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復活！ほんやら洞
ひと味ちがった鳥追い．1月14日赤谷一
rあの鳥どこから追ってきた……」．子どもたちの元気な
声が聞こえます，ことしの鳥追いは、集落センターからの出
発ではありません、
ややもすると、部屋の中にこもりがちな子どもたちに、雪
国の厳しさと楽しさを味わってもらいたいということで、赤
谷子ども会育成会（登坂尚武会長・会員20人）が、10余年途
絶えていた『ほんやら洞』を復活させました。

圃休日救急医
2月10日富田医院（神明町）君52−3269

11日山口医院（袋町）a52−2174

17日庭野医院（寿町）a52−2711

24日中条病院（中条）857−3018
3月3日千手診療所（中央町）a68−2034

10日大坪医院（四日町）費57−6100

一翻

口匙﹃レ
臨

心墨並華圖．第㎜回議会臨蒔

会辮開懸舞諜移彪︒会期は㎜国

聞灘醗︒

職鍛の休欝︑休暇鷺関す巻条

欄鞭垂畿︑曲野田軍平線改嚢董

当

事を施行懲︑予算化を後欝奮る
播置騰儀務負担行為︶の補鑑景

算離原 案どお鰻斑決毒蕊謙鐵 蓬︒

︵向こう側が十日町です︶

妻有大橋の開通に向けて︑工事
の進む山野田下平線

、

ク

貸与制度の一
度の願書締

3月20日
奨学金貸与制度を希望する方を次の要領で募集
します。

川西高校入試発表（2．3．19）
【貸与を受けることができる方は】

①町に本籍があって、町に1年以上居住している方。
②経済的の理由で修学が困難な場合であって、学業成績が優秀と認められる方。
【奨学金の月額は】

①高等学校

③専修学校

7，000円

15，000円

②高等専門学校 13，000円
④大
学 20，000円

【貸与期間は】

奨学金を貸与する期間は、貸与決定の月から奨学生が在学する学校の最短修学年
限の終期までです。
【奨学金の返済は】

①奨学金には、利息がっきません。

②据置期間1年ののち、5年以内に年賦又は、半年賦の方法で返済します。
③奨学生がさらに上級の学校に進学したときや、卒業後川西町に引き続いて3年以
上在住している場合は、奨学金の返済を猶予（免除）する制度があります。
【出願期限は】

奨学金の貸与を希望される方は、3月20（水）までに教育委員会へ申し込み
をしてください。

（申し込みに必要な用紙は、教育委員会に備えてあります）
※注 意
◎申し込みに必要な関係書類をそろえるために、ある程度の期間がかかりますので、

手続きはお早めに。
◎申し込みにあたっては、具体的の状況をお聞きいたしますので、保護者の方がお
いでください。
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⑭

