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■特集

市の家計簿を公表します

■市政の動き

日本スボーツマスターズ2001宮崎大会女子ソフ
トボールで日向ママが優勝ほか

ファローズがリーグ優勝／開運−・なんでも鑑定団公

■まちの話題
南極観測船﹁しらせ﹂が細島港に入港／大阪近鉄パ

開録画など
■インフォメーション

平成14年﹁成人式﹂式典のお知らせ／新有権者の意

見発表会の発表者募集／平成14年度幼稚園児の募集

︐

／第37回日向市絡合文化祭︵芸能・芸術部門︶の11

月からの日程ほか

表紙塩見の臼太鼓踊り
日向之国耳川流域民俗芸能祭が10
月i4日、目向市文化交流センターで
開かれ、日向市と東臼杵南部町村の民
俗芸能が・堂に披露されました。
塩見の臼太鼓踊りは、奥野地区に伝
わる民俗芸能。豊年祭としての色彩が
濃く、踊りは毎年旧暦の11月19日に

舞われる習わしです。市内に唯一残る
太鼓踊りとして注日されており、その
名のとおり臼の形に似た太鼓を打ち鳴
らして踊ります。

この広報紙は再生紙を使用しています。

特集

市の家計簿を公表します

平成12年度の決算（見込み）をご紹介します。みな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。普通会計の収支は、11年度と比べてみる
隅幽

と、入ったお金が251億9945万円、使ったお金が232億8384万円とそれぞれ増

えています。差引額は19億1561万円で、翌年度に繰り越した事業へ充てる財源
を差し引くと、実質収支は4億7833万円の黒字決算となります。
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※資本的収支における支出額の不足分については、過年度分
損益勘定留保資金等で補てんしました。
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■市民1人当たりの経費と市税負担（目的別）

■性質別歳出
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公債費の割合が
O・アポイント改善

平成12年度の普通会計決算は︑歳入総額251億994

5万円︑歳出総額232億8384万円で︑歳入歳出差引

額は19億1561万円です︒

歳入の内訳を見ると24・1％を市税が︑22・5％を地方

交付税が占めています︒市税は︑前年度に比べ2・7％減

の60億8317万円です︒構成比を見ると︑市税や使用料

及び手数料︑譜収入などの自主財源が44・6％︑地方交付

税や地方債︑国庫支出金などの依存財源が55・4％で︑前

年度に比べ自主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︑各土地区画整理事業︑

道路の改良工事などが主なものです︒民生費は︑社会福
祉・老人福祉・児璽福祉などの扶助費が含まれています︒

民生費の普通会計に占める割合が︑前年度に比べ減りまし

たが︑これは介護保険事業と日向入郷地域介護認定審査事
業の特別会計を新たに設けたことによるものです︒また︑
労働費と商工費が伸びましたが︑これは緊急地域雇用特別

また︑性質別で見ると︑義務的経費︵人件費︑扶助費︑

基金事業や温泉利用施設整備事業などによるものです︒

公債費︶が102億4900万円で44・O％を占め︑前年

度に比べ2・8％減少しています︒その他の行政経費︵物

件費︑補助費等︑繰出金など︶が62億1021万円︑投資

的経費︵普通建設事業費︑災害復旧事業費︶が68億246

主な財政指標を見ると︑経常収支比率が79・7％とほぼ

4万円となっています︒

横ばい︑公債費比率が13・7％とO・7％改着されていま
すが共に依然高い水準となっています︒経常収支比率とは︑
各家庭の家計簿で例えると︑衣食住などの必要経費の割合

のことです︒
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次の世代に誇りを持って引き継ぐこ
とのできるまちを創造するため︑さ
まざまな事業に取り組んでいます︒
健やかで安心して暮らせるまちづくり
自然と共生する快適な環境のまちづくり

市は︑第4次総合計画に掲げられた5つの柱である

1
2
3 地域の特色を活かし活力に満ちた産業を育てるまちづくり

4 活気あふれる交流拠点のまちづくり
5 豊かな心を育み文化の香るまちづくり
に沿い︑市の将来像である﹁だれもが住んでみたくなるま
ち﹂を目指して︑均衡ある市政の進展に努めています︒こ
こでは12年度事業の中からいくつか紹介します︒
この事業は市民の郷土に
対する理解を深め︑誇りを
高めるため︑平成m年から
着手しています︒12年度は

事業費2543万円をかけ
て︑資料の調査・収集︑写
真収集と聞き取り調査︑現
況写真の撮影などを行い︑
地方文書5676点︑内藤
家文書12542点をマイ
クロ撮影し印刷︑23点をカ

ラー撮影・複写しました︒

現在︑目向旧史編さんと
しては︑初団となる市史写
真集の編集作業を進めてい
ます︒

々︑

日向岬と馬ヶ背は本市を
代表する観光名所で︑この
観光資源を活用するため︑
さまざまな整備に務めてい
ます︒この事業は︑平成6

転

年に設置した観光案内所
が︑観光客の増加にともな
い︑狭くなってきたため︑
総事業費2317万100
0円で休憩所と食堂を増設
したものです︒新たにバル
コニーを増設し︑観光客が
ゆったりくつろげるスペー
スを確保しました︒事業に
より一層の観光振興を図り
ました︒

防災まちづくり事業とし
て︑第31部︵草場・花ケ
丘・迎洋園︶の消防団機庫

府・三木Vと第25部︵別府︶

と消防団第8部︵吉野川・
清正・地蔵︶の消防団機庫
を新築しました︒また︑消
防団第18部︵金ケ浜・別
のホース乾燥塔を新設して
います︒

この事業では老朽化した
消防機庫を年次的に新設︑
改修しているほか︑防火水
槽を2か所整備し︑消防水
利の不足している地域の整
備を図りました︒

この事業は︑高齢者と女
性の健康・体力の維持や交
流︑また︑広く市民のスポ
ーツ振興を図ることを目的
に市民ふれあいグランドゴ
ルフ祭りやミニバレーボー
ル大会︑ミニテニス教室な

どの事業に取り組みまし
た︒また︑12年度は学校体

育施設開放事業として︑地
域のスポーツ活動の場とし
て学校体育施設を有効に活
用するため︑地域住民に口
琴中学校や大王谷中学校な
どの体育館を︑年間で10
0日間︑開放しました︒

市は家庭で生活している
介護を要する高齢者︑その
家族の負担軽減を図るため
様々な在宅サービスを行っ
ています︒介護サービスが
受けられない人のための対
策︑ひとり暮らしの高齢者
が安心して生活できる対策
など︑生きがい対応型デイ
サービス事業や家族介護支
援対策事業等で6788万
2000円を支出しました︒
介護保険制度施行に伴い︑

在宅福祉サービスのほとん
どが介護サービスに移行し
ています︒

この事業は畜産業の振興
を図り︑肉用牛経営の安定
した基礎づくりのため︑宮
崎県内で生産された優良基
礎雌牛の保留と品種改良を
行い︑体言・肉質などに優
れた遺伝能力の高い優秀牛
をつくるために行ったもの

です︒例えば山北では安
平・隆桜・L福・福茂とい
う牛を父牛として生まれた
雌牛が優良闘牛となってい
ます︒

を行いました︒

転︑6街区外造成工事など

工事やそれに伴う家屋移

年度は3億5486万円を
かけ︑細島新財市通線築造

業を進めています︒平成12

年度にかけて都市基盤の整
備と魅力に満ちた商店街の
振興及び地域間交流の玄関
目にふさわしい﹁ふれあい
とやすらぎ﹂を演出する事

市は︑平成8年度から15

けられていますb．．

南町は宮崎県北地方拠点
地域の中で﹁日向市生活文
化交流拠点地区﹂に位置づ

しています︐

12年度では126万円の
事業費で42頭の導人を助成

＼

ρ

融

【教育費】スポーツライフ推進事業

【民生費】在宅福祉事業
【農林水産費】和牛保留奨励事業
【土木費】日向市南町土地区画整理事業

①

薄鍋編さん事業
【総務費】

【商工費】快適空淀みやざき着生事業

【消防費】防災まちづくり事業
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市の家計簿を公表します
特集

