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国産の附属機三十︻台が設置さ
れ︑月八十五トンから九十トン
︵およそ唄億三千万円相当︶のポ

リエステル加工糸を生産するもの
従業員は︑．現在百五人︵男三十

です︒

七人︑女六十八人でほとんど地元
から採用︶で操業しており︑製品
は︑関西︑北陸の同系列会社ヘト
ラック便で出荷し︑布地等の製品
が作られます︒

画です︒

なお︑同会社は第二期工事計画
として︑四十五年四月を完成目標
に工費およそ六億円をかけて現在
の工場を拡張し︑従業員八十人を
増加する予定です︒また第三期工
事は︑四十六年ごろに拡張する計

＼

戸鞠

．︑＼革
・へ㌔﹄︑

〜

写真はシンメイ産業の工場内部
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○⁝・⁝：とじておく之便利です⁝⁝：・O

編集人総務課文書広報係

フランス製や国産イタリー製の仮
より機等＋台とイタリー製および

旭化成の合成繊維を加工

長︑資本金五千万円︶の 第 一 ． 期 工

場建設がこのほど終り︑七月七日
に関係者およそ二百人が出席して
完工式が行なわれました ︒

同社は︑石川県金沢市に本社を
もち︑旭化成の合成繊維︵ポリエ
ステル︶の加工糸を生産するもの
です︒

日向工場は︑一区入口の六万六
千平方折の敷地に︑建設費およそ
六億円をかけて︑鉄骨平家建て約
四千三百平方耕の工場が建設され
たほか︑鉄筋コンフリート三階建
ての女子寮と同二階建ての男子寮
千六百平方材や食堂がいま建設さ
機械設備としては︑本機として

玉

ことしも七月二十日から夏

てください︒

す︒事故を防ぐには︑くれぐれ
も気をゆるめないことです︒十
分注意して︑楽しい夏休みにし

ことが毎年くり返されていま

休みになると海や山︑行楽地
への楽しいプランがあることと
思いますが︑ここでまず考えさ
せられることは︑交通事故はも
とより︑海や山での事故です︒
せっかく楽しく過ごすはずの
夏休みを︑﹁瞬のうちに悲しみ
と絶望に突き落とされてしまう

休みが始まります︒

▽

おきましょう︒

イ︑雨戸︑窓等の悪いヵ所は補
強するなど十分な対策を立てて

これからいよいよ台風のシー
ズンとなりますので︑非常の場
合に備えて︑避難所の道順を確
かめて家族全員が覚えておくと
か︑被害のないように家屋やヘ

な被害を受けています︒

六月下旬から降り続いた梅雨
前線の影響による集中豪雨のた
め︑西日本各地ではがけくずれ
や洪水が起こり︑死者八十人︑
行方不明八人︑負傷者百七十三
人にのぼる犠牲者が出たほか︑
家屋や道路︑農作物などに大き

七月のくらし
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臨海工業地帯﹁区の旭化成用地
へ二番手の工場として昨年八月進
出したシンメイ産業〆新名健吉社
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いよいよ七月二十日から︑子ど
もたちにとって楽しい夏休みが始

灘糊辮鱗講⁝規耀題霧・
市役所の開票場へ運ばれました︒
開票は︑午後七時三十分からた
︑ 子どもは規則的な学校生活から
︑離れて︑自由な家庭生活にはいる

・まります︒．．

に行なわれ︑児玉候補が多数の支
持を得て当選が決まりました︒
9ため︑ともすれば解放感も伴って
︑生活が不規則になり︑なまけぐせ

．くさんの市民が見守るなかで敏速

そうして︑二十四日に当選証書
付与式が行なわれ︑森栄．﹁選挙管
．がついたり﹂非行がめばえたり︑
／初す︒

．事故が起こる場合が多いようで

理委員会委員長から証書が児玉市
は七月十﹁日から始まります︒

長へ渡されました︒新市長の任期
・・得票数

︑︐夏休みは子どもの自主性を養い

ゴ

＼︑

ら︑各家庭においても放任するこ
となく︑子どもと協力しあって意
義ある楽しい夏休みとなるように
努めましよう︒
−
4 市内の小︑中学校では︑子ども
8たちが夏休みを明るく健康的に過
・こすため︑次のことを申し合せま

