川

れにより

毎年 8 月巧日には東京都の日本武道館で
全国戦没者の追悼式が行なわれます。 8 月
15 日の消防署のお昼のサイレンは 1 分間鳴
りますので、市民の皆さんも、南の方角に
むかって、サイレンに合わせ 1 分間の黙と
うをして戦没者のめい福を祈ってください

ル隊 とは

rロー
◇生活環境 パ ・

不快事項の発見・即処理と
いう、大巾 に前進した文字
ど おり前向 きの行政効果を
目標にし た、行動する行政
です。

ら の要望を待っ て動くので
なく、その前に、行政 から
出かけ て行って欠損箇所や

生活環境 パト ロールの構
想は千葉県松 戸市の「すぐ
や る課」 のように、市民か

能動 の市政へ

な たの教室」を発足させた
ものです。
◇受動の市政から

挙げ ていることから、 こん
ど、その第 二弾として「あ

I
このことが、道路愛護運
動と共に非 常な行政効果を

8 月 15日には黙とうをお願い
します

市生活環境（環境・道路交通・消防防災）

電話は

j

（ごしょがわらのみんなが輪になって）

道路交通パト ロール班・消

柔道 教室など のような、 い
わゆ る 「出かけ て行って応
ず る」と いうものです。
もっ と解り やすく説明し
ますと、あな たやグ ルー。フ
また は団体 など で、学習 あ
るい は趣味 の集い をもつ と
き、会場や 講師・指導 員な
ど のリーダが無 く て困っ た
場合ご相談に 応じ ます。

お断り いたします。

ただし、特定の政党、宗
教、営利に つなが るもの は
な お、内々、 市民から リ
ク エストされ ているものは
次 の・よ
う 、一室で す。
語 学、 ママさんバレ ー、
水泳、錦石、 ボf リング、
ギ ター、日曜 大工、山菜 と
り、 レ コード コンサートな
ど です。

び とりが自分 の行動に よく
注 意し て、事故 にあわ な い

⑨重点事項

この期間は、夏休みです
ので、児童 ・生徒は一日中
家庭で 生活す るため、解放
感から くる事故も心配され
ますので、家庭・学校 ・職

悪質か つ危険 な交通違 反
や常習違反 者 は、 みんなで
監視し、 最寄 り の警察署 や
派 出所 ・駐在所に通報し て
くださ い。

◇無免許 運転 の防止

◇過労 ・居眠り運転の 防止
会社・ 事業 所など では、
安 全運転管 理者 ・運行管理
者 を通じ て、体憩時 間を十
分与えるなど の労務管理の
適正化 を図 り、特に、 長距
離 運行の場合に は、必ず交
替 運転者 を配置し てくださ
い。

アル コールは、量の多少
にかかわらず、知覚能力や
判断力が減退し、運動神経
もにぶ ります から、飲酒 運
転 は絶対 やめ てください。

◇飲酒運転の 追放

ょう、起こ さな いようにし

夏にな りますと、過 労や
睡眠不 足など運転者の悪条
件や、子ど もたち の夏休み

てく ださ い。交通事 故防止
の心構 えに ついて子どもと
よく話し 合っ てくださ い。

施し、市民の協力を呼びか

七月二十一日から八月二十
日まで の三十一日間に、夏
の交通事故防止運動を、 市
勃 週問題対策委員会でも実

を決 めてパト ロールしてい
ますので、市民から のすご
い好評と成果 を挙げ ていま

域 などを中心とし、ひとり

◇子ど もと老令者及び 自転
車乗用者 の安全確保

室 ・柔道教室・剣道教室・
弓道教室、 おはようサ イク
リング ・明日をひらく映画

.

