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澄みわたる秋の青空のもと、
H月3日 着物の里を着物で歩，

祁

う、と銘うって行われたのが、・
．日町市観光協会が今年初めて試・
た事業。

熱
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鰍

着物の里を

『

東京など県内外から訪れた4、
．のお嬢さんたち。その良く似合
着物姿が、博物館・きもの総合ノ
示館・魚沼スカイライン・ゴルフニ

伽う
着貌

ー一一など秋深まる妻有の観光路に美

く映えていました。
上越新幹線開通、クロステン・

日町完成を機に 着物の里を着1
で歩く人。が多くなる日も、す
そこまで来ています。
﹄
藺

いよいよ十一月十五日に上越新幹線が開業しま
よって首都圏と約三時間︵両駅までの時間を含む︶

す︒十日町市からは︑越後湯沢駅︑浦佐駅乗車に

時間的距離が短縮されることによって利便性が

で結ばれることになります

ますということは︑十日町市の産業にも何らかの

そこで︑市内の各産業にたずさわっているかた

影響を及ぼすことは確実です︒

を寄せてもらいました︒

から︑新幹線開通に期待することを中心にご意見

を＋．鋼福鴫︑糖兵蔵さん
いあげなければなりません︒

ではの利点︑憧憬を大いにうた

観光客招致 に英知
これを活用することに専念しな

とこで奮気し︑英知を結集して

新時代に対応した高速化︑表

資源の開拓をはじめ︑何よりも

そのため︑埋もれている観光

いことはいうまでもありません︒

誘客策に取組まなくてはならな

市民の誰もが︑一人でも多く

地域に遅れを取ることはないと

に︑熱意をそそげば︑決して他

︐産地の誇りを再確認するととも

祭りの隆盛をはかり︑伝統ある

ロス0
ー ﹂とあわせながら︑四大

今年は︑蒸潔：ツ︑商業の振

殊に︑来春オ㌧フンする﹁ク

目本と裏日本の交流・緊密化は

確信しています︒・

興．青少年の健全育成︑福祉を

心な語り合いが行われました︒

・されてきました︒

さい公園のプランが生裟紅実行

ら︑塩ノ又森林運動公園癖灘惨

市民と語る目の話し合いの索か

テーマにした語る目を実施し︑

今年分を終了し護穆た︒

要し︑これが誘客の最短距離に

臼で

重要であり︑上越新幹線の開通

暗い雪害をふりはらい︑克雪都

そして付け加えたいのは︑何

市民と語惹臼が率一月

は県民だれもが恩恵を受けるこ

としてもスキi場の開設が急を
ん︒同時に︑受入体制の充実を

昨年に引き続き︑水沢︑吉田︑

老人クラブ︑母子福縫会．私立

今月は︑手をつなぐ親の会︑

外され︑小々不便ですが︑今さ

なるということです︒

どが﹁福祉﹂をテー望に考え︑・

保育所︑身障者団体の皆さ為な

今年は︑四月から十︸月まで

目を行いました︒

下条の三地区で移動市民と語る

はかることに加えて︑雪国なら

十日町商工会議所

八回実施し︑八十六組︑四百七

特性ある産業基盤整備を

地域経済そのものに大きな変化

専務理事佐
で京都や大阪への日帰りも可能

四年間で約三百組︑千六百人が

した︒飛渡地区体協の皆さんは

区の振興のあゆ方﹂を概究滋叢

組組

ていました︒

いかなければと感じた﹂と話し

ころもあり︑地域がまとまって

持だけがからまわりしていると

しくなる︒現在は︑自分達の気

打たないと部落の存続もむずか

地対策については︑早急に手を

んに気楽に話しができた︒出闘

話し合いを終って鷺ざっ︽ばら

参加して︑市づくりについて熱

﹁過疎化が依然続く中で飛渡地

その後︑フリーの話し合鱒慰行
われ︑飛渡地区体協の皆さんが

また関越自動車道も通過しな

任以来続けてきた語る日には︑

十三人が参加し︑諸里市長が就

私達は︑越後湯沢駅からも相

がおきようとしているのです︒

このメリットははかり知れない

服し︑新幹線の開通を地域経済

当の距離にある不利な条件も克

となり︑その逆もまた同様で︑

ものがあります︒このメリット

発展に役立てるよう総力をあげ

を産業経済に大いに活かすこと
を考えなければなりません︒

い当市としては︑今から行政と

72組

待望久しかった上越新幹線が

への集中化や︑都市間競争の激

市民が一体となって対策をはか

年年

78組

54年

るべき重大な時期です︒

リットも運んでくるでしょう︒

化︑地域格差の拡大など︑デメ

なければなりません︒

産業基盤の整備をはかって行か

55年

しかし同時に︑経済の首都圏
距離が短縮されるのですから︑

り︑不利な条件を廃除して︑特

経済が発展するということでは

57

いよいよ開通する︒

産業︑経済︑文化などいろいろ

また︑新幹線の開通で︑どこも
な面で大きな恩恵を受けること

性を活かした市づくりを進め︑
なく︑交通体系の変化によって︑

1，594人

293組

合計

かしこも企業誘致が進み︑産業

十日町からも東京への日帰り

は確かです︒

はもちろん︑新幹線を乗り継い

56

473人
326人
431人
364人

86

57

開通により東京までの時間的

藤栄作さん

ら悩んでもしかたない事です︒

しかし︑当市周辺は沿線から

に紹介宣伝しなければなりませ

4年間で300組玉，600人が参加

市を宣言した実態を広く全国的

今報後の市民と語る日

とはまちがいありません︒

ければなりません︒

一
マに

一 福祉 をテ 幽

参加者数
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区域外駐車場設置条例制定

地との心理的な近距離感が定着

十三日に開かれ︑つぎの四議案

市議会第三回臨時会は十月二

は︑川西町及び高柳町との相互

十日町織物工業協同組合

織物産業は急速に斜陽化の一途

することによって︑観光客だけ

が上程され可決されました︒

絹の都づぐりにはずみを
をたどったという前例があるこ

でなく︑一般消費者の産地への

◎専決処分の承認について

i第三回臨時会ー

とを忘れてはなりません︒

吸引力が強まってくるので﹁ク

利用となるため︑三市町で協議

専務理事佐野良吉さん

新幹線には︑こうした危機感

0﹂を核とした産地の受入
ロスー

◎五十七年度十日町市一般会計

書をとりかわしたもの︒

浦佐駅駐車場の利用にっいて

ついて

を持っ反面︑明るい材料も少な

補正予算︹第四号︺について

五十七年度十日町市一般会計

補正予算︹第三号︺⁝台風十八

の管理委託料及び借用料など百

八千円としたもの︒

づくりに一段とはずみがつ

都

号の影響による災害復旧費など

八十七万四千円を追加し︑予算

絹の

態勢の整備とあいまって

して︑予算総額を百三億七千二

総額を百三億七千四百四十八万

例制定について

私達は十目町のきもの産業を︑

くありません︒

ファッション産業として受けと

くものと期待しています︒
しかし︑東京までの所要時間

百六十一万四千円としたもの︒

上越新幹線の開通は︑新潟 県

めています︒ファッション産業で︑

などを考えると︑これからの関

◎十日町市区域外駐車場設置条

が首都圏域に組み込まれるとい

う意味で︑今後の地域開発や産

あるということは︑言葉をかえ

こうした不便を解消するために

越自動車道への期待が大きく︑

の交通利便を図るため越後湯沢

上越新幹線開通に伴う駐車場

業に大きな影響が出るものと思

であり︑新幹線の開通という高

ると情報産業であるということ

も︑一日も早く湯沢までの短絡

駅前︑浦佐駅前に駐車場を設置

三千二百六十七万四千円を追加

かつて目本の代表的 な織物産

