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今月の主な内容

多い迷い子の郵便。
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はじめるようになったのを機会にUターンしたと
いう︒ ﹁美人薄命のたとえのように︑ アユの命
もはかないものです︒わずかな水温のちがい︑酸
素不足で死んでしまいますから︑管理には神経を
使います﹂一﹁ことしは海産稚アユが少なく︑い
ま琶琶湖産を養殖しています︒県内の各河川も最
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るだけでなく︑資源を保護しなくては⁝一と語る
川越きん︒獲る漁業から作る漁業への転換をめぎ
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秋風を引︑しんやりと肌に感じるころ︑清流に住む

轟

7
慈

；二﹂は︑川魚の王者としての風格を一段と増
す︒ことしの春︑養殖池に放流したわずかニヤ．前
後の稚アユは︑この半年で十倍の二十枕．にも成長
し︑網ですくいあげると銀鱗から独特な香りを漂

：〜墾襲・・葦妻書婁
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わせる︒

・繍・
蘭い、い㌔
す若い力である︒

8面…お知らせ．

4面・5面…交通事故はどこで起こるか？
その原因をさぐる。

7面…話題を追って。

防止協定を結ぶ。日向漁
協とは覚書きを交換。

、頬
，七、

慣越腰男きん︵美セ津＝27︶は︑この7二養殖
を手がけるようにな一ノて四年 ︒三十七年に中学
校を卒業し︑一度大阪に就職したものの︑都会の
現実はきびしく︑兄公一さん︵43︶がこの仕事を

6面…踏切事故の三割が市内て＝

2面・3面…2つの企業と市とが公害
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それ以来︑細島臨海工業地帯を中

新産業都市の指定を受けました︒
︑十数社の企山．π

四十六年に﹁生活課﹂を新設し︑
日向市公害防止条例をつくるなど

じるしく変更しようとする場合は

髪

めに︑企業側の公害に対する社会

容は︑住民の生活と健穣を守るた
んこの成果が注目き21ています︐

的責任を明らかにしたもので︑︸

準は︑公害関係法令および県公害
防止条例によって定められた次の

両社とも排水口における水質基

協定書の内容

汚水・悪臭防止に重点

市と協定を結んだのは︑日本ブ
ロイラー株式会社︵西園寺正夫社
基準以内とする︒

長︶と南日本ハム株式会社︵鈴木
茂雄社長︶の二社で︑内容は両社
ともほぼ同じですが︑日本プロィ
六︒▽生物化学的酸素要求量一一

﹁︵参考︶

・PPMは濃度の単位を

群数／1日間平均三〇〇〇醐︒

下︵日間平均一五〇︶︒▽大腸菌

六〇PPM以下︵日間平均一二C︶

▽水素イオン濃度目五・八〜八・

ラ⁝株式会社との間に﹁毛羽等の
適正処理﹂︑南日本ハム株式会社
▽浮遊物質量藷二〇〇PPM以

おり込まれています︒

との間に﹁大気汚染防止対策一が
では︑汚水︑騒音︑悪臭︑大気
汚染防止の順に︑両社あわ廿て協
定の内容をお知らせします︒

排水処理に責任者

豪 ．饗
︑鑑

えるとアルカリ性︑以下は酸性の一
︑素要求量は︑汚染物質がバクテリ

水とされている︒・生物化学的酸

﹁アによって分解されるときに必要．

な酸素の量で︑必要酸素量が多い
とそれだけ水の汚染度が高い︒

河川や海に出される工場排水︵
養鶏場排水も含む︶については︑

いように︑排水処理施設︵沈殿

人畜︑魚貝︑海草などに影響がな
ろ過など︶を設け︑万全を期する
とともに︑排水施設には責任者を
置き︑施設の管理には細心の注意
をはらい︑三ヵ月ごとに水質を検
とくに︑日本ブロイラーの毛羽

