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0⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝・：O

います︒

すっかり保育所の雰囲気になれ︑楽しく遊んで

わたしの目標です︒

はい1一︑二︑三︑四⁝﹂

﹁きょうは雨ですから︑おそとで遊ぶことがで
きません︒トランポリンで楽しく遊びましよう
上町保育所の保母︑日高ハルミ︵財光寺H25
才︶さんのやさしいかけ声にあわせて︑子ども
たちが元気に飛んだり︑はねたり⁝⁝⁝．
日高さんは︑昭和四十年に熊本の保母養成学
校を卒業してから〃この道六年〃のベテラン︒

の情熱を燃やしています︒

また幼児教育は人間形成の上で︑最も大切な
時期ですからやりがいもあります﹂と︑保育へ

保母という職業を選んだ動機などについて︑
日高さんは﹁女でなければできない仕事をと考
え︑中学二年のとき保母になることを決心しま
した︒大切なお子さんをお預りしているんです
から︑ケかひとっさせないよう〃安全保育〃が

やであった子も︑日高さんの指導で︑いまでは

入所当時は︑わんぱく坊主であった子−母
親を恋しがりだだをこねていた子1はにかみ

●

2ページ＿＿参院選挙は27日に投票

今月の主な内容

〈事故防止特集〉水の事故・梅雨期の交通事故防止対策など
6ページ＿少ない保存血液・踏切農薬事故
4ベージ．．．用途地域を蛮更・近く指定7ページ
防止、話題を追ってなど。
5ページ 20年目を迎兄た老人ホーム
8ベージ……お知らせ
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も

向上につながる重大な任務である
からです︒

のです︒

沸補者の主義︑主張や人格︑識
見などよく見︑よく聞いて︑これ
から六年間︑安心して政治をまか
せられるりっぱな人を選びたいも

O入場券は忘れずに0
投票のときの入場券は︑みなさ
んあて︑十四日に郵送しましたの
で︑お手もとに届くのは十七︑八
日ごろになると思います︒

投票日まで大切に保管して︑投票
の際ご持参ください︒入場券をな
くされても︑投票所においでにな
れば投票できます︒

なお入場券が十八日ごろまでに
届かないときは︑早目に市選挙管
理委員会へお問い合わせ
ください．

のワク内に意中の候補者のなまえ
を一人だけ書いて︑投票箱に入れ
てください︒投票の順序は地方区
がさきで︑全国区があとです︒

投票用紙に︑・二人以上の候補
者のなまえを書いたもの︑・自筆
でないもの︑・自分のなまえや絵
など余分なものを書いたもの⁝な
以外の紙に書いたのも効力はあり

念編

どは無効です︒もちろん投票用紙金
ません︒

O不在者投票は早目にOぜ
選挙の当日︑六月二十七日に投タ
︑．＾

仁所にゆけないかたは﹁不在者投八四

辮繍騒縷．市外で鰻
やむをえない事情で市外に旅行や・と

謙譲難灘蝿御

声で防ごう

子どもたちにとって楽しい水の
季節が訪ずれ︑近くの川や池・溝
す．
晶
鴇
などで無心に遊んでいる姿を見か
開
けるようになりました︒
0投票時間はO
⁝夢
う巴 しかし︑この時期になりますと
毎年︑悲しい水死事故が発生し︑
不在者投票の投票時間は土曜︑
日曜︑平日とも午前八時半から午︑遠︑尊い生命がうばわれています︒
概 ことしも県内では︑五月末現在
後五時までです︒
．
で幼児九人︑児童二人︑成人三人
舶の合せて十四人の水の犠牲者が出

βました︒

毅．そしてこの犠牲者の八○三三

沸しα諏夢軽自宅近くの川

だ︑自転車もろとも海に落ちておぼれ
て 死ぬなど︑いたましい事故が発生

照臨や児童で︑
六月一日にも高千穂
で二歳の幼児がカギのかかってい
ない農作業の沈殿そうに落ちて水
死し︑また︑五月二十八日には︑
南郷町で小学校二年生の子どもが