速交通時代の到来によって人︑

高速道路をつくることによって
地域をあげて新幹線時代の恩恵

います︒

地であった八王子︑桐生 ︑ 伊 勢
崎︑足利︑秩父など関東各地の

物︑情報の交流が一段とさかん

を喜びあえるような政治を期待

議会を傍聴することは︑市政

あなたも傍聴席へ

名門織物産地が︑高度経 済 成 長

きなメリットでしよう︒

になることは産地にとっても大

の運営を知るとともに︑皆さん
から選ばれた議員の審議状況な

上越新幹線開通により︑市民

って︑自動車産業や電気︑化学

したことに伴なう︑使用方法な

どを定めたもので︑社会経済常

どを理解する一つの方法です．

ます︒あなたも傍聴しませんか．

次の議会は︑十二月に開かれ

任委員会に付託され︑審議の結

してやみません︒

専務理事小林照一さん

十日町市農業協同組合

たとえば︑東京という大消費

時代に首都圏域に入ることによ
工業等の進出の影響をうけて︑

活力ある市づくりの好期

果可決されました︒

傷者数

◎他の団体の公の施設の利用に

10月中の交通事故発生状況
⇔56年

がることも考えられます︒

ある首都圏の人々を引きつける

蟻スピービは控え月に潔
憶飲酒運転をさせない覆
無横断は安全を確かめてか
黛反射材の活用をか

れ︑今回新幹線開通によってさ

に大きな影響を及ぼす︐ことが予

努力をする必要があります︒そ

夜闇の交通事故に
気をつけよう

全市民が力をあわせて︑足も

想されます︒表日本と裏日本で

して︑気軽に十日町に来てもら

鵬変麟ヤンベ躍ン

らに一時間余り早くなり︑文字

は政治︑経済︑産業︑文化など

設し︑あの巨大人口︑経済力の

とから活力のある十目町市を建

上越新幹線の開通がせまり︑

くった着物︑コシヒカリ︑観光

い︑豊かな緑︑清い水︑心でつ

3（1）

3（1）

通り首都圏内にはいりました︒

関越高速道路の建設も順調に進

すべての面で大きな格差がある

11（20〉

11（17）

しかし︑新幹線は私達の生活

み︑あと二〜三年で全線開通と

現在︑その力が加速をつけて流
入し︑メリットを東京に持って

なり︑いよいよ日本海時代︑高
速交通体系の幕あけと県民は期

味わってもらい︑それを十日町

地など︑十日町の良さを見て︑

る市づくりの好期といえます︒

市の発展につなげ︑メリットと
して活かすような豊かで活力あ

いかれる恐れがあります︒

山間地の部落が道路を整備し

待に胸をはずませている︒

戦前東京に行くには川口をま

京へ東京と目を向け︑地方の活

たら︑平場におりたように︑東
電化になり複線化され︑六目町

力を吸収され︑さらに格差が広

わり七〜八時間かかったのが︑

から三〜四時間と半分に短縮さ

1（1）

1（1）

1（1）

147（146〉

計

合

1（1）

川西町
津南町
中里村
郡市村

4（3）

郡市1月〜10月 123（121）

6（17）

0
0
0
0
0

十目町市

6（14）

死者数

発生件数

、
、
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11月15日開業〜上越新幹線

社会全体が高齢化に一歩一歩進んでいます．そこで待ち

うけているのが老後の生活︒誰しもがこの問題を避けて通
ることはできません︒なかでも生活費のことを考えない人
はいないはず︒その問題も︑老後をま近かにした人だけで

国民年金

の

なく︑特に若い人が必死になって考えなければならないも
のといえます︒

老後の生活と大 き な か か わ り あ い の あ る

国民年糞羅脊利なもの

くの年金が受けられるわけです︒

られていますから︑それだけ多

二千円だったのが昭和五十七年

また年金制度を運営するため

では月額四万七千百二十五円に

観的に考え︑制度そのものを理

の事務費は︑すべて国の費用で

年金制度が必要だということ

解しようとしない天もいます．
国が実施している年金制度は

まかなわれているので非常に有

は︑加入するしないにかかわら

個人の貯蓄や民間の年金と比較

利なことと言われるゆえんです︒

もなっています︒次に︑国も年

千余人の方々が国民年金を受給

の発展や生活水準の上昇に応じ

して有利な点があります︒経済

ず人々の間に理解されて来つつ

しています．今日では︑お年寄

ること︒これも法律により定め

りをはじめ︑身体に障害のある

額が高くなることや消費者物価

金額の三分の一の負担をしてい

方︑一家の働き手を失った方々

せていることです︒

に合わせて年金額をスライドさ

あります．しかし物価上昇の問

に扶養意識の変化などに伴って︑

の生活を支える大きな柱として︑

題などから将来の年金制度を悲

わたしたちの老後の生活は︑今

なくてはならない重要な役割り

進む高齢化社会べの対応を

ラリ；マン︑公務員︑船員︑商

我が国の公的年金制度には︑サ

を担っています︒

人生五十年とは昔の語りぐさ︑

・一三歳で前年に比べて○・四

店主︑農家の方など︑働くすべ

一万四千余人の方が加入し︑七

当市における国民年金には︑

べての人が独力で老後の備えを

個人の力には限界があり︑す

︒こんな特典が
ありま≦す

保険料は蘇得控除

五十七年中に納めた保険料は

駈得から控除され談す︒

社会保険料控除の扱いを受け︑

です︒したがって︑若い世代が

全体の扶養で行おうというもの

個人で行う老後の備えを︑社会

価上昇により年金額が目減りし

われるまでの間については︑物

ています︒さらに︑見直しが行

生活水準を考慮して改定を行っ

国民年金加入者やその家族の

す︒詳細は市内の銀行へ︒

せて資金を惜珍ることができま

は︑住宅金融公庫の融資とあわ

保険料を蓋年以上納めた人に

住宅資金が借鱗られまず

みんなでお年寄りを支えるとい

ないように︑消費者物価の変動

人は︑湯之谷村﹁こしじ﹂のほ

メ

う仕組みをとっている公的年金

に応じて年金額の物価スライド

か全国三十ヵ所の保養センター

保養センター料金が割安に

制度だからこそ︑物価が上昇し

向上に応じた給付水準の引き上

げに伴い︑給付とのバランスが

世代の負担も︑年金額の引き上

額を墨やすことができます︒

だく付加年金に加入して︑年金

を低料金で利用できます︒

げを行うことが可能なのです︒

とれるようにまた︑急激な負担

一方︑制度を支える働く若い

また︑公的年金は︑五年に一

引き上げられているわけです︒

増にならないように︑段階的に

一カ月四百円多く納めていた

付加年金に加入すると

年金水準についても︑その時の

度制度全体の見直しが行われ︑

な借置をとったり︑生活水準の

を行っています︒

．奮羅惣騨雛

戸1

国民年金に加入すると

今や我が国の平均寿命は世界で

られなくなっています︒現在︑

や年金制度を抜きにしては考え

歳延び︑この結果﹁男子七十五

このように急速に進む人口の

年金水準を支える若い力

歳︑女子八十歳﹂時代の到来も

ての方々が加入しているのです︒

高齢化や核家族化の進行︑それ

行うことは︑なかなか困難なこ

●●
一

ても年金額が目減りしないよう

とです︒公的年金制度は︑この

・も

1

ま近となりました︒

例えば昭和三十四年には月額

七十三・七九歳︑女子が七十九

若いうちから
老後の備えε

も有数の長寿国となり︑男子が

制度やしくみを︑自分たちの未来のために考えましょう︒

1川III lll川II川IIIIII
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年にできました︒それまでは︑

