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●

これは︑現在の江良浄水場が給
水人口の増加に伴なって︑漸次拡
張され︑三十九年度には︑給水人
口二万二千人︑一日最大給水量五．
千トンの施設にまで拡張されまし
たが︑その後も給水人口は増加し
本年﹁月には二万七千六百人を越
えました︒このほか工場や商店の
建設︑大型船舶の入港等によって
上水道の需要量は増大する﹁方で
現施設はこれに応じることができ
なくなったので︑権現原の約哨万
八千平方メートルに浄水場を新設

みました︒

一端は︑上水道第四次拡張事業と
して︑塩見権現原に浄水場を建設
することになり︑さる﹁月十七日
に現地で起工式が行なわれ︑甲斐
敦助役が最初のクワを力強く打こ

45
4

四月末には︑新浄水場から嘱部給
水ができるようになり︑高台地区
の水不足も幾分緩和されることで

．．︑
しょう︒

、

・

・

ソ

写真は建設用地にくわを打ち込む
甲斐助役

二月のくらし

R一﹁

︑

V

います︒

や不安感におちいりがちです︒

▼卒業・進学・就職などをひか
えたお子さんのある家庭では︑
それぞれの準備や心構えができ
ていることと思います︒いちば
んたいせつなことは︑家族全部
が︑暖かい気もちで見守ってや
ることです︒とくに大学進学︒
就職のお子さんたちは︑焦燥感

はたのものがそのペースにまき
こまれないよう心がけましょう
▼月末から春の火災予防運動が
始まりますが︑この季節は︑強
い風が吹き︑空気が乾燥し︑大

．火になりやすいのです︒タバコ
の火︑コタツの火︑ふろ場の火
など︑火の元はだいじょうぶで
しょうか馬もういちど確かめま
しょう︒子どもの火遊びも注意

をお忘れなく︒

▼また二月は︑きびしい寒さに
襲われるかと思うと︑ふっと春
を思わせる陽気がやってくるも
のです︒こんなときは戦列に出
て体をきたえましよう︒今月は
教育委員会が体力テストを行な
います︒あなたも﹁回受けてみ
たらいかがですか⁝⁝

の

り

①

ことしはうるう年に当たり︑
二月二十九日となりますが︑昔
から二月は逃げる月といわれ︑
あっという間に日がたってしま

デ

0⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝⁝0

・万人︑給水能力四万五千トンにす
四十二年度︵会計年度︶﹁は︑工

る計画です︒

費﹁千二百八十八万円で︑地盤改
良工事や排水開渠工事を熊谷組が
請負い︑四月末日までには完成す
ることになっています︒

この第唱期工事も︑起債等が計
画どおり認可になれば︑四十四年

●

︑

広報係

この新浄水場は︑本年度から四
十五年度までの四力年を︑第四次
拡張事業の第一期工事として︑総
工費五億三千七百万円で︑﹁日最
大給水能力六千五百トンの浄水場
を作り︑現在の江良浄水場と接続
して一日最大給水能力同国一千五
百トン︑給水人口四万唄千人とす
る計画で︑最終的には給水人口十

するものです︒

役所
編集人総務課

発行所日向

西市畑

．153

2月号
1968

Nから四万一千人給水へ

塩見に浄水場を建設

昭和51年9月第3種郵便物認可

2月14日発行
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工場建設が︑急ピッチで行なわ

財光寺に進出した宮崎カーペッ
ト株式会社︵辻田佐太郎社長︶の
四月から操業に入る予定です︒
．従業員は︑大阪および岐阜の工

れ︑威勢のよいツチ音が響いてい

す︒ですから︑自分はだいじょう
ぶだと思っていても︑車を運転し
ているうちに酔がまわってきて︑
事故を起した例は少なくありませ
ん︒酒を飲んでの運転はぜったい
にやめましょう︒
︑
まあ︑まあ
一杯ぐらいが
事故のもと

