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層住 み よ い

：⁝とじておくと便利です⁝⁝⁝O

発編

行集

号所人

月

国づくりのために！

わたくしたちの︑恵まれた郷土を︑よりいっそうすぐれた町に育てようという

そうして︑昨年︑十一月市民憲章制定発起人会によって市民各階層からなる

いうことになりました． ．

市民憲章の文案は広く市民から公募し︑それを基本にした﹁日向市民憲章﹂が

起草委員会が設けられました︒

発表は︑四月一日︑市制十五周年記念日に市役所前広場において盛大に行なわ

ここに制定きれたわけです．︑

れました︒

明るく︑豊かな︑住みよい町づくりのため︑みんなで市民憲章を守りましょ

こんごは︑この市民憲章制定の趣旨にそって︑

う︒

各官公署、事業所、集会三等に配布された市民憲章

日 向 市 役 所
総務課 文書広報係
・

131
ノレゐ．
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市民憲章を制定

噸較、

一

声が高まり︑まずその目標として︑だれにも親しまれる市民憲章を制定しようと

饗

毒
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昭和四十一年度第．一回定例市議会は三月十日から開かれ馬．

四十一年度予算案や市清掃条例の一部を改正する条例案など
三十七議案について︑審議された結果︑全議案とも原案どお
り可決承認され三月二十四日閉会しました︒．主なものは次の

額の整理です︒

退職に伴う人件費︑土木費︑諸支
出金等の補正と執行残による不用

消防団員に職務手当
消防団員の職務．手当は︑いまま
で部長以上に支給されていました
が︑団員の消防に対する責務と士
気を高揚する意味において︑更に
団員にも支給されることになり︑
市民の生命︑財産の保護に努力さ
れるご苦労に報いることになりま
した︒

︑

噌

され人口が急増しています︒これ
にともなって︑保育該当児も増加
してその対策が考えられていまし
たが︑開知屋開拓組合と旧向市農
協の特別な協力を得まして︑昨年
十二月︑日知屋保育所の建設を工︑

費五百五十五万円で着工し︑ζの
この保育所は定員六十名で四月

三月に完成しました︒
十一旧から入所します︒

城山墓園を塩見中山崎に
造成
東部土地区画整理事業にともない
墓地の移転︑換地が必要になりま
したので︑これを主体に︑市内に
見中山崎に城山墓園を造成してい．

散在する墓地を統合するため︑塩
ます︒

墓所の区分は︑四︑六︑十二平
方メートルの三種で︑使用料は蕩

墓所一平方メートルにつき六千円
になつ・ています︒このほか管理料

．として一平方．メー手ルにつき年百・

偶を組めなければなりませんコ

響

わ美々津．簡易水道料金を∴

改正
美々津簡易水道の水道使用料金
は四十一年四月から家庭屠は三百
円︑営業用は六百円︑超過料金三
︑道なみの料金に改正されました︒

十二円など全般にわたって︑上水

監査委員に三輪龍一氏
監査委員．の児玉清．氏が去る二月
︑二十五日なくなられましたので︑

た︒

後任に三輪龍一氏が選任されまし

職員の給与を改正
国家公務員の例にならって市職
て．平均六︑四パーセントをアップ．

員の給与を昨年九月にさかのぼっ
ぎれました︒

3冨；；＝＝＝3●一＝＝3＝＝一＝2冒＝・＝＝＝・．一．＝＝．＝■＝＝︐︐一一●．．一■●一昌・＝＝冨﹁一＝＝＝＝3一：＝＝330
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ル

一説には︑周時代の暦で四月は
十二支の卯に当たるので︑それが
日本に伝えられたともいわれてい
ます︒いずれも︑陰暦ですから︑
いまの太陽暦では五月に当ります
さて︑い欲いよ陽春四月を迎え
ました︒まず︑入学︑進学︑就職
組の初勤務などコいずれも人生の
]機を迎えるこの人たちを心を

しれません︒

四月の和月を﹁卯月﹂といいま
す︒その由来は︑一般には︑四月．
は卯の花の咲く季節という意味か
らきているといわれています︒し
かし︑むしろ︑稲のたねを植える
月i植月一がなまって﹁うづき﹂
となったとする説が︑正しいかも

