広報日向

日向市民憲章
合の時間を正しく守り

ましよ・フ

︑公共の物をたいせ つ に し
ましよう

ｳ養を高めひろく人材を

育てましよう
ﾏ極進取の意気をもって

働きましょう

⁝⁝⁝⁝とじて保存しましょう⁝⁝⁝⁝

日向市自知屋永江町

ひ

限りある資源を︑いつでもどこで

のプールに必要な水量の約半分︒

一年で約百二十七ノ︑小中学校

れてしまいます︒

ビールびん約五十四本分の水が流

くとすれば︑ 一日で三百三十六彫

これを親子四人の家族が朝晩みが

四十二影の水がむだになります︒

を出しつぱなしにしていると︑．約

がみがいている間︑うっかり水道

使う水の量はコップで約三杯︒だ

歯みがきの時間は約三分間です︒

@昭和52年10月21日

も

も大切に使いましょう︒

世帯数

椎葉岩太郎さん︵87歳︶

71人減

竹細工

計

乙￠ノ︵
うゆの

香ぐわしい竹のにおいのする仕事場︒
一本の青竹を幾等分にもたて割りし︑むだな肉の部分をそぎとり︑薄
く皮の部分だけを残す︒それを丹念に組みあげてひとつの手かごを作る︒
ここ永江町の椎葉さんの仕事場を訪ねました︒
﹁椎葉からこの地に出てきてもう二十年ぐらいになりますか︒それから
この仕事をつづけています︒最近は︑プラスチック製品がでまわり︑竹

日向市役所

13人減

●

課

務

総

集

ﾒ

秘書広報係

@

9減

16，266

鑛灘

10月号

ハa270

（10月1日現在）

1厨
052年

ｭ行所

女29，434人

56，066人

白

人

58人減

26，632人

男

かごの需要もめっきり少くなりましたが︑やはり自然のものがいいですね﹄

朝六時には起床︑朝食前にひと仕事されるという︒ ﹃かぜなどここ何
年もひいていません︒仕事がわたしの健康法でしょうか﹄と語る椎葉さ
ん︒竹との勝負できたえたその手が︑またひとまわり大きくみえました︒

