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立しつつあります︒また一
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その偉制を確

分を新たに︑

今年は︑一般
行政︑工場誘
致行政の中心
である市役所
もすっかり気

ます︒

誘致の絶好機
とも言えまし
よう︒この好
機に当り︑私
も今まで以上
の強い信念を
もつてこの問
題に取り組む
決意でござい

力態勢を整えるとと毛に︑
巻戸景気とか︑呼び名は桝
工場誘致に体当り的な突入 でもよい景気上昇の年と戦
をする年と心得ている次第 何としても・7れしくなる四

ります︒
ますようお願い申し上げま
工場誘致は今年と来年にか して年頭のご挨拶に代えさ
かる当市の最も大きな宿題
せていただきます︒
であります︒幸い財界の見
日向市長 藤井満磯
通しはきわめて明るいよう
ですから︑今がいわば工場

めとしたい︒

ζの卵を浮かす塩水をなめ
て新春を迎える心のひき㌧

⁝・にがぐ経済は冷厳なもの▼

．︑15米国の例沽あるが︑︾

㌧ゆ姻雲高的には数量景気レ

墳を入れ％篭浮きあがる﹁
景雲不景気は経済学的に．
循環するものなのだから
武も岩戸もないものだと炉

らどうだろうと思う▼水﹁
卵を入れると沈むが︑水一

私は﹃塩水﹄の年と云？

らぬ年で︑決して楽じゃ・
い▼ところで岩戸景気と亀
う言葉は神武の上をさか＾
ぼる意味だろうが︑何も⁝
々と大古の昔への呼び名・
つけることはあるまい︒一
メリカは単にゴールデン︑
シツクステイズとやった．

省熟考は必要▼市の財政・
．赤字公債を返しきらねば・

市行財政の発 でございま孟．裏慧以 とくに日向市は工堤誘致戸
展もさること 来ようやく八力且︵また年 目を赤くしているのだか・
ながら︑市民
度途中のことで毛あります こんどヒそはこのチヤヒ
の皆さんの信
にと思うのは市民の当然へ
ので︑市民の皆さんにはご
任を得て市長
の気持▼市長も元日の新繭
となりました 不満も多いことと思います 各国交換会で今年こそ目町
私が︑その責 が︑誠心誠意︑市の為にさ をつけたいと意気込んで同
任において特に力を入れな らに努力する覚悟でござい 辞を述べている▼何とな・
ければならないのは何と言 ますから︑何とぞ昨年以上 浮き浮きするような年︒・
っても工場誘致の問題であ
の
ご
指
導
と
︑
ご
鵠
力
を
賜
り
だ
矢鱈にウキウキだけで︐
浮かばれないことも常匹

全般的な日向

きます︒

ざいます︒
方
︑
工場誘致に関係の深い
躍進日向市が︑さらに飛躍
隣
接
町村や入郷筋閉村と毛﹁
する年︑昭和三十五年の年
一層の融和をはか甑︑特に
頭に当りまし
県との連けいに鳳充分意を
て︑一書ご挨
拶を申し述べ 注ぎまして︑．挙市．毫の協 だけではない︒︑特に今年ド
させていただ