マスターズ女子ソフト初代女王の座に日向ママ
た中丸監督から︑旧性で呼ばれて︑

ずつ名前を呼んで紹介しようとし
選Fが訂．止する一幕も．︑宮崎国体

戦で東京都代表の多摩フェニック

出迎えました．．H向ママは︑決勝

ぞれ代表して花束が贈られまし

力．r︑ヒ将に︑市長と助役からそれ
としたスポーツの祭典です．．今回︑

で︑特に競技ヒ心向がh尚い層を斌象

茄歳以hのスポーツ愛好者の中

．兀実行委員をはじめ関係者も大再

力ら塞年を経過しての快進撃に地

スと戦い︑激戦の末︑初代女．しの
座につきました︑．中丸監督が﹁選
た．昭和54年の宮崎国体の少．年少

全国で初めて開かれ︑この宮崎県
大会が記念すべき第−気上会でし

﹁素晴らしい快挙です﹂と点口びの

女rソフトボールチームの日向

手が一丸とな
女の部で入賞した経験者を揃えた
強豪チームとして試合に臨んだ目
た︒男．rソフトボール代表の日向

フトボールの部
で優勝し︑試合
！f

一

一

ノf

久Rr灸こしり几 κ ︸ 弥
辛

京都代表に初戦で破れましたが︑

びでした．スポーツマスターズは

ママ︵中丸逸夫監督︶がm月25日︑

り︑優勝する
ことができま
向ママ．．現在では結婚し︑性も変
アンクルズ︵中島克凱一5監督︶は︑

を訪れ︑優勝の

D土盛で祝福しました︐︑監督と児．k

11本ス．ホーツマスタ．iズ2001

え ロロロの
したり﹂
と倒ρ

わった人も多ン＼あいさつで1人
力強い．フレーで球場を湧かせまし
た．．本市からは外に︑ボウリング

競技に黒川直樹さん︵亀崎︶︑男
fサッカー県選抜チームで松岡慶
次郎さん︵庄夢Vが出場し︑それ
ぞれ優勝を飾るなど︑うれしい話
題が続きました︒

︐

ってくれました︒川中審査ロー−︹は

る座を贈り︑楽しい夢をみてもら
いたいしと作品に対する思いを語

して配り︑市内外にPRする︐レ定．．

来賓・招待者にワインを記念品と

向市市制施行狛周年記A︐心式典で︑

市文化交流センターで開かれる11

刻家など24人が様々な素材を使乏

年でH回を数え︑全国の菩名な彫

3年から開催されているもの．．今

は︑現代彫刻にふれあ．う機会を設
けようと︑市制施行翻周年の．平成

まで開かれています．．この彫刻展

に腰掛け︑どんな夢を抱きますか．

せながら︑この椅．rに座るのでし
ょうか臥．あなたなら︑この椅．r

て﹁だれが︑どんな思いをめぐら

未来に夢を抱かせる﹂と評価︒さ

GO

一．餐

●

of

．●

D姻

．

God﹂

両．小も11月4日まで行っています．

市民みんなで選ぶ市民大賞の投
で行われました
山太−市．長は﹁今11では︑

彫刻展は市民の心の癖心しの

空間．．作家のみなんの製作

にかける情熱も感じます﹂
とあいさつしました︑この
後︑審査した前町k県疏近
代美術館館長の田中幸人さ
んから彫刻展大賞の発表が

行われ︑大賞には村ヒ
Or

九卜九さん作﹁神々の椅．r

Chair

彫刻展大賞﹁神々の椅子chair

m月14口︑日向岬グ．リーンパーク

います．田オLフニングイベントは

いない︒大きな志を思い起こさせ︑

この新しいワイン﹁．半兵衛さん﹂

し︑それぞれの感性を作品にして

しください．．︑

スキッと新しくなった朱をお試

ます．．

は︑m月から取扱店で販売してい

﹁作品はH向の人自然にも負けて

001﹂がm月14目から11月m11

50周年表彰、日向市のあゆみの紹介など。

日向岬グリーンパークの大自然
と共に楽しむ﹁日向現代彫刻展2

◇ところ＝日向市文化交流センター

宮崎人会女．rソ

山本市．長は

優田

r．．

弓削助役から花束を受け取る児玉力子主将（左）

どんな座り心地かな？

審罵小学生による市民憲章の朗読、
◇内

き罷lI月16日（金）、午前10時〜
◇と

報告をしまし

らなる消費拡大を﹂と期待を寄せ
ています︑

式典には市民のどなたでも参加で
きますので、ぜひご来場ください。

た．．

抱き合って喜ぶ選手たち

市は︑さっそくH月博覧にH向

日向甫市劇施行50周年記念式典

市役所前では

や一

q

山底−市．長や職員

ら約100人が

プレーが続出

スキヅと◎新しくなったよ
目向市特産の．平兵衛酢を使川した
ワイン﹁．平兵衛さん﹂にスキッとし

た面しい味の商品が加わり︑酒造会
社から発売されています．．このワイ
ンには市制施行m周年・記八︐心として︑

新たに市が制作委託した︑ワイン表

紙 ラ ベ ル ・ 記念ラベル覧半兵衛酢由
来ラベルが使われています︒併せて

T

（駐単場がございません。ご了承ください）
弓

．新しています．．

蔀

ラベルも一新、日向特産平兵酢の消費拡大を

出荷用箱︵カートン︶のデザインも

げ

．．

d﹂が選ばれました︒村h
さんは﹁自然に生かされて
いながら︑それを破壊せず
にはいられない私たち︒森
に息づく神々は今日をどう
思っているのか︒神々に美
しい自然︑緑の国を鑑賞す

9

市農林水産課は﹁新しくなった

耽．

6
7

ワインで市の特産︑．平兵衛酢のさ

︐

「

﹀

十

ことを目的として
設凱されました︒

はじめに︑奈須
敏夫会長があいさ
つに疏ち﹁今の時
代︑何が起こるか
分からない︒計．幽

倒れにならぬよう
情報を交換し︑日
向市の農業がAノ夜

の中秋の名月のよ
うに丸く収まるよ

う意見交換しまし

一一

写

ξド㌻﹁

替えL事が終rしており︑今回︑

︸﹂

ず

0▼．

■

自己紹介する新役員たち

するために
補助制度や
農裳融資制
度の支援を
行政など農
業関係機関
が行い︑農
業者の夢の
実現を図っ
ていこうと
いう制度で
す︒制度に
ち の ロも
より
畠心勧と

能力のある
農業経営者

施設で制作された作品などが販売
されており大勢の人で賑わい︑ブ
リーマーケットなど︑おなじみの
催しも好評︒三二市ふれあいフェ
スタは︑障害児者と市民が身近に
ふれあえる機会︒イベントを通し
て︑障害児者への雨しい理解と協

