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安日向市文化功労者に山元 一さ

にも上位にランクされ︑昭和四十

前田初代さん
県で表彰される

ばれました︒

でクラスのりーダー︑

交通安全

前田さんは︑財光寺小学校全校
副委員侵︑成績優秀︑明るい性格
指導や環境美化運動などに自から
進んで行なっています︒スポーツ
はなんでもやる万能選手︒前田き
なくなりましたが︑家ではおかあ
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こういう事故を防止するために
財光寺小学校︵新名利夫校長︑児
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上が二級に分かれ︑二人乗り・二
二

ﾄいます︒また無免許児童は︑

書きを反復して運転することにな

免許証は必ず評︐痔し︑つねに注意

区内を乗れることができ︑・ますが

旧国道を除き校区外︑二級は︑授

級ずつ下げられる︒一級は︑国道
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また︑猟銃などの保管は確実に
し︑盗難や不法に持ち出されるこ
っとした不注意
から田心わぬ事故

この場合︑銃と﹁タマ﹂は別々に
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の取﹁扱いやちょ
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守って︑趣味が

のみでなく︑市

よう︑ハンター
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民の皆さんもじゅうぶん気をつけ
ます︒
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日向警察署では狩猟中の事故防
止についてつぎのことに注意する
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よう呼びかけています︒
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回りの安全を確かめる︒
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などをならべた技能コースには十

い

品のこども用自転車二十台で行へ．

試験は︑同校グランドで学校備

試験を行ないました︒

のほど五︑六年生約三百人置免許
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最近小学生の自転車乗りい事故
がふえ︑市内でも最近重傷事故が
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内の柔道は県内はもとより全国的
六年富島中学校は全国大会で準々
決勝まで進出︑富島高等学校は全

ど市内柔道の向上につくされた功
績は大きなものがあります︒現在

国大会に五回出場︑青年も全国大
会に出場し上位成績をおさめるな

県柔道選手監督をつとめ︑昭和四
十七年六月﹁日向市柔道スポ！ッ
柔道七段︑県柔道連盟理事︑日向
地区柔道会長

匿潔

善行児童に

また︑山元さんの指導による市

少年団﹂を結成しました︑

﹈さん︵体育部門︶

め︑菊かおる十一月三日の﹁文化

ん︵五十八歳一財光寺往還︶を決

山元きんは︑昭和十四年宮崎県

の日﹂に授賞式を 行 な い ま し た ︑

するまで︑各地区柔道大会におい

警察官となり︑昭和三＋一年退職
て個参戦︑団体戦に幾多の優秀な
成績を収めました︒日向警察署に
在職中︑警察署の道場を一般に開
中学生︑高校生の柔道指導にあた

放することに努力するとともに︑

り︑昭和三十年に柔道場﹁修道館
彰式が﹁文化の日﹂午後一時から

県内の善行児童︑生徒十人の表

﹂を創設︒現在は整骨院を経営す
るかたわら青少年の心身鍛練の指
県自治会館で行なわれました︒こ
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⇔デんをたすけ︑近所の下級生のお
せわもする良い子です︒
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補正きtた予算工弔ま・な・こ︶を

ひろ︵・てみますと︑大王谷公園事
う予定であr・た大王谷事業の︻部

芙費六千万円︑これは来年度行な
を奇年度施行することに国の認可
を受けたので追加するもの︒農地
災害復旧費一千五百七万三千円︒

その他は第二次農業構造改善事業
費二百七十四刀四千円︑公共土木
施設災害復旧費二百二十六万二千
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財光寺小学校の子どもたち
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いをしている者﹂や﹁︐逆境に負け
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の善行児童︑生徒表彰は︑県が毎

山元さんは︑昭和十三年 宮崎
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県柔道選手権保持者となり︑十九
ずいろいろな面でがんばっている
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年柔道練士︑二十二年に九州各県
警察柔道大会個人戦で準優勝︑昭
小学咬六年生

前田初代きんが選

和三十八畢と四十二年の国体宮崎

一般会計予算

二十五億六千万円に
て︑同日終了しました︒

円が追加されました︒
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構造不良によるもの﹂︑つぎが﹁
石油ストーブ取りあつかいの不注
意によるもの﹂となっています︒
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全国的には︑タバコの火や子ども
の火遊びからが多く︑特に最近の
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災予防運動に消防署では︑つぎの

