雪

璽

も同時に建設

二千トン．岸壁ニバース

レ

完成は四＋三年三月

るものです︒

と︑これを更に延長し︑先
に着工して一部分完成して
いる二千トン岸壁を含めだ
延長百八十耕に︑二千トン
公共岸壁ニバースを建設す

五千トン公共岸壁一バ；ス

︑O⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝⁝O

翫p
役受

払些些

号所人

月
しました︒

工事費は︑一万五千トン
岸壁が三億二千万円︑二千
♪ン岸壁ニバ！スが一億三
百万円で︑四十三年三月を
完成目標に︑この五月着工
︸

地盤改良工事

本年度は
本年度は工事費九千万円
で︑現在の岸壁にある土砂
を掘り出し︑ここに直径四
十五センチ︑長さ二十規の
パイプを打ちこんで穴をあ
け︑この穴に上質の砂を入
れて︑その上を盛土する地
す︒

盤改良工事が行なわれま
岸壁の建設工事にかかれるのは
四十二年度からになり︑四十三年
三月の完成後は︑共和製糖の一万
トン専用岸壁から公共岸壁一万ト
ン︑一方五千トン︑各一バースと
二千トン︑四バースが一連と．な
り︑大型貨物船や内国船の出入で
一段と活気づき︑国際港として飛
躍することでしょう︒

なお︑去る三月︑一区側に完成
した二千トン岸壁ニバ！スは︑工
費約一億円で三十九年九月に着工
いま︑この岸壁には関西汽船の

したものです︒

す︒

定期貨物船が毎日入港していま
写真は建設工事の始まった工業港
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エンジンの音も高らかに︑急ピッチで行なわれています︒

台風のシーズンを前にして︑いま︑岸壁の土砂懸り工事が大型機械の

ケ年継続事業で始まりました︒完成は四十三年三月を目標に︑雨季と

本年度からは︑一万五千トン岸壁と二千トン岸壁の建設工事が︑ニ

でいます︒

完成や曳船﹁新開﹂の配置︑臨港道路の完成など着々と整備がすすん

細島工業港は︑昨年から建設を急いでいた二千トン岸壁ニバースの︑

恁ﾜ千︑・の岸壁を建設

整備の進む工業港

ρ

現在使用している一万トン公共岸
壁と︑ことしの四月に完成した二
千トン岸壁の中間に延長百九十五
層︑巾十五耕︑水深十五揖の一万

し
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新しく建設される公共岸壁は︑
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毎月10日発行

雨季が近づきました︒交通事故
は︑雨の降りはじめと︑雨あがり
颪後に起きやすいものです︒

あぶない天候の変

雨前後の運転には︑特に注意し
ましょう︒

わり目
雨の降りはじめは ︑
路面がすべりやすく ︑

．

雨があがると気分的に
スピードを出したくな
るので︑気持を落ちつ
けて安全な速度で走る
スリップに注意！

ようにしましよう︒

いように心がけましょう︒

雨の日は視界がせば
められ︑それだけ危険
を発見することも遅れ
がちになります︒また
雨にぬれた路面はスリップします
から︑前の車乏の路離を普通より
も長くとりスピードを出しすぎな
舗装道路を時速四十キロで走っ
ている車が急ブレーキをかけると
止まるまでに︑十七メートルかか
りますが︑雨の日にはスリップし
ますから︑さらに長い距離を要し

ます．

歩く人を守ろう
雨の日は歩行者の通行もとかく
乱れがちになります︒

歩いている人は︑雨具で視界が
さえぎられている上に︑注意が足
もとに集まりがちであるために︑
不用意な行動をとることがありま
す︒特に横断歩道や交さ点の近く

で道路を横断している人がいた
ら︑必ず一時停止して歩行者を安

党︑

温度︑湿度が高くなってくると

魑

﹁市長が母子栄養食費の支給を必
要と認めたもの︒
︵保健所長の証明が必要です︶︑

．■

︐⁝墾鷺餐

ドルの遊び︑ワイパー︑ブレー
キ︑ライト︑泥よけなどは完全に
整備するようにいたしましょう︒

・

・

．

凱

＼

写真②は6月1日で15周年を迎えた老人ホームひまわり寮一…・
いま石8人の老人が元気に過ごしておられます。
祝杯をかわす老人たち…・・…
写真③は6．800万円で建造されて、4月から細島工業港に配