たってかち徐々にでてくるも．ので

らわれるものではなく︑叫定時間

︑●

ってください︒

この三つの点に注意して︑火の
取扱いや点検をじゅうぶんに行な

防署に連絡すること︒

▽山林などでの喫煙は︑火が消え
たことを確かめて捨てること︒
あぜ焼き︑火入れは︑必ず消

器も設置しておきましょう︒

▽プロパンガス器具は︑正しく扱
われているか噂器具からガスも
れはないか︒ボンベ︵容器︶は
屋外に出してあるか︒また︑非
常の場合に備えて塊有効な消火

元の総点検をしてください︒

また︑毎月十六日は﹁市民防
火の日﹂です︒この日には︑火

合図に点検をしてください︒

場に技術修得のため出向している
二十五人と︑新採用者をあわせて
六十人で︑年間唱億円のじゅうた
んを生産する計画になっています

この会社は︑カーペットメーカ

ます︒

！の辻田織物株式会社︵本社東京︶

立した︒ウイルトンカーペット

や岐阜羊毛工業株式会社︵岐阜︶
大阪じゅうたん株式会社︵堺市︶
等がおもに出資して昨年八月に設
︵じゅうたん︶を製造する資本金
一千万円の新会社で︑設立と同時
に︑財光寺の国道十号線から東寄
りの市有地一万九千八百平方メー
トルに工場を建設する覚書を市と
交換したものです︒

第一期工事は︑総工費八千万円
で︑鉄骨平家建の工場や事務所︑
食堂等一千二百七十七平方メート
ルの建物と織機や仕上げ機等の購
入および用地買収を行なうもので
工事は昨年末に着工して︑すでに
六十パーセント近くできており︑
三月末日までには全工事が完成し

春の火災予防運．動
サイレンを合図に火の点検
これから春にかけて︑気象的な
悪条件が加わり︑ひじょうに火災
のおこりやすい時期になります︒
この時期にそなえて︑二月二十
九日から三月十三日まで︑春の全
国火災予防運動が展開されます︒
この運動の重点目標は︑e 寝
る前の火元の点検︒⇔ プロパン
ガス︵液化石油ガス︶器具の正し

