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1冬

墜

夏休みゐ疲れをとばして

頑張ろう。

．約40日間という長かった夏休みも終り、いよいよ二

㌻

σ、芝、

学期がはじまりました。久しぶりに教室に集ったホい
子たち。あの子の顔もこの子の顔もみんな真黒です・
お父さんやお母さんたちと海へ行った話、宿題の昆

lll旛艶1灘1三滋養ll器

∴窟

礪
華鞭汀・

〆

鍵

疲れを吹きとばし、・悟るいくせや怠けぐせをなくして
勉強に、運動に、大いに頑張りましよう。

一番大切な指導時期です。

②規則的な生活に慣れさせる。．
夏休みの惰性を除いて学校の規則的な生活に慣れさせること
は、指導の根本です。これまでは家庭を中心とした生活でした
が、てれからは再び規律ある集団生活にはいるわけですgこの・
切り換えを上手に、しかも早く軌道に乗せることは、二学期を
充実させるかどうかのカギになります。
休み中に発見した良い点は伸ばすように、また悪い点は早く
除くようにその後の指導も充分気を使ってください。

二学期こそ、子供の生活指導にとって最も大切な時期といえ
るようです。長い夏休み中の惰性がぬけきれず、規則正しい学
校の集団生活がイヤになり、学校を休んだり、不良化したり、
悪るい遊びを覚える児童がでるのもこの時期です。お母さん方
は子供の生活を正しい方向に導くために、夏休み二間申以上に
努力と指導を怠ってはなりません。

①子供を観察する。
ことば使い、服装の変化、持ち物、小遣いの使い方、友交関
係などの生活態度や健康状態、それに学習態度などよく観察す
ることが大切です6このことはふだんでも大切ですが、ことに
学期始めのような生活の転換機には、いろいろと変化すること
があります。その変化を見逃さないで問頒の早期発見に役立て
るとともに、子供を充分知るキツカケにしたいものです。

③健康の増進をはかる。

・

r

夏から冬にかけては、一番長い学期で、 また変化に富むとき・
です。そして九月の初めは季節の変りめでもあります。夏の疲
労がら回復するようにつとめ、食中毒や伝染病にかからないよ
う衛生面に充分注意してあげてください。 （写真は富小で）

努力しよう
＝日向・延岡新産都市指定報告会＝
日向︑延岡地域新

産業都市指定報告大・

行なわれました︒

月

9

会は︑さる二十八日
延岡の野口記念館で

繕襲豊駕

呼びかけました︒

当日は関係二面一町
五村の代表約七百人の人でぎっし
り埋まり︵写真︶また黒木知事を
はじめ県選出の国会議員︑館林前
経済企画庁政務次官︑坂元県会議
長︑地元選出の県議会議員︑各市
町村長︑同議長など四十余人が来
賓として出席しました︒まず延岡
市長のあいさつで開会︑同盟会長
である日向市長が七月十二日閣議
決定までの経過を報告しました︒
次いで黒木知事があいさつに立
ち﹁全国四十四ケ所の激しいせり
あいの末︑指定内示を獲得できた
のは挙県一致a成果です︒本当に
みなさん一人一人

