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新潟県の寝たきり老人数一1万人を超える一
新潟県の寝たきり老人は、11，556人。65歳以上
人ロの3．2％を占めています。

松代町の場合は寝たきり老人が46人で、1，206人
の65歳以上人ロの3．8％となっています。
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資料：平成元年新潟県老人現況調査
老人保健施設277人

合計11，556人
2，724人
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●新潟県の寝たきり老人数
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場に行われました︒

東頸城社会福祉事務所と松

長寿社会を考える県民の集
い東頸城地区大会が︑去る八

代町の主催で開かれたこの大

前園長の中村憲三さんは﹁ボ

ランテアに思う﹂と題し︑福
祉業務の最前線で活躍されて

らの地域福祉のあり方﹂をテ

会の諸問題について﹁これか

集まり 急速に進む高齢化社

じめ老人クラブ会長さん︑福
祉に携わる関係者ら約百人が

細く長く無理をしない︑約束

るための十ケ条として﹁自分

テア活動を長続き︑充実させ

やかに話され︑中でもボラン

害者本人と親の心理等を心濃

会は︑郡内の民生委員さんは

月十日︑町総合センターを会

ーマとし︑地域
福祉の大切さを

を守ること﹂などを実例を上

うものです．

について考え合

域福祉のあり方

となり︑郡内でそれぞれの立
場で福祉活動に取組む五名の

若月社会課長が司会・調整役

この講演の後︑松代町役場

の関心のあることから始める︑

こま

理解するととも

げながら話されました︒
︵写真︶

きた経験を基に︑ボランテア
活動における心得や実情︑障

に︑実際の体験

基調講演で壇

方々の意見発表が行われまし

を基に今後の地

上に立たれたか

た︒

︵要旨は次頁︶

なやの里療護園
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健康は自分で守る

して感ずるのは︑一︑今日を
築きあげた功労者である老人

また︑我々老人は寝たきり

人生八十年の時代となったこ

界一の長寿国といわれている︒

1・39歳で世
・0
6 歳︑女性は8

温かく見守り︑みんなが支え
合い痛みを分かち合う共生共

なっている︒これらの方々を

た一人暮しは郡で二四七人と

あい事業の指定を受け菱里と

の団らんと良い地域づくりを︒
四︑安塚町は高齢者地域ふれ

習慣をつけさせる︒三︑家庭

から仏壇や神棚にお参りする

このためには小さい子供の頃

てることが重要である︒二︑

らな心で家庭の中心になり︑

仲間づくりをする︒四︑仕事
を分担し責任を持つ︒五︑平

従うこと︒三︑老人クラブに
進んで加入し行事に参加して

知ること︒二︑医師の指示に

受け︑自分の体について良く

したら良いのかというと︑一︑
行政の行う健康診査を進んで

にならないためにどのように

とは喜ばしいことだが︑寝た

助の地域をつくることが必要

中川老人クラブの二地区を選

良い仲間とともに友情を広げ

を尊敬し︑大切にする心を育

きりや痴呆老人になり家族や

と考・える．

定し友愛訪問活動を実施する

地域に役立つこと︑と考えて

信念で

ヘルパーさんの世話になるよ

安塚町では︑昭和五十四年

が︑これを基に町内全域に広

ム虫 ︑
弓
㌧

国をはじめとする行政機関

うでは意味がない︒健康で天

から訪問活動が実施され︑昭

竹内正文さん︵安塚町︶

が高齢者対策に力を入れてく

寿を全うすることが最高であ

設をはじめ年金︑医療等の充

郡老連会長の立場から

れることに感謝するとともに︑
私達老人は一人ひとりが自分

ると思う︒しかし︑現状では

和六十三年には寝たきり︑一
人暮し︑重度障害者の方々八

実をお願いしたい︒

くなった︑友達ができた︑上

がボランテアで協力するので

題があることがわかった︒
一方︑婦人会の有志の方々

いる︒

の健康は自分で守るという強
い信 念 で こ れ に 答 え な け れ ば
寝たきり老人は県全体で一一︑

十人を訪問しているが︑訪問

げたい︒五︑行政側でも各施

ならない︒

五五六人︑郡で二三一人︑ま

手にしゃべれるようになった︑

町側でも託老を実施してほし

情が明るくなりイライラしな

などの意見が聞かれる︒

三年に家庭看護教室を開き︑

健所の協力で渋海教室と称し

の方々が集まり犀潟病院と保

我国の平均寿命は男性が75

き

老人が頼 れる
くりを
体制づ

力を得て実施することができ

その時の反省会で参加者の間

て年七回実施する運びとなっ

いとの陳情が出され︑五十人

た︒体に障害を持ち︑仕事が

から﹁託老﹂を町で実施して

また︑渋海教室は昭和六十
三倍近くになっている︒

る割合遇八％から二十一％と

できず外にも出れずに家にと

数井和代さん︵松代町︶

こうした中で老人を取り巻

じこもりがちな人が集まり︑

訪問保健婦の立場から

く問題が多く健康︑保健問題

ほしいと要望があったものの︑
ボケ老人の実態をは握してい

くり をねらいに実施してい
る︒参加者には好評で毎回楽

問題をはじめ︑さまざまな問

の悩みが深刻で介護や医療の

た︒調査が進むにつれ︑家族

なかったため立ち消えとなっ

いという答えが返ってくる︒こ

れた所で安心した生活がした

を聞いてみると︑将来も生ま

と接する機会が多くなり︑話

この二つの事業を通し老人

た︒

松代町は過疎と高齢化が進

に携わる者にとり切実に感じ

しみに集まってくれている︒
回を重ねるごとに参加者の表

リハビリをしながら仲間づ

み︑昭和三十五年一三︑四九

ている︒

現在︑町が行っているリハ

一人の人口が昭和六十三年に

は五︑四九五人と三十年間で

を対象に︑国立犀潟病院の協

ビリ教室は︑卒中後遺症の方

約三分の一近くまで減り︑六
十 五 歳以上の老 人 人 口 の 占 め
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のことから︑老人を取りまく

