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〃生活の一部にしよう
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火の点検〃

ことしも二月二十八日から三月十三日まで

（沸．237）

71人増
27，819人

が

春の火災予防運動が行われます︒

◎特別土地保有税（取得分）
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前半の一週間は車両および林野への防火︑
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気につられ〃つい油断したばっかりに⁝〃と

（写真＝細島小で行われた火災防ぎよ訓練）

（2月1日現在）

盛報ひゆう

三

人
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﹁

が申告をしないと︑いろいろの

申告をしなければならない人

び国民年金納付証明書

◎国民健康保険税の領収書およ

るもの

◎家族の氏名︑生年月日のわか

◎印鑑

■申告相談所に持参するもの

移動相談所を開設中です
なお︑申告にあたってはつぎの

ご利用ください︒

ことに留意してください︒

﹁申告書 の 書 き 方 ﹂ な ど

市では︑さきに﹁市県民税等申

■申告書の提出期限

もし届かないようでしたら︑ご

また︑申告書の内容が複雑です

保育所入所関係︑営業開業証明

特典︵たとえば︑年金受給︑保
険給付︑融資用証明︑住宅入居

に必要な領収書および関係書

明書︑その他必要経費の認定

◎医療費や生命保険料の領収証

ので︑市では︑みなさんのご相談

m
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︶までご連絡くださ い ︒

めんどうでも︑市税務課︵各支所

三月十五日

でしょうか︒

告書﹂︑

2千5百万円。3月末までには入居できる予定です。
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昭和四十九年度の市の公共事業はどんなものがあったでしょうか︒
住宅︑道路︑土地区画整理事業︑第二次農業構造改善事業⁝⁝⁝︒
の消防施設もつくられ︑平岩から南部にのびる遊歩道も一部完成︑大

また︑下水道事業と大型ゴミ焼却場建設がはじまりました︒水槽など

総需要抑制下の公共事業ですが年度当初に計画された事業はスム：

王谷公園事業もすすんでいます︒

平岩小学校のプール。6コース25㍍。

黛

懸

た近代的なプールです。

す。

大王谷小学校の体育館︒見はらしのよい高
日知屋小学校には鉄筋三階建ての校舎が増

台に立派な体育館ができました︒

ε．

露驚

597回

昭和49年

542回

壽騨︑皿棋

救急出動回数
︶

業中の事故︑ガス中毒等の事故

力ください︒

出動要請についてもよろしくご協

にならないよう︑日ごろじゅう
ぶん注意するとともに︑救急車の

お互いが救急車の〃ごやっかい

さい︒

④通報者の住所︑氏名
などを119番に通報してくだ

⑤年齢︑性別

②事故の状態
㈹傷病者の数と程度

標物︶

①場所︵わかりにくいところは目

遍報のしかたは

悲惨な交通事故は毎日のように発

対象となる事故とは

救急業務の

いたします︒

報をしていただきますようお願い

事項をご理解いただき︑正しい通

も増加しておりますので︑つぎの

通報の中には誤報や虚報等の件数

があればいつでも出動しますが︑

救急車は︑みなさんからご連絡

らないこともあります︒

の二台が同時に出動しなければな

人と負傷者の救出業務がふえ︑こ

通事故︑急病人︑労働災害など病

が待機していますが︑最近は︑交

現在︑消防署には二台の救急車

が出動しました︒

生しており︑きょうもまた救急車

搬送を必要とする事故︵屋内作

④屋内の事故のうち救急隊による

貨店︑競技場等の事故︶

生じた事故︵興行場︑学校︑百

③公衆の出入りする場所において

事故︑工事中の事故等︶

②屋外において生じた事故︵交通

水害︑地震等による事故︶

①災害により生じた事故︵火災︑

昭和48年
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築されています︒

︑
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五百四十二回⁝これは昨年一年

502回

て約2千百万円。浄化装置も付けられ

した回数です︒

昭和47年

この組立て式プールは、三校分あわせ

間に日向市消防署の救急車が出動

454回

、

『画痘請妨罎

美々津公民館に隣接してつくられた児童
遊園地。ブランコ、シーソー、象さんの
すべり台、砂場などがあります。各地区
ごとに子どもの遊び場がっくられていま

ズにすすんでいます︒事業の一部を写真でお知らせします︒

し
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市県民税申告相談所﹂を開設いた
しております︒もよりの相談所を

