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松代町長

下りの列車がトンネルを抜け

﹁マツダイi︑マツダイi﹂

客が北越北線を利用してどっ

に東京︑大阪︑新潟からのお

皆んな陽気だ．

にぎやかに乗り廻している︒

関谷

て松代駅に停まると十組程の

秋は紅葉狩りやきのこ採り

で一度訪れたら︑又︑必ずや

と繰り込んで来る︒新緑のブ
ナ林の中で行われる探鳥会に
家族とOL風の娘さんが四︑
五人降り立った︒

中には顔見知りの紳士がい
る︒かつてこの町へ来た事の

たちが続々と出かける︒渋海

寄りのための施設には秋の陽

山の中腹に建てられたお年

って来る︒

川の川岸で釣りに興ずる温泉

がサンサンと降り注ぎ︑皆ん
な楽しそうに思い思いの時間

ある大学の学生さんが家族を
常春と言う町のシンボルの

を過ごしている︒町の若者も

連れて来たらしい︒

駅舎には雪と深いかかわりの

客︒クロスカントリーコース
は自転車天国となり︑サイク
リングの女の子たちが白い脚
ある﹁カンジキ﹂﹁スッポン﹂

とこはる

など藁工芸品や︑しゃれた喫

所を得て楽しく働いている︒

やがて冬がやって来た︒白

を躍動させる︒バカンスを楽

大学の運動部が秋の試合に

い恋人を求めて駅からぞろぞ

茶店が目を引く︒客人は通り

備えて泥まみれの練習を続け︑

ろ若者がスキーを肩にゲレン

しむ客が来町する︒

シーで芝峠温泉へ向かった︒

春になると山菜を食べる会

自動車練習所では若い男女が

でショッピングをするとタク

夏は星を観測する会に子供

に県外からもツアーでやって

治

は近隣の市町村から愛好者が

灘鑑

来る︒町の人達の親切は格別

螺

双眼鏡を手に馳けつける︒
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デに向う︒ナイターに映るス

キー場はまぶしいほどだ．

﹁冬の陣﹂さて︑今年の城主

←よ：●？︒

夢

ハッと目がさめた︒

起き上った．

＊

＊

＊

＊

﹁よ〜し︑やるぞ﹂

＊

りし︑年頭の挨拶と致します︒

ともに︑皆様のご多幸をお祈

ろしくお願い申し上げますと

平成二年︑本年もどうぞよ

る所存です．

力に溢れた町づくりに湛進す

の皆様と共に考え︑魅力と活

問題など山積する懸案を町民

させていただきました︒その
他︑高齢者・福祉対策︑過疎

町の﹁顔﹂となる事業に決め

機関からも審議をいただき︑

様の意向を充分尊重し︑関係

億円の使途につきましては皆

昨年﹁ふるさと創生﹂の一

＊

夢にしようか︒身ぶるいして

さて︑どうやってこれを正

ではなさそうだと考え直す︒

しかし︑どうもこれは

寒い

あ・︑我が松代町︒
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▲松代城山から緑豊かな松代を見下す

北越北線松代駅（模型）

遜簿麺轍

決定までの経緯

1652世帯

鉾︑i

○調査表配布先等

村によって構成される日常生

町民アンケート

活圏の拠点であると同時に︑

生活︑通勤︑医療の拠点でも

あります︒十日町市︑上越市

への東頸城における拠点駅と

しての役割を持ち︑上越−東
頸城−首都圏を結ぶ最短路線

であることはご承知のところ

松代駅︵仮称︶は豪雪地に

です．

おける完全無雪化による空間

を提供し︑常春の環境に老若

のコミュニケーションを通じ︑

す︒団地造成は現在の既存企
りよくするため︑その再配置

北越北線のシンボルとして魅

などを計画し︑地域のにぎわ
一つの要であり︑農村基盤整

を進めることも大切なことで

力ある地域振興の拠点となる

﹁ふるさと創生事業︵一億
行う地域づくり事業﹂のアイ
備事業を導入し︑幹線道路や

す︒また︑ハード面だけでは

にぎわいと活力ある町づくり

男女が気軽に集い合い︑人々

デア調査等につきましては︑

揚排水施設整備と運動公園︑

なく︑高卒者の意識改革︐親

の基盤になると思います︒

業の環境整備や操業条件をよ

町民の皆様方を始め︑地域お

テニスコート︑ゲートボール

の理解︑町民の方が温かく歓

いを生み出し誘発する基盤の

こしのグループの方々にご協

コート︑アスレチックコース︑

迎するムードづくりなど︑U

齢者福祉対策は︑通常の行政

研究グループ

温泉資源開発

定住環境整備部会

ふるさと活性化基金

C地域の交流部会

円︶﹂正式名称﹁自ら考え自ら

力いただき大変有り難うござ

観光農園︑駐車場︑管理棟な

い ま した︒

候補地として松代の池田地

ート調査や町長と町民の対話
集会などで意見の多かった高

ふるさと創生事業のアンケ

ど休養︑スポーツ施設を整備

昨年十一月二十七日に松代
します︒

ターンを促進し︑若者にとっ
て生きがいにつながる定住環

町町議会・松代町総合計画審
議会の合同検討会を開催し︑

区︵面積五㎞︶を予定し︑本

の中で対応し︑ふるさと創生
事業は高速鉄道時代に合わせ

境づくりがべースとなります︒

若い人の職場の確保︑安定

年度より用地交渉に入りたい

