嫡

欝講

麟

カーテン
など燃え
やすいも
のからは

フスマ︑

を怠って
はなりま
せん︒
また置
場所とし
て︑壁や

がある︶

古い器具
は接合部
分がはず
れて石油
がもれて
いる場合

︵とくに

や点検

．．具の掃除

ます︒器

とじてご保存下さい⁝⁝⁝O

回

螺

﹁﹃

﹂

︑ぎ

ましよう︒

▽火事は最初の五分聞
火事は最初の五分間といわれま
す︒早い通報が被害を最少限度に
くいとめます︒火事を発見したら
すぐコ一九番﹂に通報するか︑
隣近所のたすけを求めましょう︒
▽常に火の元に注意して
火の姶末は完全に行ったと思っ
ても︑どこかに手落ちがあるかも
知れません︒お手洗いで目ざめた
ときなどもう一度火の元を確めて
ください︒

▽消火塗備の万全を
日頃の準備が大切です︒最初バ
ケツ一杯で充分消すことができた
はずの火が︑その準備がなかった
ため大火になった例も少くありま
せん︒就寝前には︑バケツ︑浴そ
うにはいつも水を満水しておきま
しょう︒

▽子供に火の恐しさを教える
小さな子供は火の恐しさを知り

⑰轍晦靱縣敵陣和枇．

座所福務他号ためさる
︑務ず事の9れと浸れ

に失禍で道た破等域期

夢市知に乱言て押柱の
悪しりい尿に つ覇業欲
︒々け計大し敢よ当逃意
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少くとも一溜以上は離てしおき

ノで

ません︒日頃から常に火の恐ろし
さを教え︑またマッチなど手の届
かない所に保管しておきましょう
△不葦にして火事になったら
前に述べたように消防︵一一九
番︶へ電話する一方︑毛布をしめ
らせてかけるか︑そのま︑かけて
水をかけると火が散らず︵特に油
に引火したときなど︶効果がある

日も私たちの財産︑生命を火災か

ようです︒ ︵写真は雪の日も風の

ら守る消防署員︶

▼市役所人事▲

市では︑十一月二十九日付で次

秀男H総務課︵選管︶︑黒木和子

の人事異動を発令しました︒
︵︶内は旧任です︒
新名庄市11総務課︵選管︶︑三輪

ξ．ぜ＝．．・三

ほ教育委員会︵福祉︶︑浦辺秀夫

11回目課︵幸脇出張所︶︑前田テ
イ子11幸脇出張所︵総務︶︑矢野
隆士11総務課︵教委︶︑和田義正

福祉事務所︵税務︶
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リ婦むま主とつをきそ々︑ミみ雲水痛がで
この ごろをきべ 方とず励整期のるの

、措識難纏禦雑譜藷壽粛粛｛

火事を出したら119番へ

〆、「ゆ

塗

これから春先にかけて一番火災
の多くなる季節です︒空気が乾燥
しているうえに︑寒さが厳しくな
りますので暖房器具などの使用で
出火の機会が一段と多くなります
そのうえに年末︑年始の忙しさ
から火に対する注意が薄れるなど
の条件が重って︑火災はいちぢる

｛さえ

の痛手はまことに深刻、当面共済制度の運用等にっとめてい

ー・ E番大切なの！よ日頃の心がけ．

しく増加します︒

覇鴛鞭禰離難華舞舞蔓黙欄1鞍

41．155

川

｝火し

励み、道路の改良舗装、し尿処理施設、上水道、その他環境

人口
12月1日

．灘．

｝斎火

計

世帯

噛．蹴

ず・と全割はこの機に大いに賂仮庁舎で復元事務等に｝総

と、一般市民のご不便は計り知れないが、ミ禍は必ず福に転

企画室広報統計係

藤井満義編集人

発行人

η
大事をおこしてから後悔しない
よう︑火災に対する日頃の心がけ
を充分にしておきましょう︒
▽目立つ石油器具の出火
最近︑石油ストーブなど石油器
具の使用が目立ち︑これに伴って
火災の増加も懸念されています︒
石油に使用する臼灯油の引火点
は摂氏四〇ノ五五度とかなり高い
σで常温では燃えにくいものです

