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訓40．990人（→38）
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騙を期すため．追いま︸

です︒
⁝決して一回きりで封ら切る
指導員派遣につい ても充分・のではなく︑．一回︑ 同と

んえています︒で・きれば二

でも神ならぬ身の間門いも︸

しかし公平にしたつもりヱ
あろうかと思い・どす︒その凶

時は納税組合長なり︑本人

直接なり申し出ていただけ
れば納得のゆくまで調査一
︻問︼東郷村冷甲く合釧し

し︑説明申しあげまぐ︒

セ

f球三才♪し、
く5口rl罰、

人も三人も増員して技術指
ま寸︒もうしばらくお待ち

でき裏した関係ヒ︑過去の

二r宅楚1。064・90011！

ました。
3人の調Pll婦さんが

蕊総撫憎

導を充実したいとκえてい
くだきい︒

公民館活動については︑私

を入れていまナ︒特殊な地
す︒

終験を牛かして力を注ぎま

助4︐・お順いし・玄r︒

域ですから︑市の特別な援

﹁を通じて村おこし運動に力 も長年この銀鱈ととり組ん

印刷所安藤印刷所

︒目た

目の給負費がわずか15円ですむのでお
にちからもメ、愛よろこばれています。

劉灘欝毅鯉

状景罰薩騙臨訟．

かかここで申し一けておか︷

す︒

岩脇支所長︑国民年金係長一となっています︒それも陣
なければならないのは・r⁝

税務︑農林︑建設の各課長 うことが凧要な条措の一つ

τ父与り海←釜という
場がくるとすくにでも人融一

らが出席 し ま し た ・

朝から碧い而が降っていま⁝ことになってい手︒その

ん雇ってくれるとか・農促

求人があつで儂家の︑一一二男一

地区の人たち六↑人くらい皿り細島の力か有利ですが︑
物の売れ行きが良くなる⁝．

したが︑会場には熱心な同一点から見ても宮崎︑目南よ

がわみえになり︑市役所側そのト︑細島にば県が一数

なとの人馬葺きる期待をも一
起人会は︑九日巾役所瀦⁝准・
ってもらっても旧ります︐

日向巾慰留塔︵殿︶強設発

と輿剣な態慢で話し合いか＝債の令んつき込んでV派な

である圃係一︑群業のゆき一

鰯鞭㍊膿纏凱

11市長11丁場はどんなこと

讐グ議鰍雛㎜剥奪隔㌫鮒樹間

工場誘致運動は全国的な傾︸うと努力しているのです︒

向で︑細島だけの専売特詐

納めたいが允分納められな一
伍して市政の発足をみ︑二
いのが現状です︒そのため 卜年一月旧美々津町とも合
一に次のことをお願いしたい 併して大日向市が実現しま
一と思います︒