た攻めの発想になりました︒

亜場・宅地の國地造戴催

ことが決定されました︒なお

した兼業農家の育成等のため

と計画しています︒

三つの︵柱︶事業に使用する

財源の配分は町に一任となり

には企業誘致は避けて通れな

II月20日

D

文化・レクスポ振興部会

ll月27日

ふるさと創生交付金一億円

は︑現在︑ふるさと活性化基

金として積み立てしてありま
す︒

老人福祉対策

町づくり部会

B

（職員40名で構成する

A地域開発部会

公共用地（工場団地及び住宅用地の買収造成）

II月16日

（庁内職員66名）

「自ら考え自ら行う地域づくり」事業

議

ました︒ ︵経緯は下図参照︶

駅舎を情報交換の場侮
三つ目の事業として北越北

何時でも︑どこからでも企

いところといえます︒

業進出の機会があったら︑す

温泉開発毫

芝 峠温 泉周辺開発 に は ︑ ふ

始め松之山町︑高柳町︑大島

線松代駅︵仮称︶は︑当町を

るさと創生事業︵仮称︶で町

ぐ受け入れられるよう工場団
地の用地取得が急務といえま

・
総合計画

議

審議会

9，3％

0回収率

6月6日

長
会

7月17日〜9月1日

出稼先 78事業所……180

庁

町議会

は
民温泉センタi︵共同浴場︶

（決i定）（解轡

松代、室野集落を除く）

町内

町長との町民対話集会

係

（町内全域H地区

平成元年3月6日〜4月20日

6月27日

○調査期問

薪i

『町民講座

域・活きルネッサンス
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福祉の町づくりに 助っ人

小型リフトバスが贈呈される

番組の発足当時から訴えてき
ました︒そして︑全国の皆さ
んから寄せられた温かな善意
のお金で︑寝たきり老人のた
めの入浴乾燥車・入浴専用車︑

れるなかで︑このお年寄りの

の施設や団体に贈呈するとと

きバス︑電動イスなどを全国

身障者のための小型リフト付

民間放送の日本テレビでは︑

ための特別養護老人ホームの

〜﹁24時間テレビ・愛は地球を救う﹂〜
﹁24時間テレビ・愛は地球を

もに︑世界で最も援助を必要
激しい地域に﹁救援センター﹂

る第三回﹁冬の陣﹂もいよい

三月十日︑十一日に行われ

とされる地域や︑最も飢餓の

ベッド数が12万7千ベッドし

救う﹂で︑媒体と し て の テ レ
ビが国民の幸福に少しでも役
かありません︒当然︑こうい
った施設に入れない方々は︑

を設置し︑救援活動を行って

立つことを願うとともに︑国
民相互の助け合い運動として
れています︒そこで︑同テレ

言っても

乗っ取れ松代城

︒

今年から最も人出の多い二日

目の日曜日に行われます︒

城主にはコシヒカリニ俵半

二石︶が贈られるほか︑完

走者には抽選で四名の選士に

グァム島旅行のプレゼントが

あるなど超大サービス︒
そのニ

チームを組んで︒みこし

を造り︑スノーワールドで思
いきり元気に担いでみません

か︒題して﹁おみこし活き生

き合戦！﹂︒優勝チームには

のチャリティ募金を募ってき

今年の﹁冬の陣﹂は︑わず

﹁家

役場の社会課では十二回目

ビではこの番組を通じ︑

現在︑国内では六〇〇万人

これもナント m万円 の賞
金が出ます︒日頃のウサを晴

﹁冬の陣﹂の呼びものは何と

﹂

市

ボ

鯨
▲

畑

しみを三月十日までジッとお

へ申し込み下さい︒詳しい案
内書を送付いたします︒

実行委員会︵七−二二二〇︶

区 場希望の方は電話で︑冬の陣

﹁おみこし活き活き合戦﹂に出

なお﹁乗っ取れ松代城﹂︑

腐︐待ち下さい︒

の

ワクワクするようなこの楽

鍋 撮影会︑雪上アトラクシ．ン︑
韮 好評の食い倒れ横丁などなど︒

大花火︑お化け屋敷︑モデル

他にも︑雪の芸術展︑雪中

です︒

らすのにまたとないチャンス

か三回目にして︑今までにな

をしたところ︑町の福祉に対
する取組みが認められ︑松代
町をはじめ県内四市町村に車
両が贈呈されることになりま
した︒

贈呈を受けた町ではこの車
両を︑身障者のための﹁リハ

ビリ教室﹂や家にこもりがち

のお年寄りのための﹁渋海教

室﹂などに参加される方々の
足を確保するなど福祉の町づ

くりにフル利用していく考え
です．

陣 を

で

ロ

の

その一

庭を特養にする﹂つまり︑特別

謹聯

フト付きバス贈呈の申し込み

い﹁冬の陣﹂が期待できそう

の

を数えるこの企画に︑同系列

ました︒

﹁在宅﹂での介護を必要とさ

あとわずか

よカウント・ダウン︒

冬の陣ま．．

います︒

第3回

養護老人ホームと同様の﹁介

▲車イスに乗ったまま「ほくら園」の
入浴サービスに向う柳寅一さん（松代）

以上︵六十歳以上で︶の寝た

■團■雛嚇

です．

額つだ

のTNNテレビ新潟に小型リ

、PF

＿

護の出前﹂を制度化するよう

、難華麟雲き灘lll・i毒暉転，

きりのお年寄りがいるといわ

▼贈呈された小型リフト付きバス
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ともあり︑人工的にかけた巣

