五

昭和 即 サ
年から、市
民の自主的
奉仕活動に

入になります

道路 の整備 からはじまりま

の実現が 期待され ています
農産物の 出荷に も、子ど
もの交通事故防止に はまず
す。
市で は、 こうし た運動に
応え、 ことしも佐 々木市長
が陣頭指揮を とり、担当職
員が、 それぞれの機動力 を

―昨年の道路愛護よりー

敷砂利の
確保も順調
に小曲地区

（市鳶り稽拶等掌ぎじぞ掌欝ぢ

目を 迎えま
し た。

運動は、多
くの成果を

シ ョン （
対話 ）が行な われ
て、明 るく豊 かな地域社会

の諺通 り、 一致協力 の協 同
作業から 新た な コミ ニケー

出 の道路の手 入れ は、年中
行事 のー つになっ て います
一
・「奉
仕は人生の家賃な り」

を皮切 りに、七月一杯、主
とし て新市域を中 心に実施
されます。 「私達の道路 は
私達 の手で 」の合 言葉に、
トレ ラーr リャカ ー、 一輪
車など を かり出し て部落総

買ってくださし、

産んで 七年

応え て実施
してきまし
た。

たばこは市内で

市民サイクリング
（太陽と子どもの日）

7月II日（日）9時
◇と き

◇行 先 狼野長根

げます

◇参加料 不要です

主 催 五所川原市

五所川原市サイク
リング協会

飯 詰地区

毘沙門地区

梅沢地区

橋地区
日 長
二十九、三十、 三十 一日
中川地 区

和地区
日 七
二十六、 二十七、二十八

一一十一一、二十三、 二十四

二十一日

十七日

十二、 十三、十 六日
栄 地区

十、十一日

六、七、八、九日
松島地区

◇参加賞 全員にペナントか h

◇集場合所 市民文化会館前

ト ル、幅 六 メートルの鉄筋
コンクリートづくりの永久
橋 で、総工費三億九千万円

地域住民 の念願であっ た
三好橋が、着工以来五年 の
月日を費やしてこのほど完
成し、 六月十八日現地で盛
大な完成式が行なわれ まし
た。橋は全長三百十三 メー

まし た。

ぶ人達で、 肌
寒い天候にも
めげず、終 日
にぎわってい

謡大会 が開 か
れ、完成 を喜

小学校六年生、 大川政義 君
出野里小学校 六年生白戸弘
子さんと一緒に、 佐々木 市
長がテ ープにハサミを入れ
まし た。三代
夫婦 の藻川の
竹谷寅吉さ ん
出野里の江 良
健太郎さん 一
家 を先頭に渡
りぞ めが行な
われ まし た。
式 のあとは
五所川原側で
は馬力大会、
木造側で は民

を要し まし た。
この日は、地元の人達 が
多数見守 る中で、竹内県 知
事 をはじ め、関係町村長、
それに児童代 表とし て藻川

盛 大に渡りぞ めが 行なわ れまし た

三 好 橋が 完成

二《三日

りですが時間等詳し いこと
は支所から連絡 いたします
一日 小曲地区
三好 地区

を上廻る量 です。市が応援
に出かける日程 は次のと お

千三百 立方 メートルで昨年

市道延長百十五キロ メー
トルに対し て破損の度合に
よって砕石、通し粕砂利を
配分しますが、その量は四

駆使し て応援にかけつけま
す。

第五回

、
昭和 46 年 7 月 1 日
265号
毎月 1日・15日 発行
一部5円
発行所 五所川原市役所
道路愛護

あなたが市内でたばこを買う
と 1 本につき約70銭が市の税収
I

所 川 原 市 広 報
（青森県）

明るい町づくりをめざして
ことしもI 日から道路愛護運動
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・

サ ラ リ ーマン の
奥さ ん もど う ぞ
「主人の年 金があ るので
こ と、旦那さんの年金を
あ てにしている奥さ んや国
民年金を理解し ていないサ
ラリーマンの奥さ んが案外
多 いようです。
国民年金は、 旦那さ んの
年金とは別に奥さんにも年
金の恩恵が たくさんありま
す。希望に よってい つでも
国民年金に加 入でき ますし

事で お困りの方 は気軽に申
出 てくださ い。

老人 性白内 障の手術
費は 無料 になります
高令者に対す る福祉対策
も年ご とに伸長さ れて いま
すが、更に ことし から開眼
手術の 可能な老人性白内障
の人 の手術に 必要な経費 は
無料に なります。
ただし、対象者 は原則と

