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カミソリで切って収穫︒出荷先は

がついたら︑一つ一っていねいに

わりをふりかえってみましよう︒

ここで︑もう一度私たちの身のま

二月は﹁省エネルギー月間﹂です︒

〃メロン〃・

県外がおもで︑東京のスーパーや

メロン栽培で一番むずかしいの

71人増

福岡の市場へ送り出すという︒

57，189人

がある︒肉は黄緑色で

は︑素人目には何でもないように

思える〃水かけ〃だそうだ︒夏を

25人増

甘味と芳香があり︑美味．．・︒

思わせる三十度もある昼間の温

このメロン栽培に打ち込んでい
る若者が︑市内塩見永田にいる︒

29，961人

男女勲

46人増

目の模様

つる草︒日本ではおもに温室栽培

に使うよう心がけたいものです︒

限りがあります︒限りある貴重な
エネルギー資源をムダなく︑有効

せん︒でも︑ エネルギー資源には

うエネルギーを使っています︒エ
ネルギーなしには一日もすごせま

らはすべて石油やガスや電力とい

をつける︑テレビを見る・．これ

る︑炊事や重たくをする︑明かり

私たちの暮らしは灯油で暖をと

発行所日向市役所

される︒果実は球形で︑表面に．網

ウリ科の一年生

昭和54年2月21日

27，228人

出置
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ﾏ極進取の意気をも

＝

佐藤直さん︵25歳︶だ︒佐藤さん

メロンの苗に水を与える︒夜は二

十二︑三度に保温し︑メロンへの

室1．・その中で一日に一回〜二回︑

栽培の勉強へ︒それを生かして四

思いやりを欠かさない︒妻・咲子

は︑昭和四十六年門川農高を卒業

十八年からメロン栽培を手がけて

さん．．⁝市内唯一のメロン農家だ︒

さんと実のなりぐあいをみる佐藤

後︑静岡県浜北市の農家にメロン

つくまでには約九十日かかる︒実

いる︒種をまいて苗ができ︑実が

．

（2月1日現在）
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公：署通り・江良町・鶴町

さい︒なお︑必要になられたかた

療費の給付を受
またはタクシーを利用されるかた

線外の地域分かた ④マイカー︑

④ねたきりのおとしより ②長
期に入院しているかた ③バス路

ます︒

は︑その時点でいつでも交付し

当されるかたで当分の間利用する
見込のない人は更新をご遠慮くだ

霧現在︑所得制

けてないかたは

限による老人医

当制度の適用も

笏手続きは︑これまで各老人クラ
ブ単位で一括する例もありました

は顔写真は必要ありません︒

笏五十四年度から︑定期乗車券に

はありません︒

受けられなくな
りますので︑更
新手続きの必要

が︑今回から︑本人または家族の
％現在交付を受けている定期乗車

かたが個別に行ってください︒

影調査の結果か

券と印鑑を持参してください︒

らもわかります
に一度も利用し

春の全国火災予防運動の前後と期

ように︑一年間

や山林の下草︑家屋などに着火し

︵床面積三百平方厨以下のもの︶

間中に︑市内の家屋約八百五十戸

火災防御訓練や市内小中学校の避

を対象に立入り検査を行うほか︑

とにご注意を︒

二十八日には︑午前六時に招集信
号︵サイレン︶を吹鳴し︑各消防

また︑運動の初日にあたる二月

難訓練などを実施します︒

③水のはいったバケツを用意する

心﹂を心がけ︑火災や火災による

れぞれの持ち場で生かせ火の用

春の火災予防運動のテーマ﹁そ

団の消防車︑消防用器材の点検・

など︑消火の準備をしておく︒終
わったら水をかけ︑完全に消す︒

整備を行うことにしています︒

⑤子どもや老人だけでは︑たき火

悲惨な焼死事故︑貴重な財産の損
失を防止しましよう︒
▽三月一日一1松原公民館︵九時半

〜正午︶︑亀崎公民館︵十三時〜

〜十六時︶︑堀一方公民館︵九時

▽三月二日目曽根公民館︵九時半

十六時︶

半〜十六時︶

︵九時半〜十六時︶u所得税確定

▽三月五日〜八日11青少年ホーム

五日︶の日程はつ
︶内は会場で

江良公民館︵九時

▽三月九日11原町公民館︵九時半

申告者の納税相談

▽三月十二日

〜十六時︶

▽三月十三日1一富島漁協︵九時半

半〜十六時︶

医療費や生命保険料の領収証明書

申告できない人

務課︵九時〜十六時︶U指定日に

▽三月十四日︑十五日u市役所税

六時︶

〜正午︶︑細島支所︵十三時〜十

や必要経費の算定に必要な領収
な帳簿などご持参ください︒

書と関係書類︑所得の計算上必要

国民年金納付証明書︵領収書︶︑

のわかるもの︑国民健康保険税︑

は︑印鑑︑家族の氏名や生年月日

なお︑申告においでになるとき

いでください︒

ますので早目にお

時間が限られてい

の相談時間ですが

︵

ぎのとおりです︒

分︵三月一日〜十

しましたが︑三月

一月号でお知らせ

市県民税の申告
椙談日程の一部は

なお︑市消防署と消防本部は︑

をしない︒

署に届け出る︒

④多量に物を燃やすときは︑消防

い場所を選ぶ︒

①強い風が吹くときはしない︒
②周囲に燃えやすいものがない広

たき火をするときは︑つぎのこ

です︒

て火事になる危険性が高くなるの

