日間、交通死亡事故「0」

黒木

10：00〜15：00

ところ■中央公民館
◇年金巡回相談

キミ子

き■3月19日（木）

義雄

と

江藤トメエ

m…

：30

柏田

10：30〜14

岩切泰子

ところ■中央公民館
◇法律相談

き■3月12日（木）

貞治
道子

少植物となってきています。

と

敏美

◇交通事故相談

鈴木

は、海岸の砂地に自生する多年草で、5月下旬から7
月ごろまで白く小さな花を咲かせます。日本全国に分
布していますが、近年、乱獲や環境の悪化などから希

佐上チエ子

3月の相談日程

自然愛好者など約50人が参加しました。ハマボウフウ

︽介護料の支給︾

「日向市ふるさとの自然を守る会」主催のハマボウ
フウの種まきが2月8日、お倉ケ浜で開かれ、会員や

◇受講料11無料

◇申込・問い合わせ1ー口慣

ーワーク日向︵日向公共職

業安定所盈5214131︶

育成資金の貸付・介護料の支給

一
自動車事故に
遭われた方へ

自動車事故対策センター
では︑自動車事故に遭われ
た方に対し︑次のとおり育
成資金の貸付及び介護料の

支給を行っています︒

︽育成資金の貸付︾

◇対象11自動車事故により

15万2000円︑貸付

死亡または重度の後遺障害
が残った方の子供︵0歳〜
中学校を卒業までの幼・児
童︶で︑その保護者が住民
税を納めていないなどの一
定の用件にあてはまる方

金

ハマボウフウの花いっぱいの浜にレ

毎月1万9000

バザー開始とともに会場に詰め掛け、目当ての品物を
たくさん買い込んでいました。このバザーの益金は、
福祉活動などに使われます。また、当日は、多くのボ
ランティアの方々がつどいを盛り上げてくれました。

◇貸付金額11はじめに︐時

は、福祉バザー。朝早くから集まった大勢の市民らが、

ます。

期間中

日向市福祉のつどいは2月1日、日向市総合福祉セ
ンターで開かれました。このつどいでの最大の呼び物

β1

干話講習会の受 講 生 募 集

受 講 生 を 募集します︒日
ろ ボ ラ ン ティアをしてみ
い と 思 っ ている方︑福祉
興 味 の あ る方などどなた

◇申込先11市福祉事務所障

＜今年もにぎわった福祉バザー

今回寄せられました「みどりの
募金」は、学校や公園の緑化、家
庭緑化に対する苗木の配布やみや
ざきの森づくり活動、山村と都市
との交流などに使わせていただき

洋裁訓練生の募集

した。

洋裁の技術が
短期間で学べます

た。ご協力くださいました市民の
皆様、本当にありがとうございま

r

う、」［．

手話を学んですてきな
コミュニケーション

も参加できます︒

害福祉係︵容内線2171︶

額1，541，816円の寄付がありまし

消火、負傷者の搬送などに真剣に取り組んでいました。

・「．

平成10年度の手話講習会

あなたも手話を学んで︑

コ ミ ュ ニ ケーションを楽

の．不自由な方とのすてき

した「みどりの募金」活動で、総

んでみませんか．．

年9月から11月まで市内で行いま

対象1115歳以上の方なら

日向市みどり推進会議等が、昨

なたでも

本番さながらに火災訓練レ
江戸時代末期の家々が残る美々津の町並みで1月25
日、火災防御訓練が行われました。これは、1月26日
の文化財防火デーの一環として行われたもので、美々
津の歴史的町並みを守る会や立縫区自主防災会をはじ
め、地域の住民などが参加しました。参加者らは、日
向市歴史民俗資料館から出火したとの想定め元、初期

