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内 ︑q

かよくすることです︒ つぎに︑

があります︒まず︑みんなとな

は四人で勉強していました︒そ

人が七月に転校し︑二学期から

の卒業生を世に送り出し︑一時

来︑百六年間に千七百三十二名

大池小は︑明治九年の開校以

なって︑これだけやりたいこと

ぼくは︑この赤倉小学校生に

赤倉小学校の開校式が行われま

赤倉小のたんじょう日

赤倉小学校︑たんじょう日お
めでとう︒

友だちが多くなる

この赤倉小学校の一員として

ぼくが思っていることは︑みん

ばってゆきたいと思います︒

らも︑赤倉小学校生としてがん

ると思います︒だから︑これか

れば︑できることがいっぱいあ

これからは︑みんなと力を合わせ

きなかったこともあったけど︑

今まで友だちが少なくて︑で

く感じてきました︒

できました︒仲間もふえて力強

って︑そのかわり赤倉小学校が

今までの大池小学校がなくな

なと協力しあってゆくことです．

ます︒

っぱな二年生になりたいと思い

なまけないで︑勉強をして︑り

﹈︑二年の先生がいない時も

くあいさつをしたいと思います︒

それから︑大きな声で元気よ

とやりたいです．

消しをポンポンするのもちゃん

も忘れないようにします︒黒板

きちんとけし︑花びんの水かえ

たいと思います︒黒板も毎日︑

私は︑この学校をきれいにし

い︑べんきょうしたいです︒

さいごに︑いっしょうけんめ

です︒

れていた︑らきちんとなおしたい

かべにはってあるものが︑と

りしたいと思います︒

うしつをいつも︑きれいにせい

それから︑学校の中や︑きょ

うにしたいです︒

大きな声であいさつができるよ

員会と善後策を協議してきた結
すが︑十月三十一日限りで大池

果︑年度途中の変則的な時期で

小学校を閉校し︑同時に赤倉小
ものです︒

学校を独立させることになった

の四人も︑十一月中旬になると

は︑軽沢︑赤倉の両分校をあわ

大池小は百六年の
歴史をとじて閉校
明治九年の開校以来︑百六年

童で︑冬季分校が開設されると

冬季分校が開設される津池の児

せた在校生も二百二十四人を数

大きな声であいさつ

の伝統を誇っていた大池小学校

本校に一人も生徒がいない状態

えていました︒しかし︑昭和四
十年代に入ると過疎化の急激な

が児童数の減少から閉校になり︑

十一日︑大池小学校の閉校式と

新たに赤倉分校が独立しイ＼三

そのため︑市教育委員会では

大池小学校本校の今春の児童

した︒

っていました︒

年には︑美女木分校が閉校にな

閉校式で︑小林賢祐閉校実行

委員長は﹁学校を地域発展の要
として︑地域民の愛着の中で育

1年

3年

ててきた︒閉校になるのはさび

しい限りだが︑同じ学区内に赤

倉小学校が独立したので︑赤倉
小学校の発展のため地域ぐるみ
で協力してゆく﹂と式辞をのべ
赤倉分校の十二人の児童も加わっ

た十六人の生徒は﹁山菜とりや
運動会など︑四季折々に思い出

大池での釣り︑地区民あげての
の深い大池小学校よサヨーナラ﹂

と別れの言葉をのべました．

閉校式に出席した約六十人の

学区民は︑児童の別れの言葉や
押える人も多くいました︒

最後の校歌にハンカチで目頭を

庭野美佐恵さん

1・林茂雄君

和四十七年には︑軽沢︑四十九

に追いこまれていました．

干七百三十二名の
卒業生を送り出して

1年

波に洗われて︑年々減少し︑昭

庭野六輔君

地元の要望にそって︑県教育委

閉校になった大池小学校

数は五人でした︒そのうちの一

墨
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，戦蝋繋く紺銅険ノ「

校がはじまったのでとてもうれし
碍
いです。だけれども悲しいことがもう一つあります・そ

れは、赤倉小学校で勉強できるのは10日間くらいしかな
