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5増
15，273

8人減
計

52，690人

20人増喚

ヅ
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主しい自転車の

〆

乗り方を

白転車は︑手軽に楽しく走らせるこ

とのできる便利な乗り物です︒

しかし︑それは正しく使わなければ

危険な乗り物になります︒

市内では昨年︑自転車乗りの交通事

故が二十六件発生し︑二十七名が負傷
しています︒

とくに通学時における交差点での出

﹂＼nー

総務課秘書広報係

編集
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（No．
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会いがしらの衝突と︑右折時の事故が

からだに合った自転車で︑交通のき

多いようです︒

まりやマナーをよく理解し︑家族ぐる

号・

月

7

日向市役所

発宥所

みで正しい自転車の乗り方を︒

昭和50年

27，888人

︑

︾﹁

︐

第2期
◎固定資匿税

女

世帯数

が

24，802人

●

（財光寺小で）

︑0⁝⁝⁝とじて保存しましょう⁝⁝⁝O

一﹁

一今月の納付一

28人増
男

臆ひゆう

口

人

（7月1日現在）

ﾘ明条例を改正

国保助産費などを増額
昭和五十年第三回︵定例︶市議会は六月九日から六月二十三
日までの十五E間にわたって開かれました︒この議会では︑．．人

事案件︵先月号で既報︶をはじめ︑日向市印鑑登録証明条例の
改正︑日向市国民健康保険条例の改正など︑補正予算を含む九
議案が可決されました︒

め︑現在の支給額二万円を一挙に
その倍額四万円に引きあげられま
した︒これは七月一日以降に出産
された方から支給されます︒

消防団員等の公務災害補
償費などが引き上げられ
ました
消防作業に従事する人とか救急
業務に協力した人たちがその作業
に関連して死亡したり負傷した場
合などに支給されている補償費の

