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160人減
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○⁝⁝⁝とじておくと便利です

校舎︑ランドセルも新しく

新﹁年生元気に登校

ことし︑市内の小学校に入学したのは︑九

百九十二人のよい子たちです︒

塩見小学校では︑新しくできたばかりの校

月

号

総務課秘書広報係

編集

日向市役所

舎に新一年生七十一人が入学しました︒

全期

軽自動車税

（溺．227）
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よい子たちは︑希望に胸をふくらませて︑

昭和49年
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㍉︑・ようも元気に登校しています︒

一今月の納付一一

（4月1日現在）
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藩

みんなで美しいまちに

みんなでいつまでも愛し育てていきましよう

﹁日向市重度心身障害児

です︒主なものは︑印鑑に関する

料令の改正に準じて改正するもの

身体障害者のみが対象となってい

正する条例﹂は︑現在の条例では

費の助成に関する条例の一部を改

﹁日向市重度身体障害者の医療

ますが︑さらに心的障害者︵精神
障害者︶をも含めるように改正し
どが七十円となりまし た ︒

住民票の謄・抄本の作成手数料な

関する証明︑営業に関する証明︑

なりました︒

千二百円引き上げられて六三円と

年金条例﹂も改正きれ︑年金額は

また︑

支給することになりました︒

のおとしより一人につき四千円を

百円︑七十五歳以上八十五歳未満

上のおとしより一人につき五千三

き上げをしたもので︑八十五歳以

を改正する条例﹂は︑年金額の引

﹁日向市敬老年金条例等の一部

敬老年金額の引き上げ

祖先から受けついだこのすばらしい自然を

証明︑資産に関する証明︑所得に

正する条例﹂は︑先般︑国の手数

﹁日向市手数料条例の一部を改

証 明 手 数 料 も 改正

それぞれ四万二千円となりました

年ホーム指導員︑武道館指導員も

り︑また︑社会教育指導員︑青少

議長九万五千円︑議員九万円とな

ので︑四月から議長十一万円︑副

常勤の指導員の給料を改定するも

費用弁償に関する条例の一部を改
正する条例﹂は︑市議会議員や非

の職員で非常勤のものの報酬及び

改正する条例﹂と﹁日向市特別職

費用弁償等に関する条例の一部を

﹁日向市議会の議員の報酬及び

議員の報酬など改定

よる賦課金を徴収するものです︒

する経費について︑法律の規定に

微収条例﹂は︑土地改良事業に要

﹁日向市営土地改良事業賦課金

成制度を一本化したも の で す ︒

十月に制定された市単独による助

度が発足したことに伴い︑昨年の

¥

三月定例市議会は︑さる三月九日から一一十
七日まで開かれました︒

こんどの議会に提出きれたのは三十七の議
案で︑全部可決承認されました︒

保護地区等の指定もします︒

死亡した市民の遺族に対して災害

暴風︑豪雨等の自然災害によって

市でも条例化し施行するもので︑

例﹂は︑法律の制定に基づいて本

主なものについておしらせいたします︒

と市民ひとりひとりの責任で確保
し︑これを将来の市民にうけつい
の制限などについても規定してい
弔慰金を支給し︑自然災害によっ

このほか︑緑化の推進︑山と海
の適正な利用︑開発行為について
ます︒例をあげると︑自然景観や

災害援護資金の貸付け限度額は五

災害弔慰金の額は︑災害により
死亡した者一人当り五十万円以内

ったものです︒

て被害を受けた世帯主に対して災

が設けられました︒

市民の環境と自然をまもる条例﹂

害援護金の貸付けをすることにな

長に届け出なければならないこと
