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平岩小がお倉が浜で水泳教室

泳ぎを覚えて夏の海を楽しく過ごそう一と

平岩小学校の全児童三百一人が︑去る十二日

お倉が浜海岸で﹁水泳教室﹂を開きました︒

市内の伊勢が浜︑御鉾が浦︑金が浜海水浴

（漏．230）
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場は︑二十日に海開きを行いましたが︑各海
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学校は︑二十一日から夏休みにはいりました︒

竈

これから長いお休みが続きますが︑家庭では︑お子さんが規則正しい

悲しみと絶望に突き落とされる不幸は︑毎年くり返されています︒

せっかく︑楽しく過ごせるはずの夏休みを︑ほんの一瞬の不注意で︑
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教家庭では
○毎日の計画表を作成し︑実行さ
せる︒

○朝の体操︑スポーツなどで︑た
くましいからだをつくる︒

出すよう指導する︒

○故郷の家族や学校などに便りを
○お盆の帰省など配慮する︒

季節的な解放感から気分がゆる

日非行や事故をなくそう

を推進しよう︒

み非行や事故に結びつき︑とくに
水難事故が多くなるので防止対策

○家庭での役割りと責任をもたせ
影地域では

○危険な水遊道具︑花火は使わな

禁止区域では泳がない︒

○水泳には︑ひとりで行かない︒

止を図る︒

話し合いを通じて非行や事故防

雛家庭では
○子どもの日常生活に関心を深め

る︒

○地域で早朝ラジオ体操をする︒

○みんなの奉仕でまちをきれいに
霧職場では

する︒

夏は︑多くの青少年が学校や職
い生活をする機会に恵まれ︑自然

○アルバイト学生の生活指導の助

いの場をもち適切な指導をする

○勤労青少年と雇用者との話し合

場から開放されて︑自主的な楽し
に親しみ︑心身を鍛練するよい季
しかし︑反面︑夏休みや暑さに

節です︒

笏地域では

いよう指導する︒

○危険な花火や危険な玩具は売ら

言をし︑家庭や学校との連けい
口明るく楽しい家庭にしよう
○地域ぐるみの補導活動をする︒

を図る︒

招きがちです．

家庭における親子の心の結びつ
きをより高めることによって青少

よる解放感から︑とかく生活がル
ーズとなり︑不慮の事故や非行を
0夏における各種の事故を未然に
○遊び場や危険個所を点検し整備

姥を箏
り事も季
︒︒己

O

う

季節

花火の
花火あそびμ

おとながっき
二・うて

口ため池など危険な所にばサクを

二一〇番︶︑消防署︵一一九

どではぜったい泳がせない︒

⇔水泳禁止区域や流れの急へ︑5川な

も沈んでしまわないように注意

ナワなどの端につかまらせて引
きあげる︒抱きつかれて二人と

▽助けるときは︑板ぎれや長い棒

番︶へ急報する．

▽二人以上のときはt︷人が警察

を厳重にチエ胃．クする︑．

⊃シンナー︑ボンド等の販売管理

つ職域補導を徹底する︒

い．

⊃未成年者に飲酒︑喫煙をきせな

育を徹底する︒

︵し安全運転の励行など交通安全教

を守る対策を講ずる︒

○職場事故や交通事故から青少年

霧職場では

○広報活動を強化する︒

を徹底する︒

C救急法および水難救助実技指導

えパトロールを強化する︒

○水泳場には看視人や救急箱を整

する︒

ない︒持っていれば注意する︒

防止し︑青少年が自らの自覚のも
年の豊かな情操をつちかおう︒
○﹁家庭の日﹂を推進する︒

霧家庭では

とに健康で楽しい夏を過ごせるよ

○家族みんなで話す機会をもつ︒

うに︑関係機関をはじめ市民総ぐ
るみで本運動を推進しましよう︒

