（、酉

曄厘

「

樹
日向廠三
下

︐

新年明けましておめでとうございます︒皆様には︑すがすがしい新春をお迎えのことと
心からお喜び申し上げます︒
本年も市民の皆様のご理解とご協力をいただきながら︑二十一世紀に向けて﹁うるおい
と生きがいのあるまち﹂︑﹁産業が栄え︑文化の香り高い都市﹂づくりに全力で取り組んで
参りたいと決意を新たにいたしております︒

いと存じます︒

さて︑本市を含む県北地域は︑昨年九月︑地方拠点都市整備地区としての指定を受けま
した︒今後は︑県北十五市町村との連携を深めながら︑東九州自動車道をはじめ高速交通
網の整備促進︑重要港湾細島港の強化など圏域の諸課題の実現に向けて取り組んで参りた
本市は︑拠点都市の地域整備として︑細島工業港・商業港周辺のウォータヒフロント拠
点地区︑市街地再開発・鉄道高架を中心乏する生活・文化交流拠点地区︑財光寺南土地区
画整理事業を中心とする財光寺居住拠点地区の三地区を重点的に開発整備する計画として
います︒これらのプロジェクトが実現できるよう具体的な作業を進めながら︑均衡ある市
の発展に取り組んでいきたいと思います︒
また︑都市計画︑下水道︑住環境の整備など都市基盤の整備︑農村地域の生活環境の整備︑
自然を生かしたファミリーパーク﹁日向サンパーク﹂事業︑入郷地域と連携した広域観光︑
放送大学誘致等など︑さらに進展が図られるよう努めて参ります︒

わ

このほか︑ごみ減量化・有効利用を目的とする本格的な資源ごみ回収事業の推進︑生涯
学習の推進︑教育文化の向上など市民の皆様と共に積極的に取り組んで参ります︒
なお︑高齢化社会を迎えまして︑本市では︑施設福祉と在宅福祉の充実に努めておりま
すが︑この四月には︑特別養護老人ホーム︑﹁立縫の里﹂︑﹁シルバーワークプラザ﹂が開設
する運びとなります︒だれもが生きがいをもって暮らせる福祉社会の充実につきましても
幅広く諸施策を推進し︑市民福祉の向上に努めて参りたいと思います︒
この一年が皆様にとりまして︑健やかで幸多い年でありますよう心から祈念申し上げま
して︑年頭のごあいさっといたします︒

新年明けましておめでとうございます︒市民の皆様には︑健康で希望に満ちた新春を迎
えられたことと心からお喜び申し上げます︒
旧年中は︑皆様の力強いご支援によりまして議会活動に専念し︑市政の発展に微力なが
ら寄与できましたことを心から感謝し︑改めて厚くお礼を申し上げます︒
さて︑日本経済はバブル崩壊による景気低迷からゆるやかではありますが着実に回復に
向かいつつあります︒依然として︑世界経済も厳しい状況には変わりありませんが︑中国︑
韓国︑タイ︑シンガポールなどのアジア諸国の急激な経済発展に引きずられるように我が
国経済も持ち直しております︒
方︑冷戦構造の崩壊による宗教や民族の対立等を起因とする世界各地の紛争に対して︑
我が国は︑世界の秩序の確保に努め︑その地位にふさわしい責任を担おうとしています︒
同時に︑世界的な地球温暖化や砂漠化︑海洋汚染等の環境問題にも我が国が果たす役割は
大きなものがあり︑全世界から強い期待が寄せられております︒
また国内では︑ 西暦二〇二五年には四人に一人が六十五歳以上の高齢者というかつて経
験したことのない高齢化社会を迎えます︒これらの諸問題をいかに解決するか︑今まさに
国をはじめとする行政の真価が問われているのです︒
本市におきましては︑昨年は地方拠点都市指定を受けたのをはじめ︑市民待望のたいえ
い橋︑広域農道も完成しました︒このように︑﹁うるおいと生きがいのあるまちづくり﹂
が着々と推進されておりますが︑本市の抱える課題は山積しております︒ 企業誘致︑東九
州自動車道の早期実現︑下水道事業︑区画整理事業︑農業の振興︑高齢化対策等︑一日も
早く解決しなければなりません︒
内外の社会情勢は誠に厳しいものがありますが︑本年も議員一同︑市民の皆様の付託と
ご期待に添うべく︑気持ちを新たに全力を傾注して取り組む所存でございますので︑皆様
方におかれましては︑市政並びに市議会に対しまして旧年に倍してのご支援︑ご協力を賜
りますようお願い申し上げます︒
皆様のますますのご健勝とご家族様のご多幸を心から祈念いたしまして年頭のあいさっ
といたします︒