てください︒

とに注意して一応手続きを済ませ

のとなります︒そこで︑つぎに該

たが︑これは運賃契約上むだなも

なかった人が三割をこえていまし

ン

調査結果まとまる

セ

一部手直しで継続
所得制限を適用して
六回〜十回が十三響︑十一回

以上が十響となっている反面︑

／器
3／

摯ヨ1・富高芝x

老人福祉．
午前11ゴ寺30分

更新時期になりますが︑つぎのこ

なお︑三月下旬が定期乗車券の

針です︒

療費支給制度に準じた所得制限を
適用︑この制度を継続していく方

定期乗車券更新日程表
．

噛k上「算墜所
〜

一

午前9時30分

長江町・票町・老人ホーム
午較3時3G分

冠も芝区
蓉七9＝寺30分

財光寺地区・吹留区

ξ人憧祇
〜

セ

午僕3時30分

螂和︑

いて︑いろいろな方面から問題が指摘されていたため︑昨年の十月
全く利用していないと答えた人が
三十八響もいることがわかりまし

一年のうちでも火災の

件数は三十四件︒損害額は二千四
百三十四万円となっています︒そ

〜

・；し岩堀区（軟留を豫く）
創繕支所

〜

曽櫻・亮一方・畑庸区

墾島支所
i楚3爵30分

対象地区
所
場

美々津・幸残廻区
美々津支所

〜

市は︑四年前から実施している〃老人の無料バス乗車制度〃につ
に同制度の見直しのための基礎資料とするアンヶ⁝ト調査を実施し
ましたが︑このほど︑その結果がまとまり︑市では五十四年度から
た︒

また︑﹁利用目的は一Ii﹂という

質問に対しては︑病院へ通院とい
うのが圧倒的で全体の六十八哲を
占め︑ついで買物が十四智︑仕事
五幹などとなっています︒

市としては︑これらの結果を考
慮しながら︑こんごも検討を重ね
ていきますが︑昭和五十四年度は
同制度の一部を手直しし︑老人医

えて暖房器具などの火気使用などもあって︑

多い時期です︒ことしも︑二月二十八日から三月十三日まで︑〃春
の全国火災予防運動〃が行われます︒

職新たばこ︑たき火に集中

五十二年中のたばこによる火災

の内容は︑建物火災が十五件︑原

日向市の五十三年中の火災発生

いのがたき火です︒

出火原因で︑たばこに次いで多

取り扱いに注意を
出火原因で最も多いのは︑たば
この不始末で︑昭和三十五年以来
連続十八年間︑件数・損害額とも

は︑全国で九千六十九件発生し︑

の他一件です︒これらを出火原因

野火災十七件︑車両火災一件︑そ

にトップの座を占めています︒

五十一年に比べて十四億円も増え

損害額は約百二十一億円と前年の
ています︒

別にみてみますと︑たき火︑たば
こ︑ストーブの順になり︑やはり
日向市の場合でも︑たばこ︑たき
火の不始末による火災が多く発生
たき火の場合︑最も多いのが延

していることがわかります︒

焼拡大︒つまり︑たき火の火がだ

というものがほとんどで︑ついで

んだん広がっていき︑手がつけら
れないまま火災になってしまった

というものが多いようです︒

火の粉が飛び毒して火災になった
二月︑三月は空気が乾燥し︑強
風の吹く時期でもあります︒です
から︑たき火には︑きわめて危険
な季節といえます︒

たき火からの火の粉が強風にあ

午前11留30分
（土）

午僕1時30分
（ン

午浅3』i芋30分

（ノ丸．

午鮫1÷｝30分
（・二

午前9詩30分

堀

午前9時30分
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間
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無料乗車制度

おられて飛び煙し︑乾燥した雑草

●

所得制限などを適用して︑同制度の継続をはかることになります︒

継続希望は63パーセント

ていました︒

なっている﹂などの批判が出され

のに︑老人パスだけは完全保障に

更新は三月下旬に
日向市の無料乗車制度は︑宮交
バスと提携︑年間約八百五十万円
．を市が負担し︑市内七十歳以上の
希望者に無料乗車券を発行してい
事務所がすべての対象老人に対し
て利用回数︑利用目的︑さらには

このような︑市民のみなさんの
声に対応するため︑今回︑市福祉

同制度のありかたなどについて調

ているおとしよりは︑市内のバス

るものです︒このパス券を所有し

二千八百四十人用対象老人のうち

路線全線が無料となるもので現在
査を行ったものです︒

続︶については︑回答者の約六十

その結果︑制度のありかた︵存

二千八十人が︑このパス券交付を

同制度は三年を経過しましたが

受けています．．

これまでに﹁路線外の居住者は制
三智が継続︑または一部手直して
継続と答え︑この制度の必要性を

﹁興野

度の恩恵が受けられない﹂

利用実績︵回数¶過去一か年︶
一回〜五回転全体の三十九

示しています︒

﹁他の

O

二月︑三月は空気が非常に乾燥し︑強い風が吹くことが多く︑加

では︑

に対する契約金額に見合うだけの
利用者が実際にあるのか﹂

ま
ウ

＝それぞれの持場で生かせ火の用心＝

／22

3月15日に終わります

春先に多発

火災

月

指定の会場で相談を

老人福祉には所得制限などがある

春の全国火災予防運動
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展や私たちの生活向上に関係深い
ものだからです︒

