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市民憲章
う

合の時間を正しく

守りまし．

ｳ養を高めひろく人

︑ 〜

⁝⁝⁝⁝とじて保存しましよう⁝⁝⁝・：

ひ

ゑ

︵一月六日か

︑寒中うとい

46人増

ζ

あけましておめでとうこぎい

ます︒ことしもよろしくお願いし

れたり︑出さなかったのに相手か

ます︒ところで︑年賀状を出し忘

よいか悩んでおられる人も多いこ

らもらった場合など︑どうしたら

いかがでしょうか︒

．寒中見舞〃のはがきを出しては

とでしょう︒そんな時︑さらりと

うのは﹁寒のうち﹂

ら二月四日︶をいいます︒時間的

世帯数

の人にも慰めのし気待ちや激励の真

29，936人

つ
フ

日向市役所

にも余裕が．ありますので︑服喪中

女

●

285

．α

心を送ることができます︒

29人増

お倉ケ浜海岸に新春の陽が上り︑ことしのえと〃ひつじ〃の姿を浮彫

ひつじの年は︑平穏の中にも飛躍する年といわれていますが︑昨年に

りにする・．．・昭和五十四年の幕明けです︒

引き続き経済不況がつづくのでは⁝⁝と心配される面もあります︒
これらは︑私たちの生活にも何らかの形で影響を与えることになるか

こういう中で︑私たち五万七千市民が一丸となって︑私たちの愛する

も知れません︒

27，182入

建
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材を育てまし．よう
、
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15増

