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澄みきった空に︑︑秋の象徴であ

卒業して︑．造船の本場ともいわれ

昭和四十八年︑．市内の中学校を
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ゑ
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向
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受けるようにしましよう．．

工

なさんは定期的な検査をすすんで

糖尿病週間︒とくに中年以降のみ

う．︑十一月六日から十二日までは

検査を受．けてみてはいかがでしょ

かたは︑この機会に一度．︑糖尿病の

るい−−一こういう症状をお持ちの

なった︒そして疲れやすく体がだ

トイレが近くなり︑尿の量も多く

きます．．水やお茶を飲む量がふえ︑

ようになり︑夜中も二〜三回目を

ーー1近ごろ︑よくのどがかわく
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︑教養を高めひろく人

一︶

るうろこ雲がいくすじか広がって

る広島県の木江工業高校・造船科
に入学︑．造船の基礎をマスターし

いる：1︒

た︒技術の勉強は︑武きんから毎
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編

世帯数

潮の香とニカワ︑そして塗料の
においが入り混じっている︒そん

日毎日みっちりと︒

できあがり︑目下仕上げ中で完成

木船造り︒この木船は九分どおり

ック船の〃図面ひき〃と漁業用の

いま手がけているのはプラスチ

な作業場で︑．父武さん︵50歳︶の

高田吉一さん︵21歳︶．．

指導を受けながら働いているのが
高田きん家族は︑武さんの代か

吉一さんは二十一歳iいま青

までには約一ヵ月かかるという．
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青春を気づくりに
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一汗11月から電算化へ

児や一歳六ヵ月児検診の該当者調

が︑現在は選挙入名簿の作成︑三歳

住民サービス・事務能率向上に一役
日向市は︑住民サービス︑．事務の合理化をはかるため住民基本台

査︑また新入児童の就学時調査な
どすべてこの台帳を基にして︑人

と時周が必要なうえ︑．関係各課の

テムによって自動的に印刷される

会社に連絡すればすべてこのシス

また︑将来の学童の推移も︑対

しくみになっています︒

連絡にも時間を要していました︒

﹁住民情報システム﹂では︑住
民基本台帳にある住所︑．氏名︑生

にはじき出し︑行政計画を立てる

象年代層をコンピューターが正確

うえでも効率的なものとなりま

年月日︑性別の基本事項︑．国保や

項がコンビ誌ーターに打ちこまれ
す︒計画では︑︑十一月末までにデ

国民年金︑︑有権者など個別的な事

ます︻︑

対象の業務︵入口移動︑．選挙人名

あくし︑．住民サー

の住民を的確には

市は︑︐地区ごと

覧表﹂により︑みなさんがたの入

口に用意してあります﹁行政区一

窓ロ事務をスムーズに

口行政区割の設定H

に活用し︑．四月からは国保︑年金︑
なっています︒

税関係などに利用していくことに

ータを入力︑来年二月に年齢要件

ステムになっており︑たとえば︑

このデータをもとに︑必要な情
報を適時引き出すことができるシ
簿︑検診︑老人福祉︑教育など︶

ヵ月児検診などの通知書も︑電算

住民基本台帳で調べてはがきに手
書きしていた三歳児検診や一歳六
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織計
り﹂による地区と︑︐みなさんの地

