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昭和31年9月Z日第3種郵便物認可
．

＿費コ

い零入居者を募集中

昭和58年度事業として完成を急いでいました市営住宅32戸が
まもなくできあがります。

①第一種住宅

これは、市内平岩土々呂毛に建設中のもので、いま全工事の
約8割程度まででき、あとは建具取付、配線など内部を残すだ

ロ．使用料＝月額3千円程度
ハ．入居基準＝月平均の所得額が2万円以上、3万6千円以下

けで、5月25日頃までにはできあがる予定です。
住宅は、コンクリートブロックづくりで工費はり4．615．000円

の人で現在住宅に困っている人

②第二種住宅

戸数は第一種12戸、第二種20戸の計聖戸です。

なお・市では5月25日目完成予定をひかえて、いまこの住宅

の入居者の募集を行なっています。申込み期日、入居二二使
用料などは次のとおりですから、入居ご希望の方は早目に市役

イ．構造＝簡易耐火平家建（6畳2室と台所、物置つき）
ロ．使用料＝月額2千百円程度
ハ．入居基準＝月平均の所得額が2万円以下の人で現在住宅
壱ζ困っている人。
．
申込みは規定の用紙でお申し込みください。用紙は市所財政
課、各支所、出張所に準備してあります。
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内部にはステージもあり︑各種
の行事もでき︑バスケット︑バレ
ー︑卓球︑柔道なども行なえる広

集会場のなかった富島中学校の

さを誇っています︒

生徒はことしからここで入学式︑︐

内部にはステージも完備

富島中学校の屋内体育館は︑昭

和37年度事業として完成を急いで

いましたが︑このほゼ完成し︑さ
る一日に︑藤井日向市長︑柏田市

大に落成式をあげました︒

議会議長︑関係者多数が集って盛

こんごあらゆる会合︑体育行事に・

︐建物は︑カマボコ型のスマレト 卒業式もできると大よろこび︒

なもので︑工費は1千55万4千円

れています︒

大いに利用されるだろうと期待さ

︵200坪︶︑鋼管構造です︒

建物の面積は6百ω・嘱平方綴

「

，

︑難宮中屋内体育館が落成

所財政課管財係の方へお申し込みください。
▽申込み受けつけ期間＝3月5日から3月20日まで
▽住宅の構造、使用料、入居基準、
，

璽

イ．警醒r簡易耐火平家建（6畳、4．5畳、3畳の計5室と台
所、物置つき。）

0：・⁝⁝とじて保存下さい⁝⁝⁝O

近く市営住宅32戸が完成
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近 ず く 統 一地方選挙
，
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●

次に投票所での注意事項を申し
のべてみますと
ω 受けつけで入場券を渡して各
簿との照合を受けてください︒
順序よく一列に並んでください
＠ 投票用紙は︑長の選挙が先で
すから黒刷りの投票用紙を先ず
一枚渡します︵県の選挙は知事
市の選挙は市長が黒刷りの投票
用紙︶

の長の投票がすんだ人に議員の投
票用紙︵赤刷り︶を渡します︒
間違いにならないように・・︒

⇔ご承知のように投票は一選挙に
一人一票に限られています︒ま
た一枚の用紙に何名も連記する
と無効になります︒また︑投票
所内には選挙の種類ごとに︑そ
れぞれ投票記載所とか︑投票箱
に標示がしてありますので間違

﹁祭政一政﹂とは︑ふる
いことばのように思われる
かも知れませんが︑神聖な
祭壇の前で厳粛な﹁まつり
ごと﹂が行なわれていたこ
とから︑祭事︑すなわち政
治が生まれたのであろうと

