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◇もうすぐ1年生◇
きくらのつぼみもふくらんで、もうすぐ4月。
ことしも市内で890名の小学校1年生が誕生します．

新しい門出を迎えるこどもさんがおられるご家庭では、何かと心
ずかいをされておられることでしょう。しつけのこと、服装のこ
と、持ち物のこと、あるいは健康のことなど、おかあさんはあれこ
れと心を配っておいでのことと思います。

そこでおかさんに新入学のこどものあつかい方を少しお話しして
みましょう。

自主性をもたせる一一小学校に入学するのは、ちょうど親のふと
ころから離れて巣立つ小鳥のようなものです。こどもは成長するた
めに必要なものを、探し求めてゆく本能のようなものを持っている

ように指導していただきたいものです。

規則正しい生活…一・夜おそくまで遊んだり、テレビを見て朝ねぼ
うをしているこどもさんはいないでしょうか。学校に毎日おくれる
ために学校へ行くのが、いやになるこどもがよくいます。このよう
なことにならないためにも早寝、早起の習慣をつけ、団体生活に早
く順応してゆけるようにいたしましょう。
友だちと遊べるよう…一・これまで幼稚園や保育所に行かずに育っ
たこどもは、親や家族や近所の人たちだけしか知らないので、集団
生活になれにくく、学校をいやがるこどもも、でてきます。このほ
か内弁慶になったり、他のこどもをいじめたり、何ともなかったこ
どもが、どもり始めたりすることがよくあります。このようなこと
をなくすためにも、よい友だちをつくって、だれとでも遊べるよう
に社交性をそだてていきたいものです。
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勉強は先生に…・・…勉強は先生におまかせすることです。とかく勉

強には神経質になりがちですが、他のこどもとの競争を強くお母さ
んがおしつけるのは、一生とりかえしのつかない性格のゆがんだこ
どもにしてしまいます。無理に勉強させずに、安心して一切を先生
におまかせしましよう。

おわりに4月までのわずかの期間に、かぜなどひいて入学式に出
られないことのないよう、健康に十分注意してください。
写真は市内幼稚園でのお別れ「ゆうぎ会」

0⁝⁝⁝とじて保存して下さい⁝⁝⁝○

といえます。そヒで自主性をもたせるためにも身のまわりの始末
や、持ち物の整理がちゃんとでき、お手洗いに行っても、じょうず
にすませられるよう、これまでの生活と変わった環境に早くなれる
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新し
五月一日から実施
書を持ってゆけば︑無料て書かえ
てくれます︒なお戸籍簿︑住民登
録簿︑印鑑登録簿︑選挙人名簿は
市役所で書きかえます︒
▽本籍の大字名を新町名に
住居表示の実施によって戸籍上
の本籍か︑とう変るかと申します
とこれまで本籍は日向市大字富高
○○番地と表示していたか︑実施
後は大字富豪のかわりに新しい町
名を使い︑番地はこれまでどおり
の番地をそのまま使います︒
例えば﹁日向市大字十河九千番
地﹂が﹁日向市本町九千番地﹂と
なります︒したかいまして住居番
号の町名と本籍の町名は同一町名
になり住居表示番号と本籍の番地
というように二本立になうます︒

者のみ外︑4さんの意志か

わたくしたちの政治
かりっぱに行われるに
は︑まず選挙か清らか
ら
に行なわれなければな
りません︒これは主権
正しく政治に反映され
ているかどうか︑みな
いかに行動するかにか

さんか選挙において︑
かっているのです︒

イキリスのロンドノ
●タイムス紙か日本の
現状を批評して﹁日本
の工業力は二十世紀の
先端をいっている︒そ
れと同様に経済の発展
も実にすばらしい︒そ
れなのに政治の状態は

か現実のようです．．

イキリスの十八世紀の
時代と同してある︒﹂
と政治の現状をきびしくきめつけ
ていますか残念なからこの批評は
そのまま認めなければならないの
それてはなぜそれほどまて日本
の政治はおくれているのでしょう
か︒そのよくない原因については
いろいろ考えられ︑政党や議員に
も︑もちろん責任かありますか︑
選挙民自身にも責任かないとはい
えません︒そこてその原因をなく
すためにはわたくしたち国民全体