した︒

◇促進委員会が発足◇
なお偲設委員は四i㎜名て

これら委員会で検討される一たし主す︒

ことになっております︒

開かれました︒

黒木万栄︵高松︶

長曽載部鷹．．．

︻善通水稲多収競竹会︼

▽優等

黒木ハ蔵︵小縁手︶

︑

▽一等n甲斐花枝︵同︶

︻堆肥増産共

進会︼

国男︵比良︶

▽優等臆治田

︻ワ植水稲多

▽優等11奈須

収競落会︼

利刀︵中段︶

義樹︵飯谷︶

▽一等 黒木

松木今朝市

︵椛直覧︶

︻果樹閲立毛

品評会︼

▽優等11日高

惣太郎︵梶

一

一▽優等11山地磯一︵赤岩︶

一 西依浩雄︵堀一方︶鈴木

年末

二一≡一⁝＝≡⁝§⁝≡一口一一≡一⁝＝＝一≡；回噂

ソト﹂

でも・

いる一

の工γ

があ・

一こんなときはぜひ市営医
今朝↑口︵奥野︶
︸▽一等臼地下健二︵和田︶﹁益質屋を利用されるよ・

η

、

考えて実施したものげ

一円▼割合に金ωある時﹂

あるので命額にして約

四〇点だが︑零細な口㎎

︵美々一品を公売したところ︑り
一ど処分ができた︒点数

鈴木浅口︵奥野︶ 奈須信⁝すすめする▼十六日に

義︵同︶荻原宇一

津︶赤木紀之︵財光寺︶

◎◎◎◎◎◎◎

市役所の仕事納め

一市役所の仕寧納めはほかの に︑これによって質屋

一また市民も必要な安い
一買うことができて︑ご

一官庁と同じ28日ですが︑こ 質晶を抱え込むことも

います︒

の口以後も次の仕丁は行な

受付︑嘔埃処即受付︑汲取質屋さんの．二分の一の
であり︑ちよつと金を・

日通り受付けます︒

4

慈ぞ︸

織

︐

なお︑死亡届は休み中も平

一︻31﹇まで︼
一る施設としては他にな
一
公益質屋事務印鑑翻明事務 い施設▼ただ︑貸付限
齣ﾑハ﹁円となって

▽一等11鈴木道男︵中高︶ ⁝り受付︒

川内︶

⁝鳥というところ▼何し
︻30日置で︼
︵西一税金窓口受付巾金庫︑展場付利了は11二分という

▽一等11僑口義弘︵高松︶

▽優等

︻ばれいしょ多収競作会︼

野︶黒木正美︵美々沖︶

▽一等11鈴木スエノ︵奥

村︶

▽優等11壱岐小き子︵中 写真は農業まつり風景

︻！ユの一部︼

須勇吉︵奥野︶

▽一等11山本昇︵小原︶奈

▽優等睡壱岐勇︵中村︶

︻ラミー︼

寄せられましたか︑審査の ▽特等11黒木悦造︵奥野︶
．結果次の通り入賞菖がきま ▽一等n黒木夏美︵奥野︶
鈴木碍千弥︵山の﹇︶

りましに︒

ハ一位以L︶
︻普通作物︼

▽優等11奈須利刀︵奥野︶

▽一等 黒木豊︵小庄手︶

黒本土Y一︵西川内︶前田

肇︵宮ノ上︶

▽優等11松葉

︻花卉︼

春男︵原︶

︻早期水稲苗代管鋼︼
村︶黒風75栄
︵高松︶冬木 ▽優等h甲斐毅︵金ケ浜︶

イ子︵同︶佐
藤久仁人︵中

︵同︶沼木レ

野︶黒木理詰

細川源治︵奥

春男︵松原︶

▽一等11黒木

松︶

橋n﹇岩男︵高

勝義︵中村︶

伊達

宝巾︵前松原︶
︻そ菜︼

一▽優等
︸

役員は次のヒうになってい

つくられていまず︒

新春艶々には計画案がたて すが︑この中からさあじ役
られることと思われます⁝員六名とこのほか顧悶四名
一
が︑案ができたら︑これを が選ばれ︑十名の役員会が
にはかつて︑最終的に決定︑