q馨駕銀午前壽勢

@点幽馴

O投票用紙は
∩総覧蕊
ピンクと黄色O

投票所へゆかれたら︑

入場券を受け付け係に渡
してください︒

．

△

△

△

△

あぶないよ
水たまりゃぬかるみで︑泥水な
きをとばして通行人に迷惑をかけ
ないようにしなければなりません

水たまりやぬかるみに注意する

す︒

※大雨や長雨のあとは地盤がゆる
み︑路肩が弱くなって崩れやすい
ので︑無理な追越しや交差など不
用意に路肩に近づくことは危険で

道路の端や路肩は崩れやすい

めな速度で運転しましよう︒

※カーブの地点では︑車が横すべ
りする危険もあるので︑特に控え

うにしましよう︒

※雨にぬれた路面はスリップする
ので︑前の車との距離を普通より
も長くとりスピードを出さないよ

車はふだんより止まりにくい

護をはかりましよう︒

※横断歩道や交差点の近くで道路
を横断しようとする人がいる場合
は︑必ず一時停止して歩行者の保

にしましよう︒

※雨の日は︑ふだんより速度を落
とした安全運転を心がけるととも
に︑前方への注視を怠らないよう

車の運転者

ッパを使用しましょう︒

転は︑禁止されていますので︑カ

敷困搾9げ翠きし匹よる斤手運

自転車乗り

道路を選んであげましよう︒

※雨降りの通学︑通園には安全な

とを忘れてはなりません︒

※歩行者にとって一番安全な右側
通行を励行するよう努め︑横断歩
道を利用した正しい横断をするこ

を配る必要があります︒

※傘をあまり前かがみにささない
ようにして︑左右の安全に十分気

歩行者は︑

させてあげましよう︒

四︑危険な場所で遊んでいる子ど
もを見かけたときは︑その場で声
をかけて安全な場所で遊ぶように

ましよう︒

三︑あぶない所には︑管理者にお
願いするか︑または︑各区でサク
をつくるなどして安全施設を設け

ようにしましよう︒

二︑監視人のいない川や池︑用水
路などでは︑子どもを遊ばせない

にしましよう︒

c児から目をはなさないよう

せてやりたいものです︒

これから暑さもだんだん増して
水難事故のシーズンとなるわけで
すが︑いたましい水の事故がおこ
らないように保護者は監視を十分
するとともに︑施設の管理者やお
となたちみんなが︑次のようなこ
とによく注意して事故防止に協力
し︑子どもたちに楽しい夏を過さ

です︒

かと思われるケースばかりのよう

水の事故〃

視の旧があれば防げたのではない

ケ︑や池︑用水路などで遊んでいて誤
りキ つて転落したものが多く︑親の監

△

一、

統一地方選挙は︑四月二十五日
の市議会議員選挙で一応終りまし
たが︑こんどは︑七〇年代になっ
てはじめて︑国会議員を選ぶ﹁参
議院議員選挙﹂が︑六月二十七日
に行なわれます︒

前回の市議会議員選挙の投票率
は︑男八六・七七鰹︑女九〇・一
八響︑平均八八・六〇欝で︑最も
身ぢかな選挙であったにもかかわ
らず︑男のかたの棄権がめだちま
した︒

今回の参院選は︑この投票率を
さらに下まわるのではないかと︑
関係者は心配しています︒

暫

害臨監限にとどめるよう防災体
制を整えておきましよう︒また︑
付近の排水溝などは早めに清掃し
て︑水の流れをよくし︑家の回り
の低いところには︑土盛をして︑
大雨がきても床下に水が流れこま
ないように︑いまのうちから準備
しておきましよう︒

