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轟松之山温泉スキー場

3月24日（日）
賑わいを見せているスキー場

．スキーカーニバル

友好演奏

ー錺ー

第二回カザマカップスキー

新堀ギター音楽院

競技会や津南マントパークか

東京・葛飾の青年と

ー音楽院の皆さんの演奏もあ

雪上ステー．シでは新堀ギタ

入り込み状況が少なく︑関係

は今年も豪雪のため昨年より

スキー場では十二月︑一月

パンフを持って葛飾区役所を

月二十五日青年団長ら三人が

と交流を深めませんかと︑二

で疲れをほぐし︑地元の青年

ー場でスキーを楽しみ︑温泉

なっている︒

ティーで交流を深めることに

にスキーを楽しみ︑夜は︒ハー

円︑募集定員は五十名︑一緒

予定で︑費用は一人一万五千

ら二十五日までの二泊三日の

この計画は三月二十三日か

訪れた︒

町青年団体連絡協議会

スキー交流を計画

町青年団連絡協議会では︑

三月二十四日松之山温泉ス

東京葛飾の青年との交流会を

らのツアーコースが開設され

ます︒くわしいことは松之山

キi場でスキーカーニバルが

子供から大人まで楽しめる

町観光協会︑カー二︑バル実行

行われる．

行事がいっぱいです︒春の一

計画している︒

ります︒名物のラビットスー

は好天に恵まれたことと︑上

者を心配させていたが︑二月

天然温泉の里︑松之山スキ

委員会事務局︵費六去＝三一︶

プ︑甘酒は無料サービス︒味
ヤ
の名店街ではけんちん汁︑焼

越市から学校行事として訪れ

へ︒

を味わっ

一家族でお楽しみ下さい︒

日を松之山温泉スキi場で︑

鳥など 地元の味

るなど︷二月末現在では昨年

都会の子供四十五人

てください︒子供達には雪中

スキーに期待している︒

同期を上回り︑これからの春

キ作り︑うさぎ追い︑最後の

行事は雪上ゲーム︑カン．シ

四十五人と父兄十五人︒

参加者は東京地区の子供達

回が三回目である︒

雪国の生活を体験
東京の﹁冒険学校全国セン

ター﹂主催の冬の冒険学校が
松之山で開かれる︒

三月三十日から四月二日まで
というこ

之山町の子供達二十人もこの

宿泊は民宿となっており︑松

学校に参加する予定︒

とで自然の厳しさ︑雄大さ︑

るのは昨年の冬︑夏に続き今

いうもので︑松之山で開かれ

優しさを肌で体験させようと

自然こそ教師

五百円︑一般千円︑各組とも

費山ハー一一一〇〇︒

松之山スキー協会事務局へ︒

くわしくは凌雲閣ホテル内︑

六位まで︶表彰︒

一位から三位まで︵小学生は

局︒参加料は小・中・高校生

アルペン大会

宝さがしやソリの無料貸出し

までに松之山スキー協会事務

まで︑申し込みは三月二十日

参加資格は小学生から壮年

ップアルペン大会が行われる︒

泉スキー場で第二回カザマカ

より三月二十四日︑松之山温

町教育委員会などの主催に

カザマカップ

松之山温泉

第2回

などがあります︒

聯、

保険証が変ります

の

に変ります︒このため四月一

来の﹁はだ色﹂から﹁みず色﹂

日からは﹁みず色﹂の保険証

でなければ診察を受けること
ができませんので㌔︑﹄注意下さ
い︒

出稼者で㊨保険証を四月一

日以後も必要な方は役場︑国
保係へ申し出下さい︑発行い

新しい保険証を受け取った

も役場にお届けください︑廊︑︸

をいたしますので︑お手数で

また保険証は三月二十五日

協力をお願いいたします︒

の異動がありましたら︑保険

現在となっています︑その後

証を役場へ持参し︑内容の訂

受けるときの役目をはたすも

あるという証明であると共に︑
あなたがお医者さんの診察を

保険証は国保の被保険者で

正をしてください︒

確めてくださ．い︒記載事項に

どに間違いがないかどうか︑

ら︑氏名︑続柄︑生年月日な

退職者医療該当者には︑こ

みなさんのお手もとにある
れまでの証明書︑に変り︑⑱と

﹁国民健康保険被保険者証﹂

のです︒大切に扱いましょラ︒

松里小学校では︑夏の七夕
新聞などで報道されているが

かじめ土地の値段を知ってい

土地を買ってしまった

あら

よく知らずに︑高い値段で．