O

透
（10）

｝、
一、
一、

鹸

O

●

心

・新体制で本格スターート
収入役に広田の各氏

世田病院で精神医療に従事︑昭和
y
四十五年七月当市に医療法人望洋
会︑鮫島病院を設立︑病院長︒

笏使用料一万一一一千円

ｬ山陰に﹁日向地区斉場東郷苑﹂

ならない状況にありますので︑東
を．建設することになりました︒

公の施設の域外建設については
地方自治法によって議会の議決を
必要としますので︑今回の提案と

課長︑福祉事務所長︑商エ求産課

大変な時代を迎えました︒日向市

寺町助．役は﹁経済不況が慢性化し

冒当り八千円から一万三千円に引

百三十五基分の使用料が︑一平方
すが︑門川町︑東郷町のかたの利

設置は日向市民の利用が目的で

なったものです︒

長︑総務課長など歴任コ昭和五十年
で負担します︒

用については︑日向市が事務委託
を受けて行ないます︒経費は三考

助役に寺町
日向市墓園条例の一部が改正さ

九月 定 例 市 議 会 は ︑ さ る︑九月十﹁

これは︑半永久的に貸与するため

きあげられました︒

れ︑こんど新しくできた城山墓地

四日から三十日まで︑会期を十七︐
にとって市長が父親なら助役は母

前寺町収入役が助役に選任され

計事務の充実を図りたい﹂と抱負

を重ねながら健全財政の確立と会

一平方溜当り一万二干九百九十五
円かかったためによるものです︒

醸東郷町に火葬場
現在の火葬場が移転しなければ

されます︒

農林業の振興と生活の向上が期待

この完成によって︑同地区内の

あてられます︒

八千万円で全額辺地対策事業債が

五十五年までの四年間︒工費は約

幅改良します︒工期はことしから

々津田の原地区内の幹線道路を拡

辺地総合整備計画にそって︑美

三田の原道路を改良

親︑忙しい市長の相談役として精

た・ことに伴ない︑後任の収入役選
を語りました︒

の使用料で︑用地取得と造成費が

こんにちまでその要職をつとめて
いっぱい頑張り︑よりよき市政を

めざしたい﹂と語り︑また広田収
入役は﹁これまでの財政︑税務︑

任については︑九月二十六日追加

会計の経験を生かし︑さらに勉強

議案として提案され︑前福祉事務
を基本にした日向市政が︑これで

黙収入役は広田

こられました︒

六月に官向市収入役に就任して

こんどの議会に提出姿雄た議案覧
るもの 三 件 ︑ き 条 例 の 一 部改正が三︑

は︑全部で十八件で転︑−湘 事 に 関 す

件︑予算一件︑昭和五十﹈年度各
会計別決算六件いその他五 件 で ︑

五十一年度の各会計別決算は︑

所長︑広田茂氏が全会一致で議会
本格スタートしたことになります︒

した︒

次回でお知らせすることと し て ︑

の同意を得て︑新しい収入役に就

すべて原案どおつ−可決承 認 さ れ ま

今月号では可決されたその他の議
任しました︒

灘教育委員に鮫島哲也馬
昭和三十四年から十八年間にわ

一時︑株式会社神戸製鋼

たり︑教育委員会委員として日向

を卒業︒

新しい体制ができ﹁対話と協調﹂

しましよう︒

霧助役に寺町 照氏
津町役場入り︒昭和三十年一月の美

所に勤務︒昭和二十五年に旧美々

られました佐藤正氏︵本町・医師︶

市の教育行政の発展につと．めてこ

笏四千四百万円追加

々津町合併により︑会計課出納係
長をふりだしに総務︑財政の各係
れ︑歳入歳出とも総額六十四億千

計に四千四百十万四千円が追加さ

V内は旧任

務局長11黒木辰義︵企画課長︶▽

ーー上原篤市︵保育所長︶▽国体事

ます︒

育予算に八百一万干円となってい

防施設関係に七百二万四千円︑教

衛生清掃関係に千七十九万円︑消

関係予算に千五百九十万三千円︒

追加された主なものは︑総務費

百八十六万三千円となりました︒

昭和五十二年度の日向市︸般会

たので︑その後任を決めるもので
が︑九月三十日の任期をもって退

現市長辞任後空白になっていまし

任されることになりました︒

︵

たします︒

課長級以上の異動をお知らせい

地図の見方︑読み方そしてその

▽保健体育課長11安藤保男︵会計

課長︶▽開発公社専務理事11田中

議会事務局長一黒木主︵総務課長︶

盛高︵環境保全課長︶▽日向東郷

▽総務課長一三樹始︵人事課長︶

社専務理事∀▽企画課長一児玉高

租．用のしかたについて二回にわ

良︵都市計画課長︶▽環境保全課

夫︵商工水産課長補佐︶

被爆者の健康診断

衛生施設組合事務局長11高山富士

東郷衛生施設組合事務局長︶▽商

長11原田史郎︵商工水産課長︶▽

▽入事課長11岩永昭三郎︵開発公

人事異動
港湾主幹など新設

農林課農政・王幹11赤木平夫︵日向

けて勉強します︒

﹁地図の見方︑読み方﹂

●

学医学部︑鹿児島県加世田市の加

年医師免許取得︑その後鹿児島大

児島大学医学部卒業︒昭和三十四

︹鮫島氏の略歴︺昭和三十三年鹿

師︶が任命されました︒

その後任に鮫島哲也氏︵塩見・医

財政課長︑税務課長を経て前福祉
福祉事務所長時代を除けば︑一

事務所長︒

長︒昭和四十年財政主幹︒その後

︵公害問題について市民の相談に

で選任されました︒

寺町新助役は︑延岡南方青年学
貫して財政︑会計畑を歩いてこら

