広報日向

日向市民憲章
合の時間を正しく守り

ましょう
︑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⁝⁝⁝⁝

黒木春義さん︵57歳︶

ゑ

持ちを表わすものですから︑金高

ののようです︒もとより感謝の気

する お歳暮hになってしまったも

話になった人々へ一年間のお礼を

う意味ですが︑いつの頃からか世

歳暮とはもともと年の暮れとい

りやすいものです︒

おけいこ事の先生︑隣近所とのお
つき合いなど︑とかく出費がかか

いる会社の先輩や︑こどもたちの

りがちです︒日頃お世話になって

十二月はとかく交際が派手にな

ひ

務

のです︒

世帯数

でなく真心のこもったものを⁝⁝

と心がけたい

56人増

日向市面高不動寺庭師

総

女29，545人

﹁パッチン︑パッチンー﹂︑あわただしい師走とは対象的に︑きわめ

編

64人増

てゆっくりと歯切れのよい音が聞こえてきます︒
愛用のカニバサミを手に︑植木の手入れに余念のない黒木春義さんを
訪ねてみました︒

ハ6272

（12月1日現在）

乙￠人

二の透

日向市役所

集

秘書広報係

31増

16，326

﹁そうですね一︑わたしがこの庭師の道にはいったときが十五歳のこ
ろですから︑もうかれこれ四十年にはなりますか︑もちろん戦争等の空
白はありますがi﹂といいながら手は休めない︒
しろうと目にはもったいないと思われるような枝も切り落し︑みごと

課

発行所

120人増

計56，240人

口

話

／

／

●

昭和52年12月21日

26，695人

男

な植木に仕立てる︒

﹁人それぞれというように︑木にもいろんな性質があります︒その性質
を見抜き︑その木に合った場所を選ぶことが大切です﹂と語る黒木さん︒
太くたくましい指が︑四十年の庭師としての風雪を物語っているよう
でした︒

●

「、
一、

一、

（12）
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§霧湊

恵まれた自然環境の中で作られ
た新鮮な郷土の農畜産物を︑大消
費地に︑大量にしかも鮮度を落さ
ずに送りとどけようと︑十二月七
日から細島港と姫路港問に﹁農畜
産物コンテナ専用船﹂が就航しま
した︒