2
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、

博

虜知

1世紀に向けた魅力あるまちづくりを目指します」

「市民の声を反映させるため努力しま

秀

別
日向市議会議長野

■■讐∠

昏

﹁市県民税﹂﹁所得税﹂の
に申告できない人は︑申告
期限内︵執務時間中︶に市
税務課で受け付けます︵最
終3日間は中央公民館︶が︑

よう心掛けてください︒

締め切り間際は大変混雑し
ますので︑早めに済ませる

▽給与所得者は︑源泉徴収
票や給与支払証明書︒旦雇
いや出稼ぎなどで給与支払
証明書のない人は︑その確
認ができるもの．．

▽年金や恩給の受給者は︑
公的年金等源泉徴収票︒
▽営業︑その他の事業をし
ている人は︑収入や経費の

漁業︑営業︑農業︑不動
産やその他の事業所得など
のある人は︑帳簿や領収書

告書が送ってきている人

①申告書と印鑑
市役所から市県民税の申

会場に持参してください︒

市県民税の申告には次の
ものが必要です︒忘れずに
③医療費︑災害︑盗難損失
などの証明書︑領収書及び

出荷証明書など︒

による申告をしない人は︑

申告のとき必要なもの

を整理しておいてください︒

▽漁業の入は︑水揚証明書︒

わかる帳簿など．︑

前年中︵1月〜12月︶に事
業所得︵営業・農業・この
帳簿をつけていなかったり︑

は︑必ずその申告書で申告
してください︒送ってきて
いない人は︑各申告会場と
市税務課に申告書を用意し

平成7年度の市県民税の
申告は︑2月9日から受け

申告をしなければならな
い 人 が 申 告をしないと︑児
童手当︑福祉年金︑保険給

ず︑市内に住んでいる人で︑

移動相談を
ご利用ください
移動申告相談は別表のと
おり行います︒該当する日
時に相談を受け︑申告書を
提出してください︒指定日

課税所得

確1記す得ま鴨溜．土︒

の月ま

の方へ

特別徴収義務者︵事業主︶

額されます︒

︵最高限度額2万円︶が減

平成7年度分の個人住民
税所得割額の15％相当額

ついて

平成7年度分の特別減税に

フ知てずだ 24時す

ツせた定い向ので
税延レらき指さ日日ま︒

税2り︒︐︑署とい

得︑ま
所は始

ロ

農業の人で︑税務署の基準

ほかの事業︶や給与所得︵賃

整理をされていないと︑受
け付けにかなりの時間がか
かりほかの方に大変ご迷惑
ています︒

申告の際の注意点

付けを始めます︒期限は︑

金など︶︑公的年金などの
所得︑資産所得︵利子・配
当・不動産︶などの所得が
をかけることになります︒

次ページの日程で申告を受け付けます︒

3月15日までです︒

あった人です．︑

関係書類
④．国民健康保険税︑国民年
金保険料の支払証明書
⑤一般の生命保険料︑個人
年金保険料の支払証明書
⑥そのほか︑収入や経費に
関係のある書類

なりません．．

▼給う所得以外に所得が
あった人
▼給与所得の人でも︑医療
費控除や雑損控除を受けよ
うとする 人

理しておいてください︒

②所得の計算に必要な書類

付︑融資用証明︑住宅入居︑
保育所人所︑奨学金貸付︑
母ツー．栄養強化事業などの住

民としての特典を受けよう
とするときに支障があり︑

大変不利になりますので必
ず申告してください．︑

申告しなければ
ならない人
平成7年1月1日現在︑

住民登録の有無にかかわら

市県民税の税率や各種控除額が
700万円以下の金額
700万円を超える金額

控除額
怏
怏

ｯ付けばいたしません．．

0︵V一JJ

中央公民館

．ヒ記口までに申告できな
ｩった人
ｦ当期間は、市役所での受

怏

13

平成6年分の所得税の確定申告

37H﹁

別府，駅通り、ウニ縫、新町、

怏

ﾎ並、余瀬

怏

美々津公民館

怏

，

地方税法の一部改正によ
り︑平成7年−月1日以降
に退職される方の退職金に
ついては︑新しい税率によ
り特別徴収税額が徴収され
ることとなりました︒

月

9：3Dヨ5130

金

高松公民館

怏

月

9：30ヨ5：30

改正されました︒

]町

基礎控除︑配偶者控除︑配偶者特別控除

金

美砂、曙
13：3G〜15：30

及び扶養控除について

木

木

9：30〜15：30

秋留
9：30〜12：00

活力ある豊かな福祉社会の実現を目指す視点に立った今
次の税制改革等の一環として︑一部改正された地方税法の
うち平成7年度分の市県民税から適用されるものは次のと

水

火

33
33

33
33

おりです︒

畑田

38

種類

中浦公民館

45
41

の

公園通り、櫛の山団地

42税
％％率
型幅
13二30−15：30

遠見、整準、飯谷

協
漁
向

鼻木
9：30〜12／α〕

U
9：30〜15：30

除

櫛の山集会場

9：30ヨ2：00

庄．手、大王谷、大王田］．
13：30日5：30

控

清正、吉野川、地蔵

13：30〜1513D

所得割の税率適用区分について

細島公民館
9：30〜12：00

高松、宮の下、落鹿

得税の確定申告

基礎控除
配偶者控除
老人控除対象配偶者に係る配偶者控除

{のヒ、高々谷

火

笹野東、笹野中、笹野西、
{宮、金ケ浜

、2月16日から

9：30司2：00

配偶者特別控除︵最高額︶

富島漁協
9：3ト15：30

亀崎東公民館
13：30〜15：30

扶養控除︵一般︶

本谷
13：30ヨ5：30

亀崎東、亀崎中、亀崎南、
3／1

老人扶養親族に係る扶養控除
同居老人扶養親族に係る扶養控除
特定扶養親族に係る扶養控除

本谷公民館
月

西川内
木

西川内公民館
9：30ヨ2：00

・←市民税

中村
月

農村婦人の家

課 陣所 得

金

9：30〜15：30

200万円以下の金額
200万円を超えて700万円以ドの金額

木

比良、比良町、川路団地

F﹁﹁壬1

水

田の原

金

一

火

比良公民館

700万円を超える金．額

ド

月

田の原公民館

83税
松原、沖町

︻2肖ド辻v兄

木

9

水

広見
所
役

O

そのような場合︑後日再来
庁していただくことになり
ますので︑帳簿等は必ず整

％％％率

ただし︑勤務先などから
給与支払報告書が市に提出
された人や︑平成6年分の
確定申告書を税務署へ提出
する人は申告の必要はあり
ません︒しかし︑次に該当
する人は︑申告しなければ

市県民税は︑2月9日から3月15日まで

申告時期が近づきました︒

この欄の問い合わせば、市税務課市民税係〔雪内線2115、2116）へ。

4

5

南日向公民館

火

市

4日間（午前9時から午後4
）、中央公民館で受け付けま
9：30司5：30

15

切島山1区、切島山2区

市では、2月21口、22日、23日、

水

14

切島山2区公民館

9：00ヨ5：3〔〕

延岡税務署では、申告用紙やパン
フレットとともに、相談案内日をお
知らせしています。申告書が送られ
てきた人は、申告書に目を通し、必
ず指定された日に申告を済ませてく
8

10

北町、中原、高見橋通り

は、2月16日から始まります。申告・
納税期限は3月15日までです，
7

永田

13＝30ヨ5：30

籾木公民館
鵜毛公民館
秋山公民館
美砂公民館
6

永田公民館
23

梶木、梶木町

3

市

9：30司530
16

ｹの巣団地、千束口

新財市会館
13：3卜15：30

梶木公民館
聴手公民館
2

9：30ヨ2700

28

江良町、永江町、永江

所

ｽ野町、山手町、堀・方深溝

税務署からのお知らせ

奥野

27

江良公民館

9：00〜15：30

役

名、

「

奥野公民館

24

9：30〜15：30
15

所

二手向、八幡、伊勢、八坂、
9：30〜15．30

水
22

ll∫

本町、日向台
9：00〜15：30

R下町、長江団地

往還公民館

役

所
役

往還、往還町、lll下、

913ト15：30
14

役

二二市、権現原、

火
21

市

h町、花ヶ丘、迎洋園

曽根公民館

9：00ヨ5．30
13

所

曽根町塩臥塩田団地、古出
市

9：30〜15：30

都町、春原，春原町
9：0D〜15：30

二二伊勢テ浜．中堀町、平野、
9：30〜15：30

役

11

松原公民館

9：3σ〜15：30

20

9：30〜15：30
17

市
2／9

堀一方公民館
金
lo

中町南町東草場、西草場
所

下原町公民館
9：00−15：30

原町、鶴町置生町、高砂町
9：30−15二30

■
．
r
■

区
地
所
場
間
時
月日 曜

■
一
■
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税金の申告
税金の申告

謔T回
日向市議会
阯瘟
平成六年第五回日向市議会
︵定例会︶が︑十二月五日か
ら 二 十 二 日 ま で の十八日間の
日程で開催され︑条例六件︑

樹

博

︐

日向市の議会の議員及び長の選挙におけ
る選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用
ポスターの作成の公営に関する条例をここ

三

に公布する︒
平成六年十一一月二十二日

日向市長
B向市条例第二十一号
日向市の議会の護員及σ長の選挙にお
ける選挙運動用自動車の使用及び選挙運動
用ポスターの作成の公営に関する条例

この条例は︑公職選挙法︵昭和．．

︹趣旨一

第一条
Ll九年法律第r日ロヴ．以ド﹁法一というご
第r日四卜一国是九項及び第百四−ザ一．．条第

．項第雪目ゲのポスター︹以卜﹁選挙運動

という．︸の使用及び法第百四卜．一．条第

卜五項の規定に基づき︑市の議会の議員
及び長の選挙における法第百四卜一条第

事件決議四件︑補正予算十三
件︑決算認定十件の計三十三
件が提案され︑すべて原案ど
用ボスダー一というごの作成の公営に

一項の自動車︵以ド呵選挙運動用自動市T﹂

おり可決︑認定されました︒

今回︑その主な内容について
関し必要な事項を定めるものとする．

＼

＼︑

．6β

ける候補者︻以ド﹇候補者﹂というごは︑

﹇選歪座動用自動車の使用の公営一
第．．条 市の議会の議員及び長の選挙にお

紹介します︒

条例関係
平成四年十二月十六日に公
布︑施行されました公職選挙
法の一部を改正する法律に基
づき︑日向市の議会の議員及
び長の選挙における選挙運動
用自動車の使用及び選挙運動
用ポスターの作成の公営に関
条文については︑下記のと