校を卒業︒昭和二十二年三脇村助
役に就任︒昭和二十六年四月目旧
れたかたです︒

助役︑収入役の就任にあたって︑

富島町と岩脇村が合併しての日向
市誕生時には︑岩脇村の実質責任
者として活躍︒市制施行後は財務

しのぎや す い 秋 ー ー

獅W日︶

※第四回︵11月1日目※第五回︵

原泰男先生︒

市民講座を受講しませんか
﹁市の木﹂︑モクセイの ほ の か な
しくなりました︒

香りが町の中に漂い︑すっかり涼
﹁暮しの中のふしぎな現象﹂

原爆被爆者で︑被爆者健康手帳

工水産課長一髪田口︵保健体育課
長︶▽商工水産課港湾振興主幹11

市は十月一日付で百四人目のぼ
る人事異動を発令しました︒

の方は︑十月五日から十一月十五

および健康診断受診者証をお持ち

どうしてだろう︑なぜだろうと

塩月一男︵人事課長補佐︶▽都市

わたしたちの毎日の暮しの中に︑

今回の異動で︑港湾振興主幹︑

計画課長11田中剛︵水道課長︶▽

ふしぎに思う現象があります︒

日向市国体事務局を新設︑また社

日までの間に︑本年度第二回目の

二回にわたって︑こうした現象

健康診断を行ないます︒

建設課長11黒木賢二︵同課長補佐︶

てもださい︒くわしいことは日向

受診料は無料ですので︑ぜひ受け

設けて︑それぞれ市内の五つの港

︵環境保全課長補佐︶▽水道課長

会教育課内に公民館指導主事制を
湾の整備振興︑五十四年宮崎ふる

−一日高久︵建設課長︶▽会計課長

ってきました︒

いまは︑マガモ︑

を確認しています︒ことしは︑例
年より十日前後も早くその数も多
わたしたちが河川を愛し︑清掃

いということです︒

や公害に気をくばったため︑これ
のでしょう︒

ら渡り鳥の餌となる小魚がふえた

これから真冬にかけて︑たくさ
わたしたちにやすらぎを与えて

んの野鳥がとんでくるでしょう︒

いきたいものです︒

たしたちの手でいつまでも守って

くれるこの﹁野鳥の楽園﹂を︑わ

保健所におたずねください︒

さと国体の受け入れ体制の整備︑公

についてのいくつかを勉強しま
原保雄先生︒

11月22日︶

※第⊥石器︵11月15日︶※第七回︵

≠ｭもカモの第一陣

塩見川に早くもカモの第一陣がや

響
市ではまた︑塩見川河口から上

流三︑六．︒の区間︑水面約六十二

かを﹁魚獣保護区﹂に指定するよ

に実のなる木を植えて︑野鳥保護

う県の自然環境保全審議会に申請
し︑いっぽう財光寺長江団地ぞい

ギなどカモとサ

︵ゴイサギ︑コサ

にのりだしました︒

曙市環境保全課
川では︑前回︑マ

鳥総解約二百羽︒

嚥・⁝ですが︑

ギ類を中心に約十種類︑千三十羽

民館教育の充実を図ることにしました︒

す︒講師は日向高等学校教諭藤

たいへんしのぎやすくなったこの

耳を傾ける甲斐市長︶

前収入役の寺町照氏が全会一致

助役の選任については︑甲斐敦

広田新収入役は︑神戸工業学校

案について︑主なものをお知らせ

茂氏

日として開かれました︒

いニリ

郷、

▽福祉事務所長11今村健一︵議
会事務局長︶▽保育所長一黒木実

季節に︑一般の成人者を対象にし
て次の通り﹁市民講座﹂を計画し
ました︒

秋の夜長のひとときを︑この講
座でお過ごしください︒
◇とき ・ と こ ろ 一 1 日 向 市立図書館

で午後七時から九時まで ︒
◇申し 込 み 先 1 1 日 向 市 教育委員会

社会教育課︵電話〇二＝一番
内線四三六番︶

鳳

●

●

当地はわれらのh楽園﹂
P

講座の日程と内容はつぎの通り
です︒
※第一回︵10月22日︶

毎日の激しい練習から真夏の甲

映面観賞﹁青春﹂

い、

一年ぶりの

騎

市教育委員会社会教育課 で は ︑

11

﹁グワi︑グワー﹂

圏

なつかしい声が聞えます︒

喚隔鴨ご臨炉

子園まで︑球児の青春を描いた

鍵賑翼濃

絵∴1》

ものです︒親子で観賞しましょ
う︒
※第二回︵10月25日︶

﹁謎の四世紀﹂
※第三回︵10月30日︶

む︑︑

第二回と第三回は文献のぜんぜ

〈野鳥を守ろう〉

観ガ・︑・ルガ・︑

「＝凝

﹁土地制度の歴使﹂r迄

んない四世紀とその謎について︑
．︑・

そして土地の〜所有権の 移 傾 か わ
サぞら
りにつ．いて勉強します︒

講師は︑富島高等学校教諭宮野

品
一帽■hr鯛画ゆし

9■験鳶

（野鳥の保護を呼びかける看板）

♂■＝

2

広報日向
昭和52年10月号
昭和52年10月号

広報日向
3

日向市総 合 文 化 祭

少年ホーム︑十三時︶
●11月20日︑宮崎岳星章日向支部

詩吟大会︵日向建設業会館︑十三
時︶

●11月23日︑琴と尺八の演目会︵

日向勤労青少年体育センター︑十

財光寺小学校︑十三時︶

ー︑＋時︶

表会︵日向勤労青少年体育センタ

市民囲碁大会など二十八種目
●11月13日︑詩吟宝塔山古画流発

●11月27日︑第十回藤間流舞踊発

二時︶

第十三回日向市総合文化祭は︑
表会︵建設業会館︑九時︶日向市
なわれます︒しめ切りは十一月五

日向市収入役在任中は︑公私と
もに格別のご懇情にあっかり︑そ
の間︑大過なく職責を果し得まし
たことは︑ひとえにみなさまがた
の︑温いご指導︑ご支援の賜もの
と厚くお礼申し上げます︒

