、

向

力
な
ん

区

各

ゐ

し

﹁

ロ

も

︑︒薄

一

りし

響

嘲

谷の九地区です︒
りました︒

曙︑切島山両区はすでに終

防沈射︑接秤は無料にな

悶鉄の方と話し合って解
決するようにしましよう
︻問︼農薬をまく期間に而

が降った場合︑その期間
を延ばすことができるか
円︑計画変更による声声額

︻磐︼近い将来にそういう
ことにしたいと考えてい
ます︒だがいまの段階て
はらよっとむつかしいよ
うですれ︒

とりあえず︑今秋行なう
料で．行ない目す︒

小学生の寄生虫検査一1無

高いのがーー崎︑妊岡︑目

︻問︼保除税卒が井常に凸
いようだが
︻答︼県ト八巾の例で．番

トギが︑目向巾は

ぱΨ均．一︑r．．白円冷一廻

南︑などマ弓︒この 南
つてい・
す︒

上一r九詳知となっていま

また保険税の最低額む八
市の中で一幕低くなって
いますし︑一人あたり課
税額六百二卜八円も︑決
して高くありません︒
これからもまだ減らされ
るだけ減らして行くゐ鉛
です︒

︻問︼納税紐合の麦彰ぱあ

るようですが︑個人表彰
はしないか︑特に成績の
よくない組合の中の個人
で︑成績が男臼によい人
は組合が面恥きれなけれ

ば︑ばからしいようだ︒

︻答︼個人表彰は行ないま
す︒ただそういった個人
の発見には組合長さんか
ら協力していただくとよ
いのですが︒

︻問︼岩脇農協について赤
字が多いようですか︒
︻州︑口︼もっとも恥配してい

︐

公算が大きいようです︒ した︒
しかし将来は尽非ほしい 主な意見は次の通りです︒
ものでム︐後も研究を続け ︻問︼宮騎市は保険料︑そ

成します︒

るつもりです︒
の他の市は保険証といっ
︻問︼市民税︑悶定資産税
ているがどう違うのか︒
がある上にこんどは保険 ︻答︼保険料は二無間︑保
税玄であるので馴しいが
険税は五年間で時効が完
︻答︼保険税はいまから補

助があるみこみです︒
そのほか本質的な差異は
九州の保険市会で補助金
ありません︒以前から保
を増加させるよう働きか
険料で行なってきたとこ
けますし︑皆保険になれ
うが保険料としているよ
ば人大都市なども実施す
うですね︒
ることになりますので補 ︻問︼財光寺二三の道路を
助金か必然的に増加し︑●舗装してもらいたいと思

つ公海

︻答︼個人ということはち
よっとむずかしいのです
が︑余裕があればお役に
立てたいと思います︒
︻問︼醍作物が不作の場合
で︑共済組合の証明がも
らえないものに対する課
税額は十分考えて欲しい
︻答︼そうします︒憎憎の
適当な時期をみて実行組
合畏さんたちから立ち合
つていただき︑その調査
を行ないたいと思い烹す
︻問︼用水の配分がうまく
行っていないところの水
新地益税は何とかならな
いものでしょうか︒
︻答︼その都度︑中し出て
いただければ臥処いたし

ます︒

なお以下保険税や市民税︑

固定資産税などについてい
ろいろと意見がでてい離し

た︒︵写真は切島山地区で︶

ノ

●

内
開
で
肌合

と

郎︵幸脇東︶︑遠疎寅偏

玉重男︵符野中第一組︶
ほか十八人
︻組合畏外功労者︼
黒不寿︵西川内︶︑浦依・

〃明るい巾政は完納から

からいろいろとこ協力をい
ただいてかなりの徴税成績

た︒

なお︑納税一合の納税

︵山下︶︑成合利助︵惣
日吉醤平︵上町二︶

と︑時6一度も巾民の皆さん

をトけろことがてきまし

市ては︑さるヒ月﹂−六日皆

績は41常に﹂くなって

さんの労に報いるため︑一一．

ます︒例えば︑時年膠
巾税徴収率は巾全体で
八−ニパーセントです
納税組合だけの徴収率
約九十κパーセントを

一．︒年度の優艮納税貯蓄紐
合の表彰を行ないました︒
この日︑晴れの表彰を受け
た組合は次の通りてす︒

えています︒

︻市税完納組合︼

カソコ内は組合長名

4︒

いところでは︑ぜひお竹
になってください︒

納税組合を竹って納税
れますと︑個人で納税き
るより納めや寸く︑いう
ろと特典がありますので
まだ組合を作っていられ

となっていま

の九i九・ごパーセン

次が新町地区︵一三組ム

の九十九・四パーセン

ろが山郷地区︵十一組ム

大字別の組合納税成紙
見ますと︑一幕よいと

目納期内完納11

古田道治︵中央第一組︶

ゴロ岡厚︵上町二区第七組︶

しめなわをはりめぐらして長︑兼藤商議所会頭などの 南町第三組︵細沢貞次︶︑
いました︒
顔がみえ︑なごやかなふん 山下第三組︵松木金助︑︑
遠見第一組︵川野下鶴子︶
ほか万↑六組
︻優良納税貯蓄組合畏︼
池田敏行︵南町第四組︶

の境内は︑おそくまでお獲た︒真暗な空を万色に彩る
りに来る細島町の託言︑善打ちヒげ化火や︑海面近く
女でごったがえし︑その神満艦飾の船を浮かべたよう
楽太鼓は夜どおし快い輝きな仕かけ花火に︑港の六甲
を伝えました︒
をうめた数Tの観衆は息を

祭礼の中心となる八坂神社花火大会が行なわれまし 森栄逸︵玲場之七組︶︑児

十九日夜︑同母まつりのシ 囲気のうちにプログラムが
ンボルともいえる東西の言置みました︒
その他の消費的訓費＾九十 鼓台が︑威勢のいいむこう細島でははしめて見る公開
︑．力八丁円の増︵災巾目融資 ハチマキの若い衆に持ち三七斤だけに聞きにきた人は
げられて︑まず姿を現わしめずらしそうでした︒
ました︒
夜は細局港で二時聞以上も

す︒

てみますと︑三一四瓶が

ちが集って開港十周年の祝 〃製材熟眠コンクール な
賀式典と盛大な祝賀慶を開どが行なわれ︑市内だけで
きました︒
なく︑近隣の市町村から押
その間に細島小学校生徒たしかけた観客のかっきいを
らによる旗行則︑みこしの受けました︒

そこで訓画分旧制による才 狸ニレ日は午前卜時から細 のみました︒
出細と手入額をみますと︑
島小学校の校舎に︑細工港明けて二十一日︑祭礼乱言
万i 乃︑．丁円の烈字とな 関係冨庁や脱却︑商ユ．会畿と開港1︒周年記念行躯の馬
h・レでよ︒
所をはじめ︑市良︑市会畿終日には︑ここの祭の圧巻
また一画変転後における再 員や︑庁内各官庁の代表ともいうべき〃海を渡るみ
建債の償還額だけとり出し 者︑近隣市町村の代炎茜た こし 〃カソオつり実演
千九ト四万五丁円︒一二十五
年峨が丁四1．聾万八丁円で
完済となっています︒

11年度朱完納n

ましたので︑細島港一帯は集った数十人の〃のど自 本谷第万班戸鈴木求︶︑広
いまだかってなかったほど慢 の碧い人たちが︑次々 見君崎上︵竹内政行︶︑高
のにぎわいぶりでした︒
にその〃のど を竸いまし 見橋通第八組︵駒田正規︶
平炉の家々は軒なみにずらた︒
ほか石ヨ四組合
りと〃ご神灯 をかかげ︑ また審査員席には藤井聾

