広報

、984皿

74

口編集議会事務局□Nα105

昭和59年11月10日□11月1日の人ロ

渉
4

口発行．新潟県松之山町□電話．（02559）6−3131

広報まつのやま〔2〕

『文化と農業』健在

iooNー

⁝し物といわなければならない︒

文化協会による民謡︑踊り︑

心の味と香り

のしみ込ん

と香り﹂展．小場︒お母さんたち

の

った︒胸に迫る感動を抑え切れ

そっと涙を虹ぐう婦人の姿もあ

シーンと静まり返った会場には︑

を止めて︑五卜二点の出品に見

場には︑二百六十人余の人が足

米共励会﹂︒稲株と玄米の展．小

ことし新たに加わった﹁良質

商工会婦人部のチャリティーコ

弔らげた︒野菜︑牛肉︑それに

が手塩にかけた約下六百食を︑

食欲の秋に︑婦人会など諸団体

ち︑ポン菓子に︑人気が集中︒

だ︑貴い八干品の料理が︑所狭

日に開かれ︑三回目の今年は一

たかった人々が︑少なくない︒

人った︒今まさに見直されつつ

詩吟︑太鼓︑演奏などもかっさ

段と盛りあがりを見せた︒

これより先︑前Hの舞台を飾

ある稲作に対する︑︐住民の関心

しと並んだ︒メモを取るふる壁

家族連れのムラ人たちは︑早

った︑上川手歌舞伎保存会の皆

れとなった︒

ーナーは︑またたく間に売り切

いを浴びた︒これらは年々水準

朝から会場の自然休養村センタ

さんによる﹁菅原伝授乎習鑑−

の高さを裏打ちする情景だった︒

会貝の姿もあった︒生活改良普

ーに押し寄せ︑繰り広げられる

特に農家主婦の人気を集めたの

誇．小︑感嘆の声がもれていた︒

が多い．

多彩な行事を楽しんだ︒広場に

寺チ屋の揚﹂の上淑成功は︑特

晴れて町長賞を受賞した︑稲

は︑うれしい︒

があがっていると︑評価する声

うず巻く人の波は︑折からの冷

筆するに値しよう︒十六人の役

町を拳げた祭りの余韻が残るふ

観衆を魅了せずにはいなかった︒

祭り盛り上がる

予想以上の豊作で

農山村の文化と農業の健在ぶ

たい秋雨をハネ返し︑町民体育

者の息の合った好演に︑惜しみ

作の熱心家たちは︑報いられた

る里に︑やがて冬が来る︒．

美術展は︑その水準の高さを

コシヒカリ︑ヂ打ちそば︑も

館は︑芸能をたん能する老若男

ない拍手が送られた︒三省小学

労苫に︑喜びをかみしめた︒

及員も︑説明に大わらわ︒

女で埋まり︑熱気に包まれた︒

校児童による﹁少年三番曳﹂と

りを示す町農業察が十月二十八

浦田小・中学校の児童生徒が

共に︑続けてほしい伝統芸能の

つ

﹁

音楽劇「ミヨウキン」を演じた浦田小、中学校の皆さん

﹁伝えて行きたいわが家の味

演じた音楽劇﹁︑・︑ヨウキン﹂は︑

手歌舞伎
た上
カ カ

段 と 磨 きカ
芸に
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〃

〃

﹁米収娃の部﹂で最優秀賞に

が決った︒

217，336
〃

216，948