雷

男
一二︑四三〇人
女
哨四︑五三五人
計
二六︑九六五人
・投票者数
男
八︑九九六人
女
︻一︑哨○八人
．計 ︑︑二〇︑一〇四人

．
零

・した︒父兄の方は子どもの生活を
卿十分見守ってください︒市民のみ

−

︑︑

・

で六︑八六一人が棄権され︑投
票率は七四・五六％と前回の市長
選挙の投票率を下回りました︒
これは︑農村地区の投票率が秋
山公民館︵秋留︶の九二・八％を
トップに西川内︑余瀬︑鵜毛の各
投票所が九〇％を越したほか︑八
Q％を越した投票所が十ヵ所もあ
って高かったのに対し︑有権者の
多い市街地と細島地区が六〇％台
に終ったため︑全体的には低下し
たものと思われます︒．
気．なお︑今回の市長選挙から始め

．

P

て採用された記号式投票は︑○印
を押す簡単な方法のため︑代理投︑
票もほとんどなくてスムースに行
なわれ︑開票で適判定︑点検等に
おいては︑見やすくて早くできる
ほか︑事務従事者の節減なぜ利点

P

が多いようです︒．

．

；︷．．垂集・・．．．ド・・

﹁

串し合せ事項

なさんもご協力をお願いします︒
一︑学習について

︸

午前十時までは朝の学習として

二難舗て
⑦水泳時間は︑午前十時から十
一時三十分までと午後二時から
四時までの問とする︒
②水泳場所は︑緑色の旗の立つ
ているところで泳ぎ︑それ以外

三︑外出時間岬

のところでは泳がないこと︒
③水泳は必ず二人以上で行き︑
できれば保護者が同伴する︒

へ

あ

ね

へお問い合わせください︒

くわしくは︑市民課窓口または
自衛隊宮崎地方連絡部延岡出張所

得できる︒

受験資格
氏歳以上︑二十五歳未満で︑
日本の国籍を有する男子
その他
初任給は﹁万七千七百円で︑年
一回の昇給と衣食住は無料︑年三
回の賞与があり︑車両︑通信︑電
気︑機械など各種の国家免許が習

の募集を行なっています︒

次のとおり︑二等陸・海・空士

自衛隊員の募集

っています︒

ていただくと︑雑損控除として年
間所得額から控除されることにな

ヘ

このほか市民税においても︑災
害を受けた場合は︑翌年の申告時
に︑その損害を受けた旨を申告し

税務署にご相談ください︒

もし︑不幸にして災害にあわれ
た場合には︑まず復旧︑家族の生
活︑そして仕事となるでしょうが
税金の救済措置も忘れないように

受けることができます︒

源泉徴収の段階でそれぞれ適用を

受けているサラリーマ．ンは︑その

これらの救済措置は︑翌年三月
の確定申告の時期を待って受ける
こともできますが︑予定納税をし
なければならない人は︑その予定
納税の段階で︑また︑源泉徴収を

方を選ぶことができます︒

定されている税金の軽減免除によ
る方法があって︑どちらか有利な

よる方法と︑ ﹁災害減免法﹂に規

ヨ
害や火災などの災害を受けた場合
には︑税金の面でもいろいろな救
済措置が設けられています︒
たとえば︑所得税の場合︑所得．
ヘ
ヘ
ヘへ
税法π規定されている雑損控除に

︑

五︑その他
①友だちの家に泊ったりしない
②見慣れぬ人の誘いにのらない
ように注意する︒
②キャンプ︑サイクリング等の
野外活動は必ず学校の許可を受
けてから行なう︒
このほか︑問題をおこしゃすい
行動や危険な遊び等を見かけたり
心配になることがあったら︑早め
に学校へ連絡して正しい解決がは
かられるようご協力ください︒

