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昔なつかしい紙芝居

／0月8・9日、市役所前広場で行われました

「産業・商業まつり」に、昔なつかしい紙芝居
が登場しました。
飴菓子を買った子どもや昔をなつかしむ大人
がたくさん集まりました。
大人には、なつかしく思えるこの紙芝居も子
どもたちには新しく見えたのでは…。

頑張っています︒

給食サービスは︑本当に助かって
います︐

末｡の食事にしましよう
塩分のとりすぎは︑血圧を上げ

﹁お年寄りの食事のポイント﹂

るときも︑お年寄りの喜ぶ顔のために︑毎日

四人の皆さんは︑調理するときも︑配送す

ロ

人の方が︑調理・配送に携わっています︒

託して実施しているもので︑協議会では︑四

この給食サービスは︑社会福祉協議会に委

し老人に対する給食サービスを始めました︒

このような中︑市では今年度︑ひとり暮ら

＝一一・七％で全国平均とほぼ同じ状況です︒

く︑平成六年四月一日における高齢化率は︑．

と進展しつつあります︒日向市も例外ではな

近年︑私たちの国では︑高齢化社会が着々

私たちが笑顔でお届けしています

また︑この給食サービスの真の
目的は︑食生活の充実による健康
維持はもちろんですが︑配送等に
おけるお年寄りとのふれあいによ
り︑お年寄りの孤独感の解消や健
康状態の確認にあります．︑

した︐

人分の食事を作るということは
とても大変て︑どうしても自分の好
きな食へ物に片寄ってしまっていま
しかし︑給食サービスのお陰て︑
八うンスの取れた食事がてきるよう
になりました︑．

また．一カ月の間に全く同しメ
ーがなかったのには︐とても感
激しています．．

とって︑給食サービスは︑とてもあ

料理をしたこともなかった自分に

りもうれしいとのことです．．

塩分は︑一日109以ドに抑えま

ることになります︒
しょう．．

二︑タンパク質をとりましょう
タンパク質は毎日少しずつ分解
され消耗していきます一．

卵や肉など︑良質のタンパク質
を欠かさずとりましょう．．

三︑お魚を食べていますか
魚には︑動脈硬化を予防する成
分が含まれています．．

四︑野菜は不足していませんか
野菜には︑便秘を防ぐ効果のほ
か︑コレステロ：ルの上昇を抑え
たり︑動脈硬化や高血圧の予防や
治療に役立ちます．一

﹁くらしに活かす介護教室﹂
市内在住の高齢者や障害者・児
を抱える家族︑もしくは介護に関
心をもっている方を対象に︑介護
◇日程1111月25日︑12月2日︑12

