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取り寄せて栽培しなければならなくなるでしょ

今月の主な内容

騰

括題を追って

4面・5面…歳末防犯特築

︾糺．愚
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シーン⁝静まりかえった山深い谷あいに動力チ

う⁝︒﹂と語る義光さん︒

入れる一方︑椎茸が一年中生産できるようにして

将来は︑和牛をもつとふやし子牛生産にも力を

ェンソーの音がひびきわたる⁝椎茸の原木を切る
疎問題などで年々深刻になっている︒黒木義光さ

音だ︒いま農山村にあっては農林業後継者問題︑過
ん︵美々津町田の原ほ22︶は︑昭和四十三年に県
立高鍋農業高校を卒業︑いま椎茸栽培と和牛子牛

を語り合うことぐらいですネ⁝﹂とまじめに語る

いきたいとか⁝︒彼は現在︑市青協事務局艮をつ
とめている︒ ﹁趣味ですか⁝趣味といって別にあ
りませんが青年団活動を通じてお互いの悩みなど
好青年である︒

生産をしている︒椎茸栽培の話になると﹁乱伐の
なるばかりです⁝︒これから先は県外から原木を

影響で椎茸の原木であるくぬぎの木は年々少なく
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料になります、

衆議院議員選挙の投票率
カーフェリー防災訓練

6面・7面…優良従莞員表彰きて
70歳以一ヒは医療賓が

2面・3面…急ピッチの公共事業
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都市下水路事業は欧米先進国に

の南側に武道館が作られていま

かに勤労青少年スポーツセンター
設状況も今後にまたなければなり

学校︑道路︑下水道︑土地区画整理︑大王谷な
ど今年も日向市の公共事業は大いそがし︒これ
らの本年度事業総額は十二億七千六百万円︒本
年度一般会計予算にしめる割合は四十響人口の
増加︑都市化により事業はふえるばかり︑また
来年度も新しい都市︑みどりのまちづくりのた
め続けなければならない︒環境の整備度は文化
都市のバロメーターとも言えるでしょう︒師走
の空にひびく槌の音をおって急がれる建築や工
事現場を写真でいくつかご紹介しましょう︒
比べてわが国は特におくれがめだ

