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工業港を更に整備
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十一月のくらし

秋を飾る第四回総合文化祭も︸
盛大のうちにほとんど終わり︑
そろそろ火の恋しい季節となり
ました︒
v
▽ これから火災のシーズンを苧
迎え︑二十六日から全国いっせ

火災の大部分は不注意からお

いに予防運動が始まります︒

火災予防とは⁝⁝

こります︒心のすきから思わぬ
事故をひきおこすものです︒

心得てください︒

﹁なにがなんでも火の用心﹂に
あることを︑みんながしつかり

ろもあるようです︒

▽ ことしもカゼが流行し︑県
南地方では学級閉鎖をしたとこ

Q讃離蘇な焦

各家庭では︑こどもの健康状
態を常に注意し︑マスクの適当
な使用やうがいの励行などの指

ましたが︑これから年末にかけゾ
ては︑ふだんの何倍もの歩行者

このため︑歩行者にも運転者

や自動車がまちにあふれます︒

にも一種の焦燥感があって︑ひ
とつつまづけば事故を起こしか

歩行者も運転者もお互いに譲ゾ

ねません︒
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写真は公共岸壁の建設が始まった一区側
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一区に公共岸壁の建設
りますと︑四十三年度は五千トン

る所にはそれぞれ取付部分が別に
施工される予定で︑事業計画によ

細島工業港の一区側では︑新公
クィ打ちや土砂の掘り下げ作業が

になっています︒

これも本年度中には完成すること

メートルの臨港道路も建設中で︑

このほかに︑貯留場とその背後
に︑幅二十メートル︑長さ二百十

成する予定です︒︑

ついで四十五年の三月には取付部
分三十メートルを含め︑全部が完

岸壁と取付部分十五材が完成し︑

共岸壁の建設工事が始まり︑いま
各種機械によって活気よく行なわ
れています︒

きたので︑これに対処するため︑

これは︑同上に入航する船舶数
が年々増加し︑しかも大型化して
県が総工費二億八千七百万円をか
けて︑本年度から四十四年度まで
に︑同港南側にある二千トン岸壁

この改修工事によって︑同港は

の東側に一万五千トンと五千トン
の公共岸壁各一バースを細島工業

の船舶が同時に四隻接岸されるな

一段と整備され︑一万五千トン級

同港の整備をはかるものです︒

の玄関をもつ本市の発展が大いに

ど︑︑海上輸送の面はもとより︑海
期待されます︒
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港岸壁の改修工事として新設し︑

新岸壁は↓万五千トン用が︑延
長百八十五材︑水深十諸で︑五千
トン用が延長百三十材︑水深七・
五材となり︑この両岸壁を接続す
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十月一一十三日に

官修墓地で慰霊祭
市は明治百年に当る十月二十三
日に︑細島の官修墓地で神仏合同

した︒

市が明治百年を記念して制定し
た﹁文化功労者﹂の第一回の表彰
が十一月三日の文化の日にありま
初の文化功労賞を受けられたの
は︑学術部門の三尾良次郎さんと
芸術部門の宮崎正二きん︑技術部
門の黒木八百蔵さんの三人で︑同
日︑関係者およそ四百人が出席し
て富高小体育館で行なわれた明治
百年記念式典において︑佐藤正教
育委員長から賞状および功労章と
記念品がそれぞれ贈られました︒

し

写真は官修墓地での慰霊祭
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学術部門
三尾良次郎さん︵七十四歳︶
は︑ ﹁黒田の家臣物語﹂ に著さ

れた明治維新前後の歴史的研究お
よび史談会の主催︑文学同好会な
どの設立をはじめ︑広い文化活動
により本市の文化水準向上に大き
な功績がありました︒

現在︑名誉市民︑西草場在住
芸術部門 宮崎 正二さん︵五
十五歳︶は︑昭和二十三年の市美
術協会結成当時の主要メンバーで
あり︑二十五年中ら四十二年まで
十八年間は同協会会長として画道
に精進︑あわせて後進の教育指導
に当ってこられました︒また︑こ
の間︑宮崎市や本市で個展を開く
こと十回︑県美術展︑県水彩展に
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非異能闘囚係

