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台風に備えて
ことしもまた︑本格的な台風
シーズンが近づいてきました ︒
台風は地震のように突然おそい
かかってくるものではなく︑数日
前からわかっています︒台風のニ
ュースが報道されたら注意して聞

号臨
行集

月所人

7﹂発編

ソ

美四四

二三六五

＼

・・レ

財光寺連絡所
財光寺小学校
丸山詰所 松田商店
本谷詰所 岩切商店
永田詰所 山田商店

二八二五
四九七四
三四二七
四九七二

ヤ㌔〜
︶
く

七月のくらし

⁝い

ﾜた︑長雨でとどこおりがち一
⁝だった家の内外の仕事も手早くく
整理しましょう︒
い
▽ 暑さが本格的になりますとい
家を開放しがちになりますが︑⁝
寝る前には戸締りをお忘れにな〜
らないように⁝⁝㌔また﹂食申へ

だいっぱい吸いとりましょう︒

〜い空のもと夏の太陽の光をから

︷明けてきました︒そとにでて青 ．

うつとしいつゆ空もそろそろ・

の

輿脇支部．幸脇出張所

小学校

美々津支部 美セ津支所 美﹁
日知屋連絡所
消防東分署
二四七六︑

写真は︑ 市内の危険カ所を遷視する合同調査班

塩見連絡所

禦

㍗

㍉．芝

ρ：：：：・とじてお又と便利です：：・：：○

してください︒

二八四〇

二一＝
二＝六

︵電話︶

﹁被害が出る﹂︑ ﹁危険がせまっ
てくる﹂ど感じたら︑

どこがいちばん危険か︑提防に弱
いところはないか︑などをあらか

日向市災害対策本部

△どんな小さな川でも決してゆ
だんしないようにすること︒それ

台風や豪雨にみまわれたとき

えておくことが必要です︒

は︑土俵などの準備も必要です︒
廠高潮の起りやすい地域では︑
ふだんから高潮被害対策を十分整

ておきましょう︒場合によって

姦下水などのごみやどうは︑き
れいに取って︑水の流れをよくし

くばってください︒

します︒被害のないよう十分心を

文書広報係

すぐ市対策本部か︑消防署︑ま
たはもよりの連絡所︑国所に連絡

の心構えとして︑

き︑被害を最少限にとどめるよう
十分な心構えと防災態勢を整えて
おかなければなりません︒日ごろ

市役所

二六〇﹁
三〇〇唱

ｭ運誘愈鞍齢勲

一

するとともに日中の無帽はできへ

︑るだけさけましよう・

▽ 暑さがきびしくなると過労一
による居眠り運転が多くなりま

特に注意してください︒また︑

︑すので︑車を運転されるかたは㎝

要鶏さけ＋分休養をとる⁝

G撃畑魏嶽堪

とかく気がゆるみがちです︒
ハ
交通事故や水難事故にあったへ
㎝り︑病気にかかったりしないよ一

範渥細筆顎髭塑

︑

活に十分注意して︑楽しい夏休
みにしてあげたいものです︒ 一

ヒ ♂〜ゾ
．

、
、ゴ ．、ヒ

∫、

−

ノレら．158

には︑附近を流れている川な ど ︑

じめ調べておきましょう︒

消防署
細島支所
岩脇支所

市役所本庁

の道順をよく確め︑家族全員 が ︑
覚えておくようにしましよう︒

細島支部
岩脇支部

△非常の場合に備えて︑避難所

▲家やヘイは︑十分な補強が必
要です︒雨戸や窓がよく破れたり

︑

■

一

− 一
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7月17日発行
1

胃や
一

第三回定例市議会は︑さる六月二十﹁日から穴月二十九日
まで行なわれ︑清掃条例の一部を改正する条例案や︑四十三
年度﹁般会計補正予算案など九議案を原案どおり︑可決承認
しました︒

おもなものについては次のとおりです︒

また︑ごみ取扱い手数料も︑市
民の経済的負担を軽くするため︑
一般家庭用は無料となりました︒
くわしいことは﹁広報ひゆうが

お知らせ版﹂七月号に掲載しま
す︒

母子寮を廃止
母子寮は母子世帯の福祉向上を
はかるため︑昭和二十九年六月に
設置されたものですが︑近年は入
居希望者もしだいに減少し︑現在
では定数二十世帯に対して入居者

このように現状の施設そのまま
では︑真の福祉施設とはいわれな
くなったので︑根本的に検討がな
され︑十世帯を収容する母子世帯
の専用住宅に転用するために廃止
することになりました︒

