ド﹁

劉．﹂︑．

へ

︑

∂

、

▼レクリエ！シコーンや戸外運

る被害が多いといわれます︒

この時期には︑あき巣などによ

ぎかけを忘れないでください︒

．また︑お出かけのときは︑か

などにも十分注意しましょう︒

ぎ︑食べ過ぎとともに︑交通事故

いものです︒旅先きでの・のみ過

て︑お出かけになるのもたのし

▼いよいよ︑旅行シーズンに
なりました︒仕事の合い間をみ

つとめましょう︒

十分な運動をして︑健康増進に

い季節に︑おおいに栄養をつけ

グなど絶好の季節です︒このよ

スポーツや観光旅行︑ハイキン

高く馬こゆる秋と昔からいわれ

十月は︑なんといっても︑天

獅ﾌくらし

際

ザ

重に行ないましよう︒

d

：財

分注意し︑火⑫あとしまつは厳

や石油ストーブの取扱いには十

やすい季節です︒プロパンガス

空気も乾そうし︑火災の起こり

▼十月から十﹁月にかけては

ないように心がけましょう︒

どをいためたり︑三を警烹

羅郷蹄羅齢蔦総㎝

〜．

，
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○⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝⁝○

嬉
写真は︑塩見権現原に回護中の新浄水場

→・
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ハ

「

、

「

、

翫p

・役広

茄市贈

行集

月雪人

0発編

．現在の給水施設とあわせて︑一日

最大給水量噛万国五百立方メート
ル︑四万唱千人の給水が可能とな
り︑高台地の時期的な水不足も緩
和されることでしょう︒

新浄水場には︑沈砂池やフロッ
ク形成池︑薬品沈でん池︑ろ過池
浄水池︑浄水場の本館などが設け
られこの本館から山上に設置され
た配水池へ浄水した水を︑電力を
使ってくみあげ︑配水池から自然
流下によって配水するしくみにな
っており︑来年七月には全部が完
成し送水できる予定です︒

このあとも︑五十五年を目標に
給水人口十万人置と︑第二期︑第
三期の拡張工事が進められ︑本市
の人口の増加に伴う給水対策に遣
憾のない方向へと第﹁歩を踏み出
しました︒

O

「

、

号膿

痂

建設進む新浄水場

ゲ

十万人給水へ第一歩
塩見権現原では︑新浄水場の建
す︒

設工事が着々と進められでいま

のです︒

この新浄水場建設工事は︑上水
道第四次拡張工事の第哨期工事に
あたるもので︑現在の江良浄水場
の施設では急増する水の需要に応
じることができなくなったこと︑
また︑今後の日向市の発展に伴う
抜本的給水対策として建設するも
第↓期工事は︑総工費五億千三
百三十九万九干与で︑昭和四十二
年度から四十五年度にわたって行
なうもので︑総面積一万八千平万
綴の敷地に浄水場を新設して︑既
設の配水本管と接続するほか︑都
市計画終了地区や工業港に入航す
る船舶の給水にあてるための配水
管設置などを行ないます ︒
この第一期工事が完成したら︑

︑ゴ 難 葺 窒 ご

……

1
1968

面託
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Hの全国交通安全運動が十月一
闘日から二十日まで全国いっせいに
⁝行なわれています︒

蒼Sでも︑この運動を基調とし
て︑踏切事故の防止に取組んでい
回す︒

第五回日向市議会がさる九月十六日から二十八日の十三日閥にわたっ
て開かれ︑昭和四十三年度の補正予算案尋含め起千三の案件が可決︑承・

幽

ロ

朋

富島申学校の校舎改築工事が着
々と進められています︒

この工事は︑昭和四十三年度の
公立小中学校危険物の改築事業と
して︑九月十六日に着工している
もので︑富島中学校の塩見川に面．
した南側の木造危険校舎三むねを
とりこわして︑鉄筋コンクリート
ニ階酔ひとむねを改築するもので

