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ばんがたもやっばりオニんなろう︒︵松里保育所で︶

こっけにひろったんが⁝⁝⁝︒
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一般会計補正予算︵第六回︶

金六十万円などです︒

万円▽冬季保安要員報酬増補助

歳入は▽地方交付税千百五十

千円など︒

八万円▽干害︵畦畔︶復旧補助
金︵町単独分︶三百七十六万七

害復旧補助金︵町単独分︶五十

足三十万円▽松之山中給食用備
品四十五万八千円▽六月豪雨災

▽小学校社会科副読本製作費不

追加三百五十万円▽消防団員退
職報償金の追加七十九万八千円

町議会は十二月定例会を十九日に招集し︑会 増額百二十万円▽精神障害者へ
期を二日間と決めた後︑審議に入りました︒
の医療費助成額不足五十万円▽
この議会では︑一般会計補正予算案︵第五回︶ 老人健康相談の医師報償費三十
はじめ︑議員提案四件を含む十二議案が慎重な 二万五千円▽県営事業負担金の
審議の上︑全議案を全員賛成で︑原案どおり可
決しました︒

ました︒

なお一般質問には五人の議員が立ち︑それぞ
れの立場で当面する町政をただし ま し た ︒ こ の
中で豊原トンネルの見通しについて︑町長は﹁
再来年の冬には通れるようになると思う︒﹂と
答え︑松之山町が上越地方の首都圏への玄関ロ
となる日が︑射程距離内に入ったことを示唆し
ました︒また町教育委員︑人権擁護委員はじめ
数々の要職を務められた故山岸定佐久さんの後
任人事を決めて︑一日間の日程を終了しました︒
﹃方臨時議会は﹃月二十三日に招集し︑先に
答申が出された議員報酬︑町四役の給与改正条
例など六議案を全員賛成して原案どおり可決し

