：︑

写真撮影大会︑

ナ
レ

まれています︒

の給食器具購入費として二十六万
円︑西盛事業費として千四百十万

円が新しく計上されたものであ

り︑社会教育費が昨年の倍領の九
十四万千円となっています︒
土木費には︑権現崎道路改良工事

費︑赤岩山ノ田取付道路改良工宙3︐

として二千二百十六万円が計上委・﹂

費︑後丁田通学道路用地買収費と
して十七万円︑縁開橋取付道路用
地白として二万二千六百円︑小原
橋かけ替え工事費として二万四千
円︑土々呂毛一下木通線工事請負
費として四十四万六千円︑山口通
線工事請負費として三十九万三千
円︑草場細島線街路舗装工事費と
して五百二十五万円︑失対事業費

万円を用意してあります︒

れています︒今年度までは︑やは
り財政の都合上︑補助事業や経続
事業が優先してまいります︒
そのほか︑産業経済費に︑農協に
対する利子補給にあてるものとし
て︑約千二十万円を予定していま
す︒また︑中小企業に対すろ融資
貸付金として︑今年は新しく二百
円上げています︒

N§ミ．笥題S

@槻

・還ず諺

馬革
茎
鹸
該

万五千円を上げています．︑また中

教育費は︑特色のあるものとして
生活に困っている家庭の小学生に
対する教科書給与費が昨年度の約
倍額十三万五千円︑修学旅行の給
与費が昨年無かったのに今年は三

て︑昨年なかったものを五万二千

学生にも︑修学旅行給与費とし

万六千円などがあります︒
次の公債費には︑財政再建債元利
償還金千四十五万七千八百円が含

十三万七ず†円︑国民年金費百十六

体障害者福祉費二十万円︑戦傷病
者等援助費十二万六千円︑社会福
祉費十三万四千五百円︑住定費二

子寮費として七十三万七千円︑・身

︵生活扶助︑住宅扶助︑教育扶
助︑生業扶助など︶二千四千三万
四千円︒養老院費として二百七十
四万五千三百円︑授産日取として
三酉三十五万干五百円︑児童福祉
費として百八十一万二千円保育所
費として九十五万四千九百円︑母

は︑生活保護費として︑扶助費

次に多い社会及び労働施設の中に

○⁝⁝⁝とじてご保存ぐださい⁝⁝⁝○

総額二億二千入百万円

出
市役所費は︑市政のいうん鋸︑5仕事

次に歳出に移りましよう︒

歳

どです︒

百円︑消防費として十七万円︑
土木費として千七百十三万円な

統計調査費として四十一万九千

保護諸・として二千百十八万円︑

活保護児童福祉︑身体障害者

ほかに歳入面の大きなものとして
地方交付税があります︒これは毎
年︑地方団体︵県や市町村︶の財
政がうまく行くように⁝と国がく
れるお金です︒次の国庫支出金も
国から出るお金ですが︑このお金
は︑使い途がきめられています
例えば︑義務教育費として六十
七万円︑社会労働施設費控．生

﹂一般会計予算の解説一
今月は︑市の今年度
の予算についてお知
らせいたします︒

一般会計予算は二億
二千八百三十五万九
千九百円で︑昨年度
の当初予算にくらべ
ますと︑二千四百十
九万二千五百円の増
です︒

三月の議会で︑藤井
市長は﹁再建団体最
後の年度だけに︑市
民の皆さんにご満足
いただける規模でな
いことは残念ですが
︑限られた予算の枠
内で︑私は最大の努
力を払うつもりでご
ざいます﹂と語って
います︒したがって
この予算は市長の︑

窃ほか︑票
雑収入努

での佗軒／

O便閉料属手紋料鵠

@

を行なうために必要な︑種々の費
用が上げてあります︒例えば市役
所で働いている職員の給料や︑庁
舎︑市営施設に使うお金︑印刷費
や︑通信運搬費︑広報費などがそ
の主なものです︒

00甥

％2蕨

公嘗企業凝賊産収入43／

蜘／国庫支出金
螂〆地方交付税

税

@

市政に対する考え方を知る上
にも重要な参考となります︒
図のように︑日向市の予算をま
かなう歳入の面では︑市税が最も
大きな割合を占めています︒

歳 入
市税には普通税と目的税がありま
すρ普通税は︑市民税︑固定資産
税︑軽自動車税︑煙草消費税︑電
気ガス税︑木材引取税など︑目的
税は水利地益税︑都市計画税など