る地価公示によって知ること

土地鑑定委員会が毎年発表す

この正常価格は︑国土庁の

環境に対する影響が心配され

使用に伴う道路の損耗や生活

県では︑スパイクタイヤの

不使用に関する実施要綱﹂を

ることから﹁ス︒ハイクタイヤ

同校では︑この飢餓に苦しむ

地価公示価格は︑官報で公

ができます︒

に努めています︒

制定し︑その趣旨の周知徹底

らなかったはずで す︒

示されますが︑全国の県庁︑

れば︑このようなことは起こ

市町村役場でご覧になれます︒

県民の皆様におかれまして

では︑どのようにすれば土

この趣旨を十分隔︑﹄理解いただ

先生の手づくりの竹筒募金

地価公示価格を知れば︑土

箱は︑学校の廊下に武らさげ

地を売ったり︑買ったりする

イヤかや夏タイヤヘの早期交

地の値段を知ることができる

土地の値段は︑街の不動産

ときに迷うことはありません︒
地価公示価格は︑言ってみれ

換に噛︑一協力をお願いいたしま

でしょうか︒

屋さん︑あるいは知人などか

ば正しい地価の﹁モノサシ﹂

十本目が満杯になったことか

ら︑赤十字の事務局に届ける

の前に︑売り手にも買い手に

ら聞くこともできますが︑そ
ら一万円位入っているので

を知ることが大切です︒

も片寄らない価格︵正常価格︶

いものです︒

です︒これを大いに活用した

す︒

募金箱一つには︑八千円か
はないかと見られている︒

︵県か参のお知らせ︶

き︑春先におけるス︒ハイクタ
ことになった︒

九月から始めたが︑このほど

れている一円玉︑五円玉の﹁愛

まつりで使った竹を利用して

募金する子どもたち

の募金﹂を続けている︒

人を助けようと︑家庭に埋も

アフリカの飢餓がテレビ・

﹁竹筒募金箱﹂ を つ く り ︑ 募
金活動を行っている︒

早期交換を

スパイクタイヤ

間違いのあった場合は︑訂正

たします︒

記載内容の
確認を

地価公示を活用しましょう

土地の売り買いは

記入された保険証になります︒

保険証に

︵保険証︶が四月一日から︑従

みず色

アフリカの飢餓に﹁愛の募金﹂

松里小学校．

4月から
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役場調べ

1日 （0） 372cm

十二月︑一月は大雪となり︑

二月の降雪が心配されていた
が︑二月は比較的暖かい日が

久︑

●

7』71

●

ーoう頃ー

十五万円︵﹃世帯当り平均二
万五干円︶の除弔︑費の救助︒

二月中の降雪量は昨年︵七
七嘉．︶より半分以下の三二
〇抽．︑積雪量．は三月一日役場

の観測によると三三五麹．で昨
年︵⁝五五九抽．︶より二層以上

●

mlO

3．20

4
3
2
1

続いたため︑︑平年なみの積嘗
となった︒

一月十八日から三月十．五日

まで県の災害救助条例が適用

も少なくなっている︒

蓼

12

4

になり︑五十八世帯に約百四

2

﹁豪雪基金﹂︑ カら

一59豪雪

m5

●

9
8 752
7
6 571
5

3

老人世帯などに見舞金
基金を積み立ててその利息

降雪量（役場調べ）
積雪量の変化（役場調尺）

974

4

ることになった︒

冬観測史上最高の大雪となっ

25日 （15） 355
26日 （31） 365
27日 （13） 356

□今1060

今冬の豪雪

町杜会福祉協議会では︑昨

たことから︑老人世帯など低

っているが︵二月末現在約八

で豪雪の際援助することとな
百五十万円の寄附が寄せられ

所得世帯などを対象に除雪費
を援助しようと豪雪対策基金

ている︶︑今のところその利

15日 （30） 340
16日 （22） 345

3

を創設した．

今回は借入金をもって︸世帯

息がまだ生じていないため︑

金を始めたが︑今冬もまた豪

五千三百円の見舞金をおくる

319

2

昨年の夏この豪雪基金の募

雪となり︑県災害救助条例が

12日 （13） 325
13日 （0） 313

ただし高額所得世帯には支

こと．になった︒

22日 （39） 343
23日 （36） 357
24日 （5） 349

分適用にならなかった七十歳

