年内分完納で
ｾるい新

剣

男

19．575人G73）
女

20．198人（→10）

漸畏臨傑所
（1部3円）

（1明末日現在）

現住人口衷

（｛3）

一す︒

ガ・轟で申・・げ・し・⁝

回

一︵物糾毎の公︐九期日等は︑

懇懇騒

世箒総数
8．239廿卜零落

c㎜防

Nを

印刷所安藤印耀

御小知の崖︑．役所の仕⁝穫肌蟻轄詑稼囎隷泊耀晒

た災害もなく︑︐

続き本年も慣し・ す ︒

賜かな実りに恵弔は絆ての肇か︑毎年四月

一もある肇でしょ︶が︑滞納

遼に︑年内納入をお願いし﹇
少のご不便布喋μられる司
て蓼つたのであります︒

今年も十二月一ヵ月間を
﹁滞納一掃月間﹂として今一轄理に協力寸ろお拷えで︑

年長の南税で未納になって︸期隈内に自分から巡んで旧

味

﹁p

ト

になりますので︑呉々も期
限内納入冷お願いし室す︒

ど︑一而払くて明かるいの
で︑那務能準は却ってあか
るように思われます︒それ
にも難いことには︑瀞楽と
小会論窒．があり︑各稗の会

るようになりました︒

畿や講演会が頻繁に催され
先月も辻政信代議十の講
演会や︑宮原東大教授の講
義などが︑市役所講堂で催
され︑来会された聴衆に多
大の感銘を与え︑また小会
議室では殆んど毎日のよう
に各種の会議が開かれてお
ります︒

卜

噂ノ

玉も♂

え

よロ

ナしかキ

俵米優等−黒木

つり〃として︑催されたも ◎普通作物の部
一のです︒

﹂︸

た︒

一

7茎

J

b

マ

い新年をお迎えトさいます
ようお勲い申します︒

◎そ葉の部

︵猪

一小産一等−黒木概則︵典謙︶
凶

豊︵庇手︶

一☆一
一☆1

御紹介をさして頂きまし

ヒ

ことしの回顧

ことしの新年名刺交換会の でした︒

工場誘致の受入態勢のひと
あとでの最初のメモは︑一
つとしての︑日知曜原の土
月四日q御用始めから︑市
⁝駅舎が現在のところに移転 地区画整理事業が員体的に
一日目ことです︒高校々廿日 碧⊥されたのも斜頚でし
とはいえ︑広くなり︑各課 た︒また財政面では︑健全
室とも通風採光がよくなつ 化の再建計画第二コ口を迎
︸て事務能率も上がったよう えて︑収入の確保を期する
こととなり︑二月頃から市

しました︒

学校第三期工期を︑何れ
コンクリート鞭てで翰工
ました︒その他富島国学
の分二恩中学校の魏設事
もその敷地整地工事に考

㎜郵藻での︑⁝し 税の完納強調運動を展開

して現屈工禦継続申のも
は次のようなものがあり

が︑ことし幽来た道路︑

道路を造ることも︑都草
態をつくる大獅なことで

た︒

林務行政を行う美々津営
薯が︑四月から市の中央
に新築移転し︑日向営魅
と改称して出発したこと
市の新しい盗のひとつで

一の朗らかなことは︑汚水問 し︑従来の温情的な徴収方
一題で反対を続けた門川町 法を脱皮して︑正直者が馬
鹿をみない公Ψな微税強化

事継続中︶等があります
公営住宅建般は三十戸で
永田地区笹川と戯場後門
に現在碧工中であります

︸が︑県の熱意を諒解され︑

路︑百町原市道︑ ︵以ヒ

細島中央道路︵九月完成
西申取付道路︵九月完成
草場︑細島通線道路︑亀
通線︑天神山通練︑飯谷

す︒

大局的な立場で︑協力の方 を敢行しました︒
︸へ名え方を変えられたこと 三月には︑やはり受入態勢
︸です︒正月七日両者間て調
のひとつである︑交教施設
一印が行われたことは︑ほの の整備として︑次々と市立
学校の麺築竣rをみました
ぽのとした明るい出来 で
細島小学校第．一期τ弔︑美
︸した︒また日向製錬所も操
々沖小学校第．．期−申︑窟
業して︑盛んに煙を尊く姿
をみたことも着々と臨むユ 高小学校の増築丁廓が竣工
業都市への歩みを︑私共巾 し︑また十月目は︑財光寺
民はしかに感じ始めたこと 小学校第一期1駆︑細島小

