広報日向

日向市民憲章
合の時間を正しく守り

ましょう
共の物をたいせつにし

ましょう
ｳ養を高めひろく人材を

育てましよう

曜

て乾燥させるように心がけましょ

晴天の日は戸を開き︑風を入れ

続く時があります︒

には中休みとして三一四日晴天の

つゆといっても一ケ月あまりも
降り続いているわけではなく︑時

う陰気にしてしまいます︒

おいがじめじめした空気をいっそ

の流しの裏側など︑かびくさいに

水分の多いふろ場の敷居や台所

われます︒

昔から梅雨期は家もいたむとい

ひ

秘書広報係

⁝⁝⁝⁝とじて保存しましょう⁝⁝⁝⁝

噸︐憾翻

実さん︵72歳︶

ぺ

世帯数

日向市美々津町別府左官業黒木

・う︒

161人増

﹁小さいころから︑おやじの仕事を見て育ちましたからネ﹂と︑この
道にはいったきっかけを話してくれる黒木さん︒

昔は︑今のようにブロックはなく︑土と竹でかべを作ったものですよ︑

計55，681人

乙￠人．
うゆの

今は楽になりましたとにっこり笑う︒

十八歳のころから修業をして︑ことしでもう五十四年になる左官屋さ
んの超ベテラン︒

きょうも︑愛用のコテ板と目地ゴテを手に仕事に励む黒木さん︑この
人の長い歴史を︑顔のしわが物語っています︒

課

務

総

集

ﾒ

日向市役所

ｭ行所

女29，294人

66人増

●

ハ6266

（6月1日現在）

ﾏ極進取の意気をもって

6月号

@

62増

16，186

働きましょう

昭和52年

@昭和52年6月21日

35人増

26，387人

男

口

人
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参議院選挙

藍

yド

一ん

や方法については︑早めに選挙管
︵君②二一一一︑内線五七二︑五

理委員会へお問い合わせください︒
七三︑二四八︶

◎入場券

◎棄権しないように
前回︵昭和四十九年Vの参院選
の投票率は︑地方区が七十八・四
四パーセント︑全国区が七十八・
この数字からもわかるように︑

四四パーセントでした︒

大事な権利を放棄する人が多いよ

投票所入場券は六月上旬に発送
しました︒万一入場券を紛失して
あなたの大切な一票を生かして

うに見うけられます︒

の間で︑毎日午前八時三十分から
棄権のないようにしましょう︒

色の紙に黒垂︑全国区が白色の紙

も︑選挙人名簿に登録されていれ
ば投票できますので︑あなたの投

参議院議員選挙は六月十七日に

けください︒

票所︵先月号で紹介︶までお出か

三十分から日向勤労青少年体育

※開票は︑七月十日︑午後七時

午後五時まで選挙管理委員会事務
ます︒なお︑その際は入場券と印

局︵市役所二階東側︶で行ってい
なお︑入場券がなくても投票は

鑑をご持参ください︒

できますが︑混雑するときは︑あ
センターで行われます︒

また︑からだの不自由な人は︑
ご注意ください︒

と回しになることがありますので

しさ

乱︑

る不在者投票ができます︒手続き

に赤刷となっていますのでご注意
ください︒

◎投票できる人

一日までに生まれた人︒

▼年齢要件11昭和三十二年七月十
▼住所要件11昭和五十二年三月十

うに心がけておくことが大切で

＜油火災訓練

防補強訓練

防が決壊寸前の状況にある

部が損壊したという想

