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◎ 日向市民憲章
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わりの花のように明るく人情豊かな住み

ます

ロ

万

よい町を建設するためにこの憲章を定ゐ

会合の時間を正しく守りま

第4期
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1
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第4期

しょう

税

国民健康保険税

公共の物をたいせつにしま

今月の納税
民

一︑

8面・一…一・…おしらせ

しよう

7面…・一…・…・カメラ散歩、新刊図書案内

教養を高めひろく人材を育

6面…………一珍しい木、古い木などはありませんか

市

一︑

5面…・・…一…税金の1まなし、大古珍木

てましょう

3面……………威勢よく消防始式
4面一・一……・新年のあいきつ、盛大に成人式

積極進取の意気をもって働

2面…・・…・一・・笑顔でいっぱいの勤労青少年ホーム

一、

きましょう

今月の主な内容

（溺．224）

日向市役所

編集総務課秘書広報係

参

口・

蓼
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で働いている青少年のみなさんが

市内の会社や商店そのほか事業所

影

の白いスマートな建物が﹁勤労青

笑顔でいっぱいの勤労青少年ホ
﹁勤労青少年ホ：ム﹂は市役所
少年ホーム﹂です︒このホームの

ムがあります︒この県内のホーム

など日向を含めて六つの市にホ⁝

県内には現在︑宮崎市︑延岡市

スパーティ：は︑一ヲベてのム苔貝が

なっていますが昨年末のクリスマ

たレクリェーションや講演会を行

四季おりわりにみんなで計画し

いろいろの相
必要な指導を

は茶道︑いり一男︑

．ピアノ︑日本聞で

ンネル・スニンオ

音楽室には四チャ

軽スポーツ室で卓
球やフリーテニス

などのことを行な
います︒実際には

をします︒

めの便宣の共与

われる活動のた

労の余暇に行な

動︑そのほか勤

③ レクリェーシ
ョン︑クラブ舌

行ないます︒

②

談に応じます︒

①

いかたがたに

ホームでは︑これを利用する若

つくられました︒

健康的にすごしていただくために

お休みの日などを楽しく有意義に

の南側にあります︒市役所の南側
うしろには桑道や剣道などをする

万円をかけてできたこのホームは

昭和四十七年三月︑約三千七百

﹁武道館﹂があります︒

にあるというとカマボコ型の体育

lz万冨

昭和四十九年のへき頭をかぎる
消防算式は︑五日午前八時三十分
から︑富島申学校グラウンドにお
いて小谷県出納長をはじめ来賓百
二十人が見守る中で︑威勢よく行
なわれました︒

