6月22日松代町議会第2回定例

会が招集され︑一般会計補正予算
など9件の案件が付議・議決され
ました ︒

請願・陳情事項

2年度産米政府買入価格な
昭和5
らびに農業経営発展の基本施策
の確立等に関する請願書の提出︒
︵60晦当り米価2万円以上等の
請願を盛り込んだもの︶

報告事項
第1号
産業経済常任委員会視察報告
︵室野・粒山線など8箇所の農
業用施設災害調査報告があり︑
その復旧促進のための予算が計
上されました︒︶
第2号
建設常任委員会視察報告
︵池之畑・小屋丸線など40箇所
について現年発生災害による道
路関係復旧箇所現地調査の報告
があり︑復旧のための予算が計
上されました︒︶
第3号
1年度松代町継続費繰越計
昭和5
算書について︒
︵統合中学校建設費の繰越計算︶
議第−号
2年度松代町一般会計補正
昭和5
予算︵第2号︶
・歳入歳出それぞれ四千一八八万
五千円を追加︑予算の総額を︑
それぞれ一七億六千二九八万五
千円とする︒

○﹁歳入﹂主なもの
農林業費補助金二六〇万・財産
収入三一三万丹・総繰越金四〇八

議第6号

n水稲共済無事戻金
六三八︑一七七円
ラ
②蚕繭共済無事戻金
一六︑九一一円

いて︒

万円・臨時市町村道整備事業債
三︑一四〇万円︒
○﹁歳出﹂主なもの
公共用地購入費 一二六万円
上越地区ミニコロニー
建設事業費
一〇三万円
春季異常豪雪対策補助金
五二︑一万円
圃場・赤坂地区測量試験費
二〇〇万円
駅前整備事業費 一一〇万円
建設機械運営費 二〇〇万円
公営住宅建設費 九〇五万円
統合中学校用水道布設繰出金
一五〇万円
町単独土木施設災害復旧費
一︑二六八万円
農林業施設災害復旧費
四九三万円
議第2号
2年度松代町簡易水道事業
昭和5
特別会計補正予算︵第1号︶
︵歳入歳出それぞれ一五〇万円を
追加︑総額をそれぞれ六︑四五
三万円とする︒︶
議第3号
2年度松代町農業共済事業
昭和5
特別会計補正予算︵第1号︶
議第4号
松代町農業共済条例の一部を改
正すξ条例の制定について︒
議第5号
2年松代町農業共済事業特
昭和5
別会計水稲・蚕繭無事戻金につ

、、

第212号

新潟県松代町公民館

印刷・松代印刷所

二二一円︑︑差引剰余金六一万一

特別会計決算の認定について︒
︵収入ニハ千四九八万八千四六
八円6支出・六千四三七万七干

︵前年50年は五二戸︶

千二四七円の決算︒︶
◇水稲共済事業被害概況
3割以上被害戸数 八四〇戸

一五︑九六一a

︵前年50年は三四四a︶

被害面積

ついて︒

共済金
三千二六九万二千六六〇円
議第7号
過疎地域振興計画の一部変更に

0年〜図年度の振興計画
︵昭和5
2年新規に
に5
・町道改良事業として
下山・居村線
L三七九m
室野・大門橋線 L一八Om
・町道舗装事業として
仙納・居村線
L三四〇m
蒲生・名平・寺田線
L七五〇m
松代・海老・東山線
L二九五m
︒集落圏防雪対策事業としで
除雪機械管理棟
RC2F三〇〇㎡
駐車場整備事業 四︑二〇〇㎡
を加え一部変更したもの︒︶
議第8号
松代町固定資産評価審査委員会
委員の任命について
︵田野倉・斉藤竹蔵氏を委員に
任命することの同意を得たもの︒︶

議第9号・
北方領土の早期返還に園する意
見書の提出について︒
︵歯舞群島・色丹島・国後島及
び択捉島の北方領土の早期返還
に関する意見書を政府機関に提
出することを議決したもの︒︶
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それには葉いもちの病菌を穂に
移行させないことです︒