16，605

市民の
総和で

な町︑明るく住みよい町づくり〃をめざしましよう︒

町〃日向市〃のあらゆる困難をのりこえ︑市民総和による〃人間性豊か

●

（1月1日現在）

た

フ

音

き まし

幣
極
樹 進
取

発行所

75人増

計57，118人

千
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日索り＆《多さと㊥崎国体

膚

一、

「
公
共
の
し物
を
つ

耳

八件の内訳は︑人事案件が一件︑

十三年度補正予算︶です．．議案十

報告は専決処分の承認︵昭和五

の

あ

長の選挙については︑つぎの選挙
から選挙公報を発行するというこ

に基づくもので︑市議会議員と市

る条例1この条例も︑公職選挙法

三円は昭和五十一年に改定された

十月当たり四十三円から四十九円
に改定するものです︒いまの四十

例

に関する条例の一部を改正する条

ときにどうしても無理があるた
め︑定員を二人増員することにし
▽日向市廃棄物の処理及び清掃

ました︒

推移や︑業務にたずさわっている
いろいろと考慮し︑今回︑十三・

職員の給与︑市民の生活状態など

ったものです︒

九五響の引き上げをすることにな
▽日向市水道事業給水条例の一
部を改正する条例一上水道の区域

の明確化と条文の整理︑水道事業
に関する証明手数料を七十円から
百円に改定したことなどです︒

かってない大型補正
学校・公園・市道などに

つぎに︑一般会計の補正予算に

の補正となりました︒補正は︑と

十九万九千円4︑︑かってない大型

業︑中原橋新設
事業︑財光寺仙

浜地区公園事

原事業︑大王谷公
言園事業・お倉ケ

情業の都市下森

楓め︑都市計画事

炊新築妻をはじ

工財光寺南小学校

郭して議決︑．れた

して︑昨年の六
月︑九月議会で
債務負担行為と

くに早急に完成が望まれる事業と

窺

きてこうした中で迎えた昭和五

するには︑もちろん財源の有無が

積しております．この問題を実現

興︑福祉の充実など緊急事業が山

の整備をはじめ︑教育︑産業の振

きは︑本年もなお引き続5︑肉置な

り︑行政に対する創意と工夫であ

必要なことは〃市民の総和〃であ

最大の課題でありますが︑きらに

車をかける事態を先ず予想してお

でもありましようが︑その中でい

でなく︑各地方自治体共通の悩み

新たにいたしております︒一層の

協調し︑この難局打開への決意を

とお力添えを賜わり︑議会とも相

市民の皆様方の前進的なご意見

ろうと思います︒

かにして﹁人間優先の理念にたっ

ごあいさっといたします︒

て皆様のご多幸を祈念して年頭の

つ

9

日向市長

0

羅
望

甲斐

敦

ご支援をお願い申しあげ︑あわせ
い焦燥感をおぼえずにはいられま

さ

これら問題の解決に全力を尽くす

㊧め

てまいっております︒

対するご要望は︑ますます増大し

なお︑本年は統一地方選挙の年
でもあり︑この重要へ︑5年を契機と

して︑私たちの郷土が一層の発展

い申しあげますとともに︑健康で

をみるよう旧年にも増して市民の
みなさまのご支援︑ご協力をお願
明るく豊かな毎日でありますこと
頭のごあいさっといたします︒

田

彦

を心からお祈り申しあげまして年

柏

利

め社会福祉の充実︑産業の振興や
次代を担う青少年の教育等々︑山
行機関と緊密な連けいのもとに︑

積する課題に真剣に取り組み︑執

日向市議会議長

況からの脱出に最大の努力を傾注
しながら︑生活基盤の整備をはじ

人といたしましては︑みなさまの
ご期待にそうべく︑議会あげて不

思われます︒市民を代表する議会

和五十四年は︑日向市にとりまし
ても極めて重要な年になるものと

このような状況の中に迎えた昭

所存であります︒

一方︑市民のみなさまの市政に

い

日向市が取り組まねばならない
問題は︑人口増加に伴う都市基盤

せん︒

た行政の運営を図り︑市民の期待
にこたえるべきか﹂を考えると強

このことは単に本市ゼけの問題

かなければならないでしょう．︑

ンチが地方財政の危機に一段と拍

面が予想されます︒国の財政のピ

十四年⁝︒わが国の経済の先き行

したようでこぎいます︒

−拶

今回の補正額は十億五千六百五

歯

ついておもなものを説明します︒

︐

これは︑し尿くみ取り料金を

とになり︑条例で必要な事項を定
ものですが︑この間の経済事情の

改正する条例U市の人口も増加の
一途をたどり︑いま五万七千人を
こえていますが︑消防職員は現在

▽日向市職員定数条例の一部を

めることにし︵11ものです︒

の人員では︑防災・救急業務など

§等

春

市民生活に密着した問題を考えた

それでは︑これらの中からおも

▽日向市視聴覚ライブラリー条
例11この条例は新しく制定された

域の日向・入塾視聴覚教育協議会

ものです︒一市二町五村という広
というのがありますが︑このたび
法律に基づいて教育機関として視
聴覚ライブラリーを正式に設置︒

日向市の視聴覚教育の充実を図る
ことや︑日向・入郷地区視聴覚教
一

育協議会の窓口として︑こんご運
営していくものです︒

いて︑市議会議員と市長の選挙の

▽日向市の議会議員及び長の選
挙におけるポスター掲示場の設置
に関する条例U公職選挙法に基づ
場合︑公営の選挙ポスター掲示場
を設置するというものです︒こと
しの四月に予定される統一地方選
一定し

