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藷議養罐さ難が再選され・
会︵臨時会︶が几月七日に行

が誕生しましたが︑その初議

選挙によって十六名の新議員

九月五日で任期満了となり

議長選挙でも田辺一夫氏が再

した︒また︑次に行われた副

四期目を勤めることになりま

を得て再選され︑議長として

は︑佐藤大治氏が多くの支持

最初に行われた議長選挙で

委員﹂及び﹁町監査委員﹂の

員選出にょる﹁町農業委員会

この議会ではこの他に︑議

した．

会に所属し︑その後辞退しま

るため︑一H一︑総務民生委員

ーζ創ー

われ︑議会構成などについて
審議されました︒

員には相沢良三氏が︒監査委

推薦7選任が行われ︑農業委

高橋定安

町監査委員

選されました︒

委

員

この議会は︑最年長議貝・

員には高橋定安氏が︑それぞ

総務民生・建設・産業経済
の各常任委貝会の指名につい

田辺一夫氏によって招集・進

行︵仮議長︶され︑議長・副

れ選出されました︒

副委員長

ては表のように決定されまし

○

議長の選出︑議席の指定︑各

副委員長

◎佐藤 利幸
o 田辺 慎一

副委員長

相沢良三

農業委員会

小野塚保夫
高橋 英一
南雲 得郎

5人

委員長

勲

委員長

産業経済

◎高橋平八郎

たが︑議長は︑どの委員会に

6人

関谷

退
辞

一夫
靖治
尚二
大治

委員長

◎村山 正英
．o村山 里志

議会選出各委員名

5人

相沢 良三
田辺 一夫
高橋 定安

設

建

氏
委貝会名

本山
柳
田辺
佐藤
総務民生

名

備

考

常任委員会委員の指名などが

各常任委員会名簿

も出席出来る権利を持ってい

初議会風景。田辺一夫氏によって進められました。

その主な内容でした．

．∠虚

⑥まつのやま

一般会計補正予算（第4回）

7，782万4千円追力口

回︶が︑九月二十八・二卜九

九月定例議会︵六二年第六

発施設の新築による条例改正

置の条例制定︒中尾の集落開

出来た露天風呂の管理及び設

総額二七億六︑三四三万五千円に

日の二H間開催され︑上程さ

之山保育所通園バスの補助金

そのほか︑教育委貝会委貝

に本山秀昭氏︵現教育長︶が

価審査委員会委員に︑天水越

再任され︑また︑固定資産評

ご二三万四r円︒林道菱ケ．岳

線の舗装に一︑二四四万円︒

一般質問には︑柳靖治・田

た︒

佐藤正男さんが選任されまし

また︑松之山小学校改築によ

る各雅業補助金として二二〇

万円︒旧校舎取りこわし工肇

辺慎一・高橋英一・田辺尚二

費二〇〇万円が︑それぞれ補

の四議員が質問に立ち︑町長

などでした︒

旧費として松代松之山線・大

亜されました︒町道の災害復

れました︒

七八二万四壬円が追加補正さ

が補正されるなど︑総額で七

昭和六十二年度一般会計の

れた九議案及び選任二件が原

案通り可決されました︒

の管理基金の積︑紘 に二︑○○

の考え方をただしました︒

十一年度の一般・国民健康保

O万︒中学校グラウンド周辺

荒戸小谷線に一︑八八O万円

険など三特別会計の決算︑及

の自然確保のため土地買L代

一︑二四四万円

七九万円

一︑八八O万円

名からト名に減少されまし

た︒

▽中尾に新しく集落開発セン

十五日より一般開放

兎口露天風呂が完成

審議可決した主な事項