ことしは統一地方選挙の年︒宮
崎県知事選挙は三月十四日に告示
よりよい生活の向上は︑私たち
みんなの切実な願いです︒この希
望や要求をかなえてくれるのが︑

され︑四月八日に投票が行われま
す︒宮崎県議会議員選挙は三月二
十七日に告示︑投票は四月八日と
者であるわけです︒

あなたが選んだ議員であり︑代表

なっています︒また︑日向市議会
議員の選挙は四月十二日に告示き
ます︒

れ︑四月二十二日投票が行われ

手腕︑誠実さなどを慎重に考慮し

ですから︑これらの選挙に際し
ては︑義理や人情などにまどわさ
れず︑候補者の人格︑識見︑政治

私たちの社会には︑国会議員を
はじめ︑県知事︑県議︑市長︑市

での政治家を選ぶ必要があるの

て︑私たちの郷土の政治をまかせ
ることのできる︑ほんとうの意味

．〃という願いは︑い

かねません︒このことは︑これか

めから捨ててしまうことにもなり

棄権することは︑この願いをはじ

転入した人の場合は市役所に転入︐

いる人︒もちろん︑この年月日は

以前から引き続き日向市に住んで

員選挙は昭和五十四年一月十日

県知事・県議会議員選挙は昭和
五十三年十二月十二日︑市議会議

＝

4市議会議員選挙人名簿
四月十二日から四月十六日まて

三月十四日から三月十八日まで

撮県知事・県議会議員選挙人名簿

確かめください︒

に最近転入されたかたは︑ぜひお

名簿をお見せしますので︑自分の
名前がのっているかどうか︑とく

市選管では︑つぎの日程で選挙人

きれていないと投票できません︒

このような選挙要件をそなえて
いる人でも﹁選挙人名簿﹂に登録

届けをした年月日のことです︒

てしまったことと同じです．︑

．．．

投票できる人は⁝

な一票を投じてください︒

参加〃です．︑悔いのない︑きれい

あなたのその一票は〃政治への

らの生活を︑すべて他人にまかせ

つまでも果たされなく︑もちろん

てほしい・

うと︑〃すばらしい郷土をつくっ

あなたが︑まちがった選挙を行

です︒

きつくところはすべて︑郷土の発

日
県知事・県議会議員選挙は昭和
三十四年四月九日︑市議会議員選
でに生まれた人︒

挙は昭和三十四年四月二十三日ま

＝
理場で処分され︑価値を失ってし
ごみの減量は︑資源の保持にも

まいます︒

つながります︒皆さんも大量消費
による〃使い捨て〃を反省し︑ご

営

ポスターは掲示場に

この．ホスタi掲示場に︑選挙運動

選挙公報も発行

一月号の議会報告の中でもふれ
用のポスターを掲示するわけです
から︑有権者のみなさんは︑候補

そこで︑有権者のみなきんに︑
この条例を理解していただき︑公

十二月に制定されました︒

場の設置に関する条例と選挙公報
の発行に関する条例﹂が︑昨年の

の公報と同じようなものを発行し

すからご承知のことでし・廓う︒あ

つぎに︑選挙公報の発行につい
て説明します︒選挙公報は︑みな
きんは国会議員の選挙の時に見ま

者全員の．ポスタしを一か所で見る
ことができるようになります．︑

営選挙がスムーズに行われるよう

たちが投票するにあたって一番大

者の写真︑氏名︑経歴︑そして私

ようというもので︑公報には候補

まず︑．ポスター掲示場の設置で

みなきんのご家庭に配布し︑候補

事な政見などを掲載したものを︑

者を選ぶための資料を提供するも
この公営掲示場︑選挙公報とも

のです．

この条例がじゅうぶんに活用き

市の選挙では初めてのことです．．

をお願いします．︑も

市民のみなさんのご理解とご協力

れ︑効率的な選挙ができるように

に公営のポスタ⁝掲示場を設置し

日向市議会議員選挙の立候補届

いろいろなおたずねは︑市選挙管一

票などのしかた︑選挙についての．

一二一一内線五七一︑五七二︶へご

理委員会︵市役所南側別館田・憲琶一

⑥空

⑤古くても使えるものは︑不用品

ものを引き取ってもらいましょう

めざしましよう︒

なまちづくり︑生活環境づくりを

運動をすすめながら︑健康で清潔

みについて見直し︑みんなで減量

こういったごみは︑危険物収集
の日か︑自分で捨てるときは米の

できない燃えないごみです︒

んの山︒どちらも清掃工場に搬入

遠慮なくお問い合わせください．．．

きびん︑空きかんなどは販売店に

交換会などに出しましょう

ださい︒

車練習場を開設して︑多くの人た
ちの便宣を図ったなど︑交通安全

山にある不燃物処理場へ出してく

交通安全の最高
栄誉賞である〃緑

とにより︑先の第十九回交通安全
た︒この受賞を記念する祝賀会は

国民運動中央大会で受賞されまし

運動に多大の貢献をしたというこ
協会会長を二十五

して開かれました︒

二月十日午後一時三十分から︑市
内の旅館に関係者約五十人が出席

事故防止に献身的
に取り組んでいる

のことばをのべました︒

市長︑日向警察署長などがお祝い

祝賀会は︑交通事故で亡くなっ
た人たちへの黙とうのあと︑日向
ほど受賞されまし
た︒金章は日向市
では四人目です︒

柏田さんが会長に就任したのは

の協力のたまものです︒心から感

晴れの金賞を受けた柏田さんは
﹁私以外にもっと優れた人がおら
れるのに⁝⁝︒これも協会員全体

では初めて︑県内

さん︵75歳︶がこの

市内畑浦︑柏田勝

年も務め︑地域の

十字金章〃を︑日

の中から出てきた金属類と空きか

てください︒

返却しましょう一−1などを心がけ

獲資源回収の利用を
