監

父繁蔵︵あ才︶さん︑兄貢︵41才︶さんからじっ

﹁まだかけだ

くり仕込まれ︑船づくりの一番〃難〃とされて
．だが父繁蔵さんに言わせると︑

い・る板曲げも覚えた︒

し⁝つ︑運搬船︑漁船と船町によって船の型も違
ってくる︒その用途に見合つた船の設計図が書
けるようになってこそ一人前﹂ときびしい︒そ
の言葉どおり︑いま貞信さんは船づくりの専門
書をとりよせ︑夜遅くまで設計図の書き方を勉
強している︒将来︑船大工をこころざす貞信さ
んの目ば︑いまの若葉のようにもえていた︒

4ページ ＊整然とした町づくりに向かって。
5ページ… 謇謳ｮ理の現状とこれから。

（訟192）

月．

昭和46年5月15日発行

総務課秘書広報係

縞集

日向市役所

発行所

写

口

5

6ページ 市議会のうごき。
7ページ… b題を追って。

2ページ
＊二つのいこいの場を建設。
3ページ…… ^動公園と勤労青少年ホーム。

8ベージ……お知らせ。
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0⁝⁝⁝とじておぐと便利です⁝⁝⁝0

︵24才11畑浦︶さんのむこう鉢巻からも汗が流

カーン︑カーン︑カ：ン⁝︒角形の船釘を打
つ音が︑対岸にこだましてかえってくる︒
五トンの木造船は八部どおりできあがり︑あと
は仕上げの段階︒追い込みをかける薬師寺貞信
れる︒貞信さんは︑昭和三十六年︑富島中学校
を卒業と同時に︑京都の会社へ就職した︒ ：
しかし︑そこで働くうち﹁これからの若者は
何か特別な技術を身につけなければ自立できな
い﹂と考え︑家業であるいまの〃船大工〃をつ
ぐ決心をした︒四十三年からこれまでの三年附

ノ

今月の主な内容

弼・

広報ひゆうが
1

∫r瓢

跳ゲ

8

皿
﹂

O
ロ欝欝

O

O

︒遊施︒

︑

ス︸

＝

テコ

︑

一

き

ノノ

笏運動公園

ノ

も、

多ラ多︑趣味

・青少年のグループ活動として︑

行ないます︒

開き︑青少年のための生活相談な
どの相談指導︒映画︑演劇︑音楽
会の開催︒レクレーション指導も

現在の自然林を生かしながら︑
公園の周囲を緑りでつつむように
して︑ことしはとりあえず事業費
千二百九十五万円で︑陸上競技場

めます︒

年度から公園内施設の工事をはじ

や給水工事も終りましたので︑A﹁

公園の総面積は五万八千百二十
九平方耕で︑すでに国道十号線か
ら運動公園までの取付道路の舗装

場〃としては最適地です︒

ここは︑一歩東にでれば白く長
い小倉ケ浜の海岸美が楽しめ︑す
ぐ南には赤岩川の清流と︑海あり
川あり緑ありで〃市民のいこいの

内材光難字尻無川です︒

運動公園が建設されるのは︑市

しました︒

毎日のつとめを離れて︑たまの休日には︑
のびのびとスポーツを楽しみたい︒余暇時間
を利用して生け花︑茶道︑読書など自分の趣
味を伸ばし︑教養を高める場が欲しい⁝︒と
いう市民のみなさんのご要望にこたえて︑こ
とし二つの〃いこいの場〃を建設することに

がそれです︒

た管理室や駐車場も建設します︒
またグランド外には芝生広場も
つくり︑ラウントバンダやスベリ
台︑乗馬シーンなどの遊具も建設
して︑家族がそろって楽しめる運

財光寺二二無川に建設する﹁運動公園﹂と
市役所の横に建設する﹁勤労青少年ホーム﹂

発達で歩くことも少なくなり︑加
えて都市化のために︑運動する場

所︑機会も少なくなって︑この
〃若どしょり〃の数はますます増

灘憾

i嚢．

ます︒

︑夢夢

．難塗

にはテニスコートなども建設しま
すので︑スポーッも自由に楽しめ

三階が大集会場となっています︒
総事業費は三千七百三十三万円
で︑七月ごろには着工し︑来春の
二月には完成の予定です︒
これからの日向市を荷負う青少
年が〃より豊かな人間形成の場〃
として︑この施設を利用していた
だくことを期待しています︒

