国民金融公庫では︑国の進

国轟麟解智せ
学ローとを取り扱っています．
■利用できる人

来春︑高校︑大学︑専門学
校などへ進学される人の父兄

または︑低利の設備資金の貸
o勤務先の労働組合が︑労働
★応募資格

ています︒

度で毎年三ー四百人が入学し

中学校卒業またはこれと同

職等のため︑労働金庫を利用
できない方

金庫に加入していても︑管理

O中小企業設備近代化資金

等以上の資格を有する者︵年

付制度を実施しています︒
◎貸付金の種類

o中小企業設備合理化資金
◎住宅ローン

o中小商業近代化資金

十年〜二十五年以内︒利率

融資額二千万円以内︑返済
★募集コース

齢問わず︶

o中小企業事業転換設備資金
◎申込期限
o卒業コースo編入コース

◎暮らしの口ーン
融資額一千万円以内︑返済
二月二十一日〜四月九日︵必

o科目別コース
★願書受付期問

年八・二五％〜八・六五％

すが︑貸付枠に達した時点で

貸付枠に達するまで行いま

■融資額⁝一進学者あたり五

︵所得制限があります︶

十万円以内

年九・二五％〜九・六五％

十年〜二十五年以内︒利率
着︶まで

に申込みください︒

★選抜方法

出身中学校から提出される
わない︒

書類を主に選考し︑試験は行
★入学案内・入学願書の請求

に七十円切手をはり左記へ請

返信用封筒︵あて名記名︶

方法

年以内︒利率︑年一〇・九
◎詳しくは︑労働金庫十日町

％︵無担保︶

◎暮らしのローン
融資額百万円以内︑返済五

︵不動産担保︶

締切りとなりますので︑早め
◎お問い合せ

薗資金の使途⁝進学にあたっ
て必要とする資金

貸付限度額︑利率等につい

ては︑開発課︵商工担当︶ま

■融資期間⁝進学される学校
の修業年限以内
たは︑商工会まで︒

労鋤組合の訟い蓼

■貸付利率⁝八・四％
■保証人−二名以上

から五十八年四月まで︒詳し

■取扱期間⁝五十七年十一月

問 い合せく だ層さい︒

支店︵豊五七五−七ー金8︶にお

生轟麟響校
★募集人員

普通科一学年 四十名
★願書受付

二月一日㈹〜二月八日㈹正
午まで

iへ︑へ

④・㊥面⑱
和︵樋口

＊おめでた＊

美

幸︵大島

永︵樋口

あす香︵滝沢
善
浩 司︵樋口

政

圭

告︵南雲

吾︵池田

真由美︵服部
之

★出願手続
入学願書・受験票・調査書・

啓

＊おくやみ＊

︷幣木難

︷欝川難

論輪

・ご結婚＊

太︵高橋

を在学︵出身︶中学校長を

入学考査料︵三百五十円︶

提出してください︒

経て︑十日町高等学校長へ
★入学試験日

三月十六日㈱
★学力検査の教科
国語・社会・数学・理科・
英語の五教科
★その他
67

しくお願いいたします︒

りたいと思いますので︑よろ

しまれ︑読まれる広報紙を作

皆さまの所へお邪魔をし︑親

います︒今年もできるだけ︑

あけましておめでとうござ・

編集後記

清龍満重郎

山大志樋樋
田口田口口
タテツフ定
キルルデ敏

新潟県労働者信用基金協会

難撚黙欝』1

くは︑国民金融公庫長岡支店

万円未満の人には︑国が卒

灘鎌鑛麟鶴婁鷺濃

81 84

入学後︑年間所得百四十九．

1縛6病灘粟藩お絃能載雑宙グ

54

求する︒

、灘難灘灘鍵

の保証により︑労働者でかつ

業までの四年間修学奨励金

薯日………3，820の

せください︒︵〇二五七平二⊥言七五︶

学校定時制中心校へお問い合

ます︒詳しくは︑十日町高等

二丁目六三五番地

《盛叛・印鋼・伺関遮鰹秦〉

撫蠣鮮陪
（速記。筆耕・複写業を含む）

77

〒瓢新潟県関屋下川原町

た認し、手作業にホる洗ぴん、包装、
箱結め簿に従事するものは除く。、

︵奮二五八⊥柔−四美︒︶

ち

ソ

として毎月七千円を支給し

《食料品襲遭巣〉

通麟響校

弧ハ弓曾1

新潟県立新潟高等学校通

薬欝………39360臼

融資が受けられます︒

多世

心御

信制

効力発生日57年12月6日

次のような人が労働金庫万ら

4艶坪
勺￥ザは

主として自宅で受ける通信

ダ

O勤務先に労働組合のない方

向
！

程朴重倉荒山
木
島沢地俣屋崎
10

ぺ

一

ジ

婚知
サ新お
ジ

ぺ

ー
9

TELO25763−2511
〒949−84新潟県中魚沼郡中里村大字田沢己2133番地
総務課

、

盤︒一一垂i六六ー垂六八

産業別最低賃金

︑中︑小企巣者の方へ

、

理久 正信栄貞徳
一雄正栄一一夫治仁
レレレ レレロレレレ
原芋如田通芋干重朴
木
来 り緋
町川寺沢山田溝地沢
■世帯数1，657（＋1）

〆函

教育によって四年以上在学し

（r

京小埼如十東
都 玉来日
町田
府出県寺市沢

男3，533（＋7）
女3，576（一3）

難纂騨まで

ち

9

O勤務先に労働組合があって

．o

ざ

県では︑設備の近代化︑合

！

76

口7，109（十4）
■人
正月行事

6〜7ぺ「
8ぺ一

％fい

qノ

能日今
潴

X
愈の

孤①◎
N

ー・

甑
7

