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■早く旧きくな〜れ！

お倉ケ浜植樹祭が3月3日、財光寺南小学校5年生らが参加し
て開かれました。これは、国上緑化運動にあわせ、お倉ケ浜の松
の緑を後世に引き継ごうと行われたものです。児童らは、「早く大
きくな〜れ」と1本1本ていねいに松を植えていました．

この広報紙は再生紙を使用しています。
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任期満了に伴う﹇ロ向市長選挙が3月12日告示︑同19日
4年後の平成16年3月30日

は︑平成12年3月31日から
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山下公民

川内岡津センタ

平成12年第1回日向市議会︵定例会︶が︑2月14日から3月
1日までの17日間の日程で開かれました︒
議会には︑人事案件1件︑条例31件︵うち地方分権一括法の
施行によるもの18件︶︑事件決議4件︑平成11年度補正予算
暑yび平成12年度当初予算16件の計62件を提出しました︒

監査委員の
選任について
市監査委員2人のうち︑西澤司

礪さんの任期が︑3月31日で満了

となりましたが︑次期も引き続き
委員としてご尽力いただくことに
なりました︒監査委員は︑市の歳
入歳出が効果的に︑適正に執行さ
れているか監査を行います︒

￥︾日向市介護保険条例
この条例は︑4月−日から施行
される介護保険制度について︑重
要な財源となる第−長話保険者の
保険料率︑及び介護保険法に規定
された義務を履行しないときや虚
偽の届け出をしたとき︑命令等に
従わないときなどの罰則等を規定

今回の選挙の投票率は︑

れました︒

E93％︵前回72・89％︶で

した︒各投票所ごとの投票

豊富な経験で
6万市民の期待に
市長選挙の当選証書付与
式は3月21日︑市役所2階

島山2区公民
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138

田の原公民

1，218

したものです︒

﹂日向市建築協定条例
地域の特性を生かした快適な街
づくりを進めるためには︑都市の
景観形成を図ることが必要不可欠
です︒この条例は︑建築物の敷地︑

位置︑構造︑用途︑形態等に関す
る基準について︑権利者全員の合
意により建築協定を締結すること
ができるとするものです︒

日向市賦課徴収条例の
一部を改正する条例
この条例は︑鉱泉浴場に入湯す
る宿泊客に対し︑目的税として入
湯税を課するものです︒主な内容
は︑入湯税の納入義務者︑税率︑
徴収の方法等を定めています︒

また︑地方分権﹁射法により必
要な整備を行った条例は︑次のと
おりです︒

32

鴎四馳ンタ

々津公民

848
33

媒者人雛センタ

486
34

松公民

659

例︑▽日向市営住宅の設置及び管
理に関する条例の．部を改正する
条例︑▽日向延岡新産業都市計画
事業亀崎土地区画整理事業施行条
例等の一部を改正する条例︑▽日
向市都市計画審議会条例の一部を
改正する条例︑▽日向市下水道条
例の．部を改正する条例︑▽日向
市水道事業給水条例の一部を改正
する条例︑▽日向市火災予防条例
の一部を改正する条例︑▽日向市
防災会議条例の．部を改止する条

ンター条例の一部を改正する条

理及び運営に関する条例︑▽政治
倫理の確立のための日向市長の資
産等の公開に関する条例の．部を
改正する条例︑▽日向市賦課徴収
条例の一部を改正する条例︑▽日
向市分担金徴収条例の一部を改正
する条例︑▽日向市立社会同和教
育集会三条例の一部を改正する条
例︑▽日向市立図書館条例の一部
を改正する条例︑▽日向市家庭奉
仕員派遣手数料徴収条例の一部を
改正する条例︑▽日向市民健康管
理センター条例の．部を改正する
条例︑▽日向地区小児夜間急患セ

日執行の日向市長選挙を指します。

率は︑別表のとおりです︒

69．23

▽日向市手数料条例︑▽日向勤
労青少年体育センター条例︑▽日
向サンパーク勤労者体育施設の管

※前回投票率の「前回」とは、平成8年3月31

開票は︑午後9時10分か
から第14代日向市長に選ば

の委員会室で行われ︑石川
敦也選挙管理委員会委員長
れた山本孫春さんに当選証
書が手渡されました︒

66．96

25

72．89

に詰めかけました︒

1，574

日日ミュニティセンタ

45，531

計

ら始まりましたが︑日向市
の将来を任せる人を選ぶ大
事な選挙とあって︑開票前
から大勢の参観者が開票所
付与式で石川委員長は︑
﹁これまでの豊富な経験を

島山公民
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﹂
平成12年度から建設に着手する日向サンパークの温泉施設

合

迅速に行われた開票の結
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20

還区公民
19

961

罫集落センター
18

1，523

中村公民
17

194
16

403

谷凹凹階センター

までです︒

に投票が行われました︒その結果︑第14代日向市長に

69．88
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山本黒田さん︵68歳︶が当選しました︒
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果︑第14代口向市長に山本
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今回の市長選挙は︑3月
冾ﾉ告示され︑2人が立
候補︒活発な選挙戦が︑7
日間にわたって繰り広げら

69．02

生かし︑6万市民の期待に
こたえてほしい﹂とあいさ

22

市民審判の投票日は3月

2，082

677

当選した新市長の任期

73．78

冝A市内35か所の投票所

手公民
13

で午前7時から一斉に始ま
りました︒午後8時に投票
所を閉鎖し︑開票所となっ
た勤労青少年体育センター
に投票箱が次々と運び込ま

68．21
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石川選挙管理委員会委員長から当選証書を受ける山本さん
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第1回日向市議会報告

投顕所由当日有権者数及び投票率

審議の結果︑すべて原案どおり同意︑可決されました︒今月
号では︑その主なものについてお知らせします︒
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当日有権者数

