火気に注意しましょう

こ︑ろう火︑こんろ︑放火︑煙 突 の

最近の火災の出火原因は︑た ば ．

昨年は全国で十分間に一件の割
で出火し︑十時間に一人の割で焼
死者がでています︒また年間約二
百五十億の財産が灰になり約九千
世帯の人々が焼け出されて寒い夜
をふるえてすごしています︒

これからは火気を多く使用する
ようになり︑気象条件も悪いので
大火になりやすくなります︒
あ．の恐ろしい火魔から生命 ︑ 財
産を守るためにも早期発見︑早期
渾報をさらにご協力ください︒

てきました︒

つめたい北東の季節風が吹き始
め︑また﹁火災シーズン﹂がやっ

翻黒棚棚物認

○⁝⁝⁝とじて保存てし下さい⁝⁝⁝○

（前月より22世帯の増）

湖間中のおもな行事
．◇サイレン吹鳴十一月二十六日
午前五時︑団員非常召集︒

◇消防器具及び防火水槽の点検
整備︒

◇小中学生の防火ポスター募集

◇各分．団ごと防火演習

パラリンピック
とま9・
■心身ともに健全な社．会生活を営
むこと⁝⁝⁝それは貸すべての人々

があります︒

﹂

三編

行晶

3

号人人悸

月

砲丸投︑フェンシング︑玉突︑重
量挙などです︒第二部国内競技は
国際競技種目のほか陸上競技など

ル︑こん棒投︑円盤投︑やり投︑

弓︑卓球︑水泳︑バスケットボー

に行われます︒競技種目は︑洋

潔濃愈

かの理由でその意志をみたされな
い方々があります︒

るスポーツ大会です︒

もちろんその方々は︑人一倍の
努力をはらって〃社会復帰〃のた
めの心身の訓練を続けております
が︑パラリンピックとは︑そうし
た方々がお互に励ましあって︑生
きぬいてゆくことをシンボルとす

二次大戦で左手を失いましたが︑

層 この大会に宮崎県から七人の
選手が出場しますが日向市からも
金ケ浜区の甲斐正教︵三十九︶さ
んが参加されます︒甲斐さんは第

す︒

現在では県の体育協会理事なども
勤められるなどスポーツ愛好者で

ます︒

﹁こんどの大会では陸上競技の走
り幅とびと一〇〇初競走に出場し

私たちは︑この大会に参．加され
る方々に心からの声援をおくり︑
この大会がオリンピック以上に成

功するよう祈りましょう︒

9月第三種郵便物認可

順になっています
が︑たばこの不始
（前月より67人の増）

のねがいですが︑不幸にも︑何ら

日 向 市役 所
企画室広報統計係

末によ﹁る火災がこ

計42．053人

④防火用水や消火器はいつでも
使用できるよう備えられているか

（前月より30人の増）

ハ

■パラリンピックは︑ひと口にい
って︑車椅子に乗られる方々の国
際スポーツ競技大会です︒
つまりパラプレジア︵下半
身マヒ︶のパラと︑オリン
ピックのリンピックとをあ
わせてつけた通称です︒な
お東京大会は︑下半身マヒ
者による第一部と︑国内一
般身体障害者による第二部
とからなる〃国際身体障害
者スポーツ大会〃で第一部
は十一月八日から十二日ま
で︑第二部は十三︑十四日

辱

こ四年間一位とな
っていることは特
9．838
世帯数

に注目されます︒

（前月より37人の増）

ざれていないか︒．

21．767人
女

l14

ノ協．

1

20．286人
男

日向市でも＋月
末までにすでに十
八件︑約四百四十
万円が灰になって
いますがその原因
の九十％が﹁火の
不始末︑不注意﹂
によるものです︒

消防署では十一
月二十六日から十
二月二日までの予
防週間．に各家庭の
ます︒これは．かま

防火診断を実施し
どや煙突などの不
良品を発見して火
災を未然に防ぐた
めの検査です︒各
家庭や職場でもζの機会
に︑次のζζについて十
分注意︑点検しておきま
しよう︒

▲．石油．コンロやプ羽パンガスの油

①かまどやコン刀なぜ火を使用
する器具や設備に構造上の欠陥が
ないか︒その取扱κ危険なないか
もれやガスもれはないか︒よく掃
除はしているか︒▲火を取扱う場
所の附近は整理されているか︒た
きものや紙など燃えやすいものが
・近くにおいてないか︒

