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子りましょう
︑ 公 共 の 物 を た いせつ

にしましよう
︑教養を高めひろ く 人

材を育てましよう
︑ 積 極 進 取 の 意 気をも

って働きましよう
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どにっとめたり︑家庭の主婦︑学
生の入たちばかりと聞いた︒

ひ

ム

で︑少しずつ自分たちの分担をき

春先の陽気のよい日に家族全員

風通しをしてやりたいものです︒

めにも︑家具やタタミのためにも

で計画を立て︑害虫を一掃するた

から無精をしないで︑二日がかり

一年に一回か二回の大掃除です

ずにやりましょう．．

をしまうまえに︑家の掃除も忘れ

開始します︒暖房器具や冬の衣類

ゴキブリなどの害虫もまた活動を

陽気がよくら与つで︑くる︾︺︑ハェ
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めてやれば㌦︑それほど負担にはな

548人減

らないのではないでしょうか︒

187人減
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男女計騰
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愛のコミュニティづくり
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161人減

ろうあ者の人に何かしてやりた
い
そういう気持ちが通じた

昭和53年4月21日

26．689入

生まれながらに︑耳と口の不自

のか︑ひむかいサークルの活動は
ろうあ者の人たちに︑大きな波紋

ふれあう本当の意味での福祉だつ

を投げかけた︒それは︑心と心の

た︒こうして︑五後目のサークル

（4月1日現在）

になろうと︑手話の練習をつづけ
る手話サ；クル〃ひむかい の仲
周たちがいる︒

物だけの福祉から心の福祉へー
が昭和四十九年の夏のこと︒

ーと︑このサークルができたの

活動
明日への︑未来へのろ
うあ者とのコミュニティづくりを

口

人

38減

16．542

発足当時のメンバーは三十三人
いままでに七十五人が︑初級程度

いでいる︒

ちは︑愛の手話活動に情熱をそそ

めざして︑いまひむかいの仲間た
く︒昼間︑市内の事業所や商店な

の講習を終え︑ことしも十七人が
第四期の修了生として巣立ってい

O

由な人たちの〃心のよりどころ
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講

いて︑おもな施策と事業を︑市政

それでは︑五十三伍度予算につ
域振興地区調査費の予算が組まれ

費︑農業用水余水利用調査費︑地

溝工事二千七百層などや東部第二
土地区画整理事業の道路舗装六百

の基本方針にそってご紹介します
まず︑緑と太陽の豊かな環境と
都市基盤の整備ですが︑これには
総額︑二十億千二百九十一万七千
万七千円︒公共下水道事業一億二

冴拶臨三一

昭和五十三年第二回日周市議会︵定例会︶は︑三月七日から二十七日
までの二十一日周の会期で開かれました︒
この議会には先月号でご紹介しましたように︑市長から︑昭和五十三
年度の市政基本方針と重点施策の発表をはじめ︑綜額百億円にものぼる

の議案などが提出され︑審議の結果︑すべて原案のとおり可決されまし

五十三年度一般会計︑特別会計の当初予算案八件や︑条例議案十三件︑
事件決議案四件︑昭和五十二年度の補正予算案七件︑あわせて三十二件

林道改良事業︵幅員四り︑延長五
百γ︶︑また農道舗装とか原材料

以下︑そのおもなものについて説明しましよう︒

た︒このほか︑請願や陳情︑議員提出議案などの審議も行われました︒

都市下水路事業︑児童公園事業な
どの事業をすすめていくことにし

事業などがあげられています︒

業施設等整備事業︑並型魚礁設置

を支給していない小規模の井せき
などに対して助成を行う小規模農

つぎは︑調和のとれた産業の振
興について︒新産業都市として理

ています︒

想的な農工併進の総合計画をたて

たて︑新農業時代の近代的な農業

そこで︑五十三年度は総額三億
六千六百八十二万四千円の予算を

もありません︒

千百五十二万四千円︑また四十四

千円︑秋留ほ場整備工事四千五百
四十五万円︑広域農道整備事業四

継続事業の中には︑第二次農業
構造改善事業二千七百八十五万七

ていく必要があることはいうまで

の育成︑沿岸漁業の振興策をはか
り︑また長びく経済不況下での地
どをすすめていくために︑つぎの

場産業を含めた中小企業の振興な

新しい事業としては︑県主休で

ような事業を行います︒

実施される永田農免道路事業︑百
ました︒

・七九紛の造林事業四千五百三十
三万五千円が計上してあります︒
このほか商工業︑水産業におい
ては︑ことしも漁業施設設置に対
する補助や︑これまで一定限度額
二百万円だつt小口融資を二百五
十万円に引き上げた中小企業振興
融資貸付金一億円などが計上され

