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本市は︑住みよい町づくりや人
づくりのために︑また産業の振興

を最大限につかって︑各種施設

発展のために︑毎年限られた予算
や︑産業基盤︑環境等の整備を着
々と進めております︒

四十三年度は︑富島中学校の校
舎改築や口細屋小学校の体育館建
設︑また︑草場大曲通りの街路事
業や富高道路の改良︑市営住宅の
建設などおよそ四十件に及ぶ事業
が行なわれ︑この建設的事業費は

にのぼり︑普通会計二等会計に

四十三年末現在で約三億六千万円

︻公営住宅会計を加えたもの︶の
三ニパーセントを占めました︒

これらの事業は︑ほとんど一般

月所人
行集

00発編

こうした建設事業は別表でおわ

です︒

かりのように︑︑年々増加を続け︑

います︒

地域開発や都市発展の基盤となる
道路や上︑下水道︑住宅等の建設
が着実に進んでいることを示して

︵グラフの

また︑こうした開発を裏付ける
ように本市の人口は毎月増加を続
け︑他市町村の過疎問題とは反対
に︑発展していることを物語って
いるものといえます︒

四十三年度分は十二月末現在で
す︒︶
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三月のくらし

占

この三月で︑四十三年の歯

お願いします︒

い︒また︑税金等の未納のかた
は早めに納めてくださるように

髄獅馨輪耀

▽

をくばりましょう︒

ば馨抄罐骨離無識

▽ 四月から新入学︑入園児の
通学・通園が始まりますが︑か
わいらしい新入児が交通事故で
けがをしたり︑命をうしなうこ
とのないように︑みんなが十分
注意するとともに︑父兄はいま
から安全な通学道路を選び︑実
際こどもといっしょに通って︑
横断歩道の渡たりかたや曲りか
どの注意事項など︑くりかえじ
教えることが必要です︒
▽ 学年末となり︑卒業・進学
就職などで︑解放感や不安感︑
失望感から学生生徒の非行が芽︸

す︒

ニッタや遊びに出かけ︑春の﹁r
日を思いきりたわむれてはいか
がでしょうか⁝⁝健康増進には
戸外運動が最良の方策だそうで

家族連れやグループで︑ピク

を聞くようになりました︒

三月も半ばを過ぎ︑花の便り
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新産都市建設の優遇措置として補
助金のかさ上げ分が四十年度事業
から適用されて翌年度より交付さ
れておりますが︑この額は四十三
年度までに約三千七百万円で︑一
億円程度の補助事業分に当るもの

建設工事は年々増加

●

財源を投じて行なわれ︑この中に
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写真は完成間ちかな日知凡小体育館
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答申書が︑さる二月十七日沖田菊
二郎同審議会々長から市長に手渡
されました︒

この答申書は︑本市の特性を生
かした住みよい都市づくりに必要
な事業を︑より効果的に完遂する
ため︑昭和五十五年度までを一応
の目標年次として計画されている
もので︑第↓部に基本構想︑第二
部に基本計画︑第三部に調査報告
が掲載されており︑B四版の百六
す︒

十六ページに及ぶ膨大なもので

く市民のものとして︑

住民と血の

内容も国︑県をはじめ隣接市町
村や民間諸団体の計画と連繋をと
りながら︑市の経済事情や財政の
将来を考慮して均衡を保ち︑実現
可能な範囲で掲げるとともに︑広
通った計画であるように配慮され
ています︒

この作業は︑四十二年十二月に
総合計画審議会が制定されて︑官

？

写真は市民の声を聞く会

公署︑事業所の長︑それに各団体
：の長や学識経験者ならびに市議会
代表の二十人を審議員に委嘱し︑
さらに専門調査員として︑宮崎大

て︑四十三年四月から進められて

学の下村教授ほか四人を委嘱し

作業の過程では︑市民と血の通

いたものです︒

をはじめ︑

﹁市民の声を聞く会﹂

つたものにするため︑各小申学校
の児童生徒の父兄千八百五十八人
を対象として︑地域の生活環境な
どをアンケートによ与調査したの

を各小学校ごとに開催し︵幸脇は
美々津と合同︶職業別の各代表三
百五十五人前ら町づくりに対する
積極的な意見を聞いたほか︑専門
調査員の実態調査や課長会︑専門
調査員と課長の合同会議︑また八
回にわたる審議会が重ねられて作
られたものです︒
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総合計画の内容につきましては
今後逐次掲載する予定にしていま
す︐