7日 くO） 329
8日 （0） 320
9日 （0） 313

59豪雪

i

m

適用されたことから︑県条例

345
28日 （3）

給されない．

（0） 320
20日

以上の老人世帯︑母子世帯な

（0）

ど約七十世帯に見舞金をおく

19日

1

12

月

346
（18）

334

18日

355
3日 （0）

313
（1）
21日

（8） 337
17日

（27） 335
14日

（0）301
10日

（26）
11日

58世帯に145万円助成
（18） 373
2日

県の災害救助条例で
雪の記録2月

（降雪）積雪

4日 （15） 355

5日 （0） 343

6白（0）335

（51まつのやま

意外に低い防火意識

二百四十五人︒

﹁煮物中に来客や電話があっ

に防火アンケートを実施した︒

と意外に低い︒また﹁消火器

質問には︑七十八智が﹁はい﹂

た場合火を消しますか﹂との

上越地域消防事務組合︑東

東頸消 防 署 の ア ン ケ ー ト

頸消防署では︑昨年九月十二
﹁消火

は用意してある﹂に対しては
﹁はい﹂が九十二新︑

このアンケートは︑．住民の

30

84

16

76

24

70

30
64

36

12

13

法人県民税
法人事業税の

申出・窓口が

を︑新設の﹁新潟県法人自動

県では︑四月一日から︑法
人県民税︑法人事業税の事務

変わる

新と設置してあるわりに︑意

潟市一番堀通町五九二四ー二

新

日・十五日︶︑消防の時間︵夜

八県庁分館内

車県税事務所︵〒九五一

九時︶﹂を知っている人が多い

二三−五五一一︶で︑取り扱

消防署への要望は︑防火懇

は﹁財務事務所﹂から﹁新設

等の提出および照会等の窓口

これにより︑申告書︑諸届

台〇二五二ー
のに対して︑無火災運動は三

うことになります︒

談会︑消火器の取り扱い講習

五二︶または︑上越財務事務

務課︵費〇二五二−二三−五

詳しいことは︑県総務部税

います︒

おり﹁財務事務所﹂で取り扱

なお︑納税証明は︑従来ど

ください︒

は﹁財務事務所﹂へ提出して

ただし︑三月末申告分まで

事務所﹂に変わります︒

積極的な意見が多かった︒

会の開催など︑防火について

残念な結果となっている︒

十六罫の人が知らないという

このほか﹁火災予防の日二

外と知らない人が多い︒

防火意識を調査したもので︑

96

日行われた無火災推進四ヵ月

4

器の使い方を十分知っている﹂

18

十代から七十代までの幅広い

88

82

運動に対して︑このほど管内

94

に対して︑ ﹁はい﹂が七十六

12

年代層となっており︑回答は

70

11

所︵費〇二五五ー二五−二二

︸一︶へおたずねくださ︑い︒

響團

池 ↓役場担当課

鞭駆慮

カ

の

↓個人各自

明麟團

4月から使用済みの乾電池
回収箱（メインボックス）
を回収します。
を、役場、浦田克雪センター
乾電池には、有害な水銀が
布川防雪センター、松之山町
含まれています。不用になっ
農協松里支所の4ヵ所に設置
た乾電池を家庭用回収袋に入
しますので、部落で設置した
れておき、随時部落内の回収
回収箱の中が多くなったら、
箱に入れてください。3月中
このメイン回収箱に入れてく
に家庭用回収袋を配布します。 ださい。

94

6
6

22％

三町二村の一百五十名を対象

24

10

防

日15日

76

知っていますか。

8
92

7
8
9

いいえ・

はい

目
項

78％

煮物中に来客や電話があった場合火を消しますか。
ガスコンロの近くに燃えやすいものがある。
石油ストーブの給油は火のついたままする。
石油ストーブは火のついたままでよく動かす。
外出時及び、寝る前に火の元点検をしている。
寝たばこは習慣になっている
消火器は用意してある。
消火器の使い方を十分知っている。
家族で火事のことや火の用心について
話し合いをする。
防火についての広報紙等が配られた場合必ず見る。
火災予防の日（1日・15日）を知っていますか。
消防の時間（夜9時）を知っていますか。
現在、消防署でやっている無火災運動を

