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五易逡凹

︑・．︐心 ︑

．晦下の

す︒排水．こうのゴミなど家の周囲

ミは湿気を吸って家をいためま

板の間︑雨戸のさんなどにあるゴ

えましょう︒
家の内外のゴミをとる︒

▽つゆを迎える準備を⁝︐下旬に
はそろそろ﹁つゆ﹂への準備を考

冷たい所におきましよう︒

また食べものば︑風通しのよい

か焼くかして食べましよう︒・

食べものは︑新鮮なうちに煮る

・中毒の起りやすい時期です︒・．

にかけでは飲食物などがくさり食

▽食申毒を防ぐ⁝︒ζれから︑・夏

ましょう︒

吸いこみ︑健康なからだをつくり

な空の下で︑へ胸いつぜいに大気を

れています︒
亀
▽戸外運動を楽しもう﹂㌔伺曜︑
や休日を利用ルて︑ハイキングや
戸外でのスポーツなど︑さわやか

なつ．て春わやかな風が天地にあふ

した湧÷石ご乏に木々の緑が濃く

﹁さづTき﹂一の初夏がやってきま

〜

蜥謹隷畷．指導するζとに一︐︑⁝⁝⁝⁝⁝⁝㎜

」

このほか︑・そさい︑畜産の特別

＼

写真は古城が丘に建毅中の
日回青年控画引

葺雛

ます︒

講座等も計画し︑指導には︑県や
各市町村︑関係団体等の職員が主
に当たるほか︑日向農業改良普及

欝

︑馳

・号蹟
行集

営所人

﹂﹂0発縮

かれ︑﹁受講者全員が研究できるよ
う．に実．験・器材や顧徽鏡等が設置さ

㍗れるほか︑気象鶴測や宿泊の施設
もできることになっています︒
．本市

や門川町︑︑東．菊醤︑北郷村の農業

．同国の行なう部門裳修．は︑

．・︑農業を営もうとする青少年か︑ら受

・．を営んでいる青少年噛または将来
存講者を集め︑﹁・部閂ごとに学修目標

．を決めて毎年実施することにより
一次代をになヶ優秀な由嵜霊冨農著を

盤

鍵幾

市役所
ノ

文書広鞍係

団研修を行な・7予定で︑宥現議論講
．．．者をそれぞれ三十名募集しており

麟

ノ5ら乙156

．室︑﹂ロビー兼展示室︾事務室に分

1968

旬には開館する予定です︒
∴育成するとともにS︽ぞ集団およ
三ぴS五？会議等のリーダしを養成
敷地は古城が丘の忠霊塔下にお
よそ三千平方メートルが整地され
しょうとするものです．
ここに鉄筋コンクリート平家造り
本年度は六月中旬に開館して︑
で三百九十四平方メートルの技術
果樹︑林業︑生活部門を開設し︑
館と広場にはバレーコートが建設．
．各部門別に月二園ないし三回．の集

栄のための学修の頭文字︶運動を・
本市わよぴ周辺町村でより推進す
るため︑同地域の農業を営む青少
年の学修の拠点として総工費約二
千五百万円をかけて建設されるも
めで︑本月末には完成し︑六月中

しているSAP︵サップー1 農 業 繁

同館は︑県が三十七年から実施

す︒

ま最後の仕上げを急いでおザま

一市内を﹁望できる古城が丘の﹁
角に︑青年技術館が建設され︑い

青年技術館﹂盈・

農業後継者の養成に

●

館内は︑講堂︑和室︑旨︑ 調 理 実 習

されます︒

ρ，

匹離
φ鄭
ψ

・
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逸
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お願いいたしましたところ︑現在
ぞくぞくと回答がよせられ感謝い

のあるかたが㊧が︑交逝安全冑に対︸

する関心を深め選正しい交遷幸一
ルを実奏し︑晋慣づけていただき．
交通事故の防止やとくに歩行者の
交通事故絶澱をはかろうというも
のです︒昨年中に貝向地区でおき
た交通事故は四百八十三件で︑﹁・