氾念日を中・いに︑祝賀行弔ら細島小学校班で行なわれ
がくり広げられました︒
た︑ラノオ宮崎公開録w口
この日はちょうど細島溢恒 ﹁一人勝抜き臥合戦﹂でし
例の夏まつりク祇閑︵ぎおた︒
ん︶さん の当日でもありこの歌合戦には︑市内から

開港に指定きれて︑ちょうげられましたが︑何といつ
ど一脅口になります︒
ても︑当日もつとも人気の
それで︑七11一．卜日の海のあった器組は︑午後八時か

六月号で一度お知らせした渡御︑巡視船の見学航海な
kうに︑ことしは細島港がど︑いろんな行車がくり広

したがって保険税もいま
いますが．．
ろ問願でよ︐巾と農協と
よりもっと低くなるみこ ︻答︸人家が密集している
ほ申の両輪のLうなもの
みです︒
ところがら先にやつてい
ですがら︑何とかして盛
りたでたいヒ思います︒
︻切島山地区︼
ますので︑財光寺はもう
二﹇午後九時から同区区
少しあとになるのではな
︻問︼鎌止の野望巾場を作
ったらキ︐でしょう︒
長︑徳永正美さん宅で︒
いでしょうか︒
[ゲト︼いろいろ研究しまし 市役所からの出席者は︑藤 ︻問︼市か近く買い入れる
たが現呑のところ︑人件 井41長をはしめ︑保険︑市
というブルトーサーは個
民︑税務︑字林の四課長で
人にもかせますか︒
費︑その他て亦7／になる

にともム．う増︑一1給によう

︑．．汽 卜茄黒し丁円の増と 利〜補給金︑および新農山
漁村補助金などの増︑商工
なっています︒
現右の訓画と説画歴史後に 会識所および漁協育成費の
おけろ﹂出納増の内わけ 増︑口向納院および富島高
は︑人桝費﹁二巴二卜八二 校建没費負損金の増など︶
円増戸消防胃設置︑市中保 投資的一罪r円月︑公債費
育所りtひ幽中分校舎新設 増減なし︑となっていま

費補助金の増︑擁活保護 決算見込みのナ出額と討顧
費︑保育所設置費の増な 変異に・﹁hろ呼出 韻のrハがT

百刀円︑一画変更による才

出額が︑．濡濡丁二西四十一

など︶

S一．一年吸決算見込狛の才 増︑わ﹂ぴ暫冗手当追浜糾
入れによる増︑減改肖にし
出額は4．姫＝r几＾一一力
∫﹁円で︑一画変更一度 る期急潮当の増︑特別職お
齊l一1肢︶の現＾一画 ヒび．般嘔員の退恥にrる
退職f当の増︑介岡ならび
に士る翫イ申阿額が一．宿匹一r六
に地乃選挙による報酬の増

︻才出︼

円︑したがって現在の二型 ど︶︑県支出金が．一百九i
と討画変更による︸人額で 二乃六下円の増︵災害耕地
はイ芸西八章六万一．一F円の 復旧弔業補助金の増︑伝染
増となり︑三十三年度の決 病ア防補助金の増︑法改正
算見込額の才入額と早智変 による児章生徒など結核f
更彗胚の変更計画による才 寿言補助金の増なと︶その
入緬では﹁三百万十三万四 他となっています︒

．億万r二百九↓一．．万三T

めていれば︑いろんな．r

残りの各地区も適当な日
時を選んで行なう予定です
すでに行なわれた曙︑切島
山両区の市政惣談会から︑
そのありさまの主な部分を
らないか︒

︻答︼何日も何日も延期す
ることは他との釣り合い
上できませんが︑そんな
場合は南山林課に相淡し
ていただけば善処します
︻問︼国民健康保険料冷納

女20．741人（一一10）

わ知ら せ し て ︑ 八 − 後 開 か れ
よう︒

る地区のご参考に供しまし
︻曙地区︼

七月十五日︑午後一時から
曙公民館
市役所からの出席者は︑藤
井巾艮︑柏田議長︑保険︑
税務︑農林︑市民の各課長
暫育委員会学校教育係長の
ヒ人でした︒
．
質疑応答の主な意見を次に
ひろってみましよう︒

︻問︼国班から岡地区に入
る線の鉄道︵日盟本線︶

ふみきりは︑急坂なので
カーブにしてほしいが
︻答︼なるほど︑あそこは

一 π︑！⁝〜f1

く南民の智・㌧んの−戸を破目

t・11気一U不甲国ナム

一

︐ ノリす7︵

をこで巾役所でも︑三井町
秘誇八ノ布開くこ許になしま

じ

わけにはいきませんが︑

不便であり︑危険ですね
鉄道などで早急にという

亨弓︒

発・・喝鶴購

長の発築で各区ぞとに市政
した︒

㌧たいと申込まれた地区は

現呑ヰて︑巾改墾談会4︐．開

ゴ

ヱち
へ
セ
ロ
へ
曙︑
U翫
口さヘ ︶々
溢ド﹁
〜ノi
神巫4−D尺︑ド駄町︑更々

血目ノ原︑籾本︑苧脇︑本

財政再建計画変更など提出

1こんとの議会て一

…
ともなう僧ぱど︶

▽送 先・・ 市民課
▽発裏… lb広報9月弓紙ヒ

（8月1日現rε）

万円となっており︑したが 物福二頁一．． 目一 ハ．r刀円楢州 ︵は口
って現在計両と訓画変更に 車の改修による増︑選挙那
務費および市施設の設置に

「そ等3名主伯10名

二℃2名

一等1名

8月31日

▽締切

3140．862人（一33）

一二十﹃︸F

特賞（巾艮τD一名賞躯ことft金三TF］

男20．121人（一23）

∴齊l一り身D憩︑

内

印刷所 安藤日】刷所
（1部3円）
よる才出額の鍔額が千六︑石

る。

市民課広報係
三災人

た曳三ζよる陰山髪畦

▽賞状及び賞品

臨時市畿会は今月卜旬に召 あり︑各種補助肇業もほぼ
掃冗しましたのて︑第κ回
こんどの鵠会には；一四砲 ︹の再狸訓画獲史を行なう
ことになったものです︒

鱈騨︑

なもの。
▽応募原稿
四7rl字品原稿用紙10枚以

集きれろ予定てす︑

度の肉づけ︑P算案︑財政詩

︐︸レ﹁﹂百鴎一齢塁一一一巳﹁隔︑腎コ階﹂

④その他市民の納税意欲を高めるよう

発行所臼窟】幣据所
画変史案︑西中建設︑財光 これはこんど開かれる護憲 r円の増となります︒
の低認を得たのちほ式に自 瑚為の訓画︵請両変転41
馬小給食間鵬などの確窒が
陽︶と︑請画題更に﹂る︸
一理されるrとになってい 治hへ程出ザるものでよ︒
さ・だ回〆ムの爪認塙得たも 入ノ額の内わけは︑巾税が
窪す︒
のてはありぞせんが︑次に 七白馬↑斤乃一r円の増
中でも財政再硬一画による
︵市民税徴敗率引上げによ
簡単にその変史の内容冷説
再建債は．．レハ弩陽・・︑で巾
る増︑固定資産税の課税標
で 汝 払 わ な け れ は た ら な い 明しましヒう︐
準額の増と徹税率引上けに
︻三人︼
ものですが︑これもどうに
．f一書肢の決算見込額の よる増など︶国庫支出金が
か来年で冗済してしコいう︑
宵六十五万五千円の増︵過
︸人額田億一．一T九白一ご↓九
す︒
年度災害復旧耶業補助金の
：●︾

