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市長や課長を交え

F

し

．・︑り

・︑﹂幽．

なお︑会場には婦人の内職を生

かした衣類︑敷物︑人形や健康

ードが漂っていました︒

食︑生活学校のいろんな研究資料
が展示されたほか︑壇上には生け
花がいっぱい飾られて︑婦人のム

入りようでした︒

ました︒

市長も〃冷汗が出ました︑みな
さんの貴重なご意見をできるだけ
市政の中に取り入れてゆきたい〃
とあいさつされ︑全体討議を終り

、

．．で

い

．

㎜

に出かけ︑暖かい春のひざしに大

㎝てぐださい︒

一

ザ

っ

が

ゴ

一

︸の請求や税金の納入などお忘れに・
㎝なっているかたは︑早めにすませ﹂

皿会計年度が終ります︒市への諸金一

︶を散らかさないように⁝⁝︒
⁝▽ この三月で︑昭和四十二年の一

ガ

一の施設や樹木をいためたり︑ゴミー

一てはいかがですか︒ただじ︑公共 ⁝

蒔籍離鞍ド謄黎贈堕

ノ

▽ これから暖かくなります︒
〃家族ずれで︑ピクニックやあそびヘ

ブ

へいっしょにあるいて︑交通安全の
実施指導もお忘れなく︒

⁝校の道順は安全なと・ろを選び︑︷

︸生活にはいる心の準備をしてやる〜
︸ことが大切です︒また︑登校︑下

雁雛漿期は翻⁝

へ▽ 新入学︑入園児のおられるご㎝

⁝が議鍵三三礒明さ⁝

7い月でもありま究

▽ この月は︑受験︑進学︑卒業へ
一就職などのことで︑こどもを中心へ
〜とする雑事が多く︑主婦は心労の

ち

ぶ訪ずれていま実

￡鯖弊馬繋％曙

三月のくらし

盤塾

v

「
、．

、

6；﹁⁝⁝とじておく乏便利です・⁝⁝：0

茄市三

号繍
行集

画所人

第十五回日向市婦人の生活研究発表大会が︑さる二月十八日に市役所大
会議室で行なわれ︑七人の各校区代表による研究発表や市長をはじめ市

婦協からは﹁税金が安くならな
い﹂とか﹁成人式参加国の服装や

長全員に登壇願い︑ ﹁市政につい
て﹂のテーマで行なわれました︒

審査の結果︑県大会出場者は御手
洗ときわさんに決まりました︒
午後は︑市婦協がはじめての試
みとして︑全体会議に市長や議長
助役︑収入役︑市の課長所長︑局

広報係

年齢のことはどうにかならない

一■

㎝

、

、
．㌔

．、

㌔

、

役所

か﹂﹁工業港周辺における農地の
土地利用計画はどうなっているの
か﹂など矢つぎばやの質問があり
予定時間を三十分略延長する熱の

圃

．154

00発編

1968

日向市嬬人連絡協議会︵日野ムメ会長︶と市の教育委員会主催による

熱のこもった全体討議

鼻

三役と全課長が登壇しての全体討議などで︑盛大なうちに終りました︒
市婦協総会を兼ねて行なわれた
この大会は︑会員およそ二百五十
人が参加して十時から開かれ︑開
会行事に続いて諸報告が行なわれ
たあと︑各校区から選ばれた︑椎
葉うめのさん︵美々津︶金丸つや

子さん︵同︶日高二子さん︵富
高︶三輪エミ子きん︵日割屋︶御
手洗ときわさん︵細島︶苅屋淑子
さん︵同︶近藤キチ子さん︵同︶
の七人が〃健康づくり〃について
研究発表されました︒

