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したちの生命を守りつづける︒

にぎわい︑日曜日には県内外から二千の人たち
が訪れ︑水の事故も心配される︒
また八月から九月は暑さによる疲労と睡眠不
足が重って交通事故もピーク期という︒
．
焼けつくような岩の上︑また炎天下の交差点
に立って夏に多い水の事故︑交通事故からわた

○⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝⁝○

日中の気温は三十度をこし︑連日うだるよう
な暑さがつづく︒この暑さの中にあっても︑日
がさをさすことさえ︑また陽かげでにたたずむ
こときえ許されない人たちがいる︒

澱無事故を願って鑛

〔ト

婦人交通指導員と海水浴の監視人︒
撰勢ケ浜海水浴場は︑延岡の須美江とならん
で県北一清潔な海水場という折紙がついた︒
そσためか連日イモの子を洗うような浴客で
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今月の主な内容
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すでにこれまで︑工費約八千万
円で塩見川から警察署前を通って
九電日向営業所にぬける一一四〇
耕の幹線下水路と︑塩見川から日
知屋原町を結ぶ二号幹線下水路の

々工事．を進めています︒

が︑日本で最もおくれた公共事業
は下水道といわれています︒
市では馬昭和三十八年から都市
下水路事業に着手︑年次計画で着
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コ一部が完成しています︒

第﹁ ことしは一二〇〇万円を都市下・
水路の建設にあて︑引きつづき二
号幹線の工事を進めます︒この二
号幹線は延長は約一一〇〇儲で︑
昭和四十六年には完成し︑日知屋
原町地区の出たま力を解消します
．また四十七年以降には︑日向保
健所裏の草場大曲線に三号幹線下
水路と一号︑一一号の幹線下水路を
結ぶ四号幹線下水路も埋設しで︑
市街区域七七むを完成排水する考
えです︒

公営住宅
〜
一世帯に一住宅という考えから
住宅の建設にも力をいれています
昨年度から五力年計画で市内櫛
の山に住宅四十の建設をすすめ︑

すでに五階建ての一種住宅一棟
︵三〇戸︶と︑二階建ての住 宅 二

棟︵＝一戸︶の計四二戸が完成し
ています︒

計画では五今年で約二億五〇〇
〇万円を投じ総体で二三〇戸の住
宅を建設します︒

だきます︒

いまはどうでしょう。この8月1日現在で48，229人、世帯数
［

」人口が約9，000人、世帯数が4，500もふくれあがりました。

噛

．は︑県が行なう道路︑橋︑河川︑

いて勉強します︒

．塩見の各青年学級と理容︑美容の
青年学扱で︑職業や家事に関する
知畿︑技術の習得︑一般教養につ

開設青年学級は岩脇︑財光寺︑

を得たものです︒

この青年学級は開設期間の関係
でことしの四︑五月から開設され
ていますが︑開設にあたっては議
会の議決を要することになってい
ましたので︑こんどの議会で承認

ことになりました︒

勤労青年に学習の場を／という
青年学級振興法にもとつく青年学
級が︑つぎの四ヵ所で開講される

雛四つの青年学級

担金二六三二万円などです︒

港湾など建設事業に対する地元負

追加された歳出予算の主なもの

なりました︒．

予算額億一三億三七一万八千円に

九一・六万一千円が追加され︑最終

昭和四十四年度の日向市一般会
計補正予算は︑会計年度最終日の
三月三十一日付で才二才出とも＝

綴趨薙⑳＋三讐に

円で︑区域は西側が亀崎から富島
高校横を経て江良に通ずる学校通
線を境に︑南は塩見川ぞいの県道
細島新財市通線境まで︒．東は伊勢

ケ浜入口から中央通線を結ぶ道路
北側が申央通線までのおよそ七〇
・八鈴の広域にわたっています︒
︵別図の区域内︶

るため︑・残された一四・二かの区

この東部第二土地区画整理事業
は︑ことしが事業の最終年度にな
域︵上の写真斜線部分︶の事業を
完成させるために︑事業費も一億
三〇〇〇万円をあて︑幅員六耕か
ら一一材の道路を八OOO耕にわ
たって碁盤目につくり︑公園など
も整備して住みよい町にします︒
またこれと併行して︑富高春原
地区︑日知屋亀崎地区で組合施行
による区画整理もいま着々進んで
います︒春原地区は面積一〇諺で
事業費は二︑二三〇万円︑亀崎地
区は一四・四おで当初三︑．四〇〇

万円の事業費を組んでいましたが
その後の事業計画の変更で六七〇
〇万円が見込まれています︒

なうところは︒

道路は地域の開発︑産業ハ経済
の発展に大きな役割を果します︒
市では︑道路網の整備にはとく
に力をいれ︑ことしも道路関係予
算としで七︑〇五七万円を組みま
した︒ことし道路の舗装改良を行
＊農道舗装受託事業︵事業費一九
二七万円︶で行なう①畑浦地区農
道舗装︵延長五〇〇耕×②本谷地
区農道舗装︵延長五〇〇謎︶︑③財