3
こめて励ましてあげましょう︒

役所はこの四月から四十一年度
にはいり︑いわば年の始めといえ
ます︒ 一般企業でもこれに合わせ

たいも一のです︒

て会計期にはいるところが多いよ
うですが︑ぜひ︑好景気を期待し
一方︑日向迎洋園では︑つつじ
の咲がほころび︑お花見でにぎわ
っています︒野にはかすみがたな
びき︑木々の若芽がもえ︑花もほ
ころび︑小鳥も長い灰色の冬から
ぬけ出して︑春の明るい陽光をむ
かえて喜びO歌をうたいはじめま
す℃まさに行楽の時きたるという
わけです︒さて心も体もうきうき
とはずむ季節ですが︑こういう月
こそ︑一か月のプランを立てて︑
とかく放慢になりがちな生活をひ
きしめていきたいものです︒

こうではありませんか︒

そしてねばり強く︑たくましい
精神をもって将来の大日向市を築

う︒

を期待している︒特に伸びてゆこ﹂
うとする人の足を引っぱってはな
らない︒大樹も長年育てることに
よって大きくなるのである︒さら
に生活の中に︑文化財を大切にす
ること︑音楽や美術を愛すること

一︑積極進坂の意気をもつて
働きましよう
働くことによろこびをもっと同
時に積極的に元気ではたらき︑豊
かなまちをつくる気概をもたなく
てはならない︒また仕事に誇りを
もち︑いきいきとした職場にしよ

などが出たなぐてはならない︒

よっ．て立派な人材が多く育つこと

文化どは教養である︒文化を高
めるためには一人一人が教養を高
めなくてはならない︒このことに

堅匪R．．こ！
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に気持ちのよいことでしょう︒

一︑会合の時間を正しく守り
ましよう
会合のとき︑きめられた時刻に
正確に開会し︑予定の時刻にきち
んとおわることができたらどんな

の根本になる問題だと思います︒

世の中がますます複雑化し︑近
代化してゆくにつれ︑時間の尊さ
は︑いよいよ増すばかりです︒こ
のことは明るい住みよい町づくり

か︒

わたしたちは︑まず日向時間の
悪名を追放しようではありません
一︑公共の物をたいせつにし
ましよう
公徳心のないところに町の健全
な発展はありえないし︑個人の道
義心もめばえない︒そういう意味
で︑まつ公の施設︑公の物を大切
にする心を育てることからはじめ
よう︒そのことが︑やがて家を愛
し︑まちを愛し︑郷土を愛しハ国．
を愛する心になると思います︒
一︑教養を高め︑ひろく人材
を育てましよう

一、

・ごみ収集料金を四十円に

領下げ
環境衛生に対して認識の高まっ
ている今日︑一般家庭のごみ収集
料金はなるべく安くして︑清潔な
明るい町をつくろう︑また︑市民
に対するサービス行政の水準を高．
めようということから本年四月一

日目り特別清掃地域内のごみ収集
料金は︑六十キロ未満のむのにつ
いては月四十円︑六十キロ以上百
．キロ未満のものについては︑月七

︑になりました︒

十円などと家庭用を中心に値下げ
﹂また︑この機会に岩脇︑美々津
の収集をはじめる計画です︒

地区へも区民の協力を得て︑ごみ

日知屋保育所を開設

︑︑

日知屋地区を中心に住宅が建設

ず一←ト∵

︑

二︑市民憲章の解︑設

す﹂

前文﹁緑と黒潮につつまれ美しい
環境と良港に恵まれたわたしたち
日向市民は︑ひまわりの花のよう
に明るく人情豊かな住みよい町を
建設するためにこの憲章を定めま

て感謝にたえません︒

ほんとうのようです︒

元来私ども日本人は社会の秩序
を守る心が弱いといわれ︑それが
いろいろの混乱をもたらし社会の
進歩を阻害していることはやはり
へお互いのB向市をよか美しく
し︑よい家庭人どなり︑より生き
がいある人生を築くため︑もっと
勇気をだして正しい社会牲を養う
ことに心がくべきではないでしょ
うか︒