昨年に比べて百十九件も多くなつ
ています︒また咋年の交通事故に．
よる死傷者は︑亡くなった方が十
四人︑ケガをした者四百八十一人
ております︒この中でいたいけな

と︑ますます増加の輔﹂途をたどっ
い子どもの事故がとくに目だち︑︑．

そのほとんどが歩行中によるもの
で︑車の直前直後の横断︑飛び出
し︑路上での遊びなどが主な原因︑
となっております︒
こうした悲惨な交通事故を絶滅
するため︑日向市交通安全対策飽
．：議会と日向警察署は︑各協力機関

一2﹃⁝三＝−⁝一日．・三三三＝．﹃9︐2﹃．⁝

．至．．7．

や団体と力を合わせ︑歩行者の安
全確保︑特に子どもの交通安全に
重点をおき︑街頭指導︑巡回広報
などを行ない︑市民総ぐるみの交
通安全運動を展開します︒
ご家庭におかれましても︑子ど
：一三＝⁝三■7・＝三三幽．．．・一一﹃・：三巴一．響．．

すが︑一般のかたも多数参加され
ることを歓迎します︒
市民の声を聞く会の日時︑場所
は次のとおりです︒
︐

たしております︒

5月17日
岩脇支所ﾐ

7時30分

第二回は︑左記日程により︑各
月18日

塩見小学校ﾐ

塒閉所・艶分ﾐ

7時甜分ﾐ

5月⑳日

7時蕊分ﾐ

美々津支所

地区ごとに﹁市民︑の声を聞く会﹂

一二；一一＝3e ＝♂；：＝一一．；匿こ鴨言＝・一一＝冒辱：・膠．＝

・f＝巳一層二一︒3・9一7．F・二一一＝；93；7；：一＝−一︐・一f一マ．：層一一一曹一︐二・・一一−・

運転者︑雇い主その他交通に関係

この運動は︑すゲての歩行者︑

す︒

．月︐54配弓門〜朗．．・﹁ボー﹃・︑一

昭和四十三年春の交通安全運動．
が五月十唱日から二十日までの十
日間︑全国いっせいに展開されま

．・二一一﹁一辱；・ノニー・．；・二噂＝：．・︑一﹁・；．一二需一響3．こ一マ・

本市の﹁将来あるべき姿﹂をつ
くる長期総合計画については︑本
紙の三月号で︑その概要をお知ら
せしましたが︑現在その作業をは
じめております︒

に

．・﹁市民の声を聞く会﹂はじまる

市総．合計画づ■くり

この計画書は︑作
業の段階でできるだ
け多くのかたから意
見を聞き︑計画の中
開催し︑新しい都市づくりに対ﾐ
るご意見やご要望を拝聴するこﾐ
5月22日ﾐ

に取り入れる方針に
しておりますので︑ その第﹁回と
してア．ンケートにより全世帯 の 十

5月π日ﾐ

島中学校 7時m分ﾐ
島小学校 7時ﾐ
役所別館 7時ﾐ

ﾐ

農薬の使用は慎璽にﾐ

﹁

︑子どもや家畜は︑作業者場かﾐ
ら遠ざけておくζと噂 ・ﾐ

︑水道︑・河川︑池︑沼等を汚染ﾐ

い︑うがいをする︒ﾐ

︑三三中は︑喫煙をさけ︑食事ﾐ
の前は必ず石けんで手や顔を洗ﾐ

毎年五月から六月の農繁期にはﾐ
地で農薬による事故や中毒が発ﾐ

ーー混書防止遭勤月蘭眉ﾐ

しております．ﾐ

このため︑農林省と厚生省は︑ﾐ
し
な
い
よう十分注意する︒ﾐ
町村や各種団体の協力を得て︑ﾐ
散
布
後の注意ﾐ
薬による危害を未然に防止するﾐ
ｫはも．ちうん︑全身を石けﾐ
め﹁農薬危害防止運動﹂を五月ﾐ
んでよく洗うこと︒ﾐ
五日から六月十四日までの嘲カﾐ
︑散布した地域には︑赤旗などﾐ
間全国いっせいに展開します︒ﾐ
明確な表示を立て︑一週間はそﾐ
農薬の散布は︑作業に慣れてくﾐ
の
地域にはいらないこと︒ﾐ
ると油断して取扱いが粗雑になりﾐ
︑残った薬剤は︑特定毒物の場ﾐ
ちでありますから︑次の点にはﾐ
とくに注意し慎重な聾度でのぞむﾐ 合必ず責任者に引きわたすことﾐ
その他保管場所等に十分注意すﾐ

