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ーF苺ー

ようお願いします︒誰のため

検診といラ事で全貝が心電図︑

ていましたが︑今年から基本

かった人のために︑部落へ出

今までこの期間に受けられな

自分では健康だと思っていても
今年も町の総合健診︵健康

でもありません︒全て自分白

掛けていたのが今年は検診車

思わぬ所に落し穴が！

診断︶が︑六月二十二日︵月︶

貧血検査など従来の二次検診

の都合で︑ほとんど出来ませ

身のためなのですから︒

分も︑全貝が受けていただく

から二十七日︵土︶にかけて

では︑今年の健診の中で今

ん︒結核検診は︑この総合健

ったり、血がまじったりしないか。

︵ただし︑二十

事になります︒尚︑この基本

診で受けられるようお願いし

⑨腎臓・膀胱・前立線…尿の出がわるか

行われます︒

までと違う点がいくつかあり

検診料として五〇〇円が必要

りしないカ3。
⑦喉頭…声がかすれたりしないか。
⑧舌・皮膚…治りにくい潰瘍はないか。

七日は胃ガン検診のみ実施︶

ますので紹介します︒

⑥肺…咳が続いたり、疲に血がまじった

年一回の総合健診ですし︑

武ごりしないカ・。

健診内容や各種目別検診料金

冑ガン検診の希望者が年々

ます︒

また︑卜八歳以上が対象の

となっています︒

1よないヵ・。

まず︑去年まで循環器検診

⑤小腸・直腸…便に、血や粘液がまじっ

として一次検診︑二次検診と︑

好みが変わったりしないか。
②子宮…おりものや、不正出血はないカ
③乳房…乳房の中にシコリはないか。
④食道…のみこむときに、つかえること

中︵二十二日〜二卜六日︶で

①胃…胃の具合がわるく、食欲がなく、

増加しております︒健診期間

次のような症状があったら、直ちに専

レントゲン︵結核検診︶がこ

門医に診てもじ）いましょう。

の健診期問中行われますが︑

ガンは無症状のうちに芽ばえます。と
くに胃・子宮・乳房・肺などは、年1回
検診を受けて安心しましょう。

もずっと安くなりました︒該

（日本対ガン協会）

当される方は全員受けられる

ガンの危険信号8力条

その健康状態で分れて受診し

去年の検診風景から

（3）まつのやま

昭和62年

七日の土曜日にまわってもら

受診者が大勢のときは︑．一卜

いる方は︑事前に先生とご相

なりますので︑薬等服川して

過去の健診結果などを見る

談ください︒

と︑部落によって受診率が高

う方もあるかも知れませんの

胃ガン検診のみ受診される

い所と低い所があります︒忙

で︑ご協力をお願いします︒

方は︑できるだけ二十し目を

がしい時期でもありますが半

発見すれば治る率も高く︑治

利用してください︒

療費も安く済みます︒今まで

日で済みますし︑病気は早く

日都合の悪い方は︑期闘中い

手配をしてありますが︑その

も多くの方がこの健診で病気

各地区・部落単位でバスの

つでもけっこうですから受診

を発見してもらい︑治療を受

けて健康を取り戻しています︒

されるようお願いします︒

尚︑健診期間中︑診療所の

⁝人でも多くの方が受診さ

れるようお願いします︑

去年の検診から
（心電図の検査風景）

五十嵐先生が健診会場につき

っきりのため診療所は休みと

／

総合健診内容（町民体育館．休養村センタ＿）
健

診

種

目

健 診 対 象

一

般

健

診

40歳以上の者

（循環器検診）

者

（騰誌1纏瞥）

間 接 撮 影
18歳以上の全住民
（結核検診）

健

診

月

日

料 金

健

診

・午

前

時
午

間
後

6月

22日〜26H
22日〜26日
22日〜27日

500円 9：00〜11：00
無 料

9：00〜11：00

1：00〜

1：00〜

3二〇〇

3：00

（27日午前中）

500円 6二30〜IO二30

1：00〜 2：30

50歳以上の者

22日〜26日

400円 9：00〜11：00

1：00〜

3：00

