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漁業の近代化でこれも年ごとに伸びてきてい
でも市内の漁家の内︑まだ半数以上は五トン

るという︒

未満の漁船で操業している︒

がとどく︒

今日も︑また明日も小さな船をあやつり︑た
くましい腕が網をたぐり︑むこうハチマキから
汗が流れると︑わたしたちの台所には新鮮な魚

（溺．18D
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真新しい白ペンキ塗りの船体は︑初夏の太陽
にまぶしくひかり︑これからの豊漁を願って祝
い餅をまく︑陽やけした船主の顔もほころんで

いた︒

さる二日︑細島漁港をたずねたら︑色とりど
りの大漁旗に飾られた新造船が一せき進水して

雛新鮮なサカナを約東灘

○
富島漁協と日向漁協の昨年の魚獲高は総額二

いた︒

億三千七百万円︒

●
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今月の主な内容

窪㌻；｝一・鋤青少年に練一ツセンター水道を大切に

ξ㌻彗｝一・郷土糀でつづりましよう

墨袋＝；｝…鋸穰欝宥霧と

8月実施の「改正道路交通法」8ページ……お知らせ
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このスポーツセンターは︑市役所
庁舎の南側に面した︑クスの木の
そばに建設されます︒

いま敷地の造成工事を進めてい
ますが︑これも六月末には終わる
予定です︒

この造成工事が終りますと︑す
ぐ施設の本工事にとりかかり︑こ
としの暮れには体育館やそれに附
随した施設も全部完成します ︒

工事費は用地買収費や造成費も
含めると約五千五十万円で︑二階
に研修室なども備えた市内で︻番
大きな体育館がおめみえします︒
内容は目零が千百五十平方折の
体育室やステ：ジで︑二階は二九

．

ていただきます︒

︐

㍉

十八平方㌶の研究室や車麹室にす
る考えです︒
＼︑また体育館前の広場にはバレ↓
＼コート︑テニスコート各一面を造
具も講入いたします︒

〃り︑百二十五万円で一切の体育用

雛夜間も開放霧

えです︒

．℃

スポ：ツセンターが完成しますと
﹁利用上のきまり﹂などもきめま
すが︑動労青少年が仕事あといつ
でも利用できるように夜間も十時
頃まで︑日曜︑祭日も開放する考

日向市の就業人口の伸び

い

（スポーツセンター完成予想図）

臓

日へのエネルギ←失だくわえるた
めの体育施設として大いに利用し

暫

霧施設の大きさは．霧

防止に果す役割も大きいわけです
これからの勤労青少年が心身と
もに健全であるように︑そして明

穫理．

∴ご・：怠・》鰯・
一四︑八〇七

︑
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市内の各職場で働いている勤労青少年が︑すこやかに育つよう
にと︑ことし﹁勤労青少年スポーツセンター﹂を建設すること
にしました︒

ていただきます︒

．プノ

家庭では日常生活に︑火事のと
きには消火に︑そして工場では限
りない産業の発展にと重要な役割
を果しています︒
水道は清潔で便利な生活を約束
し︑健康な家庭をつくります︒
水道を大切に使いましょう︒
︐9齢陰9■．●■■■●﹁99●●吻O︐﹁■■畳﹁巳●●●●︐●●︐■曾●曹90・●O・9・e．●﹁．．■．．．﹁

