40．952人（一工9）

宮ノ下図

美々津

女20．79夢人（一12）

なっているようです．ヨト を具体的にぼうことはでき
ウムシや台風が原因の不作 ません︒この人たちには一
ですから︑市当局は充分考 般行政の視察だけでなく︑
えておいてほしい︒
工場誘致のための受人態勢
︵問︶農薬の補助金はとう を主として勉強して来ても

うやく半年になりました︒

いと思いますが︒

膜風がおうかがいしなかったため、納税が遅れた

，といって督促料や延滞金はまぬがれません。こん

欄がきた税金は、ご不便でしょうが徴税吏貝をた

，ず直接市役所の市金庫か、各支所、出張所に納め

：ださい。

⁝

らいました︒

しも協
と聴聞し︑﹂
います︒
一
− う ︑
か
り
り
びづ
国で起つた
レ
火災は﹁四

一
ヒし．
ノ し
ノー
や

損害額は．一

胃二七倍円
死傷三八下

︻問︼サラリーマンの奏
は被保険者となれるか
︻答︼サラリーマンなら
厚生年金その他各種の被
用者のための年金制度に
加入しているから︑この
ような公的年金制度適用
者の配偶者は強制適用か
らは除かれています︒

しかしこのような仕組で
サラリーマンの配偶者が
勾金によって守られる秤
度は不一分︑かつ︑不安
定だから申し出によって
仔意に適用できることに

▽サイレン吹鳴
︵卜五秒吹︑六秒

二一六日ハ︶り川石一時覆習召
⁝果西兀ヘリ

打納

休︶

同︵一点打と．．︑八打︶

▽立人検査実施

9

うか
︻答︼昼間の学生は親か

象となります︒また外国
なっています︒
︻問︼農家の菱はどうか 人の妻は夫が帰国したり
︻答︼これは強制適用と 死亡したりした場合は無
なっていますからまだど 拠出年金の対象にもなり
う考えようと加入しなけ ます︒
ればなりません︒漁民も
︻問︼夜間部の学生はど

年金質問箱

す︒

ら送金してもらって生活
するものがほとんどです
自営業者もみな同じです から任意適用ですが︑
︻問︼外国人の撰はどう 夜間の学生は周間働いて
収入を得ているものが多
いので強制適用となりま

︻答︼妻が日本人である

以上︑当然強制適用の対

h団本部︶撚騒三口艇鰍鍵

不発弾にご注意謬感嘆騒還るこ

﹂

吻乱・爵

地球・

﹁火﹂︑

の最初︑

﹁火﹂一

火山︷

▼私な

あろう

の身近な火山は阿蘇だが鯛
の阿蘇の噴火は︑その地一
ひらかれた阿蘇大明神︵県

武闘量の孫︶が︑生きと︑
生けるものの罪を焼きた・

えている▼だいたい東洋略

うた炎である・と伝説嬉

も西洋でも﹁火﹂は神聖

つている︒

ものとして信仰の対象に・

神卿な﹁火﹂が︑自然か・

﹁火﹂を作り﹁火﹂を使・

人工になり︑人間が勝手

﹁

コムロ

ノへ

一 ●︑一㌔

けヤノロへ

●

川

﹂︑

成合常叫

⁝購麟黎欝︑

消防本部出向を命ずる
▽選管事務局主事
黒木 辰W

金丸干w

▽税務課庶務係長

市は十四目付けで次の異d
を発令しました︒

π︸r

−●㌧

⁝尤

ます︒

心にがっちりまとまって︑
一いま新しい︑そして力強
一伝統を創り川そうとして

が︑赤木秀人校長先生を

きな学校ではありませ

藤懲綿欝解なに

ている数棟の学舎︑これ

璽錦望総論擁辮勲飯瞳砺紳映謎醐罫鰍礁

三閏︐鯛胴闘■■■■囎賜ロ昌●賜國圏一9■鰯圏■口塵日隔心鯛■囎悪風一溜幽幽曙0●■闘●●■層■賜囎■一輌陶賜鴨階冒圏幽馴■■■圃■口口圏鱒圏U

ものだ︒

を一切出さないように︑
万いに気をつけて行き妙︑

大漁なものだ▼その﹁火
は大切にあづかっていれ
決して神の慮りはない筈
▼日向市では消防署や消
団がヒマで困るくらい代

ていられないほと現代で

は出ない警︒ ﹁火﹂がな
れば一日もわれわれはーー

﹁火﹂をdしく始末よく
つかつていれば︑崇りな

の馨りがあ9のであろ

ようになって神の崇りが楠
戦争中に投下きれた時限爆なお︑爆弾が即れていると
々現われるようになった・
弾の不発弾が︑巾内のあち思われるところには﹁立札﹂ 火唱を出すことは最も大・
こちによだその珪ま輝まつ・を立てておきますので近よ な罪悪のひとつだ︒どれ・
ど社会に迷躁をかけるか
かり知れない▼﹁火﹂か
マノにあつかうと︑す一

