報

広

一致して市政こ一協力

（9∫11「1現でE）

市の人口
女20・802人（←33）

男20・162人（十二i）

、↑140．964人（＋44）

世帯栂数
2）

（＿

8。359μ土手静

鶏鱒

漉け細帯騨難癬 鱗 幾 願 硬 難

自認辮㌶嶽グ蝶編僧獅認可編

し

い

︻市長︼いかがですか︑商﹁ ︻片桐︼それでさいきんは﹁
売はおいそがしいでしょ
店主研修や店員研修に出一
かけたりして勉強します・

︸

︻葛賀︼もっと近いところ
で︑そんな勉強かできる
ようになるとよろしいん﹁

う︒．

︻土筆︼簾労働ですわ︒ ・
︻芳賀︼子供たちは親の商
売をやりたがりまサ︽︒

ですが ・

情なとがL秤されます︒

委員会だよリ

一ことしの甲植水稲はF一．一曇るようつとめていますの 時期別価格差．・等級間格差

一

ニヘクウールに
も逮しました︒
また︑士約米の中

曽通水稲の二等米ほどの伐
金を受けとられるようお巫

がいします︒

なわ台風なとの国国で米の

品質がおち︑規格外や等桝
になる場合もありますが︑

磯しました︒

◎昭和三十四年産米政府
買入価格11二本価格

六十キロ

︵一二︶︑

キロ︵石︶

ゴ

一一九〇

八○円二〇〇円

時期別口〇キ丑究︒和

9月30日三二〇二八○○

ω月p日ゴ四〇円六〇〇

﹁

四〇円一〇〇

ご四曲六〇

八○円二〇〇

獅Q0日一六〇円四〇〇

膿漏
八○円二〇〇円

等級六〇キ・一五〇和
一〜二等

二〜三等

︸

一〜四等 八○円二〇〇円 m込加算

四〜汽等二〇〇円五〇〇円回申秘五六・堅︑・︒︒

にぎわった十五夜祭り

を終りました︒

＝

り

ぐ

め

校

日知燈降
の公開録昌︑矛道︑剣道︑

絵巻きもはなばなしく繰り

の㌍賛会で行なうかとうか一財光寺小学校︑不動小学校
で︑お知らせいたします︒

はわかりませんが︑総合砲︵元県税自著のところに膏所得割百分の二・三〇

︻問︼国民年金の陳長年
金を受けるにはどの租
度の障害を必要としま
すか

︻答︼年金受給の該当名
は次のとおりとなって
います︒

▽一級に該当するもの
ω両眼の視力︵力闘式
視力表によって測った
ものをいい︑屈折異常
のあるものは︑きよう
正視力について測った

ものをいう︶の和が
○︑〇一以下のもの

一一

ω両上肢の機能を全廃
したもの
め町﹂一﹂虻勝2P昌﹁圏贈質・1︽

日向人形︵中町︶

金太郎︵上町︶

︻二等︼

． 〜う﹄
才ノ才︵上町︶

カンパとヘビ︵上町︶
黒田節︵上町︶
ひえつき三下︵旭通り︶

で欠くもの
ω両下肢の機能を全廃
したもの
㈲両下肢を大㎎の二分
の一以上で欠くもの
⑥体幹の機能繋目で坐

丁場線工事はじまる