れた販売コーナーでは︑ 福祉作業

センター広場に設置さ

ませました．︑文化交流

また︑白浜学園の舞
踊﹁夜桜お七﹂などの
出し物が参加者を楽し

台せましと踊りを披露︒

開会セレモニーは橘
太鼓﹁団座﹂の太鼓で
始まり︑天翔獅rが舞

で開かれました．︑

2001目向市ふれ
あいフェスタが9月目
日︑文化交流センター

へ

カをいれることにしています︑

営に役﹂凱つパソコン研修会などに

協議会は平成B年度事業として
今後は認定農業者交流研修会︑他
町村の農裳リーダー協議会の主催
する講演会への参加など︑他団体
との交流を図るとともに︑農業経

を選出しました︒

収支決算など4議案を可決︒．平成
B年度会長に奈須敏夫さん︵塩見︶

総会では平成12年度事業実績︑

れています．︑

を育成し︑
経営安定を図ることが目的です︒
これから︑認定農業者は地域農業
の中心的役割を担うことが期待さ

編

﹁

うるおいのある農村地域づくりを
平成B年農業リーダー協議会総
会がm月2日︑市役所で開かれま
した︒

同協議会は昨年7月に︑主旨に
賛同した14人の会員で発足︒地域

農業振興の中核的担い手となる農
業経営者の自k的な活動により︑
農業技術︑経営技術の研究と実践
を通して︑会員柑厄の研さんと他
の組織との連携を保ちながら︑農
裳経営者としての能力向ヒを図る
真剣に話を聴く参加者

よう﹂と述べまし
た︒

この総会から市
内の認定農業者のほとんど弱人が
参加することになり︑来賓として
出席した山本市．長は﹁今︑農業経

営が成り疏つ施策を展開してい
る︒意欲ある担い手を育成し︑う
るおいのある農村地域をつくって
いきたい﹂とあいさつしました︒

認定農業者とは︑農業のスペシ
ャリストとして︑自らの経営計画
を数字に示して︑将来の経営の姿
を明確にしていこうという農業者
のことです︑また︑認定農業者制
度は農業経営基盤強化促進法に基
づき︑農業者が計画した効率的で
安定した魅力ある農業経営を実現
践e﹁

︵

︑

富江財光寺通線に架かる塩見橋

のびのびとした空間を表現
が︹財︺日本産業デザイン振興会の

塩見橋の景観デザインが建築・環

受賞の理由として︑橋梁分野は

グッドデザイン賞を受賞しまし
県道富高財光寺通線は︑市中心

デザインが入りにくい領域であ

境デザインの部で自邸を受賞した

市街地と財光hずを結ぶ幹線街路︒

り︑そこに二極的に踏み込んだ点

ものです︒

交通混雑を解消するため︑平成7

が評価されました．橋としての部

た︒

年から道路拡幅L事が進められて

分部分のデザインがよくできてお
した空間が表現されています︑︑

り︑限られた中にも︑のびのびと

います︒塩見橋は．平成12年︑架け
グッドデザイン賞を受賞した塩見橋

．平成B年度のグッドデザイン賞

は全国で1290件の受賞があ

「

力を呼びかけました︒
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一

第です︒

中秋の名月

．人の人間として生きる喜
びを感じ﹁名月や琴のしらべ
に身をいやし﹂の．句を思わ
ず口ずさみ︑関係者のご苦労
に心から感謝を申ししげた次

た︒

中秋の名月が︑はるかかな
た水平線から静かに昇ってい
く中で雲にかかる光景は優雅
そのもの︒野点︑俳句・短歌
のコンセプトや琴と尺八の演
奏︑そして月にちなんだ詩吟
の朗詠など︑その風情は俗噴
をはなれ︑しばしば自然の趣
きにひたる独特の味わいでし

い企画となりました︒

台風の影響で中断していまし
たが︑3度目の止直で実現︒
今年は快晴に恵まれ多くの市
民の参加のもとにとても楽し

加しました︒昨年︑ 一昨年と

私たちの誇れる財産の一つで
す︒そのグリーンパークで催
された第9回市民観月会に参

ある11向岬グリーンパークは

日豊海岸国定公園の中核で

市長回想

⑰

そうにゴ

りました

この石は往復5時間かけて︑基地
まで運びました﹂と当時を懐かし

海野さんは﹁南極は一日︑昼間
のように明るいので︑勤務が終わ
った後︑石の採取に行きました．

に寄付したものです︐

とても貴重なもの︑﹁市民のみな
さんにも見ていただきたい﹂と市

一

山本孫
石の説明をする海野さん

123れ

璽

、．

搬蘇正しい理解と協力を

ゆ

ド
財光寺側から見た景観

一
一一一一

矯

り︑うち建設・環境デザイン部門

﹁稲

隔てふス催りさ施れ■■回心國回国国囚國■■

藁鹸鮎

」」舞で橘
画しにエのフ売裳さ流しの舞
セレモニーは響座の和太鼓で始まる

は測件が受賞しています．．

﹁．．・

1

8

9
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霧
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ご

次︵昭和60年︶にはオース
行50周年を記念して︑宮崎県造園

り︑見違えるようにきれいに整備
されました︒これは日向市市制施

地観測協力に参加し︑第27

トラリア観測船ネラ・ダン
緑地協会日向支部︵工藤洋三支部
日本の渚百選で今ではサーフィ
ンの名所でもある︑お倉ヶ浜の砂
も敷き詰められました︒四方八方
どこからでも鑑賞できるこの中庭

号救出や第幽門︵平成10年︶

0トン︑最大速力19ノット︒

は︑これから市役所に訪れた市民

長︶から市に贈られたものです︒

乗組員は170人で︑うち
の心を︑癒してくれそうです︒

7︵昭和32︶年に昭和基地

日本の南極観測は195

観測隊員等は60人です︒

同国の観測船オーラ・オー
ストラリス号救出などに活
躍しています︒主な性能と
しては基準排水量1160

市庁舎中庭が市の観光名所︑馬
ヶ背とお倉ヶ浜を模した景観にな

極観測舶﹁しらせ﹂が害潅④方八方どこか亀ξ豪い

南極観測船﹁しらせ﹂が
氈i昭和58年︶から南極

偵察用小型2機を搭載︒第

期間中は会場に地場産品
販売所や露天商などが軒を
連ね︑多くの家族連れで賑
わいました︒しらせは﹁ふ
じ﹂に代わり南極地観測協
力を行う︑わが国唯一の砕
氷艦︒砕氷のほか輸送︑観
測︑ヘリコプター母艦の役
目など担っています︒ヘリ

