報まつのやま〔2〕

雪の記録
松之山町役場調ぺ

月日（降雪隼）積雪
12月

15日（

16日 （ 17

）

12

17日（28）

25

18日（

O ） 20

19日 （

3

）

5日

（

39 ）

274

6日

（

72 ）

7日 （

49 ）

317

12月の豪雪降ろした雪はすでに
屋根の高さ。（に月28日松之山公会堂

321

積雪量変化（役場
3

／ノ

ノ

／
2m

1m
／

＼

12月15日

20日25日1月1日5日
商店街の一斉除雪（松之山町松之山12月29日）

ーO寸ー

255

を一癖以上も上回る記録的な

12 ）

十二月二十二日から降り続

（

︶

4日

大雪となった︒十二月の降雪

270

9 ） 260

いた雪は年末の三十一日には

3日 （

量も十五日から三十一日の半

282

）

これから本格的な冬を迎える

）

（ 10

五六豪雪の最深積雪は︸月

1日（
2日

る︒

28

1月（

三層にも達する大雪となり︑

293

） 295

らも五六の五六〇抽ン︑五九の

）

93

54

月間に七五二種ンとなり︑こち

（

31日（

松之山町では二年続きの豪雪

30日

五七一穆を大幅に上回ってい

） 284

害救助法を適用︒五九豪雪は

） 241

（ 66

三十日四六〇弓となり初の災

（ 84

29日

三月一日役場前で五五九独．と

28日

にならなければいいがと心配

140

年末の異常豪雪で町は十二

）

している︒

98

月三十日豪雪対策本部を設置

（

26日 （107 ） 190
27日（ 69 ） 211

した︒

25日

観測史上一番の大雪となり︑

24日（ 23 〉 70

役場の観測によると十二月
三十一日の積雪は二癖九五穆

28

） 65

なり︑年間の降雪量は二十八

65

）

厨二十二聾を記録している︒

23日 （

35

5

日︵五六豪雪では一九〇弛ン︑

0）

（

となり︑．五六・五九豪雪の同

） 37

昨年の五九豪雪︑でも一八O飛ン︶

21日（

12月30日豪雪対策本部を設置

17

20日 （ 34

22日

半月の降雪7．52メートル

5チ豊） 5

あけまして
おめでとう

昭和山ハ十年

〔3〕広報まつのやま

こざいます

松之山町長

村山政光

も画・

これからの地方自治は
新たな六十年代を迎えるに

得ません．

大切な前提条件とならざるを

創意と工夫と協力がより一層

ならない︒アイデアの一例で

いぜい二十円か三十円にしか

アイディアと技術と根性
あたり︑ひと言㌔︑﹄挨拶を申し

す︒そしてこれには従来の様

といえばソフトな面がより重
大な課題となることと思いま

豪．雫．︑住宅対策等どちらか

交流︑観光客の誘︑さらには

こし︑地域おこし︑都市との

たのに対し︑六十年代は村お

観光関連事業など︑いわばハ

等々いわゆる林業開発事業や

土木事業︑二次林構︑新林構

五十年代が基盤整備事業︑

るが︑越後のカブは例えば漬け

によって一個干円の価値が出

のカブは千枚漬けを造ること

ある人は言いました︒京都

かの事例をあげましょう︒

せん︒これに関連していくつ

の三つが揃わなければなりま

と最後まで頑張るという根性

なことは︑アイディアと技術

そして経営にとって一番重要

営の時代に入ったと思います︒

行政というよりも︑むしろ経

私はこれからの地方自治は

ません．

者を育てて行かなければなり

必要であり︑今後もその後継

ありません︒これを運営して
行くには多くの技術者が絶対

もスキー場が出来るものでは

す︒雪と斜面があればどこで

大きな要因︑であったと思いま

技術者が協力してくれた事が

町内外の多くのスキー関係の

やく完成に近︑つきましたのは

松之山温泉スキー場がよう

な国県の補助金をあてにする

物や干しカ︑ブにして売ってせ

ぼ

都会との交流を
名付けて﹁ビューティフルふ

が︑町をきれいにする運動︑

い事業をこれからの目玉とし

を使うというよりも︑頭を使
い︑気を配らなければならな

中にその原案を造る予定︑です

た町長さんの粘りと信念が事

