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会合の時間を正しく守りましょう

公共の物をたいせつにしましよう

（Nα：303）

（昭和41年4月1日制定）

から長い休みの間︑家庭では︑︐子
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計

58，009人

51人増

・6ベージ…おしらせ

︑︒口

知るために

●

・5ページ…同和問題を

○．．とじて保存しておきましょう：○

30，343人

．

女

ウラン工場

・3ページ…6月定例議会

・4ページ…リンを抑えよう

−− 七月二十六日から八1一四

噌日までの十日間は﹁夏の全
国交通安全運動﹂が実施さ

ことしの夏の重点目標

れます︒

圃

⁝故防止

③暴走運転の追放

②無謀運転の防止

棚

シート

の効果につい

日本大学生塵工学部

じですか︒

囲の﹁疲労軽減効果﹂も
あるということをご存

．と同時に︑ドライバー

⁝て︑事故にあったとき
⁝の﹁身体の安全保護﹂

淵ベルト

糊ところで︑

州しましよう︒

故を起こさないように注意

⁝交通ルールを正しく守り事

・三つがあげられています︒

の

︵脈拍数V

平常時の脈

5−査データを見てみましょう︒

．

・拍数は︑ふつう︹分間に六
十〜八十回ですが︑車を運
転すると︑緊張感を伴か動
作の連続から︑当然︑脈拍
数は増えますが︑問題はそ

．の増えかたです︒

ます︒

平常時の呼・

もとになりかねません︒

これからは︑帰省やレジ．
ヤレで車を使う機会が増え

ます︒身の安全と疲労軽減．
にシートベルトをお忘れな・
●8

く︒
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シートベルトを着用した

結びつく一という悲劇の．

．の調査によりますと︑
常
時の約五割増にもな
り︑より疲れることを
シートベルトを締めて
いる場合は︑締めてい
表しています︒
．ないときに比べて︑ドライ
このように﹁脈拍数﹂
バーの疲労が二〇轡も軽減
﹁呼吸数﹂の増加が︑ド
と
●●
ライ バーのみなさんの﹁疲
されるということです︒
哺 疲労と関係の深い﹁脈拍﹂ 労度﹂ をはっきり物語って
います︒運転中の疲れは︑
・と﹁呼吸数﹂について︑調
注意力やハンドル操作を鈍．
くし︑ひいては交通事故に⁝

トを締めていないと︑ ．
．一円四㌧．卜口回と平

これが︑シートベル・

回になります︒

いても．．卜．．〜．．卜六．

すると呼吸数が増え︑
シートベルトを締めて

ところが︑車を運転

卜回がふつうです︒

吸数は︑ ．分間にト症〜．．

︿呼吸数﹀

ります︒

り疲労がたまることがわか

動悸︵どうき︶・息ぎれが・
します︒ですから︑シート．
ベルトを締めないと︑かなト

．は−1
ちなみに︑脈拍数が．分．
①夏休み中の子どもの事 間に百1．回を超えますと︑ り

岡

場合は一分間に几卜五〜百
困
十回なのに対し︑未着用時
は百＋⁝〜百三﹄回と︑約・
二割増の脈拍数になってい
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32人増

ところで︑本格的な水のシー

形︶を実際に使っての奥験︒人形
の口にガーゼをあて︑葡筋の下に
手を入れ軽くかかえあげる如額を
抑え鼻をつまんで息を吹き込む一
これがマウスマウス法です︐人形
には︑送り込まれる酸素の量が繍
薗でわかるメーターがつけてあり
ます︒ ﹁まだ足りないよ︑頑張っ
て﹂とまわりからの声︒大きく懲
を吸いなおして︑顔を真つ赤にし
て吹き込むお田さん︒ 〃いざ と
いうときのために︑︑真剣に指導を
受けている姿が的象的でした︒

27，666人

つけましよう︒

ズンを前に︑富高幼稚園家庭教育
学級のお田さんたちが七月九臼︑
人工呼吸の講習会を開きまbた︒
人工呼吸の万法には︑①アイブ
イ法．︵用手人工呼吸法︶．②機械

的な人工呼吸法◎マウスマウス

の

男

子どもたちも夏休みに入り︑ご
家庭ではいろいろと楽しいフラン
を立てていることでしょう︒これ
どもたち が 水 の 事 故 や 交 通 事 故 ︑
病気などにかからないように気を
つけ︑ 規 則 正 し い 笛 臼 が 過 ご せ る
ように注 意 を は ら っ て く だ さ い ︒
せっかく︑楽しく週こせるはす
の夏休みを︑ほんの騨瞬の不注意
で︑悲しみと絶望に突き落とされ
り

法︵呼気そ生法︶の三種類が現在
使われていますが︑この臼はアイ
ブイ法とマウスマウス法の勉強︒
市消防署の署員から︑＜わしい
︑脱明を聞いたあと︑レサシアン︵人

・2ページ…細島1区に

疲労軽減

る不幸は︑毎年繰り返されてい
ます︒お 互 い が ︑ じ ゅ う ぶ ん 気 を ︑

17，16154増
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積極進取の意気をもって働きましよう

〔フ

カ1
V
教養を高め、ひろく人材を育てましよう

年7月20日発行
＝昭和55

また︑旭化成は六月．．トヒ日︑

県︑日向市および門川町に対し
て 細島地区ウラン濃縮研究施
設設置計画についての協議方．願

計画によりますと︑ウラン濃

い を提出しました︒

縮研究施設は原r力発．電に必要

建物︵P．一百平方層︶をはじめ

た．万．平方肩の敷地︒建設費虚
心．．億円をかけ︑濃縮研究設備

なウランを国内生産するため︑
実用化実験に取り組む一という
ことが︑その目的とされていま
す︒そして︑旭化成が独自に開
発した 化学交換法 によるウ
ラン濃縮技術を用いるとしてい
ます︒予定地は︑細島一区の旭
ダウ日向工場の南東側に隣接し

