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今年は台風の当り年
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「いざ毘水」台風に備えて水防訓練にはげむ消防団（幸脇で）
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慧慧叢麗轟誠躍㍉y

いよいよ台風シーズンになりまし
た︒もう一度自分の周囲を見まわ
して十分な備えをしましよう︒
・▽農作物の場合

・水路の堤防やアゼなどの弱いと
ころを事前に補修しておくこと

が大切です︒水稲は水の浅いほ﹁︑
ど茎の19れも大きいので︑風の

強い時は水を深くしてください
収穫期に近い稲は︑少しぐらい
早目に刈りとることも考えられ
ます︒

﹂ ．

を立てます．中耕︑追肥︑土寄
せ︑洗海などもかならず行なつ
てください︒回復不能の枝や茎
葉を切り取ったり︑四i四二︑
O一三式ボルドー液で病害虫を
防除したり︑敷ワラをしたりす

みのも大切です︒

．

に避難させること︑被害があっ

嫉暢下墨慰安全な僕

た時は︑もよりの警察派出所や
市役所の支所出藍所︑消防署な
べどに連絡してください︒
台風後はかならずといって良いほ

ど伝染病が病生します︒

さい︒

後片付けを早くして︑周囲の清掃
や消毒を完全に行なってください
また飲食物には特に注意してくだ

また特にテレビを持っていられ
るところでは倒されたりして電
線とふれ合うことのないように
十分注意してくだきい︒またで
きれば︑台風時は一時アンテナ

▽依願退職

へ

主事

．

勝

黒木国衛

甲斐

雇．

ト広報係はなくなります︒乱政懇談
会︑広報紙︑市政相談などのご相
談は総務課広報係へどうぞ

なお広報係は︑こんどから総務課
に入りました︒したがって市民課

．

s民課広報係から総務課広報係

▽異動︵八月一日付︶

七月二十一臼付雇 金丸文哉
八月八日付
主事杉田嘉弘

a

を．取りはずすことも考えておい
てください︒

慧灘

陸稲の倒れるものを防ぐため︑土
よせをしたり︑脱粒防止のため成
熟期のものは押したおしたり踏み
たおしたりするのもよいでしょう
台風通過後は︑水を早く引かせ
て︑白葉枯病の予防をかね︑早
急に薬剤をまいてください︒倒
された稲の穂が水面や地面につ
いている時は︑植付様式に従つ
て︑2列から3列の穂先の方を
組合わせて重ねてゆく︒排水溝
を作って防除をする⁝などが大
切です︒畑作の場合は︑倒れた
作物を起して土寄せし根を保護
すること︑雨のため土が固まる
ので中耕したり︑流された程度
に応じて追願をし︑回復の見込
のないものは代作を考えること
などが必要でしよう︒
そ菜の場合はまた違ってきます︒
竹やワラで防風垣を作ること︑排
水路の草刈り︑補修をしておくこ
と︑瓜類などは支柱を抜いて風の
方向に倒し︑収穫できるものは収

穫しておくこと︒地演作物は30セ

ンチおきぐらいに土でツルを押え

ておくこと︒苗床には床上30セン

チぐらいに支え竹をかけたり︑︑継げ

竹をかけることなどの準備が必要

また台風通過後は︑排水を早く
し︑防風処理物をのぞき︑支柱

です︒

．
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決定間近かな慰一同敷地

日向市慰霊塔建設刮画は︑その後

この中五割の百万円を世帯数割

市民のご協力を期待

用地の決定で暇どっています︒

病害虫

今月の投書から

一︵3

E一
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題

．
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しかし︑この年令の人でも次に掲
げる年金制度で保障されている人

加入できない人

までの人です︒

一日現在で︑五十才をこえる人に
は適用されません︒
︐
従って法によって︑加入せねばな
らない人は︑二十才から四＋九才

轟

っているので︑昭和一．一十六年四月

しかし︑この制慶発足当初は︑ど
うしてもこの法定年令の途中から
加入する人が大部分となります︒
そこで老令年金の受給要件である
保険料の拠出期問が最低十年とな

才以上一ハト才未満の人々です︑

これに加入せねばならない人は日
本人て日本厘毛に住所をもつ二塁

ここでいう中小企業者とは︑資
本の額または出資の総額が一千
万円以下の会社及び︑いつも働
いている従業員の数の三百人以
下の会社および個人です︒
融資限二二は二百万円︑期間は五
年以内で︑利率はこの制度に協力
する金融畿関の定めた利率となり