1
2
3
4
5
6

松之山町の結果
防火アンケート

まつのやま（6）

大町小︵上越市︶校外学習で

ー苫1

松里小を訪れる

スキーを楽しんだあとは温

いたり︑ゲーム︑踊りなどし

泉に入り︑夜は旅館で黒倉の

町を訪れたものである︒

︵百九人︶が︑ 冬 の 山 地 の 暮

変おせわになりました︒今度

上越市の大町小学校三年生

らしを勉強しようと二月十三
小見さんのスライドで雪国の

最後に大町小の児童が︑大

て楽しんだ．

日︑十四日の二日間︑松之山

は松里小学校の皆さんが上越

二日目の十四日には松里小

生活を勉強した︒

社会科の副読本に松之山の

で﹁校外学習﹂を行なった︒

瓠

においでください︒と挨拶し︑

拝

手作りの紙のペンダントをみ

豪雪地のくらし
小見美晴さん一家
テレビで放映
楽しかったスキー教室

学校を訪れ三年生と交歓会を

んなにプレゼントした︒

圃

冬の暮らしが出ていることか

行なった︒松里の子ども達か

東京で生まれ育った小見美

晴さん︵黒倉︶は松之山へ稼

いで＋二年︑この間に体験し

た雪国での生活の手記が︑夫︑

春はまだ？﹄と題して

重義さんの写真と共に﹃お母

さん

この小見さん一家の日常生活

出版され話題になっているが︑

が三月十五日午後十時から十

時半までNHK総合テレビで

再放送は十六日午前十一時

紹介される予定︒

二十分から十一時五十分︒

ちょっと

ら︑実際に目で見て︑肌で雪

こわかったリフト

ら冬の暮らしについて話を聞

帳

国の暮らしを体験させようと

手作りのペンダントをプレゼント

（7》まつのやま

冬のくらし
松里小学校

足あとはよく見られます︒

ところが雪が多くふりつづ

やなくて︑歩く人が歩きやす

くので少しはらくです︒でも

それに雪の多い時は︑ひざ

んは大変です︒

わたしがらくでも︑おねえさ

がありますが︑カがいるので

ぐらいまであるのでつかれま

わたしも二︑三回やった事

いようにします︒

の雪をかたずける仕事があっ

の中にはいるのでたいへんで

足が雪にうまって雪が長ぐつ

くと︑屋根の雪おろしや︑そ
て︑毎日何回かの道ふみがあ

あさんはがんばってやってい

す︒でもおとうさんや︑おか

そして毎日食べる食りょう

す︒

とくに一人でやる場合たい

は︑お母さんが︑かた道三十

道ふみというのは︑かんじ

ります︒

へんです︒あまり雪がつもっ

まで足にカをいれてぎちぎち

十メートル近くあって︑そこ

たら︑おねえさんの後ろに行

おねえさんといっしょだっ

で時間がかかります︒

んとふまなければいけないの

本に買いに行きます︒帰りは

分もかけて︑のうきょうや湯

ます︒

きを足につけて雪上車の通る

ていなくても︑はじまできち

と︑ふみかためていきます︒

三年
わたしの家はその道まで八

広い道までふんで行く事です︒

は遠くから見るとタリスマス

ただふみかためて行くだけじ

高沢ひとみ

ツリーのよ うで き れ い で す ︒

朝︑晴れた日はとても気持
道をおうだんした︑うさぎの

にいって︑三年生のみなさん

とても長い時間バスに乗った

いよいよその日が来ました︒

いました︒スキー場に着いて︑

ました︒でも︑きれいな花や

もたいへんなんだな︑と思い

雪ほりのようすを見て︑とて

らいました︒こんどは︑わた

﹁松之山じんく﹂を教えても

して︑松里小のみなさんから

したちがダンスを教えてあげ

松里小学校のみなさんといっ

けしきを見たとき︑松之山に

礼にあげました︒とてもよろ

しょにすべりました︒とても

二日目に松里小学校へ行き

い思い出ができました︒

こんでくれたようでした︒よ

ました︒おわりに︑わたした

ました︒わたしは︑とてもびっ

は︑いろいろきれいな所があ

わたしたちがよく行く金谷山

くりしました︒大町小学校よ

わたしは︑松之山へ行って︑

ちがつくったペンダントをお
とちがって︑とても長いリフ

り︑校舎がきれいだったから

とても勉強になりました︒学

るんだなと思いました︒

トでした︒だから︑下まです

