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6面・7面…優良従業員を表彰

歳末防犯特集

話題を追って
保育園児募集について

4面・5面…子どもの声を聞く会
（よい子たちは語る）

8面…………おしらせ
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○⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝⁝○

冬の朝は︑七時八時になってもまだ夜の寒さが

残っていて︑通りすがりの人のはく息が真っ白に

見える⁝⁝︒

ここ百町原では︑寒風をついていま︑農作物の

とり入れの真っ最中⁝⁝︒

長期予報によると︑ことしは例年になくきびしい

冬になるとか⁝⁝︒

今月の主な内容
2面・3面…12月市議会から

「

防犯はかけ声よりも心がけ・

昭和四十八年最後の定例議会﹁十二月定例市議
会﹂は︑十二月一日招集され︑会期を十四日までの
八日までと変更されました︒市議会の会議の期間を

十四日間と決めましたが市執行当局の事情により十
変更するということは︑あまりありませんがやむを
えない事由のあるときは議決をえて変更することが
あります︒

﹁十二月定例市議会﹂に提案された議案は︑十二
件でした︒このうち市民の家計に直接ひびく案件は
﹁日向市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の﹇部
を改正する条例﹂︒

﹁日向市廃棄物の処理及び清掃に

議決なった議案内容を説明しましょう︒

し尿汲みとり手数料
関する条例の一部を改正する条

り十七円五十銭ですが︑これを来

額をきめる条例で︑現在は十認当

例﹂は︑し尿汲みとり手数料の増
議案は︑条例六件︑予算五件︑

一一十パーセント値上げ

その他一件︒提案された議案順に

﹁昭和四十八年度における期末手
は︑法律の改正に準ずるもので︑

当の割合等の特例に関する条例﹂

このほか委員会の委員や消防団

員などの報酬もアップされまし

というものです．

本年度に限って︑年度末手当のう
ち○︑三ヵ月分を年内に支給する

市議会議員の報酬改定の案件も

た︒

おくりということになりました︒

提出されましたが︑このたびはみ

一般会計予算

三十二億二千八百万円
宅事業特別会計補正予算﹂︑

算﹂の三つの予算が審議されまし
た︒公営住宅事業は︑八百五十二

﹁水道事業会計補正予

﹁曾

千八百三十二万三千円追加されて
予算﹂︑

根土地区画整理事業特別会計補正

予算関係は︑このほか﹁公営住

三十二億二千八百九万七千円とな

本年度一般会計予算は︑一億四

りました．今回の追加は︑国県補
もので︑歳出の追加のおもなもの
四百四十九万八千円に︑曾根土地

万円追加で予算額は一億七千四百

助金の決定︑起債額の決定による
は開拓パイロット事業︑農道整備

追加で八千六百七十四万四千円に

区画整理事業は︑二十七万六千円

事業︑交通安全施設整備事業︑大
王西区画整理事業︑日向申学校運

る条例の一部を改正する条例﹂と

のものの報酬及び費用弁償に関す

提案したもの八十九伴︑議会議員

れた案件は九十九件︒うち市長が

昭和四十八年中に招集きれた市
議会は五回︑定例会が四回︑臨時
会一回目この五回目市議会に出さ

でした︒

らの請願︑陳情の件数は二十五俘

﹁工事請負契約﹂六

﹁予算﹂が三十一件︑﹁決

れたもの二十四件︑廃止されたも

なりました．

水道事業は︑百二十三万円追加に

動場用地購入費それに人件費︑扶
助費などで︑新たに予算措置され
たものに亀崎の尾野山区画整理調

するものです︒今の十認当り十七
円五十銭は昭和四十六年一月に決
査費が計上されました︒

年一月一日から二十一円に値上げ

は︑公有地の拡大の推進に関する
められたものでその後約説力年の

お知らせしますと﹁日向市土地開

法律の改正により︑公社の業務の

発公社定款の一部変更について﹂

三国が拡大されたので定款の一部

市議会五回
の四件︒

条例の一部を改正する条例﹂これ
﹁日向市常勤の特別職の給与に関

が提案したもの七件︑県知事が議

算﹂が八件︒

も法律の改正によるもので︑内容
する条例等の一部を改正する条例

会に諮問した公有水面埋立てに開．

選挙﹇回

は市議会議員や委員会の委員の通
﹂は︑行政委員会の委員や市長な
どの給料を改定するもので︑十二

会議員補欠選挙一回でした．

月二十四日行なわれた市長︑市議

﹁日向市特別職の職員で非常勤

巾は二十野N︒

間の諸物価の値上りなどにより今
回の値上になったものです︒上げ

を変更するものです︒

﹁日向市議会の議員その他非常

勤途上における災害については︑

月から市長二十八万円︑助役二十
しく定められた条例五件︑改正←︑・

する件三件︒案件の内容は︑衛ら

勤の職員の公務災害補償に関する

最近の交通事情にかんがみ︑公務
上の災害に準じた扱いにするとい
二万円︑収入役十八万円・・二︑りま

l事案件﹂が四件︑その他いろ