申告相談所開設日程表
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3月15日までに申告と納税を／

二月十六日から三月十五日までは︑所得税の確定申告の時期です︒期
ておりますから︑できるだけ早め

からあとになりますと毎年混雑し

﹁住民税﹂および﹁事業

︵場所11延岡税務署︶

申告は早目11一

ぐ

ワ

罵い尽

とくにつぎの人は︑納めすぎに
なっている場合が多いので注意し

すると税金がかえります︒

の用紙が置いてありますので︑必

市役所税務課の窓口に確定申告書

■還付を受けるかたは︑税務署や

■昭和四十九年の中途で退職し︑

きを済まされた人を除きます︒︶

て調べてみましょう︒

■サラリ・・マンで︑財産が災害や

の税務署︵延岡税務署︶に出して

要な事項を書いてあなたの住所地
ください︒書き方がおわかりにな
らないときは︑もちろん税務署員

収入があったとき︒

その後就職しなかった人

■所得の多くない人で少額の配当

納めた税金︵予定納税︶が納めす
ぎになっている人は︑確定申告を

給料などから差し引かれた︵源
泉徴収︶税金や︑七月︑十一月に

かえります

確定申告で税金が

てご相談に応じます︒

五日まで︑市役所税務課におい

▽日向市役所一1三月六日〜三月十

者による相談所を開設します︒

税務署︑市役所︑税理士会の三

三月三日〜三月五日の三日間︑

▽日向勤労青少年体育センターー

す︒

税務署の職員がご相談に応じま

︵二月十七日〜三月十五日︶︑

▽延岡税務署11確定申告の期間中

においでください︒

限間近になりますと税務署の窓口がたいへん混雑し︑長い間待っていた
だくことにもなりますので︑申告はできるだけ早めにお済ませください
う︒

今月は︑延岡税務署で︑所得税の確定申告に関することについて︑い

て正しい申告をしてください︒

■申告書の用紙は
申告書用紙は︑税務署のほか︑
市役所税務課の窓口にも用意して
いますのでご利用ください︒

■申告書の提出は
申告書は︑あなたの住所地の税
務署︵延岡税務署︶へ出してくだ
さい︒

提出期限は︑三月十五日までで
す︒

なお︑確定申告書の提出は︑郵
送でもけっこうです︒また︑所得
税の確定申告書の﹁住民税・事業
おけば︑

税に関する事項﹂欄の記入をして

になります︒

税﹂の申告はしなくてもよいこと

申告書の書き方が
わからないときは
・ここで相談を：

盗難にあったり︑自分や家族の医
療費を多額に支払ったり︑昭和四
十七年︑四十八年︑四十九年申に

は︑源泉徴収票や領収書︑住民票

などがお手伝いします．．申告書に

︾．鳶︑︑

持r︑一︑︑許年末の年末調整で手続

十七年︑四十八年にマイホ：出伊・

国税︑地方税ともぐんと安くなり・

が所得から差し引かれますので︑

■納励すぎの税金をかえし ︑もら

など﹂書類が必要です．

寡婦控除謝轍乞子離

最高

15，000円

宅命保険料鵬暫毫懲綬取人

最高

50，000円

社会三二二丁瓠家灘郊・

全

けられます︒

を添えて提出してください︒

■夫婦共働きで建てたときは︑口
﹁住宅取得控除﹂が受けられ︑二

入の名義で登記すると︑二人とも

られます︑︑

人で最高五万円までの控除が受け

青色申告で

経営の合理化を
南九州では︑営業などで確定謹
が青色申告者です︒これは︑経営

告をしている人のおよそ三分の二
の内容やむだな経費が︑記帳する
ことですぐにわかり︑経営の合理
化にとても役立つからです︒

税金の面でも︑青色申告は四十
四もの特典があり︑いろんな経費

一．

からないかたには税務署のほか︑

青色申告を始めたいと㍉︑・は︑

軽にご利用くだ山・㌔い︒

所得税の税額を計算するとう．・は

いろいろな控除を差し引いて計算
します．︑ 般の人に関係の深い﹁

所得控除﹂を一覧表︵別表︶にま
とどれ⁝に該当するでしょうか︒

とめました︒あなたの場合はどれ

贈与税の申告も
三月十五日までに

四十九年中に人からもらったお
は︑贈与税がかかります︒また︑

金や財産が四十万円を超えるとき

義を変えた場合には対象になりま

親と子︑夫と妻の間でも財産の名
すのでご注意ください︒

『一

ろいろだずねてみましたので︑おもな内容をおしらせしまし︑

申告は三月十五日までに
1こんな人は確定申告をi

■一般の人