る里事業﹂を新たに発足させ
の事は多くの方は㌔︑﹄存じと思

里会員の皆さんをお招きする

たり︑上蝦池に分収林のふる

いさつに致します︒

重ねてお願いして年頭の︑．︸あ

皆々様の︑︑﹄協力と︑．︸助言を

います︒何事も長い間の辛抱

への物産即売計画︑全国山村

事業︑浦田農協さんの葛飾区
留学事業の受け入れ等々町債

です︒

昭和六十年度予算案は一月

があって初めて成功するもの

北海道池田町のワインを育て
例としてあげられますが︑こ

て予算をつくるつもり．です︒

最後に根性の面では︑よく

町をきれい にして﹄

みぬでなくヤ

ードな面が投資の大半であっ

の

す︒

上げます．

1

64年度までの
過疎地域振興計画
決める

つきで約一千万円で取得する

占ハO万円追加

30万

O食器具購入（黒倉分校）15万
中学校

Oスキーリフト使用料

三︑

（175人2回）
○車庫建築（東川小）

57万

642万
38万

○松之ゆ中央線用地買収

○町道災害復旧（建設機械借上

料、残土処理場補償料）59万
全体
○町職員人件費（給料・手当等

905万

○建設機械運営費

235万

東北電力の跡地︵土地ニカ

○道路改良（中坪・松之山）

〉災害復旧費

所約r平方層と家屋四棟︶を

12万

九百八十万円︑松之山小学校

工事

75万

改築用地約八千平方麿を立木

○松代松之山線（松之山〉修繕

10万

議員提出議案の農業共済な

助金
○松之山中吹奏楽器購入

らびに農林漁業金融制度の見

50万

直しに反対する意見書を政府

トハウス給水工事
〉土木費

などに提出することになった︒
︸般質問は町の総合計画問題﹁

○スキー場の券売場増築・レス

○上越中学校スキー大会出場補

i等ー

で進めている地域防雪体制整

般会計補正予算

られ︑差額分約九百万円︑建

65万
52万

（192人2回）

〉商工費

除雪要員賃金

町議会十二月定例会が十二

O天水越の集会所工事増 60万

ことが決まった︒

75万

備事業の条例が制定された︒

寺高原）

設機械運営費︵除雪関係︶に

○林構修景施業花木植栽（大厳

月二十一日二十二日の二日間

108万

また町職員の給与条例など三

○農地流動化奨励金増

にわたり開かれた︒

30万

IO万

昭和六十年度から六十四年

53万

O畜舎建設補助

20万
条例が一部改正された︒

Oカバン工場内部改造

Oスキーリフト使用料

約千五百万円が追加された︒
豪雪対策費の春季異常豪雪

○松之山小敷地測量

対策事業補助金︵本田消雪資

○バーナー点検委託

〉農林水産業費

一般会計の補正予算では約

○森宮の原・湯沢線補助 50万

20万

された︒

委
検

一

占⁝

一

○

176万

小︑．ハ

○赤字バス路線補助

三千万円追加された︒専決の

O渋海荘駐車場整備
学

〉教育費

○旧登記所の屋根改造費増20万

校ナ

〉総務費

画を決めた．

22万

第5回補正

度までの後期過疎地載振興計

O出動手当
○防火水槽附帯工事増

大見積りのため︑実施面積の

91万
〉消防費

1，156万

材撒布と苗代機械除雪︶が過

排雪場（松之山〉電柱移転

〉町道災害復旧費
○町道崩田・月池線（豊田）

第四回補正では︑町道崩田・
月池線の災害復旧に約千二百

布川防雪センター給水工事
28万

62万

が町長の考えをただした︒

950万

300万

〉農林水産業費

○天水越の集会所備品

農業問題などについて六議員

62万

町道の認︷疋では中尾地内の

O火葬場入口道路改修

﹁鏡ケ池線﹂二七五層が認定

〉衛生費

除雪車借上料

減により約一千万円不用とな

修繕料・燃料

条例関係では︑中立山地区

第4回補正

万円追加︒第五回補正では町

主な使いみち

り減額された．

って平均三・三七欝引き上げ

一般会計補正予算一

職員の給料が四月にさかのぼ

△云

臣 月 定例

〔5〕広報まつのやま

▽補正予算︵第四回︶十月五
〇二六三万六千円追加して五︑
▽農業共済補正︵第一回︶

九九五万四千円とする︒

〇六〇〇万九千円追加して二
○八七万五千円追加する︒

日専決．

四億五︑九八八万三千円と

