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（8月1日現在）
男19．珊人（一20）
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分も早目隆おねがいします ︒
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い︒また保険税第四期分の督促状
は今月の十五日にでますのでこの

りの支所︑出張所に納めてくださ

ていない方は早目に支金庫か最寄

期の納期です︒まだおすみになっ

今月は市民税第二期と保険税第五

計朋．202人（一26）
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子供を小児マヒからまもろう
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し﹂の恐8しい小児マヒを防ぐのに︑ワクチンによる予防があります

ぜています響 h

てやること

△乳を与えるときは︑乳首を消毒

するか︑湯でしめした布などで

きれいにふいて与えるように

メ︶など︑ビールスを運ぶもの

ムハエ︑ネズミ︑ゴキブリ︵アマ

をよく退治すること

．

△赤ちゃんの手指は常に清潔にし ．
●

で洗い清潔にしておくこと

△飲食物を取扱う手は常に石けん

△なまの飲食物は消毒する

注澄することは

とることがよくあります︒

いたなど︑朝マヒといわれる型を

が︑朝起きて手足のマヒに気がつ

夜寝るときはなんでもなかったの

﹁マヒ﹂は多くの場合急におこり

つまり筋肉マヒがあらわれます︒

〜三日だつと小児マヒ特有の症状

この病気におかされたときは︑二

小児マヒ特有の症状

しないよう注意してください︒

良だろうなどと一人ぎめして油断

方は︑夏かぜだろうとか︑消化不

状ではじまりますので︑お母さん

ぜ﹂や﹁消化不良﹂などと同じ症

このように︑ふつうみられる﹁か

ないか︑注意してください︒

のときなど痛たそうに泣いたりし

い知謙をもつていただき︑予防対策などにご協力してくださることです

が︑何より大切なことは︑みなさんひとりひとりがこの病気に対する正し

この小児マヒは︑正しい病名を

惑性灰白ずい炎︑またはポリオと

また︑おむつをかえたり︑着替え

ます︒

ときには吐いたり︑くだしたりし︑

はながでたり︑くしゃみをしたり

不機嫌になり︑汗をかきやすく︑

発熱のほか︑はじめの症状として

で下ることもあります︒

いのですが︑ときには一日ぐらい

この熱は二〜三日つづくことが多

熱を出します︒

突然三十八度から三十九度の高い

から四才〜六才までの幼児が多く

この病気にかかるのは︑赤ちゃん

小児マヒにかかると

いるといわれます︒

百人はこの病原菌の感染を受けて

が一名でますと︑そのまわりの数

その中の一部の人が発病し︑患者

せん︒

だれでも発病するわけではありま

小児マヒの病原菌が体内に入ると

暑い間が多いようです︒

とくに七月から九月にかけて夏の

この病気は冬でも発生しますが︑

∂

す︒

・て︑脳や背ずいをおかし発病しま

のどでふえ︑血管や神経をとおつ

いい︑病原菌は赤痢菌などよりず

﹂議畢・

集団発生し︑子をもつ親に大きなシヨツクを与えました︒

欝踏だ酵
ノし

つと小さく︑口からはいり︑腸や

伊曝置

宮崎県下でも︑ことしの夏にはいって七月宋までに約六十名の患者が

温度計の上昇とともに︑ことしの夏も県内あちこちで小児マヒ患者が
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市の人口
今月の納税

毎月10日発行

Nb．76

世帯総数

総編論係（緊灘声調
︑

生するといわれます。

勾艦轟叢諺

女20．q〕2人（一6）

卜

や｝

田匹
蓼鰹葭譲︐こ尋亙

㌃
醇

児にポリオ（小児マヒ）生ワクチンの投与が行なわれました。
だからといってまだまだ油断できません。小児ヤヒは、これか
（写寓観明）6才以下の
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入するとかに踏みきって欲しいも．