補正額は四百七万五千円で︑
予算総額は十八億九千五十六万

歳出では▽議員報酬引上げ分

六千円となりました︒

し二百八十万円など︒

四十七万七千円▽上蝦池︑月池
の公団造林下刈り賃金追加三十
八万七千円▽町奨学基金へ繰出
補正額は千二百三十五万一千
百四十九万一千円となりました︒

防止工事に着手できるのではな

による設計などが完成すれば︑

歳出は▽冬季保安要員の報酬

置してきた︒

いつごろになるか

豊原トンネルの完成は

いかと思う︒

主は作付けもできず今日まで放
ここをなるべく早い機会に防
止工事をするよう関係機関へお

ここは松里かん排事業

願いして頂きたい︒

答弁

の施工区域内である︒この事業

議員報酬は一〇︑七％︑四役

議員報酬．町四役の給与改訂

した︒

▽財政調整積立金に繰入れ千九

追加五十万円▽松之山高校から
町奨学基金へ寄附二百八十万円

円▽松里保育所建設国庫補助金

事業の地主負担金二十七万二千

十万円▽二次林構事業債追加千

一月分から引上げるものです︒

の給与を平均七︑七％それぞれ

▽議長⁝⁝⁝一〇〇︑○○○円

三百八十万円などです︒

▽副議長⁝⁝⁝八一︑○○○円
▽常任委員長⁝七六︑○○○円

国保特別会計
補正予算︵第三回︶

▽助役⁝⁝⁝二九二︑○○○円

林地崩壊防止事巣の経費を

か月分引下げになりました︒

期末手当も議員と同じく○︑一

▽高校卒⁝⁝⁝七六︑六〇〇円
▽大学卒⁝⁝：八七︑四〇〇円

初任給は︑次のようになりました︒

で︑これにより一般事務職員の

引上げ率は平均三︑六八四％

職員の給与を改正

▽教育長⁝⁝二五三︑○○○円

▽議員⁝⁝⁝⁝七二︑○○○円
▽町長⁝⁝⁝三六六︑○○○円

補正額は四十六万九千円で︑
予算総額は三億三千八十六万七

▽収入役⁝⁝二七六︑○○○円

歳出は職員の給与改訂による

千円となりました︒

円です︒

もので︑歳入は交通事故にょる
納付金︵医療費︶四十六万九千

冬季保安要員の報酬・臓員

の期末手当を改正

保安要員の報酬は一万円引上

げて︑月額﹁九万円﹂になりま

議員の手当は○︑一か月分引

した︒

納めていただく条例の新設

防止事業をした場合︑土地の

下げて︑一︑九か月分となりま

一一

1﹂

通行不能になれば︑町＝ 土地改良事業の施行
掃や路端の草刈りなどは

昔力一 今年から五十八年にかけて︑

が復旧箋しかし︑測購の豊

答弁

ては︑年間三人ほど公力として一︸で五十三年四月力ら適用です︒
負担している︒

や籍鱗墾器蕊鱗輝留猪

歳入では▽六月豪雨災害復旧

円で︑予算総額は十八億八千六

一般会計補正予算︵第五回︶

定例︑臨時議会で可決した主な事件と要旨は

成さん

次のとおりです︒

琢

▼新教育委員

樋

㎜昔から地すべり地帯である︒地

⁝ 質間 中尾部落の字塩野は︑

早くしてほしい

卿地すべり防止工事を
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ま

つ

広

ら切徳としてやって頂いている
探してほしい︒

不況下で誘致しても中

々来ないのではなかろうか︒今

者がよい﹂というが︑私は将来
関東方面の方がよいと思う︒

県の考え方は︑﹁関西方面の業

のところまだ話はしていない︒

答弁

ので︑そのままお願いしたい︒
質問 町道の認定について︑

今後新規認定をやっていく考え
はないか︒

また現在自動車が通っている
路線を町道からはずすことは︑
ないか︒
それから︑老人の仕事につい
答弁 町道を動したくないとい て︑今年大荒戸に﹁楮﹂の苗木

てみたい︒温泉を利用して他に

を植えた︒来年は笹野でもやっ

廃止すれば地元で困るだろう
ない﹁和紙﹂ができるかどうか

いうのが︑基本姿勢である︒

し︑新しく認定するのは現在の

事の進み具合はどんな状態か︒

国道の豊原トンネル工

実験してみたい︒

新山の農村工業団地を

質問

町道に未整備路線が多いので︑

質間

これ以上増したくない︒

答弁県も力を入れているの

浦田から牧場周辺に
春山スキー場を
開設したら
質問 牧場周辺の開発に深い

クタール以下に引下げ︑集落単
位に拡大する必要がある︒これ

ほ場整備することにつ

ていくつもりはないか︒

らの改善を関係機関へ働きかけ

答弁

いては基本的に賛成である︒

湯之島︑上の山︑新田地内で次

一の嚢を行暑の至

場蕎⁝⁝．．望︑一二㎞
▽用排水路整備⁝一 一〇〇m

▽農道整備⁝⁝⁝九〇六m

㎜一㎜▽集落道整備．．：．五一二m

見書としても提出されているの

しかしほ場整備と田ならしは 蹴▽上水道整備⁝⁝三︑五二三m
根本的に違う︒ご質問の件は意

関心を持っている︒昨春︑雪上で

の他春山スキーによい所がある︒

ジンギスカジを開催したが︑こ

㎝▽集会嚢翠−志ね

展望台の建設︑緬羊や山羊の放

意見書︵賢繋︶

という話をよく聞くが︑この原 ⁝㎜◎被爆者援護法の制定について
因として①高額療養費の支給②
⁝⁝社会厚生委員会に付託
老人医療費支給の増加③保険税
◎土地改良事萎どの補助蒙

