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また整髪の手が忙しくなった︒

か媛辞

随一

篤撫︑
てからことしで七年目︒ベテランですねと聞くと
﹁い一え︑まだまだこれからです﹂とひかえめ︒
こんこの抱負は一﹁やはり独立して一軒の店をも
つことです﹂︒昨年度まであった理美容青年学級
の学級生として︑たまの定休日にサークル活動に
精を出した︒ ﹁勉強しながらお友だちと将来のこ
とを話し合ったり︑お互いの悩みをお互いで解決
したりして︑それにはやはり学級活動がよいと思
います﹂趣味は手芸とボーリング︒

○：・⁝・：とじておくと便利です・⁝⁝：○

岩崎勝子さん︵二十二歳11財光寺山下︶︒理容
師︒軽快にハサミが動く︑﹁免許は昭和四十四年
にとりました︒宮崎市の高等理容学校で二年間勉
強して四十三年に卒業し︑それからインターンと
してさらに一年の実習を終えて⁝⁝⁝︒別に理容
師になった動機といってないんですけど︑おじが
理容業をしていた関係もありますし︑女としても
何か技術を身につけておくほうがよいと思いまし
た﹂︒すなおで明るいお嬢さんである︒中学校を
四十一年に卒業して︑すぐ理容の見習いにはいつ

武道館建設費も追加

（溺．206）
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賜ｷにあなたの恥手紙でどう

3面●

注意を守って楽しい夏休∴
を（水の事故防止）
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億千七百万円を追加

武道館建設費も計上
第三回日向市議会︵六月定例会︶は︑さる六月十
二日から二十三日まで会期を十二日間として開かれ

一億一千七百四十三

ました︒こんどの議会に提出された議案は︑青年学
級の開設︑日向東郷衛生施設組台の設立︑日向市一
般会計補正予算など六件で︑原案どおり可決承認さ
とくに一般会計の補正では︑