一年間︵一月〜十二月﹀の収入
から経費を差し引いたものが所得
この所得から基礎控除や配偶者

です︒

控除︑扶養控除などいろいろな控
る人

除を差し引いても︑まだ所得のあ

ほとんどの人は︑年末調整で済

■サラリーマン

んでいますから申告の必要はあり
ませんが︑給料以外の所得が年問
十万円を超える人やニヵ所以上か
ら給料をもらっている人︑また給
確定申告が必要です︒

料の収入が八百万円を超える人は

確定申告をするには
確定申告の虫聞中︑つぎのとこ
ろで納税相談会場が開かれます．．
を持つた欠︵西

なお︑相談会場は︑三月ふ二日

二万円︶までが毎年︑三年間続け

万円︵四十八年以前のものは最高

新築．のマ︐・：添⁝ム

の届け出をしてくだきい︒延納は

ます︐

ご都合のよいところをご利用くだ

三月十五日までに第三期分の税金

て所得税から差し引かれます︒

できるようになっていますし︑わ

税金を納めるとき
の半分以上を納め︑残りの税額は

層これを﹁住宅取得控除﹂といい

あればいつ出されてもけっこうで
す︒早くお出しになるとそれだけ

五月三十一日までに納めることに

ますが︑

■税金を納めるときは︑三月十五

帳簿のつけ方も︑とても簡単に

早くかえってきます︒三月十日以

なります︒なお︑延納期聞中は︑

二月中に申告きれますようおすす

降の申告分は四月におかえしする
場合もありますので︑できるだけ

日から六ヵ月以内に入居し︑引き

こと︑②工事完了または購入した

﹁控除﹂を受けるための

年七︑三暫の割合で利子税がかか

係員が指導していますので︑お気

ります︑．

商工会議所︑青色申告会で専門の

入して納めてください︒また︑あ

日までにお近くの郵便局や銀行で
窓口にある﹁一般用納付書﹂に記
なたが申告書を提出した税務署で

めします︒

■おかえしする金額が三万円以上

（特別障害者）．特にひどい障害者

所得控除のいろいろ

青色申告をします﹂という申請書

も取り扱っています︒

5％か10万円を引

続いて居住することなどです︒

で︑取引銀行の預金口座への振込
■振替納税を利用している人は︑

232，500円

住宅取得控除が

みを希望されるかたは ︑ 銀 行 名 ︑

いた残り

してくゼきい︒

損害から所得の

を︑三月十五日までに税務署へ出

152．500円

■サラリーマンは︑ 一年目に確定

預金口座番号を記入されるとその
預金口座へ振込みます︒また︑そ
申告書に同封された振替納付書用
紙に必要事項を書いて申告書に添

227，500円

申告をすれば︑二年目︑三年目は
﹁年末調整﹂の際にでも控除が受

れ以外のかたは︑郵便局を通じて

■新しく家を建てたり︑建売住宅

257，5DO円

■確定申告書に︑住民票の写しや

■一度に納めることができないと

（老人扶養控除）…罐葵鯉製上

家屋の建築確認通知書の写しなど

付して税務署へ出してください︒

220．000円

三︑三平方好につき千円︑最高三

おかえししますので︑お近くの郵

扶養控除馨羅鰍養し

きは︑分割して納める︵延納︶方

医者代から所得の

医願控除瓠婆鯉医者代

10％を弓1し、ナこ残り

雑損控除蜷誓災欝にあ・

額

ﾋ轡li騨聡悟融：
損害

152，500円

本人が学生のとき
勤労学生控除

152，500円

ﾏ人が繊以上のと

老二三r

152，500円

ﾖ携瓢轟
覧者控除：

だれでも一定額
除
礎；．控
基

配偶者があるとき
配偶者控除

232，500円

便局名と郵便番号を記入してくだ

名

法もあります︒確定申告書で延納

を買われたら︑所得税が安くなる
のをご存じでしょうか︒床面積が

マイホームを持つと

もちろん無料です．

＿＿」

条件としては︑①住宅の床面積が
百六十五平方堀︵四十八年以前の

二所得税は︑自主申告・自主納税
∂制変です︒自分で所得を計算し

講
一

ものは百二十平方冨以下︶である

う確定申告書は︑一月一日以降で

．

O
口
0

→（白塩

」1

沈
］己
」
こんなと

き

所得から差引か
れる金額

一．＿麹．差一引かれる
確定申告書での

きい︒

所得控除のいろいろ
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灘野山灘
獅P3日11知事と県会議員4月27日11市