また︑違反した者には︑体刑ま
十万円以内で償還期間は十年とな

になっています︒

たは罰金に処するというきびしい

﹂は︑地方税法の改正によって︑
ことしだけ固定資産税の第一納期

風︑豪雨︑洪水︑高潮︑地震︑津

金に関する条例﹂は︑法律や法令

﹁日向市小災害見舞金及び弔慰

っております︒

罰則も定められています︒

﹁昭和四十九年度分日向市固定

空地の管理義務︑悪臭および騒音
が五月一日から同月三十一日まで
波など⁝︶による被災世帯に対し

資産税の納期の特例に関する条例

の防止︑愛がん動物の飼育者の義
となります．

給するもの︒見舞金の額は一万円

﹁日向市災害用慰金の支粒及ズ︶

幼児の医療費に対する公費助成制

﹁日向市乳幼児の医療費の助或
に関する条例の全部を改正する条
例﹂は︑本年四月一日から県の乳

以内です︒

て︑市が見舞金わよぴ弔慰金を支

の適用を受けない規模の災害︵暴

務︑公共の場所の清潔保持︑家畜
飼養施設の適正な維持管理義務な

自然災害り災者に

災害援護資金の貸付けに関する条

弔慰金および貸付け金

議会﹂も設置きれました︒また︑

▼田の原分校僻地実会所設置につ

置条例を廃止する条例

▽日向市農業労働力調整協議会設

改正する条例

▽日向市分担金徴収条例の一部を

改正する条例

＼

▽日向市立学校設置条例の一部を
▽日向市営住宅管理条例の一部を

ついて

ならびに植樹方促進について
▼塩見小学校屋内運動場の建設に

▼日向市駅東側広場に駐車場施工

について

立病院および併設隔離病全屠用

▼市有地に建設きれている日向市

いて

▼兜蝦︑籾木間市道整備促進につ

て

▼排出汚物類の処理について
▼し尿汲み取り料金の改定につい

合建設用地払い下げについ1︑

▼日向地区自動車整備事業協同組

年金︶の充実促進について

いて

処理する事務の変更及哩︶財界の

▼老人年金︵麟民年金︑老令福ヒ

﹁日向市墓園条例の一部を改正

組合を組織する町数の増加及州︑v

変更について
▽延岡・日向地区伝染病隔離病舎

だものです一．

上げで︑墓所一平方桝につ﹂・・八千
円となりました．︑

﹁日向市国民健康保険条例の一

部を改正する条例﹂は︑助産費と
で︑助産費は一万円引き上げられ

葬祭費をそれぞれ引き上げるもの
て二万円︑葬祭費は二千円引き上
になりました︒

正する条例

改正する条例
▽日向市防災会議条例の一部を改
▽昭和四十八年度日向市一般会計

事業特別会計補正予算

補正予算

水防従事者等が︑消防作業等に従

▽昭和四十八年度日向市公営住宅
▽昭和四十八年度日向市曾根土地

▼日向市臨海工業地帯第四区の一

また︑国に対して﹁超過負担の
全面解消を要求する意見書﹂の決

▼躍道一∴二七号線南町交差点︑中

願︼

張方について

▼財光寺小学校校門付近の道路拡

善処方について

原間道路改良整備について

採択された請願・陳情

▼建設業経営における重要問題の

︻請

のとおりです︒

で︑採択された請願・陳情はつぎ

昭和四十八年中に行われた議会

いて

▼横断歩道橋架設について
▼教育施設整備に対する助成につ

︻陳 情︼

▼富島河川漁業協同組合の河川管
理事業に関する件について

の土地払い下げ斡旋について

化事業のための細島工業港四区

⁝ケード新設について
区画整理事業特別会計補正予算

▼上町商店街通りの市道編入とア
引き上げたものです︒

▽昭和四十八年度日向市国民健康

部払い下げ斡旋について
▼県北中小トラック運送業者集団
保険事業特別会計補正予算

﹁日向市一般職の職員の給与に
関する条例の一部を改正する条例

▽昭和四十八年度日向市水道事業

議も行われました︒

会計補正予算
﹁日向市職員の退職手当に関す
る条例の一部を改正する条例﹂は

たものです︒

よって︑関係の条文などを改正し
その他の案件
の改定について

▽日向市名誉市民に給する年金額
▽市道の認定について

▽日向市営土地改良事業の施行に