のように︑旭化成︹本社・大阪

市民のみなさんも新聞︑テレ
ビなどの報道で︑すでにご承知
市︶が国の助成を受けて︑H向臨

海L業地帯の同社所有地細島．
．区に︑ウラン噛隈縮の実験プラン

トを建設する計画が県議会で明
らかにされました︒

司市ウラン

その後︑この問題については
あらゆる角度から︑市内外で活
発な論議を呼んでいますが︑市
は．κ月．．卜六日︑ 日

巳
一

面

﹄

を

など用役設備︵四百平方層︶︑

倉庫充百．平方だ︑水素貯蔵設備

研究関連建物︵fκ百平方眉︶︑

億円で︑．．分の．一を科学技術庁

設費を含む研究費は総額百一．卜

ら六卜年までの六年間︒施設建
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六月二卜しし日︑市に

協議願

のであり︑あくまで地．兀の理解

を提出した旭化成・石河秀夫宮
崎総支社事務部長は﹁施設は平
和利用タイプの安全性の高いも

と合意を得たうえで建設した

用化で想定される規模の二卜瓦
分の一程度︒

身障者︵児︶を対象

9月に巡回相談

県の身体障宝目者．史生相談所は

川身体障害者︵児︶を対象に︑几

11一几日︑午前﹁几時．︑一卜分から勤

㎜労占少年体育センターで巡回相

これは︑身体障害者︵児︶の

川談を行います︒

⁝

㎜相談に応じながら︑．史生指導と

川かたに直接会って︑医学的︑心
㎜理学的および職能的判定などを
⁝行い︑その更生に必要な総合的

㎜援遵をはかろうとするもので

研究スタッフは約八十人︒天
然ウランは最大五トンを保有し︑
も一一．口和の濃縮ウラン量で︑年間

濃縮能力はフル稼動した場合で
五百鑓以下︑だとしています︒

8月22日に

巡回行政相談

②更生医

す︒相談内容は①．医学検査に基

︷僚およびム目成医﹂療給⁝付の要図口の

づく障害程度の判定

装具の型とりや簡単な修理⑤

判定 ③心理≠的判定︵知能測
定︑性格判定など︶ ④義肢・

どです︒

身﹁体障害者のかたの職業相談な

相談には︑指定医師︑更生相
談所職員︑児竜相談所職員など
関係機関の県門家が応じること
になっています︒この機会にぜ
ひご相談ください︒くわしいこ
とについては︑市福祉戯務所保

護係︵容内線κ六．．．︶へ︒

団体の協力を仰ぎながら積極的
に取り組んでいくことになりま

した︒

結婚式︑出産祝︑新築祝︑葬
儀法事︑新盆︑病気見舞︑せん
べつなどの金額については今回
はそのままとし︑主催者側から
の記念品は廃止する︑また結婚

ノ

㎜舌

一

H

巡回

幽月

るかた︑意見．要望のあるかたへ

役所などのしごとで困ってい

川宮崎石弓監縮小局．から耳寄りなお

式のお色直しは．．回までとする

ノ︐

が開かれます︒

㎜宅で相談を受け付けています︒

簡素化を

日向市冠婚韓祭簡素化委貝取

→中田芽郎会長︶は︑昭和κ1．

は含まない︶ことなどを新に申

し合わせました︑

同委員会は︑こんご必要に応

じて市内の各民・E団体と協議を

重ね︑簡素化の実践を推進して
いくことにしており︑市民のみ

なさんへ﹁ご理解とご協力を﹂と
呼びかけています︑

感電事故に注意

こん虫採集︑さかな釣り︑水
遊びと︑ヂどもたちの夢を大き

くふくらませる楽しい夏休み︒
この夏休みに多い感．電事故から

ところでは遊ばないで﹂と︑ひ

rどもたちを守るため﹁危ない

・セミとりなどで．電柱にのぼ

とことrどもたちに：⁝・

るのはやめましょう︒

︿几州電力日向営裳所﹀

ないで︑⁝勲業所．へ連︺絡夕﹂︒

・切れた．電線には絶対さわら

やめましよ・7一︒

・頃日線の近﹁くで飛行機遊一びは

・電線の近くでの木のぼりは

㎜くために冠婚葬祭の簡素化を呼
⁝びかけていますが︑最近︑ポす

やめましよう︒

川簡素化委員を選出して︑各民・E

⁝いて再検討を行い︑各地区から

⁝卜・・．年度の申し合わせ質項につ

川よる第一回小委員会を開催︒κ

川ます ハデ になりつつあるこ
⁝とからし月し日・新メンバーに

．︑一年．．．月から︑生活のむだを省

︵旅行川のスーツなどの着 替え

k一層・卜．・1・トムリトしす

．．．．ロ

また︑六月二十六日からヒ月
十一日にかけて開会された六月

川から勤労育少年ホームで

川行政相談

⁝ どんな少さなことでもけっこ
⁝うですから・遠慮な一気軽にご

㎜8②．．．．．．四︶と井ヒ鉄雄さん

㎜相談ください︒相談には行政相
㎜談委員の黒木正男さんへ江良町

⁝︻金ケ浜麿⑦．しO．︶︑宮崎

重に対処していく姿勢を重ねて

区

4

冠婚葬祭の

川電話でもかまいません︒

区

強調しました︒

川行政監察局の職員が応じます︒
いく﹂と︑ウラン問題について慎 ⁝なお︑行政相淡委員は常時自

も︑ウラン問題について︑市当
局に対しての質問が数多く出さ
れましたが︑市長は﹁現在︑研
究委で資料を収集中︒議会終了
後︑科学技術庁や資源エネルギ
ー庁などの意見を参考に︑じゅ
うぶんに安全性を確認したい︒
市議会や市民の意見も重視して

定例市議会の一般質問の中で

市長慎重対処を重ねて強調

実用化研究を含むシステム開
発調査は︑ほとんど細島一区で
行われ︑研究設備の規模は︑実

と資源エネルギー庁の関係庁か
ら補助するものです︒

設・受電設備︵四百．寸劇訂︶の

原材料受け入れ設備など付帯設
備︵六百平方層︶︑排水処理施
それぞれの設備を五十八年六月
今年度は．．一億円をかけて研究

まで建設する予定です︒

事務所︑大型機器開発のための
工学的研究︑分析研究を行う研
究関連建物︵．部二階建て︶を
建設︒

実験化学研究はこれらの施設
に加え川崎市の同社工場を使い
武験研究とシステム開発調査の
．︑本立てで進めていくことにし

ています︒研究期間は今年度か

．鰯﹃

い﹂と進出についての基本的な
姿勢を示しました︒これを受け
た甲斐市長は﹁市でも研究委を
設置しており︑安全性などにつ
いて慎重に調査研究をしていく
が︑こんご市議会や市民の意見
をじゅうぶん聞いたうえで対処
したい﹂と取り組みの姿勢につ
いて述べました︒
ウラン濃縮研究所建設予定地

竹島
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▼
1

一

問題研究委員会︵会長・甲斐市．長

調査研究を進めています︒

十

雨

▲ウラン工場建設予定地図

σ
旭化成日向工場

以下六人︶というプラント進出
問題に対する調査機関を設け︑
慎重に対応するために市独自の
委貝会は市．長︑助役︑総務︑

企画︑財政︑環境保全︑商r水
産の各課長で構成︒事務局は環
境保全課に置いています︒委貝
会は︑ウラン問題について︑関
係資料の収集や旭化成ウラン濃

縮技術の調査研究をおもな活
動とし︑科学者や県門家など

N

ウラン］＝場

くことをめざしています︒

諺
3

び
面
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建
設
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6月27日、
細島地区ウラン濃縮研究施設設置計画につ
いての協議方願い・，を甲斐市長へ手渡す旭化成石河事務部
長（左）＝市長室＝

細島 1 区に

を招いて︑濃縮ウランに関する
説明会などを開き︑市民のみな
さんへ正しい知識を提供してい

工業港

化・

【
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1
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成
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1区

