広

市

向
日

恥

男20．174人（＋30）

計40．953人（＋58、

広綴織は一日︑野駒会蹴員と市役所内一般職員︵課係長を除

一︑月︑日から行なわれる

国訓年合法が十一月一円か古ハ ザ ︑

ら実施されることになりま
ものはみ；γしの外拠出制の

福裡臼金の給けたけでケ︒

した︒

福耳臼余の給付には次の一︑．
つの種狽かあり−．・一

ね・．．ぐがあ玄り惣い乃では

確かによくなった

いってイスを持2くる︒
こんなちょっとし軸ことで
も外来者には知持﹄く感じ
られますからね︑hかし︑
いままでのは︑せ幽い意味
の応待であって広一意味の
応和はあまりよく師い点が
あるようです︒例伽ば窮件
があった場合それ物親切に
解決してやるとい鹸ような
ツ
ことですね︑又課瓢がいな
い場合︑課長が帰6て来て

讐

の所にあると思えば市民課 いうので相談に来るのは構
の窓口がずいぶんはなれた 嶺わないわけじゃないんで
ところにあるというような すか︑私たちも市民の代表
ことですから︑市役所にな 習ですから︒
れている人はいいんです それから︑土地を売った場
が︑初めての人は自然不マ 合︑登記所の整理はすんで
もでるんだと思います︒
いても︑税務課の台帳の整
σ職員 議鼠さんが色々な 紳がなされていないで課税
器質で市役所に来られます されているような場合があ
が︑その中︑部落の用件や りますが︑あれはなんとか
陳情などで来られるのはよ ならないものでしょうか︒
c野羊 これは市役所の機
いのですが﹁部落のだれだ

を

をとることが林刀止されてい

らないで

が︑ド巽々

はまく

この〃はまくり

少なくなって︑いま憩憶ほ
とんど死貝ばかりと塗り．

住しています︒

さい︒なお︑この期間以外 手紙でも︑電話でも︑直接
お出でになってもかまいま
でも︑〃はまくり〃のカノ

れたときは︑71際してくだ

まむ︒

ですから︑整即がつかない一
で課税されている場合があ︐
るかも知れません︒

この点市昆の皆さんに大分
迷惑をおかけしていますの
で早目に改善しなくてはと

思います︒

以上は主な内容ですが︑こ
のほか議員側から徴税職員
の申で少し注意を要するよ
うな職員もいるとか︑職員
はたのまれた臣事には責任

がでたほか︑職鼠側からは︑

心ください︒

瞭

日

す︒

今月は固定賢産税

り

ぐ

め

二・

畳用

︑鷺−

瀦回向

伽艶

●

一︑朝日たださす冨高の

︻校歌︼

みどりも深き米ノ山

海・川の肇集まれる

指き卜えのあるぞかし

かんなんハ をトにすと

二︑白然の感みいや深き
富簡板はここにあり
奉公きせいの旗かざし
学びの海に船出せん︒
三︑心をみがき休をねり
勤勉努力重みなば

一い子たちが大橋正美枚長先 ／2等の郷ナ栄えあれ︒

生だちと楽しく毎月をすご

晃をはじめ︑三夫人の先

惚鶏糊騒離た⁝

戦い懸命の成績 まだ納入のすんでいない区

も順調にすす

そうです︒

市の中心街から北へ五百メ 命しますが︑欠点といえげ
ートルほど行った見晴しの 気塊がたりないというこ︾
よい小高い丘のヒに︑緑の です︑また父兄の児童に軸
樹木にかこまれた白い時計 する指導も熱心で︑参観q
育の校舎がみえます︒これ などは学校からてっていし
た通知をしなくても︑ほ！
皿が富高小学校です︒
一明治二十四年六月二日新町 んどの父兄がおいでになソ

一十九年に蓮てられたもので

⁝ます︒いまの校舎は昭和．一 す︒

あらかじめそう申し出てく︸に富商小学校として新築さ
この学枚の滑歌は有名な下
だされば・一切名前などを︸れましたので︑この日が同
口由情の竹詩によるもの鴨
公表いたしませんからご安 ⁝校の創立三三日になってい