特別会計子算の補正

＼︑う

に九十三万三千円と︑次年度︐以降

つぎに︑特尉会計を見てみます
と︑公営住宅禦業の事業費に三百
三十三万三千円が追加されていま
す︒これは︑第↓種住宅の建築費

・

の用地取得造成事業費として二百
四十万円が用地購入のため追加き
れたものです︒

を購入するものです︒

います︒現在の救急出動には︑指
令車を使用していますが︑今後は
指令車専用にして︑新しく救急車

たおもなものです︒

また︑農業共済事業では︑水稲
共済金に百七万二千円と予備費と
して百十八万九千円が水稲の被害
等に備えて︑計上されています︒
以上が昭和四十三年度の﹁般︑
特別会計補正予算として追加され
いては省略します︒︶

︵その他につ

また︑農林水産業施設災害復旧
費の農地災害復旧費に︑三百二十
八万四千円が追加計上されていま
す︒これは︑本谷の和田橋工事と
新財市の水路工事を行なうための
す︒

交通災害共済の制度は︑こうし
た事故にそなえ︑加入者が交通事
故で亡くなったり︑けがをされた
場合に︑見舞金を送る制度であり
市民総ぐるみの助け合いです︒
しかしながら︑日向市民交通災
害共済が五月に発足して以来︑ま

どっています︒

最近では︑車の需要が急激に増
し交通事故も年々増加の↓途をた

市民交通災害共済に
ご加入を

手続きはかんたん！

▼外出︑ねる前は敵せんを締め
たかどうか確かめてう事故がおこ
らないように心がけましょう︒
▼その他︑配管やボンベの取り
替えは販売店にまかせましょヶ︒

ましよう︒

▼プロパンガスは下の方に流れ
ます︒ガス漏れのときは元せんを
しめ戸を開けてホーキで掃き出し

しましよう︒

のコックを開いて点火するように

・00ニニ︐二一；0■0≡≡ニニ■■■一二≡；＝60自層＝≡一一＝6●6＝≡雪二＝■巳●冒＝≡曽一＝0瞠6≡一一≡＝賜●■＝盟＝一＝一一●0●≡ニ一辱二︐00■；

プロパンガスは
正しく使いましよう
高圧ガス危害予防週間が十月二
十三日から二十九日まで全国いっ
せいに実施されます︒

十二年度には二百六十件が発生

最近とくに︑液化石油ガスや都
市ガスの需要がふえ︑それに伴う
災害事故も多くなっています︒四

ぼっています︒

し︑死傷者数は五百十七人用もの

ことが望まれます︒

こうした事故の原因は︑消費者
の正しい取り扱い方や保安知識が
十分でないところに起きているの
が大部分をしめており︑消費者の
方がたには︑次のことを十分注意
も︑正しい取扱いをしていただく

けましょう︒

▼ボンベは屋外の風通しのよい
日陰の場所を選んでおき︑覆をが
▼点火する前には︑においをか
ぎ︑漏れがないかを確かめ︑マッ
チをすってコンロに近ずけコンロ

です︒

現在︑富島中学校には︑一年か
ら三年までと特殊学級の一学級を
含め牽一十九の学級があり︑一年
生三百八十五人︑二年生三百七十
六人︑三年生四百十二人と特殊学
級生十人の児童千百八十三人が授
業を受けています︒
来年春の新学期から六学級二百
七十人程度の児童がこの新校舎で
授業を受けることになります︒

市体育協会
昭和四十三年度の社会体育優良
団体に︑全国から三十七団体が選

状です︒

また︑十月十日の市民体育大会
でも︑この旨︑日高達吉会長より
干ろうされました︒写真はその彰

十月の後半から十一月にかけて

全戸もれなく実施しょう

秋の大そうじ・

ばれました︒

の表彰を受けました︒

に分かれ︑建築面積は︑全部で
︑います︒

工費は︑三千六百四十八万円で
黒木組が請負い︑工事が完成する
のは︑来年の三月ごろになる予定

改築する新校舎は︑普通教室六
理科室二︑理科準備室一︑家庭科
室として調理室一︑被服室一教室

す︒

事業費として計上されたもので

認されました︒そのおもなものは次のとおサです︒．

一般会計予算を補正
昭和四十三年度日向市一般会計
予算に︑歳入・歳出それぞれ千九
百四十六万五千円を追加補正し︑
総額は十億三千百七十九万円にな
りました︒追加されたおもなもの
をあげますと
農業費の農道舗装事業費に七百
十万円が計上されております︒こ
れは︑庄手︑財光寺︑美々津百町
原の農道舗装を行なうための事業
費です︒このほか農業費には︑か
んがい対策事業費として百九十七
万三千円が計上されています︒
消防費に︑救急自動車を購入す︑
るため︑百八十万円が計上されて

