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35増

ましよう

今月号から︑広報のスタイルを

います．

少．しかえてみました︐

最初は読みにくいかも知れませ
んが愛読のほどよろしくお願いい

なお︑新年号から︑このコーナ

たします︐

ーを﹁︐ひまわり﹂と名づけ︑その

月の話題︑行事などなんでもとり

55，246人

ｳ養を高めひろく人材を

ゑ

集

世帯数

あげて紹介してみたいと思いま
べ

計

す︒

男

82人増

育てまし︑ごフ

ノ陥．26

新年あけましておめ ．﹂とうこぎ

ひ

総 務 課
秘書広報係

29．038人

宮内松美さん︵57歳︶

編

女

とうふ製造業

日向市役所

160人増

78人増

日向市美々津町石山

復員後間もなく︑混乱した戦後社会の申で︑宮内きんは︑妻敏子きん

昭和52年1月21日

26，208人

ﾏ極進取の意気をもって

欝
1 月号

とうふづくり三十年︒

︵52歳︶とともに︑とうふづくりから新生活のスタートをきりました︒

毎朝四時に︑前夜しめした大豆をつぶし︑豆汁づくり←煮だし・しぼ
り←そして豆乳ににがりをしこんだあと型に流し︑重しをかける︒二時
間も経ち︑冷たい夜がしらけはじめる頃︑むかしながらの手づくりのと