日︑市内原町二丁目四1十五︑松
木波紋さん宅までお送りください︒

◇

日向市では︑

昭和四＋九年度
から︑最終的に
は処理面積千三
百六十か︑処理
人口八万人を目
標に公共下水道
の整備にとりか
かっていますが︑

この事業に対す
る市民のみなさ
るため︑さきに

んのご理解を得
実施しました下
水道促進旬間中

にない︑郷土の発展に尽力いたし
二十日︶標語を募集しましたとこ

こんごは︑助役としての重責を
たい所存でございますので︑なに

秋冷の候︑ますますご清栄のこ

このほかに︑学生俳句大会も行

まで︑二十八種目にわたって行な
民囲碁大会︵日本棋院日向支部︑

十月二十二日から十一月二十七日
われます︒

十三時︶短歌大会︵日向市勤労青

ふるってご参加︑おでかけくだ

日程と各会場は次のとおりです︒
︶内は会場と開始時間︒

●10月29日︑国風音楽講習所尺八

さい︒︵

ター︑＋八時︶

演奏会︵日向勤労青少年体育セン
●10月30日︑伊達バレー公演︵日

向勤労青少年体育センター ︶
●11 月 2 日 〜 5 日 ︑ 書 道展︑華道

展︑美術展︑俳句展︑短歌展︑写
ととおよろこび申し上げます︒

とぞ倍旧のご交誼をお願い申し止

塩見小六年

黒木上国

﹁幸わせをつくるみんなの下水道﹂

奈須博之

﹁つくろうよ︑みんなで使う下水

塩見小六年

黒田睦美

﹁みんなでっくる下水道︑きれい

道﹂

財光寺小三年

な町が待っている﹂

ﾊの部︺

︹中学・高校生の部︺該当なし︒

ひろがる希望﹂ 平岩

松葉 肇

最優秀賞﹁下水道︑伸びる郷土に
優秀賞︵以下同じ︶

亀崎中中田君子

﹁下水道︑整備でともる未来の燈﹂

原町

松元光康

﹁明日の町︑築く礎︑下水道﹂

切島一

中川幸代

﹁誇りです︑わたしの町の下水道﹂

日向台

渡辺照男

﹁命ある︑水にかえそう下水道﹂

五十三年新年用のお年玉つき年

年賀はがき発売

慎重審査の結果︑次の一編が優

所で全国いっせいに発売されます︒

から各郵便局︑㌔切手類売りさばき

賀はがきが︑ことしは十一月七日

なお︑これらのかたがたには︑

あげることです︒

吉田電気水道︵ニー二七七三︶

ことしは自ら防止できる犯罪は自

が実施されます︒

細島水道設備︵三−一七二九︶

しを呼びかけることにしました︒

早目にお買い求めください︒

すが︑例年早期売り切れますので

さる十七日に市から賞状と記念品
が贈られました︒ ︵敬称略︶

年賀はがきは寄附金つき二十一
円と寄附金なし二十円の二種類で

たします︒

秀賞に選ばれましたのでご紹介い

︵九月＋日から

このたび︑九月二十七日付をもっ

日向市福祉事務所長在職中は︑
ひとかたならぬご厚情を賜り︑厚
新しい職務を遂行するにあたり︑

くお礼申し上げます︒

もとより微力ではございますが︑
︹小学生の部︺

の資源﹂財光寺小六年赤木秀文

最優秀賞﹁下水道︑守れ大事なこ

富高水道工務店︵二一三四五四︶

そうした意味から︑ことしも十
月二十七日から十一月二日までの

丸善ポンプ水道︵ニー四五二八︶

三共設備︵四一六三〇八︶

らの手で一をスローガンに﹁侵入

松岡水道工業︵四−二二五四︶

新設備工業︵二一七二四こ

大成設備工業︵ニー六二六八︶

大同工業︵四一七六五八︶

の防止﹂を中心に︑施錠の見なお

水道についての苦情︑お問合わせ

百六件︵県内︶で︑末届けの分を

日向警察署の話しによりますと
昨年だけで自転車の盗難届けが九

た修理の受けつけは︑水道課か管工

くになるのではないかということ

ました︒ご注音心︑ご注意︶

︵施錠のない自転車が何台もあり

出品物は︑書道︑絵画︑彫刻︑

に毎年開かれるものです︒

手芸品︑盆栽︵ただし売品に限る︶

第十一回宮崎県老人クラブ作品

ては必ず福祉事務所を経由する必

案品となっており︑出品にあたっ