2月16日㈲〜3月15日㈹

所得税の確定申告が始まります︒申告期限は三月十五日です︒し
ったり︑長時間待たされたりします︒できるだけ早めにお済ませく

かし︑期限間近になると会場が込み合い︑落ち着いて相談できなか
ださい︒

超える場合

①給与の年収が千五百万円を

確定申告が必要な方
次のような方は︑確定申告を
しなければなりません︒

③ニカ所以上から給与を受け

②給与や退職金以外の所得が

収入︑年金収入などがある方で︑
平成二年中の所得金額の合計額

ている場合で︑年末調整されな

事業をしている方︑不動産

が︑所得控除の合計額を超える

かった給与分とほかの所得が二

一

とき︒

十万円を超える場合．

二十万円を超える場合

ニ サラリーマンで次のような

た申告をすると︑後で不足の税

い方が申告しなかったり︑誤っ

確定申告をしなければならな

らないことになります︒

うえ︑延滞税も納めなければな

又は一〇％の加算税が課された

くなります︒不足税額の一五％

住民税㈱の申告を

この申告は︑住民税などを計算するだけでなく︑いろいろな証明

書き方は︑お配りした﹁申告書の手引﹂を参考にしながら︑正確

資料に用いられる重要なものです︒

に記入し︑三月十五日までに役場税務課へお出しください︒

った方が対象になります︒しか

でいた方で︑去年中に収入のあ

ことし一月一日現在町に住ん

がありません︒

提出があった方は︑申告の必要

賃金だけで︑その支払報告書の

や︑去年中の収入が給与︑年金︑

申告をしなければならない方

し︑所得税の確定申告をした方

をしなければなりません︒

十万円を超える方は︑確定申告

また︑勤め人で農業所得が二

てください︒

農業所得は役場で計算します

農業所得は︑去年秋に出して

いただいた﹁農業所得報告書﹂

に基づいて役場で計算します︒

確定申告をされる方で農業所

得のある方は︑税務課に所得額

を照会してから申告書を作成し

住民税申告相談日程

正しい確定申告を

金を納めるだけでは済まされな

消費税の確定申告をお忘れなく
の課税事業者に該当する方は︑

できるだけ早めにお済ませくだ

個人事業者の方の消費税の確
定申告は︑一月一日から四月一

さい︒
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智68−3111

午後4時

3月15日（釦

四階第1研修室

〜

活性化センター

午前9時

2月16日（土）

場

会

間

時

間

期

日までとなっています︒消費税

税の申告相談（2．2．28）

方

主︑配偶者に生じます︒

者︵学生︶本人およびその世帯

については︑これまで国民年金

●一カ月の保険料額は平成三年

二十歳以上の学生のみなさん
への加入は任意とされてきまし
四月から九千円です︒

◎保険料の免除制度

た︒しかし︑四月からは第一号
被保険者として加入が義務づけ
られています︒

ご存じですか

ことし一月一日から︑道路交

よう正しい交通マナーを身につ

全快適な交通環境を作り上げる

放置駐車違反の規制が強化

通法の一部が改正になり︑罰則︑

●経済上の理由などから保険料

民年金に加入しても︑加入期間

また︑学校を卒業してから国

世帯の所得証明書︵給与所得者

書︵学生証でも可︶および親元

ります︒

車両の通行を妨げるおそれもあ

停止することをいいます︒

て︑すぐに運転できない状態で

することや運転者が車から離れ

駐車とは︑車が継続的に停止

駐車と停車の意味

て行動することが必要です︒

けておくとともに︑自分本位で

今まで任意加入していなかっ

を納めることが困難な場合は︑
申請すれば保険料の納入が免除

を混雑させるとともに︑道路の

違反点︑反則金などが規制強化

た学生のみなさんは︑その期間
されます︒

なく︑思いやりの気持ちをもっ

に障害者となった場合に︑障害

●免除を受けるには﹃国民年金

が短くなり満額︵二十歳から四

の場合源泉徴収票の写しでも可︶

違法な駐停車は︑付近の交通

基礎年金が受けられないといっ

保険料免除申請書﹄に在学証明

されました︒

た問題がありました︒

見通しを悪くします︒また︑飛
び出し事故などの原因や︑緊急

十年間納付︶の老齢基礎年金を

を添えて︑申請するよう予定さ

場合は︑駐車になりません︒

荷物の積おろしのための停止の

則⁝15万円以下の罰金

町交通安全協会

まわりの人に迷惑をかけないよ

▼罰

0放置駐車違反︵駐停車禁止場所等︶

うにしたいものです︒また︑安

もそれぞれの責任を自覚して︑

人の乗り降りや︑五分以内の

受給することができないといっ

れています︒なお︑申請の窓口
は住民票のある市町村役場に提

車社会では︑歩行者も運転者

た問題もありました︒これから
は二十歳以上の方は必ず加入と

出することになります︒

◎保険料の追納制度

なりますので︑このような問題
は解消されることになります︒

●免除を受けた期間は︑年金額

を計算するうえで三分の一とし

◎加入の手続き
●国民年金に加入するには︑住

て計算されるため︑年金受給額

▼違反点⁝3点
▼反則金⁝
大型車等
25︑000円
普通車
18︑000円
二輪・原付車 10︑000円

則⁝15万円以下の罰金

②放置駐車違反︵駐車禁止場所等︶
▼罰

ρρ

盛も貸
．碑虐戸

民票を登録している市町村役場

亀

覧み横

免除を受けた期間について十年

に国民年金被保険者資格取得
ばなりません︒

前までさかのぼって保険料を納

で︑生活に余裕ができたときに︑

●住民票のある市町村と居住し

めることのできる追納制度があ

▼違反点⁝2点
▼反則金⁝
大型車等
21︑OOO円
普通車
15︑000円
二輪・原付車
9︑000円

重被けん引車も含まれます︒

oゆ ◎

ロヘ

は減額されてしまいます︒そこ