面
㎜
皿

旭
㌧

2

広報z石帥う

ll

3広報Z1勉うか肥

，一男1はみレ・…・
特別にごれと．いってないんですけ．ど＼椹進ら」にな

わλ・L．はまr一♪たく〔ノ）素人でづので，角蝉往｝臼か剣喩でζ1。わたし．な

は他σ）棺遣じ」さAノ（1．陣絡をと「）ながら沽動をしていま◎。

について検討を噴

他市の状況︑情報をはあくして
機構改革

ねてきたものです︒この結果八
月．日から市民のみなさんのご
意見︑ニーズを受ける窓目とし
て﹁市民相談室一を開設︑市民
のみなさんの生活環境向﹂をめ
ざした．卜水道嘱業を積極的に推

進するために﹁ド水道課﹂を新
設．その他役所業務を機能的に
するため管財課を廃止し︑その
事務を財政課に移します︒環境
保全沐︑衛生清掃詠については︑
名称の変．史︑事務の分担を．部

rいま弓から，いろいろな機会を通じて能1傳亭じゅうふん1甜1して

直したものです．圭た︑市民の
みなさんがたに直接関係のあり

れ引きしげられました︒
＞1一向市廃棄物の処理および
これは︑し尿くみ・取

清掃に関する条例の．部を改正

あり︑市としても種々調査審議
の結果︑このような改定になっ

その後の物価ヒ昇︑なかでも油
の急減︑人件費も劇並みアップ
しているということから︑咋年
度末に業者から﹁社会経済状態
をヒゆうぶん考慮した適正な料
金に改定してほしい．と陳情が

現行の料金は︑κ卜．．．年のト
．．月に改定されたものですが︑

用されます︑

円一同︸に引きヒげるもので︑
現行より四円︑率にして八・︑
六町のアップとなります．この
料金はことしの几月．Hから趣

−︐U当たり一から．κ卜．．．

り料金の改定です︒いまの四卜

する条例

ます窓口事務の集へ口化もはから

比円一

して︑．階の誌．配置も八月．日

れており︑市役所も 市民のた
めに役だつ所 として︑また．
歩前進することになります︒そ
から変わりますので︑大いにご
利川ください︑

▽日向市住宅新築資金等貸付
条例の．部を改正する条例−同
和対策事業については︑同和対
策事業特別措置法の基本理念に
基づいて︑預極的に請印を巡め
ています︒ところで︑ことし四
月四H建設省通達により︑住宅
新築資金等貸付賢業のうち︑新
築と改修を行う場へ口の貸付額を
改定するものです︑
新築は現行の六．白装万円か・一︑
六百六レ．乃円︑改修は．．パ目しト
．乃円から．．．白几卜万円へそれぞ

たものです︒

仮称・財光寺中建設に6億円

円

▽不燃物処理場建設事業．．

県初．農村婦人の家
．般ヘム計の補正r算

と

情報に耳を傾けよう

ラッシュノで︑毎年−各

の 通路 に当たる日本
なかでもヒ・八・几月

め︑より細かい．r報ができる

場所などをよく知っているた

件助照火LLのコツや被宝口の山山やすい

てスポットをあててみま

強さが違りてきます︑

﹀台風がわたしたちの住んで
いる町の東側を通るか西側を通
るかによって︑風の吹きかたと

からです︒

が日本−に近づくと︑テレ

西側を通った場合は︑まず東
から風が吹き始め南東←南←南

西←西の順︑になり︑東側を通コ

また︑．西側を通ったムロ風は︑

た場合も 取初は東から吹き始め
ますが︑つぎには北東←北←北
西←西の順に風が吹きます．

台風自身の風と︑台風を押し流
す風が同．方向になコてしまう

ので︑より強い風になります︑
反対に東側を通過した場合は︑

ぶん注意を︑

しラし
じし
し
しご
fへ
厘ぴ
厘とfへ厘
を折し涜く◎
屈力
ぶつかりあうので風が弱くなり
ます︒風の吹きかたにもじゅう

ということから﹁行〃．不明者を

ガず︑友人︑知人などどなたで

相淡者︐は︑願出八や家族に限

捜す相談所﹂を開設します．
相談は無料︑秘密厳守．

宮崎県警察本部は︑全国で不

延岡警察署

午前レ時〜午後四

▽八月．．卜．日〜．．L−．．日−

幸にして身．旭不明のまま亡くな

才

．兀を．入でも多く曳し唱して︑

して葬られているかたたちの身

もけっこうです．
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られ︑知らないヒ地で掘⁝縁n仏と

行方不明者を捜そう

う場合は︑迷わずに地．厄
を採ってください︒

ていることカあります︑

国的な予報とでは︑表現

．兀の〃刈角家台や測候︸所のf

く用きましょう︒

回だけの情報で︑ひとり
の判断をドさないように
ぎつぎに出される予報を

Lほしましょう︒

情報を聞くときは︑つぎ

りま﹂9︑

るようになります︒台風
る備えは︑まず︑この台
を正しく理解することか

ジオから台風情報が刻々

いこととふだんの備え

情報を聞くときに︑気を

地．旭の気象台は︑そのヒ地の

の

撚繍麟

渥をもたらしています．

昨年の台風20号による被害

8月1日翼施

／ノ1瞬不臼／＼ん（塩［，，！中村）容3−6038

二会︑紺織改誇委員会を設け︑

予算追加は10億5千万円
ことしし回目のH向市議会→ハ月定例議会︶は︑六
力れました︐

月．一トLハHからヒ月卜．Hまでのト・六日間の会期﹁で開

連Hの暑さの中・慎屯審議が行われ︑市．長から提出さ
． r 算 ． ． ．件︶は︑いずれも原案ビおり承認︑可決 さ れ ま し た ︒

れた議案．報告四件︑条例改．止四件︑事件決議．件︑補．止

，1日当レ：……／ll凸㌧，レh学校区

つぎに︑

億．症r．．．．白万円

▽．平岩前田ほ

について︑その概．要をご説明し

▽農

山漁村生活改善施設設置賢業

場整備賢業一．fし百万円

今回の補正は︑総額卜億κ﹁

ます︒

四F几．白万円▽本谷橋架設事

︹農村婦人の家建設一県内初︶
業．f．κ．白万円

．涯冒しト几万．．一﹁円︒足止額の

おもなものは︑▽遊休﹂地利用

光しず巾んr校建汎収事業および川地

なっています︒

二人費六億．．f几百万円

▽︵仮称︶財

万円▽庁舎増築L事に伴うも
▽識田掃誌雰務

促巡計画陛作成委託料四百一．レ
の四だ日．κレ万円

▽清掃車購県費．．．百．．卜万

完成まであとわずか（北ロ玄関）

それでは可決されたもののうち︑そのおもなものの

遣や1四季，相談る，1源回し、しrいくプt、の（㍗夷、

ることになりました︒

縛ればそσ）臼の∫）ちに解消することも大

概︑要を紹介しましょう︒

相淫し諾．し（rん以忌；。あ担さ〃uや赤ぞ）やんの戸外帽

改めて環境衛生課︑清掃課とす

す受けてはしいものです。
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し、うな相談に班、声じるルダ〕．「b艮かり／人0）かた亭