〇㌶︶︑④西川内地区農道舗装

光寺比良地区農道舗装︵延長六〇
︵延長八○○㌶︶︑⑤幸脇地区農道
舗装︵延長九〇〇耕︶︑⑥あけぼの

した︒

地区農道舗装︵延長三〇〇折︶︑⑦
三〇〇材︶の七路線です︒

財光寺切島山地区農道舗装︵延長
＊また団体営農道舗装事業︵事業
費五三〇万円︶で︑着町原の幹線
農道八五〇綴も舗装します︒
＊ほかに開拓農道補修事業︵事業
費一九四万円︶として︑畑浦の農
道改良︵延長一五〇〇綴︶の工事
をすすめ︑また来年着工予定の第
二農免道路︵塩見笹河から秋留︑
山の田を経由︑赤岩橋に通じる︶
の調査費四二万円も計上されまし
た︒

をいれています︒

以上は農道の舗装改良工事です
が︑市道︑街路の改良舗装にも力

ます︒

︑

・八貧

例
東凡

＊街路事業では︑ことし二四〇〇︐
万円の事業費
をみこんでい

これは国道
三二七号線の
受皿から高見
橋を経由して
宮交日向営業
所に通ずる草
場大曲線の舗
装︑拡幅改良
工事で︑これ
が完成すると
いまの八冨か
ら十六耕の道
路となります
＊一般市道の
舗装︑改良は
失業対策事業
で延長五︑二
寳 を簡易
舗装するほか・

事業費四七六
方円で雪避通
線の改良工事
など進めます

△︑

む︑人事三件＾事件決議二件︑条例四件︑予算五件
のあわせて二十件で全部原案どおり可決承認されま

こんどの議会に提出された議案は報告六件を含

ました︒

昭和四十五年第二回日向市定例市議会は︑七月十
六日から二十五日までの十日間を会期として開かれ

t

「

＊また原材料費に五〇〇万円をあ
てています︒・これは部落道路など
を舗装するためのもので︑地区か
らの要望に応じてセメント︑砂利
を支給し︑舗装をすすめます︒
＊細島灯台線︵延長二〇〇〇綴一1
工事費四二〇万円︶にはすでに着
工︑自衛隊の手で着々進んでいま
す︒

でには完成します︒

ζのように︑毎年道路整備に力
を入れた結果︑市道の舗装率は三
三・七響と県内一をしめしました
なお︑これらの事業は今月から
来月頃にかけて着工︑来春三月ま

都市下水
下水道は都市の基本的施設です

錘
﹂
﹂目
︑翻

メ

長い夏休みはしめくくりが大切
です︒はじめのうちはきちんと計
画どおり夏休みを楽しんでいた子
どもたちも︑下旬になると︑とか
くだれてしまって宿題も中途半端
お手つだいもなかなか約束どおり

下旬にはいったらまず宿題を片

にいかないものです︒

どうしても終りそうにもない宿

づけておきましょう︒

題でしたら無理粍終わらせなくて
もよいと思います︒

昭和四十五年度︑一般会計のこ
れまでの予算は一四目七六．O万
三千円でしたが︑こんどの議会で

大切なことは︑これらの宿題をよ

することはありません︒．

宿題のうちには︑長い時間をか
ける工作や採取ものの完成がある

九︑七二九万三千円が追加され︑

受験をひかえた子どもの中には

く理整させておくことです︒

ておくことも必要でしょう︒

一凸一﹃﹂ρ

．．

また海水浴やプールで目や耳の
病気にかかっているかも知れませ一
ん︒一度専門の医師にみてもらっ

切です︒

戸方︑長い休みで︑なにか悪る
いくせがっかなかったか︑親は十
分子どもを観察してやりましょう
万一︑そんな芽が出はじめてい・
たら︑先生などとも連絡をとって
早くからつみとってやることが大

かっているような場合もあります
そんなときには︑むしろゆっくり
残り少なくなった休みをのびのび
と遊ばせてあげてください噂
そして涼しくなる秋にそなえて体
力の回復をはかることが大切です

夏休みを十分楽しむ余裕もなく︑
・かえって﹁受験ノイローゼ﹂にか．

﹁でしょうが︑終らないからといっ
て︑親子で夜おそくまで悪戦苦闘

になりました︒

二五万八千円︒勤労青少年体育施
設事業費二九五万五千円︒運動公
園整備費一五〇万円などです︒

また建設事業費四六一一八万円の
内訳けは︑四十六年度から事業を
はじめる曾根地区区画整理事業の
調査設計委託料など一四九九万円
と︑清掃事務所建設事業費六四四．
万九千円︒団体営農道舗装事業費
︑五二九万千円︒小学校建設費の七

