力

○⁝⁝⁝とじて保存しましょう⁝⁝⁝○

近づく年の瀬

ことしもあとわずか⁝⁝︒

近郊の農家では︑しめなわつくりや︑

モチつきなど⁝正月を迎える準備︵した

く︶がはじまりました︒

角

男女計蹄
︑

写真は︑十一日会︑曾親クラブの人た

ちとモチつきを楽しむあかつき学園の子
どもたち︒
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鶏鰹

蜘衝

垂衝愈牽

ます︒

欄⁝灘⁝鞭鋤

っています・．︑

鑑覇難

．r物

また︑﹁みどりの監視員﹂とは
べつに︑自然環境保全について︑
専門的な立場からいろいろと審議
していただき︑よりよい日向市に

つぎに緑地帯です︒市街地のみ
どりがすくなくなっています︒市
め緑地基準をさだめました︒それ
するための﹁日向市自然環境保全

では公共施設の緑化をすすめるた
で市内の工場や事業所にもその基
審議会﹂もつくられました︒

一般会計

準で緑化につとめてもらうことに
かぎられた土地を有効につかう

なりました︒
▲

P

私たちの日向市は︑美しい海︑浜︑いそ︑みどりしたたる山山︑ 清い流れの耳川⁝⁝と︑
天があたえたこのすばらしい自然は︑私たち五万市民の︑何ものにもかえがたい︑だい