挙では︑この条例によって︑市議会

■

．

含む県南地区は不況の波が市民の

新

新年おめでとうございます︒

●

らせします︒

なものについて︑その概要をお知

計と五つの特別会計の決算です．

し細くみ受り料金もアップ

N度△蕪決算も認定

︵定例会︶は︑十二月四 日 に 招 集

昭和五十三年第八回日向市議会
され︑十二月二十一日までの十八
条例の新設三件︑条例の一部改正
ます︒

六件は︑昭和五十二年渡の一般会

︐

げ＼

雛採択されたもの

存続に関する請願書

バス券の発給待続方について

輝かしい初春を迎え︑みなさまと

︑∫

・公立保育所増設に関する請願書

ともに日向市の限りなき発展をお

︑ゑ・

・細島商港振興整備計画の資料作

の喜びとするところであります︒

昨年は︑長期化した経済不況に

る中で暮れました︒

より市民生活は極度の圧迫を受
陳情書

10億円

●

12月定例議会

た掲示場に掲示きれることになり

日間の会期で開かれました ︒

計補正予算二件と特別会計予算五
▽日向市の議会議員及び長の選
挙における選挙公報の発行に関す

議員の候補者ポスターが︑

この議会には︑報告一件︑議案
十八件︑認定六件が提出されまし
件︑事件決議が一件でした︒認定

が六件︑昭和五十三年度の一般会

たが︑いずれも原案どおり承認可

・口一億四千二十万円

決きれました︒

ケ崎通線改良事業︑曽根土地区画
▽大王谷公

整理事業のいずれもが︑国会にお

園事業口一億三千万円 ▽お倉ケ
浜地区公園事業 九千五百万円

いて国の補正予算として五十三年
▽財光寺南小分立に伴う備品費己
金艮八百五十六万円 ▽財光寺南

度に予算化されたため︑日向市の

小学校建設事業・⊥億三千六百四

七百万円 ▽幼稚園就園奨励補助

このほか︑追加された公共事業

予算に組み替えをしたものです︒

十一万九千円 ▽各学校整備工事

新しい年を迎え︑つつしんで皆
様がたのご健勝を心からおよろこ

予算も債務負担行為から一般会計

は亀崎土地区画整理事業︑港湾建
11一千五百十万九千円

定成長への軌道をたどりつつある

▽災害復

設事業負担金などとなっていま

十二月定例議会で審議された請

昨年の経済情勢は︑ようやく安

び申しあげます︒

小原︑山口︑年の神︑池田原︑巨

繊維産業で支えられてきた本市を

勢は依然としてきびしく︑とくに

◇

木︑門田︑百町原の八路線が整備
について報告します︒

願・陳情は十一丁目継続中のもの
五件を含む︶でしたが︑その結果

O

旧事業⊥二億六十五万五千円

や舗装を行うことに転︑5り ま し た ︒

国鉄細島線踏切工事︑日知屋小学

百五十八万九千円 ▽米の山不燃

目継続審議となったもの

変な圧迫の中での明け暮れに終始

暮しに直接影響し︑市民生活も大

㌶趣旨採択されたもの

・米飯給食導入に関する陳情

室建設に関する請願

・日知屋東小学校体育館並びに教

︵増額分のみ︶

物捨て場えん堤工事・﹂二 百 五 十 万

・一般消費税新設に反対する請願

・特別養護老人ホームの建設費補
助金の交付申請に関する請願

円▽秋留地区ほ場整備事業11三

・赤岩川河川改修に関する請願

▽老人医療扶助一八百五十三万

百三十二万三千円 ▽県単農道整

・日向営林署の統廃合に反対し︑

備事業11三千七百五十万 一 千 円

議一部継続︑一部取り下げたもの

祝いできますことは︑私の心から

百六十六万円 ▽辺地対策事業h
六百万円 ▽細島線踏切拡幅工事

・大型店の進出規制等について

成について

三百十万円 ▽曽根土地区画整
理事業・⊥億二千三百万円 ▽亀

纏取り下げのもの

▽臨時市町村道整備事業一二千七

・七十歳以上の老人に対する無料

五千円 ▽私立保育所措置費一九

おりです︒

おもな事業の補正額はつぎのと

も追加されています︒

財光寺南小の給食搬出入施設など

校旧校舎跡地の整備︑財光寺小︑

といわれながらも国の内外の諸情

また︑道路新設改良事業が 二 路 線 ︑

単農道整備事業で︑新たに 小 工 手 ︑

す︒また︑単独事業としては︑県

4

▽中原橋新設事業11一億 三 千 五 百

如

け︑地方財政は深刻な様相をたど
▽都市下 水 路 事 業

●

52

・運動公園用地造成助成に関する

業11五千万円

0

公営の掲示場設置 選挙
ポスター

万円 ▽財光寺仙ケ崎通線改良事

0

＝市長・市議選＝
崎土地区画整理事業一六千万円

隔

2

広報日向
昭和54年1月号
昭和54年1月号

広報日向
3

税務署では︑二月十六日から三

八二一三二一三三〇一︶へおたず

所得が二十万円をこえる人や︑給
月十五日までの期間中︑いつでも
相談に応じています︒このほか︑

ねくだきい︒

与の年収額が一千万円をこえるな
ど︑一定の要件にあてはまる人は
市役所税務課の市民税係︵蟄⑨二

人︑サラリーマンで︑給与以外の

所得税の確定申告が必要です︒

一一一内線五一三︶や税理士会で
も無料で相談に応じています︒

もっとくわしく知りたいことがあ

所得の計算のしかたや申告書の
書きかたなどで︑わからない点や

除や扶養控除の合計額より多い

月16日〜3月15日

所得税の確定申告は
昭和五十三年分の所得税の確定
申告と納税の受け付けが︑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
の収入のある人︑土地を売った人
みなさんのご都合にあわせて︑
どしどしご利用くゼさい︒