よう心掛けてください︒ﾐ
散布前︑散布時の注意ﾐ
同︑散布に使用する器具が作業中ﾐ
故障しないよう十分点検する︒ﾐ
二︑作業にさしつかえないよう︑ﾐ
前日から体調をととのえておくﾐ

す︒ﾐ

が正しい交通のきまりを身につﾐ
るよう︑まず親が進んで手本をﾐ
すようにしていただきたいものﾐ

ること︒ﾐ

作業中または終了後に︑頭痛がﾐ
したり少しでも気分が悪くなつﾐ
た人は︑すぐ医師にみてもらいﾐ
ましよう︒ﾐ

んのことでおみえになっておﾐ

この相談には︑ほとんど子どもﾐ

促進︐ﾐ

︑次代を担うべき子どもたちのﾐ
めに本当に熱心になっておられﾐ

︑

ぞ

．噂！虻．

︑ﾐ

亀3唱﹂．垂F〜弓

ずﾐ

︶ﾐ
三三ﾐ

せん︒ﾐ

納者宅を回り︑徴収あるいは強ﾐ
執行等を実施しています︒ﾐ

たに対しても決して好ましいこﾐ

このような徴収は︑納税貯蓄組ﾐ
や各収納機関へ直接納められたﾐ
ではありませんし︑また︑それﾐ
す︒ﾐ

け徴税費がかさむ結果ともなりﾐ
市は︑．乏しい財政の中で実施しﾐ

ければならない施策は限りなくﾐ
ります︒未納税が多くて︑予定ﾐ
た税収がなかったり︑徴税費がﾐ
さむことは︑それだけ計画されﾐ
事業ができなかったり︑進行がﾐ
くれることになるのです︒ﾐ

ても免除の申請ができます︒．ﾐ
ﾁ申し込みﾐ
五月十三日から二十四日までにﾐ
職業訓練所へ申込みください︒ﾐ
︑参加料ﾐ
﹁級は二千五百円︑二級が二千ﾐ
円︵申込みのとき納入︶ﾐ
その他︑くわしくは日向職業訓ﾐ
所へお問い合わせください︒ﾐ

本大会で競技が行なわれる職種ﾐ
同じ職種名の技能検定を希望さﾐ
る人は︑本大会へ参加すると︑ﾐ
技試験の免除を受ける資格がなﾐ

けられます︒ﾐ

工︑広告美術工︑美具工など全ﾐ
で二十一の職種によって行なわﾐ
︑﹁級技能と二級技能の競技にﾐ

官工︑建築大工︑塗装工︑製ﾐ

競技は︑機械工︑仕上げ工︑板ﾐ
工︑製かん工︑鉄工︑洋服工︑ﾐ

基づき県が行なうものです︒ﾐ

この大会は︑働く人が技能をみﾐ
つける意欲を高め︑技能の水準ﾐ
向上させるために︑職業訓練法ﾐ

が︑噛六月十六日から九月岡日にﾐ
けて行なわれます︒ﾐ

四十三年度前期の県技能競技大ﾐ

技能競技大会の開催ﾐ

9ﾐ

ら︑ご︑遠慮なく家庭児童相談室ﾐ
ご利用ください︒ﾐ

今後も︑子どもについての悩みﾐ
家庭でお困りのことがありましﾐ

ことが察しできます︒ﾐ

壷ﾐ

開設以来この相談室をご利用にﾐ

が相談にあたっています︒ﾐ

家庭児童相談室は︑昭和四十﹁ﾐ
四月に開設され︑現在二人の職ﾐ

こもど．の悩みは相談室へﾐ

ようです︒ﾐ

︑おもに家族︑親せきからが多ﾐ

でいちばん多く︑相談の経路ﾐ

で相談をお受けしたものが百五ﾐ

件数が二十五件︑環境︑福祉．の︑ﾐ

目は次のとおりです︒ﾐ
噌︑歩行者の安全課保ﾐ
︑通学通園路における安全確保ﾐ
︑自転車乗りの安全確保ﾐ
︑飲酒運転の追放ﾐ
︑道路交通環境の整備改善ﾐ
︑ヘルメットの正しい着用と︑ﾐ