されています︒

百トンの見込でず︒
きらに近い将来には︑設備や従
業員を約二倍ぐらいにふやして︑
より以上切増産をはかる計画がな

●

重三．ぜ茅ξ譲書置藩．︐44毒謹濤一︑・達．

練のため︑大阪︑名古屋方面の会
社へ実習に出ているところです︒
来月からは︑いよいよ本格的な
二百三十人︑男子工員七十人が従

操業が始まり︑従業員も女．子工員

ょ．つ︒

この会社は︑市内の繊維工場の
うちでもいちばん大きな経営規模
をもち︑四月操業の宮崎合繊︵財
光寺︶や︑いま﹁区入口に建設し
ているシンメイ産業などの進出と
あわせて︑本市の繊維工業発展に
いちだんと拍車をかけることでし

一 新産業都市の建設促進法が三十
曲七年五月に制定されて︑この指定
㎜を受けるため︑全国三十七道府県
㎜四十四地区から激しい陳情合戦が
㎝展開され︑本地区も県民あげての
㎜運動を展開して︑三十九年﹁月三
㎜十日に全国十三地区にまじって指

冒す︒

⁝定を受け︑南九州開発の拠点とし
剛て役割をになうことになったのは
⁝みなさんもご存知のことと思いま
ｻれから五年間が過ぎ去りまし
⁝たので︑この間のできごとを振り

臨海工業地帯に

⁝返ってみましよう︒

工場建設始まる

昭和三十九年の初めは︑市庁舎
⁝の建設がようやく始まったところ
一方︑日

でした︒

︵現在の第﹁糖業︶の工場建設が

向臨海工業地帯では︑共和製糖

．

写真は盛大だった指定祝賀会

﹂・・ き
噸

ーーく一﹂・蟻﹁．
ぢ

@︑．． も＼
最近では︑車が急げきにふえて
いたいけな子どもの通学︑通園を
考えるとき︑悲惨な交通事故にあ
いわしないかと︑いつも心配でな
りません︒

おとうさん︑おかあさん︑ぜひ
子どもに正しい交通のしつけを身
につけてあげてください︒そして
安全で楽しい通学︑通園ができる．
ようにしてあげましょう︒
そのた．めには︑まず︑おとうさ

ん︑おかあさんが手本になってあ
げることが必要です︒

・実際に︑子どもと歩るきながら
横断のしかたや︑信号機の見かた
﹁ぼく﹂は︑右側を歩

を教えてあげましよう︒
◎車は左︑

灘

．︑

鉄新社が二酸化マ
ンガン工場の建設

十月には︑臨海工業地帯二区に

かせました︒

の聖火が本市を通過して沿道をわ

九月は︑世紀の祭典オリンピッ・ク

のため︑用途地域の．指定を受け︑

五月には︑計画的な都市づくり

蝋万トン岸壁に入航し︑祝賀会に
花をそえました︒

が参加レました︑また︑工業港の開
戸一便とじて︑自衛艦﹁まき﹂が闇

灘

州

きれました︒

を始めました︒︑ また内閣改造によ
り小山建設大臣が工業地帯を視察

十一月は新産都市第一号として
共和製糖の操業が始まり︑同地帯
へ﹁日十二万五千トンの水を配る
工業用水道も完成し︑臨海工業地
帯の整備も着々と進められました
十二耳には︑約﹁億九千万円の㎝
工費で三十八年末に着工した市庁㎝
舎が完成し︑十日から完成祝賀会㎜
や盛り充くさんの記念行事が行な㎜
われました︒また︑記念式典の席㎜