①私はこうして税金を完納した。
②こうしたら滞納する人はいなくなる。
③私が市長ならこうして滞納を一掃す

市政懇談会
万九可円︑現41の計画によ

撃︾薗彫をhL

▽論文題

で

それに今彗は︑消防碧の設
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1 1

日向市民

開録音

に
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▽応募資格

巷10周年行事・

㌘細島

み ご

懸賞論交募集

めた

人気あ
の

【デ
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で
の
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臼

「

胃
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︵

町民年金制度のあらまし

つまり︑かけ金を卜しいた

㎝

︸

いて凶r官寺が加えら7
れま中︒

ω寡等号
糺婚しでト勾たった女皿

︸
⁝

﹁

て︑い多目本曇内で施行

いるときは︑その爾中︑

全額の交給を止められま
す︒また︑この年金を受
けることのできる人が︑

たときは︑そのチ供一人

その額の支給が止められ．

その配偶昔が六千円をこ︸
﹁
える額の口話の年金を二一

から六r円を引いた額︑

けることができるときは・
その期間︑三法の年金額

す︒

配偶名に所得税を納める
ような直入があるとき︑

ことのできる人を扶養し

またはその向金を受ける

@一

l1101101曹51 臨雄60畳巳O1810臨●
鯛
・

ハ0

㎜

肢の父づ一3と川︵号

7

8

級

9

﹁

一

ぎじコ ヨヨるつ ドぜ

一

し

き

ビリ

とのできる配偶者に

の一部について支給が止配
・⁝偶者日か山ハ︸一田口をこ

また各法律の年金額︵そ︸て

隣裏藁蓑麹㎜無二鍮榔

族︑兄弟︑ご．親等以

の額︶が一万八千円に満
るときは︑その期間
たない時は︑その乞額が
八千円のうら︑それ
受けられます︒
法律による年金額か
またこの年金を受けるこ
千円を除いた額︵そ
とのできる人が︑その傷︸ が六千円をこえると
病について災害補償を受・ 六千円︶に相当歩る
けることができるときは一 について女給が止め
障害福引年金は六年間︑⁝ ます︒
全額の支給が止められま．配偶者に所得税を納
す︒
ような収入があると
監獄︑労役場︑そのほか一 または︑葎金をうけ
このような所に入れられ︸ とができろ人の︑直

ているときおよび少年院一

などに入れられてい㌃と 親族など︑その人を
きは︑その期問︑年金の︸ しなければならない

である場合に︑ふつ・

篇箋齢︵魅蝉鰍欲難砒稲

↓二月曽．十周日に︑その一

くらしを立ててやって竺めなければならない
た中学生以下の︑勾金を一税額として定めらh

一人について一三五r円一

年の四月まで受給が
られます︒

は︑その軒のあ月か・

受けることのできる了供﹁ ︵昭和三十三年分︑
または︑その配偶者の子一 三千六百円︶以上の
供があるときは︑その子・ 税を課せられている

を加えた額︶をこえる牧
人があったときは︑その

三十四年十一月一目に二

以上︑六十才未満で

一日以前に夫が死亡塾
その死亡した日に一∵

↑錠誕認硬膏翻

死亡当時︑夫によって生
活していた子供でなけれ
ばなりません︶
さらに︑ことし十一月一
日に女が再婚していると
き︑または夫の死亡後︑
直系姻族以外の人の養子
となっているとき︑また
了供のすべてが︑婚姻し
ているか︑または凄以外
の人の養子となっている
ときは支給されません︒

ω昭和ご．十四年十一月一口

この場合も凄と子は七
死亡したとき︑夫にレ
て生活していなけれ庫
らず︑子は夫︑また脾
の子であって中学校窟
前でなければなりま壮
またいずれの場合にれ
︵三面下段に紙〜

給されます︒

夫の死亡当時夫によハ
十才以上であり︑中学校
生活していた申学校押
卒業以前の子供の生活を
筋の子供と一緒にく・
立てている人に支給され
ていた人に支給され一
ます︒ ︵夫と死別した当
見拠出制年金のはじまワ
一 時︑夫によって生活して
昭和三十六年四月一口
後に夫が死亡した場A
あって︑凄が同日に︸
才をこえるため︑被凧
者とされず︑拠出制︵
子年金が支給されなh
きに︑母子禍祉年金沢

﹁ω夫と死別した妻が︑昭和

⁝母子福祉年金⁝

騨Il巳−lI1161981昌量680101墨lIIε
ω陣害椙醐臼金左つけるこ
藺
扁
とかできり人についての
各法律により勾金を受け
一
嚇
﹁91111061量1858一書一巳19111塵1・9
ることができるときは︑
その期閥︑障宮袖韻年金 この勾金を受けることので
以後︑咽⁝和冑．十六年︐
の全部の受給が止められ きる人は次の通りです．

障害仙副11金についても女

れなくなり・丈す︒

けられます︒

灘辮獣﹇購灘縮
⁝障害福祉年金 @ ﹁

一

にヒ十オ以hになった人一
または早川制の障害年金一
または被保険茜であった一
人に対する障害歪計年金︐
を受けることができる人−

を受けることのできる期
問になっている人︑負傷
上気なと障害を受けた則

る年金を受ける人︑また皿
は老令もしくは退職にも﹁
とついて支給される年金﹁

どにもとづいて文民きれ

︵初診日に各法律の年金
制による老令もしくは退一
職︑または負傷︑病気な一

に支給されます︒

の負傷︑病気になった人

I11−llIllI1811811ーー6−1〇
一重■

︵傷害の程慢︑別衣参照︶

に相当する程慶の三共︑
病気などの状態にある人
には︑ことしの十一月か
ら支給されます︒

一．一点四臼十一月一日以後

この障害柑耐臼金の韻は一

は除かれます︒︶

前に初診目のあった傷柄

そして︑ζの年金は︑受け
ることのできる人が死亡し
た場合のほか︑そω人が口

簿籔舘鑑難罐凝㍗
卜一月二日後に一級に相
当する程肢の不寝︑柄気
になった人に交給されま

本国民でなくなったとき︑

．万八r円です︒

一
老令福制年金を受けるこ

す︵初診日に．．三才未満

は次の﹂︶な場合です︒

給布﹂めたり︑制限したリ
ザるこ﹂んあります︒それ

によって︑昭和．．．卜四有

とのできる人の41金額が

の人︑または各払律の年
金を受けられる人︑もし
くは︑それらの法律の勾
金による邑令︑もしくは
退職︑不共︑柄気などに
もとづいて交結される臼
金を受けられる人︑よた
は呂令︑もしくは退職に