であること︒

ω議会は︑会議と討論によってわ
か国の政治のやり方をきめる場所

ること︒

ω議会政治は︑選挙か出発点てあ
㈲わたくしたちの一票は︑どんな
えらい人も︑婦人も︑青年もすへ
て平等の値うちと使命があること
などを︑もう一度思いおこしてく
ださい︒そして必ずりっぱな投票
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すべてのことについて正しい判断

かになり︑おたがいがみがかれて
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あの手・︑このrrの

選挙は公明

けあっていきましょう︒

ようおたかいか注意しあい気をつ

明るく正しい選挙をするために
も事前運動なとにまどわされない

のです︒

かくだせることができるようにな
り︑それか選挙のときに実を結ぶ

をすること以外に道はないと思い

などか必要です︒

㈹前回の選挙の
ときの政策や候
その後の行動など

ること︒

り︑聞いたりす

つとめて見た

ω選挙のときに
は︑選挙公報や
政見放送︑候補
者の政見なとを

うこと︒

されたり評論さ
れたりする政治
のことをよく勉
強して政治につ
いての見識を養

それには
ωふだんから新
聞やテレヒやラ
シオなどで報道

のです︒

選挙を正しく明るくするという
ことは︑決してむずかしいことて
はありません︒それはみんなか選
挙は本当の自分の身かわりや代理
人を選ふのだという気持になって
義理人情にひかれたり︑人に頼ま
れたり︑いい加減な判断て投票し
ないて︑自分自身でよく考えて自
分か一番よいと信ずる乱淫や候補
者を選へばいい

補者の公約と︑
をみくらへる︑

このようなことをふたんから勉
強するには︑ みんなて﹁話しあ
い﹂をするのか一番よい方法てす
からいまこの﹁話しあい一活動か
広く盛んにすすめられています︒

i

みんなて話しあえば﹁三人寄れ
ば︑文殊の知恵﹂のたとえのとお
り︑自分の知らなかったことや︑
思いもおよばなかったことも出て
くるDて︑自然に知識や経験か豊
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平化かてき︑だ巾︸も必要

に応して正確な土地の実情を知ら

押

れるようになります︒

以上のようなことで地籍調査は
実施されますか︑これは市民のみ
なさまのこ協力かないと正確な調
市民のみなさまのこ協力をお願

査もで藩︑・ません︑

いします︒

粗野員以外はとれません

小倉ヶ浜の蛤は
小倉ケ浜一帯でとれる﹁すわふ
て蛤一︵節名チョウでノ蛤︶は富
島︑平岩の両車種協同組合か共同
の角業権をもっています︒このた
め両組合の組合員以外の方は︑と
ん︒

んな蛤ても取ることはてきませ

また組ムロ員の方でも六セノチ以

春のおとすれと共に︑浜遊びに
出られる機会か多くなりますか︑
蛤を保護するためにも︑市民のみ
なさまのこ協力をお願いします︒

たたくようお願いします．︑

下のものは取ることはてきません
ので︑この規則に違反した方を見
かけられたら︑お互に注意してい

饗秀
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ました︒

ヤ

ノ

﹁くにみ﹂は︑日向灘一帯の密
漁や密輸の取締りにあたるほか︑
海難捜索や救助などの盾躍か期待
され︑海上作業に従事する方々も
安心して仕事かてきるようになり

富島幹線水路

ただいま︑突貫工事中！
一日二十四万トノの農

耳川から富島地区の田畑四百三
十町歩へ︑

て突貫工事中てす︒︵右写真︶

業用水を送水するための富島地区
特別団体営土地改良事業は昭和三
十六年から工費八千八百万円で行
なわれていますか︑ずい道部分の
三千七百米は︑たたいま昼夜兼行
この巡視船は工費六千五百万円