まず学校は︑塩見小学校と開発

っています︑日向市の下水路布

がすすんでいる大王谷に設置され
ません︒

完成は来年三月︒日本古来の武

μ爵

本年度実施
．のは鶴町の

きれている
一蔀︑二千

土地区画整理事業は東部第二や
曾根地区で行なわれています︑曾

こちでみられます．．大王谷開発事

根地区では道路が碁ばんのめのよ
うにでき︑家屋の移転作業があち

すすめられ︑約六千万円かけて野

業は用地造成と運動公園づくりが

八百力円︒

百十一．︑こ

清掃施設は一日八十キロ烈．の処理能

球場などがっくられています．

管渠延長二

の事業は昭

︑羅

二卜−

護決され
らいては新年号でお矧ら

J．の／﹁卦山十六件︑

特別会計へ件︑そ．のほか

補正⁝案俘が一般会計︑各

ほ︑条例が四件︑予算．︑四

ました︒提出された議案

市議会が十二日招集され

叡年最終︑W↑∴一月定例

大王谷の工事現場

馨
轄

して建没きれています．︑

力︵七万人分を処理する︶をもつ
し尿処理場が来年早期完成をめぎ

和四＋二色

慶より継続
して行なわ

億六

︑〃で︑事業

浴ている・も

訟抄韻

部地区で下水路の利用がきれてい

千九百二十万円︒すでに新町の↓
ますがその終末処理場が今年秘中
に塩見大橋東側に建設きれます．

います︒市ではこれらの遭路整備
のためアスファルトプーワント工場

二道などの整備などが行なわれて

を財光寺につくり︑道路整備や補

道路整備事業は今日の自動車時

す︒

る小学校の新築工事が行なわれて
道鍛錬の場として施設ができると
業︒また道路はまちを整然と区画
修の需用に応じる態勢を・二・︑⊃え

代に早期整備を一番．さけばれる事

するための基本でもあります︒市

白

︸︷﹂

訓練

﹁カーフェリー

防

て︑実戦きながらのきびしい訓練

的機動力や救助用機材を総動員し

五A口その他十一九ムロ︑陸海空の近代﹁
につノ＼♪︐﹂

が寒風のすふ・︑ぶなかで行なわれま

航路も開かれるという︒

本力：フェリーなど関係機関は海

県︑海上保安部︑航空自衛隊︑日

なると陸上の事故と問題がちがう

の校名が決まりました︑ ﹁日向市

集した︑大王谷に建設中の小学校

十一月の広報﹁ひゆうが﹂で募

﹁大王谷小学校﹂ときまる

立大王谷小学校﹂︒市民の皆さん
一大王谷﹂ ﹁大王﹂が圧倒的に多

からいただいたハガキは百一通︒

想定船の仮装乗客百人︑救助隊職
員は︑本部職員︑医療班員︑救助

のです︒

議で︑

﹁大王谷﹂と︑きまったも

く︑十二月十三日教育委員会の会
班員など百五十人︑車両は救急車

き﹂など六隻︑航空機一︑人員は

出動船艇﹁さつま﹂︑ ﹁︑こし

練を行ないました︒

の事故を想定して︑大がかりな訓

災害は︑事故はいつわこるかわ
から︵15い︑カー−フェリーの事故と

接結ぶ便は毎日就航︑広島を結ぶ

日向と首都圏︑関西経済園を直

びてきた．

て︑海上輸送の近代化が脚光をあ

大型カーフェリー時代が到来し

る︑﹂

が︑しだいに火勢は強まりつつあ

両甲板に稽適中の乗用車がら出
火︑目下船内消火作業中である

約三海里の海上にわいて︑南日中
の大型貨物船と衝突︑このため車

した︑

名︑乗客千名︑吏・両八十台積載︶

日本力⁝﹁・エリーKKの﹇．ふえ

海の特急

エ事中の亀崎道路

ました︑

道の舗装率は五十響をこえました
がまだまだ相当額の予算をつぎこ
の本年度事業は保健所前通りの整

まなければなりません︒市街地で
備事業や富島高等学校東側から臨
海工業地帯に通じる亀崎の道路な
どがあります．土地区画整理事業
内の道路づくりも急がれておりま
す︒このほか農道や林道それに部

上の写真は年次計画で建設され
ている磁の山．の住宅︒五階建︑
二棟︑入居世帯数六十世帯︒年度
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います︒どちらの学校も鉄筋三階
建てで︑市内の小学校で三階建の

1切島山公民館一2墨．2，684．2，0881Z7・理
1切島山公民館

い案日

いうのは県下ではじめて︒鉄筋二

れています︒

141西川内公民館：

房

∴んに行なわれ顕衆議院議員選挙

パーセントで四十二年と四十四年

の本市の投票率は︑七十九︑二〇

に行なわれた同選挙の投票率を
○︑〇九パーセニトから四︑九六

特に︑市内の庄手︑本谷︑田

パーセント上回りました︒
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の原︑高松︑秋留︑西川内︑飯
谷︑奥野など有権者の少ない投票
所は八十五パ⁝セントを越えるす
ばらしい投票率でした︒

このように投票率が高かったの
は︑有権者ひとりひとりの選挙に
対する関心と自覚が大きかったた

161奥野公民館
…二二騒「轟；3二二。ll；il霧

市内各投票所の投票率は︑つy︑−

めと思われます︒
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の表のとおりです︒
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申少しぐまへ︐しトa