して六十五才以上の高令者

たい人は、ぜ ひ参 加し てく

行な いますので、障害に 変
化のあ る人や、新 たに手帳
の交付申請をす る人、 ま た
障害 など で相談 を受けら れ

がつき

いなどを お知ら せします。

ずに 自由にで き ます。相談
日には、相談 や指導を専門
に受持 つ係長などが相談に
応じ、 有利な税 法上の取扱

毎月五日・ 十五 日・二十
五日 は税 の相談日です。相
談は、 自分の名前 を明かさ

五の日 は税の相 談日
です

く ださい。

電話は「 五ー三七O ニ」
です。 昼でも夜で もご利用

っと密接に す るため、専 用
電話を新 設し ました。

んの生活環境の 確保と向上
を図る ために、毎日努力し
ておりますが、 このたび、
市民の 皆さん との連絡を も

さ る四月下旬に発 足以来
生活環境 パト ロール本部は
安全で 快適な、 市民の皆さ

まし た。

ル 本部に電話

生活、 環境 パト 口ー

樺太地域も含
まれます。

いない人は、市役所市民 課
においでく ださ い。
な お、 この中には終戦 時
まで就労し て いた、千島や
カ ムチヤッ カなどを含む 旧

で、まだ請求手 続き をし て

すで に大部分の人 請求
は
手 続き を終了し ていん‘
すが
な おまだ請求し て いない人
のために、請求 期限を更に
も う一年延ばし来年三 月三
十 一日まで になりまし たの

特 別交付 金の 請求
期限 が延 長さ れま す

引 揚 者 等に対 す る

九時ー十四時です。

◇七 二十七 日 （
月
火）
整形 外科 市福祉会館
な お、時間 は、 いずれも

◇七 五日 （
月
月）
眼科 市福祉 会館

ださ い。

で、世帯の生計中 心者が所
得税非課税で なければなり
ません。

,

また、支払す る経費の範
囲 は、手術に かかる術前検
査・診療費・特殊眠鏡・附
添看 護料・移送費などです
な お、詳し いことは、市
福祉事務所に お問い合わせ
くださ い。