あり方を協議し︑その結果を家

○地域の各種団体の会合で家庭の

●地域では

○朝夕のあいさつを励行する︒

○親子の読書会をする︒

◎運動期間

七月二十一日〜八月三十一日
◎推進目標
e規律正しい生活をしよう

庭で生かすようにする︒

口明るく楽しい家庭にしよう
日非行や事故をなくそう

実行を図る︒

○﹁家庭の日﹂の内容を徹底し︑

四団体︑グループ活動を推進し
よ・つ

○地域外に就職している青少年に

e規律正しい生活をしよう
夏休みの解放感から日常生活が

よ水子水

％
．
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夏休み
です

越畑（

遊びをすることがたいせつです︒

きめられたやり方で︑きめられた

花火は火薬を使っているので︑

があります︒

い火の取り扱い方をしつける必要

ないように注意し︑あわせて正し

家庭では︑花火の正しい使い方
を教え︑火災やけがなどを起こさ

しまいます︒

がなど︑たいへんな事故になって

違えたり注意を怠ると︑火事やけ

とつですが︑その取り扱い方を間

夏は花火のシーズンです︒花火
は子どもたちにとって楽しみのひ

楽しい花火〃

〃正しく使って

で泳ぎましょう︒

水泳は必ず学校が指定した水泳
場︑および市が指定した海水浴場

◎水泳は必ず指定された場所で

ましよう︒

す︒人工呼吸法の技術を身につけ

技量による人工呼吸法が役立ちま

水におぼれた子どもの一命をと
りとめるか否かは︑機敏な動作と

◎人工呼吸法の習得

する︒

人か︑家族などが同伴する︒

める一これが救助法の第一歩︒

▽まず大声で付近の人に助けを求

◎水難救助の心得

㈲いきなり水に飛びこませない︒

長い時間泳がせない︒

㈹顔やくちびるの色が変わるほど

る︒

㈲ムリな泳ぎをしないよう指導す

因泳ぐ前は必ず準備運動をする︒

ぎにやらない︒

㈲からだの調子が悪いときには泳

四水泳には必ず泳ぎのよくできる

する︒

作り子どもがはいらないように

なふんい︸︑・を味わせる︒

職場では

激励のたよりを出す︒

っ住み込み︑寮生活者等に家庭的

よう︒

不規則になりがちなので︑家庭︑
地域ぐるみのあたたかい指導によ
り︑青少年に自覚ある生活をさせ

○余暇再製を指導する︒

や保護者はもちろん︑おとなたち

では遊ばせない︒

e監視人のいない川や池︑堀など

よう︒

つぎの点にはとくに注意しまし

みんなが︑よく注意してあげなけ

ことしも子どもたちにとって楽
しい水の季節がやってきました︒

ればなりません︒

いたましい子どもの水の事故を

とを絶ちません︒

反面では︑悲しい水の犠牲者があ

出かける機会が多くなりますが︑

毎年この時期になると︑水あそ
びや魚釣り︑水泳など川や海べに

防止するためには︑施設の管理者

子どもの水死事故

防ごう〃

全な活動を促進させる︒

○団体︑グループ渚動を助成し健

．藍霧

馬

毎日を過ごすように気を配るとともに︑お互いがじゅうぶんに気をつけ

軽

．謙聡

て︑楽しい夏休みといたしましよう︒

論

陣鑑

醇団体︑グループ活動を推進しよ
う
青少年団体︑グループ未加入者

の加入促進と活動の推進を図り健
全育成を図ろう︒

髪家庭では
○団体︑グループ活動を理解し積
極的に参加させる ︒

○常に健全な活動が推進されるよ
う指導助言する︒

をする︒

笏地域では
○団体︑グループで楽しい交換会
○スポーツ︑レクリェーションな
どの行事をもつ︒

○海水浴︑登山などを計画し︑自

夏の青少年を伸ばす運動
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七月七日に行われた参議院議員
選挙の本市の投票率は︑七十八︑

