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■特集

完全学校週5日制
家庭や地域はどう対応する

■市政の動き

さわやか70証明書を発行します︑悠々パスの購入補

助が始まります︑ふれあい福祉バス運行／ぷらっと
出かけるときのバスですほか
■まちの話題
子ども文化祭／PTAと児童・生徒がいっしょに︑

市民植樹祭／大きくなるのが楽しみですほか
■インフォメーション
市や広域連合への請求方法が変わります︑国民健康
保険学生特別証の発行︑勤労青少年ホームの教養講

座案内︑完全学校週5日制対策推進大会の案内など

表紙子どもたちが長い列
2月1日から3月2目まで、お倉ヶ
浜総合公園では、昨年のパ・リーグの
チャンピオンフラッグを掲げ、大阪近
鉄バファローズが春季キャンプを張り
ました。全天候型屋内運動場サンドー
ム臼向も完成し、近鉄選手の練習を見
るため市民をはじめ県内外客など多く
の人が訪れました。

ドームの近くでは、あこがれの野球
選手のサインをもらおうと、チどもた
ちが長い列をつくっていました。

，

背番号23は門倉健投手。練習の合
間に・人ひとり、fどもたちの要求に
も笑顔で応え、黙々と色紙にサインす
るなど、ファンサービスに努めていま
した。

■日向市ホームページhUp＝／／www．cily」lyuga．miyazaki．jp／

．ξ・この広報紙は再生紙を使用しています。
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例えば︑学校施設の開放に
ついて︒雨竜保育が行われ

肖．ハ剣に考えて欲しいです︒

休日をどう過ごすかは︑
家族でよく話し合って欲し
いと思います︒やはり家族
で過ごす時間を増やすこと
が大事ですよ︒親もこの不
景気でなかなか対応が取れ
ないと思いますけど︒週5
日制で休﹇が増えてうれし
いというのではなく︑先生
たちにも︑もう少し対応を

に育って欲しいから︒
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ですけど︒本当は周りの大
人があまりお膳ヴてしない

ば︑図井館などがそうです
が︑もっとfどもを受け入
れる場にならないかな︒そ
れから広場とか中学生くら
いのrどもが安心して遊べ
る場所が欲しいですね︒で
きれば指導者などがいて︑
観も安心して送り出せるよ

過ごしやすい場所といえ

ちが通いやすくて︑時間を

ー数も少ないし一．．rどもた

しいと田心いますが︑センタ
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テレビを見て過ごしてい

ことに対して動くだけで︑
休日が増えても︑きちんと
勉強したりスポーツをして
いるヂなんかはいいんです
が︑遅くまで寝ているとか

の子どもは物事に受
身です︒与えられた

A協議会会長︶

米丸洋rさん︵日向市PT

だないと思います︒

受け皿が︑甲羅も堰域もま
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中学生 両親がL曜日に仕
艀がありますので︑昼間に
家族と過ごす時間は増えな
いと思います︒でも友達と
はゆっくり過ごせるかな．︑

公民館での体験活動は

どう思いますか︒

Q

意見はな

参加したいです︒

何かはかに︑

中学生
Q

中学生 公民館などを開放
してもらえると︑いろんな
人と交流できるんじゃない

いですか︑
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平成14年4月から︑．

全学 校 週 5 日 制 が
され ︑ 日 向 市 内 の
学校 は ︑ す べ て の 土
日が 休 み に な り ま す ．
学校 週 5 日 制 は ︑ 平 成
4年 か ら 段 階 的 に 進 め
られ て 来 て い ま す ︒ で
は︑ な ぜ 土 曜 日 が
にな る の で し ょ 弓
そして︑子どもた甲

家庭 ︑ 地 域 社 会 は こ
のよ う に 対 応 す れ ば
いのでしょうカ
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中学生 友達の家とか︑公
園とか人が集まるところで
す．︑カラオケは校則で禁止

ですから行き圭せん︐でも
〆臼くところカあんまりない
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中学生 休みの11は︑ボラ
ン テ ィ ア 活 動 に 参加したい
です．．あと勉強も少し︑

親もヒ曜日が休みの人は
まだまだ少ないので目が行
き届かない︒小さいfは幼
稚園に預けたりとかしてい
るようですが︑やっぱり親
の不安は大きいですね︒地
域での活動やボランティア
をすることは理想的ですけ
ど︑やはりその受け皿が︑
家庭も地域もまだないと思
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経済的な問題もありますか

念されてもいます︒しかし︑

学力低ドの心配もありま
すね．まだまだ競争社会で
すし︑大学入試など改革し
ないと難しいと思います．
塾通いが増えるのではと懸

もかかるし︑親は心配です︑

て︑そこに行けば交流がで
きるとか︑世間話ができる
とかそんな取り組みはでき
ないものでしょうか︒翌日
はPTAが交代で対応する
とかしてでも︒今は中学・
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Q 4月から毎週ヒ曜目が
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中・高校生のジュニアリー
今︑．rど

もたちは︑年A11の差を考え

瑠r剛騨く彪さい。

体みをどのように過ごすか
は︑もちろん．rどもたちを

家庭に返すことが．番です
よ︒つまり家族と過ごす時
間を増やすというか︑しか
し︑さまざまな状況の家庭
や社会の中で過ごすfども
たちのことを考えると︑受
け皿づくりですね︒今私た
ち大人がこの事について積
極的に取り組まなければな
らない︑これは大切な課題
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で守り︑育てる﹂という理
念をもって︑地域社会︑学
校︑社会教育関係団体︑行
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ようなものを多く取り入

地域社会の行事にrども
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い︒身近な地域での︑大人
や様々な年齢の友人との交
流は︑fどもたちの社会性
を育みます︒家族揃って︑
地域の行事などに参加して

日が休みでない人もいると
思いますが︑できるだけf
どもと．緒に過ごし︑いろ
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よきお兄さん︑お姉さんと
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す︵甲斐政夫さん・石並区
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fども自信が白らの創意と
L夫︑技能を生かした体験

る場合は︑例えば︑算数な
ど学習指導は請け負わない
など︑第2・第3の学校に
ならないことに気をつけな
夫してみたいと思います︒

つfどもの自・E性を尊敵し

これ・まで塾やお稽−︐口ごとに

〜「地貫の子どもは震域で育てる。」〜

で何かを成し遂げたという
喜びと感動を味あわせる活

ければいけないと思いま

ながら︑公民館行事にfど

馬

貸し出していた公民館をr
どもたちに開放するという
面からの見直しも必︑要で
す︒しかし︑保護者のみな
さんも地域にfどもをあず
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一層充実した家庭生活
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5