◎繊維の部

寢繻ﾐボ木四則

︵市役所人事

雨

井淵次

鵜㌫口蝋騨難蘇る恵

ラミ⁝優等一壱岐勇︵久保︶

ノ

す︒

例年行っております新年名刺交換会は︑次のとお
り行いますので︑お巾込みは ︹にお願い致しま

新年名刺交換会

︵三々沖︶一等−占谷窟三
◇参考餌の部
⑰友多一一斡一瞥−黒木之 郎︑無木清次郎︵財光寺︶ 腿員を命ずる
総務課勤務を命ずる

一等一黒本広又︵中郷︶

同一等−山本冒︵小原︶同

一吉︵赤砦︶ンヨーガ⁝混一
黒木春雄︵松原︶
ふ
◎花卉の部

一野︶まゆ一等一無木理玉

へ

n

休業します︒

一の用件はお筆下さい・

11

西ル◎＋二月＋七日±

雇員信木賢

ﾋを命蔽北明

削

冝@公明選挙価W語審存

﹇
︵選管嘆務渦︶
6日 成人式︵午前十蒔

二宅
月二
日件
十一時宅
まゆ葦葺茂人郎︵奥皿禦購駄目瞭雛遡時田◎
四十顧
地十一

◎蚕の部

上忠一︵赤岩一︶

アイリス優等一松藁肇 ︵宮田
し︑文化的粗面に力を尽す は︑御希嘲を串出て下さる
ノ上︶コーラル．等i二二
ことは︑より庶接に︑また と同時に︑努めてこうした
唯治︵巾ノ別府︶村雪一等
ゴ総務課勤務を命ずる
より魯漏的に巾民生活を豊 講演会や集会に出席して下
訊
卜 月卜
−児h貿則︵本村︶
市艮冠秘井係まで
三一 ︵以上十一月一日什
かにする訳でありますから さるよ︶にお卜い致しま
三
◎果樹の部
名刺父換に代えて出会者名簿を印刷し︑当日会場
一日も忽せにヶる訳にはい す︒
︵土木切
温州みかん優等一日高台太一一
でお渡し致します︒
かないのであります︒妊岡
な
お
運
動
場
は
︑
市
民
広
場
． 覆職を命ずる
塁︵梶木︶温州みかん︑等 隔
に野口記念館かてきて︑延 として将来も保存し︑皆様
︵十一月十口什
︵美々津︶◎早植水稲優等
一黒木友幸︵嘩野︶柿加羅
﹁
差
押
物
件
公
売
の
岡巾民の心の生盾が急激に の御利用を願い︑市の各種
−鈴木転雄︵庄手︶一等一 ⁝ お知らせ
一等一奈須秋美︵中村︶
一
高められている様子を眺め 催しなどもできるだけ此処
◎農巌加工の部
︸成合均︵亀崎︶佐藤茂︵同︶
市税滞納処分によって︑差−
て︑ 下は羨しくてならなか照精髄懸嚇茶目等良曽我部長男︵西露繰講目鱒墾
一
つたのでありますが︑炉運
抑巾の物件が︑左記のとお顧
川内︶
・り市役所で入札によって公
にも市役所移転によって講 式場や市役所食堂も相当に
︵中原︶◎甘しよ一簿−本
◎農手芸品の部
堂と小会畿室が与えられま 利用されております︒
一傭人を命ずる︵各通︶
⁝売が行われます︒
空口一等一児不弘
︵山口︶
した︒
一買受こ希望の方は︑市役所
要するに市役所を市民ヘ
︵十二月一日付
◎林産物の部
年末年始の執務
市民各位には御遠慮な サービスする場所として市
一前掲示板に掲ホしてある
一
正月のメモ
民の皆様に利用し︑親しん繕︶奪梶木段郎︵美⁝市役所の桀年始の執務は
﹁公売公告﹂をご覧の上当
・次のとおりですから︑ごr ロ入札して下さい︒
で頂くことができるように ◎畜産の部
ーn 新年名刺交換会
︐隊ドさい︒
なりました︒市役所移転一 鶏卵優等一刀一忠4︵赤岩
﹁◎十二月レ一．．日レ一時
5日 日向市消防出初弍
⁝電話加入使細蟹︑宅地五十
望年の記念口が近づきまし
一︶同一等ノ一i永友栄太 ◇御用納め 二卜八口
︵午前八時︑財光吉飛
．．↑九日から一月．．．日まで・坪︑
たので今月は巾役所の近況 郎︵山ト︶同．等ノ．一一井
旧四畝八議︑κ畝二十r
場跡︶
︑
これは市民生活の面から く︑これを利用し活用して
見て︑大変有難いことであ 頂きたいと思いヰす︒占く
ります︒私共はまず臼向希 て果すぼらしい代りに︑場
の紆済的基盤を確立するの 所は便利であり︑無料で御
か急務と考えまして︑工場 使用ができます︒巾役所て
誘致とか︑港湾や道路の整 もこれから名十の講潰会を
備などに全力を傾け︑文化 できるだけ頻繁に訓画し︑
的な方面を手瀞にしていた 各稠集会の御轍話もお引受
憾みがありました︒しか け致します︒市艮の皆様に
了陣

