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特集残してあげたい！豊かな自然

．

今︑世界のあらゆる国で自然環境の保護が叫
ばれています︒

自然環境問題を考えるとき︑自分たちの身近
な足元から見つめ直すことも大切です︒
私たちの周りには﹁森・川・海﹂があります︒
この森と川と海は︑私たちの生活や文化に密
着しています︒

・豊露な自然
﹁森とは何か︑川とは何か︑海とは何か﹂と
いうことを理解することが︑自然環境を守り︑
また故郷を守るということにつながるのでは
ないでしょうか︒

この美しい自然が残る日向市を︑未来の子ど
もたちに残すため︑皆さん一緒に考えてみま

として諸塚村︑西郷村︑東郷町を

しょう︒

通ってB向市に流れています．

つまり︑私たち日向市民が︑安

に．戻そうとするためには．．一トンの

日に使う水の這が約一トンですの

水が必要になります．一家庭で．
日本国ヒの約しハ．．パーセントは
で︑一一．11分の水の量が必要になる

海の母である森

森林に覆われていて︑この森は﹁海

心して生活できるのは︑ヒ流地域
の入郷町村の人々が森や川をた切
に守ってくれているからです．
日向市及び近隣の入郷一．町筆付

また︑私たちの汚した川の水は︑

わけです．

海を通して世界各地に運ばれま

これは森が︑実際にはその腐葉

の母である﹂と．．．．﹈われています．

上が︑海の魚や目口のエサとなる植

の目向東臼杵南部市町村振興協議
会では︑昨年から﹁森と川と海の

は日向市で開催されます．

昨年は︑諸塚村で開催され︑今年

フォーラム﹂を開催しています．

す．私たちの日ごろからの心掛け
．つで︑美しい川や海︑地球を保
つことができるのです一

物プランクトンの光合成に必要な
鉄分を水に溶かす作用をもってい
るからです

すべての流域住民で
考えましょう

この機会にもう．度︑森と川と
海について理解を深め︑この美し

てみてくだン嘉﹂い

にぎわった昨年の諸塚村での
森と川と海のフォーラム

』噌蕊。、こドミ≒

い自然環境を後世に受け継ぐため
に私たちは何をすればよいか考え

敬一一二氏、入郷町村長等、アドバイザー
として．森軍夫氏等が参加

てるということになります．

「森と川と海のフォーラム1を開催します、

つまり︑﹁森を守る﹂というこ
とは︑川を通して海の魚や貝を育

参加して、地域の森林、河川及び海洋の相互の
結び付き、そして人間社会との関係に理解を深
め、自然とともに生きる社会の実現を目指して

この．月川は︑椎葉付を源流

RTアナウンサーの東治男氏、パネリ
ストとして西U本鯨研究会会長の奈須

日向市では︑飲料水やL業用水︑
ます

◇場所＝美々津洲の崎〔耳川河口）
◇内容＝丁億見発表 小学生
②基調講演 演題・みんなで守ろう森
と川と海、講師・森巖夫氏（明海大学
教授・全国地域リーダー養成塾塾長）

農業用水などを．早川から引いてい

耳川を通じて、用ヒと川下という運命共同体

また森は︑木材の供給はもちろ
んのこと︑光合成による酸素の生
成や保水能力による山崩れ︑水害
の防止にも役疏っています︑
しかし︑森を大切に守って森の
豊かな鉄分や栄養分などを海へ運
んだとしても︑その水を流す川が
汚れていては何にもなりません．
川がきれいであってこそ︑海の魚
や貝が健全に育ちます．川のヒ流
から下流までの流域一体 が ︑ 一 つ
の運命比ハ同体となっ て い る の で

コーディネーターにNI
婁．フォーラム

す．

卜後1時30分一
◇日時＝10月17日〔火）

大サジ一杯の油にミトンの水
かつで海岸付近の汚染の原因
は︑産業廃水であったのが︑今は︑

家庭から流される生活雑排水と

にある【i向東F．｛杵南部市町村・一・1†「町議付が

2
3

なっています．

例えば︑大サジ一杯の油を流し
に捨てたとすると︑魚が住める水

森と川と河のフォーラム開催

いろな特典を設けています．．老

さらに︑．平成七年分の申告か

また︑雑所得として課税され
る国民年金や厚生年金などの公
的年金等の所得についても︑六
f五歳以しの方には︑通常より
も公的年金等控除額を多くして
計算するようになっています
は︑それぞれ一．一レ八万円と