額

す︒

これから水道を新設される方︑増
設される方から徴収するメーター
の口径別負担金はつぎのとおりで

から実施されています︒

だからといって水道料金をあげ
るのは︑公共料金の引き上げ抑制
から当分考えられず︑そのため水
道を新増設する場合に負担金を徴
収する条例が制定され︑五月一日

の運営も容易ではありません︒

でも今日のように事業の拡大を
余儀なくされている現状では︑そ

ます︒

市役所が行なうH般の事業は︑み
なさんから納入していただく税金
等でまかなわれますが︑日向市の
水道は独立採算制です︒これらの
事業はすべて水道料金があてられ

独立採算制です

一i111iL陽﹁一

る考えです︒

︑乙11︐−

この工事は昭和五十五年を最終目
標に︑約十八億四千万円をかけて
人口十万人目給水できる施設にす

でいます︒

いま第四次の拡張工事にとり組ん

写真は造成工事が行なわれている
スポーツセンター建設予定地

工事には七月からとりかかり︑十二月までには完成させ︑体力
づくりの場として︑また教育文化を高める場として広く利用し

めにも﹁役かうわけです︒

こんどのスポーツセンターは︑
こうした一面も補なう施設として
期待され︑県外への就職生の足ど

弱さも﹁つの原因です︒

これは︑なにも都会のはなやか
さにあこがれて就職するだけでな
く︑市内や県内企業の体育施設や
娯楽施設など︑福利面の施設の貧

ています︒

霧県外就職の足どめの役割も
市内の会社や事業所︑また自営の
農業や漁業に従事している勤労青
少年の数は約四千から四千五百人
です︒

きています︒

この数は事業所の増加や企業の
進出などもあって年ごとに増えて
でも昨年の申学校︑高等学校の
進路状況をみてもわかるように︑
就職生千七十五人の内約四十六軒
にあたる五百四人が県外へ就職し

こんど建設されるスポーツセン
タンは︑そうした意味では非行化

りません︒

青少年の非行化を防ぐには︑こ
うした環境をとり除くための︑幅
広い国民運動をくりひろげること
も大切ですが︑それと併行して︑
教育︑文化を高めるための施設や
健全な娯楽施設を与えなければな

ものにとり囲まれています︒

とかく教育︑文化的環境に恵まれ
ず︑その反面︑俗悪マスコミ︑不
良風俗営業︑有害興業や遊技場な
どいわゆる不良有害環境といった

懸青少年の非行化も防ぐ霧

います︒

警察庁が発表した非行青少年の傾
向をみてみますと︑検挙人員は昭
和三十年を百とした場合︑昭和四
十年では百九十三と二倍近くに伸
び︑成人のそれを大きく上回って
そしてこれまで犯罪を行なう少
年には家庭が非常に貧困とか︑両
親がいないとか特殊な条件をもっ
た少年が多かったが︑これが唄般
化する傾両︑つまり普通の少年で
も犯罪を行なうという傾向がみら
れはじめたということです︒
．申小企業で働く勤労青少年は︑

戸

六月一日から七日まで全国噌せい
に水道週間が実施されました︒
これは︑わたしたちが日頃無意
識の内に使っている水道のしくみ
や︑水がいかに大切かを正しく理
解していただくために行なわれた
ものです︒
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普及率は七三・七％

きました︒

拡張工事を行ない︑さらに昭和三
十七年からは四力年計画で一億四
千七百万円を投入︑第三次拡張工
事を行なって水の確保につとめて

400，000

わが国に今日のような近代的な水
道が建設されたのは横浜が最初で

その結果︑施設の給水能力も四
万﹁千人まで可能となり︑水道の

77，000

明治二十年です︒

145，000

、

日向市はそれから四十八年おく
れた昭和二十三年に旧海軍飛行場

七警︶までに伸びてきています︒

普及率も七一一マ七郭門︵全国平均七

給水量の伸び・

40，000

560500050

25，000

r

への給水施設の払い下げを受け︑

金

一

ン

現在︑市民一人制たり目引に使用
する水の量は三百から四百リット
ルです︒これが生活の向上にとも

8，400

、
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なって昭和六十年には七百から八
百リットルになる見込みです︒
市では︑こうした事情も考えて

14，000

ぜ
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一万人目給水を目標に事業をはじ
めています︒
・
しかし︑その後都市の発展と人
口増加に伴う水の需用量が伸び︑
水不足がではじめましたので︑昭
和二十八年から三十﹁年までの間
に工費七千七百万円で第﹁次拡張
工事を︑また船舶給水の能率を上
げるために八百三十万円で第二次