この日は無風しかも絶好のよい
天気に恵まれて︑市内の八分団︑

三十八部︑六百五十人の消防団員
は︑規律訓練︑操法訓練に日ごろ
の成果をじゅうぶんに発揮しまし
た．消防諸式の各訓練ごとの成績

勤労青少年ホームは︑働く青少年のいこいの場︑
教養の場として開館して一年半︒

軽スポーツ室︑音楽室︑料理実習室など和室︑洋
室などが九室︒サークル活動や学習講座がひらかれ︑

現在このホームを利用しているのは約二百名の青少
年男女︒

明るい笑い声や活ばつな意見の交換が各室にひび
いているホームの横顔をご紹介します︒

工クラブを組織しているグルLフ

がいの交流と技術研修をかねた木

これらホームを利用している若

もあります︒

サークルの代表が集 ．て利用代表

者会をつくり︑毎月のはじめに集

者は約二百名︒それぞれの教室︑

合で行なわれています．サークル

会をして︑レクリェーションなど

て︑書道︑茶道︑いけ花︑料理︑

活動3り活発で︑フォークソングや

その弓の行事計画をた

．昭反省などをし ︑︑和気あいあい

︑た・・一・前弓

男性合唱︑一〆 っスベンドニよヴ︑∵G

のなかに明日へ．∂仕事の推進力・二

甲斐幸︵第四分団長︶︑本田親

∬県消防協会長表彰

次︵第一分団第一部︶︑松木幸太
︵第二分蔵第十二部︶︑黒木良一

郎︵第一分団第二部︶︑谷口清水
︵第二分団第三十二部︶︑三輪俊
︵第三分団第九部︶︑伊達直則︵

二︵第三分団第八部︶︑梶田良春

六分団第二十部︶︑黒木治善︵第

第四分団第四部︶︑黒木行文︵第
七分前第二十五部︶︑河野勝市︵
第八分団第二十八部︶

部の表彰11第八分団第三十部︑

◎県消防協会日向支部長表彰
黒木二治︵第一分団第三十一部︶

遠藤貴博︵第二分団第七部︶︑黒

第二分団第十四部︵梶

第一分団第一部︵新町︶

斐敏男︵第五分団第十八部︶︑黒
木茂行︵第六分団第十九部︶︑佐

正志︵第四分団第三十六部︶︑甲

木啓二︵第三分団第八部︶︑黒木

第二位

第一位

︶︑石田泰三︵第八分団第二十九

々木健二郎︵第七分団第二十七部

池田栄一︵第一分団第三部︶

部︶︑三樹保︵第二分団第六部︶
第一位

第二分団第六部︵曾根︶

第一分団第一部︵新町︶

︵畑浦︶︑柏田進︵梶木︶︑河野

黒木太七郎︵永田︶︑黒木隆士

◎消防一般協力者表彰
第二位

道有︵往還﹀︑新名平蔵︵山下︶

第二分団第五部︵原町︶

第一分類第二部︵富高︶

義︵笹野︶︑黒木義樹︵飯谷︶︑

︶︑井上忠一︵切島山︶︑児玉昭

新名政輝︵比良︶︑土井政︵松原
第二位

黒木照影︵美々津申町︶︑東敏雄

︵宮の下︶

余瀬︶︑新名義武︵美々津駅通り
︶︑高木宗一︵落鹿︶︑橋口元喜

︶︑黒木次平︵別府︶︑是則誉︷

︵美々津新町︶︑安藤勝嘉︵石並

第八分団第三十部︵田

和田正義︵第二分団第十四部︶

児玉嘉信︵第五分団第十七部︶

◎県知事表彰

表彰者は︑つぎのとおり

の原︶

第三位

第一位 第五分団第十七部︵笹
野︶

︵小型ポンプ操法の部︶

第三位

︵自動車ポンプ操法の部︶

第三位 第八分団第二十八部︵
落鹿︶

木︶

︵規律訓練総合の部︶

は︑つぎのとおりです．

でいる若者があれば工務店︑木工
所︑建具虞などで勤く青年がおセ

着付教室た．どが週一回月四回の割

また︑教養講座も開設されてい

は囲碁︑将棋もたのしめます︒

室︑図書館もあつで娯楽談話室で

ム
休養室は日本聞と洋間︑料理実習

擁

甘

臨き

館﹁勤労青少年体育センタ⁝﹂と
よく間違がわれますが︑この体育
館のすぐ南隣にある鉄筋三階建て

壁織欝臨︑．・

のクラブ交流バレーボール大会で

を行ないますい

は日向チームが二年連続して優勝

集まり合唱︑キャンドルサ⁝ビス
ゲーム遊びや社交ダンス︑フォー

な一︑て活躍をしています︒

しました︒

をすごしました︒

ホームの利用はいっからでも結

クダンスで楽しい夕べのひととき

ホームは︑市内に住んでいる二
十五才までの働く青少年でしたら
だれでも利用できます︒日向市に
構ですが︑書道︑いけ花などの講
座は︑四月にあらためて募集する

クリェーションをしながら︑おた
がいが知りあい︑人と人のつなが

いろいろ職場のちがった働く青
少年男女が一堂に集って学習やレ

ことになっています︒

住んでいて職場が市外のかたでも
結構です︒はじめて利用を申し込
む場合には事業主の証明書が必要
です︒使用料はいりませんがいけ
花の花代や料理実習の材料代は実
費がいります︒