件︑委員会の委員などを選任する

うものです︒

した．

また︑市議会にだきれた市民か

いろ十七件となっています︒

と無免許運転などのため︑死蕩

公職選挙法に基づ︵選挙は︑バ

を確がめるような︑ふん囲気を

う︒アパートなどでマ⁝ジャン

○子どもの遊びに目を配りましよ

しない初期のうちの発見︑補導

乱用の防止については︑慢性化

発見補導が困難になっています

くれて乱用する傾向が増加し︑

昨年法律で取り締まるようにな

トランプ︑花札などを使い︑か

が最も大切です︒

﹁日向市退職金条例

の改正により条例改正するもの︒

の一部を改正する条例﹂は恩給法

ないで︑すぐ警察へ

ゆうぶん注意いたしましよう．

事故が起こ︹．ていますので︑

きは︑アルバイト先をよく確か

ってから警察で補導される数は

一﹂子どもにアルバイトをさせると

めてください︒そしてお年玉も

つくりましよう︒

暴力の追放

含めてお金の正しい使い方を指

最近は補導の目をのがれて︑か

一応減ってきました︒しかし︑

届けるようにしまし

年末になると︑商店

導し︑持ち物などにも気をつけ

よう︒

街や盛り場が活気づく

るようにいたしましよう︒

わたくしたちの平穏な日常生活

けごとが行なわれる例が多いよ

餐

に従って暴力団やチン

○シンナー︑ボンド類の乱用は︑

ピラの動きも活発にな

も家をあけるときは︑しっかり

うです︒また夜遊びが多く︑特

ります︑

戸締りをして︑隣へ頼んで出か

を脅かす暴力や︑めいわく行為は
どんな小さな暴力でも︑どしどし

けましよう︒

に夜間のバイクや自動車の暴走

年末年始は︑忘年会や新年会な

その家族や雇主︑その他周囲の人
たちも︑つぎのことに注意し︑協

自動車を運転する人はもちろん

﹁飲酒運転﹂事故防止

年末年始の

警察へ届けましよう︒

○お出かけやおやすみ前には︑必
ず火の元︑戸締りを確かめまし
よう︒

っ払いから︑からまれても相手

者の泣き寝入りは︑ますます暴
力をはびこらします︒不良や酔

受けるのは︑大部分が一般の家
庭です︒また︑ドロボゥのほと

にしないようにしましよう︒相

○あき巣︑忍びこみなどの被害を

んどは玄関や勝手口から堂々と

どで飲酒の機会が多くなることか

力しあって安全運転に心がけ︑

手は︑あなたにつけこむスキを

侵入しています︒錠はよく点検
して︑完全に施錠しておきまし

さがしているのです︒

○いやがらせなどの迷惑行為も届
けましよう︒なぐる︑ける︑切

ら﹁飲酒運転﹂が原因となり︑悲

よ︑つ︒

○多額の現金は︑分散して保管す

る︑たかる⁝⁝だけが暴力だけ

惨な死傷事故が多くなります．

車で年賀が
ました

多くなり

︑も

一などの他の方法で帰る︒

いさぎよく車を預けて︑タクシ

◎やむを得ず酒を飲んだときは︑

行かない︒

る会合などには︑車を運転して

◎酒の出ることがはっきりしてい

任は免かれません︒

相手のミスで起きた事故でも責

い〃この原則を固く守りましよ
う︒酒を飲んでいると︑たとえ

㊦〃運転に酒はのむまいのませま

飲酒運転﹂事故を防止しましよう

﹁

るか預金しておきましよう︒ド

ではありません︒

○暴力を見たら︑聞いたらすぐに
一一〇番へ通報しましょう︒

青少年の非行防止
○忘年会︑クリスマスパーティ︑

新年会などで︑ややもすると飲

慧麟慧

ロボゥは︑お金を始末される場
所をよく知っています︒
○ドロボウは︑ ﹁音と光に弱い﹂

といわれます︒門軒灯は終夜つ
けておきましよう．防犯ベルも
とりつけましよう︒

酒︑喫煙が行なわれやすい状態

さああいさつは

0自動車を夜どおし戸外に置いた

後にしてとにかく

また学校も冬休みとなるため︑例

少年に酒などをすすめることの

ままの家が多いようです︒これ
は一番ぬすまれやすい状態です

くれ

どちらかにきめて

ます︒親子の間で外出先や時間

○家出をする少年が多くなってい

ないようにいたしましよう︒

○被害のあったときは︑手をふれ

ておきましよう︒

エンジンキーをぬいて︑車庫に
入れ︑ドアには必ずカギをかけ

年各種犯罪や事故︑少年の非行な
お互いが︑つぎのことに注意し

どが多くなっています ︒

明るい正月を迎えましよう︒

盗難予防

「，

○暴力の被害にあったら勇気を出
して警察へ届けましよう︒被害

傭、

になりますので︑前もってよく
注意するとともに︑おとなが青

の動きや︑金の動きが活発となり

年の暮れや年始には︑とかく人

ました︒

ことしもあとわずかとなり︑日
増しにあわただしくなってまいり

日向中学校運動場拡張など

○買い物などで︑わずかの時間で

瞳
1

1億4千8百32万3：千円に

一みんなで明るい新年を

ﾊ会計予算の追加
一・
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﹁子どもの声を聞く会﹂
昭和四十八年度の日向市﹁子どもの声を聞く会﹂が十一月十七日
社会福祉協議会会議室で行なわれました︒この日は市内の小︑中学