この憲章を全市民のものにする
ことによって地域社会全体の発展
速度を早め︑それに伴ってみんな
．もまたより幸福になれるものと信
じます︒

亀

とおりです︒

ー

四十年度の一般会計で四千百四
万七千円を追加し総計で七億五千
こ0

．三百九十二万二千円となりまし
ア

特別︑企業会計では百五十万円
を追加し総計二億二千七百五十七

︑

補正の主なものは︑給与改正や

万一千円になりました︒

．叢ρ．・・

新産業都市としての建設をめざ

背後地にもつ︑よい環境の中で︑︑
限りない発展の基盤ができた︒

くりも同時に標ぼうしている︒
自然の良港︑細島商港と工業港
に恵まれ︑3らに西郷の山なみを

すわが郷土日向は︑緑．豊かな町づ

へ

今後は近代都市︑観光都市︑文
化都市としてめざましい発展をす
Z﹁市民憲章をつくろう﹂のボ
るため努力しなくてはならない︒
スター全市に貼付
黒潮の流れる日向灘を東にか
乙市民憲章文案の公募
婆の田園地と広大な背後地
4主旨の徹底と市民の声を充分
を有する美レい環境の申で︑新し
聞くことに意を注いだ
い道義の町︑明るい人情豊かな健
○起草委員会 四回開催
康で住みよい町を建設するための
○制定会議
道しるべの一つとしてこの憲章を
0市議会全員協議会に提出し承認
定め︑みんなで実行することを約
を受ける
．
束しよう︒
○憲章制定ならびに発表

みんなで守りましょう
s民憲章ができるまで．

ってきました︒

経過のあらましを一頁でのべま
したが︑私たちの日向市は昭和三．
十九年一月新産業都市の指定を受
けてより︑将来の都市づくりの目
標は︑明確となりました︒そこで
日向市民一人一人が日常生活の中
において守らなければならないこ
とや︑お互いにいましめあって︑
豊かなすみよいまちをつくるため
に︑市民のよりどころとしてのき
まりを定めようという気運が高ま

催

○発起人会兼制定準備委員会を開
○起草準備委員会の開催
t全国制定都市の資料収集

市民憲章に思う．
児玉袈裟雄．
日向市は︑さきに隔離と市の花

結びつ

を選んだが︑お互いの日常生活に

■A

l山川1川川lll川川川1田川lllllllll目IL
II川川川1田掴lll閥川閂川Ill川lllllllll

のより．

くいわ
ば﹁心

どこ
ろ﹂の
ような

ものは
まだなかったので︑このたび全市
民の盛り上る郷土意識の結集によ
って︑市民憲章ができたこと轍発

9

なお新年度予算については四︑五頁に記載しました︒

40年度最終予算は1
9億84，493：千円

最終予算て
四千二百万円の補正

ごみ牧集料金を値下げ

展途上にある日向市民の一人とし

r

市内各地を巡回しているごみ収集車
写真は

新年度予算など37議案を可決

4月の解説
……市民慮章発表会で憲章を朗読する兼藤さん（富小6年）と庁舎前
公園に建てられた憲章碑
写真は

．瞬﹂

3

、

｛−
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︐ 零︑

四十一年度本市の予算総額は︑一般会計において約七億五
千三百万円で︑これは四十年度の当初予算に比較して︑およ・
そ一億八千六百万円多く︑三十パーセントの増加となってい