や花道の講習室︵和室︶︑音楽室︒

厨︒一階が相談室と図書室︑料理
講習室︑娯楽談話室︒二階が休養
室︑集会室︑軽スポーツ室︑茶道

で︑延べ面積は八百五十二平方

施設の大きさ
は︑昨年
完成した
﹁勤労青

少年体育
センター
﹂の隣り
に建設さ
れます︒

鉄筋コ
ンクリー
ト造りの
三階建て

暫艶

す︒ ︵運動公園が建設される尻無
川地区︶

動公園にする考えです︒

に役立つものと期待されていま

建設場所は︑距離的に市の申心
にあたりますので︑より多くのか
たが利用され︑体位︑体力の向上

える傾向です︒

るものです︒

こんどの運動公園は︑生活の申
にうるおいをもたせ︑あわせて市
民のみなさんの健康増進︑体位︑
体力の向上をはかるために建設す

あ易労青

のクラブなど自由に結成でき︑活
発に活動できます︒
・ホーム内に軽スポーツ室︑屋外

四十七年には︑引き続きバレー
コート︑テニスコート各一面と会
議室︑講習会︑シャワー室を備え

駐車場や芝生広場も

来年は全施設を完成

めざしすすめます︒

工事は今月に着工し︑九月完成を

ものです︒

陸上競技場の面積は一万二千七
百五十一平方材︒円周三百麿︒
野球場は両サイド九十儲︑面積
一万七千七百二十七平方賢で︑そ
れぞれのスタンドには五千人から
七千人の観衆が収容できる規模の

野球場を建設します︒

周囲はみどりでつつむ

野球場や競技場

力が低下して﹁ガックリ年齢﹂と
いわれるショソキングな実態も調
査の結果あきらかになっています
最近は自動車などの交通機関の

体位の向上と健康増進に
厚生省が
発表した︑

日本人の平
均寿命は︑

男子六九・

〇五才︑女
子七四・三
〇才に伸び
世界の長寿
国と肩を並
べるまでに
なったとい
うことです
しかし反
面︑体力は
三＋才を過
ぎるころか
ら十人のう
ち五人ぐら
いは︑その
年齢に応じ
た体力を保
てず︑また
男子四＋二
才︑女壬二
＋八才ごろ
から急に体

勤労青少年ホーム

めだちつつあります︒

しかし︑健全な余暇活動の福祉
施設が少ないために︑無為に過し
たり︑なかには非行に走るものも
見うけられ︑また余暇活用の福祉
施設不足が原因で︑転職や離職も

てきています︒

向上は︑これからの日向市政の大
きな課題にもなってきました︒
最近は労働時間の短縮傾向を反
映して︑青少年の余暇時間も伸び

若い人たちの人間形成の場

人口の増加︑企業の進出と相ま
って︑市内の勤労青少年︵十五才
〜二十五才︶の数は年ごとに増え
てきています︒

昭和四十一年に三千九百人であ
ったものが︑昭和四十四年には四
千七百三十人︒現在では五千四百
人の青少年がそれぞれの職場で働
この数字は︑市内の事業所で働

いています︒

ています︒

く全労働者の約三分の一を占め︑
日向市をさえさる大きな力になっ

です︒

男1子1便r所

淘﹂一子c

ノワ

f誕
ノワ男W

一

こんどの﹁勤労青少年ホーム﹂
は︑こうした問題も解決し︑あわ
せて青少年の心のよりどころ︑い
こいと教養の場とし建設するもの

﹁

女子倒所

一

ノ
∫

﹁

室

」

しかし︑こうした勤労青少年に
対する福祉施設の面は︑進出企業
以外の地場中小企業では︑あまり
完備されてなく︑青少年の福祉の

オアシス の役割
＊勤労の余暇をくつろぐための部

ださい︵音楽室︶

＊卓球などお楽しみください︵軽

屋です︵休養室︶

カ3捧務

講習室

スポーツ室︶またそのあとでは︑

／〆

一1

ヤ

醐
講習室

集会室
（和B）

汗を流してサソパリとしてくださ
こんど建設する勤労青少年ホー

い︵シャワー室︶

A

、

§漣罫．病︒い・款．送

音菜室
上ル

炉
←
H
一

健全な余暇の利用は︑毎日の生
活をより豊かなものにします︒
＊あなたの楽しみ︑悲しみをみん
なでわかちあうために話し合いま
しょう︒話し合いは真の友人をつ
くり︑その友人の心はあすのあな
たをきっと幸わせにします︒囲碁
将棋はあなたの余暇に︑最適の室

ムは︑こういつた内容のもので︑

いわば青少年の〃オアシス〃です

ホームの事業内容
・ホームでは︑来館青少年による
設備の個別利用︑およびグループ

の
場
、

かぜ

機械

（和A）
「茶花）
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娯梨談話室
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内遊戯です︵娯楽談話室︶