校の代表十七人が①未来の郷土づくり︑②こんな人になりたい︑
表しました︒

③おとなへの願い︐一をテーマに座談会方式で︑すばらしい意見を発

そこで今月は︑この子どもたちのすなおな考え︑希望︑訴え︑願

りひとりが責任をもって平和な日

であって欲しいと思います︒ひと

いなどをまとめてその概要をご紹介いたします︒

︻松葉さん︼緑と美しいまちづく
り︒美しいまちづくりには人それ
ぞれの美を愛する心が必要ではな

向市づくりをすることが大切では

︻河野︵秀︶くん︼工業開発だけで

の平和な郷土︑公害のない日向市

をもってもらいたいと思います︒

︻伊達さん︼責任感の強い心の豊

︵小学生の部︶

霧こんな人になりたい

い海などの自然を残す︒︶

はないでしょうか︒ ︵青い空︑青

自然の観光を生かすことが大事で

にも積極的に行動し︑しかも責任

にしたらどうだろうか︒たとえば

市内の人たちの考え方︑生活のし
かたなどをみんなで話しあうよう

ないでしょうか︒自分には何もで
きないということではなく︑何事

ない工場づくりをしてもらいたい

県南地方の観光開発だけでなく県
全体の開発をするとともに公害の
観光は日向の発展につながるので

花いっぱいのまちづくりをしたら
どうだろうか︒美々津の山などに

︻吉松くん︼緑をふやすとともに

済まそうということがあるのでこ

場をつくったらどうだろうか︒

をつくったり︑また亀鈴山系に牧

人々の休養地として森林公園など

︻黒木くん︼宮崎地方は観光地で

ういうことはやめて欲しい︒

場づくり︑公害︵補償︶をお金で

︻高橋さん︼自然をこわさない工

と思います︒

交歓会や学校参観などで⁝⁝︒

︻河野くん︼宮崎は住みやすいが

︻合田さん︼明るくて緑いっぱい

いでしょうか︒無公害の工場を誘

てもらいたいと思います︒

県民に自主性がなくねばりがない

︵中学生の部︶

なく林業︑農業︑水産業にも力を
致して欲しい︒

いっしょになって楽しもう．

入れて欲しい︒たとえば︑はまぐ
づくりが必要ではないだろうか︒

活気を満たし︑希望に満ちた郷土

栽培など⁝⁝︒

︻柄本さん︼工場をつくる場合は

公害問題については積極的に取り
組んで︑公害のない住みよい日向

す︒

市をつくってもらいたいと思いま
︻東さん︼美しい自然をいつまで
も残してもらいたいと思います︒
︻河野︵豊︶︿ん︼工場をつくる場

合には無公害の工場をつくっても
あるがゆえに車も増加するので道
路の整備をすることが必要⁝︒自
はどうしても工場が必要です︒で

塩小伊達さん

︻二二︵豊︶くん︼責任感が強く人

かな︑すなおな人になりたい︒

河野︵豊Vくん

細小

︻浜端くん︼日向市発展のために

然を大切にして川をよごさない︒

葵小 東さん

感をもってもらいたいと思います

うすれば悲しい交通事故は防げる

︻黒木くん︼ドライバーは︑交通
規則を正しく守ってください︒そ

線は追越し禁止となっているが守
られていません︒こういつた違反

と思います︒

︻庭漆さん︼子どもの夢︑理想を

者を取り締まるためにも︑ぜひ遠

︻柄本さん︼遠見地区付近の十号

してもらいたいと思います︒

柄本さん

汽車の複線化は︑まちの繁栄につ

幸小

も開発して欲しいと思います︒

河野︵秀︶くん

日小

霧おとなへの願い

岡谷くん

いと思います︒

大小

も公害は絶対出してもらいたくな

上早くん

ながるので早急にしてもらいたい

平小

︵中学生の部︶

︵小学生の部︶

破るようなウソはつかないおとな

見に駐在所を設けてもらいたい︒

学校合併問題については︑交通事

であって欲しいと思います︒

︻河野︵秀︶くん︼ぼくたちの町日

向市から絶対に公害を出さないよ

