響

，・緊＿．．，｝・…．…

リ

i串請の手続きをとってくi

し実行するつもりです︒

また．農業問題については︑合法
的な新しい企画をよく研究し︑そ
れが有益なものである限りどしど

いつもりです︒

︻藤井市長︼工場誘致問題は︑
知事︑県議長︑市長など︑目標を
しぼって真剣に取りくんでおりま
す︒市民にも発表できる限りは発
表して︑受入れ態勢についてのご
協力を得たいと思っていますので
決してつんぼ座敷には置いていな

ぬと思うが︒

○⁝⁝⁝とじてご保存ください・⁝：⁝○
●

9︐

予算案など23議案を上程

いと思っています︒

ことにします︒また︑三十五年度
事業計画も︑西中優先で行ないた

全議案とも原案通り通過
二日間にわたって開かれました︒

︻成含進議員︼富高駅名を替える
意見はないか︒また︑貨物駅の場
所を新に作る考えはないか︒

︻藤井市長︼関係地域の世論によ
って︑国鉄と交渉し駅名を代えた

いと思います︒貨物駅について

は︑伊勢ケ浜の方に作ろうどいう

意見もあります︒いつれにして

も︑今後十分計画を立てて実行し

の根本的な補修について

︻渋谷議員︼︵一夏川分水幹線水路

たいと思います．
ないかと思います︒

町村合併は︑出来ろだけ早ノ＼そ
の空気を醸成して行きたいと思い
ます︒関係町村とも︑日向市の財
政事情に関心を持っているので︑
再建団体を早く切り抜け︑財政的
な基礎を確立した方がよいのでは

様です︒

都市計画区域の拡張もぜひ行なわ
ねばなりません︒工場誘致の問題
とにらみ合わせて︑計画を立てた
いと思います︒奥地開発事業も同

昭和三十五年三月定例市議会は︑
三月十五日から二十六日まで︑十

この議会は︑昭和三十三年度の決

算と︑三十四年度の追加更正予
算︑三十五年度の予算案が上程さ．
れました︒

なお︑これと一しょに各種の条例
改正や︑財政再建計画変更︑土地
贈与などの議案三十三件が上程き
れましたが︑全部原案通り可決承
認されました︒

次に︑市長の新年度に対する施政
方針を︑一般質問を通じて眺めて
みましよう．︑

ています︒

馳 ︐

﹁

経費が必要となります︒受益面穣
が三百ヘクタール以上になります
から︑県営事業となります︒その
場合︑国が五割︑県が二︑五割︑
市が二︑五割負担せねばなりませ
ん︒水は人間の生命に関するもの
ですから︑急いでやりたいと思っ

