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◎特集・子供の健全育成を考える…2P ◆市
政の動き（第16回日向ひょっとこ夏祭り、南日
向コミュニティセンター着工ほか）…6P ◆
まちの話題（日向市シルバー人材センター設立
10周年ほか）…10P ◆みんなの広場…12P
◆お知らせ…14P ◆すごやか広場…18P

■ハッケヨイ！

第9回ひまわり少年相撲選手権大会が6月20日、市文化交

ノコッタ

流センターで開かれました・会場では・家族の声援を受けた
豆力士が勢揃い。悔し涙が、真剣勝負を物語っていました。
．．この広報紙は再生紙を使用しています。

特集

︼

15期中央教育審議会は︑ ﹁今後︑

実践に取り組んでいます︒

学校において学社融合を目指す教育

平成10年度からは︑市内すべての

していく取り組みです︒

学社融合とは︑学校教育と社会教
育が一体となって︑子供たちの教育
に取り組んでいこうという考え方で
あり︑学校においては︑地域教育力
の活用を図るとともに︑地域社会に
対して学校が有する教育機能を提供

した︒

市内では︑平成9年度︑m年度に
美々津小学校・中学校が県及び市の
学社融合事業の研究指定を受け︑全
国に先駆けて実践研究を進めてきま

ちを育てていく必要があります︒

これからの子供たちの教育は︑単
に学校だけでなく︑学校∴承庭・地
域社会がそれぞれの役割分担を果た
しつつ︑柑互に連携して行われるこ
とが重要です︒そのために学校は︑
社会に対して﹁開かれた学校﹂とな
り︑家庭や地域社会とともに子供た

と︑．口えます︐

場︑家庭は規則的なしつけや家族愛
をはぐくむ場︑そして地域社会はこ
れらの場で学んだことを実践する場

子鰍難椥藷議讐都籍

組まなければならないでしょう．．

関心によって結び付いた人々の活動
が活発に展開されることにより子供
たちをはぐくむ場︑となるよう取り

育する場に︑また︑同じ目的や趣味︑

審議会によると︑現在の子供たち
は︑物質的な豊かさや便利さの中で
生活する一方︑ゆとりのない忙しい
生活を送っています︒そのため︑生
活体験や自然体験が著しく不足し︑

ってきました︒

わが国の教育はいカにあるべき
か﹂ またその際﹁学校・家庭・地域
社会の役割と連携はいかにあるべき
か﹂ということについて︑検討を行

第

えてみましょう︒

域社会における教育のあり方につ

﹁生きる力﹂をバランスよく子供
せることが大切になってきます︒

ず︒

たちに必要となるのは︑いかに社
とも︑それに対応できる資質や能

ます︒

域社会の連携した教育の大切さが

健全育成が大きな社会問題となり︑

をはぐくもう

口制が︑実施されています︒

と︑地域社会が︑子供たちの成長を
見守り︑時には厳しくたくましく教

このような視点に立って考える

ことです︒

こうした状況の中で︑これからの
地域社会のあり方︑また︑教育のあ
り方について︑率直に問い直すこと
が必要になっています︒そして︑何
よりも大切なことは︑地域の人々の
だれもが自分の住む地域に誇りと愛
着をもち︑その中で地域の大人たち
が手を携えて子供たちを育てていく

低下しています︒

しかし︑現実には︑子供たちの地
域社会での活動は不足していると言
われ︑都市化や過疎化の進行︑地域
における人間関係の希薄化︑モラル
の欠如などから地域社会の教育力は

けていくための基礎となります︒

行動できる資質や能力﹂を︑身につ

自ら考え︑主体的に判断し︑表現し︑

﹁生きる力﹂は︑学校教育と家庭
教育を基礎とし︑地域での体験を通
して初めてしっかりと子供たちの中
に根付いていくものです︒また︑こ
うした地域社会でのさまざまな体験
は︑学校教育で必要な﹁自ら学び︑

に積み弔ねることが大切です︒

画的な学習をする一方︑地域社会の
中で異世代間の人々と交流し︑さま
ざまな生活・社会・自然体験を豊富

子雛麓ぱ讐細評際講

子供の健全育成を考える

家事の時間も極端に少なくなってい
ると言われています︒

また︑兄弟姉妹や友人の数が減少
していることもあり︑子供たちの人
間関係をつくる力が弱いなど︑社会
性の不足が危惧されています︒

それでは︑子供たちに人間関係を
つくる力や︑豊かな人間性をはぐく
むために私たちは︑どのようにすれ
ばよいのでしょう︒

一れからの子供たちに必要となる
のは︑いかに社会が変化しよう
と︑﹁自分で課題を見つけ︑自ら学
び︑自ら考え︑主体的に判断し︑行
動し︑より良く問題を解決する資質
や能力であり︑また︑自らを律しつ
つ︑他人とともに協議し︑他人を思
いやる心や感動する心など豊かな人
間性︒そして︑たくましく生きるた

この学校週5日制は︑子供たちが
自由な時間を遊びや自然とのふれあ
いなどに使って︑ゆとりある生活を
送ることができるよう︑また︑家族
とのふれあいや地域でのさまざまな
体験を通して︑心豊かにたくましく
育つようにしていくことが大きなね
らいです︒現在︑月2回の学校週5

目制がスタートします︒

平成14年度．からは︑完全学校週5

います︒

であり︑この生きる力をバランスよ
くはぐくんでいくことが求められて

こうした資質や能力が﹁生きる力﹂

めの健康や体力﹂です︒

こ
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生きる力をはぐくむ
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子供の健全育成．を考える

生きる力をはぐくむ

了供たちはしつけなど家庭のにおいを
カバンに詰め込んで学校に通います
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な他校を視察したりしています︒

その他︑PTA活動とともに地域
の活動で大切なものに︑育成会や子
供会があります︒

﹁今の大人は︑他人の子供をしか
れない﹂と言いますが︑子供も大人
も一緒の地域活動が活発になれば︑
そのようなこともなくなるのではな
いでしょうか︒きっと︑それが︑子
供たちの成長を地域で見守ることに
つながると思います︐

家庭での子供のしつけは︑夫婦で
担うのが理想です︒そのとき気をつ
けたいのが︑しつけの方向性︒しつ
ける側がしっかりしておかないと︑
きちんとしたしつけはできないと思
います︒

です︒

ネットワークの主な活動は︑学校
の要請に基づいて講話や創作活動の
講師として学校に出向いたり︑地域
での学校行事に参加したりすること

発足しました︒

に︑各種団体や企業など26の団体で

当初︑80人の人材を確保するととも

要望にこたえたものです︒また︑私
たち自身にも︑﹁美々津の歴史的基
盤や環境を︑児童生徒の育成に生か
していかなければ﹂との思いがあっ
たことからこの会に賛同しました︒

〜供たちにとって真のふるさとを
いかにして作りヒげていくかが大切です

﹂

美々津教育ネットワークは︑
津小・中学校で平成9年度︑
に実施された学社融合事業で︑
域の支援組織を﹂という学校からの

い児玉のり子さん（笹野中）

■

﹁かしこく﹂は︑学力向上を指し
ます︒学校は︑勉強するところであ
り︑学力に必要な基礎・基本を学ば
せるのが第一の目的です︒次に﹁な
かよく﹂は人権尊重を︑﹁たくまし
く﹂は心身ともに健康なからだを作
ることを指します︒