れました︒

万七千円が追加され︑予算総額は二十三億六千百六

八つの青年学級
市内の青年の教養を高める場と
して︑ことしも青年学級振興法に
もとづいて︑八つの青年学級を開
間は来年三月三十一日まで︒︵

︶

設することになりました︒開設期

財光寺青年学級︵松原公民館︶

内は開設場所︒

塩見青年学級︵永田公戻館︶︑コ

岩脇青年学級︵南日向公民館︶︑

ム︶︑料理青年学級︵同︶︑電気

ーラス青年学級︵勤労青少年ホー

くられる処理場は︑一日に八十

・、

︵同︶︑音楽青年学級︵同︶︒

にゆくように一部事務組合をつ
ることになりました︒この組合
で︑さる七月一日から正式にス

は﹁日向︑東郷衛生施設組合

業は︑隣接市町村が共同で実施︶

一︵七万五千人分︶処理できる
模のもので 悪臭︑汚水など心

なお︑美々津宮の下に新たに

ートしました︒

として︑市内美々津宮の下に︑し
尿処理場を建設しますが︑日向・
います︒

のない

近代的な施設をめぎし

理場の建設︑運営管理がスムーワ︑

児玉袈裟雄

臼か

；﹂に︑二んど専任の職員を配胃
待ちしておりますので︑ご遠慮な
＊団体で利用される場合は五日前

くお気軽にご利用ください︒

遠方の人にはマイクロバスを準

までにお申し込みください︒
召します︒

申し込みでもさしつかえありま

＊個人で利用される場合は︑当日
せん︒

が必要ですが︑その他はいっき

＊利用料金は︑入浴の場台二十円
い無料です︒

五時までです︒

＊利用時間は︑午前九時から午後
＊日曜︑祝祭日︑土曜︵午後のみ
一階がお年寄り

︶は休館いたします︒

の健康相談室︑体力や機能回復

＊施設の内容は

室︑図書室︑娯楽室︑浴室︑作
業室など二階が会議室です︒

手紙であなたの声を直接聞かせてくださいませんか︒

日向市長

日向市本町十番五号

けないと言うのではありませんが︑返事が遅くなることがあります
あなたの声を市政に反映させましょう︒

ますが︑こんどは一応八月隔日で締めきhます︒九月以降は受けつ

す︒この﹁市長に手紙を出そう﹂はこんこもずっと続けたいと思い

あなたの住所︑なまえ︑職業︑年令は必ず書いて︑封筒またはは
がきの表に﹁市民の声﹂と朱書してください︒返事は必ずいたしま

あて先は

万7と
円セ目
／＼

鉄道をまたぐ陸橋
李再

青年学級︵同︶︑英会話青年学級

し尿は組合をつくり
東郷町と共同処理
広域市町村圏事業︵生活環境の

勤労青少年体育センター（写真左）動労青少年ホーム
（同右）今年度はその裏側に武道館を建設

東郷の一市一町ですすめるこの処

整備など地域的に関連性のある事

・縛騒趣・
慮七

駅前と鶴町の発展めぎす
π

五日に開館した﹁老人裾祉セン？

十

・ノました︒みなさんのご来館をむ

︑一予算は︑最初お知らせしました

ノJ
レ

日

蝿

昭轄四十七笙︐噴︑日向肖一般会﹁︑一．

ように︑六弓走例市議会で；．二

建設地は勤労青少年体育セニサ

春には完成の予定です．
・の南側です︒

｝領四

万円と大型化︒この中には武道館の建設費︑美々津
した︒

塩魔小学校は当初予算で九教室
を︑また大王小学校︵新設︶はな

大王小学校に六教室の追加が認め

欝許

嚢

菖去

公民館建設費︑小学校建設費などが新しく組まれま

二百五十六万三千円が新しく組

▽日向こ線人道喬新設事業費に千

られ︑それぞれ十二教室の鉄筋三

万九千円が追加されました︒

勤労青少年体育センターやお倉
ケ浜運動公園など︑市民の体位︑

体力の向上をめぎして施設づくり
をすすめていますが︑ことしは武

おとしよりの利馬をまつ老人福祉センター

市長にたずねたり︑お願いしたりまたお考えになっていることは
ありませんか︒お互に忙がしいので市長が市民のみなさんにお会い
してお話し合いをする機会もありません︒そこでいろいろと市長に

たレクレ！ション施設して五月十

老人福祉センターご案内

遠方はバスを準備

道館を建設します︒内容は柔道場
約二百六十五平方層︒剣道場当二
百十六平方ザ︒九月に着工し︑来

＼

算
予
難
弐

追加の性質別内訳は︑普通建設

日向市駅前広場から鉄這をまた
いで鶴町を結ぶ陸橋を建設するも

教を建設する計画でしたが︑二ん
どの議会で塩見小学校に三教室︑

ので︑鉄道によって︑これまで鶴

←凍れ←よ医しハに︒

町と駅前通りが東西に分断きれて

知らせしますと

います︒

︒

つぎに主なものを順を追ってお

階建ての校舎を建設することにな

せられています︒

美々津に面立公民館
▽美々津に市内で三番目の市立公
民館を建設するための費用が追
艦されました︵二千四百二十七
万九千円︶

鉄骨二階建てで︑面積は六百十平
方綴︒一階が事務室︑資料室︑実
習室︑学習室︒二階が大会議室︑

視聴覚室︑図書閲覧室︒建設場所
は美々津小学校あと地です︒

冒6曜幽8●・冒．●．璽．．匿署冒曾雪●．．O．．．・．■．も
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お年寄りの健康増進︑相談︑ま

■●●曹●●O・0・8．・．88・匿66・000・98・．．．．．

▽小学校建設費に︑新たに三千七
十九万七千円が組まれました︒

■●●0● ・ ・●

▽武道館建設費に二千四百五十九

いただけに︑陸橋の完成で商店街
▽市制二十周年を記念して発行す
る市史編集費に五十九万六千円
を追加︒

▽プレハブ構造︑面積四十平方材
の予防接種場を建設します︒
︵五十万円︶

ンザなどの予防接種は︑これまで

日本脳炎や小児マヒ︑インフルエ

各地区ごとに日程をきめ︑巡回し
て行なっていましたが︑ことしか
らこの方法をやめ︑自分のつこう
のよい日にいつでも受けられるよ
うに︑毎週二回︵火曜・木曜︶市
役所で実施しています︒そのため
ので︑場所は市役所 西 側 で す ︒

