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いい汗かいた！
「走れることが私の自慢。ほかにはなにもないんで

「ジョギングって、最高に気持ちいい。澄みきっ
た空気で、心と体が洗われるような……」
「記録より完走。いつものマイペースを心がけます。
走る楽レみを味わうつもりでネ」
「きょうはみんなのお祭りですよ。遠くからイ中間
が大勢やってくる。いい汗かきます」
〈第10回幸福壮年マラソン大会／4月13日午前11時

・市役所前をスタート〉
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■3月定例市議会／町並み保存条例を可決
…23ページ ■61年度市政の基本方針と

重点施策…4，5ページ・■みんなのページ／自慢の魚
拓・あったかメニュー・日向っ子ほか…4，5ページ

■フォトニュース…8ページ
しいドライブ…9ページ

昭和61年4月20日発行

■ゆとりのプランで楽

簗

■伝言板…10，11，12ページ

編集／日向市役所総務課日向市本町10番5号容52−2τ17

（NO．372）

し

す。健康だけが私の財産」

■3月定例市議会

として定めたものです︒

負担金制度は︑受益者のみな
さんから負担金を納めていただ

@

@

@

■日向市手数料条例の一部を

改正 す る 条 例
市は︑現在︑住民基本台帳に
関する事務をコンピューターで
処理し一本化する﹁住民情報オ
ンラインシステム﹂の準備を進
めていますが︑その一部が五月
中旬からスタートします︒

これに伴って︑住民票も世帯
別から個人別に切り替えられま
す︒従って︑みなさんが住民票
の写しを取る際︑これまでの手
数料﹁一人一枚二百円﹂では多
人数の家族の場合︑それだけ負
市はその点を考慮し︑

﹁一人

Sがかか⁝にな・毛

壁三三三献レ籍

に充てようというもので︑条例

匹︸

﹁日向市部設置条例﹂

﹁日向市乳幼児の

六÷葡年所一回の日向市議会︵定例会︶は︑三月七口招集さ
れ︑二十二日間の会期で二十八日まで開かれました︒
議会には︑条例︑事件決議︑予算の計二十九件が市長から提
出されました︒うち︑

医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例﹂の二件は否
決されましたが︑そのほかの議案はすべて原案のとおり可決さ

1

⁝

新消防庁舎︵日知屋・亀崎︶の
1

完成もあと一歩
﹁IIII

下水道は︑私たちが健康でよ

受益者負担に関する条例︵新設︶

せない施設です．︑

り快適な生活を営むために欠か

九年に着手︑現在︑幹線工事や

れました︒

終末処理場︑汚水中継ポンプ場

天然の良港に恵まれた日向市
六十二年十月から︑新町地区と

てのロ

地域︵百診・受益者八千九百人︶

ん

富高︑日知屋︑財光寺の一部の

ひ

は︑藩政時代から中央との経済

用がかかります︒しかも︑整備

この下水道建設には多額の費

計画区域が特定の地域に限ら

とくに美々津地区には︑江戸

を取り入れてきました︒

で運転が開始される予定です︒

交流が栄んで︑多くの上方文化

の建設が進められていますが︑

市の公共下水道事業は︑四十

いてその概要をご紹介します︒

また︑開会冒頭︑市長から六十一年度の市政のぎ本方針と重
点施策が発表されました︒当初予算については五月号でくわし
くおしらせすること仁して︑今回はそれ以外のおもなものにつ