明けまして︑おめでとうご

○覧⁝：ゼ：⁝とじてご保存ください⁝⁝⁝⁝○

脚光をあびる日向市臨海工彙造成地帯

今年こそチャン

i
世帯総数
期日は1月翫日
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「

一戸

喩灘鱗鯨轍

で廃止されたものです︒

県市一体で誘致
今年こそ工場を

も常に密接な連絡を保

挨拶とい た し ま す ︒

市民各位におかれまして
も一そうのご協力を︑お
願い申し上げて︑新年の

存します︒

入歳出追加予算一1三百三十 審議の結果︑市長提出議案
は全部原案通り承認可決︑

費︶

次に請願十三
件の重なもの
をひろってみ

同部落の部分林とする一1紹

山本エカさん︵全盲︶の住

名

O
もと中原に住んでおられた

です︒

◎細島保育所設置につい 所をこぞんじの方は市役所
きい．

福祉事務所までご連絡くだ

▽議会費か差引き十八万五
千円追加︵吏員給︑旅費な
て11紹介叢員片田比佐吉ほ
か二名

▽市役所費が差引き二百六 ◎権現原︑秋卿問農道新設

ど︶

りです︒

ご協力下さい

︻日向支部長表彰︼

願いします︒

慰霊塔建設委員会
十四日十時市長室で役員会
を開き︑基本的な考え方を
川南町忠霊塔を視察しまし

協議し︑延岡市慰霊塔と︑
た︒

呑典返し寄付
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だきたいと思います︒

鯉譜難講鍬
％

的に︑行なってくださ残
︑ o

人会▽現金三千二百二本

点︑米十ニキロー下原町ほ

塩見新得畜 村青年たちを市費で・先〜
青年の立場から申し 進取や県外に短期派週しい
あげます︒
︐てほしいと思います︒ ㎞
①社会教育は重要な ④一日も早く健全な財政
ζとですから．優秀 を確立して︑昭和三十五い
な社教主事を置いて 年月こそ︑新しい気合の汐
却いただき︑その係の人達入った藤井市政を実現し︸
凶を強化するとともに︑社 てください︒
会教育費を増額していた
ーー◇：一
場

﹁歳末たすけあい﹂

ありがとう
円︑衣類五十点︑日用品岡
歳末たすけあい運動の結果 点 上町一区婦人会▽現A
がまとまりました︒
千八十円︑衣類二十点一引
集った金品は
町婦人会▽現金千円−−亀代
◎現金八万二千百六十九円 婦人会▽現金八百十円︑声

類十六点︑日用品十二点
一◎衣類︑身廻り品千百七十
一八点◎日用品︑学用品二百地蔵婦人会▽現金四百

一八十二点でした︒

▽現金千二百十五円︑衣ド

円︑衣類十六点︑日用品一
配分は次の通り行ないまし 十九点彊細島宮ノ上婦人へ
一◎市内生活因聖者三百五十
ニ十四点11八幡婦人会▽川

た︒

六十円一1同落鹿婦人会▽三 会▽現金七百四十円︑

十円糖同声並婦人会▽三百 ▽三百三十五円一飯谷婦−

駅通り婦人会▽三百七十四十円11幸脇西婦人会▽一
円▽同中町婦人会11二千六 百五十円目幸脇東婦人へ

r鳥川婦人会▽二百八十・
▽現金六百二十円巨美々津円1一幸睡中婦人会▽二︸

分は次の通りです︒

養患者の暑中慰問として使 巨高々谷婦人会▽同五百・
用します︒
十五円H伊勢婦人会▽一三
また先月号では十二月十八 二十五円μ細島小▽衣類咀
日までにたすけあい物資を 十七点︑日用品十三点−⊥
寄せられた方のお名前を掲 野川婦人会▽現金四百円
載しましたが十九日以後の 遠見婦人会▽同百二十引

すので︑調査した結果を他 六世帯 衣類三廻り品︑石 金九百五円︑衣類九十岡
人にもらしたり︑統計以外 けん◎長期療養患者十三病 点︑日用品十六点−八坂貝
の目的に使用することは絶 院−見舞金として一人二百 人会▽現金三百四十円︑曜
対できないことになってい 円あて◎施設収容の児童◎類百二十点−吉の川婦人・︑
送金︵ライ患者施設︶一熊 ▽現金千八百八十円︑衣料
ます︒
調査員のおたずねする時間 本︑鹿児島︑なお残金二万 四十七点︑日用品二十八ト
は︑平均四十分から五十分 七千八百七十九円は長期療
一清正婦人会▽現金一．一計m
長くても一時間半ぐらいで
すから調査員にご協力をお

農林業センサス調査

的な調査でもあります︒

であるといえます︒

︵所属敬
こんどのセンサスは︑農業
称略︶
や林業を行なっているすべ
︻市長表
て
の世帯や事業所について
彰︼
調
査されますので︑日向市
の統計を作るという意味か
らも︑きわめて大切な調査

