．

なお嬢さんです︒

〜氏

趣味は一とたずねたら﹁音楽観賞と旅行︒と
くにひとり旅がいいですねと﹂はぎれのよいこ
とばがかえってきました︒しごどの余暇をみて
は︑生花︑お茶をもたしなむ︑親思いの現代的

も消えてしまいます﹂と︑仕事への情熱も十分目

ようになって一年半︒いまではタイプ印刷のほ
とんどを一人で引き受け︑簡単なものは︑さし
絵︑表装︑製本までしてしまいます︒
﹁印．刷は一字︑一句の間違いも許されません
でも︑思いどおりにできあがり︑お客さんの満
足そうなよろこびの顔をみますと︑そんな苦労

○・漕⁝⁝・とじておくと便利です⁝⁝⁝O

昭和四十五年に富島高校を卒業と同時に︑父

イプに取組んだときの恵子さんの顔は︑また一
段と緊張さを増し︑目はただ原稿を追うだけ︒
しなやかな細い指が十分間に四百という大量の
活字を器用にひろいあげてゆきます︒

正確な間隔をおいて休むことがありません︒タ

一秒一秒〃とき〃﹂をきざむ時計の音のように︑

タイプの音です︒

えてきます︒山下恵子︵四一1花ケ丘︶さんのうつ

音1︒その中でただひとつリズミカルな音が聞

インキのにおい︑輪転機の回転する複雑な

，

幸男︵妬︶さんの経営する印刷のしごとを手伝う

月

解

φ

（●〃；．乳97）

昭和46年10月22日発行

総務課租書広報係

編集

胃

6ページ…市内の児童生徒の鉢位は？

3ページ……伸びる下水道

日向弗役所

発行所

口

10

騨

馳

罫．．

広報ひゆうが
1

今月の孟な内容

2ページ……老人の医療費を助成（市議会できまったこと）

含㌻シ鷲遅れと体の不舳好・曖と解を7ページ…縄を追って・

8ベージ…お知らせ。

零
、

F

込
￨w巧拘が畢「
n『

｝
4．ぎ・

唐7

営

騨弾胸

畢︑

ギ﹁

老人の医療費を助成

あげました︒

▲

93

以上のねたきり老人で︑

十月一日から実施されて
います︒

制度の内容は︑国民健
康保険や社会保険に加入
している前記の該当者が

四名の消
防職員が
財産︑生
命のまも
りにつく
ことにな
ります︒

・

自己負担しています︒

医療機関にかかった場合国民健康
保険の被保険者は七割給付ですか
ら残り三割分︑社会保険の被扶養
者は五割給付ですから残り五割を

ることになります︒

この自己負担額を公費で助成し
ようというもので︑助成額は︑七
十五歳以上のおとしよりが入院加
療したときは︑自己負担月額から
二千円を差引いた残りの額︒入院
外の場合は自己負担月額から五百
円を引いた残りの額を県と市がみ

よいことになるわけです︒

ですから︑七十五歳以上のかた
は入院の場合は最高二千円︑入院
外の場合は最高五百円を支払えば
六十五歳以上のねたきり老人の
場合は︑入院外に限って全額県と
市が負担いたします︒

れています︒

行なう美々津宮の下︑平寄原︑富
高西川内地区の道路舗装費九百五
十七万六千円︒＊部落道を舗装し
たり補修したりするための道路維
持費三百四十六万五千円もあげら

曽根区画整理に
特別会計を設置
曾根土地区画整理事業は︑今年
原町︑鶴町地域の浸水解消のため

＊春原︑亀崎両土地区画整理地区
内の児童公園建設費九十一万円︒
＊百町原地区の農業基盤整備事業
に三百五十五万九千円︑＊学校建
設費として︑平岩小学校の危険校
舎の改築費千百三十六万二千円︒
＊小倉ケ浜運動公園の施設工事費
も五百五十五万円が組まれました
このほか︑道路の舗装にも力を
入れ︑＊農道舗装受託事業として

いため︑これまで降
雨時に浸水︑冠水の

昨年度までに︑事業費四千五百万
円で︑塩見川から原町児童公園ま

事業費は千五百万円︒公園から
検察庁前まで︑約二百耕にわたっ
て下水管を埋める工事は︑来年一
月末には終る予定ですが︑これが
完成しますと︑附近七・八診の浸

庁の前まで伸ばします︒

今年度事業として︑現在行なっ
ているのは︑この二号幹線下水路
の延長工事で︑原町児童公園前ま
での本管を︑さらに日向地区検察

っています︒

︑で︑延長五百七十綴の管埋設が終

二号幹線下水路の埋設をすすめ︑

被害をだしていまし．
た︒

消そこで市では︑昭
和三十七年度に︑こ
うした問題解決のた

重めの︑基本的な下水
道の整備計画をたて
て︑三十八年度から

水が解消されるわけです︒

の工事に着手していま

排水できない平担地
を︑幽翠排水区︵二

街道路側溝等で容易に

計画によりますと

百五十八・六野︶︑・

す︒

細島排水区︵二百八
財光寺排水区

・六診︶︑中原排水
︵百六十一・七珍︶の四つの排水区
に大別し︑ これらの排水区の汚水
終末処理場を完備することによっ
て︑近代的な都市の発展をはかろ

うというものです︒

三十八年度から工事に着手して
いるのは︑このうち市の中心部に
あたる富岳排水区︵別図︶の幹線下

水路埋設工事で︑昭和三十八年度
から四十一年度までに事業費三千
六百万円で︑一号幹線下水路千百
競の埋設を終っています︒
さらに昭和四十二年度からは︑

なお︑四十七年
以降の都市下水路

います︒

将来の暮しよい環
境づくりのために
よろしくご協力を
お願いしたいと思

しておりますが︑

下水道の工事は︑普通の地上で
の工事とちがって︑道路を堀削し
直径一儲以上の管を埋設する工事
ですから︑ 附近の
みなさんには日常
生活の上で︑また
一般交通の面で大
変ご迷惑をおかけ
区︵三十六・二三︶︑