ついて
▽日向・東部衛生施設組合の共同

昭和四十八年中に

国家公務員等退職手当法の改正に

等級制に改めました︒

﹂は︑市役所職員の給料表を改正
したもので︑現行の五等級制を六

損害補償についての補償基礎額を

事したり救急業務などに協力した
ことによって負傷した場合などの

消防作業従事者や救急業務協力者

﹁日向市消防団員等公務災害補
償条例の一部を改正する条例﹂は

げられて四千円が支給されること

規約の変更について

する条例﹂は︑墓園使用料の引き

調査審議する﹁市自然環境保全審
宿然環境を保袴するため自然環境

る基本的事項お・儀び重要な事項を

るために︑自然環境の確保に関す

ど︑また︑自然環境の保全をはか

生活環境の保全をはかるため︑

とを大きな目的としています︒

民の良好な環境を育て確保するこ

もに︑市︑事業者︑市民のそれぞ
れの義務と責任を明らかにし︑市

自然と良好な生活環境の保全に関
し︑基本となる事項を定めるとと

これは︑すべての市民が健康で
文化的生活を営むため︑すぐれた

水源確保に必要な山林での宅地造
成や開発行為は︑あらかじめ︑市

でいくという基本理念のもとに﹁

市民の住みよい生活環境を︑市

懸懸慰懸爆⁝懲謙

、鋼藤会、
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2

広報ひゆうが
昭和49年4月号
昭和49年4月号

広報ひゆうが
3

一
ーーー一

﹂．

．

．．

．1

一

出

一費費費費費費費費費費費費金費
目一
業
日

害当

．会務生生働産銅冊封育復債備

@財

科議総民衛労農商土主教災公諸予
⁝1234567
81
90112134
1
1

税言捨農金料金金入金金金入．亘

巖巖留出出三
分使国県財寄繰繰諸市

安担用

九百万円が組まれていますが︑こ
れによって市道D七十響ちかくが

に二二干σ肖︑こみ処圃場に二干

りあえず今佐︐窪←感公比ハ下わハ道事装

億千七百万円．−公園︑園圃整備事

区画整理事業は曾根と大王西で三

地に六十一戸が建坑双←・・れ‡︸ヲ一．土馳型

舗装道路となります︒公営住宅は
一億七千二百万円で財光寺大原団

る事芸

芦∵マ

昭和四十八年度当初予算にくら

税は一千六百十七万円が見込まれ

万交付税︑国庫補助金はほぼ横ば

年

3，204，855

す︒

にするとともに︑

るおいのあるもの

明るく住みよい環
ていくために︑市

境づくりをすすめ

の選定と緑化美化

では︑﹁市の木﹂

の標語を募集して

応募要綱と応募

います︒

長さんを通じて全

用紙は︑き︸︑・に区

家庭に配布いたし
に届いたでしょう

ましたがお手もと

応募締め切りは

か︒

四月三十日までと

︶を利用して投票
みなさんの投票を

お問い合わせください︒

がありましたら︑市環境保全課へ

そのほか︑おたずねしたいこと

わ待ちしております︒

してくだきい︒

ガキでもよい︒

なっておりますので︑ 応募要綱に
刷り込みのハガキ ︵または官製ハ

く覧一︑

私たちのまちを
緑と花に満ちたう

には約五百万円が措置きれてい支

寸金四千万円が組まれ︑観光整備

こつい一︑は︑中小企業振興融資貸

なものとなっています︒商工振興

二業振興事業︑水産業振興費が主

百町原の第二次農業構造改善事業

干九百万円で農道︑林道の整備︑

関係費は︑農林水産業費が三億五

142，602

昭和四十九年度予算

にどのように使われるのか︑予算
ましょう︒

書の中から主なものをおしらせし
なお︑ことしの日向市政の目標

四つの事業会計で八億一千四十七

まず︑四十三億七千八百二十六
万五千円を会計別にわけると︑一
般会計三十二億四百八十五万五千
円︑特別会計は公営住宅事業など

四十三億七千八百万円
三月定例市議会で︑ことしの新
予算が一般会計︑特別会計︑企業
会計あわせて四十三億七千八百二
十六万五千円にきまりました︒
は︑①住みよい環境づくり︑・三︑地

