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を流す︒

備をはじめた︒

趣味は空手︒剛柔流初段の腕前︒ ﹁心身の鍛錬
になりますかね﹂と結んでまた消防車の点検︑整

る稲田さん︒

業高校を卒業し︑一時大阪の造船会社に勤めたも
のの︑郷土のために伺か役立つ仕事をと考え︑い
まの道を選んだという︒ ﹁火災にしても︑人命救
助にしても一刻をあらそう機敏さが必要です︒ま
だ一年のかけだしですが︑先輩の指導を受けなが
ら︑消防人としての使命を立派に果したい﹂と語

○⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝：○

一一九番の非常電話のベルが鳴る一と同時に︑
受話機を取りあげた消防署員が救急車出動の指令

へ⁝︒

待機していた署員が白衣をき︑ヘルメットをか
ぶり︑救急車を出動させるまでの時間はおよそ十
五秒︒けたたましいサイレンの音は遠く事故現場
いま市消防署員は四十四人︒稲田実さん︵2311

原町︶もその一人で︑昨年十一月第十四期生とし
て勤務するようになった︒昭和四十三年に日向工

（》％．207）
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…話題あれこれ

ｨ知らせ

・…

7面・・
8面・・

4面……夏休みの仕上げ
5面……あぶないボンド遊び＝8月から

ｽ人教育講座を開設、夏休
み後の非行化を防ぐために

・…

6面・

3面……建築の確認申請書を出しましよ
う。道路は広くきれいに。

総務課租書広寝係

紹集

日向市役所

発行所

万

口

8

販売も規制

2面……市道舗装一50絆台へあと一歩

今月の主な内容

日向市では︑匹大重点施策のひとつとして﹁佳みよい環境づくり﹂

でに達しました︒今年度は︑幹線道路を重点に九千五百五十耕を舗

に取り組み︑その中で︑とくに道路交通網の整備を積極的に進めた
結果︑市道の補装率はことしの三月三十一日現在で四十四・一鄭ま

二百二十七・三藷︵ほぼ日向市−

日向市の現在の市道の延長は︑
に策定された﹁日向市総合計画﹂

道路網の整備は︑昭和四十四年

ちかくが舗装道路になります︒

装しますので︑舗装率は四十八・一子とさらに伸び︑市道の約半分

行橋市間︶で︑このうち四十七年

§＼

に二十一路線︵延長九千七百︶川︶

の舗装が予定されています︒

にそって進められており︑今年度
は草場大曲線など幹線道路を中心

▽臨場細島線舗装百四十二炉︒

三月までに三四・六鴬︵ほぼ日向
いますので︑こんごは残された百
▽草場大曲線舗装三百五十弼︒

市一端久見市間︶の舗装が終って
二十二・七蕪の砂利道の舗装化が
桝

＼．
のですから︑こんにちのように交

通量に耐えるよう設計されたも

やくぼみができて痛んでしまいま

通量が多くなりますと︑ヒビ割れ
す︒そこで︑この対策としてこの

砕石や砂︑アスファルト乳剤な
どまぜあわせた合剤をここでっく

トを設けました︒

ほど財光寺にアスファルトプラン

計画どおり舗装がすすめば︑五十
り︑痛んだ舗装道路をすぐ補修す

これらの道路舗装に要する費用は
八千九百三十二万円で︑これは前
年度の約二倍にあたります︒
また︑昭和四十八年度から五十
年度までの道路舗装計画をみてみ
ますと︑四十八年度に九千九百八
十溜︒四十九年度に一万二千七百
五十観︒昭和五十年度に四千五百