山

ヂ﹁

豊かな町づくりをめざして市政にとりくむ三役

災害に際し︑つねに身体の危険
にさらされている消防業務の特殊
性や︑最近の経済情勢を考えあわ
せますと︑消防職員︑消防団員の
賞じゅつ金は交通事故補償等の例
にくらべても相対的に低く︑職務
の内容︑功労の程度に対しても十
分むくいることができない実情に
ありましたので︑これを
一・五倍から二倍に引き

消防賞ヒゆつ金を引きあげ

殉職者に三百万円

蹄藤欝醸醸盤叢璽麟磯

られています︒

都市化や交通事故の増大などで
火災予防︑救急体制の強化がせま

＊防火体制をがためる

することになりました︒

で授賞することになっていました
が︑適用の幅を広ろげて︑とくに：
文化関係の功績が顕著であると認
められるかたは︑部門外でも授賞

ことし第七回目の九月定例市議会は︑さる四日から十七日まで︑
会期を十四日間として開かれました︒この議会に提出された議案は
日向市教育委員会委員と公平委員会委員の選任や︑日向市老人医
療費の助成に関する条例制定︑喜界︑町名の変更︑昭和四十六年度
日向市一般会計補正予算など十六議案を審議可決しました︒
老人医療費の助成制度は︑高齢者の医療費無料化への一歩前進で
あり︑一般会計の追加予算四千六百三十七万円の中には︑平岩小学
校の校舎改築︑農道舗装事業費など︑普通建設事業費二千七百七十
三万円が黒まれています︒．ではつぎに︑可決された議案の中から︑
主なものをひろって順次お知らせしましよう︒

＊論叢肛
六月五日︑六日の集中豪雨と︑
台風十九号の災害復旧費として二
百十五万六干円が組まれました︒
内訳は︑日並屋深溝線の道路鏡銑
復旧費百十五万六千円︑文教施設
の災害復旧費百万円です ︒

＊ 江 川 ・ 石 川 の 両 氏に
支払われます．

内容は︑殉職者の場合
百万円から最高三百万円
まで︑障害者賞じゅつ金
は四十万円から三百万円・
まで︑それぞれ功労の程
度︑障害の等級によって・

適用は七十五歳以上

こんどの議会で市職員の定数条
例の噌部が改正され︑消防職員が
六名増員されました︒今後は四十

品

登録されている七十五歳
以上のかたと︑六十五歳

ねたきり老人は無料

にもうけられたものです︒

こんどの議会できまった老人医
療費の公費負担制度は︑老人の医
療費負担を軽くすることによって
その心身の健康を保持増進し︑明
るい老後をおくっていただくため

ψ

この制度が適用される人は︑市
内に居住し︑市の住民基本台帳に
︑屯

ノ
ニ十二万八千叫﹁になりました︒

医療助成

日向市教育委員会の委員五人の
うち︑一人が任期満了になりまし
たので︑その後任をきめるもので
れました︒

江川恵之助︵好闘細島︶氏 が 選 任 さ

中町︶氏が

また日向市公平委員会委員三人
のうち︑一人の任期満了にともな
う選任は︑石川猛︵59

再選任されました︒

されます︒

両氏の就任によって︑日向市の
教育行政︑労働行政の進展が期待

＊授賞の幅を拡大
日向南文化功労者顕彰条例は︑
学術︑芸術︑技術︑体育の四部門

興整備について︑総合的な計画を
共同で作成し︑その実施の連絡調
整をはかる機関です︒

学校建設に千百万円
道路整備に力こぶ

追加された予算の主な内容は︑
＊日向市史編集費三十三万六千円
＊七十五歳以上のおとしよりと
六十五歳以上のねたきり老人に対
する医療費扶助百十二万円︑＊市
内の私立保育所に入所している子
どもたちの委託保育費五百六十六

くに申心市街地は一般に地盤が低

支流︑富高川に流出してお﹁り︑と

当市内の排水は︑塩見川とこの︑

りを果しています︒

防ぎ︑またドブや水溜り︑雨水を
排除してドロンコ道を解消するな
ど︑住民の不快な生活環境を解消
するために︑はかり知れない役割
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一般会計の補正予算は︑四千六
百三十七万五千円が追加され︑今
年度の予算総額は十八億五千三百
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いもののひとつです︒

下水道は︑上水道とともにわた
したちの暮しをより豊かにするた
めの施設として︑なくてはなくな

》
局地的な集中豪雨による市街地
の浸水被害を防ぐいつほう︑家庭
にも水洗便所の普及をもたらした
り︑カやハエを追放して伝染病を

蓬﹂の交付を受けてください︒

手続きは︑市福祉事務所に﹁医
療証交付申請書﹂を出して﹁医療
医療機関にかかるとき︑この医療
証を窓口に提示し︑いままでどお
り自己負担分を支払っていただき
ますと︑県︑市助成分をあとで本
人あてお支払いします︒

＊町名を春原町に

ました︒

春原土地区画整理事業もほとん
ど完了しましたので︑同地区内の
大字富興亡春原と字五反の内の一
部を改称して︑春原町一丁目︑春
原町二丁目に変更することになり
春原町一丁目になるのは︑現在
の字春原七三七三番地から七四三
八番地まで︑春原町二丁目は︑字
五反の内の七一七三番地から七三
九六−二番目までです︒