︑

とをよく守って︑尊い人命を踏切⁝
事故から守りましよう︒
⁝
ω踏切では︑必ずいったん停止を⁝
しましよう︒列車の速度は速く⁝
なり︑走行音は小さくなりまし⁝
こ︒
ナ

⁝

安全な踏⁝
切に廻り⁝

﹁て通らず⁝

㈹狭い踏切⁝
を無理し⁝

よう︒

②左右をよく確かめてわたりまし⁝

必ずいっ たん停止

踏切では

ﾅ近の踏切事故を見ますと︑見

開透しのよく
⁝ない踏切で
いったん羅
馬止しないで
⁝渡る人や形
ロ
闘ばカりのい

︵最よりの駅であっせんします︶⁝

ましょう︒
⁝つたん停止で︑列車の直前を通っ
⁝てはねられる人が踏切事故の大部 ωエンスト︑落ち込みで踏切道を⁝
支障したらあわてず列車を止め⁝
ｪをしめています︒また列車がふ
る手配をしましよう︒
⁝
⁝れる所に車を止めたり ︑ 耳 や 目 の ﹁
列車を止めるには︑信号えん管⁝
⁝悪 い 老 人 や ． い た い けな幼児のひと
︵発えん燈︶が﹁番効果的です⁝

⁝りあるきなどの痛ましい事故もあ

る

︑．

〆
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日から7日までの3日間、日向市家畜市場で行なわれ
昭和45年度の第20回宮崎県畜産共進会がざる10月5
ました。

出場したのは各市郡代表の、乳牛37頭、和牛46頭、

へん盛大なものでのた。

商店街ののきさきには出店が並び、昔から伝統の見
立細工や代名行列、千石船がくり出したり、十五夜音
頭の舞踊などで、街は大にぎわいをしました。
、

、＝
墾騨〜∵r．

，

日向名物十五夜まうりが、さる10月5日から7日ま
での5日間、盛大に催されました。

終審．

．裁叢．

簸ヒ

二︑場

．凸﹂y
﹃匿

．﹂乱

バ

一理委員会事務局でしています

り

受付けは市役所四階の選挙管

選挙人名簿の登録申請を！

一一十歳になったら

三︑申込期日

所 富高小学校グラウ
ンド
十一月五日まで

※試合要領 小学校区対抗としま
すから︑各小学校区で︑一区を
選出してください︒
※チーム編成
三十代が三人︑四十代が四人︑
五十代以上が二人とし︑責任者︑
一人︑補欠十人置含めた二十人
以内で編成してください︒
一︑大会期日 十一月十日︵日︶

みください︒

市教育委員会は︑体力つくり運
動の↓環として︑壮年のソフトボ
ール大会を実施することにしまし
た︒実施要領については次のとお
りですから︑出場される地区は︑
教育委員会社会教育課まで申し込

申込みは十一月五日まで

壮年ソフトボール大会

この共済は︑家族ぐるみの加入
もできて︑保障の範囲も広く︑掛
金が﹁日一円たらずですみます︒
手続きはひじょうにかんたんで
す︒お申込みには︑市民課よこの
市民共済窓口へおこしください︒

ょう︒

どこで︑だれが交通事故にあうか
わかりません︒万一にそなえて︑
市民共済にぜひ加入しておきまし

交通戦争のはげしい最近︑いつ．

ません︒・︑

だ五百三人︵日向市人口の哨パー
セント︶のかたしか加入されてい

圃
ンスがやってきました︒

は︑天気も安定し︑空は青く澄み
わたり︑大そうじにも絶好のチャ

おねがいしてまいりました︒．本年

大そうじは︑市が毎年春と秋に
期間を指定し︑みなさんに協力を

のご協力をおねがいします︒

も十月二十日から十一月二十日ま
で︑を実施期間としますので環境
衛生の向上と︑伝染病を未然に防
止する意味からも︑全戸もれなく
実施していただくよう︒みなさん
清掃は︑各区︑班ごとの集団で
行なわれると効果的です︒また︑
この期間中は︑消毒薬について甫
が半額を負担しますのでご利用く
実施についてのおもな要領は次