査して︑その結果を市に報告する

を行なうものとする︒

等の汚水については︑適切な処理

︻騒音防止対策︼

騒音の防止については︑日向市
公害防止条例に定める地域の規制

以Eが公害防止協定書．の内容で

基．準に合わせるものとし︑騒音の

日本ブ・︷っ：︵株︶と南日本

す︒今回は︑とくに汚水と悪臭が
心配きれる二社だけですが︑市で

一示す記号の一種で 一PPMは一．
⁝万分の一の単位︒ ・水素イオン
．濃度はヒ・○が申性で︑それをこ

︻加害時の措置︼

ハム︵株︶の両社は︑市が行なう

市は︑両社

て協力するとともに

公害防止対策について誠意をもつ

こんごは︑他の企業とも協定書を

は︑こうした協定の幅を広ろげ︑

︵株︶の事業活動が原因で︑

の行なう公害防止対策についても

他に被害を与えたことが明らかな

積極的に協力するものとする︒

圏事業として
ヵ任計画で︑

ことしから二

理場﹂を建設

美々津町字新
川に﹁し尿処
しますが︑こ
に先立って︑

の処理場建設
日向漁業協同

組合︑柄本秀

に留意する︒

剤を散布するなど環境衛生対策

男組合長と︑

きる九月八日汚水防止について次

企業等の排出する汚水は︑水
浄化

▽企業等が排出する汚水によ一．

質汚濁法の基準以下とし

清掃についてはたえず監視指導

②
▽し尿処理場をはじめ︑日向市
南部の企業︵日向市農業協同組合

する︒
︵株︶︑

り︑損害賠償等についての対策を

て実害が発生したときは︑市長は
各企業に責任をもつて解決にあた

なお︑し尿処理場からの放流水
は︑厚生省令で定める基準に従が

止対策を行ないます︒

必要な防

企業等の排水する汚水処理に

措置させる︒

沿岸に流出する汚水の処理につい

ユ

つねに卜

に被害を与えないよう

い︑悪臭についても︑附近の住民
発生を防止するため

ヲるキ︼・こもに︑カ・ハエ︵低ド﹂の

つい

︑は︑汚水処理施設を完備

うものとする︒

ため︑次のような行政指導を行な

て

市艮は︑水質汚濁を防止する

太平洋ドライブイン︶から各河川

ラー ︵株︶︑南日本ハム

養豚場︑朝曇養豚場︑日本ブロイ

のような覚書きを交換しました︒

児玉袈裟雄日向市侵とのあいだで

とりかわしていく考えでいます︒

において解決にあたり︑その損害
の補償を行なうものとする︒
︻公害防止施設補完等の措置︼

日本プ・イラi︵株︶と南日本
ハム︵株︶が︑加虫口憐吋の措置を講

協力する︒
︻相互協力︼

ノr

広域市町村

場合は︑両社は︑それぞれの責任

ハム

日本ブロイラー︵株︶と南日本

︻水質汚濁防止︼

協定を結んだ日本ブロイラー（上）

︑心に︑内映こ・も含力

しましたが︑反面︑生活環墳の悪

進出が相次ぎ︑訂勢は大≒・く発竪

なっています︒

化にともなう苦情もしだいに多く

空気や水のよごれ︑騒音︑悪臭
て取り組んでいますが︑さらに九

公害問題を行政の重要な課題とし

公害防止対策に関して事前に市と

