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連絡いただけますと幸いです︒

事かありましたら︑広報係までご

やご近所でのめずらしいことや行

ください．︑また︑みなさんの地区

などありましたらどしどしお寄せ

広報紙に村するご要望︑ご意見

いくつもりです︒

をモァトーに編集活動をつづけて

としも﹁みなさんのための広報紙﹂

てようやく一年になりました︒こ

﹁広報日向﹂とタイトルをかえ

す︒

あけましイ︑おめでとうございま

ひ

総

務

日向市民憲章
合の時間を正しく守り

ましよう
共の物をたいせつにし

ましよう
ｳ養を高めひろく人材を

育てましょう
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編

世帯数

︑

識a273

（1月1日現在）

ﾏ極進取の意気をもって

働きましょう

の

大きく飛躍する青年都市に

日向市役所

集

秘書広報係

24増

16，350

飛躍の年ともいわれる昭和五十三年の幕明けです︒

するためには︑私たち五万六千市民のあたたかい心とひたむきな努力が必要ではないでしょうか︒

発行所

54人増

女29，599人

111人増

56，351人

計

日向市もことしで満二十七歳をむかえ︑ ﹁青年都市﹂として一段と大きく飛躍しようとしていま
す︒町は︑そこに住む人たちの力で築かれると言われます︒この青年都市をさらにすばらしい町に

昭和53年1月21日

57人喰

26，752人

男

ことしの﹁うまどし﹂の三が日に生まれたこの赤ちゃんたちが小学校に入るころ︑また成人する
ころには︑私たちの町﹁日向﹂はどのように成長していることでしょう︒
この子たちの将来のためにも︑よりよい郷土建設へみんなの力を結集しましょう︒

○

人

幽
魂．

一、
「、
一、
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また︑売却した十地︑建物など
の取得時期によって﹁長期川譲渡詳町

得﹂と﹁短期譲渡所得﹂にわかれ
得したものは﹁長期﹂として軽く

確定申告は
R月15日まで
四十四年以降に取得したものは︑

申告と納税の受け付けが︑ことし
も二月十六日から始まり︑三月十
五日が期限となっていま 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
た所得にかかる税金で す ︒