佐々木寛
次郎︑則

貞正雄︑

岡本

一

げ｝

九百五十五円︑衣類百七百六十八円11元市婦人会

五円︑衣類二十二点一富高十五円11市方婦人会▽ご
小▽現金千百四十一円︑衣四十五円11富島西・甲▽四
類四点11畑浦婦人会▽現金三十五円11鵜毛婦人会▽

名

亀崎北区家庭防火班︑富国
野球部︑美申松田明ほか二
︻防火ポスター11噌等以上︼

︵富中三年︶

加地恵子︵富小六年︶和田
可澄︵富中一年︶柏田弘道

組合員は十五軒︑二十四
人で︑賦課額は市民税五
万十円︑固定資産税二万

伊勢第τ納⁝税組合

た︒

憂轟

κ一言

組合員の人たちもにぎや
かに話し合いながら写真
にうつってくださいまし

完二さん︻砿︶のそばで︑

森沢広蔵︑甲斐誠市︑田中
末政
︻消防長賞菖一般協力者︼

夫︑三谷敏一︑三樹茂之︑

是江戸貯蔵ほか︑寺町袈裟
治ほか︑赤木光雄︑川口米
久︑成合実︑黒木正市︑黒
木政春︑黒木茂太郎︑黒木
今朝吉︑黒木久善︑荻原信
久︑児玉八右エ門︑三上豊

が︑亡夫正雄さんの香典返 百九十円 田の原婦人会▽ 類四十六点11松栄婦人
しとして五千円を︑このほ 六百五十円陛高松婦人会▽ ▽現金四百九十円︑衣類
ど市福塩協議会に寄附され 八百六十円H美々津上町婦 二点H比良婦人会▽千百
ました︒
人会▽二百八十円 余瀬婦 f円︑衣類六点h切島山
人会▽千四十円1一別府婦人 人会▽現金四百七十円︑
岡田恵寛︑松村勇︑若本洋 会▽現金︑二百六十円︑三 類二点疑山下婦人会▽現
▽椎葉村消防団 中竹治美
八
︑四キロー1二手区▽現金 九百六十五円︑衣類十二
椎葉孝︑中瀬武利
二千四百九十円︑衣類その目往還婦人会▽現金六百
︻県知事表彰︼
他三十九点11中央区婦人会 十五円け金ケ浜婦人会▽
黒木千之︑野別知秀
▽現金三百十円︑日用品十 千円4上原町婦人会▽現
︻県民会長表彰︼
三点一美砂婦人会▽現金三 四千八百六十七円︑衣類
浜崎信一︑小西学︑田中勝 百五十五円︑衣類一点11岩 五点h富島高生徒会▽現
美︑青山幸心︑黒木重義︑
脇宮ノ上婦人会▽現金二百 五百八十円︑衣類八点︑
高木泰三︑長野治行︑甲斐 円口土々呂毛婦人会▽現金 用品十五点u鶴町二班▽
一生
五百五十円︑衣類六十九 金二百二十円︑衣類九点
なお︑団員外の尻癖も次の 点︑日用品三点11庄手向婦
日用口聖二点11鶴町第五班
通り行なわれました︒
人会▽現金五十円︑米一︑ 現金二百三十五円4本官
︻市長賞 後援会︑功労 七キロー岩脇平尾婦人会▽ 人会▽衣類十点︑日用島
現金百五十円 別府南婦人 点1−本町婦人会▽現金六
者︼
会▽同三首八十円1一宮ノ下 五十円h美々津新町婦人
婦人会▽三百七十円一下町 ▽衣類二点控北川製あん
婦人会▽七百円11江良住宅 ▽現金五百円疑峠婦人会
婦人会▽現金七千八百二十 百三十円u岡婦人会▽ゴ

