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ものです︒

日

ゑ

日

向

課 係

総

てホームパーチ甘を開くのもよい

す︒その日は友だちを訪ねるもよ
し︑気のおけない数人と持ちよっ

そうした休みがあると思えば仕事
にも励みがでてくるというもので

ための正月といわれたものですが

昔は十五日の小正月は︑女性の

てあげたらいかがでしょう︒

ろ︑家族が協力して休日をつくっ

月のお客も一段落した半ばすぎご

さです︒そんな主婦のために︑正

末年始は息をぬくへ︶まもない忙し

ふぜん忙しい主婦にとエ︑︑年

ひ

284

、rん
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ﾏ極進取の意気をも

中学生時代から農林業の後継者を

志していたため門川農業高校へ進
学︒いま一家の中心となって椎茸

原木の伐採一玉切り1駒打ち一

栽培に取りくんでいる︒

隔

集

編

二ll＝

って樹きましし6う

まちの中はクリスマスや歳末を
むかえ︑日一日とあわただしさを

増している一そんな光景とは対
照的に︑し一んと静まりかえった
ほたぎ

44人増

伏せ込み︵夏を二回通す︶脅木立

57，043人

でいる︒

できるまでには二年間はかかる︒

てi採取と︑手のひら大の椎茸が

24人増

男女計齢

29，890人

てと

市役所

発行所

20人増

●

昭和53年12月21

27，153入

山あいに椎茸の得木が立ち並ん

その〃滑木立て〃をしているの

五万の駒打ちをするという︒﹁椎茸

黒田さんの干場面積は六十♂︑約

が黒田正喜さん︵24歳︶と父親の

太陽の光もところどころしかあ

忠一さん︵49歳︶︒

栽培のむつかしさは︑いかに良い
橿木を作るかです﹂と話してくれ

たらないi冷々とした山林で働
いている二人の口から白い息が橿

一さんの姿が印象的だった︒

る正喜さん︒その傍でうなつく忠
正喜さんは︑長男であることと︑

木の間を通りぬけていく︒

．

（12月1日現在）

日干リミφギと虜7崎国体

熱

秘書広報

20減
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三

人
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椎茸栽培に
かける

7

の塩見橋︒

地へ通じるたパニつの橋であるの
と︑最近のモータリーゼーション
3︒の．．甲山ハqの橋に︑入3っ甫丁⊃自

の発展で車の戸口通旦里はたいへんな

で﹁危ない﹂﹁︑怖い﹂と感じた人

転車もい一・しレ事に⁝iという状態

この塩見橋
と自転車専

日向土木事務所の調査によりま

も数多いことでしょう︒

八百十六台︑自転車が千五百二十．

すと︑一日の交通量は︑車が五千
九台︑歩行者二百七十一人︒とく

りました︒

んのこと南
に自転車は朝と夕方に集中してい

地区︑いろ
いろな機関
からの強い

一

ます︒これは︑日向中︑日向高︑
つとめていますが︑ 〃弱者〃とい

型車の通行を制限し︑安全確保に
われる歩行者と自転車利用者を完

富島高︑日向工業高の自転車通学
生などが集中するためで︑ラツシ
全に保護するまでにいたってなく
たのが側道僑です．︑

この抜本的な対策として計画きれ

ユ時の危険変はい一・そう高くなり
ます︒

このため︑午前七時からと︑午
後五時からのそれぞれ二時間は大

この二つの橋の完成により︑入
と車︑自転車の区分ができること
の交通緩和︑事故防止につながる

で安全が確保され︑市街地の南北

に架設︒五十三年度から亭主年継

延長百八冒のものを塩見橋の上流
の中原橋も︑市街地と財光寺地区
を結ぶ県道︵とくに塩見橋︶の交

すすめている﹁草場−大曲通線﹂

年四月から昭和三十七年︵火災で

ため︑市制施行当時の昭和二十六

市総務課では︑広報資料保存の

ものと期待されています︒

務所が交通

続事業で︑総事業費は四千三百九
通ラツシユ解消のために着工され
焼失のため︶ころまでの市発行の

また︑市が塩見橋上流に建設を

安全施設整
十万円となっています︒今年度は

工事も急ピッチで行われていま