ワ

⑳
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※大型車等には︑

，，…

κ

届︵申出︶書﹄を提出しなけれ
一つ

ている場所が違う場合は︑住民

ります︒

問い合わせください︒

点がありましたら住民係までお

をお持ちの家庭の方で︑不明の

単身上京されている学生さん

票のある所で親などが代わって
手続きすることができます︒

保険料
●保険料の納付義務は︑被保険

◎

慈レ髪ζ・・謹

新しい制度で
生活をバックアップ
綴喚

○

2月は「省エネルギー月間」

あなたの小さな心がけが￥大きな省工ネルギ
ーにつながります。身近なところから、省工
伸びる時期です。

ネを始めましょう。

ところで、必要以上に部屋を暖かくして、

をしていませんか。
エネルギーの￥￥無駄遣い

2月は、「省工ネルギー月間」
暖房機器
などを使うため、エネルギー消費量がぐんと

﹇山室温を二十度に調整しよう

が入りやすい場所に置きましょ

・灘︽離難籔

部屋の温度は︑二十度を超え

には不完全燃焼を起こします︒

また︑ガスストーブも︑空気の
取り入れ口をときどき掃除する
ようにしてください︒

反射型のストーブは︑反射板

團湯沸かし器の使い方に工夫を

パイロットバーナーを付け放

しにして︑ときどき消すのを忘
れていませんか︒パイロットバ

ーナーの付け放しをやめると︑
原油に換算して年間一家族当た

をよく磨いておきましょう︒わ

ずかな汚れでも︑暖房効果に影

り︑約十三リットル︵ビール大

右されます︒冬とはいえ︑晴れ

その日の天気によって室温が左

窓から太陽が差し込む部屋は︑

囮太陽エネルギーを
効率よく取り入れよう

約半分程度も節約できます︒

を入れると︑暖房エネルギーは

れるようにしましょう︒断熱材

た増築するときは︑断熱材を入

新しく住宅を建てるとき︑ま

團住宅に断熱材を使おう

瓶約二十本︶の節約になります︒

響します︒また︑エァコンのフ

ィルターは︑二週間に一度の割
合で掃除したいものです︒

囹電気こたつやカーペットを
上手に使おう

電気こたつは︑保温効果を上

げるために︑こたつ敷きの上に

置いて使いましょう︒こたつ掛

けは︑厚手で大きめの綿製のも

のが効果的ですが︑軽いアクリ

ル系のものでも毛布を余分に掛

ければ︑効果が上がります︒

ときは︑カーペットの下に毛布

ものです︒太陽エネルギーを積

た昼下がりは意外と暖かくなる

また︑電気力ーペットを使う

など︑保温性のよいものを敷く

ーを節約しましょう︒

極的に取り入れ︑暖房エネルギ

ペース︑使う人に合わせて選ぶ

おふろの湯沸かしは︑入浴直

國おふろの二度炊きはやめよう

とより効果的です︒

いとなります︒

めるのは︑エネルギーの無駄遣

ようにしましょう︒小さな部屋
を大部屋用のストーブなどで暖

暖房機器は︑部屋の用途やス

團スペースと人数を考えた
暖房機器選びを

うになります︒

全体の効率的な暖房ができるよ

︵対流︶をスムーズにし︑室内

う︒窓を背にして置くと︑暖気
が冷気を押し上げて空気の流れ

ないように心がけましょう︒暖
房の温度を一度下げるだけで︑

原油に換算すると年間一家族当
たり︑約十九リットル︵ビール
大瓶約三十本︶ものエネルギー
の節約につながります︒

圃部屋の保温を心がけよう
厚手のカーテンを床までたら
すIlそれだけで保温効果がず
いぶん違います︒また︑カーペ

ットを敷いたり︑窓や壁に目張

前にし︑沸いたら間隔を置かず

︑〜

．θご

︑

N

りをしたりすれば︑部屋の空気

︐箔bI

瀦ボ嚢愈．

・

、

が外にいかず︑すきま風が入る

に入浴しましょう︒おふろの二

けで︑原油に換算すると年間で

度炊きを一週間に二回減らすだ

團暖房機器の手入れをこまめに
石油ストーブは︑ときおり燃

こともありません︒

焼部分の手入れをしてください︒

一家族当たり︑約十ニリットル

ただ︑ときおり新鮮な空気を

空気穴がほこりでつまっていた

ルギーの節約になります︒

︵ビール大瓶約十九本︶のエネ

すると︑暖房効果が落ち︑とき

り︑しん先が不ぞろいだったり

取り入れ︑換気をしてください︒

囹暖房機器の置き場所を考えて

暖房機器は︑窓際などの冷気
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圖

冬の省工ネ10項目
知っτおきたθ

夢・フライ 卜事業

入賞作品紹介一3一

﹁川西町は他の

上空から見た川西町
橘小 五年 水落沙緒理
校長先生が︑

町とちがい階段みたいになって

ったです︒

だけどぶし着陸できたのが良か

︿またヘリコプターにの

が

高橋伸一
千手小5年

います︒これを河岸段丘と言い
︿川西町が河岸段丘だっ

ます︒﹂とおっしゃいました︒
私は︑

ていうのは知っていたけど︑上
空から見たらどうなるのかな﹀

いよいよフライトが始まりま

とワクワクしてきました︒
なふうに見えるんだ︒

前に︑河岸段丘ウォークに出

す︒初めに町長さん︑校長先生︑

た前は︑考えないで︑歩いたか
沢にもどることになりました︒

一年生が乗りました︒私は八便

下にいた人は分かりませんでし

に乗ることになっています︒一
︿早く乗りたいな﹀と思ったの

らな﹀と思いました︒そして狸

だけど︑六便七便が飛びたつに

た︒だんだん耳がへんになって

〜三年生が乗っているときは︑

連れて︿もし落ちたらどうしよ

気持ち悪かったです︒着陸する
︿不時着しないかな﹀と

の前へ行きました︒ヘリコプタ

です︒

一しゅん思いました︒

とき︑

ーヘ乗り︑シートベルトを着け
たのが確にんされ︑とびらがし

小盲
さ萎i

く7

一番知りたかった河岸段丘が分

でした︒

胤六
年
す
べ門
て脇

うとよくできた模型である︒