たさしへ

晴天の日に室内外の清掃と消

のとおりです︒
毒をする︒

ω

② 便所︑炊事場︑ごみため等︑．
汚物．の生ずる場所の清掃と消毒
をする︒

㈲ 床下のごみ等︑清掃により生
じた﹁ごみ﹂は︷ヵ所に集めて
焼却する︒

ω その他︑いたんでいる箇所の
修理や冬を迎える準備なども結
構だと思われます︒

と健康の﹂週間です
厚生省及び都道府県は︑ ﹁薬は

正しく使って︑より健康を大切に
しましよう﹂と十月二日から二十
六日まで﹁薬と健康の週間﹂を実
施します︒

のでご利用ください︒・

．

︻

﹂し覧

この期間中︑市内の薬局︑薬店
では︑飲料水と体温計の無料検査
を行なうほか︑体温計を市価の約
半額で販売することにしています

ートーートーt

蓄︑︑

一

⁝とをたちません︒踏切では次のこ

︑

富島中学校の危険校舎改築

﹁

b

完成は来年三月の茅定

き産共進会盛大に終る

N

救急自動車の購入費も追加
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千百五十九平方メートルになって

優良団体て受彰

〆
腎

L！
、巾ノ

このうち︑本県から日向市体育
協会︵会長︑日高達吉︶が推せん
され︑さる十月九日︑東京都国立
劇場の式場で︑文部大臣から晴れ

ρ

9月定例市議会で13議案を可決
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審査は、観衆の見守るなかで厳正に行なわれ、乳牛
の部に三股町の山中敏美さん、和牛の部に国富町の日
置光之さん、肉牛の部に高崎町の迫間菊雄さん、肉置
の部に高原町の留山春信さん、種豚の部に川南町の長
友保さんら5人が、名誉賞（最優秀賞）に選ばれ、農
林大臣の表彰を受けました。
会場には、延べ6万人がつめかけたといわれ、たい
ノ

にぎわった十五夜まつり

…

…

…
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写真は鉄筋コンクリート
新校舎の改築工事

O

農道の舗装に710万山
、廉

羅惣
遷

聯

一、

甲

％鰯砺微評

％賜壇徽山雲
肉牛38頭、謡講54頭、種豚45頭です。
、

、
O

漢
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︐．r︑．︑．．

広場

嶺と轟冨︑．
P︐．㌔．

へお問い合せ下さい︒

ω貸付利子 無利子
ω貸付期間 五年
一年据置年賦償還
㈹償還方法
三百万円まで
ω貸付額
所要資金の二分野
⑤貸付率
一以内

㈲対象業種 製造業︑建設業︑
サ：ビス業︵タリー二 ング
業︑浴場業︶
︑
卸小売業︵食肉︑鮮魚販売︶

そのことから︑﹁本市でもきたる

もの︒

冨べ

▼ 応募資格
本県に居住する人であればだれ

ご存じですか
牛乳の無料給付を

い︒

▼ 応募要領
官製はがきに標語︵一人何篇で
もよい︶を記載し︑宮崎市橘通り
東二丁目十番唄号︑宮崎県警察本
部防犯少年課内︑宮崎県防犯協会
連合会︑防犯標語集係あて送付し
てください︒この場合︑住所︑氏
名︑職業︑年齢を明記してくださ

消印まで有効です︶

でも応募できます︒

十月二十四日に︑九時から十六時
．まで市役所別館で行政相談所を開

▼ しめきり
昭和四十三年十一月五日︵当日

でお受けします︒

設します︒どんな小さなことでも
結構ですから︑遠慮なく気軽に相
談においでください︒相談は無料

防犯標語を募集

市役所別館i1時〜3時111月26日112月2日

中小企業設備近代化資金貸
付の受付け中

日墾難野面〜塒L叩．明一！遡！r邑…

昭和四十三年度の中小企業設備

准看護婦学校：1時〜2時；11月8日：11月15日

ています︒

！一＿＿一一t一一一一一一i
五十猛神社i2時〜3時111月5日i11月12日：

近代化資金の第三次受付を行なっ

ω受付期間 十月三十一日まで
なお︑資金にかなりの余裕があ
るので︑希望者はどしどし申し込
んでいただくよう呼びかけていま
す︒

県警察本部は︑広く県民の防犯
思想の高揚をはかるとともに︑明
るく住みよい世の申を作りましよ
うと︑みなさんから防犯に関する
標語を募集しています︒入賞され
た人には賞金ご千円が贈呈されま
す︒ふるってご応募ください︒
▼ 標語は︑次の三部に分けて募

