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ことしは︑日向工業高校生徒会
のみなさんが自発的にご協力を申
しでて︑運動がはじまるひと足さ
きに募金にのりだしました︒

ます︒

また祭りの期間中︑赤い羽根の
街頭募金も行ないました︒この運
動は︑毎年十弓一日から年末まで
の三ケ月間行なわれ︑恵まれない
入たちのために︑みなさん方の温
かいご協力をお願いいたしており

赤い羽根に
@ご協．吻﹂

やかさでした︒

火大会を行ない︑入郷や隣接市町
村からの見物客を集め︑三日間の
人出は十万人にもなるというにぎ

三日間で十万の人出

︑日は御神幸祭のほか に 見 立 細 工 コ

ケ屋敷︑南町が塩見川で盛大に花

たほか︑都町が昨．年に 続 い て オ バ

またことしは︑当市に進出した
企業から若い女工さんたちがはじ
めて舞踊台に参加してはなをそえ

気分を盛りあげていまし た ︑

ったかわいい稚児たちが町をねり
歩き︑日を重なるごとに︑お祭り

向をこらして作った屋台や︑顔に
ドーラン︑アイライン︑口紅を塗

ンクール︒︑二日目は各 商 店 会 が 趣

当日は台風十一号の接近で期間
中の天気が心配されましたが︑雨
もなく絶好のまつりびよりに恵ま
れ近年にないにぎわいでした︒初

三日間盛大に行なわれま し た ︒

日向市恒例の十五夜まつりは︑
先月二十六日から二十八日までの

十五夜まつり

ヌ

都市への人口および産業の急激な集中は︑都市機能の低下や居住環境
の悪化をもたらし住宅難︑交通事故︑公害などさまざまな社会問題をお
家畜の被害など︑その環境も悪く
なってまいります︒

いったいどうしてこのような現
象がおこるのかといいますと︑人
口や産業が都市に集中するに際し
て︑土地利用のコントロールが適
正でないため︐工場や宅地が地価
の動きに引きまわされ︑各々の目
先だけの計算で勝手に立地を選定
するために生ずるものであって︑
社会的には大きな損害を招く結果

こしつつあります︒

このような問題を解決し︑ 〃住みよい近代都市と︑調和のある健全な
農村〃を建設しようと︑大正八年に制定されたいまぎでの都市計画法が
改訂され﹁新都市計画法﹂がことし六月施行されました︒
当市は︑日向延岡新産都市圏︵日向市︑延岡市︑門川町の二市一町︶
として同法の適用を受けますが︑同法は︑土地にかかる私権の制限では
農地法につぐものといわれます︒
これからは︑この新法にそって秩序ある町づくりが進められていくわ
けですが︑市民生活にも大きな影響をおよぼす問題がありますので︑今
となります︒

す︒こういつた区域は︑広い視野
にたって広域的な都市開発を進め
る必要があるとして︑日向延岡新

行政のうえで影響しあっていま

交通︑通信の発達によって人口
および企業の活動範囲はひじょう
に副広いものになってきました︒
日向市に住んでいるみなさんに
とっても︑お隣りの門川町や延岡
市のみなさんとは何らかのかかわ
りあいがあると思います︒まして
新産業都市圏内の市町村であれば

広域的な都市開発

行政区域をこえた

です︒

こういった問題を解決するため
に新しい都市計画法ができたわけ

ないことになります︒

そうするうちに︑ますますスプ
ロール現象が進み︑最低限度の都
市施設もない不良市街地ができあ
がってしまい︑そのあとで︑市は
﹁ドロ縄式﹂にきわめて不経済な
公共投資をしていかなければなら

