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全国へ届け

わたしの歌声

第12回日向木挽唄全国大会は、6月13日、14日間

2日間、市文化交流センターをメイン会場に開かれ
ました。今年も全国各地から老若男女890人が参加。

参加者らは、山村の生活に思いを馳せながら、日
ごろの練習の成果を十分に発揮していたようです。
きっと、日本全国に響き渡ったことでしょう。

特集さあリサイクルの旅に出発だ

δb
ナ

何をVてんなに悲しそうにしてい

アルミ缶のカン吉くん

てしまうんだよ︒︶てれなのに︑平気で
るの︒

カン吉

㍉．ヒ

「こみを減らし、限りある資源を守るため」、今、リ

﹁9の﹂

ふ一ん︑そうなんだ︒ところで

えっ本当︒また︑みんなの笑顔

Vて︑⊇三ロうと思って︑今日は市環

リサイクルのために

4種8品目を

ゴ

お︑

願いします︒まず︑二人は︑日向市の
資源物の分別収集がいっから始められ
ているか知っているかな？

黒木こんにちは︒今日はよろしくお

分別収集

宣⇔

ているの︒さあ︑黒木さんと一緒に︑
リサイクルの旅に出発よ︒

境整備課の黒木幸義さんに来てもらっ

ビン子

教えてよ︒

のリサイクルについて︑もっと詳しく

に会えるんだ︒ねえビン子ちゃん︑Vて

カン吉

とができるのよ︒

くんは︑アルミ缶でしょう︒だから︑
リサイクルされて︑また新しい製品と
してみんなの役に立てるようになるこ

ビン子も1分かってないなあ︒カン吉

Vてのリサイクルが︑何で僕に関係があ

いることなんてで き な い よ ︒
ビン子 あら知らないの︒私たちの住ん

えっリサイウル9・

でいるB向市では︑資源物を回収して
リサイウルに取り組んでいるのよ︒
カン吉

ビン子そうよ︑リサイクルよ︒リサイ

市環境整備課

クルはね︑こみを減らすだけでなく︑
資源を守るためにもとっても大切なこ
となの︒今︑全国のまちやむらでこの
リサイクル事業がどんどん取り組まれ

義さん
幸

黒木

ているのよ︒
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ユ
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⑤

ガラスビンのビン子ちゃん

⑥宣

サイクルが必要となっています。

ここは、日向市内のある家庭のこみ箱の中。ごみ出し

日を明日に控えたアルミ缶のカン吉くんとガラスビンの
ビン子ちゃんが、何やら真剣な話をしています。二人の

で︑ロロロ質のよいアルミを再度取り出す

ビン子ふつうのこみには︑正しい出し
方っていうのがあるけど︑私たち資源
物にもそんな出し方があるの？
黒木もちろんあるよ︒まず︑カン士ロ
くんのようなアルミ缶は︑中をよく
洗って出してください︒こうすること

しているんだよ︒

雑誌︑新聞︶︑古布の4種8品目を資
源物として分別収集しています︒これ
らの資源物は︑収集計画に基づいて︑
各地区それぞれ月に1回の割合で収集

明︑茶︑︶ての他︶︑古紙︐︵段ボール︑

黒木日向市ではアルミ缶︑ビン︹透

くらいの種類があるの︒

ビン子 でも︑資源物っていったいどれ

て⁝︒

カン吉 へ一︑そうなんだ︒僕の地区で
知らなかったのは︑僕だけだったりし

で実施しています︒

やして︑昨年の10月から市内の全地区

だよ︒Vての後︑モデル地区を徐々に増

収集は︑平成5年1月に一部の地区で
モデル的に始まったのがスタートなん

黒木実はね︑日向市の資源物の分別

前からかしら︒

ビン子 私の友達の話によると︑1年程

混ぜれば
分けれま
一．駆源﹂

㌘

カン吉 だって︑役目の終わった僕たち
は︑明日にはもうこみとして捨てられ

るの︑カン士ロくん︒

ビン子

リサイクル

こみを減らし
資源を守る

鰍二
層べ
紅

r一

ルの

3

会話をちょっと聞いてみましょう。
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なるほど︒だから僕の中身を飲

ことができるんだよ︒

カン吉
んでくれた人は︑こみ箱に捨てるとき︑

僕をきれいに洗ってくれたんだね︒
ビン子 ねえねえ︑私たちビン類はどう
なるの9・

黒木ビン子ちゃんたちビン類も︑中
をすすいで出さないといけません︒Vて

れとビン類は︑3つの品目に分けて︑
キャップを取って出していただくこと
になっているんだよ︒Vてのほかの古紙
や古布類は︑﹀てれそれの品目ことにひ

もで十字に縛って出してください︒近
ころ︑新聞の中に雑誌などが混入して
いる場合や︑ガムテープで縛って出さ
れている場合があるので︑気をつけて
ほしいですね︒それぞれの品目ことに
分けて出すというのが︑分別収集の基
露なんだから︒

「甲

ビン右向家庭でまとまった資源物は︑

づ

ヒ
．

どこに出したらいいの？

木

プレス機1・わ1痛﹀てうだなあ︒

そうです︒あれは︑コンポスト

家庭でできるリサイウルという

カン吉助かった〜︒ビン子ちゃんも僕

黒木こみ問題にしろ︑リサイウルに

ね︑黒木さん︒

ビン子

ねえねえ黒木さん︑ついでに日
向市のこみ事情についても教えてよ︒

黒木分かりました︒今︑日向市は︑

カン吉・ビン子 リサイウル︒大変vてう
だけど︑みんなが快適に暮らぜるまち
にするためにも︑みんなでルールを守
るよう︑よろしくお願いします︒

ことも︒

たちアルミ缶も︑またみんなに喜ばれ
る製品として︑生まれ変わることがで
きるんだ︒これが︑リサイウルなんだ

だ︒

ことね︒みんな︑資源を守るため︑こ
みを減らすために真剣に考えているん

ビン子

といいですね︒

です︒このコンポストは︑市で貸し出
しをしているから必要な方は申し込む

ζ三二って︑生ごみをたい肥化するもの

黒

リサイクルに関係があるんだって9・

ケツみたいなものを見るけど︑あれも

カン吉市内の畑などで︑よく緑色のバ

を埋め立てる最終処分場を建設してい
ます︒これは︑現在︑使用している最
終処分場が︑平成11年度未で満杯にな
ることから造られている訳ですが︑新
しく造られる処分場も︑約15年問で満
杯になると予想されています︒だから
こそ︑資源の再利用を図りながらこみ
を減らしていくことが大切なのです︒

