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肺騒難嬰の納期です

今月の納税
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わすれずに月末までに納めまし
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とじてご保存ください

り

商工水産祭

人気あつめた

十五夜祭

にぎわった
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与
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県北三大まつりの一つといわれる日向市﹁十五夜
れました︒

まつり﹂は︑四︑．五︑六の三日間︑盛大に行なわ

初日と最終日の六日は︑折悪しく闘い秋雨に見舞
はり数万に達したようです︒

われましたが︑近郊や隣接町村からの人出は︑や

〃見立て細工〃をはじめ︑RMKの公闘録音︑市

恒例の呼びものである〃屋台車〃や︑各町内の

ました︒昔なつかしい雨傘売りの呼び声が聞かれ

講堂の商工水産祭りなど︑かなり人気を集めてい

．

屋台車を引く人︵上︶︑商工水産祭︵下︶

ないだけに︑お年寄りたちは淋しそうでしたも
写真

赤い羽根街頭募金︵中︶

．赤い羽根募金
はじまる

まりました︒

赤い羽根の共同募金が今年もはじ

今年の市の目標額は八十九万六千

円︵一戸別募金六十七万二千円︑街

九十五円となります︒

頭募金八万九千六百円︷特志寄付
十三万四千四百円︶です︒戸別募
金の一戸当り平均額は九十円から

なのです︒

生活に困っている気の毒な人たら
に︑心から暖い手をさしのべよう
というのが︑赤い羽根募金の意義

いいたします︒

みなさんの理解あるご協力をお匿

︐︑灘懸撒灘

︵九月二十七日付︶

○商工水産課長林敏春

三輪 竜一

願により退職させる

商工水産課長兼務を命ずる

0総務課長

正しい歩行と

安全運転を

̀蕊秋の交遜安全腰越

は歩いている人．も交通違反の

あなたの生命を守る秋の全国
交通安全運動がはじまりまし
た︒みんなで交通道徳や法律
を守れば︑恐ろし 事故はな
くなるのです︒酔つばらい運
転や︑居眠う運転︑一旦停車
スピードの出しすぎなどはい
ままでのように守っていただ
きますが︑特に新しい法律で

場合︑罰せられることがあり
ます︒十分注意してください

嗣
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女20．719人（一2）
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市の人ロ
期日をすぎ玄すと︑督促手数料
などが加算されますから損です
●
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教育委員に園田・近藤両氏
いて︒

三農業共済組合が行なっていた
農業共済事業が︑こんどから市
で行なわれることになりました
▽日向市農業共済条例の制定につ
▽農業共済事業の事務費総額およ
び単価の賦課額について︒
農業共済事業を市で行なうこと
になりましたので︑その細部を
いろいろと定めたものです︒
▽土地改良事業の施行について︒
幹線水路健道千二百メートルと
開渠二千五百三十目玉ートル︑
日知三皇出水路腿道四百三十六
メートル︑開準五百メートル︑
財光専幹線闘凛五百メートルの
改修工事を︑本年駐から昭和四
十年度までの五力年間に行なう
ことになりました︒

工事費はおよそ一億円が見込ま
れています︒

・

▽日向市営土地改良事業の経費の
賦課徴収に関する条例の制定に
ついて

▽日向丸所有権移転登記など手続
請求事件応訴につ験て
日向遠洋かつを︑まぐろ漁業生
産組合が持っていた漁船︒〃日
向丸〃売買に︑ただ保証人とな
つただけの市を相手として︑こ
の船を買うことになっていた青
森県の坂本という人が︑日向丸
移転登記をしてくれという訴訟
を起しました︒