町原のかんがい用水路調査︑山口

福祉・人づくり・健康と安全

充実︒この施策をすすめていくた

つぎは︑あたたかい社会福祉の

予防行政︑救急体制を充実して︑

全施設整備事業に九百万円計上し

ーブミラー︑区画線などの交通安

ることや︑母子世帯の医療費助成
千円︑大王谷小︑日知屋小の増改

四ケ所の消防属隷の新設に対する

の育成をはかり︑緑と太陽のまち

ては五十三年度は緑の少年団など

など︑たくましい体︑豊かな心す

市民ひとりひとりが交通道徳を守

また︑交通安全対策については

予算措置がきれています︒

岸河川の美化対策としてそれぞれ

業を行うことにしているほか︑海

税︑分担金・負担金︑使用料・手

なかでも︑ことし四月に開園し

しています︒

千八百三万一千円をあてることに

三億円を小学校新設事業に

このほか︑豊かな環境づくりに

百二十七万円の予算を組んでいる
安全なまちづくりのため︑消防本

めに五十三年度は︑総額十六億八

た特別養護老人ホーム︵ 永 寿 園 1 1

の新設事業に三億四百八十九万七

ほか︑第二財光寺小学校︵仮称︶

制度︑ゲートボール競技場整備費

十一万七千円が組まれています︒

補助など︑防災対策に三千五百四

ぐれた知性をそなえた健全有為な

るということはもちろんのこと︑

にふさわしいように︑市街地の緑
化推進のため富高川左岸に植栽事

自治公民館建設に伴う補助︵二館︶

扶助として一億七千九百一万七千

千九百五十万七千円︑老人医療費
人間の育成のため︑総額七億四千

くりには︑総額一億八千百五十四

まず︑新しい事業としては︑美

・このように︑昭和五十三年度の

一般
会計 伸び率三十三・九パーセント

これらの︑健康で安全な都市づ

円︑身障・精薄者のかたたちの扶
三百九十万五千円の予算をあてる

万一千円が計上されました︒

ことにしています︒

をはかったり︑ガードレール︑カ

助費に七千八百七万六千円などの
ほか︑私立の保育所︑幼稚園に対
市づくりについて説明しまず︒

を行うほか︑旧富高鉱山あとの鉱
﹁
害防止工事調査費︑墓地移転改葬

事業一干万円︑曽根土地区画整理
事業二千二百万円︑下水道事業一

業六億四千二百五十三万円︒

億四千百万円︑国民健康保険事業
十一億二干三百万円︑水道会計事
いままで説明しました一般会計
と七つの特別会計をあわせますと

です︒

昭和五十三年度の予算は百︸億五

数料︑財産収入︶は三十三・六絆
も七十五億四千二百万円となり︑

とおりです︒

歳入歳出予算は︑それぞれつぎの

一般会計当初予算は︑歳入歳出と

また︑市民の清潔な生活環境づ

その伸び率は三十三・九絆となり

すと︑十九億一千万円の増加で︑

工事があげられています︒

ます︒

二億一千六百五十六万円︑地方譲

歳入予算の内訳は︑市税が二十

めて百億円をこえたことになりま
す︒

医療費の助成や年金の引上げ

宅新築資金等貸付事業六千三百六
十五万円︑東部第二土地区画整理

公営俳仕宅事鞭果六億六百万円︑住

なお︑五十三極度の特別会計の

くりのため︑側溝清掃などに対す
る応分の助成として三百九十八万
九千円︑ごみの増加に対応するた
八十万円︑また

与税が七千三百二十三万円︑自動

五十二年度の当初予算と比較しま

自知屋東小学校の︑教育施設や設

ご承知のように︑ことし四月か
ら日知屋塩田地区に開校しました
備の充実をはかるために一億四千

五十三年申に完

千十八万円となり︑日向市史上初

めごみ収集車の購入費として二百

㌃鮭．．．成予定の日向地

車取得税交付金四千五百六十八万

対して医療費を助成し︑その世帯

済的に弱い立場にある母子世帯に

関する条例11これは︑社会的︑経

どもで︑入院の場合が二千円︑入

めるというもので︑県内で十三番
目に実施することになりました︒

また︑歳入総額のうち依存財源

つぎに︑条例の新設と改正など

分担金および負担金一億一千五百
二万円︑国・県単出金が二十六億
四千九百五万円︑市債九億八千万

▽日向市母子世帯の医療費助成に

を説明することにしましよう︒

︵地方交付税︑国県支出金︑市債︶

を助成するものです︒

院外については千円を控除した額
は六十六・四一で︑自主財源︵市

主や児童の健康の保持増進につと

四十六万円となっています︒

円︑そしてその他が二億一千二百

助成の対象となるのは︑母子世
帯の世帯主および中学生までの子

円︑地方交付税十二億五干万円︑

区斎場東郷霊苑

の整備をはかり

拒ﾘ翻舞錐灘

このほか︑消

@出営譲ま究

十万円などが予
臥衡穀灘算措置されてい
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しま す ︒

最後に︑市民の健康で安全な都

する補助︑老人市内無料バス︑各
種福祉団体への補助など︑あたた
々津地区簡易水道などの総合調査

つぎに︑心のふれあいと志づく

組まれています︒

かい福祉社会を築くためにそれぞ
れの施策をすすめるための予算が

ことしも︑交通事故を出さない市
民運動などの交通安全教育の徹底

このほか︑生活扶助費に八億七

などは新しいものです︒

築工事に二億五千十三万九千円︑
美々津地区運動広場の用地購入費

ています︒環境保全対策費につい

して九千九百六万二千円を補助す

■

櫛の山公園用地の購入︑富高川の
緑化事業︑市内観光地の整備事業

を建てる予定のものです︒

一種二十戸︑二種五十二戸の住宅

公営住宅の建設事業に六億六百万
円︑これは習知屋塩田地区などに

に二億五千四百六十万円︑塩田橋
架替工事に四千七百十万円︑また

谷公園事業の野球場工事などに三
億二千万円︑道路の新設改良事業

千万円︵雨水幹線百三十二・二層
汚水幹線百八十五・五層︶︑大王

嚢i欝1

定員五十人︶にその収容措置費と

層などの事業に三億三千二百二十

円が組まれています︒新しい事業
として︑緑のマスタープラン調査

ているほか︑曽根土地区画整理事
業の道路舗装工事四千九百督︑側

産業の振興には三億六千万円

大王谷公園に野球場

、

りについて︑その予算概要を説明
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部用として消防ポンプ車を購入す
るほか︑防火水そうの設置︑市内
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日から百円に引き上げることにし

