○⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝：○

昭和四十年︑日向中学校を卒業して︑市内の
自動車修理工場で働くようになって六年︒ガソ
リンエンヂンニ級整備士の資格のうえに︑さら
にジーゼルエンヂン整備士の資格をとろうとい
．ま勉強中︒また金古さんは︑財光寺青年学級の

︷

午前中︑臼かつた金古繁喜︵2111財光寺切島︶

ダツダツダツ⁝︒話し声も聞きとれないほど
のコンプレッサーやスチームクリーナーの音︒
いろんな機械の散乱した殺風景な仕事場︒．
一トンあまりのエンヂンが︑チェーンブロック
で降ろされ︑つぎつぎに分解されていく︒

格別﹂と語る金古さん︒

さんの作業服は︑午後になると真黒︑ひたいも
汗とあぶらで光る︒﹁自動車の修理は︑故障箇
所をみつけだすのがむつかしい︒でも︑原因が
わかり修理がすんで︑動かなかったエンヂンが
再び快調な音を響かせて回るのを見るのはまた

文化部長を引き受けている︒青年学級員五十人
で空ビンを回収︑八万円の資金をねん出して演
芸部もつくった︒これまでに老人ホーム︑﹁ひま
わり寮﹂を慰問したり︑部落まつりでひろうし
たり﹁親しみある演芸部に育てたい﹂と語る金
古さんは地域の青年活動をより活発にするため
の〃エンヂン〃の役割もつとめている︒
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幽湿地隠謙譲
賦課徴収条例剤﹁一部改正田

．市

月

であれば千円
といったよう
に︑評価に格
段の差がでて
きています︒

ごんどの改
正は︑ごうし
た矛盾をなく
すためのもの
で︑四十七年
一月の時点で

市街化区域内
の農地を評価
がえします︒
ただし︑．こ

地の評価額になります︒

の場合の宅地
並みというのは︑隣接している宅
地が三二二平方材当り一万円して
いるから︑農地も一万円で評価さ
れるかというとそうではなく︑田
や畑を宅地に造成するために見合
つた額を差引いたものが︑その農

たわけです︒

●
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︑
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昭和四十七年度分からいちどに
新評価額で課税しますと︑納税者

どうなるのでしょう︒

では︑こうして算定された市街
化区域内の︑農地に対する課税は

焉A宅地は二万円︑現況が農地

地では︑同じ三・三平方耕︵一坪︶

しかし︑現在の市街化区域のよ
うに︑どんどん宅地化が進んでい
るところでは︑隣接した農地と宅

これまでの農地の評価方法は︑
市街地であっても︑農村地であっ
ても︑その農作物の出来高や土質
を基準に評価していました︒です
から山間部の田畑でも︑平野部の−
田畑でも︑評価額に大差はなかっ

す︒

は︑昭和四十七年から
宅地並みに評価されま

市街化区域内の農地

改正されたのは︑固
定資産の評価の方法で

れました︒

これに準じて︑日向市
賦課徴収条例が改正さ

予算追加は九千万円
十二月定例市議会は︑さる十二
月四日から十七日まで︑会期を十
四日間として開かれました ︒

こんどの議会に提出された議案
は︑昭和四十六年度日向市一般会
計補正予算や日向市税賦課徴収条
例の一部を改正する条例︑昭和四
十五年度日向市一般会計の決算な
ど十八議案で︑全部原案どおり可
決承認されました︒

四十五年度の決算内容について
は︑次号でお知らせすることにし
て︑ここでは︑そのほか主なもの
をお知らせしましよう︒

＊市街化区域内の農地
47年から許価がえ

地方税法の一部を改正する法律
および地方税法施行令の一部を改
正する政令が︑ことし三月三十日
にそれぞれ公布されましたので︑

注意のペダルで

たいものです︒

をしっかり踏み︑増えつづ
ける事故にストップをかけ

おたがい﹁注意﹂のペダル

る時期です︒．

けていちばん事故が多くな

事故にストップ

これから年末︑年始にか

はありません︒

すが︑しかしもっとも必要
なことは一人一人の︑事故
防止に対するきびしい自覚
ですρ﹁注意﹂に︑し過ぎ

雛獲欝載誉鑓口置．．
事故のたびに〃もうゴメ
ンダ〃とみんないいます︒

それなのに︑交通事故はな
ぜ減らないのでしょうか︒
死亡事故ゼロをめざすは
ずの﹁秋の交通安全運動﹂
期間中だけでも県下で百三
十二件の事故が発生︑百六
十四人の死傷者がでていま
す︒

事故を防ぐためには︑道
路を改良したり︑保安設備
を整えていくことも大切で

ヂ

点に注意し︑実行し︑忙が
しい年末をのりこえて︑希
望にみちた新春を迎えまし
︐

︒おたがいに譲り合って事

ょう︒

故のない交通の場を作り
創﹁飲んだら乗るな﹂﹁飲

ましょう︒

むなら乗るな﹂の鉄則を
守りましょう︒

︒運転してきた人に︑酒を
出すのは罪つくりである
ことを反省しましょう︒
・﹁停ってくれるだろう﹂
﹁さけてくれるだろう﹂
の〃だろう〃運転や歩行
は絶対にやめましょう︒
︒路上に長時間駐車するこ
とはみんなのめいわくに
なるし︑交通事故のもと
になることをよく知りま
・しょう︒