うもないわけです︒

し︑また広く市街化されたのでは
統系だった都市施設の整備のしよ

画をたてるにもたてようがない

つまり︑工場や住宅が勝手気ま
まに建設されては︑都市施設の計

月はこの新法の意図するものは何かを探ってみました．．

現状に合わない︿旧法﹀

調和をはかるく新法V

市街地と農村の

増加をみています︒

日向市の人口は現在約四万七千
人ですが︑毎年六百から七百人の

ある町に
現象といいます︒

人間だれしも︑空気と水のおい
しい︑緑のあるところに住みたい
のは共通した気持です
このようなことや︑郊外の方が
地価が安いということも加えて︑
現在の都市発展は︑郊外へ郊外へ
とのびてきています︒秩序ある発
展ではなく︑まるっきり無秩序な
発展で︑これを都市のスプロール
つまり︑カイコが桑の葉を食べ
るとき︑ところどころに穴をあけ
て食べていくような状態です︒
町づくりが︑中心部から徐々に
拡大していくのではなく︑とびと
びに︑しかも無秩序に宅地化して
いきつつあります︒

もちろん︑こういつたところは
通勤や通学︑買物などの不便さや
道路︑下水道︑その他生活環境の
不備がどうしてもめだちます︒
一方︑その辺の耕作する農家の
人たちにとっても︑住宅から流れ
でる汚水︑病害虫の発生︑作物や

事業としての公共投資が行なわれ
ず︑また道路︑公園︑下水道など
の都市施設や用途地域の指定もな
されないのです︒

だからといって︑調整区域は永
久に市街化をおさえるものではな
く︑五年ごとに行なわれる基礎調
査の結果︑必要があれば区域を変
更することができます︒
このように都市計画区域を区分
することで土地の利用計画を決定
し︑その区域に応じた公共投資を
行ない︑住みよい近代都市とそれ
に調和のとれた健全な農村を建設
していこうとするものです︒

宅地造成は

許可制に

ることになりました︒

産都市圏︵延岡︑日向︑門川の二
等一町︶として同法の適用を受け

写真11宅地化が進む日夕屋地区
︑

／〆

︶
蔵施設︑農機具など収納施設を建
てることを目的とする開発行為︒
③仮設建築物︑車庫︒物置その他
附属建築物の建築を目的とする開
発行為などとなっています︒

市街化調整区壊内の
開発行為の特例
市街化調整区域が決定したと
き︑または区域を変更した際に︑
自分が住む目的︑あるいは業務を
行なうために建築物をつくろうと
して︑土地を買ったり︑借りたり
している場合は︑決定または変更
した日から六ケ月以内に書類を知
事に届け出ますと︑五ケ年問以内・
はいつでも開発行為ができます︒

地域の決定には

住民の声を反映
こういった都市計画は︑地域住
民に密接な関係があるため︑その
決定には住民の意見を十分に反映
そこで次のような措置が講じら

しなければなりません︒
れています︒

①知事︑または市町村は︑都市計
画の案を作成しようとする場合︑
必要に応じて公聴会や説明会など
を開くこと︒

以上︑新しい都市計画法につい

②都市計画を決定しようとすると
きは︑あらかじめ公告して住民や
利害関係の人に意見書の提出でき
る機会をあたえること︒
③市に都市計画審議会を設置して
各界の意見を反映すること︒
て概要を述べてみました︒