りを深め︑

﹁わたし﹂という考え

まで利用できます︒しかし︑日曜

にたった社会連帯感を養う場にふ

方から﹁わたしたち﹂という考え

ホームは年後一時から夜の九時

でです︒休館日は毎週 月 曜 日 ︒

卸・・れています︒

さわしいこのホームは︑若人の意
気と熱で今日も楽しく活動が展開

日だけは午前十時から午後五時ま
ホームには四名の職員がいます
職員は若者の悩みやいろいろの相
談に応じたり︑ホーム活動の指導

式

勢よく消防二
二
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操法訓練もあざやかに
規律、
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市民のみなさん︑新年のごあい
昨年は日本の国も政治︑経済︑

さつを申しあげます．

社会などあらゆる面でまことにた
いへんな年でした︒

日向市もまた環境の整備︑社会
福祉の充実等なかなか問題の多い

・

丹

γ§7もナ

︑ーン︾

田

柏

観をゆるさないものがあります．

しかし︑物価や資源の問題は容
易に解決しないでしょうし︑きび
しい経済社会の情勢は前途なお楽

すすめることができそうです︒

年でございましたが︑おかげさま
で公の事業はほとんど計画どおり

たい︑町づくりといい︑人づくり

んなできめた市民憲章なども守り

な気がいたします︒たとえば︑み

がいっそう大切なことになるよう

市をきっかねばなりません︒

分たちでやれることはみんな力を
合せてのちのちのため立派な日向

きがいにつながること︒

ということも所詮は同じ人間の生

ほど美しく豊かな人間の心の世界

世の中がむつかしくなればなる

の実態を思いますとき︑私ども今

当地域の産業︑経済の基盤と経営

困難を覚悟しなければなりますま

く

後の課題は大きく︑かつ︑相当の

ζ︑．rく

ζ〆＼〃N︐戸き

︑rさ

r︵

︵

︵．

S

ζノく

望のあることを信じながら︑みな

日向市にはどこよりも明るい希

＜

い︒もちろん︑金のかかる事業は

？．＼

さんのご健康とご精進を祈ってや

︹

国や県に要請するとしても金で買
うことのできない大切なこともあ

＼ ピ︑ 〆．さ r︑ ︵ルk

まない次第でございます︒

﹁︑ ・．＼

るわけです︒たとえ苦労しても自
・．︑

︑
し さ
︾ワ︾⁝．︑＞rミ4緊／

﹃⁝ミ

のご協力を要請きれるときはない

〃︾︾︾︾︾黛ク﹂︾し彗︾︶．︾﹁︾ミ

尽力の賜と深く感謝と敬意を表す
市民とともに英知を結集して公

ものと思います︒

871人がおとなの仲間入り

た．

す︒

発表をきれたD︸感つぎのかたで

なお︑新各人者︵有権者︶主張

なひとと・・︑をすごしていました︒

仲間入りをしました︒

森 由美子さん︵奥畢︶

田ト日栄τ・︑∴︵松寡︶

は男三百八十人︑女四百九十一人
計八百七十一人が新しくおとなつ

二

式典は︑午前十時から約五百三

おおきいふるいめずらしい

十人が崖道して行なわれ︑まず

︑

︶主張発表や記念講演︑成入祝賀
ロードレースなども行なわれまし

引き続いて︑新成人者︵有権者

︑こばを述べました︒

いきたいと思います﹂と誓いのこ

一歩﹈歩しっかりと歩きつづけて

4㌔︑ 烹貝κ匡−こ姦酬み﹂へ憾帰Q自埆見冷一3bつ

を大切に人間らしい暖かい気持ち

謝するとともに︑今日のこの感激

はじめ︑多くのかたがたに深く感

ちを育て教え導いてくれた両親を

て廟元恭子さんが﹁今日まで私た

これにこたえて新成人を代表し

けました︒

励︒来賓からも祝福や励ましを受

ため頑張ってください⁝⁝﹂と激

と熱意をもって国家社会づくりの

じゅうぶん注意きれ︑青年の意気

記念品を贈り﹁みなさんは健康に

玉市長が成人者代表に成人証書と

i成人式圃盛大に終る

害︑交通事故︑その他生活環境障

日︶市勤労青少年体育センターで

成人を祝う晴れの式典﹁日向市
成人式﹂が︑一月十五日︵成人の

昨年以来本市経済発展の基礎の