おもちゃのようだった︒早く言

ので地上の方がいいからこわい

たちは空に住む生き物ではない

でも︑この世の中では︑どん

と思う︒

に乗っているようで︑飛んでい

がっているのだから︑けっきょ

なにはなれていても︑空でつな

空に上がる時はエレベーター

カーのようだった︒斜め飛行の

空から川西町を見て
上野小 六年 田村裕美子

リコプター︒

ないと思う︒はじめて乗ったヘ

と思う︒こんな経験は二度とし

こんな︑感じは二度としない

上にいるのだから⁝⁝︒

く同じ空気をすって同じ地面の

る時は機体のゆれないケーブル

時︑少し気持ち悪かった時もあ

あっ渋海川︑仙田のおばあち

った︒

ゃんの家だ︒

私は木を真上から見たことが

れてうれしかった︒飛行機から

なかったので︑木を真上から見

見た木は︑マンションや学校の

屋上から見た木とは全然ちがっ

川︑木︑家︑人みんな一時停

た︒

止でもしているかのように見え

千手だ︒学校も役場も総合セ

た︒

ンターや総合体育館もみんなよ

くできた模型だ︒そう︑早くい
った︒

うとおもちゃの家って感じもあ

こまでも続く地平線︑そして空︒

今日九月四日︑ヘリコプター

この眼下の町で自分がけんか

地上の風景はおもちゃの感じも

に乗りました︒ヘリコプターが

や勉強をしているのである︒ど

あったが︑はこ庭という感じも

な︒東京は空と町の見さかいが

西町は空から見るとどのように

してドキドキしていました︒川

乗る前は︑すごくきんちょう

風がきてびっくりしました︒

降りてきたとき︑台風のような

つかなくなるというけど︑それ

夜見たらきっときれいだろう

なくもない︒

はこわい︒なぜかというと︑私
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轡

木村友士

千手小3年

う﹀と不安になりました︒

いよいよ八便の番です︒みん

まり飛びたちました︒景色が小

りたいな﹀と思いました︒私が

なで手をつなぎ︑ヘリコプター

さく見えました︒田んぼの黄緑︑

かったし︑川西町の様子も分か

空の旅はとっても楽しかった

林の緑︑山の深緑がきれいでし
た︒橘小学校と千手小学校が田

った︒初めの心配がうそのよう
﹁川西

んぼをはさみ︑となり同しみた
いでした︒校長先生の︑

町は河岸段丘です︒﹂という言
葉を思い出して注意して見たら︑
︿河岸段丘ってこん

ななめになっているのがよく見
えました︒

家小空
本千
手

（敬称略）
千手小6年グループ作品（久保田和美、
高橋ルミ子、丸山由加里）

と思いました︒

なっているかを確かめたいなあ

橘小五年戸田美保子
さえのっていないことだってあ

に自まんできるくらい探してみ

ヤンスがあったら︑今度は川西

した︒その予想どおりになって

りたいわけではありません︒私
は︑十年後の川西町を予想しま

また︑このような機会をお願

この川西町は︑自然がたくさ

です︒

いるか︑十年後に見てみたいの

町を見直してまたよい所を︑人

たりまえだが︑川西町を知らな

このようなことがあるのであ

んだんと上へ行きましたヘリコ
い人は︑多いと思います︒それ

たいと思います︒

ります︒

プターが落ちそうでこわかった

と反対に︑川西町をしっている

ヘリコプターに乗りこみ︑だ

です︒上へ行くにつれて家も小

ひとははっきりいって少ないと
六年

あまりこわされたくないのです︒

発展した町になるのは良いと思

のです︒私が将来︑川西町に来

仙田小六年登坂郁菜

難覇難鞭

嚢緩難

今と比べたいと思います︒

自然が破かいされていないか︑

ろも︑ちょつと変わって見えま

白倉小

んあります︒でも︑その自然を

さくなり︑車も小さくなってい

思います︒そんなことはわかっ

います︒でも自然をこわして︑

いします︒

きました︒ヘリコプターは最高︑

ています︒しかし︑ヘリコプタ

私は︑初めて川西町を上から

都会みたいになってほしくない

十年後の川西町

地上三百メートルまで上がり︑

ーに乗って﹁下﹂からではなく

見ました︒いつも見ているとこ

佐野千恵望

そこまで上がるとこわくて下が

﹁上﹂から川西町を見ると︑す
ごく広く感じます︒

少ししか見られませんでした︒

ヘリコプターから見た川西町

ました︒白倉は︑家があまりあ

ることがあったら︑バランスや︑

りません︒それにひきかえ︑千

あと︑川西町は﹁緑が豊富﹂

さん山があるとは︑ぜんぜん思

手は家がたくさんありました︒

は︑思った以上に水田が多くて

くなってしまいます︒山に登る

っていませんでした︒あるとい

私は︑小白倉と︑千手を比べ

とき楽に自動車で行けるように︑

っても少しだけ︑というような

した︒

びっくりしました︒人の住んで
いる所は 広い水田の 中 に ︑ ポ ツ
山道をつくればたくさんの木が

だと思いました︒こんなにたく

ンポツンと囲ってあるような感
じでした︒緑と水田︑畑の多い

﹃十年後の川西町﹄です︒

そこで︑私はこの題を考えまし
た︒

気がしていました・⁝：︒

それに加えて︑川西町の﹁コ

切られていきます︒こんなこと

をしたら私たちの生活のバラン

町だと思いました︒

今︑日本ではさまざまな開発

れた川西町になってほしいから

私は︑十年後にバランスのと
っていて︑きれいでした︒

です︒白倉と千手でもだいぶバ

スをくずすことになってしまい

ます︒木は人間が出した二酸化

がね色のじゅうたん﹂と言って

ランスがとれていないと思いま

が行なわれているそうです︒そ
のため︑木が切り落とされたり

炭素を酸素にしてくれる重要な

す︒まず白倉に住んでいる人の

しかなくてちょつと不便です︒

﹁こ

して自然がはかいされています︒

役割があります︒川西町は緑が

こがね色のじゅうたんがどこま

もおかしくないと思いました︒

数と千手に住んでいる人の数の

