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蔑

A淫
・

31︐︑ ．駄噸

置璽︑肌
．

．．﹁︑

︐︐コ剣囑﹂﹄1■■

②日曜︑祭日と土曜の午後ばやは

り2111番のダイヤルをお廻し

1

になれば市役所の受付係か日直
宿直者がでますのでご用件をお

ゆく本能のような
を持っていると言って しまいます。ともかく幼児園時代のように心轟
よいでしょう。こ
長のための欲求であ 身に無理のないよう、お母さん方にしっかりへ
ると墨粋ます。．
した心がけと理解をもつていただきたいと思
ところがこどもが朝起きて自分で着物を着 います。（写真は健康診断を受ける就学兇）

v

s役璽籍嘉二言噂

の貯欝藻凝螺灘毯旧離器譜繍灘膠稀O
講織鍛傷』競辮鏡灘ε灘婁瀧躍ゑ巌銀1

にご用のあるときはせいぜいご利

電話番号は次のとおりです︒母子

誘就曲浦舗齢美譜だ窒謡誕爆臥報、、、ど1

話しください︒また市の各施設の

⁝冒O

幽麟漣

ｼ簾瑳朧蒙

余し生長自つと月れい練り
月と誕成︑やと今さつのキ一

を錨購繍餅謡窪賭毒面諭謝懸潔搬匿鑑1

用くだざい︒

産場2864隔離病舎2929︑

寮2824︑保育所2903︑授

冒O轟

一◎一

8︑駅前サービス・ステ⁝シヨン

と殺場2930水道浄水場250

冒◇長冒O昌一

4931です︒
一〇呂⁝冒O轟皿⁝鱒O一㎝

①平日の午前八時半から午後五時
までは市役所の代表番号は211
1番のダイヤルをお廻しになれば
市役所の交換台がでますので︑話
したい課名を交換係にご指示くだ
．さい︒

循鰍懸盤難燃牲雌鹸観威㌦

働棘．既勅砿翻乱騰蹴繭蹴鮒

蜩蜉ﾘ

0幽幽諮馳い課

にそしくうをな︑まがにうし
の︑てべよ活をとりす態よ噌
るばつるる生間いなま状る﹂

しとしすや正まににてのを占

よし親思自 夜る順にこの

とうむまで則るうし・つも間
うまがい身規ねよ応よど．時山

︒をの︷

学思 な︒一
入と わす
のい 使で曲

どばた語もハ
これし児い解
かれま幼た・
ちさみもし．
たけてでにし

もよ

︒んつげ前う一

学ちことれ
小た﹁ちさ
いんはた配
しさでも心
ら母方どと
新お一こ﹂
の期︑のか
名時に闘う

︒9こともだ

85のもは汚

︒とどるすさしあのよ・
4内すぴこけま母︑り歴る一
月で

うことについてとりあげてみました。

んだりすることを根気よく繰り返せば、だん曇

からといってことば使いについて急にやかま

騒．辱と炉す。
きる時間を決め、壺

、−

一、
．一〇三じO長 一〇一回冒O一一 冒O轟．ヨーnM▼轟一回O轟一回O一門

思います。なるべくこどもが出来ることは、垂

自身でやらせるように
規則正しい生活を4

あそ一はれ一て 前う い・

．濃

●■

昭和51年9月21日第3種郵便物認可

今月十八日からいよいよ日向市も
自動電話になりますが︑今までと
違って市役所に電話されるときは
次のようになりますので︑お間違
いにならないようご注意ください
また市役所市民課の中に公衆電話
︵赤電話︶を設けましたので︑市
役所においでになり急用など電話

そこで今月はお母さんたちがこどもの入学 るよっにしないと、学校のような団体生活に轟
前に準備されたり、しつけされればよいと思順応レにくくなります。睡眠時間は健康状態図

駅就焼は敵耐灘獺ば赫一

は子供の成長の喜びとともに、一方では「こ

れから先、自分のこどもは他のこどもたちと
一しょにやって行けるだろうか」と心配され

貿肺は嬉頒桁脚肺約是集﹄

ていることと思います。

・

う4

潔灘讐灘鷺難獲ll灘1鑑灘
●

叢暉暉勢キ話す習慣をつける瓢、讐鷺鑑鎚灘器1
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さ﹁れて︑．拠出制国民年金︑福祉 年