小谷線

・町道松代松之山線・大荒戸

災害復旧費

補正された主なものは︑町偵

び︑昭和六十二年度の一般・

として一二八万しモ円が︒松

議案の主なものは︑昭和六

国保特別会計の補正︒兎口に

商工費

︵藤倉地区川水材料︶

・町単土地改良事業補助金

m︶

・林道菱ケ岳線舗装︵しOO

補正予算の主な使いみち
総務費

一〇〇万円

︒中央駐卓場生コン舗装

︵二二四㎡︶

・中学校周辺土地買上代

一一二k
ノ〜
ノ玉
ド
・町偵管理基金積立金

▽一︑二七〇万円の経費をか

ターが設泄され︑松之山集

・スキー場水路修繕及びゲレ

け工事を進めていた﹁兎口

落開発施設に追加されまし

又︑L．JJ
ノ︐ソー

露天風呂﹂が完成し︑その

・町社会福祉協議会補助金

設置及び管理に関する条例

▽温泉委員会の委員数が︑議

会議員数の減少により十二

・天水島字タッマの一部が天

の変更について

▽土地改良事業にともなう字

た．

土木費

教育費

が制定されました︒

︵豪雪基金へ︶三〇〇万円

二︑O OO万円

1補
・束川藤倉天水越線工事費

農林水産業費

・松之山小学校改築にともな

一五〇万円

・林道整備委託料コニ几万円

金︵三分の二︶一三三万円

ンデ川スノーマット

校助
舎
二取二
〇り二
〇こ（）
万わ万
円し円

︒松之山保育所通園バス補助

民生費

工松う
事之事
費山業
／j・費

まつのやま（4）

ーN卜Nl

町の借金ともいうべき町債

▽国民健康保険特別会計

を再任
は︑六十㎝年度末現在二六億

・歳入

水越字栃倉に︒

▽任期満了にともない行われ

四︑二三三万円に達し︑町民

千円．

労働費他

・歳出 三億七︑五一三万五

48．5％

雪に備えて新型ロータりー除
た教育委員会委員の任命は︑

一人当たりにすると六三万円

1，249，856丁・1二

雪車一台購入
現教育授の本山秀昭氏が再

三億九︑〇三〇万二

▽財産の取得

・歳入

二億四︑八四西万円

二億四︑八五一万円

▽老人保健特別会計

・歳出

六︑六〇九万三千円

▽簡易水道事業特別会計

・歳入

六︑○八六万五千円

総額25億867万9千円

・歳出

16．0％

千円．

農林水産業費

の借金を抱えている事になり

12．8％

任されました．

教育費 歳出 14・2％

▽町固定資産評価審査委員会

消防費

その他の特別会計の決算状

320，115T＝「1］

沙己

︒ロータリー除雪車︵NR六

決算の内訳

ます︒

14．6％

委員には︑天水越・佐藤正

18，384T・1』j o．7％

二︑七一二万五千円で︑

繰越金など

五四H型三〇〇PS級︶

財産収入

男さんが選任されました︒

1．O％

26，708丁・11】

㈲山崎サービスより︒

昭和六十一年度の一般会計
における当初予算額は︑二三

397，960『「

億九︑九八一万七千円でした
が︑その後七回の補正を行い

総額25｛，意7，898万2千円
議会費54，476r一円2．2％

最終予算額は︑二六億七︑三

23．7％

401，013・T｛■1

594，416予円

公債費

二六万七千円となりました︒

159，895T−

これに対し決算額は︑歳入が

土木費

災害復旧費

二五億七︑八九八万二千円︒

民生費

総務費
70，268丁・FLj 2．8％

＼
131，442T・P玉5．2％