㎜

で市の発展に功績のあった三尾良㎜
次郎氏に名誉市民の称号がわくら㎜︑

このほか市の建設事業として・㎜

れました︒

美々津申の体育館建設や日知屋小一
の校舎増築︑富島申の危険校舎改⁝
築︑中央通線の舗装工事など庁舎
建設を含めて四億七千万円の工事

︑﹁噸駆垂ロ︷．

が行なわれました︒

㌃

ましよう︒

ら︑みんなで交通安全意識を高め
e集合時間一午前十時三十分
口集合場所H市役所北側広場

少年の不良化防止
三月から四月にかけては︑少年

反面には︑安心・不安・解放感

・たちにとって卒業︑進学︑就職と
あたらしい希望がわいてくる時期・
です︒
︐

ます︒

などのさまざまな感情がいりまじ
って︑精神的にもっとも不安定な
時期にあり︑危険な年期ともいえ
少年が不良化する傾向として︑．
学校や勤めをさぼる︑外泊や夜あ
そびをする︑服装が乱れたりはで
になる︑うそを言ったり︑金づか
いがあらくなる︑などが﹁般的に
あらわれてきます︒

焼却する︒

︒晴天の日を選んで︑室内外の清
掃と日光消毒をする︒
・便所︑ゼぶ︑下水︑台所︑ごみ
ためなど汚物のある場所を清掃
し消毒をする︒
・床露ごみは︑﹁．ヵ所に集めて

がですか︒

お宅でもこの機会に︑はりきっ
て︑大そうじをやってみてはいか

適しているといわれます︒

寒さもやわらぎ︑だんだんと春
らしくなってきました︒この時期
の大そうじは︑﹁年中でいちばん

春の大そうじ

﹁刻も早くなおしてやる

れたら︑

もしこのようなきざしが︑みら
歩道があるところは︑必ず横断

﹁歩こう交通安全運動推進大

ものです︒

歩道を渡ろうね︒

くのよ︒歩道があるところは︑
歩道を歩きましょうね︒
◎向こうへ渡るときは︑車が止ま
ってから︑左右を確かめ︑きち
んと手をあげて渡るのよ︑横断

一

ことが大切です︒そしていつまで
も明るい︑楽しい家庭でありたい
◎車のすぐ前や︑すぐ後を渡った
り︑急に飛び出すとあぶない！
車は急に止まれないのよ︒
◎道路では︑あぶないから︑あそ
ばないようにしましょうね︒
など︑やざしく教えてあげましよ
う︒このほか︑通学︑通園には︑
あまり車の通らない安全な道を選
ん．でください︒

一通．婁大会に参加を
⁝三月二十九日︵土︶︑−−

戸外運動には絶好のチヵ．ンスが
やってきました︒

た︑

今月の二十九日︵土ようぴ︶は
体力つくりと交通事故防止をかね
会﹂が行なわれます︒この機会に
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本市が今後十年︑ 二 十 年 と 市 政
を推進するうえにおいて︑ そ の 目
標ともなる﹁日向市総合計画﹂ の

量・二餐裏 ．

f

旭合繊が来月かぢ操業

・亀

カシミロン紡績糸を生産
日向臨海工業地帯第三区の東側
︵竹島入口︶五万五千平方メート
ルに︑昨年八月から建設申だった
旭合繊株式会社︵団野武社長︶の
工場がこのほど完成し︑現在︑機
械調整などを行なっています︒
事して︑月産﹁万五千錘のカシーよ
ロン紡績糸を製造します︒
︻年

製品は︑おもに大阪︑関東︑北
陸方面に出荷される計画で︑

間の出荷高は千二百トンから千三

まず︑親が手本を示しこ

きくきミ︑一§

ρ

、

この会社は︑昨年の三月に︑旭
化成と東海レーヨン︵本社は愛知
県︶が資本金﹁億円を出資して設
立したもので︑合繊紡績糸︵ヵシ
ミロン糸︶を生産する新しい会社
です︒

