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今春発足しました松代山岳スポーツ少年団のキャンプファイヤー（指導）が、8月22日少林寺山スキー場において実施されました・

キャンプファイヤーは万羽団長以下20余名の団員と、ボランティアによる指導陣によって、午後7時から約1時間にわたり行なわれ
ました。
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新潟県松代町公民館

電話松代7−2301番1

第1部火を迎える式はトーチにより少林寺から火を迎え、キーバに分火して営火に点火、第2部は火を囲んでのだんらん・第3部火
を送る式・キンドルサービスで終了、少年たちの合唱・ゲーム・ダンスなど、賑やかに楽しく健全な行事でした。
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保健衛生シリーズ⑫
町民の健康増進を目ざして

㈲その他検診並びに予防接種等

する︒

＠満六十五才到達者並びに転入
者についての老人健康診査記
録票の作製編綴及び診査結果
の記入は︑社会福祉係が担任

任する︒

㈲循環器検診の結果の記入につ
いては︑国民健康保険係が担

健康管理台帳制度発足
松代町総合計画にもとづき︑昨
年から関係者の間で数回にわたっ
て︑研究会︑検討会を積重ねて来
ました健康管理台帳がこの程完成
し︑取扱いに関する規程の告示も
終り︑活用の段階に入りましたの
でその概要をご紹介申し上げます︒

的

松代町
健康管理台帳規程抜粋
目

第一条町民の健康を総合的に管
理し︑保健衛生の向上と健康の
保持増進を図るため健康管理台

老人憩の家の名前

の結果の記入については︑保
健衛生係が担任する︒
㈲訪問並びに指導の結果の記録
等の記入及び見出区分の貼付
等については保健婦が担任す
る︒

加 票
第十条 健康管理台帳に余白がな
くなったとき︑又は︑加票の必
要が生じたときは︑様式二号︑
様式三号については保健婦が︑
老人健康診査記録票については
社会福祉係が︑それぞれ追加作
製編綴し︑死亡又は︑住所を有
しなくなるまでこれを継続する︒

いたします︒

入賞と同名が二点以上のものに
ついては︑抽せんにより一点を入
賞と決定いたしました︒抽せんに
より惜しくも入賞を逸しられた︑
同名応募の方には記念品のみ贈呈

永︒

三位 松寿荘⁝関谷蝶︑明和荘⁝
柳豊栄︑松寿園⁝山岸信二郎
熊越山荘⁝柳清八︑松代荘⁝
石沢雅弘︑長寿荘⁝小堺浜次
郎︑宝寿荘⁝柳いう︑大久保
荘⁝若井三好︑熊越荘⁝高野
レイ︑憩の家田園⁝鈴木マサ
子︑銀齢荘⁝室岡久助︑寿楽
荘⁝柳久吉︑亀楽荘⁝中村忠

﹁渋海荘﹂に決まる
りました︒

公募しておりました松代町老人
憩の家の名前が﹁渋海荘﹂に決ま
応募数は二七五点という多数に
のぼりました︒大勢の方々からご
応募をいただき有難うございまし
た︒関心の深さに今更ながら驚い
ている次第であります︒

決定いたしました ︒

池尻

池之畑

審査員が︑一次審査︑二次審査
抽せん会と慎重の上にも慎重に審
査した結果︑次のとおり入賞者を

若井昭

市川ヌイ

やすらぎ荘

一位 渋海荘

二位

㊦健康管理台帳

帳を整備する︒

対象者
第二条 健康管理台帳は︑松代町
に住所を有する満二十才以上の
者について作製する︒

秘密保持
第四条 健康管理台帳は︑各人毎
の疾病状態が記録されているこ
とに鑑み︑秘密の保持には特に
意を用い保管︑管理を厳重にす
るとともに︑関係職員以外の使
用閲覧を禁止する︒

生涯使用
第五条 作製された健康管理台帳
は︑その者が死亡に至るまでの
間︑生涯一貫してこれを使用す

但し︑転出者については︑こ

るものとする︒

の限りでない︒

よう︑つとめなければならない︒

有効利用
第六条 保健婦をはじめ︑関係職
員は︑健康管理台帳を最大限に
活用し︑町民の保健衛生の向上
と健康の保持増進の実を上げる

整理担任区分
第八条 健康管理台帳の整備担任
区分は︑次の各号に定めるとこ
ろによる◎

ω満二十才到達者並びに転入者
についての様式一号の作製編
綴は︑戸籍係が担任する︒
ω出稼者検診の結果の記入につ
いては︑職業係が担任する︒
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㊤健康管理台帳格納庫

