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b

﹁絵は幼

絵と畳の製作︒一見地味な仕事ではあるが︑
大きな目的に向かって走り続ける若駒である︒

続けている︒

少のころから好きでしたから︑趣味として書き
続けているだけです﹂とひかえ目に語るが︑全
国勤労青少年美術展に﹁夕陽﹂﹁谷間﹂などが
これまで連続三回特選︑入選一回︒ことしの日
華美術展にも入選︑また今月九日から橘デパー
トで開かれた県美術展にも︑はじめて出品した
﹁紫苑﹂が入選するなど︑卓越した筆をふるい

の油絵﹁水蓮﹂の製作に取組んでいる︒

また︑三谷君は仕事の余裕をみて︑いま百号

○⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝：○

年以上はかかる︒
三谷文男君︵24︶闘新財市11は︑昭和三十七年

ゴザを床に縫いつけるカマチ縫い︑ヘリの平
縫い︑かえし縫いといまはほとんど機械で行な
うものの︑一人前になるにはどんなにしても三

当な熟練を要する︒

記号ミづくりは︑単純そうにみえるけれど相

が一枚︑一枚できあがっていく︒

イグサのにおいもすがすがしい新しいタタミ

し

に中学校を卒業︑同時にこの仕事をはじめて九
年︒その間︑富島高校夜間部に通うなど苦学を
重ねて︑いまはりつばな畳師に成長した︒

幽
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今月の主な内容

2ページ……晴れて受賞の人（文化功労者と消防功労者）
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演葛ﾀ霧羅まる

・ページー写真集一おかあ・ん祭り大会6ページ

小さな願い、すなおな訴え
7ページ…話題を追って。児童手当の
受給申告受付け中。
5ページ… i子どもの声を聞く会から）
8ページ…お知らせ。

黙h．．

文化の向上・郷土のためにつくす

秋晴れにめぐまれ︑小学校区尉
八口が堂々の入場︒

浦島太郎︒

昭和四十六年度︵第四回︶の日向市文化功労者がきまり︑さる三
日の文化の日に︑市長室でその授賞式が行なわれました︒
ことしは︑学術︑技術︑体育の三部門には該当者がなく︑絵画を
とおして日向市の美術振興︑文化水準の向上につとめてこられた︑
りました︒

刈川水保氏︵47︶11岩脇中学校教頭龍が︑ただひとり芸術部門に決ま

また地方自治︑教育︑医療などと道はちがっても目的は同じ︒郷
土のため︑社会のため長年つくされてきた︑県内二十二人のかたが
同じ文化の日の三日︑秋の叙勲ときまりました︒
この中には︑昭和四年から兵役を除く三十二年間︑日向市消防団
副団長をつとめるなど︑消防の使命達成に貢献された︑渋谷作一氏
秋晴れの日︑それぞれの﹁章﹂を胸にされた︑両氏の横顔をご紹介

︵59︶H財光寺臆の勲五等瑞宝章も含まれています︒．

す︒

ど︑郷土日向市の魂をキャンバス

NHKテ
﹁海を描

レビでも

しい昭和三十八年一月の市役所大
火は︑強風と乾燥下の悪条件の中
で︑市庁舎を全焼︒隣接アパート
や民家にも延焼し︑一時は大きな
災害が心配されたものの︑渋谷副

団長︵団長は当時公務出張で不
在︶の冷静沈着な判断で延岡市︑
門川︑東郷両町の消防力の応援を
求めるなど︑同氏のすぐれた陣頭
指揮でこれを最少限にくいとめる
ことができました

系一

めあう綱引き︒

目的達成には︑何よりも団結が
大切︑お互いに力の結束をたしか

プラカードで交通事故︑犯罪防
止︑公害防止をアピール︑財光寺
小校区︒

ンスをひろう︑富高小校区︒

まだ若々しく︑みごとなフラダ

き︑フォークダンスをひろう︒

市民総和を願って︑参加者全員
がグランドいっぱいに内陣をえが

功績によるものです︒

勤︑非常勤の消防体制を築かれた

力の増強を力説され︑今日の常

︵四期︶の市議会活動の中で︑消防

こんどの受賞は︑こうしたこれ
までの実績．さらには十六年間．

です︒

を貫きとおされた︑氏の消防精神 ︑
によるもので︑いまだに消防人の
あいだで語り草になっているほど

身の危険もかえりみず﹁人命第一﹂

さらに︑この火災で市役所の火
が隣接アパートに移ったときは︑
単身で飛び込み︑一階︑二階の老
人︑婦女子の誘導にあたり︑一人
の負傷者も出さずにすんだことは

く評価されています︒

また︑師範学校卒業後︑教職に
たずさわる同氏は︑児童画の色彩
を通して︑児童の心理的背景を追
求するなど︑美術教育の研究を重
ね︑その間︑教育雑誌︑講演︑研
究会で研究実績を発表︒美術を通
して︑日向市の文化水準の向上と
その育成につとめてきた功績が高