ほんとうにめぐまれた自然のなかにあります︒

ちかごろ﹁自然保護﹂とか﹁環境保全﹂とかいうことばをよくききますが︑つまると

じな財産です︒

活を︑ということになるのではないかと思います︒

ころこのことは︑私たちの日常生活が健康で︑うるおいのある︑あたたかみのある生
三月﹁日向市民の環境と自然をまもる条例﹂ができ︑十二月からいよいよ︑このき

ばんおくれているといわれる下水
制や保護することが決められてい

今月は︑このことについてお知らせします．︑

の制限や制約があります︒

このきまりには︑五万市民のだいじな財産をまもり︑育てるために︑あるてい度

まりの効力が発せられることになりました︒

条例の精神
のように︑事業をすすめることに
羽以上のあひるをやしなう施設を

以上︑めん羊︑山羊を二十頭以上

まず︑家畜で牛︑馬︑豚を五頭

ます︒

よって︑おおがたできるでしょう
がそのほかの環境づくり︑今のす
るときは︑市に届け出なければな

新しくつくったり︑増設したりす

よい﹁生活環境﹂づくりは︑こ

道事業にも着手しました︒

り︑きれいな小川︑フナやメダカ
ばらしい自然をまもっていくには

市民の環境と自然をまもる条例﹂

﹂がなくてはなりません︒﹁日向

﹁みんなでこれをまもり育てる心

境を汚物や汚水︑悪いにおいでよ
ごさないようにというかんがえか

りません︒これは私たちの生活環

わり一︑五層以上の木︑高さが十
層以上の木︑高きが三斜以上の株

の高きぐらいのところで︑幹のま

ようというものです︒ここでいう
大きな木とは︑だいたい人間の目

きな木はできるだけ保議してあげ

つぎは保護することですが︑大

たからです︒

規制と保護

の基本精神もここにあるわけです

五百羽以上のにわとり︑二百五十

そして︑道路は整備され︑まちな
事業やおかねの聞題だけでなく︑

すみきった空気︑青い空︑青い
海︑みどりの木々︑小鳥のさえず

みはととのい︑公園で子どもがあ
そび︑上下水道は地下にはしり︑

私たちのまわりがすべて︑こう

みんながまちを愛する⁝⁝⁝︒

であったら﹁公害﹂とか﹁自然環
境保護﹂とか﹁生活環境保全﹂と
いのではないかと思います︒

かいうことばが使われることはな

﹁公害﹂の防止は︑日向市公害

日向市の環境は︑﹁自然﹂はす
ばらしく︑﹁生活﹂は﹁住みよい
いように決められています︐

防止条例でいろいろと公害がでな

立した木︑枝葉の面積が三十平方
督以上のしげった木︑土地の面積

環境づくり﹂が市政の基本ですか
﹁日向市民の環境と自然をま蓬

が三百平方琉以上の林などをいい

ら︑道路整備︑公営住宅建設整備︑

公園緑地造成︑区画整理事業など
る条例﹂とその規則では家畜︑樹

業のためのものがおおく︑畜産経

﹁つの工事が三千万円以上かかる

っています︒工事請負契約案件は

狙って

囲％

木︑緑地帯︑開発行為につい ︑規

議案は九十件
昭和四十九年に開会された市議
会は︑定例市議会が三月︑六月︑

九月︑十二月の四回︑臨時市議会
っています︒この六回の市議会に

が八月︑十月の二回合計六回とな
議題としてだされた案件は九十件
うち六件は昭和四十八年度日向市
﹁般会計︑四つの特別会計︑水道
企業会計の決算報告議案です︒

決算以外の八十四件の議案につ
いてみますと市長がだしたもの八
十二件︑市議会議員がだしたもの
これを議案の内容別にみますと

二件となっています︒

営環境保全集落群育成事業が金額

れます︒

埼

日本が世界各国にくらべて︑いち

十一円だったのが三十二円に値上

年一月一日から現在十認あたり二

条例で新しくつくられたものが四
件︑︻部改正された条例は二十六
された条例﹁件となっています︒

件︑全部改正された条例三件︑廃止

としては最高で三干六百万円の追

O．

パ

がどんどんすすめられています︒

よりよいあすの生活のため︑そ
