報
広
市
原
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衆議員総選挙

（青森県） 五 所
投票日
昭和四 十七年 十二 月十 日
（日） （投票時間午前七 時
ー午後六時 まで）
投 票 場所
市内 三十ニ カ所 （新宮団
地 は五所川原小 学校、 七 ッ
館、広 田、梅田 の一部 は

◆◆

◆◆◆◆◆

◆

◆◆

◆◆◆

●

◆◆

◆

並木は もはや枯木 立
師走の街 を急ぐ人
迷 い仔犬 が尾 を振っ て
主を探し て鼻鳴らす
小雪ちら つく街の角
落葉が風 に弧を描き
リヤカーのおばさん芋 を焼く

◆◆◆◆◆

雀はから だ を丸くし て

●◆◆◆

‘
ミ

入れするなど、活発な奉仕
活動を続けてお り、昭和四
十年の建設大臣 賞に ついで
二回目 の受賞で す。

堤防の草刈りや 防風 林 を手

時まで 岩木川原 のゴミを清
掃し たり、夏季 間は交代で

設大 臣 から表彰さ れ、十一
月二十七 日、青森市の県建
設 センターで表彰状 と記念
品が伝達され ました。
同町内会は、 十二年 前か
ら毎週 一回、朝 五時から七

道路愛 護の功 労者とし て建

寺町 岩木町 内会（福 士孝
一会長、二百八十世帯 ） は

建 設大臣賞

‘ 」言 昌「 呈「
寺町 岩木町会 に

III

選挙に ついては市選挙管理
委員会、 電話 内線三二九 番
三三〇番にお 問いあわ せく
ださ い。

べて無効にな ります。
なお、不在 者投票など、

衆 議員は記 名式で、裁判
官の 国民審査 の投票には、
やめさ せた方がよいと思う
裁判官に ついては ×を つけ
ることになっ ており、 ×の
記号以 外の事項を書く とす

紙（候 補者の 名前が印刷し
てある）との 二枚が同時に
交付 されます から間違 いな
いょう投票し てくださ い。

◆◆◆

冷 たい風 に夢 を見る

◆◆◆◆◆

衆議院議員の投票用紙 と
裁判官の 国民審査 の投票 用

投 票の 方法

十二月二日午後六時から
市民文化会館ホ ール

立会 演説会

昭和四十七年十 一月二十
日ー十二月九 日まで （時間
は午前八時半ー午後 五時）

不在 者投 票の日時

って投票できない人は市 選
挙管 理委員会で不在者投 票
をしてくださ い （印鑑持
参
のこと）

選挙 の当日、投票所へ行

不在 者投 票

昭和四十七年十 一月十 一一
日まで転居 の手続き をとっ
た人は、新住所地で投票で
き ます。それ以後 の人は、
前 の住所地で投票し てくだ
さ い。

転居 につい て

七年十二月十一 日以前に 生
れた人）

以 上居住す る人 （昭和四十
七年八月十九 日以前に五所
川原市に住み、住民登録し
た人）
八年令要件V
昭和四十 七年十 二月十 日
で満二十歳 の人 （昭和二十

△住所要件▽昭和四十 七
年十一月十九 日で満三カ 月

選挙 権につ いて

市民文化会館二階

◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆●

十二 月十日午後 七時から

開 票に ついて

発行 致し ません

入場券

第三 中 学校 （旧栄中）)
で、 ほかはこれまで と変り
あり ません。

衆議院解 散に とも なう衆議院 議員 総選
挙 と、最 高裁判所 裁判官 の国民 審査 は
十一 月二十 日公示さ れ十二 月十日投票
日と決まり まし た。国政に ついて、今
後 四年間 を任す国会議員 を選ぶ 大事な
選挙です。 棄権し ないで大切な一 票を
行使し まし よう。