〃

〃

229，703

コシヒカリ

221，993
〃

223，934

221，605

220，441
〃

219，665

218，112

チャリテーの

売り上げ金寄付

町商工会婦人部では、農業祭で、引き出物

優勝﹁紅白﹂樋日ヨシ︒

樋日

丸山

ヨシ

定一

一

丸由サワ︒

優勝﹁紅白﹂久保爾寿栄︒

一等

一等

▼κ部︵四卜κセンチ以上︶

他﹂丸山サワ︒

等．三色し丸山サワ︑ ﹁その

︸

﹁紅白﹂竹内清司︑﹁その他﹂

優勝﹁三色﹂丸山定㎜︒

▼四部︵四卜κセンチ米満︶

色﹂樋口幸雄．

一等﹁紅白﹂高橋平八郎︒﹁三

優勝﹁白写ダイヤ﹂竹内清司︒

▼三部︵一．一十κセンチ未満V

にはト八人︑兀卜二尾が出品さ

の通り︒

．糸ゼ﹂

▽総合優勝

▽総合準優勝
﹁三色﹂

他﹂丸山サワ．

等﹁三色﹂樋口幸雄︑﹁その

優勝﹁紅白﹂高橋平八郎︒

▼一部︵卜八センチ未満V

﹁紅白﹂

▽ジャンボ賞

高橋弔八郎

査された︒各部門の人賞者は次

﹁その他﹂畔圭勝治︒

▼二部︵．︑卜八センチ未満︶

など不用品のチャリティーを行ない、その売
り上げ金58，091円を町社会福祉協議会に寄付
れ︑体長別のκ部門に分かれ審

第レ六回松之由町錦鯉品評会

総合優勝は高橋さん

豫ぐ塞石躍

総合優勝、高橋さんの紅白

﹁米収量の部﹂

十アール当たり 七〇四キロ

回松之山町良質米安定多

﹁米代金の部﹂の最優秀賞久保田喜一さん
第

⁝川地稲作に大きな．男気を与える

収穫共励会は︑ノー fー疏脚
した農業所得の増大と︑良質米

快拳といえる︒また︑ ﹁米代金

の︑し百四キ︒という成績は︑山

業改良普及所松代支所︑町農業

の部﹂で最優秀賞を獲得した久

輝いた小野塚徳一さん︵東用︶

を得て︑今年始めてスタートし

保川喜一さん︵曽根︶の︑二十

230，920

五万症r円余という成績は︑販

〃

五百万石

売面におけるコシヒカリの強さ

243，727

234，412

町内の農家組合から推薦され

名

〃
〃

〃

松之山
〃
下川手
〃
中立山
〃
東 川
坪 野
〃
湯 山
＞米代金の部

〃

た五十二人の篤農家によって︑

たものである．

委員会︑各農業協同組合の協賛

の生産向Lをめざし︑東頸城農

255，758円

を物語っている︒

〃

〃

が競われ︑別表のように入賞者

〃

奨励賞

品

した。

最優秀賞は小野塚徳一さん

〃

218，500
〃

〃

品

優良賞

〃
〃

〃

五百万石

久保田喜一
村山 寿雄
村山 貞雄
小野塚吉麿
和久井豊治
樋口 藤夫
小野塚常定
若月三太郎
倉重徳次郎
中島 忠信
高沢 松次
高橋 ミチ
村山 正実
相沢 良三
奨励賞

651

小野塚徳一
志賀 永吉
竹内
清
高橋 文郎
津端 克己
相沢 春義
樋ロヨミ子
佐藤 良雄
佐藤 英勝
村山 敏一
志賀 昭一
佐藤 忠義
丸山 嘉幸
村山 恒雄
樋口 清一

