で次のように語りました︒

寓二．

麺欝欝像

④草場〜細島線について︒

はもう一歩の運動を要する ⑤学校建築について︒
ようです︒
・西中校舎継続事業︵第三期
平岩とアヤベ不動寺ふきん 工事︶の見通しは立ちまし
の改良鋪装事業は︑三十五 た︒しかし︑さらに三月か
年度の事業とすることはむ ら四月にかけて︑強力な運
つかしいようです︒人家の 動を行なわねばなりませ

多いところを優先的にあづ ん︒また日脚屋地区東北部
かってい る よ う で す か ら ︑
に
小学校を増設することに
人家の少ないこのふきんは
ついては︑まだはっきりし
む り の よ うです︒
た見通しは立ちません︒た
③地方道について
だ市として︑三十五年度に
駅前広場と宮交営業所前の 用地買収程度を行なうこと
道観の鋪装がその主なもの になると思います．
です︒これはいずれも新企 ⑥エ場誘致について．

ただ工場誘致は︑各県各市
で立派な適地を造成し︑ど
こも強力な運動やPRを続
けています︒

とはできません︒

た影響もあろでしょうが︑

す︒

わりますようお願いしま

宝典

かなり意欲を持っているよ
うです︒

能な工場のう
にねらいをつ

ち︑どれか一つ

いと思います︒

け︑強力に誘致
運動をすすめた
まだどこの工場
を︑ということ

は言えません

ん︒

が︑今後の努力
次第では見通し
も暗くありませ

擁へ

︑

臥ざ︾

ザホ

瞬・℃h・

酬ム膨蟻肥動〆

主事河野郁子▽衛生課︵市
民課︶主事中竹茂▽商工水

︵岩脇支所︶主事田中チエ
ト▽同︵教育委員会事務局︶

主事甲斐正教▽同︵細島支
所︶主事講辺孝子▽市民課

黒木進▽税務課︵農林課︶

産課︵保健課︶主事高山宵
士夫▽農林課︵建設課︶捗
師児玉明義▽建設課︵農歓
課誹地係長︶技師新名悠▽
同︵細島支所︶主事黒木馨
文▽細島支所︵市民課︶な
事黒木花子▽岩脇支所︵哩
林課︶主事児玉美治▽幸職
出張所︵総務課︶主事黒大
和子▽市営授産場︵農業丞

員会事務局︶主事黒木文ム．

︵市民課︶同岸本京子▽保

灘懸

六▽総務課人事係長︵同人
事係︶岸本哲郎▽農林課耕
地係長︵同耕地係︶直野義
喜▽財政課︵税務課︶主事
黒木基▽同︵建設課︶技師

彦▽市民課公益質屋係長 険課︵総務課︶同葦北誤載
︵財政課管財係長︶岩崎甚 ▽同︵税務謬︶同渡辺照子
▽︵同︶同黒木澄男▽建設
課︵水道謬︶同甲斐誠二▽

︵会計課出納係長︶石川和

海野実▽選管事務局係長

長︵商工水産課長︶西山慶 ▽農業委員会事務局︵税尊
治▽養老院長︵岩脇支所長︶ 課︶主事草野恭子▽同︵衡
児玉袈裟市▽選管事務局長 生課︶主事河野成美▽保除
︵総務課企画統計係長︶佐 漂︵総務課︶主事寺原照剰
藤光推▽企画室企画係長 ▽水道課︵会計課︶中村手
︵総務課︶松木国利▽企画 慣▽総務吹︵養老院長︶†
室統計係長︵総務課︶河野 事佐藤守人▽消防本部出職
︵財政誤︶技師児玉寅芳
昭一▽財政課管財係長︵同
管財係︶鈴木重徹▽税務課 ▽企画室︵商工水産課︶雇
資産係長︵同資産係︶黒木 山本準一▽同︵総務課︶同
義春▽税務課庶務係長︵同 佐藤倉一▽同︵財政課︶同
資産係長︶児玉厚▽商工水 佐々木萬寿子▽財政課︵建
産課商工係長︵福祉事務所 設課︶同松岡史郎▽税務諜
︵水道課︶同石川緋鯉▽同
庶務係長︶佐伯学▽農林課
︵保険課︶同黒木淳仁▽市
庶務係長︵消防本部消防司
令︶田中末政▽建設課管理 民課︵保険課︶同松葉彰嗣
▽農林課︵岩脇支所︶同黒
係長︵市民課公益質屋係長︶
中野正臣▽会計課出納係長 木優▽建設課︵市民課︶同
︵財政課︶広田茂▽細島支 黒木政春▽会計牒︵商工水
産課︶同盟平司▽岩脇支所
所係長︵総務課庶務係長︶
日高祐二郎▽福祉事務所庶 総務課︶同戸高鈴子▽福祉
事務所︵幸脇出張所︶同後
務係長︵建設課管理係長︶
藤房子▽教育委員会事務局