世帯数

﹁般防犯に関するもの︒

り

30世帯増

11．757世帯

110人増

総数46．315人

集が行なわれます︒

へ

女24．217人41人増

一

ぐ

ださし

市衛生課では︑母子保健の向上
に努めるためσ一環として︑あか
ちゃんや妊産婦の方に牛乳の無償
給付を行なっています︒支給の条
件は次のとおりですから︑該当さ
れる方はごえんりょなく申し出く

ω支給対象者
囚生活保護世帯︒個市民税の非
課税世帯︒◎市民税の均等割世

男22．0？8人前鳥撃

ω

細島小七十…，時一，時1禰一i臼一1一而沼

②盗犯︵どうぼう︶防止に関す

三股病院』2時〜3時110月孤日111月6日！

司︐︵

−︐笥﹂訓﹁﹃．増

九時〜午後五時
市役所別館会議場

百五十円
十﹁月上旬

ご入用のかたは︑早めに市・総務課
まで申込みください︒

↓九六丸年版︑宮崎県民手帳を

県民手帳の申込みは早めに

ω場所

ω日時十月二十三日︵水︶午前

おり行ないます︒

今回の交通事故相談は︑次のと

交通事故相談所を開設

ょう︒

なお今後︑県外や市外へ出稼ぎ
される場合は︑必ず職業安定所を
通じて就労するようにいたしまし

問い合わせください︒

雇よう人員や期聞についてくわ
しいことは︑日向職業安定所へお

います︒

本市内では︑塩見川の改修工事
や県営住宅の建築工事のほか︑細
島︑美々津では防波堤︑護岸工事
など︑各所でたくさん行なわれて

ています︒

県内には︑出稼ぎされるかたが
多いことから︑県では︑その対策
として各市町村内で行なっている
各工事をおしらせして︑できるだ
け県内で就労できるようにつどめ

出稼ぎされる方へ

九ヵ月
㈹配給本数 牛乳一日﹁本
ω申込みに必要なもの
前記︑㈹の支給者については福
祉事務所の証明書︑㈲◎につい
ては︑保険所長の支給要件適合
認定証明を必要とします︒
その他申し込みの際は︑印鑑︑
．母子健康手帳をご持参ください

凶

値
段
配付予定

、

帯︒

人ロ（10月佃現在）

行政相談へどうぞ

塩見小学校1時〜2時1、10月21日．1e月28日1

一橘

ω支給の期間
妊婦六ヵ月︑産婦三ヵ月︑乳児

、

るもの︒

※時間はいずれも午後からです。

これは困った︑役所でなんとか
して欲しいしというとき︑親身に．
なってお世話するのが︑行政相談・

15歳以上一…140円

この制度は︑中小企業を営んで

この予防に、市では次の日程により予防接種を実施しま
すから、該当者はひとりもれなく接種してください。
なお、この予防接種は、毎年2回受けないと免疫になら
ず、効果がありません。

㈲青少年の非行化防止に関する

十

，

1墾
、墨響鑑蟄鐸i

1
｝ 」……一一 @「一一
i一『…一一ヒ
幸脇公民館12時〜3時110月31日、11月7日1
●

所

おられる方が︑設備の近代化や合
理化のために機械︑設備を導入し
．ようとされる場合の資金としてお

して伝染病とされています。

のしごとです︒

6歳〜15歳未満・……・100円

貸しするものです︒

インフルエンザの流行期が近づいてまいりました。イン
フルエンザは、日本脳災と伺様きわめて死亡率の高い恐ろ

畷ぎげ・・

予防接種をもれなく受けましよう

貸付の対象となる業種は次のと
おりですが設備機械等に制約があ
りますので︑くわしいことは市の
商工水産課または日向商工会議所

も

実施の場所 時 間F第1回：第2回i
l
ト
台所．壁L白白L19胆則P月25日…
㌧ノ

満3歳以上の人
1．対象者

場
時、
3．日

−3歳〜6歳未満……・・70円
金
2．料

臨ら磁
二≧7婆流行期がやってくる！
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