身障者福祉対策の 一環と
して、ことしも次 のように

更生相談を 行 ない ま
す

,

身障 者の巡回 診 査と

で身体に機能障害があり、
相当長期に わたって臥床し
ている人に無料で貸し てい
ます。

を借りなければならない人

◇特殊寝台を貸し て
います。
日常生活のすべ てに人手

査 をし ています．

六か月以上診療を受け た
ことのない人に対し て、医
師が出向 いて無料で健康診

活全般に対し て無料奉仕し
ています。
◇訪問健康診査をし てい
ます。

る人に対し て、奉仕員が毎
週一回以上訪間し て日常生

族の介護が著しく困難であ

され ているか、または、家

日常生活に人手を要す る
人で、家族以外の人に介護

ます。

◇老人家庭奉仕員が
訪問サ ービ スをしてい

ので、該当者は市福 祉事務
所 にご相談く ださい。

人に対し て、次の ようにい
ろいろな世話をしています

事排便など の日常生活に支
障のあ る、低所得 世帯の、
六十五才以上 の寝たきり老

居宅に おいて臥床し、食

い ます

重 度の 身体 障 害者に

重度の 者体 障害者に 対し
て、日常生 活用具を給付し
その日常生活の不便を補っ
てもらうた め、次のように
実施し ています。希望す る

◇給付の対象者

国民年金は一年以上掛け
金を積み立 てると次のなう
な年金を受給できます。ー
◇通算老令年金

二十円に納め た月数をかけ

給付の対象者から の申請
によって給付し ますが、 そ
の所得の状態に よって一部
自己負担があ ります。

◇給付の方 法

ット ル以上給湯で きる湯わ
かし器と腰掛便器の三種類
です

洋式 バス または これに準
ず る浴そうと水温 せっし一一
十五 度の湯が一分間に十リ

◇給付の用 具

て得 た額です。
◇障害年金
災害などで障害者に なっ

はロ頭・電話 ・手紙の いず
れでも結構です。
次郎さんと三ッ谷の坂本甚
作さんが相談委員に委嘱 さ
れましたので、行政全般 の

この程、布屋町の石塚音

,

理庁長官から行政相談事務
の委嘱を受けて、皆さ んか
らの相談に応じ、秘密を守
り親身になっ て無料で お世
話 いたします。相談の方法

行政相談委員は、行政管

坂本さ んが委 嘱され まし た

行政 相 談委 員に 石 塚

詳し いことは、保険衛 生
》課にお問い合 せくださ い。

き、子どもさんが十八才に
なるまで母子年金を受給で
きます。年金額 は最低 九万
一千二百円です。

小さ い子どもさんを残し
て旦那さんが亡くなったと

◇母子年金

たり、三年以上病気し たと
きに受給でき ます。年金額
は九万六千円ー十 二万 円で
す。

下肢また は体幹の、 一級
または 二級の重度の障害で
身体障害者手帳の交付 を受
けた人。

人は市福祉事務所に おいで
くださ い。

ろい ろな 世話 をし て

◇ところ 市役所内
お気軽にどうそ
市社会福祉協議会

寝 たき りの 老人 にい

◇と き 毎週土曜日

日 常生 活用具を給 付
し てます

相談所へどうぞ

満 六十五才から受けら れ
る年金で、年金額は、 三百

保険料を納めた月数に応じ
て年金を受給で‘ます。

心配ごと
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防犯協 会 の総 会が

子ど もに目 を かけ
て ください
わが子の学校の成績に は
深い関 心をもちながらも、
その子の 心の動き や関 心の
もち方、態度や 言葉づか い
夜遊び ゃ外泊、浪費など の
行動や服装、所持品あ るい
は交友関係など に ついて十

解と協力が必要です。
かなら ず 住民登録 を
し て くだ さ い
新たに市内に転 入したと
き、 または、市内で の転居
のときも、住民基本台帳法
により十四日以内に届出る
ことになっ ていますので、
未届 けの人はかならず市役
所また は支所（栄 ・松島は
市役所）に届出てく ださい
市で は、市民の届出に よ
って居住関係の公証や日常
の利益をはかるために、常
に人ロを明ら かにして、い
ろいろな行政事務に役立て
ています。
な お、住民登録するこ と
によって、国民健康保険・
国民年金 ・住民税・選挙・

市内の勤 労青少
年に組織的な学習

また、間借・借家 など の

就学 など の関係も 同時に 処
理されます。
人で未届 けの人が多 く、市
で皆様に お届けするものが
ある ときでも、住所が 不明
で非常に 困る場合 があり ま
すので、異動届はか ならず
お出し願い ます。

十五才未満の、 市内の勤 労
青年二十六人 が集 まり、ー
ハ
月七日夜、 開 講式 を行な い
六月二十一日 から第一 講を
はじ めました。

く ださい。

気軽 にお出で

ます。第二期
生に ついては
まだ余裕 が あ
りますので こ
れからで も お

りを中心に 学
習に励んで い

ら自主運営に
切換 えて、楽
し い仲間づく

また、昨年
度の第一期 生
は、今年 度か

シ ョンを加え
て学習し ます

とレ クリエ ー

上立派な社会人 とな るた め
に人権・生活の知恵 ・道交
法民法・職場 の人間関係・
冠婚葬祭入門 ・文芸 ・時事

毎月二・三回、 夜七時ー九
時、年間にし て五十時間 以

講座は、来年の三 月まで

の機会 をもた せ、
現代社会に適応す
る豊かな人間づく

今月は、十八I
日です家族団
らんのひとときをつくりま
しよう一

政治 ・経済等 を中心に 体育

家庭の日です

りと自主的な学習
活動の場とす るた
めに、市中央公民
館が商工会議所の
協力を得て昨年 か
ら開設し ている市
中央青年大学講座
は、ことしも、 一一

毎月第三日曜日は

終 わりまし た
五所川原地区防犯協会は
六月一日に総会 を開き、次
のように役員を選びました
会長菊池清助 （大町
）
分な注意 を払わず、無関 心
放任・過信し、非行の責任
を他の子ど もに転嫁す るよ
うな親がとても多い ようで
す。
I
子どもの非行を防、止する
ためには、保護者や先 生や
子ども会育成保護関係者ば
・か
・
りでなく、市民ひとり ひ
とりが、子どもに手をか け
ないで目をかける という理

市街 地か 溜池 を眼下に、また、津軽
ら東方へ八 平野を越え て岩木山や日本
キロ メート 海 を望む名勝の 地です。
豊 かな自然環境を 活かし
ルの市内神
山の、驚珠 自然公園 とし て、総予算約
山脈 に連な 八千三百五十万 円で昭和四

菊地 会長
る面積十八 十一年度に着工し 昭和四十
ヘ クタール 八年度に は完成の予定です
な お、隣接地に は立派な
標高百四十
市民 スキー場がありそし て
全国に 四 カ所、東北、 北海
道地区に ーカ所建設という
県 立少年自然 の家が、六万
六千平方 メー
ト ルの敷地に

の完成をめざ

鉄筋コン クリ
ート二階建の
モダンな建物
とし て、今夏
して昨年九 月
十七日 から着
工され ていま
す。
また「津軽
フラワーセン
ター」は、津
軽華子さんの
結婚 を祝し て
佐 々木市長が
命名し たもの
です。

.