商売をしている人や家賃︑地代

＝二︶や税理士会でも無料で相談
に応じています︒みなさんのご都
合にあわせてご利用ください︒

土地や建物を
売ったときの税金
土地や建物を売ったり︑交換し

務所や税務課におたずねください．

家を建てたときなど
税金が返ります

のすべての所得を合計して税金を

ります︒

その譲渡益に対し︑所得税がかか

税率をかけて求めますが︑長期譲

％の税率を︑短期の場合四十％の

得た譲渡所得に︑長期の場合二十

得費や譲渡費用などを差し引いて

税額の計算は︑譲渡価格から取

くみになっています．

源泉徴収されている税金が返って

控除を受けることができ︑すでに

雑損控除や医療費控．除︑住宅取得

支払ったり︑住宅を新築した場合
など︑確定申告書を提出すれば︑

災害を受けたり︑多額の医療費を

申告をしなくてもよいかたでも︑

サラリーマンのかたなどで確定

計算することになっていますが︑

渡所得が二千万円をこえるときや
短期の場合でも︑二通りの計算方
調整を受けていないかたなども確

所得税は︑原則として︑一年間

に個人が土地・建物を売ったとき

昭和五十五年十二月三十一日まで
きは︑そのつどおたずねください︒

法がありますので︑わからないと

毎年この時期になりますと︑確
定申告の書きかた︑贈与税や譲渡
所得の計算方法などの問い合わせ

税務署では︑こうした人たちの

が多くなります︒

ために﹁書きかた説明会﹂を次の

おいでください︒

とおり開きます︒気軽にご相談に
◇日時11二月二十一日

午後一時

または居住用資産を取得するため

◇場所1一日向青少年ホームニ階︒

また︑年の中途で退職し︑年末

これらの申告には︑源泉徴収票
など必要ですので早目に準備して

あります︒

た時の購入代金や

この還付の申告は︑二月十六日

おきましょう︒

いときは︑譲渡価
早目におすませください︒

すので︑窓口が混雑しないうちに

申告すれば還付も早く受けられま

以前でも受け付けています︒早く

とすることもでき
も

四十四種もの特典

ど︑いろいろな特

の三千万円控除な

財産を売った場合

を正確に記録し︑その記録にもと

林所得について︑毎日の取り引き

事業所得や不動産所得︑また山

いう制度があるのをご存じですか

所得税の申告に﹁青色申哲﹂と

青色申告で節税を

くわしいことは税

間ですが︑期限のつこうでどこの

い︒カッコ内は公民館での相談時
も二月十五日から地区公民館ごと

さい︒

会場も短いので早目においでくだ

︵九時半〜十二時︶︑幸脇と田の

▽2月15日ほ飯谷と余録公民館
原公民館︵一時〜四時︶

半〜十二時︶巴里と南日向公民

▽17日1一遠見と籾木公民館︵九時

半〜四時︶

▽16日11高松と新町公民館︵九時

医療費や生命保険料の領収証明書

館︵一時〜四時︶

いに届くようお送りしますが︑も

二時︶塩見集会場︵九時半〜四

▽21日11奥野公民館︵九時半〜十

︵一時〜四時︶

半〜十二．時︶梶木と秋留公民館

▽20日団庄手と美砂公民館︵九時

し届かないような場合は︑もより

らせします︐

︑一月以降の日程は．一月号でお知

四時︶

▽28日21切島山公民館ρ九時半〜

時︶

▽27日11住還公民館︹几時宇〜四

北町公民館︵一時〜四時︶

学校︵几時半〜十二時︶︑畑浦と

▽24日団公園通り集会場と准看護

▽23日目市役所︵九時半〜四時﹀

民館︵一時〜四時︶

時半〜十二時︶西川内と比良公

▽22日11鳥の巣と本谷公民館︵九

時︶永田公民館︵一時〜四時︶

の支所か税務課にお申し旨くださ

申告書は︑相談日の三日前ぐら

簿などご持参ください︒

関係書類︑所得の計算上必要な帳

や必要経の算定に必要な領収証と

国民年金納付証明書︵領収書︶︑

日のわかるもの︑国民健康保険税︑

には印かん︑家族の氏名や生年月

なお︑申告においでになるとき

くの公民館でご相談ください︒

日程は次のとおりですから︑近

に実施することにしました︒

市県民税の申告相談は︑ことし

近くの公民館へどうぞ

二月十五日から実施

例もありますので

円ですが︑居住用

り︑一般には百万

には特別控除があ

また︑長期譲渡

ます︒

格の五％を取得費

取得費がわからな

長期譲渡の場合の

手数料のことで︑

地や建物を買入れ

くる場合があります︒