11225︐4570

820，000
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美しいものは︑すべてをこえて人びとの
心 をつなぎます︒

赤や黄色の花ばな︑樹木のみどり︑水や
空の青さ︑そして小鳥のさえずりなど⁝︒
こうしたものが︑わたしたちの生活の中
から消えてしまったとしたら︑わたしたち
は︑なんの感情も持たない索漠とした心の
人間になってしまうでしょう︒
都会のスモッグや雑踏の申から︑また灰
色のビ︑ルの谷間からのがれてやってきた観

花のある生活を

この罰則は適用されません︒

せん︒

光客が︑日向市をはじめて訪れたとき﹁ほ
んとうに美しい町ですネ﹂と異口同音に感
ます︒

学校での花づくりは︑美化だけで
なく︑子供の情操教育にも役立ち
運動﹂﹁花いっぱい運動﹂をおし

みをそろえ︑

トンパームニ五九本を植えました
市でも県のこうした動きに足並

場合は三万円以下の罰金︒

＊交差点の手前で進行方向別︵直
進︑右折︑左折︶に車両通行帯が
指定されているときは︑その通行
帯を通行しなければなりません︒
また交差点で右折車︑左折車が
進行すべき部分が指定してある場
合も同様です︒いずれも違反した
＊車両通行帯を区画する道路標示
が特別なもの︵黄色の実線︶であ
るときは︑その標示をこえて進路
変更してはなりません︒違反につ
いては三万円以下の罰金︒

＊児童・幼児など乗降のために停
車申の逓学通園バスの側方を通過
するときは︑徐行して安全を確認
しなければなりません︒違反は三
ヵ月以下の懲役または三万円以下

交通巡視員制度も発足
＊交通巡視員制度が新設され︑交
通巡視員は︑運転者に対しても︑
また歩行者に対しても警察官と同
様につぎのような権限が与えられ
ます︒ア手信号による交通整理
イ違反駐車の移動命令や移動措置
ウ駐車違反をした反則者に対する
告知 工違法な行為をしている歩
行者に対する正しい通行方法の指

．すすめる申で︑緑のある豊かな町
づくりを行なっています︒

すでに日向市駅裏から細島商港
に至るまでの中央通線には二五〇
本のナンキンハゼや楠木を︑また
観光客の多い伊勢ケ浜や米の山︑
櫛の山にも約一︑三〇〇本の桜や
八重椿を植え︑早いものはもう花

宮崎県を五つの公園にしょうと
昨年﹁宮崎県沿道修景美化条例﹂
が制定されました︒

考えです︒

するものです︒

市内では十号線ぞいの美々津百
町原にパンパスグラス︑財光寺地
区にクチナシ︑梶木地区にスイフ
ヨウを植えドライバーの目を楽し
ませています︒

また来春三月︑海からやってく
る観光客を緑で迎えようと︑カー
フェリーが接岸される臨海工業地
帯の産業道路ぞいには楠木を︑さ
らに先月の五月には約四四五万円

飲酒運転の罰則強化などを内容と
する︑改正道路交通法は︑いよい
よ八月二十日から適用されます︒
今月は改正された王な点をお知
らせすることにしました︒

く人も︑この改正にしたがって

自動車を運転する人も︑道路を歩
﹁正しい運転﹂ ﹁正しい歩行﹂を
心がけてください︒

の罰金︒

せん︒

＊歩道や車道と区別して自転車道
が設けてある場合は︑他の車両は
この自転車道を通行してはなりま
せん︒また自転車もこの自転車道
以外を通行してはいけません︒
前者の違反は三ヵ月の懲役また
は三万円以下の罰金︑後者の違反
は﹁万円以下の罰金または科料︒
＊自転車は︑道路標識により指定
された歩道を歩行者の妨げになら
ないように通行することができる
ようになります︒歩行者の通行を
妨げた場合は一万円以下の罰金︒
＊高速自動車道および自動車専用
道路においては︑ガソリン不足等
によって停止するおそれのある自
動車の運転が禁止されます︒この
場合の禁止違反には罰則はありま