市税の控除額等を引き上げ
本年四月回日から地方税法の﹁
部改正があり︑これに伴い本市の
県条例が改正されました︒直接関
係のあるものは次のとおりです︒

一︑市民税関係では
ω 個人市民税の基礎控除および
配偶者︑扶養︑障害者︑老年者︑
寡婦等の控除額をそれぞれ一万円
引き上げる︒また︑専従者控除で
は三舞が五万円︑白専が三万円を

ソ引き上げる・

円が追加され予算総額は十億千二
百三十二万五千円となりました︒
補正のおもなものは次のとおり
です︒

歳入では︑唱般会計に組み替え
轤黷ｽ都市改造事業に対して︑新
たに八百万円の国庫補助金が追加
されて︑二千八百万円が計上され
たほか︑消防施設に対する県費補
助金五十万九千円や市有地の売却
代四百二十三万八千円︑市債四百
二十万円︑電話線工事に伴う路面
復旧負担金三百三十六万円などが
追加きれています︒
歳出では︑都市改造事業に千二
百万円が新たに追加されて四千二
百万円の事業費となりました︒
これは日延屋の東部第二土地区
画整理区域内の街路建設どこれに
伴う建物移転等を行なうものです
このほかでは︑路面復旧工事費
・の三百三十六万円や城山墓地公園
の土地購入費九十四万五千円︑明

などとなっています︒

治百年を記念して新設された敬老
年金に二十三万三千円︑防火水そ
う等消防施設費に三十二万六千円

固定資産評価委員に

栄さん

市の奨学生を臨監
四十三年度の日向市奨学生を次
のとおり募集していますので︑ご
希望のかたは申し込みください︒
▽奨学生の対象
学校教育法に定める高校︑高専
短大︑大学等に在学する人︒

V貸付けを受ける人の要件．

V奨学金の貸付け額
大学生 三千円以内
高等専門学校の生徒 二千円以内
高等学校の生徒 千五百円以内

有している者の子弟︒

e本市に引き続き﹁年以上住所を

人︒

口学資の支弁が困難と認められる

である人︒

日学業︑品行ともに優秀かつ健康
蟹申し込み手続き
申し込みは︑奨学生願書と奨学
推せん調書︵家庭調書と学業成績
表を添付︶を同封して︑市教育委
員会事務局へ提出してください︒
八受付期間﹀
七月十五日目ら︑八月十五日ま
その他くわしいことは︑同事務

でです︒

局までお問い合せください︒

か度連14で連けご

︐よ

面見る・こう

ありますし、仏教会からも同日に実施する
ください︒相談料は無料です︒

ご希望のかたはお気軽にご相談

別館会議場で行なわれます︒

九時から午後五時まで︶に市役所

相談日は︑毎週の金曜日︵午前

派遣して開設するものです︒

祉センター内︶が本市に相談員を

県内職センター︵宮崎市目母子福

で︑昨年九月一日に発足した宮崎

後更に増加の傾向にありますの

事業所が多く︑かつ内職人口も今

これは︑本市に内職を提供する

議場で内職相談が始まりました︒

さる七月五日から市役所別館会

内職相談はじまる

にしてください︒

なお︑一般消化器を買われると
きは︑国家検定品を買われるよう

し合いなどを行ないましょう︒

また︑毎月の十六日は﹁市民防
火の日﹂です︒この日には︑火を
取扱う所や消化器等の検査を行な
うとともに火災予防についての話

ています︒

そこで市消防署は︑ コ家庭︑
一消化器﹂をモットーとして︑市
民総ぐるみの火災予防をよびかけ

現状がみられます︒

しかしながら今日に至るまでそ
の取扱いや点検の不十分なことか
ら︑たびたびの大きな事故や火災
をまねいているばかりでなく︑と
うとい命までも犠牲になっている

ました︒

生活の改善とともに移り変ってき

の重役をうけもっている燃料も︑

昔は﹁たきぎ﹂︑今は﹁フロパ
ントや﹁石油﹂の時代へと︑台所

8月13・14・15日に統一していただくよう

ノ
絡を受けていますので｛本邸はできるだ

日高

栄︵四十五︶さんが選任され

市の固定資産評価審査委員会の
委員︑甲斐 弘︵平岩︶さんは︑
昭和三十四年八月から九年間︑本
市の固定資産の評価や課税事務の
．運営にご尽力いただいております
が︑八月二十六日をもって任期が
まいりますので︑新しく中町の日

