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務所で受け取り︑一月三十一日

書を最寄りの保育所か市福祉事

入園を希望される方は︑申請

とおり受け付けます︒

保育園児の入園申請を︑つぎの

市は︑来年4月から入園する

．二三二王−．

∵難飾罫．．

、

までに市福祉事務所へ提出して

へ．

．

一一

一一

■入園できる基準
保護者のすべてが︑つぎのいず
れかに該当する場合です．︑
ただし︑同居の親族︑その他の者が

児童を保育できる場合は除きます︒

① 昼間︑自宅外で仕事をするこ
とが普通なので︑児童の保育が
できない︒

重要伝統建造物群保存地
区の美々津の町並みに新名
所として︑お休み処・美々
津まちなみセンターが︑十

二月二日オープンしまし
た．一

このセンターは昨年12月
に︑近藤華子さんより市へ
こ寄贈いただいた︑旧商家
﹁藤屋﹂で︑今年︑二千九
百八十九万円をかけて修理
復元したものです︒百箇年
前の建築当時の姿に戻った
センターは︑隣の美々津軒
と並び美々津町並みの遷り
口で︑観光客を迎えてくれ
ます︒

また︑センター内には︑
二千五百万円をかけて作っ
た江戸時代末期から明治期
の美々津町並みを再現した
模型が展示してあり︑当時
の町並みを忍ばせます︐

この美々津まちなみセン
ターは町並み保存活動の拠
点となるよう︑地域の住民
の方が自由に使用でき︑ま
た︑観光客の憩いの場︑地
場産業の展示紹介の場とし

美々津まちなみセンター

受付案内梅野誠子さん

美々津のあたらしい名所
として︑早く皆さんに知っ
ていただきたいです︒
美々津の町並みを散策し
た後は︑ぜひセンターに立
ち寄ってほしいですね︒

美々津の歴史的
町並みを守る会

会長金丸 訥さん

また︑開館を記念しまし

てほしいですね︒そして︑

まずは︑地域の皆さんが
センターをどんどん活用し

凄

て︑全国町並みパネル展を

て利用できます．︑

1月16日まで開催します︒

らえたらと思います︒

ここで会う人々に︑美々津
の人の温かさを分かっても

ダ

苺ﾛ育園、中原乳児保育園、伊勢ケ浜保育園、

究「

ください︒

② 昼間︑家庭で児童と離れて日
常の家事以外の仕事をすること
が普通なので︑児童の保育がで

45人

出産前後である︵出産前ニカ

含58−O123）

きない︒

縫

③

（立

月︑産後三カ月が目安と︑

美々津保育園

i中原乳児保育園については、3歳未満児のみですり

60人
容52−8574♪
（B向台
日向台保育園

製

60人

Rカ月以hの乳児も受け付けます。
60人
含52−8573）
（西川内
園
育
保
高
富

光寺保育園、ひよこ保育園、日
費52−3415／

搖ﾒ保育園、比良保育園、日向保育園は、生後
60人
a54−5508）
原
〔松

60人

町

＼

雛鮪

巨ア病、
、1∴え
ひよこ保育園

容53−555D
（亀崎東
園
育
保
向

（中

日

正念寺保育園

上町保育所、財

60人
良

④病気にかかったり︑負傷した

「「
60人
冠52−4326）
村
（中
園
育
保
見
塩

實54−0322＞
良
（比
園
育
保

還
〔往

比

60人
倉58−020ω
松
（高
園
育

育

60人

松保

り︑または︑心身に障害があっ
て︑児童の保育ができない︒
家庭内に︑長期にわたる病人

長

麿54−0338）

高

⑤

60人

保

園
還保

育
往

60人
燈54−223D
（南島2

いつもその介護にあたっている

費52−4073）

60人

財光寺保育園

や︑心身に障害のある人がいて︑

〔八

實53−4436）
宮

ため︑児童の保育ができない．︑

所

番

⑥ 地震や風水害︑火災などの災
害復旧にあたっていて︑児童の

育

（中堀町
伊勢ケ浜保育園
50人
盈57−1955）
園

（本

保育ができない︒

保

、

⑦ そのほか︑市長が認める⑤ま
でに類する状態にあって︑児童

島

60人

岩

育

の保育ができない．．

細

一

■受付期間
平成六年一月五日から三十一日

中原乳児保育園

容52−18151
燈52−2703）

保

まで︒

60人

江

（大土谷
大王谷保育園
〔江良町

脇

■受付場所

燈52−2903♪

憎

市福祉事務所︑十七番窓口．．

（東草場

、
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美々津ま三遍みセンター
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■問い合わせ
くわしくは︑市福祉事務所児童
母子係︵倉内線2164︶まで︒

所

．一』

2
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育

坂

90人
日知屋保育所

60人
含54−9600）
江
（長
園

保

鴨噛r●

彗認．−

蠣、

「

■保育園（所）と募集定員

iV

縦

50人
君53−0021）
原
町
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上
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（不全