るところでございます︒

一つである臨海工業地帯に既存の

住みよい豊かな五万市民の都市環
盛大に行なわれました︒

念撮影をするなどし1㌔︑なごやか

︐辱らムァ同

直後は︑会場前広場で全員で記

念に立脚した施策の促進を図るこ
ことしの成人者は︑昭和二十八
年四月二日から昭和二十九年四月

日向市議会も市民のみなきまと
ともに︑きらに研鐵を重ね地方自
治の理念に副って努力する所存で
あります・︒

いす∂ご健康とご多幸を心︑

年頭にあた仁︑みた呈︑・まのます
レ

じつつあい・Ψ．︑つといたします︒

一日までに生まれた人で︑市内で

とが大きな課題であります︒

害の除去につとめながら︑平和で

企業に加え︑複数企業の進出計画
が提出され︑産業発展の経済と市
境づくり︑すなわち人山福祉の理

民福祉の向上に資するため︑県市
一体となって取り組まれたのであ
りますが︑その間様々の問題点も
また提起されました︒これらを背
景として本年はいろいろの面に模

ことは︑もちろんでありますが灸

整備し豊かな地域社会を建設する

い現状でもあります︒生活環境を

索しなければならない事態も数多

7発ミウ﹂騎ク≒

新年のこあ
◎・

︐

輝かしい新春を心からおよろこ
び申しあげます︒

日向市の新しいまちづくりも長
期総合計画に副って︑住みよい生
活環境とともに産業基盤の整備拡
進を続けてまい・ウま し た ． こ れ も

充が着々と進められ︑ますます躍
日こそ社会共同の連帯高揚と市︹氏

控除されます︒

あっ︐ては不動産取得税相当額が

四︑特別土地保有税の徴収は︑申

馬百年も風雪にたえぬいた木︑自
然の猛威から私たちの生活を守
っている木を紹介します︒

みんなでこれらの木々を守り
帆愛し︑育てていきましょう︒

﹁松†﹁まつ﹂

↓
〜

コマツ・ハイマツ・ヤクタネゴ﹀

五葉松はチ．・ウセンマツ︑ヒメ

胡緯愈敬﹁豹ご
め

つてなおその色を改めずというノ
ことからでた﹂という説がとらΨ

﹁松﹂弄いう字は・むか︸しこ

れている︒

中国の丁固︵てい三という砦

肺謬霧繹残

なるであろうとい一．たのがその飛

募は＋八年た︒た・り﹁公﹂︑壕

㌣

とお5︑になったのでこの字がで一

きたと伝えられる︒

臨循鯵慰雛蝶配
ゲ

た．りの日︒の生活をまジ︒︒︐﹂ご

ます︒

︸
ジ
︸
︸
﹃
︸
〜
一
一

一
．
一

ひ・こえに市民つみな き ま が た ∂ ご

税金⁝⁝磯ぽなし⁝

書を市長に提出するとともに︑そ
の申告した税額を納付していただ

が︑市内に住所︑居所︑事務所

のうちから納税管理人を定め︑
市長に申告しなければなりませ

とか非課税とかいう事項もありま
すが︑くわしいことは申告時にで

、

葉松ではアカマツ︑ク︒マツ・沖

大・古・珍木︑

．告納付の方法がとられます︒五千

平方溜以上の土地の所有者または

一︑特別土地保有税は

くことになります︒

取得者は︑つぎに定められた申告

目土地︵田︑畑︑宅地︑山林︑

納付の時期はつぎのとおりです
U一月一日目おいて土地を所有

土地の取得に対して課する特別

特別土地保有税︵保有分︶と︑

土地保有税︵取得分︶とからな
口課税対象は︑保有分が昭和四

っています︒

の年の二月末日
日七月一日前一年以内に土地を

十四年一月一日以後に取得され
た土地︑取得分が昭和四十八年

取得したものは︑その年の八月
三十一日までとなっております
特別土地保有税の納税義務者

五︑特別土地保有税の納税管理人

おいて五千平方瞬︵約五反歩︶

ん︒

されています︒

も税務課にご相談くだきい︒わか

ヂこにも繁茂している︒風雪につ
よく︑やせ地にも育生する︒二

藻霧説華
または事業所を有しない場合に
は︑市内において生計を営む者
麿以上の土地を取得した者とな
三︑特別土地保有税の課税標準わ

口税率は︑保有分に対して課す

e課税標準は土地の取得価格と

よぴ税率は

るものが百分の一︑四︑取得分

らましです︒

以上が﹁特別土地保有税﹂のあ
と定められておりますが︑税額

りやすくご説明いたします︒

の算定にあたっては保有分から