︵奥野︶

ーー！φ♪一2壷♂o重〜

一俵米一等−淋野政良︵鎗々鞭︶

一玄米優等−黒木秀人︵間門︶

され﹁年内分完納﹂で明る

一．．月は固定曲線税第︒．期納の乃等は︑固定資齢税第
の納期です︒第一期分や第二．一期分と一諸に納入を済ま

二期分木納のカ︑市民税未

農業まつり
ことしから単独開催

三陸壁ξりは︑＋三誉は希竃よつて土壌押白菜優等︐黒森券

コ
まれましたことから胡 の︐．一月迄に区切つ 舳は﹁特別徴税月間﹂として 張所へ納入して戴く唱と
は誠に結構であて︑ ﹁年吸﹂毎に処理して・他の月以上に徴収に馬力を一し︑徴収には廻らない力釧一
いく串になっておりまず︒ ⁝かけ︑納入の遅れている人で遼んでおり童 ので・多

■い〜

余分に納めねばならない事・隆業郁町ご︸qこ〃農業ま

いろ分の﹁蘇内完納﹂冷他・入して戴き婁︑すヒ♪お願い
の月以上に強くお願い致し﹇しま￠︒

十二月は特に滝押物糾の引
上げと差押不動産の公吃帽

お忙しいことと思います︒

卑の瀬もおし迫ってまい
り︑市民の皆様︑なにかと
市役所も糟様
の御家庭と同
じよる
うこ︑ド
イ
内に片付けね
ばならぬ仕事
が多く︑また
遠方からのお
客様もありま
して︑多忙に
毎日を過して
おります︒
育斐外も︑
ロ そ ノ

