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この健康……この無邪気さが

未来の日向市を築く
1回2回3回4回一一。
「腕がぬけちやう！もうだめだヨ」

「そんな弱虫、もう度一やってごらんヨ」

この無邪気、この健康さが未来の日向市を
きついてゆくのです。

r蝋・騨織、

鱗

けない、この子等のようにみんな健康に気を
つけて楽しい夏を・…一。
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健康で明るい日向市は、こんなところがら
生まれてくるのです。
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おとしよりも、若い人も、健康で暑さにま

毎月10日晃行
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勿夏の健康を守る運動勿

識

認

一日から夏の健康をまもる運
動がはじまりました。

食べもの、飲みもの、からだ
にはじゆう分気をつけて、健康
で楽しい夏をすごしましよう。
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男女計

人

（7月1日現在）
20。062人
21．597人
41．659人

世帯数

9．947

ド

市民に手数をかけない

市役所
窓口事務の改善や、新しい
住居表示の方法などきめる

一般教養︑生活改善について学習
岩脇青年学級 岩脇支所で一般
教養について学習

月までです︒

塩見青年学級 塩見小学校て一
般教養︑農業について学習︒
声高女子青年学級目第一生命ホ
ールて﹁般教養︑家庭問題につい
て学習︒なおこの青年学級の開設
期問はことしの六月から来年の三

ること︒

■市街地の住居表示の方法を改め

ます︒

このことは﹁広報ひゆうか﹂五
月号でも概要をお知らせしました
ように︑いままでの大字何日何番
地とか︑何区何番地といったよう
な番地制住居表示を改め︑市街地
を街区に区分し︑その街区内の家
屋について一連番号をつけてゆき

一街区に住ん

たとえば上町一丁目を三街区に
分けたとしますと︑

でいる人の住居の表示は︑日向市
上町一丁目一街区一︑ 一街区二︑

一街区三というように︑三街区の
人てすと日向市上町︸丁目三街区
一︑三街区二︑三街区三というよ
うに︑これまでの番地は全然使わ
なくなります︒

■市税賦課徴収条例の一部を改正
する条例
これは︑こんと地方税法の一部
を改正する法律にともなって︑市
税賦課徴収条例の改正かなされた
もので︑主な改正内容は次のとお
りてす︒

④個人に対する市民税の非課税限
度額の引圭げと︑基礎控除︑扶
養親族控除を所得から控除する
ようになったこと︒

費税で減収補てんをするように
税率を改正したことなどです︒
■日向市の課設置条例の一部を改
正すること︒
これまでの課のほかに︑新たに
﹁収納課﹂をもうけ︑これまでの
保険課を︑ ﹁社会保険課﹂に改め
ることにしました︒

これは︑窓口事務の改善︑事務
能率化のために行なわれたものて
これまでの窓口を一本化し︑市民
のみなさんか︑いちいち各課を歩
いてまわって書類の手続をされて
いたものを︑歩かないで一ケ所の
窓口てほとんどの書類︑事務手続
かすまされるよう改善されました
また﹁収納課﹂を設置したこと
は︑これまて︑市税︑保険税︑農
業共済掛金︑国民年金掛金︑その
他じんあい︑し尿処理手数料など
各課ことに徴収していたものを︑
収納課一本にまとめ︑市民サーヒ
スにつとめることにしました︒
■市起債および償還方法︒

納骨堂建設事業充当財源として
四百万円を宮崎県市町村共済組合
から借り入れることにしました︒
利率は年六分五厘︑償還は四十
二年度から五十八年までに元利均
等償還です︒
なお議案の一5︷か︑国道十号線の

