町PTA大会盛大に終る

がなされました︒

︑︑

ことが多いので充分対話の時間を
とらなければならないし︑身をも
って勤労の尊さを教えなければ理
屈だけでは駄目なのではなかろう
か︒②話し合いが大切な事はわか
るが︑子どもの学校からの帰りも
おそく︑疲れてもいるので思う様
kいかない︒という様な話し合い

ながりを持つ為﹁の対話から生れる

少なくなるように思われる旨の提
案があり︑それにつUて話し合い
が行なわれました︒①勤労意欲は
家庭において躾けなければならな
い事で︑それも︑親と子の心のつ

去る十月二十五日︑町総合センタ：において本年度の町PT
A大会が約百八十名の参会者のもとに開催されました︒﹁
この大会は︑研究主題を﹃松代町の子ども達が本当にたくま
しく育つためにPTAはどの様な活動をすればよいか﹄という
ことで︑発展をとげつ﹄ある郷土の中で︑地域に生きる人間と
しての本質を参加者自身が再確認し︑もって教育推進のため分
研究を行わねばならないことを主眼とtて開かれたものです︒
この日は朝九時半より開会式︑続いて五つの分科会に分れて
午前中熱心な研究討議が行なわれました︒

ました︒

第三分科会は﹁よりよい環境作
りをどの様に進めたらよいか﹂と
いうテーマで話し合われました︒
こNでは先ず︑子どもの実態を把
握しそこから遊び場の問題︑子ど
もの為の文化センター等の施設が
ほしい︑等の提案がありました︒
①環境作りとは何だろうかを皆で
考え合い︑よりよい自然環境を作
ること︒②チども達が将来ふりか
えって気持のより所となる様な環
境を作り上げることではないか︑
との話合いがなされました︒
次に子供会の育成について︑マ
スコミからの影響︑交通安全問題
等も合せ考え．①たy夏休み中だ

蕨襟播
く想第城

面−謎松
東館電

頸長話

庭における健康指導について
は︑①布団干しの励行︒②テレぜ

前提として討議が交されました︑ゆ

第四分科会では﹁子どもの健康
づぐりをどの様に図るか﹂という
こと惑︑健康とは心身両面の健康
を考えて行かねばならないことを

いがなされました︒

けという様なことでなく︑年間を
通じてその育成や活動を続けるべ
きである︒②その指導者が無償奉
仕という姿であってはならないの
ではなかろうか︒等数多くの話合

昭

和

印刷・松代印刷所
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》ザ

の見方の指導︵視力低下防止︶︒

0帰宅後の遊び︒④自転車の乗り
方への注意︒⑤歯みがきの実行︒
⑥入浴指導︒等︑数多くの議思が
出されました︒また︑PTA活動
としての保健委員の仕事にふれ︑
①夏休みラジガ体操の実施︵親子
全員で︶②運動会等への積極的参
加︒0学校の便所清掃を年何回か
行う︒④臨海教育に父兄も参加︒
等が話合われ︑ド各学校で﹁保健だ

︵次頁へ続く︶

より﹂を発行し父母の啓蒙の資料
とする事を申合せました︒また︑
あらゆる保健麗係者の組織を作っ
て今後全力をあげるべきではない
かとも話し合われました︑
第五分科会は﹁進路と地域の間
題はないだろうか﹂というテーマ
でした︒先ず高校進学の実態から
年々増加する進学率に対して少数
ではあるが就職する生徒もいる︑
この生徒たちのことを忘れている
のではなかろうか？との話がでて
後継者問題ともからみ合せ︑現在
の学校教育の中で︑子どもに土に
生きる信念を持たせ得るだろうか
との話から︑学校は資料を集め提
供するから︑その情報を手がかり
に︑親・子ども・教師が話合いに
よって決めるのが一番良いとの結