子宮ガン検診 30歳以上の者

22．日〜26日

400円

1：00〜

2：00

100円

1：00〜 3：30

診

40歳以上の者

肺ガン検診

胃

検

母性貧血検査

39歳以下の者

乳ガン検診

30歳以上の者

6月30日

※6月26日は全検診とも午後2時までです。

7月2日
7月14日

■鳳

まつのやま（4）

する。

豊

ーN苺1

だ残雪が沢山あり︑ふきのと

歓迎パーティーに移りました︒

曜

残雪塾﹂

歓迎パーティー
「雨降っても地酒と山菜があれば

豪雪塾第二弾﹁山菜

うがやっと顔を出した程度で︑

る事になりました︒現地はま

目を集めた浦田地区の青年達

参加者たちはバスの中から驚

冬の豪雪塾で︼役世間の注

その第二弾﹁山菜・残雪塾﹂

山を下りた一行は︑ った

を五月三日・四日のゴールデ

前回の豪雪塾の倍︑百三斗

ん民泊先︵四十二軒︶へ行き︑

きの声を上げていました︒

人が関東方面から参加し盛り

夕方六時にあらためて浦田小

ンウィークに実施しました︒

上がりを見せていましたが

学校へ集合して開講式︑山菜
ノーティに臨みました︒第二

三日の日は雨に降られ気温が

スケジュー

代目の塾長・保坂美智男さん

下がってしま

ルの一部を変更しなければな

が開講の挨拶を昔からの山菜
﹈行のほとんどは新幹線を

らず誠に残念でした︒

っぷりに行い︑参加者たちの

取りの出で立ちでユーモアた

注目を集めていました︒その︑

利用して松之山入りをしまし
たが︑マイカー組も多く家族

行は︑いったん中原の奥まで

けんちん汁・のっ︒べ汁・アン

われ︑地酒でカンパイした後

後︑地元から歓迎の挨拶が行

行きましたが霧で何も見えず︑

ボなどが食べ放題とあって参

午後二時頃現地入りした︼

連れがほとんどでした．

翌日に期待しながら山を下り

▲

▲

二代目塾母保坂美智男君
山菜取りにはこのスタイルカ
ベストです如

またまたやってくれました

嚇●

駁
あいにくの冷たい
雨の中、塾生達が
次々と会場に到善

・Pメ

遵

霧
噂

層︑い

轡

ましたが︑今回のメインは何

加者たちの喜こびを誘ってい

回っていました︒ 一日だけで

濡らしながらも雪の土を飛び

でのソリ遊びやミニスキーで

のは︑何といっても残雪の上

した︒みんなズボンのお尻を

といっても 山菜 ︒この日
のために一生けん命集めた山

も晴れて本当に良かったと思

そう

菜︑うど・たらの芽・ふきの

お昼過ぎに山を下りた⁝行

います︒

は︑小学校に集合し最後のひ

ての熱いまま出されると︑一

かわら

とう・河川草・ものじがさな
ど八種類のテンプラが揚げた

とときを過した後︑午後二時
頃地疋の人達に見送られなが

になるほど好評ぶりでした︒

翌日は前日と打って変わり

ら︑楽しい思い出と山菜を土

皿があっというまにカラッポ

青空が広がる良い天候となり︑

産に浦田を後にしました︒

豪雪塾第三弾﹁夏のかまく

山菜取りには最高の日で︑塾

ら塾﹂も七月に計画されてい

生たちは︑民泊先の人から山
菜取りに案内してもらったり︑

ますます円熟の境地となっ

るそうです．

中原の奥で残姫︐の上で遊んだ

今後の活躍を期待します︒

て来た塾シリーズ．

一

滋

﹃邑見︑

誓撫

♂．

．難翼

〜月

d

婁讐鍵難ソ，に獅にな．てノ《

前日雨と霧で行かれなかった

っきり楽しんでいました︒

りと︑残り少ない時問を思い

い

特に子供に人気の高かった

︐ズ馳澗賜

〆 廠猶

四

藤∴，． 、

璽
で〜粋

「家では当分テンプラしね射なんて人も

歓迎パーティは地元の方や来賓の方も参加して

ζ︸鰍
が ゴ
璽
嘉

．郵魂

…糠魍驚艦浮

︾ざ

へ

︐馨鳶

一
織☆．
ξΣ鉾獅』璽＿ぞ静ン〆

運

遊んでいました。

＿匙響聾4舟
響
雛b

藍

隆認

山菜テンプラ。作りに5つσ〕
メインの

ゆ

罫磯麟》
署r鷺嘉蹄饗

「熱いうちに食べて下さいね〜」と女・1盤

会場がいっばいでした。

