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初夏とはいえ日中の気温はもう三十度をこ

三山を拓き︑道をつくる霧

○
でも現場で働く土木屋は︑炎天下といえ木蔭
で涼を楽しむこときえゆるされない︒
それは︑日向市が十万都市へと大きく胎動し
はじめ︑宅地︑道路︑下水︑側溝づくりを急速
に進めなければならなくなったからである︒
日向市も来春四月で満二十才の誕生日を迎え

・

きようも︑三十度をこす気温の中︑若い土木
技師たちが三脚を組んで真剣に測量していた︒
汗とほこりで作業服を真黒にしながら︑平板
の上で描いた彼等の青写真にそって︑豊かな町

代であろう︒

る︒これまでの二十年が基礎づくりの時代なら
これから迎えるものはより繁栄︑より充実の時

○
づくりがすすめられる︒

（詠3．182）
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りませんが︑今日のように雨天つ
づきのときは箱が弱って底が抜け
る場合があります︒なるだけじょ
うぶな袋詰めにしていただくよう
お願いします︒

そのほか☆家を増改築したりして
一度にたくさんの燃えないものが
でたときは︑焼却場前の埋立地ま
で運搬していただければ無料で処
理します︒ほかの場所には絶対す
てないでください︒

ざい︒

また写真のようなゴミ袋の取付
台も︑市販千六百円のところを市
が六百円負担してみなさんには千
円でおわけします︒ご希望の方は
市清掃事務所までお申し込みくだ

ゴミの収集日程
燃えるゴミの収集日程は＊月曜
木曜日腫財光寺︑細島︑亀崎 ︑ 鶴 町
畑浦︑曾根︑堀一方︑江良︑公園
通り︑庄手︑下原町︑高砂︑梶木
＊火曜金曜H上町︑都町︑北町︑
本町︑中町︑南町︑花ケ丘︑中央
草場︑上原町︑江良︵永江︶
＊水曜土曜11美々津︑幸脇 ︑ 平 岩
中原︑高見橋︑広見︑新篇市︑中
村︑千束口
燃えないものの収集日程は＊第一
水曜階月曜木曜の区域︑＊第二水
曜11火曜金曜の区域︑＊第 三 水 曜
麗水曜土曜の区域︑＊第四水曜H
火曜金曜の区域︵ただし市街地︶

稲

﹃吋．︑

ρ

し

＊穂ばらみの稲が水に

く発生します︒

梅雨あけ︑そして集中豪雨など
のあとには︑きまって病害虫が多

法務省が昨年六月発表した︑こ
こ数年間の非行青少年の動向をみ
てみますと︑数的には減少の傾向
を示しているものの質的には十八

した︒

ことしは〃社会的連帯の強化と
青少年の非行防止〃を重点目標と
し︑家庭︑学校︑職場︑地域社会
の人びとがいっしょになってこの
運動にとり組み︑犯罪のない明る
い郷土づくり1次代を荷負う青少
年がすこやかに育つための社会環
境づくりをおし進めることにしま

ました︒

の具体的なすすめ方など話し合い

﹁第二〇回社会を明るくする運動﹂

社会を明るくする運動の日向市
実施委員会は︑さる六月十八日市
役所会議室で開き︑七月一日から
三十一日まで全国的に行なわれる

発育をよくします︒

︐

曜．で一日十一トンの処理能力をもつこの焼却炉一基で十分でした︒

文化の水準はゴミの量でわかるといわれ︑わたしたちの生活がよ
り文化的になればなるほどその量も多くなるといわれています︒
現在︑市内財光寺赤岩にあるゴミ焼却場を建設した昭和三十八年
には︑一般家庭からだされたゴミの量は︑市民一人あたり一日三百

一トンまでになりました︒

ところがいまは︑市民一人あたり一日置ゴミの量は約二倍半の七
百五十ゼ．にものぼり︑市内全域からだされるゴミの量もなんと三十

じよう消毒を計画的に行なう︒

＊生育の回復のみこみのあるもの
は茎︑葉についた土砂を洗い落す
ような気もちで殺菌剤をまく︒
＊キュウリ︑ナス︑ピーマンなど
の果菜類は︑生育の回復をはやく
するため︑若採りを行なうこと︒
＊浸水した地域は土じよう伝染病
が発生するおそれがあるので︑果
菜類の栽培はつぎ木にするか︑土

めに排水を行なうこと︒

まっている場合は︑はや

そ菜＊うね間︑みぞに水がた

は不幸にして非行ををおかした青
少年が立派に更生︑社会復帰がで
きるよう努力しなければなりませ
ん︒そのためには
＊各家庭の親が︑自分の子供だけ
でなく︑他人の子どもについても
関心をもち︑相互に連絡をとりな
がら子どもに対して正しいしつけ
をすることが必要です︒
＊すべての人は学校が生徒に対し
て行なう生活指導や︑警察が行な
う少年補導に対して関心をもち︑
積極的にこれに協力するように心
がけることが必要です︒
＊地域社会のすべての人は︑他人
の子供でも自分の子供と同じよう
な愛情をもって︑正しく指導する
ように心がけることが必要です︒

r︑

高の下︑金ケ浜の一部︑奥野︑永
田区を除いた一万二百世帯で︑全
世帯の約九十響にあたります︒

鵜毛︑粗木︑飯谷︑高松︑．落鹿︑

清掃事務所をつくりました︒
いまこの清掃事務所の建設も︑
市庁舎西側に八百三十五万円です
すめており︑九月には一階が清掃
車の車庫︑二階が事務室といった
モダンな建物ができあがります︒
清掃車はことし百十万円であら
たに購入したものも含み四台︑こ
れをフルに動かし︑みなさんのお
宅を週二回訪門収集しています︒
いまゴミ収集している区域は︑

