訊

9人減

女27，624人

49人増

計52，102人

48増

14．983

Q⁝⁝⁝とじて保存しましょう⁝⁝⁝e噛

自然に親しむ

園児らがイモ堀り
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役

市

向

日
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きる二日︑広見の権現山で富高幼稚園のよ

11月

（朔．234）

昭和49年11月21日発行

いエ丁たち三百人が︑イモ堀りをしました．

号

泥まみれになって︑自然に親しむ子どもに
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58人増

24，478人
男

口
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市は︑本年度より公共下水道事業に着手しました︒

計画では総工事費四百億円をかけ︑昭和七十年度までに完成させるこ
下水道事業が行われる区域は別図に示す区域で千六百二十欝︒このう

とにしています︒

九十六億二千万円︒昭和五十五年度に完成の予定です︒

ち本年度から着手される第一期工事は斜線の部分二百二十六鈴で工事費
四百億円︑二十年かかる大事業ですから市民のみなさんの絶大なご協
公共下水道のあらましについてお知らせいたします︒

力なくしてはスムーズな事業の推進はできません︒

日も早く完成させ︑よごれいく河
川や海をきれいにするとともに︑

日向市の公共下水道事業は四百
億円︒平均して噌年間に投ぜられ
私たちのまちを美しい︑住みよい
まちにしたいものです︒

る建設費は約二十億円となってい
ます︒

・拶

海や河川のよごれを防ぎ︑い
ドブや水たまりをなくし︑常
ハエやヵをなくし︑伝染病を
家庭に水洗便所を普及させま

す︒

△

なくします︒

ム

に環場を清潔にします︒

ム

つもきれいにします︒

△

きま実

「

@ノ∠∠

グ日知屋∠◎

川

抜遮
／一︑・

見﹂
﹁塩

財

きれいな水に
家庭や事業所などから出たよご
れた水は︑地域の地理的状況に応

下水道の意義
市内には現在﹁般家庭や商店︑

じて設置されたポンプ場に集まり
ここでポンプアップされて終末処

事業所などから出される汚水を流

水は︑まず︑沈砂地に流入され砂
やゴミをここで取り除き沈澱池に

終末処理場に集まったよごれた

理場へと送られます︒

亀崎川に流れこんでいます︒この
ため市内の河川は年ごとにょごれ

流れてそのまま塩見川や富高川︑

す下水道がありません︒これらの
汚水は道路わきの側溝︵みぞ︶を

がひどくなり︑悪臭がして︑昔は

してよみがえります︒

て浄化し︑汚水は無色透明な水と

います︒︶そして最終沈澱池をへ

を分解します︒ ︵活性汚泥法とい

有機物を取り除く曝気槽で有機物

物を入れて繁殖させ汚水のなかの

い水のなかの浮遊物を除き︑微生

送られます︒沈澱池では︑きたな

たくさんいた魚などが少なくなり
このままではいなくなってしまう
のではないかとさえ心配されてい
ます︒

こうした河川や海をきれいにし
て︑明るく住みよいまちづくりを
されました︒

すすめるため︑下水道事業が計画

水︑台所から出る水︑風呂水やし

ます︒また︑家庭から出る洗濯

埋設してある雨水管に流れこみ︑
浸水や水たまりの心配がなくなり

であるにもかかわらず︑我国にお

生上必要欠くことができない施設

の生活環境を整え︑市民の保健衛

このように公共下水道は私たち

工事にご悔力を

尿は汚水管に流れることになりま

水道は普及発達しましたがこれに