まつのやま（6）

一繰り上げの場合の支給率一

、麟鯉，葎

80％

89％
72％

から受給することとなってい

老齢基礎年金は︑六十五歳

老齢基礎年金を繰上げ受給

ることができます︒しかし︑

年金や退職共済年金を受け

ーoり苺ー

ますが︑本人の希望によって

することにより﹁特別支給﹂

の年金は支給停止となりま

六十歳から六十五歳になるま

での間に﹁支給繰上げ﹂の請
す︒

②遺族年金がストップされ

求をすることができます︒

老齢基礎年金を皿度繰上げ

にせ税務署に

が必要．

o会員になると︑年四回研修

会を開いて︑税に有利な方
法を教える．

などと︑いかにも税務署員ら

しい態度で税に関する出版物

※高田税務署

う︑十分にこ注意ください︒

どうぞ︑被害を受けないよ

持っております︒

税務署員は︑身分証明書を

い合わせください︒

う前に税務署の総務課へお問

不審な場合は︑代金を支払

せん

訪問販売は一切行っておりま

税務署では︑このような

マンが出回っています︒

する悪質な出版祉のセールス

お気をつけください！

ある日突然︑身なりの整っ

た男性が訪間し︑税務署から

来た︑税務署から新設法人の

指導に来たという話し方で︑

る︒

厚生年金などの遺族年金

請求すると︑取り消すことは

できませんし︑年金額も繰上

○この本を持って税務署の説

基礎年金を繰土げ受給する

○税務署が行う新設法人の指

を受給している人が︑老齢

されるほか︑次のようにいろ

と︑六十五歳になるまで遺

導用テキストとしてこの本

げ請求時の年齢に応じて減額

いろな制限を受けることにな

族年金が支給停止となりま

なくなる︒

老齢基礎年金の繰上げ請
求をすると︑請求後にケガ

明会に来てほしい︒

ります．

す．

老齢基礎年金（繰り上げ支給

③障害基礎年金が受けられ

①︑厚生年金などの特別支給
の年金がストップされる︒

厚生年金や共済年金の加
入期間が一年以上ある人は︑

受給

等により障害者になっても︑

〉6月24日（水）

六＋歳から六＋五歳までの

開始→60歳61歳62歳63歳64歳65歳

七皿︶

︵電話〇二五五−二三ー四↓

○午後1時から4時まで

を売りつけたり︑入会金や研

○黒倉・藤原・修業所の全部

障害基礎年金を受給するこ

○午後1時から3時まで

修会費あるいは講読料を要求

レ6月18日（木）

とができません︒したがっ

て減額された老齢基礎年金

東北電力

を︑そのまま受給すること

・坂

・

桶寺
三音
観

口

沢名

全部

内の
藤下

○松之山の一部・光間・松口・

之戸
猪古

名

になります︒

④寡婦年金の受給権が消滅
する︒

夫の死亡により︑六十歳
から六十五歳の間受給する

寡婦年金は︑老齢基礎年金
の繰上げ請求により消滅し
ます．

悔電のお知らせ

間﹁特別支給﹂の老齢厚生

支給停止）1歪齢雅

特別支給
の老齢厚
生年金

65歳
62歳
60歳退職

65％
58％

繰り上げ受給すると
どうなる？

（7）まつのやま

ご存じですか？
検察審査会
皆さんの周囲でも︑交通事
故︑詐欺︑おどしなどの被害

町所有の

を払い下げます

ショベルドーザー

．・．︑
以こ石
町で使川しておりま

すキャタビラ式のショベルド

す︒現物を実際見られたい方

にあって警察や検察庁に訴え
たが︑その事件を裁判にかけ

ーザー︵四トし年式︶をご希

は︑堺松の工業団地内にある

望︑意見などがある場合︑み

なさんと公共機関等の問に立

てくれない︵これを﹁不起訴

望の方に払いドげますので︑

うも納得できない︒こんな不

希望される方は六月．一十Hま

町重機置場にありますので︑

価格その他の交渉にのりま

が︑一身上の都合により辞任
って︑公平︑中立な第三者的

処分﹂といいます．︶ので︑ど

てください︒

されたため︑町は国に対して
立場からあっせんを行い︑そ
の解決を促進するとともに︑

行って見てドさい︒

みなさんの声を行政運営の改