当初は10億でスタート

大きく伸びた市の台所
⁝
ます︒

います︒

特別会計では総額が約二億二百万円で︑前年度の当初予算
に比較して︑およそ六千八百万円︑五十一パ：セントふえて

す︒

婦人団体︑各種文化的同好団体の
文化活動の助成費を計上していま
道路整備

八千メートル

簡易舗装を
市道︑農道の整備は町づくりの
基礎的条件であり︑さらに各地域
の振興︑生産物の流通の面からも
重視されています︒

このため︑市道および農道の整
備第一次五ケ年計画が策定され︑
今後遂次改良整備される計画であ
本年度を初年度として︑日向中

ります︒

ル舗装八千百八十層を失業対策事

となっています︒

中央通線︑草場細島通線は三ケ
年計画の最終年度で中央通線総延
長二千三百六十屑と草場細島通線
総延長一子三百三十規の舗装が本
年度で完了します︒

下水道本管を
三百八十メ﹁トル延長
生活基盤の中枢といえる下水道
は︑本年度中に本管三百八十三屑
が敷設され一千二百六．十万円が計
上されています︒

土地区画整理事業
・東部第二土地区画整理事業は︑

継続事業第二年度で三千七百七十
三万円を計上し︑そのうち九百万
円は補助対象事業となっています

会務生生働麗尊墨肥育訓債畑備
議総民衛労農商土消教二藍諸予

百円

しますので︑ご利用下さい︒﹁

なお︑この運動期間申︑表札と
郵便受箱を格安でごあっせんいた

すようお願いします︒

と郵便受箱をぜひお備え下さいま

いから実施するこの運動に皆様の．
ご賛同をいただいて︑﹁重ねて表糺

﹁郵便を正確により早く﹂お届
けすることができるようにとの願

なりました︒

そこでこのたび︑ ﹁表札と郵便
受箱を各戸に設置する運動﹂を四
月一日から六月三十日まで九州の
各郵便局とともに実施することに

であります︒

ヒてはかねてからお備えいただぐよ
うにお願いしておりますが︑実情
はなかなか思うにまかせない状態

証明事項一つにつき

の収入印紙を持参してください︒

で︑．証明を受けられる方は︑百円

が次のとお．り改正されましたの

四︑月一日から納税証明の手数料・

税務署からのお知らせ

納税証明の手数料を改正

れることになっています︒

観光面の主な事業では︑商店街
の街路灯設置費の助成のほか︑
日向美々津海岸県立公園内に道路
を四十年度に引つづき︑四十一年
度においても︑三百万冊で施行さ

・県立公園内に道路建設

給されることになりました︒．

す︒さらに︑消防団員の処遇を改
善するため︑新規に年額報酬が支

備が行なわれることになつ︑ていま

強化と消防団施設の整備とが商方
相まって︑完ぺきなものとなりま
すので︑こうした観点から︾化学
消防車の購入︑消防団施設等の整

tZゑ4︑56︒λ＆駐 陰性捻仏楓

巨郵便局から静

郵便受箱をお備え下さい
さいきん郵便物が大変な勢いで
ふえております︒このため郵便物
を﹁﹁早く正確に届ける﹂ように精

一ぱい努力しておりますし︑また
郵政省でも郵便事業の近代化を着
々すすめております︒しかし何と
申しましても︑利用者の皆様のご
協力がなくては十分な効果をあげ

る蘇質瀦静配遵願事

は︑世帯の異動︑団地の造成︑新
住居表示の実施︑道路交通事情等
にようて大きな影響をうけますが
特に毎日の配達の仕事の申で一番
支障をきたしておりますことは︑
表札がないことや郵便受箱の備え
がないことです︒ζのことについ

2．000

学校登校道路を含め︑・簡易モルタ

10．771

の舗装効果の向上と能率化のため

66．554

業により実施されるとともに︑．そ

︻写眞は改築された岩脇中学校舎︼

万円の補助金が交付されます︒
さぢに農業関係低利金融措置の
円滑化を図るため︑これまでの二
百万円の原資を日向市農協の原資

28．663

す︒

日

127．552

．に変更して︑四百万円とし︑その
利子を補給することになっていま

業

11．058

農林振興対策協へ
六＋万の助成

32．290

周回費費費費費費費費費費金高

147．864

グレーダーが購入されます︒

4■

87．371

曇

1

73．580

の事業実施の・一部補助として六十

1

一．

年度までの特定計画として建築さ
れています新財市団地に︑第三年
度として簡易耐火二階建三十二戸
が建設されるほか︑本年度を初年
度として︑櫛の山団地の引揚者住
宅を改築して︑中層耐火構造住宅
十二戸が建設されます︒

福祉会館建設資金の
一部を助成
社会福祉施策では︑生活保護︑
保育所の運営のほか︑民間社会福
祉活動を促進するため︑社会福祉
協議会に対し︑福祉会館建設資金
の一部として二十万円が助成され
ます︒また︑前年度に継続して児
童公園の整備もなされ聾す︒

