．

0⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝⁝O

霧有害食品をしめだす八つの目

たちがいる︒

一度病気にかかれば必ず病院をたずねる︒
だがそれ以前の問題として︑わたしたちが病
気にかからないように︑日夜努力されている人

は限らない︒

φ﹁

店があり︑これらをくまなくみてまわり︑店頭
に並べられた商品をチェックする︒そして〃こ
れは〃と思われるようなものは持ち帰り︑化学
的に内容︑成分を分析する︒最近︑問題になっ
たものに﹁チクロ﹂がある︒以前はカン詰めや
清涼飲料水に多く使われたが︑発ガン性がある
とのことで︑この一日に店頭から姿を消してし
まった︒これからも有害食品がでまわらないと
だが︑こうした人たちのかげの努力がつづく
かぎり︑わたしたちは安心して食卓につける︒

，

いわゆる﹁食品監視員﹂といわれる人たちで
みんなの台所に有害な食品がもちこまれないよ
うに監視するのが主なしごと︒
日向保健所にせきをおく監視員はいま四人︒
入郷を含めると三千軒をこす飲食店や食料品
・
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耀．︑

みなさんの声の窓口﹁生活相談
係しが昨年八月に店びらきして満
一年を過ぎました︒

とめました︒

多 い交通事故

の順になっています︒

十八人︑③汚水問題十八人︑④騒
音十六人︑⑤粉じん十三人︑⑥廃
液三人︑⑦振動に対する相談二人

﹂︸・・

とどまるものもありますが︑しか
し重要なことがらや複雑な問題は
各関係機関と連絡をとりながら早
い解決につとめております︒ ・

利用されている生活相談室

，

施 ことし︑第四回目の九月定例市
議会は︑さる十九日から十月一日
こんどの議会に提出された議案

曜まで開かれました︒

曜

耀知らせしましよう︒

教育委員に安藤泰さん

五手九百万円の追加

一般会計に．

塑ました︒

V

その結果︑これらの相談の内︑
約六三響は解決しています︒

中には﹁こんなことならもっと
早く相談すればよかった﹂と係員

．

をよろこばせる便りもありました

みなさんの手足になって

にこたえる努力をつづけます︒

また︑市政の要望は相談とは別
に手紙で寄せられたものもありま
した︒内容は︑道路や下水道︑住
宅問題︑市役所の窓口改善など大
へん立派なご意見がよせられ︑多
額の予算をともない︑早急に解決
できない問題もあレますが︑しか
しできるだけ実行に移し︑ご要望

おいでください︒

喫

現在︑係員は四名ですが︑みな
さんの手足となってご相談に応じ
たいと思いますので︑お気がるに

っている東部第二地区公共団体区

趨騨馨希詔が騰岬
追加などです︒

曜

円の予算規模になりました︒

吻

@騰繍難灘篇

陳嘉餅盤驚

叩薙筋縄護議曝に

﹂︒菱馨が困難署⁝
百五十万円︑○国民健康保険事業 例

した︒

ノ

なお追加の主なものは︑○財産
管理費に百三十七万円︑○来年四
且に予定されている県知事︑県議

曇

会細島港支部︶

霧鍵鞭蕪
懸樋糠穂

会議員選挙費用のうち︑今年度内
に必要な経費百四十七万円︑○身
体障害者や老人福祉のための社会
福祉費に八十一万円︑○養護老人
福祉費に百八十万円︑○里山林道
整備事業費︵富高・山旦林道︶に
千二十四万円︑○漁業をさかんに
するための水産業振興費に六百四
十二万円︑○部落道や花ケ丘通線
を舗装するための道路橋梁費に百
一万円︑○日知屋江良地区で行な

・灘離業は採択

富高・山口林道の整備も

￠

追加の内容は︑人件費など義務
的なものの億か︑国県補助の内示
決定にみあわせて追加がなされま

算十五億五百八十九万六千円に︑
五千九百八十万三千円が追加され
総額十五億六千五百六十九万九千

へ︑．︑＼ら囑︑．︑︑ら亀︑︑．︑︑◎も︑5︑︑魅し︸亀曳噛︑︑．︑噂噛︑・ミし・︑︑塾︑亀ミ︑．・︑し・︑・・︑︑・︑し・︑しミ㌧．・︑︑・築︐・︑魅ミ︑亀・︑剛ミ︑﹄・︑︑ミ︑ミ︑︑ミ︑ミ︑魅ミ︑・・︑ξ︑︑ミ︑・ミ︑・・︑・ミ・ミ・ξ︑ミ・ご︑・ミ・ご︑〜〜︑・ミ・ご︑・・ら

