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署と同じ日に開所しました︒
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にあたる南機関員駐在所が︑東分

遠見︑零墨︑美々津方面の消火

虚語に駐在所を開所

0レもン：とじておぐと便利です・・↑⁝LO

消防署東分署が中央通線添いの

と署員八名が配置できるように設

平方メートルで︑消防自動車二台

ており︑建物の延面積は百四十九

この分署は︑消防署の移転に伴

現在では︑化学消防ポンプ自動

計されています︒

合に消火までに時間がかかること

二人一組で交替勤務をしていま

車一台と四人の署員が配置され︑

す︒また︑ここに配置された化学

や︑工業港︑商業港に最近大型船
火災の発生するおそれがでてきた

ので︑消火薬剤三百リットルに水

消防車は︑本年二月に購入したも
圏リットルを積載し︑油火災や特

こと︑商港附近に立ちならんだ油
した場合に急を要することなどか

そう所の油等危険物の火災が発生

舶の出入が多くなったため︑特殊

根︑細島方面に火災が発生した場

い︑日豊本線から東側︑特に︑曾

ろなどで︑一﹁階が小会議室になっ

発行所日向市役所
総務課 文書広報係

五月二十二日から開署しました︒

編集人

塩田パ日産工業所前︶に建設され

﹃早期消火体制﹄できる

消防署分署を新設

←

殊火災はもちろん一般火災の消火

です︒

●

邑

ここは︑幸脇出張所とあわせて

新設されたもので︑消防自動車一

台と常駐署員二名が配置きれてお

り︑この地域に火災が発生した場

消火に当たることになっていま

合は︑地元消防団員の協力を得て

す︒

写真は……開署した東分署
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にも効力を発揮する万能の新鋭車
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1967

ら建設されたものです︒

工事は︑本年二月から工費三百︐
万円で着工したもので︑一階が車

●
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︐市政発展に全力を注いで
市議会議長．柏田
市民のみなさまには︑日ごろ市
政の推進に深いご理解とご協力を

選挙後初めての市議会．︵臨時︶がさる五月十五日に開かれ︑正副身長
の改選や各委員の構成など議会人事が行なわれたあと市議会の新体制で
五議案を原案どおり可決承認しました︒

市固定資産評価審査委員の選任や昭和四十﹁年度土窯会計補正予算など

予算関係では︑昭和四十唄年度
一般会計予算の歳入歳出にそれぞ
れ百八万円を追加し︑同年度の最・
終予算は八億四千八百八十二万九

正・副議長は選挙の結果︑・議長

三輪賢一︐郎氏︵六〇H細島清正︶

千円となりました︒

常任委員会の構成は次のとおり
︵◎印は委員長︑○印は副

経済常任委員会

b暑達書︒治田明

あ〆

．︑

江藤満治・田申金次郎・奈須勇
吉・申村詮 是薄幸男
建設常任委員会
◎日高勝義 ○小城重正
黒木利一・疋田清．・林賢太郎

壱岐栄治・渋谷作一
工業開発訓査特旨委員会
疋田清．・山本孫春・林賢太郎

◎黒木秋好︑﹁○宮本増雄

中村詮・是沢芳男・松葉弥市
広域行政調査耳痛委員会

です︒
委員長︶

○児玉唯治

総務常任委員会
◎安藤幸男
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︐

三尾さん︵左︶

青木さんは︑日向市大字日知屋
堀唄方区の出身で︑三十八年もの
長い間日向市議員として活躍され
また︑三尾さんは日向市大字富高
草場区の出身で︑市制施行時の町
長及び市長の職務を十三年間つと
められ︑ともに地方自治の確立と
公共福祉の増進に努力され︑こん
にちの日向市の基礎を築かれた人
です︒写真は︑青木さん︵右︶と

