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《人ロの動き》 男3，125（＋7）女3，155（一3）計6，280（＋4）世帯数1，728（＋2）
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柳ナヲさん宅を後にした︒いつ

いしそうに食べる顔を見ながら

いて若い頃もときどきやめたり︑

います︒タバコは自分の体に聞

の秘訣について聞くことにした︒

れた︒記念品の伝達の後︑長生き

トユさん︶の出迎えである︒ナ

さあさあ︑奥へと︵お母さん︑

たのは1
4日の9時 過ぎである ︒

寿老人の記念品を伝達にあがっ

年5月28日生まれ︶私達が︑長

部落より︶一軒目右側︵明治22

場︶片桐山部落に入って︵孟地

柳ナヲさん宅は︑︵片桐山干

人ですよ︑病気などしたことが

草を飲んで体を大事にしてきた

す︒おばあちゃんは若い時から薬

のはなんですか︒葛粉が好きで

も食べます︒特に好きなたべも

頃です︒食は良い方で︑なんで

トユさんが朝ごはんは8時3
0分

やりながら足がしびれると話す︒

ばあちゃんは腰のあたりに手を

すか︑酒は4年程前からやめて

なされた︒酒︑タバコはどうで

ど麺類ですよと︑お母さんがは

うですか︒麺類が好きでほとん

ありふれた質問で︑食事はど

私達を迎えてくれた︒

んは︑隣の部屋から元気な姿で

がみえられたで！﹂おじいちゃ

晴らしい造りである︒﹁役場の方

二階の部屋に案内された︒素

されて正座された姿には︑言葉

仕事にもくよくよしない︑気
持の持方でしょう︒背筋をのば

〜50年前の

方が来ると︑

も気にされるそうです︒良くね
むり︑近所の

量は一定していて︑量の多少に

野菜が大好きです︑ごはんの

好きなものは何ですか︒

てしまった︒︵耳が遠いと思った︶

私の早合点でお母さんに聞い

今は吸わないそうである︒諦め

ヲさんは正面に正座して︑私達
ないですね．子

長生きの秘訣はなんですか︒

の良い人ですよ！

までも長生きして下さい︒

万羽島さん︵会沢堂ノ前︶宅
は︑県道松代・岡野町線を少し

を迎えてくれた︒︵耳が遠いとい

供さんは3人で

い．織︑響い．り撒黛黛簸︑驚鑑灘︷憲鎌輯灘

雛鷺灘鐙継羅譲癒臓礁隣

IIII

入ったところにある︒

うことでトユさんの通訳で対話

てくれるそう

家族を笑わせ

お！と話され

らえらっけの

年金は何時も

の楽しみで︑

やるのも一つ

孫達に小遣を

子供さんや︑

と思った⁝⁝︒

一度聞きたい

間があったら

いう．私も時

話をされると

40

れる︒私も通勤途中でその姿は

前で︑日向ぼっこ？をしておら

日は︑毎日といって良い程玄関

送りの足の良さ︑最初に失礼し

帰りの挨拶をしたら玄関まで見

の良かったのが印象的でした︒

ゃんは正装して私達を迎えてく

た耳の良さには驚かされた︒

日向ぼっこのせいか︑少し艶

そうである︒

一日も早くひ孫の顔がみたい

だ︒

ツタさん（千年徳左エ門）

何時も拝見している︒おばあち

佐藤ツタさんは︑天気の良い

ンの音がした︒

で稲を満載した耕頼機のエンジ

に表わせないものを感じた︒外

孫は6人だそう
だ︒お菓子をお

昂さん（会沢堂ノ前）
万羽

佐藤

となった︒

朝ごはんは何時頃ですか︒お

柳 ナヲさん（片桐山干場）
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に座っていたお母さんが︑良く

嘩など︑どんなものですか︑隣

たときに︑そっと荷物の中に入

いた︒2︑3年前に遊びに行っ

と︑水槽に綺麗な金魚が泳いで

盆栽︑詩を創ることが楽しみで

と︑孫13人︑ひ孫5人おられる︒

19才で結婚︑6人の子供さん

達は小堺宅を後にした︒

も歩いたで

が︑近所同士でダイ

られるかもしれない

は﹁ワラジ﹂をはいて行ったも

たものですよ︒山仕事に行く時

粉餅を突く時︑中に小糠を入れ

いのに︑月に3俵の米を食べた︒

結婚ですか︑変愛結婚ですかと

感激している小堺さんに︑見合

焼︶である．

らしい高砂のジジ・ババ︵九谷

せていただく事になった︒素晴

らい帰ることにした︒

額に入ったタンザクを見せても

ね︒詩は年に50位創るかのお︒

使わないとサビますからね！

しらそえ！本当はしないそうで

れてくれたのだそうだ︒

スはないですか︑そんなものは

＊

ダイヤモンド夫婦紹介
ある︒

道も今ほど良くなかった︒ 牛

ないね⁝⁝話は小堺さん夫婦の

頬笑ましい話を聞きながら私

国道鵬号線に車を止めて︑池
にリヤカーを引かせての運搬で

今の若い夫婦に何かアドバイ
田さん宅に向かう︒松代町で今
ね︒すこし位遠くても今は車で

0歩
50〜6

年のダイヤモンド夫婦は3組で
運ぶから早いし楽ですね︒
晩酌はやりますか︒

2組目の小

あろうか︑

堺義助さん

宅へ着いた．

なつぼみを

庭先に小さ

付けた菊の

鉢がズラリ

と並んでい

る．ダイヤ

モンド夫婦

に記念品を

持って来ら

れた日本生

命の佐藤さ
んと一緒になった︒

ヤモンド夫婦が誕生

のですよ︒今は道路も良くなり

尋ねると︑親同士が決めたそえ︒

そこで日本生命の記念品を見

した︒小堺宣二郎︑

車も通りますからね！楽しみは

長生きの秘訣は︑何ですか︒

人家族︑30〜40俵しか取れな

苦労話に入った︒子育ての頃は

すよ︑そんな話をしながら写真
を とりますの で今少し︑ 接近︵夫

って毎日やっています︒

量は少しですけど体に良いと思

婦に︶してもらえませんか⁝⁝︒
苦労話︑若い夫婦にアドバイ
楽しみは何ですか︒

戦争中は︑子供も多かったし

スでもあったら話して下さい︒

プロレス︑相撲が好きです︒お

テレビを見ることです︒特に︑

ばあちゃんが︑女ってがに︑面

苦労しました︒大学まで上げた
者も いるしね︒田 畑 も 人 に 比 べ

白いがのお！人は見せ物という
でもそえ⁝⁝丁度良
い時間に来てもらい

ましたよ︒3時頃に

なると相撲が始じま
りますからね︒

私達は︑仲の良い

そんな会話を聞きな
がら池田宅をでた︒

＊

わ乃さん夫婦がその

何ですか︒関東方面にいる子供

働くことではないかね︒機械も

珍しいと言うと怒

一組である︒

のところへ遊びに行って来るこ

小堺義助・シヨさん夫婦

儀明

小堺喜一郎・わ乃さん夫婦
儀明

60年間というと喧

12

て何ヶ所にも分かれていますし

蒲生池田勘蔵・カメノさん夫婦
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盤嚢法・
用便が終わったら
①汚れを広げないよう︑前から
後ろに向けてふく︵可能な限り
②片手で腰を持ち上げ︑もう一
方で便器をはずし︑寝巻や寝具