いっぱいに描き続けておられま

西日本秀作美術展に﹁青い木﹂が選
ばれ久留米市石橋美術館に出品︒

−個展もひらき後進指導・・
市文化功労者バ芸術︶
く﹂で県
下に紹介
されるな

台を建設
⁝寄贈され
ました︒

−刈川水保氏⁝⁝⁝⁝・﹂

⁝

ズを製作︑昭和四十三年十月には

の海岸を中心にした﹁海﹂のシリ：

昭和三十四年ごろから︑日向市

個人展も四回︒

することにしました︒

育成指導に努力されています︒
昭和十九年︑戦意昂揚全国美術
展に﹁阿蘇﹂入選︒︑

て入選︑入賞三回︒

ゴ

−私財で警鐘台建設
谷

公害を追放し︑自然を守り︑き
れいな海を！︑幸脇小校区︒

作一氏・⁝・・⁝⁝⁝㍊また︑
記憶も新

消防功労で勲五等瑞宝章
﹁⁝⁝⁝⁝渋
民の生活安定︑

．員と共に十キ︒の山奥からこの資材

の搬出に奉仕され︑さらに昭和三
十六年には︑消防団の活動はまず
施設の整備から一と︑財光寺︑秋
留の四ヵ所に︑私財を投じて警鐘

たちの力を︑．いくつかのフイルム
でご紹介することにしました︒

﹁平和な家庭建設﹂を誓いあいな
がらしっかり結ばれたおかあさん

すめ﹂﹁青少年をすこやかに育て﹂

今月は︑この大会を通して﹁時
間を正しく守り﹂﹁学習活動をす

Fおかあさん祭り犬禽に三千人．．

一日をすごしました︒

塩見小窯

﹁明るい日向市の建設をわたし
たち母親の手で﹂のスローガンを
かかげ︑さる三日の文化の日︑小
倉が浜運動公園で開かれた﹁第一
回おかあさん祭り大会﹂には約三
千人が参加︑競技や演技で楽しい

コッケイな郷土芸能︑
区のピーヒヨロ踊り︒

9

県美術展には第一回展から連続し

ゼ

蓼訊・

縣

治安維持につと
めることが何より大切一と︑ 町内
の梶木︑塩見︑財光寺の三ヵ所の
警察官駐在所が改築されたときは
営林署の木材の払下げを受け︑団

汽イ

ム

大正十三年九月十一日に︑日向
市塩見新書市一〇六六番地に生ま
れ︑県立延岡中学︑宮崎師範本科
を卒業して現在岩脇中学校教頭︒
昭和二十三年に宮崎正二三︵都
町︶︑田中道夫氏︵原町︶などと共に

日向市美術協会を結成︑以後現在
にいたるまで協会の推進者として
活躍︑会の運営︑振興にあたるほ
か︑昭和四十四年には騙馬会長に
就任︑日向市の美術振興︑後進の
大正一年十月二十日に︑日向市
財光寺往還に生まれ︑県立富国農
学校を卒業︒市議会議員四期︑市
制施行当時から消防団副団長をつ
とめ︑現在は旅館経営︒

昭和四年四月︑富高町消防組合
員に就任して以来︑兵役期間を除
く現在まで三十二年九ヵ月もの長
い間︑つねに消防団の先頭に立ち
団務に精励し︑消防の使命達成に
響きぐ貢献されました︒

とくに昭和二十五年には︑消防
の目的は︑初期消火につとめるこ
とはもちろん︑火を出さないため
には︑民警が一体となって地域住

し

べ

農襲撃蔓撃覇の幸

O

の人
最大の呼び物は︑各団の趣向こ
らした仮装行列︑日知屋小校区の

各団ともはなやかに応援合戦

@

、

聯一軍｝
3

晴れて受：賞

2
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︸
題、おとなへの願いなどについて
すばらしい意見を発表しました。
紙面の都合で、全員の意見発表

の代表24人で、交通事故、公害問

小さな願い

を掲載できないのが蔑念ですが、

すなおな訴え

4
「日向市子どもの声を聞く会」
が、市役所大会議室で行なわれま
した。意見発表は市内の小中学校

さる11月13日、昭和46年度の

ここに6人のよい子の意見をご紹

㍉＼漏

髄礁
．脊

︵

同会議所の話しでは︑毎年公園
の広場や街路などの公共の場所に
﹁明るい緑の町づくりを一日でも

な木を植えました︒

山モモニ本︑計十万円相当の大き

﹁緑の公園﹂にしようと︑ ク ス 三 本

さる二日︑小倉ケ浜運動公園を

たせてくれる緑や花1︒
日向青年会議所のみなさんが︑

わたしたちの心にうるおいをも

介します。

子どもの願う公害のない「緑につつまれた工業都市」づくりは、
わたしたちおとなの責任であり義務です．
曜
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交通公園の建設を
財光寺小六年飯干泰彦
ぼくは今日の交通ルールはたい
へんみだれていると思います︒

