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市防犯組合では︑日向警察署の
これからは︑この﹁交通教室﹂ ロ
ご協力を得て﹁四万市民の交通
を市防犯丁合が主催で行なうこ 餌
教室﹂を開くことになりました
−とになりました︒区や部落︑親旧
︑毎年毎年増えるばかりの交通事
子会で開きたいというときは市

より早道です︒

者を書いてください︒しかし二
地区からの開設申込みがあった
ときなど︑日時を若干変更して

開催する場所︑日時および責任

故の防止対策として︑いろいろ κ役所総務課吋防犯組合事務局あ
n な方法を行なってきましたが︑． でお申込みください︒いつでも 即
h やはり交通法令を知ることが何
お伺いいたします︒申込書には

大人はもちろん︑子供でもわか
るような交通法令を教えていま
す︒今までに各地区の親子会な

になったとよろこばれています

知ください︒

団

どがこの教室を開いて大変勉強 ．もらうこともありますのでご承 四︑
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めてください︒

絶対個人では持たないようお互
いに注意し︑農薬事故絶滅につと

のつかないことになります︒．

のままにしておきますと取り返し

残液︑空ビンは必ず農協へ

農薬の危害防止運動

おります︒馳

最近は︑稲の病害虫防除薬品と
していろいろな有毒物が多く使用
されています︒そしてこの農薬に
よる事故件数も毎年増えるばかり
です︒晦年市内でも五件の農薬事
故が発生し︑うち二名が死亡して

こうした農薬事故の発生原因は
なんといつでも︑きまりを守らず
に個人で薬品を保管したり︑共同

で使用せず個人で使用したために
おきたものが大部分です︒
テツプ︑ホリドール︑パラチオ
ンなど強い効果をもつている農薬
は毒物︑劇物として法律により共
同でないと使用したり︑保管した
りできないことになっています︒
また共同で取扱つた残液や空ビ

ンなどがあったときは︑すぐ市役．︐

所農林課か近くの農協︑または最
寄りの警察派出所へ保管してもら
うよう届出なければなりません︒
ほんの少量だからといって︑そ

︑

，
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初夏の太陽を一ぽいにうけて

さ乃五月一日に完成して業務をはじめています畜産センターにも・この
ほど電話が開通しました︒
・
電話番号は︑4076番です︒どうぞご利用ください︒
なお人工授精手数料は次のとおりです︒
△豚の人工授精料H初回千円︑次回より百円︵ただし責任期間は百日と

波状形に槙えられた茶園畑が初夏の太陽を一ばいに受けて一・…。
いま二番茶つみの最盛期。
ゆび先きで一葉一葉の新芽を気長くつんではじめておいしいお茶ができる。
ゆび先は黄緑に染って、そこから香ばしいかおりが……・。 （市内財光寺で）

〜f♂♪︾︾玉ξ♪くき・⁝f♂圭

△牛の人工授精財団授精一回につき六百円︒
電話一本でどこへで右お伺いいたします︒
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にそなえてあります︒

・

・θ％にくらべて︑訓年の参議院
しその後引き続き市内に住所を

年3月11日までに日向市に転入

欝鞍労

意ください︒

市内は七月中に各地区を廻って
一斉に行ないますが︑日時︑場所
は決まり次第またお知らせします
なお︑このスコッチライトへの
切替えは︑すでに登録してある自
転車も全部やり替えるものですか
ら︑登録もれにならないようご注

りました︒

県をはじめ︑九州各県ですでに繋
施されており大変よい効果をあげ
ています︒また同時に自転車ばか
りでなく︑よく盗まれる125に
以下のバイクも登録することにな

勤鍛響羅︐

選挙は騒・馴％とかなり低調︒28

六月から自転車の

い︒

その他わからないことは︑市役
所選管事務局までおたずねくださ

年6月12日までに出生した者

有する者︒◎年令要件11昭和17

△申請期の期間と場所

年以降の各選挙も︑参議院選挙の
方が7〜8％も低い投票率をしめ
ω期間蝕6月12日から6月18日ま

防犯登録が変ります

わたしたちは有権者としての誇
での7日間︵午前8時半から午
後5時まで︒土曜︑日曜も平日

しています︒

これは海のむこうの国のお話し

補充選挙人名簿登録期間中︵6

どおり受付けます︶
ω場所11日向市選挙管理委員会事
務局︵電話2111番︶
月12〜18日︶に︑現在有効な基本

ました︒

p一fーヤ﹂i誕﹁嘆

︸

謹15一
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いままでの自転車の防犯登録は
登録をすませると同時に自転車の
ハンドルの部分にニュームで作っ
た番号入りの登録証をつけていま
したが︑このニュームは音がガタ
ガタする上にいたみやすく︑また
相当破損したものもありますので
これをことしの六月から全部スコ
ッチライトに切り替えることにし