しい悪魔はいつ

県内での火災

ています︒

ことに特に注意するよう呼べ︶かけ

っているのです

年に比べてやや

老人や子どもは二階に寝せな
主婦の台所での火のあつかい
ストーブのそばに石油などを

えておくこと︒

㈲ ガス︑油に引火した場合にそ
なえて家庭に一個消火器をそな

をおかないこと︒

ω 怪獣マンガなどの影響で子ど
もがマッチを待ちだし︑ボヤの
件数が多くなっています︒子ど
もの手のとどくところにマッチ

絶対おかないこと︒
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にいま︻度注意すること︒
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発生件数は︑昨
すくなくなって
はいますが︑火
災による犠牲者
は十二名︵七月
一日現在︶と︑

昨年一年間の三
倍という悲しい
記録をつくりました︒ 市内での火
災発生件数は︑

つめたい北風の季節が間もなく
やってきます︒こうなると火気を

十日現在︶︑損害総額は︑ 千百刀

二十三件︵十一月

使うことが多くなり︑気象条件も

円となり︑発生原因のト ップま
﹁天ぷら鍋の食油に引火する火災

﹂︑二番目に多いのが﹁風呂場の
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前6時まて

の敷地の周囲五十媛以内の区域て

院︑図書館︑特別養護老人ホーム

です︒たたし︑学校︑保肯所︑病

の規制基壁は︑つぎの表のとおり

特定丁場等︵騒吝を出す施設の
ある丁場又は事業場︶か出す騒音

騒音の規制基準

いてお知らせします︒

て騒音の規制なとにつ

i月号に引玉︑らっい

子ともの親としてとう考えているのか」という清らかな葦えかありまし

拡雷機を使用するときは︑つ

大人へお願い
松葉千佳子

塩見小六年

スの出ない車を研究してほしいの
てす︒また歩道の広さを今の二倍

今は勉強が大切

園

主知屋小六年

中

くらいにしてくたさい︒つき︸一食
＼物のことてすか︑今のいろいろ
内

いような気かする︒ぼくは︑父に

ちょ ・と︑ぼくにはまねができな

てもいいの﹂﹁そりゃいいよ︒大

聞いた︒ ︻とんな仕事をするにし

下はない︒自分の仕事に希望と自

tラエ︑テル屋ふ・・んたって少

エ幽くば不︐とした．すし屋山．︑んた

間性か大切た．一この話を聞いて

そうしをする仕事でも︑仕事に上

人しになるって大変なことたなあ
﹄を持って努力することが社会の
ためになるのだ︒今は︑勉強と人

きな組織てする仕事でも︑ヒルの

るそうてす︒こういうてん加物ぶ
体に悪いのて︑てきるならなる＼
こ思うようになった︒四年の時︑

な食へ物にてん加物かはい一てh

わたしの大人への願いは︑公営
をなくしてほしいということてす
く自然食にしてもらいたいものて

六葺になr︑て︑はしめて︑﹇大

めだっている公害はスモノヶ︑ヘ
ドロ︑はいきガス︑農薬なとてす

先君力ら一骨になりたいか︸と聞
かれて︷コノコ評︑の飛行十てす

そして︑

一と答えた．その日以来︑飛行十

ノてくたきい

あま︾はっき︾しないことは約吹

のをつく

す︒それと農薬かつhていなhも

家の前の川は︑数伍前まてはきれ
いてしたが今は農薬なとのために
水泳もてきません︒それて遠いと
Wこと．一夢中になr・た．力年牛に
なると．勤球の逆手もとh穿・た︐