質問 最近﹁国保税が高い⁝﹂

で︑後日議会でも検討願いたい︒

また整備後の運営についても

牧もよいのではなかろうか︒
併わせて伺いたい︒

答弁林道を山伏山に向って

のしくみ④医療制度の問題など璽麓講㈲藷難醐蝉
蒼無

一本化したら⁝︒﹂と考えるが︑

地ならししたが︑企業への呼び

が︑今春︑もう少し植えたい︒
秋になって﹁つつじ︑白樺な
ど﹂数多く植えたが︑盗難予防

7強化に反対することについて

二人採用し︑一人を診療所に配 ㎝㎜◎有事立法と日米共同作戦態勢

属させたい︒いわゆる﹁国保税

請願書の受理

が高い﹂という︑今のお話のこと ︑蜘・⁝：総務交教委員会に付託

サブセンターが完成したら︑
この運営を森林組合でやっても

もあるので︑なるべく医者にか
指導を強化したい︒

からないように﹁予防医療﹂の
手したい︒

の舗装を中心にスキー場にも着

町内各地で﹁ほ場整備﹂

国保税はなぜ高い
質問

しかしまだ改善すべき点が幾

が行われ︑関係者は喜んでいる︒

いによる帰省者の数は︑どれぐ

答弁

⁝㎜越．佐藤利幸さんほか︶⁝⁝産
︸業委員会に付託

締結件数は百二十件で 躍 陳惰書の受理

らいあるか︒

全体の七二％ぐらいである︒条
件の違いで帰った人はなく︑酒 篇 部落統合のための集会所建設
りの事業費に相当の差が出てい

ていない︒

づつ帰っている︒その他は聞い

の飲みすぎ︑病気でそれぞれ一名 蹴に対し︑助成を願いたい︵樋田
鳳・竹内正男さんほか︶⁝⁝総務

る︒②補助金の対象面積を三へ

つか残されている︒①立地条件
が町内均一でなく︑十ア：ル当

その割合︑求人の話し合いの違

質間 今年の出稼ぎについて
松里かん排事業施行による事
事業所との労働契約締結件数と 篇業費などの助成について︵天水

二次林構が完了したら︑林道

らう予定である︒

は建設する計画はない︒

饗に付託

㎜㎜ことについて：．．．．総務文教委員

答弁 私は﹁保険制度を全国 ㎜㎜◎一般消費税の新設に反対する

について伺いたい︒

秋に松之山側へ顔を出すと思う︒

対策で頭を痛めている︒展望台

が考えられる︒この実情と対策

かけを何社ぐらいしたか︒また
六十才以上の人が出稼ぎにおよ
そうすれば︑五十五年の冬から

新たに開設したい︒春に﹁大山
桜﹂の苗木を池の周辺に植えた

そ百人ほど行っている︒これら
通れるようになると思う︒

印
ア
月

で︑今の進み具合では五十四年

の人が家でできる内職や仕事を

中々問題が多い︒今春︑保健婦を

▼囎回の爆破で90㎝づつ進む︒現在︑全長の約半分を

堀削終了︒今秋には︑松之山側へ顔を出すらしい︒

▽ほ
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な−して減駁けん郵ろナ⁝でもよかった

町が先頭に立って﹁人海戦術﹂を開始︑内では臨時の部落

応策に苦慮いたしました︒

耳にした関係者一同は︑困惑の表情を穏しきれず︑その対

安塚高・松之山分校の一学級削減問題は解決
もし︑高校松之山分校が一学年︑一学級制になったらど
うなるでしょうか︒直接父兄でなくてもその影響は大きく︑

総代会を開き︑町内全戸の署名運動を展開︒外では本校の
期成同盟会︵会長高橋十一氏︶の協力を求めながら︑県当

昨年七月末に県教育庁が︑分校の生徒募集に対し︑﹁今春

深いものに違いありません︒

局︑県議会に陳情に陳情を重ねた結果︑県教育庁は原案の

増に伴う高校の不足を理由に﹁不均衡

多多髭多憂夏貿多設4多

多

多

︷多ノ5

多2多髪逐多︸

誕5孝

2塗イ

522

髪髪4夏多詮覆多ノ522多

⁝と憤りの色を濃くしました︒
早速PTA︑同窓会関係者がそれ

ぞれ協議をし︑町や議会の動きに全

貿イ

分校では︑これまで運動を続けてよ

芸多髭覆多諸多孝多

うやく実った校舎︑屋体の新築に合わ

らかにしました︒

是正のため調整する︒﹂という方針を明

せ︑﹁生徒数も充分確保できるのに

まま白紙に戻すことになりました︒

から今までの二学級募集を一学級募集に減らす︒﹂という内

妻

質溺

こ糠

︑毒鰍

匙

警霧

容のことを本校の校長先生を通じて町に内示してきました︒

多げ多髭髪多憂舅2芽22峯塗髪誕置髪髪夏髪

者︶は陳情書を持って出県し︑﹁松之

長︑PTA︑同窓会︑学校の各代表

面協力をしながら︑自らも積極的に
運動を続けることになりました︒
夏休みが明けた九月一日︑町長︑
議長を先頭に編成した一行︵町教育
確信していました︒その理由は︑進
学率の向上に伴って教育条件も着々
と整い︑加えて生徒会の活動も活発