︶に行われた同選挙の投票率を十

四四パーセントで前回︵四十六年

とくに︑市内の堀一方︑畑浦︑

四パーセント上回りました︒

梶木︑庄手︑本谷︑西川内︑奥野

ーセントをこえるすばらしい投票

秋留︑鵜毛︑幸脇︑飯谷︑園圃︑
高松︑田の原の投票所は︑八十パ

このように投票率が高かったの

率でした︒

は︑有権者ひとりひとりの選挙に

ウ

とと︑投票時間が一時間延長され

対する関心と自覚が大きかったこ
たためと思われます︒

U8
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V2

1

1

T4

X8

1

W9

⁝濡蝿麗鑑髄脳驚麗腰穫価魏鞍

薄型擁蛎涯分瓢湖鑓

夏の交通安全運動
前期1−7月11日〜20日まで
後期118月11日〜20日まで

③立看板等の作成掲示
⑤交通安全旗の掲揚

④ステッカーの掲示

夏の交通安全県民総ぐるみ運動
が︑前期は七月十一日から二十日
⑥カーフェリー対策
⑦事業所等での行事の推進

まで行われ︑後期は八月十一日か
ら二十日まで行われます︒

⑧交通安全会の指導育成

この運動は︑夏休みにおける子
⑨広報車による広報

父通事故および夏季におけ

る解放感からの心のゆるみ︑すい

どもの

⑩老人︑子どもの指導
⑪氷水等の提供

とかく︑夏は︑暑さと過労のた

鞍

みん不足等に原因する交通事故を
防止することを目的としています

み︑重大事故が発生しがちです︒

めに︑運転者も歩行者も気がゆる
お互いが交通ルールを正しく守
くりをしましよう︒

り︑交通事故のない明るいまちづ

ω子どもの交通事故防止

▽運動の重点

㈲自転車・二輪車事故の防止
㈹過労・居眠り運転の追放
の指導

ω帰省客に対する安全運転励行
㈲交通安全会の活動強化
議会︶実施事項

◎期間中の本市︵交通安全対策協

謹

る車両よりもずっと速いのですか
ら実験線は直線で相当長い距離が

②のぼり∂設置

①︸チラシの作成配布

ます︒

れるのはここだけ︑また付近に民

理的︵全国をみても直線で七鷲と

くても車両を走らせることができ
国鉄では︑この浮上式鉄道車両
の小型試験車をつくって走行試験

．と国鉄ではいって
います︒

レビ︑ラジオ等の
電波障害はない︒﹂

︑う関係がないので
心配はない︒風圧
は︑風速五〜六層
パンダグラフ等は
使用しないのでテ

す︒ ﹁実験に際し
．ての震動︑騒音は
レールと車輪とい

﹁れば一日十回年間
百日程度を計画し
ているとのことで

のことです︒国鉄
．では実験がはじま

㌧︒
地元で賛同いた
だいたなら︑約二
︑年間かかって施設
の建設工事をして
そのあと五年間く
らい試験をすると
のことですから︑
実験車両が走りは
じめるのはまだ先

