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−投票歯黒27白
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その一票に

、

◇⁝たち⁝⁝︒そうで す ︒

◇⁝ ﹁暮れの忙がしいときだから﹂などといって棄権してはなりませ

投票することは政治への参加であり︑発言であり︑まちが．つた政

◇⁝ないのです︒

◇⁝ん︒この子たちの将来のためにも責任をもつて投票しなければなら
◇⁝

◇⁝治を正すために︑わたしたちに与えられた一つの権利なのです︒
◇⁝ こんどの衆議院議員の選挙は﹁安保︑沖縄︑公害︑物価︑過疎な
◇⁝ど多くの問題をかかえた︑日本のこんごの進路をきめる大切な選挙
◇⁝だ﹂といわれています︒あなたの確がな一票がその〃みちしるべ〃

﹁選挙に違反は

▽また新聞やテレビで報道されて
いるように︑事前運動などに対す
る警告件数は︑以前の黒い霧解散
のときの約二倍にもなっていると
つきもの﹂などと見逃してはなり

いわれています︒
ません︒

義理や人情にからんだ一票で悔
いある年末をすごすより︑その一
票に新年への期待をかけましよう

住所が変った方は

名簿を確めてください
ことしの七月二十日から選挙人
名簿の手続きがかわりました︒
いままでは本人が選挙管理委員
会に申し出なければ選挙人名簿に
はのりませんでしたが︑こんどは
住戸登録をしていないと名簿には
しかし︑こんどの二十七日の選

のりません︒

挙の場合は︑昭和四十四年九月六
日までに住民登録をした人でなけ
れば本市では投票できません︒
最近︑引つ越してこられたかた
は︑住民登録をしているか︑選挙
人名簿にはのっているか︑一度お
確かめください︒もしのっていな
い場合は早目に選管までご連絡く
だきい︒

合わせください︒

近く入場券を各有権者あて郵送
します︒この入場券がなくても選
挙人名簿にのっていれば投票でき
ますが︑もしとどかない場合は一
応電話ででも選管事務局へお問い

入場券が届かないときは

ともよく話し合い︑最もよい政

されてはなりません︒
のべられた政策についてわからな
いことがあったら家族や親しい人

◇⁝となり︑豊かなくらしよい社会をきつくのです︒

ました︒しかし顔かたちにまどわ

▽こんどからテレビによる政見放
送が登場し︑自宅の茶の間で各候
補者の政見が聞かれることになり

◇⁝ 勇気と責任とほこりをもって清い一票を投じましよう︒

策︑人物を選びましよう︒

○⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝⁝O
ﾟ多
@市潴
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◇・．・さむ空のもと︑大地をけって明日に向って元気にかけてゆく子供

新年への期待をかけて
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︵将来日本をささえるこの子たちのためにも正しい選挙を︒︶

ド
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分譲宅地

鶴自然公園

膝当

︐継

︑挙

︑︐謹

︑繋禽濃
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さる十二月一日づけで︑財団法

なりません︒

・︑

自然公園

／

ノ

しかし︑現在の制度や当市の財

政力からみても短年内に多額に
なことです︒

ものぼる用地取得はとうてい困難

．この事業計画をみてみますと︑

こんなとき開発公社が市にかわっ
て用地を買収造成し︑事業が終る
と同時に市に売り渡します︒
市が買い受ける価格も︑開発公
社が買収した当時の価格に造成費
用をプラスし︑人件費などわずか
な経費を加えたもので︑代金も市
と公社のあいだで話し合い︑一般
の行財政に無理のいかないよう長
期支払いなどの方法がとられます
現在︑公社がとり組んでいる大
きな仕事は︑日向市総合計画のひ
とつとしての大王谷開発事業です