ル業者に渡された資源物は︑vてこで新

黒木大丈夫だよ二人とも︒リサイ0

ビン子えっ粉々！がび〜ん︒

機にかけて粉々にしてから渡すんだ︒

黒木ビン類は︑日向市の場合︑破砕

カン吉

でいます︒古布は︑市環境整備課で一
時保管した後︑業者が引き取りにくる
ことになっているんだよ︒アルミ缶は︑
まとめてプレス機にかけて一つの固ま
りにして業者に渡します︒

紙は直接︑リサイつル業者に持ち込ん

黒木︶てうだね︒まず︑集められた古

の近くの資源物回収ステーションに出
すことになっています︒このとき︑一
般のこみを出すウリーンステーション
とは場所が違うから閤違わないでね︒
資源物回収ステーションは︑青いコン
テナが目印だよ︒
カン吉 集められた資源物は︑どうやつ
てりサイウルされるのかな︒そこが︑
一番興味のあるところなんだ︒

黒木資源物は︑月1回の収集日に家

破砕機にかけられて粉々に
なったビン類

しろ︑これは市民一人ひとりの周題な
のです︒一人ひとりが真剣に考え︑行
動していくことが︑より住みよい日向
市に近づく第一歩となるはずです︒
カン吉 黒木さん︑今日はどうもありが
とうございました︒アルミ缶やビンな
どがどうやってリサイウルされるか︑
よく分かりました︒また︑私たちの生
活の中で︑リサイウルが大切だという

として利用されるんだよ︒

トイレットペーパーや再生紙に︑アル
ミ缶は再度溶かしてアルミ缶に︑ビン
類はビンの原料やタイル等の建設資材

たな製︒ロ︒に生まれ変わるんだ︒古紙は

i灘講簸

一人ひとりが真剣に
考え行動していくことが
大切です
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饗獲藝麟削際
こみの焼却後に残る灰や燃えないもの

を

市は6月5日︑資
源物の回収に積極的
に取り組んで る市
内5地区に感謝状を

贈呈しましなこれ
よ︑﹁ごみ減日頃・

サイクル推進週間﹂
︵5月30目〜6月5

日︶の一環として︑

今年度初めて行った
対象となったのは︑

ものです．︑

花ケ丘︑ 日向台︑向江町︑
堀一方の5地区で︑ 区全体の取り
組み状況︑
一世帯当たりの資源物
の排出量︑資源物の排出マナーな

どを基準に選ばれたものです．．

感謝状を手渡しました．．

贈呈式で赤木市長は﹁これから
もなお．層のご尽力をお願いしま
す﹂と

駈綬

不法投棄ごみ
4トンを回収
市は同期間中の6月3日︑口向
保健所と合同で︑ごみの不法投棄
防止のためのパトロールやごみの
回収を行いました．︑

﹁水無月大作戦﹂と名付けられ
た今回のパトロール等では︑美々
津海岸と広域農道の2班に分かれ
て実施．．広域農道沿いの空き地に
は︑冷蔵庫やテレビ︑自転車など
の粗大ごみや︑雑誌︑空き缶など
が散乱していて︑回収されたごみ
の量は4トンにものぼりました．︑

しいものです︒︑

美しい自分のまちを守るために
も︑捨てる前にもう．度考えてほ

市と県合同で行われた「水無月大作戦」

瞬．登∫れて

ロ
・ます∫ど黒宋くざん
ま

魑

際騨
園L．

ドニペむらジ
@
のロ

露麹

／〆／

お﹁

宕6

酉

望
軽．鱈s．葛・▼

さあリサイクルの旅に出発だ
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南日［自1公民館

挿野東、丁丁∫中、笹野西，翁ケレ、，イミ宮

28

鵜．．巳公民館

十堀く、剃t

地域
齬p

地域
R50，44m｝

齬p

第一種低層住居
約16．Om

第一種低層住居
約17．2m

市は︑左記位置図及びド

曙地区集落セ．ター

用途地域
奥行き

表で．不す亀崎北ヒ地区画敷．

26

﹁41

秋留urlll仔捨む1

（106．0坪）

理事業地内の保留地を売却
します．購入希望の方は︑
市区画整理課にお申し込み

秋01公民館

約12．8m

くだ悼・︑い．．申込者多数の場

25

約18．4m

中し込みの際は︑住民面示︑

切島1［12

ロ

合は︑抽選とします．．

；則12

問

国保税の税率が変わりました
カ2〃4000円︵同＋1

市税完納証明書︑印鑑を持

切島山1

h6

平成10年第2回日向市議会︹臨時会︶が︑5月29日の1日
100円︸︑．串等割額が2
．々3800円︵同＋700

文雷での受付はしません．

切島Ill公民館

24

8，835，500円

参してください．．電話及び
◇受付期間目6月29H︵月︶

松原公民館 松原、沖町

23

処分価格

間の日程で開かれました︒

．世帯財−たりの平
〜7月8H︵火︶

22

5
−
ユ．ヒf芝田1．1
1［1躍各［・fl地、

15，349，300円

円︺となりました．
結果︑
均税額は13万lO86円︑

※ただし︑ヒ︑日曜日を除
く午前8時30分〜午後5時

比良町公民館

上ヒ∫ミ、

発送する

r定です．

人場券は︑6月25日に各家庭に

吉券の形式を改めました．．入場券
の注意書きをよく読んでください．

市民の皆様方のプライバシーを
守る観点から︑今回の選挙から人

投票所入場券

◇郵便投票11身体に重度の障害が
あり︑投票所に出向いて投票でき
ない人のために︑郵便により自宅
で不在者投票をする制度がありま
す．︑詳しくは︑市選挙管理委員会
事務局におたずねください