中小企業者です︒

県の資金を借りることのできる
人は︑県内に一定の店舗や事務
所または事業所を持っていて︑
物の修理︑製造︑加工を行なう

この資金を鐸︑・たいと思われる方
は︑保証人二人を寸てて︑市の商
工水産課に申込みください．
県でも︑県内の中小企業者にお金
を貸す制度があう︑申込み期間は
今月一ばいとなっています︒

い︑〃です︒

難．

市農駄課では︑さっそく先月の九
日から十7日にかけてアワヨドウ

する協力を二乗しました︒

虫の被訂田を視察︑その防除に対

瞳井市長もさき一7レこのアワヨトウ

坊主頭になった水田もあるという
ことです︑
．

が︑曲レ村議の話では︑このアワヨ
トウのたヵに︑ 一部ではすっかり

さんも﹁はしめはなかなか気かつ
きませんでした﹂と語っています

財亭加寺ハ仁口耳中・ブ行組ム﹁一戻︑一一次谷︑団田治

くらいの﹂︑ノコのような三です．．

ニの虫砕は膳く﹂4㌔ま︵ご︒四口︑署一目ノチ

レb

おいて払い込んゼ鐡片・金は火災

︻問︼拠出制国民年金に︑わた
くしの場合共済組合に加入して
いますので︑妻だけ任意加入の
適用者となります︒麦だけ加入
させたとして被保険者か六十五
才になって初めて年金を受ける
ようになるのですが︑万一途申
で死亡や脱退した場合︑過去に

ーー

達成にご協力いただくということ
になっております︒

この方法はB向市区長連合会理事
会で協議の上諒承されております
以上のような方法で︑全市民から
浄財を受けるように考えられてお
りますので︑よろしくご協力をお
ねかいいたします︒なお建﹁．賦地地

元関係区民の方々には︑別に多少
の特別寄附をおねがいする桑もあ
ります︒

くご琿解いたたいて︑か﹂市民で建

合同慰霊祭を執行する関係から場
所は市の中央部にな︶ますことは
やむを得ないことで︑この﹁中央
部から離れている浮輪の津々はよ
てる慰霊塔というここに︑一致し
たご協力を特におねかいいたしま
す︒

駆除に万全を

@発生した アワヨトウ

各区の目標額は︑会長の市長から
各区長さんへお知らせし︑区長さ
んは区民の方々とよくお話しあい
の上︑区内で無理のない各世帯別
割をしていただいて︑区の目標額

勘案して算出します︒

つまり負担能力と均等割を半々に

となります．

︵各区別の世帯数を市の世帯総数
で割って出した率で計算する︶あ
との五割百万円を市民税割︵各区
別の市民税各計額を市民税総額で
割った率で計算する︶で算出して
このニソの合計額か各区の目標額

用地候補としては現在次の四ヵ所
について︑建設委員会役員会で検
討されていますが︑役員会で一応
の結論が出たら︑さらに建設委員
会︵委員四十七名で構成︶で協議
の上決定されることになってわり
ます︒

櫛ノ山︵日知屋小の東︶
古城が鼻︵富高小の西︶

イ 伊勢ヶ浜公園内
pロ 今比羅山
ハ
二

鱒㈲のは市有地⇔は私有地ですか
塔の場所として︑また小公園とし
ても︑それぞれ良い点をもつては
います︒決定するにはあらゆる面
から検討されており︑特に私有地
については︑t地目有者との話し
合いが必要でいま交渉過程にあり
せい防除を行なっています︒
最近︑梶木地区をはしめとする市
内全域にアワヨトウ里か自宅して
います︒

灘

蒙

鎌継羅鞍譲

土地約百五一五ヰカギと空運寛
さんの土地約九百四牙平方 を
買うことになりました︒
︵別項参照︶

▽学識経験を持つ農業委員五人を
推せんしました︒

なお︑この議会では採択されたの
は陳情一件で残りの二請願は総務
委員会付託になうました︑

hう考え方で生れたものです．

この制度には︑拠出制︵掛金
を出していく︶と無拠出制︵
掛金をとらないて︑一般自民
の税金を財源として出す年金
︶と二とおりありますか︑無． ﹁観
拠出制︑つまり福祉年金は既に昨
年十一月差ら当市では一千三百七
拠出制は本年十月から加入受付か

名に対し支給しています︒
始まり︑来年四月一日から掛金︵保

被害田を見る藤井市長

水稲病害虫駆除の時期です︒各農
家でも︑駆除対策にけんめいです
富島︑岩脇︑美々津の三農協でも
市の援助で︑動力︑手動︑ミスト

など防除機具約百五十台を約六
百万円︵新農山漁村振興計画特
三分か国庫補助︑市負担一割二

別助成事業による︒うち三割

た︒

分となっています︶でそろえまし
市でもはしめの国画通う︑防除薬
剤については各農協から購入資金
を貸付け︑市で利子補給を行うた
てまえをおしすすの︑病害虫の一
せい駆除に力を入れています︒