宮崎県の農業は︑新農業振興十
か年計画の推進によって︑生産量

方面への市場拡大をはかり︑本県
の農産物を大量に消費地に送りこ

当日は︑午後二時半から細島商

もうというものです︒

時過ぎ姫路港に向けて出港しまし
た︒

現在建設中の大型農免道路が完
成すれば︑産地と細島港の集荷基一
コンテナ専用船の就航によって︑

日向市はもとより︑県内の農業が

地が直結されることになり︑この

大きく発展するものと期待がよせ

業港で黒木知事をはじめ︑甲斐日
ど約二百人が参加して﹁就航式典﹂

向市長︑県経済連︑生産者代表な
を開いたあと︑県産のカボチャ︑
られています︑

二百ノを積んだ第一便が︑午後四

キュウリ︑ピーマン︑鶏卵など約

細島海岸道路に着工

が永年待ち望んでいたもので︑地
域経済の発展につながるものと期

域の道路改良はもちろんのこと地
待されています︑

住民異動届けが
変ります
昭和五十三年一月から︑住民の
のでご注意ください︒改正点は︑

異動届様式の一部が改正されます

住民基本台帳法に基づいて︑住

①届出人の範囲
民異動届の届出人は﹁本人または

道路の新設と漁港の近代化をめ
車の交差も困難な状況で︑万一火

現在の道路幅が三〜四丁と狭く︑

て︑代理人の届出はできないこと

な内容の記入ができる人は別とし

ますが︑当市の場合︑家族で正確

載をしていただくことになってい

世帯主﹂の範囲で正確な内容の記

ざした細島港湾荷あげ道路︵通称
入もままならない環境にあります︒

災が発生した場合は︑消防車の進

交通難・地域の発展に期待

海岸道路一型真白い部分が予定路

地の農畜産物をより多く︑より早
線︶の工事がはじまり︑その起工

大消地から遠隔地にあるため︑産
より安く消費地にとどけると

むを得ない理由で届出ができない

ただし︑本人または世帯・王がや

になります︒

いう輸送力の確保が大きな課題と．

この道路建設は︑地元の人たち

式が十一月十八日︑富島漁協で行．

そこで県では︑農産物の海上輸
送について本格的な調査を行ない
﹁委任状または代理人選任届・依

場合は︑その理由を明確にした
頼状﹂により届出ができます︒

この事業は︑細島の富島漁協を
の
中心にして︑海岸道路と荷あげ場

②異動届と同時に提示する書類
住民異動届︵とくに︑転出・転

昭和四十六年三月︑細島−川崎

での三ケ年計画で総工費約四億五
居・死亡・出産など︶を提出する

の建設︑船だまりの拡張工事など

も就航することになり︑現在では

計画によりますと︑新設道路の

千万円をかけて実施するものです︒

を︑県が今年度から五十四年度ま

カーフェリーによる輸送が︑本県

たのに続いて大阪︑神戸︑広島に

農産物の主要な輸送手段として定
金手帳を同時に提示してください︒

場合は︑国民健康保険証︑国民年

しかし︑このカーフェリーによ

着していました︒

部分に魚の荷あげ場を併設するこ
﹁念書﹂をいただきます︒

③住民異動届に﹁職業または勤務

る輸送もすでに満杯状態で︑とく
︵二車線︶︑荷あげ場が六二︑こ

とになります︒幅は道路が八訂

てきました︒

この欄も︑届出人が記載していた

先﹂・﹁転校﹂の欄がありますが

最近︑市内のあちこちの空地で

せんし︑これから先のシーズンに

最も好む越冬の巣ともなりかねま

るなど適正な管理をしてください︒

は︑できるだけ早く雑草を刈り取

したり占有︑管理をしているかた

だくことになります︒

のほか三碧輻の歩道と緑地帯がつ

建設工事が行われるこの地区は

昭和四十九年に制定された﹁日

くられます︒

に阪神航路は輸送力の限界がみえ

今回の農畜産物の専用コンテナ
ことによって︑さらに京浜︑阪神

船の就航は︑新たに航路を設ける

ースがほとんどで︑被害者をもう
ｵ早く発見していたらさけられ

ただろうという事故が非常に多く
そこで︑このような夜間事故の

なっています︒

の中では︑空地を所有したり占有

向市民の環境と自然を守る条例﹂
したりしている人に対して︑その

実情に対応するために︑歩行者や
き︑反射材を身につけ︑ドライバ

自転車利用者が夜間を通行すると

管理義務が定めてあります︒

間における重大事故を防ごうとい

ます︒これらは︑衛生害虫などが

雑草が茂っているのをよく見かけ

ーから見えやすくすることで︑夜

②飲酒・過労・居眠り運転・速度

