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せん︒

それでこんど係員と獣医が未登録犬の取締りと第二回目の狂犬病予防

きれた場合はその場で登録していた

だき︑予防注射を受けていただきま
す︒

登録料は三百円︑ 注射料は百八十円
です︒

ρ

・

飼注射窪め市内を各戸ごと巡回する．とになりました．未登録犬が発見

う

と

市衛生課ではさる十月十六日から二十六日まで市内各地区で第二回目
きの狂犬病予防注射を行ないましたが︑まだ大部分の方が受けておられま

は

・⁝これから多い﹁空巣﹂ねらい−⁝⁝⁝⁝⁝臥⁝一
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麟黙黙叢鍵

たき火︑炭火によるもの二十九件

たばこの火の不始末二十七件︑煙

突十八件コンロ十三件などとなっ

ています原因別で火災発生件数の

の火遊びによるものがそのほとん

最高を示している火遊びは︑子供
どをしめております︒

火遊びを好んでするのは︑五︑六

．すかむ︑わ難くしたちおとなが︑

才から小学校一年生ぐらいまでで

これらの子供たちの手のとどかな

いところにマッチを置くとか︑小

さな子供に火の恐ろしさをよく教

えるとか︑ちよつと注意するだけ

でも火事の大半は防ぐことができ
るわけです︒

ま覆段近は︑電気が原因での火事

爵馨領ま3︒

電気器具の適正な取り扱い︑素人

ています︒

電気工事の危険性が強くさけばれ

また避難救助関係では︑万一の火

災発生の場合を考えて︑映画館や

劇場など多くの人々の集る場所の

非常口の整備︑老人や幼児︑病弱

者などは二階に寝せないよう注意

みなさんの家で台風のあと煙突

してくださ一い︒

やカマドのこわれているところは

ありませんか︒

秋の全国火災予防運動が十一月二

十六且から十二月二日までの一週

間行われます︒この期間中︑消防

署員や消防団員がみなさんのお宅

を訪問してカマドや煙突など不備

な点を検査します︒

ご招力ねがいます︒

そのときは︑また火災予防のため

H勤雪暴︑．り

︵2貢はカマ瀞の検査窮する
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︑轟藁薯野

消し炭による・ものが

三十一．件︑取り灰︑

火遊びによるものが

別にみてみますと︑・

円︶で︑これを原因

件︑損害額千二百万

件︵内︑日向市十九・

件数は︑三百五十三

県内で発生した火災

します︒昨年︑宮崎

ﾔ多く火事が発生

春にかけて一年申で

これから冬︑冬から

季節が訪れました︒

いよいよ火の恋しい・

みのりの秋もおわり

一年間で三五〇件も発生
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非常に多くなります︒
家を留守にするときにはちよつとの時間でもカギをかけ︑またお
となりの人に留守をたのむなど充分注意してください︒

●ところが帰ってビックリ⁝⁝部屋の中が目茶苦茶にあらされてお
り︑泥棒にはいられたことが一目でわかりました︒
Aさんはあわてて表にとびだし︑あたりを見廻しましたが〃あき
巣〃らしい姿はみつかりません︒
Aさんが家をあけてほんの五分ぐらいの間のできごとでした︒
これは先日〃あき巣 にあった家の奥さんの話しですが︑これか
︑らの行楽シーズン︑また年末にかけてこのよう居あき巣ねらいが

Aさんは十月二十日午後五時ごろ夕食の仕度をするため︑家から
五十折ぐらい離れた八百屋さんに買物にでかけましだ︒
ほんの五分から十分ぐらいで帰るから大丈夫と思い︑なんの戸じ
・まりもせずに出かけました︒
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憾鋸囎畷譲灘・﹁欄囁
財光寺．