国選定へはずみ
はじめに︑条例について説明

物が並び︑貴重な文化財として

時代から明治にかけての古い建

れることになります︒

れ︑その地域だけ環境が改善さ

します︒

は現在︑同地区のみなさんと一

高い評価を受けています︒市で

■日向市伝統的建造物群保存
市内にある伝統的な建造物群
の規定に基づいて制定した条例
これら伝統的建造物群の保存運

緒に豊かな町づくりをめざし︑

十五人で構成する︺堂益者負担

討︑昨年の六月に受益者の代表

に基づく受益者負担金制度を検

地区保存条例︵新設︶

を保存するため︑文化財保護法
で︑保存地区の決定︑保存計画︑

動を進めていますが︑条例の制

金等審議会﹂に諮問しましたが︑

■市道の路線の認定について

整備を行います︒

整理︑道路︑用水路︑排水路の

事業費は八・三八鈴で︑区画

ものです︒

画整理と用排水路の整備を行う

業構造改善事業の一環として区

水田地帯の排水不良地区を新農

美々津町水無川下流に開けた

いて

同制度を設けることが適当であ

このため︑市では都市計画法

修理や復旧など現状変更行為の
とになります︒

−などの内容が盛り込まれ

定で国選定へはずみをつけたこ

置

制約︑経費の補助︑審議会の設

条例の改正は︑移転に伴う消

■日向市都市計画下水道事業

防本部や消防署の位置を変更す

ています︒

このため︑市は日知屋亀崎に

︵

移転を決定し六十年九月に庁舎

るものです︒

することになっています︒

自治法の規定で字の区域を変乱

じた土地の確認に伴って︑地方．

建設に着工︑来月末までに完成

5直轄を市道に

するものです︒

■辺地に係る総合整備計画の

今回︑新たに﹁仙ケ崎山の口

つぎに事件決議︒

十王トンネル改良工事に伴っ

丘線︑長江線の五回線を市道と

線︑谷口線︑五反の内線︑桜ケ

負担金の額︑賦課および徴収︑

て︑南日向・日の平線の舗装工

変更について

事︑末端排水工事︑交通安全施

県が進めていた細島港︵日知
七十九・二八平方層の埋立工事

屋字大浜︶・公有水面二千九百

で︑市長の総延長は三十二万九

路の延長は千二百五十一・二溜
千九百四十五・五γとなります︒

千六百五十万円を二億九百五十

■土地改良事業の施行につ

万円に変更したものです︒

市道として新たに認定した道

して認定したものです︒

め︑これまでの総事業費一億九

設工事などを行うことにしたた

公有水面埋立工事で新たに生

■字の区域の変更について

するものです︒

が完了したため︑地方自治法の

■新たに生じた土地の確認

交付

改正する条例

市が財光寺に建設していた大
原住宅︵鉄筋コンクーーート造り︑

五階建て︑一棟二十戸︶が完成
して︑四月一日から管理を開始
しましたが︑その所在︑戸数︑

家賃などを現在の条例の中に新
■日向市消防条例の一部を改

たに加えるものです︒

正する条例
現在の消防庁舎は︑昭和三十

九年十二月︑市庁舎の建設にあ
わせて建てられましたが︑五十
七年四月から︑日向市︑門川︑
たことで職員や消防車が増え︑

東郷町の広域消防体制に移行し

てきました︒また︑市街地にあ

業務も一挙に拡大し手狭になっ

る現庁舎からはスムーズな出動
ができにくいなど交通事情にも
問題が生じています︒

規定で新たに生じた土地を確認

などが定められています︒

には︑受益者や負担地区の決定︑

一

ｺ水道鮫雌鰭制度など26議案も
@

き︑建設費や施設の管理運営費

@

四人一枚から別人剛件に

住民票・ 戸

@

町並保存条例を可決

との回答をことしの︼月

@

に受けたことから︑今回︑条例

る

@

■日向市営住宅条例の一部を

に建設中の下水道終末処理場）

@

一 た︑戸籍の附票についても同じ
3ように改正しました︒
一

62年10月には一部の地域で運転を始めます。（財光寺下が浜
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本
5項目の柱を基調に

