葦鰹羅

町長
町の諸事業の実施に当りその進
展にご尽力をいただいております
町民の皆様に対し深く感謝の意を
表するものであります︒
さて私こと
この度五月十七日任期満了のと
ころ︑町民の皆様の力強いご支援
を賜り︑再び町政の重責を担うこ
とになり非常な感激をいたしてお
ります︒

氏
所

名

せき

秋

山

利

作

町民の福祉増進を本来の使命と
して自然との調和ある開発を推進
して︑過疎化がもたらす不利益を
克服し広域的な視野から行政処理
の体制をはかり道路・教育環境等
改善の町総合計画を基にして︑社
会関連施設の整備を促進し︑福祉

思います︒

最近における我が国経済のめざ
ましい発展は︑他面地域社会の著
しい変貌をもたらし過密過疎・物
値・公害・交通等の深刻な間題を
地方行財政の上になげかけるに至
っております︒今日政治政策の主
要なる課題は合理的な土地利用を
通じての均衡ある発展を図り︑経
済成長が蓄積した資源を活用して
成長課程で生じた歪みを是正し︑
福祉の充実をはかることにあると

でござ います︒

学菲才でありますので︑お寄せい
ただきましたご期待と信頼を肝に
銘じ微力ながら精魂を傾ける覚悟
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や
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治

昭和n年9月3日生︵37才︶
昭和50年4月29日まで

松代町大字室野︵屋号・やまへい・主人︶

関

議員の任期

住

松代町議会議員の紹介

前任期中においては︑前任者の
意を体して継続または懸案事業の
施行と調整等︑その履行を果すこ
とは申すまでもありませんが︑近
年の過疎対策の問題︑加えては米
の生産調整等農家経済の町の行財
政上の改革と努力が要請されると
ともに︑皆様の町に対する要望の
多様化高度化により激しい変動期
に直面して参りまして︑町の総合
計画審議会の答申に基き︑計画の
樹立を図り多種事業を実施して参
ったものであります︒もとより浅

新

、

P

︵譲駒膿蟹叢選挙において︶

チも

1／ 第164号 ll
l

l東頸城郡松代町公民館

l電話松代301番1

l館長関谷昭平l

一

殖
ら
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が
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松代バトミントン協会凸

⇒
︵
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粍

︸願い致します︒︵自宅九一八三嵐

い出張所︵電一四四︶関谷拓雄へお㌔

︸尚︑ ラケット・羽根は協会の㌔
尉方で用意してあります︒
恥
い 詳しい事は松代町農協田野倉︑

今年のバトミントンの練習を︸
瀦開催しますので御希望の方︑初V
一心者も是非参加下さい︒
耀

︑

〜9時30分嘱

松代小学校

バトミントンの
練習について
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申し上げます︒

全町民の皆様のご健康をお祈り

る次第であります︒

果が百年の大計の礎となるであろ
うことを期待して止みません︒何
とぞ変らざるご指導とご鞭燵を賜
りますよう心からお願い申し上げ

る町の︑ここ一二有余年の事業の成

新しい任期を迎えましたが︑町
民の皆様とともに新しく衣替えす

おると思っております︒

もとより町の自治は町民の皆様
の創意を行政面に生かすことにあ
ります︒そのためには︑行き届い
た行政を可能にする財政の裏付け
が確保されなければなりません︒
財政体質の改善も緊要のことであ
りますので︑国県からのご指導も
充分仰ぎたいと思っております︒
ご存知のように町は今︑新しい息
吹きとともに改革の一歩に入って

す︒

行政の充実をめざし︑一層の努力
を払ってまいりたい所存でありま

ノ

、

1

l
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印刷松代印刷所
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㌔場所

∂

も

︽第二回臨時 会 V

とおりです︒

5月m日町議会臨時会が開催さ
れました︒付議された案件は次の

第−号松代町税条例の一部を改

事費一︑五八○万円・工期5月

から10月27日迄︑第2工区工

1月26日︑請負者第
21日から1

1・第2工区ともに松代相沢
組・相沢益蔵︑以上のもの︶
第4号 財産の取得について︒
︵用地の売収︑買収目的H公
営駐車場と連動場︑総面積一
三︑二六六艀︑総金額一︑三五
六万七︑六一︐七円︑場所H役

