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ている︒

﹁原油を外国からの輸入にたよっている日本
では︑その値上りがわたしたちの経営にすぐ影
響してきます︒値上りによるお客さんの負担額
は︑サービス面でわたしたちがカバーしていく
つもりです﹂1と経営論をひとこと︒

こんこの抱負について﹁給油所をもう一箇所

ド経営八年のベテランである︒
幼少のころ戦争で父を失い︑母親ヒサ子︵53Y

開設すること︑そしてやさしいお嫁さんを⁝﹂
と冗談めいて答えた︒趣味は囲碁とゴルフ︑と
くにゴルフはハンディ十六の腕前をもち︑仕事
とスポーツを両立ざせた近代的な好青年である

います﹂丁重なものごしからは︑二十六歳とは
思えない落つきを感じる︒それもそのはず︑黒
木次男さん隅美々津高松皿は︑ガソリンスタン

﹁い嵐つしゃいませ﹂﹁毎度ありがとうござ

一r．ワ

さんの片腕で育った次男さんは︑昭和三十八年
高鍋高校を卒業と同時にいまの給油所をつくっ
た︒資金面は兄の清吾︵凶︶さんがほとんどめん
どうをみてくれたものの︑開店からの今日まで
三人の従業員を相手に自分ひとりできりもりし

●
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福祉の向上を図る施策・制度を紹介

@孤独感を解放
三十の老人クラブ
いま老人クラブは市内に三十あ
って︑約千四百五十人のかたが加
入しています︒どのクラブも活発
に公共施設の奉仕作業や︑教養を

枕ｧのの雛と
老人福祉法の基本的理念に︑①
老人は多年にわたり︑社会の進展
に寄与してきた者として敬愛され
かつ健全で安らかな生活を保障さ
れる遇のとする︒②老人は︑老齢
に伴って生ずる心身の変化を自覚
して︑つねに心身の健康を保持し
その知識と経験を社会に役立たせ
るよう努めるものとする一と︑社
会的な責任と老人としての役割を
うたっています︒

この基本にそって︑老人福祉の
いろいろな制度や施策が︑国︑県
市の立場でとられています︒
今月は︑これらのいくつかを紹介
して︑多くのかたのご利用を望み
たいと思います︒

幕ﾁ雛器
現在︑市内には六十五歳以上の
おとしよりは三千二百七十二人で
そのうち八十三人のかたがねたき
り老人です︒

い

これらの人のうち︑家族がいな
くて一人身であったり︑家族がい

ています︒

高めるための研修会などを開き︑
住みよい社会づくりに一役かわれ

2

広報ひゆうが

が行なわれます︒

九月十五日は﹁敬老の日﹂． この日から一週間
を﹁老人福祉週間﹂として︑各地でいろんな行事

しょう︒

長年にわたって社会の進展に貢献されたおとし
よりの苦労をいたわり︑あわせて長寿を祝福しま

庭奉仕員︵ホームヘルパー︶が︑少

ても病気などで︑おとしよりのお
世話ができないような場合は︑家

などの相談を受けています︒

なくとも週一回訪問して︑家事や
身の回りのお世話をしたり︑生活
いま日向市には︑この家庭奉仕
員が二人いて︑無料で八世帯のお

としよりのお世話をしています
︵拝撃の写真 家庭奉仕員の一日目
この奉仕員の派遣をご希望される
かたは市社会福祉協議会か︑市福
祉事務所にお申し敷ください︒

＊無料で特殊寝台
普通の寝具で︑ねたきりのまま
でいますと︑どうしても不衛生に
なりがちです﹂

長いあいだ病床についている人に
は特殊寝台を無料でお貸しする制︑
度もあります︒このほか︑毎年マ
ットレスなどもお貸しして︑早く
回復されるよう励ましています︒

＊毎年健康診査
年を重ねるごとに体力が衰え︑
．どうしても病気にかかりやすくな
ります︒全国平均の統計では︑六
十五歳以上では︑その十七響前後
の人が病気にかかっており︑これ

な参加をおすすめします︒市は老
人クラブの活動助成費として︑五
十四万円を予算措置しています︒

@求響襲
市では︑八十五歳から支給して
いた敬老年金を︑ことしから八十

しょりにふさわしい役割りを与えるよう考えてあ
げることも大切です︒
最近は核家族などということばをよく耳にしま
す︒いわゆる一組の夫婦とその子どもだけの家族
のことで︑そのためにおとしよりだけの家庭や一
人暮しのおとしよりがしだいに多くなっていると
いうことです︒結婚して新居をかまえて︑おとし
よりと別居生活されているかた︑郷里におとしよ
りをおいて働きにきておられるかたなど︑はげま︑
しの手紙をだしてあげてください︒