ということから︑日向市も四月一

正する条例

▽日向市敬老年金条例の一部を改

▽日向市特別職退職手当支給条例
たものです︒

改定て︑二年間据置かれていた年
金を︑八十歳以上のおとしよりこ

いて︑その計算方法︑支給率を近
代化︑明確化したものて す ︒

土地の取得と

が引ミ㌔上げるこ︾一にへ写︐9ゆぜ含レた︒

︑は六千円か汗っ七千円へ︑七

これも鉦金額の増額

このほか︑豚の人工授精事務や

五百円から五千日半くわず沿てす

十五歳以上のおとしようこは四千

の全部を改正する条例 この条例
は︑市三役の退職手当の支給につ

止することになりました︒

牛馬の寄生虫駆除︑鼻環孔あけな
どの家畜診療技術については︑廃

関する条例の一部を改正する条例
口乳幼児期における病気なとの早
期治療と︑幼児の健康な発育を促

市道の廃止・認定
ム553

顧58
下爪能

艦事魑

通こついて七十円てしたが︑その

どの手数料は︑昭和五十年から一

▽日向市重氏心身障害児年金条例

デるものてす︒

二千九白七十六平方

すか︑これは三月号てもふれまし
た櫛の山公園予定区域のうち七万
現在て千﹃百十入と︑7ノモス校

を買収ナる

の一旦を改正する条例11年金額の

後の経長居勢のうつり変わりと︑

他市との手数料の比較をしたとき
十九万二千円て日向市士地開発公

︑す．

取得価格七千二四
十万円て買収タる
・﹂42

これは︑二三的
な公園として市民

なお︑第二財光寺小ほ昭和五わ
四箪四月開校をカきして建設山．︑れ

﹇市道の廃虎と認走−墜匠︒︑︑塩

る予定てす︒

線の二線てす︒

見の中村から頭高の西川内こ通す
る中付・西川内線︑同︶く塩見の

みんなか休自い︑散

︑h︸↓二二す

歩︑観賞なと二︸︑し

レつこ︸し
♪し♪一

このほが︑財光寺の魚卸市場に

請願・陳情
八件を審議

三月定例議会に提出・︸︑・れた請願

三一二件︑閉会中の継続審査になっ

っきのとおりてす︒

てhたも59か五件︵請願三伴︑陳
清二件︶ ︑したが︑審議の結果ま
7採択された3︑の

書

・r亦木林道開設二ついての陳清
﹇二二三子とな セもの
︒排求溝の整備に関する請願書

・市追舗装こ開する轟轟書
・公立保育所増設二関する請願言
・敗について

・細島蘭港振興整備討画の資料作

内ハス笹︑応化につhて

・パ十五歳以上の婦人に対する市
﹇取り下げ承認されたもの

︑

・児章遊園地造成に関する請願書
︑

●地一具建呪眠事業一百記朕︸一つh

地方財政の充実を
議会最終日の二十七日には︑隔

﹃肌︷更←訊朴花︸一説叩円7し←

年提出の意見書案か退加されまし

ナあハ﹂︑

廃臣路線．一線の幅員拡幅ゐ路線延

また︑・﹂う一つ

の圭地の取得は一L

九か︑審議の結果︑全会一致て可

︑

を見書は︑地乃財政の根本的暫︑
中二関するむジ︑︑国会︑大臣︑

︑・1︑・るかセ

関係省庁︵︑ニへ送伺きれ三し九

︑赴任

﹇募集期限

﹇派遣期間−二缶間

かあ㍉︑単身

は︑つノ弓︑アフn

隊負募集説明会

昭和圧十三年五﹇円三↓一日まて

て︑五﹇円十二日へ