室︑集会室︶
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「

＊研修講座を聞きましょう︒豊か
な教養と下上を養うために⁝みな
さんの要望に応じていろいろな講
演︑講習会を随時開きます︵講習

、

好

活動が行なわれます︒
・また各種教養講座や講習会︵茶
花道︑料理︑手芸︑洋裁︑絵画︑
書道など︶︑講演会︑座談会なども

相談室

し、
、
、

／艮
小倉ケ浜運動公園計画図
＊読書は明日の心の糧となります
名著を読みましょう︵図書室︶
＊世界の名曲にしばし耳を傾けて
ください︒また合唱も楽しんでく
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場
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しました︒

いわゆる都市計画区域の決定で
これは︑昨年の十一月二十七日付
三千四百三十かの市街化調整区域
と︑千六百二十診と市街化区域を
正式にきめています︒

＊市街化調整区域というのは︑宅
地造成︑建築など無秩序な都市化
をおさえて︑緑を残しておく区域
です︒

す︒

＊市街化区域というのは︑反対に
こうした区画整理事業などを積極
的にすすめることによって︑優先
的に市街化をはかっていく区域で

道路が碁盤状に縦横に走り︑排水施設が完備し︑公園︑緑を配し
た住みよい町づくりは︑わたしたちみんなの願いです︒
市では︑いま土地区画整理事業を申心に︑こうした〃理想郷〃つ
くカに積極的に取り組んでいます︒

ます︒

﹁区画整理事業は都市計画の母﹂
といわれています︒

区画整理の効果

うって住みよい町づくりをすすめ

揚区画整理の必要性
現在は︑都市化の時代といわれ
都市に人口が集まってきます︒
このため︑人や車が増加し︑い
ままでの道路ではせまくなるいっ
ぽう︑住宅︑商店︑工場などが混
在し︑市街地の環境は悪化してき
ています︒

また郊外に目を向けますと︑道
路︑公園︑下水もないのに多くの

それは広い地域にわたって︑現代．
のわたしたちの生活になくてはな
らない道路︑公園︑広場︑排水施
設などの整備とともに︑個々の宅
地を整形にし︑暮らしよくするか

書一：一Y

⁝⁝ーノ 島

愚⁝崇竃

膿81一・匿一

ーレ︐︐⁝︐ノ⁝ノ

し
道路や宅地の排水がよくなり︑
町も清潔になります︒

合うこと︵これを一般に﹁減歩﹂と

いっています︶によって生まれて

都市計画を決定します︒

点から︑事業を施行ずる区域を選
定し︑みなさまの意見を反映した
②調査︑測量⁝区域が決りますと
事業計画策定のだめ︑土地︑建
物の現況を正確には握します︒
③事業計画⁝事業の基本である設
計︑資金計画については︑みな
さまの意見を聞き︑知事の設計認
可を経て決定します︒

がらすすめます︒

二﹈

＊公園

＊その他

す︒︵区域内道路はこうして舗装︶

曾根地区の区画整理が終る昭和
五十年以降は︑岩崎地区︑財光寺
地区︑富士地区などの未開発地区
の開発と︑さらには既設市街地の
再開発を含めて︑市全体を調和の
とれた豊かな町にしてゆく考えで

笏将来は

地が誕生するわけです︒

この事業が全部完成しますと︑
曾根地区に整然とした新しい市街

五十万円で行ないます︒

このほか︑道路︑公園の建設予
定地に建っている建物四百二十五
戸と墓地を四億八千二百万円で移
転するほか︑区域内の整地も八百

四千六百万円︶

るために︑幹線水路を建設します
︵延長四千七十七耕︑事業費一億

・四千耕：㌦地区内の排水をよくす

＊下水路

方眉︑事業費千四百万円︶

・六ヵ所⁝地区内に曾根公園︑平
野公園など六ヵ所の公園を建設し
ます︵面積二万七千五百二十七平

百万円︶

︑

④審議会委員⁝審議会は︑関係権
利者の意見反映のための機関と
して︑土地所有者︑学識経験者か
ら選ばれ︑事業はこれらのかたが
たと重要な事項について審議しな

また︑整理後の個々の宅地︵こ

きます︒

れを﹁換地﹂といいます︶は︑現在

の宅地の位置︑面積︑環境︑利用
状況などで適正に定められ︑所有
権︑地上権︑小作権︑などはその
まま換地へ移行します︒

事業のすすめ方は
①施行区域の決定⁝町づくりの観

亀

すませ︑︑以降四十七年度には一億
．八千五百万円で十三・二鈴︒四十

七十四本の
区画街路も

八︑四十九年度にはそれぞれ三億
円で二十一・四船︑計四十二・八
か︒最終年度の五十年には四億七
千万円で三十三・五珍の区画整理
をすませます︒

設をつくります︒

路

前にも述べましたように︑道路
を配し︑公園をつくり︑排水施設
を完備して機能的な都市づくりを
行なうのが区画整理事業の大きな
目的であるわけです︒この目的に
そって︑九十五珍の曾根土地区画
整理地区内につぎのような公共施