層つ．

い明るい新年を迎えるようにいたしましよう︒

なり・ます︒市民のみなきんさゾ目宅や職場の自衛防犯と交通安全に心がけ︑楽し

たくり﹂などの盗難事件や少年の非行︑交通事故︑火災などはこの時期に多く

故がおこりがちになります︑なかでも﹁あき巣﹂︑ ﹁事務所荒し﹂︑ ﹁ひっ

ことし3︒のこりすくなくなり︑あわただしい年末を迎えました︑年末にな
りますと人の心もなんとなく落ち着きがなくなるため︑いろいろな犯罪や事

︑て︑︑る

まは︑庄﹂．︑

の走

ろ・つレrしで

︑

止まる

止まひま七

こ・uすみ・には

ん

距離は︑

ピ

ド

＼

ヒード︑﹂二︑一八

︑て逢いレ
い一．︑ニ
・

箆離に注意

山凋﹄
﹁

†し・づ腿！︶よ
一つ．

火
しているうえに寒きが厳しくな﹄︑

の多くなる季節です︒空気が乾重

これから春先にかけて一番手

◎火災事故防止

三・︑︑ド一︑︸つ㍉﹂．三︑

4ノ一一㌧り噛﹁︑壱眉こ．．︸い噛二甲一叩つ二一し

︸．；一入れないようにし︑2〜3

ω現金や貴重品は︑外︑ポケットな

じのうぶん注意しましよう︒

分けて持つなど︑待ち物には︑

むをえメ︐持つ場ムロは伺目ヵ所かに

へ犠勲現A正一−け前付ハし︵与いしょ︐り一一一し︑

㈹人の混み含うところでは︑余分

えず気をつけましよう︑

かかえ二むようにして持ち︑セ

②ハンドバックやカバンなどは︑

れないようにしてください︒

にもスリがいるということを忘

ω人ごみの中では︑あなたのそぼ

・スリの被害防止

；一

レλ．汽ヒ分5イ．・・︐︑︑

㈲泣き寝入りは︑暴力団や不良を
ω女性は︑夜の暗い道や昼でもさ

ますますのさばらせます︑

紛バスや列車を利用する・二きは︑

︑家族全ρ貝が使いかにをよ︵

つ⇔こ︑こ．

︐・ら掃なう

㈲器具は・い？ξ
燃焼出Ψ

．エ給油しないこ

引帳い壇ト㍗し︑

知の自動車には絶対乗らないよ

㈲知らない人から誘われても︑不
うにしましよう︒

車︑オートバイな冒ことすれ違う

㈲大金を持つた人が︑夜︑自転
ときは︑桝︑ど︐たくりをきナるた
↓の間剛隔乃謡こ汽ソヰ貸しよ．つし

⁝

＝・番へ⁝

聞いたらすぐ

寳d則桓㍗⁝﹂
⁝

⁝

〆

アデ

ム

^払

︑＼

蓼

〆

職樋駄

琴︵

日が宥︵︑日ごとに寒

いこい・べ今牢⁝﹂あとわずか・二杁︑

焉Aが榔わって・．︑−ま﹂﹁㌔

・．︐レ︑へした

家の中では火の気が恋し一︑野
わただしい・．以末の気分が尤だ．う

外副景色はわ紹︑︶しさをまして︑あ

冬 朝よ︑ヒ鰻︑・へ時にな2︑

て︸・﹂ます﹂

面に深い霜が降りて︑

当・︑まぜ夜の寒︸・︑が残っていて︑

野や畑に

に﹃冗えます一

通りすがり︑〃人昭は︵息が真つ白

菅当り手おけ四水が凍っていた
﹁︑前の晩︑戸だなに入れておい
た煮魚の煮汁が煮二どツになつ一︑
一︐

−曽ーノし

︸㌔︸

︑

寒さはこれから・訊だ加わ5まし

ようが︑いいお年を迎えるために

落語や講談に出てくるような緊迫

十二月といって・も︑このごろは

がんぼレましよう︑

感は少なくなりました︑町の商店

ょうc

画をお立てになっていることでし

ボ・iナスの胸算用や︑お買物の計

うかといった計画や︑ご家庭で・も

年始にかけての連休をどう過ごそ

が︑若い人たちはむしろ年末から

して購売欲をあおり立て♂︑います

↓つおほえのジングゥヘルを庖籾ら

街では︑ゴ︐うム﹁月にはいる前から

させないように

こ†二︐．

e子どもだけのたき
火は絶対きせない

ηQア﹂レ一﹁．

ない場所に保管す

どもの手のとどか

などは︑小さい子

Dマツ手︑ろノーセー

▽子どもの火遊びは

コこ

の多い道を選びましよう︑．

びしい道は避け一．明るい人通ジ

一．

ゴ﹂

︑

︐・

㈲使用後は︑完全に消火をパがゐ

こン﹁．

ω持ち運びは︑消して

でよく注意すること．

働駐火後︑燃えかたが安定するま

あること﹂

ω使用する場匹は安全なと二うて

知ること．

r・

石泊コ・二二︾どは︑説門暫によ

ω石︑璃ス・㌦⁝ブ︑ガス﹃︑−︑：フ︑

▽燃焼器具の安全な藪扱いの励行

︑き︐よしょ一つ︑．

する日頃の心がけを充分にしてお

