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第2回口向市立小中学校囲碁大会がll月13口、日知屋公民館で開
かれ、約150人の子供たちが熱戦を繰り広げました。

全国唯一のはまぐり碁石の産地：日向市の子供たちです。いっ
かは、この子供たちの中から日本を代表するプロ棋士が…

。

等1この広報紙は再生紙を使用しています。

10年度の決算（見込み）をご紹介します。皆さんから納めてい
ただいた税金は、どのように使われたのでしょう。関心のあると

平成10年度決算（見込み）の公表

ころだと思います。

るおいと生きがいのあるまちづくりの阻めに

普通会計の収支は、9年度と比べてみると、入ったお金が6億
4，736万円、使ったお金が1億5，088万円とそれぞれ増えていま
す。結果、差弓1額は10億7，940万円で、来年度へ繰り越した事業

に充てる財源を差し引くと、実質収支は3億8，446万円の黒字決
算となります。

難225億7488万円はこう使われました

ところで、皆さんは「財政」というと 難しくて分かりにくい
もの… といった先入観をお持ちではないですか？
市の財政は、本質的にはこ家庭の家計簿と同じなのです。

■■■縢卿見込み状況
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経常収支比率が
O・3ポイント改善

平成10年度の普通会計決算は︑歳入総額236
億5428万円︑歳出総額225億7488万円

で︑歳入歳出差引額は10億7940万円です︒

歳入の内訳を見ると26・2％を市税が︑22・
0％を地方交付税が占めています︒市税は︑前年
度に比べ2・4％減の61億9834万円です︒構
成比を見ると︑市税や使用料︑手数料︑諸収入な
どの自主財源が37・9％︑地方交付税や地方債︑

国庫支出金などの依存財源が62・1％で︑前年度
に比べると若干︑依存財源の割合が増えています︒
歳出の内訳を目的別で見ると︑土木費︑民生費︑
公債費の順で高くなっています︒土木費は︑道路
の改良工事︑各土地区画整理事業︑公営住宅の建
設などが主なものです︒民生費は︑社会福祉・老
人福祉・児童福祉などの扶助費が含まれています︒
性質別で見ると︑義務的経費︵人件費︑扶助費︑
公債費︶が105億609万円で46・5％を占め︑
前年度に比べ2・2％増加しています︒その他︑
任意的経費︵物件費︑補助費等︑繰り出し金など︶
が52億8015万円︑投資的経費︵並旦通建設事業
費︑災害復旧事業費︶が67億8864万円となっ

ています︒

とほぼ同じ内容となっています︒

全体的には︑目的別で衛生費と教育費が伸びて
いますが︑これは一般廃棄物埋立処分地施設整備
事業や美々津中学校屋内運動場増改築事業などの
大規模事業によるものです︒性質別では︑前年度

また︑主な財政指標を見ると︑経常収支比率が

82・6％︑公債費比率が14・3％となっています︒
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経常収支比率とは︑各家庭の家計簿でたとえる
と︑衣食住などの必要経費の割合のことで︑今年
は前年度に比べ0・3％改善されています︒
3

26，296
4，211

差弓1

塗壁
ﾊ水
W事
視ﾆ
国保
ﾟ嚢
虫枕
N業
老健
l事
ﾛ業

12，456

■収益的収入及び支出
区

．．

18，051

24，674

里庄1

8

30，507

歳入
差引
歳入
歳出

●

■願蟻φ杓訳

［握務的経費］国厘亟コ
■収支状況
（蛍位：千円）

25，743

区

分

平成10年度

平成9年度

差

歳入総顎

23，654，279

23，006，922

647357

歳出総額

22，574，880

22，424，006

150，874

引

22，771

12，003

歳入歳出差引

1．079β99

582，916

496，483

翌年度へ繰り
zすべき財源

694，940

193，724

501，216

実質収支

384，459

389，192

25β04
一4，733

2

日目ある市政の発展を目指し
さまざまな事業に取り組んでいます
市では︑第3次総合計画に掲げられた5つの柱︑すなわち
1 魅力ある︑住みよいまちづくり
2 健やかで生きがいのあるまちづくり
3 安全で快適な明るいまちづくり

4 産業が栄え︑若者が定着する︑活力あるまちづくり
5 豊かな人間性と創造的な文化を育むまちづくり
に沿い︑市の将来像である﹁うるおいと生きがいのあるま
ち﹂を目指して︑均衡ある市政の進展に努めています︒
今月号では︑平成10年度に取り組んだ事業の中からこれ
まで紹介していない事業についてお知らせします︒

権現原線緊急地方道路整備事業

魚介類放流事業
6漁協で組織する耳川水系管理
委員会及び富島河川漁協︑美幸内
水面漁協︑余瀬飯谷漁協の3内水
面漁協と富島漁協︑日向漁協が行
う魚介類の放流事業に対し︑その
事業の一部を助成し︑魚介類の保
護増殖を図りました︒総額で23
8万2000円を支出しました︒

放流した主な魚介類は︑アユ︑
コイ︑ウナギ︑チダイ︑アワビや
チョウセンハマグリなどです︒

機会を設けさせています︒

また︑魚介類の放流時には︑近
くの保育園や幼稚園の園児ぢにも
参加を呼びかけ︑自然とふれあう

日向南町土地区画整理事業
平成6年度に指定を受けた県北
地方拠点都市構想において︑日向
市生活文化交流拠点地区に指定さ
れている南町は︑基盤整備と合わ
せ︑魅力に満ちた商店街の振興と
入郷町村からの玄関口にふさわし
い﹁ふれあいとやすらぎ﹂を演出

平成5年度から総事業費5億6
800万円をかけて財光寺地区と

ら塩見方面への813メートル
する事業を行っています︒

り︑通学路でもある権現原線の改
良工事を行いました︒整備対象と
なった区間は︑日向高等学校下か

塩見地区とを結ぶ生活道路であ

で︑道幅13メートル片側−車線の

平成10年度は︑家屋移転及びこ

れに伴う造成工事︑富高財光寺通
線外築造工事︑仮設住宅建設に関

平成10年度は︑9238万円を

道路に改良しました︒

かけて︑区間内403メートルの

わる工事を行いました︒

ましたが︑平成H年6月30日に完

また︑県事業により旧国道の塩
見橋掛け替え工事も実施されてい

併設しました︒

また︑体育館の改築に伴い施設
の開放を図るためクラブハウスを

能の改善を図りました︒

れたもので︑経年及び塩害から老
朽化が進んでいました︒結果︑耐
震的にも危険な状態であるととも
に︑狭小なため学習環境にも影響
を与えていました︒このようなこ
とから新屋内運動場は︑2億96
30万円をかけて鉄筋コンクリー
ト造2階建の床面積I138平方
メートルとし︑教育環境と防災機

