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年生は九〜十時間︑申学生以上

は八時間以上
睡眠不足は疲労を増し︑病原体
に対する抵抗力が弱まりますか
ら﹁ひるね﹂を励行させること
その他食べ物︑飲み物にも充分
気をつけてください︒
★不良化防止
夏休みは最も不良化への条件が
備つた季節ですから︑家庭生活
の中で常に子供の日常生活を観
察することが大切です︒
★水難防止
毎年四︑五名の幼い水の犠牲者

かでます︒監視︑指導は充分に︒
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エチケソトを指導する
⑥子供会や親子会などにも協力し
レクレ！ソヨンも健全な内容と
日程︑場所を選んで楽しい計画
のものにする
★休み中の健康保持
昼が長く夜が短かく︑活動量に
比例して睡眠量が不足する時期
ですから合理的な生活をするこ
と︒睡眠時間は︑小学一年生〜
三年は十一〜十二時間︑四〜六

夏休み中の生活指導

醸獺雛鷺雛嫉笏
もうすぐ夏休み◇

この春︑小学校に入学
した子供さんにとって︑

ことに一学期は多かれ少
なかれ疲れていることと
思います︒暑中休暇には
いったら一週間ほどのん
びりさせ︑それから夏休
みの計画どおり規律ある・
学習や遊びをさせたりす
るようにしたいものです
長い休みの間には︑最
初に立てたプランがいつ
の間にかくつれかち一刈
そんなときには新しくプ
ランをたて直し︑新しい
意気ごみが自然に湧きで
るように︑あたたかいは
げましが必要です︒

こと

★楽しい豊かな生活の計
画と実践
①夏休みの生活プランは
全家族が仲間入りして
目標を立て実践させる
こと
②家庭学習は子供の能力
や性格に合わせ︑無理
があったり︑負担が重
すぎたりしないように
配慮して︑朝の涼しい
内にできるようにする
③遊びは子供にとって︑

よき成長への大切な栄
養です︒健全なものを
選ばせると同時に︑年
令相応の遊び方をする
ように指導をすること
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願いします。

☆
☆

④外出は︑行先や目的︑

市防犯組合では、ことしもこ
の運動を強力におしすすめ、あ
わせてさらに防犯灯の設置も呼
びかけて行くつもりです。わず
か一灯のもたらす街頭のあかり
が、はかりしれないほど私たち
の安全を守ってくれていること
を考え、いっそうのご協力をお
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きました。
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昨年の夏から実施しておりま

☆

帰宅時間などを約束さ
せて︑生活上の子供の

ず「街を明るくする運動」も

世帯数

◇

ことしで2年目を迎えました。
いっでも、どこでも安心して
歩けるような、犯罪のない明る
い街をつくるのがこの運動のね
らいです。昨年この運動期間中
に、日向市防犯組合が中心とな
って、防犯灯の設置を呼びかけ
た結果、市民のみなさんのご協
力で42個のりっぱな防犯灯かで
∂

私たちの安全を！1
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科徴収条例
り

いう運動です︒

この運動は︑すべての国民が犯
罪の防止と犯罪をした者の更生に
ついて理解を深め︑進んで︑それ
ぞれの立場において力を合わせて
犯罪のない明るい社会を築こうと
罪をおかした人をそのままにし
ておきますと再び罪をおかし︑悪
循還はいつまでも続いて明るい社
会はなかなか実現しません︒
設ような人に温かい愛の

わたもじたちも︑罪をおかした
人︑おか

手をさしのへ︑犯罪の防止︑犯罪
者の更生指導︑青少年の完全育成
につとめましよう︒そうしてこそ
明るい社会ができるのです︒

iある人が語っていました︒

﹁私はよく物を忘れるのです︒雨
かやんだあとはカサを忘れ︑タク
ンーの中に物を忘れることたびた
び︒けれど世の申には親切な人か
多いですね⁝︒呼びかけてくれる
人もいますし︑わざわざ届けてく