集団登下校をしているとひつきり
なしに通る自動車にひやひやしな
がら下級生の世話をしで登校して
います︒テレビや新聞で毎日のよ

うに﹁交通ルールを守りましょ
う﹂と注意していますが飲酒運転
やいねむり運転がいっこうにへり
ません︒また歩行者も飛び出しや
むりな道路の横断がたえないよう
です︒こうゆうことではなかなか
事故がへらないのも無理はないと
思います︒

いうことも出てくると思います︒

おはよう一で
長渡利光

心をつなぐ
美々津小六年

たからです︒でも母は︑︑あまりの

ぼくは︑美々津小学校の全校委
員長をしている者ですが︑全校委
員に立候補したどうきは︑美しい
りつばな学校にしていこうと思っ

せのように﹁しっかり．勉強してお

り気ではなかったようです︒ぼく
は父を一年生の時になくし母一人
の手で育てられてきました︒口ぐ

それにはまず小さい時から正しい
交通規則を覚えられる交通公園の
ような施設をたくさん作ったらよ
いと思います︒また歩道と車道を
はっきり区別して陸橋のような立
体交差するしくみを作り人と車が
できるだけ接触しないようにした
らよいと思います︒でもそうして
道路を良くしていくとそのために
自然がこわされたり︑すみなれた
土地をはなれなければならないと
そうゆうこともよく考えて計画を

をりつばにはたし

︑日向市一の学

と言うのです︒全校委員長になっ
てからまずわたしは︑いっしょう
けんめい小学校を美しいりつばな
学校にしょうと思いました︒美し
い学校にするためには︑そうじを
まじめにする︑一人一人がちりを
落さないようにする事だと思いま
した︒次にりつばな学校にするに
は心のふれあいができる﹁おはよ
うございます﹂のあいさつを呼び
かけることだと夢にえがいている
のです︒最後に正しい行ないをす
ると言う事ですが︑これは全校委
員で作文を書いてみんなに正しい
行ないのしょうかいをしたいと思
います︒これがぼくの夢であり希
望なのです︒小学校最後の日日を
有こうに全校委員長としての責任

ています︒

校にして卒業したいものだと思っ

高橋さん

のではないでしょうか︒

よく仕事をするりつばな人だ︒﹂

して︑．﹁あの人は︑体が小さいが

てほしいと思います︒

きまりをまもれない人がいます︒
おとなは子どものよき手本となっ

ょう︒ところが同じおとなでも︑

おとなの場合でも同じではないで
しょうか︒市長さんでも議員さん
でも︑多くの人に仕事を理解して
もらい︑協力してもらはなければ
十分な成果をあげられません︒そ
のため日夜ご苦労があることでし

のだと思いました︒

前にそうとうな努力がいるのだ︑
みんなを代表する人の努力がいる

原田さん

黒田直彦

りたいと思います︒

ぼくは︑人に信頼される人にな

富小六年

信頼される人に

黒田君

って︑いつも﹁勉強勉強﹂と言っ
ています︒それで︑全校委員にな
ったら︑今まで行っている熟など
に行けなくなる心配と全校委員と
しての責任があるので母は心配だ

もりつばな人に．なりなさい﹂とい

とうさんよりも︑おかあさんより

ねり実行していきたいと思けま

けないと思います︒

す︒でもいくら道路がよくなり︑
安全な車ができてもそれを運転す
る人がしっかりしていなければな
んにもなりません︒運転者も車か
らおりれば歩行者ですから常に歩
行者のことを考えていなければい

田村君

るからだと思います︒ぼくは︑こ

長渡君

ぼくは大きくなったらこのよう
な交通事故を少しでもなくすよう
に努力していきたいと思います︒．

飯干君

青い空・海を
田村直俊

いつまでも
細島小六年
になると思うからです︒

ぼくは今全校委員としてみんな
の世話をしていますが︑体が小さ
くみんなからちびといわれバカに
する人もいます︒そこでみんなの
ためにいっしょうけんめい仕事を

うした横着な人には︑きびしい罰
を与え︑車まで取りあげるべきだ
と考えます︒その方が事故で死亡
したり︑ケかするより本人のため
つぎに公害の問題です︒都会で
はスモッグで青空も星空もあまり
見えないと聞いています︒日本は
四方を海に囲まれた国ですが︑十

ぼくの住んでいる細島の町には
思います︒

年もすればドブに浮んだ国になる

工場もでき︑港も大ぎくなって大
型船が出入りしています︒これか

家に飢えれば父母は健在だし︑
ぼくは︑いま何の苦労もなく楽し
い生活を続けています︒
しかし︑気がかりなことがあり
ます︒ひとつは交通事故の聞題︑
いまひとつは公害の問題です︒

ら都会のように︑いろんな問題が

高橋紀子

に歩いてかまいません︒

歩行者＊ガケなどがあるため道
路の右側端を歩くことが危険なと
き︑その他やむをえないときは︑
道路の左側端を歩くことができま
す︒＊車の通行を禁止した道路︑
いわゆる﹁歩行者天国﹂や﹁買い
物道路﹂では道路の中央など自由