たもので︑年度内完成をめざして

︑

備事業で架
二千五百万円をかけ︑橋台四書と

計画によりますと︑三二・五

中原橋も年度内に完成

町や財光寺

市はもちろ

ることにな

が建設され

用の側道僑

に︑歩．行者

車でいつぼい−．⁝危険がいっぱい

完成は来年八月末か

塩見橋に待望の側道橋

す︒

⑤︶母親の死亡︑行方不明︑拘禁な

一一

＝

みなきんのご家庭にそれらの吠

広報紙をさがし求めています．︑

します．

お返ししますのでよろしくお願い

らメ．﹁くだきい︑お借りしたものは

報紙がありました・．つ︑係までお知

ことになっています︒

八尋きんは美々津町の出身で︑
昭和十三年から今日までの四十年

・大王谷保育園

六十人
六十人
六十入
み五十人︶

︵三歳末満の

二十三年十一月から約三十年間︑

また︑申請用紙の配布は︑一月

で指定金融機関と収納代理機関で

どは︑十二月三十日︵土︶の正午ま

市民税︑固定資産税︑保険税な

◇ご用始めH一月四日

◇ご用納め﹁十二月二十八日

ょう︒

などは早目に済ませておきまし

のとわりです︒証明︑申請届け出

市役所の年末年始の業務はつぎ

納税は30日の正午まで

．四蟹

洲光︑桑野ヤス子の各氏︵順不同︶

写真は上から︑兼藤誠一︑八尋

勲七等瑞宝章を受章されました︒

の更生保護に尽力した功績により

め︑青少年の非行化防止や犯罪者

三十四年四月から保護司をつと

務に尽くしてこられたほか︑昭和

細島検潮場監守として気象観測拳

桑野きんは細島の出身で︑昭和

宝章を受章きれました︒

に尽力した功績により︑勲五等瑞

月から民事調停委員をつとめるな
ど︑更生保護や民生・福祉の充実．

ら司法保護司︑昭和二十三年十一

に幅三・五︑﹁の歩道が設置される

七十八冒の橋を架設することにな
ﾄおり︑二車線のほか両サイド

六百万円をかけ幅員十六M．．︑延長

す︒計画では︑総工事費三億三千

広報紙をさがしていまず

設すること

橋脚八基の下部工事を行い︑来年

二年にまたがる工事となr・ていま

工事は十二月中旬から始まり︑

度に上部工事をする計画です︒

になった90

塩見橋は

すが︑安全施設という性格か・．つ遅

旧国道10号

下流に塩見

線の橋で︑

同事務所は話しています︒

●

くとも来年八月に完成きせたいと

一一

︑秋の叙勲
＝

ますが市街

①子どもの母親が︑昼間︑家庭の
外で佳事をすることを常態として

大橋があり

所は︑来年四

兼藤・ハ尋・桑野の王氏
した︒この間︑市内はもちろん県

いるため︑その子どもの保育がで

十一月三日の秋の叙勲で︑市内

内の中小企業の振興発展や︑工場

きない場合

￠子どもの母親が︑昼間︑家庭で
児童とはなれて︑日常の家事以外
から兼藤誠一さん︵70歳︶︑八尋

おり募集しま

児をつぎのと
の仕事をすることを常態としてい
洲光さん︵70歳︶︑桑野ヤス家き

どの理由により母親がいない家庭

兼藤さんは鶴町の出身で︑昭和
二十五年四月︑富島商工会議所会

した︒

るため︑その子どもの保育ができ

入園申請書を
の場合

間にわたって︑民生委員として社
会福祉の発展に寄与してこられま
した︒この間︑昭和十七年五月か

・長江保育園

還

六十人

︒伊勢ケ浜保育園
・中原乳児保育園

なお︑伊勢ケ浜保育園は昭和五

八日からです︒くわしいことにつ

十四年三月認可の予定です︒
六十人

けます︒

窓口︵玄関横︶︑各支所で受け付

死亡届︑出産届は市役所の当直

取り扱います︒

六十人

六十人

六十人

六十人

六十人

九十人

九十人

工会議所会頭をつとめてこられま

・正念寺保育園

︑響雛︑

頭に就任︒それから昭和三十六年
まで六期十一年間︑富島︑日向商

されました︒

ない場合︒

申し込みを

福祉事務所ま
④母親が出産の前後であったり︑

きれるかたは

の保育園でお

たは︑もより
病気であったり︑心身に障害があ
きない場合︒

るために︑その子どもの保育がで

受け取りにな
って︑募集期
聞中に 福 祉 ． 事

へ5︶子どもの家庭に長期にわたって

病人や心身に障害のある人がいる

ダ︶

・日知屋保育所

・高松保育園

ださい︒