︵保健衛生シリーズ⑮︶

便器を当てがう︒

を元どおりにする︒

病人自身にさせる︶︒

③体を元どおり仰向けにする︒
③病人の手を洗う︒

れています︒

老化現象と関係していると言わ

食物嗜好性の変化は︑これらの

少が生じます︒高齢者における

の縮少とともに︑味覚機能が減

小野島歯科医

鰺の百科最終回

ロの中の老化について

老化は︑命あるもの全てに︑

加齢とともにやって来る避ける

の減少とその周囲の脂肪組織の

唾液腺の老化は︑唾液腺細胞

増大となってみられます︒その

事ができない現象です︒

その発現︑経過に個人差はあ

結果︑唾液の分泌量減少や酵素

◇

排便の世話を受けることは病

りますが︑他の身体部位に比べ

活性の低下となり︑口の中が乾

◇

④換気をし︑便器を片づける︒

☆便器を当てがったら︑手の届

て口及びその周囲の老化は︑比

次のような心配りを

くところにちり紙と呼び鈴を置

較的早期にかつ著明に出現しま
す︒

ないようにしましょう︒

一︑二度失敗︵おもらし︶が

まず︑顎の骨の老化は︑大体

って初まり︑老化によって骨量

心理的に強く作用します︒

象は︑肉体的のみならず精神的︑

この様な口に現われる老化現

れる結果となります︒

の減少となり︑骨折しやすくな

によって︑筋収縮︑伸張の能力︑

ために働きつづける意欲を満た

持し︑その余生を楽しみ社会の

老人が高齢者なりに健康を維

筋力が老化により著明に減退し

すためには︑ ﹁食べる事︑味わ

歯の老化は︑咬耗︑即ち歯が

で︑各れがそこなわれても生き

これらは︑全て口の大切な機能

その程度によって︑年齢推定さ

すなわち︑高齢者にとって︑余

う事︑しゃべる事﹂が大切です︒

え行なわれます︒歯肉も︑血管
の硬化と共に血液循環が十分で

生をより良く生きるための大切

重要な課題と言えます︒

老化防止は︑老年医療の中でも

がいは強く影響されます︒口は

なくなり︑歯槽膿漏が急速に進

な器管です︒その機能の保持︑

る味細胞集団の減少と分布範囲

味覚機能の老化は︑味を感じ

行する原困となります︒

すり減る事が代表的な現象です︒

ます︒

顎の筋肉は︑神経細胞の減少

ります︒

四〇才頃より骨密度の変化とな

燥し︑なめらかでなくなり︑舌
運動や物を食べる動作が阻害さ

人の心の負担になっています︒
気兼ねをさせない心遣いを忘れ

配のあるときは︑

☆大便が散る心

き︑用便中は席をはずす︒

新聞紙などを広

ヨックは︑病人に心の張りを失
わせ︑ボケの引き金になること

あっても︑安易におむつを使う
のは禁物です︒おむつを使うシ

げて一方を便器
の下にはさみ︑

もう一方を便器

いくことで︑寝たきりの状態か
ら回復できるお年寄りも多いの

も︑できるだけ掛け布団はとら
ない︒

があります︒逆に排便がうまく
て︑﹄腹にかけて

です︒

の前を覆うよう
ひざ
に膝の間を通し
おけば大丈夫︒

☆女性の小用の

場合は︑ちり紙
を縦四つ折りに
ひさ

して前に・当て︑

膝を合わせ足を
ない︒

開かせるようにすると外にもれ

①座ぶとんを二つ折りにし︑病
人の片側の腰の下にはさむ︒

②体を︑座ぶとんがはさまれて
いるほうへ横に向け︑手前から

☆寒くないよう︑また︑余計な
しゅう恥心を抱かせないために

を置く方法が楽です︒

ベッドと違って位置が低く︑
看護人の力が入りにくいので腰
を持ち上げるのが困難︒病人の

▽畳に寝ている場合ム

める︒

く︒便器の位置は適当か︑痛く
ないかなどを本人に聞いて確か

③片手で腰を持ち上げ︑もう一
方の手で便器を持ち腰の下に置

とタオルを重ねたものを広げる︒

②腰の下にビニール︵防水布︶

てさせる︒

①寝巻のすそを腰の上までたく
ひざ
し上げ︑足をやや開かせ膝を立

▽ベッドの場合△

便器の当 て 方

当てがうようにします︒

前もってカバーをかぶせてから︑

り︑痛かったりするので︑必ず

便器が体に当たると冷たかった

便器を使っての排便は︑直接

蜘離
体を一度横向きにしてから便器

気兼ねをさせない心遣いを
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藤都縫製

有限会社加藤都縫製松代工場
︵加藤正夫社長︑本社東京板橋
区赤塚︶が大字松代に進出し︑
3月1日でした︒

︵松代町への

操業を開始したのは︑昭和4
8年
工場進出の第一号である︒︶

ロンのせいであった︒︶

仕事の内容は婦人服︵スーツ︑

︵裁断されたもの︶日に6

ワンピース︑コート類の縫製で
ある︒本社から布地が支給され
る︒

才前後の人が着る服で︑主に

0着の服ができあがる︒服は
〜7

ゃましたいのですがと︑電話を

4日の午後これから︑おじ
9月1

従業員は19人︵社員4人男子3

5万円程度のものが多いそうだ︒

分から午後5時まで︑工場の様

人女子1人︑パートー5人︶平均

長命寺橋︵町道松代︑松之山

子を伺ってから作業場へ案内し

年齢は40才︑勤務時間は8時10

線︶上で会社の全景写真をとり︑

てもらった︒

された︒ ︵工場内を案内されて

色の違う服ができるのだろうか︒

色のミシン糸である︒これだけ

先ず目についたのは︑色々な
分ったことだが︑スチームアイ

と思いながら︑社員食堂に案内

玄関の戸を開ける︑暖かいなあ

いう返事であった︒

原稿の締め切りのせまった︑

0

0分頃どうぞと
入れたら︑4時3

30

織

カロ

ひQ
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入口から順番に流れ作業で︑左

右の一番奥が仕上げで男子が担

当していた︒

家庭の事情とか︑最初は出入

が多かったが︑最近は会社の様

子が分ってきたことなど勤める

人も固定してきたとの工場長の

話︒町も新しい工場誘致に大変

であろうが︑今︑定着している

工場が共存︑発展していけるよ

夕暮れなった渋海川をみなが

う努力してほしい⁝︒

ら工場を後にした︒
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傾向を大まかにお知らせいたし

の出稼求人状況の中で︑現在の

上廻る求人数で幕をあけた今年

本年は一転し︑各企業共昨年を

不況続きであった産業界も︑

面がはっきりと出ている状況で

う一つ振わず︑厳しい財政抑制

稼ぎされている︑建設関係はも

ど例年並でしたが︑一番多数出

であった︑酒造︑染色関係は殆

昔からこの土地の出稼ぎの型

今年の出稼求人情報から

ます︒

位まで︶があり︑高年令になる

ただいずれも年令制限︵五十歳

量の求人申込みがありました︒

いるのは自動車関連企業で︑大

関東方面はのびなやみが現況で

尚︑求人は中京方面が多く︑

す︒

く︑全般に好転しているようで

職種の求人は昨年よりも多少良

その他近年多面化されている

この事業は︑年々減少する農

路線すべてが完了いたしました︒

発足させこのたび希望のあった

として農道の生コン舗装事業を

町は今年度の新規事業︵町単︶

す︒

とオートメーション化について
いかれない面がある等問題があ

の維持管理がむずかしくなって

である北越北線のアウトライン