えるときは六﹁円︶だけ一

止めら坦ることになりま一
．

もとづいて々︑給される臼

日本国内にG肋をもたなく
なったとき︑また一級に相
当する程臓の負傷︑志気が
なくなったときには支給さ

そのくらしを立てCいる

なければならない人て︑

については︑扶養親族五一

ω側⁝和一︑．一﹂ハハ舛川

虫チ9

たたし︑それらの法律の

五二・才をこえ︑その口以

月一日に

人︵4酒績持茜︶の牧人
人をもつている牛活維持一
者が給与収入冗−万円で
ある場合に・ふつう納め

なければならない所得税

額として定められた拙

れます︶

金を受けることのできる
旧聞にある人︑または不
具︑晒気になった日にピ
ト才以しの人なとは除か

︵引いた額が六千円をこ

昭和一一ト・﹂ハ御四月一日以

⑧年金を受けることができ
ω昭和三十四年十一月一日
る人の配偶者について︑︸ 前に初診日︵はじめて医
師の診断をうけた日︶の
あった傷病︑または昭和

ます︒

にニト寸以﹂︵昭和十四
年一一月一B以前に生ま
れた人︶であって︑一級

る以而の子供を育ててい一ω昭和三＋四勾−・万石

前の年の聞中に十三力円
が︑老令年金を受けるの・
︵その人が前年のト日月﹂この年金を受けることので
一 に必要なかけ金を納めて
いた夫と死に別れた時︑ 壬・に中学馨葉驚穐協時期は次のと

︸ 六一才から六十が歩まて
支給されます︒
一
年金の額は夫が受けるは﹂

期間により一．力積四百

について一力五﹁円を加

に特別r久給されろ有／7を

κqも納めることができその一つな・︑ご訳補てない 人の死しにヒつL目一田弼ω受給柘者︵41令を受ける
ないような人には︑突際 の制度てあり気9︒
となったと㌧︑︑をれら山人
ことのできろ人︶につい
に納めた期閥が一．有闘以

一て︑かけ金を黒人しなめに納めりことのてきな紆過的卵拠出有／レ←いい−・ されているいろんな法律

あったときは・その年虹
五月か・翌年の四月・型

えた額︶をこえる牧人が一

でです︒

なお︑子供が．一人以Lあ︼
この拠出制年金は昭和冑．十

π年一月一日算保険者の資皿
稲ができ︑昭和＝．十六年四⁝

はいよいよ来月一口から受
けつけをはしめ︑↑一月丁

しる述／︑よしたか︑こんと

以i︑拠出制年金のあらま一

ってい・︑＾4Q

扁㌫鎗諸勢諺騨

る時は︑二番日の了供か
ら一人について四﹁八白
円が加えられま4︒

ω遺児年金

一冗期間以1のかけ倉を
納めていた二月が村田た
場合︑のこされた一八︸
人・醐の了供に支給される
もので4︐

︻実施期悶︼

円から二万五r八ぼ円ま︸ 礪つた︑のの半額で⁝

年金拙はかけ金冷納めさ

す︒

福祉年金の受付けは九月から
前号でかんたんにお知らせしました国民年金制度も︑いよいよ来月一日から受
け付けをはじめます︒それで今月は︑市民課国民年金係からさらにくわしくご
説明することにしました︒
この制度は﹁国はみなさんの生活を豊かにしなければならない﹂という憲法二
十五条の精神から生まれたもので︑老令や死亡︑病気やけがで安定した生活が
おくれない人をみんなで助け合おうという主旨のものです︒
︻制度のあらまし︼

㎜

一ならなくてもよいことにな︻ た時に支給されます︒
年金額は︑その障醤の程

あ制度竺定の愈やっています︒
に応じて二．刀四千円か
論陣韻姥難癖蛎舗磐棚馨ら四園瓜丁
あります
日︶にナでに瓦十才

が︑両手︑両足を久なつ

四月

り︑バーーハ呂になったり し て

られ ま す ︒

た程度以しのものである︸
時はこれに六r円が加え

一国奉受け・・︑ことかてきま￠

4活が呂しくなった時にそ一をこえている人は︑六卜瓦
の人に有金冷交給ずるもの 上までかけ金を納めても年
か三野となっています︒

女が一定の一問かけ金を

出制の列金についてくわし・

このかけ命は一ーナから んのて︑応被保険者となのほ子ーー金
有用額はかけ企か納めた
期間にまって日〜年令ω

くお知らびします︒

︸

口から支給をはしめる無為︸

Ψ諏か受給され虫︸︐
．一供が．人以1の時は．

十一月からもらえる年金とは

ていろ場合に受給さ21ま

納めたあと一家の働きて・

一﹃︸ヒeデP
ることから除自室すが︑た
ノ一こ
コ旨弓・
11一︸からh卜二士よで が 一 た し ム ー κ ︸ ま で の 人 は 希

溢日の．1供から一人につ

し

月に白κi円ときのられて望才れば拠出制の．口令年金
である人に死なれ︑二一︑
・塾り−
をうけつことができるよう
八才木晒の．一供を扶屯し
これ小後の仁 拠出制砲金とにな2︑いまよ︒
くらへて拠出制臼金三士と ︻年金の種類︼

にど令や屑気︑負傷による

rの佃矧臼令は︑いまずで

これ．甲帆拠出胡q金︑真たは
陥掘臼金といい︑甲︐︐9 ︑

ゆ
例として︑かけ金・廻しなく
つた時に受給するもので早算有金制渡は︑拠出制の Cいうため︑拠川重の級保こω老ムロ袖裡年金は次のよ
ても受給されるη令制男い
よ︒
向金をその基本と弓るもの 険レロにねりr・しかて㌔へい ︶な人には女給をやめ︑ま
あり←︐﹂．
貧しいためかけ制戒．一で︑無拠出制の福掴勺金は人かレ皇口︑不目︑もしくは たは交給を制限します︒

融⁝臨搬幽糊ω鱗煙ぺ脚戴

向
日

バ仙不自由呂︑人の死亡な
くもよい期間を合わせたい人に受給されり陰金を醐す︒
︵戦傷柄者戦残塁遺族等
どの状態になっている人を
ものが二一九4一をこえれ完的無拠出4一金︑昭和一︑︑一ごの佃拠出制桐団q金には 擾護法︑木出遅茜留守
はしめ︑貧しいためにかけ一 ば交給されることになつ 四年十一月一日にすてに芭名令編制一1金︑陣害編d臼
家骸援護法なと︶できめ
金を納めることがてきず︑
ています︒
令や不具︑もしくは夫の死金︑日．j佃而臼金の．つが
られている41金︵障省年
拠出制の年舎を受けること・ またかけ金あつめがはじ亡により母子世帯となってあり珪︸．つぎに つ つ 金︑遺族勾舎︑または遺
砿給与金わよぴ留守家族