の会など、市中央公民館 や

す。
◇あな たの教室とは
これまでは、中央婦 人学
級・ 中央青年 大学 ・書道教

け ています。

防防災パト ロール班と連格
班の四 班に分 かれ、各班と

転の防止 を目標に、悲惨な
交通事故を防止するため、

安全の確保と、過労・暴走
飲酒 ・無免許など の無謀運

とらえ、特に 子ど もの交通

伽 うし ても交通事 故が増
えます。
従っ て、こうし た時期を

の解放感と夏 まつり の混雑
などから、例年 のことです

7月2日
118月2日
0です

夏の交通安全運動は

がこれ からは特技職員のリ
ーダーが、各校に出向いて
行なっ ている、相撲教室や

らう、 いわば 「人を集め て
与 える」と いう行政でし た

三道会館など に集 まっ ても

本部は消防本部内にあります。

も優秀な専用車で毎日時間

この前にも お知らせしま
したように、 このパト ロー
ル隊は、環境 パト ロール班

番です
3 7 0 2

、，

市で はこ

の編成 を
提案し ま
したが、

「生活環
境 パト ロ
ール隊」

弾とし て

ステムの
改革第一

するため
市行政シ

代に対処

新年度 早
々、激動
する70年

市長は、

佐々木

した。

かにしま

から、 「あなたの教室」を
設け、市中央公民館内にそ
の事務局
を置くこ
とを明ら

います。
（佐々木市長）

局 の

、

昭和 46 年 8 月 1 日
267号
毎月 1 日・巧日 発行
一部5円
発行所 五所川原市役所

f・
佐々木市長 は、七月二十
七日記者会見し、 八月一日一

~一～ーー一

毎 日パト ロールを実施し て

「人を集めて与える的、ら
「出かけて行って応ずる」行政へ

5

原 市 広 報
（青森県） 五 所

「あなたの教室」が発足しました

宅

の
す 公社支所）で

係議審麟

太 は、市内大字
、工山」
」郵
一長 橋字橋元の
遣， 引一新宮団 地に、
」ノ 引訓 十戸建築す る
C 首切 住宅 金融公庫
和】 キ 】の融資に よる
和四十六年
れー ぞコ 昭
可」 ・
．
い 度一般分譲住
類） の
吃
4 いン 宅（乙
立木 鮮 購入者を『次
のように募集し ます。
◇受付期間
八月十六日ーニ十一日
ただし、二十一日は土曜日
です ので正牛
破‘でです。
，
◇受付場所
市役所市民課住宅係。
◇住宅概要 ー

◇竣 工予定
来年 六月上旬。

◇譲渡予定価格

◇敷 地面積
二百五十七・九五平方M
ー三百二十・ 三九平方M。
二百五十三万四千円ー 一一
百八十一万七千 円位。
な お、以上 のほかの詳し
いことは、直接、市役所市
民課 住宅係に お問い合わ せ
くださ い。

国民 年金はあ なたの
だ いじ な 財産 です
古 い保険料 を納め忘れて
い止争と、受け る年金額が
少な くな るのはもちろん の
こと、全然受けら れな いこ
ともあります、
国民年金の保険料 はf 一一
年 を過ぎ ると時効のた め納

められないことになっ てい
定の受講要 件に よって、月
額 二万二千 円ー三万円位 の
手当が支給さ れます。

に一応 の技能を習得できる

農業 者 転職訓 練者に
手当 を 支 給し ます

めに転職訓練 を行なってい

県で は、農業から他 の産
業に転職 を希望する 人々に
対し、就職 を容易にす るた
ますが、 この第三回は、十
月から十二月まで の三か月
間、木造専修 職業訓練校で

なお、募集人 員は県内で
十人ですので、九 月一 日 か
ら入校願書 を受付け ますが
申込手続きなど 詳し いこと
は、市出稼対策 室に お問い
合 わせくだ さい。
また、県農業機械化セン
ターが行なっ て いる、昭和
四十六年度農業 機械技術者
養成 の第八回は、 九 月八日
から 二十一日 まで、 一般農
家 おユび農業後継者三 十人
を対象に、大型特殊免許 の
取得 を目的 としr《農業機
械
の基本操作 を修得 する運転
科 の養成を行ない ます。
詳し いことは、市農林課
へお問い合わせくださ い。