そのため︑これらの工場で 〇十二月二十六日付
は︑その適地の選定にまよ カッコ内は旧任︒
っているところもありま ▽企画室次長︵商工水産課
商工係長︶高山一▽商工水
す︒
したがって手ばなしで楽観 産課長︵選挙管理委員会事
したり︑安心したりするこ 務局長︶林利春▽岩脇支所

しかし︑だからといって悲
観することもないようです
私たちはたえず県やその他
上京している聞に相当数の の機関と連絡を保ちつつ目
工場や企業家を訪問しまし 標を今︑明年中においてけ
た︒これらの工場の責任者 んめいに努力していますの
や企業家たちは︑設備拡張 で︑地元市民の皆さんも︑
とか︑新工場の建設という 受入態勢その他について︑
ことに︑経済事情が好転し より一そうのご協力をたま

・

@PR推進で工場誘致を
@

②国道鋪装 に つ い て ．
この線の重要整備事業︑八 したがって︑訪
美々津三遷地区の道路鋪装 幡通り線の拡幅整備のワク 問した工場のう
は︑来年度も継続して行な 獲得については︑特種な事 ちには期待でき
うことに大体きまりました 態でも起らぬかぎり︑間違 るものも何社か
財光寺地区の鋪装について いなく実現できるという見 ありました︒あ
は︑来年度の事業とするに 通しまでこぎつけました︒
とは県と協力し
て︑これらの有

す︒

，

三十五年度の予算編成期を控えて︑来年度の市の各種事業に対する補
助金などの陳情と︑工場誘致運動を兼ね︑一月中旬から上京していた
藤井市長は一日帰任︑同日市長室で開かれた今年はじめての記者会見

○⁝・⁝⁝・．とじてご保存ください⁝⁝⁝⁝○

，

継続OKの石並区鋪装
@

①東部土地区酉整理事業に 業であり︑三十五年度．予算
ついて︒
としては︑継続事業でなけ
用地費補償問題も︑努力の ればむりのようです︒
かいがあって見通しはきわ 特に駅前広場については︑
めて明る い よ う で す ︒
国鉄との接渉もあることで
あとは県などと打ち合わせ すし︑事務的によりも政治
を行ない︑具体的な事務手 的に解決しなければならな
続きをいそぎたいと思いま い問題であると思います︒

@

8．381世帯（＋3）

世帯総数

発行所，離臨講麟義市醸零墨（轟躍鋤
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｝ ！湘は2月末日ですi

宿の人ロ
男20．238人（＋54）

1灘1

計41．067人（＋77）

1帆．
1・松
「が認められません。
1固定資産税…第四期分

（2月1日現在）
女20．829人（÷23）

｝市民税の帖を早く！l
l申告・ないと扶養騰i

墾饗響総総轡
「一。鞠．一●鱒髄一・一。．●一「

新年になってから塩見中村︑美々津田の原︑庄手
の三地区で宿政懇談会が行なわれました︒
その内容の主なものを次にお頬らせしましよう︒

りです︒

ところが
現在の予
算では不
充分なの
で︑各P
TAに負
担しても
らってい
るのが現
しかし︑

状です︒

一町の・ンクート蓼に単
一する喪村地帯の道の整備の
アンバランスがあろのはこ
説の通りです︒農道整備の
重要さはわかりますが︑九
千万円の自己資金では︑ど
うしても補助事業が優先し

