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日南をしのぐすば・らしさ
市長ら細島岬を視察
日向市のうもれた観光地を開発しようと、このほど市長、助役、商工水産課長
県日向延岡新産都市開発局長、同次長らの一行が8日細島岬一帯の現地を謂査し
ました。これは細島地域振興会（河野健治会長）の呼びかけで調査したもので
御鉾ケ浦から岬までは約5キロ。途中には黒田家臣の墓、牧水歌碑など名所、史
蹟の多いところです。視察参加の一行は「道路さえできれば新観光地としての資
格は十分、日南海岸をしのぐすばらしさだ」と感嘆の声をもらしました。
また児玉市長は「日豊海岸国定公園予定地であり、46年置は川崎一細島間にフ
ェリーボートも就航するので、観光客の足止め策としても何んとか対策を講じた
い」と語りました。

（写真は細島岬と視察の一行）

：広報

渉ψうが

日向署管内の昨年の交通事故件数をお知らせしますと、556件
が発生して12名のかたが亡くなっておられます。また12名の死

者の内5名の方がこの8月から9月にかけて亡くなっておられ
ます。

無理な運転は事故のもと

ですから、これから秋にかけて重大な事故が一番多く発生し
たともいえるでしょう。

暑さもとうげをこし、朝夕は大部しのぎやすくなりましたが
それでも、真昼の水銀柱はぐんぐんうなぎのぼりにのぼり、室
内の気温も30度はすぐこしてしまいます。この暑さでは自動車
を運転されるかたも大変でしょう。
これから秋にかけては、暑さのための疲労が重って、居眠り
運転などの事故が多くなります。

「疲れたなあ！」「少し眠いなあ！」と思ったら無理な運転は
さけて、そこでちょっと昼寝をしてください。

8月のくらし

たでしょうか︒

▽つくつく法師が朝からなきた
てて︑学校の夏休みも終りに近
づきました︒ 一年生にとって
は︑はじめての楽しい夏休みで
すが︑宿題や勉強など夏休みの
計画はどの程度までうまくいっ

このあたりで︑山や海に行っ
た楽しい思い出など反省をふく
めたしめくくりと︑早寝︑早起
きなど新学期へのリハーサルを
してみてはいががでしょうか︒
子供さんの健康状態は︑食欲
や体重︑顔色によくあらわれま
す︒また海水浴で目や耳の病気
にかかっている子供さんもいる
かも知れません︑健康そうな子
供さんでも一度お医者さんにみ
てもらうのも大切なことです︒

▽毎年のことですが︑これから

九月にかけては台風の季節で

理点検もこの機会に⁝⁝︒

す︒家の補強整備は充分でしょ
うか︒台風対策で案外忘れられ
がちなのがトランジスターや︑
懐中電灯の乾電池です︒その時
になってあわてないよう特殊な
ものは普通のお店で売っていな
いこともありますので︑早目に
とりそろえておきましょう︒ま
た︑急救箱や重要書類などの整

夢

憶

（写真一こういった風景を市内でもときどきみうけます。幼児の
1人遊びはもっとも危険です．）

○⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝⁝O
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ヲ保険税の税率を改正

づくり︑そして市民に手数をかけ
な市役所として︑その仕事を進め
て行くことになりました︒

このほか︑この機構の改革にと
もなって街生課に清掃係︑商工水
産課に観光係︑建設課に区画整理
係が新設され︑明るくて健康な街

︵写真︶

▽日向市助役の選任について
現助役の任期がこの八月二十九
日で満了となるため︑その後任を
きめるもので︑本議会の同意をも
とめた結果︑満場一致で現助役の
甲斐三三が再び助役に選任されま
した︒

かることになりました︒

7大王谷開発事務所などを設置
また︑課設置条例の一部を改正
する条例では︑亀崎の大王谷地区
を開発して新しい細づくりを進め
るための﹁大王谷開発事務所﹂を
新設したほか︑これまでの﹁市民
課﹂を﹁市民生活課﹂に改めて︑
新しく生活相談係と住居表示係を
設けて︑市民サ：ビスの向上をは
また︑総務課内に置かれていた
人事係が﹁人事課﹂に昇格したほ

昭和四十四年度の第
三回定例市議会は︑さ
る七月二十一日から三
十一日まで開かれ︑助
役の任期満了にともな
う選任や︑日向市課設
置条例の一部を改正す
る条例︑国民健康保険
税条例の一部を改正す
る条例︑日向市一般会
計︑特別会計補正予算
など八議案が審議され
原案どおり可決承認さ
れました︒