国民年金制度は︑昭和三十四
昼間部の大学生︑ほかの年金制

サラリーマンなどの奥 さ ん や ︑

ω 希望すれば加入できる人

が困難な人には免険制度があり

なお︑保険料をおさめること

直接納める方法があります．

●個人が指定金融機関に毎月

︵この場合割引があります︶

あなたは

農業︑商業などの自営業︑サー
等は希望して加入することがで

度で受給資格を満たしている人

を考えていますか

ビス業の人と︑その家族には︑

して換算されます︒

②免除期間の年金額を計算する
場合︑三分の一に減額されます

ちょっとひと言／

／奥さんへ

我が国が世界有数の長寿国と

自分の年金を

いつでも十年前までさかのぼっ

ん︒生活に余裕ができたときに

なりました︒なかでも女性の平
均寿命の伸びではめざましく昭

ので必ずしも有利とはいえませ

て当時の保険料でおさめること

和五十六年には七九⊥三歳に達

しました︒︵男七三・七九歳︶

ができます︒

てみますと二十五歳で結婚︑末

そこで国民年金では︑希望す

ればいつでも加入できる道を開

いております︒誰れもが︼生を

幸せに暮らしたいと願っていま

す︒豊かな自分の老後の生活に

入されることをお勧めします︒

備えて．．：−今すぐ国民年金に加

つぎの表をご覧ください︒加

くらべてみてお気づきでしよう

入したときと︑しないときを見

が︒加入していない場合は︑た

一いへん損をすることになります︒

金が受けられる。

何の制度もありませんでした︒

っ子が結婚する頃が五十五歳か

子供はご主人の遺族
年金のほかに遺児年

られる。

女性の平均的な一生をたどっ

老齢年金は︑原則として保険

ら六十歳︑そのときから夫と二人

子供はご主人の
遺族年金が受け

●老齢年金の支給

料をおさめた期間と免除されて

暮らしの生活が二十年間も続く

とあなたも死亡し子供

力切こされたとき

・ます︒

いた期間を合せて二十五年以上

ご主人に先だたれたあ

しかし︑生活環境が変り︑平
①生活保護法の生活扶助等を受

あることが必要ですが︑この制

が受けられる。

※ 法定免除
けているとき

ことになります︒さらに夫の死

ご主人の遺族年金
のほかに母子年金

ご主人の遺族年

金が受けられる。

加入の日はいつか

本人が二 十歳に達した 日 又 は ︑

②国民年金の障害年金︑障害福

度の発足が浅いので年齢に応じ

しの期間があることになります︒

亡後七年間くらいはひとり暮ら

あなた自身の障害

＠

に対する不安や不測の事故に対
なった日︑但し任意加入は︑加

ほかの年金制度の加入者でなく

祉年金や母子︵準母子︶福祉年

て期間を十年から二十四年に短

年金が受けられる。

きます︒

する保障が強く要望されるよう
入申出をした日︒

縮する特例が設けられています︒

あなたが障害者 何の年金も受け
られない。
になったとき

2，259人

均 寿 命 が 延 び る に 従 っ て︑生活

になりました︒これに応えて︑

金を受けているとき
※ 申請免除

国と国民が協力して資金を出し

基本保険料⁝五千二百二十円

ω

保険料と納付方法

たのがこの制 度です︒

サラリーマンの奥さんは︑ご

合い︑老後を守ろうとしてでき

老齢年金の支給開始は︑原則

①所得がないとき

として六十五歳とされています

②失業や災害などで保険料を納

できません︒もし不幸にしてご

主人の年金があるからと安心は

金は半額に減らされます︒この

主人に先だたれればたちまち年
げて老齢年金を受けとることが

ようなことを考えると︑どうし
ります︒

ても自分自身の年金が必要とな

できます︒

以上六十五歳までの間に︑繰上

が︑本人の希望によって六十歳

●国民年金委員を通じて指定
金融機関に毎月納める︒
月引落す︒

●指定金融機関の口座より毎

①免除期間は年金の取得期間と

●保険料の免除期間と追納

めることが大変困難であるとき
③その他

付加保険料⁝四百円

必 ら ず 加 入 し な ければな

●加入対象となる人
ω
らない人

ほかの年金制度︵個人年金を

●指定金融機関の口座より一

通算老齢年金は︑他の年金制
民年金期間を合算して二十五年

年金が受けられる。

●年金給付額

ご主人に先だた

633，897，945円

あなた自身の老齢

金にたよるだけ。

歳をとったとき

加入していると

加入していないと

こんなとき

●年金受給者

度の本人期問や配偶者期間と国

705，418，740円

除く︶に入っていない二十歳か

けに良い制度があるものとあり

障害年金︑母子︵準母子︶年

以上あること︒

●保険料収納額

年分をまとめて引落す︒

・た︒もっとも私だけでなく︑そ

がたくも思い︑反面︑両足と引

14，291人

ら六十歳までの人です︒

の障害というものに関係しない

き換えにこんなもの⁝⁝と思う

最近の一年間の保険料がすべ

金︑遺児年金の支給は
ておさまっていること︒

●被保険者

加入してよかった

人はほとんど知らないことなの

思いがけない事故にあってか

国民年金

らでは︑すでに遅いと思います︒

ときもあります︒

当時−昭和五十三年の十二

かも知れません︒

月︑厚生年金から国民年 金 に 替

ん劇
さ7
原一ω

保険料を三年以上納めた人が︑

灘上購

せん から︑万が一のためにも

●死亡一時金は
気をつけてください︒今考える

災いはいつ起こるかも知れま
っても見なかった事故により︑

ったばかりの時期でしたが︑思

両足を切断し︑以後毎日を自宅

に︑その人の遺族で生前その人

年金をもらわずに死亡したとき

（昭和57年3月31目現在）

れ子供がいるとき

1，318，405，000円

拠出年金
福祉年金

畑
毎月納めていた国民年金保険

と︑国民年金に加入していなか

されます︒

と一緒に生活していた人に支給

で生活しています︒

その時からもらっているのが

す︒

こんな状況になっています

ご主人の老齢年

4，776人

拠出年金
福祉年金

99．1％

率

認

●検

料⁝⁝−その国民年金の中に︑
﹁障害年金﹂なんてものがある

障害年金です︒知らなかっただ

ったら⁝⁝⁝と恐しい気がしま

とは当初は全然知りませんでし

一十日町市の国民年金一

昭和57年11月10日

とおガ彦3
（5）

の

﹄

﹄の

響﹂

一．

．伊島

中でもアイスランドと一︑二位

わが国の平均寿命は︑世界の

くわけると︑死亡するまで支給

年金があって︑その種類を大き

協等が宣伝している民間の個人

される終身年金と︑一定の期間

長

という多くの人の
年金があります︒

だけ支給される定期年金︑有期

く生きたい

を争うほどに大きく伸び︑

ばしい限りですが︑その一方で

願いが実ろうとしており︑喜こ

出生率は年々低くなり︑昨年 は

年金霞鐵糀灘の違い
それでは︑公的年金の一つで

史上最低を記録し︑これから二
十一世紀に向って︑世界に例の

くみ上どんな点が違うのかと言

ある国民年金と個人年金は︑し
いますと︑国民年金は︑老後に

ない人口の高齢化が予想されま

そこで︑このような状況で迎

にしたもので︑その性格から個

おける所得の保障を最大の目標

をもって行うものです︒

年鎧鰹馨．し

き

なり免除を受けた分を納めようん

ん問答！ねんさん問答・ねんさん問答ワねんさん問答・ねんさ

9

保険料を滞納した場合はさ

ん

郭解しか納める．瀕とができ幣

う︑すれ塗︑券のあ扱いを受け答
ずにずみます︒納める場合は︑一問
当時の保険料額で良いことになん
さ
っています︒ただし納める時点ん
からさかのぼって十年以内の分ね
り

