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家庭教育を考える

●

どんな釈を見つけだかな
健康づくり、仲間づくり、自然に親しむ豊かな心
づくりをテーマとした第34回日向市歩こう大会が10

月11日、大王谷実りの秋コースとお含・お金夢街道
コースの2コースで行われました。お倉・お金夢街
道コースでは、秋の気配が感じられる遊歩道をみん
なで散策。どんな秋が見つかったかな。

ます．︑

凶悪・強盗事犯を起こした少
年たちの特徴としてあげられる
のは︑14歳から18歳までの少年

特集

家庭教育を
考える
近年︑凶悪化︑低年齢化する少年犯罪をはじめ︑非行︑
いじめ︑不登校などの問題が︑大きな社会問題となっ
ています︒その解決のためには︑家庭・学校・地域社
会が手を携えて取り組んでいくことが求められていま
す︒今月号では︑人間としてのあり方や生き方を培う
場である家庭について考えてみましょう︒

第−章

増え続ける少年非行
原因を探ろう
市内でも増加している
青少年の非行件数

高︶に次いで︑昨年が第4のピ
ークとなっています︒全国各地
で陰湿ないじめに関連した非行
や凶悪な殺人事件︑強盗事件が
多発したり︑覚せい剤やシンナ
ー等の薬物乱川の数が増してき

35．0

N・39年そして58年︵戦後最

33．1

少年非行の検挙件数は︑昭和

という内容が盛り込まれてい

たりしています︒

青少年の非行の問題について
は︑﹁特効薬﹂はないと言われ
ます︒体の病気なら﹁体の抵抗
力﹂を強め︑薬という援軍で治

て︑具体的な事例や指導内容が

育のあり方しについて諮問がな
され︑今年6月30日にその答申
を受けました︒その答申の中に
は﹁もう一度家庭を見直そう﹂

すことができます．．それでは︑

また︑青少年を非行に走らせ
ないために︑家庭教育とともに
重要になってくるものに﹁非行

日 向 市 に お い て も︑昨年度．は
喫煙・深夜はいかい・窃盗など
の不良行為少年が増加の傾向に

非行への対処法はどうずればよ
いのでしょう︒それは︑根本的
には青少年の﹁心の力﹂そのも
のを高めていくしかないのでは

の未然防止﹂﹁環境浄化﹂﹁教育

あります︒

ないでしょうか︒

相談﹂があげられます︒

30，4

示されています︒

で約7割を占め︑そのうちの多
くが家庭に何らかの問題があっ
たということです︒また︑集団
﹁心の力﹂を高めるというこ
とは︑家庭での教育が大切にな

25．8

の
28．3

約5500人にその理由を聞
いた結果（複数回答可）
27．4

での犯行が多．く︑その口的も金
銭 目 的 と い う よ り も遊びや憂．さ

います︒

32．2

※全国の20歳以上の者の
うち、r最近は家庭のしつ
けなど教育する力が低下し
ていると思う」と答えた者

2
31

教育に自信をもてない親の増加
教育の仕方がわからない親の増加
父親の存在感の低下
職業を持つ母親や家庭外で活動する母親の増加

64．9

週保護、甘やかしすぎな親の増加
しつけや教肴に無関心な親の増加
外部の教育機関に対する教育の依存
親子がふれあいともに行動する機会の不足

80％
70
60
50
40
30
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10
0

このように青少年の健全育成
には︑家庭︑学校︑地域が一体
となった幼児期からの教育に力
を洋ぐことが人切となってきて

る学校生活を目指します

ってきます︒

国においては︑平成9年8月
に文部人臣から中央教育審議会
に対し︑﹁幼児期からの心の教

▲子供たちの笑い声が響きわた

晴らしの要素が多いようです︒

うです︒

市内でも︑中学生の集団によ
る自転車ひったくりや万引き︑
窃盗も数を増しているのが現状
で︑そのような少年たちは自分
の犯した行為の重大さを全くと
言っていいほど感じていないよ
このような少年たちに相手を
思いやる気持ちや人の痛みをわ
かる気持ちがあれば︑面白半分
にゲーム感覚の犯行など到底で
きるものではないでしょう︒

﹁心の力﹂を■める

教育が大切です
今︑こうした非行の芽を摘む
活動とともに︑﹁非行に負けな
い﹂﹁非行に走らない﹂青少年
の育成が大きな課題となってい
ノ．

家庭の教育力が低下している理由［青少年と家庭に開する即成5年・総理府］
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子供の豊かな心を育てるために私が思うこと
積極的に子供たちと関わること
それが家庭教育の第 歩

このように︑r供たちと接し
てみて︑これほど感動を与えて
くれるとは思ってもみませんで
した︒勉強はさておき︑スポー
ツに熱中する姿は︑本当にいい
ものです︒皆さん︑うれし涙︑

講演は、日本国際童謡弊館長の大庭照
子さんが「童謡を未来の風にのせて」と
いう演題で話されました。大庭さんは、
「教育は、子供が主役だが、根っこの部
分は親が責任をもたなければならない」

誠さん（41歳）
上原

私は︑2年前の9月に生死を
さまよう大病に侵され︑入院生
活を余儀なくされました︒緊急
入院のとき︑頭の中には2人の
子供のことだけ︒ーカ月半の入
院生活中に考えたことは︑なぜ
もっと子供たちと接する時間を
作らなかったのだろうか︑とい
親がサポートということでした
が︑なんと了供たちは全員参加
し︑親の協力も相当なものでし
た︒この様子ならまだまだ捨て
たものではないそと思いました︒

流してみませんか︒

これからも︑r供たちが﹁も
うついてこんで﹂とぼい出すま
で︑家族でいろいろな行事に参

その後の質疑応答では、会場からさま

うことばかりでした︒

に行くうちにすっかりのめり込
んでしまい︑九州大会に出場し
たときは得点のたびに涙︑涙︐
先日は︑京都で開かれた全国大
会で準優勝︒部員全員がわが子
のように思え︑全員の頭をなで

をもとうと思い︑時間の許す限
り妻と一緒に接してきました︒
退院後初めての運動会︒涙︑涙
でファインダーはのぞけず︑映

キャン．フがあり︑家族4人で参
加しようと思います︒

積極的に子供たちとかかわる
ことが︑家庭教育の第．歩では

したビデオは散々なものでし

加しました︒子供たちが主体で

ながら︑ここでもまた⁝︒

た︒次に︑現在︑小学校5年生
の長女のハンドボール部への人
部︒毎日のように練習をのぞき

わが家は︑祖父母を中心とし
た6人家族です．時折思うこと
は︑祖父母のお陰で︑2人の許

して︑2人の子供の思いやりに
ふれることができたとき︑その
ことに深く感謝し︑これから先
いろいろな難題をぶつけてくる

ざまな質問が2人に寄せられました。

なりそうです︒

実際には︑今﹇﹇一日何があっ
たとか︑兄ちゃんと食べ物のこ
とでケンカしたとか︑そういう
他愛もない内容ですが︑それで
も私にとっては︑大切な宝物に

く始めてみました︒

な気がします︒

子供に育てられるということな
のでしょうか︒子供と接するよ
うになって考えさせられたよう

また︑子育てという．三口葉は︑

ないかと痛感しています︒

を聞くたびに耐えられないほど
つらくなります︒改めて︑人の
親になることの重大さを痛感し
供が素直に育っていること．︑そ

ています」と語りました。

それまでの私は︑私の父と同
様︑家庭を顧みることのなかっ
た毎日の生活で︑もちろん参観
日や家庭訪問︑その他いろいろ
な学校行事は運まかせ︒子供た
ちの持ち帰るプリントなどに目
を通したことなどありませんで
した︒育児に関しても︑善い父
親の威厳はありましたが︑晩酌
して寝ていたばかりで︑反省︑

ている毎日です︒

また︑先日は︑長男のクラス

と思われるように︑ベストを尽
くしていかなければと覚悟して

んでいると︑長男が︑﹁お母さ
んって本当に超泣き虫じゃがね
〜﹂と一言︒親にもプライドと
か︑子供にかっこつけたいとい
う気持ちがあるけれど︑子供の
こととなると︑つい一生懸命に
なって︑でもいっかはそういう
親の気持ちをきっと受け止めて