・春寒詮に；薦垂藻蟻採
に一ケ所︑日知屋地区︑

地区にそれぞれ一ケ所つつ建設
する︒
△畜産経営の改善と畜産物の処理
販売︒

堆肥舎︑尿溜など整備されてい

ωほとんどの畜舎が不完全であり
ないので︑これを全面的に改善

阻．篇灘鶯メ壌擁ヅ謡．
財光寺に工費五百万五千円で今

接にして共同販売の体制をとと
のえる︒

チ

民年金印紙を買って手帳にはり

をはかる︒

△共同畜舎
岩脇地区は百三十五万円で今年
五帝に完成︒美々津︑日知屋︑

財光寺地区は第二次年の三十七
年に完成の予定︒

と印かんを持ってお申し出嫁さい
の二十一日から二十三日までです

配給店変更の受けつけ期間は今月

せん︒

なお旧登録店に米穀の代金貸借が
ありますと︑配給店変更はできま

助成金は十人〜十五人まで二百円

料納付組合をおつくりになって

十六人ピニ十五人まで三百円︑二

も結構です︒

△保険料の免除⁝家が貧しいため
十六人〜三十五人まで四百円︑三

年金︵母子︑障害︶を受けるこ

に保護を受けている家庭や︑そ

十六人以上五百円です︒

とができ裏す︒

のほか困難な事情により保険料

．甥

を納入することができない人に
は保険料免除の制度があります
△組合への助成金⁝国民年金加入
者で組合をつくり︑保険料を納
めるようになりますと︑組合に

鵠

ご協力をお願いいたします︒

どけください︒ネズミ一匹につ

か最寄りの支所出張所までおと

個お買上げごとについても︑同

︑

㌔

51

︑想躍
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麟
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この計画では︑最終年度の昭和四