領々

夢

岳金証書も届いておりま

を済まされるよ

ください︒

予算を組んで水路の調査を
︻問︼塩見地区こは水道管 しています．．水︑冠誤の方で
もいろいろ検訂しています
から︑その主旨の陳情とか

と昏います．．

てもらわないと火災のと﹄・︑

がない︒中村にも水︑尼引い

請願をしてくだきい︒

︻匁︐︼県がいま一．百乃円の

困る︒

独立校にしてほしい
田の原分校
断たれ︑学校下の田に水が
のらない︑排水溝を設けて
ほしい︒

長曽我部あいの氏︵55︶

の施策を強化していたが
きたいと思います︒

菜市場の設置による農匪
経済の強化などです︒
次に社会教育振興のた晒
の予算措置をねがい︑虻
に青少年健全肯成のた

夢劉
ますが︑私のねがいは︑

富高西川内
抽象的な表現かとも思い

︐

︻答︼山手︑梶木︑亀鹸

ならぬ︒

トランクも入れない︒消
車も入れないではどうに

作りたいと思います．
︻問︼手手は道路がわス

ていません︒市内の農植
開拓農協などと相談を！

工場誘致も一だんと力み
入れていただき︑新春レ
ともに日向市に暖い風の
吹く日が一日も早く訪れ
る様お願い申しあげます

町と村と豊かに明るくな
るような施策がほしいと
思います︒例えば道路の
整備とか︑また︑市営そ

︻答一運動場は三十四年変
をまとめて︑推進委員会で
で整地ずみですが︑あとは
も作ってください︒
継続事業ですから部落意見

ぜひ作ってほしい

当︐り千六百円です︒

が四千五百四十八円︑市民 区はこ説のように道路が
一人当りにしますと千四百 いようです︒来年度の予
円です︒全国平均は︑一人 こはできるだけとり．け

農事センター
一

﹁一6111書■o聰−塵﹂

手㎜

一

幽庄

に太刀打ちできない︒特命

です︒設置華準はあります

が︑田の原よ一瞬ふ︑︑な出校

もあるし︑通学距瀧も問題

︻問︼運動場整地で排水が

よく話合ってくだ尊︑・い︒

美々津商工会

区の〃と転斗わ旅館

で開き

美々津地区の商店街で結成
している美々津商工同志会
総会は︑一月十二日︑同地
市長︑助役︑市議会議長も
出席して︑役員改選したの
ち︑美々津地区の発展策な
ど具体的な問題をいろいろ

㌔．魯．．．

岬二享以内で住坂圧

募集

π︑．5験9亀響・．〜︐．．〜・．︐9︑

︻答︼農振法関係の事業費 噸ク私の主張

帰てうだか︒

勲壕縞鶴濫四

ここについては瓢︵市長︶
㌔います︐

︻問︼市税の一世帯当りの

で心配し

ｼ︑年令は︑はっき一辞
聞いてくだきい・

后F年の夏︑耳翼の幹線水 ます︒それには現在皆さム
一口路の永田地区の燧道か が使っておられる一日の太
落ちたため︑上水道の水が の量を二割節減していた〆
少なくなって一時断水した けば断水することもな・＼
ことは皆さんも知っておら 台所まで水がとどくことに