いと思います︒

いずれにしましても︑市政運
営はこれまでどおり︑

一︑自然と調和のとれた都市

1活力に満ちた﹁住みたくなる
都市づくり﹂をより前進させる
基盤の整備

そしてその方向の中で︑市が
業の振興

方向で取り組みます．．

つぎに︑市議会初日︑宮本市
かかえているさまざまな課題に
一︑人間性豊かな人づくり

ひ準襲

ただ︑年度末に発生しました

行きます︒

旭化成のウラン濃縮研究所の事
いえ︑市民のみなさんに多大の

故は︑大事に至らなかったとは
ご心配をかけました︒旭化成に
は事故の原因究明と再発防止︑

づくりの視点からも︑県︑門川

は研究作業を中止すること⁝

さらには原因が究明されるまで

また︑県︑門川町とも連携を取

などをただちに申し込れました︒

その他の事故や公害に対して
かけることのないはう対処した

も︑市民のみなさんにご心配を

す意味で︑はまぐりなどの放流

．た都市計

なさんのご理解とご協力をいた

それら↓つ一つを︑市民のみ

山積みしています︒

の大小さまざまな課題や施策が

くなる都市づくり﹂をめざして

画事業など︑活力ある﹁住みた

理︑街路︑公園とい

の増額をはかりたい土地区画整

道事業︑できるかぎり事業規模

道事業や︑第六次の施業に向か
って新たに計画を樹立する上水

金制度の導入が始められる下水

の︼部供用開始を控えて︑負担

そのほか︑六十二年十月から

です︑

けることにしました．︑

なかたのための電話機を取りつ

試みの︼つとして︑耳の不自由

例制定を︒さらに︑福祉施策の

建造物群︶保存については︑条

懸案の美々津町並み︵伝統的

的な検討を始めます︒

ジェクトチームを編成して具体

したが︑本年度は市職員でプロ

建設について研究を進めてきま

また︑文化体育館︵仮称︶の

ことにしました︒

めて教育委員会と協議していく

で推進することなどを︑あらた

健全育成センターとのかかわり

推進すること︑さらに青少年の

た杜会教育活動の施策のうえで

で︑自治公民館活動を基盤とし

易に果す役割を重視するという

送手段としての役割や︑海外貿

おもに南九州地域からの物質輸

一方︑海上交通についても︑

強力な運動を展開します︒

な成案づくりを行うとともに︑

料の収集や運動に関する具体的

市町村で協議会を重ね︑情報資

港の県北設置についても︑関連

また︑懸案のコミューター空

動を進めたいと思います．．

力な連携を取りながら︼層の運

本年度は県︑関連市町村とも強

江藤隆美建設大臣就任もあり︑

易なものではありません︒幸い

的環境からして︑その整備は容

国の経済事情や日向市の地理

体系の整備

いと思います︒

した︒

﹂

養殖︑投入した魚礁の調査︑漁

計画の見直しも進めています

生活環境衛生・美化について︑

が︑歴史の節目として︑十一月

制施行三十五周年目に当ります

います︒

だきながら進めていきたいと思

（多目的広場／米
．事がスタ

難嬢鞭i
鷲揚，
町との共同監視態勢を強化し︑

̀

りながら︑公害防止協定に基づ

@
@

く専門家の立入検査も実施しま
こんごは︑健康で安全なまち

企業優遇条例の制定を
仕覗いイ︑︑重唱⁝施策．．

■交通体系︑とくに高速交通

イに

・部

コ コー⊃呂

︻口
⊃一L

ヒ

地場産業育成策については︑

■教育・福祉など︑豊かな心

て︑引き続き事業を実施します︒

の五本の柱を基本に進めて

一︑効率的な行財政の運営

安全なまちづくり

一︑社会福祉の充実と健康で

一︑地域の特性を生かした産

長から発表された六十︼年度の
ついて︑市民のみなさんと一緒
に解決しなければなりません︒

市政の基本方針と重点施策をご
紹介します︒

また︑市の活性化は雇用の場
づくりが﹇番です︒市政の運営

はじめに︑基本方針から︒

基本的には︑昨年第五回
は︑その中で形づくっていきた

■企業誘致への取り組み
これは日向市最大の課題の一
つとして取り組まなければなら

こんこの農業振興策の基礎資料

へのアプローチ

ます︒

細島工業用地に土地を所有す

として︑本年度に農業振興地域

法の研究などを進めたいと思い

ます︒そのような視点から︑白
る各企業への早期立地の要望は

これまでの施策を継続発展させ

浜を含む港湾整備を中心に︑カ

豊かな心に関する事業につい

る方向で取り組みます︒また︑

ーフェリーについても整備・充

はもちろん︑河川の浄化をはか

それによって︑家庭周辺の衛生

励する施策を考えてみました︒

べきではないかと思いますの

こぞっての運動としてとらえる

ては︑生涯教育体系の中で市民

む地図をつくります︒

六十一年度は︑昨年十二月に

基本・実施計画の見直し

な施策

獲高の増加や︑計画生産をめざ

また︑水産業については︑漁

内の農用地および集落周辺を含

その情報を入手したり︑企業の
進出しやすい環境をつくる

といった積極的な誘致運動を展
開する必要があります︒

本年度は︑企業誘致を幾分で
も容易にするということと︑新
たな企業や既存企業の創設や増
設に対して便宜をはかることか
ら︑優遇条例を制定する予定で

策定した行政改革大綱を指針と

の施策については︑現在︑国・

また︑高齢化社会に向かって

す︒また︑企業誘致などの担当

する行政改革のスタ；トの年で

県の制度導入を検討中です︒

ろうというものです︒

職員も配置したいと思います︒

す︒この改革は︑市の活性化と

市役所の機構や財政を見直そう

が︑完了次第︑実施計画も策定

さらに︑総合計画の中の基本
というものですが︑それを基に

したいと思います︒

市民福祉の増進をはかるため︑

素早く対応できる行政体質の確

文化体育館のプロジ
ェクトを編成

の振興

立をめざします︒

都市下水道が計画されていない

ところで︑六十一年度は︑市

六十年度末から自衛隊の協力
で︑米の山の多目的広場の造成
を進めています︒本年度も︑お

をめどに記念行事を目下思索中

地区に︑簡易浄化槽の設置を奨

■観光行政の展開と地場産業

ﾟ
L

̀

定例市議会で発表した考え方一

側面から︑前に述べた交通体系︑
．とくに︑国道三二七︑四四

六号線などの整備と関連させな

細島臨海工業地帯のくす並木

61年度

どの計画を持つ企業について︑

ないテーマです︒

禽

倉ケ浜やサンパークなどと併せ
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実をはかるよう関連機関や国・
県に働きかけたいと思います︒
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3