道で急勾配︵八％以上︶急力ー

対象農道は町に登録された農

す︒

の挨拶があり︑組合長よりは農

の説明があり︑今後変って行く

きた状況に対応したものです︒

協運営への協力を願う旨のお話

職安の出張所長よりは︑本年

ブのカ所をまず舗装するもので︑

昨年度決算︑本年度予算等それ

度の求人状況を現在の経済界動

刈入れもすむと︑出稼ぎの準

であろう出稼形態への対応を望

ぞれの原案承認を見︑終始熱心

向から見ての分析があり︑一部

備が始ります︒高令化していく

しがありました︒

経済界の上向き傾向を反映し

な進行の内に十二時閉会いたし

職種︵建設関係︶の不況はあるも

出稼ぎの中で︑健康への留意と

沢︑木和田原︑各部落一路線︑

町が使用コンクリートの六〇％

てか︑兎角出稼求人の好転が伝

ました︒

のの大体において求人増加が見

職種の選定︑変動していく世相

海老︑会沢︑蓬平︑部落各二路

まれるというお話では︑全員真

えられる今年の状況の中で︑去

先ず町長祝辞で︑好転したと

られる等詳細にわたり説明され

への対処等︑今後がもつ諸問題

分を支給し︑関係受益者が四〇

る八月三十日午前九時より昭和
五十九年度松代町出稼組合総会

云われる出稼求人も︑まだ本当

た後︑﹁明るく﹂﹁健全な﹂出稼ぎ
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初年度の今年は︑小荒戸︑滝

道舗装となっております︒

％を負担︑﹁手ずくり﹂による農

が町総合センターに於て出席者

に良い訳ではないので︑お互い

線の九路線が実施され︑これに

多数のもと行われました︒

を集まった全員で再確認し︑会

助け合って︑健康第一の出稼ぎ

尚︑町長より出稼者の関心事

この 日︑町長 ︑農協組 合長︑
職安安塚所長等来賓臨席の中で

を続けてもらいたいという要旨

を望むとのお話しがありました︒

剣に聞き入っていました︒

る様です︒

業人口と老齢化にともない農道

先ず求人数の増加が目立って

轍

嚢購

県単活性化事業で峠部落で三路

産業シリーズ⑯

を終りました︒

松代町出稼組合総会開催される
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懇鰯

川

入

線（峠）

東山線（会沢）

青梨線（木和田原）
農道等、
内

種別

補
補修

修

砂

利

樋管、U字管等
不

陸

整

補

登録等級

容

正

1・2・3
1・2・3
1

・2

助

補助基準

採

択

基

・準

○農道延長、管理、利用状況、状態により予算
の範囲内で敷砂利を配分する。
○状況に応じ、町が必要と認めた箇所にかぎり
予算の範囲内で支給する。
○幅員、カーブ等状況に応じ町が必要と認めた

（部

装
分

的）

①コンクリート舗装厚 約10cm
1

・2

改良

出

割 合腎

○敷砂利のみ100％
○区長に一括配分

○原材料のみ100％
○グレダー整正

場合実施する。

○急こう配、急カーブ箇所を原則とし、町が必
要と認めた場合おおむね下記の基準とする。
舗

町 支

②急 こ う 配
③急 カ ー ブ

○コンクリート原材料支給を原
則とし町支給分は使用量の60
％以内とする。

8％以上
R＝20m以下

○その他、町において特に必要と認められる箇
所。

01箇所当り工事費10万円以上とし町が必要と
拡

災害
復旧

等

1・2・3

事

1・2・3

小規模災害

1・2・3

復

幅

旧

工

（注）登録等級

認めた場合。

01箇所当り工事費10万円以上。測量、設計の
後請負施行によるもの。

01箇所当り、工事費おおむね10万円以下5万

○松代町農業生産基盤整備事業
等、補助金交付要綱による補
助金
o同
上
（80％以内）

○補助金70％以内

円以上とし、復旧効果が期待できるもの。

1級一国県補助農道

2級一町単補助農道

3級一その他

8ぺ屡ジより
線の合計十二路線の急勾配ヶ所

実り豊かな秋を迎え︑この収

が生コン舗装されました︒

穫期から利用出来ると喜ばれて

います︒

σu

II

撫
﹃

の支配する処となる︒享保九年

天和二年検地以来︑旧幕府代官

同九年松平越後守の領分となり

なる︒

なり同六年同県廃止︑新潟県と

局に編入され︑同三年柏崎県と

災を逃れる為に孟地に移り︑寺

宗教の改歴と越後騒動の始め︑

と姿部落の間にあり︑承応年間

松代本町より二五三号線を東

太輔の治め同十三年︑三度幕府

守に移り︑宝歴十年︑神原弐部

属し︑寛延三年より亦牧野駿河

二年より再び幕府代官支配下に

古いとされている柳の墓は︑菩

ます︒又言い伝えとして︑一番

明治十年十代柳安蔵調記とあり

安塚郡役所より東方七里二一丁︑

新潟県庁より西南三二里三丁︑

口に寺屋敷があり︑旧跡には孟

事でしょう︒村はずれの峠の入

頃当地にも幾多の住民が居った

られて居ります︒もちろんその

守りとして同行したと言い伝え

より牧野駿河守之を預り︑寛保

へ四キロ︑伊沢橋を渡ると薬師

領となり明治二年から柏崎民政

寺の檀家も海老から川下荒瀬ま

地原として祠も残って居ります︒

トンネルの手前より北に向う国

堤寺︑宝泉寺が現十日町市字鉢

で渋海川を境としてあり部落の

道四〇四号線を五〇〇メートル

程にして現代的なクリーム色を

三分の二が檀家です︒外に長命

その昔より魚沼地方に関係が

ています︒

の線は︑無雪化以前に十日町方

ページヘ

として祭ったのか不詳とされて

した︒しかし何年時代から守神

りそれぞれ氏子も別れておりま

放神社︑祭神︑誉田別命︑であ

十二神社︑祭社︑大山住命︑矢

は諏訪神社︑祭神︑建御名方命︑

十三年に行ったもので︑その前

合祀した孟地神社は︑昭和二

が居たと記されて居ります︒

落戸数二六戸︑人口百六十三人

したものでしょう︒天保十年部

の示すように戸数の移り変わり
耕地の増減を幾年かに現状報告

ものと考えられますし︑写真②

地︑石高等を併記して提出した

年検地の時のもので︑住居︑耕

す︒写真①この地図は︑天和三

伊豆守の文献も多く残っていま

り更に中央により名ヶ山線︵こ

より松平伊予守之を支配す︒尚

ら酒井左エ門尉之を預る同五年

上総介之に変わり︑元和二年か

之を領し︑同十五年より︑松平

して︑慶長三年より堀左エ門督

不詳往古︑上杉謙信氏の領分に

もとに書きますと︑太古以前は

孟地部落の生いたちの伝記を

ます ︒

疎時代に喜ばしい事と自慢でき

人で五年程前より人口増加で過

人口九十七人︑一戸当り四・八

戸の平和な小部落であります︒

安置して︑お守りいただく二〇

きる松苧山を上手に孟地神社を

ますがそれぞれ庭先より拝観で

に添って︑各戸が点在しており

面の往来の峠道であった︒︶両線

多く︑旧吉田村を支配した真田

町道︑孟地・荒瀬線を右に曲

輝かす孟地小学校︑校舎があり

林道、松苧山線より孟地部落をのぞむ

寺が四戸︑広徳寺が二戸となっ

艦

これが部落の入口となります︒
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居りますが社殿は︑三社共九尺
により苧島校ができ︑犬伏に移