＊曾根区百整理に一五〇〇万＊

などです︒

︐追加の主なものは人件費七三四
万四千円︒物件費三五七万円︒維
持補修費六五万円︑扶助費七七万
三千円︑補助費等三二四万五千円
．建設事業費四︑六二八万千円︒土
地開発基金の積立金三五〇〇万円

予算規模は一五億四八九万六千円

獲建設費に四千万追加・

ます︒

い受けるための基金をあらかじめ
積立てておいて︑値上りまえの早
い機会に取得しようというもので
す︒ことしはとりあえず三五〇〇
万円がこの基金として積立てられ︑

ではつぎに︑その中から主なものをひろってお知
らせしましよう︒

・鉱釧に三千吾万円

一円σ増額になります︒

年間所得七〇万円︑固定資産年
税額一万円︑被保険者四人の家庭
を例にとり︑新旧税率にあてはめ
て計算しますと約二一七智︑六二

年度分から適用ざれます︒

超磯灘︵曽︒︒ム田︶となり︑四千五

麗︵麟痢添雌蕊×ゴ8田︶＋砕電

・熔︶＋矯鴎琶︵圖冊鞭眠岳訟慧×
δ0冷θ謡・ムN︶＋慮覇藩雌埜囎

翌翌選︵晋柑ヨお盆×δ0津θ悼

ぎのようになりました︒

田︶でしたが︑こんどの改正でつ

翼X一転q田︶＋降叢刃傷琶︵卜⊃0ム0

N・q︶十露髄親譲趣嬢匿︵露寂癬雌

︵晋蟄識樋×δ0φθM．ま︶＋矯
眼謎︵圖雲路醗撫離盤×δ0ゆ㊦M

これまでの算定率は︑覇お選

税額を計算します︒

＋︵峰叢煮破麗︶という算式で年

国民健康保険税は︑ ︵ヨ載琶︶
＋︵踊鴎匿︶＋︵贈嶺藩画趣囎麗︶

軌引きあげられました︑

保険税率も一部引き上げ

予算総額は
寧
十五億四百万田

︿一般会計V

全体の事業費は三億八九〇〇万

完成しました︒

この事業は昭和四十年度から事
業をはじめ︑いま全体の約八割が

これがいわゆる都都改造で︑い
ま東部第二土地区画整理事業とし
て進められているのがそれです︒

おかなければなりません︒

向市をつくるためには︑現在の悪
るい環境を整備すると同時に︑日
向市の将来を予想して︑計画的に
その場所を快適な都市形態にして

明るい住みよい．町︑近町代な日

都市改造

224人。世帯数は7，972世帯でした。

鐵保険税率を引きあけ

愚
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ことしは一種住宅二〇戸︑二種
住宅二〇戸の計四〇戸を事業費五
六九九万円で建設し︑住宅不足に
悩んでいる人たちに利用していた

締．

㌦口増加に並行して進められている町づくりのようすを、こ
乏事業の中からひろってお知らせすることにしました。
事業費の約半分ちかくを用地買
岸里にくわれるなど︑地価の値上
りは公共事業をおしすすめる中で
も犬きなブレーキになっています
ごヶした問題をなくして公共事
業が円滑にすすめられるようにと
﹁土地開発基金条例﹂が制定され
ました︒これは公共用の土地を買

モ

〇，

路

丁と合併し、いまの日向市≧なったのが昭和50年で、当時の
日向市国民健康保険税条例の一
部が改正され︑税率がつぎのとお
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れています︒

﹂組みたてもほぼ終わり︑来春三月
完成をめどに急ピッチですすめら

をかけて吸塵機やけむ︑りろ過機を

万トン級の船舶が接岸できる専用ふ
頭の建設もすすめられています︒︑

なります︒

に対し千百ノですから︑いまの工
場の約一・五倍の大きさのものに

ます︒

の予定です︒

製品は国内両けに七〇暫︑残り三
〇響は西ドイツ︑アメリカ︑イギ

雪．

﹂

地元から採用します︒

また従業員七十四人の内半数を

百万円になります︒

リスなどに輸出します︒

六割が完成しています︒

また同じように︑鉄興社日向工
場でもことしの四月から新工場の
建設にとりかかり︑いま全体の約

ンを生産します︒

これまでの工場が乾電池の原料
として利用される電解二酸化マン
ガンを生産していたのに対し︑こ
んどの工場は主に特殊鋼︑アルミ︑
や銅などの非鉄金属︑また熔接棒
などに利用される電解金属マンガ