と思えば・それはできます・そねD

ん
答

職保険料を納められないときは

ね

平均寿命の伸び︑人口の高齢一問
ん
化︑物価の上昇︑生活水準の変さ
化など︑私たちの老後には様々ん
な社会情勢が考えられます・

て幾縁雛雛認駐購蘭糖墾緬

ようとしても・個人個人の力にんできなくなった場合は︑どうな
き
︑
は限界があるばかりでなく︑まんるのでしょうカ︒﹄
ったく貯えをすることができなね答 そういう場合は︑申講を出

い人もおります．国民全員がお各すことにより︑それ謙鷺れ

互いに協力すれば︑老後の生活間﹃れば保険料は免除されます︒︵申
の備えは比較的容易にすることん︐請免除といいまず︶
ができます・
き また①生活保護を受けている
ん
国民年金などの公的年金は︑ね②国民年金の障害年金︑母子福
働ける世代の方が保険料を出し ．祉年金︑準母子福祉年金を受け

間

間﹂という期間が満たされないん
き
と 水の泡 になるから︑それん
だけはお忘れずに〃
ね

格条件の一つである三十五年問

ん
です︒
き
うっかり忘れて二年以上たたル
ないようにすること注意が必要ね
り
なのです．老齢年金を受ける資答

二十四年間になってしまうわけ

し
聞は納められる計算だったのが答

なり享・六＋歳ま至＋葦ね

まり納入期間に穴があくことにル

せん︒その分は棒に振るiσき

し奪分は受けとってもらえま問
ん

は受けとってもらえます︒しか答

のぼって納めることができます︒き
例えば三年間滞納していて・ん
ね
あわてて納めに行っても二年間σ

答滞納し重簡分はさ鍋

ら良いのでしょうか﹄

﹃うっかり忘れて保険料を納入ね
しなかった場合には︑どうした

大津三作さん

す︒

える老後での健康と生活︑とり

人年金とは︑次の点で相違があ

わ け生活を支える年金 に 対 し て ︑

多くの方が関心を持ち ︑ そ の 役

第二は︑個人年金は国庫負担

ライドのしくみがないことです︒

第一に︑個人年金には物価ス

ります︒

た︒

割が認識されるようになりまし

国民蕪嚢纒禰薫年金

がつかないことです．国民年金

支えようというものであり︑いきれます︒︵法定免除といい蜜す︶
ん︑

墾ど葺婿轟盤麟弾御雛露購鞭鍵綬

最近︑個人年金や郵便年金︑

は︑国が給付の三分の一を負担

・を受けるときには︑その免除を

年金共済等が盛んに宣伝され︑

け合う制度なのです︒

わば順送りに世代と世代とが助ね免除霧ければ︑実際箪金
第三に︑個人年金の事務費は

しています︒

保険料の中から支払われていま

9

た入
（38歳）
答・ねんきん問答・ねん

し納

伊達第3

ちょつとしたブームを呼んでい

ものかといいますと︑郵政省の

ますが︑個人年金とはどういう

すが国民年金の事務費はすべて

する方法で︑個人の自助努力に

墾些

を

（43歳）

国

宮沢チイさん

で

また・個人年金は・公的年問
金答受けた翻は雰の房扱いに
が保障する老後の一定水準の生んなり年金の支給額は滅らされま
活を︑さらに豊かなものにしよきす︒もし︑あとで暮ぢしが楽に
うとするために個人個人が貯蓄ね
ん

問

よる老後の備えといってもよい答

魚之田川

ノトイ

う

ご

幅

﹄の︒臥︑﹂．亀︒

・二．

郵便年金や︑生命保険 会 社 ︑ 農

国が負担しています︒

将来㊥轟繋醸埜くない
公的年金の財政について︑マ

でしょう

ん
スコミなどで︑取りあげられ︑

Q
不安の声が聞かれますが︑ご心

ありそれが老後

萸曳

1蜜

公的年金

︷⁝しチ

における社会的

公的年金制度は︑最低五年ご

配はありません︒

とに財政の見直しをはかり︑今

き︒で

夢纏

個人年金

・

τ
一

μ−
︑
理ム

乙

1ド1

画庫麹

↑

／．

￥ζ

．

．

︐﹄−拶〆i︾
／
＼．

手王

￥イ 5

↑

﹄

あくまでも忘れてはならないさ
のは︑保険料を納めることが年ん
ね
金制度の基本で
●
後とも社会情勢の変化に伴い︑

な扶養を受ける

ねんきん問答

金 ※
ト

o

一。6甲∂・

．・9・o■一．

﹂

9

︐︐ ︑
・︾

その時代に即応した制度の全般

権利につながる

。

，

へ

手

輸

bヌ

・

に対する改善︑及び健全な発展

・ということです︒

翁．

・ノ7・

給母一保繍

歪
マ

γ

ー※

ー．△oノ︑・一

を︑国が将来にわたって︑責任

雄

．
『吻

−
ζ

｛9・解．
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保険料を納めて安心した暮らしを
国民年金に加入しているみ

ことのないようにするため﹁口

預金通帳と︑その通帳に使用し
ている印鑑︑それと年金記号︑

たは保険料の領収書︶を振替を

番号のわかるもの︵年金手帳ま

希望する金融機関︵郵便局を除
く︶に持参すればできます︒

円

●一級⁝五六︑三

二四︑三六七円←二五︑三五八

こんなに良くなる国民年金

めしています︒この手続きは︑

座 振替納入制度﹂の利用をお 勧

んと納めていますか？
︹国民年金保険料は︑現在月額

五千二百二十円ですが︑来年四

月からは五千八百三十円に引き
年金額の引き上げや︑福祉年
金の改善などを盛り込んだ国民

障害年金

二五円←五八︑六二五円 ●二

年金法等改正案が可決︑成立し
たことにより︑拠出年金は八月

遺児年金

り
答
遺児一人の場合⁝問

ん

ん．老齢年金には︑繰青支給と

さ

き

四五δ五八円←四六︑九〇〇円ん老齢年金の支給は

月額

応じて引き上げられています︒

老齢福祉年金

二四︑○○○円←二五︑一〇〇円ね繰下げ支給ということがあるそ
障害福祉年金●一級⁝三六︑ ．うですが︑これについて教えて

答
○○円←三七︑七〇〇円．二問ください﹄

級−．二四︑○○○円←二五︑一ん答 老齢年金は六十五歳から支
○○円
き給されますが︑六十歳までに要
︑ん
ね件を満たしている場合には︑六
・十歳から六十四歳までの間なら

