●

いよいよ十月一日から実施

国民健康保瞼

19・887人（＋t3）

20．537人（一7）

計

40．424人（＋6、

世帯線数

3）

（一

8．310世帯

闇

養員会で行われた質疑応答㎜おくれているので︑市民の一

難饗霧

げる考えはないか︒予算に︸

祈事黙兜蟹⁝
騨璃甜齢鞘騒

︸薬剤師代長は︑公益代表の ◎ まれにみる干害の年で
中に一名入れたらと考えて あり︑不況の時代にある︒
・いる︒〃と答えました︒
市民の縄済の蓋しい時︑保
⁝ 全黄委員会では大要次の 険税徴収は予定通りできる
︸ような質疑応答が行われま か︒十月一日実施は無理で

臼

﹁した・

︸全暴曇の轟応護

@崎

︸関連して原動機付自転車の

一

付替えを終っていない車が
見受けられます︒

一なりません︒ところがまだ

﹁軒自〜
動一
︷標
い識
様︵
式旧
の名
標鑑
識札
に︶
付も
稗︑
え新
ねし
ば

原動機付自転車標識

答替え済みましたか

5︶

市9

加藤魏雛鯵難聴矯のの測

懇塚鶴襯益艦齢い縫嘉納齢聾

日−．臥で．．日

るとなれば︑市民は強制加︐て︑実施までには四十日位．

は︑健康保険制度を実施す㎝とを周知するものであっ

汰艦鹸型鋼越塾頭離鋤ボ冗論嘉・
知徹底がなされていない︒ る︒
このま＼で実施に移れば︑
協議会委員人選について醒

運営上出発当初から因難性は苦慮している︒医師代表皿

団
が予想される︒健康保険運 については︑市薬剤師協会
営協議会の委員人選につい︸からも一名入れてほしいと⁝

第二図の標識は無効標識で
すから︑未取替のものは至
急第一図の新柳識と取替え
を受けてください︒ ︵取終

して奔走致しておりますの一は︑過料を課しております⁝
で・これからの巾政は誹常 が︑なるべくこのようなご︸

簸⁝鶉讐睡癖薪繍鱒

只今は残醤が盛夏以上に 住宅統計調査に
厳しいようですか︑やがて
ご協力ください
り
涼風も吹いて参りましよう
統計係では︑耀月一日現
九月中中下旬は統詐十台風 在で住宅統計調査を行いま
の最も多く来襲する季節で す6これは国の基本的な全
あります︒今41は台風の被 国調査のひとつで︑税金や
害さえ避け碍たら︑平均し一家賃などとは何の関係もあ▼

◎ 細島︑新町︑日知摩方
面の被保険者数の多い地区
の説明会か今まで実施きれ
ていないようだ︒保険税は
大休市民税の六割に当る税
であるし︑徴税成績を上げ

ので︑家屋内外の補強︑ 一

襲来が予想されています一

家の周囲の排水をよく㎝
し︑下水溝や側溝など⁝

引揚者給付金

引揚者給付金は︑来年

なりました︒

11までに請求しないと無

﹇無について疑問のある

となるので︑まだ請求し
い受給権者或は受給縮の

︸は︑この機会にぜひおい

◇ ⊥地買牧について︵西 の上色々ご相談下さい︒．
中学校道路敷地用土地71八
巡回日秤
七坪・︑公営往宅敷地用卜地・瓦月二トん日午前九時Y
一ヒ九七坪︑ ﹁財光壱一︑
美々津支所で