＊道

・幹線街路⁝幅十一．一団から十八耕

までの幹線街路五本を建設します
︵延長四千三百八十九綴︑事業費
九千二百万円︶

・区画街路⁝幅六層前後の区画街
路七十四本を縦横に建設します︒
︵延長二万四十四餌︑事業費一億
九千二百万円︶

暦

マ

しE藍

区画整理事業をはじめますと︑
新設する道路︑公園などの用地が
必要となってきますが︑これは地
区内の土地所有者が少しつつ出し

事業のしくみ

ら迷路もなくなります︒︐

︒道路によって街区も整いますか

に利用できます︒

・幹線的な道路は︑車道と歩道が
分離されますから︑交通も安全
で町並も近代的になります︒
・宅地が整形になりますから有効

伸びと育ちます︒

・公園や広場をつくりますから︑
子どもたちも路上など危険な場
所で遊ぶこともなくなり︑伸び

︐

排水施設により、道路や宅地の排水がよくな
り、歩行も楽に、まちも衛生的になります。

・舗装⁝これらの道路はすべて完
全舗装します︵事業費二億六千五

9

らです︒

事業の効果は︑その地域の状況で
多少は異りますが︑ここに示した
ものはそのうちのいくつかです︒︑

・住宅地や工業地を計画的に区分
し︑造成しますから︑公害もな
い住みよい町になります︒
・排水施設が完備されますので︑

となっています︒

域が百十か︑未開発区域が九百診

ることになります︒

施行申の百十鈴は︑総事業費五
億千二百万円で工事をすすめてい
る東部第二︑亀崎南︑春原の各土
地区画整理事業ですが︑これは全
部この四十六年度中に完成します
ので︑合計しますと︑四十五暫に
あたる七百二十鈴の都市開発が終

う工事をすすめます︒

年次別の計画
曾根地区の区画整理事業の調査
設計は︑四十五年度に千二百万円
をかけて全部すませましたので︑
今年度から︑いよいよ本格的な事
業にとりかかるわけです︒

工事着工は八月の予定で︑まず
六千万円で五・五珍の区画整理を

Gさん

住宅が建てられています︒

しやすいものです︒

これをそのままにしておきますと
また︑やがては生活環境も悪るく
なり︑消防車も出入りできないよ
うな密集地になるに違いありませ
ん︒このような状況は︑できるだ
け早いうちに手をつけるほど解決
区画整理事業では︑将来のこと
を十分考え︑不良住宅街が誕生し
生活環境が悪化する前に︑先手を

の開発
域﹂の開発をすすめなくてはなら
ないわけです︒

四十五響は整備
市街化区域千六百二十欝の内訳．
は︑工業用地が五百十二か︑開発
ずみが九十八珍︑現在施行中の区

笏曽根地区を整備

︵写真白ワク内︶

総事業費は十三億四千五百万円︒
昭和五七年度までの五力年で︑九
十五鈴の全部の区画整理が終るよ

五力年で十三億四千万円
残された未開発区域九百かのう
ち︑今年度から新たに曾根地区の
区画整理事業をはじめます︒
この地区は︑東は細島商業港︑
工．業港につづき︑南は景勝地であ