︑す

︑h 凄訊許コ︒

hまも七入のかたが各地

︐ます

二四

︑

一一一ご

負担金から月額二千円を弄引hセ

の場合は︑ぴ象者か支払一・た一邦

っ︸︑三助成の内容てすか︑入院

きこ限

をこえるとき二︑．人絹すことこ
ニチ六万円を加算した頒鎧下のと

我房著一人の場合三百万円︑二人

へお％すねくのじ・へ

︵蟹︵ノ九八五

歩番↓号︑県総務部総傷課外修係

こつ︑ては︑宮崎市橘通東二丁目

主目年海外協力帖啄︹のノ＼ツ︑−しhし一−こ

r口躍一し

参加

十五人︵うち女性六人︶のかたか

すか︑本県からも︑・まま こ一四

冒に︐レ︑ ︸一︾曽レげ︑1一田一年日H国﹂︵与−︺士あ

この協力隊ま︑昭和四十調て発

時から九時まて

か牡ます．時間ま︑hずも竿後パ

金︶二宮崎市の宮崎商工会館1︑開

会教育ゼノタ

・五旦十一日︵木︶︑延岡市 村

カ︑中近東︑中南米
南太平注の開発除卜

hます︒

﹇派遣光
﹁イー−−︑ご／〆︑

バノケラチ

ープ︑モロノコな︑こ

ノノユ︑ケニア︑ガ

ーノア︑

マノ

．⊃．¶の︾鋼のり募集レし1㌔

加する協力隊員をつ

諸岡の噂つくb二参

青年海外協力隊て

を市直こ認定ナる・ものて

り

弓八ク岡
一派遣分野

満二十歳㎡︑

︑

年男女て︑中堅程度の技術︑技能

狛帆且り︑ 田目矯阻口出

あ・・て現に婚姻し一㌦hない人ルき
㍗し﹁﹂い←甲漆ヲ︒

また児童とは︑世帯主に挟養ふ．・

ねてhる義務教有終客前のットこも

この条例てよって医療費の助吸

をいいます．．

残︑の額︑ス院以外の場合は同し

奉目二制曳化し七ことこ詣あ ます

︑ち一︑日向市←あ九市のうちて三

の口数ま切う捨てます ・二の紐畦
←．︑県内﹁︑二二九剛一材か実施し

助成しますか︑hずれも百円末満

よう二千円を差引hた残りの額を

を受けることかて㍉る人は︑小中
学校や義務教育の諸学校に在w．†︑

世帯︑準母子世帯の世帯主およご

康の保痔増進と︑母了福祉の向上
︑︑中差世帯とほ

在籍の児童または幼児のいる満了
この条例の巾

をはかろうというものてす︒

たゼし︑この助成には一定の﹂

児童・幼児とな一ノてhます．

得制限かあり︑坦帯主とその杖養

︑hる配偶者のない

〜とま︑母了隔矧法に規定する者

女．一財帯を︑い︑配偶苔のなh女

児童を扶養し

決きれました︒

長ゼ．︑か︑昭和五十二年の日向つ

↓八

ら二藍七竃線︑総延長四千五白＝

曜てハ

団地造吸の完了︸＝︑る道洛敷なこ

︑︑下火溝消掃を

刀工虎㎎の醒際口申マし出か山の︶︑

任︑茗し︑人口の
増加をみて︑る哲
光寺地区こ第二財
光吉小鷲〜硬︵仮称︶
一

万八T四百ヒi一

の旧田地ン芦し一︑︑

●

い．なお︑残︷・た薬剤は衛生肩掃

んか育任をもって保管してくゼき

それぞれの区

誤へ返していたゼ︸︑−ます︒

討画きれてhるところは︑下火溝
肩掃申込書二記入の上︑衛生清掃
課へ提出して︵セき緊
春の肩掃厘動実施について；︑
巾衛生清掃渓︵市役所西側別館二
階︑﹃・﹁︵♪三二一↓内線九二五︶へ

