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、まちに緑を・の合い言葉でたちあがった「市民連合」の発会式

女 の子だものうれし いわ
三月三日はもう真近
粉雪ちら ちら降っ て いて
花 の咲くのはまだだけど
津軽も やっぱ りひな祭り
あ の子もこ の子も楽し そう
女 のお節句おめで とう
ねえち やんおし やまな口をきき
かあさ ん白 酒おいしそう

失っ たまち の
緑をとりもど

この運動 は
過去の大火で

TA、青年団、婦人 会、町内

館に市 内の官公庁や 経済団
体をはじ め小、中学校、 P

「市民連合 」の発 会式は
当日午後一時から 産 経会

みんなで歌おうひ な奴がり

そう、 と昨年

の関係者 六十人ほど が出席
し ておこなわれ、 「市民連
合」発 足 まで の経過が報 告

会、 子供会育 成会、 植物愛
好団 体など、あら ゆる 階層

青年会議所 が
主体になっ て緑化キ ャンペ
ーンを おこなった のがきっ
かけです。

発足し た「市 民連合 」は
初年度は四十五万 円 の予算
を見込んで おり、会員の 拡

五月五所 川原

同じ ころ、市で は小鳥を
愛し 自然に親し もうと 「小
鳥の森」づ くりを始め、緑
の森づくりに必要な 苗木 を
無料で配布す るなど の運動

大 と組織の 強化 を重点 に五
月に は発足記念 の 「植樹 デ
ー」を おこな います。

「市民連合」の運営 組織
とし て、役員（一 七人） の
ほかに総務、財務、 企画、
事業の 四つの委 員会を設け

また 「緑のバ ッチ」 を
つ
くっ て緑化思想 の普及 をは
かるほか 「
緑化賞 （
九月審
査、 一〇月表彰）」を制 定
「
花と緑と小鳥の市 民会議
」 の開催、 など新し い事業
を決めました。

とにしております。

三月中に 「市の 花」 「市
の木」 「市の鳥」を一 般市
民 から公募し て制定す る こ

石井 柾次郎、竹
内英 昭 （事務局、産 経会館
内 五所川原青年 会議所 ）
（敬称 略）

▽監事

博、 木村 啓、 丹藤 昭二、寺
田清、 尾野 正、新 谷伊太 郎

▽理事 野 呂甚助、 竹 浪
正静、 佐藤孝、 佐藤貞、 今

▽会 計

▽会長 森富 夫▽ 副会長
嵯峨幸 三郎、・鶴谷
禄郎
▽事務局長 大邑義 雄
秋元健 一

新役 員を次のと おり決 めま
した。

「
市 の 花 」も 制定

り決め 正式に発足し まし た

されたあと会 則を原 案ど お

をお こなっており、双方が
意見 を交換して市民ぐ るみ
の運動 となったものです。

市 民連合が 発足

懸

昭和 48 年 3 月 1 日

灘緑！メ
欝と中‘ミ
費鷺蕪
費編

クまちに緑を 4、明るく住み よいまち づくり を めざ す五
所川原市の 「花と緑と小鳥の市民連合」 が二
月一一
十一一日発
足し、緑の豊 かなまちづく りへ市民ぐ るみでたち あがりま
した。
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統監・佐 々木 市長

炊出し 説明を 聞く

エアホ ームに よ る油火 災の 消火 訓

日赤 奉仕団による炊出し 訓練

五所川原アマチユ 7 無線クラブによる通信伝達訓練
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成果を生かそう
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自衛隊しンジ ヤー部隊による救出訓練

襲難「警
ザ篇

舞鷲舞議風
議 静 ・驚

難鷲葉薫鷲一、

東北電力による電力復旧訓練
i
し
，
,J舞

「難蕪蕪簿麟「
．

市庁舎前に災 害 対策本部設置

Lソ叫I響妙
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岩木山地震 の震災 を
想定し ての防災訓 練 は
さる二十四日、関係各
二十二団体 の協力を得一
て、吹雪の なか 一万人一
が参加し て本番さながー
ら の訓練が おこなわ れ 一
まし た。 一
佐々木市長 は、 「い
かなる場合で も人命 の
救助、 救護 が第一」と
あいさつ、 所期 の目的一
を 達成し て終 りまし
たo