6

！0
9

監

1時閥420円
瞭獺給労働者

『一一｛鴨
一一

所定の単位を取得すれば高等

9

も︑その労働組合が労働金庫

嘗嘗

つ

り
諺
マ

ヘーノ

理化等を計画されている中小

ぎ

学校卒業資格が与えられる制

だ籾

に加入していない方

6

企業者に対し︑次の無利子︑

じ・

（1①

と
マ
◎
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農道整備事業も今年度事業の
しょうか︒

生が評価されるのではないで

始めて︑その人の人

安七＋歳を越すと︑
いてはそのことが青少年の非

核家族化が進んでいます︒ひ

．発展につれて︑次第に崩壊し

います︒茶飲み話しに︑あの

︑踏＆驚鷺を取り巻く

族承協かしでい燵な庫賑輝ばな

嚢生産に㌧ろ︑騰叢纏養轡
鞍蔑薩裾祉なく衷憾裳嚇家

ようは努力していき

楽しい生活ができる

お互いに補い含って

いものがあり塞すが

生蕊嘉覆餐は筆

す︒私．婁は．この伝

らないこどがたぐざ蘇ありま

たいど念じておりま

鹸し

蕊︑轡養を蕊糞

ひ要なことだと思いま

辱に茎讐票肝

勲村ガ響蓬
杢馨勝難蟹

地域づ

伴い農機具も大型化して

います︒こうしたことに

史にとって画期的な一ぺージ

新幹線が開通し︑新潟県の歴

去年の十一月十五日に上越

今年も杖渓皆さま
にとってより瞬るい

儀い年でありますよ
うお祈夢︑いたし瑛す︒

ノワー
小宮山省三さん
不況がますます深刻となり︑

を見ても︑織物関係の構造的

与えることは必至です︒これ

地元の人たちの生活に圧迫を

わが中里村が上越新幹線︑

は非常に大変な問題です︒

関越自動車道等の高速交通体
系の恩恵を受けるためには︑

まず︑国道三五三号線の早期
って︑地域の発展に努力しな

改良を促進し︑村民一体とな

よい村づくりをするために

ければならないと思います︒

は︑地域の連帯を深めること

が必要です︒上山三十路会は

青年の研修と相互の親睦を図
るとともに︑地域の発展に寄

与するという目的で昭和四十

を構成員として︑毎年︑鳥追
い︑雪上運動会︑野球大会︑

秋まつりなどに参画していま
す︒これからも会員一丸とな

って集落活動に積極的に協力

し地域の連帯づくりに力を入

新潟県の健

す︒

ましいもので

とてもほほえ

ている姿は︑

子に乳をやっ

母親がわが

れていきたいと思います︒

．僥

康づくり運動
﹁つくろう健

のスローガン

康ゆたかな明
日へ﹂の運動

日本人の平均年齢
が洵上して世界のト
ップレベルになった

ことは︑大変喜ばし
．いことです︒更に向

上するよう努力しな

畏寿であっても内

ければなりません︒

いものです︒

ですこやかな子どもに育てた

親の努力と家族や社会の協力

わずかな期間ですので︑母

しています︒

あがんばりましょう﹂と励ま

母は強しと言いますから﹁さ

すが︑昔から女は弱しされど

もども涙する人情家もおりま

手に母乳に吸いつかず親子と

初産の母親で赤ちゃんが上

安心です︒

分飲ませている状態ですので

入院分娩しますので初乳は＋

勤めている人も産休をとって

乳は最高のものです︒現在は

この様に母と子にとって母

す︒

より情緒的安定が得られま

三︑母と子のスキンシップに

す︒

二︑赤ちゃんを感染症から守
・る免疫物質が含まれていま

す︒

バランスよく含まれていま

が消化され易い形で︑しかも

のはなく︑発育に必要な栄養

一︑栄養面で母乳にまさるも

す︒

母乳の重要性が叫ばれていま

りました︒しかし︑現在は︑

びつきミルク優先の感じもあ

ったのと︑夫婦共稼ぎとが結

一時期ミルクの宣伝が強か

います︒

りのたいせつな出発点だと思

りますが︑母乳こそ健康づく

の中にすこやかな母と子とあ

のと考えます︒

蟹事柄としで再考を要するも

繊舞蓄も

︑へ

新u
この触に生壱る
き実現に向けて努力して参り

人は幸せ充︑あの人

認可をいただき︑工事に着手

老人にとって幸せなことは

は不幸だ︑といいま

ます︒

わが中里村をはじめ︑津南
したいと準備をすすめていま
新しい年を迎え︑

家庭の中がうまくいっている

すが︑人間は死んで

町︑栄村︑野沢温泉村︑松之
す︒中里村としては︑まず︑

さ日ごろ考えている

十日町市︑津南町と協力し

山町ならぴに飯山︑頸城地方
清津川に新橋を建設し︑南北
ことです︒戦後︑何百年も続

て計画している広域営農団地

ん

にとって︑上越新幹線の開通

栄ことを少し書いて

現在︑進めている統合中学

あと何年生きられ

いた家族制度も経済の急速な

体制の整備を図る考えです︒

両段丘地の営農の振興と交通

昨年十一月忙国道三五三号

部るのかを考え・ボ
容の乏しいものであっては意

八月ごろには校舎が完成する

校の建設は順調に進んでおり

健康で家族の皆さんや近隣

義がありません︒

ています︒

行につながっているといわれ

