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目指せ

r2口野球還手

5月5日のこどもの日。日本プロ野球OBウラフ
の少年野球教室が、お倉ケ浜総合公園で開かれ、市
内タトの野球チームの子供たち約70人が参加しました。

小雨の降る中、本県出身の小川亨さん（元近鉄）
ら4人の指導に、参加した子供たちは目を輝かせて
いました。将来は、プロ野球選手になれるかな。

特集ボランティアって何だ

特集ボランティアって何だ

構えてしまっていませんか。しかし、ボランティアは、

だれにでも簡単にできるものです。きっとそれは、活動
自体を指すのではなく、心の持ち方が大切だからです。

今月号では、市内でボランティア活動に取り組む3つの
グループを紹介します。皆さんも、ボランティアについ

校でもボランティアグループを結

て一緒に考えてみませんか。

この活動のために︑しっかりと
したアクセントやイントネーショ

ます．︑

のところ13人程度で月−回の配布
ですが︑1回の録音で3時間︵テ
ープ3本分︶もかかることもあり

しな活動は︑自宅で録音編集し
たテープを︑登録された利用者の
方にお届けしています︒録音・音
訳しているものは当初︑新聞の社
説やコラムなど短いものばかりで
したが︑現在では短編小説なども
手掛けています．対象者は︑現在

す一．

では︑12人の会員で活動していま

歳一瞥手︶ら3人を中心に︑平成
8年8月に結成されました︐現在

アって
設 の 要 望に応じ決定しています︒
﹁ 世 界樹﹂の会長である黒木一

市内の高校生のボランティアグ
ループは︑現在5グループ︒それ
ぞれが︑刺激しあいながら活動を
展開しています︒﹁世界樹﹂は︑
今の活動を継続しながら︑今やれ

す﹂と．百っています．︑

成したそうです．︑

精さん︵H向古同校3年︶は︑﹁友
人に誘われたんですよ﹂と︑グルー

このような古同校生のボランティ
ア活動に対し︑ラボ！ル向洋の島
田徹男事務長は﹁施設は︑地域に
開力れたものでなければなりませ
ん．．これからも若い人とのふれあ
いをできるだけ増やしていきたい
ですね︒高校生にとっても︑ボラ
ンティアは人に何かをするのでは
なく自分のためになるんだ︑とい

プに加入したきっかけを話してく
れました．﹁これまで私は︑施設
に 入 所 している人に対して偏見を
もっていました︐でも︑この活動
に 取 り 組むようになって︑自分た
ちと何らかわらない同じ人間なん
だ と い うことが分かりました﹂

うことを学んでほしいと思いま

また︑同グループの黒木和志郎
さん︵H向高校3年︶は︑加入し
たきっかけについて︑中学生のと
きに参加した福祉キャンプをあげ
ています．．福祉キャンプで︑人と

の ふ れ あいのすばらしさ︑大切さ
を感じた黒木和志郎さんは︑中学

ることを精いっぱい取り組んでい
きたいと考えています．．

してあげるのではなく
自分が学ぶ活動です
録音・音訳ボランティア
﹁虹の会﹂
視覚障害者や高齢者のために︑
本や新聞などの音訳を行っている
のは︑ボランティアグループ﹁虹

取得している村上喜美子さん︵66

﹁虹の会﹂は︑朗読奉仕員証を

の会﹂です︒

。そう聞いただけで、何だか
ボランティア

今やれることを
精いっぱいやります
高校生ボランティアグループ
﹁世界樹﹂
市内では最近︑中・高校生のボ
ランティアグループの活動が盛ん
です．．市内の高校生で組織する高
校生ボランティアグループ﹁借界
樹﹂もその一つ︒﹁世界樹﹂は︑
lです︒

平成5年7月に発足し︑現在会員

付Eさんは以前︑病院で医療事
務の仕事についていました．そこ
で出会った人々の内面にふれたこ
と︑また︑自分自身の生活が苦し
かったとき︑周りの人々が助けて
くれたことに対し︑少しでも人の

した．

ンで朗読できるよう月1回の定例
会と称する講習も行っています．
この﹁虹の会﹂で中心的に取り
組んでいるのが︑村L喜美予さん
です．村しさんは︑・この活動のほ
かにも︑いろいろなボランティア
活動に参加しています．
﹁人の喜ぶ姿が︑私の喜びなん
です﹂と︑これらの活動に取り組
み始めたきっかけを語ってくれま

第4木曜口の定例会において︑施

このような活動内容は︑第2︑

動となっています︒

また︑リサイクル活動や福祉イ
ベントの協力なども︑中心的な活

れあい交流を行っています︐

主な活動内容としては︑毎月第
2︑第4⊥曜日に精神薄弱児施設
あかつき学園や特別養護老人ホー
ム永寿園︑老人保健施設ラポール
向洋などを訪問し︑掃除︑配膳な
ど施設のお手伝いや入所者とのふ
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と黒木一精さん．︑

5月10日の高校生ボランティア連絡協議会総会

特集ボランティアって何だ

気持ちを持っています︒このよう
な視覚障害者の思いにこたえよう
と︑マラソン大会等での伴走活動
を行っている団体に︑日向市視覚
障害者﹁伴走協会﹂があります︑
﹁伴走協会﹂の主な活動は︑各地
﹁引っ込み思案な性格が︑マラ
ソンを始めて明るくなったなどの
話を聞くと︑本当にやり甲斐があ
ります﹂と久世さんは靖．．口います．．

