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変ぼうする四十八年
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年次を迎え︑更に新たな︑国・県
の本年から実施される事業に即応
した計画策定を図り漸進すべき年
であろうかと思います︒
今まで上越広域市町村行政圏内
にあって事業を実施してきたもの

町長 秋

七十年代の政治を賭けた総選挙
も終り第二次田中内閣も誕生︑愈
々﹁決断と実行﹂の強力な国政が
推進される新しい年でありその第

。擁，

松代町の総合計画の実施も第三

一歩を印したわけであります︒

㌔︸︒

難
．騒
輝

覇……………謹灘！

灘・ 遣麗

灘・

プ

東頸城郡松代町公民館
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第159号

電話松代301番1

の
︵

︵2頁へ続く︶

く︑これは緊急のことであり︑遅
くとも早いということはないと考
えます︒本年は町の総合計画を基
に︑変ぼうする松代の姿を追って
新しい視野に立つ青写真を作るべ
きだと思っています︒
さて︑既にご承知のことでござ
いましようが皆さま多年の宿願で
あった北越北線も松代町内の測量
も終り今春から用地買収〃着工と
なるようであります︒当町内にお
ける駅の地点︑鉄道路線敷地関係
や経過地︑土砂の処理等々の詳細
については︑今春に関係筋からお
知らせのあり次第ご相談申し上げ
たいと存じます︒
又︑国道二五三号線の改良につ
いても︑今年から田沢〜十日町間
儀明〜大島村大平間の燧道工事が
実施されますので︑鉄道と国道の
大事業の同時施行でありまして︑
昭和四十八年は当町の夜明けとい
うべき年であると思います︒
町の総合計画中の下山〜海老局

でありますが︑こ﹄に新しい年を
迎えて私は︑広域行政圏を実効あ
らしめるためには﹁まず町村の住
民の自主︑自律意識を確立するの
が先決だ﹂としています︒しかし
最近は広域行政に加えて︑日本列
島改造政策が打出され︑政府・与
党．各省ですNめられています︒
さて実施段階で矢面に立つのは町
村長であって︑その町村長は理想
と現実のギヤップを埋めるのが主
要な任務でありましようが︑地面
に足を下ろして住民皆さまととも
に町政を進めていくためには︑幾
多の障壁があろうかと思われます
ので何分の皆さま方のご協力をい
ただきたいと存じます︒ご存じの
ように︑とぼしい町財政でありま
すが町の百年の大計の理想像を画
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を結ぶ産業道路も本年で二年目に
なります︒大橋の架設もされてこ
の完成も近いうちでしよう︒なお
先般﹁広報まつだい﹂でお知らせ
しました室野城山︑鍋立山を水源
とする簡易水道四力年事業も着工

事業の効果は誠に大きく︑私たち
の夢が理想が実現されんとしてい
ると思っています︒

一工事年でもありましよう︒

︒雪のカーテンが取はずされる第
どうか︑皆さん︑この大事業は︑
挙町一致の体制で︑一にも二にも
皆さま方のご協力とご支援によっ
て完成されるものでありますので
何とぞご温情をいただきますよう
切に懇願申し上げまして︑年頭の
ごあいさつに代えさせていただき
ます︒

第3号新潟県自治会館︑管理
組合の設立について︒
︵以上︑第1号〜第3号説明省
略︑議決︶

第4号松代町老人医療費の助

︵老人福祉法第

成に関する条例の制定につい
て︒ ︵老人福祉法第1
0条の第
2第3項く老令福祉年金・障
害福祉年金のいずれかの受給
者Vに規定する老人に対し︑
医療費の一部を助成し︑もっ
て老人福祉の増進を図ること
を目的として制定した条例で
助成の対象︑助成の範囲︑資
格者証︑助成の申請・方法等
を定めたもので︑昭和弼年−
月−日から施行︑議決︒︶
第5号 松代町国民健康保険条
例の一部を改正する条例の制
定について︒