潮裟
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火災シーズン
が︑器具の凋囲が過熱されたり︑
ゴミや綿状のものに吸収されると
四〇度以下でも燃えることがあり
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昭和31年9月第3種郵便物認可

⑥集中豪雨で多くの被害

﹁

︸

3

広韓ひゆうが

昭和31年9弓第5種郵認可

2

→

①日向・延岡地区

8月8日の台風9号、9月11日の台風14号で、当地区に局地

的に大雨か降り、各河川か増水はんらんして農地、家屋、河

新産都市に指定

川、橋梁等に多くの被害をだした。被害総額は約2億4千万
円にものぼり、日向市はじまノて以来の水害たった。

→

後進県からの脱皮、未開発県の開発という意味で県と

（写真は床上浸水した細島地区）

響

地元が強力に指定獲得運動を続けていた新産業都市は、

︒趣

鰍

←⑦富高駅が日向市駅に

その熱意が実を結んで、7月12日の閣議で全国15ケ所の

内の1ケ所として日向、延岡地区の指定か内定した。
（写真は指定報告に聞きいる地元住民、野口記念館で）

日向市の表玄関である富麗駅を日向市に似合ったものに改称

←②甘味工場が細島に進出

。ようと国鉄に陳情していたか、富高駅か日向市駅に、また岩

新産都市の指定で将来の発展か約束されている日

脇駅か南日向駅に改称されることになり、その祝賀会が5月25

日駅前広場で行なわれた。また当日は駅前広場の舗装工事も完

向、延岡地域の主要地である細島に、鉄興社についで

成し、名実ともに日向市の表玄関として恥かしくないものにな

二番目の総合甘味工場の進出か決まり、9月30日覚書

った。

か取り交わされた。進出かきまった会社は、東洋果糖
と共和製糖て投下資本は34億円。40年1月から操業開

↓⑧し尿処理場が完成

始の予定。

6

↓③
ビ描
慧
擁去璽麹樋︑︑

鉄興社建設起工

細島臨海工業地区への進出第一号の鉄興社の新工場建

に行なわれた︒当日は鉄興社側から前島同社々長︑寺

ど関係者約二百人か出席した︒
鉄講社は現在建設事務所も開

細島商港の岬から神武天皇の御船出の地としてゆかりの
ある美々津権現崎公園を結ふ海岸線一帯か4月に「日向海
岸」として県定公園に指定された。現在は未開発であるか
新産都市の建設とともに市民の行楽の場となる

︵写真は鍬入れする前島

憩鮮

癒ご癩麟

いる︒

蓼澗

轡欝欝慰謝諾凹

社長︶

4

設起工式は︑三月建設現場である第2区造地で盛大

づ

馨
硝

↓⑩「日向海岸」県定公園に指定

尾︑佐野両常務をはじめ︑地元から黒木知事︑藤井
日向市長のほか岩切経済同友会
代表幹事︑各地元選出代議士な

ヰ

が藷＝極

日向市政

10

蜒jュース

は2万立方ソ（2万人分）

（写真は知事室ての覚書調印）
モ

市では環境衛生整備事業のひとつとして、塵芥焼却炉、し尿
処理場の建設を進めていたか、相月に塵芥焼却炉についでミし、
尿処理場ヤか完成した。工費は4千6百万円で1日の処理能力

↓⑤市長、市議会議員選挙

（写真は美々津海岸）

↑④日向市役所の火災

昭和26年に日向市か誕生してから、第4回目の市長、市議会議
選挙は、4月豹日、29の投票所で一・斉に行なわれた。当日はあ
いにくと雨であったせいか投票率は総体で888％。結局市長に
藤井満義氏が再選され新しい市議会議員聞名か誕生した。

正月気分かまださめない1月16日の午前1時15分頃、日向市役所の

中央講堂から出火、異常乾燥注意報と強風注意報の発令のおりから、
北鼠にあおられて同講堂と本館5棟17室、約2千5百平方⊃fの木造庁舎

↑⑨市長欧米諸国を視察
欧米各国を視察するため、全国市長15人の視察団員の一
人として選ばれた藤井市長は、9月24日から約40日間の日
程でアメリカ、イキリス、フランス、ドイソなど欧米各国
を視察した。なお11月6日に帰えってきた藤井市長は、こ
んどの視察で得たことはこれからの新産都市づくりのうえ
に大いに参考にし、またあらゆる市政面にも反映して行き
たいと語った。