マイクロバスは大型免許
＊このほかマイクロバス︵乗車定

員十一人以上三十人未満の自動

ことしは米の山回周線にコスモ
スを植えて花いっぱいの道にする

︸竃菟

桜や椿が泣いてます
ていたとしたら⁝︒

自分が丹精こめて育てあげた盆栽
が︑翌朝ハサミでプツンと切られ
ことしの春植えたばかりの桜の
苗木が︑誰れかのいたずらで数十
本幹の途中から切られていました
また椿の苗木も根ごと引きぬか

れ︑市観光係が立てた﹁郷土美
化﹂や﹁観光案内﹂の標柱も写真
のように︑その数日後にはこわさ
これでは観光日向の表養板も泣

れていました︒
いてしまいます︒

い︒

四季おりおり美しい花を咲かせ
るように︑そして日向市が花いっ
ぱい︑緑いっぱいの町になるよう
に︑みんなで大切に育ててくださ

七月一日は
﹁国民安全の日﹂
﹁国民安全の日﹂は︑国民一人
一人の安全意識を高めるととも
に．産業安全︑交通安全︑火災予
防︑海難防止︑その他あらゆる安
全運動を強めて︑大きな国民安全
運動にもり上げていくための日と
して︑また︑国民一人一人が生活
環境︑その他日常生活の場が安全
であるかどうか反省し︑改善を加
える日として︑昭和三十五年に︑

国民の要望のもとに設けられた日
しかし︑ ﹁国民安全の日﹂が定

であります︒

は依然として増加し︑しかも内

められてからも︑自動車事故をは
じめ︑火災︑産業災害︑海難など

にあります︒

容︑規模は次第に重大化する傾向

﹁生

このように増加する災害を︑で
きるだけ少なくするために︑

活のすべてに安全を⁝﹂をモット
ーとして︑国民全部が職場︑学校
家庭︑その他あらゆる生活の場を
安全にするための点検整備を行な

とくに︑家庭の安全について

うことが強く要望されています︒

は︑家庭の人が自主的に守らなけ
れば︑誰も手を出してくれないの
です︒最も安全で︑家族の安息の
場であるべき家庭においても︑非
常に多くの事故が起きています︒
﹁国民安全の日﹂には︑家族全
部が安全について︑いろいろなこ
に︑一つでも︑二つでも実行する

