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人ロのうごき
昭和51・8・1現在
（）内は同年4月比
人口5，810（△24）
男

2，845（△20》

女2，965（△4）
世帯数

1，544（△3）
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まず、村山正英議員が懸案の農協合併促進について

この議会では、5議員が町当局へ質問しました。

正したのに対し町長は、町内一農協実現のために議会

月

と答弁し、午前中一般質問がなされました。

︾つ

参加者の士気を上げるために今回はその方法をとった
以下その要旨の一部をご紹介します。

もよ

石松議員は、町民体育大会の地区対抗という企画に功

罪が残らないかと反省を促したのに対し、応援を含め

定例会の

と町が一体となり研究する意志を明らかにし、又山岸

6

休養村センターの来秋
完成は︑大丈夫か

久保田勢策議員
▽自然休養村管理センターの用地

ているか︒又︑来五十二年度完成

川の水質汚染に対策を

ることなど。

関係方面へ要請しました。
〉工事請負契約の承認
O松里小屋内運動場
工事費
6，380万円

O自然休養村農道

ごみの不法投棄は︑以前に比べ

ます︒

のなど色々な原因が︑あると思い

ンプラント︑温泉に附随されたも

りで上流の工事によるもの︑生コ

▽水質汚染については︑そのとお

村山町長

いたい︒

れるので︑早急に︑お力添えを願
を利用せざるを得ない現状の中で

ないと︑又延びることも予想さ

ただ︑松之山〜湯本間の県道が

▽越道川の水質汚染が最近特にひ

すので︑それまでに具体策を講じ

は︑来春︑役員の改選が行われま

伺いましたが︑浦田を除く三農協

▽農協合併については︑前回にも

いたい︒

水資源開発と併せてこの対策を伺

用に充てる。

どく︑観光人口などが増加するこ

〉診療所に基金を新設
診療施設の運営費用に不足が生じた場合の費

これらの中には︑ある程度止む

請負者 株）高橋組

請負者
カンエッ工業KK
これらを含む議案17件、承認2件、選挙1件

（選挙管理委員と同補充員の選出◇無投票◇詳細
後記）合計23件を、賛成多数で町決成立いたしま

した。

／F

＼︑

るので︑農協と話し合って水の確

いと折角ならしても効率が低下す

▽田ならしをやっても水の便が悪

りくんでもらいたい︒

原野も含めて実施出来るように取

▽田ならしする際に隣接の山林︑

高橋英一謹員

田ならし事業に
もっと巾を

お願いします︒

くみたいと思いますので︑宣しく

が︑一体となってこの問題に取り

で︑特別委員会を設けて町と議会

を待ちませんので︑議会の皆さん

町内一農協が望ましいことは︑論

▽農協合併は︑複数になるより︑砲

監視の目を強化したいと思います︒一

を得ない面もありますが︑更に︑

O畜舎新築工事

1の㊤rI

い

▽センターを来年建設するという

村山正英議員

〉農業共済条例の一部改正
初秋蚕繭の共済掛金を納付する期限変更
〉51年産米価引上げの要請を決議
町内4農協及び町農委から要請を受け、国の

随分少なくなったと思われます︒

，

娠驚

交渉は︑その後どのように進展し
ということであれば︑今年中に整
出てくるのではないか︒

地をしておかないと︑無理な面が

〉一般会計補正予算（第2回）
町道の災害復旧費258万円などを盛り込み、
総額で1，132万2千円の補正予算。
〉税条例の一部改正
軽自動車税の課税客体に、コンバインを加え
交渉に入りたいと思います︒

議決した事件など

とによって下流住民は︑汚れた水

村山町長

6月定例議会で

方針には︑変りありません︒

のか︑建設を予定している湯山の

将来どのような方線で改良される

のままでいくとは︑当然考えられ

忠魂社の下についても︑道路が今
ないので︑県に対してこの事情を

説明し︑仮の方線でも決めてもら
い中立山の集落センターのように

道路が建物の後に出来たというこ

とのないように︑道路問題がある

程度明確になったら︑正式に用地

2，680万円

工事費

3，440万円

工事費

蛛）高橋組
請負者
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この一〜二 年の う ち に 実 施 し て も