中央青年大学が開講しました

副会長鶴谷
初
太
廊（ 旭町
）小山吉之助 （松
島町 ）青
山富三郎 （
鶴田町）理事神
幸一 （
新町）ほか十九人監

津軽フラワーセンタ

事堀内貞三（本町）天内福
松 （
旭町）秋庭義一 （
鶴田
町）。

⑥

ニ メートル、の小高い山で
春は新緑、秋は紅葉の大自
然の中に、後方遥 か遠く八
甲田を眺め、前方は長橋大

市有施設紙上見学会

④

さ

農薬の人畜に及
ぼす残留許容量に
対応し て、農薬 残
留に関する安全 使
用基準の一部が改
正されました ので
農薬使用者は、 つ
ぎ の農薬を使用し
ないでくださ い。
◇パラ チオンを
含有する製剤
。
ハラチオンは一
昨年末で製造が中
止され、国及び県
の安全使用基準か
ら除外され ていま

考慮し てください。ド リン
製 剤使用の畑は、深耕し て
土壌中 の残留農薬のかくは
ん稀釈と共に分解を促進さ
せるように努めてくださ い

氏
士
福

あ りが とうご ざ い ま
す
そのー
市内岩木町で洋服店を営
んで いる補士孝一さんから
この程、中央公民館に湯呑
茶わん 百個が寄贈され、関
係者は感激し ています。
福士 さんは、町内会長を
はじめ、子ど も会の世話人
など つと めて多忙な方です
が、明 るい町づくりをし よ
うとこれまでも、町内はも
とより、市役所 や市民文化
会館前 の清掃など に朝早く
から奉仕し ており、感 謝さ
れていた方です

農薬の土壌残留に ついて
さ せて欲し いと願って寄贈
されたものです。

用者で、茶 わんなど の消耗
が はげし いことを知り、揃
えの茶 わんで気持 よく利用

中央 公民館が、年間、 一一
万七、 八千人にものぼ る利

問題のあ るドリン製剤使用
後三か年以内の畑に、きう

東北電力五所川原営業所

その 2

毎日 の会合も、 お蔭様で
一段と明るく活発に開か れ
<
ていますo

い

り ・ばれいしよ・根菜類 を
できるだけ作付けし な いで
くださ い。
アルドリンなどを吸収し
にくい、ト マト ・ピーマン
玉菜などでも、作付け を

製剤
ぶどう・きうり・ト マト
のビ ニール ハウスやトンネ
ル栽培、 いちご ・ほうれん
草・ば れいしよには、今後
いっさ い使用しないでくだ
さい。

◇EPNを含有す る

製剤
稲には今後いっさい使用
しな いでください。

稲の病害虫防除 に今後使
用しな いでください。
◇ドリンを含有する

◇DDT
、BHc
を
r
含有する製剤

性農薬を使用してぐださい

すから、これにかわる低毒

こんな農薬は使用しないでください
居眠り運転、事故のもと

では、 サービ ス向揚旬間 の
ーつとして、交通遺児救済
募金運動を行ない一万 六千
二百二十円を集め、市の善
意銀行に寄託し ました。
また、 カクテルライト十
基 も合 せて贈ってきました
ので、市で は早速、市内 の
交通遺児家庭を訪 問し、 一
人当り 一千円と共に送りと
どけ感謝され ています。

内職 指導目が
常駐し てい ます
県内職公共職業補導所で
は、この程、専門の指導員
を五所川原公共職業安定所
に常駐させ、毎週 月・金曜
日の十時ー十六時と火 ・木

同所で はこのため、市内

曜日 の午前中相談に応じ て
います。
中平井町の太田千代さんを
内職指導員に委嘱し たほか
相談内容も今 まで の種類 の
ほか に、内職を出し た い人

い。

の相談にも応じています の
で、どしどしご利用くださ

'

自衛 隊の 連 絡所 が
でき まし た
自衛隊 青森地方 連 絡部で
は、 この程、市内寺 町二十
番地竹村 方 に、五所川原連
絡所 をつぐ りまv た。
この連絡 所 は、西北 伍の行
政機関 を通じ て地域住 民 と
の更に 深い つながりを も つ
ととも に、募集事 務や体験
航海事務の日 常化 を図っ て
いるも ので、小 山純三一等
陸尉以下 五人の常勤 と四人

おいでく ださ い。

の非常勤 職員が、自衛 隊 に
ついてのあら ゆ る相談 に毎
日応じ て いますので気軽 に

観 光写 真を 撮って
くだ さ い
市商工 観光 課と市観光協
会は、 ことしも十月下旬、
市観光写 真展 を行な います
が募集に ついての詳し い事
は後報し ますので、 いまか
ら、初夏 の風景・夏 まつり
繁華街 など、市 を象徴す る
作品をた くさん 撮っ ておい
てくださ い。

・