@

ﾙ確幕十三

藁

繍羅国表葦葺飾繰

．＝．

あいさつし︑ ﹁日

矧∵ このあと落合西都
市長や西川都城市
議会議長が代表で

向延岡地区が早く
宮崎県のドル箱に
なって︑その恩恵

ました︒

体に広げるよう全
県あげて努力した
い﹂とあいさつし
午後一時に閉会し

騎翌翌難卿難三

三．一撃

覆
縞

一瀦覇
薦︑憂

藩﹁ハ∵﹀

湿

張︑ 檬∵

野︑︑

﹁

謙糠一．．．

一将来の繁栄を築くため一」冒．
これからもお互いに

63

号

て保垂下さ．い⁝⁝⁝⁝⁝・転じ

◇お父さんくお母さんへ◇

：牽癒1・

艦∫

ことしも9月15日現在で
基本選挙人名簿を調製

ゴ

﹃﹄♪．．

せします．自分の名前がのってい
るかどうかはこの期間内に一度確
かめて︑もし誤載があれば異議の
申し立てをしてください︒

その他ご不明の点がありました
ら選挙管理委員会︵電 話211

いで二番目

市内で山下地区につ

1︶へおたずねください︒

に

昨年は︑財光寺の山下地区

犯モデル地区に指定されまし

区塩見中村地区が︑こんど防

馳咤
ノ

デがモデル地区に指定され︑区
モ民の熱意でみごとな防犯組合
巳になったことは︑たびたびお

ぐう

欝欝寵麟樋門騨枇
中﹂中村地区では︑さる二十六

カ地区が唯一のモデル地区に三
三定されました︒
日に中村公民館で初総会を開
いて役員や年間の事業計画などき
めました︒計画によりますと︑防
犯灯を四ケ所に新しく設置するこ
とや︑交通教室の開設︑防犯診断
防犯新聞の発行︑防犯巡回映画の

﹁

︑

蜜韓輪

．

実施︑講演会なぜ盛沢山の事業が

中村地区では︑先輩の山下地区

﹁計画されています︒

．には負けないとはりきっています

︐

︵写真は初総会︶

ので︑こんごは活発な活動によっ
・て日向市の防犯に大いに役立つも
のと期待が寄せられています︒

瞳欝論難観㎎

るこ乏をおすすめします︒
◆新学期になりまし・た︒例年の

いつでも雨具を備えつけておきま
しよう︒ビニールの風呂敷一枚で
もそれでどんなに助かるかは︑に
わか雨の時などに経験された方な
らご存知のはず︒雨に降られてカ
ゼをひかないうち︑早速実行され

◆変りやすいの．は秋の空といい︐
ます︒傘を持とうか持つまいかと
思うようなときには無駄だと思っ
ても一本お持ちください︒急の雨
で頭からぐっしょりぬれることを
考えれば傘ぐらい何でもないこと．
です︒ことに自転車で通う人は︑

層謎

る芝

ぱ鶉発編瞭讐甥鎚篇

身し

．ζとしは10月2日から

■肝向市名吻＋五纂り峡

中ですので︑・おそらく近年にない
﹁十五夜祭り﹂がくりひろげられ
るものと予想されています︒

沢山の趣向をこらした行事を準備

余興隊の派・遣要請やその他盛

十て指定地域の各市町村に対し

乱戦綱難讐編

馳

7

潮
㎜

⁝

㎜

凶

曳

．大部明るい感じ忙なります︒一

いで買うことができます︒農家な
どの大きな建物でも︑こうすると

一掃の売場で見つければ半値ぐち

でカーテンを造りましよう︒夏物

の日焼けを防ぐために明るい布地

てくるようになりました︒たたみ

◆陽射しが部屋の申までは入っ

包丁で縦に切れ目を入れ︑熱い内
に醤油をかけて食べてください︒

秋ナスが出廻っています︒つけも
の︑醤油煮︑天碧羅などといろい
ろ調理方法がありますが︑誰にで
も簡単にできるのは焼ナスです︒
洗って水気を切って網にのせ︑
時々ころがします︒全部が焼けた
ら水を張ったボールの中にサッと
入れて皮をむきます︒水の中に入
れるのは皮をむきやすくするため
ですから︑冷えない内に早くむき

◆色もよく︑味もよい新鮮な

もったいないからといって﹁ど
れどれ﹂とつまんでみたくなるの
が人情ですが︑その結果は集団食
中毒ということになりかねません
おかしいと思ったときてはキッパ
リと見切りをつけるのが大切です

てしまいます︒

◆秋祭りの季節です︒ごちそう
によんだりよばれたり︑子供にと
っては楽しみなものです︒しかし
食中毒にかかりやすい時期ですか
ら調理を受けもつ人は常に新しい
ものを仕入れ︑くさかやすいもの
は避けます︒妙なにおいのすると
きは試食などしてみずに全部捨て