です︒

る伊勢が浜に接している︑別名日
知屋平野ともいわれているところ

域です︒

6

ヒう

後

水路
水路

＝『 eさん層

恥冒］

嚇、

●

西は腰高︑北は日知屋の既設市
街地にも近く︑国道十号線︑同じ
く三二七号線から細島港に通ずる
県道﹁細島港線﹂を主幹にして︑
将央は日向市の新市街地となる区

1
@

q三智一
脇

．弓ク

理
整

．㌦

ことしは曽根地区を重点に

千六百外−

整然と した町へ
市では︑一昨年の六月に施行さ
れた﹁新都市計画法﹂にそって︑
秩序ある町づくりの青写真を作成

ド

日向市をより住みよい︑魅力あ
る町にするためには︑三千四百三
十齢の﹁市街化調整区域﹂の開発
をおさえて緑りを育てながら︑い
っぽう千六百二十鈴の﹁市街化区

整理前

趨
爺澱
Bさん

、、三グ
，

4
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一〇万︵八万円︶

配偶者控除額＝二曲二一万︶

す︒ ︵ ︶の数字は改正前
基礎控除額 一四万︵一三万︶

これによりますと所得額から差
し引かれる金額は︑次のとおりで

三十日公布施行されました︒

市税賦課徴収条例の一部改正は
住民の税負担の軽減と合理化を図
るため︑さきの国会において地方
税法の改正が行なわれ︑さる三月

新しく黒木利一氏︵六七11美々津
田ノ原︶が選任されました︒

また︑議会議員から選出の監査
委員が任期満了となりましたので

れました︒

柏田利彦氏︵五六H江良︶が選ば

新しい体制でスタート

翫賢離郷を選任

臨時市議会

議 長に
副議長に

た︒

選挙後初めての市議会︵臨時︶
が五月十三日に開かれ︑正副議長
の選任や各常任委員︑特別委員な
どの議員構成が行なわれたあと市
議会の新体制で︑日向市税賦課徴
収条例の一部を改正する条例や四
十六年度一般会計補正予算など四
議案を原案どおり可決承認しまし

臨時市議会は︑年長の柏田勝前
議長が仮議長となって開かれ︑仮
議席を指定したのち議長選挙を行
なった結果︑議長には三輪賢一郎
氏︵六四 細島清正︶が選ばれま
した︒

扶養者控除

その他寡婦︑障害者︑老年者等
の控除額が八万から九万に引きあ

﹃文教厚生常任委員会﹄八入

七人

◎宮増本雄 0壱岐栄治
治田繁雄︑一政 茂︑松木一郎︑
黒木利一︑古川義信︑柏田利彦︑

﹃経済常任委員会﹄

七人

◎山本孫春 ○西田 滉
黒木親光︑奈須勇吉︑江藤満治︑
是沢芳雄︑山口 茂

﹃建設常任委員会﹄

九人

◎岡部猛男 ○黒木 進
林田盛男︑黒木鶴雄︑鈴木 正触
田中金次郎︑林賢太郎

﹃工業開発・公害調査

特別委員会﹄
◎黒木 進 ○治田繁雄
三樹光男︑奈須勇吉︑一政 茂︑
松木一郎︑是沢芳雄︑工藤水澄︑
河野秀光

八人

﹃広域行政調査特別委員会﹄

体育センターの

利用のきまり
さきに完成しました﹁日向勤労
青少年体育セッター﹂の利用上の
きまりができました︒

勤務の余暇に︑体位向上とおた
がいの親睦を深める場としてご利

◎柏田 勝 ○西田 滉
日高達吉︑山本孫春︑宮本増雄︑

﹃国営開拓パイロット事業

板谷慎吉︑岡部猛男︑山口茂

推進調査特別委員会﹄九人
◎壱岐栄治 ○奈須勇吉
江藤満治︑鈴木 正︑山本三春︑
田中金次郎︑黒木利一︑山口 茂
林賢太郎

﹃国鉄対策調査特別委員会﹄
八人
◎田申金次郎 ○是沢芳雄
林田盛男︑黒木親光︑黒木鶴雄︑
日高達吉︑小城重正︑古川義信

﹃議会運営協議会委員﹄九人
◎小城重正 ○松木一郎
一政茂︑日高達吉︑山本孫春︑
宮本増刊︑工藤水澄︑板谷慎吉︑
岡部猛男

﹃国民健康保険運営協議会委
員﹄三人

あると認められるもの︒

管利用の認許
体育センターを利用するときは︑
利用申請書︵市教育委員会に準備
してあります︶を提出し︑許可を
受けてから利用してください︒電
話口答での許可はいたしません︒
またつぎに該当する場合も同じで
す︒①営利を目的とするもの︑②
公益を害するおそれがあると認め
られるもの︑③施設を損傷するお
それがあるもの︑④管理上支障が

