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○⁝⁝⁝とじておくと便利です⁝⁝⁝○

ンである︒

黒木幸行さん︵平岩鵜毛U25︶がその入︒昭和
四十一年に高鍋農業高校園芸科を卒業︑いまビニ
ールハウスでキユーリの栽培をしている︒面積三
十艀︐︒将来は五十層︑年間粗収入二百五十万円が
目標という︒ ﹁農業もたえず流動している︒これ
までのただ作るだけの農業ではだめ︒流れにあっ
た作物を選定することも大切﹂と語る幸行さん︒
市青協副会長をつとめ︑SAP会員︑金ケ浜そ菜
グープにも参加︑たえず考え︑くふうする農業マ

月

口

（4％．202）

昭和47年3月21日発行

総務課秘書広輻係

日向市役所

発行所

巧
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ﾚ羅灘嬬：：灘劉回し一

・面一・酔

．

激減した︒

国勢調査でまとめた昭和三十年目日向市の農業
就業人口は七千二十二人︑そして昭和四十五年の
同調査の結果は三千九百六十六人︒半数ちかくに

7

現在の農業には魅力がない1現金収入が少ない1
作れば作るほど赤字が出る一など︑若者は農業を
はなれて大都会へ︑他の産業へと就職してゆき︑
農村の労働力不足は深刻な問題になっている︒
こういつた中で︑他産業にまけない〃魅力ある
農業〃をめざして努力している青年がいる︒

今月の主な内容

・面一・面…繋！蝶較通事故か6面・・農地転用・お考えのかたへ

．一 ＼ ．

幽

喫
子どもの飛びだし事故は︑駐車
している車で見通しが悪るく︑そ
のために︑子どもも運転者も気づ
かないで起こることがよくありま
す︒車を運転されるかたは︑駐車
中の車にかぎらず︑曲り角︑板べ
い︑狭い路地から子どもの飛び出
しのあることをつねに念頭におい
て運転してください︒こういつた
場所では徐行はもちろん︑ブレー
キに足を乗せて運転することです

故がめだってふえてきます︒

車の往来がはげしくなり︑交通事
す︒そして︑この数字の中には︑
小学生や五歳未満の幼児の死亡十

人も上回る悲しい記録がでていま

った昭和四十四年目百六十人を九

とくにこの時期は︑幼児の戸外
六人︑負傷八百六十九人が含まれ
ており︑全体の約十響を占めてい

毎年春さきになりますと︑人と

での遊びがふえてくるのと︑四月
はじめには︑交通に十分慣れてい

〃子どもを交通事故か

いったいどうずればよいのか︑運

ちを〃輪禍 から守るためには︑

転者の立場︑歩行者の立場︑保護

ら守る〃ことを主眼に
全国いっせいに行なわ
した︒

者の立場で考えてみることにしま

いたいけな子どもた

れます︒

■蓮転者

いつでも止まってくれるものと思

車はスピードや距離に関係なく

ても気づきません︒

中になると︑目の前に車が現われ

﹁死角﹂に子どもが
バスから降りて︑す
ぐその前を横断してひ
かれた︑という事故が

の方をみていながら︑他のことに

い︑車の直前で手をあげて飛びだ
したり横断したりします︒また車

あります︒これは︑運
転者からその子どもが
見えなかった︑という

注意︑青は進めと記憶していても

子どもは︑赤はとまれ︑黄色は

油断できません

てはなりません︒

ところでは一旦停止︑徐行を怠っ

運転者にとって︑子どもはつね
に〃赤信号〃です︒子どものいる

いないことがあります︒

気をとられて︑車に全く気づいて

〃死角〃が原因です︒

反対側が死角になりま

車のすぐ前やうしろの
部分︑窓わくにさえぎ
られた部分︑運転席の
す︒大きい車ほど見え
ない部分が多くなりま
す︒子どもは小さいので︑ いっそ
う注意が必要です︒ 発車やバック