一ものは掲載できま野・一ん︑

卍住所︑氏名︑年へ︑のない

れることと思います︒

昨年は二の陥落個所を仮工 また現在は年中でも一尋帽
靖国神社参拝
事
で
す
ま
せ
て
気
が乾平し︑火
ただいま市民課で春季の靖
いましたが︑
災のおこり易い
国神社団体参拝の会員を募 こんど本工事
状態ですから︑
をすることに
集しています︒
火の元に充分お
こんどの出発は第一班が四 なり工事を急
気を付けられる
いでいます︒
月五日︑二班が十五日︑三
とともに︑﹁当
班か二十九日︑四班が五月 工事の期間は三月中旬頃ま 分の節約した水が郷土を守
での約四十日間で︑この期 る非常用水に残るんだ﹂と
九日の予定です︒
日程は九日間です ︒参加申 問は耳川の幹線水路から来 言う気持で節水にご協力く
込の締切が三月二十五日ま る水が少なくなり︑昨年の ださいますようお願いしま
でになっていますので希望 夏と同じように断水や時間 す︒
の方は早目に市民課の方へ 給水の恐れがありますの なわ三月十六日頃から完全
で︑なるだけ水を節約くだ 給水が出来るみこみです︒
さいますようお願いいたし
お申込みください︒

なお旅費その幽くわしいこ
とは市民課市民係までおた

附

ずねください︒

寄

人︒

軒の十六

この組合
に加入し
ているの
ま︑十二

ました︒

が笑いな
がら語っ
ておられ

長の吉田浩太さん︵42︶

ーセント納税を続けてい
ますよ﹂と︑二代目組合

﹁もうここ四年間︑百パ

笹野西北納視組合

饅駒②
▽市内日知屋柏田慶治さん

が亡母ケサさん︵七十五
才︶の香雲返しとしてさる
十日︑一万円を市福祉事務
所へ

▽先にブラノルへ移住され
た財光寺往還区の島山英次
郎さんが一月十三日︑レコ
ード八十九枚を市福祉事務
所を通じて養老院へそれぞ
れ寄贈されました︒

地藏まつり
恒例の平岩地蔵まつりは︑

なわれる予定です︒

余興大会や︑奉納相撲も行

盛大に行なわれます︒

をされるようお願いしま 来る十九︑二十の二日間︑
す︒なおこの給付金請求手
続きの巡回指導相談は三月
九日午前十時から市役所講

なります︒

だきい︒

相談員は県から係員が出張
して来ることになっており
ますから︑まだ請求してい
られない方はぜひおいでく

堂で行なわれる予定です︒

みましよう．ママ子あつか
負担額︑市税の中の農村の 散しても効果があがらない
いの件は︑学校運営上の問
比
率
はどうなっているか︒
ので︑農事センターを作っ
題ですから︑本校と分校で
︻答︼ご質問の資料はいま た方がよいのではないかと
ありませんが︑三十四年変 考えたのです︒まだ具体的
で︑納税者一人当りの税金 にどこに作るという線は出

はあうま諌．一んから努力して

も税引課kになったつも︐

いと思います︒
です．研究してみ画す︑
︻問︼市は税金の公平鼠架
︻問︼農林課に技術指導員
︻問︼庄手の青年盾動は
︻問︼田の原分校を独窪枝 のためにどのような努力を
を増加してほしい．．
くれているのだが団員の
しているか︒
にしてもらいたい．分校は
︻答︼園芸と畜産ともう一 が少ないので青年学級す
︻答︼先ず税金の納まらな
ママ子あっへ・いで校kも教
い原因を探って課税客体を 人は何とかして技術者を入 できない︒他部落なみに
︑ ︐一︑ o
頭ものったに気を出︸・︑な
正確く把記せなはなhノませ れ︑ 指導倉成に当らせたい一しナし
い︒
︻答︼数は少なくても壱
こ思っています．
んいま眠采の陸容を立て
︻答︼学桟罰︑兆弓キ雲県の軍議 直してその証紙こ︑5らせて
︻閂︼日知騒開拓組合で畏 のあるところがらとりヒ
います．公平な賦課という 事セノターを準備している
一て行︸・たいと思います︒