市でも︑いまこの新法にそって
準備作業を進めていますが︑区域
が決定した時点でまたくわしくお
知らせしたいと思います︒

濫掘﹈

ごみ集めの能率をあげ︑町をき

鵬世帯は三千四百でしたが︑その後
申し込みが増えて︑現在五千三百

昨年八月の切りかえ時には収集

定日収集に切りかえて早く・も一年
開を経過しました︒

■れいにしようと︑市では市民のみ
開なさんのご協力を得て紙袋による

︐

堕ちかくなうた収集家庭

能率もぐんと上る

■■■腿臨1■曾ll■■Ol■闘剛町旧「■■1鵬115闘1

■

量世帯のごみを毎週二回集めていま
す︒これまでの収集箱から清掃車

5

闘

朋で︑収集方法をお知らせします︒
▽ごみは全世帯とも袋ごと収集し

も増えることが予想されますの

これから申し込みをされる家庭

がりました︒

巳に積みかえる手数もなくなり︑袋
溺ごと積めますので能率もぐんとあ

9■

暉

匿 ます︒ごみ袋は必ず口をしめ︑
ヒモで結んでください︒

■

▽袋に入らないダンボールや本切
れなどは袋の大きさぐらいに束

㎜

います︒各家庭の代用袋︵米

ﾋ縄辮騨

⁝▽収集日は︒

闘 却の際爆発して危険ですからク
⁝ 鋼などで穴をあけてください︒

▽空ビン︑空胴ンなどの燃えない
略のは別の日に収集しますので
普通のごみと区別して出してく
ださい︒またスプレーなどは焼

／

⁝響メント袋︶でも結構で

⁝

鵬▽ごみ袋はなるべく市が指定した
⁝ ものをご使用ください︒市内の
闘 お米屋さんに販売をお願いして

⁝．たに出ン︑くだ・い．

ｽ︑ごみ袋は清掃車の通る道ば

すが︑
⁝まは
次の収麗難聴

▽ごみ収集は一週間に二回行ない

ねてください︒

……

なります
しかし
これと同
時に︑交
通ラッシ
ュに伴う

事故の増
大︑大気
汚染や汚
水︑そし
て騒音な
ど︑一連

す︒

の公害が
発生して
まいりま

市街化区域
重点的に都市施設を整備

備される農産地の河川

いました︒

市街化区域と市街化調整区域が
きまりますと︑無秩序な土地の利
用を制限するために︑新しく開発
許可制度が設けられます︒
この開発許可制度というのは︑
これまでの宅地造成が野放しの状
態であったため︑道路や下水道が
整備されていないところでも︑ど
んどん宅地化が進み︑そのため大
雨や洪水の時には地すべりが起こ
り人命や住宅に大きな被害がでて
これは︑いままでの宅地造成に
問題があったわけで︑こうした不
良宅地をなくすのがねらいです︒
この制度によって︑都市計画区域
内の宅地造成は知事の許可が必要
になり︑宅地として一定基準に合
格しなければ許可されません︒
ただし︑開発行為の中でも次の
ものは許可はいりません︒
①市街化区域内で行なわれる千平
方折以下の開発行為︒

②調整区域内で農林漁業を営むた
めの畜舎や温室︑堆肥舎や種苗貯

∫吼・へ
鳥
「

人口が増加すれば︑それだけ経
済活動が
活発にな
り︑活気

羅

的

市街化調整区域

魯釜ド

そこで︑この区域には都市計画
︐写真は︑都市化にともなって整

区域です︒

市街化調整区域は︑市街化区域
とは反対に︑つとめて市街化を防
ぐ区域であって︑当分の間は農林
漁業を営むための区域であり︑農
林漁業への投資を重点的に行なう

が進んでいくわけです︒

を農業委員会を経由して知事に提
出すればよいことになりました︒
こういつたことから︑公共の都市
施設整備と併行して︒民間の宅地
化も活発となり︑必然的に市街化

開発行為をきびしく制限
新都市
計画法の
もっとも
大きな特
徴は︑土
地の利用
計画をき
めること
でありま
しよう︒

これまでにも土地の利用計画と
して︑市街地や工場としての発展
区域を予想して︑住居地域︑商業
地域︑工業地域など区分し︑建築
の規制をしてきましたが︑この用
途地域の指定は土地利用計画とし
ては完全なものではありませんで
した︒そこで︑新しい都市計画法
の適用を受ける区域では︑ ﹁ 市 街
化区域﹂と﹁市街化調整区域﹂に
区分することになっています︒

を図るべき区域をいいます︒

市街化区域というのは︑すでに
市街地を形成している区域と十年
以内に優先的かつ計画的に市街化
この区域には積極的に公共投資
が行なわれ︑道路︑下水道︑公園
などの都市施設め整備が集中的に
行なわれます︒

