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の資格もとった︒

0⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝⁝O

飛び散る火花︑きらめくせん光⁝︒
何の変化もない︑ただ広いだけの鉄板が切断

すし︑将来は旋盤工の資格もとりたい﹂と語る

﹁一度は進学も考えましたが︑一歩先きにで
て︑人よりも早く技術を身につけることは︑こ
れからの自分の人生に大きくプラスすることで
保安帽︑保安靴︑厚いゴム手袋で身をかため
た磯貝満治︵塩見臆16才︶君の毎日は︑鉄のか
たまりと︑何千︑何万度にも達する溶解熱との

磯貝君︒

る︒

され︑溶接され︑ひとつの建築材ができあが

戦いである︒

あつく感じられた︒

技術者へ燃やす意欲が︑真夏の太陽のように

すから︑好きなこの道を選びました︒．溶接師と
して二級︑一級の資格をとるのがわたしの夢で

四十五年置日向中学校を卒業と同時に︑日向
専修職業訓練所で一年間学び︑三級の電気溶接
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﹂

、

予算
＊八つの青年学級
勤労青少年の実際生活に必要な
職業や家事に関する知識︑また技
術の習得︑一般教養の向上をはか
るために︑青年学級振興法にもと
づいて︑八つの青年学級を開設す
ることにしました︒

開設学級は︑美々津︑岩脇︑財
光寺︑塩見︑日知屋︑富 高 ︑ ． 細 島

の各青年学級と理美容青年学級で
来年 三 月 ま で ﹁ こ れ か らの農業﹂︑

﹁職場と青年﹂などをテ ー マ に 学 習
します︒

＊収入役は再選任

明﹂の事務改善がきまりました︒
印鑑証明は︑ご存知のように金
融をはじめ︑動産︑不動産の売買
にはなくてはならないもので︑最
近︑とくにこの需要が増加してい

ま究
こんどの改善は︑需要増に対処
し︑あわせて市民のみなさんの窓

に変わ．ります︒

口の待合時間の短縮と︑より正確
な証明書の発行をねらいとしたも
ので︑これまでの﹁手書き方式﹂
から︑複写機による﹁複写方式﹂

いては次頁でご説明しますので︑
ここでは省略いたします︒

この窓口改善にともなって︑み
なさんからしでいただく︑印鑑の
登録︑証明書の請求手続きなども
一部変わりましたが︑その点につ

りました︵敬称略︶
黒木親光︵団体役員

財光寺︶

奈須勇吉︵農業11塩見︶︐
江藤満治︵農業11日知屋︶
山本孫春︵農業11塩見︶

農業共済運営協議会は︑この四
人の委員に加えて︑三人制学識経
験者︑三人の農業者代表の計十人
で構成され︑農業共済事業の運営
に関する重要な事項を調査審議す

長︑教育長の計十人で︑日向市全

す︒

臣

事竃︐6手三．
． f

円︒細島の公民館建設費二千三百
五十三万七千円︒港湾建設事業県
負担金二百三十九万九千円などで

円︒学校建設費六百十七万四千

舗装︑カーブミラーやガードレー
ルなどの建設費四百四十七万九千

全．施設費として︑中央通線の歩道

主な略のをひろってみますと︑
老人福祉センターの建設費二千八
百三十七万八千円︒団体営農道舗
装事業として︑本谷︑財光寺︑百
町原などの農道を舗装するための
費用七百六十六万二千円︒交通安

万七千円になりました︒

五千三百九十六万四千円が追加さ
れ︑予算総額は十八億四百六十九

その結果︑ 一般会計では︑一億

追加補正がなされました︒︑

付額の変更のあった事業費を主に

今回の補正は︑職員定数の改正
に伴なう人件費︑国県補助金の交

＊建設費に
九千三百万円追加

．委員としてつぎのかたがたがきま

日向市農業共済事業運営協議会
委員十人のうち︑四人の議会選出

＊四人の議会選出委員

です︒

るかどうか︑納税義務者からの要
求に対して審査するのが主なもの

．価が︑公平に正確に行なわれてい

︐

改選後︑新しい議会体制ができてからはじめての定例市議会が﹂ ．
さる六月七日から二十一日まで︑会期を十五日間として開かれまし
た︒こんどの議会に提出された議案は︑任期満了に伴なう収入役の
選任や︑印鑑条例の一部改正︑昭和四十六年度日向市一般会計補正
予算など十五議案で︑全部原案どおり可決承認されました︒
では︑つぎに可決された議案の中から主なものをご説明いた．しま
す︒

昭和四十二年六月︑収入役に就任
されてから︑こんどで二期目にな
ります︒

＊羅叢鋸任
日向市固定資産評価審査委員三
鼎のうち︑一名が八月二十六日で
任期満了になりますので︑その後
任をきめるもので︑日高栄氏︵48
中町︶が選任されました︒