教室を開講します．．

◇場所11市総合福祉センター

月9日の3日間
入っていますが︑何よりも配達して
；ρかけてくれるのがうれしいて弓

くれる方たちが︐﹁とうてすか﹂と

今の給食サーこスは︐私にとって

ね．．

胤パーセントの満足度てす︑

福祉協議会︵費52−2572︶

◇申し込み・問い合わせ11市社会

◇定員目如名
※3日間とも受講できる方のみ
◇受講料臼無料

給食の量や献立は︑とても気に

りがたく思っています．．

には︑厨．腸内でのチームワークが
一番大切だそうです．

今日も︑温かい給食と一緒に︑
椎葉さん︑長曽我部さん︑大野さ
ん︑平塚さんの笑顔を届けていま
す．．

一、

食事を配るとともに笑顔を配るのが
この給食サービスです

一日四百円で昼食をお届

給食サービスは︑原則として七
十歳以上のひとり暮らしのお年寄
りを対象に︑上・日曜Bを除く週
五目問︑
けするというものです︐

現在︑地区の民生委員さんを通

したがって︑食事を作るのも大
切ですが︑配送の役割も非常に重
要なものとなってきています︑

お年寄りへの食事で気を付けて
いることは︑塩分を少なくするこ
とは当然ですが︑食品の数をでき
るだけ多くし︑食べやすいものを
作るように心掛けているそうです．

近ごろは︑椎葉さんたちが届け
に行く時間になると︑庭先まで出

町）
（南

（松原）

ですから少しでも早く届けられ
るように頑張っていますが︑それ

てきて待っていてくれるのが何よ

永野ヤヨイさん

河野将二さん

して百十名の方が登録していて︑

柄

、．ナ

．日︑平均約・七卜食が調理・配送さ

．﹂

一一

れています．

〆

轟

お年寄りに喜ばれる給食を

ています．

給食のメニューは︑調理トの椎
葉多美子さんを中心に四人で考え

トーです一と椎葉さんは．百います．．

﹁おいしいもの︑食べたいものを
食 べ て いただくということがモッ

しかし︑限られた材料で作るの

直

は︑大変だそうです．

一、
「
、

2
3

@男，

．塾

︐

観光地の整備︑住・教育環境の整備に

一般会計

六億四41二十三万田一

を補正しました

ビ

リ

している」

と答えています

地域参加の条件をみると「1トナ問

・吊二が合えば」「仲間がいれば1な

まとった平家方・国富姫と鎧甲冑に
身を固めた源氏方・那須大八郎が沿
道を練り歩きます．

発見場所、発信機番号
など
※連絡は、漁協などに掲
示されているポスターの

ノ∫が半数を占めています

、潜在的参りll層の

豊かな地域社会づくりには、男女．がそれぞれの」1

1場

て自ら村守活動に参加し、連揮一協調を深めていくこ
水深・、

ヒか望まれますので、行政としては、村で活動に関す

水温センサー

る．「目承を提供し、支援していくこヒがノく切になります

げました︒

るからヒ思われます

毒韻

こオし1ま、

ミての交洞己カ1、だんた三んと希1専：二な・ってきてい

今回の一般会計の補止額は︑六

地土或村

億四r﹁十．．一万七千円で︑補正後

一方、地域参1川の現状をみると、「需に参加してい
なし・．ヒし・うノ∫カ＼幽卜委気」丘くにヒっrこし・ま一ナ

の予算総額が︑百七卜七億五ト．一

かの不安を抱えています

百．．T﹁七万一千円になりました︐

いくら

補正の主な内容は︑観光地の馬
ケ背︑権現崎の水洗トイレ・休憩
所の設置︑及びその水道管敷設工
事に約八千五百万円︑籾木地区に
飲雑用水設備を整備する農村総合

1こデ，いて：よ、

整備モデル事業に約＝一r万円︑財
光寺︑11知屋小学校の榛舎の大規

1；方夢ミ気ナィ

模改造に約七千．乃円︑美々津町．右

策、

並にキャンプ場を整備するための

∴＝対

調査委託費に約四百万円などと

fこ

なっています．︑

㌧カしし、

また︑現在U向市には︑五名の
人権擁五重ロ貝の方が活躍されてい

Ilf内の女桂のノご｛三は、地域二会に之ナして「ほぼ満足

1、

ますが︑今回．名の増員が決定し
ましたので︑津曲俊郎さんを推夢

20

することが決まりました︒

「

介蔓ヘルパーを利用する方の自
己負担額を定めた日向市家庭ぞ仕
員派遣手数料徴収条例が改止され

0

ました．．﹁生計中心者の前年所得

h

@三三

九百円になりました︐

「

税課税年額が十四万一円以ヒの世
帯﹂の負担額が︑八百八十円から

1三6

日向市国民健康保険条例により
支給しています助産費の名称を出
産育児．時金に改めて︑この額を

113

．一卜四万円から三十万円に引きヒ

三：二

◇連絡事項；発見B時、

連絡先でも結構です，

︵︷疋

儲∩二

三ε：

現状で艮い

14）

肥−卍朕L乱作㍗第＝．明日・同士甲差凧ム耳

一

活動する気はない

（みA。信機

人麟．驚係

三三：

，り三

隣止肋の目びう．るさく庖ければ

課水産係〔容内線23

例会︶が︑九月五11か日一．十一．日

一

その他

調質

◇連絡先＝市農林水産

教育委﹇議会委﹇貝の渡邊美．士さ

南

3三．≡

径済的余裕があれば

の調べで、ウミガメのある程度の行動については把握でき
これまでの調べで、ウ
、調査をト分なものにするために、絵のようなウミガメを
ていますが、調査をト分
合には、ド記にご連絡ください
発見した場合には、ド記