てから後悔しないよう︑火災に瞬︑

るし一省鵬します︒大事をおこし

一7べ洋が重なr︑て︑火災︑．nいちぢ

から火こ対−する注意が薄れるなど

そのうえに筆末︑年始の忙し︸・︑

火の機会が一段と多くな・．・ま∵

ド︑

肩ン．こ了∫﹃一ろハ︑へ︑︑−■・︑・rノニr

揚台は︑はっき㍉しセ聞物を・二

つO﹁ら︑累トいッ︑声をか旨ろ下た

価棊秀旨︑やボ良︑﹂−㌧ろ註いがへ∵．を

八・㎝一〇番へ這遵いし三ししへ・つ

を．・三日剃含は︑労気ル〜・．つてす

や︑e．︐人が被害を受けている︑一

仙乱暴をン︑・︑1て溶︑卜．．を愛2た場ムビ

◎暴力の追放

＼境ミー

＼

9／

・じしましようり

飛降時の混み合うと㌧・・に特に旧

は特に用心しましよう︒

㈲混雑する場所で押してくる者に

MミMミミミミ疑NミN§︑多分髪頭ミ刻刻ミミ堪能§ミミNMミミミミNミ緊糞回ミミミ巽Nミ蓬蓬§典奪錠§§蕪回§§Nミ奪§

歳末防犯で
明るい新年をむかえよう
関から多額の現金をうけとると
きは︑二女子や老人をきけ︑男
が行くようにし︑自家用車か々
−7シーを利用しましよう︒

ω大金を持つたら︑寄り道をせず
早く家に帰りましよう．

りを確めるとともに︑家屋敷の

㈲夜︑寝る前には︑もう︸度戸継
周囲を界まわりましよう︒

℃拠み℃

ご︑∴？いみ
餓噂︑

讐． ︑認

ノ

硬§救§︑藁蕪§M§§§ミ蓬︑ミN§典緊§ミ疑妻ミミ誌ミ葺ミミ疑ミ逼§︑ミ§ミNミ疑ミ§葭疑

r・︶盗難の防止

との間でも必ずカギをかけ︑隣

ω家を留守にするときは︑ちよ

んでおきましよう︒

近所にもひと声かけてよくた・︑〃

おかないようにしま し よ う ．

②大金や日常不用な現金は︑家に
㈲銀行︑郵便局︑農協など金融機

◎少年の非行防止
ω少年との話し合いの機会をより
多く・もって︑冬 休 み を 計 画 的 に
過ごしましよう︑
②飲酒︑︷喫煙︑シンナー牌寺の危険

◎交通事故防止
▽運転する人に

ω酒を飲んでからの運転は絶対に
やめ︑まわりの人も運転者には
酒をすすめないようにしましょ

ますので暖房器具などの使用で出

̲︑

鰐
磨

へ3．

勢

∫

知

γノ．，、

…、

型◎
番

季重鳶
・〉

性やこづかい銭などの正しい使
い方を教え︑むだ使いをなくし
ましよう︒

㈹外出するときは︑ 行 先 ︑ 目 的 ︑

帰宅時間を家族に話し︑これを
守らせるようにし ま し よ う ︒

な服装はつつしみ︑少年にふき

ω子どもの待ち物に注意し︑派手
わしいものを着用させるように
しましよう︒

㈲シンナー︑ボンドなどを摂取︑

吸入したり︑その目的で持って
いると罰せられま す ︒

⑥少年の出入りが禁止されている
う︒

マ

り

㈲忙しくてもスピードを出しすy・−
L＿

ヘ

ないよう注意しましよう︑

㈹無理な追越し︑割込み︑追い諏
き︑信号無視は事故のヌ・・と︑安

翼

ミ1・・！＼

グ

金運転を守りましよう︒

▽歩行者に
ω歩行者が交通事故にあうのは道

路を横断するときがほとんどで
す︒横断するときは︑左右をよ
く見て︑手をあげて車が止まる
のをたしかめてから渡りましよ
．つ︒

．べ

所ふ
／雲／霧
越㌧∂
＼、

二
㌔戸

〆＿

V
̲ぐ＼＼払
／侃

変
戸、
「づへ

誘

口
口
噛一

大が

ノへ

キナ・
、
d㌧
馳レ
r

パチンコ店や︑不良のたまり場

健老かK育て．わ桝手その友も

翫

②道路は右側を正しく歩き︑子ど

ガ／）・

になっている喫茶店︑飲食店に

一

冒

もつれのかたはお子さんを右側
にして︑手をしっかりにぎって

こ．

、＝意投房

」しい霧

曽｝｝

り

ゑ

㌃．注歌目是

ラ

は絶対行かせないようにしまし

∬

●
◎

よう︒

＼．

ノ

！
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優良従業員を表彰

励大会﹂が去る十一月二十三日

を卒業して市内の事業所に就職し
た人たちを激ます﹁新卒就職者激

1；一 あ わ せ て 新 卒 者 も 激 励
昭和四十七年度の優良従業員表
彰式と︑あわせてことしの春学校
︵勤労感謝の日︶日向市役所大会
議室で行なわれました︒

