叫ふ

って、

気持ちいい！
第4回大声大会
3月31日，蔵の山冒険の森広場で「日向地区
BBS会」主催の「大声大会」が開かれました。

参加したのは小学生から大人までのおよそ
・

40人。

ぢびっ子たぢが「お田さん．あんまり勉強、

勉強と言わないで

」と叫ぶと、お田さんた

ちも負けすに「もっと勉強して

」……。

日ごろのうっぷんを晴らす大声は、春の青空
に気持ちよく響いていました。
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当初予算については5月号（財政事情の公表）でおしらせす

とのつながりを深めながら進め

5項目の柱を基本に

立った施策を進めます．︑

対応と将来への布石﹂の視点に

﹁行政と現実的

るよう進めなければなりません．．

六十年度は︑市長選挙の年で
もあることから︑予算そのもの

地域の特性を生かした
産業の振興

ｮ

讐
い雛

縦箋

れる地場産品づくりを目標にし
た観光メニュー化への手助け︑

研究態勢づくりなど︑残された
六十年度はとぐに民間活力の

テーマに沿った施策を進めます︑

用を促進し︑経済活力の浮揚に

細島臨海工業地帯への工場進
出については︑医薬品工場やフ
ァンケミカル︑富十デビソンな
努めます︑

これらの施策に対する導入︑活

ど︑いくつかの工場は進出しま
したが︑雇用の場をつくる51

市内各地の有効な土地利用を
が未立地であることから︑六十
築など︑各学校の整備もほぼ予

大王谷中の新設︑富高小の増改

幸脇小学校の整備をはじめ︑

人間性口かな人づくり

はかるため︑五十六年度に市国
続しなければなりません︐

年以降もさらに強力な運動を継

が︑中でも郵便局舎あとの中小

続きいろいろな施策を進めます

の市の基幹産業の農林産業︑中
小企業の振興についても︑引き

業にも取り組んできたところ

指定を受け︑それに基く各種事

は︑

があります．．用地も五〇％ほど

てきた継続的な施策︑市民の生
土利用計画を立て︑亀崎︑比良︑

という観点からはほど遠いもの

活に直接影響するような施策︑

梶木などの区画整理事業︒大王

については︑これまで進められ

そして義務的な事業などに限定

どの整備︒さらに日豊海岸観光

企業センターの活用を含めた中

一︑自然と調和のとれた都市
基盤の整備

二︑地域の特性を生かした産

﹁豊かな人づくり運動﹂の

また︑五卜八年︑五卜九年度

て︑引き続き整備をはかるほか︑

六十年度は︑教育設備につい

です．︑

このほか︑農林漁業の基盤整

業の振興

した︒

レクリェーション開発構想にか

小企業振興のためのユニークな

定どおり進めることができま

かる各所の整備などを進めてき

企画も六十年度以降の大きな課

谷︑お倉ケ浜︑御言ケ浦公園な

六十年度も︑公共下水道の六
題です︒

市政運営の基本は︑五十九年

する事業のほか︑都市計画に沿

十二年度一部使用開始を目標と

度の方針を原則として︑

三︑人間性豊かな世づくり
った各事業︑東部・南部の観光︑

ました︒

四︑社会福祉の充実と健康で
レクリェーションの開発︑上水

ついても︑日向市の社会教云目の

この﹁豊かな人づくり運動﹂に

安全なまちづくり
どの整備について︑年次的にそ

備をはじめ︑港湾︑観光施設な

国県支出金ーニレ七億11千九

千六百二万五予円

その他11一億五千七百二十六

市債一四億三千百六十万六芒

諸収入一五億七百八十几万円

百三十万六千円

円

また︑各特別会計の予算額は︑

万二千円

住宅新築資金等貸付事業一・干
．一卜万円

曽根土地区画整理事業I−千二．

百七卜万円

亀崎土地区画整理事業一三億
二千三百万円

下水道事業−十八億四r八百
万円

国民健康保険事業一二十二億
老人保健事業一十五億九f二

五千七百万円

水道事業−長億F九百十七万

百万円
四千円
となっています︒

．その他の主要なプロジェクト

公営住宅事業11四億千二百万

﹁自治公民館運動﹂

道事業や市道の整備なども︑昨

﹁魅力あ

五︑効率的な行財政の推進

にあたっては︑経常経費のうち︑
円

ベース．．．−−

の五本の柱に沿って︑

地方交付税−二十億九千七百

卜二万八千円

の充実をはかること．︑また︑売

年度に引き続き取り組みます︒

﹁魅力ある︑住みたくなるまち

などの施策︒都市環境の美化は

国・県の財政は︑昨年度にも

ンターの建設ですが︑消防庁舎

義務的経費となっているものを

．て六十年度の予算編成

多くの課題も残されています
についてはすでに設計もできた

したが

増して厳しいものがあります．．

が︑年次的な充実を目標に取り

除き一〇％の削減としました︒

円︵五・八％︶の減です．︑

や各種大会が開けるという文

ので︑六十年度はその建設を中
せて立案して行くことになりま

