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会場も山田監督の話に熱心に聞きいっていた
「男はつらいよ」の山田洋次監督

︑

夢に手がとどき︑

山田会と山田洋次監督（前列左から江川景川さん、山田監督、黒木ちほさん、
後列左から河野剛一さん、黒木千恵さん、和田康之さん、黒木康文さん）

去る﹁月十六日︑文化交流セン
ターで﹁山田洋次監督の映画に手
がとどく﹂と題し︑映画の上映会
と︑山田監督の講演が行われた︒
この催しを企画し︑監督を招致
したのは︑市内六人の青年たちで
あった︒

今や国民的映画となった﹁寅さ
んシリーズ﹂等の監督として︑と
ても忙しい山田監督を動かしたの
彼らは︑﹁山田会﹂と称し︑﹁男

は︑彼らの熱意と行動力のよう
だ︒

はつらいよ﹂の日南ロケがあった
頃から︑監督に﹁寅さん﹂日向ロ
ケを要望していた．︑

はらから

講演の冒頭︑山田監督へ富高小
学校の生徒による﹁同胞﹂の主題歌
﹃ふるさと﹄と﹃日向市歌﹄の合

唱のプレゼントがあり︑講演に花
を添えた．．

みた文化︑教育︑環境などについ

講演で監督は︑﹁彼ら︵山田会︶
の目が真剣で︑断ることができな
かった︒﹂と︑日向に来ることに
なったいきさつや︑また監督から
ての話があった︒

当日会場には︑市内はもちろん
門川︑東郷︑遠くは福岡からの人
で超満員になった．︑運営面では︑

日向の若い力が︑一つのコ小さ

の催しを支えていた．．

駐車場整理︑受付など青年団を含
め︑多くの人々が協力して影でこ

より︑一つの感動を多くの人々が︑
な夢Lを実現させてくれた．．﹁ま

同時に山田会は︑﹁仙田映画﹂
を市民の方に観ていただくことに

共有できる空間を作りたいと考
集が必要だ︒

和田康之さん

日向本町郵便局留山出会宛

日向市本町11番6号

申し込み先

さい︒

ハガキに︑住所・氏名を明記の
うえ︑左記まで申し込んでくだ

続けて行きたいと思います．．

寅さんと山田監督の近況を報告
するようなクラブの開設を4月
に予定しています︒皆さんで︑今
後の日向ロケ可能性の夢を追い

○寅さんクラブ募集

いきたいと思います︒

お寄せいただいた原稿は︑今
後の誘致に対する参考にして

開︶を書いただけでも結構です︒

堅く考えずに︑ストーリー︵展

えた物語を書いてみませんか．．

あなたも︑﹁寅さん﹂を口向に迎

物語・シナリオ募集

○﹁男はつらいよ﹂

山田会からのお知らせ

ます︐

ありがとうございます．．これから
の活動に役立てて行きたいと思い

今回は︑司会ということで︑山
田会の活動よりも︑自分自身のこ
とだけで精一杯でしたが︑無事に
終わってホッとしています︒
また︑皆さんには︑アンケート
にたくさんご協力いただきまして

これを機に︑日向を愛し︑日向
での楽しみをひとつでも多く発見

は信じています．．

今回︑この催しが宮崎市でなく
口向市で開催できたことに大きな
意味があったと感じています︒
監督も講演の中で触れていました
が︑東京が文化の中心ではないと
思うのです．︑どんな小さな町で
あっても灯はともるし︑それはど
こからでも見える灯になると︑私

山田会代表

ちづくり﹂には︑この若い力の結

え︑﹁山田映画﹂の上映会と監督
の講演を計画︑そして今回︑その
開催となったのだ︒
ロケの誘致に始まった﹁山田会﹂

だが︑これからは︑﹁由田映画﹂
サ
の素晴らし
さを共感した人々と共
に︑﹁寅さん﹂日向ロケという夢
を追い続けてほしい︒

乳

にも美々津の﹃お船出だんご﹄な
どを準備しました︑

前回の﹁男はつらいよ﹂で︑ロ
ケ地選考に美々津が最終選考まで
残っていたと聞いて︑監督の接待

山田会黒木千恵さん

せるのではないかと田いいました．︑

浸り過ぎている私たちは︑自然と
融合し︑その中でいかに生活をや
りやすくするか︑幸せに過ごせる
か︑努力している中でこそ︑人間
味のある︑人が住んでいる︑本当
に生きているという姿を見いださ

れません．︑便利さや美しさだけに

らい整っていて︑便利で人間臭さ
に欠けているネ﹂と︑ポツリとこ
ぼした監督の．言葉が今でも忘れら

くけれど︑どこもきれいすぎるく

﹁いろんな土地の観光名所に行

だければいいなと思いました．．

参加していただいた皆さんにも︑
今回の監督の講演をきっかけに︑
何らかの考えや疑問を抱いていた

幸せとは︑いったい何だろうか︒

山田会黒木ちほさん

けて頑張りましょう︒

これからは︑共に夢の実現に向

できました．．

人々に支えられて成功することが

今回︑青年団をはじめ多くの

していただければ幸いです︒

また︑夢始まる︒

素晴らしい歌声を聞かせてくれた富高小学校合唱部
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麟
何かやってみょうがなと思ったら