冷凍魚 のもどし 方 は
こ のよ う に
一般に、冷凍 魚 はまず い
と いう先入感がある ようで

めます。

すが、 現在で は冷凍技術 も
進 み、とりたての味 が楽し
しかし、冷凍 魚 をおいし
く食べ るに は、もどし 方が
最も大 切で す。 シンまで柔
くし てはもどし過ぎ です の
で、表面 を押す と弾力 があ
り、中身が 未だ固い感じ で
切っ てみて切り ロに氷 の結
晶のある 程度が 理 想的で
す。冷 蔵庫 を利用してもど
す とき は、調理す る数時 間
前に製氷 室から 下に移し、
自然に もどし ます。冷 蔵庫
がなければ包装 のまま冷暗
所に置い てもどし てくだ さ
い。
な お、急ぐ ときに は包装
のままビ ニール袋に 入れ直
接、水に ふれないよう ロを
しぼり、水道など 流れ る水
に つけてくだ さい。冷凍 魚

熔 接科 の訓練 を行な います
ので、離 農者 はもち ろん の
こと休耕者 の受講 も おすす
めいたします。
受講資格 は、男 女を間わ
ず、現に農業に従 事し て い

《

に直接、水 や熱湯 をかける
のは禁物で す。それで はせ
っかくの 風味も 台なし です
，

るか、また は、過去一 年 以
内に農業に従 事し て いたこ
とがあ る人です。
この訓練 は、修了 のとき

電気熔接・ガ ス熔接・ガ ス
切断など実技を中心 とした

ように行なわ れ ますが、 一

ましたが、このたび の法律
の改正により、時効に なっ
た保険料も納められるよう
になりました。
ただし、納付でき る期間
は、来年の 六月三十日 まで
ですので、未納に なっ てい
る期間のある人は早めに納
めてください。
特に、昭和五年四月一日
以前に生 まれた人、すなわ
ち四十一才以上 の人は、未
納期 間が四年以上ある と年
金が受けられないことにも
なりますので、ぜ ひこ の機
会に納めて年金を受け る権
利 を確保してくだ さい。
また、保険料の免 除を受
けたこと のある人は、免 除
を受けた分 について、十年
前 までさかのぼって納める
ことができ ます。免 除を受
けたままにしておきますと
もらう年金額が三分 のーに
なりますので、できるだけ

木造亜鉛 メッキ鋼板ぶき
平家一戸建、床面積五 十三．
十六坪）。
平方M （約

納めてくださ い。

心 を合 わせ 明 る い社会を
第21
回社会を明 る くす る

ボ ーイスカウト ・ガール ス
カウト、市役所 などから六
百 六十人がパレ ード に参加
し 「みんなの力で犯罪 や非
行 のない明る い町を つくり
まし よう」 とアッピ ールし
ました。

撃

国民年金 は皆さんのだい
じ な財産で す。自分の財産
を減らさな いよう、日頃の
管 理に 気をつけ てくださ
い。

運動がお わり まし た

居ユ

社会 を明るくす る運動 は
す べて の国民が、 犯罪 の防
止 と罪を犯し た人 たち の更
生に ついて理解 を深め、 そ
れぞれ の立場に おいて力 を
合 わせ、犯罪 のない明 るい
社会を築こう とす る全国的
な運動ですが、 ことし で第
二十回を数え
ました。

」麟

舞

ことは 「青
少年の非行防
止 と住民の参
加」 を重点目
標に、 七月十
七日 の土曜日
十四時 から、
市 内の、保護
司 会・更 生保
護婦 人会・人
権擁護委員協
議会・社会福
祉 協議会・町
内会連合会 ・
防犯協会 ・青
少年 問題協議
会 ・各学校・