これらの相談は︑根本的な解決
にはいたらず︑アドバイス程度に

のが一番で二十一一人︑②ばい煙が

したり︑市民
と市政を結ぶ
声のパイプ役
を果すのがこ
の係の役目で

また係で
は︑このほど
過去一年間の
相談結果をま
婦

〃．雛

︑繕灘團

濡蠣縫幾

います︒

市役所玄関横
の窓口で各種
相談に応じて

を除く毎日︑

日曜と祭日
土曜日の午後

す︒

内容では①悪臭に関するものも

や 公害の悩み

利用されています︒

それによりますと︑これまでの
相談件数は三百十件で︑なかなか

一

の宝です︒すごやかに育つよう

してあげてください︒

に︑保護者のかたはもちろん︑地
域の人たちも子どもの遊びには充
分注意して︑健全な遊びの指導を

いただくとより安心です︒

自由参加の体育行事

・ふるってご参加を
市教育委員会では︑．文化祭行事

のひとつとして︑また体力づくり
のひとつとして市民のかたならだ
れでも参加できる十月申の体育行
事を︑つぎのとおりきめました︒
お隣りどうしゃ︑知人︑友人でチ
ームをつくるなどしてご参加くだ
お申し込みは︑市教育委員会ま

︑さい︒

でハガキ︑電話でけっこうです︒

＊⁝体育行事の日程は

十七日−小中高校︑一般の陸上競
技記録会︑富島高校グランドで

十月十三︑十四日臨六人制バレー
ボール大会︑日向工業高校で︒．
るようにしてください︒

日向中学校グランドで︒
二十五日11卓球大会︵小学校以上︶
富島高校体育館で︒
二十五日闘庭球大会︵小学校以上︶
富島中学校グランドで︒

・二十五日11野球大会︒宮崎合繊︑

島高校で︒

十八日一1野球大会︒宮崎合繊︑日
向中学校のグランドで︒
二十四日口小中高校体操大会︒富

︑

そのほかの予防接種でも軽い発

られなくなりました︒

＊はしか︑小児マヒの予防接種を
してから一月経たなければうけ

なりました︒

＊接種する皮ふ面の範囲が小さく

ました︒

二月の間にうけることになってい
ましたが︑之んごは生後六月から
二十四月の間にうけることになり

また︑シンナーやボンド・セメ
ダインを販売しておられる薬店︑
文具店のかたは︑子どもが多量に
買いこむような場合には使用目的
をただし︑できれば保護者や学校
の証明を持参した子どもだけに売

熱︑発赤︑発しんなどは普通みら
れますが︑たいていは二︑三日で
なおります︒
しかし︑健康状態の悪るい人や
けいれん体質の人︑特異体質の人
妊産婦などは重い副反応をおこす
場合がありますので︑接種前には・
必ず受けつけに申し出られるよう
お願いします︒
予防接種前には︑医師の方でそ
の日の身体の状態をおたずねしま
すので︑小さなお子さんには必ず
お母さんがっきそっておいでくだ
さい︒また接種日には忘れずに体
温を計って︑受けつけに知らせて

冒︑︑︑︑◎︑︑鴨︑︑︑．︑︑魅︑︑︑．︑︑︑覧︑︑も＼噛︑︑︑．︑︑︑︑︑︑亀︑︑し︑︑︑亀・︑亀・︑馬．・︑︑・︑︑．︑︑しミ︑ミ︑噛・︑︑ミ︑．ミ︑ミ︑．・︑︑ミ︑．・︑︑・・︑．・︑・・︑し・︑︑ミ︑・・︑・ミこ︑・・ミ・ミ・・ミξ︑ミ︑3︑・・支ご︑・・ミご︑・・ミ・ミミ︑く・・︷・㍉

@こんどの議会で︑これまでの予

卯

ψ

ノ

@

日常生活の悩みごとや困りごと
が早く解決するようにお手つだい

﹂害者が百五十人で︑内訳けは①自
賠保険の請求手つづきを指導した
御平岩︶が再建されました．
もの九十五人︑②示談について指
尊しtもの三十九人︑③裁判につ
霧市道に認定
いて相談に応じたもの十六人︑④

／

・膨交通事故相談が一八一件も
もっとも全般的に市政に対する苦
情や要望などは少なく︑全体の約
十響にあたる三十七件で︑残り九
十寳︑二百七十三件は交通事故相
談や︑公害などの悩みごとになっ
花ケ丘団地内の十一︐路線︵延長
邇l百五綴︶が︑市道に認定され