てい・一無ず︒この爆弾は爆発らないようご注口臨くだ曹さ
すうと半径百メートル以内 い︒

鐵藤鱗繰照臨

かえど︑壁越場︑煙弱な
との検査冷川間中行ない
ま

▽街頭官伝

市民課赤十字係調べ

▽児湯郡東米良謙遜の又小
学松▽中原地区日赤奉仕団

十旦．一卜一日しめ切り以﹁円11広見地区日赤奉仕団
後︑係で受けつけた見第金 ︻衣類その他︼

品は次の通りです︒
︻現金︼

▽一．︒百八卜円11中原地区日 ▽高見橋地区日赤奉仕団

F

ぐ

り

灘鴉梶騨熾欝幅灘区日赤奉仕団▽細

指揮車︑消防車︑仏帳ヰ

一一六日へ前ピ時︑側中︑

同七時平から街頭官仏

なと巾役所前広場葉合︑

レ防の講習会︑

署︵電話−火事﹂または﹁八

危険物政令の説明会︑油
火災の消火実験や訓練な
とも週間中に行ないます
なわ火災を見つけたら消防

電気火災

▽講習会

学校︑官公庁︑工揚︑弔
業所などを適時に行ない
ます

▽特殊防火対象物の
予防査察

そのほか各分団ごとに火
災防きよ訓練を行います
また各学校の避帷訓練も
期間中に行なう予定で♂

▽各訓練

巡動眼間中︑毎夜八時か
ら一時まて巾内を巡回し
防火官伝も兼ねて和ない
ます

百六十七人一▽夜⁝岡パトロール
います︒

にの︶
ぼ て一

市内でも昨
夢中に延物
十一桝︵全
焼八d︶山
林七件の火
災が発生し

ておりま
す︒

現み日向而
では消防の
機動力がま
だ万全であ
るとは︑nえ
ません︒

が塑ましいことです︒

また石油コンロ︑電気器具
などのとり扱いにくれぐれ
も注意してください．

十一月二十六日から十二月 百四十番﹂︶岩脇美々津地
二日までは全国一せいに火 区はそれぞれ嗣番に通報し
災予防運動が行なわれます てください︒
馴樹め
火災のない．平和で静かな
年末を迎えるようにしまし
よう◎

謹

．⁝鱒●幽09層●騨●繭●國●一●●■一■●疇一●9■聰冒■●80■■費ロ繭●0口●●■●繭●●一鱒O■圏脚●0■嶋■鵬■・・口．・■曹⁝冒・O・・■賜腰・脚9口・■⁝置曇霞9ロ
▼五年後に口本で行なわ
るオリンピックもローマ塾
の通りですからご協力くだ ならずもう一農︑火のもと一は危ないということです︒
にご注意ください︒
一不発弾は︑そのままでは自 ら聖火を遡んでくる▼⊆

謝まこ

のたまもの

さ

の火災もありません︒・れテ

う
よ

し

」、税金を少しでも楽に納められるよう、納税準備
艶や納税組合の結成をお願いします。組合を作ろう
鷺れる場合は市役所の税務課か保険課までご連絡く
rれば係員がおうかがいして相談に応じます。

とのん

したがって
火災を起さ
ないよう市
民一人一人
がおたがいに注意すること

う
︵答︶あなたのご意見通り
です︵笑声︶しかし︑今は
世々むつかしいです︒

隠お気の毒に思っております。

さい︒

@

︵答︶ホリドールだけにな 4一常に勉強して来ておられ
っています︒
ます︒近く介員協二会を開
︵問︶都農町の方が︑市よ いて︑発表会をやろうとい
り補助金が多いようですが う計画もあります︒そして
予算はどのくらいあります そのよいところをとり入れ
か︒
て︑私の任期中にはどうし
︵答︶二↑汽万円です︒
ても工場告朔を実現したい
︵市長の関連回答︶いろん と考えています︒
な点でまだ農家の皆さんに このほかいろんな延設的意
ご迷惑をかけているようで 見の発表や︑質疑応答が︑行
♂︒私も市政を預かってよ われました︒