△

なお︑台風や豪雨時における災
害対策本部および各支所︑連絡所
の設置場所は次号に掲載します︒
△

毎年この季節になる
と交通事故が多発し︑

死傷者の増加していま
すので︑県や市では︑

六月十日から七月十日
までの日ヵ月間﹁梅雨
動﹂を展開して事故防

期の交通事故防止運
止に努めております︒

雨の日は︑歩行者も
車の運転者も視界がさ
えぎられて安全を確め
ることが難しくなっているのに︑

先を急ぐため︑事故が起りがちで
す︒そこで︑

「

投票用紙は地方区がピン
ク色︑全国区が黄色で印
刷してあります︒あなた
は︑それぞれの投票用紙

で話し合いをし︑万一の場合︑被

傘が目かく七一

中央︑地方を匿わず選挙に軽重
の差はありません︒いきつくとこ
ろは︑みんな郷土の発展︑生活の

六月五日から六日にかけ

カました︒
獲

の発生も心配されます︒

、

理も三一のかかり南い

薦

纏勲

か鍛

●

2

灘 犠 耀 講 砿罐
嘱㌔の決壊や橋の流失︑ 家屋の
浸水︑ガケくずれなどの大
きな被害が続出しています

っています︒

@
@

蓼騰癒

ミ
また︑国鉄日南線でも山
くずれがあり︑通過中の貨物列車
五両が転覆する大きな事故もおこ

、

いにも近年大型台風や集中豪雨の
襲来もなく︑また︑長雨による被
害もないため︑防災への心構えが
薄らいでいますが﹁災害は忘れた
ころにやってくる﹂のたとえどお
り︑いつおこるかわかりません︒
特に本市の場合は︑住宅建設が
盛んなために︑これまで大雨時に
水のはけ場になっていた田畑が相
当埋め立てられており︑また︑山
林なども住宅用地にかなり造成さ
れていますので︑ひとたび大型台
風や集中豪雨に見舞われると︑家
屋の浸水や崩壊︑土砂の流出︑さ
らにはガケくずれなどによる災害

、

6趨27鳳貸

これから九月の台風シーズンま
での四ヵ月︑本格的な出水期を迎
えますので︑水害に対する十分な

V

幽頓1繭i曲1麟
目
梅雨にはいってから︑は
矧πやくも雨の被害が出はじめ

、

瀟

ア

、

広報ひゆうが
昭和46年6月号
昭和46年6月号

広報ひゆうが
3

暦・

拳㍗

、

凸

．ひ

用途地域を変更
住宅地として良好な環境を保つた
めに︑原則として住居︑特定の商
業用建物以外は建築できなくなり

都市計画法と建築基準法にもと
づいて︑日向市でも〃秩序ある町
づくり〃をねらいとした﹁新用途
地域﹂が近く指定されます︒

いま市都市計画課で︑そのため
の作業をすすめていますが︑正式
できません︒

できません︒

とにしました︒

指定が決まりますと︑建築にいろ．
いろ制限が加えられるなど︑市民⁝
生活にも大きな影響をおよぼす問⁝
題もありますので︑今月は︑その．
内容のあらましをお知らせするこ

おおむね以上のとおりですが︑
用途地域が正式に決まりますと︑
別表のような建築物の制限や︑ま
た建ぺい率︵敷地に対して建築で

工場（療動機を使用し床面稽50㎡以卜｝

※工業専用地域
とくに工場だけを建設する区域
ですから︑工場以外の建物は建設

﹀

倉庫業を営む倉庫

ます︒

※住居地域
ある程度までは︑住居と商業な
どの用途の建物がまじりあってい
ても︑やむをえない区域で︑主と
して住居の環境を保護するために

原則として住居または特定の商業

定める区域です︒

用建物以外は建築できません︒

になる区域です︒

※近隣商業地域
附近の住宅地の住民のための︑
日用品販売を主とする商業が中心

劇翁．映画臨演芸場．観覧場

新たに建築の規制も
用途地域とは︑わたしたちが住
んでいる町の人口︑産業および発
展のしぐあいなどを考えて︑将来
わたしたちの町のあるべき姿を予
想し︑住宅地にはどの附近が適し
ているか︑商業地︑工業地はどこ
がいいか︑また公害などで生活の
環境が悪くなるようなことはない
か⁝などを考えて︑それぞれの区
域を具合いよく配置して︑土地の
効果的な利用のしかたをきめるも
日向市の場合︑すでに五種類の

のです︒

用途地域が指定されてい ま す が ︑

指定当時の昭和三十九年から︑七
年経過したいまでは︑実情にそぐ

こんどの﹁新用途地域﹂の指定

わない点もでてきていま す ︒
はそういった点を考慮し な が ら ︑

ています︒
なります︒

原則として工場︑特定の商業用建
物は建てることができません︒
※商業地域
現在の商業地を中心とする区域
または︑将来商業地として開発さ
れるような区域を指定します︒
原則として工場の建設はできなく

ド

はじめは﹁野果寮﹂として︑現
在︑鉄興社が建設されている二区
に開設しましたが︑相次ぐ工場進
出と新産都市の建設などで︑騒音
の心配もでてきましたので︑昭和
三十七年︑名前も〃ひまわり寮〃