また市では︑このゴミ集収をよ
り能率的に行なうために︑ききの
機構改革でこれまで衛生課内にあ
った清掃係を独立させ︑あらたに

収集体制も確立

分処理できます︒

ゴ．ミの量が八百酵うまで伸びても十

まで焼却でき︑市民一人あたりの

く十一トンの焼却能力のあるもので
これが完成すれば︑合計二十ニトン

予定されている焼却炉は︑同じ

ります︒

算に計上しており︑厚生省の補助
が確定すればすぐ工事にとりかか

では︑どうずればこの激増するゴミに対処できるのでしょう︒
今月は︑この問題について市の取り組み方などご紹介し︑あわせて
みなさんのご協力もお願いすることにしました︒

清掃費は四四六三万円

べると約十倍になっています︒

ことしの清掃事業費︑つまりし
尿やゴミを集めて処理する経費は
四千四百三十六万円で一世帯あた
り三千六百九十六円にもなり︑五
年前の昭和三十八年のそれとくら
この費用は︑人口増や生活の向
上などで︑こんごも大幅な伸びが
予想され︑収集体制や焼却施設の
整備にせまられています︒

焼却炉をもう一基
まえにものべたように︑いま市
内全域からでるゴミの量は約三十
一ト・です︒

もちろんこの中には空カンや空
ビン︑響くずなど燃えないもの十
ミトンも含みますが︑これは埋立て
するにしても残り十八トンは焼却し
なければなりません︒
しかし︑いまの焼却炉は十一トン
の処理能力しかありませんので︑
約七トンは燃えないものといっしょ

に埋立てしているのが現状です︒
市ではこうしたことから︑こと
し中にもう一基焼却炉を建設する
予定で︑準備をすすめています︒
すでに建設費九百七十八万円を予

布する︒

防除剤をややうすめにして混合散

防除方法は︑サンケル水和剤な
どの京葉枯病防除剤と︑イモチ病

し﹂やすいので︑ただちに防除する

梅雨あけの農作物の手入れ

はやめに排水を

＊稲が水びたしになると︑白葉枯
病やイモチ病︑黄化萎縮病が発生

新口の発育がみられない場合は︑
はやめに植えかえる︒

＊普通水稲で︑水につかったため

うであってはいけません︒
やはり自分の子供と同様に万面に
わたって気を配り︑お互いに親密
な．けいを保ちながら︑一体とな
って青少年の非行を防ぎ︑さらに

わたしたちは︑お隣りの子供の
〃ハシカ〃だけを気にしているよ

す︒

そしてその原因は﹁産業・経済の
いちぢるしい発展にともなう︑最
近の都市化現象によって︑人びと
の生活は機械化︑能率化という観
念に支配され︑生活様式にうるお
いが欠けがちになり︑そのために
他人のことに対してはまったく無
関心な自己中心主義的な風潮がみ
られはじめたため﹂と結んでいま

しています︒

才から十九才のいわゆる年長少年
の悪質重大犯が目立ちはじめたと

灘社会を明るくする運動薇

虫ばまれないように

この若樹が

青少年という

、

りかったときは︑被害
が大きいので︑完全な排水ができ
なくても︑穂または葉先きが水面
から出る程度にはやく排水する︒
＊汚れ水につかった場合は︑泥が
葉に付着して発育が叢るくなるの
で︑水が引きはじめたときに棒な
どで稲をゆり動かして泥を洗う︒
＊水が引いたら水田の残り水を排
水して根に空気を送りこみ新根の
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収集能率は半減

て取り組んでいます︒

このほか︑これまでのポリ容器
収集から袋収集に切り替えるなど
ゴミをより完全に︑より能率的に
処理し︑清潔な町づくりをめぎし
でも︑収集にいたるまでに︑市
民のみなさんのつぎのようなご協
力がなければ能率は半減し︑清潔
な町づくりはできません︒ぜひま
もってください︒

燃える燃えないの区分を☆各戸か
らだされたゴミで燃えるものは焼
却炉へ︑燃えないものは埋立てて
います︒ところがこれが同時に袋
に入れてありますと︑焼却場で働
く職員の方たちが︑また燃えるも
のと燃えないものを区分しなけれ
ばなりません︒

というのは︑燃えないものを誤
って焼却炉に入れますと炉がつま

って焼却能力が半減するからで
のを区分してつめてください︒

す︒ぜひ燃えるものと燃えないも

っています︒

一定日時に広い通りへ☆ゴミ集め
は︑一定日時に各戸を巡回して行
なっていますが︑このごろのよう
に交通難になりますと︑場所によ
ってはもう各戸収集ができなくな

裏通りなどは駐車の列で収集車の
通れるのがやっと︒接触事故など
の危険にさらされ︑時間のロスも
大変なものです︒

ころにだしてください︒

裏通りの方は︑ごめんどうでも収
集日に表通りの目のつきやすいと
できるだけ袋で☆袋によるゴミ収
集は現在九十暫近い普及率をみて
います︒でも中には以前のポリ容．
器のままの家やボール箱の家もあ
ります︒ボール箱でも悪るくはあ