給き

保険料納付期間
一年以上四年未満
四年以上七年未満

九千円

年金額
五千円
七千円

弟妹が二人以上いるときは二人且
から一人にづき四千八百円が加算
されます︒

▽母子年金︑障害年金︑孟母盛年
金︑遺児年金の受給資格期間の
短縮︑

以上のような年金を受けるために
は引き続き最低三年間の被保険者
期間が必要でしたが︑これが一年
間に短縮されました︒

︑

地方税法の改正で︑三十
七年度から市県民税に大

巾な異動が生じますので
次にその改正要点をお知
らせします

税e県民税に含て
新しく所得税でいう青
民生 ω色
申告者に八万円を限

⇔ 市民税について
ω青色申告者︑白色者︑

控除があります︒
09県民税は引き上げられ
ます︒

こ誤認繍が繭騨

慧舞響

鹸蹴鱗微羅

難欝灘

▽増額された遺児年金
遺児年金の基本額を老令年金の祇
の二分の一の相当額﹂︵いままでは

四分の一︶まで引き上げられ︑最
低保障が七千二百円から一万二千
円に引き上げられました︒

これは保険料の掛け捨てをなくす

▽かけすて防止の死亡一時金
死亡一時金は︑保険料を三年以上
納めた人が死亡したとき︑その遺
族に対して︑保険料を納めた期間
に応じて五千円から五万二千円の

ために行なわれた改正です︒

．ごんどの鼠会で成立す．

ると思われる﹁新産業
都市建設促進法案﹂と
はどんな内容のものだ

ろうか︒

細島臨海工業地帯の．
ように広い工場用地を造成し工場
の建設を待ちあぐんでいる地域が
全国で数知れないほどあります︒
そしてこれらの地域のほとんどが
その新産業都市の指定を受げるた

の開発にどんな利点があるのか︒

進法﹂の指定を受けた場合︑地域
法案の中からその主なものをとり
あげてみました︒
京浜︑．中京︑阪神など既成工業

嘱響

組みになっています︒

そのほか指定地域内に進出する企

・一14

㌧礁

ひま市内花ケ丘団地に市営

住宅二十二戸︵写真︶を建設︑

一

とで︑その地域のうける行財政上

業に対しては長期低利の資金融資
のほか︑国有財産売り払い代金の
延納︑工場新設のさい農地転用︑
公有水面埋立てについて特例を認
の︑このほか減価償却や登録税の
軽減︑地方税の特例も認めており
〃新産藁都市〃の指定を受けるこ

新産業都市法案 とは

都市以外の地方に新しい工業都市︐
をつくることによって既成工業都

ウワサ
される
市への人口︑：産業の過度集申を抑

認霧號聾簿翼
法案によりますと︑国と地方公
共団体は新産業都市の区域内の産

φ

通信施設︑教育施設︑職業訓施設

購朧唾欝盛璽潮繋．

ρ

・∵．

などの整備につとめなければなら
・ないと乏になっており︑また国は
法令︑予算の許す範囲内で出資資
金の貸付け︑債券の発行認可︑債
務保証そのほか必要な手を打つ仕

などの専循者控除

麗麗翻肺襯は反毒
申告書の提出は早目に
．なお以上の各種控除は﹁申告書﹂

の提出を前提としておりますので

耀難耀㌧齢誹議襲
いうちに区長さん班長さんを通じ
ておぐばりいたしますので﹁昭和
三十七年度市県民税申告書﹂を必
ずご提出ください︒
日までです︒

申告期間は三月一日から三月二十
申告を出さなければならない人は
一月一日現在で市内に住所を有す
る市県民税納税義務者︒
申告書を出さなくてもよ︑い人は前
までの所得が九万円以下の人︒