老人生きがい対策
推進事業進む

↓
◎ふるさと保全推進事業
蓬平老人クラブにょるお孫さ
ん達と共同の奉仕清掃活動
→◎創作活動推進事業
暑さにめげず熱心に聴講する
園芸教室

老人個々の生きがい並に地域全体としての生きがいをはかるため今春
来︑事業を推進して来ましたが︑ふるさと文化伝承事業︑創作活動推進
事業︑ふるさと保全推進事業︑健康増進事業など着々と成果を上げつ︑
ありますので︑その一端を写真でご紹介申し上げます︒

戸籍の窓ロから

屋知田
弥 助
沖の屋

◎ふるさと文化伝承事業
↑ 苧島の神楽保存会による熱演

おくやみ
︵死亡︶

関谷馬蔵 五八歳 菅刈
五十嵐鉄治六三歳 会沢
南雲カッ 七九歳 室野

3

八月受付分 ︵受付順︶

女4，067（十1）
計8，090（十7）

数男女計

コ男 4，023（十6）

帯口
世人

9月1日現在

父孝
中村里美
長女 儀明 与善
母メイ
父一郎
若月千穂
長女孟地 糀屋
母テル子
ロ
父裕
杉 宏明
長男 千年 仁七
母秋江
父次一

人ロのうこき

ごけつえ濃

おめでζつ㊦衡
小堺輝夫●小堺富美子儀明
弥右工門

清水和恵
長女蒲生上林方
母美枝子
父博
若井博隆
長男蓬平藤見屋
母つき子
父修平
寺田
井上久美子
二女
母千代子
仙納平
父正春
中村清母
長男田代宮ノ脇
京子

転出28
減計31
転入31
増計38

3

2ρ62（十1）
菩数

死亡
7
出生

山岸正治●丸山トシ子木和田原
ごんげんどう

離巽

・ふるさ

今年は
すでに朝
顔づくり

↑老人クラブ会員作の朝顔

それは︑老人を中心として住民
の皆さんが多数参加して︑

幽創作活動
Ω健康増 進

幽ふるさとづくり
等の各事業を実施して︑﹁老人
の能力を生かした創造﹂
﹁孤独
と疎外からの解放﹂
﹁住民相互

とづくり
盆踊り講
習・盆栽
教室・菊
つくり講
習などが
開催され

の連帯意識の向上﹂など︑活力に
満ちた老後の生活を送ることので
きる環境づくりを進めることであ
り︑建設中の老人憩の家や︑これ
に接続して建設するワークルーム
その他各種施設等を利用して︑お
おむね次のような事を実施してい
ます︒

今後もい
ろいろと
開催され

ており︑

ただく計画のものです︒

◎老人一人一人
の生きがいを
陶芸教室︵楽焼・七宝焼︶
園芸教室︵盆栽・菊作り・あさがお作り︶
民芸．手芸教室︵藁工品・原色押花・文化
ししゅう︶

作品展示会
教養講座一 講話
一

俳句・短歌
一
健康管理
交通安全
囲碁指導
健康増進一 軽スポーツの普及
一 スポーツ祭典
機能回復訓練
体力増進訓練

ふるさと保全
︵郷土保全

植樹緑化事業
清掃事業

｛

高める事業

！

↓蓬平老人クラブの朝顔観賞会

霧雛叢繋蕪者育成

◎地域全体とし
ての生きがい
を高める事業
︵ふるさとづく
り︶

動

奉仕活動︶

4
恵を出し合って推進致しましょう︒

町が計画にもとづいて行なう講
習会︑皆さま方老人クラブみづか
らの創作活動等︑九月末に完成す
る老人憩の家を大いに活用しての
生きがい対策を︑みんなで考え智

建設中の老人憩の家
（使用規定や間どりは次回に）

創
作
活

H泣き寝入りせずに

上越市大手町一番二六号
新潟地方裁判所高田支部内
高田検察審査会事務局
電話 上越局︵〇二五五︶
二四ー五一六〇番

さい︒

これまで検察審査員に選ばれた
かたの中には︑自分は法律を知ら
ないから︑ということで︑その就
任を渋る向きもありましたが︑そ
もそも検察審査員というのは︑法
律職に携っていない︑いわゆる法
律の素人の中から選ばれることに
なっており︑法律その他の専門的
な事項については︑それぞれの専
門家の助言を得られるのですから
そのような心配はいりません︒
もし︑あなたが検察審査員に選
定されましたら︑進んでこれに就
任され︑その職責を全うしてくだ

