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購

ぼくは、ことしの四がつ、まん
七つで、しょうがっこうに入学し
ました。がっこうにもなれて、お

・蜜説
一1∵＝饗・

瑚麟試

．一
讐尊＼

〆

ともだちもおおぜいできました。
けいすけくん、しげゆきくん、ひ
ろこちゃん、みんなぼくのともだ
ちです。

やノ

まいにち、がっこうにゆくのが
ほんとにたのしみです。このまえ

こくごのじかんがおわったあと

行刃

引編

た。

みやざきで、ぼくたち一ねんせ
いとおなじ年のともだちが、じど

毎月10日発行

ノレゐ．108

日 向 市役 所
企画室広報統計係
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屡

セ

う車にひかれたはなしや、にゅう
がくしきのまえの日に、かいもの
のつかいにいったともだちが、じ
どうしゃにひかれたはなしもきき
ました。たのしいがっこうにもゆ
けず、ほんとにかわいそうだとお

鯉雛嗣
」

，

」

L

」

もいました。
勢

せんせいにつれられて、ほんと
うにおうだんほどうをわたってみ
ました。手をあげてわたったら、
っんてんしゅきんが、じどうしゃ
をとめたので、あんしんしてわた
ることができました。

これから夏は、いねむりうんて
ん、スピードのだしすぎで、じど
う車のじこもおおいそうです。

﹃

ゆっくりうんてんして、じこを
ださないようにしてくだきい。
【写真】手をあげて横断歩道をわ
たるよい子たち

辱

蝉騨

ロ

男女計

人

（5月1日現在）
19．891人

21．397入
41．288人

世帯数

9．640

ノ⁝⁝：とじて保存下さい⁝⁝⁝○

5

頭人人

64，

欝鶏
月

で、こうつうのべんきょをしまし
た。日向けいさつの、おまわりさ
んがきて、うんどうじょうに白い
せんをひき、どうろのかたちをつ
くって、右がわのあるきかたや、
わうだんほどうのわたりかたを、
じどう車やじてん車をつかって、
しんせつにおしえてくださいまし

＼

騒

五月十一日から
二十日までの十日
間︑全国一せいに
春の交通安全運動
が 行 わ れ ます︒

ことしの運動の重
点は︑

① 横 断 す るとき︑

安全をたしかめ
ること︒

②児童︑幼児の安
．全を守ること︒

③運転する人の労
務管理をよく行
うこと︒

④踏切での一旦停
止と安全確認を
守 る こ と︒

⑤故障車輌を運転

1番地を使わない

む

む

で

できません︒

畔幕︑芙薫

膿

ら二十日までの十二日間﹁児童︑
幼児を交通事故から守る運動﹂を
行ないましたが︑この間でも︑同
じく児童︑幼児が被害者となった
事故が三件も発生しています︒
運転する人も歩く人も︑お互に
注意しなければ交通事故の防止は

この運動を機会に︑日向市から
少しでも交通事故をなくすため︑
関係者はもちろん最大の努力をし
ますが︑なお一層みなさんのご協
力をお願いいたします︒

饗⁝はまぐりは
とらないで⁝血
めっきり夏らしくなり︑海に山
にと行楽シーズンがやってきまし
塾

＊

聖拠出制国民年金
に加入しておられ
る方で︑39年度の

あります︒

掛金納入が︑家計
の都合でどうして
もできない人には
掛金免除の制度が

免除の認定を受
けますと︑その一

年間保険料︵掛金
︶の納入が免除さ
れます︒次のよう
国
な方は︑年金手帳
と印かんをもって市役所市民課か
最寄りの支所︑出張所で免除の申
請をしてください︒受付け期間は
六月三十日までです︒

▽免除のできる人
①被保険者一人の場合年額所得が
五万五千円以下︒

﹂

ほんとに

美しい街です

掛金免除を受けない人︑また受
けられない人が保険料を滞納しま
すと︑年金を受ける場合︑給付額
が非常に少なぐなりますし︑また
滞納期間がながく続くと全然もら

さい︒

人も改めて免除の申請をしてくだ

りですから︑38年度に免除された

保険料の免除はその年度一回限

除されません︒

④家族が四人いる場合年額所得が
十二万二千円以下
⑤家族が五人いる場合年額所得が
十四万円以下
⑥家族が六人いる場合年額所得が
十五万五千円以下︵以下省略︶
その他特別の事情のあるもの︒
なお固定資産のある方で︑その
評価額が二十六万円以上の人は免