人や障害のある方が行う一定範
ら七十歳以上のお年寄りを扶養
しているときは︑扶養控除とし
は通常の控除額に一一．十万円を加

お年寄りや障害者と税

囲の預貯金や公債に対する利．†
て四−r八万円︵同居している場
合には五卜八／5円︺を︑配偶者

算した金額が控除されます

が障害者控除として所得

平成ワ年度子育てセミナー開催

祉事務所︹8内線2171

また扶養控除額についても同
居者の中に特別障害者に該当す
る配偶者や扶養親族がいる場合

金額から差し引かれます．

万円

ヒ万円︵特別障害者は︑π．十五

がいるときは︑一人屯1たり一ド﹁

一方︑本人が障害者である場
合や扶養親族の中に障害者の方

等の非課税制度はその典型です

が七釜飯以ヒのときは︑配偶者

9時日向市駅発∴卜後5時日向
市駅着
介護

◇目的地日宮崎市︹科学技術館︺

◇定員闘障害児・者㎜人
◇日時119月29日︹金︺㍗後1
時30分から

◇場所11市総合福祉センター

第五期

獅ﾌ納期
市県民税第三期

女

国民健康保険税

男

親子映写会

1一お〜い！竜馬
︵アニメ・38分︶

︵劇映画・18分︶

獅P8日︵水︶19UOO〜

市中央公民館
日向入山ライブラリー

2トさな勇気

■主 催

■と き
■ところ
■入 場

市中央公民館視聴覚室
無料

図書飼に

ほか

▽呆け老人・介賦者迷の手記︵や
すら木会︺▽WINDS・OF・
GOD︹今井雅之︺
ほか

▽最後のストライク︵津田晃代︶

﹁ごはん﹂でダイエット︵鈴木正成︸

︵篠田真由美︸▽ダンベル先生の

▽死海文書の謎︵M・ペイジェン
ト︑R・リー︺▽祝福の園の殺人

虫︸▽阿片茶︹ビアンカ・タムへ

▽ガラスの地球を救え︹手塚治

く一般向け﹀

ワとコバチのやくそく

る▽凧になったお母y・﹂ん▽イヌビ

▽でんでんだいこいのち▽星砂
のぼうや▽グリーングリーンの国
から▽顔のない男▽神々の住む深
い森の中で▽水の精SOSを発す

︿児童向け﹀

庸霧おいでよ

︑

20）

国は︑お年寄りや障害のある
方に対して︑社会保障を充実さ
せる⁝方︑所得税の面でもいろ

が ︑このほか所得控除額でもい
ろいろと配慮されています．
控除として閂卜八／5円を所得金

例えば︑所得金額が︹千万円
以ドで六卜圧歳以上のお年寄り
に対しては︑κ十万円の老年者
額から差し引くことができます
ﾊの扶養控除︑配偶者控除

︑諾しくは︑延岡税務署︵麿0
98213213301﹁または
市税務課︵費内線2ユー5︶へ

控除が適用されています．

参加しませんか﹁ひまわり号﹂

﹁ひまわり号﹂は︑一度は電
車に乗って旅がしたいというさ
さ やかな願いをもった障害児・
者にその夢をかなえてもらおう
．一P円︑．rども︵小学生︶．壬円

ボランティア㎜人
◇参加費犀た人︵中学生以ヒ︶
◇内容11講演︵講師・安東末廣
宮欣阿大学教授 演題・fどもの
心の発達と家庭教育について〜

と特別列車を走らせるものです．

また︑この機会に障害のある
人 とともに旅で交流を深めたい
という方々の希望も一緒に走ら
会福祉協議会︑身体障害者セン

みます
◇申込方法11市福祉事務所︑社

※電車賃︑弁当代︑入場料を含

せます．

は︑市民課年金係︵實内線21
37︶までご相談ください．

分割による納付方法について

ください

度に納めることができないとき
は︑分割して納めるなど2年以
内に計画的に納めるようにして

ると納められなくなります一．．

未納保険料は︑2年を経過す

額となります．

なお︑追納する場合の保険料
の額は︑当時の保険料の金額に
経過した年数に応じて加算した

ター︵倉52ーワ＝D72一

◇入場料11無料

について︸と個別相談

幼児期・学L甲期における．r育て

あ なたもこの﹁ひまわり号﹂
を通じて︑相圧理解を深めませ
◇問い合わせ11市総合福祉セン

︹容52ーワ＝D72︸または市福

のぼって納めることができま

問については︑10年前までさか
す︑︑これを追納といいます．．

託け

年金額の計算をする場合︑免
除された期間は︑納めた期間に
比べ3分の一の額になってしま
います．その分を追納をするこ
とで︑将来より古回い年金を
ることができます一．

また︑60歳を過ぎてからでも

ﾎになるまでの問は納めるこ
とができますが︑繰りヒげによ
り年金を受けるようになったと
きは︑追納することはできませ
んのでご注意ください．．

10

ターにある由−込用紙に必要事項
を書いて郵送してください
◇問い合わせ11社会福祉協議会

んか．．

Q＆A

◇開催日1111月12日︵11︶羊前

国民年金
Q私は︑保険料を25年納めて
いて︑受給資格は満たしていま
すが︑その内︑免除期閤が5年
あります︒

免除期間があると年金額が少
なくなると聞きました︒これか
らでもその免除期間の分を納め
る ことができるのでしょうか︒
また︑未納の場合はいつでも

一納めた方がお得です﹂

納められるのでしょうか︒
A

保険料の免除を受けていた期

出生65人死亡29人転入229人転出218人
エマニュエル・ラホ1リL著1

びその周辺の花の植栽

大王谷小学校下の通りにも
きれいな花壇ができています

緊＆

一一一一『一 一 一一
闘志に本格的に火がついていく一

著者は生まれながらにして耳が
聞こえない︐幼年時は叫ぶだけで
あったが︑やがて手話を知る．そ
して舞台での世界に目覚め︑その

「かもめの叫び」

◇応募方法11所定の応募用紙に

植栽状況写真を添付して︑市健
康管理センター内 日向市花の
あふれるまちづくり推進室︵日
向市本町10番5号︸へ直接また
は郵送で申し込んでくださ
◇応募締切団10月31﹇︵火︶

◇審査結果田12月初旬に入賞団

体等へ通知するとともに表彰し
ます．また︑入賞団体等の写真
を用いて展示会を開催します

／k
r

花のあふれるまちづくり
推 進 協議会からのお知らせです

花づくり推進分科会では︑第
回日向市花壇コンクールを開
催します︑

自脚︑他μを問いませんので
ふ るってご応募くださ
◇応募対象部門旦1．般家庭部

・2事業所

テラス︑窓︑集合

個人による庭︑堀︑生け垣︑

バルコニー

住宅周辺の花の植栽

◇問い合わせ11H向市花のあふ
レストラン︑喫茶店︑汐

音戸

れるまちづくり推進協議会事務
︵含内線2191︶

店等の小規模商業施設の花の植
②学校部門 校庭︑校舎及

今月の一▲冊
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この社会あなたの税が生きている
住みよい福祉のまちづくり