した︒

昭秘二十六年に開設して︑この六
月でちょうど二十周年目を迎えま

待合．料理店．キャバレー．舞踏場な〜

診断も行ないます︒

レ
血圧測定や軽いケガは︑常駐の
保健婦さんがいて︑いつでもして
くれます︒また週一回は︑嘱託の
専門医のかたもきて︑全員の健康

きる割り合い︶などの制限も加え
られます︒

市でも︑将来の町の発展を考え
て︑どのように用途地域を指定し
たらいいのか︑充分検討したうえ
きめたいと考えております︒

願いいた．します︒

なお用途地域の設定にあたって
は︑公聴会などを開いて広くみな
さんのご意見をおうかがいすると
ともに︑都市計画審議会にもご相
談いたしますので︑建設的なご意
見をおよせいただき︑ご協力をお

に改めて︑閑静な現在の財光寺比
良に新築移転しています︒
今月は︑十畳部屋十室︑四・五畳
部屋十二室︑そ瀬に大広間︑娯楽
室などを備なえた〃ひまわり寮准
で家族的な生活をおく﹁っておられ

●

る︑五十二人のおとしよりの生活
を︑写真でご紹介することにしま
︐

した︒

レ
花の栽培や人形づくりなど︑自
分の趣味にあったものは︑何んで
も自由にできます︒

いらっしゃいます︒

小畑幸一郎さんはラン栽培が自慢
のたねで︑縁側でたくさん育てて

の
して決定する

i

1
■

繍講
ω
1
8・
・・
建ぺ、1馴※器：劉

繍重工叢

鰐副乳
限贈穐騰震1聯鰻

とれまで用途地域を変更し︑八種
類に細区分して指定することにし

指定されようとしている八種類
の用途別内容をおおまかにお知ら
せしますと
※第一種住居専用地域
区域内の建物のほとんどが住宅
な〜
マージャン屋．パチンコ屋

計画
の※・は
建ぺい

泳場
ボウリング場．スケート場．

1
伽
高さの制劇

定します︒・．

の市政の柱にしています︒

日向市の現在の基礎をきつかれ
たおとしよりの幸わせを願って︑
市では﹁老人福祉の向上﹂を一つ
老んの無料健康検診︑八十才以
上のかたに対する敬老年金︑家庭
奉仕員制度による老人の世話︑老
人ホーム〃ひまわり寮〃などもそ
のひとつで︑とくに老人ホームは

ます︒

﹁軽作業のあとの朝食は︑また格
別ですからね⁝﹂

身のまわりの洗たくは︑二
人の寮母さんが半日がかりで
行ないます︒

でいらっしゃいます︒

〈用目地域内における建ぺい竃の制限内容〉
別表第2

宅

住

※準工業地域
おもに公害など︑環境に悪影響
を与えないような工場︑または自
動車修理工場︑沿道サ：ビス施設
︵トラック︑バスターミナル︑倉
庫︶に利用されるような地域を指

きなくなります︒

原則として特定の工場の建設はで
※工業地域
原則としては工場を建設する区
域です︒特定み商業用建物は建築

宅
住

團難粟できないもの
［コ建築できるもの

できないものの早見
内セ建築できるものと
＜用旧地

に限られます︒

る区域です︒

髪謙

とくに住宅地としてのよい環境を
保つために定める区域で︑原則と
して低い住宅︵低層住宅︶以外の
建物は建築できなくなります︒
※第二種住居専用地域
第一種と同じですが︑ある程度
高い建物︵申高層住宅︶を建築す