泣き寝人りしないで︑次の検

でに建設課の方へ問い八・わせ

月十五日付けで新たに行政相
善に役立たせる仕喉をします︒

満をお持ちの方はいませんか︑

談員として委嘱されましたの
相談は無料で秘密は守られ

﹁くじ﹂

全な良識に従って︑検察官の

国民を代表し︑住民として健

で選ばれたト一人の審査員が

する国民の中から︑

検察審査会は︑選挙権を有

相談ください．

︵任期

でご紹介いたします︒

ます︒お気軽にご相談くださ

察審査会骸務局に遠慮なくご

は二年︶

臥4

い︒

●

行政相談員は︑町民のみな

行
政

▽松之山町松之山︵ナオヤ︶

猪俣栄二

談F
員

不起訴処分を調べなおしてく
れる民主的な国の機関です︒

審査の中立てには費川は一

ご利川ください︒

切かかりませんからお気軽に

▽高田検察審査会事務局

︑轍爲 誉

ぬづ剥きヌ．；、V

・・

社公

（助言）

o

（回答）

市町村

団
等

民

ショベルドーザー、

払い下げをする

（回答）

相

公
の申出）

県

国

鈎
呂二情・要望

さんが日常生活を送るうえで︑

の申出）

o

役場などの公共機関が行って

（苦情・要望

国

総

相合
談行
所政
（1lll答）

（あっせん・連絡）

皿
察
局

（連絡）

行政

︵上越実蒔丁二六︶
新潟地方裁判所高田支部構
内

電話〇二五五−二四−五皿

六〇

希望者はありませんか！

務庁長官から昭和六十二年四

猪俣栄二さんを推せんし︑総

行政相談員の高橋慶春さん

猪俣栄二さんが委嘱されました

行政相談員に

、
いる仕事について︑苦情や要

行政相談事案の処理系統図

4

環でも

今貧も東京から冒険学校の

歯ぎは次の日の食串に出され︑

ていました︒出来あがつた与

縛畷

とんでもない、これ2台目なんです

ー等Nー

去年以上のゴミの山
服近は町外から由菜取りな

路脇ばかりでなく山の奥でも

どで入って来る人も多く︑道

約一時間かけてアキ缶拾いが

町民自らが町を汚すことの

生徒二十名が︑五月二日から

みんなでおいしそうに禽べて

一

◆㌔

フル松之山 連動の

クリーン大作戦

春の器拾い︵クアノ

ヴ

◇曳4
心
大作戦︶が五月卜日の日曜臼

沢山のコミやアキ缶が拾われ
実施されましたが︑集められ

ないよう︑美しい助づくりに

アキ笛の投げ捨てが非常に目

ました︒
たコ〜︑︑は側と四t単に㎜・五

協力しで．ください︒アキ缶等

午前ハ時から各地区ごとに

ります︒

これは︑町と嵩年団が主体
盆分︒去年はどうやら云ロで

の没げ捨ては絶対しないよう

に全町的に行われ︑篤くぱど

となって︑笛年五目の連休後

済んだという串ですから︑年

お願いします．

五臼にかけて松之山を訪れ︑

東京から来た生徒は︑一日

いました︒

緒に浦田克雪センター

地元で募集した⁝十二名の生

だけ浦田地区の㎜般家庭で民

徒と

に宿泊しながら︑色々な冒険

した︒迎休を利用しての冒険

泊︵ホームスティ︶も行いま
浦田鼻 毛山への口fプ登山︑

学校︑今圓が五回目というこ

にチヤレンジしました︒

ハイキング︑9イマツサービ

粟京の子供達に松之山の自然

とで◎が︑これからも続けて︑

まき

に触れる機会を多く笥えてぽ

作りに挑戦︑地元の方
から指導を受けながら一生け

しいと慰います︒

スなどのはかに︑全員で︑〃ら

ん命笛に米を入れヒモをかけ

蕎聯

輝

ぎ

ご、恢ゑ

ぬつようになりました︒

に実施しているものですが︑

々増える傾向に訪るようです︒

作り
ちまき
いっしょうけんめい

「意外と少ない！」

完成した ちまき。を集めて最後の仕上げ

町が進めている ビューティ

み．んなむずかしそう！

2冒険学校︑松之山で三泊四日の野外訓練

訳

（9）まつのやま

六年生修学旅行で東京の子供達と交換会

旅行が︑五月十三・十四日と

学︑その後︑葛飾区役所を訪

を出発し東京上野動物園を見

一行は︑十三日朝︑松之山

日程的にも大変ということで￥

日光まで戻つていたのですが︑