2

︑暑しくは︑市区画整理課︵盈
内線2721︸へ．︑

山ド、山卜．田∫1」

21

後8時まで︵土︑日曜日も可︶

4禰

lll卜『公民館

積

一人当たりの平均税額は6

」』11

20

1

力4320Fとなりました︑．

医療費は︑毎年増え続け
ています．．つの病気で複
数の病院にかかることやむ
やみに薬を欲しがることを
避け︑市民みんなで医療費
のL昇を抑制しましょう︑

平成10年度日向市

国民健康保険事業
特別会計補正予算

者投票の制度があります︐︑

目

往還区公民餓

＼

いました．．

政令等の施行に伴う改正
では︑減額の対象となる世
帯の軽減額の引き上げを行

1、．凶丘、

面

議会では︑専決処分6件︑国民健康保険税に関する条例1
件及び補正予算1件の計8件を提出し︑審議の結果すべて
原 案 ど お り 承 認︑可決されました︒
今月号では︑国民健康保険税に関する条例及び補正予算に
ついてご紹介します︒

日向市国民健康
保険税条例の
．一部を改正する条例
今回の駅止は︑﹁地方税
法施行令等の．部を改正す
る政令﹂が今年3月31Hに

交付され︑4月1H施行さ
れたことに伴う所要の改正
と︑平成10年度の国民健康

今回の補正は︑前記に示
した税率の改正に沿って財
源の組み替えを行うととも
に︑老人保健医療費拠出金
の決定により3342万1
000円の減額補正を行っ
たものです︒結果︑補正後

保険事業の運営に必要な財
源確保のための聖餐改正を

税率の改正では︑所得割
の金額は︑39億3657万

行ったものです．．

が100分の6・65︵前年

9000円となりましな．

投票H当日︑やむを得ない理由
で投票できない人のために︑不在

不在者投票

政治団体の名称を書きます

◇比例代表選出議員選挙11政党・

◇宮崎県選出議員選挙闘候補者の
名前を書きます

員選挙の二つです．．

参議院議員選挙の投票は︑宮崎
県選出議員選挙と比例代表選出議

投票の方法

度比＋0・2︶︑均等割額

公職選挙法が改正され︑投票しやすくなりました

投票できる人

◎今まで午後6時までだった投票時間が2時間延長され︑午後8時
までとなりました︒仕事やレジャーで帰りが遅くなる人も時間を気
にすることなく投票できます︒
◎今までは︑不在者投票ができる要件が厳しく︑手続きもめんどう
でしたが︑要件が緩和され︑手続きも簡単になりました︒また︑不
在者投票ができる時間が3時間延長され午後8時までとなりました︒