市

@

世帯総数

・11美々津海岸一帯で11

嵭ﾞがあります︒

／

；5％望

歳出

§煙

輪講

蓬軽賛

いずれの税も︑今年度分の徴収成

績は九〇％を絶対確保しなけれ
ば︑そのつもりで歳入に計上して
いますので︑市政運営面に直ちに

@

＼
．＼・≒、・鴨、＼・・、1、・、・、9＆回漕・
差し支・んることになります︒

＼鞍為

器燦

女20，586人（一75）

18．374世帯（一12）

入賞者には記念品など贈られます

9

（5月1日現在）

日同日日新聞社と日向市共催のア
aユア写真撮影大会が︑十五日
︵日曜︶︑美々津海岸一帯で行な
われます︒アマチュア写真家の多
マ．

数の参加をお願いします．

●

計4G，542人（一125）

獣：ミ重．断滅研創＆確＝：鉢濱ユ≧虹訟』．：．．∫rl、．，琴．．｝．，瑚

＿＿＿
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毎月10日発行

61
NO

男19，956人（一50）
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道路 の 整 備 改 良 を は や く

るのではないか︒

︻問︼税全をとるのに︑五人も六
人もの団体でくる︒税金取りは
一人か二人でよいのではないの
か︒こんなよけいな人に支払う
給料も︑ほかに市のために使え

市広報−

二回出すつもり

︻答︼へ7丁度かろかかりモす︒

お願いする︒

︻問︼雨の時餌に入るか︑提防の
修理はどうなっているか︒
︻答︼災害復旧は︑国の指示がな
ければ一助金等の関係で︑補修
できないのが現状です︒幸い︑
今年になって︑三二二年の補助
がとどいたので︑今年は九か所
の補修ができると思います︒
︻閥︼若宮通学道路は一口も早く

す︒

の考えでは︑失対事業でやった
方がよいのではないかと思いま

H本谷の市政懇談会からーー

先月のじはめ︑本谷地区で市政懇

談会が行なわれました︒
▽出席者 地元−1約百人︑市 側

藤井市長︑保険︑農林︑建設の
各課長︑教習委員会今村係長
議会噛柏田議長︑日高議員︒
この会での主な質疑応答は次の通

りでした︒

か︒

︻問︼市広報は︑毎月出ているの

じて︑お配りしています︒

︻答ーー市長︼毎月一回︑区長を通

す︒

これも︑今年は市政のことを皆
さんにうんと知っていただくた
めに︑何とか二回出すつもりで

まだ不徹底︑

市役所のサービス
︻問︼市役所のフービスぶりはま
だ敬干していない︒有民課に死
亡届に行ったが︑どの窓口であ
つかうのか︑きつぼりわ？っぬ
待合老に入ると︑何のご明でア
う丁と聞くぽどの親切身がほし
い︒寒口もせまく︑識貞たちは
自分の仕事に忙趣きれている︒

ら考えず︑いるのです︒それと︑

と窓口改いについては常日頃が

ごスの敬属

たいと考えています︒

り立らません︒

︻問︼国保には加入しなくてもよ
いのか︒保険料をなぜ保険税と
いうのか︒保険料徴収員が不勉
強で︑サービス精神がない．
︻答︼団体保険に入っていない人
は︑国保に入らなければなりま
せん︒加入の自由があれば︑資
産家の人ほど加入しなくなるで
しょう︒そうなると︑保険が成

保険料は二年間で時効になりま
すが︑別なら五年目す︒そして
税と言えば義務的になりますが
科では︑滞納者が増えるのでは
ないかという考え方もあるので
す︒例えば宮崎市は料を税に改
め税率を上げ一般会計から三百
万円の融資を受守ましたが︑そ
れでも歯科捕窺をあつかえませ
ん︒

ようです︒

り出しているので︑日向市に工場
が来るという確率が少くなりつつ
あるという状況にあります︒それ
で︑同報告書でも﹁四万市民が愛
情で結束し︑全県民の支援を得な
ければならない︒市民の皆さんは
市で引く車を︑一人残らず後押し
してほしい﹂と結んでいます︒
一行が視察した工業地帯ないし造
成地帯は︑一二をのぞき大体にわ
いて港湾設備や︑電力事情︑工業
用水なども備っており︑漁業その
他の補償についても︑すでに解決
したり︑解決に向つたりしている