に新しく予防接種場を建設するも
▽中の原︑下ケ浜線︵国道十号線
財光寺横断歩道橋から宮崎合繊
前を通り︑お倉ケ浜に通ずる道
路︶の排水溝を三百六十層整備
します︵六百十八万 円 ︶

五十八層を拡巾改良するための

▽小原農道＝一百り掴︒ 山 口 曲 辰 道 六 百

費用が追加されました︵千九十
二万二千円︶

路線︵原町下道線︒原町三号線

▽原町﹁えびす児童公園﹂前の二

︵百十万四千円︶

両地域の発展に大きな期待がよ

りました︒

物件費七百六十九万六千円︑そ
の他三百九十六万六千円になって

事業費が一億五百七十七万五千円

へ

︶を延長三百四十五諸舗装しま
す︒

…

日向市駅構内をまたいで（自選）人道陸
橋が違設されます
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鎌伽︑
W淋

山が適当ではないでしょうか︒

自然の中で家族といっしよにレ
クレーシヨンを楽しみながら︑道
みちに群生した植物を採取すれば
にかなえられます︒米の山︑櫛の

体力づくりと夏休みの勉強が同時
山とも車で行けますが︑やはり子
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る
ためにも︑ふもとから歩かせるこ
とです︒

がつきまとっています︒親しませ

る前に︑海や川 水の恐ろしさ
を子どもに十分認識させること
を忘れてはなりません︵次頁を

十数本と工業用アルコールを準備
し︑海水浴のつど採取すればめず
らしい海草標本︑貝がらなどの標

そこから何かを学びとるように︑

ただ慢然と泳がせるだけでなく

本もできます︒

また︑市内の海岸には︑めずら
あげてください︒

おとながちよっとアドバイスして

参照︶

しい海草がたくさんあります︒二

立ちます︒

切さや人間関係を養うためにも役

十円程度で市販されている試験管

人間関係を養う
雨天の場合は鉄砲水の心配はな
いか︑飲料水はだいじょうぶかな

親
ど︑まわりを十分調査し︑家族で

▽サイクリングやキャンプ
のにサイクリングもあります︒交

と子どもがいっしょに楽しめるも

山頂では市街地や工業地帯も見
うつとしいつゆがあけ 真夏の太陽がギラギラ︑子どもたちは学
わたせます︒発展する日向市のよ
分担をきめ設営してください︒

＼

になって︑自然の中で楽しむ屋外

以上は︑親とエ丁どもがいっしょ

通量の少ない道を選んで︑つねに
子どもの体力に応じた道のりで計
またキャンプは︑共同生活の大

画をたててください︒

＊自由でのびのびとした暮しの中

ときこんな注意をしておれば事故

えば交通事故の二〜三倍︒・﹁あの

▽児童︑生徒には︑学校から水
泳の心得や許可期間︑安全な許可

ます︒でも海や川にはつねに危険

▽海や川︑子どもたちが 夏も
つとも親しむ自然に海や川があり

強にもなるはずです︒

うすを説明してやれば社会科の勉

てそこから学究心が芽ばえるよう

く残されています︒子どもたちが
自然に親しみ 興味をもち︑そし

ちの身ぢかにすぐれた自然が数多

たちが大きく成長する時期でもあ

さい︒

な機会をぜひつくってあげてくだ

なしとげた満足感
▽登山やハイキング

体力をつくる機会です
それには

健康を増進し︑あわせて自然に対
登山︑ハイキングなどもひとつの
周道路が整備された櫛の山︑米の

方法です︒低学年には登山道︑回

泳ぎは安全な場所で
に注意してあげてください︒

おとなもいっしよに
夏⁝楽しい水の季節です︒しか
し水遊びも水泳もひとつまちがえ

魚つりに行かせないで必ずおとな
が同伴︒絶対に目を離さない︒

せっかくの夏休みですから︑こ
うした屋外活動を通して︑健康な
にも自分で何かをやってみよう

分そのあと二十分ぐらい休む︒
のあいだで︑

るように指導してください︒

めるようひと声かけてください︒

▽船が通るところ︑流れや水底