鰯

月︑宮崎市内で国際交流
ンというイベントが開催
ています．この国際交流
ンでは︑いろいろな世界
のことが紹介され︑参加
その国の習慣や遊びや料

どを体験できます．一日同︑

．月のサロンを日向市で

間

時

名盤

栄花の

池

．十ノ

．し︵

講

疫）
（免

ミ

ジ

STD名
ク

1．ーレ．．．

ラ

．．．．1．．．．．．．．．．

ケ

ヘ
性

ジ

ル

ペ
F

ラ

ス
疽

病

潜伏期間
一〜3週間

RH

2〜3週間
ワ一〜﹁

︸つ︸〜3日

．I2
〜R日
一
ア

放置しておくと不妊症や赤ちゃん
の先犬奇形などの原因になった
り︑病気によっては生命にかかわ
るものもあります︐

また︑性器の感染箇所がただれ
たり炎症を起こしたりするため︑

HIV︵エイズウイルス︶が感染
しやすくなり2〜5倍ほど感染確
迄が高まると一．．ロわれています︐

逆に︑HIV感染者がSTDを
併発している場合も感染しやすく
なります︒

．因になる︒

．
症 状 と 経 過
．男性は尿道炎など起こすが女性は自覚
症状がない︒進行すると卵管炎など起
こし︑子宮外妊娠︑流産︑不妊症の原
性器に水泡ができ︑症状はリンパ節炎︑
直腸・膣・外陰部が主体．︑

性器に激しい痛み︑排尿痛がある︒
男性では尿道炎︑女性は膣炎あり︒
性器に発疹し︑膿をもつ︒
発疹︑リンパ腺の腫れ︑潰瘍︑神経障
害などの症状が現れ進行すると全身の

2〜6週間

ン・弘て次に日向市で国r父流

じてした．．

た．なんか台風．過という戊い

国際交流サロンは終わりまし

こんなふうに．月一．九日の

にお疲れ様天した

で︑サロンはとてもスムーズ
に進行しました．．皆さん本当

を手伝ってもらいましたの

多くの人がサロンを楽しん
でくれたと思います それか
ら︑参加した壬供達は決まり
を守り︑その行動は本当にす
ばらしいと思いました．ρ私
よりも弄晴らしいです．．︶ま
た︑多くの市仇伐所の職員と他
のボランティアに準備や進行

いました

たが︑南郷の人の協力で楽し
い韓国のコーナーが作られて

．
陰膚
毛の
ヒ腫
シれ
ラがミ
．皮
生が
じ発
る生
︒し強烈なかゆみや

因になる．．

﹁ミニ世界旅行﹂という内容で︑

んやサマンサさんたちは︑
ぎょうざを作ったり︑中国語

向市の張恒亮さんやジ︐一フさ

スをみんなに教えました．．日

トさんたちは︑ニュージーラ
ンドの人気のあるゲームをし
ました．．都農町のカーリンさ
んたちは︑ハワイのフラダン

しました．．断郷村のジャネッ

は︑アイルランドの紹介シ＝フ
ナラウンドクイズというゲー
ムをして参加者と楽しく交流

六ヶ国の紹介がありました

臓器を侵す︑︑

3週間曲ヒ

女性に多く︑性器にいぼ状のブツブツ
が発生し︑ひどくなると子宮ガンの原

こ︑

毒

う。

3ケ月一1年
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尖圭コンジローム

梅

軟

淋

鼠径

鼠径リンパ肉芽腫

ア

つです︒ほとんどのSTD︹エイ
ズ以外︶は治すことができますが︑

STDは性行為によってうつる
色々な病気で︑性感染症とも呼ば
れています︒エイズもSTDの一

エイズとその億の病気

Immune

曵島関国際交流サ︒ン

力で何とか開催の日を迎える
その日約．五五〇人の人がサ

ロンに参加しましなそのう
え︑十．ニカ国四五人の外国か
らの参加者を数えました．．こ

ういう人数は予想されてはい
ましたが︑．私は本当にびっく
りしました．．そしてとても不

だん無くなるようになってい
きました．．また︑私の頭の回
転ははだんだん鈍くなってい
きましたので︑私のオースト
ラリアについての説明も分か
りにくいものになってしまの
ました．．しかし︑私の手伝い
を本当によくしてくれたリサ
さんのお陰で︑オーストラリ
アのコーナーは結構うまくで
リサさん．．．お疲れ様でした．

きたと思います．．ありがとう︑

業青年や青年団が、四国四万｛畠川

して欲しいといってきま

つらないことが分かっています。

まっています，そこで、椎葉村の農

ことができました．︑

剛Vは、ふだんの生活ではう

耳川最上流の椎葉村では、河川環
境を守っていこうという動きが始

そこで今月は一月一︑九日に
日向市で行われた国際交流サ
ロンについて書きたいと思い

Sy皿drome（症候群）

「水」の村へ視察研修

ます．

Deficiency（不全）

【椎葉村】

サロンを開催するのはいつで
しょうか？
それを聞かないでください
私はまた頭が痛くなります

問い合わせ◇市福祉事務所
（費内線2168）

Acquired〔後天性）

とき■3月6日（B，
午前8時30分〜
ところ■東郷町総合文化センター

のレソスンをしました．．南郷
村の金ンごんは師走祭りのため

◎記念講演
◎アトラクション
◎高齢者福祉サービス
ふれあいコーナー

エ⑦ズ

他の国の活動を紹介しま

午前9時20分開会
ところ◇日向市中央公民館
内 容◇◎活動発表

午後6時30分〜9固

陶芸教室6カ月麓犀）130人

す．︑東郷町のエデルさんや日

でも』が学習できる環境づくりを
推進するために開催します．

サロンに出席できませんでし

善進大会

金曜日． R5人 午後6時30分〜9時

いけ花教室 6カ月
（小
原）
告し合い！いつでも・どこでも・誰

｝

スポーツ教室
6カ月 水曜日 60人 午後7時〜9時30分
〔バドミントンや
生涯学習としての学級・教室に参
加してきた成果や、さらに自治公
民館の地域づくりの実践活動を報