シヒカリの田﹂がこがね色に光

自然をはかいすれば︑人間の生

たくさんあって︑空気もおいし

でもどこまでも続いているよう

差︒次に︑白倉にはお店が一つ

活が豊かになるどころか︑ひど

いし︑水︑食べ物もおいしいで

でした︒

﹁川西町のコシヒカリはおい

千手は︑本屋などいろいろなお

バランスのとれた︑すてきな川

しい︒﹂と言われるわけが今に

十二︑三分しか乗っていない

西町になってくれるよう願って

店があって便利です︒だから︑

のに︑二つも三つも川西町のよ

います︒その時︑もう一度川西

なってわかったような気がしま

私は最初にそう思いました︒川

いところを発見したのがよかっ

町を上から見たいです︒すぐの

十年後までに人数やお店などの︑

西町を地図で探してみると︑す

たと思います︒今度︑乗れるチ

した︒

ごく小さくのっていたり︑名前

﹁川西町って広いんだなあ︒﹂

ヘリコプターに乗ってみて
千手小 六年 鴫原 愛

の川西町でいてもらいたいです︒

す︒これからもずっとこのまま

千手小三年藤田啓吾
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羅

る中仙田義勇青年団は明治四十

べるようになると︑川西郷の集

わが国が世界の列強と肩を並

副団長は高橋仙治氏にして︑会

組織す︒目下団長は小林誠治氏

歳以上三十歳以下の男子を以て

大正の模範青年団

落 青 年会も 目的に応 じ て 義 勇 ︑
員六十三名あり︵中略︶︒

二年四月の創立にして︑満十六

奉仕︑農友などの青年団に名を

陸稲︑サツマイモの栽培︑競作

会奉仕の事業が定着し︑大豆︑

分間演舌︑実業補習︑文芸︑社

早起き励行︑夜学会︑講演会︑五

兵士の慰問︑送迎︑体力増強︑

漢文︑算術︑農業を教授す︒教

年三月迄︑隔夜二時間づつ国語︑

小学校に於て毎年十二月より翌

等種々あり︑補習教育は中仙田

路補修︑開墾︑公共寄付︑敬神

角力︑撃剣︑競技会︑警火︑道

事業として入営兵予備教育︑

田︑牛馬耕︑たい肥培養などが

師は中仙田校長佐野博夫氏︑無

変えて活動する団体がふえる︒

盛んに行われて︑若者たちが村

報酬にて其任に当る︵中略︶︒

︑㍗

︑

撒

辮

有地を購入して杉林を起す︒佐

農事研究会を年三回開催︒国

づくりの主要な一翼をになって

集落青年団の︑こうした事業

いく︒

を推奨する意味もあってか︑村
是︵そんぜ目ムラのきまり︶や
国策に沿って活動する実績顕著

な団体は︑優良青年団として県
知事から表彰を受けている︒

中仙田に知事表彰
大正四年︵一九一五︶二月十

ぼく

五日付の十日町新聞に次の記事
が見える︒

去る十一日紀元節の佳辰をト

し︑坂本県知事より表彰された

旧中仙田小学校
翻

難
舘

野校長の点鐘により早朝起床し
つつありしも︑本年度より各自
交番に点鐘する事を計画中なり︒

昔の若者も勉強した
知事表彰に輝く中仙田の補習
教育は︑甲乙二組に分けて行わ

れる︒乙組は尋常科六年の教科
を復習する︒甲組は優等生で︑

算術についていえば高等科三年
︵旧制乙種中学校︶に相当する

・

鍵

灘鑛灘

蟄

灘嚢

千五百名ノ出席者ハ広キ会場二

充満セリ︒原田屋旅館二泊ル︒

饗−・轍青年会を青年団に

鞭灘灘灘鎌傭仙田村青年団規程︵抜︶
鍵
孝
蒲
灘
羅
髪

身体ヲ錬鍛セシメ︑健全ナル国

灘

民︑善良ナル公民ノ素質ヲ得セ

．繍雛騰懸灘蟹獺 灘

講師は桑原繁太郎︑本年は出稼

代数式や幾何︑図形等を学んで
いる︒大正期の青年たちは︑一

シメルヲ以テ目的トス︒

本団ハ前条ノ目的ヲ

者多き為に休会︵十日町新聞︑

第三条

日の仕事を終えると︑夜はラン

大正五年三月十日号︶︒

大正五年四月二拾三日︑中魚

ビ修養二関スル講演会ノ開催︒

趣旨ノ徹底ヲ主眼トスルモノ及

講演︒勅語︑勅諭︑詔書ノ御

達スルタメ左ノ事業ヲ行フ︒

塩辛︶︑会場は橘小学校・講師

沼郡青年団第七回ノ総会ヲ午前

加藤少佐が大演舌

は米山広吉・野沢美博︵読本︑

片山会長ノ後任トシテ︑新会長

技遠足ヲ行ヒ身体ヲ錬磨スル︒

体力増進︑武術ヲ奨励シ︑競

教育ノ補習ヲハカル︒

ナル智識技能ヲ研キ︑兼テ普通

学術ノ補習︑日常生活上必須
算術︑作文︶・学生三十七名三

本・青年夜学読本・大正青年読

村松連隊ノ加藤歩兵少佐ヨリ

二江川郡長ヲ推選︑挨拶アリ︒

昨秋︑三島郡長二転任サレシ
本︑期間は一月から一二月迄九週

男子ニシテ︑各種学校二在学セ

二居住シ︑年令満拾六才以上ノ

本団員ハ現二仙田村

悟﹂ト題シタル講演アリ︒先二

第四条
崎︶︑会場は木落雪中派出場︑

内務・文部両大臣ヨリ出サレシ

﹁帝国ノ前途二対スル青年ノ覚
講師は竹田友之助︵読本︑作文︑

ザルモノタルベシ︒

団長副団長ハ地方名

訓令二基キ︑青年ノ精神修養ト

望家若クハ村長小学校長ヲ推ス︒
※団長ヲ現村長ノ中条庄吉氏

第九条

算術︶︑学生は十七名で三組︒

体力増進コソ必要デアルト一時

此日ハ曇天ニシテ時々降雨ア

二︑副団長ヲ仙田小学校ノ校長

間半三旦リ大演舌︑感動ス︒

リシモ︑勇気満々タリシ青年会

間と学習時刻は前記と同じ︒
三箇青年夜学会︵原田・根深・

ノコトナレ︑︑ハ倦マズ弛マズ︑一

タリシ小海正平氏二決定スル︒

下原︶︑会場は三箇雪中派出場

針塚農学士補習新読本︑開設期

教科書は日本青年読本続編・

木落青年夜堂ム本︵木落・寺ケ

間︑時間は夜七時から九時迄︒

組︑教科書は小谷重日本青年読

九時ヨリ十日町校二開催スル︒

橘青年夜当去本︵仁田・野口・

橘村の青年夜学会

プの下で意欲的に学を修めた︒

灘．

あ
る
青
議年
ム
金蓋
の
子記
幸録
作⑫
（「中仙田校の歩み」から転載）
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﹁なか

