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8面…お知らせ。
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4面〜5面…人福祉センターと勤労青少年
ホーム）。

二つの施設ができました（老

ﾋ擁晦週二醗

2面〜3面…農地も税を減額。
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口と同じように︑やはり笑顔が必要だと思いま

﹁電話は相手の顔は見えません︒ですが声をとわ
して相手の顔がわかるものです︒怒った顔ですと︑
しぜんそんな声になりますし︑電話交換も一般窓
す﹂と語る︒趣味は手芸と旅行とか一︒
つゆ空にパツと咲いたアジサイのような明るさ
を感じさせる︑近代的なお嬢さんである︒

みんなで春の大掃除を。

面
∈6 面 〜 ・面…
話題を追って。

老人医療費は全額無料。特例
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電話の加入台数は年ごとに増え 日向市でも現
在約五千︒二・五世帯に一台の割合で︑昼夜とお
してこの回線をさばく電話交換の仕事も大変なも
のである︒成合さんは昭和四十四年に延岡学園高
校を卒業︑この道を選んで三年︒つねに笑顔を忘

きた︒声の主は成合廣子さん︵亀崎中1121︶

一〇四番をダイヤルし﹁駅は何番でしようか﹂
とたずねると﹁日向市駅ですね﹂と念を押しなが
ら即座にコニ〇六一番ですしと澄んだ声が返って

﹁
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老人医療は金額無料

第二回臨時市議会は︑会期を一

老人福祉センター建設事業費に七

営事業負担金に三百九十七万円︑

特例農地は税を減額
日としてさる十二日に開かれまし
十万円が主なものです︒

日向市税賦課徴収条例の一部を

た︒この議会に提出された議案は

＊非課税の幅を拡大
日向市税賦課徴収条例の一部が
改正され︑市民税非課税の幅が広

店晒
もの︶です︒

すことが適当であると認められる
の率を掛けたもの︒

所得割額というのは課税の基礎
になる前年の所得額に︑ある一定

せん︒また︑雨降り日の通学︑通
園にはとくに安全な道を選んであ

した正しい横断を忘れてはなりま

るようにつとめ︑横断歩道を利用

者は一番安全な右側通行を励行す

ぬれた路上では︑とっさの間に
あいませんから︑十分な車間距離

必要とします︒

七・五競を必要としますが︑これ
がぬれている場合には二十一音を

もの︒

均等割額は︑一定の金額にその
世帯の被保険者数を掛け
世帯別平等割は︑国民

たもの︒

健康保険に加入している
一世帯あたりの賦課額で
こんどの税率改正は︑

す︒

この掛ける率︑金額の変
は

更で︑これまでの算定率
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になりました︒
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この結果︑世帯人員四人︑年間
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所得五十万円︑資産税額○円を例
す・こ︑年間﹁税額が約二千田口のアッ

にとり︑新旧税率で計算してみま
プこなります︒

ずるこ・こです︒

を保ち︑スド〒ドは控えめに逢転

路肩に一．﹂注意
大雨や長雨のときは地盤がゆる
んでくずれやすくなっています︒
このため︑無理な追い越しや︑
すれちがいなどで不用意に路肩に
近づくことは危険です︒

