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﹁いこいの場﹂とします︒

これは県が︑県民日帰りレクリ
エーション施設として︑事業費四
千八百八十万円をかけてつくって
いるもので︑六千平方誹の敷地に
鉄骨二階建て八百三十平方材の本
館と︑日向灘を見ながら入浴でき
る百平方耕の展望浴室︑大広間︑
食堂︑和室などそなえています︒
また︑この建設工事が完成しま
すと︑周囲に遊歩道や園地なども
つくり︑家族がそろって楽しめる
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観光施設の整備
をはかるため︑市が都城陸上自衛
隊第三〇五地区施設隊に工事を依
頼︑同山の中腹を一周する幅六折
延長二千五百八十六厨の道路を建
設しているもので︑三月末には完
成します︒

この抵か︑市では市内の要所に
和英恋文の観光案内板を立て︑国
内はもとより︑外国にも﹁観光日
向﹂を大いに売りこもうという考
えです︒ 写真は建設中の休暇セ
ンターと観光道路

ぎ匝

市役所
秘書広撮係

また美々津灯台を南下に見おろ
す遠見︵幸脇︶地区の海岸寄りに
日向美々津休暇センターの建設工
事が㍉三月末完成をめざして急ピ
ッチで行なわれています︒

嘩

剃︑

帰

ノレ翫177

観光道路や休暇センター
川崎市と細島を結ぶ長距離カーフ
ェリーの就航計画︒さらには日豊
海岸国定公園の指定などが具体化
してから︑観光産業に対して大き
な期待がもたれ︑いま観光施設の
整備も着々進められています︒
日向︑美々津海岸県立公園や︑
市街地を一望できる米の山では土
を砕くブルドーザーの音が威勢よ

これは当地域の資源と観光開発

くこだましています︒

1970
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もちろんこんな場合は︑病状を鮒

つしゃいます︒

綬謙照射奮騰

貧曇麟載都唄咽聖嚢ーー矯執噸薮劔発菰弱誕ーー貿加興褒離雲勘叫霧
細事件数をご存知でしようか︒五千
玖八百七十三件で︑うち百穴十人が

︑−

︑

調査員が近くお宅をおたずねし
ますのでよろしくご協力ください

結果が基礎になります︒

ヂ

この調査は︑わが国のいまの農
業の実態をつかんで︑これから国
や県︑市町村がおしすすめる農林
業政策の基礎資料にするものです
いま︑日本の農業が当面してい
る米の過剰問題解決も︑またこれ
からおしすすめられる総合農政に
ついても︑すべてこうした調査の

二月一日から行なわれています︒

十年に一回の︑世界的な調査であ
る農林業センサス︵実態調査︶が

調査員がうかがいます

世界農林業センサス

新しい時代の夫婦の正しいスタ
ーートとして結婚と同時に婚姻届け
をするようにしましよう︒
最近は︑日曜︑祝日に結婚式をあ
げる例が多くなっていますが︑休
日の挙式でもその日に届け出がで
きるように︑当直員が届け出の受
けつけだけはいたします︒
結婚式が終ると同時に届け出をす
ませ︑すっきりとした気持で新婚
旅行にお出かけください︒
婚姻届けは夫婦の住所地︑本籍
地または結婚式の挙式地のいずれ
かの市町村役場に提出すればよく
代理人︑また郵送でも結構です︒

められまたん︒

でも立派な結婚式をあげ︑豪華
な披露宴をし︑楽しい結婚生活に
入ったとしても︑婚姻届けを出さ
ない限り︑法律では夫婦として認

ンがやってきます︒

春の訪れとともに︑結婚シーズ

婚姻届けをすませておでかけを

新婚旅行には︑

目 一日までに生まれた子供さんです

市教育委員会では︑ことしの四
月小学校に入学する子供さんのい
る保護者あてに︑入学通知書を発
翻しております︒
新入学児のいるご家庭で︑この
通知書がとどかないときは︑教育
委員会にお申しでください︒
なお︑ことしの入学児は昭和三
十八年四月二日から三十九年四月