ようです︒

ただ︑特殊な点では︑鶴崎で国立
職業訓練所などの施設があり︑工
場従業員の養成に力を入れている
こと︒二三の市で工事誘致条例を
作り︑誘致工場の便をはかるとと
もに受入れ態勢を強力にすすめて
いること︒倉敷臨海工業地帯︑富
山工業地帯などでは︑全ての造戒
地を県費で賄っており︑市の負担
金などないことなどがあげられる

聞〜箕︑一て頂

課貞の不勉強︑サ；ビス不足に
ついては誠に申しわけありませ
んでした︒今後は︑全員をいま
しめて皆さんのご期待にそうつ

㌔㌔ました．雲﹂口碁

もりです︒

︻答︑市長︼よいイ．が伊・

るたみ︑市民旧自室をせひ作り

電力事情などを調査しました︒
企画室で作成しました報告書によ
りますと︑結論とルては﹁今の時
期に︑県︑市が一体となって︑猛
烈な誘致運動をしなければ誘致実

現はむつかしい﹂ということで
す︒つまり︑各地に日向市のよう
な︑あるいは︒それ以上の好条件
をそり？ズ．た造成地帯か次々にで︾・・

↑ウそれらが全て︑秀致運動に乗

日赤社費・募金に
ことしもご協力を！
即和35羊覧の日八社解毒全につh

並目通社只∂社費︵年領百円︶納付

てほ︑近く各区長︾・﹂ん宛に各区の

告知菩と戸別募令朗一目煙頷表を

︵地区によっては婦人会と共同で︶

霜げることになっています．
これによって区艮きん班長毒︑・ん

から募全について各家庭にお願い
きれますので︑よろしくご協力く
ださるようわねかいします︒

戸別募金目標は二口平均五千円と
なっております︒昨年度完納にな
っていない一部の区については︑

福祉年金︵老令︑障害︑母子︶
の第二回支払いは六日から始ま
・つて8ます︒国民年金証書を貰
っている人は︑証書に押してあ
る印鑑をもつて︑指定の郵便局
の
へ
で受取ってくださし
この年金は︑その人だけの年金
ですから︑支払を受ける前に資

格︵死亡︶を矢えば貰えませ

いのです︐

今月の市政懇談会
今月は︑堀一方を皮切りに旭通り
区︑美々津石並区で行なう予定で
す︒来月は︑今の所上原町から申
込みを受けているだけです︒

広報係から
高低︑私の主張︑グループめく︶
は︑紙面の都合で今回だけ休みま
した︒

なお︑私の主張は引続き募集して
いますから︑ぜひ原稿︵二百字以
内︶を係までお送りください︑

悪しからずご演承ください︒

多少上廻る率となりますがこの転

住民登録を
していない方へ
転入してきた方︑またはかなり前
から居住されている方で︑まぜ庄
民登録をしてない人は︑なるへく
早く市民課で手続して下さい︒
住民登録法によって届出る義務が
あるのです︒そしてこれによって

皆さんの日常生活の利便をはか

お忘れなくおねがいします︒

り︑常に市の行政を適正に行うこ
とになるのですから︑未届の人は

死別し︑その時まで夫の収入
で生活していた人︒
が13万以下の人︒但し二人以

O母子家庭で昨年度の年間収入

いる人︒

上子供がある場合は子供一人
制につき一万五千円加算︒
O中学校卒業前の子供を育てて
◎公的年金︵遺族年金とか恩給
など︶を受けていない人︒
◎夫の事故死の場合︑災害補償
や遺族補償を受

国民年金から

六年すぎていれ

けていない人但
し受けた人でも
ばかまいません
◎二十五才以上の子と生計を同
一にしている場合はもらえま
せん
その他いろいろありますが︑要
するに︑手数のかかる子供のめ
んどうを見るため︑働いても十
分な収入をあげることのできな
い気の毒な母子家庭に注目して
できた年金ですから︑受けちれ
そうな方は︑ぜひ一度市民課に
ご相談ください

第二回分支払は六日から

ん︒身体の不自由な人は家族の
方が委任をうけて受取ってもよ

母子福祉年金を

母子福祉年金
をもらえる人
其える人でまだ
歩汽せんか︑

詣求の手続をしてない方はあ︑・

この年金は︑請求しなければい
つまでも貰えません︒また受給
権かあっても︑手続を五年間し
ないと時効になって貰えなくな
ります︒次のような人は︑一度
市民課国民年金係までご相談く
◎昭和34年11月1日以前に夫と