ごとに実施して

に不法投棄されたゴミ︶

ご連絡ください︒ ︵写真は米の山

てないで︑事前に市清掃事務所に

ミは市で処分します︒みだりに捨

なお︑公園︑道路︑下水溝を清
掃した場合には︑ここから出たゴ

応じて無料でおくばりします︒

毒液や殺虫剤をお申し込み戸数に

実施日の十日前に市保険衛生課
にお申し込みいただきますと︑消

く区や班単位で実施してください

も効果がありませんので︑なるべ

大そうじは＝

としてきめました︒

ことしも五月十日から六月十日
までの一ヵ月を春の大そうじ期間

5月10日から噌カ月

春の大そうじを

壽＿

に役立ち︑将来とも緑地として残

昨年十二月の定例市議
会で︑日向市税賦課徴収

かす有害食品の問題︑また商品が
適正な価格であるか︑品質の良否

げましよう︒

資産割額は︑現年摩の固定資産
税年額に︑ある一定の率を揖けた

条例の一部が改正され︑

る農地は今年屡は宅地並みに評価
されても︑固定資産税は農地とし

ですから︑この特例にあてはま

に区分し︑隣接宅地並み

A農地︑B農地︑C農地

市街化区域内の農地は︑

に評価課税することにな
て課税されることになります︒

設けられました︒審議委員は農業
関係の学識経験者三人︑都市計画
関係の学識経験者二人︑その他の
れます︒

学識経験者二人の計七人遅組織さ

ご希望のかたは︑ハガキに住所

といったことをとりあげ︑専門メ
ンバー︵メーカー︑業者︑研究者

（市街化区域内の農地）

っていましたが︑こんど
の議会で︑この条例がき

しから新評価で課税され

らに一部改正され︑こと
ることになっていたA農
地︵他は五十一年壌から
課税︶のうち︑特例対象
農地は︑四十七年壌に限
って固定資産税の減額措
置がとられることになり
ました︒

