国立ろうあ更生指導所

入所生募集

ただいま︑国立ろうあ者更生指導
酔︵東京都新宿区戸山町︶の入所

冬わしいことは福祉事務所にお問

者を募集しています︒

・合せください︒・
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二

1月のこよみ

1・
とじてこ保存ください

。初もうで。新年名刺交換会（i塒市講≡

堂で）

i

・初ゆめ。書初め。工場誘致対策特別委

≡

員会（市議場）

曇

哺役所ご用はじめ（舘庁ご用はじ1

め）

1

・寒入り。消防出初め式（8時。富島申

≡

学校）

・七草がゆ

・検察審査委員候補者選定（市選管）
・ぜんざい。

（かがみ開き）

もうすぐお正月

6工場誘致対策待別委員会（市議会）

。松おきめ
・成人の日。年賀はがき抽せん日。成人

≡

式σ0時市講堂）

≡

．やぶ入り。…

1

繋れた作物がいつば

優等賞に

し

︑

黒木さんら

安忠︵高松ご
渡辺喜久雄

昭和35年度農業まつりは︑＋白︑

︵落鹿︶ 奈須政市︵中村︶
黒木万栄︵高松︶ 治田国夫

︵比喪︶

︻一等︼河野︷朦右エ︸門︑︵別府︶ほ

二名︶

鈴木大

︑ぎ︑

ねじりぐキ

か七三
︻二等︼河野又志︵往還︶ほか十

︻特別賞︼

蔵︵奥野︶

・

▽鐘淵蚕業大淀工場長賞

習︑

▽宮崎県経済農業協同組合長賞
宮本増雄︵亀崎︶ 黒木万蔵︵
美々津︶ 河野美吉︵同︶ 奈
須政市︵申村︶

け

唄

ヤ

㍗

▽農協長賞
黒木幸一︵西川内︶ほか十六名︒

婆

ヘ

∫鴨．翫

丁二︑輌蟻へ川風

険︑・猷▽鱈γ．㌧．．徽

十一日に市役所講堂で行なわれま

した︒

表彰をうけました︒

、

この両日は市内でできた優秀な農
産物が展示され︑十一日は即売会
も行なわれて人気をあつめました
審査の結果︑次の人たちの産物が

制定記念日（明治3・1870）

︻優等︼黒木幸市︵西川内︶ 宮
寒期雄︵亀崎︶ 甲斐繁︵金ガ
浜︶ 黒木三千蔵︵飯谷︶ 増
田義男︵高松︶ 藤田益蔵︵赤
岩︶ 長曾我部竜蔵︵西川内︶
山本正夫︵奥野︶ 黒木良子
i松原︶ 壱岐勇︵中村︶ 鈴

相

黒木

・・

木大蔵︵奥野︶

w校給食週間（3q日まで＝文部省）

・文化財防火デー（文部省・消防庁）

︻一等︼伊達初治︵中村︶ ほか十

員会（市議会）
・。

艦名︒

1

・・臨時市議会または工場誘致対策特別委≡

︻二等︼黒木繁昭︵難壁︶ ほか三
十六名︒
︻三等︼伊達勝義︵中村︶ ほか八

≡

十一名

還（市民課）

1

︻優等︼河野美吉︵落鹿︶

まで）
・権さん1安田）ら二世帯九人北朝鮮帰

臣・立毛︑堆肥の部・日

・大寒。農業委員選挙入名簿の縦らんは 曇
じまります（市選管事務局一2月3日 1

○

もうすぐお正月です。いま、皆さんのお宅では、正月の虚構にわいそ
がしいことと思います。近郊の農家でも、正月用のシメナワ作りや、
正月用作物の出荷にいそがしいようです。
昭和36年が、日向市制十周年になるわけですが、それを申心としてさ
らに喜びにあふれた年になるよう、おたがいにがんばりましよう。

﹁・︑

十二月定例市議会
は十五日に開かれ
ました︒

こんどの議会に出
された議案は︑

▽固定資産評価審
査委員会委員を
選任すること︒
これは︑委員の
一人である田中
金助さんの任期
がこの二十四日
に満了になるの
で︒後任の委員
を選ぶのです︒
田申さんが再任
されました