特に今年度は︑豊かな感性︑つま
り思いやりの心をはぐくむという観
点から︑表現力の育成として作文指
導に力を人れています︒

また︑社会体験を積ませるという
意味からは︑障害者や高齢者との交

芒市PTA連絡鵬会胎長

動への参加を行っています︒

流︑資源物の回収やボランティア活
先日は︑学校と家庭の結び付きを
深めようと︑おじいちゃんやおばあ
ちゃんも出席した日曜参観を実施し
ました︒ある教室では︑おばあちゃ
んに止日の唄を披露していただき︑子
供たちも大変喜んでいたようです︒

た指導をしていきたいと思います︒

子供たちは︑その家のしつけや過
ごし方など家庭のにおいをカバンに
ぎっしり詰め込んで学校に通ってき
ます︒私たちは︑そのにおいを肌で
感じ取りながら︑一人ひとりに応じ
また︑学校だけではでぎない教育
もありますが︑家庭と手分けして取
り組んでいこうと考えています︒

かなければならない問題です︒

﹁子供たちにとっての真のふるさ
とをいかにして作り上げていくか﹂
が︑これから地域が真剣に考えてい

なりません︒

また︑平成14年からは︑完全学校
週5日制が始まりますが︑それこそ
地域社会が子供たちを受け入れてい
かなければならなくなるでしょう︒
そのためには︑地域の人材だけでな
く︑学校の先生方も地域で受け入れ
たうえで︑子供たちの健全育成のた
めに新たな地域活動を考えなければ

ます︒

私たちネットワークは︑学校︑家
庭︑地域社会をしっかりと結び付け
る活動に取り組んでいきたいと思い

います︒

での基般皿をしっかりしてほしいと願

子供の健全育成を考えるうえで大
切なのは︑家庭です︒なぜならば︑
家庭こそが︑子供たちが最初に出会
う社会だからです︒ですから︑家庭

整ってきたようです︑

これらのネットワークの活動で︑
地区の高齢者や肖壮年の方々が︑気
軽に子供たちに話しかけられ︑だれ
もが了供たちの相手や指導ができる
ようになりました︒今では︑地域全
体で子供たちの成長を見守る環境が

めています︒

また︑地域の行事を組むに当たっ
ては︑児童・生徒が参加できるよう
な行事を中心に計画し︑子供たちと
地域とがふれあいを持てるように努

PTAは︑親と教師の協力団体で
す︒私たちは︑子供たちを中心に︑
学校と家庭︑そして地域を巻き込ん

いるのが現状です︒

もう一つ︑気になることは︑会話
があまりないことです︒家庭内での
だんらんや︑子供たち同士で遊んで
いるときの会話などが少なくなって

知らないのではないでしょうか︒

ちも︑少なくなりました︒近所の子
供たちがわが家に集まってきても︑
遊んでいるのはテレビゲームです︒
今の子供たちは︑外での遊び方を

家庭内でのしつけは夫婦で拙うのが理想
気をつけることはしつけの方向性です

絹
撚

ようです︒小さいころから塾通いや
部活動など︑大人と同じように時間
に追われています︒外で遊ぶ子供た

最近の子供たちは︑

郁

最近の子供たちは皆に比べ︑
姉妹が少なくなったことから︑
におけるf供同しの人間関係が︑
くなっているようです︒遊びにして
も︑テレビゲームなど家の中で手軽

な遊びをする子供が多くなり︑野外
で遊ぶ了供は少なくなっています︒
これも︑人間関係の希薄化や自然体
験の減少の原因でしょう︒
また︑忙しい子供が多く︑ゆとり
の必要性を感じています︒
学校での子供たちで気づくことは︑
落とし物が非常に多いということで
す︑欲しい物は︑すぐに手に人ると
いう時代を背景に︑﹁物に対する執
着心﹂﹁物を大切にする心﹂が失わ
れてきているのではないでしょうか︒
それと整理整頓のできない子供が︑
増えているのも現状です︒
今︑財光寺小学校では︑﹁かしこ
く﹂﹁なかよく﹂﹁たくましく﹂を教
育方針として取り組んでいます︒

だ活動を展開しています︒

最近は︑PTA活動に参加する親
が少なくなってきました︒確かに︑
PTA活動は大変ですが︑自分たち
の勉強にもなるので︑多くの人に参
加してほしいと思います︒親も子供
たちも︑忙しすぎて時間のない今だ
からこそ︑このような活動が大切な
のではないでしょうか︒

卜

f家兄財光寺小学校校長
薄庭弟一二見順雄さん（長江団地）

岩脇中学校PTAでは先日︑﹁先
生と本音で語ろう会﹂を開き︑生徒
数の半分以上の親が出席しました︒
これは︑子供たちの学力向上や健全
育成を目的に︑親と先生が意志の疎
通を図ることがねらいです︒また︑
学力向上委員会を設置し︑家庭での
勉強の仕方を学んだり︑成績の優秀

蝕
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一年美美々津教育ネットワーク
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甲斐政夫さん（石並）
地度々

冠、1

子供たちの健全育成には、学校・家庭・地域社会の
連携を密にした取り組みが必要です。
ここでは、それぞれの立場において、
子供たちの健全育成に取り組む3人の方に
お話を伺いましたので、ご紹介します。

当

h6

日

または不在者投

前の住所地で︑

∩
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0

務局︵市役所南別館1階︶

ります︒投票所で気軽に申し

字投票・代理投票の制度があ

一＝

●●

踊部参ん申問3

︽●●

｢紀の宮崎を決めるのはあなたです

今回の選挙は︑21世紀の宮
票により投票で

崎県を任せる人を選ぶ︑4年
に一度の大事な選挙です︒私
きます︒

投票日当日︑

︽不在者投票︾

たち．人ひとりが︑候補者の
政見などをよく聞き︑よく考
えて投票しましょう︒

やむを得ない理
い人のために︑

由で投票できな

投票は︑7月18口の午前7
度があります︒

︽投票と開票︾

時から午後8時までです︒投
票日当日は︑あらかじめ送付
◇投票所11市選

団体、個人、年齢は問いませ
▲■

宮

●

圏■

■

の場合は︑7月25日に順延します︒

私たちの財産を守り﹁ごみを捨てない﹂﹁ご
みを捨てさせない﹂運動を展開するためにも︑
皆さんのご理解とご協力をお願いします︒
当日︑使用するごみ袋と軍手は︑市で用意し
ます︒市民の皆さんは︑午前7時に集合場所へ
お集まりください︒小雨決行ですが︑雨犬中止

作業場所は左表のとおりです︒

作業を行う海岸は︑市内全域とし︑各地区の

運動です︒

﹇豊海岸のすばらしい自然は︑私たち日向市
民すべての財産です︒この自然を守り︑後世に
受け継いでいくために︑﹁日豊海岸クリーン大
作戦﹂と題した清掃作業を実施します︒
このクリーン大作戦は︑市内各種団体の協力
のもと平成4年から実施している市民総参加の