−o条の2により︑老人医療費

の支給規則制定に伴い松代町

第7号 農道桐谷線開設工事の
変更請負契約について︒ ︵昭
和4
7年11月B日指名競争入札
により一︑三一二万円で松代
菅井組と契約した工事のうち
一道路に一部軟弱の個所があり
欠壊の危険を生じ︑これを防
止するためにフトン籠五六万
円を増加するため︑契約金額
を一︑三六八万円に変更する
もの︑議決︶
第8号 一般会計補正予算第1
号︒ ︵歳入歳出それぞれ七八

九万六千円を増額し︑一般会
計合計七億二︑一四三万七千
円とするもの︑議決︒主な内
訳次のとおり﹃﹁歳入﹂﹇◎国
庫支出金トー70才以上老人医

．療費因庫負担金一〇九万四千

円︒◎町債ー道路整備事業
債．コ︑・三ニテイセン汐−事
業債等三件一︑一六〇万円増︑
一︑林道開設事業債・保育所施設
︐整備事業債等五件五一〇万円
減︑差引増六五〇万円︒

療扶助費一五八万八千円︒

﹁歳出﹂◎民生費ー老人医
◎土木費ー松代地区流雪溝
運営関係費七一万四千円くう
ち寄附金二四万円V︑道路新
設改良費一一九万二千円

◎教育費−松代小学校昇校
︑道路用地売収七九万三千円︑

奴奈川中学校建築設計委託一
八七万一千円︒︶
︵歳入歳出

国民健康保険特別会計
それぞれ一五万八千円を増額
し︑合計一︑九八六万四千円

補正予算第二号︒

第9号

として所得制限なしの医療無
料化制度施行のため︑国保被

細省略︶

︵主と

︵3頁へ続く︶

して︑勧告により前年4月に
さかのぼり施行する職員の給
与改定による条例の改正︑詳

条例の制定について︒

議第2号 松代町職員の給与に
関する条例の一部を改正する

︵説明省略︶

議第1号 松代町職員の休日休
暇に関する条例の一部を改正
する条例の制定について︒

第一回臨時会︵1月6日措集︶

とするもの︑議決︶

︵昭和47年11月13日指名

議決︶

競争入札により一︑九四五万
円で十日町市株式会社丸山工
務所と契約した工事のうち︑
土羽打部分の一部軟弱個所を
補強するためフトン籠を増加
するため契約金額を一︑九六
六万一千円に変更するもの︑

て︒

第6号 一般林道下山海老線開
設工事の変更請負契約につい

議決︶

要性がなくなったため︑国保
条例第4条第3項を削るもの

保険者の高令者10割給付の必

では70才以上の全住民を対象

0

となります︒

︵ね月給日招集︶

県道松代〜高柳線も鯖石川ダム
の進捗と相侯って︑道路の改良︑
交通の円滑化がなされると思いま
す︒本年は︑国・県・町の公共道
路事業等々が東西南北にわたって
実施される年でありまして︑この

第四回定例会
﹁報告﹂

第ー号 一般会計補正予算第8
号專決処分承認について︒
歳入︵県支出金︶歳出ともに一
六五万四千円増︑ ︵衆議院議
員選挙・最高裁判官国民審査
費の補正︶一般会計合計歳入
歳出ともに七億一︑一九二万
一千円とする予算を承認︒
第2号 一般会計補正予算第9
号専決処分承認について︒
歳入︵県支出金︶歳出ともに一

六二万円増︑ ︵参議院新潟県
選出議員補欠選挙費の補正︶
一般会計合計七億一︑三五四
万一千円とする予算を承認︒

第3号建設常任委員会町内土
木事業調査報告︒
会報告︒

第4号簡易水道建設特別委員
第5号産業常任委員会町内事
業個所視察報告︒

︵以上︑第3号〜第5号説明省
略︶
﹁議事﹂

第1号新潟県町村人事事務組
合を組織する地方公共団体の
数の増加及び規約の変更につ
いて︒

第2号新潟県町村職員退職手
当組合を組織する地方公共団

体の数の増加及び規約の変更
について︒

（2）

ます︒

甫部

老

人はそれみ＼育つ環境によって
多かれ少なかれ人間形成の面でち
がうと思うのです︒ですから︑そ
こに新旧の思想の対立は免かれな
いと思います︒考えて見ますとそ
れは誰の責任でもない︑結局はお
互いに異った環境に育ったという
根本的理解があってこそ︑はじめ
て和解の途が開かれるものと信じ