化︑経済面での効果も期待でき

館は︑かなりの規模の文化行事

す︒総合福祉センター建設は︑

ら三回にわたる来訪をはじめ︑

で引き続ぎ検討を進めます︑

ることから︑ぜひ建設する方向
中心商店街の再開発を一⁝と

や︑書道協会のみなさんの交流
これらの実績をふまえながら︑

いうプロジェクトについては︑
い関連を持ちます．．それだけに

鉄道高架や高速道路の問題と深
粘り強・＼長期的な視野から取

に進め︑具体的なスケジュール
つぎに︑多年の宿願である文

り組まねばなりません．一

一部として︑南町商店街の活陸

とくに︑その目パ体的な施策の

化について︑関連商店会や商工

度もいろいろと検討してみまし
からその具体的な成案は得られ

みを深めます︒

た︒六十年度も引き続き取り組

会議所とも話し合いを持ちまし

んから要望があります︒文化会

をはじめ︑多数の市民のみなさ

それでも︑市内外の文化団体

ませんでした︒

た︒ところが︑今日の財政事情

化会館の建設ですが︑五十九年

の作成を急ぐことになります．．

日向市ーー灘坊市の交流をさら

も行われました︒六十年度は︑

五ト九年度は︑中国離宮市か

なお︑行政の重点施策として

日向市経済代表団の灘坊市訪問
五千円

市税一四十三億千三百二卜万

つぎに︑．環境衛生や公害対策

せん︒

また財源は︑

心に広域態勢という視点にあわ

』憩

聡〆
・目 A眠。

・讐i罎γ
・
・ご属畷ガ

る住みたくなる都市づくり﹂を

組みます︒

社会福祉の充実と健康

の密接な関係があることを頭に

分担金および負担金−一二億四

おきながら︑市民のみなさんの

二．卜七万八千円

すでに整備が終わった美々津

の一つです︒観光都市づくりと

老人福祉センター︑老人ホーム︑

づくり﹂に直接かかわるテーマ

ついても︑それぞれの施設のよ

ご協力を得て積極的に進めます︒

で安全なまちづくり

り効果的な利用を考え︑生涯教
リフトバスや入浴車などの活用

細島保育所などの施設︑また︑

こび Il−という面からも取り

効率的な行財政の推進

に活発な施策を進めなければな

備も進めてきましたが︑歴史民
組みを進めます︒

を中心に﹁入づくり﹂と関連して
社会参加Nの生きがいとよろ

育︑文化振興の見地から︑さら
りません︒

鱗鷹螺醤額

ともども努力しなければなりま

組み︑市行政の文化化と︑郷土

また︑消防庁舎と総合福祉セ

俗資料館や図書館などの充実︑

また︑各種文化財の発掘や整

。癬

碕

拶鱈

市の行政水準の維持向上の課題

愛への提言なども行っていき

町並み保存への取り組みなど︑

瓦

長期的に対応している同和行政
ですが︑六十年度も差別の根絶
に向って各民主団体︑運動団体
とのつながりを深めながら取り

地方譲与税11一億三千七百一一．

住みよいまちづくりは私たち一人一人の願い

ます．︑

・、

しました︒

自然と調和のとれた都
市基盤の整備

政の中にあ ．ても︑さらに発展す

市の行政は︑今日の厳しい行財

一

汐『

﹁市政の基本方針と重点施策﹂

ることにして、今回は60年度の市政の基本方針と重点施策につ
いてその概要をご紹介します。

一
醒「一
@
w…

■第2回日向市議会

議会には、初日に市長から60年度の市政の基本方針と重点

また︑社会教育︑社会体育に

ます︑

めざしながら︑

住みたくなるまちづくりを

魅力ある

施策が発表されたほか、条例、事件決議、補正予算など25件、
会期中の追加議案り件、議員出議案3件の計29件が提出され、
それぞれ原案どおり可決されました。

や︑県の﹁新ひむかづくり運動﹂

第2回Eヨ向而議会（3月定例会）は＼3月8日から29日まで
の22日間の会期で開かれました。

一般会計は百六億五千万円で
昨年度とくらべて︑六億五薪万

広報1♪ゆδ∬一2
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儀
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謹

犯人はだれだ！

④ハンマーらしいものでたたき割られた牧水歌碑

﹁公共のものをたいせつにしましよう﹂ーー
これはみなさんもよくご存じの市民憲章の一つ
です︒公共物はみんなの財産︒大事に使わなけ
ればならないことは言うまでもありません︒
ところが︑いま市内各所で公共物の破損が増
えています︒ことし二月に完成したばかりのお
倉ケ浜総合公園のテニスコートハウスでは︑わ
ずか一日で男子用トイレの鏡が盗まれました︒
また︑四月には細島の御璽ケ浦公園上にある
牧水歌碑の一部が壊されました︒
心ない人たちのいたずらで︑市民みんなの貴
重な財産が傷つけられています︒
私たち一人一人が利用者の立場になってもっ
と真麹に考えるべきではないでしょうか︒