罪をおかした人に
あたたかい愛の手を
たさる人もいます︒そんな時︑あ
たたかい思いや︶に感謝する気持
で一ばいです︒一

ー秦・
︐愚一

にニユ⁝ムで作った登録

ライト︵車体密着︶に切替えてい
ますゆ

寄りの場所で登録してください︒

斉鍵鰯讐藷監膨
冾g亀崎公民鶴︑循日難揮木派

日程は︑10β11綱島支所︑貿日
H曾根盛民館︑12日醤江良公民館

岩脇支所

出所︑17日H幸脇田彊所︑侶日﹄．
桒皷膜ｩ農協︑2425日美々津支

勿日

証を付けていましたが︑

甑＝

嘔郵

一の内住民登録かし

．住民登録の制度をよく知
﹂出を励行していただ
よす︒日向市内には
口二十名の人が住ん
四千七百三十名で
鳳︻現住所ナノ﹂と
﹂す︒

尤足して十年たった
ノかり私たちの生活

口・

こで再びこの制度をよく理解し︑

の中にとけこんできましたが︑こ

きは︑市役所の戸籍係か︑最寄り
の支所へ届出ることをお忘れにな

鰐襟芯簾繧鵜杉毯

大いに利用していただきたいと思
います︒
し
そのためには転出︵日向市から
他の市町村へ︶転入︵他の市町村

コ

財光寺派出所︑

以上はいつれも午前九時から午

所︑26日 高松派出所︒

後四時までです︒

ます︒

廠

また︑最近すでに登録している
自転車は︑こんどは受けなくても
よいのではないか︑というような
ことを聞きますが︑現在各自転車
につけています黄色いニューム製
は今月の三十一日までしか有効で
ありませんので︑この際全部の自
転車が登録のあるなしにかかわら
ず登録をすまされるようお願いし

Ψ

小児マヒ予防注射日程
市衛生課か︑次の日どりで小児
マヒの予防注射を行ないます︒該
当者は︑昭和蕊年10月1日〜昭和

ですか︑ことしの4月以降に2回

凶年に12月31日までに生まれた方

接種した人は除きます︒

六八円︵市税均

料金は︑A11二七一円︵市税所

得割の者︶︑B

生活保護者の方は無料です︒

等割の者︶

日程は︑箔日1−市講堂︑24日−
財光寺小︑％日11細島小︑27日11

れも午後一時〜三時まで︒

渡辺病院と三股病院︒時間はいず

以外に何もないOですから︑この
住民登録をしていないといろんな

鱗
¶

これは取りはずしがきく
上に︑破損しやすいので
破損しない︑またとりは
ずしのきかないスコソチ

も原因かあるのです︒

ません︒ここに一人の罪をおかし
た人がいます︒もちろんその人も
責められるべきでしょう︒しかし
その人のおかれた環境や社会的な
機構の欠陥ーーこうしたところに
犯罪は︑それを生みだした社会
全体の︑私たちみんなの共同責任
また一度ならず二度︑三度と罪

だともいえます︒

を重ねる人がいますが︑ 一度だけ

で立派に立直つた人も少なくあり
ません︒そうした場合︑その人の
周囲にみられるものは︑理解ある
人々の善意にみちた暖いいたわり
であり︑それが更生への大きな原
動力となっていま引︒たとえ一人
でも悪の途に進んだ人を立直させ
ることは心暖まることです︒
国の力だけでは防止できない犯
罪を︑みんなの暖い心でなくそう
というのかこの運動です︒
○あやまちをした人の良い相談相
手になってあげましよう︒
○あやまちをした人の良い友達に
なってあげましよう︒
○あやまちをした人のために仕事
を探がしてあげましよう︒

一r
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p

この制度は︑みなさんも知って
おられるように居住関係の登録公
り
証を目的とするもので︑私たちの
生活に最も関係深い︑なくてはな
らない制度です︒いまでは戸籍制
度と対応するきわめて重要な制度
として︑私たちの日常生活の中で
大いに利用され︑市町村の各種行

から︑満十周年になります︒

今月の一日は︑寄留制度にとっ
てかわって住民登録制度ができて

住民登録制度

Nを迎えた
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世の中が︑この話に出てくるよ
うな善意の人ばかりだったら犯罪
なんか姿を消してしまうでしょう
カ
し明るい社会の実現も間違いあり

軸三一三一三二一三一一一三；一三⁝三三；一一三≡三二三二二︸一＝一二三三三三二一三三三一三三一三一一三三三三三三

ご注意

紅

大原則です隔

一お砿罐簸懇

霧灘

果樹︑生花︑料理︑一般教養︑珠
算︑簿記︑商法︑サービス文書事
務について学習することになって
います︒

△日向市道路占用料徴収条例につ
いて
この条例は︑道路法の規定に基
づいて︑日向市が道路の占用を受
けた者から徴奴する道路の占用料

瑠鑛翻籍蕩臓鰹惣

︑会し

なお︑この条例は7月1日から
適用されます︒

にに必いらをこ
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△青年学級の開設について
塩見青年学級︑日知屋青年学級
富高商業青年学級︵女子︶︑細島
商業青年学級の4学級を開設し︑
開設期間はこ乏しの5月から来年
の3月までで︑林業︑畜産︑園芸

