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騨恒

﹁まち﹂の魅力の根源は活性化
にあるという発想に基づいて︑目
向市の地理的条件を考慮した4項
目の具体的な提

作業のできる老

案︑即ち︑︵←農

立石輝彦さん︵山下︶

人ホームの設

まちをめざして﹄
﹁文化﹂という抽象的な概念を
真剣に考察したうえで︑行政と文
化との関係についての率直な批判
に基づいて︑その適切な改善施策
を提言している．︑更に︑日向市の

饗 翌

魅力アップの方策として︑人工的
な工業港から自然海岸まで変化に
富んだ海岸線に焦点を絞って︑そ
の将来像を地区の特性毎に具体的
に提案し︑最後に既存の﹁文化交
流センター﹂の
活用策と﹁︵財︶

日向文化振鼻事
業団﹂の在り方

膿鱗ち盆
提案している︒

トビルの建設︑
③山間地のモトクロス場︑︵聖市内

公道でのミニバイクの耐久レー
ス︑を提弄．ロしている︒

豊丸玲子さん︵松原︶

﹃わがまちを

花と緑で美しく﹄
﹁花のまち﹂に徹せよ︑という
に特有の果樹を植栽して︑通りの

提言．︑例えば︑︹り市内の各道路毎

名称もその植栽にマッチした名称

とし︑②将来は
コ国際花のまち
コンクールLへ

の参加を目指
す︑等︑目標を
絞った夢のある
提弓．口である．．

き◇12月28日まで

︵a⑫2644︶

ところ◇日向市森林組合事務所
持参品◇①印鑑②申込金③植栽場
所︑面積︑本数を明示したもの④
造林地の登記権利書または土地台
帳写し
問い合わせ◇日向市森林組合

と

平成6年春植造林苗木申し込み

6867︶へ︒

日向市民または市内事業所に勤務し
ている一般の方を対象に英会話教室
の受講生を募集します︒期間は︑U
月から来年2月までです︒申し込み
問い合わせば︑市中央公民館︵含⑩

イザニーの英会話教室

十七万円です︒

身障者向け住宅＝戸が建設されま
す︒総事業費は︑一億八千四百三

種住宅で︑うち老人向け住宅＝戸︑

十六戸の内訳として︑全戸第．一

を建設するものです．．

上々呂毛住宅建替工事は︑平成
二年度から年次的に行っています
が︑今回︑四期工事として十六戸

請負契約の締結です︐

事件決議四件のうちの一件は︑
土々呂毛住宅建て替えに伴う工事

第四期土々呂毛住宅
建替建設工事

負︑

重富睦博さん︵江良4丁旦

政水産部を歩んで来られました．︑

市民のやる気﹄

﹃市政の勇気と

立︑②臨海工業
団地の有効利用
としてのテナン

﹃文化の香り高い

している．．

向市の将来を女性の立場から提言

ならこう葛4貴男あるまち直黒レへの提一冨
﹁私ならこうする魅力あるまち日向への提言﹂と題し︑市が
募集いたしました市民提言の審査結果が発表されました︒
応募総数18編で優秀賞が4編︑佳作が3編それぞれ選ばれ︑

優秀賞に輝いた4名の方には副賞としてヨーロッパ視察研修
旅行が贈られます︒

市では︑今回の市民提言を参考にしながら市政に反映させ
て行きます︒

︿優秀賞V

黒木佐代子さん︵掘一方︶
﹃大好きなまち︑
日向市紹介﹄

①ぴまわりL
を中心にして四

びまわりしの
副次的な利用
法︑②働く女性や高齢者のための
便利な福祉・学習施設の設置︑③
地域の環境保全や郷土文化の再認
識︑④地方都市のよさを認識した
中心部の再開発︑を上台にして日

助役に田原氏

収入役には︑田中昭二郎氏︵財
光寺・六十六歳︶が再任されまし

〔シナリオライター｝

ゑ繍羅

九月定例市議会が九月二十二
日から一〇月十一一日までの二十

世紀を生きる君たちへ、

露﹂

ズ・母と子の旅立ち・21

＼，＼．ノ1

一日間の会期で開かれました︒
た︒

つぎに︑教育委員会委員と公平
委員会委員︒

著書に金八先生シリー

議会には︑人事案件六件︑条

教育委員会委員に︑赤木紀元氏︵財

光寺・五十一歳︶︑公平委員会委員
に前田弘氏︵富高・六十三歳︶が︑

それぞれ任命︑選任されました︒
残る二件は︑固定資産評価審査
天女員会委員の選任です．．

同委員には︑甲斐他人氏︵平岩・

ライターとして活躍中。

七十歳︶と河野俊彦氏︵財光寺・六
卜三歳︶が選任されました︒

及び「3年B組金八先生」

例七件︑事件決議四件︑補正予

「女と男いきいき暮らせる明日をめざして」をテー
マにフリートーキングします。
あなたの心の扉を開いてみませんか。

算六件︑決算認定﹁件の計二十

くさわやかフリートーキング〉

四件が提出され︑審議の結果︑

一

NHKの大河ドラマ「徳
川家康」「飛ぶが如く」

写

ところ◆日向市中央公民館
※入場無料
主 催◆女性フォーラム実行委員会
日向市・日向市教育委員会

﹁

プロフィール

」碧
まず助役の選任
︒和田助一
氏の後任として︑田原田夫氏︵五
卜二歳︶が選任されました︐

小U」内美江子〔シナリオライター）

すべて原案のとおり同意︑可決︑

うるおいと生きがいのあるまち ひゆうが の実
現のため、女性もあらゆる領域の中に積極的に参加
して、男性と共にいきいきと暮らせる時代を築いて
いくことを目的に、「フォーラム」を開催します