オーストラリアなどから輸入し︑

生産能力は月産五百トンで年間生
産額は十二億四千万円︒
原料の約七〇響はソ連︑インド︑

︑・

畜産振興に一役

︑

業費は七億円︒月産六千トンの生産

増設工場の規模は一万七千平方綴
の敷地に二千三百平方折の工場と
三千三百平方耕の倉庫など︑総事

いま基礎工事がすすんでいます︒．

こうし＃ことから︑さる七月十
日から飼料工場の増設工事に着工

あらたに六千トンの飼料工場

現在三区に建設触れている飼料

．工場は︑南九州の家畜飼料の需要

しかし︑その後飼料の需要は年

三年三月に建設︑月四千トンの生産
能力をほこっていました︒

す︒

能力をもつ工場が来年三月までに
完成︑畜産振興に一役を荷負いま

い或可動橋の建設

がすすめられています︒

細島〜川崎間を結ぶ︑日本カー
フェリーの基地建設工事は︑こと
しの二月からはじめられ︑いま可
動橋︑ターミナルビルの基礎工事

基地が建設されるのは鉄細身に．
隣接した二区造成地三万三千平方
材の用地で︑ここに鉄筋二階建て
のモダンなターミナルビルや大型

ます︒

官動車四百台が置ける駐車場︑船
と陸を結ぶ可動橋などが建設され

獲旭コードは操業開始雛

口も着実に伸びるなど︑日向市が．

一方︑一区に進出︑四万六千平
方競敷地に事業費五億八千万円を
かけて昨年の九月から工場建設を
すすめていた旭コード会社︵下H
写真︶も︑七月十五日目落成︑タ
イヤのしんになる繊維の生産を本
格的にはじめました︒このように
臨海工業地帯では︑つぎつぎに新
工場が建設され︑一方では市の人

フェリーボート

︵六千トン級︶の建

造も順調にすすんでおり︑来年三
脚には百五十台の車と千人の乗客
を乗せた大型フェリーが︑細島〜
川崎間を二十六時間で就航︒帰り
には地元の農産物を大量輸送する
など︑本県の観光と産業の発展に
大きな役割を果します︒

一部が後遺症となります︒

合は︑その後の経過もはかばかしくなく︑
発病後一ヵ月すぎても一部の症状︑手足の
麻ひ︑精神︑知能障害などを残こし︑その

の最大の発生源は水田です︒

日本脳炎にかかった人の三〇響が死亡︑
二〇暫が後遺症を残こし完全に治るのは半
数にすぎません︒病原体は日本脳炎ウイル
スです︒このウイルスが蚊によって媒介さ
れることはよく知られています︒数十種の
蚊の中で︑日本脳炎ウイルス媒介の主役を
はたしているのは︑コガタアカイエカ︑こ

しかし︑湖沼やたまり水にも発生するし
ドブや用水からでるアカイエカその他の蚊

＊予防のキメ手は
いまのところ予防の

大切なことです︒

ります︒ 蚊の発生源
ボーフラ退治は日本
脳炎撲滅でもっとも

も日本脳炎ウィルスを媒介する可能性はあ．

一

つける以外にありません︒予防接種を受

キメ手は流行期に予防接種を受けて免疫を

です︒

痢

け︑流行期にできるだけ蚊にさされないよ
うにし︑また被労を重ねて身体の抵抗力を
落さないように十分注意するとともに︑急
に高熱を出したとか︑からだの異状を認め
たら︑すぐ医師の診断を受けることが大切

赤

あります︒

赤痢は毎年数万人の
患者が報告され︑相変
わらず伝染病の王座に

大便中に耕せつされた赤痢菌は︑水から︑
食物から︑手指から感染するチャンスをね
らっています︒ですからもっとも初歩的で
重要なことは︑手洗いです︒個入個入が自
分の手指を十分に︑衛生的に管理すること
が赤痢予防の基本です
このほか︑患者数は減少したとはいえ︑
腸チフス︑パラチフスなど︑夏に発生する
伝染病はたくさんあります︒暴飲︑暴食を
つつしみ伝染病を防いでください︒

染病です︒

＊まず手洗い一赤痢は口からつたわる伝

か︑症状の軽症化︑致命率の減少による赤
痢に対する認識の低下︑逆に保菌率の増加
などから衛生管理に油断を生じ︑集団発生
が増加しているといえます︒

生活様式が集団的になったのでじよう

少しない大きな原因として︑集団発生がふ
えていることがあげられています︒

赤痢が四季を問わず発生し︑響数が減

しか寝びえだと思っていたら︑検便の結果
赤痢だった︑症状が全然みられないのに保
菌者だったということが多いそうです︒

しかし︑最近は医学
の進歩で︑致命率は一鄭程度に減り︑菌の
型も高熱︑腹痛︑はげしい下痢︑粘血便︑
子どもははげしい疫痢症状などの典型的な
来月三月には就航
赤痢症状のものは少なくなり︑軽るい型に
．総事業費は五億阿で︑ことしの
変っているそうです︒
暮れには全部の施設が完成する予
・ このため極端には︑ちょっとした開くだ
定です︒また基地建設とならんで

量は十五万トン匹達し︑さちに十年
後は三倍の四十万トン以上にふえる
ことが予想されています︒

ごとに伸び︑現在県内の年間需要

をまかなうため︑県経済連が総工
費三億二千万円をかけて昭和四十

圏谷

総体の事業費は工場建設に十三億
七千万円︑それに附随した鉱石処
理設備に二億五千万円︑自家発電
所の建設に六億七千万円︑伊勢ケ
浜の社宅建設に三億七千八百万円．
大気汚染防止︑排水処理設備︑騒
音防止などの公害防止施設費一億
八千万円で︑総額二十八億四千八