人事案件．．一件︑条例六件︑事件決

紀．二
3き．三

健康なら

しています．

までのト八口問開かれ︑報告一件︑

【．

びタイマ．イの生態を人．L衛．星によって調査することとしました。図の
びタイマ．イの生態を人⊥

ようにウミガメに、発信機と水深・水温センサーを付けて20頭を放流
ようにウミガメに、発信

議一件︑補︑止予算七件︑認定一件︑

ら

一

議員長出議案三件の計．一ト．一件が

層［自

一

政にそれぞれご尺・力いただくこと

脂ト

，L配層

やかな大和絵巻武者行列、卜．＝単を

鶴富屋敷での逢瀬では、平安のロ
マンが漂います
5

雪

劉亡暦

夫や家族の協力があれは

12日と13日の午後からは、きらび

き，層層

健票U﹁司暦

腐〒

悸済約嬰邑

■地域活動参日目の条件
60

ん︑公平委員会委員の河野昭一さ
んの任期が︑ともに九月三十日を
もって満了となりましたが︑お二
人とも引篭就き教育行政︑人事行

市政への
市民参加

家事をしないですむなら

できていないのが現状です。

になりました．

防災二二

f供の老心配しないでよけれは

納されます。

ゴ＝一

病人等の心配がなければ

の中、鶴富姫の霊を慰める神楽が奉

一

仕事が忙しくなければ

llHは、三富姫決楽劣、．かがり火

ゴ

自由時間ができれば

qDまで行われます。

11

「

きっかけができれば

まつり」がll月ll日〔金）から13日

冒

仲間がいれば

今回で10回目を数える「椎果平家

者、

知識などが†分であれば

椎葉平家まつり

齢

時間帯があえば

す。しかし、これらのウミガメの生息域や行動などについては、特定

11一

審 議 可 決されました
今回︑その・Eなものについてお

高

障害者福祉

1 1一IIII

数頭のウミガメが産卵のために上陸しま

1cc

。．綱．r7「一「「

10

il向市の砂浜にも、毎牛｝

蕊

﹁

鴨鑑NTEI轟を探してい毒

今年度、水産庁では、保蔓のためにアカウミガメ、アオウミガメ及
【椎葉村】

』

二㍉

20

諸塚村『総合公園運動場

￡

ﾅ

30

■場所

ll月20B〔［D

二：6。

．、7

40

■日時

3：く

50

再会もありそうです．．

三。

近所つぎあい

崎の二村．人会の皆さんも「ふるさと
バス」に．乗って。昔塚へ、久しぶりの

iロ

一

ラクションとして郷．ヒ芸能も披蕗さ

また、この日は、日向・延岡・宮

一

…59

産業共進会や展示コーナー、アト
れます、

■地域社会での満足度

@

れる一口税務署長に︑富島高校
三年の黒木幸子さんが選ばれま
した︒黒木さんは︑今年︑奪記
検定一級に合格していて︑署内
の巡視や書道展のテープカット

などを行います︒

黒木幸子さん

︿税に関する書道展・パネル展﹀

選ばれた

午前

一日税務署長に

◇日時11n月11日⁝17日

諸塚村文化祭が開催されます

10

栫̀午後5時

．声r

儲塚村】

◇場所11市中央公民館

きれています．

︿税の無料相談﹀

苛．篤

商業まつりの歌謡ショーなどが予定

◇日時1111月11日︵金．︶午前10時

ステージでは、合唱や邦楽、日本
舞踊などの文化祭発表大会や産業・

〜．卜
麦4寺
ノf
巨

◇場所11日向商工会議所

轟

施されま『歩．

グラウンドで開催されます、．

地域生活・地域参加

公害環境対策

では．文化祭行事として、作品展が実

46回目を迎える村文化祭が、村民

結果報告

11

品及び食料品などの展示即売が行わ
れ、クリエイティブセンターの室内

「日向市の女性の生活と意識に関する調査」
国や地方公共団体は︑私たち

イベント会場の門川町訟合文化会
館では、門川町の特産品や商［1業製

国民が豊かで安定した暮らしが
できるようにいろいろな活動 を

ら6日〔lDまて開催されます．

行っています．︑

1．i〔イく）カ｝

税金は︑国や地方公共団体が
活動するための大切な財源であ
り︑私たちにとって︑共同社会
を維持するためのいわば会費で

3

あるといえます︐

li月

﹁税を知る週間﹂は︑国民生
活に深いかかわりをもっている
税について︑その仕組みや使わ
れ方などを︑広く国民の皆さ ん
方に止しく理解していただくた

カ§、

めに設けられているものです︐

ン1「『月1」

この機会に︑家庭や職場など
で︑税について盾し合ってみま

ノ斗ル．イ

しよう︒

恒例の「いきいきまちフェスティ

︹期間中の行事︺

フェスティバルイン門

獅P1日︑延岡税務署で行わ

11

94いきいきまち

︿一日税務署長﹀

【門川町】

知らせします．

日向路だより

明隷

匪

稲敷共同諜儀

11月1旧一17明

4

つくろう

国断円運動E向
地区推進大会か
行われ、一泊域と

耳川の陣跡

湊

．た．止．／1＾牛︵．．左しし

日︑キリシダンた名．乱して知ら

写真を差し上げます。
★連絡先／市企画課・広報

．感

が蜜

磐

幽

メ

9月24・25日、日1向の秋祭し／±五夜まつり」か行7⊃れました

また今年は

．1白例の見立て細工や花屋台のほO

やスケートホート末会なと新しいイヘント
大喜ひてした

面協刀を依頼

郎右衛門は︑

＼あった伊東
てすが残念な

．︑

L！F噛目ハゴ﹁

1配こ気L

た友氏の依

に亡命してい

．ーマつ噛し

っ冥け入れたの

こレ

ず︑﹂

友氏レ島津氏

このへ口戦

好まりました

氏がた敗を喫

ほレ一ご紹介し

が︑それより

に一た々川︻

占有で右

全国入選

ノく

し・

それを記念して、10

oα〜〜

家庭科の授芙

、1島

び）

名

ムか開催されました，

晋段は．立ち入りの．

禁止されているリニア
の検八二や指令室も開

r

5

放され．訪†廿こマニア

ドLi

・ら響

／

おいでよノ

モンテッソーリ︶▽かすみ
草のおねえさん︵俵万智︶

▽確実に咳r力をつける家庭
衷K法︵岸本裕史︺▽地球

…．

図書鑓に

一榎

を狙う危険な天体︵小島卓
雄︺▽ずっと専業主婦のま
まていられますか︹ヒ野い
く．古▽夢をつらねる︹岡

部伊都．よ▽イバーラの．台

一止まって確認、無事故に挑戦一

︿一般向けV

︹アレックス・

し＋31；1

．・．噛

▽志賀直哉八L・ド﹀︵阿
川弘之︶▽もの食う人びと
︵辺見庸︺▽エイズを生き
る︵上橋配之︺▽クでーン

ALL・下V

︹ハリエット・ドウア︶▽
学校と社会︹デューイ︸▽

・ツ

へでリーへ▽一九．．．四年冬
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闘えないゴミの日︵山目文
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00