2百50万円︒ことしの9月までに
はできあがります︒

を布設するもので︑工事費は2千

載開設などきめる

徴 収 条 例 な ど 1 5議案で

︐
日向
市上水道拡張事業導水
管布設工事の請負契約
の締結︑青年学級の開
設︑日向市道路占用料

れました︒

全部原案どおり可決さ
では次にその議案の主

△公平委員の選任について

﹂

⁝日ごとに暑さがきびしくなりま

§ミ藝疑ミミ蓑藁妻薫食中毒に
耀すか︑これからは食中毒の発生し Cネズミ︑恥王︑ゴキブリはいま
せんか︒エサになる食へ物は絶
やすい季節でもあります︒夏にな
対にムキ出しにしておかないこ
ば食監製はでるもの︑気候が気候
とです︒②食へ物は清潔な店か
だからやむをえないと考えかちで
ら買っていますか︒③食べ物を
すが︑あなたはどうですかi︒
取扱う時は必ず手を洗っていま
夏の暑さはどうすることもでき
すか︒④必要以上に食べ物は作
ませんが︑食中毒は︑あなたの注
らないことです︒でき上った食
意ひとつでどうにでも防げるとい
へ物はすくに食べましよう︒
うことを忘れないでください︒
⑤夏の間は︑できるだけ生食を
さけ︑必ず熱を充分に加えるこ
食墨譜の原であるパイオンを運

15

23

らないよう︒

料に処せ垂れることがあります︒

以雑誌鑛鵜霧髪筋網

ノ

なものをお知らせしましよう ︒

日向市公平委員3名の内1名が
8月で任期満了となるので︑後任
を決めるもので︑三輪靖︵細島︶
さんが再選されました︒
△土地買収について
・

財光寺小学校の敷地の一部か現
在まで農林省の土地であったので
これを正式に学校財産として︑ま
た塩見小学校の敷地を拡張するた
めに隣接田畑約7百30平方 メ ー ト
ルを運動場敷地として．︑市 内 平 岩

土々呂毛の畑8万5千4百辺アー
ルを市営住宅の建設敷地としてそ
れぞれ買収することをきめました
△日向市上水道拡張事業導水管布
設工事の覇負契約締結について
上水道の改善年次計の37年 度 分 の

ケ

く導水管︵ 延 長 3 千 5 0 ぜ 一 kル︶

コ

堕嘩．奄

士ご︑＝．垢とかな
ぶ運送屋サンは︑ネスミ︑ハェ︑

（7月1日〜8月3旧）
た。

︑︑︑ミ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑V

〆驚

ゴキブリです︒この﹁運送屋サ
つ︒

ン一をいまの内にやっつけましよ

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

、

ことしも1日から全国的に袖
を明るくする運動が始まりま

年度分をまだ納めていない人は早
目に納入してください︒

政︑事務の基礎資料︑あるいは戸
籍の代用として︑その謄抄本が重
要な役割を果しております︒

P

とでしょう。

︑ミミミミ︑ミミ︑ミミミミミミミ︑ミミミミミミミミミミ︑ミ︑
ミ

次にあげることは食中毒を防く
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

℃ミ︑︑︑︑︑︑︑ミ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ミ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑ミ︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑

区候補者の氏名を書いた投票用紙
かかなりあり︑今後考えなければ
ならない点も二︑三あったようで
す︒

翻料難は早目に
△保険料納入月は今月
三十七年度の四︑五︑六月分の
年金保険料の納入月期限は︑七月
末日までとなっています︒三十七

9

契約で福岡市の久保田水道と工事
契約を結びました︒この工事は市
内権現原から江良浄水場まで新し

蕃畦㌃

一日に行なわれた

参議院議員の通常選

挙 釘票を終り八時から市

@鋤挙は︑午後六時に投
7講堂で即日開票が行
はなわれました・ 日向

u雛滞
ま票者一万六千六百七

ま︑

ず参＋三人︑投票率は七

でした︒

り好調でした︒
これを男女別にみ
てみますと︑ 男か七十四・二二％
女が七十二︒二二％で︑ 女の方が
二％ほど下廻っています︒ また難
難所別では余丁投票所か八十六．
九二％と最高で︑次いで原町の八
十四・〇一％︑江良︑梶木︑畑浦
飯谷の順で︑いつれも八十％以上

の

︑︑︐︐

鷲

春巧

また悪るい方では︑細島保育所
の投票所か四モ九・六五％と最低
で︑奥野公民館の五十八・七一％
で︑ほとんどの投票所は七十％前
後でした︒また全国区の．用紙 に 地
方区の候補者の氏名を書いたり︑
これとは逆に地方区の用紙に全国