麟 鷺議鷲~IIIIIIII

議麟ン三

,

（子どもには、常に暖かい目をかけましよう）

②

③

、
昨年、市教
育委員会で は
弘前大学、県
教育委員会と
共催で、弘前
大学の開放講
座 を開いたと
ころ、多くの
受講者から 好
評を得、ぜひ
ことしもまた開いてほしい
◇講義題と講師

社会と文化

J
千円。申し込 みのとき予
託し てくださ い。講義 テキ
ストは受付けで お渡し しま
す。
◇募集人員
約百人。総講義時間数の
三分 の二以上出席の人に は
修了証書 を授与します

経 済成長と中小企業・吉
永芳史、財政の話・ 地主豊
地方金融 の諸問題 ・拝司静
夫、社 会保障の話・関谷耕
一、地域社会と文化・山田
敬道、 東北の古代 ・虎尾俊
◇申込受付期 限
八月十七日 （火）正午。
ただし、募集人員に達し次

人の教職員の
もとで西北 五

◇二十一日 （土）
13時
開会式 11時） 北 斗
（
一中グ ランド
排 球＠
卓 球＠
五農高体育館
龍 球⑨ 一 中体育館

市で行なわれ ていますが、
県大会で の優勝者また は最
優秀者 は、十一月に東京で
行なわれ る全国大会に出場
します。

千八百人の登録青年団員が
体育、文化、芸能 の各ジ ヤ
ンルに美 と力と技を競 いま
す。県大会 は、過去二回当

この大会に は、県内の 五
十一市町村青年団 の、約 一一

大会は、八月二十一 日 （土
） の十一時から、 二十一日
（土） 十の
五時 まで、市内
の十三の会場で次のように
行なわれ ます。

県連合青年団 と県教育委
員会主催の第二十回県青年

行なわ れ ます

県 青年 大会 が市内で

わせも、市内岩木 町十二、
電話五局二 三五二番 の市中
央公民館 へどうぞ。

第期限前で も締切り ます。
市中央公民館 に備付け の申
込用紙があります。講座 の
中 込みも詳し いこと の問合

哉、 文化 と教育 ・花田 隆、
氷河時代の津軽 ・宮城一男
経済発展 と農村社会の変化
今河英男、雪害を 考え る・
権平長 四郎、風土と言語 ・
此島 正年。
◇ 開催期間 と時間
八月十七日 （火）ー九月
二か 一ロ （火） の
毎、
週火
金曜日 の、十七時半ー二十
一時半。
◇開催 会場
五所川原市中央公民館。
◇受講料

市内長橋 地 な校舎が 建ち、教室・展示
室・ 資料室・校長室・指 導
員室・ 事務室・会議室・警

爪 栽 略浩赫

細 原業 雇用促進 事業 備員室 医務室・ポ イラー
設 川職 団 が、総予算 室など の本館管理棟 のほか
挑 所等
四億八
千
万
円
械
科 ・電子機器科 ・仕上
機
前 五高 で、昭和四
十
科
・配管科・板 金科など の
1習場、変電室倉 庫・危険
四年八月に着工し、昨年 11実
月に開校し たものです。
物倉 庫、 それに 六十人収容
三万四千百二十四 ・五平方 の誠心寮もあり ます。
り
Mの敷地に、三階建総床面
また、来年度内に は熔接
積千百五十二平方材の立派 科も設け て六科 になる予定
ですが、現在

「」
「瞬
」綴
の議

の知識を習得する必要が・あ
ると思 います。
◇講座内容

最近の多す面に わたる社
会の急速 な進展に即応する
ためには、社会人が学校教
育終了後 において召、多種

◇目的

多数 受講されるようお待ち
し ています。

との要望があり ましたので
次のように開き ますから、

講座を開きます

'