なければなりません︒

そこで葉いもち病のあるところ
は︑出穂迄に完全に防除しておか

て下さい︒

二回目は穂ぞろい期に︑三回目
は穂ぞろい十日後に粉剤を散布し

注意下さい︒

また粒剤の場合は残留毒性の関
係から規制があり︑キタジンP粒
剤は刈取六十日前迄に一回限り︑
オリゼメートは出穂前三 四週間
迄に二回︵葉いもち防除も含めて︶
しか散布出来ないので︑この点御

三︑カメムシ対策にも
ぬかりなく

●

広域消防組合の
：

ています︒

○毎日毎日が

火災予防運動
命を守る火の始末丁
︑︑㌧
松代小
関谷

○寝ξ前は 必ず点検 火の用心
清水小
秋山久美子
○めんどうくさい・その一言が
火事を呼ぶ
孟地小﹇ 山本秀樹
○寝たばこ用心 火の用心
孟地小・ 若月 浩

徹

有価証券二五〇万円です︒
また︑組合の借金としては︑消
防署建設や消防自動車購入などの
ためにした七︑四七七万円が残っ

2台︑．基金が四億八一七万円
など4

支出では︑消防署員の給料︑北
消防署の新築移転など総務管理費
の九億九︑四五九万円が大部分を
占めています︒財産は建物が二︑
八五二平方ブ1トル︑消防自動車

二︑四二四万円など︒

収入のおもなものは︑各市町村
の負担金が九億三︑〇七〇万円︑
財産収入一︑四七七万円︑繰越金

金が出ています︒
予算額は一〇億五〇三二万円︒
これに対し3月末現在の収入は九
億八五三五万円︑支出は一〇億一︑
一二九万円となっています︒

域消防事務組合の財政状況です︒
松代町から二︑八九八万円の負担

19市町村で組織している上越地

● ［
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不良気象と稲作
今年こそ去年の二の舞を踏まな

がりません︒

また穂いもちに対する第一回の
防除は︑部落共同で早生種の出穂
直前一斉に防除しないと効果があ

いようにしなければなりません︒

です︒

今年のつゆ入りは平年より二日
早く︑昨年より五日遅かったが︑
その後の天候も︑六月中は月末を
除き幾分低温気味で︑日照不足の
感がありましたが︑雨量はつゆ時
期としては少ない方でした︒
ところで︑六月末現在の稲姿は
草丈でほぽ平年並︑茎数は並〜や
＼多目で︑出穂後の天候が悪くな
ければ︑作柄はそう心配ないよう

この広報が届く頃は︑梅雨も明
けることと思われますが︑今年は
春以来稲の病害虫の発生は比較的
少なかったが︑これからがいもち
の本番です︒十分注意して下さい︒

一︑穂肥は慎重に
早生の穂肥は大体済んだことと
思われますが︑中生︑とくに倒れ
易いコシヒカリの穂肥はこれから
です︒

いまのところ︵六月末︶の予想
では︑今年の出穂は大体平年並の
予想です︒

穂肥は︑普通の品種で出穂前二
十日頃とされておりますし︑コシ
ヒカリの場合は出穂前十五日頃で
す︒

って増収する場合もありますが︑

昨年産米には︑町内の各地の米
に斑点米が見受けられましたが︑
これはカメムシの被害粒です︒
カメムシは六月中・下旬田のあ
ぜや︑どての雑草の中に産卵し︑
穂が出ると稲に飛来して加害しま
す︒被害粒が発生すると︑千粒中
に一粒あっても三等以下︑八粒以
上の場合は︑いくら米が良くても
規格外になってしまいます︒
防除方法や詳しい点については︑
チラシが配布されると思われるの
で︑熟読いただきたいと思います
が︑まずカメムシの生息する田の
てい
囲︵畦畔を含む︶の草刈りを丁

に行縦生息が認められる場合

︑鯛

は︑出穂期に水田と商囲の畦畔に．
薬剤散布を実施して︑被害粒の出
ないよう十分注意して下さい︒

〃ま

三
（

汽︑︑．︑︵農業改良普及所・若月︶

財
政
状
況
▼磁憩《マ

それ以前ですと︑下の方の節の
間隔が伸びて倒れ易くなります︒
また穂肥の量も︑施用後の天候
が良ければ︑少し位多くてもかえ
昨年のような不良天候になると穂
いもちが多発したり︑倒伏の原因
ともなります︒