投票と開票

◇年齢11昭和53年7月13Bまでに

「

Q05．00m

ト

変
ノ

6

71

更になりました

投票は︑7月12日の竿前7時か

毛町，

（62．0坪）

※第10、第26及び第31投票所は、投票国力

生まれた人

北町1区公民馬「

NO

※新生町1ゴ目及び21一目の投票所が、1
町公民館に変史になりました．

ら↑﹁後8時までです．投冊．小日当日

13

．京
一

田の原公民館

◇住所11平成10年3月24H以前か

左K町．1〜2」

保留地売却一覧表
高松公民館 宮のド、高松、落鹿

35

は︑あらかじめ送付された入場券

庄f、

．
田の原
34

け 記 載 してある投票所へおでかけ

新田1

◇投票場所頃市選挙管理委員会事

庄f公民館

◎参議院議員選挙についてのお問
い合わせば︑市選挙管理委員会事

美々津公民館

ら引き続き日向市に住んでいる人
で︑住民基本台帳に登録されてい

、．痴．．」IWI諮荷耀甥：罵ll溝

ください．．

ド原町公民館

◇期間116月25日〜7月1／H

32

餅

務局︵市庁甲南別館ユ階︶

梶木．梶木町1−21『目

目

務局︵含内線2231︸へ．

三瀬

1

匝

市の保留地を売却します

る人．平成10年6月24日以降に市

曽根公民館

毎日丁前8時30分から午

織二目農鰍冷

、ポ、別言
31

健康づくりで医療費を抑制

・・●●参議院議員選挙・7月12日●●・・

保留地位置図

開票は︑午後9時30分から市役

永江町卜31肩、永江

曽根町1一．1J

一

O二

［，逃野、永田

所庁舎南側の勤労青少年体育セン

11

rて．・

駅通：1、イ1並
國

．
吋

轟

33

止三江団地、往還．往還町
19

声

三蔵
一，7一
手
30

西旧r勺
．
ぐ一rLF
茎；＝1

16

ソテー
i態弄
18

中村公民館 中村、三二．市、塩見ケ丘、権現原
1ア

本谷公民館 本丁
15

こ町卜＝ゴ；i．

◇時間

永江公民館

f・束日．
［P原、高見橋通り、lj：見、
14

同際琶塙1鋤．目
掾轣A】」．比亀山、網

目，ノくし谷

梶イく公民館

12

−

lI
広11口司1一．
亀嶋、亀崎中、rし

亀崎中区公民館
10

÷脇公民館 遠見、÷脇
29

巾Ilrr甫

9

幡浦公民館

内転居された人は︑前の住所地の
投票所で投票してください

．一

ターで行います．．

4

櫛Gつ旺1［・隔地，
，

r，．L，．〕，氏坂，伊勢
d々谷、
C「［

P」り1

Eゴニ⊇

・．7一

1．

18

地蔵，、1浬f川、清IE

細島公民館
7

目，塩田、塩田団地，占田「

B知屋公民館

5

堀一・ノ∫公民館

6

1［fと田1．1一．1」．lI

3

fこ［二丁1り

1〜2
1J目噛
r」噛田」．」タ翼田」．1一一
ぐ5
」．lI
3
雀ξ…田」．1．一

12

辷ﾕ辱1斯1∵1：∫易、存1雪｝（噛直腸（町『1−2J
．丁丁一

域
区
の
区
票
投
所
票
投

、中町．11打旧r辱野い㌔㌔二
音1玉町．、ヒ町．、イ『町
i…1

〆

選挙は民主政治を支える根幹です。みんなそろって投票しましょう！

多．

●

﹁41

﹁o

︑

感謝状を贈呈
馳F成10年度II向市区長・公民館長会が5

月19目、市総合福祉センターで開かれまし

た。会では、4月1日付で退職された萩原

套票D

春義さんら区長公民館長22人置、赤木市長
が感謝状と記念品を贈りました。会では、

市長が、今年度の市政方針及び主な施策の

8月1日（」⇒・2日（日）開催ノ

市民大賞は平田哲さん

︽絵画の部︾

第23回日向市美術展覧会
第23回報向市美術展覧会が︑5
H向槍屋で開かれました．︑

松木政司︵塩見︺▽市文化連盟会

田光昭︵公園通り︶▽準特選け長

▽特選11大川エ一日乃︵地蔵︶津

今年度は︑高校生の参加が多く
見られました︒全体では︑絵画の
長賞11青島勝︵権現原︸▽奨励賞

月30日から6月7日までアスティ

部に79点︑写真の部に69点︑書の

矢野隆男︵比良町︶
︽写真の部︾
▽特選11鳥⁝果史．†

百邸m田由凡艀即

目市のまちつくDリー
ダー養成塾である﹁ひ
まわり塾﹂の開講式が
5月27日︑市役所で行

われました︒6期生と
なる今年度は︑市内外
から21人が参加︒

塾では︑毎月1回の
定例講座を開講し︑ま
ちづくり理念の勉強や
本市活性化のための方
策について意見交換などを行うこ
とになっています︒受講後は︑日
向市のまちづくりのリーダーとし
開講式では︑塾生を代表して寺