反省するものです︒

いつの時代でも︑新旧の思想が
交代する時点で多少のマサッは免
かれないことは歴史がよく物語っ
ています︒祖国を愛し︑社会秩序
が保たれ︑人間性を逸脱すること
のない社会を築くために︑結論的
一致を見るとすれば︑私共の考え
方は単なる思い過しであることを

ないのです︒

流行していた歌を愛唱していた頃
明治時代の工業を成し遂げた所謂
律義型の老人が謡曲や詩吟︑長唄
の中で育っただけに︑私たちの歌
った歌と比較して何と随落した世
の中が来たと慨嘆された事だろう
と今思っても想像に難くありませ
ん︒しかし︑そうした古老たちの
心配顔をよそに私達年代の人たち
も今日まで滲めな戦禍から立ち上
って立派な社会を建設したではあ
りませんか︒その私達が次の年代
の人たちを心配しはじめている︒
いつの時代の入たちにも今の若い
者はと批判されることが繰返され
ているようです︒小さい一戸に例
えれば相当自覚と分別のついた吾
が子に対し︑こんな者が自分の後
を継げるだろうかと心配されるこ
とによく似ていると思います︒
時代の変遷につれて歌が変り︑
若い人たちの考え方が歌と共に変
るのは自然の成行きであるかも知
れません︒だが︑それなりの立派
な社会が建設され玉ば結構と思う
のです︒叉建設できることを疑い
ません︒しかし﹁温故知新﹂の言
葉もあるように︑高度の新しい文
化も︑古い文化の礎石の上に築か
れて行くことを忘れてもらいたく

う

議第3号 一般会計補正予算第

内．

〜稿〜

慰新春に思
画

﹁歌は世につれ世は歌につれ﹂と
云う言葉がありますが︑近頃その
言葉に関心を払うようになった︒
歌ほどその時代の世相を反映する
ものはないからであります︒手近
い例ですが．私どもが家庭でテレ
ビを見られるようになったその当
初は演芸娯楽のチヤンネルを回す

と︑まだく私たちにとって陵し
い歌謡が見聞されたものでありま
した︒それが七︑八年経った今日
はどうでしようか︒作詞にせよ作
曲にせよ︑何一つ私共の郷愁をそ
﹄るものがなくなってしまった︒
時には不満やる方ない気持になる
と同時に︑こんな歌を喜んできい
ているようであるから今の世は若
い人たちの間に秩序が保たれない
のだと︑偏見を抱くこともありま
した︒しかし︑近頃このことにつ
いて余程反省するようになりまし
た︒それは時代が劃然と変った事
に気付いたからであります︒私共
六十路を越えた人達は時代の流れ
からおき去られたのだと屠りまし
た︒イヤ︑それは私一人であるか
も知れない︒

昌弘ゆ
げ

％
P
︑
り

私は又こんなことも考えるので
す︒私たち年代の人達が︑かって
大正末期から昭和の初期にかけて

米持

声高の祝い唄ある新年会︒
窓細く開け恵方棚に光射す︒

人

11号︒ ︵歳入歳出それぞれ八

四八万五千円を増額し︑合計
七億二︑九九二万二千円とす
るもの︑議決︒ 主な内容は
﹁歳入﹂給与改定による地方
交付税八○八万五千円︑全国
庫支出金三〇万円︑全県支出
金一〇万円︑計八四八万五千
円︒ ﹁歳出﹂給与改定費八四
八万五千円︒︶
議第4号 国民健康保険特別会
計補正予算第3号︒ ︵事業勘
定の歳入歳出それぞれ七五万
五千円を増額し合計一億七︑
五六一万一千円︒診療施設勘
定歳入歳出それぞれ六三万円
を増額し合計二︑〇四九万四
千円とするもの︑議決︒内容
﹁歳入﹂国庫支出金七五万五
千円︒ ﹁歳出﹂給与改定費七
五万五千円︒︶
議第5号 簡易水道事業特別会
計補正予算第2号︒ ︵歳入歳
出それぞれ一一万円を増額し
合計四九八万七千円とするも
の︑議決︒内容は給与改定費
歳入は使用料︒︶
議第6号 農業共済事業特別会
計補正予算第3号︒ ︵歳入歳
出それぞれ七七万九千円を増
額し合計二︑二二九万九千円
とするもの︑議決︒内容は給
与改定費︑歳入は県補助金︶