またおとしより自身も︑健康増進に留意し︑時代
に遅れないよう新しい感覚を身につけ︑若い人た
ちの気持ちを理解するようにつとめてください︒

受診率は平均三十絆前後です︒

っています︒しかし︑これまでの

うことです︒

該当者には︑はがきか民生委員の
かたを通じて︑日時や場所をご連
絡しますので︑もっと進んで診査

こ 力
努

7賢

入院加療したときは︑自己負担月

額から二千円を差引いた残りの

しでください︒

ことや︑ご要望はご遠慮なくお申

っています︒おたずねになりたい︑

とは︑市では福祉事務所が受け持

あて支給いたします︒

証﹂の交付を受けてください︒医︐
療機関にかかるとき︑この﹁医療
証﹂を窓口に提出し︑いままでど
おり現金を支払っていただきます
と︑県︑市負担分を︑あとで本人

手続きは馬市福祉事務所に﹁医

ねたきり老人の場合は︑入院外
に限って︑全額県と市が負担いた

いことになるわけです︒

します︒

額︒入院外の場合は︑自己負担月
額から五百円を差引いた残りの額
を県と市がみることになります︒
ですから︑七十五歳以上のかたは
入院の場合は最高二千円︑入院外
の場合は最高五百円を支払えばよ

この制度が適用される人は︑市
内に居住し︑市の住民基本台帳に
登録されている七十五歳以上のか
たと六十五歳以上のねたきり老人

療証交付申請書﹂を提出して﹁医療

老人問題︑老人福祉対策のしご

@＊諮魏

います︒

歳に引き下げ︑八十歳から八十七
歳まで二千四百円︑八十八歳以上
のかたには三千六百円を支給して

合︑自己負担分の一部を県と市で
負担しようというもので︑負担額
は︑七十五歳以上のおとしよりが

該当者が医療機関にかかった場

制度の内容は︑国民健康保険や
一般社会保険に加入している前記

で︑議会を通過しますと︑十月一
日から実施されます︒

がきまりました︒

市議会で﹁老人医療費の助成制度﹂

いまのところ︑財政面の制約も
あって︑全額無料の実現まではい
ってませんが︑こんどの九月定例

の無料化に努力しています︒

病気にかかったら︑気軽に医師
にみてもらえるよう︑老人医療費

十月から自己負担分を助成

老人医療費の鉦料︵化

を受けられるよう望んでいます︒

病気は早く見つけ︑軽るいうち
に治すのが一番です︒このため市
では︑六十五歳以上の人を対象に
毎年︑老人の無料健康診査を行な

は青壮年の四・五倍にあたるとい

ｳ難灘㈱難羅陶礫

ご家庭では︑家中そろって〃おじいちゃん︑お
ばあちゃんありがとう〃を合いことばに︑おとし
懇市寺よりを五心とする家族団らんのふん囲気をつくり

クラブ活動は孤独感の解放の場と
して︑また社交の場として有意義
です︒

会員は︑おおむね六十歳以上の人
を対象としていますので︑積極的

人と接する機会の少ない﹁寝たきり老人﹂
は︑家庭奉仕員の訪問を心待ちしています︒
﹁どうですか︑お具合いは﹂とたずねると︑

ったものさえ感じられます︒

にっこりして答えるおじいさん︒そこには他
人というより親と子︑兄妹といった血のかよ

いる仕事です︒

一日の行動を終ると︑きょうの訪問先ので
きごとを日記に書き︑また︑あすの行動の予
定をたてます︒おとしより相手だけに根気の

世間話しに花が咲きます。

．藪欝

途中︑きようの訪問先のおとし

．よりからたのまれていた︑日用品
の買い入れをすませます︒

石ケン︑チリ紙︑タオル︑下着
など⁝﹁おじいざんの好物は果物
とお菓子︑ついでにバナナとカス
テラも買っていこう一﹂︑お二人の

の好みまでわかってくるのです︒

ム

繍欄

、

響難1難

ぬぶ ロドをぶコぶががち
最高齢者赤木米吉（96｝

買物袋は︑みるみる一杯です︒
ながい間︑この仕事を続けていみ
と︑訪問先のおとしより一人一人

下着や寝具の洗たく、ふとんの日光消毒など終
え・いちだんらくした奉仕員とおとしよりの間に

「

ほ
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きカ
日向市の家庭奉仕員は現在2名、品川ヨシ
エきんと伊東フジエさんで寝たきり老人の
お世話をしています。朝8時半、社会福祉
協議会にでて、一応の打ち合わせを終ると
ペタルを踏んで訪問先へ出発です。
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必要な幼児の﹁交通安全教育﹂

︵資料は警察庁︶

﹁秋の交通安全運動﹂が︑ことしも九月二十七日から十月六日ま
での十日間にわたって行なわれます︒
ことしの運動の重点目標は﹁歩行者事故︑とくにこどもと老人の
灘事故防止を最重点にし︑あわせて飲酒運転の絶滅をはかる﹂ことに