なっていますか︑

@
@
@
@

これから大いにこの方面の みのりの秋も終り︑いよい
︵とを研究して︑ご期待に よ火災ンーズンとなりまし
︵問︶いても納まらないも 一添うよう自力します︒
滝口からの出席菖は︑巾長
た︒すでに隣接巾町村で人
一以下税務︑保険︑艘林︑硬 のか︑いなかったら納まる
﹁職員にも気合を入れ︑農村 君の火災が報道きれていま
︸設の四課艮と装々沙受頭琵
わけがありまびん︒
︸の問題と一つ一つ真剣にと す︒
・でした︒
ハ答︶をのために納税組合 ﹁り紐んで行きますから︑皆 ΨいE月から市内では一調
﹇さ凶のこ協力をお願いしま

．一一．一力円です

鵬金まで納めなければならないような人も生まれ

感たσ）

﹁二会には区民約．一1．人が出 冷伯っていんだきたいので一

じょうか︒

嘱縮雨避籍塵溜ズ揮凝炉心．応酬⁝

︵別項参照︶

席︑終始などやかなふんい す︒納税組合あ．斡っていた一す︒
きのうちに︑頻︑ひな幽しへ目 たければ有利に納めること・︵問︶農協は統合して大き
かてきよす︒
一な組織にはできないもので︸
いが行なわれました︒

以卜︑・パ︑の一なものを﹂紹

介し家し よ う ︒

奈国ヴ均が．

︵問︶保険口︸出にあρ公
債費とほ何てずが
はしれくらいし見．・いられ いろんな面での差かあり亡︑一
． ︐すか︒
・すから︒
一
︵答︶結局は力 の川かて
すね︒
︵答︶巾ては ト力円くら ︵闘︶市の補助か何かでや
ｽらとうですか︒それが
一例えば税くWの隼りかヒくな いです︒
できなければ解散すればよ

ﾆき︑r想外の医療費が

⁝あるときなどに︑公費を借 からたい叡少ないわけです
・らなけれ ば な り ま せ ん が ︑

ね︒︿︐から防災営農五力試

r︒

）「徴税史員が来てから納める」という誤った習慣
，、徴税吏員の訪問がないと、納税が遅れ、口止料

婁

●

男20．161人（一7）

，ます。そのためか、税金は徴牧に来てから納めれ
ヒいという考えを持っておられる方もおいてのよう

。蕗

しばらく中止していた市政懇談会も︑このほど復酒︑

市の人口

一こういつか公費借り受けの 一画なとて盛り立てて行き
一利r補給などに利用するお たいと思っています︒

更の方の税金を徴牧するためのものてはありませ

に

葵々沖町の宮ノ下区で行ないました︒

｛
一つ

市民

安藤印励所

市長

市民課広報係
印刷所

市政に新しい意欲を
職員に気合を入れて

編集人
rいますが、これは滞納整理が生な仕F拝であって、

i消

◇美々津中学校◇

日向市長
藤井満義
二税務課では、巾内のあらこちに微税史員を出張さ

か

発行人

◇徴税吏員をたよらずに

@

＝11＝

日向市役所

発行所
金です︒
︹関連要望︺
︵問︶市会議員が各地を視
︵問︶寒々沖地区には税金 ①全国Ψ均より一万円少な 察旅行したそうだが︑それ
・の徴収係はいないのですか
いので︑担税能力がない︒
はどれほどプラスになった
︵答︶更々津地区にはおい 農家の膏色申八口を指導して
でしょう︒
︵答︶私も賛成して行って
一てあります︒だが︑徴牧係 いただきたいものです︒
がいなくとも納めていただ
凶秋作は不伯だつたのだが もらったのです︒
共済のほうでは被害なしと どれほどプラスになったか
くようにお馳いします︒

；；1騰・鰍脇麟黙1・鼎繍，1藍

11．26〜12．2

秋の全国火災予防週間

一い

ロ

｝

Cの力

（10月1日現花）

直刀をはかることは
ご滞納整理に行ったついでにど

火事を出さないよ

◎

熱心に試し合う宮ノ下欄の人たち
㌦ら組合長さんを通じて納税になお一そう協力して垂
ビさるようお願いすることになっています。なおこ垂
襲談会は、すでに新町、富高、財光寺、臨見の各地塁

