饗
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丸るく型どる人︑それを削る人︑みがく人︒
どの人も︑どの人も直径二十﹁・九・ゾの石をつ
くるのに全神経を指先きに集中させる︒
咽個︑二個⁝これらの人との努力によって光
沢のある真白い碁石が誕生し︑それがはじめて
出荷されるとき〃日向〃の名が全国に知れわた

ら﹁個しかとれない︒

・日向碁石は︑ほとんどの場合︑﹁枚の母貝か

○：頓⁝：・とじておくと便利です・三⁝ゴ○

日向の名を売る

囲碁を愛する毛のにとって︑ ﹁日向のはまぐり
碁石﹂を手にしたとき︑その指先の感触はたま
うったあと﹁でも︑カヤ碁盤の上でしばらく静

らないという︒
かに揺れ動く︒

よばない︒

いまは原料になる〃すわぶてはまぐり の母具
が少なくなり︑かわってメキシコからの輸入貝
による碁石がでまわりはじめたが︑歴史の上か
らも︑品質の上からも日向ものにはとケていお

月
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今月の主な内容

§意雪｝・一区画鯉蝶のあらま．しと拗づくりのために

講ト…かし．い消費者、な、ために今糊一雅朧督介と犬

●

︐

零

︑︑．L

﹂

︑

ろかれます︒

日向市をはなれて︑遠く市外に勤務されていた人たちが︑三年︑五
年ぶりに︑再び郷土の土を踏まれますと︑町の変わり方に大変おど
臨海工業地帯と市衝地︑そして背後地を結ぶ幅十五〜二十折の道路
が五本︑十本と直線にのび︑それを中心に区画街路や支線が碁盤模
様に縦横にはしり︑赤や青い屋根の近代的な住宅街が︑つぎつぎに
誕生しています︒

一年間に

四戸︑平岩地区三十︻戸︑︑塩見地

また︑だされた建築申請書を地
区別に分類してみますと︑日知屋
地区がトップで二百九十七戸︑つ
いで財光寺地区が百八十二戸︑富
高地区百二十六戸︑細島地区三十

いることがわかります︒

区二十五戸︑美々津地区十九戸︑
幸脇地区三戸といった順序で︑a
知屋︑財光寺地区をあわせますと
四百七十九戸で全体の約六十五響
を占め︑東に東に町なみがのびて

・

︑

・．4

．評．

る

■．

くりにつながるわけです︒

奪碗

の

…曽

﹂︑．﹄﹁醸・︑．．．魚

・ξ・

開発が要求される地域に重点的に
公共投資を行ない︑道路など環境
の整備がされたあとに住宅が建設
されるのがムダのない豊かな町づ

や．はり将来の発展を見とおして

か困難になってき．ます︒

と家屋の移転などにばく大な費用
がかかるばかりでなく︑計画どお
りの住みよい町づくりは︑なかな

町が﹂で き

・道路ができて

れるように⁝︒

下水道や上水道の整備とともに︑
道路網の整備は︑その地域の発展
の大きな〃カナメ〃となります︒
国道十号線が開通すれば︑これ
まで田畑であった財光寺地区に宅
地化がすすみ工場や住宅が建設さ
しかしこの場合︑町が．形成され

たあとで下水・上水道一道路など
公共施設の整備をすすめるとなる

東部第二土地区画に

七諸の道路は十八 に拡巾
下水も整備された日知屋江良地区

って碁盤目につくり︵公園なども
整備して暮しよい町にします︒＼

二千万円で︑日知屋江良の下り松
東前山﹁帯に幅六綴︑八擢︑十︻
．層の道路を延長八・八キロにわた

として予算に組まれたのは︑﹁億

最後の追いこみ
市ではこうした考えから︑いま日
知屋地区を申心に区画整理事業を
すすめています︒

っています︒

﹁東部第二土地区画整理事業﹂と
いむれるもので︑西側は亀崎から
富島高校横を経て江良に通ずる学
校通線を境に︑南は塩見川ぞいの
県道細島新財市通線︵写真凹空か
らみた曾根地区︶境まで︑東は伊
勢ケ浜入口から中央通線を結ぶ道
路︑北側が中央通線までのおよそ
七〇 八ヘクタールの広域にわた

しました︒

全体の事業費は約三億八千九百
万円で︑昭和四十年度から事業を
はじめ︑いま全体の約八割が完成
この東部第二土地区画整理事業
は︑﹁今年度が事業計画の最終年度
と︑なるため︑残された二割の事業
を計画どおり完成させるために︑
いま急ピッチで工事をすすめてい
今年度ての事業に必要な費用と