清津峡トンネルが開通し︑．皆

予定です︒更に五十九年度に

線の難所の一つでありました

みよう︒

で大きな発展が期待できます︒

は︑産業経済などあらゆる面

中里村長上村賢造

村民の皆さまあけましてお
めでとう．こざいます︒

さんとともにお喜びをしたと

皆さまには︑お揃いにて輝

阿ヶないうちに︑あ
れもこれも整理し
の同胞と楽しい生活を過すこ

体育館を建設し︑六十年の四

どによって有意義な人生とな

ころですが︑同路線中には︑

明治生れの私たちは︑明治

かしい新春を迎えられたこと

生れに誇りをもち︑もう一度

月一日開校をめざして万全を

新できもしない妄想

まだ︑未改良の箇所がありま

昨年は︑清津峡地区の悲願

題となり︑マイホームといっ
な風潮ですけれど︑父子三代

・近年とかく親子の疎遠が問

るのであります︒

の一員としての役割を果し︑
したいと思います︒

明るい家庭づくりの手助けを

明治気骨を再現し︑家族の中

を﹁往生﹂といい

浄土に生れること

ります︒仏教では

まとともに明るい郷土建設に

にふけることがあ

全力をあげていきますので一

行政改革︑財政再建という

行可能な道路とし︑越後湯沢

厳しい中ですが︑村民の皆さ

3森宮ノ原︑越後湯沢O松之

ろです︒更には︑冬期間も通

ーオープン︑清田山自然運動

校校舎建築着手︑保健センタ

しば報道され︑昔が思い出さ

が驚潜しでいることが︑レば

層のご協力をお願いいたしま

また︑最近は︑老人たちの

山間に定期バスの運行を沿線

ますが︑私どもは︑死ぬほど

公園などの事業を遂行し︑明

れ懐し峠︑また︑そういづた

ってきました︒おじいさんも

以上︑村内情勢の一端を申

す︒

一藷翻中に真の愛情︑信頼が
のと考えられ︑貴重

間でゲートボールが盛んにな

けでなく沿線地域全体の発展

町村と協力して進め中里村だ

ールを広めていきたいと思い

おばあさんもできるゲートボ

生した﹂といいます︒だれも

るい村づくりに適進して参り

進していますが︑その人の立

が往生ぎわの良いようにと精

今後は︑畜産で出る堆肥を

います︒兼業農家と専業

が開かれました︒このことを

しかし︑この新しい年も必

の三十歳〜四十歳までの男性

九年に発足しました︒集落内

ます︒

の健康をお祈りいたしまして

小松原の畑に入れ︑土地を肥

上山

新年あけましておめでとう

農家が手︐を結び農作業の

活力ある地域づくりのステッ

産業面や観光面などに活かし

こざいます︒

しょうか︒今年から小松

ずしも安閑としておれず︑例

プにしていきたいものです︒
にもダイコンを栽培し︑

ことが予想されます︒郡市内

出荷期間を長くし︑収益

原の他に大中田．︵倉俣︶

場や環境によって考え方が違

し上げ︑併せて村民の皆さま

しました︒その後︑島根県の

二年間︑畑作と畜産の勉強を

やし︑レタスなどの軟弱野菜

新年のあいさつといたします︒

また︑国道一一七号線に係
る清津大橋の架替え︑荒屋〜

に努力したいと考えています︒

上山間の拡幅改良促進等引続

さて︑上越新幹線の開業に

困り果てたときのことを﹁往

ました︒

敷ておかなくてはと︑
屋

交通安全ゲートポール大会

関係機関に要望しているとこ

尽くしています︒

村長のひとこと

ルの開通をはじめ︑統合中学

すので一日も早い改良促進を

大根の出荷（小松原）

でありました︑清津峡トンネ

とお慶び申し上げます︒

蒔
叢

て
一

伴い︑今年は日本海時代の到
えました︒

来と本県新時代の幕明けを迎

畜産農家で約四ヵ月見習いを
やニンジン︑白菜などの栽培

ます︒

の野菜が出荷でき期待ができ

期にダイコンやキャベツなど

ますが︑七月〜九月の暑い時

風などの自然災害が心配され

めた小松原での野菜作りは台

をしています︒一昨年より始

菜栽培を組み合せた複合経営

十五頭の飼育と小松原での野

山

泥ま磯嫌・蓋難灘
清田山

高校を卒業して︑長野県の

してから村へ帰ってきました︒

築大きな面積になってきて

整備が行われ︑一区画が

また︑現在︑水田の基盤

く必要があると思います︒

作や畜産に力を入れてい

悩みの状況ですから︑畑

稲作が減反の影響で伸び

中里村の農業を見た場合︑

にのせたいと思います︒

を試み︑畑作物の生産を軌道

できることです︒現在︑和牛．

あることと︑自分の力で勝負

農業を志したのは︑自由が

八ケ岳中央農業実践大学校で

え
年にも増して厳しい年になる

鐸から

松を

の安定を図っていきたい

ヨさん
ト
田
通り山

島

作業1

と思います︒

熟麹嚢

すφ

田耀

受委託を考えたらどうで

進む統合中学校建

qD
（2）
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◎
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成人
鯨ζ▽