嚢餐．
曙癒

レ

﹄懸．
山下ピサさんはきょう八十六オの誕生日
て︑しぜんと顔もほころびます︒

r

夜は︑のりのきいたユカタ
がけで囲碁︑テレビを楽しん

館
ホテル．

院層
病

同住宅．寄宿舎．下看
共

用
兼

▼

五十一人のみなさんからお祝いの言葉を受け

▲

鑑

家族ぽ㍉硬2人です

劃表第二

レ
朝のすがすがしいときは︑だれ
とはなしに庭の草とりがはじまり

鞭
ひまわり寮は周囲を緑でかこまれ、四季を通してメジロ、ウグイ
スなど小鳥のさえずりが聞えます。
自動車の軽音もなく、夜は庭先きでホタルも飛び交います。

奪⁝無

ゆっ肌た気楽な毎日一瓶＼
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驚
．﹁

蓼

り︑保護者の子どもに対する監視
の目がおろそかになるのと︑加え
て子どもの屋外活動が多くなるの
が一つの原因のようです︒

このため国鉄では︑これらの事
故や妨害をなくし︑尊い人命と列
車の安全を守るため︑一日から﹁
鉄道妨害防止運動﹂を実施してい
ます︒

昨年︑大分鉄道管理局管内の鉄
道妨害は二百一件で︑前年とくら
べて三十六件減っています︒

しかし︑脱線転ぷくなど︑重大事
故につながる踏切障害︑置物の妨
害は︑逆に五件増え︑百三十七件
と全体の六十五警を占めています
国鉄でも踏切事故防止のため︑
設備改善などに力をそそいでいま
すが︑最近の自動車の増加や運転
者のモラルの低下などで︑事故の
規模も大きくなってきています︒
踏切事故のほ止んどが︑一旦停止
．をおこたったり︑警報を無視した

めだって多くな．ります︒

これは︑この時期が農繁期にな

層

ψ．一擁磁︑

三寒芝ミ︸ぞ三軍砦

り︑複線区間の踏切りでは︑反対
側の列車の運行を確認せず︑横断
したことが原因になっています︒

一故も発生しています︒

昨年八月五日︑豊肥線申判田滝
尾間の台間踏切りでは︑自動車運
転手の左右確認が十分でなかった
ため︑列車と衝突︑自動車運転手
は死亡︑列車乗客も六十五人が重
軽傷を負うという︑いたましい三
つぎのことだけはぜひ守って︑
※正しい踏切りの横断︒

妨害防止にご協力ください︒﹁

自動車だけでなく︑自転車のか
たも︑歩行者も一旦とまって左
右を確認して横断しましよう︒
※線路の近くでは︑子どもを遊ば
せない︒

線路で遊ぶことの危険さを常日
ごろから教えておきましよう︒
※線路通行の禁止︑
通勤︑通学にいくら近道でも︑
線路通行はやめてください︒

がるわけです︒保管︑取り扱いに
はくれぐれも注意してください︒

これから多い農薬事故

〆

少ない保存血液

た年内予防接種表をよく見て︑
すすんで注射を受けましよう︒
．ハエ︑カ︑ゴキブリなどの衛生

．市保健衛生課がおくばりしまし

いに︒

※予防注射を受け生活環境をきれ

いものです︒

いま︑県下一せいに﹁夏の健康
を守る運動﹂も実施されています
が︑わたしたちもつぎの点に注意
して︑健康で快適な夏をおくりた

があります︒

高温多湿で︑衛生的悪条件の夏場
こそ積極的にからだをきたえ︑食
申毒や伝染病予防にそなえる必要

行します︒

夏は暑さのために体力が消蔑し
食欲も減退し︑加えて伝染病が流

きたえよう夏に

で灘も割月コ肖︐．︷．．瀧月痢︑．

伽袈騒が命とり

﹁知ってるから⁝慣れてるから﹂

という安易な気持ちが事故につな

ます︒

ばなりません︒

なお︑誤用による事故は︑子ど
もの事故が多く︑家庭の保管管理
には十分注意するほが︑農薬の空
容器の処分にも十分注意しなけれ

は考えられません︒

ところで︑こうした農薬による
事故をどうしたら未然に防止でき
るでしょうか︒毒物︑劇物の農薬
の保管をいかに厳重にしても︑こ
れだけで危害防止がはかられると

大幅に減少します︒

何よりも農薬を取り扱う人たち
の心構えが重要なのです︒農薬に
対する正しい知識︑使用方法︑さ
らに各種の法令で定められている
安全の規則を守れば︑農薬事故は

9
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艶︑藪

散布作業とはいえ︑防護服の着用
には︑十分注意を払う必要があり

うしろから列車が⁝

．

やめよう線路での遊び
六月ごろから踏切事故 や 置 石 ︑ ︑

線路通行︑投石などの鉄道妨害が

のあるのも少なくありま せ ん ︒

農薬は︑病害虫に対しての殺虫
殺菌力が強く︑人畜には無害であ
るのが理想とされていますが︑現
在使用されている農薬は︑多少害

はなぜでしょう︒

農業生産量の向上︑農村の労働
力不足に大きな役割を果している
農薬も︑ つぼうでは毎年千人以
上の事故者を出しています︒それ
原因を調べてみますと︑本人の不
注意によるのが一番多いのです︒
使い慣れた農薬を粗雑に扱ったり
暑い日中長時間連続して散布し
たり︑農薬の附着した手や眼を洗
わなかった人たちです︒また病気
あがりの人︑睡眠不足の人︑手足
に傷のある人とか︑いわゆる不健
つぎに服装の問題です︒真夏の