母子．準母子福祉年金三一
二〇〇円←三二︑七〇〇円

※福祉年金には本人並び潅扶養幣いっで戦支給開始麟を繰り

義務者に対する所得制限がありん圭げて希望したときカら受けら
ますが︑所得保障を充実し︑安きれます︒

◎給率は違います︒︵左表︶

心して老後の生活が出きるよ
ねうんしかしぞの年鯵麿て支
改善がはかられました︒

族が負担する国民年金の保険料

一つにする配偶者︑その他の親

答
これとは反対に︑六十六歳か問
ら七十歳までの問に繰り下げてん
き
受給を希望することもできますん
が︑その場合の年金額は増額にね
り
答

また七十一歳をこえて遅らせ一問

なります︒

カラ期間

◎

ね

ん

ることはできませんのでご注意ん
︑︒
さ

くださ−

カラ期間とは

﹃知り合いの人が

ん

の

一年間保険料を納めれば通算年問
金の受給資格はできるわけです︒ん

からは・除外します①
ん
き
．騙のカラ期闘が二十四年問あん
れば︑たとえ五十八歳になってね
り
いても五＋九歳が終わるまでの答

騨韓蓑勲舞鵬

にはなりますが・実際には保険ね・

んで国民年金に加入されなかつ問
ん
た期間を カラ期間〃とよび︑き
これは二十五年の通算対象期間ル

り
厚生年金などの加入者の奥さ一答

ます︒

はもらえませんが︑他の公的年燗
金︵厚生年金など﹀に加入したき
場合には︑その期聞が加算されん
ね

間保険料を納めないと老齢年金答

ね
答 六十歳までに最低二十五年．

ことなのですか﹄

というのが国民年金制度にあるん
と話していましたが︑どういうき

問著・ねんさん問答

上げになります︺

保険料の納め忘れは︑不慮の

な っ た時の障害年 金や︑ 不 幸 に

災難︵交通事故 等︶で障 害 者 と

子どもが一人の場

級⁝四五︑〇五八円←四六︑九
○○円

〇〇円

準母子年金
九〇〇円
ノ

の場合⁝六〇︑〇五八円⁝六一︑

孫か弟妹が一人

合⁝六〇︑〇五八円←六一︑九

母子年金

分から福祉年金は九月分から引
き上げになります︒
︵八月実施︶

老齢年金●二十五年加入⁝四

五︑二七五円←四七︑一二五円
●十年年金⁝二八︑六二五円←

●五年年金⁝

ようです︒保険料奪一年以上完

と懲体を知ら嶽嚇人撚案外ある

上村辰雄さん

，間

貝之川

期

（42歳）

・

ゆコ

フ

レ

してご主人をなくしたときの母
子 年 金 等が受けられ ない こ と に
も な ります︒また 末納が 重 な る
と将来︑老齢年金が受けられな
こ の納め忘 れや︑集金 さ れ る