この審査委員のしごとは︑固定
資産税の賦課基礎になる資産の評
る機関です︒

ふえる事故にストップ

体の交通安全のための施策の審

＊

交通安全対策会議も設置
・交通事故は年ごとにふえ︑それ

しは︑そのひとつとして﹁印鑑証

住民サービスのひとつである窓
口事務については︑つねに改善の
方向で努力しておりますが︑こと

＊手書きから複写式．に

ーキをかけてゆきます︒

議︑計画の作成︑およびその実施
の推進で︑ふえる交通事故にブレ

も︑．大都市から中小都市へ移行し
ているのが現状です︒

ず︐

どうしてもおいでになれないとき

．混同はブレーキ
分けてください

不燃・可燃別に
日向市のごみ収集は可燃物︵紙
くずや残飯など︶と︑不燃物︵ガラ

スや空カンなど︶を区別して袋収
集をしておりますが︑最近これを
混同したまま出す家庭が非常にふ
えております︐

るうえ︑でも非常に危険です︒

このまま焼却しますと︑ガラス
などは溶けて︑炉内のロストルに
付着して通風を妨げ︑燃焼能率を
低下きせます︒とくにヘアースプ
レーなどの空カンは炉内で爆発し
て炉自体の寿命もちぢめ︑作業す
ごみは必ず可燃物と不燃物に分
けて︑市できめられた収集日にお
出しください︒

・．〆

︵五万円以下の罰金︶されておりま

また︑ごみの不法投棄もみかけ
ます︒これは伝染病予防︑清潔な
環境を保つうえからも好ましくあ
りませんし︑清掃法でも全面禁止

必ず拾ててください︒

す︒ごみは︑市が指定した場所に

全に．処理するよう努力しておりま

市清掃事務所では︑わたしたち
の町をできるだけきれいに︑そし
て︑よりよい環境づくりのため︑
各家庭のごみをなるべく早く︑安
す︒ぜひご協力をお願いします︒

写真は燃えないで焼却炉からその
ままでてきたゴ・ミの山

︑

．﹂

買ってこられるかたがありますが
これは︑ほとんど字体が同じであ
るため︑おことわりする︽とがあ
は︑本人の委任状と︑病院とか︑

ります︒

ましよう︒

印鑑登録は一人一人の利益
を守るための制度です︒登
録の手続きゃ証明書の請求
は必ず自分でするようにし

くりかえすようですが︑

しをご説明しました︒

以上︑こんど改正される
﹁印鑑証明制度﹂のあらま

さい︒

それから︑市は請求のとき︑申
請書に押された印影と︑市の葺帳
に押された印影を照合するわけで
すが︑きれいに押していただかな
とと︑照合ができないことがあり
ます︒できれば証明する印鑑を持
っておいでになるようにしてくだ

状は必ず自分で書いてください︒

しかし︑どうしても行かれない
場合は︑委任状をそえれば代理人
でもできますが︑この場合の委任

で請求することになっています︒

つぎに︑登録している印鑑の証
明書が必要なときの︑講求手続き
ですが︑ζれも原則として︑自分

ーー◇

印鑑はきれいに

れも登録できませんコ

しようとしている場合など︑いず

このほか︑保証人の保証が疑わ・
しいときとか︑他人の名前で登録

おすすめします︒

自分のためのものですから︑で
きるだけ自分の印鑑をもつことを

会社の証明書があれば︑代理人で

「

も登録できます︒

います︒

同じように︑いままで登録して
いた印鑑が欠けたり︑摩滅した場
合の改印も︑登録と同じように︑
保証人をつけて︑自らおいでにな
らないと︑できないことになって

登録できない印鑑
◇
ゴム印とか︑最近よくみかする
る印鑑があります︒これらは字体
や縁が変形しやすいので登録でき

ものに︑朱肉を．つけずに使用でき

c⁝ー垂垂糞華華華灘灘顯．灘灘

いった区別はないようです︒

しかし︑法律上︑認め印であるた
めに効力が薄いとか︑反対に実印
を押したために責任が重くなると

また︑印鑑の縁や文字が欠けた
り︑摩滅しているもの︒極端に大

ないことになっています︒
けた場合﹁自分の印鑑ではない﹂と
か﹁自分が押したものではない﹂と

印鑑証明の改善で窓口の混雑も解
消されます

三文判などといって︑その人の氏
名を表わしていないものや︑．ロー
マ字で書いてあるもの︑それと︑
これもよく見かけるもので︑間に
︐あわせのため︑できあいのものを

うに小さい印鑑︒

降かったり︑また訂正印などのよ

り︑登録申請書に保証人︵住民登
録している満二十才以上のかた︶
をつけて申請していただきます︒
しかし︑本人が病気だったり︑
会社の用事とか出張だったりして

ら印鑑をもって窓口においでにな．

登録しようとするときは︑本人音

書があればできます︶のかたです︒

うぎに︑市の印鑑証明の制度で
すが︑印鑑登録のできる人は︑日
向市に住民登録している人で︑満
二十歳以上︵未満の人は親の同意

登録・改印は自分で

◇一

なければなりません︒

た〃ということのないよう注意し

切に取り扱い︑あとで〃しまっ

いずれにしても印鑑はつねに大

いって略通じないわηです︒

ただ実印を押し︑印鑑証明をつ

、

豊野収入役
こういつた事情を考え︑交通安
全対策の総合的︑かつ計画的な推
進機関として︑市に交通安全対策
会議を設置することにしました︒
会議の構成は︑市長を会長に︑
国の関係地方行政機関の職員一人
県の関係機関の職員二人︑警察官
一人︑市長部局の職員四人︑消防

ります︒

大切な実印
一⁝◇

むかごろ︑わたしたちの生活で
は︑何かにつけ印鑑証明が必要に

る印鑑のことをいいます︒

く求められ︑しかも︑いずれも重
要なものばかりで︑一度あやまり
ますと︑財産を失ったり︑多額の
借金を負うなど取りかえしのつか
ないことになります︒
日ごろわたくしたちがよく実印
乏か︑認め印といっていますが︑
ここでいう実印が市に登録してい