手．ア

︑逸ぎ醤ゐ一峯︑彰擁︐

・．・

・切に行なうなと︒

叱 ・

公益賀匿の駁鍛鱒皇岡．が

なお組合には︑設立や運営を補助・

ままで八時半から五時まででした

市営公益質屋の取扱い時間は︑い

変りました

する意味で毎年設立助成金や報奨

り

に持ち歩かせたレ︑また危険な

金がでます︒

りをおこたって泥棒にいられる
ご連絡ください︒場合により係員

次の方々は早い機会に税務課に

△夜寝ぐるしいために家の戸じま
ことがあります︒網戸︑格子戸
がおうかがいします︒

門燈のある家は︑終夜点燈し防

め︑門燈をつけましよう︒また

を開きたい方

⁝翻斥．属σ．．冨﹄

周ヂ

三￥習．︑＝

．β

ありましたので次のとおり取扱い
時間を変更しました︒

せいぜいご利用ください︒なお質
屋についてのご意見ご希望は市民

△取扱時間11午前十時半〜午後七

課へ申しでてください︒

△利率11月三分

時半

△貸付限度11一万円以内

比良公民館︑飯谷公民館︑凶

軽においでください︒

高．

料金は無料です︒野良着のまま気

松公民館︑2日11田の原公民鎮﹂

日11美々津支所前︑9月1日

所︑美々津小学校︑曙公民館︑．51

々津保育所前︑m日11美々津保育

日11秋留公民館︑幸脇支所前︑．美

日

日︑％日11財光寺五十猛神社︑％

公民館︑以日11堀一方公民館︑ゐ

日11亀崎公民館︑差日︑箔日隅曾根

日11鵜毛公民館︑畑浦公民館︑悪

日 梶木公民館︑岩脇農協前︑．19

11庄手公民館︑松原停留所横︑・18

公民館︑仲田鉄工所前広場︑17日

警察署横︑東映劇前︑16日11本谷

超

鐵引回い・卜童雲．邪長﹂黙姦∴野G繋酵

△組合員の意志統一のため懇談会

たい方

かどんな運営が正常なのか調べ

△組合運営を一そうよくしたいと

不案内の方

△納税貯蓄組合を設立したが要領

△組合員に増減が生じた場合

をつけるなど部屋の換気を工夫

活におちいって︑非行化するケ
犯に協力しましよう︒

﹁し︑涼しい方法を考えましよう
△明るい住みよい日向市にするた

夏休み中の学童の生活指導は適

ースも多いようです︒

納税組合設立のおすすめ
﹁そなえあれば憂いなし﹂とか言

何かの都合で余分な支出があった
ノ
ときは積立てを見合わせるとか︑

組合には設立助成金や報奨金も

いますが︑このそなえが足りない

き出す︑こんなことが行なわれま

後で穴埋めする気で︑積立金を引

．

︑7．

けてください︒

︐ならずその受診票をご持参ねが．

なお検査を受けられる際は︑か

園地︑15日・11西川内公民館︑日向

．江良高橋自動車工場前︑上原町遊

館︑営林同前︑14日11申村公民館

くしの山住暗暗︑12日騰永田公民

竹日閥奥野公民館︑細島宝映劇毒︑

．10日阿細島宝映劇前︑中原公民館

ていただぐことになります︒

保健所でレントゲン検査を受け

てください︒その人はのちほど︑

その理由を区長さんまで申しで

ても検査を受けられない人は︑

また指定された検査日にどうし

います︒

が︑市民のみなさんからご希望が

遊びをさせないようにする︒

ひ

のです︒

、

△子供に危険な刃物類を必要以上

咳．

︑玩−．︒．誘ヅ．Uq

． めること︑とくに婦女子が一人

合も︑早目に帰宅するようつと

△盆踊りや花火大会などに行く場

☆⁝⁝⁝開放的な服装もほどほどに⁝⁝挙

夏になりますと︑毎年粗暴犯罪が

いちぢるしく増加します︒

や二人で夜おそくまで遊びまわ

なかで略︑婦女子にたいするわい
ンプ場︑海水踊場などでの暴力犯

せつ行為︑その他の性犯罪やキャ
．罪がめだってきます︒

このような犯罪がとくに夏季にふ
