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故現場へと消えた︒

くてすむ日が早く来るよう願いたいものです︒

ことしになっての救急出動回数はすでに二百
三十回転こえ︑これも年ごとに増えてきている
という︒わたしたちは︑救急車のお世話になら
ないように注意し︑またサイレンの音を聞かな

ある︒

且説きびしい訓練の上にも訓練を重ねてい

「て墨

＝九番の非常電話のベルが鳴る一と同時に

鍛

8ページ……お知らせ

・繁4

今月の主な内容

§袋＝；｝……雷專画塾氏永駄

鰐ト箋灘鶴舗＆亨袋＝；購霧騨曽高鯨

○⁝⁝・：とじておくと便利です⁝⁝⁝○

譲
・磐遜

る︒それ．は火災にしても︑人命救助にしても最
初の一分一秒を争う機敏さを要求されるからで

﹂暴縫澱盟

書・％r残

要求される機敏さ

ボ．〜．ノ恐．4

受話器をとりあげた消防署員が﹁財光寺十号線
に交通事故発生救急車出動せよ﹂の指令を流す
待機していた署員が白衣を着︑ヘルメットを
かぶり救急車を出動させるまでの時間は︑およ
そ十五秒︒けたたましいサイレンの音は遠く事

糠

難穿

わたしたちの生命︑財産を守る消防署員はい
ま三十八名︒

一己
︵総

月

の

184）

発行

昭和菊年9月10日
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日向市役所
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瀕司；︑

風︑

モ．．

．予︑

へ

、

前市長の藤井満義氏は︑一日午
後三時三十五分︑宮崎市の県立言
崎病院で肝臓ガンのため︑とわの
眠りにっかれました︒六十三才︒

鐵
日向市議会では︑二日午前十時

墲ｪ国の国勢調査は︑大正九年の第一回調査以来︑・みなさんのこ
⁝協力で世界に誇り得る立派な成果をおさめております︒
⁝ こんどの調査は︑第一回の調査から五十周年を迎えますが︑これ

雛調査の方法

⑮本人の仕事の種類
⑯従業地
または通学地
⑰従業地または
通学地までの利用交通手段
⑱
世帯の種類
⑲住居の種類︵持
ち家︑借家などの別︶
⑳住宅
の居住室数
⑳居住室の畳数
⑫家計の収入の種類︒

業主の別︶
⑭勤め先︑ ︵業主
などの名称および事業の種類︶・．

⑤国籍
⑥配偶の関係︵結婚し
ているかどうかの別︶
⑦結婚
年数
⑧いままでに生んだ子ど︑
もの数
⑨現住居に入居した時
期
⑩前住地︑ ⑪教育︵在学
か否かの別︑在学または最終卒業
学校の種類︶ ︑⑫仕事をしたか
の別
⑱従業上の地位︵雇用者

ぼ乾熱藻が碍譲るはうか．露・っ紹諸語憲記穿四≡

饗．調査のねらい
近年︑わが国では︑経済 の い ち ．

います︒・

ぢるしい発展がつづいています︒
これにともない︑人口の地域間の
移動がはげしく︑都市は過密︑農
漁村は過疎という現象で特徴づけ
られるように︑市町村の人口の大
きさや構成は非常にかわってきて

この過密過疎対策のほか︑地域
計画︑住宅計画︑道路計画︑社会
福祉︑青少年対策︑老人対策など
の諸施策をきめこまかく行なうた
めには︑全国はもちろん︑都道府
県︑市町村ごとの人口の大きさや
構成について︑もっとも新らしい
資料がぜひ必要です︒

しています︒

ことを満場一致できめました︒︑

から緊急の全員協議会を開き鴇さ
らに午後三時からこれを臨時市議
会にきりかえ︑故藤井満義氏の功
績に対して﹁名誉市民﹂の称号追
贈と︑十二日午後一時から富高小
学校体育館で市葬をとりおこなう

甲

纏

とぐに︑昭和三十六年七
月︑地方の中核拠点となる
大規模な産業都市をつくり
既成の大都市への人口と産
業の過度集中をふせぎ︑地

一

上をはかられました︒

財政たてなおしにけんめい
な努力を重ね︑窮乏の中で
一年くりあげて三十五年に
再建を実現し︑一方では保
育所の建設や老人ホームの
設置︑またし尿処理場やゴ
ミ焼却場の建設などを積極
的にすすめ︑社会福祉の向
上と衛生的な住民生活の向

市長に就任すると同時に︑

．しかし︑三十四年︑日向

たりました︒

地元日向市でも︑将来に向って
道路や都市計画事業など︑産業基
盤の整備に多くの先行投資をつづ
けてきましたが︑その結果︑徐々
に赤字が蓄積し︑昭和三十一年か
ら三十六年までの六力年間︑財政
再建団体へ指定されるにい