古新聞︑古雑誌︑ダンボール︑

布ぎれなどは︑回収業者に出すよ
うにしましよう︒

金属類はいけません
ところで︑富高本谷地区にある
富高清掃工場に︑個人でごみを持
ち込まれるかたは︑つぎのことを
必ず守ってください︒

▽搬入時間と休業日

平日は︑午前八時三十分から午
八時三十分から午後三時までに搬

昭和三十年︒その前から︑交通安全

した︒

謝しています﹂と語っておられま

止︑安全意識の普
及などに自ら各地

この間︑事故防

といいます︒

は三十余年になる

会長としては二十五年目ですが︑

運動には積極的に参加しており︑
ます︒

つぎに︑搬入できるごみとでき
ないごみをご紹介します︒

▽搬入できるごみ
残飯︑野菜くず類︑ボ⁝ル紙類︑
木くず︵タル木程度で五十抽︑．以
にすること︶など︒

内︶︑家具類︵五十独．︑以内で平板

の普及で免許を取

域をとび同つたこ
とも多く︑自動車

加すると︑同協会

りたい希望者が増

空きびん︑空きかん︑金属類︑電

リート類や合成樹脂︑ゴム類など

気製品の廃．品︑陶磁器具︑コンク

▽搬入できないごみ

地域の安全運動に取り．くんでから

入してください︒祝祭日は休業し

後四時三十分︑土曜と日曜は午前

向地区の交通安全

笏写真は︑富高清掃工場の焼却炉

このほか︑不在者投票や郵便投

青少年ホームで行います︒

二十日︑午後一時三十分から勤労

けおよび選挙運動説明会を︑三月

市議選説明会−1・三月二十日

ようというものです︒候補者は︑

確保し︑市内各所︵投票区ごと︶

この条例では︑これらの場所を

した︒

場所の確保も因難になってきま

は都市形態も著しく変化してきて

人の所有する構造物などを利用し
て掲示されていましたが︑最近で

．とになっています．．そのため︑個

設︑公共の建造物にはできないこ

すが︑ポスターの掲示は公共的施

ます︒

に︑条例の内容を簡単にご紹介し

び長の選挙におけるポスター掲示

ましたが︑

﹁日向市の議会議員及

選
管理・運営の自動

●

議など多くの選挙がありますが︑
どの選挙も大事なものばかり︒行

日

＝ ＝

ごみを見直して
＝

減量運動に協力を
＝
一昔前までは︑ごみといえば家
いましたが︑今日では︑ありとあ

庭の台所から出るものに限られて
らゆるものがごみとして出され︑
量も膨大になっています︒

みを出す前にもう一度︑つぎのよ
拶ごみを出さない工夫を

うなことを考えてください︒

こういう状態は︑各市とも同じ
いかに減らし︑処分していくかが

回長く使いましょう ③過大包装
は断わりましょう ④電化製品な

ムダをなくし︑もう一日︑もう一

①ムダなものは買わないように
しましよう ②ものを大切にし︑

で︑こんごは︑増え続けるごみを
大きな課題となっています ︒

市が収集してきたごみの中には
まだ使えるもの︑資源として再利
す︒これらのものは︑ごみとして

どの器具を買い替えた時は︑古い

用できるものがたくさんありま

50年4月の投票のようす

いま一度︑私たちのまわりのこ

公害を誘発するものなど︒

祝賀会であいさつする柏田さん

出されると︑清掃工場や不然物処

●

市議は4月22日

挙

勝さん（畑浦）受章

柏田

日
示

8

知事・県議は4月
週

公

市内初の緑十字金章

統一地方選近づく

4

広報日向
昭和54年2月号

昭和54年2月号

広報日向
5

会と日向市少年補導連絡協議会が
機を設置させない ③自動販売機

①青少年にホルノ雑誌を読ませな
い ②ポルノ雑誌を売る自動販売
ない運動〃を実施することにした

十六団体がスクラムを組んで〃楽

の運動では盛り上がりに欠け︑二

消した経験があり．ます︒が︑個々

各戸にPRチラシを配布し︑新し

をして除去をお願いす．る︑市内の

六か所の契約者のかたと話し合い

日向市青少年健全育成連絡協議
中心となり︑このほど﹁悪書入り
の設置場所︑電源を貸さない・．

21

1

〜

．

国際児童年

〜♪．〜

こんごの活動としては︑市内十

ものです︒

の三点が運動の主眼︒いわゆる

調査によりますと︑日向市内にポ

ことしは﹁国際児童年﹂︒国運

の啓発活動︑国内施策の充実およ

月に設置され︑児童問題について

児童年事業推進会議しが関係省庁

討されています︒

び児童年を機にした国際協力が検

の

童年を機に児童問題についての認
識を高め︑いま子ども
休みの期間︑十一月二十日の児童

のなかでも︑子供の日の前後︑夏

ことしは︑年間を通じて児童問
題についての関心を高めるための
．いろいろな行事が催されます︒そ

たちがほんとうに幸せ
児童問題についての関心を高める

権利宣言記念日の前後を重点に︑

という考えかたにたって︑国際児

．子どもは民族の宝︑世界の宝〃

とに決まったものです︒

ことしを﹁国際児童年﹂とするこ

民間有職者の参加をもとに昨年六

にあたりますが︑これを記念して

で﹁児童権利宣言﹂が採択されて
から︑ことしでちょうど二十年目

子どもたちは幸せか

くことにしています︒

自動販売機﹂の追放に乗り出しま
した︒この運動には︑農︑漁協組
いうものです︒

〃三ない運動〃を推し進めようと

く設置するものに対して予防線を
張るなど︑運動に全力を注いでい

合婦人部やPTA連絡協︑子ども
会育成連絡協︑区長公民館長連合

ルノ雑誌の入った自動販売機が