タ．！

初商いみえし嬉しく妻の酌︒
り
ゆ
古島
六
花
一
％
べ
暖かき日和寿く年始客︒
︑
初雀軒にこぼれし大藁屋︒
ぐ
佐藤 紅茶
硬骨の人となりれり藁を打つ︒
〜
月明りガラス凍て﹄さえぎらる︒
村山 枯水挿
初灯し祖父が開ける不動尊︒
礼受の主めでたき酔の体︒
佐藤 悠歩︑
初詣で押されて位置の定らず︒
初詣で御神酒の冷えをいた父けり㌔
津端 竜峰㌦
書初の子の墨するや氷らの陽︒
e

新年句

斉木・淡水
㌔参道に大蝋燭の寄進かな︒
㌦得意札は左に並ベカルタかな︒
佐藤 公明
挨拶は小雪うれしと皆が云う︒
へ昼餉らし土工の小屋や雪雫︒
佐藤 静風
御慶申す主婦の化粧のほんのりと
幸福のことの一句や今朝の春︒
関
瀞舟

しぶみ句会
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噂〜申込みは早めに〃︾〜︸︵

四︑七〇〇人

タミ︸〜〜〜

五〇
一〇〇

七〇
四〇〇

ヤ

︷

総工費四億円の見込み

入いりましよう︒

皆んなが入いる時に

◇工事費

水する予定︒

取水堤から着工し︑浄水施設︑
第一配水池の順に施工︑これら
に近い部落から順次完成次第給

着工︑昭和五十一年度完成予定︒

◇水源水量の概算
一日当三︑七一五立方米流量
◇着工︑完成
昭和四十八年度

るo

◇取水量 一︑二〇七︑六九立方米
一日最大給水量の十％増しとす

学校保育所
旅館
官公署
病院診療所

まだ間に合います〜〜︸へ

㎜松代町簡易水道計画〜
︑

艶〜−︸5ぞ5急︸〜〜〜
︿水道計画の概要﹀
◇取水
水源は︑旧奴奈川地区
城川上流︑室野城の下に当り深
山漢谷で取水し︑自然流下方式
で浄水場に導水する︒
◇浄水
浄水場は︑室野字向田
︵室野小学校裏︶に設置する予定
で浄水施設としては︑着水井︑
薬品注入装置︑凝集池︑沈澱池︑
急速濾過機︑浄水池︑消毒設備︑

濾過機室︑機械室などの設備を
行い浄水して送水ポンプで配水
池に送水する︒

◇配水
浄水した水は別表︵給
水図︶により給水を行う︒
◇給水予定地区
福島︑奈良立
室野︑池尻︑千年︑松代︑小荒
戸︑太平︑菅刈︑田沢︑犬伏︑
蒲生︑儀明の十三部落を予定し

一般住民
一︑七三八人

ています︒
◇給水人口︵昭和五二年度を目標︶

学校保育所

八○人
三四〇人
九八人

︵配水池は蒲生︶

奈良立

島

﹁千年

1直流地区L融職

れましよう︒

どうせ入いるのでしたら︑たとえ
一時的にでも肩身のせまい思いを
するよりも︑皆んなと一諸に入い
った方がどれ位い良いかわかりま
せん︑テレビだって結局は全家庭
に入いりました︑洗濯機もそうで
す︑どうせ最後は皆んながいれる
ことになるかと思いますので︑ど
うせいれるなら皆んなと一諸にい

一か月わ事か一︑二五〇円︵四年︶

十分の嘲の安い経費で入いれます

ています︒

この水道の工事費は約四億円で
す︒このうち約九割の三億六千万
円は国・県・町が負担します︒残
りのわずか一割の四千万円を皆さ
んからいただいて作ることになっ
一戸当りの経費は次のとおりです
本管工事分 四万円
流末工事分 二万円
合計
六万円
工事期間は四年間ですので六万円
を四年で割ると一か月一︑二五〇
円になります︒