塩見大橋・塩見橋の一

という想定で行われた

レ塩見川の

外

その障害の程度によって郵便にぼ

公示され︑七月十日が投票日と決
今回の選挙は︑宮崎県選出議員

まりました︒

︵地方区︶と全国選出 議 員 ︵ 全 国
区︶の投票が同時に行わ れ ま す ︒

参議院議員の通常選挙は良識の

府の殿堂として私たちの代表者を

す︒

選ぶ重要な役割りをもつもので

でいる人︵住民基本台帳に登録さ

五日以前から引き続き市内に住ん

ほか市外旅行︑病気︑出産︑老衰

区域外で仕事に従事したり︑その

不在者投票は︑投票当日︑投票

めに不在者投票の制度があります︒

投票日に投票できないかたのた

0不在者投票

れている人V︒

こういつた意味からもこの選挙
一の機会といえます︒有権者のみ

は︑私たちが国政に参加できる唯

なさん︑責任と良識をもって清き
一票を投じましょう︒

◎投
七月十日︵日曜日︶午前七時か
当日は︑入場券に記載してある
に行けない場合に︑そのことを選

身体故障などで︑みずから投票所
挙管理委開会まで申し出て︑投票
期間は六月十七日から七月九日

することができます︒

＼、、

︑震度六を想定

、曲

ら午後六時までです︒

投票所へお出かけくださ い ︒

投票は︑まず地方区選出議員の

選挙を先に行い︑続いて全国区選
投票用紙は︑地方区がうすい黄

出議員の選挙を行います ︒

災訓練

日向市を中心に地震︵ 震 度 六 ︶

＼
●

＼
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総合防 大地震の肌心ろ

■＼

．．

今回は︑この防災訓練のようす

暫

す︒

〆

が発生し︑家屋が倒壊したり火災
を写真でご紹介します︒

〆

が発生︑また各地で山津波︑がけ

、

くずれ︑地割れなどが生じ︑堤防

匡

や橋なども壊れて交通が大混乱し

▼

乗組員が負傷︒ヘリコプ

海上火災の消火作業中に

齢、

全壊︑全焼家屋七十戸

N

た

N

ターによる救出訓練

一

避難者二千人︑負傷者もかなり出
たという想定のもとに︑昭和五十
二年度県総合防災訓練が五月二十

︽

定で行われた架橋訓練

u

七日︑市内日知屋白浜海岸で行わ

羅・

〆、

れま し た ︒

▲5階建のホテル火災からの救出訓練

7■貯寡諺ゴ＝ず㌻1L幽

この日は︑午前九時置ら県︑市

b

卍亨穿・

饗ン鰯

甲
ゾ

県警本部︑市消防団︑油津海上保

、
、

安部︑陸上自衛隊︑航空自衛隊な
て︑陸・海・空の防災訓練が本番

ど十六機関千五十人の人が参加し

さながらに繰りひろげられまし
訓練は二十三種類︵炊き出し︑

た︒

給水︑水防︑海上火災の消火︑通
種目で行われ︑うち日向市は︑七

信︑レインジャーなどの訓練︶の

私たちひとりひとりが災害に対

／
辱

●

差
メ

びじのヒひ

種目の訓練に参加しまし た ︒

するじゅうぶんな知識をもち︑常
日頃から︑いつ︑どこで災害があ
ってもじゅうぶんに対処できるよ

▲炊出し訓練

襲
難
韮
世
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、
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水議論灘塾幽塵

