ノレ（1．405．4坪）総工費1億ろ、500万円、昭和ろア年5月完成の
予定です。中央正面は猿ぶ堂、左が本館、右が消防署で
庁舎の三階には収容人員200人の大会議室や、一階には

一応

躍進する郷土大野市の住民センターとして出現する
新庁舎は、近代建築の粋を集め延べ4．645．4平方メート

11月の人口のうごき

新庁舎の完成へ

出生 男9
死亡 〃18
転入 〃59
転出 いSO
世帯

女17
計26
〃15
〃ろろ
〃41
／／100
zzろア ／／97
9，08ろ
男22．861
人口46，978
女24．117

皆随の府民室が設けられ、名実共に市政の殿堂として完

発行
福井県大野市役所

大」7

などが行なわれます
軽音楽ホール
奥田宗宏とNHK

編集
総務課広報係

オール．スターズ
（歌）ジュリー高岡

印刷
松浦印刷所

スリーグレイセヌ
青山ヨンオ、山本

成の日が待たれています。

四郎
（曲目）月影のキュ
ーパ他（出演ろ9名）

待望の越美線開通式は

新年祝賀会

市庁舎完成図

いよいよ12月15日、十河
国鉄総裁ら関係者約1．00

申込みは20日まで

令14日は

この日10時14分福井駅
でテープを切った祝賀列
車は終点勝原駅まで直行

明治5年、は

折返して、11時44分大野
駅着、市内各中学校生徒

走ってから今

代表から花束贈呈のあと
大野市議会頴長の発声で

い発展をとげ

じめて新橋横
浜間に汽車が

た鉄道の歴史

万歳三唱、祝賀会場に。向 を写真で、又
う予定です。
機関車の咬型
市では開通を記念して
この日を中心に12日から
6日間多彩な催物を行い

切符、記念切

祝賀気分を盛り上げよう
と次のような計画を立て

う計画され、
皆さんの御来

ています。

場をお待ちし

小中学生の
図画募集
市内小中学校生徒から
鉄道に関連した図画、ポ

いよいよ着工

事を完成、同年7月の市制記念日には
庁舎完成記念祝賀式を行5予定となっ
ております。

室、電話交換室など。

懸案の新庁舎はいよいよ着工すること
に。なりました。去る11月7日全員協議
新庁舎の地下は電気機械室、一階に
会をひらき新庁舎の設計について助役 は市民課、商工課、税務課、厚生課、
より詳細な説明があり、最終的な計画
がきまりました。庁舎は12月9日起工

および宿直竃等
二階は市長室、議長室、助役室、総

式を行ない、昭和ろ7年5月までに全工

務課、議会事務局、痍員室各柚委員会

三階は建設課、農務課、林務課、大
会議室となっております。
又正面二階は議場で、一階には教育
委員会、社会福祉事務所、売店など。
消防署は一階が車庫、二階が事務所

ミュージックサイレンも

スターを募集いたします
から、12月7日までに所属の学校に提
出して下さい。審査の結果優秀作品に

新庁舎の屋上にはミュージックサイ

ついては、市長賞および福井新聞社長
賞がおくられることになっています。

レンも取付けられ、毎日美しいメロダ
ーで皆様の心をうるおし、和やかな街
づくりに役立つことでしょう。

なおこの入賞作品は12日から公民館
に展示されることになっています。

となっております。（平面図参照）
註（配置の細部については一部変更になることがあります）

鉄道展示会

ていたyくよ

ています。
（写真は九頭
竜第二鉄磁を
渡る機関車）

祝賀式前日の14日には、前夜祭とし

て有終西校て映画の夕べが催されます
Fまのびゆく鉄道」「日本の動脈」の鉄
恣関係映画2本と、一般映画も上映さ
れます。

写真コンクール
下記要項にもとずいて市内観光写真
（第1部｀）と報道写真（第2部）コンクー
ルが行なわれますから、愛好家の皆さ

んは奮って応募してください。
サイズキャビネ以上（8×10Cm，）
締切第1部ろ6年1月15日
第2部ろ5年12月25日
（越美線沿線各地の報道写真
的なもの）
審査日本報道写真連盟
発表1部ろ6年1月下旬
2部ろ6年1月上旬
賞推せん1点特選2点
入選5点佳作15点

N、H、Kも協力

送先市商工課毎日新聞福井支局
＝各通盾部、大野市内福井県カ

N．H．Kでは11口zl後1時から町中

メラ商組合加盟店

講梁で、全旧放送番暗｜仔区楽十−・Lの なお詳細についての問い合せは市の
公開緑区をおこない、yjLいタロダー
商工裸へ。
に雫せて祝政の前女曲かお送りするこ
ととなっています。
なおこのあとのアトりク
ションては岐い県の耶トお
ど ）、