3，775

1

25456789101112131415

二一市国自轟

動

鼎謄∵産附入越収

目

1，501

これは︑前年度の当初予算に比
べると六億九百六万八千円の増加

1，470
1，53

万四千円︑水道事業の企業会計が
三億六千二百九十三万六千円︒特
別会計と企業会計はその事業だけ

161，748

1
127，748
166，01

域産業の振興︑③教育施設の整備
本です︒

にしか使われませんが︑一般会計
は道路の舗装や学校の建築︑老入
医療の助成など広く一般的な市の
行政に使われます．︑

これらの会計のうち︑主なもの
霜は﹁住みよい環境つく・り﹂のため

獄の事業が多く︑道路整備︑公共下
︑園緑地の造成︑大王谷開発事業︑

津水道︑上水道︑公営住宅建築︑公
︑ごみ処理場の建設︑公害防止︑h父

通安全施設整備事業などがあげら
れます︒これ︑りの事業のうち今年

度から新しく事業に着手するもの
は﹁公共下水道事ゐゴ︑﹁ごみ処
理場﹂です．二の事装はどちらも

尾百万円が組ミれて︑気す

﹁地域産業の振興対策﹂のための

．∵2．ど．一続︑ン存Jかれて噛︑

パーセント

市税がしめる割合
います．一

↓般の税金ではありませんが細
島港に入港する外国船から徴収し

税が九億六千五百十万円．国から
の地方交付税六億四千二百七十万

べて市税は二十三︑六欝の伸び︑地

一︑本市に交付される特別とん譲与

円．．国県支出金が九回三千七百ご︑

万円が主なもので︑歳入総額にし

倍強になっているのは農道舗装︑

ノ円

か︑・らに市税を税目別に分けてみ

千四百万円から三億五百万円と二

い状態︒諸収入が昨年度の一億一

ています︒

十五万円︒諸収入三億五百七十五

定資産税︑タバコ消費税などの市

一般会計三十二億四百八十五万
五千円の財源内訳は︑市民税︑固

歳入についてみますと

三十︑

コ．・ノち近爆撃設共学早・美費墜二千

業費は九千万円とな二・︑︑ます︒

莫大な予算を必要としますが︑と

71，5191

三十︑一督と

のる市税の割合は︑

559，413
46，719

で︑その伸び率は二三 ︑ 五 響 ︒

この予算が︑これから向こう一
年間まちづくりに︑暮らしの向上

．監イ⁝

の補助金約二千万円などが大きな
ものとなっています．︑

このほか消防費︑労働費など所
要額が組まれています︒

なお︑特別会計のうち公営住宅
事業特別会計が二億百五十五万円
東部第二土地区画整理事業特別会
計が八百八十↓万円︒曾根土地区

151，951

第二次農業構造改善事業︑土地区

な一ノています．︑

454，478
89，68

一緑化美化標語も募集中です一

一運・

三つめの﹁教育施設の整備充実
﹂については︑小中学校の校舎等
新増築事業︑学校用地購入など一

億一千六百六十万円︒そのほか社
会教育振興補助︑幼児教育補助な
ど教育振興の予算はすべてで四億
五千四百五十万円が組まれていま
画整理事業特別会計八千三百六十

す︒

﹁社会福祉対策の増進﹂は︑民生

五万円︒国民健康保険事業特別会

@

ますと↓番大きいのが固定資産税

るものです．．
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計五億一千六百四十六万円となっ

732，390
20，260

五億八百万円で市税の大半をしめ
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七千万円

576，125
771，355
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「市の木」を選んでください
やタロ

費総額七億三千二百四十万円で生
活保護費︑老人医療費などが五億

432，922
35，290

計
3，204，855

計

965，099

2，000
305，754

予算額

予算額

単位千円

一般会計歳入歳出

59，614
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（歳

画整理事業など国その他からの受
託事業の事業量の大巾な増加によ

⁝

次が市民税の一億七千万円︑たば
こ消費税が一億二百万円となって

肩
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扶助費
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維持補修費
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経

一般会計予算の伸び

灘
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八千五百五十万円︒各種団体など

圭茎対策事業費等2．3％
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人と車の流れをスムースにし交
通事故の防止を図るため︑日向署
と県公安委員会では新しく市内五
今回︑新たに信号機が設置きれ

