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晩秋のけむり
毎・・…やわらかい西陽が山の背に落ち、急に暮色か肌にしみるたそ
働一…がれどき…。
毎一・・遊びつかれた子等たちも駆け足で家路をたどる。
脅一…山脈がうすい墨絵にかわり、魚船の群れも港へ船足を速める
命・……ころ㌔古い神社の境内では、枯落葉を焼く母と子の姿が、
吻……白い煙りの中にくっきりと晩秋の影をきざむ。
勿・・…ここ美々津町はミ日向海岸の県定公園ミとして「神武天皇御
脅一一船出の聖地立磐神社」名園「権現崎公園」がある。
争・一…いまは遊び憩う行楽客の姿も少なくなったが、夕景色の中に
毎・・…浮ぶ美々津の景観は、道行く人に限りない風情を残していた

孤

○⁝⁝⁝とじて保存下さい⁝⁝⁝0

（美々津立中神社で）
皿ll讐

＝ﾟξ≡三三
≡≡一
≡≡ミ

諾

︑

耀
■

1

住宅難解消一一1

﹂

≡≡き＝三三5一≡＝三讐三戸一＝三三呼

十月の神無月と対象した意味にとれ恥

神楽月︑雪待月︑雪見月︑仲冬とも隅
呼ぴます︒神帰月はいうまでもなく砂

また仲冬というのは陰暦で四季を分即
けたときに冬を十月︑十一月︑十二

㎞

月としていましたので十一月が冬の
鯛

真ん中にあたっていたからでしよ

八日は立冬で︑これから火が恋し穿

︐つ︒

十二月になってあわてないようにり

くなります︒

ξ≡三＝≡一一一一一グ≡≡＝＝＝＝≡一ξ≡≡三＝≡≡一

のことを﹁しも

つき﹂といいま

一≡＝ぎ＝三三一＝；葺三一≡＝﹁

菊
す︒

Oか繋4陰暦の二月

自門
し︑

﹁しもつき﹂

という言葉が最も古く見られるのは

日本書紀︑神武天皇紀で︑それには

﹁卜しもつき天皇筑紫国岡水門︵み

なと︶に到り給う﹂とあります︒

一一

巳
四

﹄

㎜腿

万葉集には﹁天平五年︑冬しもつ
きをもって大伴の氏神を供祭するの

ておきましょう︒

り

月
号

公用も私用もいまのうちから片附け㎞

秋深く見ゆる垣根や
えびかずら

国見山見あかぬ冬の
きたりけり

初雪のとけゆくさまや
麦畑

，

とき︑いささかこのうたを回す﹂と

あり︑以後多くの文書にみうけられ

ます︒

﹁十一月︑濡しき

﹁しもはっき﹂という由来につい

て奥儀抄の中で︑

・

このほか︑つゆこもり月︑神帰月

のようです︒

63

りに降るゆえに霜降り月というのが
至った﹂とありますが︑これが定説

恥山闘mρ11111皿塾11m｝11伊mlll凱II闘mIゆ田111駈恥lmI11皿m田lrhml柵6加口恥關llll14田翼：11也m111mρ朋且嘱hml岬凱lr唖旧1III