2
3

他多数。

美江子さん
小山内

など多くの話題作を発表
し、第一人者のシナリオ

芝露

開会13：00
開場12：30
き◆11月6日（土）
と

いつもイキイヰと輝いていたい

7一マ
講 師

認定されました︒

庭…黎i懲臨ぜんが

田原氏は昭和四十一年四月県庁
に入庁︑以来二十七年間︑主に企
画調整部︑商工労働部︑そして農

＜基調講演＞

これらの中から︑人事案件と

「あなた

事件決議をご紹介します︒

嵩女性フォーラム

詮

＾し

急ぴ

ク

ノ

．幻

〃

奥様と税
最近は︑パートタイムで働く
そこで︑気になるのがパート収

奥さまが多くなっています︑

入と税金の関係ですが︑年収が
⁝定の金額を超えますと︑ご主
人の所得から配偶者控除が受け
られなかったり︑奥さま自身に
も税金がかかったりします．．

パート収入は︑通常︑給与所得
になります．．給㌻所得は︑年収

から給与所得控除額を差し引い
て求めますので︑年収が百万円
までなら配偶者控除が受けられ
ますし︑所得税はかかりません．．

また︑パートによる年収が百
万円を超えても︑百．二卜五万円

に︑配偶者特別控除が受けられ
なお︑内職や保険外交

行われ

◎検査は2ステップで行われます

査を受けましょう︒

エイズウイルスに感染している
かどうかは︑血液検査でしかわか
りまぜん︒心配な方は積極的に検

ズ検 査墜一 うし

焉Aまた！エイズ∠の特徴です。

閤︵時には2〜3年︶かかりま

もし感染しても多くの例では抗
体が陽性になるまでには2〜8週

受けるときの注意

◎血液検査︵抗体検査︶を

塵丁藤

未満であれば︑一定の要件のもと
ます．．

れば決して恐れる必要のないの
1確認検査

侮﹁

獅P1日目ら17日は﹁税を知る週
等による収入については︑雑所得

又は事業所得として計算するこ
とになります．パート収入と税
金のことでお分りにならないこと

がありましたら税務署や市役所
税務課にお気軽におたずねくだ

エイズは今や世界的伝染病で
抗体がな

︻門川肛

査は︑接触の疑いのある日から3
ケ月以上経過した後に受けること
が望ましいでしょう︒

◎検査を受けるには
︿保健所の場合V

︸︑電話で検査日を問いムロわせる

︵匿名でもよい︶︑性別︑年齢

二︑検査当日︑検査申込書に氏名
を記入する︒

三︑5㏄程度採血する︒

四︑検査結果は指定された日︵約
2週間後︶に本人に直接知らせ
る︒電話や郵送では行わない︒
※検査費用 千六百九十円︵ただ
し︑周診の中で保健所が必要と認
めたときには無料です︒︶

｢きいきまち
フェスティバルイン門川
獅U日〜7日の2日間︑

産業まつり・商業まつり・
総合文化祭を同時に開催す
る93いきいきまちフェス
ティバルイン門川が行われ
ます︒特産品や商工業製品
の展示即売並びに文化祭作
品展を実施します．．

秋物語

期間中︑お楽しみ抽選会や
コンピューターによる健康
診断︑歌謡ショー等のイベ
ント︑文化講演等が開催さ
れます︐

︻西郷村一

御田祭の里

秋物語﹂を開催します︒

昨年に引き続き﹁御田祭の
里

LO
﹃バブ

T BE
の曲で有名な

WON

今年の目玉は何と言っても
NG

お

詫

び

先月号の﹁エイズの発病﹄の欄で︑﹁感

染者であっても感染能力はありませ
ん．﹂は．コ感染者であっても感染能
力はありますしの間違いでした︑．

︵倉⑯3ーユー︶

※コンサートチケットは︑
．一千円で市文化交流セン

ター︑寿屋日向店︑国際楽

器店︑ミュージックサン
コーで販売しています︒
︻椎葉村︼

第9回椎葉平家祭り
秋の胴差しを浴びて光り輝
く鎧甲冑．．しばし平安の昔

に戻ったような気にさせら
れます︒椎葉平家祭り大和
武者行列が今年も華麗に行
き■11月12日〜14日

われます︒
と

ところ■椎葉村開発センター

9電 ．．圏

問い合わせ■平家祭り実行
委員会︵役場企画開発課内

7か︸

倉⑰3ーユー︶

・礁

ルガムブラザース﹄のコン
サートです︒皆さんのご来
き■11月13日︵上︶

場をお待ちしています︒
と

ところ■村総合グラウンド
特設会場
問い合わせ■西郷村企画課

印向路だ傍L

す︒ 抗体のできる前に検査を受
けると︑陰性という反応が出てし
まいます︒したがってエイズの検

れどオーストープリアにも他の国

と同じように様々な問題︵例え
ば不景気や失業など︶がありま
す︒オーストラリアは広くてき
れいでかわいい動物のいる国と
いうだけではなくもっと複雑な
国なのです︒しかし︑オースト
ラリアの観光会社とか日本のテ

レビ番組は︑そんな﹁部のイ
メージだけを見ぜているみたい
なので︑日本人の持つオースト
ラリアについての感想が私には

短い期間でコールドコースト

普通︑ロ︺本人観光客はとても

よく分かります︒

ryndrome（症候群）

1陰性

陽性

間﹄です︒

税金は︑わたしたち国民の生活に
深くかかわっています︒学校や公
園の建設︑道路の舗装︑福祉や警
察など︑わたしたち国民が︑安心
して快適に暮らして行くためには
さい︑