ださい︒

なお︑視察団一行の調査結果は︑
近く開かれる市議会全員協議会で
くわしく報告される予定です︐

更に市民への甚−〆；ハを敏底す

楽土旧水︑モ致条例

特別委員の調査報告11

工場誘致実現は
@四万市民の愛情で
市議会の工場誘致対策重重委員会
︵委員長宇田津忠氏︶と市企画室
高山次長ら一行へ名は︑先月中旬
に︑全国各地の臨海工業地帯を十
一日間にわたって視察しました︒

一の補償状況︑

視察したところは︑鶴崎︑若松︑
八代︑水侯︑防符︑米子︑境港︑
倉敷︑堺︑富山︑新潟などの各工
業地帯で︑主として河用海面激業

︵巳塔の建設場所︑ これはまだ確定
にいたっていません︒適当と蟹わ
れる候補の場所の中で︑私有地か
ある関係から︑交渉中できまらな
いわけです︒

よ顎レげぶヲ

市有地の場所も墨譜地の中にあり
ますか︑現在のと二ろ︑いろいろ
検討していますので︑決定次第発

で行ないました．

ことしは来年まてに市合同慰霊塔
を建設する計画になっているため
簡素に執行することにきまり︑例
年のような全遺族を案内して行わ
ず︑各地区の遣族代表の方々だげ

合同慰霊祭執行

望まれるわけであります︒

か︑特に資金つく㍉については︑
市民みなさまの涛財寄附今か主体
となるものてすから︑いろいろと
支出の多いことではありますか︑
みなきまのこ理解とこ髭力か強く

以上か玉川画の経渇帽の♪の・つ

表することになります︒

呼こてましナニ「

︻答n市長︼税金は取るというこ
とでなく︑納めて頂くというこ
とにしたいと思っています︒そ
のためには︑納税組合の結成を
ぜひやってもらわねばなりませ
ん︒五六人で取り立てに行くと
いうのは︑何かの間違いではな
いでしょうが︒二人で出る時は
あります︒人を減すということ
には︑現存市役所の事務分量か
ら見て︑非常にムリがあるよう
です︒しかし︑進んで税金を納
めて頂くようになれば︑税務吏
す︒

︒こ︑己なりまし

ゆゴ
このほか︑特志寄附もつのること

豊をお願旦︐

3「1
ト7㌦て、
土ξ：＝きオ＝ノこ》）よ、千ユTラリ、

できないか︒

今年の目標きまる

動︑特に時間励行と結婚式の簡糸
引に重点をおいてすすめて行く︒

眠

20日こゴうから北九脳方面二出荷きれ、土ユ
ウリなどは、キロあた》iつCIUもの信 ．を

員は少しは滅ら︸・・れると思いま

@
ハウス哉炉つ、｝、ヤ津のπ葭葺で なわれ
渉した，こ》♪＿ニー・ハ㌧『㍉ミ、「き約2
ズーkル乏とのあマー・コモのものてす。幾

︻問︼本谷の道路はせまい︒拡幅
︻答 柏田議長一三十二年度に本
谷から道路拡煽についての請願
があったように記憶しています
その時︑議会では採択したか︑
やってもらえませんでした︒ご
存知のように︑日同市の財政状
旗は良好とは言えません︒した
がって︑来年度に再建団体を返
一しても︑道路をすることかで
きるかどうかわかりません︑私

一百『原の促成野莫二

ニ；≡≡一二⁝：＝噂二二≡ニ≡門口＝一一胃二一＝；ニ■≡三嘘≡暫＝≡一二︐ニ＝；≡＝一≡一＝⁝；ニ⁝一一＝一三≡ニ一二三二；一＝一≡⁝≡一二三；三冒＝ニ一＝ニ一三＝ニ一；一二一：ニ＝ニ≡ニ：一︐一≡三一＝：一二≡≡一．