くなることもあります︒

年金委員さんの手 数を頬 ら わ す
二九︑七九二円

ているご主人が亡くなり︑十八

0．89

ねんさん問吾・ねんさん閤︸答・ねんさん 測答・ねんさん間 答下ねんさん問答7ねんさん問答
歳未満の子どもさんがいる場合︑

の全額が﹁社会保険料控除﹂と

をあなたが支払ったときは︑そ

64歳以糞65歳未満

んさん問答・ねんさん問答

ね母子年金について

ど巻︑照額六万一千九百円の額

納叢薫いだ妻が炎に先立たれだ

なって︑あなたの所得から差し

が出ます︒︵厚生年金は家族型で

麟支給されるとされないでは大

引かれます︒

厚生年金制度からは︑遺族年金
すがら︑残された遺族に年金が

愚燦違験といえます︒

民年金については︑所得税の課

また︑すでに受給している国

給付されます︒︶そしてこういう

場合には︑母子年金のほうは︑

年金と税金にういて

0．80

塗．8慈

税対象となります︒所得税法で

62歳以糞63歳未満
63歳以蓋64歳未満

70歳でうける場合

ゆ

0．65

歪，6嚢

﹁給与所得﹂とみなされる老齢
象となり︑その他の母子年金や︑

年金と通算老齢年金の二つが対
障害年金等についてほ課税の対
象になっていません︒．

0．58

61歳以糞62歳未満

塗．43

その年金額の五分の二がカット

﹃国民年金の保険料と︑税金の

︵税金に対する照会は税務課市
民税係にご連絡ください︶

60歳以憲61歳未満

68歳以上69歳未満

されることになっています︒そ
れは︑一人の死亡について生じ
た権利に対して二つの制度から

国庫負担を重複させないという
ない人とのバランスをとるとい

基本と︑二つの年金を受けてい

あなたや︑あなたと生計を

で聞かせてください﹄

関係について良くわからないの

突然にご主人が亡くな っ て も

うこととがあるためです︒

答

1、12

王、26

なさん！保険料は忘れずにきち

（35歳）

答︑ねんさん問答7ねんさん一問答Yねんさん問答7ねんさん間一答・ねんさん藺︹答・ねんさん問答︑ねんさん問答7ねんさん問︸答・ねんさん間鍵曾・ねんさ

こうした母子年金制度があるこ

0．72

66歳以上67歳未満

67歳以上68歳朱満

69歳以上、70歳朱満

答﹃私は国民年金に加入して十五
問年です・子どもは十歳と十二歳

んの子が二人いますが・母 子 年 金

た年金制度ですから︑ご主人が

んについて聞かせてください﹄
ね答 国民年金は個人を対象にし
﹄

厚生年金に 加 入 し

加入していなくとも︑奥さんの
ん権利とじて給付の対象になるこ
もし仮に

ねんさん問答・ねんさん間

千歳町

65歳で受け
るぺき年金
額に対する
支給率

受給時の年齢

受給時の年齢

65歳で設け
るべき無金
額に対繋る
支給薬

小泉第3

んとはおわ遭だと思い姿
ね

佐藤富子さん
（52歳）

σ

きん問答・ねんノきん問答
さ

罷

き

繰上げ支給率

繰下げ支綿率

林ハツイさん

昭和57年11月10日
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一︑賢︑

一・

︑︑蹴

ミニバスケットボール

講習会
十一月二十八日︵日︶

昭和55年に発足しました．最初5名程度で、会員の増

対象

市内の小学生︵男・女︶

と小・中・高校の先生

指導 十目町市バスケットボー

業〃蕎く罐窒秋窪いい

笹菰誰震い方驚教え薫

結ださど
今月のバースカラ舞のお嬢さん

薦署三士奉生嚢の嚢

の

轡

聾

歴所に勤める斉木文子さん︒

暮し︒

︒

の面を見慧たかと

ー

．

司

唯

恋染紅葉

W

のイメージW

イ著﹄毒≦≦﹄妻斗﹂著﹂著4≦斗辱≦

た女性でした︒

W
にピッタリ︑そんな印象が残っW
脚
・

さは︑

W
木さん︒彼女の持っ芙性の明るW

はっき毅書える人を評葱難

★周囲の人達がガ職場の中にさW
W
わやかな風を送り込んでく轟るW
人︒物事に対して自分の意見を嘗

るというよう舅性がいない義
しょうか﹂
W

W

﹁護の義璽蕎葉撰薩ば儒じられW

奪轟とのこと．

好轟の男性のタイ騨は︑

っち癖ったんです幅

島藤斉木さんの誕生毯は恋染紅葉

幕

澄みわた

った空に映える︑鱗やかな紅葉

払︵加矯いそめもみじ﹀

諺朱色です・

μ蜘著物はか変染紅葉〃に似た色
鵡のも含めて六枚持っています︒

払仔下げが一番好き・もう振袖が

μ﹁お花を習っているんです︒師

払榎合う年齢じゃないですよ︸

謹は無馨をれないけれど・

こんなか静

革免許皆伝裟ではい．き楚いな﹂

急毒

ぐ

の一面も︒

革﹁愛車は葭のラング膨1︒車の
蓄転大好き﹂
動

畷斗斗斗44≦≦イ︽

仙と

ケ鑑直
W

﹁姉が結婚する時・ー家の事はW
W
私に任せなさいーって思わず書

★お父さん︑お母さんとの三入

藁味があるん享よ﹂

に飾ってあ紛ます︒創作謹嫉難響

芙諏のが牽園鰯ぐ諏部灘

めるのが趣昧だ とか．

えなかった反動で︑鑑け難葱集

★小さい頃︑人形を買っ獲も難

蒸

≧マ篭

カ一71のお鑑響X卿

縄ース シ︐轟盤

ンポポしトシかシシシもトセドレもシもトきもトシシシしをもシきアトギうト

㎜雛

1︑1亀︑10︑ー1︑ー1︑ーー︑量腱︑lI︑聖塗︑1亀︑ー1︑ー書︑ーー︑睦O︑塵1︑1曹︑11︑ー口︑ー陰︑OI︑雛髄︑塗醇︑ー瞳︑ーO︑ー曹︑1塵︑臼1
一
一∂

県下に誇る

笹山野球場竣工
十月三十一日竣工しました︒

この球場は︑市内初のスタン岬

の観客を収容でき︑プ・野球の

ド付の球場で︑内外野で六千人呵

球場の竣工を祝って三十一日㎝

公式戦もできる施設です︒

には︑十高対長岡高校︑十実高御

対小出高校の試合が行われ︑三岬
ソン野球︑七日には︑明治大学戸

日には野球連盟所属選手のマラ㎝

対中央大学の招待試合が行われ可

野球ファンを楽しませました︒
譲ずが1
なお︑この球場は︑来年夏ま御 継﹁私︑食べても金然太らな験ん

で養生期間をおき︑その後︑一
般開放されます︒

素手で打つ羽根つきという感
じのスポーツで年齢︑性別をと・
わず手軽に出来る楽しいゲーム︒

体力つくり
カードを回収

11月生まれ

iル協会員
六月から中条上町で工事が進

十一月二十一日︵日︶

実技講習会

インデイアカ

日時

午後七時〜九時半
会場 市民体育館

市体育課では﹁体力つくり百
日運動﹂を呼びかけてきました

ご婦人の皆さん︑健康の
つどいの会員

対象

申込み 体育課に百円︵スポー

回収にあたっています．体育課︑

が︑現在︑体力つくりカードの

市民体育館︑もしくはもよりの

ツ保険希望者︶をそえて

※インディアカとは

公民館に提出してください︒

五十八年二月に回収終了の予

羽根のついたボールをネット

◎

申込み 十一月十九日までに体
育課︵B七ー三一一一番内線二
七五︶へ︒※当日は︑実技ので
きる服装で内履用シューズ持参︒

市民

十一月二十日︵土︶

体カテスト実施
日時

下

謬笹に
1辛曜

ごしに︑片方の素手で打ち合う

※今日から始めてもまだ間に

定です︒

斎木文子さん（北新田）

いら

スポーツ︒ルールは︑バレーボ

家族みんな

V匪VD葡帳LLC耀》》IS糊 寂EI

県

ールとほぼ同じで︑コiトはバ

合います
で一汗運動を

こ雛そめもみじ護恋染紅葉）

響

ド︑・・ントンコートを使って三回

藁

藁

午後一時〜五時︑六時〜九時
︵体力テストは約一時間ぐら

逡六

﹁︑1ー︑聖閣︑ー1︑聰1︑II︑1魯︑91︑ー口︑1臼︑ーー︑1璽︑II︑聖1︑騒1︑II︑ー曾︑8書︑1ー︑ーー︑﹄亀︑臼巴︑0ー︑畦1︑聖ー︑瞳ー︑塵㌧

が進

一94一一4一

齢一4−84爾84一儒」一齢」耀一4一一44−」爾一4一卿4卿一」一一4−04一卵4一一」層一

幽一4幽一

一曹4層耀4一卵4一一

いです︒ご都合の良い時間にお
でかけください︶

小学校五︑六年以上の男

会場 市民体育館

対象

壮年体力テスト︵三

体力診断テスト︵二十九

女どなたでも

内容
歳以下︶

嚇野

4一一4一一」
・一一」一一幽一一」一4
劇一グー一」一一曜一一曜一一曜一一曜一4
一畠
一一
，。＿4＿一

で相手コートにボールを返す︒

』㌧▲』淘㌧麟、麟一ム諭』」Lム」』畠』一』』一』」一LJ一」」L』』」〜」」一』湘』｛』』一』色｛淘L一』」」一』」L

一』。」怯」亀論』4』幽一軌ム

鵡

日時

員に頭を悩ませたこともあります．
ようやくゲートボーノレ熱がたかまり、現在の会員は2C

4一，4
4＿＿4＿＿グ＿」

鱗
、

人を超えました。毎週水・土の午前9時〜11時半を練習
日にして宇都宮製作所の用地で健康の保持と友情を深め
るようにつとめ皆、その日を楽しみにしています。会費
はなく、必要の都度集めています。ゲートボールに興味
をお持ちの方、お気軽に練習場においでください。一緒