ます︒

・驚

めることのできる箇単
な﹁サーキット︒トレ
ーニング﹂をご紹介レ
屋外の休力づく．りと

ましよう︒

あわせて行なってくだ
さいゐ必ず効果があら
われるはずです︒

ねさじわりり

きましょう︒

ささぶね

腕立伏臥
左右とび

か︐足
⑥

1 回数は︑はじめ自分に応じた
回数をきめ︑なれてきたら少し
ずつ回数をふやすようにする︒
2 表を作って回数を記録してお

︵註︶

サーキット・トレーニングを
す︒

調査の結果あきらかになっていま．

はありません︒

四十才前後の年令は︑まだまだ働
き盛りであって︑ふけこむ年令で
せっかく長寿国の仲間入りがで
きたとしても︑年齢なかばにして
働く体力が衰え﹁ガックリ﹂きた
のでは長生きする意味がありませ
ん︒

いつまでも若々しく︑そして気
力にみち健康であることが個人の
幸福であり︑家族みんなが健康で
明るく楽しい家庭を築いていくこ
とが家庭生活のしあわせといえる
でしょう︒

今回は︑だれにでもでき毎日少
しずつの運動で︑体力︑健康を高

⑤

1

七百十七戸が建つ

．

鳩

初夏です︒

海に山に︑そしてハイキングや
サイクリングにと屋外での体力づ
くりに最もよい時季です︒

辱

．︐

6．

『

住宅などを建築する場合は︑建築
確認申請書を作成し︑市役所を経
忘して県土木事務所に提出︑建築
主事の許可がおりてからでないと
工事にとりかかれません︒
昨年五月からこどしの四月まで
の﹁年間にこの申請書がだされた
のが七百十七件で︻日平均二戸︒
この数字は北郷村の全世帯数と
ほぼ同じですから︑毎年ひとつず
つ同村と同じほどの町が市内に誕
生しているともいえるわけです︒
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厚生省が発表した﹁昭和四十三
年度簡易生命表﹂によると︑わた
したち日本人の平均寿命は︑男子
六九・〇五才︑女子七四・三〇才
に伸び︑世界の長寿国と肩をなら
べることができるようになったこ
とは︑本当にうれしいことです︒
しかしながら︑わたしたちの体
力は三十才を過ぎるころから十人
のうち五人ぐらいは︑その年令に
応じた体力を保てず︑また男子四
十二才︑女子三十八才ごろから急
に体力が低下し﹁ガックリ年令﹂
といわれるショッキングな実態も

①

る

回
回辱

回
回

ｵじ
E日

10〜20回

け

月．

回

ｱね

つけ．る

回

ｨ体
じを左ひざに交互に

4

伸をする

上

ねじり体おこし
左ひじを右ひざ右ひ

四十六年度から﹁

曽根地区を中心に
東部第二区画整理が﹁．応こ の 四 十

30〜50回

．啓

ノ

理事業をはじめる考えです︒

くらいを左右にとぶ・−

魍

慰雛：；鴨

講
黙黙葬

五年度で終りますので︑四十六年
度からは曾根地区を申心に区画整

ます︒

左右とび

．＼

いま図上に描かれているのは面
積百五ヘクタールで︑事業費は約﹂
七億八干万円になるみこみですが
具休的な事業計画やいよいよ事業
をはじめる場合には各地区ぐとに
説明会など開いて︑地域の方たち
の理解をもとめながら︑だされた
意見や要望は十分反映させていき

200〜400歩

，

料

●

（軽るいかけ足をする）

日

、

すでにことしの予算にあ同地区の
調査費千五百万円が計上され︑ち
かく調査にとりかかり︑事業をす
すめる範囲や全体計画︑きらには

，

噂

、

年度計画をきめます︒

10〜20回

・
兜

一度床に手をふれて

・（趣
・20〜30回

9

讐

東にのびる

に
」些慈1ヤ

体力づくりに
かけ足．

二．

竪ヅ

からからだをねじつ
て壁に両手をつける

暑

ねじりさわり

③
腕立てふせで腕の屈

④
ささぶね

画塵
10〜20回

し・●一一一一一●＿一昌鱒一1

腕立てふせ

窯
両足をそろえて50傷幅

曽根土地区画整理事業予定区域図

篭
璽
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います︒

七十年代を﹁情報化社会﹂とか﹁情報時代﹂とよくい

︑︐

いわばマスコミのはんらん時代でもあるわけで︑そ
こからだされる情報をより多く︑よりはやく︑より正
確につかんで︑それをどのように活かし得るかが︑こ
れからの繁栄の大きな〃カギ〃となるといわれていま
す︒

これは行政の上でも︑企業経営や日常生活の申でも
同じことで︑わたしたちの最も身ぢかな消費生活を例

，

﹂

しました︒

−Fl−1

︐．凶

．﹂
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ξ
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生活学校では日ごろの勉強の成
果を生活展に生かし︑有色食品
の
の害や上手な買物のし方をよび
カーナ﹁