委員会に附託きれました︑

精工促進なと︑陳情二十四件か各

越ぼん資金を貸します
国民金融公庫延岡支所ては︑い
ま越ぼん資金︑その他事業資金の
貸付けを行なっています︒

最高二百万円まてて︑百万円ま
ては底幅として担保を必要としま
なおくわしいことは市商工水産

せん︒

い︒

噸

課か商工会議所におたずね下さ

昭和二十八年十月に︑地方の婦

いうのをお存知ですか︒

みなさんは︑婦人少年協助員と

婦人年少者の相談相手

協助員をご存知ですか

ご利用ください︒

行政委員は︑みなさんの味方に
なって事情をよく聞き︑宮崎行政
監察局に連絡して解決をつけてく
れます︒行政上のことで︑相談を
うけたいときは︑この相談委員を

さんです︒

国や県︑市の行政に■不平や不
満のある方■役所のやり方に納得
てきない方■不利なとりあつかい
を受けている方■役所の仕事を促
進してもらいたい方■法令や手続
の方法かわからないで困っている
方■その他行政上の問題てお困り
の方はありませんか︒
このような行政上の苦情︑相談
に応じてくれる人かいます︒行政
相談委員かそれてす︒
日向市の行政相談委員は︑綾部
末吉︵亀崎北区−九電営業所前︶

たまわります

苦情・相談

行政相談委員に綾部さん

オリノピノクの年でもあり︑お
互街をきれいにしましよう︒
︻写真−車窓に日向市の印象はと
ううつることてしょう︼

いでしょうか︒

これには身近な問題から手をつ
け︑まず寧となか手本をしめす必
要かあるようです︒それかやかて
明るい清潔な日向市を築くことに
なり︑また子供の公徳心を高める
ことにもつなかってゆくのではな

せん︒

供の教育かてきるものではありま

●

朝のべんきょうおわり
夜のべんきょうはじめ

②住宅の建設を促進するために︑
新築家屋に対して固定資産税の
軽減をはかるようになったこと
◎電気カス税を軽減し︑たばこ消

†時
午諺七時

いえないようてす．しまの実情を

一部にこういつた心ない

う〃ということかさかんにいわれ
ていますか︑学校や家庭たけで子

〃いま子供の公徳心を高めよ

げいています︒

一メートルたらずの幼木のため
か︑枝や幹を折られたり︑ひとい
のになると根っこから引きぬかれ
たのも数本ありました︒
﹁やかては大きくのび︑春には緑
秋には紅葉でわたしたちの目をな
ぐきめ︑生盾にうるおいをあたえ
てくれるものを
﹂とみんなな

ます︒

人か存在するということは︑実に
残念なことです︒
写真は︑心ない人によって捨て
られた塩見川のチリの山てす︒や
がては病源体を運ふカ︑ハエの発
生源となるだけに︑ぜひこのよう
な不法処理はなくしたいものです
また︑ことしの四月に植えられ
た中央通線の街路樹﹁ナノキノハ
セ﹂も︑あちこちいためられてい

わらず︑

大部分の家庭ては︑清潔な環境
づくりに努力されているにもかか

なっています︒

例をあげますと︑塩見川︑富高
川など塩見橋のたもとになと毎日
のようにチリか投げすてられてお
り伝染病の発生時期を前に問題に

もあるようてす︒

しかしながら︑町を美しくする
ためには︑なんといっても市民の
みなさんひとりひとりか第一で︑
その点はまだ徹底していないこと

ています︒

みてみますと反省しなければなら
ないことも二︑三あるようです︒
現在︑市内のチリは︑財光寺赤
岩川のコミ焼却場で土砂︑危険物
紙くずなどと分けてそれぞれ処理
しており︑環境衛生面に力をいれ

／

よ い 子 か 守る夏休みのサイレン

﹁日向市﹂
を美しく

﹁美しい郷土づくり﹂推進協議
会も結成して︑国道そいに草花を
植えたり︑街路樹を植えたり︑そ
してチリの不法処理をしないよう

をよびかけています︒

しかしながら︑路上︑公園︑車
中をとわず人の集るところはチリ
の山 ：︒そこで市では︑いま︑
﹁郷土を美しくする運動﹂をすす
め︑みんなで力を合わせて︑美し
い環境︑明るい日向市を築きまし
よう︒と市民のみなさんにご協力