一一一内線五六四︶へおたずねく

いては福祉事務所厚生係︵繊②二
六十人

六十人
六十人

●

の側
点線の部分）に幅2．5〃

のです︒

日向土木事

要望で︑県

道橋ができる

〃上流（白い
塩見橋加ら1．5

施設整備事業
誘致に寄与したという功績によ
り︑勲五等瑞宝章を受章されま

園する保育園

市福祉事務

，

幅が狭いうえに交通ラツシユ︒

保育園（所）児を募集

県の交通安全

ん︵56歳︶の三氏がそれぞれ受章

月一日から入

一・

朝夕のときには通勤︑通学の人と

マ．

老1窟

務所へ提出してください︒

1月8日から受付
▽入園︵所︶基調
の看護にあたり︑その

ため︑ 母親がいつもそ

い場合︒

子どもの保育ができな

その家屋を失ったり破
損したため︑その復旧

・細島保育所

⑥火災や風水害︑地霞
などによる不幸があり

のあいだ子どもの保育

・日向台保育園

・岩脇保育所

ただし︑④から⑤ま

どもの保育ができる場

・ひよこ保育園

・塩見保育園
合は除かれます︑

・美々津保育園

・富高保育園

▽募集期間

の母親以外の人が︑子

昭和五十四年一月八日

・財光寺保育園

での場合で︑その家庭

から一月三十一日まで
▽募集人員

、

豆

ができない場合︒

・上町保育所
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四万一千二百二十二件

これ

とおろそかに

計簿の上でも

金が動き︑家

合︑すばやい﹁一一〇番﹂

いった事件が発生した場

く︒ところで︑こう

の戸締まりをお忘れな

このときです︒施錠とともに︑心

家庭での火
お金の出し入

れたりといった被害が増えるのも

の用心はもち
れがしきりに

があると︑犯人を現場近

年末年始は

ろんのこと︑

くでつかまえることがで

入ると︑より早くパトカ

．
一

なにかと︑大

飲食店やホテ
なります．一

きます︒

なりがち︒

これを一日当たりになおしてみ
ル︑雑居ビル

たくりや空き

方では︑ひっ

が︑ことし一月から六月までの半

ると二百二十八件となり︑なんと
など不特定多

数です︒

六分間に一件の割合で︑消防車が
数の人を収容

ーや警察官を現場に急行

また︑最近︑交差点で

のような順序で要領よく行いまし

くらいのパトカ

を受けた警察官
も︑どこにどの

目標物を知らせる︶

③どこであったか︵わかりやすい

②いつあったか︵たった今︑何分

①何があったか︵交通事故︑ひき

よう︒

ーや警察官を行
かせればよいの

ことにもなりか

その間に逃げて
しまったという

できず︑犯人は
3犯人の人相や特徴︑車のナンバ
ー︑型︵車種︶︑色︑逃走方向など

④どんな状況か

ねません︒

コ一〇番﹂へ
の通報は︑つぎ

ｷ点ではドラ
一方︑十六歳以上の〃免許適齢人

口〃に占める運転免許保有者の割
合は︑全国平均では二・九七人に
一人︑宮崎県の場合が二・五六人

イバーのみ転な・Wぐ

行者︑自転車利
イバー時代を迎えました︒

に一人の割合となり︑県民総ドラ

歩．

んな注意が必要

十二月一日から道交法も大幅改
正され︑クルマ社会の新しい秩序

用者はじゅうぶ

三・三七人に

です︒

しょう︒

事故を起こ尋・・ないよう心がけま

一人一人が自分のことだと考え︑

づくりをめぎしています︒私たち

乗用車の保有台

台の割合に対し

つとめ︑事故のない毎日を送りた

もとおとしよりの交通事故防止に

とくに〃弱者〃といわれる歩行
者と自転車利用者︑なかでも子ど

いものです．︑

七六人に＝口と

搾．

な︵ノていますD

て宮崎県は二・

三・三四人に一

数︒九州平均が

全国平均で見た

一台−I−．これは

んん﹂はDレめ︑

高くなります︒

◎あなたの住所︑氏名︑電話番号
以上のように話すと︑警察官に
もわかりやすく︑犯人の検挙率も

前など︶

逃げ︑どろぼうなど︶

か的確な手配が

ときは︑あわてず落ち着いてお話
しください ︒あわてると︑通報

︶

・圏

月上旬の予
定です︒な

の配布は一

お︑住宅申
し込み用紙

らです︒

月十六日か

欠入居者

▽空家の補

募集
空家が出た
場合の空家

市営庄宅については建設課管理