（1）

先ず第一分科会では︑
﹁PTA活動をよりよく
する為の組織づくりと活
動はどの様にすればよい
か﹂というテーマでした
が︑組織づくりは︑①そ
の活動内容を考えて︑本
来のPTA活動とは何で
あるかをよく考えて作ら
なければならない︒②構
成・活動方法共に一番大
切なのは会員の意識にか
﹄ることで︑一人一人が
PTA会員としての意識
をしっかりと持ち続けな
ければならないのではな
かろうか︒③兎角母親だ
けのPTAになり勝ちな
会にもっと父親も参加し
積極的な活動を図るべき
だ︒等々の内容で︑もう
一度各学校で深く考えな
おすべく申合せが行われ

第二分科会は﹁家庭教
育のよりよい推進をどの
様に進めたらよいか﹂と
いう題で︑先ず子ども達
が親の目から見て︑ 理屈が多くな
り︑勤労意欲に乏しい様に思われ
また︑大きくなると親との対話が
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子どもたちをたくましく育てよう。p†Aは現状オいいのか？『i

論となり︑①町として農業後継者
問題をどの様に考えているか︑積
極的に考えていただくこと︒②後
継者は単に農業経営を継ぐだけで
はないのだから︑郷土を愛し︑親
を大切に思う心情を育てることが
一番必要なのではないか︒等々話
合いが行なわれました︒
午後は終一時間三十分にわたり
上越市の社教委員の杉臣正氏によ
る﹁家庭教育の必要性﹂と題する
記念講演が行なわれました︒子ど
もは常に大人の行動を見つめてい

る︑正しいと思われる事︑悪いと
考えられる事は︑大人の行動の中
から︑また︑話合う中から学びと
っている旨のお話があり︑午後三
時閉会となりました︒
次の時代をになう子供達のより
よい育成は︑地域開発と共に考え
て行かなければならない事であり
今や急務とさえ言われる子どもの
問題は地域ぐるみで考えなければ
ならない重要性を持つものとして
参加された方々の胸深く感じてい
た父いた意義ある一日でした︒

●書2§◆○茎き◆◆＄‡＆
⑦

た板をおきマヒ足のカカトがつく
ように注意します︒
これは仰臥位の場合で︑側臥位の
時は図2のようにする︒
先ず健康な側を下にする︑マヒ
側を下にすると動かすときに肩関
節の組織を損傷する危険がある︒
次に上の方の腋の下から胸にかけ
て大きな枕をおきその上に手をの
せ︑手には仰臥位と同じくタオル
をまるめてにぎらせる︑下肢は健
側を伸ばし患側は前に出し両ヒザ
の間に大きな枕か毛布をた﹄んだ
ものをはさみ︑足関節は直角にな
るように 砂のう で固定する︒
同じ姿勢で何時間も放っとくと
良肢位であっても褥創が出来やす
いので二〜三時間毎に体の位置を
かえて褥創を予防します︒
看護やリハビリがし易いように
又︑清潔の面からもリンゴ箱の利
用などにより是非ベツドに患者を
寝かせて頂きたいと思います︒
恢復にいくらリハビリが必要で
も医師の許可があるまでは決して
練習を始めてはいけないことを
繰返えし申し上げておきます︒

県内にもリハビリ専問の施設は
数か所あります︒

役場にもリハビリのスライドが
ありますので婦人会など集会の際

」

ご利用下さい︒

図1良肢位

ビリテーション
いくつかあります︒例えば内反
尖足︵足が内側に傾き真直にな
る︶や股関節や︑ひざが曲った
ま﹄伸びなくなったり︑肩関節
が固まって手先が腰の方に曲っ
たま〜固定する場合があります
こうなると他の人から衣服を着
せてもらうのさえむつかしくな
ります︒まして一人で日常生活
が出来るようになるのは尚更む
つかしくな り ま す ︒
では︑どのようにして良肢位をと
らせるかとい﹄ますと︑図1のよ
うに上腕を十分に開いて腋の下に
大きな枕を当て肘は大
体九十度に曲げ︑手首
は上の方に少しそらし
手にはまるめたタオル
を軽くにぎらせる︑特
にマヒした手足はむく
みが起り易いから肩よ
りも肘︑手指が高くな