りです︒

道路交通法が六月に一部改正さ
れ︑十二月一日からいよいよ実施
されます︒その主な点は次のとお

多い︑それにまだ自転車で．道はば

います︒

をせまくしています︒これはきち
んとした駐車場がないからだと思

ればなりません︒

しかし︑今このわたしにできる
ことは︑わたし自身が気をつけて
ちりを落さないようにすることと
みんなにこんなことに関心をもつ
てもらうことです︒また︑交通の
施設にしても︑市でいろいろ作っ
てはいますが︑今のところでは︑
自分の命は自分で守っていかなけ
最後に思ったことは︑小さいこ
とから大きなことさまざまですが
やりたいことのいつばいある今だ
つて︑せいいっぱい生きることで
幸だと思うのです︒

できなくなりました︒

た︒＊青信号でも前がつかえてい
るときは︑交差点にはいることが

は︑行なってはならなくなりまし．

＊横断歩道の先方五メートル以内
の停車や駐車は︑できなくなりま
した︒＊みだりに急ブレーキをか
けたり︑みだりに進路を変更して
はいけません︒＊交差点において
すでに右折している車の優先の定
めがなくなりました︒＊ライトは
すれ違いのときばかりでなく︑前
の車の直後を進行するときにも下
向きにしなければなりません︒＊
トンネルの中などでの不要な合図

バスの進路を妨げてはいけません．

夜間の後続車もライトは下向き

交通ルールが変ります

第三に︑歩道に自転車をおかな
くていいように駐車場をつくりま

車は止まってくれません︒

第二に学校通路に歩道橋を作り
ます︒わたしたちの学校通路には
あぶない所があっても横断歩道し
かなく︑手をあげてまっていても

はできません︒

もし︑わたしが日向市長になれ
たなら︑第一に道路に十メートル
から十五メートルおきにちり箱を
おきます︒日常わたしたちは︑平
気でちりを道路へすてます︒わた
しの町にある下原公園でも紙くず
やリンゴの食べかすなどをよく見
かけるのです︒これではいつまで
たってもちりのない町にすること

日知屋小

ごみのない町づくり

今︒富小一．㌧は︑発表会をやって

．といわれるような人になりたいと

ことを﹁走る凶器﹂といっていまし

交通事故では毎年一万六〜七千
人の死亡者︑八十〜九十万人の負
傷者がでています︒前は自動車の
たが︑いまは﹁走る棺おけ﹂といわ

後まで努力しましょう︒

友だちと力を合わせれば︑大き
な力となり︑成果をあげることが
できます︒少しぐらいのつらさや
苦労はのりこえて︑がんばり︑信
頼される人になるのだと固く決心
しています︒みなさん︑人々の信
頼に答えることができるよう︑最

でてくるのではないかと心配です
ぼくほ︑空も海も青い︑緑にかこ

います︒よハ成果をあげるには︑

︵下︶

たいものです︒．

す︒特に商店街などは︑人が多い
のに自転車などが横にずらりとな
らんでいます︒車は多いし︑人も

いますが︑このためいく度もおそ
くまで話し合いをしました︒発表
会は︑みんなが楽しく見てくれま
した︒苦労したかいがあったと思

く

市民憲章にもあるように︑公共
の物を大切にし︑これかちの日向
市を︑行いつばいの町にしていき

ています︒

ら引き抜かれて持ち去られたのも
あり﹁これから大きく育って︑日
向市の町を緑でつつもうとしてい
たのに一﹂と関係者もガツカりし

くないと思います︒

す︒こんな話を聞くと本当に悲し
くなります︒わたしの学校では︑
集団登下校するようになってから
は一件の交通事故も登下校中には
ないそうです︒日本秘中の人が︑
公害や交通事故をなくすために協
力すれば必ずこんな問題はなくな
ると思います︒おとなの人たちは
なぜ﹁協力しよう﹂と呼び合わな
いのでしょうか︒私には︑そんな
おとなの気持がわかりません︒そ
してよごれていく自然を知らない
ふりをしているおとなにはなりた

ししかとんでこないのだそうで

何千羽もどんできて人々をたのし
ませていたカモがことしは︑すこ

不自由になったり︑いままでたく
さん魚のいた︑鳥たちが住んでい
た宮崎市の大淀川では︑この秋に
︑はハゼがつれなくなったり︑毎年

ないで欲しいと願っています︒

﹂η

まれた平和な細島の町と︑いまの
楽しい生活を︑いつまでもくずさ

れるほどです︒どうしてこんなに
事故が多いのでしょうか︒
酔つばらい運転︑居眠り運転︑
スピード違反などを起こす人は︑

みんな横着な気持ちで運転してい
︶

住みよい町は
みんな協力して
財光寺小六年原田玲子
いま︑わたしたちの国では︑公
害と交通戦争という二つの大きな
問題で大変こまっています︒政府
の人たちや県の人たちがこのよう
な問題をなくすために︑いろいろ
と苦労し︑努力されているようで．
しかし︑すこしもへらないのは