安全教育は赤ちゃん
のときからはじまると
お誕生日を過 ぎ て ︑

いわれます︒

す︒

です．命にかかわるような︑

あるいは不具者になってしま
うような種類の事故を経験さ
せて理解させることはできな
いので︑正しく教えて習慣づ
けるしかありません︒

ないのです︒

の場所で手をとって教えてあげて
ください︒
︑
おかあさんがついているからと
いって︑おとなのあせった渡り方
を子どもに教えないよう心がけて
ください︒横断しはじめた直後に
黄色になったらすぐ引き返すこと
ですが︑中央線を過ぎてから黄色
にかわったら︑すばやく向ζう側
に渡りましょう︒

0道路を歩くときは

垂一≡垂＝

一藝一≡＝

いことを教えましょう︒

≡

﹁

≡

る特有の事故です︒たとえば︑危
険を感じたときは︑前後見さかい
もなくかけだしたり︑あともどり
するなど︑全く予測できない行動

﹂

鮪鐸0謝
をとります︒︑

五つのことがら

です︒

それには日ごろから︑いったん
停止する訓練を重ねることが大切

育てましょう︒

たとえば︑かけ足で階段を下り
たら︑いったん止まるとか︑曲り
角では必ず止まるというような習
慣を身につけ︑注意深い子どもに

︷

また︑おかあさんが道路を横断
するとき︑必ず子どもといっしょ
に︑いったん停止と左右の確認を

︾

広うがらず︑一列に歩くように指
導してください︒

⑤車のかけから車が
子どもの飛び出し事故は︑駐車
している車で見通しが託るく︑そ

☆

☆

のために子どもも︑運転者も気づ
かずに起こることがよくあります
止まっている車や︑通り過ぎた
車のすぐうしろを横断すると︑反
対側から車幅くることもあって危
険です︒車の直前直後の横断は︑
とくに注意しなければなりません
☆

垂＝≡

﹇

≡

華ミ垂

蓬垂︸垂

っしょになろうとして急にかけだ
したり︑横断したりします︒

遊びに夢中になると︑遊ぶこと
に気をとられて︑目前に車が現わ
れても気がつきません︒

車は速度に関係なく︑いつでも
止まってくれるものと思って℃車
の直前で手をあげて飛びだし︑横
断することがあります︒

いないことがあります︒

車の方を臭ていながら︑他のこ
とを考えて︑車に全く気がついて
このようなことは︑自動車を運
転する人にも責任があるのですが
おかあさん方は︑それが子どもの
特性だとして放置してよいのでし
子どもの交通安全教育は︑﹂何よ

ょうか︒

レもまず︑このような子どもの衝
動性を安定させ︑交通環境の申に
潜む危険を予知させるために︑根
気のいる訓練のくりかえしによっ
て習慣づけることが必要なのです

②正しい横断を

励行しましょう︒自動車の交通量
の少ない道路では︑おかあさんも．
いったん停止をおこたりがちです
が︑子どもにはそのような区別が
つきません︒教えるためには一貫
性をもたせることが大切です︒
また︑そのような交通量の少な
い裏通りに︑子どもの事故が多く
起きていることも忘れないでくだ
さい︒

横断歩道︑横断歩道橋のあると
ころでは︑必ずこれを利用するこ
とです︒

させることが大切ですが︑一歳か
ら三歳までの幼い子どもさんの場
合は︑安全教育だけでは心配です
幼い子どもが事故にあうのは︑
おかあさんが家事をした一り︑来客

ようです︒

の応対をしていたり︑商売や内職
で目がとどかなかったときとか一
お母さんがそばにいても手をつな
がなかったり︑買物や立ち話しに
夢中になって注意がそれたときに
急に走りだしたりしたときに多い

ださい︒
蓬≡

一

華塁

﹁

あなたの幼いお子さんから︑い
つも目を離さないように︑またひ
とり歩きの子どもを見かけたとき
は︑あたたかくまもってあげてぐ

謹垂﹁蓬≡﹁蓬一

以上のように︑子どもは小さい
うちから︑交通の場で実地に訓練
≡一

連れと離れた場所にいると︑い

お子さんの性格と健康状態を常
によく知っておくことが事故を防
ぐために大切なことです︒

幼児の事故を分析すると︑とくに
事故を起こしやすい性格や健康状
態がみられます︒気分にむらがあ
ったり︑注意力が散漫で落ちつき
のないお子さん︑運動ぎらいで引
込み思案のお子さん︑視ヵや聴力
に異常のあるお子さん︑疲れてい
るときや︑考えごとをしていると
き︑気持がしずんだり︑反対には
しゃいでいるときのお子さんは︑
です︒

いずれも事故を起こしやすいもの

子どもの行動が衝動的で前後の見
さかいがないことと︑危険に対す
る先見性がないことによって起こ

は飛び出しです︒

子どもの交通事故で一番多いの

簑縫㊦鞠

を確かめて渡ることを子どもに習
慣づけるこどは湘容易なことでは

もう一度右を見て車がこないこと

停止して︑右を見て︑・左を見て︑

幼児は衝動的で少しも止まって
いることがありません︒ですから
こうした特性に反して︑いったん

叙ｲ野藍

これだけは教えたい

す危険があります︒

子どもに﹁こうしてはいけない
1ああしてはいけない﹂というよ
りも︑正しいやり方を教えて実行
させ︑ほめる方が効果があります
反抗期の子どもは︑あまりに禁止
的な指導を行なうと︑かえって反
抗的な性格を強め︑それこそとり
かえしのつかない交通事故を起こ