こうして︑戦後史をそのままつづる宮内きん夫妻の愛のとうふが︑食

うふができあがる︒

卓に届けられるのです︒

（1月1日現在）

・
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賜ものと感謝にたえません︒

の望︵もち︶との説があ︑ます︒

また︑古代の鏡になぞらえて〃か
がみもち〃というのもともに丸く
お山．︑まる願いがこめられているよ

︑すからお祝いごとや儀

式に用いるもちは今日のおそなえ

うてす︒

コ

ロ

もちのように丸くこねあげたもの

をとって丸くする意味がこめられ

が正式ということですし︑のしも
ちを焼いてふくらませるのも︑角

ったといいます︒また︑アワヒ︑

Tし＋マコ︑干しアワヒの順に盛
アマコのかわうに干し柿やカチク

ノィ︑︑祝︑︑ご

リ︑結びワラビを添えたものは精
進仕寸てと呼ばれました︒これら

﹂強壮

とや儀式用食品としてなく♂㌔はな

ところ変われば品変わるといい

らないものでした︒

ブ種をこ紹介してみます︒

ますが︑各地の雑煮の中から変わ

︑︑

ノン︑ゴボウか副材料︒者工−し︑

と︑︑しレ赤う︾て味つけをし

サケの切う身︑鶏肉なとてタノを

岩手県の雑煮はタイコン︑ニン

のしもちは室町時代に皇室の勢
力がおとろえたとき︑倹約する意
コ

香川県ては︑煮干してとったタ

のせます︒野趣豊かなものになる
ことは言うまてもあうません︒

すってジ瀞ムのようにしたものを

角もちを入れ︑盛る時にくるみを

このように︑もちの形が地方て

・モ︑長不ギを入れて白甘ミソて

ノ汁にタイコン︑ニンジン︑サト

とつへ︶とつ古くからのしきたうに

もいろいろあるのですから︑二者

に庶民はめ一︑たに砂糖か食へら唄

り地方は讃岐の三白といわれたの

もちを入珈て食へるそうてす︒こ

味をつけ︑甘いアンコか入 ︐た丸

の作り方にいた一・ては千差万別と

とてす︒

も農村て伝承忘︑﹂れていると口うこ

2雑者てや二︑︑たと︑われ︑今

ず︑一年に一頃のぜいたくを正月

おわんに盛る時も底からサkノモ

用弁償等に関する条例−一般蔵

﹇︑急転市議会の議員の報酬及び費

〃職員とり関係︑鮭市の持別職

の整備転あこかお・∴トも∂てずつ

十二万一千円一公共下水追︑部市

との状況を考え︑二年振うこ攻
定されたものてす．
する条例−議会議員と出し内︑容

▽日向市常勤の特別職の給与に関

▽日向市廃棄物の処理及び清掃に

により改定されたものてす︑

治公民館建設補助金︑市立図書館

六万一干円H学校施設の補修︑自

︻教育の振興︼−目二千七百へ十

・もなものてす︒

下水路︑大王谷公園事業︑公営住
宅の建設︑門地区画整理なこがお

︻生活環境の改善︼ーヂエー・︑ξ

雑煮の具はきちんと決まってい ︑

江一口時代の書物によると︑昔の

いえます︒

おもちの形ひとつを例にと ︑げ︑

従っていることかわか︑ます︒

にとおしたう焼いたうするのもひ

いろいろ変わっていたり︑また湯

らと名づけられていました︒

もともとは正月用のもので菱花び

ひなまつりに用いるひしもちも︑

コ

味で作られたといいます︒三月の

ているといわれます︒

もち︑花ヵソォ︑青業︑タノコン

新しい年を迎えました
正月と通えば私たち日本人にとっ
てかかせないもののひとつに︑お

・ぶっつけ合いこれをまとめて市
に伝えてもらう︑市はこれを受け
できることから実行する︑また市
もちがあります︒

ることがてきました︒あれもこれ

民の自治意識も高揚され自主的に

ら日本の特産品てあ

干しアワビや干しナマコは古くか

もみんな各位のご理解とご努力の
しかし︑今年も私たちをとりま
解決きれる問題もありましようか
きりしたことはわか︶ませんが︑

政の守備範囲の研究と︑限hられた

議会といたしましては︑市民の
みなさんの意志をじゅうぶんにく

達吉

もちが日本人にいっころから食
べられるようになったのか︑はっ

く内外の情勢はさらにきびしく︑
地方の行財政の運営には一層の困

︶よいまちっくう﹂が進力られる
円満を象徴する望月︵もちつき︶

各位のご健康とご多幸を祈一・て
やみません︒

心とした工業開発ならびに市民各

昭和五十二年 月一日