これは︑NTTが昭和五十七

年から実施している︑電電記念

去年十二月二十六日︑

まの家﹂に︑裁断機一式と洗濯
日の記念品代を社会のために役

︿生涯学習のまちづくり1一V

店長ほか二人が機器を持参︑﹁な

当日は︑小西NTT十日町支

は必要に応じ︑可能なかぎり自

なっています︒また︑生涯学習

に基づいて進めることが基本に

実を目指し︑人々が自らの意思

業上の能力の向上や︑自己の充

める︒さらには︑学習への案内

る人を援助する図書館整備を進

そこで︑本や雑誌で学ぼうとす

本や雑誌は学習の情報源です︒

動の充実や利用の拡大を図る︒

学習センターとしての公民館活

渡辺施設長は︑ ﹁欲しかった

やアドバイスなど︑さまざまな
メディアを通して学習情報の提

生涯学習は︑生活の向上︑職

もので︑さっそく使わせてもら

分に適した手段及び方法を自ら

供や学習相談を活発にする︒な

た︒

かまの家﹂の代表に贈呈しまし

います︒﹂と感謝しながら︑大

るものとされています︒

選びながら︑生涯を通じて進め

町では︑本格的に生涯学習ま

どなどを進めることでしょう︒

す︒そのための基礎資料を得る

ちづくりに取り組んでまいりま

学習活動だけでなく︑人々のス

学校教育や社会教育のような

変喜んでいました︒

ものです︒

を寄贈する活動の中で贈られた

立たせようと︑福祉施設へ物品

機一台が寄贈されました︒

いただいた裁断機で作業をする入所者

拍子木の音を響かせて︑
鳥追いに出発です︒

ポーッ活動︑文化活動︑趣味︑

三百人の方々に﹁生涯学習につ

に選ばせていただいた︑成人千

いての意識や実態・要望につい

ために︑町民の皆様から無作為

そのため︑人々の円滑な学習

ての調査﹂を実施しています︒

レクリエーション活動︑ボラン
ティァ活動なども立派な生涯学

ができるよう︑生涯学習の基盤

この調査結果をもとに町の生涯

習といえるでしょう︒

一月十四日︑神社町では︑こ

支援していく︑

を整備して︑人々の生涯学習を

学習推進基盤整備に努めてまい

まちづくりの内容としては︑
○多様な学習機会の提供

ります︒

○学習関連施設の整備と連携

います︒

﹁生涯学習のま

としも父兄たちが小学校の児童

ちづくり﹂が各地で進められて

をk新井集落センター前に作り
ました︒

んやら洞に入り︑あべかわもち

子どもたちは︑夕方六時にほ
や豚汁︑焼き肉などの昧を楽し

調整組織づくり

○生涯学習推進のための連絡・

○学習情報提供システムの整備

腹いっぱいになったところで

みました︒

子どもたちによる人形劇や読み

生涯学習のマスコッドマナビィ

三十人を対象に︑﹁ほんやら洞﹂

また︑集落センターの中では︑

鳥追いに出発です︒声高らかに

などが考えられます︒

具体的にいえば︑地域の生涯

聞かせがあり︑鳥追い行事に花
︑マ

を恭えました︒

鳥追い歌で害鳥を追い払い︑豊
作を呼び寄せていました︒

しレ風諸潅、蜥

電團
人形
賜追

せ

匪
い 劇
に と

L禽
■

小学校高学年のお姉さんが︑
読 み聞かせを してくれ ました︒
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麟

み

罷
を
漆
え
る

画
o
一
一

一
一

電

ム圃圖團
圃函回▽
新刊案内 ︵児童書︶

○にれの町

士・本ばなな

隆慶一郎

茂君

︿千手小学校γーー

醗

6年関ロ厚美さん

4年平野千秋さん

⑳
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百田宗治
︵一般書︶

講談社

○昭和二万日の全記録
一巻〜十八巻

久徳重盛

瀬戸内寂聴

関谷文士・

二谷友里恵

○角川昧礼讃

○愛される理由
○わが性と生
○新母原病

○登校拒否はこうしてなおす
士・岡康雄

○哀しい予感
渡辺淳一

松井るり子

西丸震哉

○ごたごた絵本箱
○影絵
小若順一

〇四一歳寿ム叩説

○農薬汚染

①〜③

○捨て童子・松平忠輝

6年星名

年太田勝義君
5年平野聡子さん

3年高橋俊博君

○子どもが地球を救う五〇の方

法ワークスグループ

沢近十九一

たかしよいち

グリム

○白雪姫と七人の小人たち
○竜のいる島
○鳥の親子

藤井旭

〇星空 ガイド千 九百九十一

○セロひきのゴーシュ宮沢賢治
○さんまいのおふだ 水沢謙一
〇恐竜物語
松岡達英

栗津美穂

うえで、対応してください。

○こんな学校あったらいいな

人、頼まれる人がお互いに納得の

横川和夫

す。作業の内容などにより、頼む

2年高橋克幸君

（3月号は上野小学校です）

4年南雲裕子さん

○ちびくろサンボ絶版を考える

これは、あくまでも標準賃金で

径書房編集部

した。

○かげろうの家

から適用の農業標準賃金を決めま

○星座を見つけよう HAレイ

塩野米松

子

農 U屍∪

子

男女

農業委員会では、今年4月1日

○父さんの小さかったとき

姻圃平成3年度團
農業標準賃金

鱒00一働■9
．■0一鱒一一一一〇一〇〇〇一一〇〇〇一〇・■働0巳061−0−0一一口0060顧66．■・一〇〇一〇〇〇■DO鵬一一一繭6−
0．90口ロー0000一一働．一臼囎．
■．9一一一■9一一〇一．■Oロー爾一〇〇〇一一．■0働働00働0鵬0働OOOO−O■D働0000口90