ザることを不能ならしめる程協の

いる人︑または昭和．︐L﹁六説憂し季しヒ・一︐

均疾患に基く身体1牌fであって、
ずれにも畝拉しないものを除く）

まる昭和一︑一十六勾四月一

臼・診が災害︑佃償によるも

プるもののほか、これらと同不lll肢

ができない不幸な人に女給

後に初診日のあった下野
で︑一級に絹当ザる和段

られる身体障害者であっし11富生

︵昭和三卜三臼分二万．二

︐の

ちしることかできない租1之のll㌧・害

足能立もあめ弁科い
を機はるに認を内の

刻七二」，で欠くもの

丁当なと︶を受けること

@…

@

@

．こ〜rわっていることができない秤

馬繋雛饗呪編

を課ばられていりときは

d卜肢の機白ヒにいちぢ6しいll，1虻害をイ」するも

卜幹︑有各上のの各
肉の献体肢を前以盾も前

忍童∫をでJザるもの

T六自国︶以上の所得税
その年の五月から習年の

5

﹂

4・

6L肢0バへての指を欠くもの
di肢の、すへての指の機能にいちぢるしい

﹁⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ − ⁝ ﹂

たたし︑それらのいうん

窪禁誌られます・

13両」．肢の機能にいちぢるしい障、量1をイ」するも

一 口に︑一定年△−2をこえて年四月二日にκ1才をこえ

⁝老令福祉年金一
﹁Il− l I ー ー ー ー ー ー 1 1 1 ー ー I l I l ー ー I ﹂

められます︒

四月まで研金の支給が止
そのほか︑夫婦がともに
老令福顧年金のぐ額をう
両力とも三千円つつを支．

けることができるときは
給しないこととし︑残り
九F円つつを支給します
また夫か丑の一方が一州

とができるときは︑老令

福二年金を受け︑一力が
障害福祀年金を受けるこ
臼金についてたけ．一．﹁円

が女給を止められます︒

1

する年金をいいます︒

によって納める期閲を二

●

1両眼の視力の和がO，04以下のもの

脇⁝雛纏麹燦毅観瀦繊肚鶏
です︒

暴ら給付をはしめるものない人には︑・鷲の人

き冷除いて・その奇部が
亘められるときは老令延

︻国民年金を受け・人︼一編碑韓籔嘘かこの艦をフける⁝のでニゼ草てに生憂融撒正銘讐
日本に住所をもつている日一 年金額は︑かけ金を二十きる人と女給時期は次の通一 人︶がし一まになった時
本国民全部てす︒
瓦年以上おさめた人には．りです︒
﹈ は︑七i︸になったその

発鵬鶴難溜塗輻緬二輪葬ω礎韓瘍無論綱謡言鮒計棚懇懇支給は丘められ
け金を納める人︶とならな一

うなところに入れられて

ま41︶監獄や労役場の上

また・その各法の年金の
額︵その一部が止められ
ているときは・止められ

年木満納めた人には一万一 ︵明治二十二有十一月一 ま寸︒
日以前に生まれた人︶に
この41金の細は一万．下
はことしの一一月から支
円でケ︐そしてこの勺金
でとなっています︒

一．﹁円から二万八下円ま

をうけることができなく

しかし︑各種の言公庁︑公

ければなbません︒

︵明治二十一︑勾卜一月一

ていない部分の額︶が一
力一一円に満たないとき
は︑その渦たない部分に
ついては日給は止められ
まばん︵オ額が女給され
の負傷や晒気︵ハf︑月﹁

日から明治四卜四年三月﹁ なります︒

Iの
l

1山1⊥1α）距聾ノ」拡1応力＞90アノベノレ以」＿のもσノ
2

社︑団体で厚生年金や恩・＠障害年金
給されます︒
を受ける人が死亡したと
堂︑共済組合などによる年
一定の期間︑かけ金をお＠昭和一．．十四有一一月一ロ一 きのほか︑その人が目本
金をうけることのできる人
さめているへが六十五才一 で七溝口にならない人の
人でなくなったと︑︑ま
は除かれ︑それらの人の配
になるまでに︑日常生活
うち︑昭和三レ六野四月
たは日本囚内に 所をも
偶茜︵夫に対する桑︑没に
に不自山を回しるくらい
一日で五十士をこえる人
たなくなったときは臼争
対する夫︶とか助〜生は本人

の三石によって被保険者と一 足を失うくらい︶になつ
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（2）
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︵

ます︒

また工場誘致することに
なれば︑農村地方も工叉
都市周辺の農業地帯とし
て発展しなければなりま
せん︒そのためには︑や
はりあなたがた幽い世代
でしょうか︒

純粋な工裳都巾になるの

けどそれらにはやはり絶
対的な限度というものが

く一場に来てもら︶こと

そこてある前回はr場に
吸遅して働かせるという
盛場にならざるを得ない
でしk︶︒しかし︑珊代
︻佐藤︼茶なと口向巾の特

︻市畏︼やりますよ︑きっ
とやります︒

い人は︐前市︑前遣と前に

とは人切です︒いまの若
進むことだけで︑ぽいい
つばいという感じですか
ら︑なおさら大切だと思
いまζね︒人生には描を
見たり︑後を見たりすろ
心のゆとりと︑うるおい
が必要だと思います︒
︻黒木︼市長さんの即想の

こコ々ワラ皿q︑よきtよき

るかもしれ長せんが一も
つとも俣白身け新しいと
思っているのてすが一明
朗な人︐あまりものごと

女性は︒

て㌃は
︻赤木︼茶川なんてものの

男の場合でもそ︶でず．

であった子が生まれたと
きは︑生まれたときから
その子は母了福阯年金を︸

ません︒

償であるときを除いて︑
その全部の支給が止め負
れているときは︑母子煽
齢年金の支給は止められ

︷

支給されるための子とな一

ても夫の死亡当時︑胎児

ります︒
一
母子福耐年金の年金額は

い︑病気または負傷や病目

母子福耐年金を受ける苫
とのできる母が︑死んゲ
夫︑または自分の二十宥
才以上の子供と生活すス
ときも支給が止められ言
す︒ただ︑その子供が耳

一万二千円ですが︑子供一
が二人以ヒあるときは二︸
ア

番目の子供から一人につ︸
いネてごr四肖円が加えら コ

この寄金の受給dめや制限

る人について︒

いろんな匂金の法律に﹂

て一．刀万r円が加えらわ

またこの年金を受けるア
とのできる人が︑前年由
に十︸力円︵その人が曲
年の十二月三十一日に︑
そのバ話を∬てていた由
学校卒業前のイがあるし
きは︑その子一人につh

主寸︶をこえる収入が壱
つたときは︑その年の習
月から習年の四月まで躍
の介部の女給が止めら幽
ます︒そのほかその夫︷
死亡について災害補償吋

拓寸︒

行なわれるときは︑六桐
霞石額の立証が止めら輌

な︑角に隔れられている・

・翠︑た監獄や労役場のよ・

られているときもその
部の女給か止められま・

きとか少勃院などに入

がてきりと㌔け︑その川

法律による41金が災害補

部について受結かぽめら
れます︒ただし︑その各

間この日︑一福酬有金の全

る41金給封々受けること

失業などのときは支給甘
止められません︒

れ︑その子が中学板を卒﹁

業すると臼くW額もそれに一

すが・
︸ 応して代えられ主す︒
︻需畏︼私も前から聞いて一 この胴金は月が死亡した
います︒
㎜ り︑婚姻したり︑日本国
減てなくなったり︑ 所
これはやはり農駅の生三一
か日本国内でないように
水章というか︑文化取や⁝
なったり︑またすへての
が項冨に低いことも原因一
子が死亡したり︑養了に
になっているのだと思い
行ったり︑母によって生
まトq︒
活しなくなったり︑中学
ゐ卒上したりしたときな
とは︑臼金か受けられな

は次ω卿りです︒

のことです︒

くなり詣︑・中円

農︽には固馨したものと
しこのΨ均した呪月収人
がない︒労働に対寸ろ代
償としての現金収人が︑
あっても月宮に小ない︒
したいってげツリー7ノ

ω臼金か受けることのてき

で4．

なの立場を即解しご人唱
婦陥など︑時代虞物的な

にくらハ︑て︑中流農米以
︑玉hよ︒

い？も男あ本鵠な

一代目にあたります︒

﹂9もD1︒
こオ
やはりこ︶いった問題︑
違いというものからに㌧
制吸を恨本的に蔚︑めなけ
み出る驚風はほしい︒
れげいけ屯ぼん︒
例えば人は鴇に艇ω保護
私も農業かした戸隠上︑
名として︑これ冷カバー
いまからでも巾長として
し︑艇︑は外て働く夫を︑
できるだけそういった力
よく働けるようにすると
而の玉璽に壬をつけたい
いうことが理想的な人間
と思っています︒
r
像ではないでしょうか︒
︻佐藤︼農村に来るお嫁さ 話は長く続き︑このほかい一
んはいないということで うんな話題が出ました︒