どの発表も家族の健康をあずか
6婦人のすばらしいものでしたが

写真は全体討議

9

系

を盛んに行なっています。

がこのほど完成し︑完工式がさる
三月二日の十哨時からおよそ三百
人の来賓が出魔して行なわれ︑関
係者の見守る中で佐藤敏社長が式

入学前にしつけを！
新学期が近づきました︒

リ

ラ

し

黛湾
≒

キブリの発生源となります︒

これから気温が上がると︑ゴミ
が腐敗して病原菌を運ぶハエやゴ

分に困っておられる方があれば︑
衛生課までご連絡ください︒

とはできません︒今後は絶対捨て
ないようにしましよう︒ゴミの処

媒欝遍U餐騨歎舗！

．また︑いまだに道路や川︑・海岸

いよう心がけましょう︒

しましょう︒紙くずや果物の皮︑
あきビン︑カンズメのあきかんな
どはきれいに整理して︑散らさな

ミ

つもきれいにしておきましょう︒

﹂

．

．場に設けられたスイッチを力強ぐ
入れると︑機械の始動する音が全
工場から威勢よく響きわたりまし
た︒

この新工場は︑一万八百三十平

．ておよそ十七億五千万円となって
り入れる計画です︒

談会を開き︑できるだけ多くのか
たから意見を聞いて計画の申に取

いて︑総工費は用命買収費も含め
います．

︵土木事務所長︶沖江菊二郎︵商

日向市総合計画審議会委員名
守屋一男︵開発局長︶永山八三

また︑この時期には自由な時間
も与えられるために︑とかく生活
が気ままで不規則になりやすく︑
複雑な感情のはけぐちを求めて毎
日がむだに費やされ︑いつの間に
か悪い習慣を身につけてしまいが

のです︒

は︑学校生活からの解放感と︑あ
すからはおとなの社会に仲間入り
して︑自分の力できびしい競争に
耐えてゆかなければならないとい
う緊張と不安な感情が入りまじっ
ており︑きわめて動揺しやすいも

希望する少年たちの気持の申に

卒業期になりましたが︑就職を

就職する少年のために

高勝義︵同建設委員長︶

・長︶日高達吉︵同経済委員長︶日

野ムメ︵市婦協長︶奈須敏夫︵市
青協長︶西川鹿之助︵区長連合会
長︶松木貞治︵農業委員会長︶佐
藤正︵教育委員長︶飛田松夫︵電
報電話局長︶影山五男︵宮崎交通．
営業所長︶柳田典愛︵青年会議所
理事長︶藤井満義︵学識経験者︶
柏田勝︵市議会議長︶三輪賢﹁郎
︵同副議長︶安藤幸男︵同総務委
員長︶柏田利彦︵同文教厚生委員

長︶児玉吉五郎︐︵富島漁協長︶中

工会議所会頭︶古川敏︵市農協

新工場の従業員は︑百四十四人
で︐前工場と同じくステンレスに

ン︵ニッケル純分三百三十トン︶
で︑製品は国内市場はもとより︑
海外に輸出されています︒

とでしょう︒

この工場の完成で︑日向臨海工
業地帯もいちだんと活気を増すこ

のかたに委嘱状が交付されまし

B市役所で開かれ︑二十名の委員
た︒

長期総合計画は︑市民の生活や
教育︑産業︑道路︑衛生︑福祉︑
観光⁝⁝など各面にわたっての行
政や商店︑企業︑農林水産業など
民間経営の予測も含めた総合的な
立場から︑長期にわたる本市の方
向づけを科学的︑合理的に行ない
﹁将来の本市のあるべき姿﹂つま
り︑都市づくりの理想像をつくっ
て︑その方向へ行財政を効果的に

推し進めていこうとするもので
す︒

し︑あたたかい心で見まもってや

中で少年たちの気持をよく理解

．r

︐δ︐夢

荷

りましょう︒

r．・

キコ

・ゴ﹁

ご乏〜・

﹁ちり焼却炉﹂

せんだんなどを植える⁝⁝︒．同会

よ︐つ︒

寄贈していただいた苗木は︑い
ためないよう︑だいじに育てまし

くとのことでした︒

強制執行には延滞金︑滞納．処分

ようお願いいたします︒．．

議所は︑公園を美しくとさる二月
十七日︑せんだん二十本︑よしの
ざくら十本を寄回し︑本町と原町
の児童公園に植えました︒よしの
ざくら十本は︑ことしから花がさ

青年会議所は児童公園にさくら

いといっておられます︒

ロータリークラブ︑忠霊塔周辺
にさくら百本を植える⁝⁝︒同ク
ラブは︑さる二月二十二日さくら
の苗木百本を寄贈︑市内古城ケ丘
の忠霊塔周辺に植えました︒また
同クラブは︑毎年市内に植樹した

しょう︒

の花がいっぱい咲きほこることで

る道ぞいに．は︑遠からずして善意

細沢さんはまた来年も寄贈した
いといっておられ︑仏舎利塔に登

ました︒

細沢さんは三年前からさくら四
百本を嵜贈︑櫛の山へ植樹⁝⁝︒
市内中町で北川製あん所を経営
されている細沢さんは︑櫛の山の
仏舎利塔に通ずる道ぞいに︑三年
前からさくらの苗木を植えられて﹁
おり︑ことしで四百本を寄贈され