人変．飛勧十にしても︑すばらし
h能力と訓練に九えねはならない

；な︑たろうか．

何も設備をそなえたものてなく︑

てくたさい．．紐︑琿なようてしハ∵っ

ト丁！ルなとてきる場所をつく一．

メ馨4

︐れまこんな人にもなれないのて

のた．．勉強と人聞性を大切にしな

今まで考えていたほと楽ではない

し・もち ・ぼけてはないんた︒好か

テし翠ふ．︑んになる二こそれは︑

れるすし屋さん．．愛されるフラモ

しないてほしいのてす．いったん
豹委したらてきるたけ実行してく
近ごろてはすし屋とフフモテレ

その︶え︑榮な二とへと娑るよ

へ

ころまで行かないと水泳かてきま

唄ミ︑セん九んちrノほ︸にな一︑

屋︒考えてみるこ︑・︑．くのあこか

小さな子ともか遊ひをして︑㌧ヌす
・二︑野球の遮デになるに︑︸紳習か

ヤロ

せん︒川にコミをすてたり︑捜薬
なとを流しこまないようにしても
やしてほしいことてす．裏通︶て

四番目に公園や遊び場をもr・とハ

に行くときに車か多く︑この串か
か甲か︸・・たら二てもあふ︵．︑と占

ノ

りそ・つてルヲ︒はい託︑カスは・こても

出すはいきカスをみると思がつ三

︐てくた壁．＼㌔

富高小六年

いしたいのてすか︑宮崎の了供の

つめはぼくはこのこと 甲二番お願

たたの空地てもけっこうです︒一一︑

二くかわ願いしたいこと．d︑円

とか原町児重公園といr．九小さな

いということてす︒本町児童公園

︑︐L館か呂崎にも沢山の会館かあr・

こものみんなか粋一・ている願いか

一ません たから口︑く︐玉︑︑㌔や子

公園はありますか大︸・・た公園があ

．卜す．日向市にそんなノ．一

︒5．くたちは家庭学習をな

くらい作るよ︸人︾︑・い公園を一つ

も知れません．小・ぜ︑︑い公園を三つ

作r．た方かよいこ思うのてす．も
ほ︑くは︑チー1を洛したりせずに﹂八

しそんな大⊃・︑な公陶かて㍉鴫㌔たなら

玉

真砂子

しょうふしゃないといけない︒私
は兀気てすか今よ︑もっと休をき

夜中てもおきてかんしρのおせわ
をしなければならないから︑体が

と思います 吻てれから石護婦は︑

卦に使 ．ていきたいと思います

て弓あしhレ一誘います︒一一つカ︸↑︑

平岩小六年

児

九えておかないといけないたろう

してはいないことをした㌧するこ

と思います

事か＝奄いいように思います︒石
護婦になるにはひずかしい試験が

刃婦になろうと考えたのてはない
かと思います︒今でも看護婦の仕

ほその時から︑大きくな ・たら石

ん︒ても﹁あの石護婦さんはいい

だ石護婦にな量る目﹄かありませ

友だちかまちがっていることをし

入切てす︒ゆてのために︑字校ても

とかあるのてよく注意することが

な一﹁あの石生婦きんは信用かあ

こ協力くだきい

ことしも発売することにしました

評をえました観光年賀はかきを︑

市観光協会ては昨年たいへん好

観光年賀はがきをとうそ

開しています

家庭のコミを少なくする運動を展

生石4︐校ては過大包装をなくし︑

たたいま︑市婦人連絡協議会や市

お17いに矢をつけましょう

．ています︒

ともっと一生けんめいにしたいと