下の婦人はたにみしめで

若・んはよてるべきたと思

ヒ勿を卜う人がいいです
もらうん健歴てあり︑時
代の流れにたゆまない努
力を続けながら︑それか
らくる贋みにくったくを
函しないよ︶な人が好≒

︻市長︼僕は占いと番われ

うにしても︑そればかり
ではとうにもならない線
がある︒そこで︑いきな
りi場に閉毒した中小企
呈なり農業なりω積極的
な育戊にのり出さねばな
rべ

恒伊かの写込めないんて
︻市L︼お乳︑−にしたしむこ

らないで一．ヒつ︐

ちのけ．は何．一いっても甲

︻佐確︼しかし︑bたした

︻市長︼茶も︑L露なとと
いうのは八三有一らいし
なければいけないそうて
すがり︑鋒つかしいもん

敵いつんです︒

のr場は人体において︑
てしヒう︒

庫ロ旧としてはとんなもの

費﹂﹂︒

あります︒

︻赤木︼本当です︒そ︶す
れば何もかもよくな乙と

オートメーノヨン化され

いと思います︒

前にも言ったように農村
はユ業と餌遇して狂びな
ければならないと思い窯
ているから人一1を吸収寸

︻市丘︼一応L業と鵬隈と
の両立したものを考えた

す︒

きも大切でケ︒

クワもカマもすてて︑L
場だけを頼りにすろのは
あまり感心し圭げん
その一︑入曽との皓びつ
農家の︑︑︑︑︒男の問覇に

しても︑らヒつと先に出
ましたが︑民地冷増加さ
サたり︑特手品の糊培を
奨励すろことも人切でぐ︑

年二月十一口

生をはじめ︑八人の先生た
ちと毎日楽

いまこの学校では二四五人 写真は
上空からみた
のよい子たちが福山校長先
学習小学校
館のところにあ

て︑その当時は
現吾の幸脇公民

しく勉強し

一

の三月郵便局で支払われ・

以上が︑ ことしの十一月二度に限って十一月分から
臼から女給が始まる福耐年 月分までの四カ月分が来

金の大まかな説明です︒

十分わかっていただくため一 受けることができるかど・

なおくわしくは︑八1ート旬 寧になります︒したがつ
から各地区を巡回してご悦 来年の月月には三月と四
明卜し上げることにいたし のニ臨月分が支払われま
﹁
ますので︑その時の説明を 福雌年金についてはこれ

Q購講遡

鶴飢灘留讐玉

・ て都道府県知肇が確認す

あるというような場合は︑一 係へ捌し出て︑早目に手
両方の福耐年金の一つをえ をとってください︒
げ
なお近く市民課に年金相
所を開設しましたので︑
しどし利用くださるよう
願いします︒
︻市属課国民卑霊棚

であると同時に︑障害者で剛 れる方は遠慮なく国民年

し出がない時は時効で︑女 所︵市民課圃民年金係︶
給されなくなりますのでご 愛け付けることになって
注意ください・またことレ ます︒どれかの福耐年金
の十一月一日に七十才以1︒F 受けることができると思

ことになっています︒こ
の支給を受ける事ができる を裁定といいますが︑こ

Uてください・

これをよく航泥でお﹁かは︑本人の巾し出によ

無拠出制の福胴有金は︑そ

植林にはよ
く奉仕作業
をやっても

らいますと

こも︑

の後児衆数が増 ています︒
え吏したので明 福山枚艮先
治四i㌦年二月 生の話で

ようになってから着筆問申一 裁定請求書を九月から寅

協力的で︑

校に対する
しかし昭和二f 関心も深く

校隠︷光主慮二十

いまの福山常義

す︒

てられたもので

和．．卜七山に建

︵八教室︶は昭 の下払いや

この枚舎が倒 毎年十余町
れ︑現4の校舎 歩の学校林

年九月の台風で

築しました︒

十一日遅現右の は︑この土
ところに移転新 地の人の学

りましたが︑そ

i申i

に期待したいですね︒

︻佐藤︼工場が来て︑農家
の一︑三男を吸牧すうと
か︑しないとかいわれま
すが︑私は少し疑問を持
っています︒

もっと平野を切り開く道
が残っているのではない
かと思うんです︒
︻市長︼あb車．︑よね︑塩

ある︒よいんえで中ね︒

見︑随野など︑まだまん

布民ラジオ体採の会】
創立ぱ明治十一

【写真は布役所前広場での

私は二︑三年前にへべ
で冷見に行ったこヒがあ
ろ︒ あ れ な し ・ 日 向 巾 の 特 酬
暗にならんものだろうか 叩
開
と考 え て い ろ ︒

︻黒木︼へベズはスとして⁝
㎜
はよいそうで→ね︒
︻市長︼三︶て中︒告から

一
＝

．

ぐ

）回しく闘いCい担．た、

夢

す︒町と農村かた八たん
離れて行くヒうな

えます︒

してこそ︑昂期水稲をと ＝
り司れた価値があるとい

って・いろいろ訓画はある一

あと作には個人個人によ

ヒの桟培です︒

と思いますが︑まず考え
られろことは秋ばれいし
これは県も奨励していま
ずので︑本国もことしは一
九一育町歩に／2堵するこ

とか一画しています．
皆さんも巾の国画に基ず
いて秋ばれいしょの増麗
につとめられろようお願一
いじます︒
一
なお︑栽培については咋︸

釘と同様てすが︑その時

り

rちでき貞ずりけしめろころ、111内のノし気なjP、・rた

そのあと作を有利に経悦表

農とはいえませんので︑

工期水稲だけては防災営

ると思います︒

朝人時、ψω窄乃・ほのほの，し明ろくな1＞、小1「か1㍉ら

第

饗
﹁﹂ーノヴ■

ノユず

で㌃が︑もっと科学的に ⁝

人部 研 堀 さ れ て い ろ − ︑ う

︻佐藤︼そんなこ浮を勉強
したいと思うのですが︑
開
その良い施工があhまぽ
11
ん︒例えば図蒔館なども
⁝
充実して欲しいものです 鵬
︻市長︼なるほど︑それも
切実な問題ですね︒
開
︻黒木︼話が前にもとりま閥
すけど︑日向市は将来︑ ・

は一〜一︑五斗くらいに
しますが︑厚十しになり
ますから籾のあせりが足
りませんと乾きにむらが

11
酬冗 ー ノ て ︑ 巾 の 特 六 物 に
した い も の て 宇 ︐

これができないときは︑

できますので︑午前︑午後
とも．一〜二天はかならず

朝つゆをふんで
鞭縦黛導を行なう一

い「
亨た広場のドみてはへは旨配り♂ハrれに1け

ム
穴︸

川してh．︑︑

ぞ︐り

も︐の呂い人

一Gh斐r

︻醸井市長︼

た．も9かり八でいりして
一︶戸っ

︻市長︼うん︑それもんえ
られキぐが︑しかし町と
農村にぱそれぞれの4晒
のよさというものがあり

改良地iし︵穂の上に株
元をのせる︶で一日かん
そうするか︑木かげやナ
ゆっくりかわかしてくだ

いろいろと研究され︑家
畜の飼料やそ菜︑肥料竹
物が考えられますが︑そ
の水田の状況によって取
︶k■る七−勿や讐乳渉逗

L空」

しても弔力かあろんて

げ柴て肺
あ湖
エ
ため︑彗えたヒ．

やにつるして︑長時問︑
さい︒

鱒虻ノ﹂に﹁トー殴︶陸

i出i

︻三門︼やほりi埆詞曽て
すね︒しかし1時ろ誘致

とが大切です︒

れがてきたり︑舅を出し
たりしますのて︑かなら
ず適当な時期に刈取ろこ
刈取り時期は穂が出てか
ら一干臼前後が滴当です

二︑脱綾について
ω甲期水稲では︑ダソコク
キの回転数が議すきると
胴割れが多くなります︒
クノコウキの回転数は四

て籾ずりをすると大吻︑舶

︑ ノ ︐

しよ う ︒

果がよいと闘われホ・ポ︐
することが大切です︒
四︑甲期水稲のあと伯につ
ω脱穀した籾は二日ほとム
いて
ノロコしすればよいと思
防災営農の基盤として取
われ裏よが︑そのTし方
り入れられました早期水
も開門の時ですので︑カ
稲のあと竹については︑
ヅーしがよいようてす︒
カデーしのてきないとき
は午前十時までと︑4後
置時から一すようにしま