統合して﹁企画財政課﹂となった
者に通報するとともに絶対自分
せん︒おたがい次のことに注意し

か︑財政課に︑総務課の企画係を．．

では次にその内容に
ついて主なものをお知

最近︑家庭用プロパンガスの需
用が急に伸び︑それにともなう事
ましよう︒

一

いけません︒

①花火︑とくに手玉︑紙玉をほ
ぐして遊ぶことは絶対やつては

で修理しないこと︒

八倍の空気を必要とします︒

③使用中に火が消えたら窓を開
き換気したのち再度点火する︒
④プロパンガスは都市ガスの約

ス

税から適用されます︒

日向市国民健康保険税条例の一
部が改正され︑税率が別表のよう
に引きあげられました︒なおこの
税率は︑本集二分の国民健康保険

九千円に

▽予算総額は十一億六千八十九万

ました︒

日向市一般会計補正予算につい
ては当初の十億四千七百六十五万
六千円に一億一千三百二十四万三
千円が追加きれて︑歳入歳出とも
十一億六千八十九万九千円になり
当初予算は︑その編成時期が市
長の改選前であったことで︑継続
事業や人件費など事務的経費が組
まれていただけで︑こんどの追加
補正は︑市長改選後の児玉市政の
政策的肉づけともいえるでしう
では︑追加された歳出について
主なものをお知らせします︒

︹道路橋りよう費︺ 八百四十六

万三千円︒これは交通安全施設
の整備︑観光道路米の山回周線
工事︑畑点線の舗装など道路の
新設改良費です︒
︹都市計画費︺ 五干四百四十九

万三千円︒都市下水路の整備事
業費︑街路や都市改造事業費︑
また亀崎土地区画整理事業費な
どです︒

︹小学校費︺ 二千六百八十三万
六千円︒小学校増改築工事︑屋
外運動場の拡張工事費︑職員庄
宅新築工事費などです︒

いまの幸せを守るために
を契機に︑かえって非行化するよ
うな例は少なくありません︒

そして︑二学期になっても︑不
規則︑不健全な生活から︑なかな
かぬけきれず︑遅刻や早退︑怠学
さらには盛り場への出入りなどを
くりかえし︑非行性を深めていく
ようなケースや︑単純な遊び仲間
が︑お互いの結びつきを強め︑非
行グループまで発展していくよヶ
な例もかなり見受けられます︒

ありません︒

このような非行化を防ぐには︑
なるべく早目に︑その非行化の兆
候を発見して︑これに対する適切
な処置を講ずることはいうまでも

とくに中学生から高校生にかけ
ての時期は︑心身の成長と変化が
いちぢるしくなるときです︒しか
し︑半面ではまだ未熟で︑精神的
にいわば一番危険な年令ともいえ
るでしょう︒

警察や学校では︑毎年この時期
に︑街頭補導などをとおして︑少
す︒

年の非行化防止につとめていま
家庭では︑子供の日ごろの生活
態度︑とくに身ぶりや口謂︑表情
や話し方︑服装︑身のこなし方な
どに注意し︑おかしいと思ったら
そのまま放置せず︑あたたかく指
導をしてゆくとともに︑学校や児
童相談所︑警察少年係などとも連
絡をとりながら︑健全な子供に育
若木のうちは親の支えでどのよ

ててゆくよう努めましょう︒
うにでも伸びてゆきます︒

つくってやりましよう︒

倒れそうになった木には支え木
を︑むしばまれそうになったら薬
をかけてやり︑育ちやすい環境を

駒0円
1日
500，000円

②花火を人や家に向けたり︑燃
えやすい物があるところでは使
③風の強いときは花火遊びはや

用しないこと︒

ガ

しろうと修理11 プロパン

酸化炭素中毒の心配があります
ので密べいした室内で使用しな
︑こと︒

し

あぶない

めること︒す
④花火繁ヶで
峠に入れな日

飢打上げなどの

「日向市民交通災害共済」を市役所窓口
ります。この共済制度は、まえにもお知らせし
1入を
交通共済に加入を
で受付けはじめてから1年になりました。
ましたように、加入者のどなたかが不幸にして
その間市内では、約千百人の方がこの共1 済に加入されており
交通事故に
交通事故にあったときはく全国の加入者がその家庭がみじめな

しかし︑実際には︑この夏休み

1

養

故も増えています︒

日向市では︑昨年三件の事故が
発生して負傷者もでています︒大
衆化したため︑ややもするとその
危険性が忘れられがちですが︑少
なくとも次の点には注意して︑事
故をおこきないようにしましよう
▽設備について