故の問題や通学距離問題があるの

つめ政治のやり方を考えてもらい

足︑物価値上りの現況を真剣に見

制度にかえてもらいたいと思いま

のなら一円︑五円を使わない貨幣

五円の不足分を作ったらよいと思
います︒もし作ることができない

ことです︒ですから︑もっと一円

ようにして欲しい︒今お店では一
円︑五円などが不足しているとの

︻藤原さん︼お金を粗末にしない

うにしてもらいたいと思います︒

で真剣に考えていただきたい︒

を考えなく人のためになる人にな

︻浜端くん︼勇気のある人︑損得

︻畑中くん︼ぼくたち子どもにだ
け勉強勉強と言わず︑おとなも勉

ついて真剣に取り組み︑子どもを
大切にしてもらいたい︒ドライバ

︻東さん︼交通問題︑公害問題に

りたい．

強してもらいたい︒社会の状態を
知り常識をやしない深い趣味をも

思います︒

ーは車の運転に気をつけて欲しい
︻島村さん︼親子で話し合う時間

︻藤原さん︼おとなになって︑ど

んな職業についても全力を尽くし

をもち有意義に過ごすようにする

︻河野︵豊︶︿ん︼鉄︑紙︑石油不

てがんばり︑人に迷惑をかけない

物価の値上げで日用品も安心して

る場所をふやして欲しい︒歩道橋

︻伊達さん︼子どもが安全に遊べ

︻吉松くん︼工場は無公害の工場

す．

人になりたい︒

て使えるようにしてもらいたい︒

使うことができないので︑安心し

をつくって欲しい︒親子断絶をな

笑顔を忘れず勇気のある人になり

ていく手本を示して欲しい︒雨の

くし︑おとなは子どもを引っぱっ

人︑一国民として立派な人となり

自転車公園などもあったらよいと

︻河野くん︼何事も口先だけでな

︵申学生の部︶

思います．

通ルールを正しく守ってください

てください︒

降る日などはドライバーは徐行し
ます︒

︻岡谷くん︼道路は︑みんなが安

心して歩くことができるようにド
く実行してもらいたい．
− 纂︻高橋さん︼新聞などで赤ちゃん

責任ある行動をしてもらいたい︒

題を早急に解決してもらいたい︒

︻合田さん︼公害問題︑物価高聞

い︒交通事故を防ぐ努力も必要︒

非もない赤ちゃんは本当にかわい

殺しなどの記事をよく見ますが︑

キ

吻﹄一

吉松くん

日中

そうです︒おとなは︑もっと責任

美中

㌧鮭＾

無鹸
藤原さん

撫蓼副静
美中

日中 合田さん

命を守ってもらいたい︒また公害

松葉さん

祉文化行事︑スポーツ等を盛んに﹂

岩中

浜端くん

は出してもらいたくない︒社会福

ライバーは自覚をもち︑人の尊い

︻浜端くん︼のびのびと遊びがで
きる場︑広い公園作りをして欲し

そうすれば交通事故は減ると思い

︻上原くん︼運転するおとなは交

横断歩道をもっとつくって欲しい

たい︒

たい︒

︻黒木くん︼いつでもどこでも親
しく話せる人間身のある人になり
︻高橋さん︼看護婦になり人のた
め世のためになりたい︒責任感の
強い人間になりたい︒

r螂

黒木くん

﹁判

罵

︻河野くん︼人に迷惑をかけない

岩中

人になりたい︒

高橋さん

丁﹁︑

たい︒

い郷土をつくりたい ︒

富中

樹

︻松葉さん︼だれからも好かれる

なりたい︒政治家になり物価︑公
害問題に取り組み市民が住みやす

詳二一

﹁・︑︑︑

惣
富中 河野くん

﹁

人公害をなくすため学者になりた

︻ 河 野 ︵ 秀 ︶ く ん ︼人びとに役立つ

たい︒

通戦争等︶ので︑国民の要望を満
たし︑明るい社会をつくっていき

今の社会は︑みんなが不満をもっ
ている︵たとえば公害︑物価︑交

︻畑中くん︼政治 家 に な り た い ︒

りたい︒

があり︑世話好きで明るい人にな

﹇島村さん︼やさしくて思いやり

な入になりたい．