▽地域防雪体制整備施設の設
置および管理に関する条例

する︒

▽補正予算︵第五回︶
を設置．

田辺尚一一議員

▽総合計画について︒

▽町の予算編成について︒

は部落まわりをしたらどう

▽活気ある町にするため町長
か︒

交通を確保するとともに︑

○団体営地すべり関連ホ場整

▽工事請負契約の変更︒

▽環境衛生について︒

▽農業振興について︒

▽豪雪対策にっいて︒

地域の定住環境を整備する

備︵狐塚地区第三次工事︶

o冬期間における地域住民の

〇二︑五五八万六千円追加し

て二四億八︑五四六万九千

ために設置︵中立山地区︑

一〇三万三千円の増工とな

円とする︒

▽国保補正予算︵第三回︶

格納管理施設︒田麦立と坂

る︒

山地内の土地と家屋を九八

o束北電力から︑新山と松之

▽町の分収林の手入れについ
て︒

▽へき地保健医薬品の配布に
ついて︒

高橋英一議員

▽町単基盤整備事業について︒

▽町の総合計画について︒

▽松里かんぱい事業について

▽農業共済と金融制度につい

て︒

▽農道舗装と水路︵U字溝︶

の町単補助にっいて︒

▽六十年度予算で国が一割カ

ットすると町はどの位影響

するか︒

▽上蝦池の道路改良︵橋︶の

見通しについて︒

▽下蝦池の分収林について︒

佐藤利幸議員

▽農協合併について︒

▽農地の有効利用と不在地主

対策について．

相沢良三議員

▽町史編さんについて︒

▽松口地内のぶな林︵美人林︶

東川問のトンネルと国道四

いて︒

▽東北電力の跡地の利用につ

○松之山小学校改築用地︑約

〇五号︑津南と天水島の間

のトンネル計画について︒

▽国道三五三号︑上川手より

八千平方灯を一︑〇三六万

の手入と遊歩道について︒
で購入．

▽湯山の国定天然記念物﹁大

樋口真一議員

○万円で購入︒

保坂武雄議員

○歳出内の補正によるもので
中の共同無雪駐車場︒

総額には変更ない︒

▽簡水補正予算︵第二回︶

三七％アップ

用者負担︶所得税課税年額

O派遣費用︵一時間当りの利

高卒初任給九万七百円
▽町職員給与に関する条例
の一部改正．

三万円未満は五円引き上げ

▽︑ゴルフ場の誘致について︒

○町職員の給与平均三・三七

けやき﹂の保存対策について︒

町道藤倉・外丸線の道路

二九五円に︑三万円以上は

整備について︵請願書︶

十円引き上げ五九〇円とす

松之山中学校プール建設に

中尾より津南町境までを総

暫引き上げ︵高卒初任給九

ついて︵陳情書︶

合計画に入れ︑早期に改良と

農業共済の国庫
負担の引き下げに
反対する意見書提出
らびに農林漁業金融制度の

来年度からの五か年計画に

の議決．

▽過疎地域振興計画︵後期︶

る︒

o昭和六十年から六十四年ま

見直しに反対する意見書︒

松之山中学校のプール建設を
融制度の改悪に反対する意

▽議員提出議案︑農業共済な
での事業計画を決める︒

○農業共済制度と農林漁業金
○鏡ヶ池線︵中尾︶二七五眉

▽町道の認定︒

見書を政府に提出する︒

中尾部落

舗装工事をしていただきたい
町道に認定︒

松之山中学校PTA

含めていただきたい︒

万七〇〇円となる︒

び費用弁償に関する条例の

▽特別職・非常勤の報酬およ
一部改正．

o冬期集落保安要員の報酬二

千円引き上げ月額十一万六
千円とする︒

▽家庭奉仕貝派遣に伴う費用
徴収条例の一部改正︒

▽財産の取得

職員の給料三・

東北電力の跡地と
松之山小学校用地の
買収を決める

広報まつのやま〔6〕

松之山温泉スキー場

年末年始賑わう

日

日

ーN寸i

スキー客一一 ︑五〇〇人

温泉スキー場は︑十二月十六

備して二年目を迎えた松之山

松之山温泉旅館・ホテルでも

り約八百人少なくなっている︒

年末年始のスキー客は前年よ

日から営業を始めた︒今シー
ズンの年末年始も都会から大
では見ている︒

キャンセルが出てこの期間は
約八割の入り込みと町観光係

レストハウスと駐車場を整

勢のスキーヤーが訪れ賑わい

レストハウスの竣工式

月12日

二十九旧から三日までの間

レストハウスと駐車場の竣

を見せていた．

約二千五百人がスキーを楽し

工式が十二月十二日町議員︑

初滑りを楽しむスキーヤー
月1日