安でした． ．

下郷町】

向市のジャンキーさんたち

高齢者保健福祉のまちつくり

と前期友の会費500Fl（6カ月分）

私はサロンでオーストラリ
ア紹介の展示と︑オーストラ
リアンフットボールの紹介を
しましたが︑大きな声で説明
をしていたら︑私の声はだん

懇親会

4
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き◇3月4日（金）
と

飯干緑地広場において
14時

（δ内線28n・夜間52−21151

午後6時30分〜9時
25人
茶道教室16カ月：火曜日

用証交付申請書に傷害保険料500円

日i定員
期間曜

きちんとした知識や理解をもつ
て、豊かな毎日をおくりましょ

上流の村で研修を行いました、

着付教室．6カ月［水曜日125人旨午後6時30分〜9時

を添えて申し込んでください。
申請書用紙は、ホーム事務室にあり
ます。（午前9時一午後9時）
※講座開始後欠員があれば、途中か
らでも受け付けます。
問い合わせ◇日向市勤労青少年ホーム
生涯学習推進大会・自治公民館大会

料理教室6カ月…火曜日135人午後6時30分〜9時
一．一一一トー一一一．一一一．
付◇平成6年3月31日までに、ホーム利
受

6カ月 月曜日235人．午後6時30分〜9時
一」一．．．一．
．一一一一一一一一

昼食後下山

料（但し、材料代は自己負担、
受講料◇無

記念品や甘酒を準備してお待ち
しています。また、特産品販売

す。（職業訓練校生、求職中の者、
家内労働者を含む）

登山開始頂上で
ll時

．月のサロンは﹁ミニ世界
旅行﹂というテーマでした．
これは日向：人郷地域の国際
交流員が話し合って決めまし
た．中国︑アイルランド︑
ニュージーランド︑アメリカ

月13日（日）行われます。

青少年であれば誰でも受講できま

式典・神事

︵ハワイ諸島︶︑韓国︑そし
てもちろんオーストラリア︑

日本一早い諸塚山山開き
日本一一早い諸塚山の由開きが3

〈募集講座〉
も行います。

計六一国の特集でした．．

【諸塚村】

サロンの計画や準備はとて
も大変でしたが︑みんなの努

日向灘だより

着付け教室の着物類とスポーツ教室
のラケットは個人で準備）
資格◇日向市内に居住または勤務する勤労
10時置飯干緑地広場において

青少年ホーム2階（全員参加してく
ださい）
過

i＝後7時30分
開講式◇平成6年4月8日（金）

qt．

ホームの教養講嘆
し開県理者のサさサ
・すン向そた催はなは国ロれロ毎

今年もプロ野球『近鉄

卿

晒

レミニ移動入浴車を配備
市ではこの程、重度の身体
障害者や寝たきり老人の方の
ために、3台目の移動入浴車

つニら

わ

きん

に著述した

﹁孝行和讃﹂という書き物が目

塩谷大四郎は和歌︑俳句︑文
章をたしなみ日向の天領に対し

にとまったそうです．．

ニ

−工．．年二八一．．つ

して知られる塩谷大四郎が天保

ろ︑天領きっての有能な代賞﹇と

日田市の資料館を見学したとこ

九州天領のご本家である大分県

で︑今年も佐賀県の祐徳稲荷な
どに参ったそうですが︑帰りに

これは毎年恒例のことだそう

地有名な神社を参拝しました．．

が﹁一一．社参り噛と称して九州各

先日︑平岩の籾木区の人︵／1ち

フ。噂讃1
ては塩見橋の架け替えを行った

．5曳黛

匹焦︑

選曳
揮．

ました。式には、男女39名が参加して、

復活を許可してみたり︑また領
内の田地を借り上げて領民に耕
作を命じ︑そこからの収入を目
の不自由な人たちの生活費に充
てるなど︑情のこもった施策を
行った入としても知られていま
す一︑