▽新財三池田線
年度には︑舗装率が六十暫台にま

五十規が見込まれていますので︑

舗装三百摺︒

へ︑5さんが身をもって感じておられ

すが︑費用もかさみますので︑水

なっています︒路面の復旧は一応
工事発注者に負担していただきま

電話︑水道︑電気︑下水などの地
下埋設工事による路面堀削が多く

また︑舗装道路がふえた結果︑

ることにしています︒

ところで︑このように年を追っ

で伸びることはたしかです︒

ることと思いますが︑舗装された
路面の状況をみてみますと︑高級

て舗装がすすんでいることは︑み

五十三響が防じん舗装を含む簡易

舗装が全体の四十七響で︑残りの

百折︒

▽籾木線舗装四

千叔︒

▽鵜毛線舗装八

都市計画区域
ド

ノ

ア誤髪

簡易装舗というのは中程度の交

内や知事が指定

時パ

嵩雛
︑

◆．

けられ︑また︑電気︑ガス︑水道

この命令が出されると︑現場に
は違反建築物である旨の標示が設

訓頚

のほか︑エレベータ

ますし︑また︑建物

工作物についても必

には罰則が適用されます︒

なわ︑この命令に従わない場合

の供給がストップされます︒

要です︒

すから︑建物の大小
に関係なく確認申請

が都市計画区域内で

屋︑細島のほとんど

光寺︑富高︑日知

宅︑店舗︑工場など︶どおりの建

ても︑自分が考えている用途︵住

た都市計画法で建築が制限されて
いないかどうか︑建築できるにし

土地を買う前︑家を建てる前に
は必ず下調べをし︑建築基準法ま

限がたくさん規定されています︒

る用途地域の制限など公法上の制

が必要です︒幸脇︑

の規模で必要になります︒

建築監視員がパトロール
確認を受けないで建てたり︑内
容が違った建てかたをしますと︑

巡回監視をしている建築監視員に
よつて︑使用禁止や工事中止の命
令が出されます︒

三三八︑三三九︶

内線三三二︶都市計画課︵内線

▼日向市建設課︵電一一＝一一番

問い合わせくだきい︒

市建設課︑都市計画課でもご相
談に応じますので︑お気軽るにお

一度確めることです︒

物が自由にで玉︑︑るかどうか．ぜひ

美々津地域は︑建物

日向市の場合︑平
岩の一部と塩見︑財

このほか︑建築基準法には︑土
地や建物について︑都市計画によ

擁壁︑広告塔などの

ーなどの建築設備や

や階数で必要となり

あっても︑用途

露難

建築串請を要す

する場合︑まず間取りから考えま

はほとんどすべ

りません︒

願いします︒

百戯

▽その他の路線
舗装二千百溜

舗装になっています︒

道の引つ込み線などは︑なるべく
道路舗装前にしていただくようお

▽田の原線舗装

ケ浦線舗装懇懇

μ川

痛んだ道路を補修するためにできた
アスファルトプラント

▽伊勢ケ浜御鉾

▽高見橋銭財市
線舗装七百五十

十折

▽五十猛神社長
江線舗装九百五

区画街路の舗装
千六百綴

▽東部第二土地区画整理地区内の

▽学校通運⁝舗装三百六十

大きな課題です︒

ではどういつだ計画で進められ
るのでしょう︒

わが家の設計

す︒そして︑家族の構成から生活
様式を考え︑設計図集などを参考

ての建物につい

る建物は

に略図を作りますが︑合理的な設

て必要です︒そ

わたくしたちが自分の家を計画

計をする場合は︑やはり専門家に

のほかの地域で

比良︶︑長浜静江︵切島二︶︑田中

この場合の確認申請書の提出順
序は︑市建設課を経由して都市計

した区域内で

それが交通に大きな支障をきたし
ていることを忘れないでくだきい

て相談するのが無難です︒

ければ設計や工事監

士︑二級建築士でな
理ができない場合が
あります︒依頼先き
が有資格者かどうか

意

筆

なお︑建物によっては一級建築

自分の希望や予算をはっきりのべ

広くきれいに

噂

▽商品の路上︵歩道や側溝の上

▽士砂やゴミを道路に捨てるのは

やめましよう︒

▽看板や広告塔を路上に出すのは

車するのはやめましよう︒

▽裏通りを車庫がわりにして︑駐

も︶陳列はやめましよう︒

道路はみんなのもの
交通量がいちじるしく増加した
ため︑道路はますますせまくなっ
ています︒そのうえに無断で道路
や側溝を利用したり︑物を置いた
りしますと︑交通事故の原因にも
なり︑たいへん危険で す ︒