った件数は︑四十嶋年度に百二ﾐ
九件︑四十二年度に百四十八件ﾐ
︑この相談室をご利用されるかﾐ
もしだいにふえてきています︒ﾐ
昨年度の相談件数を種別にしまﾐ
と︑心身障害のことでお受けしﾐ

自転車の反射テープはりつけのﾐ

この運動期間中︑実施する重点ﾐ

、手

技能績定試験の実施ﾐ

ｱの実施期日ﾐ
九月八日と九月十五日ﾐ

試験が次により行なわれます．ﾐ

．↑㍗．．屋ﾐ

Pﾐ
各職種の一級および二級技能検ﾐ

1

五月十三日から五月二十四日ﾐ
︑手数料ﾐ
階級は五百円の収入印紙︑二級ﾐ

︑受付期間ﾐ

情により未納になっているものﾐ
と思われますが︑中には全く無関ﾐ
のかたもおられます︒よりよきﾐ
を建設するための原動力であるﾐ

は五百円以内の宮崎県収入証祇ﾐ
を串請書へはってくだざい︒ﾐ
ようご協力をお願いレます︒ﾐ

納があるとぎは早急に完納されﾐ

また︑市税のほか農業共済掛ﾐ
︑国民年金についても同様におﾐ
いします︒ ︐ﾐ

︑射込むところﾐ
県民生労働部職業訓練課 宮崎ﾐ
市橘通り東二丁目十番唄号ﾐ
︑その他くわしくは︑県民生労ﾐ
朝潮職業訓練課へ問い合せを︒

税を︑いま一度確かめられて︑︑ﾐ

大半の滞納者は︑やむを得ざるﾐ

ﾐ

5月24日ﾐ
5月29日ﾐ

・り．︑

一響︐．・O蓄一一一．B︷℃︐3幽．一一︐一．．︐．・隔冨．響・乱一︐一一＝3・一三・9＝・・の一冒︐言．・島ヲ8．呂一一一一＝3．一︐﹁呂昌嚇︐ﾐ

．へこ虚一

Oﾐ

﹀

T凄ま・．ﾐ
お9ﾐ

︑ﾐ

祭︑・スポLツ少年団大会︑そのﾐ

区長︑公民館長さんを通じて申しﾐ
込みください︒経費は﹁切いりまﾐ

か栄養畠力つぐりについてのﾐ
演会など体力づくりに関する行ﾐ
をたくさん計画していますのでﾐ
んで参加してください︒ﾐ

いたします︒ﾐ

﹁︑申込期日 五月二十五日までﾐ
二︑テストの種目ﾐ
反復横とび︑垂直とび︑握力︑ﾐ
ジグザグドリブル︑急歩ﾐ
三︑記録の結果報告ﾐ
記録表を作成し︑本人に手渡しﾐ

また昨年からはじめました壮年ﾐ
力テストは︑ことしも次によりﾐ
施しますから︑ご希望のかたはﾐ

納税等はすぐ納入を！ﾐ

ﾐ

課ではこの期間中に総動員してﾐ

＋二年度分締め切りは五月末日ﾐ
市は︑四二二十二日から五月二ﾐ
十日までを﹁第三次市税完納強調﹁ﾐ
月間﹂として︑滞納税等の整理をﾐ

ゆのゆひゆりゆ

実施しています︒
覧ﾐ
昭和四十二年度分の市税等は︑ﾐ
本年五月三十﹁日をもって全部締ﾐ
め切りますが︑現在の収納成績はﾐ
決して良好とはいえないため︑担ﾐ

ロコ
︒．ﾐ

ﾐ

・

技大会︑歩こう運動︑レクリェﾐ
ション︑ ハイキング︑市民体ﾐ

ﾐ

にしています︒ﾐ
・出席者は︑﹁・応各職業代表百八ﾐ
千二名を選び︑お願いしてありまﾐ
＝＝≡一魯．．・ﾐ

﹁体力ﾐ

ﾐ

ど．・
二篇璽
一
⁝
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一昌
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3島
層ﾐ

