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手際のよさにビΨ〃叩
10月12E〕、第48回九州初生雛鑑別競技大会

が、日知屋公民館で開催されました。
この競技大会は、前日に生まれたはかりの
ひなを雄と雌に判別するもので、正確性とス
ピードを競うものです。
九州各県から33人が参加し、それぞれに熟
練した手つきで、競技に挑みました。

特集21世紀に向けた魅力ある農業を目指して

奄戟n

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

人が︑生きていくために欠くことのできない
食糧︒その食糧は︑農業が支えています︒

今︑日本の農業は︑新食糧法の施行︑農畜産
物の輸入拡大に伴い︑大きく変わろうとして
います︒

こうした中︑日向市では︑後継者間題なども
あり︑一一十一世紀に向けて魅力ある農業づく
りに取り組んでいます︒

今月号では︑私たちの食生活を支える日向市
の農業についてご紹介します︒

豪づ搭夫

ン成て
ト＝い
の年ま
日本一の早場米の産地である宮
崎県．日向市は︑この宮崎の温暖
な気候を利用した野菜の産地です
目向市の農用地の面磧は．∩．・
平方キロメートルで︑市八E体の
九パーセントを占めています こ

今︑日向市の農業はもとより︑

が急速に進展しています．

でのキュウリやミニトマトは︑国
から生産地としての指定を受け︑
その育成に力を入れています︐
また︑かんきつ類の平兵衛酢は︑

拍車をかけています．

また︑農畜産物の輸入拡大に伴
う価格の低迷も︑生産意欲の減退
を引き起こし︑若者の農業離れに

が必要になります一

農作物以外では︑日向市は全国
業粗生産額で見ると︑ブロイラー︑

今︑このような問題に対処する
くなっています．

養豚︑肉用牛︑米︑野菜の順に高
それらを栽培︑飼育する農家の
．戸数は︑平成し年二月現在で一千
百六レ．一戸︑その内専業農家の．戸

な取り組みが展開卸︑︑れています．

には︑足腰の強い農業をつくるこ
とが大切になってきています．
日向市では︑．一卜一世紀に向け
た魅力ある農業を目指して︑新た

ます．︑

でも畜産の盛んなところです．．農

日向市をはじめJA︑生産者が一
体となって︑特産化に取り組んでい

．戻すには︑多額の費用と長い時間

チョウランなど数多くのものがあ

パーセントにヒつていて︑高齢化

農家人口の年齢別構⁝成を見ると︑

全国でも深刻化している問題に︑

深刻化する後継者問題

i
ーーます︑特に︑ハウスの施設栽培

︐きでユリ︑カーネーションやコ

後継者問題があります 日向市の

な

こで生産される作物には︑米をは
じめ︑野菜でトマト︑キュウリ︑

セ9ドつ

平成し年度では六卜歳以ヒが．P

すll紗
ナス︑インゲン︑メロン︑スイー
トコーンや大根︑果樹で温州みか
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六百．一．レじ人で︑全体の．．一四・ハ．

と比こ
ん︑弔丘盆剛膚酢やマンゴーなレ︸︑冊化

施設栽培の盛んな日向市の農業

なべの百

霧穆匹遽簾する国家0誕齢化

た
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減度す数
少と は

これら農家人口の高齢化は︑労
働力の不足︑遊休農地の増加︑ひ
いては田畑の荒廃化につながりま
す ．度荒廃化したヒ地をもとに
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はじまつ彪新搾が叡︒組み

︐

目向市内では︑魅力ある農業への新たな取り組みが既に始まっていま
す．それらは︑若い後継者らを中心に︑ハウス野菜︑花き︑果樹︑畜産
な ど ︑ さ ま ざまな分野で展開されていま す ．
彼らのほとんどを︑市では︑﹁認定農業者﹂と呼んでいます．．彼らは︑
どんな夢をもつて︑また︑どのような取り紐みを始めたのでしょうか︐
新たなチャレンジを始めた彼らをご紹介しましょう

藤吻媚誕細細防たい
利昭さん︵奥野︶

は︑息．†さんが中心となって取り組
むなど︑後継者問題は解決されてい

奈須
市内のすみずみまで見渡せるよう
な高森山に︑奈須さんのみかん園は
るようです．．

奈須さんは言います．．

んを作ろうと思っても︑なかなか思
いどおりにはうまくいきません﹂と

自然が相手ですので︑おいしいみか

象によって左右されることですね．︑

﹁農業経営で一番難しいのは︑気

あります．

奈須さんの家では︑温州みかん五
ヘ ク タ ー ル ︑マンゴー十アールを栽
培していて︑これらの作業に︑奥さ
んと両親︑息子さんの一家五人であ
特に︑近年始めたマンゴーの栽培

たっています．︑

黒木

鉄男さん
︵高松︶

施設栽培の中でも高温を必
要とするメロンの栽培に取り
組んでいる︑高松区の黒木鉄
男さん．広いたんぼや畑の広
がる百町原に︑黒木y︑﹂んのビニールハウスがあります．．

﹁メロンの栽培は︑ほかの野菜より温度管理に神経を使うんじゃ
ないですか．ミニトマトなどに比べ︑高温のビニールハウス内での
作業は︑本当に重労働です﹂と︑黒木さんは．．．．Uいます

黒木さんは︑これまで仕事が忙しくて︑．rどもたちの相fをして
やれなかったそうです．だからこそ︑これからの農業は︑サラリー
マンみたいに就業時間がしっかりしているものが望まれているので
はと︑自らの経験から将来の農業の在り方を考えています
﹁．一︑．．一11で出荷値の変わるメロンの栽培には︑経済感覚をしっ

かりともつことが大切です﹂と︑アドバイスしてくれました

／

ノ自巾になりますが︑

﹁時間はある程度

います一．

権現原で肉闘牛の
繁殖を営む松木親則
さんは︑新たな取り
組みとして肉用牛の
一環飼育をH指して

松木 親則さん︵権現原︶

．・

たちの生活に密着したものです．︑皆さ
んの生活環境の中に︑農業もあるのだ
ということを理解してほしいですね．．
そのためにも︑市民が求めている安全
な低価格の牛肉を提供できるように︑
これから挑戦していきます﹂と︑松木
さんは夢を語ってくれました︒

をトカ月まで飼育して出荷していまし
たが︑今後さらに十八カ月間飼育して
出荷する﹁一環飼育﹂に取り組もうと
しています︑一環飼育は︑これまでよ
りも長い期間自分のところで飼育する
ことになりますので︑その間の牛の健
康面などさらに神経を使うことになり
ます．︑また︑何よりもそこまで育てる
技術が大切になってきます．
﹁農業は︑衣食住の中の一つで︑私