﹀ナ︐︸o

﹁何とか現代に生きるわたしたち
の生︐活を守りたい﹂ ﹁消費生活の

合理化をはかりたい﹂など︑そう
した声が市内の婦人層からも聞か

この婦人たちは︑テレビの消費

れるようになりました︒

〃くらしの手帳〃などで勉強しな

者教育番組や︑経済教室︑雑誌
がら︑それだけではどうにもなら
ない悩み︑一人﹁人の知識だけで

そこで︑こうした婦人たちの悩

は解決することのできない﹁カベ﹂
を感じはじめたのです︒

︵日向市婦人連絡協議会︶でした︒

みを︑まず最初に組織化して運動
・へ展開しようと考えたのが市婦協

市婦協では︑その年間行事であ
る﹁生活研究発表会﹂を申心にし
て︑上手な買い物のし方︒麦を食
べる運動︒三白追放運動︒など強
く訴え︑それを広うめる運動を開

ノ

こうした市婦協の動きに刺激さ

始しました︒

︵開通した農免道路︶

．その背後地が︻本の道路で結ばれたわけで︑こんσ関・
係地域の産業発展が期待されます︒

本谷地区を中心に︑西
川内︑塩見地区を経由
して国道三二七回線に
通ずる農免道路が完成
し︑さる二十八日に開
通式が行なわれました
この農免道路は︑農
林漁業用としてガソリ
ンを使用した場合の︑
ガソリン税のみかえり
財源で行なわれたもの
で︑事業費は八千五百
万円︑延長五千五百七．
十六緩で︑大型あうッ
クもらくに通れます︒
この完成で︑市街地と

市長︶

︵メッセージを受ける

した︒

両市の友交︑発展がい
つまでも続きますよう
に⁝﹂と記されていま

があります︒

から原料のニ
ッケル鉱石を
運んでいるも
ので︑メッセ
ージには ﹁貴地の工業
・都市としてのすばらし
さには目をみはるもの

メッセージが七日とどきました︒
細島丸はニユ．
！カレドニ﹂ア

日向製錬所の専用貨物船﹁細島丸﹂の処女航
海にあたって︑さる三月二十八日︑児玉市長
からニユ．ーカレドニア島のヌメア市︑ロ！
シエーニフロック市長あて﹁両市の発展と友
交﹂のメッセージを託しましたが︑その返信

芽を伸ばそう

獲消費者運動の

が消費者運動です︒

後者のような売手に対する買手の
立場からの批判を中心とする動き

というのが特徴です︒

前者は家の中だけで問題を解決
しようとしているのに対し︑後者
はその解決を家の外へ目を向けて
売手批判といった形で検討しよう

現いたします︒

また︻つは︑その告ぐつをどこの
メーカーのものがよいか︑またど
この店で買った方がよいか︑つま
り買物の研究で支出の合理化が実

出の合理化になります︒

回取り替えていたとします︒それ
を手入れをよくして二年に︻回の
買い替えですませば︑それだけ支

広告︶は︑︻時間︑一分単位に新らしいもので︑しか
も波状的にわたしたちの購読意欲をあおります︒
しかし︑この情報を誤った角度でとらえ︑﹇種の宣
伝の魔術といったものにかかりますと︑時として不本
意な買物をさせられる場合もしばしばです︒
わたしたちは企業の宣伝だけにたよらず︑その情報
をあらゆる角度から分析︑検討を加えるといった︑い
わば主体性のある生活の知恵を身につけなければなり
ません︒そうした意味で︑今月はかしこい消費者とな
り︑くらしをより豊かにするためにこのページを編集

−

第一回新産都市駅伝大会

力走︶

︵完成した高松保育所︶

ただけに地域の人たちは大よろこびです︒

同地区には現在宮の
下︑落鹿地区を含める
．と約二百世帯ありますが︑これまで保育施設がなかっ

十人収容できます︒

この保育所
は市社会福祉
協議会が工費
約︻千万円で建設した
もので︑ブロック平家
建てで︑広さは七百二
十六平方材︒園児が六

した︒

成︑さる二十
五日に落成式
が行なわれま

保育所が完

美々津高松に

︵声援を受け最後の

校Aチーム

の部優勝11富島中学．

一般の部署勝闘日向
製錬所チーム︑高校
の部優勝 日向工業
高校Aチーム︑中学

初優勝しました︒

出場は一般十三︑高
校五︑中学四の計二
十ニチームで︑つぎ
のチームがそれぞれ

われました︒

青少年の・心身の鍛練と︑スポーツの振興をはかろう
と︑第一回白向新産都市駅伝大会がさる十九日︑市役
所〜西川内〜永田〜往還〜秋留量土々蝟毛踏切〜日向
迎洋園の二十﹁・ニ
キロのココスで行な