同青少年健全育成連絡協議会の

団体も参加︑市民総ぐるみで積極
登場したのは四︑五年前からで︑

A瓜︑ 青年団連絡協回議Aムな戸︺二十六

ます︒

ここ一︑二年で急に増え︑現在は

的に取り．組んでいくこと に し て い

この運動は︑青少年の非行化に
十六か所もあるといいます︒

この自動販売機︑昼間は普通の
週刊誌でカモフラージュし︑夜に
なるとポルノ雑誌と入れ替えられ
ているものもあったくらい︒

市内ではこれまで︑個々の団体
がそれぞれ悪書追放をかかげ︑昨
年九月には場所︑電源提供者との
話し合いで︑業者との契約を取り

ず
なのカどきうカ︑子ど
も

境はこれでいいのか︑

ための行事が催されることになつ

▽会場−富高小学校周辺畳畳．︒

ク

午前九時から
▽会場1富高小学校体育

▽期日q．・三月四日︵日︶

︐．勤労青少年卓球大会

月二十六日まで

▽申し込み締め切り目二

成したチーム

生で︑一小学校区内で編

▽対象者市内在住の小学

●●

なかでも︑もっとも中心となる

ています︒

●

います︒わが国でもこ
の趣旨にそって﹁国際

重点を置くことにして

上国の恵まれない子ど
もたちの問題の解決に

あるユニセフ︵国際児
童基金︶では︑開発途

とくに︑中心機関で

なのです︒

など︑それぞれ関心を
高めていこうという年

き

たちをとりまく生活環

春の雪ぎしの中で

▽会場一お倉ヶ浜運動公園
▽対象者−．．市内在住のかた

スポーツを楽しみませんか

▽チーム編成回同一職場で編成さ

▽申し込み締め切り1三月十日の
また︑青少年と高齢者のかたを

は勤務している二十六歳

▽対象者哩i市内在住また

います︒

▽申し込み締め切り−1二

以下の勤労青少年
午前八

▽期日−−・三月四日︵日︶

〆高齢者スポーツ教室

月二十八日まで

▽会場一大王谷小学校体育館

夏休みの記念行事は︑愛知県の愛
知青少年公園で行われる﹁世界と

ろな展示︑子どものための音楽祭︑

日本の子ども展︵仮称︶﹂で︑世
界と日本の子どもに関するいろい

ます︒

演劇などの催しが予定されてい

幸福を呼ぶマラソン

四月十五日に〃幸福壮年マラソ
ン大会〃が行われます︒参加ご希
望のかたは︑三月二十六日︵当日
事務局・鈴木三郎さん︵本町十番

消印有効︶までに︑日向走ろう会

一一内線二二六︶へ︑参加料二千

五号︑市役所管財課内︑霧②二一

▽申し込み締め切りq三月十日の

円をそえてお申し込みください︒

六日︑二十日︑二十三日︑ 午前十

申し込み先は︑いずれも保健体

正午まで

ゲーム︑ボー

です︒

育課︵蟹②二一一一肉口担送一八︶

きんのご家庭に届くはずですが︑

〜三日後︑その月のうちにはみな

〜二十五日には班長宅︑その笠当

ル運動︑輪なげ競技など

広報は早く回そう

▽会場一．．青少年体育センター

▽内容・・卜健康体操︑

時から

▽期日・．三月十三日︑十

時三十分から

三少年少女バレーボール大会

対象につぎのようなスポーツを行

正午まで︵当日受付も可︶

れたチームであること︒年齢制限
︵大会当日現在︶は︑三十六歳〜

三十九歳が二人︑四十歳以上が七
▽申し込み締め切り11三月十日

人の計九人で編成のこと︒

ング大会

午前

膨市民体力つくりオリエンテーリ
▽期日⊥二月十一日︵日︶
九時から

︸

つまり︑動乱の日本をようやゑ
安定させた信長や秀吉が︑こんど壇
三曲上を押さえ︑自分の権力の⁝
座を安定させようとして︑新しい
身分関係をつくりました︒そして⁝
その身分関係を全国的に組織さ㎝
せ︑整備したのが徳川家康だった⁝

のです︒

無縫醸劉⁝
かじゃ︑いもの師︑石工︑⁝

が実情のようです︒

なかなか思うようにいってないの
広報紙には︑みなさんがたに関
係のあることがらばかりが掲載し

お宅には広報はいつごろ届きま
最近︑広報が遅れて因っ
ている・：という連絡をよく受け
ます︒ご承知のように︑市は毎月

期限がすぎていて︑いろいろな申

すか？

二十一日前後に発行し︑各区長公
民館長官に①市の広報車 ②市職

し込みができなかった⁝．．などと

く回覧するよう心がけましよう︒

いうことにならないためにも︑早

てあります︒広報を見たときには
③郵送の方法で送付

員を通じて

ですから遅くとも毎月二十三日

しています︒

●

影響のある﹁悪書入り自動販売

と転︑5く春めいてきましたが︑市教

育委員会は︑市民のみなさ ん に ︑ や

わらかな春の日ざしの中でスポー
ツを楽しんでもらおうと︑つぎの
ような催しを計画しました︒どし
どしご参加ください︒
ル大会

午前

笏日向市職域対抗壮年ソフトボー

八時三十分から

▽期日1一三月十八日︵日 ︶

⁝−．彦前●4⁝
には︑北条早雲︑斉藤道三︑加藤
一 申世の後半から戦国時代へ一︒ 清正︑福島正則︑蜂須賀小六︑豊
⁝それまで栄見きわめていた断 臣秀吉などがいます︒これらの人
⁝とろえてきました︒そして︑それ 当時ころまで蔑視きれていた油売
一に代り︑下層の武士や農民・賎民 り︑かじゃ︑桶屋︑野伏︵野武士︶

階級の出身者がほとんどです︒

−1差別をなくすために一

同和問題を考えましよ・つ⑨

副といわれた民衆の中から︑しだい 百姓︑その他賎民と呼ばれてきた
⁝に実力を身につける者が現
副れ︑新しい権力を目ざして
一のしあがってきたこと は ︑
副前回にもふれました︒