械、

識轍

鋸

鱗

｛ぎ

市では公害対策担当課として︑

生活をむしばむ公害は︑中央の工
な﹁公害防止協定﹂も結びました︒

月一日︑市内の二企業と次のよう

振動などによって︑人間の健康と

ま地方の中小都市にも急テンポで

夜間の騒音については︑機械の配

︻悪臭防止対策︼

協議し︑市が指示すろ意見を尊重

市独自で結んだこの協定書の内

業過密都市だけにとどまらず︑い

日向市は︑昭和三十九年一月に

広うがっています︒

置改善︑または消音壁を設けるな

害

適切な方法によ一． て 騒 音 の 低 減 に
めること︒

どして︑静かな環境づくりにっと

発生する施設には消音装置など︑

日本プロイ5⁝︵株︶の︑各養

つとめること︒

鶏 団 地 の 送 風 機 ︑ ボ・⊥ワ⁝など︑

南日本ハム︵株︶のと殺場や化

と南日本ハム（下）

し尿処理場を建設する＝新川

悪臭と粉じんの防止
成場から発生する悪臭は︑附近の

した場合は︑市と協議のうえ︑両

のおそれが生じ︑また公害が発生

じたのにもかかわらず︑公害発生

日本ブロイラー︵株︶と南日本

社はそれぞれの責任において︑す

停止をするものとする︒

なお︑この場合︑市の要請にも
とづき︑操業の全部または一部の

ばならない︒

みやかに必要な措置をとらなけれ

ハム ︵株︶は︑汚水等の発生する

︻事故時の措置︼

するものとする︒

ｭ生源になる施設の整備改善に

佳民に被害を与えないように︑必
要な施設を設けるとともに︑悪臭
は万全を期するもの と す る ︒

その

他重大な事故が発生したときは︑

施設について︑故障︑破損

から発生する悪臭については︑附

に︑すみやかにその情況を市に報

ブロイラーの処理工場や化成場
近の住民に影響を与えないように
し︑各養鶏団地から発生する悪臭

告するものとする︒

公害担当職員の
立ち入り調査を
する︒両社はこ
れに積極的に協
︻環境美化︼

力する︒

んで工場敷地内

市が示指する環境美化には歪面に

企業内の立ち入り検査

ただちに応急の措置をとるととも

についても︑団地内の管理体制を
整え︑浄化清掃︑衛生対策を進め
る中で万全を期すこ と ︒
︻ 大 気 汚 染 防 止 対策︼

南日本ハム︵株︶は︑大気の汚
染を防止するために︑工場の煙突
から出るいおう酸化物︑すす︑そ
の他のばいじんなどの排出につい
ては︑使用燃料の変更︑集じん装
の処理にあたの．て も 万 全 の 措 置 を

置などにより︑飛散を防止し︑そ
講ずるものとする︒

事前協議と補償
日本プロノーラ⁝ ︵ 株 ︶ と 南 日 本

の緑化など︑環

両社は︑すす
∵↓︵株︶は︑汚水︑騒音︑悪臭

するとともに︑

︻ 施 設 の 設 置 等 の協議︼

2社と市との公害防止協定の調印
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日向電報局前の原町交差点に立
つと︑自動車のクラクション︑排