．よる労働節減・事理の蔑．旨

ここでは畜産指導員を増員し主

年度中に建設されます︒

に次のようなことを指導いたし

お米の配給店をかえようと思われ

変えたい方へ

お米の配給店を

びるみこみです︒

セントから五十五パーセントにの

める畜産所得の割合は三十五パ導

十年には︑いまの農業所得内にし

o営構造改善︑とくに共同経営

㈲多頭飼育のための飼育管理技術

くり方や調整︑貯蔵︒

ω自給飼料の確保や飼料作物のつ

ます︒

O

⇔畜舎の改善や附帯施設の設置

運営の仕方など︒

爾品種改良や適正な交配︑また防

する︒なお畜舎︑堆肥舎︑尿溜
建設に必要な経費は農業近代化

サイロ︑チヨツパーなど改善︑

ω多頭飼育を全面的に普及し︑飼

ノ

の支所︑出張所の配給係まで通帳

る方は︑市役所市民課か︑最寄り

養家畜の・増加と生産費の低下を

外

検認のスタンプを押してもらう
ことによって行ないます︒

また︑保険料を一年以上前払い

入︑畜産物の共同販売など

疫︑診療のほかに飼料の共同購

は四十頭︵三十万円︶有畜経営

資金から八割程度融資する︒

農家でも八頭︵六万六千円︶以上

︑臨・5

．．㈹養豚農家と農協のつながりを密

はかる︒

も

望算イ魑

十月は国民年金保険料の七︾八︑

流

に財光寺地区に畜産センターを

ωまた指導体制をととのえるため

一戸当り当数はこ・四頭です︒︶

を目標にする︵現在養豚農家の

の年間販売頭数は︑主畜農家で

を奨励助長する︒また＝戸当り

をつくり︑多頭飼青と共同経営

㈲沿岸地帯を中心に養豚集落地帯

は一万五千頭にする︒

三千五百頭を最終年の四十年に

ω年間の肉豚出国頭数は︑現在の

産量制をととのえる︒

・もに入郷地区の供給に応ずる生

そして三三は完全自給するとと

おいて事業をすすめていく︒

畜産センター︑共同畜舎なども建設
日向市の農家の一戸当りの年間生
十七万二千二百円です︒

産額は全国平均よりはるかに低く

︑これば︑日向市のいままでの農業
のやり方が米や麦を中心とする昔

しのままの営農法であったことと
経営面積の零細な兼業農家が多か
ったこと︑耕地面積千九百十アー
ルのうち酸性土襲が約六割の千五

十アールを占ており地力の低いこ

となど第一に考えられるようです

ではどうずればこのように低い日
向市の農家の生産額を向上させる
︐市では︑そのひとつの対策として

ことができるか︒

とめていましたが︑このほどよう

畜産主産地形成事業の計画案をま
やく国の指定を受けることができ
いよいよことしかち四十年度まで
の五ケ年計画でその事業を行うこ
とになりました︒

九月分の納入月でした︒
しますと割引されます︒

△滞納すると損⁝国民年金に加入
していても保険科を滞納してい
ますと拠出制年金だけでなく︑

無拠出年金ももらえなくなりま

ノ

ユ
︐野贈擁﹄．∴．−︑！．

もよいし︑また新たに年金保険

．㌫ム

なお実施要領は次のどおりです︒

暢護隠塚喋畢強瀞

ことしで第三回目の﹁ネズミ駆除

b

運動﹂がさる一日置ら県下一せい

△期周11十一月一日む三十目︒

三十四・三十五年の過去

いてデラックス電器コタツ︑ホ

治できたネズミを市役所衛生課

二年間で約百五十万匹と

コムコタツなど豪華商品の当る

▽ネズミ宝くじ賞品11期間中に退

推定きれ︒金額に見積り

宝くじ一枚さしあげます︒

県下でこの運動期間中に

ますと約五億円の被害を

ジオなど当る宝くじをさしあげ

△薬品宝ぐじ賞品11また殺ソ剤一

こう考えてみますと︑こ

ます︒

けつけてい

る苦情を受．

行政に対す

みなさんの

察局では︑

宮崎行政監

行政苦情相談協力委員に
綾部末吉︵亀蜷︶さん

様にテレビ︑トランジスターラ
の運動はわたくしたちの
ら
一つの大きな事業とも言

市

峯多嚢
アトをし

をはかり︑また行政に対する皆さ

ますが︑﹁さらに苦情申出人の便利

一＝＝＝層6●■≡一≡⁝■■■⁝一≡一一一巳薩0＝＝＝＝＝■蟹

解くださって︑この運動に対する

民の皆さんもこの主旨をよくご理

・とするものでもありますので︑

織活動力を促・進させよう

染病の予防や地区衛生組

ると言うだけでなく︑伝

運動は︑ネズミを退治す

えるわけです︒またこの

す︒

まぬがれたことになりま

退治できたネズミの数は

にはじまりました︒

玄︑心

詔

．︑ノビ

翼．︑丁総

ω商品として販売する麦は︑全部

カンショなど入作できるよ巧な

をしっかりつかんで行政の民主化
をおしすすめるために︑こんど行

ーノ

︑．

んのご意見︑あるいはご希望など−

︑裁培をし︑年間の単一面積の多
収を考える︒

ω病害虫︑雨害を考えて早生種ど

．．9一 〜．ノ・

∵…

響誉麿急潮霧通事巣

？︷㌔・

こんど指定を受けた肉豚主産地事
のみなさんでまだすんでない方は
早目に納入していただきますよう

国民年金に加入している被保険者

お願いいたします︒

でその成果が注目されています︒

でば次にその計画内容のうち主な
なお︑新たに加入資格のできた方

業は︑県内では日向市がはじめて

▽地域の基本目標

ものをお知らせしましよう︒

対して次のような助成金が支給
されます︒

すのでご注意ぐださい︒

は早目に届けでてください︒

掛金をした期間が一年に達しな
いときでも︑期限までに保険料
この場合︑組合は︑既設の納税

や︑まだ加入届のすんでいない方
を納入しているか︑また免除を

約千三百八十戸あまりであるが
△保険料の納入は⁝国民年金手帳

．

小麦をつぐること︒

組合や保険税組合を利用されて

この農家の常時飼養頭数を五ケ

イノ・・

︐■

受けているかすれば︑たとえ事

デ㌧︑

︸

故があった場合でも補完的福祉

ドいぺ﹁
・嫁．葦囲夢︐

ものが五件で大半です︒③原因別

ヒチ

ロアナグマ︑オスイタチ︑テン

では不注意と不なれがほとんど︒

まで禁止されています︶

▽メスキジをとること︵三十八年

▽口径10番以上の銃器を使うこと

．ド氏い

をご持参のうえ︑市役所市民課

︑

這ゴ・鳴﹂ヴ．．

妻へ．ゴ

野r
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か︑最寄りの支所︑出張所で国
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ア
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年計画で現在の三手八十二頭か

