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進む教育施設の整備
（人づく

り）

いま、財光寺小学校と美々津中
学校で、校舎の建築がはじまって

費1，820万円）の校舎が完成、新

おり、ここで学ぶよい子たちが

くなります。

「早くできないかなあ一」とその
完成を待ち望んでいます。

また美々津小学校は海岸ぞいに
あるため、潮風などによる老朽が

当市は毎年人口が増えてきてお
り、その中でも日知屋、財光寺地
区がとくに多いようです。
財光寺小学校を例にとってみて

めだちはじめました。

いま進められている工事は、こ
の老朽化した危険校舎のたてかえ
で、やはり来春にはこれまでの木

も二年前と比較して約60人の児童

造校舎にかわって鉄筋2階だて

が増えています。こんどの校舎増
築はこういつた児童の増加にこた
えるための工事で、来春には鉄筋

円）の校舎が完成、安心して勉強

たに2教室が増えて教室不足がな

（335平方メートル＝工費1，0釦万

できるようになります。

からだにあった
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スチール製の机も
からだに合わない机やいすでの
勉強は目や姿勢をわるくしてしま
とくに小さい机の場合は、前か
がみの姿勢になりますので、早く
疲れるだけでなく、セキツイが曲
ったり、近視が心配されます。
こんな心配をなくして、みんな
が楽しく勉強できるようにと、こ
んど約490万円で、市内の小学6
年生と中学3年生全員にスチール
製の机とイスを購入しました。

というのも、最近、児童生徒の
身長、体重が大きく伸びて、これ
までの木製の机やイスが小さくな
ったからです。

教育委員会がまとめたことし5

月の平均身長をみてみますと、小
学6年生の男子で158．3α曜、中学

3年生では158．7伽で、これまで

の小学6年生で130α、中学3年

も憂

います。

編集人総務課秘書広報係

生で150σ躍の身長を基準にした机

轟1

は小さくなっています。

ことしは、中学3年生と小学6
年生だけですが、47年までには、

市内の全校生徒1人1人が自分の
からだに合ったスチール製の机で
勉強ができるようになります。
写真は、「人づくりのための教
育施設の整備」という施政方針に
そって建築がすすんでいる財光寺
小学校と、一人一人の身長に合せ
て購入されたスチール製机（上）

．し

とこれまでの机（下）

1鎖

1欝

○：⁝：：とじておくと便利です⁝⁝⁝○

2階だて（602平方メートル＝工

触﹂

ヘノ

研ぎ師としてその名は全国に知ら
れています︒刀匠名︑義国

A芸術部門﹀

伊達小夜子さん
大正十年二月二十七日生まれ︑
住所は上町十一番十五号︒
びはじめ︑昭和十一年．に世界的な
所︒

十四才のときから西洋舞踊を学

場を建設︑同年より三十八年まで
市弓道連盟の会長をつとめ︑弓道
をとおして市民の体力づくりに貢
舞踊家である石井漠の研究所に入

また︑昭和二十三年から三十九
年まで富岡小学校︑富島中学校︑
富島高校のPTA会長に連続就任
され︑その間︑学校における学童
の体位向上に意を注ぎ︑献身的な

献されました︒

善行生徒には．河野史郎君

舗伊達瀟成合・儲長友さん

次の三門に決まりました ︒

黄菊︑白菊咲きみだれる文化の
日の三日︑こしとの日向市文化功
労者が決まり︑その授賞式が十一
時から市長室で行なわれました︒
当市の文化功労者の選定は︑昨
年の明治百年を記念してからで︑
ことしは二回目になりますが︑学
術部門に該当者がなかったほかは
努力を払われました︒

ました︒

断念しなくてはならなくなりまし
たが︑終戦と同時にいち早く荒廃
した世相と退潮した文化再興のた
め︑夫の郷里である当市に︑現在
の研究所を設立︑戦後の人心安定
と情緒教育︑体位向上に貢献きれ