基礎額の範囲が増額され現行の
二︑九〇〇円から三︑八○○円が

られました︒

なり︑死亡した場合の葬祭費が九
万円から十二万五千円に引き上げ

三︑八○○円から六︑五〇〇円と

つまり︑今回の改正に伴い九月一

職報償金の支給額も増額されまし

また日向市消防団員に対する退

し出せば証明書が交付されます︒

なお︑これは昭科五十年四月や

．

た︒

一般会計で

日から適用されます︒

うけている本人であることを証明
するもので︑市民課の窓ロ係で印

※印鑑登録証とは︑印鑑の登録を

もいりません︒

したがって︑実印も︑代理委任状

日から︑印鑑登録証を係の方へ差

ていち早く改正を行いました︒

ようになり︑市ではそれに合わせ

おもな議決事項は次のとおりです︒

印鑑証明の手続きが
便利になります
印鑑は私たちの社会生活のなか
で重要な働きをするものです︒

により取り扱いが異なり︑手続き

しかし印鑑証明事務は︑各市町村
上面倒なうえ︑いろいろな問題が
生じていましたが︑このほど全国
の市町村で統一的な運用ができる

一千百三十九万四千円︑その他十
万五千円です︒

秋留︶︑志田稔︵珊珊︶
なお︑市議会から学識経験者とし
て推せんされた委員及び農協団体
は次のどおりです︒

から代表として推せんされた委員

区

途

一

決まりました
人権擁護委員に︑次の五人のか
これは︑﹂国民に保障されている

たがこのほど発令されました︒

守るような思想をひろめるために

基本的人権を訂り︑また︑それを

市町村長の推せんによって法務大

全国の市町村におかれる委員で︑

臣が委輝︒もの繕略︶

▽黒木倉吉︵細島︶

▽江川 正人︵財光寺︶
▽小西美代子︵北町︶
泰︵平岩︶

︸1

▽荻原 光治︵美々津︶
▽安藤

用

いところになるような場合に

・増築︑改築などで︑メーター
ボックスが床下などの見にく

は︑検針しやすい位置に設置
するようにしてください︒
・出入口やメーターボックスの
うにお願いします︒

近くには︑犬をつながないよ

でお知らせください︒

話で結構ですから︑水道課ま

・引越しされるときなどは︑電

替制度をご利用ください︒

る家庭は︑便利な銀行口座振

・共働きなどでいつも留守され

ていただくなどのご協力を︒

されるときは︑お隣りに預け

ます︒．もし集金予定日に留守

支払いいただくようお願いし

・水道料金は︑集金予定日にお

集金予定日にお伺いします︒

とに行いますが︑集金は毎月

・メーターの検針は︑ニケ月ご

1﹁

般

人権擁護委員が

さんのお世話をしていただきます

後三年間にわたって︑農家のみな

以上二十四名のかたがたに︑今

山本孫春︵新年市︶

▽農業共済推せん委員

鈴木幸男︵選手︶

▽農協推せん委員

松︶

黒木正男︵曙︶︑橋口勝一︵高

︵奥野︶︑甲斐敦︵笹野東︶︑

小西今朝夫︵比良︶︑奈須利刀

▽市議会推せん委員

月となりました︒

︵順不同︑敬称略︶

任されました

農業委員に選

がたが新しい

のため︑無投
票で次のかた

ぱいの立候補

とも定数いっ

び第二選挙区

第一選挙区及

いましたが︑

に予定されて

は七月十五日

業委員の選挙

任期満了に
伴う日向市農

この結果昭和五十年度の予算総
額は四十三億五千百二十三万七千

一

十一名︶

▽第一選挙区︵旧至高地区11定数

山本金治︵堀一方︶︑長友静雄
︵松原︶︑上田喜助︵亀崎︶︑

上忠一︵影写山一︶︑佐藤好美

往還︶︑河野敏夫︵本谷︶︑井

和田久雄︵梶木︶︑黒木一義︵

今回補正された一般会計は︑国

九千五百三十二万円
の補正予算がきまる
や県の補助事業の追加分のほか︑
︵中村︶︑黒木此農夫︵永田︶

黒木進︵畑浦︶︑河野広元︵曾
根︶

▽第二選挙区︵美々津︑岩脇地区
甲斐他人︵金ケ浜︶ギ黒木静弥

11定数六名︶

気

松葉岩治︵遺産︶︑黒木輝雄︵

v︵別府︶︑橋ロ貫之︵宮の下︶

六万九千円︑補助費等八百十七万
八十七万二千円︑災害復旧事業費

︑一千円−普通建設事業費二千五百

件費百四十一万二千円︑扶助費百

件費四千七百二十九万七千円︑物

緊急性のあるものを主とした必要
最少限度のもので︑その内訳は人

鑑登録と同時に交付されます︒な
お︑既に印鑑登録をしている人の
場合は昭和五十一年八月末日まで
に切替え手続きをすませ登録証の
交付をうけるようにだっています

助産費が今の倍額に