伊勢ケ浜公園一帯の

建築物などに一部制限
最近は都市化の波にのって︑い
たるところで土地開発が行なわれ
ています︒そのため町の周辺の緑
はだんだん少なくなり︑うるおい
のない町になってきつつあります
県では︑さる六月十四日目﹁風
致地区内における建築物等の規制
に関する条例﹂を制定しました︒
この条例は︑このように失なわれ
つつある美しい自然を未然に保護
し︑残こしておこうという目的で
制定されたものです︒

日向市では︑伊勢ケ浜公園の一
帯が風致地区に指定されこの条例
の適用を受けることになりました
風致地区内で宅地を開発したり
また建物をたてる場合には︑その
高さや色彩︒野竹の伐採︑土石の
採取などの行為に制限がもうけら
れています︒伊勢ケ浜︵写真︶を
わたしたちのいこいの場として残
しておくために︑今後宅地を造っ

て建物をたてたり︑改築や増築を
したり︑木や竹を切ったりするよ
うな場合は︑あらかじめ市建設課
都市計画係にご相談ください︒

家族ぐるみの屋外活動や

い海草がたくさんあります︒

︵次

また市内の海岸には︑めずらし

ことを忘れてはなりません︒
頁の水の事故防止を参考︶

でも︑海や川にはつねに危険が
つきまとっています︒親しませる
前に︑親として海や川︑水の恐ろ
しさを︑こどもに十分認識させ惹

ます︒

︿海や川﹀︑こどもたちが︑夏も
っとも親しむ自然に海や川があり

にもなるはずです︒

たせます︒発展する日向市のよう
すを説明してやれば社会科の勉強

のがよいと思います︒
山頂では市街地や工業・地帯が見わ

るためにも︑ふもとから歩かせる

米の山は最近回周道路が完成し
途中まで車で行けますが︑やはり
こどもの体力づくりと︑自分でな
しとげたという満足感を味あわせ

にかなえられます︒

リエーションを楽しみながら︑道
みちに群生した植物を採取すれば
体力づくりと夏休みの勉強が同時

節度のある毎日を

﹃

高森山は︑さる六月二十一日に山
開きをし︑市内の登山クラブの人
たちが道案内板も立てました︒
平岩土々呂毛バス停で下車︑途
中で三十分ぐらいの休けいをとっ
ても約二時間で山頂まで行けます
自然の中で家族いっしょにレク

があります︒

︿登山やハイキング﹀︑それには
登山・ハイキングも一つの方法で
す︒市内には高森山や米の山など

．海や山庖川や森⁝

ってあげてくだきい︒

こどもたちが自然に親しみ︑興
味をもち︑そしてそこから学究心
が芽ばえるような機会をぜひつく

うっとうしい梅雨があけると︑真夏の太陽がギラギラ︒楽しい夏
休みがやってきます︒まして一年生にとっては︑はじめての夏休み
です︒それなりにあれこれと楽しい計画をたてていることでしょう︒
夏休みが終って︑先生が﹁休み中の楽しい思い出を作文につづっ
てごらんなさい﹂といわれたときその題材がないようでも可愛いそ
うです︒四十日間もの長い休みの間には︑幾日か︑こどもを中心に
した家族ぐるみのレクリエーションも考えてはいかがでしょう︒

自然に親しむ心を
とくに夏休みは︑学校生活では
機会の少ない屋外活動を通じて︑
こどもたちが大きく成長する時期
でもあります︒

夏休みがはじまると同時に︑七月
二十一日から﹁自然に親し む 運 動 ﹂

が行なわれます︒この運動は︑自
然に親しむことによって心身の健
康を増進し︑あわせて自然に対す
る科学的興味を養うために行なわ
れるものです︒

防いで明るい毎日を

日向市は都会とはちがって︑遠
くに出かけなくても︑まだわたし
たちの身ぢかにすぐれた自然が数

．

あぶないよ

愛のひと声で防ぎましょう

用水堀︑ため池がなぜあぶないか
を具体的に教えておく︒

二十円程度で市販されている試験
管十数本と︑工業用アルコールを
準備し︑海水浴の都度採取すれば
めずらしい海草の標本もできます
ただ慢然と泳がせるだけでなく
そこから︑何かを学びとるように
おとながちょっとアドバイスして
あげてはどうでしょう︒

をたててください︒

︿サイクリングやキャンプ︶︑親
とこどもがいっしょに楽しめるの
にサイクリングもあります︒交通
量の少ない道を選んで︑つねにこ
どもの体力に応じた道のりで計画

立ちます︒

またキャンプは︑共同生活の大
切さや人間関係を養うためにも役
雨天の場合に鉄砲水やガケくず
れの心配はないか︒また飲料に使
う水は大じょうぶかなど︑まわり
を十分調査して設営してください
以上は親とこどもがいっしょに
なって︑自然の中で楽しむ屋外活
動のいくつかの例です︒