また市街化区域の中にある農地
の転用については︑これまでは知
事の許可が必要でしたが︑これが

ぎ議

富

㎜．

…㎜ 闘… …

欄Q攣肇離堵

学 央︑草場︑上原町︑江良︵永江︶

㎜火曜．金曜1都町︑北町︑上町︑
㎜ 本町︑中町︑南町︑花ケ丘︑中

…月

㎜れた理想的な袋が市内のお米屋さ
⁝んにあります︒この袋をとりつけ
⁝る台︵ゴミスタンド︶日写真があ
⁝りますので︑ご希望の方は市衛生
⁝課にお申し込みください︒いちい
脚ち手で袋の口をあけなくても︑ポ
⁝ンポン投げ込みができます︒
｡回はとくに市販千三百五十円
開のものを市が一部負担し︑六百円
⁝で購入できるようにしました︒

ｲみ袋はごみ処理専用につくら

⁝腰物取付A︑を．

水

…

ごみ袋の取付台︶

︵写真は六百円で購入できる

鵬現してあります︒

⁝規定の用紙で市衛生課にお申し込
⁝みください︒用紙は市衛生課に準

㎜また︑ごみ収集幕望の家庭は

…
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届出制に変りました︒

届出制というのは︑一定の書類

機
海

で
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か︐︑

水は︑わたしたちの生活にとっ
て転︑6 く て は な ら な い も の ︒

その水がなかったら一日たりと
て生活できません︒必要なときに
必要なだけの水がでも︑5かったら本

当に困ってしまいます︒

当市の上水道では︑こういった
ご迷惑をたびたびおかけしていま
したが︑それにはこんな事情があ
ったからです︒

旧軍の施設を改良
人ロ増で施設に限界

．・の で す ︒ 軍 の 施 設 で あ ったものを

当市の上水道は︑ 旧海軍財光寺
飛行場への給水施設を改良したも

二十三年から事業をはじめまし

大蔵省から払い下げを受け︑昭和
た︒当市は市街地給水と細島商業
港の船舶給水を目溢に︑一日最大

給水量千立方材︵給水人口一万
人︶の施設でした︒

しかし︑その後給水区域の拡大
と人口の増加にともなって水の需
要量が伸び︑水不足がではじめま
したので第一次の拡張工事を行な

の座談会が︑

奥さんたち
が︑お互いの
知識を深めて
いこうと︑自
発的に結成し
ている生活学
校︵中央︑財
光寺︶と市と
きる九月十日
市役所別館会
議室で行なわ
れました︑．こ

につい て も っ

れは市の行政

と勉強し側面
的な協力をし
ていこうしと
生活学校側か
らの要望で開かれたものです︒
生活学校からは会員約四十名︑
市からは市長をはじめ︑関係課長
七山が出席しましたが︑日ごろ家

︵写真 は 身 ぢ か な 問 題 に ついて︑

このように第一次拡張工事から

に整備しました︒

そこで︑市ではさらに第三次の
拡張計画を立て︑昭和三十七年か
ら四ケ年の計画で一億四千七百八
十八万円を投じ︑一日最大五千立
方材の水が供給できるまでの施設

す伸びてきました︒

また商業港の船舶給水の能率を
あげるための第二次拡張工事も行
ない︑八百三十七万円で岸壁に給
水施設を整備したのですが︑その
後細島臨海工業地帯の造成と工業
港の整備にともなって︑企業の進
出や大型船舶の出入りが激げしく
なり︑そのため水の需要がますま

されました︒

新らしく浄水場が完成

将来は十万人給水が目標

4
ト

方綴となり︑当初の給水人口の約
二倍︑二万二千人の飲料水をまか
なうことのできる施設として整備

この拡張工事は︑昭和二十八年
から三十一年までの四年間に︑総
工費七千七百万円をかけて行なわ
れ︑一日最大給水量も三千三百立

いました︒

7

︹生活学校側の意見︺

事にたずさわっている奥さんたち
だけあって︑市に対する建設的な
ご意見も︑日常生活に直接関係あ
るものが多く出されました︒この
うち︑二︑三紹介しますと
①日向市駅官舎東側の鉄道に沿っ
た側溝は︑幅が広い上に深くて地
域の人たちだけでは︑どうしても
汚泥の清掃ができない︒市が機械
力の提供︑また失対事業として行
なってはどうか︒②先に行なった
生活学級と商店主との話し合いの
中で︑台ばかりは両面︵消費者と
経営者のどちら側からも見える︶
を使用し︑包装した商品は量目︑
品名を記すようにお願いしている
が︑その後改善されていない︒市
辱ーー