なりました

険の給付額との格差を是正するた

までは︑より多くの家庭に広く給

金川

iただし時間外給水は200円）

国民健康保険の給付制度のうち
・助産費について︑他の組合健康保

篤

円600

料

が︑このように赤字が多くなると
計画を中止せざるを得なくなり︑

水道利用者全体に断水することな
く給水することが不可能になるの
です︒

力 を

水道は︑みなさんの財産ですか
ら︑合理的に運営するため︑次の
ことにご協力ください︒

．．水もれをみつけたら︑早目に
水道課︵電話②二一一二︑内

線六二四︶へお知らせくださ
い︒

・各家庭に設置されている水道
メーターは︑料金を計算する
・大切な計器です︒メーターボ
ックスの上には︑物を置かな

ノ

慮一町1刎・つき1・・円

︑

円1︐300

ところで︑昭和五十年度から昭
和五十三年までの四ケ年間の水道

、

で

鴛

円1︐goo

そこで︑露月議会で十一年ぶり

水することが不可能となります︒

に水道料金を改正することの承認
に給水することになりました︒

を受け︑九月から新料金で各家庭

黄鍔
水道事業は︑地方公共団体が経
営する企業ですが︑水道の拡張工
事などの設備投資に必要な費用は
っています︒

国や金融機関からの借金でまかな

水道は︑市民のみなさんが健康
で文化的な生活を営むうえで︑最

経費は約＝二億六千三百万円が見
込まれますが︑これにあてる収入

（新料金表）

いようにしましよう︒

瀦栓｝閃き1・・円

，45円

Q脚以利

円510

円420

円330

円240

円175

円110

しかし︑この借金した元金には
ノ
利息をつけて長期間返済すること
になりますが︑その資金源は市民

も重要な施設のひとつであること

は現在の収入からみると約九億五

．にあるわけです︒

のみなさんからいただく水道料金

はご存知のことですが︑市では︑

千八百万円しかなく一差引き四億

水道料金は︑民間企業と違って

五百万円の赤字となります︒

できるだけ市民負担を軽くする経

公共性が強く要求されますので︑

でも最近では︑給水人口も増え

くり続けてきました︒
てきたために︑．水道施設の拡張工

特に日向市の場合︑毎年増えつ

す︒

事業のむつかしさがあるわけで

営努力が必要とされ︑ここに水道

事をしなければ︑多くの家庭に安
心して飲める水をおくり続けるこ
とができません︒

市ではζの十一年間︑建設資材
や電力料金などの異常な値上りが
あっても何とかみなさんに安い料

づける水の需要に対応するため︑

V0円

新しい農業委員決まる

一
計画的に拡張工事を行っています

以上！
11

冊1︐650

円660

円500

円丘

口

す

円goo

円675

円450

已

50円

21ημ以上

円

101卯以上
ｫ1副

P0

ま
さ

9月分から

無投票で
使用水副幽・つき
水量 料金

O

いつでもきれいな水を豊富に︑で

使用区分

140

きるだけ安くみなさんの家庭へお

1ケ月一の新料金と現行料金の比較（「般用）
金で給水してきましたが︑このま

1刎につき150円

船舶用1

一

金

協

P

料
過
i1ケ目に

超
基本料金

ご
一

㌧妻．LLFし︑甲F；一曇5一罫﹁﹁F．

，

額
差

P400

耳50

1μ0
820

現行料金

円
円

新料金

れ

改正

35勿・

30勿り

25
20刎
15刎
10卯まで

980

議雛

水道料金が

2
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3

馳｝
も

︑

の長い間︑学校を離れて家庭での生活が続きますが︑ともする
と生活が不規則になり︑交通事故や水による事故・非行などが

今月の二十一日から︑学校は夏休みにはいりました︒四十日も

難難薄煙
4

．︑

おこりがちです︒
そこで家庭では︑お子さんが規則正しい毎日を過ごすように気

◎子どもの自主性を育てるため
に︑自分で考えさせ︑計画・
実行・責任をとらせる生活経

おいて学習させぎしょう︒

を配るとともに︑お互いが充分に気をつけて︑こどもの印象に
残るような楽しい夏休みをすごしましょう︒
︑
◆夏休みを有意義なものに
各家庭では︑子どもが自主的に
規則正しい生活を送るために︑生
活設計の立案などにも協力し︑よ

