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美々津に環境衛生向上会

こんどできた会の事業は

伝染病集団発生の汚名返上を誓う

e講演会︑座談会︑

．一﹁．

︑−

一㍉繍

または講習会

美々津地区は︑先月︑不幸にして

た地区ですが︑このような汚名は

ハエなどの撲滅を

などがかかげられてあります︒

行なう

㈲その他環境衛生に必要な事業を

所に移転すること︑

㈹人家密集地域の豚舎を適当な箇

㈲側溝及び水溜の清掃整備

㈲排水︑汚水︑ 塵埃の完全処理

日糞尿の処置

はかること

ロネズミ︑蚊︑

を開催する

多くの赤痢患者と保菌者が発生し

一日もはやく返上し︑伝染病のな

い︑住みよい美々津地区にしょう

と︑こんど同地区に環境衛生向上
会が結成されました︒

この会の正式の名称は︑美々津地

区環境衛生向上会といって︑さる

六日︑美々津支所会議室で︑地元

関係者約五十名のほかに︑鯵坂日

r

零げ︐趨結一

向

．日

向保健所長︑高山市衛生課長︑甲

を開き︑役員︵会長11高木力松氏

斐美々津支所長らが集まって初会

副会長闘石本義明︑小川一子両

ての会の主な目的は︑環境衛生・

氏︶や同会の会則などきめました

の整備や︑衛生思想をたかめ︑衛
・

日）＝犯罪を防止し、明るい住み

弓弩ξ略肇璋龍轟

としています︒

△道路を守る月間（i日〜31日）

︑︾

，

生モデル地区をつくるこどを目的

海難防止のため十分注意しよう。

㎎♂監ξ顧︸3範炉塞漏一覧♂讐三章覧藍置範哺

風のシーズンがやってきました。
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△海上安全週間（17日〜23日）＝台

驚一重

ことしもッユに入りました。この広報紙がお手もとにとどくころは雨が降っ
ているかもしれません。しかし、もうすぐ暑い夏がやってきます。池や沼で
は蛙の鳴声がめっきりやかましくなってまいりました。
・をなくしましよう。

世帯総数
尋

、△社会を明るくする運動（1日〜31

もうすぐ夏です
の十字旗のもとに、職場から災害

報

今月の納税

・△全国安全週間（1日〜7日）＝緑

瞳

△海の記念日（20日）

．期の納 期 で ウ ︒ ︑

しよう。

9．126世帯（＋3）

毎月10日発行

今月は市民税第一期と保険税第三

・一人がその生活のあらゆる面で安

ノ

まだおすみになっていない 方 は ︑

▲国民安全の日（1日）＝市民一人

女20．％4人（＋5）・

早目に市役所の市金庫︑各支所︑

よい日向市にしよう。

（6月1日現在〉

出張所の窓口へ納めてください︒

．す

市の入面

．が翻算され損になカます︒ヤ

』，てはいけないことになっています

計40．211人（＋6）

日謙醸薪行巖影響係（緊灘易蜘

男19．307人置十5）

鱒懸灘羅羅灘灘襲

、・
、
φ官F、
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麿亀智躍▼唱一．

納期をすぎます之督促料や延滞金

ぎ

ください。この期間は、県のきまり

﹁﹁

亀

．

味からも、はまぐり保護にご協力
・

n
︽

﹁ヤ

9はまぐりは「日向特産」はまぐり

一り・

耶・一陶

告
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・全の確保に注意し災害発生を防止
軍

でいくら大きし）はまぐりでもとつ
．

・碁石の療料です。特産品を守る意
ひ

・ムはまぐり禁漁（1日〜9月豹日）＝
．，

ゲ
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日

老人たちがお祝い

満十年をむかえた∵﹁霧鐘寮﹂
三尾前布畏を囲んで

の

﹂これかむ②
市政懇談会のなみに
最近になり︑小原︑比良などをは

昔︑このふきんは山モモが多かっ

当ります︒
この日︑

．
﹁野果寮﹂

︵ののみりょ

余生を送っています︒

・三十三人目老人たちが毎日楽しく

れています︒

う︶の名付け親である前市長の三
たそうです︒この山モモは︑最後

じめ数か所で市政奮談会が開かれ
ました︒いずれの区でも︑住民の
皆さんが大ぜいおいでになり︑お
そくまで熱心に話し合われたよう
です︒これらの懇談会では︑税金
関係︑道路の関係︑衛生や農業な
どの問題が多くみられました︒
しかし＼ここでこの市政墾談会の・
あり方を︑一応反省し検窮してみ