申告に必要な用紙などは若立課

に対して課するものが百分の三

この特別土地保有税には︑課税対
象からはずされる適用除外の事項

っています︒

月一日︶前一年以内に五千平方

口取得分は一月一日︵または七

以上の土地を所有する者︒

の保有分は毎年一月一日現在に

は

置七月一日以後の土地の取得です
二︑特別土地保有税の納税義務者

するもの︵保有分︶は︑その年
の五月三十一日
口一月一日前一年以内に土地を
取得したもの︵取得分︶は︑そ

牧場︑原野等︶に対して課する

るために創設されたものです．

﹁特別土地保有税﹂について
税の賦課︑徴収は︑すべて﹁税
法﹂に基づいて行なわれますが︑

申告を怠ったり︑申告を誤ったた
めに︑必要以上の税金をかけられ
たり︑その他税関係の証明が受け
られ←・憾いなど︑お困りの場合が生

ずることがあります︒

税金は︑市役所が一方的に取る
のではなく︑みなさんの申告によ
って納付していただ く も の で す ︒

そのためには︑税についてのじゅ
うぶんな認識とご理解を深めてい
ただき︑正しい申告をしていただ
くことが必要です︒

市税には︑①市民税︑②固定資
産税︑③軽自動車税︑④電気ガス
税︑⑤たばこ消費税︑⑥木材引取
税︑⑦特別土地保有税︑⑧国民健

．

康保険税︑⑨水利地益税がありま
す︒

今回は︑新しく創設された﹁特
別土地保有税﹂について︑あらま
しをお知らせいたしま し よ う ︒

﹁特別土地保有税﹂は︑土地対
策の一環として土地投機抑制をは

に用意してあります︒

ギ〜一
固定資産税相当額を︑取得分に

、
．rr

．r
へ一 一

雛

袈裟雄
玉
児

勝

つ

日向市長
日向市議会議長

かり︑本来の宅地供給促進をはか

〜

〔

難
一一．

母洗》タ㍉悟一
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ましたので︑市民のみなさんのご

なさんに親しまれてきた由緒由来
がある木などを保存することにし
あう木であれば︑現に生育してい

▽樹木の種類

です︒

上記︵樹木の大きさ︶の条件に

った空気や︑き

るかぎり︑どんな木でもけっこう

緑は︑澄みき
よらかな流れを
協力をお願いいたします︒

▽対象となる樹木

あなたの住まいの近くや勤め先

つくるばかりで

等で︑つぎの事項に該当する樹木

はなく︑四季に

変化する色どり
を見かけましたら︑ぜひお知らせ
あなたの家の庭︑近所の神社︑
寺の境内︑山︑部落の公民館や学

こうです︒︶

独の樹木全部が対象になります︒

校︑またあなたの勤めている会社
官公署等︑市内に生育している単

また直接おいでいただいてもけっ

︵葉書でも︑電話でも

は私たちに安ら
ぎとうるおいを
ください︒

与えてくれるな
ど︑大切な働き
▽樹木の大きさ

しかし︑最近

をします︒

せくだきる場合は︑つぎの事項を

▽報告記入事項︵葉書等でお知ら

以上で︑幹の周囲は︑おおむね
名︑③樹木のなまえ︑④樹木の

④．あなたの住所︑⑨あなたの氏

らの高さがおおよそ十メートル
一︑五メートル以上あるもの︑

0り︑高くなる性質の木は︑地面か

では都市化が進
むにつれ︑市街
ただし︑株立ちしている木は︑
以上あるもの︒

︵別図を参照の

生育している場所︑⑤樹木の高
さと大きさ

；国民年金一

老令特別給付金

二︑新たに生まれた

こんなによくなりました
国民年金制度の改正法案が︑こ
のほど国会で成立し︑国民年金が

たちで︑国氏年金の拠出制老令年

明治三十七年一月二日から同三
十九年四月一日までに生まれた人

すばらしい制度に改普されました

﹁老令特別給付金﹂︑﹁未納保険

該当されるかたには︑加人の案
内をしましたが︑まだ手続きのす
んでいないかたで加入を希望され
でに手続きをしてください︒

る人は︑ことしの三月三十一日ま
保険料は︑昭和四十五年六月分
から同五十年五月分までの五年間
分合計額五万四千円︵月額九百円
︶を納入すると︑昭和五十年七月
から月額八千円︑年間九万六千円
の年金がもらえます︒