する条例を制定しました︒
おりです︒

また︑近年増加している違
法 駐 車 の 防 止 策 として︑市・

第六条に定める額の範囲内で︑選挙運動
用自動車を無料で使用することができ
る︑︑ただし︑当該候補者に係る供託物が
て準用する場合を含む．︑︺の規定により

法第九レ一．一条第一項︵同条第．．項におい

市に帰属することとならない場合に限
︵選挙運動用自動申の使用の契約締結の届

る︐

出

第．二条 前条の規定の適用を受けようとす
る者は︑道路運送法︻昭和．．−﹁六年法律
第百八卜．．．号︸第三条第一ロゲハに規定す

る一般乗用旅客自動車運送事業を経営す
る者︹以下﹁．般乗用旅客自動車運送事
業者﹂という︒︸その他の者︹次条第二
号に規定する契約を締結する場合には︑
当該適用を受けようとする者と生計を一
にする親族のうち︑当亥契約に係る業務
を業として行う者以外の者を除く．︑︺と
の問において選挙連動用自動車の使用に
関し有償契約を締結し︑H向市選挙管理
委員会︵以卜﹁委員会﹂という．ごか定
めるところにより︑その旨を委員会に届
け出なければならない︑一

円を超える場合には︑五万一千五百円︸

挙運動用自動車ρ同一の日において一
般運送契約により二台以しの選挙運動
用自動車が使用される場合には︑当該
候補者が指定するいずれか7菅の選挙
運動用自動車に限る︐︶のそれぞれに
つき︑選挙運動用自動車として使用さ
れた各日についてその使用に対し支払
うべき金額︵当該金額が五万一千五百

当該契約が選挙運動﹄⁝自動市Tの借

の合計金額
当該契約が一般運送契約以外の契約
である場含 次に掲げる区分に応じ︑
それぞれに定める金額
ア
当該選挙運動

入れ契約︵以ド﹁自動車借入れ契約﹂
という︑︑︶である場合

用自動車︵同一の日において自動車
借入れ契約により二台以上の選挙運
動用自動車が使用される場合には︑
高声候補者が指定するいずれか一台
の選挙運動用自動車に限る︒一のそ
れぞれにつき︑選挙運動用自動車と
して使用された各日についてその使
用に対し支払うべき金額︵当該金額
が．万．．一r．二百九卜円を超える場合

金額
イ当該契約が選挙運動用自動車の拶
料の供給に関する契約である場合
当該契約に基づき当該選挙運動用自
動車に供給した倒料の代金︵当該選
挙運動用自動車︹これに代わり使用

される他の選挙運動用自動車を含

第ヒ条の規定により選挙運動用ボ

の作成を業とする者に対し支払う︒
︵選挙運動用ポスターの作成の公費負担の
限度額︸

候補者は︑第卜条に定める額の範

囲内で︑選挙運動⁝用ポスターを無料で作

第十条

︵選挙運動用ポスターの作成の契約締結の

は︑第⁝一条のただし書の規定を準用する．．

前条の規定の適用を受けようとす

る者は︑ボスダーの作成を業とする者と
の間において選挙運動用ポスターの作成
に関し有償契約を締結し︑委員会が定め
るところにより︑その旨を委員会に届け
出なければならない︐
市は︑候補者ρ前条の規定による

︵選挙運動用ポスターの作成の公費の支払︺

第九条

届出をした者に限る︐︸が同条の契約に
基づき当該契約の相手方であるポスター
の作成を業とする者に支払うべき金額の
うち︑当該契約に基づき作成された選挙
運動用ポスターの一枚当た一1の作成単価
︵当該作成単価が︑工芸六卜．︐円八十八
銭に当該選挙が行われる区域におけるポ
スター掲示場の数を乗じて得た額に一一卜

一円とす

五万七干五百円を加えた金額を当該選挙
が行われる区域におけるポスター掲示場
の数で除して得た金額二円小満の端数
がある場合には︑その端数は︑

る︑以下﹁単価の限度額﹂という︐︶を
超える場合には︑当該単価の限度額︺に
当該選挙運動用ポスターの作成枚数︹当
該候補者を通じて︑当該選挙が行われる
区域におけるポスター掲示場の数に相当
する数の範囲内のものであることにつ
き︑委員会が定めるところにより︑当該
候補者からの申請に基づき︑委員会が確
撫したものに限る︐︺を乗じて得た金額
を︑第七条後段において準用する第二条
ただし書に規定する要件に該当する場合

財

この条例に定めるもののほか︑

班
R只

この条例は︑公布の日から施行する．︑

︵施行期日等︸

この条例の規定は︑この条例の施行の

の選挙から適用する．

熟．
ぴ 全
︒ ●

o

その期日を土口示される議会の議員及び長

日︵以下﹁施行H﹂という一．︸以後初めて

2

1

1﹂

員会が別に定める︑

この条例の施行に関し必要な嘉島は︑委

第十．条

︵委任︸

該作成枚数が︑当該選挙が行われる区域
におけるボスダー掲示場の数に相当する
数を超える場合には︑当該相当する数︶
を乗じて得た金額とする︑

スターを作成する場合の公費負担の限度
額は︑候補者一人について︑単価の限度
額に選挙運動用ポスターの作成枚数︵当

成することができる︑この場合において

第七条

には︑一万．一一ト一．．百九十円︸の合計

む︐︸か既に前条の規定による届出
に係る契約に基づき供給を受けた燃
料の代金と合算して︑七曜二百卜円
に当該候補者につき法第八レ六条の
四第一項︑第．．項︑第瓦項︑第六項
又は第八項の現定による候補者の届
出のあった日から当該選挙の期日の

︹選挙運動用自動車の使用の公費の支払

第四条 市は︑候補者︵前条の規定による
届け出をした者に限るごが同条の契約
に基づき当該契約の相手方である一般乗
用旅客自動車運送事業者その他の者戸以
ド﹁．般乗用旅客自動車運送事辛者㌔
という．．︸に支払うべき金額のうち︑次
の各号に掲げる区分に応じ当該各ロヴに定
める金額を︑第二条ただし書に規定する
要件に該当する場合に限り︑当該．般乗
用旅客自動車運送事業者等からの請求に
基づき︑当該一般乗用旅客自動躯運﹂み
業者等に対し支払う
一 当該契約が一般乗用旅客自動車運送
事業者との運送長約戸以ド﹁．般運送
契約﹂という． である場合 当該選

に限り︑当該ポスターの作成を業とする
者か らの請求に基づき︑当該ポスター

届出︶

から当該選挙の期日の前日までの日数を
乗じて得た金額とする．

第八条

第．．条の規定により選挙運動用手

︵選挙運動用自動車の使用の公費負担の限
度額︶

第六条

︵選挙運動用ポスターの作成の公営︼

前11︹法第百条第四項の規定により
投票を行わないこととなったとき
は︑その事由が生じた日︐第六条に
おいて同じ︒︶までの日数から前号
の契約が締結されている﹇数を除い
た日数を乗じて得た金額に達するま
での部分の金額であることにつき︑
禾団員会が定めるところにより︑当該
候補者からの申請に基づき︑委員会