箱も利用することが知られて
おります︒樹洞内には枯草で

稀に十四個生み︑一卵はだい

シリーズ⑯

オシドリ
皿型の巣を作り産座には︑綿

毛などを敷き中に楕円型で淡

︑・︑力︑ 冬期間は雪の少ない地方

たい四十四グラムで短径三十

況

へ移動しているようです︒松

七ミリメートル位︑長径五十

松 永

代町へは︑三月下旬ころ番を

黄褐色の卵を四個から九個︑

形成して群で戻ってくるよう

二・五ミリメートル位で︑ニ
ワトリの卵より少し小さめの

ったもののようです．これは

う 言 葉が あり︑中 国 か ら 伝 わ

中国でも﹁鴛鴛の契り﹂とい

リの雄と雌を表わしており︑

か﹁鴛鳶の契り﹂などという

昔から ﹁おしど り 夫 婦 ﹂ と

と︑繁殖期は四月から七月こ

オシドリの繁殖活動を見ます

一番いが大杉に営巣しました︒

いう感じでした︒そのうちの

っている姿は一幅の日本画と

の大杉近くの落葉した木に止

早朝にどこからともなく十数
羽が戻って来て︑松代小学校

和六十二年︶は三月二十五日

いよ うです︒

が乾燥すればすぐに歩くこと

いわれます︶で︑解化後羽毛

ルガモ︑キジ︑シギなど地上
に巣を作る鳥の雛は早成雛と

る雛をいいます︒たとえばカ

眼も開き︑歩行して移動でき

点で︑すでに綿毛におおわれ︑

ます︒雛は早成性︵舞化の時

つうみ︑雌が初卵から抱卵し︑

もの︵ニワトリの卵は五十〜
五十五グラム︶を一日一個づ

です︒例年同じ時期に戻り︑

オシドリは︑つれあいの一方

ろまで水辺に近い林や︑やや

ができ︑その後雌親に保護さ

平成二年の﹁松代町の 野鳥﹂

が猟師に撃たれても︑もう一

離れた森林の樹洞に営巣し︑

れ︑ニキロメートル位までの
距離を移動し安全なところに

その日は一週間とはちがわな

方は逃げずにその場にとどま

地上から四〜十メートル位の
高さの樹洞を利用することが

行きます︒早成性の雛といっ

言葉をよく耳にします︒この
﹁鴛鴛﹂というのは︑オシド

稀には人家の煙突の横穴や︑

にして出るのか疑問となって

が高い樹洞の穴からどのよう

一九八七年︵昭

るという言い伝えから︑夫婦
間の契りの強さを表わす言葉

多いようです︒中には︑天然

ても︑まだ飛べない本種の雛

と思います︒

に使われ︑特に結婚式の祝辞

の樹洞がなく堀の石垣の間や

深いヤブの草におおわれた地

いたのですが︑崩御された昭

二十八〜三十日で雛が艀化し

等に使われています．

は﹁オシドリ﹂ から 書 き た い

願い申し上げます︒

本 年も ︑どうぞ よ ろ し く お

おめでとうございます︒

松代町の皆様︑明けまして

野鳥

オシドリは︑ガン︑カモ目

上や︑落ちた枝に営巣するこ

また︑蹴鰍など海の幸のおい

作りなどのシーズンでもあり︑翻

寒は酒の仕込み︑そうめん皿

また︑修業や漸願吻ために冷
水を浴びる﹁寒垢離﹂︑裸やは㎝
だし︑白衣などで神仏に参る斜
﹁寒参り﹂もあります・

う婁．り毒讐累リミ．睾豊．聖︑睾．聖iミ豊．碧．彗聖．寒聖．睾︑聖．妻．聖︑リミ豊．暑︺詩
︸

北風の吹く深夜︑家路を急
こ

ぐ少年たちに会いました︒
かんけい

﹁いま寒稽古の帰りです﹂

﹁そう︑剣道？ 柔道？﹂

一つで︑新暦では﹃月二

大寒は︑二十四節気の

の追い込みの時期なのです︒

わりに︑寒中見舞いを出

よう︒でも︑年賀状の代

年賀状の直後だからでし

いはあまり出しません︒

を出しますが・冬の寒中見舞蝋

夏は︑暑中見舞いのはがき蹴

しい時期でもあります︒
塒
寒中に対して夏は暑中です︒

十日ごろです︒小寒が一

す人もいます︒年末の多

なるほど︑寒中は受験勉強

﹁いいえ︑学習塾です﹂

月六日ごろで︑この日か

忙な時に年賀状を書くよ

一年中で最も寒

り︑正月休みに心を込め

たいか人

約三十日問が︑いわゆる

ら大寒を経て節分までの
寒中で︑

て書きたいし︑遅れて着

︒

盤廻㌧．

卍

︒﹂・

聖

︸

勢き彗睾奪聖彗聖ミ﹃皇

讐整
亀§9馨睾

婁

婁〆り§聖！婁

豊

象駈雲藩聖

膨書聖

聖4りも

よく知っておきたいものです︒

一〇番にかける方法などを︑

絡する方法︑公衆一電話から一

てずに一一〇番で要領よく連

です︒いざというとき︑あわ

一月十日は﹁︻一〇番の日﹂

になるのは一一〇番ですね︒

の発作や事故のときに︑頼り

や脳内出血の多い季節︒突然

ところで寒中は︑心臓疾患

もあるようです︒

いたほうが目立つということ

い時期とされています︒

この期問に武術や芸事の練

習をすると上達するとされ︑

聖§聖

寒稽古をする風習があります︒

ぐ妻

、翻、創剛…一勲』贈甜、㎜」㎜勲…即、一一㎜翻、一一酬齢…一膨勲鼎

松代町の
ガン︑カモ科に分類され︑松
代町には普通に観察されます

一一一一一㎜一一…一一一一…一鮒…一……一勲
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れて︑杉の木の下に生えてい