運動場は︑昭和40年3月に建築さ

これまでの美々津中学校の屋内

美々津中学校屋内運動場

へ2800万円を補助しました︒

また︑高年齢者労働能力活用事
業として︑シルバー人材センター

付しました︒

149人で︑敬老の日を中心に交

の対象者は︑75歳以ヒの高齢者4

具体的には︑長寿祝金の支給や
長寿定期乗車券の交付︑高齢者ク
ラブへの助成︑老人福祉センター
の管理費などです︒長寿祝金支給

万9000円を支出しました︒

この事業は︑長寿を祝い︑高齢
者が心身の健康を保持し︑生きが
いをもって生活していけるよう支
援するもので︑総額で1億195

敬老・生きがい事業

︑

ます︒

工事は一部屋翌年度へ繰り越し

舗装工事などを行いました︒

●

成をみています︒

の老朽化から第31部︵東草場︶︑

消防施設整備では︑消防団車両

行いました︒

00円をかけて消防施設整備︑防
火水槽新設工事及び消防団の消防
団庫︑ホース乾燥塔の新設などを

平成10年度は︑2279万90

防災まちづくり事業

麟遜
譲
．蒙鱗
第30部︵田の原︶へ小型ポンプ積

載車を︑ポンプ性能の低下から第
煤i高松︶へ小型ポンプをそれ
また︑防火水槽は︑消防水利の
不足している地域の整備を図るた
め︑．奥野と権現原に40立方メート
ル級の水槽を設置しました︒

が期待されています︒

美々津駅から美々津町並み保存地
区︑温泉施設整備が計画されてい
る日向サンパークまでを結ぶウォ
ーキングコースの中間地点として
今後︑市内外の多くの人々の利用

また︑今秋︑JRが選定した

設︑芝生広場を整備しました︒

駐車場をはじめ︑案内板︑休憩施

車2台︑乗用車24台が利用できる

南部地区の活性化と観光振興を
図るため︑権現崎海洋性植物群落
及び照葉樹として市の文化財にも
指定されている権現崎公園を16
26万4000円をかけて︑大型

権現崎公園整備事業

@戴勝

●
ぞれ配備しました︒
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サンバ
設置し︑待合室を兼ねるようJR
と協議しています︒

間 勤労体験学習の実施について
答 現在︑中学校の進路指導の授
業において職場体験学習を実施し
ています︒小学校のウィークエン
ドサークルでは月−回程度︑農業

体験を実施しているところもあ
え︑推進していくよう努めます︒

り︑今後とも︑その重要性を踏ま

南部地区

問 農業集落排水事業について
筥 平成9年度より秋山地区に着
手しており︑その進捗を考慮しな
がら今後検討したいと思います︒
問 サンパーク温泉施設の整備に

美々津公民館

10月28日

ビスの後退や弊害の心配について
答 既存施設と新規事業者の競争
が考えられますが︑サービスの低
下がないよう助言指導するほか︑
非該当となった方への対応も十分
ついて

平成13年度完成を口指しています︒

り︑今年度︑実施設計を行う予定
です︒市民の健康増進と地域の活
性化を目的とした多世代交流型の
施設を目指し︑来年度に着工し︑

祉関係者等との協議を重ねてお

答 昨年度︑民間の方々を含めた
温泉利用施設開発促進協議会によ
る基本計画書が策定されました︒
現在︑庁内の建設準備委員会や福

配慮するよう努めます︒

問介護保険制度導入によるサー

し︑体制の拡充を図りました︒

ク温泉施設は来年度着工

先月号に引き続き﹁市民の声を聞く会﹂の後半4会場の内容を一部ご
紹介します︒なお︑詳しい内容については︑後日︑各区長あて送付します︒

﹁市民の声を聞く会﹂は︑市民の皆さんのこ意見やご要望などを市政

したいと考えています︐

他市の状況等も調査しながら対応

年4月に改正しており︑今後とも︑

の変化等に伴って限度額の改正を
してきました︒近年では︑平成9

に反映させるために開催したものです︒今年度は︑10月5日から28日ま
で市内8会場で関きました︒

日野屋枝郷地区
大 王 谷 公民館

10月22日

間 自治公民館建設に対する建設
費補助金の増額について
昭和42年度以来︑建設費の助

間 市民の憩いの場である櫛の山
の整備について
答 今後︑桜の樹木の保護と眺望
を良くするための雑木の間伐を予
定しています︒道路途中の駐車場
の新設については︑地形的に適当
な場所がなく難しいと考えます︒

細島地区
10月25日

南日向公民館

10月26日

平岩地区
前

問 南日向コミュニティセンター
建設に伴う駅施設について
筥 同センターは︑地元の意見等
を反映させながら整備を進めてい
ます︒駅への通路はセンター内に

﹁﹂
﹃一ヒ﹁

r皆

型

．

﹂

トの意見をまとめ閉会しました︒

最後に︑コーディネーターの井
上さんが︑﹁まちづくりは︑市民
がいかに関わっていくかが課題︒
そこに住む人が楽しければ︑黙っ
ていても人は集まる︒そんなまち
づくりを心掛けたい﹂とパネリス

が寄せられていました︒

の話があり︑参加者らからも質問

くり﹂﹁勝ち負けのまちづくり︑
勝ち負けに関係ないまちづくり﹂
﹁あきらめないまちづくり﹂など

■■躍■■■匿刈■■■■■

細島地区コミュニティセンター

問 学社融合の推進について
筥 現在︑市内すべての学校にお
いて学社融合に取り組んでおり︑
大きな成果を得ています︒また本
年度︑地域で子どもを育てる環境
の整備と様々な教育活動や家庭教
育を支援することを目的に﹁日向
市子どもセンター協議会﹂を設置

ら

公民協同のまちづくりを議論した

また︑日向市駅については﹁そ
の器は作られつつある︐しかし︑
文化は市民が創るものであり︑そ
のためにも皆さんの声が大切だ﹂
と締めくくりました︒

住んで楽しい町に
人は集まる
第2部は︑宮崎日日新聞社の井
上敬雄さんをコーディネーターに
迎え︑﹁日向のまちづくりと都市
景観﹂をテーマとしたパネルディ
スカッションが行われました︒

パネルディスカッションは︑講
演を行った篠原さん︑建築家の内
藤廣さん︑宮崎大学助教授の吉武
書信さん︑㈱宮崎まちづくり計画
代表取締役の河野敏郎さん︑日向
市女性フォーラム実行委員長の塩
月智恵子さんをパネリストに﹁こ
れからのまちづくり﹂や﹁まちづ
くりに市民はどのように参加する
のか﹂︑﹁市民︑行政の役割はどう

あるべきか﹂などについて意見の
委員からは︑﹁しぶといまちづ

発表がありました︒

，

日向・医師地区都市景観シンポジウム
人が参加しました︒

シンポジウムでは︑基調講演と
パネルディスカッションがあり︑
｢紀の都市整備の方向性につい
て議論がなされました︒

また︑会場では︑日向市駅鉄道
高架デザイン検討委員会で検討さ
れているデザイン︵案︶の模型や日

向市中心市街地整備事業に関する
パネルも公表され︑訪れた市民ら
が真剣に見入っていました︒

駅は文化発信の拠点
文化は市民が創るもの
シンポジウムの第−部は︑東京
大学工学部教授で︑日向市駅鉄道
高架デザイン検討委員会委員長の
篠原修さんが︑﹁都市景観と鉄道
施設のデザイン﹂という演題で︑
基調講演を行いました︒