ことです。

く、もうすこしたつと冬季分校に行かなければならない

小学校の一員らしく、1、2年や3年生に負けないように、

だけど今、赤倉小学校の一員になったんだかF）、赤倉
勉強や運動をしていきたいと思います。

複雑な気持
5年小林一広君

三十一日︑午前に大池小の閉
な声で﹁赤倉小学校誕生おめで

十六人の児童は︑ちっちゃな

とう︑今日からは赤倉小学生﹂

体育館に響きわたるような大き

がありました︒校舎の玄関に諸

と元気に喜びを表していました︒

校式が終るとすぐ︑三キ︒材離れ

里市長の筆による﹁赤倉小学校﹂

た赤倉で︑赤倉小学校の開校式

の真新しい校札が掲げられると

十一日には津池冬期
分校生とのお別れ会

閉校式の時とはうって変って︑

宿属と語る日鰹る

四月〜十一月一五十七組三百一一十六人が参加して

四月から毎月一日に実施していた︑市民と語る日が十一月で

終了しました︒冬期問は休みで︑来春四月から再開します︒

って欲しい︒地域にへき地はあ

生方と十六人の生徒で元気にや

つも校長先生がいる︒八人の先

が﹁赤倉の学校には︑今度はい

一転して喜びの開校式で市長

いたので︑生徒はすぐ仲良くな

校と本校の交流がうまくいって

相談です︒担任の前田先生は﹁分

ってしまうため早速お別れ会の

業開始です．でも︑十六日から
は︑津池の四人が冬季分校に行

二目からは赤倉小学校での授

り壊さずに社会教育施設として

廃校になった大池小校舎をと

八月一日には︑国際障害者年にちなみ︑身障者と語る日を開

今年度の延参加者は︑五十七組三百二十六人でした︒

っても︑教育にへき地があって

った︒子供たちも人数が増えて

大きな拍手が沸きあがりました︒

はならない﹂と挨拶し︑渡辺校

喜んでいる︒ここの子供たちは

など︑三年目を迎えて︑すっかり定着した行事になりました︒

廃校になった大池小校舎を社会教育施設に

長谷川時夫さん・半間正さんほか

生きる喜びをみつけ︑人間性豊

ら︑積極性も身につけなたくま

素直な良い子ばっかりなのだか

活用させて欲しい︒

っておかしい感じです．

ぼくは、うれしい二とと、残念な気持がいっしょにな

は、12人の大勢の中に入って勉強したり遊んだりできる

でも、いままでは、全校で4人だったけれど、二んど

のでうれしいです。

忘れられない1日に
6年阿部直美さん

．恋鰍惣難1鴇甥詠レ辱

いました。私も秋が好きだか ）、

この日は忘れがたい一日になりました・
二の赤倉小の初めの高学年だから、みんながどんな事

でも協力するような、よい学校にしていかなければなり

ません。

り壊して欲しいという要望が文

の維持管理がむずかしいのでと

地元の学区民からは校舎

かなたくましい子︑心を磨き︑

す。でも、大池小学校が閉校にな

には借せないので︑振興会など

書ででている︒市有財産は個人

うにしたい︒管理使用方法は︑

から借りてもらい施設は残すよ

午前10時〜午後3時

がんばれ赤倉小の児童たち！

しい子に﹂と話していました︒

熾難
って残念です。

関係者と二れから協議したい．

11月20目（金）

話していました︒

アルバム贈呈

巡回内職相談日

赤倉 小学校

4年小林典子さん

︾買X︾買︾只X盧︽XXXXX長XXXX︾貫X︾貫×沢︾買X炎XXX炎X藁炎炎XXXXXX藁︾興X
二れからは、積極的にゃる二とを目標にしてがんば1）

おめでとう
大池小がなくなるのは
さみしいけれど

催したり︑水沢︑吉田︑下条地区で移動市民と語る日を設ける

が手をとりあって︑この地域に

長は﹁小人数でも︑職員と児童

ます。

身体を鍛える子に育てたい﹂と

郵便局から誕生記念

郵便局では︑十月の簡易保険

昭和五十六年十月一日から十月

郵便年金月間行事の噴環として

七日まで出生した幼児の誕生を

祝い︑健やかな成長を願って誕

市内の対象者は十三名でした︒

生記念アルバムを贈呈しました︒

市役所市民相談室