L

四十四年度から四十九年度までの．
六年間に︑五億九千百万円をかげ

7零︐・︸︷﹁︐．︷≧︐・︽一

将来の町づくりをかんがえて︑
．公営住宅や学校︑公園など公共施
設のための用地も確保しなければ

で地価の値上りをみていま す ︒

け︑新しい町に生まれかわろうと
している当市では︑いたるところ

例えば︑新産業都市の指定をう

市中銀行など民間からの融資金が
あてられ︑事業も市の基本計画や
施策にそってすすめられます︒

この場合の事業資金は︑すべて

わ．つて行ないます︒

内ではなかなかできないような公
共用地の取得造成事業を︑市にか

この公社は︑市の限られた予算

をはじめました︒

﹁人日向市開発公社が発足︑市役所
内に事務所を開いて本格的な仕事

隷

亨

︐ζ

﹂匹

醐・

誓

毎週火・金曜は

交通事故の相談に応じます
にくれている数多くの人のなやみ
がかくされているのです︒．

ことしの交通事故件数をみてみ
ます−．﹂︑日向署管内でも一日平均

＼

﹁．一・3p孕・

@し

．⁝

×

×

あわないようにしまし
×

−
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ら約一年半以上にもな
・りますが︑現在の加入
者は千二︑三百人程度
です︒交通戦争のはげ

ｿ鞠謝難骸

9

交通事故の加害者︑被害者︑そ
の他の関係者を問わず︑こうした
問題をかかえてお困りの方は︑ぜ
なお十二月︑一月の相談日は次

ひご相談においでください︒

獅P6日︑19日︑23日︑26日

のとおりです︒

冝A23日︑27日︑m日

1月b日︑9日︑13日︑16日

です︒

で六人︑負傷者で百十二人も増え
悲しい史上最高の記録になりそう
こうしたことから︑警察署をは
じめ︑市防犯協会︑交通安全対策
協議会が主体となって︑年末︑．年
ひろげることにしました︒

始の防犯運動をつぎのとおりくり
犯罪をなくし︑交通事故をなく
しみんなが明るい新年が迎えられ
るようよろしくご協力願います︒
①防犯運動実施期間11十二月一日

少年非行化の防止︒a︶雑踏事故の

から一月五日まで
②重点実施事項
④凶悪犯︑各種犯罪の予防と検挙
◎暴力犯罪の予防と取り締り︒◎
防止魯交通事故の防止︒

とくに年末年始は忘年会︑新年
会などお酒を飲む機会が多くなり
ますので︑飲酒運転︑無免許運転
の追放︒歩行者優先運転︑正しい
自転車の乗り方︑歩り方︑道路の
正しい使用の徹底をはかります︒

・

しい最近︑加えて年末の忙がしさ
と︑いつどこで︑だれが交通事故
万一にそなえぜひ市民交通共済

にあうかわかりません︒
への加入をおすすめします︒

保障の範囲も広ろく︑一日わず
か一円たらずでの掛金︑五十万円

手続はひじょうにかんたんで

の保障がみてあります︒

す︒お申し込みには市役所の市民
生活課市民共済窓口へお申し出く
ださい︒
．

圃三三尋F了．9︸︷ξ・至・﹁？．

ことしも一月から十一月末まで
で発生した交通事故ば日向署管内
で四百八十二件︑死亡者十八入︑
負傷者六百八十四人と昨年にくら
べに発生件数で四十七件一死亡者

ってきます︒

また年末には人の往来と自動車
の激増で交通事故もひんばんと起

×

よう︒

灘灘

繊細熱

灘舞捌難

︑D︸算期であり官公庁︑会

・年末は一年間の総決

まってまいりました︒

ことしもあと余すところ二十日
となり︑あわただしい年の瀬がせ

なうことにしました︒

また︑この十二月から毎週火曜
金曜をとくに﹁交通事故相談日﹂
ときめ︑問題処理をスムーズに行

います︒

市民生活課では︑こうした人の
ためにいま交通事故相談に応じて

います︒

一・四件︑死傷者数は実に七百二
名とおどろくべき数字をしめして

この数字の裏には一家の働き手
を失ない︑愛児をなくし︑後遺症
になやみ︑高額の損害賠償の支払
いに困り︑仕事も手につかず途方
臨海工業地帯西側の大王谷附近の
山地約七十七万二千平方綴を開発
し︑小中学校用地や道路︑分譲宅
地︑運動公園地︑自然林公園地な
ど造成することになっています．
これが完成し︑さらに公共施設
が建設されますと︑大王谷に新し
い町が誕生するわけです︒