市では、工費6砺円このほど魚のアノ母一ト魚
（魚礁）133個をつくり、細島沖合4キロの海の

底に沈めました。
これは沿岸漁業の振興をはかるために造っ

ア

ノマ

たもので、すでに細島沖合、美々津沖合に沈

1

ト

めた魚礁にはタイ、アジ、サバなど多くの魚133

族が住みついていることがわかりました。

個

つ
魚たちも・こんど沈めた魚礁悩個を楽しく
いわが家とし、細島の沖合を永住の場所にす

ることでしょう・

る

1

、

〆．

ればなりません。
まトサン

幅譲や

・葺

F

鈷．

一他人にめいわくです

事例があります︶

⑤一般の家庭では︑住宅の出入口
窓を開放したまま乳幼児を寝かし
ておくなどしておきざりにしない
こと︵乳幼児が犬に咬み殺された

▽災審︑損書の

紅堕琶〒日に
舞濡課で

必要な方はなるべく早目に証明
願いをご提出ください︵用紙は総

課で発行します︒

台風や水害のため︑商品︑建物
に損害を受け︑後日このための災
害復旧資金の借り入れや︑滅税な
どの資格を得るため︑被害証明を
必要とされるときは︑市役所総務
ワ

務課に準備してあります︒︶

⁝▽モチ米一俵について
五百二十五円の奨励金
農家のみなさんに︑ことしはじ

⁝
めて実施された契約栽培で︑作付
ノ
．
前にモチ米の売渡し予約をおへ願い

日までに売渡したものについては

しましたが︑この予約売渡しにつ
⁝いては︑モチ米に限り十二月十五

水稲モチ米一心に五百二十五円︑
陸稲モチ米一俵に二百二十五円の

σ奨励金がつくことになりました︒
売渡しを予約された方は早目に
引き渡しをされるようおすすめし

ます︒

▽畏地の転用は必ず許可を

ろいろと問題があります︒

家を建てるには土地が必要です
宅地に建てる場合は別として︑農
地︵田畑︶に建てる場合には︑い

です︒この許可がおりる前には︑

まず農地を宅地にしなければ建
てられないわけですが︑その場合
農地法によって知事の許可が必要

をすることができません︒

申請地を埋め立てたり︑基礎工事
許可申請の用紙︑手続等は一斉
農業委員会事務局で行ないますの
で︑これから家を建てようと思わ
れる人は事務局の方へお申し固く

ださい︒

専

〜

沈

︐邑

6眺

9
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︐

レクレーシヨンの指導などです︒

︵

ます︒

お急ぎの戸籍抄本を頼まれ︑即
日できないためにお叱りをうけて
いますが︑こういつた事情ですか
らよろしくご諒承いただきまして
少なくとも二︑三日前にお申しこ
みになられるよう重ねてお願いし

ません︒

借り受け︑それをもとにして調査
し編成して行くわけですから︑き
よう︑あすというわけにはまいり

■隔・﹁・げ

▽開講即詰 7時から9時半まで
▽場所当日向市議会議場
参考までに学習内容をお知らせ
しますと︑㈹人生と教養︑＠個人
と社会生活︑の家庭生活の意義︑
⇔日向市の将来︑㈱民主々義と選
挙︑的日本経済の動向と展望︑ω

5日︑9日︑12日︑18日の六回

▽開設日n11月盤日︑12月2日︑

・申し込みください︒

すが︑市教委では来年成人される
人は全員受講されるよう呼びかけ
ています︒なお一応の受講人員を
把握するため︑受講希望者をつの
っています︒ご希望の方は一応こ
ん月二十日までに市教委の方へお

開設日時︑場所は次のとおりで

福するとともに︑社会人としての
自覚を高め︑教養を身につけても
らうために開設するものです︒

これは︑成人としての門出を祝

とにしました︒

はじめての試みとして︑来年一月
十五日に成人式を迎える人を対象
に﹁公民教育講座﹂を開設するこ

日向市教育委員会では︑こんど

﹁公民教育講座﹂を開設

成人者を対象に

・よ

イ憲

薩

最近︑野犬による被害が
多くなり人や家畜に対して
咬傷等の被害は﹁知れたも
の﹂ではすまされなくなり

犬を飼うときは必ずつないでから

ました︒

⑥生後三ケ月以上の飼い犬は︑毎
．狂犬病予防注射を受けること︒

．年一回の畜犬登録と︑春秋二回の

巳

簿謬謬聖矯

います﹂と語りました︒

た︒これから︑諸般の問題をかか
えている日向市政にも︑あらゆる
面から反映させてゆこうと考えて
なお︑くわしいことは視察資料
がまとまり次第︑各地区ごとに報
告会を開く予定です︒開催日程が
決まりましたら︑またお知らせし
ますので︑そのときは多数ご参加
ください︒

市役所人事
市では一日付で六名の異動を発
消防署︵税務︶︑児玉

令しました︵︶内は旧任
児玉嘉嗣

礼儀11福祉事務所︵税務︶︑石川
敦也11市民課︵税務︶︑糸平司聾
総務課︵税務︶︑柳田弘充11総務
課︵税務︶︑平野辰男11総務課︵
税務︶

来春成人される方へ

十五日までに生まれた人です︒

市教育委員会では︑来春成人さ
れる方の調査をしています︒住民
登録をしていない人は早目に市教
育委員会︵電話二九二四︶へお申
し出ください︒該当者は昭和十八
年一月十六日から昭和十九年一月

だ一年はかかる予定です︒

二︑三日前にお申し幽ください
それで戸籍係では︑本戸籍がで
きあがるまで︑これにかわるもの
として仮戸籍を発行しています︒
この仮戸籍は本戸籍となんらかわ
りはなく効果も同じですが︑ただ
作成してお渡しするまで最低二日
かかります︒時間のかかる理由は
焼失した戸籍の副本を法務局から
ノ