︻上原くん︼信頼があり︑まじめ

小さな道まで舗装してもらいたい

してもらいたい．

ってもらいたい︒交通違反をなく

︻吉松くん︼ガンを完全に直すた
めに努力し︑人びとを助けたいと

れる人になりたい．

考えてあげる人︑だれからも好か

が困っているときは親身になって

︻合田さん︼やさしくて親切で人

い︒

︻伊達さん︼福祉面の充実をはか
り豊かな住みよい日向市をつくっ

らいたいと思います︒また観光面

︻藤原さん︼対話の場をつくり︑

り︑あゆの養殖︑ビニールハウス

落の親ぼくを深め︑市民みんなが

よい子たちは語る
霧 未 来 の 郷 土 づくり
︵小学生の部︶

︻畑中くん︼他地方には見られな

い青い空︑青い海︑神話などを大
切に残し︑未来の子どものために
役立てて恥いと思い ま す ︒

︻島村さん︼交通事故が毎日のよ

置︵歩道橋︑信号機など︶を設け

うに発生しています︒日向市から
交通事故をなくするために安全装
てください︒

︻上原くん︼緑を大切にして郷土
︻岡谷くん︼工場をつくる場合に

に緑を残し今より以上にふやそう
は無公害のものを選び︑日向の文
化︑産業を高めるため︑緑を生か
した開発をしよう︑また社会福祉

ガ・ 忍

︑巴

慰
丁㍉︑

里小畑中くん

︻岡谷くん︼信頼され責任感が強

き人のために役立ち た い ︒

が少ないので︒そういう職業につ

︻転本さん︼信頼される人になり
たい︒わたくしは︑看護婦︑保母

なり︑社会福祉に役 立 ち た い ︒

いそうな人を見守っていける人に

︻東さん︼広い大きな心で︑かわ

人のためになりたい ︒

役になり︑公害追放機などを作り

ぼくは技術者になって大企業の上

から信頼をうける人 に な り た い ︑

財小 島村さん

を充実させスポーツ等によって部

噴

7

く︑すなおな心をもち恵まれない
人を助け︑社会福祉に役立つ人に

ぺ．

へ
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たがたは︑つぎのとおりです︒

あわせて新卒者も激励

優良従業員を表彰

︑ゲ

︵敬称略︶

棋商会︶︑関谷麗子︵同︶︑矢野
真佐志︵八興運輸︶︑一政耕一︵
はら商会︶︑柴田厚︵塩見工務店

藤木材工業︶︑鈴木美智代︵えび

きます

節約時代が

子︵椎葉木材店︶︑渡辺正子︵首

同︶黒木フイ子︵西川遊技場︶︑

木村栄︵大番パチンコ︶︑内田芳
︶︑小谷寛︵同︶︑小林マツノ︵

日向フンドーキン販売︶︑河埜宮
子︵岸本木材店︶︑黒木秋治︵マ
ルミヤ本店︶︑松田実︵日高家具

和光コンクリートブロック︶︑田

製作所︶︑山地肇︵日向製錬所︶

美︵小川碁石製造所︶︑渋谷健︵

松︵柏田組︶︑奈須勝美︵同︶︑
谷口都美︵和田病院︶︑江藤登志

申武寿︵原田建設︶︑矢野フイ︵

子︵協和病院︶︑中里俊幸︵宮崎

芙︶

赤木松市︵同︶︑三宅勇︵黒田林

同︶︑橋口景一︵九州電気工事︶
鈴木マスミ︵宮崎電食︶︑壱岐豊

枝︵センコー︶︑黒木スギ︵同︶

交通V︑一枝マスハ同︶︑児玉絹
熊坂幸子︵サンケイ︶︑梅一頃つま

ちょっとしたチエとくふうで⁝⁝

︑礁蓼

収婁

．務麟難

ぐに飛び出す型には四〜六W
くらいの電力が消費されてい
ます︒おやすみや外出の時は
コンセントか・．つ抜きましよう

九州電力日向営業所では︑たぜ
いつもきれいにしておきまし

ると二〜三割は減光します︒

にくくなり︑電気のムダ使い

★裏面にホコリがたまると冷え

廷キ

子︵日向市信用組合︶︑岩切年男

田崎義信︵重黒木自動車整備工
場︶︑三浦幸一︵横万︶︑日高邦
︵日東建設︶︑田原節生︵江川石
油店︶︑黒木重雄︵首藤商会︶︑
山口善加︵ジャンボ黒河︶︑堀田
一子︵富高薬局︶︑池田勇︵南日