える原因としてつぎの点が考えら
れるようです︒

①暑さのために人々の気持がゆる

むとともに︑服装︑家屋などが
開放的になってくる︒

③盆踊り︑花火大会などつい夜ふ

場︑海水浴場などへ出かけて開

③学校も夏休みに入り︑キャンプ

る人が案外多いようです︒
す︒

ために︑市税の滞納をかかえてい
納税貯蓄組合は現在二百五十︵三

手ですが︑もし︑手をつけた後の穴

自分の金ですから何に使おうと勝

多くなる︒その結果︑自然とそ
の場のふんいぎや集団心理に影
の半分でしかありません︒

千八百人︶ありますが︑まだ目標
もちろん組合に加入してなくても

しかし︑︑一度組合に加入すれば︑

こうした犯罪をなくすために︑毎
け積立てている方はたくさんいら
多人数でやることですから︑他の

バであわてることになります︒

っしゃいます︒

はあっても何とか積立ては続けら

組合員の手前︑多少無理する場合

埋めが忘れられると納税のドタン

しかし確実︑容易な方法は︑やは

自分ですきなときに︑すきな額だ

みなさんも次の点に充分注意して
り組合に加入して他の人だちと足

止運動﹂が行なわれます︒

この運動にご協力ねがいます︒

並みをそろえてコツコツ積立てて
れるものです︒

供だけで行かせず︑学校の先生

9孔．．

電．︑紫裕銀

これが納税組合のよいところです
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︵︶は区長

奮︑謹囑︐

いかれることだと思います︒
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誰彼のためより自分のためですか

﹂し．三七

．ザ露．︑

ら︑組合をつくるとか︑組合に加

・．かその早しつかりした責任者や

ムキヤンプ場︑海水浴場には︑子

年八月三十一日まで﹁夏の犯罪防

す傾向に流れがちとなる︒

響されて︑いわゆる羽目をはず

・放的な自由な空気を味う機会が

かしになりがちな行事が多い︒

△夏休み中に︑学童が不規則な生

るようなことは︑つつしむこと

．

縛灌

噂7﹁ ・

カク永続きしないものです︒

．

自分で気ままにやれることは︑ト

・

・讐﹁円

．年 ．

s動をとるよう指導すること︒
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指導者をつけ︑ちつじょ正しい

・・丸︑

○万円の浄財が集まるようご協力
をお願いします︒

納入量れた区
︵既に発表分は除く︶

美々津上町二区︵福元盛吉︶一六
九三〇円脆目標は九︑五〇〇円︒

本宮区︵松葉弥市︶九︑八九〇円
上原町︵三樹幸夫︶七︑○00円

西草場︵後藤荘吉︶＝︑○○○
月︒白木︵溝口竹雄︶二︑五二〇
円︒山下︵長友勇助︶一〇︑五四
〇円︒別府中︵長野福次郎︶六八
○円︒市議会︵第一回分︶二三︑

四円︒

000円︒梶木︵日高満︶一一︑
齠

特志寄付
日向製錬所︵社長本庄貞司︶一〇

サ
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夏・犯罪姦≦ξ

︑．向

は富高小学校と市立保育所の西に

末日となっております︒建つ場所

慰霊塔建立工事いよいよ着工
ブルドーザーによる敷地作業は一
応終って︑塔の建立施工について
接する古城ケ丘台地の上です︒

寄附金についてお願い
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声
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ど工事契約も出来て︑八月二日か