入居者として登録されます︒

おたずねください︒

係︵麓②二一一一内線三三五︶へ

・運転資金−三年以内
▽償還方法11一括または分割償還

▽融資期間

中小企業者のみなさん
有利
な条件で借り入れのできる﹁日向

・設備資金一五年以内

に限る︶

▽保証人堰−二名以上︵市内居住者
▽貸付利率−一・年六・六気

▽取扱金融機関一宮崎銀行︵日向
農支店︶︑鹿児島銀行日向支店︑

支店︑日向東支店︑細島支店︑都

宮崎相互銀行︵日向支店︑都農

▽利用できるかた

込み時までに市内で引き続き六カ

高鍋信用金庫日向支店︑日向市信

支店︶︑高千穂相互銀行日向支店︑

産課へおたずねくゼさい︒

特別融資制度については商工水

用組合

を営み︑納期の到来している市税
▽融資限度額一一企業二百五十万

を完納されているかた

月以上商工業︵サービス業を含む︶

市内に住所のある企業者で︑申し

たものです︒

この制度は︑市内で商工業を営
んでいる中小企業者の事業経営を
手助けするという目的で設けられ

じですか︒

市中小企業特別融資制度﹂をご存

金利○・八％引き下げ

市の特別融資

この人たちは抽選により人徳の
順位を決定し︑五十四年度の補欠

同時に受け付けます︒

入居を希望するかたの申し込みも

建設中の塩田団地

年間に︑全国で発生した火災の件

サイレンをうならせていることに
巣が〃横行
し︑給料をハ

させるために︑通報を受

警察ではコ一〇番しが

は防火管理を
ンドバッグご

﹁一一〇番﹂に通報する

要な手配をしています︒

けながら︑他の係員が必

徹底させ︑火

する事業者

なります︒

こうした火災による死傷者は︑
一月〜六月で︑死者が千七百十五

入︑負傷者が四千九百二十四人一
羊りしよつ︾﹂

した留守に金

なかでもこの時期にふ

の違反運転が目立つよう

出し過ぎ︑無理な追い越しなど

えるのが飲酒運転による

年のうちで最
多い月です︒

事故です︒酒を飲んだら

になります︒

ドライバーも

ダン．フやトラ門ノク︑タン

にしてくゼきい︒

一

絶対車を運転しないよう

なります︒

あわたゼしく

クローリー車など︑大型
自動車による左折時の死

分的に何かと

滞が引︑︶んばん

方で︑交通渋

山回差点で︑自動車やオー

亡事故が増えています︒
トバイ︑歩だ灯者が凄よを二込

になります．︑

に起きるよう

歩行者も︑気

特に年末は︑

も交通事故の

十二月は一

hソ︑

災の発生防
止初期と消
品を持ち去ら

と奪われた

火︑安全避

毎日︑この日
本列島のどこ
難に万全を

齢犠
期してくゼ

ないと使用で

まれ︑後輪でひかれる・．

●

円以内

●

かで︑六人の

い
さい︒

また︒液
体燃料を使
用する器具
のうちで

移動式のス

いては︑地

トーブにつ

きませんので
気ぜわしきと

城技術や︑庶民文化の興隆は︑こ一

山父

尊い命が失わ
が負傷してい

れ︑二十七人
ることになり
ことしの三

ます︒

月︑新潟市の

雑居ビル火災
で十一人が焼

死するという
痛ましい事故は︑そのほと ん ど は ︑

自動消火する

なります︒加えて暖房器具などの

気が乾燥し︑強風の吹く日が多く
早目に取り替
イライラが古同

という事故が︑件数︑死者

こもに前年を上回っています︒

じ︑ともすれ
ばスピードの

▽入居資格

万六千円程度

魚介の販売︑④染色︑竹細工︑履層

のような職業にやむを得ずたずさ⁝

⁝

防犯轟
o

q

端

震などの場合

カラオケで自慢のノドを競ってい
装置︑いわゆ

火気使用がグンとふえます ︑ ま た ︑

えて︑火災予

ついたもので

る﹁︐至重自動

たサラリーマンで︑まきに〃天国
と地獄は紙一重〃をゾッとするほ
消火装置﹂の

この時 期 は ︑ 忘 年 会 ︑ ク リスマス︑
しよう︒

防につとめま

年末から年始にかけて︑ 例 年 ︑ 空

ど思い知らされる事故でした︒

え︑火に対する注意が︑や や も す る

正月iと飲酒や外出の機会が増

新住宅74戸の入居者募集

所得金額から扶

円をこえ︑八万一千円以下の収入

養控除をした額が︑月額四万七千

・第一種該当者

⑦現に住宅に困っている人で︑つ