の立てふだを立てたり︑ザクや鉄

線をはったりして事故が起こらな
いようにする︒

●幼児には︑河川や池︑用水路な
どで水遊びをすることの危険なこ
とをよく教えておく︒

●こどもが遊びに行くときは︑だ

事件事故

今すぐ電話
O番

話のかけかたについてご紹介しま

番電話です︒そこで︑五種類の電

8加入電話︵自動式︶11一般家庭

す︒

などにある自動式の加入電話は︑
ヤルします︒

受話器を上げて﹁一一〇﹂をダイ

こんでだれもいないときには︑加

君警察電話︵交番︶一交番にかけ

クス型︑また鉄柱に取りつけてあ

魯青電話︵街頭公衆電話︶ーボッ

て﹁一一〇﹂をダイヤルします︒

入電話と同じように受話器を上げ

れとどこで遊ぶかを確かめ︑親ど

闘正しいかけかたーー

うしで連絡をとりあうとともに具
体的な注意をあたえる︒

●こどもをひとりで泳ぎに行かせ

るキャビネット型には︑ 一一〇番

最近のように交通事情が発達す
ると︑重要事件やひき逃げの犯人

ないようにし︑かならずおとなが
同伴するようにする︒

ルします︒ ︵十円玉は不要です︶

ていますので﹁一一〇﹂をダイヤ

と↓一九番の専用ダイヤルがつい

﹁現場はそのまま︑届出はできる

君赤電話︵店頭公衆電話︶・ピン

げてしまいます︒警察ではいつも

でなくても﹁危ないよ﹂とすすん

だけ早く﹂とお願いをしていま
ク電話一店の人に頼んで電話器の

などは︑すぐに遠く県外にまで逃

で声をかけ︑安全な場所で遊ぶ慧
起こった場A口︑みなさんから緊急

す︒こういつた事件︑事故などが

●危険な水辺で遊んでいるこども

などのことを
に警察官やパトカーに現場にきて

きりかえカギをあけてもらい︑ ﹁

れた還付請求書に︑所要の事項を

お知らせします︒その際︑同封さ

とカツオのなまり酢のものなど︑

います︒アジのたたき︑きゅうり

十五度Cで爆発的に繁殖してしま

に付着して運ばれているうちに二

本年六月一日現在において昨年

で年末調整を受けていない人など

で︑きずのある人はじゅうぶんに

食物へ付着した菌によるものなの

ッリヌス菌による中毒があります
が︑予防法としては①新しい材料

このほかにもサルモネラ菌やボ

を保つ

を用いること

必要です︒

⑤ちょっとおかし

ているので︑じゅうぶんな注意が

して予想以上にふ敗しゃすくなっ

ぱんであったりすると温度は上昇

内に回らなかったり︑開閉がひん

をたくさん詰めすぎると冷気が歯

ら比較的安全といえますが︑食物

冷蔵庫は庫内温度が五度C以下な

などがあげられます︒とくに③の

いと思ったら無理に食べないこと

とを確認する

④暖め直して悪くなっていないこ

③冷蔵庫を過信しない

②よく洗い︑清潔
す︒くわしいことは︑延岡税務署

別減税を受けることになっていま

活

︵所得税担当︶へおたずねくださ
い︒

気をつけよう
つゆ時の

食 生

毎年いわれていながら被害の絶
えないのが食中毒事件です︒

食中毒は通常は細菌によるもの

●

を見かけたときは︑自分のこども
では千二百二十八人ドいう数に達
おとなの人みんなが注意して︑水

うにさせる︒

もらうよう通報されるのが・一一〇

例年︑こどもの水の事故は︑ま

しています︒

っていきましょう︒

の事故から︑尊いこどもの命を守

あけずに十円玉を入れ︑ 一一〇番

円玉は不要です︶きりかえカギを

一一〇﹂をダイヤルします︒ ︵十

の事故がめだち︑七〜八月の夏休

ず六月に幼児の沼︑池︑用水路で
みに入ると︑小中学生を中心に河

こえません︒

してもあなたの声は警察側には聞

川や海などでの事故が増えてきま
す︒

費黄電話︵百円公衆電話︶11十円

こどもの水の事故は︑そのほと

い︒通話が済むと十円玉はもどっ

んどが︑ちょっとした油断や不注

ます︒そこで︑こどもをもつ家庭