勲五等旭日章﹂三尾良次郎︵η歳︶

勲四等瑞宝章青木市蔵︵71歳︶

浴されました︒

昭和四十二年度春の叙勲に︑次
のとおりふたりの方がその恩典に

地方自治功労のこふたりに⁝⁝

日高勝義・．古川義信・鈴木正

会長渋谷作噌 副会長江藤満治
ロ コ
安藤幸男・柏田利彦・日高達吉

議会運営委員会

O黒木利﹁ ○壱岐栄治
山口茂・治田繁雄・柏田勝・児
玉唯治・奈須勇吉・治田明・松
木口郎二二輪賢一郎

山本雲南・治田繁雄・古肌義信

柏田勝・黒木秋好・黒木鶴雄．・

文教厚生常任委員会

◎譜姻薫騰鈴歪●松

ン

晴れの叙﹁勲

葉弥市・松木圃郎・三輪賢夙郎

三一

︐

︑＼や︑
くらしのメモ
日ごとにみどりが濃くなって雨
の日の多い六月です︒天候は不順
になりがちで︑中旬にはうっとう
早目につゆを迎える準備をして

しいつゆにはい．ることでしょう︒

○ゴミを取る⁝廊下の板のすき

おいてください︒

お勝手の戸だなのすみなどのほこ

間︑雨戸のさん︑押入れのすみ︑

り状のゴミは︑湿気を吸うと家や
刀などを使ってきれいにしておき

道具をいためます︒千枚通しか小

○建具．のきしみ⁝ふだん開けた

ましょう︒●

てに手間どる戸︑しょ一γじ︑から

かみなどは︑雨期にはいって湿気
いまのうちにすべりをよくしてお

が多くなると動かなくなります︒
きましょう︒ただ﹁し︑動かないか

O排水をよくする⁝家の回りの

らといっ︑てけずヶすぎないように
排水こうのごみをよくさらっ・てお

きましょう︒家の回りを見まわっ
て低いところに盛土をして大雨が
きても床下に水が流れこまないよ
ださい︒

﹄
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ういまのうちに準備しておいてく

︑
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碧一細

や保健所にご相談くだざい︒

それからもう唄つ大事な乙とは
家庭周囲の環境を清潔にすること
です︒それには家庭にたまるごみ
や汚物﹂を衛生駒に処理し︑排水こ

うなどを清掃して︑衛生害虫の発
以上のようなことに努力してい

生を阻止することです︒
ただいて︑．今年も赤痢をはじめ悪

疫の予防に力を注ぎ︑明るい日向
市の建設にまい回しましょう︒

、

に柏田勝氏︵六三醒日量屋畑浦・
前議長︶が再選され︑副議長には
が選ばれました︒
木費でした︒

特定の地域の代表者としてではな

︑︑ρ

覧

︑︑

追加の主なものは︑選挙費と土

このあと各常任委員の構成が次
のように行なわれ︑正副委員長を

下原町︶

また︑欠員の議会選出監査委員

互選しました︒

に田中金次郎氏︵四八

を選任することに同意し︑農業委
員には松木貞治氏︵五七驕広見︶
を推薦し︑選任されました︒

このほか任期満了に伴う市固定
︵五八11美々津・農業︶を︑市公

資産評価審査委員に石田三助氏
平委員に石本義潤氏︵六九H美々
津・歯科医師︶ をそれぞれ承認し
ました︒

ります︒

したがって︑本市議会に対する
市民のご期待が︑大きく議会に課
された責任の重大なことを強く感
ずるものであります︒

このたび市議会において︑はか
く︑市民の代表者として超党派的
に市政に取り組むべきであり︑新

われわれ議員は︑特定な団体︑

なり重大さを痛感するとともに︑

らずも議長の重責をになうことに
しい自責と決意をもって誠心誠意

いただ き 感 謝 し て お り ま す︒﹂

微力ながら最善をつくして職務に

議会の運営に最善をつくし︑各位

全力をささげ︑議員各位とともに

市政の進展と市民の福祉の向上に

いまやわが日向市は︑新産都市

・まい進 し た い と 思 っ て お ります︒

の巾核として積極的な諸施策の推

なにとぞ︑今後とも倍旧のご指

のご期待にそいたいと思います︒

㌧ ︑
︑惣黒匹講論︑．︐≦マ︑

．﹁導ご協力を賜りますよう念願して
