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備えあれば憂いなし、 の
例えど おり、市民ひ とりひ
とりが日頃から地震に対す
る心構えを持ち、万 一に備

めた昨年十一月初旬 から弘
前 大学に依頼し て岳地区 な
石油 ストーブ類の火を消し

▼すばやく火の始末

地震 に対する 心得

え るのが被害を最少限に く
いとめる唯一 の対策かと思
います。

ど四カ所に地震計 を設置し
て観測を続ける一方、弘前
倒れないようにし ておく。
ガ スの元せんを締 め、電気

学校では先生の指示のもとに避難を

前後で す。あ

は、大体一分

激し い振動

を寄せ次の行
動を考える
▼ 一分過ぎ
たら安 、ザ

定し た机やベ
ツトなど に身

落ちて 危険で
す。丈夫で 安

ら看板などが

▼丈夫な家具 に身 を寄せ
る
急 に外にとびだす と上 か

クグラツ 4ときたらまず

市など地元関係市町村が一
体となっ て地震対策 に乗り
の スイッチを切る

で発生するのか地質学的に
も予測できない現状です。

出し ていますが、地震はい
つ、ど こで、ど の位の規模

県で は、異常を記録し始

す るのではないか」とい っ
た不安の声がでています。

ともなった地震がひ ん発し
市 民の間で 「岩木山が噴火

最近、岩木山付近が震源
地と みられる異常 な音響 を

ち
」た
』
一活
中馳震分』お
毒 ず“
消火

日頃の心構え
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原
（青森県） 五 所 川

吹雪と まで はいかなくとも
この肌を刺し てくれ た方がよ かったの に

粉雪 まじりの冷た い風が吹きさらし
せっかくの裸に第一 気合が入ら な い
それでも人 々はいい元旦だと喜び あっ た
孫爺 さまも爺さ まも父も先輩も
幾晩も幾晩 も夜なべで 上げ物を つくり
いった い何を祈願し たのだろうか ・・・

それを担 いでお宮参りをし たが

まあそれはあとの ことで いいさ

さて僕ら は何を祈る ことにしようか

ド ツコイサイギ

ともかく男らし く水 をかぶ ろうぜ
.

さあいこ うサ イギ サイギ

行動す る
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わてず、落ち着 いて次の行

▼われがちの 行動 は混乱
をおこす

▼応急 薬品

▼炊事 用具

マ ーキュロ

コン ロ、木

パン 類、缶詰

▼大工道具 金ヅ チ、鋸
ペン チ、釘、 ロープ、針金
▼飲料 飲 み水、水 筒、

けは準備し ておきまし よう
▼照明 用具 壊 中電灯、
ロー ソク、 マ ッチ、ライタ

各人 が秩序を守り、 力 を
あわ せて被害を 最少 限に と
ど めるよう努 めることが大
切です
非常の時に備え てこれだ

動をとること
▼避難 は徒歩で
避難は、座ぶとんなどを
頭 にのせ丈夫なはきものを
はき徒歩で行なう。持物は
飲 料水、食糧、 貴 重 品など
当座 の生活と応急処置に必
▼狭い路 地など に近寄る

要 なものに限る
な
建物 やへ いが倒れ て危険
なので、狭い路地やへ いの
そば に近寄ら ないこと。が
けや川べりに は、が け崩れ
地割れなどがおこ る危険が
ある

炭

ウコウ

リバ ノール、メンソレ タム
脱脂 綿、 ホータイ、バン ソ

トランジ スタラジオ
▼その他 ヘル メ

▼山津波、がけ崩 れなど
に注意を
人 工的に傾斜地をきりく
ずし て造成された土地は、

座布団、貴重 品類

授 宮城一 男氏

ット、

鍋谷祐 夫氏
「岩木山は噴火す る の
か」
弘前 大学教育学 部助 教

弘前 大学理学 部教 授

▼容器類 フロ 敷、 リュ
ックサ ック、ビ ニール袋
▼情 報手段 地図、 鉛筆

地す べり のおそれがあるの
で注意す る
▼デ マに迷うな
余震は、 本震ょ り小さ い
のが普通である。デ マに惑
わされることなく、携帯ラ

地震につい て の

ジ オや市町村の情報により
一

講 演会

市民文化会館
「岩木 山周辺

▽日時 一月二十 六日
（金）午後一時から
▽場所
▽演題

の最近の地震につ いて」

、

②

あな たの 意 見を 聞 く集 い

市 政に あ なた の声を
市民参 加 による行 政 を
すす めて いる市で は、 こと

▽松島 一 月二十二 日 （
月）松 島支所会議 室
▽栄 一月二 十三日 （火

▽毘沙門 一 月十八 日 （
木）い くじ児童館

16日 から 地区ご と に

しも公聴活動の 一端とし て
「
あ なたの意見 を聞く集い
」 を次の 日程で開 きます の
で、隣り 近所お誘 いあわせ
のうえどな たもお気軽 にご
）栄支 所会議 室