の状態の直るい場所は水泳が禁止
されます︒子どもを見かけたらや

は泳がないようにしましよう︒

またおとなも︑こういつた場所で

水難救助の心得
▽まず大声で付近の人に助けを
求める一これが救助法の第一歩︒
︵一一〇番︶消防署︵一一九番︶

▽二人以上のときは一人が警察

っぱりあげる︒抱きつかれて二人

▽助けるときは板や棒︑ナワ︑
ズボン．の端などをつかまらせて引

へ急報を︒

泳いだあと 整理運動をして︑

︑ノ珂

δ ﹂

−1

ろつ

してください︒

︑

とも沈んでしまわないように注意

8

い耳の水を出す︒

で

きれいな水でからだ︑目をよく洗

になった時は︑すぐ助けを呼ぶ︒

▽手足がつったり︑おぼれそう

一日に二時間以内が

▽泳ぐのは午前十時〜午後四時

から︑泳ぎに自信があるからとい
ってゆだんは禁物︒お子さんにも

最適です︒

空腹や満腹︑気がす

顔︑手足︑胸をぬら

▽必ず十分な準備運動をするこ
泳ぐとき

▽泳ぐ時間は一回十分から二十

してゆっくりと水に入る︒

と

などのときは泳がないように

すまない︑疲れている︑朝早くや
午後遅く︑悪天候︑波が大きい一

沫ぐまえ

よく注意してあげてください︒

水泳は︑おとなだから︑健康だ

必ず準備運動して妻

度点検と確認をして︑子どもさん

ないようにしましよう︒またほか
にも危険な箇所はないか︑もう一

路などには地域のみなさんで協力
して立札をたて︑子どもが近寄ら

▽危ないため池や野井戸︑用水

ものです︒

こどもの水死は毎年︑率からい

体づくりを行なうとともに学校の
とする︑子どもの考えを生かす

▽子ども一人で水遊びや水泳︑
ば悲しい事故につながります︒

きまりなどを守る心もいっしょ一7一

注意書が渡されます︒保護者のか

水域︑危険な禁止水域など書いた

もちましょう︒

力を合わせ︑また反省の機会も

暮らしを子どもたちと話しあい

たちの相談相手になり︑毎日の

げましょう︒

養いたいものです︒

いように︑夏を楽しくすごしたい

は防げたのに！﹂ということのな

11子どもたちのき ま り 1 1

楽しく過ごす︒

＊自分で計画をたて︑きまりよく

事をわけあい︑仲 良 く 暮 す ︒

＊家族の一人として︑すすんで仕
＊友だちと相談し︑勉強も遊びも

＊休み中の計画は子どもに自主的
にたてさせ︑ご両親はちょっと
アドバイスする程度で計画が実
行できた喜びを子どもにもたせ
ましょう︒

付近は避ける︒

W踏獣霧二一隅一
は避ける︒

▽有毒物や汚物が流れてくる心配
のない所︒

海草のない所︒

▽水底がどろどろでなく︑水草︑
▽水底に岩やカキなどがない所︒

▽水底が平らか︑ゆるい傾斜の所
▽水のきれいな所︒

▽水辺に安全な広場のある所︒

含水泳安全旗︑見知らぬ土地での
事故を防ぐため︑県下統一して
水泳安全区域に立ててあります

5

共同で助けあう

こ
こ

泳

ご

︐つ

＊毎日の生活は学校のきまりと自

＊危険な遊びをしな い ︒

波 が 高 く な い 所︒

▽水ぎわが深くな っ て お ら ず ︑

い川︒

▽流れのない海︑急な流れのな

で

▽水温が比較的一定している所
▽橋げた︑水門︑用水の取水口

Pフ

0

難

たもよく読んで︑この注意書を守

ようにしむけてやりましょう︒

間を正しく守るよう指導してあ

の習慣をこわさないように︑時

＊日ごろ︑学校で身につけた勉強

目ご父兄の心がまえ11

最後までやりとげる︒

分の計画をあわせ︑ねばり強く

日向市は都会とちがって︑遠く

実したものになるで し ょ う ︒

休み計画の申におりまぜれば︑子
どもたちにとって︑休みがより充

活動の例です︒こうしたものを夏

に出かけなくても︑まだわたした

われる運動です︒

する科学的興味を養うために行な

動﹂が始まります︒この運動は︑
自然に親しむことによって心身の