努．入学通知書はとどきましたか胤

す︒

雑が予想されますので︑特別割
引入場券は三月八日から日本交
通交社の全国営業所で発売しま

冤入場券発売11当日券の発売は混

﹀
︑＼
ン︑
︑−一
︑・︐1・㍉フ︑ーー 一︷ ︑一7＞︑ーア︑一寧
員が奉仕︑お世話をします︒
②テレビ電話を利用し手話案内を
します︒
③し体の不自由な人のために車椅
子四百台を用意し無料で貸しだ
します︒

空もよろしく戸．協力ねがいま〜

とともに︑救急車の出動要請につW

ないよう︑日ごろ十分注意される／

救急車の〃ごやっかい〃になら鮒

おります︒

ようなときは幽虚しますが︑普通
の病気のときはこ遠りよねがって即

議欝三瀬騰

ろで生じた事故︑④屋内において
生じた事故で︑その傷病者を医療
機関その他の場所に速く運ぶのに
適当な手段がないとき︑みなさん

いたします︒

r︑

でも中には﹁子供が腹痛をおこ
したんです︒すぐきていただけま
せんか︒でも近所の手前もありま
もの電気器具を使っていません

︑

か︒

身体障害者にサービス

万国博覧会⁝

ご連絡ください︒

人式︶

︵写真は
ことしの成

二十歳に
なられた人
で︑まだ未
加入の人は
いますぐ市
役所保険年
金課で手続
をすませて
ください

思います︒

れからの生
活設計に役
立てていた
だきたいと
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写真は梶木のクロガネモチ

たいものです︒

ても︑美しい郷土づくりに協力し

観光立冬をめざす県民の一人とし

モチ﹂が指定されています︒

沿道の古木︑巨木で姿や色彩的
にすぐれ美観に役立つもので︑市
内では梶木公民館内の﹁クロガネ

◎沿道修旦只指定樹木

④物を集漬したり貯蔵すること
⑤水面の埋立や干拓

︵β鉱物や土石を採取すること

→建築物︑工作物を新築改築する
こと
◎土地の開発や形状をかえること

層以内で行転隻うつぎの行為は︑届
け出が必要です︒

そしてこの区域に植えられてい
る植木その他の植物を伐採︑移植
改聾するとき︑また火入れやたき
火をするときは知事の許可が必要
です︒このほか道路境界線から三

一れそれ指定されています︒

抱手地区︵スイフヨウの道︶がそ

ノ
町地匹︵くちなしの道︶・梶木〜

＼︑

㌻けて︑セン字附尊は職

この万博をごらんになる身体障
害者のために︑つぎのようなサー
ビスがあります︒ご利用ください
矧入場割引紺普通入場券大人八百
円︑子供四百円が︑大人三百円
子供百円に割引きされます︒
︾その他のサービス
①会場内に身体障害者センターを

開幕です︒

日本万国博覧会まであと一ケ月
あまり⁝いよいよ三月十五日から

一

剛老人や子供を避難しにくい二階
などに寝かせていませんか︒
また万一の場合はひとりで消そう
とせず︑大声で隣近所の応援を求
め︑いち早く一一九番で消防署に

︑

無籍難惣諜

出動日

蕪適轟繧謙
＼向にあるといわれ︑救急自動車も
あ毎日のように出動しています︒
N 現在︑消防署には二台の救急車
グが待機していますが︑この二台が
同時に出動しなければならないと