…
……

……
…

つい先日も市内の農家で
鶏舎が荒され︑ニワトリ十

﹁犬を飼育している﹂とか﹁強犬

数羽が一度に盗まれました︒ この

に注意﹂などの標識をはること︒

㊦

玄関︑その他見やすいところに

ほか集団で登校している学童に襲
いかかり︑二人の子供に一週間内
外のケガを負わせたり︑進行して

⑦犬を飼育している人は︑建物の

くる単車にフノ・に襲いかかり︑運

あとを絶ちません︒

転をあやまって事故を起させるな
ど︑野犬や放し飼いによる被害が

z贈

受箱はなし
犬は放し飼い
ロ
その上呼んでも
出てこない⁝⁝

郵便屋さん
泣かせ

逮

市では︑これらの被害を少なく
するため︑毎年何回かの野犬狩り
を行っていますが︑飼い犬に対し
てはどうにも手のほどこしようが
なく︑飼い主に対して次のような
注意事項を呼びかけています︒
うちの犬はおとなしいからとい
わず︑隣近所や他人にめいわくす
ることも考えて︑いますぐ引き網

Ψ犬を飼うときの注慧ム

・

市民課では︑いま焼失した戸籍

戸籍を焼失しました︒
の復元事務に努力していますが︑

現在のところ約四十パーセントが
復元されただけで︑全部の戸籍が
できあがってしまうまでには︑ま

Z7◎r4

一一

を買ってつないでください︒

①犬は必ず他人に危害を加える恐
れのない安全な場所につないで飼
育すること︒飼い犬が温和であっ
ても︑昼間︑夜間を問わず自己占
有以外の土地に犬がぬけださぬよ
う囲いなどの措置をとること︒
②犬の散歩︑運動には︑引きづな
または口輪をはめること︒．

と︒

③不要な犬は必ず保健所に引きわ
たし︑みだりに捨てたりしないこ

けること︒

1六日下り日
で向元気に帰る
この度全国市長会より欧
米各自視察団員のひとみりと
して選ばれた藤井市長は︑

九月二十四日に羽田を出発
四十日間という長い視察日
程を無事おわり︑こん月の
六日下り急行﹁日向﹂で元
気に帰ってきました︒

出迎えを受けた駅頭では

綴陰縫嬰脳蔑
ことができました︒

四十日間という長い視察の全日程
も無事おわり︑初期の目的を果す
こんどの視察で得た知識を︑こ
れからの市政運営の上にも大いに

反映させてゆこうと考えていま
す﹂と語り︑午後一時から行わ

た︒

れた記者会見でも﹁天候に恵まれ
全部の視察日程を終ることができ
ました︒当初考えていた視察目的
は自治行政の視察が基本目的で︑
わたしとしては末端行政までよく
見てくるつもりでいましたが︑団
休行動︑視察の日程などの関係で
思うようにならない点もありまし

︐

ご存知のように︑さる一月の大
火で本庁関係︵富高．日知屋︑細
島︑塩見︑財光寺︶の八︑三八四

・：：・⁝・三ぎ・・戸籍謄抄本の必要な方は

しかし︑各国各様の自治行政を
じかにみて大いに勉強になりまし

望

叩
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戸

［
④犬を飼育している家庭では︑郵
便物︑新聞︑牛乳など受け箱を設

ンンン

馨

奮：

放し飼いは

ジ離籍︾無難属箆︑弓∵＝ぐ

ドド髭

清い一票を〃二等
考えて
よく

評・

遷惹糞葦掌編曲螺磯毒薬？楚趨饗・壽難蒙課謬・三蓋酒讐
﹂
き
．
マ4

冨べ、

よく見よく聞き
、糖｝へ

ま し よう

す。しかし、やはり理屈は同じです。

壕む奎
熱熱

この際、わたしたちは政治と生活とが直
接結びついているという自覚をもって、一
票の重さをしずかに考え、政治に対するわ
たしたちの真の顎いと要望を反映させなけ

羨
．露」

日向市で、このような投票所は次の4ケ

金壷謡露蹟疹謹書ノ轟．．︐
＼

・撫．．

でう
かつ
けて
所です。

地方選挙の場合は、その良し悪しが、わ
たしたちの台所に直接響いてくる関係で、
わりと関心をもたれますが、こんどのよう

▽1時間繰上げ（前7〜後7時）＝三毛投
票所、飯谷投票所、余瀬投票所
▽2時問繰上げ（前7〜後6時）＝田の原
投票所
ゴポスターの掲示＝
ポスターは市の選管が一投三所当りに
三ケ所の掲示場を設けていますので、この
掲示板以外は掲示することができません。
金権候補やボスにおどらされたり、政治
に対する：不満から無関心におちいって棄権
したり、なげやりな投票をしては、せっか
くの民主別義も育ちません。
21日の投票日には、よぐ考えて清い一票
をもれなく投票しましよう。
ギ凸