条例を制定しました︒

が確認したものに限る︑

市 民 ・ 事 業 者 等 が一体となっ
て 協 力 し ︑ 駐 車 モラルの向上
等を図り︑安全で快適な生活
環境を保持するために︑日向
市違法駐車等の防止に関する

ご協力をお願いします︒
動車の運

第五条 前条の場合において︑選挙運動用
．自動車の使用に関し同一の日につき同条

︵選挙運動用自動車の使用の契約の指定︸

合には︑一万円﹁の今註金額

の勤務に対し支払うべき報酬の額
戸当該報酬の額が一万円を超える場

運転業務に従事した各日についてそ

れ脚てれにつき︑選挙運動用自動市〒の

転手の雇用に関する契約である場合
当該選挙運動用自動車−の運転手
︵同一の日において二人以上の選挙
運動用自動車の運転手が雇用される
場合には︑当該候補者が指定するい
ずれか一人の運転手に限るこのそ

ウ当該契約が囎選挙運動用白

この条例は︑四月一日から
施行されます︒市民の皆様の

補正予算関係
庄手川ふるさとの川整備事
業︑お倉ケ浜総合公園整備事
業などの補正に︑一般会計四
億六千七百九十九万八千円を
補正しました︒

また︑国民健康保険事業特
別会計補正予算において︑保
険給付費等の追加補正に︑八
千七百四万七千円を補正しま
した︒

決算認定関係
第三次総合計画を基本と

第一号に定める契約及び同条第二号に定
める契約とのいずれもが締結されている
ときは︑当該目については︑これらの号
に定める契約のうち当該候補者が指定す
るいずれか一のロヴに定める契約のみが締
結されているものとみなして︑同条の規

動車を使用する場合の公費負担の限度額
は︑候補者一人について︑五三一千五百
円に︑その者につき討議八十六条の四諦

定を適用する︑︑

し︑生活基盤の整備を図りな
がら︑市民生活の向上と均衡
ある市政の発展に取り組んで
きました平成五年度の一般会
計歳出決算は︑百八十九億三
千六百九十五万六千円となり
ました︒ また︑実質収支は
四億一千二百二十八万二千円