特例対象農地というの
は︑市街化区域内の農地
で︑現在耕作されている
と認められる農地︵点在
する農地ほ︑都市の緑化

＊審議委員は七人
また︑市街化区域内の農地が︑

減税の対象になる﹁特例農地﹂で

あるかどうかをきめる機関とし
て︑﹁日向市農地課税審議会﹂が

＊保険税は

約十二％のアップ
市国民健康保険税の税率が約十二

医療費の値上げや︑老齢者の医
療費公費負担にともなって︑日向

の婦人なら︑どなたでも入校でき

て来年三月までつづけられ︑市内

氏名︑生年月日を記入して市内本
町十番五号﹁市教育委員会社会教

市の国民健康保険税の算出方法

軒引き上げられました︒

ます︒募集人員は百名で︑定員に

育課﹂あてお送りください︒

気象台の予報ですと︑ことしの
〃つゆ 入りは例年より早いとい
うことですが︑この時期になりま
すと︑きまって交通事故が多くな

の制動がにぶくなるためです︒

ります︒それは︑雨のために視界
がせまくなるのと︑ブレーキなど
雨の多い時期の交通には︑ふだ
んよりも︑いっそうの注意が必要
です．

前方に危険を感じて︑とっさにプ
レ；キを踏み︑完全に停止できる

＊見通しがわるい
歩行者は︑傘や頭きんなどで前
方に対する注意がそがれるととも

までの距離は︑乾いたアスファル
トまたはコンクリート舗装では十

行政機関など︶といつしょに話し

運転者のかたは︑雨の日は窓ガ
ラスについた雨やくもりで見通し

うばわれて︑自動車が近づいても
気づかないことがあります︒歩行

に︑水たまりなど足もとに注意が

毎時四十キ・で走っている車が︑

スリツブ事故にご注意

雨が制動をにぶくする

なりしだいしめ切ります︒

一⊇受

改正する条例など︑条例改正四件
おり可決されました ︒

げられました︒これまで障害者︑

万円でしたが︑これが三十八万円

か婦︑未成年者︑老齢者に対する
非課税の範囲は︑年間所得三十五
に改められました︒

＊耕作していれば
農地として課税

二千円︶を除いて残りは市と県で
みていましたが︑こんどの議会で
自已負担分も公費でみることにな
りました︒

この老人医療費の金額無料制覆
は︑ことしの四月一日以降の診療

悪）扇
諒÷惑
，ニ

と報告四件の計八件で全部原案ど

＊総額は二十億八百万円
昭和四十六年度の日向市一般会
計予算は︑千百七十万七千円が追
加され︑総額二十億八百三十万六
は︑大規模開拓パイロット事業に

千円になりました︒追加されたの

四百二十六万円︑道路新設改良県

＊自己負担なくす
昨年の九月定例市議会で﹁老人
医療費の助成制壌﹂がきまり︑七
五歳以上の寝たきり老人の医療費
について適用されます︒

十五歳以上のおとしよりと︑六十
は︑一部の自已負担︵五百円から

﹁医療証﹂はお持ちですか
から︑くれぐれもご注意ください

ば医療費の助成が受けられません

﹁老人医療費の助成制度﹂の適
用を受ける人は︑いまお知らせし
療から適用されます︒

葉…

あい︑学習し︑問題を解決して行

医療証の交付を受けた翌日の診

ましたように︑七十五歳以上のお
としよりと︑六十五歳以上の寝た
きり老人です︒

該当年齢に達しているかたで︑
﹁医療証﹂をお持ちでないかたは
いらっしゃいません か ︒

手続きは︑市福祉事務所に﹁医
療証交付申請書﹂を出していただ
きますと﹁医療証﹂を交付します
医療機関にかかるとき︑この﹁
医療証﹂を窓口に出してください
いくら該当年齢に達しているか
たでも︑この﹁医療証﹂がなけれ

生活学校に入校を
い ま 主 体 メ ン バーを募集
市教育委員会では︑いま生活学

がききにくくなりますので︑くも

こうというものです︒

主婦として判断する力や︑選択

す︒この生活学校では︑市販され

りどめの準備や︑ワイパ：などの

校の主体メンバーを募集していま

する能力を高めるのに役立ちます
から︑あなたもぜひ参加してくだ

＊車は止まりにくい

整備も忘れてはなりません︒

問や︑不平不満︑また毎日の生活

さい︒

月一回の定例学習会に参加でき

の中で気づいたこと︑たとえば色

ている商品についてのいろんな疑
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ター﹂も市内のおとしよりの﹁老