例えば土地︑自動車などの売買契
約︑金融︑保証などかずかぎりな．

なってきています︒

●

市収入役の任期が︑六月十一月
で満了しましたので︑その後任を
きめるもので︑蝶野健二 氏 ︵ 田 ︶ が
満場一致で再選任されました︒
蝶野氏は︑昭和二十三年から市
の税務課長︑議会事務局長︑総務
課長︑福祉事務所長などを歴任︒

一灘雛難

より早く正確

最近︑市民課や各支所の窓口においでになつ
・て︑印鑑証明が大変多く︑ときには長い時間待
たされることにお気づきになると思います︒
印鑑は︑わたしたちの財産をまもる大切なも

のですから︑ほんとうに本人の印鑑であるか︑
市の台帳に登録されたものとまちがいないか︑
．確認に手間どるわけです︒

﹁

七月末日までの二年間に︑印鑑を
持って市役所においでになれば︑
係の方で新しい台帳に登録がえし
ますが︑それ以降になりますと︑
改めて登録していただくことにな

そこで︑印鑑証明がより早く正確にできるよ
う︑八月一日からつぎのように変わります︒

台帳の写しを証明

◇1−t−1
いままでの印鑑証明は︑証明書
の用紙に印鑑を押し︑それを市の
台帳と照合して証明するという方
法でしたが︑新しい方法は︑みな
さんから出された申請書と市の台
帳を照合し︑その台帳を複写し︑
・その写しを証明するというやり方
になります︒

つまり︑一度印鑑を登録します
と︑みなさんから証明書の請求の
あるたびに︑戸籍謄本をつくる要
領でその写しを作るわけで す ︒

でと変わりません︒

そこで手続きですが︑まず市の
台帳に印鑑を登録していただきま
す︒こめ登録の手続きは︑いまま

O

収入役に蝶野氏

ただ証明書が必要なとき︑いまま
では申請書のほかに︑証明書用紙
に印鑑を押して請求する方法でし
たが︑新しい方法では申請書に印

「

ているかたが少なくありません︒﹁

r

◇

7

よく感ちがいされて︑先祖から受
けつがれた印鑑とか︑何かの記念
にいただいた印鑑を実印と思われ

、

◇

◇

、

謙r同憲耕＝適応ヲテ…円奉

鑑を押し︑．住所︑氏名を 記 入 す る
だけで足りることになりま す ︒

◇

欝

2
なお︑いま市に登録している人
の台帳は︑八月一日から四十八年

◇

／

「
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ここはこんな改善を
子どもたちが訴える交通事故防止策
﹁夏の交通安全県民総ぐるみ運動﹂がはじまった十二日の午後二
時から﹁交通安全に対する子どもの声を聞く会﹂が︑市役所大会議
室で開かれました︒

してください︒

︹細島小︺細島地区は道路が狭い
のに駐車中の車が多く︑交通の邪
魔になっています︒町の中通りを
全面駐車禁止にするか︑車庫など
作って自宅に駐車するように指導

また︑宮の上地区は道路が狡く
消防の出入りも困難です︒道路を
整備してください︒
︹警察署︺細島地区は

す︒

地形の関係もあり︑ま
た商業経営上も︑全面
禁止は無理と思われま

ます︒

が浜入口から
します︒

したので︑ことしから五力年計画
で︑伊勢が浜から細島までを改良

こわい女性ドライバー

細島までは︑

すでに工事にも着手しましたの
で︑これが完成すれば︑ご指適の
問題も解決すると思います︒
︹雛鳥小︺遠見地区の子どもは︑

また飯谷地区の人たちが通学す
る道路で〃天が日暮〃という個所
は耳川に面した絶壁で︑とても危
険です︒舗装と震わせてガードレ

．してください︒

十号線をとおって通学しています
安心して通学できるよう︑ガード
レールを作って車道︑歩道を区別

︹市︺塩見橋

んか︒

悪るいところですから︑年次計画

きびしい運転試験に合格した人だ
けですから︑女性ドライバーだか

白

らといってそんなことはないと

また高砂団地前の信号は見にく
いので改善し︑警察官︑交通指導
員をいつも配置して︑安心して通
学でき鴇交通環境をつくってくだ

れます︒

はかってゆきます︒

七月一日に女性ドライバー会も
発足しましたので︑この人たちを
甘心に︑そうした面の指導強化も
︹日知屋小︺わたしたちが通学す
る日動屋幼稚園の前は︑住宅団地
ができた関係もあって︑交通量も
ふえてきました︒学校入口に信号
機をつけてください︒
結果になります︒

しないように努めてください︒

運転申は︑できるだけ平静な気
持でいられるよう︑無理な運転を

遅転中の過労防止
①長時間の運転は︑とかく居眠
りを誘うことになるので︑途申で
休けいして気分の転換をはかる︒
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
をして体調を整える︒

③ 車内の温度が高すぎると︑居
眠りの原因となるので︑ときおり
新鮮な空気を入れて気分の転換を
はかる︒

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

に注意してください︒

重なり︑居属りが出やすいので注
意する︒なお︑会社や事業所の安
全運転管理者は︑夏は過労運転に
よる事故が多いことを念頭におい
て︑適正な運転管理を心がけるよ
う努め︑過労が原因で交通事故を
起こしたりすることのないよう特