道路はみんなのものです︒通行
しく使いましよう︒

する人の立場にもなって︑広く正

を確かめましょう︒

工事着工は建築主

やめましよう︒

建築工事などで︑やむを得ず道路

八月三十一日までを〃道路を守
る月間 として︑道路の正しい使

から

事の確認をうけて

動が全国的に行なわれています︒

用と︑道路愛護の思想を高める運

家や工場を建てよ
工事にとりかかる前

うとする人は建物の

に︑その計画内容を
建築主事あてに申請
︵確認申請︶し︑敷

地や建物の構造︑設
生︑安全性の点で法

備などが防火︑衛
令の規定に適合しているかどうか

正之︵亀崎中︶︑太田二三四︵亀
崎南︶上原大︵原町二︶河野義英

画上︑その他支障はないかどうか

についての確認を受けなければな

︵原町二︶三樹恵美子︵江良︶︑

意見を聞いたのち︑日向土木事務

石谷安治︵権現原︶治田甚蔵︵

志賀心葉︵南町︶︑松木正美︵広見︶

などお気軽にご相談ください︒

した︒生活保護︑児童︑老人福祉

十五名でしたが︑厚生大臣から次
の十五名の方が新しく任命されま

日向市の民生委員はこれまで五

きまりました︒

新しい民生委員が

さい︒

を使用するような場合は︑事前に
市建設課と警察署の許可を受けた
のち︑指示に従って使用してくだ

︑幌層．

金丸万義へ堀一方︶片田キヌ︵清

ます︒

所建築主事あて提出していただき
︵余瀬︶橋口彦助︵宮の下︶

正︶那波綾子︵平岩︶高山ユキエ

出しましよう

一「

﹁ 店 先 き が せ ま い ので⁝⁝﹂と︑

何んとはなしに並べた商品︒実は

華職．
︑急ド・製︑．

︑︑懸 琢鍔
自転車の並列も交通に支障

確認申請書を

ことしは幹線を重点に

麟

着工は確認を受けてから

もうすぐ舗装道になる草場大曲

購

難雛

2
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夏休みの仕
まず体調を整える
宿 題 は で き る範囲で
長い夏休みもそろそろ終りに近
づきました︒休み中の計画はどの
残り少ない夏休みを︑おしむよ

程度まで進んだでしょうか︒

ろです︒

うな︑何とも落ちつかないこのご
どこのご家庭でも︑夏休みがあ
と十日とか一週間ぐらいになりま
すと︑あれも︑これも︑残ってい
る宿題や工作に両親や兄姉たちが
動員される風景がみられます︒
﹁遊んでばかりいたからよ一﹂と
しかる前に︑間近かにせまった二