日向市長 児玉袈裟雄

位の職域を通じてのこ努力のたま
財源に応じた行合需要の取捨選択
等︑創意工夫と住みよい魅力ある

し

ものとご同慶にたえない次第であ

る財政特別措置は五ケ年間延長さ
れましたが︑今後の課題は︑生産
発揮し市政発展のため努力する所

いるのであります︒

都市づくりが大きな課題となって

基盤の整備のみならず生活関連施
設の強化等︑新産都市の仕上げの
存であります︒

みとりながら︑主体牲ある機能を

ろであります︒

意味の努力が期待きれているとこ

ごあいさっといたします︒

日高

日向市議会議長

昭和五十二年一弓一日

求される断てあると思います︒行

じ

直し︑見直し︑発想の転換等が要

ますが︑この歴史的歩みの反省と
地方財政悪化に伴う行財政の洗い

以来三十周年を迎えるわけであり

さらに今年は︑地底自治法制定

今後ともなおいっそうのご支援
ご協力を切にお願いして︑年頭の

このたび︑新産都市地区に対す

ります︒

げていき︑みんなの要請などお互

﹁よ

難が予想されるのであうます︒こ
ことになると思います︒

ら︑結局市民自身によって︑

ういつた背景のもとて今年もまた
﹁心豊かなまちづくり﹂のため多

くの仕事にとうくむ二とになるわ

●

﹄．

コ︑

十八万円を追加u目㌦ン
一．

−十二月定例市議会

関する条例一し賢取扱手数料か
一月から十kあセう四十二円に
なります︒

の備品整備︑保健体育の振興な二
︻市民福祉の向上︼11四千八百

かおもとなっています︒

条例−法令の改正に伴うものて

▽日向市消防団員等公務災害補償

請

願

ﾄいたもの四件を含みます︶て

十二月定例市議会に付託されセ
請願︑陳庸は八件︵継続審議とな

す︒

三十五万円−老人クラブ補助金︑

︻その伸︼1五千五デ旦二十一万

二千円閣議会費︑公有財産購入費

採択された

ひとり暮し老人宅フサー設置︑精
医療費助成︑老人性白内障手術費

神薄弱者扶助費︑重度身体障害者

助金︑児童遊園地越備︑児童福袖

扶助︑心身障害児通園交通費補
とくに︑補正予算については︑

通園施設整備︑民生委員盾動費助
成なとがおもなタのとな ていま
円を︑特別会計に三千七百十二万
九丁円︑水道事業会計に千百七十

消防団員の損害補償︑なとかおも
なものです︒

疹上は︑

給与の改定を行ったものてす︒

する条例 人事院勧告に基づく

▽・日向市︻般職の職員の給与に関

条例改正

補正額のおもな内容てす︒

うち国民健康保険事業費を除hた

一般会計と特別会副の

五億四千七百九万二千円となりま

四万五千円をそれぞれ追加し︑一

ず︒

一般会計に二億一干三十八万五干

決されました︒

審議され︑いずれも原案どおり可

事件決議二件の計十四件の議案か

件︑条例改正五件︑予算関係六件

三日間にわた︷・て行われ︑専決一

日向市十二月定例市議会は︑十
二月十三日から二十五日まての十

9

般会計歳入歳出予算総額は︑五十
した︒

そのおもな内容をお知らせいたし
ます︒

おもな
補正予算
︻産業基盤の整備︼撞二千九百
八万三千円11道路新設改良︑橋染

勿醤

勲

昭和五十二年の新春を迎え︑謹
んでおよろこびを申しあげます︒
市民の希望や要求は多いのて︑
これからは隣近所のつきあいを広

けてあ︶ます︒

いまちづくり﹂を目標として︑た

おかげて日向市は昨年もいろい
ろ困難をのうこえ﹁調和ある新し
いた︑㌔計画にそっ た あ ゆ み を 続 け

憲撮綴羅驚
埋かしい新春をことほぎつつし
んで新年のこあいきつを申しあげ
ますρ

日向市も市制施行以来二十五年
を経過し︑人﹇﹇もす て に 五 万 五 干
人を突破いたしました ．

このように市勢の伸展をみてお
︶ますことは︑新産都市指定以来

へ敷

し

に

千＝H

豆がなまち．
つくりに
●

の港湾の整備および誘致企業を中

し

傭

舷会計一億
・h乙

（提案理由を説明する児玉市長）
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甘

したか︑審議の結果採択および趣
す︒

旨採択された・ものは次のとおうて

る請願

▲採択されたもの
▽新鮮血︵生血︶対策確立に関す