ご父兄のかたは︑子どもたちが

た︒

をつぎのとおり申しあわせまし

また︑市内の若年︑中学校では
子どもたちが夏休みを明るく健康
的に過ごすため︑休み中の学習︑
水泳︑外出時間︑安全な遊びなど

てください︒

夏休みは子どもの自主性を養い
からだを鍛える絶好の機会ですか
ら︑各家庭では子どもが自主的に
規則正しい生活ができるよう生活
設計の立案などにも協力してあげ

ともみられるようです︒

子どもは規則的な学校生活から
離れて︑自由な家庭生活にはいる
ため︑ともすれば解放感も伴って
生活が不規則になり︑非行にはし
る事例や︑不慮の事故をまねくこ

はじまります︒

子どもたちにとって楽しい夏休
みが︑ことしも七月二十一日から

．

べ

■

︹市︺別に新しい道路の建設を検
討しています︒御鉾が浦から乗入
はありませんか︒

とができません︒遅刻しそうなと
きは︑無理をして渡るので事故が
心配です︒横断歩道橋の建設計画

がら︑期待にそいたいと思いま
す︒
︑
︹富島中︺狭い道路の連続駐車は
対向車がきた場合︑よけ場もなく
自転車のハンドル接触による事故
も心配されます︒できれば五耕前
後の間隔で駐車すれば︑対向車が
きてもよけることができます︒
︹警察署︺通学路など問題点があ
れば︑そういった方向で指導して
ゆきます︒

︹美々津小︺美々津駅通り地区の
子どもたちは︑十号線を横切らな
いと通学できません︒とくに美々
津派出所前の横断は︑下り坂でス
ピードも早く︑朝の通学と車のラ
ッシュが重って︑なかなか渡るこ

で建設したいと思います︒ことし
は︑とりあえず園圃消防署の前か
ら二百折の間に歩道を作ります︒
︹県︺旧美々津橋から圏谷に通ず
る道路は県道で︑年次計画で舗装

ゐ

配置できるよう努力します︒

以上が︑交通安全に対する子ど
この貴重な意見を生かし︑交通

もたちの願いです︒

安全対策をたて︑それを実現する
ことこそ︑わたしたちおとなに課
せられた義務であり︑責任でもあ
ると思います︒

指差確認で横断
﹁わたしはこ

思います︒

止にしてください︒

︹財光寺小︺財光寺地区の旧国道
の駐車は︑横断のときの視界をさ
またげ︑とても危険です︒駐車禁

駐車禁止します︒

︹警察署︺交通量の多い市街地は
全面駐車禁止の方向で検討してい
ます︒ご要望にこたえて︑財光寺
小学校入口から干綴を近いうちに

していますが︑ことしは飯谷まで
全面舗装する予定です︒また危険
個所も検討して︑ご希望にそいた
信号機の設置をと要望のあった
日知屋小入口

試験を行ない︑それに合格した
人だβに自転車通学を許可した
ら︑子どもの自転車事故は減る
と思う︒

＊運動場の周囲に︑一層憩後の舘
装道を作り︑自転車練習場にす
れば︑運転完熟者もいなぐなり
事故竜なくなると思う︒

＊〃右よし左よし﹁右よし左よ
し〃二回︑指でさしながら車の
進行を確認し﹁横断すれば事故
にあわずにすみます︒
とくに三番目の﹁指差確認﹂は︑大
・変立派な考えで︑明日からさっそ

われます︒

くみんなで実行すれば︑横断中の
事故は︑大幅に減少するものと思

一時三十分までと午後二時から

①水泳時間は︑午前十時から十

②花火︑シンナー︑ボンド等の

■四︑安臥について
① 交通のきまりをよく守り︑自
転車の二人乗りや︑道路上でe
遊びはしない︒
二︑水泳について

して外出しない︒

四時までの間とする︒

②水泳場所は︑緑色の旗の立つ

はかられるようご協力ください︒．

このぽか︑問題をおこしゃすい
行動や危険な遊びなどを見かけた・
り︑心配になることがあっ北ら早
めに学校へ連絡して正しい解決が

ている許可されたところで︑監
視人がいる場所で泳ぐ︒
③．水泳は必ず二人以上で行き︑
できるだけ上級生と行くこと︒
できれば保護者が同伴する︒
場所と一しょに行く人の名を言

④水泳に行くときは︑家の人に
ておく︒

から行なう︒

危険な遊びはしない︒
五︑その他
キャンプやサイクリング等の野
外活動は必ず学校の許可を受けて

を家の人に知らせておく︒

③外出時には︑行き先き︑用件

場合は午後十時までとする︒た
だし︑たなばたまつりなど特別
な場合は︑児童生徒だけでも九
時まで認める︒ ．

②夜間の外出は︑保護者同伴の

える︒

後七コ口でとする︒ただし︑午
後五時のサイレンで一度家に帰

三︑外出時間について
④ 外出時間は︑午前十時から午

＊学校で定期的に︑自転車の運転

また意見交換後︑

︹建設省︺四十九年までの五力年
計画で︑横断歩道橋を作っていま
すが︑ご指適のところは計画にな
かったように思います︒ですが地
元のみなさんや︑市から陳情の型
で要望をつきあげてもらえば︑計
画の申に折り込んで建設レたいと