たら．・︒．

◎・あなたが検察審査員に選ばれ

び補充員を﹁くじ﹂で選定します︒

三 検察審査会事務局では︑各市
町村選挙管理委員会から送付され
た検察審査員候補者名簿︵第一群
乃至第四群それぞれ一〇〇名︶に
基づいて︑一月末日に第一群の中
から各五名︑四月末日に第二群の
中から各六名︑七月末日に第三群
の中から各五名︑十月末日に第四
群の中から各六名の検察審査員及

付します︒

二 各市町村選挙管理委員会は︑
選挙人名簿被登録者の中から︑割
当てられた員数の検察審査員候補
者を﹁くじ﹂で選んで︑その名簿
を作成し︑検察審査会事務局へ送

す︒

一 検察審査会事務局は︑毎年十
二月に翌年度の検察審査員候補者
︵第一群乃至第四群︶の員数四〇
〇名を各群︵それぞれ一〇〇名︶
に分かち︑これを各市町村の選挙
人名簿被登録者の比率によって各
市町村選挙管理委員会に割当てま

選ばれるか・⁝

審査の申立てを

交通事故・その他の
犯罪で︑犯人を処罰す
るには︑裁判所の裁判
によらなければなりま
せん︒裁判所に犯人の
処罰を求める︵これを
起訴という︶のは︑検
察官の仕事です︒しか
し︑検察官はすべての
犯人を起訴するわけではなく︑ 検
察官の判断で起訴しない ︵これを
不起訴という︶ ものもあります︒

犯罪の被害者などで︑ この不起
訴処分に不服のかたは︑ 検察審査
会へ審査の申立てができます︒
検察審査会は国民の代表として
衆議院議員の選挙権を有する者の
中から﹁くじ﹂で選ばれた十一人
の検察審査員で構成され︑審査の
申立てを受けると︑事件の真相を
調査し︑犯人が起訴されるべきも
のと判断したときは︑検事正にそ
の旨を勧告する国の機関です︒詳
しくは︑左記へお尋ねください︒
上越市大手町一番二六号
新潟地方裁判所高田支部内
高田検察審査会事務局
郵便番号 九四三
電話 上越局︵〇二五五︶二四
−五一六〇番

O〃あ な た も
検察審査員に選ばれる〃

◎・検察審査会とは・⁝
検察審査会は︑国民の代表とし
て衆議院議員の選挙権を有する者
の中から﹁くじ﹂で選ばれた十一
人の検察審査員︵任期は六ケ月︶
で構成され︑検察事務に国民の意
思を反映させて︑その適正を図る
とともに︑犯罪の蔭に泣く被害者
を保護することを目的として設け
られ︑

一 検察官のした不起訴処分の当
否を審査すること︒
二 検察事務の改善について建議
・勧告することの二つの役目

老人クラブ朝顔つくりの成績

平

小堺長

若井忠
小堺国
若井要

若井政市 小堺ク
若井トラ 若井藤

若井宗吉
小堺カッ

蓬平老人クラブ︵8月17日審査︶
出品点数 一 二七点

賞

成績
町長杯
金 賞

銀

賞

若井ミネ
若井文蔵
小堺ミチ

﹃初心者の日﹄を設

松代市川ハナエ︵電話ω1212

︵電話ω19343︶または︑

申込は︑松代・若井ユキイ

方のご入会をお待ちしております︒

けて会員募集することにいたしま
した︒秋の収穫が済んでからでの
出席でもかまいません︒ご希望の

あると聞き︑

このたび︑入会希望の方が多く

を開いています︒

①茶道を学び心を豊かにする︒
②仲間同志の親睦をはかる︒
ことを目的に月二回︑第一・三
木曜日の夜町総合センターで茶会

年目を迎えました︒

私たちの﹁お茶の会﹂は発足五

募集

初心者

松代老人クラブ︵9月1日審査︶
出品点数 三三点
成績
町長杯
鈴木キク
金 賞
石ロキミ 鈴木由
太郎
銀 賞
石口国市 高橋ハ
ル 鈴木勝太郎 柳ウ
タ 植木参次郎
銅 賞
関谷テル 柳トキ
鈴木勝太郎 石口みの
高橋ハル 関谷福次
中村元二