久世さんの伴走で︑日常のジョギ

原︶は︑﹁昔から走ることは︑好

ングやマラソン大会の出場を果た
している甲斐万福さん︵55歳⁝松

走協力や定例のふれあいジョギン
グなどです︒現在︑14人の会員
本当に楽しく走ることができてい

で開催されるマラソン大会での伴

で活動しており︑対象者は9人．．

2人だけで︑対象者すべてをカ
を⁝明るくする活動ではないでしょ

は﹁︑二．．口では．言えないが︑世の中

ボランティアについて久世さん

きでした．．久世さんたちのお陰で︑

しかし︑練習のための定例ジョギ
ます﹂と語っています．︑

バーできていないのが現状だそう

ングなど日常活動を行える会員は

です︒

また︑﹁走りたくても伴走者が
いなくて走れない視覚障害者が︑

うか﹂と．．．．﹈っています︒

この﹁伴走協会﹂で︑定例ジョ
ギングなど積極的に活動している
たくさんいます．．私たちと一緒に

曽根︶です．

﹂

．

．7

ことができるものなのです．．

アは︑だれでもごく簡単に行う

アです．．このようにボランティ

思う．︑それも立派なボランティ

分やだれかが﹁よかったな﹂と

み箱に捨てる．．そんな行為も自

例えば︑道端に転がっている
空き缶1個をあなたが拾ってご

・猷﹁

んか﹂と︑訴えています．︑

伴走に協力してくれる人はいませ

のは︑会長の久世綱雄さん︵70歳

くりのためにマラソンを始めまし

久世さんは︑60歳のとき健康づ

れかに何かしてあげる﹂というの
ではなく︑心から楽しく活動を続

喜びの役に立てればと思うように
けていきたいと考えています︒

た．．伴走活動に取り組み始めたの

﹁障害者や高齢者など多くの人
と接することにより︑本当に多く
は︑5年ほど前の青島太平洋マラ
ソン大会で視覚障害者の伴走者の
募集に応募したのがきっかけだそ
うです︒

﹁自分の練習もかねて︑昨年か
ら定例ふれあいジョギングを始め
ち合えるすばらしいものです﹂．．

ました．．伴走は︑走る喜びを分か

久世さんは︑2人の方を対象に定
例ふれあいジョギングを行ってい
ます．︑1週間のうち5日間︑交通

量の少ない時間を見計らって︑朝
6時に対象者宅に向かいます．．

﹁しあわせ﹂を感じる

心と心のふれあい活動

﹁ボランティアって何でしょ
＝

うウ．﹂

﹁人と人とのふれあいの場﹂︑

でエ

カあると思います︒

叶プを通して信樋

なったそうです︐．

のことを学びます．．そんなとき︑

ふれあいジョギングを

自分の練習もかねて

だれかのためにボランティア活動
をしているのではなく︑自分のた
めに活動しているのだと実感しま
すね﹂と村上さん．．

日向市視覚障害者
﹁伴走協会﹂
﹁健康づくりのために︑運動し
たい︒走りたい﹂というのは︑健
常者ばかりでなく︑障害者も同じ

えてしまう必要はありません．︑

﹁社会﹂は︑決して一人の人
間で成り立っているものではあ
りません︒人と人とが助け合っ
て︑初めて﹁社会﹂として成り

り立っているものです︒

しかし︑何も難しく考える必
要はありません︑あなたが﹁何

まずは︑﹁行動する﹂ことが大
切なのです．．

ている問題について︑

最後までやり遂げ︑その行為に
報酬を期待しないことです︒
また︑ボランティア活動は︑

自分自身の一方的な思い込みで
行うものでもありません︒まし
てや相手に対し︑﹁かわいそう
だ﹂と哀れんで行うものでもな
でもありません．．

く︑自分を犠牲にして行うもの

も社会の一員になりましょう．．

6月から9月まで
ボランティア体験講座
⊥巾杜会福祉協議会では︑﹁み
やざきボランティア体験月間﹂
に合わせて︑ボランティア体験
講座を6月から9月まで開催し
ます．︑あなたが︑ふだんの生活
の中で思ったり︑感じたりして
いることを︑この体験講座の中
で語り合ってみませんか．

対象は︑小学生︑中学生︑高
校生及び一般で︑それぞれに分
かれて講座が開かれます．．内容
や申込期限などがプログラムに
よって異なりますので︑市社会
ンティアなのです︒

だれかが﹁しあわせ﹂を感じ
る行為がボランティアならば︑
ボランティアは︑﹁心と心のふ

福祉協議会︵容52ーワ＝b72︶
いでし．小うか

へお問い合わせください︒

れあい活動﹂と弓．口えるのではな

自分が行う行動やその結果を
見て︑だれかや自分が﹁しあわ
せ﹂を感じること︑それがボラ

ボランティア活動で︑あなた

立ちます︒

ことが大切になってくる
のではないでしょうか︒
そんなボランティア活
動が︑日向市の明るいま
ちづくりにつながるのだ
と思います．︑

今︑市内の若者︑特に
高校生の間でボランティ
ア活動が大変活発になっ
ています．︑このことは︑

大変頼もしく思います︒

市ボランティア連絡協議
会では︑このような団体
がスムーズに活動できる
ように︑これからも側面
的に援助していきます．

．人で︑

とかしなければ⁝﹂と感じ

首藤正一さん（64歳；春原町

暦盈

﹁虹の会﹂は︑まだスタートし
たばかり．︑これからが本番と︑気
合を入れ直します︒

村上さんらは︑﹁井の中の蛙で
はいけない﹂と多くの人との出会
い を 求 めています︒決して︑﹁だ

mえるのではないでしょうか︒

﹁社会参加の場﹂︑﹁人助け﹂など︑

「

凝
、馳

または︑仲間と共に考え︑すす
んで行動することがボランティ

人それぞれにさまざまな考え方

「

現在またはこれからの社会構
造の変化を考えるとき︑ボラン
ティアを取り巻く環境は︑ます
ます重要になってくるものと思

しかし︑だからといって何も
﹁ボランティアをする﹂と身構

■

アです．．そして︑始めた活動は︑
ρ

われます．︑そんなとき﹁問題に

日向市ボランティア連絡協議会会長

つまり︑自発性は自ら進んで
行動すること︑自主性は自分た

鮎
4︐

F｝畠

気づいた人が行動する﹂という

コ継続性しの五つの原則から 成

及び﹁自主性﹂﹁福祉性﹂﹁無償性﹂

皿．

ｾるいまちづくり奄

ボ■7ンティア活動で
@

ボランティアは︑﹁自発性﹂

@
タ．

＼

聖

■

@
ちで計．画すること︑福祉性は社
会生活に関すること︑無償性は
代償を受け取らないこと︑継続
性は途中で投げ出さないことで
す︒これらをすべて満たしたも
のが︑はじめてボランティアと