N︑
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△猟銃や空気銃また火薬類の性能

1あぶない日没後の狩猶一

最近は︑ガンブームにのって狩猟
をよく知って取扱いに十分注意

オスジカ︑タヌキ︑ムササビ︑

その全部です︒

④銃別ではスプリングの空気銃が

⇔禁止されていること

キツネ︑リス

▽十二月十五日差二月三十日まで

キジ︑ヤマドリ

▽十一月一日〜一月十五日までーー

どは別に期間がきめてあります

スイタチ︑タヌキ︑オスジカな

間内でも︑キジ︑ヤマドリ︑オ

﹂二月十五日までですが︑この期︑

狩猟期間は十一月一日から来年

口狩猟期間

持ち歩くこと﹂

△猟に出るときは必ず狩猟免状を

すること

する人が非常に多くなってきまし
た︒またこれにつれて猟銃や︑空
気銃による事故も毎年めだってき
ています︒

ことしもいよいよ一日から狩猟解
禁になりましたが︑腹壁の保護や
銃砲による事故を起さないために
狩猟者として︑これだけはぜひ知
っておきたいことを二︑三あげて
みました︒

る場合必要なことは

σ狩猟免許を受けた人が狩猟をす
△狩猟関係の法令やきまりをよく

理解してこれを守ること
△狩猟できるトリやケダモノと狩
猟できないものとをよく区別し

て猟をすること

．労働報酬をみてみますと︑米︑百

かヶに全国統計表で一時間当りの

・塁≡≡i＝＝＝噂≡茜匿≡≡i■■≡≡≡i．雲≡≡i■■虐讐q言量≡≡蓄ヨ一≡⁝塁塁≡⁝＝≡・藷昌・⁝一≡・量≡≡三＝・≡≡≡i置三・≡・・i・聖

ということをよく耳にします︒

二十七円︑小麦︑三十三円︑裸麦

ちかごろ新しいことばで麦作転換

戦後︑食糧が不足していた時代に

ω省力裁培の方向にもってゆき︑
り
労力を少なくして収量は変らな

政苦情相談協力委員をおくことに
なりました︒日向市では︑市内亀
崎北区の綾部末吉さんがこの協力
一

みなさんが国の機関や県▼市町村

委員になられました︒ ．

︑るζとがありましだら亀・配慮な墾︐．

などが国からまかされて行う仕事． ．
について日頃疑問に思つでおられ
︑・

敵

∵羨み馨三三職でてや瓢さい9一． ．﹁し

妻嚢

診＝・
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ら約三倍の八千八百頭に目標を

ω現在︑市内の養豚農家戸数は︑

艦

罐雛嘱雛華ぐ襲糖一． 欝購引回
十八円となっています︒裸麦は一
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と
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タイ・アジなど住みつく
ことしも六十二個つくる
のコンクリートブロックを六十二
個口くり︑細島沖合四キロの海︑
に沈める計画を立てております︒