を送ることで︑しっかりと
した親子の絆を確立して︑
それでも及ばないところを
地域で学ぶという考え方で
完全学校週5日制を迎えて
欲しいと思います︐

完全学枝遍5日鯛対簾擢遣会鼠

子

南

ド にコウ

これは3月13日から22日置巡回日程

です︒25日からは市役所市民健康管
理センターで発行します︒

購入補助券と身分証明
書は身分証明暑発行会
場︵表1の﹃さわやか
ﾘ明書﹄発行場所を

22日まで

3月13日から

参考に︶で発行

表1のさわやか70

証明書発行会場に
該当する日に行く

で申請

購入補助券とさわやか70証明書を受け取る
証明書などのある人は除く︶

④宮崎交通日向支店で︑﹁悠々パス券﹂を購入

︵身分

市民健康管理センター

市役所西別館

以降

3月25日から

昭和7年4月1日以前に生まれた人

▼覧

毛木

市内の70 歳 以 上 の 人 へ

す︑もし︑現在証明鍾口が必

を持って宮崎交通日向支店
に行き︑﹁悠々パス﹂を購

の

Q0日

﹁さわやか70証明書﹂を発行します
市では︑証明手段の少な
要でない人は︑4月以降で
も必要になった時にL記の

歳以し

い高齢者の利便性を考慮
し︑市内在住で満

●

ます︐

入してください︑

き︑購人費補助券をおわた
ししますので︑その補助券
と口向市発行の身分証明詐

◇対象者11日向市内在住の

◇発行日程11次のとおり︐

エ

畔三前σ

伊勢

﹁41

／／＼

お持ちいただければ︑その

平成14年4月から宮崎交

で片道200円で宮崎まで
行けることになります．な
お﹁悠々パス﹂には1年−定

満竃歳以しの人です．︑

①昭和7年4月1日以前に

期券と6か月定期券があり

5000円︵7000円を

◇料金博／1年定期111万
補助︶／6か月定期1185

証明睦日発行場所を参考にV

生まれた人11身分証明陛発
行会場︵表1のさわやか70

00円︵3500円を補

で購入費補助券を発行しま
す︑

3月25日以降は市役所西

別館市民健康管理センター
で︑随時︵ヒ曜︑日曜︑祝
祭目を除く8時時分から午
後5時まで︶発行いたしま

冒します︐

00円以内を補

助︶︑1人あたり年間70

．㌧馨・

しまゴ

②昭和7年4月2日以降に

◇申謂方法11市
役所の窓11に申

ときには︑印鑑
と日向市発行の

生まれた人は︑70歳に到達

請井を川意して

身分証明廷日が必

※この﹁悠々パス﹂の利用

でご案内いたします︒

す︐

要です．．代理人

する誕生月の月初めに郵便

す︒14成14往−3月虚日まで

でも構いません
が︑利川者の身
分証明訂︵11向

は︑現在お手持ちの長寿定

は平成14年4月−日からで

市発行のもの︶
と代理人の印鑑
を持ってきてく

別府余瀬
素縫

必要なもの︵④から4．︶を

の希望する人に︑身分証明
井を発行することになりま
日に交付できます．

たは運転免許証︑台．大きさ

﹁悠々パス﹂

宮崎交通の

した︒料金は無料です．．

◎必要なもの
⑦ご本人の印鑑︵朱肉を使

が漏×3㎝の顔写真④代理
通﹁悠々パス﹂の購入費補
助が始まります︵7ぺージ

川するもの︶︑．2一保険証ま

の人が取りに来られる場合
に関連記事︶．この一人費
補助券もド記の会場︵表1︶

は︑代理の人の身分証明廷
︵保険証または運転免許証︶

にご川意いたしますのでご
利川ください︐

今回︑ド記の日程︵表1︶

で 証 明 井 を 発 行 しますが︑
対象になる人は眉和7年4

※表1の地区を巡回してい

い︒

︵倉内線2169︶

しん対策室︑高齢者福祉係表

◇問い合わせーー高齢者あん

コ

い︒そのほか︑ご不明な点
は次にお問い合わせくださ

る期間は市役所での発行は
できません︐ご注意くださ

月111以前に生まれた人で
す．︑

3月25日以降
3月25日以降は市役所西

別館︑市民健康管理センタ
ー内の高齢者福祉係︵昼体
みを除く8時鮒分から5時
まで︶でいつでも発行しま

／

□

ｬ山手町

﹁悠々パス﹂の購入費補助が始まります

︹

東草場春原

期乗車券が使えます一．

i盆卿

@一
@一

cの原

試ｭ目通り

沁ャZンタ

新町
美々津老人 三二

高松
宮の下
飯谷
幸脇
美々津老人 還見
3月

沁ャZンタ
Q2日

西草場

ださい．︑そのと

ﾄ火醒）

ﾔヶ丘

6
7

jティーセンター

L毛曙本宮美砂
i水國

ｯ館

ﾙ

鶴旺「亀崎向江町
向江町公
大王谷
梶木
庄手

金ケ浜
笹野東・中・西
南日向］ミュ
3月

ｯ館

八坂
吉野川清正
n蔵

塩田
深溝
伊勢ヶ浜
l町
i月曜）

日向台
庄手公民
3月

ｯ館

八幡亀手向
高々谷
宮の上
細島公民

幡浦
古田
曽根町

長江

m台山の田
民館

堀一方

̲社

謖

ﾙ

ﾙ

沖町

秋留
松原
切島山1区・2区
i金曜）

細島公民
3月

往還
山下

向

五十猛

比良
P5日

切島山1
3目

新生町
k木囲

上知屋公

川路

中堀
高砂町

日生屋公 永江 江良 公園通り櫛の山
3月

広見

迎洋圏

高見橋
^ー

平野

⑫

P9日

◎

宮lif

P8日

御

る通

ゴきlll崎の0線ハ

P4日

西川内
本谷
原

恂
i水曜）

w人の家

永田権現原

南町
中町
本町
上町
北町都町
市民健康

干束□
塩見ケ丘
中村
3月

塩見農村

新財市

ﾇ理セン
P3日

区
地
所
場
区
地
所
場
月日

午後1時30分〜3時
午前10時〜11時30分

原町

70

久崎で

券1路々

りで（

行ス月
い＿ か

葉∪型ぎ1虹i藷
3

u鋪∵嚢腫餐
實．

1讐の1差

あ手8鍋量畠変洛

す交は

ま用崎内期がの悠

ら
を
ま
飛気
ばる
で

一す貝昏奪
っ利㍗：｛Iifレと1巨」堕

ご
も

⑤職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況
区分経験年数10年経験年数15年経験年数20年
一