馬︑︑A．

．

4
5
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謝しながら︑限りある資源﹁水﹂

﹁水道週間﹂

水の大切さを見直す

水道で今日も安心水あるくらし
﹁41

毎日︑何げなく使っている水道の水︒水は︑私たちの生
を大切に使わなければなりません︒

毎年6月−口から7Hまでの1
週間は︑水道週間です︒この期間
中︑水道に関する啓発事業やイベ
ントが︑全国的に開催されます︒

拡張工事を実施
日向市の水道は︑昭和25年から

生活様式等の変化に伴い

活になくてはならないものです︒
現在︑市の水道普及率は︑97・59パーセント︒市は︑安

全でおいしい水を安定的にお届けしていくため︑日々努
力しています︒

6月1日から7日までは︑水道週間です︒この機会に︑
今年の全国標語は﹁水道で今目も

に対して給水できるまでになって
います．．

蛇11をひねると︑いつでもきれ

めてください︒

いな水が出る水道の便利さに慣れ
過ぎている今日︑この機会に水の
大切さを改めて見直し︑理解を深

市は︑水道週間期間中︑権現原
浄水場の開放︑水道工事に関する
相談所の開設︑蛇口のパッキンの
無料取り替えを実施するほか︑広
報教材としてビデオをいつでも貸
し出しています．．

詳しくは︑市水道課︵倉5215
228︶へ．．

※水道の新設や増設︑修理工事な
どは︑市の指定店でなければ行う

■︐

て水の安定供給の確保を目指し︑

市は︑これからも将来にわたっ

安心水あるくらし﹂．．

給水を始めています．︑当初︑計画

給水人ロー万人︑一人一日最大給
水量150リットル︑一日最大給

水量1500立法メートルでし
た︐

じですか．．それは︑耳川です．︑耳

市民の皆さんの生活を潤す水道
水はどこから流れてくるか︑ご存
張工事を実施してきました︒

その後︑給水区域の拡大︑人口
の増加︑生活様式の近代化等に伴
い︑需要水量が増加したため︑平
成7年度までに第6次にわたる拡

西郷村︑東郷町を経て日向市にた
どり着き︑これまでどのような干
ばつにも決して枯れることはあり
ませんでした︐日向市の水道水は︑

この耳川から富島幹線用水路によ
り権現原浄水場まで送られ︑そこ
から各家庭に届けられています︒
つまり︑母川は私たちの暮らしの
源であり︑その耳川を守り育てて

葉村︶

︐

こう﹂︵東郷町︶▽ながさ
れ番所跡コミュニティー広
場︵南郷村︶▽おせりの滝
キャンプ場︵西郷村︶▽中
小屋天文台︵北郷村︶▽も
ろっこハウス︵諸塚村︶▽
物産センター平家本陣︵椎

︵門川町﹀▽道の駅﹁とう

市︶▽門川海浜総合公園

▽H向サンパーク山回

です︒

観光案内板を設置

昌﹂

ことはできません．．水道工事の際
には︑市水道課へお問い合わせく

の恐れがある急傾斜地が47

︐

ださい︐

市が指定している災害危険
個所や避難場所を防災関係
機関と点検を行い︑今後の
災害対策を協議するために
カ所︑土百流の発生する危

には︑

石が並べられています．
．杉

8市町村の標高を表
していて︑上部にそれぞれ

材は︑

のメインとなる観光地の写
真と説明文が掲載されてい

この観光案内板が設置さ
れているのは︑次の8カ所

いる石は︑馬ケ背をイメー
ジしているものです︒

また︑右端に設置されて

ます︐

一

ます︒

一

市民の皆さんが安心して水道を使
うことができるよう努力していき

毎年行っているものです．︑

険性がある場所が52ヵ所︑

を設置しました︒

八景﹂として︑向自
8ヵ所に観光案内板

日向市と入郷7町
村で組織する日向・
東臼杵南部広域観光
ルート推進会議は︑
﹁ひむか・まほろば

馨傷

現在︑市では︑120カ
所の災害危険個所が指定さ

私たちは︑入郷町村の人々に感

いるのは入郷町村の人々です．︑

市は5月8日︑梅雨の大
雨時期を前に災害危険個所
れています．︑その内訳は︑

今年は︑細島海上保安署︑

そして地すべりの発生する
危険性がある場所がーカ所

増水時に溢水の危険性があ
る河川がUヵ所︑高潮・津
波の際に浸水の危険性があ

H向警察署︑H向上木事務

となっています︒

る海岸が9ヵ所︑がけ崩れ

所︑日向市︵消防本部・署︑

これらの危険個所は︑そ

案内板は︑幅2㌶
14篇一︑︑高さ2好14昇．︑

ランクに分けてあります．．

れぞれの危険度に応じて高
い順にA︑B︑Cの3つの

風19ロゲの際︑床上︑床

で︑主な観光地をイ
ラストと口本語︑英
語︑韓国語及び中国
語の4力国語で表示
ランクの危険個所が36カ

現在︑危険度の最も高いA
所︑Bランクが44カ所︑C

しています．
ます︒

これらの災害危険個所の
対策について市は︑危険度
の高いものから順次対策工
事を行っていますが︑その
他の危険個所についても︑
国︑県と協議を行いながら
できるだけ早期に実施する
よう努力していきます．．