っています︒

わたしたちは︑だれでも美しい
環境で生活することを心からねか

ま だ 多 い ゴ ミ の 不 法 処理

みん
なで

飯谷青正 学 級 − 飯 谷 公 ﹇ 民 館で︑

般教養︑農業について学習︒

日知屋青年学級目堀一万公民館
で一般教養について学習︒
百町原青年学級⊥洛鹿公民館て
一般教養︑農業について学 習 ︒
籾木青年学級−籾木公民館て一

とにしました︒

こんどの議会に出された議案は
▼青年学級を開設すること▼市街
地の住居表示の方法を番号制にす
ること▼日向市の課設置条例の一
部を改正すること▼市起債および
償還方法など三十二議案で︑全部
原案どおり可決されました︒
では︑その議案の主なものにつ
いて︑順をおって説明しましょう
■青年学級の開設について
これは青年学級振興法にもとづ
いて︑地域の青少年に等しく勉学
の機会を与えるために開設するも
ので︑ことしは︑昨年にまして︑
開設したいという希望かありまし
たので︑次の七学級を開設するこ

期として開かれました︒

六月定例市議会は︑さる六月十
七日から二十日までの四日間を会

6月定例市議会
よびかけたり
︒しかし︑この
運動もまだ充分に徹底されたとは

県身体障害者更生相
談所か︑今月の二十三
日︑午前八時半から市
議場で巡回相談所を開
日常生活に不便を感

きます︒

じていらっしゃる方

P意通訳﹂の募集

すめします︒

いろんな相談のある方は︑ぜひ
この機会を利用されますようわす

れます︒

専門の医師や相談員か︑いろい
ろと無料で診断︑相談に応じてく

いでください︒

学︑および医療の相談ある方︑
そんな方は︑ぜひこの機会にお

そのほか︑就職や就

装具のほしい方︒

盲人安全づえや︑補
聴器︑義手義足なと補

らない方︒

で︑まだ身体障害者手
帳をもっていらっしや

この機会にぜひご利用を

オリノヒノク東京大会をましか
にひかえて外人客の接遇について
はいろいろな対策かすすめられて
いますか︑そのひとつとして日本
観光協会および関係機関か発起し
て﹁善意通訳﹂運動をおこなって
これは言葉や風俗︑習慣の里父︑5

います︒

は市商工水産課へどうぞ︒

ズ

＼

る外人客を言葉のわかる人たちか
親切に指導して︑温く心のふれあ
う交流の場をもち︑国際親善を深
めるために行なわれているもので
す︒県観光協会でもこの運動に共
賛して︑いま善意通訳を募集して
います︒ご希望の方は宮崎市別府
直壁観光課内観光協会あてお申し
込みください︒なおくわしいこと

います︒

人少右室に設置きれて十年︑いま
では︑全国て二千五百名︑宮崎県
に三十四名かいて︑婦人︑年少者
の問題解決にあたっています︒
身分は︑非常勤の国家公務員て
すか︑むしろ市民側にあって︑そ
れぞれの担当地域て相談に応して
人助員の仕事は︑①未亡人なとの
職業相談︑鶉長欠就学児童の相談
③働く年少者の労働生活相談④↓
般婦人問題相談︑⑤売春に関する
相談なとてす︒

られます︒

日向市ては︑野並武彦︵市内庄
手︶さんかこの黒黒員になってお
こうした問題かあるときは︑野並
さんに遠慮なく相談くたさい︒

植林造林のために

ます︒

いま市農林課ては︑農林
漁業の資金を貸しつけてい

どです︒

これは市内に山林をもっ
ており林業を営むもののう
ち︑農林︑水産等の所得か
総所得の過半をしめる個人
に貸しつけられます︒▽植
林︑造林に必要な資金︒▽
植林後六年以上の人工林の保育︑
保護に必要な資金︑また造林のた
めの土地︑または幼令の人工林を
買うための資金▽相続のため︑そ
の山林の細分化をふせぐために必
要な資金︑▽病気やケガ︑山の管
理のため生じた負債の償還資金な
貸付金額は一世帯八十万円まで
償還期限は二十五年以内て︑年
賦償還またはすえおき年賦償還︒
八月三十一日まで受けつけますの
で︑ご希望の万は市農林課までお
申し込み下さい︒なおくわしいこ
とは同量︵電話2111︶へお問
い合わせてください