曽 根
下川手
上川手
東 川
小 谷
兎 口
上蝦池
藤 倉
曽 根
水 梨
大荒戸
中 尾
上川手
水 梨
〃

657

東 川
下川手
坂 中
湯 本
光 問
水 梨
中 尾
天水越

最優秀賞
優秀賞

〃

アキヒカリ

新 6 号
新潟早生

〃

最優秀賞
優秀賞

氏

〃

661

アキヒカリ

氏

住 所

〃

670
〃

695

住 所

入賞区分

優良賞

647
627
597
596
589
585

新潟早生

稲株と玄米の展示に農家の関心があつまった
〃

685
684
671

〃

入賞区分

名

コシヒカリ

十アール当たり米収最と米代金

10アール
当たり精
玄米代金

種

10アール
当たり精
玄米収量

種

704㌔
新潟早生

凶灘︑．

第1回松之山町
〉米収量の部

良質米安定多収穫共励会入賞者
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最低賃金を守りましょう

ー鵠ー

一旦二︑二四九円以上ですか〃
を条件として個別に除外が認め

豪雪基金のパンフ作成

善意の募金呼びかけ

能力の低い人や試用期問中の人

心身の障害により箸しく労働

者に適用される最低賃金は︑卜

新潟県内で働くすべての労働

ハンフレットをこのほど一乎部

いので暖かいこ援助をお願いし

かわらず︑

られています．

百．力円は︑町より毎年．＾．百．〃円

最低賃金は︑胆裳所ではたら

松之山町にとって老人福祉と

く常用・臨時・︒ハートなどのす

づっκ．年闘補助．のこりの半分

最低賃金制とは︑国が賃金の

は㎜般から寄付金を集める︒

最低限度を定め︑使用者に対し

適用除外許呼を受けようとす

は︑屋根のφ︑掘りをいかに楽に

べての労働者と労働者を一人で

してあげるかが問題だと︑町社

も使用しているすべての使川者

る場八・は︑巾請書を所轄の労働

に支払ってはならないとする制

会福祉協議会では﹁豪壁︐対策基

て︑それより低い賃金を労働者

基準監督署に提出してください︒

使用者が最低賃金額より低い

月．κHから一日．二︑二四九円︵時

作成︒町内や東京方面の町出身

一目一︑〃

に適用されています︒

賃金を支払ったときは︑処罰の
などのように︑一般の労働者と

問給の労働者は一時間四〇七円︶

者︵校友会︶などに配布して︑

↓般からの募金は︑

度です．

対象とされます︒また︑かりに

労働能九などが異なるため︑最

となりました︒

この基金の募金を呼びかける

本格的な募金活動を始めた︒

基金の積航目標額は︑九年間で

議会へ︒

︑＼

●︑

フ
ン

住民課内︑松之山町社会福祉協

加人申し︑込み︑詳細は町役場

がある好調なスタート︒

と県外から約．左卜口の申し込み

など町内から．白ニレ四日︒県内

会議員や商店︑旅館︑建設業者

この呼びかけに︑さっそく町

ますと呼びかけている︒

一時金の寄付でもよ

るが︑雅務局では額の多少にか

円で．κ年嗣継続寄付となってい

最低賃金額より低い賃金を労使

低賃金を画一的に適川すること

金﹂を．五月に創設した︒

合意のうえ︷．疋めても︑それは無

が必ずしも適当でない労働者に

督署におたずねください︒

くわしくはトH町労働基準監

ついては︑県労働基準局の許．円

五壬︑乃円︑この基金を頭金．しそ

の利子収益で三百戸から四百戸

位の老人家庭などの除雨︐を救う

というもので︑．κ年に︸度の豪
雨馴を仮定している︒

目標額．＾．千万円の半額二壬．五

豪雪対策墓金

﹁火の元﹂の確認を

子供に﹃火﹄の
肇鋸にあ参たの鰹かいこ嬢鋤壱む鱗いしまマ

チ供だけを残して外出するこ

とは︑できるだけ避けなければ

ヂ供は火に対し強い興味を示

基金の加入呼をびかけるパ

なり ま せ ん が ︑ や む を 得 ず そ う

す反面︑火災につながる火の恐

恐ろしさを教えて
トfブ︑コンロなどの火気使川

いう状況になった場合には︑ス

器具の火を必ず消し︑火の地の

です．

ろしさについての認識は不十分

また︑マッチ︑ライタfなど

うにしてください︒

また︑出人Hの施錠は︑万一

の乎の届かない場所に保管する

出火の原因となるものは︑子供

始末を確認してから外出するよ

の場八・の避難を考えておくとと

︵東頸城消防署松之山分遣所︶

ことが大切です︒

もに ︑ 隣 近 所 に ヂ 供 だ け を 残 し

とも必要です︒

て外出するこ乏を伝えておくこ

乙㌧艦

。

書道部門

新潟県松之山町

外出するときは

めをしたものとみなされます︒

大人の不注意から

効とされ︑最低賃金額と同じル疋

死者の大半は
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顧欝

郡展賞︵書道︶に
︵松ロ︶

まとめ︑線の変化にも工夫して

作品は﹁ポイントを心得て良く

郡展賞を受賞した田辺さんの

栄二さんが奨励賞に選ばれた．

美子さんが奨励賞︒絵画で猪俣