ﾂ色皇口紅︑安
たこともその原

きるようになっ
因の一つです︒

つぎのグラフ
は︑青色申告の
の所得が三百万

特典を受ける前
円で︑グラフの

鯛﹁l−

．
き

合

民

ましよう．．

をし︑早く還付を受けるようにし

この還付の申告は︑二月十六日

ておいてください︒

を迎えました︒この間︑青色申告

以前でも受け聞けていますので︑

など︑確定申告書を提出すれば雑

支払一ノたり︑住宅を新築した場含

サラリーマンのかたなどで︑確

早目に

額を正しく計算し︑申
告していただく必要が

窓口が混雑しないうちに早く申告

の状況などがよくわかり︑経営の

とによって経営の内容や資金繰り

を利用するかたは非常に増えて﹄︑・

あります︒

災害を受けたり︑多額の医療費を

定申告をしないでよいかたでも︑

所得税を申告するかた

渡所得の計算方法などの問い合わ

利用され気軽にご相談ください︒

ぎのとおり行います︒この機会を

︵九時半〜正午︶︑鵜毛︑南日向公

▽二月十九日−一・遠見︑籾木公民館

︵九時半〜十六時︶

帳簿に基づい

せが多くなります︒

民館︵十三時〜十六時︶

時半〜正午︶︑塩見集会場︵九時半

午後一時

7場所一青少年ホームニ階

▽日時目二月二十一日

税務署では︑こういった人たち
のために﹁書きかた説明会﹂をつ

︵九時半〜正午︶︑梶木︑秋留公民

▽二月二十日−．庄手︑美砂公民館

費や生命保険料の領収証明書や必

〜十六時︶︑永田公民館︵十三時

申告相談は2月15日から

要経費の算定に必要な領収書と

〜十六時︶

市県民税

市税務課が行う〃市県民税の申
告相談〃は︑ことしも二月十五日

関係書類︑所得の計算上必要な帳

▽二月二十一日一奥野公民館︵九

館︵十三時〜十六時︶

から地区公民館ごとに実施するこ

簿などご待旧ください︒

届かないことがありましたら︑各

申告書は︑相談日の三日前ぐら
いに届くように送付します︒もし

▽二月二十三日一︑市役所税務課内

比良公民館︵十三時〜十六時︶

合・．与ども贈与税がかかりま す ︒

ところで︑結婚して二十年以上

下などの雑芸能も︑彼らの世界か⁝

⁝

︶内は公民館での相談時

︵九時半〜正午︶︑幸脇︑田の原
公民館︵十三時〜十六時︶
▽二月十六日目一高松︑石並公民館

︵九時半〜十六時︶

▽二月二十六日1畑浦︑北町公民
館︵九時半〜正午︶︑櫛の山団地集

︵九時半〜十六時︶

三月以降の日程は二月号の広報
でお知らせします︒

更新手続きが必要

際に新しい証明書が必要になりま

二十二日までに交付を受けたかた
は︑春に行われる統一地方選挙の

います︒昭和五十年一月から四月

昭和四十九年に創設された〃郵

選挙管理委員会で更新手続きを済

七一︶へおたずねください︒

管理委員会︵籔②二一二内線五

くわしいことについては市選挙

すので︑該当されるかたは早目に

便による不在者投票制度〃を利用
して投票する場合は︑事前に郵便

ませてください︒

この郵便投票証明書の有効期間

ればなりません︒

投票証明書の交付を受けていなけ

郵便投票制度

民館︵九時半〜正午︶︑西川内︑

印鑑︑家族の氏名や生年月日のわ
かるもの︑国民健康保険税︑国民

支所か税務課へお申し重くださ

▽二月二十二日障鳥の巣︑本谷公

とになりました︒

年金納付証明書︵領収書︶︑医康

▽二月二十七日一往還公民館︵九

会場︵十三時〜十六時︶

は︑何といっても天守閣に象徴さ 中期に友禅染として開花するので
すが︑この染色業をはじめたのも︑

申告においでになるときには︑

毎年この時期になりますと︑確
定申告書の書きかた︑贈与税や譲

きい︒︵

れる城郭の建設にあります︒この

二月二十一日

いま︑京都の重要な産業となつ

ころ猿楽は﹁乞食の所行﹂として︸

時半〜十六時︶

んや︑子どもさん名義にかえた場

旨承前・3：−

嘲けられていたとあります︒猿楽︸

ので早目においでくだきい︒

間ですが︑時間が限られています

▽二月二十八日一切島山公民館

城郭建築の土台となる石垣づくり 室町時代に︑京都の鴨川のほとり

ことになったわけです︒

いろんな形での実力者が台頭する一

わめて混乱した社会背景のなかで⁝

まず︒つまり戦国時代という︑き︷

会の隷属状態から解放されていき一

にその社会的地位を上昇させ︑社⁝

蔑視されてきた人びとは︑しだい眉

@ま嚢民・して差別され︑㎜

会は大きく変わっていきま一
す︒とくにこの時代︑それ層

が︑この時代に︑日本の社燭

一

かいに︑世は戦国時代になります⁝

ら生まれたものでした︒
十五世紀の後半︑応仁の乱をさ㎝

一差別をなくすために一

同和問題を考えましょう⑧

また︑日本の伝統芸能として︑

は︑中世︑河原者と呼ばれた被差 に住みついた人びとです︒
別民の技術から生まれたものだと
いわれます︒武具や馬具と

りして必要な皮つく客これ
ら疎外者の仕事でした︒ま
・た︑日本美術史上に重要な

地り
位あ
をげ
持た
つも
庭の
園で
もし
また
た︒
河有
原名
者な
の銀
つ 能
歌楽
舞の
伎は
とじ
なま
らり
ぶで
能あ
楽る
が猿
あ楽
りは
ま︑
す室
︒
︑く
閣寺の庭づくりの中心となったの 町時代のはじめ︑将軍義満のころ
一は︑河原者の善阿弥とその子次郎 から盛んになってきて︑芸能とし
8三郎︑孫の又四郎でした︒竜安寺 ての体形を整えますが︑その大成
一の石庭もおそらく彼らのグループ 者である大和猿楽の世阿弥は︑睡
の作品だろうということです︒
視された身分の出身であり︑その