この十二月に完成予定

こんどは金属マンガン工場

工場の規模は︑現在の工場が一
万五アKVAの熔鉱炉を二基備え
つけているのに対し︑新工場は＝

備え︑公害のない工場とするほか
新工場の従業員二百名も地元採用

公害防止の設備としては約四億円

また工場の建設とあわせて︑二

に千盾トン生産する新工場が完成し

つけ︑生産量も現在の月産七百トン

万五千KVAの熔鉱炉を二基とり

いまの工場の隔・五倍の大きさ

七十億円で新工場

二区造成地の日向製錬所と鉄興社日向工場の新工場建設︒日本力
⁝フェリーの基地建設︑それに三区の宮崎県経済連飼料工場の増設
工事で︑これらの事業費ば総額百十億四千万円いのぼります︒
今月は︑中堅工業都市として大きく脱皮しようとしている日向市
のすがたを︑工業地帯を申心にながめてみることにしました︒．

いま細島臨海工業地帯で三つの工場の新増設工事と一つの基地建
設工事が急ピッチですすめられています︒

，

新工場が建設されているのは︑
現在の工場に隣接した二区造成地
十一万三千平方層で︑ここに七十
億円をかけ︑フェロニッケルを月

ことしの一月に着工した日向製
錬所の新工場建設は︑赤い鉄骨の

製錬所
姿を目のあたりに感じます︒

「

写真は二区からみた臨海工業地帯

中堅工業都市へ一歩、 一歩
譜

鉄三社
飼料工場
カー
フェリー

難聴都市への大きく脱皮している

砲

広報ひゆうが
5

建設のつち碧
ひび

4
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饗

i道路は広く美しく

︑

道路はみんなのものです︒広く正しく︑美しく使いましょ
む

︐つ

車道はもちろん︑側溝や歩道の上に物を置いたり︑看板を
．立てたり︑一時的であっても商品や建築資材を置いたりする
こ乏は禁止されています︒

こうしたことは︑道路のはたら惑を半減させるばかりでな

つの理由としてあげられます︒

ます︒もちろん自動車が大型化し
たことや︑交通量が増したごとが
原因ですが︑このほか商品や看板
の路上せりだし︑単車や自動車の
放置など︑道路の不法占用もひと

二く︑交通事故にもつながります︒

おる県道についてみてみましょう
この道路は有効幅員七・五材か
ら血路ですが︑現在道路として使
用できるのは青沼前後です︒

及と︑こうした道路の不法占用を﹂
なくして安全な通行︑安全な道路
の使用がでぎるようにと行なわれ
るものです︒

そのため大型自動車は交通できな
くなり︑ほかの路線を迂回してい

すから︑幅員七封の道路に横に置
いたどしますと︑残りの五諸が道

﹁

これらはみんな交通の支障にな
るばかりでなく︑交通事故にもつ
ながるわけです︒

こうした行為は絶対やめるよう
にしてください︒

＊はみだした縁

培もありました︒

都市化の現象で宅地に余裕がな
くなったためか︑路上での植木栽

はり違法は違法です︒

運転者の視界のさえぎります︒
花を愛し︑町を緑で飾ざろうと
する気持ちはけっこうですが︑や

いますぐほかの場所に移動させ
てくださ︑︒

海の︑ように広．い心を
■海洋少年団が発足■・
海になじませ︑〃広い海のよう
な心の子どもに育てよう という
日向海洋少年団の結団式が︑さる
二十六日︑午前十時から臨海工業
地帯の総合庁舎前広場で行なわれ
ました︒この海洋少年団は県北で
ははじめて︑県内でも南那珂郡南
郷町についで二番めです︒