一

このように︑積極的な意味で支出
の合理化を考える場合︑そこに二
つのとりあげ方があると思います
︻つは︑例えば雨ぐつを年に﹇

つねに外へ向けて

獲購売の〃目〃は

期待できます︒

万円のくらしができるようになり
．四割アップの〃豊かなくらし が

つまり十万円のくらしから十四

そこに浮いてきます︒

さらにその収入をより上手に使っ
て︑八万円でいままでの生活がや
れる工夫がなされれば計四万円が

が︑くらしをよくすることは︑

あるというものです︒

書︶
一﹁﹀
されたことで︑ さらに働
きカい
カ

企業がテレビやラジオ︑新聞等で流す情報︵宣伝︑

にとってもケなずけます︒

﹀たで
雛買物のしカ

四割の収入増
昨日よりは今日︑今日よりは明日
と︑くらしをよくしてゆきたいと
考えるのがわたくしたちの念願で
す︒そのために収入の伸びを考え
るのは当然ですが︑それだけでは
十分とはいえません︒

せっかく汗水を流して得た貴重
な所得ですから︑その使い方︑つ
まり支出の合理化をあわせて考え巳
ることが必要です︒
二割の．収入上昇と二割の支出の合
理化は同じ結果になります︒
月収十万円の人が十二万円にな
ることは︑経済的観点からいえば
それだけ自分の労働評価が高くな

プの人たちがやそれぞれのやり方
で消費生活を学習し︑明るい健康
な未来を家庭の中から地域社会へ
と広めるためにがんばっています
あなたもぜひ︑この消費者運動
に加わってください︒

をどおして
を通して︑消費者のなまの意見を
すいあげ︑・それを公正によりはや

く循政のうえで処理していこうど
いうものです︒

直接の窓口は市民生活課内・生
活相談係があたりますが︑モニタ
ーといわず︑消費者としてお気づ
きの点がありましたらご遠慮なく
︑ご意見をお寄せください︒

綴お買物．十か条
よう︒9

①買物は︑計画をたてて買いまし
②商品の品質︑価格︑それがどれ
だけ役に立つかを確めて買いま
しょう︒

③品質︑価格が正しく．表示してあ
る店で買いましょう︒

④食料品は季節のもの︑鮮度の高
いものを衛生的な店で買いまし
よう︒

いようにしましよう︒

⑤正しい量目に注意しましょう︒
⑥美しい色や包装にまどわされな

しましよう︒

⑦なるべく現金買いをするように

、

︑

篭

識を与えられる権利︒

■知らされる権利︑いちぢるしく
事実に反する宣伝や広告や表示な
どから保護され︑またよい商品を
買うために必要とされる十分な知

れる権利︒

関して危険な商品販売から保護さ

螢安全である権利︑．健康や 生 命 に

獲消費者の権利

く二十人の﹁消費者モニター﹂を
おくことにしました︒
これらの四十の〃目 と〃耳〃

こうした考えから︑市ではちか

みます︒

こうした消費生活の問題は︑﹁人
であたるより大衆運動として︑さ
らにそのうえ行政的な指導が加わ
れば︑問題解決は急テンポですす

四十の

とのほかにも︑いろんなグルー

した︒

れて︑中央生活学校v財光寺生渚
学校の二つが誕生し︑消費生活の
合理化について真剣に学習を重ね
実践活動に取り組むまでになりま

あなたも「かしこい消費者」に

攣選択の権利︑いろいろな商品や
サービスに︑いかなる場合でも競
争価格で接することを保証される
こと︒国などが価格を決めるもの
については︑公正な価格で十分な
品質とサービスが保証される権利
鑓意志が反映される権利︑消費者
の意志が︑政府の政策立案にあた
って十分に︑しかも共感をもって
考慮され︑そして行政当局におい
ては︑公正にかつ迅速に処理され

産業の発展に期待

、

両市の友交いつまでも

謬置
ることが保証される権利︒

⑧商品の表示や内容をよく読んで
買いましょう︒
⑨できるだけJAS︵更科品の品
質保証︶エーS︵日本工業規格
品︶マークのついているものを
買いましょう︒
⑩購入した品物が不当な価格であ
ることが判明したときは︑申し
出ることにしましよう︒