項の規定による候補者の届出のあった日

明るし、選挙で
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一項︑第．一項︑第五項︑第六項又は第八

政3台1読

、

の黒字決算となっています︒

明るい

．明 る商選挙

●

■

第3回市民友好交流団募集

成します．．

※協議会が︑旅行経費の﹁部を助

交通費︑中国内滞在費です︒︶

費の内容は国際航空運賃︑中国内

界各国からたくさんの観光客が訪
◇申し込み方法11所定の申込書を︑

見事カップルになられた方に

は、楽しいデートを、そしてメ

モリアルウェディングを挙げら
れた方には、新婚旅行をプレゼ

【諸塚村】

寒い季節は夜神楽です

火災の多発する時期を前に︑市
消防本部に︑はしご付消防ポンプ
に祈りたいものです︒

使う事態が起こることのないよう

高千穂、椎葉に負けず劣らず

の諸塚神楽の季節になりました。

たき火を囲んで暖をとり、酒
を酌み交わして舞に酔う。心も

︵年越し︶を好きな理由の

営業に戻ります︒

商店などは︑この口に通常

六日は﹃六六大順﹄すべ
てが順調に運ぶ日とされ︑

ています︒

ため︑この日まで針仕事と
炊事をしなくてよいとされ

女性が楽しく春節を過ごす

五11は﹃破五﹄と．三口い︑

交わし合います︒

財﹄︵お金が儲かりますよ
うに︶と新年のあいさつを

どうございます︶︑﹃恭禧発

る民俗芸能が舞われます︒
人々は顔を合わせるたび
に﹃新年好﹂︵新年おめで

十分注意しましょう︒

かりとお願いします︒火の元には︑

はしご車は配備されましたが︑

自動車が配備されました︒
火災の発生しやすい時期です︒
空地の枯れ草︑空家の管理をしっ

装備されています．．

購入されたはしご付消防ポンプ
自動車は︑多様化する救助状況と
厳しい条件下での消防活動に威力
を発揮すべき最先端の救助機能が

されたものです︒

これは︑中高層建築物が建ち並
ぶ最近の都市化の状況下における
中高層建築物火災の消火活動及び
人命救助等に活用するために購入

が配備されました︒

友姫都市瀧坊市へ行きませんか 市消防本部に
はしご付消防ポ≧フ自動車
友好都市灘坊市で開催される世

れます．︑

口向市難坊市交流促進協議会事務

界風箏︵凧あげ︶大会は有名で︑世

日向市灘坊市交流促進協議会で
は︑第三回市民友好交流団を募集
局・市総務課へ提出してください︒
︵申込書は︑総務課にあります︒︶

します︒
◇旅行日程114月16日︵日︶〜23日

で︵定員になり次第締め切ります．︑︶

◇募集期間112月10Hから15日ま

もア止しています．︑

◇その他貯①交流団確定後︑説明
会を開催します︒②旅行の諸手配

︵日︶の8日間．．北京や上海の観光

以上．︑ただし︑学生は除きます︶

◇募集人員門H向市民15人︵18歳

◇問い合わせ11日向市灘坊市交流

は︑委託した旅行会社が行います︒

◇旅行経費11昨年程度︵18万円︶の

促進協議会事務局

※団長︑通訳等数名が随行します︒

予定です︒ただし︑中国の事情で
内線2222︶

物の高さに相当します．．

リュウウエイデイ

交わします．．この時赤い紙
に包んだお金が子供に与え

︵年末年始の風俗行事︶

劉偉地

はしごの長さは︑地ヒから最高
三十五・九ニメ！トルの高さまで
延長でき︑これは地上十二階の建

メン

・鱈

ニイ

俗

で︑テレビも三日まで昼夜

一晩中眠らないのが習慣

葉を書いた赤い紙︶︑版画︑

られます︒これが﹁圧回避﹄

午前○時の鐘と同時に︑

連続で放送されます．．

大変にぎわいます︒

現在、ねるとん大作戦、メモ

◇戸下（荒谷）；1月28・29日

体も暖かくなりますよ。

◇佐礼（南川）＝2月4・5日
目詳しくは、村教育委員会（倉

65−0072）まで。

【椎葉村】

生涯学習フェア開催

す．．

最後が︑十五日の﹃元宵
節﹂で︑獅子舞いなどを見
て︑もち米の団子を食べま

一つです︒

たちが﹁年で一番﹃過年﹂

︵お年玉︶で︑これは自由
に使ってよいとされ︑子供

線香︑爆竹などを買う人で

市場は春聯︵縁起のいい言

昨年の凧箏大会の模様

市総務課︵費

若干の変動が予想されます．．︵経

国際交流員として総務課
に勤務している﹁劉偉地﹂

さんに︑先月から友好都市
中国灘坊市の紹介記事を書
いていただいています︒

タ イ ト ル の稼伯好とは︑
﹁皆さんこんにちは﹂とい
う意味です︒

中国では︑旧暦の最終の
月を二月と呼んでいます．︑

膿月八Hから春節の一連
の行事が始ります︒

このころには︑出稼ぎ者
も山のようなお土産を抱え
て帰省を始め︑交通機関は

この日は縢八粥︵落花生︑
栗︑ナツメ︑くるみ︑蓮の実︑

大変な混雑となります．

爆竹や花火が一斉に響きわ
たります︵近年︑大都市で
は火災の心配があるため爆
竹を鳴らすことが禁じらま
した︶︒この時︑祖先の像
や神仏の像を居間の出入り

リアルウェディングの参加者を
募集中です。ねるとん大作戦で、

二十＝．Hは﹃翌年﹄と＝．．口

務局（費59−1111）まで。

三等日は﹃大年﹄と二．．円い

ます︒一家の主が玄関に春

日の正対面の壁に掛けて︑

この後家族全員でギョー
ザを食べます︒その中には
新年の金運を表す銅貨入り
のものが六個か九個混ぜて

色を貼り付けます︒

供え物を並べ︑線香をたき︑

詳しくは、村企画観光課 恋
人フェスティバル実行委員会事

除夜は︑家族全員でお酒

あります．．

式）、コンサートが行われます。

に戻ります︒

フェスティバル
◇場所＝村開発センター

黄色い紙に印刷した銭型を

フェスティバルでは、ねると
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好穿

を飲みながら︑﹁ゆく年︑

リアルウェディング（記念結婚

以上春節の行事の全てが
終わると人々は普段の生活

ラムなど
◇26日＝体験ひろば、人形劇

伯

い ︑ 家 の 主 である﹁かまど
の 神 ﹂ の 像 の口に粘り気の
強い飴を塗りつけ一家の安

ティバルが、3月19日、恋人の
丘を中心に開催されます。

夜が明けると町中で︑高
足踊りやヨンゴーと呼ばれ

日に開催されます。
◇25日＝特別講演、地域フォー

年祢
焼いて祭ります．．

5回目を数える恋人フェス

続いて新年のあいさつを

涯学習フェア」が、2月25・26

たお粥︶を食べます︒

ントします。

来る年﹂の話しをします．︑

第5回恋人フェスティバル開催

除夜は﹃守歳﹄といって

草木染め、料理教室、しめ縄
づくり、手話、陶芸などの受講
生が集う生涯学習の祭典、「生

砂糖漬けの果物などを入れ

ん大作戦（集団お見合い）、メモ

全を祈願します．．この日か

【南郷村】

ら年越しの支度も始まり︑

日向路だより

壁

．国

一
．姻岬7「
．．、9

解

▲20歳の門出「成人の日」式典
1月15日、市文化交流センターで「成
人の日」式典が行われました．
今年、日向市では、晴れて734人が
大人の仲閤入りをしました。

一

7オト
＝＝ユース

新成人を代表して，児玉英之さんと
鶴岡めぐみさんが，「成人の日を出発
の日として、一日も早く社会から信頼
され、また社会に貢献できるよう日々

−一．一

笹尾の野仏

努力します。」と力強く宣誓しました。

文化財についての問い合わせば市社会教育課（8内緑242のへ

▲市民34人が参加「新春初泳ぎ大会」
r

今年一年の無病息災を祈ろうと、1月1日早朝、金ケ浜で新春初
日の出前に海に入り、初日が水平線から顔をのぞかぜると「バンザ
イ，バンザイ」と大きな声で万歳三唱を繰り返しました。

日

レどんど焼きに大歓声
平岩地区ふれあいたこあげ大
会が、1月8日お倉ケ浜で開催

1月10日、三樹市長、鬼塚警察署長な
ど約80人が出席して，交通安全祈願祭が
大御神社で行われました。
交通事故は、一人ひとりが心掛けれは
無くすことができるものです。今年こそ，
市民全員で無事故に挑戦しましょう。