般大学卒旨260，400円

330，300円…381、300円

行政職融卒…230，30。円r279、3。0円330，300円

12．0％

12、0％

35人
12．7％；36．2％

100人

一

30人

5人

．276人

10．9％

1，8％

100％．

原田J一鶴田J一向江町一亀崎

東路線

二原町一詰草二一本谷一西

44．55月分

33．75月分

動続35年

47．5月分

62，7月分

47、5月分

職制上の段階、職務の級
等による加算措置
有

62．7月分

60．O月分

その他の
1

等による加算配置

ﾁ算措置

一

（亀崎）

9
．一一＿＿」一圃舳一繍』簡幽｝輔一脚一■■＿＿＿＿＿＿一

ちの人たちが親

柏田高宏さん

しみやすいバス
になるように︑

1

ま

@

Ili∫年度に退職した

にっこり笑っているデザイ

358、000円

職員に芝給された1ド日額て．ξ．

太陽︑ひまわりの花︑雲が

1、55月分．0．も5月分13．55月分

一

迚

開

ンを考えました︒私の絵が

i

一

G

「

「ド

ったので︑とてもびっくり

員

1

@．

漏

選ばれるとは思っていなか

議

迚

30、167

（注｝退職r・」【，の1人」1iたり■r均芝精割．1は、

…
P．45月分

副議長

：

ｽ均支給額

1

旧 卿 目 十 柳暫 り

しています︒自分のデザイ

長

@

432

闘

ンしたバスがまちを走るな

議

433、000円

＝＝』

一

1人当たり

曄

んて夢のようです︒

618，000円

面

1号

一

一亀崎東一向江町一鶴町方

罐HJ課する人に日向

収入役

1

時一庄手一二圧手一大王谷

市内をぷらぶら
と散歩するつも

692、OOO円

北路線

い︑という思いから名付け

役

I

@2＝＝〜2コ∵〔算

りで気軽に乗ってもらいた

I

P・45月分1・55月分・・55月分i3・55月分

−

P

ました︒福祉バスですがだ

助

期 末 手 当
12月期 3月期
計

北田J一亀崎一亀崎西一不動

れでも利用できますので多

長

6月期

山一松原一中ノ原一菜切一

62．7月分

くの市民のみなさんにどし

市

給料・報酬

1

一ひまわり寮一秋留一切島
桃ノ木一長江方面

一
濶､導票蕊廟養置

@
…
阡N 1号

一

南路線

いですね︒

分

2号

一

62．7目分

60．0月分

@2〕＝〜三：二慧

勧奨

．

どし︑利用していただきた

区

44、55月分

中町一南町一中原一比良町

ヲ，

禾

⑧特別職の報酬などの状況（平成8年12月1日適用）

28．875月分

定筑皐藁蕊騒養蓄

退職時

ﾁ別昇給

21．O二分

を発着場にして︑市内東西
南北に4つの路線を回りま

加算措置

33．75月分

最高調度額

3．55月分

その他の

勤続25年

28．875月分

﹂

計

α55月分

21．0月分

︒

3月期

0．55月分

勤続20年

す︒

1．55月分

自己都合勧奨・定年

記酷伎給剰勧奨・定年

水月寺一新財二一高見僑通
方面

しず

稔二期

0．6月分

分

国

更

6月期

区

勤勉手当

日向市

川内一内平一奥野一中村一

﹁ぷらっとバス﹂デザインイメーシ

日向市
1．45月分

西路線

（2）退職手当

（1）期末・勤勉手当
期末手当

ウンー平野町一［P堀田J一浜

町一公園通り一江良町方二

条例に堰つく給料炎の級1ズ：分による職員数てす

⑦職員手当の状況

区分

東一塩田一畑浦一世ツクタ

ひまわりの花︑ちょう
︑雲がデザインされて

33人目

i33人

計

課長

す︒それぞれのキャラ
ーには笑顔が描かれて
︑遠くから見ても分か

W長・補佐

9級

くてかわいいデザイン

0％

（注）ll向市の給

37人
τ3、4％

主幹
ﾛ長

一賃

3人
1．1％

1主事

8級

一人︵中学生以上︶11乗

0人

主事

7級
主萱

一とに200円

主事

主事

係長補佐

曜ども︵小学生︶11乗車

6級

庄事・主査主事

一に100円

5級

4級

﹇だし︑幼児︵小学生未

3級

保護者同伴に限ります︶

職員数
構成比

2級

1級

⁝料です︒

分

○は満 こ◇車◇○でりいクいちい
日路無 たと子こ大運す易て夕まよ
︸線について

区

標準的な
燒ｱ内容

面数日：東西路線は菓〜西、南
北路線は南〜北から運行開始
偶数日：東西路線は西〜東、南
北路線は北〜南から運行開始

向市駅北側市営駐車場

◎一般行政職の級別職員数の状況

バス運行表

できるスロープ︵坂道︶が
ついているので︑車椅子の

国327，062円40．7歳

人も利用できます︒

41．6歳

名称は﹁日向ぷらっと

347，981円

バス﹂︑デザインは

日向市

﹁ひまわりの花﹂

一般行政職

区分平均給料月額平均年齢

これは︑昨年12一 属月に名

④職員の初任給の状況

③職員の平均給料月額及び平均年齢の状況

バスは﹁日向ぷらbつとバ
ス﹂と名づけられキました︒
また車体にはひまわηりの花
がデザインされていいます︒

改定分として〔1．5％を含み女す

称・デザインを市民氏を対象
に募集し︑応募があめった中
からそれぞれ選考
により決定された
ものです︒名称の
﹁日向ぷらっとバ
ス﹂は柏田高宏さ
ん︵亀崎︶︑バス
デザインの﹁ひま
わりの花﹂は児玉
明花さん︵富高小
5年︑富里︶の作

成13年度当初1㌻写自／に、il．しされた額であり、給

品が選ばれまし

費は、1

た︒バスは白い車
体をペースに︑特
殊なフィルムを使

2．職員r当には、退職r当は含みません

3．給「

児玉明花さん
（富高小5年）

ふれあい福祉バス運行／だれでも利用できます

（注）1．特別職、教育長を除きます

ぶらっと出かけるときのバスです

a／A
6773千円

3264、770千円

す︒乗り降り口には︑バス

B

は︑平成14年3月

計

に車椅エJで乗り込むことが

89L647千円

333、572千円

2，039，551千円

1人当たり給与費

費

期末・動勉手当

市
末で長寿定期乗車
券交付事業を廃止

料

与

します︒その事業に代わり︑

平成13年度

給

482人

給
職員手当

4月から市内の決められた
路線を回る︑ふれあい福祉
バスを運行することにしま
した︒このバスは︑主に高
齢者や障害者が︑市内にあ
る公共施設︵市役所や公民
館など︶の利用や用事で外
出するときの交通手段とし
て利用していただくことが
できます︒この目的は︑高
齢者や障害者が社会参加を
しゃすくするためです︒高
齢者や障害者などの利用に
限らず︑誰でも気軽に利用

職員数A

分

す︒

区

することができるバスで

②職員給与費の状況（普通会計予算）

福祉バスの概要

（li：）人件費には、特別職の給与及び判乏酬を含みます

このバスは︑高齢者や障
害者に利用しやすい︑バリ
アフリーに対応した小型で
床が低い︑ワンステップバ
スという型式の2台です︒
1度に乗ることができるの

181％

は最大で48人︑座席数は17

人件費率B／A

23283B39千円14、221、281千円

席︵うち車椅子席1席︶で

人件費B

歳出額A

住民基本台帳人ロ

H13331現在59、888人

で
市職員の給与などを公表します

分

市職員の給与は︑国家公務員の給与などを参考にしながら︑市議会の審議を経て
条 例 や 規 則 な どで定められています︒
今回は︑平成13年4月1日現在の︑市職員の給与などの状況についてお知らせし

区

平成12年度I

ます︒

0人件費の状況（普通会計決算）

﹀

る体育施設が完成しました．︑すべ
断．面集成材を使用︐このような建

第7分譜第25部消防

機庫落成式及び別府区
三主防災会結成式が2

月17日︑別府地．区営農

ました︒別府区の白︑L

研修センターで開かれ

冒

捨

防災会結成は︑市内で
ﾔ目となります︒

結成式では︑
同会長の黒木治
善区長が﹁安全
で住み良い地域
をつくるため第
拍ﾁ防団員と

精進したとと
あいさつしまし
た︒

結成式に出席

η
ノ

訟︑p

市民植樹祭
私たちのふるさと口向市は︑

判然環境に恵まれた美しいま
ちです︒代表される日豊海岸
国定公園︑中でも市の発展の

姿が．目瞭然と眺望できる米
の山︒そこにはグリーンパー
クの雄大なロケーションが広
がります︒さらにお倉ヶ浜︑
伊勢ヶ浜︑その先端には柱状
節理の或問．を誇る馬ヶ背︒
米の山とは︑お米を盛りヒげ
たような容姿端麗なところが
ら︑その名が付けられたので
しょう︒その米の山で︑市制
施行50周年記念質業の締めく

くりになる市民植樹祭を︑あ
いにくの悪天候の中︑市民の

熱意ある参加をいただき︑盛
大に開催することができまし
た︒植栽した樹種は桜200
0本︑ウバメガシや椿などの
広葉樹3000本︒今︑地球
規模での環境破壊が憂慮され
る時︒この植樹祭が環境意識
の高揚につながり︑悠久の市
民の森として育つことを心か

した︒

は︑担架やヘルメット︑消火器な
どの防災備品が︑市から送られま

自・E防災会を結成した別府区に

した︒

だれもが住んでみたくなるまちづ
くりに努めます﹂とあいさつしま

望が必．要です．．今後も災害に強・＼

ら願うものです︒

δ
llレト孫イ爵

お倉ケ浜総合公園屋内運動場竣工式

お倉ヶ浜総合公園屋内運動場
築物としては︑国内最大級の施設

サンドーム日向を新シンボルに
﹁サンドームー1向﹂が完成し︑1
が完成したことになります︒

この︑サンドーム日向の整備に
た．︑さっそく︑梨川監督を交えて︑

竣L式にあわせて︑大阪近鉄バ
ファローズの選ヂ︑コーチ浦人が

は﹁地域材利川促進木造公共事業﹂

玄関前でテープカット︒その後︑
歓迎式に移り︑事忌監督が﹁市長
やみなさんからりっぱなお年kを

さつしました．．

00人が出席しました︑神事では︑

や県の﹁木の香りあふれる施設整
備支援事業﹂﹁地域スポーツ施設
いただきました．︑たくさん練習し︑

ボルとなるよう願います﹂とあい

ンドームー1向が︑市の新しいシン

ての市民が充分に活用し︑健康と
体力づくりを図っていただき︑サ

月別日︑現地で竣r式が行われま
した．．

竣L式には竣L式実行委員．長の

関係者らがE串奉てんなどを行

整備⁝促進事業﹂の補助金を受けて

今年は日本．を目指します﹂とあ

鮫島哲也さんをはじめ関係口約2

式典で︑山本市．長が﹁施策のひ

います︒三筆メートル︑横αメー

た︒

Il

ングや守備の指導を受けていまし

われ︑市内の・甲学生らがバッティ

2月3目には︑H向市市制施行
船周年記念事業として︑﹁近鉄選
手も日向人 みんな仲間じゃがフ
ェスタ﹂が開かれ︑詰め掛けたフ
ァン約2000人が︑近鉄選fと
ゲームやクイズなどを楽しみまし
た︒この目は︑少年野球教室も行