これに対して︑市では被告とな
ることは当を得ないという理由
●で︑応訴することになったもの
です︒

工場誘致にお金をいくら費つた
かと言われても︑それだけ別に切
りはなしていないのでわからない
他の用務で出張したときに︑抱き
あわせで工場を訪問したりする場

︻市当局側︼

合び多い︒

を開く

する付帯条件として︑飛守・場︑学

に市講堂で
校︑レクリエーノヨノ易の整備な

日
〃市政を聞く夕へ〃を開︸．︑まし

先月の二十八日︑市役所講堂で
近代のッ︐殺工場は実に清潔である

た︒

ども充分考えてほしい︑

市政を聞く夕べ

▽農業共済事業の市移譲について
いままで富島︑岩協︑美々津の

ました︒

いままでの富中西分校が︑十月
から独立して日向中学校となり

いて︒

▽日向市立日向中学校の設置につ

止する条例について︒

本年度内に︑国庫補助と一般市
費百五十万円を使って事業を行
なうことになりました︒
▽日向市富島中学校設置条例を廃

ついて︒

▽日知屋小の給食整儲施設事業に

幹線水路事業もきまる
九月定例市議会は二
十七日から三十日ま
で四日間開かれまし
た︒

この議会で︑任期満
了となった教育委員
二人目後任として︑

園田武二郎氏︵前教
育長︶が再選︑近藤
華子氏︵婦協役員︶

が新しく選任された
ほか︑次の十二議案
がそれぞれ可決承認
きれました︒
いて︒

▽市有地の処分につ

富高尾の鼻の宅地
二千平方メートル
美々津山ヶ辻の原
野四十三アール︑

平岩東堺川の原野三十アールを
それぞれ処分することになりま
した︒

市当局側の出席者は︑市長︑助役︑
収入役をはしめ全課長でした．．
がその方法に疑閤がある．︑治民全

慰電器建設の話について︑慰霊塔
を建てることには賛成である．だ

て︒

▽日向市印鑑に闘する条例につい

次の通りです︒

両方の音見の主なものはおおよそ

全部が改正され︑事故を防くた
めの処置がとられました︒
︻市民側︼

工場誘致について︑市や県でも
漠大なお金を使ったと思う︒だか
らといって必要な経費を節約する
ことにけんめいで工場か来なくな
っても仕方がない︒見通しさえつ
けば︑必要なお金は遠慮なく費っ
えてほしい︒

部が心から﹁よし窪ろう﹂とhう
浄財を出し合って︑それか建護国
相当額だけ集ったのなら︑何も畜
制十周年を待たず︑明日からでも
作れるだろう︒しかし︑そんな空
気にならぬうちに︑↑周年記念に
間に合わせようとして寄付割当を
するのは︑はたして正しい浄財を
集めると言えるかどうか︑よく考
また︑市内の区制を正して一5一し
い︒同じ住所地が︑いくつもの所
名前で呼ばれている所がある︒

●

慰霊塔問題についてはいろいろ批
判もあるようだが︑市としては︑
いま市民にご相談申し上げている
段階である︒できるならば皆さん
のご理解と︑ご協力を得て作りた
いと思う︒来年が市制十周年でも
あり︑前市長の頃からの懸案でも

考えたい︒

見学者に不快な賛しを与えたう︑
工場の外まで豚の鳴声が聞えたり
するようなことはない．学校や︑
レヶリエ：ノヨンの施設も分充考
えて行きたい︒飛行場は︑近代都
市形態から考えて︑あまり近くに
あっても良くないそうだ︒宮崎の
飛行場を︑日向市の飛行場として

の日の属する月の翌月から税が
賦課されていましたか︑それが
その日の属すろ月からに改めら
てもらいたい︒

▽日向市国民健康保険税条例の一
部を改正する条例について︒
いままで︑保険税の賦課期日後

れました．

またこんどの日本畜産工場の建設
で︑国玉工場の都市というような
印象を外部に与えることになるの
ではないか︒なお︑工場誘致に対

までに改めました︒

に納税義務ので︸︑︑た方には︑そ

したがって義務が消滅した時に
には︑その日の属する月まで賦
課されていたものを︑その前月

保険税がきまりました
来年の四月一日に二三才以上︑四
十九才まてに駕る方のうち︑農業
漁業︑商業︑家庭工業などに従事
していられる方は︑必ず加入しな
ければなりません︒しかし︑五十
才以上五十五才までの方は自由で
す︒また会社員︑公務員の方の奥
さんも加入は自由になっています
保険料を納める能力のない方は
保険料免除申請の方法もあ︑ります