今年の薬剤に要する経費は︑だい
たい二千七百万円︵十アール当り
二千五百円︶が見込まれています

︵原案可決︶

すでに早植衣稲については過ヒA三
回︑菖通塞稲についても一回の一

日颪料表です︒

︵原案可決︶

▽別府道路を整備するために︑別
府道路に沿った九電の士地約百
七十六平方奴と︑その裏側にあ
る市有地毛百七十六平方㌶を交
換しました︒

▽美々津小学校の敷地をひろげる
ため︑別府地区河野芳男きんの

貸します
人は︑市内で引き紅き一年以上
商工業を営んでいる人で︑市税
を完納していることが条件です
貸付け金額は﹇人一口十万円以

中小企業のみなさんへ
市ではかねてから資金難で困って
いる中小企業者に︑安い利息でお
金を貸すことを計画していました
が︑いよいよ今月申旬から実行に

返済の方法は︑分轄払いでもよ

内︑貸付け期問は偉力弓です︑

拠出制が年金

制度の中心
てから︑或は病気やケ岬．で廃疾と

国民年金手癖は︑国武か年をとっ

︵広見︶▽鈴木尊義︵比良町︶

なったり死亡したうして︑牛蛙二
困るようなことに追込まれること
を︑目塗か連帯して防止しLうと

貸付けワクは五百万円です︒

︻市議会推せん委員︼

毛︶▽黒木利一︵田ノ原︶

この資金を借りることので︑︑︑る

というのがそのねらいです．．

移すことになりました︒

〃

避

これは中小企業特別小口融資とい
って経営の建て直しをはかってい
ただくとともに︑来るへき十五夜
祭などで︑うんともうけて頂こう

お金

e

ます︒

敷地が決定しますと︑塔の設計も
公募されることになっており︑具
体的計画書を皆様に発表できるこ
とになります︒同時に︑建設費の
ため︑市民の皆様から浄財の寄附
をおねがいすることになっており

ます︒

ただくようおねかいいたします︒

何かと出資が多い時だけに︑こめ
いわくでしょうか︑せぴご協力い
q

塀 浄財の寄附については︑市民の皆
様の間で︑いろいろご︐昌兄もあろ
うかと思い三すか︑このこ ．にっ

いて少し詳しくわ知らせして︑こ
諒解をおねがいしたいと思います

募金は こ う し て

一般募金目標領は二百行円となつ

ています

に開かれました︒

この義会に提案さ
れたのは︑起債お
よび償還︑返済の
方法についての専
決承認など六議案
と︑請願二件︑陳
▽昭和35年度の消

情一件でした︒

防施設を備える
資金として︑全
国市有物件災害
共済会から四十
万円借りました
利率は年六分三
厘︑返済方法は
35年度は据え置
き︑36年度から
38年度まで三ヵ

年以内に元利均
等払いします︒
︵原案承認︶

︑

▽市役所で働く職員の給与条例か
一部改正されました︒改正され
たのは︑給与表と夏期手当︑宿

瓜新農委きまる
新しい農業委員がきまりました︒

そ節

金割度の中心なのです︒

るのでしょうか︒

保険などのように掛けずてにな
︻答︼被保険者が途中で死亡し
たり︑退脱した場合の掛け金の
払いもどしの件は︑いまのとこ
ろ法律はできていませんが︑全
国的な問題となっていますので
︑近いうちに何んとかなると思

D﹂︻9﹂1ーー

一

います︒なお掛け金を滞納した
場合は︑任意加入者は被保険者
の資格を失います

の拡大を防止しています︒

群の一せい防除を行なうとともに
二十六日から三十日にかけて普通
水稲の一せい防除を行ない︑被害

虫の発生も多くなるようです．︑

今後も︑次々にこの防除計画を実
行することになっています︒
アワヨトウ虫は︑だいたい年四回
くらい発生するものとみられてい
ます︒日向市の場合は︑六月下旬
から七月上旬にかけて第一回の発
生をみ︑九月ごろまでがその最盛
期です︒傾向としては雨が多いと
今年はチリ津波などの影響をうけ
た梶木地区に最初の発生を見てい
ます︒