おtず7／くゼき︑︒

ら八時一．1i分︵一年聞︶

拷︑文化の各分野

農林水産︑製造︑保守操作︑一
木建築︑保健偏祉︑教育訓練︑卦

やし四H日り一門口か声つ新切民山︑︑れ♪

ｵょ輔︑︶旧疋也里の姉︑

母子福祉の向上と健康を願って

へお

相i

へ︸お︑くっしいこと＝ついて一あ

↓内線九一ハ七︶

市役所税洛課勤修︑甲斐りつ響き
︵㌦︵︐・二一

たすなくセき︑︑

・ん

▼一︾

先の議会訓告て・︑ぶれましセが
日向市母．f世帯一〃医療費助成に関

する条例こついて︑そのあらまし
条例設置の目的は︑月了匿帯こ
対して医療費を助成することこよ
ﾄ︑その世帯主および児童の健

を説明しましよう︒

ら一．﹇↓万茂まての青

講料−毎料
こ会場一市役所委貝会︷︵二階︶

︑

社から買収学るもの ︑す．

化してぎ︑・たたみ︑三億五千七百七

置1

200Fj

1填

豚

ま舌家庭に配布しないて︑区長ご

ノ／

奥野から小原に通ずる奥野・小原

庄診料を含む．

ろく和甲﹈て︸︑−る・ζ

250月

ゐ日向市七地開発公社なこから︑

印

庄診料を含む

1頭

ものて︑主知屋本郷生産森林組合

土煙舗本又臥の1枚又

150D日

牛

増額改定て︑八千五百円を一万二

宮

1枚

十分

開発途上国の国つく

料

し

印

散布すること︒

は有害てすから﹁使用上の注意﹂

曾︶薬剤を使用する場合は︑人畜こ

をよく読んで︑事故のないようご
注意してくだきい︒

◎駆除は︑区・班ことこ↓葺に実
施するようにします︒また︑薬剤

・てhる手

毎週木曜日の夜︑ろうあ福祉協
会と手話サークμて行

話講習会暑︑︑二
として五年目を
迎・えナ♪レ占﹂︒

これまては︑

初級の修了者も
七十五人にな︶

︑と

ましたか︑ろう
あ者のかたの日
払生野︸∵も

・も必要ときれる

官公庁や病院の窓口︑ 銀行や商店
などには︑手話通訳者がいない状
態てす︒

そこて︑ろうあ者のかたの社会
生盾を不安のない︑豊かなものに
するため︑ことしも第五回の初級

んひ．︑

あなたもこの講習会に参加して

手話講習会を開催します︒

みまユ・

△日時一毎週木曜日︑午後六時三

マ開講日−五月十八日︵木曜日︶

定1頭
ｨ
去技街氏＋

ノアノ裏写機による複写

『書館費目の写の作或

』
100「弓

通ずる道路なとも認定しました︒

添
5h寧

つh

▽日向市税賦課微収条例の一部を

年以来据置かれていたもので︑今

進亭ということて︑昭和四十九

▽日向市乳幼児の医療費の助成に

改正する条例−1これは 目 的 税 て あ
る水利地益税の税額を︑ 十 ． ・ 当 り

日の経済事情にあ︻ノた も の に す る

百円から十．当り五百円に改定す

ものです︒

ままての入院外加療のときの助成

年三月から実施していますが︑h
鷺

賜

慰留鵜憂範都齢

」

協力隊員を募集

五月一日から

！

鑑
殻
疑
畜
《
ﾃ

っ0円

千円こ引き上げるものてす︒

10〔円

証1件
録

100円

1枚

P

土地家星名寄台帳の写の作成
1∫敬鮮

100円

作成

重圏蜻蘇響を

春の清掃運動を実施
市は︑衛生害虫などをたいじし
境て生活て︸︑︑るように︑清掃月間

伝染病の発生を防ぎ︑住みよい環
を設けることにしました ︒

この運動期間は︑害虫の駆除︑

下水溝の清掃なとをつぎの要領て
行うことにしています︒

市民のみなさんの参加とこ協力
をお願いします︒

▽期間一五月一日から六月十五日

間申は毎料てす︒

▽薬剤配布陪申し込みに逸して衛
生清掃立て配布します︒また︑期
▽薬剤量H一世帯あたう︑ゾール
剤九十CC︵三五勺︶

▽使用方法

⑦晴天の日を選び︑室内外の掃除
をして︑床下やタタミの裏︑便所
下水溝︑吹事場︑たい肥舎︑水た
まりなどの不潔なところに薬剤を

︑

馬

@﹁

手話講習会へ

登
鑑

10D円

木曜の夜は

ナ
「、

ハ々

f．

1枚
の写の
又ま
示の

10D円
1回
【な、・帳簿等
公丁に

は6棟以上の場合にあっ
てば1筆又は1棟を増す
ことに30円を知算する

門

その

@
@
@

希 r