塗す︒

建設促進協議会︑発起人会
着手の準備がすすめられる

▽会長藤井満義▽副会長柏一

・
ことになりましよう︒

これは市予算のほか︑市民一三勝︑綾部上畳口︑江藤冨且口

の皆さんの心からなる浄財︸▽監事児L袈裟雄︑渡辺親

市蔵︑松査治︑荻原光治

によって造られることにな︸久▽顧問三尾良次郎︑宵木

りますが・魏設の趣意にご
協力くださるようお願いい一

十九日から定例市会
一34矩度追加更正予算なと1
十二月の定例市議会は十九︸他︶産業経済費の7ーゼ︑一万

一一
めるため行なわれる市八口同

こんどの議会は二十三日ま⁝農道補助︑畜π奨励翠蓋一葉肇︵官ノ上︶黒木H義

⁝ーザー営理費七十二万円︑一▽一等11黒木究︵高松︶松

臼の午単時から市議場エ李七百八＋八円9ルさ
慰霊祭は︑その中心となる

製鋼一般会計追加典止予算一合補助金などの四十一刀三 ︻果実︼

での予定で︑三十四年度日㎝助・林迫補助︑煙距小売二一 ︵本村︶

英霊の合祀場がありません
いまでは臨時に巾役所前に

二億四丁九百六十三乃一千一百八十八円その他︶土木費▽優等11日高惣太郎︵境

俣

︵人件費百九十四万八百円︑ などで歳出歳入芽引は残金
なしです︒

吻件費四十二万八千円その

鍵余

慰諭旨を設けて行なってい

①部落の楠群︵クスムレ︶
しかし国のために白い命を
口の甲︵ヒノヒフ︶に通ずる 失っぬ
た人たちの︑鴇を慰さ

道略はせまくてリヤカーの
通らぬほとです︒これては
農業バ訂をあけることがで
きません︒この道路ル貢く

1

②市の扱術指導11は坪刈り るのです︒
八白卜五円︵追加更正額七 の百九万六イ六百円︵美々皿 口︶
ゃ検見の時だけしか来ない こんなわけで慰霊塔を建設 白し＋万力八イ七百八±∵沖国道舗装家屋移転費十万▽一等一−渡辺舜久雄︵落
一k︶です︒
しよ︶ということになりま 円︶など一七議案を審議づ一 二丁五百円︑失対 業費︑
鹿︶黒木一．．千蔵︵飯谷︶
・農業4舜を市の中・心周辺農 した︒
石熾川災害事業費の決疋に
ることになっています︒
︻農再加工品︼
ともなう減によるh四日三
一村まで高めるためにも︑常 ちょうと．卜六年四月は布 ・ヨな歳出追加は市役所費の
▽優等11藤田益蔵︵赤岩︶
一時指導員の派遣をお願いし 制↓周庫に当りますので︑
二百六十六万一千九百円 千百円その他︶

この記念事業として実施し

｝

コ

一

慰嬢塔︵殿︶建設にきまる

魯のカは間オ校オす一ん
︻間︼税金は公Ψな課税と てもらいかいのですが︒
︻答 市長︼楠群︑Hの平
︑またさ
︻答u市長︼中郷村は裕福
国で14こ一し小くいま玉
の道路については輿の方に いうことが大切ですが︑公
であり︑市はまだ再礁団体
乎にする力法は︒
平岩小鵜毛分校で二日午後一ではあり惇・ん︒宮崎︑日．があっても私の仔期中に誘膏公造林もあり享ので︑
二≡≡；＝三＝≡一≡≡≡＝⁝⁝≡一＝：⁝＝■噌三晶＝＝盟三一＝＝膚≡＝＝ 胴＝＝⁝一騨＝曇圏⁝謬一開一＝≡⁝三冒⁝≡需冨ロ三 一一二一≡＝旧＝膳三≡＝＝三＝⁝葡p需＝＝＝一§＝一
︻答︼みなきんからしてい ですから︑運動や︑話し八口 きるi一日から行なわれた
鵜毛地区の市政懇談会が開．南の場合は最近出はしめた﹁致しなければ私の市長にな︻いまから検討を呪え︑でき
▽一等11三二惣助︵田屋︸木︶
ただく申告と︑職員がみな いは行なってい醸すけどま
天然ガスにヒつて誘致しよ一つた責仔は曙ひない にな︸れば来年庭の事業討画に折
かれました︒
農
業
ま
つ
り
に
た
く
さ
ん
の
優
敷︶
一▽一等11細川実則︵中村︶
ロ
さんの家庭を一軒一軒まわ だ︑その機が熟さない一う
宙役所からは藤井市長︑柏 うというのです︒ところが一ると強く意識しつつ﹂入いに一り込んでみたいと思います
秀
な
三
物
ヤ
︑
加
﹂
品
な
ど
が
n辺再久雄︵美々津︶
︻詰番物︼
です︒
いまのr場ば父通の便とい一頑張って居る湾上であり←．︑ ただ時期については︑はっ りまして︑調査を．行なうこ
田市会髄長をはじめ保険︑
︻畜塵部︼
きり約束できないのが残念 とになっています︒調査も