第三次まで︑みなさんが台所で使
われる水の確保につとめてきたの
ですが︑産業の発展や人口増加に
よる水の需要は︑その後も急激に
伸びつづけ︑現在の施設の拡張︑・
ない実状になりました︒

改良だけではどうしても追いつけ

一渇水期でも安心

権現原に浄水場を新設
市では︑こういった水不足を解
決するためには︑根本的な施設の
整備が必要であるとして︑第四次

の拡張計画にとりかかっていま
す︒

この計画では︑昭和四十二年か
ら五十五年までの十四年間に︑事
業費十八億四千八百三十七万円を
使って︑現在の市内江良にある給
水施設とは別に︑新しく浄水場な
どの給水施設を塩見権現原につく
ります︒

ています︒

第一期工事︵四十二年〜四十五
年目では︑五億四千四百万円をか
け︑上水道施設の心臓部にあたる
浄水場を千二百四十平方材の敷地
につくるほか︑取水︑導水︑送水
配水の各施設をつくることになっ
現在︑工事も計画どうり進んで
おり︑九月二十七日には浄水場の
完成︑それに伴う本管の接続工事
も終って本格的な給水をはじめま
した︒

ができます︒

この施設は現在一日最大六千五
百立方耕の給水能力があり︑江良
浄水場の給水量を合わせると一万
一千五百立方折となり︑四万一千
人の飲料水を容易にまかなうこと
このため︑これまでたびたびご
協力をお願いしていました夏季の

なくなりました︒

節水︑時間給水の心配はほとんど

今後の計画
十万人給水を目標
このように︑ 四十二年度から第
四次の拡張計画にもとづいて工事
を進めていますが︑第二期︵四十
六年〜五十年︶には給水人口七万
二千人︑最終の第三期︵五十一年
〜五十五年︶には︑人口十万人に
す︒

給水できる施設として整備しま
また給水区域も︑本谷︑西川内
永田︑奥野︑平岩の金ケ浜まで広
げていく計画です︒

︵写真は新しくできた権現原浄水
場と送水ポンプのスイッチを入
れる市長︶

ず

﹀

市貼境開発センタふ灸バキ

獅ﾍ国民年金保険料の
第二基準納付月です
いま一度年金手帳を調べてみて
てください︒

々納めにくくなります︒

納め忘れになっている保険料は
ありませんか︒掛金がたまると仲

つくようにしましよう︒

一月分でも二月分でも納めてな
るべく基準月の十月までには追い
保険料は市役所︑各支所の窓口
で納入できますが︑それとは別に
各部厚内に納付組合があります︒
この組合では毎月のように徴収し
ていますので︑個人で納入するよ
り掛け忘れがなくて安心です︒
組合に加入していない方がまだ
たくさんいらっしゃいますが︑で
きるだけ加入してく∬11さい︒