超えるでしょう︒そのために

から起こるしという意味のこ

し轟灘難灘翻辮

拶は﹁迫る﹂という意味です︒

社会人
﹁あいさつ人間しのすすめ

とが書いてあったはずです︒

れる若い人たちに︑ぜひとも

二十歳となられた希望あふ
ようしを言っているのです︒

お父さんも︑会社では﹁おは

ん︒家庭ではあいさつしない

子の間であいさつがありませ

しかし︑日本人は︑特に親

しかし︑こうした状況の中

に見舞われることは必至です︒

球が食糧危機︑エネルギー難

しか確保できないのです︒地

ても十六億ヘクタールの農地

この地球には︑いくら努力し

は︑次代を担うあなたたち一

き金を引くとしたら⁝⁝これ

まり

容易に心を開き合わない︑つ

交の問題ではなくて︑他人と

つができますか？

申し上げたいのは︑とにかく

どうも日本人には︑利害関係
で︑二十世紀の終わりには目

先般みなさ
より︑首都圏に最も近い雪の

年に開通する関越自動車道に

上越新幹線の開通︑昭和六十

qミ

んからご協力

これらの可能性をみんなの

降る田舎となりました︒

をいただきま

した村内出身

のです︒

力で大きく育てて行きたいも

者の名簿がこ
がりました︒

のほどできあ

お陰様で二千
することがで

十四人を登録

きました︒県

別の登録者数
では︑東京都
が七百八十二

人と断然多く
が三百二十一

次いで埼玉県

人︑神奈川県が二百八十九人︑

千葉県が百八十四人となって

軟な精神の中にこそ︑だれと

だ中にいる︑あなたたちの柔
用して︑村内出身者との交流

村では︑今後この名簿を活

箸を五蚤六本ま毒

・．し毒雛繕癒概隷．慧劉

緊恥．叢瓢．簸ぐ編み憲

⁝セ嚢タ奪を縁ど︑﹁

います︒

でもあいさつをする心が育っ

づくりの知恵や力をお借りし
雪︑︑璽

欝嚢彰まず遣︑遷

蓼す鷺嚢飛夫ぎぐな・勅鵡ぢ棄

を変えます︒すべて巻き終っ
藩霧吻蒸毯審強幸分当十婁分

癒鯵纏蓼野餐毛叢婁毒巻塑麟

れた方には︑四季の香りを満

ぐ鑑い蒸し︑嚢攣？篭蓄拳畜と

を募る予定です︒会員になら

載した広報紙の郵送や東京で

短時蘭で亀慕讐嬉ぼ拳

人たちに手紙を送付し︑会員

そのため︑村では近々この

・め灘もめ．を三︸幽㎜

を深めるとともに︑明るい村

あいさつ人間

変身の日に

心を開ける若者への
とにかく

い声で言える人間になること

だれとも﹁おはよう﹂を明る

えています︒

の懇談会等を企画したいと考

になってください︒家族とも

たいと考えています︒

ていくのです︒

もう遅い︒いま青春の真った

てて心を開こうと思っても︑

一一十︸世紀になって︑あわ

ならない問題です︒

人一人が真剣に考えなければ

が戦争の引

﹁あいさつ人間﹂になってほ

であいさつの是非を決めてし

っまり︑あなたたちは︑世界

です︒それは︑あなた自身の

で最も豊かな国を動かすこと

人生を楽しくするだけでなく

ところが︑お金だけあって
心を開き合わない日本人が︑

最近︑都会の人たちの中に

毛糸が少鑑・め場沓縫絃鋤蕩

藁逡が

世界中から金にまかせて食糧

です︒

周りの人の心も明るくするの

らどうなるでしようか︒

でき蒙ず︒・

やエネルギーを買いあさった

十センチの厚めのポ墓ル紙に

夏期に実施した循環器検診

健康への赤信号です︒太ると

中年になって太ってくるのは

するために穀類︑菓子類︑糖

起こります︒体重増加を予防

﹁停

休みを田舎で過したい凶

亀皿糸を巻⁝きつ碕沸矧業︑チギムら饗

中学や高校の時の社会科の

年退職後は田舎でのんぴり暮

蕪蝋をム罵俳薦吹き疹

る若者への︑変身の日にして

あいさつのできる︑心の開け

の結果︑肥満と中性脂肪の高﹃

るカロリーの方が多いために

ほ使われるカロリーより食べ

でもない限り太り過ぎの原因

でも知っているとおり︑病気

けると業︽なり蓼撃． ⁝

め

っていたのを覚えていますか︒

教科書に︑ユネスコ憲章が載

人が増えています︒中里村も

らした呂という希望をもつ

そこには﹁戦争は人の心の中

れてきました︒しかしながら︑

経済が低成長期にさしかかり
けることになれば︑﹁無料にす

しかも福祉対象人口が増え続
ることが福祉﹂という従来の

より植物性の油を︑魚肉類︑

質などは控え目に︑動物性油

考え方は改める必要がありま

け血液を供給しようと心臓が

身体の容積が増え︑その分だ

牛乳︑大豆製品︑ビタミンを

い人が非常に多く︑両者が比

含んだ野菜︑海草類は十分に

った運動を毎日することがた

つとめて体を動かし自分に合

一日のカロリi計算に入れる

いせつです︒間食や酒なども

あるということです︒例えば
糖尿病︑高血圧︑心筋硬塞︑痛

ことをお忘れなく〃

を走るためつい大丈夫という

ない︶一︑人通りの少ない道

︵タクシー代がもったい

り﹁オレは酔った

て気持が大きくな

ければよい︶といったことが

心理が働く︵警察に捕まらな

る︒

方が︑ハンドルさ

いった甘い考えで飲酒運転を

村内でも何人かの人がそう

考えられます︒

いって飲酒運転を

てて︑事故を起せば︑自分自

大丈夫といった甘い考えを捨

を送っています︒自分だけは

