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（6月1日現在）

市の人口
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糖

︵柏田蹴長︶

碍蛾

︵渡辺副蹴喪︶

新しい市会議員ができて︑

はじめての市議会か五月十
八日︑九日の二日間に開か
れました︒この議会では議
長に棺田仮︑副議長に渡辺
義久の両議員が選出された
ほか︑おのおのの常任委員
や議会選出の会計監査委員

安藤印刷所

男20・114人（＋51）

，〜

進

一

○は副凌員長一
小城暇正

西村知範
渋谷作一

柏田 勝
田中金次郎
汀藤満治
黒木秋好
渡辺義久

黒木利一

志田 稔 谷口末由
片田比佐吉

安田安治
圧藤富吉

田中典郎

黒木利通

︻週営協議会︼

◎柏田利彦
○佐藤勝美
安藤幸男
成合 進

▼臨時出納検査立合人に三

鴨＋九日11

樹徳市︑海野花塩両氏を
員に柏田勝︑安田安治︑

▼宮崎県都市計画審議会委

れましたので︑それにと
もない日向巾の国民健旗
保険 業を進めるため正
式の国民健康保険条例を

作るまでの応急排とし㎜
て先に簡単なきまりを佑﹁
つたことについて
㎜

y．干二籏からはじ奥
年頃にもできなかったの一

た蹟場細島通線が一・．i一一ご

で先に三十四年度の事業
にくり延べたことについ

て
▼さきに当局できめた昭和

三十三年度の一般会計追
加更正予算二億二千八百
九十九万一．一千垢甲口四十六

円について
11才入昨土地売払代金百一
︵防除機具三人と︑︑﹃ば

万五T円減︑国庫補助

〜丁円︶合計亘ハ＋至愛五

﹁壬手円増

助役 児玉袈裟雄
昭和十一年内務省土木局
昭和十四年高牛舎格︑十
七年台湾総督府に入り郡
守︑教育課長︑二十一年
ゆ

から三十年まで大分県
庁︑知事室長︑農林部長
など歴任︒三十年宮崎県
企画窒長︑三十三年十月
日向市助役

口⁝曽・●・口●●●●●幽鰯●●O隔9●●盟

牧λ役河野孝行
島︑門川︑南方︑の各小

■
五月十八日の初議会で私が
議畏に選任されました︒

一方では農山漁村の振興︑

させなければなりません︒

学もなく才能もありません

らねばなりませんが︑この

る日向市にふさわしい方向

問題もいまから大きく伸び

中小企業の育成発展をはか

を果すことができるだろう

市の議長という重大な任務

へ進歩発展するよう計画し

ので︑発展途上にある日向

かと心配していますが︑市

民の皆さんや︑熟計の方々 なければならないと思いま
のご指導とご協力をいただ す︒文教問題にいたしまし

の福利増進を目標に明るい一えて大きな対策をたてるよ

いて︑杏向市誕と市曼ても︑酷した将番そな

ます︒

ん︒

市政を打らたてたいと思い﹁う訓画しなければなりませ

日向市には︑いま臨海工業また隣接町村とも切れない

た宮崎県のπ業開発も日向一いに親交をますます深めた

地帯の造成が堆められ︑ま︸縁がありますから︑おたが

いますが︑まだ工場溺致の一したがって市民の槽さんの

市を中心として計画されて︸いものです︒

一すけて拠全財政を行ない︑

皿議会が一丸となり市長をた

受入態勢はととのっていま一ご理解あるご協力のもとに

せん︒

第二区の押立をはしめ公共
これらの問題を一つ一つ解
亀頭の施設︑工業用水路綱決していかねばなりません
の整備なと多くの問遡が残市民の皆さまのご協力をお

向市国民健康保険税条例の

て︶第四十四号︵固定資産 例の制定︶第四十六号︵日

ました︒

通りです︒

め・まず期末手当の支給率︸羽山市有林の立木払下げに午前中委員会が開かれ︑請

セコ

・

島

が︑よく努力して︑鮎
面が特に優秀だとのr
す︒この学校の校歌け
な特人北原白秋の作噸

になるところがあり

細翻商業港から南に見える んに当る三尾力造氏義
小高い丘の上に〃花まつ を勤めていられます︒
り〃で有名な観音寺があり 戸高校長先生の脂によ
ます︒この観音寺の西側に すと︑この学校のよい
ちは一般に勝気で向巌
二階建の県下で一番といわ
おうせいだそうです︒
れるりつばな校舎がありま
欠点は競争心が強く抽