幾篇◇榊

実際の場所で教えれば︑教え
られたことを容易にしかも確
実におぼえるものです

やり方を繰り返し繰り返し︑

本を示し︑安全行動の正しい

幼児はおかあさんがよい手

警備O

ところで見守ることが必要ですが
子どもの人格や行動性に独立心の
芽ばえる三歳ごろからは︑少しつ
つ交通安全教育をして︑子どもに
ょい習慣を身につけさせ︑安全な
行動を教えこむことがなによりで

難灘灘難海外羅犠
灘冊
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よちよち歩き始めるこ
ろから︑お子さんを交
通戦争からどのように
守ったらよいのだろう
かと︑おかあさん方は
少しも気の抜けない時
交通安全教育が︑他の安全教育
とちがうことは︑体験させて︑子
どもに教えることができないこと

もちろん︑おかあさ

期になります︒

いていたり︑目の届く

です︒

小さな子は︑道路の反対側からの
親の呼びかけを聞ぐと︑信号や車
の状態を見ないで飛び出します︒
こんな場合は︑親のほうから近寄

ん が 子 ど も の そばにつ・

幼児というしょに横
断するときは︑手をあ
げたり黄色の旗で運転
者に合図するよう︑子
どもといっしょに実行
るようにしてください︒

また︑横断歩道や信

⑤必ず信号をまもる

してください︒

﹁ 号 の な い と ころでは︑

子どもは︑赤はとまれ︑黄色は
注意︑青は進めと暗記出ていても
実際には信号にしたがって行動で
きない場合があります︒

一

歩道のあるところでは歩道を︑
車道と歩道のふち石の上を歩かな

一≡垂≡

幼児は信号機のある交差点で︑
どの信号機を見て渡ってよいのか
迷うものです︒信号は横断する方

≡華

歩道のないところでは︑道路の
右はしを歩き︑大勢の場合は横に

垂≡

向に対して前にあるもの︑横の信
号を見て行動しないことを︑実際
一≡

輪車の事故は、重大事故につなが
りやすいので、同乗者も含めてヘ
ルメットを着用しましょう。

一華≡藝

ープもはりつけましょう。

﹁垂垂肇≡

飛び出し

や子どもには、正しい自転車の乗
り方を教え、これを機会に反射テ

て横断しましょう︒

10月4日 対話の日／夕食後の
ひととき、家庭内ではもちろん、
老人のいる家庭をも訪問し、交通
安全のお話しをしましよう。

ヘルメットの無着．用

くりましょう。

防護柵は飛び出しを防ぐものセ
す︒あわてず︑無理せず落ちつい

ヘルメット着用／二
10月6日

反射テープを／老人
10月5日

受講の日／婦人会や
10月3日

子供の路上あそび

アニ

老人クラブなど、比較的法令講習
を受ける機会のない人は、あらゆ
る会合を利用して、受講の場をつ

無理な横断

10月2日

酒なしデー／この日

死亡事故の半数近くが頭部をう
ったのが原因︒ヘルメットはあな
たの命を守ります︒ぜひ着用を︒
は家庭でもできるだけ晩酌をつつ
しみ、子どもを中心に交通安全を
話し合う機会をつくりましょう。

行止め

時速四十キ︒の自動車は︑人間の

ていきましょう。

車のスピードと距離に
ついて目測の標準を子
どもに教えておきまし
ょう︒たとえば何本目
の電柱のところに車が
きているときは渡って
はいけないといったよ
うに︑具体的に判断を
形式化することが必要

運動期閥中だけでなく、．これを

ヒ、

10月1日 交通部長制を／公民
館組織に交通部長制をとりいれ、
公民館活動の場をとおして、地域
への交通安全教育の徹底をはかっ

塞華華韮

機会に、各地域、職場、家庭の事
情に合わせて実行できるものから
取り組んでみてください。

、

裏通りでも油断できません︒子
どもは衝動的で思わぬ行動をしま
す︒路上あそびはやめてください
9月30日 右手でしっかり／幼
児を連れて歩くとき、横断すると
きは・右手でしっかり子どもの手
をにぎる習慣をつけましょう。

﹁

交通安全のための実施事項として
つぎのことを設定しました。

●

せましょう。

ﾘ垂垂垂垂甕垂垂

県交通安全対策推進本部では、

徒歩の十一倍の速さです︒無理せ
ず横断歩道︑橋を渡りましょう︒
になる日／この日はマイカー通勤
者も車を利用せず、徒歩または自
転車などで通勤して、歩行者の立
場で交通安全を考えましょう。