ぎの収入基準に該当する入

二万四千円程度
となる入

養控除をした額が︑月額四万七千

＠第二種︑四十戸︵塩田団地四階
建︶三部屋のほか︑ガス風呂︑水
五百円程度

②現在︑同居または同居しようと

・第二種該当者−1所得金額から扶

▽募集期間

ε第二種︑十二戸︵大王谷団地三
階建︶三部屋のほか︑ガス風呂︑
▽入居者決定方法

円以下の収入となる人

三十一日まで︒

昭和五十四年一月十六日から一月

千五百円程度

する親族があること︒

▽住宅の戸数と家賃

を調査したのち抽選により決定し

申し込みをされたかたの入居資格

山登月

建︶三部屋のほか︑台所︑ガス風

④第二郡埋︑

ます︒抽選は三月上旬︑入居は四

建︶で四部屋のほか︑台所︑ ガ ス 風

呂︑水洗トイレがあり︑家賃は一

物づくり︑武具つくりなどの手三

しかし武士の下人や︑百力な農

い曝冨察的︒為業擾雑廿本能なド．で︸

人びとは︑土木や芸能ある⁝

事に従事し︑蔑視を受けた︸

一
ところが︑このような仕︸

通関係の仕事︑⑦検察︑行刑など凹

業︑⑥運輸︑渡船︑通信などの交

一 荘園の領主である豪族や大寺院

⁝こで雑役や手工業にたずさわった 水夫︑それに女性など多数の人ぴ

⑦

よりはるかに低い地位の扱いを受

わったばかりに差別を受けた人ぴ一

な貢献をしているのです︒つまり皿

いは工業生産など︑中世時
代の物心にわたる文化の上に大き

層豪族や大寺院などの勢力をはらい
これらの人びとのたずさわる仕
⁝のけて︑農村をあら芝郷村村落 事も︑それまでと同じように雑多
なものでした︒大きくわけますと

けました︒

①清掃︑駕籠かき︑葬送のような

とによって︑・その礎が築かれたと勘

近世になって飛躍的に発展する築一

奉仕的雑役︑②屋根葺き︑壁ぬり︑

いっても過言ではありません︒

﹁︑⁝i一︑一i一︑︑︑こーー⁝︑︑癖一こ︑こーー︑︑⁝亀一⁝ミーーー︑i一︑⁝i一ここi一⁝︑i一⁝i一

眉というかたちで︑統一的な支配を

井戸堀り︑石垣づくり︑造園など

一

一差別をなくすために一

同和問題を考えましょう

ｺ町時代になって︑ 武士階級は

広報日向

すすめます︒また︑農工生産力が
⁝すすむにつれて︑商品流通が盛ん
⁝になり︑商工業者が生まれてきま

川荘園のなかから古い支配者である

㎝

⁝きました︒

7いてしだいに疎外されて

︸度的な賎民というのではな
⁝く︑当時の仏教思想ど結び

筑鑛鷲獲耀霧諺難離鱒苗齢駈臨

マの生活を余儀なくされたり︑涛︑寸胴的な貧農や︑漁民や漁師︑

⁝から徹底的に搾取され︑貧民とし民︵名主︶などに孕・︑半ば家

一け概鰍ド巳聰馳馳馳︑し勺︐隔馳︐︑︐馳馳馳︑馳副急駄仕漂勢型

呂︑水洗トイレがあり︑家賃は

①第一種︑十六戸︵塩田団地四階
︵美々津佳宅二階

水洗トイレがあり︑家賃は一万六

洗トイレがあり︑家賃は一万六千

受付は一月十六日から
市建設課は︑現在建設中の市営
住宅︵塩田団地︑大王谷団 地 ︑ 美 々

津団地︶の入居者をつぎのとおり

●

▽申し込み先U建設課管理係

募集します︒

市営住宅

防火1

4

広報日向
昭和55年12月号

昭和53年12月号

5

お正月
早を

さい︒

．． 市 は そ う

．国︺

▽右の○にはどんな文字があては

・イて事前運動として禁止される．

．ク

・・り

ばまりますか9．答えをはがきに童同

@の

雨
妻09

∫

●

・十二月二十八日．午前︑午後と
午前︑午後と

午前が大同工業︑

︒十二月二十九日

も協・同組合

も協同組合︐

午後が甲斐設備

・十二月三十日

・十二月三十一日・午前が日向水

道︑午後が安部水道
・一月一日−午前は休み︑午後は
・一月二日・−i午前が松岡水道︑午

正和設備

・一月三日

午前が丸善ポンプ︑

後が富高水道

午後が吉田電水

に注意

・一月四日︐午前が大成設備︑午

後が三共設備

カゼ

にし．ましょう︒

カゼがはやっています︐外出か
ら帰ったら必ずウガイをするよう
ウカゼウと思ったら早目に診断を

受けることです︒そして︑栄養と

ゴ

鞭
︵敬称略︶

睡眠をじゅうぶんに︒

難
品をさしあげます︒

辮蕪蒔︶鐸
委員会あて一月十日までにお出し

席に立つというもの。生まれてはじめてバット