弄Oo坪︑美々津一︑九七九月．︑＋日午前九時寧
坪﹂酋出職蘇三〇〇坪︶ 一
巾役所結婚式場で

錦帯単一魏︵市役所人事︶

るためにも周知されたい︒

る︒

◇ 漁業協同組合整備促進
に伴う助戊について︵美々
津漁協の辮備促進唱業に三

損失補償の契約︶

︵九月一日付
︵区々津支所︶橋口鍛昌

保険課勤務を命ずる

︵税務課︶岩永昭三︐

縫飴鱗灘顎難癖ず赫林装

圏 経営上色々C注意を戴
き感謝する︒周知について
は出来るだけ努力する︒市

民のこ協力を期待してい

○ 臨時議会で決定

工弔中2校

給食室を新設のため︑

︐

工費九国五万八丁円で竣工

◎葵々津小掌校増築工事
小使室と宿直室がなかっ
たため︑二十坪五︑木造乎
屋廼を増築︑工費三十三万
三T円︑九月置五日竣L予

・予定十月十亙日︒

◎焚々灘中学校増築工事
教室不足のため︑二教室
を造りました︒六十坪木避
平屋建︑工費は百十一万一
千円︒八月十六日竣工︒

定︒

工事です︒

を行ったところは︑次の三

◎富高小挙校増築工事

1遺族援護の千続き一

おすみですか？

﹄︑芝﹁竃ユ﹂戸︑堪芦！

・8調

㌧︑

琢艦載黙黙け塗・の・とについて穫本巫利︶

薮謂聾灘庭前露翫ぺ耀日報蝿．

鰍二電醜評議4

ノこ︑．τ

︑

︸ゼ

一
遣族援護法は︑適用の期せしておきましたが︑該当
限が法のきまりで︑明年三の権利︵陽害年金︑遺族年
する鰐革を忘れぬように致一お宅がこの区域内にある場一月かぎりとなっています︒ 一金︑又は弔慰金をうける権
がありながら︑まだ蒲
山川巾畏

したいと思います︒︵ん月背︶

暉

げ

あるので︑このとき応纂し

︻注︼来春高校を卒業すち
方の募集は︑12月に受付が

志願手続 市役所で志願四
を受け記入して提出のこと

日から10月10日まで

⁝自闘受付期間9月一

︸官防木満の者︑中学京
⁝衛開以上の学力ある薯

舶第衛で憾才以上琴

㎜集h2等陸士︑海士︑
叩募萌空士を募集中でナ
㎜次庁応募資格昭和34
一3
年−月−日現亦

会計課勤務を命ずる
︵九月八日付︶

︵岩脇支所︶二乗

︵九月三日付﹀
︵税務課︶黒木 済M
︵市民課︶立川 良
︵税務課︶高山窟士−
保険課勤務を命ずる
︵会計課︶広田
怯
総務課勤務を命ずる

︵健康保険関
靴鱒．一丁万円限度で一保険課勤務を命ずる

本彩度予算で︑夏休みを

竣工1校

学校の増築工事

係を除く︶の大要は

した議案

｝

「

のため・従前の経験を生か鉗められる轡逆対し∫忠にして学校の増築毒一卜五坪木造巌建を建築中

前助役に劣らぬ良い助役か
料金不要︶八月下旬より街
近日中に決定することと確
頭検査を実施しておりまし
仏いたしておりますので御
て︑徴税史蹟が発見した場
安心を願います︒また前助
合︑脱税のために未取替と
役も県議として︑市民各位

灘

を縫働転結偏憶のある︒と．︑思

男

女

よ︑ ︶o
も︑よく流れるようにし一
税
牧
八
十
三
％
を
見
込
ん
で
い
一
い
よ
い
よ
当
地
方
に
と
つ
風
の
季
節となりました︒
こ
し
カ
へ
﹂
陽 社会迷帯貞任の本制度 るが可能なりゃ︒ ︸
て︑最Wも危険性のある台
今月には二つ位の台風 ておきましよう︒
の主旨からも︑こういう時
︸旨
市民税が公平でない云⁝
一 ◎は質問圏は市長答弁 こそ実施に踏切る時と考え 々は問題が別である︒課税一 五十万円計上しているが︑
に手続きをしてください
︸次のとおりです︒
一◎ この条例公布後十目十 る︒苦しさの圧力は貧しい
心当りの方は︑直ちに市
の割合はこの方法でよいと一 当初からこのような考えで
一り︑実施期日と運営上の市
一内に被保険者は届出ること 層に多く病気も多いと思 考える︒実施してみて不く旦
︻◇ 日向市財政調整積立金 所市民課て詳しいこと和
は事業運営に自信がないの ㎝
長の礁固たる信念をききた
条例制定について︵財政健
相談ください︒
︸になっているが︑周知不徹 う︒来年四月に延ばしても 琿な点があれば将来改め一 ではないか︒
いと報告︒
一般経済が今よりよくなる る︒税収は八三％以上徴収爾 繰皇を計上しておし全化を図るため︑毎震一
﹁底の面から園難でないか︒
これに対し一一︑尾市長は︑
︷団実施についての啓漿周 とは限らぬ︒
に努力しないと補助金関係一
〃本制度についての︑実︸
．
知に努め支障のないように ◎ 保険税の課税方法は果 の問題がある︒
巡・回指導
弘前の主旨周知については一する︒
たして合即的であるか︒ 税p◎ 一般職諄から繰出金を一
質疑の中で︑健康保険実
で︸
︸広報紙︑説明会などで︑
一
引揚者給付金をまだ請
施にあたって︑一般巾民が㎜きる限り相当に行った筈で⁝
していない方のために︑
一と八月の市広報紙で詳しく
その主旨をまだ充分知って一ある︒またこの制度の実施
では巡回指導を行うこと
一ご説明しましたが︑これに