▽市退職金条例の
一部を改正する
条例について︑

いままで退職金

りました︒

を受ける権利は譲渡したり︑担
保に入れたりすることはできま
せんでしたが︑こんど︑地方公
共団体や国民金融公庫には担保
に入れることができるようにな
一般市費から支給されます︒
以上のほか四議案です︒

木造二階建て八教室八百二十五
平方諸と︑鉄骨渡り廊下百六十
二平方麿を今年度申に作ること
になりました︒工事費は八百五
十万円以内で︑国庫補助︑起債

▽日向中校舎建築事業について

当然加入になる人は︑今まで本紙
やリーフレットその他区長さんを
通じて︑お知らせしてありますよ
うに︑農業︑商業︑漁業等に従事
している方で︑恩給︑厚生年金︑
共済組合等に加入している公務員
や会社従業員のような人を除くす

ない人があります︒

で︑まだ当然加入の方で届出をし

その他忙しい時期であ．りましたの

国民年金当然適用の皆さんへ
きよ出制国民年金の被保険者とな
る人︑すなわちかならずこの制度
に加入せねばならない方は︑この
法律の第十二条の規定で資格取得
届をかならず市長に提出せねばな
らぬことになっております︒
また︑この法の附則によって︑届
出る期閥も定められており︑期日
は十月末日でありました︒
しかしらようど農繁期にもかかり

児玉袈裟雄

そのほか︑ささやかながら中小企
業えの金融対策︑健康保険事業の
推進︑火葬場の改築など︑また教

を上げてまいりました︒

いという気持が高まり︑国民の食
生活改善という行き方に足なみを
そろえた生産方式をとり入れよう
とする対策も︑ぼつぼつその実績

助役

むかえるために

新年を

くなっていましたので︑補修にの
ヴ出すことになりました︒
なお日本畜産食品株式会社の発足
は︑地元の農漁業に直接結びつく
大きな期待がかけられています︒
一方農山漁村でも︑今までの生産
方法を改めて行かなければならな

す︒

皆さま方が︑良い新春をおむかえ
になりますよう︑お祈りいたしま

考えております︒

今後とも︑市民の皆さまの一層の
ご協力をいただき︑昭和三十六年
を︑さらに意義深い年にしたいと

いと思います︒

来年は市政十周年︒私たちも覚悟
を新に︑ますます︑市のために努
力いたし︑国や県の力をもつと活
用して︑皆さまのご期待にそいた

とになって残念です︒

なお︑年内に解決するはずだった
いろんな問題が︑遂に年を越すこ

か・けしました︒

手が廻らず︑皆さまにご心配をお

ましたが︑︑各学校の内容の充実に

育面では︑日向申学校の独立︑校
舎の整備も一段とすすんでまいり
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大まかにみて︑今年もまた私たち
鴨が行きとどかないためにばっとし
ない市政でしたが︑幸いに市当局
と議会が一体となり︑市民の旧き
んのご協力を得て︑市の力を越え
るほどのいろんな問題にとり組み
ながら︑すこしずつでも解決して
いうということは︑一応希望のも
てる姿であったと思います︒
いま︑各地ともけんめいの大工場
の誘致も︑本市では遂に年内実現

Hをみませんでした︒しかし工業用
水道事業はいよいよ実施されるこ
とになり︑工業港をはじめ︑細島
月商港︑美々港などの整傭事業も除
々に進み︑臨海工業地帯内の土地
問題も解決の見通しがたちました
国道十号線の用地保障も済み市内
旧幹線道路の改良舗装工事なども全
︸部受入れることができました︒
．また︑富高幹線水路も漏水がひど

ることになりました︒

日赤と北鮮赤十字社との帰還延長
についての協定がまとまりました
ので︑在日朝鮮帰還希望者は︑引
きつづいて北鮮に帰ることができ

甲込み愛付けます

北鮮帰還羅望の方へ

販売しております︒

店︑中央区の巳向文化センターで

べての人で︑二十才から四十九才
までの方となっています︒
この適用選科定数は︑約一万二千
人となって﹂います︒市民課では︑︑

いている人には︑届r出用紙に記入

この当然加入の該当者で調べのつ

事項を係において︑代筆記入し

す︒︑

て︑本人は印を押すだけでよいよ
うにサービスして︑配布していま

さい︒

この配布を受けない人でも︑自分
が該当している方は︑届用紙に必・
要事項を記入して︑すぐ届出て下

にしております︒

届け先は︑区長さん︑各支所︑市
民課のうちどこでも結構です︒ま
た︑係員は約束した日には区長さ
ん班長さん宅まで集めに行くよう
届出はいそがない︑という人もあ
るそうですが︑届出の期日も前に
暑●■●●鱒騰●磨■億●●■■隔■■鱒●幽●O●●鰯●口昌・