十万五千日以下︒

③家族が三人いる場合年額所得が

F 杁下︒

国でこの小倉ケ浜でもしかとれま
せん︒県では日向特産を守るため
いろいろな規制をもうけて︑次第
に姿を消しつつある﹁はまぐり﹂
の保護にのりだしました︒

市内では伊勢ケ浜︑小倉ケ浜︑
御鉾ケ浦︑高森山と家族つれで出
かけるには絶好の場所がたくさん
あります︒とくに小倉ケ浜は︑は
まぐりがとれるので︑家族慰安と
潮干狩をかねてこの地を訪れる方
が非常に多くなりました︒会社や
官公庁︑学校の休日を利用して︑
家族ぐるみでピザまでつかって貝
をとる︒ほんとに楽しいものです
しかし︑この地でとれるはまぐ
りは︑普通の貝と違って︑日向特
産﹁はまぐり碁石﹂の原料で︑全

た︒

．

鰯

ことしの秋には、19万本の花がそろって
美しい花を咲かせるようみんなで可愛がっ
、L

②家族が二人の場合年額所得が九

町

えました。

●

む

会った蹟守す﹁

して都気し・史ででは

たちのまわりをみてみますと、いたるところに、美しい風景、．
蹟などたくさんあります。こうした美しいところは、わたした
守り、より美しく育て、その美しさをいつまでも残してゆきた

たい︑とた︑手ので

しないこと
⑥道路に物を置かないで︑広く使
用できるようにしておくこと︒
の六項目です︒

四名がでています︒

なお︑日向町管内の交通事故の
発生状況は︑ことしになって九十
九件が発生︑死者二名︑傷者八十

●

この事故発生の主な原因をみて
みますと︑一番多いものがわき見
運転︑ついで安全速度違反︑子供
の飛びだしの順となっています︒
きらに︑ことしの三月二十一日か
ら四月二十日までの一ケ月間﹁運
転中は酒を飲まない飲ませない運
動﹂を実施︑いろいろな行事も行
ないましたが︑その間飲酒運転︑
酔っぱらい運転による事故が七件
も発生しており︑また四月九日目

こと︒

もうひとつは︑新しい住居制度
を実施しますと︑例えば現在区画
上では当然中央区にいる人が︑実
際では上町二区にはいっているこ
とがありますが︑こんごは区画さ
れた区に必ずはいらなければなら
ないということです︒

します︒

区域の土地所有者の方

区画整理が行なわれた

みせします︒

東部区画整理事業の換
地処分を行な．いますの
で︑土地区画整理法にも
とづいて︑その計画書を
次の日程でみなさんにお

この二点についてぜひご協力が
必要でありますが︑くわしいこと
はまた区長きんを通じてお知らせ

い︒

は︑必ずこの期間中にご
の計画書をごらんになってぐださ

の
ない

を、ちょうどオリンピックの聖火が日向市
を通過する9月10日前後に開花するよう植

蕪

ワb︐

む

のる川て商議
いそ街ゆ見し奇と

つくはずです。

ですから郵便物はもとより印鑑
証明︑住民登録︑選挙の名簿等は
すべて新しい住居表示を使います
ということは︑新しい方法を実
施したのちは︑これを利用しない
とこれまでの三種類以上の住居表
示以外に新しい住居表示が加わり
より一層わかりにくくなるという

一新しい住居制度
わたしたちが常に不便を

感じているもののひとつに
住所がわかりにくいといっ
たことがあります︒たとえ
ば市内駅前あたりでは︑ 日向市上
町回丁目というかと思うと日向市
大字日知屋何番地といったり︑ま
た上町影響ともいっています︒市
民のみなさんでも正確にわかる方
は少ないと思います︒