．日

■■

●

国

市商工観光課（麿内線26
い合わせ

夜太鼓、歌、踊りなど、バラエティーな内

白浜（黒潮建設前海岸）

不在者投票の制

された人場券に記載してある
挙管理委員会事

◇期間H平成H年7月−日〜

出てください︒

開票は︑午後9時15分から

投票所へお出掛けください︒

市役所庁舎南側の勤労に目少年
7月17日

入場券は7月1︺︑各家庭

︽投票所入場券︾

体育センターで行います︒

8時︵土・﹈曜日を含む︶

◇時間11午前8時30分〜午後

へ送付する予定です︒

︽投票できる人︾

※身体に重度の障害があり︑

︽選挙公報︾

◇年齢11昭和54年7月19日ま

でに生まれた方

県知事選挙では︑選挙公報
が発行されます︒7月16日ま

ない人のために︑郵便投票の

でに区長公民館長を通じて配

投票所に出向いて投票ができ
制度もあります︒

布する予定です︒また︑市役

前から引き続き日向市に住ん

︽投票の方法︾

◇住所11平成H年3月31日以

でいる人で︑住民基本台帳に

投票は︑記名式です︒投票

所ロビーや各支所にも備えて

6月30日以降に市内転居され

用紙の﹁候補者氏名﹂の欄に︑

おきます︒

登録されている人︒平成11年

た人は︑前の住所地の投票所

投票しようとする候補者一人
の氏名を記入してください︒
目の不自由な方︑体の不自由

また︑4月−日以降に県内
に転出した方は︑転出先の市

な方で字が書けない方︑読み

︵8内線2231︶へ︒

県知事選挙について詳しく
は︑市選挙管理委員会事務局

で投票することになります︒

町村の発行する﹁居住証明書﹂

書きができない方のために点

ひょっとこ踊りパレード（中心市街地道路）

7月21日（水）必着
込締切

ミュージックミニコンサート、日向十五
木
日知屋枝郷（梶木を除く）
幡買
島山先端駐車場
場・御宇ケ浦海水浴場 島全区
リーンパーク東側駐車場
町全区・富高全区
日日屋本郷（幡浦を除く）
勢ケ浜北側駐車場
ウドの瀬
見全区
倉ケ浜工料道路料金割下 主還・川路・比良・山下・長江

合 場 所
・江ケ浜・製錬所横海岸

21
があれば︑投票日当日︑転出

ひょっとこ踊り、日向サンバ、平成音頭
が、通りを練り歩きます！
山蔓宿船人前広場
倉ケ浜海水浴場駐車場 曙
砂
砂公民館下浜
野東公民館
野東
日向公民館
野中
宿浜御殿下浜
野西
ケ浜ドライブイン
ケ浜・目塞・籾木
ンパーク駐車場
￠見
事崎駐車場
脇・飯谷
町・立縫・石並・別府・二瀬・田の旨
口津新町剛の浜
通り
々津中学校下河原
々 し尿処理場
宮の下・高松・落鹿

。どなたでも参加してください。

（市役所南側駐車場）

H豊海岸クリーン大作戦
域
地
当
割

●PM6：00〜9＝OO

加資格

フェスティバル
ひょっとこな夏
＝

罰1藍

容が盛りだくさん！

ひょっとこ踊り、日向サンバ

●PM1：00〜5：00

穰黎蝉
o洋台・秋山・切島山1・切島山2・松原

、岩川河口

1りのパレード参加団体（者）募集中》

《プログラム》

（土）

8月

7

醐島や犠う誤

自
第16回
99

門

7月11日決行

昌臨轟

︐

，
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フリーマーケットでリサイ
イ クル
市は︑5月30日から6月5日ま

での﹁ごみ減量・リサイクル推進
週間﹂期間中︑さまざまな啓発活
動を展開しました︒

セサリーなど多彩な商品が店頭に
並びました︒天候に恵まれたこと
もあり︑開店と同時にたくさんの
買い物客が訪れ︑﹁もう少し安く
してよ﹂と値段を交渉する声があ

●

写真集を刊行するものです。

南日向駅前に南日向コミュニテ
ィセンターを核とする﹁南日向コ
ミュニティプラザ﹂を整備するこ
とになり6月9日︑同建設現場で
起工式が開かれました︒

﹁南日向コミュニティプラザ﹂
の整備は︑．平成6年3月に策定さ

れた﹁平岩地区地蔵の里づくり基
本構想﹂に基づいて︑平成9年度
から3か年計画で進められてきた
ものです︒総事業費は約3億円で︑

これまで地元やJRとの協議をは

のとおり《敬称略》。
◇南部＝黒木弘雄、大山恭平、

ロ

リサイクルに対する協力を呼びか
けました︒

●

また5月31日には︑資源回収へ
の取り組みや分別・マナーが良好
な区に感謝状を贈呈し︑なお一層
のご尽力をお願いしました︒表彰
された区は次のとおりです︒
切島山−区︑公園通り区︑曽根
区︑幡浦区︑単手区︑笹野東区︑
立縫区︑高松区
■

ものと期待されます︒

は︑鉄筋コンクリート造2階建の
延床面積689・4㎡︒1階に調
理室︑和室︑事務室︑警備員室︑
トイレ︑2階に大・小会議室︑図
書コーナー︑トイレを配置すると
ともに︑段差の解消やエレベータ
ーの設置など︑高齢者や障害者の
利便性に考慮した市内初のハート
ビル法の認定を受ける建物となり
ます︒外観のデザインは︑日本瓦
葺きで越屋根を採用するなど︑地
区の景観に配慮した建物とし︑こ
れまでの南日向公民館に比べ︑機
能性・利便性とも格段に向上する
また︑児童遊園や60台分の駐車

場の整備なども行い︑平成H年度

大塚博司、小林幸夫、◇平岩＝
黒木寿、児玉信昭、児玉晃、◇
財光寺＝黒木親光、松木一郎、
宮越利明、◇塩見＝佐藤好美、
奈須利刀、松木留、◇富高＝寺
原正仁、日高幸雄、三尾和子、
◇日知屋本郷＝青木昭、河野昭
一、田中政喜、◇日知屋枝郷＝

中の完成を目指します︒

黒木正一、黒木鶴雄、黒木弘道、

じめ︑敷地内の消防団第17部の消

委嘱された地区協力員は、次

建設するコミュニティセンター

等の協力を行います。

ル

8区に資
資源回収感謝状を贈呈

●

産す・会社で・日向蜴で・麟電話や・ソ・ン・：嘱雛鷹野

ちこちで聞こえていました︒なお︑

出店者が支払った参加料は今後︑
不法投棄撲滅の看板設置などに活

●

に

回

灘蠣鱗1

初日の5月30目は︑市役所前広

俗・文化財編、資料編（2巻）、

贈
呈

隷幽晦轄繰i紺ll謹

用されることになっています︒

●

ク

対
す
る
協
力
を
呼
び
か

収
感
謝
状

手公とい贈別に

同社は、酸化チタンやチタン酸バリウムなどを生・

このほか期間中は︑ごみ収集車
による市内パレードや市街地清掃
活動︑市内スーパーなどでのチラ
シ配布などを実施し︑ごみ減量や
●

。ル

源

彙欝織翻1隅一び宮崎県と

ノ

ロヒ

ドへり

のヒ

◇細島＝児玉八郎、児玉静枝、
是沢仁吉

防機工や防火水槽の整備︑建物及
び周辺整備についての基本設計や
実施設計︑駐車場用地の整備など

地区協力員は、これら市史の
作成に当たり、各地区における
資料の調査・収集及び情報提供

を行ってきました︒

平成11年度第1回日向

市ふるさと大使会議が6
月1日︑東京都内のホテ
ルで開かれました︒会議
には︑ふるさと大使9人
のほか︑本市に縁のある

国・県の関係者が出席︒

ふるさと大使は︑本市
の観光を中心とした宣伝
活動や情報の収集︑まち
づくりの提言等を行うこ
とを目的に昨年︑設置さ
れたもので︑年2回の会

議を開きます︒

ムロ宿を開催してはどうか﹂﹁町Φ

今回は︑自由な意見交換を行う
という形式で行われ︑﹁碁石産地
のPRのために︑子供囲碁大会や
の緑を確保するために︑市民によ
る植樹を試みては﹂﹁イベント等
への案内は早めに﹂など︑各大使
コ