やってみたいと思います︒

施しておりますので︑この事業で

ぐ両端亀裂の生じた国道
︵高館地内︾

画は立ててありませんが︑仕

事の量などを加味し乍ら今後

若し指定になった場合の地域選

▽国道の災害については︑こ

ます︒

▽中坪の基盤整備でありますが︑

らわないことには︑待てないとい
らいたいと思います︒

定は︑産業委員会でも検討して．も

うに働ぎかけてもらいたい︒

示した見解によると︑必ず三町歩

ありますが︑先般牧村で君知事が

▽県単の三町歩という枠の問題で

よう県に要望して参りました︒

の間来年度事業に取り上げる

進めて参りたいと思っており

いで来年あたりから実施出来るよ

う声もあり︑上の役所との話し合

▽藤倉の整備事業で工区のことか

▽育苗ハウスについて︑兼業農家

保に努めてもらいたい︒

▽下蝦池の町有林伐採の話を聞い

してもらいたい︒

県に対し原因究明の働ぎかけを︑

▽国道の高館地内の地辻り災害を

てもらいたい︒

し︑町単の場合にも面積によって

ば考えるという巾のある話でした

う場合は︑事前に相談してもらえ

川をはさんでも結構だからそうい

の団地でなくても︑部落をまたぎ

本︑非補助融資で七本それぞ

県単で三十一本︑町単で三十

▽農道についてお答えします

れ︑五十年までに完成しており

道路延長については︑ 調ぺてあり

整備と併せて考えていかないと︑

今後の進め方については︑基盤

う事ですから勘違いされないよう

ません︒

が適当でなかったと思いますが︑

▽高館の地辻りについては︑昨年

にお願いします︒

▽中原の牧場については︑播種期

は考えております︒

補助金に段階をつけてもよいと私

のような小規模農家にも︑補助す

久保田産業課長

ら苗代を無駄にした人へ補償をし

業ではなく︑地主さん等が施工す
るのを町がお手伝いしているとい

たがその真相を伺いたい︒

村山町長

るようにしてもらいたい︒

▽町内に何本位の農道があり︑今

後どれ位必要か区長を通じて調査
し︑県単のみでなく町単補助を新

詳しい事は産業課長からお答えし

現状として困難だと考えます︒

▽町単の田ならしの場合は︑どの

県の藤間係長が来町し︑分所へ横

田ならしが一段落したら︑町単

程度の山林・原野を含めたいとい

唯︑あれだけの投資をやって即

孔ポーリングを指示されていった

設して農家の要望に応えてもらい

今後の必要本数を算定することは

うのか分りませんが︑新しくそこ

翌年から効果が上るとは思ってお

と思います︒

補助による農道整備に着手したい

ます︒

▽県単の基盤整備基準面積である

を開田したいという事でなければ

に上らず現在に至っており︑先の

という事でしたが︑分所から本課

たい︒

三町歩の枠を徹廃するように︑県

▽中坪の基盤整備については︑現

▽中原の牧場については︑播種の

りません︒

事務担当者会議で要望するように

の悪要因がありましたし︑二次林

時期︑土質の悪さ︑立地条件など

▽水の問題については︑農協によ

在のところ防止工事中でもあり︑

部内に指示しておきました︒

含めても私は良いと思います︒

って取りくみ方が違いますし︑部

営林署との交渉は無理だと思いま

に交渉してもらいたい︒

が進んでおりますか ︒

内の人要にも限りがありますので

▽中原の緬羊牧場は︑順調に事業
▽夏期におけるブルの計画は樹立

▽下蝦池の町有林伐採は︑全くの

ん︒

になれるならそれでもよいという

すし︑地元から天水のダムの仲間

い︒

地元でそれぞれ解決してもらいた

ないと︑運転手もはりあいがな

してありますか︒

▽藤倉の苗代補償は実情がよく分

りたいと思っております︒

▽育苗ハウスについては︑となり

構を加味した中で今後実施して参
の松代町では︑特農事業︵特定農

▽近日に開催する町民体育大会に

山岸石松譜員

町民体育大会のもち方
に問題はなかろうか

噂でありまして︑地元から要望の

いだろうし︑又町民に密着したブ

りませんが︑唯この事業は公共事

話を聞いております︒

ルの活動も坦来ないと思うので早

山村振興特別対策事業︶の中で実

小ロ建設課長

ない限り伐採する気はございませ

急に作ってもらいたい︒

Vブルの夏期計画のことですが︑

地区対抗という形でやって功罪が

春の除雪と違い途中で仕事が飛び

は︑無理のように考えますし︑計

込んできますので現実として樹立
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残らないだろうか︒

二回目以降のことを考慮して反