山分校の二学級の道理﹂を力説し︑

一方議会は九月定例会において︑

存続を強く要請してきました︒

これらを骨子とする決議をするとと

もに︑郡内他町村議会でもこの趣旨
に賛同してもらい︑決議の要請を行
いました︒

また町長は上越地区選出の超党派
県議会議員の応援を得て︑知事はじ
め多くの県関係者にその必要性を認
識してもらうことに成功いたしまし
た︒

識舜

嚢

創立三十周年記念式典を目前に︑かってない異例な話を

蓮動の経過

45

明さん

になりつつある今︑県が学級減を要
請する隙などないからです︒

ただ一つ︑その隙となる点がある
とすれば︑それは﹁過疎化﹂の問題
です︒終戦当時︑一万数千人あった
人口が現在五千五百余人となってい
ます︒

﹁過疎化﹂は︑生徒数の減少にも
つながります︒今私たちにできるこ

とは︑高校生らしい積極的な活動を
していくことだと思います︒
町のみなさん︑これからも私たち

﹁人権﹂それは

他人への思いやりである

村山真理子さん

︵松之山中・三年︶

人権については︑二年の歴史

らといって入らない︑というの
は絶対に間違っている︒こんな

いからといって老人を最後にお
風呂に入れ︑また先に入ったか

ないことに思う︒それをきたな

なくなったりするのはしかたの

おばあさんが年をとって︑きた

った︒というのがあったそうだ︒

の例として︑あるおばあさんの
養子となった夫婦が︑だんだん
おばあさんをいじめるようにな

また地方での人権の侵犯事件

との争いではないか︒

が︑それを代
表した国と国

戦争というの

おきてしまう︒

合わず争いが

も相手のことを考えなければ︑
相手と意見が

重だったようだ︒なるほど自分
の意見や考えを主張ばかりして

本当の意味の人権の尊重とは︑
お互いの人間の人権︑考えの尊

権利の尊重だけと思っていたが

人権の尊重というのは個人の

うな気がする︒

か︑今回の話でわかってきたよ

この人権がどんなに大切なもの

で少しやったが︑実感としては

灘

誰

灘

欝

翠

昨年七月二十八日︑県教育庁は︑上
越地域の過疎化︑新潟市周辺の人口急

生徒会長
渡 辺

町ご当局の方がた︑町民の方がたの

熱意と陳情運動のお陰で学級減を阻止
できたことに喜びを感じ︑感謝の気持
で一杯です︒

この間題は︑必ず阻止できるものと

・ 鴨㌦蝋幅蝋曝蝋輔吃輪蝋・ 鴨轡蝋蝋嚇 醐㈱鴨幅・楓、凧蜘樋
楓へ
楓嚇蝋輔
醐蝋蜘W 、

ll【4】
1
Il 1
1 1
1
1
1 1
llII
ll髄
1
II
ll
ll
1
ll
II
1
川
II
1
1
ll
No石4

広報まつのやま
1
lllIIIIII

を暖かく見守っていて下さい︒

私たちは︑みなさんの期待に
応えるために︑一層努力しま
だ︒

正夫さん

級を維持していくために︑常
に努力しなければならないの

生徒会副会長

橋

多くの方がたの力で解決でき

す︒

生徒会副会長

高
松之山分校において︑一学
たことを大変うれしく思いま

今度の一学級減の問題が︑

年を一クラス四十五名にする
す︒同時に松高と我々生徒に

小野塚 治代さん

あった問題だと聞く︒

というのは︑創立以来ずっと
を感じ︑身が引締る思いです︒

かけられている期待の大きさ

しかし︑そういう問題に脅
かされる度に過去の先輩たち

多くの先輩がたが様々な障
害に耐えて努力され︑今日ま
で発展してきた松高が︑三十

思います︒

周年という歴史的な時期に学
級減などとんでもない話だと
しかし︑校舎︑体育館も新
築され︑これを機に新しい校
風︑生徒会を造ろうとしてい
る我々に問題意識を与え︑成

醐
へ通梱A｝｝｝、嵐へ磯へ、
へ醒 へ氏へ雨、、へ磯｛｛へ内磯画、 剛｝、へ、w｝、底、｝｝、塾w、へ氏 ｛へ｝軍｝醸画磯底雪画磯
阪へ磯｛『磯氏｛へ磯｛｛へ磯磯ヘヘ画｛｛へ｛｛｛画へ内
｛へ画底
、雨｛画塾｝、へ織｛｛｛へ雨｛底、、｝邸、陶陶敷｛ヘヘ訳Aへ、｝酪、ヘヘ氏｛へ、｝尽、鳥、｝邸、・、ヘヘヘ蟹、へ蟻塾v｝、、、、w、ヘヘヘヘ底へへ