なお︑．市の設定した﹁．行政区割

るべき区が決定されます︒

ることや︑．住民の

異なります︒セとえば︑行政区割

域活動をするうえでの自治区とは

ビスの向上をはか
いろいろな要求に

自治区ではコ局見橋通り﹂という

りによる地区では﹁中原﹂でも︑

対して︑市窓口が
スムーズに対処で
きることを目的に
場合があります︒

布は十一月中旬の予定です︒

なお︑申し込み受け付けば十一
月一日から三十日頃で︒手帳の配

●

の手によって調べられています︒

ところが︑手作業では多くの人手

算
電
皇

蓬挙
衝生
学鞍
㊧保
このほど﹁行政区
意志で加入できますが︑行政区割
課窓口で区分しますので︑乙れ・っ

あくまでも自治区は住民の自由

割りに基づく地区
の設定﹂を行いま
リニ・三る地区は︑地番ごとに市民

ご陥力をお願いします．．

をおまちがえのないようご理解︑

こんご︑市民の

した︒

みなきんが転入や

ます．．

すようご理解とご協力をお願いし

そいのうえ相乗りしていたゼ﹄．−ま

転居などをする場
合は︑市民課の窓

駐車場については﹁︑じゅうぶん

●

なスペースを確保したつもりゼ一︑

意見が出されました．．

大囚コは三日間．のうち一日小雨が

た駐車場の確保はきりがないのが

員会ではこんご検討することにし

現状︒国体本番では駐車車両の制
限の必要もある﹂として︑実行委

﹂と自

来任︑の国体には︑リハーサル大

ています︒

会の参加者︑観衆も三倍をこえる
すますクローズアップされてきま

ものと予想され︑駐車場問題もま

備を行いますが︑来年の国体時に
参観されるときは︑できるだけ車

す︒市としてもできるかぎりの整

示命令の一本化︑︑会場設営︵電報

ます︒はがきがこなかったり︑都

駐軍場は車でいつばい
▽新入児童

合により受診できない事情がある

二一一一内線四三八︶へおたずね

ときなど︑．くわしいことについて

昭和四十七年四月二日から昭和
四十八年四月一日までに生まれた

は市教育委員会保健体育課︵麓②
ください︒

てあり︑．日常の仕事に︑学校の教

材としても広くみなきんに利用し

長さんか︑市企画課行政調査係へ

希望のかたは︑代金をそえて各区

価格は一部二百五十円です︒ご

ていただけるものと思います︒
いま市企画課では︑︑一九七九年

をはじめ︑各種産業の生産状況︑従

早めにお申し込みください︒

業者数︑産業別工場数など収録し

内容は︑県内市町村の主要統計

けています︒

版の県民手帳の申し込みを受け付

県民手帳をどうぞ

あてに通知書︵はがき︶を発送し

なお︑︑教育委員会から各保護者

子ども

車を利用するときは︑ご近所おさ

でお出かけください︒どうしても

を使用きれないで︑徒歩や自転車

︒十一月二十二日︵水︶
東小

防接種のわかるもの︶

母子手帳︵いままでに受けた予

▽持参するもの

内科︑耳鼻咽喉科︑眼科︑歯科︑

▽診断内容

日︵木︶に財光寺小で実施します︑︐

︵仮称︶の新入児童は︑十一月九

十分からです︒なお︑第二財光寺小

受付時間はいずれも午後一時三

・十一月二十八日︵火︶﹁大王谷小

日知屋

駐車場の確保という点で数多くの

ついて問題点が指摘されたほか︑

電話施設︑報道関係者席など︶に

この中で︑開閉会式における指

を出し合いました︒

駐車場など五項目について反省点

大会式典︑．宿泊輸送︑．会場設営︑

五日︑全日ソ大会の反省会を開き︑

ところで︑同実行委員会は十月

信を深めています︒

員会は﹁来年は本番だ

全日ソ大会を終え︑日向市実行委

閉じました︒これで九州高校総体

たが︑予想以上に車が混雑し︑ま

の人が観戦し︑盛会のうちに幕を

占．︑わ妙ナ密しみ﹂．．
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ぱらつきましたが︑大きくくずれ
ることなく︑連日県内外から多く