につれて、親の思いも変化しているので
は」と自分自身の失敗談も含めて紹介。
「親の考えを押し付けるのではなく、子
供のよいところを伸ばしてやろうと考え

反省また反省です︒

親を尊敬するとか︑親孝行す
るとか︑そんなことよりも大切
なのは︑親をどれだけ信じてく
れるかということ︒そのことが
私たち親としての一番の課題の

くれると信じています︒

尾前さんは、「子供を育てるというこ

退院口から1年間の禁酒生活
中︑もっとf供たちとかかわり

ような気がします︒

と」というテーマで、「子供が成長する

私は︑子供の親になって初め
て一緒に成長していくんだなあ
と思います︒子供たちから学び
得ることもたくさんあり︑だか
ら毎日が納得したり︑反省した
り︒そこで会話も生まれるし︑
親と子いい関係で助け合って︑
夫と力を合わせ︑いろいろな方
の力を借りながら︑これからも
最後まであきらめずに頑張って
いきたいと思うこのごろです．

事例発表を行う岩見さんと尾前さん

ソクを灯していくうちに︑何か
しら胸が熱くなり︑思わず涙ぐ

と訴えました、

いるところです︒

つい先日︑長男が14歳の誕生
口を迎え︑ケーキに14本のロウ

長女とは︑時々︑交換目記を
やっています︒彼女が今︑何を
考え︑何を悩んでいるのかを知
るために︑私の方からさりげな

恵子さん（41歳）
大知くん（13歳）
千明ちゃん（11歳）

親をどれだけ信じてくれるかが
私たち親としての課題では

と語りました。

敏幸さん（39歳）

見Aし 一成を本1た中

一つ解決して一・人前に育てていきたい」

毎日のように︑新聞︑ニュー
ス等で︑中学生の事件が聞こえ
てきます︒私にもひとごとには
思えず︑そんないろいろなこと

表と講演が行われました。

永江町
弘明くん（14歳）、真由ちゃん（13歳）
志歳さん（74歳）、春江さん（67歳》

岩見さんは、「親子のふれあい」をテ
ーマに、重病の子供が病を克服しながら
成長して行く過程での親と子のふれあい
を紹介，「・口に親というが、子育ては
本当に大変です。子供が病気になって、
1日1日を楽しく過ごすことを学びまし
た。子供が元気に育つにつれ、子育ての
中での問題も出てくるでしょうが、一つ

﹁

供と語ろう子どもの目線で〜問い直そう
家庭のあり方〜」を研究主題に、事例発

ロ
平20と庭と事つのた
岩マ長紹当日︒で

月25日、市中央公民館で開かれ、約
500人が参加しました。集いでは、「子

金ケ浜＝川野サトミさん（38歳）
事例発表は、財光寺小学校PTAの岩
見つじ子さん（松原）と富島中学校PT
Aの尾前裕治さん（中堀町）が登壇しま

であろう子供たちのために︑親
としてしっかり向き合って﹁こ
の人たちは︑本当に腹を割って
本気で付き合ってくれている﹂

ノ．

平成10年度家庭教育を考える集いが9
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集いに500人三野加
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もう

度家庭を見直そう

子供たちの心を健やかに育むうえで︑もっとも大きな役割を
果たすのが家庭です︒家庭内の雰囲気や人間関係は︑良い面も
悪い面も子供の成長に大きな影響を与えます︒

家庭では︑次のような点について︑心掛けてみてはいかがで
しょうか︒︵中央教育審議会筥申より︶

の幼稚園︑小・中学
しつけの方針などは︑夫婦で

■夫婦で協力して子宵てを11

家庭のあり方を問い直そう

校などを単位に23学

場です．．現在︑市内

級が開設されてい
て子育てを11親が困難に立ち

ら考えて行動する習慣を身に
つけられるよう︑すぐに親が
介入するのはやめましょう︒
■ひとり親家庭も自信をもっ

■家族の会話を増やす11朝食

ます︒

向かいながら子育てに努力す
る姿は︑必ず子供の心に響き

■過干渉をやめる11子供が自

てください︒

時や夕食時など家族が顔をそ
ろえる機会をできるだけ作っ

育てにあたってください︒

足並みをそろえ︑協力して子

を編成し︑月−回

て︑それぞれ独自に
年間のカリキュラム
︵6月〜翌年3月︶
のペースで学習して
います︒子供のこと︑

■しかられる経験も大切︒し
■自分の責任に気づかせる11

悪いことは悪いとしっかりしつけよう

野にも取り組み︑ 親同ヒの仲間

後片付けや家事の手伝いな

家庭生活のこと︑学
校・教育のこと︑そ
のほか趣味や教養分
づくりの場にもなっています︒
かる理由は明確に11しかると

をもつ経験をさせてくださ
い︒

ど︑身の回りのことから責任

きは︑気分や感情に任せず︑
きちんと理由を言ってしかり
ましょう︒

◆学校外活動事業
学校週5日制に伴う学校外活
動の充実のために︑地域に関連

た場合は︑それが人間として
許されない行為であることを
しっかりと教え諭す必要があ

■差別や偏見は許されないこ
とを気づかせる11子供がいじ

る11親が︑幼児期から子供に

■幼児には本を読み聞かせ

切さを学ばせましょう︒

めに加わっていたり︑他人を
差別する行動をしていたりし

思いやりの心を育てよう

うえで︑大きな役割を果たして
いるのは家庭です︒家庭のあり
方が︑良い面も悪い面もヂ供の

圏よいところをほめて伸ば

次代を担うf供たちの健全な
育成と︑〜供たちが自らの夢や
創造力を存分に発揮できるよう
な社会を作っていくために︑家
庭・学校・地域それぞれの立場
から協力︑支援し連携していく
こと︑それが私たち大人の役割

くる11子供は︑家庭のルール

■生活の決まりやルールをつ

も減ってしまいます︒

き届かなくなり︑親子の会話
■無制限にテレビに浸からせ
ない1ーテレビの視聴時間につ
いてルールを設け．ることが求
められます︒

供は︑ゆとりある自由な時間
を与えられることによって︑
初めて心から遊びを楽しみ︑
遊び方を創意工夫し︑のびの
びと個性や創造性を伸ばすこ
■自然の中で遊ばせる11子供

をしてください︒

とができます︒

を野外に連れ出して︑動植物
や自然とのふれあいを促し︑
その楽しさに気づかせる努力
■生活にゆとりを与えるH子

遊びの重要性を再認識しよう

を守ることを通じて︑社会の
ルールの大切さを学びます︒
■子供の部屋を閉ざさない腫
子供が自分の部屋に閉じこも
ってしまうと︑親の注意が行

家庭で守るべきルールをつくろう

ではないでしょうか︒

個性を大切にし︑希望を持たせよう

動物や植物など生き物とふれ
あえる機会をもうけ︑命の大

■命の大切さを実感させる11

■順位や偏差値にこだわるの

す11一人ひとりの子供の長所

ります︒

をやめる11順位や偏差値など

や個性を伸ばしていくために
は︑親がそれを見いだし︑上

あります︒

しかし︑今日の社会の急激な
変化の中で生じてきているさま
ざまな青少年問題は︑社会全体
に投げかけられた問題であり︑
その解決のために家庭・学校・
地域社会の3者が一体となって
取り組んでいくことが強く求め

にとらわれず︑子供の個性を
尊重することを大切にしてく

手にほめることが大切です︒

本を読み聞かせることは︑子
供の心の成長に大きな効果が

られています︒

ださい︒

成長に大きな影響を与えます︒

を開催しています︒

この学級では年−回︑市内の
家庭教育学級生が一堂に会し︑
家庭教育のあり方について研修
する﹁家庭教育を考える集い﹂

谷ウィ

育について必要な知
識や技術を学習する
もので︑白主的かつ
計画的に行う学習の

家庭・学校・地域社会が
一体となった取り組みを

﹁亭N

D舶齢

市の取り組みを
紹介します
市は︑青少年の健全育成のた
めに︑その主人公である子供た
ち︑家庭︑地域を対象に次のよ
うなさまざまな取り組みを行っ
ています︒

◆家庭教有学級事業
家庭における子供の教育・養

した体験学習を行うもので︑了
供たちの﹁生きる力﹂を育むこ
とを目的としています︒現在︑
小学4〜6年生を対象にした次
のような活動を︑5公民館と市
社会教育課で行っています︒