付税
地方交

使用料及び手数料

15．4％

7．3％
188，399T・1月
田『」一不兇

6．4％
164，469丁一PL玉
田TL託負引匙

羅粋

歳出が二五億八六七万九千円

252，094T−1一η 10．0％

衛生費
79，424T4■1 3．2％

で︑差引き七︑〇三〇万円の

県支出金

歳入増となりました︒

歳入
376，718｛・

分担金及び負担金
国庫支出金

5，491 丁｛』1 0．2％

v
駕，二嘉3丁．円3．3％

伸び率は歳入で四・四％︒

歳出で四・○％となっていま

町民の負担状況はどうかと

す︒

いうと︑歳入の中の税収入・

税外収入合わせて三億九︑七
九六万円となっており︑歳入

総額の一五・四％が直接町民
の負担によるものです︒

357，482T。Pj

6．4％

5．5％
141，157＝「・ド玉

教育委員会委員に本山秀昭氏

昭和61年度

（5）まつのやま

祭

ことを通して町民こぞって収

動の成果を展示︑発表し合う

松之山町特

の中で目新しいものをいくつ

は表のようなものですが︑そ

この日開催される主な行事

たいと思います︒

穫の喜びと文化の潤いを享受
か紹介すると︑

一年間の農業生産と文化活

し合うことを目的として開催
があります︒

︒

こけし︒なかなか見れない実

から造り出される美しい野鳥

部門︒町内の方々の作品を一

歌舞伎に熱演が見られる芸能

鯉の評品会︒毎年︑歌や踊り︑

堂に集めての美術作品展など︑

演ですよ．

今ではあまり作らなくなっ

秋の一日を充分に楽しんでい

あんぼ

それからもう一つ︒コシヒ

今年は十月二十五日の日曜
日に町民体育館で開催される

9：00〜

11：00〜12：00

11：00〜12：00

9二〇〇〜13：00

9：00〜

10＝00〜
11月24日（土）
9：00〜

14：30〜

新鮮な野菜を安く手

に入れたい方︑早めに行かれ

追伸

けください．

家族全員連れ立ってお出掛

となっています︒

ただけるイベントが︑盛沢山

も展丞即売され

た

これは︑昨年の﹁伝えてゆき

カリの試食は今までも行って

ます．

たいわが家の味と香りしで奨

早いもので今年で六回目を

される 農業祭

励賞を受賞された方の漬物を︑

来ましたが︑今年は 妙高高

迎えます．

皆さんにも味わっていただき

原早生

の試食を行います︒

皆さんは食べられた事ありま

9：00〜17：00
9：00〜17ゴ00
9：00〜14：00

たいと展示・即売するもので

②美術作品展

10月24日（土）
10月25日（日）
10月26日（月）

ことになりました︒農業祭の

9：00〜

た方がいいみたいですよ︒

9：00〜16：00

是非︑食べてみてく

10月25日（日）

すか？

①芸詣祭

す︒是非︑ご賞味ください︒

9：00〜14：30

錦鯉品評会

9：00〜15二〇〇

ださい．

9：00〜

（11）ポン菓子
（12）もちつき大会
（13）食推展示
（14）高齢者作品展示即売
（15）錦鯉展示即売
（16）農業祭鏡割り

10：00〜14：00

（4）わが家の味と香り展示会
同上 表彰式
（5）特産クラブ展示即売
（51）農機具展示即売会
（7）野鳥こけし工作実演
（8）木工品展示即売
（9）あんぽ展示即売
（10）コシヒカリ・妙高高原早生
手打そば・もち試食会