学期へのからだの調整と精神的な
安定に重点を置いて︑落ちついた
気持で二学期が迎えられるように
気を配ってあげてくだ さ い ︒

嚇

いものです︒それに乱れがちなの
な学校生活はできません︒

ば生活のリズムがくるい︑規則的

しかったら︑いまのうちに︑いち

食欲がないのは夏まけだろうな
どと軽く考えずに︑ようすがおか

に体重や顔色にでてきます︒

子どもさんの健康状熊は︑とく

二学期までに治療を

多い目・耳の病気

うちに直しておきたいものです︒

不規則なくらしのクセは︑早い

が食事の時間です︒おなかがすい
ていないのに⁝とこどもさんは考
べさせようとすれば︑かえって食

えるでしょう︒食事は無理に食
べなくなるお子さんもいますが︑
それを放っておくと︑おも︑5かがす

たがるといった悪いクセがついて

けぽいつでも時間かまわずに食べ
しまいます︒

子どもさんの理くつからいえば︑

とらなければならないといった法

たしかにそのほうが合理的といえ
ましょう︒なにも一日三度食事を

おかあさんがたも︑もうここま
律があるわけではないし︑食べた

しかし︑それがくらしの上での
いることがあります︒二学期まで
に専門医の治療を受けることが大

ルや水遊びで目や耳をわるくして

とくに︑夏休み中︑毎日のプー

ちで寝たり起きたり食事をしたり

家庭のきまりなのです︒ 一日のう
切です︒

天皇︑皇后両陛下をお招きして

理由のない保管はだめ

い込むような少年には顔を覚えて

お店のかたは︑一度に多量に買

ボンドの使用︑販売が規制される

正され︑八月一日からシンナー︑

毒物及び劇物取締法﹂の一部が改

い︒

り︶台で行なわれますが︑

な学校生活に順応できるように︑
ご家族で適切な指導をしてくだき

休みの解放的な生活から︑規則的

めての夏休みであっただけに︑夏

まりです︒とくに一年生は︑はじ

とにかく二学期まであと十日あ

せん︒

て気づいても︑なかなかなおせま

ルのバンドなど登校日の朝になっ

べてみておきましょう︒ランドセ

せてみて︑ほころびなどないか調

なっていないか︒体操着も一度着

れに洗った上ばきがきゆうくつに

おきましよう︒ノートや鉛筆︒そ

また︑学用品などの点検もして

することに︑きまりをつけなけれ

はだれも持っていません︒

ど医師にみてもらいましょう︒

いおとなといつしょに夜ふかしや

健康なからだをつくるには︑毎

くないのに食べうなどという権利

朝寝坊では︑子どもさんの健康は

連れていったことや︑日に焼けた
日のくらしの上で︑規則的に生活

保てません︒

元気なお子さんのたくましい健康

間をきちつと守らせるようにした

それにはまず︑起床︑就寝の時

が︑伺よりも大きな収穫だつたこ

放っておくと︑それが身について

不規則な生活のクセは︑それを

いでしようか︒

もさんも︑暑さと休みの気楽さか
ら︑毎日ごろごろと送ってはいな

いろいろな計画をたてていた子ど

この長い夏休みにはいる前に︑

ねおきの時間が大切

生活にリズムを

ってください︒

をりつぼに果したという誇りをも

とを思い出して︑親としての宿題

することが土台になります︒

よくよせずに︑この夏︑海や山へ

できたら︑勉強のことなどでく

轡

﹁宿題を全部かたづけてしまわな

いと︑あしたからプールへ行けま
せんよ一﹂とおどかさないで︑子
どもさんの力でやれる範囲内に努
力させてみましょう︒

先生は︑親の力をかりてまで全
部やつてこいとはいいません︒宿
る前に︑家庭で両親から怒鳴られ
どうせ休みなのだから⁝と︑つ

なかなか直しにくいものです︒

たが︑シンナーやボンドは雑貨

応の効果をあげることはできまし

売っていますし︑だれでも自由に

店︑文房具店︑スーパーなどでも
買えることから︑一般のかたがた
の協力がなければ︑乱用防止の効
果をあげることはなかなかむずか
しいようです︒

した︑ボンドなど乱用少年の実態

ことし一月から六月までに補導
らです︒

の﹁第二十四回全国植樹祭﹂は︑

所では︑神社の境内が二十七人で
トップ︑ついで保護者の目のとど

青少年のボンド︑シンナーの乱

来春四月に霧島山麓夷守︵ひなも

かないアパートや間借り先が三十

をみてみますと︑購入先きでは文
具店︑雑貨店が一番多く︑乱用場

わってハイミナール︵催眼薬︶ナ
ロン︵鎮痛剤︶の乱用が大きな社

三人︑友人宅が十五人などの順に

いて絶対売らないようにし︑一般

これまで取り締る法律もなく︑

ことになりました︒

販売店に﹁ボンド乱用をすると思
力を依頼するしか方法がなかった

われる少年には売らないよう﹂協
また一般のか

だけに︑こんどの法改正に期待が

︻使用規制︼

改正された法律の内容は
吸入すると興奮したり︑幻覚︵

園︑広場︑神社

監視の目をむ

な状態になる︶の作用のある毒

け︑子どもに健

などにはとくに

よせられます︒

たも︑乱用場所
になりそうな公

しよう︒

ないようにしま

がなければ売ら

れば学校の証明

の少年にも用途をたしかめ︑でき

なっています︒

会問題になりましたが︑これらの

られていますので︑販売規制で一

でしか販売できないし︑用途も限

ヒロポンやハイミナ・−ルは薬店

はじめています︒

薬の販売が規制きれると︑いまの
ボンド︑シンナー遊びが姿をみせ

用については︑以前から﹁なんと
かしなければ⁝﹂とみんなが心配
していましたが︑こんど国会で﹁