ッというような鳴き声につら

た雛が親鳥の︑クエッ︑クエ

も松代小学校の大杉で舞化し

かになったのです︒松代町で

りの雛の行動がはじめて明ら

たことは有名な話で︑オシド

々に飛び降りたのを発表され

舞化した雛が巣箱の穴から次

が営巣するところを観察され︑

巣箱をかけられて︑オシドリ

和天皇が皇居にオシドリ用の

いるようで︑松代小学校の大

ており︑繁殖が少なくなって

営巣できる大きな木が減少し

く︑全国的にオシドリやフク
ロウなど樹洞を利用する鳥が

ます︒しかし松代町だけでな

松代町ならではないかと思い

できるところは自然の豊富な

オシドリの雛の巣離れを観察

町の中のしかもすぐ目の前で

同時に︑全国広しと言えども

したのは初めてで感激すると

を観察しましたが実際に観察

て十羽前後の雛が飛び出すの

色で立っており﹁想羽﹂とも

羽の最内側のもので︑色は榿

これは︑翼の三列風切という

羽﹂について書いてみますと︑

すが︑雄の美しい﹁イチョウ

存知と思いますので省略しま

オシドリの形態は︑よくご

ることが必要です︒

にした方がよく︑必ず保温す

とは厳禁で︑飲み水程度だけ

言って︑水の中で飼育するこ

鳥は︑水に住んでいるからと

っとむずかしいようです︑水

設備が必要で︑個人ではちょ

おもいはね

る木の枝葉をクッションにし

ゆ

も

︐銅

期だけのもので︑子育てのこ

です︒m番をかけると︑ 分遣

の発生を知らせる重要な番号

m番は︑火災︑救急︑救助

言い︑オシドリと言えばこの

ろには雛と同じ色彩になって

所の係員が︑

杉は貴重な杉と言えると思い

︵雌と同じ色彩にな

1月19日は
います︒

羽を思い出すと思います︒こ

箱をかけてやることも必要に

ることをエクリプスと呼びま

の﹁イチョウ羽﹂は雄の繁殖

なると思います︒

す︒︶この時期の雌雄の区別は

めには︑人工の樹洞である巣

られて川や池等に行きますが︑

ます︒これを少しでも補うた

松代小学校の大杉の場合は︑

嚇で雄の紅色に対し雌は灰黒

救急ですか？﹂

れたり︑雛の鳴き声で猫に追

崖が障害となり親鳥からはぐ

ょう︒越冬地でハンターに誤

て番いを作っていることでし

少ないところで雪消えを待っ

松代町のオシドリは︑雪の

なお︑ 囎番は通報専用です︒

て答えてください︒

をたずねますので︑ 落ち着い

あと順次に︑ 住所や名前等

と問いかけます︒

われたりで︑三年間で二十数

って撃たれないことを願って

巣離れした雛は親鳥に連れ

グランド側に巣穴が向いてい

色ですぐ区別できます︒

﹁火事ですか？
ないため警察側に飛び出し︑

羽を保護しました︒他種の鳥
の雛は何回か保護飼育し放鳥

火災等の問い合せは︑ 一般加
入電話︵㈲ー二三一〇︶ でお

この時期は︑厳寒期で暖房

器具を中心に火気を取扱う機

会が多く︑よって︑火災の多

発も懸念されます︒

又︑ひとたび火災が発生し

ますと雪のため避難や消火に

困難をきたし惨事をまねくこ

ととなりますので暖房器具︑
火気の取扱いには十分注意し

て下さい︒

﹁一一九番﹄の日です

自

O

？摩

下

oD

この項を終ります︒

願いします．

！為
．翻

Dσの勿。鐸。

DO。O
マー・・
Oo

Oo

㌧o

o

・。。・0・DO

Oρ

しましたが︑カモをはじめ水
鳥の雛の飼育は︑それなりの

雄つ

乙型

難

♂
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鞭

新年金は

厚生年金
国民年金

2月−日
2月柘日
年金額の内訳を例示するとお

に支払われます

約3万円受給している方の場

なお︑ 厚生年金のうち郵便局の現金払いは2月13日となります︒
2月に支給される老齢年金の
例 国民年金︵旧法︶で月額

今回の年金額の引き上げは︑

平成元年4月にさかのぼって
およそ次のようになります︒

厚生年金︵旧法︶で月額

実施されることになりました︒

従って︑厚生年金・国民年
例
約13万5千円受給している方

金とも既に平成元年H月︑1

月に前月までの月分の年金額
の場合

・新年金額︵月額︶

べての受給者に交付するとと

成二年一月三十一日までにす

の源泉徴収票﹂を作成し︑平

には︑支払者は﹁給与所得者

などの給与等を支払った場合

下同じ︶に俸給︑給料︑賃金

三十一日までをいいます︒以

一月一日から平成元年十二月

︽不動産の譲受けの

ことになっています︒

を作成し︑税務署に提出する

動産の使用料等の支払調書﹂

円を超えるものについて﹁不

動産業者の方は︑同一人に対
する支払金額の合計が十五万

料を支払った法人や個人の不

対価の支払調書︾

けの対価を支払った法人や個

もに︑一定金額以上のものを