になるでしょう︒

こうしたものを夏休みの計画の
中におりまぜれば︑こどもたちに
とって夏休みがより充実したもの

節度のある毎日を

養いたいものです︒

せっかくの夏休みですから︑こ
うした屋外活動を通じて健康なか
らだづくりを行なうとともに︑学
校のきまりを守る心もいっしょに
そこで︑こどもたち︑あるいはお
かあさんがたにとくに注意してい
ただきたいことを述べてみました
︿こどもたちの注意事項﹀
＊自分で計画をたてて︑きまりよ
く楽しく過ごすこと︒
＊家庭の一人として︑すすんで仕
事をわけあい仲良く暮すこと︒

かせる︒

＊こどもひとりでは絶対に泳ぎに
はやらないで︑おとなが同伴する
か︑よく泳げる人といっしょに行

おく︒

＊同行した友だちがおぼれたり︑
おぼれるのを発見したときは︑大
声を出して近くのおとなの救いを
求めるよう︑ふだんから指導して

＊危険な場所で遊んでいるこども
を見かけたときは注意し︑安全な
場所で遊ぶようにさせる︒

＊火気の取り除き
はもちろん︑電気

ください︒

の処置を行なって

当然ですが︑つぎ

日向市水難防止対策協議会では
ことしも︑水泳許可区域に写真の
ような旗を立てます︒この旗の立
っているところで泳ぐようにしま
しよう︒

外に出す︒

＊窓や出入戸を開けて︑ガスを屋

器具のスイッチも切る︒
＊ボンベのバルブを閉める︒

轍ボンベは屋外の日かげこ一
舞
い三度ガス管の点検も
ガスもれは目にみえないために
大きな事故につながります︒とく
に夏は気温の上昇でこの種の爆発
みなさんもつぎのことを守って

事故が多くなる季節です︒

＊友だちと相談し︑勉強も遊びも
＊危険転︑5遊びをしないこと︒

共同でたすけ合うこと︒

力を得ること︒

＊毎日の生活は学校のきまりと自
分の計画をあわせ︑ねばり強くや
りとげていくように︑家の人の協
八おかあさまがたの心がまえ﹀
＊日ごろ︑学校で身につけた勉強
の習慣をこわさないように︑時間
を正しく︑この休みでないとでき
ない新しい習慣を身につけるよう
導いてやりましょう︒
＊自由でのびのびとした暮らしの
中にも︑自分で何かをやってみよ
うとするこどもの考えを生かすよ
うにしむけてやりましょう︒
＊温かい気持の中で︑こどもたち
の相談相手になり︑家族全部がお
互いに仲良くなるように︑毎日の
暮らしをこどもたちと話し合い︑
力を合わせ︑また反省の機会もも
ちましょう︒

夜間外出は七時まで

した︒よく守ってください︒

このほか︑日向地区合同補導協
議会が︑夏休みの学習︑水泳︑夜
間外出時間をつぎのとおりきめま

いこと︒

学習は午前十時までとし︑この朝
の学習時間には友だちをさそわな

かをつげておく︒

水泳は午前十時から十一時半まで
午後は二時から四時まで︒必ず
二人以上で︑できるだけ上級生と
行き︑家の人に場所とだれと行く

は認めない︒

外出は午後七時まで︵保護者同伴
の場合は十時まで︶︑特別の場合
︵お盆やお祭り︶は児童・生徒だ
けでも九時まで認めるが︑土曜市

十分な休養を

運転者は

通報する︒

防署や警察︑ガス販売所などに

をする︒

スノ

ください︒

暑くとも戸じまりをしっかりして

なたのスキをねらっています︒

︿チカンを防ぐにはV︑＊夜遅く
なるときには家の人に迎えにきて
もらう︒＊同じ方向に帰る人たち
は集団で帰宅する︒＊暗い夜道は
さけて遠まわりでも明るい道︑人
通りの多い道を通る︒＊﹁車で送
ってあげる﹂と見知らぬ男性にさ
そわれても︑強い態度でことわる
︿アキ巣︑忍び込みは﹀いつもあ

−⁝・・
しっかりと
夏はお祭りや納涼大会など︑い
ろいろな催し物が多く︑たくさん
の人出でにぎわいます︒一方では
この時期をねらってアキ巣︑忍び
込み︑女性の薄着と外出をねらっ
たチカンが多くなります︒

義暑・て・戸じま・は

暗い夜道はさけて

＊車内の空気を入れかえて深呼吸

くたたいて︑．首をクルクルまわす

そこで過労︑居眠り運転を防ぐ
には︑ふだんから十分休養をとり
もし眠くなったら︑＊何はともあ
れ車をとめて仰けいしましょう︒
五分もすれば眠気はとれるでしょ
う︒＊車から降りて二︑三分間全
身屈伸運動をする︒＊首すじを軽

原因のようです︒

これは暑さと日中が長いために睡
眠不足や過労による居眠り運転が

が多くなります︒

七月から八月にかけて交通事故

居嗣

難．そこは
の

承
六月から七月︑そして八月へと
暑きが増してくると︑海辺をはじ
め︑河川︑湖沼︑プールなどでの
水泳やボート遊び︑水遊び︑魚と
りなどによる事故が一段と多くな
ります︒