高松に保育所完成

﹁

懸薫・︑
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四

＊融資限度額齪﹁企業五〇万円以

ご融資いたします
市の小口融資
内︒

運転資金と設備資金︒
＊利息11取扱い金融機関の貸しつ
け金利による︒
＊融資期間口三〇ヵ月︒

なります︒

＊犬を放し飼いにすると家の番は

・

お気軽に市商工水産諌︑または商工会議所へ

中小企業のみなさんが︑運転資金や設備資金
が必要なとき︑また機械設備を月賦で購入した
いときつぎのような融資制度があります︒

＊原則として貸しつけを受ける年

象になりません︶

＊新品であること︵自家製品は対

＊その性能が優秀であること︒

ご相談ください︒

＊最近﹁年以上の営業実績がある
こと︒
と．

＊財務諸帳簿が整備されているこ

に発注し︑その．年度内に設置を
完了するもの︒

毒中︵四月から翌年三月まで︶．

記業種ごとに国が指定した設備
＊土地︑建物は対象となりません
◆受けつけ窓口H市商工水産課︑

◆この制度の対象となる設備
この制度の対象となる設備は前
︵市商工水産課の貸付基準で確め
てください︶でつぎの条件を備え
ているものに限ります︒

機械や設備が
月賦で 買えま・す
ス業は該当しません︶
＊従業員が二十人以下であること
＊過去二年間の平均利益が三〇〇
万円以下であること︒
＊申小企業者以下の資本出資が去
︑以下であること︒

◇対象の機械殼備は
＊近代化︑合理化のための機械設
備であること︒
¶
＊新品であること︒

六ヵ月以内︒

◆この制度は
これは︑中小企業設備貸与制度
といわれるもので︑中小企業のみ
なさんが設備の近代化︑合理化の
ために必要とされる機械設備を︑
公社が現金で安く購入し︑みなさ
んに月賦でお譲りするものです︒
＊機械代金の返済は二年以上四年
＊保証金として機械価の十響を公
＊土地︑建物は対象になりません
◆受けつけ窓口
＊毎年四月からいつでも受けつけ

ズ

﹂﹁鱗

銭︒四十四年度には総額五千六百■
三十八万円が納入され︑学校︑住

これから行楽シーズンです︒．

ご

り

は千三百円︒
③四十五才以上の方は千五百円︒

いに宣伝してください︒

インした観光たばこも発販されて
います︒県外で﹁観光宮崎﹂を大

平和台︑臼太鼓︑夜神楽をデザ

へ

ご旅行に︑そして万国博にわでか
けになるときは︑／滞在期間申分の
・たばこは市内で買っておでかけく
ださし

響

こわい脳炎

︒驚ヒ

野

初夏はもうすぐ一㌔と同時におそ
ろしい伝染病のシーズンがやって
きます︒

市衛生課では︑夏をまえに日本
脳炎の予防をつぎの日程で行なう
ことにしました︒該当者は最寄り
の場所で必ず受けてください︒
＊対象11生後六ヶ月以上の人全員
＊実施要領 昨年受けた人は本．年

は︻回︒初めての人ば七日〜十・
日の間隔で二回受けてください
ヲ
＊料金口﹁才未満は八十円︒﹁才
以上は百七十円︒
＊日時と場所︵①は﹁回目︑②は．
二回目︑カツコ内は実施時間︶
細島小学校 ①五月二十六日︑③
六月二日︵二時〜四時︶
三股病院11①五月二十七日︑②六・
月三日︵︻生半〜二時半︶
渡辺病院日①五月二十七日︑②六
月三日︵三時半〜四時半︶．
切島山公民館11①五月二十八日︑
︑②六月四日︵﹁時半〜二時半︶

五十猛神社ほ①五月二十八日︑②
六且四日︵三時半〜四時半︶
塩見小学校一1①五月二十九日︑②
六月五日︵﹁時半〜二時半︶
准看護学校闘①六月九日︑②六月

︐十七日︵二時〜三時︶

十六日︵二時〜四時︶
凱旋公民館11①六月十日︑②六月

日知屋幼稚園置①六月十﹁日︑②

月十九日︵二時〜四時︶

越

六月十八日︵二時〜四時︶
市役所別館11①六月十二日︑②六

支給されます︒

モヤ
へり
く
ださし
加入と同時に国民年金手帳が交付．
されます︒この年金手帳に基づい．
て月額七百五十円の保険料を納め
ますと︑年額三万円の老齢年金が︑

驚乱酔難解癖魏罐．

ことしの六月で締め切られ㌦その︑
後は希望しても加入できません︒﹁・
加入する資格のある人でまだ手．

④公的年金制度から老齢︵退職︶
年金︑通算老齢︵通算退職︶年
金をうけていないか︑またうけ
る資格期間を満たしていな︑い人
であること︒
・
この五年年金制度への加入申し込﹂
みは一月から受けつ尋ていますが