ています︒

人に対する支払金額の合計が

平成元年中に不動産の譲受

また﹁給与支払報告書﹂は︑
すべてのものを受給者の平成

一〇〇万円を超えるものにつ

税務署に提出することになっ

二年一月一日現在の住所地の

いて﹁不動産の譲受けの対価

⁝⁝約3万−千円

．2年2月に支払われる額

市町村に提出することになっ

の支払調書﹂を作成し︑税務

⁝⁝約1千円

詳しくは最寄りの税務署や

ます︒

人の不動産業者の方は︑同一

⁝⁝約7万1千円

ています︒

署に提出することになってい

・差額︵月額︶

︵新年金2ケ月分＋差額8

︽報酬︑料金︑契約金及び

㈱夫婦お二人で受給されてい

平成元年中に︑外交員︑集

税務相談室へお尋ねください︒

賞金の支払調書︾

ケ月分︶

．2年2月に支払われる額

⁝⁝約5千円

・差額︵月額︶

⁝⁝約14万円

・新年金額︵月額︶

が支払われていますので︑平

成2年2月の支払いでは︑前
回の支払い以降の月分の新年

金の額と4月から既に支払済
みの月分までの差額とがあわ

せて支払われることとなりま

る場合は︑この二倍の額とな

金人︑バー︑キャバレーのホ

ステス等に支払われた報酬︑

の支払分を取りまとめて作成

いて説明しましょう︒

りますが︑主な支払調書につ

支払調書の種類は数多くあ

ことになっています︒
︽不動産の使用料等の

調書﹂を︑税務署に提出する

料金︑契約金及び賞金の支払

ります︒

⁝⁝約45万5千円

︵新年金3ケ月分＋差額7
ケ月分︶

料金︑および広告宣伝のため

の賞金などで︑同一人に対す

る支払金額の合計が五〇万円

し提出するもので︑提出期限

︽給与所得者の源泉徴収票と

支払調書︾

を超える場合などには︑﹁報酬︑

は利子︑配当などの一部を除

給与支払報告書︾

この法定調書は︑その年中

き︑支払った年の翌年の一月

平成元年中に不動産の使用

而1

す．

合

平成元年中︵昭和六十四年
三十一日となっています︒

四肴ぐ＼國
親務署口
）

なお︑受給者の方それぞれ
によって違いはありますが︑

給料︑報酬︑料金︑利子︑
配当などの支払者は︑支払先

の住所︑氏名︑支払金額など

を記載した書類︵法定調書と
いいます︶を税務署に提山す
ることになっています︒

妻払繕の捏出は1月3疇

2
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危険です

箋捗瓢纏やくだ9おしらせひろぼく職職群搬舞
九九〇年農林業センサスに

うまい話にこ用心

たり︑借金するのに低抗が

ない方ですか

※消費生活センター︿県庁内

⁝⁝⁝⁝はい／いいえ

⁝⁝⁝⁝はい／いいえ

あれがほしい︑これもほし

6︑利殖など金もうけに興味

こ協力ください
公共団体をはじめ各方面で農

い︑あれがしたい︑これもし

の ほ か︑農業 サー ビ ス 事 業 体
及び農業集落のすべてを対象

この調査は︑全国の農家︑
林家など農林業を営む事業体

れるもので︑個人の課税等そ

計を作成するためだけに使わ

ので︑ご協力をお願いします︒

①﹁興味ありません！﹂ときっ

っぱりと言う︒

②友人や家族とよく相談して

じやすいタイプ？

⁝⁝⁝⁝はい／いいえ
2︑ふだんから友達が欲しい

と思っていますか︒

⁝⁝⁝⁝はい／いいえ
3︑自分の意志を他人に伝え

⁝⁝⁝⁝はい／いいえ

がありますか．

をつけて下さい︒

総懸

化

㎡

︑毯

5︑ムードに弱い方ですか︑

農林水産省では︑平成二年
林業施策推進などの基礎資料

慎重に．

二月一日現在で︑全国の農家

盈025︵285︶4196﹀

⁝⁝⁝⁝はい／いいえ
※はいの数が多い人ほど被害

として行う極めて大規模な調
の他の目的に使うことは法律

決める．

③おかしいと思ったら消費生
活センターか役場消費者相
④口頭でも契約は成立します

4︑クレジットカードを使っ

るのが苦手ですか︒

申し込むときはくれぐれも

談窓口︵総務課︶へ︒

あなたの

たいと欲張るのが人間︒

﹁被害体験可能性度﹂を
チェツク

者になる可能性が高いので気

査で﹁農林業に関する国勢調
で固く禁じられておりますか

そんなあなたを悪質な業者

林家などを対象に﹁世界農林
として広く利用されます︒調
査員がお伺いして︑農林業の

が狙っていることを忘れずに︒
そこで悪質な業者の彼害に

ー︑あなたは他人の言葉を信

査﹂ともいうべき大切な調査

ら︑ありのままをお答えくだ

業センサス﹂を実施します︒

経営状況などをお尋ねします

あわないための四ヶ条を︑

です︒調査の結果は︑統計表

さいますようお願いします︒

なお︑調査した事項は︑統

に取りまとめられ︑国や地方

係保安団体と協力してこれら

ブロパンガス用安全器冥の設置のお願憐