は︑一軒一軒家を回って入学
だ︒

生を集め︑阻止してきたそう

そして今︑私たちはその問
題に直面した︒こうして新校
舎が建築され︑大多数の松之
山町内の中学生が松高に入学
しているという事実にもかか

それが︑同窓生の方がたや︑

わらず⁝⁝︒だが︑この問題
は︑私たちが何らかの対策を
講ずる前に解決されていた︒

町内の方の応援の成果だと聞
いて︑ただ︑その団結力の強
さに感嘆するばかりである︒

このようにして県議会内部でも次
第に理解を示す議員が増えはじめ︑
遂に県教育庁は内示のみで﹁松之山

分校﹂を削除することになりました︒
この成果は︑①分校が二学級維持

は絶対に間違っている︒こんな

とだろう︒

人は︑人閻として失格だ︒自分
が︑老人となったらどうしたこ

人間は猿などとは違う︒猿は

一人で生活していくことができ

ても︑人間は絶対に一人では︑

生きていけない︒どこかできっ

と︑誰かの世話になっている︒
こんな集団生活の中で自分の

存続が可能であること︒②町ぐるみ︑
学校関係者が一体化しての運動に︑
町長が勇気づけられ関係者に説得︑

協力を要請し続けたこと︒などが挙

意見ばかり主張していることは

﹁人権共存の尊重﹂とは︑相手

が守っていかねばならない︒

﹁人権の共存﹂これは︑民主主
義である今の世の中で︑私たち

できない︒

げられます︒

二学級募集は続く

ー生徒数に関係なくー
三月十六日には新校舎で︑今年も
受験生はじめ︑父兄の方がたの間

入学試験が行われました︒

に思う︒すべての人間が人権共

のことを思いやる︑という人間
らしい意味も含まれているよう

存という考えで︑お互いを思い

で︑は一まつの不安を感じている方が

あるかもしれません︒それは︑小・中

やるように進めていけば︑自然
に人権擁護委員の仕事も変って
ざるを⁝⁝︒﹂ということです︒

学児童の減少が︑先ざき一学級にせ

くるだろう︒できるなら必要が
なくなる世の中になれば⁝⁝︒
今回のお話で︑人権というも
のの重大さや︑そのことについ

しかし︑大夫丈です︒国会の関係委
員会で﹁学級の定員削減化﹂が決定
しています︒このことは生徒数が今
より少なくなっても︑松之山分校の

て仕事をしている人権擁護委員

のこともわかった︒

﹁二学級制﹂が続くことを意昧しま
す︒

社会科の時閲でも聞けない大

切な事を学んだようだ︒

福原一雄さん

長にもつながったと思います︒
生徒会の新役員も既に決り

人権擁護委員

私たちは︑学級減の阻止を

喜ぶと共に︑これからも二学

これからも絶えることはない

ました︒﹁不屈の松高魂しは︑

でしょう︒そして︑生徒自身
が松高をよくしていく努力を
続けていくことが︑地域の人
たちや先輩の期待に応えるこ
とになると信じます︒

灘羅
騨
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わたし4才︑パパ35才︑にいちゃん9才︑ママ30才