①おもしろ体験クラブ︵中央
公民館︶︑②少年少女サークル
︵ 細 島 公 民 館 ︶ ︑③日工屋土曜教

室︵日知屋公民館︶︑④平岩子
ども教室︵南日向公民館︶︑⑤
美々津子ども上曜教室︵美々津
公 民 館 ︶ ︑ ． ⑥ ウィークエンドサ
ークル︵市社会教育課∀

◆学社融合の取り組み
﹁学社融合﹂とは︑学校・家
庭・地域社会が一体となった教
育活動のことです︒体験学習を
通して︑子供たち一人ひとりが
自主性・主体性及び創造性をも
ち︑かけがえのない生命を大切
に生きる力を備えた人間に育て
ることを目的にしています︒

昨年度から美々津小学校と
美々津中学校が︑県及び市教育
委員会指定の学社融合推進モデ
ル校としてこの事業に取り組ん
でいます︒その研究公開がn月
冾ﾉ各学校で行われます︒

それぞれの立燭で脇門︑

子供たちの心を健やかに育む

支撮しましょう

ノ．

財光寺ウィークエンドサークルの活動

6
7

20

＜

﹄

⑨㊥愚㊨㊨㊨

気をつけて

ごσ
ら

平成10年第4回日向市議会︵定例会︶が︑9月7日から25日までの19日
次期委員を児玉實さん︵65歳

率の向ヒを図ることができます︒

国華計補正予算

教育委員会委貝の渡邊美子さん
益者の単位負担金額を官田高︑亀崎

この条例は︑本市都市計画下水
道事業の第6次処理区における受
会場設置11来年311から開催され

◇グリーン窪みやざきサテライト

8億5531万円となりました︒

同処理区は︑今年度から平成15

◇受付場所11市契約管理課

日︵土︑口曜日及び祝日は
除く︶

︵市契約管理課にあります︶

に︑市税完納証明書を添え
て提出のこと

8

91

今回の補正は︑現計予算の調整
と︑国・県補助金の決定及び国の
補正予算にかかるものが主なもの
です︒補正額は15億6799万3
000円で︑補正後の金額は21

の任期が︑91130﹇をもって満了

地区で455円︑曽根︑堀一方地

した︒教育委．員会委員は︑5人で

年度にかけて面整備を行うことに

区で460円と定めたものです︒

構成され︑小中学校及びその他の
しています︒

これは︑近年︑複雑多様化し

薗財産の取得について

教育機関の管理︑学校の組織編
制・教育課程・教材・教職員配置
等について審議します︒

公平委員会委員の
選任について
年々増加する救急出動に対応する
ため︑高規格救急自動甫・を購入す

◇心の教室整備事業11日向中学校
にカウンセリングルームを整備し
ます

市は︑北町地区及び亀崎
地区内にある市有地等を次
のとおり売却します︒希望
する方は︑受付期間内に申

◇申込方法11所定の申込書

◇受付期間11U月4日〜30

し込んでください︒

◇問い合わせ11市契約管理
課︵丘内線2264︶

市有地を施幽します

るものです︒この救急自動車は︑
高度救命処置用資機材や救急指定
病院との通信システム等を搭載し

るグリーン凹みやざき99のサテラ
イト会場として︑日向岬グリーン
パークに花壇を設置します
◇権現崎公園整備事業11市民の憩
いの場である権現崎公園に駐車場
や案内板等を設置し︑さらに魅力
あふれる公園とします
◇細島東部住環境整備事業11国の
補助金決定によるもので︑今年度
は地区内の道路整備のほか︑コミ
ュニティ住宅−棟を建設します

となりましたが︑引き続き委員と
してご尽力いただくようになりま

一部を改正する条例

ており︑救急業務時における救命

権現崎公課を市民の憩い の場として整備
聞の日程で開かれました︒
議会には︑人事案件2件︑条例7件︑事件決議2件︑補正予算10件及び

にお願いすることになりました︒
公平委員会は︑中症的かつ専門的
な人事機関として︑職員の不利益

曙︶

平成9年度決算認定14件の計35件を提出しました︒審議の結果︑12月議
処分等について審査します︒

教育委員会委員の
任命について

日向市都市計画下水道事業
受益者負担に関する条例の

会まで継続雷議となる決算認定を除き︑すべて原案どおり同意︑承認︑
可決されました︒

蒙．鰍蔭戚縣

滋磯

鎌
長年にわたり本市の公平委員会
委員としてご尽力いただきました
河野昭．さんの任期が︑9月30日
をもって満了となりましたので︑

n月9日から15日までは︑

話し合ってみましょう︒

と思います︒今一度︑家族
ぐるみで防火対策について

秋の全国火災予防運動です︒
期間中︑﹁気をつ け て ︑ は じ

防火対策ワンポイント

ばさらに有効︒

■初期消火のために消火器
を備えておく︒住宅用スプ
リンクラー設備を設置すれ

火災警報機の設置の検討を︒

■就寝中の火災や早期発見
に役立てるために︑住宅川

めはすべて︑小さな火﹂を
全国統．防火標語にさまざ
まな運動が実施されます︒

特に︑今年度の重点目標
を①住宅防火対策の推進︑
②地域における防火安全対
策の充実︑③特定防火対象
物等における防火安全対策
の徹底︑としています︒

27

ただし︑一人︵法人を含
む︶につき︑1物件としま
す︐また︑1物件に対し︑
申し込み者が2人以上ある
場合は︑後日抽選により決

※地目については、すべて雑種地です。

今年−月から9月までに
市内で発生した火災の件数

定します︒

17，922，000円

■初期消火の限界を知り︑
避難の機会を失わないよう

「

にする︒

《土地開発公社所有地》

■﹇ごろから︑火事になっ
た場合を想定して︑避難路
の確保や避難の方法を決め

《市有地》

は︑建物13件︑林野5件︑

ておき︑訓練してみる．

444．42m

車両4件︑その他5件の計
盾ﾅす︒出火原因の上位
を見てみると︑放火の疑い
が7件︑たばこ及びたき火
の不始末によるものがそれ

⑧ 亀崎4丁目9番

■また︑一度避難したら戻

195．96m

らない︒

⑦ 亀崎3丁目59番

■お年寄りの寝室は︑避難

300．44ni

ぞれ4件となっています︒
寒い冬を前に各 家 庭 で は ︑

③

⑥ 鵠崎3丁目39番

火気を使うことが多くなる

①

273，031h

9，702，500円

⑤ 亀崎3丁目17番2

しやすい場所に︒

■寝室のそばに消火器や火
災警報器などを設置してお
くとさらに安全︒

■衣類や寝具類︑カーテ
ン・カーペットなどは︑燃
えにくい防炎製品にしてお
くと安心︒

売一物偉一猶

惣灘蝋．

国
国

N

今月号では︑その主なものについてお知らせします︒

はじめはすべて小さな火

難語
7聴．

※防火対策は︑家族全員の
協力が大切です︒月に一度
は︑家族防災会議を開きま
しよう︒

254，00㎡

亀崎東3丁目113番

94，00㎡

亀崎束3丁目112番

⑨

38239m

④ 亀崎3丁目17番1

273．05【h

亀崎2丁目143番

8，999，400円
178．56㎡

② 北町2丁目8番

147．41m

北町2丁目4番

積
面
地
在
所

祠﹁

，

﹀
︐

も▼

お楽しみがいっぱい待ってるよ

■出品作霞
キ京99へ暦川劇
且†髄嘔夫︻●山劇

チ 良 文︹津爾嘱

井田暉己P■販嘱
像厨弘一︵噺轟藁
鴫岡田︷慶則隈
兄竃慶晒円9網嬢

興 睾 一︹言簡県

層ヶ原霞杷︹画嚢窮

近■■︹源騒醍
雷銘轟人r麗紐繭
坂顕弘邑︹宮岡繭

甲野みちの凸醍京冨

昌縢勇透︹墨岡朔
噺百一郵︹埼玉鳳
罵末貝監ρ澱賢■
田中聯︹書園圃
田圃薗︹埼玉暖
雨鉢駈引︹寓喝順

八田陽︹茨腫馴

︷6川政弘︹京5哨

中 躍 口︹富山硬

福元鷺一i窩
園田凶利︹慶票弼
一茜足慶︵衷腫県
斉川曜腫︹戻梛府
躍璽團削︹順瀦県
韓国●■︵眞躍躍
富触羅︵票隈鰯．
ロ上九†兀︵漢耀唄

■■

聰

彫刻の並ぶ日向岬グリーンパークを描く98日向
現代彫刻展スケッチ大会を、11月28日（士）・29

日（日）の2日間開きます。どなたでも参加でき、
加ください。

また、賞品も多数準備しています。ふるってこ参

市は9月24日︑今年度の﹁うる
おい福祉基金﹂の認定4団体に︑

認定証と助成金の交付を行いまし
た︒

ください．

地域の安全は
私たちの孚で
全国地域安全運動日向地
大会が10月14日︑中央公民

かれました︒平穏な日常生
かす犯罪や事故︑災善によ
を未然に防ぐためにも︑地
の連箒慧識や自主的な地域
動が大変重要となっていま
大会では︑アトラクシヨ
き︑栗郷町昌福寺・鈴木孝
が﹁安らぎへの帰着﹂とい
で講演し︑地域安全運動の
をユーモアを交えながら話
した︒また︑﹁みんなでつ
安心の街﹂を合い言葉に﹁
安全で住みよい郷土﹂の実
指した大会宣言が採択され生