これがもし県外あたりからはじ
めて来た入ならなおさらわからな
いでしょう︒これはもともと日送
屋地区の一部に鉄道がしかれたた
めに︑現在ではこの鉄道を境にし
て富高と日知屋を区別しているか

まず新しい・﹁住居表示﹂が い ま ．

ご協力をお願いします︒

市内の中心附近に実施することに
なり︑いま準備をすすめています
新しい居往制度が実施されるのは
八月頃からになると思いますが︑
これに先だって次の二点について

日向市でも︑ことしあたりから

りだしました︒

所をわかりやすくする法律をつく
り︑わかりにくい住所の解消にの

このため国は昭和三十七年に住

損害をだしております︒

複雑に入りこんでいるため︑郵便
や電報が届かない例がたくさんあ
り︑これだけでも一年間で莫大な

さて全国にはこのように住所が

らです︒

たちは、日頃この街に住
、その美しさにあまり気づきませんが、いったんこの街をはな
会の雑沓の中で生活し、日向市に帰ってくると、その美しさに

う敵細響瑳議鷲日編霧製わでん
てれき つわ名勝ちのいも市

帯状に南北に延びた国道厚
いに果しなく続く美しい街
の中央には満々と水をたた
るやかな流れをみせる耳目

までの住所と異なる点は︑全然番
地を切りはなすことです︒すなわ
ち新らしい居住表示を使いますと

せください︒

貝長六センチ以下のはまぐりは
とってはならないこと︒雁貝をと
ったものは一万円以下の罰金をと
ること︑漁業調整規則で漁協の組
合員以外の者はとってはいけない
ことなど規則がありますそして監
の防止を呼びかけでいます︒

親員もおいて厳重な見張りで乱獲

めてください︒

これから夏にかけて︑一段とこ
の地を訪れる人が多くなりますが
わたしたち日向市民はもちろん︑﹂
よそからきた人たちが︑このきま
りを知らずに﹁はまぐり﹂をとっ
ているよヶな場合は︑お互に注意
し合って︑はまぐりの保護につと

最寄りの場所でどうぞ
年金受給者の所得届出

ないことになっています︒

福祉年金︵老令︑障害︑母子の
各年金︶を受けている人は︑毎年
六月一日から三十日目での間に︑
昭和三十八年度分の所得状況定時
届を県の方へ提出しなければなら
その受付事務を次の日程で行う
ことにしましたので︑年金証書と
印かんを持って最寄りの場所で届

︑

5月1日〜31日μ市役所市民課

け出をすませてください︒
5月14日〜15日レ細島支所
5月18日〜19日獲岩脇支所

5月ゐ日〜％日H美々津支所

5月21日F幸脇出張所

．時間はいつれの場所も午前九時
から四時までです︒

﹁やまびこ文庫﹂は︑細

いままで︑市立図書館で
貸出ししていました県の
行うことにしました︒

島支所でも貸出し事務を
いま約百冊をとりそろ
え︑細島地区のみなさん
のご要望にこたえていま
す︒ご利用ください︒

冝̀18日硅財光寺地区︑16日〜

臨藩機羅購闇

十五日までに立ててください︒

野帳はみやすいところに︑必ず

行ないます︒

市農林課共済係が︑昭和39年産
の麦の損害評価をつぎの日どりで

野帳はみやすいところに

一︑2︑3月分は4月釜日まで

10︑11︑12月分は1月31日まで

7︑8︑9月分は10月31日まで

4︑5︑6月分は7月31日まで

ず期日までには納入してください

．らせしますと次のとおりです︒必

なお参考までに納付期限をわ知

意してください︒

受けることがありますので十分注

えなかったり︑県から滞納処分を

やまびこ文庫

また、一般家庭の庭先にも「美しい花を
植えましょう」と花いっぱいを呼びかけて
います。一坪ほどの少さな花壇でも、それ
がみごとに花を咲かせたとき、ほんとにみ
るものの心をなぐさめてくれます。
美しい街づくりのため、この花いっぱい
運動にもみなさんのご協力をねがいます。
ゴミ