︐

財小の体一一完成
市内で九番目の体育館が︑財光
寺小学校にできました︒

レーコートニ面もとれます︒

鉄骨づくり︑面積は八百七十七
平方㌶︵工費二千六百万円︶でバ

つの中学校の体育館は全部完成︑

市では︑教育施設の整備には︑
とくに力を入れており︑すでに四

ことしは︑引き続き平岩小学校の

を建設する予定ですので︑残り
は︑塩見小学校︑美々津小学校幸
脇小学校だけになります︒

はなやかに県体
第二十五回県民体育大会は︑県
北を主会場に開かれ︑日向市では
ソフトボール︑剣道︑卓球︑ラグ
ビーなど六種目が八つの会場で行
なわれました︒

できました︒﹂

﹁交通事故で重傷を負ったAさ
んが︑事故現場に近いB病院に運
びこまれました︒しかし︑B病院
には︑Aさんと同型の保存血液が
十分でないため手術が思うように
できません︒病院では︑さっそく
日赤を通じて同型の血液を緊急手
配し︑やっと見つかった血液が自
衛隊のヘリコプター︑警察のパト
カーでリレー輸血され︑Aさんは
どうにか一命をとわとめることが
こういったニュースを新聞やテ
レビで見たり聞いたりします︒

それだけ血液不足は深刻です︒
日向市献血推進協議会︵市役所
生活課内︶がまとめた︑昨年の市
内の献血状況をみてみますと︑目
標千二百四十人︵二十四万八千C
C︶に対して︑献血されたかたは

．戸籍⁝⁝生れて百年
明治四年四月四日に︑わが国に
コ戸籍制度﹂ができてから︑こと
しはちょうど百年目にあたります
正しい知識を身につけましよう︒

■一人一人に戸籍
わたもたち一人一人には戸籍が
あります︒いわゆる日本国民とし
戸籍のしごとは全国の市区町村

ての登録です︒

で取り扱っています︒
﹁本籍﹂といいます︒

また︑各人の戸籍があるところを
■家族関係は戸籍で証明
相続の場合や︑各種の年金を受
ける場合などには︑家族関係を証
明する資料どして︑戸籍が重要な
役割を果しています︒

ん︒

そのほか︑入学︑就職︑各種の
取り引きをする場合にも︑戸籍が
利用されることが少なくありませ
■戸籍のしくみ︑

戸籍は一組の夫婦と︑その子ど
もを単位にして作られます︒
子ど為が生まれると︑その子は
父母の戸籍に入ります︒そして︑
その子が成長して結婚すると︑父
母の戸籍からでて︑新しく夫婦の
戸籍が作られるのです︒

しく︑すみやかにしましよう︒

層届け出は正確に
戸籍は︑みなさんの届け出にも
とづいて作られます︒届け出は正
■正式な夫婦は
︑どんなに盛大な結婚式をあげて

せん︒

も︑婚姻届けをしなければ︑法律
のうえでは正式な夫婦とはいえま
挙式の日に届け出をしてから︑新
婚旅行にでかけましよう︒養子縁
組も同じです︒

二月三百人︒

百五十人︑十一月三百五十人︑．十

※月別採血予定人員
六月三百人︑七月三百人︑八月
三百人︑九月三百五十人︑十月三

をお願いします︒

みなさんがたからの〃愛の献血〃

めました︒．

日向市献血推進協議会では︑こ
うした医療機関の心配や︑患者さ
んの不安︑さらには万一の事故に
備えて︑ことしの献血目標を二千
二百五十人︵四十五万CC︶とき

もいらっしゃいます︒

これに対して交通事故︑災望﹃
手術などで輸血を希望されるかた
は年ごとに増え︑いまでは血液が
ないために︑不安な気持ちで手術
のできる日を待っている患者さん

五百九十五人︵十一万九千CCY
で︑目標の四十八響でした︒

ださい︒

．大気に親しみ︑運動を行ない体
力の増進をはかりましよう︒
また︑月に一︑二度ぐらいは子
どもをまじえた︑自然に親しむ
リエフレーションも計画してく

※栄養の確保と食生活の改善
・生鮮食品を選び︑食申毒を防ぎ
ましよう
・夏はとかく︑あっさりしたもの
を好みがちです︒バランスのと
れた食生活を行ないましよう︒
※規則正しい生活と体力の増進
・暴飲︑暴食をさけ︑早寝︑早起
きにっとめましよう︒