ーイズにかからないために

月

コンドームを使いましょう
コンドームによって︑お互いの
体液に直接触れないようにするこ
とは︑エイズの予防にとても有効
です︒しかし︑そのためには︑性
行為の最初から最後まで︑正しく
コンドームを使用しなければなり
ません︒

慧

．効果があるといわれています

ゴイズ予防にコ列園劃︑周1﹂

身

れて︑心配する必要はありません︒

エイズは︑怖い病気ですが︑根
拠のないウワサや誤解にまどわさ
エイズウイルスは感染力が弱く︑

感染経路が限られているからで
す︒正しく対処すれば弄防できま
す．︑

安全な性行為を
前回お話ししたように︑現在︑
異性間性行姦による感染が︑急増
しています︒よく知らない︑不特
定多数の人との性的接触は避けま
しょう⊃

危険を避けるために

正

不特定多数の人との性的接触の
中で︑次の行為は特に危険です︐
◎コンドームを使わない性交
◎肛門性交
◎性器具の共用

私は来年の一月一日には

ん．．多分オーストラリアに

様々だと思います︒時々︑
ある民族とか宗教では正月
が一月一日には始まりませ

ろい名前だと思います

極は﹁忘年会﹂はとてもおもし

O島山

でしょう︒

区の活性化がなお一層推進される

この平岩音頭ができたことで︑
振興会の皆さんを中心に︑平岩地

皆さんが浴衣姿で披露しました︒

り平岩で︑テープ録音の歌手︑奥
田健太郎さんと稲田まりえさんの
歌に合わせて︑振興会の婦人部の

音頭の発表は十一．月五日のまつ

けて取り組んで醒ました︒
その振興会が︑この度︑平岩音
頭を制作しました︑
平岩音頭は︑同地区の児至心さ
んが作詞し︑福岡の作曲家︑中川
原寿さんが作曲し︑振付を同地区
の松葉和庭さんと溝口千恵人さん
が考案しましな．歌詞には︑平岩
地区の春夏秋冬が入り︑曲は︑と
てもなじみやすく︑振付も簡単で
覚えやすいものとなっています︒

振興会は︑区長会をはじめ︑平
岩地区のさまざまな団体により構
成され︑これまで講演会の開催や
ふれあい生産直売店の開設︑ルー
ピンの植栽など︑地域づくりに向

結成し活動しています︒

平岩地区は︑平成三年度に︑自
治省のコミュニティ活動活性化地
区に指定され︑平岩地区振興会を

@平岩音頭ができました

かで㊤みよい①㊤つく豊

⁝三

王

墨壷

今更さんは︑忘年会を計
．画したり︑行ったりしてる

でしょうね︒私はこの﹁忘
年会﹂はとてもおもしろい
名前だと思います︒
多分皆さんは毎年一月に
い ろ い ろ な夢と希望をもっ
て新年を祝うでしょうが︑

卜二月にはそのことを忘れ

ん︒東京の正月は大変にぎ
やかだそうですが︑大阪の
正月は東京のようににぎや
かでしょうか？
何かしら日本人にとって
正月はとても深い意味があ

私は日本の正月を経験し
たことがあります︒すごく
おもしろい経験でした︐特
別な正月料理を食べて︑真

大阪にいるかもしれませ

夜中に神社にも行きまし

るみたいですね︒

ずっと覚えているでしょう
から︑忘れようとする努力

たいみたいです︒どうして
で し ょ う か ？その年が失敗
に 終 わ り ま したか？夢と希
望を達成できませんでした
か？その上︑もし毎年忘年
会があるとしたら︑年々悪
くなっているということで
た︒人がとても多くて︑長い

をほとんどやめました．．

しょうかつ・そんなことはな

ただし、正しくコンドーム

疫
（免

し

先日の新聞などでご存じのとお

います︑

り︑厚生省エイズサーベイランス
委員会の発表によると︑今年十月
末現在の日本のエイズ患者︑感染
者数は︑千三百五十六人となって

望や決心をまだ考えていま
せんが︑もし皆さんが︑そ
れぞれの新年の夢や希望を

達成できればうれしいで
す︒それでは皆さんよい正
月を迎えてください．︑

4
5

を使用すること
．．．；齪；．
r
．コ

tJ．
辱1幅・｝．；縛フ・．「r

．婚薯．L．匿■享

L」

臨
午前10時から
ところ■市文化交流センター
講 師■はかま満緒氏

さんは祈りを捧げ︑多くの人

【椎葉村｝

はいろいろな正月習慣があ
るでしょうが︑多くの人に
とって正月は︑ビールを飲
むためのすばらしい機会と
いうだけです︐十二月ミレ
ー日︑多くの人は時計を見
て深夜十二時を回ったとき
に喝采してもっとたくさん
ビールを飲みます︒何か実