力作が勢揃い
第12回日向市児童美術展覧会
が︑9月26日から10月4日までア

スティ日向寿屋で開かれました︒
展覧会には︑市内の小中学校か
ら絵画の部に412点︑毛筆醤写
の部に414点の計826点の力
﹁ハンセン病＆エイズ⁝差別の
噛考える﹂実行委員会︵代表

作が出品されました︒
・︑平等に生きられる社会を共
くり上げていくことなどを口
︺して︑県外から講師を迎えて︑

・セン病及びエイズ予防法等に
︑て検証を行う︻30万円︼

︸ランテイアグループふうせん
衣 出国哲男︶11地域の一人
ノし高齢者を対象にしたボラン

・ア活動を行ううえで︑資金づ
・のため回収している古紙やア
︑缶を管理する倉庫の建設︻30

市高齢者クラブ女性部木犀
表⁝宇都宮一栄︶11毎年︑

りや一人暮らし高齢者等へ
奉仕活動を行っているが︑
は80歳以上の一人暮らし高

会員手作りの肩掛けを贈る
市高齢者クラブ黒潮長寿会
是沢良子︶団地域内の一
し高齢者を招待しての食事
もてなす会を定期的に開催

ばれました︒

川吉晴︶11社会に生きるすべて

︵敬称略V︒

㌃言杢雪鰭瀦綾．蓋難舗窪

甘々が差別や排除を受けること

※スケッチ用具と弁当は持参してください（画用

審査の結果︑日向市長賞には︑
絵画の部で松田倫徳さん︵塩見小
3年︶︑毛筆書写の部で久識尚也
さん︵岩脇中3年︶がそれぞれ遇

紙は、準備します）。

◎アキタホホ◎五十嵐晴夫◎井田勝己◎チ良文
◎荻野弘一◎奥村羊一◎尾崎慎◎鬼塚良昭◎近藤
隆◎櫻井壽人◎信ケ原良和◎篠原秀法◎新谷一郎
◎杉野みちの◎鈴木典生◎田中等◎田中毅◎中井
保博◎中村滝雄◎長谷川政弘◎ハ田隆◎福元修一
◎藤田政利◎藤本均定成◎古川厚雄◎星野健司◎
松岡睦美◎水田勢二◎宮地豊◎村上九十九◎U」田
忠範◎吉田正純
※五1・音順

繕

蛮 勢 ＝ ︵頁■躍

h孟

審査員は、現代彫刻展大賞が東京都写真美術館
館長のモ木多聞さん、市民大賞は市民の皆さんで
す。現代彫刻展大賞、市民大賞となった作品は、
それぞれ市が購人し、市内に設置する予定です。

②豪華商品が当たるお楽しみ抽選
会、③米の無料配布スタンプラリ
一、④十五夜奉納太鼓、⑤日向鉄
工協同組合による溶接無料修繕コ
ーナー、⑥日向木の芽会による親
子木工教室、⑦動物ふれあいコー
ナー、⑧ストラックアウトなど

山田睾■︹寓簡璽

市民大賞を競います。

うるおい福祉基金は︑市民の創
意と工夫を生かした自発的な保健
福祉事業を推進するために︑地域
福祉の向上または高齢者の健康づ
くり︑生きがいづくりを図る福祉
ボランティア活動や民間の福祉事
業に対し助成を行うもので︑平成

◇会場＝市役所前広場
◇内容一①地場産品・商業製品展示即売、

，98日向現代彫刻展
塵日正魔︻自綱璽

会期／平成10年11月8日（日）

〜12月5日（土）
会場／日向岬グリーンパーウ

日、市役所前広場で盛大に開かれます。お
楽しみ抽選会や米の無料配布スタンプラリ
ー、動物ふれあいコーナーなど、楽しい催
し物がいっぱい準備してあります。多くの
皆さんのお越しをお待ちしています。

70
77

プクラスの作家32人が出IIII「1し、現代彫刻展大賞と

4年度から取り組まれています︒

時30分から開会行事）、8日（日）

大勢の人が参加した推進大会
松田倫徳さんの作品

作品

でいよいよ始まります．今年も4亡国各地からトッ

祉活動を支援します

◇会期＝ll月7日（土）／10時〜17時（9

巴覚現曰くさ重う禅・す安域る活館区
久我尚也さんの

市制施行40周年を記念してスタートした目向現
代彫刻展が、II月8日から日向岬グリーンパーク

今年度の認定4団体及びその助
成内容︑助成額は︑次のとおりで

／10時〜16時

亀

醗蠣灘鑛明色海難a携纐霧◆す

めの設備・備品の購入︻25

雪探
聞梅

ら29日までです。皆さんの好きな作品を投票して
11

■
81

市民大賞を選ぶ市民投：票の期間は、11月8LIか

＝

・亀
」

出品作家は、次のとおりです。（敬称略）

スケッチ大会開催
口】

みんなでっくる彫刻のまち

醤商業まつり
目下業まつり

日向市産業・商業まつりがll月7日・8

ノ﹁

⑪わいい錯行列に摯
育所の園児ら20人のかわい

歩く上町保育所と日知屋保

﹁日向めいぶつ〜♪﹂の
歌のとおり︑市を代表する
祭りの一つである日向十五
盛んな拍手が送られていま

崎銀行日向支店の小竹美保
さん︑宮崎太陽銀行日向支
店の日吉江利子さん︑JA
日向支店の堀谷百合子さん
の3人が選ばれ︑祭りを盛

⑪袋でハワイに行雲す
H月14日からハワイで開かれる
世界ゲートボール選手権大会の審
判として︑川路団地区の山崎イツ
子さんと大王谷区の江藤スオさん
が出場することになりました︒お
二人は︑働日本ゲートボール協会
の1級審判員を取得するなど︑こ
れまでの活動が認められて︑県代
表として選ばれたものです︒
大会は︑世界各地から20力国が
参加する大きなもの︒県代表とし
て︑また︑市代表として頑張って
きてください︒

シルバー人材センターの会員約

り上げました︒

㊤定農讐を醸します

て祭りに花を添えたのが︑
﹁ミス十五夜﹂︒今年は︑宮

また︑代官行列と合わせ

した︒

い稚児行列が人気を集め︑

夜祭りがハ9月26日︑27日

の2日間︑中心商店街で 開
かれました︒800年の伝
統を持つこの祭り︒今年も
上町︑本町︑中町︑南町の
趣向をこらした花屋台をは
じめ︑見立て細工や舞踊劇
などでにぎわいました︒
祭りを盛り上げた﹁代官
行列﹂では︑日田の代官・
塩谷大四郎に扮した赤木市
長を中心に13人が

まちを練り歩きま
した︒中でも今年
は︑行列の先頭を

日向市農業経営改善支援センタ
ー専任職員に︑黒木清満さん︵67

されています︒

歳 庄手︶が就任しました︒農業
経営改善支援センターは︑認定農
業者制度の普及や認定農業者の経
営改善の支援活動を行う機関で︑
県・市・JA・農業委員会で構成
黒木さんは︑この支援センター