車の周囲に子どもがいな

いかをよく確めてください︒

の際は︑

子どもの交通事故で一番多いの

学児や園児は︑家庭でいくら教え

実際には信号に従って行動でき
ない場合があります︒とくに新入

が飛び出し事故です︒行動が衝動

みてよいのか一まったく反対側の

てもらっていても︑信号機の多い
交差点では︑はたしてどの信号を

子どもは赤信号
的で前後の見さかいがないことと

る事実は見逃せません︒

新入生の慣れない登下校一加え
て行楽期の車の増加−過去の子ど

ない新入学園児が登下校しはじめ
ますので︑幼児や学童が交通事故
にあう危険がいっそう高まってき

信号で飛びだすことも考えられま

ます︒

におこる事故です︒

危険に対する先見性がないため

てが一番多いようです︒

すと︑やはり四月から五月にかけ

ゆっくりと徐行してください︒

す︒青信号でも油断はできません
子どものいる交差点は青信号でも

入学前にいっしよに歩いて

効果をもたらします︒

忘れ物はないか
子どもが事故にあうのは︑学校
に遅刻しそうなとき︑忘れ物をと
急いでいるときが多いようです︒

りに引きかえしているときなど︑

学校には余裕のある時間で送り
だし︑忘れ物などないか︑しばら
くのあいだおかあさんが点検して

渡りたくてもなかなか渡れない一

＊車の流れを止める1横断歩道を

あげてください︒

その見かた︑いったん停止する場

選んだ通学路で信号のある場合は

路を選定してあげることです︒

ください︒そして一番安全な通学

さん︑おとうさん︑家族のかたが
子どもといっしょに通学してみて

．尋

蕉︑

．︑＼
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蜜︑匠
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畷︑

︒

嗣

実施していこうというものです︒

定して︑徹底した総合安全対策を

を中心に︑五百材四方の範囲を設

スクールゾーン︵通学圏︶の設定
があげられました︒これは各学校

そして︑ことしの運動の特徴は

められます︒

児の事故防止を重点に運動がすす

ことしの春の全国交通安全運動
は︑新入学児童︑園児︑および幼

通学路は安全か

の目立つ色を選んでください︒

ッパ︑それも動きやすい白や黄色

す︒新入生の雨具をこれから求め
ようとされるかたは︑傘よりもカ

の日が多いのは︑傘が目かくしす
るのと︑車のほうもガラスがくも
って︑視界がきかなくなるためで

＼蕊

潔︑＼＼

たとえば︑友だちと離れている
ときは︑いっしょになろうとして

ことしも春の交通安全運動が︑
四月六日から十五日までの十日間

知っていそうでも︑ひとこと﹁信
号は横断する方向に対して前にあ

ように指導してください︒

＊前の信号を見る一あなたが信号

横断のしかたを教えてください︒

■保護者

る信号を見る﹂ことなど︑正しい

待ちしているとき︑真新しいラン
ドセルを背負った新入生がきたと
したら︑その子が信号の見かたを

ろでは道路の右はしを歩き︑大勢

信号の見方を教えましよう

そんな子どももいるでしょう︒そ

所︑横断のしかたを教えながら︑

尋

急にかけだしたり︑遊ぶことに無

もたちの交通事故を分析してみま

昨年中︑県内でおきた交通事故
をみてみますと︑五千七百八十一

件が発生︑負傷者は七千六百四十
九人︑死者はこれまでの最高であ

蕪燭
壕蕪

で広うがって歩いているようなと

せるという習慣を身につけさせる
ことです︒こういうことが大きな

大切な家庭での指導
こどもの交通事故を防ぐには︑

なんといっても日ごろの家庭での
教育が大切です︒

たとえば﹁飛び出し﹂を防ぐには
幼いときから︑一つの区切りある
場所に入るとき︑出るとき一あけ
放しの部屋に入るとき︑あけ放し
の玄関を出るとき︑門から外に出
るとき︑小さい道から大きい通り