ています︒

．間の調整を引きうけたもの八人︑

この係で相談ができず県事故相談
所に紹介したもの十九人目⑤両者

相談の内容では︑交通事故にま
つわるものが圧倒的で︑半数以上
の百八十一件︑ついで公害相談の
九十二件になっています︒
した︒

⑥その他四人です︒
また生活の多様化で︑公害の悩．
みごと相談も数多くもちこまれま
．

r

市内でも流行のきざし

意︸

そくまで努力されています︒
青少年は次代を荷負う大切な国︐

いま︑警察署や学校︑青少年問
題協議会など各種機関では︑この
不健全な遊びをなくすために夜お

きます︒

中には急性中毒で窒息死するこ
ともあり︑おそろしい結果をまね

イラがおこることになります︒

事がいやになったり︑︑つねにイラ

後には精神障害を生じ︑学業や仕

ときには命とりにもなります
﹁シンナ

最近︑新聞でも報道登れたよう
に︑市内でも︑神社や公園など人
目のつかないところで︑

えつつあります︒

ー﹂や接着剤である﹁プラボンド
・セメダイン﹂などの乱用遊びが
発育ざかりの青少年のあいだでふ

先日は︑伊勢ケ浜でシンナーに

．酔ってフラフラになった四人の中

学生が補導され︑その後も市内草
場の若宮神社境内や公園などで︑
多量のボンドの空ビン︑遊びに使
用したビニール袋が発見されてい

最近︑予防接種
による副反応につ
いて社会の関心が

まちがった使用で命とりになるポンドやシンナー

交通事故相談においでになられ
たかたは︑加害者が三十一人︑被

九万六千円から十五万円に

函

凶

あぶないシンナー遊

します︒

に多くのかたのご加入をおすすめ

一月分の保険料三百五十円をもっ
て窓口においでください︒
少しでも老後を豊かに．するため

加入ご希望のかたは︑印かんと

ます︒

■比例制加入の手続きは
この十月一日から︑市保険年金
課の窓口で受けつけをはじめてい

より高額の年金を

所得比例を利用して
老後の安定した生活をおくるた
めに︑もっと高額の年金を！とい
うみなさんの要望で︑昨年︑国民
年金法の一部が改正されて︑この
れています︒

・十月から﹁所得比例制﹂が実施さ

この国民年金所得比例制という
のは︑これまでの通常保険料四百
五十円とは別に︑9あらたに 三 百 五

十円を納入すれば︑九万六千円に
五万四千円をプラスした十五万円
の老令年金を支給しようというも
のです︒

纏加入できる人は
この制度に加入できる人は︑現
在︑国民年金に加入している人で
地方税法に定めてある所得︵年間
総所得から必要経費を差引いた所
得のこと︶がある人や︑所得はな
いが農業︑漁業︑商業などの家庭
従事者は申しでて加入できます︒
ただル︑申請免除︑法定免除中の
人は加入できません︒

螢いつでもやめられるか
収入がなくなったり︑経済的に
苦しくなって保険料を納めること
ができなくなったときは︑いつで
も申しでて納めなくてもよい手つ
づきをすることができます︒

診た︑逆に生活にゆとりがでて
一きたときは︑いつでも申しでて再

ます︒

高まってきました﹁

ました︒

が︑種痘について
接種方法が一部つ
ぎのとおり変わり

＊第一期目種痘は
生後二月から十

Y

9

シンナーやボンドは︑数回吸う
うちに最初はのどが痛み︑頭痛や
はきけ︑めまい︑あるいはとう酔
症状がおこりますが︑これを繰り
返すうちに︑思考力がなくなり︑
さらに濡すう神経がおかされ︑し
だいに正常な意識が麻ヒして︑最

も臨︐

．

7

山．

び保険料を納めることができます
■加入しない場合の差額は
前にも述べましたように︑これ
までの通常年金だけですと九万六
千円ですが︑この所得比例制に加
入されますと十五万円が支給され
老後に受けとる年金に五万四千円
の差額がでてきます︒

﹂〆

種痘の航法が
一部かわりました

，・賢避鐸、．一野；即7『一丁一

鐸．

特異体質・∴ご注意
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そこでなぜ事故が・：

死者が年間の半数に近い︑四〇・
九警の九人を数えていることです
これは︑いうまでもなく︑年末
年始には酒を飲む機会が多く︑飲
酒運転は必ずといっていいほど死
につながることを意味しています

じては多い方ではありませんが︑

またここで見逃せないのは︑年
末から年始にかけての交通事故で
す︒事故件数は八三件と年間を通

れてきています︒

こうしてみますと︑夏の酷暑時の
疲労運転による事故︑春秋の行楽
シーズンの無理なドライブによる
事故が︑はっきり数字の上に現わ

．．しめしました︒

とくに死者は︑五五時間に一人
が死亡していることになり︑この
増加率は︑九州では大分についで
第二位と︑ありがたくない結果を

となっています︒

七六一三人となっており︑一日平
均にする走︑発生で一六件︑死者
は○・四四人︑傷者は二〇・八人

二倍の注意を1国道十号線

内1

％五五時間に一人が死亡
i県

一六〇人︑傷者は四七・五暫増の

先ず県内の交通事故発生状況か
らみてみましょう︒
昨年︑県内の交通事故は︑発生
件数で前年より三〇・八響増の五
八七三件︑死者が一＝・二響増の

笏一日に二人が負傷
−日向署管内1
では︑日向警察署管内はどうで
・しょう︒これまた発生件数が五二
二件︑傷者七四五人と県内事故の
約一〇暫にあたるおどろくべき数
字をしめし︑死者にいたっては四
三年の一二を大幅に上まわる二二
人という悲しい記録がでました︒
このことは︑交通量の増加と︑
自動車の大型化などで︑事故もし
だいに重大化している︑というこ
となのです︒

は 死 につながる

笏魔の日曜日
さらにまた︑これを一週間の各
曜日ごとに分類したらどんな結果
になるのでしょう︒
一番多いのは日曜日の八二件︑

ついで月曜日の七八件︑火曜︑金
﹁

交通安全は︑わたしたちみん凝a鼠罎で引引．︐でむ罵︐︐超α瓢姻ど旗ゲ麟．︐

らに︑交通事故は毎年増えています︒昨年︑全国の交通事故の死者は一
万六二五八人︵県内一六〇人︑日向署管内二二人目を数えました︒．
そして︑これに負傷者九五万一〇〇〇人を加えると︑その数は全国民
の約一響にあたり︑一〇〇人中必ず一人が交通事故にあたっているとい
うことです︒