鵜毛区で市政懇談会

σ）給食施、没ズパ完乃」〜、

このほど財光寺小声
口から給食が始め1
れは完全A型給食「
週間のうち土剛口≧
いオヤノをつくつ

｝11）
8．376il卜巷季（

敷
帯総
世

市民課広報係
編災人

8一町箪・超人など公曳醤動 たいという計闘のもとに︑

ます︒

》墾

発行人糊麟

していただきたいのてす︒

一農業まつり出品物審査一

嵩A

発行所晶響応
されました︒
・造成地帯を杵っていケ・す︒
で約白人が出席して開かれ
懇談会は市長︑識長のあい したがって細島だけがとり むしろ︑今の一場け人のい した︒
ま
らないオーーメーンコン．T
さつに続き︑各課長の説明のこされるLうなことは絶
この発起人会で︑慰盟塔
場が多いのです︒もちろ
があってすぐ質疑応答に欝欝ありません．
︵殿︶を碓設することが決
りました︒
一細島が心配しなければなら ん﹁場が来れげよくなりま
⁝つたわけですが︑敷地︑設
︻問︼宮崎︑日南などが王ない所は︑宮崎やH南でな す︒しかしそれは次第に現︸
討︑f算など貝︑体的な計面
場誘致をするとのことです︸く︑全国にある条哲のよい われるもので急激に現われ﹁は発起人の中から選出され
が細島は大丈人ですか
一臨港T業地帯です︒県も市
た狸設委員にヒつてたてる
︻答腔議長︼
一も︑細島にr場を賜致しよ
ことを決めました︒
皆さんもご承知のように私

一

，

司

向
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！
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駄い〜
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用いただきたい︒

持でドシドシ遠慮なく・

余裕がある︒皆さん軽

百万円だが︑まだ何十

▼現在貸付けている額

んどないのが市官のホ

わしい盗品の入質など・

は膠腫良な市民で い

えてほしい▼入質すう

が高いものと瀦み替え卍

が︑これは間違いない幅

堅実な運営なのでカヵ

い検討している▼あく−

を一万円に改πしたい

一もあろうし︑一般経済
︷の上昇など考え︑近く︐

一ので︑これでは足らぬ

一一

｝ク校のよい了たち1，

度開始＝

＝・財小で

ナ、

転魯昏rりJ317．400「了］を

だきるので、財光芋
怪の時間が待ち遠し
しゃぎにはしゃいで

、オヤソの時rlllはノ

匿ろこ1び

みんなナ

伊達さん（中村）ら入賞
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【写真】市役所側と真剣に話し合う鵜毛区の人たち

（昭和31年9月21日第3種郵硬物認可）
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結納 ・ や ら な い ︑ も ら わ な い

前の健康診断と︑二月末に
つて教育委員会事弼局か各が届け出てください︒

支所の並巾係へおいでくだただし本人が旅行中や︑病

究Bまでに区長さんへお送

一月一日から同月の三十一

四百五十円︑衣類八十八

・

日まで寄せられた・おくり⁝三点晶根婦人会▽現金五︑
もの

七h円︑鉛筆八本11高見橋

点11上町二区婦人会▽現金

﹂
は次の通り
です︵受

▽現金五F円1一日向木の日

付けは二十五日まで︶

北婦人会▽現金三r円

伊

印鑑台帳の作りかえ民課の窓口にある印鑑弓田
爾人会▽三悪再議崎
い玄乞で帳簿式であった印用紙に署名捺印して届け田

⁝ーー

∴

さる＋二晶かれた防災廷
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︶一丁
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化 と 八 同化

時
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︸唐！ノt

ラ

︶

した指弾古轍の

こ∂人生︑﹂弱魂

し声︒

ハド布人黒しま

A︑長目

ω興農〃ノプー1

勲同化の推進団
休として哩陛ズ

甲期栽培集団化

したほか︑水稲一ψ

﹀第

稲早期栽培指導方釧を協議一配

難舗螺押輔隷属

一▽訳合r四百四卜円︑衣類
㎜二f九点︑その他二白老

︸▽三舎八百円11本谷婦人会

噸給藏獅秋

日までの間に届け出をすま
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匠または工夫製品の実物または模型。容積は
一ウ方米以内、重量は20キログラム以内であ
るこど。
▽申込法聞所定の当込轡（商工課にあります）で申込む
こと。

外出するときは隣の人によく頼んでおきましよう。
自転車にはかならずカギをかけましよう。
押し売りは早目に隣りの人や警察にしらせましよう。
人の混雑しているところ、特に待合室、停留所にはス
リがいます。サイフは貿物カゴ、エプロンのボケソトに

ここから日向市の中心街富高の町がキレイに見えます。やがて
この窟高の町にも、」 場誘致などの人小業とともに新興の息吹
きが見られることでしょう。
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剰1の3月28日から4月五日まで、東京都立産業会館で全
国発明1夫コンクールが開かれます。
応募資格、応幕製晶、申込締切などは次の通りです。なお
くわしいことは市役所商工水産課におたずねくださいG
▽応募資格＝どなたでも差支えありません。
▽応募製品＝まだ全国的に知られていない発明、考案、意

戸じまりを完全にすること特に勝手口、玄関、便所な
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