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日航の国際航空路開設（昭29）

讐難危

節分、厄はらい、福沢諭吉死す

いつもかわらぬご愛読をいただきありがとうございます。ことしも牛のように

マ

ことしは僕の年です

ド

（広報係）
ねばり強く働きますから、より一そうのご協力をお願いします。
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司

甲﹃菅

塾

資いたします︒ですから自己準備

ち住宅金融公庫が四十五万円は融

一3﹂．︑

いたしました勤労者住宅が︑まも

昨年広報紙︵六月号︶．でお知らせ

㌔尋﹂︑願．．納曹亀

なく完成いたします︒．

けです︒

資金が三十万円から三十七万円ほ
どあれば譲受けることができるわ

コ

それでいま︑この住宅の譲受希望

なおくわしいことは︑日向市勤労

行ないます︒

五日までです︒瞑せんは二十八日

こんどできる戸数は︑木造平屋建

者住宅協会︵市役所企画室内

募集期間は今月の十六日から二十

てカワうぶき十六戸で︑住宅の大

建設場所は﹂塩見字千東口︵日向

きさは︑四十七平方耕︵十五坪︶

おたずねください︒

山一11電話︵代︶四〇〇番11︶まで

住宅﹂

写真は完成問近かな﹁勤労者分醸

高

から五十五平方綴︵十六・七五

七十二万円から八十万円︑このう

分譲予定価格は︑種類によって︑

㌶︵八十五坪︶までです︒

︵七十一坪︶から二百八十一平方

ってもその日から生活できます︒
．一戸の敷地は︑二百三十四平方層

なども完備して︑すぐお入りにな

電気︑水道︑排水︑境界柵︑物干

す︒

坪︶までの七種類となっていま

中西側︶です︒

の

者を募集しています︒

︵魏悪戯義希望者を︶

家のほしい方はどうぞ

」
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わが国初のTV本放送開始（昭28）

男19．538人（一6）
女21．106人（＋12）

今月の納税

満月、成人病予防適間（7日まで）

日

藍

2月のこよみ

毎月10日発行

69

（1月1日現在）

計40．644人（＋6）

世琳総数

今丹は保険税第九期と市民税第四
期の納期になっています︒
また固定資産税第三期と保険税第
八期の督促状が十六日にでますの
でまだおすみになっておられない
方は︑早目に納めてください︑
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日向市役所藤井満義
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@市民φ嚢あの記事を
延岡との合併も考えて

ヨ嚢

．新年を迎えて︑最初の記者会見が八目午後行なわれました︒この初会
見で︑藤井市長は﹁あらゆる仕事は市民がより幸福になるということ
を土台として行なわなければならないと思います︒﹂と︑およそ次の

︵笑声︶

少し市の方から県にハッパ

をかけてほしいですね︒

三浦

すから⁝︒

ような受答を市政記者クラブの皆さんと交しました︒

ていましたが︑あれば本．当ですか︒

吉田︵宮崎日日︶きようの新聞︵
八日付け宮崎日日︶に︑延岡︑日
向︑門川の二市一町合併閤題がで
市長 やりますよ︒しかし︑知事
は︑みごとに私たちの期待に応え
てくれる走思います︒工場誘致に
層ですね︒

は地の利︑︑天の時︑人の和が大事
佐藤︵朝日︶

市長 本当です︒−ただ私は日向市
民はもちろん︑︑二市一町の住民が
合併によって今よりはるかに幸わ．
せになるならば大いによろしいと
いう考へ︑方です︒

強の期間は一応過ぎたといっても

藤井市．政もようやく

山野内︵西日本︶ 工場誘致をす
すめるためにも耳垂一町の合併を
実現した方が良いのではありませ
代と変りばえのしない施策が打ち

工場誘．致．には県も

できると思います︒﹂
三浦︵毎日︶

しかし馬黒．

・ごあいさつ
昭和三十六年の元旦をむかえ︑本
年はひとしお感慨深いものが︑あり

・

ます︑つまり︑市制施行以来こと
しが満十周年にあたるわけです︒
ふりかえつ
．てみますと

市政の面に

く堅な決して安心できません︒

﹁方はかならず受けてください︒

梶木公民館︑6日①亀崎公民館︑
②面輪公民館︑7日①細島支所︑
③細島小学校︑B日①曾根公民館

②が一時から三時半までです︒
16日①高松公民館︑②美々津支
所う17日①美々津保育所︑②幸脇
出張所︑23日④岩脇支所︑②曙公
民館︑24日①秋留公民館︑②五十
猛神社︑30日①塩見小学校︑②本
谷公民館︑31日①庄手公民館︑②