盗難防止︑看板も効果
がなかった
られています︒

イキングに訪れるところ︒でも

ドライバーが直接ネジ部分に触

右後ろが縦二．十鞍︑︑横二十納．︑

この遊歩道は︑工業港を一望
できる高台にあり︑春から秋に

破られた案内板を見てどう思う

深さ五納．ほど削り取られ︑ハン
がたくさんついています．︑また︑

マーらしいものでたたかれた傷

れないよう盗難防止がしてあり
した︒

コンクリート製の土台もたたき
割られ︑碑本体が傾いています︒

公園の管理をしている河野忠
さん︵財光寺往還︶は﹁防止を
ているのにマナーを守らない人

呼びかける看板を数か所に立て
が多い︒トイレの落書きもよく

ニスコートハウスの男子用トイ
ところが︑竣工検査が行われ

レです︒

た二月八日の夜から翌朝にかけ

郷土が生んだ牧水への顕彰気運

市で盛大な百年祭が計画され︑

これは︑今月二日︑市民から

鶴町児童公園トイレの便器など

プールの管理のガラス︑原町︑

﹂⇒壊ざ︑．れたりー二︑い←ヌ・丁

がかかります︒例えば︑お倉ケ

公共物の建設には多額の費用

られた箇所の修繕費は二十二万

かっていますが︑うち故意に割

けで︑修繕費に瓦十八万予円か

守ろう社会のルール

公共物はみんなの財産

光係で調べた結果︑歌碑本体の

の通報でわかったもので︑市観

このほか︑大王谷野球場や同

係者は怒りを募らせています．︑

が高まっているときだけに︑関

あります﹂と嘆いていました︒

た鏡が盗まれてしまいました︒

せっかくつくってある
ものをどうして⁝⁝
③は︑市が新しい観光名所と
して五十八年三月に整備した日
向岬・馬ケ背遊歩道︵細島︶入
壊されているのは危険防止の

り口の駐車場です︒

あるコンクリート製の擬木の

スは一千三百万円ものお金をか

浜総合公園のテニスコートハウ
ベンチ一基もいっしょに外側斜

の税金でまかなわれています︒

これら公共物をつくる費用

このままではそれこそ税金の無

も︑直す費用も市民のみなさん
万円︒テニスコートハウスのト

破られた案内板の修繕費は約五

駄使いではないでしょうか︒公

また︑公共物の維持管理につ

くつくってあるものをどういう

郎さん︵細島八坂︶は﹁せっか

共物はみんなの財産です︒私た

いても同様で︑大王谷遊歩道の

ます．︑

柵︒それだけではありません︒
面に投げ捨ててあるのです︒

馬ケ背の開拓者で︑市の環境

考えで壊すのでしょう︒もっと

です︒

④は︑御身ケ浦公園︵細島︶

ります︒五十八年度中に割られ

土台については約三十万円かか

いませんか？

みなさんは他人事だと思って

が求められます︒

ち一人﹁人がモラルを守ること

イレの鏡は一枚約五千円の盗難
馬ケ背駐車場の壊された柵の

の北側高台にある歌人若山牧水

た市内のスポーツ施設のガラスだ

修繕費は約五百円︒牧水歌碑の

の歌碑ですが︑一部が壊されて

ていました︒

に考えて欲しい⁝⁝﹂と憤慨し

杜会のモラルというものを真剣

保全審議会委員でもある原田一

けてつくった施設です．︑

八干円︑実に二三％を占めてい

ため︑同駐車場北側に設置して

いるのがわかりました︒

て︑同トイレに備え付けてあっ

ことしは牧水が生まれて百年
目︒秋には東郷町︑日向・延岡

としの三月完成したばかりのテ

②は︑お倉ケ浜総合公園にこ

ましたが︑効果がありませんで

すが︑石を投げつけたのでしょ

ハウスのトイレ）

かけて毎年たくさんの人々がハ

②鏡が盗まれた洗面所
（点線部分・お倉ケ浜テニスコート

う数か所がへこみ︑無残にも破

写真①を見てください︒大王
谷遊歩道に立ててある案内板で

一

でしょう︒

市民憲章が︑牧水が
泣いている⁝⁝⁝︒

薫︑

③壊された

へ

忌

＝
︑上

〜︶

濯．

ぴ一合一与〜白

め奪あ泥か蓋テ①

㌃蓑ミ︑艦

l／

糖

花吹雪しばらくやみし紬織る

︑ぎ

河野 久．r︹東草場︸

ヒロ﹇鶴町一

追討とまがひし悲話や花霞

河野

幸﹁細

島・

岩切 秋．士﹇財元Lゴ

成尺祭晴着の姪のにほひけり

藤原

山峡の四︑五戸を抱き桜咲く

日高 通．r﹇財光与︸

野遊びの草に染みたる園児ぐつ

一寒

ド◎

号では汚水管について紹介しま

下水道のしくみの中で︑先月

水マスに流れ込み︑そこから道

水は︑各家庭の排水設備から汚

五年前︑友人から勧められて
三子ほど求め︑その中の一鉢を
展示会に出品したところ﹁銀賞﹂

をいただきましてね︑以後︑次

が雛紡鱗駿難じ

け

って時間を忘れることもしばし

嫉牲秘ビ蕪轡
すが︑水やりに注意すること︑

かけすぎてもいけません︒目安

第に熱が入るようになってしま
って：・：㌧り

として︑夏は二日に一回︑冬は

土︑鹿沼土︑腐葉土︑ボラ土の

蒲ボ闘い証

現在︑所有している鉢数は約
﹁タカ

﹁キリシマ﹂などです．．

S．．種類は﹁ヒゼン﹂

ネ﹂

入りしますね︑青々とした葉を
四種類をそれぞれ等旦里に混ぜ合

日最低三回は出

見ているだけでイやなことなど
わせたものを使っています︒

ラン室へは

忘れてしまいます．︑

ますが︑この時期になると仲間
も大事な︐㌍とは愛情をもって育珍

花は四月初旬から咲きはじめ
がつぎつぎにやってきて︑品評

︒

⑩

曳．

︑晦︑

︵財光寺︶

＼なつ 甲斐穂積・美佐子さんの
長か蛮︑
長男俊介くん︵七か月︶

身りぐ

あ齢ばくん
日向っ子 ヒ
お

講濁け執︑轟
一．・︵北町︶

掘落合善文．美智子さんの

のい長女香菜子ちゃん︵一歳六か月︶
﹃︶次女美菜子ちゃん︵四か月︶
一欲

母・慧

﹁広報ひゆうが﹂に載った写真をさしあげます︒係までご連絡
を⁝連絡先 南縁務課秘書広報係︵a②12りり1内線222︶

このベージは︑みなさんがっくるベージです︒ あなたの身近
なかたを紹介してください︒