すが︐これが細島小学校で

授業をはじめ下校小学校と

す︒明治八年八月観音寺で

い〜ました︒

︻校歌︼

るものです︒

明治二十年三月九日いまの

で︑この日が同校の創立記

田耕作︑黒木専一︑黒木倉

艮の大橋正美︑三輪弘︑沖

河潟元一︑いま嵩高小学校

助︑児玉嘉市︑何野重雄︑

西山爾︑河野通︑大賀治

る三浦伴次郎︑安藤美秋︑

一羽山市森の悪計叩と冨肇第四＋五︑四＋六︑ 選挙管理委員をしておられ
地区の吊橋改修︶第二十

上程︑当局から以荊の国会 誘願笙春︵塩見新藷巾埆＋八号の委員会嚢賛
が報借され︑ 原案通り採決
を通過した国家公務員の給

復旧工事費四4八力馬丁

腿四日11

を説明︑原案通り採決され

行なわなければならないた﹁げについて︶第二↓一号︵吝11五日H

誉改訂に準ずる給与改訂を⁝号︵遠見簡易水道料金値下一されました︒

▼日向巾都市計画委員会委

円増︑農業三白十八万六

件前＋時から本会議が開か
れ︑まず市畏提出議案第四

ﾒ縮論難

吉の先生方が歴任︑いまの
﹇道路燧道補強について︶第 一午後本会議が開かれまし
た︒その結果︑請願は全部 戸高先生はちょうど三十代
採決︑陳情一件だけ継続審 目に当ります︒
一議されることになりまし このほか大正の終りには前