本ハム︶︑橋口富子︵同︶︑黒木
ヨシ子︵黒木商会︶︑大久保民代

いま〃10％節電運動にご協力を〃

冷蔵庫

落合伊保子︵おいで屋︶︑金丸洋
を呼びかけています．

節電運動にご協力を

子︵上野硝子建材︶︑児玉三一︵

︵江川商店︶︑黒木喜八郎︵富島
運送︶︑落合国夫︵東洋プロパン

清水木材工業︶︑黒木カネ子︵同
しましよう︒

効果を下げ電気のムダ使いに

★庫内の食品のつめすy↓・は冷蔵

手まめにゴミを捨てましよう

すぎると吸い込む力が弱くな
り電気の消費は多くなります

★集じん袋の中のゴミがたまり

一掃除機﹁

修理しましよう︒

をはさんでドアを閉めハガキ
が簡単に抜けるようなドアは

使いとなります︒ハガキなど

ると冷気がもれ︑電気のムダ

★ドアパ丹︑キングがいたんでく

なります︒

★コタツマ円．トを敷くと畳に逃

★スfッチを入れるど画面がす

テレビ一

が短くてすみ経済的です

機で脱水しましよう︒すすぎ

★洗い終ったらすすぐ前に脱水

ましょう︒

質︑汚れに応じて適切に選び

★洗たく機のタイマーは︑量や

洗たく機一

も手まめに消しましょう︒

★ちょっとコタツから出るとき

くなります︒

げる熱を防ぎ二割ぐらい暖か

．コタツ

となりますので手まめに掃除

を卒業して市内の事業所に就職し

昭和四十八年度の優良従業員表
彰式と︑あわせてことして春学校
ちょっとしたチエとくふうで貴
重な霊気エネルギーのムダが防げ
電気も限りある資源のひとつで
す︒みんなでたいせつにいたしま
9あなたにもできる電気の