●

細島読書サークルさざなみ

た汚水を⁝辛くみ上げ︑下水の

水位が高くなったところで︑再
によって終末処理場へ運ばれる

び汚水管に流れ込み︑自然流下

このように︑ポンプ場を設け

しくみになっています︒

ることで︑どのような地形のと
ころでも︑下水がすみやかに流
れるように汚水管を埋めること
ができるのです︒

雌

てる・とだと調・霞郊一
こ

会が始まります︒つい夢中にな

δ−皐1る﹂α闘耀爆

今

管を埋める場所が地面よりあま

もは下ゆでしておく．

日向市が現在進めている下水
道事業でも︑市街地の各家庭か

また︑中継ポンプ場にはポン

込んで行きます︒

を横断して終末処理場へと流れ

は︑︸度くみ上げられて塩見川

と︑地下深く運ばれてきた汚水

この中継ポンプ場ができる

場を建設する計画です︒

の新生町に宇高汚水中継ポンプ

度から三か年計画で塩見川左岸

す︒そこで日向市では︑六十年

汚水管の深さは九ヅにもなりま

ますが︑途中の塩見川付近では

月はただダンマリと人の話を聞くだけです。

壷

︑

気榔︶

硬下水道みんなのところへ行きわたれ
にある各家庭の台所や水洗トイ

したが

路などの地下に埋設された自然

レ︑風呂などから排水される汚

月号ではポ

のこう配を利用した汚水管によ
って汚水は終末処理場へと運ば

ポンプ場

りにも深くなり︑建設費が高く

③こんにゃくをからいりし、油を加えて里いもを除
こんにゃくをからいりし、油を加えて里いもを除さ

鞍繕1躍∴鍔灘1組
プ施設のほかに︑スクリーンや

一

路南水マ！†ール

↑雨水マス

道

雨水

／

塩見川へ

さざなみ二も発行しています．

くほかの野菜およびとり肉をサッといためる．
④．材料がひたひたにっかるくらい、しいたけの戻し

沈砂地も設置されます︒

（宮尾登
カ ド
です＝これまでに読んだ本は「権」

する．

てね

発足以来、休んだのは1回冶風の時）だけ

②ごぼう、れんこん、大根〔煮えにくいもの）、里い

ら汚水管に流れ込んだ汚水は︑

①
う

会員募集中！申し込みは世話役の岩崎栄壬さ
場

〔貴益看負担金を含む、

下氷道のしくみ

ンプ場につ

れますが︑土地の低い所では自

下水管の

なったり︑建設後の汚水管の掃

然流下させようとすると︑汚水

紹介で触れ

除や修理がやりにくくなります︒

ます︒

ましたよう

に色どりとして添える，

月に1冊の本を読んで感想を出し合ったりす

・カ・フ3強

そこで︑ところどころにポンプ

姉妹で1のて

月100円．

〈作り方〉

に建設中の終末処理場へ運ばれ

＿口引瞳騨回■一曜薗昼一■ヨ■■一ρ＿ζ多q■一■■圏■る■一広

月に1回第2木曜日の午後7時半から細島公

①こんにゃくは手でちぎり、ほかの野菜は乱切りに

塩見川を横断して財光寺下ケ浜

やさしくて
民館で開きます、会員は現在33名で、会費は

かせないものです。いろいろな野．菜をとり肉と一・一緒

財光寺山下
薄IILよ一〕1由・・……・…メこさし3

に︑下水の

《ここがポイント》

るのが楽しい…。でも忙しくて読めなかった

しいた；ふのE声こし汁・弔［：1璽、だし、i

貝
⑤マスターピースは塩ゆでしておき、器に盛るとき
マスターピースは塩ゆでしておき、器に盛るとき
り楽しいことやつらいこと

干㌦しいた；十…・・……・4−5枚

場を設け︑地下深く運ばれてき

里いもを入れ、あとは中火の弱くらいでゆっくり煮込む．

10分間読み声運動がそもそもの始まり

2一んこん・た汁グ1こ・ノく根

一二

私の郷里、佐賀では、おせち料理の1つとしてか

田無拝見①
ごほう・・・・・・…………………1本

排水区域内

ノレ
ス

←市でつ《る公共丁示湛
ー個人でつくる排氷設傭一畠

，PRをどうぞ
蘇処輿
轟

蓼蘇汚水管
私有地

ポ

また、参加できなかった会貝のために会報

］L単饗竺一一

美子一人形愛」／高橋たか子）など39冊＝
O

57年2月です。当時、細島・」・PTA活動での

にんしん…………・・……・中1本

体重とも標準よ
り上。たくまし

公共下水道のしくみ（分流式）

ん〔麿昼間24073・夜32305）へ，

コ鍬・三管篇・∵醗聖：：雛1

汁、和風だし汁を加え、砂糖、しょう油、酒（みり
んでも可）を入れる。煮たったらあくを取りながら
，発足はいつですか

雌

薄味に仕上ると思います、濃い味を好むかたは、
市販の中華あじを加えると良いでしょう，材料がく
ずれない程度の火で、ゆっくり煮込むのがコツ。
，サークルのようす

に煮込んだもので、おせち料理を作った残りの材料
を利用し、無．駄なく使いきる
といったところが
ら生まれた料理ではないでしょうか．
●

ll
し
適
−
里一も・こんにノ・く
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≧り1勾・・・・・・・・・・・・…

いて紹介し

μ
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西田恒雄さん（52）
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砂
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〈エビネラン〉
きぬさべ2・マスターヒースなヒ
・少勺
馳11ξli，

佐賀のおせち料理

彦適齢蓄

財光寺往還
野中憲子さん（37）

ひまわり俳句会

し
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戸
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間、財元寺の天領うど乙舌2巷で開