りて︑教育熱の高まりと必要性
と共に仔牛の生産を収入源とし

生活をし全戸︑牛を飼い農耕用

糧難で山野を競って焼畑にして

になりました︒他にインゲン︑

の集約で米の販売高を上廻る程

蚕の不況に変わってタバコ団地

しかし︑耕地拡大もならず養

われます︒当分戸数の増加は︑

当分収入源として続くことと思

唯︑残念なことに冬期の出稼は︑

で親睦を求める部落の昨今です︒

10ぺージより

四方高床宮造であったのです︒

たため︑野草を奪い合って刈っ

い部落の発展と集落センターの

守り益々親睦を計り明るい住よ

り︑戸長制から村ができる頃孟
地の神社境内に伊沢小学校が設

が進み十日町︑松代と勤める人︑

神体は︑三社共︑木彫りです︒

縫製に出織にそれぞれ無雪化の

実現を期待しながら紹介を終り

古代より信仰心が厚く三社の祭
に依り出稼条件もよくなり︑牛

恩恵を利用して農外収入を計り

ないものと思われますが伝統を

はやめ︑養蚕も減し出稼をする

カボチャ︑キュウリ等多角経営

伊沢村も峯方村と松代に合併

ようになれば条件の悪い農地を

たことがあったが経済成長政策

する頃︑現在に移転︑三回の増

立されました︒

合 いながら 尊んだ為 の部落に は︑

改築が行われ現在に至って居り

りもそれぞれ行われ互にお参り
大災難の事実はなく︑今日まで

ます︒

めて︑リクレーションを楽しん

豊かな生活を営み︑農休日を定

三十年間に八戸減ったことです

拾てて都会に出る世帯もあり︑

孟地は地域的に︑旧伊沢の中
にするよう指示があり孟地国民

が︑現在は国の政策︑町の努力

ます︒伊沢小学校は所在地の名

心地でもあります︒文政の末期

学校となり︑そのまま孟地小学

続いて居ります︒

犬伏に塾が開かれ︑数年後苧島

で至る所に農道を開き整地をし
農業が行われて居ります︒

機械化が進み労力のかからない

校となった由来です︒

終戦直後は疎開者も加え二十

にもそれらしき子弟の教育の場

八世帯百五〇人程の住民が︑食

孟地神社

が設けられる頃︑戸長役場が孟

欝灘灘．欝

文政10年頃の戸数と耕地

地の賢助と言う民家の一室を借

天和2年頃の地主と耕地図
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多額の金を子どもに与えると
いうことは︑金の価値や尊さを