んなでエールを贈りました．︑

選手ら3人に︑代表して花束が贈
られ︑最後は黒木敏雄市議会議長
の激励コールで近鉄選千たちにみ

ら︑監督や︑地．兀出身の宮太−大輔

目向ひまわりレディの3人か

フ叫ノン約500人が出迎えまし

とつに︑スポーツによるまちづく
トル︑高さ25メートルで︑特徴と
いさつしました

サンドーム日向に到着．．集まった

りを推進しています
このように
ス．ポーツレクリエーション拠点施

して︑柱・梁︵はり∀に構造川大

い︑竣Lを祝いました．．

設としても︑多11的な機能を有す

︑︑ン

向市まちづくりlOO入委員会﹂が全体会を開催

平等な立場で参画できます
新体制﹁
新生﹁﹇向市まちづくり100
人委ーーハ会﹂全体会が2月8日︑中

央公民館で開かれました︒

承されました︒

加︒準備会委員が﹁H向市まちづ
くり100人委員会﹂の会則︑基
本ルール︑B向市とのパートナー
シップ協定などの素案を提案︒さ
まざまな討論が交わされた後︑了

の立場で参画し︑実現可能な提ハ︐

100人委員会は︑参加する全
員が．人の個人として︑全く平等
を行います︒

そのため代表は複数制で行うこ
とを合意︒佐藤萬壽子︑曽我部博︑

新名揚r︑野ヒ好太郎︑和旧 平
︵順不同︑敬称略︶が初代の代表
に選出されました︒

した黒木収入役は︑ ﹁防災
は︑計画的に進めています︒
風水害などの被害を最少限
に留めるため︑住民との連

市長鮪想

首

委員会は．平成12年7月に発足
ついての提一．．口をするため活動して

し︑主に第4次日向市総合計画に
きました︒そして提言後も﹁市民
による市民のための市政﹂を実現
するために継続して活動すること
になり︑今後の﹁100人委員会﹂

のあり方を効率的にまとめるた
め︑新体制でスタートしたもので
す︒

昨年の5月から﹁準備会﹂が発
足し︑﹁15回の会議を重ねて︑この

を運営委．員会が受け持ちます︒

100人委員会は分科会での活
動が中核となり︑各分科会の調整
山本市．長は﹁新たに結成されと

ても心強く感じます︒市民による
市民のための市政実現のためにも

パートナーとなる行政の長とし
て︑支援を惜しみません﹂とあい
さつ︑全体会の後は︑①教育．②環

れて︑初顔合わせを行いました︒

境③まちづくり④産業⑤観光⑥福
祉・保健⑦行財政の各分科会に別
今後︑100人委員会は︑各分
科会での自主的な運営を基本に︑

安全で住みよい．地域を
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月議会報告でお伝えした︑

般会

先月号6ページ市政の動き・12

訂 正

，

円におわびして訂正します︒

計補正予算の内訳の中で︑歳出の
消防費︑補正後の額820371
千円とあるのを︑802371千

﹂

結成式では各部の役割を決めました
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サンドーム日向のオープンを祝いテープカット

分科会が仁体となり活動します︒

ξ、

O

、

、

完成した第7分団第25部消防機庫

日の全体会を迎えました︒中央公
民館には︑約150人の市民が参

−
蘇棚圃圏■b
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素案について説明する準備会委員
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生徒がいっしょに

㊤例の福祉バザー貨い嘉
02日向市福祉のつどいが2113

一人ひとりはかけ

●

士

︐監

堀︑

ミ

．¶二．．．

鋤き
サッカー交歓大会が2月3日から
冾ﾜで︑お倉ヶ浜総合公園をセ
会場に開かれました︒市内からも
6チームが参加︒今年は︑ワール
ドカップが日韓共催で開催される

第27回﹇向市カップ宮崎県クラブ

ムが参加して︑熱戦を繰り広げる

県内から86の少年サッカーチー

⑪合の繧をテレビで放苧

が長い行列をつくっていました︒

これは同福祉センターを拠点に
福祉発展のためにボランティアの
結集を図り︑子どもから高齢者ま
で福祉の心を育み︑心豊かでうる
おいのあるまちをつくるため︑毎
年−回開催しているものです℃毎
年恒例の福祉バザーには大勢の人

かれました︒

いこう福祉の輪を合一．亘莱に︑20

やさしさと思いやりでつないで

ーマーケットが開かれ︑そ
のほかフラワーアレンジ︑
木r教室など︑多くの親チ
日︑日向市総ム﹇福祉センターで開

日向市市制施行50周年記
び第15回日向市PTA研究
連れでにぎわいました︒

念事業﹁子ども文化祭﹂及
大会が1月26口・27﹇の2

PTA新聞などが展示さ

で開かれました︒

景も︒

い︑お茶をたててもらう光

どもたちが和菓子をもら

れ︑参加者は立ち止まって
見たりしていました︒富島
高校生たちによる野点コー
ナーなどが設けられて︑子

公民館ロビーでは市内の

日間︑日向市文化交流セン
ターと中央公民館の2会場

OTA垂・
ま5の麺搏

．．於

これは以前から開かれて
いたPTA研究大会を︑P
TAと児童・生徒がいっし
ょに参加して行うことがで
きないかという意見が多か
ったため︑市制50周年事業

として﹁子ども文化祭﹂が
開かれたものです︒

文化交流センターでは器
目︑子どもたちの手でブリ

中央公民館ホールでは︑
市内の中学生の意見発表が
行われ︑富島中学校の柳旧
彩那さんは︑﹁テロに対す
る報復攻撃が行われ︑戦争
が繰り返されて多くの命が
失われている︒平和は武力
で押さえつけるものではな
く︑形だけの平和は長続き
しない︒

がえのない存在︑誰かを傷
つけたりしないで︑相手を
思いやる心を大切にして生
きていこう﹂と訴えました︒
27日には︑ダンスや唄︑

漢字選手権︑ALT︵英語
助手︶とお菓子作りでの交
流などが行われました︒

ししローた

し

隊＝．

年でもありサッカー熱も盛り上が
ります︒出場選手の中から未来の
﹂リーガーが誕生するかも一︒大
会の模様は3月H口︑午後5時か
らMRTテレビで放映されます︒

参加して盛大に行われました︒

この﹇は︑梨川監督をはじめ中
村紀洋選手︑タフィ・ローズ選手
など有名選手を近くでじっくり見
ることができる機会︒会場は親子
つれなども目疏ち︑約500人が

ました︒

ノ

・

レ

コ

流センターで開かれ︑監督・選手
へのインタビューやお楽しみ抽選
会などで︑選手と市民がふれあい

激励会が2月12日︑日向市文化交

昨年のパリーグ優勝を祝い︑大
阪近鉄バファローズの優勝祝賀・

㊨名言がこん雍近く〒

市制施行50周年記念事業市民出
た樹祭が2月17日︑米の山で開かれ

ました︒あいにく雨天でしたが︑
約1500人の市民が参加して︑
﹂桜など約5000本を米の山の斜
っ面に植樹しました︒式典では︑実

行委員長の野別知秀さんが開式の
言葉を述べ︑植樹を記念して花火
が打ち上げられました︒
山本市長は︑﹁市制施行50周年

みを締めくくる事業です︒森林のす
ばらしさと重要性を再認識し︑市
民交流を深めてください﹂とあい
さつ︒表彰式があり︑故・原田．
の郎さんと幸脇小学校みどりの少年