イ議セり︒つノ＼一︶﹂ 壇卜︐一抽㎜カノ＼わ﹂確︑㌔h︑．︑

わたしたちの消費生活
わたしたちぱ毎日の買いものて
．一重︑三重の包装商品を家庭に持

ミもたくさんでています
ノやヒニール袋なとがたくさんは
．ています 燃焼すれば黒煙ぜ

こ希望のかたは市商工水産課にあ

い

かりてて︑お互いに迷惑をかける
ことにな︑ます
したちは日々の買いもののなかて
食二毛なと買うときは︑適当な容

重くたきい．︑

一まずから日向市紹介にぜへ︶ご列

てす．

・︑﹂つてあうます︒価格は一枚五円

劉を持・．て行き︑てきるたけ包裟
コミ類を家庭に痔ち帰らないよう

与真は﹁観光日向﹂のノノボルて
ある美々津灯台︑美しい海岸なと
を折り込んだものて︑余白も充分

これ・りのコミの中にはホリエチレ

ち帰ります︒したがって家庭のコ

になりたいと田﹂

思います︒それから看護婦はかん

ｵて﹁騒名のない明るく静かな

の黒酒環境をそこなわないよう洋

七わてきるようにやって行きたい

んな人にても親切にし︑准んでお

て︑私は了ともから老入まで︑と

︶やに親切にすることか大頃なの

る人たなあ︒ 一といわれる石護婦

た・つ注吝﹂してあげる︒私二は︑ま

あるてしょう︒それて勉強をもの．

＼たらいけないものを食へた︾︑

かんしゃの中には食

て︑病院にかっきこまれたことか
あうます︒その時の看護婦きんの

大坪くん
働きふ一は今ても忘れません︒私

利か小さいとき︑定の腎をお

・

りっぱな看護婦に

︸一し︑数も少ない︒女心してノ．

﹂．へすか人会なごに使われるた感

遊一︑u場のことてすか︑身球場はあ

刀て︑ 〆．iかてきる会蝕を作r︑

ま︸プ﹂㌧するようなことましへ釦h

一ま

一かて⊃︑−るような会館かなくて区

ねてい

て︑いりいうなもよわしか行なわ

甲なとの大きな公園を作rノてほし

浜

児玉さん

ナ︐略︑し

らいたいと思います︒つ︸．︑に守校

、、

㎞にも大㌧︑−な会館を作ってほしい

郎

ということてす．延岡には野目記

端

芸館と大きな公園を

誤

もr．と自・田二遊＼る所を

・奪

襲

す．時々︑おろしL﹈れて︑タ食貯
こ11一い出し︑かい中隔陪をともし
て︑おろしに行一ノたこともあ辱︑ま

す︒そんな附﹁全校委員長てなか

もう一つは遊へる広場か少ない
ことです︒細い路地てハ ≠ノし

』贈
冨
浜端くん

つくってや

夫
一一晩くら

七一︑てんま船に衆r︑て遊んで︑

是沢くん

います

O

卿
勇
七ら一と印島．七一︑

いはほっ てわいても一と眼封ノ七
一した二こもあ一ましセ

︑♪つし九

一㌧・﹂

をはしめました︒その二ろは卓も

るの3つよく見かけますその入た

地上卜㎡以上のところr︑拡長
地上理り︐以トのところて孔角

撒亀

肺に悪いそうてす︒門甲くf詠いきカ

坪

人から信頼される人に
塩見小六年
大
牒くは︑何事にもしんは︐強く
人力ら借頼きれる人にな一九いと
奴刀L刀︐し

ら侶頼ごれること．しん

しかし︑乏くの目標てある一人か

ています︒母はよく﹁何こともし
くするニニーセこk畏し︑

始末しなひr︑たことまあp2孟二