さい︒

手に﹁．広報﹂とご命令くだ

蔚纏脚纏辮

ます︒家鼠の皆さんも︑こ 広報係では︑市蹴の轡さん 手紙の場合の宛名は︑ ﹁日
のきまりを蜘らずに〃はま の声を広くあつめるために 向市役所内広報略し織話の
ぐり〃をとる人を見受けら 布政相談︑一図受付けを掴 場合は︑市役所の電話交換

相談に旨します

まけてくれ﹂などといって い玄までは二︑三年で移動
いても︑自分の担当の仕事 題などたのまれて
させる傾向がありましたの 三三は四万市風の利益代表
来られることがあります︒
でなければ教えてくれない 処されていないこ
で︑やっと仕事になれ盤琿 者であってほしいとか︑議
これは囚ります︒
人がいるようです︒自分の ますからね︒
A蹴員 そうですね︑ても がつきかけていると移動に 員はあまり職員の自由時間一
仕事を忠実にやっていれば E議員 市民の不
税金が不当に課税されてい なり︑口碑がつかないで課 の行ないなぎ干渉しないで
よいわけですが︑国分の仕 のは窓口の応待で
欲しいなどの要望がで︑午一
るとか︑他の家と比較した 税されていたんですね︒
事以外のことでも聞かれた 備の問題もあると
とき少し不審な点があると いまの所も係員の方が一人 後三時に閉会しました︒
ら知っている範囲内は教え 例えば税務課の窓
ごやるような親切さがほし
の長さが六センチ以下のも せんから．どしどしおいで
いと思います︒それから市
のはとってはいけないこと ください︒
役所に来て︑自分の行く所
なお︑手紙の場合は︑後で
になつでいます︒
がわからないでまごついて
巾では︑この期間内に〃は ご返事をさし上げる都合が
いる人がいるようですから
烹くり をとる人がいない ございますので︑かならず
当局にお願いして受付︵案
な
る
原
囚
は
︑
乱
狗
に
k
る
も
日
向
市
特
産
と
し
て
冊
掃
的
に
ように監視人を囲いていま 住所︑氏名を正確にお書き
内肋︶を竹って市民の声を 有名なクはまくり碁賀 の のが一罪大きいときれてい
すが︑そのうえ瞥察にも協 くださるようお願いいたし
よく聞いてやったらと思い 原料︵すわぶて︶は︑・全国 ます︒そこで県でも︑この
力
をお願いして特産資源を ます︒
ますが
︒
〃はまぐり を守るための
で︑お倉ケ浜だけにしかと
ご喪問の内容とか︑お名筋
守ろことになりました︒
C講民 電話の応待はヒく れないということは︑ずで 規則を作って乱獲を防いで 巾民の皆さんも︑ぜひ〃は を公開したくない場合は︑
なったてすね︒ ﹁はい巾役 に皆さんもご庁知のζとと いますこのき︽りにヒりま 装くり保護 に協力してく
すと︑七月一日から几下． たさい︒
思います︒
十日まては︑〃は沌くゆ〃

B議鼻

ないのではないてし↑−か︒
ようですね︒
このままではせっかくめ繊
B議員 批判は聞がないこ A識員 それから外来者に 塵晶も姿を消してしまデの
ともないωてゲ︒中には． 対する応待もよくなったよ ではないかと心配されでい
の応特というか︑人づき うですね︑用件で繰に来て 謹す︒
畑
あいといつか︑ちよつとヒ 待っていると〃どうぞ〃と このクはまくり〃が少なく

し﹂ も り ︑ か つ ． ． i r 以

してあって拠出制の障宮
臼令冷受けない人に交給
きれるものです︒

亡に よ っ て 友 と そ の ． ！ 供

句金は一乃八﹁円︒
3︑日 イ 阻 桝 年 金 1 1 人 の 死

始めます︒七月一口から市
民課の巾にその係を暇さ︑
いまその準備を行なってい
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︑