冾P一岩脇地区︑18日〜20日11美

々津地区

また、ことしから、家庭や職場で体操しましようと「職場体
操運動」をおしすすめていますが、この運動に対しても、各
職場や市民のみなさんのご協力で大きな効果をあげています
おとしよりから小さなお子さんにいたるまで、だれでもで
きる簡単な体操。それをおぼえて、家族全員で朝食前に行う
とき、職場の同僚と昼食前のひとときを利用し行うとき、ほ
んとにいいものです。こういつた意味からも、こんどの体操
祭日向市大会に、多くの
方が参加されることをお
すすめします。
この体操祭では、だれ
でもできる簡単な体操の
・ほか、ラジオ体操第一、
第二、特殊体操のご指導
もいたします。
なお、日時、開催要領
は次のとおりです。
▽日時＝5月17日9時開会
▽場所＝富島中日知屋小
▽参加者二小学生、中学
生、高校生、一般、ど
なたでも参加できます
大会が終ったあと、第二
回市民球技大会を行ない
ます。種目は庭球、卓球
バレーボール、ソフトな
ど五種目、大会に参加ご
・希望の方は市教育までに
お申しみください。

この流れがそそぐ太平洋
、奇石に打ちくだける白
浜、青い海と松林との重

▽縦らん期日1五月六日から十九
日まで
▽時間ド八時半から五時まで
▽場所卜市役所建設課
なお︑くわしいことは市役所建
設課︵電話2111︶へお問合わ

細島支所に
16

てください。

ものがありました。・

懸

ビヤ、マリーゴールドなど草花19万1千本

金

日向署管内

和k・、

市では、ことし日本体操祭日向市大会を行うことにしまし
た。この体操祭は体育レクレーシヨンをとおして全国民の体
位の向上をはかるために行なわれるものです。
・
わたしたちの街でも、昨年の市民合同体育祭からスポーツ
熱が高まり、県民体育大会や地方大会での活躍はφざましい

18

美しい郷土つぐり運動ゴをおしすすめる中で、こんど国道

●

掛金の納入が困難な人ぱ

民

家庭で職場で体操を

ことしになって99件が発生

十号線ぞいに、カンナ、ハゲイトウ、サル

掛金見除の申請を

は、ほんとに美しい萄です。
この広い盆地の四方を生垣のよ
うにしてとりまく緑におおわれた

．戸籍と土地の関係以外は全部番地
を使わないようになります︒

みてください

年

日本体操祭の日向市大会もひらく

向市をはじめて訪れた人のだ
が、こうした風景をみたとき
んとに美しい、青と緑の街で
」と異口同音、わたしたちの
美しさに感嘆の言葉をもらし

換地処分計画書

わたしたちの郷土「日向市」

＝春の交通安全運動一
市街地で実施

広転ひゆうが
昭和51年明第5種郵便物認可
昭和31年9月第5種郵便物認可

広報ひゆうが
3

広報ひゆうが

昭和引年9月第鍾郵便物認可

．灘τ篶欝瓢＿、諌
准

1

4

市内に新しい観光
みやげ品
《貝細工））

洋果糖の総合甘味工場の建設が急ピッチで進めら

日向市に新しい観光み
れていますが・この工場建設用の資材を積んだ船 やげ品がおめみえしまし
がさる14日工業港に入港、小雨の中で、1万トン級の岸壁に初 た。
荷揚げをすませました。
日向市特産の「すわぶ
この船は、岡山の大同コンフリート工場から、基礎固め用の てはまぐり」の死貝やサ
10￡｛のパイル263本を積んだ和洋丸（粥トン）で、同日の夕刻

クラ貝、フジツボ、サザ

荷揚げをすませて出港しました。これから同工場の建設が本格 エ、アワビの貝を材料に
化すると大型船舶の出入港もはげしくなり、工業港の岸壁もそ した貝細工で、日向の民

遷

の荷揚げ

弾

謡、民話を造形した「ひ

でにきわ えつき人形」 「刈干娘」
うことで のほか「鶴と亀」 「松竹

ノ

庶

幽

しよう。．

梅」

（写真は
工業港岸
壁での初

などその種類も関余種。

荷揚げ）

「横綱の土俵入り」

貝細工をつくっている
人は甫内梶木の玉井佐平さんと妻のハジメさんの2人。
3年前に市内小倉ケ浜でとれる多くの貝を利用して何かみや
げ品はできないものかと手がけられたものです。初めは幼稚な
ものでしたが、市の商工課の指導や宮崎の青島で売られている
貝細工をみて勉強、いまでは日向市を訪れた観光客に人気を呼
んでいます。