②電気器具の構造は完全か︒▲
完全に配線されたコンセットやソ
ケットから使用しているか︒▲開
閉器に定められたヒューズが使わ
れているか︒

③建物の周囲はよく清掃されて
いるか︒燃えやすいものが山積み

毎月10日発行
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64，

口（11月旧現在）
人
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煽新しい町名と町界刷

現在の町のように区域が大きす
ぎたり︑せますぎたり︑境がいり
こんで︑町の区域がわからないこ

Ψ整理する方法

崎の一部︑原町区︑鶴町区︒

区︑中町区︑南町区︑中央区︑亀

おりです︒上町一︑二区︑本町

で︑本年度実施する区域は次のと

計画にそって整理していくもの

新しい住居表示は市の全域に適
用されるものでなく︑市の市街地．
を中心とした区域について︑年次

︾整理する区域﹂

住居表示に関する条例ならびに住
居表示審議会が設立され︑着々と
事務が進められています︒

⁝・・⁝︒・一・ξ・三⁝わかりやすくなる住所三三・≡葡
現在わたくしたちの住居の表わ
し方は︑町名と番地を使って表わ
しています︒ところが町の境界が
不明確であったり︑番地が順序よ

く整然と並んでいないため︑町名
や番地をたよりに人をたずねた

解消し合理的な制度をつくろう

︐□﹇︺

国

とのないよう︑まず実施区域の状
況︑家屋の密度︑将来の発展性な
ど市民の皆さんのご意見を聞きな
がら国のきめた基準にそった町の
広さを︑おおむね標準化します．
が︑その町は鉄道︑河川︑道路な
ど外観上はづきりしたもので区切
ります︒

そうしてその町をさらに適当な
規模ごとに道路︑河川などで区画
して一定の方法にようて住居番号
をつけていきます︒これを〃街区
方式〃といいますが︑左の図を例
にとり説明しますと︑

このように道路で囲まれた一定
の方式によって1234⁝⁝︒と
順序よく整然と街区に番号をつけ
ていきます︒これを﹁街区番号﹂
といい○番で表わします︒

の〃住居番号〃

つぎにこの分けられた街区ごと
に街区をとりまく側線を一定の間
隔に切って右廻りに住居番号の基
準となる番号①②③④⁝⁝をつけ
ます︒そして街区の家から道路に
出るとき必ず街区の側線を通りま
すのでその側線についている番号
をもってその家
をきめて︑0号
で表わしていき
ます︒したがっ
て新しい住居表
示はつぎのよう
になり︑大変わ
かりやすくなり
ます︒

新しい住居表
示日向市○○町

Ψ町かどに表示板
町名︑街区番号︑住居番号がき
まりますと︑住居をわかりやすく
するために︑町名︑街区番号を書
いた表示板を各街区のかどかどに
表示するとともに︑各戸に住居番
号板をとりつけます︒

耀公簿も書きかえ

ります︒

新しい住居の番号がつけられま
すと︑関係地区の皆さんがたに通
知するとともに住所は全部新しい
呼び方に書き換えられますから住
民登録︑印鑑簿︑選挙人名簿など
の公の台帳の︑住所の表わし方が
かわります︒したがってその後の
届出書︑申請書などには新しい住
居表示で書いていただぐことにな

Ψ番地はどうなるか
もともと番地は土地を特定づけ
るためにつけられたもので︑これ
を住所の表示に借用したものです
から︑現在使っている番地は︑そ
の土地の登記︑売買などに使用さ

1話−16

⑤④③②①

一

1

すごすためには︑まずかぜをひか
ないことです︒それには日ごろ栄
養を十分にとることが大切ですが
生活環境をいつもととのえておく
ことがなにより肝心です︒

寒さに向かって︑とくに主婦を
なやますのは手の荒れ︒冬だから
しょうがないとあきらめがちです
しかしいまから用心すればかなり
ふせげるものです︒

洗濯や炊事のあとは必ず水分を
ふきとってワセリンかハンドクリ
ームをぬってマッサージをし︑．血
液の循環をよくしま．しょう︒

また寒さがからだに感じられる
十一月ごろから脳卒申がふえてき
ます︒一月︑二月が最高となり︑
四月ごろまで続き︑最高の一月に
は死亡者五百人のヶち一人の割で
脳雨避が原因で死亡しています︒
これは最も死亡の少ない七月︑
八月の一︑七倍に当ります︒とく
に農村地帯は都市の二倍以上にな
っています︒このことは都市より
農村の方が︑寒さにからだをさら
す機会が多いことなどが原因とさ
れています︒また戸外の便所は一
番わるいようです︒老人を脳卒中
から守るために︑便所だけは屋内
に作りたいものです︒