艦内を一般公開しました︒

つとして細島港に寄港し︑

制施行50周年記念事業の一

9月26日︑27日に日向市市

㊦
コプターは輸送用大型2機︑

融

に役立つものと期待されます︒

環境の改善︑公共水域の水質保全

めます﹂とあいさつ︒施設は生活

若者が夢と希望を持てる農政を進

は﹁待望の施設が完成し喜ばしい︒

要因となっていました︒山本市長

生活環境や農業に悪影響を及ぼす

活廃水量の増加などで水質が悪化︒

部も都市化が進み︑家庭からの生

2日︑開かれました︒近年︑農村

施設が完成し︑その落成式が10月

秋留地区農業集落排水汚水処理

④蒙域の沓塁を図る

を建設して以来40年以上に

わたり︑さまざまな自然現
象を調べ続け︑オゾンホー
ルの発見など多くの成果を
得ています︒

ゲ魯

．参 ﹃

螺．一憶
．日日口

轟F

お自ケ浜
獅P1日から14口にかけてお倉ヶ

JPSAプロサーフィン大会が

⑫郷のサ柔イ竃

12年ぶりにパリーグ制覇1︒日

家族連れで賑わう地場産品賑売所

た︒歓喜の渦の中で胴上げされた
山本市長は﹁市制施行50周年の年
にリーグ優勝してとても感激︒次
はぜひ日本一に﹂と猛牛軍団をた

逡年ぶりの劇的優勝を祝いまし

敏選手︒会心のあたりの打球は左
中間スタンドへ︒奇跡の代打満塁
逆転サヨナラホームランがとび出
した瞬間︑みんな跳び上がって大
喜びです︒手をとり︑抱き合って

して⁝︒そして代打︑北川博

浜海水浴場で開かれました︒
これは日向市市制施行50周年記

念事業の一つとして︑市民により
自主企画運営されたものです︒

お倉ヶ浜は︑県内でも絶好のサ
ーフポイント︒この日も︑日向灘
から吹く強い風の影響で︑絶好の
高波が押し寄せていました︒

大会に参加したサーファーたち
は秋晴れのもと︑巧みな技を競い
合っていました︒

年−月に放送の予定です︒

を見てのおたのしみ︒番組は︑来

は出たのでしょうか︑それは放送

のスタジオ行きになる高価なお宝

で鑑定しました︒はたして︑東京

が︑観客約2000人が見守る中

過した7人が︑ご自慢のお宝を持
って登場︒おなじみの鑑定上2人

われました︒舞台に事前審査を通

日︑日向市文化交流センターで行

でも鑑定団﹂の公開録画が10月13

テレビの人気番組︑﹁開運1何

⑤竃ス多オへいったのか

向市でキャンプを行っている大阪
近鉄バファローズが9月26日︑み
ごとリーグ優勝を果たしました︒
この日は︑対オリックス戦で︑優
勝の瞬間を見とどけようと市役所
玄関に大型のテレビが備え付けら
れ︑市民約200人が観戦︒先制
タイムリーが出ると会場は大いに
盛り上がり押せ押せ・ムード︒しか
し︑中盤から形勢が次第に逆転︒
3点差となった終盤︑会場は重壁
しい雰囲気に包まれます︒つめか
けたファンもメガホンをたたいて
声援を送りますが︑9回表に1点
を追加され︑ため息︒それでも逆
転を信じて声援を送り続けます︒
試合は運命の9回裏へ︒打線が
ﾂながり︑まさかの満塁︒もしか

10
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入港した南価観測船「しらせ」
8曜

が：ヤ

黒

、Pπr「q
ノムムりしノ
且懸

■広報 紙に掲載された 写真を差

みんなの広場

報

言

今月号は︑8月にゴーラ市
に派遣した高校生の作文を紙
面の都合により︑一部省略し

，

て紹介します︒

1

黒木 綾乃︵日向高等学校 1年︶さん

ゴーラ市は最高の思い出

3

客扱いせず︑まるで本当の家族の

ように接してくださる．︑だから︑

料理や洗濯︑薪割りなど家族の．
員としてのヂ伝いがとてもうれし
かった︒また︑家事や家の仕事︑
食事やふだんの会話の中から︑家
族の雰囲気もお圧いがプライバシ
ーを尊噴しつつも家族の絆で強く

結ばれているのが感じられた．︑

心配していた英語も何とか通じ
る︒日本の文化も少しは紹介する
ことができた︒ゴーラ高校はとて
も自由な校風で︑授業中やクラス
の雰囲気は︑まるで映画やテレビ
ドラマを見ているような感じだっ
た︒生活習慣や文化の違いからく
る違和感はあったものの︑生徒は

みなやさしく楽しい．．一人ひとり

が伸び伸びと学校生活をすごして

いるのが羨ましく思えた︑

ていただければ取りにうかがいます。
◇募集締切＝1財3〔〕日（金）

明日は帰国という前の夜にさよ
ならパーティが行われた︒みんな
楽しく交流を深め︑わたしもその

ください（占冠は除きます）。連絡し

中でいろんなことを話していた．︑

なものをバザー物品として提供して

（リコーダー・ピアノコンチェルト他）5．合同演奏ハレル
ヤコーラス、▽指揮者／保坂千1艮、入場料300円
◇問い合わせ；日向文化交流センター（盈54−6111）

Hだったのだ．．﹁ハッピーバース

◇バザー物品の募集＝ご家庭で不要

突然大きなケーキが川意され私の
名前が呼ばれた︒今日は私の誕生

《バザー物品の募集》

台のピアノによる動物の謝肉祭）3．ll向市民吹奏楽団（マ
ンボ・イン…他）4．キーボードオーケストラ「日lllj楽」

デイ︑アヤノ﹂とそこにいたみん

バザー

コールミューゼス、メモリーコーラス、延岡混声合唱団、日
向保育協議会、 ・般参加 2．目向…音楽レスナーの会（2

ながお祝いをしてくれた．．私は感

◇内容＝学習発表会とPTAによる

コーラス、ふれあいコーラス、蕗のとう、日向竜謡を歌う会、

激で胸がいっぱいになり︑また︑
明日はもう帰らなくてはならない
という寂しさが一緒になり︑思わ
ず涙があふれてきた︑オーストラ
リアでの︑いやこれまでの人生で

◇場所；日向養護学校体育館ほか

最高の思い出となった．

午自有91時〜ノi二f菱21貯50分・

さとの四季）指揮者／野L敏治、、日向混声合唱団、ひむかい

．・＿

イ

◇日時＝馳F成13年12月2日（日〉

■ハレルヤコンサート
◇日時・場所＝12月2目（日）日向市文化交流センター
人ホール、開場13：00、開演13：30
口内天引lf内の音楽愛好者を中心とした師走の街に歓喜を呼
び起こすコンサート．▽出演団体／1．合同コーラス（ふる

忙ぐ

《バザー》

『50周年実行委員会運営事業』の紹介

毎﹇が夢のように過ぎて行く︒
こんな素敵な目々が続いたら二分

ーにご協力ください

郎」の研究発〜こ会をffう，人場無料

が自分でなくなってしまいそう．︑

■日向養護学校の学習発表会とバザ

「官軍少f／1…迫田鉄ノ

◇問い合わせ；日向［lf史談会（容52−7475）

っていた︒初めてのホームステイ︑

きない場合があります。

史跡めぐり、、13；00〜本市学芸員の緒方博文氏による

そんな気持ちになりながらも︑こ
の時間が永遠に続いて欲しいと願

紙面のスペースの関係上、掲載で

◇内容＝県内の郷ヒ史の愛好者を集めて10：00〜市内

期待と不安を．両手にいっぱい抱え

課（盈内線2234）へ。ただし、

■地方史研究大会
◇日時・場所＝11月22日（木）、中央公民館研修室

ながらアデレード空港に降り凱つ
たのは冷たい風が吹く8月9Hだ
った︒空港からバスに揺ら れ て ゴ
ーラ市までの道のりがなんと速く
感じられたことか︒迎えてくれた
ホストファミリーのカズンズさん

原稿は、毎月1日までに市総務

『市民自主企画運営事業』の紹介

の笑顔はそんな私の．不安を真っ青
な空の向うへ吹き飛ばした︒

目的としたものはお断りします。

ほ瀧＿盛

「はばたけ！日向」〜参加・連鵬・創造〜

カズンズ一家は私を初めからお

「情報伝言板」は、皆さんの自
主的な活動を応援するコーナーで
す。サークル活動などの会員募集
やイベントなどの情報をお寄せく
ださい。営利や政治・宗教活動を

市制施行50周年記念事業

◇問い合わせ＝日向養護学校匿54
−9610）1＼．
︑

はありませんか
アラノン（Al−A［1〔m）はアル

・ト

「秋のとしょかんまつり」について（お知らせ）
と趣向を変えての企画となっています。それぞれに楽し

同じ1㌧畳1しみを経験したもの同．i：、心

めるコーナーがありますので、週末の土曜日1お気軽に

を開いて話し合ってみませんか。

図書館へ足を運んでみませんか。

◇日時＝lI月24日（D〜25

◇日

時＝11月10日（土）、9：00〜、市立図書館

［

◇内

容＝古本市、9：00〜12：00／お茶会、1

GD午前10π寺〜午そ菱4巨与

◇場所＝宮崎県総合保健センター5F

0：00〜12；OO／おはなし会（大人、①11：0

◇参n目費＝150011」（垂ljf更振替㌶二

0〜11；30、②14：00〜15：00）（こども、1

び」、13：30〜15：00／お楽しみコーナー「快適

◇昼食＝500円（必要な人は参加

生活はなまる百科〜暮らしの裏ワザ教えます〜」、15：

費と共にお振込みください）

00〜15：30、みなさんの来館をお待ちしています。

（NPO）法人アラノンジャパンGSO
（費03−3472−7712）

︸

4：00〜15：00）／手作りコーナー「秋の草花遊

ださい，口座はお問い合せドさい）

さん、ぜひおこしください，

歴

て11月5日（金）までにお申込く

嘱託員として勤めて4年になり
ます。今月もおもしろい本がた
くさん入荷していますよ。みな

いきいき
青春トーク
このコーナーでは︑みなさんの
近所の若者や職場のホープを紹介
しています︒紹介したい人がいる
かたは︑市総務課︵容内線223
4︶までご連絡ください︒なお︑