一日目の宿泊は例年ですと

ンスなど行い友好を深めあい

一泊二日の日程で行われ︑東

れ区長さんと対面したり区役

今回は横浜の山下公園近くの

会を行いました︒

京・横浜万面を見学して来ま

所内を見学し ま し た ︒ そ れ か

ホテルに泊り︑翌日︑空港や

られて来た牛たちは︑広い牧

朝︑それぞれの畜全ロから集

でにには自然交配によって＼

で放牧されますが︑その頃ま

（葛飾区清和小学校）

町内各小学校六年生の修学

この修学旅行には︑四十七
ら区立清和小 学 校 に 行 き ︑ 六

NHK放送セン9ー︑東京9

した︒

ました︒

名の六年生と引率の先生方十
年生同志の交換会が行われ︑

ワーなど見学して帰って来ま

した︒

人が参加し︑旅行の途中で今
学校や地域の紹介︑ブレゼン
トの交換︑全 員 で フ ォ ー ク ダ

牧場に集められた牛

までも行っていた東京葛飾区
の清和小学校の六年生と交換

されます︒

を行い︑ようやく牧場へと放

4大厳寺牧場で牛の放牧式
五月二十七日︑大厳寺牧場
で去年より九日早い牛の放牧

この日放牧された牛は︑親

場の中に放され喜こんで飛び

今まで狭い畜舎の中で喬て

牛︵雌︶六十三頭・子牛十⁝

．式が行われました︒

頭の合計七十四頭で︑松代か

められた牛たちは︑番号札を

多くの子牛が誕生するという

これから十月中旬までここ

回っていました︒

つけた後で皿液検査や予防注

ことです︒

らも三頭が放牧されました︒

射・体重測定・ツメ切りなど

黎．

﹃︑撫欝

畿鱗
講騰

久し振りに解放され飛ぴ回る牛たち

松之山の子供達から野鳥コケシの
プレゼントが贈られる

3

まつのやま（圃

ーの苺ー

春の観光シースンの幕開け

家族連れもどっと繰り出して︑

大花火大会が行われ︑地元の

学校田の田植え

東川小学校では笛年学校田

一︑b全員で田んぽに入り︑モチ

いたものを︑今年は一年生か

は三年生以上の児童で植えて

東川小学校

を作っていますが︑その田植

米の苗を約 時間かけて植え

花火の始まる頃には大変な人

十七日は︑大厳寺高原でジ

えを五月二十三日︑全校児童

が︑五月十六・十七日の

ンギスカンまつりとカラオケ

︵四十三人︶が出て行いました︒

り

大会が行われましたが︑天候

出でした︒

が悪くなり後半は少し寒かっ

松里小学校の鼓笛隊バレー

でにぎわいました︒

園児による可愛い稚児行列︑

ドで始まったまつりは︑保育

この日は︑あいにくの雨模

沢山取れるといいですね︒

祭を行うそうです︒

秋には取れたモチ米で収穫

ました︒

たようです︒それでも

つけて︑兀気よく田植えに挑

は大成功︒観光客のみな

！．

リ
チ
パ
ず
わ
思
に

ダ
行
児
稚
い
い
か

1年生から6年生まで横一列に並んでの
田植え「みんな上手だぞ」と先生の声

様だったのですが全員雨具を

温泉太鼓︑子供みこしと続き

り

ではないでしょうか︒

翻竪〜概吊

秋には沢山のモチ米が

夜の部は︑今年から始めた

大声大会。さて君は何ホーン出たかな？

大声大会 ︑大民謡流しと

．癬
劃■■■■■■膨．
』一γ一

まつ

観光客を喜こばせていました︒

戦していました︒いつもの年

6

さんに喜こんでいただけたの

二日間行われ︑多くの観光客

ともいえる

松之山温泉まつ

5松之山温泉まつりがにぎやかに

大民謡流し 佐渡おけさ。で盛上る

㈹まつのやま

びかける大きな看板が建てら

スコート脇に︑交通安全を呼

自然休養村センター下のテニ

︑反者をなくする願いを込めて︑

松之山町から交通事故や違

広告塔です︒

メートル以上ある大変目立つ

全協会が建てた物で︑高さ七

事を目的に︑町議会と交通安

にある 交 通 事 故 を 未 然 に 防 ぐ

交通ルールをきちんと守り︑

事故のない明るい町づくりに

れました︒

これは︑増え続ける車の数

⑪一㌍

翻竪〜概吊

︑

︿テニスコート脇に建てられた看板の表裏

犬を飼つて

最近︑犬を放飼いにして