この表彰式と激励大会は︑市内
の申小企業で働らく人たちの勤労
意欲の高揚と地元企業への定着性
のです︒

を高めるため毎年行なっているも
なお︑優良従業員として表彰き
れたかたは次のとおりです︒

美子︵同︶︑矢野俊子︵沼田医

︵同︶︑富倉博美︵同︶︑黒木紀

松本竹男︵熱田木材︶︑日高懸皿

会︶︑佐藤正次︵江川石油店︶︑
院︶︑黒木良子︵岸本木材店︶︑

ク工業所︶︑甲斐郁男︵旭石油︶

︵和光コンヶり一・＼・ブコ一・

橋口雅行︵日米商会日向給油所︶

シヅエ

赤木チヨノ︵まる正食鳥︶︑黒木

︵同︶︑森岡好文︵遠藤建設︶︑

中越明良︵ささき酒店︶︑萩原信
水木材工業︶︑高沢常雄︵同︶︑

杉本信子︵泉屋旅館︶︑川上でツ

︵清

吉田ツネ子︵同︶︑河野道男︵木
子︵児玉テンー︑−シート工業所︶︑興

夫︵近藤鉄工所︶︑本部泉﹁

大城松已︵同︶︑那須忠︵宮崎相
椙美利︵宮崎交通︶︑中原実友︵

︵同︶︑肖＋田

士碁石店︶

向衛生公社︶︑永友稲夫︑︵黒田石

されます︒テレビ︑冷
蔵庫︑家具回転︑5ど高価

いただいても結構です︒
・A健康診断のお知らせV

※来年度新入学児童に
来年四月小学校に入学する児童
の父兄あてに市教育委員会から健
康診断のお知らせが年内に発送き

内

煮
日向市立図書館に︑つy︑−の新刊

︵絵改︶

図書がはいりましたのでパ︑・へ︶ご愛
読ください．．

おぷろぜいす︸︑はけとよ・よ

︹児童図書︺

いきな㌧︑−いろいか占・㌔︑≒−みほ

や二

けたよ︑おお㌻︑・なきがほしい︑ち

︵小・中学生噸︑︑︸・−︶

誠︑

ジロフンタン物

語︵圭︶︑恐怖の第一．卜二次航海
︑殿様に・調うしく︑雲の学校︵第

部︶︑おばけ∂トッカビ︑いれ
ばをしたロバの話︑ねしょんべん
︹芸 術︺

⁝︐のがたり︑た∂しい驚明教室︑

アメリ山︑のグラフッ﹄／デぞ！・ふ

氏￨−︑ジ艶ンソン︑ロック点日楽

一︵四︶︑水墨画入門︑ノ・ビン

ハンド︑・プッ〃︑合気道入門

事曲ハ︑入形劇バノー工肖︑︑潴畳佼人門

一月下

市職員任用試験案内
市職員任用資格試験が︑

い︑わ知らせのこないときは電話
でもけっこうですから市教育委員
です︑

領などは﹇月ヒ旬には発麦の．よ．覧

旬に実施きれる予定です．実施要

会にといあわせくだ︾・﹂い．︒

れます︒氏名や生年月日などにま

なものが多くなりまし
た︒経済の変動に応じ

ちがいがないか確かめてくだき

︑

塩見川に﹁カモ

一肉︑モ一一シら
帆す︑︐＝の一ーカエニは

﹁︐カモ﹂は多いと︸．−には百羽ち

冬になると塩舅大橋から下冶二
サギ﹂がいます．．

かくも群をなして泳いでいレ

春が来て暖かくなると遠い北国に帰：ノ︑寒くなる
市民みるへ︑で

とまた塩開川にやってきます︐素た大型の﹁シラ

騨鍮慧
︹鷹懲

難

盛会だつた文化講演会

．班大会皇室﹁︑・行なわれました講

日嘱市文化祭行事︑W最後を飾る