三樹光男︑治田繁男︑古川義信

﹃都市計画審議会委員﹄五人

﹃公害対策審議会委員﹄四人

江藤満治︑西田 滉︑柏田勝︑
黒木 進︑林賢太郎

黒木親光︑黒木鶴雄︑河野秀光︑
岡部猛男

なお︑市会議員の党派別人数は

日本社会党
民 社 党

自由民主党

一人

三人

一人

二〇人

次のとおりです︒

党．

三十人

五人

公 明

計

日本共産党

二一人

また︑新︑ 現︑元の別では

二人となっています︒

新人 七人︑ 現職

円

0

︹∪

ていただくことになっています︒

＊利用料金
利用料金は︑許可と同時に納入し

・㎜円︒・

全汐−
間欄円
夜M﹁．

瓢巴
〜

後17

午Z

職円3・

1，000

500

げられました︒

以上の税法の改正に伴ない︑市
条例の関係部分の改正を行なった
用ください︒

＊利用者の範囲
体育センターを利用できる人は︑
市内の事業所で働いている勤労青
少年です︒ただし︑その利用に支
障がない場合には︑その他の人も
0
﹂﹁﹁

午乳

刊

1
80

年体育センター︵予定︶

虚

．＊場所市役所南側の勤労青少

．＊時間午前九時〜十五時まで

＊相談日 六月十八日︵金曜︶

でください︒

⑤身体障害者の職業について相談
を受けたい人など︑お気軽におい

たい人︒

③補装具の修理をして欲しい人︒
④障害年金の受給について相談し

②新しく補装具の欲しい人︒

受けたい人︒

①新しく身体障害者手帳の交付を

おり巡回相談が開かれます︒

身体障害者のために︑つぎのと

身体障害者の巡回相談

になるようです︒

乳剤︑九千円︒油剤十八認︑二
千百円︒混合乳剤二鍔︑千三百
円︒混合油剤二騨︑三百三十円
なお︒区や班ごとに必要数量を
まとめて購入されますと︑一戸
あたりの薬剤負担額は百円程度

＊害虫駆除は︑区や班などの集団
で行ないませんと効果がありま
せん︒共同駆除される場合︑ま
えもって実施日を市保険衛生課
に連絡していただきますと︑薬
剤散布用の動力粉霧機をお貸し
いたします︒．
＊使用薬剤は︑油剤︑ゾール剤を．
主に使用していただきますが︑
カの発生源になる堆肥舎︑畜舎
には乳剤を散布してください︒
＊薬剤代はつぎのとおりですが︑．
半額は市で補助します︒

ださい︒

事務所に連絡し︑汚泥運搬の配
車依頼をされてから行なってく

ハエに先制攻撃

40

50

ものです︒

昭和四十六年度一般会計補正予
算では︑都市下水路と曾根土地区
画整理の事業費の確定に伴う補正
で︑両事業にそれぞれ三百万円ず
つ六百万円が追加されました︒
利用することができます︒

ジ購

勤労

青少年
小人 中
学生以下

0

魏
人以上）

各委員の構成は︑次のとおりで
す︒◎印は委員長︑O印副委員長

・・

＊利用時間
体育センターσ利用時間は午前九
時から午後九時半までです︒ただ
し︑毎週月曜日と第二日曜日︒十
二月二十九日から翌年一月一日ま
では休館します︒

●

︐

利

春の大そうじ運動
カ

桜の花も散り︑つつじも散り︑

これから夏にかけて﹁待ッテマ︑

もう初夏です︒
シタ﹂とばかりにカやハエ︑ゴキブ

リが出はじめます︒台所をはいま
わるあのいやな黒いゴキブリ︒耳
もとでカン高い羽音をたてるカ︒
そしてハエなど︑どれもこれも伝
染病の仲介者です︒

市保険衛生課では︑こうした衛
生害虫を︑うごきが活発になる前
に退治して︑清潔な生活環境をつ
くろうと︑ことしもつぎのとおり
﹁春の大そうじ運動﹂を行なうこ
とにしました︒

てください︒

いま一匹退治するこどは︑夏に
百匹︑ご百匹も退治したことにな
り︑ひいて︑は夏の伝染病の発生を
おさえることになります︒
大そうじの︑おおまかな実施要
領はつぎのとおりですから︑でき
るだけ班や区ごとの集団で行なっ
▽実施期間 五月一日から三十一
日までの一ヵ月間︒
▽実施要領
＊晴天の日を選び︑室内外の清掃
をしたあと薬剤を散布してくだ
さい︒とくに日ごろ手のとどか
ない場所を重点に行ない︑でた
ゴミは焼却してください︒
＊炊事場︑流し口︑下水溝︑ゴミ
だめ︑堆肥舎︑便所など不潔な
・ところはとくに入念に清掃し︑