銅

吉 二

吉治蔵

2︶へどうぞ︒

5

をもつ国の機関です︒

◎・検察審査員はどのようにして

道
茶

検察審査会よりお知らせ

夏休み
少年早朝野球大会結果

4

6・2分団

217．3分団

4

夏休みを楽しく健全にすごさせ
ることを目的に実施している 第
四回松代地区少年早朝野球 を本
年も八月一日から関係者の協力を
得て開催いたしました︒
雨にたたられた夏休みで運営は
大変でしたが︑子どもたちは元気
に参加し無事に終了致しました︒
成績は次のとおりでした︒
小学校の部

優勝

不﹁5の4分団

5外漕﹁戦ー・−分団
中学校の部

ト

10月とn月の免許更新講習会の
日を次のとおり変更いたします︒

のは中止です︒

10月は1日︵ 第三金曜日のも
︶

n月は5日

会場・松代町総合センター
受付・午前九時三十分〜十一時
講習・午後一時〜三時

により更新手続ができます︒
◎ m月1日の更新講習日には︑
免許有効期限が11月5日までの
方と︑出稼される方を対象とし
て特例更新を受付けます︒
◎ n月5日は︑出稼されない方
の特例更新を受付ます︒
なお︑10月1日手続者の免許交

運転免許更新講習日の変更と

照会ください︒

不明な点は町役場︵電話︵代︶
7−2220︶総務課交通係へご

付予定は10月末です︒

特例更新のおし
持参するもの・免許証︑写真一
枚︑収入証紙千三百円︵銀行
で売っています︶︑印鑑︑現
金千円程度

特例更新について
◎ 免許証の有効期限が昭和52年

4月15日までの方は特例の適用

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

第三十回松代町長杯争奪野球大会

決勝大会結果

松代町
商工会
青年部

役場体
育部A

クラブ

ーーマン

ポスト

ブロック代表ニチームを選出︑六
チームで行なわれたもので︑どの
チームも予選を勝ち抜いた実力を
備え熱戦を展開︑町長杯争奪にふ
さわしい大会になりました︒なお
試合結果は次のとおり︒

土木クラッシャーズ︵土木事務所︶が優勝㈲
松代町野球協会主催の第3
0回
0回︶松代町
︵発足20周年・通算3
長杯争奪野球決勝大会が︑8月29

日松代高校グランドにおいて行な
われ︑決勝は土木クラッシャーズ
と町商工会青年部Aとの対戦にな
ーり︑土木クラッシャーズが圧勝︑
初優勝をかざりました︒
この大会は参加24チームを三ブ
ロックに分け︑リーグ戦にょり各

受検資格は︑昭和27年4月2日から︑昭和3
4年4月1
日までに生れた方で︑職員を採用する団体におい
て適格と認められた人です︒
試験の内容と程度は︑高等学校卒業程度の内容で︑地
方公務員として必要な一般知能および教養につい
て択一式にょる筆記試験並びに作文試験です︒

職種は︑一般行政職︵一般事務補助︶です︒

バイソン

千年

4−1団たつ
けなし

1・2分

無名

蓬平

︵3分団︶

三輪車

菅刈
ライズ

ニア南
オン部

試験日と会場は︑10月24日︵日曜日︶に︑上越市立南

幽決勝大会におけるホームラン
小堺定男⁝⁝役場体育部A

クション

西松コ
ーンストラ

ズシク
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多1

松代町職員の採用試験

3

0
7

中学校で行なわれます︒
申込手続は︑9月20日までに写真二枚を持参して町役
場総務課へおいで下さい︒ ︵写真の大きさタテ4
㎝ヨコ3㎝・裏に撮影年月日と氏名を記載のこと︶
詳しい照会は︑町役場総務課へどうぞ⁝⁝⁝︒
電話︵代︶7−2220
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