事務を進めていましたが︑このほ

これは一円硬貨千枚
を貯められたもので名を告げずに

宦宦實

〇︑○00円︒後藤トミ︵細島︶

おりますが︑市民の皆さまも趣旨

なお骨折りで募金していただいて

ったので発表させてもらいます︒

寄付されましたが︑後日氏名を知

各区の区長さん班長さんが︑非常

をご理解いただいて︑目標の二〇

みんな受けましよう

受診票に記入ぴてある場所︑a

票をおとどけしますので︑その

ことしも︑受診該当者には受診

◇受診票の配布

︑なりません︒

xれなく診断を受けなければ

結該健康診断〃ントゲン撮呑
みなさんの健康をまもるために︑
昭和三十六年度の定期結核健康診﹁

断レントゲン撮影を︑つぎの日ど
りで行ないます︒

昨年に引きつづいて︑ことしも日
向市が結核予防特別対策地区に指

時にざつてレシ予ゲシ検査を三

〒

し㌧

竃．．

．廠㌶爵新知裁

一議

演

赦

∵定されていますので︑該当者の方 ご
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盤

市教育委員会が、市内の商店で働いている店員さんのために、
さる12日から商業青年学級を開いています。
この学級は、商店で働いている青少年を対象に、商業技術を身
につけ、また、健全な社会人として教養を高めるために、来年
の3月まで開かれます。
いま市内の店員さんたち約50名が、1日のつとめの疲れもみ
せず、毎週水曜7時から、教育委員会の結婚式場で、集金やデ
ザイツ、販売、サービス、応対、商談など商業一般のほか、英
語、数蝋国語、．理科、医学保健など熱心に勉強しています。
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、
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＝＝＝＝商業青年学級開設：：＝：二：二：：
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ら着工しました︒
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欄 を納める室の前面扉が山・県須佐
石で造られるもので︑総高約九メ
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．光地の案内も行ないました。
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サービス講習会ひらく

9

、

県計画観光課主催のサービス講習会が、さる26日市営結婚式
場で開かれました。これは、市内の旅館や割烹、飲食店で働
いている女給さん、また経営者を対象に行ないましたが、受
講定員如名に対レてω名が出席しました。
講習会は、午前中スライドによる接遇の仕方を勉強し、午後
は伊勢ケ浜でその実技を行ないました。また観光客を相手に
第一腺で働く女給さんたちに日向市の観光地をよく知ってい
ただき大いに宣伝してもらおうと、伊勢ケ浜、竹島などの観
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昭和三十五年度の ．