やざきピカピカ作戦★と名づけ︑

うものです︒県では︑これを★み

の事故防止︒

違反などの無謀運転の追放︒

あなたもあなた自身の自衛意識

運動を推進しています︒

③輸送事業における安全総点検︒

県内における死亡事故を昼夜間

十分に考えられます︒

発生する火災の要因となることも

別にみますと︑夜間の死亡率は昼

ください︒安全とは見えることで

を高め︑交通事故から身を守って

を通る︒

①夜間は︑明るく人通りの多い所
②無燈火の自転車︑オートバイ︑

の九百七十一億円はもどりません
れた﹁赤い羽根募金﹂の総額︵一

でした︒戦後の三十年間で集めら

そこで︑そういった空地を所有

間より高く︑とくに歩行者・自転

わけいたします︒

す︒なお反射材は日向警察署でお

車利用者については昼間の約四倍
夜間事故は︑ドライバーが前照

に達しています︒

ため︑歩行者や自転車利用者の発

灯の照射方向を下向きにしている

提示できない場合は保険年金課で

十三溜︑このうち二百二十五材の

雑草を刈りとって

総延長は富島漁協から東へ三百四

を結ぶ大型カーフェリーが就航し

われました︒

なっていました︒

は飛躍的な増加をしていますが︑

Oンヲ勃

交通安全特別運動
ふだん落ち着いている先生まで
も 走 り 出 す と い う 十 二月︵師走︶︒

つい﹁せっかち﹂にな り が ち で ︑

忙しいと︑ドライバーも歩行者も

昨年十二月の交通事故による全

交通事故も急増します ︒

国の死者は八百六十六人で︑月別
死亡事故のトップは︑スピード

の最高でした︒

翼鰭J

見がおくれ︑急ブレーキをかけた・

③ハンドバックなどはわきにかか

する︒

車や不審な入が近づいた時は用心
ドロボi対

一年の間で盗まれたのですから︑

千億円︶に匹敵する額が︑わずか

私たち﹁人ひとりは

かりと持つ︒

えて︑車の通らない方の側にしっ

と真剣に取り組まなければな

策

とくに大金を持ち歩く機会の多

りません︒

につけ︑周囲の人に気をくばりな

④大金を持ち歩くときは︑はな身
るべくタクシーや車を利用する︒

﹁ひったくり﹂のかせ

い年末は︑

⑤自動現金支払い機から現金をひ

などの防犯器具を携帯する︒

⑥万一にそなえ︑一一〇番ブザー

ひったくりは︑大金の入ったあ

ぎ時です︒

いるのです︒暗い所︑人通りの少

なたのカバンや︑ハンドバッグを

ない所︑銀行︑農協︑郵便局の行

自動車のひったrくりにあった時

る︒

年一年間に盗まれた現金や宝石︑

き帰りなどは︑とくに危険です︒

は︑車のナンバーを覚えておいて

き出すときは周囲の人に気をくば

株券︑美術品などの被害総額です︒

ひったくりにあわないようつぎの

警察に知らせるようにしましよう︒

路地のかげや車の中からねらって

このうち被害者の手にもどった

点に注意しましょう︒

回復額は七百五十一億円で︑あと

●

』滋

聯
が間に合わずに衝突するというケ

被害にあわない6ケ条
千七百二十二億円iこれは昨

ねらわれている

の出し過ぎによるものです︒また
の半数近くはスピード 違 反 で す ︒

交通ルー財の違反者をみても︑そ
車 が 六 十 キ ︒ を こ えるスピードで︑

者の死亡する可能性は九十智に達

歩行者をはねたとしますと︑歩行
します︒

また︑車どうしが衝突した場合
衝突時の両方のスゼー ド が 四 十 ． ︒

をこえるくらいから︑ドライバー
や同乗者が死亡する可能性はぐん
と高くなってきます︒

車の︒スピードらと い う の は ︑
こわいものですね︒

ところで︑十二月二十日から︻

月十日まで県下一斉に﹁年末・年
始の交通安全運動﹂が実施されま
す︒運動の重点目標は

①歩行者・自転車利用者︑とくに

O

あなたは

郷土の農産物を直送
こども・老人・体の不自由な人

h少

就航
コンテナ専用船

2

広報日向
昭和52年12月号
昭和52年12月号

広報日向
3

生活相談などお気軽に

11鶴町三一四一四︑石川寿恵11原

上原大一−原町田一二一三︑田中通

︹細島・日当屋本郷地区︺

町一一一五一︒

鶴町二i一九︑太田二三四11向江

新しく民生委員きまる
人間愛と社会奉仕の精神にもと
つく民生委員制度ができて︑こと
しでちょうど六十年を迎えました︒

民生委員は︑この制度にのって
町ニー四−二〇︑河野義英11原町