戸籍謄抄本請求は

θ

う。■排水みぞは水とおしをよくし
パンゾールなどの薬をまきます。6
■天井裏を平ぼうきではき、DDT

りおこし、ウジを殺すくすり〈ベン
ゾール〉をm倍ぐらいに水でうすめ
てまきます層消毒薬、殺虫剤等は、
区内ごとまとめて申し込みになばれ
市衛生課であっせんします。

この資金は経営の安定をはかる
ため次の負債を整理するために貸

鷺超墓量畿魏圭

ル液でよくふきましよ．う■便所のく

付けられます︒

みとり口の周囲を15センチぐらい堀

︑次のことを調べて

越眼華了質三塑焦

ω農地取得による負債の整理
＠病気による負債の整理
の相続に関するもの
の災害に関するもの
なおわからないことは農業委員会

近代化資金を貸付

います︒

県では︑ことしも申小企
業の振興をはかるため︑近
代化資金の貸付を行なって

・件11

とに話し合って、同じ日に行うと大

論，無塩織腎鍵論Σ

ミなどの害虫を徹底的に退治する白

そうじを

以内︒

大

企業の

かBHC乳剤を噴霧機でかけます置
「のみ」は床下でたまごを産みます
からBHCか硝石灰を■戸棚や押入
れの奥のネズミの糞をとりクレゾー

ことしは地区ごとに実施日はきめま

春です

貸付対象設備購入費の

コ設備近代化資金は十
三百万円以下︒共同施

．利子

二十万円以上︒

．と期間コ償還期間は五
一方法は一年すえ置き四

年還法無は上額一ll条

三償還
二名以上
期間ほ
九年五月三十日まで︑

いことは中小企業相談
わせください︒借入れ

準備してあります︒

︸手術で入院

は︑じんぞう結石のた
したが︑こんど手術の

日頃から約三週聞の予

明すで長が・も合し即け
ることになりました︒

務を代行します︒

留守中は助役が市長にか

姦馨欝戴醗酵響鞠篁繍．四企ご

までお問合わせください︒

い話小

小
中

▽

ご希望の方は︑ 今月末までに中

▽

市民課戸籍係では︑ただいま焼
失した戸籍の再製に努力していま
すが︑完成するまでには︑まだ相
当の期日を要するみこみです︒
この聞︑戸籍謄本の請求があっ
た場合は︑仮戸籍を作成し︑それ
にもとづいて謄抄本を発行してわ
ります︒この仮戸籍をつくるのに
係からおたずねすることがわから
ないと大変下聞がかかり︑おそく
なりますので︑謄抄本を必要とき
れるときは︑お手数ですがあらか
じめ次のことを調べてご請求くだ

▽▽

小企業相談所︵商工会議所内︑電
話四〇六六︶ へお申しこみぐだき

▽

市農業委員会事務局で

は︑いま昭和三十九年自作
農資金の貸付を行なってい
ます︒ことしから利率もさ
がり︑貸付は農家のみなさ
んに大変有利になっていま

す︒

務局へお申しこみくださ

利率は次のとおりですか
ら︑ご希望の方は早目に事

諸所な▽

さい︒

勿

①本籍地
②筆頭者︵戸主︶のなまえ
③同じ戸籍内にいるもののなまえ
及び生年月日
④婚姻︑離婚︑養子縁組など届出
された場合はその届出年月日
⑤他の市町村から当市に転籍され
た場合はその届出年月日

付

器

自
い︒貸付け申請書など全部

準備してあります︒

人に貸付けられます︒

定入ため

④農地︑未墾地取得資金−利率五
分五厘の八十万円まで
この資金は︑いまから農地︑未墾
地を買い︑経営を広めようとする

②自作農継穂資金H利率五分の五
＋万円まで

）

金の貸

作農

（写真は貝細工に専念する玉井さん）