行い事故を起し︑後悔の日々

これほど飲酒運

みに引き込むことになること

身だけでなく家族全員を悲し
を十分考え︑飲酒運転は絶対

の悲惨さが報じら

なくならないのは

にやめましょう︒
▼標語▲
か︒

イライラカ

酒が疲労が

倉俣中三年鈴木千恵子さん作

事故のもと

どうしてでしょう

れても飲酒運転が

転が引き起す事故

ん︒

する人が絶えませ

飲んでいない﹂と

﹁ナー二少ししか

ばきが良くなる﹂

酒が入るにつれ

くなるということです︒だれ

風︑膝関節炎など起こりやす

り成人病になりやすい傾向に

余計に働くことに︑なります︒

例していることから肥満予防

康手帳︑医療受給者証は︑一

取り︑味付けはうす味にし︑

そのために老人保健法では

﹁ベルトが伸びれば命が縮

月下旬に︑旧医療受給者証と

かけることになります︒つま

についてのべてみます︒

家族にかかった費用の極く一

た趣旨の一つは︑老人に﹁自

また︑血管にも多くの負担を

﹁国民は自助と連帯の精神に

／

之む﹂という言葉がありますが

幾態

人は初診料八百円︑入院は一

＼

用は国民が公平に負担する一

日五百円︵一ヵ月間︶を負担
し︑国民健康保険の場合は三
れらのことを考慮し︑老人が

割の自己負担があります︒こ

老人医療を受ける際には︑

部を負担していただくことに

医療サービスを受けた際には
外来の場合一ヵ月に四百円︑

なったものです︒

鐘康讐轍︑︑響塾抵療受

絵養騰の交盤壕いて

分の健康は自分でつくる﹂と

引き換えに交付する予定です︒

制度改正に伴い︑新しい健

いう健康管理に対する自覚を

なお︑老人保健法による医
療制度等について︑詳しく知

一︑交通機関が発達していな

その原因を考え
は公平な費用負担ということ

りたい方は社会福祉課の担当

いのでマイカーにたよってい

てみますと︑

で︑例えば老人の医療費を能

︵社会福祉課︶

窓口におたずねください︒

ことです︒会社に勤めている

力に応じて負担していただく

強めてもらうこと︒もう一つ

法に一部負担金が導入され

す︒︑

払っていただくことになりま

一日三百円の一部負担金を支

入院時は二ヵ月を限度として

蔀轟釜鶴ついて

ます︒

ことが改正の主旨となってい

的に実施し︑それに必要な費

るため︑疾病の予防・治療・
機能訓練等の保健事業を総合

維持と適切な医療の確保を図

ともに︑老後における健康の

に健康の保持増進に努めると

ずる心身の変化を自覚して常

基づき︑自らが年に伴って生

す︒

黛賢簾馨腰欝麗

ください︒

さあ︑二十代の出発の日ー

﹁子どもたちといっしょに夏

になるのです︒

閉じた心

しいということです︒

人の心ー政治や経済．外

地が動要となります︒しかし

は︑二十三億ヘク9ールの農

紳

のが︑あいさつなのです︒

＼竺

心を開いて相手に迫っていく

処
二

ワンになる可能性があります︒

く︑世界の人ロは七十億人を

サマ

本人の所得が世界のナンバー

あいさつの挨は﹁開くし︑

れていますが︑三十年後には

健1つ

えてなりません︒

﹁あいさつ﹂

心を開こう

21世紀に向けて

一干一世紀になってからです︒

老人保健制
百人のうち約十九人と現在の

昭和五十七年度の国民医療費

十年前に比べると︑国民医

今日︑わが国の社会保障お

木ンー

日本人は︑いわゆる島国根
性と呼ばれるように︑心を閉

じている人が多い︒わたしは

世界のあちこちで暮らした経

その時￥あなたたちの家にい

ところで︑あなたたちが社

きなり﹁こんにちはしとアフ
もおかしくない時代になって

会の第一線で活躍するのは︑

の外国人であるわたしに︑必

朝︑街を散歩していると．行
きずりの町の人が見ず知らず

リカの人が入ってきても少し

験がありますが︑外国では早

う﹂と声をかけてくれます︒

ずといってよいほど﹁おはよ
しかし︑日本でそんな光景を

度が今年二月

ています︒

二倍以上に達すると見込まれ

二十︸世紀に入ってまもな

いるは ずです︒

一日から実施

なっているようです︒

見かけるのは︑とても珍しく

されることに

は約十四兆円で︑このうち老

二︑老人医療費の急激な増加

この制度は

人医療費は二兆七千億円と約

なりました︒

化社会への対

本格的な高齢

療費は約三・五倍の増加です

二〇パーセントを占めていま

従来の老人医

応をめざし︑

療のあり方を

が︑老人医療費は急速に増え

治療に偏った

転換して︑﹁予

ており︑約六・三倍にも達し

す︒

防からリハビ
ています︒

多くの人は︑元気で働いてい
る間は職場の医療保険に加入

三︑費用負担の不均衡

した保健︑医

し︑年をとって病気がちにな

まで﹂の一貫

療体制を整備
ると村の国民健康保険に加入

リテーション

から医療費の

し長期的観点

してきます︒

的な高齢化社会︑老人医療費

老人保健法の制定は︑本格

っています︒

の財政負担は非常に大きくな

その結果村の国民健康保険

節減を図ろう
というものです︒

新制度の特徴は︑現在︑原
則として無料化されている七
を導入することと︑四十歳以