この下剋上といわれた混乱︑激

ところが．−︑古代において制
衝の時代に︑ それまで賎民とされ
⁝蔑視されてきた人びとの身分的な 度としてつくられた賎民身分がな

大工︑左官など︑各種の技︸
術者を自分の領内はもちろん︑ひ⁝
ろく近郷から集めました︒これら︸
の技術者たちは︑独自の技術を提⁝
供し︑城下のところどころに居住一
させられ︑免税を受けたり手当て⁝
を支給され・保護されながら奉公廟
させられました︒これがのちに同⁝
和地区の原形となったのです︒ ㎝
・馳馳・ここ融融ここ・馳1こ・こ・馴︒ここ・馳馳ここ・三星こ・こ馳巳ここ・三星こ・こ三更︑ここ︐﹁

もたって︑ふたたび新しい身分制
度が︑支配者の政治の力によって
つくられてきました︒

皿ものは︑そのほとんどが消滅した くなってから︑およそ七百年近く
⁝と考えてもいいでしょ う ︒
ｱのころ︑下層階級のなかから

⁝出て︑実力者にのしあがった武将

▼国際児童年のシンボルマー

機﹂を追放しようというもので︑

囲

緊． 恥 ・
●

一＝
π一

一一＝
．

．＝．

．

一

一
一

こよみの上では立春をすぎ︑何

26団体が運動推進

層族や幕府︑大寺院などの実力がお びとは︑いずれも︑浪人者とか︑

8

一
…

館

市民ぐるみで追放

6

広報日向
昭和54年2月号
昭・．和／54・年2月号

広報日向
7

市内財光寺にある市立老人ホーム・ひまわり
寮︵六十三人︶のおとしよりたちが手作り︵刺し
ゅう︶でこしらえた〃寮のシンボル旗 が完成︒こ
．のほど開かれた﹁夢と生きがいを開く展示会﹂で県老
十脅．のエンジの地に︑ひ ま わ り を あ し ら っ た デ ザ イ ン で ︑