つまでも見入っで、．ま、ノた。

そのみことな花マこ読れ芝㌔Yまい

︑

学式ゴ行われま4た。

﹁二十一世紀の

財光寺南小四年前古志野
日向市のすがた﹂

特選に輝いたみなさん

誉馨食

民が幸せに生活できる明るい社

題となっています︒すべての国

現在︑最も深刻で重大な社会問

的な解決がされず取り残され︑

の近代化政策の際や︑第二次世
界大戦後の民主的改革でも実質

たって続いてきたもので︑明治

た身分制度に起因し︑長期にわ

社会において政治的につくられ

こうした差別の実態は︑封建

にもなっています︒

﹁

声産

酸鋤1撫

▲よい子たちの入学式 桜の花も満開
の4月7ヨ、弔究℃の各」字校で入

﹁二十一世紀に向って﹂

て咲かぜた えびね一およそr30鉢
が±び、ヨ香りでじつば．L……。

会を築くために︑この問題を放
とです︒

井上多佳子

二

財光寺南小五年

伊達

忠亮

﹁日向市の二十一世紀﹂

塩見小六年

貴文

﹁二十一世紀の日向市﹂

11入選11

赤木

智洋

﹁二十一世紀の日向市の姿﹂

財光寺南小五年

矢野

﹁二十一世紀の日向市の姿﹂

財光寺南小五年

大野祥二郎
﹁豊かな日向市﹂

財光寺南小五年

﹁数十年後の日向市﹂

美穂

孝弘

大王谷小五年 柏田修一郎
井上
児玉

﹁障害を持つ人達に﹂

富高小六年
細島小六年
■中学生の部
11特選11

吉村
児玉

勝

由美
恵子

慎也

悦子

恵美子

甲斐
松尾

里⁝木信一郎

綾

小田千加子
高舘

奥村寿美子

とともに︑事業の円滑な実施に

事業の本旨を理解して︑相

県民すべてが︑同和対策

がえます︒

理解が不十分なことがうか

人は消極的な意見で県民の

めていますが︑半数以上の

三∴二％の人が必要性を認

民意識調査を見ますと︑四

同和対策事業につして県

います︒

めに同和対策事業が推進されて

的な施策が必要であり︑そのた

解決するためには︑特に国や地

昼葺暑磯響

財光寺中一年

﹁二十一世紀の日向市﹂

財光寺中一年

﹁二十一世紀の日向市﹂

財光寺中一年

﹁二十↑世紀の日向市﹂

財光寺中一年

﹁二十一世紀の日向市﹂

財光寺中一年

⊃一十一世紀の日向市﹂

財光寺中一年

﹁二十⁝世紀の日向市﹂

−一入巽1

富島中一年

日向市にかける私の夢﹂

﹁二十一世紀の

大王谷中一年

﹁二十一世紀の日向市﹂

財光寺中一年

の苑国慰霊蓬宏場で」のやかに行r）祀ました。

協力することがたいせつです︒

県民意識調査

方公共団体による計画的︑積極

﹁二十一世紀の日向市﹂

協ではク、4．ぷ1りの大モノと活気ついてン．ま4たが、

参至）だのδ：遺族や関系者紅30C人。西南戦争だら入車洋戦
争までの載皮者の英霊こ黙⊂うをささiザま」た。
ちなみ：ここのマクロ、束1身にすれば綿1りCこ人ξ：（二

4月2日、戦没者合同宅霊祭が畠暮査叛！ア鼻
▲戦没者に黙とう
▲富島漁協にドデカイ魚 4月！6日、畠島漁協（細
島）にドテカイ負が水瘍1ブされました。
これは、同i魚協所震の潭水籔艶さん（福恵＝須
刃、）が℃ヨ、荘津沖でゴ卦けた延雷こだカっをモ
ので、体長3㍍、重さ232㌔の刀ジキマクコ。漁

麓展示会は、4月！3日、鱗≡iの2ヨ

置しておくことは許されないこ

ッチしで、」ます。

盗ｹ

回答
同和地区には︑今でも入り込
んだ狭い道路や日の当たらない

古い住宅が残されたり︑産業基
ど︑生活環境の安定向上が阻害

盤が弱く職業も不安定であるな
されている差別の実態が見られ
ます︒このことが︑同和地区の
い︑あるいは結婚や就職に際し

人々の教育の機会均等を損な

か……。

ぐ
ン葬

講瓢

入選者 決 ま る
も︑来月号から特選作品に限り
特選︑入選者はつぎのとおり．︑

順次掲載する予定です．︑

■小学生低学年の部

俊二

達也

︵敬称略︶

まりました︒表彰式は︑三月二
卜九日市役所で行われ︑宮本市
﹁みらいの日向市﹂

1特選1

が送られました︒

一入選一

日知屋下小三年半早川

十点︑中学生から二百四十四点
﹁これからの﹂日向市﹂

応募作品は︑小学生から百三
の計三百七十四点が寄せられま
新名

した︒たくさんのご応募ありが
﹁わたしのゆめ﹂

日知屋東小二年

とうございました︒

橋本いつみ

■小学生高学年の部

日知屋東小三年

紀の日向市作品集﹂として編集

入賞した作品は︑ ﹁二十一世

：こ分かれ弔役所前を元気にスタートレました。

同和対策事業はなぜ必要で
すか？

馨要叢神埼

一特選一

問

と防火用水を兼ね利用されで、、ましたが、痩冗さ
れたのはその中の！つ。
本ガワラの屋根は．胃亜の靱藍み1こピック1ノマ

江戸時代の井戸を復元 美々津の歴史的興並みをレ
守る会は、江戸時代から明治にかけて造られた井
戸を復元。このほど完成しました。
井戸は＼同廻区内に4が所あっ、当時は鉱料水