く

戴櫨総戴獣機慰︑柵︐＼＾

こづかい銭の不足

は︑小学校の高学年のころから

いうことからもわかります︒

こづかいを親からもらい︑そ
毎月決まった額を与え︑これを

このような教育的 意 義 に つ い て

というところに︑六五％の数字

ては︑一〇〇〇円〜一五〇〇円

一か月のこづかいの額につい

いうことだけは︑親として知っ

をどんなことに使っているかと

りません︒子どもが︑こづかい

干渉しないといっても︑放任し
ておいてよいというわけではあ

もこづかいの使い方について

も考えながら︑どのように与え

が見られますが︑しかし︑これ

ておく必要があると思います︒

月額小遣い（アンケートより）

500円
700円

2 1
1
を超える

一＿

3
5 1
1，500円

1，000円

1，800円

2，000円

2，000円

女
男

女
男

女

男女別

男

3年

〜少年の主張東頸地区大会

少年の主張東頸地区大会︵東

子どもの
非行につながりやすい面があり

頸地域青少年対策推進協議会主

小山博子さん︵1年︶が﹁親切

必要のつど⁝六〇％強の数字

自身が自分の判断で自由に使え
るお金なのですから︑何に使お
が見られ︑毎月決めて⁝三六％

れを使う過程において︑金銭や

は︑子どもに︑まかせるように︑

るか︑いくらぐらいを与えるか
を考えなければならないと思い

はあくまでも親が与えるこづか

ただ︑いつもこづかいの使い方

15

開催される〜

ます︒一たんついた浪費癖は︑

催︶が九月十一日午後一時半か

を心掛けて﹂と題して︑毎日の

見失わせる結果になり︑浪費や

なかなか直りにくいものであっ

ら大島村中学校で開かれました︒

積み重ねの大切さや︑本当の親

へ

こづか い︑︑澗藩洲酒灘︑

遊興費

大会では︑郡内から十四人の

切とは何か︑を訴えそれぞれ奨

うと他人が口を出すべきもので

物の大事さを知ったり︑金銭は

正しく︑うまく︑計画的に使い
こなすよう指導した方がよいと

したいと思います︒もちろん︑

ます︒

いの額であって︑その使いみち
についての各家庭

を見守っているわけにはいきま

女
女
男

女
男

2年
1年

年
学

3 3 1 2 2
与えない

6

男

毎月決めて 9 8 18 13 14
必要のつど 17 12 33 26 13

男女別

1 1
1
6 2 5 5
2 4 3
1
3
4
3 2

表は︑松代中学校PTA文化

ごとのきまりとい

し合いをしたりして︑子どもが

せんから︑子どもに︑こづかい

す︒問題点は︑少

どんなものを買っているかをよ

て使えるようになるまで︑念に

いますか︑話し合

数ではありますか

く知り︑こづかいの金額に基づ

は念を入れて︑しつけたいもの

いの内容は考慮さ

多額のこづかいを

いて必要な物の中からより分け

です︒

てきたものについての親子の話

与えていることで

をして︑定まったお金を生かし

帳をつけさせたり︑時々︑買っ

す︒

れていないもので

小遣い（アンケートよ1））

年︶が﹁毎日の努力を続けよう﹂︑

松代町からは︑関谷俊彦君︵3

へ
一

と

中学生が地域づくりや生徒会活

励賞を獲得しました︒

て︑少年非行の多くが︑

次にこづかいの使い方につい

動︑クラブ活動についての意見

となっています︒

計画的に使うべきであるという
思います︒

任をもったりしなくなります︒
ですから︑多少のむだがあって

経済生活の基本を学ぶわけです︒

てくると思います︒

かいとなると少し事情がちがっ

はありませんが︑子どものこづ

教養部が︑昨年の七月に調査し

てですが︑親があまり干渉しす

を発表しました︒

ほしさ

これは子どもの成長段階や性

しない︑自分で判断したり︑責

ぎると︑子どもは︑自主性をう

た結果です︒

格から一概にいえませんが︑私

こつかいというものは︑本人

・育鱗驚
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家の金品を持ち出す

持ち合わせがなくて友達が出し

皆でジュースを飲んだ︒お金の

いうこともあってノドがかわき︑

れるのです︒子供は心の触れ合

品を盗むという行為になって現

たいという潜在心理が︑家の金

す︒親の関心を自分に向けさせ

気象よもやま話の

十五夜の月

しかし︑黙って金品を持ち出

高気圧が平衡し︑時々台風の擾

が多い︒大陸高気圧と︑小笠原

秋は空が澄み切って爽快な日

親子関係の

すという行為自体は︑絶対に許

乱や︑南下してくる寒冷前線の

いを求めている

てくれたが︑おごってもらった

でいるってのも︑なんだか気が

されるべきことではありません︒

羽卓司

ひけて嫌だし︑やはり付き合い

反省を促す処置を講じてくださ

万

というものがあるからなあ︒

来襲以外は本土は局地性高気圧

在り方をいま一度考えてみる必

★あの子が︑なぜ

い︒中学生ともなれば︑善悪の

に覆われて︑概ね平穏な日が多

のは︑これで二度目︒いつもこ

ガス料金のおつりを冷蔵庫の

区別は十分すぎるほど知ってい

い︒まさに天高く︑馬肥ゆるの

うでは︑オレの立場がないなあ︒

上に置いたつもりだが︑ない︒

ます︒その区別を実際に再確認

候である．

要があるでしょう︒

思い違いか︑いや︑そんなこと

させるためにも︑親は厳しい態

かといって︑自分だけ飲まない

はない︒確かに置いた︒もしや

度で臨むべきだと思います︒

金銭感覚というのは︑習慣性

から旧暦8月15日の夜を十五夜︑

の隅まで洗い浄めてくれる︒昔
の問題ですから．再犯

を防ぐ

そんな夜空に眺める満月は心

息子のA男が⁝⁝いけない︑わ
だ︒ほかに考えられない︒

が子を疑うなんて︒しかし︑変

仲秋の名月と呼んで︑お月見を

に戻る︒この間を一と月とする︒

︵付図ω参照︶︒そして旧暦の

8月15日が十五夜である︒今年

の十五夜は︑9月10日にあたり︑

去年は9月21日であった︒

今の暦の日付から簡単に月令

を求める方法がある︒付図㈲に

の間で確認を怠り︑あいまいな

ところで︑．月が全然見えない

発明か知らないが︑科学的根拠

これを示そう︒この方法は誰の

ことが何よりも大事です︒親子

机の引き出しの中に︑おつりの

状態のままにしておくのは︑将

子供の部屋に行ってみると︑
一部が置いてある︒やはり⁝⁝︒

以後︑日毎に満ちてゆき︑半ば

ものがあってね⁝⁝というのは

ところで︑小遣いの額ですが︑

のない式で︑最大2日位の誤差

けるようになったのだろう︒

日を月令︵齢︶零とし︑この日

言われていませんか︒

んの口癖

を許してもらえばよく当たる︒
明治維新以来生活が近代的に

ましてや︑よそとの比較で決め

陰暦︶は不便になり︑明治五年

変け︑月を基調とする旧暦︵太

︵望︑満月︶を過ぎるとまた零
一般的な基準などありません︒

いる

運は今のところ無いようだ︒

もあるが︑そこまでは改暦の気

太陽暦に代って世界暦への提言

月を見上げる者も少なくなった︒

は月にも行けるようになったが︑

の関心は次第に薄らぎ︑現在で

太陽暦採用となってから︑月へ

もかく︑人間関係のあるかぎり︑

下弦

るべき性質のものではありませ

と家計の状況を子供に話し︑そ

家のお金や物を黙って持ち出

の上で一定の額を決めるという

いろいろな付き合いが生じるこ

に話のやりとりができない︑ゆ

8日

23

日

日

1日

上弦

ん︒もう中学生です︒家の収入

とりのない親子関係︑ゴムひも

のはどうでしょうか︒子供は︑

すそれは︑ふだんオープン

学生の場合を同じです︒

ありません︒自立期を迎えた中

がピーンと張ったような零囲気

とは確かです︒大人ばかりでは

★二度続けておごつてもらっつ︑

家族の一員としての自覚と誇り
を持つに違いありません︒

の家庭に起こりやすいのです︒

いつかは母親に分かってしま

15

旧暦

た

学校の帰り︑同じクラスの三

うことを子供はよく知っていま

（1）月令、月の形と旧暦

口癖かどうか︑その真偽はと

★子供は心の触れ合いを求めて

を朔︑または旧暦の一日と決め︑

◎神宮暦によると月令載（2の誤差）
★小遣いの額はどう決めるかー

〔例〕昭和59年9月30日の月は、
（59−35）×11十9十30＝303
30を10回引くと残は且（この日の月令）
来に問題を残します︒

する風習があった︒

が月令

（A＋B＋C）

の間に黙って家のお金に手をつ

答が30を超えたときは、それから30を、引
けなくなるまで引くと、残りが月令となる。

それにしても︑あの子が︑いつ

A……（昭和の年数一35）×11
B……暦の月の数値
C……暦の日の数値

帰宅が遅くなったときのお父さ

男の世界には付き合いという

躯る
などとお子さんに

（2〉暦の日付から月令を求める方法

⑤
デ

人と一緒になった︒部活の後と

望

朔

名称

● ① ○ ●
月の形
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重要性惚見亘ず◎
食事に変化をつけるといった︒ハ
ターンが理想的です︒