い︒なお︑日程はつぎのとおりで
すので近くの公民館へおいでくだ

近世日本における建築文化の粋 ている染色業︑それは江戸時代の

のみ壕らず︑千秋万歳︑曲舞︑放⁝

▽二月十五日一飯谷︑余瀬公民館

書きかた説明会は

した贈与税の申告が必要です︒

屋の登記簿謄本などの書類を添付

ためには︑贈与を受けた土地︑家

かかりません︒この特例を受ける

わせて一千六十万円まで︑税金は

と六十万円の﹁基礎控除﹂とを合

合には︑一千万円の﹁配偶者控除﹂

用資金︑または居住用資金を取得
するための現金などを贈与した場

になる夫婦が︑その配偶者に居住

︑正確に

なるゼけでなく︑帳簿をつけるこ

これらの申告には︑源泉徴収票
などが必要ですので早目に準備し

があります︒

定申告をすると税金がもどる場合

調整を受けていない人なども︑確

また︑年の中途で退職し︑年末

ることがあります︒

泉徴収されている税金が返ってく

除を受けることができ︑すでに源

損控除や医療費控除︑住宅取得控

□□

・色申告﹂の場台には︑合計で十二

この制度は不動産所得︑事業所
税務署または日向商工会議所青色
申告会へお出しくゼきい︒

白色申告の人

ました︒それというのも青色申告
をすると︑単に税金の面で有利に

還付申告は

÷
税
業
事

に蒲
二
一P

2
︑ウましたら︑延岡税務署︵勢っ九

おすすめします

魁下月齢日金

万三千九百円も安くなります︒

の場合と比べた税

は︑所得や税額の計算などでい．ろ

ものです︒おわかりのように﹁青
いうと有利な取り扱いが受けられ
これから青色申告を始めようと
思われるかたは︑三月十五日まで

なっています︒この制
利用できることになっています︒

得︑山林所得のあるかたに．限って

す︒

るためには︑一人でも

に﹁青色申告承認申泊書﹂を延岡

ます︒これが﹁青色申告制度﹂

有利な青色申告
所得税は︑納税者が

旧 …置

そこで︑毎日の取引

青色申告制度は︑昭和二十五年
に設けられ︑ことしで二十九年目

度がスムーズに行われ

る﹁申告納税制度﹂に

自分で所得や税額を計
算して︑申告し納税す

（所得300万円の場合）

は︑交付の日から四年問となって

●

謂
稀

疏
髭

くなります

はこのくらい

現か三 め知っ合
金た百までらこ理
出に万たしれと化
納つ円 よてがに
帳い以所うき一も
一て下得Dた般役
回はのが たに立

鴫ぐ

きを帳簿につけ︑その

たに︑自分の所得や税

多くの納税者のかたが

聾
@

u

税

住
税
得
所

青色申告の人

@

などで所得の合計額が︑配偶者控

聾〜

ぐ藍

特例のある贈与税
贈与税の申告と納税は二月一日

﹁贈与税﹂というのは︑人から
財産をもらったときにかかる税金

ばなりません︒

税務署に贈与税の申告をしなけれ

計額が六十万円をこえるときは︑

昨年一年間にもらった財産の合

から始まります︒

ノ
毒

馨蜜窒

偽

野

塵艶1病

ですが︑ご主人名義の土地を奥さ

O

糊獅幽隠唾翫

鍵2
塩斎
響

4

広報日向
昭和54年1月号

昭和54年1月号

広報日向
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一月十四日︑櫛の山公園で行われたボーイスカウト
の初訓練のようすです︒この日は︑日向第一〜第四団︑
東旧三二︑三子の団員たち約五十人が参加︒ターザン︑

業 協会の安全対策委員会のかたたちが奉仕作

まお

ある道路を正しく使い、道路を愛する

そして国民年金がありますが︑こ
れらは国が経営することになって
いますので．公的年金〃と呼ばれて

います︒いま﹁国民皆年金﹂とい

われるように︑すべての国民がこ
れらの年金制度から保障が得られ
るしくみになっているわけです︒

でも︑一般にサラリーマンとい
われる人たちや︑公務員︑学校の
先生などは︑その勤め先の会社や
役所などで厚生年金などの年金の
加入手続きができ︑保険料も給料
から差引かれますが︑農業をして
いる人や商工業の人︑あるいは自
営業の人たちはこのような勤め先
の年金に加入していませんので︑
なければならないわけです︒

国民年金に加入して保険料を納め
このように国民年金は他の公的
年金に加入していない人たちを対
象に︑市役所の国民年金係が窓口
になっているんです︒また︑先ほ
どもふれましたが︑﹁国民皆年金﹂