の急激な増加︑費用負担の不

十歳以上の医療費の一部負担

上を対象に健康診断等予防面

老人保健法の考え方

た︒

策の一つとして制定されまし

え︑長期的安定性を持った対

均衡．以上三つの要素をふま

目的としています︒

を重視した保健体制の整備を

老人保健法制定

三つの背景
一︑本格的な高齢化社会

現在わが国は︑世界でもっと

よび社会福祉は︑高度成長と
いう経済的な基盤のうえに立

も進んだ高齢化社会の仲間入

国民百人のうち九人が六十

・りをしようとしています︒

料化を図ることに力点が置か

ち給付の改善とサービスの無

鈴アを
ぢ開

まう妙な性質があるように思

あなたは苗朝︑家族の一人

と

五歳以上のお年寄りで占めら

イ己滋

Nで
浸心

騰離難晦、う
ぼ灘の一i擁鵡圃競畿照
璽酒運転追放

ノ多

一人に﹁おはよう﹂のあいさ

『〆、

ウ
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子ともたおに

小正月は

百姓の正月

といわれているようにそ◆

樋口倶吉さん

年取りといってコブ巻を食べる︒

い延しという︒二十日正月はヨーベス様の

白に残したカユに加えて食べる︒これを食

これで小正月は終るが十八日朝は︑十五

いって作木のダンゴをもぐ︒

書き観音様にあげる︒家中の者が豆落しと

十七日︑牛馬を飼う家では︑牛馬の絵を

習慣となっていた︒

様参りをする︒この時︑作木をほめるのが

十六日は︑朝︑お墓参りをし︑各家の仏

夕方︑お墓に雪段をつくり椿をさしておく︒

は︑思い思いの所に集まって楽しく過す︒

あとは︑女衆の正月といって︑女の人たち

て食べ堂宮にお参りをする︒お参りをした

います︒その後︑手にもったダンゴを焼い

身体の患部をあぷればよくなるといわれて

まめに過すことができるといわれ︑また︑

石で火をつける︒この火にあたると一年中

たところで区長がアキの方に向って火打ち

にミカン等を子どもにあげる︒皆が集まっ

りドウラタの神様に捧げる︒更に︑厄落し

で武士を作り︑女子は︑紙で島田人形を作

ダンゴを持って集まる︒厄年の男子は︑木

るころ区長のホラ貝を合図に︑村人が手に

その中に数本の竹を入れる︒昼年取りの終

た神仏の札︑掛図︑書きぞめを結ぴつける︒

に大きな木を立て︑枝にワラや古しくなっ

厄神除けにしたナンバンでつくる︒その前

り︑特に性の宝物を目立つように︑松葉や

ドウラク神様は雪で男女二神の像をつく

馬に孫が乗って這う田カキの動作である︒

の農作業の真似をしたが︑最近では︑爺の

りに行き︑家の者は作木の下で田カキなど

かゆで貼っておく︒若衆は︑ドウラタ神作

家の戸口には︑十二月七五三と書いた紙を

の時は熱くても吹いて食べてはいけない︒

朝飯は︑小豆かゆをはらみ箸で食べる︒こ

る︒また︑家の先でも︑鳥追いの歌を歌う︒

お通りだ﹂と歌を歌いながら家の周りを回

ら﹁モオグラモチドオケドケ︑お槌どんの

らモグラモチ追いをする︒横槌を引きなが

十五日は︑早朝に起き︑風呂に入ってか

遊ぷ︒

ワラ火にあたり︑鳥追いの歌を歌い楽しく

子木を首にぶらさげて鳥追いに行き雪洞で

年取りは大晦日と同じく︑子どもたちは拍

粟穂︑桿穂をそれぞれのカマスにさす︒

ス等を米粉やモチで作って下げる︒その他︑

ナス︑ユウガオ等の野菜およぴソバ︑カマ

正月飾りの作木を茶の間に立て︑キュウリ

掛をくっつけてこしらえる︶をつくる︒
十四日は︑子どもは雪洞作り︑大人は小

を込めて︑まん中を張らして︑一方に削り

︵稲の穂がよく実9てしだれるように願い

した栗の新木を二つに割って﹁はらみ箸﹂

米穂︑粟穂は︑作木につるす︒昨秋︑用意

︵モミジ︶にさし︑仏様と歳徳神様に飾る

えと米穂︑粟穂︑花をつくる︒花は︑花木

十三日は︑早朝から餅つきを行い︑お供

しカユを煮る︒

椿︑薪を切ってきて︑その枝でお茶を沸か

くれるよう拝んでから︑ダンゴ木︑モ︑・︑ジ︑

山での災いのないことと︑山の幸を授けて

まず︑アキの方に向って燈明と餅を供え︑

十一日は若木迎えをします︒山に行って

白羽毛

の年の農作物の履を祈る行事が逢な・ていま乏

q

十一日若木迎え 十三日作木飾り 十四日鳥追い 一
十五日モグラモチ追い︑ドウラク神焼︑十六日仏様一

帥縫難㎜

参りなどがあります︒この他にも十七日〜二月一日◆

難簾

鳥追いの歌
︵その一︶

追って来た

あの鳥りゃどっから

信濃の国から追って来た
何でもって追って来た
シバの鳥も︑カヤの鳥も

しばのいで追って来た

ホーイ

皆たちゃがれ
ホーイ
︵その二︶

◎⑧⑧のガキども

︵その三︶

たちゃがれ
ホーイ
︵その四︶

へその下ヘ

ホーイ

︵モグラモチ追い歌︶

ホーイ

清津こうのおばごの

ほんだわらへほうりこんで

頭切って︑尻切って

だいろうどんの鳥追いだ

コリャララが鳥追い

アリャララが鳥追い

ホーイ

すずめ︑しゅわ鳥

すずめ鳥がまくらった

なに鳥がまくらった

オラがうらのわせだの稲を

作飾りの下で農作業のまねをする

モオグラモチヤどけどけ

飾り

この火にあたるとマメになる（雪洞）

昔よく行われたモグラモチ追い