市民

帳処理をコンピュータ⁝化し︑これまでの人手による作業を解消す

これまで税務︑．国民

健康保険などの部分的
な電算化は︑県内の市
町村で実施しています
が︑この電算システム

をさらに活用して︑住
民基本台帳をより効率
的に運用︑住民サービ
ス︑．内部事務の能率向

とくに日向市の場合︑

上をはかるのが目的︒

五十二年十二月に実施
した全般的な〃事務事

とにしたものです︐

業の見直し〃の一環と
して電算化をはかるこ
佳民辞ービスや行政
なるのが住民台帳です

をすすある上で墓礎に

問題は駐車場の確保

地元日向中吹奏楽部が演奏する行

午前九時から開会式が行われ︑．

進曲にあわせて入場行進︑会場か

十四チームが参加︒

て︑九月二十二日か
ら﹁ようこそ日向市へ﹂と盛んな

来年の宮崎国体の

運動公園で﹁全日本

ら 三 日 間 ︑ ．お倉ケ浜

リハーサル大会とし

＝大．

拍手がおくられました︒このあと︑
屋︶から優勝旗返還︑︐開会あいさ

前年度優勝チーム︵三菱重工名古

一般男子ソフトボー
ル選手権大会﹂が開
つ︑甲斐市長の歓迎のことば︑そ
して旭化成岡富ソフトボール同．好

かれました︒

こ の 大 会 は ︑．文字

会︒小島知久主将の選手宣誓など

理
出勤届

−はがきで通知します−．
市教育委員会は来年春に入学さ
れる子どもさんの﹁就学時健康診

目迎知屋小

重富高小

n細島小

目塩見小

鴨財光寺小

平岩小

H幸脇小

ほ美々津小

断﹂をつぎの要領で行います︒

▽日時と場所
︒十一月七日

・十一月七日
・十一月八日
・十一月十日

・十一月九日

ド

ド

・十一月十四日
・十一月十五日
・十一月十六日

＿＿＿金木水火六
木水火）））））

一日

全．
通り日本一を決める
大会とあって全国か
が行われ︑午前十時に試合が開始

民）

入学齢に健康診断

らトップクラスの二

亀

住民十青報システム

るために﹁住民情報システム﹂を導入することになりました︐
県内市町村では初めての試みで来年二月から一部を実施する計画
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じめ︑就学時の調査など幅広い行政面の仕事が省力︑敏速︑そして
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蟻