をはじめました︒

鑓
また宮崎県は︑工業県へ脱皮ず
るため︑昭和二十七年忌ら日向市
に大がかりな臨海工業地帯の造成

と力をそそいで活躍され︑本県発
展に数多くの功績を残されました

郷土発展の基礎をつくる
藤井氏は︑明治三十九年十月二
十七日目東郷町山陰に生まれ︑戦
後もっとも多難な昭和二十二年四
月に︑官紀県議会議員に当選して
から連続三期︑十一年目わたって
本県の発展につくされてきました
馳この間︑県議会議長をはじめ︑

同副議長︑土木︑総務の各常任委
員長など︑かずかずの要職を歴任
され︑戦後の困難な社会情勢の中
で︑日夜県民の生活安定と地域社
会の復旧︑さらには電気復元問題
の解決や︑工場誘致などにも一段

﹂．鼻．．．〜こ

獅ﾌ十月一日には国勢調査が実施されます︒
草ｨ調査は︑全国︑都道府県︑市町村の人口の大きさや男女︑年
⁝齢︑職業などの構成を明らかにし︑国はもちろん︑都道府県や市町
⁝村の行政の基本となる資料を得るために行なわれるものです︒

12日午後1時から市葬

このため︑こんどの調査では︑・
いままでの調査事項に加えて︑こ
のような点に重点をおいて調査し
また地域別にも︑くわしくより正
確な統計を豊富に作成することに

・㍗︶

娠＄．
愛．

．馳．

．惣．

仕事をしたかどうかについては九
月二十四日から三十日目での一週
・間の事実を記入していただきます

レ

＊襯査票の回収は
十月一月から五日までの間に︑
調査員はもう一度各世帯をたずね
て︑みなさんから記入していただ
いた調査票を集め︑その内容を検
査します︒

置

レ

名誉市民の称号を贈り

．篠調査事項

お願いしてまわります︒

国勢調査では人口をもれなく︑
また重複することなく調査するた
めに︑全国にわたって約五十七万
︵県内六千︑ 日向市内二百五十
二︶の調査区が設けられています
国勢調査員は︑この調査区をひど
つづつ受け持ち調査にあたります
＊調査票の配布は
調査員は九月二十四日から三十
日までの間に︑受け持ち調査区の
各世帯に﹁調査票﹂とその﹁記入
例﹂をくばい︑みなさんに記入を

4
ご

，

各世帯ごとに︑その世帯に住む
すべての人について︑つぎのこと
がらを調査票に記入していただく
いわゆる﹁申告﹂の方法で調査を

㍉

域間の格差をなぐすことをねらい
．とした﹁新産業都市建設促進法要
綱案﹂が発表されると︑いちはや
く県や隣接市町村に働きかけて二
市二町四村で．﹁日向延岡新産業都．

ました︒

市指定促進期成同盟﹂を結成し︑
自ら会長の役も引き受けて︑新産
業都市指定に全力をかたむけられ

当時︑全国の指定候補地は四十
数ヵ所︑これらがみな世紀の陳情
合戦でしのぎをけつったわけです
が︑藤井同盟会長を中心に︑全県
的な運動へのもりあがりが功を奏
し︑ついに三十九年一月︑南九州
開発の拠点として﹁新産業都市﹂
の指定をかちえました︒

それからは︑広域市町村圏の発．
展のために日夜努力される一方︑
工場誘致にも寝食をわすれてほん
走されるなど︑こんにちの日向市
を築かれました︒

にも意をそそがれました︒

鑛
昭和三十八年一月には︑市庁舎
焼失による再建を︑いちはやくな
しとげられ︑また農家の所得向上
とくに︑昭和三十六年には︑財
政困難なときにもかかわらず︑総
工費一億七千五百万円で富島かん
がい用水路の大がかりな改修事業
に着手︑昭和三十九年には総延長

・

写真は大勢の人に送られ︑欧米視
察の途についたころの故人︵29年︶

七千㌶の用水路が完成しました︒
この用水路は︑いま︑およそ五
〇〇紛の農地へ豊富な水を供給す
る動脈となり︑干ばつ時の水不足
を解消して︑農業の生産性と所得
の向上に大きな役割を果していま
す︒

りにっとめておられました︒

■
昭和四十年に病気のために市長
を辞任されてからは︑もっぱら日
本棋院日向支部長をつとめるなど
囲碁︑盆栽︑俳句など多くの趣味
をたのしむかたわら︑市民のよき
相談相手となり︑豊かな郷土づく

二学期が始まりました︒．

夏休みが終って

会委員︒

＊昭和四十三年三月から四十四年
二月まで︑日向市総合計画審議

五月︶を歴任︒

入促進期成同盟会長︵昭和三十
四年五月から四十年五月︶︒宮
崎騒騒旧杵郡南部市町村長議長
会長︵昭和三十五年二月から三
十九年十月︶︒日向延岡地域新
産業都市指定促進期成同盟会長
︵昭和三十八年五月から四十年