二●七溜︑重さ十

別写真のように高架で︑実験車両
は長さ十二揖︑巾三・八麿︑高さ

実験線は直線七麓で起伏なし︑

た．

よい美々津・都農間が選ばれまし

冬でもテストができる︶に条件の

家がない︶気候的︵雪がないので

必要です︒このようなことから地
に成功しました︒

格的な試験をして︑実用化の可能
性を確認することが必要となった

それでこの基礎試験の結果をも
とに︑さらに実際に近い条件で本
作用を応用し

ものとはまったく違って︑磁石の

毒 ⁝

能という︑いま新幹線を走ってい

浮上式鉄道は︑時速五百慧は可

わけです︒

た車両をリニ

の浮きあがっ

用する︶︑こ

の反発力を利

発し合う︒こ

た一と一は反

うが十と十ま

互いに引き合

石は十と一は

あがらせ︵磁

て車両を浮き

の上に車輪が回転して動くという

までの汽車や電車のようにレール

この浮上式鉄道というのは︑今

なりました︒

線をつくってテストをすることに

でもはじめての浮上式鉄道の実験

国鉄は︑美々津と都農間に世界

勤タ下妻曾堀細細細畑亀梶庄本西旧訓五山霧秋美南臨幸飯余当駅高田

投欝良曙量島浦崎木手谷脇野謡蜘留謡毛脇谷謹勧旧師

を

絶滅しましょう
は好ましくありません︒

市環境保全課では︑環境美化運

を絶滅することに

動の一環として︑市民のみなさん
に協力を願って︑この〃セイタカ
アワダチソウ
しました︒

みなさんの家の回りなどで〃セ

ててください︒

イタカアワダチソウ〃を見かけた
ら︑根っこから引き抜いて焼き捨
また︑大量に群生しているのを
すから市環境保全課︵電話②二︑

見かけたら︑電話でもけっこうで

。．

市内各投票所の投票率は︑別表

660

セイタカアワダチソウ

みなさん〃セイタカアワダチソ
ウ〃という植物をご存じですか︒
この〃セイタカアワダチソウ
は︑北アメリカ原産の多年生の帰

化植物で︑背たけがニメートル以
上もあり秋口から晩秋にかけて黄
色い花をつけます︒生育地は︑土
手や荒地︑川原などで︑市内の主

は︑

いなどにたくさん群生しています

要道路や鉄道沿線︑国道十号線ぞ
〃セイタカアワダチソウ

遠方からながめると美しく見えま

夏休みを前に、自転車の正しい乗り方テスト（毘小にて）

，IlI1堅川●川1■L1，lII匹1■，川■屑｝1日＝川6卜lI■幽川lI■mlI睡II舳■II｝II川川lIgI川臨圓Ilじ川IlI「1川ll

すが︑花粉が多量に飛び花粉病の

アモータ⁝と

いう方式によ
って動かしま

ーターは︑簡

す︒リニアモ

単に言えば普
通の回転形モ
ーターを軸方
これを広げた

向に切って︑
形のもので︑

回転運動を直線運動に変えたよう

ぞ

前回を大きく上回る好成績
926
1，08

78．44

モーターの動く部分と動かない

なものです︒

．織雲1》・1

のとおりです︒

W8

1

184288797259615
5431﹄6道﹂β2483P4
1 6441
V0

部分の一方を車両に︑他方を地上

、ヂメ．べ還難

・1・O鴨川1閥畳■鵬0・1鯛闘「「
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5，9681

赴

2，64

気町公民館旨2，643
良公民館 2，830．

一・
｝．．轡矯

．＝．

乃洛凪旭器ππ乃紛厚肌餌舘％双舩た南無総瓦π冊舘糾肌恐π舩％

2，208
2，82

R俳賜趨趨鰹鑑邸謡鰯動鳳謀議強調

86

一一一番︑内線四二二︶までおし

美々津・都農間に実験線

鳶1麟

1，068

らせください︒

毛

ヤ

暫

5，246

26，606

一
5，24

青少年体育セン

下一剣館館三三三所館館館譲館跡講羅館館館校開館館館館園館

市内各投票所の投票率
原因となりますので︑とくに花ア
レルギー︑ゼンソクのかたなどに

l11匹11｛1川1811・r
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浮上式鉄道
コ

こ遜ぜ・，

W1

圭

し
ロ
へ
ロコロ
ヒ
ド
ロ
わ

為

985
1，24

根公民館11，248
方公民館 1，082

33，921
53，948

総
観

欝
V7

疑セイタカアワダチソウミ

計

2，。15！

麟．

X8

背たけが2メートル以上もある

ロ
ド
ロリ
ロ
し
ロロ

に固定すれば︑両者でモ⁝ターが
形成され︑お互いに接触していな

実験縁磯愛鱗

．
傘
w

投票者醗酵
票下襲録溜岩権暑
票覇
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者は︑いったん病院に対して高額
療養費を含めた自己負担額を支払
っていただくことになります︒