はしない︒

③橋の上での釣りや夜間の釣り

るもの．︵二B弾等︶は買わない

②火薬︑刃物など危険な遊びは
しない︒特に花火で危険性のあ

齪野雑農綬鷺︑﹄

②夜間の外出は︑保護者同伴の
場合は午後十時までとする︒
③外出時には︑行き先︑用件を
家の人に知らせておく︒
四︑安全について

る︒

五時のサイレンで﹁三家に帰

について
バ
①外出時間は︑午前十時から三一
後七時までとする︒ただし午後

鱗繍・一難蓋獅議購離 ．嚢磯麗聾

が立候補し︑活発な選挙運動を十
高間にわたって展開しました︒

明けて二十二日が市民審判の投

などをやってみましょう︒

・
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もむほのじりじヒミち
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る青少年︵会員約二百人︶で組

北郷村︑門川町で農業を営んでい
織され︑次代の農業繁栄をになう
りっぱな中堅営農者︵後継者︶に
育ち行くため︑グループごとに︑
農業技術の研究や学習にはげんで
います︒

てください︒

有権者の資格は

たは年間六十日以上農事に従事す

の耕作の業務を営んでいる人︑ま．

十アール以上

したがって投票所も市長選挙の
ときに比べて九ヵ所減っています
ので︑入場券に書いてある投票所
をよく見て間違いのないようにし

となっております︒

々津地区が第二選挙区で定員六人

七月十五日

この選挙は︑農業に従事してい
る人たちが行なうもので︑選挙区
が二つに分かれ︑旧富島地区が第
一選挙区で定員十一人︑岩脇︑美

．を選びましよう︒

明るく正しい選挙で︑立派な人

投票日です︒当日は午前七時から
・午後六時まで市内二十ヵ所の投票
所でいっせいに行なわれます︒

七月十五日中︑農業委員選挙の

．投票日

罵囲禽翼選嫌謹

せていくかなどについて討議を重
ね︑いまこそSAPの力を示し︑
〃これからの農業繁栄は︑わたし
たち青少年の力で〃と力強いスロ
！ガン0もとで︑一日の夏期大会
を終了しました︒
同日向支部は︑本市や東郷町︑

隔．．・︷鑑篭

r一録臼！一﹁．﹁5

分科会ゐ全体会議では︑現在各
地区でのグル：プ活動を通じて︑
学習や研究等を行なっているが︑
これを今後どのようにして発展さ

合いました︒

おける農業ならびに生活の実践を
通じて習得した技術を︑作物・や
さい・果樹・畜産・生活部門等に
区分して審査︑診断︑判定︑鑑定
等を行ない︑ひごろの成果を競い

技術競技は︑・会員たちが日常に

了しました︒

百名が出席して行なわれました︒
大会は︑午前中に新しい農機具
の展示︑説明と技術競技が行なわ
れ午後は︑分科会︑全体会議で終

が︑七月唱日青年技術館 ︵古城ケ
丘︶で︑SAP会員および関係者約

SAP会議日向支部の夏期大会

︑

）

︑；︑．

任期満了に伴う市長選挙は︑六
月十二日の告示をまって児玉袈裟
雄現市長と高山﹁住宅生協理事長

眠気はとれるでしょう︒

もし運転中眠くなったら⁝⁝⁝
◇ 何はともあれ車を止めて︑休
憩をしましよう︒五分もすれば

写真は当選証書を受サる市長

うっとおしいつゆがあけ︑暑さ
が本格的になる七月目ら八月にか
けて交通事故はもっとも多く発生

◇車から降りて︑二︑三分間全
◇ 濃い
コーヒ

身屈伸運動をしましよう

運転者は十分な休養を

これば︑暑さと日中が長いため
に疲れて行動力︑判断力がにぶく
なること
や夜間が

しています︒

〆

ヤ
やチョ
短いうえ
コレー
Q苦し
夏に多い過労︑居眠り事故
いとあっ
トを口
て睡眠不足による︑過労︑居眠り．
にする︒
運転が原因のようです︒
◇ 首筋を軽くたたいて︑首をク
そこで︑過労︑居眠り運転を防
ルクルまわす︒
ぐにはふだんから︑十分休養をと
◇車内の空気を入れ換えて︑深
．呼吸をする︒
って︑からだのコンデイヨンを整
えてお く こ と が 大 切 で す ︒．