︻答︼市有財産特売は問題 ▽二月二日︒

入札などの方法はないか︒

いう．．競争入札では企業家

町にいる人だけか都市計画 てまいります︒しかし︑片
などの利益を受けているよ 寄つた行政の部分は極力改
うに思われる︒自分たちの めたいと思います︒部落道
堤防︑農道︑橋梁を整備す の場合︑六割が補助︑四割
ロ一重ロ夢更ロ三星コロコ ロ
るには地元負担金をとられ が地元負担となります︒
コ
コ
一戸 の 原・
る︒これは市で負担すべき
︻問︼いま一級の農地を持 一
一
●81墨IlO一膠−Il醒 ●
っていてもそのすぐ隣りに
だ︒用排水︑農道を部落で
▽一月十六日︒
やれば市で何割ほど見る 家や木が植えられ︑農作物
︻問︼田の原は山間の地だ
が出来ない時は︑等級の格
か︒
︻答︼防災営農は水田だけ 下げとか︑家や木の処分を けに経済が豊かでない︒部
落周辺の雑木を払い下げて
してもらえるか︒
でな く ︑ 畑 も 畜 産 も で す ︒
もらえば椎茸を作りたい︒
つまり農道その他用排水堤
︻答︼そんな場合がありま
防も関連さして行くことが したら税務課にご連絡くだ 財政課でぱ払下けは条例で
さい︒税額の考慮はできる 競争入札にきまっていると

以鑑

﹃ 寒曝

叢裂

妻

これも次
第に改め
て行きま
すからも
うしまら

くこ自学
と︑ご協
力を願い
︻問︼早

ます︒

防 災 営農です︒

防 災 営 農

水田だけではない
泥目

セココココロロロ ロコロロ

中

鯛
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一

︻問︼小中学校のPTA会

▽一月十四日︒

当然ではないか︒

﹁

︻答︼ご
意見の通

費負担が重すぎる︒義務教
育だから市で負担するのが

継5

タ︑
植水稲だ
けか防災
営農ではない︒もっと基本
的なものを堀り下げるへき
だ︒われわれの考えでは︑

国民年金申請を早く

たびに︑それぞれ差し上げ

証書交付は九六〇人
年金支払は三月から
十一月からはじまった無拠
す︒それによりますと︑母
なお︑会長には高木力松さ

と懇談しました︒
んが再選されました．

しあげます

ておりますが︑すでに交付

す︒

さ

出制国民年金︵福祉年金︶

います︒

開きます︒

五日の両日︑市役所溝堂で

軍人恩給と引揚者給付金

のいる母子家庭︶で︑年金 昭和二十八年八月一日に恩
給法の一部が改正されまし

一号は黒川ヨノきんでし 手続きをすましていらっ

伏さん︑障害福祉年金の第

佃祉年金の第一号は荒木寅 級以上︒中学生以下の子供

マは四百三十三人で︑老令 人︵満七十才以上︒障害一

しの日証書を交付された人 年金を受けることのできる

レた︒

子福祉年金証書の第一号は
黒木トクエさん︵細島︶で

市政は私たちの手で

のうら︑老令と障害の年金 を受けた人が約九百六十
証書交付式は一月二十五日 人︑ただいま手続きを申請
巾役所の講堂で行なわれま 中の人が百三十人になって

L
旧軍人戦記者および傷病者
す︒
恩給未裁定者などの巡回指
なお︑母子福祉 導相談会を︑三月十四︑十

うお願いしま

年金証書をもらう人たち

一山

響

しやらない方もまだ二百五 た︒
﹂︒
まだ恩給裁定を受けていら
このことで︑恩給を受ける れない方は︑せひこの機会
嬉お︑この日以後は︑年金 十人ぐらいあるのではない
ことがでるようになった方 に相談︑ご指導を受けられ
阻書が 市 役 所 年 金 係 へ 来 る かと係 で は 見 て い ま す ︒
は︑今年の七月末日で満七 るようお願いします︒
三月六日ごろか
年
と
な
り
︑
時
効
が
完
成
し
ま
また︑引揚げ者の皆さん
ら︑いよいよ年 すので請求権がなくなりま
や︑引揚げ者の遺族の皆さ
金証書の交付を す︒
んに︑国からお金をさし上
受けた人に対し したがって︑旧軍人の方や げていることは︑皆さんも
て︑年金の支払 その遺族︑軍人の経験があ ご存知のことと思います︒
がもよりの郵便 る一般公務員とその遺族な このお金を︑引揚げ者給付
どの方で︑まだ請求手続の 金などと言います︒まだこ
局を通じて行な
終っていない方は︑なるべ
の給付金を請求されない方
われることにな
く早く請求の手続きをして が︑そうとう多数にのぼっ
るようです︒
ください︒
ていると思われます︒この
したがって︑ま なお︑昭和二十一年勅令第 給付金を請求する権利は︑
だ申請の手続き 六十八号によって恩給の停 今年の五月十六日で消滅す
をすましていら 止を受けた旧軍属の方も同 ることになります︒したが
ってその日以後は請求する
っ し や ら な い 方 様です︒
は早目に手続き なおくわしいことは市民課 ことができません︒
市民係に直接お聞い合わせ ぜひこの際︑給付金の請求