の経費で最大の効果をあげよう
一と︑κ卜四年から全庁的課題

事なごとだと思いま弓。

ノ

羅一
．ノ．
くとるどとでしょうか。そして、／Hσ）

室卓庫・新築L事．．．ト．．百四卜万

円

認饗，

この改革は︑市民のみなさん
へのサービス向ヒをめざし︑そ
れを第．の基本にして機構を見

ください。そして．ゴどもさんσ）健康とヰ福亭てfり自てるためにも脚

市民相談室を新設

若いあ田さんがた．みなさ《ノ

役所内部としては事務改善委
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▽日向市課設置条例の一部を
改正する条例1一般行政経費の
抑制をはかり︑事務嘱業︑機構
組織などの総点検を行い︑最少

がけている耀麻法ってありませんが＼適

革構
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高齢者のかたへ朗報
E 業相談室スタート

携を保ちなから︑職業あっせん︑

この相羨不は市と同職安か連

くこ相談くたさい︒
なお︑巾11舎増築一㌻︵機構

かあたります︒お気軽に遠慮な

需尋懐帽笠

職場開拓なとの業務を豹いま

改吊に伴う︶か終わると︑玄関
人いったらすぐ石垣の﹁巾民相

とﾐ

んこ︑諾いリノまたは低リンのﾐ

しょうか︒ﾐ

す︒さて︑粉せっけんの使いﾐ
たはとのよつにすれはよいのﾐ
圭ず︑dやアカのしみた木綿ﾐ
はた着なとは︑水につけておﾐ
か水たけてf平するとんれかﾐ

ところて︑ーハ被りの広報てもﾐ
口成洗剤の使用自粛についてこﾐ

川日甲てすか︑害せ︑けんをたﾐ

ると逆にんれることかありまﾐ
のてd層か必要てす︑つきにﾐ

く落ちます︑合成繊維は♂r洗ﾐ

力をお願いし養したか︑へ−回ﾐ

剤やせっけんの使用を広めるﾐ
斜を劃ち出しました またﾐ
月し日同月の﹁窒素・リ／等ﾐ
よるろ過障∴や異突︑赤水なﾐ

質11桿検討凝望は︑︐川栄養化ﾐ

合成洗剤とせっけんの違い︑ﾐ
せっけんの使用ん法についてﾐ

ているリンと水質との関係をﾐ

の陪Ui口発4のf甲要な曲女因となﾐ

活しまぐ︑ﾐ

呑ては合成洗剤八11な︑せ︐ﾐ

寂たちは気力ら せんたくにﾐ
っけんや粉せ︑けんを使ってﾐ
ました︐ところか︑ 一数 弓ﾐ
から合成洗剤か多く使われ︑ﾐ

︹せんたく物

一〜四ﾐ

ーﾐ

−−
回ﾐ
しﾐ
一こ文

詩︶

︾
史月−μよ︑k
ー ピ て♪一匡 一

かけましょう︒粉せ︑けんのﾐ

物に残り︑よくありません︐ﾐ
型仙用日中を守って使うようにﾐ

さん使えばそれたけんれか落ﾐ
るというものてはなく︑使いﾐ
きると︑せっけん分かせんたﾐ

した 指標 をまとめました︐ﾐ

一化しﾐ

これは︑水源浄化をめさし︑ﾐ
水i︑望ましい水質にするたﾐ
にはり／濃度をヒの碧度に抑ﾐ
んれはいいかを簡明に数

ものて︑同﹃月てはノ狗政指⁝導一ﾐ

合成洗剤は鉱油を硫酸化し︑ﾐ
hソータて中和して界面活桝ﾐ

e置蓋卍書書■55巳盈農謬遷■覧霊猛曜謬卍幽冨盈盈■

謬2置2歪3置−曝ヨ卍裂盈遷遷置歪■当匿■雪

助役︶をし月

ﾐ

⁝ﾐ

ことし一月 ⁝ﾐ

⁝ﾐ

日馬以置しま⁝ﾐ

コﾐ

進3ることになっていまづ⁝ﾐ
⁝ﾐ
⁝ﾐ
⁝ﾐ

報班︑霧指嵜をそれぞれ⁝ﾐ
担しi月i日圭て業務を⁝ﾐ

−人の品hI人︐審査班︑⁝ﾐ

部の陣谷は巾職員−人・⁝ﾐ

な

鼎蠕瓢蝦鯛榑蕊ﾐ

ところて巾は

てす・

燵の艦動員舗ぼﾐ

擁謂擁一ﾐ

はいえ︑か月とい瑚司⁝ﾐ

れは︑公職肇法て葦櫓⁝ﾐ

⁝ﾐ

って畳むことにな︑ている⁝ﾐ
を一ふたんnんている場沙⁝ﾐ

後・碧・か月￥にわ⁝ﾐ

月以一閃んでいるか︑一月 ⁝ﾐ

は︑︑ム現一てに⁝ﾐ

置卍置遷置卍歪2置■雪5睾﹁謬翌蓋設■匿置−置置31零■5猛巳置農−猛曝コ555 書塞顎巳■5犀−猛 卍コ雪罵−匿2置聖孟

比や地ﾐ

決めていま弓︑

告数の決

乃￥戚ヘムの議州民

得られる資格要付の つ﹁ ⁝ﾐ
月以一しに合わせたものて先㎜ﾐ

す︒ﾐ

交付税の算定に用いられるはﾐ
︑地乃自冶体か豹政を進めてﾐ
くための資料に使われるものﾐ

しかし︑川勢調杏の糺果は︑ﾐ

0国と騨鍵陵る⑤ﾐ
﹁日ごろ﹂とか﹁いつも﹂とﾐ

いう患味て︑わたしたちはふﾐ
ます・ﾐ

だん﹂という言菓をよく硬いﾐ
﹁ふだんよく行く店﹂とか・ﾐ
﹁ふだん思・ていること﹂なとﾐ

そのためには︑たまたま旅ノ竹ﾐ

巾の人11に数えるよりは︑そﾐ

たった人をその旅玉音てあるﾐ

︒ﾐ

日に行われﾐ

いうふうに

﹁ふだん台んでﾐ

HんているB巾のﾐ

国勢調査は︑

人かふたん

ところて︑レ月

いる場所﹂て豹うことか決めらﾐ
ています︒この場合ﾐ
の﹁ふだん﹂とはとのﾐ
くらいの期聞をいうのﾐ

花火は︑〜ともの聴しい遊ひﾐ
ひとってすか︑取り扱いを誤ﾐ
と︑入学嘱故を引き起こしたﾐ
︑火災の原囚になったりするﾐ

一︒ﾐ

とかありますかり︑しゅうﾐ

んn騙しましょ・

爵鮭は︑中国製のおもちゃのﾐ