昨年︑県内では五十一人︑市内
でも三人が水の犠牲者になってい
ます︒お互いに注意して︑ことし
は一人の犠牲者もださない楽しい
夏にしたいものです︒

雛事故を防ぐには霧

ょ︐つ︒

では︑どうずればこどもを水の
事故から守ることができるのでし
ひとくちには＊幼児についてはお
とながいつも目を離さないように
する︒＊小中学生には︑学校など
がだす水泳上のきまりや指導にい
つも従うようにしつけておく︑こ
れだけで事故の大半は防ぐことが

＊大量のガスもれの場合は近所の
人に知らせて避難するほか︑消

趾一

佳一

餐．宝隼

．転

ど竃言一」

ガスの事故を防いでください︒

元栓
コ4不λ←

㌦7ドン．＼9室下毒ラ」＝Lチ

霧正しい使用を霧
プロパンガスを使用しておられ
る家庭は田図のようにガスボンベ
を屋外の直射日光を避けた︑風通
しのよい所へ置き︑振動などで容
易に倒れないようにしてください
また︑長雨のためにゴムホース
やガス管の止め具が腐蝕してガス
もれしているかも知れません︒
いま一度︑ボンベからコンロまで
の配管の具合いなど点検してみて

を尾護コ壱

できると思います︒

︿あなたの周囲を再点検V︑この
機会に︑あなたが住んでいる地区
の周囲をもう一度点検してみてく
ださい︒河川で砂利採取したあと
がそのままになっていて︑急に深

八十．護者が注意することVは︑

へ り
くヒださし

霧火気を取り除く霧

＝箆瞳・

皿

〕

舷ぎ「

／讐玉
両、冒1の

コ挿一へ晶〜悩

くなっているところや︑サクやふ
たのないため池︑沼︑用水路など
危険なところはないでしょうか︒
もしそんなところがありました
ら︑早めに改善してください︒
＊小さなこどもをひとりで外出さ
せないようにし︑つねにこどもか
ら目を離さない︒

ガスもれを発見したら︑ガス業
者に連絡してすぐ修理することは

塑」論1艦繰言

8

＊小さなこどもには︑川や排水溝

しPガス家庭用設備上部．＝鞭騰

多く残されています︒

灘：に郵，い尋螺》の蕩談議曜

4

広報ひゆうが
第3種郵便物認可
第3種郵便物認可

広報ひゆうが
5

r 層

﹁k

︷

おぼえておこう人工呼吸呼
果があるといわれています︒

気を送りこむ方法で︑いちばん効

セン式よりも呼気蘇生の方が効果
があります︒この動作を一分間に
十五回前後行なってください︒

県観光協会総会

特に幼児に行なう場合は、肺臓が小さいため

小学生以下のこどもには︑二ール

を開く

ウ

人工呼吸は︑水におぼれたり︑
ガス中毒︑胸部の圧迫やケガ︑電
気のショックなどによって呼吸が
とまった人に対して︑人工的に空
気を肺におくり呼吸を回復させる

合の速さで、口から口へ直接に空気を送りこむ。

方法です︒

これから水の事故が多くなりま
す︒水におぼれた人を目前にしな
がら︑まわりの人がだれも人工呼
吸法を知らなかったために尊い命
をとりとめることができなかった
例がたくさんあります︒
あなたも人工呼吸法をおぼえて
万一の場合に備えてください︒
成人に対してだれでもできる︑

﹁ニールセン式﹂と︑小学生以
下のこどもに対して効果のある
﹁呼気蘇生法﹂の二つをご紹介し

．ニールセン式人工呼吸法

ます︒

二︶スリー︵第三︶︑ワン︵ 第 四 ︶

／
O図のように、あごが頭の上にくるように十分ノ

観光宣伝に一役

きかけることにしました︒

この会は︑県内市町村や観光協
会︑観光関係業者で組織している
もので当日約二百名が参加しまし
た︒なお日向市観光協会が提出し
た＊日豊海岸︵大分県蒲江町から
市内美々津まで︶の国定公園指定
促進については︑県観光協会あげ
て運動にとりくみ︑国へ指定を働

階大会議室で開かれました︒

宮崎県観光協会の第二十四回通
常総会は︑さる三十日︑市役所四

日豊海岸の国定公園化など

プッとい．う程度のわずかの空気を送り；めばよい。

せん。

四日︑九州に接近した台風二号
は︑大した被害もなくホッとしま
した︒

にはがれたりします︒その部分を
つぎたしたり︑雨戸何枚かを一し
ょに角材でしばるなど補強してく
ださい︒

避難の方法や場所をきめる☆台風
対策について︑どこのご家庭でも
十分研究されていることでしょう
が︑一番大切なことは尊い人命を
なくしたり︑ケガをしたりしない
ことです︒それには家族全体で避
難方法や場所︑道順など必ずきめ