■

@

ことし市門ては）カての高突入石見二一・

．向

日

日

．

にな2︑います．

﹁塔﹂か適当であるという結

論かでました︒

か︑

今までいろいろ検討されました

たか︑次のような協議をしました
④形式︑塔か殿かの形式の間題は

は︑4月21日市長室て開かれまし

日向市慰霊塔建設委員会役員会

市民みんなの力で

慰霊塔建設は

とともに強化する︒

社会教育の基本方針
今年度の社会教育の基本方針と努
力目標がきまりました︒

基本方針は︑住民一人一入の幸福
と︑豊かな生盾を築き︑地域社会
全体の同上をはかることですが︑
そのために︑次のようなことに努
力することをきめたのです︒
▽青少年の教育を︑学習活動︑青
年学級開設︑ボーイスカウトや子

供ヶラプの育成などを通じて充実
▽成人教育については︑PTA︑

させる︒

②資金計函︑建設資△∫目標禎は一！

百五十万円とし市支出閉刊乃円︑
市民の浄財寄附二百五十万円とい
う目標をきめることになりました
⑤募金方法︑市民の浄財をつのる
ために各区別の割当目標額を五月
中には作成することになりました
が︑これは区長達合会理事会とよ

特に婦人学級︑母親学級の育成各
種研究講座の一般公開︑公民館盾

▽そのほか︑社会教育関係の施設
設備の充実と活用︑文化活動や社

く相談して︑適正な区別目漂額を
きめ︑これによって各区長さんに

動としての成人教育︑新生活運

会体育︵バレーボール︑レクリエ
ーシヨノの普及︶を関係各種団体
︑

出荷は上々

嚇＾

姻

曳試

＼ 観＼

ジ
〜
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備
｛

一

報
広
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向
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「

交通事故をなくしましよう
☆春の交通安全運動☆
し︑明るい住みよい街にしましよ
．つ︒

また幼児︑児童を交通事故の犠牲
から守るために︑次のことに注意
し︑小さいときから交通道徳観念
を育ててください︒

▽右側を歩きましよう
▽正しい横断叢道路を横切るとき
は道路に対して直角に︒傾めに

春はとくに交通事故の多い時期だ
といわれ︑それは行楽シ⁝ズンで
自動車の往来がはげしくなり︑ま
た入学児童が︑一人歩きになれて
いないために事故がおこるのだと
○ご親授者代表者

者は次の人々です︒

日赤県大会・ご親授式

いわれています︒

写真は西日本赤ちやんコンクー
ル日向地区代表に決った俊一ち

当市関係の受章者︑表彰をうける

月12日宮崎市で行われます︒

日赤県社員大会とこ親授式は︑5

市民のみなきんも交通規則を守り

特賞に俊一ちゃん

咲．︑

ゃん︵左︶とまゆみちゃん︒

ぐ

昭和35年度の日向市赤ちゃんコン
クールは︑4日市役所の講堂で︑
行なわれました︒
また同日︑第39回西日本赤ろやん
ごコンヶ；ル日向地区予選も行なわ
れ︑日向市からは28名︑門川︑東
郷︑北郷がら12名︑計如名のつぶ
謔閧ﾌ赤ちゃんが参加しました︒
そして審査の結果︑特賞には︑市
内畑浦︑畠中栄一郎きんの長男︑

．η

旧竣一ちゃん︵34︒4●8生﹀︑2

等賞に美々津新町︑吉松寿栄さん

の長男︑昭広ちゃん︵34・5・6
生︶︑3等賞に美熱津上町小城一
・4・21生︶が入賞しました︒

9

︵郵便局︶

a︑市役所︶一梶木︑凶手︑本

亀藍ぞきξ︽

ているときはいつでも送金がで
きるし︑受けとる人も家にいな
がら手にすることができます︒
しかも料金が為替料金よりも安
いのです．かりに五千円送金さ
れる場合︑為替送金は九十五円
の料金がかかりますが︑現金書
留のときは︑わずか五十五円で
すみますし︑あと二十五円加え
よ速達扱いたしますと電報送金
よりも利用の仕方では︑早く受
けとり人の手もとにとどきます