ここ財光寺南 コ字校でモ男ア2人、
女65人の計℃ア人の新入生づ乏気：こ
入字。よ．＼子たち1ま、クラス泓こ赤

睦

がrました。
会揚1こδ：、愛蘭家たちが弓績込め

；孟

P一コキの2乱門
A一
＝キ

この日は、曇天無蚕で絶好のジョギンクヨ

築5二えびね
＜甘い香りがいっぱい

耀えδ；ね南展示大！会

福壮年マラソン大

｢紀の日向市﹂作交

皆ド蔵司『鱗響避Σ

長から一人一人に賞状と記念品

集していた作文の入賞作品が決

I−−−をテーマに昨年十月から募

市が﹁二十一世紀の日向市﹂

Q1

します︒また︑広報ひゆうがで

質

號6

黄ピ）クの尼をそれぞれ掲．こつ：ナ
校長先生の話こ昌をキラキラ種やか
ぜながら間入っていま」た。

互に基本的人権を尊重する

無回答0．2覧
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ロま
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句毒えンら乏蜜

このような差別を一日も早く

思のますか．

@「

ことしで9彫目を数える・1副

汽ノ
一

砺

して行われました。
会は、配船はもとより具ヌ1外がらおよそ2⊃Cしべ

ゴ
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▲走るって最高！

ての差別を生み出すなどの原因
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●市役所の代表電話番号は2−2111番です
お

着滞日％6， 投票日勉3

報告書、②自営業などの場
合は、市税務課で発行する
所得証明書。

日向市長選挙
南民の声ま舐・反麟

日が3月20日の選挙管理委員会で決ま

分から午後5時まで（市委員会室）
レ選挙人名簿の縦覧期間一6月16日

アニめ脚ら晒の登

りました。

から20日まで。時間は午前8時30分か

市民の声ポストに領、τ

旅。幽・建網

投票日までの日程はつぎのとおり．

意彫お闇かせFさい『

レ立候補届け出および選挙運動など
の設明会一5月21日、午後1時30分か

利用してください
市は、市政に対するみなさ
んのご意見・ご要望を伺うた
め、市民の声ポストを庁舎玄
関に備え付けています。ぜひ
ご利用ください。

から午後6時まで

レ告示日（立候補届け出などの受け
付け）＝6月16日（日）、午前8時30

申請と問い合わせ■市福祉事務所児童

所得べ一 ス
児童手当 特例給付

0

車をお持ちのかたへ
引っ越しの際は連絡を

l

：128万円以下
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3
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280．5万円以F

F闘

よう呼びかけています．

「生け垣Jに補助金

II葺一

回、3時間程度）の問診、
計測、接種など。

市は、うるおいのある緑のまちづく
を奨励して

ね

乾いてからブラッシングし、残った跡
ﾍ洗剤液で処理

⇔ビニールの上に下敷布を敷

ベンジン、洗剤、アルコールで処理

うに心がけること︒

は

肉

しみ抜き剤︺

朱

（一

︹家庭で常備できる

ねり歯みがきをつけて布に包んでもみ
oすが、落ちにくい

墨

泥

ベンジン処理後、洗剤とアルコールま
ｽは住居用洗剤で洗う

石油ベンジン︑アル

、

}ジックインキ

コール︵原液︶︑せっけ

ボールペン

アルコールで処理した後、洗剤で洗う

管しておきましょう︒

紅

しみ抜き後はよくすすぐよ

口

の⁝

黄変したものは洗剤にアンモニア水を
箔Hたらして処理。残ったらシュウ酸
ｷ液で処理

汗

き︑タンポンに少量のしみ抜き

び

下着や子ども服はたびたび洗
たくし︑白物は漂白すると特殊

さ

なしみや汚れ以外は落とせま

シュウ酸3％の温液、なければハイドロサルファイト1％の温液で処理

鉄

剤をつけて周辺からたたき出す︒

ﾍアセトンでもみ出す。
Aセテートは不可

モ

冷やして削り取る。布目に入ったもの
チューインガム

す︒インクのしみもポリエステ
ル布につけた直後なら︑水か洗

画留分を拭き取ってからベンジンでた
ｽき出す。あと、洗剤で処理

剤液でもむと落ちます︒

中性洗剤で処理、染色が直ろうなら酸
ｻ漂白遡で処理

ん︑中性洗剤︵○・三

1年間（59年5月1日から

60年4月末日）の給与支払

法

メ

（婚約者も含む）があるか
た。③公営住宅法に定める
収入基準に適合すること。
添付書類■①住民票謄本（家族全員が
記載されているもの）。②
58年度の所得証明書と過去