持つ人の家族と友人の集まりです。

と思っています。市、坑口井田に

自薦︑他薦は問いません︒

今年は「大人も楽しめる1としょかんまつり1。ちょっ

しばらく体んでいた、趣味の
バドミントンを、また始めよう

ご運絡をいただいた人は︑広報
係が写真を撮りにうかがいます︒

コール（または薬物）依存の問題を

◇問い合わせ；特定非営利活動

73

？・

今西幸太さん（25歳：西草場）
︽

■身近にお酒（または薬物）の問題

、蟹．

福村愛さん（22歳：高砂町）
f木liはよく友愛韮と闇夜fJ＝に111カ・

けます．この前は熊本の…月ニグ
リーンランドにlfってきまし

た、温泉が好きで、県内の温泉
はほとんど行きましたよ 日向
市のサンパーク温泉施設が完成
するのが待ち遠しいです。

72

おしらせ・ぼしゅう

︒甫

平成14年﹁成人式﹂式典

﹁土木の日﹂塩見橋メンテナンスイベント

け付けます．

典の参加者を次の要領で受

平成14年の﹁成人式﹂式

◇日時1111月11日︵日︶︑

切さとその公共物の持つ意

木に直に触れて公止ハ物の大

市民参加型の社会奉仕活
動で︑塩見橋にあるrすり
のメンテナンスを市内の児
硫が行い︑耳川産のぶなの

塩見橋にさわってみ
ようよ

◇式典日時け平成14年−月
B日︵日∀︑／午前9時聞分
受付︑m時開会
◇場所11塩見橋

参加しませんか
成人式

◇式典会場11市文化交流セ
ンター
◇内容1ーメンテナンス作業

I

一．

︼︹

一﹂︶

〜

・f

︑

的に開きます．．

味を知ってもらうことを11

◇対象者11町刊駅一14月2

︵約−時間︑fすりを水洗

に祈念する11向市戦没者追
障
悼式を行います．．

ご遺族︑市民のみなさん
のご参列をお添いいたしま
日時1111月17日︵ヒ︶︑
午 前m時開式︵受付9時〜︶

場所11中央公民館
問い合わせ11市福祉事務

児童母f係︷智内線21

3∀

尋唇

検察官の処分に不満をお持ちの人へ

審査員が︑検察官が事件を
起訴しなかったことの薄し
あしを審査します．．

詳しくは︑延岡検察審査

会事務局︵容0982肥
3291∀へ．．

公表しています

250万円以上の公共工事

市は本年度内に発注が見
込まれる公共r事︵後期発
注︐レ定﹇を公表しています．︑

これは︑今年の4月に
﹁
公
一公
阿 共r事の入札及び契約

料︑はEなどは木の芽会が

日から昭和訂年4月−日ま
でに生圭れた人
◇税込方法1ーヘノ年11月1日

準・備︶雨天時は順延のr定

公
公表しているL事は︑い
ずれ も．r定価格が250万

の
の玉
適正化の促進に関する法
律
目﹂﹂が施行されたことに伴

現在で住民票が11向市にあ

詳しくは目向木の芽会︵歴
検 ⁝察庁に訴えたが︑検察官

円以
以しの年度内に発注が見

ご存じですか
検察審査会

る人には直接ご案内しま
茄

．その事件を起訴してくれ

いし︑自然塗料を塗る．．塗

す．それ以外の人は︑郵便
なお︑同日は午後1時か
ら市役所前で木﹇教室も開

な 一どの被害に遭い︑警察や

一ちの人は︑検察審査会官

一局にご相談ください．．相

や申し疏てについての費

用 ﹁は．切無料で︑秘密は固
ノ＼

を
﹁！

算額が有ります
◇福利厚生11．雇川保険︑健

康保険︑厚生年金に加歯し
ます

◇募集人員111人

◇応募資格111日向市に居
住をしている人︑．2．昭和21

獅ﾌ相談
◇交通事故巡回相談

m

と き■H月9日︵金︶
R 駁〜14 顎

ところ■中央公民館
◇法律相談︵要予約︶
m一勘〜15

とき■H月15日︹木一

ところ■h目少年ホーム

． ﹂
一 〜

﹁3
見

．

一
︶

き■11月⑳日︵火︶

◇人権・行政相談
と
︷︶

． ︶
一 〜

F
︶
E見

．

とき■11月9日︵金︶
0 ・耳〜2・N

︷
︶

き■11月B目︵火︶

ところ■目口屋公民館
◇年金巡回相談
と
︸

︷

ところ■背少年ホーム

ところ■身体障害者セン

◇障害者相談

込
込キ
まれるすべてのし事

﹁市民の声ポスト﹂
市は︑市政に対するみなさ

す．．どうぞ︑ご利用ください．．

を庁舎玄関に備え付けていま

きするため︑市民の声ホスト

タi︵智5215434

た
ただ
だし︑すでに発注したL
夢や
や川地買収を伴ったり︑
突発
発的な災害などで発注が
確か
かでないし喜は除いてい

んのご意見・ご．要望等をお旧用

公表場所は︑市の契約管
理課内︵．部担当課M．閲
覧による方法での公表とな

ます．︑

して
ているものです．︑

い5 月とm月の年62一同公表

はがきに住所︑氏名︑性別︑
な・い︑このような．千満をお

交通事故︑詐欺︑おどし

生年壁心︑世帯︑ヒの氏名︑
きます．．

1828∀へ︑

連絡先電活而術堕りを記入し︑

市社会教育課にお送りドさ
◇申込期限11H月鵠H︵金︶

平和をみなさんとと
もに祈念します

成人式を計画・運営
してみませんか

監

⑱

戦没者に追悼の意を表し
事和を市民のみなさんと兵

蘇一

◇申込・問い合わせ11一T8

諾しくは契約管理

83 8555︑市教育委
員会社会教育課︵盈内線2
423︶

ります
課︵含内線226つこまで．
■青いボストハ標目ホック ス 一 を 設 置

投 函 し て く だ さい

身 近 な 道 路 標 識への意見
年4月2−1〜昭和41年4月

i11までに生まれた人︵平

成人式の実行委員を次の

要領で募集します．．

成14年4月−日現在で痴歳
以L茄歳﹂木満の人︶︑性別

道路揮識の汎収⁝直やヒ衣．叩肉U

◇対象11おおむね18歳〜陶

●

歳の人．

容について︑みなさんから
のご意見をいただき︑今後
の槽識の整備に役蹉てるた
◇内容11式典やイベントの

すると認められる人︑雀

は問わない︑③健康で国民
健康保険税の収納事務に適

めド目いホスト︵標識ボック
の検討︑

●

運営︑および成人式の内容

います．．身近にある道路標

校卒脱ぺ程度の．般教養を官
する人︑．亀原動機付自転車

学歴は問わないが︑高等学

または普通自動車の免許を

◇実行委員会11週−回︑午
後7野から行 い ま す
◇申込・問い合わせ11〒8

◇牛込期限目H丹15日︵木︶

●

ス︶を市建設課に設置して
識についてご意見などを．記
入し︑投函してください．．

◇問い合わせ11市建設課道
路維持係︵暦内線2350︶

ク・軽自動車可︶を保有し

所持し︑自家川車︵バイ
ていること︑一6．世酵員に市