いよいよ四月から新入生︑新入

きは︑右はしを一列になって歩く

に出るとき一は︑必ず・立ち止まら

まだ信号の見方︑横断のしかた

あげてください︒

いっしよに通学を

んなときは︑おとながサッと手を

これを三日も続けると大きな効果

入学式までのあいだに︑おかあ

あげて車の流れをとめてやり︑手

が期待できます︒

傘よりもカッパ

みてください︒

子どもの通学路は︑はたして安
全か？︑みなさんも一度点検して

＊広うがらず一列に一歩道のある
ところでは必ず歩道を︑ふち石で

交通事故が︑ふだんの日より雨

を引いて渡してあげましよう︒

りが︑交通指導員という気持をも
って︑正しい交通ル⁝ルを教えて

とな︑とくに歩行者のひとりひと

を十分知りません︒わたしたちお

園児の通学通園がはじまります︒

ひとりひとりが指導員

■歩行者

せまい路地細径謬

4月は魔モの月

ではその内側を︑歩道のないとこ

＼
二

b

車道と歩道が区別してあるところ

O
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ことしの善行児童生徒の表彰式
念品と表彰状がおくられました︒

それぞれに︑市教育委員長から記

えりみず人命救助につくした子一

園圃遊漣麟籔蔀⁝
は︑さる三月十日︑市役所四階大

ることにしました︒

十二人のよい子の横顔をご紹介す

善行をたたえて拍手をわくり︑
こんごのすごやかな成長を願って

会議室で行なわれまし た ︒

該当者は︑市内の全小中学校を
みんなのために努力している子︒

あわせて十二人︒かげひなたなく
両親のいない家庭で弟妹のめんど

熱難畑灘灘騨
佐年劃簿受壷み熱一

も信頼され尊敬されている︒

説齢醜託麗讐難擦↑上

E無頼傷臓礎

灘綴織躰灘覇

●■

o

日の国勢調査の人口は四万

黶E

ぜひ知っていてください
年金︑児童手当︑印鑑証明などは
その主なものです︒したがって︑
八百十二人と︑約四千四百

在の台帳ヒの人口は五万千

−⁝−住民基本台帳についてーーー

この台帳の重要さをよく知ってい

笏
四月は異動時期です︒日向市か
ら転出されるかた︑また日向市に
ただきたいと思います︒

けでは︑どうしても十分活用でき

しかし︑このような台帳も市だ

﹀カーそのあらましをご説明い
いの

れています︒

でいないのに台帳に記載さ

人もの人が︑日向市に住ん

七千四百二十人︑この日現

るかた一など市民のみなさんのう

勤務されるようになって転入され

そこで︑こん月は異動期をむか
ないことがあります︒つまり︑市
民のみなさんの転入︑転出︑転居
たします︒

ごきがはげしくなります︒

えて︑みなさんにぜひ知っていた
だきたい〃住民基本台帳〃につい
世帯主の変更など︑異動が台帳に

では︑ どんな手続きをとればよ

てふれてみることにしました︒

二︑三お知らせしますと

ます︒住所がそんなにむずかしい
かと思われますが︑よくある例を

の︑その患者の住所は入院先き

年以上の入院が必要というとき

￠病院に入院している患者で︑一

ここで住所について説明いたし

住所などが記入されています︒

住所は正確に