現住人口衰

ても︑t旨をよく認識した要望もあるが︑主たる関係一

新（榔自動ri工神識）々ア10醐コっ17醐

気とい論⑳丁肋鎌鷺鰹叶

（1部3円）

［

一人選せねぼならない︒1．一者は医師であるから︑医師⁝

各排気いで色分けしてある

ることを有難く存じます︒
何れ市民の期待に添って︑

（例〉第1図（有効標識）

災難にそなえるため︑

からその人の資力に応じて
@藷の驚蝦灘綴繍騨螺

資金を出し合い︑

金によって︑清して購書する本楕的礁にかか皇

︐

印刷所安藤印刷所

月一﹇から実施するに当㎜二名にしたい考えである︒︸

市上ハら聾

（例）第2図（無効標臓）

そしてこの席の巾議会

当市は実施がおくれていた㎜九日から．一

y

2−171

した︒

市長室広報係

編集人

この制度は︑市民のため で︑いよいよ十月一日実施 れ︑最初に目木︵利︶委員一実施についての周知徹底一
によいこ・﹂だと考えられ室と決定したものでゆ︒
長から︑委員会の中間報告は実施することを議会で議
がら︑財政その他のことで︸ 市議会臨時会は︑ 八月ト
が行われました︒その大要︸決してから︑市民へこのこ・

ものです︒しかし告の国民一間の会期てひらがれ﹄・し
一
健康保険と現在のそれは︑ た︒
制度のユに相当に違ってき
この臨時畿会てのγな講
ており︑巾としても運営し窒は︑H向巾囚民上司保険︑
やすくなっています︒
条例胡冗に関ヶうもので︑

そこで当市では︑咋年契これらのハ護察について

7

ぞ

ダ慰

一

）

1ミ1：1はつ鳶：税
羅隔離

七い一
月てに

囓モP瀞●
D・

●藷．

白色
50（℃童て

できるしくみが国民健康保

（8月末日現在）

後任助役は近く決定する

0 0

険制度です︒

発行人士瘤講

すが︑引続いた千丁のた 病気は貧乏の根源であり︑
め︑この伏流水が澗渇して 貧乏は市民生活の脅威であ
十分の機能を発揮しなかっ ります︒皆様と協力して巾
たのであります︒美々津の 民生活を脅かすものの根源
簡易水道といい︑上水道と を家ぎたいと思います︒保
巾民の皆様︑干害の克服 いい今回の撃魑は大きな試 険税の最高額を納める撃力
には︑お圧に骨が折れまし 錬でありました︒需要者の にも市民生活が健ぐ化する
ことによって︑窮極に於て
た︒それも八月二十ご︑︑四 方々に深くお詫びすると共
日の︑雨で︑卜うじて急場が に今後こうした不便を二度 は︑決して高い御負担では
石凌げ︑ お盆だけは落謡い
て︑お先祖様のお祀りがで
︐︑くノ〜 ︐︐︐︑ ︸︑ご︐く︐︐ら9︑．︐．9︑く ．︑︐． ︑
︵
きましたのは幸いでした︒
まだまだ由は欲しいですけ
れど︑どうやら早出も峠を
越した気持てあります︒
干害の余波として︑九月 とおかけしないよう万全の ないと思います︒
去る六月中旬︑松木前助
一日の前後に上水道の断水 施設をすることをお約乗申
があり︑需要汽の方々に大 ヒげます︒
役が県議選挙に出馬当選致
変な御迷惑をかけました︒
八月の議会で国民健康保 しまして今季まで︑市助役
が欠員になっており︑市民
ことの起りは︑耳川分水の 険を行うことが議決され︑
風災害復旧−巾中︑落盤かあ 十月一日から実施されるこ の力々に御不便をかけて申
とになりました︒今月一ば 訳なく存じておbます︒後
い賂象賞伝中であります 任助役の問題につき︑市民
が︑市民の方々の心からの の方々から色々御助君を賜
抑協力を翌翌いたし濡す︒ り︑また御心配下きってい