また︑これらの危険個所
については︑看板等で表示
してありますので︑近隣の
方は日ごろからの心構えと
れます︐

各地区の避難場所に
ついて は ︑ 無 向 市 防 災
会議の終了後にお知ら

備えをお願いします．．

6月5日 に 行 わ れ る 日
向市防災会議で決定さ

個所につきましては︑

されました．．これらの

新たに危険個所2カ所
と︑避難 場 所 ー 目 掛 の
追加について協議がな

いました︒その結果︑

懸一ご

せします︒

また︑案内板の前
8本の杉材と1個の

ランクが40カ所となってい

今年度は︑昨年の台

が参加しました︒

事務所︑総務課︑各支所︶

建設課︑農林水産課︑福祉

総点検を行いました︐
災害危険個所総点検は︑

その結果︑現在では︑一人一口
最大給水量600リットル︑一日
最大給水量4万2300立方メー
トル︑計画給水人口7万500人

川は︑椎葉村の山中から諸塚村︑

市民の生活を潤す
豊富な水源

日向市の水道水について理解を深めましょう︒

災害危険個所総点検

6
7

下浸水等の被害が多発
した美々津︑幸脇地区
の災害危 険 個 所 や 市 民
の皆さん か ら 寄 せ ら れ
た情報を元に点検を行

美々津浜山海岸を点検する参加者

一
雨時翔深藍に

ρ
も

市は︑首都圏における情報の発
信や収集を通じて本市の活性化を
図るために︑﹁日向市ふるさと大
使﹂を設置し︑4月14巨︑都内の

ホテルで委嘱状交付式を行いまし
た︐︑

大使として委嘱されたのは︑首
都圏に在住する本市に縁のある方
lで︑任期は2年．．職務は﹁本

参与・東京都東久留米市在住︵江
第2回こどもおまつり広場が5

京都練馬区在住︵日知屋出身︶

▽久保庭美加11㈱日本スポーツ企

月17日︑市中央公民館及び文化交

▽黒木良一11蜘首都高速道路協会

画出版社フリーライター・東京都
台東区在住︵北町出身︶

放ち開会を官三．．﹇しました︒

開会式では︑来年小学校に入学
する保育園児の願い事が一枚一枚
入った風船を︑いっせいに大空へ

ました．．

流センター交流広場で開かれ︑ふ
れあい動物コーナーやハイハイ競
争などに多くの家族連れが参加し

▽園田泰隆 B本棋院棋十・東京
▽桂歌出︵本名一田代修占︶犀落語

都新宿区在住︵原町出身︶

市の観光を中心とした宣伝活動に
家真打ち・東京都板橋区在住︵財
▽寺原純夫11二二．ホテル東京ベ

努めること﹂︑﹁本市の活性化を図

イ取締役営業推進部長・東京都杉

光を出身︸

と﹂︑﹁東京と日向市で年に2回開

◇演題＝くらしの中のこみ問題を理解する

るため必要な情報を収集するこ
かれる日向市ふるさと大使会議に

◇日時＝6月30日（火）午後2時〜

並区在住︵財光寺沖町出身︶
▽中島弘明11掬メディキット代表
町出身︶

取締役・r葉県習志野市在住︵原

◇会場＝市文化交流センター・小ホール

出席し意見を述べること﹂となっ
委嘱式では︑赤木市長が﹁今後︑

ています．．

日向市の発展のために︑さまざま
・東京都新宿

▽山ロ登美一E婦︹．兀日向市監査

区在住

委員事務局長夫人︶

なご提．言をいただきたい﹂とあい
さつし︑大使に選ばれた10人に委
▽八尋苦口11作家︑詩人・川崎市
宮前区在住︵美々津町出身︶
▽山下尚生11富島高校東京同窓会

会長・埼玉県所沢市在住︵富高出

ズ・こみ問題研究会代表）

̀ーム87人が参加しました．．

渡った5月17口︑全国．斉ウォー
クラリー大会が市街地周辺で開か
れ︑市内をはじめ近隣市町村から

前日の雨がうそのように晴れ

ウオーウラリー

◇入場料＝無料

嘱状を手渡しました︒

その後︑早速︑第1回目の会議
を行い︑相互交流を深めました︒
委嘱された大使は︑次のとおりで
す︵敬称略︶．
身︶

域環境調和型経済研究会委員、ワーカー

10

▽黒木巖11㈱興和不動産参与・東

◇講師＝片山純子さん（九州通産局九州地

五月晴れの中で

塘域環境保全セミナー

日向市の応援団に

良町出身︺

ふるさと大使10人を委嘱

委嘱状を受け取る大使の桂歌春さん

春のとしょかんまつり

平成10年度

ウォークラリーは︑コマ図を参
考にチェックポイントを通過し︑
目的時間をH指すというもの．．参
ゴールを目指していました︒

加者らは︑汗だくになりながら

第11回OS︵K︵閥︵斜瑠

コンウール開催
﹁みやざきのさかな﹂15種類を

素材にしたアイデア料理のコン
詳しくは︑県漁業協同組合連合

クールを行います︒6月30日締切︒
会︵aO985−28−6111︶へ︒

コマ図をもとに出発していく参加者

増版
5月−目から15日までは︑こ
ども読書週間でした︒期間中︑

りでした︒

作品を集めたもので︑大人の方
にはなつかしく︑子供の皆さん
には今でも新鮮に映るものばか

ントが開かれ︑多くの人でにぎ

また︑5月9日は︑﹁春のと

市立図書館でもさまざまなイベ
わいました︒

命されました︒

しょかんまつり﹂が行われ︑昨
年1年間の図書利用が多かった
小学生が1日図書館員として任

いました︒﹁こどものとも﹂は︑

中でも︑5月2日からF日ま
で館内で展示された﹁こどもの
とも﹂復刻版に人気が集中して

甲斐雄太くん︵富高小5年︶︑

1口図書館員になったのは︑

1956年4月に創刊した絵本
で︑毎号 つの物語に一人の画

ワ一

の
6
一

各事へ︒

は、市福祉事務所児童母子係（容内糸

石原亜樹美さん︵同6年︶︑岩
出元晴くん︵塩見小3年︶の3
人で︑任命式が終わると早速カ
ウンターに座り︑貸し出し業務

く泉

などに当たっていました．︑

0

◆乳幼児医療費助成制度
満4歳（二院）及び満3歳（入院外
または歯科）の乳幼児に対する医療費
の助成を行っています。助成額は、1
カ月の保険診療の合計額から1000
円を差し引いた額です。診察を受けて
から1年以内に申請してください。

家が挿絵をつけるペーパーブッ
ク版の月刊物語絵本で︑去年の

獅ﾜでに500号を発行して
います︒復刻版は︑それを記念
して創刊号から100号までの

ので、ご注意ください．

もロ

人気を集めた﹁こどものとも﹂復刻版

年を経過すると請求権ズ

／r

ご︑

風船に願いをこめて

※これらの各種手当について詳し・

童31未限よ5す

うになった後、請求を〔

護の方出ま以で

などのほかに、受給資季

．

児月歳論るにま
い320得すまり

満）に支給されるもの「

なのは所当まな
・初者 つ旧いく
O最害すになな
．の障で格しが︒
口までの間にある者。i詣

ど一

﹀
﹁劃

︐

＝

父と生計を同じくし

22

》」評
ヌ馬．
q8歳に達する口以後6

」弓：
せん。これを提出しないと、6月分
降の手当が受けられなくなりますの

10

◆児童扶養手当

／♪ぺ＼

◆児童手当
3歳未満の児童を養育している保
者に対し、所得に応じて支給するも
です。現在、児童手当を受けている
は、6月中に養育の状況などを届け
る「現況届」を提出しなければなり