ミ

特選となった経歴が示すとおり県
画壇における氏の存在は偉大であ
り︑また心象作家協会展を通じて

中央画壇でも活躍しておられま
す︒

堀﹁方に居住︒

現在︑新象作家協会会員︑全日
本洋画会委員︑都町に居住︒
技術部門 黒木八百蔵さん︵七
十七歳︶は︑従来関東︑関西のみ
で製造されていた碁石の製造技術
をいち早く学んで帰郷︑市で産出
するはまぐりとともに﹁はまぐり
碁石﹂を本市の特産品として仕上
げてきた功績は大きいものがあり
ます︒現在の﹁本因坊型﹂碁石製
造の元祖として各方面から賞を受
けること実に四十三回忌及んでい
ます︒

ノ︑響

ただいま整理中です

芸能祭生活展サッカー大会

写真は上から

す︒

でした︒今後の発展が期待されま

備に努力された各連盟等の人々のり
苦︑心もみのって質量ともに大成功

︑勘

賞状と記念品が贈られました︒
繁村貞治君は︑聴力障害に悩む
級友をたすけて毎日の登下校に付
き添い交通事故等の防止に配慮し
てきたものです︒なお︑同君は学

繁村︵富島中︶奈須︵日向中︶の両君

善行生徒も表彰

瓢

文化功労者の表彰に続いて︑昭
和四十三年度の善行児童︑生徒の
表彰が行なわれ︑河野市教育長か
ら︑富島中学校一年置繁村貞治君
と日向中学校一年中奈須勝美君に

︑翠

一十術︑

の参加方を依頼しましたところ休
一畳関係十六部門︑

一

十五部門とかってない多数の参加
をいただき︑盛大に開催されてい
ます︒ 宰
すでに実施された部門では︑準

一

このためには︑日常生活に当然
欠かせない台所の調理器具︵かま
ど︑電気水飯器︑湯沸かし︑プロ
パンガス等︶︑暖房器具︵ストー
ブ︑コタツ︑電気毛布等︶その他
電気の配線等も気を配り︑正しい
取扱いをすることが大切です︒

野
離

の慰霊祭を行ないました︒
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この百年を記念して︑きれいに
禦地きれた同墓地の周囲には紅自
の幕が張りめぐらされ︑中央に設
けられた祭場に︑市長ほか各界の
代表者およそ百人が参列して︑故
陸軍少佐迫田鉄五郎ほか二百五十
六人の霊に︑玉串や香がさきげら
れたのち︑市長の祭文が述べられ．
て終ケましたが︑出席した人たち
は︑手入れきれた墓石をみて︑明
なお当日︑明治百年記念の標柱

−
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治をしのんでいました︒
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1

市体育協会や市文化協会の協力を
得て︑各連盟︑同好会等に文化祭

i

木
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また︑たばこの投げ捨てや寝た
ばこは危険ですからやめること︑
地震時や外出時の火の始末︑寝る
前の火の始末を忘れないこと︒
万一にそなえて︑いつもバケツ
唄ぽいの水をくんでおくことも必

明治百年記念日に

三人がめでたく出生

記念式曲ハの席上で記念品を贈りお

市は明治百年のよき日にめでた
く出生した山虚蝉ちゃんら三人に

届出のあったのは次の三人です︒

祝いしました︒

山

床

誠ちゃん

財光寺松原区
山床勝︑順子さんの長男

佐藤健次ちゃん

財光寺切島日区
佐藤健︑久恵さんの二男

黒木典子ちゃん

平岩秋留区
黒木美幸己︑展子さんの長女

態度も立派であります︒

校においてもよく学業に励み学習
奈須勝美君
幼少のころ母を失なうなどの逆
境の中に育ちながらくじけること
なく︑よく家事を手伝い︑学校で
もまじめに行動し︑級友の信望も
あり生活態度も立派であります︒