玲場細島通線︵延長二百イ

なわれ︑仙波憩設︵新町︶が

唖蝉鞭平門

獅ﾉ新校舎三棟︵約千六
看五＋平方メートル︶が落

一八十四人のよい子たちが︑

一成しましたので移転しまし
︸た︒いまこの学校では千百

となりの富中のお兄さんや 五面三万円で落札しました
お姉さんにまけまいと村口 碧工は今月の二十日で︑完

一脚≡＝＝＝＝＝

需≡一一彌≡＝≡≡≡≡≡＝⁝輌■≡−一

一美好校長先生をはじめ︑二 成は来年一月の予定です︒

②両耳の聴力損失がそ
れぞれ九〇デシベル以

う︶

下のもの︵両耳全ろ

㈲両上肢の機能の茗る
しい障害

ノ︐﹂﹄D

㈲一上肢を上腕の二分
の一以上で欠くもの
㈲一上肢の機能を全廃

を欠くもの

ω両上肢のすべての指

国民年金質問箱

つていることができな
いもの
▽二級に該当するもの

ω両眼の視力の和が

○︑〇二以上○︑〇四

叉一﹂﹁︶﹄︶

※

※

さい︶

※

※

※

︵㌍金についでのご質
問は︑国民年金係また
は広報係にお寄せくだ

※

ω両下肢の機能の著る
しい陳轡
㈹両下肢を下腿の二分
の一以上で欠くもの
ω体幹の機能障筈によ
り坐繰又は起立位を保
つことが因難なもの
ﾌ幹の機能障害によ
り立ちあがることが困
難なもの

黶＝ﾟ≡一噂＝嵩＝三一二≡≡≡≡＝三一幽二■≡≡⁝≡幽一≡一冒≡三一＝≡；■≡一闇三≡一≡≡＝曽呂＝一箒＝一＝一一⁝⁝一＝ニ一一＝＝＝＝＝一一≡≡≡＝＝罰＝97≡＝＝一≡≡＝≡一一≡＝≡

水再祭り も人気を呼び︑﹂

Zの創立日です︒
一この当時は兵舎を利用し㎜
て二円Q
一いましたが︑昭和二＋六年

懸盤けをと魚群羅漢翫糠騨隅割四紙

神ウにはしま一に〃お祭り〃を再検討して︸一
ありましたが︑のち富砧小一〇資薪割百分の七・一．四

祭りは︑ますご

た．

があっただけで
おきまり︑あと
は章いにも祭り
日和こなりまし

無燈無難轍臆照欝欝瀞鍬

昭和二十一年八月︑九月の﹇十七人の先生たちと楽しく
た︒しかし︑﹂なお今年のト五夜祭りは︑
この台風も十七一時年まで南北料年会︑氏予一 台風で雷高小学校が全壊し勉強しています︒
R
日の4前中風而会︑区長会と別々に行なつ一たため︑多くの生酒が牧容

て心配されまし㎜

一遍欝咽爽すば・・い三品の行

日向市恒例のト⁝市内は市民だ℃でなく︑近
万夜祭りはさる一くの南町村から訪れた見物
一六口にふ詰開⁝のお客さんたちで岬めら

握はじめて奉賛会主催で

@鍵．

ピ聴

蜂．ゴ
コ碧

り︑南北沮年会
のくりだす大き
な屋台諏︑各区皿なお見立細工の入賞巾︑
の見ゾて細工などが祭り気．等以上は次の通りでした︒
︻市長︼広くならないと思 分をそえました︒
この規格外も︑県はできる
だけ予約対象として買入れ
れはぜひ早急に作りたい