＊構造や面積11鉄筋二階建てで︑

とその付き添い人は︑入浴料︵

＊利用と料金11市内のわとしより

図書室︑娯楽室︑浴室︑作業室

つの施設がで誕ました

︽轟

老人福祉法の基本的理念に︑④
後の生活をより充実したものに﹂

こんどウ70成した﹁老人福祉セン

老人は多年にわたり︑社会の進展
に寄与してきたものとして敬愛さ
＊場所11市役所庁舎西側の春原土

という趣旨で建設されたものです

れ︑かつ健全で安らかな生活を保

＊工費一1二千二百五十一万円︵内

れが原因で離職や転職がめだちつ

はこうした問題も解決し︑あわせ

＊施設の内容

事業団融資︶

二千万円は中小企業退職金共済

＊工費一三千六百九十一万円︵内

利用ください．．

・しヨン施設として︑お気軽▼一ご

ずノ︒騨富駅手准﹂や相談︑レクンー

二十円︶をのぞく以外は無料で

二階は会議室です︒

になっています︒

老齢に伴って生ずる心身の変化を
自覚して︑つねに心身の健康を保
千七十万円は国民年金還元融資

地区画整理地区内

持し︑その知識と経験を社会に役

︶

障されるものとする︒②老人は︑

立たせるよう努めるものとする一

漿相談室︑体力や機能回復室︑

一階が事務室︑おとしょりの曼

＊施設の内容

総面積は五百二十七平方綴

と︑老後の保障と老人としての役
割をうたっています ︒

この基本にそって︑老人福祉の
いろいろな制度や 施 策 が 国 ︑ 県 ︑

健全な余暇活動の施設がないた

きな課題となってきました︒

向上は︑これからの日向市政の大

笏勤労青 少 年 ホ ー ム
入口の増加︑企業の進出と相ま

えてきています︒

って︑市内の勤労青少年︵十五歳
〜二十五歳︶の数は︑年ごとにふ
めに︑無為にすごしたり︑中には
非行に走るものも見受けられ︑そ

こんどの﹁勤労青少年ホーム﹂

つあります︒

昭和四十一年に三千九百人であ
ったのが昭和四十四年には四千七
百三十人︑いまでは六千人近い青
ます︒

少年がそれぞれの職場で働いてい
て青少年の心のよりどころ︑いこ
いと教養の場として建設されまし

この数字は︑市内の全労働者の
約三分の一を占め︑日向市をささ

＊場所H市役所庁舎南側の勤労青

た︒

しかし︑こうした勤労青少年に

少年体育センター横です︒
＊構造と面積11鉄筋三階建てで︑

総面積は八百四十八平方眉
w婁

一階は一般図書室と料理講習室
娯楽談話室︑二階が茶花道講習

室︑集会室︑音楽鑑賞室︑卓球
などの軽スポーツ室になってい
ます︒三階は事務室です︒

＊利用と料金目二十五歳以下の勤

ホームでは︑こうした施設を利

蜀羅鐸の指導者僕料金
応

さ・・ました︒

長年にわたって︑社会の進展につくしてこられたおとしよりが︑
充実した老後をおくっていただくために﹁老人福祉センター﹂がで

しました︒

また︑これからの郷土づくりをになって立つ青少年が︑さらにす
ぐれた人間として育ってゆくようにと﹁勤労青少年ホーム﹂も完成
今月は︑この二つの施設をより多くのかたに利用していただくた
めに︑内容を写真でお知らせします︒