と認定農業者とのパイプ役とし
て︑情報の提供や経営状況の把握︑

しなどの活動を行います︒

相談受村︑認定農業者の掘り起こ

日向市ふるさと環境教室の公開

250人が10月9日︑御鉾ヶ浦の

⑪鉾ケ茎長表価活動

講演会が10月3日︑日知屋公民館

ころがしや車イス走といった団技
に心地よい汗を流しました︒

この日は︑障害児者及び福祉施
設職員︑ボランティアなど約50
0人が参加し︑徒走競争や150
0m走などの陸上競技から︑大玉

いるものです︒

スポーツを通じて↓般社会の心身
障害児者に対する理解の高揚をは
かることを目的に毎年開催されて

公園で開かれました︒この大会は︑

ーツ大会は10月10日︑大王谷運動

障害者と健常者のふれあいスポ

㊧れあいをもったスボー美会

て登録しています︒

の﹁普及啓発促進月間﹂となって
いることから毎年行っているもの
です︒シルバー人材センターは︑
高齢者が生きがいを高めるととも
に︑高い就業意欲を生かし︑その
能力を有効に発揮させる機関で︑
市内では現在420人が会員とし

は︑10月がシルバー人材センター

公園及び海水浴場で植木の勇定や
清掃活動に汗を流しました︒これ

に8回の講座を行っています︒

今年度の日向市ふるさと環境教
室は︑﹁命・愛・環境﹂をテーマ

ればならない﹂と訴えました︒

は︑﹁野生生物と一緒に豊かな子
孫が残せるように考えていかなけ

このようなことから坂本さん

これは︑イボニシだけに限った
ことではなく︑私たち人間を含む
野生生物すべてに共通することで
す︒それは︑食物連鎖により私た
ちも︑それらの環境ホルモンを摂
取することにつながるからです︒

いたそうです︒

まず︑坂本さんは︑全国各地で
採取されたイボニシ︵巻き貝の↓
種︶を例に取り上げながら﹁ダイ
オキシンをはじめとする環境ホル
モンの問題は︑野生生物が子孫を
残せないかもしれないという大問
題だ﹂と説明︒採取されたイボニ
シには︑雌雄同体のものが多く見
られ︑その原因には有機スズなど
の環境ホルモンが深くかかわって

子どもたちの未来は大丈夫？〜﹂
と題して講演されました︒

講師は︑宮崎市の水を考える会
事務局長で環境庁の環境カウンセ
ラーにも登録されている坂本正典
さんで︑﹁環境ホルモンその後〜

で開かれ︑約70人が参加しました︒

㊧境ホルモンぞ何だ

集㌧︑

ユリリ

ま5の萄源

リム

希望する方は市総鞠課（魯内線2234｝まで

72
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npπr℃
■広親紙に娼載された写真を差し上げます。

ん図

私の一番好きな季節︑秋
に な り ま し た︒日本では︑
秋は何よりも遊んだり︑ス
ポーツをしたり︑ピクニッ
クをしたりするといわれて
い ま す ね ︒ 秋が深まるとと
もに︑オーストラリアの子
供たちはもう一つのイベン
ト を 楽 し み に しています︒
それは︑ハロウィーンとい
ハロウィーン

う祭りで︑毎年10月31日に

行われます︒

の 歴 史 は 2 000年前︑ア
イルランドとイギリスとフ
ランスの占代のケルト人の
文化から発祥しました︒ケ
ルト人には︑10月31日を境

碑

にして日没が早い季節を迎
えるために鬼がさまよって

︑

．︐

図書館での秋の読書週間行事を紹介
します。どうぞ、お越しください。

絵ま☆

の◆◆お零本す朗

どを朗読します。

☆古本市（9：00〜15：30）

家の中で眠っている本を各自持ち寄
りあって、図書館のガレージで市を開
きます。そして、来館者の皆さんに自

ぞ

由にもって帰ってもらいます。

帰ってもらいます。

☆しゃぼんだまであそぼう

（14＝30〜15：30）

；目

需

おはなし会の終r後、折り紙の本を
参考に折り紙を作り、お土産にもって

ボン玉づくりを実演します。

大きなシャボン玉やめずらしいシャ

佐藤宗夫講演会

椎葉

平山

﹂ ﹁

俊幸さん

請書感想絵はがき展

︑方や文化を指す言葉です︒

﹁ドリーム・タイム﹂と
いうのは︑オーストラリア
の先住民アボリジニの考え

どを紹介していただきます︒

このコーナーでは︑国際
交流員のカースティーさん
にオーストラリアの文化な

出がいっぱいあります︒

ンテンを作った楽しい思い

グやジャック・オブ・ザ・ラ

リック・オア・トリーティン

ちょうちんで︑悪霊をこわ
がらせるために︑カボチャ
に恐ろしい顔を彫りろうそ
くを入れて︑玄関や窓に置
きます︒私も子供のとき︑
友達と．緒に毎年近所でト

子供と読書の喜びについての講演

智穂さん
︵25歳

広見︶

いきいき
青春トーク

︵25歳

◆ところ＝ベルフォート目向（無料）

新生町︶

オア・トリーティング﹂と
言う習慣です︒ハロウィー
ンの習慣はもう一つありま
す︒それは︑﹁ジャック・
オブ・ザ・ランテン﹂と呼
ばれています︒ジャック・
オブ・ザ・ランテンという
のは︑カボチャを彫刻した

います︒これは﹁トリック・

供たちでも仮装して近所の
家々を回り︑お菓子をもら

家々を回り︑お菓子をもらいます
味を表しているので10月31

日の夜の﹁オルハロズ前夜
祭﹂がハロウィーンと呼ば
れてきました︒H月−日の
大切なお祝いの準備のため
子供たちが︑各家庭からお
菓子をもらうようになりま

に︑10月31日の夜︑町中で

とっては︑11月−目は信者
した︒

黒々とした砂鉄が勲状に沈殿して

いることに気づきます︒先
ほど︑古代製鉄遺跡のこと
を紹介しましたが︑昔この
砂鉄を原料にしたものだろ
うと思われます︒

それと︑弘法大師とおかねにま
つわる伝説については︑昔とは少
し違っていて︑今ではハマグリも
生息しているようです︒あるとこ
ろに︑ハマグリ採取を規制する標
識が立てられています︒また︑あ
るところには︑﹁ウミガメの産卵
と稚ガメの成育にご協力を﹂と書

︐

一人ひとりが心して環境の保護

かれた標識もあります︒
に努めたいものですね︒

砂浜歩きが終わると︑ちょっと
した岩場の中を歩くことになりま
す︒この岩場のすぐ手前の左手に
は︑潅木に囲まれた小高いところ
ニ
ロニ
ヘノ コリ ヨとり
に︑小さな金単比羅宮のほこらが

みするのにょいところです︒

このほからには︑今から約15
0年前の1854年に四国の本宮
から受礼されたとの由来を記した
掲示板が立っています︒いつもき
れいに手入れがされていて︑一休

あります︒

☆おりがみ教呈（ll：30〜12：00）

m月31日︑子供たちは仮装して近所の

口 卍濯

コ
一般の方々を対象に、短編や詩歌な

現在︑宗教ヒの意味は薄
くなって︑どんな宗教の子

●

鋸編三蓋麗訪記⑩
金ケ浜は︑直線でーキロメート
ルほどの砂浜が続き︑ど こ を 通 っ
てもよいのですが︑大波の日以外
は波打ち際の砂が湿って い る と こ
ろが足元が堅くて歩きやすいと思
います︒浜歩きの途中︑ 2 ︑ 3 カ
所の小さな流れのあるところがあ
りますが︑いずれも靴を濡らすほ

これらの流れに目をやると︑

﹂︐

☆朗読会（13＝30〜14：30）

の祝日です︒﹁ハロ﹂と言
うのは︑昔の英語でキリス
ト教徒の﹁聖者﹂という意

いると信じられていました
ので︑悪霊をおどし追い払
うための大きなかがり火が
つけられました︒後で︑キ
リスト教が広まり︑この儀
式もキリスト教に取り込ま
れました︒キリスト教徒に