そこで穂肥をやる場合は︑自分
の稲の出来具合と健康状態くかたコ
さ︶それに今俊の天気予報を十分︑・

さい︒

検討の上︑幾分控え目に︑しかも
二回位に分けてやるようにして下

二︑穂いもち防除は徹底的に﹁

・ よ ． ？ に湿 気が多い 喪φ 糟 い 右 ち 病 究

﹄．松代の轍鶴は有名ですが亭こゆ．
芦の本場でもあります9︑．﹄ー
．昨年は．．﹁穂いもち﹂で徹底的に．︑

やられ︑大減収となりました︒

／

尿として出さなければなりません︒

上はとりすぎだと言われています︒
いっぱいとっても︑余計なものは

なことは早くからの予防です︒若
い時から血圧の高い人はその後も
だんだん上り︑脳卒中で倒れる人
が多いのがはっきりしています︒
むずかしい理屈は抜きにして︑
日々の食事から塩をへらせば︑血
圧が下ることがはっきりしていま
す︒人によって多少の違いはあり
ますが︑この効果はどんな薬より
はっきりしているし︑又副作用は
ないと言われています︒
食塩は茶さじ一ぱい半で七グラ
ムですが食塩だけが塩分ではあり
ません︒塩ざけ一切には四・五グ
ラム︑ちくわ一本三グラム︑しょ
う油大さじ一ぱいには三グラムと
私たちのまわりには塩分があふれ
ています︒急にへらすと食欲をな

⑳

多くの日本人は一生の間に数百
キログラムもの塩を排泄すること
になります︒そして体の中を通る
余分の塩は循環器系に悪いいたず
くします︒

保健衛生シリーズ

らをします︒

夏を過して下さい︒

脳卒中予防について
慢性食塩中毒から早く抜け出そう〃

L 塩を体の外に出そうとして︑
体内の水分がふえその結果循環

診されました︒

私たちが生理的に必要な塩の量
は意外に少く︑大汗をかく重労働
でない限り一日2〜3グラムで十
分なことが分ります︒5グラム以

の佐々木教授は言っておられます︒

日本人は食塩中毒だと弘前大学

りました︒

昭和四六年の検診では㍉最低血
圧一〇〇以上の人が四六人もあり
ましたが︑今年は二八人と少くな

︐血液量がふえます︒

出稼検診が例年のとおり5日間
で終りました︒対象者一︑〇一〇
人のうち︑八三二人が受診され︑
そのうち四三五人が二次検診を受

これは皆さんが服薬を続けられ
るとともに日常生活にいろいろ注
意された結果だと思います︒
しかし︑まだまだ治療しない人
や中止する人が九くさんいます︒
ご承知のとおり︑脳卒中は高血圧
の土台に何かのキッカケがあって
2 末梢血管を収縮させる︒
ホルモンヘの影響が重なりあ
って︑今日塩をたくさんとった
から明日血圧があがるといった
急性のものではなく︑長年かか
って血圧をあげて行く慢性の障
害だと考えられています︒
食塩と高血圧の関係は︑砂糖と
むし歯︑たばこと肺ガンの関係に
よく似ています︒塩辛いものばか
り食べていても血圧の上らない人
もいれば︑薄味が好きで高血圧の
人もいます︒

これは高血圧には遺伝的背景が
あるためですが︑どこもなんとも
なくてただ血圧の高い人は︑塩を
とりすぎなければ遺伝的素質があ
っても血圧が高くならないと考え
慢性中毒である以上︑最も大切