四ケ所で市政座談会
先月︑曙︑浅手︑梶木︑亀崎の四
・地区でひさしぶりに市政座談会が
開かれました︒

この市政座談会では︑どこの地区
でもこんど細島に誘致決定した鉄

：炉気翻籍鋸罫転

の

やぶノおやモリヒ ュ づ

滋呼㌢デ望．・

ロ

聾一漁礁
略綬

沿岸漁業の振興をはかるために︑

昨年の十月︑細島の沖合と︑幸脇

のアパート︵魚礁︶三十二個を沈

の沖合にコンクリートで造った魚

︑めましたが︑その成績を︑市商工

永産課と︑県沿岸漁業指導所がこ

のほど調査しました︒

攣rそれによりますと︑このコンクリ

晒ピtプロツクにタイ︑アジ︑サバ
﹂爵鱒など多くの漁族が住みついている

︻市側りこんど細島に鉄興社誘致

国社への質問や意見が主でした︒

ノ

に成功しました︒

布商工水産課では︑ことしも工事
の

哺ノ 略

賛二十五万円で︑一個一︑五トン

：・薯

︑幽窺環あ︑墨

客揮畷

これは九分九厘までほぼ間違いな
いと思われますが東洋紡誘致の際
のにがい経験もあるので地元のみ
なさんの受入態勢へのご協力をお
ねがいします︒

︻地元︼地元に工場誘致協力委員

会を結成したらどうか︒その方が
受入態勢の整備︑土地交渉なども
好都合と思うが︒など活発な意見
がでました︒

被害額が四千六百方円に
た低気圧の影響で︑停滞前線の活

さるご十六日︑鹿児島沖合にあっ
動が活発化︒そのため県北を申心
に集中豪雨がありました︒

姦

ご

日向市でもこの集中豪雨のために
相当の被害を出し︑とぐに普通水
7

熱熱

随薯鰍㌦げ煮急

作物の被害は三千七百万円にもの

宮の下︵黒木常磐︶二︑九六〇円

中町︵土谷松夫︶二三︑五五〇円

円︒幸脇中︵甲斐淳一︶三︑九﹂

別府南︵大山政樹︶七︑二六〇円
中原︵森田小三郎︶八︑二八五円
笹野西︵児玉敬治︶一二︑四七〇

町一︵西田忠則︶五六︑OOO円

曙︵黒木豊蔵︶九︑○○○円︒上

襲の稲束流出田畑の冠水などで農

は︑塩見地区︑新財市地区︑本谷︑

ぼりました︒被害の大きかったの

西川内地区でほとんどの田畑が冠

水し野菜類は全滅にいたりました

また平岩地区ではこの集申豪雨に

0円︒幸脇西︵甲斐誠一︶四︑二

つつでました田農作物︑道路︑橋

よる土砂崩れで全半壊家屋が一戸

七︑〇一五円︒往還︵長友友三郎︶

九〇円︒下原町︵若杉金蔵︶四

志寄附

二八︑000円市議会︵第四回︶

特

二五︑○○○円︒

住家などこの集中豪雨による被害

額の合計は︑市内で四千六百万円
にも達しましだ︒

懇懇塔建設寄附金

︵日向市南部振興会︶三千円︵小川

一万円︵西田滉11梶木︶五千円

甚蔵11石並北︶二千円︵高橋虎之助

︵既に発表分を除く10月31日現在︶

新町︵森下素︶一四︑七五〇円︒

︵黒木初一︶睡同︶ ︵黒木三

︵黒木徳一11

腸永田︶千円︵石田他助11高松︶

．

噸

︵山田幸

︵石川徳太郎11

︵黒木徳市11永田︶

ヤ

ります

ア

ら

磯
︐ ・

墜3

③昭和三十五年度市税年度内完納
者に赤色の﹁市税納の家﹂を贈

者に銀色

掲示ください︒ ①昭和三十六年度
の市税完納者に金色
②昭和三十五年匿市税納期内完納

りました︒ 各戸見やすいところに

完納標識を贈ることにな

市税を完納している家庭
には金色︑銀色︑赤色の

こんど三十五年度以降の

納税意欲を高めるため︑

市政に対するご協力と︑

︵衆議院議員秋山利恭︑島本虎三︶

鶴町﹀ ︵河野義輝11東草場︶

右衛門臨同︶

南︶

太郎旺同︶ ︵一木徳之助11別府

同︶

︵黒木安一1一同︶

本宮︵松葉弥市︶一三︑八一Q円

金ケ浜︵甲斐末吉︶一五︑二七〇円

高見橋通︵森本嘉七郎︶九︑四一

〇円︒秋留︵黒木義哉︶ 一六︑

三五〇円︒飯谷︵川野寿志︶
ノ

四︑四四〇円︒比良町︵鈴木尊

義︶五︑六〇〇円︒笹野申︵安藤

長友勇助︶一七︑四八○円︒江良

今朝次郎︶七︑〇三〇円︒山下︵

︵黒木幸助︶白亜︑二三七円︒梶

木︵日高満︶四一︑八六六円︒西

草場︵後藤荘吉︶三一︑五〇〇円

高松一︵石田他助︶＝ズ四五〇

円︒永田︵高橋虎之助︶二二︑四

四︑○八0円︒庄手︵長曾我部栄

〇〇円︒別府申︵長野福次郎︶

次郎︶一七︑七五〇円︒新財市︵

一五︑七九〇円

並北︵東留治︶三︑000円︒申

鈴木初五郎︶一一︑三八0円︒石

村う大坪試夫V
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金色②完納療昇
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