思います︒

いにならないよう気をつけてく
ださい︒

㈱字を知らない人︑身体が不自由
で字が書けない人には代理投票
と言う制度があります︒こんな
場合は投票管理者まで申しでて
ください︒

8投票がすんだ人は混雑をなくす
ため︑早目に投票所外にでてい
ただきます︒もちろん投票所内
には法律できめら札た人以外は
みだりに立入りできないことに
なっています︒その他特に注意
ねがいたいことは︑投票所内で
演説︑討論し︑またはさわがし
くて他の選挙民に迷惑をかけた
り投票について相談したり︑投
票を勧誘したりなど︑投票所内
の秩序をみだすものに対しては
投票管理者がこれを制止するこ

四年目ごとにめぐりくる選挙
挙人もすべてが総反省しなけれ

︑
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始それが貫ける意志の人
△市財政は︑市民の血税である
ことを常にわきまえ︑最悪の
条件で最善の努力をする人

△政策のしっかりした人で︑終

識見を有する人

△新産都市にふさわしい教養と

ます︒

首長や議員になろうとする人︑
これらの人を投票しょうとする
︑選挙人に次のことを切実に望み

大日向市実現のために︑その

宣言しなければなりません︒

ことごとく焼きつくして大きく
伸びあがろうとしている日向市
は︑神に誓って公明選挙都市を

こそ︑首長も︑議員も︑また選

サ
こんにちのように麿敗︑堕落
した社会を生みだしたのは︑何

甫役所を焼き︑不浄なものを

ない時機と思います︒

︑

せんが近時の選挙には︑買収や

も政治家だけの責任ではありま
供応はつきもののごとく︑あま
りにも金のかかる選挙になって
したがってその喰うめに歳費

います︒

ってはならないはずです︒

＼

の多くがあると思うのです︒

うそやいつわりや汚れがあ

︑

中には内弁慶になったり︑他の
子供をいじめたり︑これまで何と
もなかったのがどもり始めたり︑
内気のひどいものになったりする
ことがあります︒これは親のエー
渉のしすぎ︑甘やかしなどが原因
になっていることが多いようです
子供のしつけには何も特別なも
のがあるわけではなく︑親と子の
心のつながり方︒子に対する親の

子供も多くでてきます︒

神につかえて神の声を聞
きながら︑民を治める敬盧
な政治家であれば︑社会の
上層にたって文教や経済や
万般にわっての主
導権をもつことは
許されてもいいで
しょうが︑現実の
政治や︑此頃の政
治家といわれる人
たちの三態はどう

． C

ず⁝︒こうしたお子さんをおもち
の方のために︑今月はこれから入
学までの子供のレつけ︑指導にち
ょっとふれてみました︒お父さん
お母さんの参考になれば：・︒
これまで幼稚園や保育所に行か
ず家の中で育てられた子供は︑親
や家族や近所の人だけとの接触で
集団生活になれにくく︑四月から
急に学校に入ると学校をいやがる

の税は当然変りますが︑令書直
行までに評価がえができません
から︑これらは第三期分以降で

税額で令書を発行します︒

取り扱うことにしましたので︑み
なさんのご理解とご協力をお願い
申しあげます︒

︐

ω筋藻魏総礪韓幅認朋繍醜麗麗銑
N度の

ください︒

この時期には︑むやみにむつか
しい知識をつめこんだり︑文字や

数字を無理に教えるよりも︑こう
した基本的なしつけを身につけき
せるのがよいようです︒

たいと思います︒

そのほか︑ことに内気な子︑性
格の異常な子︑特別なくせのある町
子は入学前に児童相談所︑精神衛ピ
生相談所などにつれて行ってよく
相談し︑専門家の指導を受けるよ躍
うにしてください︒また担任の先
生にもかくしだてせずによく話し
合い︑子供が一日も長く集団生活
にとけこんで︑楽しく学校に通え
るよう︑お母さん方にしっかりし
た心がけと理解をもっていただき

●

新入学児については︑学校のふ
んいきや先生になれるように仕向酬
け︑子供が安心して入学できるよ
うにしてやることです︒また近所
の子供たちと仲よく遊べるような
機会をつくってやったり︑集団生
活への訓練を与えるように努めて