鈴木宝 したがって市民の皆さんの 市内堀一方の村上エイさん
作︑伊達 ご協力を得て︑立派な調査
義一︑松
を行ないたいと思います︒
木譲︑古
この調査は︑統計法による
川順三 指定統計として行なわれま
郎︑黒木
正人︑田 田中儀市︑畢不徳義︑松葉
中義則︑
豊︑白川章︑松葉浅︑古賀
松岡要一︑黒木政美︑金丸善
粂夫︑西野峯男︑福元喬明
高︑柏田渦︑里︑木寅夫︑黒
喬口興義︑小暑章義︑長野
木浅︑ 飯田忠臣︑ 大橋幸
且敏︑長野吉之亟︑伊勢美
一︑児玉幸吉︑黒木正美︑
義︑黒木武信︑果木善弘︑
新名政輝︑井上忠一︑黒木
黒木義兵衛︑東利光
河野品義︑ 田村広︑

秋山︑口︑久畜成美︑安湊義春︑

第一部︑

山本新春︵飾︶鐙村振興のために・難

華霧ノ

また市営住宅の建設資金と 十六万千九百円増︵市役所 について11紹介議員黒木松
して同しく簡易保険局から 職員費︑土木費︑社会およ 雄ほか国名
百万円を借ります︒利率と び労働施設費︑産業経済費 ◎日米安全保障条約改定反
返済方法は前と同じです︒
など︶
対決議についてーー紹介議員
なお︑これらの返済にあて ◎昭和三十四年度日向市災 林賢太郎ほか三名
る財源は市税その他の一般 害耕地復旧事業特別会計歳 などです︒
財源です︒

を採択しました︒

請願では︑笹尾郵落周辺の
市有林を上分林設定につい
て︑日米安全保障条約改定
反対決議についての二請願
を不採択︑小倉ケ浜入口橋
梁設置についてを継続審議
としたほか︑残りの十請願

︵本谷水路︑新財市橋梁︑

ますと︑

七万一千七百六十円の追加

◎笹尾部落周辺の市有林を

永田水路などの復旧事業

介議員里︑木利一

◎昭和三十四年度日向市一
般会計歳入歳出追加更正予
算詞追加額は千九十一万八

千七百八十二円︑減額は三
百十六万円︑差引き七百七
十五乃八千七百八十二円の
追加額の主なものは︑歳出 ◎小倉ヶ浜入口の僑武蔵
の面から見ますと次の通り
g紹へ力議員治 田明ほか一

たずね人

追加です︒

予算二億五千万円など

市民の皆さま︑あけまし
ことができると思うので
ておめでとうございます あります︒さいわい︑経
わが日向市も市制施行以 済界も好況に建っていま
来はや九年目の新春を迎 すので︑ ﹁本年度こそ﹂
えました︒
の明るい見透しを強く感
さて念願の工場誘致につ ずる次第でごさいます︒
きましては︑県と協力︑
一方︑市の一般行政につ
臨海工場地帯造成事業を きましても十分意を用い
ほぼ完成の域にまで運ん 限られた財政ではござい
でまいりました︒
ますが︑市行政の諸施策
また私たろの
が市民の皆
工場誘致受入
さまのため
驚騨
れ態勢もいよ
に最も有効
いよ完成に近
適切であ
く︑本年度こ
り︑住民福
そ県市一体と㍉鉦駄無養
祉の向上に
なって工場誘
より一そう
の効果 を も た ら す よ う ︑
致に精魂を打ち込み︑そ
れと併行して隣接町村と さらに努力いたしたいと
ち︑おたがいの理解の上
に立って︑この大事業の
完遂をはからねばならな