ア︳階

一七〇万円︵額面︶

電信電話債︑券︵割引債︶

⑥車両

一六台
一〃
一〃
一〃
五〃

八〃
三二〃

︵日赤分五台を除く︶

ω消防ポンプ自動車
＠化学消防車
の屈折はしご付
消防ポンプ自動車
⇔防災工作車
㈹救急自動車

なし︒

1現在︶
︵娼．3．3

4一時借入金の現在高

二三︑○○○千円

＠市町村職員共済組合連合会

二五︑七〇〇千円

ω郵政省借入額

四八︑七〇〇千円

ω消防施設整備事業債

︵狢．3．鋭現在︶

3地方債の現在高

内指令車
計

1630．77
714

916．77
、、、〜〜〜〜〜

T

66，953
1一＿一．

1
計

（2）

7，673
1
1

191．25

ー 「ノ 『一

135

56．25

顧〃 ㎜騨三灘一ト弾135
建
3二二1 7 ソ

1189
1

ド

松代

1

7，980
1喜9

〃
〃

i

〃
〃

1−

〃

i

場庁舎裏一円︑以上のもの︶
第5号 財産の取得について︒
︵用地の売収︑買収目的H県
立松代病院建設用地︑総面積
五︑三六九鯉︑総金額八四〇
万四︑九五二円︑場所H松代
山賀モータース前の田甫一円

（1）建物

②有価証券

＿

……
一ド

一

1＿＿＿一一＿＿＿＿

〃

ク

』ギ円

1

建築費
積
稲
盆皿階．一1＿計

面
階

㎜1ヱ7109

219．251416．84
．珍塾59

頸北消防箸 鉄骨A盈9亟造壬階建

！
〃

名立噺騨蓬灘ニトヲセ』
〃
．東頸

（48．3．31現在）

2．財産の状況

…一一…
肇＿

造・
構
庁舎名

以上のもの︶

金金
理設基基
管施当整

．会務般防臨債備
一消退財

つ94

畿総8紹公予
15︵∠

ための費用であります︒

基金二一〇〇万円︶を積立てる

の業務の円滑化のための指令車五
台及び救急車一台の購入費︵五二
〇万円︶並びに将来の財政の健全
性を確保するための退職手当積立
基金︵一七〇〇万円︶と財政調整

勧告に基づく給与改訂の経費︵一
五六二万円︶︑新設消防署・分遣所

追加した主なものは︑人事院の

ました︒

の予算額は四億七三一万円となり

合

第6号 町国民健康保険税条例の
一部を改正する条例の制定に

季傭馴
1劃 431
計1407，3101365，176

正する条例の制定について︒
第2号 奴奈川中学校校舎建築工
事契約について︒ ＾指名競争
入札により松代鈴木組・鈴木
静子と三︑六五〇万円で契約

．

．．』

．〃．｝
…i．

頸南 〃

ついて︒

0
1
11，000
（4）財政調整基金費 1

1 248，577

5月22日に着工し10月茄日に

歳入

は昭和郵年−o月−日から昭和弼年
3月31日までの状況についてお知
らせします︒

膿麟離illllll別115，928
259，751

議会費i
総
務

顎

完成するもの︶

1・予算の執行状況（4710・1−48・3・31）

年度予算の状況

260千『
費i
406，3701 231千1η
364，506
（1）…般管理費1

ド

レ

やほじ じハ

文串．済

額

算
ゆ
コド

砂

びロト

．

耳．

第3号 町道松代松之山線︵通称
南部線︶改良工事請負契約に

管理者小山元一

9月末現在では予算額は三億六
五四九万円でしたが︑その後四一
八一万三千円を追加して︑3月末

8．組合債48，700148，700
合計、407，3101388，343

︵第−工区︑工事費

3・国庫支出金

潰題．

、1聖込

区分、i…．予…．』算．題

883

入

収

7・諸

i予

ハコむぬムトハリコワじハハげ

歳出

371
46O
l l

19，9501 16，770

5．財産収入
6．寄
付
金

ついて︒

i
1．市町村負担金
335，601干円i 319，428千円
2』使用料及び手数料1
2，320 1
2，516
一

一

一一 一

7011

一︑一五〇万円・工期5月21日

財政状況を公表します

組合の財政状況については組合
管内の皆さんに良く理解していた
だくために毎年二回財政状況を公
表する事となっていますが︑今回

上越地域消防事務組合の
47

◎今年の気象と苗の生育

今年の冬は小雪で喜んだ
のも束の間︑春先の長期予
報では︑今年夏の天候は異
常気象の影響で変動が大き
く︑東北地方では冷夏が予
想され︑稲作では冷害も予
想されると発表されました
その後苗代期以降の松代におけ
る気象状況は︑日照時間は昨年に
比し全般に多目であったが気温は
平年に比し低目で︑しかも変動が
大きく︑五月三半旬は日平均で二
・一度︑五半旬は五・七度も低く
きました︒