ヵ所に信号機を設置しました︒

た場所は︑①日向市駅前︑②日向
ム前︵鶴町︶︑④協和病院入口︵

タバコ会館前︵原町︶︑③新開ゴ

国道十号線︶︑⑤南日本ハム入口
︵国道十号線︶の五ヵ所で︑今月
中旬から始動しています︒

設置箇所は

小児マヒの

生ワク投与日程
市保険衛生課では︑小児マヒの
行います︒該当するのは昭和四十

生ワクチン投与を︑つぎの日程で
七年十一月一日から四十九年一月
三十一日までに生まれた赤ちゃん
なお︑生ワクチンを受ける前後

です．

一ヵ月以内は︑現在実施中の種痘

日本脳炎の予防接種はできません
生ワクチン投与の料金は無料で

ので注意してください︒
す︒カッコ内は実施時間です︒

▽五月八日舗三股病院︵午後二時
〜三時︶

▽五月十日11渡辺病院︵午後二時
〜三時︶

5く

みんなでこれらの木木を守り愛

し︑育てていきまし．臨う︒

4﹁さくら﹂

園

k

ふるい め．すらし詩 き

霧︐鯵

モー≦竃お隻

﹁ン

︑

ている︒日本のサクラはすべて固
ーロッパのチェリーや申国のサク

有種といってよく︑これに対しヨ
ラは︑果実をならせる品種で︑外
国では日本のサクラをジャパニー

ヂ

ズチェリーとよんで区別していま貸

蓬は・ヤマザクラ・オオヤよ

す︒

ロ

チョウジザクラなどが知られ︑まゾ

甥辮驚蘂

ρヒマラヤ以東︑日本と中国とに生
じ︑およそ二十〜三十種が知られ

を除いた︑花の美しい一群をいい
知られています

た栽培きれるものにカンピザクラ母

購驚鑑

覆轟轟欝響

▽五月十五日11市細島支所︵午後
二時〜三時︶

︵午後一時三十分〜三時︶

▽五月十六日聾市役所予防接種場

二時〜三時︶

▽五月十七日11江良公民館︵午後

▽五月二十一日臨市役所予防接種
松原公民館︵午

場︵午後一時三十分〜三時︶
後二時〜三時︶

▽五月二十二日
▽五月二十三日11市役所予防接種

場︵午後一時三十分〜三時︶

「中野寺」のさくらの木

馨

ピーポーピーポー⁝きようもま
た市消防署の救急車がけたたまし
く出動しております︒春の全国交
通安全運動は十五日で終了しまし
全部で二十カ所
および通学通園道路などには︑定
▽五月二十八日日市役所予防接種