一といって聞かせます︒三く

と︒

孝︑すか︑い章︑覧

心の中・㌧いhろ︑ろ・．職素かあ︑

かその中に胸を引r・て実行して
．でわ二は目分こ︸︑−ひしくすること

乃っr吊輪ン︑郭︐る−へこなることてす

︐ている42ま︑友

は現存︑全校委員をしてhます

いモす︒﹂といえる二と隊︑校旗や

セニ冠い了す︒気てかやかてよげ
む

安全旗を毎日掲揚するここてす︑

一二﹂⊃

へ

分の生〜︑︑かいとしての仕もかみつ
←

だろうかということてす．卓か停

申のかげから︑とび出し土しなh

は低補任の子どもか停車して一る

．もr︑ています︒・・．くか心配なの

一人︑三︑四佳生それぞれ﹈人う

∫．三二

ゐ

こくあた2柔えのことのようてす
か︑毎朝上手︑﹂いれす下校時に幻

ろす二とはな貧︑か大変なことげ︑

安全で登校
できるように
透

涌していると前後から来る亀かあ

沢

ほくたちの住んでいる細島は︑

是

細島小六年

住みよい小さな港町です︒しかし

まりよく見えません︒雨の日はか
さをきしているのでなおきらてす

大変こまることが二つあります︒

そこて︑ぼくかおとなにお賄いし
たいことは︑あま︾気をつかわず

︻つは道面がせまく︑しかもその

せまい道路にずらりと車か停車し

安全に登校てきるようにしてもら

少なく︑のん卵︑︶一弩校していまし

ちはPノ．して安心して逆んでいる

いたいということてす︒

ているということてす︒ほく達の
学校ては安全に登校できるように

たか今は停車している車のわきを

ということで三年前から集団登校

小・︶・︑くなうながらおそるおそる脊

のひのひと道＼るよつな広易をつ

のてはないてしょっ︒安心して︑

てもらいたいと願っていミす

んなかまではみたして登校しなナ
﹈︑二年生をそれぞれ

㈲

客を使用しないこと．

㈲

景をこえないこと︒

く

校しています︒而の口は道路の︷

の班長て︑

ればな︾ません︒受くは集団浮校

ω 午後七時から翌日の午前へ時
︵日曜日及び祝日なとは午前九時
︶まての間は使用しないこと︒
一回

機を使用するときは︑道路にマ行
一回十分以内とし︑

ω 幽し場所て拡声機を使用する
場合は︑

に︑ななめ下に向けること︒拡声

︐

ザ

機を使用する事業所などは︑市民

醐譲
・噸

・乎
』

ﾋ
・瓢

器

委︐貝はたく甲デ〜の牛争かあ一まず

んし︑うして︑かんばることか＝峯

円①い︑ 甲てれん︸︻日標にβ酢目H

中園くん

について十五分間以上の休止時間
をおくこと︒

㈲ 拡声機の音量は︑拡声機から

占︑︶て﹁区域ことの規胡某埠一の

ぜ︾離球たところ︵一︐以内こ尺
家かある場合はその敷地の境界地

こえないこと︒

表の数値に五ホノを加えた也口目弔を

ω 移動して払声機を使用する繊
合の音量は︑拡声機からf懸離れ
九ところて﹁区域ことの規制基準
の表の数値に五よ︑ノを加えた苫

目」

意見を発表した全員の「声」を掲載したいのですか紙面、つこうて、て
きないのか残念てす。ここに6入のよい子の「声」を聞いてくたきい。
55不ノ45ホノ
50下ノ
45ホノ
40ホノ