はっきりさせることです︒

心が根本ですから︑先ず親自身が㌦
これらの点をよく反省し︑原因を

増額がいたちごっこに展開され
る⁝在任中の失策や不行績には
いささかの反省もなく︑票かせ
ぎに汲々している︒⁝こうなる
とそこには最早︑教養もなく︑
識見も影をひそめてしまいます
選挙が汚されれば政治家は堕落
し︑政治が汚れるのは当然です
また政治を汚すのはひとり政治
家だけでなく︑不明朗な政治家
を選挙した選挙人にもその責任

神の前にぬかずく心に︑

でしょう︒

︐

い︒

とができます︒命令に従わない
ときは警察官の処分を請求する
こともできますので︑決してこ
んなつまらない事故は起さぬよ
うにお互充分気をつけてくださ

市役所への電詣は
2111番で⁝
火災以来︑市民の皆さんに大変
こ迷惑をおかけしておりました電
話も︑3月1日から庁内交換機が
つきましたので︑いままでどおり
代表番号2111でどの課︑係へ
ご用のときは2111番をダイ

つげるようになりました︒
ヤルしてください︒

なお教育委員会事務局だけは︑
事務所の関係で2924番です︒

すで︒

明るいすっきりした政治は︑
先ずお互選挙人の自覚そのもの

副

以外に道はないのです︒買収や
供応や情実など不純なものをす

×

えれるのです︒
×
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日までに生まれたものと︑小学二
年生から六年生二年生は除く︶

．細島小学校︵3〜4

までとなっています︒
生ワクチンの投与日程は次のと
おりです︒カソコ内は時間︒
△3月12日 富高小学校︵1〜
3︶︑日知屋小学校︵1〜2︶

△鶏藩灘課藁−〜2︶
幸脇小学校︵3〜4︶

︑

△3月14日聾平岩小学校︵1〜2︶

2︶

△3月15日11美々津小学校︵1〜

ノ

、

︑

︑

一．一盈ハ︑

︑

N4月1日から昭和37年11月曜

こんどのワクチンは︑1互型の
混合ワクチンで︑該当者は︑昭和

はかろうとするものです︒

この生ワクチンは︑昭和あ年7
月から三次にわたって投与され︑
小児マヒの流行を防いできました
が︑ことしは︑さらに新生児︑そ
の他に投与して小児マヒの絶滅を

チン投与が11日から行なわれます

今年はじめての小児マヒ生ワク

小児マヒ
生ワク投与日程

うに準備してきてください︒

ただし︑その場合は住所︑扶養
義務者などについて回答できるよ

遠路の方は一人一人がおいでに
ならなくても︑どなたかまとめて
代表で持参されても結構距す︒

ださい︒

福祉年金書類焼失のため︑台帳
を再製しましたが︑受給権者がも
っている証書と照合調査し︑来る
六月からの所得状況定時届の資科
作成等にしたいと思いますの︑で︑〜
老令︑障害︑母子年金の証書をも
っている人は︑必ず印鑑といっし
ょに市民課国民年金係へご持参く

福舜年金証書の提出

×

×

﹁まつりごと﹂のいにしえにか翻

それでこそ祭政一致の聖厳なる

人を選ばなければなりません︒ 隠

この人でなければと信頼できる

てて︑ひたすらに︑正しい人︑ ⁝

お

△家庭生活や日常生活が立派で⁝
言行一致の人
選挙の如何がただちに市の発−
展につながるのがこんどの選挙

高潔な人

△金をかけないで立てる︑人格脚
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ます︒

ハガキは三名分の入場券が記載
されていますので︑それぞれ切り
取り線から切りとって各自で持参
ください︒もしなくしたりしたよ
うな場合には︑その旨を投票所の
投票管理者に申しでれば投票でき

よう充分注意してください︒

あてご連絡ください︒もれていた
ときは補充申請をしなければなり
ません︒補充申請をする期間は︑
県の選挙の場合は四月四日から四
月七日までの四日号︑市の選挙で
は四月二十三日から四月二十四日
までの二日間です︒申請の期間か
非常に短かいので申請もれのない