▲趣旨採択された毛の
▽日向浅看護学校並びに臨床検査
についての請願書

ワ・ンター建築費に対する御助成

の請願書

▽中小業者の経営危機打開︑ゴ．し

一月は︑市県民税︵第四期︶︑国民健康保険税︵第四期︶の納期です︒

区ほ場四十八診の整備︑広域農道

新設改良︑園芸畜産振興︑秋留地

一・

甘
！

2

広報日向
昭和52年1月号
昭和52年1月号

広報日向
3

︺煽

昭和五十一年分の所得税の確定
申告と納税は二月十六日から受ナ
付けが始まり︑三月十五日が期限
となっています︒

た所得にかかる税金です︒

所得税は︑個人が一月一日から
十二月三十一日までの一年間に得
①商売をしている人や家賃︑地
代の収入のある人︑土地を売♂．た

くだきい．

もっとくわしく知りたいことがあ
︶ましたら︑お気軽に近くの税務

書きかたなどて︑わからない点や

︺ましてわか︑つないことなと︑何

所得税の確定申告をするにあた

㍉︑実施します

書きかた説明会Lをつぎのとお

いて申告をすれば︑所得や税額の

事業所得や不動産所得または山
林所得について︑毎日の取り引き
を正確に記録し︑その記録に基づ

いを受けるというのが﹁青色申

へお出しくたさい．

一
﹂

﹁青色申告承認申請書﹂を税務署

れるかたは︑三月十五日目てに

これから﹁青色申告﹂を始めら

ます︒

よ一．て︑経営の合理化にも役だち

があう︑また帳簿をつけることに

この制度には四十四種類の特典

告﹂の制摩てす︒

謝算などでいろいろ有利な取り扱

ｳたさ篇

！ム会議室

▽柏談場所h日向市勤労青少年み︑

午後一時から

▽相談日博一月一︑十一日︵月︶

署︑または︑市税務課におたずね
二月イ六日からご

てもこ相談くたふ・・い．．

税孜凋署ド﹂は︑

月十五日までの期間中︑hつても
こ相談に応しています︒

また︑税務署のほかにも︑市税
務課や税理士会でも︑無料て相談
を受け付けています．みなきんの

人などで所得の合副額が︑配偶者
控除や扶養控除などの所得控除の

こ都合にあわせてこ利用くたさ

ンで給与以外の所得が二十万円を

難坤舞L

合刮額より多い人︑②サラリーマ

320，000円

− ︐−∴∴φ︐● ÷−り苧Hし

ま奪
はまる人は︑所得税の確定申告が

超える人や︑給与の年収が一干万
円を超えるなど一定の要件にあて
所得税の申告こ﹁青色申︑−口﹂と

いう制鳴かあるのをこ塗してすか

害︻芭山刀

し

難暢一
⁝
一．一月一日から一月二十日まての

問は︑確定申告事務のため︑ ﹁納

税証明書﹂の即日交付が困難とな
一納税証明書しの必要なかたは

︶ます︒

この期聞をキ鴫﹂けて︑申請していた

︑︑年の中途て退職し︑年未調

︐〜︑−ますLうこ協力をお願いしま
すC

た

の税額か予定納税領kう少ないか

整を受けていないかた︑①一年分

おすずめ

振替納税の

一

早めにとつそ／

︶ます

ば還付も早く受けられることにな

コ

受け付けて︑︑ます︒早く申告すれ

確定申告は二月十六日よう前 ︑も

ニの税金の還付を受けるための

コ

引しておきまし・あう︒

書類があります42て︑前も・．て旧

収票なとを申告書に添付しセリ︑
提示したりする二とになrて杁る

碓定申告をするときに︑厚呆徴

たも︑5とてす︒

の計算はどのようにするのかなど

還付申告も
早めにとろぞ

所得税を納めるのに便利なろ法
撰定申告が必要なかたは︑商売
をしているかたや︑不動産収入の

融機関に所定の手続きをしてお・﹂︑

︷一
しかし︑±地や住宅などを何気

ンのかたなど確定申告をしなくて

あるかたなとですか︑サラリーマ

として一振替納税﹂の制陪かあ︑
なく奥山．・んや子どもきん名義こ登

まず︑￠源泉徴収された利子︑

これは︑あらかしゐ税務署へ・令

．げ︑納税することかて・1︑−

ますと︑銀行なとの預金口座から

忙しいときなとに圭︑つh納税

る制点てす︒

の期限を忘れがちてす．納税の手
数か少なくて済む︷振替納税−を
この機会にぜひご利用くたイ．へ

全体の所得かあまり多くないかた

配当︑原稿料なとの収入かあって

ます．

記することや︑親子のあいゼて

振替こよ

一あるとき払いの催足なし﹂のお