その他︑くわしいことは市保険
衛生課︵電話②二一一一番︑内線
五五五︶におたずねください︒

日曜日の病気やケが

阜季〜喪1天f︑−・ぞ﹁・・

おおきい

め

ずらしい

一︑〃一．オ変ムぞ一．季ク

ふるい

禽襟・

ーーY

︑

き

∠

﹁

Z

曳﹁条︵ぞ竃いく々

︑

に分れる︒卵形または長楕円形の

おび︑裏面には灰かっ色の鱗片が

葉を互生し︑全縁または上半部に
センチ︑革質で表面は濃い緑色を

鈍いきょ歯があって︑長さ五〜九﹃

木は︑私たちの生活になくては

ならない大切なものです︒木木の
みどりは私たちにいこいと安らぎ
市内には多くの種類の木が生え

をあたえてくれます︒

とかく夏休みの期間中は︑子ど
にたえぬいた木︑自然の鑑威から

大きい木︑何十年も何百年も風雪
実は生のまま︑または︑いって

の葉腋に花穂がでる︒

みんなでこれらの木木を守り愛

し︑育てていきまし．6う︒

﹁椎﹂11﹁しい﹂

日本列島の中部以南の暖地に産

食べる．

グ

でやや堅くて弾力に富み︑建築材

人家の周囲に植えて防火樹とし
材は辺材︑心材ともに淡黄かっ色

や

として土台︑屋根板などに用いらジ

れる・

し嫌

ナ

市内では︑幸脇の権現崎に︑し蝉

皮爺静縫叢

差

強弓が数多負︑い茂．てい〜

するブナ科の常緑高木︒高さ二十

ノ

メートル以上に達し︑枝が細く密

鶴．

五〜六月ごろに︑今年伸びた枝﹃

もの食中毒︑寝びえ︑発熱︑ケか
私たちの生活を守っている木を紹

ある︒

すと

それに事故も多くなりがちです︒
介します︒

ていますが︑そのなかで珍しい木

①対象者は︑国民健康保険加入者
それが︑たまたま日曜日の場合
は病︵医︶院がお休みで︑何ヵ所

ごとです︒

高額療養費の支給の基礎となる
いうことがあります︒
ぎのとおりです︒

りについて算定されるので︑家
族二人の医療費を合算して三万
▽八月四日11和田病院︵電話②二

電話②二四〇九番︶︑大平医院

〇四五番︶︑滝井︵産︶医院︵

円をこえる場合は対象となりま

市内の八月中の日曜在宅医はつ

も回って︑やっと診てもらったと

H八月中の在宅医

R

一部負担金︵自己負担︶の額は

◎支給制度の内容を簡単に述べま

好ヂー

国民健康保険加入者ひとりひと

す︒

市町村に先がけて実施しておりま

申し出のような﹁高額療養費支給
制度﹂を︑本年七月一日から県下

担額を少しでも軽くするため︑お

一一＝≡≡＝一＝︸＝＝

高額療養費支・耳
罰度とほ
垂≡＝

おたずねします
﹁私の夫は︑脳卒中で倒れ︑幸
い一命はとりとめましたが︑半身
不随という後遺症を残す結果とな
りました︒ところが四月末の医療
費は二十万円に達し︑私たちの自
己負担も六万円となりました︒と
ころで新聞で読んだのですが︑患
者の自己負担が三万円をこえた場
合は︑健康保険組合が全額保険で
ましたが国民健康保険ではどうな