熱

一︑筆︷・魯皿ぐく竃審

⁝一！亀

日向市の開発はまだまだこれか
らです︒一日に発足した開発公社
のこんご果す役割に大きな期待が
よせられます︒

−こr︑響き

︵写真は初の理事会と計画図︶

一星迂ーイ・璽・・穿苧・︒︐．．！︐コ・︑メミニ㌧﹁﹄ドレ婁

い
ヤ

蒙慈懇︑屡懇 懸雛灘
二蛎嚴略報解義

日向製錬所が現在の工場とは別
に︑﹂新たにもう一つの工場を建設

・邑・．︐■・．

して操業にはいります︒
また新工場の従業員は約二百名
で︑全員を地元から採用する予定
一．︐

◇

です︒

ご相談ください。

に9す才ら

合年まωか︒

の手続きもありますので係にご遠慮なく

・︐・7・●●巳︐6●・﹁覧●●曹︒■・●9砥・﹁電︑965︐喧︒■咀覧

・

︐ρ巳︐oo︑

の

がもらえると大きな感ちがいをされて
いる方へ《

することになり︑さる四日に県庁
で土地買売契約の調印が行なわれ

聖）70才になったらみんな老令福祉年金

ました︒

とき、

1年間に6万円ですから、15年間もら
うとしたら90万円支給されることにな

新工場は︑来春一月には着工の

で65才から支給される老令年金額は

工場用地として売買契約された
とれろは︑二区造成地十一万三千
平方材で︑ここに七十億円をかけ
てフェロニッケル︵のちにステン
レスとして製錬される︶を月に千
百トン生産する工場を建設します

ります。

輸旅斌職嬉軸ゆ封職沖齪鼻革蛎曳肝面嫌贈辟猴刊購

10年間納める保険料2万5千8百円

予定で︑四十六年．三月には完成︑
同時に操業にはいります︒

罪し、保険料を10年閲納め65才になつ
入し、保険料を10年閲納め65才になった

の納入が困難になったときは、申請免除

されますが、同年4月2日以降に生ま
されますが、同年4月2日以降に生まれ
た人は国民年金に加入し、保険料を納入
た人は国民年金に加入し、保険料を難
しておかないと老令年金は武とよh国
しておかないと老令年金はもとより国民
年金のいずれの恩典にもよくしないこと

＝被保険者が重い病気にな
ら治るまで最低9万6千円
万円づっ毎年支給されます
＝夫が不幸にして死亡した
未満の子を養育している妻
1千2百円の年金がが支給

人です。

また規模は︑現在の工場が一万
五千KVAの熔鉱炉を二基を備え
つけているのに対し︑新工場は二
万五千KVAの熔鉱炉を二基とり
つけ︑生産量も月産七百トンに対

」
¶
えるかというと、そうでにありません
国民年金制度が発足し保険料を納め

一・五倍の大きさのものです︒

いわゆる高令者で任意に国民年金に
いわゆる高令者で任意に国民年金に加

なお国民年金に加入し、途中で保険料
しなくても70才から老令福祉年金が支
しなくても70才から老令福祉年金が支給

＝他の公的年金から国民年
えた被保険者に通算して支

から明治44年4月1日までに生まれた
から明治44年4月1日までに生まれた人

し千百トンと︑いまの工場の約
また当工場にはヌメア丸など一
万トンから二万トン級の専用船が
三隻就航していますが︑さらに二
万五千トンの細島丸も建造中で︑
新工場の建設とあわせて二万トン
バLスの専用ふ頭も建設されます

は保険料を納入しなければ年金はもら

に1万円の一時金が支給されます。
以上のような年金が支給されますが
これは明治44年4月2日以降に生まれ

日向市開発撃熬ﾎ

公害防止の設備としては︑粉塵
をなくすためのコツトレル式電気
吸塵機︵静電気でチリを吸いつけ
る︶やバッグフィルター︵煙をろ
過して外に出す︶など約四億円を
かけ︑従業員からも︑地域の人た
ちからも安心してもらえる工場と