の譲渡金︵譲渡所得︶は︑その人

国税や市県民税が︑銀行の預金口

会にぜひご利用ください︒

す

て便利なこの納税制度を︑この機

など忘れがちです︒手数がはぶけ

忙しいときなどには︑つい納期

納税されるしくみになっています︒

座がら自動的に振りかえによって

さ
（合計最高限度）1魯万5千円

の収入のある人︑土地を売った人

定申告すれば税金がもどる場合が

（長期最高）1万5千円

の現金等を贈与した場合には︑申

告を要件として一P万円の﹁配偶
者控除﹂があります︒

贈与税の申哲と納税は同じよう
に三月十五日までですが︑早目に
すませましょう︒

納税は便利な
振替納税で
税金を納めるのに︑便利な方法

．取得費ですが︑これは︑売った土

ところで︑譲渡価格から差し引

（短期録高）3千円

の他の所得と切り離して税金が計
算されます︒

（最高）5万円

たり︑収用されたりした場合には

■

生命保険料控除
損害保険料控除

などで所得の合計額．が ︑ 配 偶 者 控

23万円

除や扶養控除︵別表参考︶の合計

寡婦控除

サラりーマンで︑給与以外の所

七千円もの差がでてきます︒

キ
節税のためにも︑この青色申告

制度のご利用をおすすめします︒

贈与税は

二月一日から
贈与税の申告と納税は二月一日
贈与税は︑人から財産をもらっ

から始まります︒

一年間に六十万円までの贈与なら

たときなどにかかる税金ですが︑
税金はかかりません︒

ご主人名儀の土地を奥さんや︑

23万円

額より多い人︒

31万円

得が二十万円をこえる人や︑給与

23万円
1人

の年収が一千万円をこ え る な ど ︑

1人

@

一定の要件にあてはまる人は︑所

障害者控除
特別障害者控除

として﹁振替納税﹂のあるのをご

被害金額が所得金額の1／10を

雑損控除

得税の確定申告が必要で す ︒

老扶

35万円
で所定の手続をすませておけば︑

29万円
1人

青色申告者とそうでない人の申告
では︑各種税の合計額で約十二万

1人

老人扶養控除

こどもさん名儀にかえた場合も贈
与税の対象になります︒

23万円

勤労学生控除

所得の計算のしかたや申告書の

配養

偶

昌控

除除

29万円

配偶者控除

なお︑婚姻期間が二十年以上の

支払額の全額
社会保険料控除

書きかた︑などで︑わからない点︑

29万円

基礎控除

この制度は税務署︑︑市の税務課

超える時一そのこえる部分

市県民税
申告相談

りましたら︑お気軽に延岡税務署
︶へおた

53年度分控除額等

所得控除の種類

夫婦が︑その配偶者に居住用資産

老年者控除

@

おもな所得控除一覧表
存じですか︒

（最高）200万円

医療費控除

もっとくわしく知りたいことがあ
︵電話11延岡⑫三三〇

ずねください︒

税務署では︑二月十六日から三
月十五日までの期間中︑いつでも
また︑税務署のほか︑市役所税

35万円
昌

人

ご相談に応じています ︒

務課︵電話②二一一一番︑内線五

ついて申告すれば︑所得や税額の

計算などでいろいろ有利な取り扱
いを受けるというのがこの制度で

この制度には︑四十四種類の特

す︒

典があり︑また帳簿をつけること

343，850円

書
月か
二た
二曲
一明
三会
では

によって経営の合理化にも役立ち

216．540円

一

二き

ます︒

これから青色申告を始められる
かたは︑三月十五日までに﹁青色
申告承認申請書﹂を税務署にお出

次のグラフは家族が四人︑年間

しください︒

従者給与を年間七十万円︵月額五

所得が三百万円で︑妻に対して専
万円︑ポーナスニヵ月︶を支払っ

■青色申告の入

つまり︑昭和四＋三年以前に取

@

コ2・，…円

二期Lをこて重く課税されるし

@

2，400円

「拝．業．税

950円・・色・告・人
。貯7

住民税

@税の相談はお気軽に

@

昭和五十二年分の所得税の確定

@
@

ている場合の税額の概算 で す が ︑

124，200円

●

@

合

＿＿＿」185・900円

所得税

2
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昭和53年1月号
昭和53年1月号

広報日向
3

調和ある

豊かな町づくりを

溺︑漣ノ

あ け ま し げ ︑ お め で と うございま