▽像安要員の増員については︑県

省会で充分検討してもらいたい︒

の 制 約 が あ り 止 む を得ないとして

も︑給与の引上げは︑県補助が三
分の二から五〇％に補助率も上っ

で引上げの補正をやってもらいた

たことでもあるし︑九月の定例会

い︒

▽国道三五三号線の全体計画のう

いますし︑あまり借金を増すのも

IQ㊤Fー

いく必要があると思うが︑ これを

ち未確定個所は︑どうなっている
か ︒ 又 ︑ 全 体 計 画 の中で松之山に

▽体力づくりモデル町として︑今

出稼ぎ者の代表を混えてもらいた

い︒

事ですが︑知らないのは労働者だ

▽設計単価は公表出来ないという

▽町が雇う臨時職員の賃金額に︑

春指定になり︑児童から老人まで

地区対抗制の採用については︑

けという不当なことは︑．正して業

問題はないでしょうか︒

県民スポーツの婦人バレーを紅白

という極めて層の厚い選手の選び

試合でやったこともあり︑今回特

うよう行政指導する気があるか︑

者に設計単価どおりの賃金を支払

方になりました︒

に婦人会の方から地区対抗にして

▽調査会答申については︑皆さん

ては︑東部振興協議会でも国へ働

▽保安要員制度の充実強化につい

は︑どのようになっておりますか︒

▽町が誘致した工場のその後の話

どうか伺います︒

もらいたいという希望がありまし

りますが︑次回のためにも皆さん

たのでこの方法で準備を進めてお

からご意見をいただく中で検討し
て参りたいと思います︒

同様︑私も選挙の経験があります︒

保坂総務課長

▽町民体育大会については︑お説

いと考えています︒

再建団体に転落しないようにした

問題がああますので充分考慮して

▽今年度︑施工する町道の改良・

んでいるか伺いたい︒

舗装の財源に縁故債を利用したが
▽地方制度調査会答申に対し︑反

その後どのように進んでいるか︒

り︑給与の改善についても︑他町
参りたいと思います︒

村と歩調を合わせた上で考慮して

きかけるよう陳情書も用意してあ
であり︑立候補する側になってみ

しかしあの答申を創案した人は︑

れば︑好ましいことでなく私も賛

その経験のない学者が考えたもの

回ということでもありましたし︑

したことは事実であり︑又︑第一

終了後に反省会で充分検討し︑来

のとおり︑何かとご迷惑をおかけ

ますか︒

町長自身この問題をどう考えてい

成しかねます︒

▽縁故債については︑全額市中銀

▽給食婦の身分保障について︑臨

町内業者は年々苦しくなってきた

▽移動販売などの急増によって︑

ます︒

んでいるか︑具体的にお答え願い

について町絃︑どのように取りく

ていきたいと思いますが︑この点

▽不況下における出稼ぎ者対策に

れましたか︒

時雇用の契約をしたとのことです

利子については︑七・五％を超

た全額が認可になると予想されま

▽保安要員の給与については︑郡

うに思います︒

える分を国が利子補給してくれる

▽再生産費に見合う米価を要求し

どう対応していきますか︒

行で消化するようですし︑申請し
内の状況をみた上で︑増率分を還

▽次に限度数量の件ですが︑先般

のでばなかろうかという程度しか

唯︑今すぐ具体的に意志表示を
元したいと思います︒

県からの電話連絡によると︑当初

分っておりません︒

八十三俵で何とか了解してもらい

俵数にして四万五千

決める程切迫した問題ではないよ
▽国道の事については︑来年度総

の割当てより五十トン少ない二千

が︑身分保障の点からどう改善さ
額で十億八百七十万円の予算が全

七百五トン
むしろそちらの方より︑町内は勿

たいとのことでした︒正式であり

▽町の協定賃金を決定する席に︑

滝沢重介議員

優先させたい
町内業者の育成

す︒

は︑未着手なので松之山としては

線でついており︑柏崎〜池尻の間

論︑中南魚へ至る間に重点をおき

思います︒

ませんが︑ほぽ確定とみてよいと
▽町道の縁故債 利 用 の 関 係 は ︑ 今

久保田教育長

予算獲得に力を入れたいと思いま
う理念から︑供米の限度数量につ

年単年度限りの制度であろうと思

▽米作は︑農業の基本であるとい

年に備えたいと思います︒

対の決議を提起しようと思うが︑

村山町長

どうとらえますか︒

ガンバレー
ガンバレー

関係する部分は︑どんな状態で進

▲暑さをものともせず
す︒

いて米価と併せて運動を展開して
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1lll 811
1
1広報まつのやま 甑56．
1811
18
1翻 1