います︒きれいな藺店街

運動のすすめ方について協

と思っています︒

になるでしょう︒

平巾に一工場でも口いを
つけたいと思っているの

︻市長︼来ます︒私もせい 広げられました︒
いっぱい努力して︑八−仁 市役所て行なわれた〃簡工

までやっていたそうです

です︒

︻一等︼

く翻しく口づて︑一ヵ月も

の
︻芳賀︼それから税金が高

国税には寡婦控除がある
んですが︑市税には無い
んですね︒

このほがにも︑ラノ肩宮崎

ニ二月も前から力を入れ
た官伝を行ない︑お客さ
んを講致したいと思って

︻乃賀︼工場は来るんでし 弓道︑野球なとのスボーソ
います︒

︻芳賀︼七夕祭りもそうと
︶にぎわったようてすね

が︑今はありません︒

ますわね︒

︻宿長︼よくなりますよ︒

︻片桐︼日向市もよくなり
︻芳賀︼国民年金も該当し

なると思っています︒

県下で日向市が一番よく

う努力しましよう︒
うことです︒

ない人で引しい人が多い
うにしたいものですね︒
︻三賀︼母．f福裾会での話

いまの国民年金法は屠

とはわかっています︒た
だ︑

過渡的なものですから︑

いまから少しずつ改正き
れるでしょう︒

︻市長︼母子寮の人に限ら︸︻片桐︼いまの上町通りの

るということです︒

ですか︑月イ寮に人づて
いる人が︑入居吝として
の要糾に該当しなくなる
と︑寮を出なければなら
ないんでず︒その時︑家
賃の関係で家がなくて囚

ーブインの人がそうあるこ

︻市長︼富高で貿わせるよ

研究してご希里にそうよ

︻市長︼本山では三十一年

ょうか︒

いのです︵笑荊︶

ー四日と一六日の両日︑瀧
場で︑竃場誘致対策選別委
員会が開かれ︑今後の誘致

いでください︒

一五十戸で︑面積は二百七↑で検査場から持ち帰らな は次の衣のとおりです︒

出

八四五︑美々沖農協一︑七一
三八︑その禽鳥六一︶の好⁝

農協一︑九一七︑岩脇農協

る四千九百六㍗一俵︵富島﹁

込みは昨釘の七
︵玄米三等裸︶
千九百四十八康
▽六〇キロ ︵一俵︶三︑
に対しことしは
八八六円
目月数駅几千百
▽一五〇キロ︵一．石︶
六十俵を千九十
九︑七一五円
二俄も上まわを
一万二百荒闘士
俵の好成績でし
こ︒
一
ナ
一
π
咋研︑九月末日までの幽荷
数舐は九百予二俵でしたが
ことしは九月十五日現在で
すでにそれをずっと上まわ

荷は上々

と思うんですが ・︒
ゆ
︻市長︼いわゆるポーター

には帰りに立ち寄るとい

崎で品物を買って︑富高

︻芳賀︼望郷の人たちは宮

た︒

も宣伝がたりませんでし

一︻市長︼まったくです・亜︻裏︼ええ・しかしあれ

一

かえっていろいろと批判
するんですよ．

ても商∫旧名の対策にそ﹁
んなことをとりあげて行︸
きたいと思っています︒︸
サービスをよくして︑市︸

内にお客さんをどしどし
誘致しなければね︒

︻篇︼＋覆祭はどうな⁝
るんでしょうか︑あまり皿
パソとしないようてすが
︻市長︼い童まては布だけ
の〃お祭り〃だったので一
すが︑いまからは市と入一
郷全部の〃お祭り にし
たいですれ︒そのために
は︑今彗はうんと宵伝に
力を入れたいと思ってい．
たのですが・ ︒
㎝

＝ことしの早植一＝

部を改止する条例など五畿
案と︑細島臨海工業地帯造 献輝織籾ずりなどで︷
成r事によう︑同地帯周辺
出荷がおくれている農家が
の伊勢エビの被害補償︑上
あるようですが︑できるだ
原町道路拡彊﹂ 整備促進
け題目に出荷され五等米で噛
力についてなとの請願︑陳

日に定例市議会

から開かれる！r定です︒

九11定 例 巾 議 会 は ． ト 一 日

二十

欄八二 が解散声明

へ
・なわ︑この機会に︑市議会
一の中のもう一つのグループ
である〃明帰会 も︑決し
て与党とか︑野党とか︑あ
〃
るいは巾議会の中の私党︑
私派などというものではな
さる十六日︑市議会謙員の一このため︑市民の皆さんた 解赦することになり︑↓六く︑新人議員団の市政研究
中の一つのグループであっ一ちに︑この二つのグループ 日にその声明井キ発電しまグルーゾであることを付記
しておき屯す︒
た〃一八会 が解散しましが︑藤引市政に対して︑与 した︒
た︒
党とか野党とか言うような