孕

い財政の渦のなかで複雑多岐にわ

初めての新春を迎えました︐

スもれを調べるには︑石けん水が

れから発生．しげ︑います．．手軽にガ

特別会計に九千九百四十七万五千

平岩上中野橋のかけかえ工事に五
百四十万七千円︑都市下水路事業

使える便利さに
でき︑ガスもれの原因となります．．

閉めきって暖を
ガスもれを引き起こすことがあり

です．．ところが︑煮こぼれだけで

いた煮こぼれもおいしいごちそう

ネズミにとっては︑ゴム管につ

ガス管の汚れはふきとって

少なくとも二年が限度と心得て︑

なれて︑ついう
っかり忘れがち

ゴム管は古くなるとヒビ割れが

わ立つのですぐわかります．︑

水を塗ると︑もれているときはあ

LPガス︵プ

円︑水道事業会計に三千四百八十

︵日知屋幹線下水路八十五・八凝︶

ます︒鉛管まで食い破るほどの歯

なくゴム管までかじってしまい︑

関の機能を日取大限に発揮しつつ執

ちろん︑電気のコンセントに差し

きは︑たばこなどの火気玉戸示はも

昭和五十二年第五回日向市議会
五万五千円をそれぞれ追加し︑︷

を持つネズこ︑のこと︑ゴム管など

発という惨事をまねきかねません．︑

いつもきれいにふきとるようにし

をこえる中堅都市にまで発展をみ
行機関と相協調しながら︑より一
込みプラグを入れたり抜いたり︑

思わず換気扇に手がいきそう．です

︵定例会︶は︑十二月五日に招集

般会計歳入歳出予算総額は六十七

けて︑時間をかけて換気しましょう︒．

ます．︑とびらや窓をじゅうぶん開

石けん水でわかります
LPガス事故の大部分はガスも

費﹈千四百九十﹁万七千円︑災害

たが︑審議の結果採択および趣旨

なお︑この．．一件の意見書は︑国

▽物価問題に関する意見書

見書

▽老齢者医療制度確立に関する意

びその期限の延長に関する意見書

▽同和事業特別措置法の強化およ

おりです．︑

可決された意見書三件はつぎのと

最後に︑今回議貝から提案され

意見書三件を可決

事業改善についての請願

・失業対策事業の賃金引き上げと

発注について

・鉄工︵骨︶に関する工事の分離

▽趣旨採択されたもの

情書

たいものです．

わけありません︒ガス管の汚れは

スそのものの性質をよく知ってお

んどです︒事故を防ぐにはしPガ

つとした不注音心によるものがほと

家庭でのしPガス事故は︑ち．︐

ガスもれに気づかないでいると爆

もじゅうぶんでな い場合が多・＼

とるために換気

冬の間は部屋を

いです︒とくに

に対する心づか

なのが事故防止

早目にとり替えるのが安全です︒

るだけで簡単に

ガス栓をひね

役立ちます︑筆でゴム管に石けん

ロパンガス︶の

斐

夫ですか︒

たる行政需要にこたえながら﹁調

甲

安全管理は大丈

和ある豊かな町づくり﹂に取り組
むわけでございますが︑このよう

ここにあらためて市民の信託の

な時こそ市民のみなさまの新しい

重さを肝に銘じ︑市政の難局打開
への決意を新たにしているところ
自治観による市政参加を期待する

でございます︒

私たちをとりまく今日の経済環
ことしも﹁対話と協調﹂を基本

ものであります︒

にしながら︑市民のみなさまの前

境は︑戦後最大といわれる不況の
なかで一進一退をきわめており︑

い郷土建設に努めてまいりたいと

進的な発想と力を結集し︑よりよ

その影響を強く受ける地方財政も
おおかたの予想をはるかに越えて
きわめて困難な実情にあります︒

こんごとも︑いっそうのご支援
ご協力をお願い申しあげ新年のご

思います︒

画どおり整ってまいりつつありま

このような状況のなかにあって
新産業都市としての基盤整備が計
あいさっといたします．．

す︒新しい年を迎え︑五万六千市
民のみなさまのご健康とご繁栄を
すことは︑歴代市長をはじめ市民

さ
ります︒

日向市長

心からお祈り申しあげま す ︒

のみなさまの英知と努力の賜と深

い

ことしもまた︑かってない厳し

く感謝申しあげます︒

の・あ
のご理解とこ．協力により順調な歩

ましたことはみなさん≧ともに喜

層の躍進の年として市政全般にわ
電気器具のスイッチを入れるのは

こんごとも変わらぬご支援とご

火花を生ずるので非常に危険です︒

さて︑ガスもれが︑わかったと

びにたえないところであります．︐

たり︑内容充実に特段の努力をい

くことが大切です︒