す︒

どうしてでしょうか︒

私は︑自分勝手なことばかり考
へて︑ほかの人たちのことを考へ
ない︑みんなが心をあわせて協力
しないからだと思います︒

︵上︶

︽

熊本県のみなまた市では︑川で
とった魚をたべたばつかりに体が

ます︒

早く一﹂をモットーに︑植
樹していきたいといってい

ませています︒

また市でも町の緑化をめ
ざして年次計画で街路樹を
植えています︒日向市駅裏
から細島港までの中央通線
もそのひとつで︑四〜五年
前に植えた約二百本のナン
キンハゼは大きく育ち︑紅
葉して道行く人の目を楽し
ところが先日ハことしの三
月植えたばかりの街路樹百
本のうち︑クスやナンキン

く

ハゼ十一本が︑．つぎつぎに

鋭利な刃で切られたり︑折
られたり︑申には根づ子か

︽

運転者＊歩行者のわきを通る車
は︑歩行者との間に安全な間隔を
保つか徐行しなければなりません
＊バスが停留所から発進しようと
して進路変更の合図をしだ場合は

照禰

囹

ようにしましよう︒

います︒自動車の窓や︑道路に
捨てた七百度の火が︑風に吹か
れてどこに飛んでいくかわかり
ません︑ぜひやめてください︒
＊暖房器具を正しく使いましょう
・冬にかけてストーブなど暖房器
具が各家庭で多く使われます︒
使用前によく点検整備し︑壁や
燃えやすいものからできるだけ
離して使用することです︒
＊消し忘れ︑切り忘れを確かめる
習慣を身につけましょう︒
・一家に一人の防火責任者を置き
その人が毎日就寝前に点検する
ことも︑ひとつの方法です︒
＊老人︑子どもは二階に寝せない
・万一の場合のことを考え︑避難
しゃすい部屋を老人︑子どもの
部屋にあて︑ベルや非常警報器
の設置も︒
しょう︒

＊家庭で防火について話し合いま
・運動期間中︑九時半にサイレン
を鳴らしますので︑これを合図
に防火について家族で話し合い
ましょう︒

芫J

がないと社会から脱落して悪事を
はたらいたか︑孤独に耐えかねて
自殺をする︒福祉のしごとにたず
さわるものは︑むかしのままのお
金の世話ばかりでなく︑福祉の意
味が大きく変ったことを考え︑人
間の幸福のため仲間愛を育ててや
ることが大切である﹂とあいさつ

︵願不同・

されたあと︑福祉事業に功労のあ
ったつぎのかたがたに表彰状︑感
敬称略︶

謝状が贈られました︒

＊民生︵児童︶委員永年勤続者

竹内セツ︑江川正人︑寺町公代
児玉重雄︑黒木タミ︑今村為市
山下奈良一︑伊藤トミ子︑長渡
ツヤ︑小城大輔︑金丸英︑黒木
広︑日高イチエ︑黒木勇︑黒木
正男︑宮崎仁平治︑河野一雄︑
黒木速︑黒木常吉︑赤木初音︑
黒木ユキノ︑黒木斐伝子︒

＊社会福祉協議会役職員永年勤続
者
三尾良次郎︑八尋洲光︑甲斐敦

杉本禎作︑児玉唯治︑西川鹿之
助︑山下奈良一︑野地喜代士︒
＊団体

鈴木篤美︑島

黒木初一︑黒

山元きくの︒

日向市社会福祉協議会︒

＊老人福祉功労者
＊児童福祉功労者
木親光︒
原義海︒

＊地区福祉功労者

トヨタ自動車KK︒

※老人福祉事藁協力者旅館東君
なお︑このほか社会福祉事業高額
寄附者として︑黒木春美さんほか
四十五人用福祉会館備品寄附者と
して五人︒共同募金協力者として
表彰されました︒

一に考えながら
〃公害のない住

器︑採泥器など
も約五＋七万円
で購入していま
すので︑これか
らはこういった
機械をフルに活
用し︑市民のみ
なさんの健康と
快適な生活を第

市理容美容青年学級など四団体も

いく考えです︒

みよい日向市〃づくりに取組んで

日向市物産展示即売会
郷土の産業振興と︑日向市内で
生産される﹁地場製品﹂の良さを知
っていただくため︑︑つぎのとおり
﹁日向市物産展示即売会﹂を行ない

12月3・4・5日

ます︒おそろいでぜひおいでくだ
さい︒

籔期日

ンター

︵市役所横︶

︵午前9時甜分〜午後6時︶

のしめ出しに乗りだしました︒

雛会場日向勤労青少年体育セ

ていきます︶
＊児童手当の月額は︑︑三人以上の

順にかぞえて三人目以降の児童

児童︵十八歳未満︶のうち︑出生

四人のお子さんがいる場合

︵五歳未満︶一人について三明円
です︒
︵例︶

をひとつの例として︑長男が十一
歳︑二男が八歳︑長女四歳︑二女
一歳の場合は︑十八歳未満の児童
が三人以上ですから︑出生順にか
ぞえて五歳に満たない第三子の長
女と二女にそれぞれ三千円︑計六