一

じ開かれ、きよう20日は枝郷地区で開かれます。
δ、20日以後の日秤は次の通りとなっています。

妻く
≡ホ

今後も又︑各区を巡回して行なう予定ですから︑みな
さんのご協力をお願いします︒
．

戯況、税牧、締運1耽対秘金融醐の協腰≡

報

ら大字別に納微諾組で誤さんと懇談会冷開き，妻
1㈱合紬職か，，帽1，欄す、卿妻

il

西崎県
藝彫rI
728日本郷（汀良公民館）

塁
ピについて謡し合いを行なうことになりました。

広

も250近くになりました。そこて税務課では、16≡

向

「な局から一般凹凹の説iり1や納税貯階組至
bこの会で市

日

税金を交に納められるL）に
と、市税務課で≡
年度のはじめからいろんなPR機閏を通して、納妻
蓄口合の幽幽を呼びかけてきました。幽い、巾民≡
さんの珊解あるこ協力のおかげで、納税貯蓄組合≡

三＝一≡＝；二＝三﹁；＝≡一≡一＝＝調＝＝ヨ﹁一＝≡一︐一≡≡≡＝一﹁≡≡三≡＝﹇三p一胃＝⁝⁝≡＝≡＝一胴﹁≡︻＝三三一＝一＝一楴≡≡鱒琵≡＝＝譜︻＝≡＝三一三＝＝＝一≡三≡≡≡＝≡一＝＝＝＝葺三＝三一一＝≡三≡§＝一三︻一＝≡曇三一≡＝一一一≡三＝≡一≡≡＝一二＝＝＝鵠

Bデルケースの紹介などゐ励、，眠嚇さんに覇
・

︶
1

壁ト︽

騨購轍隷i

（昭和3埼・9月21日第3種郵便物認可）

第55弓・

市
昭和34年忌1959）11月20口発行
《1）

覧

今年の牛は橋ロさんへ
にぎわった立触接社祭

ノ

︸o

イ てこ ナ

レ㌃ト

しかし︑もっとも人気を強

農山漁村振興耶纂のひとつ一は巾役所総務課企画統討係
として︑プルド！サーを五一か農林課へお申し込みくだ
㎜

一さい︒
めたのは︑何といっても神 に購入しました︒
一
これほ農道や林ぬ冷竹つた・くわしい串し込みの規冗を
降クノの画せんでした︒
耐
㎜これは︑祭礼期間中売り出
り︑また樹園地さしあげ♪・ハす︒
㎝した神生クジを︑毎鐸この
を燕成したり︑ 一またブルドーザーは︑ただ一

しかし芽が出てからでは
防除の方法がない病気も

しかし熱のために種予が
死んでも困りますから湯
の温度は四↑五度ぐらい

にしてくだきい︒

す︒

また冠詞使って消毒する
方法も仏く矧られていま

ウスプルンの百倍液に三

十分浸す方法︒

またこの薬液に十分間だ
け浸し︑ぬれムシロなど
でつつんで陰Tしする方

法などがあります︒

です︒

一葉病は六十分︑脚里穂
病は三時間︑条班病は二
時間つつむことが効果的

てください︒

り

コ

獅P2王土︶．13具旦． ﹁
市役所講堂で展示します

演など︶

▽農 塵 部︵普通作物農塵加工品など︶
▽農業資材部︵優良メーカーの農機具実

▽畜 産 部︵山羊︑ニワトリ︑牛など︶
▽林 産 部︵木炭︑苗木︑銘木︑椎た
けなど︶

出品物受付H十日午後四時まで
審
査H十⁝日

ド唇1■邑III■8■匿巳181■lll巳置巳ll鵬91鵬lI■8置lll・

財務管理の講習会

農業まつ

早出そ菜の

んでください︒

市の県能率協会まで申し込

市髄工課を経・博して︑宮崎

ご希望の方は三十日までに

百五十円です︒

蕪灘甥確論も二

二．
ただし︑その認定は県で行 会が︑十二月四︑圧日の．
川⁝ないますので一応手続きを 臼問︑宮崎市宮田町の県医
されるようおすすめいたし
ます︒

県からすでに通知を受けら
れた方も︑まだ通知を受け
とっていない方も︑そして
これから給付金を請求しよ
うと思っている方も︑ぜひ
一度市民課の係までおいで
ください︒