見

▽政と

一

雄

小説︵斎肝夫奈．よ

亡

0人

志︺▽ゴングまであと30秒

死

ウ利渥．規英ミ
ラ

官︹後・肱田止晴一▽イニュ

生

16件

00〜15

発

・；

︵高覧秀実︺

9月中の交通事故・日向紛

10

b一

ま

簿﹂

﹂

52−4622）

した

に変更されました，

詳しくは、細島航路標識事務所〔倉

曾﹂

卍

浩

「893〔）」

噛−

カ、ら

フサ．r

「9971〕」

ミキ戸r

カ§、

材木」窒高目ケ田
サダ．r

主局が伊豆諸島の新島へ移り、G
RI〔ロランCチーーン識別符号｝

ニック︹星野道夫︸▽手縫

［111「「P

開館時間11平日が午前9時半
から午後6時半まで︒土・日は

松

山並川沿いの麻付

電波の灯台といわれるロランC
が、新しくなりました．

日︑祝日も︒

日向市役所1成分：．10：00〜16：20

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

30日水

1

いの旅︻森南海．r︸▽難儀

10：00〜12：00

と き■11月17日†

1

もまた楽し︹松ドむめの︺

マリンエキスフレス

．．こ7﹂ろ■市中央ハム卑楠舘知

田1．

その後、シマーナしストの．大宅映子さんの

「たから女は面白い」と題した講演か行われ，笑いを交えた話しに，場
内は罫心に聞き入っていました、

▽京の思い道︵々岳章．r︺

25日金

アキタ製作所13：30〜15．00
除

田1．田1

凝脂器縣認fの思瀦磨・

タ．イエー日向店 10：00〜16：00
日向市役所：成分110：00〜16：2D

無料法律相談

切

根硅

今匝は、国際家族年に5d・ッ「新しい家族

像を求めて」という題て，シンポシウムが行

▽幼児の秘密︹マーリア・

10：00〜16：20

一事故巡回相談

切

交

日向医師会．成分

き■11月17E索

14：30〜16／00

﹂0

船に乗られる方へ

新

12：00−13：DO

トミシマ日向本社
4日金
昌9日水

胃

10：0D〜11：30

馳ヨン

と

宮崎交通日向営業所

シーストフ

4

香典返し頓月30暑）

︑0

11月のスケジュール
2日水

﹁．・3︸．ゴ・3

献血は心の贈りもの

〈敬称略〉

曽唇斤

た．

D

こ寄付

h鮎

ところ■市中央貧民館

愛の

や親了らか楽しみよし

鬼m

き6

これはもちろん．月川のこ

レニ︑すから他へ事ヒは思われま

ます

丸々︹．判一川の合賊に遠して﹁豊

せん．しかも当晦の記録には︑

後の三脚︑rH町原の北にある麻

つ一レ一の記事もあるのてす

付に陣取りでほかの大軍を待

り出した自然の要害にふy︑︑わし

︒㌦す．．地中には何ら

この麻付は石並川の北岸に今
も残る地名こ︑川に向かっ 追

い地名の所

かの遺構・遺物が包蔵されてい

ると考えられます．．

それが建物の跡でも茶わんの
ひとかけらでも︑こうした史跡

を大切にしたいもの又す．

。・

〈社会福祉協議会扱分〉

7

力 美々畢町のJR親
研て行りれました

、・、劉

魂準

▲レしなやかに個性、のびやかに女と男
「しなやかに個性、のσやかに女と男」を
メインテーマに．第5コE向干女性フォーラ

月8E、リニアモー
ターカーの一般公閤
ノ

岬はたた

カ1

墜

「D月14日は、鉾菅の

交

カi

あり、子どもたちも

日てした．

氏いのす

戦なな門

り需先た交

、犬綱弓．き大会

ぐ鉄道の日にリニア
を公開

れ痕て満て

含名も衛

今迂は

ダ

：二f市のまら
な『Lはしノ｛

統計係奮52−2111内線
2213

傘祭りと言われるほと、よく雨の降るこの學りてづ
晴天に恵まれ大変にきついましに

．﹁月．︑

れる．た友淵麟の息．rた友義れか

門川城主の米良四郎右衛門に宛

．﹁．︑たレ状に次のような一節があ

．け手塩詣テ．．

﹁．．このたび島﹁津ヒの戦いに楠

・凡て︑日トく美々川を㎝渡り．たい．

ついては其方に案内を頼み︑火

急に日・阿進攻を果たしたいゴ

・・⁝屯ヨ時︑た友氏はん州の覇権

を賭けて︑ 防雪・大隅・日向の
．一．力圃を支配する島流氏と対職

そこで門川の四郎右衛門に汽E

するため豊後と日向の国境にま
j大軍を進めていました

きます」と防犯

る史うllLiた追に仕ても
月．Eま測； わf珪え日の

気．一るいが

．

☆広報ひゆうがに載った

よ1ガ、「をしをヒにつた

がのなまな

■＼

畿

馳

にては中呂ま1．司こ上穐力・L

田・ll、にし念

、

r．

美々津小6

のたもしは
二藍絶て窪

嘱

f

＼、．・．．

宣琶ノブ；望み．仁しナ

られました
推進大会の後、市内のスポーツ少年団の子どもたちや事業所の代表ら
予〕500人が，プラカートを掲げて売出地をパレートしました

@

︐． 匡聾

みよい郷土を．築

柱ﾋ

p

密「

隆

明るく安全て住

」・

，

叩

一体こ廿って、

文化財についての問い合わせば市社会教育課（君内緯2424）へ

へ、

趨睡

駈三悪

ざ

安心の街
D月1日、全

藍

１

一．

▼日向名物十五夜まつり開催

＜みんなで

レー1

一

鐙︐

一一

ψ

6

いノ

こず

恥

ア
ζ
︑

へ

の

幽窃

︑晦

鵠轟．

国民年金にご加入の自営業者の皆さまへ

／；＼

ノ
u

）1
・『

ﾅ＼
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く篤く遠く年く幽く
サラリーマンの妻になった場合
年金の手続きは
Q．20月前から厚生年金に加入し、25歳で

退職し、サラリーマンの妻となりました。国
民年金には加入したことがありませんが、ど
のような手続きをしたらよいのでしょうか。
A．第3号被保険者として届け出が必要です＝