しのつかない事故につながってい

どこ︐で緊急な事件・事故が起こる

︑五回を数えていますが︑いつ︑

いたずら＝○番が多く︑毎日四

最近は︑子どもや酔っぱらいの

てきます︒

じゅうぶん注意しなければならな
の遊びをよく見守ってやりましょ

では︑つぎの点に注意してこども

う︒

昭和五十一年中に全国で起こっ
た水の事故によるこどもの犠牲者
●幼児のひとり遊びをさせないよ

に役立つためにも︑こういつたい

かわかりません︒いざというとき

う︑常にこどもから目をはなさな
いようにする︒

は千二百九十二人でしたが︑その
でが夏の事故で︑しかもこのほか
●近くに危険な場所があれば︑と

今回︑昭和五十一年分所得税の

記入して︑税務署に返送してぐだ

新鮮なものが感染源になる意外な

この菌は海水中に多く︑魚介類

よる発病です︒

上といわれるのが腸炎ビブリオに

ですが︑中でも五十パーセント以

たずらはやめたいものです︒

なり近所と相談して立ち入り禁止

事業所得者など確定申告をして
納税した人は︑六月下旬ごろに税

童用二千二百八冊︶です︒新刊に
特別減税が行われ︑次の金額が還

さい︒そうすると︑税務署から還

務署から還付を受けられる金額を

ついては六月中に整理を済ませ閲

付金の支払通知書が送られてきま

ります︒魚介部と接触するまな板

め︑まず真水でよく洗う必要があ
包丁などもよく洗ってから調理に

中毒です︒この菌は真水に弱いた
なります︒

ずから︑この支払通知書によって

③その他

円︑控除対象配偶者や扶養親族は

十一年分の所得税額の方が少ない

セント以上と決して少なくありま

と同じ会社に勤務しているサラリ

ブドウ菌による中毒も三十パー

年末調整を受けているが︑今年に

せん︒ちょっとした指のきずから

かかれば安心です︒

なって五月末までに退職した人や

給与の税金を源泉徴収で納め︑

す︒

昨年中途で退職したなどのため︑

︹四月一九月までの平常日︺

ーマンは︑およそ六月〜七月ごろ

気をつけねばなりません︒

給与の税金を源泉徴収されたまま
は︑税務署へ還付請求をしてくだ

さい︒この場合︑昭和五十一年分

還付を受けられるのは︑昭和五
十一年分の所得税を納めた人で

︿還付を受けられる人V

ましょう︒

そこで︑そのあらましを説明し

ときは︑その税額までとなりま

金額です︒ただし︑納めた昭和五

郵便局で還付金を受けとることに

還付される金額は︑本人は六千

覧室へ配架できる予定です︒また

書架も今までとちがいかなりスペ

す︒ただし︑利子︑配当などの源
泉分離課税の所得税については還

は︑期限後の確定申告をして︑特

午前十時から午後七時まで

賞与や給与を受けとるときに︑勤

の確定申告書を提出していない人

家庭に寄贈︑寄託したい本があり

付されません︒

︿還付方法とその手続き﹀

︹十月〜三月までの平常日︺

①サラリーマンの場合

午前十時から午後六時まで

務先から還付されます︒しかし︑

めに確定申告をした人で︑勤務先

︹土曜・日曜日︺

から還付しきれない分があるとき

給与以外に所得があったり︑二か

毎週月曜日︑祝日︑年始︵一月

は︑その分については︑次に説明

所以上から給与をもらっているた

一日一三日︶年末︵十二月二十

︹定期休館日︺

八日一三十一日︶︑館内整理日

する

と

︵毎月一日の日︑一月に限り四

同じ方法で還付されます︒

事業所得者などの場合
日の日︶

午前十時から午後五時まで

おりです︒

い︒図書館の利用時間はつぎのと

ましたら図書館までご連絡くださ

ースがありますので︑みなさんの

一人につき三千円として計算した

付されることになりました︒

特別減税

所得税の

に運よく救助された人が六百三十

羅︒︒︒︒朧朧㈱

︒︒