厚生大臣が委嘱するもので︑十月
一日から日向市の新しい民生委員

大山順一一沖町七六一一︑土井政

黒木政美一比良六〇六九一三︑

1一九四︑日高健1一比良六九四七︑

木三二七一︑松葉ユリ子一鵜毛四

甲斐⁝男耳金ケ浜︑木口眩一11籾

東一六五︑深見テル子一宮の上︑

子11土々呂毛︑松葉シノブー笹野

大王町に

簡易郵便局

に陳情していましたが︑このたび

易郵便局の設置について︑郵政省

かねて市では︑大王谷地域の簡

黒木益子一幸二一一六〇一二︑

一九八︑柄本八干代11遠見二＝二

11松原三九六七︑黒木エミ子11切

黒木武男11飯谷一八五三︑東甚七

島山一区三四三五︑赤木只義1一切
島山一区一八六一︑赤木栄蔵11切

一美々津立縫三二八八︑八尋洲光
大王町二丁目に設置できることに

島山二区π〇七−一︑後藤俊一

島山二区三〇六三︑山口公男一切
なりました︒

と︑大王谷百五十世帯︑毒手区百

この簡易郵便局が開設されます

11新町三五六三︑黒木寿昭11余瀬

二一︑宮内ミツ子ーー駅通り二六六
たちが便利になります︒

五十世帯︑梶木区百五十世帯の人

五二三三︑戸高一二三一石皿二八
六−一︑中山明一別府三六五六︑

一二五三︑矢北時義−一中村四三五

11新財市一四二七︑石谷安治一権
現原一四五四一︑三輪震11鳥の巣

黒木久善一田の原五六七二︑黒木
なお業務開始は︑昭和五十三年

楓ﾘ恵美子11・奥野七六七〇1

万栄一高松︑橋口彦助11宮の下︒

三年度の補欠入居者として登録

ツー1上町十−十四︑中竹茂11都町

松葉清己一都町一一十三︑竹内セ

郎11曽根七三四九︑牧野田弁治一

子一曽根四二四四一五︑柏田大二

重助11颯︼方二三〇二︑成合ヨシ

金丸万義一堀﹈方二〇〇︑児玉

①第一種︑十八戸︵大王谷団地︑

▼住宅の種類と戸数

▼申し込み帰一建設課住宅係

七日から一月三十一日まで︒

選は三月上旬︑入居は四月上旬

する親族があること︒

②現在︑同居または同居しょうと

れたかたの入居資格を調査した

▼入居者決定方法11申し込みをさ

のち抽選により決定します︒抽

より入居の順位を決定し︑五十

す︒

▼日時と場所
・一月十一日︵水︶

・↓月十二日︵木︶

11美々津小・幸脇小

11平岩小

一財光寺小

・一月十三日︵金︶

・一月十八日︵水︶
11塩見小

・一月十九日︵木︶
11細島小

・一月二十日︵金︶
11富高小

11日知屋小

︵望︶

・︼月二十四日︵．燦︶

・︸月二十六日︵木︶

されることになります︒

からです︒

・時間はいずれも午後一時三十分

内科︑耳鼻咽喉科︑眼科︑歯科

▼診断内容

母子手帳︵いままでに受けた予

▼持参するもの
防接種のわかるもの︶

昭和四十六年四月二日から昭和

▼新入児童

四十七年四月一日までに生まれ
なお︑教育委員会では各保護者

たこども︒

ます︒ ハガキがこなかったり︑都

あてに通知書︵ハガキ︶を発送し
合により受診できない事情がある
は︑市教育委員会保健体育課︵君

ときなど︑くわしいことについて

ねください︒

②二一＝内線四三八︶へおたず

11大王谷小

知屋小学校で実施します︒

鞭選癒︒ず謙

養控除をした額が︑月額四万七

干円をこえ︑八万一千円以下の
収入となる人︒

十四−七︑赤木初音一中町三−四
男浦五四九五一二︑松葉マサエー1

の予定です︒なお︑住宅の申し

養控除をした額が︑月額四万七

●第二種該当者11所得金額から扶

十一︑志賀清希11南 町 ニ ー 二 十 六
清正六三一︑河野治良11吉野川六

三階建︶で︑四部屋のほか︑台
所︑ガス風呂︑水洗トイレがあ

出た場合の空屋入居を希望する

▼空屋の補欠入居者募集一空屋が

込み用紙の配布は一月十七日か

三階建︶で︑三部屋のほか︑台
所︑ガス風呂︑水洗トイレがあ

市教育委員会では︑昭和五十三

なお︑報知墨東小学校の新入児

更

市が行うごみ収集は三十一日ま

で三十︻日の正午まで持ち込みを

理場︑燃えるごみは官里局清掃工場

でとなっています︒それ以外に自

内全域を収集するのには︑かなり

集作業を行いますが︑それでも市

三〇五︶へどうぞ︒

い合わせば日向衛生公社︵含④五

す︒し尿くみ取りについてのお問

日から一月五日まで休みとなりま

童は︑一月二十四日︵敵︶に日
るべく早目に終るようにしましよ
う︒