ら

から活発な意見が出されました︒

＾議
会
使
大
と

日向市のまちづくりリーダーを
養成する﹁ひまわり塾﹂の第7期
生開講式が︑6月8日に開かれま
した︒今年度は︑市内の23人が入
塾しました︒

塾では︑毎月1回の定例講座を
開講し︑まちづくりの理念や日向
市の活性化のための学習︑また意
見交換などを行うこととなってい
ます︒受講後は︑日向市のまちづ
くりのリーダーとして活躍してい
ただきます︒

開講式では︑塾生を代表して九
電工勤務の久保領子さんが﹁7期
生の塾生と協力して︑市の課題を
見つけ︑21世紀に向けて日向市が
飛躍できるような撰三二を行ってい
きたい﹂と決意表明を行いました︒

また︑今年度からひまわり塾の
塾頭を︑裂目運輸の三輪征司さん
が務めることになりました︒

活発な意見が出されたふるさ

ソ

たク

レ

L

マね

つ
ロ ．サロ
細島臨海⊥業地帯に進出を表明していた富士チタ
．＝浦山区力感組5

リ

場においてリサイクルをテーマに
﹁530︵ゴミゼロ︶フリーマー

までに、通史編（上下2巻）、民

■L−」國【■■■1

●

●●・●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ケット﹂を開催︒27の団体や個人

の出店があり︑家庭で不要となっ
た古着・日用雑貨や電化製品︑ペ
ットボトルを加工して作ったアク

区協力員25人を委嘱しました。

糠

玉玉釧

市史編さん事業は、平成16年度

罰﹁−

睡

磯

年記念の一型編さん事業で、地

南日向コミュ＝ティセンター着工

さ員

市は6月4日、市制施行50周

顎髭』蟹騙誤器欝黙
鑛ま離琴線開把針暴離塾弩是離日劃勘紀協飛躍樹是昌1

噸嬰：

饗

91

8

希望する方は市総溺課（君内線2234）まで

ーム署もあ藷

lvロ

また︑センターの発展に
貢献した定善寺︑永寿園︑
ダイオi総建︑和田病院︑
宮崎絨藍︑そよ風会の各団
体と今村健一初代事務局長
に感謝状が︑役員8人及び

ました︒

基づいて相互の親睦と研さ
んを深め︑地域に愛され親
しまれるセンターづくりに
努力します﹂とあいさつし

㊨域鐘される置字走
日向市シルバー人材セン
ターは5月25日︑設立10周

年の記念式典を市文化交流
センターで開きました︒

日向市シルバー人材セン
ターは︑平成元年4月に会
員205人目スタートし︑
平成10年度では会員406

人︑受注は1410件︑1
億5097万円と順調に業
績を伸ばしてきました︒

上の高齢者の方々で︑企業
や公共団体︑家庭などから
臨時的・短期的な仕事を受
や民謡などを披露して10周

記念式典に続き︑祝賀会
が行われ︑会員らが大正琴

会員は︑おおむね60歳以

注・契約しています︒
年を祝いました︒

L般会員52人︑職員2人目
表彰状が送られました︒

式では︑高木章次理
事長︵市助役︶童
カ﹁今
後とも自主・自立︑共
働・共助の基本理念に

剣

依

日知屋高齢者現代セミナーの公
開講演会が5月29日︑日知屋公民

館で開かれました︒このセミナー
は︑主に日知屋地区の高齢者を対
象に5月から2月までの月−回開
催されるもので︑開講式に併せて
公開講演会を開催したものです︒

講師は︑県立看護大学教授の大
村典子さんで︑﹁イキイキ生きよ
う一・元気とやる気のアドバイス﹂
の演題で講演されました︒

大村さんは︑﹁元気に暮らすと
いうことは︑寝たきりにならない
ということです︒もし寝たきりに
なっても︑その人のもっている力
を最大限に発揮させることが大切
です﹂と︑プラス志向の生き方を

㊦防団島人が入団

が参加しました︒

消防の規律や操法の技術を学ぶ
移動消防学校が6月6日︑お倉ケ
浜の消防訓練広場などで開かれ︑
新入団員を含む消防団員491人
今年の新入団員は︑女性5人を
含む47人です︒ほとんどの新入団

員にとって消防団活動の初日とな
るこの日︑新入団員は︑ほかの団
員らと別れて消防本部で訓練︒署
員の指導のもと︑規律やホース延
長などの基本動作に真剣な表情で
取り組んでいました︒

㊦昊庭原田轟さん
第24回日向市美術展覧会が︑5
月29日から6月6日までアスティ

日向寿屋で開かれました︒展覧会
には︑日向市及び近隣の町村から
点︑90点︑44点の計231点の作

絵画︑写真︑書の部にそれぞれ97

品が出品︒会場には︑多くの美術
ファンなどが訪れ︑レベルの高い
作品に見入っていました︒

審査の結果︑171点が入選作
品とされ︑市民大賞には写真の部
に出展した原田史郎さんの﹁里の
春﹂が選ばれました︒

0墨の累50周年を祝う
細島港の開港50周年を記念する
記念展示会が6月13日︑アスティ
日向寿屋で開かれました︒

れました︒

展示会では︑細島港の歴史を示
す古い写真や記録の展示のほか︑
税関の業務を紹介する密輸入品の
展示︑麻薬探知犬のデモンストレ
ーションなどの門司税関展が行わ
れ︑買い物客など多くの市民が訪

き込んでいました︒

市民らは︑細島港の移り変わり
を示す写真などを︑興味深くのぞ

第13回日向木挽唄全国大会が6

O供から大人までが藏唱
また︑大村さんは︑どうしたら
元気に生きられるかということに

月12日︑13日の2日間︑市中央公

訴えました︒

ついて﹁運動﹂﹁食事﹂﹁睡眠﹂そ

民館及び文化交流センターで開か
れました︒今年も県内外から77
8人の参加があり︑自慢の喉を競
幼少年少女の部は︑13日に行わ

い合いました︒

して﹁笑顔﹂が大切だと言いまし
た︒中でも食事については﹁朝食
をきちんと取ること︒高カロリー
のものを避けること﹂が大切であ
り︑﹁まこわやさしい﹂が正しい

れ︑かすりの着物や法被など思い
思いの着物に身を包んだ子供たち
が出場︒中には︑緊張のあまり途
中から声の出なくなる子もいまし
たが︑会場からは温かい拍手が盛
﹁や﹂は野菜︑﹁さ﹂は魚︑﹁し﹂