響誹数
掴緯務な沈め一漂済

総鷺
難1醐
線
1料織
1
「
ブ（

の

（昭和33年9 月 10 日第3種郵便物特認可）

市教育委員会は
昭和四十八年四 月
の新入学児童 の家

住みよい

環境づくりに

d,

住んで いる都道府県共同募
金会 が該当都 道府県内の 生
活に 困っ ている人々に公 正
に配分さ れ ます。
とくに身 体障害 者（児）
には重点的に配 分さ れます

でんわ⑤141

廿皆ん なで 明 るい 正月を 廿

た義援 金は第 一回 から の
累計で 四十四億九千 二百万
円に のぼっており、 ことし
も次 の要領で義援金 を募 り
ます。
八義援金V
義援金の額 は いくら でも
結構で す。
八受付窓ロV
全国の各郵便 局、都道府
県共 同募金会、NH
K各放
送局 （弘前放送局の窓ロ は
月ー土 の午前九時半ー午後
五時まで受け付 けします）
ハ義援 金の配分V
この運動に よる義援 金 は
原則 とし て募金 され た方が

生活環境パトロール本部
▽ 一月十九 日
小学校、 中央小

南小、

五所川原

毎 月お払 い込みになっ て
おら れる保険料 を、ボ ーナ
スなど家計に 余裕 のある時
期 に三カ月分以 上前納さ れ
ます とお得で す のでお勧め
いたします。
例 えば、保険料 一万円の
場合、 三カ月分前納され ま
す と保険料三万円の三分三
厘、 千円が割引きさ れ払 い
込み金額 は二万九千 円にな
ります （五所川原郵便局 ）

保 険料の お
得なかけかた

．
、、、、、、、、、、
、、
、、、、、、、、

▽一 月二十 五 日 藻 川小
野里小、松 野木小、松島小
一野坪小
▽ 一月二十六 日 飯詰小
毘 沙門小、 羽野木沢小、東
小、 梅泉小

▽一 月二十 四 日 七ッ館
小、沖 飯詰小、 田川小、鶴
ケ岡小

▽一 月二十三 日
栄小

小学校 とも 昭和四十八年四
月七 日（土曜 日）午 前九時
からとなっ ています。
入学児童の健康 診断日程
は次 のとおりです。

新 入 学児童 の
健康診断
右，
庭に十二 月一 日付

】ひ

48
けで入学通知書（
健康診断実施通知書とも）
を発送し ました。
例年、 いろいろな事情で
通知書が届かな い例もある
ようです ので、通知書 の届
かない場合は市教育委員会
⑤二一一一番、内線
（電話
二四七番）にご連絡願い ま
す。
四十八年度の新 入学児童
は昭和四十一年四月二 日ー
昭和四十二年四月一 日まで

また入学式は、市内の各

に生まれた児童で、十一 月
四 日現在作成 の名簿では対
象 児童は七百七十余 人とな
っております。

じ主旨 の請願があ り現在継
続審査 中 となっ てお りま
す。市で は県に対し てこれ
ら の動きに歩調 をあわせ各
種団体 とも連絡をと りなが
ら教育公園 や教育施設 など

'

'

商 工会議所から市議会 に同

ハお こたえV
ご承知の とお り五農高校
は昭和四十九年四 月に飯 詰
地区 に移転す ることに決定
し ております。
跡地 は緑豊かで、その ま
ま使える苗圃 や温室、 スポ

とし て有効に転用し て いた
だくょう陳情をお こなっ て
お ります。

ら始めら れま
した。 これま
でによせられ

恵ま れないか
たがたにも ク
明る いお正月
4を迎え てい
ただ こうと昭
和二十六 年 か

まで全国いっ
せいに行なわ
れ ます。
この運動 は

は十二月一 日
から 二十五日

第 二十二回
「
NHK歳末
たす けあ い」

NHKは25
日
で受 付
ま

行な い発展 さ せよう。

り運動」など 物心両面 の援
護活動 をすす めよう。
地域社会 全体で低 所
得 者対策 の充 実強化運 動 を

用者 のために 「金品もち よ

社会福祉、 社会保障
の制度や サービ スが生活や
健康 を守 るために不備 な点
がな いかもう 一度点検し て
み よう。
生活 困窮家 庭や災 害
被災家庭、 社会福 祉施設 利