／1＼

脳卒中リ
リハバリテーシヨンとは︑体の
失われた能力をとり返す再起再生
ということです︒
脳卒中によりマヒした手や足の
はたらきを回復するための運動を
介添えが居て患者に手伝うものと
患者自身が行うものとがあります
脳卒中の発作をおこしてようや
く命をとりとめても手足のマヒ等
で一生不自由な生活を送らなけれ
ぽならない人がたくさんいます︒
発作をおこした人の半分位いは大
なり小なりの後遺症を残すと考え
られています︒完全な恢復は困難
でも発作後早い時期に適切なリハ
ピリテーシヨンを行えば或程度の
恢復が期待さ れます︒
病人に必要な普通の医療と看護
の外に出来るだけ早くやらなけれ
ばならないことがいくつかありま
す︑それは次のようなことです︒
一︑患者の筋肉がおとろえるのを
るようにおく︒

微勿

髪．

．％

／
図2

防ぐこと︒

二︑マヒした手足などがそれ以上
使えなくなることのないように
する︒

は外側から 砂のう

下肢は股関節が外側に
向くのや︑尖足防止の
ため両下肢はそろえて
伸ばし︑マヒ側の足に
か 堅い布とん を当
て︑外側にねじれるの
を防ぎ︑時々ヒザの下
に毛布を入れ︑ヒザが
伸びきりになるのを防
ぐ︒足関節は︑足首が
直角になるように 砂
のう か︑直角になっ

㌧．ノ7
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笏を

三︑その患者の手足を使わせるよ
うにし︑それも出来るだけ早く
やらせて依復を助ける︒
◎以上三点ですがリハビリは必ず
マ医師の指示によって行わなけれ
ばなりません︒

◎リハピリを始める前に一番大切．
なことは良肢位をすることです
良肢位とは︑脳卒中の患者は自
然におこってくる手足の変形が

09寸レ

、

講

等︾国保加入の
㌔

≧§≦ーーーーーー拶

＜正月帰省バス運行計画＞

福島

世帯︵昭和四八年度︶

宮沢正臣
若井常治
鈴木春吉
市川辰次郎
・佐藤一義

徳院

上西

へ

忠左工門
吾妻屋

十一屋︑

太夫様
常七
五右工門
橘屋

臼年以上医療給付を受けなかった

美濃和政則

野ーー健康家庭に報償ーし
松代町では︑国民健康保険強調
月間にあたり︑国保加入世帯のう
ち︑健康で家族ぐるみ医療費の給
付を受けなかった世帯に報いると
共に健康をた〜えて︑この程感謝
状と記念品を次の世帯に贈呈いた
しました︒