年金は世代と世代の助け合い
花のあふれるまちづくり
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江戸時代にタイムスリップ

B向の秋を彩る十五夜
祭りが、9月16、17日の
2日間行われました。

黄門

今年の呼び物は、代官行列。江戸時代に中断された十五
夜祭りの復活を許した日田（大分県）代官の塩谷大四

郎の代官行列で、日田市に伝わる伝統行事を再現した
ものです。塩谷大四郎に扮した三樹市長以下15人がま
ちを練り歩き、沿道から盛んな拍手を受けていました。

劇に拍手かっさい

9月910日の2日間、
「

X5日向市ふれあいフェス

タ」が、市中央公民館と文
化交流センターで行われ、知的障害者更生施設・白浜学園の園生
さんと日向工業高校のボランティアグループ・フェローズとの合
同劇「水戸黄門一日上議の生命は消えず」は、会場を埋めた観
客たちから盛大な拍手を送られました。

野だて・俳句楽しむ
観月会
9月9日、日向岬グ
リーンパークで「日向

霊

・望一

｝・

醇

この日ばかりは夜更かししても大丈夫

・

識出会に丙嚇

市民観月会 95」が行
われ、約400人の家族
連れなどでにぎわいました。

集まった参加者らは、野だてを味わい、琴の調べに耳
を傾けながら、中秋の名月を観賞したり、短歌・俳句コ
ンテストに参加したりして、秋の夜長を楽しみました。

趣

8月18日、

迅速な行動を
」L，

鴛

来春大学や専
門学校の卒業、噸
予定者、

落ち着いて

蝿

避難訓練が行われ、

、

Uターン希望者を対象にした「ふるさ

と就職説明会」が行われました。

神武天皇のお船出伝説にちなんだ美々津地区の「おきよ
祭り」が、8月26日、美々津の町並みで行われました。
小学生50人が、午前零時前から立盤神社に集まり、無病
息災を祈願した後、短冊のついた竹ザサで、家々を「おきよ、

9月1日は防災
の日。美々津・幸
脇地区で津波対策

会には、 リウルートファッションに身を包ん
だ学生ら約130人が参加し、パンフレットを片手

付近の住民や関係
機関など、合わせて約600人が参加しました。

いざというときには、落ち着いて、かつ迅
速な行動を取ることが大切です。

に市内及び近郊から集まった企業29社の説明を
熱心に聞いていました。

ひまわり寮に
本物の演奏を子どもたちに
☆広報ひゆうがに
載った写真を差
し上げます。

★連絡先／市企画
課・広報統計係

、鋤

容52−2111内線
2213

障害をもつ子どもたちにウラシッウを楽しんでもらおうと、

9月14日、養

9月7日、市文化交流センターで「にじいろ音楽会inひゆうが」
が行われました。

護老人ホームひまわり寮に、

世界的なバイオリニストの古澤巌さんが、昨年に引き続き演
奏を披露。集まった子どもたちは、古澤さんの奏でる軽快な音
楽に、声をあげたり、踊ったりと楽しい悶悶を過ごしました。

んが一日園長として着任。

また、夜には「古澤巌氏を毎年日向に招く会」が結成されました。
7

一日園長

市体育指導員の三樹美佐子さ

畑仕事が

健康の秘訣

おきよ」とたたきながら町中を歩きました。
この日ばかりは夜更かししても大丈夫だとか。

敬老の日を前に9月8日、三樹市
長らが90歳以上の方を訪問し、記念
品を贈りました。

入所者の生活を視察したり
職員と懇談したりして、老人

市長が訪問した曽根町の黒木市蔵
さんは、着替えて市長を出迎え「ま
だ畑仕事をするほど元気ですよ」と

ホームの一Bを体験しました。

にこやかに話していました。
6

得
魯

昨年のにぎわった産業・商業まつり

先着1000名様に新米コシヒカリ奄無料℃進呈

時から午後9時までです．．

※時間は︑いずれも午後7

◇場所11市中央公民館

◇口程1111月16日︵木︶

◇場所閏五十猛神社社務所
◎新町・富高地区

◇日程1111月14日︵火︶

◎財光寺地区

◇場所11農村婦人の家

◇日程時U月8日︵水︶

◎塩見地区

◇場所11大王谷公民館

◇日程陛11月6日︵月︶

◇場所陛南口向公民館
◎日日屋見風地区

◇日程1110月2日︵月︶

ティセンター
◎平岩地区

◇場所1一細島地区コミュニ

◇日程119月29日︵金︶

◎細島地区

◇場所一1口知屋公民館

◇日程119月26日︵火︶

◎日野屋本郷地区

◇場所11美々津公民館

◇日程119月25日︵月︶

◎幸脇・美々津地区

を開催します．．

めに︑コ市民の声を聞く会し

市民の皆様のご意見︑ご
要望を幅広くお聞きするた

市民の声を聞く会

ご参加ください

◇犬の正しいしつけ方；午後1時〜2時

比良臨地区画整理事業︵34ha︶が晃成・

町並︑町名︑地番が変更されました
八11．工−五日目換地処分の公告

により翌二十六日からは︑県界・
町名・地番が変更になりました．．

例えば比良保育園の場合これま
で﹁大字財光寺六四〇〇番地一﹂
︑番地﹂となりました．．

が︑これからは﹁比良町五ゴ目四
比良ヒ地区画整理区域内の⊥地
所有権者の方には︑先に通知した
とおりですが︑八月二三六日以降
は︑法的にこの町名・地番が有効
となりますので︑種々の届出書等
には︑この新しい地番を使2矢く