収容能力は四十日越すが︑現在︑

尾良次郎さんをはじめ︑多くの関
まで果実を離さないといわれると
る必要があるようです︒

きる一日置︑養老院﹁野島寮﹂が

係者を旨いで︑お年寄りたちが宴
ころがら︑ここのお年寄りたちも
つまり市政といいましても︑一方
では国の政治につながっているわ

事業をはじめてちょうど十年目に

を開き︑十周年記念日を祝いまし
最後まで仲よく︑若い人たちと手

﹁野果寮﹂は昭和％年4月1日に
あっても﹁憲法﹂の精神を貫き﹂
住民の華本的人権︵健康で文化的・
な最低限度の生活を営む権利を含
めて︶を保障し鳥実現する義務が

けです︒．したがって︑市の政治で

た︒．

をとりあって行乙うという意味で

写真は﹁野果寮十周年﹂を願う老

﹁野果寮﹂と名付けられたそうです

めたもので︑木造平屋建約六百平

開設し︑6月1日から事業をはじ

人たち︒

．．︑あります︒わかりやすく言います

民の一部の入が幸せになるための

．常に考えて仕事をしなければなら
ない義務があるのです︒．単に︑市

と︑市長は四万市民が幸福な生活
をおくることができるような政治
を行ない︑またどうずれば四万市
民がもっともっと幸せになるかを

年金手帳にはりつけ検認印をうけ
年金印紙は市役所市民課︑各支所
出張所で売りさばいており︑同時
に検認をしております︒

また係員が各区の区長宅を順に巡
回して徴収することも六月五日か
から連絡がありましたら︑そのと

ら実施していますので︑区長さん
きにはぜひ納入して下さるようお
ので︑何度も巡回することはでき

知らせいたします︒係員が少ない

．㌧ジ・．碁

ませんからなるべく巡回日を利用恥︑

井﹁腰掛藩．．

暦薄四二Fr揺愛・−﹄

﹁﹁＝

して下さい︒

二二︑

．︾

・仕事であってはいけないわけで︑
uすべて公務員は全体の奉仕者﹂

9ることになっております︒

年金の保険料は年金印紙を買って

国民年金保険料

納入方法はこうです

方訴の立派なもので︑内部には浴

㌔︑唇翠霞

．も艶麟r・．野

室や診療室︑娯楽室などが整備さ

．−・︑3弓﹁︵

・ペガ．∵

ずこれを払うことになっています

さる五日︑火葬場の竣工式が行な

なのですから︑やはり四万市民が
それぞれ個人としての基本的人権

ち始められたのです︒． ︑︑

もちろんいまの懇談会でも﹂みな︑

さんの熱心な意見や︑ご質疑をお
受けします︒これは大へん結構な
ことだと思います︒

みなさんのご意見やご質疑に対し
ては︑市長をはじめ︑市当局を代
表するそれぞれの担当課長から︑
具体的にその問題についての回答
をするのですが︑いままでの懇談
会ですと﹂大低ここまでで打ち切

への

7

︑

開き︑敷地整地設計の確定︑塔の

層薫了

窒♂．鉱．を．

．∬5謡物

過
︑．㍉透．悉鐸⁝

︑ρ境ゴ

｢か菰薮藏蓼婁義謬
．︑一やす享るようにしてほ︐V憶．藍刷

対的に互いのは国の制度に欠購が
まこごではどうにもならない︒ま

あるからだが︑だからと言．つてい

た︑市民は税金に対しての理解が

非常に薄いようだ﹂というような
回答があります︒大低︑ここまで
で終ってしまうのです︒
αだがも﹁つ一歩進んで考えてくださ
い︒・﹁何故︑全国平均以下である

い〃などど思わねばならないのか

税金を〃高い〃とか〃納め﹂にく
自分の生活︵健康で文化的な最低︑

限度の︶を犠牲にしてまで税金を
納めなければならないということ
と︑いまの政府がさかんにとなえ
ている社会保障のための諸施策と
いうことと矛盾しないか︒国の制
度に欠かんがあれば︑それを改た
めさせるには市民はこれからどう
しなければならないか︒一体︑私