これまで松木さんは︑生まれた．r牛

ています．︑

キキョウ十．．一アールを︑両親と栽培し

のほかに︑水稲百．一トアール︑トルコ

松木さんの家では現在︑親牛．一卜五
頭︑f鼠取ヒ頭が飼われています．こ

ません﹂と松木さんは．．︑﹈います．︑

生き物相手は毎日え
さを与えなければな
りませんので︑休日を取ることができ

．ト

霜懇書蕪論格に

また︑みかん栽培では︑苗木の育
成期間の時期は収入が途絶えてしま
い︑その時期をいかに生活するかも
大きな課題だと．一．．﹈います︑

﹁これからの農業は︑日本型農業

を見直し︑H本人のし好に合ったも
のを作っていかなければならないと
思います．．その中で︑機械化を取り
入れながら︑作業の省力化を図り︑

ゆとりのある農業を目指したいと考
えています一．

縷濯

ではなく︑日向市を産地化して
共同出荷をすることが︑収入の
面でも魅力ある農業づくりにつ
ながると訴えています︒

ほしいとも．．．．口います一個人出荷

児．kさんは︑これからの農業
を考えるとき︑同業者の仲間が

ん︒

の感性を大切にしている児．上さ

ですよ﹂と︑技術よりも生産者

余須さんは︑資金調達に有利な認
定農業者制度を活用して︑優良品種
の導入など︑新たな取り組みを始め
ようとしています．．

信幸さん︵本宮︶

ようにしています︐
職︑
︑私は︑女性厚田誌煙

︸蜂

酪J籠鰹

スで栽培しています．．

児．kさんの家では︑テッポウ
ユリやスカシユリ︑オリエンタ
ル系のユリなどを二r
五百坪のビニールハウ・

児．kさんは．一．．﹈います

児玉

一聯健藤鋸簾韓頚．
﹁こ・れからは︑生産者直入の

流行を見る目が大切になってき
ますよ﹂と語ってくれるのは︑﹁
本宮区の児．﹂信幸さんです．．

児．kさんは︑両親が戦後から
始めた難きの栽培を受け継いで
取り組んでいます．今では︑会
社組織にして︑奥さんと息．rさ
ん ︑ 両 親 を 中心に作業にあたっ
ています．

チェックしています．．

などを見て流→を

として︑会社組織にしました．︑

いい刺激を追い求めて
いかなければ︑自分が
取り残されてしまうん

﹁．rどもの卒業を一つの節︺り

同じ農業の中でも︑．rどもには
農業に親しみを感じて取り組ん
で も ら い た かったからです﹂と

響

ρ
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本当にやる気のある人だ
︐

﹂晦定を受けられるのでしょ
うか．．

効率的で安定的な農業経営
体を目指す曲業者を支援す
る泌定農業者制度がありま
す．まず︑自分の農業経営
のか﹂﹇どれくらいの所得

業条件などをどう改督する

まず︑経営の目標を定め
ます．例えば﹁どのような
作物を組み合わせ︑どれく
らいの規模を目指すのか﹂
﹁資本装備︑経営管理︑就

を改善しようとする入が︑

るしとなっています．
その基本構想の．つに︑

人当たり一．r時問程度とす

間労働恥間を農業従事者．

認諺・支鐸レ蓉ず
将来の担い手である
若い後継者を育成
私たちが目指す﹁魅・刀あ
る農業．一とは︑どうい・・一も

の な の で しょうか．それは
． 般 的 に﹁．定の収入があ
る 哩 某 ﹂ ﹁休みがきちんと
取れる農業一﹁将来的に安
水準をトげ︑吋71働時間を削

市では．．卜．．の個人と．．法

計画書が︑市に認定され
ると︑農用地のあっせんや

いします．．

並二四センターなどがお手伝

計画書の作成にあたって
は︑市︵農林水産課︶︑農
業委員会︑JA︑農業改良

まれなければなりません︐

入しますこれらの目標は︑
市が定める井牛構想の水準
以ヒでなければいけません
が︑何よりもその目転が達
成されることが確実と見込

を︑農業改善の註画書に．記

減できるのかしなどの目標

経営改善の計画書を作成
し︑市の認定を受けます．
認定を受けると︑㎡画に応
じた数々の芝援措置が受け

肖止している曲が某一と．．．．口われ

しかし︑これまでの農業
は︑全く止反対の結果が出
られます．

ています朋

ていました︑

度に﹁農業経営其．盤の強化
人を認定しています．

．平成八年LI月．日現在︑

と促進に関する基本構想﹂
は︑．平成卜四年度まてに百

そこで市では︑．串成六年

を定め︑将来のH向市を担
う 若 い 農 業経営者や団体の
八卜九の紅営体の育成を目

では︑どのような農家が

認定農家に特典

指しています．

また︑これら﹂︑．妃農業者

自書的な努力を助．長ずるた

め の 施 策 を講じました 基
本構想では︑具体的な経営
の 指 標 と して﹁年間農業所
得額を農家．戸当たり七百
四卜万円程度とする一﹁年

リットがあります．

一方的に

日向市農業青年会威は︑
市内で農業を営むおおむね
ﾎ半ドの者で組織するグ

年部やSAP及びSAPの
OBなど︑農業関係の各任
団体の方が︑ほとんど加盟
しています．現在︑お名の
矢研究していこうというこ
とで発足しました
活動としては︑最低でも
修会を実施しています．