﹁孝行和讃﹂もぞうした大四
郎の人柄を示すもので︑﹁人と
して生まれたからにはまず孝行
の道を知れ﹂と書き起こし︑﹁孝
行すれば子孫が栄える﹂とか﹁親

図■麓に

汐おいでよ
︿児童向け﹀

▽ザ・エプロンシアター▽
ﾑきのねこマラソン大会
▽みんなびっくり▽かおか
おどんなかお▽北極探検▽
マゼランの航海▽マルコ・
ボーロの冒険▽ずっとずっ

とだいすきだよ▽ゆめのま
どあけろ▽リビングストン
の探検▽コロンブスの航海
▽クックの航海
ほか
く一般向けV

▽語りかける花︵志村ふく
み︶▽中年クライシス︵河
合隼雄︶▽ロンドンひとり
一事故巡回相談

人

暮らし術︵岩野礼子︶▽想
父記︵寿岳章子︶▽再びの
生きがい︵堀田力︶▽政権
ドラキュラ︵ヒ野瞭︶▽我

盗り︵塩田潮︶▽一二軒﹇日の

われは犬である︵エリオッ
ト・ア！ウィット︶▽ママ
はぽよぽよザウルスがお好
き︵青沼貴子︶▽恋忘れ草
︵北原亜以子︶▽愛のレン

タル︵田辺聖子︶▽貯水池
に風が吹く日︵アン・ビー
ティ︶▽私とシュタイナi
教育︵子安美知子︶▽進化
の時計︵伊井直行︶ ほか
から午後5時半まで︒土・日は

・開館時間11平﹇口が午前9時半

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
日︑祝日も︒

無料法律相談
−o

oo〜極oo

とき■3月17日湘
ところ■市中央公民館

物損事故

とき■3月17日田
0．0 亀．0
1・3〜−・3
ところ■市中央公民館
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交
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江
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幡

蓮

下原町

永
客
曙

八
主
！歪

切島山−

んでいます．︑

生怠ることのないように一と結
ところが︑三社参りに加わっ
た溝口初義さん宅にこれとまっ
たく同じ内容の書き物が残って
いたのです︒ただ︑溝口さん宅
のものは嘉永七年二八五四︺
に書かれたものでした︑︑

これは塩谷大四郎の教えが日
向天領にまで伝わり︑しかも後
の世まで書き写されていたこと
を示しており︑大四郎の偉大さ
と確かな筆力を思う反面︑こう
した物を利用して領民支配を貫
徹しようとした幕府の思惑も伝

千代田病院13：30〜16：00

レウリエーシヨン地区別発表

乱心るな﹂などと説き︑いろいろ

13：30〜15：30

11

わって来ます．．

〔一22〕
（十3）

（＋101

135件

0人

38人
26件

負傷者
亡
死
生
発

旭10：00〜12：00
海
30日幽南

10：00〜15：40

2月12日．日向岬グリーンパークで、婦人の集い」が行われました。

が亡くなったあとも追善供養を

3月のスケジュール

▲冬の星空を見る会
り︑途絶えていたレ五夜祭りの

従来のものより小回りのきく
ミニサイズで、社会福祉協議

実例をあげたうえで﹁孝行は一

メ
輝r義男郎エノ漉徳ぎ
雄

1月中の交通事故旧向市分・内諭股

川田田政田月合藤辺辺田倉高木

一止まって確認、無事故に挑戦一

房英儲敦三 ｻシ鉱貞㌦ウ
r哩・■
レ㌃鱒

一治塩成佐渡渡柏曜日黒、
細柴藤

旭コード日向工場

切

永権公ア｝（ノく

東肇斤垢1

10：30〜13』00

還
吊江現溜江il草
野東還下良1町原げ町谷場町方

1士シリシア化学日向工場

8：30〜10：00

日向准看護学校〔成分〕
17日木

10：00〜巧：40
16日水

エノ主春季男蔵工fエ

Q・

地

日向保健所〔成分）
7日月

えませんでした。

新たにしていました。
★連絡先／市企画課・広報統計係倉52−2111内線2213

センコー日向営業所

奥往往L［1比

11日全．JA日向〔成分｝1000〜15：40

ク

ス

笑

ヨキ

ミ

在）

香典返し（1月31日現

主

9日氷協和病院〔成分｝10：00〜15：40

く社会福祉協議会扱分〉
故

ナチ三門崇正慶之秀キ

喪こ寄付
黒赤谷疋海稲黒黒原花
木木崎田埜田田木田田

愛の
区

献血は心の贈りもの
〈敬称略〉

参加者は、一年中でいちばんきれいな冬会のほか、rはかま満緒氏』の
の星たちを大いに楽しみました・
講演に会場は終始笑い声が絶

医療・翻こ携わ・者としての誓いを

☆驕卵嚢騒署〒を差し上げます・

1月23日、日向市文化交流

愚

「冬の星空を見る会」が行われました。

で、日向准看護学校の戴帽式が行われ

センターで「かんぽ健康づく
りの集い・レクリエーション

蕊

．漣ゆ

一
▲厳粛に戴帽式
1月22日、日向市文化交流センター

また、県下で一番最初の福
祉サービスとして、理・美容
サービスを今年1月から行っ
ています。

6
7

．願

▲会話の基本は家庭から
会へ貸与しています。

V奪回を狙う選手らは、
真っ黒に日焼けした顔で
一生懸命練習に励んでい
ました。

孝行和讃

ヰニヤンプに訪れました。

㌔碑
《101》

＝．ユース
バッファローλが春季
漏
／

フォト
レ今年こそV奪回を！

文｛開についての間い合わせば市社会敦育課（雪内観42のへ

を購入しました。この車は、

国民年金基金制度を充実させるため、税
制上の優遇措置や国庫による助成など特別

市は、長寿定期乗車券（無料バス券｝の更新を、下記のH

瞭灘麗 藤、

くわしくは、市福祉事務所（費内線2168）へどうぞ。
※持ってくるもの
：D印鑑（シャチハタ等でないもの）②現在持っているバス券
③写真（縦3cm，横2．5cm）