170からπ○○回国度に

まザることが大切です籾
ずりを行なう時の籾の水
分は一四％以下でなけれ
ばなりませんが︑ムノロ
rしのすんだ籾夢カマス
に入れて︑卜日経上置い
Cる﹁しの改孟
洲雲水稲のとり入れ時期
は一年中で最も温唆が而
く︑日ざしの強い時朔で
すから︑水分の多い穂を
長時間︑直射日光に当て
ナ︑すと︑米つぶの内側と
外側の問に水分の﹂へきな
ひらきかて賊・．−す︒その

ため胴胡れかこ︸るばか
りでなく︑あとからの籾
ずりや脱凌のときに胴割
れや︑くたけ米かできや

ヰすので︑できるだけ

寸く︑米の質が悪くなり

δ

﹁明け干ししをしてくださ
︑

iにi

﹁ご

水稲早期栽培の成功と失敗
をきめる最要な﹁カギ﹂と
して︑品種︑育侑︑病害虫
予防と刈取り︑かんそうが
あげられます︒中でも最後
の仕上である︑刈取り︑か
んそうは甲羅水稲のできば
えを最終的に旨きく支配す
るものです︒

したがって刈取り︑か入そ
うには次の通り充分汁沖し
て︑最後の一1iけかや？﹂
いただきたいと思いまよ．
一︑廟当な時期に刈取り冷
行なうこと︒

墜陛︑15︾尋亜㌦ノ

源i

拳
向

画をはじめました。

ことしのように晴人かつ
づきますと︑刈取りの遡
当な時期が善くなります

「「
i早i

（m和3晦9月勿日第3種郵便物認可）

日

じ

蜘欄

ています。

◇幸管財◇

；ジいに休1∵qノ
1［へ・午・胸
ちが朝つゆろふノして、冷ナい

め

校
学

一、

声もい
この企

わたしたちの手で選んだ藤井市長さんと、く
話をしながら、市政の話を聞き、わたしたち
うんな形で布政面にとり上げてもらいたいと

の軽水
コ栽稻
ツ培早

署員から◇

◇青

碧
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︵

とり︑文化活動を盛ん
にしてもらいたい︒

／

E︑

与．fにへってあけましよ

ました︒

通りです︒

この協会の
役員は次の
会長

松木勝義

勉︵窩高︶
︻寄贈図義目︼
ら︑このヒうな︐ナ供は決し 剛会長︑鎌田
宮崎県統踊年鑑︵︐口慰県︶ ぐ伝染弓ろ危険桝はありま
吉原平一郎︵細島︶
口数の観光︵川本直水︶︑ ぼん︐
なわ即事は地区別に選らぷ
鉄都阿山の回廠︵鋲ル八ノ︶ いま3でとちりいたわり︑
予定です︒

方

へし

宣︑

の水泳期がもっとも多くて
その八割をしめています︒

ことしは六月末まで︑すで
に二十五人が水におぼれて

回

手

B日旭崎

叝ｯ

匇＊ﾘ

14

坙ﾘ谷

ロ日西川内

20月母子買

19日H 良

す︒

しよう︒簡⁝耶な医療薬口mや

います︒

が行なわれることになつ

21日堀一方 や水は二︑三日分用意しま 内各地でもいろいろの行

22日曽 根

24日山下 憧中電灯︑マッチ︑ローソ

しっかり守って︑みんなが

憂目

みんなが泳げろようにな

こんなときにそのまま泳り︑泳くときのいろんな注
いでいると身体が痛み︑ 意を守れば水泳事故はもつ
手足にケイレンを起しまとなくなります︒

に上りましよう︒

くなったらすぐやめて陣う︒

④水泳中に顔や唇が紫や胃泳げるようになりましょ

あります︒

で心臓マヒを起すことがません︒ごれらの注意を

す︒
⑤体の疲れているときゃ︑
③身体を水にぬらしてから
おなかのすいていると
泳ぐこと︒
き︑食事のすくあとには
熱い身体でそのまま冷い 泳がないこと︒
水にとび込むとシヨツクしかし︑水を恐れてはいけ

・⁝はまとめておき41常食物
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●﹁︐

■卿■O●■■■9

﹁●9噂鰯

工げ

水

●．唇・・幽・

係で受けもつているので

8

の職員が働いています︒

8．・曽0

す︒

をとりあつかいます︒

そのほか市役所に来る文轡

す︒

作ったり改正したりしま

か︑市のきまり︵条例︶を

市の対外的なつきあいと

︻庶務係︼

んたんに説明しましよう︒

次に係の仕事の内容をか

の三三です︒

係は庶務︑人事︑企画統計

総務課は茄の対外的な事前 市政のあらゆる而の統計ハ
資料を集めたり︑郷土史オ
とか︑市役所内部の規律︑
職員の身分をとりあつかう 作つたり︑市の廻設計画幽
ほか︑市のいろんな統計資 とりあつかったりします︒
料を集めたり︑計両を立て 毎月発表される市の人﹇
や︑いま市で行なっていス
たりするところです︒
ここでは課艮以下二十三人 農山漁村振興の訓画もこの