六月末現在で百四十一件︑亡くな

通量の多い市街地では乗らないぐ

者⁝

車の直前直後は危険

護者が右手でしっかりとにぎり

◇子どもを連れて歩くときは︑保

うにしましし︾う︒

◇子どもの路上遊州︑︶はきせないよ

うにしましよう︒

かせて︑飛び出しをきせないよ

お子さんは右手でしっかり

を歩きまし．卜う︒歩道のない道

◇歩道のある道路では︑必ず歩道

横

路では右側はしを歩きましょう
◇横断歩道のあるところでは
断歩道を渡りましょう︒

車の流れのほうには出さないよ
うにしましよう
よλノ︑

◇道路し⊥4㌔の⊥﹂アつ話丁4砕ける・力謙ま層レ

いのちを守る手合図

飲酒運転はやカま

⁝．︑嘱衡﹄欝−︑ギ

レつ︒

す︒必ずつけるようにしましょ

◇反射テープは追突事故を防ぎま

ましよう︒

◇夜間の無灯火運転は絶対にやめ

う︒

つねに点検整備しておきましょ

◇プレ・−キ装置など故障はないか

◇自転車でも
しょう

ブレーキはよくきくか？
◇左側はしを一列で進みましょう
◇右折︑左折は必ず手合図をし︑

またいったん止って安全を確認
して進みましょう︒

全を確認して渡りまし．6う︒

◇ななめ横断はやめましょう︒
◇踏切りではいったん停車し︑安

◇一時停止の標識のあるところで
は︑必ず止まりましょう

無理な追い越しスピードの出しすぎで事故の

醤皇ゑ秀

秋の交通安全運動

の進入を禁止したり︑一方通行な

守るために︑時間を区切って車両

安全運動から設定されたもので︑

を心がけてください．︑

イレンを合図に︑一日の交通安全

の交通安全運動期間中︑午前七時
半にサイレンが鳴ります︒このサ

九月二十二日から十月一日まで

サイレンを合図に

すので︑ルールに従って事故を起
こさないよう十分ご注意ください

その旨の看板や標識がしてありま

スクール・ゾーン内の道路には

どの交通規制が行なわれます︒

この区域内では子どもを事故から
秋の全国交通安全運動︵九月二

通安全対策を実施しょうとする区

させるために︑学校を中心に五百
瞬以内を範囲として︑積極的に交

とくに子どもの安全を最大に優先

スクール・ゾーンとは︑歩行者︑

があげられています︒

③交通安全指導の強化︒

②スクール・ゾーンの定着化︒

交通事故から守る︒

①歩行者︑とくに子どもと老人を

点となる目標は

十二日から十月一日まで︶で︑重

域をいいます︒ことしの春の交通

奪鎗煮ξギ

繋拶蜜醗￥多妻努糞垂乙露汎斐

◇二人乗りは絶対やめましょう︒

直線であるがゆえに……

交通事故はどこで起こるか
蛤．

灘．憎︑︑

気音︑エンヂン音が入りまじって
﹁ごうごう﹂とうなる音に︑自動
とができます︒

車の急増を身をもって感じとるこ

の施設が追いつかないのも八︶とつ

交通安全はみんなの願いです−
が︑この願いとはうらはらに︑事
ったかたが十人︑ケガをされたか

らいの注意が欲しいものです﹂と
者になってくやむ前に︑もっと︑
運転者として一歩行者として︑社

多い美々津百町原

交通事故の増加は︑こうした自
動車台数の増加に︑道路やその他
ですが︑事故の大半が整備された
国道十号線でおきていることを考
えると︑そればかりともいえない
門川︑入郷町村を含めた日向警