られています︒

下さい︒

実施日︑会場につきましては未
定ですので決定次第申込者に通知
記

いたします︒

一︑玉掛技能講習会
応募資格
◎次のいづれかの作業について

膳

画

仔巻上能力ートン以上のクレー
ン等の玉掛の補助作業
に巻上能力1トン未満のクレー
ン等の玉掛作業

る者︒

六ケ月以上従事した経験のあ

に．蒐

6 生野菜や果物は︑ナトリウム
︵塩︶の毒を消すカリウムを含
んでいるので︑毎日たべるよう

濃く感じられる︒

5 初めから味っけせずに︑しょ
うゆをつけ乍ら食べると塩味が

と味もよくなりたっぷり使える︒

a 料理全体がうす味にならない
よう重点的に塩を使い︑塩分抜
きの料理を組み合わせる︒
4 しょうゆを酢やだし汁で割る

料に利用する︒

2 酸味は塩味のかわりになり︑
血圧に悪くないので︑酢︑レモ
ン︑トマトケチャップ等を調味

使う︒

L 海草類︑かつおぶし等それ自
身でうま味のある食品を料理に

次のような︑うす味作戦でこの

起ります︒

その一つに塩のとりすぎがあり
ます︒

夏は汗をかくからとか︑労働が
きついからとか言われます︒確か
にそのとおりですが︑一日3デシ
リットル︵一︑七合︶の汗を出し
ても塩として出る量は七グラムです︒

私たちは小さいときから塩を多
くとる習慣の中に育ってきました
ので塩をとらなければ労働が出来
ないという先入観念が非常に強い
のではないのでしょうか︒

それに食堂や自宅でも味を見な
いうちにソースや食卓塩をかける
人︑塩コブに漬物がないとご飯を
食べた気がしない人もたくさんい
ます︒

いるか分りません︒

しかし︑その報いでどれだけ命
を縮めたり︑悲惨な老後を招いて

出稼先職場において各種技能修
得者が必要とされ︑又優遇されて
おりますが︑このたび出稼者援護
事業の一環として上越南職業安定
所主催で左記技能講習の実施予定
があります︒事前にその希望者数
を把握したいので七月三十日まで
に役場職業係まで電話等で申込み

鋤

応募資格
経験等の必要なし
このことについて不明の点があ
りましたら職業係に照会下さい︒

二︑ガス熔接技能講習会

ラ

3。

お答えします

○

○

年金証書が届くまで
○

し鳳纏罐）

○

，多
ヨロ

○
○

︵通算老令年金の場合には

支給額を決めたり年金を支払った
りする事務を行っています︒
ところが国民年金だけでも毎月
約五万件という膨大な請求が全国
から届けられています︒そのよう
な事情から関係職員の努力にもか
かわらず︑年金証書がみなさんの
お手元に届くまでには少くともニ
ケ月ぐらいかかっているのが現状
です︒

ii貯金引き出し細③灘求処

○

v

0000颪晦

厚生年金などの加入期間を調べま
すので︑さらに日数がかかります︶

∬

○

』5噛
・ロロo詫1皿，

町民の皆さんのご理解によって
献血事業が進められて来ましたこ
とに︑心から感謝します︒
医療に血液を必要とする場合が
多いことは︑どなたもよくご存じ
のことであります︒又この血液の
恩恵を受けられて︑健康をとり戻
された方も多くおられます︒
この医療に必要とする血液が︑
献血によって補われていることも
又︑皆さんのよく理解されている
ことであります︒