︐

農業にはげ．む青少年

写真は競技に熱中する会員たち

選挙人名簿に登録きれて
いる入です︒

入場券は有権者あてに郵送しま
したので︑届かない場合は早めに
市選挙管理委員会まで問い合わせ
てください瀞
．投票日の当日︑いろんなつ・ごう

で投票できない人は︑その理由の
証明書をもって市選挙管理委員会
に申し出れば︑投票日の前日まで
不在者投票ができます︒

なお︑開票は十五日の午後七時
三十分から市役所大会議室で︵第
一︑第二の両選挙区が同時に行な
われます︒

■災⁝害⁝と⁝税金
ことしも風水害のシーズンがや
7てきましたが︑台風に限らず水
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れ、各県代表16チーム

州肝謬鷺

全日本選手権大会の

9

市長選挙．
、

SAP日向支部夏期大会

ノ

に．

2
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亀

璽を兼ねて行なわれた上記大会は
アランドを中心に3会場で行なわ
襲戦をくりひろげました。本市か
6月28、29日に富島高

，∫出場し、善戦しました．

らも日向工高職員チー

選手権大会を開催

、本市で全九

、

投票率は74．5パーセント
権現崎にフェニックスを植える

ピ

記号式投票も好評
美しい郷土づくりにと、このほど梶木の西田滉さんから
フェニックス10本の寄贈があり、幸脇公民館の協力で権現
崎公園に植えました。市内には、これまで多数の方から贈
られた樹木が各所に植えてありますので、みんなが大切に
育て、きれいな郷土をつくりましょう。
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ください︒

事業運転資金を特別融資
県信用保証協会が︑夏季におけ
る事業運転資金調達の便宜をはか
るため︑次のように特別融資保証
制度を設け︑中小企業のみなさん
へ利用していただくようよびかけ
ています︒

︿取扱期間V六月置八月十五日
八一証金額﹀
﹁企業者当り 二百万円まで
協同組合
唄千万円まで
︿資金の使途﹀夏季運転資金
八保証期間V四ヵ月以内
八保証料V 日歩四厘
︿保証人﹀ 原則として二人
なお︑くわしいことは︑市商工
水産課へお問い合わせください︒

移動援護課を開設

ご相談︑指導には︑県職員と本
市の担当職員があたりますので︑
どなたでもご遠慮なくおいでくだ
さい︒

から午後三時まで︒

︿日時V七月二十四日︑午前十時

弔慰金︑遺族﹁時金︑特別給付

︿場所V市役所別館
※相談の内容については︑
ω各種恩給︵普通︑加算恩給︑扶
助料等︶︒②遺族援護関係︵遺族
年金︑遺族給与金︑弔慰金︑特別

す︒

︵第﹁︑二︑三回︶︑戦没者の叙
位叙勲︶︒㈹戦傷病者関係︒ω引
揚者交付金関係等の相談をお受け
しいろいろな︑手続き等について
も︑くわしく説明などをいたしま

保母試験への講習会

希望者を募っています︒

県社会福祉協議会は︑保母試験
にのぞんで受験者への準備講習を・
行なうことにしており︑次により
この講習は︑児童福祉施設にお
いて︑保母として勤務することを
過労のため︑夕涼みのあと戸締り
をするのも忘れて眠ってしまいが
ちです︒

﹁チカン﹂は︑夏の

L勾三

熱古

であります︒

希望する女子に対して保育に必要
な理論と技術を修得させ︑保母試
験合格へのあしがかりとするもの

e期間および時間
七月二十八日から八月﹁日まで
毎日九時から十六時まで受講
⇔会場
宮崎県町村自治会館
㊨申込手続
受講料七百円をそえて︑七月二
十五日までに︑市福祉事務所を
通じて︑県社会福祉協議会事務