ようです︒

故は毎日おきています︒ことし一

たが百七十九人と︑毎日一人以上

察署管内のことしの交通事故は︑

月から六月までの半片で︑全国の
このうち︑日向市内での事故が

の死傷者がでている計算です︒

全体の六十八欝︵九十六件︶を占

八件︑亡くなられたかたはヒ千三

交通事故は三十一万四千二百九十
百四十人︑ケガをした人は四十一

め
十六人のかたがケガをしています

九人のかたがなくなり︑百二

万五千二百六十人にもおよんでい
ます︒

市内で起きた九十六件の事故を
分析してみますと︑とりわけ多い

Hの交通安全運動一が︑ことし
も九月二十二日からはじまります
のが国道十号線です︒

◇手をあげて︑車のとまるのを確
◇車の直前頂後の横断はたいへん

めて渡りましょう︒

そのうちたった十九キ︒程度です︒

こうしてみると︑国道十号線の

立ち合っている日向警察署交通量

会的責任と義務をじっくりと考え

子どもには︑とくによく言い弼

危険なので禁止きれています．︑

直前︑直後を横断したりというよ

びだしや︑進路をかえようとする
ときに合図をしなかったり︑車の

﹁歩行者や自転車についても︑飛

います﹂︒

と社会的責任を考えて欲しいと思

うしておけばよかった一とくやむ
人ばかりですが︑運転者は︑もっ

無視する人がいます︒あのときこ

ん停車や徐行︑スピード制限とい
ったごくあたりまえのことできえ

が低下していることです︒いった

¥二仙什の事故が起︸こているので

そこで︑全体の六十四警にあたる

公道がありますが︑国道十号線は

現在市内には約二百六十五．．コの

が︑こうした幅広い国民運動をく
りかえし行なっても︑事故が減ら

みますと

﹂みホ虚した︒

市内の事故多発地点を中心に︑

ないのはなぜでしょう︒

げての原因茄一ふごが︑つ

すから︑いかに十号線が事故発重
→塩見大橋交差点
4件︑軽傷6人

︒

率が高いかおわかりでし．﹄う︒

運転義務違反や︑優先通行違反︑

交差点での事故の原因は︑安全

⑤元自動車試験場入口交差点
3件︑軽傷3人︑重傷1人

3件軽傷5人

①電報局前．原町交差点

③石並橋北詰交差点
3件軽傷4人重傷1人

4件軽傷3人重傷1人

日向警察署が︑ことあるごとに
と呼びかけるのはそのためです︒

また十号線を区切ってみてみま
すと︑一月から六月までの事故は
次のとおりです︒

①都農町境〜美々津 大 橋 間 ︑ 1 7 件
③塩見大橋〜門川町 境 間 ︑ 1 5 件

②赤岩川〜塩見大橋 間 ︑ 1 6 件
① 根 峠 〜 赤 岩 川 間 ︑11件

直線や交差点での運転は︑とくに

うな過失があります︒重大事故に
つながる老人の自転車乗りも︑交

起きていることを物語るもので︑

光寺などの直線で︑多くの事故が

の木田さんは︑こんにちの事故の

わたしたちは︑交通事故の当事

また︑交差点での事故も見のが

原因をこうみています︒

交通事故の現場検証に︑いつも

せません︒国道十号線での事故の

たはくれぐれもご注意ください︒
表示の方法は︑普通自動車の地

る必要があるようです︒

四十六鄭を占めてい る か ら で す ︒

﹁一番重要なのは運転者のモラル

初心者標識をつけることが義務づ
この標識は︑運転に不慣れな初

けられました︒

心者の事故防止をねらいとしたも
ので︑違反しますと︑一万円以下

こんで道路交通法が一部改正き

上○・四型以上︑一・二督以下で

の罰金がとられます︒初心者のか

れ︑普通免許を受けた人で一任に

会で販売きれますから︑ぜひお買

この標識は︑ちかく地区安全協

前後二箇所に表示します︒

動車を運転する場合は︑ことしの

日以降に取得した人︶が︑普通自

満たない人︵昭和四十六笹十月一

十月一日から義務づけ

初心者マークを

事故の多い順にベスト五をあげて

し過ぎが原因です︒

慎重さが望まれます︒

酒酔い運転がほとんどです︒

一丁

無理な追い越しや︑スピードの出

⑤美々津大橋〜椎峠問︑3件
この結果は︑美々津百町原︑財

交通安全の重点目標は子どもと老人
の保護

い求めください︒

、

纒
十月一日からつぎのような︑運転

歩行
自転車

「，

三宮崎合繊入口交差点

事故の64㌫が10号線

﹁十号線では二倍 の 注 意 が 必 要 ﹂

毎日 1 人の死傷者
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全体の三割が市内
衝突︑二人が死亡︒