昨年の学習会では︑
認定農業者制度につい
ての勉強を行い︑制度
についての理解が深ま
りました．

また︑研修会では︑

業種埋門ごとの視察研
修をはじめ︑全国農業
青年会凌へも毎年出席
しています．

これからも︑将来の
目・同市の農業のリー
ダーとなれるように頑
張っていきます．

．総懸

の交流を計画しています．

特に今年は︑都城SAPと
プです．．日向市内の35歳以

トの農業後継者で組織して
いて︑現在7名の会員がい
ます．

目の産業祭ーーにも参加

また︑SAPのU向

までご連絡ください．

会議連合の11向市のグルー

私たちは︑宮崎県SAP

濠

2カ月に1回︑学習／ムや研

に︑現状を認写して︑今後
の方針・取り組みをみんな

り良い農業を目指すため

事しているもの同士が︑よ

同じ市内で同じ曲F業に従

索

去員がいます．

ルー．ブです．市内の農協青

夢「．

これからは︑家族ぐるみ
の活動も大切にしていきた
いと考えています
また︑会員も募集中です
ので︑．緒に活動していた
だける方は︑市農林水産課

私たちは︑県全体の活動
である農作物の栽培研究や
学修︑先進地視察などを行
う一方︑独自の活動も
行っています︐

し︑自分たちの野菜や

毎月−回は︑定例会
を開催するほか︑異業
種・消費者との交流に
力を入れています︑凹
人化した方がいいのかどう
か︑よく検卜することが大

にせよ︑﹁魅力ある農業﹂

支部には︑日向・門

果物を販売しました．

とって︑経営の見直しは大

法人化するにせよしない

6

（落鹿）
（奥野）

．つの方策として︑農業掃

度です団行政が︑
込び出して恩恵
一−経理が明確になり︑経営

また︑

ない．つま一1︑経営が安定

日向市農業青年会議
日向市SAP会議

を目指す出向市の農業に
切なことです．．あなたも今

代表黒木幸男さん
代表黒木義克さん

認定農業者制度は︑あく

税制ヒの特例措置︑農林漁
某金融公庵などによる融資
などの牡典があるほか︑関
恥定の人を

までも曲μ業経営者の募集制

係機関が11標達成のための

管理能力がしがる

営の法人化があります 墨
入化すると︑次のようなメ

バックアップを行います
を写えるものではありませ
ん．農業に本気で取り組も

する

て︑ノウハウを蓄積できる
しかし︑法人化するとい

法人の構成員になるなどし

思っている人にとっても︑

一4．新たに農業をやりたいと

確になる また︑社会保険
などを適用でき︑働く人の
福祉が向kする

︹3．家族の間でも︑給与が明

資金調達能力などが高まる
一相続の黒八Cも︑法人と
しての農業経営には影響が

うとする人が︑その計画書
を作成・申請し︑認定を受
けるものです．やる気があ
り︑将来の経営展開がしっ

創意と工夫で
新しい農業を
今まで曲．震を続けてきた

かりしている農家であれ

﹁経営感覚に優れ︑効率
的で︑安定性のある﹂足腰
の強い農業をつくるための

法人化により
足腰の強い農業を

問題矢はありません一

ば︑詔旨や経宮方針などは

人 も ︑ こ れ から農業を始め

たいと考えている人も︑創
意とL塗しだいで︑自分が
や り た か っ た農業荊営や全
く所しい農業経営ができる
よ う に な り ます．これまで
の 農 業 経 営 と違い︑企業感
覚 に あ ふ れ た︑やりがいの
あ る 農 業 が 生まれてくるの
てはないてし．小うか．

うことはそれほど簡単では
なく︑また．定の規模を満
たしていない場合︑メリッ
トがないということもあり

15

切です

ます自分のところは︑法

私たちも頑張っています
私たちも頑張っています

川・東郷・北郷の4つ
のグループがあります
が︑他のグループとの
交流も行っています
一度︑自分の終．智内容を見
つめ直してみませんか．．

7

唱﹂
．

59月議会報告

ります︒

この町名の変更は︑来年四月以
ます．

︽補正予算︾
平成八年度一般会計補正予算

ました．．

部次長の宮副正克さんを新たに任
命するとともに︑前出さんには引
き続きご尽力いただくことになり
今回︑退任されました由野練太
郎さんは︑昭和六十年から十一年
の長きにわたり︑日向市の教育長
として教育行政の先頭に立ちご尽
力をいただきました．︑

固定資産評価審査委員会
委員の選任について
固定資産評価審査夫女員会委員の

甲斐他人さんの任期が︑九月三十
日をもって満rとなりましたの
で︑次期の委員に河野初章さんを
選任しました︒

都市計画課内に設置していまし
だ﹁市街地再開発事業推進室︸並
びに﹁日向市駅連栽疏体交差対策

V設︵全体／一課一室七重︶

今月号では︑皆様に制に関連の
深い課・係などの変更についてお
知らせします

行いました．．

今回の議会で︑巨向市日設置条
例の一部を改正する条例が可決さ
れたことに伴い︑市では︑二月．
日付で行政組織︑機構の見直しを

︽条例関係︾
日向市行政手続条例
この条例は︑公正で分かりやす
い行政運営のために︑市の条例や
規則に基づく申請や不利益処分︑

行政指導などを行う際の行政手続
きについて定めたものです．︑

が明確にされます．一

これにより︑どのような判断基
準で︑また︑どのくらいの期間で
許可などがドされるかということ
この条例は︑平成九年四月一H
から施行されます．．

日向市家庭奉仕員派遣手数料
徴収条例の一部を改正する条例
この条例は︑国において介護ヘ

変更し︑﹁管理係﹂︑コ環境整備係L

﹁清掃課﹂を﹁環境整備課﹂に

四．名称変更︵全体／一課十係︶

∴社会体育係︹社会体育課︶

∴市民窓口係︻市民課︸
・体育係＋生涯スポーツ係

・窓口係＋．記録係

を図るため︑係を統合しました．︑

事務の合理化及び弾力的な運用

三．統合︵全体／八係を四係へ︶

・健康づくり推進係︵健康管理果︸

1課1室7係を新設しました

市街地開発課︑高齢者あんしん対策室等

固定資産評価審査委員会は︑固
定資産課税台帳に登録された事項
に関する不服の申し出があった場
合に審査決定を行う︑市から独立

した機関です．．

公正で分かりやすい行政運営のために

教育委員会委員の山野練太郎さ
んと前田憲昭さんの任期が︑九月

教育委員会委員の任命について

︽人事案件︾

の始業式に間に合わせました．︑

蔵庫とサンプル採取用のビニール
パックの購入費を計上し︑二学期

平成八年忌一一一回日向市議会︵定例会︶が︑九月二日から二十日までの十
九日間の日程で行われました︒
議会では︑専決処分の承認一件︵一般会計補正予算︶︑人事案件一一一件︑
条例十一件︑事件決議二件︵町界・町名の変更︑工事委託協定の締結︶︑
補正予算七件及び平成七年度水道事業会計決算認定一件の計一一十五件が
提出され︑審議の結果すべて原案どおり承認︑可決︑認定されました︒
今月号では︑その主なものについてお知らせします︒

︽専決処分︾
O1157対策費を
一般会計予算に計上
全国的に被害が拡大している病
原性大腸菌OI157の対策とし
て ︑ 保 育所及び小中学校等の給食
用保存食の保存期間が一二口間から
二 週 間 に延長することが義務づけ
次期の委員には︑元大土谷巾学校
校長で︑前宮崎女子短期大学広報

齊q日をもって満rとなりました︒

これを受けて市では︑八月十三
日に二週間の保存に対応できる冷

四ゴ目︑亀崎東．．一目から四丁目︑

られました︒

ルパーの毛・当額が引き上げられた

降に知事の翫目示によって実施され

亀崎西国f1一と大E町六丁目とな

こ と に 伴い︑利用者の負担額の一
部を引きヒげたものです
引き上げられた額は︑生活中心
者の前年所得税課税年額がf四万
一 円 以ヒの世帯における．時間当
た一1の負担額で︑九百卜円が九百
二卜円になりました．．この条例は︑

十月一日から施行されています．

︽事件決議︾

に向けた教育基盤の整備に努
力していきますので、よろし
くお願いいたします

町界・町名の変更について

今回︑新規事業として補正され
たものは︑県営川路団地のシル
バーハウジング入居者レ六戸に対
し生活援助員を派遣する高齢者住
宅生活援助員派遣事業︑食廃油リ

サイクル粉せっけん製造機の購
入︑向洋台団地の汚水管調査︑富
島中学校部室整備事業などです．

室﹂を独立した﹁市街地開発課﹂
として新設し︑課内に﹁調査係﹂

さらに密にしながら、21世紀

補止の総額は七億一干六百八十

及び健康管理課内に設置していま
した﹁環境公害係一を移管し︑三
係でごみの威量化並びに共通行政
事務の集中化を図ります
また︑係の名称も現状に即した
名称に変更し︑共通する行政事務
生活相訊係﹇市民諾︸