います︒ﾐ

養の改善⁝等の指導を嫉かるとﾐ
もに︑市民のかたにも︑体力づﾐ
りの重大なことを認識していたﾐ
き︑進んでこの運動に参加されﾐ
よう協力をお願いすることにしﾐ

育︑レクリェーション︑帳保健︑︑ﾐ

くり日向市民会議﹂を結成してﾐ

をさらに推進するため︑

協力によって年々向上し︑本年ﾐ
はその実績が認められて︑総理ﾐ
から﹁体力づくり鼠民運動﹂のﾐ
進都市に指定されました︒ﾐ
そこで市教育委員会は︑この運ﾐ

、．ﾐ

﹂一93．．．一罹一一＝3畠一︑・■．︒

深勢講査︷謹﹂ ﹁急ﾐ
． ！ﾐ

ﾐ

ﾐ

、

特に本年は︑明治百年に当りまﾐ
ので︑その記念行事もかねて︑ﾐ
康検査会や体力テストをはじめﾐ
少年や壮年のソフト・ボール大ﾐ
︑職場対抗および公民館対抗のﾐ

ﾐ

八パーセントに当たる﹁千八百五
十世帯︵小学校二年と申学校唄年
に在学する児童︑生徒の家庭︶に

一・﹂．馬ﾐ

︑必？ﾐ
．ﾐ

ﾐ

・肇ﾐ
ﾐ

母5人が配置されています。工費は450万円ﾐ

︑ﾐ

開所しました。この保育所は市社会福祉協議会の運営でﾐ

ﾐ

ﾐ

力つぐりにふるって参加を！ﾐ

財光寺切島山に定員60人の保育所が完成し、さる5月6日ﾐ

、参

、試

々ﾐ

美々津小で市政懇談会開かれるﾐ

ﾐ

盛りだくさんの行事も計画ﾐ

財光寺保育所が完成ﾐ

ﾐ

辱

まず親が進んで手本を示そう

民の体力づくり運動は︑市民ﾐ
かたや関係機関︑団体等の理解ﾐ

響ﾐ
ノ
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，
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一ﾐ

南部振興会主催による市政懇談会がさる4月20日に美・ﾐ
二で開かれ、市長や助役、収入役と全課長が出席して、ﾐ
脇地区の簡易水道設置、道路改修、南部地区の土地利」ﾐ
画の早期作成など5時間半にわたって行なわれました。ﾐ

一．

写真は昨年度の歩こう運動犬会ﾐ

薗幽幽輪ﾐ

A事

春の交通安全運動
鼈鼈

ソーー 一 一 1ﾐ

広報ひゆうがﾐ
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市民総参加で事故撲滅へ
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・

紆像蕃は坐蓋萎を
はかり︑・天びん︑ふんどう︑お
もり︑・ます等の計量器は︑・年﹁回

護家庭及び市民税の均等割以下の家庭は無料になりますので
証明書をご持参ください。）

．宮崎経済連椎

冝E10時〜瞬時． 美々津麦所
冝D15時〜16時 岩脇支所
・14日9時〜16時 細島支颪
冝@9時〜16時 五十猛神社
塩見農協支所
15日．．35時〜15時．