年の一月一日から十二月三十一日
また給与所得者で給与所得以外の
所得がない人︒ ︵なおこれらの入

で前年一月一日から十二月三十一
日までに医療費の支出のある人は
別に医療費控除申告書が税務課に
ありますのでご請求ください︶

X

X

×

うな条件を備えている︒

．咤

．
×

＾窄．・

第一種臆月収一万六千円以上三
第二種11月収一万六千円以下︒

万二千円以下︒

．いま住宅にお困りの方は早目に市
役所市民課までお申し込みくださ
い︒なお申し込み用紙は市役所市
民課にとりそろえてあります︒

︑−

輯β

送が便利であり︑またこれらの輸
送施設の整備が容易である︑④工﹁
業用水の確保が容易である︑⑤高
潮︑洪水などの災害防徐が容易で
ある︑⑥その他地方開発の申核と
φ
しての機能が充分に発揮できるよ

と︑﹂③道路︑鉄道︑港湾による輸

土地の造成︑取得が容易であるご

①区域を通ずる総合的一休的な開
発︑経営が効果的に行なわれる条
件を備えている︑②工場︑住宅な
どの用地にあてるため相当規模の

りません︒

なお指定を受けるためには次の六
項目の要件を備えていなければな

の利点は少なぐありません︒

．箋藷華華巽轟轟一襲華華葉藷一霞鋸＝華謂二一葺垂垂藝一華譜垂垂一㎜垂三器認＝盟㎝一塁隅謂韮一器﹁垂＝壽垂訓一垂垂鵠嚢㎝儲棄藷騙＝菱一華謂垂華＝一蓋鵠嚢釜闘一＝＝巽二二一思一二三器﹁輩皿垂養

・一時金が支給されます︒

で支給されます︒︑18才未満の孫や

弟妹というように母子世帯と同じ
よつな状態になったとき︑本人の
保険料を納めた期間に応じて一万
九千二百円から二万五千八百円ま

本人と18才未満の孫︑18才未満の

▽準母子年金の創設
いままで母子年金だけでしたがこ
んど新しぐ準母子年金が設けられ
ました︒この年金は女子︵本人︶
が国民年金に加入しているうち︑
男の働き手をなくしたことにより