と︑︒

まれた人であること︒
②昭和三十六年四月に︑国民年金
の被保険者とならなかったこと
③厚生年金保険や各種共済組合な・
どの被保険者や組合員でないこ

・四十四年四月︻日までの間に生．

この五年年金に加入できるのは
次の要件を備えている人です︒
①明治三十九年四月二日から明治

設けられた制度です︒

をうけられる機会を与えるために

において︑幽国民年金に加入しなか
・つた高齢者に対し︑もう一．度年金

これは国民年金の拠出制の年金
制度が発足した昭和三十六年四月

．まれました︒

昨年未行なわれた国民年金法の
﹁部改正によって︑国民年金に五
年間保険料を納めれば老齢年金が
うけられるという︑いわゆる高齢
者のための﹁五年年金制度﹂が生

耳よりなお話し

高齢者に

・・董誰垂環きワ壱義護．L・・︷︷零︷2凄王け．剥罵・く

＊申し込みは市商工水産課へ︒

ます︒

︑社がお預りし︑機械代金の完済
後お返しいたします︒
＊保証人は二人以上︒
六〇〇万円以内︒．

＊機械設備の価格は二〇万冊以上

魯
◆利用できる企業者は
＊製造業︵建設業︑商業︑サービ

︑6

ノ
・．♪︑．．・：．気零．目受義．壕讐

宅︑．道路づくりに大きく役立ちま

ハイラぞト一箱で約十一二円十八

たばこ︻本・︻本に番号が刷り込ん
であるのをご存知ですか︒
ほとんど四ケタの数字で二七〇
二︑二七〇三といったものです︒
これは犬に例えますと戸籍簿に
した︒

かζ存知ですか︒

相当．するもので︑上のニケタが製

造工場︑下の二ヶタがそのたばこ
を製造した機械のナンバーになっ
ています︒

ですから︑右し不良品が市販さ
れた場合は︑そのナンバーをみれ
ばどこの工場のどの機械で製造さ
れたものかすぐわかり︑原因がは
っきりするわけです︒
．ところで話しは変わりますが︑

﹁たばこ消費税﹂

みなさんが毎日喫煙されているた
がどのくらい市に納入されている

ばこについて︑

源
財

、

、

禰港

． ﹁．

＊償還方法H﹁括または分割償還

＊資金の使途叫事業経営上必要な

運転資金が必要なとき ︑ ・ そ れ を ご

徳この制度は
この制度は︑市内に居住される中
小企業のみなさんが︑設備資金や
＊保証人旺︻名以上っ

一企業五〇万円まで

融資して地場産業の発展をはかる

受けつけます︒

ことを主な目的として い ま す ︒

脅この制度をご利用できるかた
この資金の申し込． み を さ れ る ま

盲

野犬にいたっ●ては約三倍の六百か

せず人にかみついたり近所に迷
惑になりますから︑必ずつない
で飼い︑運動のときも綱やクサ
リで引いて運動させましまう︒
＊見知らぬ犬に餌や食物を与える
ことは野犬が附近に住みつく結
果になりますからやめましょう

．4︐．・昌制摯筆︐剛嶺郵ドし・

＊取り扱い金融機関口宮崎銀行日
向支店と日向市信用組合︒
◇受けつけ窓口H市役所商工水産
課︑または︑商工会議所内の日
向中小企業相談所で申し込みを

でに市内で引きつづき︻年以上商
工業︵建設業も含む︶を営まれて
いるかたでしたらどなたでも利用
できます︒

設備近代化の資金

9

円までで︑所要資金の喜以内コ
◎この制度が利用できq企業は
この制度の対象となる企業は︑
主として製造業の申から毎年度国
が指定した業種︵市商工水産課に
あります貸しつけ基準で確めてく
ださい︶に該当するもので︑つぎ
の要件を備えている企業が対象ど

貸しつけ金は無利子
◇この制度は
この制度は︑中小企業のみなさん
が︑設備の近代化︑合理化のため
機械設備を導入しようとする場合
の資金としてお貸しするものです
◆貸しつけ金と償還は
＊貸しつけ金は無利子 ︒

償還︒

＊貸しつけ期間は五年︒ ・
＊償還方法は﹁適すえ置きの年賦

ら七百頭がいるものど予想されて
います︒
これらの犬は予防注射を受けてい
ませんので狂犬病が心配されます
し︑また人や家畜に被害を加わえ
ます︒
犬をにだ可愛いがるだけが本当

はいつ遇されいにしておきまし

＊犬の健康のためにも︑また伝染
病予防のためにも犬小屋の内外

方の加入をおすすめします︒
芸加入できる人︑﹁人で生活がで

＊支払われる年金額は︑加入者
︵保護者︶・が死亡ざれた時から残．

された障害者に月額二万円の終身
年金が支払われます︵年金を受け
る前に障害者が死亡したときは︑
弔慰金として加入者に﹁時金二万

市福祉事務所で加入申し込み用

円が支給されます︶

紙も準備し受けつけています銑
お気軽にご相談ください︒

おちかくの民生委員の方に申し
でられても結構です︒

薯

・＊大企業の出資が垂をこえていな
いこと︒
搾

当の愛犬家になってください︒
＊犬を飼うには︑毎年一回の登録
﹂と年二回︵春秋︶の予防注射を受

廿て鑑札と注射済証を首輪につ

の愛犬家ではありません︒
人に迷惑をかけないためにも︑
よう︒

ったことなど⁝︒

きない障害者を扶養していて︑
つぎにあてはまる方です︒
①住所が宮崎県吋であること︒
②四十五才未満であること︵ただ
しことしの四月一日で四十五才
以上六十五才未満の方でも︾四
十六年五月三十︻日までは加入