書館です

どのことはありません︒

コハ．︑︑

ノ

ことかな。

自分で運転するのが好きでよくドライブに出
かけます。ゆっくりと温泉にでもいきたいな。

幼児向きと小学生向きとに分かれて、

このコーナーは︑ふるさとの自

場を利用される方々と仲良くなりたいですね。

絵本の読み聞かせや手あそびなどをし

然を守る会の小倉久信さん︵原町︶

き＝ll月311（火）〜20日（金）
◆と

き；ll月9日（月）18：30〜
◆と

愈

☆おはなし会（10：30〜ll：30）

に寄稿いただいています︒

◆ところ；市立図書館
「会えてよかった1冊の本・絵はが
き展」に応募のあった作品の展示
なるようになりました。早く仕．事を覚えて市

9
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「

「

秋のとしょかんまつり
◆と き＝ll月14目（十）
◆ところ＝市立図書館

遊歩道沿いにある金刀比羅宮のほこら

にちは

こ
7
覧

㈱日向衛生公社に勤務し、パソコンでの顧
客管理が主な仕事です。外勤の方々がスムー
ズに仕事ができるようなデータの提供を心掛
けています。趣味は、映画鑑賞と週に2回の
バスケットボール。仕事を頑張ることはもち
ろんですが、今の夢は…マイホームを建てる
目向青果㈱に勤務し、オープンしたての市
場で慌ただしい毎日を送っています。この仕
事に就いて野菜の値段が前よりいっそう気に

尋

戦塵 軸 犠 鰐

●みんなの広場

駐車場
◇持ってくるもの11筆記用
具︑懐中電灯︑防寒具︵持
っている人は︑星図や天体
◇会場11お倉ケ浜総合公園

までに受付してください︒
雨天の場合は中止︶

9時〜12時︵午前8時30分

◇日時11H月15目︵口︶午前

までに市教育委員会社会体
育課︵含内線2455︶ま
でご連絡ください

◇申込方法団U月12日︵木︶

賞があります

秋の夜空を

4〜6人

こと︶

獅Q日募集開始

度の幼稚園児を募集します︒

平成H年4月−日現在︑
満3歳の児童から人刺する
ことができます︒兄弟姉妹
の少なくなった現在では︑
3歳からの3年保育が理想
とゆ．卜われています︒

︽日向市学校法人立幼稚図︾

▽日向カトリック幼稚園
︵盈5212948︶▽南日
向天使幼稚園︵含57116

81︶▽財光寺幼稚園︵費
P3317︶▽財光寺南
幼稚園︵燈5416500︶
▽富高幼稚園︵容52137

獅ﾌ相談

30〜14

30

き■11月12日︵木︶

10

00〜15晦0

00〜15

00

き■H月10日︵火︶
10

00〜16

00

603114︶

ヤルO1201

︵監フリーダイ

協会宮崎相談所

ところ■助労災年金福祉

10

と き■毎月第2月曜日

の相談を受け付けています︒

では︑﹁過労死﹂について

ところ■アスティ日向
◇﹁過労死﹂相談
囎労災年金福祉協会の各
労災年金相談所及び相談室

10⁝00〜16n30

とき■11月14日・28日

ところ■青少年ホーム
◇子脅τ相談

と

ところ■中央公民館
◇年金巡回相談

10

とき■11月19日︵木︶

ところ■中央公民館
◇法律相談

と

◇交通事故巡回相談

一一
一一
一一
一一一一
一一
一一
■一
一一
一■一一
一一一一一一一一 一一一
一一
一一冒一一
一一一
■一
冒一一一甲

︐

望遠鏡なども︶

秋の星を見る会

◇問い合わせ11市中央公民

多日的広場
◇チーム編成Hーチーム／

見上げてこらん

市中央公民館では︑恒例
の﹁秋の星を見る会﹂を次
館︵盈5316867︶
世代聞交流グラウンド・ゴルフ祭

学校法人立幼稚園は︑学
校教育法及び幼稚園設置基
準の厳しい水準を満たし︑
文部省・県知事から認可を
受けて設立されている幼稚

◇競技方法．1116ホールを2

◇参加料11無料
園です︒

チームで回ります︵マーカ
ーとなるコイン等を持参の

◇表彰11個人・団体それぞ
は︑11月2口から平成11年

機関及び日向病院︵門川町︶
◇実施方法11平成U年3月

冾ﾜでに︑直接︑各医療
機関へ申し込んでください
v予約︒保護者同伴で受
診してください︶

◇問い合わせ11市健康管理
難病患者等居宅生活支援事業

センター︵雪内線2193︶

難病患者の皆さんの
生活を支援します
平成10年度．から難病患者

この学校法人立幼稚園で

れのヒ位を表彰するほか︑
参加者全員に参加賞や飛び

親子で参加しませんか
スポーツライフ推進事業
の一環として︑第10回世代

幼稚口児の募集

のとおり開きます︒

今年最大の大文現象のし
し 座 流 星 群 が出現します︒
秋の夜長を星を見ヒげて過
ごしてみませんか︒

た だ し ︑ 雨 天の場合は︑
中止とします︒

間交流グラウンド・ゴルフ
祭を開きます︒親子や友達
同士でどしどし参加してく

◇日時ロH月17日︵火︶午後

7時〜
ださい︒

健康管理センターからのお知らせ

風しんの予防接種
市は︑中学生でこれまで
に風しんにがかったことが
ない人︑または︑かかった
ことが不明確な人のうち希
望者に対し︑風しんの予防
接種を実施しています︒

風しんは︑成人になって

かかるほどその症状が重

11

金期間分を含めて23年ですので、

◇場所11お倉ケ浜海水浴場

◇効力発生日1110月−日

◇時間額団589円

◇日額114712円

3 6 ︶ ▽ 日 知屋幼稚園︵君
P2475︶▽大王谷幼

P2205︶へ︒

詳しくは︑宮崎県労働基
準局賃金課︵倉09851

稚園︵歴53−4340︶▽
日知屋東幼稚園︵盈5314
151︶
宮崎県最低賃金の改正

守っていますか
最低賃金
県内事業所で働くすべて
の労働者︵産業別最低賃金
が 適 用 さ れ るものを除く︶
に適用される宮崎県最低賃
金が︑次のとおり改正され
ま し た ︒ こ の 最低賃金は︑
臨時︑パート︑アルバイト
などを含めたすべての労働
者に適用さ．れます︒

等を対象とした在宅支援事
業が始まっています︒この
事業は︑療養の長期化や患
者・家族の高齢化といった
状況に対応し︑地域におけ
る難病患者等の居宅での療
養生活を支援することによ
り︑患者の煮立と社会参加
を促進するものです︒