原因 や背景 をみん なで考 え
あ おう。

始 まる

②歳 末 たす けあ い
市社会福 祉協議会 と県共
同募金会五 所川原支会 は、
四十七年歳末 たすけあ い運
動 を十二月一 日ー十 二月三
十 一日まで行な います。
クみんなそろケ て明る い
お正月を4生活に 困っ てい
る家庭や恵まれな い人たち
に配分さ れるものです から
みなさん のあたたか い協力
をお願 いします。
同会で は、たすけあ いの
運動にあたっ て次 のことを
呼 び かけて います。
一、生活に困っ たり、福

八おたずねV
県立 五農高
校の移転跡 地
を公園 か憩 の
場 とし て確保
し て くだ さ

'

ーッ施設もあり移 転後の 活
用を県 と交渉をも つことに
し ていたとこ ろさる九月に

た すけ め い

祉 問題 をか かえ て苦し んで
いる人たちゃ家庭の実態 を
明ら かにし、問題 のおこる

歳ホ

●んなで明るいお正月‘

恥 際 勿澗曹 靴葦
け‘
療麟 喋播議
"
J・

I2月 I日～ 2釦

③

「

十歳に達す る月の初日 から
受給権 が発 生し ます。

以降に 生まれた方は、満 七

にひとりに つき十三万五千
円を加算し た額の以下で あ
ること
ほかに明治 三十六年 二月

最初 のひとりを除 いた数

扶養親族 など ふたり
以 上あるとき

、《」

た額 （百五十一万八 千六 百
二十五 円） 以
下で あるこ

世帯 主の前年の年間
普通 所得 が百三十二万 三千
六 百二十五円以下で、扶養
親族 などがひ とりあ るとき
百三十二万 三千六百二十五
円に十九万 五千円 を加算し

こン」
扶養親族 など ふたり
以 上あるとき
最初 のひとりを除 いた数
にひとりに つき十三万五 千
円 を加算し た額より以下の
と寿、
▽本 人が世帯主で ない場
Aロ

年間 所得 三十八万 円に十
二万五千円 を加算し た額 （
五十万五 千円）以 下であ る

前年 の年間普通所得 が」1
十八 万円以下であるこ と
扶養親族 などがひ と
りあ るとき

鼻（
、

てくださ い。
▽本 人が世帯 主 の場合
扶養親族 などな いと

給 資格 があ りませ ん。
したがっ て次 の条件に該
当す る場合 は、資格があ り
ます ので申請の 手続 き をし

止さ れて いる方は、停止が
解 除 される まで医療費の受

老令福 祉年金の受給権 を停

でんわ⑤ 4321

く
ん べ つと整理」 と題し て講
議す るほか、繊維に ついて
の用途別分類の 仕方、燃焼
染料 テ ストなど の簡単な実
習 も行な います。
満七
十歳以
上のお
とし よ

遠く から望めば、雪の よ
うに見えるところから ク雪
見草 4やク水昌花 4の別名

その日の
行事や予定は

'

とす る器具」で、 煙突の不
足な もの （七件）が一番多
く 指摘 され、次 いで煙突の
貫 通部分の危険 なもの（六

でに

所要事項 を全部記載したも
のに ついては各支所を通じ
て提出し ても結構です。
受給の対象 となる所得制
限 に ついては次のとおりで
すが、 これは国民年金 法の
所得制限 と全く同じ です か
ら、その所得制限 によっ て

つけます ので、む かし のこ
どもたち はヒョ ウタンボ ク

があ ります。

津軽で は「ウ ッギ」と い
うと、 この木で はなくクタ
」ウッギ 4 （スイカズ ラ科
で花 はピン ク）を指し てい
ることが多いので混乱す る
ことがあります ので注意が
必要で す。