国民年金の当然加入者の届出期間は過ぎました︒すぐ届出をして下さい︒

着工した日本畜産

の起工式風景︶

︵写真は︑日向畜産食品株式会社

18日に起工式行なわる
先月十八日︑財光寺の飛行場跡で
日本畜産食品株式会社の起工式が

成人になる人は届出を
教育委員会では︑新年の成人の日
に新らしく成人される方を市役所

・

この起工式は︑辻本同社議長をは
じめ︑藤井市長︑柏田市会議長ら
地元関係者多数も参列して︑盛大
の住民票で調査しています︒

行なわれました︒

に行なわれました︒

それで日向市日赤窓口︵市役所市
民課︶ではいままでどおり申請の
受けつけを行なっています︒
一月二十一日には︑同じ市民とし
て長いあいだ苦楽をともにした︑
亀崎の権乙翔︵安田︶さんの世帯
六名と︑辛直子︵梁川︶さんの世
帯三名︑計九名の方が帰られるこ
とになっています︒

の制度で規定も複雑なため︑・皆さ

申しましたとおり定められていま
すし︑また︑年金法第百十三条に
は︑当然適用の人で規定に違反し
て届出をしなかったときは︑五千
円以下の罰金をとられる場合もあ
りますので︑ご注意ください︒
国民年金制度は︑わが国でも最初

します︒

んも法の内容について︑まだご存
じない点もあると思います︒
係としては︑できるだけ要点はお
知らせに努めていますが︑疑問の
点はどしどし市民課にお問合わせ
下さって︑この制度をご納得の上
未届の人はすぐ手続きをおねがい

ご協力ありがとう
iーネズミとり運動一1
先月の一日から三十日までの一ケ
月間﹁ねずみ退治運動﹂を行ない
ましたが︑その結果が衛生課の方
でまとまりましたのでお知らせい
たします︒

一日から三十日までの運動期間
中に退治できたねずみは︑市内全
部で千六百四十八匹でした︒
その内訳は︑薬品で退治できたの
が二百十九匹︑器具で退治できた
のが千四百二十九匹でした︒
ねずみとり成績は次のとおりです