アイスクリーム、チ
㏍Rレート、牛 乳

方

・し

は同居しようとする親族

類

しょう油、ソース、コーヒー、果汁、酒

注意しなければならな
いものは︑綿︑レーヨ
ン︑麻︑毛︑絹製品で

しみ抜き方法

れた
汚か

蒙5挙誉1蒙羅

聾

らおうというもの、

の

∵ξ・、f

募集定員■50名
締め切り■5月8日

ーダ︑過炭酸ソーダ︑

一冷こπ ⊃
・へぐ、ξ越，

これは財政基盤の確立をはかりなが
ら福祉事業への関心と理解を深めても

受講料■無料

種

ノσ＝

した．

％濃度︶︑次亜塩素酸ソ

593）

きるかた

みと

（費「木1線592、

たで、5回連続して受講で

者

申し込み・問い合わせ圏市環境衛生課

ら会員制度を設け、ひろく市民のみな
さんから会員を募集することになりま

刀j︑アンモ︑ニア水

だし、20，000円が限度）

日向市社会福祉協議会は、60年度か

受講場所■市中央公民館
受講資格■消費者問題に関心のあるか

ハイドロサルファイト

補助額■生け垣1㍍あたり1000円（た

日（月）まで
入居資格■①市内に居住、または勤務
し、現在、住宅に困ってい
るかた。②現在、同居また

問い合わせば市中央公民館（8内線
820）の黒木豊さんへ、

れています。

︵三・五％︶︒

申請に必要なもの闘①印鑑 ②厚生年
金または国民年金など、加入している
年金の記号番号 ⑨受給者名儀の預金

カイズカイブキ、ツツジなど
17種）

社会福祉協議会の会員

15日目での期間に5回の講座が予定さ

小松崎・岩脇

1000円）
②岩脇住宅（既設）2種1
戸…住宅使用料（月額25
000円）
募集期間■5目1日（水）から5月13

の午後7時から

会場■市中央公民館

し落
﹂費

申請期限■5月20［｛から31Bまで

（イヌツゲ、イヌマキ、サン
ゴジュ、マサキ、サザンカ、

（豊内線422〜424）

と開かれるもので、5月14日から10月

φ

募集住宅圏①小松崎住宅（新設）1種
1戸…住宅使用料（月額3

必ず出席してください。
日 時■6月8日（．Dと20日（木）

申し込み・問い合わせ■市社会教育課

（盈内線594）

市営住宅入居者

出場ご希望の団体（代表者のみ）は、

しみ抜き方法は左表
のとおりです︒ぜひみ
なさんのご家庭でもお

きをしてください．

場所■市中央公民館

ためしください︒

これまで、所得制限のために受給で
きなかったかたも、6月分から新たに
申請できますので該当するかたは手続

この講座は、消費者として考えるべ
きことや、食生活と健康などみなさん
の身近な問題について学んでもらおう

消

き2本以一ヒであること、

レ種類一市が推薦する樹木、

限の額が別表のとおり改定されます。

で行います．

開校式■5月1日午前10時から

す︒

レ場所＝生け垣の全部または

以上で、植栽本数はIL9で∵につ

児童手当（特例給付）の60年度所得制

みませんか、

ます一

︹しみ抜きを行うと

という考 えからつぎのような
条件があります。

レ方法＝生け垣の高さが0．5で、

一児童手当

度消費生活講座の受講生を募集してい

説明会は6月8日目20日
豊川イカダ下り大会

きの注意︺

一

一県自動車税事務所（含0985−5

所得制限が変わります

耳川イカダ下り実行委員会は、こと
しの夏行われる恒例の「耳川イカダ下
り（第9回）」の説明会をつぎの要領

係（8内線335）

㊨変退色︑組織や光
沢の変化をおこさない
か衣股のめだたない部
分でテストを行い︑色
あせてしまうようなも

緑は市民全体共有のもの

し、長さが10仁以．ヒあること。

くわしくは市税務課（費内線515）

のいずれかの免許をもつ
申し込み・問い合わせ圏市環境衛生課

一一．一部（5で＝世一L）が公道に面

へどうぞ。

募集資格■保健婦、助産婦、看護婦
ているかた．

自動車■（普通自動車、トラックなど）
1−4269）

同校は、物価、食品公害、省エネ、
省資源一一など私たちを取りまくさま
ざまな問題をみんなで考え、解決して
いこうというものです，小さいお子さ
んをお持ちのお母さん、余暇の有効利
用を考えている主婦のかたなど、どな
たでもかまいません．気軽に参加して