しかしながら昨年は︑とくにオ
たしたいものと決鞘口を新たにする

市議会・r・いたしま一そも議決機

イルショック後の引き続く経済社
ものであります．︑

スは︑空気中にわずか一・八％ま

が︑くれぐれもご注意を︒LPガ

利

され︑十二月二十日までの十六日

じっただけで火気があると爆発し

協力をお願い申しあげ︑みなさん
申しあげまして新年のごあいさっ

の幸せな年でありますようお祈り

もこの．不況から一日も早く脱却で

民生活の安定︑福祉の増進を図る
田

千百六十一万四千

間の会期で開かれました ︒

八千万円︑ことし四月開校予定の

日嗣屋東小学校備品費七百二十四

なものについてご紹介します︒

万﹂一重円︑岩脇中学校プール建設

の計十三件で︑いずれも原案のと

ての意見一件と議員提出議案三件

採択されたものはつぎのとおりで

▽日向市監査の執行に関する条例

ノ前一五八七九番地先に緑地敷用

つぎに公有水面埋立てについて
ですが︑これは大字日知二字天神

合算した額で

市議会報告の中でもふれました

が︑水道料金の納付方法が四月一

日から変わります︒いままで毎月
納めていただいていた料金を︑二
ヶ月に一回︵一一ヶ月分を合計した

料金︶納めていただくことになり

ひ

石7云螢．藍．

へ

ムエ︑大臣︑閏囚係省庁などへ送付さ
れました．︑

灘撫

・市水道本管布設導入に関する陳

について

れある建築施設︵ホテル︶阻止

・日向市の観光開発に支障のおそ

▽採択されたもの

復旧事業︵細島吉野川右岸︶費四百

おり承認可決されました ︒

補正予算については︑﹁般会計
に三億二千七臼六十二万八千円を

四月一日から実施

の一部を改正する条例11法令に基

どの改定を行ったものです．

づく監査の期日を手なおししてあ

地などのために約一万平方層を埋

二件を採択

響鑑
玄が〜一

まび〜戸甚

門房刷︐︑︑︑ーーー︐一筆︑ーー⁝

らかじめ監査委員が定めた期日に
行うようにしたものです︒

声道使用料をこ

▽日向市水道事業給水条例の一部
を改正する条例

とし四月︼日から隔月ごとに納め
ていただくことになります．．

鱗
解とご協力をお願いします︒

ますので利用者のみなさんのご理
請願︑陳情は十一件︵継続審議と

十二月定例市議会に付託された
する条例の一部を改正する条例け

や筆一
︹例︺

なっていたもの七件を含む︶でし

▽日向市﹁般職の職員の給与に関

請願・陳情

立てるものです︒

の内容をお知らせします︒

つぎに条例の改正について︑そ

水道料金は隔月徴収に

テレビ難視解消事業の補助金と
して百六十一万九干円︑特別養護

このうち一般会計の補正のおも

ました︒

費二千万円︑大王谷公園整備事業

環境整備事業に二千六百七十万円

六千円︑また簡易保養センターの

の建設などの補助金二百八十五万

円︑富島漁協の製氷所︑漁具倉庫

ほ場整備事業

千五百八十四万八千円︑秋留地区

円︑日知屋保育所増築事業外に一

老人ホーム建設補助金二千五百万

柏

日向市議会議長

といたします︒

顧みますと日向市は昭和二十六
には幾多の重要問題が山積してお

存であります．︑こんご︑さらに市

年市制施行以来︑市民のみなさん

公園整備・下水路事業などに

彦

きるように努力してまいりたい所

ことしこそは︑みなさんともど

を与えました︒

来となって市民生活に深刻な打撃

会の大きな変動は︑不況の波の襲

みを遂げながら︑人口も五万六千

LPガスの取り扱い

す︒

正が五件︑公有水面埋立てについ

今回の議会に提出された議案は
条例の一部改正が三件︑予算の補

十分な注意と換気を

人事院勧告に基づく職員の給与な

●

私も昨年七月︑市民のみなさま
のあたたかいご支援︑ご協力によ

幾年

りま し て 第 ． 八 代 の 日 向市長に就任

より一層の

躍進の年に

瑚 L■
．
竃
6
昭和五十三年の年頭にあたり謹
んで新年のごあいさつを申しあげ

敦

億三千九百四十九万一千円となり

三億二千万円を追加

O

ます︒

つ
十六万四千円などがおもなものです︒

（ほ場整備がすすむ秋留地区）

饗．
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昭和53年の日向市消防始め式が、県内では一番最
初に3日午前7時30分から消防車のパレードをか