夫が厚生年金保険や共済組合に加入してい
る場合、その扶養者となっている妻は第3号
被保険者となりますので．必ず市区町村役場
に届け出をしてください、

届け出は、「国民年金被保険無資格取得〔第

●保健婦だより●
年に1度は健康診断を
いつも頑張って働いている私たちの体
も、時には故障を起こすことがあります。

しかし、その故障が起こったときに「こ

自営業者の皆さまには、新たに国民年金基金に加入するこ
とにより必要な年金をL積みすることができます，国民年金
と国民年金基金のセットでサラリーマン並の年金を確保し
て、安定した老後を実現しましょう．

〈メリット1＞受け取る年金、支払う掛け金の両方に税制上
これぞ公的年金のメリット，受け取る年金には「公的年金等
控除」が適用され、扶養配偶者のいる65歳以トの方で収入が年
金だけの場合、およそ320万円までは所得税がかかりません．

また、掛け金も全額「社会保険料控除」の対象となり、所
得控除が受けられます，

〈メリット2＞加入後でも事業状況に応じた掛け金の調整が

できます

万一、掛け金を納められなくなっても、納めた分は必ず年
金として支給されますので確実な老後保障につながります、

簗兜謀鷲気鄭灘膿

その左会のメインイベントとして会員がア作りの
劇を公演します．

この劇は、ろうあ者の方の実体．験をもとに脚本、
演出したものです．月 の聞こえないことで起こる問
題と二二ぴ）果たす役割を皆さんに知レ．，ていただくこ

とができると思います
練習不足てはありますか、会員金員で 一生懸命取
り組んでいますので、皆さんのご来場をお待ちして
います

◇申し込み・問い合わせ＝〒88（♪宮崎市原町2−22宮崎県福
係

じゅぴあ財

お母さんから一言

団「遺言書講座」

〔倉0985−31−9630・FAXO985−31−
ノ

9665）

鞭

纏百

ぎ篭豪潤目殖

名前のとおりに，元気
にすくすくと育ってほし
いてすね、，

あんばくくん

お歌が大好きなの．

とくいなのは、セーラー
ムーンなのよ

と

◇申し込み方法＝はがきに、1．住所②氏名呂電話番号4じゅ
ぴあ定期購読者番号Gヒ期購読．者の方のみ）を記
入のうえ申し込みください，電話、FAXによる
申し込みも受け付けます、

士りてんけち慮

ヨ

◇参加料＝LOOO円

祉総含センター2F

一蚤桑革

⑯

員＝先着50名

日向っ子

き＝ll月ユ日1火3午後1時30分から㍗後3時30分まで

︵高見橋通り︶

「遺言公正証書の作り方」講座開催

田中英一・昌子さんの

．﹂
一巳

しょう。

9

ll

長女・春菜ちゃん︵2鰻−ヶ月︶

一

チャンスなのです。

うに、年に1回は必ず健康診断を受けま

分から中央公民館で、記念左会を開催します．

なお、入場は無料．です

◇定

病気治療の大きなチャンスを逃さないよ

二二．19年8月に結1茂された日向手話サークルか、
結成20周年を迎えたのを記念し」1月13日午摩1時3（，

基金（雪0985−25−009〔）1まで、

を早期に発見し、早期に治療する大きな

上の女性が対象になっています。

りPRをどうぞ

※国民年金基金についてのお問い合わせば、宮崎県国民年金

◇ところ＝市中央公民館 第4研修室
◇講 師＝公証人 境 吉彦氏け亡鹿児島地方法務局長／
◇対象者＝どなたでも結構です

基本健康診査、大腸ガン検診は40歳以上

集まり発足し

ました．

。麟騒織綾鍛工二二

灘羅癒撫雛饗

ということも少なくありません。

の方、子宮がん検診・乳がん検診は30歳以

習会・受講生、LJ向聴覚障害者協会員力

㈱サンワ薬局勤務

加入後、事業状況に応じて加入口数を増減することにより、
掛け金を調整できるのもたきな特徴で、自営業者の年金とし
てはうってつけです，

◇と

検診を実施しています。

り発足はいつですか
今年の6月にサーク1レ員、元サークル員、］㍉舌背

赤野由美さん（24歳）

は、自覚症状が現れたときにはもう手遅れ、

現在、市内の各医療機関において、各種

鷲、蜘
馬添毫雛丁丁し絵⑯

罵｛

の優遇措置

特にガン、脳卒中、心臓病などの成人病

健康診断とは、自分では気づかない病気

室ひ・性

ますが、自営業の皆さまの国民年金〔老齢基礎年金）は、ご
夫婦で12万円程度となっています。

ア

が隠れていることもあります。

サラリーマンの方は月額20〜25川q程度のf｝三金となってい

︸

険です。小さな異常の陰には、大きな病気

．

に加入しませんか

●

のくらいなら大丈夫」と軽く考えるのは危

国民年金基金（国民年金の上積み年金）

﹁．ち7瓜

3号被保険者該当）届書」を提出することに
なりますが、その場合、年金手帳を添付する
とともに、届け書の中にある配偶者（夫）の
勤務先事業主等確認欄の証明を受けるのを忘
れないように注意してください，この届け出
が遅れると、年金をもらう資格期間に影響し
たり、年金額に反映されないこともあります
ので速やかに届けてください，