2団体が交通事故防止対策など︑
各方面に協力を惜まず平素活発な
運動を推進され︑多大の成果をお
さめた︑その功績に対し金︸封を
添えて安塚警察署長︑東頸城郡交
通安全協会長から感謝状をいただ
へ松代町交通安全協会︶

子供とお母さんの

違いによりいくぶん異なるが︑概
して本田初期の生育がよいほど有
効分けつ決定期も早くなります︒
そこで初期生育を良くするには活
着後なるべく早く中耕を行ない︑
ガス抜きと根部への酸素補給を行
なうことと︑水の心配がなければ
出来るだけ浅水管理に努め︑除草
剤は中耕除草後二〜三日たってか
ら中期除草剤︵ハイカットその他︶

いて︑新潟県交通安全対策室の係
官3名︑地元警察官及び町の交通
指導員勝名が︑幼児︑児童︑お母
さんを対象に交通安全教室を開催

︵太平︶

︵松代︶

◇7年優良無事故表彰
小堺直一郎︵儀明︶佐藤貞夫︵室
野︶佐藤正治︵全︶樋口昭一︵松
代︶白井改生︵室野︶南雲壮介︵
全︶柳昭ス千年︶武田博之︵全︶
山岸一︵蒲生︶小堺広蔵︵室野︶
小堺長四郎︵儀明︶小堺久義︵全︶
小堺熊蔵︵全︶金井儀市︵清水︶
室岡徳松︵池尻︶矢代午三︵松代︶
佐藤政雄︵室野︶小堺博文︵儀明︶
佐藤尚文︵室野︶寺崎健︵桐山︶

次に︑蓬平部落・千年青年会の

談下さい︒

︵町役場総務課内・係︶

なお︑他の地域でもこのような
講習会の希望がありましたらご相

評でした︒

信号機や他の機器を活用して実施
訓練がなされました︑参加者全員
がよく習得され交通安全教室は好

道路の歩き方﹂ ﹁正しい自転車の
乗り方﹂ ﹁交差点の渡り方﹂など

コ人一人がよく交通のルールを
守り︑事故に合わないように﹄と
のお話が県係官からあり︑そのあ
と校庭てハイのコ：スで﹁正しい

宅 馨
︿交通安全教室の実習V

いたしました︒

去る5月17日松代小学校校庭にお

交通事故防止対策の一環として

交通安全教室を開催

を散布するようにして下さい︒
◎キメ手はいもち病防除
梅雨が長びき低温多雨の天候が
続くと﹁いもち病﹂の発生には誠
に好都合で︑今年はその心配が多
分にあり
ます︒
葉いも
ちは早期発見︑早期防除が常識と
されてきたが︑近年粒剤の普及に
より︑予防的に薬剤を散布するも
のが多くなったので︑このような
場合は︑常発田や出来すぎのため

松代農業改良普及所

政一

良太郎

︵松代︶

︵電話五十三番︶

関谷

︵菅刈︶

︵蒲生︶

小堺
清
高橋 広作
柳
弘

柳

その他の病害虫も不良天候の場
合は発生し易いので︑中間追肥は
極力やらないようにし︑病害虫防
除は手遅れにならないよう︑圃場
の巡回と綿密な観察が必要です︒

﹁いもち病﹂の発生が心配のとき
は︑事前︵六月下旬頃︶に散布して
おくことが安全である︒

異常気象と本田の初期管理

なっています︒

反面稲
の方は低

温による
苗ぐされを心配して︑一般に厚ま
きの傾向にあったため︑軟弱気味
で植付時の苗質は劣っています︒
また雪消えが早かったため︑代
掻き作業もはかどり︑若苗が植え
られたため︑草丈・茎数ともに平