の ね らいでした︒

セ・セー一
げイヘノセ
おアヂ
︻職員側︼甲ハ郭勤︵殻臼︶

﹂﹁ト﹂コ窺︑

︻m内側︼安藤中男︑引合
㎡︐彦木札蔵︑小賊爪ぜ

く︶との塵談会を開きました︒
これは市民の皆さんの直接代表者である市会講員さんたちから
職員に対していろいろとそのサービスぶりに対する注意を聞く
とともに︑職員の悩みも率直に聞いていただこうというのがそ

こんごも︑こういった企画をたびた
び行なって痂民の皆さんの声が︑あ
ますところなく市政に反映するよ︶
努 力 し ます︒

塵談会の出席君は次の二士．人です

コ

付記d典ハ巾民︶岩永昭
三郎︵保険︶ 影石恵荏
︵農林︶松木園創︵総搬︶

児私広︵税務ノ 仏藤毅

倶三冠︵硬設4甲野辰男

︵南条一広川茂へ財政︶奈
須︑ 幸︵蘭i︶赤木Ψ男

︻司会︼甲失勝︑川本国衛

︵水道 ︶ 和 川 二 戸 へ 四 百 ︶
︵広服︶
︸O

Tな息掃序次にひろってみ
ノレk

女20．779人（＋28）

A議員 巾二丁の職11の玩 所でよ︑何課にご用でしよ
待︑熊匪 な と 伸 の 昌 1 1 な と
うか﹂とてきぱきとして気
とけ比較はちよつと出来か 持がいいですね︒

レr

市の人口

灘熱灘ーー蕎華華なーー喜ーー遡

印刷所安藤印刷所

︵義務教育終．一前11満﹂−

︵議会当務局︶

甲斐勝︵市民課︶︑兵頭剛

松浦−口貝︑

なお三日付で次の可動を発
令しました︑カノコ内旧仔
市民課国民到金係長︵税務
課賦課係長︶

税務課賦課係長︵福裾喰務

し上げていま 募金成績を公表することに
しています︒
﹁

市で﹇赤募金を南民の皆さ うご協力をお願いします・▽ています︒いまの大橋校
ったことは一切いたしませ
人事異動
んにお逢いしてからもう一 農家の方は田植などもす．長先生は二十六代目にあた
んので証明を受けられるた
み︑一だん転くされたこと皿ります︒
びに印章を押してくださ 市は一日付で扉員の⊥肇昇 カ月になります︒
格を次の通り発令しました
その間︑市民の と思いますのでh匝界平和大橋校長先生の話によりま
い︒
三樹よし了︵総務課︶︑児
皆さんはもちろ と人類愛の精神をもつ混一すと︑この野板の牛徒は一
玉貞子︵財政︶︑高橋春一
ん︑各区の区侵 十宇のために・ご協力をお般に温和で︑勉強も一生懸
︵保険︶︑溝辺孝子︵細島
メ
さん︑班長さ 願いします︒
一
支所︶︑上原義雄︵建設課︶
ん︑婦人会長さ なお全区の納入︵およそご﹁
んたちのこ協力 十日ごろになる予定です︶
には深く感謝申 がすみましたら︑各区別の．

います︒

み︑十日現在で
四↓三パーセン
トになっていま

▽賞状及び賞品
特賞（市長賞）一名 賞状と賞金三丁円
一算一名二等二名三等三春佳f／1十名

（7月1日現在）

基本的な胴金制優は来年の
社会を明るく
四月一日から発足すること
になります︒
夏になるとどこでも犯卵が
多くなります︒その主なも
再証明はしません
のは性犯罪と暴行犯罪です
︵印鑑証明︶
咋年中に日向署管内で発生
印鑑融明を受けられたあと した犯罪干四百三十九件の
かなりの日数をおいて︑そ うち︑七月中に発生した犯
れ脅﹁新しい日づけになお 罪は百四十八件と︑訪問発
してくれ﹂と巾し出られる 生糾敬の一割以Lを占めて