税等の滞納がないこと．．

g︵火︶から1月制日

◇募集期間11平成14年−月
︵木︶まで︵休日を除く︶︐

◇提出書類11履歴註

添付︵自筆に限る︶．．

市販のものを使用し︑杜
半身︵胸からヒ︶の写真を
◇提出先11日向市健康管理

課保険税係︵容内線212
0︑午前8時鮒分から午後
5時まで︶

ロ

覧理

⑰・は・身元調査・断・運動・を推進・て
75■市民なんでも相談ホットライン伽55−9111・IELo120−86−4388）

83．8555︑市教育委
員会社会教育課︵歴内線2
423︶

日向市国民健康保険税収納嘱託員

を訪問して国民健康保険税

一◇職務内容11被保険者世帯
を収納する．

◇採用期間一平成14年4月
⁝1日〜1年間︵再任呵︶

⁝◇勤務時間11午前m時か
一ら︑週鋤時間以内

リ

人か挙
のら権

接により選考します．．

ロ

lh11逮i

◇選考方法11井類審査と面

■

たの

円︑別に収納額等に応じ加

なす能力のことです。また、そ・■用紙サイズをA4判化、小さい・ヒ乗せして納めると、将来の年金
：文字の説明や計算式が整理され、：に付加年金が加算されます。より
のような能力を高めていく取り

ぱ国で
れ民は

◇報酬11基本額︑月額8万

いいます。メディアは人々の意
識形成や社会の風潮に大きな影。一体化した計算コーナーを設け、●加算される額は付加保険料納付
響を与えるだけに、情報をうの ：申告書への記載がスムーズになり：月数×200円です。加入申込み
みにしないで、批判的に読み解：．．． ﾜす。申告一新様式は最寄りの税：は、市役所市民課年金係で受け付
く力を身につけ発信する能力も：務署や市役所窓目・国税庁のホー：けています。
●

ロ

コ

：
：ムページでもご奪いただけます。
高めていきたいものです。

粥弛 鈴￥ﾝ
で
税

金

円舞
雛麟
民腱

年輩

日野

リテラシーとは「読み書きの
能力」の意、メディア・リテラシ：■申告書の様式が現行6種類から ：A．国民年金保険料は現在、定額
一とは、テレビ・新聞などメデ。 2種類に統合されます。分離課税、・で月額13300円になっていま
イアの情報を読み解き、使いこ ：損失・修正申告は別表になります。
：す。月額400円の付加保険料を

●

：のですか。
：

＝の確定申告書が新しくなります
：
《主な改正点》

○

談 務 持
が
く用1淡馬持なが検な

7を

15

コ
コ

」1

11
ロ

・記載事項も簡素化されます。
・多くの年金を受けたい方におすす
：■「申告書の手引き」に申告書と ：めします。
組みもメディア・リテラシーと

：平成14年1月から使用する所得税：Q．付加保険料とはどのようなも

メディア・リテラシー

コ

で嘱竜葵筋褥鷲審じ
嘩照会す料て談 よをえに・査で

一

■
…■
一

i税金一［1メモi喬《ぎ窒Q＆A
あなたとわたしσ）
箏〜々共㊧参画社会

■
11月の納期

コ

6

目
曽選一綿繰し1講あ篠暮

■

に

◇ す の

所◇ ◇
▲

一
い

おしらせ・ぼしゅう
新有権者の意見発表会

元気のよい20歳の声

ら慨ド成14年・度の幼稚園児を

幼稚園です．この学校法人
疏幼稚園では︑n月−口か

待ってます

挙・国日政・地ハ刀−目瓜旧への

た画竜からです．．兄弟姉妹

新有権者になった感想や

ませんか．．

の少なくなった今11︑3歳

加などについて︑考えた
︑感じたことを発表して

応募資格11曜杓演勾2月

われてい圭す

︽日向市学校法人立幼稚園︾

目から昭和肝要4月−日
でに生まれた人

応募規程11発表内容を4

南幼稚園唇54．6500︸

1681︺▽財光寺幼稚園

︵発表時間7分以内︶︒

▽冨高幼稚園唇52373

0字詰め原稿川紙5枚程
にまとめ︑市選挙管理委
会まで申し込んでくださ

晒募締切11尼月m日︵必

準の厳しい水準を満たし︑
文部科学省・県知事から認
可を受けて設疏されている

募集します．募集する児h鹸

は︑満3歳の誕生目を迎え

からの3年保育が理想嵩

▽南日向天使幼稚園︹歴訂

︹容5413317︸▽財光寺

6一▽日知屋幼稚園︵容52

2475一▽大王谷幼稚園

﹁勘

ρ；

者が宮崎県内に居住する

募集人数11加人並度︵1
屋2人定員︶

入寮期間11弔成14年4月

目〜平成生年3月制目

応募資格11﹇﹂平成14年4

に学校教育法に基づく大
︑短期大学及び修業年限

年以しの哩修学電導門課
に入学r定︵入学してい

︑保護者が宮崎県内に住

い者を含む︶の男．r学生

鳳ノ

ぐ一」㌧

へ必◇宮◇絡旬◇14に◇途lf◇で康支

等市部
に教管

当月

連ド

1313

年年
1211

月月

，介護保険の制度や保険料の説明会

ントは︑．．一つの習慣

ためにも︑地域が．

の対策です︒火災砕
明るいまちづくりを

って火災．1．防運動に

しょう．︑

の習慣︾

毎月1回説明会を行っています。今月は下記
の日程です。どなたでも、ご参加いただけます。
◇と

き

◇ところ

＝11月12日（月）、午前10時〜

＝市民健康管理センター

◇問い合わせ＝高齢者あんしん対策室（倉内線21

う能力のある者︑︑邑健

務

に年

直1

共同生活を営むことの

校

蠣蹴

︵現

旧臣県
学所三

る者

拝崎

はII×∀間

額︑食費・．冠気料金別

各税宮

高

詳接＿＿集
細日金月期

費1118．600円

県II

二要申髭面v＿面日日募）月寮きで払
接場所11宮崎県庁又は
県東京事務所

会各書

0

井口を添付し県管財課

い合わせ11宮崎県総務

財課︵君09851罰
293︶または宮崎県

員・込。

込手続11人寮申込酵に

部◇配育財◇

京7尋問布委課申

ばこは︑絶対やめる︑

77■日向市ホームページは最新情報が満載huP：www．cily．11yuga．nliyazakLlP

ーブは燃えやすいも
離れた位置で使用す
ガスこんろなどのそ
れるときは必ず火を

なお、これら以外の人からの
開示の申し出についても、応じ

の対策︾

害関係を有する人

遅れを防ぐために︑
火災警報器を設置す
寝具や衣類からの火

⑤実施機関が行う事務事業に利

ぐために︑防炎吊目oD

④市内にある学校に在学する人

3東

くに体器を災る住①《消ばるの②①《努体進なとる
る のを使を 宅逃四すを かス寝三めとめい四ポ
。隣不設用防②用げつ。離③らトたつまなる つイ
する︑③住宅用消火
置する︑④高齢者や
自由な人を守るため
近所の協力体制をつ