月二十一日から﹁自然に親しむ運

夏休みがはじまると同時に︑七

ります︒

夏休みは︑学校生活では機会の
少ない屋外活動を通して 子ども

そこから学研心の芽が

自然に親しむ心を

た家族ぐるみのレクレーシヨンなど考えてはいかがでしょう︒

四十日間もの長い休みのあいだには︑幾日か︑子どもを中心にし

あれこれと楽しい計画をたてていることでしょう︒

校の先生や友だちと別れ︑おもに家庭での生活がはじまります︒こ
とに一年生にとっては︑はじめてのての夏休みです︒それなりに︑

蹴勢諭珍憤慨活

感へ堕

＊あたたかい気持の中で︑子ども

懸節度ある毎日を

、

4
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騎・

〃つゆ〃があけ︑本格的な暑さが
訪れると︑こんどは間なしに台風

馨
圏の広さ
▽進行方向︑速度
などです︒しかし︑台風によって
は情報が二転︑三転ずることがあ

シーズンです︒

宮崎地方気象台に電話を入れて
聞いてみますと﹁ことしは台風発
観測資料によってどんどん更新さ

▽こんごの予想と警戒すべき事項

生の数はそれほど多くありません
が︑八月に大型台風が二個︑九月
れるので︑たえず新しい情撮に注

台風が接近したら
回り品︑貴重品などひとまとめ
にして︑いつでも持ち出せるよ

手︶

▽二区︵美々津・岩脇地区・−・定数
六人︶

橋口貫之︵宮の下︶︑黒木正男
︵曙︶︑木田千秋︵秋留︶︑川

うにしておく︒

野忠志︵三木︶黒木静弥︵別府

台風が接近したら︑テレビやラ
きる程度の大工藻貝︑板︑ブギ

なお︑市議会推せん委員︑農協団

︶︑黒木眩一︵飯谷︶

体推せん委員はつぎのかたです︒

＊家の回りの電気配線もよく調べ

＊医薬品︑懐中電灯︑応急監修で

ジオなどで︑気象情報をよく聞い
て︑つぎのようなことに注意して
なども準備しておく︒

＊家屋︑庭木︑へいなど家のまわ

ください︒

りを点検して補強する︒

る︒テレビや煙突の支線が電線
▽市議会推せん委員
黒木安吉︵江良︶︑森田義雄︵

にふれないようにする︒

＊窓や雨戸がとばされて︑家の中
木の枝は切り取って危険を防ぐ

＊電線にふれたり︑ふれそうな樹

＊火の元に注意する︒

へ圃が入ると︑案外もろく家が
甲斐敦︵笹野︶︑黒木泰弘︵落

切望二︶黒木此農夫︵永田︶︑

活躍していただ玉︑−ます︒

れから三年間︑農家のみなさんの
一般的な利益をまもるために︑そ
の他農業関係全般の問題解決にご

以上二十三人のかたがたに︑こ

松木貞治︵広見︶

▽農協団体推せん

鹿︶

またお子さんや老人のいるご家

倒れることがあるので注意する
＊応急用の飲料水︑食糧︵生野葉
避難︸︑﹂せることです︒

庭では風の強くならないときに

かんづめ︑インスタント食品︑

ビスナットなど︶着がえ︑身の

無投票で当選
任期満了にともなう日向市農業

新農業委員がきまりました

風の強さをあらわすには風速と
委員の選挙は︑七月十四日に投票
が行なわれる予定でしたが︑一区

風速と風圧

意することが大切です︒

りますが︑いずれにしても新しい

に一個ないし二個接近または上陸
する恐れが十分あり︑要注意の年
です﹂と警告しています︒そこで
台風に対する心がまえをあげてみ

があります︒

風圧︵風のおす力︶のふたとおり
二区とも定数いっぱいの立候補で
．したので︑つぎのかたがたが無投

上田喜助︵亀崎︶︑黒木進︵畑
浦︶河野広元︵曾根︶︑山本金
治︵堀一方︶︑奈須利刀︵奥野
︶︑河野敏夫︵本谷︶︑山本岩

をきめて正午すぎ散会しました︒

纏撫︑嵐窓−

蓼

郵
︑聯

鞠騒
讐6
夢鰻
Ψ

︵

︾3ガ@聖
ノ

プ

ノぞ

つかれた応援団
市内のスポーツ少年団二十七イ
ームが一堂に集って︑昭和四十﹂
年度少年ソつトボール大会が六ロ
ニ十五日お倉ケ浜運動公園で行︵
われました︒まつ白いユニホー・