七年以上

老令福祉年金が支給されます︒

なお刀才からは年額一万二千円の

ることになりました︒

．新しく 準 母 子 年 金 も で き る

金について要望の多かった点が大
巾に改正きれたほか︑準母子年金

攣

一の創設その他通算年金制度も発足

ビの矯国民年金法の一部が改正

轟
︑
することとなりました︒
・ζんど改正された点を次に項目別

に掲載しましたのでよくごらんに
なってください︒

金﹂の改正点は次号に掲載いたし

〆
なお今月は︑ ﹁拠出制年金﹂の改
．．・ 正点だけお知らせし︑ ﹁福祉 年

∵霧継継純無韻組紐
い︒

で︑わからない点がありましたら
市民課革金係までおたずねくださ

拠山制年金は

墾認識舞たか

澱∵
．芸苓年金は︑あ才から支給される
馳．耐ようになっていますが︑こんど の
劉／
改正で資格を満している者が希望

するときは︑ω才からいつでもも

らあ
え蓉
るこ
な額
りは
まも
した
駅・・
のと
年に金
ら︒
いたいと

籍煙したときの年令に応じて減額

塩蒸＼．
護よる老令．年金の支給

@ ︐醜

寒隻げ鞘．．．きなかったとき．

．︑いままでは保険料の掛金の一部を

．﹀

ﾜその運動にのりだしています
が指定を受げるために先ず何より
蜷ﾘなのは地元民の働きかけです

羨鍵雛鍵盤︑嶽
躰 蘇懸盤灘講
拠出制老令金︐

燭；

のような

し

ウ

退治のし方は個人で退治しても効
．回ぐらいの割で地区別に集団駆除

果がありませんので︑三ケ．月に一

していますが︑これが三月
末までにはできあがります

■
」

遮すことになっていましたが︑こ．
兀どの改正であ才から刀才までの

︑孕

国轟満鳳︑

蓮︑挙．＾．．．婁．讐こ．

月間
Z月−日から28日まで

ので入居者を募集します︒

訓︶±戸と第二種︵二七︑■

いま建設されている市営住
宅は第一種︵三四︑五平方
九平方㌶︶十二戸の計二十
︐一一戸です︒

家賃は第一種が二千六百円
以内︑第二種が千六百円以
内です︒

受付期間コニ月十五日から
三月十五日まで一ケ月間
入居資格凹次にあげる基準
・の収入のある者です︒

宮崎の5533へかけるときは

どなたでも気軽にご利用ください。

を行うしとが何より大切です︒
なお︑．殺そ秦品には人畜に有害な

ものが多いので︑小さな子供のい
る家庭ではその取扱に充分注意し
︑
てください︒

まだ台所は常に清潔にし︑ネズミ
がは入らないよう食品の保管をし
てください︒

▽その他の昆虫⁝必ミ︑ゴキブリ
南京虫︑ダニ等あげられますが︑
ゴキブリはご存知のように小児マ
ヒの媒介をします︒これらの昆虫
は油剤︑乳剤︑．粉剤で退治できま
す︒

ます︒同じ方法で150と順次に

局の局番09431番をダイヤ
ルします︒すぐ門川局がでます
ので相手の電話番号をおつしゃ
つてそのままお待ちになってく
ださい︒

﹁05⁝5533の例︒
門川へかけるとき11はじめに門川

●

美々津︑西門川へかけるとき111
08番をダイヤルしてください
．な

乙更

△場所』日向警察署横

．駁象や紋︑．ネズミを退治し て 伝 染
になり︑日本脳炎︑糸状虫病︑デン
・グ熱︑マラリヤ等の仲媒をレます
●退治のし方は池︑沼︑ドブだめ︑

下水などに週一回の割で乳剤︑ま
た油剤を衷いてください︒

▽ネズミ⁝種類は八種類で︑その
繁殖率はものすごく︑俗にネズミ
．算式に一つがいが年間九千四百匹
にもふえるといわれます︒またネ
・ズミは伝染病の仲媒をするだけで
なく穀物や衣類を喰い荒し︑ネズ
ミ一匹が一年間にもたちす被害額
は約三チ円にもなるといわれます
わたくしたちの日向市もいよいよ．

ダイヤルの途申から廻した後に

数字を廻します︒

﹁ツーツー﹂という断続音が聞え
たら相手がお話中ですから受話器
をかけてしばらくしてからダイヤ
ルしてください︒ダイヤルを廻し
終って﹁ツーンツーン﹂という断
続音が聞えたらいま相手を呼んで

