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った同級生たちもいまではやめて
しまい︑当時から残っているのは

年というベテラン︒いっしよに入

火の後始末も芯れずに︒

切な消火ができず︑建物に燃え移
った例があります︒必ずおとなが

⁝⁝⁝⁝とじて保存しましよう⁝⁝⁝⁝

ゑ

ジリジリと焼けつくような︑三

安田さんがただ一人だけ︒

世帯数

蜷

ひ

夕涼みに︑家族そろって花火を

いひと時です︒

するのは︑夏の夜ならではの楽し

傷などの事故のもとになりますの

ところが︑この夏の風物詩も取
り扱いを一歩誤まると︑火災や火

子どもだけで遊んでいたために

で︑くれぐれも注意してください︒

十度以上の暑さがつづく︒﹂まさに
〃うだるような暑さ〃だ︒その暑

周囲の紙くずが燃え出したのに適

さの中︑汗にまみれて溶接にうち

﹁ねつからの溶接好きでネ︑この
仕事は手先きが器用だけではだめ

97人増

立ちあってください︒マッチや花

こむ若者がいる一この人は安田
天井クレーンがキキイキキイと

話してくれた︒

ですよ︒根気がないとネ︑地味な
仕事だから⁝⁝﹂と同僚の一人が

隆幸さん︵二十八歳11細島地蔵︶︒

が運ばれてくると作業の開始︒青

金属音をたて﹁門型クレーンの爪﹂

計56，608人
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41増

16，533

白い光を放す電気溶接機と溶接棒

いる︒過去に入賞した経験もあり︑

この仕事に携わる仲間が参加す
る溶接コンクールが毎年開かれて

これからも頑張りますと︑額の汗
をふきながら話す好青年だ︒

41人増
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を使って︑みるみるうちに溶接を
していく︒

安田さんは中学校を卒業すると

すぐこの道へ一この若さで十三

（7月1日現在）
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鉄に挑んで13年

仮称第
一一財小

このほか︑日知屋小学校の増改
築工事を行うことにしており︑鉄
筋コンフリート三階建て︵普通教
室九︑特別教室四︑管理室四︑延
工費二億八百七十万円をあて建設

面積二干二百二十二平方ごを総

とし四月に開校した日知屋東小の

することにしています．．また︑こ

教育施設や設備の充実をはかるた
め︑一億四千百二十七万円の予算

また︑大王谷小学校には鉄筋コ

ています︒

室七など︶の増築工事も計画惑申

六十二平方蛭︑特別教室六︑管理

リート三階建て︵延面積一千六百

を計上しているほか︑鉄筋コンタ

・
ンクリート三階建て︵延面積五百

三平方層︑普通教室六︶の増築を

㌃馨

新校舎の建設場所
島申の便所や︑美々津申の玄関な
どの︑施設整備が計画されていま

いるため︑こんごも児童数が増え
ることが予想されます︒このため
ールは縦二十五督︑横十層の広さ
で五コース︒耐久性と経済性のあ

ール開きも行われました︒このプ

成し︑このほど同中生徒によるプ

中学校についても︑それぞれ施
設の整備と充実をすすめています
が︑最近では岩脇中のプールが完

体一﹁豊かな心﹂﹁︐すぐれた知牲﹂

しい社会に創意と生きがいをもr︑