選挙へのみんなの心構え
わたしたちの生活は政治次第で
よくも悪くもなります︒その大切
な政治をする人をきめる選挙を︑
清く正しくしょうと公明選挙運動
が全国民の運動としてくりひろげ
ノ
られるようになってすでに十一年
にもなります︒

こんにちでは︑ようやく一般の
人たちの理解と協力も高まり︑ど
うにかこの運動も軌道にのりわし
たものの︑まだこれからもなみな
みならぬけわしい道が続きそうで
す︒

ことしは統一地方選挙のとしで
す︒県内でも県知事をはじめ︑県
議︑三市長︑五市の市議︑十九町
村の町村長︑三十三町村の町村議
と多くの選挙が行なわれます︒
候補予定者やうわさされる人が
あの手︑この手とあなたに投票を
依頼してくるかもしれません︒
いろんな言動や買収︑供応にま
どわされることなく︑この春の選
挙には︑あなたの信念︑あなたの
手で立派な正しい選挙を行ない︑
そして明るい政治をうちたててい
ただきたいものです︒

▼選挙管理委員会事務局では︑
四月の地方選挙をひかえて︑いま
﹁注 意 事

﹂︑ナ．
t

隅

イ

財団法人日向育英会では︑現在
千葉市稲毛台町にある日向学生寮
の入寮生を募集しています︒
東京都︑千葉市方面の各大学に
在学しているもの︑またこれから
在学しょうとする方で︑入寮ご希
望の方は早目に市教育委員会︵T
EL2924︶までお申し込みく

ださい︒
△募集人員11十二名
△申込期限一1三月二十五日

馳

廉三
江川
会長

寄稿

祭政一致
入学まで残すところ一月たら

日向市公明選挙推進協議会

らジら罵
一
二・
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O

△その他闘寮費︑月二︑OOO
円︑食費︑月二︑八OQ円
なおくわしいことは市教育委員会

一
￥r

量聖p︵裏篤達
／

としているこのごろ︑入学を間近
にひかえたお宅のお子さんは︑大

3

次のような﹁お知らせ﹂

﹂

きなランドセルを背中にかけて︑
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部屋の申をかけずり廻って喜んで
いることでしょう︒
そんな姿をうれしそうに見守る
お父さん︑お母さんの喜びもまた
格別のように思われます︒
21﹁一；三ξ一＝三一一一一三

δ

項﹂を呼びかけています▲
①入場券の郵送について
入場券は前回の参議院議員選挙
と同様にハガキで各戸に配達され
ます︒県の選挙および市の選挙と
も告示の日か次の日までにはお手
元にとどくはずです︒選挙資格が
あると思われるのに入場券の届か
ない人は︑すぐ市選挙管理委員会

︸

︑︶

入学児へのしつけと心がけ

暖かい春の陽ざしが窓から入っ
てきて︑樹木も春のいでたちで若
︑芽をだし︑美しい花を咲かせよう

一年生

市役所全焼のため土地台帳や公
図を焼失し︑閲覧証明などについ
て大変ご迷惑をおかけいたしてお
りますが︑ただいま全力をあげて
復元に努力いたしております︒
作業計画では図面は四月中に︑
台帳は十一月頃には閲覧に供する
ものができあがる予定ですので︑
いましばらくのあいだご辛棒ねが
います︒

、

・の方へおたずねください︒

︸

9

36

もうすぐ

なお︑ことしの固定資産税の課
税についてですが︑以上のような
状態ですから正規の手順どおりに
は課税できませんが︑次のとおり

38

固定資産税賦課について ㈹．．．未登記家屋の異動は︑本人の
・
申告がないと前記の調整はでき
ら︑昨年度の税額によって定期
ませんから︑昨年中に未登記家
に令書を発行します︒
屋を異動せられた人は︑ご面倒
＠⁝昨年中に資産の売買︑新築︑
でも五月中に税務課固定資産係
改築︑とりこわしをした人︑そ
まで申しでてください︒
の他で資産の評価が変るべき人
9
●
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隣
言題