所
票
投

投票率は
69．93％
第14代日向市長に
■特報
7回日向市薦会報告
特漿

国﹂二般会計当初予算
平成12年度の当初予算は︑市長

選挙を控えていたために︑継続事
業を中心とする予算︵骨格予算︶
また︑一般会計では︑介護保険

特別会計及び企業会計の総額は179億8276万

3000円の増となっています。

10，0∞（0．1）

387201（2．0）

30，953（α2）

115，000（0．6）

1，684（0．0）

4，784，070（24．1）

5，308（0．0）

など公共施設の新増設事業に要
する投資的経費

◇普通建設事業費11道路や学校

扶助費︑補助費等以外の市が支
出する消費的性質の経費

◇物件費11人件費︑維持補修費︑

への負担金や︑民間団体等へ交
付される補助金など

◇補助費等11他の地方公共団体

いて支出される経費

要性からみて︑会社の株式を取
得する場合などの経費
◇繰出金11一般会計と特別会
計︑または特別会計相互間にお

◇投資及び出資金11公益上の必

て積み立てるお金

祉事業︑文化・スポーツ振興な
ど︑今後予想される歳出に対し

◇積立金11公共施設の整備や福

間接的に住民の福祉増進を図る
ために︑現金の貸付を行うお金

◇貸付金11市が直接︑あるいは

の経費

などから借りたお金を返すため

◇公債費11市が︑国や金融機関

経費

き︑被扶助者に対して支給する

◇扶助費11老人福祉法等に基づ

借り入れるお金

あたり︑国や金融機関などから

◇市債11大規模な事業を行うに

▼用語チェック▲

予備費

となっています︒

8000円で、平成ll年度と比較して24億8730万

投資及び出資金

制度．の実施に伴い︑特別会計等へ

︐

業会計がこれにあたります。

維持補修費

の移行があったことから︑対前年
度比2・7％減の198億300

地方公営企業法の全部または一部の適用を受け
る公営企業会計のことです。日向市では、水道事

積立金

0万円となりました︒

歳入の内訳では︑市税が個人市
民税や固定資産税の減などから対

へ

︽消防費︾

◇消防団員退職報償費11消防団員

︽農林水産業費︾

◇︵仮称︶耳川流域文化子どもサ

︽教育費︾

金制度を新たに導入します︒

◇農業振興地域整備計画改訂事業
Nごとの定期的な農業振興地域

整備計画の見直しを行います︒
︽商工費︾

◇国勢調萱11今年は︑21世紀の国

ミットー1耳川流域市町村の児童生

ます．

◇特定商業集積整備事業11全国の

◇小中学校パソコン教室インター

徒が集い︑自然・環境・文化等を
学習する子どもサミットを開催し

年10月に開きます︒

まちづくりに携わるリーダーが一
堂に集うキーマンセミナーを︑今
◇温泉利用施設整備事業11平成13

︽民生費︾

◇家族介護支援対策事業11家族介

ンターネットを接続します︒

ネット接続事業11教育情報化対策

護教室や家族介護者交流事業︑家
族介護者ヘルパー受講支援事業な

事業として市内の黒影中学校にイ

︽土木費︾

年度までの継続事業で︑日向サン
パークの温泉施設を建設します︒

◇全国中学校体育大会日向市実行

どを行います︒

◇細島東部住環境整備事業11用地

22億8526万8000円

◆企業会計（水道事業）

︽衛生費︾

購入や建物移転補償のほか︑コミ
ュニティ住宅4戸の建設︑幹線道

5億9300万円
◇公営住宅事業
◇住宅新築資金等貸付事業
550万円
◇亀崎土地区画整理事業
1億円
◇亀崎北土地区画整理事業
7600万円
◇財光寺南土地区画整理事業
2億800万円
◇細島東部住環境整備事業
900万円
◇城山墓園事業
4900万円
◇簡易水道事業
1000万円
23億600万円
◇下水道事業
3億1000万円
◇農業集落排水事業
46億2000万円
◇国民健康保険事業
21億3400万円
◇介護保険事業
◇日向二郷地域介護同定審査事業 3100万・円
52億4600万円
◇老人保健事業

委員会補助金11全国中学校体育大

水中のダイオキシン類調査等を実

今年度は、4月から介護保険事業がスタートす

◇環境調萱11塩見川・耳川の河川

ることから、新たに介護保険事業特別会計と日向
入園地域介護認定審査事業特別会計の2つが加わ

14，000（0』）
策特別交付金

1（0．0）
費税交付金

を支える家族のために︑家族功労

金32，437（0，2）

に日向市で開かれます︒

一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般会計と
区別して、個別に処理するための会計です。

貸付金

150，000（0．8）
付金

63，884（0．3）
税交付金

11地域農業の健全な発展のため︑

料及び手数料

会ソフトボール競技が︑今年8月

156億9750万円

◆特別会計

災害復旧事業費

前年度比3・7％減の60億298
8万7000円となっています︒

また︑一般財源比率は対前年度
比1・2ポイント増の62・6％︒
市債は︑対前年度比13・7％の減

となり︑地方債依存度も対前年度
比1・2ポイント減の9・4％と
なっています︒

歳出では︑義務的経費のうち人
件費について退職予当︑期末手当
等の滅により対前年度比5・2％
の減となりました︒扶助費は︑障
害者福祉費︑児童福祉費︑生活保
護費がそれぞれ増となっています
が︑介護保険事業の実施から全体
ています︒

で対前年度比12・3％の減となっ

任意的経費は対前年度比0・6
％の増︒投資的経費では︑継続事
業中心ではあるものの景気対策に

考慮した結果︑対前年度比1・
8％の増となりました︒

㍉︶一般会計の主な事業
︽総務費︾

◇防災行政無線︵同報系︸整備事

業団市民への情報伝達手段とし

210，354（1．1）

0万円

億
〔歳

552，000（2．8）
交付金

Q

4（0．0）
他

92，049（0
収入

198億3000万円
197．997（1．0）

●

繰入金

〔歳入〕
千円・％〕
〔単位

一般会計

の施策やまちづくりなどの基礎資
料を得るための調査となります︒

て︑同報系無線の調査を行います︒

10

路の舗装などを行います︒

・
り、全体で14の特別会計となっています。

施します︒

特別会計・企業会計

4

5

7回日向市麟会報告
菓

﹁4一

平成12年度の検診予定を
お知らせします︵下表参照の
こと︶︒これらの検診は各自︑
医療機関で受診してください︒

◇大腸がん検診111100円
︵70歳以上の方は300円︒
うち100円は容器代︶
◇子宮がん検診111700円
︵70歳以上の方は200円︶
◇乳がん検診腫700円︵70

受診できる期間は︑平成12年
4月から11月まで︵土・日を
歳以上の方は200円︶

回しか受診できません︒
健診11500円

◇婦人健康診査及び骨石生症

除く︶です︒各検診とも年1
ただし︑基本健康診査︑人

ク︑脳ドックの対象は︑国民

いずれか一つです︵人間ドッ

図・血液検査・内科診察を行

計測・血圧測定・検尿・心電

◇基本健康診査11問診・身体

︽検診内容・注意事項︾

健康保険の被保険者40歳〜
中のうちに受診してください︒

間ドック︑脳ドックの利用は︑

ﾎの方です︶︒なお︑宮崎
市の健康増進センターの利用
◇大腸がん検診11採便を2日

容器をもらってください︒便

間行います︒医療機関窓口で

測定・検尿・診察・身体計測・

月・水・金のみ
52−2950
柳田産婦
医
52−8191
形
医
52−5557
三ケ尻 形
医
※このページは、切り取って目に付くところに張っておきましょう。

午後4時まで
52−5407

月〜金件前中〕
53−6333

います︒朝食をとらず︑午前

は︑できなくなりました︒
また︑胃がん・子宮がんの集

は︑必ず冷蔵庫で保管し︑午

骨粗岡三健診を行います︒朝

精密検査
一次検査

団検診は︑対象地区ごとに地
区回覧で申し込みを募集しま
してください︒

前中のうちに医療機関へ提出

す︒結核・基本健康診査の集
団検診については︑広報ひゆ
◇子宮がん検診11集団検診を
受ける方は︑受診できません︒

うが9月号でお知らせします︒
鰹対象者︾

◇子宮がん検診1130歳以上

食をとらず︑午前中のうちに

◇基本健康診壷1140歳以上

◇乳がん検診1130歳以上

健診11問診・血液検査・血圧

◇婦人健康診査及び骨粗霧症
受診してください︒骨粗霧症

52−7111

53−8910

56−0030

54−4468

58−0034
55−0770

52−4046
52−0011

57−1011

52−3388

53−7788

千 田
天
医院
ひむかクリニック
二 医
岡
医
三股
口田クリニック
目 医
和田 院
渡辺病
7田
医
田 婦
医

54−6801

鮫

52−8118

胃腸

52−6055

医

◇婦人健康診宣及び骨粗霧雪

健診1118歳〜39歳の女性︵高

55−0600
︑

52−3337

◇大腸がん検診1130歳以上

校生を除く︶

せん︒

健診だけの受診や妊娠中︑産
後−年以内の方は受診できま

︽料金︵一次検査のみ︶︾
◇基本健康診査112100円

健康で明るい生活を営むた
めにも︑年−回︑必ず健康診

︵70歳以上の方︒市県民税非
課税世帯の方は無料︒ただし︑
断を受けましょう︒

医
緒方医

52−2409

検診実施医療機関一覧表

54−2459

︑

ゐ
d瞥

登録は生涯1回
予防注射は年1回
平成12年度の畜犬登録と

られています︒

狂犬病予防注射を次の日程
で行います︒犬の飼い主の
皆さんは︑飼い犬に対して
生涯−回の登録と年−回の
狂犬病予防注射が義務づけ
対象となる犬は︑生後3
か月以上の犬です︒現在︑
病気や妊娠中の犬は︑当日
申し出てください︒