とき︑．また横断するとき

︒．幼児をつれて道路を歩く

は必ず右手でしっかりと
子どもの手をにぎって歩
きましょう︒

︒子どもを交通事故から守
るために︑冬休み中に家
庭でも徹底した交通安全
指導を行ない︑とくに十
二月一日から変った交通

家族で話し合いの場をも

ルールなどをテーマに︑
ちましょう︒

︒飲酒の機会のある会合の
開催通知には︑車を運転
してこないように呼びか
け︑また飲んだ人には運
転させないよう︑みんな
で協力しましょ．う︒

にカギを貸したりしない

︒車の所有者は︑無免許者

……………

への無理なども考えられますので
昭和四十七年度は課税対象額の二
十響︑四十八年度は六十響という
百㌶を舗装します︒
◇団体営かんがい排水事業1一二百

◇団体営農道舗装事業費釦八百七
十一方五千円の追加︒財光寺農
道七百三十七材︒本谷農道千四

されました︒

台風十九号︑二十三号の災害に
対する共済金など農業共済事業特
別会計に九百十九万四千円が追加

装工事費に千二百万円︒

このほか︑特別会計では︑東部第
二土地区画整理事業の区画街路舗

ます︒

六千円の追加︒山口農道二千胡
の内︑三百耕を改良します︒
◇県単農道整備事業費H干百万円
の追加︒宮の下道路延長五百四
十七耕を整備します︒
◇街路事業費 七十万円の追加︒
細島国財市線に︑街路樹を植え

農業用水路を建設します︒
◇山口農道整備事業費11三百三万

八十三万五千円追加︑百町原の

ように︑しだいに課税率をあげて
いくことになります︒

＊災害復旧費を追加
さきの台風︑集中豪雨で被害を
受けました︑美々津田の原地区の
田丸橋と︑平岩籾木道路の災害復
国費九十六万一千円が追加補正さ
れました︒

＊︑一般会計は十九億円台

に
昭和四十六年度日向市一般会計
予算は︑これまで十八億五千四百
十八万九千円でしたが︑こんどの
議会で九千三百七十二万九千円が
追加され︑予算規模は十九億四千
七百九十一万八千円の大台になり﹂
ました︒

追加の内容は︑人事院勧告にと
もなう人件費四千二百九十五万円
普通建設事業費三千百五十六万八
千円︒扶助費七百七十四万円など
で︑建設事業費の主なものをお知

マチ熱がでることもあります︒

したり︑腎炎をおこしたり︑リュ

﹂初期のうちに治してしまうことで

かぜだからと︑いいかげんな気
持でいたら︑とりかえしのつかな
いことになりがちですから︑まだ
す︒

つけることにつ．ながります︒

栄養をたっぷり＊栄養を十分と
ることは︑からだ全体に防御力を
栄養をとるには偏食をさけ︑バ
ランスのとれた食事をすることが

とが大切です︒

これから始める人は︑始める時
期を考えることと︑徐々にやるこ
温度の差に注意＊暖房器具の普
及で︑室内と室外の温度の差がは
げしくなっています︒
︑
これは︑からだにとっては大変
なストレスで︑ことに温度の急変
に順応性のとぼしい老人は変調を
これには︑衣服のコントロール

きたしやすくなります︒
をこまめにすることです︒

いかげんにしないことです︒

汗もかぜを誘因する一つ︒かい
た汗が蒸発するとき︑からだの熱
をうばうからで︑汗のしまつはい
早い治療＊人間が空気を吸うて
生きている以上︑空気伝染する4
ンフルエンザビールスからのがれ

いうちに治してしまうことです︒

もしかかってしまったら︑軽う

ることができません︒

を誘発することです︒

こじらせないことです︒

感染したら︑すぐ医師の診察を
受け︑完全に治るまで休養をとる
なり︑仕事をセーブするなりして

前述のように︑こわいのは余病

乾布まさつ・冷水まさつ＊いつ
れも皮ふをきたえ︑抵抗力をます

寝床の上でかるくやるだけでも効︐
果があるでしょう︒

ましくやるのもいいですが︑・朝︑

．寒い戸外にでて︑エイヤッと勇

効果があります︒

ありません︒

上を向いてガラガラと︑ていね
いに数回やらなじと効果はあまり

水だけでも十分です︒・

﹁とはありませんが︑のどを物理的
に洗．ユのが目的ですから︑水道の

ウガイ薬を使うことにこしたこ

のに役立ちます︒

についたビールスや細菌を殺す力
はありませんが︑これを洗い落す

ウガイをする＊ウガイは︑のど

力を保つには︑疲労を防ぐことが
第一です︒疲労を防ぐには︑なん
といっても十分な睡眠をとること

疲労を防ぐ＊病気に対する抵抗

いことです︒

らだを守る働きを強めます︒ビタ
ごンH・砂なども体調を整える上
で必要です︒ですからこれらを多
く含む野菜︑くだものは欠かさな

ミンCは︑外界の刺激に対してか

ぎたビタ

のです︒

大いにとっ
た方がよい

るにつけ︑

てもでんぷ
ん質の二倍
もあります
から︑寒さ
が厳しくな

ーからいっ

油こいもの
は︑カロザ

なかでも︑

大切です︒

たいてい肺炎を併発しています︒
そのほか︑肺結核や心臓病が再発

イ︑ンフルエンザで死ぬときは︑︑

インフルエンザは︑幼児や小学
生がいちばんかかりやすく︑死亡
率になると︑老人が圧倒的に多く
なります︒つまり抵抗力の弱い年
代がねらわれるわけですが︑こわ
いのは︑からだの抵抗力が弱まつ
そ余病がのりこんでくることです