い鴇ら受給資格があっても︑この
認定がないと受給できませんので

ださい︒

この児童手当を受けるためには
住所地の市町村長に認定請求書を
提出して︑支給を受ける資格があ
るかどうか認定してもらうことが

干円の児童手当が支払われます．
富島中学校︵佐藤利校長︶には︑

老齢福祉年金の
請求もれはありませんか

未満ですが︑段階的に拡大され

養育する人です︒ ︵当初は五歳

月一日現在で︑満十八才に満た
ない児童が三人以上いて．その
中の一人が昭和四十七年一月一
日現在で五歳に満たない児童を

くれぐれもご注意ください︒
＊受給該当者は︑昭和四十七年一
四百九十人が自転車通学です︒

同校では︑こうした自転車通学
生を交通事故から守るため︑一日
からヘルメット通学をはじめまし
た︒このヘルメット着用は部落懇
談会などで一般父兄からも希望が
でていたもので︑一個千円︒

いま四百九十人全員が着用︑安心
して通学しています︒

みなさんがたの中で︑七十歳を
こえていながら︑まだ老齢福祉年
金をもらっていない人はありませ
んか︒もちろん公的年金を受給し
ているとか︑所得が一定以上ある
ために年金をもらえない人もあり
ますが︑それもごくわずかな人に
限られています︒

年金は︑請求の手続きが五年以
上も遅れてなされると︑もらう権
利がなくなります︒七十歳をこえ
る人で︑まだ老齢福祉年金をもら
っていない人は︑早目に市役所年

を例にとると百三十二万四千円︒．

③本人の所得が年間三十五万円︒
④扶養義務者の所得絃︑五人世帯

ているときは年額七千六百円︒

②普通恩給など一般の年金を受け

年金を全額支給︶

①戦争公務にもとつく公務扶助料
などを受けているときは年額十七
万七百円︵ただし︑准尉以下は公
務扶助料などの額に関係なく福祉

められます︒

なお︑公的年金の受給額や本人
または生計を同じくする扶養義務
者の所得額が︑つぎにあげる額を
こえているときは年金の支給がと

金係で手続をすませてください︒

さい︒

﹁自分は該当するのでは一﹂と
思われるようなかたは︑一度︑市
福祉事務所厚生係におたずねくだ

ないわけです︒

また三人兄弟で︑長男が十九歳
二男十五歳︑三男三歳の場合は十
八歳未満の児童が三人以上になり
噛
ませんので︑第三子の三男が五歳
未満であっても受給の対象になら

ひとつの要件ですコ

市福祉事務所では︑いま受給該
当者の申告受けつけを行なってい
ますので︑つぎにあてはまる人は
十二月二十五日までにお申し出く

ことを目的とした﹁児童手当﹂が来
年一月から支給されます︒

次代の社会をになう児童の教育
費軽減と︑児童がすこやかに育つ

児童手当の申告受付け中

来春から三千田

ド︑．

質を検査する﹁ベーハー計﹂︑採水

このほか︑長時商継続して騒音
を測定記録する﹁高速レベルコー
ダー﹂や︑けい帯騒音測定器︑水

今月九日に︑さっそく工場の多
い曾根地区に取りつけ︑大気汚染

染度がわかるしくみです︒

この機械は︑空から降ってくる
いろんなホコリを集めるもので︑
一定期間︑一定の場所で集めたホ
コリを分析すれば︑その地域の汚

購入しました︒

市生活課公害係では︑日向市の
青い空︑きれいな空気を守るため
に︑このほど﹁降下ばい塵計﹂を

ばい塵計も購入

いま千百四十人の生徒が通学して
おり︑このうち四十三哲にあたる

ヘルメットで通学．

しめだせ一大気汚染

その火を捨てないで⁝⁝
防火診断を行ないますのでご協力
ください︒

また防火について︑つぎのよう
な呼びかけを行なっています︒
これを機会に︑各家庭︑職場です
ぐに実行にうつしてください︒
＊たばこの投げ捨てと寝たばこを
やめましょう︒

@

・たばこの温度は七百度といわれ
火災発生原因のトップを占めて

@

大切なのは仲間愛
@

ともあれば色欲が満たされること
も幸福だと思う︒がこのほかにも
うひとつの幸福の条件となるもの
・がある︒それは仲間愛だ︒仲間愛

福祉功労者も表彰
社会福祉事業法︑児童憲章制定
二十周年を記念して︑第三回日向
市福祉大会が十一月十日︑日向動
労青少年体育センターで開かれま
した︒

大会には市議会議員︑民生︑児童
委員その他関係団体のみなさん約
三百人が出席し︑物故民生委員に
黙とうを捧げたあと︑三尾良次郎
社会福祉協議会長が﹁幸福という
ことばは︑わかったようでわから
ない︒お金や品物が豊かであるこ