豆︑﹁ご﹂はゴマ︑﹁わ﹂はワカメ︑

﹁まこわやさしい﹂の﹁ま﹂は

はシイタケ︑﹁い﹂はイモという

んに送られていました︒

食生活の合言葉だ︑と語りました︒

ことです︒

70
77
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0こわやさしいの奎活を

広報紙に掲載された写真を差し上げます。

劉

大波が磯にぶち当たり砕けていま
した︒図らずもこの日︑久しぶり
に迫力ある潮吹きを見る機会に恵
まれました︒

潮吹き岩を過ぎてからは︑再び
美しいリアス式の景観を体感しな
がらの歩行が続きます︒

このコースの右側︵山手の方︶
には︑夏から秋口になると︑高さ
̀50センチメートルの茎に︑花

の一つです︒

径9センチメートルほどの赤みが
かった花を咲かせる﹁ハマカンゾ
ウ﹂が群生しています︒花をバッ
クに写真の一枚もとりたくなるよ
うな︑この時期楽しみなポイント

盗な
ん東

川口
浩

海憲

夕子（美砂）

日本人と外国人の違い

紬
宏子
村翼
内義

黒齢
ん下
く山

回雛

@コmコ■≦﹂．■■≦m

たよ

﹁日本人﹂と﹁外国人﹂
の違いは何でしょうか︒

日本では︑日本人以外の
民族を﹁外国人﹂と呼び区
別します︒オーストラリア
は︑過去に多くの移民を受

け入れた経緯があるので︑
とても多くの民族が一緒に
生活しています︒だから︑
外国に住む私たちは︑ほか
の民族を﹁外国人﹂と区別
する概念はありません︒同
じ人間同士を︑人種や民族
によって区別することは良
いことではないからです︒
また︑私にとって日本語は︑

かなり難しくまだまだ上手
に話せないのですが︑﹁日
本語が上手ですね﹂と何度
も褒められました︒このよ
うに日本人は︑片＝＝ロでも日

騨

11本人にしか完壁に話せないH本語を
肚千に話す君は変わった外国人だ

ロ

5月7日にもここを歩きました
が︑花しか知らない私の目には︑
どの葉がそのハマカンゾウなのか
分かりませんでした︒近くには︑
低木のマルバシャリンバイ︑トベ
ラ︑ネズミモチなどが白くかわい
い花をいっぱいに咲かせていまし
た︒秋には︑どんな実がなるので
しょう︒これも楽しみですね︒

このコーナーは︑ふるさとの自
然を守る会の小倉久信さん︵原町︶
に寄稿いただいています︒

この本を通して改めて感じたことは
﹁運命とは︑逃れられぬものではなく

ということ．

そして︑生きる元気を与えてくれる
のが︑優れたファンタジーなのだな︑
と痛感しました︒

■■圏噌、．、

穣嬉し寧恥磯諺
みなヤロヒきがはな

御名崎ケ鼻遊歩道から
金ヶ浜遊歩道までの探訪記
︵遊歩道沿いの潮吹き岩︶

さらに︑この岩盤から沖に突き
出た先端が︑海中で空洞になって
いるらしく︑その中に次々と打ち
寄せる大波に追われ︑圧縮された
空気と潮水が細い割れ目から4〜
5メートルの高さまで︑一気に吹
き上げて砕け散る様は誠に壮観で
した︒

木

ワ

．
青

きっと︑元気になれますよ︒

皆さんも︑何となくけだるいとき︑
栄養ドリンクを飲む代わりにファンタ
ジーを読んでみてはいかがでしょう︒

愈

結ちゃん

化を指す言葉です︒

﹁ドリーム・タイム﹂と
は︑オーストラリアの先住
民アボリジニの考え方や文

まいます︒

西洋と日本では︑女性の
役割が違うため︑私たち国
際交流員は︑よく困ってし

ップを洗います︒

次に︑﹁女性の役割﹂で
す︒例えば︑会社でお茶を
出す習慣︒女性は︑お茶を
配ることだけでなく︑男性
のお湯飲みも洗います︒オ
ーストラリアの会社では︑
男性︑女性関係なく︑自分
が飲みたいときに自分で飲
み︑飲んだ後は︑自分のカ

方も同じです︒

す︒食事のときの箸の使い

㈹

つい先﹈の平成11年4月−日の

ギ・ψ
．

自ら選びとっていくもの︒人生は︑な
りたい自分になっていく過程である︒
人と人との結び付きが︑人間を強く優
しく育てていき︑善と悪の間で揺らぐ
人間性を肯定することが大切である﹂

午後︑たまたまここを歩いている
ときのことでした︒別に満潮の時
間ではなかったのですが︑ただこ
の2︑3日︑低気圧が日向灘を通
過中で︑海がしけて白く泡立った

2児の母親になって︑もう一度絵本
や童話に親しむ機会に恵まれ︑とても
喜んでいます︒

最近︑児童文学のコーナーで見つけ
て︑どっぶりはまったのが﹁空色勾玉﹂

恥
︒
︵荻原規子著︶︒

萌音ちゃん

二（比良町；

勉強していきたいと思います。

・⁝7月の図書館休館日・・㌔・

いきいき

ヤ

また、「ひまわり塾」7期生と
して、1年間まちづくりについて

◇休館日115貝12艮19艮20貝26日

青春トーク

◇開館時間11午前9時〜午後6時30分

気軽に応募してください。

歳￠
本語を話せる外国人を珍し
いと思うようです︒このこ
とは﹁日本人にしか完壁に
話せない言語を上手に話せ
るなんて︑君は変わった外
国人だ﹂と私には聞こえま

に昇格。2戦2勝と好調です。

︵七・日曜日は午後5時まで︶

い！それが入学資格です。ぜひ、

この本は︑上代の日本を舞台に︑苛
酷な宿命を背負った少年と少女が︑幾
多の困難を乗り越えて成長していく波

㌔．零

学生を募集しています。学びた

つ

JA日向財光寺給油所に勤務し
ています。小学4年からサッカー
を始め、今は日向太陽クラブで頑
張っています。今年は、県リーグ

瀾万丈の物語です︒

﹂

本語表現法」を勉強中です。
現在、第2学期（10月入学）の

@

40

⑱

72
73

︑過
﹂

丸

吉田旧塵塵闘麗歳：庄手）

ハマカンゾウの花が咲く遊歩道

4月から放送大学宮崎学習セン
ターに勤務しています。仕事が終
わったら、選科履修生として「日

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
g6
謬

碗な萱場
「

までのみ︶

157︵予防接種は︑毎週
水曜日の午後3時から4時

◇ひむかクリ一一ック柱原町
a5610030

※いずれも︑前日までに電

話予約が必要です︒

詳しくは︑市民健康管理

センター︵君内線2181︶
税務課から の お 知 ら せ

差し押さえ物件の公売

市は︑市税滞納処分によ
り差し押さえた財産を公売
します︒この公売は︑滞納
者が市税を自主納付しなか
ったため︑最終手段として
行うものです︒

公売は︑次のとおり入札

詳しくは︑市掲示板の公
売公告または市税務課︵君

止します︒

箋囹O勇竃醇目O辱お知らせ
お知らせ
蓬曇壽鑑

40歳以ヒの方を対象に実

施している基本健康診査及
び生後3か日から中学生ま
でを対象に実施している各
種r防接種の取扱医療機関
に︑次の医院が追加されま
した︒

ください︒

健康で明るい毎日を過ご
すためにも︑基本健康診査
及び各種予防接種をお受け
︽追加された医療機関︾
で行われます︒

◇公売期日117月22口︵木︶

内線2118︶へ︒
7月は労働者派遣事業適正運営推進月闇

市役所は代表盈5212111です︒

都農訂国民健康保険病院の休診日

すべての土曜日が

休診日となりました

都農町国民健康保険病院
の診療について︑十曜日は
これまで︑第1土曜日︑第
3土曜日︑月によっては第
5土曜日の午前中を診療日
としていましたが︑7月か
らはすべての七曜日を休診