確保しましょう．

は︑この機会に納付して年金権を

未納保険斜︵期間︶のあるかた

カできるようになりました︒

を︑月額九百円の割で納める二・ニ

ることのできなかった未納保険料

二月までの二年間に限って︑納め

なっていますが︑今回の改正で︑
昭和四十九年一月から同五十年十

納めたくても納めら41ないことに

国民年金の保険料は︑納めずに
二年間を経過したものは︑その後

納付が認められます

三︑未納保険料の特例

い︒

砿和付ム立の甜消虚小≠下訳枇︑も︑ 想■しげ㌔ノ︑翻﹄レぐ

受給資格のあるかた︵該当者に
は通知済み︒︶は︑田民年金係に

給されます︒

昭和四十九年一月から月額四千
円︑七十歳からは月額五千円が支

される年金です︒

けることのできない人たちに支給

なるまで老令福祉年金の恩恵も受

金が受けられず︑しかも七十歳に

そこで今回は︑﹁新五年年金﹂

料の特例納付﹂について︑お知ら

﹁新五年年金﹂

せいたします︒

︑

加入の再開
た人たちで︑十年年金︑五年年金

明治三十九年四月二日から同四
十四年四月一日までの間に生まれ

号883︑日向市本町十番五号︶

日向市役所環境保全課︵郵便尊

▽報告先

りの占める面積が十平方メート
電話β二一一一番︑内線四二二番

ω 低い性質の木は︑枝葉の広が

記入してください︒︶

なわれていきま

地から緑地が失

こと︒︶

幹の周囲の和が二︑五メートル

す︑このため市
では︑自然を保
護して︑明るく

くりをすすめる

ル以上で樹令が百年ぐらい以上

住みよい環境づ

ため︑みなさん
に加入しなかった人︑または加入
したが途申でやめたかたのために

で 咳丸

新しく生まれた年金制度です︒

のもの︒ ︵別図を参照のこと︶
不明の占⁝は環培一事全課

吻 珍しい木で特にすぐれている

︸ての他︑

の周囲にある大

インドの青年が日本の農業技術を勉強

木木

した。

きな木や︑珍し

するため来日し、このほど日向市へやっ

自然保護係までお問い合わせくゼ

農協で、農業用機械の捜術習得の勉強をすることになつ

した，

きい︒

鶴町の田中義隆きん宅に寄宿し、昭和50年8月まで日向

した。金融引き締めの影響もあって相場は横ばい状況で

もの︒

り引きされ、金額にして3．310万円の売り上げがありま

い樹木︑またみ

ザール・フセインさん（25才）．フセインきんは、市内

一←

ら出荷きれたスギ、マツ、ヒノキなど約千百立方㍍が取

（株立の木
みんな誓いを新たに祈願していました。

くわしくは︑国民年金係へおた