火

．

500円
T00，000円；1日

65〔〕円、

付金
済給

民交通災害共済」に加入しましょう。
加入申し込みの受けつけは市役所一階の市民交通災害共済係
で行なっております。

350円i

1
P，300円11，000，000円．1日1，000円
旦旦1

花
詰物花火は︑途中で火が消えて小く

︹申学校費︺ 千二百十五万八千
円︒校舎の改築工事など学校建
設費が千百二万八干円追加され
ました︒

︵美︶一番

二八四〇番
二六〇一番
三〇〇一番

一二二番

また特別会計では︑公営住宅建
設事業に︑二千六百九十六万六千
円が追加され︑住宅難解消につと

一

めてゆきます︒
﹂
﹁

︵市役所本庁︶

㍉
▽日向市災害対策本部

細島支部︵支所︶

消防署
岩脇支部︵支所︶

︵美︶四四番

﹁写真は防災図上訓練﹂

美々津支部︵支所︶
幸脇支部︵出張所︶

きます︒

毎年のことですが︑
夏休みがあけて秋風が
立つころになりますと
非行少年が急にふえて

す︒

夏休みは︑いうまで
もなく︑子供たちが自
主的な学習やスポーツ
その他の活動をとおし
て︑心身のたんれんと
向上につとめる期間で

すでに6人の方が事故にあい、約20万円共1

1療
亡
死
額
年

共
金！
…掛

済金が給付されてお

庫活におち
生活におちいらないようおたがいたすけ合って行く制度です。
夏休みにはいり、海水浴に行ったり、外出する機会が多くな
り、また秋にかけてはドライブや旅行のシーズンがやってきま
す。あってはならない交通事故に、いつあなたがあうかも知れ
ません。いまの幸福な家庭を守るためにもぜひ掛金の安い「市

第1型4旦

人や家には向けない
⑤家庭に一本消火器を備えてお

購鍵鍛蹴粥

愚二︐f裏⊇亀︸︑︑︑二f﹁㍗．・惣隔︷

校から、強豪26チームが参加しました。
なお熱戦の結果は次のチームが優勝しました。

…口

①ボンベから元栓までは法律ど
おり設置されていますので︑自
分で勝手に移動したり︑変更し
たりはできません︒必ず専門の
業者に通知して移動してもら・λ
︵約二千円︶

⁝

や︑遊び方をよく読むこと・市

．・

・⁝一⁝i⁝・毎月十日は・⁝⁝

雲．重・畢曇︑醒套言

．さる5こ口日向中学校と六二小学校グランドで市内の少年親善
スポーツ大会が行なわれました。これは、スポーツ活動をとおし
て市内の子供会やスポーツ少年団など相互の親ぼくを深め、心身
ともに健全な子供たちを育ててゆこうと、市教育委員会、PTA
連山、体力づくり会議が主催して行なったもので、市内の小中学

第2型1口1

くこと︒

与

また八月一日は花火の日です︒
縁側で涼を楽しみながらパチパチ
花火をするのも夏の風情のひとつ
ですが︑ちょっとした不注意で事
故の起こることも忘れてはなりま

r壼︐ ・ノ ・

少年親善ソフトボール大会

共済種目

こと︒

▽使用について
①ボンベの周囲二綴以内では火
気を使用しないこと︒
②ガスもれ︵においがする︶を
発見したら元栓をしめ︑納入業

げ︑ ︑聖︐辱︐馬 し毒量・5︑．﹂・豊−

こんこの活動が期待されます。

F−

さる11日、日向市風俗営業等防犯協会ができ、はじめての設立
総会が市役所の大会議室で行なわれました。これは、市内の料飲
店やキヤバレへ飲食店、パチンコ店など風俗営業を営んでいる
人たちが、最近またふえつつある暴力犯罪をなくして、明るい住
みよい日向市をつくろうと、自主的に結成したものです。事業計
画にも各地区ごとに防犯推進委員を決めたり、防犯座談会、懇談
会等のほか各自防犯手帳を備えて暴力やいやがらせなど迷惑行為
はその都度メモして警察に通報するなど、防犯に対する同協会の

下﹄

磁．

も︑

やってきた台風シーズン
そのほか︑夜に台風が襲ったこ
とを考えて︑いっでも避難できる
よう懐中電灯︑急塩竃︑重要書類
をまとめておきましょう︒
市では︑台風が当地方に上陸す
るおそれがあるような場合は︑
﹁日向市災害対策本部﹂を設置し
て非常警戒にあたります︒