♪さ

ヤ 、ヤ
も〜寺、

午後1時〜3時

克雪センター︵室野︶

On月β日午前m時〜E時

6日午前n時〜午後3時
08月2
老人憩の家︵渋海荘︶

07月2日午前10時〜午後3時
松代町総合センター

ます︒

﹁ゆうあい号﹂が採血にまわって
きます︒健康な方々は積極的に献
血して下さるようお願い申し上げ

C＝コ

噺

、
皿亘

、
、
0
軸9

市町村役場⑦裁定請求書

へ⇒

、

0戴定の通知
夏亘

（菱謡。喜1社会保険庁業務課

膨聖
受給者
垂

0支払いの通知
。1

①裁定請求書
の提出

久

七月一日から三十一日までの一

︵受付順︶

戸籍の窓口から
六月受付分

淳つえ湊
おめでと盛衡
小堺金一 相沢玉枝 蓬平小松屋
倉石義範 漆野恭子 蒲生松泉寺

（4）

高橋伸巌灘二男田沢橋本屋

柳貴行麗ぞ男孟地油屋
秋田裏ぬ轄長女難塚住宅
遠藤裕美馨讐女梁島住宅
父恵吉
渉母みさ子長男

蒲生 干場

藤田桂介綴子舅松代暑住宅
小堺

萬羽綾子縫繋女松代もえん

草村大介騒暫男室野松量

峯厳垢子長女矯潔ぎ

関谷フサ
小堺峯治
齋藤謙傳
佐藤スイ
米持梅吉
小堺義教

数男女計
帯口
世人

0乙3

生入計
出転増

−⊥

0︵﹂つ﹂

亡出計
死転減

6 66乙
6乙QU

四九才 池尻清左工門
六〇才 蒲生 干場
七六才 田野倉 天京
八三才 木和田原富や
六五才 室野あたしや
七一才 室野あんどう

若井由和駅鞍二男室野警所

山

r：＞o鞭lo●罪調』
昼夏亘

○

亘亘亘

ちかごろ国民年金係に﹁老令年
金を請求したけれどまだ通知がこ
ない﹂とか﹁年金の支払通知が届
かないのは⁝⁝﹂といったお問い
合せが増えてきています︒そこで
年金が支払れるまでを簡単にお話
しいたします︒みなさんが役場で
手続をされますと︑上越社会保険
事務所を経由して︑東京にある社
会保険庁業務課に送られます︒
ここでは年金が一日も早くみな
さんのお手元に届くようにと︑コ
ンピューターを使って老令年金の

謂求書の受け付けから支払いまで

﹃献血﹄にご協力下さい
病人に愛の血液を〃

亘亘

か月間︑﹁愛の血液助け合い運動﹂

女3，967（土0）
計7，894（十1）

亘亙

農協山平支所︵蒲生︶
0回以上の方は献血功
献血回数1
労者として︑日本赤十字社が表彰
します︒松代町でも今までに表彰
を受けた方が多数おられます︒

2，017（十3）
3，927（十1）
著数
コ男

待ってほしい約ニカ月
が全国的に実施されています︒
松代町でも︑次の日程で献血車

7月1日現在

麗∬

離磐

人ロのうこき

亙亘

5

一目の目安量は
多くても一本︒

ましょう︒

酸乳飲料や果汁飲料の中には濃
縮されたものがあります︒濃縮の
もの四〇㏄︵五倍位に薄める︶の
中には砂糖が約二二9はいってい
ます︒甘い味に慣らされているの
でついっい濃く作ってしまうもの
です︒いつも使っているコップで
薄め方について正確に教えておき

4 濃縮飲料の
飲み方に注意しましよう

！6へ．

体と食物旬 毎犠

ー松代町自然愛護会1

加してみてく だ さ い ︒

探鳥会は鳥だけでなく植物・動物
も研究材料となっています︒来年
も開催しますので一人でも多く参

しいものです︒

オガエルの卵がありました︒これ
は水のきれいな所にしかいないも
のだそうですので大事に育ってほ

主催者側をガッカリさせましたが
皆一生懸命鳴声に耳を傾けていま
した︒
種類はまだ多くいます
が鳥の量はやはり少なくなってい
ます︒
一番の減少はツバメで
家が新築されて来たので巣を作る
場所もなくなったようです︒
小荒戸の水田にシュレ．ーゲルア

参加者は雨の為か九人と少なく

﹁課邊ズ種を確認
しました︒

毎年開催している探鳥会は︑今
年は松代〜南部線〜池之畑〜小荒
戸のコースで六月十二日実施いた
十一日の午後六時から︑山岳ス
ポーツ少年団を対象に︑スライド
で小鳥の見分け方の研修をしまし
た︒
講師は中島公︵県野鳥の
会々員︶さんで二度目の来町︒
少年達も﹃この鳥見たことがあ
る﹄などとにぎやかな研修でした︒
探鳥会当日は︑天気も悪く出発
する時は小雨が降っていましたが
その後は雨も降らず︑小鳥も美し
い声で鳴いてくれました︒