年に達していません︒

◎初期生育が大切
当地方で安定確収を得るために
は︑まず本田初期の生育を促進し
良質茎を早期に確保することが大
切です︒

有効分けつの決まる時期は︑施
肥量の多少︑田植時期の早晩︑水
温︑土性などの環境条件や地域の

昭和48年度

優良無事故運転者表彰
町交通安全協会が一月内申いた
しました優良無事故運転者の表彰
がこの度︑次のとおり県警察本部
長・県交通安全協会長から表彰を
受けることに決定して来ましたの
で︑皆さんにも安全運転に心掛け
ることをお願いするとともに被表
彰者をお知らせいたします︒
︵室野︶

◇％年優良無事故表彰
米持 幸夫

︵室野︶
︵田野倉︶

◇蔦年優良無事故表彰
佐藤 英一
斉藤
正

（3）

毎年多数の皆様から利用いただ
いております町民プールを︑今年
は次のとおり開設いたします︑み
んなで楽しく泳いで下さい︒

講◎開設期日七月五

◎時間
遡醜惣
難罵
欝︸◎使用上の注意弼時−︐分

繭∴動謝鍵糠
水に入らない︒

③管理人の注意はぜっ
たいに守る︒

欝⑤④蠣響儲欝鵯

ない︒

﹁寄稿﹂

小堺甲一郎

ブール日誌
1第三︵蒲生︶管理人−
昨年の七月二十六日︑それは焼
け付くような炎天でした︑待望久
しかった町民プール第三号が蒲生
にできて完成式が行なわれ︑町長
さんの手でテープが切られて︑立
派な素晴しい︑しかも地形︑環境
心地の良さ抜群というブールが開
設されました︒地域の学童を始め
一般の人達︑それは大変な喜びで
した︒

その管理人として微力な私が勤
務させていただきましたが︑勤務
の傍ら記録したものをちよっと紹
介させていただきます︒

◎泳いだ最高年令者

村屋︶

記録一︑五〇〇π︵5

◎最高遠泳者
若山弘正︵1
9才・大学生・蒲
生元町︶
分︶

O●

●

●

O

O

O

●

●

●

●

●

●

●

0

●

●

●

男一名︵氏名

●

●

●

0

●

●

●

●

●

こんなことをペンの走るがま〜
に書いてみました︒多種多様な来
客の楽しそうな姿や笑顔がとても
愉快でした︒今年も老も若きも男
女共々︑ステキナ海水着を着てお
越し下さるよう︑広い駐車場とと
もにお待ちしています︒

雨垂れ注ぐ このプール
米山さんを 北に見て
ブナの緑を 背景に
青い清水 跳飛ばして
上げろよ白い 水しぶき
伸ばせ体育 鍛えよ力
逞ましき体駆 造らんと︒

◎蒲生プールの歌︵管理人・詩︶
頸城に名高き 松泉︵寺︶の

・お客皆無の日・延四日︵雨︶

・お客一人の日・8月22日︵雨︶

◎その他
︒お客最高の日・8月蜥日一二
二人

不明︶

連続34日遊泳

小堺 清︵3
6才・蒲生増村屋︶
小堺義雄︵％才・〃 平八︶
◎プール愛用者

い︶

◎25糀水潜り合格者
小堺昭一︵4
3才・蒲生小林︶
馬場栄三郎︵51才・蒲生せいべ

0

●

●

0 の ●● 9
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》 しかし交通事故はみんながその気になつてこそはじめて防ぐ〜
1ことができます・みなさんと安全指導員が一体となつて交通事1
ミ故を防止いたしましよう。
己）鮎（巳＾＾。〜μ榊》㌦《漣1｝》蛎％， ．）．㌔＾一％ハ、 v㌧ 〜艦㌦＾，一》 ％…）％，＾ ㌔
》5

男・山岸福松さん︵83才・蒲生
うぜん︶Mπを2回泳ぐ︒
女・池田トメさん︵65才・田野
倉重ぜん︶記録不明︒
◎％錫を泳いだ最高・最少年令者
最高年・武田金一さん︵5
8才・

●

ても結構です。

《松代町では昨年発足した交通安全指導員の研修会を去る5月4 1
1 日開催、危険な横断歩行者の保護誘導・交通指導の心得・誘導く
旗の使い方・合図の操作など地元警察官の指導で真剣に盛りた髪
1 くさんな研修を行ないました。
1