量︐人皇道行喰木 亥﹂

原町
安東勝代さん（38）

赫

鱗

勃

3ノ＼前

満潮前の6時半ごろだr．たと思

浦︶で竿を出したのが午後3時︑

あへヘチ
3月31日︑通い慣れた網立︵畑

らそう呼ばれるものですが︑こ

産卵のため浅瀬に群がることか

ばれます︑桜の花の咲くころ︑

春の真鯛は別名﹁桜鯛﹂とも呼

のころが一番釣れる⁝⁝︒

得物は刺身にして約30入前は

ありました︒仲間を呼んでごち

水面を漂っていた玉

います

うきがゆr．くり海中へ⁝︒合わ

せると強烈な引きで海へ肌き込

まれそうでした．げ

釣りを始めておよそ！5年にな

そうしてやりましたよ︒

一

いつもは友人の酒井さんと一

緒に出かけますが︑この日は一

心に門川︑北浦あたりまで出か

ります．︑釣り場は細島一帯を中

ない⁝．．波の勢いに乗せて15分

へ︑直径45融・の綱に得物が入ら

一巳諏閏■騨Vr聖＝動D

が天戴

き。お手唱いのつもりな

弱

の．こママおこるんだ。

㌍

めるの……。

｝

洗たくや正あら、

ノ

φ

マぜ

爵≠

4﹂

︵平岩・笹野中︶

三男絢也くん︵2歳︶

黒木芳則・京子さんの

も

あんげくぐん

家族み幻なでテ
た幻だ。私もも

日向っ子

一

一■■國一ρr5国一

︑

山椒の風味を効かすことで、鰹の生臭ささも
なくなります．

けます︑ぢともと底物︵石鯛な

〈ここがポイント〉

後にようやく引き上げたとこ

しくいただけます．

ど︶が好きでしたが︑ヒラマサ

こじそのまま召し上ってもけっこうですが、ご

はんの上に乗せ、お茶づけにして食べてもおい

の11．＝を釣って上物専門になっ

⑥適当な大きさに切った鰹を②のっけ汁に入
れ、1時間以しつけ込む，

でした︑

2だし汁、しょうゆ、酒、みりん、砂糖、残
りの山椒を入れ混ぜる，

ろ︑重さ8．冒︑長さ80掌の真鯛

⊂じすりばちに山椒の葉5枚くらいと鰹の切り
身2切れ、ゴマを入れてすりつぶす、

てしまって⁝︒釣りはいい

岩場に座ると何もかも忘れてし

〈作り方〉

しかけは道糸6号で三糸4号︑

固定うき．︑うき下は約7ヅでえ

まいますね．︑︑

す，

さは沖アミのボイルです︒

鰹料理はいかがですか／鰹のきらいなかたも、
この料理ならだいじょうぶ．きっと好きになっ
てしまうかもね…。お酒の肴としても喜ばれま

渇⑬

は年間1，000円。申し込みは市社会教育課（費
内線424）まで。

「真鯛J

成合幸雄さん㈲

目には青葉 山ほととぎす初鰹．鰹のおい
しい季節です。おいしいものを食べない手はあ
りません．ピリリと辛い山散を適度に効かせた

︵財光寺・切島一︶

，PRをどうぞ
余暇の有効利用を考えている奥さん、生活研
究に興味のあるかた、仲間になりませんか？暮
らしに役立つことをともに学びましょう。会費

自慢の廟拓

膳・

長女もにかちやん︵3歳︶

民館です。

砂

ん・

恒松清喜・美知子さんの

例会は毎月1回、会場はほとんど市の中央公

り

Ooo6

日知屋・亀崎南

尋﹂川隅駈日量

も行っています。

み

あてん一3ち応

また、「広報さざなみ」を月1回発行、PR

酒

挙

事業計画の中で。

しょうゆ

皐−尋一嘗

例えば、物価、食品公害、省エネ、省資源
な
どをみんなで考え、解決して、PRしていくサ
ークルです。おもな活動は、無公害食品づくり
にチャレンジしたり、研究会や消費生活展など
にも積極的に参加しています。もちろん、年間

マ

私たちは、私たちのまわりにある身近な問題

柵

りママ。

ゴ

リサークルのようす
会員は現在32名、30代から60代までのはりき

﹁広報ひゆうがしに載った写真をさしあげます︒
連絡先市総務課秘書広報係︵實⑫一2雪唱り内線222︶

39年に始まった生活学校運動の一環として、
41年5月に発足。

無論．﹁ノニ

⑳

，発足はいつですか

︸

●

為

●

このベージは︑みなさんがっくるページです︒あなたの身近

面

●

繋e
駕

﹁﹂o

劉

なかたを紹介してください︒

−

づ

皿

タ

日向さざなみ生活学校
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だし汁

．黙

岡部麻矢さん

C
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日知屋小2年1組

ン

「おしゃれなかいじゅう」1レ

山

蛯原朋速くん

誌

膨

富高小2年3組

﹁⁝

「ボール遊び」

検量四谷動感店ハリー

人成合叡

感をきれいにノ
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銀
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翫婦