い

かにしてあげてください︒

いかなべ︑まぐろなべ︑はまぐ
りなべなど︑それぞれに合うよ
う︑しゅんぎく︑とうふ︑ねぎ︑
白菜など取り合せて食卓をにぎや

があります︒

か︑みそでたくのもそぼくな風味

い

野菜をたくさんいれて︑しょう
ゆ︑さとう︑さけで味つけする

大根とかぶらを二つに割り︑少
々日に干して︑小口切りにしてか
ら︑こうじにつけるのもおいしい
あまりつけすぎないうちに食べる
と野菜本来の味がうしなわず︑い
くらでもご飯がすすむものです︒
寒いときのお料理でだれにもよ
ろこばれるのがなべ料理︒そのう・
ちでもいまが出盛りのカキなべ︒

って唐がらしを入れる︒

くれます︒つけかたをいろいろ工
夫してみるのもたのしみなもので
すが︑こんな方法はいかが︒かぶ
の葉︑白菜を一枚ずつ並べてコン
ブを一センチほど切ってあいだに
はさみ︑塩でつけこむ︒好みによ

でつけるつけものはお店で買うつ
けものと違って食卓を豊かにして

根が︑豊富に出回ってきます︒家庭

■おいしいつけもの 十一月はつ
けものの月です︒白菜︑かぶ︑大

あとはかげぼしに・することです

と翌朝はかわいていて着られます
とくに毛糸のセーター類は︑晴雨
にかかわらずこの方法でかわかし

協力をお願いします︒

成人式はみなさんの心の中の自
覚の問題ですから︑服装などの
ことで成人式に参加しないのは
愚かなことです︒みなさんのご

三︑服装については簡素で清潔な
服装を歓迎します︒無理をして
新調するのはやめましょう︒

さい︒

二︑該当者は各区長を通じて名簿
に記入するようお願いしてあり
ますが︑記入できないかたは早
めに教育委員会までご連絡くだ

者︒

㈲日向市で成人式を迎えられる

②日向市在住者︒

た者︒

ω昭和十九年一月十六日から昭
和二十年一月二十日までに生れ

す︒

ｬ人該当者は次のとおりで

います︒

市では来年︑成人式を迎えるみ
なさんを祝福する計画をすすめて

みなさんへ

成人式を迎える

ください︒

す︒なお住居表示についてのお問
い合せば市役所総務課へおたずね

この調査にご協力をお願いしま

この仕事を進めていくためには
その基礎となる地図の作成や︑実
態の把握が必要ですから︑市の職
員が調査に廻ってお宅の住所︑番
地︑世帯主名︑出入口などについ
てうかがいますので︑そのときは

︾調査にご協力を．

のになるわけです︒

れますので︑なくなってしまうわ
けではありません︒ですから土地
の番地と住居表示はべつべつのも

ノ〜・一ξ曳．

︑

一、

り︑物を集配するときは︑なかな
かみつからなくて大変困ることが
あります︒この使いなれた町名や
番地の混乱が日常生活ばかりでな
く︑民間企業の経済活動や行政事
務に支障をきたしています︒
これはわたしたちの町だけでな
く︑全国的なもので︑この不便を

／

k棒・
︵○丁目︶○番

○号

例〉

回﹁抗 論

も

日向市oo町（oT目）5樹号

■↓一月の健康寒い冬を健康で

．鍾匹

へ

日向一郎さん宅は

と︑昭和三十七年五月﹁住居表示
に関する法律﹂が公布され本市に
おいても六月および九月議会で︑

﹃i︑□ロロロ
ロロ墨
〟D．l
□日
ロロ

笹奪

潜門

露

日向市

︵

・や献血記録を記入します︒

﹂ニノσ
︹凡

一二

固
1回

︑≠

妻

［］

謹晒厚

ｽ．
＼︑
︷

卜

二︑もし︑あなたの近親の方に輸
血の必要を生じた時は︑血液を

｣血手帳をあげます︒血液型

ますがわが国の血液享業は︑売血

差上げます︒その時は馬献血手

一く聞かれ

た︒このため血液を売る者は︑簡

制度を基礎として発展してきまし

帳をもって請求してください︒

ヨウコ

単に現金が手に入るため︑常習化
三︑血液検査を無料で行い︑その

血液不足といらξ

して︑過剰採血になる傾向にあり

罎・．

愛の血液助け合い運動

結果をお知らせします︒

ます︒一体日本のように売血が許
されている国というのは︑外国で
も非常に少いのです︒イギリスや
スイスなどは保存血液の全部が献
血によって︑血液を買うという制
度をとうていません︒