選挙は民主政治の根本です︒で

会

議

員︶

県議会議員選挙に投票できま

かたは︑県知事と本市選出の
までに︑満二十歳になる人も
の障害にあっては特別項症から

程度が④両下肢︑もしくは体幹

もしくは呼吸器の障害にあって

第二脳症まで︑◎心臓︑じん臓

投票日当日︑日向市に住所
は特別項症から第三項症までと

︐︸o

市議立候補説明

選挙不在者投票開始

▽四月一日11県議選挙告示︑県議

会

▽三月二十五日

名簿縦らん︵二十三日まで︶

事選挙不在者投票開始︑選挙人

▽三月十九日11知事選挙告示︑知

︵延岡市︶

▽三月十一日11県議立候補説明会

︵予定︶

統一地方選挙日程

問い合わせください︒

ついては︑市選挙管理委員会にお

手続き︑その他くわしいことに

ナ﹁z刀ナ

こ﹀

て︑県知事が書面により証明し

記の程度に該当することについ

は︑これらの障害の程度が︑前

を有していない人は︑すべて

のはつぎのようなかたです︒

郵便による不在者投票ができる

というわけではありません︒

す︒しかし︑身障者ならだれでも

⁝ということで設けられた制度で

い入が︑自宅で投票できるように

直接抄票所に行って投票ができな

これは︑身体が不自由なために

適用されます︒

でき︑こんどの統一地方選挙から

郵便による不在者投票の制度が

投票制度について

郵便による不在者

して記載されているかた︒また

同様です︒

る人は投票できます︒しかし

※転出者の場合
昨年︵四十九年︶五月三十

︵住所要件︶

﹈日以前から日向市に住所が
十三日以後︑他市町村︵県内
幹︑心臓︑じん臓︑もしくは呼

ω身体障害者手帳に︑両下肢︑体

もしくは体幹の障害にあっては

吸器の障害の程度が④両下肢︑

︶に転出されたかたは︑日向
だし︑転出先の市町村長の居

議選挙投票日

▽四月十三日11知事選挙および県

議選挙不在者投票開始︑選挙人

▽四月十七日11市議選挙告示︑市

じん臓︑もしくは呼吸器の障害

﹇級︑もしくは二級︑＠心臓︑

にあっては一級︑もしくは三級

名簿縦らん︵二十一日まで︶

である人として記載されている
かた︒または︑これらの障害の

その他︑くわしいことは︑市選

▽四月二十七日1一市議選挙投票日

日向保﹂健陣所内に設

場合に限ります︒
置されるテレ

に救急を要する病気等にかかった

取り扱う在宅医師の案内は︑休日

なお︑このテレホンサ⁝ビスが

ステムです︒

一本で即時に在宅医師がわかるシ

に救急患者が発生した場合︑電話

このテレホンサービスは︑休日

サービスを開始します︒

休日の在宅医を知らせるテレホン

日向保健所では︑三月一日から

知りたいときは：．

休日の当番医を

東側︶にお聞い合わせくだきい︒

挙管理委員会事務局︵市役所二階

程度が︑前記の程度に該当する
より証明したかた︒

ことについて︑県知事が書面に

◎市議会議員の選挙
※転入者の場合

す︒

満二十歳になる人も同様で

︵年齢要件︶

住証明書が必要です︒

市で投票できるはずです︒た

あり︑同じく四十九年十二月

投票できません︒

※転出者の場合

昭和四十九年十二月十八日

す︒

以後の転入者で︑転入前の住
所が本県内にあった人は︑前
住所地で投票できるはずです
︵前住所地の住所要件︑

︵本市発行の証明書が必要︶
が︑

選挙人名簿の関係もあって︶

投票できないこともあります
から︑市選挙管理委員会にご
相談ください︒

大事なあなたの一票︵選挙権︶の

もあります︒地方選挙に備えて︑

前記の住所要件は満たしてい

︵年齢要件︶