県北整備に取組む
市町村間で協議会を設置
わたしたちの日常生活圏は︑交
通︑通信網の発達にともなって︑
しだいに広域化してきています︒
そこで︑こうした社会の変動に対
応して︑住民の期待にこたえ得る
魅力ある豊かな地域社会を建設す
るために︑これまでの市︑町︑村
の行政区域を単位とした町づくり
だけでなく︑経済的︑地域的に露
係のある市町村がいっしよになっ
て︑広域的な都市整備をすすめて
いこうと﹁宮崎県北部広域市町村
圏協議会﹂が設置されました︒
関係市町村は︑日向︑延岡の二
三と門川︑東郷︑北方︑高千穂︑
日の影︑五ケ瀬の六町︑北郷︑南
郷︑西郷︑諸塚︑椎葉︑北川︑北
この協議会は︑関係地域内の振

浦の寒村です︒

したσ

度から施行されていますが︑公共
事業以外の事業について︑一般会
計と区分して特別会計を設置しま
予算総額は四百万一千円で︑財源
としては︑保留地の処分金をあて
ることにし︑道路の舗装など一般
公共事業と並行してすすめます︒

の事業計画は︑昭和五十年度まで
に一号幹線下水路と二号幹線下水
路を結ぶ延長七百五十五耕の四号
幹線下水路の建設︑これらの幹線
下水路によって集められた雨水や
汚水をポン圧送するポンプ場の建
設が︑事業費一億一千五百万円で
見込まれています︒
富高排水区は︑附図のように︑
一号から五号まで総延長四千七百
八十二日頃幹線下水路を埋設する
計画で︑これが完成しますと富高
論水区域二百五十八・六珍のうち
百七十・五二の浸水は解消される
わけですが︑全区域の排水を完全
にするためには︑将来は国の指定
方針に従って公共下水道に切りか
え︑積極的に事業の拡大をはかっ
ていく必要があるようです︒
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内向性の娘が
学級委員長に

教育馳①αロ8二〇5ということばには︑本来

ごとに自信をつけ︑中には能力が普通児以上
に伸びたという子どもにいるほどです︒
﹁引き出す﹂という意味があります︒教育と
は教えこむことではなく︑子どもの能力を引
き出すことだというのです︒

を受けています︒

現在︑市内には小学校に四級︑中学校に四
級︑精薄児施設としての〃あかつき学園〃に
二級︑計十級の﹁特殊学級﹂があって︑百三
十四人の児童生徒が自分の能力に応じた教育
そこで今月は︑特殊学級の先生と父母の声
を紹介して﹁知恵おくれやからだの不自由な
子﹂を持つおとうさん︑おかあさんがたの幅
広いご理解を求めたいと思います︒

では︑特殊教育の対象になる児

めの教育︑それが﹁特殊教育﹂です

別な教育をしなければならない
のは視力障害児だけではないので
す︒聴力障害︑し体不自邸︑知恵
遅れの子どもも同じように︑教育
上特別な取扱いが必要なのです︒
ひとりひとりの個性を尊重し︑
それぞれの資質と能力に応じて︑
すべての子どもに適正な教育の機
会を一という琿想を現実化するた

でしょう︒

とつの例にとってみましょう︒
視力が正常でないと黒板の字が
よく見えない︑教科書もよく読め
ない︑障害の程度が高くなると通
学も困難だし︑文字を教えること
もできない︒こんな子どもが義務
教育だからといって︑小学校一年
に入学してきたらどうするか一︒
〃そんな子どもは別な教育をしな
ければ〃とだれでも即座に答える

富小教諭

とが大切です︒

少なくとも小学校に入学するこ
ろまでには︑小児科の医師や教育
相談機関︵児童相談所︑教育委員
会︑教育相談室︶の専門家のとこ
ろに行ってくわしい調査を受け︑
そこで指示されたとおりに従うこ

かしくなります︒

童生徒の出現率はどう
でしょう︒文部省の調
査によると百人に対して六人以上
の障害児がいるというのです︒こ
の中でも出現率が高いのが〃知恵
おくれ〃です︒物の名前をおぼえ
たり︑計算したり︑すじみちをた
てて物事を考えたり︑あるいは想
像したりする働きが年齢とともに
進歩していかない状態にある子ど
もで︑早い機会に適切な指導をし
ないと︑年齢にふさわしい社会生
活をおくることも︑またおとなに
なった場合職業につくこともむず

宥川秀彦

・知恵遅匙瀦杯狛油﹁訟存砥

富小・仲よし学級生の父

いたのかも知れません︒

小学校二年の終りに一枚のハガキが配達さ
れました︒娘の担任の先生からで︑ ﹁特殊学
級﹂への転級のすすめだったのです︒
わたしたち夫婦のおどろき一︒
子どもの教育には︑普通以上に関心をもつ
ていたつもりですが︑〃うちの子に限って〃
という親の目が︑わが子の観察をにぶくして

りました︒

﹁特殊学級﹂への首級を拒むかたがいらっしゃ

いまは学級委員長をして︑クラスのめんどう
もよくみているようですし︑学校でのできご
とも毎日話してくれます︒わたしの娘のよう
に極端な内向性の子どもや知恵おくれの子ど
も︑また身体障害児を持つご父兄のみなさん
の中には︑親の体面︑世間ていなどを考えて

導しました︒

いますが︑それは大きな間違いです︒
特殊学級は︑遅れた子どもは遅れたなりの
教育をしますから︑伸びも堅く︑入級すれば
これまでの欠点や能力差ばすぐカバーできま
す︒またわたし自身︑三人の障害者をりっぱ
な技術者として育てあげた経験もあります︒
木工所を営んでいる関係で︑土々呂のろうあ
学校卒業生三人を引きとって建具の技術を指

ます︒

その子たちとわたしのあいだにはことばは通
じませんが︑こちらがその気になれば︑子ど
もたちも一生けんめい自分の欠点をカバーし
ながら覚えようと努力します︒
これは︑教育︑指導のしかたでどんなにで
も成長するという︑ひとつの例ですが︑三人
ともいまはりっぱな建具工として独立してい