■長寿定期乗車券更新日程表

な措置を行います。

透午醗区．．

〈加入できる人は〉

国民年金の第1号被保険者です。

ただし、次のいずれかに該当する人は加
入できません。

〈加入手続き・相談は〉

一

老人福祉
セ

ン

区

ター富高・新町地区

（木）…1春原町，

手・梶木・大王谷

1旧：

平岩地区鰍留を 美々津老人幸脇．美々津地区

南日向公民館

L春原町

除く．
比良・川路団地・長

（金）

14日

福宇止セ

ター

．

公民館松原・秋留

関蘭婦鵬．塩見地区

亀崎中・東・
亀崎公民館
向江町・鶴町
堀一方・曽根・
細島公民館

難1欝・

驚繧支奮望

．r．

切島山1区．切島山1．2区・

u」下公民館
江団地・山下・往還

（月）

ン

1畑浦

・o一 f

lf

〜

できません。

3月…老人福祉．新生町・原町・高
10日iセンター砂町・日向台・庄

午後1時30分〜3時

〜

①国民年金の保険料を免除及び滞納して
いる人
②農業者年金基金に加入している人や加
出すべき人
※加入した人は途中で任意脱退することは

二

年金制度です。

霞

コへしヰ
へ

軸︑ン

自営業などの方々のために基礎年金に上
乗せしてより豊かな年金を保障する新しい

1・人会
り発足はいつですか
，PRをどうぞ

⑲醜

gド成4年8月です＝

財．光寺のモ枝地区というところは、市

外の人が多いというのもあって、地区にこれといった祭り

高橋

重美（財光寺）

黒木

和子（中

費54−3285

町）

852−3348

江藤浪次郎（日知屋）

853−4726

章（平

@

程で行い．ます。手続きは、代理の方でもかまいません．

〈国民年金基金とは〉

白川

献

長寿定期乗車券（無料バス券）奄更新します

恥

一国民年金基金一

痴龍

国民隼盒のはおし

羅i

岩）

費57−1122

※指定された日が都合の悪い方は3月18口か22日（午前9時

がありませんでした

講盤罰翻鹿鶉馨2

2年半前、自分たちで盆踊りをや

ろうということで集まったのがきっかけです＝
盆踊りも、やぐらから屋台まで自分たちの手f甘りで行っ

から午後4時まで、ただし、昼休み時間は除きます）に、市
福祉事務所老人福祉係へおいでください。

ていますまた、そのころからr・供たちに昔を体．験してほ
しくて、ゴ竹トンボ三やゴ紙鉄砲ごなどを作っています．今

では．自分たちが竹細工やかずらの魅力に引かれ．休み

●保健婦だより●

樟寮煮縄議員蚤紹：愈します

ともなれば、夢中になって作っています．竹細⊥に限らず、

昔のものに触れてみたり自然の中で遊んだりすることはと
でに〔ましナこいですね・
ワ

ても素晴らしいと思います．皆さんも、もう1度昔を見直し

お済みですか、検診申し込み1
本市で実施している検診（胃ガン、子
宮ガン、乳ガン、大腸ガ

ン、基本健康診査）

子

菅

原

静

子

2，回収については、2月末日までは区長

首
@

．

．

藤
．

哲
正

．

．

一
．

9

龍

二

．．．．．・・．．．．・．・．一．．．一一．

浜町3丁目ユ40番地
@

TEL

53−6705

」

．

−

．

．

．

春原町2丁目9番地
@
TEL
53−1459
大字財光寺722番地l
@
TEL
54−1236
曽根町4丁．

ｩ13番地

TEL

．

毎朝、となりの生さんにお
はよう∫つてあいさつ弓る

■精神薄弱者相談員

氏

名

のが日課なのよ、

住所

連絡先

養−勲市！高砂町84鞭，蛎ゼ．6「，，

柴田丁才腐・・3醗地52一。、38

墨

⑰

53−2243

の

健康な毎日をおくるためにも
年に1回は検診を受けましよう！

本

．．．馳』．．．

みのてんけち

絡ください。

J

53−4351．『．．†．一．．

d

ご

凛木

FAX

気

野職．

大字塩見4845番地
@l

です．

※ご不明な点がありましたら市健康管理
センター（容内線2181♪までご連

52−5643

ダ

※この申し込みについては平成6年4月
〜平成7年3月内に実施予定の検診分

TEL

も﹁

3．検診の時期になりましたら、申し込
み者に連絡致します。

原町3丁目10番18号

夕

さんに、それ以降は健康管理センターま
で、持参または郵送してください。

連絡先

大字日計屋1400番地31
@
TEL働）52−656p．．

〜6

明

一ラ

原

︵花ケ丘︶

住所

寺

後藤亮子さんの

名

長男・駿介くん︵4歳︶

けます。

氏

︵奥野︶

1．希望する検診欄のところに○印をつ

山本正和・里子さんの

■身体障害者相談員

次女・愛ちゃん︵−歳5カ月︶

【検診専用はがきで申し込みます】

これからも、昌；のよさや自然のものをゴー供たちに体．験