鯛

鱒鮒
齢 ㈲

という声がありますが︑これらの

金が入り次第本人に支払いたいと

支払う予定になっていますので︑

ますので︑町としてある程度のお

▽地元商店の利用でありますが︑

来た人には︑宿直室で事務の支

もの福対協を通して参ります︒

町長が町内業者利用を優先しよ

ことでもあり︑出来るだけそのよ

うという基本方針を打ち出された

うにやっておりますが︑一万円以

り選定しますので︑場合によって

上の物品については︑見積書によ

は︑町外業者を利用することもあ

しかし︑町内業者で間に合う商

ります︒

品については︑町内で求めるよう

︵誌面の都合で一部割愛させて

に努めております︒

いただきました︒︶

雄、相沢善一、佐藤重龍、小野塚熊男、

佐藤大治、田辺一夫、村山正英、丸山利

竹内平八郎、滝沢重介、竹内徳治郎、福原

庚造（以上11名）

委員長

委員

委員

璽

小野颯与一さん

保坂総務課長

▽町の臨時雇賃金の件ですが︑上

業者育成と発展をどのように考え

越管内で似たような町村或は︑上

ります︒

町が購入する品物について︑町

越市などに聞いてみますと︑大体

手伝いをしていきたいと考えてお

▽出稼ぎ対策は︑リーダー会議も
利用していると思います︒

内の商店で間に合う場合は︑大概

4農協の組織を整備するため各農協管内ごと

1渇本・和泉農）

思っております︒

ますか︒

村山町長
しましたし︑私も 現 地 に 行 っ て み

一日千六百円から二千五百円程度

ましたが︑出稼ぎ者のみなさんそ
れぞれ覚悟をして出られたせいか︑

農耕賃金と二百円︑自治労の統一

▽町の賃金協定会に出稼ぎ者の代

となつておりますし︑松之山は二

要求の平均賃金より百円高く︑ず

久保田教育長
▽給食婦の身分は︑町の臨時雇で

ばりこの額が安すぎるという事は

大問題も起らず正に︑不幸中の幸
唯︑二人の若い人を亡くしたこ

入手続きを完了しました︒

あり︑五月十四日に労働保険の加

表を混えることについては︑会の

とは︑お気の毒であり︑非常に残

千八百円という事でありまして︑

▽町の臨時雇の賃金は安すぎない

▽米価は︑米価で あ っ て ︑ 同 じ 米

念なことでありました︒

給与については︑十七名の平均

だと思います︒

かという事だと思うのですが︑決

で五万四千百六十九円となってお

出来るだけ公平に利用させていた

に！、次の11名の議員で構成することになりまし

障のないように販売していただい

〉農協組織整備特別委員会の設置

ております︒

〉地方制度調査会答申の反対決議

岸留作さん

構成人員が今より増えることにな

して安すぎるとは思っておりませ
価であり乍ら平場と山間地では︑

だいておりますし︑移動販売も確

〉簡易水道特別会計補正予算（第3回

（新山・大下）

り︑私としては消極的であります︒

ん︒

生産するための必要経費が大きく

てみたのですが︑決して安くない

りまして︑郡内の実情を色々聞い

〉50年度農業共済事業の会計決算認定

ないと思います︒

▽設計単価については︑皆さんご

違っており︑この点について米価

承知か︵？︶と存じますが︑若し

かに多くなっておりますが︑私ど

しかし︑学校の実情もありまし

と思っております︒

の算定基準を是正夷樹ように︑今

総事業費7，54σ万円

一5一

後働きかけたいと思います︒

4，269万円

3，271万円

（中尾・場丁）

お話し出来るものは︑おしらせし

患者輸送用の雪上車購入費、

㊤

本山清蔵さん

分らないようでしたら︑個人的に

来年完成予定の水道工事で完成後の町内給水

ょうから今後共充分話し合いの場

人口は45％になります

を設けて︑学校給食に万全を期し

〉松里地区簡易水道布設工事

▽地元の商工業をどう発展させる

総事業費2，919万9，245円に伴う収支決算。

か︑ということで す が 商 工 会 館 を

合せて一千万円）などを主体とする総額1，063

てもよいと思います︒

万1千円の補正。

建設したいという話も聞いており

51年分

52年分

579万円、高校

▽町が誘致した関電子の問題です

の寄宿舎改造工事費、

樋ロ長一さん

北浦田・北の下）

500万円（当初計上分と

が︑今月末に一人当り一万円づつ

〉一般会計補正予算（第3回

たいと思っております︒

（敬称略）
た。

新潟企業株式会社
請負者

臨時議会から
7月の

l
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1
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世話をするのは︑朝食をとって
ておりました︒﹂