仲々できないのはなぜでしょう

たちを困らせるような制度を作つ
たり︑私たちの喜ぶように改善が

ってくる筈です︒・他の問題につい

か﹂というような疑問が次々に起
ても同じことが言えるでしょう︒

ても︑それを根本まで堀り下げて

市のことにしても︑・国のことにb

でしようか︒そしてそこに四万市

政が生れることになるのでばない

と思います︒

．・

壌濃

蜂霧噂㌻︑．．

㌔

箒蝿−三寸毒㍗

︑．・．乳口引︑斬
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民の幸福を見出す道が拓けるのだ

臥
・

寄附金の縞入方法

児玉文太郎︶

通り区︵区長11江川廉三︶

高松二区．︵区長皿石田新吉︶旭

美砂区︵区長

亀崎北区︵区長11綾部末吉︶

した区は次のとおりです︒

なおすでに募金目標額の百％に達

れますよう協力をおねがいします︸

った慰霊塔が計画のように建立さ

法で募金していただき︑心のこも

各区でそれぞれ無理のいかない方

長総会で八月末となっています︒

納入期日の目標は先般開かれた区

いただくことになっていますが︑︑

資金は︑区長さんを通じて納めて

市民の皆さまから寄せられ・る建立︑

．呪δ

五月二十七．日市長室にて役員会を

慰霊塔鍬入式

︑評噛

鷲．一︑烈こ凋震聴．峯ジ幽幽

整㌫−鰍講鍵騰轟騒艶聾
・ト蕗薄．蝿

ご存

お互いに意見を交し︑具体的な方
法を見出してそれを実現しようと．

・を持ちつつ︑全体として向上発展

努力するところに︑本当の民主市

︑するような政治を行なわねばなり
ではないかと思います︒

られています︒しかし︑真の﹁話
し合い﹂の民主市政を確立するた
めには︑むしろその後が大切なの

≧

例えば税金の問題ですと︑みなさ
んの﹁税金が高いので極々納まら
ない﹂というご意見に対して︑当
局側から﹁日膚市の税金は全国の
同じような都市にくらべると平均
以下である︒月平均にするといく
らになる︒決して高いものではな

ません︒

︑

ですから︑市長は︑四万市民の一﹁

人も不平や不満のないような政治
を行なう義務があサます︒それに
は︑市民の不平不満やその意見を
卒直に聞き︑それを市政の上に一
つ一つ実現して行く努力が必要で
ず︒・そのための一つの手段として

・この市政懇談会が三十四年七月か

ゴ

れるζとになっております
じの通り貞本年度から皆保険にな

設計の原案その他を楊議し︑古城

り︑月本金国どこでも原則的に医
療保険が利くようになり︵例外は

現場関係職員など十数名で︑簡素

ケ丘の現場で市長︑慰霊塔役員︑

あるのです︒例えば大学病院には
この扱いをせのところが多いので
す︶また︑まえに書いたとおり︑

起工式は敷地ができて︑塔の工事

に鍬入式を行ないました︒

を始める時改めて行なう予定にな

今度は個人別の保険証もでること
になったので︑是非励行するよう

す︒

︵二九〇〇平方米︶となる計画で

ですが︑敷地面積は約八八0坪

予定︶を建立することになる予定

最上段に塔︵高さ約九メートルの．

敷地は山腹にそって三段に造られ

っています︒

努めで下さい︒

です︒総工費は二百七十万円︑鉄
筋コンクリート建焼却場百五十三
平方M川と管理人住宅十平方溜がそ

の全部です︒近代的な重油燃料装
一度に二体を四十分差でOKです

置炉二基を備えており焼却能力は

﹂

畠
」

鴛嘱．． 露弓己一蒐．弔．蕊囁ハ︑礎を︑λ話− 満
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三向