ハ⑨常にしみ抜下剤と

務課

おしらせします．
申し込み・問い合わせ■市建設課管理

のは専門家に出します︒

条件■生け垣は個人のものですか、

どを含む）＝引っ越し先の市町村税

を募集しています。

つた白綿布︶ などをまとめて保

絡するだけで結構です。

軽自動車■（自動二輪、ミニバイクな

さざなみ生活学校は、60年度の生徒

き家が出たときその順位で

タンポン︑ 下敷布︵きれいに洗

ナンバープレートの番号」を電話で連

いますが、5月1日目ら費用の一一部を
負担することになりました、

みなさんのご協力をお願いします．
一連絡先一

数表で入居順位を決定．空

．ρ

「登録番号一

か日直健診、各予防接種、

成人病検診（月に2〜3

りの一一環としてL㌧生け垣

「氏名」

さざなみ生活学校の生徒

ノ1

1i碍蕎蚕廓り唯事朋

りかねません．

しています。

仕事の内容■1歳児健康相談、1歳6

37更｝．5

市は、車をお持ちのかたで引っ越し
をされる際は、住所変更の連絡をする
連絡がないと「納税通知書が届かな
い……」など、トラブルの原因にもな

市は、市で行う予防接種、検診など
のお手伝いをしてもらえるかたを募集

310．5
I34C卜．5

保健婦・看護婦さん

②2572）

うかを調査し、入居基準点

延岡地方消費生活センターは、60年

母子係（含内線563）

日あたり10．000円

申し込み・問い合わせ■同協議会Il容

消費生活講座の受講生

口座番号

特別会員■．．．

583）

分から市体育センターで

挟養韓算等外数・一一一一一一一．一一．．一一一

「新旧住所」

レ開票＝6月23日（日）午後7時30

団体会員■一［」あたり5．000円

は、市・市民相談室（含内線582、

決定。②岩脇住宅について
は、住宅に困っているかど

ら午後5時までで、場所は市選挙管理
委貝会事務局
レ投票日一6月23日（日）午前7時

ら市委員会室で。

賛助会員■一一口あたり1，000円

（含0982−31一一〇999｝また

入居決定■①小松崎住宅は、抽せんで

任期満了にともなう日向市長選挙期

一般会員三三世帯あたり120FIJ

申し込み・問い合わせ■同センター

広報1♪ゆう1が一12一

■諜報踵■■■■■■■藤婆．

人口と世帯
世帯数

19．044世帯

ノ＼

［1

男

141人減

59．229ノ＼

28．145

科）♂b2−2409

609人ご域

ノ＼

5日■三股病院（内・外・皮・泌・婦・

女31．084人253人減

期期

期全−

見り兄

月輯麟

5膿

軽固
き

レところ

呼科）

乳幼児の健康診査

対

象■昭和59年5月生まれ

4401

1歳6か月十
対

日向商工会議所1容2−513P

このコ†ナーは、市

禦

︑下しθ

協

12日■千代田病院（外・整外・胃腸・

︸

Z

妻

とじておくと便利です

品

臼

人が3月1日から15日

手帳も忘れすに．ノ

名

幾

絡

小売餌格
平均穫格

蓋砂

穂

上白嶽袋入り）1聴

円245

虚

腐

てパ1・ク入り）1丁

76

鴨

隊

肉

モモ虜

鶏

卑

ア

ジ

10Dg
1009

円236

77

143

285

290

150

153

麗サイズ10個入り

177

173

1009

107

田中医院（内・

2−2515

協和病院（精

4−2806

吉森医院（内・胃腸）♂2−40
46

滝井病院！内・精神

永田医院（産婦科〉

2−

3388

市のごみ収集日一覧表硬用済み乾電池は「燃えないごみの日に出しましょう」）

当月平均

146

大平医院1内

26日■鮫島鴎医院（整外科）♂2−8191

2−

佐藤医院（内・小児科）

2−3324

4−4468

小児科）

収

集

日

収

集

区

域

餐1刷月・木曜日1饗瀧亭亭二二講職

1而㌦馬，糠艦1鱗羅鞭鵡
戦塵第2水曜・L墾羅二二灘幽・雛の

冠

モモ肉

1斤

科）
神科）

3日■和田病院！内・外・放科）
2045

2−2950

♂り2−3337

19日■二木医院（産婦・外・胃腸・皮

5月の休日在宅医

♂

莇丁寧均

響町パン

禾斗〉

※場所はいずれも市健康管理セン

i小売価格の状溌（」険鱗謝
品

婦科）

象■昭和57年4目生まれ

ター（智内線595）です。母子健康

たものです。

乱一

13二〇〇〜14：00

の消費生活モニター11

の大型店や小売店など
で調べたものを掲載し

樋口病院（内・外科）

皮科）♂b2−7111柳田医院（産

日寺■5月15日

までの闘に市内11校区

4−

渡辺病院（産婦・内科）

♂しF『月i3−1036

象■昭和58年10月生まれ

対

門川3−2800

7−1011
13：00〜14：00

3歳児
日

東医院／内・小

6日■吉田医院（内・小・放科）

13：00〜14：00

日寺■5月16日

今給黎医院（内

4−2459

児科）

時■5月7日

日

5月10日（金llO：00〜16：00

8−0034

科）

1歳頃
日

国税の無料相談電話でもし）K
レと

2−40

09

356八ご戚

の 納

田中眼科

ﾀ ：毎月第1水三年

7鉱

21轡9細島証

嚇怯疑田噛秋留

た原口

緋

．麓

中

キュウリ

1本

タマネギ

1㎏

キャベツ

1009

トマト

1009

灯

油

配達料込み

18ε

32

37

塩児一ド岩一｝手・亀崎・ぞ慰、・広見・中原・鳥の巣岡地・
211

213
6

7

28

L508

26

呈，491

凱毎月第4水曜1獅調；lll臨雛離横田団
@各

週

の

土

曜

日

1

そ二「．他！地域

P

（3月1日〜15日調査）

だきありがとうございます。

係では、みなさんから愛され、親
まれる紙面をめざし努力しています
1が、今月号からスタイノレ1紙面）を
1かえてお届けします。

…

読まれての感想を係までお寄せく

〉住所…日向市本町10番5号 日
向市役所総務課秘書広報係1低．②
L＿

1

1

1

ご励ありがとう

59年度共同募金
〉目†票客頁二9，510．000Pj

＞募金糸窓客頁

＝10，591．198円〉達成率111％

〉配

分予定額＝8，309．198円

59年度歳末たすけあい募金
［〉募金総額＝3．937，157円〉施設対

象者配分二889，950円［〉居宅対象者配
ラテ＝2．8し19．000「lj＞酉己ヶ｝ケ菱客頁＝〒238．207

ださい。

2

「一一

・内宗泉2

2

2

＞

円「翌年度へ繰り越し）

「…一一一｛愛のご寄付（敬称略）
﹇

一係から一
いつも広報ひゆうがをご愛読いた

社会福祉協議会へ
黒木千之（秋留） 松田広吉（日向
台｝ 善積ヒデ子〔亀崎南） 中山一
郎〔江良） 黒木町（別府） 児玉勝
幸〔細島） 平田ユキ（堀一方） 児
一Eキクノ曙） 柏田ミサヨ（江良）
黒木ウメ子〔宮の下） 平田ナツ子
1堀一方） 古本淑（比良） 安藤貞
雄（笹野中） 山本誠…郎（高見橋通
り｝

社会福祉協議会

ヶ丘1

黒木与（飯谷）

占川：義一（花

鈴木稲美〔新財市）

武〔切島山2区1

有馬一

寺原フシ子（庄手）

