日
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からだを大いに鍛え

写真は上町保育所にて

＼

●

■

・

噸

f

︑︑

酷暑から残暑へときびしい暑
さのため︑体がだるかったり︑
食欲がなくなったりします︒い

三三砺蔀艇鉱欲㎜

中毒にかかったりするものです
調理や食筋の手洗い︑食器調
理具の清潔︑食品の取り扱いな

どに十分置を配りましょう︒

▽ 毎日うだるような暑きのた
めか︑交通事故がひんぱんに発

生しています︒

〜

車を運転される方も︑自転兎
ハ

られます︒

になりやすい⁝⁝・の二点があげ

また︑暑きのため︑すい眠不足⁝

力がに㌧︷くなる︒⑧且が長く︑︸

この事故がふえる大きな原因
としては︑①運転者も歩行者も
暑さのため︑気分がだれて注意⁝

（

乗りや歩行者のかたも十分注意
してください︒昨年の居眠り運ハ
転による事故は︑全国でなんとへ
六千件を数えています︒

灘灘翻⁝

／ぜ

ハ

（ン

八月のくらし

∩

○μ：⁝：とじておくと便利です⁝：：：○

ろきびしく︑水銀柱は連日コ．十度を越して盛

いまこそ太陽の光をからだいっぱいに吸い

夏本番⁝⁝
とり︑大いに鍛えることです︒

ところが︑夏はややもすると暑さのために
家に閉じこもり︑運動する機会が少なくなり
ます︒

朝のラジオ体操や︑歩こう運動に参加した
いま子どもたちは︑夏体みの中だるみで︑

り︑職場体操などは努めて行ないましょう︒

夜ふかしや買いぐい︑朝寝︑遊びぐせなどの
悪い習慣がでやすいときです︒家族そろって
海水浴やハイキング︑キ詣︐ンプに出かけるな

ど︑日光と風のよく通す戸外で大いに楽しむ
機会をもっことが気分転換にもなり︑なまけ
ぐせを防ぐのにもたいへん効果があるもので
また︑これが夏期における家族ぐるみの体

す︒

これから九月までの夏を思いきり過ごし︑

力づくりにつながります︒

じょうぶなからだをつくりましょう︒

…

〜一ゴ㌦

文書広報係
総務課
編集人

●げ

炉う
ことしも立秋を迎えましたが︑暑きはむし
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工場建設も急ピッチ

水難事故防止

八あきす︑忍び込みの防止﹀

家を﹁るす﹂にするときは︑

カギをかけること．．

隣へ﹁お願いします﹂の一声と

・

をかけること︒

．ギ諮臆下智鞠

おもなことをお知らせします︒

なお︑夏に多い犯罪のうち︑盗
犯︵あきす︑忍び込み︶︑暴力︑
性犯罪の予防について︑心がけの

にご協力をお願いします︒

ん︒市民一人一人が防犯に心がけ
ていただいて︑はじめて事件や事・
故のない明るい家庭︑明るい町と
なることをご理解いただき︑防犯

ただ呼びかけだけでは防げませ

ということばがありますように︑

防犯は︑呼びかけより︑心がけ

ています︒

．のほか︑交通︑水難︑農薬事故な
ど︑尊い人命から財産に関係する
各種の事件︑事故が例年多くなっ

夏は暑さのため気分がゆるみが
ちであり︑そのうえ生活態度も開
放的になるので︑あき巣︑忍び込
み︑暴力︑性犯︑ひったくり事件

来春は月産九百九十万円にし︑製
品は大阪へ出荷することになって
います︒

なおこの工場は︑用地買収費を
含めておよそ二千七百五十万円で
建設されるものです︒また︑今後．
きらに鉄筋コンクリートの寮が計
画されているほか︑第二期計画の
工事も来年五月までには完成し︑
従業員六十人で月産千三百二十万
円を生産する計画です︒