ました︒

高

たわら消防団第﹁部の部長や中町

日高さんは︑延岡商業学校を卒
業後︑金物店を経営され︑そのか

■

区長などを歴任︑現在は本町商店
会の副会長等を務めておられます

岡ノ

絡協議会等と協議しま．したところ8月13・
・15日に統一した方が望ましいという意見

各家庭に消火器を！

ノ㎜励一〃冨一㎜一〃一

は八世帯となっています︒

ω 県知事から委託された里子を
ダ
扶養親族として取扱う︒
㈹︑肉用牛を︑市場等を通じて売
堅し︑申告したときはその所得に
対しては課税としない︒
ω 小規模企業の共済掛金控除を
新しく追加する︒
二︑軽自動車税開脚では︑原動機
付自転車︵＝一五㏄まで︶と耕惹
機は︑月割の課税にしない︒
三︑電気ガス税関係では︑木材チ
ップ生産に使用される電気につい
ては電気ガス税を課さない︒
四︑法人市民税関係では︑漁業共
済組合︑同連合会は非課税法人と
などとなっています︒

する︒

都市改造事業を組み替え
一般会計は約十億千万円に
四十三年度の﹁般会計補正予算
は︑東部第二土地区画整理事業特
別会計の都市改造事業が﹁般会計
歳出に︑それぞれ四千百三十﹁万

に組み替えられるなどして︑歳入．

●
妬
で完成したこの処理場および育成
場は国内最大の規模のものです︒
並び立った育成舎にはすでにひ
膨ながはいり操業をはじめています
が︑月産二十五万羽の本格的な生
産にはいるのは十月からで︑製品
は日本ハムの販売ルートに乗せて
関西方面に出荷されます︒

となく︑子どもと協力しあって意
義ある夏休みにしたいものです︒
市内の各小︑中学校では︑子ど
もたちが夏休みを明るく健康的に
過ごすため︑次のようなことを申
し合わせましたので︑ご父兄のみ
なさんは︑子どもの生活を十分見
守ってください︒市民のみなさん
夏休みの申し合わせ

もご協力をお願いします︒

唄︑午前八時から十時までは︑朝
の学習か家の手伝い︑ ︵この間
は友だちをさそわない︶
二︑水泳時間は午前十時から十叫
時三十分までと午後二時から同
四時まで︒

泳ぐ場合はみどりの旗の立って
いるところで泳ぐ︑立っていな
いところは水泳禁止です︒

三︑外出時間は午後七時まで︑た
だし午後五時のサイレンを合図
にいったん家に帰る︑保護者同
伴の場合は午後九時まで︒
四︑交通のきまりを守る︒

自転車の二人乗り︑並列運転を
しない︑路上で遊ばせない︑橋
の︑上で釣りをしない⁝⁝・等︒

危険な花火は買わない︒

五︑危険な遊び︑特に2B叢叢の

お盆の統一については、新生活運動の面
ミ
らも早くから検討されておりますが、本年
も社会教育委員会や区長連絡協議会、婦人

．

ノ
六︑友だちとキャンプ︑サイクリ
ング︑遠出等をする場合は学校
の許可を受ける︒

一一蝿一
お盆は8月13．14．15日に！

家庭用のごみ料金は無料に

．榔醗

写真は︑福祉向上のため十四年間
開設された母子寮

挽︐

二九むねが完成しています︒

トコンペ・アやチェーン式により唄

処理工場は︑先に同地に建設し
ておりました製紙工場︵千五百平
方耕︶を買収して建設され︑ベル
時間に三千羽の処理能力をもつ近
代的な設備です︒

また︑事務所や休憩所等が二階
に併設されており︑総工費三億円

の事故にもつながつたりします︒

いよいよ七月二十一日から四十
日にわたる夏休みにはいります︒
子どもたちは規則正しい学校生
活から解放されて︑ややもすると
生活が不規則になり︑なまけぐせ
がついたり︑非行がめばえたり︑
学力が低下したり︑交通︑水難等