﹂

︑三．

虞ゑ．

塾．．

現在まで延八百人にのぼる門下
生と︑公演研究を続け︑市の文化
興隆に力を注いでおられます︒

新聞︑牛乳の配達

母親をたすけ
︿善行生徒﹀

河野史郎君
岩脇中学校三年生の河野史郎君
は︑一年生のとき父親をなくしま
㌦﹂皿闘朋r︑﹂朋開朋﹁㌔担︑醐・1

．

︐巳．

した︒その後︑母ケサエさんの面
入の少ないのを理解し︑毎朝五此
から牛乳︑新聞配達をつづけ︑﹇
曜は家事である農業の花づくり漏
手伝っています︒
学校では何ごとにも非常に三論
的に活動し︑逆境にも負けず学聖
も学年一位で生徒会長をつどめヂ
おり︑模範的な生徒です︒河野看
の授賞をよろこび︑同時に他のア
ういった境遇の子供たちの成長ん
もあわせて見守ってあゴましよ︐∩

霧お米の通帳が
かわ．りました雛
十一月一日からお米の購入通植
が新しく切り替えられました︒・
いま市民生活課の窓口で新しい
通帳をおわたししていますので日
めにおいでください︒
なお︑古い通帳では︑これか瓜
お米の購入はできませんのでご注
意ください︒

1［騰2・購餉公購21日原町朝日蛉会灘
・1轡島撒27日塩見小学校〕28旺＋猛神
これは一例ですが︑範囲内のご
相談にはどんなことでも応じます
ので︑遠慮なくご相談ください︒

トができました︒

これでは不便ということから︑
この地域の人たちが︑行政相談員
をとおして郵便局に話しをもちか
けた結果︑このほどりっぱなポス

ました︒

は町まで手紙．を出しにでかけてい

一

︑覧︑︑︑︑︑．﹄︐︐︐㍉．〆︑﹄b︑︑︑︐㌔︑曳︑︑η隻爲

写真はいつでも出動できる態勢の
消防車

きたいものです︒

と⁝︒都市化が進む当市は︑いた
るところに住宅ができはじめまし
た︒これからの火災が心配されま
す︒署員がいった﹁みんなが消防
署員﹂ということばをしっかりか
みしめ火災のない日向市にしてい

・で防火につとめてほしいですネ﹂

す︒そのためにカマド︑煙突︑プ
ロパンガス違どの検査を絶えず行
なっています︒わたしたちも火の
守りをかためますが︑みなさん一
人一人も消防署員になった気持ち

前のいかにして火をださないか
が︑わたしたちの大切な仕事で

消火も大切なことですが︑それ以

時に出動することさえあります︒
また一般の人たちの中には︑わた
したちの仕事は火を消すことと考
えてる方もいらっしゃいますが︑
これは間違っています︒もちろん

時は救急出動は週に一回ぐらいで
したが︑現在は二台の救急車が同

員の一人に聞いてみますと︑ ﹁当

間︑この消防署につとめている署

養と体力づくり」日向保健所長隈本晋氏。③健康相
1酸医師佐藤舐轡会

︑

t

しています︒

は︑なんといっても初期消火で

また火災が発生した場合︑その
被害を最少限にくいとめるために
す︒

広い日向市のどこに火災が発生
しても︑すぐ現場にかけつけなぐ
てはなりません︒そのため幸脇に
消防南詰所︑日知量塩田に東分署
も設置しました︒
東分署には臨海工業地帯のガソ
リンへ石油の特殊な火災を考えて
化学消防車一台︑南詰所にも消防
車一台を配置して︑広範な火の守
りをかためています︒
発足当時からきょうまでの十年

1①晒・中年からの体力づくり」②篤・、・栄

一㍉漢画亜・

︑．−︵

です︒

て︑ご相談をうけるのが主な役目
一切無料で︑秘密は守りますか
らお困りのことがあったら︑お気
．軽にご相談ください︒

大山順一さん

住所孟財光寺松原四一一〇ノ三
相談員

りっぱなポストできる
H相当の結果から一1

1㌧産痛綴のおいでをお待ちしてい紘

昭和十五年に同研究所を卒業と
同時に︑故郷の門司で小夜子バレ
ー研究所所を設立︑九州各地の軍
関係病院︑施設の慰問を中心に十
回余りの公演を行ないました︒
その後︑太平洋戦争が次第には
げしくなると︑バレー研究も一時