にぎやかでレた。

溺

す︒

を呼びかけています︒

∴＜芸髄−売∴．・ξ．

．㌧
一4

ｫ餐漏詞鋼刻

くわしいことば総務課へ

十編などです︒

原稿は四百字詰︑原稿用紙五枚
以内
受付は期閥は八月二十日まで
特選三万円三編︑佳作五千円四

さい︒

・グル⁝プによる家計簿記帳の勉
強ぶり
などなんでも自由に書いてくだ

︒家計簿をもとにした︑これから
の明るい生活設計

・最近の物価高を家計簿記帳によ
り︑うまく乗り切った体験

︒家計簿によって予算生活をした
結果消費内容に生じた変化

・家計簿で発見したムリやムダ

︒家計簿をつける喜びや家庭の方
の協力の模様

・家計簿をつけ始めた動機や記帳
上の苦心談

内容は

体験談を募集しています

﹁わが家の家計簿﹂

．斗︸毒

郵便局では︑この五十カ年を期
に︑なおいっそうの新契約の増強
をはかるため︑簡易保険の新加入

市内にも﹁簡易資金﹂を受けて
建設された施設が多数あり︑町づ

︒﹂

︑4

大会・一…約1．000人が参加して体操、ダンスなど演じ

写真は⁝川に捨てられた
︐ごみの山

遷慧蚕棚零懸．︑擢遷壽3

﹁︑F幽・〜．・キ・吋：篇ちこぎ∴↓き︐㌃

．︑﹂

︑

うぞご．利用ください︒

所までおいでにならなくても︑請
求書を出されると愚に申込みにな
れば︑ご希望の金融機関の預金口
座に振替えてお支払いすることが
できるようになりましたので︑ど

・㌔

．

産業施設などの建設資金として︑
市町村や公団︑政府関係機関へ資
金総額の四十パーセントにあたる
五千億円余りが貸し出されていま
へ

くりにたいへん役立っています︒

巧

易資金﹂として︑教育施設︑土木

：、

事業︑保健衛生施設︑一志通事業︑ ︑

れ︑この︐積立てられたお金は﹁簡

いなどにあてるために積立てら

簡易保険の掛金は事業費を除い
て︑将来の保険金や配当金の支払

す︒

加入者の健康を保持するための
福祉施設も︑加入者ホーム︑保養
センターなどが全国各地に設置さ
れ︑今後は各府県に一ケ所の施設
を設置する計画が進められていま

突破しています︒

この保険の加入率は全国で六十
四パーセント︑契約高は四兆円を

迎えました︒

簡易保険は︑大正五年に国営の
生命保険事業として始められてか
ら︑こと七でちょうど五十周年を

簡易保険資金

町づくりに役立つ

台なしです︒

同時に︑不潔な器具やよごれた手
で料理しては︑せっかくの材料も

べ︑のこさないことが肝心です︒

はなるべく早く調理して早く食

これを予防するには︑新しい材
料をきれいな店で買い︑生のもの

ことです︒

件でどんどんふえるものだという

運動月間六月二十一日〜七月二十日

夏の健康を守りましょう

車の点検は入念に
毎朝の仕業点検は︑運転者の義
務ですが︑雨の日は︑特に︑ハン

．

生牛乳を無料で支給
乳幼児や妊産婦

保護世帯︑非課税世帯などの

支給対象者
ｶ活保護世帯︵追給世帯を含
．む︶に属する妊産婦および乳幼
児
二︑市民税のかからない世帯の妊
産婦および乳幼児
三︑市民税の均等割のみかかる世
帯の妊産婦及び乳幼児のうち︑