ましょう︒

自己判断で﹁そのうちには︑何
とかなるだろう﹂といった考え方
に傾くこともあるかも知れません
が︑これほど子どもの生かし方を
誤るものはありません︒子どもが
二十歳をすぎるまで︑はかない期
待をかけ続けたあげく︑どうして
も親の思いどおりに育たず︑はじ
めて自分が間違っていたと後悔し
ても︑すでに手遅れとなってどう
することもできない悲劇がいくつ
もあります︒

また︑知恵おくれやからだの不
自由な子どもを持つご父兄の申に
は﹁普通学級で勉強させてもよく
はないでしょうか﹂という質問を
ときどき受けますが︑知恵おくれ
の子どもか普通学級の申でうまく
やって けるということは︑実際
問題としてほとんど不可能に近い

話せるようになったのです︒

ことです︒一学級
三十五人ぐらいの
人数で高度の教育
技術がほどこされ
ているならばでき
ないことはありま
せんが︑それでも
おくれた子どもは
能力の差の大きい
普通の子どもの中
にあって︑心理的
に面白くない状態はなりがちなの
です︒だから︑どうしても能力の
同じ程度の子どもたちで編成され
た特殊学級で︑身に合った生活を
おくらせる必要がおこってきます
普通学級の中で小さくなって︑
﹁何をやってもわからない︑自分
はだめなんだ﹂という気持をいだ
かせていて︑どうして幸わせにし
てやることができるでしょうか︒
のびのびとした気分になり︑やれ
ばできる仕事が与えられ︑周囲か
らよくできたとほめられてこそ︑
はじめて伸びてゆくことができる
のです︒病気の重い人が完全な看
護と治療を受けるように︑知恵お
くれの子どもたちにも︑かれらの
能力にふさわしい︑学習の場をつ
くってやって︑温い指導の手を加
えてやらねばならないのです︒

る〃と自信がつき︑遠くの施設に預けること
をやめ︑いま財光寺小の﹁特殊学級﹂で学ばせ

ています︒ここでは︑いま一年生から六年生
財小仲よし学級生の父
まで九人の生徒が︑ひとり︑ひとりの能力に
応じて適切な教育指導を受けています︒わた
初めて生まれた長男一︒ 〃蒙古症〃という
どうしょうもない病気を背負って誕生しまし
しも学級の近くですし︑ときどき学級を訪ね
た︒この病気は先天性の精神薄弱の一種で︑
てみるのですが︑学級生は兄弟のように︑先
出現頻度は︑日本では千百人に一人の剥合で
生は父親のように温かい三囲気の中で指導が
あるといわれ︑重症の場合は立つことさえ︑
なされています︒
またしやべることさえできないのです︒
わたしの長男は小学二年ですがいまでは自
幸わい︑わたしの長男は軽症のほうでした
分の名前も書けるようになり︑本も読めるよ
し︑立って歩くことはできたのですが︑どう
うになってわたしたち夫婦にも明るい希望が
も他の子どもとくらべると言葉が遅い︒
もてるようになりました︒
妻はあせるし︑わたしも不安になってきて
これは余談になりますが︑こういつた統計
どこか適当な施設はないものかと県内外を見
結果がでていることもひとつ知って欲しいと
て早るき︑思案していたところに︑ある先生
思うことがあります︒それは︑特殊学級に入
の紹介で︑門川町に言語指導のすぐれた先生
級する子どもが高学年になるほど多いという
のいることを知らされました︒就学前に集団
ことです︒
生活に慣れひとことでもふたことでもしゃべ
いまの学校教育は︑学級生の半数近がく理
ることができれば一と期待をかけその先生に
解できれば︑すぐつぎの段階へ進むという指
お願いすることにしました︒はじめのうちは
導方針をとっていますから︑理解できない子
期得をかけすぎていたため︑一向によくなら
どもはとり残されてしまうのです︒そして
ないのであせり︑ 一時はやめさせようとさえ
高学年になるにつけその差は大きくなり︑ど
思ったことさえありました︒しかしそうした
うしてもついて行けなくなって﹁特殊学級﹂へ
一時期をすごすと︑やがていっともなしよく 転遷するケースです︒
なり︑ライオンなどのう行を除けばほとんど
こういつたことは︑その子のためにもみじめ
ですし︑早い機会に︑子どもの能力を知って
適切な教育指導をしてやれば︑その差もグー
ンと縮めることができると思うのです︒

さきほどのご意見のように〃見え
ないとき︑見えない場所〃に捨て
られるものですから︑なかなか目
もとどきません︒

これからは︑市民のみなさん一
人一人が﹁不法投棄監視人﹂とい
った気持になって︑もしそういっ
た人を見かけられたら︑勇気ある
くることさえあるからです︒

注意をお願いしたいと思います︒

︑

きなカギになると思うのです︒

それが︑ごみの不法投棄をなく
し︑清潔で暮しよい町をつくる大

心ない一部の人のために︑悪臭
やハエの発生︑野犬やカラスの群
れで附近の多数の住民のかたが迷

てるようにしてください︒
市でも﹁公害パトロール車﹂など
で不法投棄を監視していますが︑

ごみは必ず決められた場所に捨

惑しているのです︒

たり︑聞いたりします︒それは︑
市や関係者が立てた﹁ごみを捨て
ないで一﹂の看板を横目に︑ごみ
が減るどころか︑ますます増えて

わたしも普通の父親ですし︑初めての子ど
もが精薄児ということであれば︑なおさらそ
の子がかわいいものです︒ 〃これならゆけ

こういつた苦情やご意見に似た
ことを︑わたしたちもしばしば見

いたくなります﹂と︒

くなりませんし︑住民の良識を疑

のごみが捨ててありました︒どう
せ埋立てるのだから少量のごみぐ
らいはいいだろうと思ってそのま
ま放置し︑さらに三︑四日過ぎて
現場にきてみると︑そこはもうご
みの山になっていたんです︒人が
捨てているから自分も捨てる一人
が見ていないから捨てる一見てい
れば捨てない一これでは町は美し