カゴメ

トマトジュースを回収

にご承知のことと思います︒

東京︑大阪︑岡山︑福岡などで
カゴメトマトジュースからスズが
検出されたことについては︑すで

スの回収をしております︒

カゴメ株式会社では四十三年申
に製造されたカゴメトマトジュー

ては︑ ﹁はがき﹂で次のところに

また同社では家庭ですでに買い
求められて現物があるものについ

ることにしています︒

連絡すれば新製品発売次第交換す

▽記載事項

何本
何本

▽連絡先H名古屋市申区錦町三丁
目︑カゴメ株式会社
一九五グラム入
四二〇グラム入

演題は︑有馬氏﹁私の昭和史﹂
五木氏﹁デラシネの思想﹂︑三好

が指導にのりだしては︒

ュームパンダー︵泥土を吸い上げ

時の間におねがいします︒

すから︑早目にご来場ください︑
講演は年後六時半からです︒した
がって︑六時半になりましたら入
場できません︒入場は五時から六

導を十分行なうと共に︑ 一般工事

日〜10日︵市役所委員煙室︶︑

▽蘭︑おもと展−111月4日〜6日

︵市役所別館︶▽華道展一11月6
ください︒

▽三曲大会H11月9日︵富小体育
館︶︑▽生活展1111月10日〜11月

冝i市役所大会議室︶︑▽自由
育館︶︑▽短歌会H10月25日︵南

日︵大丸デパート︶︑▽日舞大会

別館︶︑▽美術展1111月14日差16

参加展

11月11日〜16日︵市役所

日向公民館︶︑▽書道展1111月1

獅Q1日︵記念館︶︑▽洋舞大会

11月16日︵車知屋小体育館︶︑
凹11月30日︵富小体育館︶

〃文芸春秋随筆選 を差しあげま

者には文芸春秋社発行の小冊子

いでくださるようご案内します︒

この講演会は第五回総合文化祭
の一事業として行なうもので︑入
場は無料です︒どうぞたくさんお

東京生まれ︑読売新聞記

︵文化協会︶

なお︑三氏の略歴は次のとおり
です︒

者として活躍したが40年退社︑

三好徹

文壇生活に入る︒42年﹁風塵地
帯﹂で推理作家協会賞︒43年︑聖

少女で志念回直木賞︒主な作品
は異国の空の下で︑竜馬暗殺異
聞など︒

有馬頼義 大正七年東京生まれ︑
早大英文科中退︑作家生活に入
回直木賞︒34年四万人の目撃者

る︒昭和29年終身未決囚で第31

﹁生

で日本探偵作家クラブ賞︒また
社会性のある異色作﹁リスとア
メリカ翻しなど発表し社会派作
家となり︑現在は昭和史の研究
に熱中している︒
主な作品は﹁小隊長前へ﹂
存者の沈黙﹂︒

の新人賞︒昭和翌年﹁蒼ざめた
馬をみよ﹂で第％回直木賞︒

五木寛之 福岡県出身︑外地で少
年時代を過ごし戦後帰国︑早大
露文科に学ぶ︒放送作家︑ルポ
ライター︑作詞家など経てソ連
北欧をまわる︒その時の﹁さら
ばモスクワ愚連隊﹂で小説現代

﹁裸の町﹂︒

主な作品は﹁まぼろしの女﹂

作家の有馬頼義︑五木寛之︑三
好徹の三氏を日向市に招き︑十五
日夜富高小学校の体育館で文芸講
11

演会を開きます︒

︵市役所前庭︶︑▽民謡大会

会1111月3日︵南日向公民館︶︑

饗文芸講演会血

氏﹁世界と日本﹂です︒当日入場

る機械︶を借りて来て清掃し︑解
決しました︒また②の台ばかりな
どの問題については︑その都度経
営者に改善を申し入れることにし
③の公共工事の場合の保安設備
については︑工事費の中に防護柵
などの施設費が組んであり︑請負

③市内のいたるところで建設工事
が盛んに行なわれているが︑防護
柵など危険防止の対策のしてない
．工事現場も見受ける︒公共事業の
場合︑このような危険防止は市が
するのか︑請負業者がするのか︒
また民間が行なっている工事につ
いても︑市が指導にのりだして欲