たします︒

きます︒

栽培講習会
なお︑十ご月一日午前九時
に︑市役所講堂で県の係員 農林課が三十日午前十時か
が慮接ご相談とご指導をい ら美々津町高松公民館で開

桑

︑︑＼＼

水

︐昌．・道

課

県から直接指導相談のため 講師は県農産課の吉谷専門
に係員が派遣されるのはこ 技術員です︒
んどが最後ですから︑ぜひ どうぞ多数ご出席ください
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ビ車オド
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く

が加算されますので︑早口にお納めくだ

なお期間を過ぎますと︑延滞料や督促料

く納入してください︒

今月の税金です︒三十日までにお忘れな

O水利地益税第二期分

O保険税第七期分

できることになっています算簿記なと財務管那の講習〜ーーーー〜ーーーーーー〜ーーーー．

︵引揚者給付金︶の請求が 中小企業に適する簡単な決・

引揚茜に国から出るお金

終戦後︑外岡から引へ揚げ お出でくださるようお願い
られた方で︑終戦当時︑本しまト9︒
籍地が宮崎県にあった力は

−引揚者のご相談1

これが最後です

すのです︒

裸黒穂病は温湯を使用す そのほかいろいろ消隊の
るだけて効果があります 方法はありますが︑今年
この方法は種了を川湯に は必ず消聞して︑病気によ
つけて︑その熟で菌を殺 る減収のないよう注意し

ります︒

消毒の方法はいろいろあ

さい︒

したがってできるだけ禰
子のうちに消毒してくだ

あるようです︒

一層改良など農 いよ塩見水月もの下のマワ⁝
ア
ロ
麦
の病気は種子を消擁す
地軸備ロ事業に使リ淵の︑川の改修一那と︑
ることによって防除する
面することになこれにともなう開田竹紙を︸
つています︒ 一行なってわります︒
﹇ ことができます︒

のない人︒

以上の方が該当者です︒

○三部大臣賞「豊年太鼓」など上演

無職筋豊聾唖忘憂焔陸⁝

一まつり矯代塑折り込堕では・牛をもらった人は・髄
晶
恥している田ヲんの田をつぶして川を⁝
一頭︑この神村にも押し︑そ
﹁のr嬬が次の神硅となるな贔
休︑たとえば実・止り︑いままでの川を埋め一
行組合などには・て一︑六ヘクタールの田を
・らわしでしたが︑今勾から㎜
コ
新設する竹業で︑来月の五
は了4は奉納しなくともよ・繍
一
日まで出動しています︒
いことになりました︒
一・ 一 曜一．
︸
今年亨運の神弓を引き当て また︑このほか個人の力て ノルドーサーをかりたい方
rのは宮ノ下墨の橋口 一さ︸もこのような耶粟を汁画し は︻度なんまでにごらんに
んで︑大毒ぴで帰って行き一ておられる力にはお貸しい なってください︒
︸たしますから︑ご希望の方
ました︒

冠一≡ニ≡≡三＝﹁ニ＝≡≡三＝二≡一≡一＝二三⁝≡≡一一≡≡三一二≡＝一一≡三三一⁝三＝一≡︸一︻≡；三一一＝一⁝︸薩

成してるようですがね︒

＝一般の方はなるへく夜に見てください＝

声内二大祭りの一つである︸なかでら最後の余興の目に一たらが告の服隻で踊る立旧
祭りにえらばれるミス疏磐．鱒
晶
誼例の美々津立磐神社秋ま︸は︑隣接の巾町村から多数︸の輝をはじめ︑自衛隊の吝
⁝が溶せんするものです︒
皿
の日ル物人や︑アマチュアの 楽隊によるジトズ︑ マンボ一
つりは︑十三日の本宮祭で
くじに当った人は神彗を一
開
ふたあけ︑十四日のこ神幸︸カメラマンが押しかけて︑
皿の演夷など︑占い伝統のお㎝項もらうわけです︒噴年ま
9
﹄
祭︑十月日の余興の日までかなりのにぎわいでした︒