の集中化を図ります．．
・市民生活係

﹇保険税係︵健康管理課︺

・国保税収納係︵税務課︶

新設昇等の設置及び組織機構⁝の

・清掃係∴環境整備係︵環境整備課︸

健康増進係︵健康管理課︸

・保健衛生係

見直しにより︑室・係を廃止しま

∴高齢者福祉係﹇福祉事務所︸

・老人福祉係
・在宅ケア事業推進︷至

した一

二．廃止︵全体／三室二係︶

取り組みます．

また︑福祉事務所内に﹁高齢者
あんしん対策室﹂を設置し︑高齢
社会に対応する福祉施策の充実に

業を積極的に推進します．

四万．下円で︑補正後の．・r算額は

ご協力をいただきながら、学
校・家庭・地域祉会の連携を

たものです︐

今後、市民皆様のご支援、

及び﹁開発係﹂の一．係をおいて︑

中学校に在籍していました、．

市街地再開発事業及び鉄道高架事

ました。日向市には、昭和59

二九レ一億六千九百六卜四万八千

年から新設校であったノくil谷

昭和五十﹁年度から事業に着手
してきました亀崎上地区画整理事
業の第．﹂区について︑今年度で
事業が完ゴすることから当地区の
換地処分に伴い︑町界及び地番の
整理を行い︑新しい町名を設定し

一．

一．

委員会に勤務することになり

円となりました．．

】0月1日付で、日向市教育

新しく設定される町名は＾北町
一ゴ目レ帰一ゴ目︑亀崎一ゴ目から

新教育長に宮副正克さん

8
9

行政手続きのルール奄制定

9月議会報告

全国の高齢者が集う︑ス
ポーツと文化の祭典﹁．ねん
りんピック鵬宮崎﹂が11月
9日から1211まで開催さ

れ︑日向市では囲碁大会を
実施します．

このほか︑メイン会場と
なる県総合運動公園では︑
多彩なイベントがH白押し
です．健康フェア︑健康福
祉機器展では︑運動や食事
についての実演や体験を通
してそれぞれの健康を考え
また．︑高齢者が伝える伝

ていただきます．

統の技や文化に触れること
のできる地域文化伝承館︑

気軽に軽スポーツを体験で
きるニュースポーツ広場な
どが設置されます．

．r供フェスティバルなどの

このほか︑宮崎の味覚を
集めたふるさとフェア︑食
のウでークや家族で遊べる
イベントも楽しみです．

立日楽叙爪︑

皆た

さらに︑シルバーファッ
・ンヨンショー︑

術展︑国際シンポジウムな
ど︑世代を超えて︑楽しく
交流できるイベントが盛り
だくさんです．

8
置

ぜひ︑近くの会場に足を
運んで︑ふれあいと交流の
輪を広げてください．

︑
し

﹁長寿社会・私の主張﹂
等表彰式
◆県立美術館
・美術展

◆宮崎市民文化ホール
・総合閉会式

・国際シンポジウム

※各種イベント等について

つつほ

．醐

④

知ればなっとく

せんのでご注意ください．．

得して海外に在住した期間
は︑カラ期間として扱えま

ます．．ただし︑外国籍を取

年金を請求することができ

れば︑65歳以上になつとき

間と合計して25年以上にな

ますので︑今までの納付期

また︑加入しない場合︑
日本人として海外に在住し
ていた期間は︑合算対象期
間︵カラ期間︶として扱え

たの住んでいる国の銀行な
どに振り込まれます︒

求を行2てください．︑あな

田区役所を通して年金の請

Q＆A

年金のはなし
国民年金
海外に居住する場合の
国民年金について

／
〆

公圏 ／ド
返点

羅魏東京都千代

26512885︶へ︒

田区平河町215−5全国
旅館会館ビル︵燈03−3

金協会

詳しくは︑㈹口本国民年

を行ってください︒

す︒国民年金の資格を喪失
してから2年以内に手続き

今まで納めた保険料は脱退
一時金として請求できま

なお︑外国籍になった場合︑

［i日ll「1印有効
（金1
F成9年1月24日
◇申込締切；

2K・jK・10Kと卍万向〕

．／㌦
〔駄ス9一ト

加料を添えて申し込んでください

5km

，。、．繍／

瀬一二．身

ロコ

日向市文化交流センター

楽しいイベ︑ ノトがいっぱ
◆県総合運動公園
・健康フェア

・総合開会式
・ニュースポーツ広場
・相談コーナー
・シルバー地域文化伝承館
・健康福祉機器展
一かれあい広場

出国する前に何か年金の手
続きは必要でしょうか︒

A．日本国外に居住する場
合︑国民年金は任意加入に
なります︒ですから︑住所
を移される際に︑年金辛目
で加入を続けるか否かを申
し出てください︒

加入を続ける場合︑外国
から保険料を納めるには︑
二つの方法があります︒一

つは︑国内に住むあなたの
親族があなたに代わり納め
る方法です︒もう一つは︑

㈹日本国民年金協会に依頼

たときに︑あなたの日本国
内での最後の住所地の市町
村か︑または︑東京都千代

取り方ですが︑65歳になっ

なお︑将来の年金の受け

して納める方法です︒

i零タート

▲牧山
毒酒

．＿
細島商業港
@
「

◇表彰等＝各種目の8位まで表彰．参IJII者全：員に

細島 国隣ケ浦
を盲断
の交

◇申込方法＝所定の申込書に必要事項を記入し、参

o1侃麗
一

亀
［量一

オリジナルバッグ等を贈呈します そ
の他、暖かいお鍋や飲み物があります

ノ

日
睾
3k胃断逼点

300〔〕円（※昼食代を含む1
・般

15Q〔〕Fl、

．・
．．
公■

・般
高校生（男fのみ1、
410km

10〔，olll、高校生
◇参加料＝小・l11学生

／芒コニ
．2㎞折逼点
港農慧

N
臼浜
r寸1ノ｝∫：

ヒ

Rース図「・

；．

いかは決めていませんが︑

社会保険や共済保険等に加入していない方は、必ず国民
健康保険に加入しなければならないことになっています。
社会保険や共済保険等の資格を喪失した場合や、資格を取

奪3km
肺knl中学生、高校生、一般

ド

目＝r2knl・」・学4・5・6年生
◇種

日向ひょっとこマラソン実行委員会
◇集合場所＝細島1：業港「港の森公園」

Q．近く︑海外に居住する
予定です︒永住するかしな

国民健康保険の届け出は14日以内に

◆県立芸術劇場

繊

◇申込先＝日向市教育委員会子．1＝会体育課内
◇開催日時＝平成9年2月2311〔｝D雨ノこ決行

■7

の問い合わせば︑ねんーーん

詳しくは、市民課（費内線2133）へ。

ピック県事務局︵燈098

ます。届け出は、必ず14日以内に済ませてください。

11月10日（日）・11日（月）

・シルバーファッションショー

513214462︶へ︒

53−2155）へ。

10
11

・シルバー土日楽奴爪

得した場合には、国民健康保険の届け出が必要になってき

日向市は囲碁大会の会場
同じ世帯に一般被保険者と退職被保険者とが同居している
場合には、それぞれに作成、交付されることになります。
なお、新しい保険証が届きましたら、必ず記載内容（住
所・氏名・生年月日）を確認し、間違いなどがあった場合
には、保険証と印鑑をもって市民課までお越しください。
また、「はり・きゅう・マッサージ施術受診券」も12月
1日から新しくなります。必要とされる方は、保険証・印
鑑・古い受診券をもって健康管理課またはお近くの支所ま
でお越しください。詳しくは、市健康管理課（燈内線21