っています︒

②将来の大都市にはやはり飛行場
がないとダメだそうですがら︑や
はり飛行場として活用したいと思

たいと思います︒

③赤岩川は地元の川ですから．あ
る程度の用意は地元で負担しなけ
ればならないでしよう︒今後も県
と打ち合わせの上で︑追加を考え

まだこのほかに︑擬木利﹁議員が
市長の施策と予算との関連牲につ
いて︑安田議員が土木費削減の理
由︑谷剛比負が道路改修工事施行
．市役所の人事行政．黒木進議員

て︑三樹議員が税務行政につい

が市庁舎の防火施設︑小城議員が
市吏員の給料についてほか︑志田
議員が三農業共済組合問題につい

土木費31，527∫800円がその主なもの1

ついて

及労働施設費35，396，100円。公債費≡

竃旧飛行場跡の市有地使用計画に

33，430，700。教育費32，178，900円。…

ρ

︻黒木利通議員︼工場誘致問題に
は市民は全くのつんぼ座敷に置か

，再建団体最後の年度ですから、そのミ
意味でg変更でもあります。第六次1
の変更です．
・
≡

て︑林議員が市長の任期中に於け
る年次計画などについて︑それぞ

円となっています。歳出面では、市役量

れ一般質問に立ちました︒

山神の49，478，800円を最高に、社会≡

︻児玉議員︼農山漁村振興方策の
一環として︑農林課に優秀な技術

・燃1終向市一般会・漏出i

れた感があるが︒

を更正減額し、予算総額は歳入歳出≡

員を増員する計画はないか︒

《濃馨聯繋会計歳入歳出1

⑤赤岩川準用河川編入による調査
費について
︻藤井市長︼e六千三百万程度の

1・000・◎00円、前屈支出金47，650，3CO…

■

また農協にする百詫十万円の利子
補給は中以下の農家の役には立た

ヒ

と考えています︒

｝鰹熱i

︻藤井市長︼新年度に︑普通農作
物︑畜産関係の技術員を入れたい
︻治田議員︼￠西中の独立につい
て②都市計画区域の拡張について
⑨財光寺の﹁ダイソー﹂を経て︑
楠郡に通ずる巡回路線の実施につ
いて④市町村合併について⑤奥地
開発事業と︑日向市の連けい．につ

姦凶西中については垣

≡

1

レ財政醜計酸更について

です。

在︑分校か独立かの立面が出品

90，733，100こ口次いで地方交付税の5≡

99

灘鎌i

も

ド

一

計画を立ず隻︑﹂8思い縛す

3月定例市議会壕提弛れた議案の主i
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面を見ますと、一番多いのが市税の≡

、

妻
とも247，952，638円となりました。
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．が見出され︑豊かな明るい農家生

り︑楽しく話し合い︑硬蝕し合う
ワ
ことによって生活改善のいとぐち

生活向上への話し合いの場を作

それには︑まず農休日を利用して

はないでしょうか︒

れにま男性の協力と婦人の自覚が
伴なわなければ実現されないので

鼻ない引回と思いま雪こ

子

そして︑税額が確定して昨年の税
額が高くなり︑逆に昨年の税額を
下廻るときは下半期分の税額がや

蓄奴臆鷲︑

⁝雛灘

しては農林九号︑イバラギ一号を
栽培してください︒

㍉︑∴繭が聾・・まるといわれるほどです

カンショも品種によって︑いろい
ろ牲質がちがいますので︑今後品
種を選ばれるとぎは︑自家用か︑
販売用か︑加工用か︑飼料用か︑
阜植か︑おそ植かか︑ど考え合わ
せ︑また病気に対する抵抗性など
も考えて品種をえらんでください
カンショは苗によってその年ので
から︑苗つくりにも十分注意して
ください︒

種イモは︑病気にかかっていない
まノのを︑十アール︵一反︶当り︑

白二十キコ︵三二貫︶以上ふせこ
んでくだきい︒一個の種イモの大
きさは一︑八キロ︵五∩︶匁︶ぐら
ﾘ︶に六︵L個︵九寸×六寸︶

いが適当で︑三︑三平方メートル

へ レ

勤

ぐらいふせこんでください︒

ゾ

ム・移．鼻

児玉癌喜子︵同︶︑爾後恵美子︵西

出食料品店︶︑山本和一︵平竣靴
店︶︑古賀義夫︵平城洋服店︶︑
落合順市︵まるこ理容所︶柏田富
美子︵漂星旅館︶︑黒木夏江︵ぽ
てや旅館︶︑三沢志信︵尾崎屋旅
館︶

片田比佐吉氏
市会議員として︑市のために元気
で働いておられましたが︑先月十
四日︑細島の自宅で突然亡くなら
れました︒車年五十七才
︵略歴︶

片田鉄工所社長︑市会議員二期
土木︑文教︑建設の各委員を歴任．
懲罰委員長もされました︒

︑月末に払い込みます︒ ﹁ここ

﹃つつじ祭り﹄

が十六日から始
まる︒市内の祭
りとしては︑こ
れがハシリであ
る春を迎えた喜

︑ウキウキしてよいものだ︒

びとともに花を中心とした祭りは

自衛官募集
昭和三十五年度第一次の自衛官を
募集しております︒

募集人員は︑二等陸士四千名︑海
士二百名︑空士五百名です︐受付
期闘が今月の十五日までになって
いますので希望の方は早目に市役
所総務課までおいでくだきい．．
ろえてあります︒