︾

吊

酬一三≡≡一≡一一三一≡ニ≡ニ＝≡ニ＝一≡一≡ニニ⁝⁝騨一⁝一三一三一二≡一一≡＝＝≡＝一一三≡一＝≡≡≡≡≡一到

︵木浦︶ええ多いんです︒

○石井みとり（石井漠門下）一行25名

口燦騙簿競鯨函南物贈匙船難総総墨その牛から生れた子牛を一

︑6

写真は

上︑かい伝馬船おどり︵毎日新・川
下︶着飾った生徒たち ・川

聞社二二︶ ・
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︵裏︶禁漁区など杵らに廟

一
やいかんで中な
︵木浦︶二ってあるんです
が︑監視が宥き届かないん
eザよ︒

︵児繁︶いま濠では︑バラ

︵市長︶底引きをやられる
と困りますね
︵児吉︶それです︒ただ漁
礁をどんどん沈めてもらう
と︑魚も寄るし︑底引きも
できなくなるんですがね

。貸組

なりましてね︒
ちやあ︑たまったもんじゃ
︵市畏︶そんなに多いですありません︒
か︒
︵市長︶県北の漁業名は賛

○夜は公演終ア後高校前から門川、細島、牙｝脇、

なお、強カネズミとり薬ネ日嗣ツソも衛生課てあ

■囎購隅一一一儒魑圃薗一一一陽脚騨一一顧一鱒一一一一，

バラに沈めていたんで何も ればならなくなりますよ︒ うですか︒
一までの赤ちゃん
ならなかったようです︒
︵木浦︶最近密漁船が多く ︵木浦︶あんなことをされ ▽小学撃高豊前六ヵ月と卒
業前六カ月のよい子
▽一心も稗痘を受けたこと
︵市長︶うん︑あれは山を

できないわけだな︒

伯らにやいかんですね︒本
当にあれをやると底引きも

I鰻灘｝発榊

矧b内

1201■1

○臼f∫ラ1謡券

iブル・貸します

羅編磁臓％るん定期種痘日程

02811ヒル2時、ヨル7時の2回公演

までご持参下さい。ネズミー匹と引
きかえに宝クジー枚さしあげます。

すお一休を・うでつ用地1を1

しなすてす躯層∫11〔

い毒口麦
てにのの
つ消種

課長以下課員十人︑係は業
務︑工務︒浄水場の三野で
設︑改良工事の設計︑その
す︒
︻粟務係︼メータtの検針 事業の監督をします．
︻浄水場係︼浄水場内の監
や︑配水讐︑附属施設の検
査︑水道料の徴攻整理︑飲 視︑配水量の測定︑水の消
料水の検査などがこの係の 癒︑勘力楓の運転をします

一…

美々津方面に臨時パスがでます

っせん、、おわけいたします
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0富島高校体育館

12月10までとったネズミを市衛生課

・，鱒繍一一輌囑隅一一一印一一一嘩一一一一一顧■●一刷■騨・

︵児繁︶そうです︒ひとつ そのため細島の漁場が︑す︵木浦︶実際問題として一
それをうんと沈めるように つかり荒されて︑もう完全本釣りの漁業一本目生活し
にお手上げの状態です︒
ている人たちは︑やはり反
︸してください︒
︵市長︶うん︑それをやり
︵二三︶隔年団でも︑毎晩対していますよ︒ただ︑大
ましょう︒少し金をかけて 船を出して密漁船の監視をきな事業家たちが賛逸して
やらねばならん
しています︒
いるのと︑調停委員がそれ
︵市長︶園つた問題ですねらの人たちの言うなりにな
︵木浦︶密漁の底引きから
︵児吉︶このままでは漁業るという感が深いですね︒
漁場を荒されたので︑以前
このふきんで釣れていたチ 者︑つまり細島の一本釣り 一つ市長さんにお力ぞえを
コダイ︑カレイ︑ホーポー 業老の失敗は目に見えてい お願いします︒
なども全然いなくなりまし ます︒もう一︑二年もする ︵市長︶承知しました︒
た︒これでは一本釣りの漁
業者ばかりか消費者も︑高
い金を払って魚を喰べなけ
︵市畏︶入合いの問題はど▽生後ニカ月から十一一ヵ月
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水力発電に、また、これから先、1業用水として而愛な役割を
果そうとする耳川が、町の中央を流れていセナ。
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日

今度は漁禦者の方たち三人目登場し
ていただきました。
みなよく勉強しておられましたので
藤井市長もたじたじの形でした。

し合たて仕かいる備改成5
いなと 肇らまこ・1｝良しノ
たどえ いをこ すと業なた石

斎
所「実施地域
場
施月日 検診月日

の

【｝

11「「「「lll「1「1「11「「「1「lillIl［IIIlllIIlI「11
lllllII「llllIl「1111「1「ll1811「1「lll「1「1111111【1

悔蟹

籔雌麺韻、購灘音

1

（2）

第55号

報
広

市
11月20日発行
（1959）

」

1昭和34、ド