られる仏具の一つで︑煩悩を打

ち砕く役目をもっていると言わ
れます︶を持っている弘法大師

の像と考えられますが︑残念な

ことに︸部が壊れており︑仏具
彫刻の神髄であるお顔の表情は

見ることができません︒

また︑なぜここに安置されて
いるのかも分かりませんが︑恐
らく少し離れた場所から移され

てきたもののようで︑石材には
昔から県北でよく使われてきた

灰石が採用されており︑苔むし
た姿は時代を感じさせますがそ
れほど昔のものではないようで

す︒恐らく明治時代以降にプロ

されました，

恒例のどんど焼きでは、高さ
9メートルの青竹のやぐらに子
どもたちが火をいれると、たち
まちコーという音とともに燃え
上がり，参加した親子ら約300

レお正月にはやっぱりカルタ取り
新春小倉百人一首大会が、1月6日、
市中央公民館で開催されました。

人から歓声が沸き起こりまし

会場には、主婦や高校生、親子連れな
ど約20人が集まり熱戦を繰り広げまし

た。

た。

図書飼に

汐おいでよ

︿児童向け﹀

島梓・今岡清︶▽堀田力の

﹁おごるな上司﹂︵堀田力︶

▽贅沢なる人生︵中野孝次︶

ほか

一止まって確認、無事故に挑戦一

▽人間の海ある戦後ノオト

（十52）

談

︵永畑道子︶▽百歳土︵小

（一3）

156件

エンデ︶

1＞

物損事故

27人

・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
午前10時から午後5時まで

作｝

（一

負傷者

月10日荊

モ美雄

〔一3）

亡
1人

日︑祝日も︒

と

夫保

死

＝0 駄oo
．・0〜−・
中央公民館

守

豊喜

トコ

生

26日頃

・休館日膳毎週月曜日と毎月1

・︻︑

脛π︐

ツヤf

トミエ

ρ．

．﹂

フジノ

右ロ

匹

ヨシ子

ハツ子

トヨ子

アヤ子

キヨ︸

智恵人

幸男

︹笹尾の石仏︶

12月中の交通事故（賄寸分・．．醐月比

野庄； ▽親鷺の森︵中村
了権︶▽死語読本︵塩田丸

10：00〜12：30

千代目病院13：30〜16：00

発

▽わたしたちのトビアス
大きくなる▽小児糖尿病と
たたかうジョニー▽指で見

8＝30〜9：30

男︶▽骨壷の話︵水上勉︶
▽生きるヒント2︵五木寛
之︶▽平成版考えるヒント

A
ノ

宮崎太陽銀行日向支店

︵諸井薫︶▽シナという名
の女︵森瑞子︶▽殺人のス
ポットライト︵森村誠一︶

10；00〜16：30

る▽わたしたちのトビアス
▽ろくすけどないしたんや
▽おやすみなさいサンタク
ロース▽かさをささないシ
ランさん▽バスにのって▽

日向市役所（成分＞
、24日塗｝九電工日向営業所

田

勒裕正米勝シ珠滝啓猛鯵

式には、消防本部や消防団のほ
か、婦人防火クラフ、幼年消防ク

▽自由の牢獄︵ミヒャエル・

10：00〜15：30

中出高松柏桑山富細河甲水宇
田L」島木田野口山川野斐本津

が、1月5日、お倉ケ浜総合公園
て行われました。

わんわんわんわん▽あのね︑

校

ほか

高

サンタの国ではね

向

人権・

高々谷

雀

花ケ丘

畑浦

向江町

八幡

手

浦

ド

新財市

主

畑

山

山手町

亀崎東

往還

丁、

日

く一般向け﹀

故人

16日園

〈社会福祉協議会扱分〉

▽風花のひと︵吉永みち
子︶▽沃野の伝説︵内田康
夫︶▽今岡家の場合は︹中

在）

巡回相談

f利幸子ニー郎

香典返し（12月31日現

30〜凶30

2月のスケジュール

四 主

衆雄源美慶武峯幸キ
知
ク
ー一一 q子久予光ノ

献血は心の贈りもの

圏2月16日荊

く敬称略〉

10

こ終漁

喪

年頭を飾る日向市消防出初め式

入されましたはしこ付消防ポンプ
自動車の訓練展示や消防車両によ
る一斉放水が行われました。

交

■市中央公民館

．壬マ

匿の

@

ラブ約700人が参加し、昨年末導

鴛m

安出染興石橋黒飯原
藤先矢椙川本木干満
キシ節美朋久雄政美
ヨ

地
区

QD

き6

町

高f穂町

ワ︼

田

〜

r

下

新

切
凪

亀崎中

︐一

ワ︼

が作ったものでしょう︒ただ山

里の小さな集落にまでこうした
野仏に花を手向けるようなささ

やかな庶民信仰が根付いていた
ことはこの石像によって明らか
です︒新春の陽光を浴びて静か

にただずむその姿を見ていると

です︒

なぜかしら心が和んでくるよう

今︑私たちの周りには大きな

課題が山積みされています︒そ
れらを解決する糸口は案外こう
した所から導かれてくるのかも

今年も身近な文化財を通して

しれません︒

豊かな心を育てたいものです︒

切

慣

50枚の札を二人一組で取り合う百人一
首大会。上の句が読み上げられると，サッ
と手が走り勢いよくカルタを飛ばしてい
ました。
巡．．、 ．

☆広報ひゆうかに載った写真を差し上げます。

切

▲年頭を飾る日向市消防出初め式
う＝謙−

．．蟹

★連絡先／市企画課・広報統計係君52−2111内線2213

11

「Ψ ロ｡年こそ無事故に挑戦

泳ぎ大会が行われました。まだ暗いうちから集まった参加者34人は、

﹁

新しい年がやってきました︒

お正月は今でこそおめでたい年

中行事の一つになっています

が︑もともとは先祖祭りの色合

いの濃い行事で新年をご先祖と

ともに祝い合い一年のご加護や
子孫の繁栄を願う神事の一つ

だったと言われています︒

下の写真は︑美々津町の笹尾
地区に残る石仏で︑一昨年に開

通した広域農道の﹁田の原大橋﹂

から北へ向かって登る峠の西側
の小高い丘の上にひっそりとた
たずんでおり︑隣には新しい石

仏も並んでいます︒古い方の石
トマ ニ
仏は︑右手に独鈷︵密教で用い

8

10

イ．︶

避溢姻

桑

ぢ．

ノ）・

1・1・

〔」

膨拘一
︾︶

畑ン

一J

いうものがありますか。
A．昭和61年3月までの次の期間です。

◆記載変更の例

①厚生年金・共済組合に加入していた人の
配偶者
②厚生年金・共済組合の老齢年金を受けて
いた人（昭和61年4月以降も）とその配
偶者
③厚生年金・共済組合の障害年金受給者と

分

区

弓出子

変 更 前
長男、二女等

特別養子

長男、二女等

養

子

養

非摘出子〔世帯主である父に

変

更

子

後

子・

子

F知されている場合）

その配偶者
④厚生年金・共済組合の遺族年金受給者

バレーボ

⑤学生（平成3年3月まで）
●

⑥日本人で海外に在住していた期間（昭和

受けた期間（昭和36年4月以降の期間）
※詳しくは、市民課年金係（8内線2137、
2138）までおたずねください。

演

演題

講師

比

嘉

照

夫

に頑張っています、

まで

このコーナーでは、市内で頑張っているサーク
ルなどを募集しています。
広報係までご連絡ください。取材に伺います。

︵江良町2丁目︶

〜・．

甲斐利幸・瑞枝さんの

■︑﹂■﹄■ワ盈謬潤劇画嘔4

長男・弘介くん︵3鱈5カ月︶

日向っ子

︵鶴町3丁目︶

塵

子になってほしいてす。

今日は、お父さんとたこ
あげに来たんだ。空高くあ
がったよ。
︐

優しくて人に好かれる

あ幻薄く〜ん

︑

淘墨！

お母さんから一言

⑰
ヒ

いのよ。

さマん嫉ち

ケロケロケロッピーって
知ってる？とってもかわい

讐曽

﹁兵庫県南部地震﹂被災者に対する

義援金を受け付けています

︸月十七口早朝︑近畿地方を中心に発生した
大規模な地震により︑神戸市や淡路島などで
は大きな被害を受け︑深刻な事態となってい

ます︒

このことを受け日向市では︑被災者に対す
る支援として︑二月十六口まで義援金の受付

窓口を設置しました︒

市民の皆さまの暖かいご理解とご協力をお

ください。

願いします︒

2月1日から7日までは、成人病予防
週間です。期間中、市役所1階フロアー
でパネル等を展示しますので、ぜひご覧

また︑給水支援策として本市の給水車一台
と職員二名を現地に派遣しました︒

成人病予防週間

8時から行っています．
興味のある方は、兵頭（魯52一．150の

坂本和秀・晴美さんの

どを開催します。

︿義援金受付場所V

イレを利用しましょう）

市内のバレーボール経験者の皆さん、また、何か
スポーツに打ち込んでみたいと思っている皆さん、
一緒に三岡大会を目指しませんか
練習は、毎週月曜日と木曜日に日向中学校で午後

氏

※同日午後2時から、市文化交流センター交流広場・中央
公民館ロビーで花・苗の展示即売会やごみ問題パネル展な

市総務課︑市民課︑福祉事務所︑細島・岩
脇．美々津の各支所︑中央公民館︑H知屋公

①体を冷やさないように
②力み過ぎないように（できれば洋式ト

ﾅす．、現在、1．1名の部員がいます

いますが、夢は大きく、全国大会に出ることを［標

EM菌とは、自然界に存在する有効微生物群を選び出し、
一緒にした「複合培養液」のことを指します。
有効微生物は生き物で、農業に利用した場合、土が本来
の力を回復し豊かな田畑になるお手伝いをします。

民館

〈トイレでの注意〉

フ．

「微生物の農業利用と環境保全」

琉球大学教授

うそ

県．内でも歴史のある、9入戸のバレーボールクラ
メンバーは結成当時とあまり変わっていな，いので、
9ド均年齢が、ほかのチームより10歳ほど高くなって

③湯の温度は40℃ぐらいのぬるめにして

長湯を避けましょう
④高血圧の人は1番風呂に入らずほかの
人の後に入りましょう

》PRをど

鹿児島銀行勤務

二女・梨絵ちゃん︵3歳3カ月︶

①小さなヒーターで脱衣所の暖房を
②入浴前に浴槽のふたをあけ、洗い場を
暖めておきましょう

･護券ブ⑩

昭和．19年に発足し、昨年20周年を迎えました．

貴子さん（20歳）

◇日時 3月2日（木）午後3時から
◇場所 市中央公民館

●保健婦だより●

〈入浴時の注意〉

横川

今、EM菌（有効微生物群）を活用したごみ処理方法など
が話題になっていますが、そのEM菌の発見者である琉球大
学の比嘉教授による講演会が開催されます。

◇講

血圧の大敵は寒さです。まだまだ寒い
日が続きます。十分注意しましょう。

鷲、蜘

ワ発足はいつですか

61年4月以降も）

⑦厚生年金・船員保険からの脱退手当金を

、

、

女

Q．合算対象期間（カラ期間）にはどう

ら

N

o

これまで「長男」「二女」「養子」などと記載されていまし
た住民票の子どもの続柄が、3月1日から、すべて「．病と
いう表示に変わります。
これは、プライバシーの保護などによるもので、今後、市
の作成する帳票はすべて「子」に変更されます。