たおたかンと木
9楽
。 つコ
。カ§1

蹄
験コーナーやバザーなどが開か

ピアノ演奏などのホールでの発表
会のほか︑だれでも参加できる体

花などの作品展．小︑詩吟や舞踊︑

す︒期間中は︑絵画や書道︑生け

仲間の勧誘をする場でもありま

これは︑中央公民館を利用する
自主活動グループの1年間の学習
成果を発表する場であり︑新たな

2月13口から15日までの3日間︑
開かれました︒

平成B年度中央公民館まつりが

①たな笛の霧も

雨量が緑化に対する功績を表彰さ

れ︑コーラスグループが﹁森のシ
ンフォニー﹂と題し︑森にちなん
だ歌を︑大王谷保育園児がかわい
親らしい太鼓演奏を披露しました︒

棘子さんは・雨が降って残念ですが︑

まいま楽ドすし

24

れ︑多くの市民が訪れました︒
73

黒木文子さん・未来ちゃん親子
ちは飯谷区から参加︒お母さんの文

フ
葬蜜憩嘉

ダ
リ
ム
ム
ユ

㊦きく奮のが楽しみです

希望する人は、市総務課（君内線2234）まで。

》
ト

子どもたちがフリーマーケットそ出店

︑子どもの成長といっしょに︑植樹
した木が大きくなるのが楽しみで
と︒未来ちゃんは﹁今﹇は︑
植樹する黒木文子さん

一＿
一

一

し植たに未大1
み栽しな来き，
抽後とつちく

選は笑てやな
会 顔遊んる
な豚でべはの
ど汁話て が
がのしと云楽

島Tnpπr7G
■広報紙に掲載された写真を差し上げます。

言

みんなの広場

報

市制施行50周年記念事業

「はばたけ！日向1〜参加・連携・創造〜

今月号は平成14年東臼杵地

区新有権者意見発表会で地区

代表となった椿原真実さんの意

見を紹介します︒

選挙に対する私の思い

然に叙歳になったら選挙へ行こうと

椿原真実さん︵聖心ウルスラ短期大学︶

後期が始まったある日︑先生に延
岡である﹁選挙を考える若者の会﹂
に参加してみないか︑という誘いが
ありました︒別に深く考えもせず︑

見交流会に参加したことです︒

同じ世代の人たちと選挙に関する

話し合いをすることは初めてでした︒

しかも︑非常にその交流会に緊張

していたので︑私が発．︑Uしたことと

いえば︑この﹁ミニ選管﹂に人つた
理由だけでした．鹿児島の方々は︑
私よりも年ヒの方ばかりで︑とても

選挙に対する自分の考えをしっかり
持っていらっしゃったように思えま
した︒しかし︑年齢のせいだけでは

なかったのでした．︑彼らも当初は︑

私と同じで選挙に対する具体的な知
識もなく︑友達︑先輩︑先生方から

勧められて人つたということでした︒

しかし︑選挙の機会がある度に自
分の考え方を軌道修正し︑選挙に対

する自分の考えをはっきりもつよう
になったということでした．．鹿児島
の人達の話を聞いていると︑私は白

﹁ミニ選管﹂に人り︑考え方も変わっ

いう思いが強くなりました︐この

てきました︒どのようなときにも棄

「前8時30分集合、9時受付

765＞または大野（a53−0
927）

図．

1）・っ

館

1

・ト

『子ども読書の日』について
「子どもの読書活動の推進に関する法倒の施行により、
今年から4月23日が「子ども読書の日」として、新たに制

◇会場＝市役所ロビー
「ひゆうが百景フォトコンテス
ト」写真と明治・大正・llr｛和のな

つかしい風景写真を一部展示。

◇問い合わせ＝市商エ観光課内
「日向フォトコンテスト」係（盈
内線2637）

年4月23日〜5月12日となっており、今年で第44回と
なりますが、その読書週間の初日が「子ども読書の日」とし
て読書推進活動の新たな1ページの幕をあけることになりま
す。当館においても「子ども読書の日」にちなんだ行事を計
画したいと考えています。ご意見、ご要望等ございましたら
お聞かせ願えると幸いです。

コハ

ζ．

このコーナーでは︑みなさん．の

（金）

34（1959）年に創設された「子どもの読書週間」は毎

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︵含内線223
4︶までご連絡ください︒なお︑

（月）〜811

畷首

◇期間＝3月4日

動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的

ゆの

青春トーク

くてはいけないなと思います。
自薦︑他薦は問いません︒

に読書活動を行う意欲を高めることを目的とします。昭和

いきいき
ご連絡をいただいた人は︑広報

ミ＝展

短期人学に通う学生です。成
人式を迎えても、これまでと生
活は変わらないと思いますが、
普段の心がけをもっとよくしな

係が写真を撮りにうかがいます︒

■「ひゆうが百景フォトコンテ
スト」と「日向の歴史写真写」

定されました。その目的は、国民の間に広く子どもの読書活

黒木美智代さん（20歳：曽根1》

噺

装、弁当
◇解散；12時30分
◇問い合わせ＝野別（君58−1

︐

◇用意するもの＝作業できる服

75

権だけはするまい︑むしろ周りの人︑

場、

私は友人と2人で参加することにし
ました︒その会は︑若者に選挙に参
加する理解をもってもらい︑多くの
若者が選挙へ行くようにする方法・

◇ところ；市内山日の市有林
◇集合・受付；本谷八幡神社前駐車

特に若者に投票するように呼びかけ

（木）

延岡で市長選挙が行われると聞い

ときは21日

0）まで。

ようという決意が生まれました︒

◇とき＝3月［7日（日）、雨天の

ています︒11向の私には直接関係な

ることが大切です。

対策を考える会でした︒私はその会
が1回限りのものだと思って参加し
たのでしたが︑思っていたこととは
違っていて︑帰りにはその会の役員

し、酸素を供給する地球の「肺」
です。それには「安定した森」を
作ること。この地方に育つシイ・
カシ類のどんぐりのなる木を育て

く︑選挙権もありませんが︑﹁こ＝一選

温暖化防止に二酸化炭素を固定

︵紙面の都合により︑部省略します︶

森は水を貯める「緑のダム」、

の友人︑学生に投票するよう呼びか

です」

一

「今私たちにできること、未来に
つながること…
それは森作リ

みたいなものになっていました︒名
称も話し合いで﹁ミニ選挙管理委員

■ひむかどんぐり義血の森作り

▽第1回＝問われる地方分権 一触が問題なのか一
3月4日（月）18；30〜文化交流センター小ホール
講師 新藤宗幸（立教大学教授）
▽第2回＝次の分権改革に向けて一目を変えるのか一
3月8日（金）18：30〜日知屋公民館大会議室
講師 西尾勝（国際基督教大学教授）
▽第3回＝自治体改革の処右箋一どう変えるのか一
3月22日（金）18：30〜文化交流センター小ホール
講師 松下圭一（法政大学名誉教授）
▽第4回＝自治体を変えるために
一行政、議会、市民それぞれの課題一
3月30日（土）15100〜日向農協会館3階ホール
講師 木佐茂男（九州大学大学院教授）
◇受講料＝ひとり1講座にっき 500円（当日受付）
◇問い合わせ＝連続市民講座実行委員会（倉53−940

管2001﹂の．人として21世紀を
生き抜く若者として︑まず私の周り

きない場合があります。

ができます。

会2001﹂と決めました︒

紙面のスペースの関係上、掲載で

地方自治体の現在と将来を考える運続講座を以下の日
程・場所・講師で行います。1講座だけでも受講すること

選挙について無関心だった私を変
えたのは︑鹿児島の﹁学生投票10

課（8内線2234）へ。ただし、

■21世紀の地右自治を考える運続市民讃座

けたいと決意しています︒

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
0％をめざす会一のみなさんとの八

「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
目的としたものはお断りします。

ほくたち
わたしたちの

｛

宮本大輔さん（20歳：大阪市在住）

大人になり、これからいろん
な意味でがんばらないといけな
いと思いました。今年は、人阪
近鉄バファローズに人団して3
年llです。フ．ロ野球選rとして

早く活躍できるようがんばりま
すので応援してください。

ld

おしらせ・ぼしゅう

財務会計システムの変更

市や広域連合への請
求方法が変わります

財務会詐システム変︑史に

目座番号︑日座名義人︶

なお︑市会計課でも請求

井を準備しておりますの
で︑必要な方は市会計課ま
でお問い合わせください．

◇問い合わせ陽市会詐課
︵倉内線2142︶
国民健康保険 学 生 特 別 保 険 証 の 発 行

高校・大学等に進学

所等の独自の請求用紙で請

ます︑．したがって︑各艀業
証を発行しています︒

卒業︑入学の季節です︒
この時期︑国民健康保険加
人世帯で︑ 4 月 か ら 高 校 ・
大学・各種学校などに入学
する人のために︑家族の保
険証とは別に学生特別保険

する人へ

求できることになります．．

学生特別保険証が必要な
人は︑次のものを持って市

ともない︑市や︑広域連合
へ物品を納吊した時︑また
石弓委託や︑建設r事を請
け負った時などの請求方法

ただし︑ド記事項の記載が
民課までお越しください．

が︑．思立14年度︑4月分か

督．要となります．

た︑専川請求酵が廃止され

域連合で使川していまし

4月分からは︑市や︑広

ら変わります︐

︽記載事項︾

◇必要なもの11印鑑・保険
証・在学証明壮日︵お急ぎの

の氏名及び押印︸︑3 硝求
年月日︑ご・．受取方法の表

で︑保険証を返却するとと
もに︑次のものを提出して
ください．

一

対策の推進﹂﹁林野火災ぜr一

一

答対策の徹底﹂﹁乾燥時及一
一
び強風時の火災発生防止対一

ています︒

策の推進﹂を重点測標とし一

加入する人︾

◇メルクス日向ミスターマ⁝
ックスで防火ポスター展を⁝

︽そのまま国民健康保険に
◇必要なもの11印鑑・家族
が持っている保険証
実施︵3月−日〜7日まで︶⁝
11向・門川・東郷町の日⁝

⁝

︽社会保険などその他の保
険に加入した人︾
向市消防本部管轄の小・中．

まず．

防運動に努めましょう︒

⁝

す︑の3つです︒
⁝
一
火災のない︑明るいまち一
づくりを進めるためにも︑⁝
地域が一体となって火災r一

離れるときは必ず火を消⁝

③ガスこんろなどのそばを一

する・

◇住宅防火︑いのちを守る一
7つのポイントは
一
①寝たばこは︑絶対止める三
②ストーブは︑燃えやすい⁝
一
ものから離れた位置で使用一

一
一

学校の生徒の作品を展︑小し一

◇必要なもの11印鑑・家族

が持っている保険証・新し
く加入した社会保険証等ま
たはその写し︑なお︑3月
卒業で︑すでに転出してい
る人は全員手続きが必要に
なります

詳しくは︑市民課︵a内
線2133︶へ
平成14年度全国春季火災予防運動

防火ポスター展を実
施します
．平成14年春の全．国火災r

防運動が︑3月−日銀ら7

特に︑﹁住宅防火対策の

になります。

①請求金額︑請求内容︑
内訳等︑②請求者の住所︑
場合は︑合格通知酵または
人学許可証でも受け付けま
すが︑後日必ず在学証明陛
目まで繰り広げられます︒
今年のテーマは︑﹁たしか
めて．火を消してから つ