に背番号をつけたチビッコ選イ
は︑ツユの晴れ間の太陽がサン・
ンと照りつけるなか汀だくでナ
戦︒応援のおとうさん︑おかあ・
んがたもこれまたけん命︒鰺い品
つていちばんつかれたのは応援﹇
席でした︒

ワ藷タ藩㌃ヲ穿浬ツーア

などを決議し︑こんどの運動方針

で聡死した軍人の遺骨の早期収集

事にはいり遺族の処遇改善や外地

た︒開会のあと︑さきの大受など
で怪死した英霊に黙とうを捧げ議

が参加して盛大に行なわれまし

スポーツセンターで遺族約五百人

が七月十二日︑日向勤労者青少年

第十八回宮崎県彰没者遣族大会

七月大会開かる

男︵新財市︶︑小西今朝夫︵比
良︶︑黒木一義︵往還︶︑宮崎
仁平治︵松原︶︑黒木正一︵庄

⁝黒議曇日鮮血⁝宏量⁝⁝⁝

紀宮さまのこ養育係に三輪さん

加する1200人の子どもたちの、日ごろの訓練を
ぜひご参襯ください。

ました︒

＝平方綴に受ける風圧は︑だい
たい風速の二乗の一割ぐらいにな

台風と情報
台風が発生して日本の陸地に直
接影響する心配がでてくると︑気
た︵敬称略︑順序不同︶

票当選で新農業委員にきまのまし

穿麹譲．

霧

ふた一．﹂あけぼの橋
亀崎と梶木をつなぐ﹁あけぼの
橋﹂のしもてにまた﹁あけぼの橋
﹂ができます︒しもてといっても
橋と橋の間が一層ちよつとだから
カーフェリーターミナルの南岸壁

さしずめ﹁ふたごのあけぼの橋﹂

に公共フ頭ができたこと︒交通量
が非常に多くなったことなどが﹁
ふたごあけぼの橋﹂誕生の理由︒

輝一

十一月に完成の予定
㌦酪

▽一区︵旧富島地区一定数十一人V

場合は昌㎝X﹂q巨NMαですから︑

れます︒

二十二・四叉の風圧がかかるわけ
でとりつけの悪い看板は飛ばされ
ます︒二十五層になると風圧は六
十二・五鑓となり屋根が飛ばされ

社会教育協力者11野別元義︵鉄

︑砂

ります︒たとえば︑風速十五げの

︐

象庁予報部から台風情報が発表さ

﹁警

一般に﹁注意報﹂は多少の被害
が予想されるときに だ き れ ︑

報﹂は大きな災害が予想されると
きに出されます︒

ます︒また三十層になると︑風圧
は九十鴛で雨戸がたわんで敷居か
倒壊するようになります︒

らはずれ︑吹きぬかれて古い家は

情報の内容は一

▽中心気圧︑最大の風速︑暴風雨

青少年の健全育成めざし
指導員など三十三人

市街地の青少年育成

岩︶︑三股千代子︵美々津石並︶
︑寺町公代︵幸脇中︶

また勤労青少年の健全育成︑と

県では毎年︑青少年健全育成の
ための民間奉仕者を委嘱しており
たがたがきまり ま し た ︒

ますが︑日向市関係ではつぎのか
くに市街地青少年のグループ活動
の促進と教育相談を目的にした社

興社アパート︶︑黒木敏英︵落鹿︶

安藤勝嘉︵美々津石並︶︑鈴木

紀宮清子さまのこ養育係に任命き

市内亀崎出身の三輸紀美子さん︵24︶が︑皇太

れました︒三輸さんは︑富島高等学校を卒業後福

子殿下の長女

同病院に努めていました︒九州からご養育係が選

岡赤十字病院高等看護学院に入学︑四十五年から

に﹁精いつばいお世話いたします﹂と語っていま

ばれたのは︑はじめて︒児玉市長の激励のことば
した︒

毎期日＝8月3日〜7日（4泊5日）
彩場所＝わ倉ケ浜
ボーイスカウトは、人のためにつくす心、人を
愛する心、社会のために奉仕する心をやしない、
よりすぐれた人間づくりをめぎす運動です。参
三