ごあいさっといたします︒

ものがありますが︑まだその途上馳

一・

にあるだけに︑市政の前途は多事
多難︑幾多の問題が山積みしてお

・進により市政の発展はめざ ま し い
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．
騨﹁

冤鱒−

﹁嬉 ぱ曝↓

誓平黛 転ヲ

﹂翼

旨．甜︑．

一
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時3時

島｝．細島小学校

どではあそばせない︒﹂

こどぶはいらないようにする

二︑あぶない所には︑サクを作り
三︑水泳禁止区域や流れの急な川
などでは︑ぜったい泳がせない

謔P回i第2回…第3回

毬︑．

水の季節になります
指導と監視を．十分に／・

る︒

覧四︑水泳には必ず泳ぎのよくでき
る人か︑家族などが同伴する︒
五︑からだの調子が悪いときには
泳ぎにやらない︒
六︑泳ぐ前は︑必ず準備運動をす

脇1渡辺病院
，

ことしも子どもたちにとって楽
しい水の季節がやってきまし た ︒

子どもたちにとって楽しいこの
時期も反面には悲しい水の犠牲者
が続発する時期でもあります ︒

新町、財光寺｛市役所

時鍛姦特
一

ri∵… 一
U月28日t7月5日i7月伽

から離れたところで起きた事故で
あるともいえましょう︒中でも幼
児の転落や水遊び申に深みにはま
ったり︑波にさらわれるなどの事
故がもっとも多いようです︒
子どもたちが海水浴︑川あそび
と胸はずませてむちゅうになって
いるとき︑水魔の手はそこまでの

軸
1
6月29日17月6日・7月15日

』；褻津、幸脇［美々津支所

P．・月・日i・月12日
・月28日

1
1
6月27日㌧月．4日i7月重1日

びでいます︒ ﹁さっきまで元気だ
ったのに⁝⁝・﹂と冷たくなったわ

晋

@
@
@

殺羅陣役所

1時〜2時

・月・・日レ跡職墨型

三

時
1

ト

す︒これも唄軒の家でいっしょう
けんめいがんばっても︑実効は期
待できません︒隣近所が話し合っ
ていっせいにやることがなにより
です︒もし︑みなさまの地区でこ
のような計画があれば︑市衛生課

日時、場所

の姿は︑悲しみのきわみです︒

済みました︒

赤痢撲滅対策は︑何よりも手洗
いだと言うことは機会あるごとに
申し上げたところですが︑市の実
態調査の結果では︑市内の二割の
家庭で︑便所に手洗い施設があり
ません︒まだ設備のない家庭があ
りましたら︑今からでもぜひ手洗
い施設を作ってください︒
．次に大事なことは︑ ﹁はえ﹂や

﹁ねずみ艦など衛生害虫の駆除で

3

が子にとりすがって泣き伏す母親

元

（ただし、はじめてのかたは3回、その他の方は追加として
1回を受けてください。）

t
料金

、

㍉
1回10円
2

日
月
施
実

満5歳以上60歳まで
対象者
1

このようないたましい水の事故
が起こらないように︑次の点には

6

牲者を出しています︒

，

て集団発生は︻件もなく︑散発し
た赤痢患者数も平年より少なくて

隈

腸チフス、パラチフスは、これから暑さに向って、9月ごろまでに発
生するおそれがあるといわれています。たべものの取り扱いにじゅうぶ
ん注意し、手洗いの励行に努めましょう。
市はこれらの予防に、ことしも次のとおり予防接種を行なうことにな
りました。該当されるかたはもれなく接種を受けてください。

f

ﾄ視人のいない川や池︑堀な

七︑ムリな泳ぎをしないよう指導
する︵帰りは二倍の力がいる︶︒
八︑顔や︑くちびるの色が変るほ
ど長い時間泳がせない︒
九︑いきなり水に飛びこませない
◎緊急事態の通報先
水難事故などとくに急を要する．
場合は︑警察署︑消防署のほか自
衛隊も応援できることになってい
ます︒事故が発生したときは︑次
のところに︑すぐ電話して下さい
電話︵日向︶﹁噌○番︵警察署︶
電話︵日向︶︻↓九番︵消防署︶
電話︵日向︶一＝唄凶番︵市役所︶