審査請求書の提出先
熊本市二の丸一一二熊本合同庁舎
熊本国税不服審判商︐
電話︵〇九六三︶五二 三二C︼

ん．︐

てほしいか﹂が書いてあればその
ほかの用紙でもかまいません︒訴
訟費用のような審査手続きについ
ての費用も︑いっきいかかりませ

の点に不満があり﹂︑ ﹁どう直し

﹂︑﹁どんな税について﹂︑﹁ど

用いただくと便利ですが︑ ﹁いつ

ある﹁審査請求書﹂の用紙をご利

審査請求の方法＊はいたって簡
単です︒できれば税務署に備えて

ん︒

洗い直しをされる心配はありませ
んし︑審査の結果︑税金がふえる
ということも︑もちろんありませ

・ へた請求人の所得について新たに

つようなことは絶対ありません．．

ですから税務署︑国税局の肩をも

老人福趾センター全景

独自のL▽﹁田笏4﹂庸誉査

請求の調査︑審理を取り扱う機関

日側︸沿・トつ分離︐し︑

救済のために設けられたもので︑
課税や徴収にあたる税務署や国税

審判所は︑納税者の正当な権利

してくゼさい︒

は国税不服審判所に審査の請求を

を受けて︑それに不服があるとき

第三者的立場で＊税務署などか
ら更正・決定や差押えなどの処分

した︒

らましをお知らせすることにしま

かたもいらっしゃるようですので
どういつだ機関なのか︑内容のあ

のが一昨年五月で︑まだ知らない

でしようか︒この機関が発足した

納税者の権利救済機関として︑
国税不服審判所があるのをご存知

お申し出ください

国税に不服の方は

・

整鯵︑一︑
．讐確︐饗
．縄
撫︽酬
〃ド

Uプ

㌔∴

あぬ

市町村の立場でとられています︒

騰淫「∵

える大きな力になっています︒

対する福祉施設の面は︑進出企業

照︑︑

︒︑糊懲．鍵
苧嘉螺臨

襲存

鷺嘗堅して・教笛座や講習会・座談
会などを開き︑青少年のための生
活相談︑指導も行ないます︒

また︑青少年のグループ活動と
して︑運動クラブ︑ダンスクラブ
趣味のクラブなど自由に結成で︸︑︑

て︑この場で活発に活動していた
だきます︒

総じゅたん張りの玄関ロビー

．冒冒＿一冒冒＿♂σ●㌧

笏福祉センター

籔轟難姦

いだ

．＿冒＿＿」9》

一
馨
．

急

欝類焼

一般区書室、勒労青少年に限らず
どなたでも自由に利用できます

明るくて広い浴室

継
・占幽奪｝副雅豊珊

料理議習室

雛塁聯曝藤
鵬漏

以外の地場中小企業ではあまり完
備されていなく︑青少年の福祉の

撚

4

広報ひゆうが
昭和47年5月号
昭和47年5月号

広報ひゆうが
5

●

予防接種は毎週二回
三時までの間に市役所の予防接種

体調のよい日にどうぞ
日本脳炎や小児マヒ︑インフル

にいつでも受けられます︒

こんごは︑実施月の火曜︑木曜
日であれば自分のつごうのよい日
＊接種場は完全消毒がゆきとどい

られ︑接種もれがなくなります︒

子のよい日を選んでいつでも受け

ので︑その期間内は︑からだの調

市民のみなさんには︑地理的にあ
・ていますので︑安心して注射がで

＊接種期間が長いので︑一咳につ

きます︒

る撃壌の不便をかけることになる
つぎのような利点をご理解いただ
＊毎週二日︵火曜日︑木曜日︶実
施しますので︑つごうのよい日に

獅P月2月3月
﹁

目月︑

塾．﹂．箏麟瓢叢驚

﹂

種期間を二ヵ月以上とつています

︐螺．届議

離

細島に市立公民館

れました︒開館したのは細島公民

日向市で二番目の市立公民館が
完成し︑このほど開館式が行なわ

の碩修室︑学習室それにデラック

館で一階が事務所︑図書室︑和室
スな料理実習室︑二階に二百二平
鉄骨二階建て︑総建築面積六百十

方綴の大会議室︑学習室が二室︑

平方岩のこの公民館は︑二千二百

＊ご注意
︵4予防接種は健康状態のもっと・こ・

必ず二週間の間隔をあけて下き

よいときに受けてください︒
②異った予防接種を受ける場合は
い︒

種するときは︑それぞれ一ヵ月

③生ワクチン︑種痘︑BCGを接
間隔をあけて下きい︒

④ハシカワクチンを受けている人

こともなくなります︒

＊岩脇︑美々津地区は︑これまで
通り渡辺病院︑三股病院で実施し
以内はできません
◎体温を必ずはかってわいてくだ

人間は勝手なもので再三の保険

くなります︒

られると︑生涯年金が受けられな

善・㌔い︒

爾母子手帳を忘れずにご持参くゼ

予防接種ができません．︑

さい︒三十七膿以上の有熱者は

は︑その他の予防接種は一ヵ月

ますが︑予定注射日に病気その他
でできなかった人は︑同じように
市役所でつこうのよい日にできま
＊日本脳炎︑インフルエンザ以外

す︒

の予防接種は全部無料です︒

す︒

なお︑各予防接種別の年間実施
計画は︑うえの〃暦 のとおりで

掛け忘れをなくし
満額年金を
料納入おねがいにも耳をかさず︑

国民年金保険料は︑納めないま
めたくても納められなくなり︑満

ま二年をすぎますと︑その分は納

縺v

う一年生は︑不安顔でした︒

めて心電図や心音図をとってもら

なっているものです︒生れてはじ

うことで︑昨年から日向市医師会
が中心になってほとんど無料で行

で心臓のわるい子どもがいるとい

臓検診は︑千人に三人のわりあい

臓検診が行なわれました︒この・い

↓年生四百五十人に︑このほど心

富高小学校と日知屋小学校の新

一年生に心臓検診

麹︑

全なものにしておいてくゼきい︒

くてすむよう︑かけ忘れのかたは
期限内に納入され︑受給資格を完

金額をみて不満のひとつもいわな

けとる段階になって︑手にした年

が終局の目的です︒いざ年金を受

なにはともあれ︑国民年金は一
人一人が老後を豊かに暮せること

いいたくなるのが人情です︒

に差がでていると苦情のひとつも

また︑自分の怠慢によって年金受
給権を失ったとしても周囲に年金
受給者が誕生し︑自分の年金額と

まいます︒

額の年金を受ける資格を失ってし
しかし︑制優がはじまって︑よ
うやく十年を過ぎたばかりで︑ま
だ充分趣旨が徹底していないこと
も考えられますので︑こういった
納め忘れがある人も︑完納した人
と同じ年金が受けられるよう︑い
ま特別な措置がとられています︒
それは︑ことしの六月三十日以内
であれば︑滞納分もさかのぼって
納入することができる︑というも
ので︑この最後のチャンスを忘れ