見直したい
日本の伝統食と調理法

が大切︑ということは分かって

栄養のバランスのとれた食事

かずが三菜︑四菜と増えても︑

の場合もみな同じ︒あとは︑お

この型は︑和・洋・中といずれ

原型とした献立を考えてみます︒

きた昔からの 伝統食 です︒

風土が長い年月をかけて培って

す︒みそ汁は︑それぞれの地域・

れてはならないのが︑みそ汁で

望ましい日本型食生活をめざして

いても︑それを毎回の食卓に生

三つの色の食品がバランスよく

日本型食生活というとき︑忘

かすとなると︑なかなか面倒な
ものです︒その点﹁栄養三色パ

ご存知ですか

生命保

多くの家庭では︑病気や交通

事故など突然の災害に備えて︑

この生命保険の掛金と保険金に

生命保険に加入されております︒

は次のような税金の関係があり
ます︒

わせるだけで︑わかめの緑︑み

生命保険や簡易保険等の保険料

納税者や家族を受取人とする

◎生命保険料控除

その赤︑ご飯の黄という栄養三

を支払った場合は︑その年中の

支払額に応じて︑最高五万円︵支

払った保険料の中に個人年金保

険料が含まれている場合五万五
控除されます．

千円︶がその年の所得金額から

果たしています︒どの地方︑ど
の家庭にも代々伝わるみそ汁が

◎満期保険金を受け取ったとき

○保険料を負担していた人が保

一時所得には

険金を受け取ったときは︑一時
所得となります︒

○保険料を負担しない人が保険

五〇万円の特別控除があります︒

り入れる工夫も︑これからの日
本型食生活では大切なことでは

金を受け取ったときは︑贈与税

がかかります︒贈与税には六〇

ないでしょうか︒

を当て︑新しい感覚で食卓に取

周りに昔から息づいている伝統
食︑料理法にもう一度スポット

みそ汁だけでなく︑あなたの

に違いありません︒

あるはず︒そこには︑学ぶべき
先祖の知恵が必ず隠されている

そ汁は︑バラエティーに富んだ
食事をする上でも大切な役割を

魚肉類︑野菜類を具にできるみ

わかめに限らず︑たいがいの

色の図式ができ上がります︒

であるヨードと︑塩分を体外に
排出する働きをもつアルギン酸
を含んでいます︒ご飯と組み合

めには人体に欠かせない栄養素

例えばわかめのみそ汁︒わか

加わっていればよいのです︒
主食は︑ご飯のほかに︒ハン︑

ターン﹂を取り入れて献立を考

えていくと︑栄養のバランスを
麺︑ス︒ハゲティーなどがありま

蘇璽︑露
羅驚鐘

赤⑦食︒︒
︒緑憲の食︒︒O

して︑︒ハンや麺類も取り入れて

するには︑どんな食品にもよく
合うご飯が一番︒ご飯を中心に

りバラエティーに富んだものに

ヤ

す︒しかし︑おかずや汁物をよ

献立に取り入れよう

﹁栄養三色﹂を

理解しやすく︑たいへん便利です︒

赤 ︑黄︑ 緑を
バ ランス よく 取る

栄養三色とい
うのは︑食物の
もつ栄養のイメ
ージを赤︑黄︑ 緑の三色で表し
たもの︒

赤は血や肉となる食品︵魚介
類︑肉類︑卵︑牛乳・乳製品︑
豆．豆製品︶︑黄は体を動かす
力になる食品︵穀類︑いも類︑
油脂︑砂糖︶︑緑は体の調子を整

える食品︵緑黄色野菜︑その他
の野菜︑海草︑果物︶を︑それ
ぞれ意味します︒

では︑具体的にどう組み立て
ていくのかを見てみましよう︒

緑⑦食品黄⑦食・︒︒

と税金

万円の特別控険があります︒

◎死亡保険金を受け取ったとき

○保険料を負担していた人が死

亡したときは︑保険金受取人に

相続税がかかります︒受取人が

相続人であるときは︑相続人一

人につき二五〇万円まで非課税

となっています︒

o保険料を負担していた人が保

険金受取人のときは︑受け取っ

た保険金から保険科を差し引い

た額に一時所得税がかかります︒

○保険料を負担していた人が保

険金受取人でも死亡した人でも

ないときは︑受け取った保険金

に対して︑贈与税がかかります︒

尺ノ

︑吐＼︑︑

羅幾織

繋㎜飯の

まず︑栄養三色をもとに︑図
いちじゅうに さい
のような主食プラス一汁二菜を

険
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れば危険です︒

前車が12メートルもの長いト

3ー﹁追越しの合図﹂

必要があります︒バスやトラッ

クの前車輪のあたりに歩行者の

はない⁝⁝と聞いて︑何をふざ

追越しの合図なんていうもの

している車がある場合には︑そ

足が見えることもありますから

車を2〜3台続けて追越すよう

けたことを言っているのだと思

の車のかげからの横断歩行者を

なんていうものはない1

なものですから︑安易な気持で
った方がいたら︑その人は︑き

予想して︑その車の前に出る前

ラックの場合には︑普通の乗用

追越しをはじめると危険この上

っと間違った危険な方法で追越

に必ず一時停止しましょう︒

とくに横断歩道の手前で停止

注意深く観察することです︒

もありません︒

しをして平然としている人だ︒

進路変更を終了するまでの間の

だしにそなえるべきです︒

酷敬都

す︒子供に安全教育を⁝という

供は予想外の行動をするもので

歩行者のうちでも︑とくに子

運転することは︑最も恥ずべき

と知りながら︑酒を飲んで車を

らない﹂と定めています︒そう

その直前からの歩行者のとび出

ックなどの側方を通過する時は

停車しているバスや大型トラ

スピードを落とし︑子供のとび

ですから︑そんなところでは︑

が︑あらかじめ予測可能なはず

って子供の姿が多くなるところ

の付近など︑場所や時間帯によ

してやることが先決です︒とく
に住宅街の道路︑学校や遊園地

運転車のあなたが徹底して保護

行動と言えます︒

付自転車など︶を運転してはな

帯びて車両等︵自動車︑原動機

道路交通法は﹁何人も酒気を

です︒

ならない基本的なモラルの一つ

ハンドルを握るーードライバー
である以上︑必ず守らなければ

常に心身ともに万全の状態で

☆ 飲酒運転はモラルの問題

⑳

追越しに必要なのは︑進路変更
の合図であり︑従って︑進路を

合図が必要で︑この合図を正し
︐ダノ

4

のももちろん必要ですが︑まず

51子供は急に止まれないー

讐

21無謀運転の
まきぞえになるなー

せず追越してくる気違い車は︑

変更しようとする3秒前から︑

追越し途中で危険を感じて強引

く実行すれば︑自然とゆとりの

ろくに前方の安全を確かめも

に割り込んできたりしますが︑

ある追越しができるはずです︒

転︑︺

一

一
●
︑一
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−

あ

41停車中のバスの
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しゃくにさわっても︑進路をゆ
ずってやるほうが賢明です︒

下手に意地を張って接触でもさ
れたらつまりません︒あきもせ
ず追越しを繰り返す無謀な追越
し屋にあったら︑あらかじめ︑

このようなことを予想して︑危

険の巻きぞえにならないように
すべきです︒

︐﹂
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11追越しは
前車の前方まで確かめて1
追越しにあたって︑前車が大
型トレーラなど車長のある車種
の場合には︑対向車の状況はも

，一
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ことしもみなさんの
昨年は︑赤い羽根共同募金運
れは︑皆様方の温かいたすけあ

う大きな金額になりました︒こ

ごころを！

動にご協力をいただき有難うご
いの心のあらわれであり︑心よ

ま

ざいました︒

りお礼申し上げます︒

この尊い募金は︑県下の心身

この加算年の算入をすること

のものです︒

︾﹀

︵再交付の場合を御

︵番号︶

八〇七三三六号以前
一一六三七六号以前

二五七五五一号以前

五四〇四八号以前
三五三六三号以前
一〇三四四七号以前

七九七一七号以前
一六七〇一五号以前

一六二六六三号以前

聴覚障害の巡回相談を

容

実施いたします︒

相 談 内

彦彦彦魯彦蓼聖彦彦彦彰彦彰彦

検察審査会

の活用を

1審査申立て

は無料ですー

彦彰勢彦彦聖⑰ρ童酔ρ彰彰彦彦彦

・補聴器の正しい扱い方

・補聴器の修理︑点検

の犯人を裁判所へ起訴せずに事

の被害を受けたのに検察官がそ

交通事故や詐欺・横領その他

他

・聴力相談全般

・そ の

場合︑これに不服の方は左記の

件を終結させてしまったような

TELO二五五︵二四︶五一六〇

裁判所内

上越市大手町一番二六号

高田検察審査会事務局

にご利用ください︒

く審査してくれますからお気軽

費用は一切かからず秘密に詳し

な国の機関で︑審査の申立てに

の審査員から構成される民主的

せんによって選定された十一人

の選挙権を有する者の中から抽

検察審査会は︑衆議院議員等

ご相談下さい︒

検察審査会事務局へ遠りょなく

※補聴器業者が相談に応じ

るため︑当日に身体障害者
手帳交付該否判定はできま
せん︒

午前十一時三〇分まで

の福祉係にお知らせ下さい︒

相談を受けられる方は︑役場

県内補聴器業者

社会福祉事務所

☆相談員

老人憩の家﹁渋海荘﹂

☆ところ

れた恩給であり︑旧軍人普通恩一 ☆と き
給の場合は︑次の証書記号番号樽
＋月四日︵木︶
ゆ
午前九時三〇分〜

なお︑加算改定の対象は︑昭
陣
和四十八年十月一日前に裁定さ噛

給担当課︶にご相談ください︒

時︶のある都道府県の旧軍人恩伸
ゆ
御

やもドうをゆもりうもうもりをウもうもうもうムマゆをゆもうもゆもやもらい
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退職当時につとめていた役所︵陣
ゆ
旧軍人関係の方は本籍地︵終戦創

）

お陰様で︑皆様方から寄せら
れた寄附金は百十万二千円とい

障害者をはじめ︑ねたきり老人
や単身老人︑あるいは︑社会福
祉施設のために配分を行いまし
た︒また︑皆様方の福祉充実の
ために︑地域の社会活動福祉の
ためにも活用しています︒