日赤救 護班によ る負傷 者の救 護救出 訓練

肩

鮒’
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市では、中山山 脈一帯に

ーハンターは流
れ弾 に注意を
環境づくり1こ

生息し ている特 別天然記念

は、

特別天然記念物に対サる
理解 をさらに深め、そめ保
護に ついて市民の積極 的な
協 力を お願いします。
とくにハン ターの撃っ流
れ弾で傷 ついた例も聞かれ
自しゆ くを願い ます。
ニホン カ モシ力 とは
住みよ、、

体長 一り
Mー一 ・ニOM、 体
高 七十乃、体重二十八キg
ロ
前後。雌雄 とも八考ー十五
考の 円すい形の角をもち、
月頃 子を産む。毛皮は 防寒
防水にすぐれ ているが、捕

簡単なル ール
をしっ かり守
れば、 こども
の事故はガ タ

その原因をみますと「とび
だし （三六件）」と 「駐車
の直後の横断（二件）」が

止まっ て車をたし かめ る」
ことを習慣にな るまで教え
るのが一番です。

の家庭の みなさん、 いまか
ら実 際道路にで て 「渡ると
きはかならず いったん立ち

「
県民交通安全

，、、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、・

もう一度右をみて車 のきれ

る

の 日」

のです。

発 生しな いようにしたいも

園、保育所 など では車 の安
全点検をおこなって事故が

用する事業所、学校、幼稚

者 も交通ル ールをしっ かり
守り 「事
故を起さな い、事
故にあ わない」 こ
とを市民
みんなで誓い ▽自動車を使

め▽車を運転する人 も歩行

ました。この日は、交通事
故ゼロ の目標を達成す るた

四月から毎月十 日、 二十日
三十日のゼロ の つく日を 「
県民交通安全 の日」と 定め

二月十九日、県知事と 八
市の市長、県警察本部長の
合同「交通問題懇談会」で

設け

めを待って、さっさと渡る
ている車のかげか
」 「停っ

とき「右をみて、左 をみて

なん と全体の半分以上にな
ります。
このことは、道路を渡る

件、中学 生三件）

落ち になることを教え てい
昨年、市内で発生し たこ
ます。
どもの交 通事故は五十五件
新 入学児、幼稚園、保育
一1
九件、小学生二1
（幼児二
所に入 るお子さんを おもち
ですが、

新入学のお子さんに

左右確認の習慣を

獲は禁止されて いる。台湾
に亜種を産する。

のは黒灰色、淡白色のもの
が多い。毛はわりに太く長
い。普 通単独で生活し、草
や木の葉を食べる。五ー 六

生活環境パトロール本部

体色は地方に よって異な る
が、当 地域に 生息 す るも

日本特 産で山岳に住 み、ャ
ギ に近縁をもつ反すう獣。

14
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物の 「ニホン カモシ カ」を
二月十 五日市の 「特別保護
獣」に 指定し まし た。

絶 滅から 救
うため に
「ニホンカモシカ」
日本固有の 獣であり、 全 国
的に指定さ れてい る特別天
然記念物（ 昭和 」
6 年二 月
一五日指定） で当市域で は
中山 山脈一帯に 生息し てい
ます。方言 では「 アォ」と
か 「アオシシ」と 呼ばれ、
現在 十五 頭位が 生息し てい
るもの と みられて います。
性質は おとなしく、原始 的