選挙人名簿を市選管事務局でみな
さんにおみせしますので︑有権者
の方はこの名簿をみて︑もし登録
されてない場合は期間中に申請し
てください︒申請書は選管事務局

￥卜

︑︑

正の案を釦ぐべきである︒

良質豊富な水量と︑東九州随一の
良港をもつ広大な臨海工業地帯を
はじめ︑広範な背後地を持ち︑将
来相当規模の産業都市が形成され
る可能性を有すること等︑技術革
新の進行に伴う新工業地帯として
の立地条件に恵まれており︑一面
所得水準のきわめて低い南九州地
方において︑経済発展の中核とな
りうる最も適当な条件を備えてい
るので︑国はすみやかに日向︑延
岡地域を新産業都市指定促進法の
適用地域に指定して各種産業の立
地条件および都市施設を緊急整備
し当地域における経済の伸展に寄
与せしめるとともに︑地域格差是

態勢に遼憾なからしめ︑も

われ難域住民は一丸となつ
つで地域指定の実現を期する︒

熱

：礼申し上げます。

りをもって︑正しい悔いのない一
票を投じましよう︒

ですが︑さきごろ来日したエソセ
ル・ケネディ夫人の話では︑有権
者にビスケットひとつ︑お茶一ぱ
いごちそうしたことはない︒そん
なことは絶対に考えなかったし︑
また有権者も望んでいなかった︒
自分がのどがかわいたときコカコ
ーラーや冷たい水をもらったこと

はあるが：ということだったそ
品物でも悪い品物は景品を多く

ノ

■

怪冒一1翼

県北市町村民の運動から︑県民

75億円の国費を10ケ年間、即ち750億円の巨費を投入しなければならないと

うです︒

のようなものです︒

つけませんと売れません︒買収や
供応はいわば候補者につけた景品

よう︒

使えそうにもない品物を景品に
だまされて買いますと結局損をし
ます︒候補者の発表した政見をよ
く判断し景品︵買収・供応︶にま
どわされることなく︑ほんとうに
良識ある代表を国会におくりまし

︑

︐等窪ーー韮

｛

鞭

蹴磁讐轟ζ

︑

聖

︑﹂

﹁

饗
向、延岡、門川、東郷、北郷、北方、北川、北浦の

さる第40通常国会で新産業都市建設促進法が成

饗舞

∴聾

噤謫l酒灘

有権者のみなさんへ
補充選挙人名簿を調整
7月1日に行なわれます参議院

るもの

通常選挙のために補充選挙人名簿
を調整しますので︑次の事項に該
当される方は︑申請期間申にもれ
なく申請書を提出してください︒
△登録申請書を提出する資格のあ
ω昭和あ年9月15日現在調製の基

本選挙人名簿に登録される資格
があったが洩れていたもの

聾

ω次の要件を新たにそなえ選挙確
を得たもの④住所要唾 昭和37

︾

＾
二子一町田村の関係者約1．000名か、6日延岡の野口

鍵
鑓．

参議院議員の通常選挙が7月1
日に行なわれます︒

参議院は衆議院にくらべて第二
院的な要素をもつているため軽視
されがちですが︑任期が6ケ年も
あり︑解散がないということと︑
衆議院のあやまりを正したり︑ゆ
きすぎを正したりして︑わたした
ちの幸わせな生活をつくるために
重要な任務をもつていること考え
ると︑けっして軽視できません︒
しかし参議院選挙を軽視する傾
向は投票率にもあらわれています
甜年に行なわれた衆議祝の選挙茄

