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◇．．．暮しをよりよくするには﹂というテーマで分科会が開かれ研究協議されました︒自身⁝◇
◇．：の暮し︑社会生活をよくしたいことはみんなの切実の問題です︒そこで事務局からそ⁝◇
◇・．．のまとめを寄稿していただきました︒
⁝◇

＿
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◇．： 去る八月二十五日に町総ムロセンターで町連合婦人会の研修会が開催され﹁私たちの⁝◇

馬

よ 県内就職を多くし︑県外就職
をできるだけしないこと︒
長男を郷里に残す対策もよい
が︑娘を残す対策をすれば︑青
年男子はのこる︒町で娘が働け
る具体策を積極的に進めてほし

乞 娘が郷里で働けるようにし︑
引止める方策はないか︒

L 若人は郷里を嫌っていないが
嫁がないので都会に出ていく︒

若人を郷里に定着させるには

つの方法︒

望が主でしたが︑現状で出来るこ
とについても種々と協議されまし
た︒主な点は︑出稼の間題︑医療
問題︑教育問題︑農業経営の間題
内職について等ですが︑皆んなで
話し合いの場をつくりこれらの間
題を話し合い︑実行できることは
実施︑解決し︑明るい地域づくり
と︑心のより所をつくることも一

◇：・暮しをよくすることは主婦のみの問題ではありません︑みんなで考えてみましよう︒⁝◇
◇．−ご音心見がありましたら本誌でみなさんに招介いたしたいと思います︑ご寄稿下さい︒⁝◇

研修会は︑町内各
支部よりの参加者約
一二〇名に達し︑終
日熱心に研修を行い

ました︒

子どもの教育に対する考え方につ
いての講義があり︑続いて﹁私た
ちの暮しをよりよくするための問
題点の追求とその方法﹂をテーマ
に︑三つの分科会を持ち︑教育長
公民館長等の助言のもとに午前中
活発な発言がなされました︒
話合いの内容は︑町に対する要

︑．︵次頁へ続く︶

よ 出稼ぎに出たいのではないが
何かをやるにも資本がか﹄るの

い︒

乞 休耕田の利用に﹁イチゴ﹂を
初めたが︑まだ他にないものだ
ろうか︑そんな指導をしてほし

出来ていない︒

L 米作にだけたよることではい
けない事はわかっているが︑共
同作業を行なう態度がまだよく

農業経営の間題では

い︒

4。
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「家庭教育について」中島松代中学校長の講演を聞く研修生

〃●

●

〃●

蝋烈抑松代町連合婦人会研修会から1』勘烈訳
先ず町教育長より
地域づくりの中の婦
人の考え方︑生活や

（1）

私たちの暮しをよりよくするためには

で︑出稼ぎということになって
しまう︒

生活をよりよくするために行政機
関への要望をあげてみますと
L 健康な身体づくりをはかるた
めに︑医療機関︑医師の充実を
図り︑救急その他医師の巡回検
診︑健康相談︑身体づくりの指
導講習等を実施して貰いたい︒
殊に冬期の病人に対する方策を
積極的に考えてほしい︒

乞 雪上車︑マイクロバスの運行
にあたって︑もっと広域的に︑

回数を多くしてもらいたい︒通
学道路の確保を図ってもらいた
い︒

︵婦人会事務局︶

等︑まだ数多くの話し合いがなさ
れましたが最後に︑部落へ帰って
この話題を︑部落の中でもう一度
取上げ︑部落なりの活動を必ずや
ることを約し合いました︒
その後︑松代中学校長の﹁家庭
教育について﹂という講演があり
午後は交通安全についての講義を
聞き︑実のある一日を過ごしまし
た︒

98101■1賜−彫ー■ー■−・1剛1●ー■ー■﹈囎1■1

秋の交通安全運動はじまる
9月22日︵金︶から10月1日︵日︶まで
▲運動の重点

二︑室野小学校を中心として室
野部落内を走る県道上︒
三︑峠小学校を起点として木和
田原間の県道大島線上︒

にいたしましよう︒

以上の設定地域内においては運
転者は︑速度をゆるめ︑安全運
転の励行︑長時間車の駐車禁止
歩行者は交通ル：ルをよく守っ
てこのゾ！ン内において事故を
出さないように︑会わないよう