れるようなお手伝いをするこ

きる窓口︑リハビリ教室や渋
海教室の対象となった時にい

だが問題が生じた時に相談で

くりが︑今後︑更に深刻にな
る高齢化社会に向けて急務な

つでも迎え入れられる体制づ

いる︒しかし会場で行った調

問題と考える︒

実施している︒これはボラン

とが大切だと考える︒
体も心も健康な時はいいの

浦川原村においても六十五

役となり住民の方々のまとめ

つ育てていきたいと考えてい

眼とボランテアの心を少しづ

ークづくりを進めていくこと
が社協の大きな役割であり︑
同時に住民相互の助け合いを

る︒

住民の自主的︑自発的な活

暮しの老人を対象に︑慰労と

域で安心して暮せるように︑

協がまとめ役となって取り上
げ︑老人や障害者の方々が地

動であるボランテア活動を社

孤独感の解消を目的に︑六十

また一般住民の方々が支え合

って見守り合える地域にして

ゆきたい︒そんな福祉の村づ

くりをしてゆきたいと考えて

いる︒

後を託すことに希望と夢をつ

から受継いできた田畑を耕や

違いから︑﹁私の人生設計︑こ

人が︑時代の変化や価値感の

ないで生きぬいてきた今の老

し︑子供の養育に全てをかけ

武田吉蔵さん︵大島村︶

食サービスを六十二年度より

会を持つことができた︒また︑
寝たきり老人への対応は︑配

二年度より地域座談会を年三
回やり︑日常生活で抱えてい
る問題や要望を共に考える機

当村では七十歳以上の一人

基調とした在宅福祉対策の展

当の配食活動を通し︑福祉の

心の温もりの感じられる弁

テアの手作りによる弁当を届

らないと感じている︒そして

け︑日頃社会的に接触の少な

行政サイドと地域がチームを
組 ん で老 人の希望 が か な え ら

老人・障害者が

行政と一体となり︑寝たきり
痴呆性等の要緩護者の早期発

きなかったと反省している︒
二十一世紀を目指して障害
者や高齢者が住みなれた地域

い寝たきりの老人に孤独感の

もらうために︑昨年十月三十

の中で︑地域の一員として安

解消と激励を目的にふれあい

日から三日間﹁共に考えよう

心して暮せるようにというノ

見と二ーズの把握に努め︑相

地域福祉︑在宅福 祉 の 必 要

高齢化社会﹂をテーマに福祉

開も社協に果せられた大きな

談体制の整備︑緊急時の対応︑

性が全国的に言われるように
の集いを開催した︒村内初の

ーマライゼイションと福祉は
人々の生活基盤である地域の

課題であると考える︒

野中佳代子さん︵浦川原村︶

安心して暮らせる村づくりを
社会福祉協議会の立場から

なって十年経過した︒急速に

試みで暗中模索の中での取り

中で推進される︑べきだと提唱

障害者や家族を取巻く環境の

進む人口の高齢化の波の中で

組みだったが︑芸術祭と同時

されている今日だが︑その主

の場つくりに取組んでいる︒

援護を必要とする要因は複雑

開催だったため六〇六名の参

体となるのは住民皆さんでは

福祉関係者の枠を越え︑地域

多様化し︑高齢者の福祉問題

加が得られ︑住民の眼を福祉

歳以上の人口は十七・六％を

査等を通してみると︑主催者
が意図した高齢化社会の認識

役となって︑住民の活動を盛
り上げ支えていかなければな

在宅ボランテアの立場から
豪雪と過疎を宿命のように
半ばあきらめの気持ちで先祖

整備から住民参加のネットワ

を 中 心に ようやく 地 域 に お け

に向けることができた点で一

なかろうか︒住民自ら関心を
持ち行動することが地域福祉

占め︑既に超高齢化社会に突

の深まりがどの程度あったの

の問題として考え受け止めて

る普遍的な問題として取り上

応の評価は得られたと思って

入している︒この高齢化社会

かという点で︑あまり期待で

の原動力になると考えている︒
社会福祉協議会はその火付け

げられるようになった︒

からくる様々な問題を行政や
蝋

ながりが

給食サービ スで
心のつ

んなはずではなかったのに﹂
とホゾをかむ思いで年を重ね

ているお年寄り︑追いうちを
かけられるような老人人口の
急増の現実に胸を痛めながら

暮らしている老人が大島村で

落の人たちの協力で︑百名を

でもらえたらという願いから
ボランテア活動による老人給

に︑お年寄りに少しでも喜ん

びと夢を明日につなげるため

昭和五十五年に︑生きる喜

を一人寂しく暮らす一人暮し

長い人生を生き抜き︑老後

老人給食事業が出発した︒

社協︑民生委員とボランテア
の協力で三十六食分の大島村

よる老人向け献立計画など村

保︑調理場の整理︑栄養士に

の選定︑配食ボランテアの確

村内の老人給食を受ける世帯

食事業を視察した︒そして︑

ちで先進地の川西町の老人給

ことばかりで︑まず手始めに
ボランテアと民生委員の人た

づけられ︑僅か二・三回の配

じ︑その影響の大きさに勇気

るくなる活動の働きを体で感

なことで︑人が喜び地域が明

分たちの手でできるささやか

ボランテアの人たちは︑自

て表われてくるようになった︒

の喜びと感謝の気持ちとなっ

いが︑給食を受けた老人世帯

できたらとのボランテアの願

少しでも心が通い合うことが

月三回の心のこもった弁当で

それぞれの生きざまの中で︑

って暮らす老人夫婦の家庭と

続けられることを願っている︒

員が一日でも長くこの活動を

くりを目指して︑ボランテア全

え︑明るく幸せに暮せる村づ

ことにより︑地域に活力を与

意が手をつなぎ︑輪を広げる

最後に︑人一人の小さな善

を急ぐ時期を迎えている︒

老いてゆく時︑後継者の養成

いるボランテアの人たちが年

今︑健康で隣人愛に燃えて

するまでに成長してきた︒

かできることはないかと相談

食活動では物足りず︑他に何

も多く見受けられるようにな

超える善意の参加者を見るこ

の老人︑若い人と離れ寄りそ

︑テア活動の参加を呼びかけ

食が始まった︒村と社協と民
生委員さんの働きかけでボラ

った︒

とができたものの︑初めての