〜

00

〜

0謄0
09﹂

〜

444

15

また︑既に登録してある
犬は︑改めて登録する必要
はありません︒別途︑郵送
する﹁通知書︵はがきごを
持参のうえ︑注射だけを受

〜

0∩V

〜

14
00

〜

5FO

52

0
けてください︒

料金は登録︑注射ともに
それぞれ3000円です︒

大切な愛犬だからこそ︑
愛情のこもった予防注射−
本を忘れずに︒

詳しくは︑市役所市民課
︵費内線2140︶または
l︶へ︒

日向保健所︵雪5215重O

です︒

︻り5

〜 〜 〜

OO

FO︵Q

00
34

犬や猫などのペットは︑
かわいいだけでは飼えませ
ん︒ペットを飼う場合は︑
飼い主としての責任が必要

かわいいだけではダメ
飼い主としての責任を

50
1にり

〜 〜
只︶置0

44
〜

糞の後始末はもちろん︑
むだ吠えをさせたり︑放し
飼いをしたりせず︑最低限
のしつけを身につけさせる
ことが︑飼い主に求められ
ています︒

最近︑近隣市町村で︑犬
による人身事故が連続して
発生しています︒

飼い主にとっては︑従順
でかわいい犬も︑時として
他人にとっては凶器となる
ことがあります︒特に︑小
さい子供の場合︑即大事故
につながる恐れがあります︒

﹁自分の愛犬だけは大丈
夫﹂と考えず︑しっかりと
した方法で飼うようにしま
しよう︒

※ご都合のよい日時・会場をご利用ください。平

も

500

9：55〜10：40

＼︑

00︵︶

奪4：20〜14：50

愛犬￠愛嘱−本
．

000

〜

日、都合の悪い方は、4月23日（日）にどうぞ。

03亡0

〜

444
〜

F◎00

口

14：15〜14：50

50
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00

〜

45

ム公

曽

日向保健所

13rO

〜

で4：00〜14：50
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10：00〜10：40

444

〜
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大王谷公民館

OeO
4：15〜14：30

402﹂4

〜

9：45
9：30〜

閥
〜

9：3Q〜

コ
o）〜
．
コ

〜

0：25〜10：40

2

型登園公民館

〜

当草場公民館

〜

巡野西公民館
本村公民館

OOO
4

じ013

0：05〜10：15

52
34

西川内公民館

本谷営農研修センター

旧訓

14：30〜14：50

下原町公民館
永江公民館

14：00〜14：20

暫
（木）

花ケ丘公民館

44

︷

長江公民館

Qり0

2

10：15〜10：40

27日

奥野集落センター
中村農村婦人の家

帽劇

14：20〜14：50
（水）

美々津老人福祉センター

●
524
344

田㈱

コ・oU〜1∪・4∪

26日

江良公民館

14：15〜14：50

民館

法

lO：00〜10：40

細島保育所北側

14：00〜14：40

㎜
羅
懸
職
鰯
㎜
（火｝

10：00〜10：40

18日

500 50
Pう2内4 03
00

秋山公民館
向洋台公民館

3﹂44

学校給食共同調理場

10：15〜10：40

目恢、コJ日訟

25日

ム
紐島公民館
日向保健所
（日）

3：55〜14：05

、
細蟹集落センター
鵜毛公民館

40〜14：50

一
湘㈹

23日

0：25〜10：40

飯谷公民館

〇：00〜10：10

宗瀬営震研修センター

ご・σ）〜1）・σ∪
10：50〜11＝40

コミュニティセンター
南日

QVOO

3：30〜13：4Q
13日

〜 〜 〜 〜

日

月

（水》

比良公民飼
山下公民館
19日

高松公民館
落鹿公民館
4月

美々津公民館
（木曜日｝

時

所
場

9：45

（火）
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証明書が必要です︶

52−5338

平形

53−5000

医
甲
黒

胃腸科医
久保

52−2936

医院
科外
・

55−0157

医心
7
医

備考
洛註f
精密検査
一次検査

婦人鹸診査

乳がん
子宮がん

大腸がん
基本健
N診査
電話番号
医療機関名

69

《保存撒》

年当芸 。雛定
成姻
平成12年度畜犬登録・予防注射日程表

6
7

も

！

した︑

新しい処分場は︑現在埋め立て
を行っている処分場に隣接し︑埋
め立て面積12700㎡︑埋め立
て容量127000㎡で総事業費

りになりました。73歳でした。

植村さんは、坂本九さんや占永小百合
さんの曲を作曲するなど、作曲家として

第一線で活躍。昭和36年の市制施行10周

年に日向市歌を作曲レていただきました。

ここに謹んでご冥福をお祈りします。
めいゆコへ

として、また、ユニセフ大使として活躍してい
るアグネス・チャンさん。アグネスさんは、日 i

●

：
また、当日、会場内に設置したユニセフ募金

ﾎ代／①岩下雅彦︵1時間n分⁝

☆ハーフマラソンの部11一般男子

代／②今田和子︵23分41秒︶

⁝
／③杉原伊織︵8分8秒V︑小学5
﹇
年女子／①杉原美織︵7分38秒︶︑
⁝
②児玉直子︵7分44秒︶︑小学6年
⁝
女子／②松岡亜矢乃︵7分48秒︶︑
⁝
③那須安由子︵7分55秒︶
⁝
☆5㎞の部11中学女子／①杉原詩
一
織︹19分20秒︶︑高校男子／①鈴木
⁝
聖司︵16分38秒V︑一般男子30歳代
⁝
／③黒木農夫男︵17分17秒︶︑一般
⁝
男子60歳代／①宮本東︵18分52秒︶︑
⁝
一般女子30歳代／①椎葉真理︵21
⁝
分58秒﹀︑一般女子50歳代／①越
⁝
智晴美︵21分17秒︶︑ 一般女子60歳
⁝
⁝

葉篤史︵7分49秒︶︑小学4年女子

☆2㎞の部11小学4年男子／②椎⁝

は次のとおりです︵敬称略︶︒

第6回日向ひょっとこマラソン⁝
INほそしまが2月20日︑細島工⁝
業港﹁港の森公園﹂周辺で開かれ⁝
ました︒﹁2000年を駆ける﹂⁝
と銘打って開かれたこの大会︒今⁝
年も遠くは大阪府や奈良県から総⁝
勢931人が参加しました︒
⁝
参加国は︑新春の日向路を自己一
の目標に向かって一生懸命走って⁝
いました︒各種目・年代別におけ
⁝
る3位までの市民ランナーの記録⁝
⁝

化交流センターで開かれました。講師は、歌手i

地︶が︑このほど完成し3月4日︑

村亨さん逝く

は約14億2000万円です︒埋立

地の底の部分や法面は︑地下水の
汚染を防止するためアスファルト
シートなどを二重に施すなど︑汚
水や発生ガス等の処理にも十分注
意しています︒また︑今後の維持
管理に関しても︑モニタリングに
よる徹底した監視を行い︑環境の