の果、イボ タの果とともに

〇

市政ダイヤル

老人家 庭の 火災 予防 査 察

33
件 が要 注意
市消防本部 は十一月十 五
十六 の両日市内の 単身、寝
たきり老人家庭の 火災 予防
査察 を行な いまし たが、 そ

市が無 料で 修理

の結果ボンべを屋内に設 置
しているなど火災 予防 上危
険だ、と指摘 されたも のが
三十三件あ りまし た。
件）、 ほかに煙突が不良で
焚ロ の周囲が悪 いものの順
になっ ております。
また「プ ロパンガ スを使
用」し、 ボン べ を屋内に

寮受

受給者
証交付
申請書」の用紙を各行政連
絡員をとおし て配布してあ
ります。まだお手もとに届
いていない方は市健康年金
課、 または各支所の窓ロへ
お申し出くださ い。ただし
市内に住所を有す る方に限
ります。
申請書の受け付 けは、健
康年 金課で行な いますが、

I
ーー

はす

設置し ていたのが十四件あ
り、 ガ スコン ロの周囲が危
険 （三件）瓦ものもありま
した。
このため同本部は、市福
祉事務所 とタ イアップし 不
良熱器具の取替 や修理、ま
ためがね石や 耐火ボ ード の
取り付 けを無料で
早急に行な い単身
寝たきり老人家庭
の火災事故防止に
全力をあげ ます。

消費者の一
日講座
市商工観光課 は
県消費生活セン タ
りーと共催で 十二 月
六日 （水）午後一
時 から産経会館四
階会議室で 開 き ま
す、
東京家庭 品研究
所、 研究員鶴 岡英
樹氏 が「繊維の か
植物 学 の上で は、 ウッギ
と呼 んで いますが、 この木
の幹が中空で あ ることに よ
るも のです。樹高 一ー二M
の低木で、 花 の後に球果 を

b

竹 筒鉄砲の弾丸とし てちょ
うほうがっ たものです。

ウ ノ ハ ナ
（ウツギ 科 ）

．“
医療費は無料
・】 の
ー・証 」ト 交 年 馴帥
受給者証の交付申請を
緒になる 一 一 伸 四十八
該当者
『」「 ら無斗 日か 月 銘昨
に

予防査察 は、市福 祉事務
所のホ ーム（ルパー と合同
で単身、寝た きり 老人家 庭
三十九件 （使用火気器 具八
十三件） を対象に行 なっ た
も のです。
その結果、 マキストーブ
ポッ ト式石油 ストーブ、石
油風呂釜 など 「煙突を 必要

心の花だより
「うの花 にお う垣根に
ほととぎす 早 も来なきて
忍音もら す 夏 は来ぬ」と
小学唱歌で うたわれ ていま
すので、 誰れの心に もの
こっている花です。 六月に
入ると五所川原市 のあちこ
ちで、白雲のよ うに枝 いっ
ば い白花を盛 りあげ ている
のをみることができます。

羽 ×3 と し
- 770”九歳以上のおとしよりー
具
賢
・】
・
】」大【

ひご協力 くださ るようお願
いします。
▽日時
毎 月第一、第 三木曜 日、
午前 十時 ー正午 まで。
▽場所
五所川原保健 所前

献 血強調月間

④引 慧い
献
血
手
帳
を
一
L
市で は、十 二月一 日ー十
二月二十八 日までを「献 血
強調 月間」 に定め、 市民に
献 血を呼び かけ ています。
最近自動 車の増加に とも
な い毎日のように交通事故
が テレビや新聞など をにぎ
わし ています。
酒酔 い運転、わき見運転
居眠 り運転など、事故があ
なた をめがけ て追っ ており
ます。 い つどこで事故にあ
われる かわかりませんので
不慮 の災重『に
備え て献血し
みんなで献 血手帳を持ち ま
し よう。
献血はあなた とあ なたの
家族 の方たち をしっ かり守
ってくれる唯一 の道な ので
す。 もし万 一の場合があっ
たとき必要とす る血液量 を
血液 センターから借りるこ
とができ ますので非常に 便
利で す。
献血は、 毎 月次 のとお り
実施し ております ので、ぜ