11月9日（土）〜12日（火）
なりますので、古い保険証は、市健康管理課またはお近く
の支所へお返しください。
保険証の交付は、1世帯に1枚が原則となっていますが、

罵健く器

者用が「黄色」です。

㊥◎
◎轡
ません。12月1日からは、新しい保険証を使用することに

も亀

o
新しい保険証は、一般被保険者用が「空色」、退職被保険

灘
いよいよ11月開催！

12月1日

96富崎
胞んりんピリク

岱
皆さんが現在使用中の保険証は、ll月30日までしか使え

太陽の国ひらく長寿の夢ページ
国民健康保険被保険者証が、12月1口から変わります。

窒駐6

保険証の切り替えです

︵
ました︒︑また︑現在定年の
ださい

康管理センターへお越しく

に抽選で決定しますので︑
宰前9時30分までに市民健

◇受付期間握11月11日︵月︶

39︶

課生活相談係︵君内線21

き︑

レ﹇

ろ
レ一

こ

していることを証明する
マークです．．

（修業年限4年）

◇利率11年鍋％

県障害者︑雇用促進協会︵君

場合にはお早めに︑㈱宮崎

〔見込みを含む）した17歳

せください．

14131︶へお問い合わ

︵日向公共職業安定所君52

またはハローワークH向

◇問い合わせ11国民金融土

事業主の方へ
負担を軽減します

障害者雇用継続助成金

P6311︸

09851291905ウニ

に伺います．

ご連絡ください．．受け取り

校︵容5419610︶まで

庭で不要になったものなど
ありましたら︑日向養護学

物品を探しています．．ご家

学校では現在︑バザーの

行います︐

中は︑子どもたちによる劇
や歌などHごろの練習の成
果を披露し︑午後からは︑
PTAによる物品バザーを

バザーを開催します．竿前

lH︵旦に学習発表会と

日向養護学校では︑12月

探しています
バザーの物品

日向餐護学校の学習発表会

注目ください．︑

理容店・美容店・クリー
ニング店のお店選びには︑
安心と信頼のSマークにご

られます．︑

基準に基づいた保障が受け

50人

蛙延岡支店︵奮09821

このSマークを店頭に掲
げているお店では︑消毒・
衛生・確かな技術が保証さ
れ︑万一の場合︑事故賠償

250人、

ことができないことになり

も︑平成m年4月以降は︑

◇所在地11塩日新財市

◇申込・問い合わせ11市民

定めがある事業所について
ﾎ未満の定年については
無効となり︑定年の定めが
ないものとして扱われるよ
うになりました︐︑

60歳定年制の早期完全定
着と︑60歳定年を基礎とし
た65歳までの継続．雇用につ

細島灯台を公開します
いたします．．

いて︑事業主の皆様の暖か
いご理解とご支援をお願い

齋一
H月1目は︑第48回灯台

詳しくは︑ハローワーク
日向︵日向公共職業安定所

記念1一です．これを記念し
て細島灯ム目の一般公開を11
a5214ユ31︸へ．．

で︑この機会にぜひ灯ムロの
◇区画面積115平方︑←︵84

墓地が必要な方へ

市営墓地 の 貸 し 付 け

月3日︵日︸竿前10時から
乍後3時まで行います．︑

細島灯ムロの内部は︑ふだ

レンズや機器︑回廊．ずを見
区画︸

んは公開していませんの

学してください．
◇使用料1116万5下円

！鎗日︵金︸

墓地使用許

sマークは︑理容業・美
容業・クリーニング業のお
店が︑厚生大臣許可の昇華
営業約款制度に従って営業

難夢マーウ

また︑当Hは灯台一般公
開 記 念 ス ダ ンプも用意して
います．

◇対象11市内に住んでいる

◇必要書類11T

方で︑墓地がないため遺骨
を家や芋または納骨堂に安
置している方や改葬するた
め墓地を必要とする方など

︑詳しくは︑細島航路標識
事務所︵倉5214622︶へ．

．平成6年の高年齢者．雇用

可申請書︵市民課生活相談
係にあります︶︻2．印鑑

平成9年度の自衛隊生徒

◆終戦後︑外地から引き揚
げてこられた方が︑ヒ陸地

お返ししています．

税関では︑お預かりして
いる次の通貨・証券などを

寮難揚者の方へ

企業に採用された後︑何
らかの理由︵理由不問︶で
中途障害者になった労働者
の採用の継続を図る制度と
して﹁中途障害者雇用継続
助成盆制度一があります．

4）または市総務課（倉内

国民金融公庫の教育融資制度

お待ちしています︑

皆様のご協力とご参観を

線2223／

ご利用ください
国の教育ローン

入学金や授業料︑アパー
トの敷金︑家賃︑外国の高
校・大学への朔田学費用など

入学時や在学中に必要とな
る資金を融資する公的制度
として︑国民金融公庵の国
の教育ローンがあります．︑

氏￨日から電話・FAX
による情報提供を開始しま
した．お気軽にご相談くだ
さい．．

◇対象校11高校・短大・大

学・た学院・専修学校・各
種学校等︵外国の高校・大
学を含む︸

◇融資限度額11励万円

払︵ボーナス併用払も可︺

◇融資期間団8年以内
◇返済方法目元利均等毎月

結構です．心当たりのある
方は門司税関監視部特別監

視官609313321
8346 または細島税関
芝署︵費52−2718︶へ．
知的障害者スポーツ教室

快い汗流しましょう
県では︑知的障害者のた
めのスポーツ教︷至を︑次の
目程で開催します．

多くの人々とのふれあい
や障害者同士の友情を深め
です一．希望する方は︑お早

ることができる楽しい教声至
めに申し込みください．
前10時〜午後2時

◇日時1112月−日︹B︸午

◇会場11日知屋東小学校体
◇申込締切1111月11日︵月︶

育館
◇申込・問い合わせ11市福

なっています。

この制度は︑中途障害者
のための作業施設設置・設
備購入改善や職務改善・訓
練指導など職場適用措置を
行う事業拍に対して︑助成

募集事務所（含52−691

そのほか、むらおこし物産展示
即売会や小・中学生による山びこ
発表会など盛りだくさんの内容と

向市中央公民館

申請期限がありますの

◇試験期日＝1次 平成9
年1月5口
◇問い合わせ＝自衛隊日向
和絵巻武者行列が行われます．

金を支給するものです．．

未満の男子

一
今年も豊富姫法楽祭、郷土芸能
パレードなどをはじめ、勇壮な大

◇区画決定目11月26H天︶

会教育課〔容内線2426）

◇受付期間；ll月ユトト来
年1月4日
「1の3日間、開催されます。

祉事務所︵容内線2171︶

13

◇問い合わせ＝教育．委員会社
などが予定されています。

10

gr家まつり」が、11月8日から10

◇持参品＝スケッチ道具、弁

◇受験資格＝中学校を卒業
源平壇ノ浦合戦後800年の歴史
を再考して開催されている「椎葉

当等q由i用紙は隼備します）

合唱や邦楽、日本舞踊などの文化
祭発表大会や歌謡ショー、講演会

海上．60人、航空

96椎葉平家まつり

UD午前911寺〜㍗後3時

行事として作品展を実施します、
また、．文化会館ステージでは、

◇募集人員＝陸上

鶴富戸と大八郎ロマンフェスタ

◇日時；11月9日〔．L）・lo日

を次の要領で募集します．，
【椎葉村】

間をスケッチしましよう．

自衛隊生徒の募集
の税関・海運局に預けられ
た通貨・証券など
◆外地の終結地において︑
総領事館などに預けられた
証券などのうち︑日本に送
り返されたもの
返還の申し出は︑本人ば
かりでなくご家族の方でも