⁝

かためます

しっかり守りを﹁
Q﹂︐

●

︵五百平方材︶の消防署もでき︑

舎の完成と同時に︑鉄筋二階だて

た︒

．＼−ご甘＼︑・どへ︑．と匿い︑．︷︐︑入︾﹁くへ

発足当時は署員二十名︑消防車
二台で火の守りをかためていまし
たが︑その後昭和四十年︑新市庁

︑﹁︐k竃汽肖＼乏

現在は︑署員三十八名︑消防関係
自動車五台のほか︑急三半自動車
二台を常備して︑いつでもみなき
んの生命︑財産が守れるよう待機

市消防署が発足してから︑今月

ilの体力づくりに役だてようとす・ものです．

これまでのご功績に対し︑惜し
みない拍手をおくるとともに︑さ
らにごんこのご活躍︑ご健闘をお

八技術部門﹀

その間、みなさんのこ協力もあって、歩け歩け運

祈りしたいと思います︒

ので ︑ あ わ せ て ご 紹 介 します︒．

︵順不同︶

成合袈裟義さん
明治四十五年一月二十日生まれ︑
往所は北町七の十三︒

刀研師︒昭和十二年ごろから刃
物鍛冶をするかたわら︑日本刀研
磨︑鍛錬の研究をつづけ︑昭和二
十九年日本美術刀保存協会主催第
一回申后刀美術発表会に︑短刀一

1 できて、一年半になりました。

響く7軽罰〜粟・躍事一顧︸γ﹁︑・

1て愕四脚＝齢惣町昌嵩籍

わたしは行政管理庁から委嘱を
受けている行政相談員ですっ
相談員の仕事は︑宮崎行政監察
局で行なっている行政相談の窓口
として︑国や県︑市など役所で行
なっている工事について︑お困り
になっていること︑なっとくがい・
かないこと︑希望することについ

11月17日美々津支所。18日幸脇公民館、19日市役所

なお同日︑善行生徒として河野
史郎君︵平岩︶が表彰されました

︿体育部門V

長友重夫さん

ヤ・

llてい・う・、牌五月に「体力づくり市動議」が

わたしは行政相談員です

．士≒31F︐重警婆B睾・薯．一︷二㍉ヤ︑

振りを出品して入選︒

で

明治三十八年十二月十日生まれ︑

−

専門医師も健康相談

でちょうど十周進めを迎えまし

1』聴罪舗1難1裁鶏誓

財光寺の切島山地区に郵便ポス
トができ︑地域の人たちから︑こ
れで便利になったと喜ばれていま

でです）
ll

住所は本町十四番十六号 ︒

1

蓼 ︑︑︸．．監寝誓︑〆藍．

4

たばこの不始末による火事をな
くするには︑各人がそれぞれ注意
する以外に手はないのですが︑灰
ザラには必ず水を入れておくのも
ひとつの方法でしよう︒

Ψプロパンガスの・

容器は屋外に姦
プロパンガスが普及し︑これに
よる爆発火災も椙次いでいます︒
取り扱い上の注意点では︑①ガス
容器は直射日光のあたらない風通
しのよい屋外に置く︒②容器が倒
れないよう固定する︒③屋内への
配管は必ず金属牲のものを使う︒
④古くなったゴム管は早めにとり
替える︒⑤容器の安全弁や調整器
は絶対に操作しない︒⑥使用する
場所の通気︑排気を考える︒⑦使
用後は必ず涙せんをしめる︒③定
期的にガスもれを検査し︑不良カ
所があれば専門の人に修理しても
らう︒．

彫役立つ一ぱいの水紘

1謙讐鷺織灘1美一図
＼・

1いに効果をあげています．

同地区にはポストがなく︑以前

す︒

ii調讐区別健麟会を次のとおり開くことに
「

k1毒鵬と態魯鍵馨轡含寮鵬朧
・．

日向市体力づくり市民会議ではこれからも、こう
いった屋外活動をくりかえし行なって、みなきんの
li

10周年

雄山閣発行の﹁趣味の日本刀﹂
徳間書店発行の﹁日本刀全集﹂の
中にも記名してあり︑日本刀鍛錬
の現代刀匠として︑また日本刀の

昭和三年三月目日本歯科医学専
門学校を卒業︑同年四月日向市に
おいて開業︒昭和十年日向市弓道

十一月二十六日から十二月二日ま
で火災予防運動が行なわれます︒
わたしたちは火事のおそろしさ
そして︑これからが火災のシーズ
ンということを知りすぎるほど知
っていますが︑火災の数は一向に
減るようすはなく︑ことしになっ
てすでに十六件も発生し・ていま
す︒昨年同期と比較すると三件下
回っていますが︑金額に し て 九 百 ．
六十六万円が灰になっています︒・
きて︑火災の原因を調べてみる
と︑全国的に
﹁たばこ﹂が
︑
昭和二十九年
いらい王座を．
占めているよ