いでください︒

印かんを持参のうえ衛生課までお

次の人たちに無料で支給されま
す︑該当される人は母子手帳と

生牛乳の無料支給は︵母子の栄
養強化事業の一環として︑昨年十
月より実施されていますが︑今度
更にその支給範囲が拡大されて︑

．

−が高く︑栄養．が高い︑という三条

その中毒の原因は細菌性のもの
が多く︑これは湿気が多く︑温度

一︑四％・⁝⁝となっています︒

中毒をおこしやすい食品は︑最

いたしましょう︒

近十年間の東京都の統計では︑百
二十五件申︑魚貝類三一︑七％︑

台所をあずかる主婦にとって︑い
ちばん頭の痛い季節です︒なには
おいても︑中毒や腐敗に十分注意

泥はね運転をしないように
泥をはねると相手のものをよご
すだけでなく︑それをさけようと
する歩行者に︑思わぬ交通の危険

複合食品一六︑六％︑菓子類一

全に横断させて下さい︒

を与えることになります︒

ぬかるみや水たまりを通行する
ときは︑除臥して泥はねをしない
ように気をつけましょう︑︑

やわらかい路肩には注意を
雨の日が続くと︑地盤がゆるみ
路肩が弱くなって︑くずれやすく
なっているから︑せまいところで
の無理な追越しや交差などは︑転
落事故の原因となるおそれがあり
ます︒じゅうぶんに注意し︑お互
いにゆずり合いましよう︒

ピ

協力をお願いします︒9

今回の法改正により永久選挙人
名簿を調製することになりました
ので︑全国いっせいに市町村の住
民実地調査が行なわれます︒
当市でも︑六月二十日から調査
員がみなさんのお宅を訪問して︑
いろいろおたつねしますので︑ご

選挙資格調査と住民調査

調査にご協引下さい︒

ご協力をお願いします

選挙資格調査・事業所統計調査に
事業所統計調査
この調査は︑国勢調査とならぶ

国のもっとも基本的な統計調査
で︑七月一日から調査員がすべて

の事業所を訪問し︑名称︑所在
地︑事業の種類︑従業者の数など
についておたずねします︒調査し
たことがらは︑統計を作る目的に
だけ用いられ︑徴税など申告者の
不利益になるようなことに使われ
ることは絶対にありませんので︑

．↑

﹁︒︑〆 4

︑bら妻嘱

Q
ソ

使用料・手数料・財産売却代
負担金・その他
支払いを受けるときは
・︑ロ子笹替払の方法も
市から支払いを受けられる場合
っておられる方は︑わざわざ市役

は︑・前記金融機関に預金口座をも

ごみや汚物などを

﹁生しやすい季節です︒

ましょう︒

おたがいに充分注意しあって︑
清潔で住みよい町づくりに心がけ

多くなり︑赤痢などの伝染病が発

これから夏に向かって︑雨量も

因どもなります︒

川には絶対捨てないように
ごみを川︑やぶ︑下水溝などに
捨てるのはやめるように前からお
願いしているのですが︑今だに捨
てられているのを見かけます︒

このような︑ちょっとした不注︑
意が伝染病の発生源となって︑病
源菌をばらまいたり︑排水をわる
くして大雨のときなどに浸水の原

写真①は5月22日富麗小学校で行なわれた日本体操祭日向市

O

〆

ーヒ

税金 ︑ 使 用 料 な ど の 納 金 は
もよりの銀行へどうぞ！

取り扱う公金の種類
市税
市民税・固定資産税・軽自動車
税・水利地益税・国民健康保険
税・農業共済掛金および賦課金
その他の市に納めるもの

宮崎銀行日向支店・細島支店
鹿児島銀行日向支店
宮崎相互銀行日向支店
高千穂相互銀行日向支店
西日本相互銀行日向出張所
日向市信用組合本店・富高支店
日向市農業協同組合本所・岩脇
．支所・美々津支所

一四月から販り扱っています一
これまで︑税金︑使用料などを
納めるときは︑わざわざ市役所や
各支所︑出張所まで出向かなけれ
ばなりませんでしたが︑四月から
市内の銀行など各金融機関でも取
扱うようになりましたのでご利用
ください︒