火︵魔術艸︶による人身事故ﾐ
︑全国て数多く発想し︑尊いﾐ
を落とした小％〜4もいましﾐ

︒この魔術艸という花火は︑ﾐ
欺の一11連発羽ち一け花火ﾐ
︑根ルには地面に突きたてるﾐ
めのフラスチノク棒かついてﾐ

ます︒ﾐ

汝全な取り扱いかたとしてﾐ

とあるにﾐ

丁に持たす︑地面にまつすくﾐ

てて点火する

丁︑
5イ一
ﾐ・たままﾐ

をつけたため︑噴射と同時にﾐ

カカわりす

ノ梼＼ﾐ

Uルﾐ

扱いかたを教え圭しょー

よく︐乱んで聞かせ︑Hしい取ﾐ

︑お．一さんに︑三川一の■・uﾐ

の占からも必寸水の用

花火を楽しむときは︑火災．rﾐ

います︒ﾐ

意か︑楽しい夏の夜のひと巧ﾐ
︑ 瞬にして台なしにしてしﾐ

このように︑ちょっとした小ﾐ

てす︒ﾐ

ラスチノク棒か逆噴射して飛ﾐ
出し︑体に刺さったとい︶もﾐ

牧ﾐ

しい取り扱いﾐ

火游ぴﾐ
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さて﹁ふたん﹂とは とﾐ
くらいの期閲をいつのか︑とﾐ
うことてすか︑川勢調査の場ﾐ

えられました︐ﾐ

人かかたん Hんている場肋てﾐ
・介する﹁常世地ん式﹂に切りﾐ

﹁現石地ん式﹂を改めて︑そﾐ

1臼の調・介のときに︑それまてﾐ

一ﾐ

か︑ﾐこれか八−回のお穿てす︒ﾐ

置コ555当

の防ﾐ

1しく使用して使川目甲や使用回ﾐ

水質葱化
1につなかるのてす︒ﾐ

O川にこみを捨てないよつにﾐ
ましよう／ﾐ

f 〜ﾐ

oし尿浄化槽は︑維持管理をﾐ
剤しましょつ／ﾐ

川美化のためにﾐ
合成洗剤をやめせっけんをﾐ
︑一吻の捌水はん殿︑ろ過︑ﾐ

水分離のてきる﹁溜圭ξを設ﾐ
ロし呈し田・U．﹁13吊し罪しようノﾐ

こうしたことから︑昭和

とはいうまてもありません︒ﾐ

窺の臨時調ﾐ

日として数えるほうか妥当なﾐ
i

人究昆始・っ缶勢調査ﾐ
てすか︑昭和

︑前容時しにいたその場所を現ﾐ

査まては︑その人か丁月日ﾐ
石地として調べていました︑ﾐ

これたと︑たまたま旅豹してﾐ
合は︑旅豹先や山山張先の﹁巾ならﾐ

いたり︑出張していたりする場ﾐ
巾︑陶なら町の人目として数列ﾐ

■55匡置歪置コ

2■

られてしまいます．ﾐ

回もすれはしゅうふんてﾐ
︒てきれは 回目はお湯てすﾐ
きたいものてヶ︐なお︑ヶぐﾐ
をしゅうふんしないと︑せっﾐ
ん分かせんたく物に残って黄ﾐ
ミか出ることかあります︒黄ﾐ
ミを驚くには︑最後のすすきﾐ
に食酎を馨れると少なくするﾐ
とかてきます︒ﾐ

水温は

〃︐てす︒ﾐ
︒ﾐ

んせんたくてきます︒おふろﾐ

ん 11﹄の刮合になっていまﾐ

目檀として活用していくことﾐ
考えていま4ﾐ

さて︑合成洗剤とせ︑けんはﾐ

いくことか

を見泊し︑斗出日工を少なくしﾐ

を伯り︑各種の下剤こルタﾐ

このようにして︑せっけんをﾐ

︐川栄食化対策としては︑みなﾐ

残り湯も使いましよう︒冬︑ﾐ

んもこ承知のようにし月

つ違うのでしょうか︒ﾐ
賀県か 琵琶川の︐川栄養化防ﾐ

リノ︑のﾐ

︑自分自身ててきる 冬庭てのﾐ

日ﾐ
に関 一る条例 を制定︐県民ﾐ

んは1脂︑︑1脂硬化油︑鯨硬ﾐ

悪きな違いは原料てす︒合成ﾐ
剤は鉱油︑動桶物油脂︑せっﾐ

けて有りン遣放連動に取りﾐ

油︑ヤ！油︑綿実油︑人︶油ﾐ

んたくを見卸し︑

とカら脅られていまつ︑ﾐ

んでいま3ﾐ
こんこ︑私たちか有りン合成ﾐ
剤による水質ゐ濁を防くためﾐ

の冷たいときは︑あらかしめﾐ
湯てせっけんを浴かしておくﾐ
よく階けます︒すすきの回数ﾐ

i度あれはしゅうﾐ

8当

ﾐ

ﾐ ﾐ

ﾐ

日−同巾は︑ハーム・実以一の人

の職業あっせんなとを豹つ﹁日
向巾尚臼齢者職業相談ムー をし

拓に取り組んでいま3か︑高齢
名の希望を満たすのはむすかし
いのか現失
ということから
巾ては︑高齢化村会に対応てき
るよう同相談裕の設直を労働者

に強く働きかけてきたものて

に旧刑没しました︒

月 11︑巾勤ワ力肖少目ホーム内

労働名て高言齢者として定義
ら取り組み︑日向・巾か同η一

す︒県内ては四番目の開設て︑
相淡には川田吻 さん︑71成ー

月か

す︒これは昭和h一
月に特定小況地域の関連都巾に
指定されたこともあり︑特例へ
人日による制約かあります︶と

向

つけている肖111歳から八i11

歳まての就労は厳しいといわれ
圭す︒定向退職後の両就職とい
う人たちか人Yてあるため︑自
分にあった職場を探すのはたい
ます︒

談 冷﹂の中・て︑相談を受け付け

さんへ60歳ール巾職貝︶の 入

ル延岡職攻職員︶と崎山口川i人

した︒

して相淡 をの設副か認められま

相談室の看板を掲げる甲斐市長

へんな呂労︒巾内原町にある日

■ﾐ

川へ環境月︶ては︑川や海のﾐ
質悪化を普くため︑吊栄養化ﾐ
策一の つとして︑リ／を含ﾐ
合成洗剤の梗用を自粛し︑ﾐ
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向公共職業安定所ても職場開