故人の主な 公職歴・
まで︑宮崎県職員︒

＊昭和十四年一月から十六年三月．
＊昭和二十二年四月から三十三年
四月まで︑宮崎県議会議員︒
その間︑宮崎県議会副議長︵昭和
二十九年五月から三十年四月︶
宮崎県議会議長︵昭和三十年五
月から三十二年五月︶を歴任︒
＊昭和三十四年五月から四十年五
月まで︑日向市長︒

その閻︑県道人吉︑日向線国道編
︷

これらの調査票は市町村から都
道府県を通じて総理府統計局にあ
つめられ︑大型の電子計算機で全
国の調査結果が集計されます︒
このように︑調査票の配布から
回収までが十二日間乏︑調査期間
がごく短期間に限られていますの
で︑より正確な調査票がより早く
回収できるよう一層のご協力をお
願いします︒

雛調査結果は

つき・の強い非行的グループにまで

しかし︑例年九月は︑長い休み
を契機に︑かえって非行化するよ
うな例も少なくありません︒そし
て二学期になっても不規則で不健
全な生活からなかなかぬけだせず
遅刻︑早退︑怠学︑さらに盛り場
への出入りなどをくりかえし︑非
行性を深めていくようなケースや
単純な遊び仲間からお互いの結び
発展していくような例もかなり見
うけられるそうです︒

国勢調査の結果は︑いろいろな
分野で︑非常に広範囲にわたって
利用されますが︑その内︑主なも
のはつぎのとおりです︒

防止するには︑なるべく早期に︑・

凸臆U■口■

にする︒

時間などを確かめて守らせるよ．う﹁

︐は︑十分気を配り︑行き先や帰宅．

四︑子どもが外出︑外泊するとき

友人関係をつくるようにする︒・．．

紹介させるなど︑保護者自身もそ
の友だちをよく知っておき︑よい

きたようなときは︑．自宅へ呼んで

二︑学校からの帰宅時間が不凝則
になるなど︑不審な点がみちれる
ときは︑その原因を確かめ︑子ど・
もの日常生活にも十分注意する︒
三︑夏休み申に新しい友だちがで

うにする︒

めさせ緊張感をとりも︑どさせるよ︑

一︑一日も早く不規則な生活をや

ます︒

為を防ぐために︑保護者を中心と
して︑次の点に十分な注意を願い

そこで︑こうした非行や不良行

とが必要です︒

その非行化のきざしを発見し︑こ
れに対する適切な指導を行なうこ

このような少年たちの非行化を
調査の結果のうち︑全国︑都道府
県︑市町村別の人口の速報は︑こ

育．

▼ム

︑︑

としの十二月中に公表されます︒︶

︵今回の

昏㍉

@
@

すすめます︒

@

裁譲縫

う︻．y

六︑子どもの問題でなやみごとや
心配ごとがあるときは︑学校の先
生や家庭児童相談等に相談する︒

@

、
壇

o住宅緬
社会福祉
選挙区め決定
議員定知の決定
雇用対策

φ

G

▼
、

都市計画環境引回対策
交通対策

ノ＝
A
o
．

この調査票はあくまで十月一日

9

・国勢調査
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現在の状況を記入していただき︑

園0櫻團團舅

教
過密・過疎対策．地域開発
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藤井満義氏永眠
前市
長の

①氏名
②世帯主との続柄
③男女の別
④更生年月日
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三し

︑

定されました︒

指定された区域では︑牛︑馬︑
豚の飼育は一頭までと制限してあ
り︑それ以上は保健所に届けでて

丸岡

花子さん︵中原・三才︶

村田愛子さん︵花ケ丘・侶才︶

後藤マツ子さん︵高砂・39才︶

秋子さん︵松原・錦才︶

小西美代子さん︵北町・49才︶
河根マサ子さん︵上町・43才︶
山下フミエさん︵上町 57才︶

岩切
ハナさん︵北町・49才︶

順不同

林

ではないでしょうか︒

許可を受けなければなりません︒
ですから︑こんごはそういった
点では幾分か問題が解決できるの
︹村田︺わたしは団地に住んでい
ますが︑宅地造成も終って︑最近
では︑ぽつぽつ家も建ちはじめた
というのに︑造成当時ブルドーザ
ーが通って︑デコボコになった道
がそのままになっています︒

通学道路はやむなく整理されま
したが︑この道路はそのままで︑
雨の日はどろんこ道になり︑天気
の日でもこの道路だけは雨靴をは
かなければ通られない有様です︒
市の道ですから市か︑宅地造成
された人たちが良心的に復旧され
ることを望んでいるんですが︑い
まだに放置されています︒

霧黙っていては解決しない
︹葛根︺わたしの場合は騒音公害

わたしはその後︑ステレオが鳴り
だすたびに電話して警察の方にき
てもらったんですが⁝その男の人
にはわたしが悪者になってしまい
ましたが︑やはりこういつた問題
はだまっていては︑いつまでたっ
ても解決できない問題ですからね
とくに工場の騒音など言わなき
や改善してくれません︒できれば