松代町の鳥﹃ノジコ﹄も各地で
さえずり三時間で三十八種類を確
認しました︒

飲まずにすむなら飲ませたくない

3

う︒

よう心がけて下さい︒

学童期の一日の砂糖摂取量は二
〇g︵幼児一〇〜一五g︑中学生
三〇g︶ですから︑清涼飲料一罐
か一びん分位にあたります︒砂糖
は菓子や調味料からもとりますの
で︑特に肥満傾向の子供では一日
一罐でも多いくらいです︒炭酸飲
料は習慣性が強いものです︒のど
が渇いたら︑冷たい水とか麦茶︑
レモンや夏ミカンを使った酸味の
ある手作りのジュースを用意する

時間を決めて飲みましよう

う︒

励

水がわりに一日に何本も飲むの
は砂糖がいつも口の中に残ってい
て︑虫歯の原因ともなります︒ま
た食前︑空腹時に飲むと食欲もな
くします︒おかあさんは分量だけ
でなく︑与える時間も決めましょ

清涼飲料の罐入りまたは瓶入り
には二〇〜二五9前後の砂糖がは
いっています︒エネルギi量にし
て八○〜一〇〇磁になります︒
一日に何本も飲み︑食事も充分に
食べるとなると︑エネルギーのと
りすぎで肥満になるでしょう︒も
し外で飲んでいるようでしたら家
では飲ませないようにするなど︑
飲む量には充分注意を払いましょ

2 飲む量を必ず
チエツクしましょう

るようにしたいものです︒

りすぎは健康に良くありません︒
清涼飲料の誘惑から子供を遠ざけ

鰍嚢篠灘繊藩灘簸灘
発育盛りの子供は体内の代謝が
盛んで︑︑特に暑いときは体温の上
昇を防ぐために汗が多く出︑その
ためのども渇きます︒水分の補給
を水や食品ですればよいのですが︑
これでは子供が納得しないでしょ
う︒さわやかな清涼飲料は︑子供
にとって魅力のあるものです︒
夏休みに入いり一日家におります
と︑ついつい食生活も不規則にな
り︑清涼飲料の量も増してゆくよ
うです︒飲まずにすむなら︑飲ま
せたくない清涼飲料を与える時︑
次のことに注意しましょう︒

1 清涼飲料の
誘惑から 遠ざけ る
発育期は特に︑蛋白質︑ビタミ
ン︑ミネラルなど︑骨を作り筋肉
を作る栄養素が充分に必要です︒
ところが︑清涼飲料には︑全くと
いってよいほど︑これらの栄養素
は含まれていません︒清涼飲料は
水と砂糖からできていて︑このよ
うにエネルギー源にしかならない
食品をエンプティー︵無駄な︶カ
ロリー食品といいます︒砂糖のと

ト

％●・

気をつけよう

●

●

囲碁例鐘訟簾蟻録交通安全教室を開きまし・う

・卜 例年実施さ・れている、各部落婦人会等主催の交
今年正月、町当局主催の新年囲碁大会以来。卜
松代に囲碁愛好者の集いをもって、互いの腕●卜通安全教室（映写会）を末だ未実施の部落は、申
出
・1・
を磨こうという戸がさかんになり・去る6月・トし込んで下さい。
5日同好者相集い、松代囲碁愛好会をつくり・卜

轟灌繍騰騰磁i…お碧野代幹部派出所でいつでも出向く体制で

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■

O

●

●

●

●

●

●

●

●

安塚警察署
松 代 町
●

●

●

O

O

●

◎ しめて乗れ シートベルト
と気のゆるみ
◎ 今日も又 無事故に輝やく
ヘルメット
しまい酒 止めて無事故で
がんばろう

●

◎

●

●

●

●

●

●

を︑バイクに乗るときはヘルメッ
トを必ず着用しましょう︒

こさないよう︑又事故に会わない
よう皆んなで注意しましょう︒
又車に乗るときはシートベルト

＊交通事故が増えています蓼
松代町では︑六月に入って急に
交通事故が増発し︑その発生状況

●

よい子たち

九件と昨年の五件に比べ約二倍の

●

手を上げて横断歩道を渡る

4．その他愛好会としては、年に2〜3回
昇級、昇段の大会をもつよう計
画しています。

輯
を各自持参して、編海荘係員にお支
払いください。

は左記のとおりです︒
％物損︵池尻︶
％人身︵犬伏︶
％物損︵松代︶
％物損︵松代︶
％人身︵松代︶
％物損︵室野︶
％人身︵松代︶
％人身︵会沢︶
％人身︵寺田︶
と六月中だけで

