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十一件となります︒

住宅はほとん︐

ど木造建築

住宅は含んでいません︶

市営住宅も今年
︑幽幽に完成

また︑県営住宅も財光寺ニツ枝

に十戸が完成いたします︒

される予定です︒

この外公営住宅や会社の給与住
宅なども今年度中に相当多く建設

ゆきましょう︒

以上︑住宅など建築物について
簡単にのべましたが︑今や私たち
の日向市は︑建築ブームの方向を
しめし︑新産業都市へと発展して

四十年度の市営住宅建設は新興

ケ浜地区に六戸︑平岩地区に六戸

﹂︑

市団地の二十四戸をはじめ︑伊勢
つ︒つ

﹂

新築住宅では木造建築がほ

が今年度中に完成いたします︒

♪

とんどで二百七十件︑約八十
ナ︒

いてコンウリートプロッ与建

パi−ヤーンkード﹂曳コ︐り←承

の五十二件︑十五パ！セン
ト︑以下鉄筋コンッリート
建︑鉄骨造りとなっていま
住宅の平均建築面積は︑木

す︒

造が六十九平方米︑コンヶリ
米︑鉄筋コンクリート建で二

1トプロッ︑サ建が百十二平方

百五十二平方米になっていま
す︒

ども盛んに行なわれています︒

住宅の増築︑改築︑用途変更な

住宅建設は日知
屋地域が中心

っとも多く︑．﹁百七十件になって

以上の建築物が地域的にはどこ
に建設きれているかを見ますと︑
臨海工業地帯をひかえ︑区画整理
の行なわれました日知屋地域がも
います︒二のうち新築件数は百五
︵市街地をA︐励む︶の百一．↓十件で︑

十八件です︐つづいて富高地域

す︒一．一番は財光寺地域の百十五件

新築色汗は五卜七件になっていま
で︑新築数は六十四件になってい
ます︒以下四番が細島地域の四卜
盾ﾅ︑新築二f九件︑ その他

塩見︑平岩︑美々津︑西脇の順
となり︑地区の合計は五十七件

？

且26

号所三

月

これを月平均にしますと五

O⁝・ド・⁝とじておくと便利です⁝⁝⁝0

伸びゆく日向市
活気づく建築
ツチ音高い住宅

一ケ年間の動きをまとめてみ

しょうとする場合は︑必ず建築申
請書を市役所に提出していただき
ますが︑これを処理する受付簿か
ら︑

ますと︑申請総数は六百十五件に
なっています︒このうち新築申請
は四百三十三件で︑のこり百八十
二件は増築︑改築︑移動になって
用途別では︑専用住宅の申請数

います︒

二番が倉庫︑車庫などの五十﹁

がもっとも多く四百二十四件で︑

工場︑事務所︑病院など合せて︑

現在40世帯が入居しています。

熱ぐ

件︑三番が店舗の四十四件︑次が

︵ただし︑市営住宅など公営

で︑新築一﹁十八件となっていま

7

役所
市
向
日
す︒

▼

瞥紅
七十七件になっています︒

建設途上の新財市団：地

写真は

建設

って躍進しています︒

新産業都市の指定を受けて︑や
がて二年目を迎えようとしている
私たちの日向市は︑各方面にわた
今回は︑市内で建設されでいる
住宅などについて︑三十九年十一
月一日から四十年十月三十﹁日ま
での一ケ年の動きを見ることにし
ましよう︒

．六一五件の建築

申請
住宅︑工場︑倉庫などの建築を

旨

文書広報係

総務課
一∴

@

ノレゐ．

11
1965

昭和31和9月第3種郵便物認可

毎月10日発行

芋

コ ・ バ ルト展

ニコ

ロロコニコニニコニニコニニコニコニコニニロ

ニ

ニコニコニロニニニニニニミコロコニコニニコ

ニロロロニニニニい

焼けたらたいへん⁝⁝
のニコニコニニ

押⁝いまから火器類の点検を
秋の全国火災予防週間
11月26日〜12月2日

− 石油ストーブ︑ガスストーブ
石油コンロ等は︑説明書によっ
て家族全員がよく使いかたを知

冬が近づいて火災のシーズンがやってきました

ように注意してください︒
ところで︑ことしも11月26日か

ら来月2日まで︑全国的に火災予
防運動が行なわれます︒本市もこ
れに参加して︑いろいろな防火に
関する行事を行ないます︒とくに
今回の運動期間中は﹁家庭におけ
る火災予防と緊急時の準備﹂につ
いての次の事項を守るようおねが