台風が日本に影響する心配がで
てくると︑気象台などから注意報

ということです︒

や警報がだされます︒

せることです︒

そしてとくに小さなお子さんや
おとしよりのいる家庭では︑風が
強くならないうちに早目に避難さ

でも台風シーズンはこれからです
気象台の話しによると︑ことし
の台風は﹁少数精鋭型﹂で︑数は
少ないが大型の台風が予想される

注意報は﹁ぼんやりしているとあ
ぶないそ﹂という段階で︑警報は
﹁いよいよやられるぞ︑被害もで
●
そうだ﹂という事態を予想してい

・．一i

八頁に掲載︶写真は美々津別府で

て開きます︒ ︵今月の開講日程は︐

rこの講座は来年三月までつづけ

け︑嫁としゅうとめの関係︑健康
づくり︑和服の着方や簡単なヘヤ
ーセットの仕方など組んでいます

身ぢかな問題から勉強して︑そ
れを生活の申で生かそうと︑学習
内容も︑食品衛生︑こどものしつ

巡回講座をはじめました︒

市内婦人の総学習といった意味
で︑市教育委員会が六月から婦人

食品衛生など勉強

婦人巡回講座

台

細島支部︵支所満電二六〇一︶
岩脇支部︵支所︑三三〇〇一︶
美々津支部︵支所︑電美々津一︶
売玉支部︵出張所︑電︑美四四︶

電話一一一一一番噛二一一六番︶

さい︒連絡先は次のとおりです︒
日向市災害対策本部
︵市役所

このほか︑台風の被害がでそう
な場合には︑市に災害対策本部を
設置します︒堤防の決壊やガケ崩
れなどの心配があるときは︑早め
に災害対策本部︑またはもよりの
対策本部の支部︑に連絡してくだ

ておくことです︒

るものです︒

いずれにしても︑台風情報は新
しい観測資料によってどんどん変
わるので︑つねに新しい情報をつ
かんで︑それに備えるようにして
ください︒

そろえておく必需品☆生野菜︑カ
ンズメ︑インスタント食品︑ビス
ケットなどの食料品︑着替えなど
の身まわり品︑貴重品︑急救医薬
品︑懐申電灯やローソク︑トラン
ジスターラジオ︑応急処置ができ
る程度の大工道具や板︑クギ︑針

こん．なところを点検

金︑ロープなど︒

を︒

土台畢コンクリートの基礎と土台
がしっかりとめてなかったり︑白
アリに荒らされていたりすると倒
壊の危険があります︒早めに補強

の部分はとくに注意︒

屋根←スレ⁝トやトタン屋根の︑
のきの部分のクギが一ヵ所でもゆ
るんでいると︑そこからめくれ︑
屋根全体がとんでしまうことがあ
ります︒かわらも同様です︒のき

建具畢古くなった雨戸などは︑た
て込みの部分がすりへって︑容易

新産都市バレーボール大会

連日熱戦を展開
日向市バレーボール協会主催の
新産都市バレーボール大会が六月
十二日に開幕︑いま市内小中高校
の体育館を利用して行なわれてい
ます︒

す︒

この大会は︑市内のバレーボール
チームや愛好者の技術向上と︑バ
レーボール振興のために行なわれ
ているもので︑職場や地域から十
九のチームが参加しています︒夜
七時から昼間の仕事の疲れもわす
れ︑熱戦がくりひろげられていま

日知屋城跡の石碑完成

、

患者をうつぶせにして︑両手を
重ねさせ︑その上にアゴをのせ︑
救助する人は片ひざをついて患者
の頭の方から患者に向ってすわり
図の要領でワン︵第一︶ツー︵第
ツー︵第五︶の動作を一分間に十
回から十二回︵幼児の場合は十五
回︑児童の場合は十四回︶のはや

ただしこの場合︑小中学生や幼

さで行ないます︒

呼気蘇生法は口から口へ直接空
ぐ岬

昭和三十六年に︑国民年金の加
入受けつけが開始された当時︑高
跳任意加入者︵十年年金といって
います︶で︑その後保険料をかけ
つづけなかったため︑︑資格がなく
けがはじまりました︒

なった人に対し︑再び加入受けつ
この人たちは七十才になれば︑二
万四千円の老令福祉年金がもらえ
ますが︑所得などにいろいろ制限
老後に悔を残さないよう再加入

があります︒．

をおすすめします︒

ら九月三十日まで

＊加入受けつけ期間11七月一日か
＊加入できる年令と資格11明治三
十九年四月二日から同四十四年
四月一日までに生まれた人で︑
昭和三十六年当時国民年金に任意
加入し︑その後資格を失ってる人
＊納める保険料11月額四百五十円
＊納める期間11昭和三十六年四月
分から昭和四十六年三月分まで
の十年間︵ただし他の年金制度
に加入していた期間は除く︶
＊受ける年金額11年額六万円︒

＊手つづきをとるところ11市役所
国民年金係か各支所︒
＊手つづきに必要なもの11印かん

と国民年金手帳︵紛失した人に
は再交付します︶

なお︑この四十五年度から︑国民
年金保険料も︑納付書によって納
入するようにしましたが︑お宅に
は納付書はとどきましたか︒

鴨

風

患〜7の両ひじの付近に両rをか

とどいていない方は︑市役所国
民年金係か︑各支所に申しでてく
ださい︒

《おとなも子どもも同じ速さでよいが、一揖・ども
の均合・後の．5秒に1回をやや早くする。）

霊知屋城跡保存顕彰会の手で︑伊勢ケ浜公園に﹁日溜屋
城跡﹂の石碑がたてられ︑さる二十一日その除幕式が行な
われました︒伊勢ケ浜は公園としてはよく知られています
が︑日金屋城あととしては︑石垣がわずかばかりむかしの
名ごりをとどめるだけであまり知られていませんでした︒
こんどの石碑の完成で︑公園として︑また史跡として伊
勢ケ浜の名が広く知れわたるでしょう︒