■

としての在職期間は一定の条件

泳がない一．

備運動をする︒
する︒

◎ムリな泳ぎをしないよう指導
◎ため池などの危険な所には︑
子どもがはいらないようにサ
クを作る︒

◆花火あそびも気をつけて
赤︑白︑青︑黄⁝⁝と色とりど
りの花火は︑子ども達に夢を与え
でもこの楽しい花火もちょっと

てくれる楽しいオモチャです︒

まちがうと大けがや火事の原因に
次のことをよく守り︑安全に遊

もなります︒

◎大人と一緒に遊びましょう︒

びましょう︒

◎風の強い時は︑花火遊びをし
ないようにしましょう︒
ましよう︒

◎注意書をよく読んで必ず守り

◎必ず水を用意し︑使い終った

つけないようにしましよう︒

◎たくさんの花火に一度に火を

防止するためには︑施設の管理者
花火は完全に消しましょう︒
◎火の臨いた花火を振り回した
ないようにしましょう︒

一・・︑人のいる方に向けたりし

︑ −i−1■

今回その実績が認められたもの
で九州では﹁にんじんクラブ﹂だ

す︒

の自己研修を行ってきたもので

うにしましよう︒

るのでポケットに入れないよ

やけど・けがをすることもあ．

◎摩擦や衝撃によって発火し︑

にしましょう︒

絶対に筒先をのぞかないよう

途中で火が消えたと思っても

などは︑必ず地上に立てて︑

◎ロケット花火や打ち上げ花火

ればなりません︒

から午後三時まで
日向市役所二階
委員会室

こびです︒

けが受賞とあって関係者は大よろ
現在市内の勤労青少年は一二︑
五〇〇人ですが︑まだ二〇〇名程

度しか利用者登録をしていません
いと呼びかけています︒ ︵勤労青

ので︑今後はさらに活用して欲し

は︑同ホーム電話②二一＝内線

少年ホームの利用について詳しく
六三五へおたずねください︒︶

ライブラリー

日向入郷地域緒川覚

事務局が移転しました
﹁にんじんクラブ﹂六ケ月の教養
講座を終えたあと︑市内東草場の

き続き昭和四十八年四月から料理

︵市立図書館内︶

日向市勤労青少年ホーム一階

日向市本町十番五号

移転先

い︒

移転しましたので︑ご利用くださ

ため︑六月二十日から次の場所に

その結果一般市民の利用度を考
慮し︑少しでも不便さを解消する

たので検討してまいりました︒

器類の搬出に不便の声もありまし

ライブラリーの事務局は︑利用さ
れる市民の方々からフイルムや機

これまで市役所四階で仕事を行
っていました日向入郷地域視聴覚

橋本千里さんを中心に十八人で引

ました︒

というすばらしいグループをうみ

の憩いの場︑学習の場として︑昭
和四十七年四月に建設されたもの
ら
で︑三年目にして労働大臣賞受賞

日向市勤労青少年ホームは︑市
内で働鴎満二十五歳未満の皆さん

−勤労青少年ゲループー

労働大臣賞受賞

﹁にんじんクラブ﹂が

●凶晶亜曙曜0④0繊ψ0000009ゆ0④0●

◎ところ

◎監視人のいない川や池などで
は遊ばせない︒
◎水泳禁止区域や流れの急な川
などではぜったい泳がない︒
◎水泳にはひとりで行かず︑必
ず泳ぎのよくできる人か︑家
族などが同伴する︒
◎からだの調子が悪いときには