田辺誠一一さん
第三回東頸城郡美術展覧会が
十月二十日から二十二日まで︑

書道．五十八点︑絵画四十七点︑

あり︑永年の鍛練の積み重ねが

松代町総合体育館で開催された︒

彫塑︑工芸十一π点︑写真八卜三

員︑早川素秋先生の講評であった︒

うかがわれる秀れた作品﹂と審査

点の力作が出品された︒松之山
され︑書道で旧辺誠二さんが郡

▼「六華映ゆ」猪俣栄二さん
＜﹁杜甫詩﹂本山智子さん︵浦田︶

郡展受賞者は吹の通り︒

町からは四部門に五十点が出品

展賞に︑本山智子さん︑本山久

濫葱鶴愈魯幽霧皇

皿．讐〜欝鷺羅禁釜

美術展
﹀郡展賞﹁白虎隊佐原盛純の詩﹂田辺誠二さん︵松口︶

臓鐸鋸

耀糞琶

書道部門

誠二

︵松之山町︶

▽郡展賞﹁白虎隊佐原盛純の詩﹂
田辺

︵松代町︶

▽奨励賞﹁︑五言連句李白詩﹂
西潟 平司

︵松代町︶

▽奨励賞﹁良寛詩﹂
鈴木 益蔵

智子

︵松之山町︶

▽奨励賞﹁杜甫詩﹂
本山

本山久美子

︵松之山膿︶

▽奨励賞﹁高青邸詩﹂

絵画部門

横山

嵩

︵浦川原村︶

▽郡展賞﹁茶器﹂

猪俣

栄二

︵松之山町V

▽奨励賞﹁六華映ゆ﹂

仙田

和美

︵安塚町︶

▽奨励轡員﹁遠い日﹂

アルペンスキー

井L 照子

︵牧村︶

▽奨励賞﹁いかつりの舟﹂

彫塑・工芸部門

金ヂ

虎止

︵浦川．原村︶

▽郡展賞﹁早いもんだな・人生﹂

鈴木 林平

︵松代町︶

▽奨励賞﹁花瓶と壷﹂

武田 大助

︵大島村︶

▽奨励賞﹁買い物か︑︑さ

写真部門

高橋多一郎︵松代町︶

▽郡展賞﹁苧を紡ぐ姥﹂

塩崎

俊弥

︵浦川原村︶

▽奨励賞﹁待つ﹂

本山

正平

︵大島村︶

▽奨励賞﹁明じ﹂

中村 正夫

︵牧村︶

▽奨励賞﹁新緑の頃﹂

町教育委員会︑町教員協議会

スキi技術の向上︑競技選手の

して青少年の心身の健全育成と

このクラブは︑スキーをとお

ジュニアクラブ会員募集

町体育協会︑町スキー協会では

養成が目的で指導料は無料︒

申し込みは十一月末までに︑

今年もアルペンスキーのジュニ

会員は︑町内の小学生︑中学

町スキー協会長︵柳靖治さん費

各学校の体育担当の先生または

アクラブの会員を募集している︒

スキ！場で土・日曜の週末と年

山ハー二五二五︶．へ︒

生︑高校生が対象︒松之山温泉

のとき指導︒

末年始の冬休みなど学校が休み

広報まつのやま〔6〕

スキー場のPR
一〇四センチ︶を作成して国鉄

ポスター作成
スキーシー︑ズンを控えた松之

IOoりー

﹃農の生け花﹄勉強

おうと︑野菜や果物︑白然の花

達に農村の美を．再認識してもら

東京から先生を迎え
文化協会帳道クラ︑ブは︑卜月

の生け花﹂と．題して月二回連械

卜年前からH本農業新⁝開に﹁農

われず心︑で生ける新分野を拓き︑

を素材に取り入れ︑型式にとら

花材は大根・人参・蓮根・粟・

しており︑また国内はもとより

﹁農の生け花教室﹇を

︑︑卜．κ日東京の横井友詩枝先生

を迎えて

クワイなど白分達が収護した野

開いた．

菜や野山にある花を．花器は乎

白然のつくった線をじょうず

海外までこの生け花を広めている︒

に生かした皆さんの作品は大変

桶・竹か︑︑マ消しつぼ・かめな

良くできている︒こんなすばら

ど農村の生活に密着したものを

い生け花を勉強した︒

ても幸わせなことだ︒これから

は自分肖身で研究を重．ね︑白ら

の創造で生けて欲しい︒と先生

は話していた︒

．夏︑キュウリの本体から．︶．の

整の示ウズ牛

しい材料が身近にあることはと

使い︑今まで経験したことのな

講師の横井先生は︑農村の人

図柄︒ポスターは二千部印刷し
て県内．白三卜三の駅や関來・関

西・名古屋・金沢など全国に配
布した︒

スキー場ではリフトの取り付
け作業も終り︑慣らし運転をし

子のホウ︑ズキが見つかり︑役場

かり話題となったが︑今度は双

葉が出たおばけキュウリが見つ

ト降り場付近など一部ゲレンデ

﹁このホウ．ズキは生け花に使う

に届けられた︵写真︶︒

開いてみたら双子なのでびっく

ため取ってきたもので︑一つだ
レストハウスの竣．王式は十二

け形の違う大きな実を見つけ︑

月十二H︑スキi場開きはトニ

チで工事が進められている︒

スキーヤー二人

月．卜旬声．兀成をめざして急ピッチ

がゲレンデで豪

の佐藤さんは話していた︒

りした﹂とこれを届けた上川手
快に滑っている

月十．κ日を予声疋している︒

に人っていると

新築中のレストハウスはト一

の手直しも行なった︒

また初心者のために第一リフ

ている︒

竹カゴに人参の花ト小口清
ころと︑男性の

滑裾盤︑

は﹁新設︒親切︒

た︵写真︶．

︑︑縫

︑灘

の駅や旅行案内所などに配布し

毒

山温泉スキi場では︑このほど

・︑

大きなポスター︵七四センチ×

ゆ
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クリ且ン大作戦
地域ごとに道路の清掃
一時問半と短かい時問でした

