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フィーバーしました 

あの顔この顔 

-掲載の写真につきま

しては後日中央公民館

出発前の勢揃い(上真玉小)　　　　　　に掲示いたします

記念誌と記念文集

町幹部も足並み揃えて

ユニークな婦人消防隊の行進　　　　　　自立･剛健｡信義の旗のもとに

りりしく　　　　　　　力強く陸上自衛隊音楽隊の演奏

若さがリズムに乗って
(別府女子バトンダンス部)

町長杯野球大会笠倭 傚�;���雹ｲ��ⅸﾔ���

去る四月二十一

日　(日)　町長杯野球大会が､町営総合運動場と大村グランドの二会場で行われました｡

当日は雲t　つな

い晴天にめぐまれ'開会式の後町長による始球式で試合が始まり'終日熱故が展開されました｡

試合は徳永鮮魚

チームが'接戦の末'商工会チーム

を破って今年初めての大会を刺しました｡優　　勝

(徳永鮮魚)

7日野B 06頁玉クラブ5徳永鮮魚4尾鷲クラブ3商　工　会2役　　　場-玉川クラブ

中学生も傍聴した知事と語る会

こんなにとれたよ/

魚よりよろこぶ子どもの数の方が　　　　　　　はっぴ姿も

審査員も緊張(カラオケ大会にて)かわいらしい崖の王子さまと王女さま

好ゲ 坪8����騁H�,ﾙVﾂ�

第14回美玉町ソフトボール大会 

第十四回異玉町

ソフ-ボール大会が去る五月五日(日)からナイター三日間で行なわれ'決勝は五月十七日(金)　に'二度目の優勝を狙う浜チームと､初優勝に燃える庄屋Aチームの間で繰りひろげられました｡

試合は予想外の
投手戦となり1点を争う好ゲームが展開されたが'浜チームが終盤庄屋Aチームを振り切って優勝しました(庄屋Aは惜し-ち準優勝となった｡

優勝(浜)

優勝した浜チーム

昭和六十年度大分県訴理師試験の実施について

｢日時　六十年八月七日午
前九時～十二時まで

二㌧場所　大分市今津留一丁
目十九番　大分県立大分舞鶴高等学校

三､試験科目'衛生法規'公
衆衛生学'栄養学'食品衛生学'食品学調理理論

四へ願書等提出期間及び提jj=
先　昭和六十年七月t日から七月六日まで住所地又は就業地を管轄する保健所に提出して下さい｡尚'詳細については'高田保健所まで連絡下さい｡

昭和六十年度事物劇物取扱者試験の実施について

｢日時　六十年九月六日午
前十時三十分から

二､場所　大分市千代町三-
三-八　大分短期大学

三'試験の種類

r一般毒劇物取扱者試験日農業用品目毒劇物取扱

者試験

日特定品目毒劇物取扱者

試験
四'願書受付期間　六十年七

月1日から七月三十1日まで尚'詳細については'高田保健所まで

寿学級杯ゲ1-ボール大会

写葺引ま優勝の玉川チーム

優　勝　玉　川準優勝　黒土A

五月晴れの好天にめぐまれ
て'寿学級杯ゲートボール大会が五月八日町営総合運動場で行われ'玉川チームが黒土Aチームを破って優勝しました｡

決勝--ナメンーの結果は次のとおり

4岩　城3玉　川2黒土Al西　村

贈与税は個人から財産をもらったときに'もらった人にかかる税金です｡贈与税はl年間二月一日から十二月三十

1日まで)　に'

こ存知ですか

贈与と税金

個人からもらった財産の合計額(課税価格)　から六十万円を差引き'その残額に税率を掛けて計算します｡したがって一年間に個人からもらった財産の合計額が六十万円以下であれば贈与

税はかかりません｡贈与税の税率は十パーセンーから七十五パーセン-まで'課税価格

に応じて高-なる超過累進税率となっています｡詳し-は宇佐税務署(〇九七八三)ニー〇三〇六にお尋ね-ださい｡

｢困ったとき

悩んだときに
ヤングエアレホン｣

ヤング･テレホン
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