っています︒

ば家内全部届出ができるようにな
受付は次の日程で行ないます︒
▽13日 幸脇出張所︵午前十時〜
午後四時︶△14日・17日 美々津

支所︵午前十時〜午後四時︶▽1
日〜三月末まで 本庁︵午前八時
三十分〜午後五時︶

〃日向中〃生れる
いままで富島申学の分校だつた西
中か︑このほど独立することにな
になりました︒新論学は﹁日向市

り︑合月中に開校式を行なうこと
立日向中学校﹂です︒

鉄筋二階建の新しい校舎で︑一年
生と二年生が初の日向中生徒とし

ので︑一応加入してくだぎい︒
なお︑国民年金について︑おたず
ねになりたい時は市民課国罠年金
係までおいでください︒

て勉強をします︒

写真は独立した日向中

加入届の時は︑世帯主の印鑑か必

らないと思っている︒

あったので︑区長さんや︑市会議
員さん︑市内有志の方など二百三
十人の人たちに集まってもらって
協議した結果犀ろうということに
なったのだ︒そこで他市の場合も
いろいろ考えあわせ︑一応三百万
円を目標にしてやってみたらとい
うことになった︒しかしこれは強
制的な寄付割当などでやってはな

鳥をねらうつもりだ︒

幸い土地も日高利美氏が寄付され
たので︑この楓会に一応塔を建て
あとは市街地公園の指定を受け︑
補助を受けて山を整備し︑市民の
い乙いの場としたい︒そして︑学
校の環境も整備するという；仁三
なお︑これからも建設委員会の人
々ともよく相談し︑よく判断して
やって行きたいと思っている︒

侮・

管難

温懇︑

備ウ鱒雲

襟︑

轟ぎ

置したいと考えている︒

区名の是正についても︑早急に処

馨離

鼠鷺
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そこで︑保険料を納めなくてもよ

っています︒

人を拠出制度の対象からはずさず
に︑被保険者の資格は与えておい
て年金給付を受けられるようにな

年金制度による保障が︑ 必要なの
であるという見地から︑ これらの

年金では︑ むしろこういう人こそ

納めたくても納める余裕のない人
もいますし︑今は納められ
ても長い期間申にはある時
期において︑納めることが
できなくなるという人も出
てくることでしょう︒国民

たような所得がなくて︑・保険料を

被保険者の中には︑失業者といっ

保険料を納めなくても
よい場合

保険料の免除

を納めなくてもよいことになって
おります︒

これらの事情にあろ人は︑市役所
を通じて県知事に届け出ることが
必要です︒

申講免除とは
e所得がないとき
口被保険者またはその他の巴戦
員が生活保護法や︑ライ予防法

なります．

うけるとき
日地方税法に定める障害者または
︑寡婦であって︑年間の所得が十
三万円以下であるとき
凶その他保険料を納めることが困
難であると認められるとき
以上の場合︑被保険者から免除申
請があれば市長の意見を基とし響
県知事は調査して認定することに

㈲裏革譜灘梶簸鋤親

すでに納めた保険料を除き保険料

口生活保護法による生活扶助また
はライ予防法による生活援助を
受けるとき
日国立ライ療養所その他の施設で
あって厚生省令で定めるものに
収容されているとき
以上のどれかに該当するときは︑

e国民年金の障害年金または母子
福献年金の受給権者であるとき

法定免除とは

するもの︵申請免除︶とであります

きない事情を申請して貰って免除

︵法定免除︶ものと納めることがで

律で定めている事情に診当する

い場合は二つあります︒それは法
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要です︒一世帯一名おいでになれ
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■
「