いしております︒なおこの期間
中︑消防演習のため︑召集信号の
サイレンと警鐘をならしますので
注意してください︒

﹁老人の座も

使用する場所は安全なところ

ること︒

2

木枯らしが吹き︑来春の新緑の
頃までもっとも火災の多いときで
す︒とくにいまから︑こたつ︑ス
トーブ︑たき火︑子供の火遊びな
ど多くなります︒

3

市︑東臼杵南部老人ク
ラブ指導者研修会
立磐神社大祭︵14 日 ︶

民生委員協議会合同委
員会 仔豚せり市
肢体不自由児保護者協
議会総会
みかん販売対策協議会
浄水場濾過地補修工事
入札
昭 和 4 0 年 工 業 統計説明

サイレンー5秒︵5秒休み︶匿

警鐘−喀雛㎝

に老令人口が増加する傾向にあ
れない状態となり︑

り︑将来老人は若い人に頼ってお

いる方は遅すぎます︒

いま以上にきびしくなる﹂ことが
予想されます︒事故がおきてから
とか︑老令になってからと思って

☆もらえなくなる

持ち運びは︑火を消してから
使用後は︑完全に消火を確か

よく消してから︑捨てる習慣

たき火は安全な場所で
燃えやすい物の近くでは︑た

．ノ
閣

き火︑ごみ焼き︑たばこなど︑
火気を使用しないこと︒
2 たき火中は︑そばに十分な水
を用意して︑人をかならずつけ
ること︒

設置場所の選定︒

○ ストーブやコンロ及びかま
ど等は常に点検し︑破損や故
障はただちに修理すること︒
○ 火を使用する器具の安全な
一 ストーブ︑コンロ等は︑カー
テン︑座ぶとん︑障子などに着
火しない所︑また棚などから物
の落ちない場所を選ぶこと︒
2 コンロは︑熱につよい︑もえ
ない材料の台を使うこと︒