28口、東京の病院で病気のためお亡くな

⁝O■■■■OO●●●■■■●●●●●OO●●●●●●●●●●O●●●●●●●●●●●■●●・⁝●．○・●●・・

●

日向市歌を作曲した植村亨さんが2月

地元関係者や工事関係者など約50

人が参加して現地で完成式が開か
れました︒現在埋め立てを行って
いる処分場︵第3期埋立地︶は︑
今年度内でほぼ埋め立てを完了す
ることから︑市は平成9年度から
新しい処分場の建設を進めていま

曲

みんな地球に生きるひと

可燃ごみの焼却灰や資源物を取
り 除 い た 不燃ごみを埋め立てる一
般廃棄物最終処分場︵第4期埋立

管理型の最終処分場が完成

／

欄．﹁鑛羅一口辮当
日︵1時間18分58秒︶︑一般女子30

歳代／②吉田美紀子︵2時間3分
b︶

﹁人権について考える
市民の集い﹂が2月26日︑

市中央公民館で開かれま
した︒今回は︑福岡市同
和教育研究会の福永宅司
さんによる一人芝居﹃学
校﹂の上演︒山田洋次監
督の映画﹃学校﹄のスト
ーリーに沿って一人で演
じながら︑さまざまな人
権問題について考えると
いうものでした︒

福永さんは︑分かりや

実践活動発表では︑今
年度開講した福祉講座の代表3人
置福祉施設職員1人置登壇︒夏休
み青少年福祉スクールに参加した
冨島中学校1年置松崎愛美さんは
﹁福祉とは何か︑どのような状況
にあるのかということに興味をも
って参加した︒講座を通して福祉
やボランティアの必要性や大切さ

講演が行われました︒

の皆さんによるアトラク
ション︑九州保健福祉大
学教授の福本安甫さんの

と市盲同齢者クラブ連合会

ボランティア﹁さわやか﹂

大会では︑実践活動発
表や高齢者保健福祉推進

民館で開かれました︒

福祉のまちづくり推進大
会が3月7日︑市中央公

平成11年度高齢者保健

た︒

﹁差別の構造を壊そう﹂という
福永さんの問いかけに︑参加者に
とっては︑あらためて人権問題に
ついて考えるきっかけになりまし

ージを展開しました︒

中にも時には涙を誘うようなステ

すく親しみやすい二二で︑ 笑いの

㌃要義lll霧豚罷罰

を実感した﹂と発表しました︒

8
9

一人芝居r学校」を演じる福永さん

実践活動を4人が発表
実践活動を発表する松崎さん

説体はと｝る埋化 し12いいの
明的現 よめ
赤て年処ま防

本の国際化と子供の未来について、これまでに ：
出会った世界中の人々とのエピソードをもとに ：
紹介しました。「本当の幸せとは」「人間はいか＝
に生きるべきか」を語りかけるアグネスさんに、：
訪れた市民は真剣に聞き入っていました。
i

●

には、13万589円が寄せられました。

方廃 理も新こ の間 と保
法二一に延処み式15はこと全
な物了面長分の典年 のな・
どの後めで場減で間平等つ公
の具にたきの量はと成して害

。
第16回日向市民文化講演会が2月25日、市文

i

砺
が
灘織軽羅縫 留
元
1鑓難lll
成

30

27

力

7，

平成12年日向市還暦式﹂

㊥顕生活壱畳そう
消費生活展﹂は2月19日︑20日︑

見受けられました︒

設置され︑積極的なPR活動が行
われていました︒リサイクルコー
ナーでは分別収集の体験を実施︒
係員の説明に熱心に耳を傾サなが
ら︑正しい分別の方法を学ぶ姿が

ブル相談など20ほどのコーナーが

会場には︑環境問題をはじめ食
生活や健康に関するもの︑介護保
険や年金︑消費生活に関するトラ

恒例の﹁くらしを見直す日向市

役の意気込みで︑後輩の指
導にあたってください﹂と
アスティ日向寿屋で開かれました︒

これに対し林田初音さん
︵浜町︶が︑﹁これからの高齢

社会を前向きに楽しく強く
生き抜いていきます﹂と誓
いの言葉を述べました︒
われたアトラクションでは︑

また︑式典に先立って行

を多く見かけました︒

が3月5日︑市中央公民館
で開かれました︒平成H年
度に還暦を迎えた方は︑今
年度の成人者を上回る男性
324人︑女性373人の
計697人です︒受付会場
周辺では︑久しぶりに会う
旧友との昔話に話が弾む姿
あいさつしました︒

㊤涯藍綬の慮気込みで

・︑

式では︑夫婦そろって還
暦を迎えた今田邦雄さん︑
和子さん夫妻︵春原町︶が還

の交通安全劇が行われました︒

この日は︑高齢者の交通事故が
増加していることから交通安全教
室が開かれ︑日向警察署交通課長
の講話と︑日向地区交通安全協会

ているものです︒

開かれ︑会員約300人が参加し
ました︒この大会は年に一度︑会
員の親睦交流を図るとともに︑お
互いの健康長寿を祝い︑今後の生
きがいを高めるために毎年開かれ

ラブ大会が2月29日︑喜重会館で

第20回日置屋本郷地区高齢者ク

③oo人が蒸した研契会

●

んな拍手が送られました︒

天翔獅子保存会による天翔
獅子舞がありました︒力強
く︑そして楽しく舞われた
天翔獅子に会場からは︑盛

暦者を代表して赤木市長か
ら生涯現役証書を受け取り
ました︒

式辞で赤木市長
の通過点︒生涯現

は︑﹁60歳は一つ

●

●

合わせてもちをつき上げました︒

やぐらもちつきでは︑幼稚園児
や小学生も参拝者に交じり︑力を

多くの人でにぎわいました︒

れました︒期間中︑市文化財であ
る﹁利剣六字名号﹂﹁阿弥陀如来
像﹂﹁庖瘡神像﹂のご開帳や名物
の﹁やぐらもちつき﹂︑民謡・民
舞等のステージ発表などがあり︑

月27日から29日までの3日間開か

﹁平岩地蔵さん﹂の愛称で親し
まれ︑また﹁火伏せ地蔵﹂として
名高い平岩地蔵尊の例大祭が︑2

㊥を合わせてやぐらもξき

●

から3月7日までアスティ日向寿
星で開かれました︒このポスター
展には︑日向市をはじめ門川町︑
東郷町の小・中学校から670点
の作品が寄せられました︒どの作
品も力作ばかりで︑会場を訪れた
家族連れなどが真剣に見入ってい
ました︒

表彰式は3月5日︑同会場で開
かれ︑入選者にそれぞれ賞状と記
念品が送られました︒
敬称略V︒

入選した主な方は︑次のとおり
です︵順不同

11阿多誠二︵財光寺南小2年︶︑▽

▽日向市長賞閥中武綾子︵財光
寺中−年︶︑▽日向市議会議長賞
日向市教育長賞Hくろきりゅうじ

︵株︶寿屋日向店長賞H野地七恵︵大
王谷小5年間︑▽金賞11堀谷緑︵財

体的な方向性が示されています︒

日向商工会議所の黒木数義会頭
は3月7日︑﹁ひゆうが商業タウ
ン・マネージメント構想﹂を赤木
市長に提出しました︒これは︑市
が進めている中心市街地活性化基
本計画に基づき︑中心市街地の再
生に向けた取り組みについて︑具