フルエンザが心配です︒

さむい風が吹きはじめるとイン

らせしますと一︒

ノ

12
ようにしましよう︒

「かぜは万病のもと」というのは本当です

！

︑

〃飲んだら乗らない〃

因は何でしょうか︒

よう︒どの家にも︑ほとん
ど自動車という名のつく文
明の利器があります︒この
文明の利器が交通戦争をお
こし︑凶器に早がわりして
善良な人を傷つけたり︑殺・
したりしているのです︒原

運転の鉄則です
こどものころ︑たのしく
胸をはずませて︑新しい年
を迎えたことをよく思い出
します︒．

親としても︑子どものよろ
こびにむくいるために︑年
末に新しい着物︑シャツ︑

くつやタコ︑羽根板など買
ってやり︑ともに初春を新
しい気持ちで迎えました︒

そこには交通事故や戦争も
ない︑ほんとうに静かな年
末であり︑正月であったこ
ところが近年はどうでし

とがとくに印象的です︒

◇急用でいそいでいたか
ら一◇歩く人や自転車乗り
がぼんやりしていたから！
◇面白半分に車を乗りまわ
していたから一◇人手が足
りないで無免許で運転した
一◇商取り引きで酒を飲ん
で運転した一◇忘年会︑新
年会で酒を飲み︑少量だつ
たからと運転した一◇車や
カギの保管がルーズだつた
一◇疲れていたけど無理し
て運転した一

など︑人のことは考え
ず︑自己本位の行動が原因
のようです︒

ことしになってから︑県
内の交通事故による死者は
．百五十一人目十二月九日現
現︶で︑早くも昨年一間の
死者と同数なっています︒

このままのペースで進み
憲すと昨年を上回る悲しい
記録が︑またうまれそうで
す︒

﹂十二月一日かち一月十五
日まで県下いっせいに﹁年
末︑年始の交通事故防止運．
動﹂が行なわれます︒
〃事故は人が起こすもの．

︐である限り人で防げるも
の〃です︒おたがいつぎの

す
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しあわせを分けあう
赤い羽根で親しまれている共同
募金運動は︑ことしも十月一日か
ら十二月三十一月までの三ヵ月に
わたって全国的に展開されていま．．

には﹁歳末たすけあい募金﹂が行な

すが︑この期間中︑とくに十二月
われます︒

これは国民がそろって明るい正月
を迎えることができるように︑と
いう目的をもつた募金です︒

募金の方法は二つあって︑そのひ
して︑日本放送協会がテレビ︑ラ

とつは﹁NHK歳末たすけあい﹂と

ジオを通じて国民に呼びかけるも
ので︑寄付金は︑郵便振替えや︑
銀行送金などによって︑NHK放
送局や共同募金の窓口に直接寄託
する方法がとられています︒
NHK歳末たすけあい運動がは
じまったのは昭和二十六年で︑戦
災者︑引揚者など不遇な生活をし
ている人びとに︑心をこめてモチ
代を贈り︑またそのような家の子
どもたちに︑．ささやかなお年玉を
贈ることを趣旨としていました︒
もうひとつの方法は︑民生委員

や婦人会などの地域団体の奉仕に
よって行なわれる﹁地域歳末たす
けあい﹂があります︒集められた
現金や品物は︑その地域の社会福
祉協議会を通じて︑救援を必要と
する人びとに配分きれるしくみに
なっています︒募金の方法はこの
ように二つに分かれていますが︑
もともと︑幸わせうすい人びとに
対して善意の灯をともしてあげよ
う︑そしてみんなで明るい正月を

経済変動︑進入学︑物価高など

という︑ 〃たすけあい〃運動であ
ることに変わりはありません︒
思うにまかせない家計ではあり．ま

すが︑ねたきりの人︑親のいない
子どもたち︑重度の心身障害者の
いる家庭へ︑みなさんの幸わせの
一部を分けていただきたいと思い
ます︒

⁝⁝

︐．ル壕﹁蛍︑
ゾ

＊市役所の窓口は十二月二十八日置仕事納め︑
新春は一月四日からです︒証明︑申請︑届出
などは早目にしましよう︒・

けます︒

忘れやすい小物や︑正月料理用
の乾物など気のついたときにぼつ
ぼつ買っておくと︑押しせまって
からあわてずにすみます︒

ょ︐つ︒

十二月といっても︑このごろは
落語や講談に聞く年の瀬といった
切迫感はありません︒若い人たち
は︑むしろ年末から年始にかけて
の連休をどう過ごそうかといった
計画や︑ご家庭でもボーナスの胸
算用や︑かねて予定のお買物の計
画をお立てになっていることでし
町を歩けば︑人の流れは日まし
に多くなってきます︒お買物は余
り押しせまってからでは︑品薄に
なります︒といって商店のちょう

