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るでしょう︒

九州と関東地方を結ぶ︑ただひ
とつの幹線ルートが敷かれたわけ
で︑細島が九州の海の玄関として
の﹁門戸﹂をさらに広げたといえ

就航︒

そしてこんどのカーフェリーの

としています︒

高度成長︑経済の好況にささえら
れて順調な発展をとげ︑名実とも
・に南九州の開発拠点都市となろう

社の企業が進出︑．いつれも最近の︑

かつては﹁悲劇の細島﹂などとい
われた臨海工業蟷帯も︑いま十数

ノ

新全国総合開発計画でも九州は
畜産︑果樹︑野菜などの食料基地
に指定されており︑これらの産物
を細島から﹁括して消費地に送り

ます︒

はよかった﹂と観光客に印象づけ
るよう努めなければなりません︒
◎帰りのフェリーは︑郷土の農産
物を大消費地に︻度に大量輸送し

がれてやってくる観光客︒

コンクリートの壁に光をさえぎ
られ︑スモッグと雑踏の中からの

．でなく︑品種︑品質をも考え︑他
県とだち打ちできる農業経営に取
り組むことが必要でしょう︒

これまでのただ作るだけの農業

だそうというわけです︒

紺ぺきの海と日向平野の緑︑そし
てどこまでもすいこまれそうな青
い空︒わたくしたちは都会では見
られない郷土のこの美しい自然を
いつまでも守り育て﹁日向路の旅

てよいのでしょうか︒

◎四十六年の三月から︑何千人も
の観光客が海からどっとやってき
ます︒でもわたくしたちは︑この
ことをただ手放しでよろこんでい

ブ年医一がもたらすもの

O・⁝⁝：とじておくと便利ですL⁝し：σ

日

日向市役所

月所人

号・肱178

3発編

十六時間で航海します︒

カーフェリー基地起工

細島〜川崎間を結ぶ︑日本カーフ
ェリーの基地建設起工式が︑さる
二月十六日︑現地の臨海工業地帯
．基地が建設されるのは︑鉄興国

二区造成地で行なわれまし た σ

ぶ可動橋などつくります︒

に隣接した三万三千平方綴の用地
で︑ここに鉄筋二階建てのモダン
なターミナルビルや大型自動車四
百台が置ける駐車場︑船と陸を結

です︒

総事業費は五億円で︑ことしの暮
れには全部の施設が完成する予定

︐型フェリーが︑細島〜川 崎 間 を 二

また基地建設と併行してフェリ
ーボート︵六千トン︶の建造も進
められており︑来年三月から百五
十台の車と千人の乗客をのせた大

σ

1970

罹

∴1野概響輝・＝lr輝
・．

7
翻

昭和31隼9月差1日第3種郵使物謹可

3月10日発行
1

T
玉
重二・…．

ハ．
¶

・τ群
ナ

総務課秘書広報係
・

︑﹄﹁﹃

門

七七葛飾を完全排水
受益人ロは二万人

た︒

．

書公務災害認定委員会
と同審査会が︑二月十
二日付で難足︑つぎの
方が委員にきまりまし

﹁日向市議会の議員そ

これらの委員会は
の他非常勤の職員の公
務災害補償に関する条
例﹂によってつくれた
ものです︒

会の非常勤の委員な

会の主な仕事は︑市
議会の議員その他非常
動の職員︵委員会の非
常勤の委員や監査委員
審査会︑審議会︑調査
ど︶のみなきんに︑安
心して公務にたずさわ
っていただくため︑も

を埋めている下水道工事に且を向

土を覚りおこし︑ コンクリート回

︑のがありますが︑その下で黙々と

ます︒

ところで建築工事が進められてい

︐

一−ゐ

らタ
．
︐纂欝．

．

∵・

︑︑
1．

って埋設し︑同地域の．

管を千九十九儲にわた

・て歩けるくらいの．下水

いま工事を進めている
のは︑二号幹線下水路
です︒これは馬塩見川
と自知屋原町地区を結
ぶ下水路で︑四十六年
度までには︑人が立つ

ポ

こんご

工事が完成しても︑施設として
目に見えるのはマンホールのふた
だけ︒地味な土木工事の中でも特
にめだたないのが下水道工事です
でも︑いったん集中
豪雨や降雨季を迎える
と︑見えない地下でそ