業者が行なうことになっていま

︹市側の対策︺

についても︑関係機関と連絡をと
りながら指導を強化していく考え

す︒この点︑請負業者の監督︑指

しい︒などの意見が出されまし

これに対して市では︑予算の範

たD

囲内でできるものは早急に実施

です︒

重ねました︒

生活学校では︑この座談会のあ
と市議会も傍聴し︑さらに学習を

し︑改善︑指導にのりだすことに
しました︒

④の側溝清掃については︑普通の
側溝と異ることから︑先日︑宮崎

市総合文化祭幕あけ

︑〜1〜1・︐一1

診

10

月3日目富小体育館︶︑▽謡曲大

向公民館︶︑▽茶道展闘11月3日

室︶︑▽俳句会1111月2日︵南日

展目11月1日〜4日︵市役所会議
室︶︑▽菊花展凹11月1日〜4日
︵市役所ロビー︶︑▽コバルト展
ほ11月1日〜5日︵市役所委員会

日〜3日︵市役所別館︶︑▽華道

▽文芸講演会h10月15日︵富小体

す︒

総合文化祭日程は次のとおりで

会については十月二十日までに︑
市教委社会教育課までお申し込み

ことしは初の文芸講演会など

に応じるようにしたことなうで

恒例の市総合文化祭は十五日か
ら幕開きです︒いつものように各
種の発表会や展示会などが中心に
なりますが︑特に今年の特徴は︑
市民のみなさんがだれでも︵文化
的なことがらの︶展示発表できる
ように自由参加展を設けたこと．
また︑主婦のみなさんに特に見学
利用していただくように︑生活展
の中に食品栄養の相談コーナを設
けて︑専門の栄養士が毎日ご相談
す︒

なお︑短歌大会︑俳句大会に参
加ご希望の方︑および自由参加展
に出品ご希望の方は︑自由参加展
については十月三十日︑俳句大会
については十月二十五日︑短歌大

16
11

四
ノ

たくさんの意見が出された生活
学校との座談会︶

幽

慧

生活学校が市政座談会

＝＝
♂

上水道

身ぢかな問題から解決
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ﾎになられた方へ

敬老年金

してあります︒

日向市に三年以上お住まいにな
っていられる八十八歳以上のおと
しよりには︑市から敬老年金が支
給されます︒ことし該当される方
でまだ年金証書を受けとっていな
い方は早めに申請書をご提出くだ
さい︒申請書は福祉事務所に準備

霧ペン字検定試験雛
第十二回の文部省認定ペン字検
定試験が次の通り行なわれます︒
▽受験資格11学歴︑年令︑性別な
ど制限はありません︒

▽検定の種類羅検定協会の定める
﹁硬筆書写技能審査基準﹂により
四級︑三級︑二級︑一級の四等級
に分けて別個に行ないます︒

▽合格遅所定の成績をおさめたも
のを合格者として検定後一ケ月以

る

ります︒

文を募集しています︒

は︑第四回めの青少年の作文・論

ぐくドゆサくまくノヒサこ

〒一五一

い全国大会﹂に招待きれます︒

れる﹁明日をきつく青少年のつど

なお優秀賞以上の入賞者に対し
ては来年三月万国博会場で行なわ

念品︶

優秀賞二十名程度︵青少年育成国
民会議会長賞と副賞一万円︶︑佳
作二十名程度︵同会議会長賞と記

︵総理府総務長官賞と副賞二万円︶

⑥入賞は最優秀賞一名︵総理大臣
賞と副賞三万円︶︑準優秀賞二名

十日

⑤締切日は昭和四十四年十一月三

任︐育成国民会議

④作品の送付先一東京都渋谷区代
々木山谷町三四六︑社団法人青少

以内︒

③作品は四百字詰原稿用紙二十枚

題は﹁現代社会と私たちの役割﹂

未満の方︒

②論文の部は︑昭和四十四年八月
一日現在で満十六歳以上二十七歳

役目﹂

題は﹁社会生活とわたしたちの

①作文の部は昭和四十四年八月一
日現在で満十六歳未満の方︒

内に本人あて通知し︑合格証を贈

▽試験日11十一月二十二日︵土︶
午後二時から︒

▽科目 実技と理論︒
▽場所一日向市役所︒

コミく

▽申込みμ・日向市役所税務課日高
輝夫さんまで︒

作文と論文募集

社団法人青少年育成国民会議で

都会の湖︑女体︑

新撰組︑田園の憂
うつ︑アポロの写
真集︑星と蛇の像

魚礁は細島沖合5キロメートルの海底に沈めました
が、1年もたたないうちに、タイ、アジ、サバなどの
近海魚族が住みつき、築磯は「いせえび」の繁殖場所
になります。市ではこれからも、こうした事業を継続
して行ない、当市の沖合を魚のいる海にしていく考で