の普及に努めなければなりませ

・ζれら黄色い血の恐怖をのぞく
ためにも供血源を拡大し献血制度
ん︒

では保存血液はどのくらいあれ
ばよいかといいますと︑だいたい
一年間の必要量は約覇気三千㏄と

いわれ︑一人あたり二〇〇㏄ず
つ︑一年間に一度だけ採血すれば
年間二百六十五万人が必要となり
ます︒これは比較的に血液を供給
しやすい二〇〜四九才までの国民
数の十三分の一にあたります︒こ
のように十三人に一人が︑一年に
一回二〇〇㏄ずつ血液を提供すれ
ば︑一年間に必要とする血液をま
かなうことができるわけです︒

な汁液
すん
ら赫愛
勘︐

15
！3

ー

︑ 正

ふた月ほどま
え︑﹁テレビで
﹁ 保 存 ︐血液ゼ

ロ﹂という番組
が放送され︑こ
の番組をみられ
た方も大勢おら
れることと 思 い
ます︒︑

自分の子供が
心臓病で手術を
しなければなら
ないのに病院に
は保存血液がな
く︑村人のひ．と

りひとりに頭を
さげて頼んでい
る父親の姿 を み ．

たとき︑何んと
かならないのか
と怒りにちかい
気 持 で し た︒

手術がしたく
ても保存血液が

ないため一週
間︑二週間とい
たずらに病床で
血液のくるのを
待っている方た
ちがたくさんお
られます︒

愛の献血運動

人のためにも自分のためにもこ
の運動にご理解とご協力をお願い
します︒

健康な時にあなたの血液を

々︑親せきや身近かな方々︑そし

生死の境に立つ一般の気の毒な
人々︑職を同じくする同僚の方
てあなた自身のために︑どうぞお

ぞ＝

叫

はこれらのひと
を一日も早くた
すけてあげるための運動です︒

最近売血者問題からクローズア
ップされた︑いわゆる黄色い血液
層とか︑血清肝炎などで売血者提供
の保存血液が問題になっています
が︑私たち略いつ不幸なことにあ
って血液を必要とする日がくるか

《らしのメモ

匿｝

■かわきにくい洗潅もの これか
らは日ざしが弱く︑しぐれる日な
ど洗濯ものがなかなかかわきにく
いものです︒小さいお子さんのあ
る家庭ではなおのこと︒そんなと
きタオルを何枚か用意しておくと
便利です︒よくしぼった洗濯もの
をタオルにくるくるまいて水気を
とり︑何回かタオルを取りかえる
とほとんど半がわきになります︒
テトロンのワイシャツなどはこ
うして水気をとってつるしておく

1

塾11

5
」・

も知れません︒

役に立ててあげてください︒

「ヲ
1＼＼」7』

評．

◇献血してくださった方に◇

ア
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富

現在︑保存血液の利用度は毎年
高まっています︒

「

凡
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陛ず「

＋二月置日に
市庁舎落成式
市庁舎の工事は順調に進んで十

在住者︒

ﾜ11市長賞一点︑奨励賞三
点︑入選十点︑なお問台せは教
育委員会事務局まで︒

．︑第；個健民体育・天会

二日に富高小学校グランドで盛

．．大に開かれます︒

ﾆの大会は広く市民の間にス
爺﹂ッを普及させ︑市民の健康
を増進し︵市民生活を明朗にし

ピック競争︑そのほか各種別リレ
市民のみなさんの多数参加をお

ー︒

願いします︒

ご利用ください

税の相談9を

﹁税の相談日﹂

税務署では追奪五日︑︐十五
日︑二十五日を

として︑皆さんの相談をうけた
まわっています︒

税のことならなんでも皆さん
の納得のいくように︑税務署長
はじめ︑各税務担当の課長や係
長などの幹部が相談相手になっ
てくれます︒
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この税の相談日の特徴はう相
へ う
い う も
ヤ
談にこられた方が住所や氏名を
ヤ