しみ抽選会があります．

一
海と山と現代彫刻のある空

イベント会場では、門川町の特
産品や商工業製品及び食料品など
の展示即売が行われ、クリエイ
ティブセンターの室内では文化祭

午前10時スタート

で︑特に中途障害者が職場

どが行われます。

60

《スケッチ大会開催ン

安定法の改正により︑新た
に 定 年 の 定 めをする場合に

日から4日まで開催されます．

一
また、2日間通して、地場産品
の展示即売会、各種バザーやお楽

皆さんの投票による市民大賞

「四壁；云一
復帰またはそのチ定がある

公民館演芸人：会やミニ4駆．入：会な

「前中までです．
11月17日の

合文化会館をメイン会場にll月1

）月20日から
の投票期間は、1

恒例の「いきいきまちフェス
ティバルイン門川」が、門川町総

月23日〔上）

業文化祭を開催します。
2日には橘太鼓「響座」による
公演や民謡民舞発表会、311には

今年も32点の力作が勢揃い．

いきいきまち
フェスティバルイン門ll

生き方ができる社会を創ろう
月2H、3日の2日間、東郷町総
合グラウンド及び中央公民館で産

120白〜11月23日

21世紀に向けて自分らしい
牧水のふるさと東郷町では、ll

52−2111

日向山甲グリーンパーク

は︑60歳衆満の定年とする

【門川町】

33

東郷町産業文化祭を開催

96日向
1ヨ向路だより

u
【東郷町】

市役所は盈代表

扉雛婁

⑰市は「身元調査お断り運動」を推進しています

12

●愛のご寄付〈敬称略〉●

ゴ．

10月m日の体育の日︑大王谷運

動公園ではH向市心身障害児者ス
ポーツ大会が開催され︑参加した
約謝人が青々とした秋晴れのもと
気持ちいい汗を流しました．︑

この大会は︑スポーツを通じて
心身障害児者と健常者のふれあい
の場を設けることを目的に︑15年
前から開催されています︒

です︑．

﹁今︑元気であることに感謝し
ながら︑毎日を送っています﹂と
語ってくれるのは︑平野区に住ん
でいる演歌歌手の平岡セツ子さん
平岡さんは14年前︑脊髄の病気
で両足が不自由になり︑車椅子で
生活しています︒しかし︑昨年10

．．ノ

月︑東京で初のレコーディングを
行い︑演歌歌手としてデビューを
果たしました︑

強がりではなく︑健康であったと
きよりも︑今の方が幸せに思えま
すしと平岡さんは二．．口います．

平岡さんは︑手術後通うリハビ
リセンターで︑自分以上に大変な
障害をもってリハビリに励む多く
の人たちを見たとき︑自分はもっ
と頑張らなければいけないと思っ

いたひまわりです
平成8年度ひまわり絵画コン
クールが︑10月8日から14日まで
開催されました．．今年は︑市内の小

生

中学校から脚点が寄せられました︒

表彰式では︑赤木市長が
懸命かいてくれたひまわりです．．

一︑友達をたくさん作ってくださ

この一生懸命の気持ちを忘れず
﹂しと賞状を手渡しました．．

14年り前︑平岡さんを襲った病気

は︑それまで勤務先でも一番の元
気者であった彼女のそれからの人

﹁健康だったときは︑仕事しか

生を大きく変えました．︑

知らない忙しい日々を過ごしてき
ました︒足が動かないということ
を知ったときは︑大変ショックで
毎Uベッドで泣いてばかーーいまし

たが︑お陰で家族の大切さや人の
優しさを知ることができました︒

命み︾

だ．尋ミξδ

畠﹂

現在︑平岡y・︑んは︑車の免許も

数々の発表会などで優勝したり︑

らうようになりました．その後︑

知人から本格的に民謡を教えても
取得しています︒また︑地域の・†

人賞したりしています．．

：30
10：3〔1〜14

とがあると思います﹂と二．．口いなが

今は︑緒に民謡を習っています．
平岡さんは﹁．毎日をむだに過ごさ
ず︑頑張っていれば︑必ずいいこ

したら﹂という．．．．．口からでした．

レコードデビューするきっかけ
になったのは︑夫である伊勢雄さ
んの退職記念に﹁歌をレコードに

どもたちを集めてソロバンも教え

lO：D｛1−15：IKl

●なるほど市役所セミナー●

諺

〉場所＝市中央公民館・第1研修室

の通信教育を13年かけて見事卒業

ところ■淳少年ホーム

しました︒

ところ■市中央公民館
◇無料法律相談

ら︑今後は︑民謡での全国入賞を

m：oD〜15：〔｝【｝

平岡さんが歌に出会ったのは︑

◇交通事故巡回相談

目指して頑張っています．

◇年金巡回相談

つが本当に大切だと気づいたから
だそうです．．平岡さん自身︑高校

そう≒口ってくれた伊勢雄さんも︑

ところ■．市中央公民館

ています．その教育方針は﹁目標
をもつこと﹂と﹁どんなことでも
頑張りきること﹂です︐これは︑
病気になってからこれまでの間に
自分自身が学んだことで︑この二

たそうです．

T

零
●11月の相談日程●

今や日向の最大の祭りとなった

穂

・旨

退院してから間もなくのことで︑

2

の夜開催されました︒

初

期期

第

本谷区の山の中でクマバチに刺
されて救助を求めていた男性の救
助活動に協力したとして︑市消防
本部は︑本谷区の鈴木民生さんに
感謝状を贈りました︐
男性が救助された現場は︑救助
に向かった隊員も道に迷うほどの
険しい山林︒鈴木さんの協力がな
ナしま︑救出できませんでした︐

︐こ

俸

水利地益税

ひ・小つとこ祭りが︑10月12︑

一止まって確認、無事故に挑戦一

こ気持ちし、し、汗
6

計rま︑会場を駅前通りに移し

128件

日
第

て行われ︑約30連㎜人の踊り手に

●9月中の交通事故●

体育
国民健康保険税
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行

セツ子さん

見物客から笑いと拍手が送られて
い ま し た．今年も遠くは︑島根県
からの参加もあり︑年々全国規模

33）

平

の祭りになっています．︑
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縫
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故人1喪主1地区
せ
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車椅子の演歌歌手
ゴ・

毎日をむだに過ごさず頑張れば
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入命
9月30日現在
社会福祉協議会国分