養饗灘
いで
赤倉小学校ができてうれし

昭和56年11月10日

とおガ夢お
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ふるさと会館

明るい子どもの家

〜魅力ある郷土建設整備モデル事業〜

圏囲冬期孤立集落管理センター
〜冬期孤立集落機能維持施設整備事業〜

年々進む過疎化の地域に︑魅
力ある郷土建設整備事業として
建設された三つの施設は︑子ど
もたち︑若い人から老人まで︑

みんなの希望や要望に基づいて
建設されたものです︒

ふるさと会館は︑鉄骨二階建

げ

ん
さ
昭

尾

轟鉢身

﹂7

一

〜

寄贈ありがとうございました

ー市農業協同組合ー

携帯用無線機︵四台︶

十日町市農業協同組合︵樋口

で︑のびのびルーム︑あそびの

るい子どもの家は︑木造平屋建

と発展の拠点の施設として︑明

があり︑名称のとおり︑ふるさ

の部屋のほか︑近代的な調理室

てできたものだが︑過疎化をと

設は地域みんなの意見を反映し

かを考えて来た︒それぞれの施

をもつ地域で︑何をすべきなの

もらって以来︑過疎という問題

ミュニティの研修に参加させて

昨年の二月︑県の主催したコ

係者一同が非常に喜んでいます．

れることになり︑交通対策の関

この無線機の機能が十分生かさ

貫一組合長︶では︑市の交通安

昨年着工しだ真田野球場︵竣

部屋︑まなびの部屋があり︑将

め︑地域発展のための拠点とし

過疎化の波をとめるために

工は今年六月︶に続き︑鉢地区

設として機能するものです︒

来の地域を担う子どもたちの施

続いて︑枯木又地区にこのほど

昭和五十四年度の赤倉地区に

山間地の生活不安などの実態に

です︒これは五六豪雪における

た市は︑県内では十日町市だけ

東北電力㈱では︑毎年︑防犯

1東北電力㈱ー

防犯灯︵二十灯︶

増進のために利用されます︒

れ︑市民の皆さんの健康回復や

センターのリハビリ室に設置さ

寄贈されました︒これは︑保健

の機器ー八十四万円相当︶を

ー︑ぶらさがり器など十三種類

リハビリ機器︵スキートレーナ

このほど市に︑保健衛生事業に

市内諏訪町の金子鎮子さんは

1金子鋏子さん1

リハビリ機器︵十三機︶

交通整理や事故の処理などに

四台を市に寄贈されました︒

全対策のために︑携帯用無線機

には︑コミュニティ施設である

で︑やすらぎ︑ふれあい︑集い

ふるさと会館︑明るい子どもの

今を出発点に考え努力したい︒

冬期孤立集落管理センターが完

克雪の拠点に

︵総事業費ー五千百万円︶

家が︑このほど完成しました︒

成︒この冬期孤立集落機能維持

のが実を結んだもの︒鉄骨造二

基づき︑根強く県に要望したも

蔑闘剛軽灘臓麟鱗瞬瞬瞬瞬目

施設整備事業が二箇所実施され

階建の管理センターには︑一階

昨年も保安要員をしたが超豪

く入れてもらったのは湿地ブル

特徴としては屋根は雪割プラヒ

一に車庫︑二階に集会室があり︑

だから今年は大丈夫だろう︒保

雪で大変だった︒ブルは十二月
このセンターに︑いままでの

安要員も二名になり︑今年の交

灯を市に寄贈されていますが︑
︵D三B型︶が加えられ︑冬期

これは市内の山間地にそれぞ

今年は二十灯を寄贈されました︒

ます︒

れ設置されることが決まって

通確保は希望がもてる︒学校や
落の人はだいぶ楽になる︒それ

住宅の雪もブルで押せるし︑部
分活用することになります︒

と良いセンターもできたし︑冬

不足の解消などにその機能を十
︹総事業費⁝⁝二千百万円︺

孤立の解消︑出稼ぎによる人手

雪上車のほか新たに︑湿地ブル

ート付自然落下方式となってい

阿部正行さん
末には動かなくなった︒今度新し

も、

ます︒

東枯木又
を乗り切る拠点になると思う︒

勲

難鍵・

コミュニティ施設

防雪施設

6）
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篶q