00〜21

00

き■7月16﹈︵金︶

0ヨ 0ユ
〜4⁝リ0

ところ■南日向公民館

0〜5nO

日とすることになりました︐
き■8月2日︵月︶

◇無料法律相談︵要予約︶

をお願いします︒

2140︶

ところ■青少年ホーム
申込先■市民課︵a内線

と

皆さんのご理解とご協力

0

とき■7月16日︵金︶

ところ■中央公民館
◇人権・行政相談

と

までご連絡ください︒
◇交通事故巡回相談

一︵費内線2181︶

に市民健康管理センタ

申込方法■7甘31日まで

など整形外科について
医 師■天生堂医院・椎
葉睦生医師

内容■腰やひざの痛み

ところ■健康管理センター

19

とき■8月99︸日︵日︶

◇医師による個別健康相談

7月の相談

情報等は門戸課︵盆内線2234︶へ︒

受けた事業所からでないと
受け入れることはできない
ことになっています︒

労働者派遣事業制度に関
して詳しくは︑日向公共職

業安定所︵倉5214131︶

労働者の派遣は

￨6666︶へ︒

または労働大臣委嘱の適正
運営協力員︵延岡商工会議
所・押川泰也倉09821

許可事業所から

最近の労働力需要におい
て︑自己の希望する日時等
にあわせて専門的な知識・
技術あるいは経験を生かし
て就労することを希望する

労働者が増加しています︒

一定の

労働者派遣事業は︑この
ような労働力の需要におけ
る多様かつ著しい変化に対
応するため︑従来は職業安
定法により原則として全面
的に禁止されていた労働者

供給事業の．部を︑

規則のもとに新たな労働力
需給調整システムとして制

午前10時受付・午前10時30

分入札
度化したものです︒

7月差らの診療日及び休
◇診療日11毎週月曜日から

◇年金巡回相談

診口は次のとおりです︒

推進月間﹂として定め︑各
金曜日まで︵午前8時30分

◇日程1110月30日・31日

◇休診日11毎週土・日曜目
及び祝祭日︑12月29日から

0〜ユ5⁝0
ところ■青少年ホーム

0

き■7月13日︵火︶

種の施策を講じています︒

◇種目1ーソフトテニス︑囲

と

り︶

彩なイベントが行われます︒

今年の会場は︑県北2市
8町5村で︑日向市では囲

碁大会が行われます︒

健康づくり︑仲間づくり
に︑ぜひご参加ください︒

〜9月10口︵金︶

◇募集期間117月−口︵木︶

◇申込方法11市福祉事務所

高齢者福祉係に備え付けの
申込書に必要事項を記入の
同係へ提出してください︒

うえ︑8月20日︵金︶までに

◇問い合わせ11市福祉事務
168︶

所高齢者福祉係︵容内線2

防衛庁職員採用田種試験

初級係員等を

かどうか選択できます。ただし、

〜午後5時︶

務に限って認められ︑派遣
労働者は労働大臣の許可を

名︑③年齢︑④郵便番号︑
⑤住所︑⑥電話番号︑⑦園
児・小中学生・高校生の場
合は︑園名または学校名と
学年︑⑧自作品についての
簡単な説明を明記すること︒

◇問い合わせ11市立図書館
︵雪5411919︶

集
品
作

碁︑ソフトボール︑短歌︑
将棋︑インディアカ︑四半
的弓道︑ペタンク︑ウォー
クラリー︑ターゲット・バ
ードゴルフ︑グラウンド・
ゴルフ︑民謡︑弓道︑ゲー
トボール︑ミニバレーボー

元気な宮崎ねんりんピック鈴の9加者

参加しませんか
健康・仲間づくり
市は︑﹁元気な宮崎ねん

採用します
防衛庁では︑防衛庁の職
一般の事務また

1日（木）／日向市役所

派遣事業は︑現在26の業

※ただし︑滞納者が︑公売
期日までに市税を完納した
場合︑この物作の公売は中

労働省では︑毎年7月を
﹁労働者派遣事業適正運営

◇公売場所11日向市役所
◇公売財産︵不動産︶11亀崎

東3丁目の雑種地︵380
㎡ 北西側に6mの市道あ

一一 一
一一 一一 一
旧一
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

◇医心内科1ーヒ町容5510

翌 年 の 1 月 3 日まで
詳しくは︑都農町国民健
康保険病院︵容09831
P1031︶へ︒

ぼしゅう
図書飴からのお知らせ

心に残る1冊の本を
絵はがきにしてください

市立図書館では︑皆さん
の﹁心にのこる1冊の本﹂
についての読書感想をはが
きに描いたものを募集して
います︒

応募いただいた作品は審
査後︑作品展を開催すると
ともに︑作品集を発行しま
す︒また︑優秀作品につい
ては﹁図書館特製しおり﹂
のデザインに採用させてい
ただきます︒

一

員として︑

（十19）

肴《ぎ窒Q＆A

一

は技術的な業務に従事する
初級係員等を採用するため
の試験を行います︒なお︑
この試験は︑人事院が実施

ても障害年金は請求できません。
〜止まって確認！無事故に挑戦〜

います。
（±0｝

（一9）

56人

りんピック99﹂の参加者を

募集しています︒この大会
は︑平成8年に開催された
﹁第9回全国健康福祉祭み
やざき大会﹂の成果を継承
して開かれるもので︑高齢
者を中心にスポーツ︑文化︑

健康︑生きがいに関する多

5月中の交通事故

A．20歳以上60歳未満で日本に
※抽選で団てきなプレゼントがもらえます

私たちが納めた税金は、教育
や社会福祉の充実、住宅や道路
の整備、警察・消防などの活動
の財源として、私たちの身近な

金に加入する必要がありますか。

（9：30〜18：00）

居住している人は、国民年金に
必ず加入しなければなりません
が、留学等で外国に居住する場
合、強制ではなく任意加入する
っています。

外国に留学しています。国民年

国や地方公共団体は、私たち
国民が豊かで安定した生活がで
きるようにいろいろな活動を行
ホームワイド財光寺店

このように税金は、私たちに
とって、共同生活を維持するた
めのいわば会費であり、正しい
申告と納税によって支えられて
0人

108件
44件

亡

◇対象図書1ージャンルは問

一
一
一

一
一
一

一
一一一 一
一一

一
Q．私は、20歳の学生ですが、

社会に生きる税

23日〔水）／第5回ふれあい献血広場

学生免除は受けられません。任
意加入しない場合は、未加入期
間となりますので、老齢基礎年
金が減額され、未加入中の事故
や病気等が原因で障害者になっ
物損事故
負傷者
死

いませんが︑雑誌・マンガ

33

7月の献血

一一 一

一

所 一唖一一■一

一

一

一

ところで使われています。
0内前月比
夢中市分

は除きます︒

◇応募資格時市内に居住ま
たは通勤・通学している方
◇応募要領目描く台紙は︑
﹁官製はがき﹂または﹁官
製はがきに準じる白色の用
紙﹂︒描く用法は︑問いま
せんが︑①読んだ本︑②氏

74

75

一

一

一一

9：40〜16：00）
（

昨年のr読書感想絵はがき
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人身事故
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固定資産税
国民健康保険税
国民年金保険料
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灘｝。は，身元調査お断，運動、を推進、て。，す．
7月4日／告示・7月11日／投票