間

中身も少しづつ新しいものが

（2）野菜・牛肉即売会
（3）特産漬物展示即売

9二〇〇〜

もう一つは︑松之山の民芸

同上表彰式

9：00〜13：00

取り入れられ︑一層充実した

ロ、文化祭部門

産漬物展示即売

9：00〜

以上は︑農業祭部門の主な

9：00〜

品 野鳥こけし の工作実演

11：00〜11：30

内容となっていますので︑是

10月25日（日）

ものですが︑この他にも︑錦

9：00〜15：00
（1）良質米共励会出品展示

時

日

期

名

事

行

事
行

表彰式
同

名

時

間

が行われます︒細かい手作業

イ、農業祭部門

非大勢の方から来ていただき

農業祭プログラム

開 催

10月25日

所は︑

ーoうトNI

うるおいの新潟

観光写真コンテスト

ら秋にかけての県内のすぐれ

場所・H時・住所・氏名・

・作品の裏面に︵題名・撮影

作品で未発表のもの．

一名につき︑一枚の無料利川券

年齢・電話番号︶を名記し

新潟県観光協会では︑春か

が交付されることになってい

た観光資源︵白然景観・祭り・

たものを貼ってください︒

が 出来たぞ〜︒
松之山町兎口露天風

が完成し︑多くの町民及び観

行事・イベント・風物詩等︶

る露友風呂には︑町内のお年

といい︑植木屋旅館隣の

ぶな林の一角に作られていま

呂

を被写体とした作品を募集し

この露入風呂の利川できる

寄りが三日問にわたり招待さ

※これはと思われる写真があ

卜月卜︑一日からオープンす

ます．

の上部で石汕の試掘をした際

期問は︑四月ド句からト月末

れることになっています︒

んよ．そのほか優秀な作品に

りましたら︑どんどん応募

す︒

に︑副産物として出たお湯の

までで︑時問は︑朝し時から

は︑県知事賞以下六卜四名の

してみてください︒

あなたの作品が新潟県の観

光パネルになるかも知れませ

います．

卜一月⁝．一トH

▽応募要領
・しめ切

〒几κO

新潟市新光町四−一 新

中句︒人選者には本人に通

知されます︒

誕

傷菊

＼、

・応募先

潟県観光課内・新潟県観

光協会うるおいの新潟観

光写真コンテスト係
・応募規格

カラープリントの四ツ切判

に限る︵サービス四ツ切も
吋︶

・応募規定

作・⁝は八︐年中に撮影した白

▽発表は︑昭和六卜一︑一年一月

有効利用を日的に建設が進め

夜八時までとなっています︒

となっていますので︑是非︑

方に賞金と副賞が川意されて

待望のオーブン

ています．

られていたもので︑折りから

なお︑人浴料は一回三〇〇円

一度利川してみてください︒

10目12日

今年いっばいは︑無料開放

の温泉ブームによる観光客の

必要︵来年四月から実施︶と

なりますが︑町民には︑当初

露天風呂。
一度は入ってみたい

この露天風呂の名称及び場

増加に期待をよせています︒

これは︑数年前に兎口部落

光客の利用を待っています︒

松之山にも待望の露天風呂

露天風呂

うちの町にも

まつのやま（6）
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獣

榔
インフルエンザの

予防接種

一︑インフルエンザについて

インフルエンザは︑いわゆ
る﹁かぜ﹂の一つであり︑せ

はれたり痛んだりすることが

また︑ごくまれに重い副反

あります︒

﹁歯の病気は

ます︒ふつうの﹁かぜ﹂にく

食欲不振などの症状が出てき

ますが︑うけないからといっ

法律によって義務となってい

防接種は︑．†防接種法という

子供のインフルエンザの予

まったとか︑骨折した箇所が

風邪が治ったとか︑出血が止

皮膚の切り傷が治ったとか︑

のは大変難しいのです︒

いますので︑これも回復する