8

在で︑一万四千二百七冊︵うち児

す︒なお︑蔵書冊数は四月﹁日現

に利用できるようにしてありま

などもあり︑多くのかたが︑快適

障者のかたの専用トイレ︑資料室

和室︶などがあります︒また︑身

用の子ども読書室︑親子閲覧室︵

一階は社会教育課︑成人・高校
生用の閲覧室︑二階は小・中学生

一日オープンしました︒

︵鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 一 階建︶が六月

昨年末から市庁舎北側に建設工
事がすすめられていた市立図書館

朧︒㈱㎜㎜朧朧㈱

朧
麗

二人もいますから︑事故者の合計

うちの半数に近い五百九十六人ま

い時期がくるわけです︒

す︒こどもをもつ各家庭にとって

は年間のほぼ半数にあたる犠牲者

②事業所得者などの場合

意によるもので︑それがとりかえ

●

︵死者・行方不明者V が 出 て い ま

すが︑とりわけ夏︵六月 〜 八 月 ︶

故は一年中を通して起こっていま

こども︵中学生以下︶の水の事

こども謬，辱襲璽襲

玉を入れてコ一〇﹂をダイヤル
するか︑ボタ7を押してくださ

，
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の作品が出され、6月3日審査が行われました。特

点、絵画部門に44点、書道部門に48点の計158点

ます。沖合約500mくらいに張られた長さ約600m

選には森竹次さん（写真）、浜田憲一郎さん（絵画）、

の網をふた手に分かれてヨイショ、コラシもと引き
寄せます。
， ．

黒木直人さん（書道）がそれぞれ決まりました。

￠

@戸

．藝

活

扶

助

︑

◎調査・情報資料などの提供
下請取引の円滑化に役立つため

光熱水当︑家具什器などで︑この

とのできない飲食物費︑被服費︑

﹁七﹂

︵財︶宮崎県

﹁六﹂

医療扶

助

助

費︑交通費などが含まれています︒

ックなどの図書購入費︑学校給食

したがって︑副読本︑ワークブ

児童生徒の教育に要する経費です

教育扶助は︑義務教育就学中の

教育扶

一時的な扶助もあります︒

また︑そのほかにも入学準備金
︑入院︑退院時の必要経費などの

とがあります︒

が特別な経費にあてるための加算

と︑妊産婦︑障害者︑老齢者など

中には︑一般共通的な基準生活費

﹁票﹂

42歳

︵敬称略︶

①鈴木昭弘︵富高本谷︶

52歳

品をさしあげます︒

が正解で︑応募五十五通︑正解五
十四通でしたので次のかたに記念

先月号は︑

はっきりと記入してください︒

人のかたに記念品をさしあげま
す︒なお︑ハガキには住所︑氏名
年齢︵電話があれば電話番号︶を

11直通へおたずねください︒

内線二六四七またはa⑳七五三〇

一丁目八番十一号︑費⑳二一一一

中小企業振興公社︵宮崎市橘通東

︑．くわしいことは︑

た企業秘密は保持します︒

取引あっせんに際して︑知り得

◎その他

ます︒

つねに︑実態調査や情報の収集な

生活扶助は︑日常生活に欠くこ

生

◎

⁝総懸漁

：年燗■

どを行い登録企業に資料を提供し

介に応じます︒

などについて相談︑指導および仲

◎経営︑技術の相談と指導
経営問題や生産技術︑取引条件

ます︒

があれば︑その解決の相談に応じ

◎苦情︑紛争の調停
下請取引について︑苦情や紛争

曜、日曜日ともなると、会社などのグループや、
親子会、こども会などの行楽客でいっぱいになり

日向市では、昨年の4月22日以来、建物火災が1件も発生していませ

アジサイ︵紫陽花︶
六月はアジサイの季節といえま
大きなボール状に咲きそろった

しょう︒

わずかな風にもゆらぐその姿は風

花が梅雨を吸って静かに頭をたれ

アジサイはユキノシタ科の灌木

情のあるものです︒