轟

ﾌ閲覧

とす磐凪塒馴合
諏台献は姻の閲覧1麟

考
備

金額

婚

「，

一・

の他の証哨1撮

10D円

畜妊娠鑑定証明1件
そ

100円

外国人登縁に関する証明1件

100円

閏覧糾住民票又は戸籍の附票の閲覧1琶讐

一

500円

家

100円

納税額に関する証明1件
業に関す る証明1件

葬価証明については、土
地は5筆、建物は5棟を

牽に閲する証明1件

100円

こ︑各市とも百円を徴収している

つきに︑土地の取得こつhてて

鱒噸碁
L」販徽

メノρρ

》
1
■

」 讐 T
二
鱒

るものて︑この税率は昭和二十八

▽日向市手数料条例の一部を改正
五百円︵足きり︶を千円に引き上

1

する条例 いままての印鑑証明な

100円

得に間する証明11件
所

lOO円

鑑に関する証賜1件

@
征手数料
明賢

100円

籍の附票による証明1件
ト住民票・

100ロ引

身元・住所に関する証明1件

表

数
手
い

新

単α
分
区
昇数料
ﾌ種

4

広報日向
昭和53年4月号
昭和53年4月号

広報日向
5

璽

鵡饗魎
3

考

久と電壇

畢
まδ
@の

しい郷土を一」と力強く誓いました

＼璽

■

櫛の山公園にツツジ
白いヨットが入港

調査員を募集します︒

市企画課は︑昭和五十三年度申
に実施するいろいろな統計調査の
ちの未来のために貸してくゼさい
くわしいことについては︑教育

動に︑そしてあなたの力を少年た

こうです︒男女の別は問いません︒
あなたの余暇をボランティア活

委員会社会教育課︵読②二一＝

応募資格は︑市内に居住してい
る二十歳以上のかたで︑市がお願

いする調査にはいつでも応じられ
内線七一六︶へおたずねください︒

はがきのプレゼント
体の不自由な入たちの福祉につ

企画課行政調査係︵葦②二一一一
ら三十日までの一ケ月間︑

得るために︑ことしも四月一日か
﹁身体

内線二三四︶へおたずねください︒

なんで︑重度の身体障害者︵一級

鼠﹂4

こうです︒
申し込みの申紙は︑日向郵便局
と市福祉事務所にあります︒はが
きは一人につき二十枚です︒

写真コンクール
郵政省簡易保険局は・第十回簡

保資金の写真コンカール作品を桜
集しています︒
▽テーマ目簡保資金でつくられた

窓口なお︑くわしいことについて
は︑お近くの郵便局へおたずねく
ださい︒

▽作品の受け付け一郵便局の保険

▽作品の大きさ目カラーはスライ
ド三十五ミリ以上︑白黒は四つ切り
︵単写真組写真いずれも可︶

十日まで

・▽募集期間11昭和五十三年六月三

ーダーを募集しています︒

︑二級︶のかたに郵便はがきをさ
しあげることにしています︒
はがきご希望のかたは︑身体障

また︑ボイスカウト日向第一団
障害者福祉強調運動﹂が実施され
︵団委員長黒木善一さん︶は︑ヵ
ています︒
プスカウト︑ボーイスカウトのリ
日向郵便局では︑この運動にち
資格は︑市内在住の十八歳以上
のかたで︑スカウト活動に興味の
あるかたであればどなたでもけっ

︐

いな花でいっぱいになることでしレ伍う︒

〆

公園を花いっぱいにしょうと︑市内北町の九電日何営業所
︵山崎栄保所長︶と日向電気工事業協同組合︵中山豊利
組合長︶は︑四月四日︑日知屋櫛の山にツツジの苗木
五百本を植えました．．この苗木は三月二十五日の電
気記念日にちなみ︑同営業所から市に寄贈されて
いたものです︒場所は︑市が建設をすすめてい
る市民公園の一角︒来年のいまごろは︑きれ

藷罐藁鵬驚献随瑚に潜

カルプさんを艇長に5入が乗りくみ南西諸島の
宝島から奄美、沖縄へ病けての航海だそうです。
ヨットの名前は「フルセーダース3世号」長さ12

と、団長の鈴木康弘君が「自然を守り美

ボーイスカウトの一午訴訟熊蝉〜麹腿

統計調査員と

︑事

自治消防三十周年を記念した日
向市消防体育大会が︑三月二十六日
午前九時から大王谷小学校のグラウン
ドで行われ︑約八百人が参加しました︒
競技は︑徒走や団技︑障害レース︒昼食時
の仮装行列のほかに応援合戦などがあり︑な
かでも︑出初め式にひろうされる勇壮な〃はし
ご乗り〃は︑見物の人たちを喜ばせてくれました︒