自転車の並列

27日から10月6日まで、10日間の

通勤︑通学しましよう︒

お隣り同士で「交通安全母の会」
を結成し、協力しながら子どもに
正しい交通のしつけを身につけさ

駄

羅

1難難
祀
き・

難
灘雛騰

鶉異
ﾟ

＝

灘1

酒なしデーも設定

讐ヲ︑・・

塗−

通

母の会を結成／班や
9月29日

運転者も歩行者の身
9月27日

交通環境の点検日／
9月28日

〆

騨
鷺洲ひゆうが
5

安全性の凝るい自転車の並列は
危険です︒左はしを一列になって

商品の路上陳列など道路の不法占
用はないか、自分の周囲を再点検
してお互いに注意し合い、交通環
境の整備をはかりましょう。
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青年の船に二人乗船

ぜ

瓢

5 暑

︻田

東南アジア六夢国を訪問する青年の船の46年度乗船者に︑
日向市青年団協議会長の野別元義君︵24歳11落胤社勤務︶と
日向ロータアクトクラブ会長の今宮年明君︵25歳11南日本ハ

獅P2 日 に 神 戸 へ 帰 国 の 予定です︒

ム勤務︶の二人が選ばれ︑このほど東京へ出発しました︒
両君たちは︑9月20日に東京を出発して︑タイ︑マレイシ
ヤ︑ビルマ︑セイロン︑シンガポール︑中華民国を訪要して

人に話しがもれたり︑電話をかけ
たとき︑よその家のベルが鳴った
期待されています︒

向上はもとより︑当地域の今後の
振興発展に大きく寄与するものと

四十四年美々津局に開設された美
々津地域集団電話に次いでニヵ所
となり︑他地域に比べて普及して
いるのですが︑全体の普及率は人
口当たり八・九二と県平均の九・
八目を下回り︑これからもいっそ
うの普及が望まれています︒

また︑本市の集団電話は︑昭和

りすることはありません︒

電話料は︑毎月七百四十円の基
本料金だけで︑市内電話は何回か
けても変りません︒市外電話は使
用したときにそφ料金が加算され
ます︒

加入者は︑この電話設置費とし
て一万五千円程度を負担しており
ますが︑この開通によって生活の

獅R日から5日まで

が主会場

選手権大会・

@全日本簸女子
ソフトボール
お倉が浜運動公園

また︑この大会は︑﹁十五夜ま
つり﹂と重なり︑町は人も車も相
当の混雑が予想されますが︑訪ず
れた遠来の選手や関係者が気持よ
く大会に参加できて︑実力が十分
発揮できるよう︑みんなで心から
あたたかく歓迎してあげましょう
そして︑訪れた人たちに︑日向
のよき思い出をいつまでも心に残

いします︒

大任を果すことができるよう努力
を重ねていますが︑市民のみなさ
まも暖かいご協力とご声援をお願

この大会には︑全国の各地区か
ら選ばれた一九の代表チームと前
前度優勝チームおよび推せんチー
ムなど全国の強豪二十三チームと
開催県代表として︑本市の日向鉄
工社チームが参加し︑三日間にわ
してもらいたいものです︒

われます︒

たり熱戦が展開されます︒

青少年体育センター
十月三日︵日︶開会式⁝9時

場も着々と整備されています︒
このように各関係者では︑当地
ではじめて開催されるこの大会が
りっぱな成績をあげて無事終了し

公民館対抗のソフト
日向市公民館連絡協議会︵会長
渡辺景︐一郎闘美砂公民館長︶主催

の︑第﹁回公民館対抗のソフトボ
ール大会は︑九月五日午前九時か
ら習知屋小学校と富島中学校の両
この大会には二十ニチームが参

グランドで開かれました︒
加し︑珍プレーも続出︒

結果は本町チームが優勝︑東草場
チームが準優勝しました︒

写真は第一回公民館対抗のソフ
トボール大会

次代の社会をになう児童の養育
費軽減と︑児童がすこやかに育つ
ことを目的として支給されるもの
で︑児童福祉と所得保障の両面を

いよ来年一月から﹁児童手当﹂が支
給されることになりました︒

ながい間︑国民が期待していた
児童手当法が公布施行され︑いよ

受付けは十月一日から

児童手当を支給

みください︒

同居しようとする親族があるこ
と︒②すでに住宅に困っている
ことが明らかな人︒③第一種住
宅に入居できるのは︑総所得か
ら給与所得控除などを控除し︑
さらに扶養家族一人について五
千円を控除した月額収入が︑二
万七千円以上四万六千円までの
人︒④第二種住宅は︑第一種住
宅と同じ方法で控除した月額収
入が︑二万七千円以下の人︒
また︑既設住宅に空家ができた場
合の補欠入居者の募集も合わせて
行ないます︒同じ要領でお申し込