プロパンガスによる事故は

ずスムーズに切れます︒また
大根をそばに置いて︑そのつ

の安全器具の普及の推進を図

くとカビ防止に役立ちます︒

ど包丁で切れ目を入れながら

全国で四百〜五百件発生し︑

カラシにもカビを抑える働き

切ると︑同様につかずに切れ

った後︑酒か焼酎でふいてお

があります︒小皿かおちょこ

ます．

っています．

に大さじ二杯分くらいの練り

その約七割は消費 者 の ミ ス が

スを使用している皆さんには

餅は正月につきものですが
関西では一個一個を丸めた丸

カラシを入れ︑和紙でフタを

もちに

このため従来からガス漏れ

安全器具の普及について一層

い餅が普通です︒関東は︑一

して︑餅の箱の中に入れてお

つきましては︑プロパンガ

警報器等の安全器具が使用さ

のご理解をいただき︑設置に

枚ののし餅を四角に切るのが

原因とされています︒

れていますが︑近年はさらに

ご協力をお願いします︒詳し
くはプロパンガス販売業者等

くのもカビ防止の工夫の一つ︒

新潟県消防防災課

い︒

㈹新潟県プロパンガス協会

く︑餅もカビやすくなりまし
たが︑餅の表面をよくふき取

最近は家族の暖房事情がよ

切ると︑餅が包丁にくっつか

た布きんで包丁をふきなから

のし餅を切るときは︑ぬれ

よくなって効果的です︒

の問に敷いておくと通気性が

す︒これを防ぐ仁は︑供える
ときに︑米粒を五つ六つ︑餅

カビを寄せつけない

高度な機構を有し︑ガス漏れ

習慣のようです︒

ぐ安全器具等が開発され︑そ
の普及に伴い大きな効果が認
められてきました︒県では関

鏡餅は︑重なり合ったとこ
ろにカビがはえやすいもので

を感知した場合には元でガス

の専門業者におたずねくださ

鳳

の供給を遮断して大事故を防

認⑨

うま

平成二年は午年です︒

ゆ

藷︑蝋／
レ！
時塾︑

になる﹂のではなく﹁晴れる﹂

イヤルを回す．

と︑反対の意味を言う地方も

△青電話の場合

通報に必要な内容と
かけ方を確認しよう

けんかや交通事故︑強盗な

馬偏のつく文字もいろいろ

いによるものでしよう︒

あります︒馬と人間との関係︑
その地域の気候条件などの違

あります︒駅︑駐車場などは

えてもらい︑

一︑ 一︑Oとダ

るものとついていないものが

何が起きたのか

二︑時間と場所を正確に

あります︒ついているときは︑

緊急呼び出し機のついてい

三︑犯人の手がかりを

一

店の人に﹁カギ﹂で切りか

現代でも重要な交通用語です︒

ど︒

一〇番通報に必要な内容

かつて︑馬が活躍した時代が
しのばれます．

﹁驚﹂は︑馬が前足を上げ

一一〇のダイヤルを回す︒

ついていないものは︑十円を

人相︑人数︑服装︑特徴など

四︑逃走した方向は

入れて回す．

て︑後ろ足で立ち︑上向く意

味で︑驚いたとき︑このよう

五︑何で逃走したか

△赤・ピンク電話の場合

回す︒

〃ρ

■

しボタンを押してダイヤルを

受話器をとって︑緊急用押

カード電話の場合

△黄電話・プッシュ型黄電話・

﹁騒﹂は

自動車︑バイクなどの色︑型

な姿勢になります︒

馬がたくさん寄り集まること

ナンバー︑特徴など

りたいものですね︒

公衆電話での二〇番のかけ万

で︑それが﹁騒がしい﹂の意
味になりました︒

始めたのは︑牛よりも遅く︑
紀元前四千年ごろと推定され

祈願に奉納する絵馬は︑もと
は神社や寺に馬を奉納する代

人類が馬を家畜として飼い

家 畜として ︑昔から 親 し ま れ

ています︒そして今日まで︑

わりに︑馬の絵を書いたのが

ところで︑初もうでや合格

てきました︒利口な動物とい

運搬用︑農耕用︑乗馬用はも

始まりとされています︒

う わけ で す ．

ちろん︑戦争や狩猟にも馬は

して大いに頑張りますか︑そ

でも︑最近は馬を見かける

こうした馬と人間との密接

れとも馬耳東風⁝⁝マイペー

さて︑今年は︑馬力アップ

ことが少 なくなりま し た ︒ 八
万二千頭
これは︑日本で

な間柄を反映して︑馬につい

登場します．

飼われている馬の一番最近の

スでのんびりいきますか︒い

﹁馬がいななくと︑天気が

ことわさ

ての諺や漢字が豊富です︒

用で︑農耕馬︑ばん馬く荷を

よくなる﹂とか︑﹁馬がはねる

ずれにしても︑ウマく乗り切

数です︒そのほとんどが乗馬
引かせる馬︶などは少数派で

と雨になる﹂という地域があ
るかと思えば︑一方では︑﹁雨

4

㌦蜘蜘＿

す︒ちなみに牛は︑肉牛︑乳
牛を中心に約四百七十万頭が
飼 育 されて います ︒

％

／
馬は︑人間と意思のかよう

・二1110番
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から︑自然の中でかけずり回
って遊ぶのが一番です︒子供