層をこえても屋根︑壁面︑﹁へい︑

この他これに類するものの色彩を

かえること︑半身を植栽したり伐

ノニぼノロコごよちとおしよミこちロぎどのちコくロごノロニちロロコ

栽する行為は届け出が必要です︒
①建築物その他工作物を新築︑改
築︑増築すること
②土地の開墾ふ形状をかえること
③鉱物の採堀︑土石の採取
④物を集積したり貯蔵すること
⑤水面の埋立や干拓
◎沿道修景植栽地区
県内の沿道における樹木その他
の植物の植栽地および予定地で︑
市内では︑美々津百町原地区︵パ
ンパスグラスの道︶︑財光寺〜原

だからと︑真剣に考えようとしな

ニニロごこご

い傾向があるため︑二十歳になつ
た人の加入が低調です︒

でも︑最近は交通事故による障
害が多くなってきています︒そし
て︑いつどこで不りよの災難に合
うかも知れません︒

二十歳から加入
そして将来の基礎づくり
こんなとき国民年金に加入して
おれば障害年金を受けることがで
き︑安定した生活ができますので
必ずしも遠い将来のためばかりと
はいえません︒

．名実ともに社会人としてスター
トする﹁成人の日﹂を機会に︑多
くの方が国民年金に加入され︑こ

○○○…．．．．．…．一．

@
@
@
救急車の @

肖春一番口
火事も一番多いとき
．立春のあと︑日本海に発達した低気圧があらわれて︑この低気めがけ
て吹きわたる強い南風のことを﹁春一番﹂といいます︒そして︑この風
は三月の末ごろまで吹き︑砂塵を高くまいあげ︑陸上でも風速二十綴を

〃働災害など病人と負傷者の救出は
ンの鳴らなかった日は︑ かぞえる

県道美々津橋︑南北は落川の河川
敷︶が指定されています︒
そしてこの地区内の道路から百
層以内で行なうつぎの行為と︑百

︵東側は国造美々津大橋︑西側は

は美々津ず幸脇地区の美川流域

◎沿道自然景観地区
県内の沿道における海岸︑山岳
河川などの自然の風景地︑および
その眺望を防げない地で︑市内で

7子供がマッチを持ち歩いたり︑
また火遊びをしていませんか
︵写真④︶
Ψひとつのコンセントからいくつ

﹁火のついたストーブを持運びし
ていませんか︵写真②︶
∵タバコは完全に消しましたか
︵写真③︶

㍗石油ストーブに火のついたまま
給油していませんか︵写真①︶

N この救急自動車は①災害によつ
ヲて生じた事故︑②屋外において生

／ほどです︒

＼

からご連絡があればいつでも出動

雛

〜きもあります︒
．グ 昨年の出動日誌をみてみますと
座交通事故︑急病人︑

っています︒

市内でことし成人された方は九
百三人です︒

ところで二十歳になると︑その
日から成人として多くの権利が与
えられ義務が課せられますが︑国
民年金に加入することもそのひと
つです︒

国民年金制度は︑政．府の行なう
年金制度のひとつで︑年をと︵︑た
り︑けがをしたり︑一家の働き手
が死亡したりしたときに︑老令年
金︑障害年金︑母子年金などを支
給して︑本人やその家族の生活を
保障しようとする制度です︒