へ

写真は吉田さん︒

表彰を受けたんですよ﹂
そう語る吉田さんはちよ
つと照れているようでし

組合の納入高です︒
﹁成績優秀でね︑何回か

市民税二万八千六百八十
円︑固定資産税二万八千
二百四十円︑保険税一万
六千六百二十六円がこの

水

○
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照明コンクール

する子供をきめます︒

の実態調査を行ない︑入所

．メ犀匁

髪酬
@画

厲R下︑25日往還︑26日

募集案内

﹁農林課︑または福祉事務所・

◇

体障害者で義務教育修了

者︑またはこれと同じ程度

の学力を有するものです
が︑精神薄弱者︑盲者︑内
部疾患および伝染性疾患の
▽応募締切11三月五日

ものは除きます︒
▽選考日および場所11三月

十四日目十五日︑東京身体
障害者訓練所
◎国立東京光明寮生徒
▽資格一新制中学校︵旧制

そノ＼同校ブラ

ださい︒

の万は二十五日までに市耀
祉事務所までお申し込み／

危険物主任者試験

㎜した同中学剣道部の選手わ
ちは次の通りです︒

写真は頬白剣道部

︵同︶

一雄︵同︶先鋒⁝赤木一距

山下良孝︵同︶二将⁝宮甲

将⁝馬場英夫︵同︶中堅−

このほど行なわれた鵜戸神 大将⁝伊東保 ︵二年︶劃

宮奉納の県下中学校剣道大

会に︑郷土代表として出場

した富島中学校剣道部は︑

見事に三年間連続優勝を成

しとげて帰って来ました︒

同校河野校長先

生はじめ︑藤井

に街頭行進を行

阡N︸運佛例優勝

西り．：︒

て︑選手の労
をねぎらうや

んざいを作っ

なうやら甘いぜ

スバンドを先頭

手帳を有する者
ウ応募締切︑三月十五日

の万へご連絡くだきい︒

望の方は各地区の民生委員

▽ただいま募集・中です︒希

◎県立延岡ろう学校生徒

選考︶

▽選考．三三二十日︵書類

もしくはこれと同等以上の 市長︑田中柳雪
学力を有する満十八才以上 館々長きんたち
の視覚障害者で身体障害者 も大喜び︒きつ

高等小学校を含む︶卒業︑

剣道で富中優勝

へおたずねください︒
▽資格瞳三十五年三月中学
校卒業見込みの者︑または
内市で石油類︑濃硫酸︑捧
お金を貸します
選考日までに満十七才未満
黄︑カ⁝バイトなど取り餌
の者で農業に従事している 母子世帯に対しては︑生
っておられる方は危険物胸
者︑将来農業に従事せんと 業資金︑事業継続資金など 扱者になりますから二月一
する者︑身体強健である者 八種類の貸付制度があり借 十八日午前八時三十分︑扉
り受けの希望をつのって︑
▽応募締切H三月三日
岡の旭化成ベンベルグ寄恐
県が審査︑貸付けられるこ
▽選考日11三月十六日
恐教室で行なわれる危険桁
とになっています︒
▽選考場所 日向保健所
取扱主任者の国家試験を冴
O東京身体障害者廠彙訓練 こんど行なわれるのは児童 け免許を取って下きい︒
の卒業期を控えて︑就職の
所訓練生
ための支度資金と高校︑大 なわくわしいことは日向噛
▽資格 満十五才以上の身
学へ進学のための修学資金 防署までおたずねくだ占
についてのものです︒希望 い︒