を改正する肇であることらいて︶第二＋二号︵鵜后一願︑陳情の糞が行なわれ

員に前のこ．氏のほか︑治

入費六万一千円︑干害代

千二十円増︵防除機具購

ました︒

㌔

くう
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眉の誘輝かさん

三︑鉾とらば四方の蜘
守らめや学びの醗
手とり肩くみ足二

寵しげき市の幸

二︑あした波間の魚工
夕帰るさの米の山
日々のにぎわい々

鉾の守も海の幸

一︑荒ぶる鳥辺の島オ
まがつ海の魔鎮止
祖宗の賜べし細点

所に校舎ができましたの

の鉄筋校舎は三十一年から

念日となっています︒いま

いまこの学校では千三十三

建てられたものです︒

人︵男五一四︑女五一九︶

のよい子たちが︑戸高汀校

生もそうとう多いので︑こ
こに昭和以後の先生をあげ

てみましよう︒ ．

一員会に付託されました︒
一午後委員会が終ってふたた 昭和に入ってから吉田平

いて︶を上程︑それぞれ委

者施設のあっせん援助につ

一について︶第二十五号︵三長先生をはじめ︑二十五人
一還町道路新設について︶及 の先生たちと楽しく勉強を
﹁ぴ陳情第三〇号︵引売り業続けています︒歴代校長先

O広場に通ずる道路拡張

お老いします︒
︸めても↓年後に社貝となれ
なお新しい市会畿員の皆さ一まず︒

世界乎和と人類愛俸仕精神ていただいてもよいのです
にもえる皆さんのご協力をが︑毎年白円つつ十年間納

別募金と社費集めならびに一善通れ11は社費千円ですか
社員新加入運動をしていた一ら︑多数のご加入をお願い
だいています︒
皿します︒千円を一度に納め

さんたちにお願いして︑一14

いま市民課で各地区の区長﹁んは︑全員特別社員︵社費
さん︑班畏さん︑婦人会長﹂一イ円︶となっていただき

日赤募金にご協力を

学校教師を経て昭和二十 憲舞侃悦翻熱いたす次第で︒ざいま
年冨島町役場轡記︑二十
一年収入役︑二十六年日

三十四年置選︑

向市収入役︑三十集再選

︑

収入役に河野孝行氏再任
六月定例市議会は四︑五日

評価審査委員の選任につい

一致
の両日開かれました︒この

て︶第四十八号︵国議林野

定例議会で満場
議会では任期満了となった て︶を上程︑前記のとおり
河野収入役を満場一致でふ 採決されました︒ついで市

く．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．，．．．．、．＿、．．㌦．．．〜

の早業計測について︶既先
⁝び本会畿が開かれ︑市塵提助︑菊地長太郎︑いま市の
一日払下けを受けた美々津名

一部を改正する条例につい

たたび収入役に選んだほ 長提出議案第四＋七号︵日
義明氏︑固定資産評価委員

の︶四十六万八百八円増
県補助金︵同︶二十二万

か︑公平委員会委員に石本 向市職員給与条例の一部を

蔵省から借人れ︶二百万

新任しました︒

に甲斐弘氏をそれぞれ再︑

円増︑差引き百六十七万
五r二十円増

改正する条例について︶を

︵土木災害復旧のため大

つの被害を受けたところ

新しく議長に選ばれた柏田勝氏は、区民の皆さんに対する

九千二百十二円増︑市債

に代作ものの種子や苗を
買入れたことに対するも

開朋■■o■．■■闘●o■●朋・■●騨■磨・■■・■■●「・曹■●8■■■●■開9■■●璽闘。闘。■●●騨■，■9■■8●鱒闘g闘層・謄6

延岡中卒業︑雷高︑細

﹇以上三議案を全部市長提出
案どおり承認しました︒

議会がおわったあと︑腺井
市長が議員さんたちに﹁児
玉助役はこれからも口占市
のために働いていただくこ
とになりましたからどうぞ
よろしく﹂とのべ︑これに
ついで︑児玉助役も﹁市民
のみなさんのご希彊により
まして︑引きつづき助役の
仕事を引きうけることにな

んめいに努力しますので︑

▼伽搬繍藤野巧まし二面力です規け

議に入り︑

計40．865人（←72、

議長柏田勝︑副議長渡辺義
業委11に松木貞治氏をそ
これからもよりいっそうの
久の両氏を選出後︑おのお
れぞれきめました︒
ご協力をお願いします﹂と
のの常仔委員鳶左のとおり一次に
一▼国民健康保駿が制定さ あいさつしました︒

︻建般︼

海野勘久

児玉唯治

○黒木松雄．佐藤勝美

⑥林賢太郎 柏田利彦

︻経済︼

田中典郎

照木利通

〇三樹徳市

◎宇田誌面

︻交教厚生︼

育木市蔵

日高利美

○成合

⑥安藤幸男

︻縄務︼

選任しました◎は委員畏

ました︒

まず議員の議席爵号をきめ

＋八日藷

各役職も臨時議会で

女20・751人（÷21）

︸−一才出11細島小学校逃水溝 この議会の主な内容は次の
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いて︶第四十三号︵公平鹸 次に市長提幽臓案第四十五

m中典郎の三宿を

＝

3

＝

耳向輩
羅

懸

市民課広報係

柏田勝 ・畑議渡辺氏にきまる

偏集人

十二号︵収入役の選任につ

注意して、とうとい命を粧末にしないよ

発行人顯離
二万九千二十円︑災密蓋

全国一せいに行なわれます、人も寡もよ

発行所晶忌詞

作ものの種イ購入費六↓

6月10日〜20日

鷹鵯一無＝ニー
田明︑日高利美︑志田穏
m中金次郎︑児忍曜治の

コら

i学校めぐり1

（写真はその校舎）

校

小

細

、

ぞ無黙総をそ﹂

「葬の交通安全運動

新任のあいさつを、次のように述べ隠した。
1
ノ

議
議会推せんの農業委員など

じ

・

一癬

㌔9亀．・．・●ノ，．o鴨騨9㌔9．。●餌●1

｝鴨の・㌔6．・●。亀の㌧・・．σ・ノ・・亀

…駅

獄

（1部3円）
一
一

鵯

申
めての市議会＝＝
＝：＝は

〃察
〃：ノ，1〃〃：〃；，1・！・
1・：・1〃：∵、1，・㌔
〃：・：
〃：1
・
、1：1：〃：・：〃／，〃：，
㌔
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，