化学消防車を購入
消防体制の充実は発展途上にあ
る当市では︑緊急を要する行政の

常備消防における機械力の拡充

一つであります︒

52，764

馳立体的な農業経営によって農地
ならびに労働力の生産性を高め所
得の増大を図り︑魅力ある農村層
建設することを目標としています
今年度は畜産︑果樹︑園芸︑森
林など三十六団体からなる日向市
農林振興対策協議会に対して︑そ

4．■

110．930

舗装が完成

金料

附記越収・

与糊付韻㌘出収

三方交及及支

方三方西南支産

畑地臨地分使国県財寄藻繰諸市
コノ

1

tZ345︒67︒a離婁t2︒5e4︒

16．770

千円
億

−蒙蓄歪白茅マ乱撃÷アー四丁菊・ξ妻．慣君・

78．701

中央通線等の

付

金

9．257

山山交金病数金金入金金金入債

1
1

街路事業では継続事業の中央通
線舗装事業が二百八十競︑七百五
十万円︑草場細島通線舗装事業が
六百二十材の九百六十万円︑草場
大曲通線街路事業が一千五百万円

噂
で

ことになっています︒

9し尿処理場に補助貯溜
そう増設
﹁．盗る〜清潔な住みよい町．づく
りの基本は︑上︑下水道の完備と
ともに︑ごみ︑し尿の完全処理に
あるといえます︒

当市では︑昨年の細島地区に引
きつづいて今年も美々津地区に多
数の赤痢患者が発生しましたが︑
このことからしでも︑衛生思想の
普及および施設整備を完全にする・
ため清掃員の増員︑ごみ運搬車の
購入費を百十万円︑この外︑し尿処

理場の施設に補助的な貯溜そうが
増設されることになっています︒

市営住宅四十四戸を建
最近の人口増加に伴い︑住宅需

設

33．805

の改善に最大の配慮がなされてい

一

1i5．509

企業会計の水道事業は︑収益的収入︑支出およそ四千百万
円︑資本的支出の九百万円となっています︒
この予算の申で︑特に重点をおぎ配慮された事項として︑
第一︑教育施設の整備
第二︑産業基盤︑生活基盤施設の整備のうち特に道路整備
第三︑農林水産業振興対策
第四︑環境衛生施設の整備 ．
があげられま す ︒
これから今年度の仕事の計画の申から主だったものを紹介︑
しましよう︒
一

・

3．509

ます︒

︑︑

184．485

富高小に屋内運動場

へ・

．予算編．成の基本方針．
市の財政事情は︑国︑県の公共 出においては︑↓消費的経費の一層
事業費の増大による市負担の増加
の節減と︑歳入については収入の
や人件費︑社会保障費︑公債再呈 完全確保に最大の努力を払い︑経
の義務的経費の増加によって︑苦 常的経費を抑制し︑できうる限り
しい実情にあるので︑限られた財 投資的経費を確保し︑新産業都市
源をもって最大の効果をあげるこ 財政援助特例法によるかさ上げ対
とを基本として︑創意工夫をし︑
象事業を一心に緊急性のある事業
財源の許す限り︑積極的に予算化
のみが採択され︑年間予算が編成
を図り︑健全財政確立のため︑歳 されました︒

二漁協の再建促進と
ハマグリの増殖施設1

北口
億

美々津中︑財光寺小は塘

19．203

社会教育面では︑文化水準の向
上のため︑前年度建設されました
南日向公民館の内容整備に所要の
予算が計上されたほか︑青年団体

50．465

改築

小中学校の義務教育施設の整備
充実は︑理想的な学校教育を期待
する上での大きな意義と児童生徒
に対する直接︑間接の影響力があ
ることで早急に解決しなければな
436

講欝慧総

哩04。956

を借入れ四百万円とし︑この利子
を全額補給することになっていま
す︒さらに漁協合併が成立する場︐
合を予想し︑四十万円が計上され

3．650

お宅に表札と

5．021
噛

らない重要な問題であります ︒ ・ 教

育委員会の意見に基づき︑本年度
の教育施設整備費は美々津中学校
や財光寺小学校の増改築︑富島中
学校の特殊教室の改築︑富高小学
校の屋内運動場建設︑財光寺小学
校のプール建設となっていま す ︒ ．