公民館では鉄まijl展示余が聞かれます

越美線列車時間表

−ま〃まま−ままJ−−−−−

り・‰貯、
いい

上り

i！＼レ坪
大野（勉
い痢
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膜う
大 野司D勝ほ：im
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風雲見摺鶏
▼一九六〇年
の新しい言葉
に﹁クジラが
陸にあがる﹂
が出た︒デロ
野球の覇者三

原監督が陸で大暴れしたのではな

く︑大洋漁業や日収水産の大会社

が︑海だけでなく陸の動物資源に

となのである︒▼それはそれとし

目をつけて大いに企業を伸ばすこ

て︑米作一本で来た農家経済は連

続豊作によって曲りかどを迎えた

ことを思いあまわせると︑一応こk

でこの悶題を展望せざるを得ない

▼農家経済を豊かにする手段もい

になれば肥料代にもならない野菜

ろいろとあろうが︑ちよっと豊作

などの鮑和状態を考えれば︑畜産

を主軸として︑裏作︑野菜︑米︑

が入等を回転するより外はない︒▼

主食自給︑貿易自由化︑食生活の

変化等を中心にして︑今後十年間

における畜産物の⁝ｔ 一要内容を予想

すると︑牛乳は五・七倍︑食肉は

三・二倍︑瑞卵は二・四倍になると

先進国と比べると一人一日当り︑

肉で四百嗜に対して40分の1の十

25分の1の四〇CCに過ぎない現

弓︑牛乳︑乳製品は一詔に対して

の年間消費量は六千頭にのびてき

在の日本である︒▼福井県の肉牛

たが︑県外から移入する牛が二千

頭︑仔牛が二千頭の計四千頭︑金

ると聞いてはちよっと聞き捨てな

額にして優に二億円をオーバーす

らない︒当市の農家が今後一頭ず

つの牛を生産することにょって他

県からの移入は完全に消化出来る

計算になる︒▼立地条件はすでに

れている︒幸い市農場でも畜産部

専門家たちにょって太鼓判をおさ

上庄︑富田︑小山等での家畜共進

門の拡充に力を入れている︒最近

会も良成績を示してきた︒▼来年

はウシ年だがモー少し頑張らねば

なるまい︒盆地をよぎる動脈の幹

線越美線も︑インドではないが︑

ウシが邪魔になるくらいになった

ら︑田園都市は内容的にも外形的

にも立派になることまた論をまた

ない︒▼かくて一九六一年はモー

始っている︒

一︒⁚まわれる︒▼かりに食生活の例を

（13日〜17日）公民館で

手などで知っ

多彩な祝賀行事

日まで目覚し

前夜祭

越美線開通

0名を迎え有終中学校で
行なわれます。

12月12日〜17日まて

恒例の市民年賀会を次のとおり
催しますから、ご希望の方は12月
20日までに市総務課または各出張
所へお申し込みください。
◇とき昭和ろ6年1月1日午前10時
◇ところ大野公民館
◇会費100円（申込みと同時納入）
◇主催大野市

東部中学近く着工
中学校を統今し、よりよい環雌と施
設の中で教育の成火かあげるため巾内
第一号の統合中学、頃部中学校の着工
がきまりました。
総工費85，000千円で校介二15152，970

14平方メート、・レを4力池汁

−−

画で昭和ろ8乍完

心于定です

第一端工事として12り5日
校舎一陣の入札が終り、真
柄建設の手で近く着工され
ることになりました。

W‐ま−

平方メートノレ，雨天体操場（講堂）750

0は二二r・；編成

平方メードレ，寄寄舎1，188平方メー

△は快速列車（福井〜大野ノン．ストップ）

トノレ．その他ろ06平方メートノレ，計5，2

6，500万円、その収入率は97．2％
で県内最高の成績を示している。

大阪市、左官工事業協組、左官職680
人年令不問、住込、日収800円、
雇用期間ろ月末まで。

BB和34一年度

愛知県。染色整理会社、染色整理工10
人18〜ろ8才、住込、日収ろ00〜400
円、雇用期間2月末まで。
愛知県、酒造会社、仕込工ろ人18〜ろ5
才、住込、日収ろ00〜400円、雇用期

短信

間ろ月末まで。
（市外）
福井市、鉄工所、機械工ろ人、15〜ろ0
才、住込、日収250〜500円。
足羽郡、地方公共団体、土木測量師1
人、乙5才まで、月収15．000円。