延岡税務署︵雪延岡舞3301︶

大変重要なものです︒

期間中︑各地で税に関する相談
市税務課

︵君内線2115︶

コーナーやパネル・ポスター展が
行われます︒

ぜひこの週閤に︑﹁社会共通の経

税の定期相談
とき圏11月12日㈹10時から16時

費﹂とも＝＝ロうべきこの税金の仕組

みや使われ方について理解を深
ところ■日向商工会議所一階

（免疫）

や︑シドニーやエアーズロッウ
など観光名所だけを見ます︒逆
に日本に行くオーストラリア人
も短い期問で東京や京都だけを
見ます︒この二つの都市だけが
日本を代表してはいないでしょ
う︒どこの国についても︑わず
か二週閤の滞在で︑完全で現実
的な感想を持つことはできない
と思います︒私はもう一年以上
日本にいますが︑まだ日本につ
いての感想がよくまとまりませ
ん︒

です︒

騰細謹騨

Deficiecy（不全）

午後5時開場・7時開演

献血ではHIVの抗体検査をしていま

Immune

けれども私や他のたくさんの
オーストラリア人は日本のこと
をもっと深く詳しく理解したい
です︒そして私は日本人にオー
ストラリアのことをもっと詳し
く理解してもらえるとうれしい

かどうかを教えてもらえますか？

−

私は大変うれしかったです︒け

しいですね︒

め︑また︑税金の重要性について

す︒

だ新聞記事によると︑オースト
ラリアが民族偏見のある国だと
思っている日本人も多いそうで

と＝＝ロいます︒けれども私の読ん

主催■熊本国税局税務相談室

想

も再認識してください︒

感
オーストーブリアに行ったこと

か？行ったことのない人は

がありますか？どんな国でした
﹁オーストラリア﹂という名前

日本の教科書のオーストラリア
に関する説明の中にまだ載って
いるそうです︒けれどもそれは
三〇年も前の政策です︒この間
いろいろな変化がありました︒
そして現在は世界中のいろいろ
な民族︵もちろん日本人も︶が
オーストラリアに住み︑その大

の人に聞いてください︒また︑

OIiCyという政策をまだ覚
えているそうです︒このことに
ついての説明は省きますが︑も
しこの政策を知らなければ年配

たくさんの日本人は以前オー
を聞いてどんな感想をもちます
かQ・私は日本人のオーストラリ
ストラリアが行っていたWhi
アについての感想に興味があり teAUStraliaP

ます︒私はオーストラリアに

たくさん読みました︒

行った日本人をたくさん知って
いますし︐オーストラリアの感
想︑考えについての新聞記事も

詳

なづています︒今でも確かに人
種差別は存在していますが︑そ
れは他の国々と同じレベルだと
思います︒世界中で自分は偏見

部分がオーストラリア国民に

はもっていないと思っている

西冑

オーストーブリア大使館は︑毎年

ある記事によると︑東京にある

たぶんそういう国々とか人々
は︑自分たち以外の民族と会っ
たり交流したりした経験がない
ので︑自分の差別意識を認識し

国々や人々は多いでしょうが︐

オーストラリアについてのアン
ケートを行うそうです︒回答者
さについてコメントするそうで
す︒また︑大自然ときれいな風

ていないのかも知れません︒

の多くはオーストープリアの広大

景︵特にゴールドコースト︶︑

今年の八月に︑私は日向の生
徒六人と一緒にオーストラリア
に行きました︒このうちの二人
目オーストラリアには悪いとこ
ろがないと言いました︒心が優

教えてもらえません。
A

献血をするとHlvに感染している
Q

病気を正しく知Dましょう！

る

（後天性）

ング検査

￠の轟然獅㍉

かわいいコアラやカンガルーな
どについてよく話をします︒
オーストラリアに行ったほと
んどの日本人が︑オーストラリ
アの人々は親切で親しみやすい

℃こが知りたいエイズQ＆Aご

す、しかし、正しく理解し対処す

て

Acquied

イ

⑦ズ
工
、採血

q」二も冨・・、

99

．2碁Lq

4

5

9長

すが，これはあくまで輸血を受ける人を
州、

｝

11

税

11

17日
11月11日

劒：る
Qザニー・クーパー一
．．∋・≒．5・

dayグ・ダィ
6

の．を大切にする心を育てよう

に充てているそうてす：

差し上げます。

▲幸脇小学校入りロの
鼠小

出身の翼壁筆海という人に

から．．百年ほど前に石州︹島根

よって彫られたものであること
がわかります︐

﹁木喰﹂といいますと︑私た
ちは平岩の勝軍地蔵像をはじめ
全国各地に1下山以しの仏像を
残した二二ヒ人のことを連想し
ますが︑こちらの木喰は甲斐国
︹山梨県︶の出身で一行道﹂と
いう名前ですから︑なんともや
やこしい話ですが︑まったくの

嫡娘嫡雄姫曲論婦帰ゆ姫帰一殖婦緬ゆ嶋婦姻婦齢婦緬姫雄雄帰帰≠・雄琴・轄・関係・緬ゆ雄辱」辱・国見婦帰帰姫雄姫虫≠・必罰轄・嶋雄姫姫聯婦ゆゆ帰帰一姫唖姫姫一婦ゆ．緬一婦岬．挿帰雄嫡婦婦帰舛

図書麓に

く児童向けV
▽かくまきの歌▽車のいろ
は空のいろ▽うさこちゃん
とじてんしゃ▽魔女の宅急
便2▽ユンボキの日．記▽
ピーターラビットのたのし
い料理▽まちのねずみとい
なかのねずみ▽めだか▽み
るずかんかんじるずかん▽
やさいでぺつたん
ほか
く一般向けV
▽三〇代が読んだ﹁わだっ
み﹂︵堀切．和雄︶▽ステッ