●

うです︒

日向市でも
六件とやはり
トップです︒

が十分ある︒

その原因は①
たばこの火は
七百度という
高温で危険性

火事は︑はじめの内ならわずか
な水で消すことができ翫すかぢ︑
つねにバケツ一ばいの水は準備し
．ておく心がけが必要です︒またふ

に役立てましょう︒

ろのある家では入浴後もそのまま
水をためておき︑いぎというとき

②たばこが火
災にまで発展
するのには時
間がかかり油
断しやすい︒

︾万一のときは
早く通報を協

③たばこが時・

と場所に関係
なくよく吸わ
れ︑そのまま

万一火事になったら早く消防署
に知らせてください︒あわてず︑
場所と目標をはっきりつげてくだ
さい︒電話番号は一一九番︒ボッ
クスからの場合は電話機の横に一
一九︑一一〇番のダイヤルが別に
ありますから︑それを廻わしてく
ださい︒十円は不要です︒

JI真為壕魏篶鐵卿ぞ胡国
し
消防開票

市民健康座談会
O

鞠ゴ

、

︑︑

4

疑．

亀冊・

す︒

いそうです︒

一！》〃！》〃鮒〃！》〃鮮4一風w〃細イ鮒

犀野

ワ

捨てられる︑などあげられていま

蕗たばこの温度が700度

1》日醸（時間はどの会場も午後・時力・ら購ま
、

いますてた

2

広報ひゆうが
また︑たばこでも︑酔って寝た
ばこによるものが一番多く︑飲食
．店で︑酔った客が火のついたたば
こをイスの上に忘れたとか︑ゴミ
箱の中に火のついたままのたばこ
を捨てたのが原因というのも︑多

5耐〃対デ〜〃厨〃／Ψ鮮〃側〃側卿》〃魯

糊
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成人式にご参加を
申し込みは
十二月十五日までに
来春一月十五日の成人祝賀式典
は富高小学校体育館で開くことに
しました︒該当者は︑昭和二十四
年四月二日から昭和二十五年四月
一日までに生まれた方で す か ら ︑
多数ご参加ください︒

なお記念品などの準備の都合も
ありますので︑参加ご希望の方は
お手数ですが十二月十五日までに
市教育委員会事務局へ電話︑また
は︑はがきでご連絡くだ さ い ︒

成人者あてに︑市からとくにご
案内状は差し出しませんので︑案
内状が届かないからといって︑欠
席されることのないよう︑ 〃 ふ だ
ん着〃 ． の ま ま で お い で ください︒

母子家庭のお子さんに
就学・修学資金
市福祉事務所では︑ただいま母

親だけの世帯のお子さんに対し
て︑修学︑就学資金の貸しつけを
行なっています︒

ご希望の方は十一月二十日まで
に市福祉事務所までお申し込みく
ださい︒

美しい﹁観光年賀はがき﹂
で日向市の宣伝を
市と市観光協会では︑いま観光
年賀はがきを作製中です︒
昨年は︑伊勢ケ浜公園を印刷し
たものでしたが︑大変好評でした
ので︑ことしもということになっ
たわけです︒

ことしのは︑平岩海岸一帯のす
ばらしい景色が印刷してありま
す軌郷土をはなれて励んでおられ・

す︒

る方には︑なつかしい郷土の香り
を︑また知人︑友人には日向市の
紹介をかねた年賀状で︑観光日向
を大いに宣伝していただきたいと
思います︒価格は一枚五円以内で
十一月下旬には配布できる予定で

いま予約申し込みの受けつけを
行なっていますので︑ご希望の方
は市商工水産盲あて︑郵便︑電話
でも結構ですから︑早めにお申し
込みください︒

インフルエンザ

予防接種
インフルエンザの流行期になり
ましたので︑・市衛生課が次の日程
で予防接種を行ないます︒

インフルエンザは日本脳炎と同
じように︑きわめて死亡率の高い・

病気とされています︒該当者は一
人もれなくもよりの場所で予防接
▽該当者口満三才以上の方︒

種を受けてください︒

さい︒

▽料金二回につき︶11三才〜六
才未満七十円︒六才〜十五才未
満百円︒十五才以上百五十円︒
接種は二回行ないます︒二回目は
一回接種日から七日後に行ないま
すが︑二回受けませんと効果があ
りませんので必ず二回受けてくだ