て活動をはじめ︑午後八時置らト

この虫は夜活動します︐午後五五︒
から六時ごろにヒ部にあがつ一︑来
時ごろまでが一番はげしい盾動雅︑

剤一︑パ箭チ才ノ払切剤︑TB粉⁝剤な

です︒それから約二時聞ほど上部
にとまったまま休止︑午前 時ご
ろから夜明けまで日動して︑夜明
けとともに下部におりて休みます
防除方法としては︑現在DDT粉
どを十アール︵反︶当り四キロく
今後も発生か忍声﹂毒・・れますので︑

らいつつ当布ルています︒
発見したらすぐ哩︑へ林課にご違絡く

だきいますようむ願いします︒

ます︒保証料は日歩五厘です．

融資を受けたい方は︑所定の申
込み書︵借入申込書および保証
申込書︶と︑当該市町村︑商工
会議所または商工会の意見書を
添えて保証協会に提出してくだ
さい︒

結核検診

みんな受けよう
日向保健所管内は昭和35年度に結
した︒

核予防特別対策地区に指定されま

い︒

それで︑市民は﹁人のこらず結核
健診を受けねばなりません︒近く
区長さんを通じて︑皆さんの受診
票をおくばりしますので︑該当日
には必ず健康診断を受けてくだき

は加入できません︒

イ 被用者年金各法︵厚生年金
保険法ほか九法律をいう︶の
被保険者又は組合員
ロ 被用者年金各法に基く老令
年金︑退職年金又は障害年金
の受給権者
ハ三一傷病者戦残者遺族等援護
法に基く年金又は未帰還者留
守家族等援護法に基く手当及
@が特別手当をうけている人
一二 右に該当する者の配偶者

この適用除外者の奥さんはど

︽ホ大学の掌生

市民課年金係

︵続く︶

加入することができます︒

ば︑県知事の承認をうけて︑任意
●

うかと言いますと︑一応は被用者
年金違法で保障されているとはい
いながら︑保障程度が非常に低い
わけですから︑加入したいと思え
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険料︶をかけることになります︒
福祉年金はいわばツナギの制度で
あって︑この拠出制年金が国民年
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牧野田弁治︵田浦︶▽松木貞治

︵高松︶

▽松木早雄︵中村︶▽増田太三吉

漁調委も
宮崎県北部海区漁業調整委員の立
候補はさる二日にしめ切りました
が︑立候補者が定数︵七人︶一ば
いだったので︑全員無投票当選に
きまりました︒

新委員には日向市から平岡末松さ
︵幸脇Vの二人が選ばれました︒
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ん︵細島︶と︑黒木幸三郎さん
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︻選挙された玉笹︼

鈴木正︵本谷︶▽河野熊太郎︵広
見︶▽山本孫春︵新芋市︶▽黒木

▽河上賢蔵︵往還︶▽田中義隆

勝︵奥野︶▽寺原初義︵切島山︶

︵下原町︶▽林田盛男︵堀一方︶

▽三樹安正︵曾根︶▽成合進︵亀
崎中︶▽黒木豊︵警手︶▽黒木新
蔵︵秋留︶▽黒木豊蔵︵曙︶▽甲
斐初治︵金ケ浜︶▽溝口得義︵籾

︻農協共済組合推せん委員一

︵落鹿︶

．木︶▽甲斐貢︵口脇︶▽黒木泰弘
︶
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獅P日を時点に

今年は国勢調査の年です︒この調
査は全国の人口の状況をしらべ︑
政治や行政の基礎資料を作るため

のものです︒

繭馳．．

毫評

一 三人の調査員が︑皆さんのお宅を
おたずねして︑いろいろお聞きし
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ます︒︑