前の富隔陣婦
跡から︑富島
高校の旧校舎

︸

︷角痴﹂⁝︻

に移ってr段
コ
書
この年末でま
る一聾になります︒

イ

庁舎としては︑まことに古
く記すぼらしく︑他市に対
して恥ずかしいのですけれ
夢一唖

「

り

39．773人（←83）
1；1

葡畏窒広嘩
編集人

…敢

＿＿＿＿＿＿

ちマ鷲7

れゑは選るまでもない⁝ξに︑ニヒ肇国壁
一昨年的年に薫れそれお忙しい塾と思いま
⁝事であります・
︸は︑現年慢分は︑納税名の

@

馬偏韓黒蜜

む

千重幸康久

hました︐

●
bナ

高田木葉木

@

礎家の皆さんしかし南民皆様んのーー黒雲

唖

日疋橋推鈴

しのlll

島現

郷噺

講一

翌翌や麦竹等切りは︑役所の︑脅度しに

乍ρ

liヒ時

@

方は穫入れの後．の総ての唱か．年々々の区

ヤ乙

一

脚…

目

ナ］

l白1

一■ーーー

曽

卜巾一一

@

﹁どのk︶な即由ででも︑納 q垢日出晶受付︑一日審査 杏も行いましたが・市営結久保︶人参優等1佐藤好丈
入期限に遅れますと︑必ず 卜一日︑1．日一︑B間．般 婚式場を会場として・防災．︵中村︶馬鈴韓優等一覧則
えろ
．︑ 日前からは︑
県細昌＾啓画引務所と地生すと︑ こ＼数年来年渡毎増 延滞令を納めて戴がねげな 展︑小で．巾役川溝⁝いrおい 営農水稲甲南栽培椰巡会が次郎︵美二三ノ白菜．等長
藤冤︵新開︶人災二等1L
1 7刀︶ チ﹂ ρ ︑
行われ︑映写会など協あり
恒﹂琴ノて 一部か切開 ⁝加を続けておりました滞納 一りま廿ん︒啓促状が出ま一 て開かわました︒
田音治︵田屋敷︶馬鈴薯一
いて︑浄船．廷つ つは出入陳糖も雅か畠様の御 と督促F数料︑指冗期限が 例冠日向茄陥業祭としで開 ました︒
．
ぐ＼るヒうに凝った︒
かれたものてすが︑ことし また華年団連協のマラソン 等−︑坂本将犬︵西押︶人根
協力によりまして古い税金 斑きると延滞加獅金という
︵i一月︑．iヒロ写す︶
大会・和牛肥育nm評会など 一等一鈴木秀人︵引高︶ゴ
の滞納はどしく整瑚が進τうに︑一︑爪にも門主にも からは聞し水碗部が︑卜五
夜祭当nに催されたので︑
行われました︒
一ボー一等1坂目指造︵凸市
んでお り ま す ︒
◇出晶物審査結果
皿原︶根深葱一等−奥田猪て．

噺

百日一

ゴL

@

で︑他の翌々も一
．年巾の締はおか隻いなしに一月から
く＼りをつけるたヵに︑ そ 妬 ・ 丁 っ て ト ． 月 に 総 整 理 き

ヌ

江崎湖た川け
台の着丈入う

つまった進 々 津 港
に手人そ の
沖がらり漁）
の権ずヒ船ち

／

湧甲所時

@

「一

｝

市

ξ

申会場日

向
日

：：㌘

込

@

発行所晶盤
発行人嬰豊

o尾良次郎・一一一一
・一一一一一

……

重六件︑田三件︑家屋二件

市役所一堂︶
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1市長からのおたより

円役臼
所1・

一

方ブ1もつし波

ド

@

が…の々1、砂

三部女早な遭
1｛
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のロのロのロののゆコココココロコロコのリコロココ
ロコリコロ