この六日から全国一せいに﹁秋の交通安全運動﹂もはじまりましたが
こうした幅広ろい国民運動をくりかえし行なっても︑なおかつ事故が増
えつづけるというのはなぜでしょう︒．

巡奮

ことしも十月六日から①歩行者
とくに老人とこどもの事故防止︑
②飲酒運転の絶滅︑③無謀運転に
よる事故防止の三つを重点目標に
した﹁秋の交通安全運動﹂がはじ
わたしたちは年ごとにふえる交

まりました︒

通事故のこの現実をみつめ︑身．ち

かな問題は卒直に反省し︑さらに
はこうした運動にも積極的にとり

ピーポー・ピーポー音に．
十月一日から救急自動車のサイ
レンが〃ピーポーピーポー〃音に
かわりました︒

要といえそうです︒

三倍も注意をはらい︑なおかつ交
差点の運転には十分な慎重さが必

の運転には︑普通の路線の二倍も

これらを総合すると︑十号線で

の順番になっています︒

反︑三番が車間距離の不足︑四番
が優先順位違反︑そして信号無視

転違反が一番で︑つぎが右折違

これらの事故の原因は︑安全運

●

わてずに︑対向車との距離を十分
に考えながら右折してください︒

です︒中央よりに進路かえて︑あ・

右折違反による事故も多いところ

＊死者○人

＊事故件数 一七件
＊傷者 二三人

ほどの慎重さが必要です︒

＊傷者 一五人
＊死者 ○人
交通量も多く︑黄信号でも無理し
て突込む車もあります︒青色でも
交差点ではブレーキに足をかける

＊事故件数十二件

思わぬスピードがでています︒十
分な車間距離を保ってください︒

延岡︑椎葉方面からは下り坂で︑
いわばスリバチ状の交差点です︒

＊死者○人

＊事故件数 一〇件
＊傷者 一二人

今月は市内の事故多発地点を中心にその原因などをさぐってみました
︵資料は日向警察署提供の交通事故白書︶

奔匙

あ

知り︑︑その原因を知ることは事故

陣大橋北詰交差点

●

つぎに︑年間発生事故を︑月別
に分類してみますっ
一番多いのは七〜八月の一〇〇
件︑ついで四〜五月の九九件︑九
〜一〇月の九三件︑一二〜一月の
八三件の順になっています︒

防止にもつながりますので︑図で

事故が多く発生している場所を

おきているのでしょう︒

ます︒この数字からみると︑

表わしてみました︒

導．

です︒

●

りやすいようにしてください︒

辱

たときは︑道をあけて救急車が通

鳴らしなが．ら救急自動車が近づい

ピーポーピーポーのサイレンを

急のときにそなえています︒

自動車にとりつけられ︑万一の救

日向市でも︑さっそく二台の救急・

のです︒

県下いっせいに切り替えられたも

遊ばせないようにしましよう︒

＊子どもは踏切りや線路ちかくで

ず自動車にそなえておく︶

＊自動車が踏切りでエンストした
ときは︑あわてず列車をとめる
手配をしましよう︵発煙筒を必

に渡らない︶

＊安全設備のある踏切りを渡りま
しょう︵警報器が鳴っていると
きは列車が遠くにみえても絶対

せん︒

後日手当のかいもなく死亡された
かたは数字の上にあらわれていま

︵註︶ここにあげる死者数は︑即
死の場合で︑救急病院に運ばれ︑

になるのです︒

組む姿勢を失ってはなりません︒
ひいては︑それがふえつづける
交通事故にストップをかけること

笏秋の交通安全運動

一図は日向市から門川までの国
道十号線のうちもっとも一番事故
の多い鶴町から塩見大橋までの区
差点内の交通事故発生図です︒

間︑一一図はその中にある三つの交

いま秋の交通安全運動が行なわ
れていますが︑国鉄でも︑こめ運
動と歩調をあわせて踏切りの事故
踏切事故は﹁一旦停止して必ず

防止にとり組んでいます︒

左右を確認する﹂︑このちょっと
・した動作でそのほとんどが防げる
のです︒

亡したりケガをしたりしています
踏切りをわたるときはつぎのこ
とをよく守ってください︒
＊まず一旦停止し必ず左右を確認
して渡りましょう︵列車は速い
うえ︑走行音が小辱いので近づ
ぐのがわからない場合がある︶

あわせて踏切事故防止運動も

事故者の九割が死亡

葉︑南郷︑西郷︑諸塚︑北郷の順
という結果があらわれています︒
これで︑交通量の多い国道十号
線︑三二七号線がいかに多くの事
故が発生しているかがわかります
では国道十号線のどこで事故が