仮寝︵中沢けい︶▽わが子
の学力親にできること︵坂
本光男︶▽ミモザ号の冒険
︵武田鉄矢︶▽ウィリアム・

モリスの妻と娘︵ジャン・
マーシェ︶▽飛ぶ夢をしば
らく見ない︵山出太一︶▽
自い道をゆく旅︵岡百ムリr︶

▽母と子の金八先生への道
︹小山内美江子︶▽贅沢な

失恋︵村上龍︶▽氷炎︵高
樹のぶチ︶▽国際政治経済

ほか

論︵坂本．止弘︶▽いつわり
︵フィリップ・ロス︺▽突

風︹福山小夜︶
・開館時間綿平日が午前9時半

日︑祝日も︒

から午後5時半まで︒土・日は
午前10時から午後5時まで
・休館日11毎週月曜日と毎月1

0

ヒヨど

ヨ

4﹂田

とき■11月18日刺
0

一止まって確認、無事故に挑戦一

ところ■中央公民館

18時帥分開演

き一H月6日 ︹士一

たホール

き1110月31日︹日＞

桙ｩら12時

黒木良一さん宅で
つかった 現海仏

の煎に姿をあらわしてきました．︑

歴史の謎がまたひとつ私たち

関係にあったのかも知れません︑．

づくりのおもちゃをつくろう︸

クイズ・ゲーム大会．工作︹手

かせ︑人形劇︑パネルシアター︶︑

対 象絆 供ならだれでも
内容11おはなし会︹よみき

ところ一1市立図書館二階

と

としょかんであそほう！

※入場は無料

ところ・．文化交流センター

と

しい演奏をお聞きください

銀賞の戸冠に輝きました素晴ら

県た会2年連続金賞・尾州た会

財中駿奏楽部定期演奏会

9月中の交通事故く日向市分・・．内は朔日

セルのピアノ︵五木寛之︶
▽終りの美学︵森瑞子︶▽

また現海が黒

アキタ製作所13：30〜16：DO

﹂交通事故巡回相談

﹁﹁⁝

米や麦などの五穀をいっさい食
べない︑・二いう誓いをL琉てて仏

す．︑その意味では現海も行平も

道修行に励む人たちの総称で
同じし巳場の人で︑しかも．．入と

す．︑

も仏像を彫る特技をもっていま
−不さん宅に伝わる弘

法大師像を作った
ちょうどその．頃に行

戸西都市︺に住んで

道の方も﹇向国分寺

いて盛んに仏像を
られていますので︑

彫っていたことが知

〔一13）
〔十6｝
〔＋1｝
〔十2）

且81件
38人

物損事故
負傷者
亡
死
生
発

1
25件

10：00〜12：00
マリンエキスプレス
15日〔月1

薯。：oo〜16：00
所（成分）
役

10二〇〇〜16：00
ユニードアヒt】ス日向
5日働

12：30〜14：30
ンヤストファッション

10：00〜16：00
旭化成日向化学品工場
．2日りd

市
10日凶

汐お．琴

☆広報ひゆうがに載った写頁を

生の作品238点の中から最優秀賞に
と職り矩ん．できてL、ます：貯

別人ということになります．旧

11月のスケジュール

選はれたものてす。

金しrこお金は、修学旅行なと

癒猫

﹂

ます︑

嘩］擾1よ昭和25葺びらこと

以ヒのことから︑この仏像は今

も郵便局を設虚し．お金やも

熟

τぼ

二堕襲．．舗嘱

﹁黄

梶木の黒木良＝ごん宅に︑背
から祭られている占い仏像があ
りまず︑高さ二つセンチメート
ルほどのこの仏像は全体が真っ
里⁝に変色しており︑歴史の重み

しく調査させていただいたとこ

を感じさせてくれます．︑先日詳
ろ意外なことがわかりました．．

まずこの仏像の種類は︑弘法
大師の座像で左手に数珠︑右手
には独鈷と呼ばれる仏具が持た
せてあり︑お顔はあくまでも毅
然としたお姿に表現されていま
す︑．そして︑背中の部分に﹁石

受けましfこ

鰻
んが10月7日、三樹市長を訪問しましノこ．、黒木ヨイさんは39年前、サ

州上之村﹂︑﹁．木喰現海︑寛政．兀

前もって係までお電話を！
★連絡先／市企画課・広報統計係麿52−2111内線2213

案外この二人は近い

未定15：00〜16：00
〈社会福祉協議会扱分〉

10：00〜11：DO
宮崎交通日向営業所
1副月｝

香典返し佛月30暑）

献血は心の贈りもの
二山僧、敬称略、

業者が出店。下り出し物や目当て
の品を買おうと，市内外から多く
の人がつめかけました．

京して郵政大臣び…．表睾状を

擁壁に交通標語
もともと﹁木喰﹂というのは

10

貯駄
愛の

回日向市商業まつりには，約80の
」ブ．代表の鈴木妙ギさんか．二

．レ
，
●

▲故郷の変わりようにピックリ！
県の南米移住高齢者里帰り事業でフラシルから帰国した黒木ヨイさ

年二七八九︺一レ一彫られてい

平岩！．L学校の．ことも郵便．局

ロの壁に新しい交通標語 手をあげ
て笑顔でかわす交通安全 と、かわ
び
いいイラストが描かれ、通行するド
ライ八一に交通安全を呼びかけてい
ます，この標語は、幸脇小6年の甲
斐美香さんの作品で、市内の小中学
た第12回日向市産業まつり・第11
かこの…量、郵政メ臣表彰を受