金を借︶た場合なとは﹁贈与税一
の対象にな︐ます．

かかうません︒

なお︑贈与を受けた金額か一年
間に六十万円まては﹁贈与税﹁は

②災害を受けたり︑多額の医療費
を支払ったつ︑住宅を新築したか

機関︑市税常磁におたずねくセふ．・

できるかた︑σサラリーマンのか

い︑

くわしいことは︑税務署︑全融
牙五日目ててすか︑早めこ税務署

たなどて︑雑損搾除︑医療費搾除
税務署または市税務課では︑申

住宅取得枠除などを受けることか

または市税務課へこ相談くゼレ．︑

一贈与税一の申告と納税は＝月

てくることがあります︒

よいかたても︑確定申告をすると
つぎのような場合は︑税金か返っ

す︒

担当の職員かこ相談こ話していま

告が必要てあるのかどうか︑税金

本人または家族の居

心要になります︒

ついては税務署におたずねくセふ・・
︑Mっ

まし

贈与鵯は早めに

一華㌧税︐の申告と納税が二肩
↓日かろ始ま︶ます︒

ｽと︸︑三かかる税金てすが︑つ

−贈与税一は人から財産を乙ら
いうっかりして申告を志れ︑後で

たいへん困ったという例が少なく
ありません．

それというのも︑財産の贈与は
入から妻へ︑親か子へというよう
に︑おもこ家族のあいゼで行われ

本人、家族が社会1

延岡税務署ては﹁確定申告書の

ρ
200，000円

勤労学生控除至宝が学生てある

所得の副算のしかたや申告書の

ド

ムロ癬三
脚蕪︐︐︐

鳶響；轟濾

へ3

■

寡婦控除就等麗款離

︐があ一三すのて︑くわしいことこ

・・位…円

ることが多いためセと慰われ擁

15，000円
最高

280，000円

す︒

8

50，000円

最高

@

旨
ﾆき

200，000円

老年者控除1査会が65歳肚の1

〜青

i最高2，000，000円）

l
@

額
ﾛ険料を支払つた1全
社会保険料控除

｣塾三三
生命保険料控除

∠⊥＼

土地や建物を
売ったときの税金

十地や建物を売った場合∂利益
には所得税かかか︑・ます．
ロ

この税金は︑十地や建物を取得
した時期によって︑長期と短期二
分かれます︒

つま︺昭和四十＝．年以前に取得

した土地や建物を売っセときの所
得を﹁長期譲渡所得一といい︑昭
和四十四年以後に取得したものを
矩期譲渡所

の税金の討算

たったときの所得を
得一といいます︒

−長期議渡所得

方法は︑昭和五十一年から改正ふ・㌔

れ課税長期譲渡所得か二千万円ま
ては二十％︑二干万円を超える場
所得の四分の三を総合課税し︑こ

合は︑課税総所得と課税長期譲渡
の税額から課税総所得に干五百万

額が税額となります︒

円を加えたものを総合課税した税
額を差し引いた金額に︑二干万円
分の税額︵四百万円︶を加えた金
また︑譲渡所得には︑④自分が
住んでいる家屋とナ地を売一．た場
合には↓二千万円の特例︑②土地収

用法などにより収用された場合に
は三千万円か買い換えの特例︑③
事業用資産を買い換えた場合の特
場台の特例︑⑤その他特殊な場ム﹁

本人または家族を

∩凸

黷驪煌z

例︑④証し種類の資産を交換した

1本人、家族の医療

医療費から所得の
T％または5万円
差引いた残り
I
纓ﾃ費控除：費を支払。たとき

損害から所得の10％を差引いた残
にあったとき
除
控
損
1財産が災害や盗難雑

払っているとき
ｹ獣険料控除、賃極綴暑獲・

3月ノ5θま

石錠申告は

主な所得控除一覧表
の特例なと︑いろいろな特別搾出

r．

い

1人につき

子供や老人を扶養

1
：がいるとき
1特にひとい障ぎ者11人につき
障害者控誰鼻翻劉1人稀…円

@

1扶養しているとき
@

所得から差引か
差引かれる

1人につき
260，000円，
@

70歳以上の老人を
除
控
養
しているとき扶
@

260，000円

配偶者があるとき
配偶者控除

260，000円

たれても一定額
除
控
礎
基

嗣費：買1粗撫1

白
届

称
名
の
1こんなときて
確定申告書

告
凱∴∴∴

1
ゴ1・1∵…1：：lw：ノ：：1：ll嬬：：：w，た1：1：：1：1：・ll∴：
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刈