を嵜贈⁝−︒市内永江秋田木材機
械製作所の経営者︑秋田恭志さん
は︑郷土の美化推進に役立ててほ
しいと︑さ6三月二日﹁ちり焼却
炉﹂一基︵七万円相当︶を寄贈さ
れました︒さっそくこの焼却炉は
伊勢が浜公園に設置され同公園の
美化に大いに役立っています︒

秋田恭志さん︑

チ

したがって︑少年たちがりっぱ
な社会人に成長していくよう︑家
庭や職場では︑明るい生活環境の

ちです︒

この長期総合計画が︑広く市民．
とつながりをもつように審議した
り︑意見を述べていただくために
﹁日向市総合計画審議会﹂が設立
され︑委員には各団体︑各事業所
等から次の二十名のかたにお願い

レ

．言

このほか︑各地区においても懇

されました︒

5

4
ノ・

おります︒

うもあってか︑未納となっておら
れるかたがたも相当数にのぼって

未納のかたはすぐ納入を！

しかし︑中にはいろいろのつご

も年々上昇しております︒

︑ ．

使用する．フェロニッケルを製造し

て︑トラックで運ぶ計画です︒

なお原料の鉱石は︑専用船等で
工業港の公共岸壁に陸揚げきれ

ます︒生産能力は月千三百二十ト

﹂ンクに重油が送られるほか︑・山の

方メートルの建物で︑この中には﹂
世界最大級の電気炉や低周波誘導
炉︑鋳造機など性能のよい機器類
が設備されたほか︑煙害防止施設
ができています︒また外部では︑
工場岸壁に五百トンのさん橋が建
設されて︑油送船から直接石油タ

中腹に千五百トンの海水タンクと
五百トンの工業用水タンク︑工場
横には排水の沈でん池等ができて

コ

．．﹁

回審議会開かれる

長．期総合計画に着手
篤
本市の長期総合計画について︑
審議していただく﹁日向市総合計
画審議会﹂の初会が︑さる三月四

になって歩く︒

①道路はいつも右側の端を﹁列

警
㌔

ρ

市税の滞納整理中です

9

市県民税︑固定資産税︑保険税
等の納税について日ごろからみな
さまのご協力をいただ港納税成績

．蓬

このほか︑子どもや学校︑地域
の事情に応じた指導が大切です︒
また︑家庭では︑遅刻や忘れもの
をしないように注意しましょう︒

では遊ばない︒

ふざけたり︑道路上や道路ぎわ

④学校︑幼稚園への行き帰りは

必ず歩道を歩く︒︑

②歩道と車道のあるところは︑

︸︷

、
5

6
魑

費等余分の負担がかさむばかりで
なく︑お互に気まずいことにもな
りますので︑ぜひとも避けたいも
のです︒まだ滞納されておられる
かたは︑今一度確かめて早急に納
入していただき︑明るい︑住みよ
い日向市の建設にご協力くださる

ければなりません︒

市では︑滞納家庭に対して再三
にわたり督促︑納税注意︑催告状
を発行し︑あるいは訪問して納税
相談等を実施してまいりましたが
いよいよ会計年度変りも間近かと
なり市行政の計画的な執行のため
の財政確保上あるいはすでに完納
されたかたがたとの納税の公平を
期するためにも︑三月︑四月を第
三次市税完納執行期間と定め︑現
在差押え中の財産の引き揚げ︑公
売と︑引続き滞納処分を強行しな

（公園近くに捨てられたゴミの山）

新しい帽子や服︑カバンなどで身
を包んだ新入学︑入園児の姿が見

．孝

また︑排水溝にゴミがつまると
雨の日には水の流れを悪くし︑浸
水のもとになります︒排水溝はい

幸脇の権現崎公園や細島のみぽこが浦公園、上町児童公
園の3個所に便所を建設しているほか、伊勢が浜公園と権
現崎公園内の遊歩道の整備、各行楽地の15ヵ所にゴミ箱を
設置するなどその整備に努めております．

醒；

られることでしょう︒

三

公共の施設や樹木を大切に
これから日ごとに春めいて暖く
なり︑いろいろな花が咲きはじめ
プ︑隣近所で︑野山や海に出かけ

ると家族や職場︑学校のグルー
ることが多くなります︒

ないようにしましょう︒

戸外に出て陽をあび︑運動する
ことは大いにけっこうですが︑ゴ
ミ箱やベンチ︑便所などの公共の
施設や樹木をこわしたり︑いため

市と観光協会は、行楽シーズンを迎え、各行楽地の整備

噂

③・道路を横断する前には︑必ず
立ちどまって︑左右の安全をよ
く確かめ︑手をあげて急いで渡
る︑もし︑車が来たら︑停止す
るのを確かめてから渡り︑走っ
ている車の前後は決して渡らな
い︑また︑近くに横断歩道のあ
るところは必ず横断歩道を渡る