、
旨口（ハ

霧壽譲叢旦
今日は、地区の運動会で
す。

1等賞を取れるように頑張
るんだ、

お母さんから一言
人に迷惑をかけなければ
少しくらいわんばくてもい
いてすね、

8

せ〜
ら0

知一
おT

お し らせ
● 日 向 市 総 合福祉センター
土 曜 閉 庁 のお知らせ

送付しています．︑

この説明書には︑事故を

税関ではく密輸110番﹀
お待ちしています︐

を設けて皆様からの情報を

未然に防ぐために

容01201046157

◇門司税関密輸110番11

r防接種

を受ける際の心構えやマr備

平成7年版県民手帳の購

t県民手帳

●お申し込みはお早めに

署蒼52ーワ＝−18︶

◇問い合わせ11細島税関支

︵フリーダイヤル︶

知識などが書かれています．︑

ですから保護者の方は︑
r

防接種が受けられなくなり
また︑住民票はあるのに

ださい．読んでいないと

日向市社会福祉協議会が
運営している日向市総合福
ます．．

必ずこの説明書をお説みく

祉センターは︑11月5日の

ヒ聡日から毎週の上坐Bを

その他不明な点のある方
お仕事や日常生活に役症

入．r約を受け付けています︑

説明書が送って来ない方︑
は︑市健康管理センター︹容

閉庁することになります．︑

総合福祉センターの各︷至

内線2181︺までお問い

一般

めにどうぞ．．

︵容内線2214︶へお早

お申し込みは︑市企画課

冊数に限りがあります︒

色はスモークブルーです

×8・0㎝︶ともに姻円で

8・4㎝︶︑小型版︵12・5㎝

価格は︑大型版︹14・0㎝×

つ資料が収録してあります．

の利用については︑警﹇古井

発生しています︐

い武器︶による凶悪事件も

がるとともに︑けん銃︵里⁝

市民や海外旅行者の間に広

ど︵自い粉︶の使用が︑

麻薬︑覚せい剤︑大麻な

通しません︑黒い武器1・

●許しません︑白い粉1・

合わせください．

が 対 応 す る ことになります
の で ︑ 今 までと同様に利用
．語しくは︑日向市総合福

できます︸

祉センター︵倉5219＝D7
ワこまで．

●予防接種法の変更
10月−日から．・r防接種法

が変りました︐
病に︑．・r防接種による健

影響を及ぼすばかりか︑凶悪

障害者に対する有料道路
の割引制度が次のとおりに

●障害者に対する有料道路
通行料金の割引制度

康被害をできるかぎりr正
するために診察前の問診を
十分行うこと音が大きな改
な犯罪を引き起こし︑平和な

2口い粉︑黒い武器﹂に
よる社会不安を一帰するた
めには︑皆様のご協力が必

民の安全や健康に重大な悪

﹁白い粉︑黒い武器一は︑国

正点です．

改正されます．

日 以 降 に 生 まれた予どもの
い る 世 帯 には︑改正された
内容についての説明書︵予
要です．

ています．︑

﹁食のウでーク﹂を開催し

躯︑貨物自動車及び特殊用
途自動車で︑当該身付障害

が自ら運転する乗用自動

◇適用範囲11︹P身体障害者

市民生活を破壊します．

防接種と．rどもの健康︶を

日向岬の先端にある﹁細島

市では︑昭和63年4月2

者またはこれと生計を．に
灯台﹂を．般公開します．
一般公開しない

今年度は︑第4回目で日
向市で行われます︒皆さん

普段は︑
機械室内部や灯ム﹇のレンズ
の参加をお待ちしています︒

できます︒

欝響
6．

ド．

●94日向現代彫刻展
芸術の秋に︑今年もB向
現代彫刻展を開催します．
今回は︑27点の出品が予

定されています
◇会期1110月30B︵日︸〜

◇場所11文化交流センター

公開日時は︑11月3B

室︑回廊などを見ることが

する者が所有するもの︑．ラ

重度の身体障害者︵旅客運
賃減額第−種︶または重度
の 知 的 障 害者︵療育手帳A
判定︸が乗躯し︑その移動
の た め に 介護者が運転する
▽内容11宮崎の農林水産