に勤務する人

「同和」問題市民講演会

破蜘P㌧，

5068︶

する個人及び法人その他の団体
③市内にある職務所又は事業所

一ル）i

学生寮︵含昭326

②市内に事務所又は事業所を有

火災からいのちを守る三

①市内に住所を有する人

つの習慣・四つの対策

のとおりです。

平成B年下の全国火災f

A．開示請求ができる人は、次

防運動がH月9日から15日

ですか。

まで繰り広げられます．．

Q．開示請求は誰でもできるの

近年の建物火災による死
者のうち︑住宅火災による
死者が8剖以ヒを占め︑ま
た︑住宅火災における死者
のうち高齢蓄層が約半数を

③

一︑nめています．．いのちを守

Q＆A

i

者︑．2．入学した場合︑居

に困窮する者︑3経済h
即製により人寮を必要と
る者︑4寮費等納人金を

，卜）／3月／日向m

るように努めます。

ト

月21

D曽へ

譲三岳

25日／中央公民館

情報公開制度

ダ

すの住むでな程2学月◇1◇部◇者護

1

711／中央、館
■Il向吝楽レス

日向市

口引発表11提出された原

3日／

マ▽

目／中央／ 囎 ・
■三味
（新春弾

■糸乎可プロダクション（秋の華錐台）／11月

︹奮瀦4342▽日知屋

（ヴァレンタイン

」E鞠桧日，・、，支部、1細猷流大1隊劇誘．ll向職会（嚇．詩鍛）／11J、；

月24日／lll央公民館

審査のL︑優秀者2人

i

・・麺蟹

…国風音楽講習所、宮崎岳星会目向支部、琴城流大中央公民館

…■H向混声合唱団（第211111定期演奏会）／Il

卜し︑F戊4．rl﹂1

∩

東幼稚園唇瀦 4151︶
▽日向カトリック幼稚園唇

…■合同闇闇祭Gl向市こ曲会、畠山流尺八美風会、

1静峰会、）／11月18【1／中央公民館

︐L

…m・・地1桧）／IUII711、18｝1川知屋公民館・ひ勧・の里暗

i棚

シ㌃一マノ冠

平成14年度宮崎県東京学生寮入寮者

21」9日／11向市文ノノ｛汝

東京に進学する人は

■II剛眠吹奏楽1湖（第一：

1■趣味の演技発表会（宮崎県教職員々1助会事々：部

入寮者を募集します

ξ
で

／111」10日・ll14／ll映公民館

2月8日越日｛

マ レ
ll∫文化交流センター

対象11東京都及びその周

念行事としてナツメロの・集
1「II

に所在する大学︑短期大
及び就業年限2年頃ヒの

〜8目／日向市役所玄膜1ホール

ィア1〔〕周fr記i

︵人学決定していない者

．■bF成13年菊花展（日向秋香会）／ll月3il■il向ナツメロ若葉会（ボ

を定厚学辺◇一

1

謄31儒讐縦聯観世i充一書i騨了濡rて磁品鷺コンサ…

52−2948一︹順不同∀

1

修浮−．校専門課程に入学．r

会〉／12月2【1／中央公民館

圏Ii向寒蘭第371ml展示人会（日向寒蘭麺f会）

︑

■第161911たから忌俳句大会（あすなろ俳句1

含む︶の男r学生で︑保

部）／11月4日／中央公民館

︻匹

■ll向支部民謡民設発表会（宮崎県民謡会lll「11支

日向市で行われる東臼
区新有権者意見発表会

1

日〜12月2iし／中央公民館

表していただきます．

日／ll映公民館

込・問い合わせけ市選
理員会事務局︵含内線

■H向rlj俳句会連合会（俳句色紙展）／1月24．

33︶

圏文化祭お茶会（日向市茶道連盟）／11月3

幼稚園児の募集

開いています。この機会にぜひ会場に足を運んでみませんか。

3歳からの3年保育

11月3日の文化の日を中ll》に第37回日向市総合文化祭（芸能・芸術部門）を

一を

学校法人㍍幼稚園は︑学
校教育法及び幼稚園設置基

秋です、芸能・芸術などいかがですか

2挙◇で杵日を稿◇着◇い員度0◇ま1◇みり参選
2管申発地に選を意）応＿会に0応で目応ま

見つめ直そうみんなの人権
（12月4日〜10日、人権週間）

両親、兄姉の猛烈な反対を受けながらも、
同和地区出易の男性と結婚をされた井上さん
の体験談は、非常に説得力があり、心をうち
ます。

●日時＝12月4日（火）午後1時30分〜
●会場＝市〔P央公民館

●講師＝井上泰子さん（箕面市立萱野中央人
権文化センター）

●淵瀬＝「きっと笑って会える日を」

●問い合わせ＝企画課同和対策係（8内線
2217）

93）

⑰…身澗・・断・勘を推進・て・、・す・76

ヨ
・一二 P一

テレホンサービス
容53−5857

ド

o

ひ

L

瀞

、

一』

寺尾美紀ちゃん

椎葉朱里ちゃん

公孝・明美（迎洋園）

i勺戎13fl三8月，巨まオ「し

1勺戊12fド101」生ま回し

づくりの場所として、市民健康管理センターを開
放しています。
譜

■1歳6か月児健診＝日時／ll月8日｛木1、対
象／ハ1勺戊】2fl三4月生ま才t

i城

11／12（月）こどもの栄養教育

◇老化を防ぐ
脚の筋肉から脳細胞へ刺激が伝わる
◇肥満を防ぐ

11／18（日）（3）インスタント食品はほどほどに

e◇晶欝謝とて醜く脂IIノ∫を難

照すくすく教室

◇日時＝ll月llll〔ID！1＝前1｛）時〜12時

◇高脂血症を防ぐ

◇対象＝生後6か月までα）乳児を育児中のお父さ

ん、お母さん
◇内容＝・工栄養しとの離乳食作り・試食、21体重
測定・身長測定、③赤ちゃんの健康相談、④ママ
やパパ同しの交流会など。

圏1日1万歩を目標に

一を取っているといわれます この余分なエネル
ギーが蓄積されていくと「肥満」になってしまう
わけです＝この300kcal分を消費するために

でご連絡ください、、
一一n

●，腰な運動｛llが、

大さじ2

o
①小松菜は苑でて4cm位に切る、
えのきは2等分に人参はせん切に

山元医院（小児

，

して茄でる．

23日

@53−6066）大平医院（整外・リウ・内・リハ費52−3337）

家村

ゆをかけておく．

煢ﾈ（内・循環盈55−0600）
Q5日騎勤夕騰篇耀、男覇糠e」舩2−2530購

②ささみは茄でさいて酢・しょう

一

塩分

79

0．6g

16日（金）届チンエ

ナカマ日向店
日向精錬所

127日（火）ヨJA

③ドレッシングを作り①と②を和
える．エネルギー

儀

11月の献血日程

78Kcal、

〔1人分）

o

辰四ロセン

1鮫島病院
1 瀧井病院

∩コー4 Q︶り乙4

U801）

人人人馴

1惣保医院（内・外・胃腸容52−2936）鮫島病院（精神・内・放倉54−

大さじ1
大さじ1

〜止まって確認1無事故に挑戦〜

御
−R︶ハ﹂1
現 3
十21
十 十一
㎝ くくくく
訓

ドレッシング

稲原眼科（眼容52−2209）

黒木医院（内β52−6055）萩原眼科（眼麿63−7222）

小さじ1

・ヘベ酢
・しょうゆ
・ごま油

80件

︵◎hbO7

ヨ餐5冊一松岡医

物損事故

63人

57ΩU2

リハ容52−5557．，田医一

@（内a52−5407）松岡医院（内容52−5407）沼田医院（内容52−
R785）

18日

正

負傷者

帯田
世一

P1日

三ケ尻医

亡

0人

∂

！

勾

2本

酢・しょうゆ

死

54件

079﹂Q︾
Q︶71−1
5︵∠3︵∠

P4本

ささみ

︑

・日1繹｝．、ハ討論膵監艦，小懸樋肇。罷。、

9月中の交通事故

と
口

l袋

（3）いい叱り方

ロ
数
男女帯
人
世

えのき
人参

（1）一番よくない叱り方
i2）一貫性のある叱り方

向
日

200g

︐

小松菜

．

壽

則

小松菜とえのきのサラダ
胃腸含52一

よくない叱り方、いい叱り方

市の業

ヘルシークッキング
〈材料4人分〉

「癖臨購儲君門門鵬）浦上医院（内

11／26（目）．

IIIIノ∫歩のウォ＿キングなの

です＝

（費53−1214）で確認を1

1

K3）すごやかに育つ親子遊び

ギー疑よりも約300kcと［1分、余分にエネルギ

先をll∫民健康管理センター（麿内線2184）ま

※事前にテレホンサービス

1…

1（2）親子遊びのいろいろ

11／25（日）

人身事故

11本人は、1日に労働や睡眠で消費するエネル

，

q恥11月の休日在宅医

〜

ll旺流量が増えll肝管に付着した脂肪を洗い流す．

◇対象＝出産を迎えるパパとママ
◇内容一妊娠中の歯の管理（歯科医師冒襲i科衛生
Dパパとママのための栄養の知識など。
◇会場＝市民健康管理センター
◇申込方法＝開催日の1週間前までに氏名、連絡