違って厳しい条件におかれて

も︑普通の粘膜や骨とだいぶ

ぐきも︑その中にある歯槽骨

応を起すことがあります︒

らべ症状が重く︑肺炎などの

て刑罰をうけるということは

つながったとかいうことは︑

き︑のどのいたみ高い熱のほ

合併症を引き起こすことがあ

ありません︒これは︑．乎防接

身体に白然に治る力が備わっ

ひとりで治るか？﹂

り︑特に小さい 供やお年寄

種をうける人がその意義をレ

四︑問診票にっいて

り︑慢性の病気をもった人に

分理解して自らすすんで受け

か︑関節痛︑寒け︑おう吐︑

の一つです．

とっては︑注意が必要な病気

予防接種の意義を十分理解

のような自然治癒力が企く期

ところが︑歯の病気にはこ

っていたら早めに治療しても

師の診断を受けて︑もしかか

大切ですが︑定期的に歯科医

らないように努力することが

むし歯も歯槽膿漏も︑かか

して︑問診票に記人してくだ

待できません．例えばむし歯

らわないと︑大切な歯を失う

ているからです．

さい︒

おさまったから治ったと川心っ

でひどい痛みがあったのが︑

る事が大切だからです︒

尚︑昨年まで一般の方も集

ことになります︒

二︑インフルエンザワクチン

団接種の場で受けていただい

ている方が多いのですが︑そ

について

ったとしても重い症状になる

にかかりにくくしたり︑かか

ていましたが︑今年からは受

れはかえって進行した症状な

チン接種は︑インフルエンザ

現在のインフルエンザワク

のを防ぐ効果がありますので︑

けないでください．

のです︒普通の病気の場合は︑

その軍隊が企くありません︒

それに︑一旦穴のあいたとこ

ろが埋まるという再生能力も

全くありません︒歯が割れた

りヒビが人っても︑絶対につ

歯をしっかり支えている歯

ながりません．

す︒

訂正してお詫びいたしま

・した．

んと誤って掲載してありま

てさんの名前を佐藤なおさ

か

ましたが︑天水越・佐藤方

長寿者ベストニ○を掲載し

広報九月号の中で︑町内

訂正・お詫び

我国では︑主として流行が広

希望される方は病院等医療

コ

まりやすい子供たち︵小・中・

二

と戦いますがゾ歯については︑

必ず軍隊が結成されて病原菌

〃

︐

保健衛生係

機関で接種を受けてください︒

︑●

︵

q就

〃

ク磐し

︒を

高校生︶に予防接種が行われ
ています．

三︑予防接種による副反応

現在のインフルエンザワク
チンは︑他の病気のワクチン
にくらべても︑安全なものに

なっています︒しかし︑ワク

チンという異物を体に取り人

れるので︑注射した所が赤く

◆

ーミNー

典川小学校では￥九目辻

び手となつて作業を進めまし

り︑低学貧がハサ場までの運

今 の了供たちは家での︸伍

このリレーは．三十日まで

︑﹂のよ

されました︒

母ハ日に安琢町へとリレー
新潟県では︺秋の交通安全

の十日間をかけてわわれ︑松

っかけとして︑字赦のない明

ま弓︒

るい町になってはしいと思い

二んなに沢山刈ったよ

モチがいつぱい食べられるぞ！東川小学校
日の土暗日に児童全員で学校

春にみんなで植えつけたモ

なかなかう詠ζ︑結べない〜か

いをあまりしていないらしく

田の稲刈りをしました︒

﹂米の苗が入候にも恵まれて

それでも︑

関根さんからも指導を登けな

田んばを提供している藤倉の

多かつたようで◎

順調に成長し︑例耳より少し
卑い刈り取り日を迎えたとし

二時間目の授業時間を利用

うことです︑

この日刈り取られた稲は︑

がら四十分位で終了しました︒

乾燥され︑米にして収穫祭に

して行われた稲刈りは︑まず

りを◎るときの注意を闇き．

校艮先生から稲の尊さと稲刈

モチをっいて食べるそうで弓よ︒