ちんを持つわけではありません
が︑やはり適当な日を選び︑ご主
人を相談役兼荷持たせ役として連
れて出ることをおすすめします︒

です︒

小さなお子さんの手を引いて︑混
雑した商店街を歩くのはたいへん

わしい月はありません︒

日本人にとって︑この十二月は
一年のしめくくりと︑新しい年へ
の準備もふくめて︑なんとなく忙
しい月です︒とくに家事をきりも．
りする主婦にとって︑こんな直せ

かたに⁝︒

そこで︑ことしこそは︑ゆとりを
もった年末を送りたいとお考えの
明日から××日ごろまでに大体
すまされる毎日の家事の計画面を
台所の壁にでもはっておきましょ
う︒たとえば1先祖のお墓のそう
じや物置きの整理のほか︑お世話
になったかたへのあいさつや贈り
物︑天候のわるい日や不意の客も
ある乙とでしまうから︑家の中の
そうUの時は周囲の清掃も︑たま
った空きビンや空きカンなど︑手
ぎわよくまとめておかないと︑集

十二月になると︑いつ寒波に襲
われるかわかりません︒水道や井
戸は︑氷点下一度ぐらいで凍るこ
とはありませんが︑氷点下三度以
下になると凍結する場合がありま
す︒凍結するところは地上からじ
ゃ口まで露出している部分ですか
ら︑その部分にナワやポロ布をま
き︑雨などでぬれないように︑ビ
ニールテープで下から上に巻きあ
げてください︒

昨年︑寒波のために水道管が破
烈した事故は百十件︒そのつど高
いお金を払って修理するのは︑出
費の多い年末に︑ご家庭にとって
損なはなしです︒

また︑いつもぬれているような
メーターもヒビ割れします︒とく
にふたのないメ．ーターボックスは
ワラやポロ布をつめ︑木ぶたでお

もし水道管が凍りついて水がで

おつでやってください︒．

︸噸

．炉ノ

4．

γ

幽

面散水をご遠慮ください︒

あ

／

・・︷q

．り︑たたいたり︑じゃ口を無理に

・なくなったら︑人肌ていどのぬる
ま湯でゆっくりとかしてください
火であたためたり︑熱湯をかけた

幽﹂f

市水道

まわしたりしますと︑破損して水

破損した水道の修理は

が吹きだします︒

をたのんでください︒．

課か︑市指定の水道工事店に修理
一般に快晴の日は冷えこみがき
びしく︑くもりの日はわりとおだ
やかなようです︒また地域によっ
ても異なり︑海に近いところと山
間部︑平野と丘陵地でも冷えこみ
がちがいます︒寒さに弱わい庭木

てあげましょう︒

璽などにも︑男手をかりていまのう
ちにワラやムシロで防寒着を作っ

また寒波でこわいのが︑路面散
水です︒まいた水がたちまち凍り
ついてスケ：ト場ができてしまい
ます︒歩行者がころんだり︑自動
車はスノータイヤをつけずに雪道
を走るようなものですから︑大き
な事故にもつながりかねません︒
今夜は冷えそうだ一︒今朝の寒
さはまたきびしい一と思われるよ
うなときは︑気温があがるまで路

田

めにきた清掃車にもっていっても
らえません︒．
年賀郵便
﹁紅え可ことしこそ

寒波にそなえて

＊市税︑保険税は三十一日まで銀行の窓口で取
り扱います︒完納してスッキリした迎春を︒
＊死亡届は︑市役所玄関横の日直窓口で受けつ

ゆとりのある迎春を

−めることも︑道路交通法ば禁じて
います．

例年十二月から一月にかけて︑
この種の交通事故がめだち︑年聞
事故のE十脅をこのニヵ月で占め
ているということです︒これを裏
がえせば︑いかに飲酒運転が多い
かがわかります︒お互いお酒はほ
どほどに︒ましてや飲酒運転は厳
につつしむことです︒

年末のあわただしさ﹂加えて不
摂生が重なりますと︑．からだの抵
抗力も弱まりいろんな病気にかか
りやすくなります︒
胃腸障害︑かぜ︑とくに高血圧の
人には要注意の季節です︒とくに
動脈硬化の老人のいる家庭で拡十
分注意してあげてください︒
①急に寒い戸外へ出ないこと︒
③夜閥︑寒い便所などへ薄着のま
まいかないこと︒
③便秘をしないようにする︒
④食べすぎはいけません︒消化の
よいものを食べる︒

した︒

節度ある飲酒

ん︒また運転者に︑少しぐらいな
らだいじうぶだろう︑などとすす

んだら運転することはできませ

この法律の第二案は︑標題の条
文で﹁げべての国民は︑飲酒を強
要する風習を排除し︑飲酒につい
ての節度を保つようにしなければ
ならない﹂とあります噂ことに車
を運転する人は︑ちょっとでも飲

っていることです︒

この法律は︑過度の飲酒が個人
的︑社会的に及ぼす害悪を防止し
て︑公共の福祉に寄与することを．
目的として定めちれたものですが
贈るいくせで︑何か祝いごとがあ
ると︑それをきっかけで酒を飲む
飲めば酔わなければ承知できず︑
どうしても無理じいする悪習が残

け激す︒．

布されてから︑ことしで十一年に
なりますが︑まだ︑一般には徹底
←ていないような場面をよく見受

飲む機会が多くなります︒
．
﹁酒に酔って公衆に迷惑をかける
行為の防止等に関する法律﹂︐が公

年末からお正月にかけてお酒を

鉾サし

町のお店は歳末大売り出したけ
なわです︒あちこちの商店では早
くからジングルを鳴らし︑いちだ
んとあわただしくなってまいりま

窓口案内
．問にあわせて
．よ﹂

鉛・
危険です

1

A、
、

︑露遷魂溶

㌃

混雑はスリの仕事場
十二月は一年中で犯罪がいちば
ん多い月です︒歳末の忙しさにつ
けこんで︑ちょっとしたすきをね
らわれます︒

つぎに︑防犯のぶイン下をいく
つかあげてみましょう︒

＊窓のしめ忘れ⁝外出するときは
︐も
点ち
検ろ
しん
ま︑
し夜
ょ間
うは
︒家
案中
外の
勝窓
手を
口十
︑分
便
のです︒．正面玄関のカギ が い く ら