を実現するために︑国は日本国内
に住んでいる二十歳から六十歳ま
での国民はすべて他の公的年金制
度からの保障がないかぎり︑国民
年金に加入しなければならないよ
うに定めているわけです︒

ですから︑あなたも当然国民年
金に加入しなければなりませんの
で︑二十歳の誕生日を迎えたらす
ぐに市役所の窓口で国民年金の加
入手続きを済ませ︑国民年金制度

轡
りましよう。
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十四日午前十時から金ケ浜海岸で行われました．それぞれの

市内平岩の元市親子会︵児玉利香会長︶のどんど焼きは︑一月

竹とわらで作った〃どんど小屋〃に納め︑児玉裕美さん

家庭から︑古いおふゼやしめかざりなどを︑高き四層の青
︵平岩小六年︶が﹁みんなが幸せになるように一︑﹂と願

いをこめたあと︑火をつけました︒どんど小屋はパ

欝

はしかの予防接種
市は︑昨年十月から市医師会の
協力を得て﹁麻しんへはしか︶﹂
の予防接種を行っていますが︑こ
としも引き続き年間を通して実施
月︑八月は除玉︑・ます︐

することになりました︒なお︑七

ヵ月までの幼児

▽該当児目生後十八ヵ月〜三十六

三千八百円ですが︑三千三百円は

▽料金守個人負担は五百円︵一入

▽接種医療機関︵ ︶内は該当地区

市が負担します︶

◇佐藤医院︵上町︑春原︑西草場︑
本谷︑西川内︶

◇山中医院︵本町︑中町︑南町︑

◇山口医院︵都町︑北町二︑中央︶
高砂町︑旭通り︶
ケ丘︑庄手︑大王谷︑梶木︑大王町︶

◇大平医院︵日向台︑北町一︑花
◇和田病院︵塩見全区︑広見︑中
◇児玉医院︵上原町︑下原町︶

原︑高見橋通り︑千束口︶

◇松岡医院ス鶴町︑亀崎東︑亀崎
し
◇田中医院︵江良︑永江︑公園通り︶

中︑向江町︶

◇浦上医院︵堀一方︶
◇士﹇田医院︵山下︑比良︑川路︑

◇吉森医院︵曽根︑畑浦︶
往還︑長江︶

切島山二︑大谷尻︶

◇今給黎医院︵松原︑切島山一︑

は全区対象となっています︒

◇黒木医院︑渡辺病院︑三投病院

自分自身の力で強く生きていく自
一の目的としています︒

信と希望をもつてもらうことを第
ですから一般のスポーツのよう
りすることが目的ではなく︑大会
を開くことによって住民の社会福

に祀録を競ったり︑勝敗を争った

二＋八日の一百間︑第＋五回全国

上をめぎすことが大きな目的とき

祈に対する関心を高め︑福祉の向

の大会の成功にむけて私たちみん

運動公園で開催されます︒

なの力を結集しましよう︒

市内に住む家庭婦人で

宮崎国体はもちろんのこと︑こ

れています︒

よって社会とのふれあいを深め︑

・対象者

二月十三日まで

編成されたチーム
に保健体育課へ

・申し込み方法

午前八時

・婦人オリエンテーリング大会−．

・日時 二月二十五日
三十分

市内に住む家庭婦人で
当日まで受付

年齢︑電話があれば電話番号をは鼻

す︒なお︑はがきには住所︑氏名︑如

ハ
人のかたに記念品をさしあげま拠

・申し込み方法

あること

富高小学校周辺

市民のみなさんの多数の参加をお

二月十八日 午前八時半
青少年体育センター

・対象者

待ちしています︒

．日時
・会場

〜一

賢・・ママきんバレーボール大会︑

・会場

スポーツ行事を計画しています︒

市教育委員会の保健体育課は︑
二月中につぎのような体力つくり

スポーツで体力づくりを

この大会は︑身体障害者のかた
たちがスポーツを通じて機能回復
をはかり︑競技に参加することに

身体障害者スポーツ大会が県総合

大会︶終了直後の十月二十七日︑

旧本のふるきと宮崎国体︵秋季

身障者スポーツ大会

今秋に

燃えあがりました︒

ーン︑バーンと天にまでとどくような音をたてて

自知屋堀一方区
︵山本善一区長︶は

一月七日の班長会

で︑同区内の空地

などの雑草除去作
業を︑三月中に行
うことにきめ︑市
内に往んでいる同
に協力を呼びかけ

地区内土地所有者
ています︒

これは︑堀一方区が区画整理事
業地区で︑雑草が茂っていると美
観上好ましくないことや︑衛生害
虫などの越冬の巣ともなりかねま
せんし︑これから先のシーズンに
発生する火災の要因となることも
じゅうぶんに考えられる：−．とい