：響

庄し逼ろを受相けています︑
国︑県︑市町村︑政治︑経済︑産
業など最新の資料がそろえてあり

毎旧記入できるようになっていま

ます︒また．日記編も組んであり︑
す︒

つかい︑年令早見表︑当用漢字

附録には︑郵便料金表︑現代かな

︶

．表︑家庭常備薬などがあり︑非常
に便利です︒希望の方は早目に申
し込みください︒

代金は一冊百円です︒

▽協力員会費八︑四〇〇円
なお︑ことしも募金の際はよろし

シカや百日置きなどが発生し︑ほ
かの家族にうつるおそれのある時

んでいます︒・

早目におね．がいしたいと係では望

区目標額﹁○○％以上納入の擾良
区は︑七月一日から末日までの分
で次のとおりとなっています︒
美々津上町二区︵区長福元盛吉﹀
奥野︵黒木今朝吉︶八坂区︵三輪

市の農業を良くする計画を作るた
めに︑皆さんの家の農家台帳をつ

さる一日から︑市の調

くろことになりました︒

た

じめ計算しておいてく

のこと④家畜のこど

⑤罷料のこと⑥農薬の量⑦飼料

のこと③悸物のこと⁝などです
なおこの調査は︑十アール2反

馨︶亀崎申区︵黒木町︶高見橋通
．り︵森本嘉七郎︶上町二区︵横山

︵吉田浩太︶比良区︵治田繁雄︶

健一︶笹野東︵小村村治︶笹野西

となりました︒

余丁︵重重釈嘉蔵︶の九区︒前号
掲載分十五区と合計して二十四区

・な対象としています︒

ロ

あなたの家計を豊かにするため
の調査ですから︑ぜひご協力く

ださい︒﹂

届けられていますが・まだ提出き

世帯お出しください︒

貰うことになっていますので︑全

出したから適用になるとか︑出さ
なければ適用にならないなどとい
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うな場合は充分注意してくだきい

なっていますので︑ム﹁後︑このよ

なお︑このほか︑これまでもたび
たびわ知らせしたことですが︑急
ぐ患者の場合を除いて︑本県の国
保と契約していない病院︑診療所
で市に届けだす治療をして後から
届けでたものは︑市が適当でない
ど認めたときは︑その支払いを門
限し︑または全然認めないことに

②ケンカ︑酔払い︑不行跡によ
る場合︑③治療上医師のいいつ
けを守らず︑治療が長びき︑療
養費がかさむとき︑④保険給付
上︑市が法に基づいてする命令
をきかないとぎなどの場合です

歩︶以上を耕作している農家を主
う性質のものではありません︒
︑ーーt．ヨ
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陰萎︑⑨多毛︑無毛︑臼毛症など

の診察︑︑⑩歯列の疑正
その他にも二︑三ごく．特殊な例が

ありますが省略します︒

次に普通一般には保険の対象とな
るものでも︑次のような場合には

虜鰯電越噌
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蕪網磯講七轟難癖僻し

くC協力ください︒

︵昨年の共同募金︶

のでお知らせします︒

日赤募金優良区
日赤社費ゐ戸別募金については市
民皆様のご協力によって︑良い成
績を納めていますが︑まだ七十七
区の中︑本町ほか約十区が未納と
なっていますので︑整理上どうぞ

ーー
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▼保険がつかえないもの
今月は〃保険のきかない あれこ
れについてお知らせしますので︑
被保険者の皆さんの国保焦思上の
参考にしてください︒

￠健康診断を目的とする診察や検

はできます︶②美容整形手術．︵い

寄一︑ρ思吊J寄接付種︵た昇﹂L︶家族に四ハ

肢体不自由児保護者協

協議会八︑へ︑︾○っ円︑

気が原因である場合︑例えば麻
薬患者︑自殺未遂︑犯罪の目的
で立入つた場所でしたケガなど

保険の扱いはうけられません︒
へ4わざとおかした罪やケガ︑病

がこれにあたります︒

⁝君まぶた手

れずみ除去︑隆鼻︑二

俗︶単なる疲労︑燧怠︑⑦色盲︑◎︑

﹀

術など︶④正常妊嬢︑正常分娩︑
経済的な理由から行なう人工中絶
結繋手術など︶⑥病院に通うのが
不便であるとの理由でする入院︑
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O円

▽募金推進費五五︑八︵﹂︶

▽繰越金五︑一五一円

○円

▽分会配分金二〇︑○○

会二四︑○○○円︶

族共助会八︑○○○円
母子福祉三八︑○○○
円︑青年連絡協議会八
︑○○○円︑婦人達絡

会三三︑○︵．︶○円遺家

四︑○︵∪○円︑保護司

︵社会福祉協議会四一．

四〇〇円
7地元配分金五〇三︑○
ρ
○○円

うになっています︒
▽県共募納付金一二六︑

このお金の使途は次のよ

た︒

N度に集まりました募金額は八
○八︑七五一円で目標額九〇九︑
四〇〇円の約八九％でし

昨年度みなさんからご協力を得ま
した共同募金の決算ができました

八十万円あつまる

いま市企画室で︑県民手帳の予約

﹂市役所企画室へ

県民手帳の申込みは

なお皆さんの方でご記入する箇所
もありますので︑ご協力ください

大規模な調査を

今年は国勢調査の年てす

10

第一回の国勢調査は大正九年に行
なわれました︒その後十年ごとに
誌． 大規模な調査を行ない︑その中聞
の五年目には簡易な調査を露なつ
てきました︒今回の十月一日の国
勢調査は第九回目の調査で︑しか
も大規模調査にあたっています︒
．全国で約四十五万人︑当市百八十
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