8
9

σ
h6

・

ご存じですか？各種手当

天
ご注意ください。

像

駆

も．

の と

〈子宮がん検診100万人達成

昭和42年から県が実施している子宮がん検診の
人目となったのは、4月17日に美々津老人福祉セ

ンターで受診した黒木厚子さん（幸脇）です，
宮崎県健康づくり協会は、「子宮がん検診だけ
でなく、ほかの検診も受診して、健康に気をつけ
てください」と訴えていました。

結成10周

方は、4人となりました。

原llさんは、寝たきりながらも健康状態は良好

0﹁0ωmI⊂コ

原町の原画センさんが、100歳の誕生日を迎
えました。原口さんを含め市内の100歳以上の

辞していきます

活は

長生きの秘訣はカラオケレ

一つの節目

ひむか入

受診者が、100万人に到達しました。100万

り年

今回で11回目を向かえた日向かぼちゃ会主催の
砂の造形大会が5月17日、好天に恵まれたお倉ケ

浜海水浴場で開催されました。家族連れや友人同
士など約450名が参加し、砂浜にはアニメの
キャラクターや動物など見事な砂の芸術品がずら
り。宝探しも行われ、さわやかな潮風を体いっぱ
いに受け楽しい一日を過ごしました。

児王清文さん︵32歳

笹野東︶

と児玉さんは胸を張ります︒ジュ
ニアリーダーは︑各地区の子供会
などで︑レクリエーションの指導
などに当たっています︒そのジュ
ニアリーダーでの活動を経験して
いる者がいるということで︑﹁ト
ム・ソーヤ﹂の活動にも自然と打

いるので︑団結力が強いんです﹂

﹁私たちのグループは︑会員全
員が自覚を持って行動を起こして

員で構成しています．︑

では20歳から33歳までの25人の会

当初︑数名しかいなかった会員
も︑高校などでボランティアを経
験した人たちの加入により︑現在

月10日︑日向市ジュニアリーダー
のOBが集まって結成しました︒

﹈トム・ソーヤ﹂は昭和63年10

は元気に語ります．．

長

一般成人で組織するボランティ
アグループ﹁トム・ソーヤ﹂の会

画しています﹂︒

年は︑記念に10のイベント等を企

年になるんですよ．︑ですから︑今

﹁今年の10月10口で︑結成10周

＜浜辺に夢いっぱいの力作

テーマに美々津小学校でNHK公開セミナー「趣
味の園芸」が行われました。園芸研究家：平城好
明先生が「これからの園芸は作り育てるだけでな
く、遊び楽しむことも大切」と、失敗談などを交
えながら分かりやすく説明。300人を超える参
加者は熱心に耳を傾けていました。

す︒初心に返り活動していくため
にも︑．層会員の団結力を図って
いきます﹂と︑今後の抱負を語っ

﹁結成10周年は︑

一つの節Hで

設︑文集の発行などを計画中です．︑

記念植樹やタイムカプセルの埋

や子供たちとの交流はもちろん︑

﹁トム・ソーヤ﹂の活動は︑児
童養護施設・鐘ケ浜学園の子供た
ちや知的障害者の会﹁のぞみ会﹂
の人たちとの交流などを行ってき
ました︒交流の仕方も勉強を教え
たり︑レクリエーションをしたり
と普通のボランティアグループの

てくれました︒

年で結成10周年．一今年は︑障害者

そんな﹁トム・ソーヤ﹂が︑今

言います︒

係づくりを日指しています﹂と︑

ものではなく︑心から相手に信頼
され︑何でも相談できるような関

ティアという．言葉で片付けられる

児玉さんは︑﹁ほかの人ができ
ないことが︑自分にできるのであ
れば︑手伝ってあげたい︒ボラン

ました︒

までは︑東郷町に畑を借りて︑そ
こを交流の場に使ったこともあり

5月17日、「家庭で楽しめるガーデニング」を

活動と少し違っています．．少し前

ち込めているようです．︑

ガーデニングを楽しもうレ
・

「
臣

ま5の函悪

初心に返

のどを披露しました。

翫 陳 笹騨
文

∵」」V・■・凸））

ぎ・

希望する方は市総務課（看内線2234）まで

〃
〃

で、趣味はカラオケといいます。5月1日の誕生
口に、お祝いにかけつけた赤木市長にも、自慢の

ボライ㍍了3を評会長児玉清

．lTnpπ「c
圏広報紙に掲載された写真を差しあげます。

「トム・ソーヤ」とその仲間たち

●みんなの広場
鈴木勝美

（3歳3ヵ1P

ウルトラマンタイナに夢
中の幸助くんは、アイスが
大好き。お兄ちゃんやお友

@

）

図書館です：

図書館ボランティア養成講座
石川雅雄

林美券さん家の

おてんばちゃん（西草場）

チほどの真イワシが︑群れて砂浜
に踊り上がらんばかりに旨い

ります。

〔1歳8カ月）

◇日程一6月30目〜7月28日（毎週火

お母さんが中国人だから
中国語も上手に話せるんだ
よ。これからも日本語同様
勉強していこうね。

ゆ
r
θ

F前ユ0時〜12時

※2回目以降は、日程変更の場合あり
◇場所一日向市立図書館
◇講師；宮澤信雄さん（MRTラジオコ
◇定員一．般成人30人
◇申込期間＝6月1日〜20［」

．

数字で見る日向市②

読書感想絵はがき展作品募集

︷単位⁝千︶

鞭
国勢調査人口及び世帯数の推移

「出会えてよかった」1冊の本の感
想画をはがきに描いた作品を募集しま

60

す。あなたの心に残る本を、絵にして
みませんか。賞品を多数準備して、お
59，163

58，34ア

58，442

58，802人

待ちしています。

50

◇募集区分＝望）小学生の部、②中学生

47，420

40

の部、③高校生及び・般の部

40，685
35，97ア

30

◇募集期間；7月1日〜9月10B

26，919
@

23，55421，233

191242
18，655

171田0

20

ノ
，948

，501

大9

昭5

15

20，55ア

@世帯

121826

「10

曜日の全5回）

「サタデーブランチ」パーソナリティ）

訊6、
，

本の朗読や絵本の読み聞かせをして
いただく図書館ボランティアの養成講
座を開講します。5回シリーズの講座
で、すべてに参加できる人が対象とな

恵里ちゃん

0

旭建設㈱に4月に入社したばかりです。秘
書業務を担当していますが、接客マナーなど
仕事を覚えるのが大変です。でも、学生のこ
ろからのあこがれの職種なので、やり甲斐が
ありますよ。旅行が好きで、一番のお気に入
りはロサンゼルス．最近、外国人の友達がで