聖舛雛

︷τず

議 臆酬
・． 蒙．蟹

農業後継者
のみなさん

ホ5
@0

話

阯

や

︑受けませんか？

老人健康診査を

特なものがあります。

昨律や十日月か・トつ十

．︑︐．タ

ゴ

ザ

プ

く

ドし

．

魯

ドゾヒ

しドキ

日向市福祉事務所

銑

働畢

市は昨年に引きつづき︑市内に
白む明治四十五年三月三十一日以
前に生まれたかたを対象に老人健
康診査．を実施することになりまし

健康を維持するためには︑病気

た︒

．の早期発見︑早期治療が大切ゼと

いうことはいうまでもありません
この機会に一入でも多くのかたが

かわ﹂や︑

なお︑現．在病気治療のため通院

受診きれるようお願いします︒
︑しr㌧いウつ

一月に実施した健康診査を受けた
かたは︑今回の健康診査はご遠慮
▽期間n二月一日から三月二十日

ください︒

では受診できません︶

まで
．▽場所け市内の病院︵市外の病院

︻︐受

▽持参するもの目﹁医療保険証﹂
﹁受診券﹂は福

﹁老人医療費受給右書﹂︑

．㌧

祉事務所︑老人クラブ会長宅に

診券﹂︒なお︑
．あります︒

﹂︑．︐

△費用11無料
一−rーー＼−

の概要

へな

ケ

ヘボト

ド

小型船舶の
検査は

お済みでずか？

昭和五十一年忌四月から小刑無
． ∂検査は︑船舶安全法に接つ

舶の検査を実施しています︐
くもの石︑︑漁業協同組合所属の漁
ートや八︐未満の小型船舶はす．＼

船以外く︑↓二←木満のプレジャーボ

また︑漁船であ︹・ても︑瀬渡し

て検査を受けなければなりまぜん
船︑遊漁船一︑ブレジャーボート︸も

検査の対象とた．ります︒もし︑検

査を受けずに運航すると船舶安全
法違反として罰せられますのでご
なお︑検査期間は左のとお・り．で

注意ください︒

すが期限がせま二︑おりますので
早防に受3まし・﹄う．ご﹂検査こ

つい一︑つおたずねは︑市商丁壷
も
謬または臼本小型船舶検査機昼鹿

三︶へど・りズ・︑一

児島支所へ︑．︐つ九九二局・逸．七六

長きが三．未満．の⁝・の︶︑その

▼種別ユ・ンジン：ボ・．ート￡〃

：ボ→．；︑．︑

包の小型船舶︵船42長きがへ︐．
未満のもの︶︑．

その勉︑一小型船舶とも昭和∫∵

▼検査期凹眠汁．フレジヵ

セ

らダドド

ア

ドトぬ

二年三ヨ︑∵．∴⊥目までとな二︑
い．三す︐︑

ドヤげししタトロヰイオト

福祉事務所は︑生活保護法を中

鱗蕪

ています・
今回は︑この福祉事務所のしく

ωみや︑お世麸︐．︒内容甲．︑紹介し
ます︒

福祉事務所のしくみとおもなし
ごとは︑別表のとおりです．．

〜す

，一

−あなたが耕作している農地は

全部あなたのものに

後継者の経営基盤の確立︑農業

なるとは限りません一
それはなぜか一均分相続とい

．の存続︑農地の集約などが保障き

れ︑贈与税の延納︑不動産取得税

の軽減などの優遇措置がありま

おたずねください︒

りたいかたは︑近くの農業委員き
んまたは︑市農業委員会事務局に
〜黙凌黛︑3︑黛

〔酔
｝一一r一阜．帰一 一
頃．
一 〔戸吋 〜ゴ〔
一 、一
、一へ3．
へ
一

一
一

、．
一

うものがあるからです ︒

均分相続は︑農地の分散ばかり
でなく︑農業後継者の生活を困難

︑︽発㌧︑4

このことについて︑くわしく知

す︒

4㌔ ㍗﹂碕 蔓 ︑

社会福祉協議会

．く

＝｝一
一 一、
．
．
．

にしたり︑農家経営の不安につな
がるものです．．

そういうことが．な い よ う に ︑ 嘆

す．．

＼

〆

員会あて︑二月十日までにお出しM

正署多数のときは︑建三︵

ください︒

長

市

民生委員協議会

｛

地の一括生前贈与の方法がありま

．

︹聞題︺

わが国の政治は○挙によって私
たちの代表者を選び︑その○○○
が政治に参加する○接民主政治が

〜
一

人のかたに記念品をさしあげます馬
なお︑ハガキには住所︑氏名︑ 〆
年齢︑ ︵電話があれば電話番号︶

とられています︒

▼右の○にはどんな文字があては

へ

／

母子相談員

市内幸脇地区では名物の青ノリ採りが始まり

をはっきりと記入してくだきい．

家庭児童相談室

おめでとう20歳〃
タコタコあがれ…
まりますか？．．答えをハガキに書

ヨ句市県育所及5幼唯園設貴対策審百会

児が、内科、歯科、眼科などの検診を受 けました。

﹂﹁．︸〜噛．．−侭

かたがセのお世話をしています、

；＼塑人の・の隙咄にはなをそえてい・し

／／
諜≧1鐸磐欝鷺諺婁

ました。青ノリ採りは滑川の河口を中心に行わ
れるもので、浅いところでは長ぐつをはいて素手
で採り、深いところになると竹ざおを使ってかけど
うをします。この青ノリは、お茶漬け、おすしなどに
使われますが、そのこうばしい香りは何とも言えない独