かつお

一鰹の一品料理一

ぴ一皐−尋﹂α腎ロ已

め護の虫四点かメ昌昌1⑬

初夏の風味

誇

藍卜書

︶●

春の行楽シーズン

ことしも︑この行楽シーズン

います︒

・カーブの手前ではスピード

・安全速度を守る

①安全運転準則を必ず守る

□運転中の注意

い﹂

﹁何でも話し合える友達が欲し

五十六年に市が実施した意識

くらないようにしましょう
調査でみると︑過半数が家庭で
差別意識を植え込まれています︒

冥＼

⁝躍嘱．鉢︑︑

︐

﹂灘︑壱

轟

麹◇

するために子どもとともに語り

同和問題を正しく理解し︑認識

までたっても差別はなくならな

て解決していかなければ︑いつ

とらえ︑みんなで考え︑協力し

同和問題を家庭の問題として

差別を教えない︑伝えない︑そ

働くねうちなどの意識を高めて

人間の尊さ︑手をつなぐ喜び︑

ヒ掴κ一

馳
選搬

必ず着用しましょう︒

てくれます︒

④夜間の運転は慎重に

・交差点での安全確認︒

・飲酒運転は絶対しない

・夜はだれでも視力が低下し

らの安全意識を向上させます︒

②疲れたら早めに休憩を

ます︒とくに行楽のあとでは

・着用すると︑ドライバー自

で︑ふだんよりもたいへん疲

おそれがあります︒速度は控
え目に︑慎重な運転を心がけ

眼も疲れて︑思わぬ大事故の
少し先へ行ってから冨−−とい

・助手席の同乗者は運転者の

に安全な場所で休憩を︒もう
う気持ちが事故を招きます︑
③シートベルト・ヘルメット

けなど︑安全運転に協力しま

立場になり︑安全確認の手助

ましよう︒

は必ず着用する︒

しよう︒

かるいろいろな差別に目を開

まな差別︑日常生活の中でぶつ
育をしない

一軒一軒の家で差別を教えない

ということに徹すれば差別意識

よ

ていく努力が必要ではないでし

ようになっていただきたいの

いでしょうし︑本当に人間が尊
ばれる民主的な社会はできない

して啓発資料などを活用しなが

いくことが︑これからの家庭に

のではないでしょうか︒

ら正しく教え合うということに

ありがとうございました︒

●このシリーズは今回で終了
します︒長い間ご愛読いただき

しよう︒

要求される大きな課題といえま

がまず身のまわりにあるさまざ

家庭での同和教育は︑親自身

です︒

つくらないようにしたいもの

徹していただき差別の相続人を

い︑つくらない︑親も子どもに

家の中から差別者を出さな

です︒

合い︑家族ぐるみで話しA口える

︑o
︑つ力

の根絶はあり得ます︒そして︑

き︑それらを払いのけ︑なくし

ということです︒

守りましよう。

だから足元のその家庭で差別教

は万一の場合に被害を軽くし

・シートベルト・ヘルメット

れます︒疲れを感じたら早め

・行楽は︑人や車の混雑など

の安全を守る︒

髭
・一時停止をして横断歩行者

▲日本丸が細島港に 運輪西の駈運言硬船「≡本丸一（2，ア50㌧）が月OE＼紐曇
工芙港：こ寄港、 売民の歓迎を受けま4た。
ヨ本ヌしの入港は，ヨ船が57年順順．こお別れ銃導で二ぢ寄って以来およそ三

陪》鯛

鯉

歓迎式ではひょっとこ踊りも披露され＼美組員も天喜び。・・、月2≡の2三
閤、一雨公調されま4た。

籔

ス︑距離︑休憩場︑道路状況︑

窺購い︑

伝って︑居眠り運転︑わき見︑

ながります︒点検整備はめんど

う︒また︑車の故障は事故につ

ゆとりのある計画を立てましょ

昨年のゴールデンウィークに

天候などを事前にチェックし︑

は︑県内で十二件の交通事故が

スピードの出しすぎなどで交通

す︒でも気をつけてください︒

に家族や友人同士でレジャーを

うでも必ず行いましょう︒

このため毎年この時期には︑無

外からのマイカーが急増します．．

計画しているかたが多いと思い

発生︑十四人が重軽傷を負って

理なスケジュールからくる過

を落とす︒

うことについて関心を深めても

うような生活になっていくとい

クラスの中に勉強のわからない

﹁いっしょに勉強じたい﹂

らいたいものです︒子どもたち

友達がいればいっしょに学習し

い﹂

子どもたちは﹁友達と遊びた

ますが︑思い出に残る楽しいレ
いる親たちは︑その結果として

の伸びる芽をおさえたり︑すな

て共に成功を喜び合い︑態度の

子どもたちがお互いに反目し合

おで明るい人間性をゆがめてし

いながら自分も成長していくよ

悪い友達がいれば共に注意し合

と願っているのです︒

にじっているのではないでしょ

まったりして︑その幸せを踏み

り︑テレビを見ている子どもで

いつも一人ぼっちで勉強した

うな子どもが望ましいのです︒
いけない﹂などということばは︑

はなく︑仲間と共に考え︑励し

﹁あんな子と遊んでは

他人を傷つけ︑子どもに差別心

合い︑助け合える子どもに育て

また︑

うか︒

をうえつけることになります︒

たいものです︒

達は仲間としてたいせつにしな

家庭の中で差別の相続人をつ

学業成績や態度︑または親の職
業などで友達を軽べつしたり︑

﹁あの子に負けるな﹂ ﹁こん

差別することはまちがいで︑友

な成績では体裁が悪い⁝﹂など

ればなりません︒

ければならないことを教えなけ

よいでしょうか

友達づくりをどうしつけたら

家庭での同和教育11

労︑それに陽気な春の気分も手

春の行楽シーズンには︑県内

います︒

狭い日本には車や人があふれて

事故が多発しています︒

出発地から目的地までのコー

□出発前の準備

ことを守りましょう︒

ジャーとなるためにも︑つぎの

3

てしまう−．一春はそんな季節で

担任の先生から名前を呼ばれて大きな声で「ハーイ」。学校
のきまりを守って．楽しく勉強レようね。

んとなく外出したい気分になっ

暖かい日差しに誘われて︑な

髄賜悪書鱒

見小にも男29入、女2ア人、計56人の新入生が元気に登校。

と自己中心的に子どもを育てて

噛盤
隼≒三ぶり。

みなさん、バイクに垂るときは必
すヘルメッkを。そして安全速量を

思いの顔を彫つ、最後はペンキで色をつ
けてでき上がり。みんなで校庭に建てま

」
一「ばかやろう
「宿題出すな

ークラブ4団体・53人が愛車に乗り
而役所「こ集合。安全運転を呼びかけ
ようと「ラ内をパレードしました。
くりに挑戦Q
直径約20享ン．長さ約4㍍の丸太に思い

3月30日のEl曜El．恒例の大声大会が櫛

▲安全運転砦アピール 春の全国交通
安全運動初日の6日、売内のライダ
▲大声でうっぷん晴らし
▲卒業記念にトーテムポール
財光寺南小の6年置（4クラス・138
入）が卒業を記念してトーテムポールつ