（1部3円）
ザ︑氏藍自画轄惣特遵ナ一側お賢去くなるというこ

（写真は櫛の山から見た二丁麗小攣校全景）
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二｝

@轟

）
17【引
了エ

｝三

@

高所轟羅所
発行人離簾
畿員相ね間の親陣をはかるした︒
この議会では︑四月に教育
ためとか︑国議一団の市政そこで〃一八会〃の講員さ 委員を辞められた田村栄一
さんと︑九月一卜日に任期
研究のためなどであったの んたちは︑ ﹁白点たちは︑
いやしくも三民の信κを得 蒲rとなる教育左員脚木ヒ
です︒
ところが︑たまたま八月末 た︑巾民器代表隔る議員で フさんの後任を選び・kす︒
の臨時市議会で︑雨虎地区 ある﹂という・ゾ場冷汗確認 賓たさるト日に仔期が終っ
のナ地問題などに︑而グル し︑藤耗市政に︸致して畳 た市公Ψ委員華言雌牛さん
の後κも選ふことになって
ープの意見が対立︑日向巾 持協力すること︒雨民の皆
︑k＝9︒
淑会はじまって以来はしめ さんの誤解冷とき︑すっき
このほか︑市消防職員の特
ての延長市議会となり︑暁 りした縫目にすること︒な
の市畿会などと騒がれまし︸ど一
の考え乃から︑ 親睦会グ 殊勤務手当交給条例の制定
︸ループである〃一八会〃を や︑市職員の給与条例の一

階嚇1バ｛1茎甕無縫

@

枝子警
ぐ
命 略
義

ロロ
富田理店（

腐肉

芳

o席者
片
1編誓妻1
日

た︒

臨繰鑛鑛購

ア

︻市長︼脅売はむつかしい
でしょうねρ

駈義

向

日

11︶

・一

第51号

（急心易調）

市
昭和34年（1959）9月20日発行

一
▽水利地増税を

コごノー1︐t

︻利川ゐ法︼

合員は斤白円

ナナしd口・1幻咽

ηo

一頭につ﹂さ山隠百

︻利用代金︼

一月．一一日まで

九月二日からト

︻期間︼

日向浅田高岩崎
大坪平石さん宅

︻飼育場所︼

さい︒

牝山￥を飼ってい
る方はご利用くだ

まいりました︒

から優良種山了が

︸さきごろ児湯郡川南種帝場

連絡くださればよいのてす一品種山羊が望ました︒

一
れずに
．辮購驚聴器
罹忘患
即隷

完納て明る い市政を
▽納税組合に助成金
税務課が︑納税組合に設立
助成金をさし上げます︒

韓雛縫ユ
第一期が九八早日・第二．

一紙でもお知らせしましたが﹁

ら助成金をさしあげます︒
組合長さんか︑代理の方が
誌ことは吾付けの蜜
印鑑をもつて受取りにお出
でください︒

さしあげる場所と日時は次 まだ受取りに来られない組
一期が十一月三十日までです一
の通りです︒
曽合が二十四組合もあります 一から︑早目に納めてくたき皿
▽細島地区 九月三十日午 この機会にぜひ受取ってく一
︹い︒
︸
ごさい︒
汀
肖
十
時
か
ら
正
午
ま
で
冊
細
一
ナ
もし︑まだ令井︵キソプ︶
島支所で︒
皿▽ご相談はこ遼慮なく 一を受けとっていない方は︑一

一期目九月一︐．↑臼︶だけで

一下を少しでも結くしょうとなお︑税額一円末日の方は
いう声が聞かれます︒

ました︒

一果樹を植えよう

たします︒

農協などの技術員が指導い

また飼料の詰込みは家畜︑
保健所︑改良普及所︑市︑

す︒

さい︒
の骨肉時になりましたの
ていられる方は︑県知耶に りで行ないますので塙兄︑
なお︑美々津地区は東郷 届出ねばなりません︒
財光寺︑岩脇地区で馬を飼 で︑飼料を保存するために
村寺迫に県有種山苛がい 特に当市では︑窟高市街地
っておられる方はもれなく ぜひサイロを作ってくださ
ますのでご利用ください 区と美々津地区が︑特別消 検査をうけてください︒
い︒
︻山4の血統︼
掃地域に摺定されているの なお︑当日手数料五十円を このほど機一日に養豚用サ
名号 立科四三号
で︑届出はかならずお守り 持参ください︒
イロ型枠二基が︑県からお
生年月日H三十四年四月 ください︒
9月23日︑午箭九時から十 くって噛ました︒
一時まで秋留寺の下︑午後 ご利用になりたい方は印鑑
なお︑こんどこの法律が改
十一日
塵地 艮野県
・ ・正され︑十月一日から家畜
二時から四時まで財光毒開 をもつて農林課まで申込ん
資格11本登録巾市中
を飼うには許可が必要とな 拓農協前︒
でください︒
母山羊は泌乳量七一ハリーりました︒それで届出をし 9月25日︑午前九時から十 この型枠の大ききは︑直径
ツトル︵約四列以上︶の⁝ないと︑家畜は飼えないこ
一時まで土々呂毛︑午後二
一・ニメートル︑高さ一・
高等登録山羊です︒
一とになりますからご注意く 時から四時まで金ヶ浜︒
五メートルで︑二百九十キ
なお︑山￥の登録希里の方一ださい︒
9月26日︑午前六時から十
nの埋草重日をもつていま
は︑家畜保健所または市役くわしいことは保健所環境
一時まで塩見中村農協支所 す︒なお︑豚だけでなく牛
所で舷礎登記をしますから︸衛生係か︑市役所衛生課に
にも使えます︒
▽飼料を自給するため
授精のとき︑大坪さんに申おたずねください︒
飼料調整機︵カッター︑チ
に
し込んでください︒
﹁届幽用紙はどちらにも用意
ヨソパーなど︶は︑富島農
▽家畜はかならず届出⁝してあります︒
さい近養豚がさかんになり 協が近いうちに買入れる予
定ですから︑ご利用願いま