の文化祭があり︑忙しい一日を

当口は︑三省地区や松里地区

心いたしました．

が︑それでも四トントラック芸H

このクリーン大作戦に約八．白

過した方も多かったと思います︒

だき︑清掃活動が行われた．

分もの日．馳の︑ゴミが拾い集められ

牧．

松之山A︒二位

位

松之山B︒

団体戦︵女子︶

三位

優勝

個人戦︵男子︶

佐藤

洋

二美

︵松代︶

︵松之山︶

︵牧︶

三省高齢者学級

なった北越北線ルートの視察研

向けて．L喉が．再開されることに

のルートを視察

高齢者の積極的な地域参加と

﹁北越北線﹂

満たされた老齢生活の推進を今

修をおこないました．

一行は松

年の学習目標にしているご一省高

代の駅予戸疋地にて町総務課．長よ

︑

齢者学級︑では︑去る几月し

︑でに第三セクタ

り今Hに至るまでの経過や︑す

．へ

第三セクタi方式による運堂︑．︑

ヌ

文化講演会
ムス

終わりました．

この日の学習を

倉園を見学し︑

板山不動尊と保

帰りは大島村の

予声疋地まで到着︑

がら浦川原の駅

iトを見学しな

と︑卓窓ようル

説明を受けたあ

主催・松之山町文化協会

自然休養村センター

11月19日︵月︶午後2時から

千野茂先生

現いi
状るで
に陸営
つ鉄さ
い道れ
て0）て

十一月三Hの．文化の目﹂︑

たのには︑参加した人達もビツ

郡巾球大会が

郡内各町村から男女三十

五名の選手が参加した︒

久保田教育長のあいさつ・浦

優勝

優勝

長瀬

個人戦︵女子︶

赤堀

利彦︵松代︶
二位 ．五十嵐 修︵牧︶

柳
両選手の力強い選手官．折．︐口のあと

川原．石田武一・松之山佐藤二美︑

三位

したなかに も 郡 チ ャ ン ピ オ ン を

競技にうつり︑和気あいあいと
めざし熱戦がくりひろげられた︒

二位

瓶−

町内皿斉にクリーン大作戦がお

空き缶や空きビンの投げ捨て

日

団体戦︵男子︶

三位 高橋 トモチ︵松之山︶

聞く

こなわれた︒

が大きな社会問題となっている
人が参加しました︒

くりした様チ︒

﹁︑︺参加いただいた皆さん︑たい

胡し吟という痔司にもかかわ

が︑松之山町においても同様の
らず︑多数の方々から参加して

へん﹁．﹄苫労さまでした︒

回

作戦当Hは︑町育年団や町連
いただき︑町民の皆さんの環境

小学生からお年労．朗りま︑でへ

合婦人会並びに町内小・中学生︑

美化意識の高さにあらためて感

問題が発生しています．

高校生の皆さんの﹁．︺協力をいた

山月

松之山町民体育館において開催

郡田 r二：．

優勝 松代︒二位 松之山︒三

牧A

﹁男子・松代﹂﹁女子・松之山﹂

団体戦の優勝

さ松
れ之1一郡卓球大会

広報まっのやま〔8〕
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四卜七秒の人会新︒

り四卜八秒早い一時間三十．九分

5区・佐藤

4区・佐藤

3区・松沢

・︑王＝浦田︶7・0

正利︵松里︶6・38

佳長︵松之山︶7・21

▽総合成績

7区・本山

6区・津端真紀子︵松之山︶3・19

れた︒

の男女によるチーム編成で行わ

浦田チーム︑十・区から十二区ま

ームがトッブ︑し区から九区は

ート︑前半の六区までは．二省チ

図に浦田中学校前を⁝斉にスタ

5位・三省︵A︶1・37・50

4位・浦田︵A︶1・37・12

3位・布川︵A︶1・35・47

H区・小堺モト子︵浦田︶3・59

m区・村山

9区・小野塚

8区・佐藤

良子︵浦田︶3・27

久︵浦田︶4・14

時問・分・秒

準優勝・松之山︵A41・35・23

優勝・松里︵A︶1・3
5・09

今年は浦田と一二省がそれぞれ

6位・浦田︵B︶1・如・09

区・村山

保彦︵松里︶10・01

真男︵松之山︶8・09

区・村山 知子︵松之山︶5・57

区・相沢幸二三省︶7・49

区・高沢

幸夫︵布川︶8・20

修︵布川︶4・49

一チームづつ減らしたため九チ

▽区間優勝者

分・秒
では布川チーム︑十三区からト

午前八時半ピストルの音を合

ームで健脚を競った︒

1区・相沢美代子︵三省︶3・13

優勝は松里︵A︶チーム

秋空の下で健脚を競う
体育の口の十月十H︑第三回
町駅伝大会が︑さわやかな秋空

コースは咋年と同じ十五区問

の．トで行なわれた︒

の二十五・八キロを︑小学生か
ら四十歳以上の壮年ま︑で︑各曽

2区・久保田信秀︵浦田︶5・m

3区・中島 健男︵三省︶7・21

15 14 13 12

92頭の牛が山を下りる

大厳寺牧場