、

〆

三十六年度は︑実施初年度であ
って︑本制度の普及徹底が不充分
である面も考えて︑滞納について
強い処置はとられませんでしたが
本年度は保険料滞納について法の
規定に従って取扱うことになると
思いますのでご承知おきください
△保険料申請免除も今月申
年金保険料は︑自分の将来のた
めの年金積金の性質ですから︑掛
けるほどよいのですが︑家計の都
合で︑掛けるのが困難な方は遠慮
せずにどしどし保険料免除の申請
をしてください︒申請期限は七月
末日までですから︑一日も早く申
請されるようお願いします︒免除
を受けられる家計の程度は︑だい
たい五人家族で年収入十八万円以
内の程度で︑市民税を均等割だけ
納めている人は免除されると考え
てお申しでくだきい︒なおくわし

、

私たちは︑どこかの役場の戸籍
と住民登録にのっていなければな
らないわけですが︑さしせまった
必要がないときなど︑ややもする
と登録届出を忘れている場合があ
ります︒ところが結婚︑出生︑死
亡︑相続など公けに証明できるの
は戸籍以外になく︑また印鑑証明
運転免許︑選挙︑就学︑国民保険
相続登記︑就職などのとき︑あな
たの住所を証明するのは住民登録

灘

、9

いことは市民課年金係へ︒

冤夷菩

！

，

D

愛の手で「社会を明るく」，
辱

し馬

飼轡

［壁蝋
10

モ

脳蜴浄

通産省では︑七月一日現在で全 て︑直接調査票の記入をお願いす
国の卸売業︑小売業等の商店につ ることになっていますので︑お手
いて商業統計調査を行なっていま 数でしょうが︑以上の趣旨を了承
され︑進んで調査票を提出される ま
す︒
この調査は二年に一度行なわれ ようお願いします︒
なお︑この調査で知り得たこと
るもので︑こんどの調査は六回目
です︒調査の目的は︑商業全般の を︑他にもらしたりすることは︑
実態をつかみ適切な商業政策をた 総計法で固く禁じられていますの
てる上め基礎資料にするものです で︑調査事項について該当するも
調査には︑都道府県知事が任命 のはもれなく正確に記入していた
した調査員が皆さんのお宅を伺っ だきたいと思います︒
◇

凝ミゆ

定
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せっかくの葵しい草花が虫
むしばまれないように……鼠
倒された植木には愛の支柱も
要です。こうしたあたたかい
たわりの心によって、いため
れた根や茎も新しく佃びる九
貯え、やがて1本の木に育す
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騨苧響・三恥書野脚歴贋躍！際糊
騨餐曙澗ゴ

・

旧

業構造改善事業に伴なう農紬分量
・状況調査を行ないます︒

農業経営のしくみを変え

そ

最後の仕上げを順調に︑

上げに幾分問題があります

さい︒

防

訓 練

っています︒試験は18日市役所で

いま自衛官を募集しています︒資
格は十八才以上二十五才未満の男
子で受付けは市役所総務課で行な

自衛官募集

市消防署では十六日︵月︶に細
島臨海工業地帯で水防訓練を行な
います︒この訓練には︑消防団員
三百名︑警察官三十名のほかに︑
都城の陸上自衛隊のヘゥコプター
や高速艇︑レインジャー部隊も参
加して︑竹島の堤防が高潮のため
に欠壊したと相卜して︑陸と空ど
海との総合的な訓練を行ないます
市民の皆さんも是非ごらんくだ

水

空と海と陸から

の

課までお申込みください︒

上位等級米を多くするため︑数年
前から小型乾そう機をおすすめし
りておます︒ご希望の方は市農林

乾

う越しておりますが︑最後の仕

は

︐．腕輪灘．

ますコ

こんごの農業振興事業の資料と
して全国的に行なわれる調査です
から︑すすんで調査にご協力願い

筆別異動についてお聞Vきします︒

浅薄講蹴融

⑳日墜松原停留所︵9〜3︶︑
21日尉花ケ丘︵9〜12︶︑聞日
−一細島漁篤前︵9〜3︶︑31日
11細島支所前︵9ぞ3︶

十猛神社前︵9〜3︶︑7日目
紳町幸福神社前︵9〜3︶︑8

8月1日11細島宝映劇場前︵9〜
3︶︑2日11江良高橋自動車工
場前︵9〜3︶︑3日11上原町
遊園地︵9〜3︶︑4日11櫛の
山住宅前︵9〜12︶︑6日置五

日胸高見橋旅館横︵9〜11︶︑

SB粉剤

P．

・

︷．︑
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一

零

ない場合は︑当日受付で交付いた
します︒

◇該当者◇
該当者は市内に住んでいる人は
全員ですが︑小︑中︑高校の児童
生徒と教職員︒官公署︑事業事務
所に勤務する者で定期の結核健康
診断を受けている者︑六才未満の
乳幼児および結核で入院中の者は