●

2例会場渋海荘（松代町）

件数を数えています︒

0

記

事故はお互いの注意で防げる人
災であると云われ乍らなかなか無
くすことがむずかしいのが現実で
す︒これから夏に向い︑いよいよ
多発の時期です︒絶対に事故を起

0

0
会場費として、例会日ごとに￥20（
費
a会

毎月第2日曜日9：30〜17：00
1．例会日時

・1・
o』4−OIOI皿1一●一
川1 一●一側1
一●一

マイホームと

命⇔

所得税の住宅取得控除

なお︑詳しいことは税務署・税
務相談室にお尋ねください︒

と︒

②新築した人の住宅用家屋の保存
登記であること︑または新築し
た人から購入した人の住宅用家
屋の移転登記であること︒
③新築後一年以内の登記であるこ

上︶であること︒

①家屋の床面積が百六十五平方メ
ートル以下︵昭和五十二年四月
一日以後に新築された木造家屋
については︑百六十五平方メー
トル以下で三十平方メートル以

ります︒

新築住宅の登記で次の要件にあ
てはまるものは︑税率が保存登記
では○・六％から○・二彩︵昭和
五十二年三月三十一日までに新築
された家屋については○・一彩︶
へ︑また移転登記では五・○％か
ち○・二％︵昭和五十二年三月三
十一日までに新築された家屋につ
いては○・一％︶へと大変軽くな

☆ 登録免許税の軽減

以下であること︒

②床面積が百六十五平方メートル

住すること︒

①工事完了又は購入した日から六
か月以内に入居し︑引続いて居

られます︒

自分で住むために住宅を新築し
たり︑新築住宅を買ったりしたと
きは︑次の要件にあてはまれば︑
その住宅に居住した年から三年間
住宅取得控除︵三−三平方メート
ル当り千円で最高三万円︶が受け

☆

いろいろ優遇されています︒

﹁自分の家に住みたい﹂という
夢は︑多くの人が持っていると思
いますが︑実際にマイホームづく
りとなるとなかなか大変です︒そ
こで︑なるべく多くの人がマイホ
ームを持てるよう︑税金の面でも

（6）

生活の中にスポーツを〃
県民スポーツの日松代大会終了
第13回県民スポーツの日松代大
会は︑6月26日松代高校︒松代中

学校冷松代小学校・奴奈川中学校
・室野小学校を会場に開催されま
した︒

い一日でした︒

大会は各種目とも熱戦が展開さ
れ︑応援団の大声援とともに楽し
スポーツは大会日一日だけでな

大会の成績は次のとおりでした︒

①愛好会チーム ②松代青年Aチー

︑．口一般バレーボール

ム ③千年青年チーム
ロ婦人バレーボール
①松代白組 ②室野チーム
③松代赤組 ④千年チーム
．囹卓球一般︵参加8チーム︶

①松高卓球部 ②役場チーム
③松高卓球部OB
◎軍球中学校男子
①孟地中チーム ②奴奈川中チーム︑
③松代中チーム
幽卓球中学校女子
①奴奈川中チーム ②松代中チーム
ロ個人戦