所︑二階などのしめ忘れが多いも
厳重にかかっていても︑どこか一
箇所しめ忘れがあってはなんにも
なりません︒

＊買物と帰り道⁝ごったがえす正
月用品の売場で︑買物カゴにむぞ
うさに財布をつっこんだ主婦をよ
．くみかけます︒スリがいちばんね
らいやすい獲物です︒また買物を
すませた帰り道﹁つり銭をまちが
えました﹂などと店員をよそおっ
た﹁つ り 銭 欺 師 ﹂ が 横 行 します︒

＊留守宅詐欺⁝﹁会社のお宅の○
○さんと同じ課の者です︒そこで
車のガソリンがきれて困っていま
す︒二千円ほどを⁝﹂﹁いまお隣

へ00をとどけにきたので す が ︑

留守のようですから代金を立てか
・えてくれませんか︑二干五百円で
すが⁝﹂前者は会社の同僚を口実
にして︑後者は留守宅を調べた上
で︑いかにも注文を受けたように
品物にみせかけた箱に暗くつなど
を入れて︑留守の家の隣で詐欺を
働くものです︒

﹁ひったぐり﹂が多くなっ て い ま す

＊夜間の一人歩き⁝最近︑オート
バイや自家用車︑自転車を使った

まず明るい道を歩くこと︒ハン
ドバック類は必ず車の通る反対側
の手にもっことを習慣づ廿てくだ
さい︒とくに無灯火の車類には気
︑ーボは音に弱い の で ︑

をつけることです︒
＊侵入ドロ

をつける︒

音の戸じまりといわれる防犯ベル
市社会福祉協議会では︑歳末た
すけあい運動を二十六日まで行な
います︒現金︑日用品︑衣料品な
どお届けください︒

一日まて

＊不幸にして被害にかかったら︑
どんな小さな被害でも︑現場はそ
のままにして︑すぐ警察にとどけ

あき幽爪ノ

、

．⑤腹をたてたり︑過激な運動をつ
つしむ︒

15一日かち

でることです︒

みなさん
ア︶とりひとりが

竃

郎
動

罐
やたらな

水まきやめ
ましょう

．

鯉
口叢

、

車できて。もし飲んだときは．
車をあずかってもちい．
タクシーなどで帰るこ．と。
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濯が出される会合などで，酒を
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大王谷開発に着工
ことしは学校用地など造成
年を追って人口増加を続ける日
向市の都市づくりのひとつである
十一月十五日から始まりました︒
今年度の工事は︑まず大王谷小

千四百七十平方材と︑分譲住宅用
地の一部二万二千九百五十五平方
耕を造成するもので︑工事費は一
億五千二百万円︒来年三月末まで

には完成します︒

います︒

昭和四十七年度からは分譲住宅
用地の残り分︑保育所︑児童公園
などの児童福祉施設用地の造成︑
さらには野球場や陸上競技場の造
成工事が行なわれることになって
この大王谷の開発総面積は︑七
十三万七千平方競で総事業費は約
十八億円が見込まれており︑五十
五年までにはこジつした用地造成の

ての施設が完成する予定です︒

ほか︑小中学校︑体育館︑幼稚園
保育所︑図書館︑公民館などすべ

赤木初音︵中町・南町︶

日高勝義︵梶木︶浜田

町︶田中通︵下原町︶黒木美義︵江
良・江良北︶ 猪野止︵公園通・江

崎南・鶴町︶岩切フジ子︵上原

幸吉︵亀崎東・中︶河野一雄︵亀

豊︵悪手︶

河野城一郎︵本谷・西川内︶黒木

ツエ︵東草場︶小川義輝︵西草場︶

黒木重見︵北町・花ケ丘︶藤田ミ

︵本町︶

金丸英︵上町・都町︶竹内せつ

多量の灯油は危険です

年々石油ストーブを使うご家庭
が多くなっていますが︑最近︑こ
の燃料である灯油等の火災で︑い
たましい焼死事故が続発しており
ます︒

入する家庭もふえておりますが︑

とくに石油かんで買うより経済
的であるからと︑ドラムかんで購
この灯油類は危険物として日向市
火災予防条例で︑その貯蔵や取り
扱いが規制されているように︑取
り扱いいかんによっては︑たいへ
ん危険なものです︒

垂下以上を貯蔵︑あるいは取り

．扱う場合は︑消火器を備えつける

かたを指導いたします︒

良南︶小原マサノ︵堀一方︶成
二︶牧野田弁治︵畑浦︶安藤治

合晃︵曾根︸︶成合キミ子︵曾根

．幡︶

大塚喜美

山下奈良嘱︵伊勢・高々谷︶

助︵清正・吉野川︶黒木タミ︵地
蔵・八坂︶今村為市︵弾手向・八
・木浦福次郎︵宮の上︶

はりきるチビツ子

︵表彰式︶

スポーツ少年団対抗ソフトボー
ル大会が晩秋の小倉が浜運動公園
で市内十九チームが集まって行な
われました︒未来の長嶋選手や王
選手はチビッコながら背番号入り
のユニホーム︒一投一打に力がは
いる︒大人顔負けのプレーをする
子︑三振してガックリ肩を落す子
応援団席の父兄の顔は真剣そのも
の︒占いつばい戦い終った子供の
顔は明るかった︒