公共下水道が完成しますと︑道
路や宅地に降った雨は道路の下に

す︒それで便所は水洗便所となる
ので汲み取り口はいらなくなり道

パやアメリカの下水道と我国を比

比べてはるかにおとり︑ヨーロッ

いては非常におくれています︒上

するとか蚊やハエが発生するとい

路の側溝がつまって悪いにおいが

因であることに違いありません︒

いますが一つには莫大な建設費が
かかるということもその大きな原

べると比較になりません︒このた
ちおくれはいろいろと論じられて

これらの雨水や汚水は︑大きな
管を流れて終末処理場に集められ
ここできれいな水となって川に放

うようなことがなくなります︒

流されることになっています︒

このぽか土地の有効利用等︑数
多くの利点があります︒

このように︑下水道は私たちの
住むまちの環境を守るとともに現

一◇l

l◇一

な施設といえましょう︒

代社会において︑もっとも基本的

寺

⑪∂

後

光

赤岩川

私たちのまちは年々人口が増し

下水道の五三条
△ 雨水を排水し︑水害を防止で

㌦島

手

11月26日〜12月2日

、，

♂

着工区域

それにつれて家も建てこんできま
した︒家庭から流される汚水は増
の ご 協 力 を え て ︑ こ の大事業を一．

えるばかりです︒市民のみなさん

N十

撚謬

細

着々と工事が進められている大曲り地区の工事現場
／

計画区域
／

秋の火災予防運動

7
の用

火

梶木／
／

瀞島港錫

@

総工費 400億円
7

留罐
市
／

／

亀崎

庄

露

Z
／

港
／

田］・
，［1
「3『

愛
紺
ら∠／

製磐mllll！
日向市下水道計画図
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芟C勤労渚⁝⁝⁝

を担当するとともに︑同大会会場
において山中たから色紙展を開催

和四十八年十一月目県民俳句大会
において最も重要な県知事賞の選

ートにて山中たから展を開催︒昭

昭和四十八年一月︑延岡寿屋デパ

山中たからさん︵芸術部門︶
院を開業しておられます︒

終戦直後に生まれた俳句の会に
昭和二十七年八月﹁はまゆう﹂と
名づけて以来︑二十余年にわたり
と俳句の普及にあたり︑多くの俳
昭和四十九年一月︑中央俳句結社

会の発展を願い︑会員の指導育成
句愛好者を育てるなど︑その努力
﹁握手﹂に同人として迎えられる

数多くの秀作を発表し続け︑その

じに大活躍をしておられます︒

など︑山中さんは俳句の道ひとす

は日向市の文化向上に大きく寄与
しています︒

また︑俳句作家としても実作面
昭和四十九年度︵第七回︶の日

句協会会員︑握手同人︒

現在︑日向はまゆう句会会長︑
県俳句協会顧問︑椎の実同人会相
談役︑県民俳句大会レギュラー選
者︑椎の実同人︑菜穀火同人︑俳

で常に努力と研究をおこたらず︑

向市文化功労者が決まり︑去る三
ます︒

作品は人情味あふれたものが多く
だれからも親しまれ愛論されてい

秋の叙勲に

日目文化の日に︑市長室でその授
山中さんは︑昭和二十七年に初
めて俳句を作り始められ︑昭和二
十八年︑毎日俳壇で大活躍︑特選

児玉氏

ことしで第三
回を迎えた﹁日
ーツ大会﹂は︑

向地区老人スポ

去る十月二十五
日お倉が浜運動
公園でにぎやか

大会には︑地

に行われました

め門川町︑東郷

元日向市をはじ

町︑西郷村︑南
諸塚村︑椎葉村

郷村︑北郷村︑

目おとしよりた

から約千二百人

の選手は︑五十

ちが参加⁝各団

入れなどの競技に挑戦していまし

胡競走や地球ころがし︑ おじやみ

た︒また昼食時には各市町村の余
すなど︑にぎやかな楽しい一日で

興隊がグランドい一・ぱいにくり出