ても事故は減りませんよ︒

関係機関を通じてね︒

になっていますから︒

ったようなのも欲しいですね︒

いない一般市民の交通教室とい

︹林︺でも子どもはよく手をあげ
るけど︑おとなはあまり上げま
せんね︒子どもを見習わなくては
ならない点も確かにあります︒
︹河根︺だからわたしもよくいう
んですよ︒ばあちゃん横断歩道を
渡らないと︑事故にあっても︑も
らうものがもらえんとよと︵笑い︶
︹後藤︺それから免許証を持って

と感心しました︒

いつも〃だろうなあ一〃という
気持ちで車を運転したり︑道路を
横断したりするな︑といいます︒
あの車はとまってくれるだろうな
あ一︑というんでなく︑必ず手を
あげてとまるのを確かめて横断せ
よ︑というんです︒なるほどな一

︹村田︺わたしのうちの主人は︑

︹岩切︺車に乗ってみると歩行者
のマナーの悪さがめだち︑歩行者
になってみると運転車のマナーの
悪さがめだつし︑標語にもあるよ
うに︑やはり譲り合いの心ですね

必ず守って欲しいですね︒

︹岩切︺自分のうちで飼っている
犬は可愛いいですから保健所に
ださずにしぜんと野山に逃がす︑
またうちの犬はおとなしくて人に
は危害を与えませんといって放し
飼いをする︒でも畜生ですからね
いつ危害を加えるかもわかりませ
ん︒やはり決められていることは
︹林∪それから野犬狩りは抜き打
ちにしてください︒でないと通
知した期間だけつないで︑それが
ずむとまた放し飼い．する方がいら
っしゃいますから︒

ルを守る

︹丸岡︺やはり基本的には︑交通
ルールをみんなが守るという一
語につきると思います︒これが守
られなければ︑どんな名案があっ

意見ありがとうございました︒
みなきんが公害や食品衛生につい
て勉強しなくても︑安心して品物
が買え︑安心して暮らせる時代に
早くなって欲しいと思います︒

︹司会︺きょうは長．時間貴重なご

イクラミン酸添加と標示してあり
ますね︒サイクラミン酸とチクロ
は同じということを知らない方が
多いんではないですか︒安いとい
うことでよく売れていますから⁝
︹小西︺知っていても︑あきらめ
て買っている人もいるようですね
︹山下︺まだ消費者の目があまい
といえるんじゃないでしょうか

と標示すれば売れませんから︑サ

獲ま．
だあまい消費者の目

ですが⁝︒

︹司会︺ところでみなさんは︑生
活学校で食品公害といえる有害
食品について勉強されているわけ

りませんから⁝︒

︹丸岡︺食品製造業者の雇用者に
対する衛生教育をもっと行なっ
て欲しいと思います︒製品を配達
する人の手は天ぷらを握る手も︑
バンドルを握る手も︑また立小便
をする手も同じですから︑専用の
手袋や︑消毒用のタオルを用意す
るとかね︑いくら衛生的な食品を
製造しても︑これでは何んにもな
︹岩堺︺まだチクロ入りの食品が
たくさん出回っています︒チクロ

「

︑

〃公害 というこの二字が︑新聞に活字として載っていない日は
ありません︒

そして交通事故︒チクロ入りや漂白︑着色された有害食品など︒
たしかにこれらの問題が︑徐じよにわたくしたちの日常生活をお
びやかしつつあることは︑かくせない事実です︒

︵敬称略︶

i会︺こんど県から︑市街地と
美々津︑平岩︑富高の一部の区
域が﹁へい獣処理場等に関する法
律﹂の適用を受ける地域として指

いのでしょうか︒

行政的な指導で解決のみちはな

すしね︒

お隣りの人は︑いつも窓をしめ
切っていて︑そのためにことしの
夏は無理してでもとクーラーを買
ったほどです︒ハエも多くなりま

には困ってしまいます︒

が︑豚にはほとほと悩まされます
近所に豚を飼っているうちがある
んです︒西風のたびにその臭いが
家の中まで流れてきて︑食事どき

A﹁月は︑奥さんたちの目が︑この問題をどのような角度でとら
え︵またどう考えていらっしゃるのか︑八人の方に話していただき
ました︒

︹司会︺暑いところをお集りいた
だきましてありがとうございま
した︒みなさん方は生活学校に学

ぶ奥さんたちとして︑いわば市内
の奥さんたちの先頭に立たれる方
ですが︑きょうは主婦の目からみ
て︑現在の公害問題︑交通戦争︑
有害食品問題といったものについ
て︑どんなお考えをお持ちなのか
ひとつお聞かせいただけませんか
︹丸岡︺これは公害といえるかど
うかわかりませんが︑工事を行
なった後のあと始末の問題です︒
日向市は発展途上の町ですから
いたるところで工事が行なわれて
います︒その後のあと始末が遅々
として進まないように見受けられ
ます︒一例をとりますと︑中原地
区の国道人吉日向線を横断して水
道管を埋設したあとの︑路面復旧
ですが︑いまだになされていませ
ん︒雨が降ると水溜りができ︑交
こうした例は︑公共事業だけでな