温泉委員会︑スキー学校︑旅
館組合︑マスコミ等の関係者
約八十人が出席して行われた︒

挨拶で村山町長が﹁県内で
はまだ町村営スキー場は珍し
い︑武士の商法にならないよ
う今後注意して運営したい︒

野沢温泉スキー場のように町
村営スキi場でも成功してい

るところもあるが︑この松之
山のスキi場は外部の資本が
入っていない手造りのスキi
場である．

行き届かないところもある

のべ︑つ︑ついて振興課長の経

がよろしくお願いします一と

過報告︑工事関係者に感謝状

贈呈︑来賓の東京吉池高橋専

あった︒

務さん等から励ましの祝辞が

安全祈願祭

12月15日

十二月十五日スキー場の安

など関係者三十人が出席して

全を祈願してスキー場従業貝

安全祈願祭が行なわれ︑神主

の祝詞のあと町長等が玉串を

奉典し安全を祈った︒

シーズン中の安全を願って祈願祭

3

んだが︑年末の豪雪の影響で

トハウス「雪椿」・駐車場の竣工式

29〜

〔7〕広報まつのやま

出稼ぎ帰省バス

時間の短縮に好評

短縮に疲れも出なかったと喜

し夕方松之山着となった︒こ
のため︑利用者は乗車時間の

お正月を

ふる里 です︑．一してもらおうと︑

出稼ぎ者の方に
町では昭和四十一年から帰省
卜年前は約七百人余りが出

こん︑でいた︒

十二月二十八日から三十日ま

︑バスを運行しているが︑今回
でに約二百人がこの︑︑ハスを利

稼ぎしており︑︑バスニ十五台
の配車をしたことがあったが︑

これま︑では東京を夜出発し
出稼ぎ︐者の高齢化と過疎化に

佐藤大治

謹ん︑でおよろこびの︑．︸挨拶を

昭和六十年の新春を迎え︑

努力を傾けている処︑で㌔︑一ざい

る地域社会の実現をめざして

した町︑づくりを推進し活力あ

私達議員と致しましても町

ます︒

申し上げます︒

昨年は暮から年末ま︑で大変
な豪雪︑で心配されましたが︑

をとりまく厳しい環境を直視
その活性化と地方自治の充実︑

夏の天候に恵まれ豊作となり
．兀日を迎えて降．雪も止り本

しその責務の重要さを自覚し︑

日︵三日︶は晴れ上った青空

を致したいと存じております

発展︑そして皆様の生活の安
定が図られます様揮身の努力

良かったと存じております︒

の若いスキーヤー達．で賑わい︑

の下︑温泉スキー場︑では大勢

活気に満ちております︒

心からお願い申し上げますと

の︑で︑何分の︑︑︸指導㌔︑﹄協力を

町においても厳しい社会︑
経済情勢の下多様な住民の要

祈り巾し上げます︒

共に皆様の㌔︑﹄健康﹁︑︸多幸をお

望に応え︑地域の特性を生か

松之山町大字北田地内に︑

た︒

で．ル気に初練習が行われまし

講師紹介のあと︑同スキー場

スキー学校．長のあいさつ︑

す︒

はうれしい悲︐鳴をあげていま

導にあたるスキー学校の先生

人の大きなクラ︑ブとなり︑指

ま︑︑て参加して︑今年は百三十

小学校の一年生から高校生

育成を目的に結成されました︒

として︑スキi技術のレベル
アップと青少年の心身の健全

昨年スキー場のオープンとと
もに︑スキー協会の下部組織

．シュニア・スキークラ︑ブは︑

管理費など六百八卜．〃円︒

万円︑その他取付道路や設計

設費は．工事請負費が四下三百

は約四卜八平方層︑で六棟︒建

ィー式．平屋︑で一棟当りの而積

この宿舎は︑木造のビロテ

た︒

会と学校後援会の主催により︑
関係者約四十人が出席して松
之山公会堂で竣工式が行われ

﹁へき地教貝宿舎﹂の新築を
進めていたが︑この工事が落
成してトニ月十四H地区協議

教一貝住宅竣工

ジュニア・スキークラブ

結成式
松之山．シュニア・スキーク
ラ︑ブの結成式が十二月二十三

日︑松之山温泉スキー場︑で行
われました︒

教職員宿舎
新築

新雪の上でジュニアクラブの結成式

用した︒

て長野回り︑で車中一泊だった

九時︑役場前を︑︑ハスニ台に約

松之山町議会議長

再赴任︑バスは一月七日午前

百人を乗せて出発した︒

が少なくなってきている︒

で年々この︑バスを利用する人

東京を出発する帰省バス
（12月30日 小ロー成氏写す

より今年は四百人余りとなっ
た︒それに加えて新幹線の開
業や国道のトンネル開通など

が︑今年から道路改良などが
進んだことから三国峠回りに