獅Q6日︵上︸

時までです︐

木多聞さん︵徳島県立近代
美術館長︶によって決定し

10月30日︑審査目？．．一

県北地域の特産品を使っ

ます︒

パネルディスカッション．．

自動躯を所有していない場
合にあっては︑当畝市度新

た料理の紹介及び試食．．

考えてみてください．．

宝︐者を継続して日常的に介

市民大賞

課︵a内線2425︸

◇問い合わせ11市社会教育

ずにより決定します︐

ク﹂参加希望と明記し︑
住所︑氏名︑年齢︑性別︑

月7日までにはがきで申

電話番ロゲを記入のうえ︑H

日向市青年団連絡協議会
では︑市の伝統芸能の披露

﹁遊・YOU・ゆう﹂

を行います︑．

し込んでください．

特産品の展示・即売︑郷

この機会に︑ぜひ日向市

▽内容11展示コーナーや
土芸能などが行われます．．

い．．

◇日時

◇内容11駅前の樹木のイル

◇場所11日向市駅前広場

T

の文化を見直してくださ
27日︵日︶

▽場所11細島4区

ウィーク﹂県北推進本部／延

東臼杵農林振興局内﹁食の

ミネーション︑市の伝統芸

後3時〜

岡市愛宕町2−2323︹費

能の披露など︒

※申し込み・問い合わせば︑

11月27目︵U

▽日時11U月26目︵L︶〜

◇食の展覧会

●参加しませんか

▽申し込み11﹁食のウィ︐一

▽場所11JA日向会館

11月13日までの
▽日時1111月25H︵金︶

賞

◇審潤目日向現代彫刻展大

まつり﹂

上の○にはどんな文字があてはまります

0982−32−6134︶へ︑

11月10日までにお出しください。正解者多数
げます。

なお、ハガキには住所・氏名・年齢と電話
先月号は「票」「人」「け」が正解で、応募20

4︶

募集事務所︵倉521691

◇問い合わせ11自衛隊H向

の者を含む︶

︹平成7年3月卒業見込み

満の男・tで中学校卒業者

1日現在︑b歳以上17歳未

◇応募資格11平成7年4月

甜名

生徒60名︑航空自衛隊生徒

隊生徒蜘名︑﹁2．海ヒ自衛隊

◇採用予定数門．1陸ヒ自衛

−目〜平成7年1月4﹇

◇受付期間11弔成6年H月

生徒

●平成6年度第41期自衛隊

20︶

市中央公民館︵倉内線28

◇申し込み・問い合わせ11

◇応募締切一111月4日まで

運営費として千円︶

◇受講料11無料︹ただし︑

◇定員11鉤名

◇対象11どなたでも

時半且月8日開講︺

毎週火曜日竿後−丁半〜3

◇期間11U月〜3月︵17回︶

●中国語会話講座の受講生

ぼしゅう

．丁仲田俊二（公園通り）2三樹美恵子（曽根町）

なお、今後貸与を希望される方は、来年4月1日から受

人、正解18人でした。抽選の結果次の方に記
念品をさしあげます。（敬称略〉

だきます。

番号をはっきり記入してください。

市ではゴミ減量化のため、生ゴミ処理器の貸ラ事業を実
施していますが、貸ラ申し込みがすでに計画個数に達しま
したので、平成6年度事業は9月をもって終了させていた

のときは、抽選で3人の方に記念品をさしあ

〈生ゴミ処理器の貸与申し込み終了について〉

か？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
日曜日も開いています。（8：30〜16：00）

（法第33条）
内に行う

物の素材のよさや︑料理
のヒントなどについての

◇宮崎の農林水産業を考え
る会及び宮崎の食﹁味わい

自責ラウイズ

海ヒ交通の交通標識であ
る灯台の重要さをもう一度

︵土︶の午前10時から午後3

〈ゴミの出し方について〉

地方公共団体の議会の議○の任期満了によ
る選○は、そ○任期が終わる日の前三十日以

①生ゴミの水分は、できるだけ切って出しましょう。
②ゴミの集積所を作っているところは、ウジムシが発生し
ています。適正な管理をしてください。
③多量のゴミは、処理場まで持ち込みましょう。