の山冒険の森広場で行われました。
このEヨはボカボカ陽気も手伝って桜の
花も六分咲き。日ごろのうっぷんを晴ら
す大声かまぶしい春空へ響きま」た。
した。

9日は市内の小学校○入学式でした。塩
▲ピカピカの一年生

広報Uゆ6∬一8一
★広報ひゆうがに載った写真をさしあげます。連絡先・市縁務課秘書広報係（容52−2111内線222）
●

一9一広報1♪ゆδ

㌔

引一広報Uゆうが

広報1♪ゆ6〔げ＿10＿

■■■■■■膿蜘縣番号は5a2111番です

会員の区分と年間の会費はつぎのと
おり。

4月から新年金法スタート

．サラリーマンの奥さん

届出はお済みですか？

4月1日から新年金法がスタートし
ました。保険料の納付方法については
3月号でお知らせしましたが、一部に
誤解もみられるようです。
■納めた保険料は「年金額」に生かさ
新しい国民年金では、「サラリーマ

日月1火水木金ゴニ

5

・

…

1

2③

4⑤678910
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2ア

28

29

30

（第3号被保険者）も含

め、20歳以上60歳未満の人はだれもが

国民年金に加入します。

これまでの国民年金では、加入する
人は保険料（61年3月まで1月当り6，

740円）を納めることが必要でした。新

しい制度では4月からこの保険料が7，
100円となりますが、保険料を個別に納

31

めるのは農業や商業などを営む自営業
のかた、つまり、第1号保険者となりま

引っ越しの際は連絡を
車をお持ちのかたへ
市は、引っ越しされるかたで車をお
持ちのかたは、住所変更の連絡をする

て負担します。

よう呼びかけています。

■これまでの加入期間は引き継がれ

連絡がないと
「納税通知書が

トラブル
の原因になりか
など、

これまでの国民年金の加入期間や厚
生年金、共済年金の加入期間は新しい

が、6月から新たに郵便局の貯金口座

■これは誤解！ご主人の給料袋から奥
さんの保険料が天引きされるわけでは

からも払込みができるようになります。

っきりさせて日向保健所（費52−5101）

手続きは、市水道課または近くの郵
便局で4月から受け付けています。気

までご連絡ください。

ご主人の給料からその保険料が天引き
されるから、届け出をしない
とい
うかたがいますが、これは誤解です。

市母子寡婦福祉会は、現在、会員を

あさひ・ひむか文化財団は、延岡総合
文化センター開館1周年の記念事業と

奥さんがいても、独身でも、保険料率
は一定です。保険料は男性、女性、そ
れぞれ決められた率を給料に掛けて計
算されますので、奥さんの分の保険料
がそのご主人の給料から天引きされる
わけではありません。ご主人が加入し
ている厚生年金や共済年金が制度全体
として負担する仕組みをとっているだ