性 が弱い た

で 「生け る化石」 の異 名す
らも つ貴重な 動物です。
環境の 変化 に対す る適応
め、十 分保護
を加え絶滅を

に耐 えながら

防ぐ 必要があ
ります。厳寒
種族保存 がな
され、その忍
耐とたく まし
さを市民 の象
徴とし たい、
と の意見があ
り指定す るこ
とにし まし
た。

らとびださない」
幼稚園児でもわか るこの
て枝につ いています。
銀葉ァカシ ヤや、う ろこ
アカ シヤ、があ ります。
ハリ エンジュすなわち俗

（

針桃）」、 別名を 「ニセア
カシヤ」と呼ん でいる樹で

科）

ヤ
シ

丹羽文雄 の 「顔」の一節

カ

名の アカシヤは、明治十年

ア

（マ メ

俗名がいまでも生き ている
のです。
五所川 原で アカシヤと呼
です。

で、本物の アカシヤはほか
にある わけです。
本物の アカシヤは、小さ

「ニセアカシヤ」

んでいる樹はすべて、本名
花は黄色で細かく 集まっ

'

、

い木で 花屋さんで切 花用と
して売っ ています。

頃に 北米から入ってきたも
ので、この時、単に アカ シ
ヤと呼んでいた名残りから

す。 にせの アカシヤですの

‘
〕

人 通り は少なく て、青い 燈
のともっ た深 い森の 中へ 入
って行く様な気 持ょ」と説
明し ています。

んな木 が大きいの。
夜晩く車で 旅館に帰 る時

アカシ ヤの並木それも み

「札幌は並木 の多 い美し い
街 よ。

に、世津子は 衿子に対し て

ここにでてくる アカシヤ

県農林部林務課発行「青森県の鳥獣」から

心の羅露競難」は本名を 「ハリエンジ ユ

市の特別保護獣に指定
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で
、又

わら焼
きに よる
スモ ッグ
公害 の追
放と、良
質米づ く
りのため

夢
難励」
鷺剖
度堆肥
生
綴け レ産洪濃
「
三 生を実 施し

主話勲
れた結

叩しがおこな

月わ

堆 騒難
彰されま

し れ励会

姦 「？

舞 瀬糾

には 一干一人が参加、それ
ぞれ堆肥の積込量、わら の
十ァ ール当り施 用量、管理
切返し状況に ついて審査し
まし た。なお表彰式は、 ニ一
月一干 一日市民文化会館で
おこなわれました。
▽優等 斎藤健 一（戸
沢）
▽一等 杉山 伸彦（毘沙
門） ▽二等 藤森恵三（沖
）
飯詰 ）対馬慶蔵 （米田
▽三等 小田 桐賢治（水
野尾）木村清（猫測）佐藤
門
トミ ュ （毘沙）
▽奨励賞 川浪五郎一 （
鶴ケ冊）
▽努力賞 藤森九郎右 ュ
門（沖飯詰）小 田桐長蔵 （
水野尾）館山 宇作（ 川山）
敬称略 ）
（

協力 と集団意 識を
殿様商売は命とり
商店街と いう、大き な商店グ ループ が発展し て ゆくた め
には、なんと tても協力、 集団意識 が強固で あ ることが必
要であ る。
残念なことに、市の商 業街区にはそれ がきわめ て弱い。
自店と自店 のくみこまれ ている商店街 の環境変化に対す る