ヂ

年末特別徴収月間
遠。波ひんが

一

［

昭和32年（1957）12月10日発行
（1）
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湧

でう港くで河
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螺鑛鵬）
報
広

マ

向

咽

米の政府買入指示書を
受け と つ
たら

込鐸叶轟諜肝灘噸艘 惣踊上編鋲膿黙黙雛獣編

鱒灘

懲

翻酬 …謝

薔目隠犠燃鰯翻

温かい思いやりで

噌

・ナ

り

リ

コサ るロ

サニリロでマロワ

％
．

︑f﹁60

歳末の防犯心得

は今の場所を考えている︒
したい︒

O市役所褻の墓場はどうす
るか︒

月

⁝

ご利用下さい／

一

市営公益質屋！

必らず本人の署名押印．
であること︒

して取扱います様＋
請願書に準じて下曽

︵日向郵便局前です︶

●

ω請願轡は必らず一畳

一請願轡の申に土木︑軌

ω提出について︑特ゲ

出して下さい︒

膿襲撃馳緒⁝講綿法委抜・

㈲陳纏については別壁響二＋四条普通地方八

が︑議員の紹介が得ら一により請願しなけれ庫

法的規則があり喜亙堺粛簾鵡嬉

げちぎコちノ

ヲちノちのちノらニコ

臨

⁝羅辮鱒欝欝號駁惣

置 △送り先11市役所市長室広報係
〜 △原

ような地域もあろうから︑
研究して実施したい︒

ロ

コ

い一さい︒

◇︵商工黙黙︶そのよへ
あっせんに努める︒

︸一では剋んでいます︒

り

稿n官製はがき使用︑住所︑氏名︑職業
論撫馬脚犠薩

明記︒

◇何れ︑もっと適当な場所

してほしい︒

聾

○富嵩駅の東側から︑港へ ○納税令書は一年分が来て ○市役所はこの頃は︑市
通ずる中央道路︵三菱道 いるが︑各納期毎に出した の市民に対する応対なド
路︶は︑和め下をトンネル 方が忘れない︒
変よくなった︒ただ休ち
で︑西側に通ずるように出 ◇︵税務課長︶印刷経費の 間中電話をかけた時︑m
来ないか︒
都合でしてあるが検討す が足りないので︑各課に
◇トンネルになるというこ る︒
名位は︑電話応答できス
とは今のところない︒しか ○不正申告がある場合はど うにしてもらいたい︒
し︑工場が出来れば︑四駅 うしているか︒
◇休み時間中も市民の育
が出来て︑承要な道路とな ◇ハ税務諜長︶市としても に迷惑かけぬようにし
る︒巾は二〇メートルにな 調査するので︑不正な印告
い︒
る計両である︒
をそのま〜とりあげてはい ○亀崎方而から富高小に
○市会議員の凝る者は︑立 ない︒
う児童のため︑巾ニメー
候補の時︑才費などいらな ○区長は区民が作ったもの
ル位でよいから通学道諮
いと公約した者がいるが︑
で︑市に使われているもの 造ってほしい︒
誰か公約を実行した者があ ではないから︑むやみに仕 ◇私も考えていたことな
るか︒
事をやらせないでほしい︒
で︑なるべく早く造るト
◇才72は七繭の内では一続 ◇︵総務課畏︶そのような
にする︒
・
低い額になっている︒
ことはないと思うが︑気を
○中央区は特に区内の地域
つける︒
がや〜こしい︒区域を再考 O生活協同組合や市役所食
堂は︑地元の商品を納入す
◇区によっては複雑で困る るようにしてもらいたい︒

に移したい︒

なおその他の耶

従来引揚者給付金箸の甥
？については︑ 終戦二六h
へ当初の︑お祭り騒ぎ的な段階を過ぎて︑著実なぞ
以上外地に生活の本拠ψ
へして具体的な準備段階に入ったように思います︒
・していたことが︑ 証m
皿きる資料を必要としまr
が︑最近取扱いが緩和
・れ︑その資料を保有しで
凸ない人は︑外地におけ・
〜皆さんの建設的︑積極的な市政に対するご要咽︑ご
晒人で引揚背である者二武
︵二見を率直におきかせ願いたいと存じますので︑ ∵上の証明があればよい7
ピになりました︒証明用鮮
罎市民課に備付けてあり・
とから︑ どしどし御利用／

引揚者給付金等︵
請求は個人の証醐
でよいことにな
ました

れないものは陳情書と一らない︒

−原稿を募集i

紳新年の市政に望む

ｭコゴ げとノちノもご ノちのちロしのこきもノもノちもヤクら

要です︒議員の紹介は

ω請願磐には必らず一名一
以上の議員の紹介が必．

4・その他の留意事項

し︑爾役の諸墨田に便な．
るように留意して下さい．

名を代表者として明示⁝

爾連名で提出の場合は一

さい︒

3︑提出者の住所︑氏名は
明濡し必らず押印して下

礪瀬棚購麟

明に紀噛して下さい︒

の理由を︑具体的に︑簡

麟難

礼答トで雑劇灘調鮮論帆詐戦九区古小路
は一．雇市長・

がスタータの
︸
︸

1とな2

て︑大きな

うが︑市長はどう考える
出来狙か︒

中央区の市政座談会

開かれました︒

◇喰謂いなど全くない︒

うなウワサを⁝聞くが︒

たゴ県と市とは︑誘致に対

必硬だ︒公共用でないか

一は殆んど皆が発︑dきれたこ

とは︑よい傾向だと恩いま する気分が違うというか︑
．した︒この会では主として
市としては︑地元として︑
次のようなことについて︑
どうしても中戸が強気にな
．質疑応答がありましたの
る︒県は県全体を囲える︒