． ︸

讐和
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．．県

︑野
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畏期の旅行者や
ｧ外の病院にかかる方へ

O畏い石面や出かせぎには別に保
が︑右のような場合︑相手方が︑

﹂保険課からのお願い一

険匿がもらえます︒

一般の取扱をしでくれず︑療養費

は保険者︵市側︶の一存できめら

払らいになりますと︑払う払わぬ

今まで個人の別冊保険証は︑学校
ていましたが︑今年度から︑長く

保険証︵被保険者証︶が出せるこ
われました︒

火葬場できる

令による学生の場合だけに限られ
よそに出稼ぎに行く場合や︑又は
旅行で遠いところに行く場合に ︑ ︑

とになりました︒

この火葬場は今年の二月十四日に

申出があれば︑家族と別に本人の

ただし︑こ の 保 険 証 は ︑ 畠 あ くまで︑

着工︑三月三十日に完工した遇の

，

，
亀

ぼ
ゴ・

潭

・

獅︐．︐

螺．﹁

・向

日
その旅行や出稼期聞中だけのも の ． ．

ことを忘れないで下さい︒

r畿讐燦嘉磁落窪雛譲そ灘雫

．・転 ですかち︑帰って来たらすぐ返す

らず 事 前 に 申 出 て く だ さい︒

、．・

二熱既︐謳欝．・曇

：＼誓も辰も無き々小学校の一つです。

◎県以外の病院にかかるときは必

・−許

し．盛事い壕塗。ぐわしいことは、市の教育委員会事務局にお
．簿ずね下きい。
・・
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■高小学校

広．いままでもこのことは再々申上

〆

、
70周年記念日をむかえた

．︑

げたのですが︑どうも励行されま
せん︒療養費払いになって思つだ
程の費用が出ず不服をいう人をま

蘇
．施設をお知らせするのですが︑無

断で出養生をし療養費払らいにな
る場合は︑そのような指導ができ

♂

・
『．職良6月欝日

．
．擦寓は、いまの書証少学三舎。
宰．昏・．
．

愛「付場所．教育委員会事務局．
．

・

野
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学飼校は明治24年6月5日、いまの原町ふきんにできたもので
堰@翌年の4月2日に開校式を行なっています。
．

v鎚小学校廣このほど鮭朋年記念日をむかえました
塵．

生の雛型とレそは、豊野学校以上の学校に在学し、日
：・．1

・
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5月168から操業開始：

畜工場が落成
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取扱う畜産は豚以外に︑馬や牛︑

噛
しましたので︑先月十六日操業開

財光寺の日本畜産はこのほど落成
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らご協力ください︒
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いよいよ伝轡2しズンです︒︑

轟黙麺編蘇規轄
ります︒特にこのつ瓶曜には︑集
団的に発生し︑死人も出すよう射
こともありますので一人哺人がご
いま流行している赤痢︑疫痢は︑

注意ください︒

菌が口から入って発病したり︑保
菌者になったりするわけです︒．

そしてこの病原菌は大便と聞しよ
に体外に出されますから︑大便の

陸灘嚇瓢
まみや︑カ︑ハエな

ネズミ︑カ︑ハエ

﹂−けてください︒

総羅

募金の目標期限は六月末日ですか︐

理のないように募金していただき︑
たいと思います︒

しますので︑区長さんへ納めて下・
さい︒一般戸別募金は一戸平均五
十円で計算されていますので︑各
区で最も良いと思われる方法で無

あると思います︒
．社員のかたには社費納入書を配布

．本年度の募金目標額一覧表を作り
区長︑班長さんにお送りしました
ので︑各区で区長さんから説明が．

おねがいします︒

昭和三十六年度の日赤募金の時期
が参りました︒人道博愛︑世界平
和と人間の善意に基く奉仕の精神
による活動を続けている赤十字の
ために︑どうぞご協力下さるよう

日赤募金のおねがい

ある方は遠慮なくお出ください︒ン

そのほか︑・更生について相談事の

る方︒更生医療を希塑オれる方︒

装具の交付または修理を希望され

方や︑手帳を持っている方で︑︑補

始めて身体障害者手帳を受けたい

身体障害者巡回相談があります︒

おとなりの門川町︑門川小学校で

箔日午前10時から午後3時まで︑

身体障害者の方へ

仔牛︑やぎ︑．ぴつじなど︑あらゆ
一る家畜をあつかいます︒
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始を兼ね︑盛大に落成式を行ない