清潔で快適な生活環境をつくるため ねずみ。の駆除を／ 11／1〜11／30…秋のねずみ駆除運動を実施中です。

一瞬にして大惨事を引き起こし

ガス爆発は逃げる間もなく︑

つける方法だけでも︑是非︑実

・波型亜鉛引鉄板など﹂を打ち

その上に﹁亜鉛引鉄板︵アタン︶

だれなど落下する重量物に対し

は︑その材質・構造から︑雪な

︵一般に使用されている調整器

セ

ます︒そして毎年︑積雪時に二

ました。

てほとんど無力と思われます︒︶

●入選

施してください︒

芝麗

｛募集期間・11月25日（水）まで、宛先・千歳町3丁
目3番地、十日町市役所総務課企画広報係・37−3111

これは︑積雪・雪おろしなど

員の厳正なる選考の結果、下
員の厳正なる選考の結果、r
記のとおり、授賞者が決定し
記のとおり、授賞者が決定し

の事故が多く発生しています︒

雪の重力により配管にヒビが入

十日町地域消防本
部では︑一般家庭に
おいても︑消火器の

外国人のかたも国民年金の対象に

住所のある外国人のかたで︑厚

日本国籍がなくとも︑日本に

昭和五十七年一月から実施する

準備期問などが必要なことカら

5 年1月から
7

いことなので︑是非

購入・設置は大変良
おすすめしています

ません︒︶

をする以外︑特別な措置はあり

︵なお︑日本人と同じ取扱い

ことが予定されています︒

生年金の加入者でない場合は︑

は﹁難民条約関係整備法﹂によ

り︑国民年金法から国籍要件が

ができるようになります︒これ

日本人と同様︑国民年金の加入

が︑最近︑当地域に

います︒

も︑種々嘘の言動で
消火器を売りつける
悪質業者が現われて

り︑本人のほか︑奥さんも任意

無くなったからです︒これによ

つぎのように︑税務相談所

情などをお受けするため︑

税金についての相談・苦

／21困…やってますか？健康づくり

ってガスが漏れ︑空気より重い

よく確かめて信頼できる業者

今日の健脹あすの年金

H一

駄︐．＼＼

なお︑消防署員は︑消火器の

から購入するのが賢明です︒

った時は︑障害福祉・母子︵準

加入ができるようになりますし
加入後︑障害者や母子家庭にな

◎

ガスが︑家の周囲の雪のために

〇一

販売などはしておりません︒

母子︶・福祉年金がうけられま

不審に感じたときは︑十目町
番︶へお問い合わせくださるよ

地域消防本部︵盈七ー一五五五

この手続きは︑事務処理など

す︒

うお願いします︒

税E知る週間

午前7時半一▼時45分■

お相
気談
軽は

；撃

て、後日、係より連絡をさせていただきます。

◎

NST新潟紛合テレビ

の

杜会俣蹟庁提供

税

／M（ガ…年金の手続きはすみやかに

に

刊同刊日〜π日

︐

さんに理解を深めてもらう

ため︑ことしも十一月十一
日肘から十七日図まで﹁税

につ

を知る週間﹂を実施します︒

この機会に︑．税金

てください︒

いてもう一度見なおしてみ

テレビで年金を考えてみましょう

十二月九日

談です︒

十日町市役所

所得税・贈

市民相談室

相談や︑その他苦情相

与税・相続税など税務

○相談事項

oところ

後三時まで

午前十時から︑午

Oとき

ご利用ください︒

を開設しますので︑気軽に

一

つ

りのある税金について︑皆

毎日の生活と深いつなが

曳

き＼

税を知る週間11イ1−13イ7

型

90

●雪に関しての各種展示
●講演会「手づくりのふるさと」
●克雪都市写言記念式典
●宣言記念講演会
●ふるさとの味コーナー
●冬用品展示即売
など

瑞

雪を克服し、明るく住み良い町を作るため、雪との闘
いの中から生まれた知恵、アイデアを募集しています。
内容は、屋根雪処理、融消雪についての工夫など何でも
結構です．なお、応募する際の書式は自由ですが、克雪
フェアの会場に展示する場合には規格その他につきまし