「レクリーーション
婦人の集い」

行列ができていました．．皆

われます。

質のないことですね．．

（倉〔⑰3111）

い で し ょ うが︑この忘年会
というのはおもしろいと思

いよいよ西の正倉院が建築開始
です。最初に行われる高床の柱
建てを、村の名人たちによる地
づき音頭に合わせて、村民総出
で地づきを行う「立柱式」を、

私は︑来年に向けての希

「かんぽ健康づくりの集い」

L篁エイズから守ると思います。

問い合わせ■椎葉村教育委員会

ほ謡釜

私の場合︑毎年正月に希
望と決心がありますが︑そ
れ以外は私にとって正月に

つりは、

1月28・29・30卜1に行

はおみくじを読み︑そのおみ

西の正倉院の三一式

います︑︑

百済王族伝説にまつわる師走ま

はあまり意味がありませ

師走まつり

くじを木の枝に縛り付けて

1月14日置金♪に行います。

いました．︑そのとき私はた

【南郷村】

私は今年忘れたいことが
余りないです︒もし忘れた

ています。ぜひお越しください。

とりの正しい対応が、私たち

ところ■開発センター

曳鉱：

ん︒大体正月の重要性は民
族の文化とか宗教によって

門川の新鮮な地場産品がそろっ

くさん写真を撮りました︒

で開催します。

奪
（放送作家）
題■会話の基本は家庭から

演

き■1月23日（日）
と

き■1月11日（火／

監二三

い よ う な ことであれば多分

の初商は、1月16口（日）の午
前8時から10時まで役場駐車場

エイズは、けっして他人事
ではありまぜん。国民一人ひ
と

@
毎月恒例の「かどがわ日曜朝市」

Syndrome（症候群

ら選ばれた児童・生徒が、「わた
しの夢」、「村の未来」等、それ
ぞれに意見発表を行います。

@

かどがわ日曜朝市

Deficiecy

新しい年を迎え、各小中学校か

@
【門川町】

Immune

新春子どもの声を聞く会

@

日向路だより

．諺

＜消防車が配備されました
消防自動車の配備式が、12月7日

フ：オト

消防本部で行われました。今回配
備されたのは、消防団車両小型動

＝ユ：5ス

力ポンプ付積載車が，測量…1第33
《99》

晋B）、

曙

く第16晋B）、

号U府

（第25部1㌧

小型動力ポンプが，秋留〔第15部）、

渡辺喜平文書

籾木1．第18部）です。

文｛團についての問い合わセほ南社会薮育謀（岱内齪424）へ

＜人間は、素晴らしい

一毛．

存在で魅力あるもの
12月4日から10日は、人

▲レ冨高古墳から四獣
鏡が出±

．

権週閤でした。頸玉中，
脅．η

ほ
イ

幕末から明治初期にかけて活

讃した宮崎の偉人に．．．好退蔵と

いう人がいます︐退蔵は高鍋で
生まれ︑藩校・明倫堂﹂を経て

が国の司法制度の創設に参．画し

江．戸で学問をきわめ︑やがてわ

て︑ついには今の最高裁判所の
．長官にあたる大審院長の職まで

努めた人です．︑明治十年二八

七七︺の西南戦争当時には官軍
の密偵となり︑薩摩軍に占領さ
れた美々津の様子を探ろうとし

ました．．．

ところが︑なぜか退蔵の動き
は薩摩軍の知るところとなり︑
狭い町の中を必死に逃げまどう

4

街頭啓発や講演などが

市が整備を進めている
若宮近隣公園で，この
ほど四獣鏡（銅鏡）が

行われました。今年は、

愛知大学教授の平野一
郎さんの「身の回りの
人権と国際人権」とい

発見されました。この
四獣鏡の出土により、

う講演がありました。

とが分かりました。

▼寝たきり老人宅への歳末訪問
市は、12月17日、市

内に住む135名の寝

です。

汐おいでよ

図書麓に

︵児童向け﹀

▽わたしもえんそく▽ちい
さなきいろいかさ▽ゆかい
なゆうびんやさん▽アント
ニーなんかやっつけちゃう
▽へそどうぼう▽びんぼう
がみとふくのかみ▽いたず

らラッコとおなべの︐ほし▽

ゆきごんのおくりもの▽つ
のはなんにもならないか▽

ほか

エツ．一彦．市エコミ子代．イ

雄数子

カミ

奎1呆

（十1）

（一14）

一止まって確認、無事故に挑戦一

フィーの法則︵アーサー・
ブロック︶▽仮面の家︵横

ノ

（十1）

物損事故

124件

川和夫︶▽そして僕らはエ
イズになった︵石田吉明・
小西嗣子︶▽アダルタリー

郎子

（十3）

負傷者

29人

︵アンドレ・デビュース︶

繁敏文

亡

▽天皇家の仕事︵高橋紘︶

ミハ浩武嘉サナフ鎭干木

死
1件

▽校門の時計だけが知って
いる︵細井敏彦︶▽検屍官

ア

生

23件

ほか

八ハ

発

︵バトリシア・コーンウェ

恵サク

ル︶▽レイク・ウォビゴン
の人々︵ギャリソン・キー
プ︶▽私が農業をやめない
理由︵佐藤藤三郎︶▽潮流

智マト京森