Nに成人される方は

ます︒

め市税同様早急に完納方お願いし

りますが将来の受給権の確保のた

なお︑国民年金保険料について
も未納のまま放置している方もあ

力をお願いいたします︒

認いただき︑未納については早急
に完納していただきますようご協

度﹁未納となっていないか﹂ご確

等︶に着手いたしましたので今唄

で︑昭和四十二年度分から繰り越
しの滞納分と合せて整理︵差押え

態を経過することもできませんの

どとは存じますが︑このままの状

知らせします︒

なお．会場︑時間等はおってお

ください︒

十日までに教育委員会えお知らせ

該当される方は︑住所︑氏名︑
性別︑生年月日︑世帯主または代
表者名をはがきか文書等で十二月

す︒

市は昭和四十四年度の成人式を
一月十五日の﹁成人の日﹂に挙行
しますが︑来年度からは︑義務教
育で同学年であった人︑つまり四
月一日から翌年の四月二日までに
生まれた人を対象として行なわれ
ます︒しかし本年度の成人式が昭
和二十三年一月十五日までに生ま
れた人を対象としましたので︑来
年度の城人該当者は︑昭和二十三
年一月十六日から昭和二十四年四
月一日までに生まれた人になりま

れた人です

から二十四年四月一日までに生ま

該当者は昭和二十三年一月十六B

氏名等をお知らせください

または江良浄水場（』2508番）へお願いします。〕

毛

要です︒

霞話は3201番になります。
〔夜間の問合せは、市役所宿直（2111番）

さん

ます︒

とになりました。
新庁舎での事務開始は11月25日目らです。

崎

各納税者の方々には種々ご計画
のうえ納入の準備をされているこ

市役所の内部機構整備のため、水道課は富高幼
稚園跡（市役所庭園の東南方かど）に移転するこ

宮
∵

夜九時三十分は︑消防の時周で
す︒サイレンを合図に火の元の点

25日から新庁舎で営業開始

ん
検をしましよう︒

水道課が富沢幼稚園跡に移転

尾

太

幅 二 ト センチ︶

一

てておかなければなりません︒

昨年の本市内で発生した︑火災
は二十四件で︑建物十件︑林野九
件︑その他︵船舶ほか︶五件とな
っており︑その損害額は約九百五
十五万円と推定されています︒
こうした︑火災のほとんどは︑
ちょっとしたゆだんや不始末︑不
注意から起きており︑私たちは火
災がいかに恐ろしいかということ
を再認識し︑万全の防火対策を立

命が脅かされています︒

火の取扱いに十分の注意を！

防火体制をととのえましよう ︒

最近の火災は︑建物や家財の損
害だけでなく︑にげおくれて焼け
死んだり︑窒息したりして尊い人

44

三

繁

︵木柱高さ二材

ました︒
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を同墓地ほか︑美々津県庁跡や富
高陣屋跡︑塩見川畔公園等に立て

．

女化体育の向上めざし

l

レ

各部門とも盛大に開催

んどの部門は 十 一

本市の秋を飾る
第四回総合文化祭
が︑さる十月二十
七日から市役所お
よび富島高校を主
会場として開幕き
れましたが︑ほと
月三日の文化の日
を中心に前後して
行なわれ︑あとは
バトミントン︑ラ
グビー︑三曲︑舞
踊の各大会を残す