て活躍していただきます︒
尾秀貫さん︵33歳一切島山2︶が
﹁躍進する日向市の一つの力にな

りたい︒そのためにも︑このひま
わり塾で1年間︑一生懸命学びま

︵野里野而﹈︶

男︵高見橋通り︶▽市文化連盟会
骨貝田癖一辺ム叩亜丁

台の一般公開を行います︒ふだん
は︑見ることができない灯台の内

﹁海の日﹂の7月20日︑細島灯

一関灯台の一般公開

▼塩月智恵子︵盆5711385︶

▼津曲俊郎︵倉5415795︶

▼大山恭平︵實58−0260︶

▼永野博子︵容5216570︶

▼福田利冒一︵麿52−0388︶

▼石川安雄︵費52﹂5475︶

︽人権擁護委員︾

▼河野サエ子︵雪5414360︶

▼井上鐡雄︵盈5711701︶

︽行政相談委員︾

委ロ貝は次のとおりです︵敬称略︶︒

市内の行政相談委ロ貝︑人権擁護

擁護委員に7．し相談ください︒

や人間関係での悩みなどは︑人権

また︑人権問題︵いじめや差別︶

相談ください︒

したら︑お気軽に行政相談員に︸．﹂

国︑県︑市など行政に対する苦
情︑要望︑問い合わせなどありま

月31日まで︒

任しました︒任期は︑平成11年3

総務庁長官が委嘱する行政相談
員に︑新しく河野サエ子さんが就

新行政相談委員に
河野サエ了さん

す﹂と決意表明を行いました︒

島平大︹東草場︶▽準特選11黒木

︵曲日根町︶福

田麻岐︵庄手︶奥村満彦︵切島山1︶

部に45点の入選があり︑どの作品
11字出津徳市︹永江町︶濱出憲明
︵公園通り︶藤井石山︵東草場︶

フエスディバルIN港の森

ひまわり塾に21人

長賞11村上正史︹花ケ丘︶▽奨励
︵比良︶

→「グリーン八一ツ」オンステージ

納涼花火大会（細島商業港）

も見事な出来栄えでした︒審査の
結果︑書の部の平田哲さんが︑日

《プログラム》

躍進する茄のカに

部をこの機会にぜひ︒

決意表明を行う寺尾秀貴さん

︽書の部︾

▽11向市民大賞11平田哲︵花ケ

丘︶▽特選11興椙忠行︵曽根町︶

河埜騒騒︵公園通り︶▽準特選11
山本英子︵広見︶柳田武士︵春原町︶

長賞問久永カズ子︹江良町︶

蝶野良子︵往還︶▽市文化連盟会
▽奨励賞11嶋田千代美︵高砂町︶

沖田昇＝花ケ丘︶男沢智保チ︵長
江団地︶中川麻由美︵永江町︶▽

→ひょっとこ踊り、日向サンバ、平成音頭
日向ひょっとこ音頭（初登場）
※その他、お面作り実演、お面コンクール作品展示などを予定しています。

凹凹文化協会長賞N谷山ヒトミ
R坂︶

蓬蓬回∈一アトラウション

向市民大賞を受賞しました︒

祭り（細島工業港「港の森公園」周辺）

市内の入賞者は︑次のとおりで
す︵敬称略︶．．

ζ訟卍

ぐ

へ甲

山で．
︒し

●一ストリートバスケット

感謝状を受け取る萩原春義さん

→ミュージッウミニコンサート、祭り太鼓競演、
歌，踊りなど…スペシャルな内容がもりだくさんノ

市民大賞受賞の平田哲さん

また、会に先立って開かれた区長・公民
会長連合会の総会では、今年度の会長に日
高今朝利さん（幸脇）が選任されました。

8
9

仕掛・水中・連発スターマインなど3，000発が夜空を飾る
●
3
3●●
・

開会式・踊りパレード・閉会式
●
・
・●・
・

◎

「

第15回

98

ひょっとこな夏
0画田巨圃

退職区長の萩原春義さんら22人に
●

自

2

∋

予算概要の説明を行いました．

＜にぎわいました「歯と健康親子の集い」
「歯と健康親子の集い」が5月23日、アスティ

（切島山1）、塩月由美子さん・諒太ちゃん（浜町）

が優秀賞を受賞しました。

「グリーン博みやざきり99」のキャラバン隊が、

啓発活動のため日向市を訪れました。一行は、実
行委員会やキャンペーンレディ「グリーンハーツ」

などで、市に対しマスコット人形やカウントダウ

0﹁0ωm⊥﹂コ

日向岬グリーンパークがサテライト会場にレ

．・嚢．、
、．、．∴

ンカレンダーを贈り、グリーン博をPRしました。

体育の先生になって子供たちに

ひむか疫

希望する方は市総務課（丘内線2234）まで

ラグビーの楽しさを伝えたい

施鯵．♂帥7

網降，触

壱L

〈愛のドラマ「クサフグの産卵」

霜

次の波に乗って海に帰って行きます。この愛のド
ラマは、約1時間にわたって繰り広げられました．

古同校ラグビー部の監督である矢

ションです︒

という黒木さんには︑最適のポジ

﹁タックルには自信があります﹂

守りのかなめとなるフルバック︒

しかし︑代表でのポジションは︑

であり︑相手の攻撃の芽を摘むポ
ジションでもあります︒

は︑攻撃の起点となるポジション

は︑センターの12番．︑センターと

高校での里⁝木さんのポジション

に所属しています．．

今では︑弟も中学校のラグビー部

打ち込むようになったそうです．．

の兄もラグビーをしているという
文字通りのラグビー一家に生まれ
た黒木さんは︑自然とラグビーに

は︑小学校1年のとき．．父親がラ
グビ：の経験者であり︑3歳年上

黒木さんがラグビーを始めたの

で行われる高校日本代表のニュー
ジーランド合宿に参加します︒

さんは︑7月25口から8月9口ま

分でも驚いています﹂と語る里⁝木・

ないと思っていました．．本当に自

﹁代表候補生の2次合宿にケガ
で参加できなかったので︑選ばれ

手の中から26人が選ばれています︒

本代表は︑全国の高校ラグビー選

高校3年の黒木勇人さんです．．口

語ってくれるのは︑今年度︑ラグ
ビー高校日本代表に選ばれた日向

で試合に集中できるのが︑ラグ
ビーの楽しいところですね﹂と

﹁15人だけでなく︑チーム全体

轟

砕
日ごろの練習の成果を発揮レ

口向地区柔道祭は6月14日、市勤労青少年体育

センターで開かれました。県北の小中学校から約
20〔〕人が参加。小学生と中学生の男子は団体戦

しよう．︑

日本代表の桜のジャージに身を
包んだ黒木さんの活躍を期待しま

ました︒

ね︒そして︑ラグビーの楽しさを
子供たちに伝えていけたらいいな
と思います一と明るく語ってくれ

きれば体育の先生になりたいです

また﹁将来の夢は﹂の問いに︑﹁で

きたいと思う﹂と言います︒

これに対し黒木さんは︑﹁目標
としているのは︑大学でプレーを
続ける兄︒今回の合宿では︑チー
ムを生かせるプレーヤーとはどう
いうものか︑ということを学んで

ルを送ります．．

る思い出だけにするのではなく︑
チームに生かしてほしい﹂とエー

野義明先生は﹁彼は︑キックカも
あるし︑スピードもあるいい選手
です︒今回の日本代表入りを単な

熱戦を繰り広げました．

n畷
．

で、中学生の女子は個人戦で、日ごろの練習の成
果を競い合いました。選手らは、競技場の畳の周
りに陣取った監督や仲間、家族の声援を受けて、

5月下旬から6月いっぱいの大潮時の満潮前に行
われます。打ち寄せる波に乗って上陸したクサフ
グは、体を踊らせながら玉砂利の上に卵を生み、
一

翼

日向サンパーク下のフクトガ浦で、今年もクサ
フグの産卵が見られました。クサフグの産卵は、
硝

壱一r
30人の部員がいる日向高校のラグビー部

日向寿屋で開かれました。歯の無料相談やフッ素
無料塗布のほか、「図画・ポスターコンクール」
応募作品を展示。62組が参加した「母と子のよい
歯」コンクールでは、吉岡美帆さん・竜汰ちゃん