ツベルクリン判定とBCG接種は
予防接種を行なってから二日後に
行ないま兎注射料は無料です︒
時間は①が九時から十一時半まで

なお︑ととし小学校に入学される

⁝転︑強熱薫

︐

︐醒

遷

嵐a簿慧

難難編

幽︐出されていましたが︑これからは

本当の藤井市政を見せてくだきい
市長 市政の根本方針にはそう変
化があるものだとは思いたくあり
・ ません︒ただ︑前市長の意思を尊
重しながら︑具体的な施策の面に
私の持ち味を出して行きたいと思
い︐ます︒とにかくあと二年を一し

はうけんめいにやりますよ︒
田ロ︵タ刊日向︶市制十周年に市
庁舎は建てませんか︒
畜長﹁敷地ぐらいはきめておきた
いと思います︒しかし︑早く庁舎
の．よいものを建てるというのはど
うかな︒ ︵上着だけは質素なもの

のとして作る考えです︒

でもよいが︑下着だけはきれいに
する︶という主義で︑市民に対す
るサービスの向上︑福祉増進とい
・つた点から庁舎を作りたいと思つ
ています︒
吉山・慰霊塔はどうしますか
市長 作ります︒市民公園的なも

、

、1

田

そうの努力を

直戦

︑ーノ

．ご覧¶

︑

︑

・防の製服に身をか

きびきびした号令
が︑冷い風を横切
りはじめるど︑消

のです︒

毎年恒例の消防出
初の式が始まった

あつまりました︒

わせて鳴るサイレ
ンを合図に︑およ
そ一千人の消防団
員が続々と富島中
学校グラウンドに

．だ朝の空気をふる

に︑．寒気をはらん

五日馬まだ街の賎
りが覚めないうち

・頓︑

︑艦㌔・ノ

臨海工業地帯造成の着工以来工場
誘致運動はたえまなく続けられて
きました︒しかし︑いろんな情勢
からまだ実現していません︒ だ
が︑月本の工場も大都市集中を制
限七ようとする動きがあり︑政府

柏

したがって財政措置はしんちょう
に運び︑何もかもというより︑重
点目標をいくつかにし1王って行な
うことが大切だと思います︒
そζで︑まず考えられるのが工場
誘致関係であります︒
・

はならないかもしれませんが︑．け
んめいに努力してやってみたやと一＼．愉
思います︒

マンモス工場を誘致することもよ
いと思います︒だが市民のたのに
は︑本当は中小企業で街中が埋ま
り︑活気あふれるようにした方が
よいと云う老へ方もあるのですね
とにかく︑根本原則は工場によっ

ねばなりません︒そのような誘致

て︑四万市民が幸わせをつかま
政策をとりたいのです︒そのほか︑

今年から︑内政面は一応助役さ
んにお願いして︑私はもつばら︑
．重要な渉外面に当りたいと考えて

きたいと考えていますぴ

います︒今後とも︑市民の協力を
得て︑ますます立派な日向市を築

︐

︵第五分団

感謝状︵消防長︶H脇坂善三郎．
南町︶︑真鍋康︵下原町Y︑三
重野正義︵上原町︶

並︶

．毛︶柄本稔︵遠見︶東留治︵石

松葉勝︵伊勢︶︑松葉林︵鵜

︵吉の川︶︑三輪香︵八坂︶︑．．

黒木慶蔵︵梶木︶︑安藤幸男

︵曾根︶︑米良伝蔵︵畑浦︶︑︑

赤木光雄︵財光寺︶︑黒木虎蔵

一般協力者︵市長表彰︶11阪東敏
夫︵南町︶馬鈴木定一︵本谷︶．

部︑第一分団第三部︑第四分団第
四部がそれぞれ県消防協会日向支
部長︑日向市長表彰をうけました

また部では︑第七分団第二十六

団長表彰睡橋口和利へ消火隊第二
．分隊︶ほか三十五名

隊︶ほか三十五名

．古川順三郎︵第一分団第十一部
長︶ほか五名
市長表彰韓国木通︵消火隊第二分

宮崎県消防協会日向支部長表彰11

名

宮崎県消防協会長表彰11甲斐正直
︵第五分野第十八部長︶ほか六

分団長︶甲斐他人︑
長︶

宮埼県知事表彰11青木岩美︵第二

とおりです︒

晴れの表彰を受けた人たちは次の

団員や︑．一般協力者の方々がそれ
ぞれ表彰されました︒

そのあと︑分列行進︑模範操法︑
発毛試験などが行なわれ︑優良な

目につきました︒

加︑はじめてとは思われ獄キビン
な動作で市長の点検を受ける姿が

・ことしの出初め式には昨年末結成
された幸妊婦人消防団員．も初参

うのです︒

服装規律〜動作などの点検を行な

ます︒ ・︐

終りに皆さんのご健康をお祈りし

お願いいたします︒

らに努力する覚悟でございます
のでよろしくお導き︑ご協力を

私も今年はさ

りません︒

となって努力
しなければな

州三県が一丸

り︑広く南九

それには︑関係市町村はもとよ

現せねばなりません︒

この機会にぜひとも工場誘致を実

いなことでしょう︒

の政策として法律化される段階に
なったことは日向市にとっても幸
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．．貴いでしょう︒いままで前市長時