市内の特殊学級で学ぶ﹁心障児親の会﹂も
設立されましたし︑父母の関心︑社会の理解
も深まりつつあります︒これからも手をとり
合って︑子どもたちに愛の灯をともしてあげ

ごみ公害
〃の相談

もあとを
絶ちませ
先日も

ん︒

ある市民
のかたか

ら︑こう
いつた苦情がもちこまれました
﹁わたしは財光寺に宅地の埋立
てをしています︒翌日現場に行っ
てみると軽トラック一台分くらい

言語障害を克服
いまは読書きも

．重妻逼慧怠墨型鋭羅鱒凝議鵡講轟難礎盤蕪螺無難灘囎親理禰羅漢ζ恥ξ7

当然その申には例外的な子どもも
はいってきます︒視力︑聴力︑言
語︑知能︑身体︑運動機能などい
ろいろな点で正常な状態からかけ
離れている児螢生徒で︑視力をひ

目安に行なわれているの で す ︒

しかし︑すべての児童生徒は︑そ
れぞれの個人差をもち︑教育は各
々の個性に湿して行なわれるよう
に教師が努力くふうはしているも
のの︑なにぶんにも多数の子ども
を対象にして行なわれる学校教育
のことですから︑実際の教育計画
は︑それぞれ年齢別児童生徒がも
っている平均的な身体精神の正常
な発達段階を前提にして︑これを

されています︒

子どもが能力に減して︑ひとし
く教育を受ける権利は︑憲法にう
たわれ︑教育基本法にも明記され
学校教育法によって具体的に規定

@

能かに応ジた散啓月を

親にとってはつらいことでしょうが︑子ど
ものありのままを理解して︑その子の一番や
りやすい方法で勉強させてあげることが親の
責任であり︑義務でもあります︒いままでの
例でも︑障害のあるお子さんが﹁特殊学級﹂
にはいってから見違えるほど意欲を示し︑日

します︒

小学校に入学した子で普通の子よりも能力
のおとっている子︑名前を呼ばれても返事し
ない子︑ことばのはっきりしない子や物を見
るとき︑目をズーソと近かづける子一1この
ような子どもを一般に﹁知恵おくれとからだ
の不自由な子﹂といいますが︑このようなお
子さんをおもちのかたは︑お子さんをいます
ぐ﹁特殊学級﹂に入級させるこどをおすすめ

，

ハガキを受けとってから︑これまでの娘の日
常生活をあれこれとふりかえってみました︒
じっくり考えているうちに思いあたるフシが
あるのです︒宿題はしていても担任の先生に
出していない︒学校に物を持たせてやると先
生に手渡さなくて郵便ポストに投函している
一といったありさまでした︒娘は人と話しを
したり︑接することのきらいな極端な内向性
だつたのです︒家庭教育のしかたについて︑
何度も妻と口論しましたが︑口論だけでは良
い結果が生まれるはずがありません︒
〃子どもをせめる前に先ず自分をせめるべき
だ〃と考え︑担任の先生の指導どおり︑三年
になるとすく富高小学校の﹁特殊学級﹂へ転級
させました︒まだ七ヵ月ですが﹁組の中では
おとなしい︒活気もなくいつもお客さんのよ
うに一人ぼっちだi﹂といわれた二年の終わ
りに比べると︑見違えるほど明るい性格にな

ξ轟編
識纏だ

このところ︑ごみの
不法投棄や不衛生処理
がめだち︑毎月市の生
活課にもちこまれる〃

ふえたごみの不法

4
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藤
市周辺の学校は特に低下
中学校の生徒についても同様で
ただ︑低学年の成長率が低く︑さ
らに小学校に比べて成長率も小な
いようです︒こうした中で富島中
二年の女子が身長︑体重︑胸囲︑
座高ともに全国平均を越えている

小︑中学校の保健主事部会の先
生たちがまとめた︑昭和四十五年
度における﹁児童︑生徒の体位測
定結果﹂が届きましたが︑これに
よると市内の小学生の体位は︑各

学年とも全国平均を下回ってお
のが光っています︒

がかなり高くて全国平均に近づい

議が熱熱⁝．雛継位︐

り︑この中で胸囲︑座高 の 成 長 率 ．
ています︒

けば︑全学年男女とも上回ってお
ります︒

学校別にみますと︑全国平均に
達しているのは︑男子が財光寺小
の一年︑細島小の二年︑日知屋小
の四年︑幸脇小の六年だけで︑女
子は富高︑日知屋両小の一年︑幸
脇差の三︑六年になっています︒
また︑県平均を一〜六年男女と
も越しているのは︑日知卑小だけ
で︑女子だけ越しているのが富高
小です︒ほかは県平均を割ってい
る学年がかなりあり︑平岩小は県
このように︑周辺の学校の低下

平均に達していません︒
が注目されます︒

児童の平均体重も全国平均より
低く︑申でも高学年へ進むにつれ
て差が開き︑六年生の平均体重は
一・六鏡︵女︶低くなっています︒

っております︒︑

おり︑計測小と細島小の女子も全︑
国平均に前後していますが︑財光
寺︑平岩︑美々津の各小学校は全
学年男女ともに本県の平均を下回

目だつています︒

平均座高は胸囲に次いで高く︑
一〜二学年は男女ともほとんど全
国平均に達していますが︑高学年
はやや下回っています︒しかし︑
全学年とも県の平均よりは伸びて
おり︑特に︑日知屋小の全学年男
女とも全国平均を越えているのが