篠原さんは︑日本の駅舎の歴史
を紹介しながら︑﹁駅は︑それぞ
れの地域文化を発信する拠点とな
る︒これからは︑地域の個性化や
差別化を表現する駅が求められて
いる﹂と訴えました︒

Z

答

成を行うとともに︑社会経済情勢

県及び市はH月11日︑景観にも

公民館で開きました︒

配慮したうるおいのある都市環境
の形成を図るため︑日向・入郷地
区都市景観シンポジウムを市中央

の協同方式や都市景観の誘導方式
等についての論議を深めるため︑
現在事業が進められている日向市
駅周辺のまちづくりを対象に行わ
れたもので︑市内外から約550

方︑中でも民︵住民︶と公︵行政︶

これは︑今後の都市づくりの方
向とこれを支える公的事業のあり

●

﹁男

、

6
7

、

隔

21

騨

公表された日向市駅鉄道高架デザイン（案）

さまざまな意見等が寄せられた市民の声を聞く会
パネルディスカッション

■■■■■■■■圏墜噛鍬．．こ凋1
それぞれの立場から活発な意見が出さ

，

U

︾

日向市細島みなと資料館が完成
しH月13口︑オープニングセレモ
ニーが行われました︒

同資料館は︑細島八坂区にある
市指定文化財﹁高鍋屋旅館及び付
属屋﹂を改修したものです︒県内
でも珍しい木造3階建の本館は︑
大正から昭和初期の旅館の風情が
残されています︒

1階は︑当主の居間と納戸があ
り︑玄関口には電話室を設けてい
ます︒居間には︑平書院と床の間

港に関する資・史料を展示
日向市細島みなと資料館オープン
があり︑押し入れの中には作り付
けの戸棚もあります︒2階には︑
3つの客室と廊下があります︒ま
た︑階段のホール側には︑透かし
彫り意匠の欄干が取り付けられて
います︒3階は︑3つの客室︑3
畳の布団部屋があります︒このよ
うに︑多くの人々が宿泊した往時
のにぎわいがうかがわれます︒

この本館及び付属屋と併せて本
館北側の市指定史跡﹁高鍋藩御仮
屋跡﹂に建つ管理棟は︑昭和40年

日向市細島みなと資料館は︑そ
の建物自体が歴史的価値があるこ
とに加え︑館内には約100点の
した︒11月13日︑14日は︑開館を

開館式で赤木市長は﹁市の大切
な財産として︑大いに活用される
ことを願います﹂とあいさつしま

を資料展示室としています︒

代の建物で︑1階を学習室︑2階

展示品が収められています︒

毎週月曜日及び12月29日から1月

料館︵麿55−0329︶へ︒

詳しくは︑日向市細島みなと資

体割引があります︒

3日までの年末年始です︒入館料
は︑↓般が210円︑小学生から
高校生までが100円で︑別に団

同資料館の開館時間は︑午前9
時から午後4時まで︒休館日は︑

が市内外から訪れました︒

記念して入場無料で開放されまし
た︒2日間で500人以上もの方

展示品には︑大正時代から戦前
まで使われていた民具のほか︑船
の通航手形などの古文書︑家紋を
記したミニチュアの旗︑細島の占
い写真︑幡浦遺跡からの出土品の
一部及び旧高鍋屋旅館に関わる書
画類などがあります︒

旧高鍋屋旅館は︑平成9年2月
に三輪谷さんから市に寄贈いただ
いたものです︒市は︑平成8年度
から10年度まで約8600万円を
かけて整備しました︒

○

全国の腕自慢たちが集合
若男女約600人が参加し︑はま
ぐりだけがもつ手触りや打ち味を
楽しみながら熱戦を繰り広げてい

第12回H向はまぐり碁石まつり
第12回日向はまぐり碁石まつり
が10月31日︑日向市文化交流セン

ターで開かれました︒

大会は︑選手権戦の部︑段級位
によって行われる一般の部︵9ク
ラス︶及びシルバーの部︵3クラ
ス︶に分かれて︑各クラスで好対
局が展開されました︒また︑会場
では︑大人の中に交じりながら健
闘する子供たちの姿も見受けられ
ました︒

灘坊市長ら5人が来市
市の友好都市である中国灘坊市
の経済視察代表団が︑11月9日か
ら11日まで日向市を訪れました︒

視察団は︑王玉秀灘坊市長を団
長とする5人︒団員には︑元日向
市の国際交流員で日向親善大使の
劉隔地さんも含まれていました︒
視察団の歓迎式は11月10日︑庁

葉を述べました︒

舎玄関前で開かれ︑﹁短い期間で
すが︑市民との積極的な交流を期
待します﹂と赤木市長が歓迎の言
︻行は滞在期間中︑商工会議所
や東郷メディキットの訪問︑細島
港の視察を行うとともに︑対外友
妃協会の交流の夕べに参加し︑市
民との交流を深めました︒

99日向現代彫刻展が︑
11月7コ口ら12月4日ま

で日向岬グリーンパーク
で開かれています︒開幕
式では︑今年度の彫刻展
大賞が発表され︑西巻一

彦さん︵神奈川県︶の
﹁宿借り︵日当たり良好︶﹂

示することになっています︒

彫刻展大賞と市民の投票によっ
て選ばれる市民大賞は︑市内に展

解説しています︒

は︑﹁現代社会の中で時
間に追われながら生きて
いる私たちとヤドカリのイメージ
を重ね合わせ︑ヤドカリのように
生きる姿をユーモラスでちょっぴ
り皮肉を込めて仕上げている﹂と

館館長の三木多聞さん

あたった東京都写真美術

大が受賞しました・塁に

覇圏圏團驕羅嚢網讐轟轟闘罵蟹極

ン勺，
大正時代の面影を残す本館2階
方しをまる切
資団ら藩臣隈9

中堀町の長谷川四郎さんが準優勝しました。
また、参加者全員には、日向市高齢者クラ
ブ女性部から千代紙ではまぐりをかたどった
飾りがプレゼントされました。

ました︒

神奈川県︶

選手権戦の部は︑前回大会優勝
者やアマ招待選手︑各県代表者ら
が出場︒熱戦の結果︑アマ招待選
手の原田実さん︵63歳

は、四段及び三段がひしめくDパートの部で、

この大会は︑全国唯一のはまぐ
り碁石の産地・日向市ならではの
本物のはまぐり碁石と櫃碁盤を使
っての大会とあって︑毎年数多く

が見事栄冠を勝ち取り︑日向特産
のはまぐり碁石・櫃碁盤・碁笥の
セットを手にしました︒

会場は、終始のんびりとしたムードの中、
和やかに対局が行われました。上位入賞者で

二段．と日向市出身の園田泰隆九段

になったものです。

また︑これらと併せて人気を呼
んでいるのが︑ゲストの指導碁︒
対局の合間に︑プロ棋士から直接
指導してもらえるとあって︑毎年
申込者が殺到します︒今年のゲス
トは︑石田芳夫九段︑大沢奈留美