議会制民主政治を守ろうという国
有無︵選挙人名簿に登録されてい
なければなりません︒

ていないと投票できないことなど

たりできなかったり︑また選挙権
があっても選挙人名簿に登録され

民運動が︑こんどの統一地方選挙
るかどうか︶を︑早めに︑市選挙

すから︑その選挙を汚さないよう
に︑明るくきれいなものにして︑

を機会に推進されま す ︒

ださい︒

管理委員会で︑確認しておいてく

選挙の当日に満二十歳にな

これは︑買収︑供応など︑悪質
な選挙違反をなくし︑金のかから

転入・転出者で︑こんどの選挙

選挙権について

転入・転出者の

ない︑明るいきれいな選挙を行お
うというもので︑昨年十二月に国
会で決議され︑そのあと︑政府で

た︒

もこの決定︵閣議︶が行われまし
四日十三日には県知事と県議会
議員︑四月二十七日には市議会議
員の選挙が行われま す ︒

は︑つぎのとおりです︒

に投票できるかた︑できないかた
◎県知事︑県議会議員の選挙

私たちは︑これらの選挙を︑私

ら一件の違反も出さないよう︑有
※転入者の場合

たち市民の力で︑明るくきれいな
ものにしたいものです︒日向市か
権者のみなさんの︑いっそうの自
原則として︑昭和四十九年

︵住所要件︶

が、ミかしこい消費者ミづくりの一環として開いたもので

昭和五十年一月十五日以前

たくさんとれます。シロウオは、すいもの料理等のほか、

選挙の際によく悶題になるのが

集まり、起工式が行われました。このゴミ焼却場は、工費

に︑日向市に転入し︑投票日

網ですくいあげると体長3〜4センチの透明のシロウオが
しています。芳徳くんは「小学校を卒業するまでランニン

覚とご協力をお願いいたします︒

向建設会館で開かれました。これは、県消費生活センター

②戦傷病者手帳に︑前記の障害の

でシャツ、ことしはランニングシャツで元気に毎日を過ご

十二月十七日までに転入届を

開催されました

当日︑住所が日向市にある人
は投票できます︒投票日当日

卵のため、みち潮にのって川にのぼってくるもので、タモ

されたかたで︑引き続き三カ

内に建設されることになり、去る1月29日現地に関係者が

月間本市に住所を定めていた

ミおどり食いミなどが食通の人気を呼んでいます。
グシャツを続けます…」と語っていました。

ついて講演を聞いたのち、懇談会などで
有意義な一日を過ごしました。

1頸際騨鐸蓬∠ζ

ロウオは、毎年2〜3月ごろはなると産

ノ

いま学校の話題になっています。この子
どもは、日工屋小4年5組の柏田芳徳くんで、昨年は半そ

「これからの消費者運動」に
参加者は、

試

生活モニターや一般消費者ら約250人の
3億9千万円をかけ、来年の2月に完成

春の風物詩ミシロウオとりミが、市内
美々津町の耳川河口で始まりました。シ

膿齋論繋讐＼；

﹁選挙権﹂です︒ こ の ﹁ 選 挙 権 ﹂

件などによって行使︵投票︶でき

昭和49年度の消費者大学が、去る4日午後1時から、日

日向・東郷衛生施設組合の大型ゴミ焼却場が、市内西川

「

シロウオとり始まる

寒さに負けず

も︑選挙の種類や選挙人の住所要

消費者大学が
ゴミ焼却場の起工式

ホン番号は③＝二四番です︒
このテレホンサービスについ︾

知らせます

電話がその日の在宅医を

③1214を回すと

のお問い合わせば︑日向保健所︵
電話②五一〇一番︶にお願いしま
す︒

悉

姦
O

（4
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二月中は
﹁飲酒運転絶滅月間﹂
二月中は﹁飲酒運転絶滅月間﹂
です︒みなさんのご家庭︑職場︑