特別徴収月間

（市内）
金属鉱業会社、事務員1人、18〜2ろ才
一般会計決窟見11額

月収9．500円。宿舎設備有。
金属鉱業会社、測量助手1人、18〜20

郵便局だより

求人

年賀郵便は23日までに

が、市行政が積咄的に遂行されるため のまだの方は今すぐ届書を提出して下
ぜひとも皆戌のご協力をお願いたしま さい（年金係）
の結果がまとまりました。これによる す。
明朗
と市の人口は44．670人で男21．20ろ人， 短い期間に全市内をお願いして歩か
聴取 故障受診機−掃運動
女2ろ．467人で，女が2．264人多いことと
ればなりませんので、未納脱額につい
1、日時12月11日午前9時から午後
なります。また市内の世幣数は9，232 ては特に。御配慮の上、係員がか上する
4時
世帯です。これを昭和ろ0年の国勢調査 までに納付していただくか、または準
2、場所有終中学校
と比べますと，世帯数は624世帯ふえ
備おき下さるようお願いたします。
ラジオが故障でお困りの方は精々ご利
ましたが，人口は485人ふえただけで
用下さい。
す。この人口は1平方キロメートル当
りで110人，1世帯当り4．8人の密変と
①第6回陥井県青年団主催の
なります。
青年集会は、12月17、18の2日
市役所は28日で一般事務を打切り、
間有終西校で行なわれます。
年末年始の休みとなりますから、用事
こんと
の方はなるべく早くお出で下さい。
1月から米増配
なお印かん証明は30日まで
12月1日から月末まで
しめた／
税収は31日午前中まで
一美容体操師−
市税の100％収納をめざし、ことし
取扱います

円、支出済額ろ億7．800万円、差引
1，900万円が昭和ろ5年度へ繰越さ
れている。市税の収入済額は1億
【男子】（県外）

年賀郵便の特別取扱は十五日から二

拠出制国民年金の届出（強制適用者）

十八日までです︒昨年は︑大野市の人

（拠出制）国民年金の届出

口I人当り12枚︑約54万枚の引受けが

12月4〜10日
家庭内のいざこざや金銭の貸し

ありました︒このようにたくさんの年

ポーツ社のスキー教室が計画され、福
井新聞社でも1／一ズン全期間を通じて
スキー教室を開く予定で、これらの参

人権週間

賀状を元旦にお届けするためには︑ど

神方面からの申込みが多く、その数は
すでに22団体、約600名に達していま
す。来年1月には産経新聞社、月刊ス

ています。

借りなどはまず調定制度で
金を貸したが期限になっても返して
投票者
投票率
男
女
計
くれないとかの場合、裁判所に訴えを
4．104 4，988 9＞092 89．50 加者も5．000名は下るまいと予想され
起すこともできますが、もっと手軽な
1．692 2．018 ろ．710 88●ろ1
方法として「調定」という手続があり
ろ58
426
784
89．6
506565
1．069 88．27
郷まい考］ぱ参差麿
ます。また家庭内の紛争については、
1，594 1，828 ろ．422 87．58
先ず家事調定を申立てなければならな
1，219il，ろ5ろ 2．572 91．72
ゑ顔で納めて健全財政
いことになっております。
849
92ろ 1，772 86．1
調定は当事者双方が裁判所に出頭し
27Z
247
524
89．57
市報で大野市財政公表書が発表
10，599 12，ろ4622，945 88．94
されているが、市の昭和ろ4年度一 裁判官や調定委員を中にはさんでいろ
般会計決算は収入済額ろ億9，700万

10月1日現在で行なわれた国勢調査

御用納めは28日

スキー教室の新設など冬のおとずれ
と共にスキー客の申込が毎日のように
舞込んでおります。現在主として京阪

年賀状の差出しはおそくとも二十二

こんどの国勢調査

も1日から特別徴収を行なトます。年
末で何かと出費もかさむことでしょう

シーズンを迎え申込すでに600名

うしても皆さんの︒こ協力が必蓼です︒

ふえた世帯数ふえない人口

銀嶺は招く々

〜三日頃までにお願いいたします︒ま

る関心が匯めて低調であったことは、
原因がどこにあったかは別として、補

た贈答用小包は15日頃までに出してい

このように全般的に政治意識が向上
している中で、ことし成人されて始め
て選挙権を得られた方々の選挙に対す

大野
ド庄
乾側
小山
士実
冨田
阪谷
五箇
計

ただくよう︑特にご協力下さい︒

政治関心

地区

あて名を正しく

意外に低い新有権者の

当日有権者
男
女1
計
4，554 5．604 10．158
1．り44 2，7b ＼4．201
470・
875
405
b84
627！ 1．211
1，824 2．0冊 ろ．907
1，弓哨 1．446 2．804
996
1．062・2．058
ろ01
284
b85
11．9c＞61 ろ，85ろ
25．799