日向市議会議長
柏 田

いと思います︒
こうすることによって︑

市民各位のご肴望と︑先
輩諸賢のご労苦に報いる

申告書は早めに
1三十五年度市民税1

恒例の日向市消防出初め式
は︑十日午前七時半がら富
島中学校グラウンドで︑黒
木県知事︑藤井市長らが出
席して行なわれました︒
二月一日から農業の国勢調
人貞点検や分列行進︑模範 査とも言える一九六﹁︑︶年世
ポンプ操法︑発水試験など 界農林業セノサスの本調査
か勇ましく行なわれたあ が行なわれます︒
と︑優秀な団員の表彰が行 農林業を陣ばし︑農家のく
なわれま らしを豊かにし︑明るい農
した︒
山村を築くための統計を作
表彰を受
る十年に一度の調査です︒
けた団員
ま
たこの調査は世界百余り
は次の通
の国マとともに行なう国際
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で返済 す る も の で す ︒

三十四年最後の定例市 ◎日向市課設置条例の一部
会は十二月十九日から二 改正睡日向市多年の悲願で
職十三日まで五日間開かれま ある工場誘致を︑﹂日も早
一した︒
く実現するため︑工場誘致
に関する仕事を専門的にあ
つかう課を置くことになり
ました︒これが企画室で︑
算二億四千九百六 室長は児玉助役が兼務︑室
十三万千八百十五 次長には前商工水産係長高
円や︑日向市課設 山一さんが就任しました︒
置条例の一部を改 ◎起債につい
追加
正する条例など十 て一細島臨海
更正
九議案と︑細島保 工業地帯造成
育所設置など請願 工事の︑公共
埠頭第一期工事に対する市
十三件でした︒
審譲内容の主なも の負担金は七百四十万円で
のは次の通りで す︒この負担金の財源にす
ろため︑郵政省簡易保険局
す︒
から四百五十万円を借りる
◎日向市危険物取締条例の
ことになりました︒これは
廃止隔これはいままで条例
で規制していましたが︑こ 年六分三厘の利率で︑昭和
のほど政令と総理府令の形 三十五年度まですえおき︑
で全国的に画一的な規制を 三十六年度から五十四年度
行なうことになりましたの まで十九年間に元利均等割
皿山

▽諸塚村消防団

【写真説明】◎

た︒

勝義︑坂田明︑河野次男︑

︑轟恐

欝iぎ遷騨ン健寧箪・r門

昭和三十五年度の市民税申
告書の提出時期になりまし

㌔塁腕用ポンプに六部優勝

▽日向市消防団 第二分団
上たすかりますか︑個人て 豊︑黒木調一︑安藤決︑東
第三十二部︑宮内辰夫︑鈴
提出していただいても結構 覚︑渡辺一郎︑是則次郎︑
木久猛︑誉田弘︑松葉和男
です︒ な お ︑ 区 長 ︑ 班 長 ︑
新
名
義
武
︑
黒
木
慶
弘
︑
橋
口
黒木秀美
納税準備組合同さんには申 師敏︑野別和弥
▽東郷村消防団 第八部︑
告書と説明書を送っていま
︻団長表彰︼
矢野宝蔵︑河野寿堆︑高山
す︒申告書の記入︑提出に 日高幸夫︑黒木静︑黒木正
ついてもよろしくご指導を 人︑奈須田︑前田三郎︑黒 ▽西郷村消防団 第七部︑
お 願 い します︒
木馨︑高橋頼夫︑柏田忠美 藤本建︑福村喜通︑田村実
なお︑用紙の不足が生した 岩崎勝︑江川安男︑矢野徳 ▽南郷村消防団 第二部︑
ときは︑お手数ですが近く 男︑江藤則義︑黒木千歳︑
貫尾昭誰︑木村種義︑木村
の支所︑出張所︑または税 松田薫蒸︑一政直義︑是沢 益次郎
務課にご 通 知 く だ さ い ︒

「

豊

曝霧．

︻腹装規律動作︼

当日各種競技入賞チーム

▽優勝︑三十部▽二等︑二
十九部▽三等︑五部

①

川lllllllll［llllli川1511111川llllll川i【il

塵井慮政に望む

︑九千五百十円保険税は三
万六千三百三十九円です
毎月十︑二十︑三十日に
小さな回覧板を持って組
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灘鞍
︻自動車手引ポンプ︼