⁝般作品︵民芸品を含む︶工夫考
たちの日常生活

展示会がことしも十一月十七日か

この作品展は︑老人のもつ豊か
な知識と経験や技術を生かし︑伝

あなたの力作をふるってご出品く

出品しめ切りは十︼月五日︒

要があります︒

入盗難︑その他

で開かれます︒

がいちぢるしく︑

統ある郷土民芸品をはじめ︑︼般

四︶へおたずねください︒

せて老後の生がいを高め︑健やか
で明るい老後の実現をはかるため

じ︑地域社会との交流を深め︑あわ

ださい︒

の防止︑捜査に

警察でもこれら

なお︑くわしいことは市福祉事
務所︵電話㊤二三﹁番内線七一

いてもこの傾向

の盗難犯罪につ

をおびやかす侵

老人クラブ作品募集

あなたの力作を

もう﹈度点検してみてください︒

車の施錠具合いはいかがですか︒

お宅の戸じまり︑あなたの自転

です︒

含めるとその数はざっと二千件近

◇

事組合︵二一二五五六︶へどうぞ︒

は水道課︵ニー五二二八︶へ︑ま

安部水道工務店︵四一六五九五︶

犯罪および自転車盗難など窃盗犯

一週間︑全国いっせいに防犯運動

甲斐設備工業所︵四一五五五二︶

財光寺小六年吉留ゆみ子

﹁進歩する︑豊かな町に下水道﹂

優秀賞︵以下同じ︶

推進のため︑最善の努力をいたす

い申し上げます︒

指導︑ご支援を賜りますようお願

なにとぞ︑こんごとも一層のご

所存でございます︒

責務の重大性を自覚し︑健全財政

した︒

ろ︑二百四十六編の応募がありま

なくなり︑結果的には割高の工事

げます︒

て日向市助役に就任いたしました︒

︵いつれも日向勤労青少年体育セ
︑ンター︑九時︶菊花展︵市役所玄

真展︑手芸展︑民芸展︑工 芸 展 ︑

◇

作品や工夫考案品などの創作を通
何より大切なのは関係機関と民間
が一体となった防犯体制をきづき

●

〔一

◇

優秀標語巨編きまる

−

関ホール︑八時半︶

蜜

日向市収入役に就任いたしました︒

このたび︑十月一日付をもって

ととおよろこび申し上げます︒

秋冷の候︑ますますご健勝のこ

ごあいさつ

●11月3日︑華道大会 ︵ 日 向 勤 労

青少年ホーム︑十時︶アマチュア
無線公開実験︵市役所広場︑十時︶

日向市民将棋大会︵将棋連盟日向
●11月6日︑俳句大会 ︵ 南 日 向 公

支部︑＋時︶

民館︑十三時∀民謡・民舞大会︵
日向勤労青少年体育センター︑十
二時︶

●11月8日一10日︑らん︑おもと

同好会花の展示会︵日向まるしょ

く駐車場︑九時︶︑学校音楽祭︵

になります

水道工事は指定業者へ
給水装置の新設や増設︑改良な
どの工事は︑必ず市の水道課か市
費となってしまいます︒

工事のやり直しをしなければなら

の指定する工事店にお申し込みく
水のために料金が高くなっても︑

また工事の不完全が原因で︑漏

水道の工事費を少しでも安くし
減免の対象となりませんし︑配管

て水道工事をする指定業者は︑次

市の基準に従って︑責任をもっ

なってきます︒

位置も不明のため︑修理が困難と

ょうというみなさんの心理を利用
して︑割安の工事費で水道をとり

ださい︒

下水道、守れ大事なこの資源
ら二十五日まで寿屋百貨店宮崎店

とくにわたし

れます︒

傾向がうかがわ

悪質広域化の

て︑犯罪もまた

様化に乙もなっ

造の複雑化︑多

最近の社会構

◇

つける業者や建築請負業者が最近

このような業者は︑市の指定す
の通りですからくれぐれもご注意

O

は日夜努力いたしておりますが︑

全国防犯運動で呼びかけ

多くなりまじた︒

る材料を使わなかったり︑水道の

者を七年間つとめてこられました︒

佐藤正野委員長時代は︑職務代理

中学校のPTA会長を歴任︑また

年目︒その間︑平岩小学校︑岩脇

育委貝となり︑ことしで三期十︼

安藤泰氏は︑昭和四十一年に教