たところ︑地域の婦人会や部

り︑相談にのったりするヘル

や身のまわりのお世話をした

お年寄りがいる家庭に︑介護

寝たきりや痴呆性のお年寄

ス旧アィ事業︶

二︑短期保護事業︵ショート

から六五〇円となっている︒

所得に応じ一時間あたり0円

る︒この事業の利用料金は︑

三︑ディ・サービス事業
身体が弱いなど︑日ごろお
世話を必要とするおおむね六

一八九〇円となっている︒

こちらの利用料金は︑一日︑

変ってお世話をしてくれる︒

島村にある﹁ほくら園﹂など
特別養護老人ホームが家族に

になっている人が対象で︑大

年寄りで︑家庭内で寝たきり

おおむね六十五歳以上のお

が知りたい場合は︑地区の民

等を申請したり︑詳しいこと

八二〇円︑食事サービスが五

スを行っている︒こちらの利
用料は送迎つき入浴料が一回

スをする小規模ディ・サービ

食事サービスを送迎つきで週

うな人たちを対象に︑入浴・

また︑﹁ほくら園﹂では同じよ

料金は︑一回当り一〇五〇円︒

在宅福祉と施設福祉に分けら

パーさんを派遣する事業で︑

りをお世話している家族の方

十五歳以上のお年寄りを対象

てお世話をしている︒

れる︒最近︑国の方針で在宅

介護を必要とするおおむね六

が︑病気︑冠婚葬祭︑出産︑

生委員さん︑役場の福祉の係

要援護老人のための

在宅

十五歳以上のお年寄りのいる

に︑日常の動作訓練︑入浴︑

か保健婦︑福祉事務所へ問い

︑

在宅三本柱

在宅福祉事業の利用を

な

旅行などにより︑一時的にお

食事などいろいろなサービス

合わせいただきたい︒

仕員︶派遣事業

一人暮しや寝たきりなどの

このような制度やサービス

八O円で利用できる︒

一〜二回︑入浴と食事サービ

三大事業

世話ができなくなった時に︑

を受けることができる︒利用

北島典子︵親ム編耐︶

どと言われるようになった︒

家庭が対象となっていて︑町
村の役場から要請のあった家

一定期間老人ホームが代わっ

行政の立場から

その三つについて説明すると︑

庭へヘルパーさんが派遣され

福祉が重視されてきて︑

一︑ホームヘルパー︵家庭奉

援護を要する老人の福祉は︑

ン
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シリーズ⑳

永

ムクドリ
松

ムクドリは好んでハエの幼虫
を食べることが知られており︑
この時食べていたのはハエの

仲間の幼虫を食べていたもの
と思います︒こんなに害虫の

幼虫を食べてくれるムクドリ

〜スローガン〜
﹁安全は ゆずる気持ちと

壌

籔

2事oe

9

●正しい方法によるシートベ

ルトの着用の徹底

悲惨な交通事故を一件でも松

この機会に正しい交通ルー

あります︒それは果樹園のサ

〜重 点〜
●高齢者の歩行中︑自動車乗

代町から減すよう交通安全に

待つゆとり﹂

有名で︑旧農林省で本種の食

クランボ︑ブドウなどを大群

車中の交通事故防止

も︑一時期やっかいなことが

短い尾にオレンジの長めの

で荒らすことがあるのです︒

︑︑ノ

嚇と同色の足︑飛ぶと先のと
性調査をしたところ︑一羽の
胃から二〇〇〇匹のハエの幼

います︒

榊

ルと交通マナーを身に付け︑

がった三角形の翼で特徴のあ

巣場所が樹洞や人家のはめ板

努めましょう︒

今から十三年位前に新潟市

等に造巣し子育てをしますが︑

●若年運転者による無謀運転

内で勤務していた際︑アパー

本種とドバトに多く寄生する

虫を食べていたという結果が

ト裏の芝生に十数羽のムクド

﹁トリサシダニ﹂を持ってお

の防止

リが飛んで来て︑芝生の上を

餌としてこのほかに稲の切株

ムタドリは︑スズメ目ムク

歩きながら芝生の中に嚇を差

り︑人体につくとダニが小さ
いため︑特に乳児の場合は診

る体形をしているムクドリは︑

ドリ科に分類され︑日本には

し込んで中から虫のようなも

断がむずかしく診断が遅れる

にひそむニカメイチュウやバ

ムクドリの仲間は本州中部以

のを引っぱり出して食べてい

と死に至る場合もあるという

報告され︑また一羽のムクド

北に夏鳥として渡来するコム

るのを観察しました︒ムクド
リが飛び去ってから芝生を調

ことです︒筆者は︑これまで
一〇数年鳥類標識調査を行っ

ッタ︑イナゴ︑ツトムシなど

クドリ︑迷鳥としてこれまで

べてみると︑直径ニセンチ︑

ていますが︑時々ダニを寄生

リは一日平均して八O匹位の

一回記録のあるシベリアムク

高さ一センチ位の土が盛り上

させた野鳥を捕獲することが

松代町では﹁ギャーギャー﹂
と呼ばれ︑普通に見られる人

ドリ︑数回記録のあるカラム

がったところがあり︑ムクド

あります︒

メイチュウを食べると言われ

クドリの四種がムクドリ科の
鳥として日本鳥類目録に記録

リはその中心部に噛を差し込

身が砂浴び︑水浴等で寄生虫

間に身近かな鳥の一種です︒

されています︒松代町には︑

んで︑中から一センチ位の白

をとっています︒︶さてムクド

▲蒲生保育園児のチビッコ交通安全隊

思います︒

本 種 とコム クドリが 生 息 し て

っぽいウジを取り出して食べ

リと言いますと夕焼け空に︑

︵多くの場合鳥自

本種は︑日本産鳥類の中で

ていることかわかりました︒

を好んで食べます︒ムクドリ
の被害は果樹だけではなく営

光

ています︒

野鳥

ギャーギャーという名前は︑
そ の 鳴き声か らつい た も の と

松代町の
も 青 虫 を多く捕 食す る こ と で

「運転手のみなさん安全運転お願いします」

1
1
1
1611
II
1
ll
llllllll
IllIIlll
Illil
ill
1
II
llIIIIIII
1
III
III
IIllll
1
II
IllII
lll
lll IlllllIIIIII
1こうほう・まつだい（元．9月号）II ll Ill
1
II川1
1 II llI
1
IIII
II