一 月二十 五日 （

▽五所川原一 月二十七 日
（土）産 経会 館 五階会議 室

木）中央 公民館梅田 分館
▽ 三好 一 月二十 六（金
）農協支 所会議室

▽梅沢

▽長橋 一 月二十四日 （
水） つ
つじが 丘児童館

▽飯詰 一月十九日（金
）飯詰集会所

出席 くださ い。
「
あな たの意見を聞 く集
い」は、四十一年から 毎年
開い ているもので皆さ んが
日頃市政 に ついて考え てい
ることや苦情、ご意 見など
これを市政 に反映させ ます

生の声を発 言し ていただき
ことし は、 一月十六日か
ら 二十七日 まで の間に 十日
間、支 所（ 地区）単位 に開
きますが、市側から は佐 々
木市 長をはじ め全課長 が出
席し て皆さんから の要望、
さご 音覚にお 答えし ます。
豊かな住 みよ いまちづく
りのため、建設的 なご意 見
など遠慮 なくお 申し 述 べく
ださい。 なお開会時間 はい
ず れも午後一時 からです。
但し、 三好地 区は午前 九
一 月十 六日 （火

時からで す。
▽七和
）杉の子児 童館
一 月十七日 （水
▽中川

）中川支所 会議 室
一

お

い生産を あげ ることです。
しかし、そ のままにし て
おき ます と、若 い人たち は

△おこたえ▽
農 業の 近代化 をー ロに言
います と、少 な い人手で高

市の 経済は

いままで のようにど んどん

市社会福
祉協議会は
昭和四十八
年 四月一 日

から児童館
に入所を希
望す る児童

を次の要領
で募集し ま
す。
▽受付期

間

一月二十
日ー二月十

日まで
▽対象児童
おおむね三歳児から就 学
前の児童
▽受付 場所
各児童館と市社会福祉協
議会事務局（ 入所申請書 用
紙は受付場所
に備えてあり
ます）
▽利用料、
募集人 員
月額千五 百
円、各児童館
とも募集人 員
は六十人です
▽児童館
ひまわり児
童館 （下平井
町） つつじが

）杉 の子児童

丘児童館（ 野
里） かいどう
児童館（ 金山

たのを機会に、内陸工業拠
点団地を造 り、工業を導入
す ることに努力しており、
専門的 な立場から みた場合
どう いうように造っ たら よ
いのか、日本工業立地 セン
ターに調査し てもらっ てい
るところです。
ともかく、市の重点施策
とし て取り組んでおります
のでご承知ください。 五所

館（羽 野木沢）梅泉 児童館
梅田） いくじ児童館（毘
（
沙門 ）あじさい児童館（七
ッ館 ）松が丘児童館（松野
木）

．
、、、、、、、、、、、、、、、
、、
、
、・

なお詳しくは、 お近くの
児童館 または市社協へお間
いあ わせくださ い。

告会

市広 域商 業診
断 報
県中小 企業総 合指導所主
催 の市広域商 業診断報告会
（事
後指 導） は、 一月十八
日午後一時から産経会館四
階で開 かれます。
講師 は弘大人文学部助教
授吉永芳夫 氏とトータルプ
ラン ニング センター代表取
締 役深 川晃一氏です。

魯 鍵浸）一露 鷺

注

意

にせ 税理 士に
ご

マ税 理士は、納税者 の依頼
に応じ て所得税、法人税、
相続税 など の国税や事業税
市町村民税など の地方税に
ついて税務代理 や税務書類
の作成、税務相談 を行ない
ます。
この税理士の業務を行な
うこ とのできる 人は、税理
士試験に合格し て税理士の
登録を受け、‘税 理士会に入
会し ている税理士と一定の
手続きをし た弁護士、．公認
会計 士となっています。
確 定申告期など には、鳳
せ税理士が横行す るので、
税理 士を依頼す るとき は十
分ご注意くださ い。
（五所川原税務署）