⑧死亡一時金一本人が死亡した場合

いまのべましたとおり、明治44年4月
いまのべましたとおり、明治44年4

﨑ﾛ険者が65才になった
命中支給されます。

この人たちは、明治39年4月2日生ま
この人たちは、明治39年4月2日生まれ

保険料をキチンと納めた人です。

1日以前に生まれた人は国民年金に嘱
1日以前に生まれた人は国民年金に加入

・＝

老令
ときか
② 通算
金にの
給され
③ 障害
つたと
から最
④ 母子
①

人たちの老令年金が支給されます。

@騰

︵写真は現在の製錬所︑新しい工
場はこの左側の十一万三千平方折
の用地に建設される︶

ものです
いよいよ昭和46年4月から10年納め
いよいよ昭和46年4月から10年納めた

◇
になります。

ま・たは死

じまりますく

12

艶明治44年4月2日以降「こ生まれた人

険料を納める年令のない人。いわゆる
険料を納める年令のない人。いわゆる

、

20

明治44年4月1日以前に生まれた人は
国民年金に加入しなくても70才になれ
ば老令福祉年金が支給されます。

⑥ 遺児年金＝両親が死亡した場合に
その子供が満18才になるまで毎年9
万1千2百円の年金が支給されます
⑦か婦年金＝夫と死別した妻に60才
から65才まで毎年4万8千円から
7万6千8百円が支給されます。

えませんく

ついて必要な給付を行なう
給付の種類は次の8つです

この

に毎年
されま
⑤ 準
⑤準母子年金＝生計申心者に死なれ
たと
たとき、お孫さんや弟妹を養育して
いる祖母に毎年9万1千2百円の年
いる
金が支給されます。
金が

70才になったらだれでも年金がもら
70才になったらだれでも年金がもら

1
はじめた昭和36年にすでに高評者で保

罫
日向製錬所

ρ

はみなきんの老令、疾病、

拠出制
藏もうすぐ拠出制初の老年金の支給がは

蟹．

3

紙

噴9w鱈「曾野㌧輝
竪．

◆

2
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ように︒

差し出す方の郵便番号も忘れない

③年賀状は︑県内あて︑市内あ
て︑その他あてに分けてくくって
一

日から入所する保育児を次のとお

ご希望の方は入所︵園︶申請の
用紙を福祉事務所またはもよりσ
保育所︵園︶でお受けとりになっ
て募集期間中にご提出ください︒

り募集します︒

は除きます︒

①身体障害者手帳の交付を受けて
いる人︒または受けることのでき
る人︒②し体不自由者のほか︑軽
い聴力︑または視力障害者︒ただ
し精神障害や伝染性疾患のある人

①募集期間ほ一月＋二日目ら一月
三十一日まで
②入所できる基準H父母とも家庭
外の労働者で家庭内の保育がで

ど技術を身につける︶凹原則としし

▽入所期間
①指導生︵作業療養により機能回
復をはかる︶ 原則として一年︒
②授産生︵時計修理や洋服仕立な

正念寺保育園
塩見保育園
財光寺保育園
岩脇保育所
美々津保育園

口

六＋人・

六十人
六十人
六十人
六十人

＼と

︑㌧︿︑

︵同︶ 長

反・

日高義勝︵日向製錬︶島田福太郎
︵同︶清盈子︵南日本ハム︶川野ツ
ギ子︵同︶塩川政子︵同︶後藤ス
ミエ︵和光ブロック︶白石務︵平
城洋服店︶吉田繁雄︵山城製材︶

三社︶吉沢正幸︵片田鉄工所︶

︵重黒木自動車整備工場︶宇都一
夫︵熊本ふとん店︶松岡八千代︵鉄

ン︶吉井要︵斉藤白酒︶池田勝茂

︵日向農園︶富山節子︵東洋プロパ

坪井昇︵同︶淡島清︵同︶山中タ
ツ子︵中村会計事務所︶松尾好子
︵田原商会︶柏田昭英︵塩見工務
店︶柴田サチ子︵同︶下北ミキ子
︵千代田病院︶小林信代︵同︶吉
野ヨシ子︵石川酒店︶上原明︵江
川商店︶赤野 仁︵同︶三尾末広

キツノ︵同︶金井重利︵扇興運輸︶

田瑞男︵旭建設︶黒木咲代︵山口
医院︶後藤計夫︵熱田木材︶河野

子︵同︶井石重利︵日豊機械︶

御手洗一衛︵江川石油︶日高ッネ

︵三股病院︶片田一男︵八興運輸︶

友スミ子︵和田病院︶寺原マキ子

︵古本林業︶松村勝野

水木材︶甲斐弥一︵同︶桑津良和
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きない場合︒
③保育科11保護者の納税額によつ
てちがいます︒