おられる方へ

や︑あらかじめ必要のときな

いる方や︑逃げてもそのま

※駅に行って時間のないとき
湯沢ー大宮︒湯沢−上野問︒

ど非常に梗利かと思います︒

▽購入できる区間

入れられるようになり︑今で

二枚買えば往復できます︒
▽料金

駅で購入するよりも一枚に

にならなくなりました︒何年
か前には︑考えられない事で

つき三〇〇円安く買えます︒

▽．販売所

意して下さい︒

︐日由席のキップですので注

三ケ月以内で使川︒

▽有効期限

したが便利な世の中になった
ものですね．

さて︑湯沢ー大宮︑揚沢−

さかや で︑しかも︑割安

上野間の新幹線キップが松之
山

料金で購入できるようになり

これは︑JRの．販売サービ

店を開いているときだけで

り扱っていますが︑時間は

松之山 さかや商店 で取
スの一つとして行われている

すので︑早朝や夜は買えま

ましたのでお知らせします︒

もので︑駅ででなくともキッ

せん．

電話六−三ご一二まで︒

で連絡してください︒

ので︑役場・保健衛生係ま

入っていることがあります

合は︑住民の方から通報が

また︑もし犬が逃げた場

で注意してください︒

せられることがありますの

防法で禁じられており罰っ

犬の放飼いは︑狂犬病予

です．

まにしている方がいるよう

は東京への日帰りがさほど苦

上越新幹線が上野まで乗り

みんなでご利用下さ

ご協力ください︒

新幹線のキッブが
松之山で買えますよ〜1

と︑それにともない増加傾向

＿＿＿，』
i」鴫。 ＿＿。＿＿。

︾

交通安全広告塔が建てられました

』

プが買えるというものです︒

ミ

7
1下外ク胴繭

まつのやま㈹

z7艦

・ツ（
湯本
上鰯池

（母敦子さん）
ふさ子さん）
（母

野本圭介くん（3歳）

小野塚淳子さん（3歳）

ーO苺ー

四月に行いました幼児の歯
科検診で︑むし歯のない子が
四人いました︒ ︵三歳児︶

今月号と来月号で紹介しま
むし歯を作らないために次

す︒

の事に注意して︒

が去って

食ベカスが溜り︑再び新しい

歯の間に隙間ができ︑そこに

﹁入れ歯の話﹂
が叫ばれる

節約

しきりに

むし歯や歯槽膿漏に苦しむ結

使い拾て時代

人は︑物質に対する執着や関

昨今ですが︑どうも私達日本

のように目に見えないものへ

た︑隣の歯が動かないよう入

反対の歯が伸びないよう︑ま

従って抜けた歯のあとには

果となります︒

のそれは稀薄な面があるよう

れ歯を入れなければなりませ

心ばかりが強く︑心身の健康

食事に気をつける

です︒歯の健康についても同

るのは︑ただ食物を噛むため

ん︒このように入れ歯を入れ

さあ今日から始めましょう

砂糖の取りすぎに注意

抜いてしまえばいい﹂と言っ

でなく︑残った健康な歯を守

様で﹁歯なんか悪くなったら
た考え方をおもちの方はあり

を︒

ませんか？抜歯をすれば入れ

入れ歯には﹁よく噛むため﹂

るためにも必要な事です︒

歯が必要です︒しかしここで

康で若々しい顔を作るため﹂

歯と口をきれいに
食べたあとは必ず歯み

と言う二つの目的があります︒

﹁健

﹁入れ歯にすればいい﹂とい

﹁残った歯を守るため﹂

った考え方があるように思わ

従って﹁一本くらい抜けて

も﹁抜けばいい﹂の背後に︑

せたら一番幸せですね︒しか

れます︒自分の歯で一生を過

多隻

護

ーヘ
飛δ卜v

騨

わかっていただけましたか？

間違った考えであることが︑

れていきます︒

歯槽膿漏等で大切な歯が失わ

し残念ながら徐々にむし歯や

も⁝⁝﹂という安易な考えは

がきを︒

強い歯をつくろう
バランスのとれた栄養

と︑むし歯の予防処置
を︒

早期発見・早期治療を

奥歯が一本抜けると︑噛む

うこと㌔︑﹄ぞんじですか？また︑

力が約五〇％も低下してしま

定期的に歯の健康診査
を︒

両隣の歯が動いて傾いてきま

歯を抜いたままにしておくと

むし歯は小さいうちか
らの治療が大切︒

す︒そして一年もすると歯と

⑬まつのやま

黙北方領土について