させながら、残してあげたいと思っています

日向つ子

の申し込み方法が変わりました。

てみませんか

．市では、次の方々に障害者の方の相談員になっていただい
ています。どんなささいなことでも、親身になって相談に応
じていただけます。お気軽にご相談ください。

お母さんから一言

解

健康に、このまま大きく
育ってくれれはと思いま

あ
みノ

車が大好きなんた、
ソアラからヒートまてどん．
な重ても知っているよ、

とば
＜
＜

ん

お母さんから一言
何事も自分て判断し、行動
てきる自律した人になって
ほしいてす、

、

＼
8

主月

お し らせ
●たいえい橋開通式

玄関ロビーに展示します︒

また︑応募全作品を市役所
85舞7249︶

●学生特別保険証を発行
卒業される方は返却を

にあります︑．

※申し込み用紙は︑市社会
体育課︵費内線2452︶

市都市

応募・問い合わせ11〒粥口

向市本町10番5号

2613︶

計画課 たいえい橋開通式
実行委員会事務局︵δ内線
卒業︑入学の季節です．こ
の時期︑国民健康保険加入
世帯で︑4月から高校・大
学・各種学校などに入学さ
れる方のためにご家族の保
険証とは別に︑学生特別保

日 頃 屋 地 区と財光寺地区を

ラブなど5人以ヒの団体で

ります．．子ども会や運動ク

お持ちいただくもの

険証を発行しています︒

結ぶ大橋﹁たいえい橋﹂が︑

あれば加入できます．︑万一

月29日︵火︶午前10時より行

い ま す ︒ 式では︑渡り初め
や 餅 ま き ︑アトラクション
な ど あ り ま すので︑皆さん

●スポーツ安全保険に
ご加入を

ご参加ください︒

のけがや賠償責任︑突然死

印鑑・保険証・在学証明書
︵お急ぎのときは合格通知

今年3月に開通します︒
そ の 開 通 式を財光寺側で3

ま た ︑ 開 通 を記念してフォ
書︑又は入学許可証でも受け

平成6年度のスポーツ安全
保険の受付が3月から始ま

トコンテストを行います．．
う．．

掛け金は子どもや文化活動
が一人年額4百円︑一般は

ツ切︵ワイドも可︶︒作品裏

ロ フ リ ン トキャビネ判〜四
団体は千円︶．．賠償責任は

つき千5百円︹老人クラブ

る か ︑ ま たは勤務されてい

面に題名︑住所︑氏名︑年齢︑

対人が1億円︑対物が5百
万円︑心臓マヒなどの突然
死の見舞金が百20万円で
新しい保険証または写し
※修学のためさらに学生特
別保険証が必要な方は︑在
学証明書・印鑑・保険証を

険に加入したとき︾

︽社会保険などその他の保

お持ちいただくもの
印鑑・ご家族がお持ちの保
険証と学生特別保険証

ください︒

ので︑4月以降に次のもの
を持参して︑手続きをして

期限が3月31日で切れます

また︑本年卒業される方
は︑学生特別保険証の有効

明書を出してください︶

付けますが︑後日必ず在学証

などの事故に備えましょ

皆さんの応募をお待ちして
︵フォトコンゲスト要領﹀
は6．自円︶．．補償は事故に

千3．白円︵老人クラブ団体

います︑

の風景﹂

デーマー−﹁たいえい僑とそ

よる死亡・後遺障害が︑2
千万円︵老人クラブ団体は
5百万円︶︑入院1口につ
き4千円︹老人クラブ団体

応募期間114月5日〜20日

る方で︑アマチュアの方︒
は千8．自円︶︑通院−口に

応募資格11市内に住んでい

応募規定1ーカラー︑モノク

してください︐原則として︑
す︒

電話番号︑撮影場所を明記
作品は返却いたしません︒
スポーツ安

全協会宮崎県支部︵倉09

ンター︵倉⑪611←

問い合わせ11市文化交流セ

問い合わせ1一

表彰11人賞者には︑賞金や
記念品を準備しています︒

お持ちください．．

問い合わせ甘市民課︵8内

0523︶

一

募集期間113月7日〜18日

募集です．．

F円以下︶については︑垣

年に編入の道もあります．︑

線2133・2134︶

募集住宅11︽一般︾大f谷︑

時受付をしています︒
※今回応募者数が空き家数

願書受付

●県立宮崎東高等学校
通信制の生徒

高齢化社会を迎えようとし
て い る 今 ︑県内の青年たち
で 考 え る シンポジウムを口
向市で開催します︒話し合
い を 通 じ てみんなで高齢者
福祉や高齢者問題について

櫛の由︑小松崎︑財光寺北︑

に満たない住宅について

問い合わせ11県立宮崎東高

ら0

せ〜

身

／
ぼし ゅ う

現在︑県下各地で約2千5
百名の年齢︑職業もさまざ
まな人達が学習に励んでい

考えて見ませんか．︑青年の

大原︑木原︑塩田︑岩脇︑美々

は︑次回募集時までの問︑

等学校︵含0985⑳77

●高齢化社会を考える
シンポジウム

添付書類 ①住民票謄本②
平成4年分の所得証明書③
給与収入者は︑過去ユ年間
の給与収入証明書︒自営業
者などは︑過去1年間の月
別収支明細書︒④市税完納
証明書⑤その他︑市が請求