＝ﾐ

ﾐ

萎＝

一ﾐ
ｿﾐ

6ﾐ

86麗ﾐ

庭の奥さんが頼りﾐ
ﾐ

出日甲を少なく5る集つ心かけﾐ
しょつ︐それか︑水をんすリンﾐ

地を伯りせっけんに加一しﾐ

ﾐ

廊＝一ﾐ

三ﾐ

wﾐ

罰＝

ﾐ

ﾐ

ﾐ

簿．

〜を配合して負られまケﾐ
せ︑けんは油脂をア几カリごﾐ
ん化または中和し︑せ︑けんﾐ
抑兀る第 歩て51︒そして奥ﾐ
ん あなたか縛りてポ︑ﾐ

ﾐ

＝＜

≡ﾐ

ﾐ

＝ﾐ

ﾐ

＜

飼i≡三≡≡≡三聖唖≡
，≡

一諾

…萄
@…＝ ﾐ
…ニ

けんﾐ
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市ヂども会育成連絡協い議会は
②ヒ地域でのいろいろな活動に

会を通して︑rどもの交流を深
たしますし︑未加人のヂどもは
ださい︒

ぜひ地域のrども会へこ−川白く

以ヒのような趣じ11でト巾．r連が

︿市f連事務局﹀

市f連への要望やご連絡は︑
市社会教育課へお願いします︒

一

．

10

町

し！

見

塩

ご存じですか
軽減措置
みなさんが家屋やヒ地を取得
︹新築または⁝巨人など︶したと

きは不動産取得税がかかります
が︑住宅や住宅用地については
軽減措置があります︒

今回の法律改正で︑新築住宅
やそのL地について︑床面積や
価格に．定の条件が設けられ︑

りました︑

また︑中占住宅や中山住宅用地
についても新築住宅などと同様
新たに税が軽減されることにな
なお︑これらの軽減措置は︑
住宅や住宅用地を取得︵新築ま
たは二人など︶したBから六卜
H以内に申告した場合にのみ適
用されますので期限内に必ず不
動産取得税申告詐を提出してく

容

内

ださい︒

T1年以後の新．築は

新築購さの日から60日以内に申告書提出

くわしいことについては︑日

緒Zしていないこと

向県税騨務所︵容②四

へどうぞ︒

『

黶@．

めていただきたいと川ひいます．

つくられ︑活動が進められてい
ますが︑現在の加人状況は別表
のとおりです︒未加人の地域f
ども会は︑ぜひ．川人をお願いい

※分校を含む︒ 他に芋迫小へ東郷町︶より77四足上しています︑

一

↑II→

9

巨岬

細

55．7．1

中lll．住宅購人の目liil後巨卜以内

市 子連

昭和四−︐し年結⁝成されて以来こ

対して︑市社会教育課とも相談
し講師を送ります︒とくに下司
ゲームなどのレクリエーション

子どもの健全育成を

ども会結成の大きな目的は︑地

‡

谷

！

S8〜50年レ「噺．

λ内に

としで八年11を塑えました︒r
域ぐるみでn目少年の 健 全 ム ー ー 成 を

盟数
人

上
ト

磁．媚蝋期一隅鰹一目睨蝦⁝躍

市
1川

ト

岩

大

h

ヲ

艶

ヒ月八日からト．．Hまで細島工
業港に寄港︒同船は︑昭和．．卜
．．年暮れ日本郵船の 小樽丸

として進水︒戦後造船された客
船では最高級のもので︑．．卜九
年に同省が千人︑第．．代の大成

丸となりました︒これまで︑毎
年．回は細島に寄港︒市民には
顔なじみの船でしたが︑老朽化
したため来年．．一月に引退するこ
とになり︑へ−回が最後の航海︒
造船費五レ数億の第．．．代大成丸
︵κf卜．﹁級︶ヘバトンタッチす

ることになりました︒

＜さよなら大成丸

手一一−∬誓のあと︑スラローム︵車

初義さん︵41歳一月∵力︶の選

族など約百．κ卜人が参加︒山本

﹁障害を越えて伸びよう心と
身体﹂をスローガンに︑日向市
身体障害者スポーツ大会が梅雨
の聞にからりと晴れ上がった七
月六日︑市大K谷運動公園で開
催されました︒大会は︑身体障
害者団体連絡協議会︵那須宗隆
会長︶の主催で︑会貝とその家

レ障害を越えて

日を過ごしました︒

＜断水時に出動

ています︒

のときの備えとして

四八︶

待機 し

よく︑タンク車も出動しないの
が一番よいわけですが︑万が一

載することができます︒いまの
季節は水も豊富ですが︑晴天が
続き渇水時になりますと︑飲料
水が不足することも考えられま
す︒もちろん断水がないほうが

のタンク車は．．∵．五︑ の水を積

ク屯一台が配置されました︒こ

高高高話詩話σーーー︒−oーーーーーーーーーーーーーーーーー︒ーーーーーーーーーーーーー︒ーーーー

間

V築

T5．4．1

狽ﾍ別に、1卜算

55，・4．1

zは

55．4．1

ｳは別に計算

用

いす︶︑借り物走︑綱引きなど
十四の競技に挑戦し︑楽しい一

闖Z宅用地

●高校生︶リーダーをさらに養
成し︑送ります︑

市r連全体の行質としては︑

③．rども会活動が安心してや
れるよう︑活動中・における傷害
に対する保障として︑県rども
心安全会が組織してあります︒
︐こどもたちの祭り という意味

をこめて︑ヒ月末にはソフトボ
ール大会︑卜．月には創作︹f
︒つくり︶大会︑ ．月にはたこあ

げ大会を予定しています︒これ
脇
山 ．．平

嚇

酬

﨤p地

ｵた額

地

4〃5「・円

ﾍ以後1年以内

P月li

額

ﾅ

適

軽減される

を受ける要件

P0万5「円

｝

活動の指導には︑ジュニアへ中・

︑
らにもぜひご参．川をいただき︑

ソフトボール大会やたこあげ大

を開催します︒

くわしいことについては︑後嚇
日文書を回覧しますので・趣旨献

園圃篠加されま

｝

的の要件に該9【、する中

L

421

U万9日り

売渡前3年以L所有し
Q年以内に直接居住

ノ己

m−

額

価

購人の日前lf卜以1人1に
Pれ二の所有する住 こに

買

はかり︑社会の．員として︑地
域においても役だつfどもの育
成をめざしているところです︒
したがって︑地域の活動を最
重点にしています︒ぜひ自治公
民館活動の中・で︑地域のみな
さんのfでrども会の活動∵育
成をお．願いします︒