ぞ」

︑◎︑︑隔噛︑︑し︑︑ξ︑︸︑︑︑ミ︑も︑︑し︑︑︑ζ︑︑ミ︑亀︑︑ご︑︑し︑︑︑噂︑︑馳︑︑︑噛︑︑・︑ξ︑︑・︑︑ξ︑︑︑︑︑ξ︑︑噛︑︑ご︑︑ミ︑︑︑︑︑ミ︑ξ︑り︑︑し︑︑︑9︑︑﹂ミ︑ミ︑ξ︑︑・︑︑ξ︑ミ︑覧﹁︑㌧ミ︑ξ︑︑ミ︑︑竜︑︑亀︑︑︑︑︑︑ミ︑し噛︑︑ミ︑亭︑︑ミ︑しミ

行楽期を迎え公園の整備

ド

．、｛

7

この子どもたちを︑みんながあ
たたかい手をさしのべて︑交通事
故の危険から守ってやりましょう
子どもの交通事故を防ぐために
は︑まず子ども自身に︑正しい交
通のきまりを教えておくことが大
切です︒入学前には子どもといっ
しょに学校︑幼稚園までの安全な
道を選び︑実際に歩いて︑信号機
の見方や横断歩道の渡り方︑また
特に注意をしなければならない所
を子どもが理解できるまで︑よく
教えておきましょう︒
．
指導事項のおもな点としては︑

零
｛

昨年六月から︑日向臨海工業地
帯第二区︵鉄興社北側︶の新造成
地十万平方メートルに移転のため
建設していた日向製錬所の新工場

3

行楽のシーズンになります

駆で

㌔

一一ルノー

一耀一〃

重

／・

最近︑伊勢が浜など市内の行楽
地を回ってみますと︑ロンプルは
破られ︑ゴミ箱は海へ投げ込まれ
便所のカギはこわされ︑また危険
箇所へたてられた防護さくは︑も
ぎとられるなどしていますが︑公
共の物は大切にして︑いつでもみ
んなが楽しくあそべるようにいた

へ

総工喪は約17億5千万円
圭

聴．控︑

畜．
．．詠．

幽

日向製錬所新工場が完成
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．rヒ廻

うごく公民館

・

︐ ．﹁ひまわり﹂が誕生
市が先に募集していた︑移動公
民館の車名は﹁ひまわり﹂に決ま
りましだ︒巡れは応募された四十
通のなかから選考の結果︑決定さ
れたもので︑ ﹁ひまわり﹂と書か
れたかたは︑次の七人でした︒
本町 鈴木ピサ︑ヱさん︑北町

三︑映写薦垂の開催︒

利用の申し出は 実施する月日
がきまったら︑その月の前月二十
且まで教育委員会へ申込書を出す

かたはグループでおねがいしま

こと︒巡回図書を利用したいとき
は各団体のほか︑住宅団地などの
す︒

F

くわしいことは教育委員会へお
問い合わせください︒

っています︒

その原因の﹁つに︑

いうことがあげられています︒

ている自転車の確認が遅れた﹂と

﹁前を走っ

転車にのっている人が︑死亡した
りけがをする事故が非常に多くな

︑夜間の交通事故のうちでも︑自

嚢謹を

村田和男さん︑清正 安藤やす子
さん︑鶴町 岩崎田鶴さん︑美砂
池田邦子さん︑鶴町 那須信子さ
ん︑鶴町 森寛子さんコ
この車は︑動く公民館として団
体やグループ︑団地などを訪問し
みなさんに親しく利用していただ
こうと︑市教育委員会が三月二十﹂