日の牛の本山さんが誕生した︒

漁

本山さんは元来︑謹勉そのもの

踊当り平均販売価格六＋七万七千円
新潟県農村青少年指導農家︒
数個のト・フイーがその実績を物

それに︑人一倍の努力が稔って今

やこの方︑本山勉さん㈹北浦田︵岡
のの田︶牛の肥育を始めて六年目
て﹁これは︑昨年出荷した奴が東

語り︑一番大きなものを取り出し

から︒出荷頭数年間十五頭︒一頭

牛の本山さんにも︑米の生産調

㎜

ま
剛 これを境にまず四瞬の牛を導入し

代用された人形ケースの中には

報整という逆風には・勝てなかった︒
京でもらったもので﹂と話し︑上に掲

⁝今日では県内でも牛の肥育にかけ
言︒﹁確かにこの牛は今まで出荷
したうち最高の出来上りでした︒﹂

げてあった賞状と写真を見せて一

㎜牛の肥育を始めた動機は？﹁転出

情に︒

と笑を浮べてその時の嬉しさを表

㎜ ては︑屈指の存在となった︒

した空家が増えたことと︑減反政

1卜OFー

思います︒﹂

にお礼を申し上げたいと

りませんが︑各方面の方

﹁誌面を借りて申し訳あ

協力あってこそ⁝−：﹂

であって︑まわりの方の

ぐさすが︑整頓の行き届いた畜舎

この次の目標としたら？﹁年問

渋海川の川風にしばらく身をあ

︵新田︶を予定します︒

︵次回は丸山清一さん

●

■v
、齢・
、，9
、9
、9

⁝ 策によって放出された先祖伝来の
田甫が荒れたことなどに

目標は㎝キログラム

名前は義蔵号と書い

二十頭出荷で生体重が六百七十㎏

ー牛にかける本山さんー

てあり︑日本食肉市場

発展を目ざし活躍されて

農協を通じても地域の
体重の平均でこの程度になれば︑

卸売協会長の表彰で︑

最優秀賞に輝いていま

農協の青年部長に推され︑

ずけた後︑となりの部屋からお父

おり︑五年程前から浦田
した︒

きっと県下でも希でしょう︒﹂と
語る本山さんには︑夢ではないら

の如く平穏に︑又ある

にキラキラ映える湖水

今春四月から同農協の

共に良きリーダーである︒

結婚披露宴の司会を⁝⁝﹂と我が

にも︑自分一人の力では︑不可能

本当に大変ですネ？﹁何をする

子の人格に満足そう︒

理事でもある︒

は特に定評がある︒名実
時は ︑ 冬 の 日 本 海 の よ

﹁明日は︑牛仲間の人に頼まれて

さん︵書道の白峰先生︶が見えて

しょうか︒﹂

そそぐことにもなるで

にする位の情熱を牛に

せ︐︒⁝・︒まア起居を共

うに︑荒々しく浪立た

飼う秘決は？﹁夏の陽

そこで︑牛を上手に

しい︒

若い人の相談相手として

位にもっていかれれば：−︐︐︐⁝︑生

青友会の
ご案内㎜㎜〜

P9層■
、

，0 ■

㎜
㎜

と生産を兼ねて一頭飼っ

一誕騨役㊥
㎜

優秀農家
と語る本山さん

▲時には冬の日本海

農改普及所と町では︑農業経営

成するため次の要領で︑募集して・

を志向し︑地域農業の中核者を育

います︒

▽松之山町内に在住し︑男女の別

は問いません︒

一︑研修会の開催︒

▽活動内容は︑

三︑各種大会への参加︒

二︑先進地視察︒

今年は既に︑総会︑ぺーパーポ

四︑その他

ットによる田植えの視察︒会員相

苗移植の視察︑キャンプ︵長野県︶

互の自宅訪問︒稲と葉タバコの稚

が実施され︑この後︑会員交換会︑

ております︒

一

反省会など多様な催しが計画され

﹃

町役場内産業課︑農政係へ

◎加入申込みなど詳しいことは︑

三万九千円に引き上げが実施になりました

万円であったものを︑八月一日受診分から

今までは︑医療費の自己負担が最高で三

八月分から
三十％引き上げ

9、のへ■

ま

つ

広

闘
翻
岡
朋
鯛

になります︒農業者年

㊥私は来年満六＋才
農業経営を廃止︵又は縮小︶した

子供や他人に譲り渡すなどして︑

自作地や小作地の権利を︑自分の

でもよく︑この場合は︑自作地を