氏名︑電話番号及び押印
を提出してください︶

推進﹂﹁放火火災︐レ防対策

︵法人にあってはその名称
及び所在地ならびに代表者
また︑今年3月卒業する
人で︑学生特別保険証の交
付を受けている人は育効期
の推進﹂﹁消火器事故防止

ぎのこと﹂です．

示︑日座振込の場合︵金融
限が3月制11で切れますの

さい︒

す︒安全・確実・有利な中
退共制度をぜひご利川くだ

●

可

機関名︑支店名︑預金種別︑

苗木の無償配布を実施

みどりの募金で

ださい。

◇お問い合わせ11退職金相

になりますので、転出前に届いた

で、3月18日以降にご相談く

まかなわれています

また、納付書は14年4月から
国（社会保険庁）が発行すること

告期間中は大変混雑しますの

談コーナー︵福岡︑容09

民年金担当係に提出してください。

申告は、原則として本人に限
られます。3月15日までの申

21631−−2551︶ま

福祉関係の申請時に所得証明書
が必要な人は、収入がなくても

たは︑宮崎県商n労働部労
働政策課︵冠09851蜀

コ
でも「女らしさ」「男らしさ」に・

17562︶まで︒

際に、転出証明書と．．緒に「国民

●■■●●●●●●●OOO●●●●●●●●O●●●●●●●●●O■●●●●O●●●●●・O

A．国民年金に加入している人が
市外に転出する場合は、転出届の
健康保険の加入、学校や奨学金、

市民農園

な手続きが必要ですか？

収入のない人については、市
県民税が課税されませんので串
告をする必要はありませんが、

県民緑化推進運動の一環
として苗木の無償配布をお
こ な い ま す ︒ こ の苗木の︑
部は︑みなさんにご協力い
ただいています﹁みどりの
募金﹂でまかなわれていま
す︒本数は約1500本で
す︒苗木がなくなり次第終

ちょっと農業体験しませんか

市外に転出する場合は、どのよう

所得証明書の必要な人へ

しなければならない、という制：
約なんかないほうがいいですよ・
ね。女だからソンした、男だかi

rします︒
◇日時11平成14年3119日
︵ヒ︶︑午前9時から

市では︑市民農園として
小さな区画ですが︑畑を貸
し出しています︒家庭のプ
ランタi栽培や︑ベランダ
栽培では物足りないという

3月の相談
◇交通事故巡回相談

m〜4一畑

とき■3月1511︵金︸

0
ところ■中央公民館
◇法律相談︵要予約︶

〇・0秘pD・0

とき■3月14日︹木一

ところ■中央公民館
◇年金巡回相談
・0〜﹇b

・0

とき■3月12日︵火︶
0

ところ■舷目少年ホーム

◇障害者相談
2・0一

とき■3月9日︵h︶
0
0〜
． ・一
ところ■身体障害者セン
ター︵盈52−5434︺
◇女性による女性のための相談

とき■3月7H︑1411︑

2−1．3

1．

8一︑巳
3．︸ ︵〜
︸︹
．

ところ■男女共同参画社

会づくり推進ルー
ム﹁さんぴあ﹂蓉
瀦iO300︶

鼻護保険の制度や保険料の

説明会
毎月1回説明会を行って
います︒ムフ月は下記の日程

︻騨

です︒どなたでも︑ご参加
き113月11日︵月︶︑

いただけます︒
◇と

午前10時〜

◇ところ11市民健康管理セ

ンター
◇問い合わせ11古同齢者あん

しん対策室︵容内線219
3V

，

◇場所目市役所玄関前
◇配布樹種同．般家庭緑化
木︵約1500本︶

◇問い合わせ目市農林水産
課林業振興係︵容内線23
15︶

人など︑利用者を応募して
いますので︑この機会にぜ
ひ応募してみま せ ん か ︒

5m×5・Om

セ6

留

C
申告をする必要があります。

こだわらずに生きるって、結構：
コ
むずかしいかもしれません。な：
ぜなら、いままでの世の中のし：
くみや習慣がそうだったからで：
す。親とか、まわりの人も、結：
構、こだわっていませんか。い：
ままでの社会によってつくられ：

︐

◇場所11財光寺六反田
◇区画面積111区画／4．

◇使用料貯3000円

税金で住みよいくらしまちづくり

Q．国民年金に加入しています。
女だから、男だから、こうしな・

り
らソンした、なんて思いたくな・

い。もっと自由になりたいli

中退共制度

退職金の準備は万全ですか

中退共制度は中小企業で
働く従業員のための退職金

◇応募資格11市内在住の方
◇募集区画11若﹁数
◇申し込み期限113月20日
︵水︶

◇申込・問い合わせ11市農

林水産課︵β内2313︶
なお︑ 応募者多数の場合
は︑抽選となります︒

i
事〜セ共日参◎社会

⑰…身元調査・断・運・・を推進・て
■市民なんでも相談ホットライン伽55−9111・1且0120−86−4388）
77

3月分

国民年金保険料

制度です︒

①掛金の一部を国が助成し
ます︒②掛け金は税法ヒ︑
全額非課税になります︒③
加入前の過去勤務期間や転
職した場合に通算ができま
す︒④福利厚生施設設置等
のための融資制度もありま