わきりに行われました。会場にあてられた富島
中グラウンドには、市内の消防団など700人
と消防車約50台が参加。昔なつかしい手押

りました︒

社交ダンスクラブも誕生
勤労青少年ホームは︑昭和四十
のにふさわしい場だといえます︒

う考えかたでの社会連帯感を養う

考えかたから﹁わたしたち﹂とい

ブ︑サークルと練習日はつぎのと

は約三百人ですが︑活動中のクラ

青少年ホーム利用者︵友の会員︶

が開かれ︑ホーム利用者も約三百

▽いけ花クラブけ毎週月曜日︑▽
アリンコ︵合唱︶サークルロ毎週

おりです︒

月曜日︑▽人参︵料理︶クラプロ

人と当時に比べてかなりの数にな
っています︒このサークル活動を

クラブ︵料理︶や県下青少年ホー

五十年労働大臣賞を受賞した人参

ー1毎週水曜日︑▽絵画クラプー1毎

毎週水曜日︑▽社交ダンスクラブ

曜日︑▽人形劇サークルー1毎週金

週水曜日︑▽茶道クラブ門毎週木

ム交流バレーボール大会で三連勝

など十三グループがあり︑明るい
曜日︑▽入木︵書道︶クラプー1毎
金曜日︑▽木工クラプー1毎月十日︑

週金曜日︑▽ギタークラプー1毎週

護衛艦が
新成人者を祝うつどい

亨匹匠

﹁

一月十三日の午後四時すぎ︑細島工業港に海上自衛隊
︵写真11百六十人乗り組み︶が入港しました︒

呉地方隊の護衛艦﹁よしの﹂︵百六十人乗り組み︶と﹁く
まの﹂

した。

ξ1、1ズ

冠㎞

（1）

国民年金は︑農業︑漁業︑商業

ね

m．

ツ反とBCG
市衛生清掃課では︑三月︑七月
八月を除く毎月第一火曜日に︑市

役所予防接種場でツベルクリン反
三歳児検診該当のころまでに必

応を実施しています︒

G接種前後一ヶ月は︑他の予防接種

ず一回受けてください︒またBC

なお二月第一火曜日のツ反は都

はできませんのでご注意ください︒

○ツベルクリン反応

合により第二火曜日に変更します︒

・市予防接種場目二月十四日︵火︶

・午後一時三十分〜三時
午前十時〜十一時

・細島支所1一二月十五日︵水︶

午後二時〜三時

・江良公民館11二月十五日︵水︶

午前十時〜十﹈時

・松原公民館1一二月二十二日︵水︶

午後二時〜三時

・塩見集会場隠二月二十二日︵水︶
OBCG

午後︼時三十分〜三時

・市予防接種場11二月十六日︵木︶

午前十時〜十一時

・細島支所 二月十七日︵金︶

午後二時〜三時

・江良公民館 二月十七日︵金︶

午前十時〜十一時

・松原公民館11二月二十四日︵金︶

午後二時〜三時

・塩見集会繕事二月二十四日︵金︶

日本の年金制度はすべて保険料
たてまえとしています︒国民年金

を積立ぼて年金を受ける拠出制を
は年金額の三分置﹁は国が負担し
ますから少ない保険料で多くの年
金が受けられることになります︒
加入者が納める保険料です︒

①定額保険料︵月額二千二百円︶

です︒ただし農業者年金加入者は

これは希望により納める保険料

②付加保険料︵月額四百円︶

年金制度に加入していない人とそ

の年金を受けたいかたは付加年金

強制納付となります︒将来︑多く

末満の職場で働く人など︑職場の
の家族のための制度で︑老後の生

︑

り扱います︒市役所で発行された

国民年金の保険料は市役所で取

0保険料の納めかた

ます︒

保険料を納めることをおすすめし

活の安定を目的としたものです︒

◎必ず加入しなければならない人
︵強制加入︶二十歳から五十九
本国民で︑厚生年金など職場の年

歳までの日本国内に住所のある日
金制度に加入していない人はすべ

納付書により指定された納期限ま

0保険料の免除

りますのでご注意ください︒

と時効が成立して納められなくな

た滞納期間が二年以上になります

合では納められなくなります︒ま

忘れると一年後は市役所や納付組