うことで︑作業実施になったもの
です︒

写最近は︑堀一方地区に限らず市
内0あちこちの空地で雑草が茂っ
ているのをよく見かけます︒

︑

一ε・︑

堀一方区のみなさんを手本にし
て︑みんなで住みよい環境をつく
．

りましよう︒
？一

︹問題︺

ことしは四月に︑宮崎県○事と
宮崎○議会議員選挙のほか︑日向

先月号は﹁挙﹂ ﹁候﹂ ﹁選﹂がか

つきり記入してくだきい︒

正蟹応募二＋二通・正解二＋二︸

○議会議員の選挙が行われます︒

▽右の○にはどんな文字があては

品を・しあげま需

へ
48歳

G田中君子︵永江町二丁目︶65歳︸

︹・一黒木敏子︵江良町三丁目︶35歳ハ

︹−塩月貫次︵細島七七∩︶︶

通でしたので・つぎのかたに記念︸

まりますか？ 答えをはがきに書
いて︑本町十番五号︑市選挙管理
む

委員会あて二月十日までにお出し
へ

正解者多数のときは︑抽選で三

ノ︑だ山ごし

ぐ

●

年でもありますが、私たちの共有財産で

で保障が受けられるようにしてく

少の黒木慎一郎君（7歳）など25人が準備体

業を行いました。ことしはみやざき国体の

員などを対象にした各種共済組合

タイムトンネルなどのゲームをまじえた〃初訓練 にみん
な真剣に取り組んでいました ︒

リーズ

昨年に引き続き．年金シ リ ー ズ
の概要について述べました の で ︑

今回からはみなさんの知りたいこ
とについてお答えする﹁問 答 形 式 ﹂

の方法でご紹介していきたいと思
います︒

︹問︺

ことし成人式を迎えた男子で
す︒個人商店に勤めていますが︑

先日︑友人に﹁国民年金に加入し
たね﹂と聞かれましたが︑年金が
どういうものかわからずまだ加入
していません︒国民年金とはどん
なものなのでしょうか︒必ず加入

しなければいけないものでしょ
うか︒

︹答︺

国民年金は︑国民年金に加入し
ている人︵被保険者といい ま す ︶

があらかじめ保険料を納めて積み
立てておき︑老齢者や障害者にな
ったとき︑または死亡したような

ときに︑その積立金を国が負担す

一般に サ ラ リ ー

る国庫負担金で年金給付を行おう
というものです︒

年金制度には︑

マンを対象にした厚生年金 保 険 ︑

加。最高齢者の平沢武さん（65歳）、最年

￡ず毒ぜ者妻愉薪

ことし から設置された気道路愛護デーミ侮月第
1日 曜日）の1月7日、市内でも日向地区建設

〃ガンバレ︑ガンバレルと声援を受けながら
〃ロープ渡り〃の訓練に挑むカブ・スカウトたち︒

道路の果た している役割りを理解し、安全で快適な道
路環境を 保ち、道路愛護思想の普及を図ろう
と

ださい︒

大会〃は1月1日金ケ浜で行われま
した。ことしで6回目を迎えたこの大
会には、県内はもとより大分県からも参

ﾞ

船員を対象にした船員保険︑公務

∫
O

第1日曜は道路愛護デー

一

どんど焼き
「
新春の恒例行事となったミ初泳ぎ

3月に雑草の除去

心を育て美しく住みよいまちをつく

@

㊧

幽．
を企画しました︒これまでは年金

（13）

元市親子会の
健康と幸福を願って
8

＝堀一方区＝

で、ことしの健康と幸福を祈願しました。一

白ばらクイズ（25）

ね

操のあと水しぶきをあげて海に入り20分間泳い
輪，町，川F11川、欄覧蝋1悼麟

ボーイスカウト
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建設業者のかたへ
昭和五十四年四月以降︑日向市
が発注する建設工事などの入札指
名を希望されるかたは︑つぎの期
間内に指名競争入札参加申請書を
提出してください︒