ー生活保護法でみた

松之山町における一か月当りの生活費1
になります︒

ている人に︑その困っている程
ます︒

①生活扶助⁝⁝生活に困ってい
る程度に応じ︑金銭が支給され

⑤出産扶助⁝⁝出産に必要な費

金や技能修得に必要な費用︒
に必要な最低限度の費用︒

制度はその世帯によって全部違
いますから︑ここではこれ以上
の詳しい説明は︑省略させてい
ただきます︒

lO濁ー

例えば、次の4人家族の世帯の松之山における53年4月分の
最低生活費は……①と②と③。世帯主（35才）妻（30才）長男

①生活扶助・

②教育扶跡

90，393円
学級費などと給食費の実費。
（9才）長女（4才）。

③住宅扶助・

借家の場合、5，000円。

2．勤労世帯の場合（収入が少ない）

4．収入が少なく医療費もある世帯

→

1夢

顕は支給される保護費です

額
担
負
の帯

瀦

ー鍵︑

襲灘鵬難羅講簾難。灘擬醗

この制度は︑生活に一時困っ

度にょり︑その人の生活を国が

なお︑その生活とは国の保護

保障してくれる制度です︒

必要な最低限度の資金︒

③住宅扶助⁝⁝住宅維持のため

な学用品︑給食費など︒

②教育扶助⁝⁝義務教育に必要

てくれるものです︒その最低生

基準に定めた最低生活を保障し

活費は全国を三階級に分け︑松

療扶助⁝⁝医療費及び通院

⑥生業扶助⁝⁝生業に必要な費

のための交通費︒

て︑勤労に励んでもらうほか︑

担するため︑これを受けるには
常にその人の働ける能力に応じ

⑦葬祭扶助⁝⁝死亡による葬祭

またこの生活費は全額国が負

之山町は三級地になっています︒

親兄弟など肉親からの経済・労
力援助や活用できる自己財産を
全部活用し︑年金や恩給はすべ

以上は︑一般的なもので︑この

用︒

てその人の生活費に充てなけれ

ばなりません︒
これらでなおかつ最低生活が

営まれない場合に︑その不足分

やを国が援助してくれることにな

もし︑不幸にして生活に困る
ようになった方︑自分の世帯で
はどうなるのかなど︑詳しくお

この制度は︑原則として﹁世

っています︒

薦帯単位・で援助になり美

知りになりたい方は︑役場の福
祉係︵電話三；二番︶か近くの
民生委員さんにお訪ね下さい︒

世

④医

㎜ また︑この中には次のような
㎜七つの援助制度があり︑それぞ
㎜れの事情によって保護費が支給

1．収入のない世帯
3．医療扶助だけの世帯

1【6】
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㎜

㎜

細

とってもお得ですヨ

ご存知ですか

ー保険料の前納制度−
国民年金の保険料︵定額分︶

ま
加算分︵付加保険料︶は︑今
報まで通り一か月四〇〇円です︒

⁝ 加算分に加入している方は︑
⁝四月から一か月三︑七〇〇円と

けていると︑一か月の年金額は

二年度から﹁段階的引上げ﹂を
行っています︒今年の引上げは

割引きになる利率は︑年五分
五厘による複利計算です︒もし
前納された方が︑死亡︑厚生年
金に加入されますとその期間に

額分と付加分ともに最初から掛
二七︑一四〇円となります︒こ
の人が六十才まで掛けた保険料
﹁この分と物価上昇による年金
額の引上げ分﹂を合わせて行う

係る保険料は︑お返しいたしま
す︒

ことになりました︒

もちろん国が負担する分も︑

の総額は︑五三︑七〇〇円で︑