収納額百四十二万四千円︑徴収率

︻塩見11調定額百五十六万五千円

高見橋︵九八．・六︶︑新中原︵完︶

西川内︵九六・六︶︑広見︵完︶

@保険鈍
無為状況
薬

H 保険税の収納状況がつぎのとおり︑
旭 まとまりましたので︑ご参考まで

鶴瀬滋婁
和パーセントの上昇率を示しており
中村︵九〇・一﹀︑奥野︵九五・

九一％︼11新財市︵八一・四︶︑

昭 とくに大字が︑いつれも九〇パー
九︶︑二二︵九〇・五︶
︑︻財光寺H調定額百六十五万六千
円︑収納額百六十万六千円︑徴収率

セントをこえる好成績であったこ

とと︑全区完納が︑三十四年の四
良町︵九八・三︶︑往還︵九六．

このように︑国民健︑康保険の運営
︵九六・九︶

七︶︑切島︵九六・五︶ギ

松原

九七％︼11山下︵九六・九︶︑比

@
区から一度に九区にふえたことが
向 めだっているようです︒

が順調なことは︑保険税に対する

︵九貯︒八︶︑曾根︵九﹂二9三︶

畑浦︵八九︒二︶
︑︻枝郷11調定額百十四万三午円︑

収納額百五万干円︑徴収率九一・九
％︼11鶴町︵九二・三︶︑亀崎南

八九三︶︑中中︵九〇・二︶︑同

四︶︑土手︵九七・四︶︑梶木

東︵八八・八︶︑同断︵八八・

︻細島随調定額百七十一万二千円

︵九〇・六︶

一・一％︼清正︵八九︶︑吉の川

収納額百五十六万円︑徴収率九
︵九七︶︑地蔵︵九〇・八︶︑八

坂︵八六・六︶︑庄手向︵八九・

一︶︑八幡︵九三・三︶︑伊勢
︵九三・一︶︑高々谷︵九四適六︶

︻平岩11調定額百七十五万四千円

宮の上・︵八七・一︶﹁

収納額百六十六万円︑徴収率九

︵八四・五︶︑余瀬︵八六二︶・

一・七︶．︑同申︵九一︶︑闘魚

田ノ原︵七八︶

し尿塵挨収集田程

八月のし尿︑塵埃の収集日程がき

北︑鶴町︑12日・13日11江良︑14

日11山下︑比良︑往還︑︐松原︑三

々津中町︑下町︑笈日11新町︑石

並北︑韓藍11石並南︑駅通り︑な

お︑料金はし尿一斗について十円

・㌃︑ド

灘臥

総塾・堅﹄凶．

︑

・・滋灘蒸薫・烹が携メ︑．．︑︑．戸靖︐．第3．零響銅還

︵完︶︑金ケ浜︵九五・四︶︑鵜

・六︶︑同申︵八○・四︶︑睡臥

毛︵八八・三︶︑籾木︵完︶

︻幸脇11調定額四十五万四千円︑

収納額四十五万円︑徴収率九九・

まりました︒

．一％︼11遠見︵完︶︑幸脇東︵完︶

期日内にかならず処理されるよう

冾P1堀一方︑曾根︑畑浦︑亀崎

おねがいします︒

中中︵完︶︑同割︵九七・一︶︑

百八十七万八

飯谷︵九八・五︶

︻美々津調定額

千円︑収納額11百七十二万三千円

七・四︶︑上町二︵完︶︑中町

地蔵︑八坂︑庄手向︑18日1一八幡

島︑16日11清正︑吉の川︑17日11

徴収率九一・七％︼11上町一︵九

︵九二・六︶︑下町︵九〇・九︶

P1美々津上町一︑二︑21日11美

新町︵九〇・九︶︑石並北︵九

三・七︶︑長南︵九一・二︶︑駅

通．︵七八・九︑︶︑落鹿︵九〇・．八︶

高松一︵完︶︑高松二︵九四︐・一︶

宮の下︵九七・一︶︑別府北︵九

た引きっついで細島港海の記念日協賛会が傷病船員や細

さででたま島ま︑内

港入港中の船舶を慰問、船員にタオルなどを贈りました。
た、海上保安部の巡視船「にいづき」 （五十トン）も、認
めぐりを行ない、噌般市民をよろこばせました。

調定額二百十八万千円︑

四・六％︼11秋留︵九六・四︶︑

美砂︵九三・四︶︑曙︵九五・四︶

露ポ艶

も、海運局主催の記念式典が10時から細島の消防機庫二階

︻本郷

・収納額二百一万七千円︑徴収率九
二・五％︼11旭通︵八七︶︑上原

本宮︑︵九六・九︶︑笹野東︵九五

駿齪︐聾︑鑑．

行なわれ、優良船員や海難救助船員の表彰を行ないまし

市民みなさんのご協力のたまもの

．であります︒

口
百パーセント完納の区は︑ことし

八︶︑江良︵九三・七︶︑堀一方

町︵九四・四Ψ︑下原町︵九三・

火災共済協同組合に加入しましょう

商工業者のみなさんヘ
ペ華

扶助による協同組合組織ですか

蘭鋳会社と異なり︑組合員の相互
ました宮崎県火災共済協同組合は

昭和三十四年十二月に発．刷いたし

ントから二十五パーセント安くな︑

ら︑掛金も保険会社より十パーセ
．度は︑契約高が八億八千万円を突

その後順調に発展して︑三十五年

商工業者のみなざんは進んで加入

つております︒

さらにこどしは︑十六億円を目標

破いたしました︒

していただいて︑経営の合理化を

O

．はかって︑いただきたいと思います

に︑商工業者のみなさんの加入を
呼びかけています︒簡‡蒐

この火災翌週制童は〜普通の損害

懸

優良船員表彰や港内めぐりなど

欝．．

鴎

騨

肇℃

鰹 もこれを持続していただきますよ

区完納になるよう︑いっそうのご

蝋．報 う︑またほかの区は一日も早く全
警︑・

協力をおねがいします︒

響広難講講国璽
罫︑

八％︼11南町︵九七．三︶︑中町
︵九六・三︶︑本町︵九八・七︶

︵八七・二︶︑本谷︵九一︑ 二 ︶

欝難撫
響

さも

〆慧ξ凝ヂ敵箔爵瓢蜘謹
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6瞬陰影ヴ陰欝∵

る7月20日は、第21回目の「海の記念日」でした。日向市

（4）圃． 、獲

響
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