郷土 芸能 （
10時半） 同
市 中央公民館
⑨印 は両日開催で す。

意見発表

右

夏休 み 街頭 バト ロー
ル が 行な われて い ま
す

パチン コ店・ 喫茶店・釣り
堀・ 岩木川原・ 待合室 ・キ

百人 が、朝昼夜 の三班に分
かれて、デ パート ・映画館

ましたが、 ことし の夏休 み
も、七月二十 七日 から八月
二十三 日まで の日程で約 一一

て、青少年 を交通事故・ 水
難事故・非行 から守 るため
特別街頭補導 を行なっ てき

年健 全育成運動 のー つとし

夏・冬休 みに、市内の青少

年 会議所 （新町岩谷暗 理事
長）で は、毎 年合 同で、 春

協議会（交通指 導隊長小 山
内有義会長）、 五所川原青

市青少年育成 県民運動推進

少年 補導協 力員連絡会（保
護司 会長鶴谷 正夫会長）、

市青少年 問題協議会 （市
長佐々木栄 造 会長）、市学
校警察連絡 協議会 （第一
巾
学校長 土岐清美会長）、 市

環境浄化はみんなのカぐ

水稲の病害虫が出やす
い時期になりました。水
稲の栽培暦の防除基準を
よく守り、防除に万全を
期して良質米の生産に努
めてください。

ヤン。フ地などをまわり、交
通・ 水難 ・花火など の事故
防止 と、夜遊び ・喫煙・飲
酒 ・万引き・シンナー遊び
不良交遊など の非行防止に
がんばっ て います。

水稲の病害虫に
ご注意を

はもちろ んの
こと、浪 岡町
弘前 市 ・八戸

五

市 ・遠く は石
川県からも、
中高校 を卒業

三 箔会館
小 講 堂

五農高相撲場
南小学校 講 堂
家政高体育館

演
劇
市
民
文
化
会
館
美 術＠
同
右
生活展＠
同 右
◇二十二日 （日）
飯詰グ ランド
五工高体育館
唱道球道撲道上

長以下二 十八

麟験
した約二百 人
が 二年間 の職
業訓練に励 ん
でいます。

合弓羽剣相柔陸

弘前大学の開放

④

人 々が社会
生活を営んで
いくうえで起
こる紛争や家
庭内のもめご
とを解決する
制度 とし て裁
判所の調停が
あります。
調停 は裁判
官と民間の徳
望良識ある人
々から選ば れ

迎えます

藤一郎 （大町）、
岩館忠雄
松本政五郎（中平井町）、

なりません。

しかし、交通費や宿 泊費
など物価がど んど んあがる
昨今で は旅行経 費もば かに

では年一回の一泊旅行は 生
活 のー つになりまし た。

いで す

日本 の電話機 の数は、千

世界 第 ニ位 です

日 本の電話 機の 数は

指定旅館 も、 全国に三百五
十館設け ています。

利 用され ますと月七％ の割
引 きがあ りますから、 それ
を積立てて旅行資 金にあ て
る方法もあ ります。な お簡
易 保険で はこ のほか、 一般
より一割程度安 い費用で安
心し て利用で き る簡易保険

団体で旅行さ れる とき は
簡易 保険の団体払込 制度 を

す。

とれ は、簡易 保険 の加入
者が、 心身の保養 と健全な
娯楽のひ とときを、家 族づ
れあ る いは団体で利用で き
るように 設け ているもので

関を はじめ盛岡、 一の関、
横手、 米沢、郡山の 六か所
にあ り、近く宮城県内に も
設けら れ ます。

円 と いうとても安 い料金で
豪華な ホテルを利用でき る
よう 全国各 地の温泉 地や景
勝 地に簡易 保険 保養セン タ
ーを設け ています。全国で
四十三か所、東北で は碇 ケ