ｿ理講習会の開催︒

日に購入するもので︑四月からみ
なさんの前におめみえします︒
この車で行なうしごとは

・﹁一噂f．．昌．一−冒響

こうした事故が︑今後起こらな
いようにするため︑いま自転車に
は﹁反射テープ﹂を張り付けるこ
と砕なっていますが︑まだ付けて

！置∴；

！︑㍉語﹁ξ．．μりで

の発行する診療報醗請求明細書ま︑︑
たは理由書と領収証です︒

申請に必要な書類は︑医療機関

す︒

の支給をすることにしておりま

やむをえない理由で被保険者証が
使用できなかったときは︑次の書
類をそえて︑申請していただけれ
ば︑これを認定したうえで療養費

旅行申とか︑契約外の医療機関
などで治療を受け︑またはコルセ
ットを購入した場合︑などの緊急

場合は療養費を支給つ．

ﾛ険者証が使用できなかった・

行いたします︒

利用券は︑被保険者証と印かん
をもって保険課または支所︑出張
所へおいでになれば︑いつでも発
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二︑定期的な巡回図書を行ない︑
配本と回収︒
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国民健康保険のおしらせ
一︑四月から被保険者証を新しく

﹁きゆう﹂．

一

、

取り替えます︒

みなさんが現在お使いになって
いる被保険者証は本年の三月三十
一日までしか使用できません︒．四

月から新しい被保険者証が交付さ
れますので︑珂収の際は︑家族の
どなたでもわかるところへ︑．保管

﹁はり﹂

二︑はり・きゅうには利用券で

しておいてくださ．い︒

あなたが︑

：

を受けるときは︑ ﹁利用券﹂をお
︐使いになると︑月二百五十円︵一
︐回五十円︶の補助金が交付されま
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すので︑割引して治療が受けられ
︑
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ることになります︒
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ない自転車をよく見かけます︒
このテープは︑・夜間遠くからで

も反射して︑自転車の位置を知ら
せ︑事故を防ぐために考案された
ものです︒

・まだ付けておられないかたは︑
早めにつけましょう︒

います︒

反射テープは︑県内の自転車小
売商協同組合に加入している︑自
転車販売店で一組百円で販売して

自転車には︑反射テ：プを張り
交通事故から身を守りましょう︒

家庭児童対策指導員を委嘱

福祉事務所は︑本市における家
庭や児童の対策をより効果的に推
進するため︑各地域に家庭児童対
策指導員として六十五人のかたに
委嘱をねがって︑積極的な地域の

活動にのりだすことになりまし
た︒

次の﹂とおりです︒

二月二十七日は︑まず第哨回の
研修会を開き︑地域における事故
の防止︑家庭の指導などについて
話し合いがされました︒指導員は

民生委員十五人︑婦人連絡協議
会十人︑区長五人︑学校補導員六
人︑警察署二人︑PTA二十七人

こんな人にも障害者手帳を

昨年︑身体障害者福祉法が改正
され次のようなかたにも障害者手
帳が交付されます︒．
心ぞうまたは呼吸器の病気．で︑
日常の生活活動が著しく困難であ
る︑たとえば︑寝たり起きたりす
るのに︻人ではできない人︒

垂
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ください︒

委嘱されました︒身体障害者のか
たで︑なやみごと︑お困りのこと
がありましたら︑お気軽にご相談

選挙人名簿を確かめましよう

ことしは参議院議員の選挙が行

．簿の縦覧を行なっています︒

なわれることから︑市選挙管理委
員会では三月十一日から選挙人名

いちど確かめておきましょう︒

有権者のみなさん︑自分の名ま
えが名簿に登録してあるか︑いま

たとえば選挙権のある人でも︑
この選挙人名簿に名まえがのって
いないと︑投票ができません︒ま
た︑市内に住んでいて転居された
場合は投票所がかわりますから︑
届け出を忘れないようにしましよ

なお︑この縦覧は三月二十日ま

う︒

で行なわれます︒

危険物取手主任者の試験

一消防法できめられた危険物取扱
い主任者の試験が︑次のとおり行
なわれます︒ご希望のかたは︑市
消防署へ申し込んでください︒
一︑試験の種類 二種第四類

二︑受験の資格
二種第四類の危険物取扱い実務
経験が六ヵ月以上ある人
三︑試験をする日時
三月二十四日︵日︶ 八時三十
分集合︑九時開始
四︑受付の二尊
二月二十八日号ら三月十五日
五︑試験をする場所
延岡市の延岡高等学校
六︑受験の手数料

ロ

け

県収入証紙︑五百円を一枚︑願
書に添付すること︒
七︑その弛くわしいことは︑市消
防署へ問い合わせてください︒

⁝驚ζ∵青∵ン帆鍋∵製

．．−を．

︐

相談員に宮前利夫さん．
西十二年十月目身体障害者相談
員の制度が設けられ︑市内細島吉
野川区め宮前利夫さんが相談員に
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