人クラブ会長賞を受賞しました︒旗は縦百二十独．︑横九

訊

まお

この年金は︑ご王人がもらう厚
生年金の老齢年金とは別に支給さ
れるもので︑あなた自身の年金に

給されるわけです︒

ら保険料を納めた期間に応じて支

の﹁通算老齢年金﹂が六十五歳か

で二十五年以上になり︑国民年金

年＋十三年11三十五年ということ

市内鶴町の河野ヒロきんの指導を受けながら作りあげたものです︒

霞
葛
なるんです︒また︑六十五歳にな

ね

︹問︺

るまでに︑もしあなたが病気やケ

自身は独身時代に会社に勤め︑六
八歳末満の子どもがいれば︑厚生

より母子家庭になったときは︑十

﹁障害年金﹂が支給され︑死別に

年ほど厚生年金に加入していまし
年金から支給される﹁遺族年金﹂

厚生年金に加入していますが︑私

たが︑現在は年金には加入してい
年金﹂が支給されます︒

保障が受けられることになってい

このように︑国民年金に任意加
入することによって︑いろいろな

とは別に︑国民年金による﹁母子

ません︒いまから国民年金に加入
して年金がもらえるのでしょうか
また︑独身時代の厚生年金は掛け
︹答︺

捨てになるのでしょうか︒

ます︒なお︑ご主人が厚生年金に
加入しているときは︑国民年金の
け出をすることで国民年金をやめ

加入は任意ですから︑いつでも届

国民年金への加入対象者には︑
強制加入者と︑任意加入者とがあ
るんです︒

を払いもどすのではなく︑将来︑

た場合は︑それまで納めた保険料

ることができます︒そして︑やめ

あなたの場合は︑ご主人が厚生
年金に加入していますので︑国民
加入したいという申し出をした月

年金の任意加入の対象者になり︑

ます︒

﹁通算老齢年金﹂として支給され

保険料を納めることができ ま す ︒

また︑独身時代の厚生年金につ
いても掛け捨てにはならず︑六十

からはじめて国民年金に加 入 し ︑

の場合︑納付できる期間が二十二

ところで国民年金の被保険者期
間は六十歳までですので︑あなた

歳になれば加入期間に応じて︑厚

年にしかなりません︒でもご主人

生年金による﹁通算老齢年金﹂が

酉

ください︒

だった人気者のムササビ﹁モン太﹂君が︑二月六日の夜から

・

だいじに育ててきたもの︒家族同様にしてきた﹁モン
﹁モン太﹂を見かけたら連絡してあげてください

太﹂がいなくなり寂しさいつばいの松田さん一家︒

一

奨学生︵高校・大学︶の募集
昭和五十四年度の日向市奨学生
▽募集定員と貸付額

をつぎのとおり募集します︒

円

大学生︵短大生を含む︶一

・高校生一若干名︑月額三千五百

若干名︑月額六千円
▽対象者

大学︑高等学校︑高等専門学校

・学校教育法に定める大学︑短期

および各種学校に在学する人
▽資格
んでいるかたの子弟で︑学業︑

・日向市に引きつづき一年以上住

学資の支弁が困難と認められ

品行ともに優秀︑健康であり︑
る人︒

害︶により保護者が死亡︑また

・交通事故などの不慮の事故︵災

は重度の心身障害者となったか
たの子弟で︑奨学生として適当
と認められる人︒

▽手続きの方法
へ提出してください︒

・つぎの書類を教育委員会管理課

①奨学生願書 ②奨学生推せん
調書 ③学業成績証明書 ④保
護者の昭和五十三年度分の所得
証明書と資産証明書
二二月一日から三月二十五日まで

▽受付期間
▽決定通知

決定し︑五月二十五日までに通

・実態調査のうえ︑選考委員会で
等します︒

がきた︑皇帝のいない八月︑中年

クリスティー自伝︵上︑下︶︑わ
れ以外みなわが師︑草宴︑その時
ちゃらんぽらん︑義経︑明治の人
物誌︑エマとわたし︑高台の家
ガールスカウト募集

︵矢野令子・団委員長︶は︑いま

ガールスカウト宮崎県第九団
スカウトを募集しています︒定員

和史︵日本の戦史一︶︑それでも

になりしだい締め切りますので︑

▽募集人員

戦後日本の国をダメにした公務

・ジュニアスカウト︵小学四年生

ダイヤモンド会社職員録︵上︑下︶

は遅すぎる︑世界の民話︵二十二︶

〜六年生︶一十人

みください︒

どもりは必ずなおせる︑楽しいひ

入団ご希望のかたは早目に申し込

とり暮らし︑心のおしゃれ教室︑

右の学年は︑ことし四月現在に

・シニアスカウト︵申学生︶−−・五人

員︑○歳からの母親作成︑高校生

コットン手芸︑バトミントンクリ

麓②二一一一内線四三五︶または

委員会社会教育課︵図書館二階︑

申し込みとおたずねは︑市教育

よるものとします︒

日本類語大辞典︑峰の記憶︑クロ

へどうぞ︒

矢野令子さん宅︵蟹②七七〇七︶

す︒なお︑はがきには住所︑氏名︑

をリアダ

年齢︑電話があれば電話番号を

く
投票用紙は︑選○の当日︑投○

先月号は﹁知﹂ ﹁県﹂ ﹁市﹂が

はっきり記入してください︒

正解で応募五十三通︑正解四十八
通でしたので︑つぎのかたに記念
答えをはがきに書

ーー事

③藤川亜紀︵江良町二丁目︶3歳

②甲斐清子︵財光寺三ツ枝︶24歳

15歳

︵敬称略︶

まりますか？

ーー巴

品をさしあげます︒

①鈴木康弘︵上高本谷︶

一

人のかたに記念品をさしあげま

正解者多数のときは︑抽選で三

ず
へ む
く
ださし

いて︑本町十番五号︑市選挙管理
委員会あて三月十日までにお出し

▽右の○にはどんな文字があては

ばならない︒

所において○挙人に交付しなけれ

︹問題︺

穿事ウ・ 7い宮クLイー

たち︑公園通りの午後︑アガサ・

ーニン全集︑歴史をさわがせた女

版︶︑囲碁の基礎訓練︵上︑下︶︑

技術と戦術︑美術年鑑二九七九

ニッタ︑サッカーストライカーの

味の歳時記︑パッチワークの絵本︑

たちの傷だらけの日記︑幼稚園で

日本は成長する︑文化と国土社会︑

破天荒人間笹川良一︑一億人の昭

界史︵七︑八︶︑草葬吉田松陰︑

と発見︵六︑七︶︑人物日本の世

ました

L

●

姿が見えなくなってしまいました︒このムササビは昨年九
月︑日之影町の山中で松田さんが見つけ︑家族みんなで

▽児童向けのもの
さらば宇宙戦艦ヤマトe︑口︑
青い海の歌︑果てしなき戦い︑海

パー︑サム兄さんは死んだ︑学芸

辺のたから︑シベリアの海ジャン

▽成人向けのもの

百科事典︵十九巻︶

言語学の誕生︑床の間︑続イギ
リスと日本人︑続ちょっとキザで
すが︑ちょっと言えない話︑深代
惇郎の青春日記︑入門俳句歳無記
︵新年︑春︑夏︑秋︑冬︶︑地球

史︑自伝の文学︑妻のこころ︑神
秘的体験とわが人生︑苦しいから

●

r正．㍗︸︸︵で・一量塗ーーーーー．郵

五巻︶︑宮崎新民話︑日本史の謎

もう少し生きてみよう︑人間の価
値は何で決まるか︑運勢厳書︵十

肖

一

〜一一

市内塩見永田の松田明さん︵43歳︶宅に飼われ︑近所でも評判

∫

る

オい︑り

童、生徒をはじめ、10回線を横断する歩行者も

市立図書館に︑つぎのような新
刊図書がはいりましたのでご愛読

一

成。日歯屋小、富島中学校などに通学する児

癒
O

患hn

●

これは2月10日の深夜のできごとで

新刊図書が

美アツという間ミに工事完了。これから

訪れ、国体の引継ぎが行われました。

が厚生年金に加入している た め ︑

塗装などをして来月14日ごろには正式に完

8日にも伊那市や南箕輪村などからも

帳︶はたいせつに保管しておいて

ほど横断歩道橋が架設されました。

ボールの会場になっていますが、7日、

支給されますので︑証書︵年金手
ください︒

■
塩見大橋交差点（10号線）にこの

「日本のふるさと、宮崎国体」の成功を一と2月
6日朝、長野国体でバスケット会場になった須坂
市の石井助役ら3人が訪れ、甲斐市長に激励の
意味をこめた国体旗を手渡しました。日向は
ご承知のようにバスケットボール、ソフト

国民年金に任意加入しなかった期
通算きれます︒ですから︑二十二

間︵十三年︶が配偶者期間として

安心して渡れます

長野から激励訪問
私は結婚して十三年に戟︑5る三十

ω
ガにより障害者となったときは

，、。1ズ

八歳の主婦です︒夫は結婚前から

｝圏川〃

飼っていたけど
8

一
安心して渡れることでしょう。

白ばらクイズ爾

ん廟葺リ

@

⑳

⑱
シンボル旗誕生

きんシ
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人︶︑ペン宇︵三十人置︑手芸︵二
はいかがですか︒