＊入居資格11①現在同居し︑また

＊入居時期11十二月上旬︒

＊募集戸数豚第一種四十戸︑第二
種二十戸︵いつれも六畳一室︑
四．五畳開室︑台所︑水洗便所︶
＊家賃睡第一種が六千二百円︑第
二種が四千七百円程度︒

＋日まで

も準備してあります︒
＊募集期間11十月一日から十月三

いま︑市内櫛の由に建設中の市
営住宅の入居者を︑つぎのとおり
募集しています︒入居ご希望のか
たは︑期間中に市役所管財課にお
申し込みください︒申し込み用紙

市営住宅の入居者募集

ことしは六十戸

︑・

お倉が浜運動公園野球場および

十月四日︵月︶

10時から各会場で予選開始

お倉が浜運動公園陸上競技場

歓迎会⁝16時〜17時ろ0分⁝勤労

申パレード⁝15時〜15時50分

十月二日︵土︶出場選手による市

ムは次のとおりです︒

この大会の日程および参加チー

本市でこのような全国的なスポ
ーツ大会が開催されるのは初めて
のことであり︑関係者は大会の準
備にけんめいです︒また︑主会場
となったお倉が浜運動公園では︑
野球場と陸上競技場の建設が急ピ
ンチで進められている一方︑各会

月三日から五日までの三日問︑本
市のお倉が浜運動公園を主会場と
して︑日向工業高校︑富島中学校
宮崎合繊等の各グラウンドで行な

第二十三回全日本一般女子ソフ
トボール選手権大会がいよいよ十

@

五四一世帯が開通を待つ
梶木で︑いずれも市の北西部にあ
る農林業を主としたところです︒
電々公社では︑昨年秋からこの
地域の測量や設計に着手し︑本年
六月から総工費およそ四千三百万
円をかけて工事をすすめていまし
たが︑このほど塩見地区に二百七
十三個︑富高地区に百五十七個︑
日知屋地区に百十一個と合せて五
百四十一個の受話器が加入者の家
に取りつけられて︑九月二十八日
の開通日を待っています︒
この電話は︑一般の自動電話と
同じく︑ダイヤル式で全国どこへ
でもかけられますが︑一本の電話
線を七軒から八軒のグループで共
同使用のため︑グループの一人が
使用しているときは︑ほかの人は
使用できない不便さはあります︒
しかし︑話し中のとき︑ほかの

地区画整理事業︵面積十診︶の︑す

べての事務が完了しましたので︑
これを記念して︑このほど春原土
地区画整理地区内に︑記念碑が建
設されました︒

記念碑は︑碁盤模様の道路を型
どったもので工費は四十万円︒
建設場所が富高川に面した公園
敷地内ですので︑子どもの遊び場
また名所になるかも知れません︒

10

完成間じかな

です︒

地域集団電話の建設工事が本市
の北西部にある農産地で︑さる六
月から行なわれていましたが︑こ
のほど配線も終って︑五百四十一
の家庭には新しい受話器が取りつ
けられ︑加入者は九月二十八日の
開通予定日を待ちわびています︒
この電話は︑正式には﹁地域集
団加入電話﹂と呼ばれ︑農産地の
ように一定地域内に住んでいる人
が︑社会的︑経済的に比較的緊密
な関係にあって︑電話による連絡
が不便となっている地域が対象と
なり︑この地域の人たちが集団で
希望される場合に設置されるもの
こんど設置された﹁日向市西部
地域集団電話﹂の区域は︑塩見の
全域と二二地区の広見︑本谷︑西
川内︑それに二瀬屋地区の庄手︑

消防団旗を授与

団旗や分団旗︑各部旗48 本 が 市 長

から各長へ直接手渡されました︒
これは︑日ごろ消防施設の整備
や︑消火活動に努めている各消防
団に対し︑市が市政20周 年 を 記 念

して贈ったものです︒これで団員
の指揮も一段と高まることでしょ

う︒

記念碑を建設

そ

写真は記念碑の除幕式

噂

翫

話題蓬遥ろ㌔て・勘だいをおって・ヲダイヲ孝ツテ

写真は︑真新しい分団旗を受ける
分団長

●

昭和十年に着工した七三第一土

写真は開通を待ちわびる子どもたち

囲

消防団旗の授与式が8月盟日市
役所会議室で行なわれ︑真新しい

璽

︵右今宮︑左野別の両君︶

ト

陸上競技場にて決勝トーナメン

決勝戦および閉会式11運動公園

十月五具火︶

全日本体育大学︵東京都︶日本通

◎出場チームー1地区代表
︹東北︺ニッセイ電機花巻工場︵岩
手県︶︹関東︺日立工機︵茨城県︶

信工業︵神奈川県︶︹北信越︺大和
︵富山県︶︹東海︺オーミケンシ富士

紡績福井工場︵福井県︶東洋紡庄川
宮工場︵静岡県︶日本電装︵愛知県︶

倉敷紡績安城工場︵愛知県︶ユニチ
カ垂井工場︵岐阜県︶︹近畿︺日本
生命︵大阪︶松下電器産業機器︵大
︵広島県︶ヒロボー︵広島県︶︹四国︺

阪府︶︹中国︺東洋繊維三原工場

九州︵福岡県︶山形屋︵鹿児島県︶西

安芸クラブ︵高知県X九州︺東芝北
田病院クラブ︵大分県︶
◎前年度優勝チーム
高島屋大阪支店︵大阪府︶
◎推薦チーム トヨタ自動車工業
︵愛知県︶シオノギ製薬抗瀬︵兵
庫県︶旭化成サービス︵宮崎県︶
◎開催県代表
日向鉄工社︵日向市︶