した︒
潔ズ

ヲー︐ーーー−︑︐

賞式が行われました︒

ことしは︑学術︑技術︑体育の
三部門には該当者はなく︑俳句を
とおして日向市の文化向上に尽く
してこられた山中たから︵本名宝

昭和四十九年秋の叙勲で︑日向

入選数回︒昭和三十七年十一月か
ら県文化祭参加県民俳句大会の選
者︑以来現在まで県俳壇の指導者
年にわたる地方自治の功績により

市長の児玉袈裟雄氏︵70︶が︑永

＝i63︶瞠医師一 1 が ︑ た だ 一

人芸術部門に決まりま し た ︒

として広く俳壇の振興のため活躍

た︒

勲四等旭日小綬章を授与きれまし

中︒昭和四十七年四月︑日向はま
ゆう句会二十周年記念大会を挙行

山中さんは︑明治四十四年八月
一日に︑日向市大字財光寺九番地
に生まれ︑東京慈恵医大卒業︑昭
昭和四十七年五月︑俳人協会会員

中高年盲者の

め

介します︒

私たちの生活を守っている木を紹

慧

余興隊一行

△大会に花をそえた

煮︑．

t

ドー︑﹁．r

〆

し

．

・ぞ

て門

﹂

＼

隔

Z﹁

〜︑

撫

︑

嬉

全員参加の﹁おじやみ入れ﹂

△一ツ︑ニツ︑三ツ⁝

き
避
博

メグスリノキ︑

などがある︒

エデ︑

． 〜i一〜一1彦︶︸ヤ〜︶︑ごぐrb︺幽−

や

ヤマモミジ戸

パヵエデ︑・くツデカエデ︑タ︑ネ忽

二二モミジ・テツカエデ・ト三
・エデ︑・・チ・カエデ︑⁝

デ・コミネカエデ・ツタモミジ・ヰ

・ハウチワカ三ア・チリメンカ淫

三ア・オガラバナ・カジカエデ・や

デ︑ウリハダカエデ︑カラコギカ

類には︑イロハカエデ︑ウリカエ噌

列薄紫雛糟籍難

薩んでカェーアをさ幽ヲさっに︒与〜

ていまずが︑そのなかで珍しい木

とのみを理由に退職を余儀なくさ

みんなでこれらの木木を守り愛
し︑育てていきましょう︒

﹁かえで﹂︵もみじ︶

湘織黙繍難

ずらしい

木は︑私たちの生活になくては
ならない大切なものです︒木木の

ふるい

若い人たちは﹁金の卵﹂﹁月の
石﹂などと︑もてはやされている

ゴみどりは私たちにいこいと安らぎ
をあたえてくれます︒

おおきい

@容灘酒

反面︑申高年令者は依然として就
職難が続いています︒そのうえ多

にたえぬいた木︑自然の猛威から

大きい木︑二十年も何百年も風雪

市内には多くの種類の木が生え

ても︑単に﹁定年令に到達したこ

くの企業では︑なお五十五歳定年
制が残っており︑多数の高令者は
じゅうぶんな労働能力を為ってい

みなさんへ

老人スポーツ大会

葉が掌状に裂け︑秋美しく紅葉
し︑果実に翅︵はね︶がある落葉

メζ

@

に9やかに

れ︑定年退職者は老後の生活に大
きな不安を残しています︒

このようなことから︑公共職業
安定所では︑各種相談機関を設け
中高年令者のみなさんの再就職問
題等についてご相談に応じること
にしています︒どうぞご利用くだ
さい︒

！ナーで気軽に相談してくださ

○公共職業安定所高年令者相談コ
い︒

○中高年令者を対象とする公共職
職業訓練︑職場適応訓練生が行

業訓練︑定年退職前職業講習︑
われています︒

その他︑くわしいことは日向公

○受講者には手当が支給されます

︵日向公共職業安定所︶

共職業安定所でおたずねくださ
い︒

蒔

巴

和二十四年から市内南町で内科医

串湖

@

料金割り引きがない

すごい込み合いが毎夜展開されて
います︒料金割り引きのない六十

地域集団電話など︑夜八時から

す︒

も料金は割り引きにならないので

六十キロメートル
﹁今かいね︑宮崎の娘んとこに
行ことおもちょっとよ︑昼までに
ゃもどるが⁝⁝﹂マイカーで日向
〜宮崎間は﹁時間ちょっとで気楽
に出かけられるようになってきま
した︒