二十六匹
二十三匹

︵美々津︶二十七匹

池田竹乃︵南町︶三十一匹
松村ハルエ

鈴木明治︵財光寺︶
秋田律子︵財光寺︶

米良仙造︵美々津︶

河野運男︵細島︶
児玉盛衛︵幸脇︶
松葉光雄︵平岩︶
西山商店︵上町︶
東京パン︵財光寺︶

メ読

．蔑．屠達躍

製

この場合は︑六十五才から貰う年
金額より多少減額されることにな

老令年金は
．
六十才から貰える

㍗バリ糞．究るこ︑ここ気︸λ．り↑ス．ソ℃︒

六十五才になった時から支給する
たて前ですが︑希望すれば六十才

れでこそ社会保障の理念に即した
国の制度といわれるものでしょう
︵市民課︶

金は生活の拠り所にはならない︑
などという心配はいりません︒・
この点は国民年金の良い点で︑︐こ︑

ですから︑現在きまっている年金
額が︑将来万一インフレなどでお
金の値打が下がったとき︑こんな

5引き上げることが年金法第四条に
︵規定されています︒

国民の生活を保障する仕組なので
すから︑将来国民生活水準が上が
れば︑それに合うように年金額を

年金額は将来
引き上げられる

ります︒
一二︑○○○円
二八︑○○○円
四四︑○○○円
五二︑○○○円

一四︑OOO円

口8＝＝＝■一6＝一＝口■一■＝＝＝胃一●一：＝一9︐︒

・驚壽晶

．愈︑≦
紅
五︑○○○円
七︑○○○円

50名が参列して、しめやかにとり行なわれました。
故黒木実殿（上原町）故寺町千早殿（遠見〉故中島南殿
（玉手向）故黒木嘉宣殿（金ケ浜）の4柱でした。

不幸にして早死にした人には︑以
上の一時金がありますので︑保険
料の掛け捨てにはなりません︒．

三i五年
五；十年
目1＋五年
＋五−二＋年
式〇一二五年
三〇一三五年
三五年以上

その関係者、知事代理、市長代理、市議会副議長その繍

十十十十十十
一三三四五六
匹匹匹匹黒点
塵：

の予定です︒

同社の工場建設計画は︑第一期工
事︵と場︑冷蔵庫︶が来年三月に
竣工し︑第二期工事︵加工︑かん
詰め︶は︑来年十二月置でに竣工

とでしょう︒

へ窺︶

仲町の正念寺で

・＝日向申校舎建築事業など可決＝

ここから︑新しい日向市建設の響
きが伝わってくるのも間もないこ

します︒

市民の皆さんのお見送りをお願い︑

掛け損など
心配はいりません

へ薄塗科訥け斉朝司︶

今まで皆さんから受ける質問に多
かったのは︑皐死したら掛け損だ
ということでした︒
お金のことよりも︑まず
皐死にしたいと思う人は
いらっしやらないと思い
ます︒しかし早死という
大きな損をした上に︑掛
け金が戻らないのなら︑ お金を掛
けることはイヤだということです
これは誰しも︑もっともな考え方
で︑自分が死んだら遺族に⁝⁝と
思うのも無理ないでしょう︒この
ため︑死亡一時金の額が次のよう
にきまることになりました︒

戦時死亡宣告の告知を受けられた次の方々のみたま伝達式
は、さる29日午前9時から市内仲町の正念寺で、遺族や

定例市議会おわる

しかし︑この住民票にもれている
方や転出されている方も大部おら
れることと思われますので︑いま
各区の区長さんにおねがいして成
人該当者の照会を行なっています
新しく成人される方は︑自分の名
前がのっているかどうか︑一度区
長さん宅の成人名簿か教育委員会
の名簿で確かめておいてください
なお︑もれている方がおいででし
たら教育委員会の社会教育係まで
申し込んでください︒

該当される方は︑昭和十五年一月
十六日から昭和十六年一月十五日
までに生まれた方で︑日向市に住
んでおられる方です︒

宮大楽団が演奏
25日に富島畜校で

五十円です︒

日向市文化類型と市教職員組合が
二十三日︵金︶に宮大管絃楽団を
招いて大演奏会を行ないます時間
は珍時からと午後3時からの二回
で︑ 場所は富島高校の体育館で
す︒楽団は指揮者以下︑八十六名
入場料は小学生十五円︑中学生二
十円︑高校生三十円︑一般の方は
一般入場券は︑仲町の佐藤医院︑