にみ一か配属されました︒

細島海上保安署に新巡視船﹁く

をかけて造られ︑蓑原船長︵40︶

全長三十三︑八メートル︑幅
トン︑速力は十三ノノト︒

六︑三メートル︑排水量百六十四
またこの船には︑四人乗りの快
速艇︵速力二十三ノノト︶もある
ほかレーター︑気象観測機なども
備えられて巡視船の中でも︑すく
れた近代装備をほこっています︒

ることでしょう︒

ひきつづいて四十年度からいた
みのはげしかった明渠部分三千百
米の工事にかかることになうまし
た︒現在︑財光寺地区などの幹線
水路も改良工事か進められ︑この
工事でこれまで水かととかなかっ
た地域にも︑送水できるようにな

のほか十四名か乗組んでいます︒

巡視船﹁くにみ﹂を
細島に配属
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市民の皆様も早く新しい住居表
示になれるように5頑いします︒

違︷b

四月から行なわれる
地籍調査とは
ワ

こんど建設課に新しく調査係か
ロ

ことになりました︒

てき︑四月目ら地籍調査を行へ︑5う

ではこの地籍調査とはとんな調
査かお知らせしましよう︒

のがたくさんあうます︒

現在︑つかわれている土地台帳
なとは︑明治のはじめに調査きれ
たものて︑測量方法なとか幼稚て
あったため︑きわめて不正確なも
のです︒このため土地台帳と実測
面積か︑はなはだしくちかったも
例・んば一筆⊥ハ十坪の土地を曇冗買

した場合︑実測の結果五十坪しか
なかった︑しかし台帳ては明らか
に六十坪であっこの台帳面積てこ
の土地の評価をしていて︑買った
人としては当然六十坪を要求する
ということかよくあります︒
このほか学校の敷地︑グラノド
や道路なとても︑自分の土地か公
の施設になっているのに課税の対
象になっているなと公平を欠いた
また現在ても︑︑土地災害︑土地

ものかあります︒

改良︑道路改修︑河川改修なとで
土地の変動や所有者の異動かたえ
ずあっているのに︑規定にもとず
いた処理か完全にされてないのか
現状です︒

にするための調査です︒

籍
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地籍調査はこのような矛盾をな
くし土地の実情にあわせて︑科学
的に正確に調査し︑地籍図や地籍
簿をつくり福祉国家建設に必要な
各種施策か円滑に進められるよう
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このほかこの調査によって土地
台帳および登記簿の記載か書きか
えられ︑地図なども整備されて︑
土地所有者の権利保護︑土地の利
用︑取引の安全化︑課税その他負

纏多重
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ないことはこそんしのとおりです。
ほかの人たちに知らせてまかるようにしましよう。手信号をは
◎自転車の2人乗りは、ふらつき運転になりやすいのて、交やめにすると・自動車の方ても気をつけてくれるので安全て
通のひんぱんなところでは話しられておりますか、それ以外の す。このようなときでも手さえあげれば・もうたいしょうふと
所でも自動車の方へたおれこんで、けかをすることか多いので ばか瓠左右の安全もたしかめずに・自動車のはな先をかすめ
小、中学生の2人乗りは危険です。
るようにしてまかる人がありますか・これも危険です。

さる二月の臨時市議会で︑五月
日から新しい住居の表示を実施
するため︑市街地に右図に示すと
おう十三の町区画と新町名か制定
されました︒この町区画の分け方
などは︑昨年広報十一月号でくわ
しくお知らせしましたか︑住所の
表わし方は新町名︑街区番号︑住
居番号を使って﹁日向市上町○番
○号﹂という新しい表示方法で表
わされることにな︶ます︒市ては
近く街区表示板︑戸番票を打つ作
業を行ない︑各家庭には住居表示
番号通知書をさしあげます︒
▽登記登録事項の変更
新しい住居表示か実施きれる区
域内の会社などの法人や運転免許
証を持っている方は︑住所の変更
該当する方は市の発行する通知