とを話し合い︑安全を守るため

い生活を営みたいものです︒

そうして︑どこの家庭からも︑
毎日楽しい声の聞こえてくる明る

ように努めましょう︒

運転できなくなります︒

これに伴う経過措置は︑六ケ月間
とされる予定ですから︑普通免許
しか持たない人はその間に大型免
許をとりませんとマイクロバスが

型自動車とされる予定です︒

車︶が総理府政令の改正により大

をつけはじめています︒

この条例は︑県内の国道や主要
幹線に花や木を植える噌方︑沿線
のすぐれた樹木を保護して︑美し
い郷土づくりをおしすすめようと

県でも市でも

﹁美しい郷土づくり

嘆の声をもらします︒

に受けている人であっても︑駐車
違反や免許証の不携帯など軽微な
反則行為については︑この反則遣

．つ︒

学校でも職場でも︑いますぐ花
づくりをはじめたらいかがでしょ

それは︑都会では経済の高度成長のかげ
で失われがちなこうした美しいものが︑日
向市にはまだ数多く残され生かされている
からです︒

告制度が適用されます︒

交通ルールの変更

労働のあと︑昼休みのひととき︑
木蔭げにおおわれた芝生の上で昼
寝をするのもいいでしょう︒
また花壇の花を囲んで職場の同

学校でも職場でも

へ り
くヤださし

あなたの庭先きに木を植え︑四季
おりおりの花の種子をまいて︑日
向市を花のある町︑緑の町にして

あるはずです︒

日向市も住宅が密集したとはい
え︑まだまだ草花を植える余裕は

なく︑人と人とのふれあい︑・ひと
心をもつなぎます︒

わたしたちは祖先から受けついだこの美
しい自然︑美しいものを守り育て次代に残
す努力をしなければなりません︒

それが名も知れないような野花
であったとしても︑精いっぱいに
つぼみをふくらませようといてい
る姿は︑見る人の心をなごませて
くれます︒

うことです︒

住宅の高層化がすすみ︑地価の値
上りで宅地一ぱいに建物がたちな
らび︑密度の高い生活を強いられ
ている都会では︑自然に親しみ︑
花をながめ︑土になじむ余裕すら
うばわれ︑そのために﹁お隣りは
何をする人ぞ﹂といったような人
間疎外感も現われてきているとい

実施される

飲酒運転の罰則強化

・一一五㎎以上を保有する状態での

＊現行の酒気帯び運転︵血液一㎡
申○・五㎎︑または呼気一 中○

の罰金が科せられます︒

運転︶に直接罰則が設けられ︑三
ヵ月以下の懲役または三万円以下

しくなりました︒

菅呼気検査を受けることが義務づ
けられ︑警察官の指示があればい
つでもそれに応じなければなりま

ただし︑自転車等の軽車両には

＊飲酒運転が一切禁止されます︒
＊酒酔い運転の罰則が引きあげら
れ︑懲役刑が一年から二年に延長
また酒酔い運転については政令改
正により点数も九点から十二点に

されます︒

どの改正で三年の範囲内まで延長
＊酒酔い運転︑死亡事故︑ひき逃
げの場合は三年︒酒酔い運転︑死
亡事故の場合でも二年間は免許を
受けられません︒

＊運転免許の停止を過去↓年以内

＊交通反則通告制度の適用範囲が
拡大され︑少年にも適用されるこ

少年にも適用

交 通 反 則 通 告制度

＊ひき逃げや酒酔い運転による死
亡事故など︑悪質な違反︑事故を
して︑免許を取り消された場合の
免許を受けることができない期間
は︑これまで﹁年でしたが︑こん

悪質運転手の追放

引きあげられる予定です︒

鰯︒

，「

﹁改正道路交通法﹂の内容
り

弱︑

︑︑ヴ

隅．

／

．﹂弓

︑

﹁

盈
も

塾7

飲酒運転による事故があとを絶ち
ません︒こんどの法改正では飲酒
運転について︑いろいろな点で厳

●

とになります︒

示

ヒ
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︷閣

ったら︑それこそ大変です︒

この人形のような姿になってしま
でも﹁百人の内乱人が交通事故
の犠牲者になっている﹂といわれ
る現代社会の中では︑あなただけ
がその犠牲者にならないという保
れそうです︒

さらにこの記録はことしになっ
てからも伸びつづけ︑↓月から二
月までの間に二三七七人︵昨年同
期比六二二響増︶が死亡し︑この
悲しい記録はことしもまた更新さ
わたしたちは︑このような状況
の中で毎日を過ごしているのです
いたましい交通事故にあわないた
めには︑ハンドルを握るとき︑道
路を歩くとき︑その日その時に交
通安全のための﹁心の防備﹂をす
ることが何より大切ですが︑不幸
にして事故にあった場合の︑その
後の生活の保障といった﹁物質的
な防備﹂も合わせ備えておかなけ

証はどこにもないのです︒

者数は九六万七〇〇〇人を数え︑
これまでの最高であった昭和四十
三年に比べ︑死者数で二〇〇一人
l訂︶増︑負傷者数で一三万
八九二九人︵﹁六・八響︶増と︑
それぞれ大巾な増加を示し︑四十
三年に引きつづき史上最高という
ればなりません︒

の死者は一万六二五七人︑負傷

昨年一年間︑全国での交通事故

暗い記録を書きかえました︒

特別の場合を除いて共済金はすぐ

騒音防止にのりだす
えしました︒

市民生活着に騒音測定器がおめみ
これは公害の一つである騒音を
町から追放しようと購入したもの
です︒これからは生活相談係が市
内の騒音を定期的に測定して︑騒
音発生源に問題点があれば行政的
な指導も行ない︑騒音のない住み
よい町づくりをすすめます︒