しょう︒

じ．︵うずな使い方

照萌
★けい光灯は︑白熱灯にくらべ
て同じ明るさでも約％の電力
ですみ経済的です︑

★外出するときは︑手まめにス
イッ︑チを消しましよう︒

★電灯やスタンドがよごれてい

よう︒

た人たちを励ます﹁︐ 新 卒 就 職 者 激

︵宮崎緑地開発︶︑神田繁︵安藤

︶︑請関文子︵河野石油店︶︑柏
田精一︵是沢印刷所︶︑本田繁実
ます︒

励大会﹂が︑さる十一月二十三日
材木店︶︑黒木英利︵佐藤建具店

富島中学校体育館で盛大に行なわ
れました︒

淑子︵稲田製材所︶︑酒井光子︵
丈長物産︶︑児玉保弘︵宮崎総合

︶︑岡田勝行︵古本林業︶︑山崎

の中小企業で働く人たちの勤労意
欲と地元企業への定着性を高める

︵落合セメント工業︶︑

奈須さんら無事帰国

山本旭︵遠藤建設︶︑河野民利︵
黒木一士碁石店︶︑菊田冬子︵三

黒木武一

工所︶︑早川エミ子︵旭開発︶︑

野富貴子︵同︶︑向山進︵甲斐鉄

ために毎年行なわれているもので
ことしの優良従業員被表彰者は
六十九人︵男四十人︑女二十九人
︶︑新卒就職者は二百三十一人︵

す︒

木材センター︶︑松木利男︵日産
工業︶︑黒木国男︵鉄興社︶︑河

この表彰式と激励大会は︑市内

︶︑甲斐新治︵日向合同電設︶︑

璽

市福祉事務所では︑来年四月一

翠轡．

保育所の入園︵所︶児募集
日から入園︵所︶する保育園︵所

請書用紙を福祉事務所︑各支所

．

＼

蝋魯︑

塘騨

できない場合︒

⑥火災や風水害︑地震などの不

①児童の母親が昼間家庭の外で
仕事をすることを常態としてい

破損したため︑その復旧の問︑

たゼし③〜⑤までの場合で︑

児童の保育ができない場合︒

保育ができる場合は除かれます︒

その家庭の母親以外の人が児童こ

③児童の母親が昼間家庭で児童

め︑その児童の保育ができない

ルニ三勾こン︸冷一凸吊能劉こ︑し一・い・ハニ﹂

・二離れ ︑日常の家事以外の二目

ない場合︒

幸があり︑その家屋を失った・ン

にあたっており︑児童の保育が

るため︑母親がいつ・もその看護

病人や心身に障害のある人があ

⑤児童の家庭に長期にわた−ソ︑

保育ができない場合︒

あったりする．ので︑その尾童の

病気であったり︑心身に障害が

④母親が出産の前後であったり

家庭の場合︒

などの理由二より母親がいない

③母親の死亡︑行方不明︑拘禁

る︒

に従事していて︑かつ︑そのた
めの使用入がいる家庭は除かれ

場合︒しかし︑父親がその態事

認

ことしで第二回目を迎えた﹁九
州青年の船﹂に︑本市から奈須柳
さんの三人が乗船しましたが︑十

五十人は︑十二月三日大分港を出
発︑香港︑マニラ︑沖縄などに立

受け取りになって︑募集期間申に

ご希望のかたは︑入園へ所︶申

︶児をつぎ∂とおり．募集します︒

ち寄り︑現地の青年たちと交歓会

一＼

日知屋保育所

上町保育可

▽募集人員

日から一月三十↓日まで︒

▽募集期間11昭和四十九年一月置

欝

またはもよりの保育園︵所︶でお

などをして交流を深めました︒

市福祉事務所にご提出ください︒

奈須さんら九州各県の代表三百

二月十七日無事帰国しました︒

憲

子さん︑石谷一夫さん︑児玉恭司

後藤くんに総理大臣賞
昭和四十九年使用の交通安全年
間スローガンの子ども向け最優秀

細島保育所

開講

男九十三人︑女百三十八人︶です
優良従業員として表彰されたか

海︑海岸のゴミを一掃
海と海岸をきれいにしよう一と

作︵内閣総理大臣賞︶に︑財光寺

正念寺保育園

高松保育園

美々津保育園

岩脇保育所

財光寺保育園

塩見保育園

小一年生の後藤文郎くんの作品が
見事選ばれました︒

この標語は︑〃気をつけよう︑

まいにちとおるみちだけど〃です
また同校には学校賞も贈られ二
重の喜び⁝︒来年一月東京で行な
われる表彰式には文郎くんも出席

計 六百三十入

︵財光寺松原区︶

引︑︶よこ保育園

1

1

／
／＼

ハ謎語六六一号九
人人人入人入入人
るため︑そ．の児童の保育ができ

▽入園︹所︶でさ︑・る基準

人ノ「

十十十十十一ドーr→・

日向漁協では︑十一月二十八日に
付近一帯の海︑海岸の清掃を行な
いました︒当日は︑同漁協組合員
や婦人部員︑青壮年部員など二百
人が集まり︑海の男たちは漁船七
隻を使って海底の掃除を︑婦人部

チックなどのゴミを回収しました

します︒

ワタイヲオ．ツテ．

麟

員らは海岸線の掃除を行ない︑空
びんや空かん︑ビニール︑プラス

議題を追ってわ柔いをおって
百貨店で避難誘導訓練
百三人の死者を出した熊本の大洋デパートの二の舞い
は大変一と十二月三日に市内の百貨店で大がかりな避難

穏壷

誘導訓練が行なわれました．

当日は︑従業員全員がこの訓練に参加し︑救助袋やス
ローダウン︵命綱︶を使って降下訓練などをするいっぽ
う客の誘導なども本番さながらにてきばきと行なってい
ました．

墾譲
、興

晦
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おしらせ

鹸

年末年始の業務案内
市役所は︑十二月二十八日目仕
事納め︑四十九年は一月四日から
です︒このため︑一般事務は二十
九日から一月三日まで休みますの
で証明︑申請︑届出などは︑早め
に済ませておきましよ う ︒

事業所で働いている勤労者およ
び家事に従事している人︒

品は未発表のもので︑一種目に

▽出品作品の制限等11出品する作

昭和四十九年二

つき一点とします．

▽受け付け期間
月四日から二月十二日まで︒
▽受け付け︑搬入先H延岡労政事
務所︵電話③一二八六二番︶
▽作品の展示一1宮崎市内のデパー
トで全作品を展示します︒