会を

r

正確にできる画期的なもの で す ︒
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です．．

展︑．美術展︑俳句展︑．短歌展︑．写

▽11月1日〜4日・ド書道展︑︑華道

の展示大会︵建設業会館︑八時︶
ます．．学生俳句大会の申し込みは

学校音楽祭や学生四旬大会もあり

第十四回日
向市総合文化

向市茶道連盟合同茶会︵勤労．青少

実験︵市役所前広場︑十時︶︑日

丁目四一一
どうぞ．︑

五︑松木波紋きん宅へ

四百四十本を径行︵人たちに配り
この日は土曜日の午後とあって

ナギ︑．モッコクなど十種類の苗木

市環境保全課は︑都市緑化月問
中︵十月一日〜三十一日︶の行事
ました︒

とで苗木の配布には市から寺町助
分がなくなり︑市民の緑に対する

配布しはじめて三十分すると約半

かけ︑長い行列がで︾︑・るほどで︑

配布時前からたくきんの人がつめ

役︐環境保全課職員︑．そして大王
また︑配布と同時に行一．た大王寸

強い関心がうかがわれました．．

康弘団長︶の子どもたちが参加．．．

7

︑曾串

まずの成果．同小ではみどりの少
年団の活動費にあてる二とにして

く︑農協会館建設は合併当初から

日向支店と同居しているため狭

います︒

来秋にオー︒フン

卸餉会館

心児童による〃募金活動〃もまず

日向市︑入郷地区

ヤマモモ︑クルメッッジ︑トウヒ︑

谷小学校・みどりの少年団︵鈴木

緑豊かなまちづくりをというこ

配布を行いました︒

十分から︑市内上町で苗木の無料

として︑十月十四日目午後一時三

苗木の無料配布

緑豊かなまちづくりを

十月三十一日までに︑市内原町二

祭は︑十月二
真展︑手芸展︑民芸展︑工芸展︑

E11月3日一・アマチュア無線公開

時半︶

花展示会︵市役所玄関ホール︑八

﹁11月1日〜5日・．日向秋口会菊

ンター︑九時︶

︵いずれも日向勤労青少年体育セ

十九日目ら十
十↓月＋九日
まで︑二十八
種目にわたり
行われます︒

日程と各会
おりです．．ご

場はつぎのと
近所おきそい
11月5日口日向市観世流謡曲大

年ポ・ーム︑．十時︶

かけくだきる
会︵能沢食堂︑十時︶︑．日向市民

のうえ︑おで
ようご案内し

時︶︑民謡民舞大会︵勤労青少年

将棋大会︵将棋連盟日向支部︑︑九
︶内は会場

依育センター︑十時︶︑︑宮崎岳星
十三時︶

会日向支部発表会︵建設業会館︑
E11月12日．俳句大会︵東旧杵郡

町村会館ホール︑十三時︶︑外洋
︶計画ぜったもので︑今年度の総

︑態罵
会の席上︑建設を決定したもので

︵八市町村︶にまた
ｲ理事長・組△日貝

がる日向農協︵富井

会発表会︵勤
セン㌻・・−︑﹁r

国風汗楽講習
所邦楽箏曲演

711月19日・

二時︶

r．↑．労青少年体育
．ペ

へ

一万人︶は︑農協合
併以来懸案にしてい
た農協会館の建殼を

撫．

﹄

十月下旬からそれぞれの地区にお

また彼らの中には︑いくきの犠牲眉

ものになの・たのは私宣伝冷二
はじめ︑多くの農民たちでした︒⁝

江

日向市教育委員会は︑安藤食前
教育委員長が任期満了に伴って勇
退斗・・れたため︑．十月二日午後三時

﹁よもやま﹂の

原稿募集
市教育委員会社会教育課は︑こ
のほど創刊した郷土史料集﹁よも
で募集します︒

やま﹂第二号の原稿をつぎの要領
▽応募締め切り﹂十一月三十日

いたしません︒

㌦原稿枚数・用紙︑枚数は制限し
ませんが︑原稿はいっきいお返し

計画によりますと︑．建物は鉄筋

す︒

コンクリート六階建て︵延面積三

千六百十三平方u︶︑総工費五億

九千百三十万円で来年十月末には
完成予定︑オープンは十一月中旬
事務室︑研修室︑料理講習室︑会

とな一・ており︑．本店事務室︑支店

議室のほか結婚式場や披露宴会場
︵百二十人収容︶︑大会議室︵五
百尺父容︶なン＼ノ．池設ができる二
とになrています・．．

ましたら︑積極的に参加されます

座談会の日程について連絡があ・↓．

氏

ようご協力をお願いします︒

恵之助

から委．員会を開き︑役員改選を行

その結果︑新しい教育委員長に

いました︒

江川恵之助氏︵50歳・写真︶が選

江川恵之助氏は細島の出身で︑

ばれました︐

昭和四十六年十月から教育委︐貝と
理者を務めてこられました．．

なり︑安藤委員長時代には職務代

として保存し︑伝承してお・ノ︑・たい

なお︑採用の分については薄謝