しょう︒

次のことには︑とくに注意しま

みんなが︑よく注意してあげなけ

や保護者はもちろん︑おとなたち

いたましい子どもの水の事故を

◎急に飛びこまないで︑必ず準

﹁︑︑︐

ことしも子どもたちにとって楽
．しい水の季節がやってきました︒

◆子どもの水死事故を防ぐために

乳勿

・スキに起こっていますので注
意しましよう︒

◎子どもに自分の行動や居どこ
ろを明らかにするしつけをし
いつも遊んでいる場所を確認
するようにしましよう︒

◎路上での遊びは非常に危険で
すから︑路上では遊ばせない
ようにしましよう︒

◎夕涼み︑レクリェーションな
ど︑ともすると非行のきっか
けになる機会がたくさんあり

ますので︑家庭での指導が大
切です︒

夜間外出︑金銭の取扱いなど

◎友だち関係や一人での外出︑
には特に注意しましょう︒

どちら？

あな．たは

のもとに軍人恩給の在職期間に

八月二十八日

午前九時三十分

しい水の犠牲者があります︒

毎年この時期になると︑水泳や

馳

験をさせることが必要です︒

﹄る
生活

魚釣りなどに出かけ︑何人かの悲

繋灘あで

﹁

◎夏休みの生活をより充実する
ために︑お母さんも一緒にな
って検討を加えていただき︑

毎日の生活を日記帳などに記
録させましょう︒

◎余暇利用として︑家庭の仕事
を与えたり︑良い本やテレビ
番組を選択して視聴させまし
よう︒

◆非行や事故をなくすために
季節的な解放感から気分がゆる
み非行や事故に結びつき︑特に水
推進しましょう︒

難事故が多くなるので防止対策を
◎子どもの交通事故のほとんど
は︑親がちょっと目を離した

防犯の日

2︑・六十五歳以上の方と傷病者の

合算した年数の恩給や扶助料の

遺族給与金等を受けられる遺族

年額に改定されることになりま

扶助料はヂ実在職年に加算年を

祖父母又は兄弟姉妹等の先順位

恩給︑扶助料や︑妻や子の場合の

者︶に昭和五十年十月から特別

は改定効果のない方もありま

した︒ただし勤務年数によって

︵戦没者の妻︑子︑父母︑孫︑

が支給されることになりました
す︒

人︵満鉄︑華北交通等︶︑外国特

3︑元外国政府職員︑外国特殊法

1︑旧軍人︑軍属または準軍属︵

通算されます︒

員︵雇員︑準職員は含まない︶

殊機関︵協和会︑公社等︶の職

動員学徒︑徴用工等︶としての

の在職年数を通算するためには

4︑各種共済年金に旧軍人︑．軍属

語歴証明が必要です︒軍器証明
を受ける場合は履歴申立書と軍
要です︒

弓隠を立証できる資料の提出霊鑑

未帰還者の
家族の皆さん
1︑終戦後︑外地からまだ帰還し
ていない方については内地の家
族から届出をすることになって
2︑終戦前から中国に居住してい

います︒

七年未満の実在職年があって︑

1︑旧軍人として引続き三年以上・

旧軍人︑軍属︵判任文
官以上で雇員︑工員︑
傭人等は含まない︶の
皆さん

の支給制度があります︒

2︑戦傷症者の妻にも特別給付金

す︒

引換証の交付︑療養給付率の制
度があって毎年改善されていま

その障害が残っている方は傷病
恩給︑障害年金の支給︑乗車券

勤務に関連して受蕩︑り病し︑

戦傷病者の皆さん

す︒

を受けている方にも支給されま

なおこれは三万円の特別弔慰金

弔慰金︵二十万円の国庫債券︶

がい異い場合には︑その遺族

・毎月十五日は

ﾑし

は︑往復の旅費の支給がうけら

音

れます︒

◎と

、

、

あふ
ｻか

る日本婦人で墓参等のために終
戦後はじめて一時帰国される方
されることになりました︒ただ
し既に叫時恩給を受けた方にば

．藍数

噛

加算年を加えても普通恩給年限
に達しない方には︑昭和五十年

没者の遺族で︑昭和五十年四丹

支給されません︒

八月からすべて一時恩給が支給

一日現在公務扶助料や遺族年金

一

竺
髢驕@

み
休
夏

りよいご指導をお願いします︒

制度があります︒

族一時金及び戦没者等の妻に対
する特別給付金︑戦没者の父母
等に対する特別給付金等の支給

方の遺族には公務扶助料︑遺族
年金︑遺族給与金︑弔慰金︑遺

勤務に関連して死亡︵家に帰っ
て死亡した場合も含む︶された

動員学徒︑徴用工等∀としての

1︑旧軍人︑軍属または準軍属︵

戦没者遺族の皆さん

8月28日は移動相談日です

2︑昭和十二年七月七日以後の戦

●

．◎夏休みは学力補充のよい機会
です︒不得意な教科に重点を

遺等

の皆さん．

形
研修する「にんじんクラブ」

族・戦傷病者

戦没者の
旧軍人

β﹁

「
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小
可
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『
醗一難嚇職縛影帯ザ