ごみを出される場合は︑必ず燃
えるごみと燃えないごみに区別し

分でごみを捨てようとする場合︑

なお︑大王谷保育園と長江保育

なお︑三十一日の午後から一月

受け付けますのでご利用ください︒

し尿くみ取りは︑十二月二十九

みの搬入はできません︒

三日までは休みとなりますのでご

の日数を要します︒そのため年内

一般家庭で行う年内の大掃除はな

明るいお正月を迎えるためにも

集できない場合があります︒

おそくなってごみを出されると収

園は昭和五十三年三月認可の予定
です︒

また︑申請用紙の配布は︑一月
七日からです︒

一月十七日からです︒

○第一種該当者11所得金額から扶

r田博学一永田一〇七四九︒

︹平岩・幸脇・美々津地区︺

黒木義喜一秋留六六九四︑中沢光

賜営住宅︵大王谷団地︶の入居者を

市建設課では︑現在建設中の市

門撰韓摂讐⁝ーーーーーー︑︑︑

一−五六︑新名義満一江良一四一

ニー五一四︑太田平太郎一新生町

民生委員のしごとは︑担当地区

八十名がつぎのとおり決りました︒

二︑倉本清信一永江町一−六五︑
黒田誠一11永江町﹈一一六二︑今

九−四︑海野土治一江良町三一三

推進などが主なもので す ︒
村利夫一公園通り一四〇〇一一四︑

適切な保護指導︑社会福祉事業の
個人の秘密は厳守しますので︑お
福井実11公園通り一四〇〇一一

内の市民のみなさんの生活相談や

気軽にいつでもご相談ください︒

黒木重見一1都町九 一 八 ︑ 甲 斐 三
六七一一〇三︑黒木海源11八幡三

り︑家賃は二万三千三百円程度

り︑家賃は一万六千五百円程度
けます︒この人たちも抽選に

かたの申し込みも同時に受け付

らです︒

鵜川トシー山下五三八︑河野サダ
▼入居資格

幅②第二種︑三十六戸︵大王谷団地

千円以下の収入となる人︒

千代11花ケ丘六四三 六 ︑ 山 下 フ ミ
七三︑大橋ノブ子一八坂田七五︑

つぎの要領で募集します︒

エ ー − 東 草 場 六 八 八六一五︑田村秀

古川順七郎11宮の上一五一︑山下

四︑林田アヤ子1一堀一方＝二六六︑

頼一西草場七一一五−二︑三尾図
奈良一11伊勢九八二︒

︹ 富 高 ・ 日 知 屋 枝 郷地区︺

南雄11西川内三五三 四 ︑ 松 木 倉 夫

．▼募集期間11昭和五十三年﹂羽十

11中原六七︑佐藤時 義 一 広 見 三 二
一八︑黒木豊一庄 手 一 四 二 一 五 ︑
子一−往還町一〇〇︑西尾寅一一往

①現に住宅に困っている人で︑つ

︹財光寺・塩見地区︺

黒木美好11梶木一 五 二 五 二 ︑ 柏 田
還六八九ーイ︑原田艶子11往還五

三︑楠元利盛11日向 台 六 三 二 三 一

恵一亀崎東一二〇〇一︑黒木利一

ない場合︒

⁝一6妻一6ま

⑤児童の家庭に長期にわたって病

ーー

ぎの収入基準に該当する人︒

九十人

年四月に入学されるこどもさんの

ま

五〇1二︑西田保子11長江二八三

②児童の母親が︑昼間︑家庭で児

六十人
人や心身に障害のある人がいるた

健康診断をつぎの要領で実施しま

●

一亀崎中＝六＝二︑河野一雄11

保育園︵所︶の入園児を募集
市福祉事務所では︑来年四月一
事をすることを常態としているた

童とはなれて日常の家事以外の仕

受付は一月七日から

とおり募集します︒

日から入園する保育園児をつぎの

合︒

め︑その児童の保育ができない場

申請書用紙を福祉事務所または︑

申し込みをされるかたは︑入園
もよりの保育園でお受け取りにな
って︑募集期間中に福祉事務所へ

・細島保育所

めに︑母親がいつもその看護にあ

るために︑その児童の保育ができ

病気であったり︑心身に障害があ

④母親が出産の前後であったり︑

の場合︒

③母親の死亡︑行方不明︑拘禁な
どの理由により母親がいない家庭

ご提出ください︒

▽募集人員
六十人

・岩脇保育所
六十人

たっており︑その児童の保育がで

九十 人 ︵ 予 定 ︶

・日向台保育園
六十人
きない場合︒

・日知屋保育所

・上町保育所

・富高保育園
六十人

ごみは

大掃除は早目に

六十人

⑥火災や風水害︑地震などによる

・正念寺保育園
六十人

・塩見保育園
・高松保育園

不幸があり︑その家屋を失ったり
破損したため︑その復旧のあいだ

六十人
六十人

ただし︑①から⑤までの場合で
十二月はごみが大量に出るため

六十人

・ひよこ保育園