たちに大変喜ばれていました︒

これは、平成8年度に開かれた全国ねんり
んピック宮崎大会を継承し毎年開かれるよう

の腕自慢たちが全国各地から集い
ます︒今年も遠くは新潟県から︑
また年齢は5歳から87歳までの老

●
また︑会場では︑日向蛤碁石・
罹碁盤協同組合による碁石及び碁
盤の展示即売会も行われ︑参加者

県内の60歳以上120人が参加しました。

の3人︒3人は︑指導碁のほかに
次の一手クイズや選手権戦決勝の
大盤解説などで︑大会を盛り上げ

元気な宮崎ねんりんピック99・囲碁交流

歓迎式でお礼を述べる王玉芽灘坊市長
日向現代彫刻展大賞を受賞したr宿借り」

てくれました︒

ねんりんピックには120人

8
9

羅嚢
蕪謹鰻饗

訓﹁

︑．

全国規模となったはまぐり碁石まつり

大会は10月30日、JA日向会館で開かれ、

テープカットでオープンを祝う赤木市長ら

僧望する方は市総務際（三内●22341畿で

目ら11月17日まで秋季キャ

バファローズが︑10月21日

プロ野球球団 大阪近鉄
打つ︑捕るといった基本的
な動作を︑直接︑プロの選

が参加︒児童らは︑投げる︑

る児童・生徒ら約300人
市内9会場で︑住宅相談を行いま
した︒各会場には︑大工や左官︑
電気︑水道︑塗装︑造園など建設

のほど﹁第22回住宅デi﹂として

宮崎県建設産業労働組合は︑こ

㊤宅デーで響相談

ンプのため日向市を訪れま
手から学びました︒

0年も近鉄がキャンプ

した︒

と︵．梨田監督は﹁日向での

おじやみつくりを指導しました︒

高齢者の皆さんは︑子供たちの手
を取りながら竹細工やわら草履︑

ィア﹁さわやか﹂の皆さん約80人︒

指導に当たったのは︑向江町・
亀崎中高齢者クラブと美々津お舟
囲の会︑高齢者保健福祉ボランテ

めようというものです︒

れました︒これは︑地域の高齢者
やボランティアと小学生が︑創作
活動等を通して世代間の交流を深

が10月30日︑大王谷小学校で開か

日向市シルバー地域文化伝承館

⑪学生と円葉めました

大変好評を得ていました︒

また︑相談の合間には︑包丁研
ぎやまな板削りの無料サービス︑
もちまきや丸太切り競争などのレ
クレーションも実施し︑市民らに

じていました︒

加し︑訪れた市民らの相談等に応

産業に従事する組合員約20人が参

キャンプには︑梨田昌孝
新監督をはじめ選手︑役員
ら約100人が参加︒来シ
ーズンのV奪回を目指し︑
暖かい南国の地・日向市で
近鉄日向協力会ではn月
H日︑選手激励のため︑日
向特産の平兵衛酢ジュース
などを贈りました︒﹁実り
あるキャンプにしてくださ
い﹂と赤木市長が激励する

また︑近鉄の選手による

の練習に汗を流しました︒
少年野球教室が11月6日置

キャンプを生かし︑日本一
を目指します﹂とこたえて

お倉ケ浜総合公園野球場で
いました︒

を練り歩きました︒

財光寺地区のひょっとこ踊りは
肌を見せず︑腰を振らないのが特
徴︒きつねは神の使者︑ほうき踊
りはすべてを払い清める意味があ
り︑顔の手前に差し出す手は自分
自身を写し出す鏡だそうです︒踊
り手の皆さんは︑自作のお面をか
ぶり︑練習の成果を存分に発揮し
．蔚ていたようです︒

ばせ身をたましひを﹂︒

財光寺小学校の第−庫入学生の
皆さんが︑今年還暦を迎えたこと
を記念し︑同校に若山牧水の歌碑
を建立しました︒歌は︑児童の健
やかな成長を願う﹁若竹の伸びゆ
くごとく子ども等よ︑真直ぐにの

い﹂と感謝の言葉を述べました︒

除幕式はH月2日︑全校児童や
卒業生の見守る中︑同校運動場で
開かれました︒歌の朗詠に続き︑
児童代表の原田美里さんが﹁歌の
ように真っすぐに成長していきた

O詰響ξきりと
日向市民生委員・児童委員協議
会では11月4日︑大王谷地区にあ
いました︒この森は︑昭和53年の

る﹁福祉の森﹂の国払い作業を行
民生委員制度60周年を記念して設

置されたもので︑約ーヘクタール
の敷地に杉やヒノキが約1700
本植栽されています︒

による下払いが恒例となってお

毎年秋には︑会員らの奉仕作業
らした踊りなどを披露︒

る成長を願い汗を流しました︒

中でも︑壮年部による仮装行列
は奇抜な衣装とユニークな踊りで
観客の笑いを誘っていました︒

り︑快晴に恵まれたこの日も10
0人を越える参加者が樹木の更な

また︑3日の午後には各地区に
よるパレード隊が出発︒財光寺南
小学校から塩見橋南詰までのメイ
ンストリートが︑たくさんの観客
で埋め尽くされました︒稚児行列
や獅子舞︑舞踊隊など約1000
人が参加し︑それぞれが趣向を凝

㊤暦記怠に歌魏壱●立

一二三回報

開かれました︒

教室には︑市内
の小中学校で軟式
野球やソフトボー
ルに打ち込んでい

亀

｛
三百年の伝統を誇る財光寺地区
の五十猛神社秋季例大祭がH月2
日︑3日に開催されました︒期間
中︑天候にも恵まれ︑今年も地区
内外からのたくさんの人出でにぎ
わいました︒
初日の本宮祭では︑神事のあと
地区内の小中学生が﹁浦安の舞﹂
を奉納し︑祭りが幕開け︒恒例と
なっている入り厄の男性らによる
ひょっとこ踊りやみこしが地区内

f

70
77

②光寺の馨彩る

広報畿に掬廟された辱翼を差し上げ畿す。

■

土の歴史
市制施行50周年記念

日向市史纈さん事業

その後︑明治31年に美々津村が

つでした︒

と細島が合併して富島町が誕生し

町制を施行し︑昭和12年には〆高
ました︒岩脇村は︑昭和26年の日
向市誕生まで村制が続きました︒
写真は︑大正10年︵1921年︶

に富高村が富高町になった町制施

導入した国は︑アイルラン
ド︑イタリア︑オーストリ
ア︑オランダ︑スペイン︑
ドイツ︑フィンランド︑フ
ランス︑ベルギー︑ポルト
ガル︑ルクセンブルグです
が︑ユーロの紙幣︑硬貨は
まだ発行されていません︒