改め︑午前に東京上野を出発

新年のご挨拶

できません︒父親の性格の嫌

それ以降の大幅な変化は期待

ー等ー

せん︒静かで控え目な人なの

のほうから言うことはありま

す︒

かかってきます︒父親の声は

性格を分類するのは難しい

いな点を指摘するよりも︑好

田

ましい面を探して認めること

もう一方のおとなしいタイ

・現在の世の中では明るく社

です．

大きく︑よく笑います︒思っ

で︑気持のやさしい父親で

たことをすぐ口に出し︑時に

プというのは︑まじめで無口

まことですが︑三＋歳台︑四十
や歳台の人は︑それぞれの性格

のほうが︑本人にとっても家

は子供を厳しくしかります︒

族にとっても気持ちがいいも

︶がすでに安定しているので︑

交的で︑自分を主張する人が

しかし︑またすぐ機嫌が直っ

仕事の上でのつき合いはあ

す︒

てどこかに連れていったりし

りますが︑他人と一緒にいる

に︑もともとおとなしい人は︑

習っていくものはたくさんあ

受性︑やさしさなど子供が見

0

00

尊重されています︒そのため

まおおまかには分類することが

おとなしい父親

ヤの

＾じ︐

ことよりも︑独りでいること

ますますおとなしくなってし
まっています︒家庭でも存在

一．．﹁

いろいろな仕事をします︒決

ます︒活動的で元気がよく︑

を好みます︒開放的ではなく︑

感がないとか︑つまらない父

子供は見習っている

るかは︑その家庭の雰囲気に

断が早いので大成功をするこ

りません︒自分の信念も考え

強く自分を主張することはあ

明るい父親

幸できます．

明るい性格か︑おとなしい

性格か︑という分け方は古く
からあるものです︒根が明る
くて人間が好きな人が前者︑

内向的で独りでいることを好

影響を与えます︒
父親の性格が明るく︑交際

ともありますが︑おだてられ

得税がかかります︒

したがって︑年収が九十万

得となりますから︑年収から
心要経費などの性格をもつ給
与所得控除︵年収百四十二万

︒ハート収入は通常︑給与所

内職収入は通常︑雑所得と

内職収入

ということです︒

また︑所得金額が三十三万

身にも所得税はかかりません︒

除が受けられますし︑主婦自

ります︒

円︵基礎控除︶を超えると所

二︑九八七円

▽個人︵三名︶

三三︑七〇〇円

▽㈲松之山撚糸工場さん

一五九︑七五〇円

▽戸別募金︵一︑二四七世帯︶

歳末たすけあい

善意ありがとうございました

るのです︒

父親の思慮深さ︑敏感な感

好きな場合は家庭がとにかく

年収九十万以上は

円︵五十七万円プラス三十三万

円︶を超えると︑配偶者控除
主婦が︒ハートタイムで働い

五千円までは一律五七万円︶

なりますから︑収入から必要

が受けられないだけでなく︑

て収入があると︑二つの面で

を差し引いた額が三十三万円

万円以下であれば︑配偶者控

経費を差し引いた額が三十三
もう一つは︑主婦自身に所
得税がかかるかどうかという
パート収入

ことです．

主婦自身にも所得税がかかり

一つは︑夫の所得から配偶

以下であれば︑配偶者控除が

税金に関係があります︒

者控除が受けられるかどうか

受けられます︒

所得税がかかります

三十歳を超えた人の性格は︑

親などといわれてます︒

い︑︑

ももっているのですが︑自分

やすく︑ち密に考えないため

主媚の

．︐ζ穗壌

にぎやかです︒

義

に大失敗になることもありま

父親がどんな性格の人であ

むのが後者です︒

つ

のです．

ーしo

来客も多く電話もたくさん

●

の

ノ

広 ぼ

精神面の発達のおくれが原因
家族のきずなが大切
力児の特徴です︒うまくいか

のに︑弟にはこんなにしてや

＝︒・

家庭内暴力児に共通する性
キタネ

っている︒ズルイ！
エー！・

受験問題︑友達関係︑親子関
係などの悩みが複雑にからみ

大したことないじゃないカ﹂
これが家庭内暴力につながっ

ていくのです︒

子供の暴力をエスカレートさ

合ってくると︑自己コン︐トロ

ールが効かなくなることがあ
ります︒そんなとき︑例えば
母親がテストで良い点をとっ

せないようにするには︑親は
暴力に対する恐怖感を乗り越

隙難黎藩鋒︺

とがあります︒