後10時から

機

蝉

一いかがわしい映画の・ドスターや週刊誌には目をそむける。おとなは、
65ホノ55おノ

壱
V

の世相を反映して「交通問題一、「公害問題」なとが多く、なかには
60不ノ
50ホノ

τ．
丹

畔

この子ともたちの「すなわな訴え」や「将来えの希望一は、会場こ集
ったおとなの心に強くひひくものがあ ）ました。二見のなかよに、最近

子
70ホノ65ホノ

きのことをよく守りましょう

八5

昭稲47止1又のP日向市子ともの声を聞く会＿か11月11日、巾役・・！〒て行

囲
95さノ
55ホノ

昼 間
午前8時から
45ホノ
午後7時まて
一
朝 夕
朝｛ 午前6時から
午前8時まて 40ホノ

松葉さん

）。
約5分問て発表する看見，ま、まことに立派なものばか

1人
なわれました。市内小、中学校から選ばてtてきた児童生｛1エ24人

認可鞭書影羅糊盗譲工業地域雛
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答

T鰹

鰯一

器蒙・f

露国

明るい日向市の建設を母親の手で

新国書案内ノ焦

ご愛

日向市立図舞館に︑つぎの新刊
図書がはいりましたのでメ・へ

下町の女︑北京悠々館︑太陽蝶︑

おかあさんまつり大会に二千人

峠︵L︑下︶︑鎮魂歌︑女そして

︹日本文学︺

読くだきい．

二の日のためにと各地区ごとに装

シ刀

をこらした仮装部隊がおまつり気

￥

門︑媒内人全酵︑自衛隊．

い子どもの被害︑続々冠婚葬祭欠

師三つどもえの教育︑親の知らな

の効果的ブーフン︑子ども・矧・教

老化︑日本列島改造論︑持家促准

た︵上・下︶︑偏界と差別︑心の

費者 ・﹁帖︑元始女性は太陽であっ

︵し八円新時代︑美しい老年期︑消

成長の隈界︑日本の信用金庫︑一．．

鼓動︑被差別部落の伝承と生活︑

ったサル︑毛沢東の中国︑中国の

褐色のペスト︑ マルケス入門︑狂

︹社会科学︺

ぐさの日本文化︑津−し．q民族迎︑

フランツ・カッカ︑東方開聞録︵⁝
︑一︑︶︑論争中の暮しの記録︑し

︹︑歴史︺

ン八番娼館︑喰逮ノ＼へだ汀︸・−たい

ない若者︑たち︑大姫考︑ザンヴカ

流れ星︑ことばの呪縛︑伺もで㍉・−

前よ詫って歩け︑一︑︶とりぽ一．ちの

び攻たちよ︑おやじとむす二︑名

リン・モンロ・ノー・−ータン︑恵

実︑続・誰のために愛するか︑マ弓

ン∬

朝のうち雨で開催があやぶまれ

民族擁しようもきれいな応援団⁝

遷

．一．一翼由紀夫︑有人島︑斗

た﹁第二回日向市おかあさんまつ
この日︑おとうさんがたはも

男︑花神西︶︑宮本百合子︑伜・

み︑青空も見えはじめて︑あとは

分を盛りあげました一

身ぶり手ぶりもあざかやにおどり
を披露−：

識簸

り大会﹂は︑九時ごろから雨もや
初夏を思わせるような絶好のお天

ばら応援と子どもきんのおもり
明るい笑いときわやかな秋の日
楽しいおまつり大会は︑

気︒市内八つの小学目黒から集ま
った約二千人のおかあさんがたは
うによかったですね︒今日のこの

﹁ほんと

全員一同に勢揃いして
力をもとにして︑明るい社会︑明
るい家庭︑健全な青少年の育成に

つぎつぎに行なわれる競技に日ご

揮されました︑色とりどりの飾︾
おかあさんがたが力を合せてガン

ろの練習の成果をじゅうぶんに発
つけや衣しょうをつけた応援団が
広いお倉が浜運動公園いっぱいに
了しました．

会長があい寺︑﹂つをして午後四時終

鵡

はなやかに文化祭

二十八日の短歌大会をかわきりに十九部門が︑像

恒例の文化祭は︑十一目三日の文化の日を中心
にはなやかに行なわれました一女化部門でほトq

冷後は一．−−．三日にはバー︑−

育部門では十月八日︑W弓プヒー大会をはじめ十花
ミ・ゾトン大会︑空手大会︑凶事五日は文化講演会

部門が行なわれました

などの行事が行なわれます．．

善意の贈り物に舌つづみ

話題二三って・わだいをおって・ワダイヲオッテ

鋳

バuましよう︐．﹂と黒木靖子大会

応援合戦を展開すれば︑この大会

srr恥弾謡

部こ瀞懇

暢便瀞

リザ︑

最大の呼びものである仮装行列は

力づよい宣誓⁝⁝

コツケイな﹁ひょっとこおどり﹂
にクロンボもつられておどりだし
ました︒⁝⁝

交通調停のすすめ
示談と異なります．

名︶が加わb法律︑社会常識にて
らし実情に応じた解決がはかられ

調停は︑裁判官︑調停委員︵二

が反立しその榎行がスムーズに行
ますので法律を知らない人も安心

交通事故によって損害を受けた
場合に︑その賠償額支払い方法な
どについて当事者間で円満に示談
なわれる場合はそれでよいのです
して利用でぎ．−ることができます．．