東郷町二〇件︵三・八三V︑以下椎

ップで三八三件︵七三・三管︶︑つ
ぎが門川町の七六件︵一四・五暫︶

﹁事故はどんな場所で⁝﹂︒
交通事故白書には︑日向市内がト

影日向市内で七三％

日曜日のレジャー︒その疲れを
月曜︑火曜日までもちこして事故
を起した例は少なくありません︒
少し疲れたな一と思うような時

魔は日曜日に訪れる﹂といえそう

曜が同数で七七件︑土曜の七五件
あとは木曜︑水曜の順になってい

需こ

「

こそ慎重に︑慎重に運転を︒

﹁悪

一

掌
︑

＊ 注 意 力 が に ぶる︒

＊視力がにぶり︑見える範囲がせ
まくなる︒︑

＊反応動作がに ぶ く な る ︒

＊誤った動作をするようになる︒
＊速度感がにぶり︑恐怖感がなく
なる︒

ドー

＊速度四十．︒ で は 一 秒 間 に 十 一 材

を走る︒ちょっとのわき見でも
かなりの距離を目くら同然で走
る こ と に な る︒

＊危険を知るの が お そ く な る ︒

＊危険を知ってもあわてて誤った
動作をしがち に な る ︒ ．

＊直進車と右折車の判断の誤り︒
＊歩行者や左右からの交通量が多
く︑複雑であ る ︒
意が散漫とな る ︒

＊前後左右に気をくばるため︑注

＊歩行者が盲動車の速度に順応し
ない︒

＊追い越しには思いのほか長い距
離が必要で対向車と正面衝突し
やすい︒

＊前車をすれすれに︑しかも直前
でもとの車線にもどる接触事故
くなる︒

＊前車にさえぎられて視界がせま

な追越しにな る ︒

「ゆ一

瀞「

原町交差点
鶴町交差点

「
三紬

■

趣
響

一

聾
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＊軽自動車は加速が不足し︑無理

」

露
→①㌧
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魏
至細

これは︑消防自動車と救急自動
車が同じザイレンでは︑一般の人
たちが火災事故と救急事故の区別
ができないし︑また︑患者への心
理的影響も大きいなどを理由に︑

●

5

●

年ごとに自動車の発達はぬざま
しく︑農村や漁村まで普及し︑交
通量はますます増加しています︒
踏切事故は︑一般の交通事故と
ちがって件数の上ではさほどもあ
りま弦んが︑事故をおこせば九割
まで死亡するということです︒
日向市内でも四十年以降に十七
件の事故が発生し︑二十二人が死

▼
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これは必ず事故につながります

晒
酒酔い運転
獣わき見運転蕪
：
．揚交差点徐行違反霧、

1
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あなだの立場で

相談に応じます

．相象乾、置引．・〒莞三相一更

一農地・相談一

こんな特典が

＊農業委員会があっせんしますの
で︑仲介料は一切無料で︑個人
の秘密は固くまもられます︒
＊農業振興地域内では登録免許税
譲渡所得税など税法上の特例が

会が指導します︒

＊農地法上の手つづきは農業委員

きれます︒

また︑この制度にのせて田畑の
売買や貸しつけをしますと︑つぎ
のような特典があります︒
＊農地などを買い受ける場合︑資
金が必要なときは優先貸しつけ
5

霧売買から相続・贈与の 相談も
みなざんが農業を手びろくする
ために田畑を買いたい︑ある い は ︑
借りたいとか︑ほかの仕事の都合
で農地を小作にだしたり︑また農
業をやめたい走きなど︑あなたの
立場に立ってご相談に応じます︒
たとえば︑つぎのようなことは
ありませんか︒

＊もっと農業を手びろくしたいが
適当な田畑がみつからない︒
＊田畑を一ヵ所にまとめたいが︑
■
交換相手との相談がうまくまと
．まらない︒
＊あととりがほかの仕事について
手不足になったので︑小作させ
たい︒■