当日は︑白い制服︑白い水兵帽
手旗を腰につけた団員七十一人が
出席︑佐伯海洋少年団や地元ボー
イスカウトも発足を祝って友情参
加しました︒

翼‡一睾：叢甜彗蓑∋

⁝⁝⁝㈱⁝灘⁝繊細懇懇叢叢灘一

板もありました︒

お尻をだしたクーラーも雛

＊自転車の横置き

ここに写真で紹介するのは︑ひ
とつの例ですが︑中には路上には
みだしたクーラーのお尻もあり︑
道路構造令では高さが四・五耕以
上と規定あるのに︑それ以下の看

道路を点検してみました︒

道路を守る運動がはじまった一
日に︑広報係が独自で市内の主要

獲

運動月間中には︑建設省や県︑
市や警察署が合同で道路のパトロ

ールを行ない︑道路の点検や不法
占用のとりしまりを行ないます︒

鑓

＊看板は四・五胡の高さに
道路の不法占用と主ならないま
でも︑自転車や単車の横置きは︑
一般交通に支障をきたします︒一

市道のときは市長︶の許可が必要
です︒また高さも四・五四以上と
路として使えるだけです︒

自転車の長さは約一塁七〇穂．で

規定されています︒

自転車や単車は︑道路にそって
たてにおくようにしてください︒

．路管理者︵県道の乏きは県知事︑

ほとんどの商店が電気看板や立
て看板をだしておられます︒もち
ろん路上に看板をだす場合は︑道

あなた．の店の看板は違反してな
いか﹁度点検ルてください︒

i

根本建設大臣
国道三二七画線の整備を約束
道路事情視察のため本県を訪れ
ていた根本建設大臣は︑高千穂か
ら延岡をへて︑︑一日の正午すぎ日
向入りしぎした︒・

日向市では︑新産都市開発戸前
広場の特設会場で開かれた国道三
二七号線︵日向市から椎葉村まで
の七〇・一キ︒︶の整備促進期成同
盟会に出席︒︐﹁三二七号線の使命

⁝⁝

の大きさは十分わかりました︒要
望にこたえて早急に整備したい﹂
とのべました︒ ．・
c㈱⁝⁝⁝

ぼくたちみんな泳げるよ
プールで行なわれました︒

市教育委員会主催の﹁子ども水泳教室﹂．が︑ざる二十二日
から二十五日までの四日間︑富高小学校と財光寺小学校の両
すませてぐださい︒

でいました︒

この教室は︑市内の児童がみんな泳げるように︑そして水
につよい．子︑かちだのじょうぶな子に育つようにと行なわれ
たもので︑水泳教室が終わる二十五月ごろには﹁ぼくも泳げ
るようになったよ﹂と︑プールのはしからはしを元気に泳い

最近市内に転入された人︑その
ほか住民登録をしていない人は早
めに市民生活課の窓口で手続きを

になります9

りしない人は名簿からもれること

民登録がしてなく︑．住所がはっき

です︒調査はあくまで住民基本台
帳をもとに行なわれますから︑こ
のような選挙資格のある人でも住

．︐住民登録は早目に

を納めないで二年を過ぎますと時
効になり︑いくらあとで納めよう
と思っても納められませんでした
が︑これが改められてすでに納め
ちれなくなった期間の保険料が特
別に納められるようになったわけ
です︒
全く納めていない人や納めわす
れていて受給年限に満たない人は
この機会に未納分を納めて受給資
格を十分にしておいてください︒
なお︑時効になっている未納分
が︑さかのぼって納められる期間
は︑ことしの七月から四十七年六
月末までの二年間です︒

というのは︑いままでは保険料

確保の道が開かれました︒

こうした人たちのために︑受給権

険料の納入特例﹂が認められて︑

金を受けることができないわけで
すが︑昨年﹁時効完成分の未納保

再 受給の道

留金資格をなくした人に

国年
拠出制の老令年金を受けるため
には噛六十才までに二十五年以上
．の保険料を納めているか︑また病
気や災害で保険料が納められない
ときは︑免除の手続きをしている
ことが絶対の条件です︒

ところが国民年金制度がはじま
った昭和三十六年四月に︑すでに
三十五才をすぎでいだ人は︑六十
才までに二十五年の期間がありま
せんので︑遡れらの人たちに限っ
て保険料の納入期間が十年から二
十四年に短縮されています︒

そのほかの人は最低二十五年は
保険料を納めなければなりません
が︑こうした人の申にも長年にわ
たって保険料を納め忘れていたた
め︑これから六十才まで保険料を
納めたとしても︑受給資格の二十
五年に満たない方がいらっしゃい

ゆ に登録する選挙時登録もあります

これを定時登録といいますが︑
このほかに選挙が行なわれるとき

選挙人名簿は毎年九月一十現在
で︑あたらしく選挙資格のできた
人を選挙管理委員会が︑市民生活
課に備えつけの住民基本台帳をも
とに調査して登録します︒

選挙人名簿を調整・

てれらの人たちは永久に老令年

ます︒

ちなみに本町︑上町商店街をと

半減してしまいます︒

しかし︑この道路をまちがった
目的で使用しますと︑その役割は

立っているわけです︒

横に広がり︑豊かなくあしに役

道路の機能は半減

です︒ぜひやめてください ︒

悪気があっのことではないと思
われますが︑あきらかに不法占用

べているところもみかけま し た ︒

においているのもあれば︑中には
．堂々？と陳列台を出して商品を並

商品の積みおろしのため噌時的

この種のものです︒

道路の不法占用で一番多いのが

＊商品の路上陳列

これらが市内のすみずみまで縦

道路は国土の開発に︑産業の発
展に大きな役割をはたしています
市内の国︑県︑市道の総延長は
二百六十四キ︒で︑これは 日 向 市 か
ら小倉までの距離に相当します︒