会連帯の意識の向上や︑動きの激

る人間性を培い︑道義の高揚と社

念に基づいて︑人間尊重を基調と
したひとりひとめがうるおいのあ

適旺化をはかろうというもので
す︒

振捌ハ︑

教玄目施帆収

て対応できるように 響くましい

劃歌育∩

︵延長山ハ百

︑

幅昌バニ・一五︑﹁

また︑人権擁護委員にはつぎ

るものです︑

．舗装︶の五ヵ所をそれぞれ実施

．の内

五百五十u︐︑幅員四弩︶︑富高北

す

これは︑国民に保障されている

のかたがたが決まりました︒

基本的人権を守り︑また︑それを
国の市町村におかれる委員で︑市

守るような思想を広めるた労に全

︵敬称略︶

町村長の推せんによって法務大臣
▽東 敏雄︵美々津町中町︶

が委嘱するものです︒

▽日高亮蔵︵細島地蔵︶

▽戸田十郎︵平岩笹野中︶
▽安藤 泰︵平岩曙︶

なお︑今回でご退任される︑黒

▽小西美代子︵北町︶

木倉吉さん︑江川正人さん︑荻原
光治さんの三孝には︑非常に長い
年月にわたってお務めいただき大

最後に公有水面埋立てについて

変ご苦労さまでした︒

ですが︑これは大字日知屋五五一
四番地十三地先の公有水面︑日干
八百五十六平方摺を公共ふ頭用地
として埋立てるものです︒

公共下水道の工事

●

三校の増改築工態プ矧ル戯

財光寺小は︑現在児童数一州∵・三

新たに小学校を建設︑学校規模の

るステンンス張りで施工きれてい

め817レて︑

をそなえた鍾全有為な人づくりを

公共ふ頭用地として

市はこんごも︑教育基本法の理

第二財光寺小の開校準備は︑こ
︵ステンンス張り︶タ︒︷兀成︑十七

ます︒また︑日義屋東小のフール

す︒

れからすすめていくことになり﹁ま
日にプール開㍉︑︑が行われました︑

内は団地や住宅が著しく増加して

すが︑五十四年四月には児童数約
八百人の二十一学級で開校する予
にしています︑

定です︒

■

▽日向市住宅新築資金等貸付条例

設けられたことなどです︒
の︻部を改正する条例一これは︑

で百二十万円以上五百五十万円だ

住宅新築資金の貸付金を︑これま
ったものを六百十万円までに引き
上げ︑貸付金の償還期間も十八年
以内から二十五年以内へ延長した
ことなどが︑改正のおもなもので
す︒

肩帯ハ下水道工事に一億円

土地改良事業の施行は︑県単事

した︒

の事業費で施工することになりま

工事︵幹線築造工事︶︑延長二百
九十一・五層を一億二百四十万円

ほか財光寺往還地区の公共下水道

工事請負契約の締結では︑乙の

人権擁護委員も決まる
つぎに工事請負契約の締結につ
いてですが︑これは日知屋小学校
の木造校舎改築工事で︑一工区建
築主体工事を一億一千六百万円を
かけて︑普通教室︵四︶︑音楽教
室︑理科室︑図書室︑職員室など
を建築するものです︒建物は鉄筋
コンフリート三階建てで︑延面積

長五百層︑幅員三・五好︶︑平岩

業として農道の整備︑舗装をする
もので︑場所は塩見の中山崎︵延

︶胴︶︑平岩日の平︵延長五百冒︑

の高鳥︵延長六百五十醗︑幅員四

います︒

は一千四百四十八平方屑となって
また二工区は︑普通教室︵五︶

幅員三型︶︑美々津の余瀬︵延長

を六千四百四十万円で施工するこ
とになっています︒
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の整備・充実を詣・すめていくこと