以外と多いのです︒

体力づくり市民大会

で行なわれました︒

さる五月二十八日︑日向市民休力
づくり推進大会が市役所大会議室
この大会には各職場︑区域︑グ
ループの体育指導者など百名が参
加︑その人を中心に市内全域に体
力づくりの輪を広げようと行なわ
れたものです．当日は推進大会の
あと市内で﹁歩こう大会﹂も行な
って市民に体力づくりを呼びかけ
ました︒

︑

：㌔猛灘礁二

愛齢

㎝踏難燃を這3て・みだ疑壕馴おって

めずらしいカブトガニ

した︒

世界でもめずらしい﹁カブトガニ﹂が去る五月
十四日︑細島日高兼治さんの定置網にかかりま
このカブトガニは里数億年前から少しも進化
してなく﹁生きた化石﹂といわれています︒
県内では︑もちろんはじめて水揚げされたも
ので︑翌日生きたまま県の博物館に寄贈されま
した︒

︑

鉄道妨害防止月一

る傾向にあります︒

︐︑蓄

六月は農繁期とあいまって︑子供
の屋外活動が活発になるため︑踏
切事故や置石︑線路通行︑投石な
どの鉄道妨害が例年︑急に増加す
このため国鉄では︑これらの妨害
をなくし︑尊い人命と列車の安全
を守るため六月一日から一ヵ月間
﹁鉄道妨害防止運動﹂を実施する
ことにしました︒

昭和四十四年度中の︑大分鉄道
管理局管内の鉄道妨害は二三七件
で︑前年度より八件とわずかなが
ら減少しました︒

しかし︑脱線転ぷく等の重大事
故に結びつく踏切事故および置石
による妨害は一六〇件で全妨害の
六八轡を占めています︒

す．

国鉄でも︑踏切事故防止のため
の設備改善などに力をそそいでい
ますが︑最近の自動車の増加や運
転者のモラルの低下などにより︑
増加の傾向が現われはじめ︑しか
も事故の規模も大きくなっていま
踏切事故のほとんどが﹁旦停止を
おこたったり︑警報無視したり︑
複線区間の踏切りでは反対側の列
車運行を確認せず横断したことが
さる三月十五日︑久大本線庄内

原因になっています︒

〜天神山週間の踏切事故で父娘

ましい事故もでています︒

が︑さらに翌十六日︑日豊本線の
東中津駅構内踏切りでは二名が即
死︑﹁名が重傷を負うといういた

︐

次のことだけはぜひ守って妨害
防止にご協力ください︒

①正しい踏切の横断
②線路の近くで子供を遊ばせない
③線路通行の絶対禁止

水産センター完成
ターが完成しました︒

細島商港岸壁に近代的な水産セン
このセンターは漁業振興特別対
策事業のひとつとして進められて
いたもので総事業費は二千三百九
十万円︒

果す役割が期待されます︒

一ダ

一階が荷さばき所︑事務室︑二階
が集会場やステージになっていま
す︒このセンターの漁業近代化に

ワ補タイヲオツニア

勇

また相手との示談交渉で話し合い
がこじれる場合が多いようです︒
＊どんな軽い事故でも必ず医師の
診断を受けておくことです︒
たとえば自動車の追突事故などは
その場は何んともなくても︑数日
後に﹁むちうち症﹂を訴える人が