塾

なことではないでしょうか︒

よろこばしいことですが︑学校や
幼稚園の集団生活はもとより︑子
どもの安全な通学︑通園を守るた
めに鴇正しい交通のしつけも大切

子どもに正しい交通ルールを
新学期をまちかにひかえて︑新
入学児童のいるご家庭では︑いろ
いろなしつけや準備で︑なにかと
お忙しいことでしょう︒

ミ

しかし︑それもこれもたいへん

し
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総工費は︑用地買収費や建物の
工事費︑機械装置費などにおよそ
十二億円がかけられ︑すでに機械
据え付けなども終って︑いま機械
の調整や点検︑準備などの作業に
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55年を目標に市民の声も配慮
，
●

義務教育の課程を終えて、社会へ巣立っていく若うど
たちをはげます壮行会が、さる3月12日、市役所大会議
室で行なわれ、，市長や来賓の方から激励のことばがのべ
られました。写真は……記念品を受けとる生徒大表

写真は総合計画の答申を受ける市長

塩見に精薄児施設を建設

し

260余人が県内・外へ

「ノ

審議会が1年がかりで作成
中学卒業の就職者を激励

4
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現在は︑百五十人程度が技術訓

塩見権現原に鉄筋コンクリートニ階建ての精神薄弱児
施設が建設されています。この施設は、宮崎以北を対象
に精神薄弱児童の教育や生活指導を行なうため、社会福
祉法人暁星会が建設しているもので、来月開設の予定。
7
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歴史11秘話日本の百年︑戦後残
酷物語︑目で見る大世界史︒
総記11国会便覧︑毎日年鑑︑朝
日年鑑︑時事年鑑︒
﹁芸術11国宝︵第三巻︶︒

﹁花見﹂のたより
みなさんに親しみ深い︑日向向
洋園の﹁つつじまつり﹂と細島の
﹁桜まつり﹂が︑ことしも次のと
おり行なわれます︒
八つつじまつり＞4月12日〜20日

八三まつり＞3月路日〜4月10日

三十五歳以上の人は

今月中に加入届を

明治四十四年四月二日以
降に生まれ︑三十五歳以上

の人でまだ国民年金に加入

されてない人は︑本年三月
末までに加入届けをすませ
ていただかないと︑老齢年

金がもらえなくなります︒

それはなぜかど申しますと︑次
の表のように老齢年金を受けるた
めには︑六十歳までにそれぞれの
保険料のかけ金期間がないと老令
年金を受ける事ができません︒

のです︒

すれば︑その不足分を
法の運用によって︑何
とか老齢年金受給にむ
すびつけようというも
まだ加入されてない
方は︑保険課国民年金

い︒

係まで届け出てくださ

︐四十三年度分の保

険料納入は早めに

されたことを確認す

四月は︑国民年金保
険料の最終検認︵納付
る︶月です︒

方は早めに納付して︑

四十三年度分の保険
料が未納になっている

け

17
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歳の間
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しておきましよう︒
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むだがなくなりました︒自転車・
オートバイには︑ぜひ防犯登録を