も

②こうしたら滞納する人はいなくなる。
・ ④私が市日ならこうして滞納を｝掃す

発行人糊離

六才 木 満 1 1 の も の ︶ が 生

＝

4

則 校

（1部3円）
力が多数あり渉︑すが︑この

原田史鄭︑

福祁事務所保護係長︵同庶

所保護係長︶

福霊宝務所庶務係艮︵細島

務係長︶ 和田助一

総務課︵雨民︶相馬淳︑市

支所係長︶仏伯学

簡つ
す︒
岡
定資麗税引二期分の納期
もう一応で市の
は今月末までになっていま⁝
割当額に達する
すので早口に税務課へ納め︸
見込みでありま
すが︑何しろ市に対する割 てください︒納期をすぎま⁝
当額が昨年度よりも多くな 彪離や延滞金が徴収一
っていますので︑より一そ

もの。

この法律は〃すへての国民
が死亡や呂令︑廃叛などの
ために生活の蜜定か．そこな

1︑ピ令阻佃ハー−令1161乙い

円ヒ

と

ノ

熊

政課︵契々沖支所︶橋P泰子

る。

うことのないように とい
う口的で作られたもので︑

たため4活か呂しくなつ
た人に給付弓るものてヒ

9

鵬

④その他市民の納税意欲を高めるような

@

講

民課︵総務︶黒木政春︑財

①私はこうして税金を完納した。

赤募金

一歩・

らの生．活を守り︑そしてよ

戟j

すへての国民が共同でそれ
り高めることを連帯で保障
するさだめをきめたもので
す︒これは一定の金漁岩︑あ

」

｝

市民課広報係
編集人

宮崎県
日向市役所
発行所
よ︶な申し出には六月から そこでさる一日から七11い
っぱいに﹁社会を明るくす
活に囚っている時に交給 応しられないことになりま
る運動﹂が行なわれること
される も の で す ︐
したのでご承知くだきい︒
になりました︒
彗金額け一b．r円︑〜 南民謬ではいままで市民の
供か．．人以トあち場合は 皆さんの便官をはかりその 皆さんも犯罪を誘発するよ
入目から一人にっき︑一 事情をきいて正当と認めら うなスタイルや行動はでき
﹁四白円山加える︒
れたものは三ヵ月以内の日 るだけつつしんで明るい社
目向巾でも一一月一日から 付のものに限り要求に片し 会建設に努力してくださ
い︒
鴫
この法律による年金給付を てきましたが︑今畿そうい

▽送先市民課
▽発 、表…市広報9月号紙上

▽締切8月31日

らかじめ三人し︑々活の安
定を欠くようなことがらが

り

こ」

あド・1マ5ま臼

起つた時に年金⁝の給付冷受

けるものが基本となってい
ますが︑それ以外に特例し

？

◇富高小学校◇写真はその校舎

▽論文題

市会議員と市職員の座談会

して︑すでにこれらの牛活
の安定をそこなうヒ︶な状
態にある人で︑お金冷納め
ることのできない人に知冷
を給付する場合がありま喝

▽応募資格・・日向市民

炉

豫年喩制廣といい
騨−

四百字諾原稿用紙10枚以内
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よい子たちのもたのしい夏休み㌣が近ずき
した。