・

憂広 三商業診断力王ら

】 大町商店街通り
【 勧告 その2

1 機械
植

』 ーりー

に 補 助L

式

入に対して助成し ておりま
す が、四十 八年度の 導入希
望 を調査し ておりますので
月七 日まで左記の必要事 項

導入を 希望する団体 は、三

導入の対象にな るの は、

を記入し て市農林課にお申
し込 みくださ い。
これまで のとおり米づくり

鶏集団、 産米改善 集 団など で
の すが、集 団的に生産活動を
恰 お こなって、か つ機械植え

畑 の計画面積が尋m削 五
産 紛以上で あ ることが条件と
吐
な
り
ます・
▽住所▽集団名と代 表者
堆

氏 名▽関 係戸数▽関係面積
（紛
）▽機械植計画面積 （
紛）

はいられな い」と い弓危機意 識を自覚するこ とが大切であ
る．

前号勧告一でも述べたよ うに、市の商業 者は、 も早あ ん
かんとし ていることは許さ れな い。 ここで 「も早こ うし て

あるといえよう．

続けてい たのでは競合市と の商業力格差 は開くばか りであ
り ついには市の各街 区が衰退の一 途をたどる ことは明白で

向上させているとき、 ひとり市の商業者 が無 気 力な状態を

ようとする気配がみら れない。近隣の青森、 弘前があ い つ
ぐ大型店 の出店で、売場面積の 集積をし、 顧 客の 吸引力 を

の変化に対する経営体の挑戦がなされて ゆく必 要 があ る。
経営者 は、これら の環境 の諸問題がこれ からます ます複
雑化し、深刻化し ているにかかわらず いっ こうに腰をあげ

有志があ つまって新商業地 を形成 する廿など によっ て環境

①、 立地廃棄、 悪化する現在地 をすてさ る、②、 立地移
動 好転 する新し い位置にかわる、③、 立地分散 新し い
位置を求めて次々出店す る、④、 立地回復 悪 化す る現在
地を商業全体 の力で再開発的に整 備する、 ⑤、 立地形成

財産保存という意識だけで、 その財産を高 度に利用し よう
という意識の低い ところに問題がある。

者は創造的な適応 をはたし てゆく べきであ り、商 業 立地 の
考え方に対す る価値の変 換が必要で あ る。小売業は、 自 分
の店、土地に対す る愛着が非 常に強い もので、 それが単に

①、 農業 が曲り かどにき ていること、②、 周辺人 ロの過
疎化、③、交通条件の変革廿とい う環境変化に対し て経営

このような、 いわゆる ク殿様商売ク を続け てゆくことは
これから の五所川原商業者にとっ て命とり になり かねない
ことを認識された い。

くれ る」といっ た消極的 な経営者が支配的で、 一般にク せ
かず、 あ せらず、 まあなんとか なる 4といっ た意識が強 い

認識の
不
足
、
危
機
感
に
と
ぼ
し
い
。
の店
総体的にみて、個々の商店 がかっ て気ま まに 「自分
だけ守っ てゆけば よい」 「なじ
み客は 宣伝し なくてもきて

県で は、田植機の共同導

ー 以上

'
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五所川原市 子ど

かるた大会
▽主催
も会育成団体連絡協議会、
五所川原市子ど も会 リーダ
ー会、五所川原市 教育委員
会
▽とき 三月十一 日（日

を

しないと、支

定の手続きを

があっ ても一

配偶者控除 とし て三百 六十
万 円まで控除 され ます。

いに居住し た場合に は、基
礎控除 の四十万 円のほかに

た土地、家屋など にじっ さ

の贈与を受けた 上 地、 家屋
や贈与さ れた金銭で購 入し

うため の金 銭の贈 与が 行
な われ、贈与を 受け た人が
贈与税 の申告期限まで にそ

用の土 地、 家屋など を買

ただし、婚 姻期間が 二十
年 以上 の夫婦 の間で、居住

十 万 円をこえる ときは、 贈
与税 の申告 と納税をしなけ
れば なりませ ん。

でんわ⑤ 4321

はひと りももれなく児童手
当 を受けら れ るよう、 お知
ら せします。

月から、支給されるこ とに
なりますので、該当す る方

請 求し た日 の属する 月の翌

ださい。
もし、 この請求が、 四月
一日以後に行われたと きは

市福祉事務所に届 出し てく

と被保険 者証 を持参のう え

を行な う必要があります の
で、三月三十一日まで印鑑

要件に 該当す る者は、市長
の認定また は、改 定の請 求

定される 者
② 新たに児童手当の支 給

① 算定基礎児童数が増加
となり、児童手当 の額が改

範 囲の拡大に ともない

け ている者が、支給の 対象

給を 受けるこ とがで きませ
ん。
現に児童 手当の支 給を 受
．

続

行事や予定は

は、二月上

一 竹浪 さん
絵日 記出版
東北 電力弘前営業所勤務
の竹浪正造さんはこのほど
まんが絵日記 十八年、い い
う テーマでRA B ニュース
レーダーで紹介され まし た