てください︒

．なお︑納めに行かれるときは︑
納付書︵キップ︶を忘れずに持参
し︑料金といっしょに窓口へ出し

取引銀行の場合は預金から振替
えて納めることもできます︒

取扱金融機関

が灘

灘

9

O
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臼后i市屋密童

．時

間を正しぐ守りましょろ
会 合①

・

○

「

鐘麟藷

﹁

癒

蕊妻縫

置された大型貨鞠船曳船「新開」消火施設など近代

｛

一、

車を運転きれる方へ

難灘 ︑

罫畢

殺備をしています。

魑蔓L

雨の日の交通事故防止

近 の 話
最

要

2
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騨﹁

6月のこよみ
仔豚セリ市
農免道路事業計画協議
書業統計調査説明会︑
フイルム選定会

身体障害者巡回相談
開拓パイロット協議会

住みよい町はみんなの力で
犯罪や事故を未然に防ごう

●

指定を受けた同地区では︑さっ
そく総会を開いて次の活動目標を

堀﹁方区が防犯モデル地区に朝

決め︑ζの目標を達成するため

・

ています︒

最近︑市内のいたるところに防
犯灯がづき︑夜の道を明るく照し

う︒

みなさんも街灯の下を安心した
気持で通っておられることでしょ

市壁皿の移動研修会
高千言へ三百名が冥加

して︑バスの中で分科会を開き︑

﹁

に︑区民が一丸となって力をあわ
せて︑ ﹁住みよい郷土づくり﹂に
のり出すことを申し合せました︒
・活動目標
一︑防犯広報活動

いたしましょう︒

これも地区民の防犯に対する理
解と深い関心の現れだと思われま
す︒今後も犯罪や事故を未然に防
止するためにみんなが力をあわせ
るとともに各人が心がけるように
県防犯組合連合会では︑防犯活
動を活濃にするため︑去る四月︑
日高屋の堀一方地区など県内の十
四地区を﹁防犯モデル地区﹂とし
て指定しましました︒
φ

稚鯉を受けつけています

高千穂では全体討議や高千穂町婦

協との交換など盛大に行なわれ

二︑盗難予防の徹底
三︑暴力の徹底排除
四︑青少年の不良化防止
五︑各種事故防止の徹底
なお︑昨年︑防犯モデル地区の
指定を受けた塩見の中村︑奥野地
区は︑防犯標語を書いた柱や防犯
灯の設置︑交通教室や各種講習会
の開催渦防犯診断の実施︑その他
ポスター︑チラシ︑防犯だよりの
作成︑配布など活量な防犯活動を

続け︑りっぱな成績を収めまし
た︒

五月九日 理事会 指導者研修会
や婦人の主張発表大会の協議と県
婦協代議員会の報告
五月十一日置春の全国交通安全運
動に協力して︑十号線で運転者に
湯茶の接待をし︑労をねぎらった
・五月二十二日 日本体操祭日向市
大会に参加
五月二十四︑二十五日 県婦協幹

なお︑県吉野では︑この碩修会

部研修会に参加︑．会長ほか顕名

で次のとおり決意しました︒

六月十六日

病者を含む︶

九時から

で身体障害者手帳を受けていな
い人に対する無料診査及び交付
手続
二︑手帳を受けている人で︑補装
具などの給付相談や手続き︵戦

ｪらだの不自由な人︵児童︶

相談業務の内容

会場 日向准看護学校︵元保健所︶

日時

の推進をはかるため次の要領で︑
巡回相談が行なわれます︒

要な各種相談に応じて︑社会的︑
経済的更生の方途を指導し︑援護

身体障害者︵児童︶の更生に必

巡回相談が行なわれます

身体障害者︵児童︶の

︒着色食品不買運動展開
・愛の手をさしのべる

の強化

︒交遍安全の徹麿と家庭での指導
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三︑手足の不自由な児童で︑県立
整肢学園に入園希望する人に対
する相談︑診査
四︑重度の精薄児童で手当を受け
ている人の再認定診断
などが主なものです︒くわしい
ことは︑福祉事務所へ問い合せて

ください︒
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6月19日は「家庭の日」です
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冝@月 森林組合総会
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冝@金

日向市防災会議

新産都市建設懇話会
﹁家庭の日﹂

申し込みは市商工水産課へ
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・他団体との連けいをみつにする
︒共同の美化につとめる
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9か日
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余瀬簡易水道工事入札

（前月より94人の増）

生駒協の五月中に行なった主な

︑
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市議会本会議

計44．209人

ことは︑次のとおりです︒
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肥料農業推進協議会

世帯数10．941

仔豚セリ市

（前月より99人の増）
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1日まで

（前月より193人の増）
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養殖用稚鯉の申し込みを受けつ
けています︑ご希望の方は六月二 ．
十日の午前中までに申し込んでく
ださい︒配布期日は六月下旬から
七月中旬の予定です︒なお申込数
は百匹単位になっています︒価格
は三・五センチ︵黒︶百三十円︑
五センチ︵黒︶二百六十円︑三・
五センチ︵色︶二百円︑五センチ

．

）

口火水火
男

︵色︶四百円いずれも百匹当りの
価格です︒
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