面倒をみてくれる⁝⁝⁝⁝とあり

隔

定善寺の「しい」の木

せん︒

ごライバーにはひと目でわかります。
きで示してありドライバ

讃
マネ︶

りになったブナの木︑1その他ー

二〜六年︶︑理科学習慢画︑そ

理科の学校なぜだろうなぜかしら

母と子の名作童話・全五〇巻︑

︻児童図書︼

ェロ︑モネ︑

謡集︑世界美術全集︵ミケランジ

あそび︑大日本茶道学会︑日本童

さっきの観賞と栽培︑おりがみ

︻娯楽︼

物理法則集︑鈴木小江ペン字教室

日本人とドイツ人︑結婚タブー集

スマートな日本人︑都市の論理

︻生活︼

ジバゴ

出現︑無敵王ターザン︑ドクトル

オモロおまつせ︑超ミュータント

思嗜食的作家論︑猫の目女の目︑

ヤマトタケル︑カナン五一〇〇年

常の秘密指令︑sFの夜︑出雲の

ん︑女相続人︑あばた又十郎︑非

するとき︑神曲地獄篇︑おバカき

青い思想︑﹂夜がときの歩みを暗く

わぬスターたち︑四十一番の少年

眠るべし︑泥囎おっ婦ア︑もの言

らば幽霊︑白雲悠々︑馬よ花野に

落日燃ゆ︑猫踏んじゃった︑き

︻小説・随筆︼

さい．

がはいりましたので︑ご愛読くゼ

市立図書館に︑つぎの新刊図書

二図書案内＝

②医療機関は︑同一の病院︑診療
▽八月十一日11三股病院︵電話⑧

らしい「金モクセイ」を市に寄贈することになっています。

っているのでしょう か ︒ ﹂

匹し
畦騒幽ト

刊

︵電話②三三三七番︶

一人の患者が二つ以上の病院等

）マークや車両通行止めなどの標示が白抜
校を示すミ文ミのマーク

〜母一二〜岬㌔弓一一

や「タ」ミー無

所︑薬局ごとです︒

樹令300年以上、高さ約30㍍、幹の回り約3㍍というすば

お答えします
○〇三四番目︑今給黎医院︵電
電話②四三一一番︶

話②二四五九番︶︑高木医院︵

にがかった場合は合算されませ
ん︒

校区4ヵ所の市道に、このほど、グリー
このほど、樹令130年の「銀モクセイ」や

確かに国民健康保険による高額

一〇一一番︶︑鮫島︵整︶医院

▽八月十八日一1渡辺病院︵電話⑦

車の進入を防ぎ、子どもを交通事故か

一月から義務づけられますが︑各

③一部負担金︵自己負担︶が一カ
月に三万円以上の場合が対象と

ら守ろう一と、市内の富高小、日知屋小

友齢欝欝齢＼ζ

療養費の支給制度は昭和五十年十

なり︑ニヵ月の合算は認められ

スクールゾーンがお目見え

市町村の国民健康保険財政も多種
︵電話②八一九一番︶︑黒木医

市役所前広場に

多様であるために︑それまでは各

グリーンの

田医院︵電話②四四〇一番︶︑

医院︵電話②二二〇九番︶︑吉

▽八月二十五日H樋口病院︵門川
町︑電話③一〇三六番︶︑稲原

院︵電話②六〇五五番︶

公共物はみんなのものです。たいせつ
にしましょう。来たときよりも美しく。
この応援協定が結ばれて関係者はひと安心。

新

なお︑高額療養費の支給方法は

ー室や脱衣場、便所などができました。

一ナーーブー

7

ません︒

倉が浜海水浴場と伊勢が浜海水浴場に、このほど、シャワ
を、さる5日市長室で行いました。

市町村が条例を定め︑任意給付と
して実施することとされます．

害対策基本法に基づく応急措置に関する協定書ミの調印式

申しあげるまでもなく︑日向市

シャワー室などができました

持一轡一

圭

償還払い︵約ニヵ月後︶とし︑世
帯主からの請求に基づいて支給さ

ことしもまた海水浴のシーズンがやってきましたが、お

したがって︑国民健康保険加入

市は、ビル火災に備えて、クレーン車を持つ業者とミ災

の国民健康保険財政も決して豊か

凱

れます︒

土、縦約5㍍、横5・5㍍のグリーン地に学
この路面標示は、縦約

に植樹しました。また、さらに同会では今秋ごろまでに、

使用料は無料です。どなたでも気軽に

誌
助訓練。

ではありませんが︑患者の自己負

︒熱羅熱

露．

お倉が浜、伊勢が浜に

ビル火災にクレーン軍
市と業者が応援協定を結ぶ

ご利用ください。
ノづ二

写真は、応援協定調印を前に、日向市
役所で行われたクレーン車による火災救
役所で行われたクレーン車による火災救

アーンミ路面標示ができました。
ンのミスクールゾーンミ

（ひとつば）などを市に寄贈、市役所前広場
「いぬまき」

軍

6
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惑せ

で

宅係

▽申し込み場所口市役所建設課住

①現在同居︑または同居しよう

▽入居の資格
とする親族のある人︒

②現在住宅に困っていることが
明らかな人︒
こえない人︒

︵源泉徴収票︑

③総所得に応じた一定の制限を
給与証明書を添付のこと︒︶

①補欠入居の順位は︑締め切り