畜

J

立しました力斌の法の指定をしてもらいたいと日、

八ケ市町村民のすがたです︒

られ臨海工業地帯には地元をはじめ約1．500名の

義
満
井
藤
日向市長

運動への盛日りあがり︑そして日向

大会決議

40台の大パレード隊、沿道では小旗の波に送迎さ
れて ・。 （左） 市内小中学校の鼓笛隊に迎え

監
戸︐︑噺ノJ

﹈

31

ヒ

し

1八ケ市町村が一丸となって
@新産黍市の指定へ

ぜひとも新産都市指定へ
のご協力をお願いします︒

大会主会場で関係者に努力を呼びかける黒木知事
（上）主会場から第二会場（細島臨工）へ向う約

日向延岡地域は全国に類のない

関係者が……。黒木知事、藤井市長の説明を聞き
さらに指定への決意を！（上）

澤彗考至︑まヤ︑ミ姦 ︸︑

億

延岡地域が新産都市に指定される
ようさらにこの運動へのみなさん

指齪進へ決意を新たにした。

乎

触℃

県警楽隊を先頭に約500名が手に指定促進のプラカードをかかげ

です︒そ11てこの指定を受けた 地

、市中行進を行なった。

、うことです。誠に驚くべき都市が非常な速さで建設されることになりま
す。具体的に申しますと、日向市の臨海工業地帯へ工事を誘致し、それを
土台にして農山漁村の振興はもとより、宮崎県全体、捲らには南九州全域
のあらゆる産業、文化の構造が大きく変ってくるという非常に重要な意味
を持っているのであります。いわゆる私たちが永い間唱えてきた拠点開発
方式の拠点となって宮崎県が開発されることになります。
日向甫はこの最も中心となるわけですから、この指定運動にも中心とな
って行かなければなりま重ん。幸い皆さんの深いご理解とご協力でその熱
意が段々盛上ってきてgます。先きの大会で、延岡から日向市にパレード
がはいるときの熱意ある歓迎ぶりは、この日のパレードに参加した黒木知
事、清山県会議長、県出代議士や多くの県内代表者たちに深い感銘を与え
ることができました。これからもこの熱意と努力をもつて県全体の強力な
運動に盛りあげて行かなければならないと思います。
なお私ほか、柏田市議会議長二市一町五ケ村長、知事、県議会議長、県議
会工業開発特別委員会（委員長松木貞治氏）ら20名の陳情団が県出代議士
を童心にして12日上京、全力をあげて目的達成に進む覚悟であります。
先に噛しあげましたように、指定までには、かなりの期間がありますので
引き続き波状的に運動を続けなければならないと思っております。
どうか市民の皆さん、この目的達成のために、このうえとも正しいご理
解、ご楊力をお願いします。なお、さる5日、6日の両日行なわれた決起大
会が盛大に行なわれたことに対し、大会会長とし、また市長として厚くお
③

噸

税などの地方税を特別に軽減する
ほか︑建設事業がスムーズに進む
よう︑いろんな面で特別な考慮を
はらうことになっています︒
日向延岡地域もこの指定候補地
にあがっていますが︑指定される
のが全国で数ケ所ですから指定を
受けるのは困難で関係市町村民︑
さらには県民全体が一丸となって
猛運動を行なわなければなりませ
ん︒ここに掲げた写真は︑さる六
日に行なわれた日向︑延岡地域新
産業都市指定促進総決起大会で︑
この指定運動へたちあがった県北

①大会前日の5日、市役所前広場で前日祭の行事が盛大に行なわれ

新産業都市法かこんどの国会を
通過1︑いよいよ八月︑九月ごろ
には新産業都市が指定されること
になりました︒この法律の内容は
広報二月号でもお知らせ㌧ました
ように︑京浜︑中京︑阪神などの
既成工業都市のほかに新しい工業
都市をつくり︑既成工業都市への
人口︑産業の過度集中を抑制㌧て
地方との格差をなくすというもの

域に対して政府は︑①資金を磁資
する︒②地方公共団体の地方債起
債を特別に認可する︒③固定資産

市町村の関係黙約1．200名が参集、大会決議を行ない、新産都市

μ9

燦
…．

@
@
@

記念館に集って「日向、延岡地域新産業都市指定促
・
進総決起大会」を開きました。
新産業都市法については皆さんは新聞、その他でこ承知のことと思いま
すが、要するに大都市の過剰人口をできるだけ地方に分散し、産業、文化
などを全国的に均衡にし、未開発地帯の開発をなし、そして国民一人一人
の所得を等しくしょうというものであります。そのために国は10ケ年間、
道路、港、鉄道の交通網の画期的な整備をしょうというものであります。
県で計画したものによると日向、延岡地域が指定を受けたとすると毎年