，

，

亀

ワン（第4姿勢）の動作
まず患者の背1いに両手をむくa

です︒

ρ

ろでとめる。

O自分より佐倉のおとる人に行なう場合は魂甘気
を多く送りこむと溺者の肺臓を破裏させること
があるので、抵抗を感じたところで送りこなの

一墾

なお国民年金で︑ご不審な点や
なっとくできないところがありま
したら︑ご遠りよなく年金係まで
おたずねください︒電話でも結構

門

／
O呼気蘇生法は、ガス中毒や毒を飲んでい王者、
伝染病にかかっている者には行なつではいけま

ツウー〔弟5姿勢｝の動作1

体ごと後方に引き恋者の胸かく
中に．空気が入らないようにする。

ツウー（第2姿勢）の動作
腰をあげて腕が垂直になるとこ

O子どもに行なう場合は、胃を手でおさえ，胃の

＼

が開かれました︒

高 令 者 に 再 加 入の道

Q最初の10回は3秒に1回、．後は5秒に1i111の割

@誘
ける0

ｷ。

・（小学生子下の子どもにはニールーヒン式よりも呼

参
r

ドをあけるD
O空気を送りこむと．き、鼻から空気がぬけないよ
うに鼻はっまんでおく。
●

自分の体をうしろにもどしなが
らむさえた両手をはな』

幽毒
野蘇生法のカが効果があります。）

スリー（第3姿勢）の動伶
に両手をおく∩

高令者に︑高額の年金を受けて
もらうため︑七月から再加入の道

をやめる。

侮

レ ロ
わき下をむすんだ線にこの小っ

呼気蘇生法は、口からロへ直接に空気を送り込
む方法で、いちばん効果があるといわれています。

rノン（第I」姿勢）の亜1戸躰

雌
醜く」
「［

児に対する手の位置は成人者同様
A図で行ないますと︑救助する人
の体重で胸骨を折る心配がありま
すので︑体重を半減するように︑
︵B図︶のように手の位置 を 肩 の と
ころにあてて行なってください︒

七月二十四
日の午後一時
から︑門川局

栃韓蟷
月 そのため・

湘耀じま−ま

ですから︑例えば相手方の電話
番号が二三四五の場合は︑〇九八
二六！三一二三四五をつづけてま
わせば相手方につながります︒
また諸塚︑七ツ山︑上椎葉の各
局は︑同じく七月二十四日の午後
一時から︑いままで待時サービス
だった市外通話が半自動サービス
︵いまの美々津局や山陰局と同じ
ように局番をダイヤルすると相手
局の交換手がでる︶になります︒
市外局番は︑諸塚局〇九八二六
五︑七ツ山局〇九八二六六︑上椎
葉局〇九八二六七となります︒
電話は日に日に便利になります
これからもご利用ぐださい︒
︵日向電報電話局︶

になります︒

門川局の市外局番は〃〇九八二
六〃となり︑市外局番〃三 がっ
き加入者の電話番号は全部四ケタ

なります︒

であったもの
が︑ダイヤル
ひとつで相手
方につながる自動即時サービスに

鍔醤舗

諸塚などは半自動

より多くの年金を

広報ひゆうが
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門川局は自動即時
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一

瀞ゐ6ぜ
にしました︒

ていましたが︑七月一日から日向
市農業協同組合で受けつけること

宮崎県保母試験受験講準備習会
がつぎのとおり行なわれます︒
＊講習日目八月七日〜十一日
＊会場阿宮崎市自治会館
＊受講料H七〇〇円
ご希望の方は受講料をそえて八
月一日までに市福祉事務所までお

保母試験受験講習会

なお申し込み方法︑注射日︑注
射方法などはいままでどおりです

日本脳弓の予防接種は︑一応六
月十九日で終りましたが︑ことし
はとくに多発が予想されますので
つぎのとおり追加接種を行なうこ
申し込みください︒

日本脳炎追加接種

とにしました︒

お貸しします戦跡写真集

別府婦人会⑳同居と別居
冾g田の原婦人会⑳健康づくり
冾P1余輩婦人会⑩料理教室

曜日11駅通婦人会⑳簡単なヘアー
セットの仕方
厲M高松婦人会⑳食品の知識
冾g八坂婦人会⑳食品の知識
冝h申町婦人会⑳手芸教室
勛鼡g野川︑清正の合同⑩料理
教室

交通事故相談

ご利用ください︒

交通事故相談をつぎのとおり開
きます︒交通事故の被害者︑また
交通事故をおこした人で︑いろい
ろ悩んでおられる方はこの機会を
当日は県交通安全対策協議会や
日向地区交通安全対策協議会の専
＊日時

七月二十二日︑午前十時

門員が相談にあたります︒
から午後四時まで︒
＊場所11市役所市民生活課︑生活
相談係︒

国民年金保険料
七月置ら一律四百五十円に
国民年金保険料は︑これまで三
十五才以上の人は月三百円︑三十
五才未満の人は月二百五十円でし
三百円の区別なく︑国民年金被保
険者は全員四百五十円の保険料に