こうした保護者の悩
みを少しでも回るくし
あわせて残された心身
障害者の暮らしを保障
するものに ﹁心身障害者扶養共済
制度﹂といったものがあります︒
︐これは︑保護者が働けるうちに
一定の掛金を納めておけば︑︑不幸

③特別の病気や障害がなく︑﹁般
保険の対象になれる方︒
＊掛金は︑障害者﹁人について︑
①三十五才未満の方は月額千円︒
②三十五才以上四十五才未満の方

できます︶

にして死亡されても︑残された障
害者に終身年金が支払われます︒
加入できる人︑掛金︑支払われ
る年金額などはつぎのとおりで︑
加入はご自由ですが︑からだのご
不自由な人の将来のために多くの

、

＊貸しつけは原則として五〇〇万．

最近︑愛がん用としてまだ番犬と
して犬を飼う人が非常に多くなり
ました︒

愛犬家ですか

は市内で千三百頭︒まだまだ愛犬
げておきましょう︒
家はふえそうです︒
．＼＼＊不用になった犬や子犬は保健所
いつぼう︑未登録犬は二百頭︑
に連れていきましょう︒

いま市衛生課に登録してある犬

4

本当の

また犬の被害をださないためにも
守るべきことがらだけは守って本

残された障害者に

終身二万円の年金
手足のご不自由な方や目のみえな
い方︑そしてことばの通じない方
など︑将来とも﹁人で生活できな
一
とっては︑何かとご心労︑ご不安

・い心身障害者をおもちのご 家 庭 に

も多いかと思います︒

に

．

﹁自分がいなくなったら︑この子
の生活の面倒はだれがみてくれる
のだろう﹂コ符来ともほんとうに
幸わせに暮らせるだろうかしとい

5，600万円の

、

あなたは

き

解暫ゴ

●

その一服が

D

一
・
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技能検定試験
昭和四十五年度前期の﹁︑二級技
能士の技能検定と技能競技大会が
つぎのとおり行なわれま す ︒

＊実施職種凹機械検査︑製かん︑
鉄工︑回転電気組立て︑回転電
︑気巻線︑化学分析︑洋服仕立て

洋裁噛左官︑タイル張り︑畳製
作︑ブロック建築︑とび︑建築
大工︑凸版印刷︑オフセッ下縄
刷︑木工塗装︑建築塗装︑金属
塗装︑広告美術仕上げ︑表具︑
＊実施日と場所口七月五日から九
月二十日までの間に職種ごとに
指定した場所︒
＊受験申請と参加手続1 1 ﹁ 級 二 級

て︑六月﹁日現在で全国﹁せいに
行なわれます︒

この調査は各卸商︑小売商が対
象になります︒謁査員がみなさん
の店をお訪ねしますのでご協力を
お願いします︒

調査員を募集

調査員を募集しています︒

市企画財政課では︑昭和四十五年
度中に実施される各種統計調査の

応募資格は︑市内にお住まいの
魑満十八才以上︑六十才未満の男女
で︑調査期間申はいつでも調査に
従事できることが条件です︒

ご希望の方は自筆履歴書をもっ
て六月十日までに企画財政課へお
申し込みください︒

報酬は調査終了のつど日額七百七
十円程度を支給します︒

ベン字の検定試験
文部省認定の第十三回ペン字検定
試験が次のとおり行なわれます︒
＊受験資格11学歴︑年令︑性別そ

の他制限はありません︒
＊検定の種類H四級から︻級まで

の四等級に分け︑それぞれ個別
に行ないます︒
＊試験期日11六月七日︒
＊試験場所11日向市役所会議室︒
＊試験科目11実技と理論︒

本市でもこの融資を受け︑学校︑
住宅︑道路建設の資金の一部にあ
てています︒

熊本郵便局では︑この資金のは

十六日11選挙

選挙ポスター募集

いていただくことにしました︒．

全国の児童︑生徒のみなさんから
明るく正しい選挙をおしすすめ
るうえに役立つ宣伝ポスターを書

入選作には文部大臣︑自治大臣
賞のほか︑都道府県選管連合会か

ら副賞がおくられます︒
ふるってご応募くださいの
＊応募資格11小学校児童︑申学校

たらきを︑カメラをとおしてみな
さんに知っていただき︑いっそう
のご理解︑ご協力をえようとつぎ
のとおり第二回簡易保険融資施設
写真コンクールを行なうことにし
ました︒ふるってご応募ください
▽募集要領 ．
＊題材と内容11写真の一部に簡易・