と のある 人も多い と 思 い ま す

クドリの大群の写真を見たこ

ゴマ粒を散らしたように︑数
千羽あるいは一万羽というム

より防止することができると

プにとり再生して流すことに

︵警戒音︑悲鳴など︶をテー

務した三年間︑冬期問に姿を

が少なくなります︒筆者が勤

に降積雪期には姿を見ること

れる鳥なのですが︑冬期間特

庭︑地域ぐる

ないよう︑家

い︑また遭わ

故を起こさな

います．お年
寄りが交通事

︑＼㌧

が ︑この ようにム ク ド リ は 大
いう報告をしています︒この
方法は他の鳥獣にも役立つの

見たのは数回で羽数も少なく

みでお年寄り

松代町では︑普通に観察さ

お年寄りの

関係する交通

群でネグラを作る習性を持っ

ではないかと思います︒ネグ

松代町のムクドリは冬期間少

の交通事故防

と歌っており︑ムクドリのネ
グラの様子をよく表わしてい

ており︑ネグラの近くでは相

ラについては繁殖期を除いて︑

雪地域へ移動しているものと

止をすすめま

リのネグラを作らせないよう
にする方法として︑野鳥の全

当の喧燥となります︒このネ
グラのため︑糞や鳴き声が公

秋のネグラが一番大きいよう

思います︒全国的に本種を見
た場合東北地方の多雪地域の

繍

事故が増えて

害だという人もいるようです︒
前にも書きましたが果樹に対
です︒このネグラの様子を︑

︵奴奈川地区交通安全教室︶

﹀横断歩道は手を上げて

￥レ匡
◇

よう︒

○使用前に必ず点検をしまし

いようにしましよう︒

○火をつけたままで給油しな

︿乾燥機による火災をなくそう﹀

しょう︒

醐

聴懸螺購

難

繍

県支部報にムクドリの鳴き声

する被害防止のため︑ネグラ

ものは本州以南に移動するこ
とが知られ︑中には東南アジ

○機械の正しい取扱い方法を

㈹

難

擁購

騨

ると思います︒

を作らせないようにする方法

辻村直という人が
銀杏の高木に

などを研究し︑目玉模様︑爆

群るる椋鳥の鳴く音喧し

ア方面に渡る個体もあること
一部渡り︵移動︶するものと

○周囲は整理し可燃物を置か

から︑松代町では一部留鳥で

思います︒三月中旬にはあち
こちの電線で繁殖活動の準備

ないようにしましょう︒

確認しましょう︒

をしているムクドリを見るこ

とができます︒松代町のムク
ドリはどこまで飛んで行くの
でしょうか︒行き先がわかっ
たら楽しいと思います︒

最後に︑若山牧水の歌でこ
の項を終ります︒

二方に

飛びわかれたる椋鳥の
群の一つは

槻にくだりぬ

〃，煉

一

月の照る夜は

ムクドリ

音などいろいろあるようです
が︑最近筆者の知人がムクド

，，，泌
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恩給欠格者の皆様へ

戦後︑ソ連又はモンゴルの

ロ︑恩給欠格者の御遺族及び
閣総理大臣の慰労品︵書状・

て日本国籍を有する方にも内

で︑平成元年九月一日におい

出品を募集しています︒

では︑広く町民の皆様からの

地を有する高校生以上の方な

分れています︒

書状及び銀杯の贈呈は︑請
求に基づいて行うこととして

査となります．

◎請求書類の送付先及び問い

部門で高沢優美子さんが郡展

昨年の松之山会場では書道
合わせ先は︑〒囎・東京都文

瀬沼伸彦さんに奨励賞が授与

賞に輝き︑西潟平司さんに︑
審査員特別賞︑写真部門では

3 平和祈
京区大塚5−311
念事業特別基金 業務第二課

されました︒

ボイラー取扱い技能
講習会開催のご案内

◎講習会場

期日及び定員

ることかできます︒

ボイラー技士の受験資格を得

この講習修了証を受けた後︑

すので︑請求される方は︑平
和祈念事業特別基金から請求