1塵■■墨琶

おそろしい災害から私達を守り、住みよい郷土つくりのために川を大切に使うよう心

「，

足もとに気をとられ

雨の日は足もとよりも前方に注意

羅
へ4

かけましよう。

くにこ注意を。
雨の日はスリップしゃすい。ブレーモをかけても、晴天の日の15〜2倍はス
リソフします。ご用心。
泥バネに気をつけて
泥ハスされたときの気持は、まつ
たくみしめです。水たまりや、泥んこ道のところは徐行を。

蜘ろ．

ることにもなります。

て、車にハネられた人も少なくありません。足もとよりも前方
に注意を。
．雨の日は、傘が目かくしになる。 少々雨にぬれても、視
界良好にしておくのか安全です。傘に命をとられてはたいへん
・雨の日は身軽に動けない。
傘、レイノコートと、トソ
サのときにタイミノグかくずれます。雨の日の歩行はいつも左
右に気をつけて。
ら

雨の日にはこ用心！こ鷲：華麗首魁誘畜．而の，には、運転者、、歩行者、，
川はいろいろな面に利用されており、わたしたちの生石をささえ、うるおしてくれて
います。これらの川の大部分は昔のままの姿てあり、いったん大雨になるとはんらんし
て、家を流したり、田畑に土砂をかふせて大きな被害をだしています。
昨年も9月11日の集中豪而て市内ても約2億4千万円もの被害をたしました。市ては
くずれた提防や橋の建設、護岸工事等、災害に強い川をつくりあげることに努力してい
ます。しかし、このような川をつくっても、ちょっとした不注意て何の役にもたたなく
なります。川をみたりに利用したり、砂利を許可なしにとったり、あるいは川の中にコ
ミを捨てたりしますと、小さなことても而のため大洪水をまねいたり、伝染病をひろげ

川をたいせつに

身体障害者の巡回相談
お金を貸します
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元気に水しぶき
されま
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1鰭撫搾
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県 業 た 時 ルれま池を

社会を
明るくする運動
罪をおかした人にも
温い愛の手を
七月一日から八月三十一日まで
のニケ月間﹁社会を明るくする運
動﹂が全国的に行なわれます︒
この運動は︑わたしたちの生活
を不安にする犯罪をなくして︑明
るい住みよい社会をつくろうとい
う運動です︒

どうして犯罪がおこるのでしょ
う︒わるい環境にいると︑しぜん
とそのわるさになれてしまいます
一度なれると仲町もとへもどれま
せん︒わるい仲間もできてきます
わるい環境に気をつけてよい環境
にするよう力を合わせましょう︒
お互いがたすけ合い︑はげまし
合って︑罪を犯した人にも温かい
愛の手をさしのべ︑楽しく住みよ
い社会をつくりましょう︒

よい子が悪くならないように
ょい子はますますよくなるよ
うに
やがて来る夏休み！
それは子供の天国です︒でも︑
その自由の中に︑とりかえしのつ
かないあやまちをおかす子供が年
々ふえてきています︒

子供の遊び場︑友達関係︑親の
知らない子供たちのようすをしっ
かりみつめてみましょう︒

大人の世界は︑すぐ子供たちの
うえに反映します︒子供は大人の
鏡です︒朝夕澄みきった大空のよ
うに明るい毎日をおくりましょう

いつでもどこでも
明るいあいさつ
みなさんの周囲には︑︐お気のど

．

雫雰地胆ケ運びらき

蓑蟹『瞬犠蓑
、

す。

また伊勢ケ浜海水浴場は、12日にひらかれます。

血液藁と
して利用
ギ

蜂灘1鑛
竃『
義…畿譲課、三論

をゴ
き

零し10ネ入れ水模

龍・奪藷論

工場のミ
ひ

げゆボい
キ

これから

いまは、太陽のしげきをしらない白い肌ですが、夏の終りに
はまっくろく、陽やけした元気なからだをみせることでしょう
なお、御鉾ケ浦海水浴場は、海びらきと同時に、臨海学校の
申し込みがさつとうし、8月6日までその日程でつまっていま
細島に建
設される