とり上げることはできぬ

ら︑土地牧川払で無口矢即

区民の出席は︑余りよくな
く二卜名でしたが︑出席者

◇固定資産の評価額を下廻 か︒
るようにはならぬ︒工場側 ◇裁判所としても︑映画館
の成立たぬようなことをし の近くではよい場所とは考
ては︑来る名も来なくなる
えていないだろう︒将来は
ので︑市民としての協力が もっと静かな処に移ること

だ︒

そのような点が違うだけ

◇古い建物だし︑何れ立派
なものを新築したい︒場所

になるだろう︒
−
○市役所はどうなるか︒
で︑人災をお知らげして︑皆
様の御参考としま同︒

○誘致を急きすぎて損をす

O門川町との合併は︒

．りo

が︑適当な価格て︑L場誘
市役所からの出盛者は︑一．．

運動場は市民仏場として残
一艮︑福田商工水客課長︑一︑一 ◇私は止直な南政をする主

尾市長︑河野牧入役︑寺 るようなことはないか︒佐 致に協力して貰いたいと思
町総務課艮︑蝶野税務課 伯市の例もあるので︒
◇今のところ先方はしない
と置っている︒ついでにお

凸

簾撫聾謬い一分
1次の注意かいります1

請願書等を出すには

獺郷

国酷Q鱗鯛側帯襯
s 鰹遍藤綱騰耀

轍懸盤騨

﹁

第版覇鍵いっ鑓顯鴛巌脇働眠るタりお

鶴湿熱繰返禰髄％仏鍵縣賑鱒醒 市二会に提出される廿日書がありますので︑提出のと

購轄々沖中へ富謹簿騨︸緊黙黙
ロコ

したため︑巾内沿道は応援一明︵獲中A二年生︶︑

︸ 見物て人にきわいを早しま一区黒木義国︵同二年生︶

じコサ コ じサ ワリユコココリコ ロ
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じ のコリ

一⁝一菱藁﹁一一ξ≡一諮至萱三≡藁一

コ
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一馳♂﹂亀︼︷︐壷76¶

旧呼びかけました︒また二日には︑婦一
口人団体連絡協議会の役員が︑一日消一
編防団員となり︑消防制服に身を固め︷
隔て︑黄色い声で布民へ呼びかけまし︷

り

﹁一︸︐謹㌔一﹁警日︸三聞㎜嚢一三＝棄一一﹁≡

撚藤詳御斎鵬鷺鷲聖意旺懸鰹

塁︻三三≡女気一薫⁝＝㎜三﹁藁ヨ一一§一ξ叢＝噛重

火の用心

の多くなる不節をひか・ス︑市日

謙襯羅罐購蕪遡蜥

体に小さく 1︑戸締りを完全にし︑な12︑婦女子の深夜の一人歩
きは絶対にさけること
見えるビス﹇ るべく留守審をおくこと
トルをふり︸2︑寝るときは︑家の中を13︑忙しくとも︑r供の火
あげて︑二
くらく︑外を明るくする ・遊び等に注意し火災予防
りますが︑当初予定牧町数⁝文轡︵市農林課︑各支所に つて︑期限の厳守はもとよ
コくしな一3︑自転車にはカギをする
にっとめましよう
鍬は七一十号台風の災害又︸備えてあります︶を以つ り︑異議︑変更をしなけれ
がら選手達コ一 こと
14︑子供の夜遊びは不良化
ば冷害︵九月︶により牧穫︸て︑指示を受けた日から↑ばならない農家は︑指示井
を送り出し︸4︑押し売りには︑相乎に
の第一歩です︒よくよく
量が予想以上の減牧である︸日以内に墨議の申立が出来を受けたら甲︹に各人にて
ロ
ました・ ︸ ならない︑見ない︑買わ−見守りましよう
ことと思われます︒
⁝ます︒Aの揃．︑小階を受けた 災害その他の理由︑印鑑を
︸
15︑空気銃︑猟銃による噴
成績は美々
ないことが人切
的弓も減牧によって異講申．農家で︑数鍛の売渡が園惟持って市農林課︑または茎
故は︑了供の持出しによ
沖中Aチー 5︑悪質な行商人︑た㌧き
立︑変更請求をしなければ︸の場合は︑十二月二卜八日︸支所までおいで生きい・