一か月わずか一︑二五〇円で便利
な水道が出来て︑しかも検査に合
格した安心して飲める水が蛇口を
ひねるだけで出て来ます︒

故障は役場もち
今各家庭で使用しているホーム
ポンプによる水道や︑何軒かのグ
ループで引いている水道等は故障
の都度何万何十万円とかけて修繕
しなければなりませんが︑町の水
道は浄水場︑配水場︑本管等に故
障があっても役場が直しますから
各家庭には負担はかXりません︒

消火栓がつきます

関係部落には消火栓が設置され
ますから︑家の近辺の消火栓にホ
ースをつなぐだけで消火が出来ま
す︑消火栓にホースをつなぐのは
ホースの口金をガチヤンと押し込
むだけですので︑誰れでも簡単に
火災に最も大切な早期消火ができ

つなぐことができます︒

﹁減醤⊥糾荒脚

水道に加入を希望される方は︑
まだ間に合いますから︑区長さん
又は役場の水道係へご連絡下さい

申し込み

ますので︑大事に至らないうちに
消すことができます︒

第四配水系−第五区i自然流下方式ー1直流地区−儀
︵配水池は儀明︶
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ブースター装置ー菅 刈

ー自然流下方式ー

1加圧方式

奈良立

；福

水道は文化のバロメーターとも
言われている位いで︑水道の有る
無しが文化生活の水準をはかるも
のさしにさえ使われています︒
関係部落の方々はこの際一軒でも
多く水道に加入されて文化の恩恵
に浴されるよう希望いたします︒
松代の水道の時も︑農集電話の
時もそうでしたが︑結局最後はほ
とんど全家庭が入いりました︒

ー自然流下方式ー直流地区ー

．ー ︵輔部︶

−加圧方式ーブースター装置ー

︵一人一日当計画最大給水量︶

旅館
官公署
病院診療所
◇給水量
二〇〇リツトル

1第一区ー

〃〃〃〃

第三配水系ーー第四区ー−自然流下方式ーー直流地区ー蒲

︵配水池は千年︶

第二配水系i第三区ー

−第二区⊥蕪葬陵薙譜酬濱

第一配水系1
︵籔馳︶

一般住民

このようにして給水されます。

︻別表︼

尻野
生
明

浮水した水は

アル中診断法
①酒を飲んで仕事をサボルこと
がある︒

②飲んで家庭に波風が立つこと
がある︒

③飲んで人から不評を買うこと
がある︒

飲んだ後で深く後悔する︒
毎日同じ時間に飲みたくなる
飲まないと眠れない︒
翌朝また飲みたくなる︒
外で一人でも飲む︒
飲むと家庭のことに無関心に

なる︒

⑩ 酒のため経済的危機に陥った
ことがある︒

おじけを除くために飲む︒
自信をつけるために飲む︒
不安からのがれるために飲む
飲むと友人を見下したくなる
飲むと仕事の能率がひどく下

がる︒

⑯飲むと向上心がなくなってし
まう︒

⑰飲んで完全に記憶を失ったこ
とがある︒
とがある︒

⑱ 飲んで仕事上のミスをしたこ

ある︒

⑲飲んで医者にか〜ったことが

⑳酒のため病院に入院したこと
がある︒

圃アル中︵アルコール中毒︶とは

をいいます︒

アル中とは︑長い期間酒を飲む
ことが続いたため︑酒を飲まずに
生活がでぎなくなり︑内臓にも︑
精神にも︑ある症状が現われた人
アル中は︑酒に負けて酒に対し
て自分の自由を失なってしまい︑
その結果家庭生活を満足に送れず
仕事にもつくことができず︑家庭
的にも社会的にも著しい支障を生
じます︒

アル中を酩酊行動によって分類
すると次のようになりますが︑ア
ル中の酩酊行動は︑時に大きな社
会間題を引き起すことがあります

囹静かなアル中
いわゆるフランス風のアル中で

飲酒により秩序ある生活が
できないが乱暴はしない︒

フランス人にこの型が多い︒つま
りフランス人は朝からブドワ酒を
飲む習慣があり︑このような飲酒
習慣から自覚しない内にアル中に
なるが酩酊しても症状はあらわれ
ず︑肝障害などで飲酒を中断する
と禁断症状があらわれる︒