鳶

i騰

午前10時、神事があり、準備体操水泳上の注意を聞いた、地
元細島小学校のよい子たち400人が、入道ぐものわくカンカン
照りの下で元気に水しぶきをあげました。

，臼蓋

郷優羽、
畿黙・㌧幽

が、さる
2日、県

用水事業は、ほぼ完成、関日に通水テストが行なわれま

襲翁

激談舅
が、総工費13億円をかけて37年12月、中の原に着工した

淫一町：断獄
な市内御

島

通水試験は上々

霊の・・繋響
20分、佐々木県企業局建設部次長らが9ケ所の送水トン
や貯水池と連絡をとりながら、導水ポンプのスイッチを
ると、順調に送水をはじめ、延長9㎞の送水管に水が流
した。約3時間後には、工業用水の終着地点、亀崎の配
にとどきテストの結果は上々でした。この西日本一の規
もつ工業用水は、いま建設されている綜合甘味コンビナ
ユ
ノ
ゐ モ
ート工場
ヒへ
をはじめ

撫轟
耀鞍ざ

臨海学
校で有名

細島の工業用水道
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しょう︒

くな人はいませんか︒一人一人が
その人の身になって話し合い︑一
日も早く︑生活の建てなおしに力
をかして︑そして楽しい職場︑楽
しい家庭︑明るい環境をつくりま

片身のせまい思いをしないよう
お互い温かい心でたすけあい︑笑
顔であいさつをしましよう︒
むしばまれた草花でもちょっと
したささえ木をしてやり︑薬をま
いてやりますとすくすく元気に育
ちます︒

ヂて⁝⁝：︒

罪を犯した人も同じです︒あた
たかい愛の手で︑りっぱにたちな
おります︒あなたの愛の手をどう

め方をきめました︒

なお︑日向市青少年問題協議会
では︑さる﹁日に委員会を開き︑
次のように︑具体的な運動のすす

▽みんなにこの運動を徹底させる
ため︑青少協機関紙でその主旨
をPRする︒
行う︒

▽七月十六日︑自動車パレードを

▽保護司会が学校当局の参加をも
とめ︑公開ケース研究会を開く
▽運動期間中︑心配ごと相談所に
巡回相談所を併設︑みんなの相
談に応じる︒

▽非行防止︑地域組織の育成強化
をはかるためBBS会の育成を
よびかける︒

▽警察と協力して交通事故の防止
小暴力の追放︑風俗環境の浄化
および少年非行集団の解体をす
すめる︒

▽学校当局が工夫して暑中休暇中
の家庭レクレーシ．ンをすすめ
その他の特別補導をする︒

笏推せん映画物

︑

日向市青少年問題協議会と県児童
福祉審議会が︑次の映画を児童向
き映画としてすいせんしました︒
▽沈蒸の世界▽フランダースの犬

騨の手続きもお忘れなく

す︒

あも︑5たが使用して

おられる水道はあな

た名儀のものです

で使用されますと︑

か︒前使用者のまま

水道料金納付通知書
をくばったり︑料金

いろいろ差支えがで

を徴収するときに︑

てきます︒

そこで次のことは
かならず守ってくだ
さい︒⑬翻せん︑閉
せん︑名儀変更の手

開せん︑名儀変更

続きはお忘れなく︒

あとで︑このようなことがあっ
てお互い気まつい思いをしないよ
うみなさんのご協力をお願いしま

ければならないことです︒

以上はすべて水道法ならびに市
水道事業給水条例で︑必ず守らな

す︒

⑬工事は市の指定業者に
市の指定業者︵林水道︑日向水
道︑仲田鉄工︑日の丸建設︶以外
の業者には工事をたのまないこと
指定業者以外の人に新設︑増設
補修をたのまれますと罰せられま

算定することになります︒

計量器︵メーター︶の周辺はつ
ねに清潔にし︑またメーター器の
上には物を置かないようにしてく
ださい︒物を置きますと︑検針で
きず︑したがって見込みで料金を

に物を置かないように︒

あなたと市との間に水の供給契約
が成り立ち︑閉せん手続でこの契
約がなくなることになります︒転
入転出︑移転︑家屋の売り渡しな
どのときは︑必ずこの手続きを行
なってください穏メーター器の上

の手続きをすることで︑はじめて

水道はあなたの名儀ですか