国税局では次の要領で﹁国務局
への手紙﹂を募集しています︒ど
んなことでも結構ですからお聞か
︵応募要領︶

せください︒

○字数五百字以内便せんでも原稿

○封筒表に﹁局長への手紙﹂と朱

用紙でもかまいせん︒
○住所氏名を明記のこと︒
書すること︒

乳牛﹂の育成技術を高め︑

る十月十三日午前九時か

品質の向上をはかるための
第一回育成乳牛共進会はさ

ら︑財光寺の家畜市場で二

十七頭が参加して︑第一部．
︵生後六ケ月〜十八ケ月︶

t第二部︵生後十九ケ月〜
三十ニケ月︶にわかれて審

粗．剛なも．のが相当見受けられた︒

一︑個体について⁝⁝全休的に乳
牛としての体格が貧弱で質的にも

着実なものとなるでしょう︒．

制度を適用すれば︑改良はさらに

入賞者名は次のとおり︒

︵高

第一部︑優秀賞11奥田真治︵切島
山︶一等賞11松原森吉︵亀崎︶徳

松︶

永俊夫︵切島山︶黒木善弘

第二部︑優等賞 山地磯一︵切島
山︶︑一等賞睡黒木光一︑奥田直

治︑井上忠一︵以上切島山︶

十一月からいよいよ狩猟が解禁
になりました︒狩猟期間は来年の
二月十五日までですが毎年この時
期になりますと︑猟銃や空気銃に

◎獲銃の暴発事故を防
ぎましょう

酪叢家の意欲も充分で品評会も

よる暴発事故が起っていますの

を発揮するものと思うつ

たび重ねるに︑つれて︑ますます充

れぐれも注意してください︒

で︑これから狩猟をされる方はく

実することが期待されるが︑さら
に偏 よ系統保留の目的で保留卜

参加頭数も多くこれらの育成牛
は︑今後改良金牛として十分能力

た︒

第二部ば努力のあとがうかがわれ

ては予想以上に好成績で︑とくに

分留意しなければならない︒︑
三︑総評⁝⁝第一．回の共進会とし

．標準に達していないものがかなり
目立った︒哺乳期間が短かく︑離
乳時の給餌が不適なためで今後十

二︑発育および管理について⁝⁝
幼令時の管理が不十分なため発育

していました︒

審査長の県酪農協会小園
技師は講評で次のように話

査︵写真︶がありました︒

ださい︒

す︒

▽〃局長への手紙〃を募集しま

くろうというものです︒
ここでは税の知識を普及すると
ともに︑記帳方法の指導︑決算書
作成の指導援助︑申告書作成など
に必要な諸手続について︑皆さん
がいだかれる税に対する不安やお
それをぬぐいさってくれます︒

▽中小企業者の税務相談所
ことしの二月各地の商工会議所
に税務相談所が開設されました︒
この相談所は︑申小企業納税者
の方で︑自ら記帳するだけの力が
ないとか︑暇がないという人々の
ために︑なんらかの援助の手をさ
しのべて︑税のよき相談の場をつ

いわないで相談がうけられるこ
とです︒また︑税務署で相談す
るとかえって税金が高くなるの
ではないかと心配される方は︑
地元の税務署だけでなく︑ どこの
税務署でも︑ 名前をいわないで相
談できまずから大いに利用してく

驚馨膿撲覧大忌罐講

一月三十日に完成する予定で す ︒

十二月十日の十時から落成式︑
十↓︑十二日は市民の庁舎として
全市民がこぞってお祝いに参加し

ていただくため︑演芸会︑展覧
会．相撲大会などが催されること
になりました︒

◇日向市美術展のうち﹁写真の
るってご応募ください︒

部﹂の出品募集をしています︒ふ

﹁

9時〜4時牢展覧会．庁内各会場
12目礪ミ馨

．て︑その融和國結をはかるため
です︒

この大会甘市内に在住する人

のは次のとおり︒

はだれでも参加できますが︑競
技は地区ごとになっていますの
で重奏に参加することはできま
せん︒ プログラムのおもなも

好成績だった乳牛共進会

庁舎前広場
式

﹂・みんなで参加しよう

さあ！
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懸嘘鰭轟懸場

︒昨年にひきつづいて第二回目
の市民体育大会が︑十一月二十

︑

薩鶏融大会（福；
薩鶏融
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所
場
年代別の百米徒歩︑婦人会お
どり︑学年別リレー︑年代別リ
レー︑むかで賛
軸代オリン

」

：
婦人会舞踊、
婦人会舞踊、琴尺八演．
2時〜4時半奏会、伊達バレー、日庁舎前舞台
1欄22時〜4時半奏会、伊達バ

．1
演 芸
芸 会
1 演
…

彰彰
40時〜12時半．表
10時〜12時半．表
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噌材目畠但も未嚢の作
o品者11市内および憐接 町 村

︹

●

10時ん1時＿1 落．＿成＿一式．＿．…庁舎前広場
2時〜4時i半．小、中学校生徒音楽会，庁舎前舞台

間

行事日程表
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