＊適当な買い手があれば田畑を手
放してもよい︒

＊田畑をまとめてあととりにゆず
りたい︒

のことが心配だ︒

＊相続や贈与などしたいが︑税金
＊田畑を売るか︑貸したりしてほ
かの仕事につきたい︒

相談は地区農業委員へ
このようなすべてのことについ
て︑．地区農業委員が相談 員 に な り

獣︑．

野

哲

次

︵海上保安署次庸︶

おります︒

そして自分の仕事を通じて︑この
きれいな海︑青い空を汚さないよ
う︑日向に住む人びとに喜んでも
らえる仕事をしょうと心にきめて

ぶとき︑しみじみ﹁日向よいとこ﹂
と思うこのごろです︒

な夕なにながめる仏舎利塔や︑細
島港に入港する大小ざまざまな船
をながめるとき鳥また潮の香ただ
よう伊勢ケ浜や日向灘の岩場に遊

さと忙しさになれ．たいまでは︑朝

﹁住めば都﹂とか繁しの人はよ
くいったもので︑着任当時の不便

のであ．りましょうか︒

これは青い海︑青い空︑そして
夕べにホタルが飛び交い︑小川に
フナが泳ぐ︑いまだに汚れを知ら
ない日向の気候風土がそうさせる

がよい方ばかりです︒

下

市内日知屋堀川一六八四七

以内で︑巾員三鍔以上の道路に限
り︑市街地の道路は除きます︒
ぜひご意見をお聞かせください︒

要望工事の内容は︑一路線千諸

て行きます︒

つくって農村の道づくりをすすめ

ではそれをもとに五ヵ年計画書を

て農林課に報告していただき︑市

区長さんは地元の意見をまとめ

んに申しでてください︒

日までに区長さん︑実行組合長さ

な箇所がありましたら︑十月三十

ぜひ舗装して欲しい﹂．というよう

たのご要望を

ビ．

親身にお世話することにしていま
すので︑農業委員会へご相談くだ
さい︒

．﹁野 ・ ・．f

農．道整備計画に

あな
市では︑昭和四十三年度から︑
耕作地まで自動車や耕うん機が乗
り入れができるようにと︑農道舗

こ装整備事業をすすめています︒
また来年度か︒ら農道整備︑舗 装 の

五力年計画をつくり︑それにそっ
た計画的︑効率的な農村の国づく
りをすすめることにしました︒

めを行なっています︒

いま︑この五力年計画書に︑み
なきんのご意見を反映させようと
市内の農道舗装要望書のとりまと

象

㍗奄も恥．rr．．．﹁ず㌧﹁

みなさんがお住まいになってお
られる地域で︑﹁この道路だけは

・⁝

着任して聞もないある雨あがり
の朝︒

自動車のはねる春泥を気にしな
がら堀一方の官舎から役所に向う
道すがら︑突然わたしの横にとま
った自家用乗用車のドアが開いて
﹁どちらまで行かれますか︑途中
まででよかったらどうぞ⁝﹂と︑
．五十年輩の日向弁の方かち 声 が か

かり︑途申まで︑おくっていただ
きました︒

なれない土地で親切にされたと
きの嬉しさは︑それを味わった人
でなければわからないでしよう ︒
わたしは日向に赴任してきて間．
もなく︑この嬉しい親切にであい．・
ました︒

以来半年︑仕事の関係で︑いろ
いろの方がたとおつきあいさせて
いただいておりますが︑みなさん

︑

一行政相談1

「
阜

に交通安全を呼びかけました︒

またこのパレードには旭合繊の
バトンガ：ルも参加し︑道行く人

の市中パレードを行ないました︒

今月六日から秋の交通安全運動
がはじまりましたが︑運動初日の
六日に︑警察署や交通安全協会︑
各官公署の代表や職場の運転者部
会など多数が参加して︑交通安全

安全願って市中パレード．

．

十二日11市役所︵九時〜十二時︶

時半︶

十一日11美々津支所︵九時〜十一

十日11幸脇公民館︵九時〜十一時︶

九日﹄岩脇支所︵九時〜十一時半︶

奥野公民館︵十時半〜十一時半︶

・六日11永田公民館︵九時〜十時︶．

本谷公民館︵十時半〜十一時半︶

五日11申村公民館︵九時〜十時︶

時〜三時︶

梶木公民館︵十時半〜十一時半︶
十一月二日 五十猛神社︵九時〜
十一時半︶︑切島山公民館︵一

二十九日11亀崎公民館拒︵九時〜
十一時︶
三十日巨庄手公民館︵九時〜十時︶

一時半︶
二十八日11原町公民館跡︵九時〜
十一時半︶

二十七日目江良公民館︵九時〜十

二十六日11曾根公民館︵九時〜十
一時半︶

時︶︑細島支所︵午時半〜十一
時半︶
．

十月二十日時市役所︵九時〜三時︶
二十一日11畑浦公民館︵九時ピ十

は実施時間︒

＊該当する犬生後三ヵ月以上︒
なお︑ことしの四月の登録にも
れたかたは︑注射料のほかに三百
円の登録料が必要です︒カツコ内

いったことはいたしませんから︑
ぜひこの機会に受けてください︒
＊注射料 一頭につき二百十円︒

こんごは︑獣医師が犬のいる家
庭を訪門して登録や注射をすると

行ないます︒

狂犬病予防注射をつぎの日どりで

犬の注射
かけたいものです︒

ことしこそみんなの協力で︑増
えつづける交通事故にストップを

、、
4
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し

・

ようなことがらでも︑お気がるに
ご相談ください︒

す︒

いというような場合︑とにかくお
申し出になることをおすすめしま

相談委員のしごと
行政相談委員は西民間の有識者
の中から︑行政管理庁長官が委嘱
しているもので全国の市町村に原
則として一名つつおかれています
委員は︑申し出られたかたの相
談相手になって︑手つづきを教え
たり︑相談の内容を国や県︑市町
村の役所に連絡して解決をはかり
ます︒またそれでも解決しないと
か︑役所の処理が適正でないとき
は︑行政監察局に通知して検討や
あっせんをします︒

相談委員は大山順一さん
ことしも十月十一日から一週間
全国で﹁行政相談週間﹂が行な
われます︒日向市の相談委員は︑
＊大山順一さん︵市内財光寺沖町
︑六六︵電話二〇七五︶ですコ