日

いわゆる酒にのまれた飲酒者で
のめばとどまるところを知らず泥
酔する︒翌日は二日酔いになり怠
業・遅刻・欠勤をしたり︑金銭を
浪費するため家庭不和を招く︑節
度のない問題飲酒者︒

囹駅々しいアル中
酩酊し家族を罵倒したり︑暴力
をふるう家族虐待の問題飲酒者︒

囹酩酊犯罪者
アルコールに対して意識混濁︑
感情異常︑知覚異常︑思考異常︑
行動異常など病的反応をあらわし
高度の記憶欠損がある︒先天的体
質によることが多く︑とくにてん
かん性格者︑ヒステリー性格者に

アル中の治療

多い︒

圃

アル中の治療は身体的治療︑精
神療法︑抗酒療法等がありますが
治療の第一は断酒であります︒
断酒を行なうには︑隔離された特
定な場所︵精神病院︶に収容する必
要があります︒アル中患者を精神
病院に入院させると︑たいていの
場合一週間たつかた〜ないうちに
﹃精神状態がよくなりますが︑病院
を出るとすぐ酒をのみ病院に逆戻
りするため﹁アル中は一生治らな
い﹂といわれるほど︑アル中の予
後は悲観的な例が多く︑断酒をつ
づけるために退院後のアフターケ
アが重要だといわれています︒
囹 アフター ケ ア

アル中患者は飲酒癖を自分でコ
ントロールすることができない人
が多く︑自分一人ではなかなか断
酒をつづけることができないので
アル中の予後をよくするために退
院の日から関係者による徹底した
アフターケァが必要です︒

囹家族の協力が絶対に必要
第一に家族・とくに妻子の理解
ある愛情と協力が大切です︒
五か条

囹害にならない酒の飲み方

断酒会にっいて

五．楽しくのめ︒

一．昼間酒を絶対にのむな︒
二．適当な時期に切り上げよ︒
三．飲んだあと食事せよ︒
四．週に一・二回禁酒日をもうけよ

囹

尾崎幸吉

断酒会は︑アル中の患者が酒を
やめるために集って︑互に断酒を
励ましあう会です︒県内の断酒を
誓った人々が集まり﹁新潟県断酒
友の会﹂を設立し︑活発に活動し
ています︑この近くの役員は次の
方です︒入会希望の方は次の方へ
直接連絡するか︑大島保健所又は
役場社会課へご連絡下さい︒

副会長

上越市大町五丁目
電話︵2蓋e三−四三〇九

︵松代︶

・一一り噺・ρσ贈噂︸ρ．◎♪φ︒〜●ρ一働♪ゆゆ層◎2φゆ侮9；・賃り馬6φ＝り；の．◎働．の＝り：6﹃

戸籍の窓ロから
十二月受付分 ︵受付順︶

霞つこん濃
玉江

八七才

︵室野︶

︵桐山︶

︵蒲生︶

︵苧島︶

︵東山︶

八五〃
八五〃
七四〃
八五〃

母法子長男︵松代︶
父則男
母悦子二女︵松代︶

父昇一

父正人
母秋江長女︵犬伏︶

俊男・神保

おめでζつ㊦衡一
高橋

昇

綾子
石口

祐子

小島

室岡

︵死亡︶

おくやみ

寺崎清一郎

山岸広初
柳
ミナ
山岸信太郎
若山 チヨ
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◎住所録の整備のチヤンス

日ごろ疎遠な間柄でも年
賀状を交換して︑．消息を確
かめ合う︑のも楽しみの一つ

NST新潟総合テレビ・

松代中継局開局ピ
NST新潟総合テレビは︑難視
聴地域の一つであった松代町一帯
の視聴者のため︑四十七年十月か
ら同町千年地内に・総工費一︑七〇

〇万円をかけて中継局の工事を進
めて来ましたが︑このほど完成し
さる四十七年十二月一臼から本放
この︑NST松代中継局の開局に
︐よフて︑松代町︑松之山町の区域
め約一︑三〇〇世帯の皆様にN鼠
丁の映像が鮮明に見えることにな