通事故にもつながります︒

わたしのすぐ隣りに酒を飲んで
は深夜に大きくステレオをかける
方がいたんです︒もちろん深夜で
すから安眠防害になりますので︑
派出署にその旨電話しました︒
警察の方がすぐみえられて︑こう
いつたときはいつでも電話くださ
い︑いつでも出向いて注意します
から⁝ということでした︒

のほうです︒

く民間事業でも同じで︑宅地造成
の残土はるのまま︑改築後の古材
が道路上に放りだしてあったりし
て︑ほんとに危険を感じます︒
管理者︑所有者︑施工者がお互い
注意して〃工事完成は最後のあと
始末まで〃という観念で工事を進
めて欲しいですね︒
︹司会︺ほかにはどうでしょう︒
︹小西︺これは畜産公害でしょう

ノ

︹司会︺ここらあたりで交通事故
問題に的をしぼって︑ご意見を
お聞かせいただけませんか︒

ればならない有様です︒

︹河童︺市役所前から江川石油店
までの通りの全面班車禁止は考え
られませんか︒片側に駐車の車が
ぴつしりで︑大型バスが通るとき
には自転車乗りはいちいち降りて
駐車中の自動車の間に退避しなけ

すね︒

︹林︺宮交から富小に通ずるあた
りの裏通りの駐車禁止も考える時
点ではないでしょうか︒現状では
消防車︑救急車も乗入れできない．
有様ですから︑非常の時が心配で

︹司会︺交通事故対策の名案とい
つたものは⁝︒

しい 公営駐車場

レ▼ー

︹司会︺これは︑飼主のモラルの
問題と思います︒子犬を野山に
捨てれば野犬になることはわかっ
ていますし︑放し飼いすれば人に
危害を加えます︒犬取締り条例で
も〃犬は必ずつないで飼う〃こと

しょうか⁝︵笑い︶

いまの﹁犬取締り条例﹂を﹁犬
猫取締り条例﹂にかえたらどうで

事でした︒

してくださいと申し込んだんです
が〃猫はちょっとね一〃という返

霧利用して欲しい市役所．の窓ロ
︹司会︺市役所にも︑そうした面
の窓口である生活．相談係が あ る こ

とですし︑大いに利用してくださ

い︒

︹村田︺それから単車や自動車の．
@ 爆発音もひどいですよ︑最近の

、〔

証鳳

月

年

轟朧樽論調犠
きないはずですよ︒
︹山下︺わたしも感じますね︑消

音器をわざとあのように改善し
ているんだそうですよ︒高い金を
かけて悪い方へ何も改善しなくて

もね一︒警察でも取締りはできな
いのでしょうか︒

害を︑どこに相談していってよ

︹後藤︺こういつたもろもろの公
いかわからない方もたくさんいら
っしゃると思うんですよ︒

．それがために我慢に我慢を重ねて
いる方もたくさんいらっしゃると
思います︒
︹司会︺そういった点でしたら︑

でも取締り的な窓口ではありま．

先に述べたように市民生活課内に
相談の窓口があるわけですから⁝
せんし︑申し出ても解決までに時
ありますね︒

間がかかるといったような悩みは

犬猫条例は⁝
︹山下︺ところで話しは変ります

︹小西︺自動車をお持ちの方の気
持ちもわかるんですよ︒駐車場が
なくて困っておられることは⁝ね
︹後藤︺もうここらで︑こうした

〈お話しされた方〉

，

．問題を一挙に解決するために大
規模な公的駐車場を建設してもよ
い時機にきているのではないでし
ょうか︒

嶋

」「蓬
﹂ ．

公害『交通 一一有害食品

のら猫の被害も相当なものです・
魚はとるし⁝︒一度保健所に申し
でて︑犬ばかりでなく猫も捕かく

欲く

9
が
が︑野犬が最近非常に多くなつ
う て困っています︒野菜畑は群れで
ゆ 荒されるし︑ゴミ箱は散らかすし
ひ 中には首輪をはめた放し飼いの犬

︑

塾

に
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水溝など汚物のでやすい場所の
清掃と消毒をする︒
ハ︑清掃によってでた床下の﹁ゴ
ミ﹂などは︑一ヵ所に集めて焼
却する︒

二︑期間中に使用される粉剤︑乳
剤などの殺虫︑防疫薬剤は市で
あっせんします︒また半額は市
で負担しますから衛生課までお
申し込みください︵ただし期間
中区・日ごとの集団の場合に限
ります︶

ホ︑春の大掃除を実施レていない
ところは︑ぜひ秋の大掃除は実
施してください︒

市内圓知屋鉄興社アパート

岩田清子︵主婦︶

なのです︒

朝は小鳥のさえずり︑夜は虫の声
と︑ここにあるのは自然そのもの
ま允日向市を象徴するかのよう
にそびえ立つ仏舎利塔も完成し仁
とか︑この市について一番早く目
についたのはやはりこの仏舎利塔
だったことを思い出します︒．