平成8

卜前11時30分一
◇動物クイズ＝

「後4時
「前10時〜
◇動物無料健康相談；

ださい︑

地番の変更等に関する問い合わ
せば︑市区画整理課︵燈内線27
15︶または市民課︵倉内線21

する男．r

◇募集期間H平成7年n月

◇試験期日11一次

平成8

−日〜．半成8年−月4日

年−月6日︑．一次
年ユー125・28日

◇問い合わせ11日向募集事

務所蒼52169工4︸ま
たは市総務課︹含内線22
23

旅券法の改正により︑今
年H月1日から申請される
旅券︹パスポート︺につい
て新制度が適用されます．
︽新制度の変史内容︾
◇有効期間1120歳以ヒの方

は︑10年と5年のどちらか

◇子犬の里親さがし＝里子受付

「前10〜

子醸縛
10月8日（日）
動物ふれあいコーナー

ノ「後2時一
F後211き、里親さカこし
．

35︶へ．．

竣工式にご参加ください
◇日時11卜月忌五日︵H︶午前十時

◇場所11比良児童公園

を贈り︑作品は人権作晶集
に掲載します
◇問い合わせ目市教育委員
会社会教育課︵倉内線21

2ウニ

旧里49回全国お茶まつり

楽しいイベントを用意して、皆さまをお待ちしています，
務所をご利用ください、

pスポートが変わります

ての相談を無料で行います．
相談のある方は、お近くの行政許．1＝事

全国の茶業者が宮崎に集

P月F日・戸口︑︷呂崎h巾シー

う﹁全国お茶まつり一が︑

ガイアで開催されます．

会場では︑全国から品評
会に出品された銘茶の展示
やお茶にまつわる楽しい催
し︑県内各地から直送され
た農水産物や地域の特産品
の販売︑県内の窯元が集ま
る陶器市など盛りだくさん
人場は無料で︑プレゼン

のイベントが行われます．
トも準備しています．

あなたもおいしくて健康
にもよい﹇お茶﹂を飲んで
心も体も豊かになってみま
せんか
嘘平成7年度自衛官等募集

50人

一人︑海

◇募集科目11自衛隊生徒
60人︑空

◇募集人員11陸

◇受験資格11中学校卒業程

度︵平成8年3月卒業見込
みの者を含む︶の学力を有

官公署に提出する書類の作成や権利義
務、事実証明に関する書類の作成につい

昭和五十三年度から整備してきました比良土地区画整理事業︵三四
ha︶が完成し︑十月十五日に竣工式が行われます︒
事業は︑第一工区と第二工区に分けて整備され︑第﹁工区︵三〇・
四ha︶が平成四年七月三十一日に︑第二工区︵三・六ha︶が今

嵐
◇持ってくるもの11弁当・

水筒・タオル・帽．r・ビ

ニール等

◇問い合わせ11市教育委員

会社会体育課︵君内線24

55一

l権作品の募集

人権週間の行事の．環と
して︑市民を対象に人権尊
重を訴える作文・標語・ボ

スタレを募集します．．

〜20日︵金︺

◇募集期間11m月2日︹月

◇募集規定11作文・感想文

姻字詰め原稿用紙5枚以
内︑標語／柵字詰め原稿用

紙1枚に5句以内︑ポス
ター 四つ切りの画用紙
︵人権週間の文字を人れる
ときは12月4日〜P日を必
ず入れるこレこ

◇出品数11各作品−人−点
◇表彰11入選者には記念品

今年も豪華商品が当たるお楽しみ抽選会、無料修繕

輝㍉ボ誓
コーナー、親子木．［教室、動物ふれあいコーナーなど、

市役所前広場
の2日間、市役所前広場で開催します．

ところ
さんに提供する「産業・商業まつり」を10月7日・8日

とき10月7日（：D・8日（日）
日向市と近郊町村の地場産品を一．・同に集め、格安で皆

10月1日〜31日

年八月一一十五日に換地処分の公告がありました︒

濡第31回日向市歩こう大会

健康づくり︑仲間づくり︑

そして自然に親しむ豊かな
心づくりを巨的に︑歩こう
大会を開催します．

◇日時／P月P日︵火一各
会場とも竿前8時集合
ぐコースー11お伊勢さん参

﹇2．塩見城山・実

りコース 市役所集合︵江
良地区は︑日知屋公民館9
時集合︸

市役所集合

︹塩見地区は︑塩見小学校

りの秋コース

・3

8時集合．財目今地区は︑比
良公園8時b分集合一

平岩小学校集合

お 船 出 コ ー ス 美々津支所
集合 4お倉・お金さざな
みコース

◇対象11どなた一．﹂も︑どの

コ ー ス で も自由に参加でき
ま す ． た だ し︑小学2年生
以下は保護者同伴で参加し
てくだン．㌔い

孟工1…

8

9

行政書士の無料相談
……
c…

弧……

第14回日向市産業まつり・第13回日向市商業まつり
一一一
一一一一
一一一一一 一一一一一 一一一 一一一一
一一
一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一
一一一 一一
一一一一
一

一

一一一一一 一一一一 一
一一
一一一一
一一一一
一一一一
一一一一
一一一一
一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一

一一一一 一一一
一一
一一一一
一一一一一
一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一
一

一

BOX

総締たズ

一
一
一
一

を選択
を親の旅券に併記できる制
︸

◇併記制度の廃止11．rども

度がなくなり︑旅券は原則
．

︑

一

︸

として講演︹講師・尾車浩
一氏︺とトークコンサート
︹溝師・原田伸郎氏一が行
われます．

075﹁

校・定時制課程唇5214

一
ノ
川川
∀日時U10月8日︵日こ﹁
一
※現在︑ヂどもが併記され 一 前P時〜午後3庁15分
一
ている旅券については︑そ 一 ぐ場所U市文化交流センター
の有効期間内は引き瓶き使 一 ぐ入場料11無料
一
◇問い合わせ11富島高等学
一