名平ばくろ︶

（当日が休みの場合は翌日）

l日増に激化する交通輔の今日、交通事故を未然に防ぐため1

最年少・小堺昭︵7才・蒲生増

（4
とく名、無料です。
◎

全国どこの税務署でご利用いただい
◎

5・15・25日
◎毎月

⑦ プールの中に物を投げ入れ

うo

町民プールは大勢の人が利用さ
れるのですから︑他人に迷惑をか
けないよう皆んなで注意しましよ

税の相談日．一・気軽にご利用を

l
〜事故防止はみんなの力で〜
1

自分のために㎜
謄喚■旧贋隔翼置■国ロ圃ロ塵■■ロロ■翼口目■置圃口■闘■冒嘔■ロ■■胃﹄瞑圃■贋ロ一一圃 ロ一国国一■雷一ロ■一一︐一幽■一閣贋一■膠願一一冨阜

㎜献血をし

てお

﹁それ

・血液は︑人工的に合成できませ

献血とは〃●

︵愛の血液助け合い作文集︶より

い手帳に﹁それで良いのだ﹂と︑
心から思ってい ま す ︒

献血をする父の気持には︑僕たち
の分らない遠い悲しい思い出など
がかくされているようです︒つま
り︑父には本当に血液の有難さが
分るのではないでしようか︒茶の
間にある献血手帳は︑春から手に
したことは一度もありません︒献
血記録のスタンプも︑その後は見
ていません︒しかし︑僕は一度も
家族のために︑利用されない︑赤

す︒

いつだったか﹁献血をして貰っ
た﹂と︑ボールペンを僕にくれた
こともあります︒父の胸のポケッ
トにあるものも同じボールペンで

のだぞ﹂

で︑その人は死んだの？﹂﹁いや
死ななかった︒輸血のおかげさ︒
血液というものは本当に有難いも

う声が自然に出るんだ︒﹂

﹁輸血をすると青い顔が次第に
血の色に近づいていくんだ︒そん
なときに︑じっと見つめて心配し
ていた仲間から﹁バンザイ﹂とい

た︒

父はすでに三十年以上も前に︑
﹄︷︷辱甕﹄㎏
の高校生のころ︑親戚の人が手術
をする際に︑とても多量の血液を
病人に輸血したのだそうです︒
そして父は︑戦争に行き︑出血多
量や輸血が間に合わずに死んでい
く人を︑数えきれないほど目撃し
たそうです︒こんな話も聞きまし

説明してくれました︒

ん︒

恩

︑﹂

いたします︒

ろノ

︵6面へ続く︶

︒血液型検査の結果及び梅毒検査
や肝臓機能検査の結果︑異常の
ある方には別途極秘でお知らせ

します︒

・献血手帳を差し上げます︒もし
輸血の必要が生じたときは︑献
血手帳を病院にお示し下されば
全国どこの赤十字血液センター
でも責任をもって必要な型の諸
検査完了済みの血液を供給いた

︵献血して下さった方に︶

典

・採血後︑普通の仕事をしてもさ
しつかえありません︒また︑入
浴︑晩酌もさしつかえありませ

す︒

・採血前に医師が健康診断をいた
しますから安心して献血できま

︒満十六才以上︑満六十五才未満
の健康な方なら男女を問わず︑
どなたでも献血できます︒

献血は
誰でもできます

ります︒

・健康なときに献血して人を助け
万一自分や家族が病気のときに
は皆さんの献血で助けていただ
く︑これが献血のシステムであ

・人間の血液は︑人間の血液でお
ぎなう外に方法はありません︒

ん︒

︿︿︿献血はいつか身のため人のため﹀﹀v
お茶の間の献血手帳

大関恒夫
たしか去年の夏ごろだったと思
うが︑茶の間にある熊の置物の下
から赤い紙きれがわずかに見えた
ので︑何だろうと思って引き出し
て見ると︑赤い表紙に﹁献血手帳﹂