があります︒

警察署の﹁交通事故証明書﹂がな
いときは共済金がもらえない場合

てください︒

＊自動車事故はもちろん︑自転車
などの軽い事故でもすぐ警察署か
交番にとどけでて現場検証を受け

癬交通事故にあったら

医師の診断書 ④加入証︒

った警察署の交通事故証明書③

お支払いします︒

信号無視︶または重大な過失で自
分が傷害を受けた場合は支給され
①事故発生通知書

②事故を取扱

ません︒

譲共済金の額
＊死亡のときは五〇万円︒
障害の場合も﹁身休障害金等級表﹂

によって一等級から﹁四等級まで
障害の程度に応じて二万円から五
〇万円までが支給されます︒
このほか入院された場合も一日
間〇〇円で一八0日間分まで︑ま
た自宅療養の場合も療養日数に応
じて最低五〇〇円から最高二万四
〇〇〇円まで支払われます︒

■共済金の請求
＊万一事故にあわれたら︑十日以
内につぎの書類と印かんをもって
市民生活課内 交通災害共済の窓
口へ請求してください︒
︷

、

ま人

♂
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梅雨期です
スリップ・前方にご注意

にしましよう︒

該当する人が受験できます︒

W受験資格
男女を問わずつぎの各号の一つに

へ

む

員会︵電話宮崎二三一三〇四二︶へ

V受けつけ期間 六月八日から六
月二十七日まで︒
なお受験の問い合わせば県人事委

ぞ

ださし

＊手続きは︑受験申し込み用紙に
所要事項を記入し受験票の﹁郵便
はがき﹂に七円切手をはり︑あて
先を明記して事務局へ送付してく

信用封筒を同封してください︒

なお切手をはったあて先明記の返

県人事委員会事務局まで︒

橘通り東﹁丁目九番十号宮崎

▽受験手続き．
＊申し込み用紙の請求は︑宮崎市

︵学歴は問いません︶

＊学校教育法による短期大学を昭
和四十三年三月以前に卒業した人
で︑昭和十六年四月二日以降に生
まれた人
＊昭和十六年四月二日から昭和二
十二年四月︻日までに生まれた人

問いません︶

＊学校教育法による大学︵短期大
学は除く︶を昭和四十三年三月以
降に卒業した人または昭和四十六
年三月に卒業見込みの人︵年令は

＊積荷は制限量を守り︑砂利や砕
石が荷台からこぼれ落ちないよう

墓地使用者を募集
塩見字中山に造成中の市営城山墓
地が一部完成しますので︑次のと
おり使用者を募ります︒
二十二日まで︒

＊受けつけ期間一六月一日〜六月

謄本各一通︒

受験申し込み用紙は延岡税務署

行ないます︒

採用されますと税務大学校に入校
一年間研修を受け︑卒業と同時に
大蔵事務官となって国税の仕事を

この試験に合格し︑税務職員に

国家公務員採用初級試験︵税務︶が
つぎのとおり行なわれます︒

国家公務員の採用試験

二万四千円︒

三万六千円

＊抽せん日11六月二十六日午前十
時から市役所で︒
＊申し込みに必要な書類11申請書
︵市で準備︶住民登録謄本︑戸籍

さきに実施しました春の交通安全
運動では︑みなさんのご協力で死
者︑負傷者ともに期間前の平均発
生を下廻るという成果をあげるこ
四平三層

＊使用料一六平方材

とができました︒
さて気象台の長期予報によ り ． ま

すと︑ことしのつゆ入りは六月下
旬後半で︑つゆ現象は下旬ごろ活
発になり︑七月上旬には大雨が降
るおそれがあり︑つゆ明けば七月
中旬になるといわれています︒

毎年この時期には雨によるスリ
ップ︑追突事故︑視界不良による

ます︒

︵延岡市東本小路 電話二−−三三

山下区は遠藤寅一さんを防犯協
会長に防犯推進員十二名︑下原町
区は関本勇さんを会長に防犯推進
員二十二名︑清正防犯協会では大
橋芳太郎さんを会長に十五名の防
犯推進員で組織し青少年の不良化
防止や犯罪防止をすすめます︒
これから夏にかけていろんな犯