午前八時半〜午後 三 時

〈グループ紹介〉

革

革

砧

革

μ

払

十歳以上︶

（高橋重正会長一稲荷町1、盈2−2716番）

鰻
市民体育館

にゲームを楽しみましょう。

、、

会場

ゲートボール八幡クラブ

（8

とおガ彦3
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南雲章一︵中村︶︑水沢栄治︵西

読書はあなたの無限の宇宙

塚春雄︑大島貞二︑蕪木信子︑

郎︑児玉ユキイ︑小林由直︑小

i塩撫麟群醗騨園

書

⁝直

喜

︐一⁝

︐
吟

1用ください。

べ礎
︐汽り9
﹂︐

本の寄贈

．z

阿部六大郎︑阿部悌治︑阿部

ありがとうございました

讐多

関口利吉︑鈴木シン︑高木理視︑

高橋直子︑高橋桂太郎︑高橋ユ

キノ︑高橋富治︑高橋一男︑高

野ひとみ︑田中千秋︑登坂京子︑

二瓶美樹︑西方幸男︑根津敏子︑

南雲種作︑中町均︑西野米子︑

一︑長谷川正巳︑樋口彰︑樋ロ

根津金治︑根津きく子︑野上了

ミチ︑丸山孝一︑松井行男︑丸

山恵代︑宮下英治︑宮沢政枝︑

海外商品取引所での金︑石油︑

④架空の相場を用いて損金を

所に取り次がずに呑んでしまう︒

③顧客の注文を海外商品取引

1

八島智子︑山口光子︑湯沢尚史︑

吉田歳則︑山田啓吉
敬称略

砂糖︑大豆などの取引に一般委

金︑砂糖︑大豆の取引を勧誘

変動も考慮に入れなければなら

するのが難かしく︑為替相場の

々刻々と変わる海外相場を確認

海外商品取引所の取引は︑時

発生させる︑などがあります︒

する例が多いようですが︑最近

ない︑など一般委託者にとって

一般の人は︑こうした取引に

は極めて危険なものです︒

参加しないことが賢明です︒ま

は︑あいまいな返事をせずには

た︑取引をする意思がない場合

らきりと断わりましょう︒

②顧客が頼んでもいないのに

に押しつける︒

勝手に取引を行い︑これを顧客

し︑何時間もねばる︒

①必ず儲かるかのごとく勧誘

悪質業者の手ロとしては

くなっています︒

は石油やコーヒーを誘う例も多

増えています︒

大金をまきあげられるケースが

託者が巻き込まれ︑悪質業者に

海外先物取引にご注意

金︑ 石油などの悪質な

知子︑石坂正隆︑池田悦子︑飯

関口守次︑関口伸男︑関口春次︑

山梅子︑佐藤重徳︑酒井信一︑

春日友次郎︑上村政則︑近藤六

き

一一一一曹6・一⁝−6・一垂6i一一一冒6

垂

−⁝︐6

1 目に閉園しました。

垂6毒6・一一§の6・一一⁝一6

ゆ

9，・ひ岡lll』ひ噌Illo一
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ゆ叩胴レひ

珍︷

どなたでも無料で二週間借−公民館図書のご利用をー
開館日・時間は

●火・木・金曜日
午前九時〜午後六時

★

志賀富子︑島田進︑重野ハル子︑

野正則︵本町四︶︑根津一二︵田

も

納
り
孤

りられます︒

寺町︶︑小川博︵稲荷町三︶水

6

4

少年育成センター開設

1の売上金を歳末助け合いに寄付をする
i もので、主旨に賛同する方の協力を呼

と

川町二︶︑宮静子︵丸山町︶︑

佐藤実︵昭和町一︶︑石田喜一
町一︶︑宮入清︵宮下町東︶

i

■■騨噛嘲■■■■■■■＝一

〜青少年ホーム内に〜
じています︒秘密は厳守します

9

〜
，曝％泥

︵昭和町一︶︑田辺要蔵︵西本

青少年の非行は︑大きな社会

；

￥

問題になっていますが︑市では

す。

』

少年相談員・嘱託少年相談員

※詳細は11月25目号でお知らせしま・

＿

のでお気軽にご相談ください︒
少年補導委員

月曜日は休みです

●水曜 午前九時〜午後八時半

で活躍中）

！

十月一日から︑少年の非行防止

岩田保︵旭ケ丘︶︑岩田清吉
員︶︑西脇正久︵十中教諭︶︑

●土・日・祝目
午前九時〜午後五時

活動を総合的に行う拠点として︑
︵旭町︶︑村山栄︵新座三︶︑

英彦︵南中教諭︶︑吉楽厳︵吉

樋口嘉英︵中条中教諭︶︑丸山

大島伊一︵育成センター相談

青少年ホーム内に︑十日町市少
田熊二︵新水︶︑藤田洋一︵下

伊藤収一︵四日町新田三︶︑岩

★

約三万冊の本が皆さんを待

田中教諭︶︑塚原義信︵下条中

っています︒読みたい本がない

地元出版・県内出版の本も用

時でもリクエストしてください︒

湯本主計︵川治小教諭︶

教諭︶︑田村佳︵十日町小教諭︶︑

年育成センターを開設しました︒

条中央通り︶︑長谷川強︵ 水 口 ︶

◎街頭補導活動
︵小泉︶︑尾身六郎治︵鉢︶︑

近藤康男︵上新田︶︑春 日 敏 男

iや絵画、焼物などを展示、即売し、そ

センターの主な活動
◎少年相談活動

（NHKテレビ、きょうの料理

意してあります︒料理の本や児

︵馬場︶︑斎藤清政︵土市︶︑

吉沢文男︵北鐙坂︶︑樋口克二

この美術展は、市内の知名人の色紙

◎環境浄化活動

12月2日 午後1時〜十目町市公民館

図書室もご利用ください︒

ろっています︒各地区公民館の

東町︶︑村山幸夫︵川治中町︶

郎︵錦町︶︑小林富夫︵城之古

童図書︑絵本などもたくさんそ

；
ひひ
﹃§一6ゆ＝6

金沢忠司︵太田島︶︑岡 村 郁 次

一§一6・一一一§6

1こだま号の本の回収が十一

ウ

専門職員を配置し

ぎ叢癖罎料蓬灘集い

F

★

野沢茂︵春日町︶︑森肇︵春日

蓄

少年問題の相談を

曇6

ライオンドー十日町店特設会場

月十五日から始まりますー

1催します・

センターでは︑少年補導委員︑

＝⁝6

1会場

町︶︑滝沢三知子︵寿町三︶︑

壷

1ゆ1旧ゆlll博・嗣曾 レひ1撒ひll闘ゆll
●も・一脚ひ鞭ひII凹ゆ．剛闘ゆ明閥ゆ叩噂噌胴ゆ噛トひIIII，1

一一⁝6る⁝6き6 雪⁝6■垂6■垂6■書6 垂6・．︒臨竃6 一⁝6・曇6 一一一甲一6

1は、恒例の歳末チャリティ美術展を開

少 年 相 談 員 を 委 嘱 し て 相談に応

N封雌i・．、、、

圭一6 曇6 −言6︑冒曽一＝噂6

十日町美術協会（阿部正明会長）で
き

り

来春、雪消え後開園しますのでご利
1

99

11月20日〜23日（4日問）

ひ醐一・■ひ

ひII嗣，o
・G卜・1剛墨1一ひ，1閣19一ひ明即・
健榊・ひ嚇μ・・ひ酬9・ひII闘一1・c卜聞llgl・ひ脚・燭卜・ll−1，・ひII髄11・ひ1勲・ひ一轍1，・ひ嚇lo。臼ひ脚

8

ら

ひ闘酔ひ瑚髄噂剛ゆ・卵レひ咄ゆ・II胴ゆ・胆トひII酔ひII酔酬IIレひ継ひ岨1降

↑ー曇⁝⁝ーーー⁝⁝転⁝ーー⁝⁝⁝⁝ーー⁝ー⁝ー

六箇の塩ノ又森林運動公園が11月8
1

歳蒙竸撫遡藁羅葵術展開催
i

卿斜鷺榊斜斜榊榊卿卿榊㎝ ひ
継ひ
7ひ

一

1会期

ま

・ひ脚，・ひ鼎1 ・ひ1 II ひ1憎，臼 ひII胴一1一ひ曜髄8トひ明騒，卜9ひII一昏 ひ嘲II，■ひ
ひ・榊・●噸・ひ脚・・ひ嚇睡・c卜脚臼・ひ削1，・ひ9旧一．・ひ脚
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1びかけています。