︵日知屋小−年︶︑▽日向市消防長

光寺中−年︶︑▽銀賞一1川崎真由

年︶︑栗田麻美︵富高小5年︶

屋小3年︶︑江川由訓︵細島小4

施することとなっています︒

想に基づいた23の事業を支援・実

︵大王闘乱2年︶︑甲斐一成︵日知

長賞11荻原愛︵美々津小3年︶︑▽

屋東小6年︶︑▽危険物安全協会

向市消防団長賞11原田淳子︵自知

賞11黒木雅貴︵細島小4年︶︑▽日

美︵財光寺小5年︶︑▽銅賞目永井
沙也加︵鵜毛分校2年︶︑酒井奎介

商工会議所内では今後︑市の認
定を受け︑同会議所内に﹁ひゆう
がまちづくり機関﹂を設置し︑構

0ちづくりの構想餐と書

平成12年春季全国火災予防運動
﹁防火ポスター展﹂が︑3月−日

⑳彗防毒え奈スタ占

楯医する方は市総務課（5内線2234）まで

70
77

ま5の猛風

ノム

C
ムリリ
Tnp7r
広輻畿に揖載された写夏を差し上げます。

日ook！
8

三郎翁が案内役を務めています︒

音寺に宿泊したとき︑先代大坪平

魏土の歴史蕪疑鋸
大坪家文書
この写真は︑目高・広見区の大
坪家に保存されている占文書﹁大
坪氏系図﹂﹁大福覚帳﹂﹁富高村之
います︒

猛な

．ゐ︑

〜＝−・

驚ざ、、

黒木朱母ちゃん

和記

あ

ん生
く新

．●ダ

この大福帳には︑当時の商取引
の様子が細かく記され︑一筆帳に
は所有地の字名・地番・地積など
が一目で分かるように記入されて

青春トーク

内．筆帳﹂です︒

一見つまらなく思える一通のは
がきや古びた便りの中に︑その折
々の人々が残した時代の風景が描
かれています︒激動する時代だか
らこそ︑ふすまの下張りや戦後社
会の古びたノートの中をひもとき︑

@

大坪家は︑熱くから素封家とし
て知られ︑富島町史によると天領
富高陣屋のころ︑先代大坪平右衛
門翁は塩見村の庄屋として活躍さ
このように︑それぞれの家庭に
は︑先祖が書きつづった生活する
うえで必要な守りごとや冠婚葬祭
の記録︑日記︑メモ帳などが残さ
れています︒これらの文書類は︑
人々が生活してきた時々の経済︑
文化︑宗教などその地域の移り変
わりを知るうえで貴重な資料とな

つたよ

●

英語教育／イボンヌ・マクロックリン

・なる所が多くあります︒
●

田町

団
く長

ん
や下

﹂胆馬

平龍

外国でのコミュニケーションづくりには
文法などと．緒に文化を学ぶことが大切

●

⁝されるなく外国語の警

●

は︑外国語︑外国の生活や
．文化に慣れ親しむための国
際理解に関する学習が導入

その家庭︑その地域に生きた人の
証しを究明し︑未来への糧として
これから中学校では︑英
・語の教科が選択から必修に
なります︒また︑小学校で
活用していく必要があります︒

@

いきいき

鯉欝騨灘二一鰍叢

。
中にはなんとか…

を意味しています︒

﹁ケルテイック﹂とは︑
アイルランドの言語や文化

と思います︒

相手への思いやりや優しさ
がなければ︑いいコミュニ
ケーションはできないとい
うことです︒私は︑国際交
流員として異文化理解を推
進し︑国際交流がもっと盛
んになるように頑張りたい

結局︑外国語が話せても︑

があります︒

と︑時々誤解を生じること

く英語で会話をしている

例えば︑私の友達の何人
かは︑アイルランド︑イギ
リス︑カナダ︑オーストラ
リアの西洋の英語圏の国々
から来ていますが︑何げな

聯

ります︒

1歳￠

0諺O刀貯

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

oo

oo

市日編さん室︵實内線2236︶

@

oo

では︑日向の歴史に関する皆さん
からの情報をお待ちしています︒

@

れています︒また︑明治4年正月︑

当時公家として最高の権力を有し
た維新の元勲岩倉具視公が細島観

O
@

轍灘欝⁝灘難融

@

中学校では野球を、高校では陸
上をやりました。今は、フルマラ
ソンを走るのが夢で、週に2、3
回ジョギングをしています。今年

亮
るのが何よりの楽しみです。

●
と実務は随分違いますね。

馳ビ

絵を描くのが好きで、「絵手紙
で自分史を作る会」に加入してい
ます。景色や花などはがきに書い
て各地の会員と交換します。全国
のいろいろな人たちと友達になれ

@

⑥
大坪家に保存されている古文書
える。

ていますが、学校で教わったこと

周価
・こ

苫

南日本くみあい飼料（株）に勤務

建築家、大工、棟梁が伝統
を受け継ぎながら、新たな目
的を持った「安らぎの民家」
を目指した住まい40軒を豊
・

しています。

国産材を使った家造りは、
森の活性化にもつながると訴

第一糖業（株）で経理の仕事をし

佐藤昭五・写真

政志・淳子（比良町）

智煕3歳：地蔵）
神崎

富な写真で紹介。

壱一往還）

こだわりの萱雛診籍
今月の1冊
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おしらせ・ぼしゅう

日向市中小企業特別融資制度

条件ゆるやかな
公的資金です

◇融資限度額11一企業／5
00万円以内
◇融資利率11年2・6％
◇保証料11年0・75％︵市
が全額補助︶

◇担保及び保証人ロ担保／
なし︑保証人／1人以ヒ
◇取扱金融機関11宮崎銀行︑

鹿児島銀行︑宮崎太陽銀行︑

高鍋信用金庫︑西口本銀行
◇問い合わせ肺市商工観光
課︵倉内線2633︶また

市は︑市内の中小企業に
対し︑事業の経営上必要な
運転資金や設備資金の融資
この制度は︑市と金融機
は日向商工会議所︵倉521

を行っています︒

関が一定の資金を出し合
5131︶

こ存じですか
特別児童扶養手当

障害を持つ児童を 費 更 す る 方 へ

い︑宮崎県信用保証協会の
保証付きで︑金融機関が市
の定める融資条件で融資す
る仕組みになっています︒

運転資金や設備資金でお
困りの方は︑どうぞご利用
特別児童扶養手当は︑重
度の障害を持つ20歳未満の

ください︒

◇融資対象11①市内に住所

①手当を受けようとする父
母等の前年の所得が一定額
以上の場合

できません︒

ただし︑次のような場合
には︑手当を受けることが

です︒

児童を監護・養育している
父もしくは母︑または養育
者に対して支給される手当

②対象児童が各種福祉施設

●

に入所している場合
③対象児童が障害を理由と
する年金を受給している場

詳しくは︑市福祉事務所
障害福祉係︵容内線217
1︶へ︒

男女共同社会つくり推進ルーム﹁さくら鱈﹂

お気軽に
ご利用ください

市は︑日向市女性基本計
画に基づいて︑男女が共同
して﹁うるおいと生きがい
のあるまちづくり﹂を進め
るための活動拠点となるよ
う男女共同社会づくり推進
ルーム﹃さくら館﹄を開設
しています︒

﹃さくら館﹄は︑勤労青
少年ホーム3階にあり︑男
女のパートナーシップ講座
や学習会︑情報交換の場と
して︑多くの市民の方に気
軽に利用していただきたい
と考えています︒