局へ申込みください︒

四受講人員
先着順に五百五十名とされてい
ます︒

㈲その他︑資格︑内容についての
くわしいことは︑市福祉事務所
へお問い合わせください︒

・住宅資金の受付中

いでください︒

一

︿場所﹀社会福祉会館相談室
︿受付﹀随時に︑社会福祉協議会
事務局で受付けている︒
相談は無料です︒お気軽るにお

ら午後四時まで︒

︿日時V毎週月曜日の午前九時か

心配ごと相談を開設

宮崎銀行
宮崎相互銀行
高千穂相互銀行

へお問い合わせください︒

※本年度の受付
四月二十﹁日から八月三十日ま
で︵毎年この時期となります︶
※貸付申込みと︑この制度につい
てのお問い合せば︑次の金融機関

になりました︒

（文芸部門軍十六刊につ

さとの歌。

ぷ︒δぜ

申込みは早めに

設備近代化資金の
ただいま︑中小企業設備近代化
資金の第二次申込を受けつけてい
ます︒ご希望のかたは︑早めに申9
込んでください︒

︿受付期限﹀七月三十﹁日・
︿申込み先﹀日向商工会議所
く貸付対象V市内で事業を営んで
いる製造業およびサービス︑建
設︑卸小売業の一部
︿貸付額﹀ 設備所要額の五十％
以内で五百万円まで︒
7月24日日市役所別館

県では︑このたび︑本市におい
ても移動援護課の開設を行なうこ
とになりました︒

︿貸付期間﹀︻年据置の四年償還
︿貸付利子﹀無利子
くわしいことは︑市商工水産課
または商工会議所へお問い合わせ

あります︒

がちで︑非行が芽ばえる時期でも

わいます︒

けておきましょう︒

おやすみ前やお出かけのときは
戸締りはキチント︑カギは必ずか

また︑

瞥■チカンにご注意！

びかけています︒

住宅金融公庫では︑ただいま︑
四十四年度住宅建設資金の貸付を
行なうためみなさんのご利用をよ

F

いては、都合によ瓠欠号でお知らせ

i韓黙

〈総記＞69年版新聞語辞典、朝日

︸︑

i女24・719人114人増：

！4二＿」

グ凄

楡
謡吻矩・・i新刊書の

なお本年度から︑貸付の制度が
﹁部かわり次のようになりました
◎貸付は︑本年度から年一回で︑
長期間に受付けをし︑順次抽せん
なしで︑選考により貸付けること
一

i男22512人前易焔

ご家庭の十分な指導により子ど
もたちを非行から守ってあげまし
よう︒それには︑勉強も大切です
が正しい遊び方についても︑子ど

防犯あれこれ

ぐ・ごぐ︑ぐ≦︵一︿ζぐぐくぐ︐〜セくく︵ド︑

犯罪でも代表的なものです
女性のみなさん！ 夜道は遠回
りでも明るい道を通りましょう︒
また︑夜間の﹁人歩きはなるべく
さけるようにし︑はでなみなり︑
露出的服装は最も危険ですからで
きるだけつつしむようにしましよ
う︒

・

（7月旧現在）

この夏は︑お祭りや納涼大会な
どいろいろな催し物が多く︑全国
各地では︑たくさんの人出でにぎ

夏の

警察署の話によりますと︑一方
ではこの時期をねらって︑町のぐ
れん隊やアキス︑忍び

岡田塀影鵯簿晒

による犯罪が後をたたないそうで

もとよく話し合って楽しい夏休み
になるように︑いつも心を配って
ほしいものです︒

す︒

．・

．

難カギかけをお忘れなく
アキスや忍び込みなどのドロー
ボーは︑いつもあなたのスキをね
らっています︒とくに夏は暑さや

r﹃

，一一砺 l口・一一

いたします。）

Q脇＿筋＿…

・・

新聞九十年、近代日本総合年表〈哲
学〉革命か反抗か。〈歴史〉西南記
伝全六巻、大隈重信は語る〈社会科
学〉近代日本の争点上中下、お母さ
んおしえて、断絶の時代、新しい作
法百科、秘境ニューギニア、沖縄問
題を考える、安保斗旧史、国会安保
論争123、高校生の就職試験、結
婚学入門、大学入試問題正解。〈工
学〉暮らしの図鑑、問題学誕生。〈
産業〉日曜造図家入門、花と植木の
ふやし方、これからの農業経営。〈
芸術〉原色世界の美術、国宝、ふる

i

鷺青少年の非行化を防ぐ
とくに︑子どもたちにとっては
夏休みともあって︑夜おそくまで
外へ出歩いたり︑無断で外泊した
りなど︑悪い環境にゆうわくされ
4．

！

4

広報ひゆうが
昭和31年9月21日第3種郵便物認可