国道10号線沿いの幸脇小学校入り

〈盛況でした産業・商業まつり
十五夜まつりと同時に開催され
《大蔵・郵政合わせて
6回目の大臣表彰

激¥へ
・・

」勉
「写真左端が面長を訪閲した黒木ヨイさん

ミ

五夜が花を添えました，
．．

購脱・
ンパウ〔⊃州スザノ市に移住して、今回初めての里帰りになります＝生
まれ故郷の日向市のあまりの変わり様に大変びっくりした様子て、［．
長と昔話に花を咲かせていました。

く

印

．．

ー蝦

尻

．
︷

．恩

6
7

好天に恵まれた10月9・10日、歩行者天国に

．諺

文化財についての問い合わせば市社会薮育課（盆内観424）へ

＝ユ重ス
した中心市街地で日向十五夜まつりが盛大に開
催され，多くの人手で賑わいました。
まつりには、恒例の見立て細工や花屋台、各
町の舞踊隊が出て踊りを披露したほか、ミス十
《9ワ》

V
現海仏
梶木の

7：オ1ト
▼賑わいました日向十五夜まつり

8

②死亡した月の前々月において、保険料を

納めた期間（免除期間も含む）が、加入
期間の3分の2以上あること。
〈年金額〉

賞

イ寸

開会式

9；15〜
10：00〜

「郵㏄聾

スタート

閉会式

1200〜
ところ■市役所玄関前広場集合

優、

ゴ躍

に通勤（学）している小学4年生以上の健康な方

参加料■500円
申込期間■11月1日から12月20日まで（大会当日の申し込
みは受け付けません）

申込方法■所定の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。（申し込み用紙は市社
会体育課、細島支所、岩脇支所、美々津支所、市

・妻が受けるとき

層，蜘

日向地区サッカーリーグ「FC301」⑯

内小中学校、高校にあります。）
949．800円

申込先■日向市教育委員会社会体育課体育係

1，162，300円

1，233．100円

・子が受けるとき
1人のとき

737．300円

2人のとき

949．800円

表

検診はもうお済みですか？

日向市では現在、市内の医療機関にて大
腸がん検診を実施していますが、受診され

り発足はいつですか
昭和63年4月に結成し、現在のところメンバー
は25名で平均年齢は23才です．地区リーグでは
比較的若いチームです．
，PRをどうぞ

曳嘱

（燈内線2452）

＼．

彰■各種目の入賞者（3位まで）に賞状と賞品を授与
します。

サッカー好きな日向市近郊の若者が集まって
結成したチームで、日向地区リーグに登場以来
年々調子を上げて来ています．昨年は、ついに

参加者全員に参加賞と記録証を授与します。

地区リーグで準優勝に輝きました、

交流しませんか1

保健婦だより
大腸がん

30〜9：00

独2位をキープしています．10月24日の最終戦
において優勝決定戦を行います．今、世間では、

日向市の国際交流員イザニー・クーパーくんと楽しく

サッカー人気で盛りヒがっていますが、日向地
区リーグも頑張っていますので、皆さんぜひ応

交流しませんか。

地域で職場でグループ等で交流を希望される方は、日向

援に来てください．

市役所・総務課まで

サッカーを通じて若者の交流の場となればと
思っています、サッカーの好きな皆さん、私た

雪内線2222、2223

ちと．一緒に楽しみませんか．．ただ今、部員、マネー

︵往還︶

嫉

長男・将置くん︵3崩5カ月︶

齢

溝ロ孝行・勝子さんの

旨

守
㌔

仮面ライダーごっこで遊ぶ
のがすきなんだ。ベルトも
仮面ももっているんだヨ。

響

ヒ

お母さんから一言
元気て，思いやりのある
みんなにかわいがられる
子になってほしいですね。

ぬ

いつも遊んでいるの。
こんど，妹ができたのヨ。

あ勘序くくん

⑬

コ

劣てん一3ち

お家にね、スペリ台があって，

鍋ゐ

9

．

脅

ノ

住みよい福祉のまちづくり事業

理容・美容サービスについて

日向市では︑外出困難な老人や身
体障害者に対し︑理容師・美容師が

家庭訪問をし︑散髪整髪をしていた

だく事業を計画しています．．利用希

大根、海草、ワカ
メなど〉

望者を把握したいので希望される方

ピョウ、切り干し

は市福祉事務所障害係までお巾し込

る（ヒジキ、カン

みください．．

OO

2．食物繊維を多くと

a内線2171・2174

する

文化祭プログラムの変更について

1，脂肪食を控えめに
甲

先月号で掲載いたしました文化祭プ
ログラムの文化部門中︑県将棋連盟
日向支部将棋大会の会場は︑日向地

＜食生活の心がけ＞

区労会館和室︵鶴町−丁目︶に変更に

o

なりました︒

（検査料500円＋容器代100円）

日向っ子

検診料金＝600円

︵中村︶

くわしくは、シルバー人材センター（容52−2200）へ。

じて集団検診を計画しています。

伊達義久・志喜子さんの

健康管理センターまでお尋ねください。

そこで昨年にひき続き、地区の要請に応

長女・絢美ちゃん︵3瀬6カ月︶

くわしくは、各地区の健康づくり推進員か

シルバー人材センターは、高齢者のための就業システムで
す。就職は望まないけど働く機会を得たいとか、仲間が欲し
いという方のために知事の指定を受けて設立しました。
健康で働く意欲のある方ならだれでも会員になれます。
ぜひ、あなたも会員になりませんか1