雪で作ったどうらく神様

え

若木迎
鰯講騨噸嘆疑氏ぴ
お槌どんのお通りだ

r

浄
価

十五日の朝げ

翻■1■』

為

けーばし なめて

鳥いっちょ追い ね く

どうらく神に今年の無事を祈る

入っているだけで楽しい（カマクラの中）
曝至 辱
ミ

ハ

、

貸

◎
（6）

に
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昭和の初めまで冬になると

男衆は︑ワラやスゲを利用し
て家族の一年中使用する履物
や雨具を作っていました︒し

かし︑現在ではこうした生活
用品はほとんど見られなくな
りました︒

こうした中でもワラジは登
山の沢登り用や魚釣り用に使

が帰ってきまし

らも 一 匹 の サ ケ

川に傷つきなが

母なる川清津

用され今でも需要があります︒

﹃訓・

ロのオスサケ︶

︑導︸． ンチ︑重さ三キ
h凸韮ー

13（湘

どうらく神焼き
成人の日
休日救急医（山口医院02575−2−2174）
16（日）

やぷ入り
休日救急医（富田医院02575−2−3269）

農協が中心となってワラジ作
りを行っています︒昨年は四

十三人のお年寄りが中心とな
って一万七千足のワラジを出
荷しました︒

今年も︑ワラジの仕入先の
三条望月商店の人が来られて

十二月十三日老人福祉センタ
ーでワラジの講習会が行われ

この水路に入ってきたという
ことは︑ここで育ったサケに

まちがいないと思う一と喜ん
でいます︒

同漁協では︑これまでに百
七十万匹のサケの稚魚を放流
しています︒放流された稚魚
は︑約一ヵ月で海へ下り︑そ
こで海水の温度が十五℃にな

るまで滞在し︵一ヵ月〜二
ヵ月︶北痒への回遊に備え
て大きくなります︒十五℃
をこえると一斉に北洋への
回遊に出て︑三〜四年して
生れ育った川に卵を産みに

帰って来ます︒サケは生れ
育った川を見つけるために

河口近くを波状を描きなが・

17（月）

静

田沢本村

服部一利
さ
富士
江ん
知り合ったのが早かったか
ら新婚生活という感じがしな
いんですよ︒と話す服部一利・

富士江さん夫婦を紹介します︒

十年ぷりに十日町でバッタ
リ合った二人は︑急速に交際
を深め去年の九月に結婚しま
した︒結婚を決意したのは﹁両

れるのは︑この人しかいない一

心配ごと相談日（老人福祉センター）
21㈹ 母親学級（産褥と赤ちゃんの保育 上村
病院12：30〜13：00）

と家庭のかかわり方総合センター10：00〜）

の高野周蔵さん︵八十三歳︶

は﹁昔は︑ワラと生活は切り

離せるものではなかった︒昭
和三十年ころまであった深山
︵木を切りに行く︶には︑ス

ッペを履いて︑ハバキを巻き

皮膚の出る所にはボロ布を巻
いて行ったもんだ︒こうした

ワラ細工も年々廃れるばかり

す︒

で寂しいのー︒﹂と話していま

こうした技術を活かす方法
はないものでしょうか︒

︵川の水は海面の上を走るよ

サケが帰ってくるためには

うに流れる︶

宮中の堰ていが大きな障害と
なります︒﹁宮中の堰ていの下

にふ化場を作ることができれ

ばサケの回帰率は必ず向上し
ます︒﹂と上村さんは話してい

皆んなでサケの帰ってこれる

ます︒

川をいつまでも守りましよう︒

羅

覆

ノ
に他の人に心を奪われないこφ

ψ
と﹂を約束したそうです︒ ゆ
ψ
子どもは﹁野球のチームがφ
ψ
できるほどほしいです一どんφ
ψ
ψ
な子どもに﹁平々凡々と育てφ

たくないですね︒中里村の将ψ
◆

来に役に立つような子どもに

27㈱

心配二と、行政相談日（老人福祉センター）

宮

29（土）

休日救急医（中条病院02575−7−3018〉
村民スキー教室（八箇スキー場先着40名）
30旧）

に登ったのが始まりです︒雨
に降られて︑ひどかったけど

どことなく良かった一年に何

日くらい山に入っています
か︒﹁三十日〜三十五日くらい

ですθ山の魅力は﹁山の仲間

とどうして登るのか︑話しを
するんですけど︑理屈なんて
ないんですよね︒頂上に立っ

たとき心が和みやさしい気持
になれるんです一今までに一

番印象に残った山は﹁去年登

・目標に向誇て
剣道ゲイコ始め
﹁エィi﹂ ﹁メーン﹂自分

自身に気合を入れる声が体育
館の中に響きます︒

一月三日︑降りしきる雪の

の寒げいこが田沢小学校体育

中︑田沢剣道スポrツ少年団
館で行われました︒

ケイコ始めに指導員の藤田
先生から﹁お互いに励まし合
いながらがんばって︑先輩た

ちが築いたりっぱな伝統を守
っていきましょう﹂と︑あい

さつがあり︑続いて津南町剣
は勝つことよりもりっぱな心

友会会長小島先生から﹁剣道

です︒常に相手を敬い自分を

と身体を作ることがたいせつ

公民館で北蒲原

のハク製業者に依

現頼しておいたニホ
ンカモシカのハタ
クあがってきました・

再製製がこのほどでき

をハ力
これは・昨年・

姿砂鰭腸酬麓矧

ハク製となった

な功纏鉾瀦鉱
ホ
﹂﹁二

カモシカからは︑

野性的な美しさと

成人病予防週問
テレビ放送記念日

生

正

2休）

3休） 節 分

先着40名）

芳さん

4働

ね︒頂上までたどりつけない
時も多いけ