で︑早馬豚など家畜を飼2日墨家箭保健所が次の日ど

選一謬いう法律癖馬の伝婁血汐

乾脇地区は出張授精しま
す︒連絡は家畜保佛所か
市役所農林課にしてくだ

これで利益をあげるために
は︑飼料を自給することが
ぜひ必要です︒
カンンヨ︑青刈トウモロコ
シ︑育刈大豆など飼料作物

謡唖しょ乞

．錨⁝鶏欝顯禦擁練

▽平米農業労務者の
追加募集

ド
ろ︼四一みんなでくだものを植えま一
う︒

川⁝食生活を改酋するために︑︷らんになり︑合岬的な農業
㎎果実はぜひ必要なものです一をいとなむようにしましよ

⁝

一−︸

階＝＝≡≡＝≡≡一︸一≡≡≡二一＝＝＝一≡≡≡≡≡≡＝﹇＝一≡≡≡≡＝≡一＝≡≡≡≡＝≡一一≡一≡＝三≡≡＝一＝ド

﹇川

窟⁝翻薄謝謙竪蒔

川一生の別で申込んでくださ

カリフォルニアです︒

遣地域はアメリカ合衆国の

トル六十センチ以上︑派

ねそ富川ダの方は・苗杢本に予約 日が昭和三十四隼度派米農一
﹁金三＋円をそえて農林課に 業労務者の追加募集を行な一
つています︒締切りは九月
隠し写⁝凹巾し込んでください︒
三十日︑資格は満二十才六
め少︻川なお︑落葉果樹は秋植え︑
カヘノ
カ月以上〜満三十一才六カ
月まで︑健康であって体重
が五十五キロ︑身長一メー
うま

斤︶
▽カンキツ︵早生︑晩生︑

ぞれ一通もつて市農林課へ
申し込んでください︒

▽モモ︵布目︑倉方︑箕島︶ 希咽の方は市長の推せん磐
▽ナン︵三十郎︑清玉︑翠 健康診断書︑履歴書をそれ

︻菌木︼

中込みのしめ切りは九
ん市50りたよ川−月二十日までです︒

塑凝議︵辮朝踏

笹野チームが優勝
消防操法大会

主を選び︑身体障害者の
職業補導を委託します︒

⑥県が︑各市ごとに事業

▽募集人員11補導部・授

旬

11十月上

産一生十数名
婦人服科以外はある程
度経験をもつ者
▽募集期日

には月額二

県からの

委託を引き受けた事業主

千円の委託
費を一年間

支給します
ご希望の方

・

▽入所手続11選考後でも
受付けます︒

お知らせ
▽選考方法
郭毎週木
曜日︑父兄と一しょに
県更生指導所へ

︵両方とも︶は市胃壁事

生を募集しています︒

務所まで
◎県更生指導所が授産葛

帰還相談は市民課で

した︒

録証明書の切替え

この離し出は︑その日の

ださい︒

切替えをしなければなら
ない方には︑市役所から
葉轡でその期口をお知ら
せしますから︑期日にお
くれないよう串し出てく

ん︒

なお外国人のうち︑大部
分は︑ことし末までのう
ちに登録証明の切替え交
付を結けるための確認申
請をしなければなりませ

︵一九五六︶に 三十日前からできます︒

昭和三十一年

新しい登録の串
し出︑または登
録証明の切替え
交付を受けるた
めの確認申し出
をした方は︑そ
の登録を受けた
日︑または確認を受けた
日から三年後︑つまり今
年の同じ日に登録証明の
切替えを受けるための申
請をしなければなりませ