後八時〜十時︶まで待ってかける

1蒋

@

「かえで」

キロメートル以内の通話など︑わ
ざわざつながりにくい時間帯︵午

」
■

@

写真は、塩見小学校の

このように私たちの社会生活圏
もだんだん広域化されてきたよう

都城

@

遍魁窯

ことはないわけです︒

︵日向電報電話局︶

多多総

理

日向
160K、！

@

下墨r

です︒

能本

△力強く選手宣誓

》

電話では︑この社会生活圏とも
いえる六十キロメートル以内の地

z西剤

閑散な時間帯を利用して︑一家
だんらん楽しい声のたよりを伝え
られては︑いかがなものでしょう

竹」田

@

一卓…＿＿
〜

推杉2雍姦0
南為……多
警・

か︒

ノこ吉

域︵たとえば︑宮崎︑高鍋︑延岡

ならない主な士也域です一

O

……

高千穂の各周辺と人吉︑八代など
︶への市外通話は︑夜八時からで

余斗線1人】；よ夜間害1」り弓1き｛こ

1《1履
隅、・隔

一）
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四六
︑ぎが

が、去る9日、富高川で行われました。

この調査は、ニッポンカワウソ研究家で
展や華道展、文化講演会などが、体育部

ノ
門では柔剣道大会やバレーボール大会、青年祭などが、は

知られる辻康雄氏（高知県申村市）ら関係者によって行わ
なやかに行われました。今後は判月27日に三曲大会（琴、

れましたが、辻氏は「生息を確認するための材料は見つか

＼こ

園文学︼

」：、＝：

人や心身に障害のある人がある

損したため︑その復旧の間︑児

があり︑その家屋を失ったり破

ｺ和四十九年十月分からは指
示どおり取り扱いを変更します

市教育委員会では︑来年成人式

感想文募集
の有無にかかわらず︑保存デ⁝

います︒ふるってご応募ください

を迎えるかたの感想文を募集して

え︑新成入者または社会人とし

▽内容と標題11﹁成人の日﹂を迎

ターから該当のお客様を調査の
三︑調査の終了したお客様から逐

てとくに地方自治や国政への参
もしくは考えたり感じたりした

加について︑自分自身の経験︑
こと︒

詰原稿用紙八枚以内︶

▽枚数髭三千二百字以内︵四百字

日から昭和三十年四月一日まで

▽応募資格11昭和二十九年四月二

に生まれた人で日向市で成人式
に参加する人︒

日向市教育委員会社会

▽締め切り期日11昭和四十九年十

二月十日
教育課︵日向市本町十番五号︶

▽提出先

を選び︑昭和五十年一月十五日

▽選考11応募作品のうちから三編

の成人式当日二三︵男︑女︶を
発表します︒

人式当日記念品を贈呈します︒

▽賞品閂選考した三編について成

ださい︒

︵字数制限外︶

務先を原稿の末尾に明記してく

氏名︑性別︑生年月日および勤

▽応募上の注意11応募者の住所︑

この会は︑日本赤十字社の行う

入会ご希望のかたには︑パンフ
レット等を送付いたしますので︑

れたものです︑．

をはかることを目的として結成さ

献血事業に協力し︑献血者の増加

ま会員を募集しています︒

日向市献血友の会では︑ただい

献血友の会会員募集

︵九州電力︶

一八一番︶におたずねください一︑

九州電力日向営業所︵電話②二︑

なお︑くわしいことについては

いたします︒

け速やかに返還できるよう努力

の日時を要しますが︑できるだ

るため︑返還完了までには相当

還の内容をお知らせいたします
四︑管内のお面様の全部を調査す

せていただきます︒その際﹁電
気圏返還のお知らせ﹂により返

次電気料金より差し引き返還さ

うえ返還させていただきます︒

二︑過収分については︑お申し出

新成人者︵有権者︶

受け取りになって︑募集期間申に

六十人

◎九州電力からのお知らせ内容

でご連絡ください︒

六十人

その家庭の母親以外の人が児童の

ただし︑①〜⑤までの場合で︑
保育ができる場合は除かれます︒

童の保育ができない場合︒

六十人
六十人
六十人

六十人

九州電力では︑電気税の徴集に

返還のお知らせ

電気税の一部過二分

その他︑くわしいことは市農業
委員会事務局におたずねください

年﹁月からです︒

なお︑改正後の実施は昭和五十

㈲その他

十七万円になりました︒

ω離農給付金が三十五万円から七

㈹物価スライド制の導入︒

ました︒

ω掛金が二︑二倍に引き上げられ

れました︒

ω年金額が二︑二倍に引き上げら