して︑かけがえのないすばらしい
自然を私たちの子孫におくるため
みんなで環境保全につとめましょ
う︒

◎

昭和四十九年度第六回日向市議

三十七億八千万円に

会は︑十二月三日招集され︑十八

げされることになりました︒

h臨レ

よくない影響を与えます︒まず自
然景観がわるくなり︑みどりがす

この議会にだされた議案は十一件

日までの十六日間開かれました︒

いて改善するものです︒

議案第七十六号と七十七号は︑
消防団員の退職金や災害補償につ

やはり農道整備で美々津宮の下の

地改良事業の変更について﹂は︑

加となっています︒

つぎに︑市民から市議会にださ

色冒

ために開発がおこなわれます︒市
がおこなっている大王谷開発も︑

そういうための開発です︒ところ
が︑いわゆる﹁乱開発﹂は︑自然

くなくなり︑水の確保がむつかし

の議案︑予算関係議案でした︒

で土地改良事業の議案︑条例改正

予算に関する議案は二十六件︒
教育委員会の委員や公平委員会の

委員などをえらぶ人事案件は三件

人によってあらされていないか︑
とうぜん保護されるべきなのにま

日乙原の農道整備事業のことで事

このほか公営住宅事業特別会計

このうち採択されなかったもの一

れた請願や陳情は十件でした︒

した︒

件︑継続審議となったもの﹁件で

7
も

をこわし︑自然と調和をたもちな
がら暮らしている私たちの生活に

くなります︒そこで二千平方材以
上の開発は市に届け出なければな

議案第七十八号から第八十二号
議案で︑昭和四十九年度日向市一

工事請負契約の案件が六件︑土地
改良事業関係の案件が六件︑市道

までの五つの議案は︑予算関係の

議案第七十二号﹁日向市営土地

般会計予算は︑一億三千四百十六
万円追加されて三十七億八千万円

の認定関係の案件三件︑市有財
処分案件が二件︑その他四件とな

らせします︒

議案番号順に︑その概要をおし

らないことになりました︒

みどりの監視員

改良事業の施行について﹂は︑昭
和五十年度から三か年かけて山口

となりました︒追加のおもなもの
は国県からの補助金が決定した事

だ保護されてない木や小鳥をみつ

業内容の変更をするものです︒

など四つの特別会計の補正予算が

﹁日向市営土

けて市に届けでたり︑また直接保

議案第七十四号は︑市退職金条

ありましたが追加額はいずれもす

議案第七十三号

小原の農道を整備するもの︒

護してやったり︑自然保護のあり
かたについて市長に意見をのべた

例の改正︒つぎの議案第七十五号
は︑﹁日向市廃棄物の処理及び清

くない額となっています︒

私たちの美しい自然が︑心ない

りするために﹁みどりの監視員﹂
制度をもうけました︒﹁みどりの

れはし尿汲取手数料のアップで来

掃に関する条例の﹁部改正﹂︑こ

場合に議案として市議会にはから

名のかたにおねがいすることにな

監視員﹂は︑市民のなかから二十

昂1

翻るら

◎

2
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大王谷住宅用地の

分譲がはじまりました
がはじめられました︒

団地内の幹線道路は︑幅員十二

場︑野球場︑テニスコート︑児童
遊園地︑緑地︑屋外展望施設等も

れております︒

つくられることになっており︑現

第一回目の分譲は︑本年十一月
に行われ︑すでに十五人のかたが

二百五十三区画ができあがります

この団地は︑整備が終りますと

在工事が進められております︒

競で完全舗装となり︑細島臨海工
業地帯と国道十号線を結ぶ動脈と
しての役割りを果たすことになり

スの共同配管設備が行われ︑下水

ます︒また︑支線道路も幅員六溜
で舗装され︑上水道︑プロパンガ
道も完備した理想郷の実現をめざ
たに分譲が決まりました︒第二回
目は︑別封の区画について︑新春