大字のつぎに地番

ちなみに︑昭和四十五年十月一

反映されないからです︒

権利をあらわすもの
霧住民基本台帳
住民基本台帳は︑大きくわけて
市民としての主な権利や資格︵国
住民票とは︑住民基本台帳の一

民健康保険︑国民年金︑選挙人名
簿などの資格の有無︶をあらわす
部であることは先きにご説明いた
しましたが︑これには住所︑氏名

の︶の二つからなっています︒

市では︑この台帳を基礎資料に
して︑いろんなしごとをすすめる
わけで︑たとえば入学児童︑敬老

市役所からの通知が前住所に行く
これは︑あとの転出届けのとこ

ことになります︒

も前住所があなたの住所になり︑

なあらわし方としては︑日向市大

いことになっており︑住所の正確

②しごとの都合上︑家族をはなれ
て勤務地に住んでいる人は︑そ

寺○○番地というように︑大字の

字富高○○番地︑日向市大字財光

合は行政区名や小字は通常つけな

の勤務地が住所になります︒し

得ないで︵﹁職権といいます﹂︶

でいないときは︑その人の了解を
く︶︑上町︑本町︑中町︑南町︑

すので︑同じ市内でも︑住所がか

住民基本台帳から消してしまいま

でもご説明いたしますが︑住民基
本台帳に記入してある住所に住ん

原町一丁目︑二丁目︑三丁目︑四

つぎに地番を書きます︒

③自動車運転免許の取得や︑住宅

丁目︵一部を除く︶鶴町一丁目︑

もとですごすような場合は︑家

金融公庫からの融資を受けるた

しかし︑都町︑北町︵一部を除

めに︑実際にその場所に住んで

けください︒

々津にお住まいのときは各支所へ
お届けください︒

転出する前に

わったときは︑必ず期日内にお届

な表示のしかたになります︒

日向市○○町○番○号というよう

二丁目︑三丁目︵一部を除く︶は

日向市民としての登録は︑この

住居表示区域になっていますので
また︑よくまちがえるのに︑住所

住所が基本になりますから︑まち

いないのに︑住民票だけ異動す

とか︑日向市大字財光寺桃の木○

転入届けは︑ほ

すべて十四日以内です＝

切です︒

がいなく正確に届け出ることが大

0

転入届けに必要なものは︑前住
所地からの転出証明書のほか︑お
いでになる人の印鑑︵転入した人

なったときにする

かの市町村から日
向市に住むように
手続きのことをいいます︒

この届け出がないと︑いつまで

住所が変わった日から十四日以内
に必ず届け出なければなりません

これも︑転入届けと同じように

のことです︒

転居届けとは︑日向市内で住所
がかわったときに届け出る手続き

雛転居届

ではない︶︑国民健康保険の保険
証︑国民年金手帳です︒

この届け出は︑日向市に住むよ

しての権利が使えなくなります︒

く住んでいても︑日向市民となれ
ませんし︑選挙をはじめ︑市民と

ないかぎり︑日向市にいくらなが

ければなりません︒この届け出が

もちろん︑日向市に住むために
は︑まえの住所地の市町村役場か
ら︑転出証明書をとって届け出な

．

の木︶をつけることがありますが
これはまちがいです︒日向市の場

○番地など行政区︵本谷︶︑字︵桃

のあらわし方があります︒たとえ
ば︑日向市大字比高本谷○○番地