てきた弟をほめたりしますと︑
兄の不満が一拳に爆発するこ

﹁じゃあ︑オレは頭がワルイ

え︑開き直ることです︒おび
えて騒いだり︑何でも買い与
えたりすると︑ますます暴力

こうした過去への不満が︑
小学生の高学年になると少し

自分はいつの場合も悪くない︑
自分がダメになったのは親の

なかった原因は相手にあり︑

︒年齢のわりに幼児性が強いこ

のか﹂などと口走って︑手近
にあったコップなどを投げつ

母親は﹁何するの！﹂と言

母親は口うるさく神経質で極

家庭の特徴としてよく言われ

るのは次のようなことです︒

いながらも︑胸ぐらなどをつ
かまれると恐怖感が先に立ち

また︑家庭内暴力を起こす

を誘うことになります︒

ずつ表面化してぎます︒しか
し内この時期は︑まだ親が力

けたりします︒

臥鑑鍵醤なの柑射

す︒

せいで︑あれもしてくれない︑
これもしてくれないと︑被害
者意識が強いのが目につきま

で抑えられますし︑また︑物
を買ってやることなどでその
場はしのげます︒決して不満
は解消したわけではないので

一

』

1

5

■

家庭での権威がなく︑︐気が弱

告茜．

ロ〔
塵

薗

塵■

と

らか

でんゼん

．購

覧

とです︒

こうした被害者意識は︑い

端に世間体を気にし︑父親は

作業する時は電線に注意

具 体 的 に言いますと︑わが
ままで自己主張が強く︑物の
見方に幅がない︑自分のこと
については敏感だが他人に対

﹁キャー！﹂と叫んで外に飛
び出す︒その姿を見て子供は

く厳しさやけじめに欠けている︒

）2

すが︒

﹁口ばっかりでいざとなると

！

しては鈍感で思いやりがない︒

ところが︑中学生ともなり

こ♪べ

》

ゆ

ますと︑事情が違ってきます︒

．︑

駒

曝

粛．

ラジコン飛行機は電線の近くで飛ばさない

ひこうき

も

一「

、

でんだん

つまでも過去へのこだわりと
なって心の中に残ります︒ボ
クが十歳のときはこうだった︒

野》、㌣

います︒ひとことで言えば︑

格面でのいくつかの特徴は︑
知識的な発達に比べて︑精神
面での発達が極端におくれて

雪おろしの時は引込線に注意
うゆうし

こむ ひさこみじん

ゆき

黙
岬岬．蝦

切れた電線にはぜったいさわらない
さ

潜お
蓼ド

響．…蟹

1

気駕
一』．受懸一

；．

4

また︑いわゆる﹁他罰的な

④東北電力

傾向﹂が強いことも家庭内暴

電線に注意
しましょうノ

薗生従募集
ε

とりたい方に︒

○入学資格・中学校卒業か卒
業見込み又は同等以上の学
力のある方．

○受付期間・三月一日から四

基礎学力の充実に
ならどなたでも︒

o受付期間︑三月︸日から四
月三＋日．

ー等ー

もあります︒

o受講資格・どなたでも︒

﹃般家庭であっても

悪質訪間販売にご用心

また

年十二月一日から一部改正に

がのぞましいのですが︑消火

消火器を設置し点検すること

消火器の製造販売規定が昨
なりました︒

器の設置義務はありません︒

▽安全栓の抜き方が上抜き式

ある販売店で購入しましよう︒

消火器を購入するときは信用

なくなりましたが︑消費者の
使用期間は昭和六十七年十一

これにより︑販売業者によ
る旧規格の消火器は販売でき

※詳しい案内書を㌔︑︸希望の方

月三十日まで認められていま

月二十日まで︒

○受付期間・二月一日から四

は︑お近くのNHKまたは︑

すので︑

▽社会通信講座

トの添削が中心で︑だれでも

左記まで︑普通コース︑教

てあれば買い換える必要はあ

▽使用方法の説明に絵文字が

る装置が設置されている︒

▽使滑済みが︸目で判別でき

添付されている︒

などで︑その会社から給与

のほかに貸付金の利子・店

▽同族会社の役貝やその親族

その年の納税が完了すること

舗・工場などの賃貸料等を

大部分のサラリーマンの所

になりますので︑改めて確定
申告をする必要がありません

なお︑確定申告をする必要

場合があります︒

告することによって︑源泉徴
収された所得税が環付される

害等を受けたときは︑確定申

がないサラリーマンでも︑災

受けている人︒

える所得がある人︒

▽給与のほかに二〇万円を超

〇万円を超える人︒