外に出ず︑家の中に溜って爆発

憾

ます。

雪の重みが︑ボンベや配管に

市が委嘱した3名の選考尋
市が委嘱した3名の選考委

爆璽

『私のアイ雛灘訟霧灘鞭鱒懸寧

するもので大変危険です︒

10月31日まで募集されてい六
10月31日まで募集されていだ

襲花．p認

克雪フェアに、r私のアイデア』発表コーナーを設け

かからないよう雪囲いをしてく

・ら始まる
克雪はふるさとを愛することから始まる。を基調に、克雪1
旨まる を基調に、克雪に対し
を基調に、克雪に対L

消火器の
悪質販売に
●

翻雷

一

不か一

ありがとうございました〜
人間（市民）の姿を市章に合わせ
デザイン化したものです。

征六さん（中条中町
岡田

ださい︒

町市を象徴するものとして、
十日町市を象徴するものとして、
て市民ぐるみで立ちあがっている十日町市を象徴するものと1

饗

佐藤 陽一さん（長岡市）

長期間の場合は︑下図のよう

撫磯鱗覇翻瓢撫

猶
〜多数の応募

雪を持ちあげ投げおろす力強い

茂さん（本町6）
鈴木

な方法がよいのですが︑取りあ

一克雪フェアの準備すすむ〃

て︑角材または丸太を立てかけ

●佳作

えず応急的な雪囲いの方法とし

克雪シンボルマーク
克雪シンボルマーク は、2
は、25
︵主調

名、51点の応募がありました。
名、51点の応募がありました

青

白
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地下水転
生活用水 工業用水
換水量等
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単位：億m