いです︒

ち直すのでしたら一．︒五〇円ぐら

ワから出して一晩夜露に当ててか
ら日に干すとふっくらします︒打

◆フトンの手入れはおすみですヂ
か綿のかたくなっていぢものはが

・〜．〜5乏n﹁

・ましよう︒九月の末になれば︑半
袖でば寒いような日がまじります

ことながら︑今ごろになってあわ
てて宿題の整理をしている子供き
んがいるようです︒こういうこと
はできれば八月の終りごろに声を
かけて全部すんだかどうか確認し
てやるとよいのですが︑今さら仕
方ありません︒ガミガミ叱ると気
調査員がお宅を訪問し︑調査票〃 をいらだたせますから一週間ばか
り放っておいてください︒子供は
子供なりに片附けて行くものです﹁
◆お天気のよい日に︑衣類に風
を通しましよう︒農作業や家事の
都合でなかなかできないものです
がタンスのひきだしを抜いて一段
ごとに十文字に重ねておくだけで
も湿気の予防になります︒ついで
に長袖や毛糸のものを出しておき

熟議難問該

住宅関係諸施策の立案実施に必要

▼

．の

じ

助総二＋四日頃ゆら馨を始

と鱗癌下敷内の昏に 騨蕩酷編纒響縫難
論藤燦耀譲逢−鰯

⑰講論駐騒鶉御蒲蔀．

酷腰蜂贈

朧講蠣照臨攣

十月一遍現在で住宅統計調査が
全国一せい．に行なわれます︒

この調査は︑総理府統計局が五
年ごとに行なうもので︑ことしは

最近︑わが国の経済はめざまし

その四回目にあたります︒

∠︑
蝋

ノ

．い発展をとげ︑それに伴って衣食
については戦前以上の水準に達し
ているといわれますが︑住につい
ではまだまだ相当数不足している
状態であります︒この調査は現在
の国内の住宅事情を明らかにしで

でげ

存

8

qジ

ら乙︑

選挙においてあなたの
一票を行使するためには

日から十九日までの十五僧間︑こ
の名簿を一般におみせすることに
なっており︑誤りやもれはその都
度修正されます︒

︐九月十五日現在で市内の有権者を

市選挙管理委員会では︑ことし
もこの大切な名簿を調製するため
一斉に調査することにしました．

いる人です︒

こんど調製された名簿は︑こと
しの十二月二十日から来年の十二
月十九日まで据えおかれ︑その間
に行なわれる選挙た使われます︒
ζんど登録される有権者は︑昭和
十八年十二月二十一日以前に生ま
れた人で︑ことしの六月十五日以
前から引き続いて日向市に住んで
近く調査員がお宅をおうかがい
しますのでよろしくご協力願いま
す︒

讐諮聯解瀦契誌町

なお︑このできあがった名簿は
前にも述べたように十一月五日か

事務局で有権者のみなさんにおみ

．

選挙人名簿には基本選挙人名簿
と補充選挙人名簿があり︑基本選

︑

近くお宅を伺います

獣酩籏雑錆計弾弓襲

い︒

一ての選挙人名簿というのは︑ 選
挙権のあるものをあらかじめ登録
しておいて︑投票のときそれと照
合することによって選挙の公正を
はかるために作られる口中のこと
です︒従って選挙権のあるもので
も名簿にのっていない者は投票す
ることができませんので︑有権者
の方は名簿の縦覧期間によくみて
もれていないかよく確めてくださ