11月中の交通事故・晒紛・・内は前日

︵伊集院静︶

魏展︶

繁澄

男美ヨ雄チコ己子里ノ弘進喜夫裕子エエ子隆

ル登サ清チ

7

サ

アンジユ！ル

田

日︑祝日も︒

富島高校10；00〜16：00

・開館時間11平日が午前9時半
から午後5時半まで︒土・日は

21駐金：

午前10時から午役5時まで
・休館日11毎週月曜日と毎月1

財

10：GO〜11二〇〇

12：30〜16：00

無料法律相談

分

南日本ハム（株）

とき■1月20日㈲
01
・・
D0〜−
4・
・0
0
ところ■市中央公民館

日向市歴
示してあ

トミシマ日向営業所

弓木田本津野斐関高須藤本野埜．L平葉［田坂
ヨ

く一般向け﹀

13：00〜16：00

眞黒吉坂宇河甲請日奈安坂川河浦西松山柏永

ツ

を差し上げます。

〜o日木

浦谷り江勢還還南町村．市．．ド江．市根溝．IE砂浦浦

辰IEミ数カミ正慶米ケ幸

相談

10：00〜11；30

NTT日向営業所

．0

西日本システム建設

〈社会福祉協議会扱分〉

4

13日沐：

■巡
N20日㈱

在）

☆広報ひゆ．うがに載った写真

前もって係までお電話を1

献血は心の贈りもの

畑高公永伊往往亀南中大山長新曽深清高畑畑

崎

のです。

1月のスケジュール
香典返し（日月30日現

淑子幸志子ヲエ郎藏男

・魁

だことなどから実現したも

▽ニューヨーク空間︵有吉
玉青︶▽死ぬまでになすべ
きこと︵式田和子︶▽マー

愛の

路を開設したことを伝えま

した。これは今年、白浜港
に多目的クレーンが設置さ
れるなど、港の整備が進ん

いる朝の健康ジュースと運動
が、健康の秘訣だということ ．＝

0

ハ

★連絡先／市企画課・広報統計係倉52−2111内線2213

．鞭

行間ました・10婿続けて滋，

3〜−層3

サ

贈りました。

く敬称略〉

故人

雅啓高種マシイ太嘉安

たきり老人宅を慰問
しました。本谷の菊
田キワさん宅を訪問
した市長は、「顔色
もいいし、いつまで
も長生きしてくださ
い。」と見舞い品を

喪こ審僧
主

輪征司社長が三樹市長を訪
ね、細島〜釜山閤に定期航

が12月9日、日知屋公民館で「鴫．

・央公民館

エミ子

．二枝．r

進

信夫
信清
肇
力
繁光
智

黒日黒長西黒甲木河三
木藤木友 木斐村野樹

12月10日、八興運輸㈱の三

掴

区

ケ

定期航路開設

．β

汽．

町浦町場巣手浜in谷正

草の

@

己F

．9

会の銀メダリスト、柏田熊蔵
さんの塔がえり健康教室∠

冬6

地

喜久代

にはシラを切り通しました．︒

のちに喜平のことは有栖川宮
熾仁親密︵征討総督 のお耳に
も届き︑殿下もしきりに感心さ

る宮家から喜．平に宛てて出され

れたと言われています．︑今も残

た贈り物の目録は︑そのあたり

また喜．平は訳あって大阪で生

のことを物語っているようです．

涯を閉じていますが喜平の経済

力や生前の入柄をうかがわせる
ような葬式の行列のもようを描
いた絵巻物が子孫の家に伝わっ
ており︑現在︑歴史民俗資料館
に寄託され﹁渡辺喜平文書﹂と

銘打って展示されています︒

永畑南東鳥庄島秋本清

江

▲レ細島〜釜山（韓国）に

健康の秘訣は、食事と運動レ
10月の世界ペテランズ陸上大

償

ことになってしまったのです︑︑

その頃の美々津は文明開花の余
勢をかって大いに栄えていたの

になっており︑備後屋の屋号を

ですが薩摩軍の進入によって人
びとの生活はひどく窮屈なもの

わりだったにちがいありませ

もつ豪商渡辺喜平にとっても勝
手気ままな薩摩軍の連中は目ざ

来たのです．︑

ん︒ところが何の因果かそんな
喜平のもとに退蔵が逃げ込んで

退蔵をかくまうことがいかに
危険なことであるかは百も承知
している喜平でしたが︑自宅の

床下に退蔵を隠し薩摩軍の尋問

富高古墳の築造時期が
5世紀後半だというこ

6
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療
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恥
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御燈蟻3欝bかえる

ぺ

富民年率のはおし
国民年金の特典

、今年も、激動の1年でした。

年金額は、物価の上昇に合わせて自動的
に上がることになっています。

■マイホーム資金の貸付
加入者のマイホームの新築、購入などの
資金の融資が受けられます。
・住宅金融公庫との併せ貸し
・3年以上加入していて最近の2年間に保
険料の未納がない人
※お問い合わせ：住宅金融公庫取り扱いの