年金係までご相談ください。

参加賞、ラッキー賞、特別賞を準
備しています）

サービス内容としては︑
ホームヘルプサービス事業
や施設短期入所事業︑日常
生活用具給付事業などがあ
ります︒

◇会場＝中央公民館

◇表

各サービスの申し込み及
び問い合わせば︑市健康管
理センター︵容内線218

ては不足月数が変わりますので、

ひょっとこマラソン実行委員会（8
内線2453）
彰＝各種目の6位まで表彰（そのほか、

獅P日は灯台記念日

25日（水）午前10時〜・午後1時〜
（一13）

《年末調整説明会》
0人置

3︶へ︒

任意加入すれば、年金を受給で
きます。カラ期間の有無によっ

〜死亡事故多発1守ろう交通安全〜

◇日時＝ll月24日（火）午後1時〜
14f牛

（±〔〕）
（一1＞
（一5）

りませんが、60歳以降に2年間

132f牛

受給資格期間25年にあと2年足
O内外月比

給与特別減税があります。
物損事故
負傷者
死

亡
人身事故

20ノ＼

年間分を納付した場合、厚生年

11

欝窒Q＆A

一
一
」一
■■一 ■
一一
一

A．60歳までの20年間と過去2

一

年末調整が正しく行われるた
めには、扶養親族や保険料など
の申告を正しく行うことが大切
です。また、今年は、対象者に
日ll巾f∫分

く︑特に妊娠初期の女性が
かかると︑生まれてくる子
供に何らかの影響が残るこ

または市総務課（容内線2

◇申込締切＝平成11年1月14日（木）当口訳目耳至効

細島灯台の一般公開

ll月分

1500円、一般／3000円

とが予想される病気です︒
．この機会にぜひ︑接種し

募集事務所（燈52−6914）

将来年金を受けられますか。

9月中の交通事故

てください︒

◇問い合わせ＝白衛隊日向

ら年金保険料を納付した場合、
この社会あなたの税が生きている

◇受診料11無料

月5日（火）

でください
◇申込先＝市教育委員会社会体育課内・日向

H月−日は︑﹁灯台記念

泉所得税の年末調整の月です。

国民年金保険料

◇開催期日＝平成11年2月21日（日）【雨天決行】

者を含む）

を「年末調整」と呼んでいます。

（昼食代を含みます）

﹄＜囹O勇竃二目團Ω＜ぴ︑酋6一吐﹁懇翻鞘．湛影〜

「クイズナイト」を11月27日（金）に市中央公
民館、12月5日（土）に美々津公民館で開きま
す。詳しくは、市総務課（国内線2224）へ。

76
77

第6期

◇集合場所＝細島工業港「港の森公園」
◇種
目＝①2km／小学4・5・6年生
◇第1次試験＝平成ll年1

手当は含まれません︒

（平成ll年3月卒業見込みの

が、国民年金保険料の納付・免
除をしたことがなく、以前、厚
生年金に1年間だけ加入。今か
12月は、給料などにかかる源

国民健康保険一

となっています。

満の男子で中学校卒業の者

毎月の給料などから源泉徴収
された所得税の1年間の合計額
から過不足分を精算する手続き
第2期

かわいいひょっとこも皆さんのお越しを待っ
ていますので、どしどしご応募ください。
24

◇実施場所団市内の各医療

1日現在、15歳以上17歳未

また︑最低賃金の対象と
なる賃金には︑①賞与など
の臨時の賃金︑②時間外労
働などの割増賃金︑③精皆
勤手当︑通勤手当及び家族

◇応募資格；平成ll年4月

Q．私は、40歳の自営業者です

水利地益税

今年からハーフマラソンの部が新たに設けら
れました。そのコース途中では、雄大な太平洋
を臨むことができ、大変魅力のあるコース設定
約50人

54

11月の納期

盾ﾉ走ってみませんか。
一．一

◇募集人員＝陸上／約250
人、海上／約60人、航空／

（．

日向灘のさわやかな潮風を受けながら、新春
の口向路を市外の皆さんと、また家族や友達と
4日〜平成ll年1月4目

◇申込方法＝所定の申込用紙に必要事項を記人
のうえ、参加料を添えて申し込ん
11

lNほそしま

︽宮崎県最低賃金︾

◇受付期間＝平成10年11月

31

②5km／中学生・高校生・般
③ハーフマラソン／．搬
◇参加資格＝小学4年生以上の健康な方
◇参加料＝小・中学生／1000円、高校生／
224）

圓齪耀i昭鵬
自衛隊空往口集

ご連絡ください。文化係（費内線2426）

99第5回
52

■現在、市教育委員会では、細島港に関する資
料を収集しています。皆さんのお手元に細島
港に関する写真・文書などがありましたら、
■国際交流員のカースティーさんと交流を深める

日﹂です︒これを記念して
第十管区海上保安本部細島
航路標識事務所では︑日向
岬先端にある細島灯台など
の施設を︑11月−日︵口︶午

900

F

校・大学への留学費用など
人学時や在学中に必要とな
る資金を融資する公的制度
として︑国民金融公庫の国
の教育ローンがあります︒
お気軽にご相談ください︒

を含む︶

学期間内は据え置き可︶

◇融資期間118年以内︵在

r．声

r★

2000

︐

はじめとするあらゆる人権
について考えていただくた
め︑次のとおり﹁同和﹂問

題市民講演会を開催しま
ています︒

す︒多数の参加をお待ちし
◇日時1112月4日︵金︶午
後−時30分〜

◇会場11市中央公民館

︐さん︵西

◇買得日随12月31日現在

◇対象校11高校・短大・大

◇調萱方法11医師及び歯科

◇返済方法11元利均等毎月

いします︒

一

給する制度です︒

︽助成金の種類︾

また︑この制度は︑今年
4月1日の制度改止によっ
て︑これまでの支給額︵3
万円︶以上の費用負担を伴
わなければならなかった要
件が削除されるなど︑大変
利用しやすくなりました︒
◇講師鉢松崎
南女学院大学講師︶
◇演題11﹁今︑部落問題を
考える﹂〜世界人権宣言50
動労者財産形成促進制度

周年の部落問題

あなたの夢が

◇対象11国内に居住し︑日

学・大学院・専修学校・各
種学校等︵外国の高校・大

医師︑薬剤師の方々からの

払︵ボーナス併用払も可︶
◇利率11年2・5％

庫延岡支店︵費09821

︽晋典返し︾

喪主

数数
員
業
従

おわびして訂正します︒

れん会﹄の間違いでした︒

すなろ会﹄とあるのは﹃もく

夜長を思い思いに﹂の中で﹃あ

先月号のまちの話題﹁秋の

おわび

区

9月30日現在

社会福祉協議会扱分

愛のご寄付︽警略︾

平9
平6

前10時から午後3時まで一

般公開します︒ふだんは見
ることができない灯台の内
部やレンズ︑回廊︑無線方
位信号所の機器などが見学
■中途障害者作業施設設置
等助成金
■重度中途障害者職場適応
助成金
詳しくは︑㈹宮崎県障害
者雇用促進協会︵容098

できます︒

この機会にぜひ︑海上交
通の安全に重要な役割を果
たしている航路標識︵灯台
等︶について理解を深めて
512919052︶へ︒

︑15くらみます

勤労者財産形成促進制度
︵財形制度︶は︑勤労者の貯

蓄や持ち家取得といった計
画的な財産づくりを︑国や
事業主が援助︑協力しよう

本の医籍または歯科医籍に
登録されている医師及び歯

学を含む︶

とを目的としています︒

科医師︵未就職者を含む︶︑

◇融資限度額11学生・生徒

医師︑歯科医師及び薬剤
師の皆さんのご協力をお願

6000

一人につき200万円以内

並びに薬剤師名簿に記載さ
れている薬剤師︵未就職者

トの敷金︑ 家賃︑外国の高

人学金や授業料︑アパi

国の教育ローン

ご利用ください

国民金融公庫の教育理責制度

7055︶

保健課︵費09851261

◇問い合わせ11宮崎県福祉

している方には調査日まで
に各保健所から配布します
が︑未就職の方や調査票が
届かなかった方は直接保健
所または県福祉保健課へお
問い合わせください

総

とする制度．です︒この財形

国連は︑世界人権宣言が

みんなの人権

見つめ直そう

﹁同和﹂問 題 市 民 虜 演 会

ください．︑

ービスも準備しています︒

また当﹇は︑灯台一般公
開記念スタンプや記念写真
撮影同時プリントの無料サ
中途障害者雇用継続助成金制度

事業主の方の
今年はその採択から満50年

権デー﹂と定めていますが︑
制度は︑勤労者が計．画的に

採択された12月10目を﹁人

という記念すべき年です︒

お金を貯める﹁財形貯蓄制
度﹂︑財形貯蓄を行ってい
る勤労者に住宅取得資金や
教育資金を融資する﹁財形

わが国では︑12月4日か

ら10日までを人権週間と
し︑広く国民に呼びかける
とともに︑人権意識の高揚
融資制度﹂などからなって

持家融資制度﹂︑﹁財形教育

市でも︑﹁同和﹂問題を

を図っています︒

小売業

匝
1200

昭39昭45昭51昭57平3

人
店

◇問い合わせ11国民金融公

300

（単位：人，万FID

メr／

600

．★
占貞r
・
．．★・

8000

★…従業員数
1500

届け出によります
◇提出期限11平成U年−月

冾ﾜでに住所地を管轄す
る保健所へ

分

経済的負担を軽減
中途障害者雇用継続助成
金制度は︑常用労働者が在
職中に業務災害︑交通事故
な ど よ り 身 体障害者となっ
た後も継続して雇用する事
業主に対し︑経済的負担を
軽減するために助成金を支

います︒

8内線2215）へ。

0

地

中細大松塩中奥本本伊新切奥金八石塩美金亀平別石
@ 王
財島
ケ
々ケ崎野
央島谷原見村野谷谷勢市山野浜坂並見津浜中町府並

財形貯蓄制度には︑あれ
これ自由に使える﹁一般財
形﹂︑非課税のメリットを
生かした住宅資金づくりの
しくは、リーフレット（市企画課
は細島・岩脇・美々津支所に設置
います）をご覧になるか、市企画