高校生の人形劇
五月十日︑富島高等学校人形劇
サークルの劇団﹁こぶた﹂ ︵代表

は昨年六月に結成︑以来ほとんど

岩田あつみさんほか十三名︶が上
町保育所の幼児に人形劇をひろう
して喜ばせました︒この人形劇団

一つ

毎日午後二時間ほど練習︑台本や
の劇をつくりあげるのにニヵ月は

人形も団員みんなでっく︶︑

覧毎空写

塑劃

十分かかるという二とです︒

滞

べ驚

縛︐触タ

︽

るので日向の街をすこしでも知ってもらおうとつ

ーで港についた車が十号線をそのまま南下してい

大分方面から来た車︑東京や大阪からカーフェリ

庄手の国道十号線ぞいに市の花をかたどった﹁︑
ひまわり﹂案内板ができました︒これは北九州や

﹁ひまわり﹂案内板

九十二万円かかりました︒

めかけ︑待たされるというような

かと思いますが︑これらの理由と

れまでの方法ですと︑きめられた

エンザ︑種痘などの予防接種は
これまで各地区ごとに日程をきめ
巡回して行なっていましたが︑こ
防接種が受けられない人は︑あと

接種日に︑仕事や病気が原因で予

﹁

・月鴇瞬繕肩隔月

雛隅一レンダ︑肇

き︑よろしくご協力願います︒

としから︑この方法をやめて︑旧

場で行なうことにしました︒
この方法に切り替えた理由は︑こ

富島地区︵富高︑日知屋︑細島︑

＊ひとつの予防接種について︑接

予防接種が受けられます︒

譲

さがあったためです︒

あと受ける機会を失うという不便

㍗二㌦七く置

一 回

二崖までに

附象者
上24カ月まで

六カ月の三隅
で二回投与

三週〜四週間
の間隔で三回

回

生後六カ月以

小学校入学前
小学校卒業前
生後三カ月
以上
上そのつど指
定する

生後三カ月

以上

ツ反陰性者

月

、

塩見︑財光寺︶は︑毎週︵火曜︑
木曜日︶の二回︑午後一時半から

ジフテリア

ジフテリア混合

百旧咳
破 傷 風
生ワクチン

G

日

7日

小児マヒ 生稜三カ月以

C

七日〜十日間
の間隔で二回

㌃艶冗一

回旧

煽

12

12

8

三歳以上

論蕪
︑一f！

獣医師の診療を受けるといったよ
うな乱診︑乱療を防ぐのと︑その
ためにおこる他の農家の経済的負
担を軽くすることを目的として改
この点ご理解いただいて︑これ

正されたものです︒

まで以上のご協力をお願いします
なお︑これから家畜共済に加入
きれる農家のために︑共済金額と
掛金の最低額をお知らせしますと
＊肉用品一頭の共済金は七万円で
その掛金は二千三百十円︒
その掛金は三千穴百七円︒

＊一般馬一頭の共済金は九万円で

14B
15日

11

日本脳炎
インフル

ェ臣げ

三 百 円 の初診料

けた場合︑これまで︑病傷共済金

家畜共済に加入している家畜が
病気にかかって獣医師の診療を受
支払い限渡額内であればいっさい
無料で受診できましたが︑こんど
農業災害補償法が一部改正され四
十七年壌から初診料三百円は︑そ
のつど農家に負担していただくこ
こ・れは︑ちょっ と し た こ と で も

とになりました︒

めてあります︒

道路や宅地造成など︑いろい
つ値上りしてきた資産を売って得
一うな公共事業がすすめられてい た利益であることから︑たとえば
事業所得や給与所得などのように
ます︒このような公共事業には
︑毎年きまってあるものにくらべ
一相当広い用地が必要で︑ほとん
ると税金が軽くなっています︒
一どの場合︑民間の人たちの土地
それが公共事業用に提供したとい
が買い上げられ︑その用地にあ
うことになりますと︑特別の法律
．てられているの が 現 状 で す が ︑
でさらに税金が軽くなるようにき
τのように︑偲人の土地を公共