行うことにしています︒

〜恥曝麺

このほか︑五十三年度中には富

ス校化してきていますが︑同校区

百五十六人︑三十五学級とマンモ

てよ窒1『琵

愛／

部改正が六件︑その他事件決議が
四件でしたが︑まず条例改正につ

■雪

心

︑

進む教育施設の整備

す︒

月の開校までには完成する予定で

来春開校をめぎして
市は︑よい教育はよい環境のも

と鴨一を基本にして︑本年度も

4蔀

セゆ

災害﹁弔慰金の改定など

例会︶は六月十二日招集され︑十
いてご紹介します︒﹁

ことし第四回の日向市議会︵定
七日間の会期で六月二十八日まで﹂
正する条例11ことし三月から細島

▽日向市児童遊園条例の一部を改

今回の議会には︑会期中の追加

行われました︒

議案などを含めて十三件︵うち一

設の整備に約三百万円をかけてつ

この児童遊園は︑整地や遊具施

して開設するものです︒

宮の上地区に工事をすすめていた
旭が丘児童遊園を児童福祉施設と

ましたが︑十二件はすべて原案の

件は撤回︶が︑市長から提出され
とおり承認可決されました ︒

以下︑そのおもなものについて
概要をお知らせします︒

くられました︒広さは約千平方層
で︑すべり台︑ぶらんこ︑グルー
プバーなどの遊具が置いてありま

▽日向市災害弔慰金の支給及び災

一部改正に伴う市条例の改正で︑
は二百万円︵改定前百五十万円︶︑

災害により世帯主が死亡した場合

世帯員が死亡した場合は百万円
︵改定前七十五万円︶となり︑貸
付金もそれぞれ増額されました︒

▽日向市国民健康保険条例の一部
を改正する条例一この条例改正も
法令改正に伴うもので︑外国人の
かたの被保険者のわくの拡大︑産
婦に対する助産費の支給に制限が

「

備をすすめています︒

市内小中学校などの教育施設の整
その中で︑来年の四月開校をめ
ぎして第二財光寺小︵仮称︶の造

財光寺の大原で︑県道から東に

成工事もいま急ピッチ︒場所は︑
入った日豊本線沿い︵埋め 立 て 地 ︶

ですっ断雲面積は二万八千四百七
十一平方管で︑新しい校舎は鉄筋
コ︐ン ク リ ー ト 三 階 建 て ︵延面積三

干九百六十八平方屑︑普通教室二
十﹂ρ特別教室など︶で︑ 来 年 の 四

、
裾》＼．

旭が丘−児童遊園の開設

仮称第2財小の造成工事

一部を改正する条例一国の法律の

害援護資金の貸付に関する条例の

完成した旭が丘児童遊園

議案十二件の内容は︑専決処分
の承認が一件︑これは補正予算案

酔禦際

となりました︒

す︒これで市の児童遊園は六ヵ所
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です︒人事案件が一件︑条例の一
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規則正しい生活を

夏休み期間中は︑規則正しい学
校生渚から〃解放〃され︑ 児 童 ・ 生

いします︒

一般家庭のおもに台所から出る
ごみを対象に︑燃えるものは週二

休みに非行が増える原因となって

った家庭の甘やかしが︑とくに夏

の非行が急増しており︑増加率で

交通安全

の傾向を裏づけています︒

子の九割を占めていることが︑そ

イなどの﹁盗み﹂が男子の七割︑女．

です︒万引きゃ自転車︑オートバ

このような非行の特徴としては
動機が単純で︑罪の意識の希薄な
〃遊び型〃が増え続けていること

います︒

は男子のほぼ二倍の勢いで伸びて

年齢的には十五歳が最も多く︑

います︒

これら十四歳〜十六歳の非行が全

次いで十六歳︑十四歳の順ですが︑

体の六割を占めるなど︑最近とく
に非行の低年齢化が目だつていま
また︑男女別にみた場合︑女子

す︒

解放感が事故の原因
踏み切りで列車の通過を待って
いるときでも︑向う側に母親の姿
を見つければいちもくさんにかけ

黄色い旗をあげれば︑あるいは

︹応用動作ができない︺

いつも通る道路では交通ルール
は守れても︑初めて通る道では応
用がきくとは限りません︒夏休み
中の事故は︑レジャー地や帰省先
での発生が多いのも︑そのためで
す︒