脚
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あなたの寄稿を
お待ちしております︒
この広報紙を充実させるため公
民館ではあなたの寄稿をお待ちし

ております︒どしく投稿下さい

結構です︒

この広報まつだいは毎月二十五日
に原稿を締切り翌月十日に毎月発
行することになっております︒
一︑原稿の内容はどんなことでも

お願いします︒

二︑四〇〇字原稿用紙三枚程度に

旨ご指示下さい︒

三︑匿名で登載する場合は︑その

ます︒

四︑原稿は松代町総合センター内
広報まつだい係へ︒︐
五︑採用のものには薄謝を差上げ

問答欄について
皆さんのお知りになりたい事に
ついて︑この欄をとおしてできる
限りお知らせしたいと思います︒

どしくお問合せ下さい︒

を与えられた︒

八月十四日午前・午後の二回名
ケ山峠で実施︑松代町に乗入る車
通過する車輔に対し警察官が車輔
を停止させ︑交通指導隊︑安全協
会の協力団体員十三名が運転者に
対し︑安全運転の実践を要請し︑
チラシ︑マッチを配付するととも
に広報車により安全運転を呼びか
けた︒通過呼びかけ車輔三二〇台
で二︑三の運転者が警察官に注意

交通安全指導の結果について

〔交通安全指導の1コマ〕

歩行者事故︑とくにこどもと老
人の事故を防止するため︑つぎ
の施策を中心に実施します︒
▲スク1ル・ゾーンの設定
この目的は︑こどもの安全を絶
対優先させるという立場で国の
交通対策本部が打出したもので
思い切った総合交通安全対策を
緊急に実施する必要性の高い地
域としての認識を高め︑その地
域内における安全運転の励行を
徹底することです︒

▲スクール・ゾーン設定の範囲は
一般的には︑小学校を中心とす
る︑おNむね五〇〇メートル四
方の範囲をゾーンとし︑交通安
全運転の重点推進地域としてあ
ります︒

▲スクール・ゾーン対策について
は︑交通安全施設及び速度制限
駐車禁止︑その他の交通規制の
改善措置を講じることでありま
すが︑松代町では不可能です︒
従って施設規制について︑とく
に改善措置を講じないスクール
．・ゾーンの設定を実施いたしま
す︒

▲設定場所
一︑松代小学校を中心として︑
第てフール下から松代中学校
入口までの国道二五三号線上
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お母さんと子供の

交通安全教室
去る八月二十五旧室野小学校校
庭で新潟県交通指導係官三名︑地
元警察官及び補助員の町交通安全
協会役員が︑生徒︑婦人会を対象
に開催︒校庭幽ばいのコースで︑
歩道の歩き方︑道路横断のしかた
交差点の渡り方︑自転車の正しい
乗り方など器材を活用実地訓練を
いたし交通マナ！の励行をはかっ
た︒

ヨ
ー

リ
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場総務課に申出下さい︒
ヨ
旨

ヨl

なお︑地域で交通安全教室開催
のご希望があれば係官が出向いて
実地訓練をいたしますので︑町役
5
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町長杯争奪野球秋季大会

雨のため二週間延期いたしまし
た垣例の町長杯争奪野球秋季大会
は9月3日松代高等学校グランド
において開催されました︒今大会
の成績及び記録に残る優勝は次の︑
とおり︒

◎秋季大会
︵準決勝第一試合︶

3
6

8
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苧島デルトマケーズ
︵準決勝第二試合︶
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蒲生ダイジヤーズ ⑨

髄納交通事故状況

傷者羽人

傷者8人

・松代町の交通事故は
一丹から八月末まで・

件数4件・死者○人

死者3人

◎郡内の交通事故は
一月から八月末まで

件数弼件
︒特徴
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前年度に比べて件数その他が減
少したが︑事故原因では︑酒酔い
運転︑右折違反︑追越違反︑わき
み運転などの無暴運転による事故
が圧倒的に多く発生していること
からして︑運転者︑歩行者がもっ
と交通道徳を身につけることが望
ー−