志願票などは総務課の方にとりそ

﹁私の圭張﹂募集
市政に関することでも︑市政の問
題以外のことでも︑何でもかまい
ません︒皆さんの建設的なご意見
を聞かせてくだきい︒

▽応募要領
原 稿⁝二百字以内
送り先⁝市役所内 広報係気付
﹁私の主張﹂募集係
締め切⁝毎月月末

▽春は敬老会シーズン
皮切りは奥野区︵三月
二十日︶でしたが︑次

の各区でそれぞれ敬老
会のほほえましい会が

6 行なわれました︒
亀崎東．南︑ 中区合同︵二十二日︶
畑浦区︵二十五日︶ 永田区︵二十
七日︶本谷︑ 西川内︑曾根︑中村
︵二十九日︶平岩本村︵四月二日︶
五日︶

細島全区合同︵三日︶亀崎北区
▽平岩本村公民館では︑文化部の
活動として﹁みんなのために﹂と
題したガリ版ずりの冊子を創刊し
ました︒公民館の建物も昨年の秋
新築したもので明るいし︑役員が
一致協力して公民館活動を進めて
いきたいとハリキツています︒
︐幽

▼本来の祭りは︑日本では神社に
つながる宗教的な意味で行われて
きたものであるが︑最近ではこれ
も段々と宗教的な意味は薄れて︑
．観光的な意味を深めてきているの
は︑この祭りが民衆自体のものと
なってきて︑近代社会における人
間生活の欠乏感をこれで満たして
いるわけであろう︒▼その意味か
ら考えれば︑花の祭りは宗教的な
結びつきのない純然たる観光的な
ものであり︑民衆自体が自分たち
の気持を情熱を遠慮なく発散きせ
る行事であって︑神社や政治と何
のつながりなく︑端的に言うと全
く気楽な祭りといえよう▼気楽と
は言うものの︑やはり観光も近代
では行政に関係があり︑商工振興
には関係が深く︑放置して民衆自

体でやるものという意味ではな
い︒今後つつじの種類や数を増や
して﹁まつり﹂が衰微しないよう
市民として考えたいものである
▼同時に美しく咲いた﹃つつじの
花﹄を中心として楽しむまつりだ
から︑入の気持も︑花の咲く環境
も美しく保ちたいもので︑意味な
くケンカをしたり︑環境を汚した
りする行為は断然やめたいもので

スして売り︑楽しみに集まる人々
に喜んで貰うという気持を持って

ある▼物売る商人も︑この際とば
かり儲けのソロパンはじきのみ考

貰いたいものである︑

K江川石油店︶︑松木市子︵梅屋

．伊勢第三納税組合

九十円︑

保険税噌

万四千二
百円︑集
金方法は
毎日順番
に日掛け箱を持ち廻って集金し

ずっと百パーセント完納で︑何
回か表彰も受けました︒のちに
は組合員の慰安会なども考えて
いるんですが⁝﹂と組合長の神
崎さんは語っておられました︒
︵写真は神崎利助さん︶

えず︑良いものをなるべくサービ

かつこ内は旧任︒

人▽新採用莫岡村望︵社教主事︶
▽移動−福祉主事︵雇員︶黒木和
政︑市民課︵総務課︶石川敦也

優良従業員蓑彰
隔壁三十四年礎の市内中小・箕芙擾

良従業員の表彰式は︑九日午後一
時から︑市講堂で行なわれ︑二十
五名の優良従美員にそれぞれ賞状
と記念品が贈られました一︑

表彰きれた方は次の三おりです．
カッコ内は勤務先
原田美行︵黒木印刷所︶︑吉岡良
一︵藤屋印刷所︶︑黒田英美子︵西
一政弥一

岡商店︶︑児玉正一︵彩電社︶︑
一政三男︵日向運・り︶

︵八興商事KK︶︑今村幸一︵三
輪商事運送KK︶︑岩崎繁市︵ミ
ツワ工業所︶︑治田求︵重黒木自
動車修理工場︶︑小川裕久︵たつ
みや菓子店︶︑細山田一秋︵岡本
写真館︶長友正︵内山ゴム商会︶
根本原⁝︵治田実西商店︶︑寺原文
質︵KK江川商店︶︑安藤武志︵K