子どもに対する交通安全のしつ
けは︑画一的ではなく︑心身の発
達に応じた方法で行うのが理想的

．も

です︒そのためには︑子どもの特

信号が青になれば︑車は必ず止ま
るものと︑思いこむ傾向がありま
しよう︒

くゼきい︒

す︑︑ご家庭でいろいろくふうして

公園など安全な場所で遊ばせるこ
とはもちろんですが︑日ごろの安

いつばいになり周囲のことに注意

収集日前や指定収集日以外に出
しますと︑野犬などに食いあらさ

多く見うけられます︒

収集日の朝ではなく︑前の日に出
したり夜に出したりしているのが

な地区︑アパートや団地など︶は︑

とくに︑ある一定の場所に出さ
れる地区︵収集車が入るのに困難

い︒

つぎの収集日まで︑お待ちくださ

通ルールを教えるのが︑効果的で

子どもの行動スタイルを︑いくつ
が行き届かなくなります．．

﹁考えや行動が一面的﹂

かご紹介します︒

の大きさにたば

んていなどは袋
ねてください︒

輪・

場合などで収集できないときは︑

りかねません︒

産業廃棄物は

十独︑︑以内で平板にすること︶など︒

家処理を
個人で腰高清掃工場へごみを持
ちこまれるかたは︑つぎのことを

カン︑針金︑電気製品の廃品︑陶

▽搬入できないもの11空びん︑空

自

必ず守ってください︒

八時三十分〜午後四時三十分︑土

脂︑合成繊維︑ゴム類など公害を

磁器類︑コンクリート類や合成樹

︵最長五十勘︐以内︶︑家具類︵五

▽搬入時間と休業日目平日は午前
曜と日曜は午前八時三十分〜午後

より生じた廃棄物のうち︑燃えが
ら︑汚でい︑廃油︑廃プラスチッ

また︑産業廃棄物︵事業活動に

誘発するものなど︒

祝祭日は休業となっています︒

三時までに搬入してください︒

つぎに︑搬入できるものとでき

理解とご協力をお願いします︒

ク類など︶については︑自家処理
をすることになっていますのでご

▽搬入できるもの鐸残飯︑野菜く

ないものをご紹介します︒

キ程度で五十抽．以内︶︑古たたみ

ず類︑ボール紙類︑木くず︵タル

■

子どもの

七月は︑八月と並んで一年のう
ちでも︑最も交通事故の多い月で
しい子どもの十善者です︒

す︒なかでも目だつのが︑いたま

ｨ事を蛍純にしか理解できない︺

．ることがなかなかできません︒

．出したりします︒注意力が一ヵ所
に集中し︑四方に〃適正配分 す

力も鈍りがちなうえに︑ドライバ

夏休みの解放感と暑さによる心
身の疲れから︑子どもたちの注意
ーも暑さと疲労でいねむり運転が
増えるなど︑子どもへの注意がお
ろそかになりがちです︒

性をよく知っておくことが必要で

らといって︑車の止まるのを確認
全教育が何よりもたいせつです．．

て︑子どもだけが事故にあうケー

す︒母親といっしよに横断してい

分けて﹁夏の交通安全県民総ぐる
み運動﹂が実施されます︒この中
︹気分が変わりやすい︺

しないまま走り出すからです︒

七月二十八日〜八月一日乏八月
二十一日〜二十七日の前・後期に

でも︑夏休み期間中の子どもの交
そして︑子どもの日常をよく観察
しながら﹁遊び﹂に結びつけて交

た︒各家庭では︑この長い休みをどう過ごすか︑いろいろなプラン皿
皿
を立てていることでしょ う ︒
㎜
成長期の子どもにとって︑夏休みはふだんの生活とちがった形で皿
貴重な体験が得られる時期です︒半面︑交通事故や水の事故が増え︑︼
︷