らだれでも出品できます︒

作品の部門は︑絵画︑彫塑︑

書類を受け取り︑必要な書類

工芸︑書道︑写真の四部門に

◎請求書類の送付及び問い合

を添えて﹁平和祈念事業特別

但し︑県展二回以上入選︑
郡展賞二回以上の作者は無鑑

小規模ボイラーに四ヶ月以上
の取扱い経験があると︑二級

主催者︵郡公民館協議会︶

町民会館で開催されます︒

地域に強制抑留され日本に
銀杯︶を贈呈することとなり
ました︒

帰還された方
ハ︑戦傷病者戦没者遺族等援

づいて行うこととしておりま

この度︑いわゆる恩給欠格

者の方のうち︑外地等に勤務
護法上の軍族﹁雇員︑傭人︑
工員等﹂及び準軍族の方

る方には書状︵内閣総理大臣
わせ先

基金﹂あて直接送付して下さい︒

優秀作品には︑各部門毎に

慰労品の贈呈は︑請求に基

した経験を有し︑加算年を含
めた在職年が三年以 上 で ︑ 請

名︶を︑更に︑七十歳以上の

〒囎

課福祉係にも置いてあります︒

郡展賞︵一点︶︑奨励賞︵三

〜4722

郡内に住民登録または勤務

方には高齢者の順から銀杯を
3113 平和祈念事業特別基

請求期限は︑平成元年九月

点以内︶を選考し︑賞状及び

求時において日本国籍を有す

贈呈することとなりました︒

金業務第一課 智03〜94
ン
5〜4704カ03〜945

一日から平成五年三月三十一

賞品が授与されます︒

東京都文京区大塚5f

おりますので︑請求 さ れ る 方
は︑平和祈念事業特別基金か

日までです︒

戦後︑ソ連又はモンゴルの1
地域において強制抑留中︑
死亡された方の遺族の皆様へ

なお︑請求書類は役場社会

ら請求書類を受け取り︑必要

な書類を添えて﹁平和祈念事
業特別基金﹂あて直接送付し
て下さい︒

なお︑請求書類は役場社会

戦後︑強制抑留され︑本邦
に帰還された方々等に対しま

◎締切期日

であって︑年金たる恩給又

域において強制抑留中に死亡

ころですが︑この度︑新たに
戦後︑ソ連又はモンゴルの地

が十月二十一日ωから二十三

第八回東頸城郡美術展覧会

蔀展にあなたの力作を

多数の出品をお待ちしてお
ります︒

その他お問合せは公民館ま

でお願いいたします︒

︵暦七−二三〇一︶

定員になり次第

申込み下さい．

すので必要事項を記入の上︑

扱技能講習申込書﹂がありま

役場職業係に﹁ボイラー取

◎申込方法

五五〇〇円︵一人︶

しては︑平和祈念事業特別基

の間に松代町公民館まで︑お

は旧軍人軍族としての在職

された方︵帰還途上死亡され

日㈲までの三日間︑安塚町の

◎受講料

年九月一日から行っています︒

金等に関する法律に基づき慰

に関連する年金たる給付を

た方も含みます︒︶の御遺族

作品は十月十一日〜十六日

㈱次の方は︑この事業の対

受ける権利を有する方

イ ︑ 恩給 法でいう旧 軍 人 軍 族

◎資 格 満18才以上の男女

課福祉係にも置いてあります︒
請求書類の受付は︑平成元

22日團

4−17−15）

届け願います︒

智03〜945〜4703
03〜945〜4707

上越市社会教育館 9月21日㈲
50名
（上越市西本町

上越

50名

20日㈱

1−10−27）

労品等の贈呈を行っていると

けさじろ荘 2階会議室

9月19日（火）

（長岡市今朝白

長岡

50名

象になりません︒

1−2−25）

6日㈹

新潟

（新潟市東大通

9月5日（火）

北越第一ビル地下会議室

定員

講習期日

会 場

講 習

会場名
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法務総合相談所が
開設されます
みなさんの家庭や社会生活
の中で︑差別や虐待に苦しめ