，

ノ

聖P

れて10年を経過しようとしています。

（

かかっているのです。

分以下では増収はとうてい望めません。
▽集団栽培が増収のコツ
品種、肥料も統一して、本田、苗代も
集団化し、適期に共同で作業を進めるの
がさらに増収となるコツです。
その間、栽培面積も最初の80アールから
今年の5．420アールと総水田の52パ一山ン亀は、宮崎の早期米として高く評価されまし
﹄

r

げたいものです。

欧米視察を無事終え

ｻ在約紛％が復元一
噛一・一・

果の充分あらわれないときに施肥料が半

▽良い種子で増収を！
ことしは、トワダ、N17号から米質本位
のコシヒカリ等が全面的に栽培されたこと

営農近代化を進めるための基幹として、
栽培をはじめた早期水稲も日向市にとり入

な申央の選挙となるとそれも薄れがちで

簸鎌脚購

政治の良否は選挙の良否によって大きく
左右されます。主権者のみなさんの意志が
正しく政治に反映されるかどうかは、みな
さんが選挙において、いかに行動するかに

▽施肥量は？
肥料も最初は基準どおりであったが、
いまは最初の半分の量しか施用していな
いのが現状。寒い時期で、しかも肥料効

ことしの栽培状況を反省して

写真は秋ジヤガで後地緑化した百町原

あなたの意志を政治に反映

遡総
ます。

ζ
いままでのように人家とか壁、電柱に掲
示できないのはもちろん、他の候補者の
掲示場所として数字で示された処をおか
すと違反になりますので選挙運動に従事
するような人は充分注意してください。

21日は衆議院議員選挙
のひとつです。

→

、

♪

◇注一意一事一項◇
＝投票時陽の廷長＝
墓誌時閥は、これまで午前7
時から午後6時まで行われて
いましたが、こんど臨時特例法力河決され
午鋒8時までに延長されました。即ち閉鎖
時間が2時制延長され、午前7時から8時
までになったわけです。ただし地域の状況
でその必要がなく繰上げても実害がない投
票所では、1時間ないし2時間繰上げられ
トを栽培するようになりましたが、面積の たが、種子の更新が非常に悪るいようで
増にともない、ここ1〜2年間に反収が減す。採種産種子でも2〜3年目には更新す
少していることはどうしたことでしょう。 るζとが増収のコツです。3年目も栽培す
国では農業構造改善の実施など地域の農 ると暖地では四パーセントも減収するとい
業を育成してゆくためにいろいろな手を講われています。
じていますが、日向市のように零細面積で、
▽苗代は薄まきで適令苗
しかも耕地条件に恵まれず、米作を主とし
を！
た営農ではやはり稲を早期化し、後地の2DO
早期栽培をはじめたこ
日を有利に経営することが、これまでもま
ろの4〜5年忌、指導の
た、これからも大切な営農方法といえるよ
とおり適期に適量を、し
うです。
・
かも新しい種子籾を使い
わたしたちは営農近代化のための早期水 苗令4〜5枚の適期に植
稲を、これからも大いに伸ばすため、現在
えられていました。いま
の作り方に再検討を加えなければならない
はどうでしょう。
段階にきたようです。
厚まきで、しかも苗代
次の項目は、ことしの栽培状況をふり 期間は長く老令苗を普通
」

㈱月欝病郵便鞠晶晶
L

水稲のように栽培されていることも減収
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かえって気づいたことです。充分検討され
来年度は栽培面積を7．㎜アールに伸ばし、
後地を集団利用することで、園芸特産地や
飼料の自給度を高め、豊かな農村を築きあ

早期水稲馨の問題点
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渥魏疑野饗離群肝 ︑
ﾁ煽難譲慌購鄭が