○ たき火のあとしまつを十分に
一 たき火の残り火は十分注意し
取り灰は︑もえない容器に入

完全に消すこと︒

○

外出︑就寝時の火のしまつ

れること︒

2

壌

ダず︑

・﹂幅

．痴

﹁国民参政七十五周

宮崎市において記念大会が行なわ

われ︑また本県では十一月五日︑

両陛下をおむかえして盛大に行な

この記念式典は︑中央では東京
において︑十月十五日天皇︑皇后

す︒

に記念すべき年にあたっていま

二十周年﹂という選挙史上まこと

年︑普通選挙四十周年︑婦人参政

ことしは︑

1 体の不自由な人や子供をこた
つに寝かせたまま︑外出しない
外出や寝るときは︑火元をよ

こと︒

く確かめてから︒

2

大事な物は︑非常の場合持
ち出せるよう準備しておくこ

んでおくこと︒

○ 消火用水等の準備
1 つねに火を使用する場所には
適当な消火器を用意すること︒
2 就寝前には︑バケツに水を汲
○
と︒

非常の際の避難路︑方法を考

○避難準備
え訓練しておくこと︒

1
2 旅館やよその家に外泊すると
きは︑とくに避難路を調べてお
くこと︒

法を定めておくこと︒

3地震などの際の避難場所︑方

撫・

〆鎌．一

い選挙宣言都市﹂の塔です︒︶

三叉路に立てられた﹁明るく正し

ばなりません︒ ︵写真は︑原町の

自覚し︑選挙権の重要性を考えね

先人の労苦をしのび︑選挙制度を

されたものです︒当時を回こし︑

の先人の労苦の努力によって確立

婦人参政権の獲得にしても︑多く

には︑普通選挙の実現にしても︑

今日の選挙制度に発展するまで

す︒

．⁝⁝一三⁝一⁝一⁝⁝一⁝強調月間です

明るく正しい選挙の

醗ぞ零﹁

毎月十日発行されて全戸に配布されます．

亀

写真は⁝先日行なわれた第一回
日向市国民年金保険料納
付言語長会議であいさつ
する日向市長

さい︒

保険石針は収納課におたずねくだ

円です︒そのほかくわしいことは

まで百円︑三十五才以上は百五十

納める保険料は毎月︑三十四才

ものです︒

て保険料を納め︑不測の事故や︑
老後にう適いのないようにしたい

に﹁国民年金加入の手続き﹂をし

1

○

こと︒

2 火のついたたばこは︑机︑テ
ーブル︑本箱などの上に置いた
まま︑よそへ行かないこと︒
3 寝たばこは︑なるべくさける

をつけること︒

一

○ たばこの吸いがらは︑安全
をたしかめて

せないこと︒

一 マッチ︑ライター等は︑小さ
い子供の手のとどかない場所に
保管し︑もえやすいものはきち
んと整とんしておくこと︒
2 子供だけのたき火は︑絶対さ

○ 子供の火遊びはさせないよ
うに

6 器具は︑いつもきれいにし︑
燃焼中は給油しないこと︒

めること︒

5

行なうこと︒

4

までよく注意すること︒

点火後︑燃えかたが安定する

であること︒

こたつ︑ストーブなどは完全な
ものを用い︑むりや︑まちがった
使用はやめましょう︒また︑石油

冝@木
冝@金

冝@土

日

冝@月
冝@水

冝@木

仔牛品評会

消防団部長会議
．秋季仔牛せり 市

◎勤労感謝の日

○ 燃焼器具の安全な取扱いの
励行

◎火災予防運動重点事項

加入していますか？

会社や官公庁に勤める人は︑厚
生年金保険や公務員共済組合など
いわゆる被用者年金制度に加入し
ていますが︑そのほかの二十才か
ら五十九才のすべての国民は﹁国
民年金制度﹂に加入しなければな
らないことになっています︒
﹁国民年金﹂はご承知のとおり