通事故防止についてとりあげられ

うれしいことがあって気持ちが

子どもを交通事故から守るには

ることになっています︒そこで︑

﹁うちの子にかぎって⁝⁝﹂とい

スが多いのは︑青信号17﹄なったか

さらには盗み︑傷害といった本格
的な非行の道を歩み始めることに
子どもを交通事故から守るうえで

この貴重な夏休みをどう上手に︑有意義に過ごすか︑家庭でもじ

なります︒

うきうきしたり︑叱られて泣き出
したようなとき︑そのことで頭が

ゆうぶん話し合ってみ ま し よ う ︒

徒の生活リズムも乱れがちです︒
に加えて﹁休みの間ぐらい﹂とか

期のころには学校ぎらいや家出︑

可燃・不燃を区別して
は一

燃えない．ごみ

▽びん類︑ガラ
ス︑陶器などの

危険物は︑必ず
燃えるごみと区

るものはi

この指定日収集のごみは︑燃え

が巡回して収集しています︒

出すのは収集当日に
し

市のごみ収集作業は︑市民のみ
なさん一人一人の理解と協力がな
ければスムーズに行きませ ん ︒

れたり︑ごみが散らばったり︑悪

こういうことのないよう︑ごみ
収集をうまく利用し︑健康で清潔

てください︒

ごみは︑収集日の朝八時三十分ま

別して袋に入れ

必ず穴をあけてください︵取り扱

でにお出しください︒なお︑収集

みんなですすめましょう．−

なまちづくり︑生活環境づくりを

▽台所から出たごみは︑水分が多

さい︒

いと焼却できませんので︑よく水
切りをして︑ポリ袋に入れてくだ
い注意のこと︶︒

日が祝・祭日のとき︑暴風雨雪の

を知り一︑それが人間としてあ㎝

⁝

臭を放ったり一ということにな

▽あき箱やダンボールなどは小さ

▽収集のとき︑ケガをしゃすいも
のには︑よくわかるように﹁キケ
また︑ゴミ袋は市の指定した袋

▽スプレー類は

くつぶし︑そうじ機のごみは袋に

ン﹂と表示してください︒

ている﹁差別﹂をなくすために︑

ですから︑私たちの周囲に残・⁝

︹一！一︑﹂ミし1聰ミ﹂ミ︒聰・こミー聰・ミ・・1聰こミ・奪聰︑ミ︑聰︒ミこ︑馳馳こ︑︑︑亀馳︑ここ馳馳︑ミ︑︑聰聰︑こミ暫聰こ︑こll︑︑︑こ馳聰︑︑︑こ聰聰ミ︑︑ミ聰瞳こ︑こ亀

︐の周囲に残っている﹁部落差別﹂ が存在するのです︒しかも同じ日

一今回からしばらく︑まだ私たちの国に︑まだそのような﹁差別﹂

一について考えてみまし・う． 本人同志なのにです︒ま・たく残﹁差雅﹂とはいったいどんな重低⁝
⁝いくためにやむを得ず︶長いこと して恥ずかしいことは︑一日も早

皿単に︑あ・種の仕事を︵生きて念な・とで実・の・うな人間・のか︑どんなふうに現われ・のか⁝
一撃としてきた︑ということだけくなくしてしまわなけれ冥なりまるべからざる・とであり一﹁差⁝

に国民的な運動を展開すること︒

まず知って︑それをなくすため眉

とを知る一ことがたいせつです⁝

むりをして知らぬふりをし⁝
たりすることが︑いかに恥︸
ずべきことであって︑憎む⁝
べきことであるかというこ⁝

別﹂の存在を肯定したり︑ほおか一

同和問題を考えましょう②

で一︑また︑単にある地域に︵やせん．
︸むを得ず︶長いこと住んで
⁝いる だ け で 一 ． i ︑ ま た︑か

目差別をなくすためにロ
ところが﹁差別﹂に慣れてしま
﹁差別﹂を識別することはきわめ

った人びとにとって︑そのようへ︑5

皿み︑そのような人たちの集

一まな﹁差別﹂を受けている人たち

層団の一員だつた︑ということだけ
⁝で一︑社会生活のうえでさまざ

てむつかしいことです︒なかには

わゆる﹁︐寝た子﹂は起こさねばな虚

行政の責務でもあるわけです．い⁝

一
それが私たち国民の課題であり壇

一の集団があります︒

質な人もいますが︑本当にわから

一

知っていて知らないふりをする悪

りません︒

まさにいわれなき﹁差別 ﹂ で す ︒

ない人もいるのです︒

8昔のことではありませ ん ︒ 二 十 日

⁝世紀にやがてなろうとする私たち

ψこ・こ●馳こ・こ︒奪・ここ聰聰ミこ・鶏覇こ・こ瞳聰・ここ聰聰こ・こ亀麺・ここ1亀こ︑こ馳聰ここ︑亀︒︑ここ馳馳︑ここ舳︒ここ︑亀聰こ︑こ︑二二ここ︑三二︑ここ馳︒ここ︑亀馳一