▽退職M・国隣環︑河野勝︑佐藤守

Cらんください︒﹂

マへ

＼」墾

は考えられて
なくても︑確定賦課のとき調整さ
れます︒なおくわしいことは︑令
書のウラにも書いてありますから

ごうして賦課されます
までの上半期の税額が三百円︑六
期から十期までの下半期分が百五
十円の場合はその合計二千二百五
十円を十で割ったゴ百二十円︶が

．つりは︑ム﹁年も16日に

垣例のアヤベつつじま
ふた開け︑24日までの

9日閻︑盛大に催され
ることになりました︒

つつじまつりの主な日
程と催しものは次の通
．りです︒

︻16日︼アマチュア写

真撮影大会︑日本舞踊
大会︵藤間流︶︑演芸
︻17日︼弓道大会︑柔

大会

ヤペー美々津︶

道大会︑駅伝大会︵ア
三人勝抜き歌合戦︑た
ばこのみ分け競争︑日
本舞踊大会︵阪東流︶
臼聖日︼空手模範試合

︻23日︼バレー公演会

．素人のど自慢大会

▽申込み場所
市民課広報係へ︑文書又は口頭
で申し込んでください︒

十分間ぐらい．の話︑質疑応答︒

会はなるべく三時間程度とし︑集

組合長神崎利助さん︑組合員は
十五人で︑賦課額は市民税六千
五百十円︑固定資産税八千二百

磐石
遊技場︶︑金屋咲子︵富高薬局︑︶

てうして申込みください
各地区の市政懇談会
▽出席希望の関係課長名
会を進行させる都合上︑なるべ
く五重以内に絞ってください︒
▽特に聞きたい問題
資料準備の都合がありますので

かってまいりました︒
■接皆さんがたに知っていただき︑

会は地区の方の司会で進めてくだ
さい︒順序︵例︶市長︑議長︑地
元出身議員挨拶︒各課長より各々

必ずお知らせください︒

また︑市長と皆さんの市政につい
ての結びつきを一そう密接にする
ため︑新たな角度から市政懇談会
を続けることになりました︒
まだ一度も市政懇談会を開いてい
ない地区で︑開催ご希望の地区は
次の要領でお申し込みください︒

昨年以来︑各地区で市政懇談会を
開き︑市民の皆さんのご便宜をは

4

って魁蕪を軽くしなけれ蹴簿飛雪まれり︒と思いま玄

品種の選定は慎重に
轟カンショの作り方ほ
々増反の方同にむかっています

当市のカンショの作付面積は︑年
が︑ことしのカンショ栽培には次
のようなことに注意してください
一︑品種は︑用途目的によって選
ぶこと︒
野蓄日用・こしての日†揮﹁・ンシヨは︑

ｱとぶき．﹂3デンフン用として

上半期の一期分の税額になるわけ

は農林二号︑三弓︑ツルナシデン
ジ︑ベニヤガン︒家畜の舅必用と

上半期分の税額は︑前年度︵三十四

額を上廻ると︑︑・は︑下半期分の税

です︒

年度︶の税額をもとにして仮賦課
してあります︒上半期分の税額は
昭和三十四年度の年税額︵上半期
と下半期分の合算額︶を納期の十
で判った額︵例えば一期から五期

に掲載したい．と思います︒

寄せられたお便りは︑一々検討い
たしまして︑一般的なものは次号

轄舗嚢羅臨躇隷

か

ら次の機会寧ご協加を．
三月二十一日から ︑
二十六日までの第 一

回﹁市長に手紙を出
す週間﹂に︑市民の
皆さんから︑二十通
あまりの熱心なお便
た︒

りをいただきまし

しておりました︒

市長も︑一通一通て
いねいに目を通しな
がら︑すこぶる感激
近日中に︵と言って
も︑何分多忙な仕事
を持っておりますの
で⁝︶みなさんのわ
手元に︑市長からの
返事が届くことと思
います︒