︑ぐ＼︑︐

④募集人員11五百十人︵定員︶

六十人
六十人
九十人
＼︑ピ．＼

上町保育所
日華屋保育所
細島保育所
〜︐〜之︑〜へ︑・と︑︑〜﹁︑＼と＼︑と＼＼ご＼＼〆︑︑

醸：麗灘i

お出しください︒

④あて先ははっきりと︑そして子
供さんや同居人あては︑とくに○
○方とご記入ください︒また団地
などは︑棟︑室番号までお書きく
ださい︒
て一年︒

▽願書の締切り11一月十五日まで

保育所︵園︶入所児の募集

・〜．＼

市福祉事務所では︑来春四月一
㌦

優良従業員を表彰
あわせて新卒者も激励
ことしの優良従業員の表彰式と
新卒就職者激励会がさる十一月二
十三日︑富小体育館で行なわれま

した︒これには優良従業員として
表彰される人︑ことしの春学業を
終え︑市内の事業所につとめてい
る人︑その他来賓など約四百名が
出席し︑席上︐優良従業員代表の
坪井昇︵扇興運輸︶さん︑新卒就
職者代表の金丸よし子︵旭合繊︶
さんが︑それぞれ﹁地域経済の発
展のため︑これからもがんばりま

なお優良従業員として表彰され

す﹂とのべました︒

たかたは次のとおりです︵敬称略︶

西野富子︵富島運送︶︑藤本徳長
︵同︶小川武幸︵同︶木村二美
︵長友飲料︶赤木政秋︵藤屋写真
印刷︶︑稲見正美︵安部墓石店︶
是沢音一︵日向運輸︶渡辺カオル

︵川長物産︶︑永田幸子︵同︶後
藤実千代︵東洋フナ．1トサービス

社︶東孫七︵国栄産業︶田中田鶴
子︵日向美容院︶稲田輝夫︵宮崎

総合木材︶牧野田初子︵首藤木材︶
日高肇︵宮崎交通︶酒井節子︵同︶
青山春雄︵青木商店︶児玉初江︵あ

さひ製材︶日高里久枝︵同︶樋口

幸子︵丸食日向店︶河野テルエ・︵清

男22・7・6人鰻焔

瀞︒るせ

小包は早目に
⑤私製はがきや普通の官製はがき
で一枚つつお出しのときは︑表面
左側に必ず﹁年賀﹂と朱書きして

年賀状には郵便番号を
十二月になりますと︑郵便の利

保母試験の講習会
県社会福祉協議会の主催で︑保
母試験を受けるための受験準備講．．
なとました︒

習会が次のとおり開かれることに
ご希望の方は日向市社会福祉協
議会までお申し込みください︒
吻申込期限日昭和四十五年一月十
日まで
恭講習期間H一月十九日から一月
二十三日置で
勿会場一宮崎市の自治会館五階ホ
ール
なおくわしいことは︑．市社会福祉
は二五七二です︒

協議会におたずねください︒電話

県福祉センターの

入所生を募集
県身体障害者福祉センターでは
昭和四十五年度の入所生を次のと
おり募集しています︒ご希望の方
は福祉事務所までおいでください
▽入所資格

＼

ノ

（12月1日現在）
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砺

軍議 人

43人増

24．910人

女

ください︒

し出ください︒．

郵便番号簿全国版︵無料︶を受
けとっていない方は郵便局へお申

包

用が急に増えてきます︒これから
年末にかけては次のことに注意し
てご利用いただきますようお願い

！．ク

します︒

小
①十二月十五日から年賀はがきの
受けつけがはじまり︑窓口が混雑
しますので︑小包はおそくとも十
五日ごろまでにはお出しください
②途中で書くつれしたり︑中身が
ぬけ落ちたりしないよう厳重に包
．塾してください︒

③小包にも忘れず郵便番号をお書
きください︒

ください︒

④デパ1ト︑商店に年末贈答品の
発送を依頼されるときは早めに︑
そして発送票には郵便番号︑町名
地番︑肩書など省略せずにお書き

年 賀 状
①年賀はがきは十五日から受けつ
けをはじめます︒早目にお書きに
なって少なくとも二十二日までに
はお出しください︒

②年賀はがきが元旦に配達できる
ようアルバイトを雇って処理しま
す︒郵便番号が書いてあればアル
バイトでも早く処理できますので
必ず郵便番号をお書きください︒

！﹁
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