市内の交通量のひんぱんな場所

走る凶器とまでいわれる熊襲⁝

では二十ヵ所となりました︒

周期式または半感応式の信号機が
設置されておりますが︑市内全域

に減少のきざしが見え ま せ ん ︒

たが悲惨な交通事故は︑いっこう

その車の量は︑最近のカーブーム
にのって毎年増えるばかりで︑交

譜

がはいりましたので︑ご愛読くだ
さい︒

︻小説・随筆・詩︼
橋のない川︵六︶︑楢山節考︑

英雄伝説︑豚とミサイル︑黎明の

産霊山秘録︑アダムの商︑月山︑

時︑赤い熱い海︑相場師︑士道小
説集︑名人にて候︑おとなは知ら
ない︑かなしみの海︑透明人間衙
をゆノ＼日本反政治詩集
︻社会・生活︼

ローラ叫んでごらん︑六人の名
君︑私のなかの私たち︑あの日あ
マジメな話︑口語審貯法

の時あのごはん︑円盤についての

︻児童図書︼

雲の森の少年︑血と砂︑水瀞伝

︵小学校高中年向︶

︵小学校低回向︶

鉄仮面︑

六べえだぬ﹂︑・︑くも合戦︑へ︑−が

︸︑︑つねケン︑三国志ものがたり︑

いながいペンギンの話︑びっこの
三銃士ものがたり

がわっぱ︑ほらふきてんぐ︑ラ

︵絵本︶

ーオンとネズミ︑きるとかに︑玉．−
んたろう︑じゃボ．くとまめの玉．︑︑

r一一デー趣「絶㍉一｝一噛

搾｝々｛申4一一一Ψ一

馳』

市立図書館に︑つぎの新刊図書

＝図書案内一一

，ん
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髭

留
秋
写真は

場︵午後一時三十分〜三時︶

通量の安全なコントロールはいよ

職員の指導を受けながら熱心に弓を引いています。

場︵午後一時三十分〜三時︶

▽五月三十日11︵市役所予防接種

内の広場に作られた弓道場では元気なおとしよりたちが、
日本自転郵振興会補助金）かかりました。

なお︑四十九年度は︑十ニヵ所

面積は524．8平方〃霊、工事費は1・450万円（うち877万円は

に設置される予定です︒

目的で、「弓道教室」を開いています。

9h

癬㌔
蓼羅
㌘灘

市内五カ所に新たに信号機

いよむずかしくなってまいりまし

縢難灘騨強∠ ＼

通事故から守ろう」と書かれたタスキと

た︒

．窺蟹

交通安全のノボリを立て、道行く人びと

梅橋秀明さんらで、「子どもと老人を交

G・隊1

鞭耀
繋羅
に交通安全を訴えていました。

た。学級生は細島、畑浦、曾根、堀一方地

り

刊

新

癌 舞

老人ホームで弓道教室
ひよこ保育園ができました

攣

﹁

ひまわり寮には、現在60人のおとしよりがいますが、寮
保育園」で、昨年の11月11日着工、ことしの3月20日完成、

市老人ホームひまわり寮では、おとし

ノ
この深育園は、社会福祉法人「ひよこ

サ

パレードをしたのは、亀崎で乗馬遊園地を経営している
のわとしよりが出席、修了証と記念品が市から贈られまし

直．

㌧

春の交通安全運動期間中の12日、市内の乗馬愛好者が乗
第1回の日向市高令者学級の修了式は、さる3月29日、

お！
磨き1
弓難い！

・

墾
馬姿で交通安全パレードを行いました。
細島公民館で開かれました。修了式には44人（修了生47人）

〜蕪

一、一
＿＿＿一．轍一

≡醤顯朧粗 護 応「
に

嘗

乗馬愛好者が交通安全パレード
高適者学級修了式

賢

一曹ヂー〜
践
「1
A

、

曜

よりたちの精神修養と健康増進をはかる

＼
，明野嬰諜鷲憐銀1
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﹁商業についての国勢調査﹂とも

いうべきものです︒今年は第十二
回目の調査の年に当たり︑五月一

調査に当たっては︑県知事から

日現在で調査が行われます︒

の商店に伺って調査票の記入をお

任命された調査員がみなさんがた
願いしますので︑お忙しいところ
お手数ですが調査票の記入提出に
ついてよろしくご協力ください︒

昭和四十八年度の善行児童の表
他みなさんがたの不利益になるこ

以外の目的に︑たとえば微税その

なお︑提出された調査票は統計
彰式は︑さる三月十一日︑市勤労

﹁農業者転職訓

会事務局に申し込んでください
た訓練期間中は若干の日当が支

▽費用等陽授業料は無料です︒ま
給されます︒

木林引取税について
木材引取税は︑素材の取引行為
に対して課税されるものです︒

立木の伐採後の最初の引取者に
対して山元価格︵伐採現場での価
格︾を課税標準として︑一回限り
課税されます︒また︑立木の伐採
後三ヵ月以内に引取者がない場合
には︑立木の所有者を素材の引取
者とみなして課税をします︒税率
木材引取税の納税方法は︑申告