文化．講演会よト⊥月二卜五日市役

吋この作

家

．﹂あ−一社ム云評払燗家の俵伸明

師は一〜マ日曜ジ．・︑ありがとう﹂な

Eさた 俵ふ︑︑んは一人周の幸福を

しました．この小型動力．ボン．フ積

生活などを例にあげながら講演．

考えるしと題して自分の体験談︑実

縛︑ダ購

載車を購入したことによって︑・く

心に間︸︑−人づていくした一

会場い

ばいつめか3た観客は熱
プされることになります︑

お正月間近
一︑市

一︑わたしのしめなわを待ハ︐

︵ちマ⁝・・二

てくれる人のために・もがんばらな

くる．

数種類甲しめなわがで︸．・あがって

柏田艶・﹂んの手︸︑・ばきもあy．・やかに

す︑しめなわづ・﹀・三L崇とい・﹁．

は一家をあげて取り・組−・〜てい・二

内日知屋曾根の高田良∵．き∴宅で

づくりが市内で始キ㌧う︑−︑

噛窮年︐肖一姉b韮︑．の〃㌧ノな野・

り一段と消火活動がスピードアー

第三十部門田の原︶それぞれ配置

第三十一部︵草場︶︑第﹁分周第
二部︵本谷︑西川内︶︑第八分団

七十五万円︶を購入し︑第一分団

小型動力ポンプ積載由ジ三台︵一台

日向市消防本部では︑このほど

ポンプ積載車を購入

誕題奄追って・わだいをおって・ワダイヲオッテ

やきしくみまもってやりたい曇り︑ソ︐・す︐

サソこもも数羽飛来してきま㌧ヒ

嗣ぐゆうレい作

文階︑r全果︵一ドド巻︶︑るばト・会︑︶

︵同︶︑橋⁝︑ロゼン︵同︶︑米

油︶︑黒木秋義︵日向製錬所︶︑

由民光

玉房雄︵同︶︑々︑須美千かず︵日

︹児童図書︺

M

ファ⁝プゥ昆虫記︵八巻︶︑・ン

︑︒

商店︶︑関本佳男︵同︶︑松木正
信︵日産工業V︑河野佳子︵宮崎
・ートン轍物記︵八巻V︑世界推珂

︑

二食︶︑田中与惣吉︵扇興運輸︶

︾・フ勺﹁12〃

子︵這工社︶︑一一．浦和子三崎銀

児玉岩市︵同︶︑黒木毅︵同︶児

︐つこ

三股病院︶︑黒木みどり︵同︶︑

白川ムツ子︵同︶︑古田豊︵江川

業︶︑河野幸照︵黒木

︵八興運輸︶︑田隈一成︵東洋開

同︶︑長友ヤス︵同︶︑︸政庫﹁

︵南日本ハ

村工務店︶︑山崎悟︵黒田林業︶
互銀行︶︑田中儀一
︵同︶︑㎝洛Aロカウエ

ム︶︑．栗山実︵同︶︑甲佐久美子

︵同︶︑菅嘉輝︵吉原建設︶︑米

津助市︵国栄産業︶︑富出セイ子

図書案

行︶︑小橋寿︵同︶︑東スエノ︵

良カヅ子︵富高薬局︶︑黒木とし

新刊

ヒ山繁義︵三冠工務店︶︑馬込博

宮崎︻宣︵同︶︑佐藤志津子︵相

薄田和繁︵大橋鉄工所︶︑佐原
︵同︶︑佐藤ゴ．樹︵藤屋写真印

重男︵古本林業︶︑児玉文子︵田
刷︶松木正行︵林水道土木︶︑椎
互造林︶

と約五円になります．

長物産︶︑津下典子︵安藤公認会
計士事務所︶︑原田富子︵黒木商
葉久雄︵椎葉木材店M︑中村︸飢

万一に備え掛金の安い農業共済の
※時価いっぱいに加入を

この医療の支給は︑満七十歳に

そえてわ申し込みください．また