ら四十四年ごろまでは︑これにか

、番一
官二
ありもしないいろいろなことが見
えだす︶または麻酔︵酔ったよう

さい︒

全な遊びを指導
してあげてくだ

・コンタクト

︵セメダインKK︶

・コーパル︵コーパル化学KK︶

インKK︶

・ビニール用セメダイン︵セメダ

・セメダインC︵セメダインKK︶

・ボンド︵小西商店製︶

・ラツカーシンナ⁝︵家庭用︶

に︵︑5ります︒

ぎのようなものが取り締りの対照

現在わかっているものでは︑つ

ことになります︒

くは五万円以下の罰金をとられる

以上のことに違反して︑ボンド
などの毒物を売ったり︑やったり
したものは︑二年以下の懲役もし

てはなりません︒

など︑正当な理由がある以外はこ
れを保管し︑売ったりやったりし

や家の修理のために必要である一

のために必要だとか︑自宅の家具

大工さんやペンキ屋さんが仕事

てはなりません︒

やボンドを売ったり︑やったりし

﹂とわかっていながら︑シンナー

相手が﹁ボンド遊びをしそうだ

︻販売規制︼

わが郷土︒﹂

﹁広げよう︑緑いいっぽい

す︒

つぽいにしょうというので

の森︑野鳥の森︶の緑でい一

三つの森︵生産の森︑郷土一

澄みわたる大気につつまれ一
一
た太陽と緑のくに宮崎を︑

そのシンボルマークが︑つ
ぎのとわりきまりました︒

シンボルマーク

題をしのこして先生からしかられ

力ブト虫ともお別れ……二学期の準備を

物︑または劇物を︑みだりに摂取
し︑吸入し︑またこれらの目的で
所持してはいけません︒

植樹祭

⁝ぜになりかねません ︒

あぶないボンド遊び
乱 用 は 三 年 越百五十倍

〜朗r

戦後はヒロポンなどの覚せい剤
の乱用が一時流行し︑四十一年か

販売も八月から規制
神社の境内や公園など人目のつ
かないところでシンナーや︑ボン

ド︑セメダインなどの乱用遊び
が︑発育ざかりの青少年のあいだ
で流行しています︒

先月のはじめには︑市内亀崎の
友人宅で︑ボンド遊びにふけって
いた少年十二人が補導され︑その
後も市内のあき地や広場でボンド
遊びに使用したと思われるビニー
ル袋やシンナ：のあきビンが発見

妬湾㍉
命とりになるボンド……8月から販売規制

されています︒

シンナーや接着剤であるボンド
などは︑数回吸ううちに最初はの
どが痛み︑頭痛やはきけ︑めまい
あるいはとう酔症状がおこります
が︑これを繰り返すうちに思考力
がなくなり︑さらに中すう神経が
おかされ︑しだいに正常な意識が
麻ヒして︑最後には精神障害を生
じ︑学業やしごとがいやになった
り︑つねにイライラがおこること
になります︒

中には急性中毒で窒息死するこ
ともあり︑恐ろしい結果をまねく
ものです︒

この遊びが流行しはじめたのは
だいたい四年前の四十三年ごろか

沸
纏

たりでは︑子どもさんでもノィロ

r
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現代知識を勉強
お気軽に受講を

知識も日に日に新しいものばかり

ジオなどからはいっ て く る 情 報 ︑

社会の中では︑新聞やテンビ︑ろ

ぎつぎに生みだされる新しいこ

9月9日︵土︶︑﹁新用語に強くな

会教育課文化財係長︑寺原俊文

その由来をきぐる︒講師⁝県社

に点在する文芸のかずかずと︑

団郷土を愛する市民として県内

で︑わたしたちがよりりつばな社

師⁝宮崎日日新聞文化部長︑岩

とばの意味と背景を知る︒講

飛行機旅﹂11旅行好きな日本人

9月23日︵土︶︑﹁船旅︑汽車旅︑

旅の魅力と何が旅に人をかりた

する﹂1一世界の都市にはそれぞ
れの美しさと個⁝笹がある︒その

美しきを追究しながら︑郷土の
都市計画を考える︒講師i移動
大学講師︑吉田功︒同志社大学
教授竹中正夫︒

複雑化する社会の中で︑幸わせ
明るい内に帰宅しよう

きなど︑不審な点があるときは
学校や職場と連絡をとりながら
実情をしっかりつかむことが必

な生活をおくるために法律を知
要です︒

の人との交際もで︾︑︑がちです︒

いろいろな機会から︑学友以外

の中で︑日ごろなんでもないこ
影響を受けて不良化し︑非行に

その友だらが悪いと︸︑・は︑そD

はしることになりますので︑友

とが実は人間生活に密着した関
議さを探る︒講師⁝宮崎大学教
ことが必要です︒

人関係に注意し︑助弓．口指導する

＊親と子の話し合いを一家出の原
因で一番大きなウエイトを占め
ているのは家庭関係です︒親と

が多くなるので︑登下校︑帰宅

びぐせから怠学︑怠業する少年

とはまずないでしよう︒

よい家庭から家出少年のでるこ

大切です︒信頼できる親︑住み

多くもち︑子どもたちといつし
よに考え︑見守ってやることが

子の話し合い時間をできるだけ

持品が生徒にふさわしくないと

▽不良行為のうち︑家出︑怠学︑

なっているのが目だちます︒

病院︑神社︑寺院にいたるまで︑

館︑映画館をはじめ︑駅︑学校︑

務所︑工場︑営業所︑飲食店︑旅

国のもっとも基本的な調査で︑事

夏から秋にかけては台属や集中

の万法は︑住宅や家財の損害の額
るときは︑そのこえる金額を所得

がその年の所得金額の一割をこえ

を軽くする方法です︒

金額から差し引くことにより税金
また︑災害減免法による方法は
住宅か家財に半分以上の損害を受
け︑しかもその年の所得金額が二
百万円以下の場合には︑所得金額
一部減らしたりする方法です︒