ﾎ以上の身障者も
医料費が無料です
老人医療支給制度の一部が改正
され︑本年十月から六十五歳以上
七十歳未満のおとしよりで︑国民

◇市税︑保険税等は︑三十一日の
午後三時まで指定金融機関の窓

年金法による障害年金︑障害福祉

その他︑くわしいことについて
は市福祉事務所におたずねくださ

ります︒

をこえない人は医療費が無料にな

で︑所得制限︵別に定めがある︶

堰A二級︶を受給している人

金保険法年金各法による障害年金

者福祉法による三級以上の身体障
害者手帳を持っている人︑厚生年

年金を受給している人︑身体障害

口で取り扱います︒
十九年は一月八日か ら で す ．

◇予防接種は︑二十七日まで︑四
◇死亡届などは︑市役所玄関横の
宿日直窓口で受け付 け ま す ︒

︵各支所でもけっこうです︒︶

勤労者美術展の作品募集
﹁第十七 回 宮 崎 県 勤 労

合計約四千四十七平

南曾根十一筆

月下旬に一般競売する予定です︒
▽競売地
東曾根
七筆

▽競売面積
方メートル︒

くわしいことについては︑市都
市計画課におたずねください︒

新しい簡易保険誕生〃
来年一月一日から郵便局につぎ
の新しい簡易保険が発売されます
◎安い保険料で大きな保障が得ら
れる傷害特約付定期保険
◎ケガでなく︑病気で入院しても
入院保険金がでる疾病傷害特約
制度

◎一枚の保険証書で疾病︑傷害も
家族全員が保障される家族保険
その他︑くわしいことは日向郵
便局におたずねください︒

工業統計調査に一．﹂協力を

十二月三十一日現在で工業統計
調査が実施されます︒

お願いたします．

成人式は
平服で参加しよう

日向市成人式は︑一月十五日の
成人の日に年前十時から市勤労青

少年体育センターで行ないます︒

日から昭和二十九年四月一日まで

こんどの成人式に参加していた
だくかたは︑昭和二十八年四月二

るようになります︒

この受け付けば︑来年一月から
行ないますので︑該当者のかたは

市福祉事務所で所定の手続きをし
てください︒なお︑所得制限等は

従来どおりです︒

余部があります
一県民手帳1

市企画課では︑さきほど一九七

来る年の日々を︑より計画的に

四年版の﹁県民手帳﹂をあっせん
しましたが︑まだ余部があります

市では︑式典参加申し込み書に
より︑該当者には後日葉書でご通

に︑ぜひご愛用ください．

より豊かにおすごしいただくため

に生まれたかたです︒

知申しあげますが︑もし通知がこ

ご希望のかたは︑十二月二十八

ないときは︑市教育委員会社会教

育課︵電話②二︑一二番︑内線

日までに係へ申し込んでください

品と引きかえ︶

今月の納税

固定資産税

第三期

価格は一冊百八十円です︒ ︵現

四三六︶までご連絡していただく
か成人式当日会場へおいでくださ
い︒

児童手当の
支給対象範囲さらに拡大

児童手当制度が発足して︑こと
しで二年になりますが︑この制度

現在は︑三番目からの子どもが
十歳未満であれば︑その子どもた

おります︒

も年々支給対象範囲が拡大されて

ちに支給されていますが︑きらに

この調査は︑工業の実態を明ら
かにするため︑統計法に基づく指
で︑秘密は厳重に守られます︒税

定統計調査として行なわれるもの

世帯数

県では︑

い︒

保留地を競売します

の子どもが三人以上いて︑三番目

来年四月一Bからは︑十八歳未満

51，113人

者美術展﹂の作品を募集します︒
これは︑県内の勤労者のみなさん

がたが勤労の余暇に創作した作品

ことは絶対にありません︒調査票

金の徴収などのために用いられる
には︑ありのままをご記入いただ
き︑指定された期日までに工業統

であれば︑その子どもに支給され

中学校を卒業していない子ども︶

以降の子どもが義務教育終了前︵
計調査員にお渡しくださるよう︑

計

32増i

14，519

を一堂に集めて展示会を開くもの
です︒

市が︑昭和四十六年度から五ヵ
年計画で進めている曾根土地区画

▽作品の種目一1絵画 ︑ 書 道 ︑ 写 真
▽出品者の資格11県 内 の 商 店 ︑ 会

整理事業区域内の保留地を来年一

（12月1日現在）

65

社︑団体︑学校︑官公署などの

27，076人

46人増

女

7人増

24，037人

39人増

男

口脇伽、

σ郷里人

（一

8
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