ることはできません︒

族と同じ住所になります︒

かし︑毎週土曜︑日曜に家族の

の病院になります︒

生年月日︑性別︑続柄︑本籍︑前

票と︑住民票︵住所を公証するも

、

日日級生のめんどうをよくみている︒

禁母四病で琴起・た漁灘一

⁝

族帥に努力してい覧部落でも集団章
川細下校の班長として︑下級生の世話

押をよくし︑人望を集めている︒

ん年を曝麗騒就麺︸魏

轟鶴鰻澗鍔薩繕﹂繕
鴫藩かは庭な萎んで竃≧

穐署謄藷が鴛謄一書
霊園な児糞学濡雪もよ文響と．︿﹂

ﾅ魏舞腰もあ費﹂
ん年 父親が出かせぎに行き︑長い間げ．

無縫鱒蜘
轟襯簾蝶蝿鍛曇声﹂
麟新聞配達を饗学費をまかな蹴

̲蠣藷襲計いる・

年 昨年五月に父親が死亡︑子ども営
ん三三人が取り残されたにもかかわらい

辞式祖母・忠にはげましあ・工

ﾗ鱗儲鷹麟疇驚
年昨年の夏︑近くの河・でおば煮
一ん親子がおぼれているのを発見︒烈

巽一瞬のでき・に身分の危険もか欝
寸々えりみず︑人命の救助に努力したへ
昨年十二月に母親を交通事故で嶋

軸美勇気と実行力がほめられてい・︒薫

ん年

さ三郎ない︑小学生の弟妹二人の世話騰㌶

騨家事い・さいと父蓼たす・て粧

異動届けは市民課窓ロへ一レ

・
・

■
E⊃o＝
●
噂

うになってから十四日以内に︑市
役所市民課︑また細島︑岩脇︑美

証︑国民年金手帳です︒

届け出る人の印鑑︑国民健康保険

転出届けのときに必要なものは

の市民にもなることができません

なくなるのはもちろん︑転入先き

出されますと︑職権であなたの住
所が台帳から消され︑日向市民で

もし︑この手続きをしないで転

お願いします︒

ず転出される前にすまされるよう

みえられることがありますが︑必

く転出したあとで︑この手続きに

意いただきたいのは︑転出する前
にこの手続きをすることです︒よ

逆の手続きです︒転出届けでご注

いたしましたが︑転出届けはその

さきに転入届けについてご説明

きのことをいいます︒

きに届け出る手続

向市からほかの市
町村に転出すると

転出届けは︑日

鰯

鐸藤

・醤

E

転入届

前富

総総懇懇

灘

賄

欄平

柵富
脚雷

美々んばっている︒学校では出席率も
騙美よく︑籍もすなおで明・い．

口

うをみている子︒自分の危険もか

：『「

4
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中

Q
罪とノ燃

／一ノく

ヘ

ド

﹁

域畝鎮！・！

区︑ぞ﹂−一

﹁

農地転用の

ド

ズ

︑

ようとする区域です︒指定範囲は
新都市計画法で積極的な町づくり

土地利用は嚢業

まで農業振興地域整備基本方針の

しかし︑この指定区域は︑あく

だけに限られます

とも農地として開発みこみのない
指定基準にそった大わくで︑面積

を進める〃市街化区域〃と︑将来

面積の心隔〇響︶が指定されてい

ん＼

呂︒匪

門経

n庵

久隊

謹． ダ
︑・號赫

琳識瀞
を到

途．・凄

︑
＼﹁﹂︵
卜識
︑

7

山地を除く八千百二十四珍︵市の

才5〆鈴
・
婁た

︹

＾／