でに必ず納付してください︒納め

て国民年金に加入しなければなり
ません︒

◎希望すれば加入できる人
︵任意加入︶厚生年金など︑ほ
かの年金に加入しているサラリー
マンなどの奥さん︑昼間部の学生
やほかの年金制度から年金を受け

障害年金や母子年金︑または生

られる人などは希望すれば加入す
ることのできる制度で実 この場

険料が免除されます︒そのほか︑

活扶助を受けている人は法律で保

免除が受けられます︒

免除申請をして知事の承認により

保険料を納めることが困難な人は

合︑二十歳から五十九歳までの日
られています︒

本国内に住所のある日本国民に限

◎納める保険料の額は

●

この二隻は︑対潜訓練の途中に寄港したもので︑十

﹁選﹂

1ん，・瓠リ

などの自営業の人や従業員が五人

がつめかけました︒

の証明書を添えてお申し込みくだ
さ︐い︒

ーム﹂をたずねられてはいかがで

市内で働く勤労青少年のみな
さん︑戯なたも一度﹁青少年ホ
すか︒

能率的な確認申請を
家を建てる場合建築基準法によ
り建築確認申請が必要ですが︑申
を必要とします︒しかし︑申請地

請地が農地であれば農地法の許可
が農地か農地以外であるかはっき
りしないときは農業委員会が現地
調査の上確認します︒

こんご︑確認申請をされる場合
は︑申請地の地目の確認ができる

農地法の許可または届出年月日を
します︒

調査の上提示されますようお願い

なお︑ハガキには住所︑氏名︑年

﹁示﹂

﹁欠﹂

齢︑電話があれば．電話番号をはっ

先月号は︑

きりと記入してください︒

が正解で応募十一通︑正解九通で
したのでつぎのかたに記念品をさ
しあげます︒

︵敬称略︶
①⁝政恵子︵重油屋堀一方︶25歳
②小川直一︵美々津町中町︶59歳
③藤原麗子︵重油屋公園通︶30歳

きんシ

四日に︑一般公開や体験航海が行われ多くの見学者

と「もちつき」や「お茶会」 「ぜんざい会」な
どが行われ、午後からの「市長を囲む座談会」で
は、スポーツ施設の整備や市民会館の早期建設をし
てほしいなど、新成人者らしい活発な意見が出されま

つも準備してあります︶に事業主

㊥
▽フォーククラプー1毎月四〜六回︑
もの︵できれば登記済書をご持参
﹁
ぐださい︶と地目が農地であれば

▽卓球クラブ門毎月四回︒

▽バレーボールクラプー1毎月四回

答えをハガキに書

人のかたに記念品をさしあげます︒

正解者多数のときは︑抽選で三

ださい︒

員会あて二月十日までにお出しく

いて︑本町十番五号市選挙管理委

まりますか？

▼右の○にはどんな文字があては

の街頭○説をすることはできない︒

七時までの間は︑○挙運動のため

何人も︑午○八時から翌日午前

︹問題︺

申し込み用紙︵青少年ホームにい

ホームを利用されたいかたは︑

の仲間たちが一同に集まり︑学習

ながりを深めて﹁わたし﹂という

たがいが知り合い︑人と人とのつ

やレクレーションをつうじて︑お

いろいろと職場のちがう青少年

見ることができます︒

い活動のようすをホームの各室で

笑い声と勤労青少年のすがすがし

生したばかりの社交ダンスクラブ

したバレーボールクラブ︑昨年誕

しているグループの中には︑昭和

現在︑サークル活動や学習講座

六年目を迎えました︒

猷

入港

灘饗瀦1瀦難。燭

しポンプの放水、市長の人員、服装点検
消防車による一斉放水などがあり会場
から盛んな拍手がわいていました。

一月十五日は﹁成人の日﹂ですが︑こよみの
上では小正月でもあります︒市内平岩の元市親
子会︵塩月智恵子会長︶は︑ことしで三回目の ど
んど焼き を金ヶ浜海岸で十五日午後一時から行
いました︒それぞれの家庭から︑古いおふだやしめ
かざりなどを持ち寄り高さ四溜の竹ざおとわらで作
つたどんど小屋に火をつけるといきおいよく燃えあが