き三年以上従事していれば勤め人

ている場合でも︑その人が引き続

たすか︑十年以上の小作に出さな

自作地の場合は︑他人に売りわ

移動することですので︑息子であ

経営移譲の場合は農地の権利が

たものとなります︒

も息子に移転すれば経営移譲され

息子に譲渡し︑小作地の権利名儀

金に現在加入し︑保険
次男が農業を手伝って
ければならず︑小作地の場合︑地

ンノ≧Σ﹃く︑︷く5︷轟
ハ
譲年金が支給さM
ハ
れます︒
M
鯖
近所の方のよ赫
れ
うに︑後継者がM

8月の保険衛生

場合に支給されます︒

くれておりますが︑来
主に返すか︑他の人に権利を移転

いない人の場合昂
M
は︑今の法律で吊
ハ
は︑他人に売り︵
M
渡すか︑十年以M
ハ
上の小作に出す㎜
か各れかの方法M
い

で︑移唖ない㎜

㌧

ノ

料も払っております︒

年になれば︑年金がも

経営移譲年金

らえるでしょうか︒

又︑近所にこの

年金に加入してい

．．・私は受給出来るでしょうか？⁝

ー一

25（水）

いということで心

（午後〉

もら︵
ハ
M

浦田支所

と年金は

移譲の方法な㎜

24（火）

えません︒

（午後）

っても︑農地法の三条許可く農地

を移転する場合の知事・農業委員

どについての薫

東川小学校

て︑後継者がいな

なお︑自作地を他人に売り渡す

会長の許可Vが必要です︒

しいごとは︑農M
M

23（月）』

しなければなりません︒

場合は︑十アールまで手元に残し

あなたは︑大丈夫です

繕韓訪⁝

老人いこいの家（午後）

配している人がおりま

す︒

このような人につい
てもよいことになっています︒

あなたの場合六十才になった月

嚇

⁝⁝

後継者は
サラリーマンでもよい

に以上の要領で︑移譲を済ませれ

本

ば六十才になった翌月から経営移

▽若月

庄一

治雄 湯
若
月

天水越︐

▽福原

局

後継者に移譲する場合︑息子さ

貝沼輪店

▽貝沼 音七 湯之島

25年表彰

んが日曜などに︑農作業に従事し

名

若月商店

3▽若月政雄湯之島
1
ら

三好屋

▽鈴木藤三郎 湯 本

一7一

ては︑どのようになる

のでしょうか︒
︵湯本︑高橋広史︶

㊨満六＋五才ま芝

この度︑無事故運転で次の方々
が︑表彰されました ︒

町内から一人でも多くの被表彰
者を送り出すため︑良き先輩達の
記録を追越しましょう︒︵敬称略︶

こ

書ん

彰さ

印かんを持参のこと

役

⑪ ㊥ ㊨ ㊥ ③

︽25年表彰に輝く 貝 沼 さ ん

屋

穏
居
▽佐藤 良雄 天水越
下之屋敷
勲 天水越

20（金）

役場前

婦 人 検 診

9時〜1（時

◎時間は未定
◎35才以上の婦人

場（午後）

不用犬引取

同 上

11（火）

湯本出張診療所（午前）
浦田支所
（午後）

乳幼児検診

東川出張診療所（午後）

考

備

付

時間は未定

10べ火）

町役場・（午前）

9（月）

9時〜14時

町役場

出稼ぎ者検診

東川出張診療所10時〜12時

血

献

小島

レー5年衰彰を受ける長沢さん

叙

日

会場及び時間

事

行

▽佐藤

征一 下蝦池
上
段

▽長沢 幸雄 天水島
明星旅館
▽高橋
松
巳
天水島
鉄
京

山 ▽大見

間

田屋
屋
畑

湯 本

卓
和
郎茶保中栄角

表沼▽棚咋藤噺松之山
▽津端
▽樋口

▽高沢

光

湯

故貝

無事
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ているのですが︑次々と頼まれて

歩くことは
平気です

ホ！ムヘルパー︵老人家庭奉仕

ヘルパー

員︶として︑村山サワさんの後を

Ioo㊤Fー

﹁どこの人も
いに︑任せてく

吉兵衛さんみた

れると世話も︑

は︑いちいち家

やり易いが中に