長
がきまりました︑その内容 ◎安田安治 治田 明
の主なものは次の通りです ○汀藤富吉 照木 進

嚇幽

鑑

向

日

副

川，：〃；・1，ll㌧・：〃、・1・：・
ノ〃、・1

（昭和3晦9月21日懸鼻穂郵便物認可）
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隣灘灘蹴搬鵬瓢翼えを知りたい、思
すことになりました︒

毎年いまごろになります 向上させるための講習会を
と︑各地区で農薬による事 開くなど事故防止にのりだ
故が発生します︒

（回筈者甜9人）

知ラナクテモヨイ・一4人（1％）
ワカラナイ三潴回答ナシ・…17人（6％）

今月から議会の内容はくわしくお知らせする

二黒ヨソヲ知レバヨイ…一105人（34％）

今後深く白輿いたしまして市民の皆さんの立
派な公僕となるよう勉強いたします。
O市役所に市政相談室や苦情処理室を作るこ

◎ ◎◎◎

お知らせ

△六月十七日︑一一十五日

O日本脳炎の苧防接租0
衛生課が次の日程で行ない
ます︒カツコ内は場所

時から四時までです︒かな

い︒

らず二回は受けてくださ

ます︒

支所︑出弧所でも受跨

O市奨学生募集O

教育委員会が新しく←
を募集しています︒虐

で︑日向市に本籍がム

格は新制高校以上の

でください︒

O土地家屋調査士の賦
八月二日︑午前九時か
崎法務局で行なわれま

議﹂の二本︒

新町︑旭通り︑原町︑中 受験頃込みは七月六日
宮崎法務局総務課へ︒
央︑草場︵同︶
該当者は満一才以上︑一人 O巡回映画O
一回十五円︑時聞は午後一 市教育委ぬ会が次のと
巡回します︒上映ブイ
は﹁迷信一家﹂と﹁家

中原︵市役所︶
△六月二十四日︑レU月二日

町︑広見︑高見橋通り︑

心木︑勝手︑亀崎︑鶴

温行︑学業︑身体とa
秀であって学資に困つ
置醐絃騒軽 ハ日
るものとなっていまオ
財光寺︑秋留︵財光寺小︶
与金額は高校生︑五貰
△六月十九日︑ご十九日
江良︑酋根︑堀一方︵日 内︑大学一︑二年︑串
内︑大学三︑四年︑弔
知制動︶
円以内︑定時制高校崖
△六月二十二日置 三十日
百円以府です︒希艶の
置細島︑畑浦︵細島小︶
△六月二十二日︑七月一日 早目に教育委員会へ朗

ことにしました。

スグ作レ・・148人（48％）

一︑まく時は必ず風下から

ないようにする︒

の薬品を与えてすぐ医師

無

︑＼＼＼

O水田用鯉児の配布O
十日西川内︑十一日本
商工水産課で申込みを受け 十二日亀崎︑十五口庄
つけています︒黒鯉三︑五 十山ハ日一梶木︑十七日ト〜
セ︑︑・チもの一円︑五センチ 十八日下原町︑十九母
もの二円︑色鯉三︑五セン
二十二日母子寮︑二十一
チもの一円五十銭︑五セン 堀一方︑二十四日酋根︑
つんだり戚ケントに入れ
一︑使ったあとのビンやフ チもの二円五十銭︑しめ切 十五日畑浦︑二十六日紬
て運んだりしないこと︒
クロを別のことに使って りは十三日の午前中です︒
西︑二十九日細島東
一︑ゴム手袋かビニール手 はいけない︒
袋をしたり︑セルロイド
一︑すぐ見わけがっくよう
にビンやフクロにしるし
製メガ不やマスク︑長グ
ツ︑上衣︑帽子などを碧 をつけておくこと︒
斤
凸
て薬剤が直接皮ふに当ら 中毒をおこした時は
占→ 一
一︑硫酸アトロピン剤など