県下のトップをきって
七年六月に開館して以来ことしで

（13＞

白ばらクイズ

b．．げ、引

どんど焼き

るみ只耀

O

⑱
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鳥
●

9 ●

●

県美展の作品募集

県では︑三月十八日から三月二

十六日まで県総合博物館︵宮崎市
第四回県美術展覧会の作品を募集

神宮二丁目四の四︶で開催される

・受講料11七千円︵年額︶

・特典ほ一級技能検定学科の試験
が免除されます︒

▽二級技能士通信制訓練
・科目口機械︑建築︑配管︑板金
左官︑建具など二十九科
・期聞11標準一ケ年︵毎月開講︶
・受講料1一五千円︵年額︶

・特典11二級技能検定学科の試験

技能士通信制訓練のおたずねは

が免除されます︒

延岡総合高等職業訓練校︵延岡市
土々呂町六丁目三〇二八一1君〇九

八二⑳〇六七五︶へどうぞ．

育委員会保健体育課においてあ

▽申し込み方法11申し込み書︵教

になる予定のかたは必ず昭和五十

竣工が昭和五十三年三月から五月

むことになっていますが︑住宅の

は︑住宅が竣工するまでに申し込

老人福祉センター−でおもにおとし

また火曜日︵午前中︶は春原町の

内職センター︵容②一．．西上︶で

および団体戦

ります︶により二月十五日まで

指導職種は︑かぎ編み︑パール

遺族年金などを受給していないか

▽返済期間11木造は十入年以内︑

▽利率11年六・八三パーセント

簡易耐火構造は二十五年以内

休日在宅医

1一二月中11

2月5日
造は三十五年以内︒

・柳田医院︵智②二九五．し︶

は小型船舶の操縦士の試験をつぎ

住宅金融公庫では︑財形貯蓄を

なおくわしいことは商工水産課

▽申し込先11細島日輪社︵含②四〇一七︶

は日輪社へおたずねください︒

内職相談は月・火・木

内職相談は︑毎週月曜日と木曜

日の午前九時から午後三時まで︑

︹建国記念の日︺

・此元医院︵費②五四八八︶

・山中医院︵容②二二六六︶

・篠原医院︵智門川③π︶五九︶

2月26日

・黒木医院︵容②六⊃丘五︶

・白石病院︵δ門川③一．．一六五︶

・渡辺病院︵含⑦一〇＝︶

2月19旧

・田中医院︵含②二五一五︶

・永田医院︵8②三三八八︶

・鮫島︵整︶医院︵智②八一九ご

2月12日

・協和病院︵君④二八〇六︶

・吉森医院︵費②四〇四六︶

・二木医院︵費④四四六八︶

2月11日

・田中病院︵麿門川③一四四六︶

・千代田病院︹智②七二＝

福祉事務所厚生係︵盈②二三﹁

国家試験︵四級︶

小型船舶の

たずねください︒

金融機関または住宅金融公庫へお

くわしいことは︑公庫業務取扱

︵北海道は三f年以内︶︑耐火構

加工︑漁網などです︒

より向けのものを行っています．︑

みください︒

三年二月二十八日までにお申し込

に保健体育課あて申し込んでく

▽融資額隠財形貯蓄残高の二倍︒

ださい︑

その他︑くわしいことについて

たは早目に請求手続きを済ませて

える場合は一千万円が限度︒

ただし︑その額が一千万円をこ

一一﹁内線六一八﹀へおたずねく

は教育委員会保健体育課︵麿②二
ださい︒

三月が時効です
昭和五十年改正の戦没者第二回
年三月三十一日で時効となります︒

特別弔慰金の申請は︑昭和五十三

市教育委員会では︑勤労青少年

ください︒

青少年卓球大会の開催

のみなさんが勤務の余暇を利用し

戦没者の遺族で︑公務扶助料や

募集作品は︑絵画︑彫 塑 ︑ 書 ︑

てスポーツに積極的に参加し︑ス

しています︒

ンです︒いずれも三月十日から三

写真︑工芸︑グラフィックデザイ

ポーツを楽しむことによって仲間

北九州日本モーターボート協会

をつくり︑健全な生活を営むとと

なお︑くわしいことについては

ら午後四時三十分︶に総合博物館

月十二日まで︵時間は午前九時か

・実技日日向市工業港︵白浜︶

・学科11延岡市卸商業団地会議室

▽試験会場

▽試験日11二月二十八日︵火︶

の要領で実施します︒

︵主催11日向市教育委員会︑後援

とを目的とした﹁青少年卓球大会﹂

11日向市卓球連盟︶をつぎの要領
で開催します︒

しているかたを対象に﹁財形住宅

▽申し込みのしめ切りけ二月＋八日
▽会場11勤労青少年体育センター

▽日時11二月十九日︑午前九時
▽参加資格11市内に居住する勤労

財形住宅貸付け

内線五六四︶へどうぞ︒

へ搬入してください︒くわしいこ
とは市教育委員会社会教育課︵費

②二︸一一内線四三六︶へおたず
ねください︒

技能士への早道

和五十三年二月二十八日まで行っ

貸付け﹂の申し込み受け付けを昭

︵君②二一＝内線二三二︶また
青少年で満二十六歳以下の男女

付けなどとあわせて利用する場合

この貸付けを公庫の個人住宅貸

ています︒

︵ただし︑県大会およびそれ以
上の大会に出場した選手をのぞ

通信制訓練
▽一級技能士通信制訓練

く︶

▽チーム構成1ーシングルス︵個人︶

・科 目 1 1 機 械 加 工 ︑ 仕上げの二科

・期間ほ標準一ヶ年︵毎 月 開 講 ︶

○

夕
もに健康な体力の増進をはかるこ

●
！
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