2002年1月からユー
ロの紙幣と硬貨が︑使える
ようになります︒紙幣には
7種類︵5︑10︑20︑50︑

ルがデザインされています︒
アイルランドの場ムロ︑硬

でも使うことができます︒

貨の裏はハープです︒しか
し︑どの紙幣・硬貨も作ら
れた国にかかわらずユーロ
に加盟している国ならどこ

長い目で見てユーロは︑
ドルや円と同じような大き

ユーロには︑各国間での
物価の水準の差が比較でき
るなど︑いろいろな利点が
あります︒観光客は︑両替
することなくすべての国々
で利用できるので︑とても

い通貨になると思います︒

﹁ケルテイック﹂とは︑
アイルランドの言語や文化

便利になると思います︒

2︑5︑10︑20︑50のセン

100︑200︑500︶
があり︑裏にはヨーロッパ
の建築物が印刷されていま
す︒硬貨は︑8種類︵1︑
トと一︑2のユーロ︶あり

一人・登喜子（本谷）
千幸・美智（秋留）

富高町誕生時の写真
地方分権一括法が成立し︑その
流れの中で自治体の合併が取りざ
たされていますが︑現在の市町村
制の基礎が築かれたのは明治22年

︵1889年︶の市制・町村制の
施行です︒

る。守るのだ一将門の血を

行時のものです︒写っている人は︑

当時の町長と役場の職員︑村の長
老ではないかと思われます︒後ろ
の建物は役場で︑映画やTVドラ
マの時代劇を思わせる作りです︒
それは︑この地が幕府の天領であ
った時代に置かれた役所︵西国郡
代富高陣屋︶だったからで︑現在の
中町︑幸福神社付近と思われます︑

◆ぼくがパジャマにきがえていると（にしかわおさむ）◆ね
ぎぼうずのあさたろう・その1（飯野和婿）◆バーバパパの
どうぶつさがし（アネット・チゾン）ほか
◎一般図書 ◆ユタが愛した探偵（内田康夫）◆ターグット
（楡周平）◆徳川将軍と天皇（山本博文）◆安部先生、患者の
命を蔑ろにしましたね（櫻井よしこ）◆優しい時間（ハ千草
薫）◆体にいい鍋ものレシピ（主婦と生活社）◆気になる検査
値食事で治そう（日本放送協会）ほか

隆二・美香代（長江）

欧州連合の11か国で導入したユUロは︑ド
ルや円と同じ大きな通貨になると思います
1999年1月1日から

ったのかは分かりません︒

毎週楽しみです。初めからすると

司

欧州連合︵EU︶の11か国
は︑﹁ユーロ﹂︵欧州蛍位通

また︑役場の入り口︵モンマー
ト橋口前付近︶には︑天領門と呼
ばれていた門がありました︒戦後
もしばらくはあったようですが︑
その後取り壊されました︒この門
の大きな柱は︑しばらく近くに置
いてありましたが︑その後どうな

ユーロ／イボンヌ・マクロックリン

0⁝諺O刀鄭

なったホ

市史編さん室︵置内線2236︶

では︑日向の歴史に関する皆さん

いこう（斉藤洋）◆パパはウルトラセブン（みやにしたつや）

現在の日向市域では︑これによ
り細島町︑富高村︑岩脇村︑美々
津村が誕生しました︒細島町は︑
当時県下では5つしかない町の 一

平出門が護持していた三種
の神宝を現世で狙うものがい

猛1歳￠
貨︶を導入し︑加盟してい
る国の通貨との交換レート
を決定しました︒ユーロを

からの情報をお待ちしています︒

ぎました。

木田晴菜ちゃん
現在、放送大学の生活科学コー
スで心理学や福祉論を勉強してい
ます。全科履修生として入学した』
ので、大学卒業を目指し頑張って

を意味しています︒

の仕事をしています。利用者との
交流が楽しくて充実しています。

色伝奇サスペンス。

②
映画やTVドラマを思わせる富山町時代の役場門

圧倒的スケールで放つ、異
崎エース食品に勤務して3年が過

霊．

ます︒硬貨の表は︑共通の
デザインですが︑裏はその
硬貨が作られた国のシンボ

ノ

昨年の12月から白浜学園で事務

◆しんだいとっきゅう・リゾートれっしゃで
◎児童図馨

通っています。多くの友達ができ、

いきいき
青春トーク

奔西走するはめに。

中華食品を製造している（有）宮

柏田祐希くん
います。

．1日ook1

72
73

美帆さん（22歳＝平野町）
黒木

「蹴：江良町）
ロー

《新刊案内》

昨年4月から勤労青少年ホーム
の教養講座でバドミントン教室に

結構うまくなったと思います。

ひく大学生・竜野は、夢の中
で将門の娘・瀧夜叉姫のお告
げを受け、伝説の宝を求め東
黒

一睡の陰『養沢元彦．著
今月の1冊

麺⑳朗

おしらせ

這

年末年始の市の業務

こみの持ち込みは
冾ﾌ正午まで
市役所は︑12月29日から

1月3日まで休みとなりま
す︒そこで︑年末年始の市
の業務をお知らせします︒
■戸籍届
出生届や婚姻届などは︑
市庁舎玄関横の警備員室で
受け付けます︒住民票や戸
籍の写し︑印鑑証明等は︑
発行できません︒