米持

俊子︵奴奈川中︶

①小堺文江︵松代中︶

③佐藤るり子︵〃︶

②

①関谷昭栄︵郵便局︶

幽バトミントン一般

③小幡芳文︵〃﹁︶

② 三井 英夫︵鉄道公団︶

幽バトミントン親子ダブルス

②

柳卯一郎・恵子組

①山本安広・関谷直美組

︶

〃

幽中学校男子
①︐︑相沢 忠︵松代中︶

〃 ︶

達夫﹁︵

②

小島

③ 関谷 常夫︵
◎市学校女子
若月恵美子︵

〃 ︶

ー①福島和美︵松代中︶

③鈴木智子︵〃︶

②

9小学校男子

植木

清︵〃︶︑

勲︵松代小︶

①佐藤正博︵室野小︶
②

③市川

①関谷直美︵松代小︶

窃小学校女子

② 植木 英恵︵ 〃 ︶
③ 高橋美由希︵ 〃 ︶
（7）

曲矯

毎年多数の皆様から利
用いただいております町
民プールを︑次のとおり
開設しています︒

きまりを守りみんなで
楽しく泳いで下さい︒

O時間

∩︾

第一号︵松代︶プールは

夜も開設
1

7月2日〜8月ー日
第1号︵松代︶のプールは次の
期間︑夜も開設いたします︒みん
なできまりを守り楽しく泳いでく

第一号︵松代︶
第一︑一号︵室野︶

◎期間と時間

O

︑モ︑

込まないで下さい．
．︒彦
勤鰯
し

︑

郵便局からのお知らせ

レ

時間を守って下さ

酒類をのんだ人は入場しない
こと︒また酒類や危険物は持ち

ください︒

午後7時〜9時
◎きまり
使用上の注意①〜⑦を厳守して

7月21日〜8月10日

ださい︒

一回目 9時〜n時
二回目 ⑫時〜1
4時
三回目 14時30︑分〜16

時30分
第三号︵蒲生︶

時30分

15時30分〜17

時30分

12時30分〜14

一回目 10時〜12時
二回目
三回目

O使用上の注意
①水泳前に必ず準備運動を行なう︒

②体の具合の悪い人は水に入ら
ない︒

工会珠算検定

残念一級合格者ばなし︐

た︒

六月五日に松代中学校で開催さ
6回商工会珠算検定試験の
れた第4
成績が町商工会から発表されまし

合格率三八・一八％

発表によりますと
受験者数 二二〇名
合格者数
八四名

満点合格者 三名
であり二級に若月恵美子さんが合

一六名
一七名
一二名
一二名

二〇名

滴

他石先生選
於・克雪センター

紅

茶
せせらぎも春色に染め朝日立つ
貞 水

けて

北向きの棚田は田毎雪残す
悠 歩
葉桜やピアノ聞こゆるうら通ゆ
たつぢ
ねんごろに茄子苗五本植えにけり
たつぢ
今もある大藁屋根を葺き替える
六 花
満開の石楠花飾る新居かな
淡 水
ぽうたんの芽吹き鮮か雨続く
公・明
青蔦の陰に清水の落つる音
静 風
紅ほのと若葉の中の雪椿
八千代
スジ播くやきらきらの陽に背を向

五月十日

六名・

︵松代高︶

格し︑三級に6名の．合格者があり
ました︒以下検定試験の成績です︒

若月恵美子
合格者
〃
〃
〃
〃
〃

ヤい

嚇軋

嵐

しぶみ俳句会

芸支

暑中見舞はがき発売中／
郵便局では︑七月一日から絵入
りの暑中見舞はがき︵二種類︶を
発売しています︒

日ごろごぶさたしている友人︑
知人︑親せき等へ暑中見舞を出さ
れではいかがでしょうか︒
1お早目にお買い求めください

（81

綴

③管理人の注意は絶対守る︒
④水泳帽を着用する︒
⑤小さな子供には必ず大人がつ
いてくる︒
⑥プールの廻りで遊ばない︒
⑦プールの中に物を投げ入れない︒

町民プールは大勢の人が利用さ
れるのですから︑他人に迷惑をか
けないよう皆んなで注意しましょう︒

する事となりました︒

関川村で開催される県大会へ出場

圧勝︒この結果︑8月21日岩船郡

われ︑松代青年チームは4対1で

⑤⑧松嚢乾へ
七月二日︑町総合センターで郡
青年卓球大会の決勝戦が牧村青年
チームと松代青年チームとの間で
行なわれました︒
︑
試合は︑男・︐女各シングルス2

試合︑混合ダブルス一試合で争そ

の夢をつなぎました︒

出場権を得︑県大会︑全国大会へ

た︒この結果︑10年ぶりに上越大
会︵7月17日 於安塚高校︶への

レーボールは
年ぶりの上越大会へ

バレーボールの郡予選会は去る
七月三日大島中学校体育館を会場
に︑郡内6町村の代表選手が熱戦
を展開︒決勝は松代青年チームと
牧村青年チームとの間で行なわれ
2対1の大接戦の末︑優勝しまし
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