ございます︒暖かだった年の

新年あけましておめでとう

編集後記

松代にもたくさんの赤ちゃ

時代に十分な遊びをしておけ

瀬から一転して本格的な雪に

かわかりませんワ

れは赤ちゃんを産むことです︒

んが生まれました︒感激新た

ば︑遊びを忘れてパソコン熱

女にしかできないこと︑そ
十月十日︑幸せが日増しにふ
な人達が多いことでしょう︒

とつきとうか

くらむかのごとく︑大切にし

見舞われた今年の正月︒皆様

中よりも︑先行安心だと思う

オンギャー

でも︑赤ちゃんが生まれたっ

いよいよ

すネ︒それには︑たくさんの
子供達がいて︑一緒に遊びま

く︑そして優しく育てたいで

で皆さんにお届けします︒

り︶の原画をそのままカラー

菅井与市郎さん宅・屋号たのし

マンガ家︑里見桂さん︵田沢・

いかがお過ごしでしたか︒▼
今月号の表紙は郷土が生んだ

生活の中で︑どんな風に成長

くり︑感動し合って成長して

自然の中でいろいろと感動

のです．

継難醜1

を育てあげることは︑

てことは︑大変なことですよ

鵯璽綴慈雛奪灘難葬難翻

責任重大です︒何不自由ない

させるか︒誰でも子供は健や

ゆくことかな︒

﹁原画どおりのキレイな色が
かに育ってほしいと願います︒

出てくれれば良いが⁝﹂と印

刷屋さんが心配するほどので

自分も子供に帰って一生懸

命遊んであげること︒

その点︑松代は環境が良い︑

転勤されて来た方︑そう思い

きばえは︑やはりプロ︒この

原画をもとに﹁冬の陣﹂のポ

子供は幸せの源☆

今からでもおそくはないη

スターが作られます︒

ますでしょ？空は青く澄み︑
川は流れ︑鳥はさえずる︒山々

子作りに励みましょう

1繍 1

午前九時三十分から正午まで︒

儀明の一部︒一月十九日㈹︑

が図れるとは有難いものです︒

ンドシでコミュニケーション

が目に浮かびます︒他人のフ

星取りに一喜一憂している姿

りました︒町内のあちこちで

ってくれることでしょう︒▼
大相撲初場所も七日から始ま

陣﹂の宣伝に一役も二役も買

﹁冬の

は緑々々々︒こんな中で育つ

失礼しました．

灘灘灘 糞率馨麟
奪嚢一嚢蒙

子供は︑都会で育つ子供より

も︑ずっと恵まれていると思

皿欝㎜

盤欝 鐵翻
欝難 鱗籔

繋㎜ 鑛

子供は遊ぶことが仕事です

います︒

難 灘醗護

おめでとう ヤッター
この感激をどう表現していい

鰭，弼灘麟轍、

人

させ︑生物を知り︑たくまし

尉癒

ネ︒ひとりの 人 が誕生し
たんですから︒この汚れなき

関谷貴代美さん

・．美・，騰磯，舞
縫藤嚢1鑛麟

縫

麗獲藻
難搬i

女のしあわせ

纏繍纏灘鰹羅難