のままお待ちください︒

の局と電話番号をおつし
やって受話器をかけずそ

そしてご自分の電話番号と相手

かけ方

自動電話の

いるのです︒︑そのまましばらくお
待ちください︒

こ−と

銘

ム歳扱時間＝前引時3〔扮〜後7時30分まで

慧ぎ ﹁ の な い 住 み よ い 街 づ く り を し ょ
・ワと︑衛生課ではさる二十九 日 か

・轡．

ち春の大掃除と蚊︑ハエ︑ネズ鉛
を退治する運動κのりだしました
そしてこの運動を強力に推進する
北めに富高地区︑・細島地区︑ 岩 脇

施について︑②衛生

組合等の組織につい

地区︑美々津地区で区長さんど懇
・談会を開き①越冬そ族昆虫駆除実
と響鑑

度事業計画概要につ

@灘 て︑③昭和三十七年
﹁いてそれぞれ話し合

い︑運動へのご協力
今月十八目から﹁自動電話﹂．に切
り換えられます︒

それで今月はその﹁自動電話﹂の
かけ方について注意事項を二︑三
あげてみました︒

△三つの晋を聞きわける
発信音1ーツ﹂︵軽い連続音︶受話

器をはずしたときに聞える発信
音です︒ダイヤルをまわしてく

t

知っておきたい

△蓮話先による四つのかけ方

その他の地域へかけるとき
臨106番をダイヤルし︑ 自分
の電話番号と相手局と電話番号
をつげ受話器をかけてお待ちく
ださい︒

△こんなときはこの番号へ︐

β田

△利率＝月3分

謬謙駆通

L

をお願いしました︒

このぞ族昆虫駆除運
動は︑二月一ぱい行
ないますのでみなさ
んのご協力をお願い
いたします︒なお参
考までにハエ︑蚊︑

ネズミその他の昆虫

耀篠雛型雛
ださい︒

︵間隔の短い断続音︶

話中音晒ツーツーツ：

相手の電話が話中の

ときの信号です︒
．呼出音皿ツーンツエン
︵間隔の長
．い断続音︶
相手の電話を呼んで
いるときの信号です︒

延岡︑宮崎へかけるとき︑門川へ
かけるとき︑美々津︑西門川へか
けるとき︑その他の地域にかける
とき︑この四つの地域によってそ

市内電話番号問合わせ眼104番
市外電話番号︑電話周合わせ時1
05番︒美々津︑西門川への申込

し

㌻

野貸付額＝1万円以内

．い

△市内電話のかげ方

れぞれかけ方がちがいます︒
宮崎︑延岡へかけるとき11はじめ

X
X

▽ハエ⁝わが国には約七十種類程
度のハエがせいそくしています︒
その内保健衛生に関係あるものは
三十種類程度です︒そして産卵は・
百個から三百個ぐらいで約十
日で親バ．エになります︒

退治のし方は発生源である便所︑
ゴミ箱︑堆肥舎を常に清潔にし︑
一週間に一回ぐらい乳剤をまいで
▽蚊ザ一．六十種類あるといわれます

み 108番︑電話の故障1111
3番︒電話移転︑名義変更1131
15番︒

95︒竃話で電報をうつとき闘1

籔て

くだざい︒

に市外局番宮崎は05︑延岡は
023番をダイヤルします︒つ
づいて相手の電話番号を廻して．
ください︒
・

k

@

コ

［ 離籍鷺謬コ

ケ、

受話器をはずして耳にあてますと
cー﹂という連続音がでます︒
これが﹁ダイヤルして下さい﹂と
いう音です︒相手の電話番号を廻
します︒たとえば2150番なら
・まず2の指孔へ指を入れてダイヤ
ルを右に指止めまで廻してはずし
9「

@

り

蛮一
、一

，

三三

∵・∫

（3）

載1・＝歌三三1勇馨騨
．

♂
@二
♂・

二卜憶

「

広報ひゆうが
がわたしたちの生活に関係あるの
は七種類です︒産卵数は一回百個
から百五十個で︑約一週間で親蚊

●

騒

∵こ

鎌鹸轟難毒γ7
「

興

．饗馴

・

．

︷

﹁

︵下︶

固定資産税の課税台帳
ができあがりましたの
日までの間︑市民のみ

ませんので︑必ず異議の申し立て
も期閥申に行なっていただきます

けと．つてからの修正早耳︑巣にでき

・奮逸しやい導飛盛信愛

﹁対する異議の申し立てをされる方

なお︑毎年のことですが︑縦覧期
間中に縦覧されず︑税金の令書を
受けとってから固定資産の価格に

ださい︒

台帳は縦覧期間の三月一日から二
十日まで市役所でおみせしますが
美々津．岩脇︑細島の各支所は一
日から八日まで︑また幸脇出張所
は六日から八日までそれぞれ出張
縦覧を行ないますので︑支所管内
のみなさんはこの期間をご利用く