毎年7月1日から8月31日まではこれらの

馨謙碗錨二二点
きれます。

齢醗茎騰1騒：行欝蝶襲争
，助役、警察署長さんたち40人が四つ
竃夏休み中の、よい子たちの生活補導につ

ハラ

しll・12cc撒布）発生少なく／｝後大発生が
リ

ノ

トノレ1こヌ寸1ノ銚18cε）

（切ノロケニ

EPN乳剤1500倍

ρ9サビダニ
一ノレ1．500吾

ト、火の気から遠い安全㌃ところにしまつ

召

τ

硫酸亜鉛加用石灰硫黄合剤の撤布（適期
は7月ヒ句）f㎡幽合剤1．500僖、硫酸亜鉛

3、そのほか適当な遊びや遊び場をみなて

硫酸ニコチン800倍・水

布、エンドリン乳剤水18リソトルに対し
．耳ヒ30ccO一）撒デb曽（「も、ヒし、o

セ⇒コ，一ジラミ

ト

6、サイレン

連絡をとり、あぶないことのないように浅

夏休みの問中は次のとおりサイレノをな

下してください。

EPN1．500倍まナこはア

ノノン1．OOO倍の版布
（ト1ノズケノ

lll期閑考・見財）つて1

び卯の捕殺
2、

q虫およ

，

（イ）7カ々曽

♪ンヒぜノンクイ人ノ、ミカ

ン類アリクニ鳳く除と1μ1し

（Pリノカワムゲリ

硫酸二「」プン600信

！トものに注意し食べすぎ、飲みすぎをやめ
ましよう。夜おそく、つめたい物を飲んだり

気分の僚るい時、子供が元気のない時など
かならずr

図書館案内
今月は次（・）新刊、llが入りました

【総記】
現代教養獺郷第9醤（二二二見）現代ウ紳卜全
鐸き第19巻

①グソ々りして急に兀侵（がなくなる

③はいたり腹痛がある。このころまでに医
師にみせて手当すれば助かる
④ヒキノケたり気が遠くなったりする。
発柄卜時間以内に手当すれば死亡率…15％
それから5時間おくれると死亡率・60％にな
ります。