なお︑近く第二回 ︑

紙を出す週間﹂を実

第 三 回 の ﹁ ︑ 市 長 に手

融鰯瑠磯膿
したが︑令書を 受 け と ﹁ ． ． − ： ． ：

︐︑

保険税上半期分は

昭和三十五年度︑上半期分の令書
は︑各区の区長さん︑班長さんを
通じて各家庭におくばりいたしま
られて︑税額に不審の．
方もおいでのことと思﹁
いますので︑上半期分﹁

照黙許舗禅エ
保険税は︑市民税・︑固定資産税 が

確定してからでないと︑年税額は
確定できませんので︑新年度︵三
十五年度︶の一期から五期までの

春は光りのおびただしいシーズ
ンです︒その光りを︑胸一杯に受

や︑暴力

に︑たくさんの人出が予想されま

けとめようとして︑野に山に海
す︒家庭
が留守勝

の

合時間は厳守してくだきい︒

今年もさらに︑市政のあり方を直

嵩Fへ

謹差

④

■

▽開催希望日時場所
申込みが二地区以上重なつた場
合は︑変更することがあります

灘

らになり

犯罪など
もてれか
らがシー
ズンです
いつもの
ことです
が︑戸締
一りや︑隣
﹇近所との

︵日向市防犯組合︶

犯罪
のない明るい春を 過しましよ

．つ ︒

へ

（一

威

塩

ますから
空巣．ね
らいの活

躍が増え
る乙とで
しょう︒

押し売り

春の防犯運動

連絡を十分お願いします︒

＝二＝

「，

手灘礁 湯瀞、濁聡
、
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多くなる中学生
〜教室不足が悩みのタネ〜

にお知らせください︒

る労働者数を四月三十日までに労
働基準監督署まで報告するように
なっています︒該当する所は早目

噸郎︑柴田利秋︑松葉正志︑平川
功︑黒田夏男︑金崎進
▽第二■住宅 ．前田克行︑工藤
正︑後藤治夫︑田島宅︑河野安雄
龍岡資治︑庄尾義雄︑新名正男︑
菊田恵︑黒木秋義︑井淵次男︑浜
．脇享

種一︑六〇〇円の予定です︒

家賃は第一種一︑九〇〇円︑第二

カ・ハエをなくそう

です︒

四月一ぱいは︑全国的にカやハエ
などの撲めつ運動が行なわれる月

★郵便の

はじめ★

わが国に． 現在のような郵便制度
ができたのは明治四年の四月二十
日です︒

め︑イギ
リスに渡
った前島

するた

当時は︑郵便料金は距離によって
違っており︑現在のように︑全国
どこでも同じ料金でとどくように
なったのは明治十六年のことだそ

枢ﾞ

うことです︒

密が郵便
制度を日本に持ち帰ったのだとい

この郵便制度が始まったのも四月
なら︑この郵便制度を日本に持っ
て帰って創始した前島密が死んだ
のも明治四年の四月二十七日です
から︑郵便はよくよく四月に縁の

あるものですね︒．
︵郵便記念日醤逓信記念日巨は二

十日です︒これから一週間が郵便
週間でいろんな行事があります︶

9霊1毛亀

0法的に見た

男女同権

日本の憲法では﹁男と女
は平等であって︑どちら
が上どちらが下というこ
とはない︒すべての法の
もとで平等である﹂こと
が規定してあります︒ま
た︑この憲法は︑女も男
と同じように権利を持っ
ていること︑つまり男女

同権を保証しています︒

なければなりません︒

ず﹂の自d一心♪甲層とへわへづい︑﹂よ・り︸一・心日つμ唾り

て︑女子は︑家庭の内外にわいて
も︑公私の社会生活においても︑
男子と同じ権利をもつているので
す︒しかし．女子の実生活上の地
位を実現きせ︑向上きせるために
は女子はよく法律上の男女の平等
を認識し︑常に独立した尋人とし