3月の納期

14年度の納付書があれば、その
納付書で引き続き納められるよう

た性別をジェンダーといいます。i

ねんきん

税金一〇メモ
あなたとわたし①

：

」ぼ

Q＆A

何でも
：

一
……………〜…〜…｝………皿一…………
一

年金加入状況連絡表」をお渡しし
ます。それを転入先の市町村の国

一

田

一
一

おしらせ・ぼしゅう・行政情報

スボーッ保険の加入

万一の事故に
備えて

．平成14年度のスポーツ安

全保険の受付が︑3月から

ホームの教f−11団座は、働く｝

f少fFが余暇｝匡耳動のl11で教

養や知識を身につけうとともに、お圧いの親睦を深め豊
ホームでは、

人して．力．のけがや賠償責

任などの事故に備えましょ

う．．

掛け金は︑．rどもや文化

り修学困難な人

込方法11募集要項及び
睦目類を4月現在に在学

いる学校の窓口で配布
す．学校の指定する期
おおむね5月初旬︶ま

窓11にお申し込みくだ

O

ツ安令協会宮崎県支部︵容

へ︒

0985．茄i3．136︶

■県奨学生募集

■

奨学金を
貸与します

﹇

ド成14年度前期教タ憂講座（LF成14fl三4月

◇開講式＝4月5日〔金汗後7時宥少年ホーム
◇受講料＝無料（ただし、材料代目はrl己負担）
◇応募資格＝11f内に居住圭たは勤務する勤労1畳∫少年（職

業訓練校生、求職中の方、家内労働滑を含む

35歳未満）

◇応募方法一3月29口までにホーム利用証交付申請書に
f易〜穿餌ミ『灸料卜5〔｝Ol11と1］fl｝明友（！）会ぜ㌣500111（6カ・月分幽）

を添えて、ホームに中し込んでください（定眞になり次
第、締め切ります）＝申請陛は、ホーム1階 拝務室にあ
ります、

◇問い合わせ＝日向市勤労1唇f少年ホーム（容昼間．／内線

い場合は、途中からでも受け付け値す．
，ゴ・

餌

曽

いけ花教室
@ i池の坊）

商蹟

呂

6か月 月曜日

一
35人

〃

〃

35人

料理教室

〃

火曜日

35人

茶道教室

〃

〃

25人

着付け教室

〃

水曜日

25人

］ルフ教室

〃

〃

10人

バドミントン
@ 教室

〃

〃

60人

陶芸教室

〃

パソコン教室

〃

@（小原）

木曜日
k第2・第4）

テニス教室

に満たない場合

冨島高校定時制二次募集

闊

■「

≡．＝

絵画教室

いけ花教室

推薦・一般入試で定員に

満たない場合は一．次募集を
します︒31−m日︵火︶に

︷日︵金︶︵午前9

富島高校掲示板で発表しま

す︒

〜3月

◇出願期間113月20日︵水︶

時〜午後4時まで︶

◇選抜検萱1−3月％日︵火︶

◇合格発表目3月27日︵水︶

日知屋保育所｛E52−2703》

︵定時制︑倉52⁝4075︶

日向市池田協議会・日向市

◇問い合わせ11富島高校

麟3繍

い合わせ門県学校教育

穆

×一部の販売品は有料となります．

79■日向市ホームページは最新欄が瀧i・・P・www．・i・y．hy。9。．miy。z、lki．」P

倉0985−26172

T

︶霧団

も

〜12｝F芋

◇申込資格11①大学︵短期

大学含む︶︑高等専門学校
または︑高等学校︵中等教
育学校後期課程含む︶に在

学しており︑・﹁として生計

を維持する人が県内に住ん
でいること︑a経済的理由

秀．兀さん

︵木︶午後7時から

ホール

◇場所11日向市中央公民館

◇講師11L條

︵宮崎大学生涯学習教育研

修センター教授︑宣目崎県社

会教育委員会議議長︶

◇著井口﹁生涯学習概論﹂

︵東京肥土︶︑﹁生涯学習の
方法﹂︵第．法規︶︑﹁これ

ア﹂︵ぎょうせい︶︑﹁入社

からの指導者・ボランティ

rl打Hド芋15分

ホームの教養講座へ
かな人間性を育てることを目的としています

3課◇さで厳しし申◇に
7＿問いに＿まて請申よ

雨天決行

1回目／ノ「前10時〜10時45分

勤労青少年のみなさん、何かやってみょうがなと思ったら

2811、夜間／52−2115）※講1橘｛開始後定員に満たな

会場市中央公民館・交流広場

2回目／

始まります︒

［

目

活動の団体が1人年額45
0円︵rどもワイド保険は
1000円︶︑老人クラブ
団体は800円︒成人のス
ポーツ団体が1400円と
なっています︒加入依頼井
は︑市社会体育課にありま
す︒前年度の加人団体につ

ホ

の

まってるよ1

●動・植物広場（ウサギ・ヤギ・花苗など）
●11iって遊ぼう
●お店コーナー
●ホンヌキゲーム●ハイハイ競争ヨーヨーくじ
●シャボンK ●試食コーナーマンノクバルーン
●お楽しみオンステージ
お柴∫ ジュース