昭和四十年度教育関係事業費の
三千五百十一万二千円を上廻る六
千五十八万一千円が計上されまし
た︑さら に ︑ ． 学 校 図 書 の 充実を促．

進ずるため︑小申学校あわせて三
十万八千円が計上され︑教育内容

市会旧懐

鰺軸

37．7甜

﹂雪d︑一望．︐．謹．．︑ウ犀系ナ嘱掻幸︑随彊qぐ圭刀蔭︐．．︵．︑．

ノ

一般会計のあらまし
要は著しく増大レてきました︒
このため三十九年度より四十二

の始まった国事現場（下）

005．154

︑

183．128

写真は、クワ入れをする川端社長（上）と工場建設

39．376

ています︒また︑日向市特産﹁ぽ

210．000

去る3月13月工場建設用地で川端社長をはじめ市長、
議長、松木県議、県経済部長など関係者100名が出席
して盛大に行なわれました。

752．988

まぐり﹂の増殖施設を県の補助事
業として百四十万円で実施される

2000

盛大に阪和ニットの起工式

●

3．000

財光寺に准出する阪和早ット株式会社の起工式は、

・

．助

〔歳

27．944
、

入〕
〔歳

千円
億

茅算総額

；二

すでに沿岸漁業の行きづまりが
問題になっており︑漁業の根本的
なあり方を研究しなければなりま
せんが︑当面︑漁業協同組合の健
全育成に努めることとし︑美々津
幸脇両組合の再建促進のため︑
これまでの予託金八十万円の原資

、
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︐四月のりこよみ

臨時市議会

月日知屋保育所入所式

章の犯罪．や事故防止に
．防犯灯五八七個を設置

茁

ﾆなりました︒

㌦た︒本市でも例年になく︑多くの
米が売り渡たされ︑農家の大きな

昨年は︑全国的に稲の豊作でし

．市役所人事異動・

市では西丹一日付で次のとお﹂り
人事異動を発令しました︒

中野正臣︵市民課長補佐︶

．市民

財政課長事務取扱い 助役 収納
課長兼税務課長 井上鉄雄︵税務
課長︶ 建設課長 児玉高良︵建
設課長心得︶ 監査事務局出向

課長補佐 石川和彦︵総務課長補
佐︶・税務課長補佐兼賦課係長
三樹始︵賦課係長︶ 総務課庶務

係長兼．文書広報係長 黒．木辰義

長田中盛高︵収納第一係長︶商

︵文書広報係長︶ 財政係長 岩
永昭三郎︵出納係長︶企画統計係
長 佐藤重典︵企画係長︶保険係

工観光係長 西野直美 ︵選挙係
長︶教委出向 岩崎甚六︵保険係
長︶ 福祉事務所厚生係長 橋口
景紀︵共済係長︶ 収納第一係長
高山富士夫︵商工観光係長︶選管

出向 立川良一．︵厚生係長︶税務
．資産係長 佐藤毅︵農地係長︶

．長︶ 会計出納係長

黒木潔︵窓

農委出向黒木実︵資産係長︶市
民窓口係長﹁安藤保男︵用度係

口係長︶ 農政共済係長 鈴木重
徹︵農政係長︶ 総務課付甲斐三

めい虫︶の防除を徹底する︒

辺正親︵農林︶田中利幸︵．総務︶

・良︵総務﹀黒木留義︵農林﹀河野
成美︵農委︶荻原宇一︵教委︶黒
木花子︵ひまわり寮︶黒木文治︵
保険︶甲斐佳子︵市民︶ 総務課
黒木安則︵市民︶三宅賢明︵議会
︶・税務課 橋口和利︵奴納︶渡

五︑施肥は︑合理的に行なう︒

日高巌︑︵収納︶ 会計課 松浦康

収納課 黒木康弘︵農林︶ 市民
課 永翁幸生︵総務︶後藤愛子︵
保険︶ 保険課．黒木みさ子︵総
務︶井藤修身︵税務︶建設課 古
川マチョ︵税務︶松木優︵細島支
所︶ 水道課兼美々津支所 小林
賢司︵税務︶ ひまわり寮 前田
正之︵税務︶笹田芳子︵教委︶
農委出向．井淵次男︵財政︶ 財
政課 佐藤健︵農林︶落合竹一︵
農林︶後藤享恵︵教委︶ 農林課
黒木富士夫︵収納︶福祉事務所