．二度爵の新春を迎えたわけだ︒勉

んか︒

二市一︑町合併より先に︑

市曇 それは大いにあると思いま
す︒しかしそれ以前に︑この二市
一町は地域的な利害関係が一致し
ているといえるし︑同一経済圏に
あるという立場かち合併する方が
りこうな事ではないかと思います
山野内

東郷馬日向が合併するようになる
んではないでしょうか︒

・工場誘致に

．皆さんのご

満足される
成果はあげ
市会議長
得ませんで
したが︑回
財政の範囲内で︑いろんな事業が
行なわれ︑市の形態も徐々に整え

ドができたら︑ど︑んな形でも合併

少しくたびれたような感じがする﹂
ことしは︑地方財政再建団体を返

られてきました︒

市長・いや︑合併問題もいますぐ
どうこうということはないのです
よ︒地域住民が幸せになるという︐
なら︑そして︑合併に対するムー

のですが︒一・

ます

G︑．

書蛮

上しますが︑ら・まだ市の台所のやり

市畳あるいはそう見えることも
．あろうか点思

・㌃

∫

木知事はなかながシンの強い人惑

︑隔日4・毒ぎ璽窪曜量﹁占メ．

だ●

護鐸遍耀耀嘱・一嚥︐黛・
和魂擁．螺
︾糧嚢﹁．轟
脚
あ寸p

︑4量︸・琴L−q：一≧

ごとし小学校に入学される方へ

るようお願いいたします︒

もし︑もれているときは︑市役所
の市民課か︑各支所の窓口で住民
登録をされたのち︑教育委員会ま
たは各支所の学事係で手続をされ

さい︒

のつているかどうか確かめてくだ

名簿を一度たしかめてくださ・い

ことし四月︑小学校に入学する児
童︵昭和二十九年四月二日から昭
和三十年四月一日までに生まれた
もの︶の学令簿は︑十二月一日現
在の住民登録によって教育委員会
が調査し作成いたしました︒
︸月中に教育委員会が行なう就学
時の健康診断や就箏通知書の発送
などは︑この学登簿によって行な