▽受付期間11二月一日か ら 二 月 二

十八日まで
▽受付場所11市建設課管 理 係

なお︑申請書様式などについて
は︑日向地区建設業協会または建

化

設課へお問合わせください ︒

動

四日午後2時から
自
一月二十四日午後二時から︑南
郷村︵神門郵便局︶の電話が自動
市外局番︑市内局番︑電話番号

化されます︒

の順にダイヤルしてくださ い ︒

の新しい番号となります︒地域集
ための食事について︶︑募集人員

▽成人病学級︵成人病を予防する

▽申し込みと問合わせ
高砂町一一五番地︑日向住宅生

▽是沢勝義︵伊勢︶▽御手洗新四

▽炉ばた焼八幡︵上町︶▽田村ア

支給申請を

六十五歳以上七十歳末満のおと
しよりで︑国民年金法による障害

る人︑身体障害者福祉法による三

年金︑障害福祉年金を受給してい

線七一四︶へどうぞ︒

こしくだきい︒お問合わせは同事
務所老人福祉係︵蟹③二一一一内

繕鑑⁝認⁝⁝⁝騰⁝鮮

日向市社会福祉協議会

つぎのかたがたから社会福祉事

業寄付金が寄せられました︒あり

匪

・二木医院︵筆④四四六八︶

2月25日

・田中病院︵釜門川③一四四六︶

・柳田医院︵署②二九五〇︶

・千代田病院︵華②七一一一︶

2月18日

・吉田医院︵麗④四四〇一︶

・稲原医院︐︵竃②二二〇九︶

・樋口病院︵麓門川◎一〇三六︶

2月12日

・東 医院︵竃門川③二八○○︶

・今給黎医院︵塞④二四五九︶

・三股病院︵竃⑧○〇三四︶

2月11日︹建国記念の日︺

・大平医院︵塞②三三三七︶

・滝井医院︵霧②二四〇九︶

・和田病院︵繊②二〇四五︶

2月4日

11二月中11

＝

以上十二月分でした︒

名希望︵一人V

木︶▽長尾十郎︵切島山二︶▽匿

▽里⁝木妙子︵比良︶▽川野栄︵籾

綾子︵原町︶▽古川鶴吉︵往還︶

の上︶▽黒木静馬︵飯谷︶▽黒木

口彦助︵宮ノ下︶▽飛永春子︵宮

郎︵清正︶▽黒木巌︵畑浦︶▽橋

サエ︵中原︶▽金丸藤美︵山下︶

団電話︵四×××︑五×××︑六

活協同組合︵憲②五三四八︶

に一二十人

は基礎保健栄養学級修了者を対象
▽募集期間一二月一日から三月末
日まで

▽開講日時U四月から十二月まで
の間に六回︑午前九時半から
▽経費鴇実習材料費として年間千
五百円程度とテキスト代四百円
▽申し込み方法

級以上の身体障害者手帳を侍って
いる人︑厚生年金保険法年金貯法

へ直接︑住所︑氏名︑生年月日︑

電話番号を言ってお申し込みくだ

険証︑身障手帳︑国民年金証書な
どを持参のうえ福祉事務所までお

理人でもけっこう︶は︑印鑑︑保

該当されると思われるかた︵代

支給されます︒

受給している人は︑老人医療費が

による障害年金二級︑二級︶を

日向住宅生協では五十三年度政

申し込み受付中

住宅生協の分譲住宅

さい︒

原町一丁目四七︑麓②五一〇一︶

日向保健所︵春

老人医療費の

×××︶の番号は変わりません︒

〇九八二五−九−六×××のよう
にダイヤルしてください︒

︵日向電報電話局︶

内職相談は月・火・木
内職センターは︑内職をしたい

はご利用ください︒

人︑依頼したい人の相談とあっせ
んを行っています︒ご希望のかた
▽毎週月・木曜日ほ内職センター
▽毎週火曜日11老人福祉センター
で︑おとしよりを対象に︒

また︑手編みをしたいけど自信
がないというかたを対象に︑かぎ
▽日時11二月六日目七日︑十四日︑

府融資による分譲住宅をつぎの．と

針編の技術講習会も行います︒
二十一日︑二十八日︑午前十時から

おり建設します︒

木造平家建︑木造二階建
・土地11六十五坪〜百十三坪

▽面積

▽構造

・五十鈴第二団地︵門川町︶20戸

・鶴の内第一団地︵富田︶11戸

▽団地名

ます︒

2
希望者は申し込み順に受け付け

▽受講料11無料

▽会場 内職センター︵本町鴎麗
へお申し込みください︒

②一三四五︶早目に内職センター

保健栄養学級の
受講生を募集

・住宅11約二十四坪〜三十二坪

▽年金融資額︵一戸当り︶

▽松浦君子︵西草場︶▽日向工業

日向保健所は︑保健栄養学級生

・鶴の内第一団地

・吉森医院︵罫②四〇四六︶

がとうございました︒ ︵敬称略︶

円︑五十鈴第二団地

高校工業化学科一年差天野多喜子

六百五十九
▽基礎保健栄養学級︵栄養︑調理︑

をつぎのとおり募集します︒

の元利均等償還︶

万円︵金利五・〇五響︑二十五年

六百九十五万

食品に対する基礎的なこと︶︑募

〇九八二五−九1×××Xと十回

集人員は六十人

︒協和病院︵豊④二八〇六︶

ダイヤルになっています︒一般電

︵金ケ浜︶▽西野ナツ子︵曲日根︶

話の番号はすべて変わり︑四ケタ

㌣

●

魅

市外番号が日向市と同じですが

O

◎

嚇

葬
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