ます．．中学校卒業か︑それ

皆さんをはじめ市民の皆さ

津︑後言出︑細島︑美砂︽老人

随時受付とします．．

知一

する書類︒

んふるってご参加くださ

世帯向け︾大原︑美砂︑後無

●市営住宅︵2種︶の入居者

申し込み・問い合わせ目市
建設課︵燈内線2346︶
※第1種住宅︵収入基準額

午前9時から12時まで

田︑細島︽︐心身障害者向け︾

とき113月27日︵日︶

今回は︑空き家が生じた場
合︑それを補充するための

市中央公民館・レ

怩T千円を超え︑19万8

ところ

美砂︑後無出︑木原

い．︑

クリエーーション室

入居資格口①市内に居住︑
．または勤務し︑現在住宅に

問い合わせ11市福祉事務所

●県立中部高等技術専門
校の入校生︵二次募集︶
募集盛名11電子機器科︑電

気設備科︑OA事務科︑建
築技術科

訓練期間111年間︵平成6
年4月〜平成7年3月︶

学する方︒

対象者 学校教育法で定め
る大学・短大・高校・高等
専門学校及び各種学校に在

円・大学生月額2万円︒

貸付額⊥局校生月額1万

いずれも若干名︒

定員11高校生・大学生︵専
門学校生・短大生を含む︶

●平成6年度の奨学生

3月29日まで

内 容 1 ー パ ネルディスカッ
シ ョ ン ︹ テーマ・ここは日

募集人員11各科とも若干名

︵8内線2168︶

及び同居親族の過去1年間
における平均月額所得金額

入校資格11高校卒業者︵平

94︶へ

向！みんな家族！︶

困っている方︒②現在︑同
居または同居しようとする
親族︵婚約者を含む︶があ

︵OA事務科は女性のみ︶

ブル金沢﹂特別演奏会

︵所得税法に準じて算出し

入場料金11前売りで一般2

3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人の方に記念品をさしあ
げます。

先月号は「挙」「演」「と」が正解で、応募19

へおいでください．︑

企画課︵含内線2214︶

申し込み・問い合わせ門市

します．︑

報酬は︑各調査ごとに支給

きには連絡します．︑

応募者は︑調査員として台
帳に登録し︑調査があると

集しています︒

市は︑国などが実施する統
計調査︵国勢調査や商業統
計調査など︶の調査員を募

●統計調査下

内線2413︶

申し込み・問い合わせ汁旧
教育委員会学校教育課︵容

します．．．

定し︑7月中旬までに通知

決定通知11選考委員会で決

14・6パーセント

延滞金け延滞元金に対し︑

に相当する期間内︒

月の翌月から起算して6カ
月を経過した後︑貸付期間

償還期間11貸付の終〜した

いずれかによります．．

より月賦︑半年賦︑年賦の

償還方法11奨学生の希望に

る学校の正規の修業期間．︑

貸付期間n奨学生の在学す

貸付利息11無利息

ると認められること︒

③学費の支払いが困難であ

お問い合わせば、下水道課（君内線2623）へ。

上の○にはどんな文字があてはまります

る方．．③収入基準は︑入居者

とき113月26日︵⊥︶

た所得金額の合計額から条

願書受付113月15日まで

例で定めた控除額を控除
が11万5千円以下であるこ

問い合わせ11県立中部高等

千円︑高校生以下干円︵当

し︑その額を12で割った額︶

と︒④住民税の滞納がない

り︑かつ健康であること︒

資格ロ⑦本人または保護者
が引き続き1年以上本市に
住所を有していること︒②
学業・品行ともに優秀であ
こと︒

すと融資斡旋制度があり、利子の補給があります。

人、正解17人でしたので抽選の結果、次の方
に記念品をさしあげます。
（敬称略）
工 柏田文子（向江町）2古城洋子（新生町）
3日目房代（新町）

排水設備の改造のための資金について、一定の条件を満た

なお、ハガキには住所・氏名・年齢と電話
番号をはっきり記入してください。

融資斡旋制度をご利用ください

日向市役所選挙管理委員会あて
町10番5号

下水道法で供用開始になると、「すみやかに接続しなければ
ならない』となっています。
また：、排水接続工事は指定工事店でなければできませんの
で、お早めに接続されますよう、お願いします。