■農業委員会委員選挙

マ
週 堰

二 魎
一■一■一1．

◇問い合わせ11福岡防衛施

集事務所︵日向市原町4丁
目124番地含521691

︑

︑
︑

︑
︑

︑
︑

︑

〜5貝旦
◇旅行先11北海道︵札幌市
ほか︶

む

︒す団︑次︑分署鴇は饗野宴︑

④書式は︑半紙を横長に使
い︑右半分にお題と短歌︑
左半分に郵便番号︑住所︑
氏名︵ふりがなつき︶︑生

4︶に備え付けの申込書に
必要事項を記入のうえ︑福
岡防衛施設局へ申し込んで

︑

12912949︶または県
P7068︶
放送大学平成11年度第2学期学生募集

自宅で大学の授業が
受けられます

年月日及び職業︵なるべく
具体的に︶を縦書きで書い
﹁無職﹂と書いてください

てください︒無職の場合は︑

︵以前に職業についたこと
がある場合は︑なるべく．兀
の職業を書いてください︶︒

なお︑主婦の方は﹁主婦﹂
と書いても構いません︒

︵卒業を目指す学生︶︑選科

履修生︵1年間在学する学
生︶︑忌日履修生︵1学期
間在学する学生︶
◇受付締切118月15日︵﹇﹇︶

◇資料請求・問い合わせ11
︵含5311893︶

放送大学宮崎学習センター

もよおし
平成11年度ふるさと就職説明会

地一兀で働くチャンスです

市は︑Uターン希望者や
来春︑大学・短大・専門学
校などを卒業される方︑及
びその家族・関係者を対象
に︑地元企業が参加しての
﹁ふるさと就職説明会﹂を

「

日の消印まで有効（封
筒の表に「採用試験申

ください︒

する国家公務員採用皿種試
験︵高校卒業程度︶と同程

設局総務部総務課人事係

お題は﹁時﹂です

平成12年歌会始のお口及び詠進歌の要鉦

21︶

︵倉0921472123

度です︒

◇受験資格11昭和51年4月
2日から昭和︻01年4月−日

までに生まれた方︵ただし︑

次のいずれか一つに該当す
る者は︑受験できません︒
工日本の国籍を有しない者︒
平成12年歌会始のお題は

の理由︑代筆者の住所及び
氏名を書いて詠進歌に添え
てください︒ワープロなど
の機器を利用する場合▼A
4判白無地の用紙を横長に
用い︑書式図に従って詠進
してください︒また︑これ

障害福祉課︵盈09851

人しても結構です︒

︑

ます︒

放送大学は︑テレビ・ラ
ジオで大学教育を行ってい
る正規の通信制の4年制大
学です︒興味や目的に応じ
て1科目から学べるほか︑
所定の単位を修得し卒業す
ると︑学士︵教養︶の学位
も取得できます︒また︑専
門学校からの編入学もでき

間＝7月5日（月）から30

ふるさとで働きたいと思

郵送の場合は、7月30

日曜日、祝祭日を除く）。

v

ハ
●
℃

の受

にぐ 学 時 ◇ 養 ◇ は 交 は 求
て
市たたでの
に◇
学時◇養◇は交は求つ封封
◇◇

行することが難しい重度障
害児・者を対象に︑﹁ふれ

らの機器を使用した理由を
別紙に書いて必ず詠進歌に
添えてください︒なお︑視
覚障害の方は︑点字で詠進

詠進についての問い合わ
あいのつばさ21﹂として北

◇申込方法11自衛隊日向募

せば︑9月20日頃でに宮内

海道旅行を行います︒多く
の友人をつくる絶好の機会
です︒ふるってご参加くだ

︑

◇参加資格旺県内在住の在
宅重度障害児・者の方で︑
健康状態が良好で︑家族が
同行できる 方
◇参加費用一1障害児・者−
人と同行家族−人の場合︑
2人合わせ て H 万 円
◇募集人員1110組程度

しても差し支えありません︒

庁式部耳あてに郵便︵郵便
番号︑住所︑氏名を書き︑
返信用切手をはった封筒を

︑

﹁時﹂

︑

鍵

︑

所

鴎
生年月日

◇旅行期間119月2﹇︵木︶

さい︒

お題

業

〒 住

職

ふれあいのつばさ21

︵費内線2171︶

◇申込先11市福祉事務所

に、市職員課で7月5日（月）から

開きます︒

Q．市内で人が犬にかまれ
る事故は起きているの？
A．昨年1年間に20件の
届け出がありました。最近
でも、細島地区で放し飼い
の犬に小学生がかまれる事

金）までの午前8時30分

・ら午後5時まで（土・

込」と朱書きのこと）。

1 ◇申込・問い合わせ
線2225）

先＝市職員課（倉内

準備しています︒

また︑当日は︑灯台の一
般公開記念したスタンプも

ください︒

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

見学できます︒

時まで一般公開します︒ふ
だんは見ることのできない
灯台及び無線方位信号所の
レンズや機器︑回廊などが

日︵月︶午前10時から午後4

灯台などの施設を︑7月20

念して︑第十管区海ヒ保安
本部細島航路標識事務所で
は︑日向岬先端にある細島

7月20日は︑国民の祝日
﹁海の﹇﹇﹂です︒これを記

細島灯台の一般公開

7月20日は﹁海の日﹂です

P5131︶

推進室︵含内線2831︶
または日向商工会議所︵盈

◇問い合わせ11市企業誘致

ト﹇﹇向

◇会場1ーホテルベルフォー

は︑午後0時30分〜︶

−時30分〜4時30分︵受付

◇日程118月11日︵水︶午後

加ください︒

っている皆さん︑ぜひご参

詠進歌は︑小さく折って封

歌﹂と書き添えてください︒

内庁﹂とし︑封筒に﹁詠進

●郵便のあて先
﹁〒10018111㌧呂

口消印有効︶

9月30目までの間に︑郵
便でお願いします︵9月30

●詠進の期限

該当する方は、受験できま
せん。①日本国籍を有しな

②禁治産者及び準禁治産者︒

気／約15人︑③機械／約15

般事務／約240人︑②電

〉第1次試験＝会場／市立富島中

授業は︑ビデオテープや
オーディオテープ︑CSデ
ジタル放送︵スカイパーフ
ェクTV−←で視聴するこ

こと）

﹁時﹂と定められました︒
●詠進歌の詠進要領
①詠進歌は︑お題を詠み込
んだ自作の短歌で一人一首
とし︑未発表のものに限り
ます．︑

②用紙は半紙︵習字用の半
紙︶とし︑毛筆で自書して
ください︒ただし︑海外か
ら詠進する場合は︑用紙は
自由︑毛筆でなくても構い

〜16日︵金︶︵郵送の場合︑

当日消印有効︶
◇試験日119月26日︵目︶

塗校、日時／8月22日（日）午前8

こと）、消防／昭和50年4月2日

⑥禁固以上の刑に処せられ︑

その執行を終わるまでまた
は執行を受けることがなく
なるまでの者︒④法令の規
定による懲戒免職の処分を
受け︑当該処分の日から2

人︑④土木／約10人︑⑤建
ません︒

年を経過しない者︶

築／約20人

◇試験区分及び定員11①一

◇受付期間U7月5口︵月︶

⑥病気または身体障害のた
めに自分で書くことができ
ないときは︑代筆もしくは
ワープロなどの機器を用い
ても問題ありません︒代筆

二加入した者。

4月2日以降に生まれた方（高等
学校卒業程度の一般教養を有する

同封︶でお願いします︒

による場ムロ▼別の紙に代筆

破壊することを主張する政党そ

◇募集学生11全科履修生

主の義務となっています。

障害児・者の皆さん

Σ付します。郵便で請求する場合
ヒ、封筒表に「採用試験申込書請
と」と朱書きし、90円切手を張
つ》たあて先明記の返信用封筒を同

犬や猫などのペットは、
ただかわいいというだけで
は飼えません。ペットを飼
うには、きちんとした責任

◇試験会場 九州では︑福
岡市︑佐世保市︑熊本市︑
鹿屋市︑別府市及び那覇市

の）他の団体を結成し、またはこれ

防（いずれも若干名）
◇受験資格＝一般事務／昭和47年

発症すると、確実に死に至
る恐ろしい病気です。現在
でも、多くの国で発生して
います。その恐ろしい病気
から人間を守るために、登
録と狂犬病予防注射が飼い

い者。②禁治産者及び準禁
治産者。③禁固以上の刑
に処せられ、その執行を
終わるまでまたは執行を
受けることがなくなる
までの者。④日本国憲
法施行の日以後にお
いて、日本国憲法ま