ζ﹂

江川正人︵往還一︶河上

黒木斐伝子・︵高

老齢福祉年金

普通道路敷地と・いうのは

ています︒

︵月額二千三百円︶です︒

七十歳未満で︑つぎの条件に該当
する人にも支給されることになり
ました︒年金額は二万七千六百円

日から三年を経過︶しているか︑

＊受けられる人
①国民年金法の二級障害者に該当
する人︵両眼の視力の和が○・
〇五以上○・○八以下の人︒両
耳の聴力損失が八十デシベル以
上八十九デシベル以下の人︒食
物をかみ砕く能力がないため︑
流動食しか食べられない人や言
語障害︑肢体障害などのある人
②障害の原因となった傷病の初診

または三年を経過していなくて
も症状が固定している人︒
なお︑昭和四十六年十一月一日に
六十五歳に達していない二級障害
者には︑六十五歳になったときか
＊請求のしかた

ら支給されます︒

請求書に④戸籍抄本⑭住民票の
写⑳福祉年金所得状況届㊥福祉
年金診断書を添えて︑市役所国
民年金係に出してください︒
請求書︑所得状況届︑診断書の用
紙は年金係に準備してあります︒

︵のり︶面まで含んだもので︑この

図のように路面だけでなく︑法
部分を埋立てる場合は︑事前に市
建設課に届け出て︑許可を受けて
から埋立てるようにしてください
申請用紙は建設課に準備してあ
ります︒

三十四種もの特典

．︑ ︑

そのほか売掛金の貸倒れに備えて

ことができるという特典です︒

ている配偶者や︑十五歳以上の人．
で︑その事業に従事している人に
支払つた給料を必要経費でおとす

い所得税の申告をするようにと設

市福祉事務所では︑来年四月一
日越ら入園︵所︶する保育園︵所︶児
を︑．つぎのとおり募集します︒

ご希望のかたは︑入園︵所︶申請
書を福祉事務所︑またはもよりの

一月五日から一月三

保育園︵所︶でお受けとりになって
．募集期間申に市福祉事務所にご提

＊募集期間

出ください︒

上町保育所六十人︑

﹁十日まで︒

＊募集人員

日知屋保育所六十人︑細島保育
所九十人︑正念寺保育園六十人
塩見保育園六十人︑財光寺保育
園六十人︑岩脇保育所六十人︑

美々津保育園六十人︑高松保育
園六十人︑計七百五十人︒

⑥火災や風水害にあい︑その復旧
の間児童の保育ができない場合．

童の保育ができない場合︒

⑤児童の家庭に長期にわたる病人
や長身障害者があるため︑母親
がいつもその看護にあたり︑児

場合︒

③死亡︑行方不明︑拘禁などの理
由で母親がいない家庭の児童︒
④母親が病気であったり︑産前産
後であったり︑心身に障害があ
るために児童の保育ができない

育ができない場合︒

②児童の母親が︑昼間児童とはな
れて日常の家事以外の仕事をす
ることが普通で︑その児童の保

保育ができない場合︒

①児童の母親が家庭の外で仕事を
することが普通で︑その児童の

＊入眉︵所︶できる基準︒

︵税務署︶

帳簿のつけかたなどについては︑
延岡税務署にご相談ください︒

来年から青色申告をはじめてみ
ようと思うかたは︑来年一月一日
から必要な帳簿をつけていただき
三月十五日までに﹁青色申告承認
申請書﹂などの書類を税務署に出
してください︒くわしい手続きや

っこうです︒

帳簿については︑複式簿記によ
らなくても簡易簿記の方法でもけ

ける﹁価格変動準備金﹂など︑いろ
いろな特典があります︒

などの値下がりや損失に備えて設

設ける﹁貸倒引当金﹂︑商品や材料

これは事業主といっしょに生活し

まず﹁青色専従者給与﹂です︒

そして︑いろいろな特典を利用す
ることによって︑結果的に税金を
節約できる制度です︒しがも帳簿
をつけることによって経営の実態
がよくつかめ︑その後の経営の方
針を打ち出せるという︑つまり経
営合理化の道しるべにもなり︑青
色申告こそ一挙両得ということば
がぴったりする制度です︒
ところで︑青色申告には全部で
三十四種もの特典があります︒こ
の数多い特典の中で︑もっともみ
なさんに関係深いものといえば︑