り

電話の普及化により︑私たちの
社会生活圏もだんだん広域化され
てきたようです︒

市では︑昨年十一月差施行され

ラ︵中骨︑腹身など︶

酒

三五CC

八OcC

1︑すりばちで︑まずゴマをす﹁

作リ方︵タレの作り方︶

サンショウの葉

化学調味料少々

砂糖三〇弓

水

ゴマ︑二〇弓

ア

域または樹木森林地帯で︑市民の
環境保全上保存する必要がある地
︑

いる地域や歴史的に価値のある地

は︑当市のすぐれた自然が残って

することになりますが︑具体的に

り審議会が調査審議し意見を提出

な事項について︑市長の諮問によ

環境に関する基本的な考えや重要

@塁委員が決ま．りました

通話に夜間割引があることは︑み

日︑日向市自然環境保全審議会を

た﹁日向市民の環境と自然を守る
条例﹂に基づき︑去る六月二十四

十人の方々に委嘱状を交付しまし

発足し︑学識経験者二名を含む計

これにより今後は︑．当市の自然

た︒

午後八時からの市外通話であっ

市外通話料金は︑割引がありませ

各周辺と人吉︑八代など︶への
ん︒

料金割引のない六十篇以内の通
︵午後八時〜十時︶をさけて︑一

話などは︑一番混みあう時間帯
家だんらん楽しい声のたよりを伝
えられてはいかがでしょうか︒

7

鍵
．えませんが︑味は最上と自負する

見かけは色彩感にとぼしく︑さ

ウをそえて楽しみます︒

初かつををまちかねて︑サンショ

また︑日常のおそうさいにも︑

ひとつの格さえ与えています︒

蒔絵の菓子椀に盛ってだすなど︑

酒席のあとの一品料理には︑金

盛ったような趣の料理です︒

対する愛着を︑一掃に心をこめて

昔から黒潮の恵みを受けてきた
細島の人たちが︑そのふるさとに

曝．）

ば︑宮崎︑高鍋︑延岡︑高千穂の

ても︑六十篇以内の地域︵たとえ

ません︒

ド

︑自然環境保全審議会の

交通事故に結びつくのではなかろうか？ということで、部

なさんご存知のことですが︑すべ
ての市外通話に料金割引は適用し

この電話も午前八時からの市外

この駐車場は、飯谷地区の人たちが、昨今、

など宮崎県の中心地でもあり、著名な人々を

︵日向電報電話局︶

翫小林

《＿

2︑

3︑

り︑砂塘を加えてする︒

これに︑サンショウの葉を
加えてさらにすりこむ︒

アラの部分を中火で白くな
る程度にあぶり︑さめない
1〜3を加えてよくすりこ﹂

うちに身をほぐす︒

ヘルメットを

かぶろう

かぶらないで︑また︑ヘルメット

道路交通法施行令の一部改正に
より︑七月一日置らヘルメットを

二輪車を運転すると︑違反点数一

をかぶらない人を同乗させて自動

ヘルメットをかぶらないで単車

点が付されます︒

衝突した場合︑その反動でほと

に乗ることは非常に危険です︒

んどの人が頭からダイビングする
ようなかっこうで︑相手の車や電
てそれが原因で多．数の人が亡くな

柱︑コンクリートなどにぶつかっ

単車に乗る人は必ずヘルメット

っています︒

㍗
㌔

をかぶ柱ましょう︒

／

U
．5

＾

止につとめるための仕事をするこ

域や物を調査したり︑乱開発の防

勝・阪本正男

自然環境保全審議会の委員は︑

とになります︒
次の方々です︒

柏田

︵敬称略︶

茂

甲斐久行・佐藤忠郎
有川龍哉・山田

敦

富山美義・黒木静弥
伊達直行・甲斐

⁝に甫回した分量の酒︑