もらった補償金の額よりも多いと
きは︑譲渡がなかったものとみな

月
篭

；4

すという規定もあります︒

纐

くったものです︒高さ四 ︑ひまわりの直経が二
面︑工費が三万五千円かかりました︒

．

、

19日

●種痘
8日

●種痘

癒
懸
細
瀟

●インフルエンザ

6
6

1日1●日当7日

防
雨

用地に提供し︑そ
ω
たとえぽ︑いま建設省が工事を
の対価としてもら
すすめている九州縦貫道路をひと
つの例にとりますと︑道路用地と
を金つた補償金に対す
して買い取りの申し出があった日
議・税金は︑いった
から︑六ヵ月以内に土地を譲り渡
に繁いどうなるのでし
しますと︑千二百万円が特別控除
用た・
よう︒
共つ
として差し引かれ︑税金の対象か
公売
公共事業と関係・
らはずされます︒また︑提供され
のない一般的な土
た
資産にかわるべき資産を二年以
地や家を売った場合とくらべな
内
に︑別のところに買い換えた場
が ら ご 説 明 し ま す︒
合︑その買い換えた資産の価格が
ことを﹁譲渡所得﹂といいます
︒この所得は︑長い間︑少しづ

罰

1●混合2旧i●混合23日田

15

●日脳

0
ンザ18日目
ンザ

●混合 4日10
●インフルエ

i：馨。漣

13日ig
14日i●混合
●混合

1月
1
l71
l

●生ワクチン8日

●生ワクチン
9日

月『

馴1・日・2旧1月
8日i 14日願21日
，

騰．

5

i類

痘

ンル

：月

0
18日1．日脳置月

●生ワクチン●生ワクチン

リベ

接
種
回

種
種

クツ

土地や家を売って得た利益の

⑳税欄
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寿みるせ

六百五十円で五十万保障
昨年︑交通事故で死亡した人は
市内でも十四人︑けがをした人は
二百六十九人にもな っ て い ま す ︒

交通事故は︑いつあなたに襲い
かかってくるかわかりません︒

交通事故にあわないためには︑日
ごろの心の防備が必要ですが︑万
s幸にして事故にあった場合

の︑あとあとのことも一応考えて
おきましよう︒それには︑あなた
と︑家族のみなさんを市民交通災
害共済に加入させるのもひとつの
方法です︒

この交通災害共済は︑一人の一年
間の掛金が六百五十円で︑交通事
けがの場合でも二万円から五十

故で死亡された場合には五十万円
万円が保証されます ︒

通災害共済係﹂で︑いつでも加入

を焼失しましたので︑郷土の歴史

試みであるということと︑三十八
年の市役所大火で︑資料の大部分
払い日に間に合うようお支払いす

出していただかないと︑九月の支

もし︑六月三十日の期限までに提

決める非常に大切な届けです︒

課内です︒

相談時間は午前九時半から午後
三時まで︑相談場所は市役所生活

へ︶この相談日をご利用くだきい︒

歩を︑この家族保険でお求めにな

ご家族のみなさんが危険にさらき

昭和四十七年厚の国民年金保険料

納付書を郵送しましたが︑届いた

くわしいことは郵便局からおう

ってはいかがでしょう︒

たずねください︒

紙のもつ記録性がない二とです︒

電話の唯一の弱点は︑電報や手

︵郵便局︶

かがいしますので︑そのときにお

市役所に住所変更届けをしてい

記憶より記録

ないため︑住所が不明で返ってき
たものが相当数あります︒お心あ

﹁記憶より記録﹂つまりメモで

これをカバーするもの一︑それは

係までご連絡ください︒

最終の納入月です

各市税の納入につきましては︑
市民のみなさんのご協力を︑いた
だき行政全般の財源として充用き