送を開始しました︒

また︑ 今年の年賀状は大切に整

りました︒

﹄NST松代中継局の受信チヤン

ル︑送信出力三十ワツトでお送り

ネル嫡UHFの四十三チヤンネ
しております︒

UHFはVHFと異なり︑電波
の性質が光に良く似ていますので
受信アンテナと送信アンテナ間は
見通しでなければ鮮明な映像を見
ることができ雷せん︒このため︑
各御家庭の受信アンテナは送信ア
ンテナ︵千年の中子山山頂︶の見通

しできる所を選んでセツトしてく

社員を募集しています

書道教室開設のお知らせ

︵NST技術室︶

松代に工場を新設し︑今春三
月一伺から操業をする︑有限会
社加藤都縫製が第一期生正社員

の学習するものです︒

松代に書道教室が開設されます
︑この書道教室は室岡雅山︵奴奈
川中学校室岡幹男先生︶市川映峰
︵松代小学校市川寛永先生︶市川
松峰︵蒲生小学校市川校長先生︶
樋口滴水︵松代風月堂主人︶の四
氏が発起人で開設したもめで︑他
にも多数の講師を依頼して︑小学
校低学年・同高学年の部︑中学校
の部︑高校・一般の部に分けて毎
週土曜日に町総合センターで書道

ださい︒

を募集しております︒この会社
は高級婦人既製服を製造する会
社で︑仕事の内容はわからなく
ても親切に責任をもって指導い
たします︒経験は不問で年令は
十五才から三十才迄の人です︒
給与は三万三千円から七万円
す︒くわしい事を知りたい人︑
就職を希望する人は町役場総務
課︵電話一番︶に照会下さい︒

このことは松代ではすでに区各
班長さん方の協力を得て入会者を
募集いたしましたが︑ほかの部落
にはお知らせしてありませんので

その他いろくと待遇がありま

えは早めにしましよう︒
なお︑．三等以上の場合には︑印
鑑が必要です︒

お年玉つき年賀はがきの抽せん
会は︑一月十五日の成人の日に行
なわれます︒お年玉賞品の引き換
え期間は︑一月二十日から七月十
九日までの六ケ月間です︒
当せんしたハガキは︑番号の部
分を切り離さずにお近くの郵便局
へお持ちください︒また︑引き換

◎お年玉賞品の引き換え

理保管しておいて︑ 来年の参考に
すると便利です︒

ですが︑年賀状を受け取ら
れたら︑これを機会に住所
録を整理しておきましよう
．住居はそのまyでも︑新
らしい住居表示の実施にょ
り︑町名礎番地の呼び方が
変っている所や︑新らしく
郵便局が設置されて︑郵便
番号が変わった地域などが
ありますから︑整理すると
きは注意をしましょうO

年賀状の整理とぢ年玉賞品

訂正

5頁

︐．

・㌧関谷泰彦

︑んきよ
し

︸

﹇

︑

︑一

9367

を

ふるせぎ に

いんきよ

関谷泰彦7

どしくお問合せ下さい︒

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︒

問答欄について

ます︒

広報まっだい係へ︒
五︑．採用のものには薄謝を差上げ

四︑原稿は松代町総合センター内

旨ご指示下さい︒

三︑匿名で登載する場合は︑その

お願いします︒

二︑四〇〇字原稿用紙三枚程度に

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︒
﹂︑原稿の内容はどんなことでも

ております︒どしく投稿下さい

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

あなたの寄稿を
お待ちしております︒

を抹消し
ふの部に ふるせき 関
谷泰彦7 を記載する
7頁 たていえや 中村昭次を
たつえや 中村昭次に
8頁 中村昭次 たていえやを
中村昭次 たつえや に

︷晶

関谷泰彦

洩おち
4頁 志賀満寿蔵
古町ーかじ

下さい︒

町で発行いたしました﹁町内電
話番号簿﹂を次のとおり修正して

i役場・総務課ー

修正について

町内電話番号簿︵町発行︶の

番︶︐・に照会して下さい︒．

叉は町総合センタi︵電話三〇一

︑︵松代風月堂主人・電話三五番︶

入会してみたい希望がありました
ら︑くわしいことについて事務局
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