こんにちは

lI

達と仲良く元気に育ってね。

志保さん

︵24歳一切島山2︶

いきい壱

青春トーク

太樹さん

8

ニうすけ

幸助くん

橋ロ

黒木
︵20歳一田の原︶

．地元では、消防団活動にも参加しています、

気にしながらもハンカチやタオル

●

ライブ．先日は、日南海岸に行ってきました。

なさきがはな

●

㈲石川建機に勤務し、建設重機や林業機械
の修理、整備をしています。子供のころから
機械関係が好きで、やさしい上司に囲まれ、
楽しく仕事に励んでいます。まだまだ未熟な
ので早く一人前になりたいですね、趣味はド

︑それからが問題です︒こ

ごちそうですよね．︑

●

かく捕まえた魚をどうする
取れたてのピチピチです︒
うゆに浸して皿に盛ったら

●

し︑私たちは︑これから3

●

けて歩く予定です．．もちろ

●

ーラーなどを持っているは

りません︒

■

だ末︑先に来られていた男
に︑﹁これも一緒に持って
ください﹂と潔く進呈しま

●

︑踏み幅の広い階段を登っ

●

トに戻ります．．ここから2

●

休憩所が建っています．︑も

●

んでいたら︑ここらで上着
脱いだり︑持ってきたお茶
飲んだりするのにょいとこ

●

コーナーは︑ふるさとの退

る会の小倉久信さん︵原町︶

いただいています︒

に然 ●うなをした1 し帰性 ずん時 最酢のの うまを気
寄をこ・でど一汗所3ルたつの悩は 間し高じかせさかし広に
稿守の・すを枚ばに分r⊃てノ∫んあクかかのよ＝つてeたげし

み

浅瀬に入り込んだイワシを追う妻たち

を広げて懸命にイワシを追っかけ
御名崎ケ鼻遊歩道から
⑤
ました︒20匹ほど捕まえたでしょ
金ケ浜遊歩道までの探訪記

平成8年10月10日︑遊歩道の入

た．．

り日から数分歩いた場所にある遊
歩道近くの入り江で︑一人の男性
が波打ち際で何かを捕っていまし

てきているんですよ﹂とのこと．．

﹁何かいるんですか﹂と思わず
たずねると︑﹁イワシの 子 が 入 っ

そこでもう一度︑波打ち際をよう

阿ぎ

く見ると︑何と群青色した10セン

驚鱗確顯纏i台輪・

し幽明犠錺醗戴購窺

舞
．岬

ド．．云噛．﹂

ﾊ．姻．・︐

鱒響

二︸⁝

霧⁝
．．

A．

久美子さん家の

わんぱくくん（奥野）

◇応募方法一図書館に直接持参する
か、郵送してください

．067
，39ア

，404

25

35

45

55

60

平2

7

商工業実態基本調査のお願い
通商産業省の「商工業実態基本調査」が、指定され
た商工業事業所を対象に6月30日に行われます。この
調査は、中小企業の基礎資料を得るためのものです。
指定された事業所には、調査員が伺いますので、ご協
力をお願いします。

図書館休館のお知らせ
日向市立図書館は、蔵書点検のため、
7月1日〜10日まで休館します．

◎日向市立図書＝館は

TEL
FAX

54−1919
54−5444

き、国際交流を思いつきり楽しんでいます、，

溜

レ市政ニュース・行事は市政テレホンサービス智52−2000・2070へ

◎市営住宅の入居募集を6月1日から12日まで行います。詳しくは、市建設課（費内線2346）へ。

嘲

宮崎での就購をお考えの方へ

平成10年度宮崎県

ふるさと就職説明会

◇問い合わせ11宮崎県商工

労働部職業安定課︵容09

の制度があります．︑

また︑食事代についても
一目760円かかります
が︑市民税の非課税世帯に

85−2617110︶また
ター︵燈098512713

はふるさと雇用情報セン

ただし︑これらの制度を
受けるためには︑事前の届
け出が必要ですので︑ご注

度もあります．︑

500円︶に減額される制

入院が90日を超える場合は

属する方は︑申請により一
B650円︵過去1年間の

685︶
市史編さん 窒 か ら の お 知 ら せ

郷土の資料等を
ご提供ください

市は︑市制施行50周年記
意ください．．

けている方も5月31日で認

現在︑これらの制度を受

集︑調査を進めています︒

定期限が切れますので︑6
月中に市健康管理課に健康

念事業として︑国史を刊行
します︒そこで市史編さん
室では︑郷上の資料等の収
皆さんがお持ちの郷上の
資料︵新聞・冊デ・写真な
保険証︑老人医療受給者証︑

6月6口

ど︶や情報︵体験談∴．．口い

◇日時11℃東京
分 ②福岡 6月27口︵土︶

伝えなど︶がありましたら︑

︵土︶午前10時〜午後3時30

分 ⑤大阪 7月18日︵土︶

午前10時30分〜午後3時30

どんなことでも結構ですの

一時的保育の案内

︵含内線2153︶へ．︑

詳しくは︑市健康管理課

課へ届け出てください．．

は︑すみやかに市健康管理

保険証が変わったとき

老人医療受給者の方へ︾

︽社会保険に加入している

済ませてください︒

印鑑を持参して︑手続きを

馬前10時30分〜午後3時30

でご提供ください︒

一

老人医療受給者が入院し

事前の届け出が必要です

老人医療の減額制度

へ︒

編さん︷至︹容内線2236︶

詳しくは︑市総務課市史

分 ︵41宮崎 8月12日目水︶

乍後0時30分！4時30分

徐天阪

◇ 会 場 目 塗 東京 三会堂ビ
ル 9 階 ︵ 東 京都港区赤坂1
− 9 1 3 ︶ ②福岡 天神
ビルU階︵福岡市中央区天
神211211︶
大阪駅前第3ビルー7階︵大
たときの一部負担金は︑