やグローブをにぎったというおとしよりもいでぐ
︑

っていました。

ン頴

⁝謬翫．

翻桑︒︑．

㌦も寒

．∴撫亀

蒙㌻

電線にかかった
タコは危険
子どもたちも冬休みにはいると
そこで︑お父さん︑お母さんが

いよいよタコあゴのシーズン．．

たへお願いしたいことをいくつか
電線の近くでは︑タコを絶対あ

あげてみます．−

しまし・弘う︒五十二年中に九州地

げないように︑子どもたちに注意

五千個︒市内では五十一年に百七

区で電線にひっかかったタコは約
個︑五十二年は六十偶のタコが除
電線にかかったタコは危険です

該当するとき支給きれます︒

また︑戦死者の公務扶助料や戦
傷病者の増加恩給を受けている人

支給きれます︒

︵＃ハ．﹂親族

壷

偶

・者．

竹冠へ菱務仔百
り

ア

7力3千円

一への﹀∵岳こ

●

去きれています︒

から︑絶対に自分でとらず九州助

恩給や厚生年金などの公的年金を

監・
力日向営業所へご連絡ください．一

のぼったり︑糸をひっぱったり．︑

また︑タコをとろうとして霞柱に
電線を竹ぎおなどでつつくのはた
こうしたことは︑感電事故や︑停

いへん危険です．

し

ゴ

み

でじゅうぶん注意しましょう．︑

霞事故を起こす原因になりますの

寒
鬼霧○
㍉0
7

福祉年金の支給制限
福祉年金は︑その費用の全額が
ですので︑ある程度︑生活にゆと

国の負担によって支払われる年金
りのあると認められる人などには
二とがあり．ます︒それはつぎのよ

支給が制限きれたり︑停止きれる

母子福祉年金

受けることができるときは︑原則
として福祈年金の支給は停止され

︹公的年金を受．けていると︸︑こ

うなときです．︐

生計を支えていた夫と死別した

が死亡したとき︒

㊤昭和三十六年四月一日以．前に夫

には︑大尉以下の旧軍人の遺族に
支給されるものであるときは全額

八月から︶のときは︑その差額が

②夫と死別した妻で国民年金に加
入し︑母子年金を受ける条件に満

停止されます︒
移

i．人

七月分までの一年間︑その支給が

ると︑その年の八月分から翌年の

などの数に応じて一定の額をこえ

義務者の前年の所得が︑扶養親族

できる本人や︑配偶者または扶養

福祉年金は︑年金を受けることが

︹ある程度の所得があるとき︺

併給されます︒

届け出によって免除されます︒

なりません︒この場合︑保険料は

民年金に加入手続きをしなければ

障害福祉年金︑母子︑準母子年
金をもらっている人も︑普通の国

年金と同様です︒

の孫または弟︑妹と生活している
場合に支給され︑内容は母子福祉

終了前︵障害の場合は二十歳前︶

た女子︵祖母︑姉︶が︑義務教育

生計の中心である男子と死別し

準母子福祉年金

納付．要件を満たしている場含．．

たないが︑障害福祉年金と同茉の

・阜に生活していて︑つぎの条件に

の額が三十七万円末満︵五十三笙・

u

ますが︑その受けている公的年金

きんシ

妻が︑義務教育終了前︵障害の場

O

台は二十歳前︶の子どもといつし

終始笑いの絶えないゲームでした。

ホお

臥

大掃除を
し尿くみ取りは︑十二月二十九
日から一月五日まで休業です．︑し

尿くみ取りについては︑日向衛生
くだきい︒

公社︵麗③五三〇五︶へおたずね
また︑東郷町にある日向地区斎
日と一月三日の二日聞は休業とな

場東郷霊苑︵火葬場︶は︑一月一
ります︒

年末年始の水道業務
年末年始の水道業務は︑指定業
者の協力を得て江良浄水場︵筆②
二五〇八︶につぎのとおり当番を
おきます︒

寒さによる水道管破裂や︑漏水
などでお困りのときは連絡してく
ゼさい︒時間は午前担当が八時三
十分から午後一時まで︑午後担当

．・一〜一手．．︑イー．瓦．

．㌧1 ．．く

が午後一時から六時までです︒
1

︹問題︺

．⑳の膳無難稀郭鴛

・5一学龍

窮1部の儀式のあと、第2部の交歓
した。第

10日行われました。会場にあてられた青少年
体育センターには、約400人のチビつ子たち

午後8時時から青少年体育センターで謂かれま

誌ズ受理される前の○挙運動は・すべ

︑1てメさ﹁一．量

を受け付けますので︑ご利用くだ

十一日の午後五時までごみの搬入

米の山不然物処理場で︑十二月三