ん︒

ご相談ください︒

皆さんもすでに
このため︑日本赤十字社
ご承知のことと が国際赤十字委員会の監
思いますが︑去 督のもとにこの昌昌をと
る八月十三日︑
りあつかうことになり︑
日本赤十字社日向市地区
でも市役所市民課内に窓
口を設け︑九月二十一日
からその串請を受け付け
ることにいたしましたの
で︑帰還したい方は市罠
課日赤窓口においでの上

インドのカルカ
ッタで日本赤十
字社と朝鮮毘早
々義人民団和国
赤十字会との問
に在日朝鮮人帰還に関す
る協定の調印がなされま

のコロコロの ﾖ

▽岩脇地区11＋月比午塑さいきん︑各地で納税組く旦納税組ム・長さんか︑区長さ
ト時から∫午まで 堵脇㎜をつくり︑税金を納める負一んに連絡してください︒
︑

リコロロコロロロロコロココロロの

■﹁1画一l111璽一811一冨．

⁝蓮動会の・輩

あげてください︒

納税組合長さんは︑組合員
の方の市民税にご注意して

け不利に壮ります︒

納税は︑遅れれば遅れるた

いで納めてください︒

まだ納めていない方け︑急

八月三十一日まeでした︒

市民税第二期分の納期は

▽納めましたか
市民税第二期分

日頃から少しずつ積み官て 納めていただくことになり
ていって︑知らぬうちに税 ましたからご注意ください
．金が納まれば︑一度に多く
の税金を納める苦痛がなく
一なるというのです︒

㎜黙そう良いことですから︑

市でも機会あるごとに組合
当芸を呼びかけ︑おすすめ
・しています︒

・組合をつくられますと︑前
記のような助成金をさしあ
げるほか︑いろいろな特典
がありますので︑まだ組合
をつくっていられない方は
至急に︑組合を結成してく
一また︑現在の組合を強化し