皆様のご利用をお待ちし
ています︒

◇利用時間11開館／月曜日

〜金曜日︵午前9時〜午後
9時︶︑土曜日︵午前9時

のまちづくり﹂を推進する
ためには︑その意義を県民
の皆様にご理解いただき︑
県民︑事業所︑行政が一体
となって進めていくことが

最も重要となってきます︒

〜正午︶︑休館／日曜日・
祝祭日及び12月29日〜1月

半申込・問い合わせ11市企

3日

一

画課女性行政担当︵倉内線
2220＞
児童を養育している方へ

届出は期間内に

3歳未満の児童を養育し
ている方には︑児童手当が

支給されます︒

現在︑3歳未満の児童を
養育していて︑所得制限に
より手当を受給していない
方は︑5月−日︵月︶から5

月31日︵水︶までに児童手当

認定請求の手続きを行って
ください︒手続きは︑請求
者の印鑑︑銀行通帳を持参
のうえ︑市福祉事務所まで
お越しください︒

また︑3歳未満の児童が
医療機関で診察を受けた場
合︑医療費の一部を助成す
る乳幼児医療費助成制度が
あります︵入院の場合は︑
4歳未満の児童︶︒助成額
は︑1か月の保険診療の本
人負担額合計額からlOO

O円を差し引いた額です︒

魯

4月の相談

10

30〜14

30

き層4月21日目金︶

◇交通事故巡回相談
と

ところ■中央公民館
◇法律相談︵要予約︶
き■4月13日目木︶

ところ■社会福祉協議会

と

申込先■實52−1010

◇年金巡回相談

0
0

0〜5
．O
1 ・0

とき■4月遅日︵火︶
1

ところ■青少年ホーム

ご利用ください
﹁市民の声ポスト﹂

耀

用

驚

．．．塗野蚕．

．．．

の

市は︑広聴行政の一環と
して︑市政に対する皆さん
のご意見・ご要望等をお聞
きするために︑市民の声ポ
ストを庁舎玄関に備え付け
ています︒どうぞ︑ご利用

ニ

瞠

ください︒
一

ま

羅臨計
・

トに己建F
ス醸にのロ

声盲ら横闇

．ホ行れ方か

臨一頃ご

㌔鷲麟⁝．
．71﹂

詳しくは、市民課年金係へ。

●
る嫌がらせなどを禁止する
もので︑県民及び県内在住
者の平穏な生活を守るため
に制定されたものです︒禁
止行為に違反した人は︑処

罰されます︒

皆様のご理解とご協力を

詳しくは︑宮崎県障害福

お願いします︒

祉課︵含098512617

068︶へ︒

市郁市計悪書二会委員

参加しませんか

私たちのまちづくり
市は︑日向市都市計画審
議会委員を広く市民の中か
ら募集します︒この審議会
は︑市民の日常生活や産業
活動上必要な道路︑公園︑
下水道等の都市計画に関す
るさまざまな事項について
審議する機関です．

きも必要となります。

申請書は︑市内の医療機
関及び市福祉事務所に備え
付けてあります︒

詳しくは︑市福祉事務所
児童母子係︵雪内線216
4︶へ︒

この条例について詳しく
は︑宮崎県警察本部生活安

全企画課︵君0985131

10110︶へ︒

人にやさしい福祉のまちづくり条例

だれもが尊重される
社会の実現を

宮崎県では︑4月−日か
ら﹁人にやさしい福祉のま
ちづくり条例﹂が施行され

ます︒

この条例は︑障害のある
方や高齢の方をはじめ︑す
べての人が↓人の人間とし
て尊重され︑等しく社会参
加の機会を得るとともに︑
地域社会の一員として共に
生活を営んでいく社会の実
現を目的としています︒

（一22｝

の申し出をすることができます。i
〜止まって確認！無事故に挑戦〜

鑑を持参してください。

．もし、登録された価格に不服i

人身事故死亡負傷者物量事故

i
課において台帳を閲覧できます。

。建前月比

日工（土・日曜日を除く｝で、税務i

2月中の交通事故

精措撫詣鐡6i
瀧井病院（13：00〜16：00）

i
l月1日現在の評価額を登録し

る必要はありません。
25日（火）／JA日向総合営農センター
（9：30〜11；30）

ています。縦覧とは、その登録i
された事項を納税者自身に確認i
（12：00〜14：00）
三股病院（14：30〜16 ：00）

配偶者が健康保険の被扶養者
に認定されている場合、第3号
被保険者届が必要となりますの
で、健康保険証・年金手帳・印
日向市分

このため︑条例では︑県︑

募集人員︑募集方法など
詳しくは︑広報ひゆうが5
月号でお知らせしますが︑
皆さんの参加をお待ちして

（＋12）
（一1）

事業者︑県民の役割を明ら
かにするとともに︑施策の
基本方針として﹁県民意識

います︒

（8130〜10：30）

資産課税台帳」を毎年作成し、i
日本ホワイトファーム（株）

また、国民健康保険にも加入
していた場合、健康保険の手続
98件

（＋9）

﹁公共的施設の整備促進﹂

詳しくは︑市都市計画課
計画係︵雪内線2613︶
へ︒

（13：00〜16：00）

議灘撚lli
60人
0人
52件

の高揚﹂﹁社会参加の促進﹂

の3つを掲げています︒

この﹁人にやさしい福祉

19日（木）／東ソー株式会社
（9：30〜11：30）

Q．厚生年金に加入したのです
が、国民年金については、どう
ずればよいですか？
A．厚生年金の資格を取得した
月から国民年金保険料を納付す
21日（金｝／E〕向市役所

。凝驚難i
東郷メディキット日向工場

蕎《ぎ窒Q＆A
4月の献血

一
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冒一

一
一
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一

迷感防止条例の施行

◇会場＝お倉ケ浜海水浴場駐車場
◇用意するもの＝持っている人は天体
望遠鏡、星図など
※曇天、雨天の場合は、中止とします

41

迷惑をかける行為は
処罰されます

を見る会」を開きます。

⑰…身元調査・断・勘を推進・て
75

一

公衆に著しい迷惑をかけ
る行為の防止に関する条例
︵迷惑防止条例︶が︑4月

◇日時；4月26日（水）午後7時〜」

一
一一
幽 一一一
一一一
一
冒一一一
，一
一一
一冒 一一一一
一冒
一一一
9 一層
一一 辱一
一一一
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一曹

一一
一
一層
一
層一 冒
一
一一冒一
一一
冒

一
一¶ 一，
一
一一
一一

−日から施行されます︒

市中央公民館では、恒例の「春の星

この条例は︑公衆に不安
等︵不安︑困惑もしくは嫌
悪︶または著しいしゅう恥
を覚えさせるようなみだら
な行為︑粗暴行為︑客引き
行為のほか︑悪質なつきま
といや電話または文書によ
春風に吹かれながら
星空を見上げませんか

一
一 一塵
一一
一
9一一一一 一一
一 一一
層
曹曹
層一一曹
薗
一一
一 ｝一
一 一
一一
一
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曹
一
一
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曹
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一層一
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一

曹一
一
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一

甫

を有する個人または市内に
主たる事業所を有する法人
であること︑②借入申込時
までに引き続き6か月以上
商工業を市内で営んでいる
者であること︑③保証協会
において取り扱う保証対象
業種に該当する業種である
こと︑④借入申込時までに
納期の到来している市の公
租公課を完納していること