と書いてありました︒開いて見る
と︑父の名前や住所と共に︑献血
記録の日付けがスタンプで押して
ありました︒

夕食の時に僕は例の手帳のこと
について︑父に尋ねてみました︒
﹁うん︑あれはお前達にも大事な
ことなんだから話さなければなら
なかったんだ﹂と父は言った︒
父は僕や姉の顔を見ながら﹁お父
さんやお母さんやお前たちが︑病
気や交通事故で輪血を必要とする
場合には︑あの献血手帳を差し出
すと優先的に輸血を受けられるん
だ﹂と︑そして﹁もしも家族の者
に事故があった時は︑茶の間の手
帳を忘れずに病院に持っていくん
だよと﹂念を押してから﹁本当は
自分の家族のためではなく︑不幸
な人を助けるという気持で献血す
るのが正しくて︑美しいことなん
だが︑どうもそこまで立派な気持
になれなくて⁝⁝﹂と︑最後に頭
をかきながら苦笑いしたのです︒
そんな父の言葉にしみじみと︑親
の温い心を感じました︒

僕が﹁お父さんのような大正生れ
の年をとった血なんか︑あまり役
に立ちそうに思えないけどなー﹂
と︑いうと﹁馬鹿をいうな︒まだ
まだ若い者に血だって負けないぞ
それに︑献血は健康な人なら六十
才を過ぎてもできるそうだ﹂とも

（5）

今

︵5面からの続き︶

無料︵ただ︶に

輸血代金が

ます︒

捺献血の順序（これだけやっても5分〜8分位いで終ります）

を差し上げます。

↓

︵臨︶
↓
︵険口口 ︑

ツ

↓

岡細因︶

↓
︵馨一謝蕪定︶

︵蘭

︵劇比蕎慧︶

↓

↓
︵晦液型︐脚㊧

︵卿任測忠︶

畜︶

︵酬癒手張壽︶

↓

︵剰愈︑口叫肉伸︶

献血される方にはバス代実費と昼食代

︒献血された方および県内に居住
する三親等内の親族の方が輸血
を受けられた場合の血液代金の
うち︑社会保険や国民健康保険
等から支払われる分を除いた自
己負担分を申請に竜とづいて日
本赤十字社新潟県支部が献血相
当分を差し上げますので︑この
分については輸血がただになり

午前10時〜3時
7月11日

保健婦による

健康相談
気がるにご利用下さい
◎町全体の相 談 日

毎月第二と第四月曜日の午前九
時から午後四時まで役場の保健室
で︒

◎濁相談日

毎月第一火曜日の午前九時半か
ら午前十一時半まで濁の公民館で
◎竹所相談日

毎月第一火曜日の午後一時半か
ら午後三時半まで竹所の公民館で
◎莇平相談日

◎寺田相談日

じ

たう

つ よ
oあし

がま
．診け
検受
団ず

ぐ塑墓

診＆魎霧

．勉

・り

平常日には役場へ電話して下さ
い︒但し︑平常日は保健婦がほ
とんど家庭訪間や衛生教育に出
ているため役場に居ないことが
多いのでこの点ご了承下さい︒

て下さい︒

電話による健康相談にも応じま
すから相談日には相談所へ電話し

◎電話相談

毎月第三火曜日の午後一時半か
ら午後三時半まで寺田の公民館で
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小野島敏子難轡女︵会沢︶

五月受付分︵受付順︶

市川紀巌ヤ忠ス量︵小屋丸︶

植木貴巌離望男︵松代︶

相沢みど蔽タ響婁︵奎

ごけ三ん瀧

小松 和夫・小堺

清子︵室野︶

山岸高行・中野美子︵木和田原︶
牧田 和千・牧田 早苗︵峠︶

高橋英守軽ヨ欝男莇平︶

︵死亡︶

おくやみ

高橋新太郎

七五才
九〇才
三五才
七九才
七四才
五六才
六八才
九〇才
七三才
七七才
八一才
八八才
五九才
九八才
七九才

︶

︵田沢︶

︵桐山︶

︵儀明︶

︵松代︶

︵蒲生︶

︵儀明︶

︵犬伏︶

︵海老︶

︵儀明︶

︵田沢︶

︵〃

︵蒲生︶

︵中子︶

︵田代︶

︵蓬平︶

山岸蔽多勢長男峠︶

中村真季驚闇客田代︶

︵松代︶
正勝・中村
︵儀明︶
正夫・小堺
︵松代︶
昭平・早川
︵蓬平︶
純一・市川
︵松代︶
山賀巳喜夫・関谷
若井 岩男・小堺ミッイ ︵蓬平︶
坂井 貞夫・磯部 泰子 ︵松代︶
新一郎・菅井みね子 ︵蒲生︶
鈴木 幸一・柳 まさ子 ︵松代︶
中嶋 信吉・宮沢つき子︵海老︶