辞﹁．︑きま寸

／∵手数料一1．拍年有効旅券 一

﹂

15D⇔O円︹25年有一

一

効旅券 12歳以しの方は1 ﹇
一

加入していますか
労働保険

けOOO円︑12歳未満の方
←︑小50Dりリ

一
一
一
労働保険とは︑雇用保険

！．その他11申訥書の様式が一

一
一

したがって︑すべての事

一業︵農林水産業のうち労働

一

一を目的にしています．

︸など︑労働者の福祉の向ヒ

一れたりしたときの保険給付

一 失業したときの失業給付
︸や︑業務ヒまたは通勤途中
一で負傷したり病気に見舞わ

費している強制保険です．

葉で︑政府が直接管理︑運

一 と労災保険とを総称した忌．．目

一

変．更悼・︑れますの一．﹂︑11月−

日以降は︑従来の申請書は

使用できなくなります
ぐ問い合わせほ宮崎県国際
交流誌外務旅券係︹倉09
851a17004︶

定時制通信制高校の
生徒生活体験発表大会
県内の定時制通信制の高
校 生 が 一 堂 に会し︑お互い
に 自 ら の 生 活体験を発表し
励まし合う生徒生活体験発
表大会が︑今年度︑日向市
で開催されます．．

県内の6校からそれぞれ
1 名 の 方 が ︑自分の件験を
発表します．．

また同時に﹁文化の集い﹂

11月B

開究講習会﹂を開催します︑
◇期日日北部地区
目〜17日︹5日間︶

◇開催場所11済生会H向病
院︵門川町尾末︸

︸業等を除く︶が適用となり︑

一者5人未満の個人経宮の事
一労働者を．人でも雇用して
一いる事業主の方は︑労働者
が希望すると否とにかかわ
皿らず労働保険に加入するこ
加入の弄続きは︑ハロー

一とになっています．

一

ワ

ヤングおばあちゃん教室

ワーク日・同︹公司ハ識業℃女鼻死一

一

一一

用関係のない者へ

者

3605円2．人親

所︶または労働基準監督署一 ◇受診料111林業．冒用労働

で行ってください．

方 無料
◇申込方法11並判国防日向

業で振動L具︵チ．一一ン
皿

一

崎県芝部奄09851朗

製造業労働災害防止協会宮

ぐ問い合わせけ林業・木材

一

詳しくは︑ハローワーク 一
一

日向︹容5214131︸へ一

分会︵目向国有林協同組合
内盈5215135︸に藁備

してある所定の用紙に必要
事項を記入し︑受診料を添

ソー︑刈払薇︸を用いて作

一

一えて申し込ん一︑﹂くだyも︑い．

業を行っている方々を対象
一 1340り︶

林業の伐木・造林等の作

に︑林業巡回特殊健康診断
一

一
︵振動障害︸を実施します．一

◇日時1110月17日〜18日㍗

受けてみませんが
看護力再開発講習会

一
㈹︷呂崎県看護協会では︑

一
一
一

◇場所11市中央公民館
︸

前8時30分受付開始

◇対象11丁強勢雇用労働者

未就業の看号婦等を対象に

共済組合宮崎支部唇09

︑語しくは︑建設業退職金

術を修得y．︑せる一看護力再

一 最近における看護知識︑技

一

一

巨．一人親方︵．人親方とし

て︑労災保険に特別加入し

一

ている者．健艇診断時に．雇一

時30分から直後2時まで

◇場所日市健康管理センダー

◇申込期限1110月焉日︹金︶

◇問い合わせ11市健康管理

課︵容内線218主

ご存じですか
建設業退職金共済制度

8512018867︸へ．．

公証役場は国の機関で︑
書などを作成しています．

契約公止証書や遺言公正証
契約公正証書は︑法律にし
たがった公止で正確な証酢
です．．遺．胃．口公署証書なら裁

判所の手続きは必要でな
く︑相続争いをザr疑します

公証事務のご相談はいつ
でも無料で︑秘密は厳守さ
れます．

争いを防ぐためにも公証

30〜14

30

き■10月19H︵木︶

10

き■10月12日︵木︶
rD ・ O
l・0〜
1．0

0 ・ O

00

き■10月20日︵金︶

10一〇〇〜15

10日00〜15一〇〇

き■10月11H︵水︶

ところ■青少年ホーム

と

年金巡回相談

ところ■市中央公民館

と

人権・行政相談

ところ■社会福祉協議会

と

無料法律相談

ところ■市中自公民館

と

交通事故巡回相談

0

獅ﾌ相談日程−

10

愛のご寄付・敬称略・

香

人

豊

司

喪

区

並浦場方府勢幡町還坂崎原正村町原

◇対象11未就業の保健婦︑
助産婦︑看．設婦︵士︶︑准看

護婦︹L︶及び市町村などの

臨時看護職員
◇参加費匡無料

建設業退職金共済制度と
は︑建設業で働く労働者の
ために国が作った退職金制

︸

一

．般の退職金制度とは異な

度です．この制度の特長は︑

り建設業界で働く限り︑事

一
業所を変わっても︑事業所一
に．雇用され就労した期間全 一
一
一

一

部を通算して退職金を支払一

うというものです．．

役場をご利用ください．

一止まって確認、無事故に挑戦一
地
ト

呆

卓

石畑西堀・ 別伊八永往八亀春清中
江

k沖
です

清
子
．」＝正

ヤングおばあちゃん教室
は︑かわいいお孫さんの世
話をしているけれど﹁これ
でいいのかな﹂﹁もう少し
子どもの成長のことを勉強
したいなあ一と思っている

一

おじいちゃんおばあちゃん一
の交流と学習の場です．
一
一
◇対象者目生後8カ月から 一
一
J月児の世話をしている 一
一
おじいちゃんおはあちゃん一
◇内容11予どもの食事︵調 一
一
理実習含む︶・発育発達・ 一
一