ところが二十歳になったばかり
の若い人たちの中には︑年金に対
する意識が薄く︑年金といっても
実際にもらうのは遠い将来のこと

一般負傷︑労

そのうえ︑フェーン現象が発生して︑湿度も毎日三十副を下まわり︑
この時季に最も火災が多く発生します︒

︽三高以上にも萱救急⁝

こえることさえあります︒

ク 、

昨年の火災発生状況を四季別にみてみますと︑冬から春にかけてが一
番多く︑全体の六五・六三を占めています︒わたしたちが努力して築い

た家や財産も一瞬のうちに灰にし︑さらに尊い生命までうばってしま
う⁝これが火事なのです︒春の陽気につられ〃つい油断したばつかり

けましよう︒

わたくしたちは︑こうした火災
を出さないために︑少なくともつ
ぎのことだけはやめるように心が

▽とくに注意すること△

力ください︒

消防団員が︑みなきんのお宅を訪
問して︑カマド︑煙突︑ガス栓な
ど検査しますので︑よろしくご協

に〃ということのないよう︑もう一度火の元を確かめてくゼきい︒
二月二十八日〜三月十三日まで

春の火災予防運動
ことしも二月二十八日から三月
十三日まで︑春の火災予防運動が
行なわれます︒

びかけます︒

前半の一週周は船舶・車両への
防火︑後半は一般建物の防火を呼
また運動期間申は︑消防署負︑

市県民税︐の申告は最寄りの相談所へどうぞ

制定された県道修景美化条例

ます︒

そして︑四十翌年三月半らは︑
細島四川崎間に長距離カーフェリ
ーも就航し︑海からもいトーッと観光

い自然がいたるところにあるから

客が訪れることになっています︒
というのも︑この宮崎県には︑
都会ではみられないような︑． 美 し
でしょう︒

この美しい自然を守り︑美しく育
てて︑宮崎県を一つの公園にしょ
うと︑このほど﹁宮崎県沿道修景
美化条例﹂が制定されました︒
日向市内を走る国道十号線ぞい
にも︑この条例の適用をうけ︑い
ろいろ規制されている区域があり
ます︒
今月は︑この条例はどんなもの
か︑あらましをご説明して︑美し
い郷土づくりのためにみなさんの
一層のご協力をおねがいしたいと
思います︒

こんど制定されたこの条例の目
的は﹁県内の沿道のすぐれた自然

そして︑この目的を達成するため
につぎのような地区を指定し︑そ
の保護と美化をすすめることにな

景観および樹木︑その他の植物を
保護し︑花木類の植栽を行なうこ
とで沿道の修景をはかり︑郷土の
美化をおしすすめる﹂となってい

』

てきました︒

1・花木を植えて．・

ほんの何年か前までは︑陸の孤
島などといわれていた宮崎県が︑
いまでは新婚旅行や観光のメッカ
として大きくクローズアップきれ

月然そ守り．．一…「・∴
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ことし第一回の
保母試験
ことし第一回の保母試験がつぎの
とおり行なわれます︒受験ご希望
の方は早目にお申し込みください
◆試験日凹三月十四日〜十七日︒
◆場所聞官員市昭和町︑宮崎女子

ぎのとおり一般競争入札で処分い
ご希望の方は入札に参加される

たします︒

ようお知らせします︒
◆入札日11二月二十穴日午後一時
から
◇場所11市役所大会議室

なおくわしいことは市役所建設課
におたずねください︒

経営技術の研修会
中小企業者の経営技術の向上をは
かるため﹁流通近代化研修会﹂が
つぎのとおり開かれます︒

受講ご希望の方は二月十四日ま
でに市商工水産課へお申し込みく
◇期日二月二十日︵金曜︶

ださい︒

◇会場陪宮崎市橘通り西一丁目

なお会費は無料です︒

行政書士の試験が次の
とおり行なわれます︒受
験ご希望の方は︑願書な
ど必要な書類が市役所総
務課に準備してあります
ので︑早めにおいでくだ
◆試験日11二月二十四日

さい︒

午前九時開始
◇場所11宮崎県庁本館講堂
◆受験資格一1④学校教育法による

高等学校を卒業した人︒または
同等以上の学力があると認めら
れた人︒㊥国または地方公共団
体の公務員として行政事務を担
顕した期間が通算して三年以上
になる人︒または県知事がこれ
と同等以上の知識や能力がある

験

﹁わが家の家

体

最近︑家計簿の普及は︑いちぢる
しいものがあり︑多くの家庭で記

帳されるようになりました︒
そして︑記記方法もいろいろ工夫
して︑あすの生活設計に役立てて
いる方もたくきんいらっしゃるよ
うです︒

貯蓄増強中央委員会︑県貯蓄推
進委員会では︑家計簿を記帳はじ
めた動機や苦心談︑最近の物価高
をうまく乗り切った体験談︑さら
には記帳で発見したムリやムダの
話し︑グループ勉強会の話しなど
明るい生活設計につながる家計簿