@

に入港しました。このヨットには、神奈川

つマークが染めぬかれた団旗が渡されたあ
のマークが染めぬ

なお︑くわしいことにつ9﹂は いて︑国民みんなの理解と協力を施設を題材とする明るい作品・

月十五日までに︑企画課︵市役所
二階︶へ直接お申し込みください︒

歴書︵写真不要︶を待参しヂ︑︑五

応募ご希望のかたは︑自筆の履

る人です︒

県のバプテスト教会の宣教師エドワーズ・ス

会員などが出席。県
員などが出席。県から、黄色の地に少年団

手エ︐灯号真︑／寸．詩﹃一な4略渉ト融融〜ーー㌦︽︾〃漁ε老一宅7・ζ−〆ん一r1／〜．一f・〜−．・．・〜・ーグド﹂㍉一−﹁・アkヂ︑

町一

︑ズついて嬬公職選挙法の定楚﹄よ．一入して︑だき醜

防犯運動の標語募集

警察庁および全国防犯協会連合

をつぎの要領で募集します︒

会は︑防犯運動の一環として︑昭
和五十三年度の全国防犯運動標語

昭和五十三年五月一日から五月

▽募集期間
三十一日まで︵当日消印有効︶

ω空き巣の防止

▽募集テーマ

ω自転車盗難の防止

一標輩叩

一般および児童・生徒のかたで

▽応募資格
年齢︑性別は問いません︒

▽応募方法
︵自作︑未発表のものに限る︶を

一日通はが︾ごに一テーマ︑

書いてください︒枚数には制限あ
一般のかたは住所︑氏名︵ふり

りません︒

のかたは住所︑氏名︵ふりがな︶

がな︶年齢︑職業を︑児童・生徒

とに記入してください．．

年齢︑学校名と学年を応募用紙ご

東京都千代田区紀尾井町3の47

▽送り先

警察共済ビル︑全国防犯協A﹈ム連合

九10二五七︶

会﹁防犯運動標語﹂係あて︵郵便
番号一C二︑電話番号〇三．二三

八月三十一日までに入選者に通

▽発表

知します．．

二万千二百円︑同年金︵二級︶の

三百十七名で支給額七千七百二十
受給者が九十一名︑支給額が一千
母エ﹂福祉年金の受給者は七日︑

四百七十四万二千円です︒

ています︒つぎに老齢年金︵拠出

支給額百五十万二千四百円となっ
制︶について説明しましよう︒

まず︑老齢年金の受給者が四百
九十三名︑支給額は一億千百六十
三万五千四百円︒五年年金受給者
が八百五名で支給額が一億四千四
百九十万円です︒通算老齢年金受

毎月十五日を
年金相談日に

給者は六十六名︑支給額六百二十
四万九千三百円となっています︒

市保険年金課の国民年金係は︑

万五千円︒同年金︵二級︶の受給
者が六十二名︑支給額二千四百五

障害年金︵一級︶の受給者は四
十九名で支給額は二千四百二十五
年金のかたの救済措置として︑特

いつも年金制度についてのいろい
ろな窓口相談を行っていますが︑
最近老齢福祉年金︑および老齢直
感の受給者が増加し︑ことしは無

母子年金受給者が八十二名︑支

十五万二千円です︒

給額三千三百四十四万千六百円︒

が二百二万八千円で︑寡婦年金は

遺児年金の受給者は皆目︑支給額
受給者が十七名︑支給額百五十一
万九千四百円となっています︒

広報係から
先月号でご紹介しました﹁前納
割引﹂の文章の中で︑定額保険料
の割り引き額が七千九百円とある
まず︑老齢福祉年金︵無拠出制︶

ですが︑老齢福祉年金の受給者が

訂正しておわびします︒

割り引き額九千百円を九百十円に

のを七百九十円に︑付加保険料の

二千二十七名︑支給額三億二千八
百三十七万四千円となっています

給状況についてご紹介します︒

つぎに昭和五十一年度の年金支

年金支給状況

五十一年度の

お気軽にご相談ください．︑

決めました︒

相談件数が多くなってきましたの
で︑毎月︑十五日を年金相談日と

このため︑受給権などについての

例納付が再び始まることに内定︒

溜の白色の船体でした。

障害福祉年金︵一級︶の受給者が

◇

には、団員52人をは
，団員52人をはじめ、父兄、老人クラブ

白一＋蓉市馨警誌肖ゴ鋸飛駅甲を〜

◇

自然を守り美しい郷土を

冤⁝業雛生態難製献糊綿魏魏

︾吻

母

㍉惑

糞

昭和48年4月開校以来、校
4月開校以来、校内の緑化運動をすすめて
いる市立大王谷小学校（山
大：王土小学校（山内俊一校長）に「みどり
の少年団」が発足しまし
調」が発足しました。3月29日の結団式