金融機関
■年金担保貸付
年金受給者は、年金を担保にして生活な
どに必要な資金の融資が受けられます。
※お問い合わせ：年金福祉事業団代理店の

表示のある金融機関
■国民年金の施設の割引利用
国民年金の加入者（第1号被保険者）・受

55年態勢の崩壊。そして、細川連立内閣の発足。あと一歩の
ところで涙を飲んだ、サッカーワールドカップ予選。地震の
怖さを知った北海道南西沖地震。宮崎県では、リソート構想
に基づくシーガイアの完成。大型台風の相次ぐ襲来など。

〜
〜

■物価スライド

そこで今年1年の、日向市の10大ニュースをあげてみました。

1993年日向市㊥大二・一ス

灘川頁，

細島港に国内最大級のクレーン設置（2月）
広域農道 下川大橋 完成（3月）
細島地区コミュニティセンター完成（3月）
日向市駅南駐車場完成（3月）
日向地区小児夜閻急患センタースタート（4月）
財光寺南土地区画整理事業に着手（4月）
奥野河川プール完成（5月）
第12代日向市長 三樹市長 再選（6月）
川崎市の子供との ふれあいサマーヰ＝ヤンプ 実施（7月）

財光寺ジュニア陸上スポーツ少年団⑰
り発足はいつですか
昨年の4月です 現在、引割と財南小の2年生か
ら6年生の14名で構成しています．

総藻繹し

美々津まちなみセンター完成q2月）

りPRをどうぞ
走ることが好きなものが自然に集まって結成した
クラブです、塾や習い事にいかないといけない中で

給者は、全国の国民年金健康保養センター
などの宿泊施設を割安に利用できます。
■社会保険料控除

支払った国民年金の保険料は、年末調整
や確定申告の際に申告すると控除されます。

市役所年末・年始の業務です

少しでも体を動かし鍛えることを目的としていま
す＝練習は、塾などに支障がないように、週4回早
朝6時からと週2回夏は水泳、冬はサッカーを行っ
ています、早朝ということで父兄同伴で、一緒に走っ
ています＝それでも先日開催された大会では、6年
中の部で清水 了君が優勝して全国大会に出場が決