（写真はロンドンで）

を全焼、さらに隣接の木造二階建の山惣アパート約4千2百平方層と
商店街に飛火して同アパートを全焼、商店街6棟を全半焼して同4時
頃火は消えた。
損害は約7千万円。

このため52世帯の被災者を出したか、県内外からのよせられた温い
救援物資、見舞金で市役所は仮庁舎を建設、被災者もいち早く再建に
のりだし．現在りっぱに復興した。この火災は日向市はじまって以来
の択一だつた。

﹂

弄

謂・︐調︐

皆さんが直接納めら
れている所得税とか事
業税︑市民税︑固定資
産税のほかに︑たばこ
を買われ︑その一部分
が税金どなって納めら
ているものに﹁たばこ

れ日向市の財源になつ．
消費税﹂があります︒

この税は専売公社か

三分四厘が税金とな

ら︑たばこ小売店に売
り渡された価格の一割

します︒

一人五口︵掛金千円︑共済金五
十万円︶まで加入することができ
ますので︑ご希望の方は掛金を添
えて市農林課の方へお申しこみく
ださい︒なおくわしいことは︑そ
のとき市農林課の係員が説明いた

済金が支払われます︒

農家の皆さんへ．

▽麦の共済細目書は早目に

ことしも麦の作付時期になりま
したが︑ことしは一人の申告もれ

のないようお願いします︒
共済細目書．︵申告書︶は各実行組

に記入してご提出ください︒

合長さんから配布していただきま
すので︑地名︑地番︑面積を正確

らこの点注意してください︒

なお︑作付しながら申告しない
場合は︑前年度の作付で掛金の賦
課を行ない︑万一災害が発生して
も共済金の支払が停止されますか

諱D壷．ノ｝ノ

− 辱

．レ．

固 定 資 産 に 移 動 が あった方へ

三期・四期分で税額を更正しました
これから家を建てようと思って
おられる方︑また現在宅地を造成
されている方でこの許可を受けて
いない人は︑早目に許可申請書を
農業委員会事務局の方にご提出く
ださい︒

さい︒

許可を受けないで農地を農地以
外の用途に使用しますと農地法に
よって罰則を受けたり︑建設途中
の家のとりこわしを命ぜられるこ
とがありますので充分ご注意くだ

▽建物共済に加入しましよう

火災シーズンになりました︒市

卜

ざしをお寄せくださいざ

今年度の当初の納税通知書で事前
．にお知らせしておきましたが︑こ

んど︵三期︑四期分を主として税
額が増減になった方と︑新しく課
税された方︑またこんごの分を納
める必要がなくなった方︑納めた
分をお返しすることになった方な
どいいいろ変更になった方があり

これ等の方については新しく変

ます︒

更にな．つた納税通知書を送付 し ま

一⁝−五百二十五円のとく

り︑その小売店の所在
する市町村の収入にな
るわけです︒ 昨年の四月からこと
しの三月までの一年間をみても︑
市内の小売店で販売され︑税金と
なって市に納められた税額が︑な
んと千六百八十七万円にもなりま
した︒これから年末︑年始にかけ
・て︑市外に旅行される方も多いと

噛4q

農林課では農家のみなさんの建物
を不慮の災害から守るため︑いま
建物共済への加入を呼びかけてい
ます︒これは一口二百円で︑この
掛金を年一回納入しておけば︑万
一災害にあった場合は十万円の共
9鴨∵●鴨

のように、1日から25日まで全国一

勢

（日向郵便協力会）

年賀状は麗日頃までにお出し下さい
郵便のあて名ははっきり、包装はしっかり

よ

とになっています︒

●

℃

せいにNHK歳末たすけ合い運動が
行なわれています。これは世の中の
不幸な人たちをたすけて、みんなが
楽しい正月を迎えようというもので
す。いま市日一事弼所でたすけ合い
資金や衣料品、日用品の取扱いを行
っています。あなたの温いおこころ

なりかねませんから一人前留守番をしていても、大孝
勢いるようにふるまい、危険を感じたときは小さな譲
ものを買って帰らせ、警察に至急通報しましよう。 1
このほか商店では万引やカッパラィが増えます。手5
さグ金庫や売上金は人目のつかないところにおくよ1
うにし、明るい正月をみんなで迎えましよう。
1