皿

枝 主

ヅサ

ト
f
樹
ゴ・．．．一．f

ト

セ

椙
丁・健

喜

サ
ク
グ
つ

代

ｶ

續ｹ

ミ

キ藤セ義

せア
コ

．

共済契約を結ぶ事業しに

ル

忠覚

立

詳しくは︑延岡公証人役
場唇0982121113

〔十1，

負傷者物損事故
チ リ エ市 ン 信工子夫雄一力
宣美直秋興チ ．．一紀辿泰シ チ清

と

テ恒國和

の枝尾という地区の出身で、日
向入閣地区の最長寿者です．
まだまだ元気で、写真を撮り
に行くと必ず着替えて待ってい
るようなオシャレなお婆ちゃん

東ノし」十1自重力．申：3重代2ノしナH布黄［母1［コ重力

は︑公共事業の受注や特別一
一

39︶へ．．

（一ト65）
（一7）

（一11）

193件
2人

10人
12f牛

亡
死
生
発

．内は自．」月1七
L
日r自lrl∫分

社
会
福
8祉
月日
31議
日会
現扱
在分
の

8月中の交通事故
故 典
返

木

田
達
田
筆洗崎石

25け円』川円卜9［1P円てす

日向入郷地区の最長権者は

一

一
一

〔〕985−22−3333）

澤田

南道路｛門川〜延岡〕の回数券を

融資などに有利な特典もあ

ります︐

◇問い合わせ；大会．事務局〔倉

ハ

20．DOO
↑2、500

◇日時＝10月22H（B）

遊び方︑おじいちゃんおば

一

あちゃんの健康についての 一
学習会
一
一
◇開催日程1110月下旬から
一

11

11月上旬の2日間︑午前9

満喫してみませんか．

山王原伊本黒

巾トr金は、申：穫二よりそれぞれ1回
※通

72、000
45，000
9，000
ケ寺大車

32，000
20、0〔〕0
4，000
大型車

2，500
普通亘巨

100回券
60回券
↑1回券
種
車

まご
｛倉内線2215♪
市企画，1果

円
◆回数券価格表

皆さんも一緒に、椎葉の秋を

曽誌面林乙川
まれの104歳，神楽が盛んな竹

一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一

2つの峠越えがあり、雄大な展
望が楽しめるコースです，

中沼甲 小河吉是村蓮御
@
．手

一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一
一｝
一一
一一
一一一一一
一一一一
一一一一一一一一一一
一一一一一 一 一一

◇会場；北郷村総合運動公園
◇審査員＝田川寿美さん・藤川
なお美さん
◇問い合わせ＝北郷村企画開発

一 一

椎葉村の国道265号線は、
す。

k
椎葉ハルさんは、明治24年

を、ぜひお買い求めください
お買い求め、お問い合わせば、

影町まで、215kmを疾走しま

5＿

一環として、便利でお得な同数券

宮崎市から九州山地を通り日之

／・』

申：道延岡線の早期整備への運動の
1000台を超えるオートバイが

ム、
一

販売しています

九州山脈バイウツーリング大会
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市では、今年．1月lHから延岡
【椎葉村】
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◇日時＝10月21目II＝午後6時一

1・佼

北郷村イメージソングの3曲を
課題曲としたのど自慢形式で行

｝酋
される」；定です。

）ぞ

5協
がテレビ公開録画を行い、ll月
25日〔Dの午前10時からち気送

後5

た、北郷村民歌、北郷村民音頭、

．1眠

この模様は、MRT宮崎放送

実施

の音楽祭で制作発表されまし

」
匹

今回の北郷村音楽祭は、昨年

1看
のミニ歌話ショーも行われます．

◇申込期限日10月30日

95北郷村音楽祭

1崎

18

一一一一
また、審査員のゲスト歌手、
田川寿・美さんと藤川なお美さん

◇申込・問い合わせ11袖無

り

【北郷村】

便利でお得な延岡南道路の回数券
（乞｝62−6111）
言果

にはふだん住んでいる人をもれな
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います、

調で
査票をお届けしています

日線路だよ

現存、皆様のお宅にi1勢調査。，

椎葉八ルさん104歳
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年
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たし
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大好きなピーター
パンのように自由に

醗細細醐オ翌コ
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にしたいと会員・同頑張っていますので、皆さん、