市役所の年末・年始の業務は、次のとおりです。
仕事納め■豆2月28日

（火）

仕事始め■1月4日（火）

【窓ロ業務】

市税、国保税は12月29日と12月30日の211間（

r前9時か

まりました．

ら午後3時まで）、税務課で受付けます。

保健婦だより
朝食は食べていますか
最近、朝食を食べてない人が増えている
ようです。原因は面倒くさい、朝食を作る

連絡は、茂谷麿52−53〔劇へ．

に育ってほしいですね。

︵美砂︶

明るく，思いやりのある子

古本謙太郎・政子さんの

F

お父さんから一言

来年から幼稚園に行くん
だ。みんなとウルトラマン
こっこで遊ふんだ。

︑

【東郷霊苑】

長男・曰くん︵3歳﹀

︐

※1月4日からは、収集・持ち込みともに通常どおり行います。

磁
あ和ばく・︿ん

うこともあるのヨ．，

時30分から正午〔閉門します1まで。

1月1日と3日は休みます。
9

託児所て、たまにはケンカ
して男の子を泣かしてしま

「前8

い

日・30口は午前8時30分から午後4時まで。31日は、

袋

おいしく食べる
③朝食のパターンを変える
①朝食には温かいものを
㊧夜8時以降の夜食は控えめに

ごみの持ち込み■清掃センター一、不燃物処理場ともに、12月29

と

．②蒙縫。て絨s〔ノ・

と29日（水）は、平常の月・木の収集地区。28日（火）と30日（木）

は、．平常の火・金の収集地区，

お7ん一3ち虎

①早寝早起きを

ごみ収集■年末は30日まで収集します．ただし、27日（月）

ゆ

〈朝食をおいしくするために〉

【ごみ・し尿・火葬場】

凋

⑮

義でまとめ食いです。

日向っ子

うが肥満しやすいことが分かってきました。

︵堀一方︶

なときは、食事回数が少ないほど、つまり
空腹時間を長くして まとめ食い をするほ

松谷博信・香織さんの

制限のための朝食抜ぎというのは問題で
す。1日に摂取する食物の全体量が同じ

長女・早紀ちゃん︵3歳2カ月︶

」カロリー

昔から、お相撲さんは原則的には二食主

朝の練習はつらいですが．私たちと一緒に走って
みませんか＝ただ今．部員募集中！

年末年始の水道修理当番表です。

確かに肥満の原因の大半はカロリー

の取り過ぎが原因です。しかし、

ヒ位入賞を目指して頑張っています＝

【水道の故障など】

時間がなかった、痩せたいなど様々で
す。

今は、お正月に行われる新春ロードレース大会の

戸籍の届け（出生届・死亡届など）は、警備員室（市役所
正面玄関横）と岩脇、美々津支所で受け付けます。

お父さんから一言

素直で、やさしい思いやり
のある人になってほしいて
すね、，

8

れ
こ

お し らせ
●障害者福祉のてびき
市では︑身体障害者手帳や
療育手帳をお持ちの方のた
めに市の福祉制度の内容を

手引書としてまとめまし

｢紀から20世紀までの西

●交通規制のお知らせ
旧国道の不動寺踏切が︑改
良工事のため通行止めにな
ります︒歩行者︑自転車以
外は通れませんので亀ケ崎
踏切︵向洋クリニック北側

洋美術の名品が所蔵されて
いるスコットランド国立美

ミロ等の作品80点です︒
道路︶をご利用ください．．

モネ︑ルノワール︑ピカソ︑

す︒今回展示されるのは︑

術館の展覧会が行われま

どうぞこの機会に︑西洋美
期間111月20日〜3月10日

︵費内線2716︶

アマチュアの方︒ただし︑

力ください．︑

ご寄贈品は︑お近くの民生

受付は︑2月3日までです．︑

問い合わせ日日向市社会福
祉協議会︵盈曾2572︶

1

1

1

1

1

き111月5日︵水︶

い。正解者多数のときは、抽選で3人のかたに記念品

1

蓉⑩6867︶

己

問い合わせ11市中央公民館

※どなたでも参加できます
が︑小学校低学年生は保護
者同伴のこと

集夏時間U午前10時

集合場所団市役所玄関前

原堤防

ところ11富高川︵予定︶・春

午前10時から12時

とき田1月16日︵日︶

新しい発見があるでしょう︒

緒に観察しませんか．．きっと

日本野鳥の会の皆さんと．

す．．かわいいカモや鳥たちを

市内の河川に姿を現していま

今年の冬も︑渡り鳥のカモが

●あなたも鳥博士に

います．︑

※昼食は︑軽食を準備して

中央公民館︵容う6867︺

問い合わせ・申し込み11市

参加料11無料

ところ11市中央公民館和室

午前10時から竿後3時置で

と

1

工木佐貫 ヨシエ（鳥の巣｝
ヨシエ（鳥の巣｝
j．1木佐貫

I

先月号は「補」「見」「い」が正解で、応募18人、正

しよう，

J
はっきり記入してください。

1

なお，ハガキには住所・氏名．年齢と電話番号を

トイレットペーパー以外の紙．異物を流さないようにしま

問い合わせ11市区画整理課

家事従事者等を含むごで

作品受付一11月28日︵金︶

〜30日︵日︶︵宮崎県宮田
町会館︶

問い合わせ11宮崎県労政能
力開発課︵倉0985奪7

来年2月6口の﹃94日向市

場11宮崎華屋8階文化
門11絵画・書道・写真

をさしあけます。

水洗便所では…

〒883日向而本町10番5号日向市役
ハガキに書いて

野菜くずやご飯の残り，テンプラ油やサラタ油などの食用

術の本流をたどることがで
きる巨匠の油彩画︑また︑
豊かな自然と古い伝統を背
景に多様な展開をとげたス
コットランド美術に触れて
みてはいかがですか︒

とき目1月9日︵目︶
午後−時から3時
ところ11口向岬グリーン

県展︑宮日美展等に入賞し

者︹退職者︑自営業︑主婦︑

パーク

たことのある方を除く．︑

︵燈紬46867︶へ︒

●保母さんの資格を
持っていませんか
市内には︑認可保育所が19

107︶

福祉のつどい﹂において︑
バザーを行います．．ご家庭

●福祉バザーにご協力を
雇用することになります︒

か電話でご連絡ください︒

児童委員宅へ持参いただく

園ありますが︑保母さんが
出産や病気などで休職する
場合は︑臨時の保母さんを
このようなときに︑働いて
いただく保母さんを確保す
るために︑名簿登録の制度
があります︒保母資格をお
持ちの方で︑名簿登録を希
望される方は︑市福祉事務
所児童母子係︵倉内線21
64︶までお問い合わせく