」部
本

でんわ⑤1414

ハ おたずね▽
米 とり んご の

出 稼ぎ はふえ る一方です。
そこで農 業から 余っ た人手
を吸収す る産業が必 要に な

環境づくりに

申込みは 2 月 10 日まで

川原に居ても職業の選択 が
自由にできる農工同化地域
を築きあげ ることが目的で
す。

住みよい

入所児童を募集
46年度、七和地区での「あなたの意見を聞く集い」

ってき ます。
、
五所川原市 とし ても、農
村地域工 業導入促 進法や工
場再配置促 進法が施行され

大都会へ出てゆ きますし、

農 業と出かせ
ぎ にたよっ て
いる。 このよ
うな産業だけで は市の発展
はあ りえません。政 府が推
進す る日本列島改造 と歩調
をあわせ内陸 型工場を誘致
す べきである。

く

生活環境バト口

市立児童舘の

ノ
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について、市
民の 皆さんに
ご協力 をお願

市から冬の
間の道路確保
材 を渡し たまま放置し てい
るのが見受けら れます、
これによって除雪の妨げ

車庫 に乗り 入れる車のため
車道 と歩道 の間に鉄板 や角

になっ ているばかりか、除

します。また車が歩道 に乗

】
』」七」一・いします。
》」
遣 一日 一 本格的な冬
一に入り、市で
ーる ョ D 一 は道路確保の
一潅
E 有r ため万全 の除
り上げ ているため、歩行者
に支障を与え ております の

雪車の ツメを痛め故障 の原
因に なっ ております ので、
すぐ 取りはずす ようお願い

｝紀欄 一に 雪態勢をしい
「 ・一
一 一一（ておりますが

昭和四十七年第 八回定例
会は十二 月十二 日から開か
れ十四議 案を審議し、 そ
れぞれ認定、 可決され二十
二日に閉会し ました。
◇昭 和四十 六年度 五所川原
市一般会計、 市立高等看護
学院特別会計 公共用地取得
事業特別会計
国民健康保険
定）
（事業勘
特別会計 の歳
よ

入歳出決 算認
定につ いて
◇昭和四 十七

1 簡易
保険で

L

】
ー学資づ くりをL
春の訪れとともに、かわ
いいお子さ まの入園、入学
シーズンです。将来 の進学
資金の準備 はお済みでしよ
うか。
進学す る直前に なっ て心
配す るのでは手遅れです。
早いうち から コツコツ積み
立 てるのが一番です。郵便
局で は、学資金の準備にピ
ッタリの学資保険 を発売し
ております。そのしく みは

の補正予算
◇ 五所川原市職員の給与
に関する条例の一部 を改正
す る条例
◇五所 川原市病院事業職
員の特殊勤務手当に関す る
条例の一部を改正する条例
◇ 五所川原市営住宅設置
条例の 一部を改正する条例
◇五所川原市営住宅管理条
例 の一部を改正す る条例
◇青森県自治会館管理 組
合規約の一部変更 に ついて
また、▽義務教育に就学

▽営林署及び関連機構改

す る児童、生徒 の入学準備
金の補助 に関する請願

年 度五所川原
市一般会計、

廃 をやめ林業振興決議 を速
やかにかつ具体的 に実施す

に ついての陳情を審議し、
閉会中継続審議と な りまし
た。

ることの請願▽五 所川原市
公設総合地方卸売市場設置

市立高等看護
学院特別会計

鷺 健康保険
定）
（事業勘
特別会計、 病
水道事業会計

院事業会計、

みに、 マロニ エのことを 「
セイョウトチ （西洋橡） 」
と俗称し ています。

「トチ

ん生えています。そ の名は
（橡）」です。 ちな

五所川原市 の山地に たくさ

草 木に まさり て早く、朝タ 名前は心に残っ ている植物
の冷めたき霧、街 の敷石を のひと つです。
マロニェは日本 には生え
潤すに先立ち て、 一夜にこ
とごとく揺落せ り。」と マ ていませんので、その姿を
,
正しく見ることができ ませ
んが、 これとよく似 た樹が