市内の青少年がすごやかに育つ
ための指導や助言が主なしごと︒

会教育協力者と青少年教育啓発会
議のメンバ⁝がつy・・のとおりきま

青少年育成推進指導員口河野一
雄︵鶴町三〜三︶

細島吉の川︶︑日下部実︵平岩士

大橋澄子︵吉の川︶︑山本孫春

りました︒

々呂毛︶︑高橋重美︵財光寺下ケ

青少年育成推進員目後藤邦彦︵

浜︶︑野並武彦︵日銀淵薮手︶

︵塩見︶︑篠原則久︵高砂団地︶

河内政男︵南町︶︑田原修一郎︵

だんらんの日に
人間形成の場︑いこいの場︑愛
の場︑教育の場である家庭をより

高修一郎︵上町︶︑園田一守︵本

東草場︶︑福田隆︵公園通︶︑日

青少年教育啓発会議メンバーー

日として︑また青少年をすこやか

楽しくするための一家だんらんの

町︶︑椎葉鎮雄︵原町︶︑里⁝木曾
一︵西川内︶︑池田輝男︵永田︶

岡村望︵江良︶︑黒木進︵一手︶

に育てるための話し合いの日とし
て第三日曜日は﹁家庭の日﹂にな
っています︒

渡辺景一郎︵平岩︶︑新名義満

良信︵都町︶

︵察知屋︶︑太田平太郎︵日知屋︶

みなさんのうちでも︑年酒を通
にそって豊かな家庭環境づくりを

じて家庭の日の計画をたて︑それ
すすめておられることと思います
が︑この運動をさらに徹底させる

いま県民運動のひとつとして﹁
あすを築く人づくり運動﹂がすす
以上︑ご紹介した人たちのご努

ために︑家庭の日推進員につぎの

力によって︑この運動も大きな成

められています︒

家庭の日推進 員 1 1 西 川 鹿 之 助 ︵

かたがきまりま し た ︒

上町一六〜一五︶︑三浦春隆︵公

果があがるものと期待されます︒
︵順不同︑敬称を略しました︶

園通り︶︑黒木靖子︵細島八幡︶
︑池田博柾︵塩見永田︶︑佐藤藤

ボーイスカウト宮崎県野営大会がつぎのとお

膨

雄︵財光寺山下︶︑黒木済雄︵平

り行なわれます。

繍、
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勤め人の奥さん
あなたも国民年金に
より豊かな老後と万一のときの
保障があって︑はじめて将来の生
活設計の基礎がかためられたとい
えます︒

それには︑なんといっても﹁年
金のある生活﹂を用意することで
す

そのひとつに国民年金がありま
す︒勤め人︑いわゆる厚生年金や
各種の共済組合に加入している人
の奥さんは︑年金による老後の保

電柱のぼりはやめて

障はありません︒国民年金に任意
加入することが年金を得るただひ
とつの道です︒

奥さんが国民年金に加入するこ
とによって︑夫は厚生年金︑妻は
国民年金と︑ともに年金を受ける
ことにしてはどうでしょう︒

れます︒

加入後は︑加入義務のある人︵
強制加入︶と同じように毎月五百
五十円の保険料を納めていただき
ますと︑同じような年金がうけら
また︑万一の場合にも障害年金
母子年金︑または遺児年金がうけ
られます︒

でけっこうです︒

老後の生活安定はだれしも願っ
ているところです︒夫の年金だけ
にたよらず︑自分自身の年金を身
につけ︑夫婦そろって楽しい老後
の生活設計をたてましよう︒
加入の手続きは︑印鑑をもつて
市民課年金係においでになるだけ