労働基準法は男女の同一賃金の原
則を確立し︑使用者は労働者が女
であることを理由として︑賃金に
ついて男と差別してはいけないこ
とになっているのです︒
教育基本法には︑みんな等しく教
育を受けるということを基本とし
て︑すべての国民は︑男女の差別
なく︑その能力に応じて教育を受
ける権利があるこζを強調してい
ます︒そして︑ここでも︑男女に
よって︑教育上の差別をしてはい
けないことを規定しています︒
このように︑．すべての法令におい

きます︒

つまり︑新しいこの憲法
のもとでは選挙法も婦人
の参政を認めており︑ 女も男と同
様に満二十才以上のものは選挙権
を︑二十五才もしくは三十才以上
になると被選挙権をもつことがで

間

16）

（10

婦 人 翁

ことし︑市内小中学校に入学する
よい子たろの数がまとまりました
のでお知ら旨します︒

入居者きまる

くださればお送りします︒

なお用紙は延岡労働基準監督署に
用意してありますので︑請求して

▽小学校−−・男五〇二︑女五一七

計一︑〇一九
︵内わけ︶富小二六七︑日小一

八○︑財小一四三︑細小一五〇
塩小八○︑平小︵含分校︶八四
幸小三六︑雨冷︵含分校︶七九
計一︑二八六

▽中学校一男六一五︑二六二一
︵内わけ︶富中田三三︑岩中一
一二︑美中一九一

るい夏を迎えるため︑μ．一ひこの運

市衛生課でも︑四月を環境衛生運
動月間として︑春の一せい大掃除
をして頂くよう市民の皆さんに呼
びかけるとともに︑病原菌の散布
者であるカやハエ︑ネズミなどの
徹底的な撲滅運動にのり出します
市民の皆さんも︑伝染病のない明

します︒

動に協力して頂きますようお願い

宅

大きな夢を抱いて

財光寺木原に建設中であった市営
住宅︑木造建第一種︵三四︑七平
方メートル︶十戸︑プロツク建第
二種︵二八︑一平方メートル︶十
二戸が竣工しました︒市役所で選
考の結果︑六十名の申込者の中か
ら次の方が入居者にきまりました
▽第一種住宅 中山鷲太郎︑河野
佐平︑木浦巖︑田中通剛︑木村淳

⁝圭㌔

鰯

一1

日

面白いのは︑中学校の入学生が︑
昨年度より二百五十人も増えてい
ることです︒これは全国的に見ら
れる傾向となっています︒昨年︑
文部省が調べたところによります
と︑今年の中学入学生は︑昨年度
にくらべて．約五十五万人も増加

ことしの春、中学校を卒業して将来に大きな夢を抱
き実社会に巣立って行った、藩中生徒（250名）の
壮行会は、去る十五日、伊勢ケ浜公園の大御神社で

しています︒

行なわれました。

国鳥季節保育所
うれしいお別れ会

これは．終戦直後︵大体昭和二十・
二年〜二十五年︶における︑赤ち
ゃんブームの影響だと言われてい
ます︒この統計から見ますと︑更
来年まで中学生が増えて︑更来年
が最高となることが予想きれます
したがって︑現在の中学校では教

す︒

r室数がますます足りなくなりそう
です︐市でも政府でも︑その教室
不足にすっかり頭を悩ましていま

労働者数をお知

らせください
．・労働者を一入でも使用し

労働基準法によって︑毎年四月一
日現在

ている事業主は︑その使用してい

噛

ロ
昨年のH月、秋の季節保育所として開設され、こん
ササ
ロ しいロ一つ
にちまで引き続き開かれていろ、細島保育所のお別
れ会は、去る24日行なわれました。この日、よい子
たちの行なった遊戯は、小中学校のお兄さんや、お
嫡きんにまけないほどじょうずでした。

r
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