のみとなりまし
特に本年度 は ︑

た︒

総理府が﹁体力づ
くり国民運動﹂の
推進都市に指定し

l

て い る 関 係 から︑
︐

醗章同塵綬舎文4ヒ余

幽

明治百年記念式典で表彰

十一月二十六日から十二月二日
までの一週間は﹁秋の全国火災予
防運動週間﹂です︒ご家庭での火
の取扱いや後始末に十分注意し︑

かがですか︒

＼rうワ

三尾儒）宮崎㈲黒木鵜〉の3人へ

これから寒さに向い︑空気が乾
そうして︑火災の起りやすい季節
になります︒お宅の防火対策はい

匂し︑

▼

∠
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火災の起りやすい季節
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登録されないと
選挙ができなくなります
住民基本台帳法が来年
四月一日から実施される
ことによって︑選挙人名
簿の取扱いも︑来年の七
月までには改正され︑次
のように変ることになり
ます︒

これによると︑今まで
は︑住民登録をしてなく
とも︑選挙人名簿の登録
はできていましたが︑法
律が改正されますと︑住
民基本台帳に登録されて
いなければ選挙人名簿に
登録できないため︑公職
選挙の投票ができなくな

された方は︑必ず．住民登録をすま

でには出してください︒

ｬ包は十二月十五日までに︑
年賀状は十二月二十二日ごろま

ひへ

ロリミらミコ

で十文字にくくってください︒

五︑団地の方は︑棟︑室番号まで
正確に書いてください︒
六︑層引き越した方は︑郵便局に転
居届を出してください︒
七︑私製はがきや普通のはがきで
出すときは表の目だつところに
赤で﹁年賀﹂と書いてください
八︑年賀はがきを出すときは﹁市
内あて﹂﹁県内あて﹂﹁その他
・の地方あて﹂と区分し︑紙ひも

てください︒

四︑あて先の府︑県名をお忘れな
く︑子どもきんや同居人あての
ものは特に○○方まで必ず記し

れずにお書きください︒

三︑あなたの住所の郵便番号も忘

二︑あて名は正しく﹁ハッキリ﹂
と書いてください︒

典も与えられないので︑他の市町
村から転入された方︑または転居
せ選挙人名簿え新住所による登録
をしてください︒

また︑住民登録のすんだ人で︑
まだ選挙人名簿え登録してない人
および二十歳になった人は︑今す
ぐ選挙人名簿の登録をすませてお
きましょう︒

総選挙管理委員会事務局では︑
この改正にそなえて︑ただいま︑
登録者の正確な住所を調査してい
ます︒有権者のみなさんは︑いま
一度︑ご自分の住所を確かめてく
ださい︒

コヤら ヘヘロヘへらり

◎住民登録は︑市民課で⁝⁝
◎選挙人名簿の登録は︑選挙管理
委員会事務局で⁝⁝
の サの ものへこ もロヘヘロも

年末の郵便．物は早めに

ています︒

ます︒

なお︑日向郵便局では︑本市の
郵便番号﹁八八三﹂のゴム印を窓
口に置いて︑みなさんの便に供し

さい︒

九︑表札や郵便受箱を備えてくだ

転入転出のときは

電報局へもお知らせ．を

日向電報局では︑最近︑新しい
住所へ移転されたり︑他市町村か
ら転入されたかたの住所がわがら
ず電報を配達するのに困っている
そうです︒

同局は︑大事な用件を少しでも
早く正確にお伝えするため︑転入
または移転された場合は新しい住
所をぜひお知らせしてほしいとい
っています︒

連絡先︑日向電報電話局の電報
課電話四二四〇︵無料です︒︶へ

ご連絡ください︒住所は︑原町二
丁目一番十一号です︒

職業訓練生の募集

県は︑昭和四十四年度の職業訓
練生を募集しています︒

これは︑学卒者および転離職者
で︑専門の知識︑技能を身につけ
て職業につきたいかたに︑必要な
高度の技術や技能を習得させると
ともに︑社会人としての人格や教
養を身につけさせるための訓練を
行ない︑職業の安定と経済発展に

郵便局では︑毎年十二月二十日
以降になると年賀状や小包など郵
便物がどっとふえて大変混雑しま
すので︑いろいろと万全は期して
いますが︑次のことがらについて
ぜひみなさんのご協力をお願いし