れできるようにkみなさんのお

、

父さんたちとも用地の接渉をし数

ド

うすれば事故は防げると思う﹂﹁こ
うして事故から身を守っている﹂
などの体験発表もありました︒

申し合せ事項
w習時間について
午前十時までは朝の学習時間と

いします︒

このきまりにそって︑楽しい夏休
みを過ごしているかどうか︑十分
見守っていただくとともに︑一般
のかたの︑よりよいご指導もお願

夜間外出は七時まで

安全旗がめじるし

また︑警察官︑指導員は︑ラッ
シュ時だけでなく︑登下校時にも

すいようにします︒

高砂団地前の交差点は︑五逆路
という特別な事情もあって︑現在
のような信号配置にな？たわけで
す︒見にくいということであれば
路面に白線など引いて︑横断しや

近く実現すると思います︒

し︑県にも申請していますので︑

さい︒．

思いますが︑免許取りたての人や
男性に比べて女性は︑とっきの場
合の機転がきかないことは考えら
︹警察署︺最知屋小学校入口の信
号機は︑つけるということで検討

︹纂署︺籍ルを握る窪

ールも建設してください︒
︹建設省︺．カーブも多く見通しも

から伊勢が浜
入口まで拡巾
舗装が終りま

加えて大型ト
ラック︑バス
など交通量も
多く︑自転車
通学は危険で
す︒中央通線
を迂回すると
いったことは
考えられませ

道幅も狭く︑

︹富中︺伊勢

響

ですが︑ある程度の区
域は指定に踏切ってい
きたいと思います︒と
りあえず︑細島入口か
ら六百綴を駐車禁止し

細島入口は駐車禁止

遠見地区に歩道建設

これは︑日ごと年ごとにふえる交通事故に対して︑子どもたちは
何を望み︑何を考えているか︑素直な意見を聞いて︑これからの事
︑故防止策に役立てようと開かれたもので︑市内十二校の小中学生の
代表三十人と︑建設省︑県︑警察署︑市︑商店会︑宮崎交通︑運転
者代表など二十四人の間で活発な意見交換がなされました︒
歩行者のうち︑交通事故にあうのは︑小針学生が大半を占めるだ
けに︑子供からの願いは切実なものばかり︒
この願いをかなえてやるためにも︑・わたしたちおとなはいま一度
反省し︑改善できる点は改善の方向で努力する必要があるようです

いと思います︒

︹日向中︺高見橋のところがら日
向中までの通学路は︑狭くて事故
が起きた例もあります︒改善して
ください︒

また女性ドライバーは運転がに
ぶいように思います︒指示器をあ
げると同時に曲ったり︑前方だけ
に注意ルて︑横の歩行者には気を

連続駐車は困ります
夏休み

くばらず︑そのため雨の日など︑
泥水をかけられることもしばしば
です︒歩行者はそっちのけ︑運転
本位のドライバーは困りますから
指導してください︒
︹市︺さっそく交通安全施設整備
事業などで︑カーブミラーなども
作り︑安全をはかってゆきます︒

これから八月にかけては︑暑さ
が一段ときびしくなり︑身体の疲
労がはげしくなるので︑例年この
時期には過労運転による交通事改
がふえる傾向にあります ︒

過労が原因で︑尊い生命がうば

くよう努めてください︒

無理な運転をしない

．

車の運転は︑非常に神経を使う
ので︑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
UlF一．

一、

われることのないよ

十分にとるよ う に し ︑

疲れを翌日に持ちこま
ないよう︑睡眠時澗を

りのもとにな る の で ︑
車を運転され る 人 は ︑

過労が進むと︑居眠

睡 眠 を 十 分とる

ください︒

う︑車を運転されるか
たは︑運転するときだ
けでなく︑日常生活に
おいても十分注意して

睡眠や休養を十分野

常に身体の調子を最高に保ってお

過労＋運転一事故
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レぎ一︑ ．

所得がな いと保険料を免除

の年度末まで免除されます︒

6

広報ひゆうが

長かった梅雨もようやくあけま
した︒

日向市では︑幸いにも雨による
大きな被害はありませんでしたが
県南や鹿児島では︑かなりの被害
ところで梅雨があけると︑いよ

がでています︒

いよ﹁台風シーズン﹂です︒あなた

の家は安全ですか⁝？︒台風に備
えてもう一度点検してください︒
気象庁の長期予報でも﹁ことしは
台風のあたり年﹂ということです︒

点検は①屋根瓦︑②雨戸︑ガラス
戸︑③その他風雨に弱い個所の補
強︑④非常用備品などを重点に行
なってくだきい︒

屋根瓦は風速二十酵で飛びはじめ
ます︒しかし︑はずれやすい部分
は当然これより弱い風速でも飛ぶ
：ことになり︑つぎつぎに他の瓦も
飛んでしまいます︒

雨戸は家の構造や風向にもよりま
すが︑風速三十冨の風には耐えら
れないとされています︒ガラス戸
だけしかない家庭では︑雨戸にか
わる板など準備しておきましょう
非常用備品としては︑けい帯ラ