）1
臨

く国ぐ民く年く．金く
合算対象期間にはどんなものがあるの？

ｶ

ロ

二↓：
ら

︒鑑︑

住民票の記載が変わります

へ

ノ卸

轟

勧

㌦

ρ・

お父さんから一言

・粗野に育って

s、野

73

72

せ〜
ら∩︶

知一

ヵM
一︹︹

︵更新手続き中であればそ
の申請書の控︶⑥市税︷元畜

受付期間は︑2月1日か

農林水産省では︑平成7
年2月1日現在で︑全国の
農家などを対象に﹁199
5年農業センサス﹂を実施

㌧

13一

立金．を原資に還元融資の一

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。
先月号は「に」「方」「挙」が正解で、応募12

ーー蓑

③日高絢子（鶴町）

平成5年度に開催された
p団体展から選ばれた
日本画︑洋画︑版画及び彫

●ご早ください
現代美術選抜展

￨2961︶

金福祉協会︵燈09851

◇問い合わせ11焔宮崎県年

のときは、抽選で3人の方に記念品をさしあ

︑・一義奮︑を一︑蓉﹁峯畳畳︑妻辱警鷺￥一

です︒また︑昨年から水道
課受付分は契約管理課にて
一本化して受付しています

藩

業務委託は今回は追加受付
のため︑有効期間はユ年間
です︒昨年︑建設工事また
は業務委託の申請書を提出
した方は今回手続きは不要

証明書︵法人の場合は︑法
人と個人の両方︶⑦建設業
退職金共済制度加入証書ま
たは中小企業退職金共済制
度加入証書⑧法人組織の場
合は登記簿謄本⑨使用印鑑

詳しくは︑市契約管理課
︵實5415761︶へ︒

・

●1995年農業センサスに

ら2月28日までで︑申請書
します︒

＆

門川町野草

延岡市役所︵ゴール︶

ぼしゅう

18

この貸付制度は︑年金積

●国の教育ローン
年金教育資金貸付

町10番5号 日向市役所選挙管理委員会あて
2月10日までにお出しください。正解者多数

㌫童

おしらせ
●平成7年度の入札参加

︿申請書の様式と添付書類﹀

※ 用 紙 の サイズは︑B5判
とします．．

あります︶と︹り工事経歴書

は市契約管理課に直接持参

ご協力ください

②営業所．覧表③技術者経
してください︒建設工事︑

◇ 建 設 工 事 悶建設省の統一

ので︑水道課に申請書を提

届︵原本︶⑩年間委任状︵市
外に本社等のある場合︶

出する必要はありません︒

設計業協会燈0985139

様式の申請書︵宮崎県測量

︵←測量等実績調書②経営規

19638にあります︶と

◇業務委託11建設省の統一

てください．．要領は次の通

平成7年度に市が発注す
る建設工事︑業務委託︑物
品購入などの指名競争入札
または見積もり合わせに参
加を希望される方は﹁参加
資格審査申請書﹂を提出し
りです︑．

対象︸

◇建設工事日L木︑建築︑

個人の両方︶⑦．法人組織の

登録通知書⑥市税完納証明
書︵法人の場合は︑法人と

︵4一．皿営業所一克表︹◎各業種の

模等総括表②技術者経歴書

補償︑調査︑警備︑清掃︑

◇業務委託11測量︑設計︑

舗装︑電気︑水道︵管︶︑
塗装︑造園︑板金など︒

運搬︑各種メンテナンスなど︒

︵市外に本社等のある場合︶

場合は登記簿謄本⑧使用印
鑑届︵原本︶働年間委任状

◇物品購入門印刷︑事務用
品︑電化製品︑記念品︑被服︑

◇物品購入 日向市が指定
する様式の申請書︵市契約
管理課にあります︶と①市
税完納証明書︵法人の場合
は︑法人と個人の両方︶②
法人組織の場合は登記簿謄
本③年間委任状︵市外に本