ローーエ

口ニ ェについてのべていま
す。

マ

（ト チ ノキ科）
マロニェはパリ をぺ表す
る樹であ るようで、パリ を
語っ ている文章に度 々あら
われ てきます。そのため、

格認定試 験 は、ニ月下旬 青
森 市で実 施す る予定で すが
講習会、 受講料、 受験 資格
など詳し くは市水道課に お
たず ねくださ い。

昭和四 十七年度の第一 回
責任 技術者と配 管技工 の資

者
責 任技術
など の 試 験

ださ い。申告 を怠り ます と
必要な控除など が受けら れ
ず、 納税者が不利な取 り扱
いをうけることに なります
ので、必ず期日 まで に申告
しまし よう。

月三 十一日 まで申告し てく

市税務課で は償却資産（
事業 用の機械など ） の申告
を受け付 けて おります。
償却資産 の所有者は、 一

日まで
告は 31

償却 資産 の申

資金 の完全保障 ）
（五所川原郵便局）

したとき は、その後の保険
料 は不要となり ます。 （学

▽特典
もしも、途中、親が死亡

の最高三倍まで保障 されま
す。

場合に は、ご契約 の保険金

死亡保険 金 を支払 います
また、事故災害で 万一の

配当金）
▽ こどもに万一 のことが
あっ た場合

ます。 （
18
歳満期 のものは
高校ど 学の とき保険金の一
割、 大学進学（満期）の と
きは、 保験 金の 九割プ ラ ス

ス配当金） をお届けいたし

進学年令に 達し たとき
フ
学資金（ 満期保 険金プ ー

10
歳、 親20
ー50
歳
も01
▽保険金 の支払 い

18
歳満期（ 大学用）こど
も0112
歳、 親20
ー50
歳
歳満期（高 校用）こど
15

▽保険 の種類 と加入年令

ー

入園、 入学の記念にあな
たの愛情 を投資し てくださ

次 のように大変有利になっ
ており、自信 をもっ ておす
す めできる保険で す。

j

第八回 定例市議 会から

で運転者 とし てのマ ナーを
守っ てください。

冬の間は、積雪で 道路巾
も せまくなり、車 を止 めて
おくと除雪車はもち ろん火
災が発生した場合 の消防車
や急病人を運ぶ救急車、 ま
たゴ ミ運搬車など の妨げに
なっております。
とくに商店街通りで は、

永井荷風が「 ふらんす物
語」の中で、 「五月に至り
て蒼白き花著く。 其の形 は
大なる総の如く、 かの国の
人 はたとう るに、宮殿 の天
非 より釣下げ たる白銀 の燭
台を以っ てし たり。 風な
き夏 の午過ぎに、紛 々とし
て雪をなす。秋来れば、物
の哀れを感ずること、他 の
・ ・

鉄板や角材は放置しなし

放置し たままで いるため除
雪作業に支障をきたし てお
ります。

夜間長時間に わたっ て路上
に駐車し たり、小路に車 を

Th一各

、

「こ

・

協力 ありが とう ー

j

」、

‘．

ー‘

町同、新町、第一 柳町、 元
町、鎌谷 町、 田町栄町、川
端町、 東雲町、本町、柏原
町、 上 平井町、 寺町岩 木

一同、 日通五所川原営業所
従業員一同、弘銀労組五所
川原分会、全仏教 互助会五
所川原支 部会員一同、 五所
川原一中 生徒会一同、市財
政課職員一同、五小五年一
組生徒一同、五高校JRC
一同、東北電力 五所川原営
業所一同、松島小「同
末広新宮町内会、中平井

五所川原ラ イオンズ クラ
ブ、 裏千家淡 交会五所 川原

・

その日の

行事や予定は

でんわ⑤ 4321

町婦人部一 同、小林金 物店
長 尾政五郎、 五所川原 工業
高校成 田昭紀

目、布 屋町、 平和町、布屋
町婦 人部、藤田 クリーニン
グ店
平山 美容院（本町 ）平和

市政ダイヤル

、日
、

なります。 これに スライド
されますともつと大きな金
額に なることでしよう。
この増額年金には、 国民
年金 に加入し ている人なら
だれでも入れ
ます。

金がお てもとに入ることに

れます。夫婦ともども加 入
しますと月二万五千円の年

たち のために、増額年金が

れて いますが、 この機会に
加入し、 これから の人生を

』

市

地で、 それ以降 は旧住所 地
で投票し てくださ い。また
昭和二十八年三 月九日まで
に生まれた人は、新しく選
挙権が生じ ます。

二月九日 まで住所が 変 わり
住民 登録をし た人は新 住所

五所川原市に住んで、住民
登録の手続 きをし た人で、

今 回投票で き るのは、四
十七年十 一月十六日まで に

一

員会を 開き、 三月二十九日 ・
で任期が切 れる、市長選挙
につい て協議し た結果、 一一
月二十六日 （
月）告示、 三
月八 日（木） 票日 と決定
しました。