優勝した松里チームは咋年よ

五区の．コールまでは松里チーム

4

がトッブとなる接戦︒

ト

斉

浦田中学校前を成年女

〔9〕広報まつのやま

算手続を﹁年末調整﹂と呼ん︑で
います︒

年末調整は︑大部分のサラリ
ーマンにとって確︷疋申告に代わ

の給与について

険料の控除は︑毎月の税額計算

がある︑②生命保険料や損害保

①給与の収入金額が一五〇万円

をする必要があります︒

が︑次のような人は︑確︷︑疋申告

る大切な手続であるといえます

の所得税は︑毎
のときには差し引かれていない︑

途︑で扶養親族の数が変わること

月の給料やボー

サラリーマン

ナスが支払われ

される税額表は︑各月の給料が

③毎月の給料やボーナスに適用

料やボーナスが

の所得税は︑給

かかります︒こ

スには所得税が

の給料やボーナ

サラリーマン

です．

の必要経費などに相当するもの

められているもので︑事業所得

控除として︑給与所得だけに認

勤務に伴う必要経費などの概算

この控除は︑サラリーマンの

を受けた給料やボーナスなどの

サラリ！マンが一年間に支払

給与の支払者が

収入金額の合計額から︑給与所

支払われる際︑

源泉徴収して納

この金額から︑扶養控除や基

②給与所得および退職所得以外

を超える人︒

るときに源泉徴

の所得が二〇万円を超える人︒

ところ︑で︑サ

礎控除などの﹁所得控除額﹂を

額が給与所得の金額となります︒

変わらないものとして作成され

なお︑確定申告をする必要が

ラリーマンには︑

得控除額を差し引いた残りの金

収されることに
ていることなどが挙げられます︒

ないサラリーマンでも︑雑損控

差し引いた残りの金額が課税所

イしいます︒

なっています︒

このため︑その年の最後に給

必要経費が認められていないな

めることになっ

しかし︑毎月

除や医療費控除︑今年初めて住

得金額︑で︑これに﹁税率﹂を掛

料やボーナスが支払われるとき

けて算出した額がその年の所得

源泉徴収された

が︑サラリーマンにも必要経費

宅取得控除を受けようとする人
などは︑確︷疋申告をすれば源泉

税額です︒

の合計額と︑一年間の給与総額

役場の税務係へお尋ねください︶

×20％＋49万5，000円

×10％＋109万5，000円

︵詳しくは税務署か

などの要素をもっている﹁給与

コードレスホン

コードレスホンは︑電波を利

給与所得控除額

所得控除﹂があります︒

与総額に対する正規の年税額と

す︒

徴収された所得税が還付されま

精算が必要となります︒この精

に対する年税額との過不足額の

崖鏡礫慧ロ

この理由としては︑①年の中

キャッチホンは︑話し中︑でも

キャッチホン

ポケットベルは︑外出中のあ

用してコードを不用にしました︒

二十層以内なら︑話しをしな

オフィスやお店など使う場所

年収額×40％
年

受けられる便利な電話です︒

話し中に電話がかかってくる

していた方に待っていただき︑

にこだわらない︑ちょっと自由

142万5，000円超165万円以下

なたに急用があると﹁ピーピー﹂
と合図してくれます︒

連絡したい︑こんなとき﹁ポケ

かかってきた電話を受けられま

な発想ができそうな電話機です︒

がら自由に移動できます︒

ットベル﹂があると︑電話でア

す︒その方と話しが終ったら︑

料金は月額三︑九〇〇円︑工事

とサインが︸．述られ︑いままで話

チコチ探す必要がなくたいへん

最初の方と話しが続けられます︒

仕事で飛びまわっている人に

便利です︒このほど松之山町で

の認︷︑疋を受けない類似商品が販

費が八︑︼OO円です︒電電公社

の機械に装置をつけるだけで︑

売されていますが︑これらの商

このキャッチホンは︑電話局

電話機はいまのまま︑で利用︑でき

品を電話回線に接続して使用す

もこのポケットベルが利用．でき

ます︒料金は月額三．五〇円︑で︑

ることは認められていません︒

るようになりました︒

九〇〇円︑加入契約の際二〇︑O

工事料はかかりません︒

57万円

万5，000円

〃

〃

OOO

11

〃

1000

600

×30％＋16万5，000円

〃

〃

所得控除額

給与

給与の年収額

〃

330 〃

165万円超

600

〃

330

ポケットベルの料金は月額二︑

OO円の保 詮金が必要︑です︒

142万5，000円以下

ポケットベル

は︑一致しないのが普通です︒

に︑毎月源泉徴収された所得税

給与所得控除

所得税の合計額と︑ その年の給

サラリーマンの