に応じて所得税額を免除したり︑

これら二つの方法のどちらかに
該当する場合は︑税務署に手続き
をしてください︒なお︑災害を受
けられたかたには︑納税の猶予制
度もありますのでご相談ください

支給される年金︶の額を四万八
百円から六万円に引きあげ︒

障害年金︵国民年金保険料を
かけていた方で身体障害者にな

3

り︑その人に支給される年金︶

ら十三万二千円に引きあげ︒

千六百円に︑一級は十二万円か

の二級は九万六千円から十万五
き士げられることになりました︒

母子年金︑笙母子年金︑遺児
年金の額を九万千二百円から十

4

万八百円に引きあげ︒

年金

障害福祉年金︵身体障害者に

しよう︒

の豊かな生活のため︑必ず掛けま

国民年金保険料は︑あなたの老後

3と4は七月から引︾・・あげ︒

かな︑明るい生活をしていただこ

※

老令福祉年金︵満七十才以上

2

の額を現在の二万七千六百円か
ら三万九千六百円に引きあげる

のお年寄りに支給される年金︶

1

とおりです︒

うとゆうもので︑その内容は次の

って︑お年寄りなどに少しでも豊

これは年金や手当を増すことによ

などの額が十月一日から大幅に引

会で一部改正されて﹁福祉年金﹂

国民年金法などの法律が先の国

年金や手当があがります︒

十月一日から

まず︑所得税法による雑損控除

免除の方法があります︒

と︑災害減免法による税金の軽減

所得税法による雑損控除の万法

その方法としては︑

−露︑ ます︒

20・縮騰鋭耽豹隷聯

眠幌・と泉所得税などの国税を

儲．﹇鴬遷蟻善戦一

いは地震などの災害で

ところで︑属水害や火災︑ある

期です︒

豪雨による災害が多く発生する時

す︒

九月一日から行なわれるこの調
査の重要性をご理解いただき調査
へのご協力をよろしくお願いしま

使用されます︒

民所得の推計などのために欠くこ
とのできない基本的な資料として

策︑地域開発計画︑都市計画︑国

国︑都道府県や市町村での経済政

を作る統計調査です︒
この調査から作られる統計は︑

ので︑いわば日本の産業の見取図

その産業別構成を明らかにするも

との事業所数︑従業者数の規模や

時間が不規則なと︸︑−︑服装︑所

総理府統計局では︑九月一日か
ら全国いっせいに事業所統計調査

にご臨力を

事業所調査

＊帰宅時間に注意1一夏休み中の遊

授︑原田雅登︒

長い夏休みが
終っても解放的
な生活から抜け
きれず︑なまけ
ぐせがついた少
年は︑新学期に

入ってからも学
校をさばり︑不
ることがありま

良化の道をはし

このことを昨

す︒

年九月の補導統
計からみてみますと
▽刑法犯少年は︑必ずしも九月目
多いとはいえないようですが︑し

内面巨国際的にあがった円の価
値も国内ではさつばり︑果して
飲酒などで補導された少年は︑九

この調査は︑国勢調査とならぶ

円の価値があるのか︒こんこの
月が一番多くなっています︒

を実施します︒

経済の展望をやきしく解説︒講

かし︑犯罪種別にみてみますと︑
性犯と暴力犯の占める比率が高く

師⁝宮崎銀行副頭取︑井上信一
あらゆる種類の事業所について︑

㌔

︽

1少年の日常行動に十分気をくば

パ

典・擁

獅S日︵土︶﹁特別講座﹂一著名人

した︒

ミも史上最高だつたとは︑残念で

模︒しかし︑ちらかした放題のゴ

人も続出︒打ち上げ花火も大規

観客三万人︑自動車七千台が集ま
りました︒災天下に入場を待つ人
の列が延々と続き︑お倉ケ浜は有
史以来最大の人出︒暑さのため病

で催されるのがはじめてとあって

サマーフイステイバル﹂は西日本

八日︑お倉ケ浜で行なわれた﹁

すべてが最大

︑

経営組織︑事業内容や従業者数な
どを調べ︑都道府県︑市町村区ご

交渉申︑九月中決定通知します
獅P8日︵土︶﹁家庭の法律百題﹂・討

ボーイスカウト野営大会
第四回日本ボーイスカウト宮崎
県野営大会が八月三日から七日ま
での五日間︑お倉ケ浜で行なわれ
ました︒集まったのは県内はもち
ろん︑遠く大阪︑沖縄などから千
人︑色とりどりのテントが松の木
かげに散在してお倉ケ浜シーサイ
ドテント村はおわにぎわい︒市内
パレードや大きなキヤンププアイ