○主催新潟県

コンクールを実施します︒

り地域づくり提言論文・作文
1︵内線2413︑241

費025〜285〜551

﹁二十一世紀・輝

4︑2415︶

○テーマ

○場所

二四〇〇円

町総合センター
○持ち物

・運転免許証
・写真一枚

・収入証紙

・郡安協発行のお知らせハ
ガキ

個性豊かで活力

く新潟のために﹂

ある明日の新潟県を築くた
めに役立つと考えられる具

障害者の雇用の促進を図る

※大型免許・二種免許をお持

一五〇〇円

体的な地域づくりの提案︒

ため︑就職を希望する障害者

ちの方は︑深視力検査がで

・協会費

けられたり︑土地・建物の取
例︑ ﹁雪を利用したまちづ

と障害者の雇用見込みのある

○募集内容

障害者集団選考会を

引︑金銭の貸し借り︑交通事
﹁高齢者の住みよい

られたり︑名誉や信用を傷つ

故 の損害賠 償︑い じ め な ど の
くり﹂

開催します

問題で困っている方は︑遠慮

が訂正させていただきます︒

九月十五日となっています

※町の行事カレンダーには︑

きないため松代でできません︒

加をお待ちしています︒

事業主︑障害者の皆様の参

します︒

事業所との集団選考会を開催

県内に住んでい

地域づくり﹂等
○応募資格

四百字詰め原稿

る方ならだれでも︒

○応募方法

用紙三枚以上二十枚程度︒

○と き 九月二十二日㈲
午前九時〜十二時

に応じています︒お気軽にど

専門の相談員が無料で相談

5〜1851㈹日本損害保険
協会 新潟自動車保険請求相

地震体験車﹁なまず号﹂が

やってきます

一度乗ってみてはいかがで

体験希望の方は左記場所へ

すか︒

お集り下さい︒

〇九月二十六日 1
4時﹁15時
孟地小学校

〇九月二十七日・m時〜n時
まつだい町農協本所

○ノ弓

くりかえし﹂

いっもまさかの

﹁結核は

で︒

9月24日㈲〜9月30日ωま

結核予防週間

憐

なく相談して下さい︒

○と き 九月二十七日㈱
午前十時から午後三時まで
○ところ

町総合センタi

別紙に住所︑氏名︑年齢︑

公共職業安定所︵暦0255

うぞ︒

交通事故のこ相談は

下さい︒

︵平日︶

毎週水曜日

午前九時半〜午後四時四十分

︵土曜日は休み︶

◎弁護士相談日

午後一時〜四時

9月22日︵金︶

談センター

電話での相談は025〜22

午前9時〜午前n時まで

○日 時

月22日までの方が対象

運転免許証の有効期限が︑

運転免許の更新は

〜23〜6121︶へご連絡

※参加希望者は事前に上越

○ところ 上越文化会館

平成元年十月十四

職業︑電話を記入︒

○締切り

日dD︵当日消印可︶

○表彰 ふるさとオピニオン
賞十名︵賞状︑賞金十万円

応募は一人につき

と記念品︶

○その他

一作品とし︑作品は返却し
ない︒

○送付・お問合わせ先
〒鰯 新潟市新光町四−一

新潟県企画調整部克雪・地

域振興課内﹁地域づくり提
言論文・作文募集係﹂
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O相談員

人権擁護委員︑法務局職員
◎相談は無料で︑難しい手続
きはいりませんし︑相談の内
容についての秘密は絶対に守
られますから︑安心してご利
用下さい︒

灘難

地域づくり提言論文
作文コンクール
自ら考え自ら行う地域づく
りを推進するため︑次のとお
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に地元の大工さんの手で造ら