① もっともいけないのか酒によっぱらってから乗ることて
す。これはめいてい運転として処罰されるばかりてなく、あふ

竃

ないので決して乗らないことです。
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さいこに十宇路の通り方をお話ししましよう。
このような交さ点を右にまかるときに、近まわりすることは
もっとも危険てす。正しいまかり方は、交さ点の外側をもっと
父通規則を守りましよう（その2）
も大きい円をえかくようにして、まかることで ミ左小まわり
① まず自転車はベルのついたものでブレーキのよくきくもの針大まわりミとおぼえておくとへんりてす。
でなければなりません。夜はあかりをつけて乗らなければなら
また左右にまかるときは・手をあげて自分かまかる方向を・

か

「

③ かた手にかきをさしたり、荷物をさげて乗るのは、とっさ
のときに間に合いませんのて禁止されています。

⑤

騨謹羅、轟二字羅鰯難敵、

ミ注意一秒けが一生ミ
とにかく交通にゆだんはきんもつです。交通事故はちょっと
したゆだんから、おきるものだからです。
わたくしたちも、おたがいに気をつけあって、交通事故のな
い明るい日向市をつくりましょう。

@

をしなけれ ば 転 渋 ︶ ま せ ん ︑ ．

〜

ミ廿

⑥ みなさんはこんな道路ひょうしきを、みかけ
られることかあるてしょう。このひょうしきかあ
るところと鉄道のふみきりは、自転車をおりて一
たんてい幽して、左右の安全をたしかめたあとて
ないと通ることはてきません。
＿
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＼
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㊦ 自転車か横に2台ならんて通行することも禁しられてい
ます これはそれたけ道はばかせまくなりほかの交通のさまた

轟森羅
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平岩小学校の

校旗ができました
昨年のパラリンピックで︑金銀
両メタルをとった金ケ浜区の甲斐
正教さん︵如︶から母校の平岩小
学校に校旗がおくられました︒
この校旗は制作費四万円をかけ
てつくられ︑印地のまん中に銀糸
で太平洋の荒波︑望地の高森山︑
その上に金糸で日の出の太陽を表
わしたりっぱなものです︒

コ
毎年、3月目ら4月にかけて、転入、転出などの1
移動がとくに多い時期です。
1
こどもの入学通知、予防接種の通知などいろい1

一﹂

この図案が校章にも定められ︑
平岩小学校のシンボルとして︑な
がくひきつがれることになりまし
たっ

1
おわすれなく◎

1
でも、必ず届けでるようにいたしましょう。

うなものの、もとになるのが庄民登録です。
1
転入、転出はもちろん、市内でひ・こしたとき1

犬は必らず
つなぎましよう
最近︑犬による
被害が非常に多
く︑迷惑をこうむ
っている人がたく
さんありますので

宮崎県でも﹁犬

ω印かん︒

登録に必要なもの︒
ω登録しようとする刀剣類︒

三月一日から市内の交通

㈹登録手数料 一件につき二百
円︑再交付百円︒
ω刀剣類発見届済証︒︵警察署で
交付したもの︒まだ警察署に
発見届をしていないものは︑
刀剣類だけ持参すればよい︶
⁝へ叩

⁝ん⁝制限が次のとおり改正され

闘さ朋ましたのでお知らせしま
⁝な⁝す︒なお案内書は各組を通

虫]麟織誰︵毎

⁝者⁝時三＋五㎞︶
一転叩ω財光寺五十猛神社前から
コ
一運開 上町三丁下中村モコター
ス前まで︒
②富高薬局前から伊勢ケ浜入口ま

取締り条例﹂を制定して︑すでに
十二月から取締りを行なっていま
すが皆さんの近所ではいかがでし
ょうか︒この条例は犬の飼い主の
かたがたに正しい犬の飼いかたを
守っていただき︑人や家畜にかみ
＼ついたり︑公園や道路︑田畑など
を荒らしたりしないようにして︑
私たちの生活を守るためにつくら
れたものです︒そこで犬を飼って
おられるかたは︑人にかみついた