下水溝の清掃は︑事前に市清掃

薬剤を散布してください︒
＊下水溝を清掃したあとの汚物を・
そのまま路上に放置しておきま
すと︑風などで散乱し︑かえっ
て逆効果になります︒

団体（10

﹃総務常任委員会﹄八人
◎日高達吉 ○小城重正
三樹光男︑工藤水澄︑板谷慎吉︑

河野秀藷畷三輪賢一郎

旭加工が操業
臨海工業地帯一区に建設中だっ
た旭加工がこのほど完成しました

当面は月間百五十トン︑︑ム﹁秋から

同社は︑旭合繊と宮崎合繊から
引き受けるカシミロンを染色する
工場で︑鉄骨平屋建ての工場を︑
工費二億七千万円で建設しました
は二百二十トンを染色します︒

全を期しています︒

またこの工場は︑本県初の公害
防止協定を結んだ工場で︑排水︑
防じんなどの公害防止対策には万

レ象F臥蚕董竃．智ぎ籍襲蓼馨融

はまぐりでタイピン
日向特産の︑はまぐりを利用し
た︑カフスボタンやネクタイピン
などの観光みやげ品がお目見えし
ました︒

碁石を形どったカフスボタン︑
貝櫓をそのまま四角に切りとった
だけのネクタぞピンはどれも独特
な光沢があり︑清楚な感じがいた
します︒

アイデアは市観光協会で︑需用
のみとおしもつきましためで︑近
く量産にかかります︒お値段は一
組で千円程度︒

元
表
金

料
用

募

翻
別表1

ここで議長の交代があり︑新議
長によって︑副議長選挙や議席の
指定︑各常任委員︑各特別委員な
どの選任が行なわれ︑副議長には

欝欝卓球大会
県北卓球選手権大会は︑さる九
日︑午前九時から日向勤労青少年
体育センターで開かれました︒
参加チームは男女合わせて四十
チーム︒団体︑シングルス︑ダブ
ルスの熱戦を深夜までくりひろげ
ました︒

中でも︑特別参加した旭化成の
女子チーム︵旭陽会︶は︑なみい
る男子チームをもくだして︑ウー
ヤンパワーぶりを発揮しま し た ︒

﹁㌔㌦・噛

細 島 港 が 特定職に

ﾒ

4

人
大

新製聾毎．
、▼

三輪賢一郎氏

柏田利彦氏

細島商業港︑工業港への船舶の出入りは日ごとに多くな
り︑大型化してきましたので︑航海安全確保のため︑この
ほど両岸とも﹁特定港﹂に指定されました︒
特定港になりますと︑港の管理運営はすべて海上保安署
︵署長が港長を兼務︶があたることになり船舶は港則法に
したがって航海しなくてはならなくなります︒
↑保安署では﹁港長﹂の看板をかかげさっそく仕事をはじ
めました︒

Y

議長
副議長

6
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予防接種暦を作成
日本脳炎や小児マセ︑インフル
エンザなどの予防接種は︑区長さ
ん︑班長さんを通じてそのつど実
施日をお知らせしていましたが︑
今年度から︑一年間の﹁予防接種
暦﹂を作成しましたので︑この暦
どおりに行なうことにしました︒
この予防接種暦は︑さきに区長
︑さんを通じて︑各戸に一枚あてお
送りしましたので︑もうお手もと
にとどいたことと思います︒壁な
ど見やすいところにはって︑一年
間大切に保存してください︒
なお今月末と︑来月中の予防接
種の日程を︑暦の中からひろって

あ な た も 赤 十 字 社 員に

人びとのためにつくすよろこびは
あなたの心を五月の空のようにさ
わやかにします︒

．お知らせしますと︑つぎのとおり
です︒実施時間は一時半から二時
半まで︵ただし︑市役所で行なう
場合は一時半から三時半まで︶︒
＊三才児検診
十八日一1日向保健所

＊小児マヒ生ワクチン投与
十九日11細島小学校︒二十日鯉江
良公民館︑二十一日皿市役所︒
＊日脳第一回
二十五日 細島小学校︑二十六日
美々津三股病院︑二十七日11岩
脇渡辺病院︑二十八日11切島山公
民館
＊日動第二回
三股病院︑三日11岩脇渡辺病院