かなりあります︒

いるようです︒

ますと富島中が平均して向上して

富島中の女子が全
国平均以上の体位

で︑富島中学の二年生が身長︑体重

一か︑女子の体位の平均は︑身
長︑体重︑胸囲︑座高とも全国平
均を下回っておbますが︑この申

胸囲︑座高とも全国平均を上回
る体位を示しているのが特に目だ
つているほか︑同声は胸囲でも全
学年が全国平均を越えています︒

また岩中の三年が身長︑座高で
全国平均に達するなど男子に比べ
てかなり発達しています︒しかし
市の中央部にある日向中学が︑
ほとんどの体位において︑県平均

長

劉

﹁

年

．を下回っているのと︑各校とも一
年生の低下が特に目をひきます︒

7矛

このほか財光寺小の一︑二年男
女や富高小女子の一︑二︑三︑四
五年などが全国平均に達していま ︑
すが︑塩見︑平岩︑美々津の各小
学校は県平均を割っている学年も

漁禦轍一戦璽体位燕
中学校男子の平均体位をみます

、

．

﹁市民総ぐるみの盆踊り大会﹂も企

各商店会から繰り出された屋台
も趣向をこらし︑またことしから

いにぎわいをみせました︒

恒例の十五夜まつりは︑十月一
日から三日まで開かれました︒む
かしから傘のよく売れた〃雨まつ
り〃のいい伝えがあるように︑初
日は雨にたたられましたが︑二日
以降は秋晴れに恵まれ︑例年にな

！⑩

本市の小学校児童の平均身長は
各学年男女ともに全国
平均を下回り︑中でも
男子の体重は︑全国平均に達して
いるのが財光寺小の一〜二年だけ
で︑塩川︑平岩︑幸脇などの小学
校はほとんどの学年が県平均を下

平均体重は一・八キ︒から二・一キ︒
垢．．7

均均均依
全県市

要平
＝⁝

150

にぎやかに十五夜祭り

認

155

また︑地域的には︑市の中心部
にある学校の成長率が高く︑これ
に比べ周辺校は一段と低くなり︑
ほとんどが県平均を下回っている

回っています︒

四〜六年が一・六紬．か
ら二︑・一彗の差が出て

おり︑特に女子が一段
と︑身長︑体重︑胸囲︑座高はと
も全国平均を下回っており︑平均
身長が各学年ともニセンチ以上︑
の差となっています︒また参考ま
でに各学校の二年生の身長体重の
平均を全国平均に比べますと︑富

と低くなっています︒

しかし︑県の平均に
比較しますと三〜四年の男子を除
一方女子では︑全国平均に達し
ているのが︑日知居小の二〜三年
と財光寺小の一︑四年︑それに富
高小の一年と幸脇小の六年で︑男
子に位べて少しは高くなっていま
すが︑周辺の各学校は男子と同様
島中が一・一網で一キ︒︑日向中が
二・四勲ンで一・七キ︒︑岩脇中が
二・七弛ンで二・七キ︒美々津中が
四・七発ンで五キ︒と低くなってお
はかなりの差がでています︒

中学生の身

ンシャン馬も花をそえました︒

画され︑南日本ハムの三頭のシャ

3年4年5年6年
−

1年2fF

り︑特に岩脇︑美々津の国璽学校

平均に達しているほかは変りな

次に胸囲では︑富島申の二年が
全国平均に達しているが︑その他
はいつれも抵く︑特に日向と岩脇
の両中学は県平均も下回っていま
す︒座高も美々津中の二年が全国

様

く︑中学男子の体位を全般的にみ

響

夢楚
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1穿2年3年1年2年3
1年2年3年4年5年6年
○
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に低くなっています︒

南︵旭化成︶︑猫田︵専売︶などの国

高島屋が優勝
全日本一般女子ソ．フトボール選

の﹁高島屋チーム﹂が伝統的な強み

手権大会は︑さる十月三日から五
日まで︑小倉ケ浜運動公園を主会
場に五つの会場で行なわれました
出場選手は︑全国から選びぬか
れてきた強豪二十四チーム︑総勢
約五百人で︑熱戦のすえ近畿代表
をみせ︑通算十一回目の優勝をと
げました︒地元代表の日向鉄工社
チームは二回戦で涙をのんだもの
の︑これを機にソフトボール熱も
高まるでしょう︒ ︵入場式︶

跨

，
7
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全国平均に達し
た低学年の胸囲
胸囲は︑身長︑体重︑座高に比
べて一番成長率がよく
一〜三の低学年は男女
とも全国平均に達し四
〜六年の高学年がもう
少しというところです
特に︑富高︑自知屋
の両小学校は︑全学年
ともほとんど全国平均を上回って

トップ級の試合

際選手をはじめ︑各選手のすばら

十月二十八日︑日向勤労青少年
体育センターで︑バレボール界で
コ ワ
は国内のトップクラスにある専売
公社広島と旭化成の両チームを迎
えて︑六人制の模範試合が行なわ
れました︒実業団の試合が本市で
行なわれるのは初めてとあって︑
試合開始前には会場はいつばい1