Z

J覆繁緩

N

叝繻ｴ町
25日霧島山 クの準備も忘れずに．
県民手帳の予約串込みをう
市でも農林課がその相談
けつけています︒巾込みし ◎日向馳駅安定所 では次 又不幸にして水害に見舞わ
応じていますので気軽に
めきりは九月四日までです の通り求人を募集していま れたときは︑浸水した家の
利用ください︒
から買入希望の方は早目に す︒和興紡績︵大垣︶ 満 内外のものを51くとりのぞ
十五才から二十才ま き︑床下や便所は三％のク ◎需付 上町パチンコ摩
係まで串込んでくだ
での女子で選考は今 レノール石けん液でふきま 雪山美好さんが︑このほ
さい︒代金は一部百
す︒
円で十一月に現品が
月の中旬
上町保膏所に保母さんの
五味紡績︵大阪︶興 またぬれたタタミ︑家具︑
きたとき支払っても
急
恵者︑その他連絡用に
らってけっこうで
国織染︵福井︶晒満 衣類︑夜具は直鮒日光に当
婦人用の自転車︵新酒︶
十五才から二＋才ま ててよく消毒しましよう︒
す︒
市福灘事務所を通じて寄
での女子で選考日は よごれ水の流れ込んだ井戸
＠今月は布民税第二
今月の下旬
水も宥％のサラノ粉水で消 されました︒
翔の納期です︒ ま
毒しましよう︒
大日本紡績︵奈良︶
た固定資産税第二期
H本年または時 中 ◎納税意欲を高める￠め
分の督促が今月の十
︵議会だより︶
学校を卒業した女子 に県では県内の小学生︑巾
五日にでますのでま
で選考日は八月中旬 学猛のみなさんから納税に
だ納めてない方は尽
△七月十四日︑全員協議＾
ついての耳環を募集してい
帝国製淋︵静岡︶口
目に納めてくださ
工場誘致︑丁業用水︑㎜
満十五才から十八才 ます︒竹馬の種類は習字︑
い︒
接町村との．父際につQ
までの女子で選考日 伯文︑ポスターのゴ．つで締
◎巡回映画 市教育
△七月二−r一日︑常任委剛
委員会では八月中の
は今月の中旬の予定 切は日月卜11目となってい
痛論
です︒
ます︒くわしいことはもよ
巡回映画を次の日秤
で行ないます︒上膜
◎台風が近づきまし りの県税肇務所におたずね
工場誘致特別対策憂員・
ください︒
フイルムは松竹映画の−涙﹂ たら 気象通報に注恵し︑
選
任打合わせ
です︒
あらかしめ避難場所を諦許 ◎海外移住への知諏 冷も
△
七月 十ケ日︑縄済委﹈
つていただくため︑今有か
上映時間はどこの区も午後 できめてわきましょう︒
会
八時から始めます︒
また由．戸や厨なとにはカノ ら︑海外移G自問﹂が介国
巾内の市営農場︑果樹
m日高見橋
18日下原町
スキをとおし︑危険な場所 的に開かれるここになりま
験場︑製氷所︑岩脇⁝
は補強しておくこと︑対案 した︒期間は八月八日から
協︑丈々沖漁協巡視
一四日まての一週間で︑県

◎県民芋帳の予約募鋼 総
聖駕吉巻︵光利︶︑五ききに〃瑠で発能ました う︒
なお︑これらの肢体不自由 務課企両統計器では昭和三
霧峠︵山手樹︸郎︶︑男の 小児／ヒが仏染柄に指定さ
掟︵71原慎太郎︶︑流転のれたここから︑すでに病気 児暇の療育︑その他福祉の 十五︵一九六〇︶年度版の
王妃︵愛親覚墨型︶︑ドスの黒酒．が終ってY狂以﹂に 増進をはかる︹的で︑これ
トエフスキーの︑．つの恋なり︑蟹足の不自白な︑い ら六白由児の保二者が主体
︵池m健太郎訳︶︑体当りたいけな今にかわったr供 となり︑目地巾肢体不自由
児保謹者協
女性論︵北原武夫︶夜と風だちもレ︑ビ
会を結成し
の結婚︵曽野綾r︶︑新一．︑伝染ぐると

〃いままで通り
ω隣り︵教委工務局︶と
算
重
役
︵
源
氏
鶏
太
︶
︑
貞
贋
思
っ
て
近
づ
棟つづきなので競書申 の森︵松本消張︶
かない実例
なかよく
ラジオ︑電話︑雑音な
︻児竜文学︼
があるよう
刄}ヒの後遺症は伝染しま臆ん︶
どで気分が落ちつかな 少年少女埋界文学全集日石でよ︒
い︒何とかして欲しい 編︵講淡村︶︑ア7じアノ 仏喫の危険
なお七月に次のような新刊 ナイトヒ︵岩波酵店︶︑人帆があ．るの
図井がは入りましたのでご 問の膵史︵岩波漕店︶
︵日借屋︶
は発晒し曳半年以内ですか
︻総記︼

紹介し ま す ︒
簿記西科大辞典．．．L−二巻

︻血中︑︼

︵平 凡 朝 ︶ ︑ 教 養 全 集 − 一
巻︵臼 井 古 見 ︶
臼﹂小の隔ゆノ一巻︵続鞠囲新一聞

︻報会︼

判︶

経済π卜年︵大内兵衛︶
冠贈葬祭事典︵藤崎弘︶
︻交学︼

日教組 ︵ 創 美 嚢 ︶

を

三型

八月は水泳の
月です︒水泳
は健康な身体
を竹ります︒

身の黒木

若山牧水戯言第﹄⊥．一巻︵瑠

入園試験が行なわれます︒

いつ

よ

し

る人のご家族や、

鶏冠︶︑人聞の壁︑後篇︵石
川遭．．︶︑中国占典文学全

︻問︼私はつねつね保母に
なりたいと思っているんで
すが︑どうしたらいいんで
しようか︒

︻答︼保母になるには二つ
の方法があります︒

その一つは県の社会福趾協
議会が行なう保母試験受験
準備講習会︵これは毎年三
月に行なわれる保母試験に
そなえて試験科目八科日︑
社会福野事業一般︑児咽福
祉事業概論︑児璽心理学︑

市民の声

ま

身の安井
さい︒

巻

の

課

ふきんの製

八月二十九日 死んでおり︑しかもそのう
から九月四口 ち二十二人掛では十才未満
までは︑国民 のよい子たちです︒
はみんな泳ぎ このような痛ましい事故か
ましようとい らよい子たちを守るためお
う〃国民唐泳 ηに注意しましよう︒
水泳をするときは︑特に
週開 になっ
ていろくらい 次のことに気をつけてくだ
です︒

自衛隊の募集もこの係で受

︻人︑5係︼

けもつています︒

…

市職員の身分をあつかいま
す︒つまり市役所内で働い
ている人の採用や給料．健
瞭などを受けもつています

特産資源を保護しましよう

…
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泳

総務課

4月15日から8月51日まで

・Oいせえび

7月1日から9月30日まで

△禁漁期間
Oはまぐり

精神衛生︑保険衛生および 試験科目は第一次試験は︑
国語︑数学︑社会︑作文︑
生理学︑眉才学︑栄養学︑
保育理論と保育実習︑など 音楽で二月上旬に行なわれ
第二次試験
の勉強や講
は面接︑身
習を受ける
ものです︒
体検査︑哺
歌︑オルガ
その期間は
︵七月の投書から︶
ン実技でコ
約二週間ほ
︼ ．Uζ．了
どで毎年二
〜﹂︷一そ
月に行なわれます︒︶を終 なわれます︒
え︑毎年三月に行なわれる なお入園の資格は新制局等
規定の保母試験で博戯日全 学板卒業秤度となってい
部合格点以ヒとれば資格が ます︒

サ

、、

（小

見市で
＝藤井市長力．

凶鴫

県外就職

だがその反 ①一人ではげつたいに泳が
ないこと︒
而︑水泳にも
二人または三人くらいを
いたましい事
一組にして泳げば︑お互
故がときどき
に注意し合って事故を防
起ります︒
ぐことができます︒
昨書中に県下
の水死名は八 ②榔備体操をかならずする
こと︒
︐
十五人︑それ

明。一一一一一一一一一一一繭帽一一脚脚一一一噛一一縄一郭一一ロー一一一一齢

な楽しそうに元曳
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11えられます︒もう一つは このほか︑講習会や福祠

︷

W・29〜9・10は国民皆泳週間一一

一一
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県立児牽福日晒に保育実習 圃に入圃しなくても独学で
生として入園し一年闘やは 以上の八科日を勉強して合
ます︒

㌃噂︑o ノ

忠

り前の八四一−について勉強 格点をとれば保母となれ

保母試験をうけて保母と

ず住所と名前をお鱒きくだ

覧

「東京オリノピックの老人組に
出ようと思ってね」
，

︵投害には︑かなら
なる方 法 で す ︒

こか錘鵯に入細する叱欲
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