裸祭りで村おこし

八月十七日︑夜︑犬伏で伝

村の真中にある広場に︑夜
れ分れてかつぎ︑子どもたち

わせ︑七つのみこしをそれぞ

れたという立派なみこしと合

八時になると下帯一つだけの

いい掛け士斥が

潮に︒一兀気の

と祭りも最高

広場にもどる

総出で迎える

村の人たちが

はより高まり︑

熱気と掛け声

担ぐと男衆の

再びみこしを

ぎを済ませ︑

川に入りみそ

を流れる渋海

ムム橋のたもと

きぎ場へ︒出

男衆五十人が集まり︑数年前
︿みそぎを済ませ︑元気な掛け声が響きわたる︒

が打ち鳴らす裸太鼓に送られ
渋海川のみそ

統の裸祭りが行われました︒

ワツシヨイ
村中に型日き渡

▼川に入ってお清めをする

それらの活動を支援し︑販路

行われています︒

しており︑新潟県内において
も各市町村で様々な取組みが

運動で特産品づくりが活発化

近年︑村おこしや一村一品

自衛官に関する

ご相談

お気軽にどうぞ

左記の方々から引き続き今

後二年間自衛官募集相談員と

してお骨折りいただく事にな

高野さんも南雲さんも子供

りました︒

さんを自衛官にされており︑

自衛隊の実情に明るく︑親身

になつて相談にのって下さい

ますので︑皆さんお気軽にご

相談員はこんな人です︒

相談下さい．

介8
壮話
雲電

一

野7
室H

大和新潟店

平成元年9月21日㈲

新潟市

さん

本舗の﹁ふるさと料理﹂と松

会場

から26日㈹まで

会期

が出品されます︒

り

松代町からは︑けんちん汁

れています︒

など楽しいイベントも予定さ

ス大集合や特産品グランプリ

示即売されるほか︑県下のミ

ラエティに富んだ特産品が展

県内各地域の市町村からバ

つり﹂が開催されます︒

がむらわがまち自慢の逸品ま

開拓を図るため︑県主催で﹁わ

開催されます

自慢の逸品まつり﹂が

﹁わがあらわがまち

▼神社の境内でお祓いを受ける

代そば善屋の﹁よもぎそば﹂等

電話7−2102

㊧⑦
っていました︒

高野亀次さん（松代）

南
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たま

町会

代族
松遺

東頸城社会福祉事務所長︑高

ともに平和への誓いを新たに

遺族一人ひとりが祭壇に向っ

て焼香し︑亡き家族を偲ぶと

鳥衆院議員︑関谷町長︑郡連
合遺族会長他多数の来賓が参

されていました︒

来賓の弔辞の後︑参列した

列しました︒

参加しよ・つ

六人制バレーボール大会

編集後記

関谷町長はじめ助役と各課

長が皆さんの地区に出向いて

の町民対話集会は︑福島・奈
良立地区を最後に今年予定し

た分は終わりました︒今回の
対話集会を通してどこの会場

からも出た質問の一つに︑芝

がありました︒町民の皆さん

峠温泉の堀削状況を問う発言

松代町総合体育館

申込先

に情報を流す立場としてこの

0回町長杯争奪バレーボ
第1

事務室又は︑役場総

問題に触れずじまいだったこ

いて行われまし

ール大会を次の日程で実施し

務課斎藤へ

︵写真︶

ますので︑ご参加ください︒

た．

松代町遺族会

に届く頃には何らかの結論が

9月30日

主催︵会長石野

日時10月10日火曜日
午前9時競技開始

問合わせ先
松代町総合体育館

難歳

麟歳

燃響鶴婁竪懸豊

縢嚢沢・爽灘轟問︶
熊治讃
翻歳

灘雛欝

たいものだと考えています︒

は是非この朗報をお知らせし

出ているはずです︒来月号で

榮灘郎叢

燃國野倉・爽横糊

＄の歳

解歳

鶴歳

燃鑑畢・善叛郎耀

相澤 灘嚢譲

露沢・福住屋藪

蕩構繋難薫

燃辮羅灘繋か鷺ぽ縷翻

欝澤翻難郎譲

濾園