●

この運動は︑道路愛護思想の普

動﹂が行なわれます︒

八月一日から三十一日までの一
ヵ月間︑全国的に﹁道路を守る運

獲道路を守る達動繊

・．

●

ひ
市選挙管理委員会では︑九月一
﹂報♂日現在の定時登録をするためにい

、

また︑こうしてできた選挙人名
簿を九月十一日から十五日までの
間にみなさんにお見せします︒
もし登録もれになっていると大
変ですから一度お確かめください

︑

夏は過労運転による事故が多

過労運転と交遍事故
く︑昨年の七月は︑交通事故によ
る死者一三三五人︑負傷者八万八
五＝一人という多くの犠牲者を出
し︑八月︑九月になると更に多い

これかち暑さが一段と増してく

犠牲者が出ています︒

過労にならぬように

る八月から九月にかけては︑身体
の疲労がとりわけ激しくなり︑過
労運転等による交通事故がふえる
恐れがありますので︑車を運転さ
れる方は十分注意してください︒

過労が進むと︑居眠りのもとに
なります︒車の運転者は︑疲れを
翌日に持ち越さないよう︑睡眠時
間を十分とるようにし︑常に身体
の調子を最高に保っておくよう努
めましょう︒
︑・

無理な運転をしない
車の運転は︑非常に神経を使う
ものですが︑無理な運転をすると
いっそう緊張感が高まり︑疲労を
増す結果になります︒運転中は︑
平静な気持でいられるよう︑でき
るだけ無理な運転をしないように

運転中の過労防止

努めましょう︒

やすいので注意しましょう︒

．①長時間の運転は︑とかく居眠り
を誘うことになります︒途中で休
けいして気分の転換をはかりまし
ょう︒②ねむけを催したときは︑
適当な場所で車を止め︑軽い体操
などをして調子を整えましょう︒
③車内の温度が高すぎると︑居眠
りの原因になるので︑ときおり新
鮮な空気を入れて気分の転換をは
かりましょう︒④夜間の運転や雨
降りの日の運転は︑気がつかない
うちに疲労が重なり︑居眠りが出

四日︒

こんごの開講日程は︑八月二十
二日︑九月五日︑十九日︑十月三
日︑十七日︑三十一日︑十一月十

開講初日の七二二十五日には約
八十人が受講︒黒木県知事の﹁こ
れからの宮崎県﹂という講演を聞
いて︑宮崎県の将来とその申で果
す日向市の役割など勉強しました

回成人講座を開きました︒

市教育委員会が︑市内にお住ま
いの二十才以上突を対象に第一

初の成人教育講座

，

困

．広ま調査をすすめています︒
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こんどの調査で登録される人は
九月一日現在までに引きつづき三
ヵ月以上市内に居住している人と
7 同日までに満二十才になられた人
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八月の婦人巡回講座
市教育委員会が︑八月中に次の
日程で婦人巡回講座を開きます︒
会場は︑いつれも公民館︑開講
時間は午後八時からになっていま
す︒なお︑ ︵︶内は講座内容で
す︒

◎十五日⁝八坂婦人会︵郷土を知
るために︶ ◎十七日⁝遠見婦入
会︵婦人の法律︶ 〇二十日⁝余
煙婦人会︵婦人の法律︶ ◎二十
一日⁝田久保婦人会︵手芸 教 室 ︶

◎二十二日⁝一通り婦人会︵健康

づくり︶ ◎二十八日⁝吉野川婦
人会︵手芸教室︶

なお︑日程に変更があったとき
は︑その前日までに地区婦人会長
さんへ連絡いたします︒

諺勇の予防綾
ジフテリア︑百日ぜきの流行期
が近づいでまいりましたので︑市
衛生課がことしもつぎの日程で行
なうことにしました︒

該当する子どもさんは︑もよりの
場所で接種を受けてください︒
▽対象者︽
＊第一期H生後三ヵ月から六ヵ月
の乳児でジフテリア︑百日ぜき
の混合ワクチンを︑三回接種し
ます︒

＊第二期H第一豊後一年から一年
越半経過した幼児で混合ワクチン
を一回接種します︒

ことし一月︑川南町で女子申学
ずアースをとりましよう︒
生がアースの引いてない電気洗た
③
電線の近くにテレビアンデナを
父機で感電死した事故があります
たてると電線にふれることがあ
．また台風で切れた電線にふれて
り危険です︒アンテナは電線か
感電死するといったような事故が
ら離してたてましょう︒
あとを絶ちません．
④高圧線の近くで樹木を切ったり
電気による事故をなくすために
建築やさく道工事をするときは
あらかじめ︑九電の事業所にと