分譲予定区画は︑百五区画で唱
平方癖当り︸万二千七百六十円︵

一区画の面積は︑おおよそ三百

坪当り四万二千百八十円︶です︒
平方折︵約百坪︶程度です︒

なお︑資金面については︑銀行
の住宅ローン制度もありますので

／

／〆

一

噂

＼一

〆

一一一番︑内線六二一︶へお問い

くわしいことは︑日向市役所内︑
日向市土地開発公社︵電話②二︑
合わせください︒

へ

蝋﹈一

＼

し

︸

分布する︒幹は灰かっ色をお姻︑︺︑

方から西︑朝鮮半島︑中国大陸にア

く︑葉脈は基部でほぼ三脈となり

五〜八センチ︑ へりのきよ﹄歯が鋭

枝が横に広がる︒葉は卵形で長さ
市内には多くの種類の木が生え

側脈が七〜十二対あり︑表面は著
しくざらつく︒花は春︑新芽が出
大きい木︑何十年も何百年も風雪

たの歯︑くし等に用いられます︒

付のまま床柱︑野球のバット︑げ

い︑材は割りにくくて堅いので皮

葉は細工物などをみがくのに用

ので子どもがとって食べる︒

角ばった種子がある︒甘味がある

黒く熟し︑五八ミリばかり︑中に

ずつ雌花が着く︒果実は球形で︑

籍慰瑠灘鑓
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

みんなでこれらの木木を守り愛

介します︒

し︑育てていきましょう︒

﹁むくのき﹂
丘陵などに普通に見られるニレ

風占ーー・一〜翼〜﹁を︑︑︐虐童︑幽﹂塾−︶q−㌧︾達︑歴︑︽︾︸

科の落葉高木︒日本列島の関東地

しノ

早々にも分譲がはじめられます︒

く︑

県住宅供給公社建築予定地

県住宅供給公社建築予定地

き

二し」一ジジ

しております︒

また︑団地付近には︑陸上競技

＼鋤︑︑
＼︑

﹇﹈分譲地

︹U既分譲地

自
∫﹄

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
みどりは私たちにいこいと安らぎ

隻誌

おおきい

零墨

＾乏4︑味垂ーー年︾争㌧亀

／

〜『「一＼

ていますが︑そのなかで珍しい木

をあたえてくれます︒

一
一

一
■
黶@

馳
一

この団地は︑県内有数のモデル
団地として︑着工早々より注目さ

勤労者美術展の
作品募集
県では︑﹁第十八回宮崎県勤労
これは︑勤労者のみなさんが余

者美術展﹂の作品を募集します︒

暇に創作した作品を一般のかたが
たに観賞していただくため展示会
を開くものです︒

から三月三日まで

▽会期目昭和五十年二月二十七日
▽会場蹄宮崎市山形屋七階ホール

未発表のもので

▽作品の種目1一絵画︑書道︑写真

の三種目
▽作品の制限等

︻種一目につき一占︷

▽出品者の資格11県内の商店︑会

社︑団体︑学校︑宮公署などの
事業所で働いている勤労者およ
び家事に従事している人
昭和
五十年二月五日から二月十四日

▽作品の受け付け︵搬入︶

まで︒搬入は延岡労政事務所︵
電話③二八六二番︶
す︒

▽作品の展示11全作品を展示しま

四日目ら三月十八日まで延岡市

▽地区展示会闘昭和五十年三月十
アヅマや百貨店で展示会を開催
します︒

政課︵電話⑳＝＝番︑内線

▽その他鰹くわしいことは︑県労
二二四一番目︑または延岡労政

＼＼、

ご ミー

昭和四十六年十二月から︑開発
が進められておりました大王谷住
宅用地の一部ができあがり︑分譲

一瓢

第四区

遡上勢
認匙♂．／影

三浦清︵遠藤建設︶︑中野清子︵

黒木﹁男︵日向米穀卸商業協同組
合︶︑黒木政治︵岩崎産業︶︑福

ートブロック工業所︶︑神谷花子

﹁≒︐

薫縫山塊強
翻黎盟

優良従業員を表彰
あわせて新卒者も激励
昭和四十九年度︵第十回︶の優
良従業員の表彰式と︑あわせてこ
︶︑石井義男︵清水木材工業︶︑

としの春学校を卒業して市内の事
通︶︑甲斐徳︸︵日向合同電設︶