告をしなければなりません︒
▽給与の収入金額が︸︑五〇

が︑次のような人は︑確定申

得税は︑十二月の年末調整で

サラリーマンの確定申告

さい︒

車に乗らないよう㌔︑︸用心くだ

になっている︒

新規格の消火器

自宅にいながら︑都合のよい

養コース︑社会通信講座名
書いてハガキで脈︑﹄請求くだ

この講座の利点は︑レポー

時間に︑自分のぺースで学べ

と氏名︑住所︑電話番号を

○講座は︑書道︑硬筆︑楽し

さい︒なお︑案内書は無料

農業は︑国民生活にとって

﹁旧規格品が設置し

ます︒

りません︒﹂悪質販売業者の口

い母と子の書き方︑俳句︑

〒︸八六 東京都国立市富

です．

短歌︑古典︑文章︑絵画︑
囲碁︑簿記︑英語︑ファミ

▽高等学校・教養コース
高等学校レベルの知識を身

リー写真︑数学︑国語の十

二ー一 一二五一︶

士見台二i三六・NHK学
園CT係︵台〇四二五ー七

現在ですべての農家を対象と

欠かすことのできない食料を

ます︒

して︑農業センサスが実施さ

供給するとともに︑国土や自
きな役割を果たしています︒

然環境の保全という面でも大
の調査は︑国の農家戸数︑耕

ただき︑ありのままをお答え

この調査の趣旨をご理解い
農業の現状を明らかにして︑

す︒

くださいますようお願いしま
ための基礎資料を提供してい

各種農業振興施策を推進する

地面積︑農業経営の概況など

五年隔︑㌧とに実施しているこ

れます︒

農林水産省では︑二月︸日

ます︒ほかに︑俳句友の会

五講座四十四コースがあり

2

羅幾

縫ス

o受講資格・十五歳以上の方

につけたい方に︒

月十五日まで︒

高等学校卒業資格や

全国どこでも学べる

通信教育

NHKの放送を利用して︑

▽高等学校・普通科コース

ます︒

の生徒・受講生を募集してい

lNいK学園

働きながら高校卒業の資格を

広報まつのやま〔10〕

今回は三百三十六キロのもち

施設にもち米とタオル贈る
婦人会は︑十二月﹁もち米
米とタオル千五十七本が集ま

婦人会代表十七人と町の福

った︒

ひとにぎり運動﹂で集めたも

ち米を︑老人ホームや養護学
校に贈り善ばれている︒

選考要項

す︒

午後一時から

o本籍地が上越地方であるこ
と︒

○出身高校の所在地が上越地

東京都葛飾区金町一丁目二

やその他詳細は︑〒一二五

※入寮願書︑履歴書︑身上書

日持参のこと︒

▽手数料・︸千円は選考の当

直接通知

▽発表・一週間以内に本人宛

三月七日までに同寮へ送付︒

書︒○返信封筒︑以上書類

書︵写真一枚︶○健康診断

○入寮願書︑○履歴書︑身上

新入の寮生を募集

東京の ﹁上越学生寮﹂

東京の﹁財団法人・上越学
生寮﹂では︑入寮者を募集し

祉係が︑十二月十︸日町出身

この寮は︑上越市・糸魚川

▽場所・県立高田高等学校

︵日︶

この運動は︑恵まれない福
者がお世話になっている十二

市・新井市・東頸城郡・中頸

▽人員・二十名前後︵男子︶

鉄筋コンクリート四階建て
で︑二十五の寮室︵二人用で︑

ベッド・洋服ダンス・勉強机・

三の十︑上越学生寮内・財

員会︵君〇三ー六〇〇ー六

団法人・上越学生寮選考委

方であること︒

室があり︑環境も静かで勉学

通学可能の学校に入学見込

六五二︑○○○円

三一︑九二三円

一〇︑OOO円

▽個人︵高橋慶春﹀

三四︑六三八円

農協・役場︶

▽職域募金︵郵便局・高橋組・

▽学校募金

▽戸別募金一︑二四七世帯

共同募金実績

ご カありがとうございました

四八一︶へ．

o新制大学で上越学生寮より

寮費が︸万五千円︑毎月の寮

に最適な寮です︒経費は︑入

本棚付︶に浴室︑食堂︑娯楽

▽選考日時・三月十日

祉施設の人たちに︑正月郷里
の施設を慰問して︑このもち

城郡・西頸城郡の三市三郡の

▽選考方法・面接

一月二十日・二十七日・二

ています︒

のもちを食べていただこうと
米とタォルをプレゼントした︒

出身者の学生に寮を提供して

▽入寮資格

昭和三十一年から続けており

修学を助けるものです︒

四十人︒申し込みは一月十四
日までに公民館へ ︒

親子スキー教室を町教育委
月十日の三回︒午後︸時半

▽スキー教室の日時

貝会︑町公民館の主催で開催