それだけにこの仏舎利塔と日向市
を結びつけ︑強くこの市を印象づ
け︑大いにPRすることも日向市
民となったわたしたちのっとめで
あるとも思うのです︒
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五部が選ばれました︒

なお審査の結果︑自動車ポンプ
操法の部で一位に日向市消防団第
五部︑二位に同一部︑可搬動力ポ
ンプの部で一日目諸塚村消防団第
十二部︑二位に同四部と椎葉村第

消防操法のわざを競いました︒

この大会には東郷︑南郷︑西郷
諸塚︑椎葉︑日向から選抜された
十一隊が参加し︑日ごろ訓練した

広場で行なわれました︒

県消防協会日向支部の消防操法
大会が︑さる九月六日︑市役所前

消防操法訓練大会

日ごろのワザを競う

イ

トくな作ま

うてのうそちい日にれでまとしにもすしたそ

テ1マ

日のす画あ一話すをなにしめ．たたな合．るてのついよ

第三日曜日
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いきづまる接戦・
PTAバレーボール大会
先生と父兄︑地域住民の親睦を
深めようという︑PTA︵校区別︶

細島小学校チーム

﹀．

日向名所のひとつに

塔

力

対抗のバレーボール大会が九月六
日の日曜日に︑富小体育館と日向
中体育館の両会場で開かれました
この大会に出場したチームは︑
各校区別に行なった予選会を勝ち
抜いてきた強豪ばかりの十三チー
ムで︑接戦のすえつぎのチームが
優勝

優勝しました︒

旺

富盛小学校チーム

上位日向中学校チーム
三位

仏舎

壬丁

庭
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りの

の
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︐︑一唖一1量

御越ケ浦〜灯台線がほぼ完成しま
した︒この道路は七月一日から工
事を行なっていたもので︑御鉾ケ
浦から細島灯台までの延長二千耕
巾員自訴で︑道路から見下す細島
岬の海岸美はとくにすばらしく︑
関係者も﹁日南をしのぐ美しさだ
これなら観光名所として十分売り
だすことができる﹂と期待をよせ

︵都城︶の手ですすめられている

陸上自衛隊第三〇五地区施設像

灯台線近く完成

日南をしのぐ海岸美

P

担たち

@方

第三日曜日

衛 生
害 虫

の準備をはじめます︒

朝夕すずしい風がふきはじめま
すと︑ハエ・カ・などが冬ごもり
市衛生課では︑︑これらの 害 虫 を

越冬まえに退治して︑暮らしよい
環境づくりをすすめようと︑つぎ
のとおり﹁秋の嘱せい清掃﹂を計
画しました︒

＊実施期間 十月一日から三十一
日までの一ヵ月間︒
＊実施要領
で室内外の清掃とあわせ︑ て 殺 虫

イ︑晴天の日を選んで区・班単位
剤を散布する︒

ロ︑炊事場︑ゴミため︑便所︑下

されているわたしです︐

んに忘れさせてくれました︒

荷物の整理もひととおり終り︑ア
パー不の人たちとも馴れ︑ようや
くまわりをながめる余裕ができた
とき︑この風光明びな日向市の存
在が︑長いあいだ住みなれた山形
を離れたというさびしさをいっぺ

てはいないのです︒

十

市内櫛の山に仏舎利塔が完成︑さる八月十二日に落慶
式が行なわれました︒この塔は法華宗日本山︑妙法寺の
石元妙眼さんが尼僧の一念をこめて四年半かかって建設
したもので︑塔の直径はこ十六醤嘱高さは九輪も含めて
三十二綴︒標高百二十耕の櫛の山山頂にそびえ︑国道︑
鉄道からもよく見え︑山頂まで自動車であがれるので日
向市の一つの名所になると期待されています︒
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実際︑わたしは毎日のようにだ
す故郷への手紙には︑この素敵な
日向市を教えることを決して忘れ

のです︒
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アパートのベランダからながめ
る海は青く︑そしてときには白く
ぐっとわたしをひきつけ︑小さい
ころから海を見ながら生活するの
が夢だったわたしにとうて︑なん
ともいえない充足感を与えてくれ
ます︒