細小給食室が完成．

∂

・なお給食室は︑工費百二十三万
三千円︑木造平屋建て︑面積は六

ゐ日から完全給食実施

十八平方材です︒

二亭

趣猿乖
細島小学校の．給食室建設工事は
昭和37年度事業として工事 を 進 め

河野輝男さんら四名が

中南米に向けて出発

ていまし丸が噛先月十五日に完成
し︑二十五日かぢ完全給食をはじ
．めまし た ︒

完全給食が実施されるのは︑面
高小学校︑財光寺小学校︑﹂ 日 知 屋

小学校に次いで市内では四番目︒
六年置のお兄さんやお姉さんが︑
給食のパンやミルクを配うてくれ
るが︑一年生︑二年生のよい子た︐
ちはとてもうれしそう︒

給食め時間がくるのがとても待

：県では︑派米農業労務者と派米
農業実習生を募集していましたが
日向市からは黒木与︵鳥川︶さん
ら八名が農業労務者として︑．それ
ぞれ中南米の日系人里場で働くて︑
とになり弗去る四日︑その前途を
祝して壮行会が行なわれました︒
︐壮行会の会場で昏これら八名の

卦51拷
一ド遙ジ

嘘

﹁

﹁

上田久子一1七百円︑国富中学生徒

員一同11千五百円︑花ケ丘区11二

千二百七十円︑亀崎東区鈎四千九
十五円︑東臼杵郡婦人連絡協議会
﹃千円︑北方耕美騒騒中学生徒職

会11五千二百円︑門川町社協11三

千円︑幸脇西区匹千八百三十円︑
公園通り区一1千九百五十円︑畑浦

千九十七円︑美々津新町区随四千

︑美々津上町二区匝二千三百十

二百二十円︑上町二区11九千三百

谷区︐

九千五百六十円︑庄手区11

円︑亀崎北区11二千四百五十円︑
美々津下町区一1二千二百九十円︑
宮の下区11二千五百六十五円︑本

幸脇東区11三千百九十円︑永田区
＝四千三百七十円︑ボーイスカウ
ト都城姫城隊11六千円︑都城ロー
タリークラブー1一万冊︑小林中学
校生徒会11四千四百八十二円︑小

百八十五円︑往還区11二千五百四

百八十円︑．切島山第一区11ご千二

軽既顯一議講離弊

四十五円︑広見区1一二千円︑落盤

11八千九百円︑飯谷区11二千九百

元宮崎交通日向営業所在職社員一
同¶五千五百円︑高原町職員組合

．千四十円︑春日山静男H二千円︑
日向地区交通安全協会11一万円︑

区11三千百三十五円︑江良区11六

鈴木丑之助さん︵新財市︶︑黒 ・ 円︑細島地区区長会11一万四百五
十六円︑細島地区婦人会11一万円
木武男さん︵着手︶らは渡米後条
件がよかったらそのま︑永住の希
県企業局渡川発電所職員一同臣五
望であり︑松葉肇さん．︵平岩︶は

行なう⁝⁝と︒

花卉の研究をみっちりやり︑帰国
後は九州一のチューリップ栽培を
なお︑この八名のうち黒木与︑河
野輝男︑赤木紀男︑黒木武夫さん
らは︑すでに七B︑上り急行高千
穂で元気よく出発されました︒

火︑災お見舞

．林三松中学校五＋二百十八円︑青

二千四百八十円︑西草場区1一五千
五十円︑上町一区11六千五百五十

この日以降に受けつけた分につ

木マサー1千円︑堀一方区一1九千二

一チニ百円︑推量柑社協1一二万月

学校生徒会︑匿名

・︑

・勝手ながら商品名は省かせでい
ただきます︒
︑
都城社協会長島津久厚︑延岡市
立図書館︑延岡商工会館内絹本啓
介︑東郷小学校生徒職員一同︑延
岡テーラオハラξ延濁市大西保一
延岡市染矢︑川南国立宮崎療養所
療友会︑原町婦人会︑全逓労働組
合︑都城市北諸県郡一同︑小林中