ません︒

あなたが先ず第一に選挙

灘騰

螺

鐸

罪

●

・

曙結論罎鞭蟻膿
叢．

論難欝欝灘
u融灘灘
稲 委員会が個々に調査して登載する
ことになっていますが︑登載もれ

昭

艦

︸垂遷躊・講歪4馨
コ
．

持はけりい置け

醗

一

月3日に

初の市民体育祭をひらく
開催要領などまとまる

．のですから︑何よりもみなさん一

うに﹁市民の親睦融和をはかり︑
明朗な市民生活を築く﹂ためのも

ω柔道大会︑紛剣道大会︑④
ソフトボール大会︑㈲レグレ
一．シヨン大会︵婦人会︑幼稚
園箆諸所︑小学生︶
以上︑各地区ごとに競争するこ
とになレます︒これからは市内各
小学校とも運動会が行なわれます
が︑市民総合の体育祭はこんどが
はじ砥てなので何かとつまづきが
多いことと思います︒自分たちの
体育祭は自分たちの手で立派に成
功させるのだという気構えをもつ
でご協力いただきますようお願い
いたします︒

なお︑こんごのこまかい計画に
ついては市教育委員会事務局です
すめてゆきますので︑みなさんか
・らのご意見︑ご希望などありまし
たらどしどしお聞かせください︒

早目に切り替え衷しよう
＼自転車の防犯登録

のを

＝＝一三ミ一≡一一既＝≡≡嚢曇﹇＝≡三量一三一≡＝三三＝5一＝一二≡≡＝ρ﹁噌≡信．

県下で三十七年中の自転車の盗︑
難事故は︑三十六年に比べて八十
一台少ない千二百九十二台でした
三十七年度は︑自転車の防犯登
録をはじめて数年になり︑ほとん

す
で

す録れ転ル行イる四二のて限近くげくで自
。切る車ミなトもにユ登おりくにてら｝転
りよは二つにのな1要り百の毎いべ登車
替う新ユてよとりム制まパ拾年るま録が
えおしiいるしま製度す1得警こすま登
場願いムま登てしがも。セ自察ととえ録
で登ら自アをうわ無ミこつる台と、あにのの

@牽引罐悪難襲
㍗︑

署−

．β﹁．

︑

とになりました︒

人一人の盛りあがりがなくては意
味をなしません︒この大会の趣旨
内容をよくご理解いただきまして
一人でも多くの方が参加されるよ
うお願いします︒
▽期日巨昭和58年11月3日

▽場所11富島中学校︑日知屋小
学校グラウンド︒
．▽参加資格11日向市に居住する

日向市民︒
▽地区分け一1細島︑辱知屋︑富

高︑財光寺︑塩見．平岩︑幸
脇︑美々津︵各小学校区ごと
に色分けするが幸脇が単独で
無理の場合は美々津と合流す
る︶

▽競技内容11ω陸上運動大会︑

▽色分け11抽選による︒

ソ
︑

舐旧識

肥≡≡亀≡≡一一ρ≡一置ミ＝≡＝ξ＝一ミ一≡≡ξ≡≡卿モ一＝≡ξ≡＝三﹂≡＝＝ξ≡一＝三︸一≡≡ξ≡三室一一＝三7＝≡一三三＝一≡一σ≡≡三三一＝

年をと大委︑て

@趨騨醗鯉

ボ＝はし．
蔽骸賊三面廣野鶴勧細臨稔㎜細目＝ト
程所出

m

御

ノ

か

課えるえチかでルえあ千・を難たど」

轍欝蜘・感想論藷同羅フ罵︐
︑の開もい員希い

日工し『
かて三

、

T欝響
・成

．㎞

りコれ月のにしる。効のま

替ッに末ア

りて

明朗な市民生活の高揚と親睦融
和をはかる意味で︑ことし第一回
目の﹁市民体育祭﹂が開かれるこ
これまで︑市民のみなさんから
市民総合レクレーシヨンの場とし
・て﹁体育祭﹂．を開いてはど う か ︑

というようなご意見が聞かれたの
ですが︑予算︑場所など い ろ ん な

問題で開催することができません
でした︒しかし︑最近になってそ
の声が非常に高まってきましたの
で市でもこのことをとりあげ検討

しましたところ︑ことしはいろ
いろな意味で開催するのが最も適
当であるという結論に達しました
つまり第十八回オリンピック東
・京大会が来年の十月に実施 さ れ る