んや新聞もるすの証拠になるの
で隣りに始末を頼んでおく︒
預金通帳と印鑑は︑必ず．別々
にしまっておく︒

このほか事務所や車山にも﹁カ
ギ﹂をしっかりかけましょう︒

税率を改正

国民健康保険税の

す︒

．し

健康保険に加入しゴ︑いる人が医

※

医療費の七割給付とは⁝国民

給付を一年分みこんでおるもので︑

本年度は︑．特に家族全員の七割一

っています︒

なお︑保険税の税率は︑毎年給
付割合や受診率などいろいろの事
情を考慮して改正ざれることにな

から実施するものであります︒

表のとおりそれぞれ改正し︑八月

産割︑均等割︑巫−等割の税率を別

この唱部改正は︑昭和四十三年
分の国民健康保険税の所得割︑資

出し原案どわり可決されました︒

市はさる七月二十七日に行なわ
れた臨時市議会に国民健康保険税
条例の一部を改正する条例案を提

・

夏に多い犯罪を防ごう

11ペットを生産︑徐々に増加して

機械の据付けも九月中には終り︑
十月から操業の予定です︒
従業員は︑技術習得のため︑さ
る五月に大阪へ出向した九人と新
書採用者をあわせて三十人で︑．操
業当初は︑月三百三十万．円のヵ・

三光カーペット 操業は十月の予定
市内財光寺地区に誘致した三光
カーペット︵蔦田直太郎社長︶の
工場建設がいま急ピッチで行なわ
れています︒

・同社は︑カーペットやじゅうた
んなどの敷物の製造加工を主体と
する工場で︑本社は大阪府富田林
にあり︑さる五月に本市と工場建
設の覚書きを取りかわしていたも
のです︒

には完成す．ることになっています・

工場は︑宮崎カーペット北側の
市有地や民有地およそ一万平方折
を買収して建設するもので︑第一
期計画による工場は︑さる七月上
旬から鉄骨平家建四百四十平方耕
が建設されており︑九月末日まで
また︑織機二台やせん毛機など

．◎

に注意してください．

出し︑路上での遊び︑自転車乗り
の不注意︵二人乗りなど︶︑無免
許運転による事故が多いので︑特

交通・水難事故から守ろう

児童生徒を

ります︒︑

第ご学期のはじまるまでの十余
日を無事に過ごし︑みんなが元気
で登校できるよう︑次のことをも
う一度注意してください ︒

σ交通事故防止
こどもの交通事故は︑大部分が
↓養して﹁るす﹂とわからな

い方法で戸締りを︑また牛乳ぴ

■

八暴力追放V
・ 町や海水浴場︑行楽地で不良
や酔っぱらいから︑からまれて
も相手にしない︒

・ 暴力の被害にあったら︑被害
が小さくても︑勇気を出して警
察へ届けでるようにする︒

・ 単なるいやがらせ行為に対し
ても見逃さないように追放に協
力すること︒

︿痴漢げき退V

見知らぬ男の誘いや︑誘惑に

・ 服装や態度に注意し︑相手を
刺激しないようにする︒
かからないようにする︒

・ 男に追いかけられたら︑勇気
を出して大声で助けを求める︒
・ 夜道を婦女子の一人歩きは危
険です︒一人での外出はひかえ
ましょう︒

者にかかった場合に窓﹇﹇で支払う

は︑国が四割残り三割は被保険者

医療費は三割ですみ︑あとの七割

均

等

出

平

・

が納めた保険税で病院へ支払うし

資

産

割

くみになっています︒

o

・いま果樹︑林業︑生活部門の学

ものです︒

に育成するとともに︑SAP会議
等のリーゲーを養成しようとする

童・．

．

100

夏休みも残り少なくなりました
が︑休みになってから各地で水難
事故や交通事故で多くの儀牲者が
出ており︑その後もなお増加の傾
向にあります︒

幸い市内の学校では︑大きな事
故はおきておりませんが︑水泳中
に溺死寸前を救助された児童やと
び出して車にはむられた児童があ

六︑長時間水泳をしないこと︒

凄︑・．⁝−多ぞ；辱

注Nを害しているときはもち
ろん︑空腹時や疲労時︑食事や
激動の直後は泳がないこと︒
二︑水泳に行くときは︑必ず水泳
に自信のある者と同行し︑仏前
に家庭へ行先や帰りの予定時刻
同行者を知らせておくこと︒
三︑危険な場所︑不潔な場所︑ま
た未知の場所では泳がないこと
四︑水にはいる時は︑準備運動を
十分行ない徐々にはいること︒
五︑ひとりで離れて泳がないこと