︻腕用ポンプ︼

r難解統

▽優勝︑五部▽二等︑二部
▽三等︑二十八部

（

薗

12月定例市議会

申告書と︑申告書の書き方
説明書は区長さん︑組合長
きんを通じて各家庭にお届
けしてありますので︑申告
期限の二月末日までに︑税
務課まで届けてください︒
申告書は組合長さんか︑区
長さんがまとめて提出して
くださいますと︑事務処理

欝

豚膨罫ド

上発水競技、中団員を激励する黒木県知事
下車輌隊の分列行進

▽優勝︑六部▽二等︑四部
▽三等︑三部
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ヒ

3．000円

2．000円

500㎡をこえL．000㎡以内のもの

5．000円

砂＝ネズミ宝くじ二品宝くじ当選番号＝

▽当選宝くじ提出場所＝市衛生課う

▽提出期日＝1月2Q日まで

▽8日財梶木公民館︵午前︶

保健嬬のご利用を
力を入れます︒

国保は今翠から予防面にも
その第一として︑まず︑保
健婦の活用をはかりたいと

恥いろんな悩みを持ってい
る方の衛生相談に

嬬製霧竃置︐国
近く保健婦は部落
ごとに巡図をはじのま．す
が︑その時は気軽に︑利用
して下さい︒

市役所の近所に来られたと
きに立寄られても結構で︑
なお︑保健婦のみでなく︑

す︒

ll：：細
擁護ii霧

ネズミ宝くじ 薬品宝くじ

番 号

等i特等｝一
トー等1二・等1三等

試写会へどうぞ
建設課が二十日正午から︑

1．000円

60㎡をこえ100㎡以内のもの
100㎡をこえ2α瑠以内のもの
200㎡をこえ500〃以内のもの

悩める婦人のために
浮200円額

し〔鳩G〆をこえ2．000㎡以内のもの7．000円

oOOηゴ以内のもの10．000

器甥畿繋縛遡のもの螺

・

医療費は出ません

催します︒

このほか今後は︑時々市内
の医師や︑その方面の人に
依頼して衛生座談会などを

で安心してください︒

○

︶

保だより

あります︒

ただいま県内の病︵医︶院
は公︑私立を問わず全部契

約がしてあります︒

しかし他府県の医師にはま

だ契約のしてないものもた
くさんありますので︑県外
の病︵医︶院にかかるとき

は︑・あらかじめ保険課に相
談してください︒

契約外の医師に無届でかか

．1◇Il

険課にご相談ください︒

ただし︑予算の都合上︑軸
量に限りがありますので︑
ご希望の方は︑前もって眉

げます︒

部落単位で寄生虫駆除をへ
りたいとお考えの所は︑
応保険課にご相談くださh
国保のある家庭は︑検便
け自費でお受けになれば︑
虫実だし薬は無料でさし・

騒虫薬をあげます

とくに︑最近大学の附属一
院にかかる人が増えまし㍉
が︑こういう大学病院は鼻
郁省の主管下にあり︑医州
保険のあつかいをしない・
ころがほとんどですからへ
引してください︒

ためかかるのはこの限り
はありません︒

いは認めないのが原則で
ただ︑旅行中などで急病

った方には︑医療費の支

轟鴫O口●●口鵬購■86●隔●●口O●層9●■山口8ロ胴●0昭島属暉闘■崩■幽0■■■■●■哺日蝕●60嗣自卿■■賜層●●日ロ■顧●●0唱曹●︐

12月23日から次のように改正されました。

民課では︑皆さんの印鑑
ガヤ

500円

30㎡をこえ60周目以内のもの

登録をさらに正しく守る

だめ︑古い印鑑簿式からこ

す噂入場料は無料ですから
一般の方も多数見においで

▽2日臨西川内公民館︵午

前︶本谷公民館︵午後︶
庄手公民館︵午後︶▽11日・11

亀崎公民館︵午前V以下次
号︒．

一月分のモチ米持配
正月用のモチ米の特配のほ
かに一月分のモチ米の特配

1二

1−
等i特一一i飛

婦人相談所のご利用を
市営結婚式場で︑映画﹁白
みなさんは宮崎県に婦人相 はいけないことになってい 蟻の正体﹂を上映いたしま
談所という所があるのを知 黙すから︑ご心配なくおい
でください︒
ください︒