28124名

ジャー募．集中！

「シルバー人材センター」って何ですか？

2392名

日向市の40歳以上の人口

・

今年度の成績は、現在のところ5勝1分で単

る方がまだまだ少ないようです。
昨年の受診者数

︑﹁︐蚕

満たしていること。

子が3唱いる妻

こ

①亡くなった人が被保険者かまたは老齢基
礎年金を受けることができる資格期間を

子が2人いる妻

畑ン

き■平成6年1月16日（日）雨天決行

参加資格■日向市内に居住、若しくは市内の事業所や学校等

〈受けるためには〉

子が1疑いる妻

恥

と

されます。

勧

脇難場鉤衛民日→i零墨懇蝶謙熱i｝

遺族基礎年金
国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けら
れる資格のある人が亡くなったとき、その
人に生計を維持されていた18歳未満（障害
児は20歳）の子のある妻、または子に支給

ぺ

舞馨

■民隼盒のはおし

お父さんから一言
目然に人がよって来てくれ
るような、人に好かれる子に
なってほしいですね。
8

れ
︐﹂

れ

あ

報
ノ主月

せ〜
ら0

知
お78
ン4月

力M
一■H

メ0
刀F
ン四

イ

おしらせ
●中小企業労働時間短縮促．ぺ
進 特 別 奨 励金のこ活用を
平成6年4月1日から週40

時間労働制を実施すること
等を内容とする改正労働基
準法が成迄しましたが︑中
小 企 業 を 中 心とする一定の
規 模 ・ 業 種 の事業場につい
ては︑平成9年3月31口ま

言

は︑市企画課︵燈内線22

りがあります．︑お申し込み
問い合わせ11国民金融公庫

農協︑漁業

金庫︑信用組合︑労働金庫︑

申し込み11国民金融公庫の

ほか︑最寄りの銀行︑信用

での間︑週40時間労働制の

5㎝×8・0㎝︶ともに姻
円で赤茶色です︒冊数に限

f約を受け付けています︒
お仕事やーー常生活に役立つ

︵君0982⑬6311︶

延岡支店

14︶へお早めにどうぞ．︑

国民金融公庫では教育資金

金制度ができました．︑

適用が猶予されることに

念品をさしあげます。（敬称略）

なっています．．

先月号は「判」「議」「員」が正解で、応募14人、

●国の教育ローン

なお、ハガキには住所・氏名・年齢と電話番

労働時間の短縮に努力する
中小企業の事業主の方々を
支援するために︑中小企業
労働時間短縮促進特別奨励
詳しくは︑．︐ノ上国労働基準

の融資を行っています︒

る場合の入学金や下宿代な
どにご利用できます︒

高校や大学などに進学され

関係団体連合去宮崎県支部
︵燈0985含．1853︶へ︒

●お申し込みはお早めに
県民手帳
志望校が決まりましたらお
早めにご相談ください︒
対象⊥開校・大学に入学・
在学される方の保護者
融資額円学生・生徒1人に
つき罰 万 円 以 内