ト袋︶を使ってもかまいません︒

入れてください︒

を使用し︑代用袋︵米袋︑セメン

▽袋に入らない木ぎれ︑庭木のせ

で︑ぜひ守ってくださるようお願

回︑燃えないものは週一回︑各地

⁝

区ごとに曜日を決め︑市の清掃車

厩諭

少年自身の解放感と気のゆる．み

少年非行の多くは︑この長い休
みの間に芽ばえ︑育ち︑秋の新学

非行が目だつときでもあります︒

子ど3︒・・りに・つて待ちに待つた楽・い夏休みがやってきまと

夏休みの過ごしかた

そこで今回は︑ごみの出しかた
のルールなどをお知らせしますの

ヒ

O

一
⁝

一日

＝一
ご 一．．＝

一家庭での話し合いも
＝こ．

一ってそのようなところに住

一

虚

一

4
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；臨

親も子もみんな元気に一と自分の田畑︵約
四干平方鰹しを提供︑体力づくりに役立てばと運

に日向市から出場し：
fから出場した大王谷小チームは、門川、

綾の各チームをそれぞれ破り優勝。7
住吉、綾の各チー

康

場

虜怯剥ぜ︐41㌔．﹃

広・．
㌢︑
︐．

真夏の太陽が照りつける七月五日︑美々津町にある国鉄リニア

いまもた︒

中に︑自分だけのユニークな地図
このあそびは︑子どもたちにき

ができます︒

です︒まず︑自分の住んでいる土

まざまなことを教えてくれるはず
地の実情を知ることで地域の一員
としての︑自覚が芽ばえるでしょ
lえる思考力が養われます︒親

子の対話もすすみ︑また
かなりの距離を歩くこと
で︑足腰が自然にきたえ
られます︒そのほか︑高
サイクリングによる地図

学年の小学生や中学生は
づくりもできます︒この
ほかどんな遊びかたがで
みてください︒

きるか︑自分でも考えて
この﹁地図あそび﹂を
するときは︑危険な場所
や交通事故などにはじゆ
うぶん注意しましよう︒
ぞきいくく

ごぞドタエク

ん伶弓リ
4暴勢1

よレズ

老後にもれなく年金を1国民

最後のチャンス

無年金者に

⁝特例納付

きん、シ

s民の環境と自然を守る条

住みよい環境を
卲

にしましよう︒

生活環境に危害を及．感きないよう

の置かれた物により︑近隣住民の

たり︑利用されているときは︑そ

︒空地を駐車場︑物置場に利用し

うにする︒

︒空地がごみ捨て場にならないよ

うにする︒

チソウ〃の繁茂場所にならないよ

・空地が公害草〃セイタカアワダ

ましよう．︑

なる空地の雑草︑枯れ草は除去し

・蚊やハェなどの害虫の発生源と

しょう︒

なで住みよい明るい町をつくりま

んのでつぎのことを守って︑みん

ります︒空地を放置しておくと︑
美観上︑衛生上好ましくありませ

いよう適正な管理義務が定めてあ

そのふ近住民の生活環境を害さな

管理したりしている人に対して︑

例﹂の中では︑空．地を所有したh

「．

で︑昭和三十六年までさかのぼっ
て納めるというもので︑昭和五十

三年七月一日から昭和五十五年六
必要です︒

月三十日までの間に納めることが

い︒

また︑つぎのようなかたは早目
に国民年金係に相談をしてくゼき
▽国民年金に加入しなければなら

の未納期間がある人

ないのに加入していない人
▽加入していても︑過去に保険料
とくに三十五歳をすぎても︑ど
の年金にも加入していないと加入

て十九年を迎えようとしていま

▽明治四十四年四月↓日以前に生

意ください︒

また︑つぎのような人および期
周は特例納付できませんのでご注

なくなります︒

期周が不足して︑年金が受けられ

いちだんと身近なものになってき

▽六十五歳以上の人で︑老齢年金︑

まれた人

通算老齢年金の受給資格のある人
▽任意加入期間︵恩給受給者︑高
に保険料を納め忘れて︑受給に必
要な資格一周を満たさないと︑年

▽保険料が免除されていた期屠

齢任意加入者を含む︶
ような人たちに﹁もう一度機会を﹂
と−一設けられたのが﹁特例納付﹂
制度です︒

五十五年の

になります︒

るゼけ早い機会に納めた方が有利
納付方法とか︑納付について注
意する点などについてくわしく知
は延岡社会保険事務所へお問い台

りたいかた．よ︑市国民年金係また
わせくだきい．．

内容は時苅︵納期か・づ二年を過

った期聞の保険料を一ヵ月四千円

ぎた分︶により︑納められなくな

六月三十日までに

六十五歳以上の人は︑未納期聞
を特例納付して︑年金を受ける期
周を満たすと︑その翌月から年金
が受けられます︒ですから︑でき

金は受けられません︒そこでこの

しかし︑加入しなければならな
い人が加入しなかったり︑加入中