し︑とくに本年度は日向︑延岡地
域が新産業都市に指定され︑新し
︑い都市づくりの空気が充 ち て い る
．年で も あ る の で ︑ こ れ を記念し︑
．よろこび︑また志気を高 め る た め

にも深い意義があるというもので
す︒

市では早速さる八月二十日︑市
議場で第一回の打合せ会を開きま
した︒参会していただいた方々は
・区長連合会長をはじめ地区区長会
長︑市婦人会長︑地区婦人会長︑
小中学校長︑PTA体育部長︑小
申学校体育主任の先生方︑青年代
表︑市体育指導委員︑市三役およ
び職員など約三十五名で︑体育祭
の開催要領や計画などその概要を

この大会は前にも述べまし完よ

所。切し切スこ八で主唱れすん台い

総

かあ
務

ち登らま．ぶ千て

市ま寧日へかでいま

役すに録

のら

よま

ト車首なず約受

はし録で。証年のよい

噌餐

一柱宅調査のため

繍戴

1計い登製す録昨たいYン転にに

、

はもれなく

次のとおりきめました︒

い

，
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通りを埋めつくしました︒

三日間盛大に行なわれました︒
初日の十二日は︑あいにく九日
に当地方を襲った台風九号の影響
で客足もにぶるのではないかと心
配されましたが︑夜になると夕涼
みをかねた親子連れなどの見物客
約一万五千人がどっとおしかけ︑
塩見橋の畔から駅前までの商店街

通りきまりました︒

︑

また飾りつけも︑ことしは新産
業都市指定の祝賀もあって︑例年
にない豪華なものばかり︑見物客
から思わず嘆声があがるほどでし
た︒またコンクール審査は二時か
ら行なわれましたが︑どの﹁七夕
﹂も優劣をつけにくい優秀なもの
ばかりで︑慎重な審査の結果論の

リーニング

観光協会長賞目レストラン寿︑
駅前北通り商店会長賞擁ミツワク
市長賞1一玉屋家具店︑

市商店会理事長賞11まるきや
上町商店会長賞闘三日月堂︑
商工会議所会頭堅雪にのみや
新町商店会長賞髄藤屋印刷所︑

ら最近︑家屋の建築がめだ

ﾆ罫叢鵬

はをるところで見受けます︒

充て建築されているのをいた

用可

場合でも転用許可牢請が必要です

﹂また．宅地以外に農地を転用する

■もし許可を受けず無断で
転用した場合は建築途中の家でも
とりこわしを受けたり︑呈せられ
ちことがありますので︑まだ農地
転用の許可を受けていない人は早・
目に許可申請書をご提出ください