ることになりまし た。

が、 この日記から抜粋し た
自作 まんが集を限定 出版す
まんが集は、B6版、 五
百三十ページ、頒布価格千
円。
予約申し込 みは、東 北電
敦賀 へ。なお、竹浪さん は

力 五所川原営業所庶務課、
市広報、 「市政ニュ ース」
にもときどき カ ット・
1掲
り載
しています。

贈与税の 申告
は3月31
日まで

受給 手

昭和四十 七年中に個人 か
らもらっ た財産の価格 が四

醗
3番 目以降は
10
歳未満から
当市で は現在約 八百六十
人が児童手当の支給を受け
ていますが、昭和四十 八年
四月一日から、その支給対
象とな る児童 の範囲が次の
ように拡 大されます。養 育
要件のうち十 八歳未満の児
童を三人以 上養育し ている
場 合、出生順に数 えて三番
目以降の児童の年齢 が、現
在は、 五歳未満であ れば児
童手当支給の対象と なっ て
いますが、四月一日以後 は
同日現在 で十歳未満 （昭和
三十八年四月二日以降に生
まれている場合）であれば
支給の対象となり ます。

日ま
3月31
で 届出を
児童手当制度はい‘くら児
童手当 の支給を受け る資格
,
《

その日の

う）
痘 （ほうそ
旬 まで に実施し予定ど おり
終 まりし た。
しかし、種痘後「 不善感
ない）」の
（ほうそうがで
お子さ んは、入学後に再度
接種し ますので、保護 者は
入学時か入学のあと学校に
お申し でくだ さい。

7歳
0以 上の老 人

医療費請求書
が 必 要で す

市中央 公民
七十歳以 上の方が弘前大
学付嘱病院 で診療を 受け よ

三階）

土曜 日は午前 八時三十分
から正午まで
▽場所 市税務課 （本庁

ら午後四時 まで

11
▽期間 昭 和四十 八年一
月一日 から三月二十 日まで
平日は 午前八時三十分か

表に より価額が算 出され て
います。

十七年中に新増築をし た家
屋に ついて は、新 評価基準

屋に異動があっ た方 はもち
ろんのこと、 とくに昭和四

なお、昨年 中に土地、家

い。

にあた り、それぞれ の資産
の評価替 えがなされまし た
ので ぜひ 縦覧し てく ださ

地、家屋 ） の評価の基準年

ことし は、固定資産 （土

の間、関 係者に縦覧させ ま
す。

八年度の固定資産課税台帳
を三月一日 から二十 日まで

市税務課 では、昭和四十

固定資 産の課
税台帳を 供覧

康年 金課で 「老人 医療費請
求書」の 用紙をもら つてか
ら受診されるょうお願いし
ます。

うとす るときは、、緊
急を要
する場 合のほかは必ず市健

市内子ども会

）午前九時から
▽とこ ろ
館
▽参加者
‘
小学生 三人 ー

しく小学校に入る児童の種

昭和四十八年四月から新

種痘のでな い
場合申し でょう

者証）に印鑑を添え て窓ロ
に提出してくだ さい。

合は、必ず保 険証（七〇歳
以上の方は老人医療費受給

整骨院で治療をうける場

からは一般の病院に か かっ
たときと同じ ように保険が
きくことに、なっ ています。

で保険がききませんでした
が、昭和四十 七年十月一日

整骨院 （ほねつぎ）で、
治療をうけたときはこれま

整骨院でも保
険がききます

▽抽せん会 三月十日 午
後二 時 から 市中央 公民館
で

（電話
⑤二 三五二番）

中央公民館 子ども会係へ

参加賞もあり ます）
（
▽申込 三月九日 まで市

ム編成すること
▽賞 一位ー三位まで

首）
各 子ども会単位でニ チー

チーム （いろはかるた） 中
学生三人 ーチーム （百人一

会員
▽内容

'
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一