ける人は少ないようです︒

下水道は︑上水道と共にわたした

ーマーの音︑飛び散るアセチレンガ

鉄骨を組み立てるデビットハン

編目自求一頃一結
もののひとつです︒
的にみても︑受益人口は総人口の

スの火花︑数トンもの鉄骨をぐん
ぐんつり上げるクレーン︒こうし
た地上での工事には目を見張るも

日向市下水道計画
昌﹂壌

ロ

し公務中に災害にあった場合は︑
それが公務災害かどうか認定し︑
公務災害であれば補償金額は適当
かどうか審査決定する機闘ですα
なお︑災害補償金は︑災害の種．
類や程度によって︑療養補償︑休
業補償︑障害補償︑遺族補償︑葬

祭補償がでることになっていま
す︒ ︵︶内は役職
︹公務災害認定委員︺
須和剛三︵延岡労働基準監督署第
三課長︶︑三股富士雄︵三股病院・
長︶︑三輪靖︵市公平委員︑八興
運輸社長︶︑塩見朋納︵塩見工務
務︶

店社長︶︑福田隆︵商工会議所専
︐

︹公務災害補償審査会︺
有働勇︵延岡労鋤基準監督署長︶
千代反田泉︵千代田病院長︶︑西
・山慶治︵あかつき学園長︶

の力をいかんなく発揮し︑縁の下
の力もちとなります︒

このほか︑家庭にも水洗便所の
普及をもたちしたり︑カやハエを
追放して伝染病の発生を防いだり
ドブや水溜り︑雨水を排水してド
ロンコ道を解消したり︑︻般家庭
を浸水から守るなど︑下水道の果
す役割は︑はかり知れないものが
あります︒

＼
！

イ

衝

−と蓋的挿厚計画で究

百万円で七百五十五競の四号幹線
下水路を︑四十八年度から五十年
度にかけては︑日知屋大曲に五千
五百万円でポンプ場を建設︒五十
年度以降は三号︑五号幹線下水路
にとりかかり︑受益人口を二万人．

さらに四十七年度には工費千八

排水を容易にします︒

置

でも︑その普及率は低く︑全国

購騒離歩語激排︒

・・

︒ヂ

けノ

﹁︑﹁﹁︾！

・ i 旧向市駅
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設

田敏子︵畑浦︶黒木文

坂︶永友幸子︵庄手向︶
姫田オモ子︵高々谷︶
本部泉﹁︵宮の上︶中．

．申︶黒木益子︵同西︶

︵幸脇東︶小林香枝︵同

黒木武男︵飯谷︶近藤

ね

っています︒
−
このほか︑現在︑．日向市家庭児童

子︶の余暇指導への協力などとな

このほか︑この審議会を中心に
本市の事情に合った公害防止条例

ロ

すでに国が昭和四十二年に公害
対策基本法を︑また県が昭和四十
四年に公害防止条例を制定︑公害
の富めだしを行なっていますが︑
こんどの審議会は︑こうした関係
法令の規制を受けないことがらで
も︑聞題があれば独自で調査︑審
議を行ない︑公害問題が出ないよ
う指導解決をはかります︒

みます一

この審議会は︑学識経験者や各
業界代表など二十人で組織し︑市
民のみなさんの生活環境と健康を
守る立場から︑公害防止にとりく

審議会が発足しました︒

きる二月二十四日付で市公害対策

哺公害の防止にとり組む

メンバーは二十人

市公害対策審議会

や

ノ
．の制定も検討し︑公害のない住み

よい工業都市にしてゆく考えです
現在︑市民生活課の相談係でも
公害問題の相談解決にあたってい
ますので︑こんどの審議会発足と
あわせて︑みなさんの生活環境を
守る行政機構が︑さらに．充実した
ことになります︒
︑︹学識経験者︺ 和田文男︵医師

◎公害対策審議委員︑敬称略
﹂会長︶︑江藤直志︵薬剤師会︶
笹原亨︵日向工業高校︶
︹市議会議員代表︺︑山本孫子︑

錬所社長︶︑長友健︵商店連合

﹁柏田利彦︑林賢太郎︑黒木鶴雄
︹業界代表︺︑柄沢紫朗︵日向製
会長︶︑．古本琢麿︵古本林業社
長︶︑児玉憲﹁︵市農業委員︶
是沢芳男︵県漁業調整委員︶
︹市内の公的団体等役員︺ 沖江