泰氏︵58︶が選任されました︒

その結果︑新教育委員長に安藤

員の改選を行ないます︒

泰氏

スドー冷熱︵ニー六﹁○こ

日向水道設備︵ニー三二三五︶

林水道土木︵二一七二二七︶

︶内は電話番号︒

ください︒︵

ケースがよくあります︒

安藤泰氏

◇

多い自転車の盗難・艦

違法工事

日向市助役
寺 町 照

広田茂

日向市収入役

管理に必要な器具をとりつけない

このような場合は違法工事とな
り︑給水を受けるためには︑再度

教育委員長に

安藤
市教 育 委 員 会 は ︑ 佐 藤 正 前教育委

め︑さる八日に委員会を開き︑役

員長の任期満了に伴なう勇退のた

教育委員長
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へ

わばチビッ子たちのソフトボールの「甲子

こ：＼

蛋1賢1繍唖聾籠ス／

ときは︑障害者を押したり︑追
い越したりしない︒

合は︑降りる時に便利な出口に

▽汽車やパスなどで席をゆずる場
近いところをゆずってあげる︒

▽車イスの使用者が坂道にいると
きは︑できるだけ手伝ってあげ
る︒

て︑ 特 に 注 目 し な い よ う にする︒

ち止ったり︑ふりかえったりし

▽街で障害者ヒ出合ったとき︑立

一生懸命に勉強したり︑働いた

身体の不自由にもかかわらず︑

の生活に関心をもったときは︑

つたか原因を聞いたり︑障害者

▽子どもたちが︑なぜ障害者にな

▽障害者を病人あつかいにしたり

︹問題︺

投○は︑各○挙につき一人一票に
限る︒ただし参議院議員の選挙に
ついては地○選出議員及び全国選
出議員ごとに一人一票とする︒

▼右の○内にはどんな文字があて
はまりますか？・︒答えをハガキに

書いて︑本町十番五号市選挙管理
にお出しください︒

委員会事務局あて十一月十日まで

蜘醐働ん馨
さる24日、開パ事業「高森山」みかん

ラジオ体操で市役所受賞

／広島・山口・静岡などみか一家の代表で・

園に300人もの視察団がやってきました。

宮崎市で開かれる「全国甘橘研究大会」への

藷撒霧鎌熱漫

も高く、りっぱに全国のみかんとたち打ちできる。
将来は屈指のみかん園になるだろう」と語っていま

﹁運﹂

﹁訪﹂

﹁止﹂

田中元︵永江町V

68才

36才

竹内美名子︵上町︶10才

かたに記念品をさしあげます︒

十四通のうち︑抽せんの結果次の

が正解で︑応募五十八通︑正解五

先月号は︑

はっきりとお書きください︒

年令︵電話があれば電話番号︶を

幽幽のかたに記念品をさしあげま
す︒なおハガキには︑住所︑氏名

部大臣奨励賞など贈られます︒

優秀作品には︑厚生大臣賞︑文

協会︒

−十三一十五﹁日本肢体不自由児

送り先馬東京都豊島区東池袋三

は三十八稜．×五十五種．︒

に送るもので︑題は自由︒大きさ

図画は︑手足の不自由な友だち

由︑千二百字以内︒

のことを書いたもので︑題名は自

作文は︑手足の不自由な友だち

す︒期間は十一月三十日まで︒

小中学生はだれでも応募できま

しています︒

ため﹁友情の作文と図画﹂を募集

た同時に障害者への理解を深める

足の不自由な子どもを励まし︑ま

日本肢体不自由児協会では︑手

を募集中

﹁友情の作文と図画﹂

敷
小関シン︵塩見︶

＼

戴◎o

精神薄弱者

◎

福祉法のあらまし
精神薄弱者に対してその更生を

て︑雇用されることが困難な人を

十八才以上の精神薄弱者であっ

﹁精神薄弱者授産施設﹂

行なうことを目的とする施設です︒

その更生に必要な指導及び訓練を

させてこれを保護するとともに︑

十八才以上の精神薄弱者を入所

﹁精神薄弱者更生施設﹂

なものがあります︒

ながすための施設として次のよう

なお精神薄弱者の自立更生をう

ために交付される手帳です︒