ます︒具体的には

市r連では︑これらの地域で
のfども会活動の充実のための
援助をしていくことに力を注ぎ
①．rども会の指導者育成のた
めの研修会を開きます︒

必要です・

︐それに・そのような差別事象齢

ρ彰彰彰彰彰彰碧彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰聖彰彰蓼祠号彰彰愚輩
なりました︑

くその事例が報告されるように

腋活餌咽繁認

献
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47年以前ぴ噺
zは
S〃5「・円

1rn．当り7万7臼II以

、II

418

唱且uoロロ一一唱且目。鳥

︿問﹀ この近代社会で︑い
つまり︑現代の民・E・内義社会

可−一出し︑その原因を除去して齢

でもなお︑部落差別は事実とし
て存在するのです︒

いくための措置をとること：・︒ 學

未獄籠矯鍵

の義務でもあるわけです・

これらは︑差別をな一し明る一一
住みよい社会をつくるための当齢
然の行動であり︑社会人として酬

︿問﹀ あまりさわぎたてる
から︑知らない人まで知ってし
まうのではありませんか︒
別にさわぎたてているわけで
はありません︒ただ︑差別事象
があればそれを調査し︑それを
是正するための措置をとらなけ

から追放するために齢

的人権の真の確航を目嚇
指して︑同和教育活動を常時︑献

738

︐は．砺ま詫あ︐ま欝欝 一︑／

強力に進めなければならないこ献

11

亀卜165nゼ上スド

面

積

40m

床

829

耀随

まさら部落差別など⁝⁝︑考え
たしかに︑この近代社会のな

られないのですが︒

かで︑しかも民主主義社会のな
かで︑部落差別のような︑まっ
たくいわれのない︑非科学的な
現象が存在することなど考えら
れません︒そんなものが存在す
ると聞いただけで不思議な気が
します︒

しかし︑やはり部落差別は存
在するのです︒全国各
⁝

ればなりません︒

また︑差別をした人︑差別事
象を起こした人に対して︑その

談会︶

総学習会︵自治公民館ごとの懇願

ところで 市教ム目委員会は同齢
和問題を考えるために︑
市民齢
とについても︑何が差別であり︑

差別が非人道的なことであり︑
社会に対する害悪行為であるこ
とを知ってもらわなければなり
ません︒それに︑そのほかのこ
その．．．目動がどれほど深刻な影響

をもたらすものであるかという
ことを知っていただいて︑再び
そのような行為を繰り返さない
よう︑自覚していただくことが

751

権藤
麟璽

lu「ソ亡寺｝1幸j
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地

4万5r円

購入の目明
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hlr．当り8ノ∫7r・円以

fl冠1額

fil宅新奥前2年以1人1又

購人ぴ）時期
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f・連

∫・ども

219
105
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美々津小

ノ1・F1弛佳こ数

数
会
・1・学校レく連

況
状
入
加

ヨコココロ
同和問題を知るため に画揮解貿錨
地から︑おびただしい
︸
﹁⁝⁝QあんどA⁝−⁝⁝﹂

数の差別戯例が報告さ

れます︒わたしたちの
宮崎県でも︑そして日向市でも
差別賢象は存在します︒

もっとも︑ずっと以前のよう
に．幽してそれとわかる基本的
入権の侵害行為︵﹁実態的差別﹂

ともいいます︶こそ︑あまり多
くありませんが︑何かのきっか
けで表面に現われ︑実態的差別
となるような差別の潜在的意識
S理的差別﹂といいます︶は
部落差別に関する学習が深まる
につれて︑人びとがそれに気づ
くようになりましたから︑数多

（「

肥
広報乙月瑠bう
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今給黎医院

切島山

④2459

科

・

外

科

樋口病院

門川町

③1036

科

稲原医院

中

町

②2209

・放科

吉田医院

山

一ド

④4401

外・整外・胃腸・皮

干代田病院

鶴

町

②7111

柳田医院
内・放・精神科 田中病院

都

町

②2950

門川町

③1446

★﹁県政への提言﹂のはがきは︑各支所にもあります︒ご利用ください︒

科

給与

内

▽申し込みと問い合わせ11市

②海外などにおいて抑留され
た一般文官に対する抑留加算年
の算入に伴う恩給の給与
③準公務員在職期間の通算方
法の改善︑外国特殊機関職員の
在職期間の通算条件緩和に伴う
恩給の給与および改︷疋

⑧0034

建設課管理係︵豊内線．．．．．．κ︶

奥さん〃⁝

ソフトをしましよう
日産ムー−委員会は︑日ごろ家事

婦人ソフトボール教

に追われがちな家庭の奥さんを
対象に︑

美…々津

へ新築分︶の入居者をつぎのと

︐

三股病院

おり募集します．
▽募集期間一し11．．卜．．．日か

らし月．．．レ． 日 ま で

▽募集住宅︵．．種︶

・大E谷・L々呂L11空家待
ちの登録です︒
．蓑

内・外・皮・泌・婦

︵含内線五六四︶へおたずねく

内

医

・新財市南一特定目的住宅・
垂下

・

②3337

ださい︒

③2800

科

これは︑最近︑婦人のかたた

町

年金額を

門川町

人

室 を開講します︒
ちにまで肱日及してきたソフトボ

北

話

電

所

住

︵恩給︑遺族年金︑厚生年金︑

福祉年金証書︑印鑑︑公的年金

船員年金など︶の証書を持って

くわしいことについては︑市

お出かけください︒

年金係︵8内線五κ︑．︶へおた

を行います︒

以ヒ六月分でした︒

︹八坂︶▽真弓八郎︵畑浦︶▽
児k宇︑︵伊勢︶

鎌田テルr︵都町一︶▽金丸整11目

︵敬称略︶
▽松永重男︵高見橋通り︶▽

せられました︒
・ありがとうございました︒

つぎのかたがたから香典返し
として社会福祉賢業寄付金が寄

日向市社会福祉協議会

こ寄付

あたたかい

ので︑遠慮なくご利川ください︒

交通賢故をはじめ相続︑遺産
分割︑離婚︑貸借などの身近な
問題についてご相談に応じます

法律相談

8月6日に法律相談

ずねください︒

福祉年金受給者︵老齢︑障害︑

へ

財団法入・法律扶助協会宮崎
支部は︑八月六日午前レ時から
勤労存少年ホームで 巡回無料

ず

たさし

母子︶のかたは︑昭和五レ五年
度の年金額を記入するため︑福
祉年金証書︵みどりの手帳︶が
必要ですのでつぎの要領で提出
してください︒なお︑他の年金
を受給されているかたは︑その
証書も必要ですので持参してく

日

大平医院

日程は左の表のとおりです︒

科

記入します

院

婦

う恩給の改︷疋

どに所属して︑

このほど厚
生省では︑旧
陸海軍病院な
陸海軍看護婦
として勤務さ
れたかたの実
態調査を行う
ことになりま
した︒

です︒

この調査の対象者や調査事項
については︑つぎのとおりです
が︑市内にこのようなかたがお
られましたら︑また︑ご存じで
したら市福祉事務所までお知ら
せください︒電話でもけっこう