募集人員■200人以上

募集期間■61年5月10日まで

これは、福祉事業への関心と理解を
深めていただきながら財政基盤の確立

募集人貝■30人

市東浜砂町616、延岡総合文化センタ

をはかろうというものです。

ー

ち6回

申し込み・問い合わせ■〒882、延岡
（乞監10982−22−1855）

白アー2は︑発見してからでは
なかなか︐十項．しにくいもので

・住まいの害虫の中で︑建物の
構造に直接被害を与えるものに
白アリがいます︒山林に近いと
ころや山林を開発した造成地に

布し︑暗く湿った木部︵台所︑

す︒家などを新︑・増築する際に

多く発生します︒

浴室・洗面所などの床下︑床束・

は︑業者とよく相談して予防を
万全に心がける配慮が必要でし

ヤマト白アリ
北海道北部を除いた全国に分

柱の根元︑土台など︶に侵入し
しらた
て︑表面を残し白太︵辺材︶の
部分を食い荒らします︒春から
初夏の雨上がりの昼間︑羽アリ

となって群れ飛びます︒

コンパれノ；10a当り

駒ら韓まで110a当り
乾燥調整160kg当り
農

18，000円

900円
．男5

疫重作業1
隻軽作業・

6，000円
12，000円

弁当持参

女

000円

4000
4，500円

女

3500円

醜々

場なら部のン幼，ミ害い

弱いので︑建物全体︑特に床下

稲1ベインダーIlOa当り蹴含む

にの解すい色注専

n防アリ剤の吹き付けや散布も

5，500円

蝉吟耀．止駆除

ン・ナラ・ケヤキなど︶

4，000円

の辺材に穴を開けて内
部に住み着き︑四月か
ら六月にかけて成虫と
なり飛び出し︑新たな

手植、1日2食付

植 田植機持参10a当り

の通気を良くして診きます︒

11，000円

します︒︑

7，000円

gラクター
搦Q10a当り

金

5，500円

木粉を発見したら︑

田

賃

存効ですが︑人体に無害とはい
えないものもありますので注意

き：

容

よう︒

か

荒起レ栽かきi

内

耕貞応又は

ヒラタキクイムシ
乾燥油に付く最も多
い害虫で︑造作材に被
害を与えます︒体長五
♂くらいの淡黄白色の
幼虫が︑広葉樹︵ラワ

代

し

い除場所に産卵します︒

起

ま駆

したかたについては、5月31日までに

募集期間■随時

集しています。

開講期間■61年5月から12月までのう

住と専門殺虫材を繰り返し

51年1月1日から52年3月31日までに

すでに申請しているかたには申請書
を送りますが、初めて軽自動車を購入

荒

男

九州運輸局細島海運支局は、 「丙種
船長」 「丙種機関長」の免状と、昭和

免します。

合は不明）を記入して同文
化センターに送付するか電
話で申し込む

市社会福祉協議会は、会員制度を設
け、広く市民のみなさんから会貝を募

︵土台部分をときどきたたく︶

一海技免状

学習内容■栄養、調理、食品に対する
基礎的なこと

ール・バス、わからない場

社会福祉協議会の会員

が飛び始めるとわかり
ますが︑日ごろから清掃や点検

引換えは早めに

身体障害者のかたが使用する軽自動
車または障害者のために家族が使用す
る軽自動車について、軽自動車税を減

円

も有効です︒

どうぞ。

用■実習材料費として年間2，300

昭和61年度農作業賃金一覧表

作業名

智

身障者の軽自動車税

くわしくは市税務課（君内線515）へ

電話番号、希望するパート
（ソプラノ・アルト・テノ

−2747）へ。

︑注入し︑穴をロウか木
肌と似た色のクレヨンなどでふ
さぐといいでしょう︒表面塗装

減免申請は5月末までに

どうぞ．

募集方法■はがきに住所、氏名、職業、

子寡婦福祉会・戸敷サツエ会長（費53

を行い︑早期発見に努めましょ

O985−51−4269）

くわしくは同支局（倉52−3677）へ。

募集期間■61年5月10日まで

れば予防になります︒

自動車■（普通自動車、トラックな
ど）県自動車税事務所（a

考にしてください。
くわしくは同委員会（容内線342）へ

校以上でベートーヴェンの
「第九」を歌いたいかたな
らどなたでもOK

所（含内線564）河野相談員または市母

ラウン材は︑JAS︵日本農
粧規格︶の防虫処理材を使用す

町村税務課

付を受けた1，2，3級それぞれの小型船

格■経験・未経験を問わず、高

申し込みと問い合わせば市福祉事務

ち6回

市税務課へ申し込んでください。

市農業委員会は、61年度の農作業賃

資

開講期間■61年5月から12月までのう

552）または延岡社会保険事務所（豊09

金を別表のとおり定めましたので、参

ぎのとおり。

会に加入されていないかた、ぜひ仲
間に入って手を結び合い、幸せの輪を
広げてみませんか。

う︒発見したら業者に駆除と再

どを含む）引っ越し先の市

保健栄養学級

成人病学級

農作業の賃金

協力しあう組織です。

で募集します。

費

くわしくは階下（内線515）へ。

九』を歌う」集いを行いますが、現在
その会員を募集しています。要領はつ

日向保健所は、61年度の保健栄養学

したがって、第3号被保険者になる
ためには届け出が必要です。まだ手続
きしていないかたは、至急届け出てく
ださい。届け出用紙は市役所にありま

82−21−5424）へ。

して、12月28日に「九州交響楽団と「第

同福祉会は、母子寡婦世帯の明日へ
の希望と幸せづくりのためにみんなで

級と成人病学級の受講生をつぎの要領

募集人員■60人

免状および昭和50年12月31日以前に交

舶操縦士の免状については、すでに引
換え期間が終了していますが、特例措
置で現在でも引換えが認められていま
す。至急、申請してください。

rへ

けなのです。

す。

募っています。

保険栄養・成人病学級の生徒

新しい制度の厚生年金、共済年金では、

予防措置としては︑土台や床

の番号）」を電
話で連絡するだけで結構です。
みなさんのご協力をお願いします。
一連絡先一
軽自動車■（自動二輪、ミニバイクな

九州交響楽団、延岡総合文化センタ
ー、延岡市教育委員会、同市文化連盟、

該当する免状をお持ちのかたは、早
めに同支局で手続きしてください。
なお、丙種船長・機関長より上級の

を歌う会の会員

くわしくは同保健所へ。

母子寡婦福祉会の会員

発防止処置を依頼します︒

一

ンバープレート

九州交響楽団と「第九」

3号被保険者）としての届けをすると、

付けています。

「登録番号（ナ

申し込み・問い合わせ■同協議会（費
52−2572）

軽にご利用ください。

下材に防アリ処理材を用いた

型船舶操縦士」の免状の引換えを受け

特別会員■一口当り10，000円

に応じた年金が支給されます。

り︑材料の表面や木口にクレオ
ソート油を浸し塗るのも有効で
す︒土台下にアスファルト・ル
：フィングや銅板を敷き込んで

こごここN

旧住所」「氏名」

団体会員■一口当り5，000円

ついて
申し込みはいずれの学級も①氏名
②生年月日 ③住所 ④電話番号をは

も効果があります︒

手続きは「新

交付された、1，2，3級それぞれの「小

賛助会員■一口当り1，000円

制度になっても引き継がれ、加入期間

また︑白アリは乾燥に比較的

ねません。

掛矧

現在、市の水道料金については、市

ありません。

一般会員■各世帯当り120円

学習内容■成人病予防のための食事に

内の各金融機関で取り扱っています

くわしくは、市保険年金課（費内線

ます。

巻

届かない」

す。サラリーマンや公務員など厚生年
金や共済年金に加入する第2号保険者
のかた、また、その奥さんで第3号保
険者のかたは自分で保険料を納めなく
ても、ご主人が加入している厚生年金、
共済年金の制度が必要な費用を一括し