にわ之参の邊差重臣的に

雛黙鮨通勤酔蠕ユ

癬凝謡講
課羅艦鰐鑑

幸脇消防団︵第二〇部Yでは︑．

新鋭ポンプを購入瀞防棚

37年度優良納税表彰式

四〇名と九団体を表彰

・．昭和三十七年度の優良納 税 者 表
あとで行われました︒

．繍灘難蝶

一般住民の結核検診

もれた人を対象に

市衛生課では︑第二回目を次の

日どりで行なうことにしました︒

の場所で受けてください︒なお料

いまま︑で宮崎僅運事務

課・所に申請して登録し︑車

で

軽羅叢鵯

．殊．つと地方税法の改正によっ．

自けじように道路運送車輌法

さい︒

市内で四人目の拠出制母
子年金の受給者がでました
受付を受ける人は︑市内

︵48︶さんで細島の児玉千

美々津余瀬ψ長野アサヵ

代さんにつぐ第四号です︒

で支給されます︒．いままで受給さ

なければ該当いたしません︒例え
ば子供さん三人があった場合︑不
幸にして主人がなくな乃れたとき
は︑一万九千円に第二子から一人
当り四千八百円が加算されます︒
そして子供さんが十八才半なるま

れるはずであった年金が︑保険科
を滞納していたためもらえなかっ
た例意あり︑年金係ではやはり保
険料を完納することが一番大事な
ことなので︑納期がきたら必ず納

長野さんは︑夫の敬治さん
が病気のため︑さる五月過
死亡されましたので母子年
金として年立二万四千円の

めるよう呼びかけて炉ます︒．

︐

年金が支給されます︒
この拠出制母子年金は︑

ノ

保々料を完全に納入してい

︑．

五れから小型特殊自動

農耕作業用自動車︵いままで軽
自動車︶等︒
なおわからないことがありまし
たら市税務課の方へおたずねくだ

フイニツシヤ︑︐ホイールハン．マ

ラドルキヤリヤ︑アスフアルド

リフト︑ホイルクレ：ン︑入ド

．ドスタビライザ︑グレーダ海ス
クレーパ︑ショベルローダ︑ダ
ンバ︑モータスイーパ︑ホつク

ドローラ︑タイヤローラ︑ロー

・カタピラを有する宮動車︑・羽i

▽小型特殊自動車に該当するもの

ださい︒

ナ 車を買われたり︑変更︑
︑廃車等の異動があったと
きは︑市役所税務課に届けでて新
しい標識︵ナンバー︶を受けてく

の

鷺欝灘繹舞

一般の方で第一回目のレントゲン
撮影を受けていない人は︑最寄り

程睦

金は無料です︒

冾P1細島宝幽幽︵930〜11︶

腿日

卲菇{谷公民館︵9豹〜11︶

畑浦公民館︵1豹〜3豹︶

庄手公民館︵1〜2︶︑梶木公
民館︵2豹〜4︶

冾P1江良公民館︵9孤〜11︶

曾根公民館︵1豹〜330︶

冾t塩見小学校︵9聞〜11︶

財光寺派出所横︵1蕊〜3豹︶

冾g岩脇農協前︵9聞〜11︶

冾P1美々津支所︵10〜12︶︑高

幸脇公民館︵1m．〜3豹︶
松公民館．︵1豹〜3甜︶

♂

やはり保険料完納が大事

カツコ内は時間です︒

f

長野アサカさん（市内余響

彰式はτ．先月十四巳︑元日向 映 劇

このほど西区︑申区︑東区の協力
で新鋭トーハツポンプ︵二気筒四．・

○馬力︶を四〇万円で購入しまし

こんゼ表彰を受けた人は︑四年
も
間連続納税組合長を勤められた新
名久夫︵申町︶ざんほか三十九名
と市税完納部落として下町区︑一

これは市が二分の一︑地元負担

塗鞘謬號擁侃測㌣
霜鮪難町無籍雛甥﹄
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．
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嘗

U転．

量目ツポンプが古ぺなったのと〆一．

た︒

般税のみ完納部落として別府北区

が二分の一で︑現在もってい脇下

など九団休でした︒

難戦訟灘讐鎌麓齢

漁し︑男手が足りないため留守虫

の火災が心配されていまし．たが︑．．

昭和ゴφ五雲π県下でも珍ちしい

．㌔

販講謬醗院議下聞
ています︒ ︵下︶ でち．

．︑

¥ザむ︐

憶藤豊

保険税のみ完納部落として地蔵区

市内の納税組合は︑現在二百八
十八組合ありますが︑37年 度 は そ

の組合のうち百七十五組合が百％
完納するというみごとな成績でし
た︒市では納税を行うのは︑やは
り組合を結成するのが一番手軽な
︵上V
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