老後を保障する老令年金をはじ

老令年金☆
国民年金は︑他の年金制度と同
じように︑一定の保険料を納めな
ければなりません︒したがって︑
法律によって︑今後この国民年金

か︑各種の給付があります︒

最近のように交通事故の激増な
ど考えると︑いつ︑その事故に遭

まだ加入していない方は︑すぐ

に加入していないと﹁老令年金﹂
はもらえなくなります︒

、

自k

遇するかわからない現状です︒
また﹁︐老令年金﹂につい て 考 え

め︑傷疾病による障害年金︑夫が
死亡した場合の母子年金などのほ

「

◎私は︑みんなの広報︑市民のつかい◎

防火宣伝パレード実施
八市議長淵
仔凝せり市

コンロ︑ガスコンロは十分注意

5日 金 婦人教育講演会
謡曲大会 卓球 庭球
野球大会

ル大会

◎文化の日 書道展
俳句大会 野球 バレ
ーボール ソフトボー

美術展

菊花展 活花展

鱈ovember

し︑石油やガスの危険性をよくわ
きまえて使用しないと大へんなこ
とになります︒たき火には必ず人
をつけ︑子供の火遊びはさせない

日

しもづき
／／月

県北市町村長議長会
農作物損害評価会
溶接技術コンクール
仔牛品評会
農業センサス抽出審査
研究会

7日

ノウペエンパー唱

国民年金制度⁝⁝

／

写真は旧市役所発火当時

水火月

水火月

金水火月金

日

会

日日日

日日日日日

てみるど︑平均寿命ののびととも

煙が生んだ市財源
四千万円にのぼる
たばこ消費税
市内のたばこ屋さんでたばこ
を買えば︑その売れた量にした

とくに︑十一月は明るく正しい

川1川1川田川川瘤

40年度国勢調査の入口を

れました︒

（前月より21世帯の増）

がって︑日本専売公社から一定

40年10月1日の人口は、

選挙の強調月間になっておりま
（前月より75人の増）

の台所にはいってきます︒

20．972人

の税率によるたばこ消費税が市

のぞみ︑国民参政の意義と国民固

（前月より51人の増）

す︒私達も︑この記念すべき年に
有の権利である選挙権について︑

世帯数10、736

昨年度︵三十九年四月〜四十

ｪ九〇円が︑またことし

男

もちしYました。；門・

年三月︶は一年間に一﹁五︑九三

の四月から十月まで一六︑九二

なければならないと思います︒

あらためて認識を深めながら︑さ
らに明るく正しい選挙をおし進め
つまり︑われわれ有権者は︑い

（前月より126人の増）

ゆ

まの選挙はこれでよいのか︑を反

43．801人

計

II師Ill

省してみなければならないわけで

人口（11月1畷在）

◎
三︑一九〇円︑あわせて四千一
百万円以上の金がはいり︑市の
財政をうるおしています︒

吸うたばこ
贈るたばこも日向市で

で

22．829人

女

一、

鴨讃墨
縄ミ論
321
日日日
1098
11

12
15
14
15
17
18
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3

小児マヒ生ワクの服用
ら

実施

三十一日まてに生まれた人て
一回服用した人も含みます︶

金

庭︶

の

他

C級 無料︵A︑B級以外の家

納めている家庭︶

A級 五十五円︵市民税四⊃○
円以上納めている家庭︶
B級 無料︵市民税の均等割を

☆料

冾ｩ
小児マヒの生デリオワクチノの
投与を次のとおり行ないます︒
該当者は︑最寄つの場所で服用
してください︒なおこのワクチノ

昭和四十 年 一 ﹁ 弓

は二回制になっています︒ 必 ず 一 ﹁
回服用してくだきい︒
第一回目

Y当 者
ω
一日から四十年七月一．一十一日

㌧そ

さい︒

A級以外の家庭は市民税の納付
書又は納税証明書を持参してくた

まて生まれた人︵たたし︑三
十九年五月一日から四十年一
月一二十一日まてに生ま れ た 人

︸とき・ところ

で︑一回も服用していない人

十三時〜十四時﹁十分

日向市役所
十一月二十六日

日知屋小学校
十一月斑白︵十三時〜十四時︶
比良公民館
十二月一日︵十三時〜十四時︶
十一﹁月一日︵十五時〜十六時︶

塩見小学校
渡辺病院
十一﹁月二日︵十三時〜十四時︶

十二月三日︵十四時〜十五時︶

美々津支所

☆読書の秋☆

本を読みましょう

ノ

良書か自由に選ばれ︑使用料も

本をしっくり読む季節です︒

入会金もいらない市寸図書館を︑
おおいに利用しましょう︒

図書館には︑個人ては求めかた
い高価な本ても良識をもって購入
され︑次のような分類によってき
ちんと書庫に整理されて︑一般市

民のこ利用をまっています︒

ω総記 ω文学 ㈹歴史 ω芸術
⑤社会科学 ㈲自然科学 ω工業
工学 ㈲語学 ㈲産業 ⑩小中高
生徒用百科辞典︑教養的文学もの
ωその他
☆新刊書入荷案内U︐

◇文学 七十冊 ◇芸術 五冊
◇社会科学 十冊 ◇歴史 十冊
◇自然科学 十冊 合計 百五冊

一i

彌灘鰯
灯火親しむの候︑なんといって
も〃秋〃は︑本の感触か恋しくな
ります︐読み捨て雑誌のはんらん
している昨今ですか︑こくのある

虚

いままての衛生車か古くなった
ので︑先月あたらしい衛生車を購

入しました︒

ことてしょう︒

これで︑伝染病愚者輸送や︑保
健衛生業務に一段と能率かあかる

騨■■■■．・●昌層・層●一嘘一■■●一■●●8●●●■︐●■■■一■■曝8層層︐■■層一一﹂■昌■●●鱒●■噛噂●■■■﹁■■一■●●一■■■■■■■■昌4騨●〇一冒●■の●6●画■●0■■卿■■■一■■幽一■一■●一昌■●●■6●■●剛﹁一■■■■■■■一■曝9●●■■■曜9■■■■日■一■■一〇■■■願●咀■■■■亀

細島小学校
十一月光一︵十五時〜十六時︶

喝

・
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も含まれます︶

くれました。
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無

昭和三十九二九

化の日を中心に今月一ぽい行なわれますか、すてに終
った部門では、準備に努力きれた各種団体の人々の苦
心もみのって、市役所をはしめ各会場の行事は、量、
質ともに大成功であった。なかでも貴重な作品か用意
された展示会は、参加した人々に大きな満足を与えて
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バレーボール大会

②第二回目

第一回総合文化祭にぎやか

患者輸送に新威力市役所衛生車購入

雛

囂Jザ．恥

月一日から四十年一月三十一
日までに生まれた人て︑一回
服用した人︵たたし︑三十九

日向市第1回文化祭は10月末から始まり、11月3日文
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上から、菊花展、コバルト展、書道展、
写真は

誠く

26

年五月一日から三十九年八月

O

ワ、

量・質ともに大成功
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