▽その他

後に住宅困窮度に応じて審査
選考を行い決定します︒

②補欠入居資格の有効期限は昭
和四十九年九月から昭和五十
年三月まで︒

なお︑くわしいことについては
い︒

市建設課住宅係におたずねくだき

なお︑作品の締め切りは八月三

八月︑九月は台風のシーズン︒

早めにじゅうぶんに

台風の準備は

十一日まで︑作品の送付先は宮崎
市橘通り東二丁目十番一号︑宮崎

電線にふれているところはない

電力へご連絡ください︒

ような個所がありましたら九州

切ることがあり危険です︒この

和四十六年八月〜十一月︶に登録

ので︑前回の切り替え期間中︵昭

量切り替え期間と定めております

市では︑八月〜十一月までを大

どおられます︒

︵台風後︶

または確認を受けたかたは︑市民
課記録書で確認申請の手続きを行
い︑新しい証明書の交付を受けて

でしょうか︒これも風で電線を

いる電線にはさわらないで︑す

ください︒

◎切れた電線や低くたれさがって
ぐ九州電力へご連絡くだきい︒

内︶

市内でも︑今年の八月〜十一月

一通

四番︶におたずねください︒

連絡部日向分丁丁︵電話②六九一

銃砲刀剣類

巡回登録実施について

﹁銃砲刀剣年所持等取締法﹂によ

古式銃砲および美術刀剣類は︑

り登録することを義務づけられて

県では︑つぎのとおり銃砲刀剣

おります︒

いる人は必ず登録手続きをしてく

類巡回登録を実施しますので︑未
登録のまま銃砲刀剣類を所持して

①登録事項確認申請書

②旅券︵所持する人に限る︒︶

ださい︒

︵ただし十四歳未満の

三枚︒

▽登録の対象となる銃砲刀剣類
大刀︑なぎなた︑刀︑ながまき

脇差︑短刀︑剣︑やり︑火縄式

銃砲等の古式銃砲

▽登録の際必要とするもの
①登録しようにする銃砲刀剣類

②登録申請者の印鑑

受験資格等はつぎのとおりです

の済んでいないものは︑当日

④銃砲刀剣類発見届出済証︵警
察署発行のもの︶︒発見届出

入証紙により納付すること︶

③登録手数料
一件につき五百円︵宮崎県収

▽年令満十八歳以上二十五歳未満
の男子⁝⁝常時受付・試験

試験

砲刀剣類を持参してください

警察署の担当係官が出席しま
すので︑登録しようとする銃
・十月〜三月

二等陸海空士は︑衣食住を支給

または貸与され︑任期は三年︵ま
たは四年︶です︒

︵総務課︶または自衛隊宮崎地方

その他︑くわしいことは市役所

会場11市役所二階委員会室

時から午後四時まで

日時11八月八日︵木︶午前十

▽日程および会場

︒六月〜三月受付

込みの男子

▽昭和五十年三月高等学校卒業見

を募集しています︒

自衛隊では︑二等陸・海・空士

自衛官募集中

陸・海・空

⑤印鑑

④登録証明書

人は不要︶

③写真︵五センチ×五センチ︶

※手続きに必要なもの

れている期間満了の日前三十日以

︵登録証明書に記載さ

文化財保存調査

委員が決まりました
日向市文化財保存調査委員がつ
主なしごとは︑教育委員会の諮

ぎのように決まりました︒

問に応じて︑文化財の保存および
活用に関する専門的︑技術的事項
▽黒木秋好さん︵細島八幡︶

を審議します︒

▽橋口朝典さん︵美々津町新町V
▽久保田順さん︵公園通り︶
▽佐藤忠郎さん︵曾根︶
▽大田平太郎さん︵新生町︶

外国人登録証明書の

切り替えをお忘れなく
日本に住んでいる外国人のかた
は︑三年ごとに必ず﹁外国人登録

取りつけましょう︒倒れて電線

までの間に︑登録事項の確認をし
なければならないかたが約六割ほ

ないことになっています︒

証明書﹂の更新をしなければなら

を切るとたいへん危険です︒
◎樹木や雨どい︑看板の支線など

ど風で倒れないようにしっかり

◎テレビアンテナ︑煙突︑看板な

︵台風前に︶

とをお願いします︒

九州電力からはとくにつぎのこ

早めにいたしましよう︒

うに︑台風情報に注意して準備は

安易に考えてあとで後悔しないよ

▽募集期間11八月一 日 〜 十 七 日 ま

者をつぎのとおり募集します︒

宅に︑あき家ができた場合の入居

現在︑市内にある既設の市営住

補 欠 入 居者募集

市営住宅

計協会です︒

県企画調整器統計課内︑宮崎県統

ずねください︒

番︑内線六四七︑四四七︶におた

電話番号腫〇九八五一⑳一一一一

注意など︑くわしいことについて
は︑県統計課内宮崎県統計協会︵

よび一般の人で︑課題は自由です
その他︑応募の方法︑応募上の

生徒︑高等学校以上の学生生徒お

応募資格は︑小・中学校の児童

します︒ふるって応募 く だ さ い ︒

統計グラフコンクール作品を募集

県統計協会では︑第六回宮崎県

コンクール作品募集

県統計グラフ

三