鵡．騨礁

〃
〃

日向市では、日向岬グリーンパークが、サテラ
イト会場となっています。

ラグビー高校日本代表選手黒木勇人さん（17歳：浜町）

■広報紙に掲載された写真を差しあげます。

●みんなの広場
島原竜一・洋美さん家の

みなざきかはな

み

（3歳4カ1D

優しい子になってね。

） り

中山秀人・省子さん家の
わんぱくくん（伊勢ケ浜）

ろの一つです．︑昭和如年代

後の．夏︑私は︑よく岬の岩

●

のときの一番の大物と言え

●

の間の海に潜り︑モリで魚
突いたり︑サザエやアワビ
どを採ったりしたものでし

●

キログラム超の﹁アラ﹂を

ことです．．

●

に会費を納めて入漁許．剛を

●

うん︑当時でも定めのとお

〔6歳〕

伊勢ケ浜でお姉ちゃんと
砂遊びに夢中になっていた
拓人くん。これからも元気

．

・

θ

数字で見る日向市③

O

㈱年齢層（3区分）国勢調査人口の推移

千人︶60

ロ…生産年齢人ロ（15〜64歳）

■…老齢人口（65歳以上）
総数

だ忘れがたい本。最近、心に残った加，

あなたが、本から受けたそんな感銘や
印象を絵にしてみませんか，キャンバ

鵯，685

431678

47，42D

53，輔

田，347

59，163

田，442

田，802

9．7

8．1

◆部

門＝：D小学生の部

の部

③高校及び般の部

②．中学生

12．O

◆表

彰一：D優秀賞

良賞

各2点、③佳作

各1点、変優

各3点

◆応募要領＝〔D描く台紙は「官製はが

7．4

6．9

50

◆対象作品＝国内外の文学作品
◆応募資格一市内に居住または通勤・
通学している方

◆応募期間＝7月llll水1〜9月10日木．

き」に限る

6︐

寛仁さん

②応募作品は図需・館へ封

5．7

40

書で郵送するか、直接搬入のこと

5．4

厨

はがきの表に「読んだ本の作品名」「氏

30
65．1

28．2

27．1

26．8

25．2

％

％

65．9

66．0

22．1

19．0

％

65．1

％

65．5

％

64．9

％

62．1

％

57．8

％

％

57．4

20

％

％

％

40

％

35

％

昭30

名」「年齢」「郵便番号」「住所」「電話

番号」「小中高校生は学校名と学年」
3L7

％

0

37．5

％

％

37．2

％

ノ

︹24歳 符野中

青春トーク

暁子さん

︹23歳一亀

いきいき

︵単位

児玉

柴田

［］…幼少年齢人口（O〜14歳）

謁，麗5

て、どのような本に感銘を受け、それ
は何歳のころだったのでしょうか、
本は、時として、人の生き方にさえ
影響を与えます。何年もたつのに、今

スは、「はがき」です、

孟6、6

「10

チーム4〔プSにも所属しています、

でお友達と仲良くしてね。

ゆ
だ

読書感想絵はがき展」募集
あなたは、これまでにどのような本
をどれくらい読んできましたか。そし

乱人くん

やグアムの海に潜ったこともあるんですよ、

図書館です1

「会えてよかった1冊の本

たく

がノく好き、スキューバダイビングで、与論島

こんにちは

11

﹁﹁澱

久しぶりのお天気で、お
友達と思いつきり遊べてよ
かったね。思いやりのある

父と 緒に花の栽培をしていて、今はオン
シジューム（蘭1を育てています。農業は、
人に使われることはなく、自分の努力した分
だけ結果となるのが魅力です。将来は、もっ
と栽培面積を増やしたいですね、趣味は映画
鑑賞で、特に洋画が好きです，ソフトボール

バレーボールやテニス、水泳などスポーツ

β

︑当時この岬︸帯には︑か

●

JAB向本店に勤務し、広報「JAひゆう
が」を編集しています，読者からの声が何よ
りの励みです。広報が、組合員とJAの懸け
橋となるよう一生懸命頑張ります．

ことでした︒

●

ササユリが植生していて︑
わ清楚な花を咲かせて見る

ケ領し

し︑今では︑一株のササユ

●

ることはできませんぺ希少
の美しさゆえに︑そこにあ
ものが絶滅に及んだ現実を
るとき︑本当に残念でなり

●

れまでいろいろと紹介
たこの岬一帯が︑この
称の由来になっている
鼻しと言われていると

●

ナーは︑ふるさとの自

の小倉久信さん︵原町︶

だいています︒

文中で︑木の名に﹁力
とあるのは︑﹁実力ツ

違いでした︒

i間しのた会【・

を和ませてくれました．︑

ガカ に然
・こ「遊し ま直る性リ 人ひな 得り 突ばた
ユッ口寄をこ・ろ御歩て旧せ視べともしのとりまて漁もい 〔
が月稿守の・で名道きはんすきそ見か心きのたの協ちた10そなを羽前
1のマ候いるコ●す崎のま
L

な

奈美ちゃん

いと

し穿恥犠錺

御名崎ケ鼻遊歩道から
⑥
金ケ浜遊歩道までの探訪記

遊歩道の入り口近くの入り江か
ら数分歩いた所に休憩所が建って

ここは︑平岩小学校の校庭から

います．

東南に約150メートルの地点

で︑この辺りでは沖に向かって岬

が一番長く突き出た高台の岩場

で︑広く視界の開けたところです．︑

昔から場所がよかったためか︑大
きな自然石で作られた忠魂碑が大
正6年に建てられていて︑歴史を

感じることができます．︑

ここは︑私にとっても思い出深

遊歩道沿いに建つ忠魂碑

おてんばちゃん（日向台）

を明記すること
◆問い合わせ一日向市立図書館〔ε54

45

50

55

60

平2

7

−1919）

第30回宮崎県統計グラフコンクール作品募集
統計思想の普及向上と統計の表現技術の研讃のた：
め、統計グラフを募集します。
応募要領など詳しくは、宮崎県統計協会（宮崎県企
画調整部統計課内君0985−26−7042）へ。

〈図書館の休館日〉
7月

1−10日（蔵書点検のため）、

ユ3［：1、

8月

20［」、

2111、

2711

3【］、旦O【i、17［、24［、31日

溜

◎市は「身元調査お断り運動」を推進しています
レ市政ニュース・行事は市政テレホンサービス倉52−2000・2070へ

︵

プール・海水浴場の監視員の募集

泳ぎに自信のある方
お願いします

︽大王谷市営プール︾

︑

◇募集人員11男．†8人︑女
ρ一

．〜つ一ノ

◇賃金目11額5700円
◇資格日18歳以ヒの健康で

泳ぎに自信のある方
◇監視期間117月19口︵日︶
〜8月31日︵月︶

〜午後7時30分

◇監視時間11午前9時30分

◇申込方法門申込用紙に履
歴書及び承諾書︵未成年者
の み ︸ を 添 えて︑市公共施
設管理公社︵8541717

4 ︶ へ 提 出 してください
◇申込期限117月6日︹月︶
︽海水浴場︾

◇募集人員11男子12人

◇賃金11目額5900円
◇資格11高校3年生以上の

健 康 な 男 子 で 泳ぎに自信の

お倉ケ浜の車両侵入禁止

野生生物の保護のため
皆さんのご協力を

お倉ケ浜は︑豊かな松林
と砂浜が広がり︑はまぐり
の 産 地 と して知られ︑﹁日
本の渚・百選﹂にも選ばれ
るなど︑市民の皆さんに親
し ま れ て います︒また︑こ
の お 倉 ケ 浜は︑アカウミガ
メ の 産 卵 地やコアジサシの

ある方
◇監視場所H御三ケ浦︑伊
勢ケ浜︑お倉ケ浜の各海水
浴場
◇監視期間一17月19日︹口︶
〜8月31日︵月︶

◇監視時間11乍前8時30分

〜午後5 時
◇申込方法打申込用紙に履
歴書及び承諾書︵未成年者
のみ︶を添えて︑市商工観
光課︵倉内線2635︶へ
レット︵市役所及び各公民
館に備え付けてあります︶
に添付されている申込用紙
に必要事項を記人のうえ︑