主な改正点は

改正されました︒

農業者年金制度がつぎのように

改正されました

農業者年金制度が

六十人

六十人

⑥火災や風水害︑地震などの不幸

きない場合︒

市福祉事務所献血友の会事務局ま

▽募集人員

口恥屋保育所

上町保育所

正念寺保育園

細島保育所
塩見保育園
財光寺保育園
ひよこ保育園
岩脇保育所

できない場合︒

あるために︑その児童の保育が

病気であったり︑心身に障害が

④母親が出産の前後であったり︑

庭の場合︒

どの理由により母親がいない家

③母親の死亡︑行方不明︑拘禁な

ます︒

に従事していて︑かつ︑そのた
めの使用人がいる家庭は除かれ

をすることを常態としているた
め︑その児童の保育ができない
場合︒しかし︑父親がその仕事

②児童の母親が︑昼間家庭で児童
と離れて日常の家事以外の仕事

ない場合︒

るため︑その児童の保育ができ

①児童の母親が︑昼間家庭の外で
仕事をすることを常態としてい

▽入園︵所︶できる基準

六十人
高松保育園
計六百三十人

美々津保育園

九十人

から一月三十一日まで

あたって免税点の判定に誤りがあ

︵日向市立図書館︶

へ逃げる︑▽いたずらカメラ入門
▽何でも見てやろう︑一その他1

▽生きるのが下手な人へ︑▽三陸

▽金とヒマの研究︑▽世紀の秘密

申東︑▽日本人はどこから来たか

▽国際適応学入門︑▽知られざる

▽日本人の堕落︑▽大統領の陰謀

︻社会・生活︼

勝ったのか

▽安楽死のすすめ︑▽私はガンに

▽糖尿病︑▽老年期の栄養と献立

▽医者がくるまでにこれだけは︑

︻健康一

の遊びと手の労働

▽母と子の20分間読書︑▽子ども

の本・子どもを悪くする手引き︑

▽いたずらつこバンザイ︑▽かに

︻教育︼

●マン︑▽鏡よ鏡

だめな自分の研究︑▽ターミナル

淳之介着流し対談︑▽すごい自分

▽うちの女房うちの息子︑▽吉行

願︑▽礼偶の資格︑▽幻の近江京

汚染海域︑▽孔雀茶屋心中︑▽炎
の地図︑▽好色六人女︑▽隠居志

▽赤い真珠︑▽現場をみた人︑▽

▽灰の女︑▽精神分析殺人事件︑

▽色徳︑▽わが赴くは蒼き大地︑

＝図書案内＝・

に取り扱います︒

翫≠

離職．

刊

新
りましたので︑今後はつぎのよう

性はじゅうぶんにある」と語っていました。

ため︑母親がいつもその看護に

らなかったものの、河川や周辺の環境からみて生息の可能
柳流発表会などの行事が行われます。

あたっており︑児童の保育がで

尺八三弦）、11月28日に親子芸術劇場、12月28日に日舞花

▽募集期間瞳昭和五十年一月七日

カワウソの生息調査

市福祉事務所にご提出ください︒

シンボルになりそうです。

カワウソの生存を確認するための調査

の竪二野難論，毒概

ご
転

衛︸罫

／
鵬
えられたギンモクセイとならんで、

富高川で

はなやかに総合文化祭

町の古田覚さんの竹かごが宮崎日日新聞
社社長賞をそれぞれ受賞しました。

訊

津正勇さんの掛軸（絵画）が県知事賞、原
記念して市に寄贈したもので、さき

らもおとしよりたちがたんせいこめて作った作品20点を出

しいキンモクセイが、このほど、市 役所前広場に植えられ
ました。このキンモクセイは、「豊 かな日向市建設促進協

⑤児童の家庭に長期にわたり︑病

一、

書驚劉

おしらせ

齢

土木技術職員の
任 用 資 格 試 験について
市では︑土木技術職員の任用資
格試験をつぎの要領で行います︒
▽期日11昭和五十年一．月十二日

▽場所11日向市役所

▽資格11昭和二十五 年 四 月 二 日 以

降に出生した人で︑高等学校の
専門課程卒業または同程度の学
力を有する人
▽ 試 験 科 目 1 1 国 語 ︑社会︑数学︑

専門︑面接
▽申し込み期間臥昭和四十九年十
二月二日〜二十四日
受験手続き︑その奇くわしくは
市人事課へお問い合わせください

保育所の入園︵所︶募集
市福祉事務所では︑来年四月一
︶児をつぎのとおり募集します︒

日から入園︵所︶する保育園︵所
ご希望のかたは︑入園︵所︶申
請書用紙を福祉事務所︑各支所︑

またはもよりの保育園︵所︶でお

キンモクセイを植樹

品しましたが、その中で市内南町の宇田
（長友健会長）が、市の木制 定を
議会」

県老人クラブ連合会主催の第8回老人作品展示会が、こ
のほど、県自治会館5階ホールで行われました。日向市か
回り3㍍というすばら
樹令500年以上、高さ20㍍、幹の