よう︒

側溝︑下水の清掃消毒をしまし

ば班︑区ごとに集団で︒
・これらの害虫の発生しゃすい︑

害虫を駆除しましよう︒できれ︑

、

康な人たちです︒

心臓病早期発見
日向東臼杵郡医師会と保健所︑市
との三者で︑さる二十日︑二十一
日の両日︑富小一年生二百人の心
電図による心臓検診を行ないまし
た︒

日向市は︑十七種目に二百五十
三人が出場︑個人では野別忠勝︵
市役所︶きんが走巾飛びで一位︑
甲斐操︵製錬所︶さんが千五百儲

これは︑最近心臓マヒで死亡する
児童も多く﹁百人中三人はいる﹂
といわれる心臓病を早期発見︑早
・期治療 す る た め に 実 施 し ました︒

三位以上に入賞しました︒

剣道︑ソフトボールなど九種目が

に三位に入賞するほか︑．団体でも

て実施したいといっでいま す ︒

新 た に 神 戸航路

医師会では︑こんどの結果がよ
ければ︑来年から少しずつ増やし

した︒

先きに就航した日本カーフェリーに引き続いて︑こんど
は細島一神戸間の海上四百五十キロを十五時間で結ぶ﹁宮
崎カーフェリー﹂が五日に就航︑本格的に営業をはじめま．
こんどの神戸を結ぶ宮崎カーフェリーの就航で︑阪神と

も流通の道が開かれることになり︑観光︑産業経済の面

、

霧艶紅霧

でも︑．地元と阪神を結ぶパイプ役を果すものと︑大きな期
待がよせられています︒

、

ハ由■Ψゼ顎刷←醤
息ゴ
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日本脳炎の予防接種

三ヵ月かかります︒．

日本脳炎の発生する時期になり
ました︒新聞の報道では︑ことし
の日本脳炎の発生は︑例年にくら
べて一ヵ月も早く︑隣りの鹿児島
県では今月一日に女子中学生が死
亡︑大流行が心配されています︒
日本磯曲が発生し︑あわてて予
防接種をしても間に合いません︒
予防接種を受けて︑免疫効果が最
高になるのは︑接種後ニヵ月から

なお︑市役所で行なう予防接種
は希望者の混雑が予想されますの
で︑二地区に分け︑二日間実施す

ド
ることにしました︒

やむをえない場合以外は︑でき
るだけ割り当てられた日においで
ください︒

※市役所で行なう日本脳炎予防接
種の地区別割り当て︒
︒第一班11南町︑申町︑本町︑上

町︑都町︑亀崎北
実施日は一回目六月二十三日︑
二回目︑六月三十日
︒第二塚口東草場馬西草場︑本谷
西川内︑広見︑中原︑高見橋通
実施日は第一回目六月二十四日
第二回目七月一日︒

実施時間は︑一時半から三時半ま
でです︒

婦人の集団検診
子宮ガンの九十五響以上が︑子
です︒これは初期に発見し︑治療
しますと︑ほとんど百響全快いた

この部分を埋めたてるときは︑

宮の入口にできる﹁子宮けいガン﹂

すでに各家庭に配布しています
予防接種日程表で実施しています
から︑よくごらんになって︑もれ
なくもよりの場所で受けられるよ
します︒

︑︑

うお願いします︒

道路ぞいの埋立は

市では︑婦人の健康をまもるた
めに︑つぎのとおり婦人の追加検
診を行なうことにしました︒

氏名︑住所︑年齢を書いて︑七
月五日までに︑区長さんか市保険
衛生課あてお由し込みください︒
検診料は一人五百円︑検診場所
は市役所と美々津支所︑富島漁協
で︑検診日は七月二十九日︑三十
日の二日間予定しています︒︑

引揚者特別交付金

請求期限が一年延期
国では﹁引揚者等に対する特別
交付金の支給に関する法律﹂にも
とづいて︑引揚者︑また引揚者の
遣族や茜引揚前死亡者の遺族のか
たがたに︑特別交付金を支給して