︵日向漁協長︶︑三浦春隆︑︵市

菊二郎︵商工会議所会頭︶︑古
川敏︵日向農協長︶︑柄本秀雄

相談室︑児童︵民生︶委員︑児童
相談所もあり︑こうした機関が横
の連絡をとりながら︑児童の福祉
向上につとめています︒︵図参照︶

▽家庭児童相談室△
家庭児童対策の網の目を︑﹁いっ

そう細くし︑児童福祉に関する専

ちょっと待って一

．生活環境をきれいにして伝染病の
発生を防ぎ︑快適な生活をおくろ
うと︑市衛生課が主体になって毎
年春の大そうじを行なっています
ことしは︑三月二十日から四月
十九日までの唄ケ月間を﹁春の大

．そうじ月間﹂ときめました︒

各区ごと︑班ごと話し合って︑
晴天の日を選んで共同で実施して

ください︒

︾実施要領ム
①晴天の日に戸を全部開け放し︑
天井︑畳︑床下を清掃消毒する
②炊事場やごみため︑便所︑下水
溝など汚物の出やすいところを
清掃消毒する

③床下の清掃などのために出た

てる︒

﹁ごみ﹂は﹁ケ所に集めて焼きす

④畳などは屋外に出してホコリを

・春の大そうじを
消毒薬は市が半額負担

良くたたき出し︑日光消毒する
なお運動期間中︑区や班ごと集団
で行なわれた場合の薬剤は︑市が

半額負担いたします︒

V蚊︑ハエ︑アプラ虫▲
いまが︑蚊やハエアプラ虫の駆

除にいちばんよい季節です︒

ごみためや便所のまわり︑農村な
らば船団舎︑下水の周囲など︑蚊
ハエの発生源にDDTの五％液を
︻平方材当り五〇砿ぐらいまいて
おくと効果的です︒
しかし︑蚊やハエの行動範囲は
およそ二平方キロ肪といわれてい
ます︒ですからこれもお宅︻軒だ
けでやっても効果がありません︒
ぜひ区や班︑部落ぐるみの共同

作戦で駆除してくだざい︒

σ

鬼葺

・﹁薄

ノ﹁

．犠儀憩灘

ことし︑新しく小学校に入学され
るお子さんをお持ちの家庭では︑
その準備に何かと大変でしよう︒
﹁交通教育﹂の方もだいじょうぶ
でしようか？

もうすぐ四月です︒

また︑お兄さん︑お姉さんなど上
級生のいる家庭ではいつしょに通
学するように︑まわり道でも交通
量の少ない道路をとおって通学す
るように指導してください︒

左右確認など⁝︒

横断歩道の渡り方︑信号の見方

故が心配されます︒

例年この時期を迎えますと︑通
学に慣れていない﹁年生の交通事

います︒

相談室は市役所福祉事務所内で
平日は八時半から五時まで︑土曜
は十二時まで無料で相談に応じて

導や助言をいだします︒

門的な相談指導の徹底をはかるた．
め設けられたもので︑家庭の児童
のあらゆる問題について相談をう
け︑これについてできる限りの指

写真は初の公害対策審議会

︵日向保健所薬務﹂環境係長︶

︹衡係行政機関の職員︺︑園田穂
︵新産業都市開発局長︶︑隅元
−晋︵日向保健所長︶︑小野昭二

婦人会長︶

区長連合会長︶︑黒木靖子︵市

・環礁譲讐讐講書黒蜜驚議壽憲粛寺馨書蘭駕ぞ客博
㍉．
メ︾．︑

これは親であり︑おとなである

児童は適当な栄養と住居と被服が
与えられ︑また疾病と災害から守︑
られる﹂とうたわれています︒

境が与えられる﹂・ま九﹁すべての

れない児童には︑これにかわる環

い・．

もは

D
︑・

鐵鱗響欝
騨総麟蕪
闡
縁の下の力もち
︑
新しい工業の町として生まぬ変わ

・

ろうと．している本市では︑い た る

︒﹃

．ξ急劇．滋
冒 蚤

塵

．わたしたち社会人の全体のつとめ
です︒

さらに

横の連絡をつよめて
市では︑さる二月二十五日付でつ
ぎの方を家庭児重対策指導員に委

の地域の児童の非行防止活動︒長
欠児︑心身璋害児など恵まれない
児童とその家庭への精神的援助︒
母親クラブ︑親の会など両親の地
域活動の助長指導︒児童遊園︑児
童館︑児童用プールなど児童厚生
施設の運営に対する協力︒子供会
など児童の地域活動の助長指導︒
出稼ぎや留守家庭の児童︵カギツ