と認めた人︒
に千円︵宮崎県収入証紙︶を納
◇願書のしめ切りと提出先11二月
蔵してください︒
十七日までに宮崎市橘通り東一 r垂なおくわしい・とは︑市総務課庶
丁目︑官崎県総務部地方課へ提︑・
務係へおたずねください︒
出すること︒
◆受験手数料11受験願書提出の際

、ノ

市民会館三階小会議室
◇講師とテーマ 講師は東京大学
教授︑林周二氏︒テーマ﹁流通近・
代化の展望とこんごの課題﹂

泊、28日出港しました。

高等学校︒

◆願書受付 二月九日〜二月二十
日︵郵送の場合は二月二十日ま
での消印有効︶
◆合格発表H三月三十一日
◇願書の請求11宮崎県庁 児 童 家 庭
課︵郵送を希望する場合は大型
の返信用封筒に二十五円切手を
はり︑あて先を明記のこと︶

保母さん募集
市社会福祉協議会では︑四月一
日から開所する美々津高松保育所
の保母さんをつぎのとおり募集し

中

記帳の体験談を募集しています︒
気軽に書いてご応募ください︒
◆原稿肝四百字詰原稿用紙五枚以
内にまとめ︑末尾に住所︑氏名
年令︑職業︑同一家族でくらす
家族名︑記帳年数をお書きくだ

さい︒

秀作七編︵賞金各三万円︶︑佳

◇しめ切り門二月二十八日︒
吻入選目特選三編︵賞金各五万円︶

作四〇編︵賞金七千円︶

勿入選発表硅月月中旬

日本銀行内︑県貯蓄推進委員会

争送り先11宮崎市橘通り東一丁目

栄養学級生を募集

日向保健所が︑ただいま基礎栄養
学級の学級生を募集しています︒
学習は保健所で毎月一回︑年間
八回を目標に行なわれる予定です

おもに︑土曜日の午前九時半か
ら午後三後まで︑実習︑試食︑講
議が楽しく行なわれることになっ

募集人員は五十名で︑募集期聞

ています︒

は三月申旬まで︒

層
ヨ

学習ご希望の方は︑日向保健所
に直接お問い合わせください︒

世帯数

ています︒

58人増

①募集人員日保母要員四人︵有資
格者ま虎は見込みの人︶︒雇よ
う人二人︵うち一人は調理員︶
事務局要員一人︒
③しめ切り11二月二十八 日 ま で

ださい︒

︑

世帯増48i

12．339世帯

133人増

計47．826人

75人目

女25．033人

ご希望の方は願書用紙など準備し
てありますから社会福祉協議会事
務局︵福祉会館内︶までおいでく

運輸省練習舶入港

口才：

i

（2月1日現在）

行政書士の試験
●

さる1月15日、運輸省の練習船「銀河丸」3千トン
が細島商港に入港しました。これには、将来、りっぱ
な船長や航海長、機関長を多みる訓練生220人が乗組
んでおり、航海訓練の途申に寄港したもので3日間停

談計

㎜人ロー桝

轟

rき﹂﹂r

昭和51年9月21日第3種郵便物認可

集L

前月より

22．793人

男

保留地の処分
㌻・

禰響継獲、
接客サービス講習会

4

広綴ひゆうが
東部第二土地区画整理地内︵日知
屋江良地区︶の保留地九筆を︑つ

．肇

さる5日、市役所4階大会議室で「接客サービス講
習会」が開かれました。
／ この講習会は、県内を訪れる観光客、さらには46年
1 ﾉは海からやってくる大型観光客への、ことばづかい
や接待、応待のしかたをもっと勉強し、県内観光を楽
しんでもらおうと開かれたものです。
・

﹁重一．齢

需椰二