ださい︒

たい方も︑新に組合をつく帝三盆学校の運動会の日﹁川
日知婦小

一川

程は次のとおりです︒

車言出田熊灘髪齢あ朋舘
場脇中

財光影︑細島而
小︑幸脇小︑美川
々津小
一㎜
富高小︑塩見小一川

平岩小︑美々津川
1

醜繍を受けた︑との

・川
﹁訓≡≡≡≡≡一＝︻＝＝≡一＝一≡＝一≡一一＝≡≡≡⁝二一≡≡＝≡≡≡＝一﹇≡＝＝≡＝≡≡一≡＝≡＝一≡一≡一一﹇㍉

︒麟鴨鮪予防注射

夏柑︑金柑︶
▽カキ︵平核無︑窟有︑次

i曲譜人触へl

のコののロロココサ

支所で︒

回

O時渉︒で

▽幸脇地区11同日午後一時られる方も︑どしどし税務

に応じます︒

．猷野馳皆勤蘇繍鍵餌藤蔓脚︑月4日
々沖網所で︒
または支所︑出張所までご

▽そ職と富ーー雪雲区署集会の日時と場所を税務課め月H日
月一．F口午後︸時から圧

すから︑単に名称で買う
ことなく︑その成分内容
によく注意して買いまし

塑

l緊旦しこ集隻力・塗中壷望解準レみ轟轟

郎︶
▽クリ︵豊玉早生︑銀寄︑

で開かれました︒

秋晴れの日︑市内消防操法
大会が日知屋小グラウンド

市内各地区から参加した十
五チームの選手たちが︑熱
も
心に日頃の技を競いました舜
その成績は次の通りです︒瓦
▽優勝 第五分団第十七部訊
︵平岩笹野︶
蔦

1鷺：磯1懸捻＿3

よう︒

継磯鷲錨殉難鞭∴麟韓
即興総▽聾畷望ハ・月

㈹小学校入学︑卒業前

からi八ヵ月まで︒

i謬灘藩襯｛

ζ▽賞状及び賞品

また同じ種類の肥料の価

袋当りということでな
︸
︸
一
㎜
﹁

富局高校で開き二百八十
人の区民が参加しました

第二分団第五分

︵口知屋原町︶

▽二等

第七分団第二十五轟

ξ▽応募原稿…四百字詰原稿用紙IO枚以内

あたりはもうすっかり秋ですね。
あなたの頭までもう少し・・そんなところまて秋が来ているん
ですよ。
【写真は富麗駅附近】

津根︶
▽新町︑鶴町︑旭通り︑広
②十月十二日︑③二十六
織些しまし 暗影
▽ウメ︵白加賀︑王学︑甲
ナ刷A食生後三ヵ月か・四才まで 見 ①九月二十二日︑②一 日︵塩見小︶
州最小︶
会遇三股富士雄
十月五日︑⑦十九日︵市⁝みなさんのお子さんを守る
▽農機具の展示会
梅野電一︑
役所講堂︶
一ために︑ぜひ受けてくださ
㎜九月二十二日︑二十三日︑
監噴児玉宗︑
▽亀崎︑梶木︑且手︑草場い︒
中央︑本谷︑西川内旧①
一二4．四日︑二十五日の四日
一〇亀崎区民運動会は二十日 ωωの注射後︑十日ヵ月
九月二隅一．︒日︑②十月六
合同慰盟祭
⁝間︵由人順延︶︑県憎H総合
日向市戦製者合同慰霧祭⁝グラウントで宮崎県︑宮崎
日︑③二十日︵市役所講

1川川川II川間lll川111111川川1川1川川llll川州1而Illll川ll川1111川1111川1細川llll

家畜を飼っている方へ

︻料金︼
︸○亀崎青年団の実習二十ノ一

▽三等

②こうしたら滞納する人はいなくなる。

汗ばんだ額に風が気持よく当bます。
日向市を訪れたヘリコプターに乗せてもらいました。

ﾔ区闘①九月二＋輝月二＋日に行なわれ・よ霜鴛蕪装具

速記轟臼二酌

｛ ③私が市長ならこうして滞納を一掃する。
圭 ④その他市艮の納税意欲を高めるようなも

堂

怖繋襯縫論轟鰐赫埼雛難灘獅嚥

1▽論文題

高度二500メートル。

l一嘱層嗣ロー一一一一鱈椰一繭一鳳膚騨

i▽応募資格一・日向市民

「

ール︵一反歩︶は順調に ▽一回十円
． 育ち︑二百八十遠山︵約 前に注射を受けたことの

7蹉葭

①私はこうして税金を完納しナご。

1

格の比較・も一カマス︑一

に役立てたいものです︒

く︑一成分最当りで判断
し︑自分の土地︑作物に
よく合った肥料をえらぶ
よう心がけ︑施肥合理化
これからさき︑水稲の刈
入れ︑脱穀と合わせて︑

襯蒸

緒筋驚が見込童 t諺筋ガ

1

辮囎注
近ごろ肥料の挿類が多く
なって︑同じ成分の肥料
でも早くきくものと︑お
そくきくものがあり︑ま
た↓融きかないこともあ
ります︒

成分量一単級当りの価格
もさまざまでありま引︒
容器に八一八一五とか八
一八i六といった戒分敏

がかならず示されてお

麦作ナタネの植付けとい
そがしくなってまいりま
すが︑手おくれにならな
いよう耶 に準備しまし
︸

⁝一

の。

き

▽騨

i＝1三藍壷≡三ヨ登
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一

よう︒

@

この頁には、いままでガリ版で回覧されていまし
た市役所からの通知が全部載せられています。f
分注意してごらんください。
なお、各戸配付ですから、受けとられない所は、
班長さんなり区畏さんに申μ｛て下さい。

り︑これで窒累︑燐酸︑
加里の倉有量がわかりま

芝ご辱⁝

@

齢⑰