皷B線で割呈く︑

乳鰐口鰭第鶏媒︑

・︑最後に化学調味料を加える︑

※係で峡忘れかけている日向市︑

潔懸想矩万堕
一

味わってい・珍・い薪理があ・〜

巌鯵嬬作り方などを︑
む︵酒を少々加えるとよい︶

・ノ

ノ

車の多くなる一方、駐車場ももたず路上に駐車することが

魂

、、1！

無

轟

細島の人たちの︑自慢の料理です
4︑

懇

むかえ、すでに6，000余名の卒業生を送り出していま

えびの

︑

嬢漬三

官軍墓地を
おらが＝面この駐車場
材料︵四人分︶

難螺

す。
レゼントに大喜びです。

生んだ由緒ある学校です。

数
1難幽幽1慰編
●

騒

ノ
＼
車霧灘瞥」内ではじめての部落駐

明治7年に創立された美々津小学校は今年で100年目を

大王谷小学校に、このほど待望のプールができました。
約460名のよい子たちは、夏休みを前にしたすてきなプ

また当地区は以前、美々津県庁が置かれる
日南

」

曹濃

清掃奉仕する警察署員
鴨

かつおの刺身三〇〇考

審惹薄禦

細島地蔵区に荒れはてた官軍墓地がありま
す。ここには、西南の役で戦死した270余名
の墓がありますが、墓標も古くなり、なかに
は倒れているものもあって、まわりには夏草がおい繁って
いました。この中には、警察官で戦死した人たちも含まれ
ていることから、これを見かねた日向警察署員12名は、休
みを返上して、先輩警察官の供養をかねて除草作業を行い
ました♂
落の敷地480㎡を駐車場にしたものです。

美々津小学校
ぼくらのプールができたゾ

十月一日は 国勢調査の日です
電

四三襯一

100歳になった

ワーイ〃

⑯

ません

割引きがあ
熊本

．

近距離の市外通話には
、竹田

6
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●

斜線内は夜間割引きに
ならない主な地域です

おしらせ

齢
甲

児 童 手 当 の 受 給 手 続は
おすみでしょうか
児童手当は︑十八歳未満の子ど
もが三人以上いて︑．三番 目 の 子 ど

もが義務教育終了前︵中学校を卒
業していない子ども︶であれば︑
その保護者に支給されます︒

現在の支給月額は四千円ですが
ます︒

︑

今年の十月から月額五千円になり

これに該当されるかたは︑市福
祉事務所で所定の手続きをしてく
ださい︒

・また︑現在受給中のかたで六月
に現況届をまだすまされていない
かたには︑六月分からの児童手当
の支給ができませんので必ず届け
出ましょう︒

てください︒

なお︑転出︑出生などの異動が
生じた場合にも届け出るようにし

の分割︑離婚︑土地・建物の貸借
関係︑その他身近な諸問題につい
て困っておられる方は︑この際に
遠慮なくご利用ください︒
▲相談日龍八月十九日︵火曜日︶

午前十時から午後三時
▼場 所 日向市勤労青少年ホー
ムニ階︵市役所南側︶
▼相談弁護士

殿所 哲 氏
鍬田 万吉氏
なお︑くわ奇いことは︑市生一
三へ遠慮なくおたずねください︒

特別土地保有税の
申告納付は早めに
昭和五十年度の特別土地保有税
一日と定められています︒

︵取得分︶の申告納付は八月三十

▼特別土地保有税とは1
昭和五十年七月一日前一年以内
の土地の取得において基準面積が
五千平方層︵一五反歩︶以上を取
得されたかたが申告納付すること
くわしいことは︑税務課へおた