■水道の修理

水道の修理については︑
浄水場︵君5415500︶
へ お 問 い 合 わ せください︒
■東郷霊苑︵火葬場︶

1月−日︑3日︑5日の
み休みとなります︒

■し蒔くみ取り
年末は12月28日まで︑年

始は1月5日からです︒突
発的な事故等は︑浄化セン
ター︵85415277︶へ

りです︒
◇12月23日目木︶1一平常どお

り燃やせるごみを収集しま

す︒

◇12月29日︵水︶11月・木曜

日コースの燃やせるごみを

収集します︒
◇12月30日︵木︶11火・金曜

日コースの燃やせるごみを

収集します︒

◇12月31日︵金︶11持ち込み

のみ

※正午で閉門 し ま す

◇1月1日〜3日11休み

※持ち込みも で き ま せ ん
詳しくは︑市環境整備課

︵實5312256︶または

清掃センター︵倉53134

01︶へ︒

も禁止されています︒

ください︒

また︑引っ越しや大掃除
で出た一時多量ごみや粗大
ごみも︑専門の収集業者に
委託するか︑清掃センター

に直接持ち込んでくださ

い︒センターでの処理費用

は必要ありません︒

センターは︑土曜日と祝
日は休みですが︑平日と日
曜日は持ち込み可能です︒

詳しくは︑市環境整備課
︵君5312256︶へ︒

償却資藍の申告

申告してください
有形の固定資産

償却資産とは︑会社や個
人で工場や商店を経営して
いる方が︑その事業のため
に用いることができる構築
物︑機械及び装置︑船舶︑
工具︑器具︑備品等の有形

の固定資産を言います︒

市内にこれら事業用の償
却資産をお持ちの方は︑毎
年−月−日現在の資産の所

有状況を︑1月31日までに

とになっています︒

申告しなければならないこ
申告書は︑12月中旬に発

送する予定です︒必ず︑期

限内に申告してください︒

詳しくは︑市税務課︵燈

内線2113︶へ︒
保険匿の切り誓え

12月から変わります

国保の保険証

国民健康保険被保険者証

︵保険証︶が︑12月置日か

ら変わります︒新しい保険

証は︑一般被保険者証が
﹁空色﹂︑退職被保険者証が

いします︒

詳しくは︑宮崎地方法務

局総務課︵80985122
15124︶へ︒
地填撫曲面の棲盒緬め切り

期限が迫りました
換金はお早めに
今年3月20日目ら交付を

開始しました地域振興券は︑

6か月間の使用期限が9月
冾 もって満了となりま
した︒また︑特定事業者の

をもって満了となります︒

換金についても︑12月20日

特定事業者の方には︑既
に通知していますが︑期日
を過ぎると無効となります
ので︑ご注意ください︒

﹁ペールオレンジ色︵うす

いる保険証は11月30日まで

皆さんが現在︑使用して

いオレンジ色︶﹂です︒

一

一

獅ﾌ相談

午後2時30分〜

き■1月13日︵木︶

◇医師による個別健康相談
と

ところ■健康管理センター

一︵實内線2181︶

内 容■婦人の病気に関
する相談
医 師■渡辺病院・渡辺
命平医師
申込方法■1月親日まで
に市民健康管理センタ

なお︑新しい保険証は郵
送しますが︑記載内容に間
違いがあった場合は︑保険
証と印鑑をもって市民課ま

日までに市農業委員会へ申
請書を提出してください︒

■

0．
0〜4
ヨ

0

つり

0

き■12月17日︵金︶

エ

0⁝0〜5

き■12月7日︵火︶

き■12月9日︵木︶

00〜15

00

き■12月14日︵火︶

10

ところ■青少年ホーム

と

◇年金巡回相談

申込先■852−1010

ところ■社会福祉協議会

と

◇法律相談︵要予約︶

ところ■中央公民館

と

ところ圃中央公民館
◇人権・行政相談

と

◇交通事故巡回相談

へご連絡ください︒

該当する方は︑来年−月10

市選挙管理委員会は︑毎
年−月−日現在で︑有権者
の申請に基づき﹁農業委員
会委員選挙人名簿﹂を作成
しています︒次のすべてに

農業をする方は登録を

廣業委員会委員言挙人名簿

︵實内線2155︶へ︒

詳しくは︑市健康管理課

新しくなります︒

また︑﹁はり・きゅう・
マッサージ施術受診券﹂も

でお越しください︒

しください︒

からは︑新しい保険証を使
うことになりますので︑古
い保険証は市健康管理課ま
たはお近くの支所までお返

しか使えません︒12月−日

冒 一
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冒 一
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冒
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冒一一 層
一一
曹
曹 一
一一
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一一 曽
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曹曹
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一曹
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曹
曹一一曽
一一一曹曽
一

曹
一一一 一一

一■ 一
一

一

ご連絡ください︒

①市内に住所のある方

■こみの収集
ごみの収集は︑次のとお

②20歳以上の方︵昭和55年

4月−日までに生まれた方︶
③耕作面積が10アール以上

事業所などから出る一般
廃棄物は︑専門の収集業者
に収集を委託するか︑清掃
センターに直接持ち込んで

ある方︑もしくはその方と

同居の親族または配偶者
で︑年間の耕作従事日数が
勛ﾈ上ある方
申請書は︑12月中に送付

合わせください︒

しますが︑届かなかった方
は︑市選挙管理委員会︵費
内線2231︶までお問い

環填藍働課からのお知ら せ

こみ処理は
ルールを守って
馬肥地方法務局 か ら の お 知 ら せ

詳しくは︑市企画課︵8
内線2218︶へ︒
生活相啖係からのお知らせ

かたり商法にご用心

詳しくは、延岡税務署（80

してください。

982−32−3301）へ。
〜止まって確認！無事故に挑戦〜

昼休みの窓口業務を
開始します

宮崎地方法務局管内の登
記所では︑昼休みの時間帯
︵正午から午後−時まで︶
についても証明書の発行な
どの窓口事務を取り扱うこ
とになりました︒
なお︑午前11時45分から

市内では最近︑﹁健康管
理センターの方から来まし
た︒健康によいものを買い
ませんか﹂と︑高価な健康
器具や薬などの紹介︑販売
を行っている事業者が出没

98件

軽にご相談ください。

午後−時45分までの間は︑

人身事故死亡負傷者物日事故

（壼0985−28−1199）や弁護士無料

12

年金係までお越しください。

相談（予約制）も行っています。お気

⑰…身元調査・断・運・・を推進・て
75

（一18）
（一14）
（一1）

42人
0人
38件

（》内前月比

控除が受けられます。

ただし、他市町村在住時に納
付したものや社会保険事務所発
行の納付書で納めた分は、日向
市の納付確認書には含まれませ
んので、申告時に領収書を提出
（一10）

ださい。それまでに必要な方は、

10月中の交通事故

ら金曜日まで無料交通事故相談を実施
しています。時間は、午前9時30分か
ら午後4時40分まで。また、電話相談

一

しています︒

（11：10〜15：50）

平成II年度中に日向市で納付さ
（9：00〜16：00）
24日（金）／県総合庁舎

れた保険料額は、来年1月中旬
ごろに納付確認書を発送します
ので、税金の申告時にご使用く
日向警察署

Q．納付した国民年金保険料は、

宮崎自動車保険請求センター（燈09

薗一

市役所の市民健康管理セ
ンターの保健婦は︑自宅で

（9：30〜11：30）

85−24−7921）では、毎週月曜Bか

職員が交替制勤務となりま
すので︑ご不便をおかけす
る場合もあるかと思います
が︑ご理解とご協力をお願

8日（水）／東ソー日向

無料交通事故相談

■曹
曹
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肴《ぎ窒Q＆A
12月の献血

一層

一一

一
19

税金の控除対象になりますか。
A．はい、全額控除されます。
（13：00〜16：00）
16日（木》／日向工業高校

住宅借入金等特別控除
住宅ローン等を利用してマイ
ホームを新築や購入、増改築を
したときには、一定の用件のも
東郷メディキット

年間、住宅借入金等特別控除を
受けることができ、所得税が軽
減されます。控除を受けるため
には、確定申告をする必要があ
ります。ただし、サラリーマン
の人は、1年目に確定申告をす
れば、2年目以降は年末調整で
日向市分

家庭生活から出る燃やせ
るごみは︑庭などで燃やし
たりせず︑決められた収集
日に透明袋に入れて出して
ください︒壊れた焼却炉や
ドラム缶などで燃やすこと
この社会あなたの税が
生きている

と、居住の用に供した年から15
9：10〜10：40）
（

12月分
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12月の岡岬
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おしらせ・もよおし・ぼしゅう

どを含めたすべての労働者

に適用されます︒

これは︑﹁かたり商法﹂
といって悪質商法の一つで
す︒あたかも︑健康管理セ
ンターや消防署︑郵便局な
どの公的機関からの訪問ら
しく装い︑健康器具や薬︑
消火器などの商品を売り付
◇効力発生日1110月−日