・こ〜

そのおもな原因は︑路上へのとび

；

家庭にあるときに発生し て お り ︑

︑h﹂

ノ

写真は島の巣団地の集会場

2．16
100

冨

ノ

戸

詠

．〜

し柔う︒

きをあげて元気よく泳ぎまわり︑
体育の向上に大きく役立つことで

こ四七市内の小中学校には五コ
のプールが設置されました︒

鳥の巣団地に
集会場を建設
市内新財経の鳥の巣団地に住民
待望の集会場が建設きれました︒
この集会場は︑百六十世帯を脱
容する団地．の建設が昨年度で終っ
たため︑市が建設したも．ので︑室

内は集会場と炊事場︑便所に分か
れ総面積は百七平方厨の木造平家
建てで︑工事費は百二十五万四干

0．14

華・

黛．

騨風ぺ

塾

野︑

浄

㌶︑

日向町学校に待望のプール建設
がはじまり︑いま最後の仕上げを
急いでおります︒
こ．のプールは同校グラウンドの
・

北側に建設されており︑長さ二十
五炉︑幅十五層深さ一・湖岸から

↓・二㌶の七コースで︑ゲラゥン・

ド側には三段のズ々ンドが設置き
れます︒このほか附属設備として
更衣室や便所シャワー︑洗面所等
も設置きれるもので︑総工費は七
百八万円となっています︒

工事は︑さる五月はじめに着τ

円となっています︒

し︑六月末に完成しました︒

これで︑同団地の社会教育や諸
会合の場に大いに役立つことでし
よ︑つ︒

です︒﹂

なお︑同団地は市が三十九年度
から四十二年度までの四力年計画
で総工費およそ一億三千万円をか
けて建設したもので︑鉄筋ブロッ
ク平家建十九むねと鉄筋ブロック
ニ階建十四むねで︑百六十世帯を
収容する市内では最大の住宅団地

日向青年技術館が完成
市内古城が丘に︑県が総工費お
よそ一千五百万円をかけて建設中
だった日向青年技術館が完成し︑
さる七月十九日に落成式が盛岡に

同館は︑鉄筋コンタレート平家

修が行なわれています︒

公園通りが優勝

公民館対抗バレーボール大会
体育づくり市民運動と公民館活
﹁動を推進するための一環として︑

る八月四日に富島中学校バレー

公民館対抗バレーボール大Aムが・さ

が参加しました︒

コ；トで行なわれ︑公園通り︑曾
根畑浦︑金ケ浜︑幸脇の五千ーム

試合は︑隼齢別に男五人︑女四
人で編成きれた九人制で行なわ

でした︒

れ︑どの試合も熱戦を展開しまし
たが︑接戦のすえ公園通りが優勝
し︑二位は曾根︑三位は幸脇の順

選挙人名簿の登録
申し出は九月一日まで
九月二十日は選挙人名簿の登録
日です︒
︑
ことしの六月一日までに本市へ
転入された方や新しく二十歳にな
られた方で選挙人名薄に登録され
ていない方は︑九月一日までに市