転出者の
投稿発表に感謝
浦和市登坂博史さん
︵岩瀬出身︶
去年 暮れには︑ 思いがけ ず︑

かわにし俳壇奨励賞の受賞にあ

ずかりました︒お祝いの品や記
念の盾までお贈りいただき︑大
変ありがとうございました︒心
からお礼申し上げます︒

うもの﹂とか申します︒私たち

だいています︒町政のお知らせ

しゅ︶の思いで愛読させていた

送りいただき︑毎月鶴首︵かく

ものまでご指導︑発表していた

ころが︑ご芳情により私どもの

し訳ないと存じていました︒と

への移住者がおじゃましては申

お互いさまだよと腕白仲間

白髪をなじればうすき頭なで

昨年の岩瀬会から
︵後例左端が筆者︶

岩瀬出身者は︑二︑三年おきに

東京岩瀬会を開いています︒去
年も︑十月二十一日に開きまし

た︒岩瀬出身の人たちは︑東京
を中心とした関東方面で二百五

十人もおられます︒三年前に名
簿も作りました︒当日は︑五十六

人の皆様からお集まりいただき

ました︒岩瀬言葉で思いっきり
しゃべり合い︑最後は︑一同輪
になって盆踊りで大にぎわいと
なりました︒

﹁スッサのこっだっけノシ﹂

から町民皆様のいろいろなニュ

だき︑心から感謝しています︒
毎回投稿されておられる方のお

昭和五十年ごろから本紙をお

ースや行事など︑在住当時より

﹁タッショだっけかい﹂が︑合

も︑ふるさとの様子を良くお知

名前が見えないときには︑○○

5万円

1新し曝囑

ます︒

率

郵
響

ご清栄を心からお祈り申し上げ

皆様のますますのご健勝と︑

といったところでした︒

古里偲んで踊るうれしさ

しの

盆踊り調子はずれも愛嬌に

言葉となります︒

らせいただいているように感じ

さんはどうなさったのかな︑な

石沢良平さん（発電所通り東）

あいきょう

ます︒

一般寄附

どと案じています︒

﹁ふるさとは遠きにありて思

i下平新田上村健一

かわにし俳壇に対しましては

町民皆様の大切な紙面を︑他県

﹂
饗

皿雪おろしの際のご注意㎜

ヨ
ニ

●雪おろしの時に電線に雪を投げ当てないでくださ 郵

い︒停電の原因となります︒

び
ヨ

●変圧器や電線に触れると感電する恐れがあります︒∬
付近で作業する場合は十分にご注意願います︒

憂

●電線が切れて道路に落ちていても絶対にさわらな鯉
いで︑最寄りの東北電力までご連絡願います︒
鯉

働きながら高等学校教育を

四月十日︵水︶午後

四時まで

費〇二五−二八五−五五一一内線三八八一〜三

光411︶

・その他⁝⁝県教育庁高等学
校教育課︵〒蜘 新潟市新

・学習内容など⁝⁝出願する
高等学校

・出願手続き⁝⁝出身中学校

◆問い合わせ

実施しません︒

・通信制課程

す︒

て︑全日制と同時に実施しま

学・英語・社会・理科につい

三月十八日︵月︶国語・数

・定時制課程

◆学力検査

通信制 二月二十日︵水︶〜

午まで

定時制 二月十五日︵金︶正

定時制・通信制課程生徒募集

働きながら高等学校教育を受

けることができる定時制・通信

制課程の生徒を次のとおり募集
します︒

新潟高等学校

十八校・二十二学級

定時制 県内の公立高等学校

◆募集している学校

通信制

高田南城高等学校

◆応募資格
ヴ
・平成三年三月に中学校もし

くは︑これに準ずる学校を卒
業する見込みの者

・中学校もしくはこれに準ず
る学校を卒業した者

・中学校を卒業した者と同等

以上の学力があると認められ
る者

※年齢・性別は問いません︒
◆願書の提出

次の期間に応募する学校へ

880

22

汐
タ

1

200

1
3
1
5

市立計
公立計

17

県立計

1
1
1

40
40
40
40
80
40
40
40
40
40
40
40
40
40

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

通
業
通
械
通
通
械
通
通
通
通
通
通
通

680
40
120
40

械
通
業

市立高志 機
市立明鏡 普
商

1
1

船
江 普
西新発田 普
新発田南
（豊浦）
普
五
泉 商
長岡西 普
長岡工業 機
栃
尾 普
三
条 普
燕工業 機
小千谷 普
小
出 普
六日町 普
（浦佐）
普
十日町 普
柏
崎 普
高田南城 普

覇

ヨ

生徒募集をする学校

鞠

〆

摺東北電力㈱十日町営業所五二⊥一二〇七禦

定時制課程

嘱、

響

f響」響」糧

響

ヨご豊 響 −響

科 募集 募集
学級 定員
通
40
通
40
校 学
学
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趣