◇時間軸11595円

は行いません︒

療養している方を訪問し︑
健康チェックや指導などは
行いますが︑物品等の販売
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

ける商法です︒

公的機関が各家庭を回っ
て商品を売ることは︑まず
ありませんので︑このよう
なときは必ず相手の身分証
明書の提示を求めて︑本当
かどうか確認することが大
切です︒

不審に思ったら︑公的機
関などに確認しましょう︒
詳しくは︑市民課生活相談
係︵8内線2139Vへ︒
宮崎県最低賃金

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
が適用される者を除く︶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

後6時30分〜

◇会場11市中央公民館

◇内容11市内福祉団体によ
るバンド演奏や踊り︑ジェ
スチャーゲーム︑カラオケ
のほか︑お楽しみ抽選会も
あります
◇入場料11無料︵ただし︑
入場整理券が必要です︶

◇入場整理券配布場所・問

または市福祉事務所︵8内

い合わせ11日向市社会福祉
協議会︵君5212572︶
線2171︶

手当は含まれません︒

︽宮崎県最低賃金︾

◇日額114756円

詳しくは︑宮崎労働基準

局賃金課︵盛0985124

12205︶へ︒

消防署からのお知らせ

年末年始の通報は
こ注意を

に不安視されています︒

現在︑コンピュータ﹁2
000年問題﹂が︑社会的

この問題は︑皆さんから
の緊急通報である消防署へ
の一19番通報についても
例外ではありません︒これ
により年末年始の119番
通報がつながらない場合が
考えられます︒万が一︑l
19番通報がつながらない
場合には︑①雪521284

0︑②雪5214613︑③

費5212476︑④燈09

01108117106へ

ご来場を予定されていた
皆様にはご迷惑をおかけし
ますが︑ご理解とご協力を
お願いします︒
◇日時1112月15日︵水︶午後

−時30分〜

◇会場11市中央公民館

◇講師11福田雅子さん︵N
HK解説委員︶

お電話ください︒

それでも不通の場合は︑
消防署︑分遣所またはお近
くの消防団詰め所まで直接
ご連絡ください︒

詳しくは︑市消防本部

︵費5212840︶へ︒

高齢者保優福祉の畿ちっくリ購濱会

高齢者福祉について
理解を深めよう

市は︑高齢者福祉や介護
保険制度について理解を深
めていただくために﹁高齢

希望する方は︑お早めに申
し込みください︒

◇日時11平成12年−月4日
︵火︶午後0時30分〜

◇会場皿JA日向会館5階
◇申込期限1−12月15日︵水︶

◇参加費112000円

※期日を過ぎると名簿に掲
載できません

もの〜取材の出会いから〜

◇演題11人間は尊敬すべき

費を添えて申し込んでくだ

◇申込方法11名刺−枚に会
さい

◇申込先11市総務課︵雪内

線2222︶または日向商

彰；各種目の6位まで表彰（そのほか、
参加賞、ラッキー賞、特別賞あり）

1500円、一般／3000円（昼食

◇申込締切＝平成12年1月21日（木）当日消印有効

代を含みます）

◇申込方法；所定の申込用紙に必要事項を記入
のうえ、参加料を添えて申し込ん
でください
◇申込先；市教育委員会社会体育課内・日向
内線2453）

ひょっとこマラソン実行委員会（8

者いきいき生きがい講座﹂ ⁝ 169︶
﹁高齢者福祉サービスふれ ⁝
あい講座﹂の公開講座とし ⁝
﹁障害者の日﹂配念のつどい
て次のとおり講演会を開催⁝
グームを通して
します︒
⁝
障害者との交流を
◇日時1112月4日︵土︶午前⁝
10時〜n時30分
12月9口は︑﹁障害者の
⁝
◇会場11日向市総合福祉セ ⁝ 日﹂で︑3日から9日まで
ンター︵富高中原︶
は﹁障害者週間﹂です︒こ
⁝
◇講師11荻野利子さん︵九 ⁝
の障害者週間を記念して日
州保健福祉大学・社会福祉⁝ 向市身体障害者団体連絡協
学部︶
⁝ 議会及び日向地区内部障害
◇演題11これからの高齢社
⁝ 児者連絡会では︑市民の皆
会をどう生きるか！
⁝ さんに障害者問題について
◇対象11どなたでも参加で
⁝ の理解と認識を深めてもら
き︑受講料は無料です
⁝ うために︑﹁障害者の日﹂
記念のつどいを開きます︒
⁝

◇表

◇問い合わせ11市福祉事務

︸所高齢者福祉係︵燈内線2︸

る正規の通信制の4年制大 ⁝
学です︒趣味や目的に応じ ⁝
て1科目から学べるほか︑ ⁝
所定の単位を修得し卒業す 一
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 ⁝
ます︒
⁝
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 ⁝
エクTV！︶で視聴するこ ⁝
とができます︒

◇募集学生11全科履修生
︵卒業を目指す学生︶︑選科

履修生︵1年間在学する学
生︶︑科目履修生︵1学期
問在学する学生︶
◇開設授業科目11人文・社

会・自然・産業などの幅広
い分野の約300科目

．◇日時1112月7日︵火︶午

8000円︑選科履修生／
6000円︑科目履修生／
4000円
※ただし︑日向市民につい
ては︑市が半額助成します︒
◇授業料111単位当たり4
500円︵教材詠込み︶
◇受付期間1112月15日︵水︶
〜2月15日︵火︶

放送大学宮崎学習センター

◇資料請求・問い合わせ11
︵費5311893︶

シルバー人材センターからのお知らせ

介護講習会の開催
日向市シルバー人材セン
ターでは︑第2種介護講習
会を開きます︒希望する方
は︑お早めに申し込みくだ
さい︒

◇講習内容口介護の基礎知
識等
◇定員1125人×2回

◇対象者1ーシルバー人材セ
ンター会員及び55歳以上の

健康で働く意欲のある方
◇請習日程111月18日・19

◇受請料11無料
日︑26日・27日

※講習は︑2日間の日程で
行われます︒

◇申込・問い合わせ11㈹日

向市シルバー人材センター
︵君5212200︶
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■子育ての情報が満載1子商てテレホンサービス（雪53−5857）
771■市政に関するニュース・行事等は市政テレホンサービス（552−2000）へ

工会議所︵85215131︶

相談を受け付けています。

平成12年新年賀調交諏会

また、法務局及び市町村在住の
人権擁護委員では、人権に関する

﹁岡和﹂聞層市民購三会

放送大学平成12年度第1学期学生

自宅で大学の授業が
受けられます

ウム等の各種行事を実施します。

一

第6回

放送大学は︑テレビやラ
ジオで大学教育を行ってい

㎜◇入学料11全科履修生／1

すし

詳しくは、宮崎地方法務局延岡

lNほそしま

て、全国各地で講演会、シンポジ

期日が変わりました

一

◇開催期日＝平成12年2月20日（日）【雨天決行】

おたいま詳局
支

支局（費0982−33−2179）へ。

圓画櫨冤鵬
日目でを「第51回人権週間」とし

●

一

一

一一

◇集合場所＝細島工業港「港の森公園」
◇種
目＝①2㎞／小学4・5・6年生
②5㎞／中学生・高校生・一般
③ハーフマラソン／高校生男子・
一般
◇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／
します。
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きました。今年も12月4日から10