落合セメント︶︑黒木馨︵宮崎交

高めるために毎年行われているも

田カッ子︵源屋旅館︶︑稲田知利

︶︑河野与一︵稲田碁石製造所︶

三商会︶︑上杉始︵日向衛生公社

黒木フジ子︵マルミヤ本店︶︑谷
口栄︵和田病院︶︑道本義藤︵三

︵日向製錬所︶︑川口竹夫︵同︶

松田進︵首藤木材工業︶︑高橋保

業所に就職した人たちを励ます﹁
新卒就職者激励大会﹂が︑さる十
一月二十三日︵勤労 感 謝 の 日 ︶ ︑

午前九時から日向勤労青少年体育
センターで行われまし た ︒

この表彰式と激励大会は︑市内
の中小企業で働く人たちの勤労意

ので︑ことしの優良従業員被表彰

欲の向上と地元企業への定着性を

者は四十五人︵男三十八人︑女七

︶︑黒木和雄︵黒田林業︶︑尾崎

島運送︶︑椎葉春夫︵岸本木材店

セメント工業所︶︑山本義春︵富

亥三︵熱田木材︶︑青木勇︵平和

︵黒勝建設︶︑興椙国男︵古本林
業︶︑黒木昭彦︵電工社︶︑甲斐

人︶︑新卒就職者は三百四十五人
︵ 男 百 二 十 九 人 ︑ 女二百十六人︶
です︒

優良従業員として表彰を受けら
れたかたは︑つぎのとおりです︒

黒木勉︵真鍋産業︶︑黒木喜久
男︵首藤商会︶︑黒田秋義︵プラ

︵センコ←︑小西マン︵同︶︑

田建設︶︑成合均︵和光コンクリ

繁実︵日東建設︶︑橋口師敏︵原

ザ：ミシン販売︶︑増田恒雄︵県

黒木陶磁︵日向地区国有林材事業

セメント工業︶

大王谷分譲宅地第二次分譲予定地

事務所におたずねください︒

飯谷の菅原神社境内にある

一舟り雫腸嗣
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100年以上の「むくのき」

︵敬称略︶

動車整備工場︶︑木村秋蔵︵林水

酒類販売︶︑塩月基次︵重黒木自

見工務店︶︑渋谷壽敏︵小川碁石

︵江川石油店︶︑押川梅子︵橋本

協同組合︶︑児玉正雄︵日本通運
︶︑甲斐助一郎︵同︶︑岩本純夫

関本始︵江川商店︶︑黒木聡︵塩

道土木︶︑前田重幸︵ 柏 田 組 ︶ ︑

製造所︶︑若杉ミチル︵協和病院

一

婁
…
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諮

三百人以上の卒寮生を送り出して

千葉市稲毛台町にある日向学生
寮︵定員四十人︶は︑昭和三十二
年に建設されましたが︑現在まで

在京学生調査にご盤力を

ください︒

なお︑請求手続きの際は︑四十
九年度分の領収書と印鑑をご持参

きをしてください︒

該当されるかたは︑十二月末ま
でに国民年金係で所定の請求手続

四百五十六円支給れま す ︒

昭和四十五年に五年年金に加入
されたかたは︑来年の三月から︑
年金が年四回に分けて十一万一千

請 求 手 続 き はお早めに

五年年金の

套

日、社会福祉協議会会議室で開かれました。この日は、市
大阪市で理容業をしている蟹田森光さん（財光寺出身）た

内の小・中学校の代表17人（小学生9人、中学生8人）が

向学生寮から東京間は四十分で行
くことができます︒
日向育英会では︑このた州．︶︑千

五百万円をかけて学生寮の施設整
備を行いましたが︑これを機会に
日向市出身の在京学生名簿の整備

行いました。訓練は、百貨店の三階から火災が発生したと
育館でにぎやかに開かれました。大会には、約千人のおか

で大がかりな消火訓練と人命救助訓練を
んまつり大会は、去る1日、財光寺小体

あさんたちが参加、午前中は「現代社会と婦人の生き方」

いう想定で実施されましたが、訓練に参加した人たちは、

と題する講演を聞いた後、午後からはレクリェーション大

救助袋やスローダウン（命綱）、クレーン車によ避難訓練
会などをして、楽しい一一日を過ごしました。

などを、てきぱきとしていました。

中学校卒業以上の人︵

通じて行なっておりますので︑ご