は百分の二です︒

納付と特別徴収の方法によって徴
収されます︒

本材引取税についての相談は︑

税務課市民税係で取り扱っており
ますのでおたずねください︒

はかりの定期検査

り︶の定期検査を︑ことしはつぎ

毎年実施している計量器︵はか
▽訓練科目一1建築科︵型枠大工︶

はかりを持っておられるかたは

の日程で行います︒

もれなくもよりの場所で受けてく
ださい︒この定期検査を受けて合
用できません︒

格したものでないと︑こんごは使
︵カッコ内は実施時間です︶

▽締め切り11六月二十日

▽申し込み11希望者は市農業委員

▽募集人員一1十五人

︵市内財光寺下が浜︶

▽訓練場所陪日向専修職業訓練校

間

▽訓練期間睦七月〜九月の三ヵ月

おりです︒

今回︑募集する内容はつぎのと

技術指導を行うものです︒

有利な職種に就職できるようにと

従事しようとする人が︑少しでも

これから農業をやめて別な職業に

これは︑現在農業をやめ︑また

練生﹂を募集します︒

のひとつとして︑

市農業委員会では︑離農者対策

転職訓練生募集

ません︒

とに使用されることは絶対にあり

もれなく対象とするものであって

定統計調査であり︑全国の商店を

この調査は︑統計法に基づく指

を実施しております︒

の商店を対象として商業統計調査

通産省では︑二年に一回︑全国

商業統計調査にご協力を

黒木長充さん︵富島中三年︶

佐藤ふみ子さん︵富島中三年︶

山脇幸広さん︵塩見小六年︶

河野秀樹さん︵日知屋小六年︶

安藤朗子さん︵富高小六年︶

けたよい子はつぎのとおりです︒

願って激励するもので︑表彰を受

たたえ︑今後ともに健全な成長を

いる児童生徒に対してその善行を

徒に好影響を与え︑模範となって

ならびに行為や努力が他の児童生

学校や家庭においての生活全般

た︒

青少年ホ：ム会議室で行われまし

善行児童を表彰

奪

▽四月三十日同市美々津支所︵十
時〜四時︶

▽五月一日上市細島支所︵九時〜
三時︶

▽五月二日H市役所︵本庁︶車庫
︵九時〜四時︶

この生活学校では︑家庭の主婦

す︒

こる悩みや不平不満︑あるいは市

が中心となつ︑て︑日常生活から起

んな疑問や気づいたこと⁝などに

販されている商品についてのいろ

です︒

ついてみんなで話し合い︑学習し
問題を解決していこうというもの

▽五月七日11市役所︵本庁︶車庫

なお︑この定期検査にもれたか

︵九時〜四時㌧

でのあいだに︑宮崎市の県計量検

︵土曜︑日曜︑祭日を除く︒︶ま

▽募集人員11五十人

度を確立してみませんか︒

能力を高め︑主婦としての生活態

あなたも生活学校の主休メンバ
ーとなり︑判断する力や選択する

たは．五月三十日〜七月三十一日

定所で検査を受けていただくこと

時から二時まで

▽妊婦検診 毎週月曜日の午後一

前九時から十一時まで

▽一般健康相談一毎週月曜日の午

どうぞ︑ご利用ください．．

更し実施することになりました︒

からつぎのように毎週月曜日に変

日向保健所では︑一般健康相談
ならびに妊婦検診を毎週水曜日に
実施しておりましたが︑四月一日

保健所業務一部変更

でくだきい︒

市教育委員会社会教育課︵日向
市本町十番五号︶まで申し込ん

氏名︑生年月日を記入のうえ︑

▽申し込み一﹁ハガキ﹂に住所︑

▽締め切り鐸五月十日︵土︶まで

等︵来年三月までの予定︶

▽会議11月一回程度の打合わせ会

▽対象H市内居住の主婦

になります︒

ねずみくじ

当せん番号

さきに実施しましたねずみとり

運動の︑宝くじ当せん番号がつぎ
のように決まりました︒お手もと

の番号と見くらべてください︒

下四ケタの数字が

▽五千円相当の商品

三二三三︑五六九五︑六八九二
九五一九︑九七一二︑

下三ケタの数字が

▽千円相当の商品

﹇六五︑二八六︑六四一

当せんされたかたは五月末までに

市保険衛生課にお申し出ください

生活学校生募集

市教育委員会では︑いま生活学
校の主体メンバーを募集していま