3・一冨＝．・・巴町fの・・一．3量ξ﹂亨●8乳齢一■零・ノ一7．．o一一一・

夏休みは子どもの自主牲を養い
からだを鍛える絶好の機会ですか
ら︑各家庭においても放任するこ

住宅1むね5世帯等が広見に建設され、7月1日から119人
が入寮しました。これは県が工費2，お0万円をかけて建設
した鉄筋ブゴック2階建ての近代的な寮です。

協尤をお願いします。

ごみの集収が八月一日から袋に
よる集収に変り︑取扱い手数料も

弓
また、延岡市や地元からも30人の青年が加わりました。

1
にそれぞれの立場から醗臆見がかわされました・

「

﹁般家庭用は無料となりま す ︒

る7月6日の午後8時から美々津の新町公民館で行なわれ1
「親からみた青年と青年からみた親」というテーマのもと1

寸

これは︑人口の増加や生活の向
上等によって︑ごみの排出量は増
加し︑しかも多様化しています︒
また︑排出地域も拡大しつつあり
ますので︑市はこれに対処するた
め︑能率的で衛生的な﹁袋集収﹂
に切替えて︑集収地域を拡ザる乏
ともに集収回数を増して︑環境の

3高校の生徒寮が完成

整備を図るものです︒

日本ブロイラーが完成

に完工祝賀式が行なわれました︒

市内美々津町に建設しておりま
した日本ブロイラー株式会社︵西
園寺正夫社長目従業員百二十人︶
がこのほど完成し︑さる七月一日
同社は︑三菱商事や日本ハムな
ど五社が出資して設立し︑昨年暮
に本市と工場建設の覚書をとりか
わしていたものです︒

ブイロラー育成場は︑美々津駅
南部の海岸ぞいにある市有地およ
び民有地をおよそ八万四千平方材
買収して︑常時二十八万八千羽を
肥育するA︑B団地を建設し︑A
団地は十九万二千羽を収容する二
十四むねの育成舎ができており︑
更に二万四千羽分のトンネル鶏舎
十八むねを建設する予定です︒
B団地は︑七万二千羽分の育成

噂

曜

都市改造事業に1，200万円を追加

十月からは月産二十五万羽へ

1
親と子の立場から意見交換
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製嫉︑

響

富島、日向工業、門川農業の3高校生徒寮4むねと教員

補正予算など9議案を可決

写真は刷子舎の並び立ったA団地

日知屋青年学級生と美々津婦人学級生の意販換言がさ1

汐

一〜ミ《一一一一

訳

1
日知屋青年学級と美々津聖人学級が

、

ごみは袋等による集収に

蒋勲評i
編灘

、

謬

●
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小学校の児童を対象に

水 泳 の 指 導 を 実施
夏休みをまちかにひかえ︑ご家
庭では家族ぐるみの海水浴などを
計画きれておられることと思いま
す︒

今回︑市教育委員会では︑夏休
みにおける子どもの水難事故防止
と︑体力増進をはかるため泳げな
い子どもの水泳指導を行なうこと

※対象者は︑泳げない小学校﹁年
生以上の児童とその父兄︒
▽7月辺日 財光寺小学校フール
財光寺︑平岩︑︑幸脇︑美々津小
学校
▽7月曇日 富島申学校プール
細島︑辱知屋小学校
▽7月差日 嵩高小学校プール︑
富高︑塩見小学校
※用意するもの

筆記用具︑タオル︑水泳帽子
︵女子︶等︒このほか水泳がで
きる服装で参加してください︒
※時間

各場所とも九時置ら十二時まで
なお︑講師には︑竹井央旺先生
ぽか四人のかたがあたられます︒

公民館対抗
大会の開催

ます。

公民館対抗のバレーボール大会

て︑

卓球大会を開催します︒
九時試合開始︒

へ日時﹀七月二十八日︵日︶午前
八場所V富高小学校
八組合わせV饗せん
八試合の方法﹀トーナメント
八受付V七月二十五日まで︑市教．
育委員会社会教育課
▽ムバレーボ；ル大会
三十五年度ルールで九人
ルール

制とします︒
チーム 男五人︑女四人とし︑二
十代と四十代が男女各﹁
人︑三十代が男女各二人
五十代が男一人で編成し
ます．

▽△卓球大ムろ︵シングルのみ︶

一人つつで編成します︒

男女別で︑三人が一チ：ムと
し︑二十代から四十代までの各

児童画と作文を募集

高校生﹁社会における電話の役
割﹂

・原稿枚数︐四〇〇字詰めの原稿
用紙十枚以内
・締め切り 七月末日まで
・優秀作には電信電話公社総裁か
ら賞状と賞品が贈られます︒
・送り先︑熊本局区内
九州電気通信局文書広報課
応募についてのくわしいことは
日向電報電話局へお問い合わせく
ださい︒