㈲試験期日悶昭和五十年二月九

この日向学生寮は︑日向市内か
ら東京都付近の大学︑その他上級

ぎのとおり募集します︒

国立門司海員学校では︑高等科
および本科司ちゅう科の生徒をつ

∵毒
触『

姦

など︑くわしいことは市福祉事

和五十年一月一日までの間に新

昭和三十八年一月二日から昭

また︑昭和三十九年一月二日か

築された住宅︵百平方諸以下︶

ら昭和五十年一月︻日までの間
に新築された中高層耐火建築物
は︑それぞれの規定により︑三
年度︑五年度︑十年度と︑固定

い︒

に市農業委員会に提出してくだき

わ届けしましたので︑必要事項を
記入のうえ︑来年の一月十日まで

農家のみなさんには︑区長また
は農林班長さんを通じて申請書を

名簿﹂を作成します︒

日現在で﹁農業委員会委員選挙人

現委員会では︑昭和五十年一月﹁．

農業委員会委員の選挙は︑来年
の七月に行われますが︑市選挙管

登載申請書について

農業委員選挙人名簿

ください︒

その他︑くわしいことについて
は︑市税務課資産税係におたずね

三十一日まで

◎提出期限は︑昭和五十年一月

ます︒

様式により提出することになり

減額することの適用の申告を︑

資産税額の二分の一に相当する

市税務課では︑つぎのような事

額を申告により減額しますが︑

申告等はお早めに

償却資産の

務所業生田におたずねくゼさい

うとする申告

の減額の規定の適用を受けよ

⇔︑新築住宅に対する固定資産税

︵日向市立図書館︶

伊豆の踊子︑▽小僧の神様

▽さいこの恐竜︑▽車輪の下︑∵・

︵高学年用︶

︸・b︑▽チャーリーブラウン

うぞかんべん︑▽イサムの一︑︶こう

さな騎士︑▽イタチのまち︑▽ど

よく飛ぶ飛行おりがみ選︑▽ちい

▽学研の図鑑︵地球︑字宙︶︑▽

︵低学年用︶

◎児童図書

▽現代用語の基礎知識

りもの︑▽おねしょ︑▽薄道入門

めの救島明法︑▽ママの旦取後のおノ＼

軍︑▽日本語をさかのぼる︑▽本
はどう読むか︑▽ドライバーのた

▽企画力︑▽沖縄の悲劇︑▽十字

▽放射線と人間︑▽恥の文化再考

︻その他︼

ピヨン

アラバマ物語︑▽愛の迷路︑﹇︐・ヘ

人事件︑▽消えたパイロの︑ト︑▽

一族︑▽挾み撃ち︑▽九連宝燈殺

の悪夢︑▽贈る言葉︑▽犬神家の

▽遅れてきた青年︑▽だれか山︑・ん

サムよりよろしく︑▽ドンブリス
トの冒険︑▽秋風秋雨人を愁殺す

▽タイムマシンのつく︑9方︑▽イ

▽真砂屋お峰︑▽1945年夏︑

︻文学︼

◎一般図書

＝図書案内＝

項について︑各該当者から申告書
を提出していただくことにしてい
ます︒

﹁償却資産の申告﹂は︑各該当
者に申告書用紙を送付いたします
が︑他の申告については︑申告書
用紙を税務課で請求され︑必要事
項を記入のうえ︑期限までに提出
e︑償却資産の申告

きれるようお願いいたします︒

二十日まで

◎提出期限は︑昭和五十年一月

申告をすることになります．一

いては︑定められた様式により

べき事項に異動がない場合を除

から引き続いて所有し︑申告す

住宅用地を所有する者は︑前年

昭和五十年一月﹁日現在で︑

⇔︑住宅用地の申告

三十︻日まで

◎提出期限は︑昭和五十年﹁月

す︒

により申告をすることになりま

償却資産の所有者は︑一月﹁日
現在において︑定められた様式

固定資産税の納税義務がある

門司海員学校︵北九州市門司区白
さい︒

保育園︵所︶児募集

広報ひゆうが十﹁月号でお知ら
せしましたが︑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︶児を募集します︒

ご希望のかたは︑入園︵所︶申
請書用紙を市福祉事務所︑各支所
またはもよりの保育園︵所︶でお
受け取りになって︑募集期間中に
市福祉事務所にご提出くだきい︐
募集期間11昭和五十年一月七日