◎県営伝習農場生徒

◇

なおくわしいことは市役所

一

調嚢
アぐ

姦

厓ﾗ島西︑23日細島東︑

一方︑20日曾根︑21日畑浦

江良︑18日母子寮︑19日堀

上原町︑16日下原町︑17日

匇＊ﾘ︑14日本町︑15日

今月の巡回映画

CG︶

▽十五日︑細島支所︑細島
幼稚園︵ツベルクリン︶▽
十六日︑曾根公民館︑日知
三面︵同︶十七日︑細島幼
稚園︑細島支所︵ツ判定・
BCG︶▽十八日曾根公民
館︑日知屋小︵同︶▽二十
二︑二十三日市役所講堂︵
ツベルクリン︶▽二十四︑
二十五日︑同︵ツ判定・B

結核予防接種

黶ﾟ≡；＝≡唱≡一一三≡≡⁝⁝ニ＝一一≡≡≡＝≡一三一﹁≡一＝≡＝一＝≡＝一一≡≡＝一帽二≡＝≡一二一≡一二一≡≡輔二﹁一一二≡≡嵩二一一＝≡一＝≡≡＝一≡≡三一≡≡≡＝＝二三二﹁一≡≡≡≡；一＝二一≡≡＝＝⁝＝＝≡一＝＝

朝鮮人帰国歓送会
十 七 日 に 市役所講堂で

さい．

込みの受付け︒

▽二月二十九日まで参加申

す︒

を︑次のとおり行ないま

く︶店舗の照明コンクール

市内に長く在住していた朝 までに会費五十円をを添え
商
工水産課では︑九電と共
て市民課へお申し込みくだ
催で市内商店︵料飲店を除

鮮の人々が︑日本赤十字社
の仲介で朝鮮へ帰ることに
なり︑当市では二月二十一
▽ 入 所該当者︒

保育所入所受付け

が富高駅から﹁くにさき﹂

両親︒保護者が働きに出た

日︑第一回の帰国者十二名
号で出発します︒

▽三月一日から十日まで︑

参加店の指導︑啓発
▽三月十五日︑審査会
▽三月二十五日︑照明コン

13

22

比良︑27日切島山︑

・

一ニ

さる3日、市役所講堂で市内優良農家（写真上）と優良漁業者
（写真下）の表彰式が行なわれました。優良農家として表彰さ
れたのは、市内奥野区黒木重義さん、梶木区の西田滉さんら
318人で、そのうち奈須利刀さん（奥野）ら258人が農
業まつり入賞者として、また黒木正義さん．（本村）ら23人
が花き展の入賞者として、それぞれ表彰を受けました。
なお、同日午後、江藤道治さん（富島漁協）、柄本秀男さん
（幸脇漁協）、甲斐てるみきん（美々津漁協）ら22人と4
団体が、優良漁業者として晴れの表彰を受けました。

市としてはこれを機会に︑
り︑病気やその他の事情で
今後帰国する人々も含めて︸日中にその子供の世話がで
の歓送会を︑県在生朝鮮人．きない家庭の︑小学校入学
帰国協会と共催して行なう一前の子供たち︒
ことになりました︒
㎜▽申込み期日︒

○

24

一、一掃虞
クール受賞者表彰式︒
歓送会は二月十七日︵水︶﹁二月十日から二月末日まで
午後一時から講堂で行なわ一 ▽申込み先冷
なお︑入賞者には九電所長
れます︒また会式の後余興 市福祉事務所または︑．市内 賞︑照明学会長賞︑市長賞
会など行なわれます︒なお．
の
各
保育所か保育園︒
などがおくられる予定で
会に参加希望の方は十五日
申込みによって︑その家庭 す︒

○

農・漁家表彰式
一一