保母試験の実施

昭和四十三年度の保母試験が次
のとおり行なわれます︒

二︑︑試験場
宮崎商業高等学校
三︑︑願書受付 七月二十四日まで

いあわせください︒

四︑願書提出先 日向保健所
五︑受験手数料 千 円
その他必要書類や試験科目など
くわしいことは日向保健所へお問

多 や 多 勿 誉 や

警察官の募集

．人です︒希望者は次により申し込

県は︑昭和四十三年度宮崎県警︑
察官の採用試験を行ないます︒採
用を予定している人員は︑約四十

みください︒

．︿場所V

延岡高等学校ほか三

︿試験日﹀ 八月十一日︵日︶．

5

バレーボール
卓
球

◇ふつうの黒電話の場合、「110」、 「119」
をダイヤルするだけでつながります。隔
◇交換手を呼び出してかける手動式（ダイヤルでな
いもの）の場合、すべて交換手に直接「警察」または
「消防」と告げていただければ交換手がつないでくれ

電報電話に関する

八試験期日﹀ 八月二十七日から
八月三十日までの四日間
八試験場所﹀ 宮崎市西丸山町
一一八 宮崎大学工学部．
八願書の受付期間﹀ 八月﹁日か
ら十五日まで
A申込み先V 宮崎市橘通り東二
丁目十番一号︵番号八八○︶
宮崎県民生労働部児童家庭課
︿受験手続﹀ 受験を希望される
方は︑県民生労働部児童家庭課
あて︑十五円切手をはった返信
用封筒を入れて郵便で願書の請

⁝

ヵ所
八受付期間V七月十五日から七月
三十一日まで
八受験手続﹀ 申込み用紙は︑宮
崎県入事委員会事務局か︑日向
警察署または高等学校へ請求し
てください︒なお︑郵送する場
合は︑封筒の表に﹁警察官申込
み﹂と朱書のこと︒
A申込み先V 宮崎市橘通り東二
丁目十番一号︑宮崎県人事委員
会事務局へ提出してください︒
その他︑受験についてくわしい
ことは︑同所へお問い合せくだき

取24．059人26人増

求をしてください︒

c．﹁﹂

沿量。

日本電信電話公社は︑電報電話
の全国児童画コンクールと加入電
話一千万突破を記念して全国の中
学︑高校生から電報電話に関する
作文コンクールの作品を募ってい

八受験手数料﹀ 千円の宮崎県収
入証紙を願書にはりつけること

世帯数

になっています︒

たつねください︒

なわ︑大分県でも八月二十日か
ら二十三日までの四日間︑大分高
等学校で行なわれますので︑くわ
しいことは︑市の福祉事務所にお

人海（7月1日現在）

ます︒

ださい︒

調理師試験の実施

四十三年度の調理師試験が次の

八月二十日

15世帯増

1L682世帯

37人増

合計46．022人

O児童画コンクール
大きさはB4かB3で用具や枚
数の制限はありません︒応募者は
九月十四日までに作品の裏に学校
名︑学校の所在地︑学年︑氏名を
書いて日向電報電話局へお送りく

・

入賞者には文部大臣と電信電話
公社総裁から賞状わよぴ賞品が贈

詞ｱ期日

とおり実施されます︒

！●

21．963人前月実鼻

男

ぢれます︒

◎中︑高校生作文コンクール
・題名中学生﹁私たちと電話﹂

「、

体力つくり市民会議をはじめ︑
教育委員会や各関係機関は︑ ﹁体

返却口に戻ります。

にしています︒

「ひき逃げを目撃！それ1特番へ」、「火事だ．ノそ

力つくり市民運動﹂の﹁環とし

︑

◇青電話の場合、赤色の緊急通報装置がある場合は

また︑同時にご父兄には︑人工
呼吸法の実技指導などが行なわれ
ますので︑児童と同伴で︑多数参

かけかたがちがいます

加されるようよびかけていま す ︒
日程や場所は次のとおりです ︒

れ1旧番ぺ」と、緊急に電話をしなければならない事
態が発生した場合に、黒・赤・青・ピンクなど電話に
よってかけ方がちがっています。
◇赤電話、大形赤電話、ピンク電話の場合、お店の
人にまずその旨を告げてカギを回してもらうこと。ふ
つうに十円硬貨を入れてダイヤルをしても、先方に声

︶

が通じません。
−

その装置の「110」または「119」をまわします
また、この装置がない青電話は、ふつうに十F］硬貨
を入れてダイヤルしてください。話がすめば、野離は

海難
電話によって110番119番の
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