まれる︒
︷1

郡青年団駅伝大会終る
八月二十七日郡青年団駅伝大会
が行なわれました︒

この大会は﹁東頸城郡内忙おい
て勤労に従事する青年が︑この恵
まれた大自然のもと起伏に富んだ
コースを走ることにより︑日頃の
集団活動の成果を十分に発揮する
とともに︑その友愛と団結をより
深め︑またそのエネルギーをもり
て郷土の建設に寄与する凶ことを
主旨として実施されたもので︑国
道二五三号を浦川原から松代まで
二七・六枷を八区間に継走いたし
ました︒当日は好天に恵まれ選手
もガ走し若人の力を十分発揮した
意義深い一旧でありました︒．

マ三七・三四
マ四二・四四

一・三七二二

か

なお成績は次のとおりで︑松代
町の成績億かんばしくありません
でしたが昨年は欠場したことから
考えますと︑ニチームも出場した
ことは町青年団の奮起と団結のあ
らわれであり優勝にも勝る成果で

村

あったと思います︒

優勝︑牧

安塚町
大島村

マ五〇・〇九

浦川原村︵A︶一・四六・〇一

松之山町

松代町︵B︶丁五マ〇四
浦川原村︵B︶丁五四・一九
松代町︵A︶︑マ五六か四八
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年寄りは身ぎれいに
⁝⁝心もきれいに

で︑ほどほどにしていただきたい
と思いますが︑年寄りは若い者と
違って暗い感じになりやすいので
どちらかと言えば︑少しは派手な
ものを身に付けた方が明るい感じ

良いと思います︒

男は︑いつも調髪し︑ひげを剃り
女は︑毎日頭髪の手入れをし︑で
きれば顔にうす化粧をするなども

になるかと思います︒

います︒

最近は︑年をとるほど派手なも
のを着るようになって来ています
が︑これは誠に結構なことだと思

いものです︒

肌衣はいつも洗濯がゆきとどき︑
上衣は幾分派手なものを着ていつ
もきちんとした身なりをしていれ
ば若い者に好かれると思います︒
身なりがいくら奇麗でも︑心がゆ
がんでいては困りますので︑心は
いつも大らかに明るく持っていた

金

とでしようか︒

年

国民年金は︑働けるうちに一定

国 民

奇麗な身なりをしていても︑年を
とると顔にはしわがふえますし︑
体つきも腰が曲ったりして︑何ん
とはなしに見苦るしい感じになり
やすいものです︒ましてや身につ
けるものまで見苦るしい物であっ
ては好かれないのも当然というこ

敬老の日
九月十五日

されたものです︒

の保険料を納めておいて︑年をと
ってから︑また途中で万一大きな
ケガをしたり︑夫と死にわかれた
場合などに︑それまで納めた保険
料に応じて年金を受け︑生活のよ
りどころにしてもらうために制定

また︑この制度が発足した時す
でに高齢者︵明治四十四年四月d
日以前の出生者︶だった人とか︑
身体障害者︑母子世帯であった人
には︑保険料を納めなくとも福祉
年金が支給されます︒

老令福祉年金
十月から大巾増額
国民年金のうち︑お金を納めな
いで貰えるのを福祉年金と呼んで
います︒老令福祉年金は満七十才
から受けられますから︑七十才に
なったら印鑑と戸籍手数料百円＼

国民の祝日である﹁敬老の日﹂には三つの意義があると思います︒
一つは︑多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し︑長寿を祝う日
であります︒二つには︑ひろく国民が老人福祉についての関心と理解を
深め︑かつ老人が自らの生活向上に努める意欲を高める日であります︒
三つには︑青壮年自身のことです︑人間誰れしもいつかは老人になりま
すが︑自らの老後の問題について認識し︑心新らたに自覚し︑老人にな
る日のために精神的にも物質的にもそなえをする日であります︒

㎎一⁝＝■■＝＝＝■■＝噸＝藷≡＝−■＝＝＝闘■＝≡−■⁝＝＝≡剛一■■≡＝−≡⁝■≡一≡＝＝≡＝一⁝一圏■⁝＝＝一⁝−■⁝ロ一量⁝＝ロ⁝■■一闘⁝＝⁝薔⁝＝圏塁⁝■■⁝藷≡一＝■置