沢山あるといいで司ね︒

教頭先生から結び万を教えて

もらった後︑高学貧が刈り取

「交通安全旗」が松代町から助役

「お〜い、しっかり投げろよq

つな運動を一つのき

環として﹁交通安

運動﹂の

県民に交通安全を呼びかける

全旗﹂を全南町村にリレーし︑

﹁安全旗﹂には経由した町村

ってリレーされました︒この
九月二十一 ︺︺︑県知象から

れる象になっており︑松之田

の︑町村長・議長の署名がさ
でも町長の蓄名がなされた後︑

﹁憂通安全旗﹂とメッセージ

ーが始まりました︒

が授笥され︑各地区へのリレ

ことになりました︒

代町から島田教育長の手によ

之山には二十h日に︑隣の松

2交通安全の願いを込めて

の手に、，

◇塵

今蕩

巳童全員が出ての刈り取り作業

べ臨

愚

＼

全

嫉

酪忙がしい時期が

やって来ます︒動体だけは大

㏄葺中で

秋祭りが終わると秋本番︒

よう で◎よ︒

など開催した所も沢山あった

落で 演芸大会やカラズケ大会

松之山部落だけでなく︑部

秋祭り町内各地でにぎやかに！
之山部落︒小学生の鼓笛隊を

も出て︑大変にぎやかで

みこ

先頭にした商店街のバレード︒

し

保育園児や大人の担ぐ

した︒夜は道路の一部を歩絹

者天国にして︑そこに部落の
切にしたいで◎ね︒

水戸黄

rそのようでユざいます
水梨の秋祭りで演じられ

八目の末から九目の初めに

かけて ︑ 町 内 各 地 で 秋 祭 り が

昌以上に︑にぎやかな部落

行われ ま ◎ ．

もあ れ ば ︑ 形 だ け の 祭 り を し
ている部落もあるようです︒

人達が夜店を出すなど︑花火

、ワッショイワッショイ！

同様︑祭りの盛り上げに一生

ピ姿が祭り気分を盛り上げる。

惣日

もなかなかの出来

など打

おみこし、

さて︑徳年 花火
けん命でした︒

保育園児のかわし、し

ニニは祭りのよう
れ、助さん、角さん

噸

ち上 げ て に ぎ や か に 祭 り を 行
っているのが︑町の中心部松

嚇
譜

．農

嚇

3

午後に

擁捗鱗︐噸
濡鰭蘇傷物

松之山ゆかりの煤

1霞Nー

の破饗縮
鞄警葭鞍
詳しいこ算話μ〆さい︒

お尋雫さ㌧i−虜方へ
．〜こソ五番︒

電話六ー≡ぞ

q」

麟隔穆とし葱
茎ヂ碑の除踏はド！

ノこ

ーーしられない

．︑︑を見てい嘉舞靖慧

10月20日
ぎ

まつのやま（ゆ

．坂腰吾文鞭の除幕

事業主の

皆さんへ

本格的な高齢者社会を迎え︑

活力ある社会を維持し︑発展

させていくために︑高年齢者

の雇川就業機会の増大が必要

労働省では︑毎年十月を︑

と思われます︒

﹁高年齢者雇用促進月問﹂と

︷疋めて︑広く杜会一般や事業

主の皆さんに︑高年齢者雇用

に対する理解と協力を求めて
います．

▽去年十月一日より六十歳定

年が努力義務として︑法制

化されました︒六卜未満定

年の骸業所は︑定年制の見

直しをして︑早期の引き上

げをお願いします︒

交通事故のご相談

はお気軽にどうぞ！

無料で相談できます

忌

・纏

・6己．

躍旗−

午後四時四十分︵平日︶

・午前九時三十分から

まで．

第三は休みます︶

︒土曜日は正午まで︵第二・

て相談に応じます︒

・専門の相談員が親身になっ

社団法人

※電話のご相談も受けます︒

二

新潟市本町通七番町一〇八

日本損害保険協会

助成金制度をはじめ︑各種

新潟自動車保険請求相談セン

▽高年齢者の雇川促進のため︑

ご利川ください︒

援助制度がありますので︑

タi

▽安定所では︑高年齢者雇用

る各種援助を行っています

の相談やアドバイザーによ

〇二五ー二二五ー二二二五

L越公共職業安定所

ので︑相談願います．

（mまつのやま

碑

ろうか︒時代は明らかでない