28

昭和35年度分一！

N轟︒︒ヨ

轡競凝

議

ミ驚愚

来年の四月一日で︑わたしたちの
日向市は満十才をむかえます︒
その十周年を記念して市歌の歌詞
と市議の募集をしていますからそ
れをお知らせしましよう．
保険税の確定賦課は十月一日︵第
六期︶になっております︒四月か
らの上半期分は前年の税金を基礎
にして︑大体その半分をかりに賦
課せられたものです︒後期は︑こ

の前半期分を確定税率から引い
て︑それを五期に割ったもので

轟︒︒ひヨ

奇

甚∫・

疋論

▽応募資格 制限

・

一8

NNO

す︒ですから︑今年の税金を二分
して︑前五期に納めた額の多かっ
た方は後期分は減っていますし︑
反対に前期の少なかった方は後期
で増えています︒要するに︑保険
税の上り下りは一年を通して比較
せねばわかりません︒今まで︑確
定という言葉を誤解して︑後期だ
けを見て税の上り下りをいう人が
ありましたのでこの機会に申し上
げておきます︒さて本年の税額は
次の通りです︒

ヨa琶︵難望ヨ哉θ︶

8ハ6

芯磧琶︵一﹀堕︶

嫡蒔訟︵型謡燈巨悪e︶
一〇〇
蝿寧墾︵一ま譜脹︶

で︑前年との比較を見ると︑所得

割は○︑一〇％の減︑資産割で

孟

↑︑

てもよい︒

原稿はお返
ししません
▽しめ切期
日 十一月

に帰属し︑

の著作権は
﹁切市役 所

⑥入選歌詞

ださい︒

原稿﹂と朱
書し︑市役
所総務課宛
に送ってく

∫ なし
▽応募条件
@噸 C郷土建設をたた
え︑市の発展に市
こ︻冥︑
民の意欲を盛りあげるようなも
の︒そしてあかるく︑やさしく
て常に市民が口ずさめるような
もの︒②歌詞の形式は自由です
が︑五節以内③一人で何篇出し

④四百字
詰原稿用
紙を使い
原稿用紙
には氏名
庄屋︑職
名︑生年
月日を書
いてくだ
さい︒．

⑤原稿の
封筒表紙
には﹁日

三十日
向市の歌
▽入選発表と賞 ①発表 十二月
二十日越②賞 入選一名 市長
選外佳作若
干名に賞状と賞金一千円
ミマ

賞状と副賞一万円︒

ヘ

○︑二六％の増︑均等割は一人当
二二円の増︑平等割五四円の増に
なっております︒従って︑最低世
帯︵一人世帯で所得割︑資産割と
もない人︶で年額七三四円で前年
に比べ七六円上りました︒この基

す︒

準以上の増減は︑その世帯の所
得︑資産税の増減によるもので

▽応募資格 ▽応
募条件 ▽しめ切
り期日 ▽発表は
ただ︑日向市で生

歌詞と同じ︒

一日から受付

らはじまりました︒

国民年金の加入受付は十月一日が

一国民年金−

す︒入選花多数の・と︑︑ほ説明文の

職

すぐれたものを入選とします︒

育すろ花で︑市の建設︑ 発展にゆ
かりのあるものであることが必要
・です︒ 賞金は入選一名に千円で

・

市制10画面

．
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ぜひ 見 て く だ さ い 選 挙 人 名 簿
総選挙が行なわれる見込が強くな
ってまいりました︒この選挙に使
う選挙人名簿は昨年作ったもので
す︒もし十二月二十日以後の選挙
なら︑いま調整している名簿が使
えるわけですが︑十一月中の選挙
には昨年のものしか使えません︒
したがって︑昨年の十二月二十日
以後に転出転入や満二十才になっ
て新に選挙権を得られた方は︑ム﹁

度の選挙人名簿にはのっていない

このような人は︑その時かならず
り

補充選挙人名簿申請書を出してく
だゆさしへ

なお︑こんどは選挙と選挙人名簿
の調整が同時期になりましたので
昨年作った名簿にのっている人も
一度ぜひ見ておいてください︒
なお︑本年の名簿確定日までの選
管業務日程は次の通りです︒
▽9月15日〜10月31日