ずねくだきい︒

刊

煮
＝図書案内＝

ステレオの実際知識︑

︑口者︑

〇〇選︑結婚スピ⁝チと司会の本

ひとりでやる園芸集︑日本名刀一

しやれの美学︑血液型を考える︑

庭の医学︑捨てるべからず集︑お

みそ汁・吸い・もの・スープ︶︑家

ドブル︑ライス料埋・めん料理︑

けもの︑サラダ︑おつまみ・オー

婦人生活社ベストクワ︑キング︵漬

︻生活︼

際人のパスポート︑食品公害︑

後の生活と保障︑落日の日本︑国

青色申告の帳簿のつけ方︑淋しい
アメリカ人︑現代のインフレ︑老

世界経済のわかる本︑虫に書く︑

殺される側の論理︑殺す鑓の論理

︻社会︼

蒼ざめた日曜日︑死の器︑

コメスの名り．殊コメス︑みじかい旅

．ヘパのおくりもの︑坐れない席︑

おみそれ社会︑ぐうたら愛情学︑

一躍⁝兀の冒険︑母親樵る・もの︑望郷︑

ムツゴロウ．の結婚記︑女予﹇

辻が花︑深海の使者︑銀喧の女︑

われら戦友たち︑立ち尽す明日︑

松本清張全集︵三十七巻︶︑雪舞

︻女学︼

さい︒

がはいりましたので︑ご愛読くだ

市立図書館に︑つぎの新刊図曹

新

・
農業技術の勉強に来市

N

てきました．この青年は、インドのカシミール出身のニ
この木材市には県内外の業者約50人が集まり、川北か

講葉の穿孔剛上ゼ

7
資灘繍課鞭＼；

部落の代表ら関係者多数が出席…………

あ
たくましく生きることを誓い合っていま

インドの青年が

春を呼ぶ木材初市

2．5メートノレ以上

交通指導員、婦人交通指導員、各職域、

言騰雲瓢韓謄認／／

（高性の木）

壷N

安全祈願祭を行ないました．この祈願寺には、市交通安

層．●︐8︑・齢・︐ ︐■・●︐・99︐︐●・﹁亀︒

腕：鷲

外側の大きさ
←，
（周囲）

全対策協議会や交通安全協会の役員、市
ぎミをしました。青年たちは、準備体操

雪︑

10人が1月1日の早朝初日の出と同時に金が浜でミ初泳

15メー

噸磁澗
午前9時から関係者一同が市内の神社に参拝して、交通

トル以ト

嶺・全嚇

つちかい根性を養おう一という目的で、市内の青年たち

．周囲

→高さ10メートル以上

㌧

馳舜ヒ．燕順

ことしこそ悲惨な交通事故をなくそう一と、1月7日
元旦の海で身体を清め、強くたくましい身体と精神を

う

虫

（低性の木）

。。．・．9。＝
∂書・9●，●噛．●●。，、，5●●6●・r㌔●，ら
％。へ・・。・。。鱒㌔・．じの■●●．冒●鴨08■●，、，，㌦り・●・．・，噛
・。鴨！●奮陰．・・仙
・鱒・r
㍉●
●・
B
．・・●」