どと考えられている方もいます

年末調整
便利な電話

広報まつのやま〔10〕

バイクの自賠責保険

詳しくは︑損害保険会社かそ

0
しておきましょう

有効期限は過ぎていませんか
バイクをお持ちの皆さん︑自
賠責保険や自賠責共済の期限は

など︶自賠責共済については農

の代理店︵バイク店︑自転車店

チェツクはあなたの目で

切れていませんか︒

業協同組合にお問い合わせくだ

﹃．㎝

さい．磁︑卿細

となり免許停止処分になります。

自賠責保険︵共済︶の有効期
限を示したシールが︑ナンバー
です︒さっそく見てください︒

プレートの隅にはってあるはず

車検制度の対象となっている

奇プ〜

で走ると6ヵ月以下の懲役、または5
万円以下の罰金、さらに違反点数6点

四輪の自動車などは︑車検の際

られています。もし、無保険（無共済）

に自賠責保険︵共済︶に加人し

自賠責保険（共済）への加入が義務付け

ているかどうかがチエックされ
ます︒しかし二五〇㏄以下のバ
イクには車検制度がないため︑

新しいバイクを買ったときに自
賠責保険︵共済︶に入っていて

も︑期限切れをチェックする方
法がないので︑つい忘れてしま
いがちです．

小さなバイクだからといって︑
事故も小さいとは限りません︒

人身事故もたくさん起こってい

ま す ︒ い ざ と いうときのために

無保険バイクは違法です

鞭
バイクも普通の自動車と同じょうに

ー斜1

お母さんとの触れ合いは

生まれてすぐの赤ちゃんも︑

心の成長にも役立ちます

刺激を受けとるだけでなく︑働

母乳の々良さ々について

与えるとき温めたり︑冷やす

どれだけ︑ご存知ですか

必要がない︑いつでもどこでも

﹁母乳﹂を与えるときの︑肌の

きかける能力を持っています︒

お母さんの語りかけや匂いに応

触れ合い︑見つめ合い︑そして

でも﹁母乳﹂は人口︑・・ルクに比

かなり俗な例ですが︑これだけ

しかし﹁母乳﹂の良いところ

能を示すでしょう︒この

やり

じて︑赤ちゃんはさまざまな反

べ十分に勝っていると言えます︒

は︑これだけではありません︒

が︑赤ちゃんの心の成長

にとっては重要です︒

とり

にとっても良いことです

授乳は︑お母さんの健康

赤ちゃんに﹁母乳﹂を与える

ことは︑お母さんにとっても︑

﹁母乳﹂には︑お母さんの免

査結果もあります︒

がんにかかりにくい︑という調

あります︒また︑授乳すると乳

母乳で青つと︑病気に

疫体が含まれているため︑じん

なぜ︑母乳で青てる二とを

ましんなどのアレルギi症状が

産後の体の回復を早める効果が

ょう﹂などと言うと︑多少押

しかし︑これだけは︑どうし

きます︒さらに﹁母乳﹂は︑他

いると病気に対する抵抗力がつ

また︑抗菌性もあり︑飲んで

す︒でも︑せめて生後一・五ヵ

ざまな理由で︑人工︑・︑ルクに頼

れない︑母乳が出ないなどさま

﹁赤ちゃんは母乳で育てまし

しつけがましさを感じて︑反感

てもお知らせしておきたいので

の食品と比べても︑消化がよく

にしてください︒

月までは母乳だけで育てるよう

仕事が忙しくて授乳時間がと
起こりにくくなります︒

す︒それは﹁母乳﹂と﹁母乳に

栄養素がバランスよく含まれて

っている人が多いかと思われま

よる育児﹂がいかに優れている

直接教育に携わる方だけでな

ー二五一六番へ︒

申し込みは︑80二五五−二二

く一般の参加も呼びかけている︒

▽分科会︵映画を見て話し合う︶

▽自作視聴覚教材コンクール

フラリi﹂

▽講演﹁生涯教育と視聴覚ライ

います︒

しれません︒

を覚える方がいらっしやるかも

かかりにくくなります

育てましょう

おすすめするかというと

赤ちゃんは「母乳」で
かということです．

11月15日︵木︶上越文化会館

上越地区視聴覚教育研究会

も︑自賠責保険︵共済︶に加入

第11回

〔11〕広報まつのやま

次工事﹁農道﹂

高橋組

︵天水越︶

一五〇万円

︸六〇万円

田復旧工事︵天水越︶

▽産第二十五号・天水越地区︑

高橋組

▽建第三十三号・防雪工事︵段
一四〇万円

切︶松代・松之山線︵黒倉︶

村山建材

▽建第三十五号・地域防雪体制

月にあつた行事

教育委員会

老人クラブム訟議

スキー場宣伝協議会

農業委貝会

大戯寺高原に

は十一月四日で閉館した︒

化粧︒レストハウス﹁希望館﹂

高原は︑人影もなく白一色の雪

夏︑観光客で賑わった大厳寺

温はマイナス一・三度︒

役場の観測によると︑最低気

約十センチの初雪となった︒

え込みとなり︑大厳寺高原では

の朝にかけて︑この秋一番の冷