⑪

麗
清掃課からのお知らせ

葺黒木敏子（江良町〉

け付けます。

ψボ

焼魍i生；活ii詔書

旧している者が所有するも
市建設。果（5内線23471

県では︑私たちが生きて
いくために大切な﹁食一︑
また︑その食を支える農林
水産業に対する理解を深め
ていただくために︑毎年︑

問い合わせ圏日向土木事務所曜52−417D

ンム︹

乗用自動車等で︑当該身体
障害者またはこれと生計を
一にする者が所有するも

；

展示期間中の皆さんの投面示

の．︑ただし︑これらの者が

11

午後4時〜6時20分

の．．

※︹一︑﹁2．ともに障宅口者．人

に つ き 一 台で︑営業用自動
車を除きます．．

身体障害者手帳また

午前9時〜午後3時
ところ■市役所前広場

●94ふれあい宮崎
﹁食のウィーク﹂

スティバルを開催します，

力M
一︹︹

メ∩U

刀F
ン〜

イー
共通

◇手続きに必要な物些rラ・・
は療育手帳︑印鑑︑車検証．︑

運転免詐証．

き□ll月12日（土）
と

1のみ

◇手続き・問い合わせ博市
福 祉 事 務 所 ︹容内線217
4︸

もよおし
●細島灯台の﹁般公開
11月1日は第46回灯台記

念日です．これを記念して

ll月正8日の「土木の日」を記念してフェ

10
17

「土木の日Jフェスティバル

IEiれ
lこIII
Iあ掌れ旨Il
量目報III

市役所は容52−2111（代表）です。

︑

レ市政ニュース・行事は市政デレホンサービス．倉52−2000へ

○乳幼児の健康診査

歯科医麺会だより

3か月児健診（毎月第2・4金曜日）

「顎関節症」…聞き馴れない病名
日

ですが、最近増加してきている病気
です．その名のとおりあごの関節に
異常を起こす病気のことです
最近、この病気の症状を訴える．∫・

日寺◇llナlll【i、

25目

：、．

13：00〜13：3〔〕受f寸

｝易

戸斤◇iI「自］．「1f健虜乏苧1；理能

〔費1村宗泉2181・2182♪

対

象◇」F成6年8月生まれ

7か月児健診（毎月第3金曜日）

どもたちが増えています．．その原因
i1

ほ寺◇ll」］18｝i

のほとんどが、不正咬合です．
現代の．了・どもたちの食事は、やわ

場

らかいものが多い傾向にあるため、

対

あごの発達が悪く、歯並びも悪くな
りゃすいのです＝また、乳歯の時期
に虫歯が多いと永久歯の歯並びが悪

l3：00〜14：00受fず

3か月児・7か月健康診査
・身体計測1身長・体亜：

所◇日向rif健康管理重：〔盈内線2／81・21821

・問

象◇」iモ成6年4月生まれ

1歳児健康相談（毎月1回、誕生の翌月）
日

ほき◇ll月2｝i（刀く）

士易

くなりやすくなります．
やわらかいものが好きな．．r・どもた

・小㌧1己科・医1；参察
集［」．甘旨導

13：（1｝o〜14：〔〕〔）受f寸

「り〒◇【iIrllllf健廃ξ管理新〔倉「二三泉2181・2182｝

対

ちの中には、硬い物を食：べていると

象◇平成5年10月生まれ

1歳児健康椙談

1歳6か月児健診（毎月1回、誕生の翌月）

あごが痛くなったり、大きく口を開

日

けるとカックンと音がしたり、また
人並みに目がよく開かなかったりと
いった症状が見られることがありま

診

時◇ll月16日〔水）

・身体尉．測

B：〔〕0−14：〔）0受付
・栄養ヂ旨導

場

所◇ri向市健康管理．lll（燈内線2181・2182〕

対

す、

象◇平成5年4月生まれ

一場対

3歳児健診（毎月第1金曜日）

これらの症状は、歯並びが悪いた
めにあごの関節に異常な力が働いた
り、噛めるところを探してあごの関
節に無理な運動をさせたりすること
により起こると言われています、

時◇ll月411〔金）

1哉6か月児・3歳児健康診査
．

13：0〔）〜14：0（）受fJ．

呼テ◇．EHllj．市健康管理．い

卜．「ず厘．．

町♂

ir、2＝

r

．

．

卜1卜「．1・．

．；1」白ク

糸母子健康手帳も忘れずにノ
︐

011月の休日在宅門

かりを．トにしてうつぶせで寝たり、
3日

勉強中に頬杖をついたりする習慣に
より．関節に異常を起こすこともあ

｛ケ尻医院 〔整外・∫暑ll学1診療科．倉52．5557｝ 康田医院 〔産婦
l科．倉537788） 松岡i矧虎〔内科費53．54〔）7）沼田医院〔皮・
lピ」ポ旨結科・君ヨ2

ります．、

6日

．「

〔歪聖1人j糸泉2181・2182〕

象◇平成3年7月生まれ

そのほかにも不正咬合ばかりでな
く、就寝時に左右のどちらか一方ば

」イ．．．

洞｝ヒレξ1二完
Q2〔19）

3785〕

q勺

・ケト・

胃目場科・倉5三

無交、ζ．3り「｝引；メ己

2936〕

季哨属q矢r完

酵毒宇申・「勺・右〜こ射．辛泉科．倉54

（目艮科・君5塗

68〔lD

次回は、大人の顎関節症の原因に
1鮎！滑（1ヶ馴：完

ついてお話しします．
13日

e完

親子映写会

1．■

甲斐医院

20日

Q53〔，〕

．工水．色のハンカチーフ

開

6〔エ55，

606（3｝

ネタ」巧q1艮干；ト

ノく」Fレ馴，完

qノ」

〔

費63

7222）

I11ノ〔ニレξ

。暫ζタト・珊／学㍉診り寮弔i．含

T2．3337）

r一＝；＝一一一一一一一一一一一一一一一．．＼

1

qノ・∫手十倉5：三．

〔／」・り己科・君53

〔外・胃腸科．倉5350⇔ω

女剖；［ケ｛F完

qメヨ

・

児1孟医院〔小児科君52｝

i盾環．器手十實53．4788）

」劇映画・20分、
不1け目亨丙F完

．．z．．わすれるもんか！

23日

主と
■■

■ところ

q勺

・タト。方気

・弓1≧iタト科・君52：（｝〔．工1D

f盾∫抗言澤干1・費53．6333）

三月篭り丙「完

27B

11月16日（水）19：00〜

市中央公民館

@〔ケF

｝臼l11目艮干十

糸者ノ∫1人j科．

〔1勺

・

〔費52．・1009）

1

iは1門IL
5P

2〔1，2け1田「帯
iI

58，53〔1

ノ、

男女

27，．191人目
31，け39

ノ、

7〔1

3一．m
1−

3〔1

・餐苓ケト・
q勺

胃置場科・君5δ．o｛）34｝

・1盾瑞乏曾早月十費M・2459♪

．善1【1こ口二日＝i・

（君

、1∫・泥｛三レ至1虎

14・17｝

ピリオド

お

わ

び

数

・1．ド．1

先月号の子ども市議会の欄で︑

人口と世帯

4べ！ジの写真説明が間違ってい

r

ました．団

一納税で住みよい日向のまちづくり一

・ケト

F》孟妬舌ノ、干こ1・君疋〜3．

ロ
﹁財中・阿部くん﹂が﹁船中・

5期

安部くん﹂で︑﹁美々津中・矢野

国民健康保険税

さん．﹂が﹁美々津小・矢野さん﹂

2期

・

q勺

∠計糸r？黎レξ「完

※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。
でした．団

納税メモ（11月置

水利地益税

T2156〔，0）

視聴覚室

．ノ

ノ＼

・

．アニメーシ→ン・40分．

催市中央公民館・日向入郷ライブラリー

き

lUl帯

P1乎1吸

＠

今回は、今年度スタートしました、
ひとり暮らし老人に対する給食サービ
スを取り上げてみました．
「お年寄1｝の喜ぶ顔が本当にうれし
い」と．．．．一生懸命にお弁当を作って届

ける4人の調理しさんたち．、

。

しかし、その陰では、仕込みや時間
内配送など裏方の苦労がありました，
私も広報担当者として、市民の皆様
のお役に少しでも立てればと思いまし
た

ノ
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