れておりますが︑いろいろな事情
のために未納のかたもあろうかと
思います︒

五月は現年度分︵昭和四十六年
二分︶︑過年壌分︵四十六年度以
っております︒

前のもの︶ともに最終納入月とな

本庁︑各支所︑出張所の窓ロへ早
願いします︒

目に納入していただきますようお

一枚の証書で

みんなを保障

︵電報電話局︶

十回︵三十秒目が適当です︒

ぎても長すぎてもめいわくです︒

※相手を呼び出すベルは︑短かす

みますと切れることがあります︒

つづけて回します︒途中で五秒休

です※ダイヤルはメモを見ながら

手でとる一すぐにメモをとるため

しよう．そして電話器はつねに左

す︒電話のそばには︑いつもメモ
用紙とエンピツを用意しておきま

たりのかたは︑早目に市民課年金

でしょうか︒

れています︒ご家族の保障の第一

を知る資料がなく困っています︒
ることができなくなりますので︑

できるだけお早目に︑お手もとの
年金証書を添え︑市役所年金係に

納付書は届きましたか

市民のみなさんの中に︑少しで
岩脇︑美々津︶のできごとや︑資
ご提出ください︒

も日向市︵むかしの富高︑細島︑

たがいらっしやいましたら︑ぜひ

料になるようなのもをお持ちのか

なお︑福祉年金が受けられるか
どうかの所得の限壌額は︑毎年引

お貸しいただけませんでしょう

で所得が多いということで福祉年

︸・・あげられていますので︑いまま

野史は︑市総務課で作りますか

としはあるいは受けられるように

金を受けられなかった人でも︑こ

か︒

ら﹁こんなものがある﹂とご連絡

もいたします︒

毎週︑月曜︑木曜日には実施指導

おたずねください︒

二一一一番︑内線五七六︶へ直接

す︒家庭での内職ご希望のかたは
市役所生活課︑内職相談係︵電話

ういったことのないよう︑月曜︑
木曜日に内職相談を行なっていま

事が新聞にのっていましたが︑こ

先日︑紙風船づくりなど︑あま
い内職広告にだまされた主婦の記

火・木曜日に内職相談

ださい︒

一壌︑年金係にご相談になってく

なっているかも知れません︒

いただければ︑係のほうでお伺い
いたします︒

むかしの写真でも︑新聞でも︑

電話二一一一番の︑総務課旧史編

書物でも︑何でもけっこうです︒
さん係までお知らせくだきい︒

所得届けをしましよう
七十歳以上のかた︑重度の心身
障害があるかた︑夫と死別した母
子世帯のかたなどで︑福祉年金を
受けているかたは︑毎年六月中に
﹁福祉年金所得状況届け﹂を市役

になっていますが︑ことしもその

所年金係に提出していただくこと
時期になりました︒

この﹁所得状況届け﹂というの
は福祉年金を受けている本人︑そ

県主催で︑毎月の第三水曜日に

一枚の証書で︑家族みんなの保
障が得られるという︑すばらしい

保険がいま郵便局で売り出されて
います︒現代は交通戦争の時代︑

1叢

市役所玄関をはいって右側の﹁交
を受けつけていますので︑印鑑︑
掛金を持っておいでください︒

いる人の︑昭和四十六年中の所得

日常生活面で︑いろいろお困り

消費生活相談を行なっています︒

第三水曜日に生活相談
の状況などを届け出るもので︑こ

の配偶者︑および本人を扶養して

れによって︑ことしの五月から来

お貸しください

郷土の資料を
市では︑こんど市制ご十周年を

お気づきの点がありましたら︑ぜ

の点や︑ご不平︑ご不満︑その他

記念して︑日向市史をつくること

を受けることができるかどうかを

年の四月分での一年間︑福祉年金
何しろ︑市になってはじめての

にしました︒

ギ㎜、窮1鍵璽

一、

8

広報ひゆうが
昭和47年5月号