電話︑手紙でげっこうです︒
お困りのとき︑は︑ぜひご相談くだ
さい︒．

や

﹂−肩i一⁝靖︐バゴ隠﹂ヨ﹂；⁝コー．一︐︐． 3鼠﹁

市役所別館完成
市役所西側にこのほど市庁舎別
館が完成しました︒

っています︒︐

この別館の建設工事費は︑約八
百五十万円で鉄骨づくり︑一階が
清掃車の車庫︑二階が事務室にな
この一日目︑さっそく日向市開
発公社と清掃事務所が移転し︑大
王谷を開発して新しい酒づくりの
仕事や︑ゴミをなくして清潔な町
づくりの仕事をはじめました︒

B向常体力づくり市民会議︵議長目市長︶が︑こんど体
力づくり国民会議から全国表彰を受けました︑
これは︑市民参加の休育レクレーシヨンや体力テスト
を実施して︑つねに甫民の重力向上につとめたという理
由によるものです︒先日七日も︑九電日向営業所のみな
さんの体力テ．ス十層行ないましたが︑これからもこうし
た行事をくかかえし行なって︑みなさんの休止向上につ

体力づくりで全国︑表彰

ぜひご利用ください︒

みなさんも︑お家族おそろいで

などそなえています︒

センタ⁝﹂が近く店びらきします
これは県が︵県民の日帰りレクレ
ーシヨン施設として事業費約五千
万円で建設していたものです︒
鉄骨二階建て八百三十平方胡の
本館と日向灘をみながら入浴でき
る展望浴室︑大広澗︑食堂︑和室

見︵幸脇︶地区の海岸よりに﹁休暇

美々津灯台を南下にみおろす遠

休暇センター店びらき

■

苦情や要望はあるけれども︑ど
の役所と関係があるのかわからな

町村が行なう仕事です︒

役所の仕事はいろいろあります
が︑行政相談で扱うのは︑国の役
所の仕事をはじめとして︑国鉄︑
品々公社︑専売公社︑公団︑公庫
などのように国から特別の監督を
うけている法人の仕事や︑県や市

こういうものを扱います

にそうようにしています︒

取扱いは無料で︑自分の名前を
だしたくないかた︑申し出の内容・
を秘密にされたいかたは︑ご希望

ください︒

お気軽に行政相談委員にお申し出

ませんか︒

というようなかたはいら．つしゃい

やってもらえない︒不親切な扱い
をうけた︒納得できない︒どうし
てよいかわからない︒こうして欲
しいなど︑役所に対する苦情や相
談︑意見があるが︑どうも関係の
役所には申し出にくいとか︑どこ
に申し出たらよいのかわからない

役所の仕事について︑・テキパキ

醸あなたにかわって問題解決

こんな問題はどうかなあ一という

認められます︒

⁝ 農業委員会が︑ことしからあたらしい仕事として﹁農地流動化対策事
⁝業﹂をはじめました︒
̲地が欲しいけれど適当なところがみあたらないとかY買い手があれ
︸ば田畑を手放したいというような場合は︑あなたの立場に立ってご相談
⁝に応じる制度です︒また﹁行政相談制度﹂というのがあります︒役所の
⁝仕事はなまぬるいとか︑これは困った︑役所でなんとかして欲しいとい
⁝うような︑役所に対して苦情や不平不満︑要望がある場合︑親身になつ
⁝てお世話する制度です︒今月は︑この二つの制度を︑より多くの人たち
⁝から利用していただくために︑あらましをご紹介することにしました︒
…

とめてゆきます︒︑
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̀生ワクチンの投与

市教育委員会では︑青少年が読
書の楽しみを知り︑良書への愛着
心をもつようにと︑つぎのとおり
読書感想画を募集することにしま

るといわれています︒

少年の読書習慣が失なわれつつあ

行ないます︒

市福祉事務所では︑二十日から
引揚げ者交付金の国債買い上げを

知らせしておきます︒

場合がありますので︑念のためお

年︑氏名︑読んだ本の名前︑感想
画についての簡単な説明を記入し

＊表彰H市長賞一点︒市教育長賞
一点︒市文化協会長賞一点︒佳
作若干名に賞状と記念品を贈り
ます︒

＊送り先11市内本町十番五号︒市
教育委員会︑社会教育課あて︒
＊発表11入選作品は第六回市総合
一

文化祭およびその他の機会に展
示公開します︒︑

一回限りです︒ですか

えずお知らせいたします︒
コ

インフルエンザ予防接種

募集期日が決定しましたら︑ま
たこの欄に掲載しますが︑とりあ

を募集します︒

この住宅は二月中には完成する予
定ですが︑完成に先だって十幽月
下旬から十二月上旬ごろに入居者

ます︒

昨年︑市内公園通り櫛の山団地
に市営住宅四十二戸を建設しまし
たが︑ことしも引きつづいて︑い
ま四十戸の建設工事をすすめてい

入居者を近く募集

でず︒

買い上げ率は残り額面の約七割

回は該当しません︒

ら以前に買い上げされた方は︑今

円以内で︑

買い上げの限度額は一人十二万

込みくださいゆ

買い上げのワクが四百万円です
から︑ご希望の方は早目にお申し

引揚げ者国債買上げ

した︒

自分が読んだ文学書︵児童文学
や伝記など︶の中から︑も7とも
感めいを受けたものについて︑そ
の感想を絵画で表現しようという
感想画は︑水彩︑クレヨンを問

ものです︒

＊しめ切り日11十月二十五日︒

た用紙をそえてください︒
＊対象 市内の小中学生︒

れています︒

小児マヒには︑生後二才までの
乳幼児が一番かかりやすいといわ
市衛生課ではその予防として︑
ことしも︑つぎの日どりで生ワク
チンの投与を行なうことにしまし
た︒該当者のみなさんは︑もより
の投与場所で必ず受けてください
いません︒応募画には学校名︑学．