ことしの四月から小学校に入学する子ど
もたちのからだの状態を調べる「就学時健 康
診断」が11日の財光寺小学校体育館をト
ップ
に始まりました。ことしの新入児童は市内 では約
1000人。この日はそのうちの約237
人の対象ド
一

ま鞄身体障書窓の割引券も交けして1・ます．

∫摩許

ノ
題
．：〜

民生委貞さんたらりお世藷をしています．

藤煮二

黒川の青ノリ採り
もうすぐ一年生！
究r．㌔

どつお世話をし、老人家庭奉仕員のこともしま
老人福祉係・．一．．一一

おとしよりの娃集診断矢療費、バス券、年金な
．一一一一
一

、戦没者、蚊傷病者、引揚竃「ヂ家族D
各峠r

鼬﨎ｶ係
．一一一

ノます
タ、療藁の審査を

竃保嘱託医

一1

、口

！認事務所のしくみとそのおもなしごと

瀞
母ヂ豪莚や保育所に唱する二とを：まじめ尼臼；・

福祉事務所長

どをしていろんなお世話をします，

係・
護
保

』をは二め耗会福祉団体や、児童福祉施設，

係

庶鍔的な仕事を主にしており予算に関する二と
マ
一．
一一一一一一一一
r一

理
ー管

鼠チ；ヤ尺塗々噺

一．チ＝㍉．へ一〃7㍉」，信マヤヘチア㍉乱チご

●

・・難

馨
魯
﹂．

幅吐六法に噛する椙談をうけたウ、家鑓訪問な

役
助

． ヒ守． ．

白ばらクイズ（D

r．チ▽
．一ノ＝衝・ご病
r
．へ；ノー窄一・．！ご衝「沖7斗一チー

／／

⑱
一

∴了

蟹．
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15日は成人の日。おとなになったことを自覚し、みずか
ら生きぬこうとする青年を祝い励ます日です。ことしの
成人者は男女合わせて571人でした。この日は市青
少年体育センターで新成人者の門出にふさわしい式
典が行われました。式典なかばごろからは紛雪も
ことしで3回目を迎えた「新春親子タコあげ大会」が去
る9日、お倉ケ浜で開催されました。今回の参加者は約
550人で、思い思いのくふうをこらしたいうとりど
りのタコがヒロウされました。この日はあいにくと
●