結綾予防接蓮日程
︑

該当者は生後六ヵ月から満
三十才まで︒
なおッベルクーー・ンを実施し

てから二日後にその判定と
BCGの接種を行ないます

︵午

からぜひおいでください︒
料金は無料です︒
▽20日H高松公民館

前︶︑美々津支所︵午後︶
▽21月疑幸脇出張所︵午前︶

◇手数料が変りました◇

思います︒
宮崎県の国民健康保険と契
ら︶▽％日訓曙公民館︵午 保健婦は︑国保家庭のよき
約してない病︵医︶院にか
前︶︑五十猛神社︵午後﹀
相談あいてとして︑長く病 かる時は︑前もつ℃保険課
▽2月1日耗奥野公民館 気をして困っている家庭︑
に申し出︑許可を受けてく
︵午前︶塩見小学校︵午後︶ ．子供の多すぎる家庭︑その だきい︒でないと︑あとで
医療費のもらえない場合が

▽％日11岩脇支所︵10時か

これから建築され・る方は確認申請の手数料が

保健課員は誰でも︑皆さん
一人当りニキログラムの配 の相談については固く秘密
給です︒ご希望の方は醗給 を守ることになっているの

があります︒

画護：燦

084663

−「

▽四等以下は略

っ て おられますか︒

仕事を し て い る の で す ︒

衣類がない︑職がない︑就
職したいが旅費がない︑自

立するにも資金が足りな

．．

ここで仲よく勉強しているよい子たちは

2・OCO㎡をこえ5．

・．沁ど新しくカード式に改め

・蓼蕪華

大喜びヒこ，づ

のq計

ことになケました︒

り

誰でしよう ム

30㎡以内めもめ

驚たがって︑印鑑を叢し

■

この人は

床面

謡噛
たいかた︵現在 ここでは︑いろんなことで
栫@すでに登録して 悩んでいられる婦人の皆さ
いる人も︶はな んのために︑いろいろと相
談を受け︑その悩みを除く
す・るべく二月中旬
ま・までに︑登録し

ください︒

え ようとする印鑑
を持っておいで
り

い︑そのほか生活︑健康な
ど悩みを持っていられる方
この相談所のほか︑・宮崎︑

は気軽 に お い で く だ さ い ．

や 印鑑証明を申請
されるときに︑

す︒

福祉事務所や民生委員あで
それぞれ相談に応じていま

は婦人 相 談 員 が い ま す し ︑

延岡︑都城︑日南の四市に

．登録してもよい

わけではありま

なるべく早目におね

乱がいします︒

恥登録は本人がすることにな

ﾂています︒しかしどうし
遠い所にお住みの方には手
﹁τも来られない人は︑かな
紙でも 相 談 に 応 じ ま す ︒
らず委任状をもつてきてく なお︑相談を受けて知った
秘密は絶対︑人にもヶして

コ

．塩︑三二
■

．蟹寒・遡ミ．．
．

薩総蝦蟹蕪麟
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ださい．

﹁

津支所、平岩地区は岩脇支所

プレゼジ『トのお菓子やゴムマリをもらっ
たお礼に、歌をうたったり、遊戯をした
りして、サンタのおじいさんを喜こばせ
ました。
＝写真は上町保育所で＝

を受けてください︒

レ

h

へ

欝

ひ

やりかえます

な

．

姿を現わしました。

○

クリスマスの日、糠井市長と渡辺市社会
福祉協議会長がサンタクロースのおじい
さんに変装、市内細島と上町の保育所に

︶

9

脇、遠見地区は幸脇出彊所、美々津

4

夢

讐，

ボδ百嘉蓋膝簿

」．