カモ﹂は︑春が来て暖かくなると
遠い北国に帰り︑ここでヒナを育
﹁ヵモ﹂

て秋になると子どもをつれてまた
に石を投げたり︑驚うかしたりし

塩見川にやって来ます︒

ないで︑市民みんなでやさしくみ
まもってやりたいものです︒

ゴ

㎞此︸

趣︒

傘

祠ル♂

い︒

ワタイヲ毒ツテ

◎農地保

い︒﹂とは長友さんの愛のことば

てまいりました︒今後も奉仕した

としよりはご満悦︒﹁理美容業は
月曜日が休みなので休みを利用し

した︒きれいにしあがった頭にお

しておとしょりの散髪奉仕をしま

老人ホーム﹁ひまわり寮﹂を訪問

美容室︵代表長友喜久代さん︶八
人が二月二十八日︑財光寺にある

市内原町のヌーベル・ハッピー

休日に愛の奉仕

定から除く手続きをしてくださ

ください︒そして農用地区域の指

で開発しょうという計画のあるか
たは︑早目に市農林課に届け出て

宅地やそのほか︑農地以外の目的

土地所有者で︑こんご十年以内に

す︒指定された農業振興地域内の

の転用は認められなくなるわけで

定されますと︑十年間は農地以外

利用を目的としたものですから指

側からの農地保全と効率的な土地

このように﹁農用地﹂は︑農業

化施設の整備計画がたてられます

有合理化のための権利取得の円滑
化がはかられます︒㊨農業の近代

優先的に行なわれます

すと一④農用地の利用計画がたて
られ︑農業生産基盤の整備開発が

農業を進める地域で︑指定されま

なくとも十年以上長期にわたって

﹁農用地﹂というのは︑こんご少

行なっています︒

め︑いま﹁農用地区域﹂の指定を

わけです︒市農林課では︑こうし
た地域を一筆︑一筆除く作業を進

開発が計画されている農地もある

また十年以内に農業以外の目的で

て適しない山地︑傾斜地︑砂地︑

当然この区域の中には農地とし

も広範囲にわたっています︒

＝

ぜ

ます︒

じ

∴

一

こワ

ノ

論

・甑−駄長μi頴
思

特急﹁日向﹂が停車
特別急行列車﹁日向﹂が十五日から日向市駅に停
車することになりました︒この特急﹁日向﹂は︑日
向一大阪間を約十二時間で走るカモシカ列車︒初停

日向市駅から﹁日向﹂を利用した乗客は二十四名で

車の﹁日向﹂を市︑その他の関係者約五十人が出迎
え︑議事文雄運転士に花束が贈られました︒この日
した︒

甲

います︒多いときは百羽ちかくも
群をなして泳いでいます︒この﹁

塩見大橋から下流に﹁カモ﹂が

塩見川に﹁カモ﹂

民︑飾

餌聞・．

ρ

︐

あらゆる施策を積極的に行なって
都市に負けない魅力ある農村にし

を未然に防ぎ︑農業振興のための

農業振興地域は︑これらの問題

くない問題がおきています︒

につぶされたり︑農作業の非能率
また農業
施設の破損︑都市公害など好まし

化や土地利用度の低下︑

雛霰鴛︾
き

計画はありませんか

から無線関係まで︵三十人︶

㍉弘獲

〜

一︑へ卍：

以上︑七コースに別れて学習しま

人づくり市大会
県と市共催の﹁あすをきつく人
づくり日向市大会﹂が二月二十七
日︑県知事はじめ県の関係者︑市
内の各団体から約千人が集まって
勤労青少年スポ⁝ツセンターで盛