◎

刀A︑本町十番五号市選挙管理委
レ、

、、．1．，・．沁、黙、
・
繍：老

．グ
、
∫／
．
ノ
＼．
チ

広報日向
7

・

σ

農地法関

その

四月一日までに生まれた児童とな
っております︒

就学通知書の作成にあたりまし
ては︑昭和五十一年十二月一日現
在の住民基本台帳︵住民票︶を基
礎に作成いたしましたので︑その

▼懸賞け採用きれたものに計念品
を贈呈します︒

助産施設を
利用しませんか

実施中です︒︶くわしいことは︑

校入学前のジフテリア予防接種を

す．

︵三月まで︑三種混合と小学

いますので従来どおりといたしま

七七︶へ︑問い合わせくだきい．

＠二〇五八︶または︑市商工水産
課水産係︵整②二一一一︑内線五

県高等水産研修所︵畢﹁︵九．八七．．

その他︑︵わしいことは︑宮崎

二五︶へおたずねくだきい︐

レ

衛生清掃課︵籔②二一＝内線五

水産研修所の

一二月中一

∩二一︶

︒山中医院︵葦②二二六六︶

・鮫島病院︵豊②四〇四三︶

︒児玉医院︵蟄②二五三〇︶

︒佐藤医院︵築②三三二四︶

・寺尾医院︵養門川③一四四七︶

・田中︵眼︶医院︵葛②四〇⊃ナ︶
．斉27日﹁

︒山口医院︵葦②二二●三︶

︒浦上医院︵葦②二九三六︶

2月20日⁝

︒三ヶ尻医院︵母②五五五七︶

︒沼田医院︵薫②三七八五︶

・松岡医院︵鷲②五四︵．4七︶

2月13日

・此元医院︵蟄②五四八八︶

・白石病院︵葦門川竃＝二六五︶

▼締め切りと願書あて先

要です︒

の健康診断書︑戸籍抄本が必

てくだきい︒このほか︑最終
学校の卒業成績証明書︑医師

市油津西町︑宮崎県高等水産
研修所︵〒八八七︶へ請求し

・願書は︑郵券同封のうえ︑日南

▼出願手続

が適当と認めた者

もしくは水産に関する基礎的
知識・技術を修めた者で所長

をを有すると認められた者︑

一年度卒業見込みを含む︶ま

一骨旨︹建国記念言︺

︒黒木医院︵無②六︵︑︶五五︶

︒高木医院︵億②四三一一︶

︒鮫島︵整︶医院︵聖②八一九一ソ

︒渡辺病院︵摯⑦

2月6日

ド▲

後の転居者や住民登録の手続きを
たは助産施設で出産する場合︑出

生徒を募集します

県では︑昭和五十二年度︑宮崎
県高等水産研修所の生徒を募集し
▼応募資格

ます︒

・本科鐸中学校卒業者︵五十一年
農卒業見込みを含む︶

一

たは︑これと同等以上の学力

・専攻科醤高等学校卒業者︵五十

一

次の￠︑②ともに該当される﹂︑犀

ください︒

産費の補助がありますのでご利用

・

【一

していないかたは内容をお確かめ
なお︑就学通知書が届きました
ら︑住所︑氏名︑生年月日などを

万円以下であるとき

産費等の出産に関する給付が六

等の被保険者︑組合員または被
扶養者で︑分娩費︑出産費︑助

②社会保険︵国民健康保険を除く︶

百円までは該当します︒︶

ください︒

確かめ︑まちがいがあったり︑ま

①所得税が非課税の世帯︵特別な
理由がある場合は所得税九千六

た︑通知書が届かないときは︑市
教育委員会学校教育課︵麓②一二
一一内線四三三または四三四︶へ
ご連絡ください︒

老人クラブ旗の
マークを募集！

一
一

9 0

〃有資格者の

行 政 書 士え〃

︵建設業許可申 請 ︑

官公署に提出する各行政関係書

始末書︑

なお︑助産施設は県立延岡病院
内にあり︑日向市内にはありまぜ
︐
くわしいことは︑市福祉事務所

ん︒

厚生係︵筆②一二一一︑内線五六

日向市老人クラブ連合会︵会長
ブ旗のマークを次の要領で募集し

成合和次郎さん︶では︑︑老人クラ

四︶におたずねくだきい︒

︵毎週火・木曜︶を実施していま

接種場におきまして︑予防接種

市衛生清掃課では現在︑市予防

変更について

予防接種実施

ます︒

学生以上の人

▼応募資格11市内に住んでいる小
▼マークの内容1一老人の象徴にち

なんだもの
▼応募方法1一郵送または直接持参

▼しめ切り11二月二十八日︵月︶

この春小学校に入学される子ど
もさんをおもちのご家庭では︑入

の方法で︑老人福祉センター
︵市内春原町一丁目八十番地︑

すが︑二月から週一回︵木曜日︶

日南市油津西町︑宮崎県高等水

紫②六五六九︶か︑市福祉事務

産研修所まで送付してくだきい

教育委員会では︑各保護者あて

なお︑二月の第一火曜日は︑ツ

昭和五十二年二月田力日までに
ベルクリン反応の実施日となって

のみ実施することになりました︐

の

心．・い︒

一内線五六四︶へ応募してくだ

所︵本町十番五号︑轡②一二一

該当する子どもさんは︑昭和四
十五年四月二日かろ昭和四十六年

に就学通知書を発送いたしました

す︒

学式がまちどおしいことと思いま

保護者の皆様へ

新入学児の

ませんのでご注意く だ さ い ︒

が料金をとることは認められてい

他︶は︑行政書士としての有資格
者を利用してください︒無資格者

書︑内容証明書︑

係︑自動車登録関係︑自賠責任保
険請求︑戸籍関係︑告訴状︑陳情

類

◎

50

夕

8

広報日向
昭和52年1月号