この指導員の主なしごとは︑そ

．嘱しました︒

国画

一年生が通ります

「

罫耐水を完全にする計画です・

騨
望．．

嘆．

家庭児童の福祉については︑あら
ゆる機関や団体︑組織などによ つ ︑

てその対策が進められています

のです︒

が︑なんといっても︑これをおし
すすめるための基盤は﹁家庭﹂な
⁝⁝・正しい愛情と⁝・⁝⁝⁝・⁝・・．

⁝恵まれた家庭環境で・⁝・
児童憲章の中にも﹁すべての児
童は家庭で正しい愛情と知識と技
術をもつて育てられ︑家庭に恵ま
山下幸男︵公園通︶林
田盛男︵堀﹁方︶三樹
清﹁︵曾根︶片田きぬ

▽家庭児童対策指導員︵ ︶内 勇 名
︵敬称略︶

黒木トミ子︵上町︶浜崎ピサ︵本

雄︵遠見︶北野陽︻

︵清正︶御手洗虎﹁︵八

町︶興侶隆子﹁︵申町︶本田清 ︵ 庄
手．︶日高義之︵梶木︶佐藤茂 ︵ 亀
崎東︶河野城︻．郎︵本谷︶安 藤 和
子︵東草場︶鈴木三郎︵西草場︶・
橋本幸夫︵高見橋︶新名 ︵山 下 ︶
河野政義︵往還︶高橋重美︵往 還 ︶

月高ミチエ︵比良︶赤木松市︵松
原︶吉岡喜雄︵切島山︶黒木元美

卓弥︵美々津中︶高
木良美︵石並︶立山
︵新町︶黒木初一︵高

ミツ子︵別府︶金丸睦

︵切島山︶黒木辰男︵秋留︶鈴木
久人︵新財市︶大坪スミエ︵中 村 ︶
奈須保︵永田︶黒木重義︵奥野︶．
児玉数志︵美砂︶深見テル子︵本
︵金ケ浜︶溝口勘助︵籾木︶松葉

シゲ子︵一通り︶
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補導委員
校
学
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雄司H競｛甦｝委

㊦

宮︶高橋春︻︵笹野︶児玉月光

高橋頼雄︵原町︶岩本進︵江良︶

2人

蒙庭揖綬員

指溝員

子供を守る

ﾌ
．ン

非常勤職員にも公務災害補償一
纏子会
婦人会
子ども碍る会

匿薩・児童

子ども会

奪翼i）←・槻弓
福榔漸且児下下
寒庭裁判所

1人

社会橘祉主事

，

みんなすこやかに
行市︵鵜毛︶内山正則︵原町︶

︐

■

．」「」．

輔
関係機関とのつながり

家庭児童
児童福祉のための

︑㌻

W3

影ざ

家庭児童相談室
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てないで︑ぜひ市役所衛生課にお
とどけください︒