ヤーを行なって規律正しい野営大

会を終りました︒

．勲等憾

＊友交関係に注意一1夏休み中には

り活用していく︒講師⁝法穣局
獅Q日目土︶﹁自然の不思議﹂11わ

延岡支局長︑吉丸卓一︒

つみとることです︒

係がある︒自然の面白き︑不思

たしたちをとりまいている自然

12

り︑不良化のきざしがみられると
きは︑適切な指導で悪の芽を早く

獅Q1日︵土︶﹁円の価値︑外面︑

休み後に多い非行化

急激に変化していくこんにちの

会人になるためには︑これらの情
報や知識を正しい目でとらえ︑自

永主屋

情報化社会の中で︑つ

分のものとして吸収しなくてはな
らなくなっています︒いわば現代

ろう﹂

社会に対応できる勉強が必要にな
市教育委員会では︑こうした意

っ て き て い る わ け です︒

味を考え︑ことしもつぎの内容で
てるのか︑いろいろな乗り物を
とおして旅の面臼さを探る︒講
獅V日︵士︶﹁日向の町を設計

師⁝日本交通公社︑狭間弘︒

﹁成人教育講座﹂を開くことにし

ました︒より多くのかたが受講さ
れるようご案内いた し ま す ︒
▽受講できる人11 市 内 に お 住 ま い

の二十歳以上のかたならどなた
でも受講できます︵原則として
全講座を受講できる か た ︶

▽受講計数 百名程度です︒早目
にお申し込みくださ い ︒
▽受講申し込み手続 き 1 1 申 し 込 み

用紙が市教育委員会に準備して
あります︒受講料三百円︵全霊
座分︶を添えて同委員会へお申
し込みください︒

★会場一勧労青少年ホーム
★時間 午後七時半から九時半

帰宅時間などに注意

第3回成人講座
5亘﹁．

，

△講座の内容︑﹁﹂内はテーマ︒
8月26日︵土︶﹁宮崎の文化芸能﹂

国際色も豊か
﹁オイスカ﹂の一行が国際親善
のため七月二十六日︑日向市をお
とずれました︒美々津町で歓迎を
うけた一行は︑地元の有志が話す
﹁オィスヵし と は お 互 の 国