地

主

人

故

ロ内前｝｛比
（H8．1（LL現在ノ

（十3）
（一2，
（ヨー1）
〔一十一2）

負傷者物損事故
亡
死
人身事故

稲垣健
中城浩
田
P7
【5

1：1内は前月比
日向市分

〔十30）
30，993人

女

喪

ド． C

堤

20．822世帯（＋26）
世帯数

16人
ユ人
16件

久

中

笑い転げた2日間でした
58，906

口
ノ、

ツ

原

「∩1ん爪1−T∩P7♂「く

ン
嚇
︐

おてんばちゃん（中堀町）

や

ツしΨシュ舜 ん

︵

どの対面朗μ几、手斤聞のコラム欄などの録音、月卜ll

勤務先2
将来の夢

熱中している
日向市に思う

DJA口向・日向支店 ②
小旅行を楽しんでいます ③
いろんなスポーツに挑戦して
みたいですね ④巨大な遊園
地を作ってほしい

業

一噛﹂r−

ユウ

培

イーチャンツゥン

国際交流員張
ナロぴ

﹁和を貴しと為す﹂
ニ

震誼鷹飼
リ

目向市と灘坊市が︑友好都市を
締結して今年が十周年の一人︐心すべ

中日両国の長い歴史をさかのぼ
ると︑お闘いがこれを守れば両国
にとって有益で︑これに背けば両
国ともに災難を被ります．孔．rの

時代から︑現在まで既に二P五百
年という艮い年月が経過していま

られていて︑静かに人々の心の中

すが︑﹁和を貴しと為す﹂という
考え方は．r々孫々にわたって伝え

の協議に入っています．

昨年卜．月卜旬にE大海灘坊市

き年であることは皆様ご存じだと
思います．日向市総務課と灘坊市
外事弁公室では︑︐昨年前からト
周年記念行事に関する事務レベル

長が来日した際︑当時の一．．樹市長

ほト

ルヒヒ

大きくなり︑素晴らしい基盤を築

流は順︑調に進んでいます．粗圧理
解と親准口を深め︑友情の輪が．層

これまでのト年間で︑両市の交

と私は思います．

に根をドうしています これは何
と素晴らしいことでし︐小う．この
口kしました孔．士像は大変意義深い

ヘヨけ

ようなことから︑今回灘坊市が贈

ゴ

像と漢白k行製の獅．r像を贈るこ

と相談のうえ︑半永久的な記念物
として日向市は誰坊市に友好小学
校を︑灘坊市からは育銅製の孔f
とを決定しました．おかげさまで
両市友好締結卜周年記A︐心事業は順
小学校は既に．完成し︑孔．r像︑獅

調に進んでいて︑灘坊・口向友好
．r像も日向市文化交流センター前

携えて一．レ．世紀の友好︑既厄

7ん ∵ーノ︵尾

なのかは︑は．りき．dしていませ

学佼﹁によって︑山1一道に関する

ヒニうが左日︑乍市をみれた
永山修．さん︻ラ・サール高㌔

ましよう．

の目標に向かってお．住いに．唄張り

します．それは︑中日両国の利益
につながるし︑アジア︑ひいては
世界のためになると思います．そ

いうことを守って︑お．圧いに手を

きヒげました．私個人の願いは︑
これからも﹁和を貴しと為す一と

に設置されました．難坊市を代表
して︑また︑国際交流員として私
は日向市民の皆様に心より感謝申
ししげます

代々の友好が続くことを祈A︐呪いた

．．口があります．

孔．rの︐咽五⁝．一の中に﹁和を貴
しと為す一という名．

の．．．．口葉の真髄ではないでしょうか．

私の理解では圧いに尊重し合い︑
理解し合い︑配慮し合っての平等︑
友愛︑圧助しあうということがこ

迫を探す作業が庖められ〆︑

ないようF﹁．﹂す

すか︑調査はなかなか進ん

一f6︐

ニレrにり．−−・自一よ︑r．トユヒ
！1上
．幽

に∴かれた﹁延点u式．﹁ヒい

地名の調査が行われ︑その際7軟

・でこでηAが付くのは︑庭々4

摘されました．

付けられたもの一．・あるこレ一が指

の．要所に

球に出てくる﹁西海迫一の

岩一という地名が官道

︑それに地形や出卜品なピ

を探す作業で︑地名や．．．．囲い

に方法がありません

長代子（塩田団地）

味のある方は、Ilf社会福祉協議会ぼ蟄52−257
思いやりを大切にして，

考にして︑地逗に行うより

神社

の潜にある疏磐神社です．
ビうもこの辺りをト目代の︷1一道

疏⁝．台の地名レニー7嵌

︵官道推定地の美々津︶

なお、ハガキには住所・氏名・年齢と電話番号を

たくましく育ってね．

皆た々津辺りと抱肖tン︑﹂れてい

い。正解者多数のときは、抽選で3人の方に記念品を

絶えない一くん．

て︑ユ延喜式﹂に出てくる
の地名としては︑西毎迫の
ひとつ﹁r二一があり︑現

美智子（笹野東）
3加藤

慧

﹁

最近﹁宮崎県史の桶y︑一ん奮

．︑い ま す

に伴い︑各地てン ・ ﹂ ま ン ︑ ﹂ ま な 調 査
か行われ

例えば︑市内ノ ． ﹂ も 近 心 の レ ロ ﹂ 丈

∴に関する調査か細島一．・行われ
ていますし︑卜口臨唄の実明や出卜

られています

品の栴査も導門家によ・．！︑血め

こうした調査は︑現物に即し
て行われますのて︑作業は手構
はかビリますが︑旧自 の復．兀調
査は﹂丈献をも・二に推定したり︑

することが中心にな・日ますのて

はっきり記入してください。
9月号は「名」「ら」「票」が正解で、応募21人、正
解19人でした。抽選の結果次の方に記念品を差し上げ

満也・弘美さん家の
わんばくくん（往還）

地．兀の人たちから聞き取った師

翁﹂が置かれていたと考えられ

が通っていて︑駅やフでの施設ρ駅

そう㌃す

さしあげます。

〔2歳1ヵ月｝
だ︑いったいレ一こが駅の跡

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 ・

くことを活動の目的にしています．また、障害若
との交流も深めていきたいと考えています．
球音・．音訳の内容は、希望される新聞・雑iな

酒井

1肝llを少しでも提供してい
臣する
方に、現在の氾

侭市でも︑旧曲．い後街旦や三代

、 市町村の選挙管理委員会は、選挙人○簿に登録され ・
、たものの中からくじによ○検察審査員候補者を選定し

日向σ）わんはく6ζん1δ5やん

大変な作享か伴います

上のつにはどんな文字があてはまりますか？答えを
、

（検察審査会法第10条）
．・な○ればならない。

2．橋本
ます。（敬称略）
r工山本 友子（花ケ丘＞

16

一
17

（広見）

私たちは、今年8月に結成したばかりの録占・
音訳のボランテrアグループです．．視覚障害者の
（切島山2）

㍗までこ遵絡ください．

昭子さん
坂口

祥二郎さん

元気がよすぎて，ケカが

轡

ボランティアグループ虹の会⑱
めた沙弥ちゃん
これからも、ますます元
気に育ってね

大野

雑誌の朗訊録音、情報サービスなどです、
まだ結成したばかりで、本格的な活動には至っ
ていませんが、 ・人でも多くの方に喜んでもらえ
るように頑張っていきたいと思います、
コ
録音・音訳を希望される方、私たちの活動に興