●

う書
ﾚiε馴

時
切

をす夏
う
の祖

繊駅験
雌…箪
15日

，
n18日鷺。日藪認6日瞬18艮21，

3ロ
（■唖4塑■●
5
6

う

ii茎鶏
ー

負

画

た

i

え庭国力抱

｝

のろ

■匝■匿

8

使
策．な

ず『方

い対

つらし

あ火

さ

ｭ山け防

上家の協の
心し

S康二二i
ｾ

をい問のしの健試の

1

一
@

冝@ なよ
ﾌ
つり
S
たの
ｪ
口話
ﾜ
父を
ｦ
母語
ケ
P道工健ツ徳チ康と

ﾌのこの
Sすと心
ｪごのが
ﾜし尊ま
ｦ方さえ

Eの学事職降る三族と
@

、
@しえツ

学なと

＊＊＊＊

＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊＊
1
＊
＊
＊
＊

ツて
@く

＊
X交旅目ポ通のの

d．余財読、事臨く書・

＊

∮ 年わいお
搦R霧が方金
Iのた家 の
ﾈ噛すのFじ

i礼お明一家こ

齔S入居

つ

1

@ぬ

1

@をた

B始恵みも

謔ｵ

ｵお祖つんよと父た

ﾅの

慣親

@

譁魔ﾜかて
､年た

本

@をまんう
@すれなと

が。たスそ

、し心お

@えポろ
。いつ

oい
､のにうよ。二持

ﾜに
ははまね
｢

ﾇとよをし
｢でくつむ
ｩすなく季
ｪ 。いり節
ﾅ親本まで
ｵとをしすよ子家よ 。
ｵ年

@十ち

､み

@根でで
@性身き
@つ体る
@くをス
@りきポ
ト

ｵ楽＼

ｩ近よのじ
ｪ所うこい
ﾈこ

ツ

@も

を

@よ

よ画
1
高

反一

､も
響

ポ
@し

@

ま困を
ｵ難考家よにえ族
こなでく

1

@親

@を
@読
@も

@省年
@し 間

う

分こおを
ﾔまと読燈
ﾇなな、む火
魔｢は習に

ｹい話ふ一
髏lしう年
謔ｪ合す間
､あいるを
ｦたまこふ
ﾍたしとり
ｵかよはか
ﾜいうなえ

№ｵ
｢よ
た 老
增@人
を
､ い
ス
に
う

本
う
計
て
；
を

主人の転勤と共に︑日向市に参
りまして早や三ヵ月︒来た当時の
心細さはどこへやら︑すっかりこ
のごろは日向市のすてきさに魅了

oO

，」
ゑ

ハρ

芳

」ρ■り

6

広報ひゆうが

昭和菊年9月号

構い

鍵田塾㎝

臨
軌

C

間一う
立
康
年よ
を
iう
健
め

9
畳凹■唱■回■9
0暖2■D■齢】■●
・口

h．

曳

1

昭和45年9月号

広報ひゆうが
7

∵
￠

ズ
三重：マ『r5、ぴ「三三

π撃窯題「・解讐㌔．．泡罵

剛… ﾁ準騨−
「
昌

貯．

ゲ輕

瀞06ぜ

特別清掃地区内で飼育制限

牛・馬は一頭まで

．されるような場合には︑必ず届け
でて許可を受けてから飼育するよ
うにしてください︒

ただし︑これまでに︑制限頭数
をこえて飼育︑収容している場合
は︑届け出だけで許可とみなされ
ます︒

やぎは四頭まで︒犬は十匹まで

＊動物の種類と飼育制限頭数は︑
．牛・馬・豚は一頭まで︒めん羊

です︒

原︑比良︑高砂︑清正︑吉野川︑
地蔵︑八坂︑庄手向︑八幡︑高々
谷︑伊勢︑宮ノ上︑美々津上町一
と二︑同中町︑同下町︑同新町︑
石軽量︑南︑平岩笹野東︑同中︑
同西︑幸脇東︑桑中︑同西の区域

健所におただねください︒

以上の区域内で制限頭数をこえ
て飼育︑またこれから飼育しよう
と思われる方は︑日向保健所に届
けでて必ず許可を受けてください
なお︑わからないことがありま
したら︑市役所衛生課︑または保

放し飼いは捕かくします

にはとりは百羽まで︵ただし三
十日未満のヒナを除きます︶︒あ
ひるは五十羽まで︵三十日未満の
＊指定された区域は

ヒナは除きます︶です︒

北町︑都町︑上町︑本町︑中町

清掃法によって︑日向市内でも
特別清掃地域がもうけてあります
が︑その中で︑さらにつぎの区域
律﹂の適用を受ける区域として県

期間中は︑県内を三つの班に分
け︑捕かく技術員をふやして捕か

われるものです︒

人や家畜︑また農作物に与える
犬の被害は年ごとに増え︑いま大
きな社会問題になっています︒
この﹁野犬一掃運動﹂は︑こう
した犬による被害をなくすために
徹底した野犬狩りを行なう一方︑
野犬化防止のための正しい犬の飼
い方の指導をはかって︑犬に対す
る国民の不安をなくすために行な

れます︒

九月一日がら三十日まで全国一
せいに﹁野犬一掃運動﹂が実施さ

が﹁へい獣処理場之に関する法
から指定されました︒

こんど指定区域内で動物を飼育
収容する場合には︑その頭数に制

﹁法の日﹂

南町︑申央︑東草場︑西草場︑花
ケ丘︑高見橋通り︑中原︑新当市．
原町一丁目〜同四丁目︒鶴町一丁
目〜同三丁目︑下原町︑江良︑公
園通り︑亀崎南︑山下︑往還︑松．