Ψ秋 の い っ せ い

あなたのポケットに

県民手帳ぜひ﹁冊
県統計協会では︑宮崎県民手帳
緕ｵ〇年上︶をつくり︑いま
申し込みの受けつけを行なってい
ます︒内容は日記編のほか資料編
として県政概要︑﹁市町村別主要統

計︑気象など︑付録として印紙税・
里見表︑定期観光バス案内などが
盛り込んであり︑何かにつけて非
常に便利です︒

定価は一部百五十円です︒ご希
望の方は十月二十日までに市役所
統計係へお申し込みください︒

費150万円で魚礁（魚のアパート）122個と、築磯（い

清掃運動あ
秋になりました．．大掃 除 を す る
のには最もよい時期です︑．

衛生課では︑生活環境をよくし
て衛生害虫の駆除を行ない︑伝染
病の発生をなくそうと︑秋の清掃
期間を次のとおりきめました︒
各家庭では次の要領でいっせい
に実施してください︒

▽実施期間註十月十二日〜十一月
十六日
▽実施要領F￠晴天の日を選んで
室内外の清掃と消毒をする︒
②便所︑炊事場︑ごみためなど
汚物の発生する場所の清掃と消

毒をする︒◎清掃のためでた

（写真は細島沖合に沈められている魚礁）

す。

交通事故にそなえ

﹂

世帯数

傷害特約を

凄蒼：r

（10月1日現在）

無縁墓地の改葬

グ

§

㎜両脇人ロー一・

せえびのアパート）241個をつくり、それぞれ当市の
沖合に沈めました。

黒潮の女︑どくろ
銭︑死刑台への逃
走︑スパイ武士道
志都という女︑結
婚するなら︑地球
要塞︑ヒマヤラ七
四〇三眉︑海中公
園︑吉川全集

男22．6・9人前晶焔

﹁ゴミ﹂は一ヵ所に集めて焼く
清掃を実施するときは︑各区︑
各班ごとの集団で行なうのが効果
的です︒なお消毒機械器具の貸し
出し︑下水溝の汚泥運搬などにつ
いては︑事前に衛生課にご連絡く

交通事故や思わぬ災難などで死
亡したり︑けがしたりしている人
がふえているところがら︑郵便局
の簡易保険では﹁傷害特約﹂を九
月から取り扱っています︒

までお知らせください．︑

福岡県では︑地盤沈下にともな
うカサ上げ工事のため次の無縁墓
地を改修することになりました︒
日向市にお住まいの方で縁故者が
あれば︑福岡県中間市役所衛生課
▽所在地n福岡県中間市大字中間
字阿弥陀面
▽墓地名11中間市有阿弥陀面墓地

女24．837人．69人増

ださい︒

江良の墓地を移転
市では︑区画整理事業のため︑
市内江良字下り松八九二七番地の
墓地を近く移転します︑．

す︒

この傷害特約は簡易保険の全部
の種類にセットしてあり︑手軽に
加入できます︒掛金は年金などに
関係なく︑保険金百万円につき月
額二百円です︒危険がいつぽいの
現代にそなえ加入をおすすめしま

15世帯増

12．215世帯

137人増

47．446人

計

布立図

市商工水産課では沿岸漁業のための対策として工事

飾新製螺内〜
戸＿．男主舗

v

ください︒
レ

祭主︑縁故者でまだ申し出をす
まされていない方は︑皇めに市役
所建設課区画整理係まで申し出て

▼

魚のアパートをつく
●

88
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