一日1一コ組小学校︑二日11美々津

四日H切島山公民館
．
八日11五十猛神社︑九日H塩見小

＊日脳第一回

学校︑十日H准看学校︑十一日H
幸脇公民館
＊日君主二回
十五日11五十猛榊牡︑一陸山応旧田塩．

ます︒

災者に衣類︑毛布︑日用品を送り

見小学校︑十七日11准看学校︑十
八日闘幸脇公民館
＊日脳第一回
二十二日11江良公民館︑二十三日
二十四日一1市役所

＊日脳第二回
二十九日臣江良公民館︑三十日−一

市役所

消費者の生活相談
県主催の﹁移動消費者生活相談﹂
がつぎのとおり行なわれます︒

さい︒

祉事務所で手続きをすませてくだ

また加入されたあとで︑病気︑・事

業の不振︑張りよの災害などのた
めに︑掛金を納めることができな
いときは︑免除や減額の優遇措置
もあります︒

被爆者の無料検診

で行なわれています︒

ことし第一回目の︑原爆被災者
無料健康検診が︑いま日向保健所

実施期間は︑五月三十一日まで
︵日曜を除く︶です︒被爆者のか
たは︑被爆者手帳をもって︑ぜひ

商品の不当標示︑不良商品︑食
品︑量目不足など消費者をまもる
立場でご相談に応じます︒

この期間中に受けてください︒

外務職員を募集

︵福岡市大手門二丁目五−十五▽
．別府防衛施設事務所業務係︵別
府市大字別府三〇五一番の一︶

にお申し弛ください︒
︒福岡防衛施設局︑事業部事業課

米国軍人︑軍属または被用者か
ら交通事故︑その他の事故を受け
た場合の︑損害賠償請求期限は︑
事故発生後日〜三年になっていま
す︒損害を受けられた場合︑また
すでに被害者で︑どこに損害賠償
の請求をしてよいかお困りのかた
は︑早目につぎの防衛施設事務所

米軍への損害請求は

日ごろお気づきの点は︑この際ぜ
ひご相談ください︒

市役所生活課で

日時11五月二十六日九時から

場所

加入はいまがチャンス

度﹂が実施されています︒

心身障害者を扶養されているか
たが︑毎月わずかの掛金を積みた
ててゆくと︑扶養者が不幸にして
死亡されても︑あとに残された障
害者に一生涯毎月二万円の年金を
支給する﹁心身障害者扶養共済制

の精神で掛金を出しあい︑．からだ

この制度は︑障害者を扶養して
いる全国のかたがたが︑助け合い
の不自由なかたの︑将来の生活の
安定をはかるためにもうけられた

日向郵便局では︑ただいま外務
職員を幕持しています︒

よいよA﹁年度からはじまりますが
事業着工に先だつて︑曾根土地区
画整理事業審議会委員の選挙が︑
つぎのとおり行なわれます︒

をもっています︒

この審議委員は︑事業の施行者で
ある市と馬地域の人たちの間にた
って︑こんごの区画整理事業のす
すめ方などを話し合う大切な任務

そして︑審議委員は︑区画整理
事業区域内の土地所有者︑借地権

者の選挙投票できまります︒

いま市都市計画課では︑この土
地所有者︑借地権者の申告受けつ

いわゆる﹁有権者﹂となるための

けを行なっています︒

手続きです︒

申告用紙は都市計画課に準備し
てありますから︑該当するかたは

早目に申しでてください︒

二十六日まで︶

五月二十日︑土地所有権者およ
び借地権者の申告受けつけ︵五月

︵六月十四日まで︶

六月一日︑選挙人名簿の縦覧︑

︵六月三十日まで︶

六月二十一日︑選挙人名簿確定
六月二十一日︑曾根土地区画整
理事業審議会委員立候補受けつけ

七月十二日︑同審議委員の選挙
投票日

i計／4＆1。。人、。6人増

ものです︒

i男22565人的鳥焔

五月一日から一ヵ月間︑全国的
に赤十字社員増強運動がくりひろ

の救護活動を行なっています︒

またおぼれかかっている人を助
ける方法や︑ケが人の救護方法︑
病人の応救手当の方法などを無料﹂
で指導したり︑社会福祉や巡回診
療などたくさんの仕事をしていま
す︒また東パキスタン︑ペルーの
難民救済︑ベトナムの戦争犠牲者
の救助や東南アジアなど新興国の
医療援助など︑外国でもかずかず

せください︒

条件は︑バイクの免許証をもっ
ておられるかたです︒くわしいこ
とは︑郵便局庶務課にお問い合わ

審議会委員の選挙

曾根地畔の区画整理事業が︑い

騨人ロ
〜％
i （，月録斑）

げられています︒

日本赤十字社では︑国民の健康
や幸わせをまもるために︑いろい

加入年齢は︑原則として四十五
才未満のかたですが︑制度のPR
をかねたサービス期間として︑こ
の五月末日までは六十五オ未満の
かたまで加入できます︒

五月をすぎますと︑四十五才以
上のかたは加入できなくなります
ので︑いまがチャンスです︒
ご希望のかたは︑︐今月中に市福

i世帯数

ろな事業を行なっています ︒

このような︑幅広い活動は︑す
べて赤十字社員が出し合ったお金
でまかなわれているのです︒

あなたも奉仕の精神で︑ぜひ赤
十字社員になってください︒
加入は市生活課の窓口で受けつ
けています︒

287人増

i女25．535人

13蠣

i13．121．

まず血液事業で︑これはみなさ
んの善意とたすけ合いの心を集め
て︑人の命をまもる輸血用の血液
を確保する仕事です︒

つぎに災害救助事業︑災害があ
ればただちに出動し︑病人やケが
人の治療や救護にあたるほか︑被

♂
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