▼場所H延岡市︑延岡高校

込みください︒
▼試験日11三月二十九日午前九時

受験ご希望の方は早目にお申し

とおり行なわれます︒

▼願書受けつけ11三月三日〜三月

世帯数

品種や大小に関係なく︑一匹百円

町十五番十五号にある日向育英学
生寮の入寮生を募集しています︒
この学生寮は︑国鉄総武線稲毛
駅下車徒歩五分︑稲毛駅からお茶
の水駅まで約五十分のところにあ

また受験準備講習会もつぎのと

計47．847人21人増

で買いあげます︒
ります︒

置二十日まで︒

おり行なわれます︒
▼日時11三月十穴・十七日の二日

間午前九時から
▽場所﹄日向市福祉会館
ください︒

くわしいことは消防署へおたずね

一一物 lロ㎜・一

ンターです︒

二階が集会場とステージ︑役員室
事務室︑ホール︑宿直室︑倉庫︑
金庫室をそなえた近代的な水産セ

倉庫︑便所︒

工事が完成するのは今月末の予定
で︑千四百六十平方諸の敷地に︑
一階が荷さばき所︑事務室︑控室

協が負担します︒

しましたので︑そのみかえりとし
て国が補助し︑残りを市と富島漁

ともなって︑︐周辺の漁業権が消滅

円は︑種子島宇宙センター建設に

女25．018人15人減

こみ袋の取付台

る台︵ゴミスタンド︶をあっ．せん

寮費は月三千三百円︑食費は二
食で五千円です︒募集人員は十三
名ですので︑ご希望の方は早目に
市教育委員会までお申し込みくだ

危険物取扱い者の試験

さい︒

・．誓蝉騒

危険物取扱い主任者試験がつぎの

富島漁協水産センター

細島商港岸壁に︑水産センターの

建設がすすめられています︒

ンなものです︒

このセンタ：は︑昭和四十四年
度漁業振興特別対策事業のひとつ
として進められているもので︑総．
事業費は二千三百九十五万円︒
鉄筋コンクリートニ階建てのモダ

工事には十二月十五日からとりか
かっており︑すでに約八割が完成
しています︒

事業費のうち︑七百五十六万三千．

さい︒

②マイカーはなるべくさけてくだ

③入場券は恥きに購入しておいて
ください︒会場入口の入場券売
場は相当混雑しますので︑ご出
発まえに︑たばこ屋さん︑駅の
売店︑その他プレイガイドでお
求めください︒

④ラツシユ時聞はさけましょう︒
会場は午後十時まで︵四且二十
九日からは十時半まで︶開場し
ていますbまた午後五時以降は

入場料が半額になり衷す︒

世帯増9

12．348世帯

ポンポンいれるだけ
市衛生課では︑ゴミ袋を取りつけ
しています︒

できます︒

これには︑市内のお米屋さんで
販売している︑ゴミ処理専用の袋
が簡単にとりつけられ︑ゴミを入
れる際に︑いちいち手で袋の口を
開けなくてもポンポン投げ込みが
こん回は︑とくに市販二千円の
ものを︑市が︻．部負担して千円で

購入できるようにしました︒購入
ご希望の方は市衛生課までお申し

奨学生募集

込みください︒

市教育委員会では︑奨学生をつぎ

万博の楽しい見方

なお便りがとどきました︒

日本万国博覧会協会から︑万博の
楽しい見方について︑つぎのよう
万博をご覧になられる方のために
ご参考までにお知らせします︒
日曜︑祝祭日には約六十万人の
観客で︑会場は相当混雑が予想さ
れます︒そこで万博をより快適に
楽しくご見学いただくためには︑
①なるべく平日にご覧ください︒
ナショナルデーやスペッシャル
デーの催しば平日にあります︒

829人前嶽魯

男ZL

一匹百円で

不用犬の買上げ
むかしは﹁犬が人にかみついでも
ニュースにはならないが︑人が犬
にかみつけばニュースになる﹂と
よくいわれていました︒

でしょう︒

これは︑奇聞記事を書く場合の
例えばなしで︑ごくあたりまえの
ことでなく︑変わっためずらしい
記事を書け︑ということだったの

でも最近では︑このごくあたり
まえのことが︑大きな記事として
新聞にのっています︒

ご希望の方は三月末日までにお

のとおり募集しています︒
申し込みください︒

二千円以内︒︑③大学または同じ程

︾奨学金の貸しつけ要件A
①日向市に引き続き﹁年以上居住
している人の子弟︒②学業︑品行
ともに優秀で健康な人︒③学資の
支弁が困難と認められる人︒
Ψ奨学金の貸し付け限度▲
①高等学校またば同じ程度の学校
は月額千五百円以内︒②高等専門
学校または同じ程度の学校は月額
度の学校は月額三千円以内︒
奨学生願書︑奨学生推せん調書な
ど必要書類は教育委員会に準備し

なお︑このほか学業成績証明書

てあります︒
が必要です︒

入寮生募集中
市教育委員会では︑千葉市稲毛台

魑一

（5月1日現在）

o

㌻・

；﹁

亀

・

というのも︑最近︑野犬による
被害がみまりにもめだちはじめ︑
大きな社会問題となってきたから

です︒
市衛生課と日向保健所では︑野
犬がりを定期的に行なって︑こう
した被害をなくすようつとめてい
ますが︑野犬を全滅するための方
法としては︑あまり効果がありま
せん︒

そこで︑野犬がりを行うかたわ
ら︑これを併行して﹁不用犬の買
いあげ﹂を行なうことにしました
これは︑みなさんの家で飼ってい
る犬がいらなくなったり︑子犬が
生まれたとき︑野山にすてますと
しぜん野犬になりますので︑これ
を未然に買いとって︑野犬になる
のを防ごうというものです︒
子犬親犬でもかまいません︒

．禽

（写真は万博シンボル太隔の塔）
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︐いらなくなった犬は︑野山にす
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（写真は建設中の水産センター）
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