い使い方の徹底．⇔林野火災の
防止などです︒

▽火の元の点検は︑毎夜九時三十
分には﹁消防の時間﹂のサイレ
ンが鳴ります︒このサイレンを

．嚢伊．．予擁︐噛場湾翼﹂遷磁職．．・二

運転
はもちろん周囲の人が運転する人
の立場をよく考えて︑酒を飲ませ
ないようにすることがたいせつで
す︒

少しぐらい酒を飲んでも平気だ
と思っても︑飲んですぐ影響があ

I−−

−−︐．

会の開催︒
．−︐−

⁝

．一

二︑各民主団体との連絡及び協議

表会︑協議会等の開催︒

u習会︑講演会︑研究会︑発

のとおりです︒・

議会が行なうおもなしごとは︑次

公民館連絡協議会を結成．
先月の二十四日に公民館長会議
rが開かれ︑本市の公民館活動につ

いて協議しました︒その中で︑今
後の公民館活動をよりいっそう推
進していくために︑日向市公民館
連絡協議会を結成しました︒本協

道路改良を行なうため︑富高川に一

﹁前納と溜納﹂

野獣離罐醤のの驚

蘇講魏難慧
ます︒この税に対し異議がある場

二・定員 四十人︵二十室︶ ・
三︑募集人員 二十人

﹂
一

．﹁げ

．︑．

哩

構

二︑組合で納期内九五％以上の納︻．

入があったとき︑納入税額の二
％と納付書一枚︵四期制のもの
は四枚︶につき一〇円の奨励金
が交付されます︒

﹁

︑

一

︵組合を結成すれば各人ごとに
納付機関まで出向く時間が省け
少ない日掛︑月掛等で容易に完
納できる︒︶

一︑納期限経過後二十日めごろに

O滞納していると．

督促状が発行されます︒ ︵二十
円の手数料を負担しなければな．
りません︒︶

二︑納期限からひと月以内は日歩
二銭︑それ以降は納入日まで日
歩四銭の延滞金等余分な負担が
がかさみ行財政運営上支障が生

かさみます︒ ︵市としも徴税費
じることになります︒︶．
︵市県民

二月目固定資産税︑国保税︑農
業共済の最終納期です︒

⁝ミ︒⁝︒9ヲ3．﹁三＝ξ∋⁝邑−＝

税は唱月が最終納期︶納期内に納
めましょう︒

五︑経費入寮費三千円︵入寮時

難
﹁車︑名﹂を募集中

一r−I−ートー1．．li⁝一

教育等に使用する︑車の愛称を三
集しています︒応募は︑ハガキに

︑

亀

へ
．蛍〜二一∴・

害⑥︸ぺ

専門科目︑社

．

．

細島細島小学校

口にあります︒

該当者は︑三月﹁日までに申出
ください︒申出用紙は︑市民課窓

選挙人名簿に登録をしていない
ために当日︑投票ができないかた
がたがあるようです︒
登録は︑忘れないうちに早めに
すませておきましょう︒
O登録が必要な人
本年三月二日までに二十歳に達
した人で︑昭和四十二年十二月哨
日までに本市に住んでいた人︒

選挙人名簿の登錬は早めに

※開会は︑ 各地区とも午後七時

巧日

本郷
曾根公民館
新町︑富高 幸福神社
美々津︑裂干 立縫公
民館

会の日程は次のとおりです︒
2月15日 塩見 奥野公民館

び役員︑消防団役員︑実行組合長
納税組合長および老人クラブ役員
のかたは︑ぜひ出席してください

月二十九日までです︒

︑受付けは︑二月二十︻日から二

し込むこと︒

四︑受験の手続と受付期間
申込書に履歴書︑戸籍抄本︑写
真︵名刺型︶︑資格証明︑卒業証
書を添えて︑総務課人事係まで申

昭和四十三年三月五日︑午前九﹂
時から午後五時までっ

三︑試験の日時及び場所・

試験︑

よび面接試験
口保母︑専門科目︑社会︑作又
の筆記試験︑実技および面接

会︑︑国語︑数学の筆記試験お

e土木技術職員

二︑﹂試験の方法

．

車名を書き︑教育委員会に三月五
日着まで︒
賞金 五千円β市民︵市職員また
はその家族を除く︶の方に限りま
す︒詳細は市教委へ・

・

﹁

．鷲︑下心︐・︑晶．F

幽︑

四︑入寮できる資格
・
東京都内および近郊の大学に在
価する男子学生で︑身体強健︑
性行善良な人で︑保護者のほか
身元確実な保証人があること︑

﹁

．

・﹁瀞

．﹁﹁・三・三・．遷︑く孟．

へ︑

市職員の採用試験を実施

阜

市では︑昭和四十三年四月一日
から採用を予定している土木技術
職員︵四人︶と保母︵﹁人︶の試
験を次のとおり行ないます︒
験資格
e土木技術職員 高等学校の専
門科程を卒業した人および
これと同程度と認められる人
又は昭和四十三年三月三十﹁
日までに卒業見込みの人で二
十五歳未満の人︒