ことをどしどしお寄せくだきい．．

市民のみなきんからの数多．くの

を贈呈します．︑

原稿をお待ちしています︑︑

本をあっせんします
来春の統一地方選挙にそなえ︑
市選挙管理委員会では︑いま﹁．地

方選挙の早わかり﹂の最新版をあ
ご希望のかたは︑十二月十日ま

っせんしています︒

でに選挙管理委員会︵本町十番五
お申し込みくだきい︒

号︑．蟄②二一一一内線五七一︶へ

■

ます．︑

︵

と︑開始時庭
711月12日・宝塔山古月流詩吟詩
C・11月8日〜9日．．日向市寒蘭花

9

われました．．

する二とにし︑十月
四日その起工式が行
日向農協は四十八

体育セン々1

十三時︶︑琴
年に合併︑市内鶴町

奏会︵青少年

と尺八の邦楽
に本店を躍㌧︑︑︑十．の

は二階建てですが︑

います一本店．−W建乾

︑

演奏へ一︵富高

︑

支店を管理運営し

﹂

：二

小依育館︑ト・
二時︺
♂

﹂︐二︸

二

伺いして︑．農家のみなさんと座談

●

方策をつくり．︑担︑旨手農家の育成︑

集落段階から積み上げて総合推進

ち官戸︑．陵戸︑公奴碑は政府に隷

教育委員長に

会を開催する計画にしています︒

属するもので︑家人と私奴碑は︑

川

生活環境つ整備︑機械施設の整備︑

一

一役立てたらと思います︐
ｨおむかしの社会では︑ ． 入 ぴ と

者や︑天災・人災などの不幸から⁝

り︑土地や作物の私有がおこりは
皿じめますと︑持つものと持たない

▽応募先島本町十一番十一号︑教
この機会に︑みなきんのまわり

育委員会社会教育課︵図書館二階︶

石仏にまつわる伝説など︑．郷土史

に昔から残されている話︑︑遣跡や

岬

歌会︵内山会館ホール︑九時 半 ︶

≒
︐4﹁

地 域 農 政 特 別 対策事業

ることにな一．ています．︑

農用地の適正な管理などを推進す

かるため︑小規模の土地基盤整備

ル︑・らに総合推進方乗の達成をは

この事業は︑推進活動と整．備事

事業や研究会︑研修会の開催など

した．︑

新しい農村をめぎして
昭和五十二年度から㎜︑地 域 農 政

ます︒

業の二本の柱で組みたてられてい

同じ︑．家入．私索溝は良民の三分一

に
分の二︑官百・公奴碑らは良民と一

興地域内となデ．ており︑農林課は

事業対象地区は︑．日向市農業振

に助成も行われま．す．

れること に な り ︑ 日 向 市 も 今年度︑

まず︑農業に意欲的に取り組む
人ハ﹂㌍つ︶畳音心︾﹂ノ＼ふ一つ冷層ル七へ々︐し︑

つまり︑このようにして大和朝

を支配する機構を作りました︒

の一の公地︵口分田︶を授けられ曜

土地に重税がかけられたので雛遊

⁝

醒

⁝

の申で︑︑人叩︑︶とを良民と睡民の二

なりました︒

したりして逃げ出すように岬

人びとは土地を放棄したり︑寄書

・凸

これらの重税や重労働︑そのうえ一
け

つにわけました︒蔑民は五色の賎
りレこっこ

ひどい差別などが原因となって︑

にんくかれしワ しニのコロ

⑤

︸はみんな平等で〃差別〃はありま

貴族︵豪族︶や大寺院に支配きれ

立ちなおれない人びともいるし︑

こうして流浪の民︑流れ⁝

︸せんでした︒やがて農耕がはじま

ました．．なかでも︑とくにひどい

せ法師になるものも相当いたよう一

自ら頭をそって︑︑にわか法師︑に⁝

きい︶

質問は社会教育課までお寄せくだ置
一

︵同和問題についてのご意見︑ご⁝

一

一

の最下層におかれ︑私有財産のひ

⁝3︒ の の ち が い が で て きました︒そ

律令制では︑人が六歳になると

のとされました︒

層して︑いつしか︑持つものが︑持 とつとして︑牛や馬にひとしいも
㎝たな い 望 ︒ の を 支 配 す るようになつ

です︒

差別を受けたのは私奴碑で︑暖民

一差別をなくすために一

同和問題を考えましょう

人︑公奴碑︑．私三二です︐このう

うたこ

と呼ばれました︒官戸︑陵戸︑．家

ました︒しかし︑霞民は︑その支

㍗れについて考えてみましよう一 延が成立しますと︑支配者たちは

じことでした︒せっかくもらった⁝

配者に土地をとりあげられたも同一

一りかえりながら差別解消に

椰同和地区がつくられ︑固め
︸られていったかの経過をふ

一れらの事実を明らかにし な が ら ︑
噛幕藩体制下において︑いかにして

一む身分制度が支配権力によってつ
層くられているのです︒そこで︑こ