大に行なわれました︒テーマは
﹁公民館活動

﹁公民館を中心とした人づくり﹂
﹁時間を守ろう﹂︑

を強力に進めよう﹂など活発な討

＾寺．．

．

う覧
一 Aβr

議題を遺って・おだい壱おって

議が行なわれました︒

蟻馬，．＼

化・︑㌧

実習︵三十人︶

究を中心にした一般料理講習︑

グループをつくります
市教育委員会では︑勤労青少年
の余暇利用のためのグループづく
四月には︑新しく勤労青少年ホ
すが︑各コースとも文部省認定社

○電気コース︑家庭電気の知識か

ームもできあがりますので︑この

ので︑各種資格取得も可能です︒

※入会手続︑三月三十一日まで市

会通信教育コースを基本とします

教育委員会社会教育課で受けつ

ツ︑速記︑英会話︑簿記︑料理な
どのコースを設けて︑勤労青少年

けます︒電話でお申し込みにな

ホームに中央青年学級の開設を計
画しました︒内容は音楽︑スポー

の実際生活に必要な職業技術︑家

で終わりましたが 税務署に申告
書をだされたあとで︑内容のまち

所得税の確定申告は三月十五日

確定申告のまちがいは？

内線四三五番です︒

られる場合は︵代︶一＝一一番

事に関する知識︑一般教養を高め
ていこうというもので す ︒

開設期間やコースの内容︑募集
人員︑手続きなどはつぎのとおり
ですから︑あなたもぜひ仲間入り
コースの内容と募集人員
○音楽コース︑管楽器を中心にし

がいに気づかれたかたは︑いらっ

してください︒

て︑初心者を対象にバンド編成

たとえば︑申告もれの所得がでて

しゃいませんか︑

○スポーツコース︑バレボール︑

きたとか︑反対に所得を多く申告
しすぎていたというようなかたで

ができる程度︵三十人︶

卓球︑バトミントンの内︑二種
目を選んでルールから実技まで

す︒このようなかたは︑税務署で

○速記コース︑簡単な五十音や省

手続きをすれば正しい申告になお
得があったようなときは﹁修正申
告書﹂を出して︑不足分の税金を
納めていただき︑反対に税金を納

えしてもらうことができます︒

め過ぎていたときは﹁更正の請求
書﹂を税務所に出して︑税金をか

ノ
アー「／ズ

轟費慮曽一P

一
丁場
！

ヘ

ラ僧

驚懸

整備はたいへん進みましたが︑反
面︑農村では優良な農地が無秩序

うちに急激な成長をとげ︑都市へ
の人口集中や産業開発︑交通網の

し・8う・＼ 町 ＾
ゴ．・k甲 弘 與野・

略方法など基礎的なことを学び

︵約二百人︶

鞍繋與蟻集

〆

すことができます︒申告もれの所

ます︵三十人︶

本的なことから︵三十人︶

○英会話コース︑日常英会話の基
○簿記コース︑家計簿︑商業関係
の記帳方法など︵三十人︶

一／

雛1藍
二驚 蝋島製

鱗

璽耀
・馨

ヘ

仲間入りしませんか

振興地域﹂を指定しました︒
わが国の経済は︑この十年間の

と協議して︑基図のとおり﹁農業

市では︑昨年の十一月四日に県

講澱鱗蹄・

りをすすめています︒

箏

日向市全図
○料理コース︑ふるさとの味の研

諸帰
，x響

、

「

マ

唖．。．垂ご・ゲこ

，
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届！へ・

…

ル
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凝
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／ 川町一
澱餌，、

月幽
バ甑嘱
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ユ
ヒ
ド
コ
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ぷ︒るせ

三歳児の健康診査
満三歳以上四歳未満の幼児を対
ないます︒

〃 三 つ 子の魂百まで〃

象に︑つぎの日程で健康診査を行
ということわざもあるように︑こ
の年齢は︑これから発育していく
うえで︑精神的にも身体的にもた
いせつな時期です︒

会場では︑身体の発育状態︑病気
の有無︑歯科診査のほか︑健康相
談や指導も行ないます︒該当は昭
和四十三年四月一日から昭和四十
四年三月三十一日までに生まれた
かたですから︑お子さんをぜひお
つれください︒