市役所農林課共済係へ直接おいで

会︶︑山田正子︵日向市専門店

建物共済に今すぐ加入しましよ

のおとしよりと︑六十五歳以上の
達する誕生日の属する月の初日か

みなさんの部落の推進委員宅に

※加入方法

ねたきりのおとしよりが医療をう

ら適用されますので﹁誕生月の前

﹁シラサギ﹁

揖金は一口十万円について百七十
円です︒ですから十口加入の百万

て時価いっぱいに加入しましよう

一三

て加入でき︑掛金を納めた日の午
後四時から一年間補償

五十口︵五百万円︶を限度とし

農家のみなさん︑火災事故に対
する備えは万全でしようか︒一日
う︒

※掛金補償は

約五円の掛金で︑万一︑火災にあ
った場合は百万円を補償するとい

う﹁農業共済の建物共済﹂に加入
されるようおすすめし ま す ︒

※わずかなそなえで安心を
農家︑住宅︑畜舎︑納屋など︑

また家財も補償の対象となりま
す︒今日は人の身︑明日は我が
農業経営上︑欠くことのできない

身︑家族のいこいの場所であり︑

けた場合は︑医療機関の窓口で一

月までに老人医療費受給者証の交

療をうけられます︒

払いの必要はなくな︶︑無料で診

申請は早めに⁝⁝
昨年10月1日か ら 老 人 医 療 費 助

時自己負担金を支払い︑あとで支
付申請をしてください﹂

なお︑社会保険などの被保験者
で附加給付の支給をうける場合は

に説明します︒申請手続きには︑

制限などがありますが︑詳しいこ
とについては申請の手続きのとき

市に附加給付受領の委任状を提出
してもらいます︒このほかに所得

九歳まで﹀医療費の助成は︑現物

くだきい︒ ︹福祉事務所厚生係︶

印かん︑健康保険証を必ずご持参

市民のあたたかいご協力をお願いいたします︑

たすけあい運動を行なっております︒

年の瀬を迎え︑病気や生活に困っているかたがたを励まし︑少しでも
明るい正月を迎えていただくため︑十二月一日から二十五日まで︑歳末

にご協力を〃

歳末たすけあい

つまり︑医療をうけたときは︑
いままでのように窓口での一時支

支給となりました︒

ところが︑このたびの老人福祉
法の一部改正によって来年一月一
日から年令が七十歳に引き下げら
れ︵ねたきりのおとしよりは六十

っていました︒

払つた金額を助成するしくみにな

成事業がはじまり︑七十五歳以上

●■

加入申込書がありますので掛金を

＝

円補償の場合は︑千七百円を支払
えばよいわけで︑一日に換算する

■

無料になります

ﾎ以上は医療費が

重要な財産である建物︑家具類を

日●

．一

》L
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秀︒βせ

◇年末年始の業務案内
※市役所の窓口は︑十二月二十八
日で仕事納め︑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 ︒
︵各支