係はないのですが︑日本歴史の発
︸展の過程では︑古代から睡民を含

ｯ和地区の起源や沿革に直接関
きまりを作りました︒そして︑そ

その支配を行う権力を維持し︑民
衆支配を容易にするための機構や

＝ぐし・うか︒今回から数回は︑・〃︑

部落問題はどうして起こったの

推進活動に取り．組むことに な り ま

定を受け︑これから三力年計画で

地域農政推進活動実施市町村の指

特別対策事業﹂が全国各地で行わ

∠

体育センターなどで開幕

一たのです︒支配者たちは︑さらに

良民の男子は二反︑女子はその三

守貰
へ「∠

榊

穐

一二

U、

…，

市総合文化祭
㎝大きな土地を求め︑多くの人びと

層

一贈晒σ7確も．引「

「、

，

…
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返還手続きは

♪

まお

たかたが︑上陸地の税関または海

戦後外地から引きあげてこられ

㌧ ド

ノ

@の

＼語

は︑．いま二百五十

覚ライブラリーで
運局に預けられた通貨︑証券など

早めに

本のフイルムを用

税関では︑これらの通貨︑証券

は︑上陸地を所轄している税関が

意して︑広く市民
のみなさんのご利
ます︒教材のもつ

．．

療機関に支払いをします．．

︹問題︺

．．一 ル．．ぞ ／〜

リ．

の一部︵七回分︶を立て替えて医

健康保険ではこの間︑︑その医療費

担しなければなりませんが︑国民

によって国民健康保険を利用した
場合︑その費用は当然加害者が負

第三者行為︵おもに交通事故︶

医療費の一部立て替え

用をお待ちしてい

ク
︑り

▽右の○にはどんな文字があては

ばまり崖︐か？答えをはがきに堂口
白いて︑．本町＋番五号市選挙管理委
員会あて十一月十日までにお出し

9月に行われた県消防操法大会で1

防署機庫前で行われました。全国大会は東京消

証券ψぞ寄託

のが返還されないままになってい
ます︒
訓刎菟5のげ時ドト通化貝︑

きれたかたで︑引き取りのすんで
いないがたは︑できるゼけ早く返

一三〇ゴニ内線二七七︶へお問い

．ス〒八〇一北九州市門司区西海岸
一一三−一〇モ霧〇九三−三二一

くわしいことは門司税関監視部

還手続きをすませてくゼさい︒

告知板
獅ｩら児童手当改正

転居のときは手続きを
昭和四十七年に発足した﹁児童
れました．

手当法等﹂が十月がら一部改﹁⊥き

この制度は︑十八歳未満の児童
を三人以上養っていて︑そのうち
の一入以上が中学校卒業までの児
童であることを条件に︑三人目以
今回の改正で︑支給額がつぎの

降の児童に支給きれろものです︐

へ支給額W⁝三人目以降の中学校

ように変わりました．・

の所得割り課税者には五千円︒非

卒業前の児童↓人につき︑市民税
課税者︵低所得者︶には穴千円が
支給されます︒

児童手当を受けている人は︑年
一回︑現況届けを提出することに
なっています︒また︑他の市町村

の場合︑︸月訪日現在住んでいた

から転居きれたときには︑新たに
認定請求宇る必要があります︒こ

の額の有無や︑所得の額につい

︑

所の市町村長が証明する所得割り
の証明書をもら︹・て︑認定請求書

︑の

とい一．し︑駆に現．在住んでいる市町

この手続斗・・がないと︑手当

村窓口へ提出してくゼこ・︑い︑︑

ら︑じゅうぶん注意してくゼ・︺︑㌔い．︑

支給を受けることができませんか

また︑遺児年金の場合も︑母了

とき︑．その人に支払われるはずの

年金を受けている人が死亡した

未支給年金

八千五百円が加算きれます．︑

を三年以ヒ納めた人には︑さらに

の場合は二万三千円︑付加保険料

保険料を納めた期間が二十年未満

れます︒また︑死亡一時金の額は

；祖父母︵君兄弟姉妹の順に受けら

していたげ配偶者②子③父母⑤孫

は︑．死亡した当時︑生計を同じく

死亡一時金を受けられる遺族

つかえありません︒

亡したとき加入者でなくてもさし

実績によることになっており︑．死

以上﹂は死亡した月の前月までの

に支給されます︒この場合コニ年

人といっし・歩に生活していた遣族

できないまま死亡したときに︑．故

子︶年金のいずれも受けることが

保険料を三年以上納めた人が︑
老齢年金︑障害年金︑母子︵準母

死亡一時金

三分の一が支給停止となります︑

金などの給付が受けられるときは

年金と同様に︑．厚生年金の遺族年

呼討