です︒名前のアジとはあっ11集ま
︑

るという意味︒また︑サイとは真
つまりアジサイとは藍色の花が

藍のことだそうです︒

うです︒毎年五月置末に九州︑四

集って咲いているという意味のよ

置日ごろようやく東北地方に達し

国に上陸したアジサイ前線は七月

花の命は短かくて⁝⁝といいま

ます︒

すが︑アジサイばかりは寿命が長
ませてくれます︒

噛

齢

く︑一ケ月も咲き続けて目を楽し

茜

医療扶助は︑疾病や負傷に必要
な給付を行うもので︑原則として
現物給付です︒入院治療︑投薬︑

や場合によっては付添看護料など

注射及び手術はもちろん治療材料

業

扶 助

も受けられます︒

生

生業扶助は︑保護を受けている
人が事業を始めるために必要な設

備や運営に要する生業費︑就職
の授業料や交通費に要する技能

するための技能を修得する場合

どがあります︒

扶

助

修得費︑新規就職者の支度金な

葬祭

葬祭扶助は︑保護を受けている

単身の被保護者が死亡した場

人が死亡した場合の葬祭費です

に支給します︒

宅 扶

助

合には︑葬祭を実際に行った人

住

住宅扶助は︑借家︑借間住まい
の人に対して︑家賃︑間代または
借地料を支給するもので︑家屋の

も必要に応じて支給されます︒

畳︑建具︑水道設備などの補修費

●

露・

かるためにつぎのような事業を無

よって︑下請中小企業の振興をは
料で行います︒

録

受注企業︵下請企業︶と発注企

◎登

業︵親企業Vの双方から登録申し
込みを受け登録を行います︒さし
あたり︑仕事の紹介︑あっせんの
必要がなくとも登録されておくこ
とが得策です︒

◎受注・発注の紹介とあっせん
登録された企業からの申し込み
により︑仕事を受けたいかた︑発
．

注したいかたのために適正な紹介
あっせんを行います︒
0広域あっせん

宮崎県のみでなく希望地域との広

受注・発注の紹介︑あっせんは
域あっせんにも応じます︒

︹問題︺

参議○議員の定数は二百五十二
人で︑そのうち百人が○国選評議
す︒

員︑百五十二人が○方選出議員で

zえ1鰹難灘籍1
離島総llll懇土ト遷

齢7

え

聡セ野人のひとたちを楽しませて／

▼右の○にはどんな文字があては
まりますか？ 答えをハガキに書

力作ばかりの市画展
力を合わせて地引き網

②黒木ツチエ︵塩見奥野︶

一

莇＼

ります。またこの案内板のほかに、工業港
にはカーフェリーで訪れる人のために看
板も作られました。

いて︑本町十番五号市選挙管．理委

・

ル、よこ6．4．メールの大きさです。米の山の頂
上から展望できる、山や川、島、工場、名所旧
跡などの風景が描かれ、名称が書きこんであ

ラジオ番組である「ラジオ寄席」の公開録音をか
ねたもので漫才2題、落語2題の出しものに会
場は笑い声、拍手の連続でした。公開録音の
あと特別に漫才2題がひろうされ、会場に

宮崎県中小企業振興公社では︑

6月8日、午後6時から青少年体育センターで、N

員会あて七月十日までにお出しく

●

③三樹恵美子︵世知屋曽根︶53歳

、

一

寧・浄

犠盛

ノ ホ
魯・ρ

㊧

日向市と市観光協会では、このほど米の山山頂に観
光案内板を設置しました。案内板はたて1．7メー
HK古典落語と漫才の夕べが行われました。これは、

正解者多数のときは︑抽選で三

ださい︒

へ、

＼

シク

ぼくの学校はどこかナ
お笑いを一席」
一

下請取引の円滑化をはかることに

﹁

野ばらクイズ⑥

論
壇矯ζ
㊥
ただいま400日間火災ゼロ
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ん。これは市民ひとりひとりの防火に対する心がけと協力が実を結んだ
ものといえます。こんこも500日、1000日をめざして、私たち自身で防