〒883日向市本
か？答えを八ガヰに書いて

・接続はお早めに

選挙人は、その開票所につき開○の参観○
求めるこ○ができる
開票の参観（法第69条）
約6．8ヘウ二一ル（合計282．2ヘクタール）

⑳
※対象区域は
山手町、浜町2丁目、浜町3丁目のそれぞれ一部
大字日知屋字竹の上、字今別府、字櫛の山のそれぞれ一部
※面積は

醜
新たに、次の区域で供用開始になりました

と同程度の学力があれば誰
でも入学でき︑原則として
3年以上の学習で︑県立高
校全日制と同じ資格がとれ
ます︒また︑全日制高校を
中退した人たちは︑相当学

下水道課からのお願い

自

1ラウイズ

働
まちにうるおい

技術専門校︵含0983⑳

日券はいずれも3百円古同︶

ンター大ホール

午後6時30分開演
ところ貯日向市文化交流セ

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

●﹁オーケストラ・アンサン

11

扇血
シM⁝

／！幽

噸

顯虚
市役所は冠52−2111（代表）です。

11

10

○乳幼児の健康診査

歯科医師会だより

3か月児健診（毎月第2・4金曜日）

今回は、局部床義歯についてお話
しします．耳慣れない言葉ですが、

日

時…◇3月ll日、25日

所謂取り外し型の部分入れ歯のこと

場

所◇日向保健所（燈52−5101）

です。歯を連続して3本4本、ある

対

13：00−14：00受付
・詫r

D

吋

象◇平成5年12月生まれ
7か月児健診（毎月第3金曜日）

いはそれ以上失った場合、どうして
も固定性のブリッジで欠損部を回復

♪

日

時◇3月18口

くなってきます．そういった場合に

所◇日向保健所（麿52−5101）

利用されるのが局部床義歯です、

対 象◇平成5年8月生まれ
1歳児健康相談（毎月1回、誕生の翌月）

騨轡姦畿婁？籍）

ている歯をほとんど削らずにすむと

日

・集団指導

いうことでしょう．それに、咬み合

場

なんと言ってもその長所は、残っ

わせの力を歯と顎堤噛ぐき）に分
散できるので．歯への負担が緩和で
きます、しかし、口の中に入れた時
に異物感が非常に強く、慣れるのに
少し時間がかかります．，また，人れ
歯は食後必ずはずして、歯と入れ歯

を別々に清掃しなければなりませ

・身体計測；身長・体重：
・問
診

・小児科．医診察

13：10〜14：00受付

掘

．1腱婦

所◇日向市健康管理＝：r〔容内線2181・2182）

対 象◇平成5年2月生まれ
1歳6か月児健診〔毎月1回、誕生の翌月）
日

時◇3月17日（木／

場

所◇日向市健康管理嶺（δ内線2181・2ユ82）

1歳児健康相談
・身体計測
・問診
・育1尼相談．台．！，チ：ヲ羅．こつ．て

l3：10−14：00受付

・栄養指導

対 象◇平成4年8月生まれ
3歳児健診（毎月第1金曜日）
時◇3月4口（金）

1歳6か月児・3歳児健康診査

L鯛測撫轡

13：10〜14：00受付

所◇日向市健康管理ぢ；〔燈内線2ユ81・2182）

場

対

所や気になる所を歯科医院で調整し
ていくと少しずつなじんできます、

時◇3月9日〔水）

3か月児・7か月健康診査

口

ん．初め慣れなかった入れ歯も、痛い

13：00−14：00受付

．

場

することは、前歯部を除いては難し

七曲−

酬・4

レ市政ニュース・行事は市政テレホンサービス含52−2000へ

※母子健康手帳も忘れずにノ

象◇平成2年ll月生まれ

入れ歯は，人口臓器の．一つであり

︐

道具の一つです、使う側も使いこな

03月の休日在宅医

さなければただの異物になってしま
います、食事も初めのうちは、ごは
んであれば八分粥、おかずも煮物や
魚といった柔らかい食べ易いものか
ら始めるといった工夫が必要です、
また、入れ歯にも色々な方法があり
ますので、歯科医師によく相談され

r股病院（内・外科倉葡0034）今給黎医院（内科麿：籔2459）
6日

寺尾医院（外・産婦人科倉舜：14471

一．．．一一一一

g

一一一一

．

．

．一

．一

．一

1渡辺病院（産婦・泌尿器科實⑤1011）吉田医院（内・小児・
13日：

放射線科君⑪440P

ることをおすすめします

｝

武富医院〔皮膚科君葱：5522）

．一．一．．一．．一．．．．一

…T・代田病院（外・整外・胃腸・皮・麻酔科含5⇒711D
1．．

柳田

20日…

親子映写会

．医院（産婦人科倉糖：2950）瀧井病1塊（内・精神科含愈2409）

1・．開

まえがみ太郎
〔アニメーション・ア5分〕

21日…二木医院〔産婦

外

胃腸

方謝線科飼4468／田帷院

…〔内・小児科君臣2515）協和病院（精神・神経科實⑪2806）
■主

■と

催

榊央公民館・日向λ螂ライブラリー

き

3月16日（水）19：00〜

鮫島医院（整形外科含珍8191）

L■ところ市中央公民館視聴覚室

．4046）

二二医院（産婦人科費諺3388）

︺

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

納税メモ（3こ口

今月の表紙

市県民税の申告は
3月15日までです。
一納税で住みよい日向のまちづくり一

2月6日、日置矧

「9・

@．彫『乃胴吃

1

靴底
2月から3月にかけては、税金
の申告の時期です．テレビや新聞
でも、芸能人やスポーツ選手の申
告の模様が取り沙汰されています

市総合福祉セン
ターで行われた福

人口と世帯

ら．ご．［

内は・朗比

祉のつと

いの模様

です＝

世

帯

人

一A「

4

男女
父

数

i9，90け世帯

i†171

目

58，434人

1＋6

27，396

「一181

代問交流広場では、竹トンボや竹笛を

・十211

習う±㌃供達で賑わいました

3LD38

ノ、

ノ、

吉森医院〔内・胃腸科費動

27日

会場には、バ
ザーやグルメコーナーなどがあり、世

が，皆さんは、もう済みましたか

期限が迫らないとバタバダしな
いのが日本人〔私だけ？｝みたい
ですが、早めに済ませて、春の準
備をしたいものです、
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