さい︒

・その他自分の資産に間
違いないがたしかめておいてくだ

調錺騰鰺を

定固定資産を持っておら

税 三十七年度の固定資産
産税は︑この台帳によつ
資て課税されまずので︑

囎蔑に見ていただき

台

帳で︑三月一日から二十

＝

ただきたいと思います︒

成人者のみなさんは︑これからの
人生を一歩一歩ふみしめ︑明るい
日本を築くため大いに活躍してい

味深い言葉だと思います︒

ゆくが︑賢い人間は念入りにそれ
を読む︒なぜなら彼はそれをただ
一度だけしか読むことができない
ことを知っているからである﹂
とある人が述べました︒本当に意

9

ようお︑願いします︒

礁

毎月第一︑．第三水曜日に

児童相談所を開設

山の所有権問題︑ 売掛

間保障きれ議零

﹁︐．

の翌額に単一て種か曽野帰肖で3年

この建物火災共済は農家の建物を
対象にしたもので︑掛金は十万円

をご存知でしようか︒

．・℃．呼

蛮畢

袖

さい︒

尋

・

9

三十六年度分の確定申告と第三期
分の納期が近ずいてまいりました
期限は申告も納税も三月
十五日までになっていま
す︒申告が期限に遅れま
すと扶養控除等の所得控
除や障害者控除等の税額
控除が受けられなくなる
ばかりでなく余分な無申
告加算税まで納めなけれ
ばなりません︒また納税
が遅れますと三月十六日
から日歩三銭の利子税が
かかるほか延滞加算金も納めなけ
ればなりませんので︑申告も納税
も三月十五日までに済ませてくだ

談においでください︒

また参考のためにでも遠慮なく相

法律問題の相談に応じますので︑
自分の．ことでも︑他人のこどでも

金︶刑事問題︵ケ・
汰︑詐欺
窃盗︑横領︶︑家事
．︵縁︑
離婚︑相続︑慰籍料︑
係︑
改氏名︑戸籍訂正︶その 一般の

，

しましたのでご承知願います︒

委員会にはかヶ︑十六日卿後に申︐
請された分は翌月にはかることに

rによ外︑をの月の妻丑臼までに転
用申諸された分をぞ01月の市農業

なお倶三業会議の閉農期白の都合

に届出て下さい︒

農地を宅地や道路︑山林等に転用
する場合は農地法によって知事の
許可を受けなければなりません︒
転用される時は必ず市農業委員会

裂地を転用されるときは

課までお申し込みください︒

すめします︒ご希望の方は市農林

．お知らせ二題

．このような災難から家を守るため
に市建物火災共済制度があること

に見舞われるかわかりません︒

いまげ年中で最も火災の多い時季
です︒そしていつ自分の家が火災

．建物火災共済に加入を

農家のみなさんへ

害賠償︑

こんど法務局と人権よう護委員会
が︑今月十九日市営結婚式場で無
料法律相談所を開きます︒
人権問題︵ままこや嫁しゆうと︑
村八分︑名誉きそん︑営業妨害︑
生活権侵害︶︑民事問題︵金銭貸
借︑農地問題︑借地借家問題︑損

無料法律相談所も

利用ください︒

相談の内容は︑特殊な問題をもつ
児童について性能料定と指導︑精
神薄弱児︑身体障害児︑一般児童
の教育問題など児童問題全般にわ
たって相談に応じます︒気軽にご

婚式場で開きます︒

開設する日どりは毎月第一︑第三
水曜日の午前九後三十分から午後
四時までで︑教育委員会の市営結

にしました︒

延岡児童相談所が今月から毎月︑
日向市にも移動相談所を開くこと

．

f

建物の価格によって違いますが一
棟につき最高五十万円まで加入で
きます︒自分の家を火災から守る
ために農家の皆さんの加入をおす

監

所得税の申告と納期

@︵

工場嚢嬰ど墓U
地元の受入態勢の整備をおしすす
めるようにしたら・⁝⁝など活発な
話し合いがなされました︒．︵上︶

六百＋一名がおとなに

ロ

一月十五日の居睡の日は︑はたち
の春を迎えた成人者六百十一名を
市講堂に迎えて︑午前十時かち成

ずコ

人式が開かれました︒
ひ

．﹁ 舜一．︑￡浄

一敬さんが答辞を述べました︒
﹁人生は一冊の書物に似ている︒
おろかな者は．ぺらぺらとめくって

愚

㌢︑．〆

ばがおくられ凸これに対して児玉

など多父の方鞭ちからお祝のごと．

﹃式は︑慶長︑市諾会議長︑教育長

し

！︸

した︒また工場誘致には お 互 に 協

ーー乙．

一度みておきましよう

臨

・

み﹂

、．

1市政連絡懇談会開く

この懇談会では工場誘致に伴う鉄
道引込み線の周題や国道舗装の促
進の問題︑細島商港の改修問題︑

した︒

員︒地元から各種団体役員︑三業
界︑各官公庁の代表者約五十名が
集って︑一月十二日市講堂でこと
し初の市政連絡懇談会が開かれま

貼﹁ 翻細細副難遍腰野

． ♂
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