母に扶養されていた十八歳︵障害
のある子どもは二十歳︶未満の子

︹おもな保険料の納付条件︺
・死亡した日の直前の一年間は︑

すべて保険料を納めていること︒
入期間を満たしていること．．

・老齢年金を受けるのに必要な加
︹遺児年金の失権︺

年金が残一．ていたり︑．年金を受噂．・

として支給されます︒

給付は遣族︐名で請求し︑．一時金

が遺族に支㌔されます︑︒未支給︑・

に死亡したと﹄︑・は︑．未払いの年金

る権利はあ一．ても請求しない12つ

②婚姻するか

権することになります︒

に達したときーーなどの場合︑失

一5千八歳︵障害の子どもは二÷ご

を同じくするか

③養子となるか
④生存している父または母と生計

①おもに子どもが死亡するか

10

斗︑両拳

1ズ

議穰罵︑訴

覧∴ド謁

OU

﹁遺族のための年金﹂②

遺児年金

どもに支給されます︒

遺児年金は︑．死亡した父または

りませんので︑︐加害者に請求する

ことが必要です︒ただし︑．父また

が一定の期間保険料を納めている

この場合︑死亡した父または母

ます︒交通事故などにあい国民健

ことがなかなか困難な場合があり
康保険を利用する場合は必ず届け

﹁的﹂が．

の父または母のどちらかが生存し

は母が死亡したとき︑．その子ども

で．kナ

出をしてください︒

〜

ていて︑︑生計を同じくしている場

ん

また︑かるい事故で国民健康保
険を利用したときも︑必ず届け出

声．﹂ぞ︷ーー

合は支給されません︒

．酵凸

をして安易な示談をしないようお

Ih．〃﹂事．4

願いします︒
﹂

す︒なお︑はがきには住所︑氏名︑
年齢︑．電話があれば電話番号をは．
﹁対﹂

つきり記入してください︒
先月号は﹁治﹂

一

56歳

︵敬称略︶

正解で応募十六通︑正解十四通で
したのでつぎのかたに記念品をさ
しあげます︒

①児玉幸子︵幸脇遠見︶

︵ヒ西村良子︵中町三一・四五V27歳補

．﹂羅雪下自計倖鵬にに岬咽楠濃

●

義
話してくれました。

も︑届け出が詣．低ければ実情がわか

ところが交通事故などにあって

合わせください︒

何のタマゴかと1個を割ってみると

慧

日の午後、丸岡さんが花だんの手入れをして
いるときに見つけたもの。ラムネの玉大の白色

ら行っていますが︑．まぜ多くのも

●

（三樹裕行部長・部員10人）の選手を激励
宅で、スッポンの赤ちゃん6匹が生まれ

箋多

全国操法大会へ出場

人のかたに記念品をさしあげま﹁

ワ

嚇
（10）

する壮行会が、10月10日午前8時から消
話題になっています。このタマゴは9月27

午後5時から3分間隔でスタート、日向市

正解者多数のときは︑抽選で三

くゼ・︶こい︑

態艶渋

果を発揮し、期待に沿うようがんばります二と力強く

首がによつきり。環境保全課で調べたところスッ

「

1野饗沼⊥憐亀輔

ん伶弓リ

んどは富戸中原の丸岡敏彦さん（62歳）

くの市民がつめかけました。
町喜楽会Bが優勝しました。

位となり、全国大会に県代表として出
堕する、日向市消防団第2分団第6部

くζ
購ラ溜郷雲こ畿．

＿＿一＿馨
こんどはスヅボン君

この日は、レースをひと目見ようと多
ステfックきばきをひろうした原

●
ポン君とわかりました。

きん、シ

隷．

秋です一心あた
たまるそぼくな自
分に返ってみませ

公園で開催きれました。同大会には20チー
公園で開催きれました。同大会には2

初めての催しでもあり、祭りと重なった
はそれぞれ4パートに分かれ、リンク
リーグ方式で試合を行い、みごとな

した日向 市第1回塩見川下りペーロン競争大会が、

老人クラブ連合会主催、日向市ゲートボール協会
後援）は9月26日午前8時からお倉ケ浜運動
後援）は9月26日午前8時からお倉

保管しています︒

日向・入郷視聴

んか︒

ム約120人が参加、．同公園のグリー，
ム約120人が参加、．同公園のグリーンの

防庁消防学校で、全国各地から25チームが参加
して開かれます。同部員たちは二日ごろの 練の成
のタマゴ

初のペーロン競争
原町喜楽会Bが優勝
へ＼ ︑
ズ
または結○を公表してはならな
イい︒

饗一⇒

魯

十五夜 祭り最終日の9月17日に14チームが参
費し て行われました。コースは塩見中山崎の縁
開 僑から塩見川河口の中洲折り返し4．2㌔。
上に熱戦が展開されました。20チーム
上に熱戦が展開されました。20チー