たが︑︐ごのゼ月から二百五十円︑

著ください︒

ご希望の方には貸し出しもいた
しますのでご利用ください︒自分
で購入したい方にはあっせんいた
します︒価格は送料を含み三千百
円です︒市福祉事務所までお申し

ので購入いたしました︒

比島︵ルソン︑ミンドロ︑レイ
テ︑セブ︑ポロ︑ミンダナオ︑ネ
グロス︑パナイ︑サマール︶各島
の大東亜戦の戦跡と昭和四十三年
に行なわれた遺骨収集団の活動を．
収録した写真集が発行されました

未接種の方はこの機会にぜひ受
けられるようお知らせします︒
＊対象者H生後六ケ月以上の人
＊料金 一才未満八○円︑一才以
上一七〇円︒

＊日時H七月十五日︑二十二日の
二日間︑午後二時から四時まで
苦場所一1市役所別館会議室︒

釣り場への立入り禁止
七月一日目ら自衛隊第三〇五施
設隊の手によって︑御鉾ケ浦から
細島灯台まで延長二千耕の観光道
路の建設をはじめました︒

建設予定地は海岸ぞいで岩盤が
多く発破作業を行ないます ︒

変わりました︒

できない人は︑申請すれば保険料
が一時免除されます︒
保険料の免除を希望される方は
七月二十日までに印かんをもって
市役所国民年金係︑各支所の窓口
で申請してください︒
免除申請すれば︑みんなが承認
されるとは限りません︒
病気や災害のためにほんとうに
保険料の納入できないのかどうか
前年の所得額や固定資産を調査し
一定基準の範囲内であれば免除さ
れます︒

納期限は七月三十一日

申告所得税

申告所得税第一期分の納期限は
七月三十一日限りとなっています
振替納税の利用者は︑税務署か
ら直接振替先の銀行あて七月二十
五日ごろまでに納付書を送ります
振替日は七月三十一日となりま
すから振替日に納税できるよう︑
納税額に見合う預金を準備してお

一日置行動を知るためちかく︑国
民生活時間を調査しますが︑ただ
いまその調査員を募集しています
二十才以上で市内にお住まいの．
方ならどなたでもけっこうです︒
応募される方は八月十五日ま．で

に宮崎市神宮町二一二︑NHK宮
崎放送局世論調査係へお申し込み
ください︒説明書をお送りします

補欠入居者募集中

現在市内にある既設市営住宅に
あき家ができた場合の入居者をつ

ぎのとおり募集します︒

＊募集期間11七月八日〜二十二日
まで
＊申込み場所口市役所総務課内︑
管財係

＊募集戸数11第一種既設市営住宅

のあき家ができた場合の補欠入居
＊申込み資格
①総所得から勤労所得を控除し︑
扶養家族一人につき三千円を控
除した月額収入が二万四千円以

②現在住宅に困っていることが明

上四万か日で︒

すでに六月十五日をもって送付

③現に同居︑または同居しようと

振替納税を利用していない方は

いてください︒

してあります予定納税額通知書に
納付書を同封していますから︑七

そのほかくわしいことは︑管財係

までお問い合わせください︒

する親族のある人︒

らかな人︒

月三十一日までに最寄りの銀行︑
郵便局で納税してください︒

自衛官採用試験

苦試験日一八月四日︵火曜︶

＊場所一延岡市本小路中央公民館
内自衛隊宮崎地方連絡部︒

臨一

コ

また財団法人日本蟹族会がフィ
リピン戦跡訪門団を募集していま
す︒期日は十一月下旬五泊六日の
予定で費用は十﹁万円程度︒
北部ルソン班︑南四部ルソン班︑

114人増

＊受付一1八時〜八時半︒

48．142人

そのため危険が伴いますので︑こ
の区域一帯の立入りを︑作業が完
成する九月十日まで禁止しました
ただレ︑日曜か祭日︑午後五時

計

理由としては︑国民年金の支給
額が二倍以上に引きあげられ︑そ
れに見合う保険料となったためで

＊受験資格鐸来春卒業予定者︒ま
たは年令十八才から二十四才ま
での男子︒

＊携行品口筆記具︑印鑑︒

103人増

女計購

25．295人

レイテ︑ヒブ班︑ミンダナオ班の

す︒

保険料の免除申請は

願書未提出の方は当日記載しても

22．847人前肩丈基

男

女

からは作業を休みます︒

釣りに行かれる方は十分注意して

四班にわかれます︒ご希望の方は
同じく市福祉事務所へお申し込み
ください︒

婦人巡回講座日程

七月二十日までに

NHKが調査員募集

らいます︒

NHK宮崎放送局では︑国民の
㌔

（7月1日現在）
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国民年金の強制加入者は︑必ず
保険料を納めなければなりません
が︑病気とか災害などを受けて︑
どうしても保険料を納めることの

世帯20増i

12．493世帯

ロー一・

4㎜㎜一人

ください︒立入り禁止になる主な
釣り場は︑深迫︑ウマノコネ︑サ
ンボウ ︑ 泳 ぎ バ エ ︑ テ ツ ボゥ︑ エ
ビス︑ナガハェなどです︒

今月の婦人巡回講座をつぎの日
どりで行ないます︒○内数は開講
時間︒会場は公民館です︒

r︾

冝h遠見婦人会⑳食品の知識

脚

豚コレラこんこは農協へ
豚コレラの予防注射の申し込み
は︑いままで市農林課で受けつけ

18
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