おめでζつ㊦衡

戸籍の窓ロから

◆◆§︐◆◆§‡9‡§‡害！◆◆9零塾︾◆◆§︾‡書○

毎月第三火曜日の午前九時半か
ら午前十一時半まで筋平公民館で

O 0薗
力貞セヒミ正ナ正正松フ忠力政
ヤ治ツデヤ武ミ高鋭栄ヂ好子市

松代町役場
とこ ろ

↓

咲宮和月秋
代子子子子

柳直人羅饗男︵李︶

寺小柳室小柳若高高小菅斉若小
崎堺 岡堺 月橋橋堺非木月堺

（移動採血車）がきます

一愛の献血にご協力くたさい一

き
と

︵儘魔離伏︶

小鈴小柳
堺木堺

柳

鑓験

ゆうあい号
町民のみなさまへ

種を確認
︑ヨタカ︑ブツポーソー︑アカシ
ヨウビン︑アオゲラ︑アカゲラ︑
コゲラ︑カツコウ︑ツツドリ︑ホ
トトギス︑ツバメ︑ヵルガモ︑キ

犯

柳

心

一葉

・車間距離を充分とろう︒
・飲酒運転はやめよう︒
︒スリツプ事故に注意しよう◎
・安全速度を守ろう︒
︒出あい頭事故をなくそう︒

◎交通事故防止

って接しよう︒

︒こどものいい分も聞き︑こど
もと一緒に考えよう︒
︒こどもには︑つねに愛情をも

つくろう︒

︒こどもとの話し合いの時間を

◎少年非行防止

めようo

︒火の元は︑やすむ前にも確か

こと頼もう︒

・鍵は確実にしめよう︒
︒夜外は明るく︑中をくらくす
るよう工夫しよう︒
・ルスにするとき︑隣りにひと

◎一般家庭の防犯

次のことにみんなで協力︑町か
ら犯罪をなくしましよう︒

防

異議なしで早く形づけ慰労会
自分の娘は町に嫁がせ嫁さがし
連休で山に命を捨てに行き
トップクラスに
なるとやっぱり頭が低い
指を一寸曲げて誘えばついて来る
審議しない議員の票が泣いている
道の良い所に出ては事故起し
山よ車よ親の気持も知らないで

高校を出ると百姓いやになり
先生に泣かれ悪童騒ぎ止め

滝沢

杉
ロ

又羅も

凄
川

餐蚤菱︑・松代の探鳥会鑑填． ・
五月二十七日山平中学校を中心
とした探鳥会が︑県野鳥愛護会副
会長の植木久米雄氏を講師に迎え
四〇名の参加で開かれ︑三六種類
ジバト︒

今が丁度ヒナを育てる時期です
ので︑鳥の巣や卵を取らない様に
皆で可愛がってやりましよう︒
鳥の声が聞えなくなった時は︑
人間の世の中も最後だともいわれ

が確認された︒

雨降り鳥の名を持つアカシヨウ
ビンやブツポーソーが大部数が少
なくなり︑関係者をガツカリさせ
た︒でも︑どこへ行っても自慢出

ノジ7がまだ多くいる
ております︒

来る鳥
事は喜ばしいことだ︒
ハシブトカラス︑ ハシボソカラ

にしないで︑来年の春の為にとっ
ておくようにしましよう︒

野鳥とともに︑野草も根こそぎ

ス︑カケス︑スズメ︑ニウナイス
ズメ︑イカル︑カワラヒワ︑ノジ
コ︑ホオジロ︑キセキレイ︑メジ
β︑ムクドリ︑シジウカラ︑ヤマ
ガラ︑ウグイス︑センダイムシク
イ︑ヤブサメ︑オオヨシキリ︑モ
ズ︑ヒヨドリ︑オオルリ︑キビタ
キ︑サンシヨウクイ︑クロツグミ
︵写真ー鳥の声を聞く熱心な参加者︶

2㌧

みんな楽しく参加いたしましよう

％♪も書3︾巳・一ξ曳り3亀ぜ＝◎；〜

県民スポーツ松代大会です
鋼︾︑●︑く︵

｛6月24日・日曜日は…〜・・一 〉・…〜・・〈 …・驚〜・…〜・・…・…

得
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雨です⁝
郵便物がぬれます
受箱はつけてありますか
つゆどきは︑郵便物が雨でぬれ
やすくなります︒次のことにご協
力をお願いします︒