らとなります︒燃えないごみは︑

月三十日まで︑年始は一月四日か

市が行う年末のごみ収集は十二

るように心がけてください ︒

の大掃除は︑なるべく早目に終わ

も︑みなきんのご家庭で行う年内

明るいお正月を迎えるために

合があります︒

す︒そのため︑年内おそくなって
ごみを出されると収集できない場

るのには︑かなりの日数を要しま

すが︑それでも市内全域を収集す

できるかぎりの収集作業を行いま

八台と職員二十四人を総動員して

したごみを収集するため︑収集車

みが大量に出るとき

毎年のことですが︑十二月目ご

ぬ
目剛
白いて︑本町＋番五号︑市選挙管理

が企画したもの。大会に出場したミ力士ミは

小学1年生から大人まで、小学生の横綱土俵入
りのあと取組開始。市相撲協会の協力で大会を進
行、見物に集まった地元の人たちも盛んな拍手を送
．〜

一

9時からのソフトボール大会。老若男女総
勢100人物参加してどんな人も必ず1回は打

真1﹃1

5

創作活動大会
キャンドルの集い
正解者多数のときは︑抽選で三
7

w
．r

同区壮年会（甲斐茂勝会長・会員170人）

というおもしろい催しがありました。朝

rて︐

ドr

ちを心身ともに健やかに育てよう・．一一と

やかって曽根区で美マラソン・ソフト〃
r

I、1■II湾

というのが流行してますがそれにあ

1〆．〜弍

1

に
ください︒

・︑−〃一・♂・㌦

Igo
9Q
n｝う
11

酒

：、L．」・無害金i

・、

蓼
．r

ビ／

二

三指

キヤンドドルの集い（市青年団主催）は12月13日

に真剣に取り組んでいました。
を過ごし

ノ3讐羅鰹欝欝
＼
いまミラジソン〃とかミテレソン〃

作活動を通じて、責任感や助け合いの心を養おう一
とミ第1回日向市子ども会創作活動大会〃が12月
人の若11者たちがハミングで迎える…一・青少年

岡市在住）と庄灘区の人たちの指導を受
けながら、ひしダコとわらぞうり作り
の午後9

子どもの豊かな創造性を培い、グループによる共同創
会場の夢
訂りが消え、ローソクに火をともした女神を90

が参加。タコ作りの名人、上田嘉義さん（延

会にはい 閨Aフォークダンスや各グルー

1鞭鯉熱計κ
プの歌、

マラソン・ソフト

⑳
︑

（121

＼
1福二
1樫委

一靴や弁
渦
〜

に

⑳
㎜1脚…協燃甥轍

母函尋

6

広報日向
昭和55年12月号

昭和努年12月号

広報日向
7

9 ●
●

9

職業訓練生を募集

ます︒個人庄宅建設の資金貸付は︑

和五十四年一月下旬頃から始まり

十分から九時三十分までです︒

会保健体育課へお申し込みくださ

参加ご希望のかたは︑教育委員

・中学生女子−5・二千︐ン

・中学生男子−−三千デ

十︑・以上耕作し︑年間六十日以上

を作成しています︒二十歳以上で

権者の申請を受けて︑選挙人名簿

れますが︑毎年一月一日現在の有

会へ提出してくだきい︒申請書は
各区長を通じ配布します︒

︵敬称略︶

︵ぎ．④二八〇六︶

︒永田医院︵争．＠三三八八︶

・鮫島整医院︵亨︑②八一九＝

1月3日

・協和病院

・吉森医院︵爵②四〇四六︶

・二木医院︵与．④四四六八︶

1月2日

・田中病院︵〜．門川③一四四六︶

・柳田医院︵黒②二九五〇︶

・千代田病院︵昇︑②七一一こ

1月1日︹元旦︺

目一月中u

﹁護

▽日向ス．ボーツ愛好会
．
以上十一月分4︑した︒

︵曽根︶▽赤木金幸︵新財市︶

▽有川貞義︵向江町︶▽黒平庄平

要一︵伊勢︶▽田中ナヲエ︵原町︶

現原︶▽渋谷作一︵往還︶マ︑日高

子︵美々津駅通り︶▽石谷克︵権

木ひろみ︵公園通り︶▽狩生ヨシ

町︶▽坂本孝行︵切島山二︶▽黒

▽甲斐若治︵髭木︶▽上原真好︵鶴

がとうございました︒

業寄付金が寄せられました．︑あり

つぎのかたがたから社会福祉事

日向市社会福祉協議会

藻謙⁝⁝⁝騰⁝⁝⁝

市教育委員会は︑市民のみなき

オリエンテーリング

来年二月に

い︒なお︑当日受付は午前八時三

受け付け順に無抽選で決定きれる
ことになっており︑貸付利率は年
五・〇五壇︑融資額は日向市に建
設する木造住宅で三百六十万円以
内︑返済期間は木造住宅で二十五
年以内です︒