とについて（回答数309人）

483人（59％）

クワシク知りタイ・

と思います。

上の納税成績であるとき
はそれぞれの率で報償金
が支給されます︒早梅末
に滞納がない組合には︑
そのほか○・五パーセン
ト以内が加給されます︒
五︑優秀な組合の長と︑組
合指導や税の納入にすぐ
れた人は表彰されます︒
六︑納税組合畏には納税成
績に従って組合員一人当

◇

これでみますと、スグ作レと作ソタ方ガヨ
三ト

も

毒

盗まれないように十分年

などにまとめて保管し︑

あぶない農薬

きをつけましよう

有機燐製剤は農作物の葉
茎から吸収きれますので
どんなところに喰い入つ

O市二会の内気を知りたいと思われますか

となっています。フツウとわるいを合わせて
75％ともあるということは、まだまだ市職員
のサービスぶりが足りないことを示すものだ

り四十円の割︵最底十円︶

≡広報係は市役所の解説苫であるとともに、市民の皆さんのより

これは農薬に対する知識が
たりないこと︑その保管が
よくないことが主な原因と
なってhます︒

見せています︒

の巻

＝世論調査から＝

さい監置力年間に県内で発
生した農薬事故は三百七件
もあり︑年々増加の傾向を

いてもあぶないといわ

ている害虫にもよくきき
ます︒この薬は浸透力が
強いので人間の皮ふにつ

享㌘ナ揺曳略・人（・％）

30人（10％）
イラナイ

23人（7％）
ワカラナイ又ハ回答ナノ・

コで
22人（6％）
マアコイ・ 52入（17％）
フソウ
182人（59％）

で手当が支給されます︒
もし組合をお作りになりた
い時は︑税務課か保険課に
お知らせがあれば係員が皆

■

そこでこれらの事故をなく
そうと︑市と︑驚察署︑保
健所などが一しょになって
五月末に﹁有機燐製剤危険

悠糊瀬瀬1・8人（35％）

○市職員の皆さんに対するサービスぶりは9
この問に対して筆答をよせられた309人の
うち

鞠︑

協二会か

をよぶこと︒
始めて風上にのぼりなが
国民健康保険法が昨年の十国民健康保険郵業は皆︑
一︑無い中毒の場合は吐気 二月二十七日に公布され︑ の保険税でまかなわれ7
ら行うこと︒自分は風上
がしたり︑唾液がでたり ことしの一月一日からそののです︒そのためこの撒
に立って風下にむかって
して薬を受けつけない時 効力を持つようになりまし割り当てや徴牧を計画し
まくこと︒
一︑まいたあとは石けんで がありますから︑それら た︒このため市でも昨年かす︒またこれに関連し弛
の吐くものがのどにつま ら保険課を新しく作り︑市うんな統計資料などの鯛
よく体や手足を洗うこ
らないよう首を下げ横に
と︒
民
の
健
康
を
守
る
た
め
の
仕
事
や
︑各区の異動などを翻
まげて流れでるようにし をはじめました︒
たりします︒
医師を呼ぶこと︒
この課では課長以下十八人
一︑そのほか皮ふを洗った の職員が業務係と賦課徴収O旧臣保明法施行記念日
り人工呼吸をすること︒
との二つの係にわかれて仕 ﹁学校保険法﹂という怯
一︑子供があやまって飲ん
事
を
し
て
い
ま
す
︒
が一年の六月一日に施行
だ時は水をたくさん飲ま
一︑連日29︑短日の作品は
︻巣務係︼
れて満一年になります︒
せ指やハシでのどをしげ 簡単にいえば市内で行なわ この法律はよい子たちの
きけることQ
一︑まいたあとの田畑には きして吐き出させること れる国民健康保険の基本的康を守るために必要な茶
近よらないこと︒そして などのことに十分注意して なことがらをきめます︒
的なことがらをくわしく
まいたあと四週間は収穫 ことしは一件の事故もない 国保運営協議会と連絡をと めたものです︒
︑
ようにいたしましよう︒
をしないこと︒
つてその保険制度が広く公この法律の誕生に歩みを
保管する時は
平に行なわれるようにしたわせて︑臼向市の学校保
嘉故防止
一︑かならず市役所か農協
り
︑病院その他の保険施設を︑ますます発展させよ
を作ったり︑そのための事と︑ことしの二月には︑
集を計歯したりします． 星面官学較保健会がう腰れ