名簿縦らん期

名簿縦らん場所︑期

名簿調整期間
▽11月2日

日の告示

・二：

︑

疑雲確定日

異議決定最終日

間および異議申し立期間

▽11月5日〜19日

．コく助ち

12月20日

▽12月9日
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日向・延岡の市長さん、対談。

審笏差響

﹀

市衛生課が︑ジフテリア︑百B咳
の予防注射を次の日程で行ないま
す︒

ジフテリアの該当者は︑生後三ケ
月以上小学校入学前までのお子さ
んと︑小学校六年生︑
でのお子さんです︒

百日咳は︑生後三ケ月以上四才ま

昨年までに同じ予防注射を受けら
れた方は︑ことしは一回でかまい

ませんが︑生後はじめての方は︑
必ず三回受けてください︒

①11日

③26日

③19日

注射料は一回十円です︒︐
①10日 ③18日
財光寺小学校

細島小学校

塩見小学校

庄手公民舘

市役所講堂

日知屋小学校

日

行なわれました︐

昭和三十五年度の日向地区消防操
法大会は︑先月の二十八B︑富島
中学校に地元日向市をはじめ入郷
各町村から十一チームが参加して

消防操法大会開く

最寄りの場所で受けてください

③①③①③①⑤①⑤
111711141113281227

︵一九四●一二︶④日向市

広見

巡回映西B程

十七部︵一九三・七五︶⑤諸塚村
六部⑥東郷村三部⑦日向市四部

二十六部

向市五部︵一九五︒三︶③日向市

①諸塚村一部二九七・五︶②日

一位は次の通りです︒

受けました︒

地元日向市も第五部︵原町︶チー
ムが二位に入賞して︑かっさいを

五で優勝しました︒

各チームとも熱心に日頃の技をき
そいましたが︑結局︑諸塚村の第
一部が︑二百点満点の百九十七・

日

日

ズゆ

日

1

2
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無麟

肇

聰日Q日2鶉

西川内
本 谷
亀 崎
庄 手

梶木

上原町
下原町
江 良
母子寮

松切比山細細畑堀曾
良 島島 一
原島区下東西浦方根

例年どおり、今年も冨島中学校の運動会がシーズンのトッ
プを切って、先月25日に行なわれました。今年は特にご
日向中学校が独立する年でもありますので、10月から日向
中学に別れるお友だちもせいいつばい楽しみました。

E5〜11・1911縦らん期間i

選挙管理委員会ではただいま基本
選挙入名簿の調整を行なっていま
す︒この調整は一応三十一日まで
に終り︑十一月五日から十九日ま
で十五日間︑市民の皆さまにお見
せすることになります︒

この名簿に名前がのっていないと
選挙権があっても投票できません

ので︑縦らん期間申はかならず一
度見ておいてください︒

〆

局，、日月日月日臼日日

日日日日日日日日日

職
特に潅糊していただく
こと

、

312928272625242221

＝富島中の運動会＝

ことになります︒それで十一月の
．選挙までに︑期日をきめて補充選

．

、

サ、

挙人名簿を作ります︒したがって

印

日日日日日日日日日日

、

潮

すでに新聞やラジオでご存知のよ
うに十一月中旬ごろ衆議院議員の

．

20塞9i817呈514！312塞110

シーズンのトップを切って
︶

ノ

このほど、折小野延岡市長さんが藤井市長を訪れ、市役所
の市長室で、いろいろと両市の将来やこ市政の方針などを
語り合われました，この対談は、NHKから先月二十四日
に放送されましたので、すでに皆さんもご存知のことと思
います。最後に両市長は、日向、延岡とも県北の工業姉妹
都市として、将来お互いに協力レあうことを約束されまし
た．【写真は両市長の対談録音1∴、
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