また︑大型住宅︵百五十平方︑・

修理門塀工事など︶資金は現在

以下︶資金︑住宅改良︵増改築︑

受け付け中で︑締め切りは五十四

んに自然に親しみながら体力づく
りをしてもらうため︑つぎの要領

庄宅金融公庫貸付のお問い合わ
ます︒

年一月末日となっています︒

宮崎総合高等職業訓練校は︑い
せば市建設課または住金取扱金融

でオリエンテーリング大会を行い

ま昭和五十四年度訓練生︵高等朔

▽日時・昭和五十四年二月十八日
﹂

機関へどうぞ︒

午前八時三十分から

▽会場11霧雲小学校周辺の野山

▽参加資格旧市内に住んでいる小
あれば低学年参加もできます︶

学四年生以上のかた︵父兄同伴で
申し込みは︑教育委員会保鯉体
幽耳課︵舞②二一一一内綿エハ一八？

四三八︶へ電話でどうぞ︒

一月十日までに

名簿登載申請を

・高校生男子I−一万∵

農業委員会の委員は選挙で選ば

・高校女子と一般女子一二千∵

の従事日数のあるかたは︑もれな

・小学五・六年男女11千五百ゾ

▽種目

谷コース

▽コースn市役所前〜西川内・本

役所前スタート

▽日時一一月十五日︑午前十時市

ス大会〃を開催します︒

入者を祝う〃成人祝賀ロードレー

来年一月の．成入の日〃に︑新成

成人祝賀ロードレース

練課程︶を募集しています ︒

▽募集人員
二十入

・機械科11四十五人

・電気科

▽訓練期間ニ三年

・室内工芸科11二十人

▽応募資格11義務教育修 了 者 ︵ 修
了見込者を含む︶

費11入校時経費約 二 万 五 千

▽募集期限11五十四年一 月 十 六 日
▽経

円︑実習負担金︵月額︶五百円
その薄くわしいことについては
宮崎総合高等職業訓練校︵〒八八
○︑宮崎市大字恒久四二四一︑竃
たずねくゼきい︒

〇九八五−五一一一五一一︶へお

住金公庫の受付は

・29歳までの男子h一万ご

く農業委員会委員選挙人名簿登載
申請書を一月十日までに農業委員

1月7日

・田申医院︵鷹②二五一五︶

・白石病院︵憲門川⑧一三六五︶

・渡辺病院︵留⑦一〇一一︶

1月14日

︒黒木医院︵琶②六〇五五︶

・山中医院︵麓②二二六六︶

・篠原医院︵繊門川③一〇五九︶

1月15日︹成人の日︺

・此元医院︵竃②五四八八︶

・松岡医院︵竃②五四〇七︶

・沼田医院︵霧②三七八五︶

1月21日

︒三ヶ尻医院︵憲②五五五七︶

・浦上医院︵蟹②二九三六︶

・山口医院︵鷲②二二〇三︶

1月銘日

・鮫島病院︵鍵④四〇四三︶

・佐藤医院︵竃②三三二四︶

・寺尾医院︵塞門川③一四四七︺

・児玉医院︵塞②二五三〇︶

係から

ことし一年間﹁広報日向﹂を愛

読くゼきいましてありがとうこぎ

みなきんに親しまれる広報紙

いました︒

ｺ；と編集してきたつもりです

が︑ゆ．5かなか思うようにいきませ

んでした．．来年こそは−⁝と気持

年の瀬ともなると︑何かとあわ

を新たにしているところです．︑

ただしくなりますが︑くれぐれも

健康に注意され︑事故のないよう

来年も︑みなさまにと︵ノてよい

にお過ごしくだきい︒

年でありますように⁝・−

●

鳥

一月下旬から

・30歳〜49歳の男子︐．五千∵

・高齢者︵50歳以上︶1一三千ヅ

＝

舞
庄宅金融公庫の受け付けが︑昭

︐

甲

！

鳥
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