写真は各地に建てられた歓迎塔

果す新しい制度です︒

の提出︶をしてください︒

＊受付開始 十月一日から十二月
二十五日まで
この法律は︑申告を要件としま
すから︑該当者は︑前記期日内に
市福祉事務所へ申告︵認定請求書

＊受給該当者昭和四十七年一月
卲ｻ在で︑満十八歳に満たない
児童が三人以上であって︑その申
の一人が昭和四十七年一月一日現
在で五歳に満たない児童を養育す

をお願いします︒

選ばれた商店には︑調査員がお
たずねしますが︑お答えいただく
内容は統計をつくるためだけに使
用し︑課税その他申告者の不利益
になるようなことは絶対ありませ
ん︒その点︑ご安心のうえありの
ままをお答えくださるようご協力

しています︒

これによって︑他市町村との値
段のちがいがどうなっているか︑
などを明らかにすることを目的と

値段や販売数量を調査します︒

れる︑物価の総合的な調査です︒
当市では︑市内の卸売︑小売店
から選ばれた約百店を対象として
みなさんの日常生活難の主要な商
品約二百五十品目について︑その

るもので﹁物価センサス﹂ともいわ

総理府統計局では︑十月から十
一月にかけて︑昭和四十六年﹁全
国物価統計調査﹂を実施します︒
これは︑全国すべての市と約三
百五十の町村にわたって行なわれ

物価調査にご協力を

厚生係におたずねください︒

そのほかに︑おい︑めい︑孫な
どを扶養している場合の特例や︑
所得に対する制限などもあります
ので︑くわしいことは福祉事務所

る人となっています︒

一

へ
︑
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自由参加の盆踊り大会も

十五夜まつり

さい．資格は身長百六十翼．以上︑

二八四〇︶へおたずねください︒

視力一・○以上︑学歴は問いませ
ん︒くわしいことは消防署︵電話

狂犬病の予防注射
ことし第二回目の狂犬病予防注
射を来月十一日から実施します︒
犬を飼っておられるかたは︑もよ
．りの場所で必ず受けてください︒

カツコ内は実施時間です︒
十二日畑浦公民館︵9〜10︾︑細島支

十月十一日市役所︵9・15〜11・鈎︶︑

所︵10・15〜11・30︶︑十三日曾根公民

していますひ髄

＊採用予定数

宮崎県約四十人︒

宮崎市︑都城市︑延岡

十月十日︵日曜︶

その他の都道府県約百二十五人
＊受付期間九月二十七日まで
．＊試験日

＊試験地

市︑日南市
＊受験資格①学歴は柔いません
が︑新制高校卒業ていどの学力
のあるかた︑②昭和四十七年四
月一日現在で満十八歳以上二十
八歳未満のかた︒

にお申し込みくだざい︒

市福祉事務所では︑今月一日か
ら引揚者交付金等の国債を買いあ
げています︒ご希望のかたは早目

めました︒

十五夜まつり奉賛会では︑こと
しの祭りの行事をつぎのとおりき

．二十日五十猛神社︵9・巧〜11・30︶
塩原公民館︵−〜−・30︶︑．二十一日

＊申込用紙請求先宮崎県人事委
員会事務局︑県警察本部警務課
県下各警察署

︵9・旬〜10・10︶︑二十二日奥野公民

中村公民館︵9〜9・鋤︾永田公民館

11・30︶切島山公民館︵−〜2・30︶︑

2・30︶︑十八日松原公民館︵9・15〜

公民館︵9・15〜11︶原町公民館︻−〜

手公民館︵10・30〜11︶︑十五日亀崎

十四日梶木公民館︵9・巧〜10・30︶庄

館︵9・15〜ガ︶江良公民館︵−〜2・30︾

またことしから︑このまつりを日
向市全体の祭りとして盛大なもの
にしようと〃市民総ぐるみ盆踊り
大会〃を企画しました︒より多く
のみなさんの参加をお願いします
＊行事
十月一日︵金︶闘見立細工︑ 各 区 お
よび進出企業の屋台︑舞踊隊︑
仮装隊の繰り出し︵約十二隊︶