分鉄管内の踏切事故
大分鉄道管理局内の日豊本線の
▽五月一一一十日︑日向市〜南日向駅

間の上後原踏切で自転車乗りの

延長は︑上が新田原駅︑下が日向
新富駅間で二百亀 十 六 ・ 七 キ ︒ ︒ こ
婦人が死亡︒

▽八月九日︑日向市〜南日向駅問

のうち︑日句市円の鉄道延長は約
十九キ︒で︑全体 の 六 ・ 幻 談 に し か

ボ

㌔−可．．

㌔

︸﹂

線路の近くで︑子どもを遊ばせ

︐

▽八月二十八日︑日向市〜南日向

たも︑歩行者のかたも︑踏切り
ないようにし︑線路で遊ぶこと

毎

駅間の上後原踏切で女児死亡︒
という事故が起きており︑中でも

ではいったん止って︑左右を十

鉾∵．

ところが 鉄道踏切での事故は

財光寺の上後原踏切では
分確認して横断しましょう︒

天神町踏切で普通車が接触︒
う︒ 大 分 鉄 道 管 理 局 が

ヵ月の内に二人のかたが死亡する

どうでし・

での五ヵ月間の事故は︑管内で十

まとめた︑ことし四月から八月ま

という悲しい結果がでています︒

＊危険きを教える

七件︑うち三十嘗にあたる五件が

この五

市内で起きています︒率からいえ
の危険さを常日ごろから教えて

列車の接近︑または信号待ち

＊余裕ある距離を

停車︵止︶するときは︑踏切と

みてみますとt
へ列車の

＊線路通行の禁止
通勤︑通学にいくら近道でも︑
線路通行はやめましょう︒

三十響を占める日向市内の踏

切事故もぐっと減るでしょう︒

か困難なことてす︒緑を育てなが

越冬まえに駆除

のぎやすくなっています︒

最近は暖房器具の発達によって
蚊やハエ︑ゴキブリなども冬がし

これらの害虫は︑成虫のまま冬
を越し︑春に卵を産んで繁殖しま

すので︑越冬まえに退治しなけれ

ばなりません︒

市保険衛生課では︑害虫を駆除
し︑伝染病を防ぎ 清潔な生活環

境をつくるため︑ことしも次のと
薬剤は保険衛生課で無料配布し

おり害虫駆除月間を設けました︒

ますので︑駆除を行なう班の戸数

＊実施期間十月十日から十一月

をお知らせください︒

＊実施要領

十日まで

んと効果がありませんので︑区や

①害虫駆除は︑集団で行ないませ
班ごとに実施してください︒

いよう︑保険衛生課で実施計画を

②区や班ごとの駆除日が重ならな
たてますので︑実施十日前に日程
をお知らせください︒

市保険衛生課でお渡ししますの

③薬剤は︑申し込み戸数に応じて

に植樹をした

園などを中心

ても街路や公

運動﹂が十月一日から全国的に行

ことしも︑町に緑を︑公園を美
しくという﹁都市緑化・公園美化

みよい日向市が生まれます︒

◎害虫駆除は︑区内のみなさんが

ください︒

で︑前日までに受けとりにおいで

り花壇を作っ
なわれます︒

ら︑残された緑を守ることで︑住

たり︑緑化事

残された緑︑植えられた街路樹
や花を︑自分のうちの庭木を育て

⑤害虫駆除は︑秋の大そうじと合

約百五十円の経費が必要です︒

すが︑原則として専門の業者に依
頼します︒この場合は二月あたり

協力して実施されてもけ︵．こうで

業を進めてい
る気持で守ってくだきい︒

よう︒ 市とし

と真剣に考えておられるからでし

り﹂目りを

一﹂

に緑あふれる

︐し←柔卍ノ︒

わせて実施きれることをおすすめ

不動産価格の三智ですが︑新築な
どで一定の要件にあてはまるもの
ところで︑これから家を建てる

は百五十万円の控除があります︒

ために︑昭和四十三年から四十九
年までの間に積立てなどをした場
最高二万円までを所得税額から

合には︑一年問に積立金額の四響
差し引くことができます︒この積

び住宅や敷地を購入するために積

公庫などと﹁住宅貯蓄契約﹂を結

立ては︑住宅供給公社︑住宅金融
登録免許税は︑家

格の○・六智です︒

全国で一日に配達きれる郵便物
は︑約二千二百万通︒このうち︑

あて名鑑完全な迷い子郵便は三十
迷い子郵便の内容は

二万通におよんでいます︒

いていないもの︒

○町名または字名だけで番地を書
○町名︑団地の棟番号の記載もれ
や︑××様方といった肩書きも
れのもの

○住居が変っても転居届けを掻き
ないため︑あて所にたずねあた
らないもの

からないため︑還付不能の郵便

○受け取り人も︑差し出し人もわ

だきい︒

番号︑住居番号を必ず書いてく

号といったように︑町名と街区

ころは︑×X町××丁目×番x

○新住居表示が実施されていると

番号まで正確にお書きください

肩書きのほか︑団地の場合は棟

○町名︑番地︑××撃方といった

くだ︸・﹂い︒

所も相手側も︑はっきりとお書﹄・−

名はもちろん正確に︑あなたの住

こんご郵便をご利用の際は︑あて