冬期 間

'

午前 11時

△と こ ろ 市民文化会館
△会 費 300円

を訪れ、佐々木市長に 花
束 を贈りまし た。
〇…ょ い子たち は、
津軽野保育園 （渋谷守夫
園長） の三十五人で、花
東 といっし よにみんなで
つくった紙細工もプレゼ
ント。

'

や、多額の医療費 を支払っ

（申し込みと同時

報課または五所川

に納入してくださ
の五所川原 市の発
展策 を具体的に お
話しし ます。

くり」 に
ついて、
身近かな問題 をと
りあげ、 これから

放送で は「住み
よく豊 かなまちづ

す の五所川原 を語
る」 を 放送し ま
す。

佐々木市 長の「あ

レビ） で、十二 月
十四 日（木）午後
六時から 三十分間

川原 を語る
ATV （青森テ

あす の五所

い）

〇 三ー二四 ニー一一一一番

細に ついては左記にはがき
で問いあわせ てくださ い。
東京都千 代田区 大手町一
の七の一
読 売新聞社内、読 売育英
奨学会事務局 丸地係 電話

制度」 を実施し ています。
現在、 その四十八年度の奨
学 生 を募集し ていますが詳

読売新 聞社で は、働きな
がら 自分 の力で東京お ょび
その周辺の大学、 または東
京理工専門 学校に通 学す る
学生に対し て奨学資金 を貸
与し、 有為 の人材 の養成に
つとめる目的で 「育英奨 学

奨学 生を募 集

て医療控除 が受け られる人
は確定申告 をし て納め過ぎ
た税金 の還付 が受け られま
す。
（五所川原税務署）

〇…市長から 「カゼを
ひ かないよう、仲よ く遊
んでくださ い」と励 まさ
れ、お礼 にキャラメルを
もらっ て大喜びでし た。
転出、 または長期 にわた
って留守にす る場合 は、水
道課に巾止の届け 出をし て
くださ い。放っ ておくと 基
本料金が毎 月請求さ れるこ
とにたり ます。

年 末調整に 正
サラリーマンの所得税 は
給与 から税金が天引きさ れ
る源泉徴収制度になっ てお
り、十二月にこ とし 一年間
の税額を精算す るために年
末調整が行なわ れます。
そのためには、扶 養控除
除申告書を給与の支払い者
に正しく提出し ていなけれ

申告書や生命保険料など控

し い 申告を

力をお 願いし ます。
部屋貸し、 借家など 何世
帯かで 水道を使 用す る場合
は必ず水道課 に届け 出くだ
さ い。届け出が なく使用し
て いますと借家 人が市営住
宅 に入居す るとか、公 のこ
とで水道料 納入済証明 書が
必要に なっ ても、未 届なた

。

ば なりません。
また、災害や盗難にあっ
て雑損控 除を受けられる人
、

し

'

原商工会議所へ

会

、《」

△

△と き 昭和48年1 月 1 日

〇i 「まいにち のおし
ご とごくろ うさ まです」
十一月二十 三日の 「勤労
感謝 の日」 の前日、保育
園 のょい子たち が市役所

‘

ー

名 刺 交 換

め証明書が交付 されないこ
とになり ます。
大家さ んが水道料 を受領
し、未届 なためト ラブ ルが
おきている 例が見受け られ
ます ので必ず届け出くだ さ

認定 告 知

水道の使 用 料は
寒さ もだ んだん厳しくな
りました。市水 道課で は、
毎 月水道の検針 をし ており
ますが、 これから降 雪や積
雪の ため検針が困難に なり
ます。
できるだけ検針をいたし
ますが、検針ので きない町
内に ついては十二月から 水
道使用量は 認定で告知し ま
す。
これは、あく まで認定で
あり 春に メーターを確認し
た際は精算されます。認定
する使用量は、 前三カ 月の
平均で 告知し ます のでご協

r

12 月 22日まで市情
△申し込み

年
新