商品お見舞

十円

千二十円︑亀崎中区腿四千六百八

区11八千三十七円︑幸脇中区一1三

山下区匹四千二百四十円︑下原町

四十円︑．別府北区臆千六百五十円

百七十円︑別府南区龍二千六百四

全区1一一万円︑上原町区11三千六

円︑高松一区醐七百二十円︑平岩

三瀬区11五百円︑石並南区四二千．
五百三十円︑高見橋区11千百七十

八十五円︑曾根区﹄五千九百九十
円︑切島第二区聴千八百七十五円

距八千八百円︑中村区11四千五百

十円︑比良区瞳千三百円う旭通区

区11三千百八十円︑本町区11五千

々津中町11二千六百五十円︑鶴町

円︑別府中区u千六百七十五円︑
美々津上町一区回二千三百円︑美

ては次号に掲載させていただき

・

ます︒なお失礼ながら敬称は略さ

い

宮崎テントー1五千円︑．川野芳満

礼申ルあげます︒

せてい﹁北だきました︒

二月一日から二月二十八日まで
の間に︑次の方々から温かいお見
舞金品を ただきました︒厚くお

・．

百三十円︑宮崎精神病院11一万円
・円村玲子 千円︑日連創価学会正
宗信者11五百円㌦大宮高校生徒会

﹁二万円︑延岡みどりケ丘向洋高

六千七百八十三円︑国

校生徒会11三千七百四十八円︑延
TRCロニ千四百六十円︑宝泉寺
．岡地区全ボーイスカウト悶四千円
仏教婦人会悶二千円︑宮大工学部
機械工学科3年一同闘二百八十五
円︑宮崎商業高校臥千八百五十円

︑東草場区

鵜戸神宮匹五千円︑中原区11七百
十円︑西川内区11三千七百五十円

富町社会福祉協議長11千円︑中央

岐阜で働く本県出身者一1五百円︑
日南ボーイスカウトー1千三百十四
円︑東郷丁丁生徒職員一1千六百二

十円︑都城プラス会19名11千円︑

武久11一．一百円︑門川中学校生徒一

露天商組合11千円︑椎葉小学校児
． 童会π四千二百九十一円︑上前田

団第三部職員一同闘千五百円︑石

同11六千五百三十六円︑高鍋消防

区四一万二千七百七十円︑日無瀬
鶏の子︑桐囲︑山びこ︑青空︑し
いのみ︑空の子︑竹の子の各子供
会閣千二百五円︑美々地小学校児
童会一向珊千八百円︑宮崎ライオ
ンズクラブー1三万八千円︑東郷村

千八百九十円︑緑ケ丘小学校児童

並北区馳二千四百円︑奥野区11二

睦三万円︑東郷村民一同咽六万八
千七百五十六円︑松原区11二千五

︑

北郷村社協11一万五千円︑ 北方村
社櫨11五万円︑諸塚村社協闘三万．

会11二千円︑東郷村社協 千九百
三十阻︑西郷村社協11五万四千円

円︑新財市区闘二千百七十円︑熊
．夫︑温水難聴11二万円︑中町区11

谷組宮崎出張所11十万円︑平島敏

二千円︑亀崎南区 三千四百四十
円︑後口隆次ド一万円︑堀一方婦
人会11三千円︑曾根区11五百六十

．︑一
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方たちは︑渡米後ゐ燈国後の抱負
を次のように語っておられまし北．
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遠おしゃ︑お昼休みの楽しい校内
・放送のレコードを聞きなが ら ︑ く
ばられた給食に舌つつみをうって・

！
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