一時的にお子さんを
お預かりします

Hーユ00円となっていま
すが︑市民税がかかってい
ない世帯︵非課税世帯︶に
属する方で︑老齢福祉年金
受給者の場合は．日500

市は︑保護者の方が就労
や病気︑その他私的な理由
により一時的に家庭での保
育が困難となる場合に︑お

阪 市 北 区 梅 田111131
1 7 0 0 ︶ 塗宮崎 宮崎
厚生年金会館︵宮崎市宮脇

後︑直接個別相談に応じます
円を負担する﹁減額認定．﹂

◇申込方法11保育所に備え

00F

◇ 実 施 方 法 11全体説明の

町3812︶

◇参加料11無料︵申込不要︶

◇対象11一豊成入10人
目受講期間116月一11月

せんか．．

えるために︑まずは皆さん
が木の温もりにふれてみま

るなど︑煙突からの黒煙等
の排出を 防 止 す る こ と
◎投入口に扉を設け︑煙突
以外から燃焼ガスを出さな

付 け の 申 請 書を利用したい
日 の 3 日 前 までに︑実施保
いこと

育所へ提出してください
午後−時30分〜3時

日向市歴史民俗資料館講座

央公民館︵容5316867︶

◇申込・問い合わせ11市中

◇日程11第2・4木曜日

以上のことから︑野焼き
は原則として禁止されてい

◇開講日116月11日︵木︶

︵緊急な場合は︑実施保育
所にご相談ください︶
ます︒

内線2662︶へ．．

詳しくは︑市環境整備課︵實

活環境を維持しましょう︒

決まりを守って快適な生

◇問い合わせ11市福祉事務

所︵容内線2164︶
環境整備課からのお知らせ

決まりを守って
快適な生活環境を

愛
のこ 寄付︽ 敬称騒

6月の相談日程
雪
馨

子さんを保育所でお預かり
する一時的保育事業を始め
ています．．

◇実施保育所11往還保育園
︵含5410338︶

◇対象児童110歳︵3カ月

以上︶〜就学前の児童
◇利用期間11①就労や職業

はがきか電話でお申し込み
ください︒
県女性就業援助センターのお知らせ

女性の皆さん
ワープロを学びませんか
宮崎県女性就業援助セン

ターでは︑女性のための
ワープロ講習会を開きま

川

々

月に14

訓練等の定期的な利用 週
3日 ②病気や冠婚葬祭等
による緊急の利用

日以内 ⑤育児に伴う心理
的負担等を解消するための
私的な理由による利用 月
に14日以内

◇利用料金11日額一人15

場合は抽選︶
◇受講資格11女性︵初心者︶

◇講習会場11日向高等職業

訓練校︵財光寺ドケ浜︶
◇講習内容1ーパソコンを使

用してのワープロ全般の基
礎知識取得
◇受講料11無料︹ただし︑

テキスト代800円要︶
◇申込締切目6月22﹇︵月︶

◇申込・問い合わせ11県女
区相談所︵倉5211345︶

性就業援助センター日向地

す︒希望する方は︑お早め
に申し込みください︒
◇講習日程116月29B〜7

※月・水・金の午前9時〜
午後4時にお電話ください

月3口の5日間︵竿前9時
〜12時︶

◇定員1120人︹申込多数の

日章

後内・循環・小児
二木医院

産婦・外・胃腸・放

変協和病院精神．神経
親

⇒

産婦・外・胃腸・放

4
0
1

市内の歴史や民俗を
学んでみませんか

ところ■青少年ホーム

◇

4寺

木工指導者養成講座

国の重要伝統的建造物群
保存地区に選定されている
美々津の町並みにある日向
市歴史民俗資料館では︑市
民を対象に市の歴史や民俗

二木医院

賄班小島医・弊皮・泌尿
変協和病院精神・神経
陶

皮

◇
内・整外・麻酔
産婦・泌尿

武富医院

内・循環・小児

⇒
吉田医院

産婦・泌尿

2寺

8
0
6

4寺

54財
54財

手作りのよさ
伝えてみませんか
市中央公民館では︑生涯
学習の一環として開講する
木王指導者養成講座の受講

に関する講座を開きます︒

ところ■社会福祉協議会

天生堂医院 内・整外・麻酔

渡辺病院

1光

春原町
駿一5522
財光寺
馴14401
上町
P8910
平岩

平岩

上町
駒一8910

馴14468

財光寺

門川中須
611212
財光寺
馴12806

1光

1光

4
6
8

廃棄物処理法では︑次の
ような廃棄物を焼却する際
に 用 い る 焼 却施設及び焼却
方法に関する基準が明確に
規定されていて︑これに違
反した場合は罰則も定めら
生を募集しています︒