が目を配らせ

くれる様子を見ると︑かえって嬉

しかし︑私を頼りに待っていて
り⁝⁝﹂とうつ

るような家もあ

予定が狂うこともあります︒

︵橋詰・田代︶︒

受け︑頑張っている村山圭子さん

ある日のもようをご紹介してみ

ヘルパーと患

むき加減︒

者︑それにその

う太い絆で結ば

傍にいた息子の昭太郎さんは︑

の父母であっても︑仲々かゆいと

の﹁信頼﹂とい

ころに手をやれない場合もあるの

ここにも真の人

れたときこそ︑

家族が三者一体

に︑その点村山さんは︑仕事とは

村山ヘルパ！の世話ぶりを﹁自分

のヘルパーでもある︒

ります凶と笑を浮べながら話す真

しいし︑その方が張りあいにもな

たいと思います︒

七ツ道具の入ったカバンを肩に
かけ︑汗をふきふき役場に入る︒
のは︑そんなに苦になりません﹂

﹁パイクには乗れないし︑歩く
と︑保健婦と早速打ち合せ︒

言っても︑本当に一生懸命だし︑

するようでした︒

間ドラマが誕生

出来︑助ります︒﹂と信頼しきっ

任しっぎりにして︑自分の仕事が

一方︑信頼されている村山さんに

た様子で語る︒

も︑悩みはある︒

一8一

今日はどこに？﹁湯本の吉兵衛
さんに行ってみましょう︒﹂

﹁ごめん下さい︒具合は︑どっけ

高藤サダさん︵七十六才︶この

だネ？ばあちゃん︒﹂

かネ﹂と村山さんが訪ねてくれる

人﹁今日は︑頭も洗ってもらえる
日を︑一日千秋の思いで待ってい
﹁そうだネ暫く洗ってやらなかっ

た様子︒

こで洗うネ︒﹂と︑まずこんな調

たし︑今日は暖かいから⁝⁝⁝ど

子︒

同じ他人︵？︶であっても︑村
山ヘルパーだからこそ︑サダさん

爪も大分のびたネ！
▲アレ！

は︑頼むのだろうし︑一方の村山
さんは︑自分が担当する人達が︑

遠慮なく申し付けてくれることに
に っ い て ﹁ 予 定 を 立てて︑訪問し

喜びを感じているらしく︑この点

塾囹●◆．．

族
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︑︑︑チ一七月二十一日から八月二十

危ないからそろ そ ろ 帰 り ま し ょ
う︒

広史あ！あのおじいちゃんヘル

日までの間は︑何の期問だど思う︒

広史分った〃二番暑い期間だろ？
メットをかぶってるけど︑むこ

この間おまわりさんが︑さ

っきの人に注意していたけど︑

︑・・チ

きっと︑持っていないんだナ︒

っていない︒

うへ行った人は︑二人ともかぶ

違うヨ︑夏の交通事故防止

︑・・チ

それで家の父ちゃ

運動なんだって︒

広史あっ〃
この運動中だから︑飲んで

ん昨日酔っぱらってこないんだ︒
︑︑︑チ

運転しない︑ということでは広
ちゃんのお父さんは︑い

夏にご用心

八月は︑夏休み︑お盆の帰

どには︑充分注意しまし

行動︵特に夜間のバイク

これが一番危険です︒

省客などによって人口が急増

◇痴漢が︑はびこる季 て

（新潟地方気象台発表）

あなたも︑夏の防犯に目を

します︒

平均気温は並みないしやや低いでしょう。

けないと思うワ︒
∠

確認しましょう︒

○寝る前にもう一度︑戸締りを︑

降水量と日照は、並みの見込みです。

ジ︐︷︵

しょう︒

一9一

○回り道でも︑明るい道を通りま

ら涼しくなるでしょう。

注いで町から犯罪を出さない

〔9月〕

広史でも︑一年中この運
●樹

月始めは暑さが残りますが、半ばころか

動が︑続けば良いのにネ︒

平均気温は、並みないしやや高いでしょ

︑ミチ 馬鹿ネ︑酒を飲んで

う。降水量と日照は平年なみの見込みです。

ばりと断りましょう︒

後半には不安定な天気が現われるでしょう。

○知らない人の甘い言葉は︑さっ

〔8月〕

O暑くても︑昼夜を問わずキチン

前半は、暑い日が多いでしょう。しかし、

ようにしましょう︒

っております。月毎の予報は次のとおりで