「いつまで も川を美しく一」をキャッチフレーズに

第1回日向市老人クラブゲートボール大会（日向市

などの返還を昭和二十八年九月か

活用してください︒ ま た ︑ こ の ほ
ど新しいフイルム七本が入りまし

▽兄弟︑︑▽子ども会とおと な の 役

たのでおしらせします︒
割︑▽老人と少年︑．▽春の お と ず

れ︑▽非行ってなに︑▽あぶない
悪いくせ︑▽たぬきと彦市︒
申し込みは簡単ですので︑ 日 向 ●

入郷地域視聴覚教育協議会︵図書
館内日日②一二一一内線七一二︶
へどうぞ ︒

藤葱

〜︽︑⁝三黍§ 吻べ罫薩麺転癖
卍妬二7㍉貫チ母一宏ず療三チゴ

ね

辱

フィルムを貸します

特性を活用して︑ い ろ い ろ な 場 に

鑑賞の秋

6
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●

●

とになりました．︑

り・きゅうの施術利用者証の交付

金課の窓口で申請書を提出し︑は

自然は︑私たち人間の生命の源

推進員を募集

自然を守り育てる

へおたずねください︒

年金課︵箋②二一一一内線五五五︶

くわしいことについては︑保険

までの六ヵ月間︵三十回分︶です︒

年間利用できます︒なお︑今年度
は十月一日から来年三月三十一日

この利用心証は︑﹈回の申請で

を受けてくだきい︒

が終わりつぎの日程で交付するこ

当日は印鑑︑国民年金証書保管
証を持参のうえ︑きめられた場所
でお受けとりください︒なお︑代

▽十一月六日〜十一月八日︵市役

といわれます︒私たちは︑かけが
えのないこの自然を守り育て︑次

電気に強くなろう

九州電力日向営業所は．婦人電
気教室しの会員を募集していま

す︒これは︑家庭の奥さんがたに

楽しみながら電気に強くなっても

︵三時間︶開講するものです．．入

らおう−⁝−と十一月から毎月一同

会ご希望のかたは︑はがきまたは
霞話でお申し込みくどさい．

▽講座内容

津︶︑㌧都甲シゲノ︵長江︶︑

︵吉野用︶︑▽田中晴恵︵鶴町︶

▽松葉利春︵本宮︶︑▽井上潔人

以上9月分でした︒

▽白川エミ子︵遠見︶

＝

﹂十一月中∴

・今給黎医院︵挿

・＝．﹇股病院︵爵⑥○〇三四︶

11月3日︹文化の日︺
・第二回−−住まいの配線

・東 医院︵壌

門川⑤二八○っ︶

︵翠．門川◎一C一二山ハ︶

11月12日

・黒木医院︵翻②六〇五五︶

・自傷病院︵竃門川︵◎一三六五︶

・渡辺病院︵潔⑦一〇一ご

11月26日

・田中医院︵葦②二五一五︶

・永田医院︵モ＠三三八八︶

・鮫島整提重︵曇②八↓九こ

11月23日︹勤労感謝の臼︺

・協和病院︵書曾二八〇六︶

・吉森医院．︵再．．②四C四六︶

・二木医院︵舞③四四六八︶

11月19日

・田中病院︵鷺門川曾二四四六︶

︒柳田医院︵諌②二九五〇︶

︒千代田病院︵駁＠七

一一︶

・吉田医院︵圃④四四〇一︶

・稲原医院︵興．②二二〇九︶

・樋口﹇病院

④二四五九﹀

・第四回−・電気の上手な使いかた

九電施設見学

・第五回・．趣味の実習

・第六回

九州霞力日向営業所︵北
町二番九号︶

7会場

五十人程度

無料︵テキスト類進口王︶

︒▽募集人員
▽会費

▼申し込み先．九州霞力日向営業
所︵竃＠二一八一︶

⁝謹⁝書癖

11月5日

・第三回︑−器具修理実習

・第一回．竃気用語の知識

鵬
駆

理のかたでもけっこうです︒

所年金係︶・i午前九時から午後四

の世代へ引き継いでいかなければ
なりません︒

そのためには︑私たちひとりひ
とりが力を寄せあい︑自然保護の
施策を推進していく必要がありま
す．︑そこで︑その中心となって自

「

▽十一月六日︵美々津支所︶・午
前九時三十分から正午まで︑．美々

津︑旧道地区のかた
▽十一月七日︵岩脇支所︶−午前
九時三十分から正午まで！平岩地
区のかた

▽十一月八日︵細島支所︶・午前
九時三十分から正午まで・・細島地

ますが︑当日発信は混雑しますの
時まで−・・富高︑塩見︑日知屋︑．財

のかた

区および曽根・堀一方・畑浦地区

で早めに打つようおすすめしま
光寺地区のかた

はり・きゅうを

ご利用ください
国民健康保険では︑はり・きゆ

然を守り育てるボランティアリー
ダーとして活動してもらう﹁自然
保護推進員﹂という制度がありま

つぎのかたがたから社会福祉事

日向市社会福祉協議会
の中からこの推進員を募集してい

業寄付金が寄せられました︒あり

いま県環境保全課は︑広く県民

す︒

り扱うことにしましたのでご利用

ます︒日向市に対しては八十人と

るため︑このほどつぎのように取

うの施術の際︑これまではその都
度利用券を交付していましたが︑
被保険者のみなさんの便利をはか

ください︒

︵春原︶︑▽尾畑トヨ︵中町︶︑

▽桑田喜一︵比良︶︑▽甲斐ピサ

▽上杉正子︵原町︶︑▽柏田勝︵畑

がとうございました︒ ︵敬称略︶

たいと思われるかたは︑市環境保

浦︶︑▽レストラン日向灘︵美々

いう数が割りあてられていますの

全課︵麗②二一二︶までご連絡

で︑自然保護に関心があり役立ち

国民健康保険被保険者
はり・きゅうの施術を受けたい

へ む
くひださ㌧

▽対象者

かたは印鑑を持参のうえ︑．保険年

▽改正された点

ただいてましたが︑このほど審査

年金の受給者のかたに福祉年金証

のかた︶︑障害福祉年金母子福祉

市は老齢福祉年金︵七十歳以上

年金証書を交付

︵日向電報電話 局 ︶

余裕をもって発信してくゼさい︒

で︑ご 希 望 の 配 達 日 を 指 定のうえ︑

いますのでご注意ください︒局で
は十日前から受け付けていますの

一五番しの電報はたいへんこみあ

大安日︑土曜日︑日曜日など二

の割引があります︒

前までに打ちますと﹁百五十円﹂

す︒お祝い電報は︑配達日の三日

て︑︑ 慶 祝 電 報 も 多 く 発 信されてい

秋も深まり結婚シーズンとなっ

百五十円の割引

3日前は

卿
書︵みどりの手帳︶を提出してい

■

論
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