ぜひ参加してください
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国際交流員 留

祢章
伯1

抽侑陛

ん メン．パーには年・．配の

たのですが︑その記暗力

心ン︑・

いつも辞廷日レ＝7ーキス

衣したのですが︑

勉強ン︑・れる国勢に成

を

に．人れ．て士関を惜しんで

た

．犀

るレ一のこレニ．・した

が非︑びく︑始めは多くの受

．目身︑授集の華備の際に

一冨や．べる占Fにし人変曝烈群ハL

点については調べ直した

＼日ぞ⁝の

Hりなどにr丸講生の八日封ごん

ら▽たりし

教えるより．緒に

表現とか︑日本の風習な

−︑た

成果がしがることを実感

．H語力がアノ．フするとと

m月末の帰国ま

∴父流の輪が広がり︑視ゆ

−います

﹁︑教え︑同町に皆

ノた 講座終．地佼も︑．那
q 習として中国︑⁝の勉

、．

．鮎
瓶調摩敷

楽しい中国語教室

﹁．︑棚田

私が︑日向市の国際交砒 貝として
来目したのは昨年のト．月でした
国際交流員の中豊の．つとして︑市

民−財︸の規善︑柑圧月一を深めるため

に︑日知U正公民館と中り公口氏館

次い ﹁．︑中国⁝講堅を開きました 現
在︑その講庫は終わりましたが︑ ．疋

が亡心れられません

講生の皆ン︑︑んと楽しく兵学した11々

近年来︑中日．向国の焚好関係の発

展︑特にく涯烹丙︑・貿易♪．払レ一の分野で﹂父

﹁．︑学んで

⁝冥講

流・ド南励力か拡大するにつれ︑中国で
は一本⁝ 習が︑日㌍ても中国．一旨
習がブームにな ．てきました 化京

放送やN11Kの中国語講圧

いるひとが多くいます

私の中国⁝教室に通臼ていた

．感の一︑・中国⁝を勉

生の中には訪巾のη脇の有る人や︑

中国の旧史が好き

﹁中国．﹂⁝を習りて中国を旅だ仔コ．︺たい︑

強したか．ド︑たという人も﹄嘲ましだ

しますしとか一私はこれまr・にビシ

少一︑も話せれば旅の楽しン︑︑も倍増

一をす．べ

な残．9の時間に︑私の知っ

時は今、継続雇用の65歳

Uらい

10月は高年齢者雇用促進月間

ネスの閏係で中国へ2囲ほど行きま
した．中国⁝をマスターすればビジ
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室の皆ン︑︑ん︑こんないい

はっきり記入してくたさい、
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にへびりま一げたこレ〜￥マいよ

品をさしあげます．
なお，ハガキには住所・氏名・年齢と電話番号を

ていただき︑いい肩駈︑

．

蹴 激！

女ｴ蔵が写した富高財光寺古墳の写真︶

さい．正解者多数のときは、抽選で3人の方に記念

します

役所選挙管理委員会あて10月11E］までにお出しくだ

：
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今年は、これまでより一段と楽しいフす一ラム

纒1闇闇鰯総1灘盛

上の；にはとんな文字かあてはまりますか？答え

薫

ています．

するけと、仲良くね．

をハカキに書いて〒883日向市本町10番5号日向而
．茎

輝いて」曳す．／以1（｝月の本番に向けて、

シンボルび）ひまわりの様に明るく情熱的に1舌動し

姉妹ゲンカも少し

らない。（法第152条）
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今年で6回目を数えるこめフォーラムの今年の
キャッチフレーズは、「きらり日向 あなたりわ

季ちゃん

循・は・叩∴という需徴的なアク

に

ど、市内のさまざまな人で置旧して．います
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つヒこ

歩さん（22歳）
㈲五大産業勤務

公職の候補者（公職にある者を含む）又は、公職
の候補者となろうとする者は、選挙区内にある者に
対する主としてあいさつ（年賀・暑○見舞い・及び
慶弔・激励・感謝その他こ．つらに類するあいさつに
限る）広告を有料で新聞紙・雑誌等に掲載して○な

かり不す汐見はをま占一

鰐

本田

き
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られる
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私たちは、lo月i5日に開催される「日向市女性

．一祝唱｛→

も円睾い

で手のて召1り様

縦軸

フす一ラム」の実行委員会のメンバー．17人です．

伸ひ伸びと育ってね，

此貴に〜昆∫青し・ま

がをなつ神後のはじ
ばれる

すし馬
てが
働去
霊ぼ

第6回日向市

セントが有ったり︑を舌．日が多いな

れの

ビか稲て占∫

う己隔てこ建荷＝
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〔3歳2カ月1
ゆ

ののが紐＿いの写貞後もて
発奮
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ど︑日本の人には弔に難しい．．．．口⁝か

昭和四年目自行︐・︑れた一L代

は︑その⁝kL目世星．・

レ弓目口⁝字はもちろんのこレ一．⁝F

の日向延岡

﹂の知戚も引墨して県北

小所写た

な民俗

諾の手代気化を解明しようレ一し

た戸店の代表的な告作一︑㌔す．

レ一ころで今から．．．年はレこ嗣に

も資写

ひ。性

純礼ちゃん

こさにつあこた証しさ
あ畳語せ占
るのいん墳 ここなはてとの写ノ∫かれ
の料．真
でと も
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公募により参加しているノ、や各干ll団体の代／諸・な
すみ