・財光寺保育園
六十人

その家庭の母親以外の人が︑児童

・美々津保育園
・大王谷保育園
六十人

燃えないごみは米の山の不然物処

てください︒

・長江保育園

を総動員して︑できるかぎりの収

市では収集車七台と職員二十四人

五＋人︶

の保育ができる場合は除かれま

い場合︒

るため︑その児童の保育ができな

で仕事をすることを常態としてい

①児童の母親が︑昼間︑家庭の外

▽入園基準

日から一月三十一日まで

▽募集期間11昭和五 十 三 年 一 月 七

乳

す︒

決められた曜日に

母子手帳を忘れずに

・中原⑳児保育園︵三歳未満のみ

児童の保育ができない場合︒

就学時の健康診断

》

一、
一、
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務 に あ たりました︒

薄
@

日本最古の

身障者スポーツ大会
先月号は︵

■

秋空をバックに白い帆をいっぱいに広げた船体1−1日本
でも最も古い帆船﹁日本丸﹂ ︵運輸省の航海練習船・二二

﹁動﹂

﹁用﹂

︵敬称略︶

のうち次のかたに記念品をさしあ

40歳

43歳

げます︒

②田中修子︵原町三丁目︶

①黒木清市︵幸脇山谷︶

③甲斐千恵︵美々津町逸士︶11歳

︑多O

タコあげは

4ゲ

﹂θ

轍

と

海員学校の

生徒募集
国立門司海員学校では︑昭和五
十三年度の生徒をつぎのとおり募
▽募集人員

集します︒

・高等科︵修業年限二年︶約七十名

約六＋名

・司ちゅう科︵修業年限︾年︶

▽受験資格

十五歳以上十九歳末満のひとで

昭和五十三年四月﹈日現在で︑

中学校卒業以上の学歴を必要と
します︒ ︵五十三年三月中学校
卒業予定も含む︶

昭和五十二年丁二月﹁日︵木︶

▽願書の受け付け期間
から昭和五十三年二月十日︵金︶
▽入試期日

午前八時三十分

昭和五十三年二月十九日︵日﹀

県内ではh宮崎・都城の二市

▽試験地

▽試験科目

午後一身体検査及び面接

午前−筆記試験︵国・英・数︶

北九州市門司区白野江町︑門司

▽出願手続

︵盤〇九三一三四一−八＝二一︶

海員学校教務課︵〒八○﹁︶

なお︑くわしいことについては
右学校へおたずねください︒

鞍麟羅渡就
した︒

五千二百個ものタコをとり除きま
電線にかかったタコは︑非常に
くの九州電力へご連絡ください︒

危険ですから自分でとらずに︑近

るのはやめましょう︒

●タコをとろうとして電柱にのぽ

ばったり電線を竹ざおなどでつ

●タコをとろうとして︑糸をひつ

こす原因になり︑近所の人たちに

こういつたことは停電事故を起

つくのは大変危険です︒
お父さん︑お母さんへお願い︒

めいわくをかけることになります

なお︑参加料は無料です︒

体育課までお申し込みください︒

︼月二十日までに教育閉口貝会保健

申し込みは電話でも結構ですから

レーボール︑フリーテニス︒

◇種目一卓球︑バトミントン︑バ

◇会場◇勤労青少年体育センター︒

◇時間一午後六時半から八時半︒

間に十二回程度実施︒

◇実施期間一二月から三月までの

参加ください︒

導しますので︑どうぞお気軽にご

がら︑競技のすすめ方や方法を指

実際に練習やゲームを楽しみな

ることにしました︒

ぎのとおりスポーツ教室を開設す

労青少年のみなさんを対象に︑つ

ニスなどあまりしたことのない勤

ので︑じゅうぶん注意しましょう︒

電線の近くでは︑タコあげは絶対
しないようにこどもへご注意くだ

がなかったために︑卓球やバレー

これまで︑スポーツをする機会

スポーツ教室開設

後が大同工業︒

四日11午前が日向管工事組合︑午

設備︒

三日11午前が大成設備︑午後三共

吉田電気︒

二日11午前が丸善ポンプ︑午後が

後は富里水道︒

﹁月一日11日前は担当者なし︑午

が新設備︒

三十一日一午前が安部水道︑午後

午後が細島水道

ボール︑バトミントン︑フリーテ

しました。
三十日11午前が日向管工事組合︑

タコあげのシーズンです︒

電線のないところで

コル

七トン︶が十一月十八日朝︑細島商業港に入港しました︒
B本丸には商船学校の実習生︸○○人が乗りその訓練航
海の途中︑商業港にたち寄ったもので︑港には日本丸
をひと目見ようという人々が集まり︑船体をバックに
したスナップ写真撮りが盛んでした︒