冾P1民謡大会︵体育センダー︶＊
た︒

しい技に拍手をおくっていまし

月21日H日舞藤間流発表大会︵勤
労青少年体育センター︶︑＊11月
獅P2日目バレエ︵洋舞︶大会︵勤

労青少年体育セングー︶
︹体育部門︺
＊10月24日1ーバレボール︵勤労

青少年体育センター︸＊10月24日

ロ

小倉ケ浜運動公園︶＊

冝A11月7日匿軟式野球大会
︵宮崎合繊
獅R日1ーバスケットボール︵日
向申学校︶剣道大会︵富小体育館︶

フェリーで総理来県
十月五日︑佐藤総理や本村経済企画庁長官︑山中総務
長官が︑宮崎市民会館で開かれたコ日内閣﹂出席のため
カーフェリーで工業港に上陸しました︒
・
丁丁のターミナルビルには︑県知事や市長をはじめ各
界の関係者が出迎え︑あいさつをかわされたのち︑生鮮
野菜の出荷状況なども視察︑二証人の観衆に見送られて
宮崎市へ出発しました︒・

z
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実情です︒

公民館︶＊11月3日皿お か あ さ ん

捌鵬漉1

男女別では︑女子の成長率が大
きく︑全体的な体位については︑
身長が低い割に座高が高いことか
ら︑胴長で脚部が短かいと指摘し
ています︒

獅W日から10日11蘭︑おもと展
︵勤労青少年体育センター︶︑＊11

会︵富小体育館︶︑日舞花柳流発表
会︵勤労青少年体育センター︶︑＊

囲碁大会︵囲碁センター︶三曲大

体育・センター

総合文化祭幕あけ
主会場は
ことしの市総合文化祭は︑今月
二十三日の短歌会をかわきりに︑
十一月三日の文化の日を中心に多
彩な行事が計画されています4
ことしの特徴は︑これまで各会
場にわかれていた展示会や発表会
を︑一堂にあつめて︑より多くの
みなさんにごらんいただくように
したこと︒公害︑食品衛生など︑
とくに主婦のみなさんにごらんい
ただくための生活展や︑お互いの
親交を深めるために﹁おかあさん
祭り﹂を計画したことなどあげら
れます︒

文化祭の日程はつぎのとおりで
すから︑市民のみなさんのご参加
︹文化部門︺

ご観覧をお願いします︒

カi︵雪中グランド︶︑＊11月14日

柔道大会︵日向工業高校体育館︶
軟式庭球︵富島申学校︶＊11月
7日閥弓道大会．︵小倉ケ浜運動公
園︶山岳︵ムカパキ山登山︶︑ザッ

＊10月箔日11短歌大会︵南日向

道大会︵市役所前広場︶＊ 1 1 月 3
ター︶

1一卓球大会︵勤労青少年体育セン

なお︑くわしいことは市教育委
員会社会教育学︵一二一一番︶まで
お問い合わせください︒

ンタi︵市役所横︶

＊展示品︑鶴光みやげ品︑飲料水
調味料︑漬物つくだに類︑農林
産物︑農産加工品︑畜産加工品
水産物および加工品︑菓子類︑

出品申込みは早目に

木竹製品︑その他市内外参考品

し込みください︒

身長（男）

！（女）

『35

小学生の身長および 体重
㎏

鞘

開催事務局では︑この郷土物産
展示即売会への出品を呼びかけて
います︒ご希望のかたは十一月一
日から十一月二十日までの間に︑
市役所農林課︑商工水産課にお申

鷲

叡熱藏

祭り大会︵小倉ケ浜運動公園︶茶
日から5日闘華道展︑俳句展︑短
歌展︑書道展︑美術展隔写真展︑
生活展︑菊花展︵勤労青少年体育
︵ 南 日 向 公 民 館 ︶ 謡 曲 大会︵末定︶

センター︶＊11月7日11俳句大会

郷土産物を展示即売

にしました︒

日向市内で生産されている食料
品︑木竹製品︑みやげ品︑農林水
産物や︑その他参考品を一堂に展
示紹介し︑市民のみなさんに郷土
産物の良さを認識していただき︑
さらに地場産業の振興をはかる意
味から︑つぎのとおり第一回﹁日
向市物産展示即売会﹂を開くこと
＊期日︑十二月三日〜五日までの
三日問︵九時半〜午後六時︶
＊会場︑日向市動労青少年体育セ

「げ

、
〈

1年2年3年4年5年●隼
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論じるせ

市職員の任用試験
しめ切りは十月三十日
日向市職員任用資格試験をつぎ
のとおり行ないます︒受験ご希望
のかたは︑期日内にお申し込みく
ださい ︒

＊採用予定人員︑一般事務若干名
建築︑土木技師各一名︑保母一
名
＊受験資格︑学歴は問いませんが
高卒以上の学力を必要とします
﹁年令は︑昭和四十七年四月一日
現在で満二十五才までのかた︒
専門職については︑高等学校の

専門課程と同程度以上を終了
︵昭和四十七年三月までに終了
見込みも含む︶し︑またこれに
必要な資格を有する人︵四十七
年三月までに資格取得見込みも
含む︶︒

す︒筆記試験は︑一般事務が国
語︑数学︑社会︑作文︒建築土
木技術が国語︑数学︑社会︑専
門︒保母が社会︑作文︑専門︑

おかあさん祭り開催
＊婦人の力で平和で民主的な家
庭と社会の建設をすすめ︑＊また
母親として︑日向市から犯罪や非
行青少年をなくす運動にとりくみ
＊明るい環境と︑健康な家庭を
まもり育てるために︑全婦人の力
を結集しようと〃第一回日向市お
かあさん祭り〃を開くことになり

＊試験の期日︑筆記試験は︑十一・
月七日︵日︶︑午前八時半から三

実技︒

時まで富島中学校で︑面接試験
は八日︑九日午前八後半から五
時まで︑市役所大会議室で行な
ました︒

＊家賃

第一種住宅四十戸︑

第一種住宅が六千二百円

第二種一住宅二十戸︑計六十戸︒

＊募集戸数

ださい︒

先月号でもお知らせしましたが
いま︑市内櫛の山に建設中の市営
住宅入居者を募集しています︒
募集期間が︑今月三十日までで
すから︑入居ご希望のかたは︑早
目に市役所管財課へお申し込みく