講座は︑6月から12月ま

で4回に分けて行われ︑そ
のつど受講希望者を募集し

ところ■中央公民館

（新）変更子
「一百一班．

（旧）変更前
「一百一班「

れています︒

受講後は︑指導者として
公民館の主催する木工教室

ます︒

第1回Hの講座は︑﹁B
向の城跡を探る﹂のテーマ
で︑6月27口︵土︶午前10

時から市中央公民館で行い
ます︒

55810443︶へ︑

定員になり次第締め切り
ますので︑受講希望の方は
お早めに日向市歴史民俗資
料館︵〒88911111
日向市美々津町3244番
地

ところ■アスティ日向寿屋

良寺

谷中江原市屋町手内府原田

野

き■6月13日・27日
と

：00〜16：30
10

新庄西別中永比財光
日
岡知

高笹永松延

◇子育て相談（毎月第2・4土曜日）

磐皇灘箪畢溜麗

10＝00〜15：00

希工蔵治ヲへ．∫・吉プ豊郎郎子一

き■6月9日（火）

淳太ハ
齊ｵ
ツ俊
．．

シ
カ サ春荘 ヨ

ハ
優ナ米福

野
口

黒
三
甲

◇無料法律相談（要予約）

箒黙認

鈴

二分
現扱区
@

日会
地

と

木橋本谷々 藤木斐好木高別
ミア倉

10：30〜14：30
30議

月協主
4祉

喪

雅直晶
シ文
@
昭
K人子
モ子

後
佐
関
柄
高
黒

き■6月11日（木）
と

き■6月19日（金）
と

qエエ尋子恵巖

申込先■倉52−2572
◇年金巡回相談
児 原
＝E出

◇交通事故巡回相談

花
のでお知らせします。

等で活躍していただきます︒

手作りのよさを後世に伝
〜止まって確認、無事故に挑戦〜

葉
禰
（新）変更後
「一百一班「

◎燃やす量を適切に調整す
る と と も に ︑必要な量の空
気 を 送 風 す ること
◎十分な高さの煙突を設け

（十18）
（一1）

（一9）
（一8）

物議事故

@サチ

分の日曜・祝日在宅下表で、下記のとおり変更がありました

一
4月中の交通事故

故

一
（）内は前月比
日向市分

期

この社会あなたの税が生きている

人
@
（旧）変更前
一一 S一 ﾇ一一コ

134件
0人

12入
11件

負傷者
亡
死
人身事故

納

6月分

54財
53

月

国民年金保険料

紹

だ

第1期

中橋守金金松木
ｳ口安子子木浦
ヒ ミ
先に市民の皆さんにお配りしました平成10年度及び11年度

52−2111

国民健康保険税

，．

日曜等在宅医表の変更

市役所は8代表

一
の
6

鶉

■3カ月児健診

（精神・神経眼燈5428061
出医院

と

き◇6月12日（金）、26日〔金1

対

象◇．即成10年3月生まれ

のびのび子育て

（金）

対

象◇平成9年11月生まれ

．j㌃育てテレホンサービス《君5

は次のとおりです。

日

時◇6月16日（火♪

レ1日〜7日

説明は分かりやす

対 象◇平成9年5月生まれ
■1歳6カ月児健診

く具体的に
レ8日一14日

子どもの食生活と

rl

異常心理

時◇6月1ユ日（木1

■輸血＼ココー耳雪打㎜旧

対 象◇平成8年11月生まれ
■3歳児健診

レ15日〜21［」

豊かな情操を育て

口

レ22日〜28日

知的遊びのねら

時◇6月5日（金）

対 象◇平成6年ll月生まれ
※受付時間は、3カ月児
レ後1

1歳児

午後1時〜2時、

午前9時30分〜10時です，

¶OOOI己咲ハ罰口丑叫明鑑ヨ■一⊃閑η佃

母子健康手帳を忘れずに、健康管

い・その1

6月の献血日程
レ3日（水）

●7日

［〉三股病院（内・外・二

葉・胃腸・麻酔容580034）

崎眼科（眼δ5256001

［〉尾

＞今給黎

医院〔内・循環雪542459）

［〉寺

∫」色レミ1究

〔産女希a63

●ユ4口

［〉渡辺病院〔産婦・泌尿

︐コDOOi月OIO

費57101P

1447）

30ナ

6月の母親学級
■17日（水｝

妊娠と歯の健康・虫

歯チェック等（要予約）
■25LI休1

出産に向けて（呼吸

法・赤ちゃんの入浴練習等）

会場は、市民健康管理センター

すくすく教室

〉武富医

一

●会場＝市民健康管理センター
●対象＝生後6カ月までの乳児を
育児中のお母さん・お父さん

〉千代田病院（内・外・

整外・胃腸・リハ・皮・放・麻酔
含527nD

＞柳田医院（産婦費

522950）

レ瀧井病院（内・精神

2409）

●内容＝工：身体測定、②離乳食づ
くり、⑤育児相談、そ交流会など

今月号のボランティア特
集はいかがでしたか︒
人それぞれにボランティ
アに対する考え方には違い

があると思います︐私は︑

のだ﹂と感じました︒

この取材を通して﹁ボラン
ティアとは︑活動そのもの
を指すのではなく︑その活
動に至る心の動きを指すも

また︑その活動の先には︑

人々の笑顔があり︑ひいて

︽Y︾

は日向市の明るい未来があ
るようにも感じます︐
私たちの明るい未来のた
めに早速始めませんか︑ボ

ランティア︒

＼誹田呵田nコ咀三︑宰

［〉「木医院（産婦・外・

罐3

■nコ田一一

●日時＝6月25日（木，午後2時〜

●21日

●28日

6月ll日は入梅。これから長雨

心掛けたいことと言えば、住まい
のカビ対策。住居の汚ればかりで
なく、カビが原因でアトピー性皮
膚炎や鼻炎、気管支炎といった健
康面での弊害も出てきます。

万全なカビ対策には、換気と掃
除が第一です。晴れた日には、窓
を開けて換気をよくしましょう。
また、タンスなどは、壁際から少

し離しておいたり、押し入れの床
にすのこを敷いたり、キャスター
付きの収納箱を使ったりすること

により、風の通り道ができて湿気
対策には有効です。

掃除では、湿気を含みやすい浴
室、エアコンのフィルター、布団、

からです、

院（二心525522）

盈52

保健婦です

で、時間はいずれも午後1時30分

＞天生堂医院（内足

雲外・麻酔實538910）

H向市役所（H向う

イオンズクラブ協力10：00〜ユ6：

理センター（容内線2ユ81・2182）へ。

6月の休日在宅医

八一イ！

の季節を迎えますが、この時期に

時〜1時30分、7カ月児・1歳6
カ月児・3歳児

亀

3−5857》の6月分のテーマ

■1歳児健康相談

る

■樽町41＼倒コ郊一⊃愉叩﹂皿U⊃コ

時◇6月19日

＞．占

q勾・f盾環・ノ」・児奮54

4401）

■7カ月児健診
日
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じゅうたんなどを特に注意して掃
除してください。

また、梅雨から暑い夏にかけて
食中毒が多発します。食品の取扱
や台所用品、冷蔵庫の管理などに
気をつけ、食中毒予防に心掛けま
しょう。

日向市の人口と世帯
（平成10年5月1日現在）

人口
男

58，901人目十110）
27，944人（十42）

女30，957人（十68）
世帯数

21，355世帯（十158）

転入597人転出427人

出生62人死亡41人

鳥巣典子さん・千華ちゃん親子︵亀崎︶

団團圃赤嘘場
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