ました︒

す︑年金受給者も日毎に増え続け

年金はこんな願いをこめ︑発足し

0

﹁︐静かですばらしい﹂﹁速い﹂などの感想を述べて

の懇談では︑この実験の重要性について話したり︑

道の世界最．高スピードをマークしました︒視察のあと

大臣自ら発進ボタンを押し︑時速三百三十七㌔という鉄

この日の速度向上実験は八回︒このうち四回目と五回目は

実験センター︵諸岡薫所長︶を福永運輸大臣らが訪れました︒

O

う︒きらに物を見る観察力︑自分

アボヒぞらジいヴをゼみまヒ

講

が表彰を受けました。
細島の河野健治きん（76歳）が表彰峯

ホお

いつごろからあるのか︑旧跡の歴

酉
轟＝0臼

@0

夏休み期間中の小︑申学生蕩け
史︑神社の由来など︑両親や地元
のおとしよりに聞いたり︑図書館

地図に書き入れていくわけです︒
一日目のコースに︑桜の 大 木 ︑
旧跡︑神社などがあったと し ま す ︒

これを地図に書いたら︑こんどは

会が、7月4日午前10時からオープ

かります︒こうして︑夏休み重着

魯宮

に︑木谷宣弘さん︵全国ボランテ

㌔！

ィア活動振興センター主幹︶が提
などで調べてみましよう︒

一日目のコースが終わったら︑

こんどは二日目のコースにとりか

∩郷鄙環

．糠・
ε

鎌鑓鴨 露︽

自分の住んでいる地域社会にどん
なものがあるかを調べ︑それを白

を変えて歩いてみます︒そ し て ︑

に︑自分の家を中心に毎日コース

もかまいません︒この白地図を手

まず︑白地図を用意してくださ
い︒白地図がないときは画用紙で

もできます︒

地区内グループでも︑どんな形で

グループでも︑また家族ぐ る み ︑

このあそびは一人でも︑数入の

うのをご紹介しましよう︒

唱されている﹁地図あそび﹂とい

地図をつくろう

ニークな

．∴㌶

んの親と子どものための〃健康広場〃の誕生です︒

がいま実現した︒地区の人や市の協力でこのほど完成︒黒木き

も何でもない︑親が元気でいることだ﹂というひそかな思い

きつらさを味わってきたという︒﹁子どもの幸せは︑金で

ん︵四十一︶︒小さい時に父親を亡くし︑家庭のさびし

動広場を造った人がいる︒この人は庄手の黒木勉さ

花の県総合運動公園で
蓮動公園で開かれました。この大会
クぎ

ンしてまる1出たつた、市内米の山の日

ーー島

嚇
（7）

選の優勝戦は、7月9日∠
ζ、7月9日午前10時から、宮崎市木

灘 鰭灘︷

画を決めました。この席上、観光功労老
光功労者とレて市内

■

懸
サービスの充実、観光施設整備促進なと
促進などの事業計

30日東京で行われる全国大会に出場す
月30日東京で

ーーーーーーー

響

リニアを視察
宮崎県観光協会の第32回通常総

一〆

大王谷小全国大会へ

撫碧落藩酬搬灘

その由来の調査です︒桜の大木は

[ー︾ーー︑

〃勿

@｝

r
違

己

rーーーーーーーーーーーーー

騨ミ⁝垂

ばらクイズ（19）

ね

愚劣観光協会総会開く
．−一：〒く

一

凝
撫，贈＿蝋、1、心一

：を控えての接遇
審議や、誘致宣伝の推進、国体を控えて

福永運輸大臣馨
4、

一ムは結成
ームは結成してから4年目。いま全国

@

には会員や
向ハイツで開かれました。総会には会員
来賓など約150人が出席。提出議題11
議題11件の

大会へむけて猛練習をしているイン
大会へむ
プンは元気いっぱい。
プンは
へこゴ

ノ

ことしで第2回を迎えた全1
1を迎えた全日本少年サッカー大会県予
』ド

ることになり
5ことになりました。同校のサッカーチ

二／
39目］一ス

礁
惑
ロ

．

ユ

議．

灘
汐ゐ

4日慈コース

完成した健

鷺薄一．

》7
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新 し い 証 書 を 交付

況届けをしなければなりません︒

これは︑八月分から翌年の七月
分までの年金を受けることがでさ︑・

るかどうか決定するだいじな届け
で︑昭和五十二年中の本人や︑配
偶者︑扶養義務者の所得を届け出
この届け出がおくれたり︑しな

ていただくものです︒

い場合は︑十二月に支給する年金
がおくれたり︑もらえないことに

内線五五二︶へおたずねくゼきい︒

福祉一時半の支給
特別減税の一環として︑臨時生
まれない人たちに贈られます︒

活福祉給付金︵福祉一時金︶が恵
給付額は一人あたり六扇円︒対
象者は老齢福祉年金の受給者︑障
害福祉年金︑児童扶養手当︑福祉
手当の受給者︒または特別児童扶
養手当の支給に係る障害児︑原子