につぎのとおり

コロ

﹁未﹂

号︶をはっきりとお書きください︒

氏名︑年齢︵電話があれば電話番

しあげます︒なおハガキには︑住所

記せんで三名のかたに記念品をさ

日向管工事組合

十二月二十九日11午前︑午後とも

．までです︒

時間は午前担当が八時半から一
時まで︑午後担当が一時から六時

さい︒

漏水でお困りのときはご利用くだ

寒波で水道管が破裂したとか︑

当直をおくことになりました︒

電話②二五〇八

業者の協力を得て︑江良浄水場一

年末・年始の水道業務は︑指定

水道業務は

なお︑各支所でもけっこうです︒

窓口︵玄関横︶で受け付けます︒

▽死亡届︑出生届は市役所の当直

り扱います︒

指定金融機関と収納代理機関で取

どは︑十二月三十一日の正午まで

▽市民税︑保険税︑固定資産税な

したもので、約150人が参加し車イス競争、2ソフト

が正解で︑応募十一通︑正解ト通

ボール投げ、パン食い競争などなごやかに一日碧過ζ

ま5

工業統計調査にご協力を

︼月にはいりますと調査員がお

ています︒

一月に調査員が伺います
通産省では︑十二月三十一日現
在で工業統計調査を実 施 し ま す ︒

かれましてはご協力をお願いいた

伺いしますので︑対象事業所にお

業務案内

年末年始の

します︒

この調査は︑製造業に属するすべ
るもので︑事業所数︑ 従 業 者 数 ︑

を調査し︑工業の実態を明らかに

製造品出荷額︑原材料使用額など
することを目的として い ま す ︒

そして得られた結果からは︑製
造業構造の分析︑中小企業の振興
ぎのとおりですので︑証明︑申請

市役所の年末・年始の業務はつ

として利用されます︒
ましょう︒

届出などは︑早目に済ませておき

対策︑都市建設計画等の基礎資料

の調査結果は︑統計以外のものに

0ご用納め11十二月二十八日㈱

また︑統計法にもあるように︑こ
はいつさい使用されず︑申告者の

0ご用始め一一月四日㈱

公○は衆議院および参議院選挙

︹問題︺

秘密はかたく守られることになっ

葺塞韮寒

に用いられ︑告示はその他の○挙
について用いられる︒ただし参議
は告示が用いられる︒

院地方区および補○選挙について

答えをハガキに書

▼右の○にはどんな文字があては
いて本町十番五号市選挙管理委員
会事務局あて一月十日までにお出

ドで開かれました。この大会は、明るく快活
な協調心を養うことと体力の保持、さらに障害
者に対する一般社会の理解を深めることを目的と

られるものです。この旗はたて1．3m、

しください︒正解者多数のときは

帆船入港
日向市の第2回身体障害者スポーツ大

ケF〆

受け持つことになった当市に、ことし国体が開か
れた青森県の百石町から、国体成功を祈る意味
での国体旗が届きました。国体旗を届けるの
は儀礼的な行事で開催地から開催地へと贈

十﹁月二十六日から十二月二日まで展開され
た 秋の全国火災予防運動 中市では初めての
﹁一日中防長﹂の行事が行われました︒これは市
消防本部と消防署が︑消防行政の理解を深めても
らい︑市民の防火意識を高めることを目的に行った
もので︑消防長の山下ふみえさん︑警防課長の丸岡
花子さん予防課長の熊谷房子さんが︑一日消防長の任