刊

新

．穿．r
〆．ご︑

日まで

響種

▽その他11入園︵所︶できる基準

▽募集人員且六百三十人

から﹁月三十

W

野江︶教務課にお問い合わせくゼ

その他︑くわしいことは︑国立

十二月二日︵月︶から昭和五
十年二月一日︵土︶まで

ω願書受け付け同昭和四十九年

よび面接

︒午後一1簡単な身体検査お

数学︑英語︶

・午前H筆記試験︵国語︑

日︵日︶午前八時三十分から

学校へ進学している学生に住居を

︒高等科︵修業年限二年︶巨

▽募集人員

海員学校生徒募集

現金と引き替えにお渡しします︒

日までに係へお申し出ください︒

ご希望のかたは︑十二月二十八

ます︒価格は﹁冊二百三十円です

ましたが︑まだ相当の余部があり

年版の﹁県民手帳﹂をあっせんし

市企画課では︑さきに﹁九七五

i県民手帳1

余部があります

でお申し幸ください．．

また︑日向学生寮に入寮ご希望
のかたは︑市教育委員会管理課ま

す︒

協力くださるようお願いいたしま

学校卒業予定の人を含む︒︶

ただし︑昭和五十年三月︑中

ω学歴

十五歳以上十九歳未満の人

ω年令四昭和五十年四月一日で

▽受験資格

︒本科司ちゅう科︵修業年限
一年︶四約六十人

約百人

おかあさんまつり大会

表しました。

照覧撫灘艶∠ 試

をすることになりました︒

にぎやかに

「いま私たちにできることは」、「こん
な人になりたい」、「もし私がおとなだ
ったら」をテーマにすばらしい意見を発
ち。蟹田さんらは、社会福祉に尽くした

調査は︑各区長公民館長さんを

：ヲ／灘饗懇灘1
＼こ
。』饗野諜鵠幸島

昭和49年度の日向市子どもの声を聞く会が、去る11月16

市老人ホーム「ひまわり寮」に、このほど、イスマッサ

たものです︒交通の便もよく︑日

ージ機1台とタオル200枚が寄贈されました。寄贈したのは、

提供し︑社会的︑経済的に安心し
て勉強してもらうために建設され

います︒

すなおな訴え…
子どもの声を聞く会
年の瀬に愛の贈り物
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年末・年始の市役所案内
塊
市役所は︑例年どおり十二月二
十八日ブ︵土曜日︶に ご 用 納 め ︑ 来

年一月四日︵土曜日︶にご用始め
二十八日午後から一月三日まで休

をします︒このため︑一般事務は

う．

みますので︑証明︑申請︑届出な
どは︑早めに済ませておきましょ
◇市民税︑保険税等は︑三十一日
の午後三時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︑五
十年は一月七日からです︒
︵

◇死亡届などは︑市役所玄関横の
宿日直窓口で受け付 け ま す ︒

各支所でもけっこうです︒︶

◇水道関係は︑二十八日と二十九
日は管工事組合︵電話②二五五
六番︶︑三十日と三十一日およ
び五十年一月一日〜三日は江良
浄水場︵電話②二五〇八番︶に
ご連絡ください︒