保険課

苦情慮理係◇

この地区の人たちは大喜び、よい子たちを預ける家庭が多
よい子たちを預ける家庭が隔
く、四十六人の牧容を予定していたところ、八十五人もわ
ていたところ、八十五人もわ
しかけ、係ではうれしい悲鳴をあげています．
をあげています．
（写真は細島東区公民縮で回しく遊ぶよい子たち）
引しく遊ぶよい子たち）

防止協議会﹂を作りまし

れ︑事実︑皮ふについて
それから中毒をおこした
例がたくさんあります︒
この桑品をあつかう時は
次のようなことに気をつ
僧︑食べものと〜し謀こつ

1

さんの会合に出席します︒

コ
呂い、このほど窟高、細島、塩見三小学校の六年生のご父兄を対
の
＝象として世論調杏を行ないました。
コ
＝さいわい多数の皆さんから誠意ある回答をよせられましたこと
コ
塁を感謝します。
≡また広報係では市民の彬きんの市政相談を受けもつていますの
≡で、どしどしご利用ください。
…投、咋にはかならず｛書所とお名前をお導きくたさい。広報紙はご
≡らんのように、余裕がありませんので個人別に回答をさし上げ
≡る場合もありますが、そのさい住所とお名前がなければ差しあ
＝げることができないのです。
けてください︒

Z

組合規約の設立届脅用紙は

1らかれました。

た︒初代会長には市農林課
長中村詮氏がきまり︑さっ
そく指導班を作って︑あぶ
ない農薬の知識を広めると
ともに︑防除機具をととの
え︑とりあわかいめ技衛を

、

◇作ってほしい
≡ 量 §⁝

…ことしは、細翻東区公民館が、ほかの地区にさきがけて開

ィ
をあわせて83％となり皆さんの大多数
がそれを安んでいられることがわかります。
市でも予算や人員の配置の都合ですぐ実現で
きるかどうかわかりませんが、できるだけ皆
さんのご希望にそうよう努力します。
49人（16％）
ワルイ

係員が持って参ります︒

rました。

こんとの世論調在の主なものを拾ってみましよう。
1闘開闘朋．開朋賄闘開6闘．闘髄朋

届出がないと納税組合とは

◇
◇

■圃■雷塵88■■巳層層曜二二口■冒塵■■■口■曜■響口■凹■■■口口■圏冒■■■置竃80璽匿■■06圏口■1■巳99瞳

みとめまぼん︒

＝ ことしもまた農繁期になりましナ
禺…農村地帯では猫の手もかりたいくらい、おいそがしいこと
農村地帯では猫の手もかりたいく
呂1と思います。
と思います。
≡
そこで、市ではこれら農家のみ之
iそこで、市ではこれら農家のみなさんの手数を少しでも軽
≡1くしょうと、例年どおり季節保育所を開設することになり
くレrkうと、例年どおり季節保ア

圃

…。としもま膿血になりまし。．

◇

●

です。

り唱＝＝＝＝＝．＝■＝＝■＝＝＝＝・
＝・．旧・＝呂雪．3■．願・＝圏呂＝・＝90塁．＝＝＝＝・爾＝＝．■
壼

≡

季節保育所
季節保育所謂らく

…

≡
＝

また開港以外の港を不開港といいますが開港と異
る点は、外国貿易船が入港する場合に税関長の許
可を受けなければならないきまりがあることで、
許可を受けないで入港すれば、船長は関税法違反
として罰を受けます。細島の貿易額、入出港船舶
敬が毎年増加していますことは皆さまとともに轡
びたいことでございます。

一、

合でも八トパーセント以

次に開港に指定されればどんな利点があるかとい
いますと、外国貿易のため日本と外国の間を往復
する日本籍の船舶はもちろん、外国籍の船舶も自

細島、竹島港を持っている日向市はもとより官崎
県の発展は、この開港記念口をさかいに、さらに
躍進する事を確信します。
る港のことであります。
調港となるには一fτ間の輸出入貨物がお金にして
置千万円以上、一年閥の外国貿易船の入出隻数が
十一隻をこえる港でなければなりません。