﹂詞．

ジオ︑懐中電灯︵予備電池の購入︶

非常食糧︵カンズメ︑インスタン
ト食品類を一人二︑三日分︶救急
医薬品︵消毒薬︑ホータイ︑解熱
解毒剤など︶を︑各家庭の状況に
応じて準備しておいてください︒
では︑実際に台風が来たらどレつ
するか？︒まずテレビやラジオの
情報に十分注意してください︒
台風が接近しますと︑宮崎地方気
象台から﹁台風情報﹂が発表され
こんこの予想進路・速度などが解
説されます︒必要なところはメモ
をとるよう心がけましょう︒

また月一慶大切なことは︑尊い
人命をなくしたり︑ケガをしたり
しないことです︒それには家族全
必ずきめておくことです︒

体で避難方法や場所︑道順なども
そしてとくに小さなお子さんや︑
おとしよりのいる家庭では︑風が
強くならないうちに早目に避難さ
せることです︒

台風が接近または上陸しそうな
場合には︑市では災害対策本部を
設け︑警察︑消防とも協力しなが
ら︑災害防止や救助活動を行なう

免除されても
追納で正規の年金を
保険料を免除された場合︑．保険

わけです︒
．
それには︑そのことを届け出るだ
けで免除される﹁法定免除﹂と︑所

される﹁申請免除﹂があります︒

．

1﹂﹁．

ため︑万全の体制をとります︒

堤防の欠壊や山崩れが起りそう
な場合はもちろん︑少しの被害で
も︑すぐ災害対策本部に通報し︑
︑
次に︑台風時の連絡先きの電話

指示を受けてください︒

番号をお知らせしておきます︒

日向市災害対策本部︵日向市役所︶

電話二一一一・二一一六︒総合
的なこと

故︑犯罪

日向警察署︵本町︶︑電話三一一一
一一〇︵緊急︶︒火災︑水害︑事

0・一一九︵緊急︶︒火災︑水害

日向市消防署︵本町︶︑電話二八西
事故︒

七一︒道路︑河川の被害︒

日向土木事務所︵中町︶︑電話四一

一二八一・一二八二︒電灯︑電

九州電力日向営業所︵北町︶︑電話
線の被害︒

日向電報電話局︵原町︶電話三一九
五︒電話の被害︒

︵但し︑市役所は一．時半から三時

乳児検診をつぎの日程で行ないま
す︒時間は一時半から二時半まで
半まで︶

二十日細島小学校︑二十一
日美々津支所︑二十．二日岩
脇支所︑二．十三日江良公民
館︑二十七日松原公民館︑
二十八日市役所︒

該当者は四十五年四月一
日から四十六年五月三十一日まで

糞﹁

当日は必ず母子手帳をご持参く

に生まれた赤ちゃんです︒

られるわけです︒

い・

一iーー累一

励行しましよう︒

食物の衛門

よう︒

食物はなるべく加熱し︑なま物
はできるだけさけるようにしまし
食物は速やかに処理し−保存す
るときは︑なるべく冷蔵するよう
食物は清潔で新鮮なものを衛生

にしましよう︒

的な店で求めましょう︒

調理場所は︑調理︑整頓︑清潔

碧所などの團
前︑二十年前にいわれていたこと

保持につとめましょう︒
︑食品類︑包丁︑まな板︑ふきん
わサです︒

それは︑迅速︑加熱または冷却
そして清潔の三点であり︑これを
守れば食中毒は防止できるといわ
れますが︑具体的には次のような
ことですから十分気を配って未然
﹁に防ぎ︑健康な食生活を保ちまし
ょう︒・

一手洗いの励匝

理前︑食事前︑．用便後の手洗いを

食中毒の予防上︑手洗いの重要
性を認識するとともに︑とくに調

選挙ポスタ﹇募集
明るく正しい選挙をおしすすめ
るための︑選挙宣伝ポスターを次
のとおり募集しています︒ふるっ
てご応募ください︒
一点に限ります︒

＊応募資格四小中高校生徒で一人

・

合会長から副賞をおくります︒．

自治大臣賞と選挙管理委員会達

＊賞11入選作品には文部大臣賞︑

作品の裏右下に府県名︑学校名︑．
学年︑氏名を書いて下さい︒

さは菊×mから55×40鞍・以内︒

所選挙管理委員会へ︒
＊色と大きさ11色彩は自由︑大き

＊募集期間謎九月七日までに市役

ょう︒

このほか︑暴飲暴食をつつしみ
寝冷などしないように注意し︑規
律ある生活のうえにたって栄養の
保持︑体力の増強などに努めまし

保管に注意しましょう︒

なお︑殺虫剤︑殺そ剤の薬品の

ましょう︒

ねずみ︑ばえ︑できぶりなぜの
発生源を除去し︑薬剤︑器具等に
よる組織的︑計画的な駆除を進め

しよう︒．

などの洗浄および消毒を徹底しま

・が現在もなおいい続けられておる

しかし︑この予防には︑特別の
きめ手があるわけでなく︑十年

す︒

月間﹂として︑全国的に食中毒防
止への呼びかけが行なわれていま．

・日から十一日までをh食中毒予防

こうしたことから︑毎年八月五

います︒

食気毒は︑食物の腐りやすい七
月から十月にかけて︑年固の七五
％以上が発生しているといわれて

た︒

ことしも︑本格的な夏が訪ずれ
食中毒の多発する時期となりまし

食物の取扱には十分の注意を！

これから多い食中毒

すすめrします︒

ださい︒

得がなかったり︑少ないときなど
に保険料を納められない事情を申
請して︑知事の承認を受けて免除

一

萎一︷

免除を受けた期間のある人で︑余
裕ができた人は︑将来のことを考
えて︑なるべく追納されるようお

料を納めた人にくらべると︑老令
年金の額ば三分の一と少ない額に
しかなりません︒そこで追納とい
って生活に余裕ができたとき︑十
年以内であれば︑免除期間の保険
料をあとから納めることができま
す︒追納すれば︑正規の保険料を
納めた場合と同じ額の年金が受け