1
古い木はありませんか

帳
ギ

ミ交通安全ミを祈願
若者らがミ初泳ぎミ
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鑑

の人

で

す

︵ 電話②二︑一一

料

▽検診できる人H昭和四十八年四
月一日において満六十五歳以上

検診を受けましょう︒

まだ受けていない人は︑早めに

健康診査を行なっております︒

以上のおとしよりに対して︑老人

市では︑昨年十月から六十五歳

無

老 人 健 康 診 査は

一 番 ︑ 内 線 四 三 四 番︶

せてください︒

教育委員会学校教育課に問い合わ

は電話でもけっこうですから︑市

﹁就学通知書﹂の届かないとき

に出生した児童です︒

日から昭和四十三年四月一日まで

該当者は︑昭和四十二年四月二

旬に発送します︒

兄あてに﹁就学通知書﹂を一月下

市教育委員会では︑本年四月に
市内の小学校に入学する児童の父

就 学 の お 知 らせ

本年度入学児童に

奮

▽検診豊春腫昭和四十九年三月三
十一日まで
▽費用11無料です

▽検診できる病︵医︶院聾市内の
病︵医︶院
▽検診者が持参するもの
①保険証
②老人医療費受給者証を持の．

ている人は請求書
▽検診項目聾血圧︑尿等診査記録
表のとおり
△その他

①診査記録表は病院において
あります．

一置検診するときは病︵医︶院

の窓口でその旨伝えてくだ
きい︒

保健栄養学級生募集
日向保健所では︑昭和四十九年
度の保健栄養学級生︵基礎科︶を
つぎのとおり募集しています︒

この栄養学級というのは︑家庭
の健康管理の基礎である栄養学︑

食品学︑調理理論等を勉強して家
庭に利用し︑明るい健康生活を築
いていこうというものです︒
▽開講11本年四月から毎月一回︵
第二火曜日︶

▽資格冊一般家庭の主婦および一
般女子︑男子を問いません︒

▽その他渦申し込み用紙は︑日直
保健所にあります︒

城山墓園を造成中です
市では︑塩見新財市字中山崎に
城山墓園︵市営墓地︶を造成中で
すが︑一月末に完成する予定です

と日常生活．のムロ理化を図る目的で

品の実物を展示して消費生活に必
平な知識や消費者意識の普及徹底

支碍．で発行する地区は︑つy．の

▽・細島支所 細島全域︑畑灌

・二おh・です．

▽開催日時一1二月二日〜四日︵三

開催されるものです︒

開館

午後五時

午前八時三十分

▽開催場所

市役所二階委員会室

閉館します︒︶

︵ただし︑四日は午前中で

閉館

日聞︶

▽岩脇支所扉平岩全域

﹁老人医療費請求書﹂を

▽美々津支所け幸脇全域︑美々津
全域
なお︑

発行してもらうときは︑必ず受給

者証と保険証を提示してください

償却資産の申告は早めに

・消費生活相談コ：ナ：

▽展示内容

・・品質表示コーナ；

・繊維コーナー

償却資産︵構築物︑機械装置︑

船舶︑工具器具備品等で事業の用

・・洗剤の知識コーナ：

込みくだきい︒

墓園の使用を希望されるかたは
市保険衛生課に期限までにお申し
▽使用者の資格μ．市内に住所を有

に供しているもの︒︶を持ってお
られるかたは︑毎年一月一日現在

月末日までに市長に申告するよう

︒過大兆そうコーナー

・ゴミ処理コ⁝ナ・；

・節約コーナ⁝

︒食用油の知識コ⁝ナ：
し︑墓の祭祀をしゅさいする人

・・化粧品コ・−・ナー

▽使用申し込み数11使用者一人に

で︑その種類︑数量︑価格等ル山

▽申し込み期限・賂和四十九年二

に地方税法で定められています︒

つき一墓所
月一日〜二月二十日︵期日厳守
なお︑申し込み者が多数の場台

委員会までお申し込みくだきい︒

入寮ご希望のかたはワめに市教育

す︒募集人員は二十人ですので︑

費月三千八百円︑食費月六千円で

諸費は︑入寮権利金三千円︑寮

います︒

育英会学生寮の入寮生を募集して

台町十五番十五号︵国電稲毛駅か
ら徒歩五分︶にある財団法人日向

市教育委員会では︑千葉県稲毛

学生寮入寮生募集

のこと︒︶

開催されます

消費生活展が

うえ期限までに提出してくだきい

は︑市税務課に申告用紙を請求の

紙の送付を受けておられないかた

該当されるかたには︑市税務課
から申告用紙を送付していますが
償却資産をお持ちのかたで申告用
は︑寝せんで決定します︒

﹁老人医療費請求書﹂は

各支所でも発行します
老人医療費支給制度が実施きれ
てから一年が経過しましたが︑市
内の受給者は︑すでに二千人近く

市では︑婦人連絡協議会︑生活

学校︑県消費生活センターの共催
により︑昭和四十九年度﹁日向市

市福祉事務所では︑おとしより

に増加しています︒

のかたがたの便宣をはかるため︑

料費だけです︒

▽経費11試食︑昼食を兼ねての材
▽開設場所11日向保健所

この下僧︻生活展は︑パネルや商⁝

各支所でも﹁老人医療費請求書﹂
を発行いたします︒

消費生活展﹂を開催します︒
▽募集期間一1三月末日まで

▽募集人員闘五十人