するのに苦労しています︒

日向郵便局の場合も︑こうした迷
い子郵便が多く︑郵便物をお届け

の多いこと−−などです︒

先きに出してくだきい︒

う﹁住宅貯蓄控除申告書一を勤務

に貯蓄証明書をそえ︑サラリーマ
ンのかたは年末調整に間に合うよ

該当されるかたは︑確定申告書

財産形成貯蓄﹂も含まれます︒

た勤労者財産形成促進法による﹁︑

の登記をしたとさ・︑か

十日目二日間宮崎市の五の会場で

また不動産取得税は︑不動産を
手に入れたときの税金で︑税率は
の友好︑親善を深め住みよい郷士
づくりに寄与しようというもので
日向市から出場した選手は大活

丸投げに一位になるなど︑大会新

躍︑卓球が優勝︑陸上競技では四
百厨︑千五百訂︑走り高とび︑砲

礎︑

記録を四もつくりました︒

国国︐﹁

あて名は正確に

行なわれました︒この大会は青年

所有権保存登記の場合が不動産価

が不動産価格の五日︑新築家量の

かる税金で︑その税
率は売買による所有権移転の場台

立てるもので︑ことしから発足し

などがあります︒

許税や不動産取得税

に関係のある税金と
しては︑まず登録免

マイホーム．つノ＼り

こともそのへ︶とつです︒

りかかると︑建築などのほかにい
ろんな問題がでてきます︒税金の

ずが︑天天駆防マノ・ホームづノ＼・ウに随一

夢は多くのかたがお待ちのようで

﹁自分の家に住みたい﹂という

ますが︑すぐ
日向市にしていくことはなかな

頑張つた県青年大会

黛蕊臓

おきましょう︒

る直前横断が原因のようです︒
離をあけてくだ←・﹂い︒

以上のことに︑みんなが心がけれ

安全不確認によ

九月二十二日からの﹁秋の交通
安全運動﹂と並行して︑国鉄でも
風圧で巻㍉唖︑込まれたり︑接触事

この五件の事故を︑場所ごとに
▽四月二十日︑日向市〜南日向駅
踏切事故防止を呼びかけています

つけることができ

れた小さな花をみ

停車︵ピー︶場所とに︑十分な距

間の下後目踏切で一人即死︒

ば

み

庭先きでも︑みごとな盆栽や庭木

自転車のか

故を防ぐために︶

▽五月十六日︑南日向〜美々津駅
間の下幸脇踏切で軽トラックが

最近︑町にみどりをとりもどそ

は︑小鉢に櫃えら

ますし︑窓辺に

をみることができ

数年前までは︑市内に田や畑︵︑5

ではなかったのですが︑都市化に

んが失なわれてい

これは︑みなさ

ます︒

く緑を身近かに︑

タバコ会館完成
日向タバコム五館がゆ兀成・し︑

た︒このタバコ会館は日向市や入

ほど盛大に落成式が行なわれまし

この

つまでも自然と接していたh

もどし︑環境を改善するための基

緑をふやすことは︑自然をとり

んどん失なわれて い ま す ︒

ともなって︑こういつた風景もど

爺田丁炬

どが散在し︑それほど切実な問題

うという気運が高まっています︒

自動車だけでなく

＊正しい踏切りの横断︒

．・

しもいいだけに

（財光寺上後原）

財光寺地区は︑鉄道も直線で見通

一野毅

倍の事故発生が実 状 で す ︒

5ケ月間で2人の死者を出した魔の踏切り

ば六拶前後のはずなのに︑その五

すぎません︒

宇

第二回宮崎県青年大会が九日と

マイホームと覗金

学町村のタバコ小売店のかたがた
が資金を積みたてて建設したもの
で鉄筋二階建．︑タバコにはタバコ

消費税というのがあって︑タバコ

鵡固辞評
言編撫、

の売れたほどその市町村にお金が
はいってきます︒タバコは市内の

墜︸︑

タバコ屋さんで買いましょう︒

験．︑

〆

⁝田

灘灘驚灘灘

12嬢麟

本的な手段です︒

こんにちでは︑どこのご家庭の

身 障 者 の 連 絡臨議会
一傷い軍人会﹂や﹁身体障害者
の会﹂など︑からだの不自由なか
たがたの会六団体が一堂に集って
一日向市身体障害者団体連絡協議

会＝甲三十二日︑市役所横のスポ
ーツセンターで結成しました︒か
らだの不自由なかたは市内に千三
百入︑大会には八百人が集って︑

身体障害者の福祉を向上きせるた
めのスロ：ガンなどを採択して終
りました︒

で五十三番目︒建設費は三百五十万円

作ろうという悲願のもとにつくったもので︑全国

にすべての人が協力して︑交通事故のない社会を

つ建てているもので︑はげしさを加える交通戦争

に高き五 ・︑巾一︑五暦の大きな碑が建てられま
した︐これは山形県の人が日本六十余州に一基づ

市内遠見の美々津国民保養センター入口の北側

交 通安全の碑できる

上
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こわい破傷風
予防接種を行ないます
破傷風は︑ケガをしたときに︑