壷

城戸崎愛先生
講師

昭和57年11月10日
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一﹃

曹

秋事、行事のある時作って食べます。

郷土食

／

ノ

︶／

︶F／

勿

誘1

︶

1：

り

︑ー

へ．樽r

旧もしい躍︐醜ぐ駆

㎜認

／

●
ロヤ

一

●

●
●
●
●

雪降らす⑦あさ︐Zに
詠更しちゃ訴うがな−6

停電のお知らせ

▼十一月十八日︵木︶午前

九時〜午後一時 春日町三︑丁目

丁目︑四丁目︑河内町の一部︑

美雪町一丁目︑寿町一丁目︑三

▼十一月十九日︵金︶︑為永の

美雪町三丁目︑桜木町の全部︑

一部︑山根︑仙之山︑漉野︑

一月二十五日︵木︶

午前九時

塩野︑願入︑二子の全部 ▼十

〜午後一時︑北鐙坂第三︑南鐙

十一月三十日︵火︶ 午前九時

坂の全部︑高島第一の一部 ▼

〜午後一時︑下条栄町︑山際の

︑昏

一部︑上新田︑廿日城の全部

渉ヒガ2 齢

○上越新幹線が十五日開業し

ます︒本格的な高速交通時代に

かを四氏の皆さんからご提言い

対応して︑当市がどうあるべき

新幹線も高速道路も両刃の剣

ただきました︒

市の将来を決定します︒

た対応と行動が︑今後の十日町

り遅れるか︑市民の英知を集め

です．新しい時代に乗れるか乗世

■市勢／世帯数…12，104／推計人ロ…48，920人（男23，904人・女25，016人）※基本台帳人ロ49，444人（10月1日現在）

﹁あ分だと

今夜あたリ

雪降らし檬

グ

るか毛喬

が︑雪瞬らセ

90

，ノ．

さ訊さ．ふ ー︶

山本愛泉保育園 山 本

蹴 ／

︐ーー

ー︑／／︑命卿

瞭罐

〃

詠酌かな藁／
ヨし勾◎−…

ヨ︑ 繍
瞬
冷

︑︑嚇噺
︾

四日町保育園

十一月十日︵水︶〜

90

提出書類

一一一番内線二一五︶へ︒

90

北越保育園 本町6−1

〃

︵市社会福祉事務所と各保育所

70

iし
⊃4
0
−lllll ∈》ノ

していない人︵転出証明書︑国

付して①のさつまいもを入れて和える。

鵬ト・、

民年金手帳︑国民健康保険証︑

ろ

肩／

／
／

調査を行います︒

入れて砂糖、酒、塩で味

市社会福祉事務所では︑昭和

豆 腐一一1509 ②豆腐は熱湯の中でゆで、
砂 糖………大4
ざるに上げておく・
酒………一…大1 ③ゴマをよくすり、クルミ

ノー一 一

、

、

十日町市に住民登録

ノ

／
／

あります︒③就学証明書︵児童

合的に活用するための作業を進
※

へき地保育所に入所が決定して

アマヤ

塾

印鑑持参︶

っている大学生も含む︶ー転出

！

﹂

にあります︶ ②就業︵継続及

④父兄︑祖父母などが病気の場

めていますが︑正確な証明書や

いる児童は︑選考の対象外にな

郷土食

唱〆

口転出届

ください︒

先の住所︑国民健康保険証︑印

／
国民年金手帳︑印鑑持参︶

び予定︶証明書⁝所定の用紙が

動届についてのお問い合わせは

合は医師の診断書︵この場合︑

各種通知書を発行するには︑ま
記載と実態が異 なった場 合 に は ︑

十一月二十七日︵土︶まで

受付期間

の父兄が就学している場合︶

訪問する調査員か市民生活課市

断書は必要ありません︶

六十五歳以上の人は病気でも診

ず正確な届 出や記載が必要です ．

その内容によって後日お手数で

五十八年四月︑保育所に入所を

ります︒

昔は米を少く大根を多くして、節米のためによく
食べました。だし汁をおいしく作ると、変ったご
飯で美味しく食べられます。

朴うの、1講

をしてある人が既に他の市町村

◎調査期間 十一月二十目︵土︶

鑑登録証︑印鑑持参

に転出している場合︵寮等に入
に基づいて︑住民票を作成し︑
から十一月二十九日︵月︶

市民生活課では住民基本台帳

市民の皆さんの各種証明や行政

更したがまだ転居の手続きをし

H以上代表的な異動届のみを記

／

ていない人︵変更後の住所︑国

市内で既に住所を変

◎調査事項

民年金手帳︑国民健康保険証︑

載しましたH
住民実態調査及び各種住民異

所は変更しないが住民票の住所

二〇︶までどうぞ︒

民係︵佃七−三二一番内番二

このため現在の住民票の内容
な届出をしてください︒

も︑市民生活課窓口で次のよう

入所資格 十日町市に住民登録

味をのせて食べる。

この調査により︑住民票の

が市民の皆さ．んの届出に基づ

希望する児童の受付を︑次のと

申込みとお問い合せは︑市社

たは丼に入れ、そばだし

保育所入 所申請受付

き︑正しく記載されているかど

H転入届他の市町村から転入

会福祉事務所福祉係︵盈七−三
より少々うすめの熱いだし汁をかけて、好みの薬

入所選考にあたり︑幼稚園や

うか︑次の要領で各家庭を回っ

①保育所入所申請書

してあって︑保育に欠ける児童

飯＆給
り人8川

切魚⁝

ば料根咽

四 日 町 2 120
90

2

120

下川原町

70

1
学校町

いろり会）
（郷土料理研究会

90

〃

を入れてすり②の豆腐を
塩……………小者

90

〃

森の保育園 大黒沢東
いずみ保育園 昭和町 3
中条保育園 中条中町

〃

①

おり行います︒

住んでいる場

が各世帯を訪れ聞き取りによる

る人︵住んでいる土地の番地︑

住所︑氏名︑氏名

のフリガナ︑生年月日︑続柄︑
印鑑持参︶

市では︑この証明書や通知書
等をより早く正確に作成︑処理
◎調査方法 調査員︵市職員︶

国転居届

認烈 ／

本籍な ど住民票の記載事項

市に住民登録︑あ

◎調査対象

鋤。総

して︑行政事務の正確︑迅速化

晦 、義勅雪匹

して来たが︑まだ転入手続きを

を図るため︑コン︒ヒュータを総

るいは居住している全世帯員

鯵景マ檜こr」

十日町幼児園 本町西1丁目

〃

私

てふかすQ
クルミ………259

130
〃

原
北原保育所 北
水沢保育所 土市第2
〃

十日町西保育所
〃

ちに大きめのご飯茶椀ま
1痛憲寺念倉c珪の割

60
〃

く量でよい・15分間むら
だし汗

したなら、ご飯の熱いう
（そばだしょり少々うす目

120
〃

ツとゆでかるくしぽる。
米…一一……3合

90
〃

鐙島保育所 南 鐙 坂
高山保育所 錦 町 2
川治保育所 川治上町
下条保育所 下条本町
〃

十日町保育所
公

そ材類

公・私

調理法
材料（4人分〉

定員

所在地
名
施 設
立別

①さつまいもは拍子木に切
り、2時間位アクぬきし
さつまいも…1㎏
ゴ マ………45g

①大根は千切りにして・サ
根・…・8009

大

うさ 蔦

1
つ

四地番号変更届

ます︒

もうすぐレ．・1

番地と土地の番地が異なってい

50

上の基礎資料として活用してい

調理法
材料（10人分）

て調査を実施しますのでご協力

ふるさとの旬の料理⑳

10）
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