限がもうけられましたので︑つぎ
にかかげる頭数以上の動物を飼育

十月一日は
無料法律相談所も開設

日向市でも︑日向簡易裁判所︑
弁護士会︑出定委員︑検察庁など
﹁無料法律相談所﹂を開くことに
しました︒

山にすてないで︑保健所へつれて

愛犬家のみなさん︑あなたの犬・

犬の去勢手術を

えください︒

なお︑お宅をおたねずやすい目
じるし︵00商店横など︶もお教

します︒

し尿くみとり希望の電話が一日
の内に数回︑市役所衛生課の方に
かかってきます︒
・．
くみとりは︑日向衛生公社︵電
話五三〇五︑五三〇六番︶ですか
らお間違いにならないようお願い

五三〇五・五三〇六

し尿くみとりは

所と日時をご連書いたします︒

申し込みは市役所衛生課まで︒
電話︑はがきなどで結構です︒
ある程度申し込み者がまとまりま
したら︑個人あてに手術の実施場

百五十円ですみます︒

手術料は県と三二医師会が一部
助成しますので︑個人の負担は六

きがなくなります︒

②発情期に近所の犬が群がったり
さわいだりしなくなります︒
③お産のときの心配やわずらわし

いやすくなります︒

①犬の性質がおとなしくなり︑飼

に去勢手術を受けさせましょう︒
去勢手術をします︒

いってください︒

市教育委員会では︑第三回︵昭

文化功労者のこ推せんを

︵候補︶者を募っています︒

和四十五年度︶日向市文化功労

日向市の文化の発展と文化水準
の向上につくされた︑みなさんの
お知り合いの方をぜひご推せんく
ださい︒

＊対象 日向市の文化向上発展に
とくに功績のあった人

＊授賞11学術︑芸術︑技術︑体育

一般文化の五部門で︑自治功労
は含みません
＊授賞期日闘十一月三日文化の日
＊推せん書しめ切り日 十月九日
当日消印有効

＊授賞者の決定11推せんされた候

補者の中から﹁日向市文化功労
者顕彰条例﹂による選考審査会
の議を経て市教育委員会が決定

選挙の標語募集

します︒

明るく正しい選挙推進全国協議
会は︑来年四月に行なわれる統一
地方選挙のムードを盛りあげ︑国
民の関心を高めようと︑一般から
﹁統一地方選挙の標語﹂を募集し
てい塗す︒応募標語は自作︑未発

1

が主体になって︑つぎのとおり

年に制定されました︒

計48・380人151人増i

表のものに限ります︒
＊締め切り11十月三十一日︵官製

はがき一枚に一句を記載し︑一
人二枚までとします︶
＊送り先 東京都千代田区平河町
ニノ六︑明るく正しい選挙推進
協議会あて︒

にはそれぞれ︑一等三万円︵一人︶

発表は十二月中旬ごろで︑入選者

ご応募ください︒

ご等一万円︵三人︶︑三等日干円
︵三十人︶︑佳作︵若干名︶には
記念品をお贈りします︒ふるって

女25．438人93人増：

く器︵ワナ︶．︑一般捕かく器︵ワ

サ︶による野犬︑ならびに放し飼
い犬の徹底した捕かくを行ないま
す︒

県の﹁犬取締り条例﹂では︑︑犬
はクサリなどで必ずつないで飼育
することが義務づけられています
たとえ登録ずみの犬でも︑こん
ご放し飼いの犬はすべて捕かくし
ますので必．ずつないで飼うように
してください︒

また不用犬の買い上げも行なっ
ています︒いうなくなった犬は野

（9月1日現在）

十月一日は﹁法の日﹂です︒
法の尊重と基本的人権のよう護︑
そして社会秩序の確立の精神をた
かめるための日として昭和三十五

わたしたちは︑身のまわりに起
こる問題を解決するために︑法に
無関心ではいられません︒

るはずです︒

いろいろ問題をかかえてお困り
の方は︑ぜひご相談においでくだ
さい︒きっと解決の糸口がみつか

ます︒

〃権利の上に眠るものは権利を
失う〃ということばがあります︒
むずかしい世の中ですが︑法治国
家のわが国では︑法を守る国民の
人権は︑法がちゃんと守ってくれ

交通事故︑違法建築︑金銭の貸
借︑家内の問題など︒

﹁法の日週

解決の方法や手つづきがわからな
いまま日がたってしまっては︑問
題によっては不利になることもあ
この日から一週間︑

r

i

12．54雌帯鵬28増i

世帯数

ります︒

＊無料法律相談日 十月一日
＊時間 十時から四時まで
﹁

＊場所11日向市社会福祉会館

22．942人前雪転亀

男

間﹂が実施され︑・全国︑ 各 地 方 裁

判所所在地の︑法の日実施委員会
では︑それぞれ講演会や無料法律
相談会を催します︒

凋鵬㈱人口㎜一
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