けられた制度です︒

つけ︑︹その帳簿にもとづいて正し

度をご存知ですか︒この青色申告
というのは︑自分で正しい帳簿を

みなさんは﹁青色申告﹂という制

来年から青色申告を

︑︑﹂

なって︑一般交通の迷わく
になるような閥題もでてき

・たために道路の排水が悪く

最近︑相談なしに宅地を
造成︑住宅を建設したため
住宅が道路敷にかかって一
部とりこわさなければなら
なくなったり︑また埋立て

管理者︵市長︶の承認が必要
になっています︒

市道に隣接する土地を埋
立てたり︑宅地造成する場
合には道路法によって道路

老齢福祉年金は︑いままで七十
歳以上の人に支給されていました
が︑国民年金法が改正され︑こと
しの十一月一日から六十五歳以上

か・り

障害者には六十五歳

︵落鹿・高松一︶
．松二・宮の下︶

黒木久善︵田の原︶黒木ユキノ

木次兵衛︵直通︶中山明︵別府︶

町・余瀬︶石田正義︵石並︶黒

︵美々津上中下町︶八尋洲光︵新

秀男︵遠見︶福田正行︵幸脇東︶
寺町公代︵幸脇中西︶ 日高イチエ・
︵寸寸西・汁谷・鳥川︶ 近藤華子

児玉重雄︵笹野東中西︶児玉信昭
︵本宮︶児玉国利︵金ケ浜︶川野
次男︵籾木︶黒木勇︵鵜毛︶柄本

・山の田︶児玉一男︵曙・美砂︶

池田博柾︵永田︶児玉健二︵秋留

矢北時蔵︵中村︶細川三助︵奥野︶
松木倉夫︵広見・中原・高見橋︶

赤木勝︵松原︶古谷富三郎︵切島
山二︶ 徳永正美︵切回山一︶後
藤俊＝新田市・千東口・鳥の巣︶

賢蔵︵往還二︶二野英子︵比良︶

︵山下︶

、

保育所の入所児募集

．萎．■

難。畑

などの義務もありますので︑こん
ご多量の灯油を扱われるようなと
きは︑必ず消防署に届け出てくだ
さい︒正しい貯蔵のしかた︑扱い

︑

蒐

撫

民生委員がきまりました
十二月一日付で︑つぎのとおり
新しい民生委員がきまりました︒
生活︑医療相談のほか児童問題︑
についてもお気軽るにご相談くだ
さい︒カツコ内は担当区︒敬称略

おとしよりが軽作業
老人ホームひまわり寮のおとし
よりたちが少しでも社会に奉仕し
たいと軽い作業を初めました︒仕
事は封筒のノリづけや割ばしの選
別などで急がない老人向けの仕事
ならOKとのこと︒﹁仕事をしは

じめてからご飯がおいしい﹂と
笑顔のおとしよりたちはせっせと
．手を動かしていました︒作業場は

．

日あたりのよい中庭に作られたプ
レハブ建て︑四十平方メートル︑
︐なごやかな笑いのなかで封筒がつ
くられていきます︒

．． ．﹃ ．㌦ノ ︑﹁

道路敷

学校︑中学校︵仮称︶の用地五万九

物産最示即売会に人気
市内で作られる工芸品︑農作物
工場生産物など約二千点層一同に
集めて﹁日向市物産展示即売会﹂
が︑十二月三日から五日まで勤労
青少年体育センターを中心に行な
われました︒

．．．㌔︑㌔・．．．．．㍉﹁．

これは日向市が誕生して二十年を
記念して行なわれたもので︑会場
いっぱいに展示されたものは目を
みはる逸品ばかり︒おまけに安い
とあって売約済の札がずらり︒
﹁もうないんですか﹂山のように
積まれていたみかんの売切れに主
婦は驚いていた︒

．■㌦阜．．．㌔

日向簡易裁判所を建設

︐

9

ノ

上町にある日向簡易裁判所が市役所南側の埋立地に移
転建設中︑来年三月には完成の予定で工事が急ピッチに
進んでいます︒鉄筋二階建てのモダンな庁舎は三百五十﹂
平方メートル︑附属して官舎が二棟︒総工事費二千万円
繁華街のまん申に裁判所があるというのは全国的にも珍
らしく神聖な裁判が街の騒音で聞きとれないと言うのが

．冒﹄

再三︒そこでこんどの引つ越しとなったもの︒
＼
πヲ．

rρ

道路ぞいの埋立はぜひご相談ください

﹁大王谷﹂の開発工事が ︑ い よ い よ

尊い山肌をみせはじめた大王谷

6
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申請されるようお知らせします︒

−一

済制度﹂がありますが︑みなさん

敬老年金額は︑満八十歳以上八

生係までおいでください︒

手続きは係で行ないますから︑
印鑑だけをもって市福祉事務所厚

特選三編に五万円︑秀作

し尿のくみとり

年末のごみと

︑

万円︒

七編に三万円︑佳作四十編に一

＊入選

進委員会︒

＊しめ切り 二月二十九日
＊送り先 宮崎市橘通東 旧本銀
行宮崎事務所内 宮崎県貯蓄推

てお送りください︒

ています︒家計簿をつけはじめる
ようになった動機や苦心談︑家計
簿で発見したムリやムダなど︑四
百字詰原稿用紙五枚以内にまとめ

﹁わが家の家計簿﹂体験談を募集し

貯著増強中央委員会では︑いま

体験談を募集

．十七歳まで二千四百円︑八十八歳
以上のかたは三干六百円です︒

これから年末にかけては交通量
もふえ︑事故も多く発生しやすい
時期です︒万一の事故にそなえて．
ご家庭のみなさま全員が加入され

十七年版の﹁県民手帳﹂をあっせん

・市統計係では︑さきほど昭和四

i県民手帳i

余部があります

係︵内線五三四︶へ︒

で五十万円から二万円が支払われ
ます︒なお︑このことについての
お問い合わせば︑市民課交通共済

度によって一等級から十四等級ま．．．

加入の手続きはかんたんです︒
市役所の玄関をはいって︑すぐ
右手に受けつけの窓口があります
ので︑一口の掛金六百五十円と︑
印鑑を持っておいでになれば︑手
続は全部係で行ないます︒
支払われる共済金は︑死亡の場
合五十万円︑傷害の場合もその程・