都市用水の需要増加量等

年

生活用水 工業爾水 農業用水
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講欝蕪喋遂．

内

65
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わが国は︑人口一人当りの降

北

和

9．7

43

の婆

要｛潔，

5．0

12．3

4．1

少なく︑地形的な要因から︑地

東

合計

水量が︑世界平均の五分の一と

況にありながら︑年間降水量が

道

海

生活用水 工業用水 農業用水

表水の利用も比較的︑困難な状

て認識され︑水は自由︑ふんだ

北

昭

年

水

ズ

ヤ︑q

県立東三条高校教諭

奮7−3111番内線275）

多い所から︑水の豊かな国とし

んに使用出来る代表的なものと

分

50

創立二十周年記念式典を挙行

18
日時11月18日（水）12：30〜16二10

込

水需要は︑その用途により︑

地 域 区

和

県立十日町実業高等学校

休館田認
日育雄育
体幸体
月民島・
n市野市

時場師み

日会講申

ため講習会を行います。

して︑あつかわれて来ました︒

業用水に分類されていますが︑

ω農業用水︑吻生活用水︑圖工

ることもあり︑又生活用水を︑

ωと⑥を都市用水として一括す

山本豪平さんに
自治大臣表彰

市公平委貝会委員長の山本豪

家庭用水と都市活動用水として︑

平さん︵学校町︶は︑二十年間

公平委員として尽力され︑十月

昭和五十年における︑わが国

細分化する場合もあります︒

の水需要量の見通しは︑別表の

七十億㎡で︑その内訳は︑生活

通りですが︑総使用量が約八百

百八十億㎡︑農業用水約五百七

用水約百二十億㎡︑工業用水約

とくに昭和四十年から昭和五

十億㎡となっています︒

量は︑生活水準の向上︑産業経

十年までの十年間に︑水の使用

約二倍に︑また工業用水では約

済の進展に伴い︑生活用水では

このような急激な需要の増大

一︑四倍と著しく増大しました︒

は一方では問題を生じています︒

二十八日︑東京九段会館におい

て︑公平委員会制度三十周年記

念自治大臣表彰を受けました︒

塩之叉
弩閉鎖

多数のかたからご利用いただ

いたトリムコース・テニスコー

トは来春まで使用できません︒

市教育委員会では、ミニ・バスケットボールの指導
に心要な実技研修を行い、指導者としての資質向上の

昭和65年度における水需要の見通し
昭

れました︒

歩

名簿作成などの記念事業が行わ

急

十一月一日︑午後二時から︑

ジグザグドリブル

県立十日町実業高等学校︵田中

垂直とび
握 力

の新しい歴史への第一

ム．

垂直とび
背筋力●握力
踏み台昇降
伏臥上体そらし
立位体前屈

十実

（30歳以上）

この二十周年という伝統は︑

壮年体力
壮年｛

テスト反復横とび
＼テス

泰治校長︶の﹁創立二十周年記

歩といえるものです︒

は市・体
申込み 体育館または市・体育課（B7−3111
へ。当1
番内線275）へ。当日申込みも可。

テスト反復横とび

念式典﹂が厳かに挙行されまし

同校は︑昭和三十七年に十日

た︒

町高校より分離独立して以来︑

今日に至るまでの二十年間に四

千五百五十一人の卒業生を社会

に送り出し︑さらにこの十日町
の地場産業振興の 基 盤 と も い え

（盈7−
会 場 市民体育館（盈7−5208番）
1年生以
対 象 小学校5・6年生以上の男女
対象小学校5・6年生以上の男女

達の育成に貢献してきました︒

．午前1
日時11月21日（土）．午前10時〜午後3時

る農業や織物業界に多く若い人

市民体カテスト測定の会を行います。

この日挙行された記念式典の

市では、市民が自分の体力や運動能力について
確かめてもらい、不足している能力を高めようと

ほかに︑大運動会や講演会の記

念行事︑記念誌の発刊や卒業生

市麗帖力テスト侶●加竈

体力診断（29歳以下）

（6）
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魚沼学園
文化祭開催
県立月ケ岡養護学校

市民吹奏楽団

時

十一月二十二日㈲

第八回定期演奏会
日

午後六時開演

大人五百円