才能たすけ合い一

大きい暴力はなおさらのこと、小暴力も許ざれませ1
ん。どんな小さな暴力も警察に届けましよう。
6

ロけけロロサロリず

︑

ん。ずこん月は年末特別警戒㌍ど行なわれますがお互い1
に懸泣きつらミゴで正月を迎えないよう充分注意しまし寺

モチ米の政府買受けにつ
いては昭和三十八年忌のモ
チ米から︑植えつけ前に政
府と売渡しの契約をするこ

正月用のお二物をして家に帰ってみれば3万円の品さ

ためです︒

物が姿を消していたというのでは何んにも．なりませ1

バレロリリロサリリロハリリロリリロロリリロのけロコリけロロサコいりロロリリコのけ

叉敷醤織灘∫ちよ。、のゆだんか、盗1

思いますが︑ご日程等に応じてつ
とめて市内の小売店のたばこを買
い求められるようお願いします︒
ニ

瀞

い鍵い甚とし獅走．毎年のζとなカ∫ら、とかく1

このことを﹁契約栽培﹂
といっておりますが︑この

この年末にはいろいろな犯罪が起っていまず。忘年会1
でザしずい気侍で家に帰ってみれば空巣ドロ。1万円の轟

した︒こんごの納税についてはこ
の納付書によって納付してくださ
い︒これは︑市庁舎が火災にあい
三十七年中︑資産に移動があり︑
登記が完了したのにもかかわらず
台帳整理ができないま㌧三十八年
度の個淀資産税が賦課されていた
もの凄︑こんど整理して更正した

出くだざい︒ ︐

層もしみ菰さんの中に資産に移動
がφっ寒のに更正の通知がなかっ
た方が蓄られましたら︑移動を証
認する資料応登記済証︑売渡証書
等︶を持参して税務課までお申し

r

みなさんもラジオやテレビでご存知

1
居直り強盗に1

▽押し売りに同情は禁物
押し売りにうっかり同情は禁物です。

来年豹年産のモチ米の政府買

︑︑

買物客で町には一時に人があふれます。この混雑を1
めがけてスリが横行し零すので、いつも自分の横に桑
スリがいるものと●して気をつけてください。
1
△留守するときは錠かけて
瓦
外出するときはなるべく留守番をおくようにし、一1
家そろって外出するときは、しっかり戸締りをした甘
うえ、おとなりにも見廻りをたのんでおきましよ蓋
㌧﹁ト

つ。

売渡しを契約したものに・つ
いては︑モチ米一俵につい
て五二五円の加算金がつきます︒
ですから．モテ米三等一俵の価格は
五︑七〇六円になります︒

みなさんは︑こん月一．一十八aまで

受けもこの制度がとられ︑いま農
協においてこの申込みを受けつけ
ています︒昭和三十九年産のモチ
米層政府に売り渡す希望の農家の

･推ぜん映画案内▲．

に農協の方へお申し込みぐださい

ロ
コと鮫︵小学生感︑④ペロと曾

①サバンナ︵小学生伺︶㍉︑②末は
博士か大臣か 執小学生向騨︑③チ

比a子供たちr．奮生野︶︑︑⑤耳

■

1：

1

▽小暴力も110番へ

・なお不審の点がありましたらご
い︒

遠慮なく係の方へおたずねくださ

必ず許可を受けてから

農地の転用は

最近︑家屋の建築や小工場の敷
地の造成が行なわれていますが︑
農地をつぶして宅地にされる場合

E﹂︵台帳面が宅地であっても現況が

人大隈重信爺学寮︶︑

r農地であれば同じ︶知事の許 可 を

がきません︒

冥︐

受けたあとでないと転用すること

彰緊薯ーー﹃し

、

まれています。わずか一分たらずの間に盗まれる事貰
件が大部分をしめています。自転車、バイクには必三
ず錠をかけてから買物もしましよう。
轟
▽スリがあなたをつけてます。
1

疾

萱
・．
，

「年間に千六百万円が市の収入に

師毒は髪轡のかきいれどき・i
「

聖
さう。、

たばこは市内で買いましよう
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