（δセキリについてお母さまの心褥

（中1正予女了夫）

【抗癌】

①発熱して39度から40度目高熱となる。

・晟翻職i

，。

』

・
【社会】

ムギと己様（石井桃子
訳）銀のナイフ（洞野
万次訳）少年少女世界讐
文学！卜集（講談ネL）
【文学】

）夜間外出について

ムつうの日は、午後7時にはかならず持つ

牧水）簾史の実験（五

rて下さい。おまつりなど特別な日は午後9

味川純Ψ）あろ落日

︸

時までですが地区ごとにPTAや学校で話

（井上靖）

し合ってください。

（数

ト

〔農林課の巻〕

このため消防専掌の職員をおくことにな

喋、 林業、畜産業など、市の農業関係の指
ヒや検査相談などの仕耶を行なっています。
吃の課では寸閑以下17人の課員が農業、畜

り、22日消防ヒの採用試験が市役所，，ll繁堂で

行なわれました。当日は13人の採用f定名
に108人の受験茜がおしかけて、悶諮、社

類1灘歴野際
榛たてて、その計画にそうよう指導や検

（の
レ9
（2》

1％け72人てある
1円である

4気7一［＝コ零」9＿（〔コで一3）2
次び）各式を簡Pliにげヒ

ぐロ）レ／

80

一㌧／125

｛2ル／

20

数，fl｝小公倍数を求めよ
35，

119

（ロ）κ3一一y『，

ズ2−y2

リ

o

027日、美や津支所

論覧18號鷹ヂ6鋸商鑛

028日、幸脇肉張所、

029日、日向市役所、五十獄神祉

6辮謂灘幽幽灘，9編ふ璽
校

曽

駅館（永田、奥野区）塩見小学校（中村、新財

岩脇支所

商工水産課が行ないます。

︷

組合のお世話をはじめ、伐さいなど林

△はかりの検査

◎養々潔 りまとまりました︒
富島農協11六︑O聞手
だより
岩脇農協 囲︑翌O俵
八三から
美々津農協 一︑琵O俵
同地区の

たりします・

民館（亀㈲616日、梶木公民館（梶禾）庄
手公民館（庄手）017日、日知尾小学校（江
良、上弓町、下原町）曽根公属館（曽根、堀

レ

用水路や農道などの建設すること、補
付申請についてのお世話をしたり・相

計︐留湘︑一千俵
白日舗装
が行なわ ◎患紹法が改圧されます
れること 旧軍人恩給細のあった人剃
ゆ同地区該当しなかった人も︑一度
ゆ

や畑を守るために、土地改良や災害籍地

恩給権擁護一側日一二支郭

講1灘叢記｛ 1難騨撫養躍・

写

作りそれさい6

ｨ回．回ll離職欝

ちがその権利を彊しておいtくだ

・・

る会さし
こをんた
とになりなお︑くわしい山妻軍人

熱1繍鷲龍

34

︑襯

o・一・（・・2）｝一・（…）＋1

客ズミは集団で駆除しないと効果がありま
せんので市民のみなさんが、一せいに駆除し
ていただきますようお願いします。
になりま

09（κ一3）十209（τ→6）＝富1

ています。

梅野電一・

1・、1一

射をすることが大切です。
④帽ゴをかぶらずに長時間ひなたにいると
病気にかかりやすくなります。
なお、期間内に巾衛生課でネズミ駆除のため
のクロメソソ（薬品）をお分けいたします。

健進委塚
に協力す

（4）次の置目式をとけ
（イ）

④この1内気をうつすのは人問の血をすう

ていたものですが、期間内は特にネズミ駆除
奨励の意味もありますので、17円でおわけし

（3）次の各組の式（または数）の最大公約
毛イ）91，

（30％）

これはいままで600つぶ入を25円でおわけし

ωレ／812γ・15

作文の問題は「消防士を志すに当りて」で
した。国語、社会の問題は紙面の部合でケ

について、いろいろ皆さんのご相談に応じ
リ，積極的な指導を行なったりしていま

題

【脅な数値を入れよ

635円ω2割引｝．卦

rl人中∫十人。

①この病気にかかるのはIO才以下が70％

ました︒

試験科目は国語、数学：、社会、作文で、

たがって、それにともなデ病害虫の駆除
欄の二巴策黒具、跡の副業な

（イ〉！20人掛「

②意識を失いケィレンをおこす、この状態
，がつづいて、そのまま死んでしまうのが

し 市
市内
内 ︵市内上町闘蔵晒二三孟と
⑥予約米 売渡τ
度産米予
予甲斐個夫までお問い含わせ
各農協ρ N度
次が
の次
通の通ください︒
約申込み紅熱が㎝