＊対象者1一昭和四十四年五 月 一 日

から四十五年七月三十一日まで
に生まれた赤ちゃん︒
＊料金11五十円︒ただし生 活 保 護

家庭と準援護家庭は無料ですか
ら︑そのことを受けつけに申し
でてください︒
玄た保護者のかたは︑当日の朝赤
ちゃんの体温を計って受けつけに
お知らせいただくと同時に︑母子
手帳もご持参ください︒カツコ内

ご家庭でも︑親子いっしょに二十
分間読書をすすめるなどして︑多
くの作品がよせられるようご指導

秋の終りごろからインフルエン

満三才以上のかた︒

ただし︑つぎに該当する人は接

＊対象者

種を受けないでください︒

①発熱患者や心臓︑血管系︑そ
の他医師が不適当と認める病気
にかかっている人︒または病後

②アレルギー体質︑けいれん性

の人︒

体質の人︒
③妊産婦︒

＊料金睦三才以上六才未満のかた
は七十円︒六才から十五才未満
のかたは百円︒十五才以上は百
五十円です︒

実施時間は︑どの会場も午後二時
から三時半まで︒①は第一回目の
接種日︑②は二回目の接種日です
細島小学校H①十月十九日︑②十
月二十六日
月二十七日

准看護学校11①十月二十日︑②十

幸脇公民館11①十月二十一日︑②

ﾒ病院11①十一月十八日︑②十

十月二十八日
五十猛神社H①十月二十二日︑②
＋月二＋九日
日知屋幼稚園開①十月二十三日︑
②十月三十日
塩見小学校昨①十一月十六日︑②
十一月二十四日
渡辺病院H①十一月十七日︑②十
一月二十五日
一月二十六日

切島公民館11④十一月十九日︑②

剣・

﹁読まない﹂﹁見せない﹂﹁売らな

因にもなっています︒
ことしも十月一日から︑県下一
せいに︑こうした悪書追放の﹁三
ない運動﹂がはじまりました︒

で育てようというものです︒

い﹂の三つの合いことばで悪書を
なくし︑青少年を明るい環境の中

〃これはどうかな〃というような
本は家庭に持ちこまないようにし
焼却するか︑駅前︑蘭交日向営業

所前︑フクエー大丸前の白いポス．
トに入れましよう︒

自衛官募集

いま一．一等陸海空士を募集してい

ます︒

までの男子

＊応募資根11十八才から二十五才

＊身分11特別国家公務員として待
遇されます︒

車両︑通信︑電気機械など各種の
免許が得られるよう教育を行なっ
ていますから︑技術の習得ができ

ます︒

応募ご希望の方は︑市役所市民
生活課までお申し込みください︒

今月の納税

市民税第三期
健康保険税第三期

国民年金保険料もお早目に︒

女鑑購

計48．448人68人増

ください︒

この病気は︑夏の日本脳炎とな

ザが流行しはじめます︒

十一月二十七日
富高幼稚園﹃①十二月一日︑②十
二月八日

悪書追放〃詮ない運動〃

くでまわっています︒

エロを売りものにしたような有
害な雑誌や週刊紙が︑最近かず多

女25．498人60人増

は実施時間です︒
十一月十日11五十猛神社︵ 一 時 半

〜三時半︶
十一日 三股病院︵一時半〜二時

農集電話を競売

らんで死亡率も高く︑秋から春さ・
きまで長い間流行します︒

市衛生課では︑これかちの流行
期にさきがけて︑つぎの日どりで
予防接種を行なうことにしました
該当者のかたは︑もよりの場所
でぜひ受けてください︒
．受けませんと効果がありませんの

なお︑この予防接種は毎年二回

（10月1日現在）

﹂

︑ヤ噛

時半︶日知屋幼稚園︵三時〜四

半︶渡辺病院︵三時〜四時︶
十二日一1細島小学校︵一時 半 〜 二

市では︑岩脇支所に設置レている
農集電話一台を︑平岩地区の人た
ちに限って競売することにいたし
ました︒

ご希望の方は岩脇支所か︑市役
所総務課にお申し込みください⑩
・申し込みは十月三十一日でしめ

富高幼稚園︵二時〜 四 時 ︶

秋は読書に︑スポレツに最もよ

切ります︒

これらは︑発育ぎかりの青少年
への悪影響も大きく︑非行化の原
．り

世帯2縄§

12．568世帯

時︶
十三日

い季節です︒

読書 感 想 画 の 募 集

最近はテレビやマンガ︑俗悪マ

で︑必ず二回受けてください︒

22．950人前尾丈亀

男

﹂︑監

M！．

ただし︑競売で落札されても電
話局の配線の都合で設置できない
9︷
スコ．ミなどのはんらんに よ っ て 青
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