今年も十月一日より十二月三
十一日まで赤い羽根共同募金運
動が実施されます︒

共同募金運動も︑今年で三十
八回目を迎え皆様方の一層の御

支援︑御協力をお願いいたしま

歳以上の方︵六十歳未満の妻子

によって︑恩給年額が増額され

いいいいいいいいいい号」
傘 熊広徳金長東仙 ）

す︒

や傷 病恩給受 給者な どを含む ︶

る場合があります︒昭和四十八

く

言己
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恩給の加 算改定請 求は
お済みですか

の恩給年額を計算するときに実

年十月一日前に︑恩給を裁定さ

を算入しています︒︶

際に勤務した年数に戦地勤務な

れた方で︑まだこの加算年算入
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7 4渉
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現在へ恩給を受けている六十

どの特殊な勤務を行った場合の

の請求手続を し て い な い 方 は ︑

、
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発足しました︒又︑気軽に国民
の身近なところに相談窓口を開

くために︑行政相談委員が各市
町村に民間より任命されていま
す︒

委員は国の行政機関や一部の

特殊法人の業務に関する苦情や

要望を受けつけ︑必要な助言を
したり関係行政機関に通知した

り︑又︑行政監察局と連携をと 形

り解決を図っています︒

のための広報活動を強力に行っ

ています︒

﹁最近︑微弱な電波を使用し︑

免許を要しない無線局です︒﹂

と偽って︑違法な﹁コードレス

電話﹂や﹁自動車無線電話﹂︑

﹁ミニFM局﹂の機器が一部不

レビやラジオの受信に障害を与

良業者により広告販売され︑テ

えたり他の無線通信︑特に警察

たちの人命や財産の保護に関し

用無線や海上保安用無線など私

信越電波監理局では︑来る十

て重要な役割を果している通信

懸

月一日から十月三十一日までを

特に毎年十月には全国一斉に
行政相談週間が設けられ︑この

︵一般住民の皆さんの参

加を歓迎します︶

このような違反行為者に対し

ては今後とも厳しく対処してい

くこととし︑関係団体及び販売

業者に対しても違法な無線機の

販売を自粛するよう強く要請す

尚︑この他の日でも年中随時

いよう注意を呼びかけています︒

違法な機器を使用することのな

るほか︑一般利用者に対しても

委員の自宅で相談の受けつけを

各種委員連絡協議会

あります︒

に妨害を与え︑私たちの生活に

現在︑十月に奈良県で開催さ

即した色々な行事が行われます︒

資することを目的として地域に

五時まで渋海荘に於いて

﹁電波法違反一掃運動月間﹂と

の理解と認識を深め︑その利用

れる﹁わかくさ国体﹂の上位入

今年の週間は十月十四日から二

この趣旨にもとづき松代町で

もし︑このような違法な無線

と厳しく罰せられ一年以下の懲

ていただき︑不平不満苦情のな

い明るい社会を共々きづいて行

致しますから︑気軽に相談に来
合同相談

局を開設したり運用したりする
十月十九日︑九時より十二

くよう努力したいと思います︒
相談事項は秘密厳守ですから

大字松代 佐藤秀雄

電話︵7︶二六〇七

九︶へお問い合せ下さい︒

︵電話〇二六二ー三四−五一一

くわしくは︑信越電波監理局

を追放しましまう︒

法秩序を乱す違法な無線機器

処せられます．

役又は︑二十万円以下の罰金に
まで大字松代少林寺内︑心

気軽に御相談下さい︒

︵行政だけでなくあらゆ

十三時より十

る相談に応じます︶

行政座談会

十月二十日

松代町行政相談委員

配ごと相談所に於いて

も次の行事を計画して居ます︒

一︑

二︑

三︑

週間には総務庁︵従来の行政管

笏

重大な危険をもたらすことさえ

の部に優勝し︑見事四年連続し

を推進し︑行政の民主的運営に

回北信越空手道選手権大会が開

賞を目ざして︑厳しい練習を行

十日までの一週間と決まりまし

し出を受けつけその解決や実現

蕊

定め︑電波法令違反の未然防止

理庁は統合され総務庁の管轄と

去る八月二十六日︑富山県高

て国体出場権を獲得しました︒

なる︶の行政相談について国民
岡市において︑空手道の﹁わか

催され︑太平の相沢勇さん︵松

っています︒町民の皆さんから

くさ国体﹂出場権を賭けた第八

之山分遣所勤務︑全国空手道連

行政相談制度は国民の行政に

の促進を図る為︑昭和三十年に

た︒

ご声援をお願いするとともに健

コ賦コ曜コ︻コ曜コ鷹コ︻コ︻コ塞コ﹇コ犀コ巳コ賦コ曜コ﹇コ﹇コ瞑コ曜瀕Zコ屡

盟三段︶が組手の部三位で惜し

曜コ翼コ一コ

闘を期待した い も の で す ︒

コ曜コ曜コ曜コ賦コ曜コ︻コ罵コ繧コ︻渤艦コ︻コ竃コ曜コ曜潟曜コ塞コ艦コ﹇3曜

くも出場権を逃しましたが︑型
暑曜コ﹇−﹇コ匿コ曜コ＝コ一3曜﹈曜﹈一コ曜コ

行政相談週間行事
のご案内

関する苦情や意見・要望等の申

︵十月十四日〜二十日︶

1
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ロ

ロ

の

ロ

ロ

ロ

ロ

ている人で︑その年間収入が90

ロ

8月号で掲載しました︑﹁わた
ロ

万円︵65歳以上の人又は一定程

ロ

ロ

したちの国保﹂新しい退職者医
ロ

度の障害を有する場合には蜘万

ロ

ロ

療制度について説明します︒
ロ

円︶未満である方は被扶養者と

ロ

の

ロ

ロ

一︑被用者年金受給者とは︑厚
なります︒

ロ

ロ

が 第

灘灘灘灘鱗華鑛蓑

開郡3

れ

さ美回
ま術

す展

欝蝶懸懸灘肇雛嚢

ノ

写真の4部門により審査さ

○種目

o会場

知らせしますが︑それ以外

の各団体には応募方法をお

文化協会単位団体や町内

に住居︑勤務地を有する中

○参加資格 松代・松之山

○主催

松之山町卓球クラブ

松代町卓球協会

に役場税務課︑柳利彦まで︒

10月3日まで

○申し込み

問い合わせください︒

︵電7−2301︶までお

学生︑高校生︑一般

男子個人・女子個

松代町総合体育館

○期日 十月七日㈲AM9

のご案内

選手権大会

東部卓球

第3回

o

で出品される方は町公民館

奨励賞が授与されます︒

れ︑優秀作品には郡展賞︑

書道︑絵画︑彫塑・工芸︑

育館を会場に開催されます︒

舩日の3日間松代町総合体

会の主催で1
0月20日〜10月

美術展が郡公民館連絡協議

今年で3回目を迎える郡

催

松代町公民館

㎜灘慰罹鐵鰯灘灘華繊欄痘

十六ミリ映写機
操作技術講習会

轟の

の開催のご案内

近年︑各種

団体等で視聴

覚機材を利用

する機会が増

えてまいりま

したので︑知

識と技術を習

左記により講習会を開

得していただ

くため︑

尚︑

講習終了後︑簡易なテス

催いたします︒

トを実施し︑ 合格者には十六ミ

十月十二日働・十月

リ発声映写機操作認定証が交付

されます︒