そのほか住民としての権利や恩

ります︒

寄与しようというものです︒■

業員のために事業主が毎月一定の

工︑電工︑塗装工︑・ミシン縫工︑

訓練の職種は︑建築大工︑溶接

︑し︑ミミミ︑ミ︑︑︑ミミ︑︑＼︑︑︑︑︑︑ミミミミミ︑魅︑ミミ︵ζさミ︑︑︑き︑ミ塾ミ︑母︑ミさ︑毫ミき︑き︑ミ︑︑ミ︑ら︑ミミ︑ミ︑ミ︑し︑︑ミミミ︑︑︑︑︑︑ミ︑ミ︑ミミ︑ミミ︑ミ︑ミ︑ミ︑亀︑︑︑︑ミミ︑ミ隔

す︒加入者は常用従業者が一人以
上三百人︵商業サービス業は五十
人︶以下の事業所︒加入手続きは

所へ申込みください︒

応募された方より︑﹁月下旬か
ら二q上旬までの間︑入所の選考

くわしいことは︑同所へお問い

が行なわれます︒

合せください︒

海上保安大学 学生
を募集
の
海上保安学校 生徒

います︒

人事院・海上保安庁は︑昭和四
十四年度の海上保安大学及び海上
保安学校の学生・生徒を募集して

す︒

・両校とも︑入校後は︑海上保安
庁の職員として俸給を受けながら
教育を受け︑授業料の必要なく︑
教材︑被服︑寝具等は貸用されま

願書の申し込みは十二月十一日
までになっていますので︑ご希望．
のかたは細島海上保安署にお問い

合せください︒

たばこは市内で

買いましょう

となりました︒

市内のたばこ屋さんで︑ハイラ
イトを一個買いますと︑十七円四
十銭が市の台所にはいります︒
四十二年は約四千三百五十七万
円がたばこ消費税による市の財源

、

掛金を支払い︑．従業員が退職した

木工︑農業機械整備工︑自動車整
備工︑無線通信員などがあります
が︑このうち︑日向職業訓練所で
は︑建築大工︑溶接工について訓
練が行なわれます︒

日向職業訓練所で募集している
人員は︑建築大工が三十人︵一

般︶︑溶接工が四十人︵一般三十．
人︑転離職者十人Yです︒

11．781世帯、24世帯増

有利で便利な

む

世帯数

事業団の代理店︵銀行︑信用組
合︶にある申込用紙に記入し申込
金額を添えて提出︒毎月の掛金額
は二百円から二千円まで十四種類
あり︑このうちひとつを選んで︑
従業員個人ごとに決めます︒現在
この制度に加入している事業所は．

ぐ

へ

四十七あります︒なお︑くわしい
ことは市の商工水産課へお尋ねく

総数46．441人126人増

一、

だき㌧

女24．281人畠人増

ノ

長期勤続者にいたるまで手厚く報
いるようなシステムになっていま
す︒退職金額は掛金を二年掲けま

すと︑掛金納付総額と同額にな

し

﹁

．ご希望のかたば︑十二月十五日
から四十四年一月十五日までに︑
日向職業訓練所︑または職業安定
16
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中小企業の退職金制度へ

ら事業団が直接︑退職者に掛金額
に応じた法定の退職金を支払うと
いうものです︒これは単なる積立
金ではなく︑共済方式を採用した
退職金制度で︑加入事業主が相互

よい従業員を雇い︑安心して働
いてもらうために︑有利で便利な
退職金制度をご存じですか︒

り︑三年以上かけますと国からの
補助金もつくことになっていま

に助け合って︑短期勤続者から︑

この制度は﹁中小企業退職金共
済法﹂で定められ︑国の援助と共
済方式の採用によって申小企業で
も確実に退職金が支給できるよう
にするためのものです︒しくみは
事業主が︑申小企業退職金共済事
業団と退職金共済契約を結び︑従

祝祭日には国五を掲げまし︶よう
●

人ロ（朋旧現在）

翻蛾
必ず住民登録をしましよう
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