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戸籍の窓口

句

芸

ロ
で
念し
︐へ
む
一
．

甲

誕一婁

文 蘇・攣

俳

花

真向いにとどろく涛や掛大根
耕 山
妻がゐて鶏がゐて冬籠り
六

庭つつじ囲うに惜しき返り花
たつお

水

家々の囲を急かす遠嶺雪

枯水
玄関にオモト寄せるも冬用意

耕 人

こそばゆきお世辞とび交う冬

の市
無精髭だれはばからず冬籠り

野になる実

ユズヲハ

花は五・六月頃雌花は緑黄

では一㌶〜丁癖位です︒

色雄花は赤色で︑十月頃青黒

い実がなる︒枝先に若葉が車

輪状に集まってのびてから︑

日

正月のかざりに使われる木

古い葉が散っていく︑葉の新

月

で︑古い葉をおしのけるよう

紅茶
早々と境内冬の構えして
ふさ女

とからこの名がつけられたそ

鍋ぶたに餅へばりつく盲汁
淡 水

本州福島県以西に分布し︑

うで︑我が国政にたずさわる

旧交代がはっきりしているこ

鐵 堂

常緑低木︵暖地では高木十眉

武宮正樹

方々も見習ってはいかが⁝⁝︒

に新しい葉がでてきます︒

な

念

醗欝

九段

位︶になるそうですがこの辺

懸巣鳴きバス待つ人の無口か

喜 沙

て冬に真向う曇天に見ゆ

潮風に揉まれし木ぬれ節くれ

星と月と明るむ

庭前は白き小菊の花盛り一番

野石

短歌雪起し

初雪を集めてはしゃぐ子らの

声
日曜を選んで寺の煤払い
八千代

盲汁囲みて交わす茶椀酒

世香
立話長くなりたる小春かな

元

瀞舟
年の暮大安売ののぼり立つ

一

の間は楽土かここも

冬囲済みし家より出稼す
去

隙間風鳴るをさびしと老二人
翔 山

蕊、一

雪起し頭上を圧す深き闇一閃

懸け水を家にめぐらし冬籠る
公 明

山の田の水鏡はや初雪に埋ま

かぶ

初雪に埋る赤蕪紅深し

ほた

出題

黒先活・7手まで

黛誓⑦サ中9留・挺・4ε〈耀ヨτ妥旱雲〉

りて小鳥の影も映さず

盲︑善

。呈≧⑦r￥＝｝、ユIF乙アに》

水

︵9

●ヒント⁝左右同形中央に手︒
3分で1級︑1分で有段者︒

醤誹⑦殴、宿ε日 ユ圭鱒き4一蓄（o醤一

泥

スワ

う

国

り

⑧⑨

ハス

＼w

9乙ツ

ケ

︑
さ︶きを

母さんノ

︐

塵

大柑を返せばけぶる味噌煮釜
折 人

ツー

岬ス

童日さ︑初あに

喬

何て書翼の
し一ことチさ

沙しは

ぢよッ

ずぺき

ワノ

＼

か宗

助げて
くださ
よツ

う
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・

ノ
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