土の中にいる破傷風菌が傷口には
いっておこる病気 で す ︒

子どもは泥あそびが大好きです
泥によこれた傷口︑とくに小さく
て深い傷口は危険で す ︒

この病源菌は神経のマヒや︑は
げしい筋肉けいれんを起こし︑発
病したときは︑死亡率も高くおそ
ろしい病気です︒

伝染病ではありませんが︑予防
接種はきわめて有効です︒子ども
のときにきちんと免疫を受けてお

一回から二回接種に

で︑いつれも高等学校卒業また
は来春卒業見込みの人です︒

とおり一行政相談﹂を開くことに
しました︒国や県︑市が行なうい

ろいろな仕事について︑こうして

受験ご希望のかたは︑返信用封筒

満などご遠慮なくご相談ください

また︑これでは困るといったご不

欲しいといったご意見︑ご希望︑

一回接種で計画していましたが︑

をそえて︑鹿児島市城南町二十三

十一月二日まで

▽受けつけ期問︑十月十六日から

これを変更し︑二回接種すること

番七号︑第十管区海上保安本部︑

インフルエンザの予防接種は︑

にしました︒十月から一月まで︑

▽相談日︑十月十八日︵水︶十九
日︵木︶の二日間

﹁申込用紙﹂を請求してくだ

県民手帳の予約

どで確認しましょう︒

不審なときは︑市役所へ電話な

許可するようなことはありません

として︑市がこのような商行為を

なケースもあるようですが︑原則

い﹁．サyこにがかったというよう

これを信じて﹁広告料﹂を支払

なっている業者があるようです︒

作成の広告依頼や物品の販売を行

最近︑市役所や区長公民館長の
許可を受けているといって︑地図

商行為にご注意

▽相談場所︑市役所委員会室︒

▽相談時間︑十時から三時まで

内﹂
さい︒

または細島海上保安署へ﹁受験案

毎週火曜日と木曜日に市役所予防
接種場︵時間は一時半から三時ま
つこうのよい日においでください

で︶で行なっていますから自分の

九州郵政局では︑ただいま郵．政

郵政職員を募集

二百円です︒二週間から三週間の

職員︵外務職︶の募集を行なって

一回百五十円︑十五歳以上は一回

料金は︑三歳から十五歳までが

間をおいて二回受けてください︒

います︒受験資格など次のとおり
ですからお申し込みください︒

なお︑岩脇地区は十月十八日と
十一月二十二日に渡辺病院で︑美

▽採用予定人員︑九州管内外務職

校卒業見込みも含む︶

に生まれた健康な男子︵来春高

▽受験資格 昭和二十二年四月二
日から昭和三十年四月一日まで

員五百人︒

▽受付期間︑九月二十六日まで︒

々津地区は十月十九日に三股病院
で二時から三時までの聞に行ない
ますので︑できればこの日に受け
てください︒

海上保安学生募集
海上保安庁では︑海上保安大学

▽試験日と場所︑十月八日︑延岡
市延岡郵便局
なお︑くわしいことは日向郵便局

県内の人口や気象︑産業︑その
ほかいろいろな統計を収録した県

今月の納税

昭和四十七年度も︑この九月で

半ばをすぎようとしています︒

市税については︑日ごろからご
協力いただいていますが︑市民税

の第一期分︑第二期分︑軽自動車

第一期分︑第二期分︑固定資産税

おります︒

税などは︑すでに納期日が過ぎて

何かのごっこうで未納のかたも
いらっしゃいますが︑納入が遅れ

ますと︑市の行政にもいろいろ支

障がでてきますので︑お早目に納

します︒

入されるようご協力をお願いいた

一日は﹁法の日﹂です

十月一日は法の日です︒法津と

ちを守ってくれるのだという近

いうと何かむずかしいものという
先入感をすてて︑法律がわたした

親感をもちたいものです

▼／π乏御灘2膨〃一！

校︑保安学校の学生を次のとおり

におたずねください︒

を受けつけています︒

民手帳︵乃年増︶の予約申し込み

、世帯数

けば︑その効果はおとなになるま
で残るので︑必ず受けてください

海上の安全確保︑治安の維持︑

行政相談を実施

1計・乳・・9人95人増

募集しています︒

仕事を志す人は受験してください

海洋汚染の防止など︑海上保安の

一冊お求めください︒

執務に一学習に一ご家庭にぜひ

価格は一冊百八十円︒十一．月中

申し込み先は日向市役所企画財

旬に配布する予定です︒

てもけっこうです︒

政課で︑電話でお申し込みになっ

38人増

毎週火曜日と木曜日の二回︑午
後一時半から三時の間に︑市役

来月十五日から二十一日まで︑
s政相談週間しになっており︑

行政相談制度を広くみなさんに知
っていただくため︑全国的にいろ
いろな行事が行なわれます︒

宮崎行政監察局と日向市でも︑
この週間中の行事として︑つぎの

き

＊接種期間︑十月から三月まで︑

所予防接種場で行ないます︒

▽採用予定人員︑海上保安大学校
学生約五十人︑保安学校学生約
百六十人︒

▽受験資格︑海上保安大学校受験
者は昭和四十八年四月一日現在
で二十一歳未満の男子︑保安学

57人増

26，500人

＊対象者︑生後六ヵ月以上の人で
ジフテリア︶の接種を受けてい

三種混合︵百日ぜき︑破傷風︑
ない人︒

校受験者は二十四歳未満の男子

」人

35増

13，818

ミ

＊料金︑一回五十円 ︒
で二回受けてくださ い ︒

＊接種方法︑四週から六週の間隔

も男 23，309人

女

葦葺勤口

1・9月1日現在・
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