提出してください．．

◇申込期限07月6日︵旦
※詳しくは︑各申込書の提

ー

7月31Uまでに申し込んで

﹇

洋しくま︑目ド﹄丁勾グリー

ください．．
1！

市

◇人権・行政相談

学生を募集しています︒
放送大学は︑テレビやラ
ジオを利用して授業を行う

度第2学期︵10月入学︶の

放送大学では︑平成10年

自宅で大学の
授業が受けられます

放送大学平成10年度2学期学生募集

︵a内線2174︶へ︒

詳しくは︑市福祉事務所

からお待ちしています．．

多くの皆さんの入会を心

との交流を図っています︒

市や県などの行事にも積極
的に参加し︑多くの人たち

活動を行っています．．また︑

市視覚障害者福祉会は︑会
員相互の親睦を深めるため
にスポーツや音楽︑文化な
ど年間を通してさまざまな

どなたでも入会できます．．

市視覚障害者福祉会では
現在︑会員の募集を行って
います︒市内に在住する障
害者手帳をお持ちの方なら

一緒に活動しませんか

市視覚障害者福祉会の会員募集

まで︶

︵日立屋公民館は8月16日

庁舎玄関及び日知屋公民館

◇8月3日目8月31日

サービスふれあい講座﹂を

だくために﹁高齢者福祉

市は︑高齢者福祉や介護
について理解を深めていた

学びませんか
高齢者福祉と介護

高齢者福祉サービスふれあい講座

︶

マスコット﹁キララちゃん﹂

P1818︶へ．︑

ン博事務局︵麿09851

二一一︻

一

出先へ．．
グリーン博みやざき99

花と緑の体験型催事の
講師を募集します

花と緑の然爪典﹁グリーン
博みやざき99﹂では︑期間

中にL会場となる花文化館
で実施する﹁花と緑の体験
型催事︵フラワーアレンジ
や押し花︑アートフラワー

などこの講師を募集して
います．．

皆さんがお持ちの花と緑
に関する技能や技術を︑皆
さん自身が講師となって多
くの方に伝え︑花のあふれ
る宮崎県を築いていこうと
いうものです︒

申込方法は︑募集パンフ

に車両侵入禁止の看板を設
置してきました．︑さらに今

年6月からは︑車両侵入防
止柵を設置しています︒

野生生物や自然環境を保
護するためにも︑市民の皆
さんのご理解とご協力をお
願いします︒
世界恒久 平 和 の 実 現 に 向 け て

被爆パネル展を開催

市は︑市民の皆さんとと

もに核戦争の悲惨さを再認
識し︑核兵器の廃絶及び世

．

しかし︑砂浜を走る車の
て︑次の日程で被爆パネル
展を開きます︒

央公民館及び美々津公民館

◇7月13日〜7月20日

コ ア ジ サ シの巣を知らずに
壊 し て し ま ったりし︑その
保護を求める声が以前から

◇7月21日〜7月26日

中

市に寄せられていました．︑

中

界恒久平和の実現に向け

わ だ ち が ふ化して海に帰る
子ガメの妨げになったり︑

営巣地としても有名です．︑

ところ層中央公民館

入学試験なしに18歳以上の

市総合福祉

◇年金巡回相談

資

市固

7県定

月

納税税
の民産

期

が開始されたことに伴い︑

ます︒幅広い分野の約30
0科目をそろえ︑1科目だ
けでも学ぶことができ︑生
涯学習に最適です︒
また︑今年−月からCS
デジタル放送での全国放送

生ならどなたでも入学でき

ドバイス〜﹂の演題で記念

よう〃⁝〜元気とやる気のア

※開講式では︑宮崎看護大
学教授・大村典子さんを講
師に迎えて﹁いきいき生き

センター

前9時20分〜

◇開講式117月4日︵上︶午

は別途一部負担︶

円要．︑視察研修代について

◇受講料時無料︵ただし︑
傷害保険料などに1000

◇定員1150人

3高齢者福祉サービスー日
体験︑⑥県外視察研修など

活︑④高齢者の理解と介護︑

入門︑②介護用品の基礎知
識︑③高齢者の健康と食生

◇内容11㊦舌同齢者保健福祉

開講予定︶

◇期間117月〜12月︹8回

歳以上の方

◇対象11市内に居住する⑳

開きます︑︑

10：00〜15：00

愛のこ寄 付霰

フ︑ノ

騒

き■7月14日（火）

講演が行われます︒．

10：00〜15：00

9一169︶

お問い合わせください︒

ター︵君5311893︶へ

す︒興味のある方は︑お早
めに放送大学宮崎学習セン

出願締切は︑8月15Hで

になりました︒

全国各地で卒業を目指す全
科履修生の受け入れが可能

ます．．

ご理解とご協力をお願いし

﹁社会を明るくする運動﹂
について︑市民の皆さんの

への後援を行います︒

区保護司会の皆さんを中心
に啓発活動や各種大会など

運動です．︑期間中は︑日向

は︑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

﹁社会を明るくする運動﹂

する連動﹂強調月間です．︑

7月は︑﹁社会を明るく

ふれあいと対話が築く
明るい社会

7月は社会を明るくする運動月間

祉事務所︵含内線

◇申込・問い合わせ11市福

ところ■アスティ日向寿屋
〜止まって確認、無事故に挑戦〜

M原町耀手並二一翫蓄

10：30〜14：30

正規の大学︵教養学部︶で︑

10＝00〜16：30
（一24）
（十8）
（±0）
（一ト7）

ブエ子子男治暢子子子子幸 r子男
西美春浜曽日庄石堀中地日高梶大

20人110件
0人
18件
ヤ

き
ミ
ナ

κ
拶

き■7月11日・25日
と

人身事故死亡負傷者含損事故

親牧幸静
ッ

峰
ま
ハ貞凌正謙画工
ノ

ところ■中央公民館

第2期

と

き■7月17日（金）
と

き■7月16日（木）
と

き■7月16日（木）
と

第2期

◇子育て相談（毎月第2・4土曜日）

0内は前月比
日向市分

昭．夫ノ
ミ

申込先■市民課（倉内線2140）

7月分
称

比庄亀曽本笹迎浜 地 現扱区 日会
在分
崎
野洋
ﾇ手南根谷東園町

この社会あなたの税が生きている

◇無料法律相談（要予約）

第1期

◇交通事故巡回相談

，

一

ところ■青少年ホーム

木木付目国本高田名藤木川本西本
ワ
ヤ
ハ幸
ス
筆力
敏徹ス公ルー壽牧

寿創寛三工博コ郎男雄勉

中

◇会場；陸上の部／お倉ケ浜総合
公園、水上の部／大王谷運動公園

国民健康保険税
国民年金保険料

貯留懇圭

央公民館及び岩脇公民館