一︑日時

松代町総合センター

十三日ωの2日間

二︑会場

四〇

三︑日程 午前八時三〇分受付

四︑持参品

筆記用具︑テキスト代

〇円

五︑申込み

受講希望者は十月六日㈹まで

に電話等で公民館︵七ー二三〇

一︶へ申込み下さい︒
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生年金や船員保険あるいは各種
ロ

ロ
9月号をとじる時に8月のわ

の

の共済組合から老 齢 ︵ 退 職 ︶ 年

たしたちの国保を今一度ご覧く
ロ

金や通算老齢︵退職︶年金を受
ださい︒

︑
ら

医療制度

δし

α

けることができる人です︒ただ

噸

⊂軌

※詳細については役場︑国保係

ゆ

シ

し通算 老齢︵退職 ︶年金を受 ける

ロ

∫

におたずねください︒

ロ

10月1日から

ことができる人については︑年
金制度︵国民年金を除きます︒︶

に加入していた期間が20年以上
であるか︑又は40歳以後の期間
が10年以上であることが必要で

す︒また︑共済組合の退職年金
又は通算退職年金については︑

若年を理由としてその全額が支
給停止されている場合は︑その

ロ

ロ

支給停止されている間は対象と
ロ

なりません︒

二︑被扶養者とは︑被用者年金
受給者の配偶者︵届出をしてい

ないが事実上婚姻関係と同様の
事情にある人を含みます︒︶や三

親等内の親族であって︑その被
用者年金受給者と同一の世帯に

属し︑主としてその者より生計
を維持している人です︒したが
って例えば︑同一の世帯に属し

一該当者は屈出を一
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お年寄りや

体 の不自由な方を
火災から守ろう

予防について︑ 家族内で話し
合いましょう︒

※乾燥機による

火災をなくそう
○機械の正しい取扱い方法確認︒

八月受付分

戸籍の窓ロ

父正利

母美江子

げんきなよい子に︵誕生︶

関谷佑太

父幸作

母百合子

︵長男・松代・松坂屋︶

石田直樹

︵長男・苧島・幸右エ門︶
瀬沼樹里 父伸彦 母洋子

父常雄

母かね子

︵長女・松代・瀬沼︶

高橋正樹

︵二男・福島・富士島屋︶
池田 翔 父二二 母千文

︵長男・田野倉・最の上︶

ご冥福を祈ります︵死亡︶

やすいものは置かない︒

oまわりはいつも整理し︑燃え

ことが困難なお年寄りや︑体の

久善

柳久之助

松代

○使用前に必ず点検をする︒

田村キク 87歳 会沢 上の山

75歳

不自由な方の安全対策について

○使用中温度が高くなりすぎな

池之畑

橋場

3歳 千年 清義屋
9

市川文次郎82歳

中村ナミ

e︑お年寄りや身の不自由な

ヤミ米は食管制度を崩すこと

いか︑定期的に監視する︒

○火をつけたまま給油しない︒

今年の水稲の作柄は︑豪雪の

米は︑自家用米を除いて︑全て

になり︑販売農家自身の首を締

収穫期になりましたが︑食管

販売いたしましょう︒

農協へ出荷し︑正規のルートで
なりました︒

︵ヤミ米︶の取り締りが厳しく

法の改正により︑不正規流通米

影響で田植が遅れた割に︑順調

方を︑一階の避難しやすい部
屋に寝かせましょう︒

○バーナーがつまっていないか
時々点検する︒

⇔︑お年寄りや身の不自由な
方だけを残して外出しないこ
と︑どうしても外出

烈宴

しなければならない

QQ︶ ・ ︑
おご
ブ

◎︑

◎◎
壽
器ぺ

ンrol

場合は︑隣り近所に
お願いする︒

口︑もし火災にあっ

たら︑お年寄りや身
の不自由な方を第一
に避難させる︒

四︑常日頃から火災

める要因となります︒生産した
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な生育をしてきました︒
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短歌朝の露

・竺

悠

歩

手花火のようやく馴れし子の手

つき
苔を掃く思い思いの施餓鬼棚
踊り唄洞泉禅寺のものがたり
立 石

蒲生句会

ω直幹

樹形のいろいろ

松代園芸愛好会

園芸一ロメモ

穀象の行方は追わず古米干す

草の樋差し替えて飲む清水かな鱒

亡き父の端居の場所に母居りぬ

人影も見えずプールに雨が降る

謬鞭翻が露難籍藤

昇

日盛りを真赤な葵立ちのぼる
公 明

洋服のむすめも入る踊りの輪
夜半まで戸毎の灯し踊り果て

淡 水

月火照り夜鷹のあえぐ熱帯夜

アイスクリーム出されて話中断
す
月 日

逸

根本から樹芯までまっすぐに

く︑安定感が要求されます︒
幹

力強く立ちあがるものが望まし

八方根張りで︑地上に露出し︑

根ばり

群舞纂☆艦礫繍疑赫

遠花火終わり祭りも終わりけり
鳳仙花種とぶ頃や昼下がり

常 仙
木もれ陽を背に山門の草ひきぬ

甚兵衛の住職気軽に打ち水し

八千代

揚羽追うわらべの声や炎天下

盆踊り二まわりして汗流す
雨を待つ猛暑の中の人も木も
美 根

手花火の最後の雫星涼し

帰省の子発ちてひぐらし声弱し
耕 人

扇風器送る風さえあたたかく

古老出て踊り納めの鄙び唄

耕

菅笠を阿弥陀被りに案山子かな
山鱒

ふさ女

夜汽車轟々トンネルに入る

むし暑く百合の香送る風もなく
喜 沙

ひくらし

美しや雲一つなき土用空

盆唄の夜風の中の男声

峰

風鈴や帰省子飽きもせずねむる

竜

地割れして原爆の日の瓜畑

一 元
八海の手打ちのそばや蝉の声

昇

草の樋差し替えて飲む清水かな

とい

︿今月の一句﹀

釣人に真紅に熟れて蔓いちご

柄史
畦際の稲枯るるまで照り続く

畔薙ぐや風浴びる為立ち上がる

枯水

一掬の清水が涼をよぶ︒

※炎天下の田草取り︑緑蔭

花

昨日今日みんみん蝉も混じりた

水打って御堂清めし善光寺

紅

り

参道を洗い清めし喜雨のあと

辛うじて揮だけの裸かな

しぶみ句会

雑事をのがれしばしまどろむ

うら盆の帰省の客の混む汽車に

遊ばせて山は静けし

途中より車輌一人となりにけり

⊥
ノ￥

群れをなし交互に哺ける蝟の声

葉に朝の露ほの白 し

畦畔の刈られて乾く山の田の稲

て田毎の差異の顔ある如し

採種圃の山田︑川原田︑巡り来

ぬれの葉裏離れんとせず

雷雨過ぎ濡れ身乾かね螢かも木

野石

灘 r

浪曼

∈麗藤

蓬干す匂いながるる暑さかな

たち︑根本が太く︑上に行くに

したがってだんだん細くなり︑

幹すじが樹冠近くまで見えかく

枝

れしています︒

一の枝が樹高の三分の一くら

いのところからでているのが理

想です︒一の枝︑二の枝︑三の

枝︑四の枝⁝と長短太細を

ほどよくとり合わせて︑左右交

互にバランスよくふり分けて︑

後枝も効いていることです︒
樹冠

完成木の樹冠は半円形に丸味

を帯び︑樹勢が集中している感

直幹にむく樹種はクロマツ︑

じにまとめます︒

ゴヨウマツ︑エゾマツ︑トシヨ

ウ︑スギ︑ケヤキ︑サツキ等で

す︒

クロマツ直幹

診る逸な
花
ゆ《》㈱一《》一砂ゆ㊥一⑭》一一》
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