報償要件

︑藩選鱗韓辮
島田辰治
柳 一郎
高橋トラ
﹃五十嵐政勝

小堺長一

寺崎正義

米持 定
小堺庄作
中条庄次郎
谷沢由太郎
佐藤一雄

国民金融公庫

はば

あづまや

・家の下

梨の木
木和田原 藤屋

高田支店からお知らせ
年末に︑金融公庫の融資をご利
用下さい︒

年利

八・九％︑

融資限度額
一般口 八○○万円以内
︵特別の場合千五百万円以内︶
利率

％︑七・○％︶

︵特別の場合八．軌．五％識﹁八・○

期間

1 役場前発 午後4隙時 大島乗替で東京・名古屋へ

小堺直太郎

運転資金 五年以内
設備資金 七年以内
︵特別の場合十年以内︶

＜再赴任バス運行計画＞

一石沢三平
保証人 一．名以上

担保

︑原則どして五〇〇万円まで不要

受付は1月2日午前9時から午後4時まで役場職業係で

天京
作十郎
五郎作﹄
平次郎
板屋
下林
吉野屋
吉右工門
中屋
吉兵衛

再赴任の受付は……1月2日1日限りです

短期運転資金︵期間一年以内︶長
期運転資金及び設備資金について
いづれも重復利用ができます︒
詳細は次へ気軽にお間合せ下さい

役場前発 午後4時時東京・名古屋へ

1

第二次案

相談係﹁仲野﹂

i（若干の降雪の場合）

国民金融公庫高田支店

いたします、電話等で申込んで下さい。この時間以外は一
切受付をいたしませんのでご了承下さい。

曾．上越二四ー二三四〇

お正月を一家団らんですごされたあと職場へお帰りにな
られる場合も貸切バスを運行する予定です。

島田屋
与右工門
吉田屋
中町
水上
藤八

（降雪のない場合）

第一次案
（3）

ます

この調べは毎年三月三十一日現
在で調査いたします︒
二︑右の期間内に国保税等の滞納
金がないものでお医者さんから
の請求書又は受領書により︑医
療の給付を受けたことがない国
保世帯に対して予算の範囲内に

したら料金を添えて12月10日までに役場職業係へ申込

濁竹〃〃
所

松代〜名古屋

松代〜東京

・荷物はスーツケー

おいて報償する︒

出稼者の皆さんには、季節移動労働者必携ですでにお知
らせいたしましたが、一般の方々でもしご希望がございま

小島作松
柳 市雄
小島良治
小林昭平
柳 熊治
若月ミカ
小林忠治
山岸カネ
山岸敏行
堀川兼正
佐藤 強

午後
r牛後
8時まで τ時まで15瞳まで ・最悪の場合大島よ
り歩かれる服装、
ロ
出発時刻…午後9時 午後8時1午後6時
履物の用意を願い

1
松代着1翌朝19時頃，翌朝9時頃 翌朝10時頃

いこと

五年以上医療給付を受けなかった

より実施いたします。

室福〃蒲莇田苧滝〃〃犬海〃蓬桐会〃〃千〃〃〃〃松
野島 生平代島沢
伏老 平山沢
年
代
午後

集合時間

王野
辮羅．前豚駅西・ ・酒類の飲食はほど
ほどに
酉郷銅像脇

集合場所

ス1ケ程摩
29日

28・30日
28●29●30日

出発日

12月

5，300

3，600

4，000

金その他

τ2月』

12月

・集合時間は厳守
4，600円

2，900円

3，300円

料出稼者

お守りいただきた
東京〜松代 名古屋
一松代 大阪〜松代

世帯︵昭和四四年〜四八年度︶

毎年実施おります出稼者の正月帰省バスを、今年も次に

千年 田保
海老 大下

んで下さい。申込み用紙は役場に用意してあります。

相沢三男
菅刈 幸左工門
若月ナカ
海老 忠左工門
三年以上医療給付を受けなかった

正月帰省バス運行

柳金兵衛
富井タケ

一申込みは12月10日までに一

世帯︵昭和四六年〜四八年度︶

家族そろつて正月を…・∴

なひもじりりちゅずニの

翫

りりちもまちのりりちゅロリンちずニゆぺリンゆの やニゆロずちゅずニのロリまちずニののりりのロリリちこのちロリリちゅりリニゆコリンちず

ー

ボ

ゆロリリちもまちニリちりぜ

㌔〜．；ζ㌦

ボ

一
凶
飲酒運転追放0〇日運動実施︶㌔
・農・ζ：◎；・5◎ζ＝．：を．

教育を撤底する︒

よ運転者に対する酒類提供・あが
り酒等の地域慣習を打破するた
め︑各種学級講座等による社会

放の気運を高める︒

自主的に行われるよう勧しよう
し︑職場内における飲酒運転追

わせ︑宣言︵決議︶署名運動等が

︑一ゴ9；書⁝．︑●：噂︒の：ζ﹂：の魑〜φ﹂39； 9D◎3σ； ゆD・︒︒．︑・．・3・ご◆■●・．・●︑・：

この目的は

することです︒

▲飲酒運転は︑交通違反であると
ともに︑死亡・重傷等重大事故に
つながります︒酒を飲むと気が大
ぎくなり︑スピ：ドを出しすぎた
り︑正しい判断ができなくなり︑
無理な追越しをしたり︑睡魔に襲
われいねむり運転をするなどのも