■■＝＝■＝ロ＝■■＝＝●●葡＝9胴髄日＝三口層●■一謄口＝隔日0胴●■■＝＝騙一3■9●隔雷＝■幽3■＝●■一＝■■謄ロ閣顎11

8朋開脚朋■㈹■朋．89朋露聞闘開8■開朋闘朋．日闘曜開朋開開朋闘闘朋■●
昌8朋開脚朋■㈹■朋．8開9開■闘開8■開朋巳

南に出入できます。

税金︑ことしこそ完納を！

西港で、開港以来とりあっかわれた輸出入貨物

一．

さいわい県でも新しい知壌を迎え、機槽の重てな
おしによる積極的な施政を行なうことになり、ま
た本市においても新市長をいただいたので新しい
気持で皆さまと一しょに港の発展を祈りたいもの
卵港記念日を心からお喜び申しヒげます。開港と
はどんな港とかといいますと、外国と貿易をする
ために開放された港として関税法にきめられてい

（写真は細島港）

納税組合を作ろう

す。

いろいろな仕事をします ︒

滑4鮎臨1謎

黶A

をもらったり資金を借りた 皆さんが自分たちの手で自
りして︑これらの仕嘔をす 分たちの市をりつばにする
るわけですが︑税金が納ま ために︑税金を納めていら
っていないと国がお金を噂 れるわけです︒
してくれませんし︑おまけ
昨年度の日向市の納税成
に︑いままでの借金の利子 下は調定額に対して八十・
さえ払えなくなります︒
〇四パーセントでした︒も
したがって税金がたくさん う少しで百パセーントを突
皆さんが納められる税金は 納まるということは市をま 破することになりますから
いったいどんなことに使わ すます発展させることにな どうかすすんで税金を納め
れるのでしょう︒
るわけです︒言い代えると てくだきる様お願いします
皆さんの納められる税金
のほとんどは市にとって大
きな財源となります︒こう
して集められた税金で市は 税金を少しでも納めやすく
A納税準備の預金は酋通

わたくしたちの細島港が、さる
六月一日で、開港となってから
「海の記念日」に祝賀行事 第十駐日の誕一日をむかえまし
た。
昭和二十四年六月一日開港以来、東九州最大の貿
ll・∵漉痴鼠：豪欝拶やご㍉
易港として、同港の持つ使命はいよいよ大きくな
ぐ
る2脚
を。く
りました。そしていまも、一日、…日、時の流れ
とともに大きく発展しています。

ずるために︑ぜひ納税紐く一−
預金よりも−厘高い利子
を作ってくだきい︒組合は
がっき引す︒
燐り近所の人たち↑人か二
Vたに納税組合を設江
十人くらいでもできるので
ばられたところには組合
す︒納税組合には次のよう
員数の大小によって二百
な特典がありまヶ︒
円から万白川までの助成
一︑納税組合員として貯金
金か糞給されます︒
を通し納税に誠意がある 四︑市の各税を納入期まで
とみとめられるときは市
に完納している組合には
長の認定にしつて矛押な
納めた額の＝パーセント
どの強制処分はなるべく
幻内︑完納していない組

り
市では同士の誕生日を祝って、関係各官庁や、港
湾関係業者の皆さんのご協力をうけ、来る七月凸
十日の「海の紀念日1に盛大な祝賀二三を催しま
み

関亥署長）
芦刈三義（税

細島港十周年に当りて

さけます︒

銀

二日

例えば道路や橋︑学校遊園
地︑住縮などを作ったり︑
修理したりします︒また病
院を建てたり︑衛生施設を
ととのえて︑伝染病の発生
を防いだり︑消防施設を完
全なものにして火災を防い
だり︑台風の災害を少しで
も少なくしたりするのです
もちろんみなさんの税金だ
けでなく国や県からも補助

は、ことしの四月までで、すでに七十五億II］にの
ぼっています。
郭
引

向
日

露，満十才になった開港細島

（2）
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