月の市議会で︑市艮は岡民・は︑全員た員八へをひらいて
健康保険を来照度には実施審護しました︒
したい意向を表明し︑ト一 巾民の皆様に直媛的な利
月には実施するか︑しない害関係のある問題てありま
かの市民の意見をきくた すので︑議会でも真剣な意
め︑調査票によって各家庭見が出て︑慎電に審畿か行
に調査を行ったことは︑杓われました︒
ボ

襯

5多

鰐

b

︐麟

し

齢沖冗

｝

向

日

獅所晶羅所

轟杁つたためですが︑実はこう
した不時の災害に備えて︑
予備水源永田の伏流水に求
︷め︑準備はしてあっためで
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運動は二十日から始まる

㈱学校︑病院などの附近で
は特に注滴すること︒
◎臼転車で通行する人は

◎拡声放送

映画館その他の拡声放必
は胴囲に迷惑をかけること・

一
ω道銘の方側を一列になつ が多いので︑つとめて爵粛
て通り無用な追い抜きは ︸ること︒
◎︶ンオ︑蓄細日器︑楽器横
しないこと︒
の迷惑にならぬよう気をっ

炎の音や歌声など︑近所

︷

一け︑殊に早朝や夜十時以後
には背をごく小さくすろご
と︒

◎工場事業場などの機歯

音醸ゴ場で起

向トと11碍意慾冷高めるた

に行われ富

N

ま

﹃赤い羽根﹄共

毎年行われる

欝鐸

根す書写才識

家庭菜園

は品稜が改良され︑周年熱
培ができるようになりま︐
た︒栄養価の多い野菜を・
んだんに食べ︑鶏の卵が剃

品種一

挿期

・

うじょう9月下旬

ウスイー0月20日

輩鑑

玉ネギ 愛知白ザ月上佃

種類

ますから︑販売用は勿論︵
こと︑家庭菜園もうんと捷
り常に栄養価の多い野菜弘
食べましよう︒

ける野菜は次のものであム

今から種をまき︑植え︵

す︒

分食べられ︑養魚によ0胡
でれます︒共同募
増
菜ばかり繰 魚肉を上手に︑山羊乳な駄
墨金は︑国の保護 一
︸返して食べたり︑又ある三
ら をうけている人一は三富にあるが・ない時は を水の如く飲める日常生協
でしたら︑どんなに楽しh
でしょうか︒それは農家︵
みができる再びだと思い由

ています︒

リ

繍W思懸鎌継魏嘉繊

きます︒

よろしくお願いいたしてお

農村電酷できる

一市内各学校の日割ー

運動会のシーズン

期であります︒ことに近頃一切です︒

食へるように訓画栽培しま⁝せ下さい︒要は杓さんが幽
しよう︒
︸庭菜園やその他の菜園冷
秋は野菜の作付の多い時一画的に栽培されることがゐ

赤て人参︑南瓜といった特が高く売って高価なもの︷
に色の濃い野菜か栄養価が二例にすきませんので︑訟
高いと云われますので︑こ皿培についての質問は農抽
れらの野菜を計画的に年中﹁課︑改良善口話等にお問く

有色野菜とは青色の濃い︸ この外に︑色々な野菜
ピマン︑・ホゥレン草︑算︒皿ありますが︑食べて栄養岬

踊愚鷲必要蕩る面ん普通早早杯

航講晦影誘の中で馨の濃い崇

@厭肇
効下甑窺藤旙助灘西砂蔀練服制処
にんじん顧分響朋翻

次か富高分会︑日知屋三郷質︑骨や歯を丈夫にする無に
分会という順になってお機物︑これらの働きを助け︸

葬璽

一

んから寄附をあ
鵜培をたてることが必要で
おくものです︒
一あります︒健康な休は栄養
本年度の目標額や各地区劇
からと云われていますが︑
当は︑近く協議会が開かれ
作物に窄素︑燐酸︑加里が
て︑きめられることになつ
．必要であるように︑私共の

うために︑皆さ一

翠かんが出てミ濯
崩拍融嫉姫が
桜鱒難癖

雑談ぶ照赫いっ黎錨

10月からです

日⁝ノ㌔o㌧置＝●8葛・o㌔9・鴨響〜︽・o㌔︐㌧ノ・・9㌔ノ㌔．㌧9●︑・㌧8亀

㈲車の・父通のはけしい道路

は降りて横断する方が安
全てある︒
◎歩いていく人も

右側通行をよく守り︑道
路を横断す一・3ときは︑方右

出すところは︑隣り近所切

ム
ア

難難累霧蔽纂 灘 聴 し 離
論襲撃る稗ひ霜勲 ㌔ 網 講 顯

自動穿や原動機付自転車議会を設けて︑運動を進め 一に防ぎ︑無用な警笛はや
の
めること︒
㈲あいさつ︑到着の知らせ
頃の街は非常に騒音が多市︑日向町察署︑日向商工 や前の車をせかせたりす
るための警箔はやめるこ
レ﹂︒
協議会︑市曽庫団連絡協議﹁の追越︑横断︑道路曲り角
◎沿通の家庭でも