東

・小

④有罪とならなかった戦犯容
疑者拘禁期間の通算などに伴う
恩給の給与および改定
⑤旧軍人などの加算年の金額
計算の基礎在職年への算入に伴

︐

②2409

内

▽人居資格
・市内に居住または勤務し︑
現に住宅に困っている人︒

ールを通して︑健康保持と体力
づくりに役だててもらおうとい

⑥教育職員に係る勤続加給条
件の緩和に伴う恩給の改定
くわしいことについては︑市
乱川祉事務一所厚生係︵含内線五⊥ハ

四︶へどうぞ︒

一鍛六か刃貌検診

八丹ご十一母の

八帰の−脚細心が愛児の健

康診査盈

＼

禰⁝祉センター■馨原町yで

午後呼罐黒鍵命瀞ち︑・老人

行います︒

対象幼児は︑︑昭湘五十四

︑

年二月一盛から二月二十八
日までに生懐れた子どもで
す︒

母子健康手帳を忘れずに

科

眼

青年教室を
・同居または同居しようとす
る親族︵婚約者を含む︶がある
うものです︒︑

線六．八︶

市教育委七会保健体育課︵費内

▽申し込みとお問い合わせ11

▽申し込み締め切り11し月︑．．

▽参加資格一市内に住んでい
る家庭の婦人

▽会場11お倉ケ浜総合公園

ら正午まで︒

月八日まで︑時間は午前卜時か

▽開講期間一八11κHから八

こと︒

卜円以

・収入基準は︑第．種が月額
症山郭ト円を超え瓦万丘r円以
ド︒第．．種が月額κ万﹁几

は過去．年間の所得から扶養親

ドであること︒なお︑収人基準

ド当

ズ亥

いた額を12で割った額となり

族．入について．ドr几万円を引
ます︒

一D

﹂︑一．・11

セド

ぜ．J

9月30日が時効
旧軍人などの援護関係のf続
きはお済みになりましたか︒
つぎの︑それぞれの制度は︑
ことしの几月．．．卜Hで時効にな

りますのでご注意ください︒

児

産

開講します

年．．．卜八

匿

▽調査の対象者
かって陸海軍看護婦︵看護婦
長︑看護生徒を含む︶として︑
陸海軍の病院などに勤務された
ことのあるかたすべてですが︑
日本赤十字社の救護看護婦とし
ての勤務期間だけだったかた︑
それに︑すでに死亡されている

小

内

市教育委員会は︑勤労勲目年・に

研さんと学習の場を与え︑知識
の修得︑お圧いの連帯を深める
た め に ﹁ 日 向 ﹂ 巾 鋭 目年教室︵仮称︶﹂

を開講します︒

▽開溝期間一箪月卜一Hから
ト．︑月．．−︐四日 ま で ︒ 山 九 は 午
後し時．．．二分から几時．．．卜分ま
で︒

勤労k

▽会場−市⑦図井館
▽募集人員

▽経費一無料
▽申し込みとお問い合わせ−
市教育委貝会社会教育課︵含内
線し．．．︶へどうぞ︒

耽飢

眩は

▽添付乙類
・過去︑年間の就裳先の給与
．ロー

ρ﹁訂f．﹁﹂一を．︷
一！イ

特別弔慰金について

町

市役所年金係

▽申し込み締め切り 1 1 八 月 ． ． ．

住宅入居者を募集

礎在職年への算入に伴う恩給の

加算年の旧軍人などの恩給基

①．般文官に係る未裁定戦務

・住民票謄本
・前年度の源泉徴収票または

都

膿ill〜

かたは除かれます︒

滝井医院

W月2（川

第．．回特別弔慰金は︑戦没者

科

人

婦

産

支所

細島

午前21：239。、｝

市税務課が発行する所得証明衰日

．．．人のかたに記念品をさしあげ

②2045

・産婦人科

おしら せ

市は︑大E谷︑L々窪しの各
住宅の空家人心者と新奇市住宅

︻問︼

▽調査する事項
調査する事項は︑旧陸海軍看
護婦として勤務していた間の職
歴︑個人で持っておられる在職
に関する資料︑看護婦免許のこ
となどです︒

③5000

原

〜12：00

@

が昭和六年九月卜八日から昭和
卜．．年七月六日までの死亡者
で︑昭和五十年︑∴月︑．一ト 日ま

下

中

〜

り記入してください︒

▽調査方法および期間
対象者がわかったら︑県から

山

8月20日

ます︒なお︑はがきには住所︑
氏名︑年齢︑電話番号をはっき

でに︑兄弟姉妹まで遺族のかた
が死亡しているときは︑戦没者
の死亡当時まで一年以L生計関

外・脳神経外科 甲斐外科
内 ・外 ・放科 和田病院

支所

岩脇

午前9：30

8月19日

選挙は︑私たちが直接O治に
参加する唯．の機○です︒その
ためには︑日ごろから政Oをし

﹁補﹂

②2530

富高、塩見．日知｝舌｛、財光芋

﹁権﹂

し

町

8月18目

先月号は﹁治﹂

調査票を本人あてに送付しま
い︑めい︑おじ︑おば︶のかた

係のあった．．．親等内︵兄嫁︑お

一

つがよ︑︒

すので︑この調査票に記入して
いただきます︒調査の期間は八
し

一︑

原

細島、曽根、堀り∫、畑浦

っかり・見つめ︑白らの考えによ

が正解で︑応募六卜八通︑正解
六トし通でしたので︑つぎのか

まで請求できます︒
この制度も︑ことしの置月．．．

くわしいことについては︑県
障害援護課業務係︵80九八丘

卜日が時効になっています︒

該当されるかたは市福祉事務

円︑︑または市福祉嚢務所厚生係

1．．四一一一．一︑内線．．．四

児玉医院

岩

る確かな判断ができるように心
がけましょう︒

たに記念品をさしあげます︒
︹敬称略︶
①藤原麗r︵公園通り︶

▽右のOにはどんな文字があ
てはまりますか？ 答えをはが
きに辞いて︑本町卜番五ロゲ︑市

②中山 勝︵原町．．r目︶

③水原智恵r︵原町．r目︶

申し込みください︒

科

児

小

〜12：00

@

旧陸海軍
看護婦の実態調査

所厘了生係︵費内線﹁几六四︶へお

②3324

・i尾

選挙管理委員会あて八月−︐日ま
でにお出しください︒

止解者多数のときは︑抽選で

町

10

・

3⊥

本

児

小

（0③1214）で確認を！
@・∵4：抱

ます。テレフォンサービス
@箏髭≒セΣ物

病（医）一名

目

科

療

診

・

内

3

内

24

佐藤医院

17

科

丈々津支所・

午前9：30

になった場合第2種に

③1447

8月18H

÷12一［璽皿

門川町

追・〜津、・セ脇

扶養親族1入につき29ノ

外

名

区

地

IIJ
？？？iIIフうご5ノ∫5r

必要糸肇
（糸念14」こ人金客頁．．一

ぎ尾医院

日程表

第2種の収入基準
算定方法

おしらせ
（43）

白ばらクイズ

肥6

広報乙ノ勉う

写真，をさしあげます。係までご連絡を。
◎市役所の代表電話番号は②2111です。★広報に載った