になっている税金です︒
ずねください︒

ことばの教室案内

ることから︑

児期に

期発見を

して︑適切な処置をとることが必
要です︒したがって︑幼児につい
ては︑一般をも含めて教育相談の
言語障害とは別に知能にも身体

形で行っています︒

にも異常はないが︑ことばのしゃ
べり方に異常をきたしているもの
で発育の異常︑ことばのおくれ︑
どもり︑口蓋裂︑難聴︑脳性マヒ

のほか話そうとしない子供などが
あります︒こういつたことばの問
題でお悩みの方は︑遠慮なく富高
︵詳しくは富高小学校と

小学校﹁ことばの教室﹂を利用く
ださい︒

・

は学校教育学⑧二一一一内線四三

とばの教室係電話③二〇四七若し
四へおたずねください︒︶

身体障害者︵児︶の

巡回相談について9︐

●

くわしいことについては︑市福

祉事務所保護係︵電話②二︸＝

内線五六三︶におたずねください

医療費助成について

児童扶養手当と

水利地益税の申告は

八月三十一日までに

﹁

すので︑昭和四十九年度の耕作面

異動が生じているものと思われま﹁

昭和五十年度の水利地益税の課
税において︑農家のみなさんの耕
作面積が食糧需給調整等によって

遺棄などの理由で︑．義務教育終了

児童扶養手当は︑離婚︑死亡︑

前の児童を監護養育している母︑

療助成金は︑身体障害者手帳一級

二級あしくは精神の障害で︑障害
︵福祉︶年金を受けている方に支

払われ︑五十年四月から支払った
医療費については︑あとで全額を

各支所に備えつけの申請用紙で手

していないと支払うことができま
せんので早めに福祉事務所または

なお︑どちらも健康保険に加入

助成します︒

︑日向市においても九月五日に巡

続きをすませるようお願いします

7陵

11八月中11

﹁松岡医院︵電話②五四〇七︶
・沼田医院︵電話②三七八五︶
・三ケ尻医院︵電話③五五五七︶

・山中医院︵電話②二二六六︶
・此元医院︵電話②五四八八︶
▽八月三十一日

五︶

・高木医院︵電話③四三＝︶
・黒木医院︵電話②六〇五五︶
▽八月二十四日
・白石病院︵電話門川③＝二六

一︶

．渡辺病院︵電話⑦一〇一一︶
・鮫島︵整︶医院︵電話⑧八一九

▽八月三日
・二木医院︵電話②四四六八︶
・吉森医院︵電話③四〇四六︶
・協和病院︵電話③二八〇六︶
▽八月十日
・橋口医院︵電話③二六〇〇︶
・永田医院︵電話②三三八八︶
・田中医院︵電話②二五一五︶
▽八月十七日

レ＝

税務課へ申告をしてください︒

積に異動の生じている各納税義務
者のかたは︑八月三十一日までに

ただし︑受給者が老齢福祉年金

祖父母︑兄姉等に支給されます︒

または障害福祉年金以外の公的年

金︵母子年金︑三族年金など︶を

受けている場合や︑児童が公的年
金を受けている場合は︑手当は支
給されません︒

また市ではハ乳幼児と重度心身
障害者︵児︶に対して医療費を助

乳幼児の医療助成金は︑入院の

成しています︒
♂

場合に四歳未満まで月二干円以上

を支払ったときに︑また入院外の

場合は三歳未満まで月五百月以上
を支払ったときに︑あとでお支払

県身体障害者更生相談所では︑

関係機関と協力して身体障害者︵

いします︒

的としているもので︑

また重度心身障害者︵児︶の医

児︶の巡回相談を行っています︒

これは︑身体障害者︵児︶に対
し︑医学的︑心理学的及び職能的
判定などを行い︑あわせてその更

﹃在宅心身障害児療

﹃特別児童扶養手当の

生に必要な総合的相談や指導に応
じ︑援護の万全を期することを目
の検診﹄︑

富戸小学校に︑ことばの教室が
開設されて三年目を迎えました︒

認定診断﹄︑

巡回無料相談を

利用しましょう

この教室では︑旧向市内の児童︑

回相談が行われますので︑．この機

﹃筋萎縮症

生徒を主として︑ことばに障害を

育指導﹄を実施いたします︒

日本弁護士連合会と宮崎県弁護
土会では︑みなさんが明るく楽し

もった子どもの治療教育を行って

会にぜひ受診してください︒

●

います︒

相談に応じることになりました︒

い毎日をすごせるようにという主
旨のもとに︑このたび無料で法律

しかし︑言語障害は︑幼児期の
ことばの成長と共に︑狂われてく

交通事件をはじめ︑相続︑遺産
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