〜n・20︶︑二十五日南日向公民館

館︵9・15〜10・30︶本谷公民館︵10・和

バトンガールの市中行進︑夜は
自由参加の市民総ぐるみ盆踊り

︵9・15〜10︶託言公民館︵皿・巧〜U︶

市役所︵9〜12︶

人権擁護委員きまる
法務大臣から︑つぎの五人のか
たが人権擁護委員に委嘱されまし
た︒人権閥題についてご相談した
いことがありましたら︑お気軽に
おたずねください︒

警察官を募集

ご相談は無料です︒︵順不同︶
黒木勇︵市内平岩四五九一︶
荻原光治︵美々津三四二四︶
江川正人︵財光寺沖町七六︶
黒木倉吉︵細島七二六︶
小西美代子︵北町六五七七V

／

ギ

いま警察官をつぎのとおり募集

被害を受けたとか︑商売をやめた
かたなどは︑減額の制度がありま
すので︑十一月十五日までに︑税
務署に減額申請の手続きをしてく

なおくわしいことは︑延燭税務

ださい︒

さい︒

署︵電話②三三〇一︶へこ椙談くだ

県政モニターを募集

県政モニターは︑県のいろいろ
な仕事に関する批判︑意見︑要望
など︑県民の声を組織的︑継続的
におききすることによって︑より
県民に密着した血のかよった県政
をすすめようというものです︒
年齢は二十才以上のかた︑募集
期間は九月三十日まで︒

謝礼は月五百円のほか︑モニタ
ー会議出席等の旅費を支給します
応募方法は︑住所︑氏名︑性別
年齢︑職業のほか︑最近あなたが
見たり︑聞いたり︑感じられた県
政に対する批判︑要望などを三百
字以内にまとめて︑宮崎市橘通り
東二丁目︑県庁広報安全課あてお

農家基本台帳を作成

送りください︒

農業委員会では︑十月一日から
農家基本台帳を作成するために︵
調査を実施します︒近く調査員が
おたずねしますので︑よろしくご

いま一九七二年版の県民手帳の

内容は日記編のほか︑気象︑人

購入申し込みを受付けています︒

習に家庭にぜひ一冊必要です︒

として郵便料金表︑印紙税早員表
なども折り込んであり︑執務に学
価格は二百五十頁で百八十円︒
ご希望のかたは︑市役所統計係ま
︐でお申し込みください︒

所得税を減額
所得税の予定納税第二期分は︑
十一月一日から三十日までが納期
ですが︑とくに水害や火災などの

これは運動の周知徹底をはかる
ために行なうもので︑これを合図

半に打ちあげます︒

また花火は十日間︑毎日朝七時

ンを十五秒吹鳴らします︒

日向市交通安全対策協議会では
九月ゴ十七日から十月六日まで︑
十日間の﹁秋の交通安全運動﹂期
間中午前十時と午後六時にサイレ

サイレンと花火

ノ

口︑産業状況などの資料編︑付録．

協力をお願いします︒

県民手帳をどうぞ

り額面の約七割です︒

買いあげの限度額は十二万円以
内で︑一人一回限りです︒ですか
ら以前買いあげされたかたは今回
は該当しません︒買いあげ率は残

国債を買いあげ

たずねください︒

くわしいことは︑日向警察署にお

二日︵土︶11前日行事のほか旭合繊

大会︵市消防署前広場で︶
三日︵日︶皿屋台︑舞踊︑ 仮 装 コ ン

二十六日美々津支所︵9・15〜11．鍾

︑

クール︑市民総ぐるみ盆踊り大
会︒

また︑三日から日本ソフトボール
協会などの主催による﹁全日本一
般女子ソフトボール選手権大会﹂
がお倉が浜運動公園で始まります
ので︑前日の二日は︑選手団六百

の任用資格試験﹂を実施し ま す ︒

消防職員の定数増員が︑こんど
の九月定例市議会できまりました
ので︑十月八日・九日﹁消防職員

消防職員を採用

ています︒

名の市中パレードなども予定され

旧和舶年9月号

受験ご希望のかたは︑九月三十日
までに︑受験願書を提出してくだ

簡易保険に新種誕生〃

に交通安全に心がけましょう︒

誕生しました℃

．β．

郵政省では九月一日から国営保
険としてははじめての新種保険が

一︑傷害特約付学資保険
大学進学の準備には十八才満期

学資保険
高校進学の準備には十五才満期
保険
二︑祝い金つき長生きの保険
加入後一定の期間がまいります
と祝い金をさしあげる制度です
お子さまと老後のしあわせのた

めにぜひご加入を︒
︵日向郵便局︶

郵政職員を募集中

東京および京阪神地区と九州の
郵便局外務職員を急募しています

ダイヤルでも夜間割引

くわしいことは日向郵便局へ︒

﹁交換手をとおさないと夜間割引
きがないのでは⁝？﹂と思ってお
られるかたが以外に多いようです
もちろんこれは誤解で︑ダイヤ

ル直通でも夜間割引きされます︒

割引きになりません︒ ︵電話局︶

距離は六十キロ焼をこえる地域
︵日向の場合は︑日南︑都城︑熊
本︑佐伯から先き︶でないと夜間
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