なりますので︑必ず提出されるよ
▽届け出の日程は別表のとおり

子福祉年金の受給者となっていま

爆弾被爆手当の受給者︑母子・準母

うご案内します︒

▽持参するもの国民年金証書︻福

年金などを受給している人にρい

す︒ただし︑右のうち複数の福祉

該当されるかたには︑福祉事務

所からそれぞれはがきで通知しま

すので︑そのはがきと印かんを侍

っておこしください︒なお︑支給

福祉一時金については︑福祉事

日程は別表のとおりです︒

務所厚生係へおたずねください︒

市は五十一年

の三月から﹁テ

レフオンバザ⁝

ル脚＝を開設して

きました︒これ

は︑不安定な社

会経済の中で︑

ードが高まり︑

全国的に節約ム

せつにする運動

市でも物をたい

をすすめようと

はじめられた︑

ｮ諜

日向市社会福祉協議会

つぎのかたがたから社会福祉事
業寄付金が寄せられました︒あり

▽黒木義実︵松原︶︑▽坂口強︵江

がとうごぎいました︒ ︵敬称略︶

▽黒木英子︵松原︶︑▽日本生命

良︶︑▽平野清三郎︵・本町︶︑

日向支部職員一同︑▽森田義男︵切

島山二区︶︑▽小田切タミ︵向江

︐

以上六月分でした︒

町︶︑▽匿名希望︵一人︶

一身

け八月中H

8月6日

日用品で︑市民の消費生活を向上

・松岡医院︵蟄②五四〇七︶

・此元医院︵鍔②五四八八︶

・山中医院︵繋②二二六六︶

・篠原医院︵蟹門川③一〇五九︶

させる﹂という趣旨のもとに行っ
てきましたが︑この二年間で利用

・三ケ尻医院︵留②五五五七︶

・沼田医院︵潔②三七八五︶

8月13日

十七人︑うち十九件が成立という

の

8月m日

・浦上医院︵璽②二九三六︶

・児玉医院︵遡②二五三〇︶

・寺尾医院︵憲門川③一四四七︶
・佐藤医院︵勢②三三二四︶

8月27日

・山口医院︵蟹②二二〇三︶

この数字からみてもわかります

・鮫島病院︵驚④四〇四三︶

とになりました︒

していましたが︑日向市はそのよ

鹿児島市の三市がこの制度を実施

ように︑利用者が少なく︑宮崎・鹿
児島両県では︑日向市と宮崎市︑

数寧が出ています︒

件数二百四十二件︑利用者数百三

取り扱う品物も﹁再利用できる

……

うな事情で︑このほど廃止するこ

●

祉年金︶︑印かん︑公務扶助料︑

恩給︑遺族年金︑厚生年金などの

利用少なかった

不用品の交換と購入をする ﹁電話

，

市場﹂のことです︒

＝

ことし六月︑特別児童扶養手当
証書

eレフォンバザール
一一．…一

けを提出していただきま し た が ︑

一件だけです︒

ての臨時生活福祉給付金の支給は

一・新町地区櫛纏隷

受給者のみなさんに︑所得状況届
くわしいことについては︑保険
年金課国民年金係︵勢②一二一一

争

それに基づいた新しい証書ができ

1

畑一細…魂響

ました ︒

別表日程により新しい証書を交
受け取りにおこしくださ い ︒

付しますので︑印かん持参のうえ
なお︑四月分受給済の証書をまだ
提出していないかたは︑その証書
を侍ってきてください︒

〆／

水離譲盤︵平岩地区秋留除く︶

／168

・知屋駆
8／：匝役所

なお︑くわしいことについては
福祉事務所厚生係︵勢②二一一一
内線五六四︶へおたずね く だ さ い ︒

福祉年金の

所 得 状 況 届け

編 日曜日

i

「

福祉年金受給者︵老齢︑障害︑

一
一
一
．

I
I
所1地区名
場
所i地区名
場

後（9時00分目12時00分♪（1時30分目4時00分）
午
別

夕
母子︶のかたは︑毎年一回所得状

新証書交付・所得状況届・福祉一時金支給日程表

禽
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