申立ての費用も安くたとえぼ

が︑万一事故の態様が複雑になっ

譲

ヨ三1些置至江碧

日向優勝をかざる

欝瓢

め日よす著；日｛・

一〇万円の但刎ムロ二六〇〇田U

本年度県勤労青少年ホーム交流
バレーボ⁝ル大会が十月十五日竿

臼ろのし三しに目し

請求額五万円の場合11三〇〇円

一︑八00田U

ターで日南︑延岡︑宮崎︑翫域︑

前十一時置ら勤労青少年体育セン

昌蒙タ髪二聴器」：享

者聞で．の示談は 旋 節 し に く く な り
Z万田口の但勿ムロ

六

五〇万円の場合目こ︑六8円
一〇〇万円の場ム聖日四︑

日向チームは︑延岡を干し︑日

夢ぞ

饗馨覧

よ㌧ちを1・ご・市）

てきますと過失の有無︑程度︑損
害額などについて対立が生じ当事

そんなときは︑裁判所の調停制

ます︒

．．〃︑を利用壱︑︑れまやようおすすめし

日向り五チームが出場して行なわ

さらに申し立ての手続きも簡単
で裁判所の窓口に来られて書記官

南と接戦のすえ2・−1で勝ち決勝

〇〇円です︒

調停は︑いわゆる本裁判と異な
りお互いが自分の主張のみをとお

に事故の内容を話していただくと

を降して初優勝しました︒

戦に進出︒2iOのスコアで宮崎

れました．．

ずのではなく︑相手の言い分も聞

て調書を作成して受理します︒

それにもとづいて書記官が申し立
交通事故のほか︑貸金︑売掛代
金︑飲食代金︑手形金などの金銭

アマチュア舞踏競技大会
県代表を決める宮崎県ママエ．・
ア舞踏競技大会が十月二長九日︑
日向勤労屯目少任−依育セン々﹁1で仁り

この大会には︑県内各地かろ多

なわれました︑

数のかたがたが参加し︑口ごろ辣

こと，二入ノ＼し合

のし・．一居ホの員

肇難野饗饗灘騨繍

㌧・・︑ゆずるべき点はゆずり円満に

解決するもので勝︑負をつけるも
∂ではありませんのであとにしこ

問題︑土地建物について生じる問

・︒−が残りません︒

調停が成立しますと書記官が調

︵日向簡易裁判所︶

停調書を作成し︑相手が約束を履

E㌔い︒

題などたいていのことは調停で処
理できます︒大いに利用してくだ

行しない場合にはこの調書にもと
づいて強制執行をすることができ
ます︒この点が一般に行なわれる

＝国民年金﹂はあなたのためです

即したわぎを蕨いました．このあ
一︑−レ⁝シ三ニギンスが披吊路山．︑噛て︑

三漠範演技の教師二・仏るF＝丁︑二一

会場から拍手を浴びていました

と1ご績ヨ潅∵蓋

力をあわせて「エイエイ、エイサ」
「つな引き．に全力のおかあさんたち

鯉誌騨

で二丁た11鳶あ…顎

ヘア
ジ

撃も・

△

が鋪護含、溺1：ミ尽

、丁

﹁国民年金﹂は︑あなたのためです︒老後の安定し
た︑やすらぎのある生活をするために必ずかけましよ
う︒

鑛

聾

鐡畿誇i

一
灘

懸

燈

・Ψ

無

▼掛

ますG

ゴ一

／〆
〃
ノノ

〃

●

鐸
鮮
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謬しるせ

小学校名を募集します
市教育委員会では︑日向市大字
日量屋宇大王谷に建設中で昭和四
十八年四月一日開校する小学校の
校名をつぎの要領で 募 集 し ま す ︒
※公募範囲．・日向 市 内 に 住 所 を 有
する者．