から三時まで︒

▽参加料

します︒

初級・中級者が対象で親子
一︑五〇〇円

み︑又は在学していること︒
▽提出書類

4

万五千円︵二食付︶で

ンシ￥f！／ノぐ

大人

︐婬

／藤

費が﹃

r

＼賊響

に限らず︑大人・子供だけの
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︵

鼻

e

遭魅食
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∠

小人︵小・中・高︶五〇〇円

・弼寸生、

難謙

齢襟 疎

参加もできます︒募集定員は

O
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ス
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虐
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親子スキー教室
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保育所の入所申し込み
1月25日まで

よハ○人

⊥ハ○人

国の基準にもと︑づいた︑町

1ゆ寸1

○松之山保育所
五〇人

こよみ

■12月のできごと

▽保育料

○浦田保育所

○松里保育所

の基準額表による︒世帯の

な点がありましたら役場の

ー
・−

．杢

麟

肺
跳
⁝
ハ唱
−

線

摂

成

線

醗

湾
鯨

4日

農業団体等職員連絡会

△云

スキー場従業員打合せ

除雪要員の打合せ会

1日 上蝦池冬季分校開校

○保護者が疾病等のため乳幼

鹿島灘

い︒

福祉係へお問い合せくださ

田

膝

水

一帰
訓周
午

久

ー

鴎

÷︑牌

上

甫

硫

浦

○町長が必要と認める場合︒

田
＾3

戸

士

蒔

繊▲

L

筑6侃

柵

一4

児の保育に欠ける場合︒

※入所申し込みについて不明

︷疋します．

父母等︶の課税額により算

▽入所基準

の八ブロックに分けられ︑国

1﹁1岸影

間．

笠

線
．〃

水

向繍翻
東東 ︐︑

3日

扶養義務者全員︵父母・祖

一月二十五日までに各保育所

○保護者が労働に従事し幼児

での半年間開かれる︒

内や国外の展示館︑広場があ
る︒特に︑会場のほぼ中央に

謝

三〇人

保育所では︑昭和六十年度
込みください．

または︑役場の福祉係へ申し

○布川保育所

の入所申 し 込 み を 受 け 付 中

テーマは﹁人間・居住・．環
境と科学技術﹂で︑わたした

は政府出展の﹁テーマ館﹂︵各

の保育に欠ける場合︒

です︒三歳児以上の該当者に
までに各家庭へ送付します︒

入所決定通知は︑三月初旬

未満児の方には案内は出して
▽︷疋員

は案内書をさしあげましたが︑

ありません︑入所希望の方は

会場の広さは︑後楽園球場

社会を展望してください︒

科学万博3月17目から
が︑

茨城県の筑波研究学園都市

で 科学万博つくば駕

ちに豊かな生活をもたらす科

種ロボットや宇宙開発など︑

の約九十倍で︑AからHまで

︐学技術に焦点をあてている︒

暮らしにかかわる科学技術の
︑胆﹇

﹂
．博

占

レストハウス竣功式
教職貝宿舎落成式

会合同の歳末慰問

婦人会・杜会福祉協議

工業統計説明会

議会総民委員会

議

︵大松荘︶

スキー場安全祈願祭

スキ：場オープン
議会産経委員会

農業団体等職員連絡会

︵17日まで︶

スキー大会﹁アルペン﹂

第35回上越地区中学校

げ・すみぬり祭

松之山温泉奇祭・婿投

■−月の予定

で︶

出稼帰省︑︑ハス︵31日ま

農業委員ム云

議会定例会︵2
2日まで︶

ム五

松里土地改良組合役員

議

三月十七日から九月十六日ま

この科学万博で未来の生活

姿を多面的に紹介︶﹁歴史館﹂

︵わが国の科学技術の発展を

科学万博の入場料金は︑大
人が二千七百円︵二十三歳以

出
小

べ

日

を先どりして︑二十一世紀の

●
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