る方も同様です︒

選挙管理委員会事務局へ申し出て
ください︒また︑名四にもれてい

世帯数

行なわれました︒

．造けの三百九十四平方厨で︑講堂

11．711世帯2〜世帯増
θ

をはじめ和室︑調理実習室〜ロビー

8
1，0釦

1．455
1．7

割1

等

2．22

得

得

所

100
100

合計46．146人124人増

β

21．89

女24．132人73人増

ひ添

兼展示室︑事務室等があめ︑本

、

■

42年度

男・22・14人塑庶

れたものです︒

細島地蔵区の丘にある官軍墓地の草かりなどがお盆を前

O

として整備し、公園化される予定です。

工事は︑きる七月九日に起工し
たむので︑現在九十パーセントが
終り︑間もなく完成の予定です︒
なお︑同フールの附属設備の一
部はPTAの協力によって建設さ

に行なわれました。 この墓地は西南の役で県北において戦

死し娩0柱が埋られておりますが㍉近く明治百年記念事業

新学期から待望の水泳

参加した50人の主婦は、商品の見方やじょうずな買物に
ついて研修しました。

日向中学校にプールを建設

買物や商品の見方を研修

㌧、

一、

新学期からは生徒たちが水しぶ

盆を前に官軍墓地の手入れ

W恥．・

消費者生活教室が，さる7月30日市役所で開かれました。

45年度

人口（3月田現在）
8

ザニ

主婦50人が参加

へ

市や門川︑東郷︑北郷の各市町村
̲業を営んでいる青轟轟や将来
農業を営もうとする青少年から受
講者を集めて︑優秀な中堅営農者
．で

、

療聯轟継継、
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また︑次のことがあ ︑たど≧・
は︑必ず届け出をするようになっ
ていますので︑申し添えます︒

①出生︑②他の市町村から転入の
とき︑③転出するとき︑④市内で
住居を変えるとき︑⑤結婚︑⑥死
亡︑⑦離婚などです︒

とくに市内転居は︑忘れがちで
すから注意してください︒

了ンテナや煙突が電絵に
ふれ局と険危魑
いよいよ台風のシーズ．ンになり

テレビのアンテナや煙突など強

ました︒

い風で電線にふれるとたいへん危
険です︒

台風のくる前一7﹂︑もう一度家の

ミ

〕

広場

住民登録をしていない人
はいま︑すぐ申し出を〃

コ

住民基本台帳の作成進備中です

まわりをお調べいただき︑危険と
思われる箇所がありましたら︑早
めに九州電力営業所にご連絡くだ
きい︒

」
L
1
1

いままでの住民登録法にかわっ
て︑住民基本台帳法制度が実施さ
れることになりました︒本市では

身体障害者相談員

・渡辺病院…2時〜3時9月3日9弓25日10月16日．

この住民基本台帳は将来︑氏名
住所︑本籍等の公証はもちろんの
こと︑印鑑証明︑選挙人名簿の登
録︑国民健康保険および国民年金
の被保険者の資格ならびに配給に
関する事項などを記載することに

1五十猛神社15時〜4時8月30日…9月20日η月15日

ことし中に実行にうつし た い と ︑

3、日時、場所（時間は各場所とも午後）

宮前利夫さんと広瀬道男さん

日知屋幼稚園…5時〜4時：8月29日：9月19日10月11日．

みなさんにとっては重要な公証

舌フ首リ凝合・回欄

身体障害者相談員の宮前利夫さ
ん︵細島︶についで四十三年七月

細島小学校：1時〜2時8月29日9月19日10月1旧1

なります︒

（第1期と第2期の該当者には混合ワクチンを使

その準備を進めていますが︑現在
市民でありながら︑届け出をして

．用します。）

に都町の広瀬道男さんが委嘱き

報騨．i箏一・時鯉卵脚19脚1

記録であり︑市当局にとっては︑
大切な行政資料になりますので︑
ご協力をお願いします︒

当者はもよりの場所へわいでくだきい。
はじめて受けられる人（初同免疫の人）は必ず3回は
うけなければ効果はありません。
1、対象者は、第1期から第4期までですが、第4期の
小学校6年生は別に学校で実施します。
イ、第1期生後3ヵ月から6ヵ月までの乳児（3回）
ロ、第2期 第1期から1年ないし1年半を経過した
幼児。 （1回）