冾X時〜16時
茸販売所

冾X時〜16時 日向宙役所
︵もよりの所へおいでください︶

選挙人名簿の
コ登鎌捨⁝おすみですか

型新有権者︶本年七月K行

法津が一部改正され次のような
人は︑

なわれる参議院議員遮挙に投票で
きるようになりましたから︑︑該当

市に住所を有する人

・まれてから本年六月一日まで本

◎昭和二十三年六月︻日までに生
まれ︑本年三月一日までに他の
市町村から転入された人

くわしいことは︑市選挙管理委

員会へお問い合せください︒

・鯉子を・あっせんします

市商工水産課では︑次の価格で

こい子の注文︑あっせんをします

ので︑ご希望の方は五月二十五日
までに申し込みください︒

一円五十銭

．現物の配布は︑後日におしらせ
します︒

黒︵唱匹の価格︶
．三・五センチもの

※由の原、鵜毛地区は分校生徒実施の際行ないます。

三一五ゼンチ呑の．二円
五センチもの
．四円

一︑．．．筆記試験

■電気工事士め試験

宮崎主業高等学校

宮崎市天満町

e日時︑七月二十一日十時から

⇔場所

九月二十九日︵日︶

A技能試験

e日時

宿萄総合職一口練所

⇔場所宮崎市大字恒久

部︑．受験の資格は問いま冶ん

﹇千円を願書と同時に納入﹂

四︑受験手数料

五月二十日凄五月三十一日まで

五︑願書の受付

支所

夢ず

2盛白月誇欝慧、諜該鵜黒（鑑

ら月のこよみ

生後6ヵ月以上の人

冝@水

予防接種を実施いτこしますので、、もれなく接種してください。

﹁家庭の日﹂

日本脳炎は、伝染病の中でも死亡率が高くもっとも恐ろしい
病気とされています。市では、この特別対策として、次により

型央生活学校開校式
日向地区そ菜技術員会
市文化財保存委員会

されるかたは︑・．六月．胴日までに市

．職業譲練所へ

，
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選挙管理委員会へ申し出てくださ

日知屋幼稚園

一躍鱒〜1塒

所

劇場

司区

唄

f細

五センチもの

ぐ

今回実施します診査は幼児の発育状態、栄養の良否、疾病の
今回実施します診査｝；
無などの健康診査はもとより、歯牙、精神発達などの診査右
有無などの健康診査は竈
．ない同時に、し体不自由、精神薄弱、視力や聴力など各種心
行ない同時に、し体不三
．障害の早期発見にもかわるものでありますから、該当する
身障害の早期発見にも元
子さんをおもちのかたはぜひこの診査を受けさせてください
お子さんをおもちのかナ
対象者は、満3歳から4歳未満の幼児。
1 対象者は、満3歳元

↑

Dお月17日・

精ｮ遡．創泊向回避所

■
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赤︵一匹の価格︶

3歳児
3歳児の健康診査
︸
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攣〜17壁
、厨1．1−1
U月11日

P4時〜15時

6月

■ぎひ！5

料金は、無料です。
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別・館・一

18日
6

5日
6月

1塒〜15時

一
U月

4日

號尋油剤日「躯健所

器

謔T月豹日・

．．

搶ｺ和二十三年六月一日までに生

6月12日陣〜1曲師

細島小学校
市役所別館
塩見小学校
K脇公民館
ﾅ護婦学校
T月27日

，
島 ． 1細島幼｝稚薗

揚

め定期検査を受けずに使用するこ
とはできません︒もし︑検査の検
定証印がない計量器を取引に使用
した場合は︑計量法により診せら
れるばかりでなく︑消費者のかた
がたの信頼をそこなうことにもな
りかねませんので︑必ず年一回の
定期検査は受けておきましょう︒
ｿ金 三十円〜百二十円
二︑日時︑場所

日本脳炎の野鴨接種
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5月甜則

5月

大会が開幕バ宮崎 市 ︶

切島山●公民館

5月

一

子牛市品評会
献血車いずみ号が来市
Z日火 交通安全協会総会．火
薬類保安責任者講習会
辺日 水 明治百年事業準備委員
会 日向市施肥防除合
理化協議会
事ﾘ 県体育大会出場の日向
市選手団結団式
農業委員会 県民体育

「五十猛神社

5月28萌葱‡1蜘分

1…塒〜1墜
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5月29日
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5月22日

5月24日

三 股病院
渡辺病 院
15時〜16時

5月21日

1
所
問i場

第、回，霧副

あかちゃん表彰式
子ぶたせり市
区長理事会

諸豪

匀ﾎ

ゾ硬

はじめての人は、2回接種になります。
3

122三二
23．976人
女

21ご8ウ5人前昆支童
男

孤日木

人口（5月旧斑）
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