飲酒運転は︑いわゆる交通三悪
のうちでも最も悪質な行為であり
その追放に努力していますが依然
としてあとをたNない実情です︒
特に︑例年秋から年末・年始にか
けては飲酒する機会が多くなるこ
とから︑飲酒運転による重大交通
事故が多発する傾向にあるので︑
みなさん一人一人の自覚のもとに
総ぐるみの力を結集して︑飲酒運
転をなくするための社会慣行を確
立し︑もって交通事故の防止を期
実施事項
次の3件を厳守いたしましよう︒
①酒を飲んだら︑運転しない︒
②運転者には︑酒をすNめない︒
③運転するときは︑酒を飲まない

愛車が凶器に早変り

酒飲めば

とになります︒

L飲酒事故防止のため警察では検
問の実施で指導取締りの強化を
するとともに︑酒気帯び・酒よ
い運転をさせたり︑これを轄助
した者に対する責任追及の撤底
を図る︒

乞飲酒運転追放宣言等の促進など
を行なうため会社・事業所等に
おいて︑飲酒運転追放の申し合

贈答用小包は早目に
▼郵便番号等ははっきりと▲

あて先の郵便番号︑住所︑氏名
が正しく書かれていないために迷
い子になる郵便物が毎年かなりあ
ります︒

迷い子の郵便物をなくすため︑
団地やアパートに住んでおられる
方にあてる場合は︑アパート名や
棟番号などを正しくはっきりと書
いてください︒

特に︑下宿や同居されている方
或いはお子さまあてのものは︑世
帯主名を忘れずに書きましよう︒
▼荷造りにも注意して▲

小包をつくるときには︑じよう
ぶな包装紙やヒモで荷造りをして
中身がとび出さないようにしてく
ださい︒特に︑ナマ物を送る場合
には水分が外へ出ないようにしっ
かりと包装してください︒

︵受付順︶

戸籍の窓ロから
十月受付分

蒔つえ蔑
おめでζつ動衡
︵松代︶

樋口勝彦・鈴木旬子︵松代︶
関谷春男・石口陽子

︵儀明︶

︵松代︶

︵蒲生︶

︵松代︶

︵松代︶

︵蓬平︶

︵松代︶

︵松代︶

等・若井利枝子︵小荒戸︶

柳修一・畑山知鶴子︵犬伏︶
笠原

祐二鵬ぜ男

布施ゆう子驚つ響女
関谷

父 信
和明母セキ子二男

和明騒篠勇

若井

関谷

稔羅窒男
希馨智伽二女

明美驚報婁

市川

相沢

蕎馨轡男

山岸弘美驚嬰女︵木和農︶

山岸孝驚智讐男︵木和農︶

︵死亡︶

おくやみ

︵蒲生︶

シイ

︵蓬平︶

︵寺田︶

︵菅刈︶

八三才
七五才
七六才
七八才

︵室野︶

︿寺田︶

イチ

テイ

七五才

．七五才

冨作

ツナ

孫市

人口男4，214（一19）
女4，240（＋4）
計8，454（一15）

県知事賞受賞！

体 重

1松代郵便局1

（11月1日現在）

高橋正高氏︵臓翰たそ︶

管囲

蔓八勾

鑓巽
柳
小
堺

米山倉若井柳
持岸石井上

人口のうごき

ー上越畜産共進会に於て
去る十月十二日直江津家畜市場
に於て︑第十六回上越家畜共進会
が開催され︑黒毛和種繁殖雌牛の
部に出品した儀明︑高橋正高氏の
牛が最優秀となり県知事より賞状
及カツプ︑又各団体長より賞状及
賞品が多数授与され参集者から万
雷の拍手をあびました︒
又︑黒毛和種子牛の部では蓬平
若井徳吉氏︑儀明高橋正義氏の出
品牛が︑優秀賞第一席及第二席に
それん〜入賞表彰されました︒
尚︑高橋正高氏の受賞牛の測尺
等は左記のとおりです︒

号 生年月日 産 地 産歴

竃伽

転出67
47
転入

すすむ号醤︑一年鎗中磯響連産

体高闘囲
三奏里議

（4）

死亡 『6
11
出生

（一8）
2，115
世帯数

名