十五歳未満

口保母 保母の資格をもってい
る人または昭和四十三年三月
三十一日までに専門科程を卒
汐見込みの人で二
の人︒

三︑教育委員会︑社会教菅萎員会
市の関係課︑市議会︑各学校と
の連絡協調︒ −
四︑健全な文化団体の育成
六︑新生活運動の推進︑レクリエ
ーション等の開催︒

−

鑛轟轟鑓で轟灘遡騒雛

ｾの所在地

さい︒

騨購

日向学生寮の入寮生募集

ボ〜．⁝・⁝重■三・言〜孚⁝⁝竃三写ξ一昌−・⁝三7三署・⁝ξ⁝三冒・・≦ξ・塁・．三7三＝．⁝ 三

噌

糟 一︑組合を設立するときには設立
助成金︵三〜四〇〇円︶があり
ます︒

欄蜊f翫

い欝綾羅今回

γ鵜鞭感恩綱鰹

⁝瀟螺講螺

一合の申立は通知書を受けた日から

阪

⑤

．なお︑協議会役員には︑会長に神
野環視︵中央︶︑副会長 戸高汀
︵美々津中町︶︑書記会計 佐藤
藤男︵山下︶︑．このほか幹事に三

︵比良︶︑甲斐正弘︵高々谷︶︑

尾認太郎︵中町︶︑今岡義友︵申
原︶︑奈須政制︵中村︶︑黒木新

甲斐弘美︵金ケ浜︶︑松浦文夫
︵幸脇東︶︑戸高勝︵落鹿︶︑遠
藤重一︵曾根︶︑成合進︵亀崎中︶

たがたが選ばれました︒

監査 溝口勘助︵隅木︶︑岩切．
重行︵上原町︶さんら十四人のか

二月には塊区別懇談会を実施
本協議会は︑まず手始めに︑二
月．の公民館活動として︑地区別の

O

ピ

絶えな
県がまとめた︑・昭和四十 二 年 の

います︒

県内での交通事故は︑四千百九十
六件で︑史上最高の記録となって

を占めています︒

これを原因別にみますと︑速度制
限違反がいちばん多く︑酒酔い運
転は全交通事故の約七パーセント
また県内の交通事故で死亡した
人は凸百二十六人で︑このうち酒
酔い運転による事故の死亡者が六
人︑全死亡者の．約四・八パ ー セ ン

トを占め︑ つになってもあとを
絶ちません︒

車を運転するときは︑ぜったい
酒を飲まないよう︑また︑雇い主

富高川の高見橋を新設

一

さしかかる旧高見橋をとりかえ・
新⁝
一
しく架設するもので︑この道路改⁝
良事業の中で工事が行なわれてい
．⁝
まず︒

・
架設する橋の長さは︑七十六メ
．⁝

ートル︒幅は十二・五メートルで一
四十二年度は︑事業費約一千四百一
⁝
万円をかけて︑基礎部分︵下部構
一
造︶の工事を行ない︑上部工事は⁝
四十三年度まで継続して行なわれ⁝
一