みんなうけよう
結核予防接種．

上中下

・

再調

ためた藤井市長が
きれいに整列した
団員の間を縫って

1
堂々と車輌隊の分列行進

向
われます︒

︑

②日知屋小︑14日①原町公民館︑
市役所︵九時から三時半︶20日市

．︑．

、

ご

■

はじめて登場した婦人消防団員（黒木スイ子団長以下
座30
㌃♪4q

明1
説
真
【写
，

日

・

・ヤ

役所︵九時から三時半︶最寄りの

・

辱＼．

市衛生課が次の日程で行ないます
︒該当者は生後六ヵ月から三十才ま

毒グ劉強包蜜ぎし︑ヂ〜

屍蜜ゲ∵・
﹂画

￥
r

場所で受けてぐださい︒

∵

《・

での方です︒﹁・

爵．農釜ゲ墜調ぞ

．、

O

辮懐

」
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ρ

ぐし

勝
点検長になった藤井市長の服装現律点検を受ける。
s

K

，

四十数名）

馬

ことしの四月小学校に入学するお
子さんのいる家庭では︑教育委員
会で作成した学令名簿が︑各区の
区長さん宅にお送りしてあります
ので一度ごらんになって︑名簿に

﹂

観ン

［＝：塑！剥離謙遜竺コ
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｛6i

層

〜−ε陶一一乾一m乾ξ引︸一二．︐讐；覧層

24日にその落成式が行なわれました。工費は125万円で、木造
平屋建てですが、建坪80坪というりっぱなものです。

昨年暮、細島港にりつばな荷さばき場（魚市場）が完成、さる
▽美々津分会ほ割当額六万四千二
百七十二円︑募金額六万一千四
百九十七円

▽幸脇分会u割当額一万四千七百
五十八円︑募金額一万三千三百
六十円

．五円

九円︑募金額三田六千八百八十
円
▽岩脇分会一割当額四万六千百十
六円︑募金額四万二千四百五十

▽細島分会ーー割当額九万六百五十

九千八百三十四円︑募金額六万
三千九百二十円

▽日知屋本郷分会11割当額十一万

百九十円︑募金額五三一千六百
二十五円

▽財光寺分会11割当額五万九千六

．一︑9㌦冒彰雷⁝甦ξ鱒︒騨ぎ直垂ξ讐い塵馴℃一ぎ︸喧ξ琵叫駄鳩ξ叩ξ︸一ξ葺㎜︐︸語乱一一一一一⁝冒博三︸．ξ℃ξ⁝．ρぎ軸濯一画一撃一軌一＝ ＝一噂一一一曽︸ド一㎝⁝一一三浮一鴇冒一ぎ覧鯛⁝幾■ぎ⁝一一一一鴇一心競富

▽大口募金u目標十三万四千円

実績韻四十七万五千十四円

実績11十二万三千四百円
▽戸別募金1一目標六十七万二千円
︐

▽富高分会鰻割当額一九万二千百
七十四円︑募金額コニ万七千百
三十八円

︻分会別︼

金もしめ切りたいと思いますの

▽日知屋枝郷分会11割当額四万四

︐く︑
帽

へ㌶−い

二百二十九円

千三百四十円募金額四万二千

で︑目標達成に一層ご協力くださ

▽塩見分会11割当額四万百五十七
円︑募金額一万二千五百十円︑

これも市民の皆さんのご協力のた
まものと深く感謝しています︒
なお︑一月三十一日で一応乙の募

達しました︒

毎年ご協力ねがっています共同募
金は︑一月七日現在で目標額の八
十五パーセント︑約六十七万円に

百％にあと一息の共同募金

七日現在て六十七万円

箋姻．

向

日

藤井市長がサンタクロースのおじさんに変装して、保育所母子
寮、の各施設を訪れ、ゴムマリやお菓子を贈り、ここで勉強し
ている良い子たちをよろこばせました。
、
︸

ご協力ありがとうございます

∵溌一誕驚

︑・．ノ

．．

︑︑唱；

野・．σ2

根︶柏田ツヤ子︵江良︶大橋スミ
子︵吉野川︶菊地会長︵地蔵︶平
野ユキ子︵八坂︶岩切会長︵八幡
︶伊勢区婦人会 高々谷婦人会
宮の上婦人会 日高アサ子︵庄手
向︶畑浦婦人会 広見婦人会 細
島小学校 大橋シズ子︵清正区︶
日知屋小児幽幽 江良住宅婦人会
水原英子︵上原町︶中町婦人会
美々津婦人会 鵜毛婦人会 江良
住宅婦人会十四班 本町婦人会
岩脇北部婦人会 半渡キヨ子︵笹
野西︶宮の上婦人会金ケ浜婦人会

秀子︵下原町︶ 成合ユクエ ︵曾

員 財光寺小学校 富島中生徒会
塩見婦人会 本源寺婦人会 佐野

木婦人会 黒木︵離調︶庄手区
高橋ミチ子︵財光寺︶草場六班．
生協家庭会 草場一班二組 自鳩
会 富商小学校 黒木スイ子︵幸
脇校区︶金丸靴店 山本愛子 野
．辺孝子 倉岡美志男 日向警察署

町二︶富島高校家庭クラブ梶

︶谷ロミや子︵中央︶金丸英︵上

H歳末たナけあい連動踊

第十回歳末たすけあい運動は︑先
月一ぱい行なわれ︑次の方にご協
力をいただきました︒
︹あつまった金品︺

﹇配分先︺

1︑衣類その他︑二︑＝二四点︒
2︑米十四・四認︵約八升︶
3き現金 九三︑八二九円

1︑病院ほか市内外病院など十一
ヵ所︒および社会福祉施設︒
2︑市内生活困窮者三六七世帯︒
︹協力者お名前一順不同︺

会議所片岡トシ子︵亀崎北︶石

島添ツル子︵本谷︶ 鈴木進︵草
場︶黒木千歳︵高見橋︶日向青年

川キミ︵旭通V黒木さとの︵西川
内︶黒木キン︵亀崎東︑中︑南︶
鶴町区 中原婦人会 草場一班一
．組 同一班二組 同二班 同三班

クミ︵秋留婦人会︶黒木スエ子︵同

同四班 同五班 同六班 同八班
同九班 同十班 同十一班 同七
班 木田ステ子︵山の田婦人会︶
木田ハッ子︵中野婦人会︶黒木フ

︑

〜島3﹂

一

噂7

いますようお願いいたしま す ︒
内わけは次のとおりです︒
▽街頭募金11目標八万九千 六 百 円
実績11六万九千三百四十 九 円

．
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