人間誰れしも汚ないものより︑奇
麗なものを好みます︒
あまり派手なものを身に付けても
奇異に感じないでもありませんの

（4

老人医療費無料制度

ます︒

現在は

七十歳以上来年ロ月から
一月一日からは

と三ヶ月ばかりです︒

待望の七十才以上の老人医療費
が無料になります︒実施は四十八
年一月一日からの予定ですからあ
今度は誰れに気がねもいりません
おおいばりで医者にか﹄れます︒
無料になるのは︑保険給付の対象
となる医療費で︑保険給付分は保
険者が支払いますし︑保険給付分
以外の本人負担分については役場
が支払いますので結局本人は無料
で医者にかNれるということにな
ります◎

早期発見︑早期治療のたてまえか
らも︑具合いが悪いと思ったら直
ぐ医者から診てもらって下さい︒

︵次頁へ続く︶

六十五才以上の老人を対象に︑
病気の早期発見と健康指導を目的
で松代町では毎年無料で老人健康
診査を実施しております︒
今年は八月下旬から九月上旬にか
けて実施しますので既に一般診査
は終了していますが︑都合で受け
られなかった人は︑役場の福祉係
へ連絡して下さればまだ無料で健
康診査を受けることができます︒
一般診査の結果については︑間も
なく文書でお知らせいたします︒

老人健康診査

ねたきり老人は六十五才から︑
一人暮らしの老人は七十才から及
び八十才以上の老人全部について
は現在すでに保険給付の対象とな
る医療費は無料になっています︒

謹一⁝⁝9⁝■■⁝一＝一⁝■≡働一■■⁝⁝⁝⁝＝一＝＝⁝■■⁝一■■−⁝⁝一⁝⁝一＝⁝■■一⁝＝繭＝⁝⁝■⁝−−⁝垂⁝−墨輌垂⁝⁝⁝垂陶⁝㎝

＼を持って国民年金係へ届出に来
て下さい︒

三百円︶になります︒

年金額はこの十月から大巾に増額
になり三万九千六百円︵月額三千

十年年金︵拠出︶

支給されます︒

国民年金制度が発足した当時す
でに高年齢で二十五年以上保険料
を納める期間がない者に対する経
過措置として作られた制度です︒
十年間保険料を納めて六十五才か
ら年額六万円︵月五千円︶の年金
を受けることになります︒
早く年金を受けたい方のために六
十五才前に受けられる繰上げ受給
の制度もありますが．早く受ける
場合は六万円ではなく︑減額して

なお︑五年間保険料を納めて三万
円を受ける五年年金の制度もあり
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もし疾患等が認められた方につい
ては︑精密診査を受けてもらうこ
とになります︒精密診査も無料で
すが︑気を付けていただきたいの
は︑無料になるのは検査のみで︑
投薬や治療を受けた分については
普通医者にかNる場合と同じよう
に本人負担分はあとでお金の請求
が行きます︒

老人ク ラブ
老人の自主的活動の組織として
松代町に三十一の老人クラブがあ
ります︒老人クラブを作っていな
い部落は四部落のみとなりました
月一回以上集会所や部落公民館な
どに集り︑囲碁︑将棋などの娯楽
歌︑おどりのけいこ︑世間話しに
興じたり︑時事問題を聞いたりす
るものです︒クラブは会員組織で
六十才以上の老人はだれでも入会
でき︑自由に参加できます︒
老人クラブには活動した月一か月
につき二千百円の補助金がでます

老人福祉相談員
松代町では次の方が県知事から
相談員の委嘱を受けて︑老人の居
る家庭を訪問して︑相談相手にな
りながら活躍されております︒
松 代 地 区
鈴木昌司
山平︑奴奈川地区 西潟福平

老人家庭奉仕員
松代町では次の方が︑自宅で寝
たきりになっている老人を訪間し
て身のまわりの世話や話し相手に
なっています︒
小堺梅作 ︵室野︶

老人ホー
︽養護老人ホームV
六十才以上の老人なら無料で入
れます︒

︿特別養護老人ホームV

︿軽費老人ホームV
有料ですが安いのが特徴です︒
︵一か月一万二千円位い︶

︿有料老人ホームV
その名のとおり有料です︒施設
によって違いますが︑一か月三万

⁝
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お詫び

円〜五万円程度です︒
●o●●●

⁝

・多数のお子さんを松代町に⁝
定着させた親

⁝過疎防止協力老表彰に次の方⁝
⁝が洩れていましたのでお詫び⁝
⁝して追加させていただきます⁝
㈹

松代 富沢鉄太郎・キシ

玉掛技罷資格

試験合格者

柳啓一郎高橋庄一郎宮沢一慶

柳卯一郎 柳義光 関谷正行
山岸弘基
樋口精一
菅井公夫 鈴木政雄
笠原政敏 武田盛福
山賀広治 菅井弘一
高橋光雄 市川昭義
高橋清雄 市川佳雄 柳義輝
市川修 柳昇 柳哲郎 市川光治