健 康 優 良 児 決 まる
昭和四十九年度の健康優良児童
が決まり︑市教育委員会と学校保

が明らかな人︒

㈲つぎの収入基準に該当する人

秀作十編に賞金各三万円︑佳作

▽入選闘特選五編に賞金各五万円

入選者に直接通知するほか︑N

▽三樹貞幸くん︵日知屋小六年︶

▽金丸尚敏くん︵富高小六年︶

給与所得者のみ︒︶を控除
した額を十二で除した額か

HK放送などで発表します︒

三十五編に各一万円︒

▽永山貴久くん︵大王谷小六年︶

ら扶養親族一人につき一万

在で工業統計調査を実施します︒

通産省では︑十二月三十一日現

工業統計調査にご臨書を

▽入選発表一1昭和五十年六月中旬

▽久保昌子さん︵日知屋並六年︶

円を控除した残りの額が三
万円以下であるものは第二

④総収入から給与所得控除︵

▽岡本正枝さん︵財光寺小六年︶

種︑三万円をこえ五万八千

▽金丸勝敏くん︵平岩小六年︶

▽児玉照代さん︵細島小六年︶

▽藤本雅彦くん︵財光寺小六年︶

▽是則とよみさん︵美々津小六年︶

円以下のものを第一種とし
ます︒

この調査は︑工業の実態を明ら
かにするため︑統計法に基づく指

＠募集の期間までに基準の改
の基準を適用します︒

定統計調査として行われるもので
秘密は厳重に守られます︒税金の

市営住宅の入居者募集

また︑この新設住宅のほかに︑
既設市営住宅に空屋がでた場合の

は絶対にありません︒

徴収などのために用いられること

︵大原住宅︶の入居者をつぎのと

定が行われた場合は改定後

おり募集します︒

補欠入居者の募集も︑あわせて行

市内財光寺に建設中の市営住宅

▽募集期間11昭和五十年一月十日

調査の対象は︑製造業に属する

日向市でも︑来年の一月申に調
査員が実態調査におうかがいしま

すべての事業所です︒

﹁わが家の家計簿﹂

＝

一陵

﹁

一月中H

四六八番︶︑吉森医院︵電話②

▽一月一日皿二木医院︵電話②四

四〇四六番︶︑協和病院︵電話

②二八〇六番︶

▽一月二日睡橋口医院︵電話②二

六〇〇番︶︑永田︵産︶医院︵
電話②三三八八番︶︑田申医院

︵電話②二五一五番V

③一三六五番︶︑富島診療所︵

▽一月三日1一白石病院︵電話門川

電話②二二六六番︶︑此元医院

︵電話②五四八八番︶

四〇七番︶︑沼田医院︵電話②

▽一月五日目松岡医院︵電話②五

三七八五番︶︑三ケ尻医院︵電

浦上医院︵電話②

話②五五五七番︶

二九三六番︶︑山口医院︵電話

▽一月十二日

②一＝一〇三番︶︑田中︵眼︶医

院︵電話②四〇〇九番︶

川③一四四七番︶︑佐藤医院︵

▽一月十五日一寺尾医院︵電話門

電話②三三二四番︶︑児玉医院

︵電話②二五三〇番︶︑鮫島病

院︵電話②四〇四三番︶

二〇四五番︶︑滝井︵産︶医院

▽一月十九日11和田病院︵電話②

︵電話②二四〇九番︶︑大平医

院︵電話②三三三七番︶

⑧○〇三四番︶︑今給黎医院︵

電話②二四五九番︶︑高木医院

▽一月二十六日差三股病院︵電話

︵電話②四三一一番︶

東旧杵地区たばこ耕作組合︵門川

さい︒

または市農林課に申し込んでくだ

町尾末︑電話門川③一五〇二番︶

耕作ご希望のかたは︑今月中に

るかたを募集しています︒

日本専売公社では︑昭和五十年
度に新しくたばこ耕作を希望され

希望されるかたへ

新しくたばこ耕作を

すので︑よろしくご協力ください

崎事務所内︶

︵宮崎市橘通り東︑日本銀行宮

▽送り先11宮崎県貯蓄推進委員会

八日

▽締め切り開昭和五十年二月二十

い︒

五枚以内にまとめてお送りくだき

リやムダなど︑四百字詰原稿用紙

上の苦心談︑家謝簿で発見したム

家計簿をつけ始めた動機や記帳

しています︒

貯蓄増強中央委員会では︑いま
﹁わが家の家計簿﹂体験談を募集

体験談募集

にお申し込みくだきい︒

いますので︑ご希望のかたは早め

から二十五日まで
▽申し込み場所一1日向市役所建設

課住宅係
▽住宅の種類と戸数
ω第一種住宅が二十戸で五階建
て︒三部屋のほかにガス風呂
水洗便所つきで家賃は一万四
千円程度
ω第二種住宅は四十戸で五階建
て︒同じく三部屋とガス風呂
水洗便所つきで家賃は一万円
程度
▽入居時期11住宅が来年三月中旬

には完成する予定ですから三月
下旬ごろになります︒

▽入居資格
ω現在同居し︑または同居しよ

健会から表彰されまし た ︒

学力︑体位︑運動能力など総合

うとする親族があること︒

ωすでに住宅に困っていること

して審査し︑とくにすぐれたよい
子ばかりです︒