火運動をすすめましょう。「火災は人災防ぐはあなた」を合言葉に！

（6）

●

0 ■

●

す︒

日向市勤労青少年ホーム．

応募の方法︑応募上の注意などに

どなたでもけっこうです︒その他

ずねください︒

協会︵盈宮崎⑳一一一一︶へおた

ついては県統計課内︑宮崎県統計

▼相談の受付・行政相談委員氏名
黒木正男︵江良町三丁目︶

三股千代子︵美々津町︶

宮崎行政監察局係官二名

なお︑作品のしめ切りは九月五
日まで︑送付先は宮崎市橘通り東

二丁目十番一号︑宮崎県企画調整

＼

部統計課内︑宮崎県統計協会で
す︒

税務大学校生と
税の作文を募集

人事院︑国税局では︑税務大学
宮崎県身体障害者更生相談所で

二日から昭和三十五年四月一日ま

受験資格は︑昭和三十二年四月

校普通科生を募集します︒
は︑身体障害者︵児︶に対する医学

■

でに生まれた男子です︒

を行い︑その更生に必要な総合的！

養試験︑適性試験︑作文試験とな

申し込み受付期間は︑七月十三

っています︒

日から七月二十二日までで︑申し

所は勤労青少年体育センターです︒

込み書は延岡税務署に備えてあり

問い合わせください︒

知りたいかたは︑延岡税務署へお

文の応募方法について︑くわしく

であれば何でもけっこうです︒作

ことや意見など︑税に関するもの

税について︑日ごろ考えている

います︒

なさんの﹁税の作文﹂を募集して

今年もまた︑中学生︑高校生のみ

ます︒また︑国税局︑税務署では

なお︑相談の受け付けば九時三

統計グラフコンクール作品を募集
しています︒課題は自由︑応募は

県統計協会では︑第九回宮崎県

コンクール作品募集

県統計グラフ

は十時から行われます︒．．

十分から十二時までで︑診査判定

施します︒期日は七月十九日︑︐場

相談に応ずるために巡回相談萢実

試験は︑高等学校卒業程度の教

的心理学的および職能的判定など・

巡回相談

身体障害者︵児︶の

噛￠

就業構造
基本調査にご協力を！・
総理府統計局では︑七月一日現

開設されます

、
臥

在で昭和五十二年就業構造基本調
この調査は︑わが国の人口の就

査を実施します︒

業︑不就業の基本的構造を︑全国
および地域別に明らかにし︑経済
計画をはじめ雇用︑失業対策など
成するために行われる重要なもの

国と地方での施策の基礎資料を作

員が伺いますので調査にご協力く

です︒七月にはいりますと︑調査

子世帯の生活実態調査を実施いた
ださい︒

態をはあくし︑こんこの福祉施策
をすすめるう︑尺での基 礎 資 料 と す

るためのものです︒調査は七月一
日現在で行われますが︑みなさん

の区域を担当している民生︵児
童︶委員のかたが訪問しますので

宮崎行政監察局では︑つぎのと
おり巡回行政相談所を開設いたし
恩給︑年金︑保険︑生活保護︑

ます︒

市役所前広場で

所の仕事でお困りのかたや要望︑

七月十三日︑午後七時から市役
所前広場で︑青少年ホーム友の会

▼と

守られます︒

前夜祭︶が開催されます︒みなさ

▼ところ

き

主催の盆踊り大会︵青少年の日の

ください︒相談は無料で︑秘密は

意見のあるかたは遠慮なくご相談

道路︑河川︑交通︑公害など︑役

盆踊り大会

ご協力をお願いいたしま す ︒

巡回行政相談所が

します︒これらの調査は︑生活実

身体障害者および母子︑寡婦︑父

県障害援護課と児童家庭課では

協力のお願い

実態調査

■●

七月一日︵金︶午前十時〜十五時

レ

＝陵

かたにごめいわくをお

かけし

係の手ちがいから関係者の

いう表現はまちがいでした︒

内でただ一人の鞘師⁝⁝﹂と

この人この道﹂の文章中﹁市

五月号でご紹介しました﹁

係か㌔ら

．田中︵眼︶医院︵費②四〇〇九︶

．山口医院︵君②二二〇三︶

・浦上医院︵魯②二九三六︶

7月31日

．三ケ尻医院︵a②五五五七︶

．沼田医院︵8②三七八五︶

．田中医院︵費②二五一五︶

7月24日

・此元医院︵盤②五四八八︶

．山中医院︵魯②二二六六︶

．篠原医院︵費門川③一〇五九︶

7月17口

・黒木医院︵君②六〇五五︶

．白石病院︵盈門川③＝二六五︶

．鮫島︵整︶医院︵費②八一九こ

．渡辺病院︵費⑦一〇＝︶

7月10日

・松岡医院︵費②五四〇七︶

．永田医院︵魯②三三八八︶

・橋口医院︵費②二六〇〇︶

7月3日

馳七月中11

一
一

ます︒

ました︒心からおわびいたし

●

鱒0
隔、・

賀
んの多数の参加をお待ちしていま

●

禽
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