年金を六か月分もらえば︑元金

今年こそ前納してみようと思

われる方は︑三月十五日までに

これで︑よいでしょうか

ー名前の呼び方︑番地1

保険料の領収書は︑毎月納税
通知書と一諸に年金委員︵部落

総代︶さんを通じてあなたのと
ころへお届けしています︒この
領収書は一電算﹂によって作っ

▼前納できる期間⁝⁝昭和五
十四年四月分から昭和五十五年

さい︒

収書をご覧の上︑確めてみて下

私たち同様多くなっています︒

ています︒それで︑名前などは
﹁片仮名﹂で印刷してあります︒

名前の読み方や番地を間違っ

町では以前保険料を三か月分

三月分までの十二か月分です︒

以上もらえることになります︒

役場年金係︵電話三二二一番︑

前納期間とその保険料の額は

担当佐藤︶へお申出下さい︒

その他母子︑障害か婦の年

づついただいたことがあります︒

て印刷してある方が︑あるかも
しれません︒今︑お手持ちの領

金が支払われている現在︑年金

その後︑保険料の引上げにより

次のとおりです︒

㎜ 国民年金は五十一年度の法律
財政を維持していくためには︑

もし︑間違っていた方は︑こ
の四月分領収書から正しい﹁呼

㎜改正とその後の物価変動により︑
㎜付加保険料にも二十五年間加入

三八︑六四〇円

▼保険料の額は⁝⁝

﹁三か月分まとまると︑﹁金かさ

定額だけの人

一か月の保険料は︑六︑○○○円

が目に上り︑困る︒﹂という卒直

び名﹂﹁番地﹂に訂正させていた

必要とされています︒かと言っ

だきますので係までご連絡下さ

四三︑三二〇円

の応援で﹁松之山診療所﹂︑﹁町民

い︒

﹁国民年金﹂や﹁簡易保険﹂

易水道﹂など数多くの施設整備
な巻協力者﹂でもあります︒
例えば今年新築した﹁松里保

積立金は︑生活環境の向上︑町

舗装﹂など年金と合せ︑私たち
が納めた国民年金や簡易保険の

道整備﹂︑﹁林道開設﹂︑﹁駐車場の

の発展に大きく役立っています︒

力ですし︑同じく舗装した松之

これまでにも国民年金の積立金

金の力によるものです︒

山︑光間地内の事業費のうち︑
一千八十万円は簡易保険の積立

育所﹂の建設事業費のうち︑二
千二百万円は国民年金積立金の

一方︑簡易保険の方でも﹁農

プール﹂﹁老人いこいの家﹂︑﹁簡

の積立金は︑町にとって﹁違大

は︑私たちの間で広く親しまれ
ています︒この年金や簡易保険

備を行うことができました︒

四月の納税日です︒

▼納めていただく時期：⁝

付加に加入の人

ここの年金にも︑生命保険料と

駿町づくりに一役

月いた・だくようになりました︒
同じく﹁前納制度﹂があります︒

なご意見があり︑このところ毎

そこで国は︑私たちの負担を

▲簡保融資を受けた光問線の舗装

たら︑私たちは大変です︒

︼した︒
︻ 例えば︑大正三年一月生れの
㎜方は︑三月に第一回分の年金が

できるだけ軽くするために五十

▲国民年金融資を受けた松星保青所

㎜もらえます︒この人の場合︑定

て︑一挙にこれだけ引上げられ

㎜した場合︑月額四二︑九二五円
㎜の年金がもらえるようになりま

㎜なります︒

（

㊥叢礫毒参

やは︑四月分から一か月﹁三︑三
の○○円﹂になります︒

N面
ま
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春先の天候は︑本当に気まぐれです︒
を出す日があるかと思えば︑﹁寒のもど