自動車︑カメラ︑家具︑看板︑

社等のある場合︶

建具など．．

設業協会含52−4138に

様式の申請書︵11向地区建

歴書︻を経営事項審査結果通

コースで行われ︑また同日︑

知書⑤建設業許可通知書

大変読みやすい本です︒

︽ロードレースの部．

13⁝

お願いいたします︒

延岡市役所︵スタート︶
1一
1〇〇
門川町勤労者総合福祉

}イルロードレースも行
われます︒皆様のご声援を

にとってご覧ください︒

11一48

も基本的な統㎡調査です︑

この調査は︑我が国の農
業の実態を明らかにする最
調査の結果は︑国や地方公
共団体をはじめ各方面で農
業施策推進などの基礎資料
文学作品95冊が︑市立図書

また︑レース中はコース
にあたる道路と付近の道路
で︑選手の通過時間にあわ
せて交通規制が実施されま

﹁反逆﹂︵遠藤周作﹀ほか︑

として幅広く活用されま

す．．特に国道10号線では渋

いいたします︒

選手の通過時刻は次の通
・マラソンの部．

りです︒

センター︵ゴール︶

ます︐

詳しくは︑市立図書館︵費
内線2431︶まで．︑

●ご声援 と こ 協 力 を
延岡西日本マラソン大会
今年で33回目となる延岡

滞するなど︑市民の皆様に
大変ご迷惑をおかけします
が︑ご理解とご協力をお願

館一階閲覧室においてあり

農業の経営状況等をお尋ね
しますので︑ご協力をお願
いします︒

詳しくは︑市企画課︵倉
内線2214︶へ︐

●大活字本が入りました

延岡市役所︵スタート︶
12

環として︑厚生年金保険・

◇返済期間118年以内︵据

年金50万円︶

人につき㎜万円以内︵国民

◇融資金額11学生・生徒1

金融公庫の一般教育ローン
と併用もできます︒

また︑この貸付は︑国民

ことができる制度です︒

ている方が︑入学時や在学
中の教育費を低利で借りる

国民年金に10年以上加入し

40

11一30

上の○にはどんな文字があてはまります

置期間は在学期間内で最長
4年︶

◇利率11年娼％︵平成6年
氏￨日現在︶

げます。

※食品、衣類や家具類、電気製品など家庭で買うものに
ついても、みんなで話し合ってみましょう。

〒883日向市本
か？答えを八ガ‡に書いて

（法第52条）
略称を陳述○る穂務はない．

②すぐに捨てない。最後まで使う。
③身につけるものも大事に長く使う。
④食べ物を残さないようにする。
⑤「持ち帰り」の食べ物をなるべく買わない。

す︒調査員がお伺いして︑

活字の小さな本は目が疲
れてつらいという方︑目が
弱いという方︑ぜひ一度手

必要な量だけにする。

㈱
〈ごみを少なくするには〉

何人も、選準人の投票した被選○人の氏名
又は政覚そ○他の政治団体等の名称若しくは

①学用品やゲームなど、たくさん買わない。必要なものを

ノ

⑭

7

＼こ

＿＿

■■■■■■■■■■■■■■■清掃課からのお知らせ

人、正解7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）
①日高照夫（新町） ②後藤敏（東草場）

購耀緊鰻饗1離）

ii讐
＝

跡

自慰ラケイズδ

映置生；涯劉1閉
12

メ︹∪

3月9B（木）
き
◆と

市文化交流センター
◆ところ
12

0982−32−3291）まで。

28

（講談師）

◆講師宝井馬琴さん
詳しくは、延岡検察審査会事務局（8

06
45

午後6時開場・6時30分開演
ます。

西日本マラソン大会が︑2

犯罪の被害にあった人や、犯罪を告

万F

言わば民間人を代表して検察官の仕事の
やり方を審査するという制度です。

2月5日︵口︶まで

500

き目5月13︑14日

祉事務所︵含内線2169︶

◇申込・問い合わせ11市福

◇申込期限112月13日︵月︶

卓球︑ゲートボール競技等

◇競技種目11陸上︑水泳︑

けている16歳以上の方

身体障害者手帳の交付を受

◇参加資格11県内に居住し

◇ところ11県総合運動公園

◇と

スポーツ大会

●第33回宮崎県身体障害者

あります︒

※20名以上での団体割引も

円︑高大生 300円︑小
中生．200円

◇入館料n大人

◇会場H宮崎県総合博物館

◇会期

を広く県民に紹介します︒

現代日本画壇の全貌と動向

上げ作品7点を加え展示し︑

刻など71点に︑文化庁買い

16

10

訴・告発した人から、検察官の不起訴処
分を不服として、検察審査会に申し立て
があったとき審査を始めます。また、検
察審査会は、被害者などからの申し立て
がなくとも、進んで検察官が不起訴にし
た事件を取り上げて審査することもあり

門川町尾末

口審査はどういうときに

をスタート・ゴールとし︑

もしれません。

月19日︹日︶︑延岡市役所前

検察審査員は6カ月ごとに交代しますの
で、あなたもいっか審査員に選ばれるか

口向市原町

検察審査会は、全国201カ所（県北地

日向市原町折り返しの公認

区は宮崎地方裁判所延岡支部内）にあり、

入しました︒行間も広く︑

選挙人名簿をもとに広く国民の中から

市 立 図 書 館では︑活字の
大きな本︵5ミリ角⁝通常
活字の3倍の大きさ︶を購

「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が、

ン〜

イー

口検察審査会とは

置4
75

検察審査会
1

れ1に趨れ
ブ青自1≡報月あ

市役所は容52−2111（代表）です。

却タ

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

歯科医師会だより
これまで顎関節症の原因と治療の
概略についてお話ししてきました
が、今回はその症状についてお話し

3か月児健診（毎月第2・4金曜日）
H

時…◇2月10日、24B13：00〜13；3（）受イ現

場

します。

顎関節症は、最近増加している疾

象◇平成6年ll月生まれ

7か月児健診（毎月第3金曜日）

吟

ゆ鉾
涛し

・栄養指導

所◇H向市健康管理え1；（容内線2181・2182）

対 象◇平成5年7月生まれ
3歳児健診（毎月第1金曜日）

i歳6か月児・3歳児健康診査
・身体計測・問診・「騨：卜診察

13：00−14：00受付

・歯科診察・集団指導

｝労◇1］llIJ市健康管理烹（倉内辛泉2181・2182）

※母子健康手帳も忘れずに

象◇平成3年10月生まれ

︐

02月の休日在宅医
5日

11日

和田病院（内・外・放・脳外科容520011）
呼吸・循環器科君536333）

﹁

12目

緒方内科（内・

田中眼科（容524009）

三股病院（内・外・整外・胃腸科費580034）

尾崎眼科（倉52

5600）今給黎医院（内・循環器科倉542459）

寺尾医院（外・

一女舜｝ノ、干十一63

1447）

渡辺病院（産婦・泌尿器科容571011）天生堂医院（内・心外・
麻酔科費538910／吉田医院（内・小児・放射線科實54440D
武富医院〔皮膚洋燈525522）

①お父さんの宝島
側映i・41分）

千代田病院（外・部外・胃腸・皮・麻酔・内・神内・放・理

②花さき山
19日

主と
■■

〔アニメーション・18分［

学診療雑費527111）柳田医院（産婦人科盈522950）

瀧井

病院（内・精神科0522409）

市中央公民健・日自二心ライブラリー

2月15日（水）19；00〜

■ところ

市中央公民館

視聴覚室

8期

一納税で住みよい日向のまちづくり一
市県民税の申告は2月9日から3月15日までです。

人出と世帯

世帯数

〈7．1．1＞り内は朔比

20．288世帯（十30）

男女

人口58．653人（＋48）

二木医院（産婦・外・胃腸・放射線科8544468）田中医院
（内・小児科費522515）協和病院（精神・神経科含542806）

※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。

納税メモ（2月）
国民健康保険税

26日

ピリオド
新年明けましておめでとうござい
ます。今年も「広報ひゆうが」をよ
ろしくお願いいたします。
1月15日．成人式の取材に行って
きました．自分の成入式を思い出す
と同時に、うらやましく思いました，

27，561人

（＋17）

何をするにもこれからです＝悔いを
残さないように、これからの人生を

31．092人

（＋31）

歩んでほしいと思います，

さて、今年も日向市では，「うる
おいと生きがいのあるまちづくり」
に向けてさまざまな取り組みがなさ

れることと思いまち
広報を通して市民の皆さんにでき
る限り分かりやすくお伝えしていこ
うと思いますので、今年もよろしく
お願いします、
〈Y＞

■平成7年1月20日発行■編集日向市企画課広報統計係〒㎜日向市本町10番5号君0982⑫2111■印刷藤屋写真印刷株式会社

査．．

健・

診重
康体

﹂7﹃︐タ

・育児相談．f毘，日日、二つ1・て

l3：00〜14100受付

時◇2月3日（金）

かや．斎

場

ようです。

親子映写会

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）
【1時◇2月1511（水l

月．長

象◇．平成6年1月生まれ

き．き参

対

7︑︑

けア◇［1「11」市昨日ξ管理影．〔岱内辛目2181・21821

因がつかめず、外科、神経科、精神科、

整骨院などへ通院しても症状が改善
されずに悩んでいる患者さんも多い

13：00−14：00受付

場

か身

ll時◇2月lll〔水）

眠r︑科指

対 象◇平成6年7月生まれ
1歳児健康相談（毎月1回）

測診罪澗隔導

所◇日向市健康管理＝1《含内線2181・2182）

児計

場

3 ・ ・ 一㌧ ． ．

【1時◇2月17日13；00〜14：00受付

一旺勿⊥﹂
一
一女

その最も特徴的な症状は口が開か
ない、または開きにくいといったこ
とです。初期には、口を開閉すると
きにポキンと音がするようになりま
す。これは、関節円板と呼ばれる下
顎骨と側頭骨の間にある組織が、関
節内からずれているために起こるも
のです。この状態では痛みもなく．
障害は何もありません。この状態か
らさらに症状が進むと口が開かなく
なったり、開きにくくなったりしま
す。さらに慢性化していくと、口を
開けるときにジャリジャリと音がし
たり、あごに痛みを覚え食事をする
のがつらくなったりします。
また、口を開けたり閉じたりする
筋肉群、すなわち咀哺筋群に筋肉痛
を生じることがあり、あごの周り、
こめかみ、後頭部、首といった所に
も痛みを生じることもあります。
そのほかにも、偏頭痛、手足のし
びれ、肩凝り、腰痛、目や耳の奥が
痛む、めまい、耳閉感など人によっ
てさまざまな症状があるようです。
これらの病状からは、なかなか原

対

月体 姥蕩児団
か身問鍵郵小集

患ですが、．・般には、よく理解され
ていない病気です。これを読まれて
いる皆さんの中にもこの疾患がどう
いつだ症状を起こすか知らない方の
ほうが多いと思います。

所◇日向市健康管理駈（麿内線2181・2182）