住民としての届け出は︑市民課

二、その他6才未満の希望者。

いない方が多数おられま す ︒

ジフテリア、百日ぜきの流行期が封ずいてまいりま
す。今年もつぎのとおり予防接種を実施しますので、該

れ︑本市の身体障害者相談員は二
人になりました︒相談員には︑身

見小学校！1時〜2時8月豹日．9月20日10月15日
塩

の窓口へおいでくだキ・㌔い︒

遡曝露i！墜・磯目・璽囲！・P」明門」
I

」

所時間第1回第2回…第3回I

場

20円

1回

ジフテllア
@
＼

金
2、料

これはみなきんの身分に関する
記録がないことになり︑住民とし
ての権利を確保できないことにな
ります︒まだ︑住民としての届け
出をしていない方は直ちにしてく

ザ渉へ第3期論断学膨入学する幼児．（1同）

翻遡
苦春「謬喜の予防接種を実施

4
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体障害者の相談相手として更生援
護にご協力いただく二とになりま
す︒．

河野城一郎さんと田野英子さん

精神簿弱者相談員に．

県の︑精神薄弱者相談員制度が

用ください︒

開設されています︒

相談所は︑宮崎県庁︵宮崎市橘
通り︶新館︑県警察本部鑑識課に

会と催しもの

議室で行なわれます︒

二十四日︵土︶市PTA連絡協
議会の研修大会が家庭教育学級研
修会を兼ねて九時から市役所大会

の二人のかたが知事から相談員のし

︑ぢ

L

しょう︒

最近︑犬による被害が多・＼市
内のかたから再三苦情がきていま
す︒犬を飼っておられるかたは︑
クサリでつなぐか︑オリの中に入
れるなり︑正しい管理をして︑他
人に迷惑がかからないようにしま

飼犬は正しい管理を！

︵仲多度郡琴平町内︶︿届出先V
香川県仲多度郡琴平町役場︑衛生
課︿届出期日﹀気力三十一日

日までO香川県︑柳谷無縁墓地

い︒e延岡市営墓地︵延岡市野田
町四九八六番地︶︿届出先V延岡
市役所衛生課八届出期間﹀九月一

該当者があれば︑申し出くだき

延岡市および香川県琴平町は︑
墓地の改葬を行なうため︑墓の縁
故者をたずねてい士す︒本市内に

地の縁故者を尋ねています

延岡市営墓地と柳谷無縁墓

九月十五日︵日︶第八回PTA
バレーボール大会が富小にて

で行なわれます︒

九月六日く金︶日向地区学校保
健会が︑九時から大会議室で︒
九月八日︵日︶市婦人と青年の
主張発表大会が十時から大会議室

十分から開催されます︒

二十五日︵日︶市消防訓練大会
が富高小学校グラウンドで八時三

♂
一

︷曽

もしみなきんの中で︑ゆくえ不
明の人をさがしておられる方は︑
えんりょなく︑この相談所をご利

確認しょうというものです︒

同所は︑最近全国的に︑家出人
の自殺や病死︑犯罪の被害および
その他の事故による死者など身元
のわからない人が多くなっている
ことから︑相談所を設け︑この期
間申は特別調査を行ない︑身元を

しました︒

宮崎県警察本部は︑八月一日か
ら三十一日までの一ヵ月間﹁ゆく
え不明者をきがす相談所﹂を開設

相談所を開設

ゆくえ不明者をさがす

ことなどでず︒

お二人が委託された相談員のし
ごとは︑精神薄弱者の養育︑生活
などの相談に応じ︑必要な指導と
助言を行なうことや︑施設入所︑
就学︑就職等に関し︑関係機関に
連絡すること︑また︑精神薄弱者
に対する援護思想の普及に努める

を担当︒

◇河野城一郎さん︵富高本谷区︶
富高︑日知屋︑細島︑塩見地区

区を担当︑

区︶財光寺︑平︑幸脇︑美々津

◇蝶野英子さんへ︵財光寺比良

業務を委託されました︒

︑七月一日から発足し︑．本市でも次

●