．、相談などの仕事を受けもつています。

学）問

次ω［の中にヌ酌

①急に39度から40度の熱がでる。

訪億

会、数学、作文などの試験問題としんけん
な表情でとりくんでいました。
なお試験問題の一部を次にかかげておき
ますから自主のある方は試みてください。

（D

る。

カ に限られる。
ω」り防には塾力塾をなくすことと、予防注

イサイできま廿んでした。

予測できない災害から皆さんの直証を守

1

⑤セキリ菌は口からはいるので♂から、】う
防には飲食物に注意し、手をよく洗うこ
と、ハエをなくすこと。
E早く医師にかかれば命1ま助かり全快す

◎日本脳炎についてお母さまの心碍

ドクトルジパゴ第2部
（原了林二郎訳）若山
牧水全集第2巻（名山

航市役所案内板

起

が病気｝こカ〉かる。

【中学文学】

るために、いままでの消防本部を改殖し，て
10月1日から新しく消防署がてきることに
なりました。

η

る。
④位、染病の八割はセキリ田紳で毎年10万人

聞社）

消防士採用試験

ヌ

む

③便には粘液や、血がまじり、ノウもまじ
ガンの予防法（朝日新

よい子だけの1人歩きはやめましよう。

、師1ζみせてください。

◎エ㌣リについてお母さまの心得
②鉱が39渡：から40渡にあカヌる

、㌔

係】

ρ
・
洗いましよう。

撒rけ

午たらを近ずけな℃よう注意して下さい。
》伝染病が崩たときは各区長さんに連絡しま
，すので釈子会や子供会などで注労して下さ

係】

ましよう。
・
食前と用便と外由から帰った時は必ず手を

ねびえをしないこと。

濃薬をまく期間、その場所には別項のとお
りです家庭や、学校、区畏さん方からよい

ロ

夏は伝染病の季節です。
．
身体に気をつけてことしも元気に夏を過ごし

ナノ

らします。
午前8時（勉強はじめ）
午前10時（勉強終り、水泳してもよい）
午後5時（帰宅する）
午後7時（勉強はじめ）

、

灘ご

騨

展71剤3・6cc（0・2匁）

㈲・カヤムン

拷えてください。
○学校の中や外でよい子のノ1行（わるい行な
い）があった時は警察や各区の民生委員、

○映画について
夏休み中は学校からゆるきれナご映画だけ
（四本）午前中に見てください。
0アルバイトについて

，繕

75グラム（20匁）〜93グラム（25匁）、

てください。

一聯も滋塑ないようにし
桝 轍一一闘｛恥醐燭轍一噂必砧働繍編出画配箱でよく

3

，，

7月中旬第一回f防、アカ

←）セノ身カイガラムン

児童委員に連絡して適当な指図をうけてく

ト、竹島築港工事場の付近
5、水泳期にはとくに、川上できたないも

」蘂蝉

曹

でください。

ださい。

へ、各川の鉄橋下

磯・・

rt艮される場合、ラヂオン1．000倍（18

へ、一度にたくさんの花火を持ち運ばない

ホ、お愈ケ浜、お金ケ浜の洲（す）

EPN乳剤

7ノノン乳剤1500磨（ノki8リソトルに対

ホ、火をつけたときは勘や了を近ずけない
でください。

夏の衛．生1：

㌧

18リノトルに対し薬22ccを5日ごとに撒

けません。
二、風下にむかって火をつけて下さい。

二、塩見川の川尻
・

ご一読くアごきし、。

水、18リソトルに対し112グラム、ダイセ
・・水18リツト・レ引して薬56グラ・

牛．

時は水泳はさけてください。
4、各学校であぶないところにはしるしを
立てます。
また、とくにあぶないところには巾がし
るしを立てます。あふないところでは決
して泳がないように。あぶないとみられ
ている主なところは次の7ヵ所です。
イ、伊勢ケ浜の両岸と二上の南側
ロ、検察庁（鶴町）横の溜池
ハ、耳垢の危険区域

水和硫黄又はタイセン撤布、水和硫黄

1、こカ．類
旋∩アカゲニ

ハ、人や、家などにむけて火をつけてはい

や

ω三野病（ウドンコ病）

ドライ型の梅壷も終り、むし署くなってま
いりました、、果樹の蔵培農は、これから発堕
する病害虫の駆除にいろいろの男面を立てて
い観れることと思いますが、防除の参考まで

きい。

、です。
覧3、おなかがすいている時、つかれている

3、モモ

の防除

、

セ

6月下旬〜9月上旬五三二等黛

彰い旨

います。1日の水泳時間は午前IO時から

鎚時、午後3時から5時までの間が適当

・、・

とりのぞいて下きい♂
花火を買う人は
イ、花火の火薬をとりだしてほかの遊びを
しないようにしてください。
ロ、一度にたくさんの花火をしないでくだ

ら8月31日までが許されることにな物）て
ξ

』

ロ、火の気のない安4」なところにしまった
り、ならべたりして下さい。
ハ、買いにくるよい子たちに安全な遊び方
を教えてドきい。
二、いつも消火用貝を幣備してください。
ホ、ならべてある花火の近くでタバコなど
火をつかわないように注意してくだきい
， へ、つつみが破れたりしている壱のはすぐ

1、水泳は必ず年うえの人と刑しよに行く
2、良い子達の水泳はだいたい7月5日か

訣

二M・

○よくない遊びはやめましよ）。
1、1人あそびはなるべくきける。
2、とくに花火遊びは気をつけて下きい。
花火を売る店の人たちは
イ、品物をガラス棚、ガラス箱に入れてな
らべてください。

水泳について

げ

膨

91i響病

ポルドウ撤祐

果樹病害虫

ズ 身ニチ喧

．と）を行なうときは家庭と、学校の連絡を
醜くとって、十分な指導を受けさせる。

い

（

（2）

脚げ腰峨ノ

の内容は次の通りです。
食い子たちが団体行動（キャンプ、登山な

γ

第48弩

れ鋳認

転いろいろ慌し合いました・
o

報

守りぎ砧ラ．

し

〔1㌻〜53を
．／小《v

広

日

向

躍

紹和34年（1959）

、