綾一纏論難鍵癖導辮謹製温感

論＼き遡㌍聖諭r蒸誌

君1甥

ジ諾；瑠蒐．∴誌

ね露．∵

纏鐘塞灘墨
きん．シ

。撚ヨ燃謄1懸購港＼
O

⑱
はしご乗りも登場

禽
魯

」
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@

@

Σ
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●

鉦少女社会科の教室へ全四巻︶︑

なお︑手当の請求手続きなどく
わしいことについては︑福祉事務

▽支給月額11五千五百円

さい．．

︵糞②二一八一︶へ連絡して︵ゼ

ないで︑すぐ九州電力日向営業所

黒木サツェ︵江良︶︑7荒牧実︵

野中︶︑▽赤木勢吉︵山下︶︑フ

︵江良︶︑▽甲斐スワ︵金ケ浜︶

▽甲斐英俊︵幸脇︶︑▽矢野順市

上町︶︑▽内山秋芳︵切島山二︶

少年少女算数と数学の教室︵全四
巻︶︑少年少女家庭科の教室︵全
四︶へおたずねくだきい︒

所厚生係へ驚②二一一一内線五六

以上三月分でした︒

▽黒木勝︵比良︶

匪

五月中疑

・柳田医院︵葦②二九五〇︶

・千代田病院§②七一一一︶

5月3日︹憲法記念日︺

▽標準小作料へ十♂当り﹁水稲︶

二〇一一︶

・山中医院︵釜②二二六六︶

・篠原医院︵驚門川◎一〇五九︶

5月21日

・黒木医院︵籔②六〇五五︶

・臼石病院︵驚門川③一三六五︶

・渡辺病院︵鷺．・

5月14日

・田中医院︵逡◎二五一五︶

︒永田医院︵葦②三三八八︶

・鮫島︵整︶医院︵潭②八一九こ

5月7日

・協和病院皐﹃③二八〇六︶

・吉森医院︵景②四〇四六︶

・二木医院︵葦④四四六八︶

5月5日︹こどもの日︺

・田中病院︵葦門川⑤一四四六︶

ばこが選ばれました︒

もので︑今回の参考小作料にはた

これは︑三年ごとに改定きれる

に決まりました︒

業委員会の定例総会でつぎのよう

料が︑三月二十八日に開かれた農

日向市の標準小作料と参考小作

決りました

標準小作料が

カラー版日本地理︵全八巻︶︑君

一

・上田︵四百五十㌔以上︶11二万

一千円

一一万三千円

・中田︵三百一．．︒〜四百四十九．し

▽参考小作料︵十．げ当り−1たば7こ

・下田︵三百㌔以下︶11七千円
−⊥二万九千円

洛ｪ⁝曝

つぎのかたがたから社会福祉事

日向市社会福祉協議会

鯉のぼりの支柱を立てたり倒し

業寄付金が寄せられました︒あり

町︶︑▽喫茶珈薬茶︵大王町︶︑

・三ケ尻医院へ丑②五五五七︶

・沼田医院︵鷲②三七八五︶

・松岡医院︵蛍＠五四C七︶

5月28日

・此元医院︵鴛②五四八八︶

▽園田真雄︵新生町︶︑▽長渡万

︵敬称略︶

▽黒木キヌエ︵曽根︶︑▽黒田美

太郎︵堀一方︶︑▽菊田初江︵笹

がとうございました︒

たりするとき︑電線にふれないよ
うに注意してください︒また電線
にふれる場所では立てないように

好︵梶木︶︑▽菊池クニエ︵高砂

にのぼったり︑とりはずしたりし

ひっかかったときは︑自分で電柱

もし︑鯉のぼりが電線︑電柱に

しましよう︒

故につながりかねません︒

の近くで泳がせると思わぬ感電事

ぼりのシーズンです︒でも︑電線

さわやかな初夏の風物詩︑鯉の

感電事故に注意

かたです︒

三年一月三十一日までに生まれた．

五十一年十一月一日から昭和五十

なお︑対象になる子どもは昭和

午後二時から三時までです︒

へ変更します︒受け付け時間は︑

より会場を渡辺病院から岩脇支所

の小児マヒ生ワク投与は︑都合に

五月十二日に行われる岩脇地区

岩脇支所で

5月12日に

四巻︶中学生の数学へ全十二巻︶

たちの未来のために︵全六巻︶︑

オレ︑

広辞林第五版︑望洋和大辞典︑新
和英大辞典︑ゆうかんな船長︑ク

親子読書文庫︵全五巻︶︑宮崎

▽成人むけのもの

の植物9︑口︑日本史籍協会叢書
日本財政経済史料︑高千穂・阿蘇
九州天領の研究︑近世初頭九州紀
行記集

福祉手当は五千五百円

福祉手当は︑身体や精神にとく
に重度の障害があるため︑日常生

るものです︒

活において常時の介護を必要とす
る程度の状態にある人に支給され
▽障害の程度
・身体障害11身体障害者手帳一級

程度の入
二十以下または同程度の人

・精神障害11知能指数がおおむね

▽制限事項
・日本国民で︑老人ホーム︑精神
簿弱者施設︑養護施設などの施
設に人所していないこと︒
・障害福祉年金をのぞく障害年金
や廃疾年金などの給付を受けて
いないこと︒

一
一

9 ■

市 美 展 の 作 品 募集
日向市︑市教育委員会および市
文化協会は︑市内の美術愛好者の
かたに作品発表の機会を提供し︑

市民の美術文化水準の向上をはか
るため︑ことしも日向市美術展覧
会を開きます︒

場所は市勤労青少年体育センタ
ー︑会期は六月二日から六月四日
までです︒

募集作品は絵画︑書︑写真とな
っています︒くわしいことについ
ては教育委員会社会教育課︵驚②

二一＝内線七＝ハ︶へおたずね
ください︒

新刊図書の案内

市立図書館に︑つぎの新刊図書
がはいりましたので︑ご愛読くだ
さい︒

子どもの工作︵全十三巻︶︑陣

………

卿
▽児童むけのもの

O

鳥
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