高等学校生徒で﹁人一点
＊募集期間口五月十五日〜九月五
日まで

＊提出先11日向市役所 選挙管理

保険積立金融資施設が入ってい
ることを条件どし︑季節感があ
って詩情あふれるもの︒
﹂＊部門1ーカラー写真と白黒写真︒

委員会事務局

税金について︑︑いろいろ相談に応

にせ税理士にご注意
＊賞金

じるとか︑税務署への提出書類を

︵ガラi︶特賞三万円﹁点

入選﹁万円二点︑佳作賞品十点

税理士は国家試験にパスした公認
の資格をもった人でなければなり

＊作品の大きさ聾カラーはスライ
ドで三十五ミリ以上︑白黒はキ
ヤビネ版以上︒

︵白黒︶特賞︻万円一点︑入賞
五千円五点︑佳作賞品二十点︑
応募される方は︑六月末日までに
住所︑氏名︑撮影年月日と場所︑
画題︑施設名を記入し日向郵便局

ません︒

税務署員や税理士は︻定の身分
証明書をもっていますから︑おか
しいと思われるときは証明書の提
示を求めるなり︑税務署に連絡す

ます︒

めに︑税理士制度が設けられてい

つく・ることを専門の仕事とするた

保険課へご提出ください︒

投票は七月十六日
日向市．東部第二土地区画整理事業

るなりしてください︒
︵延岡税務署②三三〇︻︶

でてください︒

︐印かん︑国民年金証書のほか︑

▼持参するもの

恩給︑公務扶助料︑遺族年金を受

けている人はその証書︒

お題は﹁家旨二

いでください︒

なお福祉年金を受けている該当
者には︑各人あて届けでる日時と
場所をハガキで通知しましにが︑
この日に都合で︑指定の場所に出
向くことができなかった人は必ず
五月三十﹁日までに年金係までお

た︒

昭和四十六年歌会始めのお題と︑
詠進要領がつぎの通りきまりまし

＊お題は﹁家﹂︒具体的な建造物の

家ばかりでなく︑抽象的な﹁家
庭﹂を題材としても結構です︒
＊詠進歌は一人一首限りとして未

．発表のもの︒

＊書式は半紙を横に二つ折りにし
て右側にお題と歌︑左側に住所
氏名︑生年月日を必ず毛筆で自筆

日まで︒

してください︒
＊詠進期間11九月﹁日〜十月十二

︻号宮内庁﹂

＊あて先11﹁東京都千代田区︻番

世帯〜虐増

の審議会委員選挙がちかく行なわ
黷髣¥定ですが︑それまでの日程

i．世帯数

がつぎのとおりきまりました︒

所得届をお忘れなく

i計47．875人，、。人増

の技能士になろうとする人は定
められた技能検定受験申請書を
提出してください︒技能競技大
会に参加する人は︑返信用封筒
︵本人の住所︑氏名を記入し十
五円切手をはったもの︶を同封
し参加申し込み書を提出してく

五月二十九日 土地所有権者およ
び借地権者の申告受けつけ

二十二日H名簿縦覧完了

六月五日11申告書受けつけ完了
六月八日一1選挙人名簿縦覧告示

．せん︒

老令︑母子︑障害などの福祉年金
を受けている方は︑こんご﹁年越
の年金が受けられるかどうかを決
めるため︑五月三十﹁日までに所
得状況の届けをルなければなりま

、

一腰人ロー物陥

§

ミ

ヒ

＊受付期間 六月五日まで︒．
＊受験申し込み11受験ご希望の方

は市役所税務課︑日高輝夫さん
までお申し込みください︒

写真コンクレル
簡易保険事業は︑みなさんのご協
力で順調な伸びを続け︑積立金は

十日11立候補者の公告︑

・この届けをしないと九月期支払
いの年金が受けられませんので必
ず期限内に市役所年金係まで届け
で

i女25．095人2G9人増

、・

三十日11選王入名簿確定告示
立候補者受．けつけ開始
七月九日囲立候補のしめ切り覧

ド︑選挙場︑投票時間︑開票
日時の公告

i男2278・入監朧

ださい︒

＊受付期間11五月八日〜 二 十 九 日

受付先目宮崎県技能検定協会︵宮
崎市原町二番二号 電話⑭七匹
〇一番︶か日向職業訓練所︵市

内公園通り電話四σ二〇︶へ

商業調査にご盤力を・

二兆︻千億円にも達しました︒

ての積立金の大部分は地方公共
．事業資金としてひろく．活用され︑

通産省が二年ごとに七月門日現在

町づくり︑村つぐりに大きく役立
・﹂ノ

っています︒

コ

ロ

12．453世帯

i

（5月1日現在）

1

で実施してい北商業統計調査が﹂
ことしは国勢調査︑︵十 月 ﹁ 日 現 在

で調査︶の関係で﹁ヶ月くりあげ
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