予定です︒

できるのを待って︑公開する

公民館では︑展示ケースが

いやしました︒

メンと︑・・カンで練習の疲れを

練習後︑恒例のカップラー

た︒

たち三十二人が汗を流しまし

準備体操の後︑切り返し︑
面打ちなどの練習に︑豆釘士

葉がありました︒

てください︒﹂と︑励ましの言

反省する心を持ってがんばっ

してくれました︒

身の性格も少し変った︑と話

から一山の会に入って自分自

いろいろなことを考えられる

をすすめます︒歩いていると

に一言﹁みなさんに︑山歩き

ンターがほしいですね﹂最後

る集会施設やトレーニングセ

ついて﹁若者が気軽に集まれ

を心掛けています一中里村に

配するけど安全で楽しい登山

喜ぴは大きいです︒家族は心

立った時の

●ど・頂上に

ひたすら寒い︶からいいです

の毛もまつ毛も凍り︑そして

冬山は﹁冬山は厳しい︵髪

ど︑登ってとても良かった一

場が多くて不安も多かったけ

桐

31（月）

った槍ヶ岳の北鎌尾根です︒岩

中

●●●●●●●

山登りをはじめたの

正芳さんを紹介します︒

好きと話す宮中の桐生

て苦しいけど⁝⁝山が

山に登るのは︑つらく

28㈹

さが感じられます︒

農業者年金、農地相談日

9㈱

停電・該当なし

︑貸

除夜の鐘（泉龍寺）

表紙写真

不可決の資料集です︒

原始古代噸
中世二

明治維

文化縮

文書編

五︑五〇〇円

◎資料編1

▲今回刊行巻の内喜

古編

近世六

四︑九五〇円

Q資料編4

H

o資料編n

近代二

四︑︑九〇〇円

四︑九〇〇円
近代七 社会文

0資料綱撚

新纏

◎資料編B

陽︑九五〇円

二三−五五五一︶

県史編さん室︵〇二五二ー

新潟県総務部

六〇二番地

〒鰯新潟市学校町通一番町

▲申込先

す︒

化財一︶もまだ在庫がありま

三︑近代五︑現代一︑民俗文．

世三︑近世四︑近代一︑近代

古代二︑中世一︑近世一︑近

なお︑既刊の十一巻︵原始

化編

考

り︑新潟県の歴史を知る上で

未公刊史料を多数紹介してお

刊行予定の五巻は︑貴重な

になり圭した︒

月末に五巻が刊行されること

昨年度に続いて︑五十八年三

を進めてざた﹁新潟県史﹂は

念事業として︑かねて編さん

新潟県が﹁立県百年﹂の記

﹁新潟県史﹄刊行のご案内

の知識向上を図る予定です︒

と︑家族の健康管理について

生指導では︑婦人の健康づくり

調理実習を行い︑また︑保健衛

活改善推進委員の協力を得て

食生活改善の指導は︑食生

の指導を行うものです︒

て保健衛生指導および食生活

た循環器検診の結果に基づい

の主婦を対象とし昨年実施し

これは家庭の主婦︑自営業

で実施いたします︒

芋川︑倉俣︑高道山の二十集落

宮中︑堀ノ内︑本屋敷︑新屋敷︑

り山︑荒屋︑芋川新田︑桔梗原︑

桂︑小原︑干溝︑田中︑山崎︑通

けて︑芋沢︑田沢︑如来寺︑上山︑

今年度は︑二月〜三月にか

年計画で実施します︒

づくり事業を今年度から五ヵ

症が見られました︒このため
健康管理室では︑婦人の健康

の結果︑婦人の約二割に貧血

八月に実施した循環器検診

婚人鰹署くり事彙突寛

娼人を貧血から守ろう︐

察内極

10㈱

休日救急医（大島医院02575−2−2957）
23（日）

育てたい．少しTバふな器

10：00〜）

とてもかわいらし

休日救急医（上村病院2111）
6（日）

家庭教育講座（現在の少年非行の問題点

22㈹

中里村の良い点﹁四季折々
︒
φ
の変化が美しいこと﹂中里村ψ
φ
を良くするためには﹁まず︑・
φ
道路事情を良くして︑人通りψ
◆
を多くし︑若者が定着できるφ
ρ

◆

村民スキーポール教室（八箇スキー場、

5㈹

農地関係許可申請メ切
20休）

ワラジを作っている如来寺

ました︒

15ω

村にしてほしい一と笑顔で話軸
してくれました︒
ψ
◆
ψ

「メーン」「メーン」気合を込めて

26休》

鰻

とり追い
心配ごと相談日（老人福祉センター）

当中里村では︑五十一年から

12休）

親がいる中でうまくやってく

無鰍せ

鏡開き
11（火）

搬雛灘饗鳩

上村忠男さんは

る同漁協理事・

獅け擁鵬禦
⁝
という感じだね︒

母・サケの直行便

※変更することがあります。
。御用の際は担当課で確認を。

﹁昔からとてもやさしかった

7（月）

かわいらしさが漂う

＊行・事・予・定＊
から︒﹂結婚するとき﹁お互い

欝

24（月）

艦
清津川へ直行の傷ついたオスザケ

1（火）

9勤

こうしての一作らんだ

14㈹

ワラをたたいてしなっこくしらんそ一

おもしろい行事などがありまし

慧

灘
士

褥！霧磯

鍛

認可保育入所面接相談日（芋沢、田沢、
東田沢、如来寺、豊里、桂、田中、小原
干溝、役場議場9：00〜）（13：00〜上山
荒屋、山崎、通り山、き梗原、高道山、
25㈹ 朴木沢、朴木沢新田、市之越、鷹羽、白
羽毛、程島、東田尻、芋川新田）
高齢者講座（体験を語る・総合センター

勇

たら教えてください。
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8（火）