各種の援助措置が受けやすくする

した指導︑相談を行なうとともに︑

精神薄弱児︵者︶に対して一貫

﹁療育手帳﹂

法律です︒

図ることを目的として定められた

行ない︑精神薄弱者の福祉向上を

援助するとともに︑必要な保護を

，

あわせて職業を与えて自活させる

入所させて︑自活に必要な訓練と

墓地ができました
全部で百三十五区画
いま申込み受付け中
塩見中山崎に拡張工事を進めて
いました﹁城山公園墓地﹂がこの
市衛生清掃課では︑ただいまこ

ほど完成しました︒

の墓地の使用申し込みを受けつけ
該当者は︑日向市内に住居する

ています︒

●

人で

安置している人︒

④墓地がないために遺骨を家に仮

◎墓地がないため︑寺または納骨
堂に遺骨を仮安置している人︒
ﾙ急に墓地を必要とする人です︒

設置も実施しています︒

暮らし︑ねたきり老人宅のブザー

上の方に市内無料バス券︑ひとり

金を支給しているほか︑七十才以

八十五才以上のかたに六千円の年

十四才までのかたに四千五百円︑

また市独自で︑七十五才以上八

﹁敬老年金の支給﹂

の給付などの制度もあります︒

置︑ベットの貸与︑浴槽︑湯沸器

老人保健学級︑老人福祉電話の設

宅環境整備︑老人クラブの育成︑

老人家庭奉仕員の派遣︑老人の居

その他︑老人ホームへの措置︑

十五才から支給の対象になります︒

か︑ねたきり老人等については六

該当者は七十才以上のかたです

の自己負担分を公費で負担します︒

るため︑保険で医療を受けた場合

医療を容易に受けられるようにす

﹁老人医療費の支給﹂

対象に実施しております︒

当該年度に六十五才となる人を

﹁健康診査﹂

で次のような制度があります︒

図ることを目的に定められた法律

置を講じて︑老人の福祉の向上を

持と生活の安定のために必要な措

老人に対して︑心身の健康の保

老人福祉法のあらまし

にあります︒

とも県内では国富町の﹁向陽の里

ことを目的とする施設で︑両施設

す︒

月二十五日から十一月五日までで

申し込みの受けつけ期間は︑十

所衛生清掃課までおいでください︒

録謄本各一通と印鑑を持って市役

ご希望の方ぽ戸籍謄本と住民登

は七万八千円です︒

六平三訂区画が十二基で使用料

百二十三基で使用料は五万二千円︒

完成した墓地は四平熟睡区画が

（∪

参加の途中立ち寄ったものです。「色、つや、糖度

した。

職場とし郵政省から表彰を受けました。
これは職員の健康保持と気分転換の意味から四
十年から実施しており、官庁が受けるのは珍らしい
ということです。「お客さんと接待中以外は，これか
らも続けなくては」とは、ある職員の弁♂ ，

丘、中山光さん（77）を含め、全員完
慶しました。

園大会」といったものです。

きに手を貸してあげる︒

つかい を

このソフトボール大会には、日向市の地区予

▽汽車やバスなどで乗り降りする

︑﹁U

ノ

折りかえしの小倉ケ浜では、参加者全員が
砂浜を素足で歩き、最高齢者の市内花ケ

選を勝ち抜いてきた選抜11チームが参加。い

りしていることを教えてくださ

に心がけたいものです︒

を必ず子どもたちに守らせるよう

わたしたちおとなは︑次の心得

づかいを忘れがちです︒

とくに子どもたちは︑優しい心

場合がみられます︒

最近は︑障害者への理解も深ま
ってきましたが︑まだ十分でない

れています︒

全国で約百四十万人以上と推定さ

いま︑手足の不自由な人たちは

優しい

手足の不自由な人たちに

日向市スポーツ少年団のソフトボール大会が、さ

正解者多数のときは︑抽せんで

工
■．

体育の日の10日、第2回日向市体力づくり歩こう
会が開かれ小中学生、一般、450人が参加して
行なわれました。
午前8時半に市役所前を出発。全行程9。キ
る16日、小倉ケ浜運動公園で行なわれました。