ました︒

この工場の施設は︑敷地面積が約

一万六千平方μ川︑建坪が延二 千 六

百平方μ川︑冷蔵室が二百六十 四 平

方競で︑総建設費が七千万円でし

た︒なお︑この置場の一日の標準
屠殺能力は︑約三百頭︵大動物五
十頭︑小動物二百五十頭︶です︒

向 同工場では︑各種枝肉やカン詰め
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製造のほか︑食品冷凍保管も営業
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として行ないます︒
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さい︒
小児マヒはいまの所日向市には
発生しておりません︒しかし︑西
都市では相当発生しております︒
この小児マヒも赤痢と同じように
口から感染し︑体外に大便と一し
ょに排泄されて伝染するビールス
菌です︒したがって赤痢と同じ注
意が必要です︒特にハエ︑ゴキブ
ザ︑ネズミなどには気をつけてく．
ださい︒■

次にネズミ︑カ︑ハエなどの駆除

菊一

．・アマメ⁝BH℃粉末を撤捜して殺

です︒．．

虫します︒
ネズミ⁝なかなか困難ですが︑根
気強く︑集団的に実施すること
が大切です︒
ご相談に応じます︒

くわしいζとは市衛生課で︑直接

最後に︑日本脳炎はカにより媒介
されます︒まずカにさされないよ
うご注意ねがいます︒カは覧たま

りさえなくすれば絶対に発生レま

せん︒ボーフラ退治もゾ！ル剤な
．どで行なえます︒直射旧辞はなる
べくさけてください︒特に子供の

外出にはかならず帽子をかぶらせ

るようにお願いします︒
伝染病は予防ということが大切で
す︒一．家そろって環境衛生に注意
し︑明るい住みよい︑病気のない
日向市を作りたいものです︒ ︻小
児マヒ予防注射日程︼
小児マヒの予防接種をまだ一度も
ハ土⁝競バごの殺虫も大事ですが

方法を説明します︒

者は三十三年四月一日から三十五

受けていないはじめての方を対象
に次の日どサで行ないます︒該当
まず発生源をなくすことです︒．
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ヴジにば熱湯も勤果があるよう
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︑︑ヨゴ冤﹂玉藍題ヨ

年九月三十日までに生まれた方で
す︒料金は市民税を納めている人

十八円︑生活保護を受けている人

は二百七十一円︑均等割の人は六︑

は無科です︒

▽⑳日市講堂︵富高︑塩見︑財光
寺︑日露屋鱈畑浦︑堀一方を除く

11︶▽烈日同︵同︶▽二日細島小

療養所︐ハ美々津全地区︒但し幸協

︵細島︑畑浦︑堀一方︶▽二日岩
脇支所︵岩脇全区︶▽％日美々津

のよい方へどうぞ︶時刻はいずれ

地区の方は︑岩脇︑美々津の都合

︻犬の登録と予防注射︼

も午後一時から︒

､％日午前9時〜午後4時市役所

．

総務課におたずねくゼさい︒

u

．諒

馬 出ください︒なおくわしいことは

・を受けとり必要事項を書いてご提．

志顎手続は市役所総務課で志願票

受けつけしめ切りは七月十五日︒・

問いません︒

どなたでも応募できます︒学歴は

十八才以上二十五才未満の方なら

応募資格はことしの九月一日で漕

士干五百名︑空士千四百名です︒．

募集人員は二等睦士約五千名︑海

自衛官募集

録三〇〇円︑注射一〇〇円︒

1時〜3時幸脇出張所︒料金は登

1時〜4時美々津支所▽5日午後

午後4時五十猛．神社▽7月3日午
・後1時〜4時岩脇支所▽4日午後

・︑3時曾根公民館▽釦日午前10時〜

．時細島支所▽四日午前10時〜午後

ド▽刀日同▽処日午前−o時〜午後3
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