市選 挙管理委員会ズ 本村
勇 造委員長 ）は 一月十日委

長 選 は
3ロ
刀8 日

これに対し、 こどもたちを代表し て五所川
原第一中学校 一年生の安 田憲司君がお礼のこ
とばを述べたあと市長を囲 んで記念撮影 や昼
食 をしました。会場 の 一角に は、お・
でんやそ
ば の立ち食いコー ナーも設けられ、 こどもた
ち の人気を集 めました。

会場の市民文化会館に は小、中 学校 のお手
伝 い少年九十 六人が 出席し、佐々木市長と小
山市教育長 から 「
踏 まれても、赤 いりんご の
ような元気な身体で暮し ましよう」 と励まさ
れ、 ひとりひとり に記念品 が 手渡 され まし
た。

市で は新聞や牛乳配達 をしたり出 か せぎる
す家庭など で父母代 りに勉強し ながら手助 け
している こどもたち を激励し ようと十二月一一
十四日、六回目 の 「お手伝い少年 を励ます会
」 を開き、市長を囲 んで楽し いひととき を過
しました。

お手伝 い少年を 励 ます

町、第一 千鳥町、 松島町 五
丁目、幾島町、 松島町 四丁

から支給（ 六〇歳で も希望

ご存じ のように、六五歳

青年部、 白生会胃腸病 院、
三八 五貨物五所 川原営業所

会、 市営住 宅選考委 員会、
松島町 四丁目役員一 同、第
三民協一同、 五所川原レ ク
リ エーショ ン協会

第二 中長橋校舎 生徒会一同
ちど り舞 踊会、 新 生互助

ご ざ い ますー
いお 正月を 4市社
会福 祉協議会 と県

ク皆ん なで明 る
し
あ
共同

募金会五 所川

け

．
一

す 原支 会の四十七 年
、」 歳末 たすけあ いは
ーー
・ 十一一月一日ー二 十
ヒ八
一 五日 まで行な われ
一ー 五十六件、 六十五
万八 千五百 四十円
の義援金と 五件、 二百十一
点 の義援品が寄せら れ た。
なお、 この 配 分に つい
ては施設 入所者と 長期 入院
療養者 および被保護者 にそ
れぞれ支給し 大変喜ば れ、
感 謝さ れて おります。

西穂（敷島町 ）中谷亨 （金

鶴谷 正夫（ 本町 ）泉谷正
志 （長富）土岐愛二 （田園
調 布）坪田悦子（柏村 ）葛

（
布屋町） 今博 （高野）

」木
町）意 西進一 （岩木町）
新谷 良一（ 尻無）鶴谷 やな
五所川原土 木事 務所、 五
所川原印刷会社、 日連宗県
社教化事業協会、松島町楽
遊 会、西北五電気業 界有志

国民年 金 だよ り
があ れば支給対象に なり ま
す）される 老令年金 の額は
で、月八 千円で す。 これで
は心もとな い、もつと多く

j 二十五年かけ金 を納 めた人

年金 をうけたい、 と いう人

ことにな ります。

年 金制度 が はじまっ女こ
とし で十二年 目をむ かえる

ためにいろい ろな意見が だ

コツ コッ貯え ょう

この間、たく さんの人 に
親し まれ、 より よく育 てる

っ
てかなり

され、 これに
よ

みなさん、 ことし の計画

あり ます。
この制度は毎月納めてい

ク上積みし

はた てまし たか、 いろいろ
な計画 をお持ちの 人もある

より豊かなものにしてほし
いと思います。加入す る方

一年の計画
ませんか 4
はその年を迎
える早い機会にあるといわ

と思 いますが、 新年 を迎え
るたびにi近づ く老後のた

る月五百五十 円のかけ金 の
ほか、月三 百五十円納 める
とうけら れるもので、 二十
五年納 めた場合で月四千五
、

め…国民年金 を大きくふ や
す、 計画も加 えてほし いも

百円が加算になって支給さ

は健康年金課 の国民年金係
にお申し出ください。

のです。

改善され まし
た。

佐々木市長から記念品をうけるお手伝い少りたり

・

『