︵中町︶

∫＝入

石川 聖規・洋子さん家の
おてんばちゃん

のに塞

延岡市の七会教ム一門センターから

占い写肖．ハのネガが発見ぷ．︑れまし

フて・つであ3．

た．見つけた尺は︑た変争いた

なが

1

日向①わんはく6ζんは5やん

）汐♪づ・まは

地査にい考助ちつ吊し
方に有ま占教にて湿た明
の参聴す学授東退へ．め

なぜなら︑・でのネガは巨阿居属
しが写したものだ ．たからで︑

三人︐心に見ているとげ匙岡だけノ︑﹂な

く乍レ巾の伊勢ケ﹂浜レロ臨唄の．発掘風

ま
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女性フォーラム実行委員会

＝

その後も度々乍

てたきな成果を

県北部の史跡を

景や出ヒした唐物もきれいに撮

かll、

9■

ご、

こ生蔵

「司｝」隔年r、ベフび）し

都

﹁

元気て明るい子に
育ってね一

た掘胃はまは発IEらむ，教てわうま博

も

／

戸

ご

コ

lrいにのた知卵殻L

漏し西

沸

まにれ†専て年1汗てて

占願な

騰

ま

め的訪居し同駕しして人達た直壁1占
ナ貞9重力Lレ「〉で蒔ヒ
一ポ三盛i＝オし

．甘

者たた」》

︵江良 町 1 丁 目 ︶

黒 木 幹夫・奈保美さん家の
わ ん ぱくくん

言葉か話せるように

さ力を鳥覧た占そヒ人㍉でし三島．「1

しに

葱

彰
近ごろ、いろんな
なった聡くん．

調ま原

し発

畑ン

ぺ

紡︑

ウし

聡くん

文化財についての問い合わせば市社会教育課（君内縁2425）へ

お上県
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すこやか広場

市民健康管理センター（倉内線2181・2182）

●乳幼児の健康診査

●保健婦だより

3か月児健診（毎月第2・4金曜日）
｝i

場

時◇10月13H、27【｛

・身体、ll．測；身長・体屯

所◇【1向市健康管理ll「〔容内線2181・21821

・問

場

時◇10月20日

13：00d4：00受付

・小児科医診察
集1・rl指導
（育児について……「呆健婦離乳食

．ウベプ身．1養に

∫．・．こ

・栄養1＝）

象◇平成7年3月生まれ

1歳児健康相談〔毎月1回）
il

時◇10月1811〔水）

場

所◇川「1」市健康管理；17〔費内線2181・2182）

13：00〜14：00受付

時◇10月1711〔火，

土易

・身体。1．測

．育児、1＝防接種について

〈心を切りかえる5つのポイント〉

・栄養指導

13：00〜1・1：00受付．

1．人の評価を気にしない

（認蝋引こついつ

「自分は自分」のマイペースで
2．別のことを．考える

対 象◇平成6年3月生まれ
3歳児健診（毎月第1金曜日）
時◇10月611〔金／

しょう

・問、1参

・育児相談

Fリテ◇1口r1」．rff健康餐三ji里；i「〔實ド1糸泉2181・2182）

日

ふっと心の緊張が解け、むなしさ
を感じることはありませんか 朝
起きが悪く、新聞も読めないと訴
える人を朝刊症候群と言います
心を切りかえて元気に過ごしま

1歳児健康相談

対 象◇平成6年9月生まれ
1歳6か月児健診（毎月1回）
日

夏バテを感じるのもこのころです．
張り切って過ごした．夏のあと、

所◇日向市健康管理ll「〔實ド1線2181・2182／

対．

秋風の吹くころとなりました．

診

（f累1天慶瞬力＼おf：∫二さ／しから孚L児のゴδ達について、聞き取：1をします）

対 象◇平成7年7月生まれ
7か月児健診（毎月第3金曜日）
日

ご存じですか「朝刊症候群」

3か月児・フか月児健康診査

13：00〜13：3｛，受fJ．

1歳6カ月児・3歳児健康診査

イライラ、ムシャクシャした
ら気分の落ち着くことを考える

・身体計測・問、1参

l3：00〜14：00受付

士易

F巧二ぐ〉日irlli†丁健駐｝ξ管理；：ゴ（倉P勺宗泉218】・2182）

対

象◇9F成4年6月生まれ

・「勺科診察

3．ノく声を出してみる

手十、診察・集1・射旨，望

・i1

結構すっきりしますよ
4明目できることは今日しない
コ
ダラダラと仕事をしても能率
は落ちるばかり

※母子健康手帳も忘れずに〃

●10月の休日在宅医
占賀内科胃腸手：1・（内・胃腸科君528118）
1日

@」ロ侯科一倉旗

0266）

大久f呆医P完

（外・7f再刊・實硯

5338♪

ドiイf4丙「り芒

q勺

・

右〜（

響

［1乎「吸引一手顔容63

向洋クリニック
8日

篠原［天F完

三ケレ己【ケ訂究
Io日

l田田弗

1引1

5．開き直る

日1珂1勺科・

（産如｝・目Il門科・君1郵

田中病院

松岡【裏院

思い切って開き直ることも、
ときには大切

〔内・放・

〔1ノ・」・ノ」・レ己・胃1揚科・容詑

●10月の献血日程

1059）

〔内干十君潭

5557）

54〔）7）

駐ξ田レξ院

沼田医院

〔二二｝

〔皮・

．

浦ヒ1ケ訂与ヒ
Q209）

221D

〔霊冬タト・月レ』｝ζ＝｝診り寮科・￡監「茎2

77881

蜚A器科容5237851

お

長田1ケξ院〔耳鼻・

一

〔泌尿器科君525488／

鱒ﾂネ申・宇申糸歪科一實

O880）

1365♪

Gハ「EBLOOD

〔内・夕卜・胃貼券科・容魂

魚交，じムリ丙F完

（＊青密申

・

1勺

・

29361

稲原1残F完

か気身寸糸泉手：i一容「｝＝1

〔二毛科・容魂

SAVE

LIFE

献血は心の贈りもの

680D

4日水日向市役所10：00〜16：00
22日

6日金テックイチ9：20〜1G：30
29日

甲斐医院

〔外・胃腸科5語5000〕

児．E［ケく院

日向衛生公社12：00〜13：30

〔小児山容詑

日向製錬所14：00〜16：00

Q53〔）1安部医院qノ・1・循環器科・實詔4788／
20日金

日向市役所（成分）

10100〜16．30

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

皆さん︑あいさつをキチ

ンとしていますか．

先H︑取材で美々津の田
の原地区に行ったとき︑道
路を 人で歩いていると後

ろから来た自転車の女．†中

なぜかち．小っびり恥ずか

学生が﹁さようなら﹂と見
知らぬ私に声をかけて通り
過ぎていきましな

しいような︑それでいてと
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ても気持ちのいい感じがし
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気持ちのいいあいさつ

日向市企画課広報統計係

〒脚日向市本町10番5号

ました．

■編集

は︑．兀気なまちを作ると思

平成7年9月20日発行

います一皆さんも元気な声
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