〔準優勝〕八坂スポーツ少年団
〔優勝〕幸脇スポーツ少年団
〔3位〕別府スポーツ少年団

小科理店や食堂のみなさん

防犯にたちあがった

※掛金一と野牛内容は
掛金と共済内容は

100

また各支所︑出張所に災害対策
本部の支部を設けて︑横の連絡を
とりながら災害を最少限度にくい
とめるよう努力いたします︒
﹁被害がでそうだ﹂ ﹁これはあ
ぶない﹂と感じたらすぐ︑災害対
策本部か消防署︑または各支所︑
出張所の支部にご連絡ください︒
電話番号は次の通りです︒

「

＝

100

ﾊ

きめておこう避難場所と避難道順
毎年ながらことしもまた台風の
季節がやってまいりました︒
昨年︑当地方を襲った台風はさ
して大型もなく被害も少なかった
ように思われますが︑それでも市
の災害対策本部がまとめた被害額
は五千九百九十六万円にものぼっ
ています︒

台風は地震のように突然やつて
くるものではありません︒数日ま
えから進路や大きさなど報道され
ます︒台風のニュースがはいりま
したらよく注意して︑被害を最少
限度にとどめるよう対策をたてま
しょう︒また大切なことは︑万一
の場合の避難場所︑避難の道順を
きめておくことです︒

もっと家族が注意して

予算総額は11億6千万円に

＝二三・■巳＝＝⁝ニi■璽≡＝≡■．巳≡≡≡i．璽≡＝＝一薗．璽＝⁝＝＝●■璽一≡≡冒i■璽≡＝＝i■8⁝≡⁝i■■＝一≡≡i■■＝一一一≡一■■璽︐三≡■i●■三＝≡i璽巳＝一≡＝；臨■圏＝⁝ニ＝i陰■＝≡三−io⊇≡一⁝一io■三⁝≡己昌曇三二﹁冒＝．8二三≡一＝i騨

非行化をなくそう

1，755円

2，040円

韓
；＝＝

＝＝＝

一
＝ ＝；
＝：

1，080円
1，295円

21．89

資産割額

22

2．22
26

所得割額

改正前
改正後
●

第廻重議会．助役に甲斐敦氏を再任

欝欝善事㍗ζへ

2

広報ひゆうが
昭和31年9月21日第3種郵便物認可

昭和31年9月21日第3種郵便物認可

広報ひゆうが

ｭ

醗署
3

哩．

、
竪
［− @ 、「

．

卜

奪

参しるせ

︶ 内 数 字 は時間

三股病院︵三︑三〇〜四︑三〇︶
①8月幻日︑②9月17日︑③10
月8日︑

▽税務課長

黒木主︵衛生課長︶

▽市民生活課長H福田憲司郎︵総
務課企画主幹︶▽衛生課長11佐伯

学︵商工水産課長︶▽商工水産課
長目岡村望︵市民課長︶▽農林課
長兼農政係長腱児玉初吉︵農林課
長補佐︶▽農林課開拓主幹目黒木
清五郎︵農林課長︶▽建設課長睡
田申剛︵建設課長補佐︶▽大王開

動

①8月29日︑②9月19日︑③10

五十猛神社︵一︑三〇〜二︑三〇︶

②9月18日︑③10月14日

発事務所長兼管理係長11黒木義春

市役所別館︵二〜四︶①8月28日

月9日
塩見小学校︵三︑三〇〜四︑三〇︶
月9日

事 異

︵消防署長︶

義︵福祉事務所長︶▽教育委員会
総務課長 今村健一︵会計課長︶
▽消防蕃茄消防署長11田申末政

員会事務局長11金丸千治︵社会教
育課長︶▽監査事務局長11佐藤時

︵財政課長補佐︶▽会計課長陀中
野正臣︵監査事務局長︶▽保険年
金課長日和田助一︵教育委員会総
務課長︶▽水道課長11児玉高良
︵建設課長︶▽福祉事務所長R井
上鉄雄︵税務課長︶▽選挙管理委

①8月29日︑②9月19日︑③10

中

▽人事課長擬松木澄︵水道課長︶

市は︑機構改革にともない︑八
月五日付で次のとおり人事異動を
行ないました︒課長級以上をご紹
介いたします︒ ︵︶内は旧任
▽企画財政課長踊広田茂︵財政課
長︶▽総務課管財主管兼課長補佐
11黒木辰義︵総務課庶務係長︶

日向市農業委員会委員の任期満
了による選挙が︑七月十五日行な
われ︑開票の結果次の十七人の方
が新しく選ばれました︒

この選挙は一選挙区と二選挙区
にわけて投票が行なわれ︑一区が
定員十一人に対して十二人︒二区
が定員六人に対して八人が立候補
しましたが︑他の選挙とちがって
投票率も九〇・九五パーセントと
ほとんどの人が投票に参加しまし