なお︑市保険衛生課から︑該当
児の保護者あて一応通知のハガキ
を差しあげますが︑万一もれて通
で受けてください︒受診の際は母

七日市役所

︵富高︑塩見︶︑五月

︵新町︑枝郷︶︑二十
︵往還︑切島一二︑松

五日市役所
九日市役所
原︶

老人の医療費を助成
未申請の方は手続きを
老人医療費の公費負担制度が︑
昨年九月の定例市議会できまり︑

十月一日から六十五歳以上の寝た
きり老人と︑七十五歳以上のかた

﹂て
M

・

一
σ

り董脇︑−
自署
．
あら︑
おとうさんもよ

自分のことは
自分でしましよう

新入学児のいるご家庭では︑な
にかと心づかいされていることで
しょう︒服装のこと︑持ち物のこ
と︑健康のことなど︑おかあさん
はあれこれ心を配っておいでのこ

でも︑これには市が発行する医療

申請してください︒いつでも受け

適用しますので︑自分の誕生日に

てください︒また︑これからのか
たは︑該当年齢に達した翌月から

すから︑受験申請書類を四月未日

提出する関係で︑日数がかかりま

小学校卒業で受験を希望されるか
たは︑学力資格認定書を厚生省に

の医療費を一部助成しています︒

ため︑十月一日から該当者には︑

証がなければ恩恵が受けられない

①と③の様式は日向保健所栄養

了したことを証明する証明書︵一

格認定申請書︵三部︶②旧小学校

申請書類は①調理師試験学力資

※該当者一この助成が受けられる

または︑旧国民学校の初等科を修

令による尋常小学校の六年を修了

までに保健所へ出してください︒

交付しており︑すでに大部分のか

人は︑市内にお住まいの住民登録
をしている人︒国民健康保険や各

つけています︒

しかし︑まだ申請手続きをして

たに交付しました︒

種社会保険に加入していることを

部門︑③調師業務従事証明書︵一

本人の申請にもとづいて医療証を

いないために︑この医療証を受け

条件として④七十五歳以上の人︑
＠六十五歳以上の居宅ねたきり老

つぎに該当する人は早目に申請し

ていない人がおられるようです︒

部︶︑④履歴書︵一部︶︑

担当︵電話五一〇一︶にあります

からおたずねください︒

※申請手続き1医療証の交付申請
は︑市福祉事務所厚生係で受けつ

引揚者へ特別交付金

に生活の本拠をもつていた引き揚
げ者とその遺族︑引き揚げ前死亡

終戦まで引き続き一年以上外地

印鑑︑⑤老齢︑障害などの各福祉
年金を受けている人はその年金手

者の遺族に︑引き揚げ者特別交付

の日から助成を適用します︒

小学校卒業でも

受験できます

調理師試験

調理師の試験は︑これまで中学

校卒業か︑旧制の小学校高等科二

した場合にだけ受けることができ

年卒業以上の人が二年間実務経験

これがこんど改正されて︑旧制

ていました︒

の小学校六年卒業の人でも︑通算

七年間の実務経験があれば︑学力

資格認定を厚生省に提出して受験

女計漿

数酒

12

請求期限は三月三十一日までです

で手続きをすませてください︒

いない人は︑早目に市福祉事務所

で︑まだこの交付金の請求をして

終戦後︑外地から引き揚げたかた

金が支給されています︒

帳をご持参ください︒医療証発行

保険︑社会保険などの保険証︑＠

けています︒その場合④国民健康

を受けている程度以下の人です︒

人︑⑳さらに所得が老齢福祉年金

ハイ︑イイエの意思表示ができる

読める︑②あいさつができる︑③

⑤自分の衣服の脱着

④ハンカチとチリ紙の使い方と管
理ができる

とかく︑お勉強には神経質にな

ができ︑用便がたせる一など︒

りがちな昨今の風潮ですが︑なま
じっか︑字をおぼえさせたり︑算
数など教えこんだりすると︑かえ
って授業にさしつかえることもあ

るようです︒少しばかりの勉強に
先走るよりも︑まず身の回りの始
未ができるようにしつけることの
ほうがたいせつです︒

衣服の着かた︑持ち物の整理が
ちゃんとできるよう︑お手洗いも
じょうずにすまされるようにして
おいてくださることを︑先生がた
は期待しています︒小学校は保育
所ではないはずです︒

それに︑子どもたちも︑これま
でとまったく変った環境におかれ
るわけです︒ですから︑その生活

ことしの試験も︑例年どおり八

できるようになりました︒

31増

知のない場合でも︑もよりの場所

／

に早く慣れるように指導し︑はげ

i計49．475人1・3人増

とでしょう︒

そこで︑新入生の子どもさんを
もつご家庭へひとこと⁝︒

このごろは︑大半のこどもが幼稚
園課程を終えてきていますので︑

新入学といっても以前ほどの心配
はないと思いますが︑最低これだ
けは︑身につけさせておきたいも
のです︒

月ごろ行なわれると思いますが︑

i女26．270人4g日増

O

を

穰匙式

ましてやりたいものです︒

i男2翫2・5人前鍵

新入生への心づかい

①自分のなまえがいえる︑書ける

珈鰯㎜㎜蹴㎜

子健康手帳をご持参く だ さ い ︒

実施時間はどの会場でも午後一時
から二時︵市役所は三時まで︶ま
四月十一日美々津支所︵美々津

で︑カツコ内は該当地 区 で す ︒

幸町︶︑十三日岩脇支所︵平岩︶

十八日細島小学校︵細島︶︑二
十日市役所︵原町︑江良︑公園通
曾根︑畑浦︑山下︑比良︶︑二十

り︶︑二十一日市役所︵堀一方︑

＾

、一人置ー翫
i （，月旧現在）

自分でできるよ一

8
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