屈

ぼしゅう

業団九州国際センター︵8
093167118349︶

九州の仲間と共に
国際的視野を広めよう

県は︑ヤングネットワー
ク・ウィング九州2000

の参加者を募集しています︒

これは︑九州の青年を海
外に派遣し︑国際的視野を
広め︑研修活動や団体生活

を通して心身の高揚を図

り︑たくましい九州青年を

育成するものです︒

◇訪問先11大韓民国及び中

華人民共和国

月27貝日︶

◇期間118月19日︵土︶〜8

◇内容11訪問国青年との交

流会やホームステイ︑万里
の長城参観 な ど
※訪問地活動に備えての事

前研修が行われます︒
◇募集人員11一般団員／平

成12年4月−日現在︑満20

人︑班長／満30歳から39歳

歳から29歳までの男女各14

までの青少年指導の経験を
有する男女各−人
◇負担金11一般団員／73

000円︑班長／免除
※旅券︑入国査証取得費︑
旅行傷害保険等は別途負担

●

●

⁝

⁝
⁝となります︒
⁝◇申込方法114月3日から⁝
一5月−日までに県女性青少⁝
⁝年課または市社会教育課に⁝
⁝備え付けの参加申込書で申⁝
⁝
一し込んでください︒
⁝
⁝◇問い合わせーー宮崎県女性
⁝
⁝青少年課︵盈0985i26
⁝
⁝17041︶
⁝

⁝◇募集人員1110人

◎

◇問い合わせ11花のまちづ

くり推進室︵盈内線261
9︶

パソコン購習の受厨生

パソコンの基礎を
習得します

部／午後−時〜4時
◇定員F各コースー0人
◇対象11初心者︵男女を問

晶時︵以降毎週月曜日︶

74月17日︵月︶午前10時〜12

⁝旦木︶午後7時〜9時︵以
⁝降毎週木曜日︶︑昼の部／

⁝◇開講式1一夜の部／4月13

皿成13年3月

︸◇期間11平成12年4月〜平

⁝どなたでも

⁝◇対象1115歳以上の方なら

⁝しんでみませんか︒

⁝耳の不自由な方とのすてき
⁝なヲ︑三ニケーションを楽

なたも手話を学んで︑

⁝ます︒

⁝いる方︑福祉に興味のある
⁝方などどなたでも参加でき

λ場無料

各支所に備え付けの申込用
紙でご応募ください︵希望
者には郵送も行います︶︒
◇募集期間114月3日︵月︶
〜4月28日︵金︶

◇申込・問い合わせ睦市企
画課︵冠内線2215︶
手話奉仕員養成琴座

手話ですてきな
コミュニケーション
平成12年度の手話奉仕員

養成講座の受講生を募集し
ます︒日ごろボランティア

ださい︒

に︑市都市計画課花のまち
づくり推進室までご連絡く

︑

︸◇申込方法素企画課及竺 活動をしてみたいと思って

健康管理センター︵8内線
2183︶

花つくりモデル団体等

挑戦しませんか
花いっぱいのまち
日向市花のあふれるまち
づくり推進協議会では︑花
いっぱい運動をモデル的に
実施する団体等を募集しま
す︒認定された団体等の花
づくりに対しては︑経費の
︼部を助成します︒

日向市保育協議会・日向市

◇会場11日向地区高等職業

わず︶

訓練校︵財光寺下ケ浜Il
8619︶

◇内容けパソコンの基礎操
作と日本語入力操作など
◇受講料一1無料︵ただし︑

テキスト代として2500
円が必要︶
◇申込期限04月21日︵金︶

※申込者多数の場合は抽選
とします
◇申込・問い合わせーー宮崎

県家内労働援助センター日
向地区相談所︵雪52113
45︶

■子育ての情報が満載1子育てテレホンサービス（853−5857）

青年海外協力隊平成1 2 年 度 響 募 集

発展途上国の国づくり
人づくりに協力します
国際協力事業団の実施す
る青年海外協力隊員の募集
及び募集説明会が︑次のと
おり行われます︒

青年海外協力隊は︑発展
途上国で現地の人々と共に
生活し︑共に働きながら︑
相手国が必要としている国
づくり︑人づくりに協力す
るものです︒

興味のある方は︑ぜひご
参加ください︒
◇募集期間114月10日︵月︶
〜5月20日︵土︶

◇募集職種1一約140職種

門︶

︵農林水産︑加工︑保守操
作︑七木建築︑保健衛生︑
教育文化︑スポーツの7部
◇募集規模艮約800人
◇応募資格11平成12年5月
卲ｻ在︑満20歳から満39

歳までの日本国籍を持つ方
◇派遣国11約60か国

◇派遣期間112年間

◇説明会日時・会場114月
坙ﾚ金︶午後6時30分〜8

国際協力事

時45分／延岡市社会教育セ
ンター︵冠09821341
6549︶

◇問い合わせ

◇会場11日向市総合福祉セ

ンター︵富高20713︶
◇内容11手話の学習︑耳の
不 自 由 な 方 と の 交流ほか
◇受講料11無料︵ただし︑

聴覚障害者協会新聞代を含
むテキスト代として320
0円が必要︶

◇申込先11市福祉事務所障

害福祉係︵雪内線2171

午前9時〜12時（雨天決行）

宮崎県家内労働援助セン
ターでは︑次のとおりパソ
コン講習を実施します︒受
講を希望する方は︑お早め
に申し込みください︒

●動・植物広場（ウサギ・ヤギ・花苗など）
●体験コーナー
●試食コーナー
●保母による「お楽しみオンステージ」
●ハイハイ競争
●お店コーナー（風船・くじ引きなど）
（一部有料のものもあります）

※ただし︑毎週月・水・金
曜日の午前9時〜午後4時

その他、詳しくは、市企画課女性

皆さんの手で花いっぱい
のまちをつくりませんか︒

市中央公民館・交流広場
所

76

■市政に関するニュース・行事等は市政テレホンサービス（雪52−2000）へ
77

高松保育園（858−0200）

主
催
問い合わせ
行政担当（a内線2220）へ。

◇講習日程一15月8日︵月︶

クリルタワシづくりなど
◇19日（水）＝女のなんでも相談
（相談員あり）、塩化ビニールおもち

…

日時4月30日（日）

から5月19日︵金︶までの平

◇18日（火）＝リサイクルの袋やア

……………………㎜…………………………㎜

あそびにきてね」

し）

日全10日間

など

一

◇募集団体11自治公民館︑

相談（相談員あり）など

場
ゃの害についての人形劇など
◇20日（木）＝コーラス（金子み
すゾの歌）と、ミニ講演「環境につ
いて：環境カウンセラー・隈部智代
さん」など
※常設展示コーナーとして「環境に
関する相談窓口」を、午前10時か
ら午後4時まで開設します。

民主的な団体︑商店会︑ま
ちづくりグループ︑企業な

◇15日（土）＝遊びの広場、子育て

一

日向市こどeおまつり広場
◇講習コースー1午前の部／

女性たちの作品より」、コラージュ
作成「週刊誌にみるジェンダーって
なあに？」、ビデオ上映「今男たち
が変わり始める」など

一，
一
一
一 曽一
一雫 一
一 曹
一
口
一曹
一一
一一一一
曹
一
曹 一一，
，一
口
一
一一一一
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一

一
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P一 ロ一
一｝
冒一
一 一冒 一一
一，
冒一謄
一曹一一一一
冒