※死亡届は︑市役所玄関横の宿日
直窓口で受け付けま す ︒
所でも結構です︑︶

※市税︑保険税は︑三十日の正午
まで指定金融機関の 窓 口 で 取 ・ り
扱います︒

※予防接種は︑二十六日まで︑四
十八年は︑一月九日からです︒
※チリ収集は︑二十八︑二十九︑

①児童の母親が昼間家庭の外で仕

をすることを常態としているた

で︑入寮ご希望のかたは早目に市
教育委員会までお申し込みくだき

す︑︑募集人員は︑十五名ですの

諸費は︑入寮権利金三千円︑寮
費月三千八百円︑食費月六千円で

︐しています．一

日向育英会学生寮の入寮生を募集

市教育委員会では︑千葉市稲毛
台町十五番十五号にある財団法人

◇入寮生募集中

務所にお尋ねくだ︸．︑い︒

ωその他不明の点は︑市福祉事

免除されます︒

担能力がないと認めた・ものは

だし︑福祉事務所が食費の負

四〇〇円︶を徴収します︒た

圖入所者の食費は︑実費︵七︑

で生活します︒

いりません︒

ω入所後の訓練に要する費用は

身体障害者手帳をもつている人

若干

五人

一〇入

五人

五人

五人

五︹．入

応じた専門的な訓練．及び指導を行
ないます︒

蜿W人員及び訓練内容

㈲通所生
A入所資格

病気であったり︑心身に障害が

で更生訓練を必要とし︑また更生

︵寝具不用︶

この施設は︑身体障害者︵主と
して肢体不自由者︶を入所︑また

事をすることを常態としている
絹ためその児童の保育ができない

調査にあたっては県知事から任

が調査の対象となります︒

②児童の母親が昼間家庭で児童と

㈲入所者は︑通所生を除き︑寮

命された調査員がおたずねします

はなれて日常の家事以外の仕事

ω機能回復訓練

は通所きせて︑社会復帰を促准ず

が︑お答えいただく内容は統計法
によってその秘密は厳守され︑統

めその児童の保育ができない場
従事していて︑かつ︑そのための

使用人がいる家庭は除かれる︒
◎母親の死亡︑行方不明︑拘禁な

ままをお答えくださるようご協力
をお願いします︑

どの理由により母親がいない家
庭の場合︒

あったりするので︑その児童の

意欲がある者︒ただし︑精神障害

す．

者及び伝染性疾患の者は除きま
三︑入所期間

一年を原則としますが︑とくに
必要なものについては延長して訓
四︑入所の手続

練をうけることができます．一

類を市福祉事務所に提出して︵

入所を希望する者は︑つy・・の書

があり︑その家屋を失ったり破．

㊦火災や風水害︑地震などの不幸

きない場合︒

あたっており︑児童の保育がで

ため︑母親がいつもその看護に

人や心身に障害のある人がある

⑤児童の家庭に長期にわたり︑病

保育ができない場合．．

④母新が出産の前後であったり︑

るため︑それぞれの障害と適姓に

計目的以斜︑たとえば税金徴収の

合︒しかし︑父親がその仕事に

場合︒

たしませんのでご心配なくありの

算定資料など申告者に不利益とな
るようなことにはいっさい使用い

ω授産生時計科
事務科
洋服科
洋裁科
義肢科

◇保育所の入所児募集
市福祉事務所では︑来年四月一
日から入園︵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
請書用紙を福祉事務所︑またはも
になって︑募集期間中に福祉事務

よりの保育園︵所︶でお受けと・・一

所にご提出ください︒
日から一月三十一日まで．．

▽募集期聞11昭和四十八年一月五

損したため︑その復旧の閤︑児

ださいゆ

病院のもの︶

ω入所願書
㈲健康診断書︵保健所又は公立

悔

童の保育ができない場ムr︒

ただし︑￠から⑤までの場合で
その家庭の母親以列の人が児童の
保育が出来る場合は除かれます︒

◇入所生を募集

こ計…196人1・5べ

三十日は平常どおり︑四十八年

六C人
六つ人
九〇人

▽募集人員
上町保育所

日知屋保育所
細島保育所

六〇立
みハ∩︸人

正念寺保育園
塩日ズ保育園

五︑募集期日及び選考
ω願書締切日
昭和四十八年一月二十日
㈲選考日及び場所
二月中旬の予定︵仁人あて通
知する．︶
甲乙︑ヴての他

i婁i膿1嬬1

は一月五日からです ︒

◇工業統計調査に
ご協力を
通商産業省では︑十二月三十一

六〇人
旧爪身体障盈口常総ムロ福⁝祇セン々1

六〇人
六〇人

岩脇保育所
美々津保育園

財光寺保育園

この調査は毎年行なわれ︑製造

日現在で︑昭和四十七年度工業統

業の分布状況や製造活動の実態を

ます．．

では︑身詰障害者の更生訓練施設
入所生をつぎのとおり募集してい
︵所︶できる基準

六〇人
五七〇人

計調査を実施します︒

▽入園

高松保育園
計

ます︒日向市では約二三〇事業所

明らかにすることを目的としてい
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