県老人作品農で県知事賞
市役所前広場に

6

広報ひゆうが
昭和49年11月号
昭和49年11月号

広報ひゆうが
7

8

広報ひゆうが
昭和49年11月号

親子芸術劇場

◎年賀はがきは十二月十五日から
受けつけます︒早めにお書きにな

該当者は︑昭和二十九年四月二
日から昭和三十年四月一日までに

までには投かんしてください︒差
し出しが遅れますと︑元旦配達に
教育課︵日向市本町十番五号︑電

先︑世帯主名を市教育委員会社会

式典参加ご希望のかたは︑氏名
住所︵詳細に︶︑生年月日︑勤務

生まれたかたです︒

間に合わなくなることがあります

って︑少なくとも十二月二十二日

つぎの要領で開催さ れ ま す ︒

でお知らせください︒郵便︑電話

話②二二一番︑内線四三六︶ま

昭和四十九年度親子芸術劇場が
これは︑すぐれた舞台芸術を親
子いっしよに鑑賞させることによ
の一部です︒あて先の郵便番号だ

の日︶に︑新しく二十歳を迎える

﹁噸番︑内線二四四七番︶

宮崎県統計協会︵電話⑳﹁．︑ ．

年末・年始の

握らない︒また道路をふらっい

◎歩行者︑運転者の共通事項
▽酒を飲んでは絶対にハンドルを

たり︑寝そべ一．たりしない︒

▽交通信号機の信号に従う︒

ら勇気をもつてキーを預かる︑︑

▽飲酒して運転しようとする人か

▽車を運転する人には絶対に酒類

事故防止

本年もあとわずかとなってまい

▽酒類を提供する集会等の案内状

よう付記する︒

レ＝

院︵電話②三三三七番︶

︵電話②二四〇九番︶︑大平医

二〇四五番︶︑滝井︵産︶医院

▽十二月﹁日11和田病院︵電話②

目十二月中目︑

一陵

には︑自動車を運転してこない

をすすめない︒

りましたが︑とかく年末には人の
往来と車の激増で交通事故がひん
ぱんに起ってきます︒また︑この

時期には忘年会や新年会などで酒
を飲む機会が多くなり︑飲酒運転

運転者のみなさんも歩行者のみ

による重大事故も多発します︒

て︑事故のない明るいまちづくり

なさんも交通ルールを正しく守っ
にご協力ください︒

◎歩行者

▽交差点を渡るとき道路を横断す

▽十二月八日巨三股病院︵電話⑧

るときは︑近くの横断歩道を利

用し︑左右の安全を確かめる︒

○〇三四番︶︑今給黎医院︵電
話②二四五九番︶︑高木医院︵

院︵電話②八一九一番︶︑黒木

⑦一G＝番︶︑鮫島︵整︶医

▽十二月十五日11渡辺病院︵電話

電話②四三一﹁番︶

▽幼児は︑おとなが必ず手を卜い

て一人歩きをさせない︒

▽路地裏からの飛び出しをしない
▽道路は右端を︑歩道のあるとこ
ろは歩道を歩く︒

話門川⑤一〇三六番︶︑稲原医

▽十二月二十二日11樋口病院︵電

医院︵電話②六〇五五番︶

▽自動車︑自転車の運転者

ラースケート等遊戯をしない︒