月二十四日

▽日程
三股病院①十一月十七日︑②十一

日陰屋幼稚園①十一月十八日︑②
十一月二十五日
切島山公民館①十一月十九日︑②
十一月二十六日
渡辺病院①十一月二十日︑②十一
月二＋七日
塩見小学校①十一月二十一日︑②
十一月二十八日
なお時間は︑いつれの会場とも午

設︑公害の防止︑農林漁業および

して運用され︑住宅や学校の建

ミミミ

ご希望の方は日向土木事務所ま

定です︒

で︑十二月下旬には入居できる予

家賃は三千円から四千円の予定

います︒

県では︑いま市内財光寺に建設
申の県営住宅の入居者を募集して

県営住宅入居者募集

ミ

すすめします︒

こんこも郵便貯金のご利用をお

よい町づくりをすすめています︒

当市もこの融資を受けて︑住み

ります︒

鉄道の建設にたいへん役立ってお

申小企業の近代化︑道路や港湾︑

この貯金は国の財政投融資金と

えるまでになりました︒

びて︑現在高も五兆五千億円をこ

みなさんがご利用いただいてお
ります郵便貯金は︑年々順調に伸

施中です︒

をつくる郵便貯金奨励運動﹂を実

後二時から三時までです︒

バイク軽自動車

名儀変更は30日以内に

最近のように自動車が増えてく

ると︑それにとも鋸︑5つての登録申

請︑名儀変更︑廃車などの手続き
も日ごとに多くなってきています

ご存知のように軽自動車などを
所有している人が名儀変更︑廃車
の手続きをする場合は宮崎陸運事
務所へ︑またバイクなどの原付自
転車については市役所へ︑それぞ
れ三十日以内に届け出ることにな
っています︒

この手続きをおこたりますと︑
いつまでも﹁軽自動車税﹂を納め

なくてはなりません︒

でお申し込みください︒

世帯数

社会保険のご相談はこの機会こ一

47．540人

日社会保険事務所を開設q

計

孤人増

います︒

24．867人

軽自動車を他人に譲っていたの
に︑バイクを廃車していたのに︑
この手続きをしなかったために︑
軽自動車税を納めなくてはならな
くなった方もたくきんいらっしゃ

直

女

g4人増

た︒社会保険などについて︑どん

お互いに迷惑をおかけすること
ですから︑このような場合は早目
に手続きをすまされるようお願い

22．673人前昌丈島

険事務所﹂を開くことにしまし
なことでも結構です︒

します︒

住みよい郷土をつくる

11郵便貯金11

男

ロμ11

社会保険関係の事務は︑延岡社
会保険事務所で行なっています︒
ここでは︑会社や工場につとめて

十時から午後三時まで
場所惇日向市役所別館会議室︒
ご相談の内容口健康保険︑厚生年
金保険︑日雇い健康保険︑国民
年金の給付や資格︑保険料など
です︒

ご相談相手匿延岡社会保険事務所
の業務課長 徴収課長 国民年
金業務課長と市役所年金係長︒﹂

︑︐

郵便局では︑大蔵省や自治省な
どの後援によって﹁住みよい郷土

測

20世帯増

12．235世帯

㈱㎜

（11月1日現在）

円月 人

いて︑健康保険︑厚生 年 金 ︑ ． 日 雇

い健康保険などに加入している人
へ︑給付金を支払ったり︑保険証
を発行したり︑また保険料の徴収

この機会をご利用ください︒

社会保険の事務を担当している
人はもちろん︑個人︵被保険者︶
の方でも日ごろ疑問に思っていら
れることやおたずねになりたいこ
と︑ご希望などありましたらぜひ
▽実施要領繍
日時 十一月二十日︵金︶︑午前

●

などのしごとをしてい ま す ︒

ただこうと︑こんど二日社会保

、

同事務所では︑社会保険制度の
しくみを広くみなさんに知ってい

、
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