の安全を確かめてから必ら
ず横断線を渡ること︒

繕監駈焦留縢

の裳．瓢

ｹ路に通行の妨げとなる
物る出したり︑勝丁な使
ためにも防音装麗や露盤
用はやめること︒
㈲道路トで︑f供か遊ばせ 矯の工夫も必要である﹁
ないレうにすること︒

水産祭

本県トては硲巾が八月一旨をよく認識して・騒がし両島印商泳纂は︑ 九

テル手さんら九人でした。

このため当巾でも市民生活

に静かさを失い︑いろいろ⁝会となっており︑推進速努など雑踏の場所では徐行
な面で障害を勺えていま一協議会は市︑市議会︑︐口渇
一すること︒
す︒事務や伯業能累にも低四則署︑交通安全協会︑運⇔発進または後退の時は︑
ドの影響をりえ︑事故を起転茜部会︑防犯組合︑商店一一度︸取して安全冷確か

商

す原因ともなり︑児暇珪徒・会︑官父窩峙営業所︑興業⁝ めるようにして︑警笛布
の勉学にも内︑支えがあるな⁝者代表・有線放送・市政記一 むやみに鳴らさないこ
どの開題がありまダ︒
名2ノツなどで組織される・ と︒
必要以iにならす父通機関ことになっております︒
の警笛の菖︑各映画飾の館一 この運動は・市風お万が冒

︐9月27●28日ひらく

篭お一し、、掃奇rll参りカ、し、題

を贈ることになっていま

外拡．炭送︑各魏警伝﹁覚畠して・露に迷曝
カーの拡︐ 1 1 放 送 や 一 フ ノ オのをかけないで県民生活を住︸

としよりの日（9日15〔）
リλカ〉ら杖（！）え）

も行って︑4κ加一円術の

無糖福蝶0離難解纏轍働鞭想

下3班に分れて、市内17名
の90才以トの高令の方々を

りまげ人︒みんながこの主一 昨僻にひきつづいて第ご

は︑九月二Ψ
六・七・八百
の三日間︑窟
高市街地・愚

聴とんでもない、山の温泉へ、しばらく湯治につれてい

す。

Q
鰹

とし新しく90ナになられた
3名の朗々には巾から盃（さ

臨器鱗輸謎

母親たちで、僻問250日以上働らき、1日平均賃金140円以」．

り
騒書の発生するもとに一ました︒
なるものを自粛するこ一日向巾主催︑日向蘭﹂会

駆詰滋1∵で1上露∴［L幽

、

い︐丈ず︒

『としよりの口』は9月

脚騒擁す論無肺野脂

15日ですが、当日は市長以

■脚●●圏匿■働鱒囎■●●●■●■O隔齢9餉＝O■●●●O＝●●●鴨＝●囎騨O＝纏＝＝＝・尊＝●●脚＝＝・＝＝■＝腎・＝．：＝．：

の能率をあげ、年間所得4万円を超した人々に対し、その努力
精進が表彰されたものです。
衷彰された人は、井上エミ子、吉野ハル、山本玉枝、福田サク
エ、黒馬マサエ、駒田イクエ、烈木マソエ、末吉マサ子、野ロ