目一四±二

日本青年会議所 北方領土

北海道本島からわずか三・
七㎞の歯舞群島︵ハ︑ボマイ︶︑
特別委員△五

o最優秀賞
北方領土問題対策

総務庁長官賞

▽賞

琵琶湖の五分の二の大きさの
色丹︵シコタン︶島︑自然や海

の幸に恵まれた国後︵クナシ

リ︶島︑日本で一番大きな島
○優秀賞

日本青年会議所会頭賞・日

協会会長賞・毎日新聞社賞・

択捉︵エトロフ︶島︒

この日本固有の領土である

あなたもいつしょに

走リませんか！

町民グランド︵雨天時︑町

▽会場

分．

午前六時三十分〜七時三十

▽時問

小・中・高校生・．一般︒

▽対象

﹁おはようジョギング教室﹂
町ではこんど走友会が中心
となっての

おはよう．ショギ

本青年会議所北方領土特別

ング教室グを開くことになり

い走り方を身につけて体力作

これは︑自分にあった正し

ました．

第一次から三次審査まで行

▽審査方法

委員会委員長賞

北方四島の返還要求運動に十
数年にわたり取り組んできた
︵社︶日本青年会議所では︑

二一世紀には確実に日本の次

う︒

代を担うであろう全国の小．
中⊥口同学生にも︑この問題に

民体育館．︶

とです︒気軽に参加してみま

体育指導委員・村山林平先

▽指導者

昭和六十二年八月上

ショギングでいい汗かきまし

生・走友ム云．

よう︒

せんかノ・

六月七日︵日︶〜十月四日

旬︑本人へ通知︒

︵日︶までの第一と第三日

さわやかな朝のひととき︑

一名︑優秀四名を東

曜日

▽期間

いという願いから始まったこ

ことの楽しさを見つけてほし

り︑健康作りとともに︑走る

○通知

○表彰

京都へ招き表彰し︑

社団法人

日本青年

現地視察に招待︒

副賞として北方領土

八月二十日︑最優秀

▽発表方法

対する大きな関心と正しい理
解を求めてもらう一助として
︑本事業を実施 す る も の で す ︒

北方領土について考えよ

◎主催

㈹日本青年会議所

△云議所

※間合せ

北方領土特別委員会

観麟

影

．

▽一アーマ

う

昭和六十二年六

▽応募方法
○応募期間

月十五日〜七月十五日まで︒

○参加資格全国小学生・中
市販の四〇〇字

学生・高校生．

TEL O三−二三四ー五
山ハ〇一

も

認

o作品規定

詰原稿用紙二枚程度︒
○提出先

東京都干代田 区 平 河 町 二 丁

蘇Aル
勢

鱗ン
北海道

考えよう
全国作文コンクール募集

まつのやま㈲

﹁雇用保険に加入して

労働者を一人でも雇用して

種︵農林・漁業等︶を除き︑

o雇用保険法では︑一部の業

いします︒

のむきは︑至急手続きをお願

促進月間﹂です︒まだ未加入

六月は︑雇用保険の﹁適用

用の改善等の手助けができ

度により︑雇用の安︷疋や雇

助成金や奨励金及び融資制

また︑事業・．王には︑各種

活の安︷︑疋を図ります︒

再就職手当等を支給して生

が失業した場合︑失業給付・

○雇用保険制度は︑被保険者

おられますか﹂

いる事業主は︑すべて加入

※なお︑不明の点は近くの職

ます．

たがって︑事業主は労働者

しなければなりません︒し

業安定所︵安塚分室︶へお

ノリ

の希望の有無にかかわらず

たずね下さい︒

月二十日︵月︶まで︒．

三︑試験日・場所

なお︑詳細については︑安

八月二日︵日︶・新潟市

塚警察署︵電話二−三一二一︶

又は︑最寄りσ派出所︑駐在
所にお尋ね下さい︒

申し込みを受付けます

ート苺1

7月1日から 学卒求人。の
国立犀潟療養所の
名称が変わりました

加入の手続きをお願いしま

00

0し
︑五月二影．五日︵月︶から七

灘

す︒

警察官
募集

二︑受付期間

まれた男子．

和四一年四月一日までに生

昭和三．五年四月二日から昭

一︑受験資格

試験 の受付けを行っています︒

者を対象とした︑警察官採用

警察では大学卒業︵見込み︶

輩

本年度から高校・大学の選
考開始期日が早くなりました︒

学卒求人のお申込みはお早

松里小学校の児童が