るものが多く見られま
ならなかったのであります︸までに翼長に対し文臣︵市一
︵農林課︶
す︒完△﹂な場所に保管す
が︑脱漏して大変困った指
ること
16︑不良者の暴行︑ゆす
り︑たかり等の被害はす
女うな農家がないようr．
歳末たすけあい
く警察に届出ましよう︒
約制優の大体をお知ら母
17︑道路で遊んだり︑幼児
します︒
︸
歳
末
扶
け
合
い
棚
動
は
︑
当
一
ロ
開
︑
食
料
口
醐
︑
学
用
ロ
開
︑
済
︑
の
の一人歩きはやめとしよ
巾長より政府買人数殿指﹁市も只今呼びかけを行って一他︑葵口冒
隅︑オモチャなと何
．り0
でも結構です︒現金は品物
18︑ ﹁人は右︑嘩は左﹂の
い
に換えて届けまケ︒
対而・父通を守りましよう
D区分することが出来ま人々があります︒このよう配分については︑十二月卜
19︑子供に無駄使いをさせ
35分51秒︑④窩島中A210・うますぎるもうけ瀕
す︒
．な貧しい人々は︑市内で約︐閑日配分湊員八ハを開いて協
返し←事間々
ぬように気をつけましよ
々
時
ドエ
し問37分03秒︑⑦美々津中﹁
A︑予約数鰍通り指一小 ﹂四白唯惜︑約．丁一︑．百人に 畿決定し︑二↑日に民牛委
2冊r田属
や︑あまい相談にはのら ．つ︒
B︑f約はしているが実のぼり古す︒巾と巾社会福 員の手を通じて該当家庵へ
折返し←B
富2時間39分04秒目③門川︸ ないこと
20︑被害現場はそのま＼に
中・時間39翁酸⑨岩旦
貼
駅
狗
ゴ
ー
収高目．．．留年を勘案してf万華醗会では各区長︑婦人 お届けすることになってい 美
︑深夜の訪問客にはよく してすく警察へ届出て下
中2幽間42分10秒︑⑩露島㎜11
監理f指小︑C︑事前売渡団体連絡協議会の協力を得 ます︒市民皆様の温かい思
ルの四卜
確めて戸をあけまレよう さい︒
︵日向警察署︶
型込はしていないが氷穀の て︑卜日から一週間にわた いやりで︑みんながお11月 二・冗孕・の〒スで巾・︵途中諜・ ・〜
実収高前．力年を勘案してり︑物資取集め夕して戴く を楽しく迎えられるkうい 参加レチームにヒつて︑行．︻区総員︼
︐ ⁝
一たしましよう︒
指小︑となっておりますことになっていヰす︒
が︑その指示数徽に対し異
物資は中占衣料︑日用

県北中学駅イ云競走

どについては慎爺に研究し 詔しするが︑最近延岡市と
㌔防本部では︑市内消防団の協力のド︵
ているから︑御心配はいら 日向市と合旧しないかとい
に︑⊥る十一月二卜六口より一︒一．月︷
って私の意見を訊きに来る
ない︒
甲二Hまで火災．P防週間にあたって︑︑
市役所職員はこの頃食くなった
0工場敷地の買収ま地の評 ものがある︒延岡市と日向
広報車を先頭に六台の消防自動耶︑ 一
価について︑所有者が︑余 市か合併するような場合
一穿ートバイ等で︑火の川口を市民に一 中央区長︵戊合山芋︶から でした︒
○叩は区民の質問︑◇印 り高いことを要求して囚る は︑門川町も一緒になると
申出があって︑十笠月四
とき︑どのようにこれを処 いっているそうだ︒
日午後一時半から配時まで は市艮の応答
町村会館で︑市政座談会が ○工場誘致について︑県と 理するか︒い〜加減なとこ ○裁判所の場所は︑今の
南との間に喰違いがあるよ ろで買上げてしまうことは ま〜では適当でないと思
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樹衛生課長︑土木課畏の蒼黒だが︑π血の上にバカが
租反醇系モ︑舐和広服系三つかないよう︑潟町条件な
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