電線に注意しましよう︒
○電線のちかくでの飛行機あそび
などはやめましよう︒

＊初級試験︵一般事務︑土木︑農

生まれた人︒学歴は問いませんが

土地の一般競争入札

業土木︑林業︶︒

曾根土地区画整理地区内の保留
地を︑つぎのとおり一般競争入札
します︒ご希望のかたは入札にご

高等学校卒業程度の学力が必要で

受験資格は昭和二十二年四月二
日過ら昭和三十年四月一日までに

参加くだきい︒

二十九日から九月十八日︒

す︒申し込み受けつけ期間は八月
＊警察官︵巡査︶

ら三百平方儲までの宅地十二筆

★入札する土地11百六十平方層か

★入札日︑七月三十一日︵一時置

受験資格は昭和二十年四月二日
から昭和三十年四月一日までに生

間は︑初級試験と同じです︒

受験資格︑申し込み受けつけ期

＊交通巡視員

九日から九月二十二日まで︒

申し込み受けつけ期間は八月二

まれた人︒学歴は問いませんが高
等学校卒業程度の学力が必要です

★場所︑市役所会議室
なお︑入札に参加されるかたは︑
入札しようとする金額の百分の五
の入札保証金が必要です︒

国債の買いあげ
昭和四十七年度の引きあげ者特
別交付金国庫債券︑特別給付金︵
第三回特別給付金︶の担保貸しつ

特別弔慰金︑第二回特別給付金︑

特殊ベットを貸します

市福祉事務所では︑いま寝たき
り老人のために特殊ベットの貸し

けや買いあげを行なっています︒

貸しつけ︑買いあげともに債券
の記号や額面で違いますが︑貸し

出しを行なっています︒このベッ
トは︑ハンドル操作で寝たままで

放水時にサイレン

方はお申し込みくだきい︒

貸しつけは無料です
現在四台ありますので︑ご希望の

も食事がとれるようになっており

つけ限度額は十五万円︑買いあげ
最高限度額は十二万円となってい
ます︒ご希望のかたは印鑑をもつ
て市福祉事務所までお申し出くだ
さい︒

県職員採用試験

休みの方法です

最高額が三百万円に

郵便局の簡易保険金最高額は︑
これまで二百万円でしたが︑これ

がこのほど三百万円︵最高保障額

九百万円︶に引きあげられました

ただいま日向郵便局では︑全家
庭を対象に加入促進運動をくりひ

この機会に簡易保険のご利用をお

ろげています︒災害や交通事故が
ひんぱんにおきている時代一ぜひ

すすめします︵日向郵便局︶

今月の納税

固定資産税第一期分と︑市戻税

まだ未納のかたがいらっしやいま

第一期分の納期がすぎましたが︑

たことと思います︒

す︒何かのつこうでお忘れになっ

また︑固定資産税の第二期分の
納期は︑すでにお知らせしました

願いいたします︒

ように七月三十一日です︒ぜひ納
期内に納めていただきますようお

世

4

ぐミ馳ミー輪︑§

計49，625人49人増i

○テレビアンテナ︑煙突︑看板な
ど︑風で倒れないようしっかり
取りつけましよう︒

○樹木や雨どい︑看板の支線など
電線にふれているところはない

大内原ダムから水を放流すると
きは︑あらかじめ美々津腰越のサ

イレンと︑幸脇の消防署南分遣所
のサイレンが鳴りますので注意し
てください︒

放流時の警報サイレンの符号は

一分間吹鳴で十秒休み一一分間吹

鳴で十秒休み−−一分間吹鳴で十秒

女26，4。8人41人増i

昆虫採集︑魚釣り︑水遊びと子
どもの夢を大きくふくらませる楽
しい夏休み︒この夏休みに多い感

でしょうか︒これも危険です︒

一丁目九番十号電話二三−三〇四

県職員採用試験がつぎのとおり
行なわれます︒受験ご希望のかた
は県人事委員会︵宮崎市橘通り東

ときは︑さわらないで九州電力

てください︒

なお︑その場合は切手をはった
あて先明記の返信用封筒を同封し

1
…

（7月1日現在）

電事故から子どもをまもるために
﹁危険なところでは遊ばないでI

九州電力へご連絡ください︒

このような箇所がありましたら

﹂とひとことことばをかけてあげ
てください︒

また八月︑九月は台風シーズ
ン︑安易に考えてあとで後悔しな

へご連絡ください︵九州電力日

い︒

二︶へ受験願書をご請求くださ

備は早目にいたしま し よ う ︒

向営業所︑電話二一八一︶

さがっているとか︑切れている

○また台風などで電線が低くたれ

○電柱のぼりはやめましよう︒

いように︑台風情報に注意して準

○テレビアンテナなど扱うときは

揚

騰脇

8週差i

23，217人

男

口吻翫

艦ノ∠人
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