せっかく出された年賀郵便も︑あて
名がはっきりと正しく書かれていない

しよう。

ため返ってきたり︑配達がおくれたり
した例がたくさんありますので︑特に
次のようなことにご注意下さい︒

地区別に見た選挙結果

治意識の向上がうかがえるともいえま

＠同居人あてのものには必ず方と肩
書を書いて下さい︒
＠府県名を忘れないように︒

落合栄一6ろ

の87．51％を1．4ろ9上回る投票率で政

0鉛m書きは消えることがあります
＠住所には字番地まではっきりと書
いて下さい︒

票率をもって終りました。これは前回

ロ四周n国

れ、好大気も幸いにして88．94＜＾oの股

乳牛の種牛が

んどの選挙は、極めて深い閔心を持た

る唯一の磯会をもっと人切にしたいも
のです。なお今度の選挙の結果は次の
とおりでした
（写真は開票風景）

開素結果
有効投票22．879無効投票砧
（候補者別の得票数）
福田一17，066
田畑政一郎2．087
堂森芳夫1，5ろ2
奥村又十郎912
植木庚子郎562
サツマ雄次500
万谷義雄157

入りました

者をきめるとい5大きな意味を持っこ

なわれなかった点からも知ることがで
きます。国民として直接政心こぶ与す

市農場にこんど新しく乳牛の種牛が
入りました︒農林省宮崎種畜牧場から
借り受けたもので︑第ニハブヌトーク

見つめ、これから4年間の政権1の担当

充選挙人r＾Mの登録申請が積i祢こ行

リステイ号と呼ばれ︑最もすぐれた血
統の種牛です︒市内には種付の出来る
乳牛が二〇五頭もいます︒

昭和ろろ年5月22日行われた総選挙か
ら2年6ヵ月の間の国の政冶のあり方を

一日牛乳三合の生活︑酪農中心の近
代農業実現のため︑せいぜいこの種牛
を御利用下さるようおすゝめいたしま

す︒

濫F−ly儒U゛alS

いろ話し合い、お互いに妥協して争い
を円満に解決しようとする手続です。
申立は口頭でもできます
申立をするには書類でするのが原則
ですが、口頭でもできることになって
います。申立は相手方の住んでいる処
の裁判所へすればよい。
調定はあくまで当事者の納得による
解決ですから相手方がこれに応じない
ときは解決はできませんが、裁判官や
調定委員がいろいろ説得したり妥協案
を示したりするので成功率は高く、全
事件の6〜7割は円満に解決しています
とくにむずかしい法律上の知識は必要
がなく、また秘密は絶対に保もたれる
ということがこの制度の特色です。
詳しいことは最寄りの裁判所でご相
談ください。
こんと
刃物追放
陥宅後はもっぱら子供の鉛筆け
ずりをやっています一父親−

才、月収8，000円。
00円。
金属鉱業会社、電工1人、18〜20才、
百貨小売業、店員2人、15〜21才、5，
月収8．000円。
000〜5．500円。
学校、給食係2人、ろO〜40才、月収5，0織物会社、織布工10人、45才まで、8，
00円。
000〜15，000円。
電気工事業、電工1人、ろ0才まで、月 織物会社、下ごしらえ工5人、45才ま
収10，000円。
で、6．000〜8，000円。
染色整理会社、染色整理工5人、16〜
縫製会社、仕上工ろ人、15〜40才、4，5
ろO才、日収2ろ0円以上。
00〜6，000円。
食品小売店、小型四輪運転手1人、年
酒造場、炊事婦1人、年令不問、住込
令不間、日収ろ50〜450円。
5．000円。
酒造店、小型四輪運転手1人、18〜40
医院、看護婦見習1人、15〜20才、住
才、月収10，000円、住込も可。
込、ろ、000〜4，000円。
織物会社、織物調整工1人、50才まで
月収12．000円〜15，〔〕00円。
成人者健康診断
電気器具小売店、店員1人、15〜20才
5，000〜5，500円、住込ろ、5CX〕円。 12月20日、22日の2日間何れも午前9
燃料小売店、店員2人、15〜2ろ才、ア、0時〜午後ろ時までの間大野保健所にて
00〜10．000円
ろ6年度中に成人される方たちの健康診
【女子】（市内）
断が行われますから、該当者は洩れな
染色会社、事務員1人、25才まで、6，5 く受けて下さい。