で不要になったもの︑眠っ
ている生活用品などありま
したらバザー品としてご協

ださい︒

●宮崎県勤労者美術展
第37回宮崎県勤労者美術展

●新春かるた大会
恒例となりました﹃新春小
倉百人﹁首かるた大会﹄を
開催します︒どなたでも参
加でき︑全員に参加賞を準

期112月17日︵木︶〜

の作品を募集します︒

部

備してありますので︑ふ

会

応募資格11県内に居住し︑

冝i日︶

新春の大空に思い思いのた
こをあげてみませんか︒手
作りのたこでも買ったたこ
でも構いません︒たくさん
の商品を準備していますの

会

たもので︑5本の線は︑消
費者と登録店と各都道府県
環 境 衛 生 営 業指導センター
が お 互 い に信頼しあってい

所選挙管理委員会あて1月10日までにお出しくださ

廃油を流さないようにしましよう。

れ
療などの福祉施策︑各種相
談員名簿︑福祉施設や身障
者トイレマップなどが掲載
とき111月14日から2月

（慶委法施行令発3条疲粋）

るってご参加ください．．

ホール

上の○にはどんな文字があてはまりますか？答えを

台所では…

た︑．手引書には︑手当や医

報
されています︒
禔i1月17・24・31日︑

2月7日は休館日︶

●郵便配達にご協力を
郵便局では︑年賀状を元旦
にお届けする準備を進めて
います︒

配達には︑高校生のアルバ

イトの皆さんもいますの
で︑次の点についてご協力
をお願いします．．

︹む郵便受箱などには︑ご家

ければならない。

問い合わせ11市中央公民館

族の名前も書いてください︒

委■会を軽由して市○村の選挙管理○員会に提出しな

下させることになります。

あ

ブ

主月

ご希望の方には︑お渡しし
ますので市福祉事務所障害

︵君0985⑳2071︶

ところ目宮崎県総合博物館
入館料鉢大人千円︑高大生
六百円︑小中生四百円
問い合わせ口県総合博物館

市では︑60歳になられた方

をお祝いする﹁還麿式﹂を
3月13日︵日︶に中央公民
館で行います︐

今年度の対象者は︑昭和8
年4月2日から昭和9年4
月−日までにお生まれにな
られた方です︑︑くわしくは︑
来年−月ロゲで．．

ぼしゅう

農鍵に従事する者で、一定の資格を有する書は、毎

または勤務先を有する勤労

●新春たこあげ大会

年1月1日碗在により同月10日までに、申扇書を震○

下水道は，何でも流せるというものではありません。下水
道に下水以外の物を流すと、排水設備や管きよが詰まって悪
臭発生の原因になったり、ポンプ場や終末処理場の機能を低

しあげます。（敬称略｝

l
土砂や廃油，木片などの廃棄物を捨てないようにするとと

②三樹和子（曽根町）
②三樹和子（曽根町）
｛ ｝．児玉典子（北町）
蓼児玉典子（北町）

もに、マンホールはむやみに開けないようにしましよう一

福祉係までお出でください︒

●あなたも国際交流を
日向・入郷地域の国際交流
員が中心となって﹃国際交
テーマは︑﹁ミニ世界旅行﹂

流サロン﹂を開催します︒
気軽に遊びに来てください．．

とき控1月29日︵土︶
午後2時から5時まで
と こ ろ 1 1 市文化交流セン

ター小ホール
問い合わせ11市総務課︵容
内線2223︶

●スコットランド
国立美術館展

にご注目ください．︑

ところにつないでください．︑

※ 郵 便 受 箱は︑集配郵便局
で販売しています．︑

●身障手帳・療育手帳
をお持ちの方に
今まで︑身障手帳等所持者
の J R 乗 車割引券は︑駅の
み ど り の 窓口でないと購入
で き ま せ んでしたが︑この