︶

．﹂

宮の下で市政座談会
先月二十八日︑午後七時から宮
の下公民館で市政座談会が行なわ
れました︒当日は市側から助役︑
総務課長ら関係者十二人︑地元側
から約四十人が出席して﹁宮の下
地区は市の南端にあたるため︑市
政のあり方について十分理解でき
ない点もある︒座談会の申から聞
題点を引き出し︑地元としても市
のあり方を理解して協力体制づく
りをして行きたい﹂など︑活発な
意見が出されました︒

@

火災の発生期を迎えて︑二十六
日から全国いっせいに﹁秋の火災
予防運動﹂がはじまります︒運動
は十二月二日まで進めちれますが
この期閥中にぜひ一度︑家庭や職
場で防火会議を開き︑どうしたら
火事を起こさないですむか一︑も
し起きた場合はどうしたらよいか
一などを︑みんなで話し合ってみ

三宅さんが金メダル

宅賢明さん︵市役所勤務11財光寺︶が︑卓球の個人戦で︑

優勝︑晴れの金メダルを獲得しました︒三宅さんは︑小
学校四年生のとき︑左足が骨膜炎にかかり︑足くびが曲
らなくなり︑また三年前には骨ずい炎で長期療養するな
ど不自由な足にムチ打って練習を重ね︑こんどの優勝を
得たものです︒

@

ましよう︒

火災で特に恐ろしいのが焼死事
故です︒ことし︑日向市でもすで
に二十三件の火災が発生し三千五

百万円が灰になっています︒ 幸 い ■

な火災による死亡事故をみます

焼死者はでていませんが︑全国的
と︑住宅火災による死亡が圧倒的
で︑なかでも老人︑子ども︑病人
の焼死が多くなっています ︒
また夜間︑就寝中の火災から死
亡事故に発生したものや︑煙によ
る死者が目だちます︒日ごろから
実際の火災の場合に役立つ避難方
法を心得ておきたいものです︒
消防署では︑運動期間申︑みな
さんの家庭や事業所を訪閥して︑

老人クラブが汗の奉仕
細島の老人クラブ黒潮会1 1 会 長
小出精二郎さん︵乃︶と︑若潮会11
会長佐藤松二郎さん︵47︶ら役員の

みなさんと︑クラブ員の中でもと
くに元気なかた十人が︑先月二十
八日︑細島の﹁黒竹山﹂で竹 ボ ウ キ

百五十本を作り︑細島小や保育所
地区内の神社︑お寺にくばりまし
た︒この奉仕作業は三年前から続
けており︑会長の小出さんは﹁少
い﹂と語っておられました︒
梶c……………

@

圏

]⁝ーーー華

c………
c………

@

秋の火災予防運動

しでもお役に立てば毎年続けた

c…

第七回全国身体障害者スポーツ大会が︑さる十一月六
日と七日の二日間︑和歌山県で開催され︑本県代表の三
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離農者の技術養成
転職訓練生を募集
米作の転換︑減反などで︑最近
は農業をやめて転職︑転業︑さら
には遠く県外へ季節労務者として
働きに行かれるかたが多くなって
います︒

＊科目

訓 練 科 目 は ﹁ 左 官 ﹂です︒

市農業委員会では︑こうした離
農者対策のひとつとして︑こんど
﹁農業者転職訓練生﹂を募 集 す る こ
とにしました︒
これは︑現在農業をやめ︑また
これから農業をやめて別な職業に
つこうとされるかたが︑少しでも
有利な職種に就職できるようにと
技術指導を行なうもので︑訓練内
一等はつぎのとおりです︒
＊期間 十二月から三月まで︑日
向専修職業訓練校へ市内公園通︶
で訓練します︒

名簿作成をすすめています︒

月十五日に勤労青少年体育センタ
ーで行なう予定ですが︑市教育委
員会では︑いまこの式典参加者の
該当者は昭和二十六年四月二日
から昭和二十七年四月一日までに
生まれたかたですから︑つぎの要
領で教育委員会社会教育課に申し