宮沢勲宮沢昌次宮沢光義宮

堺和男小堺一郎小堺安太郎

沢正宏 宮沢広一郎 武田英一
柳秀敏 若月英生 西方晃 高橋
辰雄 柳重美 武田博之 西方茂
富 室岡辰男 室岡功 小野島利
雄 小野島正志 佐藤春幸 佐藤
清作 小堺美雄次 小堺広和 小

若井健吉 小堺伯郎 若井光弘
村山東蔵 若月政美 若月修吉
松山金一 小島昭平 小島寅一
柳一義 小島一栄 松山喜三八
松山音作 小島政一郎 山本嘉昭
山岸武一 山岸丈夫 柳良夫 池

菅井昭二 小堺久義 小堺
小堺和正 小堺正夫 小堺
仲村正明 小堺博道 西潟
柳文栄 柳勉 米持津義
米持昭輝 米持津栄 米持富和
若月繁久 五十嵐一久
武田賢一
五十嵐寅雄 谷沢元義 牧田幸得
横尾達治 佐藤孝 佐藤高美 山
岸貞一 中沢政金 中沢実 米山
福次 志賀佐一 武田実 関谷晃
一 高橋力 ︵以上一二五名︶
︵担当 職業係︶

︵受付順︶

︵担当戸籍住民登録係︶

戸籍の窓ロから
八月受付分

ごけつこん鹸制

一長・中村タッヨ

正人・長谷川秋江

︵会沢︶

︵犬伏︶

おめでζつ耐椥
富沢

奪

小島

櫛難

彫讐女︵田野倉︶

小堺

高橋

幸男

加恵

和也

池田八重子

宮沢

真也

緊一螂二女︵菅刈︶

︵室野︶

︵室野︶

︵松代︶

︵海老︶

︵桐山︶

︵滝沢︶

︵片桐山︶

警灘藷原︶

母充代長男︵小屋丸︶

父国平

幣良雄二男︵下山︶

警鞠長女︵儀明︶

み長男︵莇平︶

斉藤

夏子

竪醤女︵松代︶

誠

相沢

友美

母き

関谷

隆雄

父

中沢

︵死亡︶

おくやみ

斉藤 喜八
佐藤菊太郎
小山卯八郎

九九七五八九五
一六九六一二三
才才才才才才才

高相山富福
橋沢賀沢島柳

田勝徳 池田修 樋口堅治 室岡
恒太郎 室岡武範 室岡敏正 本
柳邦夫 室岡敬吉 室岡茂男 本
柳克治 中村倉蔵 中村直次 中
村正春 高橋吉治 高橋重春 高
橋哲郎 高橋紀元 小山弘 山岸
保栄 井上覚 菅井幸作 菅井虎

（5）

ねたきりで看護する人のいない
老人に医療や機能回復訓練などを
行なうところです︒

サナク重
イミマ作

彰武佐一喜清
男吉郎好作

信国悦次
明栄夫郎

佐佐菅若
藤藤井月

ム

勤邪ニユー・クローバー保険
保障もグーンとアツプ

て下さい︒

め立ち入るところでは犬はつな
いでおいて下さい︒またせっか
くつないでおいても︑つなぐ場
所が悪かったり︑クサリが長く
配達通路へとび出せる状態では
効果がありません︒
二︑配達の際︑家の中に入らなく
ても配達できるよう︑公道に面
したところに郵便受箱を設置し