度︑取り扱いが簡素化され︑

自動販売機で小児券を購入
し て 改 札 口で手帳と一緒に
提示していただければ︑乗

た．くわしくは︑市福祉事
務所早上福祉係︵君内線2

169・2171︶へ．︑

●ご存じですかSマーク
信頼できる理容店︑美容店︑

ク リ ー ニ ング店のシンボル
マ ー ク と してSマークがあ
ります︒SマークのSは︑
スタンダード︹標準︶︑サニ

下水道を大切に

1

解18人でしたので抽選の結果、次のかたに記念品をさ

マンホールには…

麗

⑳

藩
白バラクイズ
下水道課からのお願い

でふるってご参加ください︒

テーションへ衛生︶︑セーフ

●還暦式のこ案内

お店を選ぶなら︑Sマーク

相続登記の手続きや土地建物の登記
手続きでお困りの方に、宮崎県司法

すH飼い犬は︑放し飼いには

相続登記はお済みですか

ることを意味しています．．

ティ︵安全︶の頭文字を取っ

営璽胸獄・Sマーク

まちにうるおい

14

13

せ ず ︑ 郵 便受箱から離れた

書士会が無料で相談に応じます。
とき＝2月1日から28日
ところ三田司法書士事務所
問い合わせ＝宮崎県司法書士会
（君0985⑱8538）

厚生大臣認可
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号できるようになりまし

瀕
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刀F一

メ0

一月．

並

「0
17

20

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容52−2000へ

○乳幼児の健康診査

歯科医師会だより
前回は、歯周病が軽度の場合の治
療についてのお話でしたが、今回は
一度あるいは重度に進行してしまった
場合の治療を中心にお話いたします，

歯周病が中度以ヒに進行すると歯

瀞

3か月児健診（毎月第2・4金曜日）
日

時◇1月14口、28口

場

所◇日向保健所（實52−5101）

対

13：00〜14：00受付

．．望、、．帰凵D」

象◇平成5年10月生まれ

7か月児健診（毎月第3金曜日）

肉の腫れも著しく、歯肉からの出血や
排膿も容易になってきます．そして歯を

日

時◇1月21日

支える歯槽骨がとけて歯自体が動揺し
てきます．こんな場合、3〜6本の歯
を連続してワイヤー等で固定して補強

13：00−14：00受付

場

所◇日向保健所（麿52−5101）

3か月児・7か月健康診査

しなくてはならなくなり、それに加え患

対 象◇平成5年6月生まれ
1歳児健康相談（毎月1回、誕生の翌月）

者本人のブラッシングはもちろんのこと、

日

時◇1月12日（水）

13：10〜ユ4：00受付

場

所◇日向市健康管理ぎ

（費内線218ユ・2182）

外科的に歯周ポケット噛と歯茎の透
き間）を取り除く手術を行わなければ
なりません、歯周ポケットを取り除き不

良な肉芽組織や不整に吸収されてし
まった歯槽骨の整形等を行います，術
後1週間程で歯周包帯を除去し．3
週間程で歯肉の形態もかなり改善され
てきます。

すので、手術できるまで歯科医師や衛
生．上の指導に基づいたブラッシングを

（保健蠕が、お母さんから乳児の発達について、聞き取1〕をします）

・小児科医診察
・集団指導
（建堤露房慰；1：ぞ：：：難早）

象◇平成4年12月生まれ
1歳児健康相談
・身体計測
・問診

1歳6か月児健診（毎月1回、誕生の翌月）
口

時◇1月20日（木l

場

所◇日向市健康管理ぎ伊勢内線2181・2182）

・育児相談［育児、予防接種i：つ」・て1

l3：10−14：00受付

・栄養指導

対

磁綴頻海月譜）

象◇平成4年6月生まれ

3歳児健診（毎月第1金曜日）

日場対

しかし、術後は歯肉をいつも引き締
まった状態に維持して行く必要がありま

対

・身体計測（身艮・体重）
・問
診

時◇1月7日（金〕

1歳6か月児・3歳児健康診査
・身体計海・問診・内科診察

13：10〜14：00受付

・歯科診察・集団指導

所◇江向市健康管理ぢr（盈内線2181・2182｝
※母子健康手帳も忘れずに

象◇平成2年9月生まれ

マスターしていなければなりません．歯
周病も、歯槽骨がほとんどとけてしまっ

︐

01月の休日在宅医

てグラグラの状態、すなわち重度に進
行してしまうと手術もできませんので、

やはり抜歯ということになってしまいま

1日

す、

歯周病はその人の生活習慣や健康
状態に大きく左右されますので、規則

親子映写会
9日

フライパン日記
主と
■■

〔劇映画・53分）

15日

催市中央公民館・日向翼下ライブラリー

き

■ところ

1月19日（水）19：00〜

市中央公民館

向洋クリニック（泌尿・理学療法科實鐙5488）田中病院（内・
冝E精神・神経科倉趣1221D 日向内科（内・小児・胃腸科
ﾚ毒0880）

八重ちゃんの

視聴覚室

長田医院（耳鼻・咽喉科倉⑫

O266）大久保医院（外・胃腸小祥鈴5338）白石病院（内・放・
ｬ児・呼吸器科實瑠．1365）

3日

1肥3冨

児｛医院（小児科倉⑫2530）

古賀内科胃腸科（容：諺8118）
2日

正しいストレスのない生活をし、バラン
スの取れた食事を取ることも大切です，

1・．

甲斐医院〔外科費⑬5000）
ﾀ部医院（内科實欝4788）

16日

篠原医院（産婦・肛門科容：⑬1059）

千代田病院（外・整形・胃腸・皮・麻酔科費㊤7111）

柳出

繪@（産婦人科燈諺2950）清気井病院（内・精神科倉⑫2409）

二木医院（産婦・外・胃腸・放射線科容：⑭4468）

田中医院

i内・小児科含愈2515）協和病院（精神・神経科倉：⑭2806）

鮫島整形外科医院〔上田8191）
S046）

吉森医院（内・胃腸科倉諺

永田医院（産婦人科燈：診3388）

古賀内科胃腸科〔容諺8118）

長出医院（耳鼻・咽喉科實鐙0266）大久保医院（外・胃腸科倉．⑫5338）白石病院（内・放・

23日
ｬ児・呼吸器科盈趣．1365）

畠市県民税

4期

国民健康保険税

7期

1

一納税で住みよい日向のまちづくり一
．．．一一一一

一＼

1甘」帯
人

数
口

■

一

一

一

．

向洋クリニック（泌尿・理学療法科燈鎗5488）田中病院（内・
冝E精神・神経科倉．⑬221D 日向内科（内・小児・胃腸国
⑫0880）

篠原医院〔産婦・肛門科含．糖1059）

一

一．一一

ズ

人口と世帯

30日

．

1・．1

「宰謝肢

19，863世帯

男女

27，386

9

膨
．」瞠一亀陶．

1†23

5δ，387人

※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。

1−63
ノ、

31．〔1帆

人

1一．P

i−23

又．一

を」
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ズ

ピリオド
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コ

今年も残すところあヒわずかとなりました、新
年の準備はもう済みましたか．私自身、広報を担
当して4カ月、あっという間でしたが、大変お世
話になりました 来年もよろしくお願いします．
又．
Yガ
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