国民年金手帳をみな
おしましよう

国民年金に加入しますと︑年金

手帳が交付されます︒

国民年金手帳には︑被保険者資
格取得届や住所変更届などにもと
づいて︑氏名や住所︑生年月日な
どが書かれますが︑正しく書かれ

黒木此農夫︵塩見︶︑日高満︵日
知屋︶︑上田喜助︵日知屋︶︑河
野廣元︵日知屋︶︑佐藤政喜︵塩
見︶︑治田甚蔵︵財光寺︶︑黒木

安吉︵日知屋︶︑黒木進︵日知屋︶
︵財光寺︶

森田義雄︵財光寺︶︑治田国男

▽二選挙区11黒木正男︵平岩︶︑

川野忠志︵平岩︶︑黒木厳一︵幸
脇︶︑橋口繁︵美々津︶︑木田千
秋︵平岩︶︑甲斐弘︵平岩︶︒

︵塩見︶︑黒木一義︵財光寺︶︑

▽学識経験者︵市議会推せん︶
児玉憲一 ︵日知屋︶︑奈須利刀

昭和四十六年には老令年金の寺
給がはじまります︒

ているでしょうか︒
年金手帳を市役所や納税組合た
どにあずけている場合は︑機会を
みて︑市役所︑納税組合世話人の
ところで︑国民年金手帳に氏名や
生年月日が正しく記入されていス
かどうか確認してください︒
年金手帳に書かれてある氏名や
生年月日が間違つたままになって
いますと︑将来年金を受けとるを
きに︑確認に手間どり︑それだけ
年金を受けとるのがおくれます︒

リーズ11冊、流氷の記、おろしや国

将来の年金受給にそなえて︑閤
民年金手帳の氏名や生年月日を丁
しくしておきましよう︒

もし間違っている場合は市役所
国民年金係までお申し出ください

数

櫨

溝日幣

＝F

嚢網紳予防接種
市の衛生課では︑次の日程でジ
フテリヤ︑百日ゼキの予防接種を
行ないます︒

該当者の方はもよりの場所で受
けてください︒

▽該当者は

第一期一生後三ケ月から六ケ月ま
での乳児︵はじめての方は必ず
三回受けなければ効果がありま
せん︶

第二期匹第一期の一年から一年半

学校に入学するかた︒

後の幼児︵一回注射します︶
第三期ほ来春︵四十五年四月︶小

その丁目六才未満の方でまだ一回
も接種を受けていないかた︒
▽料金は

ジフテリヤ︑百日ゼキ混合目一回
四十円

︵

なお第三期の来春小学校に入学
する児童にはジフテリヤだけの予
防接種を行ないます︒料金は無料
です︒

友、恋風街道、のっそりと参上、嵐
の中に育つ我ら、金星の海賊、死者
の国、独裁者、グッドバイ、火星シ

黒木泰弘︵美々津︶︑甲斐敦︵平

口 男女

世帯数12．198世帯

練の人生、最後の銃声、死は我が

▽学識経験者︵農協推せん︶

岩︶︒

松木貞治︵富商︶

総数47．291人

㌔
鰯・新刊書の案内

︵写真は当選証書の授与式︶

24．763人

た︒

なお選挙によって当選された十
七人の方のほかに︑学識経験者と
して五人の方が市議会推せん︑一
︵順序不同︑敬称略︶

▽一選挙区11河野敏夫︵測高︶︑

44年8月1日現在

〈文芸〉随筆宮本武蔵、キリスト、
西郷隆盛、心の遍歴、女の盛装、未

罫

22．528人

細島小学校︵一︑三〇〜二︑三
〇︶①8月26日︑②9 月 1 6 日 ︑
③10月6日

日知屋幼稚園︵三︑三〇〜四︑三
〇︶①8月26日︑②9 月 1 6 日 ︑

∂

夢潭、アンクルトムの小屋、季節の
ない街、五弁の椿、女の警察、高見
の見物、こころの旅、狂宴、狐猿の
途、愛することと信ずること、犬と
麻ちゃん、蒼ざめた馬をみよ、道の
半ばに、信子おばあさん、年きて生
きて生きて、伊達正宗、母と子のう
た、ベトナムへの手紙、天声人語、
江戸城心中、誰か故郷を想わざる、
罠の幻影、ながいながい午睡、恋染
の笠、火の国特急、倒産心申、広い

人

人の方が農協推せんで選任されま

●

③10月6日

渡辺病院︵一︑三〇〜二︑三〇︶

噂

％鑑鵬娼
）

した︒

曾

①8月27日︑②9月1 7 日 ︑ ③ 1 0

月7日

6﹁

［撃三韓轟躍；盟
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