（7月26日開設）1

死亡時の保障を

第3号（蒲生）il，584424，2，0。8

郵政省では︑九月一日から︑死
亡保障を厚くした新種保険を発売
しました︒これは 小さな掛金で

（61

水泳シーズン終る

4，526

次のとおりでした︒

i

七月五日から開設いたしました
町民プールは九月五日をもって終
了いたしました︑その利用状況は

第2号（室野）

料と保障される金額は次のように
なります︒
①毎月の保険料は四︑七五〇円
②傷害特約付をつけますと二〇〇
円加算で四︑九五〇円が掛金とな
ります︒また︑保険金は︑満期の
場合は一〇〇万円ですが︑事故災
害で万一の場合は︑死亡保険金三
〇〇万円︑倍額保険金一〇〇万円
傷害特約保険金三〇〇万円で合計
七〇〇万円となります︒

｝

階大ホールです︒

ll

◎毎週金曜日
柔道教室
︵体力づくりにどうぞ︶
会場はいずれも総合センター3

ます︶

◎毎週水曜日よる
卓球教室
︵初心者歓迎コーチいたし

︵レコードコンサートです︶

◎毎月第二第四の月曜日よる
4チャンネルで音楽を

只今︑町内の文化団体が開催し
ております活動で︑一般の皆さん
が自由に参加できるものに次のと
おりです︑お気軽においで下さい

あなたもおいで下さい

町民プール利用状況

大きな保障を

の七倍の額が保障されます︒

厚く という最近の傾向にこたえ
るもので︑死亡の場合の保険金を
満期の保険金の三倍とするニユー
・クローバー保険︵第二種特別養
老保険︶を創設したもの︒
この保険は安い保険料のわりに
死亡の保障が厚く︑これに傷害特
約をつけますと︑次のように事故
災害死の場合には︑満期の保険金

犬が放し飼いになっているため
郵便配達途中の人が犬にかまれ負
傷するなど被害があとをたちませ
ん︒犬を飼っているお宅では次の
ことにご協力下さい︒

1
1

サ郵便配達中︹
犬がこわい！

なっています︒

ぞ

g・451
556，

t15，985

115，856i2，129

計

死亡保険金③十倍額支払保険金
①十傷害特約の死亡保険金③μ⑦
この保険の加入できる年齢は十
八才から四十五才で︑期間は十五
年と二十年の二種類あります︒保
険料の払込み期間は全保険期間と

しりぎゅゆドののっりリロちドちのゆりじ

︸

一︑被害のほとんどが飼い犬にょ
るものです︒公道はもちろん敷
地内でも郵便外務員が配達のた
りのゆロリリちゅロ ニのロやりちゅじりりちゅりりち

・写真で見る町政展
・町婦人会作品展
・自然愛護展
・有名人色紙展
・身体障害者作品展

︵ほか︑芸

能発表を計㌔
画しており写
ます︶

︑．．◎3の．◎り二ρi．3φ二・；φ9◎3・：◎二．駒噂3σ．﹄働・φ・覇侮3σψ鮎・：φ．◎．︑φ・；

第1号（松代） 8・302、Ll4gi

3，970−

計
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大
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人
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ル
ー
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たとえば︑三十才で満期保険金
額百万円︑二十年満期で傷害特約
付に入ったとすると︑毎月の保険
一ゆ一︒．・．一陰．：φ9◎⁝9膨．・・．．も⁝．︐奄3・：◎：．︐◎3・．．◎：9．︒・．・．9・：・：◆●●9．・● ちゅむりもっじりリロゆのじ

ぜ 恒例の町総合文化祭の実施につ ﹇ ◎第一会場
いて︑去る八月三十日関係者協議
・町内学校児童生徒作品展
ぜの上次のとおり決定いたしました
・書道展
この文化祭が盛大に行なわれます
耀ようみなさんのご出品をお願いい
︸たします︒くわしいことについて
碑の照会は町総合センター内係に問
討合せ下さい︒

■．の9りり3φ

・生花展
・菊花展
・農業資料展
︒現旧町内小中学校教職員作凸
品展︵この作品展は十日間
ぐらい総合センタ！ホ：ル
に展示する予定です︶

◎第二会場

町総合文化祭の日決る

一︑文化祭
の期間
十一月
二日
午前九時から午后四時まで︒
十一月三日 午前九時から午一
后三時まで︒

松代総合センタ：

第一会場松代小学校
第二会場

展示予定︵予定ですので変る⁝
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二︑会場

悼三︑

こともあります︶
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