保険加 入者への 特別サ ービ
スとして、 一泊干四百五 十

そこで郵便局で は、簡易

高満タカ ・三国谷勝蔵・嵯
峨幸三郎（川端町）、渋谷
志郎 （柏原町）、
永井か つ

ニール袋に入 れておくと い

期限後申告をすることがで
きますが、 これも早くし た
ほうが有利です。

き ます。
また、申告 を忘れて いた
り、申告 をしなかった人は

正の請求」 をすることがで

早 いほうが有利です。
逆に税金を納め過ぎ てい
たときは、申告期限 の三月
十五日から 一年以内に 「更

た税金が少なかっ たときは
修 正申告 をし て正し い額に
は
訂正できます。修正由止ロ

確定申告をしたあとで申
告 をしたあとで申告し た所
得や税額 の計算に間違いが
あったことに気づき、 納め

が有 利てす

修正申 告は早 い ほう

す。

や スパゲテイの青味に重 宝
で、 一週間くら いはもちま

す。
また、パセ リが余っ たと
きこ れをみじん切りし て小
ビ ンに入れて冷蔵庫に入 れ
ておくと、 スープやサ ラダ

つまでもパリッとし て いま

（寺
町）、平川甚四郎 ・鈴
樹忠直 （柳町）、
広 田きぬ
（新町）、平山 スェ ・鶴谷
ヤナ （布屋町）、 浜田ち か
井町）、鶴谷 正夫（
（上平
本 町）、成田弘三 ・佐藤ヒ
サ （元町）、 田辺シゲ （末
広町）、 原一郎 （新宮町）
江渡せ つ （旭町）、対馬喜
美代・ 三上みき （松島
町）
三上儀見（さ つき町）、小
栗山作太 郎 ・三浦金五郎 （
小曲）、小笠原柾一 （高
野
）、阿部 ハッョ （羽野木沢
）、柳 原賢太郎 （原
子）、
成 田永雄（野里）、秋田修
次・松沢松治 郎 ・館山きぬ
川山）。
（

冷蔵庫 に入れ る 野菜
は この よう にし て く
ださい
冷蔵庫に入 れた野菜は、
な るべくなら すぐ食べら れ

ホウレ ン草 など は、ゆで

など 一枚づ つはがして洗っ
てからポリ袋に入れて冷や
してください。

るようにし て入れ ておいて
くだ さ い。例えば、 レタ ス

な社会問題になっ ていまし
て小 ロに切っ てフイル ム包
みで入れてお いてくださ い
せっかく冷やし たもの をま
た水洗いし て生ぬるくする

とても安

簡 保セン ター は
七百三十 万個で、 アメリカ
の一億三百七十五万二千個

のはもったいな いことです
なお、 レタ スなど玉が大き

五十一・八一％で す。

％で、 世界第十五位で す四
普及率 の最高はアメリカの

すが、普及率は、 県内で 七
九％、 日本で 十四 ・九四

約一億人の 国民の数に 対
照し てみると、ずいぶん普
及し ているように思わ れま

二位です。また、青 森県で
は十万九 千個で す。

には及び ませんが、 世界第

,

雄

旅行ブ ームも私達 の生活

多糾讐

にすっ かり根をおろし、今

魂雛

いものを保存する とき は湿

I

めらせたタオルで包んでビ

琴う

菊池清助・小関照代 ・斎

やめさせましよう

なお、市内の 調停委員は
次の三十四人です。

借地借家の争 いを平和的に
解決する制度とし て スター
トしたものです。

た。借 地借家調停はこのよ
うな社会情勢に対応し て、

日本の調停制度 は、大正
十 一年 十月一日、借地借家
調停法が施行されたこ とに
始 まります。
そ の頃の日本は、今のよ
うに人ロ の都市集中 の結果
深刻 な住宅難が起こ り重大

が日本にでき てから五十年
の記念 すべき年に あたりま
す。

今日では、紛争 を解決する
制度 として訴訟 と並び立つ
地位を占めています。
ことしは、この調停制度

費用が安 いこともあっ て、

え、迅速な解決が はかられ

に利用するこ とができるう

なく、 一般の 人 々》
十も簡単

解決をする ことができる よ
う に導く制度ですが、訴訟
と異なりむずかし い規則は

た調停委員とが、当事者の
間 を仲介し、当事者 が互 い
ロった
に譲り合って実情にA

調停制度が 50 周年を
・
ー人きりの泳ぎは