：はその下に成立した政府を暴力

◇採用予定職務＝一般事務及び消

◇応募締切﹂7月15日︵木︶

A．狂犬病は、人間に感染、

◇欠格事項＝次のいずれか・つに
と自覚をもちましょう。

平成11年度日向市】 職員採用試験

とができます︒

Q．犬登録・狂犬病予防注
射は●務なの？

52

召0分〜
〉試験科目＝ ・般事務／一般異
き、消防／一般教養・体力
〉受験申込書の請求＝受験申込書

以降に生まれた方（①高等学校卒
業程度の一般教養を有すること、
②視力が両眼とも1．0以上（矯
正視力を含む。ただし、矯正視力
の場合は、裸眼視力が0．3以上
であること）で、色覚が正常なこ
と及び聴力が正常で消防業務に耐
え得る体力を有すること、③日向
市、門川町、東郷町に居住できる
故が起きています。

26

◇問い合わせ11宮崎県ボラ

Q．最近の犬に関する苦情
で多いのは？
A．糞についての苦情が大
変増えています。特に、塩
見川堤防に多く糞が落ちて
いるようです。一部の不心
得な飼い主のために、多く
の市民に迷惑がかかってい

ンティア協会︵含0985

ます。

旅行を楽しみませんか

Q＆A

宮崎県ボランティア協会
及び宮崎県では︑ふだん旅

愛犬家の心得

76
77

市政テレホンサービス（容53−5857）

}ヘド
塑瞳1
お

書式図（横長）

■子育ての情報が満載1子育てテレホンサービス（盤53−5857）

■市政に関する市政ニュース・行事等は
ド

麺冨冨無難糞意

市民健康管理センター（容内線2181）

外・胃腸雪580034）☆今給黎医

乳幼児健診

■

あなたの健康をサポートします。

◇南日向公民館＝7月8日、8月
12日、9月9日

眼科（眼倉525600）☆寺尾医院

◇比良公民館＝7月22口、8月26

（産婦容631447）

口、9月30日

対象◇平成ll年4月生まれ
■7か月児健診

●25日

目下知屋公民館＝7月1日、8月

日

時◇7月16日（金）

内外a538910）☆武富医院（皮

対

象◇平成10年12月生まれ

●印●

院（内・循環a542459）☆尾崎

■3か月児健診
朋曜川

と

き◇7月9］（金）、23日（金）

☆渡辺病院（産婦・泌尿

■濃⑦＼剰蔦＝耕刈月一m

a571011）

☆天生堂医院（内・

5口、9月2日
◇美々津公民館＝7月13日、8月

倉525522＞☆こどもクリニック

17口、9月21目

圏1歳児健康相談

たしろ（小児倉561515）

◇市民健康管理センター＝7月27

日

時◇7月6日（火）

※事前に、テレホンサービス

日、8月24日、9月28日

対

象◇平成10年6月生まれ

（倉53−1214）で確認を。

◇細島公民館＝7月13日、8月10

■1歳6か月児健診

子育てコーナー

■蚤満＼m

日

時◇7月15日（木）

対

象◇平成9年12月生まれ

日、9月14日

目時間は、いずれも午後7時から
●母親学級

9時までです。

■3歳児健診

◇7月21日（水）／妊娠中の健康管

日

理・妊婦体操（体操のできる服装

時◇7月2日（金）

対象◇平成7年12月生まれ
※受付時間は、3か月児／午後1

健康あれこれ

持参）

予約：エプロン持参）
時間は、21日が午後1時30分か

5月の下旬ごろから「健康管理
センターというところがら健康に
よいものを買いませんか？と電話
がありましたが、市役所からの連

ら、28日が午前10時からです。

絡だったのでしょうか」と、いう内

母子健康手帳を忘れずに、健康管

●すくすく教室

理センターへ。

◇日時＝7月27日（火）午後2時〜

容の問い合わせが、何件か寄せら
れています。詳しく話を聞くと、
「薬を飲まなくても、これを飲ん
でおけば病気が治る」と物品の紹

時〜1時30分、7か月児・1歳6
か月児・3歳児／午後1時〜2時、

◇7月28日置水）／妊娠中の食事（要

¶GoqoωIco㎝㎝O

1歳児／午前9時30分〜10時です。

7月の休日在宅医

m引回耕呂一〇疎σ中

大平医院（回外・内倉523337）

◇対象＝生後6か月までの乳児を
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
※会場は、いずれの教室も市民健
康管理センター。母子健康手帳を

●11日

忘れずに。

●4日

☆黒木医院（内倉52605

5）☆萩原眼科（眼雪637222）

☆山元医院（小児麿536066）☆

☆甲斐医院（外・胃腸雪

蕗OΦqohol㎝NIN

児a522530）☆ひむかクリニッ
ク（内・消化・呼吸容560030）

（内・小児燈536333）☆田中眼
科（選民524009）

☆三股病院（内・外・整

ますが、物品の販売は行いません。

また、現代の医学において、こ
れさえ飲めば（食べれば）あらゆ
る病気が治るというものはありま
せん。病気は、主治医の指示に従
い、生活管理や服薬等をきちんと
行うことによって改善またはコン

今回のテーマは「糖尿病」です。

教室は、栄養士による講義や調理
実習、体育指導員による体操など
の3回講座。受講料は無料です。
希望する方は、事前に健康管理セ

トロールできます。

ンターまでご連絡ください。

日

市
日向市の人ロと世帯
（HIL6．L現在）

﹇ 数
男女帯
人 世

人

口

58，916人〈＋32＞

男

女

27，895人〈＋4＞

31，021人＜＋28＞

世帯数

21，688世帯〈＋25＞

入生

転出

圃

一一 奄奄演

向

後編
画集

このような話に、各自ご注意を。
・・・・・・・⁝︒・●●●︒

皆さんは最近︑悔し涙を

流したことがありますか︒

表紙のひまわり少年相撲
大会では︑幾度となくそん
な涙を見かけました︒体の

大きな子にぶつかっていき︑

負けた了や力の強い男の子
に向かっていった女の子た
ち︒きっと彼らは﹁やれば
できるはずだ﹂と思ってい

たに違いありません︒

るのかもしれません︒

私たちは︑日常生活の中
でいつの間にか︑あらゆる
可能性を忘れてしまってい

︽矢野︾

何事にも可能性を信じて

頑張りましょう︒

■巴塾＼瞬彊囲園田璽へ丼げ

●20日

市民健康管理センターの保健婦
は、自宅で療養している方を訪問
し健康チェックや指導などは行い

なるほど健康教室

535000）☆児玉小児科医院（小

●18日 ☆和田病院（内・外・脳
外・整外盈520011）☆緒方医院

介・販売を行っているとのこと。

200人

52人

転

死

出

亡

185人

35人