欝翼福を纐鱒豪輩麟死霊響

一一︶

事務室︵七r三七五

申込み〆切

英二さん︶によ

場所松代町総合体育館
︵協会に登録してあ

溝隆・撫枝蕎灘

とを反省していますが︑どう
やら今月号が皆さんのお手元

るこの慰霊祭に︑

参加料

人の遺族の方々

るチームは無料︶

み

霧一女・欝瞬・縣屋耀

弊蛋嚢兼蕪譲

ぬや

撚鑛鍔・松代・善宗塚猿犠︶

繭欝薮騰繍選雄・欝累響叢

ひきだ

撫長男・菅覇・善念騨

柳裕撮．雛一露搬鍵繋．灘

ゆ

羅嶋優発お贈務・藍薬毒鑑
撚長男・糞鎌・数隠糊

つでぱ

撚擾男・絵代・黄奮麗︶

柳灘憲お灘護・幾饗潅

な じ

と︑知事代理の

幽灘遊雄・欝榮警譲
燃翼綴・隠居耀

げ海き数よ雛帯健熱畿盤︾

柳難撫灘お購獲勝・雛繋雲露

嚢嚢・総代・宗畜鯉
けろがき
辮堺撫備難隆董毒響灘鍛騨
騰長男・浦盤・細測糊

燃長男・松代・派鐡聯蟹

横野葱犬鶏譲叢一・佐禰華建

ぴ

一チームニ千円

町内から二七〇

松代少林寺にお

る八月二十五日︑

同慰霊祭が︑去

の御霊を祀る合

み

された五〇九柱

い生命を犠牲に

先の大戦で尊

平和への誓い新たに慰霊祭

戸籍の窓口
織灘凋鐵日馨潟凋舗編受醤︾

繋慧多雛轟盤を灘結婚︾
縄澤一欝・繋輔講織獄耀鑑灘灘

漁 灘 蒙 ・ 謙難ー糞遷
先順 懸 駕

漸松代・懸鱒建繕︶
小島宰 翼・拳

撚糞綴・朝欝麗︶

柳萬
羽
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文 藍・郵
芸

今朝の秋鎌にからまる草の色
黍食べる孫はハモニカ吹く所作で

ついた手をひろげたような形

葉には柄があり︑水かきの

からみついたりして茂みをつ

なり︑木からぶらさがったり

あって︑茎は細く長いつるに

草全体に白っぽく荒い毛が

は︑遠くからでも目につきま
す︒カラスの好物なのでこう

てつるにぶらさがっている姿

いたまご形で︑晩秋赤く熟し

果実は長形五〜七糎の細長

と大きさをしています︒

ふさ女
山

凌書花纒う爆忌の一樹あり
龍 峰

のうぜんか

盆踊幼な馴染の人も見え
翔

瀞舟
たね ぴ
迎え火を種子火に子等の花火かな

たつお
寛水に西瓜冷やして孫を待つ
八千代

短歌生き甲斐

名づけられたとか︒キツネの

もあります︒

などの別名

ブキュウリ

︑ ヤ
まくら

くる雌雄異株の多年草です︒

武宮正樹

〈鵠−妥巽〉

宮沢和風

倒伏せぬかと恐れつつ見る

丹精し重き稲穂を叩く雨

本因坊

判ε蓄（0》ジきσ↓ユ憂一⊂0覇県アII蓄

ブナ林蝉鳴く里の露天風呂
喜 沙

蒲生句会
とんま

山頂は十五夜蜻蛉ばかりかな
鐵 堂
したた

これはまたなんと強か茄子辛味

瀬戸大橋は島に隠れぬ

初めての空の旅なりはしゃぐ間に

夕映えの峰のむこうが我が町か

日

月
受け継ぎし田を畑に替え花南瓜

耕 山

長旅終えてバスは近づく
いそいそとゲートボールに行く老が

出題

です︒

黒先白死・9手まで
●ヒント⁝3手目が好手︑難問

5分で3段︑3分で高段者︒

。士4千目■ユ6且．鷺
爵鰯み・で寸茎レギユ儲つ q削：緋o

しぶみ句会

幼な子の手まね足まね盆踊
六 花
いたどり

水

水

紅茶

釣池や花虎杖を日除 け と し
雷は東にそれて穂肥まく
去
甚平を土産に娘里帰り

淡

無雑作に枕が二つ夏座敷

折 人

水

枯水

村捨てし縁者の墓も盆掃除

泥

わが生きがいとぽつりつぶやく
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なだれ咲く萩今見頃バスの旅
公 明
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