となり︑県内求人一覧表の締

高専については七月︑十日から

ては七月一日︑大学・短大・

始の日が︑中学・高校につい

の教材としての効果と生命の

このヤギの飼育は︑子供達

児童に可愛いがられています︒

一カ月の赤ちゃんヤギが届き

松里小学校にこの程︑生後

ヤギの飼育

切日も第一報が︑中学九月五

尊重を教えるのを目的として

今年から求人票の受付け開

目にお願いします︒

日︑高校が七月十日︑大学が

七月三十一日となっています
のでお知らせします︒

詳しいことは︑職安の窓口
でお尋ねください︒

今年四月一日より国立犀潟

療養所の名称が﹁国立療養所

犀潟病院︵通称︑リハビリ医
療センタi︶﹂と新しくなりま

当は五年生と一年生が受け持

飼われるものですが︑飼育担

義圏蝿 ﹄︑
のイメi．シを一新して︑町民

これは︑いままでの療養所

した．

の皆さんがより一層病院を広

つことになりました︒

ててください．

そうです︒みんなで大きく育

い︑これから名前を募集する

六日にヤギをむかえる会を行

松里小学校では︑五月二十

く利用していただくため変更
されたものです︒

o受付時問は︑八時三卜分か
らト一時までです︒

○病院所在地

中頸城郡大潟町

麹君

㈲まつのやま

さあ肺
1蚤村票
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〜6月は士砂災害防止目間〜
石財続水陥すと近力

︵車降井裂険な家
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の地常危頃違役絡

土砂災害（土石流・地すべり．・がけ崩れ）は一瞬のうちに
尊い命や貴車な財産を奪ってしまいます。
○雨が長く降り続くときや大雨のとき。
○川の水・井戸水・湧水の量が変化したり、濁り出したとき。
○土地にき裂・陥没・隆起が生じたとき。
「危ないな」と思ったビ，、まず避難をしましょう。
日頃かじ，家の近くの山、がけ、川などを良く点検し、いつ
もと違う，点、おかしな点を見つけたら、
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加奈ちゃん 口。ll町康平さんの二女（湯

お済みですか

﹁現況届﹂

児童手当または特例給付の

﹁現況届﹂を提出する月です︒

支箏︑勝てい発︑育は

この届け出は︑引き続き児

童手当が受けられるかどラか

を決める大切なものとなりま

す︒

六月中の提出をお忘れなく︒

洋季ちゃん
慶子ちゃん
たつ や
達也ちゃん
よしなお
良尚ちゃん
緑ちゃん
みとり

ノド）

布施 清さんの長男（黒 倉）
森 順三さんの長女（松之山）
相沢孝文さんの長男（小 谷）
高橋健一さんの長男（天水島）
平田孝男さんの長女（上之山）

お《驚》み

（死亡）

佐藤 ウメさん 74歳（天水越）下落合屋
高橋喜代治さん・79歳（松之山）たのもや
小口 信栄さん 66歳（湯 山）佐七
※5月1日かじ、5月25日までの届出分です。
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▼五月のできごと
町傷痩軍人会総会
たばこ総代会

松之山温泉まつり
︵17Hまで︶

牧場運営協議会
大厳芋牧場放牧式
民生委員会
農業委貝会総会
野烏集会

︵美人林︶

︵湯本︶

田植えも終りホッとされて
いる方も多いと思います︒こ
れから地区の運動会や部落行
探鳥会

事にと忙がしい時期がやって
会

さい︒

一見すると巨大なUFO

これは大厳牟に作られた雪の
貯蔵庫です．夏に向けて色々
な利用が計画されているもの
ですが︑一度行って見てくだ

の基地のように見えますが︑

か︒

右の写真は何だと思います

は全員受診してください︒

H頃健康に自信のある方も過
信は禁物です︒該当される方

今月は総合健診があります︒

ださい︒

来ます︒身体を大切にしてく

▼六月の予定
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