＊旧軍人としての兵役期間が三年
以上七年未満のかたで︑さらに
下士官︵伍長︶以上の軍人として
一年以上の経歴のあるかた︒

ただし昭和四十六年十月一日現在
軍人恩給︑または扶助料︑遣族年
金を受けているかたは除かれます

銀杯が贈られます
日支事変以降の叙勲者で︑金鶏

込んでください︒

く︶︑氏名︑生年月日︑職業と保

＊住所︵手紙が届くようにくわし
護者の氏名︑住所をご連絡くだ
さい︒

＊申し込みは︑ハガキでも電話で
もけっこうです︵電話は二一一

年賀状︑小包は少なくともつぎ

の期日までに差出してください︒

＊小包 十二月十五日
＊年賀状 十二月二十二日
年賀状の差出しは十二月十五日か
ら受けつけます︒また迷子郵便を
ださないために郵便番号は正確に

お書きください︒ ︵日向郵便局︶

自衛官募集

自衛隊ではつぎのとおり自衛官

を募集しています︒
婦人自衛官︵陸上︶︑十八歳から

二十五歳までの女子︒自衛隊生徒

くわしいことは自衛隊日向分目

︵陸海空︶︑十五歳から十七歳まで
の男子︒自衛官︵陸海空︶︑十八歳
から二十五歳までの男子︒

所︵電話六九一四Vか市役所総務課
︵電話一二一一︶番へおたずねくだ

先生の免許をお持ちの

さい︒

かたはいませんか

保健会から表彰されました︒

学力︑体位︑運動能力など総合
して審査し︑とくにすぐれたよい
富高小学校︵六年︶︑﹂村上雅彦君︑

会でさがしています︒

お産や長期病気のため︑小中学
校の先生が休まれる間︑臨時的に
勤めていただくかたを市教育委員

子ばかりです︒

市内各小学校区別の︑健康優良
児がきまり︑市教育委員会と学校

校区別の健康優良児

︵し︶勲章叙賜一時金を受けられた
かたで︑昭和三十八年四月一日現
在の生存者︑またはその後死亡さ
れたかたの遺族に︑総理大臣から
銀杯が贈られます︒該当者は市福
祉事務所までご連絡ください︒

一番︶

＊申し込みをされたかたに対して
案内状を差しあげます︵郵送︶
＊式場では記念品を贈るほか︑ア
トラクションなどもあります︒
＊申し込み期日は十二月十五日ま︐
でとします︒
＊申し込みをされたかた以外は︑
式典当日の受付けはいたしません

日知屋小学校︵六年︶︑千代反軍事
君︑黒木美奈子さん︒

富岡真由美さん︒

転入や転出によって︑児童生徒
の学校がかわる場合の転校手続き

転校手続は市民課で

は︑市民課で行ないます︒

いません︒

資格は小中学校教諭の免許状を
持っていられるかたで︑年齢は問

でお問い合わせください︒

︵日向電報電話局︶

ぜひご利用ください︒

空からの市街地︑小倉ケ浜︑美
々津港の日の出をカラー写真で印
刷︒三枚一組三十円︒市商工水産
課にありますから︑日向市紹介に

ました︒

日向市観光協会では︑このほど
すばらしい観光絵はがきをつくり

観光絵はがき発売

第一回の接種 十二月三日
第二回目の接種 十二月十日

のかたはぜひ受けてください︒
時間は一時半から三時半まで︒
会場は市役所です︒

市保険衛生課では︑さきに各地
区で︑インフルエンザの予防接種
を行ないましたが︑いろんな事情
で受けられなかった人のために︑
つぎのとおり追加接種を行ないま
す︒ことし最後ですから︑未接種

イン7ルの追加接種

いものです︒

惑なはなし︒電話は本来ビジネス
や暮しを便利にするものですから
メモを見るとか︑正しくダイヤル
するとか︑電話のマナーを忘れな
いようにして役立てていただきた

○番が電話局の故障係だつたとい
うわけです︒これはかける方のウ
ッヵリが原因ですが︑先方にも迷

・
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くわしいことは︑市教育委員会ま

﹁ウッカリ﹂はめいわく

世帯数

財光寺小学校︵六年︶︑児玉和広君
佐藤容子さん︒
細島小学校︵六年︶︑団座川亡君︑
甲斐美恵子さん︒

これは︑住民の異動についての
事務を︑市民課で一本化している
ためで︑これによって四階の教育
委員会事務局まであがっていくわ

波︐由美さん︒

塩見小学校︵六年︶︑大城十三男君
長友裕子さん︒
平岩小学校︵六年︶︑児玉修君︑那

女25．006人33人増

＊費用等 授業料は無料で︑実習
用器工具および教材は無償で貸
日額八百円程度の手当が支給さ

ずらわしさがはぶかれます︒

また︑細島︑平岩︑美々津地区
のかたがたは︑それぞれの支所で

月↑甘現在）

与します︒また訓練期間中は︑
れます︒

あづかっています︒

一時恩給を支給

幸区小学校︵六年︶︑藤高敏博君︑
甲斐稲子さん︒
美々津小学校︵六年︶︑河野睦弘君
橋口結花さん︒

年賀状は早目に
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号

月＊受付期間十一月三十日までで

委員会︵電話一二一一︶へおたず

剃溜掛驚悸地 離
妬

成人される方へ

男22．981入前紅焔

〆

数字の配列がよく︑だれにでも
すぐ覚えられる電話番号がありま
すが︑それはそれなりの悩みがあ
るようです︒ある人が〇六〇〇番
の電話番号がついて非常に喜んで
いたのですが︑いざとなると間違
い電話がヒンパンにかかってくる
一︒よく調べたら同じ局のOO六

48．987人、57人増

計

和 ねください︒

田

年末もおしせまりますと︑郵便
物の混雑が予想されます︒

一人ロー
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恩給法の一部が改正ざれ︑つぎ
に該当するか舵には一時恩給が支
給されることになりましたので︑
印鑑をもつて市福祉事務所厚生係
㌧

で手続きをすませてください︒

、．

新しく二十歳を迎えられた人を
祝い励ます﹁成人式典﹂は ︑ 来 春 一
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