4000

故

﹁住宅財形﹂︑非課税の特典

てみませんか。

平成9年商業統計調査の結果

・鴇際通享静謹葬1嚢羨鶴

を活用した豊かなシルバー
の3つがあります．

詔旨﹂にリ今︑めやあし詳たて︵
構会方ラ に集券 加 まし課

なたも家族や恋人、友達同士で参

よる分布を明らかにし︑厚
生行政の基礎資料を得るこ

てハガキで応募すると、ペア宿泊

売額で126億144万円増加しています。
人

国久代

ライフづくりの﹁年金財形﹂

財形持家融資・財形教育
融資制度では︑蓄債された
財形貯蓄を原資として︑低
利で大型の融資が受けられ
ます．
医師・歯 科 医 師 ・ 薬 剤 師 調 査

未就職者も対象です
医師・歯科医師・薬剤師
調査が︑次の要領で行われ
ます︒この調査は︑医師︑
歯科医師︑薬剤師の方々の
性別︑年齢︑従業場所等に

ーを実施します。

いんだって。

財形貯蓄を始めたい勤労
者の方︑従業員の福利厚生
に財形制度の匠人を検討し
ている事業主の方は︑お気
軽に宮崎雇用促進センター

知っていただくために、スタンプ

将来は、ピアノの先生になりた

︵盆09951221077

する「九州中央地域連携推進協議

日向市の商業の推移

P6311︶

79

では、九州中央77の魅力を多くの

わいがられている紗希ちゃん。

清秀敬寿

v久トイ嗣力雄エン子工事ノ治純代義美寺子樹子代
イエ幸ナ行シサケソ節工臨

九州中央の旅・特産昌プレゼント

数字で見る日向市⑦

h署囹O勇竃醇乎O暑ぴ︑酋O母囹自慰鍵舜隠．侶

わか家σ）？イドπ

平成9年6月1日に実施されました商業
統計調査の結果が公表されましたので、お
知らせします。ご協力いただきました商店
の皆さん、ありがとうございました。
この調査は、卸売・小売を営むすべての
商店を対象に、従業員数や年間商品販売額
等について実施したものです。前回（平成
6年）と比べてみると、全体で21店舗減
少していますが、従業員数で233人、販

坂青検河山金奈田川上山田鈴児松戸幸寺三木平大戸
{木崎野口丸須中野村本島木玉葉高崎原ロ田田森高
弥
ヨ
タイ
ス
千

将

本、大分、宮崎3県の77市町村で

2人目お兄ちゃんにとってもか

1Vへお問い合わせくださ
い︒

紗希ちゃん（6歳5ヶ月）

特産品が抽選で当たります。

※調査票は︑病院等に勤務

33

き

さ

年10月から来年1月までの期間中
77市町村内のスタンプ3っ以上を

15

九州中央77スタンプラリー

藤雄・みさ代さん家の
おてんばちゃん（浜町）
小崎

。

推進しています。

■日向勤労青少年体育センターは、
全面改修のため11月上旬から来
年2月末まで休館します。

市は「身元調直お断り運動」を

巳

団團七言圃冨

●

監︐

乳幼児健診
■3カ月児健診
結

と

旧田願㎜

対 象◇平成10年8月生まれ
■7カ三児健診

趣・

●29日☆iケ尻医院（圏外・リハ

き◇l11］13日（金）、27日（金｝

口

君525557）☆康田医院（産婦君
537788）☆松岡医院（内雪52
5407）☆沼田医院（皮・泌国君52

時◇ll月20口（金）

対象◇．

3785）

F成10年4月生まれ

※変更することがありますので、前

■1歳児健康相談
H

もって、テレホンサービス（君53−

時◇11月10日（火）

1214）で確認を．

対 象◇平成9年10月生まれ
■1歳6カ月児健診
日

のびのび子育て

時◇11月19日（木）

子育てテレホンサービス《君53

対 象◇平成9年4月生まれ
■3歳児健診
日

ハーイ！

−5857》のll自分のテーマは次
のとおりです。

時◇ll月6口（金）

対 象◇平成7年4月生まれ
※受付時間は、3カ月児／午後1時
〜1時30分、7カ月児・1歳6カ
月児・3歳児／午後1時置2時、1

保健婦です

☆2日〜8日／排泄のしつけ

暦は「秋」。心も体も気持ちの

☆9日〜15日／子供の栄養教育
☆16日〜23日／こんな遊び大好き

よい季節になってきました。この

☆24日〜30日／子供のしかり方

秋、健康づくりには、もってこい

歳児／午前9時30分〜10時です。

の季節です。

11月の献血日程

母子健康口訳を忘れずに、健康管理

◆16日（月）／宮崎県日向総合庁舎（10

センター（8内線2181・2182）へ。

：00〜ll：30）、日向警察署（12：

11月の休日在宅医
●1日

平野香穂ちゃん︵永江町︶

︐

精神・神経・リハ麿632211）☆日
向内科（内・小児・胃腸容520880）
☆篠原医院（産婦・肛雪631059）

00〜13＝30）、

☆渡辺病院（産婦・泌町君

571011）☆天一堂医院（内・整外
・麻酔容538910）☆武富医院（皮

JA日「句本∫占

の機械化により、家庭や職場で体
を動かすことがめつきり少なくな

（15＝

00〜17：00）

りました。それに加えて、高カロ

◆17日（火｝／九州電力日向営業所・
電カ所（8：50〜12＝30）、日向製

容525522）

錬所（14：00〜16：00）

●3日

◆26日（木）／日向市役所（ひまわり

☆千代田病院（内・外・区

現代社会は、自動車の普及など

リーの食事をとる生活が身につい
，

てしまった私たち。

このような生活の中で心配され

外・胃腸・リハ・皮・放・麻酔監52

ライオンズクラブ協力10：00〜13：

るのが、生活習慣病。以前は成人

711D☆柳出医院（産婦雪522950）

00）、協和病院（14：30〜16＝00）

病と言われて、高血圧、心臓病、

☆瀧井病院（内・精神8522409）

●8日

11月の母親学級

☆二木医院（産婦・外・胃

腸・放麿544468）☆協和病院（精
神・神経雪542806＞☆吉田医院

■18日（水）／妊娠中の健康管理
■25日（水）／妊娠中の食事（要予約）

会場は、市民健康管理センターで、

（内・循環・小児君544401）
●15日

てからでは治療に時間がかかりま
す。そのためにも予防が大切です。

腸君528118）☆長出医院（耳鼻・

咽喉麿520266＞☆大久保医院（外
・胃腸君525388）☆白石病院（内
・呼吸・狙目631365）

☆向洋クリニック（内君

ばよいのでしょう。それは、日常

すくずく教室

523388）

☆古賀内科胃腸科（内・胃

それでは、どのように予防すれ

25日が午前10時からです。

脅524046）☆永田医院（産婦君

●23日

す。この生活習慣病、症状が現れ

時間は18iIが午後1時30分から、

☆鮫島医院（整外倉528191）

☆占森医院（内・胃腸・循環・呼吸

●22日

糖尿病などはその典型的な病気で

生活の見直しです。食塩のとりす

●日時＝ll月26日（木）午後2時〜

ぎや運動不足、食べ過ぎ、飲み過

●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；①身体測定、②離乳食づく
り、③育児相談、④交流会など

ぎなど体に悪い習慣を見直すこと
です。適度な運動、バランスのと
れた食事で、健康な楽しい秋を満
喫しましょう。

《三樹》

525488）☆出中病院（内・放・

爾
㌧さ﹁等︑

今月号からこの広報紙は︑

パソコンで私が編集するこ

とになりました︒先月目︑5ま

での広報紙と比べてどうで

したでしょうか︒

っても︑べんりなんだもん﹂

このパソコンで編集する
ことをDTPと言います︒
なぜ︑そんなことを始め
たかというと﹁だって︑と

というところでしょうか︒
今月号から新しいコーナ
ーや情報満載のコーナーを
設けました︒これからも︑
この一冊があれば市のこと
は何でもわかると言われる

くらいに頑張ります︒︽Y︾

後編
記集

一

日向市の人ロと世帯
（HlO．10．

人

口

男
女
世帯数
転

入

出

生

L現在）

59，026人〈＋69＞
27，995人〈＋31＞
31，031ノ＼

〈＋38＞

21，463世帯〈＋32＞

207人

66人

転

死

出

亡

155人

49人
120