入居者を募集中

市内のおかあさんがたが︑いろ
んなゲームをとおして親交を深め
社会連帯感をつちかいながら︑豊
かで明るく住みよい郷土建設をめ
ざすもので︑参加団体は︑日向市
婦人連絡協議会︑農協婦人部︑漁
協婦人部︑母子福祉会︑部落公民

います︒

＊合格と採用︑合格者は試験区分
ごとに決定され︑成績順に採用
者を決定します︒採用は原則と
して昭和四十七年四月一日です
が︑それ以前になることもあり
ます︒

＊受験手続き 履歴書︑戸籍抄本
写真︵履歴書添付︶卒業証明書
︵卒業見込み証明書︶を受験願書

にそえて提出してください︒
願書は︑市役所人事課に準備し

願書の受付けは︑昭

てあります︒

＊受付期間

和四十六年十月三十日︵土︶の正

午までです︒郵送の場合は十月．
二十九日消印まで受付けます︒
そのほかの問い合わせば︑人事課
︵電話一二一一番目へ行なってくだ

に必要な機械器具を購入しようと

．．．．哩︑︑︑︑．．．︑．事麺鱒雲譲墨望藁確ご﹂瀾調剣

館婦人部︑各PTA婦人部︑市更

．されるとき︑現金で購入して︑み
なさんには割賦でお譲りする﹁宮
崎県商業用機械器具貸与制度﹂が

生保護婦人会︑各家庭教育学級︑
各巡回講座グループです︒

﹁明るい日向市の建設を︑わた

機械代金の返済期間は︑二年以
上三年以内で︑二ヵ月ごとの割賦

対象の機械器具は︑近代化︑合

返済です︒

できました︒

したち母親の手で﹂をテーマーに︑
十一月三日︵文化の日︶︑お倉が浜
運動公園で行ないます︒

おかあさんだけでなく︑ご家族

日向局の五一一一番をダイヤル
しますと︑約三分間程度電話のマ
ナーや局のサービスなどを案内し
ます︒これは無料ですからぜひご

します︒

日向電報電話局では︑電信電話
記念行事として︑十月二十日の正
午からダイヤルコ⁝ナを開設いた

一0月⑳日から
ダイヤルコーナ

へお申し込みくださいコ

ご希望のかたは︑市商工水産課

②自動包装機︑③電動計算機︑金
銭登録機などの事務合理化機械︑
④冷凍︑冷蔵ケース︒

理化のためのつぎの機械です︒・

ン︑ホイスト︑フォーリフト︶︑

①運搬設備︵コンベアー︑クレー

おそろいでご参加ください︒

けは富小︵赤︶︑日知屋小︵白︶︑細

なお︑このおかあさん祭りの団
編成は︑各小学校区ごとで︑色分

島小︵黄︶︑塩見小︵青︶︑財光寺小

︵茶︶︑平岩小︵紫︶︑幸脇小︵緑︶︑

美々津小︵桃︶です︒

プログラムは︑徒歩競争︑リレ
⁝のほか︑仮装行列︑団技︑各団
自由の踊りなど十二種目です︒

入居申し込み用紙は︑策財課に準

振替制度のご利用

備してあります︒

今月は市民税第三期と国民健康
保険税第三期の納入月です︒また
来月は所得税第二期分を納めてい
ただく月になっていますのでよろ

ところで︑税金を納める便利な

しくお願いいたします︒

方法に﹁振替納税﹂という制度があ
るのをご存知でしようか︒

用ください︒

㎜㎜㎜ 脇㎜

利用ください︒
なお︑記念週間後も︑引き続き開．
碧していますから︑噛いっでもご利

世帯数

この振替納税の制度を利用されま

女25．973人1〔B人増

さい︒

計48．930尺211人増

すと︑税金を納めるのにわてわざ．

（10月1日現在）

第二種住宅が四千七百円程度︒
＊入居時期 十二月上旬︒

きます︒

男22．957人警晶支藁

＊試験方法︑筆記試験︑面接試験
身体検査︑身上調査を行ないま

、

、

金融機関や市役所︑税務署にでか
けて現金を払い込む必要がなく︑
電話料やテレビ受信料と同じよう
に︑金融機関の預金口座から自動
的に振り替えて納税するこどがで

まだ利用されていないかたは︑
ぜひこの制度の利用をおすすめい

割賦で譲ります

たします︒

商業を営んでおられるみなさん
が︑経営の近代化︑合理化のため

鰯鰯駄口％画肌

誕生月に無料検診

例えば︑明治四十二年十一月生
まれのかたは︑六十二才ですから
来月の誕生月の十一月の水曜日に
受診できるわけです︒

受付け時間は毎週水曜日の午前
九時から十一時までで︑血圧測定
や尿検査を行ないます︒さらにこ
の検査で異状が発見されたかたに
は︑精密検査を受けられるよう指

＊入居条件 ①現在同居し︑また
同居しようとする親族があるこ
と︒②すでに住宅に困っている
ことが明らかな人︒③第一種住
宅に入居できるのは︑総所得か
ら給与所得控除などを控除し︑
さらに扶養家族一人について五
千円を控除した月額収入が︑二
万七干円以上四万六千円までの
人︒④第二種住宅は︑第一種住
宅と同じ方法で計算した月額収
・入が︑ご万七千円以下の人︒

︸﹃

56増

13．318

成人病予防対策として︑誕生月
検診という無料検診制度ができま
したので︑お気軽にご利用くださ
い︒この制度は︑とくに成人病に
かかりやすい年齢の人に︑年一回
は必ず検診を受けていただくため
も
に設けられたもので︑今月一日か
ら実施されています︒

成人病早期発見のために︑この

示します︒

制度をすすんでご利用ください︒
健所で受診できます︒

●

，

無料で検診が受けられる人は︑
四十才から六十四才までのかたで
自分の誕生月の水曜日に︑日向保

r
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