▽道路でのキャッチボール︑ロ！
▽名称隠宮崎県の商業

▽スピードを出し過ぎない︒

院︵電話②二二〇九番︶︑吉田

▽正しい右折︑左折の方法を守り

医院︵電話②四四〇一番︶

▽追い越し︑はみ出し禁止区間で

院︵門川②一四四六番︶

︵電話②二九五口番︶︑田申病

▽十二月二十九日陪千代田病院︵
電話②二六三八番︶︑柳田医院
の通行区分を守る︐

護の義務を守る︒

▽横断歩道︑その他での歩行者保

安全を確かめる︒

▽規格11B5版︑約百ページ

丁目十番︻．号︑宮崎県統計課内

置申し込み先ーー宮崎市橘通り東二

二月二十日

▽申し込み期限昨昭和四十九年十

▽刊行予定11昭和五十年三月

▽価格11八百円

早めに申し込んでください︒

なります︒購入ご希望のかたは︑

月一日現在の調査結果書が刊行に

商業統計調査は二年ごとに行わ
れますが︑今回︑昭和四十九年五

﹁宮崎県の商業﹂の予約

四十九年版

日です︒みんなで祝いましょう︒

抜こうとする青年を祝い励ます〃

ったことを自覚し︑みずから生き

◎﹁成人の日﹂は︑〃おとなにな

状を差しあげます︒

たかたには︑後日︑はがきで案内

︵火︶までです︒申し込みをされ

申し込み締め切りは十二月十日

でもけっこうです︒

◎郵便番号は正しく︑はっきりと
書いてください︒郵便番号は住所

る理解と関心を家庭に広めること
けでなく︑あなたの郵便番号もお

り︑豊かな情操を養い芸術に対す
が目的です︒

申し込みは早めに

成人式典参加

い︒

務課管理係にお問い合わせくだき

くわしいことについては︑市税

が省けます︒

り替えで支払われますから︑手間

電話料や電気代などと同じよう
に税金も預金口座から自動的に振

制度﹂を利用されると便利です︒

税金を納めるときは︑﹁振替納税

期分を納めていただく月ですが︑

十一月は所得税の予定納税第二

振替納税の利用

忘れなく書いてください︒

▽ 種 目 1 1 公 演 種 目は児童劇
▽ 日 時 1 1 十 一 月 二十八日︵︵木︶

午後六時三十分から
▽会場閥日向勤労青少年体育セン
ター

▽入場者の資格口小・中学校の児
童生徒およびその母親または父
親︵親子の組合わせで︑親一人
について子ども二 人 ま で ︶
▽入場料一1無料

年 賀 状 は お 早めに
年末になりますと︑郵便の利用
が急に増えてきますが︑日向郵便
局では︑とくにつぎのことに注意
たいせつな郵便物を正確に早く

するよう呼びかけて い ま す ︒

配達するために︑みなさんのご協
力をお願いします︒

置でにお出しください︒差し出し
が遅れますと︑年賀状の処理と重

青年を祝い励ます﹁成人式典﹂を

市では︑来年一月十五日︵成人

なって︑年内配達ができない場合

行います︒

◎小包は少なくとも十二月十五日

があります︒