ら︑いままでよりもずっと時間の

していただくことになりますか

あなたが︑自転車またはオート
バイを購入きれたときは︑お買い
求めになったお店で︑防犯登録を

トバイが五十円です︒

〜ーー︾ぜ一δ

検認を受けてくださ
︵保険料納付の検認月は︑毎年の七月︑十
月︑一月︑四月となっています︒︶
い︒

〜一事一・一︾

に努める⁝⁝︒適度の運動と日光・

おくこと︒

自転車バイクの防犯登録
三月から買い求めた店で

自転車・オートバイの防犯登録
は︑三月五日から市内の自転車販
売店でしていただくことになりま

これまでは︑市の総務課で取扱

した︒

っていましたが︑．本年三日丹五日を

もって自転車・オートバイ防犯協
会日向支部に自転車・オートバイ
の防犯登録事務を︑いっさいおま
かせすることになったものです︒
防犯登録の手数料は︑ごれまで

と飛自回覧が四書オー

♂

7

Rh・・

8

多含ll：II11

9

12

亨

オ：

ヲ：

広場

謬新刊書のご案内血
次の図書が新しく入荷いたしま
したのでご利用ください︒

文学﹂織田信長全巻︑短歌のあ
らまし︑人を動かす話術︑川と大
地の歌︑天使の葬列︑吉川英治集
カザノヴァ回想 録 ︑ 獅

牛の流感にご注意！

たとえば︑昭和四年生まれの人
は︑六十歳までに二十四年かけな
ければなりませんが︑現在三十九
歳ですから︑六十歳までに二十一

年しかありません︒そうします

18

60歳

浴を毎日行なう︒畜舎は︑乾そう
させ常に清潔にし︑寒いときは︑
すきま風を防ぐ︒良質の牧草馬乾
草等を十分に与えて体力をつけて

が︑本年三月三十曜日までに届出
璽 〜一

と︑三年不足することになります

21

昭2．41

第四十巻︑

子文六集第十巻︑人を感動させる
名文句︒

牛の流行性感冒が︑北海道︑静
岡県︑徳島県︑広島県など︑十六
都道県で発生し︑南下するおそれ
があります︒

い︒

19

5

56世帯増

11．967世帯

牛を飼っておられる︑農家の方
は︑次の点に十分注意してくださ

22

大15．4．2

16

世帯数

一

咽二二鬼

〃2．4．2
〃3，4．1

までの

生年月日

生年月二二

ゑ

〃15．41

1．」7．

大14．4．2

98人増

総数46．988人

いなど︶のような異常牛がみつか
ったら︑すぐ市農林課または家畜
保健所へお届けください︒③畜舎
内に他人を入れない︒④衛生管理

．弓冨噸︐﹂響−・︐．顧づ響匹︷弓

・9﹄

〃12．4．1

期間

大11．4．2

25
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昭5●4

20

23

女24．493人29人増

①発生地から牛を導入しない︒②
前期症状︵せきがでる︑熱が高い
鼻汁を出す︑涙を流す︑呼吸が速

﹂．

〃4．4．2
〃5。4．1

一癖（5月旧現在）

社会科学 不動産売買の法律相

転居届は、本市内で住所を変えるときの届
け出をいいます。たとえば、都町に住所のあ
った人が南町に住所を移すときには、この転

N

ζし

転居届は14日以内に………

哲学一1わが人生観︵太宰治︶︒

届出の内で、いちばん忘れられがちなのが

〃3。4．2
〃4．4．1

男22495人鴨聖

．

今回のべる転居届です。

一＿》一
転居届は、新しい住所に移ってから14日以
内に届けでることになっており、それをすぎ
て届け出をされると転入届同様＼2，㎜円以下
の過料に処せられることになっておりますの
で、住所が変ったときには早目に届け出るよ
うにしてください。たとえば、婚姻届を出す
だけで住所も自動的に変るものと思っておら
れる方がたいへん多いようです。この場合も
必ずこれから住む住所地に転居届出をすませ
ないと、結婚しているのに、住民票にはいっ
しょにのっていないということになります。

談︒

転居届を忘れずに！

ン・ボックス︑生きている英会

市内で住所が変おるときは

@ ．辱

す。

ワ蟹超6重づ．・・．り量り

よく印鑑証明書や住民票をおとりになると
き、転居届をしていないのに、新しい住所地
を申請書に記入して請求される方を多くみか
けますが、このようなときには、転居届が済
むのを待って印鑑証明書の訂正や住民票の記
載などをいたしますので、相当時間をかける
ことになります、お急ぎの時など本当にお困
りになっておられるのをよくみかけます。こ
れなどは、住所が変ったときにすぐ転居届を
出しておられたら、なんでもないことなので

語学一実用英語ABC︑英語の
発音︑だれでも話せる英会話︑英
単語物語︑応用自在の英文法︑何
でも話せる英会話︑日常英会話︑
役に立つ英作文︑英語クエッシ︒
話︒

覧一
一一
一職鴨覧
巳一
一 覧一
一 一覧
覧覧
一鴨
匿覧
属鴫
亘隔
囑一
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④
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居届が必要なねけです。
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