※提出先 日向市教育委員会事務
局︒

※締切日時 昭和四十七年十二月
九日︵土曜日︶十 二 時 ま で ︒

十五日︵当日づけの消印のある

者の名簿作成を行なっています．

ます．．ただいま市では︑式典参加

開くもの．作品の種目は︑絵両︑

﹂月十日から十八日まで︑受付︑

ものは受けつける︒︶

該当者は︑昭和二十七年四月二

ているかたは︑全部申告すること
になっています この申告をして

日〜昭和二十八年四月﹇日までに

書︑写真で一種目につき二点以内
作品の受け付けば︑昭和四十八年

日向市教育委員会事務局︵電話

示会は宮崎市で．

搬入は延岡労政事務所︑作品の展

※提出先目・日向市本町f番五号︑

生まれたかたですので次の要領で

いないと﹁むぎ﹂を売る場合︑政
﹇一一番︶

府買入れができないことになって
二︑

▽氏名︑住所︵詳細に記入のこと

∵郵便︑電話でも結構です．
m申し込みをきれたかたには︑葉

書で案内状を差しあげます︒

▼式場では︑記念品などを贈りま

ご相談

を

道路に隣接する土地を埋めたて

は国︶の承認が必要になっていま

は市長︑県道の場合は知事︑国道

によって道路管理者︵市道の場合

たり︑宅地造成する場合は︑道路法

でです︐

す．最近︑相談なしに宅地を造成
︑住宅を建設したため︑住宅の︼

諮の排水が悪くなって︑ 一般交通

︑5なければな・．つなくなったり︑道

部が道路敷にかかっていて︑こわ

つたことを自覚し︑みずから生

います︑．このような埋めたてをす

の迷わくになるような問題もでて

ンら㌔いし

る場合は︑市建設課にご相談くだ

き抜こうとする青年をはげます

常しましよう︑．

◎成人式は︑できるだけ平服で出

一つ︒

日一です︐みんなで祝いましよ

◎﹁成人の日﹂は︑ ﹁おとなにな

︵電話二︑一＝番内線四三五︶

弓日向市教育委員会社会教育課

︻・申し込みは︑日向市本町十番五

7申し込み期日は︑↑二月九日ま

すり

道路ぞいの埋立は

申し込んでくだきい︒

を選び︑昭和四十八年一月十五

．．︶︑生年月日︑勤務先︑世帯

選考巨応募作品のうちから三編

てください︒実行組合のないと二

日成人式日日二編︵男・女︶を

主名︑

います︑申告は︑食糧事務所から
通知の申告票を実行組合に提出し
ろは︑食糧事務所に出してくだふ・︑
発表する︑

人式当日記念品を贈呈する︑

※賞品逃選考した三編について成

ているのかまた将来の日本の農業

※応募上の注意一応募者の庄所︑

この申告は農奨形態がどうな

い︒

︵

のありかたを研究する資料ともな
るのでご協力をお願いします．

か県内の人口や気象︑産業︑その

この手帳には︑県勢．の概要．のほ

一ん専しず﹂い斗よ幽9︑

いま一九七三年版の県民重帳をあ

九月号でもお知らせしましたが

どうぞ

県民手帳を

と︑．︵字数制限外︶

氏名︑性別︑生年月日および勤
絡先を原稿の末尾に明記するこ

日向食糧事務所︶

新成人者︵新有権者︶

感想文募集
市教育委員会では︑来年成人式
ふるって

︵新有権者︶を迎えられるかたがた

の感想文を募集します

※内容と標題田二．成人の日﹂を迎

ご応募くだきい︑

おいて選考し︑採用校名を決定

え︑新成人者または︑社会人と

※選考方法一日向市教育委員会に
する︒︵一等一名 ︑ 二 等 二 名 ︑ 三

してとくに．地方自治や国政への

てあって大変便利です．

ほかいろいろな統計などが収録し

勤労者の作品募集

世帯数

等三名︶

もしくは考えたり感じたりした

価格は︑︼冊百八十円です
購入ご希望のかたは日向市役所．
企画財政課までお申し出くだふ︑・い

糞

計50，051人143人増

参加について自分自身の経験︑
こと︒

なお︑採用校名に多数応募者が
いる場合は︑抽せんにょり決定

れぞれふル・﹂わしいものとするこ

現金と引き替えにお渡しします．

六回宮崎県勤労者美術展﹂に出品

県では︑勤労者の皆さんの作晶
を募集しています︒これは﹁第十

たが余暇に作った作晶の展示会を

団偉︑学校︑官公署で働いている
かたや家事に従事しているかたが

するもので︑県内の商店︑会社︑

を行ない

成人式典に参加を

「，

来春﹈月十五日︵成人の日︶に
新しく二十歳を迎えられる青年を
祝い励ます﹁成人式典．

朋1瞬・1

※賞品B採用分には ︑ 薄 謝 贈 呈 ︑

する︒また採用校名は︑応募中

と．．︶

※枚数11三︑二〇〇字以内︵四︹︑︑

○字詰原稿用紙八枚以内︶

※応募資格目昭和二十七年四目二
日から昭和二十八年四月一日ま
でに生まれた者で日向市で成入
式に参加する者︒

※締切日目昭和四卜七年十二二二

ド

夙瀞z一一

喪

女26，622人75人増

︵標題は︑その内容にそ

の最高のものとは 限 ら な い ︒

﹁むぎ﹂の申告を
食糧事情がよくなり﹁むぎ﹂を
つくるかたが年々少なくなってい
ますが﹁︑←びy︑二を五げ︑．．以上つくf︐

59増

13，910

70人増〜

23，429人

男

口・蹴甑

灘ガ』人

・…

．
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