能力再開発訓練事業の一
環として︑洋裁訓練生を募

おりかとう二ざいました

成11年3月まで

みどりの幽幽への乙脇力

期間11．平成10年4月から

◇平◇ど◇藁蕎嘉齢慧智鴇謡言羊

希望する方は市総務課（雪内線2234）まで

集しています︒洋裁に関す
る基礎及び原型からすべて

ま5の躍

■広報紙に掲載された写真を差しあげます。

4月9
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尾

猪倉雅教くん︵原町︶

び

保健婦です
参
、

・

3カ月児健診（第2・第4金曜日）
向洋クリニ・ノク

（内君525488）田中病院

1日

ﾈ（内・小児・胃腸費520880）

日向内

時◇3月13日、27口

1

対 象◇平成9年12月生まれ
7カ月児健診（毎月1回）

篠原医院

i産婦・肛君631059｝稲原医院（眼費52

時◇3月20口

（金）

Q2091

三ケ尻医院（整外君525557〕康田医院〔産
w雪537788＞

日

松岡医院（内君525407）

対象◇平成9年2月生まれ

ﾀ田医院〔皮・泌曲面523785）

15日

浦上医院（内・外・胃腸君522936）

1歳6カ月児健診（毎月1回）

鮫島

日

a院〔精神・内・姫君546801）

．

」

日

甲斐医院〔外・胃腸君535000）

対 象◇平成6年8月生まれ
※受付時間は、3カ月児 午後1

児玉医院

i小児君522530）安部医院（内・循環a53

時〜1時30分、7カ月児・1歳6

S788）

午後1時〜2時、1歳児

午前9時30分一10時です。

田

いO

﹂

助茁煢ﾈ（内・呼吸・循環君536333）
眼科（二君524〔｝09）

母子健康手帳を忘れずに、市民

大㍉r医院（整外・

健康管理センター（雪内線2181・
﹃

焉E理学診療君523337｝

21821まで。

※当番医が変ることがあります。テレホンサービス（a53−1214）で確認を。

後編

日向市の人ロと世帯
（平成10年2月1日現在）

人

ロ

59，143人（十19）

男

28，029人（十17）

女

31，114人（十2）

盈

世帯数

21，225世帯（十

62人

2）

出亡

141人

転死

入生

記集

転出

史上最多の国や地域が参

加した冬季五輪長野大会が︑

開かれました︒今世紀最後

の冬季五輪となる今大会は︑
﹁さらなる友好と平和﹂を

全世界に向けてアピールす

る大会︒日本選手団の活躍
に手に汗を握りながらテレ

ビの前で応援した方も多

かったのではないでしょうか︒

世界の各地では︑依然と
して戦争や紛争が絶えませ

︽Y︾

ん︒この大会が︑本当の意
味で﹁世界平和﹂への糸口
になることを︑開催国の一
人の国民として願わずには

いられません︒

■¶コ釦＝＼富岡圃﹁咀¶コ調昌璽

カ月児

和田病院（内・外・放・脳外君52001D
29日

π．

時◇3月6日（金）

岡部勇也くん︵塩田︶

22日

象◇平成8年8月生まれ

3歳児健診（毎月1回）

21日
山元医院（小児君536066）

時◇3月19日（木）
．

譲⊃DPOI﹄UIU一ゴ

対

黒木医院（内君526055〕萩原眼科（目艮君63
V222）

時◇3月10日（火／

尾上歩夢くん︵曽根町︶

8日

対 象◇平成9年8月生まれ
1歳児健康相談（毎月1回）

−

﹄罰﹄コ可ユ引引田ゴ⊃喘罰湘

日

通

¶コカ

k内・放・精神・神経君632211）

口

黒木悠介くん︵切島山1︶

乏乳幼児健診》

児玉奈津子ちゃん︵塩田︶

閨閥
へ一や

市は︑昨年6月から歯科医師会及び医師会

：（こ匪亘蚕豆医3

の協力を得て︑在宅歯科診療を行っています︒

■齢馴柵＼コ可ヨ聾粥㎜細

その在宅歯科診療での出来事です︒脳卒中
の後遺症で寝たきりの生活を送っているA男
さんは︑長い間﹁差し歯﹂がとれて︑義歯の
装 着 が で き ないと困っていました︒そこで ︑
この在宅歯科診療を利用することになりまし
た︒診療H当日︑いざ﹁差し歯﹂を拝見とい
う段になって︑﹁差し歯﹂を紛失しているこ
とに気付きましたが︑早速︑﹁差し歯﹂を作
り 直 し て 義 歯を装着することができました ︒
今では︑何でもおいしく食べれるようにな
り ︑ 食 事 が 楽しみの一つとなったそうです ︒
歯は︑元気な身体を作る源です︒歯を治療
したいが︑身体が不自由なために受診できな
いとあきらめている方はいませんか︒そんな
とき︑ぜひ在宅歯科診療をご利用ください︒

︽那波︾

□輿囑41＼出島5柑P皿℃ココ

詳しくは︑健康管理センターへ︒

木村勇大くん︵塩田団地︶

r

49人
35人