◇料金◇ 無料

除外されます︒

7月10日高比良公民館︵9︑豹〜

◇日程◇︵︶内は時間

10日四日向警察署横︵9〜11︶

西草場柏田工場前︵ーマ4V︑
9日 東映劇場広場︵9〜3︶

11日 鵜毛公民館︵9︑聞〜

11︶︑秋留公民館︵1︑駒〜4︶

下着を着用してください︒

ボタン︑金具などがつ﹁いていない

野良着︑ふだん着のままで気軽
においでください︒女子の方は下
着のまま撮影できますが︑その際

臨日向営林署前︵9〜12︶

神田鉄工所前︵1〜4︶︑11日

o ︶ZJ
﨎所笘e支所︵9〜3
1

11︶︑曙公民館︵1︑30〜4︶

B七飯谷公民館︵9︑甜〜11︶

幸脇公民館︵1︑m〜4︶︑14
日Ω田の原公民館︵9︑豹〜斜︶
咊u別府センター︵1〜4︶
冝g高松公民館︵9〜3︶︑
坙ﾚ美々津支所︵9〜3︶︑

．アワヨトウ虫が発生しますので
充分注意してください︒
防除薬剤11DDT︵5％︶粉剤
ムウンカ類腿中旬から下旬にかけ
てセシロウンカ︵夏ウンカ︶︑
・ツマグロヨコバイが大発生しま
す︒この時期に徹底防除してく

めい虫防除のため︑早期︑普通
水稲ともバイジツト剤を撒布し
ましよう︒また下旬には三化め

ださい︒防除薬剤11DM粉剤︑

い虫が発生します︒
ムアワヨトウ虫11上旬から中旬に

徹底的に防除しておかないと早
期水稲では穂首イモチが発生し
ます︵葉イモチが多く発生すれ
ば穂首イモチも多い︶ イモチ
病菌は二十四度C〜二十八度C
が侵入最適温度で二十七度C〜
二十九度Cで最もよく発育しま
す
防除薬剤H水銀乳剤︑水銀粉剤
△もんがれ病11早期水稲では発生
後︑必ず上昇纏をたどります︒
本病菌の発育最適温度は三十〜

マラソン粉剤

農象のみなさんへ・
農業委員会では︑八月一日より
月末まで農家台帳の補正調査と農

﹁

7

弩⁝癖雅潅籍甚難窪篶難畦睡叢権妻弩誕

︐つ

いよいよ稲にとって大事な時期
になりました︒とくに病害虫発生
には︑常に田んぼを見廻り充分注
意㍗たしましよう︒

かけて絶対注意を怠ってはなり
防除薬剤1ーアソジン剤︑モンゼツ

ません︒

三十二度Cで︑七月から八月に﹁
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受診票は区長さん︑班長さんを
通じて各家庭におくばつしていた
だきましたので︑受診票に記入じ
てある日時︑場所でレントゲン撮
影を受けてぐださい︒該当者で受
診票の届いていない人は区長さん
班長さんにお申出ください︒区長

◇受診票◇

てください︒

るく︑そして楽しい生
活がおくれるようぜひ受けておい

み笠 魯管が健康で明

んな け れ ば な り ま せ ん ・

海門購藩

広籍かゆう覇（4｝

、

勧

，あなたが市内でたばこを1個お買になったとすると・ピースなら1個について4円40銭・
いこいなら1個5円50銭というように、その11％がたばこ消費税として市の収入になりま
す。わずかのようですが、日向市ではこれが年聞1千500万にもなります・このお金は学校
や道路の建設資金としで市の重要な財源になっております。
食事のあと、仕事のあいまにあなたがふかす一ぷく9）たばこ。
たばこはぜひ市内で買いましよう。
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①環境の整備をはかる ②早期発
見につとめる ③適期︑適薬︑適
量︑共同防除の励行︒以上が防除
のネライです︒次に掲げた病害虫
は︑これまで︑またこれから発生
するものです︒防除につとめてく

ト剤
△めい虫 普通水稲墨染後︑二化
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病が発生しております︒本病を
rゴ
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騨

ださい︒
．
︑
ムイモチ病11現在激発型のイ モ チ
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