地域では︑つぎのことを必ず励行
し︑飲酒運転が絶対になくなるよ
う︑ご協力をお願いいたします︒
◎飲んだら乗らない
◎乗るなら飲まない

◎運転する人に酒をすすめない

ものです︒

あなたも生活学校のメンバーと
して︑判断する力や選択する能力

をたかめ︑主婦としての生活態度

月一回の打ち合わせ会や実態調

を養ってみませんか︒

査を行い︑来年の三月までつづけ
られます︒

市内の婦人ならどなたでも入校

できます︒募集人員は五十人で︑

ご希望のかたは︑ハガギに住所

定員になりしだいしめきります．

氏名︑年齢を記入して︑市内本町

十番五号日向市教育委員会社会教

育課あてお申し込みください︒ ︵

電話でもけっこうです︒︶

郷土資料などの

保存室ができました

世の中が進歩するにつれ︑だん

連絡先は︑美々津公民館︵電話

会社会教育課です︒

⑥一一〇一番︶または市教育委員

一葭

員三月中一1

③＝二六五番︶︑富島診療所︵

▽三月二日11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︶︑

▽三月九日11松岡医院︵電話一2五

四〇七番︶︑沼田医院︵電話②
三七八五番︶︑三ケ尻医院︵電

話②五五五七番︶

二九三六番︶︑山口医院︵電話

▽三月十六日11浦上医院︵電電②

②二二〇三番︶︑田中︵眼︶医院

電話②四〇〇九番︶

▽三月二十一日け寺尾医院︵電話
門川③一四四七番︶︑佐藤医院

︵電話②三三二四番︶︑児玉医

院︵電話②二五三〇番︶︑鮫島

▽三月二十三日H和田病院︵電話

病院︵電話②四〇四三番︶

このままでは過去の生活様式など

昔の生活用品などをたいせつに保

○〇三四番︶︑今給黎医院︵電
話②二四五九番︶︑高木医院︵

▽三月三十日11三股病院︵電話③

院︵電話②三三三七番︶

︵電話②二四〇九番︶︑大平医

②二〇四五番︶︑滝井︵産︶医院

転︑5いかと心配されます︒

を知ることもできなくなるのでは

だんと古い物が失われつつあり︑

お願いいたします︐

ためにもご寄贈いただ︸・ますよう

ーと専門メンバー︵メーカー︑業

などがありましたら︑文化伝承の

者︑研究者︑行政関係者など︶と

に対処したらよいかを主体メンバ

ると納めにくくなります︒

資源問題などについて︑どのよう

ヵ月七千円︑県外一ヵ月八千

でも納め忘れなどで何ヵ月もたま

円

そこで︑このようなことをなく
し無理なく納めるには︑近所の人

ん︒また︑毎月の保険料はわずか

▽入寮手続き11入寮希望者は︑所

たち十人〜十五人で納付組合をつ

郷町︑南郷村含む︶︑県内一

定の申込書につぎの書類を添え

くることです︒そうすれば納め忘
れなどの心配はなくなり︑還元金

③寮費11市内一ヵ月六千円︵東

て︑日向市本町十番五号︑日向

国民年金は︑ご承知のとおり年

生活学校で学ぼう〃

いっしょになって話しあい︑学習
し︑問題を解決して行こうという

市教育委員会事務局管理課にお

納付組合に必要な書類は︑係の

も出ます︒

として一人年間四百円ほどの手当

①学校長の発行する学業成績証

申し込みください︒

明書
さい︒

かで作成しますので相談してくだ

④寮費等の納入金を支払う能力

︵市民課国民年金係︶

③連帯保証人にかかる市町村長

②健康診断書
の発行する源泉徴収票および
資産証明書
④返信用封筒一通︵宛名を記入
し︑切手をはったもの︶

▽入寮選考瞳選考委員会で書類選
考を行い︑選考結果については
そのつど通知します︒

国民年金納付組合を

のある父兄︵またはこれにか

金額も大幅に引き上げられました
が︑さらに今年の九月から︑五年

結成しよう

わる人︶および確実な保証人

主体メンバー募集中
市教育委員会では︑生活学校の
この生活学校とは︑市販されて

存し︑活用を図るための資料室を

このようなことから︑市では︑

いる商品についての疑問や不平不

みなさんのご家庭で︑郷土資料

美々津公民館内に設置しました︒

主体メンバーを募集します︒

こと︑たとえば︑石油危機以来の

満︑また日常生活の中で気づいた

電話②四三一︻番︶

るには︑一定年間の納付がなけれ
ばなりませんし︑納付もれなど未

しかし︑このような年金を受け

＝

納があっては年金は支給されませ

四十円となります︒

二十五年年金が三十三万九千九百

金が二十一万二千四百六十三円︑

十月から十五万穴千円︶︑十年年

年金が十三万五千九百七十六円︵

と︒

営むことのできる人であるこ

㈲人物︑学業成績が優秀であり
心身ともに健康で共同生活を

がいる人であるこ と ︒

とする人であるこ と ︒

③経済的理由により入寮を必要●

困窮している人であること︒

②現に通学上の住居︑下宿等に

と︒

に通学する男子学生であるこ

近郊に所在する大学︑予備校

る人で︑東京都内およびその

▽入寮資格
①主として宮崎県に本籍を有す

生寮の入寮生を募集しています︒

台町にある財団法人日向育英会学

市教育委員会では︑千葉市稲毛

学 生 寮 入 寮 生募集

諮

▽寮費等
①入寮権利金五千円
み︶

鴨

碧
②食費11﹇ヵ月九 千 円 ︵ 夕 食 の

●
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