サ馬窪

民課年金係へ申請してください︒
保険料を納められないからとい
って︑そのまま納めないでいると
その期間は年金を受ける資格期間
となりません︒免除が認められま
すと︑その間は保険料を納めなく
ても年金を受ける資格期間となり

レ

ます︒

．

社明のパレード
七月一日から三十一日まで﹁社
会を明るくする運動﹂が行なわれ
ますが︑その一日目に︑更生保護
婦人会のみなさんが︑この運動の
趣旨徹底をはかるため︑市内を自
動車でパレードしました︒
︑最近は︑青少年のシンナー遊び

など不良化もめだちつつあります
みんなが連帯の上にたって︑罪
を犯した人にはあたたかい愛の手
をさしのべ︑悶題児はみんなで見
守り︑正しく育てたいものです︒

乳児検診

この申請は七月三十一日までに
保険料の免除には︑生活保護を
受けたり︑障害年金を受けるよう
になったときなど︑法律に定めら
れている要件にあてはまればいい

申請免除の手続きは
今月末までに

昭和四十六年言分一年の免除を受

てまえです︒

国民年金は︑将来の老後や事故
にそなえて︑いまから保険料を積
みたてて︑年金で生活を安定させ
ようとするものです︒ですから︑
月づき保険料を納めてゆくのがた
しかし︑収入が少なぐて家計が苦
しかったり︑失業や災害などにあ
って︑保険料を納めたくても納め
られない人のために︑年金が受け
られるように︑保険料を免除する

け乏は︑七曝壬星でに市

消火に拶莇性
﹁火事は最初の五分間﹂といわれ
るように︑初期消火が大切です︒
市消防署では︑消火に機動性を
もたせるため︑年次計画でポンプ
車︑ポンプ積載車の購入を行なっ
ていますが︑ことしは百二十万円
で︑二台のポンプ積載車を購入し
．ました︒

普通トラックを改造したもので︑
塩見の第三部と︑真手の第三十二
部に配置され︑火のまもりにつく
ことになりました︒

●

着尺免除は︑本人や家族の所得
などを審査して認められますが︑
原則として申請したときから︑そ

しくみがあります︒

海をきれいに

の清掃をしました︒

いま第十管区海上保安本部主催
で﹁海をきれいにする運動﹂が行
なわれていますが︑この運動にさ
きがけて︑さる四日︑日向海洋少
年団とボーイスカウトのみなさん
が伊勢ケ浜︑御灯ケ浦の海水浴場
散らかっていたゴミは︑みるみる
片づけられ︑見ちがえるほどきれ
いになりました︒

二十日は海びらき⁝この子たち
の努力を無駄にしないでください
括梶c⁝⁝⁝⁝ ⁝ 韓藍羅懸灘︑⁝⁝撒．．．く︐︑．．

金 が 浜 で サーフィン大会
アポゴ杯争奪︑全日本サーフィン大会が︑さる六月二
十六日と二十七日︑市内の金が浜で行なわ和ました︒
当日は波が静かで︑期待どおりの波乗りのワザは競え
ませんでしたが︑それでもカーフェリーでやってきた関
東︑関西の選手は﹁日本のハワイだ︑実にすばらしい︒
近いうちにまたきたい一と︑金が浜の海と海岸の美しさ
に感激していました︒
︑
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五〇万円の小ロ融資
夏季資金に利用ください
市に小口融資制度があるのをご
存知でしょうか︒

この制度は︑地場産業の振興を目
的・としたもので︑市内に 居 住 さ れ
ている中小企業のみなさんがδ設
備資金や運転資金が必要などき︑
ご融資い隠します︒
﹇
この制度を利用できるかたは︑
つ

︵建設業も含む︶を営ま れ て い る か

市内で引ぎ続き一年以上商工業
たでしたら︑どなたでもご利用で

・

とにしました︒

交通事故や災霊﹃手術などで輸
血を希望されるかたは年ごとにふ
え︑いまでは保存血液が少ないた
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もいら

ものです︒

の中から明日を築く子どもたちの．
人格形成をはかってゆこうという

．

祉会館前︵元統計事務所あと︶で内
職相談を開いています︒
いまご紹介しています仕事の内
容は④手編み︵カギ針編み︑中細
毛糸によるモチーZ編み︶︑＠機
械編み︵引きあげ編み︑素編み︶