◇日時＝ll月27日〔火｝午後2時〜午後3時30分

（1）親子で遊ぶのが一番

12／2（日）

由L糖植をドげる

1

こんな遊び大好き

…11／19（月）

〜

●しパパママ教室

◇糖尿病を防ぐ

時、1歳児／午前9時30ラ♪〜m時です。母」仁健康

乎帳を忘れずに、市民健康管理センターへ。

（1）食事は生活の縮図
（2）食の選択能力は健康づくりの大切なカギ

〜

lllLf」＝がよくなり高［fiLIEを抑える．

III与3〔｝分、1歳6か月児・3歳児／1「後1時〜2

（3）身体運動の土台づくり、自発活動を大切に1

◇高血圧を抑える

※受付時間は、3か月児・7か月児／午後1時〜

1

〜1簾翻跨1㌻つけ

歩くと骨に刺激が加わり、骨が強化される，．

◇内容；白iこ的な交流会

i

（2）易体運動のいろいろ

11／11（日）（3）おねしょの扱い

i

◇対象＝生後6か月以降の乳幼児と保護者

10fド4月生ま才t

11／4（日）

1

（1）器用さがでτくる

11／5（月）緋泄のしつけ

◇日日寺＝f暖）墨グ（賑彗1／i冴菱2｝i芋〜31痔30ラ♪

■3歳児健診；日時／ll月1日（イく1、対象／

〜

臼律神経が落ち着く．

市は、生後6か月以降の乳幼児と保護〜1の仲間

3・4歳頃の運動あそび

．10／29（月）

■ウォーキングの健康効果
◇ストレス解消

成13年4∫」生まれ

■1歳児健康相談＝日時／ll月131i（火｝、対象／

敦彦・美和子（江良1）

q軋くらしの中翫気にからだを動かそう！

◎しすくすくOB教室

■7か月児健診＝日時／ll月】6川斜、対象／1ξ

日向市保育協議会

池田奨梧くん

広文・真美（塩田）

銀一・広美（庄手）

◇会場＝市民健康管理センター
◇持参するもの＝母召建康r帳
※r約・参加料は、必要ありません。

■3か月児健診＝H時／ll月9日（金1、：川R翁、

1：村理緒ちゃん

石川凛ちゃん

哲也・智美（西草場）

儀乳幼児健診
対象／／

⊇

30〜1100

転

入

出

生

面

積

174人
43人

転
死

出
亡

152人
34人

117．43k㎡

：30〜13：00

一

30〜16：⊆）Q

：30〜11：00

30〜14：00
30〜17：00

78

艦廓簿・

． 瓠

七⇒禽脅弟
．︾．が

︾塾

土の歴史
シリーズ25

市制施行50周年記念日向市史編さん事業

と︑稲荷に近い河野友三郎さんの
庭に臨時の小学校が開設されまし

た︒．一．供たちや近所の人たちは空

南凄︑

：＋一

した︒金がどれくらいとれたのか
は︑資料が全く残っていないので

近くの人たちが利用していまし

ーンパークで開かれている︑

尊高金山と稲荷

市内にはいたるところに旧鉱山
があり︑その名残の坑日跡もかな
分かりません．︑﹁坑道が縦横に蜘

臣秀占が天正大判・小判鋳造のた
め︑大和︵奈良県︶から金山代官
を派遣し︑開発させたのが始まり

調査にきていました．．その人は掘

で来たころに︑鹿児島から鉱山の

庫がわりでした︒

のなかには深く水を蓄えたのもあ
り︑スイカを冷やしたり団rなど
腐るものを紐で吊るしたりと冷蔵

部が︑盗難と破損の被害に．︑

とがありましな︑咋年の市
民大賞を受賞した作品の．

1111m口まで日向岬グリ

り見られます．．その中のひとつ︑

た︒特に暑い日は︑ゴザを敷きバ
ンコを出して夜遅くまで涼んでい
たそうです︒奥の方からとても涼
しい風が吹いて来て寒いくらいだ

襲警報がなるたびに走り込んでい
たそうです︒採掘が行われなくな
ると︑夏には涼をとる場所として

旧富高金山は日向中学佼から永寿
園にかけての丘陵一帯にありまし

蛛の巣みたいにつながっていた﹂
という占老の話から推察するとか
なり産出していたと思われます︒

と伝えられています︒

ればまだ金が出ると︐．目っていたの

飲料水としても利川しました︒

ド

ニ

ヴ

マ

ド

ニ

コ

ト

サ

げ

ヴ

ピ

コノ

こ

コト

残念なことです︒

二度とこのようなことが

■編集／日向市役所総務課

リ

平成13年11月号

宇之御魂命︑猿田彦命の3体です︒

︽K︾

無いことを心から祈ります︒

費0982−52−2111

この丘陵の南西から南東の斜面

■印刷／（有）第一日嗣

や裾にはいまでも坑口跡が10数箇

所見られます︒付近にはグリと呼
ニうさい
ばれる選別後の青津が高く積まれ
ていました︒大雨時には危険なの
で︑現在では崩落防止のためよう
壁が築かれている箇所もあります︒

日向市本町10番5号

いまでも︑初午の﹇には︑社の前
で神事があり︑その後公民館で直
会があります︒いまも続く岩崎地
区の伝統行事として人事にされて
います︒

昔この稲荷のそばで昼寝をして
ふと日を覚ますと︑白いキツネが

市史編さん室︵8内線2236︶

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︒

広報ひゆう渉

﹁わたしが椎葉からこの家に嫁い

ここで︑金は明治末頃まで︑そ

を覚えています﹂と話されました︑

，ノ

か︒しかし最近︑残A︑心なこ

の後︑大正末から昭和初期の頃︑ま

みんなで投票して選んだ市
民大賞作品だけに︑とても

噛

一時期この水を

では黄銅鉱の採掘が行われていま

年末から正月にかけては牛馬の
餌となる草を坑口に置き︑その間
占々とした草を与えることができ

︑

しばしば見られたそうです︒

坑道跡は戦時中に防空壕として
利用されました︒戦争末期になる

〒883−8555

顎悔を

戦後すぐのころです︒イチさん方
の裏に︑金山守護のため京都伏見
より勧請したという正一位稲荷が

コF︑

ました︒

た︒金山は︑天正m年→588︺︑豊

ったとも※．目います︒また︑疏て坑

、

広見の黒木イチさん︵82歳︶は︑

虞沸占トヒ︐弁魯沸

卜＝

日固圖
旧口国

日向現代彫刻展︒日向岬の
雄大な自然を彩り︑素晴ら
しい作品がたくさん展示し
てあります︒休日には作品
鑑賞を兼ねて︑グリ﹂ンパ
ークの散策などいかがです

富高金山に建つ稲荷神社

あります︒稲荷の祭神は大風主命︑

．
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虞卒⇒
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