とした服装で過しましょう︒

足で訪れ、台風の影響は、2〜3個位とな

◇家の子は︑大丈夫◇

この夏の、盛夏期は暑くなるものの不安

車に乗っていけない事位

定な天候も現われ、残暑は短かく、秋も駆

知ってないの︒

示す貴方の お人柄◇

一秋早し一

広史 この間︑妹と一諸に

僕︑運転した事ないから︑分

ドを出すと︑気持が良いのかナ︒
らないけど︒
タ辺家へ来た人の話だと︑

が一番安全らしかった︒

四十キロ位のスピ：ドで走るの

︑︑・チ

いんだから︒﹂といって兄さんが

◇運転が

唯︑事故を起したら︑大変ヨ︒

らない︒

気持が良いかどうか︑私も分
全部黒くて︒去年は赤ヘルが

流行ったけど︑かぶった恰好あ
私︑あんなのあまり好かない︒

まり良くなかった︒

す。

防

この間買ってもらったけど︒

トを必ずかぶらなければならな

﹁バイクに乗る人は︑ヘルメッ

又︑守らないんだネ︒

號過

広史バイクでも車でも︑スピー

天候の具合

海へ連れていってもらっ
たヨ︒

海へ行ったのは始めて
も

．ミチ 川のふちで道草するのは︑

⁝⁝しばらくして⁝⁝

ればよかったのに︒

辺で車を降りるか︑ 止めて一寸

りがちだし︑ そんなときはその

ミチ 夏はどうしても寝不足にな

ってるのが恐かった︒

かりしているんだヨ︒ 一諸に乗

ど父さん疲れたのか︑ あくびぼ

だったし︑ とても楽しかったけ
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高橋鶴吉

﹁負担を今年から無料にする

するため﹂に︒

▽八頁右端

﹁四月上旬の﹂を︑

読者諸氏に︑ご迷惑おかけした

確籍彗れぞれ訂正させ

﹁四月中旬

ため﹂を︑ ﹁負担を今年から助成

中︑

精神障害者に医療費の助成の項

お詫び申し上げます︒

▽二頁下欄
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紺屋
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地江り巡視員

先にご招介したお二人の方に加
え︑この春からもう一名次の方に
巡視員としてお願いしております︒

の

くことが多くなってしまいます︒

多いと聞きますので︑心易く何で

三五院

火曜と金曜日

出来る限り︑いつでも柔らかい

▽ところ 浦田診療所

毎週二回

感じで受け応えしたいと考えてい

も尋ねていただき︑言いつけても

ゆ 松之山

おくやみ
田辺武雄

▽とき

るのですが︑電話が混んでくると︑

▽医師名 高橋先生︵大島村︶

いますのでよろしくお

劇願いします．
27 お互い顔の見えない

子お付き合いですが︑あ
みなたとご対面したつも
とりでいつも笑顔を忘れ
手山ずに町をご案内する声

〉お寄せいただいた方には、粗品を進呈いたします。
松 本

事を深くお詫び申し上げます︒
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▽福原一雄さん︵天水越・酢屋︶

一翻

﹁はい役場でございます︒﹂の声

〉官製ハガキにマジックインク（黒の一色〉で、書い

歯科診療が始まりました︒

て下さい。

らえる交換台に し た い と 心 が け て

役所というと一般に﹁とっつき

〉作品 似顔絵、イラスト、カットなど。

つ い 固 い 調 子 に なりお待ちいただ

で私の一日は始まります︒

広報では、あなたの作品をご招介するコーナーを設
⑳ 大荒戸

大

画

高橋猪松
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りたいと思っています︒
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