十月三十日の夜から三十一日

初雪

町内小中学校芸能交歓会

農業祭

芸能祭︵28日まで︶

町美術展︵29日まで︶

郡美術展︵22日まで松代町︶

行政相談︵老人憩いの家︶

教育委貝会

行政相談︵浦田克雪センターy

消防分団長会議

スキー場運営委貝会

農業祭打ち合わせ会

選拳管理委貝会

田麦立で火災

駅伝大会

連転免許証の更新

921

広報﹁まつのやま﹂

︵天水越︶

三六〇万円

▽産第十九号・農地保全復旧

高橋組

一七五屑

四八O万円

整備︑建設機械車庫︵田麦立︶

飯塚建設

▽建第三十六号・地域防雪体制
整備︑共同車庫三棟︵坂中・

田麦立︶飯塚建設九一〇万円

豊原線︵東川︶

︸一五万円

▽建第三十七号・道路災害復旧

大海組

▽建第三十八号・河川災害復旧

二︑三〇〇万円

樋田川︵豊田︶

飯塚建設

﹃7︽
︶

オし毛引き出肪

式の

ケッ⊃︾

だ・た象な

！

日日日 10

121110
日 日 日

縮刷版を刊行
行した︒

この本はB5判の四三六ぺー

広報﹁まつのやま﹂が今年の
六月号で一〇〇号となったこと

︵天水越︶

▽産第二十号・水路復旧

三八O万円

︵天水島︶

喝沸際
隔 速、証鷺

1816
日 日

〇冊印刷された︒︵写真︶

▽産第二十一号・耕地災害復旧

︸八○万円

水路復旧︵天水越︶一〇五屑

高橋組

五月に村だより

昭和三十三年
として創刊され

高橋組

一二〇万円

て以来︑二十六

次工事﹁水路﹂

▽産第二十二号・池田地区第一

高橋組

年を経てようや

り︑各ぺージに

く一〇〇号とな

六〇〇万円

︵天水越︶

▽産第二十三号・団体営地すべ
り関連﹁農道﹂

しるされた記事
のひとつひとつ

高橋組

・︐惹

▽産第二十四号・狐塚地区第四

が町の歴史を物
語っている︒
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広報を全部収録した縮刷版を発

窟わ婦⑳君

広報まつのやま〔12〕

冊子プレゼント

東北電力では
新築・増改築の

ーoりoりー

子を配布しているので︑希望者

電気の配線は︑壁の中に埋め

は東北電力へ．

込まれたり天井の裏側に穏され
ており︑家が︑でき上ってからコ

ンセントやスイッチ︑照明など

を増やそうとするととても大変

将来の家族プランや電気器具

な工事になる．

ームの電気プラ

の変化や増加を考えた︑最初の

ために﹁マイホ

ン﹂という冊子

計画が大切です︒

や位置が悪く不便だという答が

ケートでも︑コンセントの不足

新築の家庭を対象にしたアン

︵四十菱ー︑︑シ︶を

これから新築

発行した︒︵写真︶

等計画のある方

三十％もあった︒

あっては

しないようにしましょう︒

たり飛びおり︑駆け上りなどを

たり降りたり︑おどり場で暴れ

こと︑ゆすったり側面から登っ

保護者が使用上の注意を教える

いこと︑初めて使用する幼児は

ところや危険物付近に設置しな

居︑じゅうたんなど段差がある

などないことを確めること︑敷

使用前にすべり台各部に緩み

す︒

ならないのが﹁気のゆるみ﹂で

相手にしている限り

暮らしの知恵

すべり台は子どもを遊ばせる

には格好の遊具で︑家庭でもな
じみ深い製品です︒

のトラ︑ブルになることがあるの

しかし正しく使わないと思わ
○午前八時から十二時まで

です︒

▽十一月十三日︵火︶

○小谷の一部︑水梨︒

い年齢は︑二歳児から六歳児ま

すべり台︑で遊ぶのにふさわし

でなのです︒

鹸

▽十一月十︒五日︵木︶

○松之山の︸部

二歳以下では体が自由に動か

ないト息．で危険︑ですし︑六歳以上

体重も増えーるなどで︑家庭用す

は遊び方も活発になりますし︑

べり台で遊ぶにはふさわしいと

ほんのちょっとのあいだ子

家庭の中には何かと雑用があ

いえなくなります︒

り

どもから目を離すということは

よくあることですが︑子どもを

ウ

淳

目を離さない
Q午前八時から十︸時半まで

国体で健闘
相沢さん6位・布施さん㎜位
第三十九回﹁わかくさ国体﹂

が奈良で行われ︑町から高校生
二人が参加した︒

十月十三日︵大会二日目︶八
OOメートルで相沢義和君が六
位に︑ヤリ投げで布施政子さん
が十位に入賞する健闘でした︒

C．づ

保護者は目を
離さないで！

廟圏東北電力
衡）東北電気保安協会

に無料でこの冊

電気工事士の資格のない人が、配線工事をす
ることは禁じられています。
電気工事は電気工事店にたのみましよう。

適応年齢を守る

﹃マイホームの電気プラン﹄

しろうと工事は事故のもとノ