ず︑老婆は重い足取りで浦田

﹁行部碑﹂がわずかに

その消息を伝えている︒

ると︑

いま陽広芋裏の墓地を訪ね

口村へ向かった︒

を救うほど豊かではなかった．

に助けを請うたが︑村はこれ

みとなった．老婆は大荒戸村

が︑ついに老婆一人を残すの

た︒．一︑三世代は住んだのだ

呼ぶ一家がこの地に住んでい

伝説めくが︑その昔行部と

のだろうか．

な飛び地を持つようになった

しかし︑なぜ他村にこのよう

オお
供して浦田口村を澗してきた︒

立口

大字大荒戸の︑北は松代町
と境を接し︑西は川をはさん

で小谷と向かい合う︼帯を字
行部というが︑およそ干町歩

あるいはそれ以前から

にも及ぶここは江戸時代を通
じて
の浦田口村︵大字松之山︶の

飛び地であり︑いまも行政区
は大字松之山字行部となって
いる︒

ここには水田五町二反六畝
歩余︵明治三f三年︶のほか︑

Y．︑﹄

﹁行部何許の人かを知らざ
る也︒思うに足利時代の豪族

の羅か．歪蒲二廷
三〜九一︶浦川H村外に身を

早糎︑次男また父に先んず︒

寄す︒長男を大部と称するも

父行部大いに悲しみ︑病に
かきよ
罹りてついに立たず．寡居の
妻為すところを知らず︒

一村人これを憐み︑これを
養い助く︒行部の奏感泣して
いわく︑百年の後︑すべての

まである．

アイスアリーナ

m月−日オープン

上越市にあります﹁リー

ジョンプラザ上越﹂では︑

十月﹇日より崖内スケート

夏の聞︑屋内ジャンボプ

場をオープンさせます︒

！ルとして使用していた所

を︑スケート場として冬の

間利用するもので︑利用料

金は小・中学生四〇〇円︑

︷ノ

の丑

ンジしてみましょう！

今年はスケートにチャレ

どうですか．

れていますので家族連れで

スケート教室なども開か

大人八OO円︑貸靴皿足二

えられるが︑行部という人物

イ

開田の際陶器片が出たとも云

るところを﹄婆川︷といい︑

字行部の︑屋敷とも思われ

の碑に建て替えられた︒

円八卜二銭八厘をもって現在

三卜三年九月︑総工費四卜四

遺徳を後肌に伝えようと明治

長い風牽︐に碑文も消えたため︑

墓を建ててその恩に報いたが︑

その後浦川口村では一基の

また妓す︒⁝︵原漢文︶﹂

いんと欲すと︒幾謙もなく奏

田畑・山林を貴村に寄附し︑

建立された 行部碑。

〇〇円となっています︒

松之山「陽広寺」裏の墓地の一角に

もって積年の愛顧・深恩に報

、ズ議認

はいまもって謎に包まれたま

〜

縫
一
「

β
新山村でも受け人れてくれ

明治32年に石塔建立のとき
の書きつけ帳

行
肉林や草刈場は薪や家茅を提

含

まつのやま（切

相談所﹂開設

﹁社会保険よろず

﹁特別一時金が支給されます﹂

新年金制度では︑基礎年金
の導入に伴い﹁一人一年金﹂

厚生年金の障害年金を受け

が確立されました︒

ーO肉ー

もう一度﹂

月26日〜11月■日

﹁消えたかな！ 気になる

あの火

保険・厚生年金保険及び国民
る

り︑火災の発生を防止するこ

防火思想の一層の普及をはか

やすい時期を迎えるにあたり

▽屋外でのごみ焼却︑たき火︑

だけでなく︑兀栓もしめる︒

▽ガス器具は︑使用後器具栓

▽タコ足配線はしない︒

で持ち運びや給油はしない︒

て︑保険料を納めた人︑また︑

年金など社会保険に関する各

りあい！

とにより悲惨な焼死事故や貴

この運動は︑火災が起こり

障害福祉年金・国民年金の障

種相談に応ずるため︑次のよ

をキャッチフレーズに﹁第

社会保険事務所では︑健康

害年金を受けている人が保険

うな日程で﹁社会保険もよず

目的としています︒

監視を励行し︑特に風のあ

であい！ふれあい！かた

福祉は心にうえてい

料を追納した場合︑保険料を

ぬか焼等は︑消火の備えと