いて︑しっかりした知識をもつて

さい︒

墓地使用の受付

警

市は︑塩見中山崎にある﹁城山
公園墓地﹂の使用申し込みを受け

働

一内線七一六︶へおたずねくだ

育委員会社会教育課︵黛②一＝一

くわしいことについては︑市教

でとなっています︒

の午前九時から午後四時三十分ま

ど︶の搬入は︑三月二日から四日

作品︵絵画︑彫塑︑書︑写真な

目︶で行われます︒

崎県総合博物館︵宮崎市神宮二丁

月十一日目ら三月二十一日︵三月
十二日・十九日﹂休館︶まで︑宮

第五回宮崎県美術展覧会が︑三

県美展へのご案内

十五人︶︑きもの着付︵二十五人︶

▽応募資格

二十五歳以下で中小企業に働く
勤労青少年
フ募集期間
二月二十五日〜三月二十日
▽申し込み方法
勤労青少年ホーム︵市役所南側︶
に申し込み用紙がありますので︑

必要事項を記入の上提出してくゼ
さい︒

▽受講料
無料︵たゼし︑材料費︑教材費
は個人負担となります︶

宮崎医科大教授が来市
市は︑ことし四月︑五月中に︑

宮崎医科大学公衆衛生学教室の常

俊教授外三人目医師の協力を得
て︑市内に住んでいる﹁満十八歳
以上の婦人健康診断﹂を行うこと
この健康診断は︑最新式の検査

になりました︒

廃車届けは早目に

昭和五十四年度軽自動車税の賦

課期日が近づきましたが︑これは

昭和五十四年四月一日現在の︑軽
になっています︒

自動車所有名儀人に課税すること

車などを手ばなされて︑廃車︑

譲渡などの手続きを済まされてい

それぞれの手続きをして︑不要な

ないかたは︑三月三十一日までに

税負担をなくし︑適正︵︑5課税がで

きるようご協力をお願いします︒

なお︑廃車の場合は︑交付を受
けた標識番号が必要ですので︑下

取りなどに出す際はじゅうぶん注
意してください︒

厩廃車手続方法

・原動機付自転車︵一二五CC以
． 下︶および小型特殊自動車は︑

市税務課へ︑ナンバーと印鑑を
持っておこしください︒

・自動二輪︑軽二輪︑軽乗用︑軽

絹物は︑宮崎市の陸運事務所へ︒

毛︶▽亀井徹︵曽根︶▽富島中学

校▽日高吉康︵切島山二︶▽河野

忠一︵清正︶▽児玉礎吉︵高々谷︶

︵吉野川︶▽下成マサ子︵長江︶

▽村井初子︵原町︶▽江川良彦

︵本宮︶▽前田励︵堀一方V▽平

▽上平俊雄︵向江町︶▽児玉重雄

▽松木栄︵亀崎東︶▽尾方裕満子

川来︵沖の原︶▽田村静男︵中原︶

以上一月分でした︒

︵上町︶▽長岡道春︵新富町︶

﹁陵
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3月4日

・永田医院︵饗②三三八八︶

・鮫島整医院︵鍵②八一九一︶

3月11日

・田中医院︵勢②二五一五︶

・渡辺病院︵麓⑦一〇一一︶

・白石病院︵麓門川③二二六五︶

3月18日

・黒木医院︵麓②六〇五五︶

・篠原医院ス衝門川③一〇五九︶

墓地は︑四平方厨のもの一基︑

つぎのかたがたから社会福祉事

も

・山中医院︵麓②二二六六︶

かたは︑三月一日から三月十四日

繕鑑⁝欝欝⁝⁝騨

されます︒この結果を基にして︑

までに衛生清掃課へお申し込みく

業寄付金が寄せられました︒あり

・浦上医院︵留②二九三六︶

付けます︒

日向市の婦人の健康︑栄養状態な
どを分電︑こんごの望ましい健康

がとうございました︒ ︵敬称略︶

用器材による総合的な検査が実施

管理の指針を誓い出そうというも

ださい︒なお︑申し込み多数の場

▽駒田イッ子︵長江︶▽西朝五

3月ゐ日

・三ケ尻医院︵衝②五五五七︶

・沼田医院︵留②三七八五︶

・松岡医院︵鯵②五四〇七︶

3月21日︹春分の日︺

・此元医院︵麓②五四八八︶

のです︒

す︒くわしいことについては︑衛

合は︑選考抽選させていただきま

・鮫島病院︵蟹④四〇四三︶

・山口医院︵留②二二〇三︶

日向市社会福祉協議会

くわしいことについては︑後日

▽佐藤茂︵亀崎東︶▽松葉清︵下

郎︵公園通り︶▽柏田繁義︵曽根︶

六平方H明︑のもの五基︒希望される

各区長公民館長を通じお知らせし

五︶へおたずねくゼさい︒

生清掃課︵留②二一一一内線五二

集します︒

料理︵三十人︶︑いけ花︵三十

ますが︑この機会をひろく利用さ
れ︑あなたご自身の健康管理につ

月開講予定の教養講座受講生を募

勤労青少年ホームは︑ことし四

教養講座を開講

ださい ︒

一＝内線五七六︶へおたずねく

については︑商工水産課︵麓②二

みます︒計量器︵はかり︶の検査

が︑これを受検しておかれますと
．定期検査日には受検しなくてもす

ため︑お伺いすることがあります

期検査日前に民間計量士が検査の

があなたの事業所に伺いましたら
ご協力をお願いします︒また︑定

に︑事前調査が行われます︒係員

の︒そのはかりの定期検査を前

私たちの毎日の生活の中で〃は
かり〃は欠かすことのできないも

はかりの検査

夕
▽講座内容︵︶内は募集定員

・

○

＝

◎

10

広報日向
昭和54年2月号