②大会当盤主会場にあてられた延岡野口記念館には、県北八ケ
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．になりぐいま受験希望者を募集しています。関係者の方は技能向上の1巽五一料料料をお市付人すい十で月塗す手
ためぜひ受けてください。

．

ll雑編霊艦ε蓮華医お1巴毒嬢璽警

．△受験申込先＝宮崎市別府町10番地、宮崎県民生労働部職業安定課。
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完1険とまにず

鮮蝉耀くわしいことは市役所澱課までおたずねくi黙韓華騨聡慧暮雲饗1

また．二級建築士の試険も今月16日（土、↑7日（日）延岡市で行な呈1万

われ甑ご希望の方は謙を受けてくださ・㌔

融融でし六三た融年る三縄

．以内の家庭ば免除きれると考鑑て

資

閥．で日金要目ま小十は申壼
、、 ﾜとな業し三七か小（理

・

市では︑市内中小企
業者への事業資金の回

し．目的で︑昭和三＋七年

資も早強上申う企和興し．録

期の万資必小け業三を

資限度額など次のとおりで愛．から
せいぜいご利用ください︒一

．

△融資対象湘③旧向市内に住所を
有する個人︑又は法人企業者で
あること︒②原則として南込み
の時までに日向市内で引続き一
年以上商工業を営んでいる業者
﹂であること︒③宮崎県信用保証
協会において取扱ヶ保証対象業．
種に該当する業者であること︒
④申込みの時までに納期のきて
いる市税を完納しているこど︒
△融資限度閥一企業者一口二十万

円以内︒︑

へ

．△融資期間11一ケ年以内4

ノ

△資金使途11事業経営上に必要な
運転資金︑設備資金︒

なお︑くわしいことは市商工水産

課までおたずねください︒

さらに第三第四の防除遷

早期水稲のオオイ病．一．斉防除は

△償還11資金の償還は一括償還︑．
︑または分割償還︒

利部 △保証料腿日歩四厘﹂

醐鴎譲聴講工当課に提出

られる方は、気軽にこの相談員をご利用く

ださい毒煙繍歪力委員は、市内亀崎北区（九電前）綾部末吉

還し一型猛れ度市で育円＾
、す口、経ばを中、成滑σ
融る二設営｝も小昭振に奪

・△保証人11二名以上︵保証人億市

籍納幾三叉謙顯
議輔藤購講爾︐

る四月二十日がら二十三日号で
圭回目ざにの
防除一大
第一回目を︑五月六臥かち八且︑

融糊あ軸も》かゆ餓盛も客翼ナ命ぞおります
@

行政面晦溝をも1ってお

す資を円滑にし︑申小企
ま業の育成振興をはかる

一

内容的に懇々華多あウ当然個人の申告では解決できない問題も、行

政韻脚ζよ綿々魏矯輔にています．

資日二業資三
日向市中小企業小口融

．

︷貸

、

資おて転の

遷貸、資事こ制．向的のを謬

幽趣欝う騨飴網四三も儲で穿・
◎釦慶苦騨ま完熟劃ト◎

雛馨を貸します
これは︑．園田企業者

市民税や保険税のように、納入率に応じ仁報償金もでますので、組
合を結成されるところは、煙弾廣を嚢林課まで提出してください。現

を資制度をもうけました

の給疲をすすめています。

金金

④

⊥薗▲皿一A−L
，↓ザワ．L…
中小企業者の方へ
資資の事業経営上必要な運

農林課では共済掛金の納入をたやすくするため、共済掛金納入組合

相談にきてください︒市民税のか
かっていない人は同じく免除され
ると考えて免除の申請を皐冒にし

巽

三に

．てください︒なおわからないこと

◆紬入担合を結成しましよう◇．
◆紬入組合を結成しましよう◇．

は市民課年金係へどうぞ︒

、《
、《

すな髄すのいだなんゆけ円う

ii円の方．納まくゲくて又に％わ

饗零．︑ハ嘱

捌奪∴．
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