◇日時＝7月16日（木）午前9時〜

．◇7月27日〜8月2日

ください。

5月中の交通事故
山新佐黒森寒雷杉

黒高肝江三坂日

31議
月協調
，鞭
喪

aチデ良勝や安サ
@ヨ子子美子子ン

央公民館及び細島公民館
消防署の隊員が救助技術を競い
合う「九州地区消防救助技術指導
会」が、次の日程で開かれます。
日ごろの訓練の成果をどうぞご覧

ところ圏南日向公民館
耳
あ
ヒ
ﾘ田積藤木義脚斐

ク
口

集
故人

三吉善二二永藤甲

そこで市は︑．平成9年度
から野生生物の調査を行う
と と も に ︑その保護のため

齢

26

52−2111
，

月の相談日程

一

一
一

市役所は盈代表

一
一

● 4

團團認証国乱

鵠
●
1■

1

●26日

乳幼児健診

卜．

52

■3カ月児健診

2936〕

トP訂ぢ己

q勺

。

［〉手痛1京レ計堤（1旺芝費52

夕卜

き◇7月10目〔金〕、2川〔金）

婦

象◇平成10年4月生まれ

■腿

EI

rF寺◇7

対

象◇平成9年i2月生まれ

2209｝

，

のびのび子育て

（金〕

」㌦育てテレホンサービス纏53−
58δ7》の6月分のテーマは次の

n¶＼団同η￠一⊃霜D田O⊃□

■1歳児健康相談

とおりです，

日

レ29口

時◇7月14日（ソO

5歳児にっ

きやすい悪いくせ
レ6目〜12日 幼児期の食事

目

レ13目〜20B

時◇7月16目（木）

■躊悶庸

いて考える

日

時◇7月3目（金）

い親

之寸

象◇．目陰成二6flL12月ノしまオし

レ21』［．ト26目

丁後1時

＼口︸皿鉢跨封川田

午後1時一2時、1歳

午前9時30分〜lo時です．母j

◆1目〔水〕

一

ター〔麿内線2181・2182）へ．

◆21目（火）

JAE．1向ll【〕＝oo〜ll

刊OOOIO月η月

◆28日〔火）

8191）

口際■π←1日可﹂⊃山口旧

7月の母親学級

3388）

●12日〉占賀内科胃腸科q勺・胃腸
君528118／＞長田医院〔耳鼻・咽
・

■15日｛水）

妊娠中の日常

L活・妊

塾⊃︐O⊃

胃腸倉525338）〉自石病院（内・

習（要予約）

会場は、市民健康管理センターで、

1365，

（内倉52

﹇⊃

・

すくすく教室

（内・小児・胃腸容520880）〉篠

●日時＝7月23日（木／午後2時〜

リノ・容63

2211）

じ〉日

ユ﹂﹂

原医院（産婦瑚．1：倉631059／
■︻コロ；

●20日レ．｛ケ尻医院（整外・リハ容
525557）〉康田医院（産婦麿53
［〉松「司レ」塊

〉沼田医院

q勺麿52

と、1日4時間以内、週20時間ま

でを目安に作業を進めるとよいで
しょう。

眼精疲労や首・肩・腕の痛み、
精神的ストレスなどの症状が進む
と、回復に時間がかかります。早
めに健康相談や定期的な健康診断
を受けましょう。
《宇宿》

●会場一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
●内容一：D身体測定、②離乳食づく

5407）

｛皮・泌尿君523785）

り、◎：育児相談、τ交流会など

自然界の神秘︒クサフグ
の産卵が︑今年もフクトガ

浦で見られました．．

先月末から多くの見物客
が︑フクトガ浦に足を運ん
でいましたが︑波の高い日
が続き思うように見ること

はできませんでした︒

広報紙に掲載した写真は

6月12Hの早朝です︒フク

トガ浦に到着すると︑すで
に200匹ほどのクサフグ

が上陸していました．．そこ

に居合わせたのは私だけ︐

︽Y︾

なんだか自然界の神秘を
独り占めしたようで得意な

気分になりました︒

＼誹旧町吋︑コロー﹁享ド

7788）

また、45分ごとに15分程度の休

憩を入れたり、軽く体操をしたり

時間はいずれも乍後1時30分からです．

f可1勾科・

亨申奉享…・

などがあります。

婦体操
■22目〔水〕妊娠中の栄養・調理実

1呼吸・方母君63

・方」（・宇青宇申

③ディスプレイの画面を軽く見下
ろすようにする
④画面の明るさやコントラストの
調節をする

：00）

倉524046）〉永田医院（産婦倉52

〔タト

り
手首の部分に支えを作る

日向総合庁舎（1【〕＝00

〜li130）、日向保健所（13：0｛）〜16

〉吉森医院〔内・胃腸・循環・呼吸

qノ」

深く腰掛ける
②ひじの角度は90度以上に保ち、

クラブ協力13：00−16：00）

7月の休日在宅医

＞FHllπ斗丙1ち註

と呼ばれる心身の不調に対する解
消法をいくつか取り上げると
①いすの高さを自分に合わせて、

li向市役所〔建築ヒ会

：30入アキタ製作所（3ロータリー

●5Ll［〉鮫島［匠「塊（整升多門52

5488）

す。このような「テクノストレス」

協力10：00〜16：00〕

健康手帳を忘れずに、健康管理セン

●19LI＞向ネ着クリニック

パソコンやワープロが、職場や
家庭で普及してきましたが、合理
化された反面、目に見えない疲労
を訴えている人が多くなっていま

了供の才能を育てな

7月の献血日程

〜1時30分、7カ月児・1歳6カ月

D＞．ノ＜ク㌦f呆1矢1究

保健婦です

レ27日一211〔8月）幼児の恐怖心

※受付時間は、3カ月児

0266〕
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対 象◇平成8年12月生まれ
■3歳児健診
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対 象◇平成9年6月生まれ
■1歳6カ月児健診
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■7カ月児健診
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後編

日向市の人ロと世帯
（平成10年6月1日現在）

人

記集

口

58，883人（一18）

男

27，938人（一

女

30，945人（一12）

世帯数

21，373世帯（十

6）

18）

・㌶

母

転入142人転出179人

出生50人死亡31人