平成6年版県民手帳の購入

資料が集録してあります．．

返済期間118年以内

融資利率11鋪％

この土木の日にちなんで︑
フェスティバルを開催しま

獅P8日は土木のHです．．

フェスティバル

●﹁土木の日﹂

⑳0261︶

又は財︶介護労働安定セン
ター宮崎支部︵含0985

利率11年粥％

価格は︑大型板︵14・0㎝
×8・4㎝︶︑小型板︵12・

●ご利用ください
緊急災害貸付制度
今回の大雨や台風により災
害を受けたり︑間接的な損
害を受けた中小商工業者︑

事業協同組合等を支援する
ために︑緊急災害貸付を行

取扱金融機関肺市内各銀
ネル写甫バ展︑バザー︑植木・

す．．珍しいコンテストやパ

うこととしました︒

行︑商工中金︑各信用金庫︑

花市などがあります︒

取扱期間11平成5年10月1

とき1111月13日︵土︶午

各信用組合
日〜平成6年3月31日

集します︒

アジア・アフリカ等の国々
の新しい国造りに協力する
青年海外協力隊の隊員を募

●青年海外協力隊

ぼしゅう

内線2344︑2347︶

問い合わせ目当建設課︵5

ところ11市役所前広場

前9時か ら

問い合わせ11延岡商工労政

事務所︵雪0982舞28
62︶

● 家 政 婦 さ んが必要な方へ

家政婦さんの生活の安定の
ためにケア・ワーカー福祉共

済制度が創設されましな︑

この制度は︑求人者と家政
婦さんの雇用関係をはっき
りさせるためのもので就業
中の傷害補償や賃金．不払事
故補償を行うものです︒

保健衛生・教育文化・ス
ポーツの7部門︑約千名
派遣期間11原則として2年
選考試験1112月19日︵日﹀

説明会1111月19日︵金︶

午後6時30分から9時まで

延岡市社会教育センター
問い合わせ一1国際協力事業

団九州支部︵倉092⑤3
380︶又は︑宮崎県総務
部国際交流課︵燈0985
⑳7004︶

●県立北部高等技術専
門校の入校生
訓練科名目建築科︑溶接科
募集人員11各科とも20名

訓練期間11建築科2年︑溶

接科−年
入校資格11中学校卒業者

県立北部高等

れ る 賃 金 の 臆％

保険料11家政婦さんに払わ

くことになります．︑

募集規模目農林水産・加

募集期間1111月30日まで

での日本国籍をもつ心身と
もに健康な青年男女

募集内容11農業農村で働く

●農業の魅力
フォトコンテスト

技術専門校︵燈⑫4020︶

問い合わせ

ら1月31日︵月﹀まで

願書受付H12月1日︵水︶か

力を有すると認められる者

者を含む︶又は同等以上の学

︵平成6年3月卒業見込みの

◆審査はどういうときに

検察審査会に申・：・1てがあったとき、審査を始め

ます＝また、検察審査会は、被害者などからの
た事件を取りヒげて審査することもあります

受験資格11高校卒業者︵平

修業期間112年

畜産学科︵25名﹀

科︵15名︶︑園芸学科︵25名︶︑

募集学科及び人員11農産学

●宮崎県新農業大学校

985⑳7132︶

崎市旭11316 滴宮崎
県農業後継者育成基金協会
フォトコンテスト係︵費0

応募先と問い合わせ先11宮

来年4月1日〜6月30H

−日一12月28日︽春夏編︾

募集期間11︽秋冬編︾10月

時期は問いません︒

ル・説明︑撮影場所等を明
記する︒④写真は︑それぞ
れ季節のものであれば撮影

話番号及び写真のタイト

ラーでサービスサイズの写
真とネガを提出する︒③住
所︑氏名︑年齢︑職業︑電

は含みません．．②作品はカ

限はありませんが︑組写真

応募方法11っ応募点数に制

宮崎県出身者

応募資格11宮崎県在住又は

ロマンを捕らえたもの︒

もので農業の素晴らしさ︑

び︑収穫の喜びを表現した

◆検察審査会とは
それぞれの地方裁判所及びその支部旧向市

成6年3月卒業見込みの者
を含む︶又は同等以上の学
力を有すると認められる者

とられます

058︶

産研修所︵含0987㊧2

問い合わせ11宮崎県高等水

定します︶

組合︵専攻科については指

試験会場11土々呂漁業協同

試験期日112月25日

願書受付112月14日まで

も1年

修業年限11本科︑専攻科と

られた者もしくは研修所所
長が適当と認めた者

以上の学力．を有すると認め

業者︵今年度卒業見込みを
含む︶︑専攻科◇高等学校
卒業者︵今年度卒業見込み
を含む︶またはこれと同等

応募資格11本科◇中学校卒

科︵増殖コース︶5名程度

関コース︶25名程度︑専攻

募集定員口本科︵漁業・機

します︒

う人材養成のため︑宮崎県
高等水産研修所生徒を募集

本県漁業の中堅的役割を担

●宮崎県高等水産研修
所の生徒

学校︵容高鍋⑫0120︶

問い合わせ11宮崎県農業大

月14口まで

願書受付1112月15日から1

者を志す者．．

で農業経営者又は農業指導

市下水道課工務係（8内線2624、2626）へ。

答えをハガキに書いて 〒883日向市本町10番
5号日向市役所選挙管理委員会あて11月10日
までにお出しください。正解者多数のときは、
抽選で3人のかたに記念品をさしあげます。

工・保守操作・土木建築・

※工事についてのお問い合わせば

である〔起訴相1励 という議決があった場合に
は、検察官は、この議決を参考にして事件を再
検討します その結果、起訴をするのが相当で
あるとの私論に達したときは、起訴の手続きが

ご迷惑をおかけしますが、看板の表示、安全対策等には十分
配慮しますので、ご理解とこ協力をお願いします。

検察審査会で審査した結果、吏に詳しく捜査
すべきである〔不起訴不鞠とか起訴をすべき

通規制により、地区内の住民の方々をはじめ、通過車両等に

◆審査の結果は

工事実施地区では、車両通行止め、片側交互通行などの交

（検封審査会法第10条）

応募資格1120歳から39歳ま

※電話での相談も受け付けています。

検察審査会では、11人の検察審査員全員が
出席し、検察審査会議を開いて、事件の。し録を
調べたり、必要に応じて証人を呼んだり、実地
見分をしたilして、検察官の不起訴処分のよし
あしを慎重に審査します

交通再転などにご協力を

魯

二三引巨1
r

18−13宮崎第一生命ビル君0985蓼l199）

申・シ＝てがなくとも、進んで検察官が不起訴にし

汚水管を布設する面整備の工事を、亀崎東区と亀崎中区で

上の○にはどんな文字があてはまりますか？

問い合わせ11家政婦紹介所

◆審査の方法は

はじめます。

市町村の選挙管理委○会は、当該市○村の選
挙人名簿から検出審査員予定候禰者を「くじ」
で選定しなけ○ばならない。

若い夫婦家族にスポットを
あて︑自然とともに働く喜

家 政 婦 さ ん を雇われる方は
そ の 保 険 料 を納めていただ

保険州求相談センター〔宮崎市広島1丁目

10
1

相談所三＝．日本損害保険協会・宮崎自動．申二

犯罪の彼害にあった人や犯罪を告訴・告発し
た人から．検察官の不起訴処分を不服として、

工事をはじめます

⑲
問題

弓子（大王谷）
源（亀崎中〉②楠元
①那須

松吉（中原）
③古川

談に応じます．

よしあしを審査することがi…な役割です．

『下水道工事のお知らせとお願い』

正解14人でしたので抽選の結果、次のがたに記

交通事故の自動車損害賠償責任保険並びに
任意自動車保険の請求について．無料で相

下水道課からのお願い

号をはっきり記入してください。

交通事故の保険請求のご相談

の場合は延岡〕単位に賦置され、選挙人名簿に
登録 れた人の中から選ばれた】1人の検察審
査員が、いわば一般の国民を代表して，検察官
が事件を起訴しなかったこと〔不起訴処分1の