一一一，一一一
一

一一

2000年

ちからジェンダーフリー」、公開講
座「日向らしさの輝くまちづくり」

ど18団体

◇14日（金）＝朗読会「生きていく

圃5414350︶

まる1週間は「女性週間」です。

一一
一一
一
一一一一■
一一 一
一一一 一一
一層
冒，
一
一一一
一 一一
一一一 一
一
一 一胃
一
一
一一

一一
一一一 一一
一
一
一

午前9時〜正午︑午後の

◇16日（日》；ミニ講演「健康とは

◇応募方法阻5月31日まで

とおりです。

※FAXで申し込みの場合

わが国の女性が初めて参政権を行

一

多くの皆さんの参加をお待ちして
います。つどいの主な内容は、次の

は︑昼夜の別︑住所︑氏名︑

れます。

性別︑年齢︑電話番号を記

日まで男女共同社会づくり推進ルー
ム『さくら館』をメイン会場に行わ

入のこと

使した4月10日（昭和21年）から始

一

となる食生活について正し⁝
い知識を習得するととも ⁝
に︑市の実施する食生活改⁝
善事業に対し各地区で協力⁝
していただく食生活改善推︸
進員︵ヘルスメイト︶を養⁝
成する講座を開 き ま す ︒
⁝
推進員は︑食生活改善の⁝
ための活動のほか︑健康づ ⁝
くりに関する知識の普及や⁝
市の保健衛生事業への協力⁝
などの活動を行います︒
⁝
◇期間1一平成12年5月から ⁝
平成13年3月までの計H回⁝
◇内容11栄養・調理・運動⁝
に関する知識の習得
⁝
◇会場11市民健康管理セン⁝
タ！
⁝
◇受講料一1無料
⁝
◇申込期限闘4月28日置金︶
⁝
︸◇申込・問い合わせH市民一

ポットを当て、4月14日から4月20

震生活改書推進員養成厨座

社会をつくろう

冒

にこれからの社会や家庭、生き方を
考え、新しい社会を築いていくため
に「2000年ひゆうがし女性週間の
つどい」を開きます。
今年は、「人権」と「環境」にス

健康づくりは
食生活から

自分らしい生き方ができる

曽一

一

一

一

？：渡辺病院・渡辺命平医師」など
◇17日（月）＝ビデオ上映「子供た

市は︑健康づくりの基本

21世紀に向けて

………

…………… ……………………… …

これを記念して市は、男女がとも

20

21

一

団冨冤圃冨國
幼児健診ﾐ

象◇平成12年1月生まれﾐ
7か月児健診ﾐ

受付時間は、午前7時30分からﾐ

内・小児君536333）☆田中眼ﾐ

時30分までです。受診日当日、ﾐ

（眼費524009）ﾐ

食や喫煙は控えてください。ﾐ

23日 ☆三股病院（内・外・整ﾐ
・胃腸盈580034）☆尾崎眼科ﾐ
眼2監525600）

■潔諭＼相鳥雨耕轟並一側

産婦雪631447）ﾐ

象◇平成ll年9月生まれﾐ

29日

1歳児健康相談ﾐ
時◇4月ll口（火）ﾐ

外目538910）☆こどもクリニﾐ

象◇平成ll年3月生まれﾐ

クたしろ（小児倉561515）☆ﾐ
富医院（仁君525522）ﾐ

1歳6か月児健診ﾐ
時◇4月13日（木）ﾐ

誉田＼ロコ引お

象◇平成10年9月生まれﾐ
3歳位健診ﾐ
時◇4月7日（金）ﾐ

30日 ☆千代田病院（内・外・ﾐ
外・胃腸・皮8527111）☆柳ﾐ
医院（産婦5522950）

hoo㎝㎝㎝

oω

康あれこﾐ

☆瀧井ﾐ

食べ過ぎ、運動不足、深酒などﾐ
、本人以外に害を与えることはﾐ
りません。ところが、タバコのﾐ
合、喫煙者の体内に入る「主流ﾐ
」よりも、火のついている所かﾐ
生じる「副流煙」の方が怖いのﾐ

院（内・精神費522409）ﾐ

象◇平成8年9月生まれﾐ
受付時間は、3か月児／午後1ﾐ

事前に、テレホンサービス（5ﾐ
3−1214）で確認を。ﾐ

〜1時30分、7か月児・1歳6ﾐ

がん検診日程ﾐ

歳児／午前9時30分〜10時です。ﾐ
曹盾

☆渡辺病院（産婦・泌尿ﾐ

571011）☆天生堂医院（内・ﾐ

月児・3歳児／午後1時〜2時、ﾐ
」闘

☆今給黎医院ﾐ

内・循環燈542459）☆寺尾医院ﾐ

時◇4月21日（金）ﾐ

子健康手帳を忘れずに、市民健ﾐ

す。ﾐ

財光寺、塩見、平岩、南部ﾐ

管理センターへ。ﾐ

皿厨一司斜田一一〇噂α由甲
OOooNlαNI四一ﾐ

副流煙には、アンモニアなどのﾐ
激ガスが多く、目や喉の粘膜にﾐ
激を与えます。さらに、ニコチﾐ
、タール、発がん物質も多く、ﾐ
気の悪い部屋で喫煙すると、室ﾐ
の空気が副流星で汚染され、喫ﾐ
しない人までタバコの悪影響をﾐ
けます。タバコは、喫煙者と一ﾐ
にいる時間が長い人、つまり、ﾐ
く親しい人たちの健康を害しやﾐ

美々津・幸脇）地区で、集団にﾐ

月の休日在宅医ﾐ
2日

窃ﾐ

き◇4月14日（金）、27日（木）ﾐ

・整外国520011）☆緒方医院ﾐ

捻︵ﾐ

露国O劉■閉而

3か月児健診ﾐ

あなたの健康をサポートします。
市民健康管理センター（8内線2181）

☆黒木医院（内雪52605ﾐ

る胃ガン検診を行います。30歳ﾐ

上の方が対象です。詳しくは、ﾐ
民健康管理センターまで。ﾐ
5月9日（火）＝JA美々津支店ﾐ

）☆萩原眼科（眼軸637222）ﾐ

5月10日目水）；美々津老人福祉ﾐ

山元医院（小児8536066）☆ﾐ
平医院（回外・内含523337）ﾐ

ンターﾐ
5月11日（木）＝南日向コミュニﾐ

家村内科（内・循環a550600）ﾐ

ィセンターﾐ

9日

5月16日（火）＝切島山2区公民ﾐ
ﾐ

☆甲斐医院（外・胃腸君ﾐ

35000）☆児玉小児科医院（小ﾐ
冠522530）☆ひむかクリニッﾐ

5月17日（水）＝比良公民館ﾐ

（内・消化・呼吸雪560030）ﾐ

5月18日（木）＝農村婦人の家ﾐ

16日

5月19日（金）＝農村婦人の家ﾐ

☆和田病院（内・外・脳ﾐ

ださい。ﾐ

口男繰入生ﾐ
転出ﾐ
人

●●●●●●●●●●●●●●●ﾐ

以前にも︑この編集後記ﾐ
紹介したことがありますﾐ
︑毎朝午前8時に市役所ﾐ
ら流れている音楽は︑日ﾐ

市歌のメロディーです︒ﾐ

この日向市歌を作曲したﾐ
村亨さんが︑お亡くなりﾐ
なりました︒今回︑そのﾐ
事を書くにあたり︑植村ﾐ
んについていろいろと調ﾐ
ていると︑その偉大さをﾐ

めて知らされました︒ﾐ

私は︑日向市歌が大好きﾐ
す︒この鄙歌が︑より多ﾐ
の市民に親しまれ︑誇りﾐ
もって歌い続けられるとﾐ

いなと思います︒︷矢野︸ﾐ

E琶＼贈団軸口碧誕︵粛︶ﾐ

編ﾐ
集ﾐ

いのです。ﾐ

「百害あって一利なし」。自分ﾐ
身と身近な人の健康を守るためﾐ
も、分煙または禁煙を心掛けてﾐ

向市の人ロ1≒㌣鼠、ﾐ

ﾐ

い義雌

工

◎

。β・1現在）ﾐ

嘱＋13＞ﾐ

幽幽ぞ午13＞ﾐ

灘翻‡111ﾐ
96人「転

2人〆死

出

亡

188人ﾐ

41人