加入してください︒

また︑この共済制度は︑自分で
車を運転していて過失によりケガ
をした場合にも見舞金が支給され
ます︒車を運転されるかたもぜひ

るようおすすめします︒

は加入されていますか︒

ノ二戸溺．コ遭補．メ凋．−月コ︐d．甥湘．凋︑．︑︑︐

葬︐

広・成人式は洋上で
フェリー船内で交歓会など
来春一月十五日︑新しく二十歳
を迎えられた人を祝い励ます﹁成
人式﹂は︑カーフェリールるびな
す〃の船上で行なうことにしまし
た︒該当する人は︑昭和二十六年
四月二日から昭和二十七年四月一
日までに生まれたかたです ︒
カーフェ．リーで日豊海岸 の 美 し

さを眺めながら交歓会なども計画
しましたので︑お気軽にご参加く
ださい．

当日の式典の順序はつぎのとお
りです︒﹂

＊乗船⁝九時半から十時まで
＊式典⁝十時から十時半まで
＊意見発表⁝十時半から︑ 十 時 四
十分までの十分間︑成人者代表
男女それぞれ一名の意見発表︒
．＊交歓会⁝十時四十分 か ら 十 一

国定公園に内定した〃日豊海

お知らせします︒

きりしていませんが︑あらかじめ

受験ご希望のかたは︑市役所人事
ださい︒

課︵二一一一番︶へお問い合わせく

年賀状はお早目に

年末になりますと︑郵便の利用
が急に増えてきます︒これからは

つぎのことに注意してご利用くだ・

︒小包はすくなくとも二十五日ご

さい︒

ろまでにお出しください︒・

今月の納税

十二且は固定資産税第三期の納
入月です︒師走のあわただしさの
ため︑ついうっかり一と忘れがち
です︒納入期日の過ぎた税金は全
額納入して︑さつばりしたお正月
を迎えていただくようおねがいし

ます︒

こんなときは届出を

電話はあなたの財産のひとつで
す︒他人まかせはまちがいのもと
引越しや家の増改築で︑電話機
を移転されるときは︑必ず電話局
へ申し出てください︒係がおうか
がいして移転いたします︒家の中
や同じ敷地内で移転されるときな
ら︑電話連絡でけっこうです︒
また︑受話機を耳にあてたとき
なんの音も聞こえなかったり︑他
人の話し声がもれてくるような場
ください︒

包装してください︒
︒小包にも必ず郵便番号を書いて

︒途中で導くずれしたり︑中身が
ぬけ落ちたりしないよう︑厳重に

︒年賀はがきは十五日から受けつ
けています︒早目にお書きになっ
て︑すくなくとも二十六日までに
は投函してください︒年賀状は︑
なるだけ︑県内あて︑市内あて︑

合は︑電話機の故障です︒・

︵日向郵便局︶

番なしの一＝二番です︵電話局︶・

自動電話であれば︑故障係は局

障係へご連絡ください︒

そんなときは︑すぐ電話局の故

その他あてに分けてくくってお出
しください︒

くだざい︒

︒あて先ははっきりと︑そして子
どもさんや同居人あては︑とくに
σ○方とで記入ください︒また団
地などは︑棟︑室番号までお書き

標示どおりの駐車を

日向市駅前広場に無断駐車が多
く︑駅をご利用されるお客さまに
大変ご迷惑︑ご不便をおかけして
いましたので︑こんど駐車しやす
いように︑標識を立て︑路面表示

i世帯数

しましたが︑まだ百冊ほど余部が

年末のごみ収集と︑し尿のくみ
とりはつぎの乏おり行ないます︒
なお︑ごみは必ず危険物︵不燃
物︶と別べつにして︑収集日の午
前八時までに出してください︒
＊ごみ収集腿十二且三十踊日午前
中まで収集
＊し辛くみとり醐十二月二十五日
まで日向衛生公社︵電話五三〇
・五︶に申し込みのあった分につ
いて︑十二月三十日午前中まで

をしました︒

（12月1日現在）

あります︒．

ご希望のかたは︑十二月二十四日
頃でに係へ申し込んでください︒
お申し込みは電話く二一一一︶で

もけっこうです︒価格は一冊百八
十円︒

にくみとります︒

鰯㎜％人 口㎜撚肱

時五十分まで︑カーフェリレで
岸〃の美し懲を楽しみながら︑
二十歳のつどい︑グループ別の
交歓会を予定しています︒
できるだけ多くのかたがふだん着
のままで参加されるようお願いし
ます︒なお当日の参加申し込みな

敬老年金の請求をど．うそ

計

166人増

48．153人

51増

13．389

どについては︑・市教育委員 会 ︵ 電

保母の任用試験

︵日向市駅︶

こんごは︑この表示︑標識に従
って駐車されるよう︑みなさんの
ご協力をお願いします

22．078人前鼻丈晶

男

75人増

25．075人

女

話一二一一番︶までお問い合わせ

市では︑八十歳以上のかた．に敬
老年金を交付しておりますが︑・満

ください︒

あなたは加入されましたか

市では︑保母の任用資格試験を
一月中旬ごろに行なう予定です︒
採用人員は二名︒試験日がはつ

︑
f

八十歳になられたかたで︑まだ交
付を受けていないかたは︑早目に

辱
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交通事故で災害を受けたかたを
救済するために﹁市民交通災害共

．￠ノ
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