﹁神話﹂にはピンとこなかったよ
うす︒

の文化や産業を発展させるための
国際機構︒現在参加国は一〇五ケ
国︒こんど来たのはインド︑フィ
リピンなど九ケ国︑三十名でした

しょう︒

の川からこのまつりを見て︑なんと感じたことで

昔の七夕とは︑おおちがい︒ひごばしと織姫は天

組からヒントをえたものが多く︑木枯紋次郎やウ
ルトラマンなど︒ささ竹に色低の短冊をかざった

れ︑二十八日から三日間延べ五万の人出でにぎわ
いました︒豪華な七夕は︑最近のテレビの人気番

日向名物﹁七夕まつり﹂がことしは晴天に恵ま

豪華な七夕まつり

10
10

11

11
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秀︒δぜ

文化功労者のこ推せんを
明治百年を記念して設けられま
した日向市文化功労者の顕彰も︑

被爆学生の遺族の方へ
旧長崎医科大学原爆被爆学生の
遺族のみなさんに︑四十二年度に
引き続き特別支出金七万円が贈ら
今回は︑前回受けられなかった

れることになりましい︒

四十七年六弓から四十八缶︐一﹁ヨ末

遺族のかたが対象で︑申請期問は
日ま門︑になっております︒

なお︑手続き要領などについて
は日向保健所におたずねくだきい

細島清正区︵大橋芳太郎区長︶

防犯協会長表彰

は市の指定防犯協会として︑自主

今年度も引きつづき︑日向市の

五回目を迎えました︒

めにつくされた︑かくれた功労者

長から表彰されました︒

犯功労者として県防犯協会連合会

回その活動と実績が認められ︑防

防犯活動を続けていましたが︑今

文化の発展︑文化水準の向上のた
をさがし︑文化功労章を贈ってこ
れまでのご功績をたたえることに
しました︒

みなさんのお知り合いのかた︑
また関係されているところで︑功

警察官の共同募集

日現在で満十八歳以上満二十八
歳末満の男子︒

▽試験地︑宮崎市︑延岡市︑都城

えばコンクリ⁝ト構造物や築庭

などです︶

は︑事前に市長の許可を受けなけ

例えば︑満期保険金百万円の場
合は︑この保険金の七倍の七百万

円が保障きれます︒とくに傷害保

いろいろわずらわしい手続きば

かりですが︑効率的な土地利用に

ればならなくなっています︒

保障される特典がありますから大

険は︑被保険者に過失があっても
変有利です︒

市︑日南市︒

▽申込用紙請求先︑日向警察署︑

いたします︒

よって︑住みよい町づくりを進め
るため︑よろしくご協力をお願い

会事務局︵宮崎市橘通り東一丁

▽申込書送り先︑宮崎県人事委員

なお︑この新種保険は︑普通病
死であっても︑監事保険金の三倍

無縁墓地を改葬

ので︑市内に縁故者のかたがいら

福岡県衛生部からつぎのとおり
無縁墓地の改葬通知がありました

っしやいましたら二十五日までに
市役所保険衛生課︑または福岡県

塚町総代吉田勇宛お届けください

筑紫野市大字杉塚一二九番地︑杉

宅地造成のため︒

＊改葬理由︑福岡県住宅供給公社

＊改葬する無縁墓地の所在地と数

二毛︑同二十一番11十九基︑同

十

二二一番十四基︒

二十基︑同二一四番

筑紫野市大字杉塚字山の谷一九

た問題がおきています︒

四番

こうしたことは︑確認申請書を
出しておれば事前に解決できた問

こわさなければならない一とたっ

たために︑その家が区画街路の敷
地にかかり︑完成を待たずにとり

確認申請書を出さないで家を建て

家屋の移転や道路の建設を本格的
に進めていますが︑ここで︑建築

根土地区画整理事業に着工︑いま

市では︑昭和四十六伸度から曾

土地変形も許可を

ます︒ ︵日向郵便局︶

種保険を利用きれるようご案内し

より多くのみなきんが︑この新

が保障きれます︒

目九番＋号︒︶

写真コンクール作品募集
ただいま︑第四回簡易保険資金
融資施設写真コンクールの作品募
集を行なっています︒

募集要領などはつぎのとおりで
すから︑ふるってご応募ください
＊内容団写真の一部に簡易保険資
金の融資を受けて建設された学
校︑住宅︑道路︑港湾などがは
いっていること︒

＊作品の大きさ1ーカラーの部はリ
バーサル弱︑ゾ以上︑白黒の部は
四切判︒

＊賞1ーカラーの部︑推せん一点三

万円︑特選二点一万円︑入選五
点五千円︑佳作三十点賞品︒

特選二点一万円︑入選五点五千

マ多一一『

白黒の部︑推せん一点二万円︑

世帯数

労者として顕彰すべきかたがいら

れます︒

ナスです︒

題ですし︑事業を進める上でも︑
また建築主にとっても大きなマイ

89人増

円︑佳作三十点賞品
＊締切日︑九月三十日

また︑区画整理事業が円滑に進
められるよう︑こうした確認手続

49，714人

っしやいましたら︑つぎの要領で

とくに功績のあった人︵個人

▽採用予定数︑宮崎県五十名︑そ
の他の都府県百年︵埼玉︑千葉

なお︑くわしいことは日向郵便局

きのほか︑区画整理地区内では

計

宮崎県その他都府県の警察官共

団体を問いません︶

警視庁︑神奈川︑愛知︑滋賀︑

保険課におたずねください︒

54人増

同採用試験がつぎのとわり行なわ

＊受賞一学術︑芸術︑技術︑体育

京都︑大阪︑兵庫︑奈良︶

地の切盛りによる宅地︑私道の

①土地の形質の変更︵たとえば土
造成など︶

②建物の増築︑改築

③五︐・以上の物件のたい積︵たと

26，462人

＊対象11日向市の文 化 向 上 発 展 に

の四部門について顕彰します︒

▽試験日︑十月二十九日︵日︶

保障の高い新保険

ークロバ保険﹂を発売します︒

郵政省では︑九月一日から死亡
保障のたかい傷害特約付き﹁ニユ

女

i

ぜひご推せんをお願いします︒

︵自治功労などは含みません︶

▽受付期間︑八月二十九日から九

＊推せん書11市教育 委 員 会 に 準 備
してあります︒

月二十二日まで︒

＊推せん書の送り先1 1 日 向 市 本 町

▽受験資格︑学歴は問いませんが

＊締切り菖八月三十一 日 目 木 ︶

十番五号︑市教育委員会社会教

必要です︒昭和四十八年四月一

55人増i

23，252人

男

33増

13，783

ミ

新制高等学校卒業程度の学力が
当課あて︒

ロ脇肱

（・月1日現在）

廻覧∠人
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