用■実習材料費として年間2，300

円

水道料金の支払い

一部に「サラリーマンの奥さん」（第

れる。

ンの奥さん」

費

郵便貯金口座でもOK

広報1♪ゆδが一12一
人口と世帯「61．4．
世帯数

1現在1

18，558世帯

人口58，725人
男

BCG接種済児…5月15日

109減

時間はいずれも13：00〜14：00

518入減

27，697人

対

282人減

女31，028ノ＼

「ロバの音楽座」公演

236人滅

L
4・5月の納期
4月 固定資産税
5月 軽自動車税

1期
全期

き

5月9日〔針9：00〜16：00

L−3

対

きます。

日

開場は午後6時で、開演は午後6時

国税の無料相談（電話でも0民
1レと

）

劇場事務局（南町2の29・君54−1635）へ。

県身障者スポーツ大会
5月11日、宮崎市木花の県総合運動

お趣璽墾

公園で、

ま、布

の潰費生活モニター11
人力葦3月1Bカ、ら1§昼

までの間に年内11校区

とじておくと便利です︒

の大型店や亭売店など
で調べたものを掲載し

会」が行われます。
開始は10時30分から。競技種目は陸上、

水泳、卓球など7種目。日向市からも
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52−

52−4009

山口医院（耳鼻・咽
鮫島病院（精

52−2209

山元医院

週間（6月4日〜10日）を前に歯の無
料健康相談をつぎの要領で行います。

この機会に自分の歯の健康状態をチ
ェックしてみませんか．
と き■5月31日（土）午後2時から

5時まで
ところ■アズマや日向店3階
内 容■①母と子の良い歯コンクール
②歯の健康相談 ③フッ素の
無料塗布 ④歯みがき指導

乳幼児の健康診査
1歳児

印刷／藤屋

柏田ピサ子（曽根）
ノ

ろ

印 刷

〉黒木誠（南町）

〉早川安夫（長江）
〉矢北敏枝（中村） 〉是則次郎（余

式

瀬〉

〉前田絹枝（切島一・区） 〉富
島高校家庭クラブ（鶴町）
〉樋口正

〉三樹正男（曽根）

〉水上明石

〉石崎タエ（曽根）

交通遺児等育英協議会へ

写一方）
〉鈴木勝（本谷） レ藤山小
真夜子（鍋島2区）
〉黒木ハル（塩田）

52−2530

田中病院（内・放・精神科）
4◎63−2211

18日■和田病院（内・外・放射線科）
52−2045
児科）

佐藤医院（内・小

52−3324

滝井病院（内

・精神科） 52−2409 沼田医
院（皮・泌尿器科） 52−3785
25日■三股病院（内・外科）

34
2459

58−00

今給黎医院（内科）

54−

東医院（内・・」・児科）♂

63−2800

※当番医がかわる場合があります。

購．ζ．難，，

確認を．ノ

〉黒木三男（松

レ黒木安（別府）

（幸脇）
〉新名寿男〔堀

63−1447

テレフォンサービス（君53−1214）で

時■BCG未接種児…5月13日

原）

寺尾医

53−5000

児玉医院（小児科）

〉吉瀬シヅヲ（春原）

〉首藤義生（梶木）

11日■甲斐医院（外科）

市東臼杵郡歯科医師会は、歯の衛生

144

社会福祉協議会へ

53−6066

院（産婦・外科）

歯の無料健康相談

1，377

■愛のご寄付（敬称略）

社裕（山手町）

52−

4日■浦上医院（内・外・胃腸科）

（小児科）

日

ム

田中眼科♂

稲原眼科

円
Q39

．．

株

5557松岡医院（内科）
5407

神・内科）♂54−6801

藁葺平均

100呂

治

5月の休日在宅医

は市福祉事務所（麿内線568）へ。

一．

タマネギ

灯

も忘れずに．！

52−2936

熟葦蔦灘

中

キュウ辱

ター（8内線595）です。母子健康手帳

喉科）♂52−2203

．−

円25．5
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食．パン
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上白轄｛袋入り｝1㎏
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象■58年4月生まれ

※場所はいずれも市民健康管理セン

温かい応援をお願いします。くわしく

P杢嚢麺驚
−

．豆．癒

13：00〜14：00

三
一

糖

対

時■5月2日

5日■黒木医院（内科）♂52−6055

弓

@

砂

3歳十

35入の選手が出場します。みなさんの

三豊∫．モ摯準準の繊．｛翻》
．轟壷r嘉『竃『

13：00〜14：00

3日置三ケ尻医院（整形外科）

Wも・むです8．

．

時■5月8日

象■59年10月生まれ

「第24回診身障者スポーツ大

開会式は午前9時20分からで、競技
Fこめヨーナ』

日

日向おやこ劇場は、5月16日、市の
中央公民館で「ロバの音楽座公演」を開

30分。入場整理券などくわしくは、同

象■60年4月生まれ

1歳6か月期

句読点
暖かい日射しを浴びながら、野
原をかけまわりたくなるようなハ
ッピーな季節…。そんな陽気に誘
われて先日、櫛の山まで取材に。
桜花らんまん、ルンルン気分。
ところが…山頂の一角はゴミの
山。犬があさってゴミ畑。気分一
転嫌悪感。みなさん！ゴミは必ず
持ち帰るようにしましようネ。