鵜 毛︑籾木

．4月15日 田ノ原︑落鹿

で︑ご協力をおねがいレます︒
4月14日 宮ノ下︑高松

農業だけで充分生活できる農家
を育成するだめ︑現在︑経営耕地
面積が六十アール以上の農家を対
象に︑次の日程で調査をしますの

調査を実施

自立経営農家の育成に．

時闘は︑鵜毛︑田ノ原︑宮ノ下

は9時30分から︑その他は14時

から︑会場はいつれも公民館

田植賃金を申し合せる

去る三月二十五日の農業委員会

・において︑今年の田植賃金を∴関．
係機関の意見．を参考にして︑日当
五百五十円に申し合せました︒

入ミ︵細島︶細島保育所主任 柏r
田薫 日知屋保育所 小石淑子︵
細島︶ 上町保育所 児玉寿子︵
細島︶ 細島保育所 山田富喜代
︵上町︶ 上町保育所主任 塩月
知恵子

子︵建設︶ 幸脇出張所 松岡泰
子︵水道︶ 教委出向 笹田隆久
︵水道︶日知屋保育所主任黒木

4月18日

四︑病害虫︵ウイルス．︑いもち︑

三︑坪当り九十から百の株数を確
保する︒

丈二十センチの苗を植えつける

二︑本葉が︑四枚から四枚半︑．草

半から二枚のときに除紙する︒

一全国平均反収を追いぬこう一．

水稲の反収をあげ

さい︒

なお︑くわしいことは︑市役所
総務課防犯組合係へお問合せくだ

．きたいと思います︒．

の立場からもぜひ設置していただ

1暗がりには今からでも一︸
︑暗がりにおける犯罪や事故を未
然に防ぐことや町を明るくするこ
とを目的として︑昨年九月から本
年三月までの七ケ月間︑県下一斉
に﹁みんなで防犯灯をつけよう﹂
ダ
運動が展開されました︒
市の防犯組合実行委員会では︑
この運動を推進するために︑暗が
りの地域を調査し︑その地域の方
へ防犯灯設置についてお願いしま
したところ︑ご協力いただき︑防
犯灯設置目標五百灯に対して五百
八十七灯を設置するという立派な
成績を収めました︒

4月21日
二二塩見支所

4月21日
，
陣

毛仔豚せり市

。検査日程

冝@水 八市国民年金主管課長

棒峠かり、皿はかり、手動台はかり）

冝@土 日向市農林振興対策協
議会

幽

今年も︑次の点に留意し︑水稲
の安全多収をはかり衷しょう︒
一︑早期水稲の苗代は︑本葉一枚

掛役所車庫、4月20日

今後も引き続いて防犯灯設置を；
推進いたしますので︑防犯灯の必
要な地域がありましたら︑わずか
の費用で設置できますので︑防犯

今年も計量器の定期検査が次の要領で行なわれま「
取引や証明などに使用される計量器は、もよりめ≦

︒場

はかり、ます、尺の定期検査

競走大会

丁家庭の∫日」

日 第3回日向市一周駅伝

楽しいだんらんのひとときを

﹂

・

女、：22．801入r

す会

侶時〜16時

土 二才〜三才牝牛市

4月18日

4月19日

水選挙管理委員会
金隠良匠審査

南日向公民館

細島支．所．

月．八市福祉事務所長会

21．・22人1木水

．

で必ず受けましょう。
・計量器の種類
1．長さ計（はさみ尺、直尺、畳尺、巻尺）
2．・体積計（木製ます、金属製ます）
5．はかり（天びん、手動皿はかり、1
w示はかり、
．●

9時〜12時
1i塒〜16時

美々津支所引4月18向

共済評価員会

（前月より18睾人の減）1

嘔

9時佃15時
9時〜15時
9時〜15時
9時㍗12器

4月18日
幸脇公民館

−1
（増減なし）

会
（前月より406人の減）i

26日まで

嶽減）羅
計揃月

i
世帯数10・797

仔下
拝観

仔拝せり市

もれなく受けましよう
♂﹁﹂︐

ラ｝葺ヨ、おもり、増おもり
4

▼︑

4月17・、日は

11

13
16
17

25232220

12827
人口（4月1日現在）．1日日
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