電気による事故を防ごう

＊第三期11来春小学校へ入学する
人でジフテリアだげ接種します．
＊その他11六才未満のお子さんで

これまで接種をうけていない人
は︑三屈混合ワクチンを接種し
ます︒

▽料金▲
＊混合ワクチンは一回四十円︒
＊ジフテリアだけは無料です︒
V日程▲

入校願書なども準備してあります

．−事一・

をすすめた人はそれ以下でもかま

のでくわしいことは福祉事務所へ
おたずねください︒

＊検診方法闘問診︑膣鏡診︑細胞

所︵一時〜二時︶

半〜十時半︶︑幸脇上原商店横
︵十一時〜十二時︶︑美々津支

時半〜十一時半︶
＊八月二十八日1一岩脇支所︵九時

時から十時︶︑塩見小学校︵十

＊八月二十七日11五十猛神社︵九

時〜二時︶

＊八月二十六日H市役所︵九時〜
十一時︶︑日向中学校入口二

民館︵一時〜二時︶

場︵九時〜十時︶︑若杉商店横
︵十時半〜十一時半︶︑江良公

＊︐八月二十五日11日向物産KK広

〜二時︶

＊八月二十四日目富島漁協︵九時
〜十時︶︑細島駅前︵十時半〜
十一時半︶︑安之神社横︵一時

料金は無料です︒

の場所で必ず受けてください︒

市では︑七月中に住民結榎検診
︵レントゲン︶を行ないましたが
検診もれの人が多数おられます︒
つぎの日程で追加検診を行ないま
すので︑受けていない人は最寄り

レントゲンの追加実施

いません︒

診の三とおりです︒

＊料金 一人五百円︒
＊検診者数H三百二十名︐
＊申込期日H八月二十五日まで︒

＊実施の日H九月一日〜四日まで
なお検診の場所は受診者がきま
りましたら個人あて通知します︒

日向の絵はがきを

夏の便りに

暑中見舞いのはがき交換がさか

日向の香りを伝えるには︑もっと
もふさわしい絵はがきができまし
た︒例えば十五夜まつり︑七夕ま
つりなど風物詩や︑たくみな目で
とらえた日向市の景観地などいず
れも涼しい絵はがき八枚で︑価格

んに行なわれています︒

一回目︑八月二十六日︑二回目11
︐九月十六日︑三回目腫十月七日︒

日向をはなれた人にはなつかし
い日向の香りを︑また日向を知ら
ない人には観光宣伝のためにぜひ

＊細島小学校と辱知屋幼稚園︵実
施時間は細島小学校が午後一時
半から二時半︒日知屋幼稚園が
三時半から四時半まで︶
一回目聾八月二十五日︑二回目旺
九月十四日︑三回目ロ十月六日︒

＊五十猛神社と塩見小学校︵実施
時間は五十猛神社が一時半から
二時半︑塩見小学校が三時半か
ち四時半まで︶

絵はがきは市役所商工水産課で

ご利用ください︒

＊三股病院と渡辺病院︵実施時間
は三股病院が一時半から二時半
渡辺病院が三時半から四時半︶

一回目11八月二十七日︑二回目11

大阪身体障害者職業訓練校の訓

身障者の職業訓練生募集

おわけしております︒

は一二〇円です︒

九月十七日︑三回目11十月八日︒

＊富高幼稚園︵実施時間は二時か
ら四時まで︶
九月十八日︑三回目H十月九日︒

一回目11八月二十八日︑二回目闘

婦人の集団検診

．練生がつぎのとおり募集されてい
ます︒市内の身体障害者で入校し
ようと思われるかだは︑市福祉事

十二日まで

務所までお申し込みください︒
＊募集期間11八月一日から九月二

ロ・㎜一

つぎのことに注意してくだ さ い ︒

①一つの
ソケッ
トから

婦人を子宮がんから守るために
市衛生課がつぎのとおり婦人の集

子宮がんは︑早期発見︑早期治

団検診を行なうことにしました︒

くし体障害者で精神障害のない

＊募集対象11盲︑ろう︑唖をのぞ

計48．229人87人増

．いくつ

どけて
工事を
しまし
よう︒
⑤子ども
さんの電柱のぼりや木のぼりな
ど︑電線の近くで遊ぶのはやめ

療でそのほとんどがなおります︒
日ごろ不調を感じるかたなゼ︑
ぜひこの機会に受けてぐだきい︒

世帯21増1

12．514世帯

まし．よう︒

⑥台風後などで切れたり︑たれさ

男鉱脳人前塁焔

女計蹴

女25．345人50人増

洗 たく機にはアースを

もの電
気器具を使用︵たこ足配線︶し
たり︑ビニールコードを屋外に
出して電灯やモーター類を使用
することは漏電や感電のおそれ
があります︒・電気器具は 正 規 の

人です︒
・なお訓練科目は︑ミシン組立︑

す︒

時計組立修理︑洋服洋裁︑軽印刷
印章彫刻などで︑授業料も無料で

（8月1日現在）

，

鷲蒲難謙黎諒蕊

0

一人

顧

よう︒︵九電11電話一二八一︶

塾 申レ込みは市役所衛生課︑各支
所︑出張所の窓口で受けつけます
＊検診対象者陀三十五才以上の婦
人を対象としますが︑医師が受診

嘔

・1三

工事をして使用しましょう︒
③洗たく機やポンプなど湿気の多
いところで使用する器具は︑必
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