ぎますと副反応が強く︑特別専門
医でないと接種がむずかしいとい
しかし︑どうしても一度は接種

ててください︒

夏休み中に囲碁をおぼえて︑家
庭団らんと︑学力向上にぜひ役立

などです︒

一

委員会︑各学校︑棋院日向支部
に準備してありますので︑必要
事項を記入して市教育委員会︑
または棋院日向支部に出してく
ださい︒

＊受講料など 受講料はテキスト
代も含んで五百円です︒原則と

して小学生︵五年以上︶︑申学生︑

高校生が対象ですが︑一般のかた
でも受講を希望される人は申し込
んでください︒ただし︑この場合

の受講料は八百円です︒

i果実酒1

ぶどう以外はなんでも

ことしの五月三十一日から︑酒
税法の一部が改正され︑家庭でつ

くってよい﹁果実酒﹂の原料は︑い

ままでいろいろ制限がありました
が︑今回︑ぶどう︵山ぶどうを含
む︶以外の果実であれば︑すべて

産休要員を募集

下が浜︵家畜市場横︶で︑電話番号
は四〇七六番です︒

畜産センターの所在地は財光寺

いたします︒

日向市畜産センターで︑永年家
畜診療業務にたずさわっていた三
輪宏志獣医が︑二月一日付で市役
所の畜産係に異動になり︑その後
みなさんには大変ご迷惑をおかけ
していましたが︑六月一日から後
任に鳥飼厳獣医が着任しました︒
これまでどおり︑家畜診療業務
を続けますから︑よろしくお願い

新しい獣医に鳥飼さん

ください︒

ご希望のかたは相談日においで

＊応募方法11申し込み書が市教育

われています︒

しなければなりません︒

そこで︑市では定期種痘実施のと
きに︑病気とかその他の事故によ
って接種できなかった人を調査し
専門医師と相談して︑これらの人

﹁つしゃいます︒

採血時間は︑九時半から四時ま
でで︑目玉センターの採血車﹁い

に接種することを検討していま

＊融資限度額11一万円︵特別の場

緊急にお金が必要になったときな
ど︑お気軽にご利用ください︒
＊利子 無利子

ししております︒

五月から﹁生活つなぎ資金﹂制度
が設けられ︑母子家庭の人にお貸

無利子で融資

母子家庭の人へ

結構です︒

す︒いままでに︑一度も種痘の接
種を受けていない人は︑市保険衛
生課に住所︑保護者名︑氏名︑生
年月日を七月三十向日までにお知
らせください︒ハガキ︑電話でも

ずみ号﹂があたります︒

病気でお悩みのかたや︑交通事故
災害などの万一の事故にそなえて
多くのみなさんの〃愛の献血〃を
お願いいたします︒

加入しよう

スポーツ傷害保険
百円で三十万円保障
わが国ではじめての﹁スポーツ
安全協会傷害保険﹂が︑四月一日・・
から発足しています︒

この保険は年間百円の掛金で︑
もし加入者が運動中にケガをしに
り︑死亡した場合に最高三十万円

きます︒

内です︒

の保険金が支払われます︒

＊融資限度額醜一企業五〇万円以
け＊資金の使途11事業の 経 営 上 ︑ 必

．ド合は二万円︶

市立保育所の保母さんが産休な
どで休んだ場合の代替え要員を募
集しています︒ご希望の方は上町
保育所までお申し込みください︒

鰯㎜鰯㎜㎜㎜鞭

使ってよいことになりました︒
しかし﹁果実酒﹂をつくる場合に

世血忌

＊申し込み先甲介福祉事務所厚生
係または母子相談員へ

・

は︑あくまでつぎの条件に違反す
ると処分されますのでご注意くだ
さい︒

③果実に混ぜ合わす酒類は︑市販
されているアルコール分二十度

以上の酒類であること︒
②つくった﹁果実酒﹂は自家用であ

計48．419人164人増

少年囲碁教室の
受講生を募集

テレビつ・子や︑マンガっ子にな
ってしまって︑落ちつきや礼儀正
しさ︑考えるくせを見失いがちな
現代っ子に︑少しでもそうもたぢ
のを身につけてもらおうというこ

女25．688人67人増

要な運転資金︑設備資金︒
＊利息臥年利八軒です︒

︑

はいけませんげ

か﹂販売したり︑譲ったりして

（7月1日現在）
男．22．731人前易支昂

＊融資期間四三十ヵ月で一括償還
または分割償還︒・

これから秋にかけてスポーツの．
シーズンを迎え︑各地でもいろん
な競技が行なわれますが︑みなさ
んが︑安心してスポーツを楽しま
れるためにも︑大変有利なこの傷
害保険への加入をおすすめします
加入は市教育委員会で受けつけ・
ています︒申し込み用紙も準備し
てありますから︑掛金をそえて十

．

人以上の団体で訂し込んでくださ

い︒ ．

＊加入しめ切り白は︑㌧七月三十一

とで噛ことしも﹁少年囲．碁教室﹂を

繭人ロー

融資ワクはまだ十分あります︒
夏季の運転資金が必要なかたは︑

なお︑手続きなどは︑市商工水

ごヨ利 用 く だ さ い ︒

産課︑．申小企業相談所︵ 商 工 会 議
所内︶におおずね風ださい ︒

愛の献血を

月です︒

月堰日と木曜日の午前九
二時まで︑日向市社会福

H．木曜に内職相談
ら

毎
﹂時か

35増

13．199

らお願い．します．

種痘をしていない人甘

開くζ占鴎しました︒
り来の伝統的ゲームである．
︑ 日本古

囲碁を︑世界唯一のはまぐり碁石
・の産地であるわたくルたちの日向

市に広うめ︑そのゲームの楽しさ

﹂■

．

今月二十三且は︑日向名物﹁た
なぜたまつり﹂の初日にあたぢま

お知らせください

＋購矯餐驚三賀
、

すので︑・日向市献血推進 協 議 会 で

は︑多くの人出が予想される日向
大丸横で街頭献血を呼びかけるこ
︑
、
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