〔敬称略〕
1

剛
■
…
−
1

富
思

善

高橋
レン79︵宇

ヤノ77︵正富︶赤谷
平︶坪山

高橋

数藤熊治81︵徳義︶沖立

四郎兼

うぶ声1おすこやかに
し．．産勝也

﹃霧騰髪刷霧ー︑︑ 霧娼霧髪蜘甜撫霧一

あぞ

あなたは今までに血圧が高い

一といわれたことはありませんか︒

平野

聖士ロ 長男
禾美

が高いといわれる人は多いので

もいました︒これは二番目に多

です︒

これによると山．同血圧は最騒

山盈圧が一六︒毘最低血圧趨

ですので・最高座が西○以囎

高血圧又は境界域高血圧と判定
以上九四以下ということになり臨
された人が︑全体の二六・六％ ます︒
なぜ血圧が高いとよくないか

昨年の町の住民検診の結果で上一五九以下︑最低血圧が九〇麗

はないでしょうか︒

年をとってくるに従い︑血圧 が九五以上です 境界域高血圧
は正常血圧と高血圧の間の血圧幽

冷え込みて氷柱の太き寒の入り

大倉中条石平
ドア開けし風の冷たく足に寄る
岩瀬 小川 益栄

暖冬に散りはじめたる鉢の梅

亘

かった肥満が一六・二％ですか というと︑高血圧が他の病気の
︑ あるからで
ら︑それよりも一〇％も多いと 引き金となることカ
す︒血圧が高くなると︑血管の
いうことになります︒

血圧が高いといっても︑ どの壁にかかる圧力が高くなり︑血
くらいで高血圧・境界域高血圧 管に負担をかけます︒そうなる

と脳卒中になりやすく︑心臓に
と判定されるのでしょうか︒
図を見てください︒これはWH負担がかかって肥大します︒こ

も大切です︒

普段の血圧値を知っておくこと

④定期的に血圧測定を︒自分の

と③ストレス︑過労を避ける︒

ば入浴はぬるめの湯にゆっくり

注意し血圧の上昇を防ぐ︒例え

①塩分を減らすこと②温度差に

けることがいくつかあります︒

次に毎日の生活の中で気をつ

︾つ︒

たら早目に医師に相談しましょ

Oで定められている血圧の分類のような状態になってからでは
遅いので︑血圧が高いといわれ

〆■

＼︑〆

繕
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骸蓄名葛葛毎葛讐葛葛

︵礫奈騨蕪通り東
から

昇天1ごめい福を祈る
豊子7
5︵元治︶発電所通り東

石沢 京子20︵元治︶発電所通り東

石沢
5︵キヨミ︶根 深
丸山 トイ7

雪山の朝日に映えて鳶の舞う

小脇佐藤信一
仁田小幡しん女

大寒や小さき氷柱の軒並みに
妻の声変りて長き春の風邪

初午や狐の面の園児たち

幸

三領高橋たかし

野口村越

梅の鉢一緒に並べ日向ぼこ

復

戸籍の窓から
葛骸骸 骸 葛 犠 骸 葛 筈 曝 型 φ 骸 葛

たかさごーご円満に

︵縞乾跡岡酔
小わ琶
畔項
太田白南風選

新町井川

旅の春妻の送りし羽織着つ
上町 高橋 願似

金子桂吉

蜜柑むく平和の国に生れ居て
小白倉 江口みゆき

節分の大師詣りや五重の塔

伊勢原市

雪雲の空ひろびろと降り出でし
春眠く篭のインコに起こされし

○消雪の水とぶ高さまちまちに

霜条星名星光
飛び来たる粉雪微塵に光りつつ

厚木市川崎保一

○雪少しつけて初荷のとどけられ
咲き出でて女王のごとき胡蝶蘭

上野入沢はや
山野田藤田ひろ志

老いし妻骨正月のしきたりを

霜条大海白涛

四郎兼平野恵春
○エンジンの軽き音して春隣り
小屋根打つ雫の音や日脚伸ぶ

赤谷登坂酔月

着ぶくれて皆日だまりに寄り合える 笑う人笑わせる人女正月

練馬区須藤遊人

濃紅葉にうかぶ観音仰ぎ見る

浦和市登坂博史

松過ぎて日々平凡なくらしかな

足立区駒形頼太

節分の豆菓子なども混ぜてまく
どんど燃ゆ無病の願うするめ焼き
発電所通り春日 ぶん

元町金子鉄平

機音のほかは聞えず雪の村
中仙田 高橋 杉枝
半月の残りて寒し大銀杏
八王子市 松浦 サク

放映の爆音ダブル冬の雷
節分の豆まき福の神をよぶ

中仙田小林

一則

中屋敷数藤壮一

初旅の常夏の空椰子高し

上野星名春子
ストーブの余熱に咲きて福寿草
木落 丸山鉄四郎

野沢静江

黒雲を縫うが如くに月走る

野口

（単位：mm水銀柱）

上野内山寛平
○うづくまる家並しづかに夜の雪
雪焼の歯の真白なる笑顔かな

山野田相沢鈴江
○きらきらと氷柱を走る雫かな
人形の影も写して金屏風
発電所通り小川 京子
○脱ぐ笠に上衣まるめて雪卸し
厳寒の今宵蛇口を弛めおく
高倉 斎木 和人

寒の月西にかたむく夜勤かな
板橋区 田中 優美
頬被りしてせき込みておりにけり

野口野沢寅生

○

●WHO（世界保健機関）の血圧分類

購，