圃郵便物のあて名團
あて名はにじんだり散ったりし
ないもので書いてください︒えん
ぴつやカ！ボン紙で書いたものは
読みにくくなります︒封筒は湿気
で破れたりしない良質のものをご
使用ください︒

囹表札と大型の受箱を囹
木製の古くなった表札は雨にぬ
れると読みにくくなります︒でき
るだけ新しいものと取り替え︑家
族︑同居者全員の姓名をはっきり
わかりやすく書いて下さい︒
また︑つゆどきは受箱がないと
配達された郵便物がぬれた玄関に
落ちてよごれたりしますので︑ぜ
ひ受箱を設置してください︒

安全のために

郵便局では︑受箱を一ケ七〇〇
円であっせんしております︒
この機会におもとめください︒

手紙作文コンクール

作品募集〃
日本郵便友の会協会主催︑郵政
省︑文部省後援で︑手紙作文コン
クールの作品を募集します︒
これは︑児童生徒の文通能力の
向上を図り︑あわせて文通を通じ
て情操を豊かにさせるとともに︑
将来社会人として十分な意志発表
能力を養うことを目的で行なうも
ので︑今年で六回目になります︒
◇応募要領

作品は︑小学校低学年の部︵
一〜三年︶︑小学校高学年の部
四〜六年︶︑中学校生徒の部︑
の三部門に分けて募集します︒
作品の内容は手紙文とし︑長
さは四百字詰原稿用紙五枚以内
です︒また作品は未発表のもの
に限ります︒

﹁漏電しや断器﹂をつけて下さい︒

な場合を除く︶
︶ 一〇〇ボルト︵電灯線︶から

械器具を新設する場合︵特殊

1東北電力︵株︶十日町営業所iー
一般家庭における電気機器の普
及はめざましいものがある反面︑
漏電や感電による事故も増加の傾
向にあります︒これらの災害を防
ぐには︑アース工事のみでは不十
分で︑危険なもれた電流をすばや
くとり出して直ちに電源をしや断
することが必要であります︒
このため︑国では技術基準を改
正し︑漏電しや断器の取付義務を
大幅に導入し︑昭和四八年二月一
日以降該当する電気機械器具を新
設される場合は必らず﹁漏電しや
断器﹂を取付ける事となりました
のでお知らせ致します︒
主なもの︒

◇漏電しや断器取付を義務づけた

①二〇〇ボルト︵動力線︶用機

︶

一〇〇ボルト︵電灯線︶から

使用する洗濯機︑冷蔵庫︑ル
ームクーラーなどを風呂又は
軒下︑コンクリート床など水
気のある場所に設置するとき

（2

︶ 一〇〇ボルト︵電灯線︶から

使用する魚屋︑八百屋等の冷
蔵用シヨーケースを床面を水
洗いする場所に設置するとき

（3

◎なお︑詳しい事は最寄りの当
社事業所にお間合せ下さい︒

きo

使用するコーラ︑タバコ自動
販売機等を屋外に設置すると

（4

ます︒

五︑採用のものには薄謝を差上げ

広報まつだい係へ︒

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︒

一︑原稿の内容はどんなことでも

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︒

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

お待ちしております

あなたの寄稿を
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仲間をさそっておいで下さい︒

7月14日

6月23日

次のレコード・コンサ！トは

楽しめます︒

レコードは模疑4チヤソネルで

︵CD−14方式︶2チヤソネル

ステレオは4チヤンネルです

民館へ︒ ︵電話三〇一番︶

0時迄 −時問あな
・午後9時〜1
たのお持ちしたレコードを演奏
いたします︒申込は当日の午後
5時までに︑先着順に時間を限
度に受付けます︒部落・氏名・
レコード演奏に要する時間を公

定したレコードを演奏

・午後8時〜9時迄公民館で選

演奏時間予定

第2・4の土曜日は
レコードコンサートです

聞かせて下さい︒

あなたのレコードを
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締切りは︑七月十五日︑応募
先は︑㊥三八OI長野市栗田字
舎利田ー信越郵政局郵務部管理
課﹁手紙作文コンクール係﹂ま
たは︑松代局か室野局の﹁手紙
作文コンクール係﹂です︒

（8）