十一月八日︵日︶上越市リー

るHは中止する︒

どの会場も遠い所ですが︑

火災原因の大半は︑ちょっ

︒o

リノ・

ジョンプラザ上越で開催され

とした不注意から起きていま

ない﹂をへ具面葉に︑次の点に

﹁わが家からは火を出さ

と︑老いも若きも共に手をた

充分注意しましょう︒

す︒

ずさえ︑明るく楽しい人間の

▽火気から離れる時は︑その

障害があろうと︑なかろう

ます︒

その方而に出掛けられる方は

相談を受けられたらいかがで
しようか︒

新井商工会議所にて︒

輪を広げようと開かれるこの

ダィ朔ウ方妨．

れることになっています︒

支給される額は保険料納付
済期間一年につき二万四千円

けた期間は︑老齢基礎年金の

︵どの会場も午前十時から

まつりには︑各町村からの郷

▽十月十九日︵月︶

年金額計算の基礎となりませ

午後三時まで︶

土物産市や︑福祉作品展示即

です︒ただし︑この支給を受

んので︑将来︑障害の程度が

▽十月二十日︵火︶

都度火を消す︒

回復し障害年金が支給停止と

頓し可燃物は躍かない︒

▽火気の周りは︑常に整理整

▽寝タバコはしない︒

へ！図D
⊂；ン㊥

（、

売など︑遊びやふれあいコー
ナーが沢山あります︒

各戸へのチラシも配られる

供の手の届かない所に︒

▽マッチ・ライター等は︑チ
▽ストーブ等火をつけたまま

そうですが︑是非︑行ってみ
てください．

グ ラ

艇
曾。．＿
、

で

糸魚川商工会議所にて︒
▽十月二十二日︵木︶
大和デ︒ハート上越広前にて︒

▽十月二十三日︵金︶
柿崎町商工会にて︒

『；佃τ

D

なるような人はご注意くださ
い︒

くわしいことをお知りにな
りたい人は役場の年金係で︑
おたずねください︒

火の用ベズ

から﹁特別一時金﹂が支給さ

重な財産の損失を防ぐことを

ながら国民年金に任意加入し

10

一回上越ふくしまつり﹂が︑

上越市で開催

相談所しを開設します︒

11月8日

納めた期間に応じて国民年金

Σ上越ふくしまつり

⑬まつのやま

矛一

＼◎グ

務︑

末に
長岡高速警備隊に転勤

され︑その後任として新潟中

央警察署から井川一成巡査が

井川さんは二＋八歳で︑奥

着任されました︒

さんの浩美さんと長男の遺成

君の三人家族だそうです︒

今まで新潟市に住んでいた

ので︑松之山のような山村で

の勤務や生活は初めてとか︒

一日も早く松之山の生活に

願

さ

墾霧い
麟 し

慾ま
繕す
筋
メヤヒレ

コ

コ

62年度全国防犯運動

ト

︒︑

v︑ん

h
︵

−

ノ

﹃︑／

m白

警察・関係機関及び地域住民が一体となって、防犯運動
を全国一斉に実施することによって、国民の防犯意識を高
めてもじ）い、安全で住みよい地域社会を作ることを目的に
全国防犯運動を実施します。
〉統一標語
・愛車へのいたわり示すドアロック
・防犯は 日ごと 家ごと 地域こ9と

〉運動の重点
自動車盗難・侵入盗難などの防犯診断や指導。少年の非
行防止。悪質商法による被害の防止などを重、点に、期問
中運動を行います。
今年の交通事故発生件数及び、それにともなう死傷者は
異常なほど多くなっています。
みんなで注意しましょう。

新潟県最低賃金

新潟労働基準局

・十月三日から一日

一時間

三︑五四六円に︒

・時間給の場合

四四四円に︑

※この最低賃金額は業種・業

務・年齢︑パートタイマー︑

臨時雇を問わず適用されま

す．

福原恵美子さん 54歳（坂 下）沖
相沢 イチさん 72歳（湯 山）文七
佐藤 ヤスさん 92歳（天水越）半木

※労働保険の未加入事業場は

（露亡）

今すぐ加入手続きを︒
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