・が大切く次のさつ離舳馨騨螺

（写真は学科試験をうけているところ）

カ〉一ずき）

一万日からこの躍動冷始め
て︑市内の騒昌防庄に鞘当

傷
訪ねぐお祝いすることにな
っています。そして配念品
を差上げることになってい
ますが、巾と市社会福祁協
畿会から座ふとん、またこ

1干与lrr冨1鱗共同募金（赤い羽根）1；
共

8月22日市長公室で授産場の優良作業員の衷彰が行われまし
た。自立側傾の主旨で設けられている授産場に、働らいている

な効果をあけてい歩・rが︑

きよつとよ麹

授産場優艮作業員表彰

{した宮一附 望除7︑他の・ハ

市内て17名

◎第4位 第8分団第30部（田ノ原）
◎第5位 第4分団第4部（財光寺）
（写真は第1位となった原町消防団〉

市もん月．一日頃から捗調
を揃えし︑揮動を始めるこ

◎第2位第7分団第25部（美々津別府）237．10

とを申し合わせており束

◎第1位第2分目第5部（原町）碍点237．35（250ズベ満点）

契とが挙るbれてい離華商縫

から、市役所前広場で行われました。
審査の紬果は次のとおりでした。

す︒

市役所職員採用試験

向

6

90才以上のおとしよりは

申
めに行われるものてす︒
す︒
本谷と秋留に二カ所
会場はω蘭一部︑げ水曜
行弔の肚岡
電
語がなくて不便をかこっ
部︑①徊光画の 部に分け
は︑旧鐸会
ている農村に︑こんとニカ
市内は勿論のこと県内侮禿
区艮など需
所礪話が架設されました︒
ロ⁝の出 ⁝月潟もわ﹂われナ冒す畿中で︑まだ確定的なもの
その一は︑本谷︑西川内地
区に設けられたものて︑本
いろいろ皆様のごな考に はできていないようで憲
・谷の河野暇笑さん︵二目︶乃
なることも︑多くあると思 こ・﹂しは商店衡も一般集
日向局九四六番
われますし︑展小品の即売︸景気で︑墨引弄算に藤島間 海上自衛隊音楽隊一音楽隊が行進演志し︑夜は
ド
十五藍田にくる︐南講党で演夷会︑二↑八日 その二は︑平岩秋留地区に
は一般市価より安いと慰わ題かあるようてすが︑丞量
設けられ︑秋留部落人口に
海上自衛隊驚備艇LS二は杯間仮設舞台で演炎︑巾
れますのて︑ご家族お揃い 気を吹き飛ばすにぎやかき
ある黒木義蒔さん︵商店︶
でおいでくださろようお待が期待されています︒
隻は︑九月二十六n細島港民の皆さんに公開すること
方︒
に入港し︑二十七日衡頭を．になっておbます︒
㎝
日向局九四七番
ちします︒

日向市消防団の可搬動力ポンプ操法大会は、9月1「凹前9時

当市ては︑九月一．卜日から

♂

0り

●。

運動冷実施する弓場で︑十 ◎自動車や原動機付自転車示して︑認識をひろめると
ともに︑業界の振興育成を
一日に発起人会を開き運動 を遍転ずる人は
ロ
︷はかり︑また展︑示物の即売
実施擢遼本部と置引巡絡協Fω決意と徐行で危険を未然

児舐生徒が楽しみにして っております︒

の博すゆら︑

嚢照門

を回しておかえし下さい︒
申すまでもなく受診証は︑
皆さんが病気や負傷の時勢
付を受けるために大事な菰

・

一いる運動会が近づきまし

市内の各学校の予定をお

た︒

十月四巳︵土︶

﹇知らせしましよう︒

㎜○日知屋小学校

十月五日︵日︶
ロ
○塩見小学校 ○財光寺小

一 十月十﹂日︵土︶

一学校 ○美々津中学校
︻○岩脇申学校

○平岩小学校
十月十二日︵日︶
○美々沖小学校 ○幸脇小
学校 ○宙高小学校
九月二十八日︵日︶
○窟島高等学校

す︒

以上は確定している分で

一大体きめられている分

が被お切緒てつのきさご職・提ごすはま翻し険

1響蟹諜難壁

同義

︐

噸

（写真は表彰式で市長から記念品をうけるところ）

τ三囲即

一φ叢羅鵜申描画紫絡、済健
異羅韓国懸垂藻農替叢琴譲

26−28日の3日間

幽
消防団の操法大会行わる

㌻

麓法難

十五夜祭

照犠躍一腰甥郷醐灘鰍欝磯綱

Ψハ

頓︐

置

ξ

幽

第2分団第7部（亀崎）235．55
◎第3位

！

窟

ト

β
む乳

ヒ

、
O

穫
働
轟
ヒ

弧 〜
む

湿
ゴ融2
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臼

・轟〜

、

工

市役所要員資格認定試験（男子のみ）は、8月15口市講栄で行
われました。受験者64名、国財、作文、数学の学科試験（問題
は高校・一バニ年秤度）を行いましたが、成績は一般によくな
く、その中一定の得点者24名が第2次試験（而接）を22日にう
けました。
でれは資格認定であって、合格者といえどもすく採用とはなら
ないもので、今後身元調査も行い、補充の必要の都度採用する
ことになっています。
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