駅前の宮崎商店︑上町の児玉楽器

しめやかにみたま伝達式

b『r．一
Tτ1可w．．隣「鋼同園団困囎7．−．臣鱒w−
日『

隅
｝

一先月細島港に

海上保安大学の練習船こじま（U14トン、2等海
上保安監山口敏秀船長ほか92人乗り組）が先月

児玉市助役、三輪総務課長らが同船を訪れ、歓迎
の花束をおくって激励しました。

18日午後4時に細島港に入港しました。

練習船「こじま」は、さる10月24日に門門を出港

どはどんな理由があっても買
わせたり︑作

憶たりしな
▽鰍羅砿融筋期
させないこと
また家庭で刀剣類を発見した
ときはすぐ警察に届けでて︑
正当に所持できるよう手続を

するぐ協力をおねがいいたしま
す︒

に市民の皆さんのこの運動に対

など十分注意して︑暴力犯罪を
なくし︑明るい街づくりのため

．とること︒

写真は入港した「こじま」

鷺『1、覆轟難二三
いさましいかい伝馬

立イワ神社祭おわる

，

神武天皇のお船出の聖地、美々津立磐神社の祭り
は、11日、13日、13日の3日間、にぎやかに行な
われました。

とくに3日目の13日は、むかしから伝わる勇壮な
かい伝馬踊りやミス立イワによる神牛即せん、立
縫の舞などが行なわれ、一日中にぎやかでした。

みんなて楽しい正月を

︑

写真はかい伝馬踊り
だいたいの募集人員は︑二等陸士
が一万名︑二等海士千七百名︑二

でくゼさい︒

受付け期間は一月十日までです︑
希望の方は志願票が総務課に準備
してありますので総務課までおい

ます︒

応募資格は︑昭和三十六年三月一
日現在で十八才以上二十五才まで
の日本男子で︑中学校卒業程度以
上の学力を有するものとなってい

衛官を募集しています︒

ただいま第四次二等陸海空士の自

自衛官募集

るようお願いします︒

いろいろ整理の都合もありますの
で︑なるべく早くお持ら寄りにな

どけ願います︒

1歳末たすけあい運動一
一日から﹁歳末たすけ合い運動﹂
が行なわれております︒

これは︑みなさんも知っておら
れるように︑不安な気持で正月を
迎えねばならないような︑生活に
苦しんでいる家庭︑病苦に悩んで
いる人たちに皆さんの温い愛の手
を差しのべる運動です︒

たすけ合い物資は︑衣類︑身廻

みんなそろって楽しい正月が迎え
られるよう︑この運動に対する市
民の皆さんのご協力をお願いしま
す︒
．
品︑日用品︑現金︑米麦︑学用品
など︑何でもけっこうです︒
物資は市福祉事務所か最寄りの支
所出張所におとどけくだきい︒
なお十八日以後にお出しになると
きは︑直接福祉事務所の方へおと

等空士が二千六百名程度です︒

試験は︑中学校卒業程度の筆記試
験︵国語︑数学︑社会︶のほか︑
身体検査︑口述試験が行なわれま

す︒

最寄りの試験場は︑延岡市です︑
試験は一月十七日から二月一日ぎ
での間に行なわれる予定です︒
なおわからないことがありました
ら市役所総務課までおたずねくだ

さい︒

ナンバー・ワンの落鹿区

一〇〇％届出

日向郵便局

みなさんの簡易保険は契約高が二
兆円に達しました︒郵便局では︑
この機会に将来の家庭の幸福のた
めに︑各家庭が簡易保険にご加入
されるようおすすめしています︒
とくに︑ 一口の加入で家庭全員が
紀州されるという最も便利な家庭
保険を売り出しています︒ぜひ加
入されるようおすすめします︒

晶讐家庭鰭を

力も買われています︒

この部落は︑何事もまとまりが良
く︑一致の体制がてきており︑こ
の日頃の部落民の体制が物を言つ
たわけですが︑この区を担当した
年金係員が足を棒にして歩いた努

の出済一番乗りの区でした︒

法定期限の十月末日より十日も早
く十月二十一日間百％となり︑届

・きよ出制国民年金届出を部落とし
て一人残らず届出を済ませたのは
美々津落鹿部落の八十名でした︒
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し、1ケ月間の予定で九州海域を航海、船舶救助
訓練を行なっているものです。20日細島港を出港
し、別府を経て呉に帰りました。

わせるときでも︑できるだけ
安全なものを選ばせる︒
▽﹁鉛筆けづり用具は鉛筆入れ
の中に﹂ ﹁工作用具は工具箱
の中に﹂と収納場所も注意し
てやり︑不用意にポケットに
入れて歩かぬよう仕向ける︒
▽とび出しナイフ︑アイクチな

茎﹁一一二≡≡⁝＝﹁一≡＝≡≡ニ＝≡噂茎一≡一≡ニ＝一＝一≡三≡＝葦一三一≡；一≡≡三一＝一一三哺一≡三一＝⁝﹁

十日から一月十日までの一ケ月
間︑ ﹁青少年に刃物を持たせな
い運動﹂が全国的に行なわれて
います︒
これは︑刃物を持ち歩いたため
にとりかえしのつかない大事を
ひきおこした例や︑最近は青少
年の刃物による犯罪が多くなつ

ているからです︒
不必要な刃物の

h驚艶凋忍物は

のみなさんも十分ご注意くださ
い︒
とくに各家庭では
▽理由もないのに刃物を身につ

けている少年が多いので刃物
類を持って歩かぬよう注意す

る︒

練習船こじま入港

潤@ もたないで

p瞳

ちうん︑ご家庭

ﾃ鋤

▽鉛筆けづり用︑工作用などと
いって少年たちに刃物類を買

，

融梵 購鵬