まいなく︑郵便局の窓﹇﹇が開い

されますと︑日曜︑祭日もおか

れる﹁︐現金書留﹂の制度を利用

こんなとき︑現金がそのまま送

す︒

損をされていることになりま

金は為酵で﹂しか送れないもの
とばかり思っておられるようで
すが︑これなどは不便利な上に・

お金をお送りになる場合︑ ﹁送

轟瓢鰭の

横切ると危険です︒また交叉点
や十字路では一たん止って左右
をたしかめて︒
．
▽自動車の直前︑直後は横切らぬ
よう︒

▽自転車通行は一列で．道路がせ

険です︒路上での遊戯はやめさ

まいので並ぶと危険です．．一列
になって通りましよう︒
▽幼児の道路上での一人遊ぺ︶は危
せてください︒

▽せまい通りから出るときは︑か
ならず左右をたしかめて︒

○表彰者 三尾良次郎
受章者 藤井満義︑椎葉華壇︑長
友重夫︑佐藤正︑西村知範
感謝状をおくる
日赤募金に重れた成績を上げた次
の各区に十六日︑市長から感謝状
が贈られます︒

西川内区︑永田区︑八坂区

引揚者の方へ
引揚者給付金請求のしめ切りが今
月の十六日までになっています︒
引揚者の方で︑まだ給付金の請求
をしておられない方は︑早目に市
民課の方で手続をしてください︒

予防注射日程
腸チブス︑パラチブスの予防注射
を次の日どりで行ないます︐
該当者は︑三才から六・r才まで︑
料金は一回十円です︑．

なお予防注射は三評しないと効果
がありませんので必ず三回受けて
ください︒カッコ内は日時と場所
︵①9日︑②17日︑③25日過市役

︑

中原︑高見橋︵①10日︑②18日③

所︶・ド富高︑新町︑旭通︑鶴︑町

ノ一嚇㍗一コド一F︐．﹂β一：

雀
一一

・兇

赤ちゃんコンクールでローー

一4ーー

少しでも日同市から事故をなく

日高利美︑富山美義︑︵有功章︶稲
原春生︑宇田津忠︵特別社員︶

ています︒

とくに本県は︑県民運動として︑
歩行者の﹁正しく歩く運動﹂が長
期にわたって行なわれます︒
昨年の日同署管内の交通事故は八
十件にのぼり︑その内訳は︑死亡
二十二人︑重軽傷九十一人になっ

．
日せ
間い
はに
︑行
春な
のわ
交れ
通ま
安す
全︒
運動が全国
︑一

⁝五月十六日から二十五日までの十

一吃り
成←ごノんの﹁R女︑ 凄孟煽ソワが︐りゐ一 ん ︵鍛

4・﹁剛

ヘノ：：・：：

星全区︑

き

︵④16日︑⑤24

匤焜P浜︑16日三毛︑17日毛

巡回映画日程

コ

時閤は午後−時から四蒔︑まで．．

日︑⑤1日︑細島小︶・：細島全区

小︶一塩見全区︑

︵①13日︑②23日︑③31日︑塩見

日︑財光寺小︶責財光寺全区︑

︵①12日︑③20日︑⑧．30

冝A③27日︑日耐量小︶−一・日知

谷︑西川内︑亀崎︑ ︵①11日︑②

26

19

募集

案内

▽海上自衛隊︵第六回︶操桜学生

幹部︑海曹募集

︻応募資格︼

︻採用予定人員︼μ八十名

鱒昭和三十五年四月一日現在で︑
十八才以上二十才未満の者
＠高等学校を卒業した者︑または
これと同等以上の学力を有する
者か︑防衛大学校受験資格検廻
に合格した者
︻受付期間︼ 五月二十五日まで
なお︑くわしいことは市役所総
務課まで

▽奨学生

︻奨学生の資格︼

市教育委員会が募集しています
申し込み締切は今月末まで

学している者で︑本籍が日回市

9り新制高等学校以上の学校に在

である者︒

㈲品行方正で︑学業成績優秀︒
身体強健で︑学資の支弁が困難
であると認められるもの
申し込みに必要な書類は教育委員

会事務局にあります︒

▽季節保育所

市福祉事務所で募集中︒
開設を希望きれる部落は︑︵←開設
場所︑︵②期間︑③代表者氏名︑ぎ
子供数︑⑤保母二名を推ぜんし︑

ノ＼たき㌃

十五日までに福祉事務所へご⁝︑雄絡

▽住宅

財団法人日本労働者住宅協会が︑
募集者数を調査中です︒くわしい
ことは︑市の建築係に問い合わせ

木︑旧日遠見︑19日幸脇︑20日飯

てください︒

︶

谷︑21日田の原︑23日余瀬︑24B

日落鹿︑30日高松︑31日宮の下

別宥︑25日石剣︑26日駅通り・︑27
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