春の暖かさに誘われて︑土中の虫が顔

ってきたりします︒

り﹂といって︑真冬のような寒さがや

神経

﹁春眠暁を覚えず﹂といいます︒充分
な睡眠をとり︑過労を避け︑均衡ある
食生活を保って︑あしたも今日のよう

病気に⁝⁝⁝⁝︒

ー二Nー
ように︑ちょっとした﹁心づかい﹂で︑
あなたもならずに済むんです︒

圏この冬は﹁少雪﹂で良かった
んですが︑専門家の話によると﹁明治

三十八年の汰凶作の年︑また百八十年

笛愛尤．四月と五月の予報露
︑知らせします︒﹄

魁誘圓鈴い瘍気圧が北に偏って通る

らしい好天の日が多い︒しかし︑前線
の影響でぐずつく日もあるなど寒暖の
変動が大きい︒気温︑雨とも並の見込

圃大型の高気圧に覆われて初夏

く︑雨は並︒

論馴犠齢得慧靴線齢

め知って︑健康管理に役立てて下さい︒

蒸黙暴擬鰍奮

痛︑ゼンソク発作︑カゼの諸症状に悩

線が通過する一︒儒箭僚竃群なち︑

斎名﹁気象廼漸頓享螺に前

また天気が変る春先には螺究の

纏蕪瑠饗轍 趨蝦溝禦蕪緯

康と候
健
天
に達者で暮したいものでず︒

志賀才太郎㈹︵五十子平・端︶

山岸定佐久圃︵新山・上︶

山岸 マサ四︵新山・元桶屋︶

み︒

高橋作太郎働︵天水島・茶屋︶

高藤

志賀喜四郎σ
の︵上蝦池・伊利︶

﹁いやですね︑病気って本当に﹂この

高橋長次郎㈹︵中尾・清水︶

おくやみ

小野塚音吉o
ω︵上蝦池・飴屋︶

サダ㈹︵湯本・吉べ之︶

中島 ツチ働︵水梨・土橋︶

滝沢袈裟松㈹︵天水越・沢田︶

文枝鰍︵大荒戸・長坂︶

相田
セン⑬︵新山・下の親家︶

山岸

金一6
9︵橋詰・長吉︶

薫㈹︵小谷・下干場︶

スエ㈱︵天水島・川島︶

佐藤由香︵天水越・健一の長女︶

佐藤あすか︵天水越・至の長女︶

ハナ㏄︵湯之島・鍋屋︶

貝沼

忠︵水梨・正顕の二男︶

小野塚

滝沢美奈︵天水越・幹夫の二女︶

相沢

久保田カネ⑬︵曽根・じえ︶

関谷ハルヲ㈹︵黒倉・向︶
宮沢 和孝㈲︵北浦田・たて︶

津端康裕︵松之山・薫の長男︶

大︵天水越・義久の長男︶

村山裕子︵藤内名・昭雄の長女︶

勝︵松之山・進平の三男︶

高橋祐子︵天水島・英司の長女︶
村山

鈴木百合子︵下蝦池二治の長女︶

村山純一︵古戸・友義の長男︶

滝沢洋子︵天水越・正博の長女︶

相沢和喜︵松之山・伸夫の二男︶

小野塚智子︵藤内名・英雄の長女︶

佐藤夏代︵天水越重春の二女︶

高橋和美︵天水島・菊男の長女︶

村山恵美︵湯本・茂の長女︶

小野塚正之︵中坪・龍男の三男︶

平︵湯山・眞の長男︶

関谷 リメ㈱︵黒倉・堂の前︶

新婚さん

高波大志︵松口

鰭︶

マツ齪︵天水越・松元︶

滝沢

うぶ声
マツ四︵樋田・ため院︶

・和平の二男︶
スガ㈹︵湯之島・東屋︶

寅茂㈹︵湯之島・六院︶

ハル㈹︵樋田・新屋︶

布施ミサホー
四︵黒倉・大井︶

保坂

久保田甚嘉四︵曽根・上︶

福原麻美︵天水越・重孝の長女︶

高橋要太郎㈲︵中尾・喜善︶

小野塚まつえ㈹︵中坪・後︶

村山福太郎㈹︵橋詰・宇前︶

トラ圃︵東山・東屋︶

佐藤シズ子㈹︵天水越・照の屋︶

樋ロ

高橋辰治郎㈹︵天水島・金次郎︶

キミ㎝︵湯 本 ︶

福原 トリ⑳︵坂下・せぎ︶
西野

村山

林八㈹︵中尾・屋敷︶

小野塚英一幽︵中坪・田中︶

や高沢嘉代平⑳︵大荒戸・大下︶

高橋

①︵中尾・新宅︶
高橋 キセ0

高藤正吉㈲︵湯本・吉べ之︶

⑤︵藤倉・元院︶
丸山富太郎⑱

友一㈹︵松之山・重屋︶

タケ㈹︵坪野・常盤屋︶

高橋 斧市⑳︵松口・穏居︶

朗佐藤義器︵天水越・橋本︶
㎜村山

衛吉㈹︵下蝦池・坂本︶

薫︵樋田・一夫の長男︶

竹内友里︵坂中・信之の長女︶

草村琴恵︵黒倉・和之の長女︶

佐藤文香︵上之山・敬一の長女︶

村山公人︵樋田良人の長男︶

本山紋子︵藤原・豊の長女︶

竹内美由紀︵樋田・啓一郎の長女︶

石塚恵︵田麦立・周一の長女︶

竹内裕介︵湯之島・吉一の長男︶

本山洋子︵田麦立・直蔵の二女︶

佐藤淳子︵曽根・澄夫の長女︶
草村智子︵黒倉・好信の長女︶

石塚賢吾︵湯之島・克昭の長男︶

妻島早苗︵田麦立・春夫の長女︶

本山由起子︵曽根・栄一の長女︶

飯塚伸太郎︵樋田・正和の二男︶

本山

高橋清香︵東川・信一の長女︶

樋口正彦︵中尾・一次の長男︶

村山綾︵湯本・武雄の長女︶

大野宏仁︵観音寺・博の二男︶

高橋 昇︵天水島・昇吉郎の長男︶

福原由美子︵三桶・鉄雄の長女︶

小野塚和則︵東川・平八郎の二男︶

｛

）

雛）
鞭粧
盤）
難）

5月鴬さわやか、寒吟

㎜山口竹之助㈹︵藤倉・がに原︶

重福高村
野原橋山

蘂）

「
4月箋桜駕と雪

⑤︵下蝦池・柿之木︶
㎜小野塚カノ⑱

竹石竹佐
内塚内藤
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