f供会︑運動クラブ︑文
化・ボランティア団体など
5人以しのグループであれ

ば加人できます︒
また︑今回より︑．rども

4、ス

いては︑3月L旬に発送．y

定です︑

詳しくは︑︵財︶スホー

げコユ ウエし へ

・−一4σ域駄勾

◇テーマー−

◇問い合わ
課街なか企

51りこ

完全学校週5日制対策推進大会

地域の子どもは地域
で育てよ う

1

団体向けに個人活動まで補

償できる制度︵．rどもワイ

︑撫響

ド保険︶も出来ました︒加

轟霧鰻皿

街づ
づく
くり
りを
を考考
ええ
一る講演会

街づくり
りや
やふるさと

づくりのの
参参考に

−

市民のみな︸
蛍なさんに多様性
とσ一
彪層生
一入
富んだ日向市の
1こ
一富
将来のあり方．
や方や01Eましい姿

︸

慰

午前9時〜12時30分

ンサー

ター

は
」

日時4月21日（日》

◇レポーター一中村克洋アナウ

進協議会、（財）地域活性化セン

を考えていた馳
がただき︑今後の

欝

あそびにきてね

崎放送

◇提供＝令国ふるさとづくり推

︐

7；00〜7：30、MRT宮

くりイ・
5ふ
7るさとづくり

◇放送日＝3月17目（日）午前

容開

・撒起どもお臨◎り広場

◎

などが全国に紹介されます。

く

画せ
祈
係II し
＿市
い

聯羅

一

〜9月）の受講生を次のとおり募集します＝

2002e向市

入場無料

「まちおこし」の事例やその
地域の魅力を取り上げ全国に紹
介する番組。今回は、美々津町
並み、ひょっとこ踊り保存会の
みなさんや、馬ヶ背、お倉ヶ浜

．．Te︐

11i勾糸泉2237）

テレビ番組r笑顔が
いちばん』で日向市を紹介

行

務、深rl∫L忌1青幸侵筈ミ（容52−21

融合﹂など

◇お問い合わせ＝日向市役所総

の参考としし
てていただくた

︵智内線2423︶

問い合わせください。

■

2発
◇問い合わせ11社会教育課

r■︷渕．

すが、情報公開制度についてさ
らに詳しいことをお知りになり
たい方は、ド記までお気軽にお

﹁地域の．rどもは地域で育

今回でこのシリーズは終わりま

市教育委員会では︑完令
学校週5日制の意義を︑あ
らためて市民のみなさまに
珂解していただくことや︑

れた不服申立てについての雷萱を行い、その結果を答申
する，

としてご活躍さ
め︑建築家とい一
れている武川︹痒
川光史さん︵11

見を育する5人の委員で構成され、実施機関から諮間さ

向市出身︶ のの
置講演会を開催

関として設置されたもの。蕎査芸は、情報公開制度に謳

てる﹂という気運を高める
ことを目的として︑完全学
佼週5日制対策推進大会を

墨田串宜てについての決定を公正に行うため、第三者機

禽覇

【日向市情報公開雷責会】

まの参加をお待ちしていま

定をlfいます。

ご
参

降俗します．．多くのみなさ

査会」に諮問し、その答申を尊
重して不服中し疏てに対する決

26
日
す．．

不服申、 述てがあったときは、
実施機関は「日向lif情報公開審

日
向
◇日時口平成14年3月14日

ることができます，、

月すの

いたします

i：擁充
ト

内に，IF面により不服申疏てをす

市民のみな

歪1、』ドちの

よいのですか。

A．実施機関に対して60日以

加をお待ちして
◇日時目平成口

︵火︶午後−時旧

甲

Q．開示・不開示の決定に対し
て不服がある場合はどうずれば

◇場所りベルフ

日向市
Q＆A
情報公開制度
⑦

〃

〃

木曜日

30人

7人

金曜日

20人

金曜日

35人

≡

罹間

塗

午後6時30分頃9時
P回600円

午後6時30分〜9時

ｹ具は個人で準備
午後6時30分〜9時
ﾞ料代（1回500円程度）

午後6時30分〜9時
ﾙ子代（1回500円程度）

午後6時30分〜9時

物類は個人で準備
午後7時〜9時
{ール代個人負担
午後7時〜9時30分
H根代（ラケットは個人準備）

午後7時〜9時
ﾞ料代（1回700円程度）

午後6時30分〜9時

mートパソコンを持参
午後7時〜9時30分
{ール代（ラクットは個人準㈲

午侵6時30分〜9時
ﾞ料代（1回600円程度）

翻、
矯鍾．馨
※自i…クラブとして、「ミニバレーボール」があり、随
時募集しています．

⑰…身元調査・断・運動・を推進・・…す・78

襲
蓼
、

ゆ

一
一、

診

勧

，

甲斐俊希ちゃん

健一・弥栄子（日知屋）

直行・枝実子（亀崎東）

川崎竜人くん

柏川修兵くん

健二・昭子（曽根1）

充徹・貴美子（秋留｝

江夏萌々

ちゃん

剛・享美（庄手）

q軋乳幼児健診
■3か月児健診＝日時／3月8日〔金｝、2911〔斜、

やパパ同しの交流会など。

対象／平成13年12月生まれ

◇会場＝市民健康管理センター
◇持参するもの＝母f健康手帳

財光芋・

成13年8月生まれ

※」㌻約・参加料は、必要ありません．

したが、

■1歳児健康相談＝日時／3月12【R火）、対象／

●Lパパママ教室

します．中し込みは、夏頃に班回覧で行います，
詳しくは、市民健康管理センターへお問い合わ

qL胃・子宮がん集団検診実施時期変更について

測定・身長測定、③赤ちゃんの健康相談、④ママ

F成

※受付時間は、3か月児・7か月児／午後1時〜
111与30ラ）

、

2時、1歳児／

1歳6カ・月児・3睡り己／／ノF行乏li痔〜

「前9時30分〜10時です。

健康手帳を忘れずに、市民健康管理センターへ。

焦すくすく教室

ター

ん、お母さん。

ください．

●㌧3月置休日在宅医

※事前にテレホンサービス
（含53−1214）で確認を1

b

二

二

ヘルシークッキング
さつまいものサラダ

医心内科（内君55−0157）

・惚篇瀦∫礎Aか

〈作り方〉

①さつまいもは2cm角に切
（レンジで加熱）
る。

向洋クリニック（泌尿容52−5488）田中病院（内・放・精神・神

③ホールにヨーグルト〜はち
みつを混ぜていもとりんごを

日向内科（内・小児・胃腸歴52−0880）

三ケ尻医院（整外・リハ奮52−5557）康田医院（産婦君53−
7788）松岡医院（内麿52−5407）

※認可保育園において、毎週水曜日の午前中
に園庭開放を行っています。お問い合わせば
お近くの保育園へ。

1月中の交通事故
人身事故
44件

儀

エネルギー

22日（金）

加える。

207Kcal

O，3g（1人分）

沼田医院（皮君52−3785）

死
1入

（一21）

（一1）

亡

負傷者

54人

物損事故

82件

（一29）

（一22）

〜止まって確認！無事故に挑戦〜

日向市の人ロと世帯

29日（金）

人ロ
男

59，196人〈＋61＞
27，847人〈＋29＞

女

3t349人〈＋32＞

出生

・巨へ、．

④器にもり、トマトを飾る
塩分

3／24（日）1（3）子どもの成長に大切な親

22，022世帯

〈十37＞

転入168人転出128人

②りんごはいちょう切りにす

5338）白石病院（内・呼吸歴63−1365）

経・リハ含63−2211）

G）父親不在とは
…（2）大切な心の交流

世帯数

一ストフードはなるべ
く控え、硬いもの、繊
維のあるものを多く食

ってゆで、こぶきいもにする。

古賀内科胃腸科（内・胃腸容52−8118）大久保医院（外・胃腸君52−

〜

（H14．2．1現在）

を食卓へ

4

ぶじた心療内科（心療内科・精神・内容50−0855）

ト

3／18（月）父親の役割

④歯ごたえのあるもの

鮫島（敷正）医院（整外容52−8191）吉森医院（内・胃腸・循環・呼
17日．吸容52−4046）

〜…a濫灘畷
3／17（日）．（3）よい親10の条件

［，順べなさい」とせ肘とあ才、てて丸のみ

と声をかけて．．

Q21
0じじ

リノ＼麿63−0507）

食べ物がllにあるうちに水分を飲ませると、よ
く噛まずに飲み込んでしまいます．
③食事時間はゆとりをもって

してしまいます．「ゆっくり噛んで食べなさい」

9
0

吉田クリニッつ（内・循環奮55−0770）長田整形外科（門外・リウ・

0個個5ささ
3111大大

10日

﹀

1二木医院（産婦・外・胃腸554−4468）協和病院（精神・神経容54−2806）

◎

分

干代田病院（内・外・整外・胃腸・リハ・皮・放・麻酔酋52−7111）1
柳田医院（産婦容52−2950）瀧井病院（内・精神容52−2409）
1

人も
トズ
4い
ル一つ
料まこトグネみ
四つんマーヨち
くさりトヨマは

3日

｛わ

一

3／11（月）よい親の条件

．，／細iii黙撫養。と、ま

パンや果物のように軟らかめの物を適度な大き
さに切って．rづかみで食べさせます．前歯で疑を
加減しながら・ll大に噛み切ることを覚えます。
②飲み物は食後に

︵

◇対象＝生後6か月までの乳児を育児中のお父さ

◇日時＝3月26日（火ゾF後2時〜．午後3時30分

3／10（日）i（3）しつけのちがいにとまどう時は

．3／25（月）IPTAについて理解する

かむ働きが弱い」仁どもが増えています、かむこ
とは栄養を取り込むために役ウ1つだけでなく、虫
歯を防ぎ、さまざまな体の働きを活発にして脳の
発達を促します．
①乳幼児期は手づかみ食べをさせましょう

f

◇申込方法＝開催日の1週
間前までに氏名、連絡先を
市民健康管理センター（倉
内線2184）までご連絡

・括して実施

q軋かむ力を弓1甜す食べさせ方

パパとママのための栄養知識など。
◇会場・＝市民健康管理セン

こ｝f

F成】4年度は全地区秋季に

9せトさい・

◇対象＝出産を迎えるパパとママ
◇内容＝赤ちゃんのおふろの人れ方・妊娠疑似体
験・妊娠中の歯の管理（歯科医・歯科衛生ヒ）・

10年8月生まれ

．（1）家庭と学校のしつけのちがい
…（2＞しつけの重複とくいちがい

ゴ

■3歳児健診＝1．1時／3月1［（金）、対象／

〜

一

【1芋〜120ξ

F成】2年8月生まれ

σ

i．一

bi勺戎13年2月生まれ

象／

；

日向市保育協議会

F岩・）ミ々津地「×：）、秋季（細島・日知屋本

郷・日知屋枝郷・新lll∫・富高地区）で実施していま

◇日時一①3月10【川D②3月24日（ID午前10ト〜

@

．一一一一一一斗一一一．

胃がん・」な宮がん検診は、これまで春季（塩見・

■1歳6か月児健診＝H時／3月14日〔木）、対

＝；；

3／4（月）家庭のしつけと学校のしつけ

◇内容＝①栄養1：との離乳食作り・試食、．2）体噴

F

一

テレホンサービス
容53−5857

、

江藤愛音ちゃん

匿7か月児健診＝日時／3月15日〔金）、対象／

﹂

27

」

、

へ

」

￠

面

積

54人死亡

33人

117，56km

3月の献血日程
ソー日。

日本ハム
クリーン ッ

9：00〜11：30
P3：00〜16：00

日・

X：30〜16：00

．
20

ゼト

鋤土の歴史
常夜燈はもともと灯明台に始ま
り︑神仏の前に火をともし続ける
ために献じられた燈．籠です．︑燈．籠

シリーズ29

細島の常夜燈

層からの奉納も行われています︒

場所も参道や︑街道・村・港・
峠などにも建てられるようになり
ました．村︹町︸内の辻や出人り目
などの常夜燈は村︹町︺内安全や防

火などを祈るためのものでした︐
海の見える丘や波止場には航海の
安令を祈り︑船からの11標とする

ために大型のものが設けられまし
た︑．

市制施行50周年記念ロ︺向市史編さん事業

石船などがあふれていました︒

前年の明治m︵1878︶年は
西南戦争が起こり︑宮崎県北部も
戦場となり︑細島には征討本営が

置かれています︒港には官軍の軍・

艦が停泊し︑多くの遡上を戦場に
送り出し︑富高では西郷軍の動き

が急でした．．そういう騒然とした

状況が続きましたので︑特に穏や
かな生活を願う意味もあったでし

口

＋一

菊乙

ρ噂

ック︐︑私は毎日の深夜︑テ

ソルトレークシティーで
開かれていた冬季オリンピ

レビのニュースに釘付けで
した︒大舞台で実力を発揮
することの難しさを感じま

した︒11本選fも人変長く
健闘したと思います︒・スポ

ょう︒燈の北面には﹁周旋方﹂

﹁境町女人連中﹂の文字があり︑

ーツをする人が．度はあこ
がれる夢の舞台︒出場する
夢がかなっただけでもすご

この燈の周辺に小さな石像が数

﹁市民による市民のための

いことです．さて2月8目︑

その寄進には女性が深くかかわっ
ていたことがうかがえます︐いつ
の時代でも真っ先に平和を頼う女

体置かれています︐観跨ヒずの永代

性の姿が91られます︐

細島の常夜燈は米の山北斜面の
中腹に︑北東を向き︑町と港を見
守るように建てられています︒建

記録に﹁芋有山・甲二一．．卜．．．ケ涯ヲ

設㍍シ﹂とあり︑地区の人々がお
大師様と親しみお詣りしていた地

みませんか︒

︽K︾

市政﹂実現のため︑﹁日向
市まちづくり100人委員
会﹂が新体制でスタートし
ました︒みなさんも自分の
まちづくりの夢︑かなえて

費0982−52−2111

蔵さんのようです︒

■印尉／（有）第一印刷

これらは︑いまでは忘れられ︑
訪れる人も少なく︑燈の．部は壊

日向市本町10番5号

れかけています︒

市史編さん室︵a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︒

戸

︸

〒883−8555

は仏教と共に伝来し︑法会を行う
ときの浄火を口的とし︑併せて堂
を荘厳にするために堂前に献じら
れました︒南北朝時代から．対建
てられるようになりましたが︑そ
の寄進には灯明料や灯明川が伴う
ため︑大店や庄屋などの有力者に

、

■緬集／日向市役所総務課

限られていました．．しかし︑次第

上

平成14年3月号

疏は明治11︹1879︺年11月です︒

燈南面の﹁現二六卜居宗代﹂コ斬
調﹂の文字から観音寺第蛤世住職
研宗が建てたものです︒燈籠は石
造りで高さは4・7m︑燈台の足
元には五体の仏像が鎮座していま
す︒燈籠正面に﹁町内﹂﹁安全﹂
とあり︑町内の安全を祈るために
設けられたものと思われますが︑
湾目や港の見える丘に建てられて
いることから︑航海の安全も祈願
したのでしょう︒港には︑漁船や
京・大阪との航路を往き来する千

︶

広報ひゆうが

に芋院から氏神へも奉納されるよ
うになり︑近世以降になると庶民

町と港を見守るようにして建つ細島の常夜燈