参加しませんか
新春の顔合わせ

する1週間（12月4日から10日ま
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48

法務省及び全国人権擁護委員連
合会は、従来から関係機関の協力
を得て、「人権デー」を最終日と

先月号でお知らせしまし
た﹁同和﹂問題市民講演会

施するよう要請しています。

市は︑市内の各種団体の
方が参加する﹁新年賀詞交
歓会﹂を開きます︒参加を

ー」と定め、加盟国に対し人権擁
護活動をするための各種行事を実

の日程が︑12月15日に変更

て、採択日の12月10日を「人権デ

一

一

日向灘のさわやかな潮風を受けながら、新春
の日向路を市外の皆さんと、また家族や友達と
一緒に走ってみませんか。
昨年からハーフマラソンの部が新たに設けら
れ、ランナーの皆さんにとっても大変魅力のあ
るコース設定となっています。
かわいいひょっとこも皆さんのお越しをお待
ちしています。どしどしご応募ください。

人権が侵されたり、侵される恐
れがあったりするとき、また、そ
の他家庭内の相談、借地借家、登
記、金銭貸借などさまざまな問題
でお困りの方は、お近くの法務局
または人権擁護委員にご相談くだ
さい。相談は無料で、秘密は厳守
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で）を「人権週間」と定め、世界
人権宣言の意義を訴えるとともに
人権尊重思想の普及高揚に努めて

になりました︒

連合総会において採択され

む
世ぴ世々て際た
連採と動る務はて一を宣尊しで全等た擁を権あ家金困は

、昭和23年12月10日目第3

﹁及︑国し国し国
権にのと回ま

界人権宣言」は、基奉掛人
自由を順守し確保するため
界のすべての人々とすべて
とが達成すべき共通の目標

一

曹一

一

第51回人権週間

題

．団團圏圃圃冨

あなたの健康をサポートします。
市民健康管理センター（倉内線2181）

（内・循環・小児費550770）

●

乳幼児健診

●23日

☆鮫島医院（整白雪528

■圃●

㎜騨㎜

■3か月児健診

191）☆吉森医院（内・胃腸・循

と

き◇12月10日（金）、21日（火）

環・呼吸5524046）☆永田医院

対

象◇平成ll年9月生まれ

（産婦雪523388）
（内割550157）

日

●26日 ☆古賀内科胃腸科（内・
胃腸監528118）☆長田医院（耳
鼻・咽喉盈520266）☆大久保医

対象◇平成ll年5月生まれ
■1歳児健康相談

闘噛

In

：：：

■撚蹄＼剰渇＝耕蒔並一切

■7か月児健診
時◇12月17日目金）

・，：：ご川

☆医心内科

1，，

日

時◇12月7日（火）

院（外・胃腸倉525338）☆白石

対

象◇平成10年ll月生まれ

病院（内・呼吸雪631365）

からです。

●すくすく教室

■1歳6か月児健診

■塗鵜＼m

日

時◇12月9日（木）

●29日 ☆甲斐医院（外・胃腸2
535000）☆児玉小児科医院（小

対

象◇平成10年5月坐まれ

児a522530）☆ひむかクリニッ

◇日時＝12月22日（水）午後2時〜

時〜1時30分、7か月児・1歳6

院（外・胃腸君525338）☆白石

◇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

か月児・3歳児／午後1時〜2時、

病院（内・呼吸君631365）

忘れずに。

■3歳児健診

ク（内・消化・呼吸倉560030）

日

●30日 ☆古賀内科胃腸科（内・
胃腸倉528118）☆長田医院（耳
鼻・咽喉盛520266）☆大久保医

時◇12月3日（金〉

対 象◇平成8年5月生まれ
※受付時間は、3か月児／午後1

1歳児／午前9時30分〜10時です。
引oocoωIooOOα

母子健康手帳を忘れずに、健康管

●31日 ☆向洋クリニック（泌尿
實525488）☆田中病院（内・精

理センターへ。

神・神経含632211）☆日向内科

予防接種の豆知識

（内・小児・胃腸雪520880）☆

12月の休日在宅医

m回引黒目一〇嘲

●5日

☆渡辺病院（産婦・泌尿

《麻しん（はしか）》

篠原医院（産婦・肛倉631059）

1歳を過ぎたら受けられます。
接種後、1週間ほど経過すると、
軽い麻しん（はしか）に似た症状

※事前に、テレホンサービス
（雪53−1214）で確認を。

雪571011）☆天生堂医院（内・

が見られることがあります。

爪外費538910＞☆こどもクリニ

子育てコーナー

ックたしろ（小児雪561515）☆

《風しん》

巾
切OOoo吋一αN一天

理・歯みがき方法（要予約：歯ブ

麻しんの予防接種終了後または
麻しんにがかった後に受けること
が原則です。現在、乳幼児のお子
さんは、中学生時での接種はあり

武富医院（同君525522）

●母親学級

●12日 ☆千代田病院（内・外・
制外・胃腸・皮a527111）☆柳

◇12月15日（水）／妊娠中の歯の管

田医院（産婦倉522950）☆瀧井

ラシ持参）

ません。生後90か月（7歳半）に

病院（内・精神倉522409）

◇12月22日（水）／分娩時の呼吸方

なるまでに接種してください。

●19日 ☆二木医院（産婦・外・
胃腸費544468）☆協和病院（精

法・赤ちゃんのおふろの入れ方な

現在、中学生の方は、学校での
予防接種はありません。市内の医

神・神経燈542806）☆吉田医院

時間は、いずれも午後1時30分

療機関での個別接種となります。
向
日
市

口数

世

男女帯

人

．ゼ．．て賢1LILL現在）

5堪05墨2》

〈＋60＞

2窯妻94零≧本

〈十24＞

31津ρ言㌧入

〈十36＞

21，？塩1世帯〈十48＞

入生

転出

・●●●●・・●●●●・・●・●

後編
記集

璽⁝

都市景観シンポジウムで︑

日向市田のデザイン︵案︶が

公表されました︒皆さん︑
それぞれに意見があると思
いますが︑日向市のまちづ
くりが少しずつ現実のもの
としてとらえることができ
るようになり︑うれしく思

います︒

今年も残り一か月余り︒
来年のことを話すと鬼が笑

うと言いますが︑10年間︑

︽矢野︾

N先のことを考えずには
いられません︒広報紙もそ
んな皆さんや日向市の夢を
現実にするお手伝いができ

ればと思います︒

■巴璽＼凹田岡口慶明へ二一

20

ど（体操ができる服装持参）

175人転

39人

出

死

120人

亡

34人