赤痢予防に期待する

外防注射のおしらせ

無向保健所長

外ψ〃ψψ〃 ｰチフス、パラチ7ス〃砂漣ψψψ〃砂ψ艸ψψ〃

響

↑一
曹

特に注意しましょう︒
→、

昨年の水の事故による蟻牲者は
県下で七十四名です︒そのうち中
学生や小学生︑それに幼児が四十
三名で全体の約五十八パーセント
を占めています︒本年度もすでに
十二名︵子ども十一名︑成人一
名︶が水魔の犠牲となっており︑
本市においても昨年度は五名の犠

・馴1騙脚唇随一虚
・踊1朋II隔・…
加。一．・・…巳銘1■ll18■．曜・・岨．鴫8闘謝9・・一・・膠

●

美しい環境作りとか︑明るい社
会の建設とか言う﹁ことば﹂が使
われておりますが︑真の意味を考
えてみると︑やはり地域住民のひ
とりひとりが健康であることがそ・
の基礎ではないでしょうか︒一度
悪疫の流行があれば︑町じゅうが
暗雲につつまれたように重苦しい
ものを感じます︒これは昭和四十
年度のたび重なる赤痢の集団発生
を思い出せばわかるはずです︒こ
のため昭和四十q年度は赤痢持別
対策事業と取組み︑その効があっ

篭

噛

こうした水の事故が発生する原
因は︑ほとんどが保護︑監視の目

こどもの水死事故をなくそう

一

会

時市議

μ

副議長に
三輪賢一郎氏

議長に柏田勝氏

P

市議会新体制で出発
ゾ蜘レ州レ洲
…㎞
艶ピ

2
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．農繁期の盗難防止

智．

．5

う︒

めてカギの重要さを認識するとい
うのが大部の人のようです︒カギ
は必ずかけるようにいたしましょ

◎外出には﹁るす番﹂を

ようにしましよう︒

長時間家をるすにするときはも
ちろん︑ちょっとでもるすにする
ようなときにも︑るす番をおくと
か︑やむを得ない場合はかならず
隣近所にるす番をよく頼んでおく

ノ

四 銃砲刀剣発見届出済証︵警察
署で交付したもの︶まだ警察署

に発見届をじていないものは︑
刀剣類だけを持参してもよい

県職員探用試験のおしぢせ

県は︑昭和四十一噂年度の上級︑

用試験を実施します︒

中級職員および学校事務職員の採

付期間は︑それぞれ六月二
十日から七月五日まで
二︑試験期日は︑七月二十三日
なお︑くわしいことは官崎県人

い︒

事委員会までお問い合せくださ

懸賞諭丈募集

全国統計協会は︑統計法施行二
十周年を記念して﹁二十年後の統

︵延岡市︶

計﹂ ︵課題︶について論文を募集

東旧注教育事務所

銃砲刀剣類の巡回登録審査

は︑だれでも十分知っていること
ですが︑実際には守られていない
のが現状です︒被害にあってはじ

カギをかけることが︑どんなに
大切なことであるかということ

．◎かならず﹁力羊﹂を

外出には必ず力羊を！
く
六月かも七月にかけては︑麦刈
り︑田植え⁝⁝﹁と農家に乏っては

いちばん忙しい時期で︑家族全部
がのら仕事に出かけて家をるすに
することが多くなります︒また︑
忙しいために︑ついカギをかけ忘
れるとか︑夜は昼間の疲れから戸
締まりも忘れてグッスリと眠って
しまいがちです︒