まちにうるおい

自バラケイズ

磁喩
塵彰

11

市役所は852−2111（代表）です。

レ市政ニュース・行事は市政デレホンサービス君52−2000へ

○乳幼児の健康診査

歯科医丁丁だより
まず健康な歯ぐきは、変に赤くないピ

3か月児健診（毎月第2・4金曜日）
｝I

l｝寺◇11月12日、

26H

l3：00−14：00受f手

ンク色でひきしまりブヨブヨしたところは
ありません、歯ぐきの中には骨があり、

場所◇1｛向保健所（費52−51011

歯ぐきと歯の境目に歯石や食べかすが

対 象◇平成5年8月生まれ
7か月児健診（毎月第3金曜日）

くっつくと歯肉炎になります

日

時◇ll月19B

の病気で、赤くはれ血が出易くなります．

場

所◇日向保健所（552−510D

歯石をとって毎日規則正しい歯磨きを

対 象◇平成5年4月生まれ
1歳児健康相談（毎月1回、誕生の翌月）

歯はその中にしっかり植わっています、

歯ぐきだけ

実行すれば完全に治ります，

かった場合にかかります

歯ぐきの炎

症が進み、歯ぐきの先端が歯から離れ
はしめ、ここにうみがたまるようになり、

【1

場

象◇平成4年10月生まれ

1歳6か月児健診（毎月1回、誕生の翌月）
il時◇ll月18日〔木）
場

ません．

歯周病が重度になると、いつもうみ
が噛みにくくなります．ここまで症状が

悪化すると、抜歯以外に治療できない
こともあり、口臭もはげしくなってきます、

対

時◇1ユ月5［1（斜

3日

7日

には、正しい歯磨きと、定期的な歯科

二木医院

・身体計測・問診・内f卜診察
・歯手占診察・集［．月指導

※母子健康手帳も忘れずにノ

，

（産婦・外・胃腸・放射線科費融4468）田中医院

i内・小児科君融2515）t務和病院（精神・神経科費⑪2806）

鮫島整形外科医院（倉鐙8191）吉森医院（内・胃腸油層⑫
S046）永田医院（産婦人科君．毎3388）

一

古賀内科胃腸科医院（容1￠〕8118＞長田医院（耳鼻・咽喉科盈
14日

U，10266）大久保医院（外・胃腸科君融5338）白そf病院〔「勺・
冝E呼吸器科麿碑1365）

親子映写会

…馳

13：10〜14：00受付

011月の休日在宅国

状が進み、むし歯もないきれいな歯が

㊤金色の足あと

難堅地」

所◇口向市健康管理llr（含内線2181・2182）

す、

源

・集卜月指導

1歳6か月児・3歳児健康診査

象◇平成2年7月生まれ

よく噛める義歯を作ることも難しくなりま

医のチェックしかありません．

・小児手．ト医診察

象◇平成4年4月生まれ

最終的には歯が自然に抜けてしま

抜けてしまうということです．それを防ぐ

13；10〜14：00受付

3歳児健診（毎月第1金曜日）

い．植わっていた骨は溶けてしまって、

歯周病の恐いところは、痛みもなく症

診

所◇日向rlf健康管理；：r（容内線2181・2182）

日場対

がでるようになり、歯がぐらついてもの

13：ユ0〜14：00受イ寸

・問

（；1二野些些勤

所◇目向市健康管理ぎ（（雪内線2181・2182）

対

さらに炎症が進むと骨がとけ始めます．
この期間はあまり痛みもなく不快感もあり

睡寺〈＞ll月10日（オ（）

3か月児・7か月健康診査
・身体計測〔身長・体動

﹂一

歯周炎は、歯肉炎を正しく治療しな

13：00〜14：00受付

一

向洋クリニック（泌尿・理学療法科麿⑫5488）田中病院（内・
21日

冝E精神・神経科費御2211）H向内科医院（内・小児・胃腸

一跡實蓼）0880）篠原医院（産婦・肛門科容⑬1059）

23日

V788）松岡医院〔内科實⑫5407）沼田医院（皮泌尿器二君⑱

．、アニメーシ∋ン・20分．

②明日に輝け！！

πケ尻医院（整形外科麿⑫5557）康田医院（産婦人科溝口

一

1劇映画・39分．1

■主 催
■と き
■ところ

市中央公民館・日向λ郷ライブラリー

R785）

11月17日（水）19：00〜

市中央公民館

視聴覚室

納税メモ（11月）

識紘蜘

r『1
人口と世帯

μ1＝

ノ＼

帯

姿気

［．．1

5．1明．臆・祠上ヒ

19．825士日二者1＝

58，3〔）9

ノ＼

1＋33、

「一53．

［髪1鰍ll：llり

28日

浦ヒ医院（内・外・胃腸科ε舜｝2936）稲原眼科医院（容⑫
Q209）鮫島病院（精神・内科盈融6801）

一

※当番医が変わることがあります。テレホンサービス（費53−1214）で確認を。

今月の表紙

、

議

ピリオド

［．1向1一五イ交ま

つりの一場面で

、

鞍1鵬〜襲
よくかけ声をL

．

丁

噌

げながら出発して行きましたミ暫

C

卜九日も初日は和服、2日目はウエ
ディングドレスと衣装を替え．見物
客の視線を一唇集めました

秋も深まり、朝夕の冷え込みも ．段
と増してまいりました 私の家では，
妻もf・もカゼをひいてしまい、私自身
も今、鼻をグスグスいわせながらこの
原稿を書いています
さて秋というのは、d ントに行事の
多い季節です この秋、何か行事やイ
ベントに参加しましたか 余暇の利用
が叫ばれている今日．家族連れで丈は
恋人や友達と 一緒に参加してみてはい
かかですか

■平成5年10月20日発行■編集日向市企画課広報統計係〒脚日向市本町10番5号君0982⑫2111■印刷藤屋写頁印刷株式会社
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