たすのの内さか参え部記昌計∫いま官

いろいろな言葉を覚え始
￠、

一くん
，ノ

でいの

司郎・絹代さん家の
是澤
p歩日向市社会福祉協議会
②休日のドライブ 包できれ
ば印税で暮らしてみたい 丁
気軽に遊べるレジャー施設を
作 ってほしい

／

茄
︸

︾﹁

馳㍉

・：r

はじめ

；

ll歳5ヵ月1
文化財についての間い合わせば市社会薮育課（自内縁2425）へ

グ

鷺

沙弥ちゃん

ざ
／

：よをf云一うも

ま在朝rl∫

蟹

古代の官道・駅跡
／
／

勧

すごやか広場

市民健康管理センター（含内線2181・2182）

●保健婦だより

●乳幼児の健康診査
3か月児健診｛毎月第2・4金曜lD
il

時◇ll月8【1、22H

ナ易

l3：00〜13：30

皆さん、今年の検診はもうお済

3か月児・アか月児健康診査

受付

みですか、平成8年度の検診もll

・身体計測．身長・体重．
・問
診

1垢◇日「11H有健虜ξ管三珊Li．〔費1朝暮泉2181・218二⊃

月29日置でです。検診は、健康の

（1呆健をrl｝カ㍉才51：」二さんカ・ら孚L児の発達について、聞き取りをします）

対

象◇gF成8年8月生まれ

バロメーター ラストチャンスの
この機会にぜひ受診しましょう，

7か月児健診〔毎月ll11D
H

時◇ll月15日〔金1

場

トリ手◇日「r

女ナ

13：0〔）一】．1：0〔」受付．

・小児科医診察
・集団指導

jrl∫健康管理；：．〔歪｝r人」辛泉2181・2182，

象ぐ・」i勺茂8でト4月

く実施検診内容ン

◇基本健康診査｛成人病検診1

僻磁諜讐）

ヒま評し

対象＝4〔〕歳以上

1歳児健康相談孟月U11D
Ii

日与◇11月】111（／1く）

場

半＝卜4ミ＝1800FJ

9：30〜io：〔．｝【．γ受fJ

対

・身体計測

象◇平成7年10月生まれ
日与◇ll月

7

日〔イくタ

料金＝lo（，o円

．育児、｝；防接種について

13：〔，o〜14：0〔）

｝り〒◇【ilr1」Ilff建時ξ管理／〔盈1勺辛泉2181・2182タ

対

象◇平成7年4月生まれ

◇子宮がん検診

・栄養指導

三乏イ」．

土易

（1二階こついつ

対象；30歳以ヒ
料金＝頸がん

日

時◇ll月1【1〔金l

場

所◇ll向llf健康管理；lr〔容1ノ」線218レ21821

対象；30歳以ヒ

・i1よξ科診察・集団指導

料金＝60011j

象◇平成5年7月生まれ

※母子健康手帳も忘れずにり

L記のほか、18〜39歳の女性を

対象に婦人健康診査及び骨粗穏症

●11月の休日在宅医
鮫島「矢F完

3日

５24｛〕461

ｱ十容52
浴^〔

〔〕266：1

・

｝二：診療科一容52

819P

永目i医i；完

1産i如｝ノ＼科・倉52

33881

̲経科倉63221D

目凹［

II乎1二二昂手西倉63

7788｝

1ケト

・

rlボ森医F完

81181

γノ腸干：ト乏｝52

長田医院
5338）

市内の各医療機関で実施していま
すが、医療機関において検診内容
が異なることがありますので、必
ず事前に確認してください。

〔ド・1・胃腸科・

〔⊥喜』鼻・i1因喉

ド1イfり「埼1：完

〔「

、」

13651

●11月の献血日程

｛泌」ぺ旨評科一費52
篠

｛戸二女行｝

モケ尻医院
u53

ク

・1科1内・小児・Ill腸科δ52088〔〕1

P∫｝く「与計ち芒

17日

1内・胃腸科・容52

ノ｛ク＼1呆［ケ訂ぢ己

「白頁羊ク11ニッ

m日

検診〔料金無料1も実施中です、

〔口外・理

占賀内科胃腸科
．1日

51881

1H［Pり丙1塊

U

・1・与1（・軽羅申

・

．

・

目1：11

〔整外・理．
松「朔1展1；完

」干十雪

63

Gハ『EBLOOD

1〔〕59，

1；；：診療科・倉5255571
q勺科・容52

5．1〔｝7）

し｝乏田医F完

沼日lI冗院

〔皮・〜胚尿擾≒

6日水

東郷メティキ．ント日向工場

29361

稲原［，

「完｛【1艮筆順52

22〔｝9）

し室占宇申

・1ノ・J・膨（寡寸辛泉f：ト麿54

680P

12日火
〔「ノ、J手十君52

6｛．｝55｝

羊ケこF巧ミ目艮不十

（容63

7222〕

刮ﾈ・容5361〕66りく平医院〔整外・ド・J・理

噛γ＝診療科δ52

日向工業高校10：00〜16：00

1［1ノ己1ケξ1ぢ己1ノ」、

28日木日向市役所9：20〜15：40

2．川

：33371

﹁広報ひゆうが一には︑
みんなのページというコー

ナーを設けています．．この

しているのですが︑﹁フレッ

コーナーは︑より多くの市
民の方に紙面に登場してい
ただこうということで企画

シュさん﹂などけっこう探

藤屋写真印刷株式会社

すのに苫労しています．

圏印刷

しかし︑先日︑取材先で
﹁この前︑このコーナーに

君0982−52−2111

出た人︑あれから見合いの
話が多くなったげな一とい

日向市企画課広報統計係
〒脚日向市本町10番5号

う話を．月にしました．広報

平成8年10月20日発行

■編集

紙もいろんなところで活用
されているんだなと︑改め

9610月号

て知らされました．︽Y︾

轟伽うぶ

編集
後記

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

■発行

10：DO〜12：30

〔日向ライオンズクラブ協力｝

2：川

．黒イくレξ「完

LiFE

日向市役所｝4：00〜16：30

浦ヒ1庭口〔内・外・胃1湯手十實52
，島り丙二三

S、、「E

・献血は心の贈りもの

1産如｝人手：卜

闖¥容5237851

寥

2200FJ

◇乳がん検診

・身体計測・問診
・内科診察

l3：〔〕0〜14：〔〕rl受付．

150〔〕円

頸・体部がん

1歳6カ月児・3歳児健康診査

3歳児健診〔毎月lIIID

対

対象＝40歳以ヒ

・問，；参

・育児柑談

1歳6か月児健診〔毎月Ul巾
日

◇大腸がん検診

1歳児健康相談

所◇Hlll」市健康管理ll「〔容内線2181・2182〕

磁