区に指定しました︒

罪が多くなり．ます︒

家庭の日の体験文募集

し︑実践してきた﹁家庭の日﹂を

＊題名11わが家の﹁家庭の日﹂と

した︒

﹁家庭の日﹂の趣旨をより正しく
理解させ︑さらにこの運動が各家
庭に徹底するようにと︑広く﹁般
から体験文を募集することにしま

をもってよかったという感想文を

描写したもの︑または﹁家庭の日﹂
述べたもの︒

り

由に傍聴できます︒

宮崎県観光協会の総会が︑三十日
午前十時から市役所四階大会議室
で開かれます︒この中で日向市の
観光開発や知事の特別講演なども
行なわれます︒︻般の人たちも自

県観光協会総会

ぐ
へ む
く
ださし

道路建設予定地は岩盤が多く︑
発破作業を絶えず行ないますので
釣りに行かれる時は十分注意して

十月までになる予定です︒

御鉾ヶ浦から細島灯台まで︑こと
しも自衛隊の手で観光道路の建設
を始めます︒期間は七月一日から

発破作業をはじめます

い︒

あなたの地区でも防犯のための
組織づくりをして︑犯罪のない住
みよい町づくりをすすめてくだき

＊字数11四百字詰原稿用紙五枚以

内︵住所︑氏名︑職業︑学校名を

＊資格11県内在住者ならどなたで

記入すること︶
も応募できます︒

＊表彰1一入賞者には賞状と記念品

＊しめ切りH八月三十﹁日
＊送り先目宮崎市橘通り東二丁目
十番一号宮崎県青少年対策室︒

り

へ

が贈られます︒ふるってご応募く
ださし

出生・死亡届

便利になった

これまで出生︑死亡届けは事件の
発生地︑つまりお産をした場所︑
死亡した場所の市町村役場へ︑わ
ざわざ出向いて届け出をしなくて
はいけませんでした︒

計・48．。28人153人増i

派米農業研修生募集

1

女25．192人97人増i

〇一︶に準備してあります︒ご希
望の方は切手をはった返信用封筒
を同封して請求してください︒
＊受験資格11昭和二十五年四月二

男22836人前轍i

歩行者︑自転車乗りの事故︑長雨
のための路肩軟弱︑崩壊による転
落事故など︑大事故が発生してい

お願いします︒

ようになりました︒

これが四月一日の戸籍法の︻部改
正で︑みなさんの便利をはかるた
め︑本人︵出生児・死亡者︶の本
籍地︑住所地でも届け出ができる

ることができます︒

防犯の組織づくりを

日向市防犯協会では︑ことしも財
光寺山下地区と日知屋下原町地区
細島清正地区の三つを防犯推進地

i

世帯数

i

（、月佃瑚

県ではこの時期の交通事故をな
くすため﹁梅雨期の交通事故防止
運動﹂を六月十日から七月十日ま
での一ヵ月間実施することにしま
した︒さらにみなさんのご協力を

社団法人農業研修生派米協会では
いま米国派遣農業研修生を募集し

日から昭和二十八年四月一日ま
でに生まれた男子

ています︒

＊派遣人員11二〇〇名

ご希望の方は市農林課農政係へ

＊受けつけ期間11六月二十日から

お問い合わせください︒
＊募集期間11五月〜七月末
り

＊応募資格一1年令十九才〜二十六

＊派遣期閥11ニカ年

オ︑学歴は高卒以上で現在農業
に従事している人

このほか︑いままでどうり事件発
生地の市町村役場でも届け出をす
七月三日目で
なお試験日や試験科目などくわし
いことは延岡税務署におたずねく
だそさしへ

県職員を募集
宮崎県職員採用試験がつぎのとお
り行なわれます︒︶
︑導

世帯如増i

12．473世帯

口・一一…

l

㎜㎜・

＊雨天の日は晴天の日に比較して
息動車の制動距離が著るしく長く
なります︒スリップにご注意︒
＊雨天の際の視野は非常に狭くな
ります︒前方に十分ご注意を︒
＊自転車の傘さし運転は危険です
絶対にやめましょう︒

＊山間部の砂利道は長雨のため崩
れやすくなっています︒とくにご
注意︒

O
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