市民会館ホール

入場券

所

チャイコフスキ；

三百円

小・中・高校生

場

目

作曲大序曲コ八

曲

一二年﹂ほか六曲

申込みをとらせていただいたところです・なお・11

・雪との闘い、は、先目嘱託員さんを通じて予約

月20日までの予約分は、価格2，300円となっていま
すので、予約を希望する方でまだ申込んでいない場

ノ

■発行日

12月1日（予定）
■定価2，500円、予約価格2，300円

（11月20目予約分まで）

■申込先 十目町市千歳町3丁目3番地市・総務課
企画広報係（E7−3111番内線236）

十日町青年学級ミニコミ紙研究コースでは︑このほど
タウン誌﹁ぽっけ﹂を発刊しました︒
家の後継ぎ問題を考える座談会や百人に聞きました︑

マンガ︑懸賞付きク・スワード等︑バラエティに富んだ

1階195㎡

︑華内容です︒あなたも﹁ぽっけ﹂を通じて︑コミュニケー

十日町︶では︑つぎの

魚沼学園︵小出町大字

1日4，500円

トしませんか〃

9時〜17時

合は下記までご連絡ください。

とおり文化祭を開催し

園児作晶の展示︑

B

十日町市公民館または書店でお求めください︒定価は

者年でもあり︑地域の

ます︒今年は国際障害
皆さんから︑園児の作
よい機会ですのでぜひ

品・活動を見てもらう

十一月二十二日

ともおいでください︒

日時

㈲午前九時〜午後三時
内容

場所 魚沼学園体育館

1階104㎡

活のビデオ上映

1日2，400円

﹁エデンの東﹂

会館事業課（奮0252−28−4481番）へ。

農作物の即売・学園生

9時〜17時

展示ホール

A

＼〃
∫一錯謂鼻

そこで県民会館では、会館内に展示ホールを設
け、低料金でお貸ししています。展覧会や個展な
どに広くご利用ください。申込み等詳細は、県民

﹁武器よさらば﹂

囹使用時間・料金など

十日町青年学級

、

映画評論コース
、
、
．一．一
ノ
〈入場料〉
） 一般600円

〈主催〉
ヤゆ

ン9
ゴ

難な状態になっています。

︑ヂ輻三百円です︒

十日町高校演劇部

使用面積

おらはおめえのもぐらもち
どこかの山に囲まれた農村でのお話︒

藤吉の家では︑結婚しなければならない人問が三人もいた︒

主人の藤吉は後妻を︑伜の雄一は嫁を︑そして娘のよしえは⁝

文英作

親

槍を借りに来ます︒喜んで迎えてくれたばあさんの様子がどう

県内に残る昔ばなし

もおかしいのです︒旅人がこっそり台所をのぞくと⁝⁝

使用料金
使用時間

内木

さば売りと山ん
演

会畷妻癖、、

冬︑山の中の一軒家ー吹雪の晩︑道に迷った旅人が︸夜の

ば11月15日（日）

ロ

近年、同好会やアマチュアグループ、学生等に
よる各種芸術展が盛んになっていますが、展示場
の不足、借館料の高騰等で会場を確保するのが困

癒：雛
演劇の

Q
一一

夕べ

昭和56年11月10日

とおガ夢』雪

㎝

県民会館ホールのご利用を

︑講捌邊嚢 醤 鉱
児童扶養手当
この手当は︑父と生計を同じ
くしていない児童を養育︑監護
している母又は養育者に支給さ
れます︒

四人以上の場合は一人増すご

一級

二四︑○つ○円︵

支給月

︑五〇〇
円︶

丙は改正前

四月︵十二月〜三月分︶

十二月︵八月〜十一月分︶

八月︵四月〜七月分︶

とに二千円が加算されます．

四月︵十二月〜三月分︶

受給者か扶養義務者の所得に

所得制限

支給月
八月︵四月〜七月分︶

十二月︵八月〜十一月分︶

義務者の所得による支給制限が

この手当には︑受給者か扶養

護係︵奮七⊥三一一番内線二

詳しくは市社会福祉事務所援

より︑支給制限があります．

的年金︵障害︑老齢福祉年金を
あります．ご相談は︑市民生活

所得制限

除く︶を受けているとき等は除

課年金係︵E七−三一二番内

ただし︑受給者及び児童が公

かれ ます︒

年末融資

国民金融公庫で

一四︶へ︒

手当の対象者
線一二八︶へ．

＼

次のとおり年末融資を行います．

五年以内

融資金額 千八百万円以内

運転資金

設備資金七年以内

融資期間

返済方法 月賦払い

詳しくは︑市商工課︵獄しi

椰

︑琵

ノ

も

〆

ト

〜

し

Fーヒ

も

＼＼

いて入れ煮立ったなら豆腐、納豆を入れる。納豆を入れ