一

この橋が全部完成するのは︑昭⁝

まず︒

和四十四年三月の予定です︒

〜
州騨

急．

操業は4月からの予定

交通事故／史上最高を記録

，

完成は来年三月の予定

▽

一
この工事のため︑地区民のみな
⁝
さんには迂回通行をおねがいして
一・

⁝慰緯錨繕

亀

4

草場大曲通線を結ぶ︑高見橋の
架設工事が昨年の十︸月から進め

、

一

σ

と
この工事は︑ 都市計画街路事業
として昭和四十年から五ケ年計画
で行なわれている草場大曲通線の

監

一、

懇談会を開催することになりまし
た︒各区長︑班長︑公民館長およ

日日日

ぼ

繍
「、

・

いします︒

242018

一、

財光寺の宮崎力・一ペッ

チ
ツ

工場建設
られています︒

」

広輻ひゆうが．2

広報ひゆうが

｣
二三三三三三慣1ざ響響撃1＝ワ∫
嘩
．・響￡翠鞭弩弓鐙7蔑錯ζ増

細島婦人の生活研究発
表会

壮年体力テスト実施
対象は三十〜六十歳
日ごろの運動が︑じょうぶで
りっぱな体力を作り上げ︑健康を
保持するための条件でもあること

この体力テストには︑全国平均
の体力が示されており︑テストに
よって出た自分の体力が比較でき
場合︒

二︑入園できる基準
父母ともに家庭列の労働者で︑
家庭内で子どもの保育ができない

ﾆき 二月十五日〜三月上旬
Aところ 市役所北側広場

さい︒

春を告げる植木市が開催されま
す︒ことしは明治百年半当ること
から︑その記念樹として庭木など
に利用されるかたもあるかと思い
ます︒ご希望のかたはご観覧くだ

﹁日向植木市﹂開催

す︒

ご希望のかたは︑福祉事務所へ
申し込んでください︒入所申請用
紙は福祉事務所に準備してありま

は異なります︒

保護者の納税額によって負担額

三︑保育料

ることになっています︒

対象者は︑三十歳から六十歳の
人です︒ご希望のかたはもよりの
場所に参加してください︒

塩見小学校
富高小学校
美々津小学校
岩脇中学校
富島中学校

二月二十日目ら二十九日まで

蜿W期間

なうものです︒

で︑先月に引き続き追加募集を行

っています︒募集人員は六十人

本年四月目日から財光寺保育園
に入園する︑保育児の募集を行な

保育園の入園児を募集

時時時時時

〆
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は︑いうまでもありません︒

市教育委員会では︑体力向上の
﹁環として︑昨年の十二月︑富高
小学校で壮年の﹁体力テスト﹂を
行ないましたが︑今回は全地区で
実施することになりました︒

﹁今後は︑運動を

昨年の体力テストでは︑自分の
体力に自信をもっている人でも︑
実際にテストを受けた場合︑年齢
に相応した体力よりもおとってい
ること︑たとえば︑四十歳の人が
四十五歳の人と同じくらいの体力
しか出せなかったという結果が表
われています︒

しなければと反省した︒﹂と︑テ
ストに参加された人たちはいって

保育実習生を募集

ています︒

県は︑昭和四十三年度の県立︑
児童福祉園の保育実習生を募集し

ここでは︑将来︑児童たちの保
育と指導にあたる保母を育てるた
めに必要な知識や技術を修得させ

る保育の実習を一年間行ないま

す︒

ご希望のかたは︑宮崎市原町四
宮崎県立児童福祉園へお申し込み
ください︒この制度は︑本年度限

りをもって廃止されますコ

蜿W人員 二十人以内
二︑受付 二月十日〜同二十九日
三︑選考 三月九日 午前九時
四︑選考場所 宮崎市原町四︑県
立児童福祉園
その避くわしいことは︑県児童
家庭課または︑児童福祉園までお
問い合せください︒電話③局三〇
四五番
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一、

2月のこよみ
冝@日

生活研究発表大会
市費協生活研究発表会

修会東臼杵郡婦人の

民生委員児童委員の研

冝@月 婦人集団検診

坙ﾘ

日

一、

十十十九十

弓⁝＝i雷巳≡一≡一一一■曙■一一≡⁝轟■璽一＝一一≡i■■■冨≡一＝i■■≡一≡＝i●■⁝≡＝i巳8＝≡≡＝■o璽≡＝一一≡翼■■一三≡置．．一≡藺三；■

「市長といっしょに市政を考える会」の第1回が、さる
の
2月1日に行われ、細島の井上利子さんたち12人が排水溝
やゴミ処理等の問題についそ相談されました。

いました︒

ノ

一一

十十十十十
九五三ニ曜
日日日日日
情でした。

﹁家庭の日﹂

行なわれ、成人者925人のうち約600人が参加、この式典も

自給飼料郡品評会 市

約600人が参加

匀ﾎ
子牛郡品評会

成人を祝う晴れの式典が、1月15日富高小学校体育館で

県民税申告相談始まる

始まる︵十五日間 ︶

農委選挙人名簿の縦覧

10日と25日までに相談の要点を広報係までご連絡ください

冝@水
匤

家庭児童対策指導者の

一︻

L
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18
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21

23
27

冝@火

11．517世帯6泄帯増

子牛せり市︵三 日 間 ︶

研修会

世帯数

こ・、

〜關糟

成人式盛大に終る

じ＼．

．L

この会は、市政に対する苦情や不満、日常生活で困って
いること、市政のためのアィデァ等について申込まれた人
たちと、市長がひざを交えて話し合うもので、毎月1日と
15日K行うことにしています。ご相談きれたいかたは毎月

闘ズ

O

・市長が市民の相談役に……
嵐rゴ

畦．

人ロ（2月佃現在）

「、

盛大におわりました。
参加した成人者たちは、これからは「はたち」になった
．ことを自覚し、責任と勇気をもって行動しますと真剣な表
り

46．121人275人増
合計
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