潮繋麗彗ない・と

転即事の許可を受けなければ転

これは農地法によって知

とは間違いないが︑時期はいまの

にぎわった﹃七タ﹄まつり

三日間の人出は推定五万人

は少なくとも四十年四月までには．
完成するだろう﹂

またこの建設が遅れていみため
再びかわって合金鉄工場の建設が
先になるかも知れない︑この工場

ところはっきりしていない︒

Cの割当てもあり︑﹁建設されるこ

しかしすでに通産省からのED

かかれない状態である︒

学問題がかたずかないので︑その
あおりを喰うて今だに建設にとり

興社
一建設事務所を開設i−

．なうことにしています︒
．﹂事務所長に就任された羽根田勝

﹁早速地質調査にとりかかり︑
これを十一月号でに終了する予定
である︒当社は最初合金鉄工場の
建設を計画していたが︑鉄鋼界の
不況から塩ビ工場を先に建設する

雨靴韓羅糠硯

がけて先月十五日から元養老院あ
とに建設事務所を開設しました︒
まず︑ボーリングや地質調査を行

．鉄三社では︑︑細島工場建設に先

纈

言題

，

騨讐葡難驚塁畑鼠

日向市名物の﹁七夕﹂まつりは

洗月＋二日噸一癖壕での

ζ﹂農飢雪

r一︑≠ 三．蹟∵一・ざ

飴︑

纏い︒

申請用紙は日向市農業委員会に
準備してありますのでご利用くだ

一般職昌四＋鴫名が異動

農林︶︑税務課日澄本和久︵会計︶
衛生課11日高巌︵細島支所︶︑市
民課一1児玉徳子︵美々津支所︶︑

11中村喜和子︵教育委員会︶

税務課ロ小林葉月︵建設︶︑建設課馳

戦争未亡人の方へ

請求手続は早自仁

付金支給法︵法律第61号︶が制定

﹁広報ひゆうが﹂七月号でお知
らせしましたように︑さきの国会
で︑戦残者等の妻に対する特別給

は旧任
市民課11黒木基 ︵財政︶︑税務

とになりました︒

され︑特別給付金が支給されるこ

総務課疑高木弘︵

︑税務課B佐藤保︵会計︶

草野

︵企画︶︑議会事務局1一石川

．． 0

県民貯蓄蓮動

ためご協力をお願いします︒

・運動期間は九月一日から十一月
三十日までです︑一千億円達成の

伸びはあまりょくありま．せん︒

これまではみなさんのご努力︑
ご協力によって貯蓄高も順調に増
加し︑本年七月末で九百四十一億
円に達しましたが︑最近における

ます︒

9月1日から﹁県民貯蓄一千億
円達成促進運動﹂が行なわれてい

傷

用紙は︑ほとんど市福祉事務所
にとりそろえてありますので︑手
続方法などくわしいことはその都
度係におたずねください

こういつたものについては︑各
人の住所をつかむのは困難であり
一人一人にその連絡をすることが
できませんので︑自分も該当する
のではないだろうか︑と思われる
ような人は一応市福祉事務所へお
申し出ください

い方が大部おられるようです︒

市福祉事務所では︑いま請求手
続の事務を進めていますが︑該当
者でもこの手続をすまされていな

課11柳田弘充 ︵財政︶︑農委事務

市では捌きに︑係長級以
上の二十一名の異動を発表
しましたが︑八月十二日付
で一般職員四十一名の異動・
を発表しました︒ ︵︶内

O

局11児玉腰 ︵税務︶︑市民課11日
高義信︵税務︶︑

細島支

︑農林課H石川国璽︵税務︶

企画室11生野豊三︵税務︶︑

税務︶

所11長曾我部善治 ︵市民︶︑財政
課目是沢長吉︵市民︶︑岩脇支所11
高橋真夫 ︵市民︶︑税務課荊黒木
信子 ︵市民︶︑農林課 黒木金義
︑税務課11児玉忠二︵衛

建設課11影石恵盛︵農林︶

︵衛生︶

生︶︑

農委事務局巨戸高鈴子︵農林︶︑
︑農林

税務課11長渡末広︒︵商工︶

．木政春︵建設︶︑水道課田田中三

課11杉木守 ︵建設︶︑税務課H黒

水道︶

男︵建設︶ ︑美々津支所疑石田正
義︵水道︶ ︑建設課昌坂本克己︵

会計課H岩永昭三郎 ︵保険︶︑税
務課聾為広豊子 ︵保険︶︑衛生課
鈴木括顎 ︵福祉︶︑税務課罰後
藤房子 ︵福祉︶︑税務課11糸平司
︵細島支所︶ ︑市民課11児玉正︵

岩脇支所︶ ︑税務課11石川敦也︵

議会事務局︶ ︑福祉事務所

岩脇支所︶ 企画室11松木ミチ子︵

二郎

︵企画︶︑保険課11戸高尚美

恭子 ︵農委事務局︶︑税務課¶児
玉嘉嗣 ︵消防署︶︑税務課目下淳
佳子

﹂

4

︵農林︶． ︑税務課11古川マチョ．︵
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