銃砲刀剣類は︑登録を受けなけ
れば所持することができないが︑．

三︑登録のさい必要なもの

緊

しています︒賞金は五万円︑唄万
円︑五千円です︒くわしいことは

二︑登録審査対象
たち︑刀︑脇差︑短刀︑剣︑や
り︑なぎなた︑火なわ式銃等

登録手数料︑︵﹁件五百円︶

∫9

R

︑噌アトく

︑．駆．

6月のこよみ
めます︒

この時期とばかりあき巣ねらい
や︑忍び込みドロボウが活動を始

遠距離のため︑宮崎市で行なわれ
る定例の登録審査を受けることの
困難な人々のために︑次のとおり

e

、

どこの家庭でもあき巣ねらいや
忍び込みドロボウの被害にあわな
いように︑戸締まりにはじゅうぶ

一、

市総務課企画統計係まで︒

．︐

する好成績でした。

−巡回登録が行なわれます︒

ルド㍉ザー2台とコツプレッサー1台を使って建設し、

芦．磁

毎年この農繁期には画くの被害

して；釦5施設隊の黒岩重徳隊長外17人が4月11日からブ

1｛、メ

ん注意してください︒

⇔ 登録しようとする銃砲刀剣類
⇔ 印かん

︑一W

㌶㌻㍉∴

第21回票民体育大会に参加した児玉袈裟雄団長ほか

｝

一
厲桙ｨよび会場
七月十日 十時から十六時まで

分市）r ｪ1，08キロを建設、残り0．84キロを第5期工事と

ン＝→ノ「

が出ています︒

r

1月から．5月までを第2期工事として同315施設隊（国

︾＝睡転琶ジ昼︾ご﹂図

第21回県民体育大会

多

5月19日伊勢が浜入り口で開通式が行なわれました。

市議会開会．

﹁家庭の日﹂

水防協議会
市議会本会議
市議会本会議
SAP会議郡別会
火薬取扱い説明会
市議会本会議
東旧杵郡市技術員会議

別会

農作物肥料農薬需給鷲

青少年問題協議会幹事
東旧杵社会教育主事会
農業委員会
こども会指導者実技講

習会︵南日向公民館 ︶
9

一、

．この道路は、陸上自衛隊が5年がかりで建設したもの
で、如年9・月から10月までを第1期工事として、第5施
．設団505鰍隊（都城市）が1キロを建設し、ことしの
．暫∴

211人の日向甫選手団は、よく健闘し、射撃のトラップ
の部ξと優勝したのをはじめ、陸上女子の部が3位、軟式
野球、ラグビー、柔道、剣道（教職員）が準決勝に進出

」π

一
．健闘した日向市選手団

℃
。

』「米の山回周道路が完成
・
ζ．》

考真は市長寡を先頭に完成した道路を走行する関係者

−λ．．τ

ll県立公園「日向美々津海岸」．の伊勢が浜から細島の
御幹（みほこ）ガ浦に通ぐる米の山回周道路が完成し・

姦︐

き

．一

延長2692キロが開通しました。

説・三
ーマ．，

伊勢が浜と御鉾が浦を結ぶ

∴∫

」・・

虜
318世帯

雄帯数11．＝

｝一∴に
げε一
ミ那丁，〕りし3こ・、3
げε ミ．ご℃．3，，〕

，

ノニ．ギ
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ーセヂ

﹄

」．．

、

41人の増）

｛前月より14

偽臨
雪3、O｝oooogoopqo己000鵜0
；：

．一試

土金木通月日金目

月日
金日木
．月
68人の増）

･1客

，139人

45．唱
．1計

「23．｛ 531人
二女

ll罫

（44髄 世帯の増）

F

会

ドりじ

鴇難 辮 ︐ ． ︑ 望 ．
・．詳

ﾄ
．二．』

日日日日日日日日日日日日日

三三 ー ー
．転

09人の増）

（前月より20

≧1窪

∈．年9月鐸

U

，608人
ご一男．

1日現在）

・1人口（・月1

饗蜘．

4．、・ギ．認ド

ざ
へ

盤∵：∵∴∴∵∴f∵∵欝謂搾『饗i

．、欄樗藻∫そ乱

i写真は6番めに入場する日向市選手団

．．、