い︒

妻田−

柳職川川酬mw糧
一

○

みんな元気に完歩
チビッ子の甲子園大会

本人が望まないのに︑手を貸し
るときや︑援助を求められたと

みい

難︐暴畑
騨脳脚側LI川川1

シク
L60．

㊥
たりすることは控え︑困ってい

白ばらクイ

麗箪

翠動』
、
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σ ●

訓練生を募集

●

●

宮崎総合高等職業訓練校 で は ︑

昭和五十三年度の訓練生を次の通

無料で請求相談
みなさんは﹁自動車保険請求相
談センター﹂というのがあるのを
ご存知でしょうか︒

最近は︑保険契約の内容も︑ま
た交通事故の原因も複雑化して︑

保険を利用しての解決にお困りの
この相談センターは︑自動車に

か誕も多いようです︒

よる交通事故に関し︑自動車損害
賠償責任保険ならび任意自動車保
険︵対人対物︶の請求について︑
無料で相談に応じています︒

加入している⁝しかし請求の手続

﹁交通事故を起こした⁝保険には

▽募集人員 機械科四十五名︑電
かたは気軽にご相談ください︒

きがわからない﹂など︑お困りの

日から五十二年七月三十一日まで

該当者は︑昭和五十一年五月一

・二木医院︵盈②四四六八︶

レ

お忘れなくご持参ください︒

・吉森医院︵a②四〇四六︶

11十一月中11

▽＋一月の月は

・協和病院︵君②二八〇六︶

︹文化の日︺

たでお困りのかたは︑ぜひご出席

九日11三股病院︵二時一三時︶

11月3日

チ
エ む
く
たさし

十日一市役所︵一時半〜三時︶

手続きについては︑

11月6日

：永田医院︵8②三三八八︶

・鮫島医院︵實②八一九こ

十一日11渡辺病院︵二時〜三時︶

十六日−一細島公民館︵二時〜三時︶

十五日一市役所︵一時半〜三時︶

11月13日

・田中医院︵實②二五一五︶

さい︒

十七日一市役所︵一時半⊥二時︶

・黒木医院︵雪②六〇五五︶

・渡辺病院︵君⑦一〇＝︶

十八日一江良公民館︵二時〜三時︶

二十二日11市役所︵一時半〜三時︶

・山中医院︵8②二二六六V

・篠原医院︵君門川③一〇五九︶

11月20日

・白石医院︵8門川③＝二六五︶

二十四日11市役所︵一時半〜三時︶

▽十二月の月は

二十九日一市役所︵一時半〜三時︶

一日一市役所︵一時半〜三時︶

二日11松原公民館︵二時一三時︶

・松岡医院︵君②五四〇七︶

11月23日

・此元医院︵5②五四八八︶

インフルエンザ予防接種

二ニケ尻医院︵費②五五五七︶

・山口医院︵盈②四〇〇九︶

・浦上医院︵費②二九三六︶

11月27日

・沼田医院︵君②三七八六︶

美々津︑幸脇︑平岩地区につい

て︑次の日程でインフルエンザの
予防接種を行ないます︒

・鮫島病院︵8④四〇四三︶

該当者は三才以上十五才までの

ら

市役所企画統計係へ早目にお申し

か
▽＋一月の月

方です︒

号考えているものの︑思うにまか

﹁親しみやすい広報紙﹂をと︑毎
▽＋二月の月

十一日11渡辺病院︵二時〜三時︶

こんな記事を掲載して欲しい一な

想を︑ご遠慮なく当係へ︒

ど︑広報紙に対するご意見︑ご感

せません︒こんな事が知りたい一
十五日一渡辺病院︵二時〜三時︶

十四日11三股病院︵二時〜三時︶

九日一三股病院︵二時〜三時︶

込みください︒なお予約申し込み

ご希望の方は︑各区長さんか︑

月上旬には配布の予定です︒

価格は一部二百四十円で︑十﹈

していただけるものと思います︒

教材としても広くみなさんに利用

てあり︑日常業務に︑また学校り

業者数︑産業別工場数など収録し

はじめ︑各種産業の生産状況︑従

内容は県内市町村の主要統計を

申し込みを受けつけています︒

昭和五十三年版の県民手帳の予約

いま市役所企画課統計係では︑．

県民手帳をどうぞ

電話③一四五九︶におたずねくだ

︵代表首藤正一さん11市内春原町

F＾

次の日程で行ないます︒

それぞれの悩みを解決しようと開

子供を持つ人びとが一同に集って︑

体調のよい日にお近くの場所で

に生まれた赤ちゃんです︒

，

こんどの全国総会は︑心臓病の

かれるもので︑九州地区でははじ

一

▽出席方法

受けてください︒母子健康手帳を

農一

全国心臓病の子供を守る会県支部

心臓病のお子さんをお持ちのか

めてです︒

一
一

■係
は十一月十五日にしめ切ります︒

小児マヒ生ワクチン日程
小児マヒの生ワクチンの投与を

●

n・募集します︒

気科二十名︑室内工芸科二十名
宮崎市広島ニー五−十

直通〇九八五−二八−一

﹁心臓病の子供を守る会﹂の全

子供を守る会

心臓病の

一九九番︒

▽電話

請求相談センター﹂

朝日生命ビル三階﹁自動車保険

▽事務所

で訓練期間は二年です︒
込みの者を含む︶

▽応募資格 義務教育終了者︵見

一日から五十三年一月十 日 ︒

▽募集期間 昭和五十二年十二月
入校時経費約二万 五 千 円 ︑
通学生には四干 五 百 円 ︑

授業料月額五百円︒

▽経費
▽特典等

寮生には五千四百円の奨学金制
度があり︑終了者には二級技能
生は電気工事士の免許がとれま

国総会が︑十一月六日︵日V福岡

士の学科試験免除︑電気科終了
す︒入校ご希望のかたは︑次へ

商工会議所で開かれます︒

先天性心臓病の子供は︑千人に

願書︑入校案内書をご請求くだ
さい︒

五入から八人の割合で出生し︑後
天性心臓病の子供を加えると︑そ

※宮崎市大字恒久四二四一

宮崎総合高等職業訓練校︵電話

の数は全国で二十万人をこえると
もいわれています︒
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