54年宮崎国体の成年女子のバスケットボール会場を

まりますか？

O

母

ふるさと国体の成功を

ての事業所を対象に毎年行なわれ

白ばらクイズ（12）

魯

顕
獣

会が11月20日午前9時から富高小グラウン

籔

横1．9mの大きさで中央に国体のシン
ボルマークが描かれています。

蝕

Q

c
「1日消防長」

ゐ聴診

「

㊥
日向市初の

6
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向市章に②を図案化したものな

合会の象徴にちなんだもの︵日

レ

長連合会事務局︵本町十一番十

・黒木医院︵容②六〇五五︶

・渡辺病院︵君⑦一〇一＝

1月2日

・山中医院︵君②二二六六︶

・篠原医院︵君門川③一〇五九︶

三月を除く毎月第一火曜日に︑市

・沼田医院︵a②三七八五︶

・松岡医院︵麿②五四〇七︶

1月3日

・此元医院︵容②五四八八︶

役所予防接種場で︑ツベルクリン

1月8日

・三ケ尻医院︵費②五五五七︶

・山口医院︵雪②二二〇三︶

また美々津︑岩脇地区について

は︑つぎのとおり実施します︒

◎ツベルクリン反応

1月15日

︹成人の日︺

・佐藤医院︵燈②三三二四︶

・寺尾医院︵實門川③一四四七︶

午前十時から十一時まで︒

・滝井医院臥容②二四〇九︶

・和田病院︵容②二〇四五︶

1月16日

・児玉医院︵容②二五三〇︶

午後一時から二時まで︒

・吉田医院︵實④四四〇一︶

・稲原医院︵君②二二〇九︶

・樋口病院︵君門川③一〇三六︶

1月29日

・東 医院︵君門川③二八○○︶

・今給黎医院︵麿④二四五九︶

・三股病院︵a⑧○〇三四︶

1月22日

・岩脇支所一二．月一日︵水︶

五︶へおたずねください︒

生清掃課︵盈②二一一一内線五二

なお︑予防接種については市衛

午後一時から二時まで

・岩脇支所一二月三日︵金︶

午前十時から十一時まで︒

・美々津支所一二月三日︵金V

◎BCG

・大平医院︵費②三三三七︶

・美々津支所一二月一日︵水︶

・浦上医院︵智②二九三六︶

なおBCG接種後一ケ月は︑他

ず一回受けてください︒

︑

注意ください︒

以上の従事日数のあるかたは︑も

・

の予防接種はできませんので︑ご

連合会旗の

を通じ配布します︒

なお申請書は︑区長︑農林班長

委員会へ提出してください︒

れなく農業委員会委員選挙人名簿
の
登載申請書を一月十日までに農業

三歳児検診該当の頃までに︑必

反応を実施しています︒

市衛生清掃課では︑七月︑八月

ツ反とBCGの実施

・白石病院︵盈門川③＝二六五︶

︹元旦︺

闘一月中

P「▲

課までおいでください︒

ど︶

▼しめ切り一﹈月十七日︵火︶

冒

一号︑市教育委員会社会教育課

1月1日

一

る人︒

十三年一月十日から一月二十日ま

申し込みの受け付け期間は︑五

︻月十七日︑十八日︑十九日︑

▽検診日

でです︒

▼応募の方法一郵送または直接持

9畠

内Vあてご応募ください︒

参の方法で︑日向市区長公民館

一
一

・鮫島病院︵費④四〇四三︶

十アール以上耕作し︑年間六十日

ないとできません︒二十歳以上で

投票は名簿に登載されたかたで

作成します︒

者の申請を受けて︑選挙人名簿を

ますが︑毎年一月一日現在の有権

農業委員会委員は選挙で選ばれ

選挙人名簿の作成

農業委員

考抽選させていただきます︒

なお申し込み多数の場合は︑選

二十日︑二十五日︑二十六日の
各午後︒

ただし︑四十五歳から六十四歳

▽検診料一七百円

までのかたは︑補助があります
ので三百五十円です︒︶

なお検診日程︑場所などについ
ては︑後日ハガキでお知らせしま
すので︑もれなく受診してくださ
い︒

この検診については︑衛生清掃
おたずねください︒

集

課︵君②二＝一内線五二五︶へ

募

墓地十八区画を
再

市衛生清掃課では︑塩見中山崎
﹁城山公園墓地﹂の︑使用申し込
みを再募集します︒

該当者は︑日向市内に居住する
人で︑

マーク募集
日向市区長公民館長連合会︵福

安置している人︒

⑦墓地がないため︑遺骨を家に仮

田実会長︶では︑区長公民館長連

▼マークの内容11区長公民館長連

でもけっこうです︒

学生以上のかただったらどなた

▼応募資格一市内に住んでいる小

集します︒

合会旗のマークをつぎの要領で募

は納骨堂に仮安置している人︒

この墓地は四平方塞区画が十八

⑤緊急に墓地を必要とする人です︒

◎墓地がないため︑遺骨を寺また

市衛生清掃課では︑第二回婦人

ご希望のかたは︑戸籍謄本︑住
民登録謄本︑仮安置証明書各一通

基で︑使用料は五万二千円です︒

たで︑すでに︵十二月二十二日

と印鑑を持って︑市役所衛生清掃

三十五歳から六十四歳までのか

▽検診対象者

検診を︑つぎのとおり実施します︒

について

婦人集団検診

さい︒

八時までに市役所前にご集合くだ

になられたうえ︑一月十五日午前

教育委員会保健体育へお申し込み

参加ご希望の方は︑一応電話で

女別に実施します︒

以上で中学生・高校生︑一般の男

参加できる人は小学五・六年生

でのロードレースを開 催 し ま す ︒

て︑成人の日に小学生から一般ま

来春︑成人される方をお祝いし

ロードレース

成人の日に

安
しめ切り︶申し込みをされてい

辱

◎
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