りしないよう︑クサリでつなぐ

ω堤高薬局前から電報電話局前ま

で︒

か︑オリの中に入れて飼うこと︒
犬を飼っているという表示をする
こと︒飼い犬を捨てないことを守
っていただき︑正しい犬の管理を
して人や家畜などに危害を加えな

㈹細島古田橋から細島支所前まで
▼駐車禁止区間
ω南町日米商会前から亀崎北区黒
木自動車工場まで︒

いようにしたいものです︒

㈲日向市駅前から江川石油前まで
▼一時停止の場所

で︒

銃砲刀剣類の
登録はおすみですか

行政書士の

試験があります

行なわれます︒

行政書士の試験が三月三十日︑
午前十時から︑県庁本館会議室で

㈲受験資

受験ご希望の方は二十三日まで
に宮崎県総務課地方課へ次の書類
ω履歴書

を提出して下さい︒

ω受験願書

格を証する書面ω写真二年以

内に写した正面上半身手札型︶
㈲受験手数料五百円
なお受験資格などくわしいこと
を知りたい方は市役所総務課でお
たずねください︒

☆推せん映画挙

したのでお知らせします︒

宮崎県児童福祉審議会︑日向市
青少年問題協議会では︑次の映画
を児童むき映画として推せんしま

﹃三匹荒野を行く ◎ウインの森
の物語 ⑥野ゆり ④東京オリン
ピック

◎係からお願い◎

（前月より16世帯の増）

ω駅前交さ点東︑西側

（前月より60人の増）

電話でも文書でも結構ですから

係では市民のみなさまの︑市政
に対するご意見︑ご要望︑市内で
の明るい話題︑編集についてのご
意見などをお待ちしております︒

22．065人

ω草場占父さ占崩東︑西側

およせください︒

女

（前月より14人の増）

銃砲刀剣類は登録を受けなけれ
ば所持できませんが︑県では遠距

㈹斜高薬局雪交さ点鼻︑西側
ω南町塩見橋北詰交さ点西側
西側

20．781人

㈲財光寺五十猛神社前立さ点東側
虚L報電話局山霊占ご占崩宙ハ︑

ω仙水油前三叉路東側
⑲細島入口三叉路北側

㈲伊勢ケ浜入口交さ点南側

男

（前月より46人の増）

離で登録をうけることの困難な人
々の便宜をはかるため︑きたる十
六日︑午前十時から午後四時まで
市役所で巡回登録を行ないます︒

銃砲刀剣類をお持ちでまだ登録
をされていない方は︑この日に登
録をすましてください︒

登録の対象になるものは次のよ
たち︑刀︑山きざし︑あいくち

以上のように改正されましたの
でおたがいが注意して事故をおこ
さないように気をつけましょう︒

9．971

世帯数

42．846人

計

うなものです︒
︵短刀︶︑剣︑やり︑なぎなた︑
火縄式銃砲︒

人口（5月旧現在）

！
◎住民登録を

㎜励…
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ます︒

毎年三︑四︑五月は︑

い時期です︒

とくに空気が乾燥し季節
風も強いなど気象上の悪
条件が重なって︑規模の
大きい火災がおこりやす

れています︒

ことしになって︑大島
の大火や鹿児島︑福岡の
大火をはじめ︑火事によ
る焼死者のことが毎日の
ように新聞などで報じら

このため今回の運動の
重点として次の四つをと

四︑特辣︵林野車両︶火災の防止
最近︑山火事や車の火事が増加
しています︒農家や運転手の方々
も︑火災予防にご協力をお願いし

分注意してください︒

三︑大火の防止
三月ごろは季節風が強く︑空気
が非常に乾燥しています︒このた
めこの時期の火事はよく大火にな
りますので︑火のあつかいには十

い︒

また映画館︑旅館︑病院︑学校
マーケットなどは︑これまで焼死
者や負傷者を多くだしていますの
で︑これらの責任者は日ごろから
避難設備や消火訓練をしてくだき

ましょう︒

ωきめられた場所以外では吸わな
い ②吸殼の適正な処置 ㈲寝
たばこの廃止 ω歩行者の禁煙
二︑焼死︵負傷︶事故の防止
一般家庭では︑外出やおやすみ
前に火の始末をもう一度たしかめ

意しましょう︒

で︑次のようなことにおたがい注

たばこによる火災は毎年︑出火
原因の第一位を占めていますの

一︑たばこによる火災の防止

りあげています︒

春の火災予防運動