仕事の内容など調査

の調査です︒

総理府統計局が︑七月一日現在
で就業構造基本調査を行ないます
この調査は︑わが国の人口のう
ち︑昭和四十六年七月一日現在︑
働いている人が何人で︑どんな産
業や職業に従事して︑どのくらい
の時間働いているか︒どのくらい
の収入を得ているか︑また産業間
地域間でどのように移動している
か︑あるいは仕事をさがしている
人はどのくらいいるのかなど︑国
民の就業状態を明らかにするため

その結果は︑国や地方公共団体
の雇用対策をはじめ︑いろんな経
済計画の基礎資料を作ることに利

調査は全国の百分の一を選んで

用されます︒

日向市では︑本町︑原町の一部な
ど十八地区の中から約四百世帯を

十五才以上の人を対象に行ない︑

この交付金は︑一人二万円から
最高十七万円まで︵遺族のかたは
この七十響︶の額を国債で支給い

無作為抽出して調査します︒

います︒

たします︒

しくお願いします︒

めています︒・

市では︑市制二十周年を記念し
て︑いま市買編さんの準備をすす

資料をお貸しください

言動の縞さんに

近く調査員がおうかがいします
ので︑ありのままのご回答をよろ

この交付金の請求期限は︑ことし
の三月三十一日までの予定でした
が︑来年三月三十一日まで︑一年
間延期されました︒

該当するかたで︑まだ請求され
ていないかたは︑市冨祉事務所で
手続きを行なってください︒

第三水曜日に

消費生活相談

料︑文献︑寸寸︑写真などを各方
面から集めています︒ ︑
みなさんのお宅で︑こうした資

料を保存しているかたがいらっし
やいましたら︑一度お貸しいただ
けないでしようか︒
市役所総務課までご連絡いただ
ければ係員がお伺いいたします︒

県職員採用試験

宮崎県人事委員会では︑いま県
職員採用上・申分試験の受験希望

者を募集しています︒

︐一﹀

︐﹂o

上級試験は学歴は問いませんが
大学卒業程度の学力が必要です︒
年齢は︑昭和十七年四月二日か
ら二十五年四月一日までに生まれ

中級試験も学歴は問いませんが

ナコカブ

短大卒程度の学力が必要です︒

まれたかた︒

年齢は︑昭和十九年四月二日か
ら昭和二十七年四月一日までに生

︵当日消印有効︶までです︒

願書のしめ切りは六月二十三日

申し込み用紙の請求や︑わから
ないことを郵便で問い合わせる場
合は︑あて先明記の返信用封筒に
十五円切手をはって︑宮崎県人事
委員会事務局︵宮崎市橘通り東一
丁目九番十号︶へお送りください

﹁

㎜㎜鰯脇㎜

一度ご相談ください

ください︒

道路法によって管理者︵市道は市
長︑県道は知事︶の許可を受けな
ければならなくなっています︒
必ず建設課に届けでて︑許可を
受けてから埋めたてるようにして

県主催の消費生活移動相談を︑
毎月第三水曜日に︑市役所生活課

数﹂

43増

女子鵬B囎

48．255人155人増

宅地造成などで土地を埋めたて
たり︑開発したりするとき︑その
隣接地に道路がある場合は︑一度¶
市建設課にご相談ください︒
．道路との境界設定に立ち合いい

畑
田

（6月1日現在）

男

86人置

25．621人

たします︒

これは郷土の成長と︑先人たち
がどのように生きてきたか︑また
政治︑経済︑社会がどのように移
り変わって今日の日向市が形成さ
れたのかを︑古代から現代までを
一冊の本としてまとめようという
ものです︒

ほとんどありません︒

しかし︑市庁舎が三十八年に火
災にあいましたので︑古い資料が

係では︑そのため忙しの民族資

％

で行ないます︒

この相談日をご利用ください︒

相談時間は︑午前九時半から三
時までです︒不良商品であったと
か︑内容と標示が違っているとか
消費生活面でいろいろとお困りの
点やお気づきの点がありましたら

4人前獄毫

笈

㎜撚

口

鰯撒 人

歩祖一

iilび．一■︐．

編

最近︑相談なしに宅地を造成︑住

面〃︵別図︶までを含ん だ も の で す
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