たら煮立たせないようにする。

入れ軟かく煮る。次に味噌をと

〈郷土食〉として

神様のとしとり（1月3日）に食べるところもあります．

材 料
調理法
小 薯（馬鈴薯）…1㎏①薯は熱湯でゆでておく．

小薯の煮ころがし

睾顔磐；

▼土

みりん・・…一・…一大1 煮るQ

し十六円

ちー．
やピむ﹃5 ゆ

q

略︑q

ー

へ行芝れ 鴫つ

ち

︑

．儀

勤暴︑

〜◎︾

￥−

−・

コップ九十九個

停電のお知らせ

高山第三︑高山

▼十一月二十六日困

太田

▼十一月三十日

正午〜午後四時まで

之沢︑大石︑南雲

番です︒

蜀

今年の雪との闘いもまもなく本

十二月五・六日は克雪フェアー︒

は十二月上旬︒ご期待ください︒

考え方で編集されています．発刊

にもあふれているものをことの

った市民の生の姿がどのぺージ

のしないもので︑敢然と雪と闘

局に届いています︒﹁官製の臭い

予約注文も順調で︑続々と事務

の闘い﹂の編集が進んでいます︒

〇五六豪雪の記録写真集﹁雪と

渉こげ2

︑く

島第一の一部︑中在家︑水沢市

㈲

r目の各一部

第四︑高田町五丁目︑高田町六

時〜正午まで

午前九

半間正︵泉町︶二十万千九百

ユニセフ日本本部へ

孫六

董．媛

景︐−

ー ︑ 沼爆
風

﹁i陵存

さ・εが5ずっこ

良
歯のす

魅幅野

油・一…………・大5②鍋に油を熱し、薯を妙めだし

糖…………・・一大4

占︑．叉

酉ノ碑

︑茎着妥蓄＼

戊ま見て冨麿・

寄付ありがとう

六

▼内藤直義

▼長日町高等学校定時制

社会福祉事業へ

万六千七十六円

一万一千七百六十円

︵控木︶二千円 ▼手話サーク

ル

井文夫︵本町一滝文︶十万円⁝

汁と調味料を加え弱火にて薯

醤

砂

保育所へ

香典返し

．．ニニ番内線二六六︶︑十日

亀

町商工会議所︵E七−五﹈一﹈

特別児童扶養手当

1父母が婚姻を解消した児童
2父が死亡した児童

3父が法に定められた障害の状

愉

番︶︑水沢商工会︵盈八1﹄一〇

年末は︑資金需要の一番多い

⑪＼ド禽5．

時期です︒国民金融公庫では︑

ておく。

度の心身障害児を養育している

ゴボウ……………309 ②塩鮭は1cm角切り、里いもは
納 豆……………2袋
小さめに切る。ずいきは熱湯
ずいき…… …… 209
をかけて灰汁ぬきして2cm長

4父が生死不明︑遺棄︑拘禁

毘 芋…一一・1509

三五番︶へ︒

でつぶし後播粉木ですって力
ップ2はいのだし汁でのばし

中小企業向けの事業資金として

程度により一級と二級に区分さ

八月分から左記の通り改正さ
れていますので︑十二月支給時

一級

より増額されたものになります

三六︑○OO円︵三＝︑︑八○○円︶

η料（10人分）
塩 鮭…………1009

人に支給されるもので︑障害の

5未婚の母の児童

三八︑二〇〇円︵三六︑三〇〇円︶

手当支給額

れています︒

八月分︵十二月期支給分︶か

手当支給額
ら次のように改正されました︒
一人三一︑二〇〇円︵二九︑三〇〇円︶

三人

︵︶内は改正前

いろり会）

（郷土料理研究会

油一…………一大4

ならないと定められていますが︑

小親模事業所等には︑未加入の
事業所︑か少なくありません．

調理法

この手当は︑二十歳未満の重

嶺ひ

つ

ノ
、

．／

へ

㌔

亀

■

に雛が出来てくるまで気長に

酒一甲・……一一大2

ヒ人 三六︑二〇〇円︵三四︑三〇〇円︶

十日邸職
・お知・づせ
十一月は﹁雇用保険適用促進

①納豆を播鉢に入れ、初め大根

︵一年以上︶されている児童

態にある児童

＼艦齢二塵，「，』
冬、寒い時に作り、ふうふう言いながら食べます。又釜

乙女民5、
じ
ト橘〜ガ
、
る。
豆腐（1パツク）4009

さに切り、ゴボウは笹がきにす
…1809
味 噌… …

一甲c8 ③②の材料をだしの張った鍋に
……
煮干だし

汁
豆
納

農林水産業を除藻加入のと
てください︒

ころは早目に加入の手続ざをし

お問い合せは︑十日町公共職

雇用保険や労災保険などの労

業安定所︵B七−二四〇七番︶へ

月間﹂です︒

していれば当然適用しなければ

働保険の適用は︑一人でも雇用

ふるさとの旬の料理⑧

（8）

と6』6ヨβ』雪
昭和56年11月10日