です︒人数が少ないのに︑ど

上手なのでかんしんしました︒

べるのにだいぶ時間がかかり

うしてかなと思いました︒

小見さんから︑松之山のスラ

きました︒タ食を食べてから︑

はずかしかったけど︑だんだ

車﹂をしました︒さいしょは︑

た︒はじめは﹁ジャンケン電

音楽室で交かん会をしまし

雪に負けないでがんばってほ

道ふみでたいへ・んでしょうが

松之山の人たちは︑雪ほりや

さんのことがわかりました︒

ました︒ひざぐらいまでうま

イドをたくさん見せてもらい

しいと思います︒

って道ふみをしているのや︑

ん楽しくなってきました︒そ

スキーが終わって旅館へ行

ました︒

校で習ったときよりも︑たく

何回もリフトに乗りました︒

すぐスキーをしました︒︑午後︑

せなかでしょってきます︒

でキラキラ光ります︒すぎ林

ちがいいです︒雪は太陽の光

松之山へ 予つ
ノイ8

わたしたちは社会科の時間

と︑むねがわくわくしてきま

と︑なかよしになれると思う

三年

に勉強した﹁松之山﹂へ行く

かと︑いろいろ楽しみにして

るのか︑高田とくらべてどう

ので︑早く着かないかなと思

した︒

いました︒それに松里小学校

今どのくらい雪がつもってい

ことになりました︒行く前は︑

関原澄子

上越市立大町小学校

て

まつのやま（8）

坐恕

車の点検整備を

していますか

−−1

カねぼにだって かや
がちゃんとええるか

巫ヨレ融＋分に入・て

にキスがないか

いるか》夕一ミナルのゆるみはな

いか

13ー

ゆ

特に女性の皆さん、車のホンネットを．1度

女性ドライパーの皆さん
ボンネツトを開けてください
また︑車についている工具

ます︒急ブレーキを踏んだ︑

レ

女性ドライバーの皆さん︑

暫の人が全然使ったことがな

を最近使ったことがあるかと

いと答えており︑あまり使っ

最近車の︑ボンネットを開けた

ある自動車関係の団体で発

たことがないと答えた人を合

いう質問でも︑女性の約六〇

表した﹁オーナードライバー

ことが一ありますか︒

の自動車整備に関する実態調

わせると︑なんと九〇音近い

人が工具に触れていないので

査﹂によると︑車を買ってか

す︒

このデータを見る限り︑女

とがないという女性が二四・

七智︒男性は四・六智となっ

性は点検整備にかなり無関心

らボンネットを全然開けたこ

ています︒いかに女性がボン

になっているといえます︒

とがわかります︒

ネットを開けないかというこ

が動かなくなるというような

しかし︑ブレーキランプはつ

早めに発見できるようになるでしよう・

譲、ζ占騨震糞禦、鴇下禦脇難

小さな故障でも

大きな事赦をひきおこす

大きな故障は少なくなってい

かないので後続の車にぶつけ

賃勢響難獄茎逮認． 開けてみませんか・

崇3美望誰著墾募璽欝搬ヤ誹㌘

片鱒していな㌧、か

＋分か

ハンドルがふらつかないカ

切れた車を運転していたとし

ます︒そのせいか︑つい整備

られてしまいます︒

齢心ノ翻，＿．．、，．

着がわくはずです。そして、おかしな個所も

と きはブレ キがにきゑが
レあそびが大きすぎないか》
入。て㌧・るので竪備エ場て・

／ファン器当恐雛

！

入っているかレエンシン
を動かしても本が漏れな
いか

園

車のホンネットを／度も開けたことのない
人に、いきなり整備をしなさいといっても、
それは無理な注文です。むずかしい整備は専
門家にまかせるとして、簡単にできる点検万

魅

◎

／幽謎三諭イル

欝難

ラジエーターレ水は十分に

箋
、

鱒嘩． 鰹

｝㎜

難猟幽縫離鰍耀

目分の手で車の整備をすると、だんだん愛

ないか（やわらか（感肱

！、ンドル

最近の車は︑突然エン．シン

を忘れてしまう人が多いよう

に︑車のボンネットを開けて

思わ虹事故に遭わないため

しかし︑小さな故障が人命

エン︑シンを見たり︑車の周り

です．

にかかわる事故を起こすこと

を点検するなど十分な整備を
心がけてください︒

もあります︒

例えば︑ブレーキランプが

鰍灘薩羅，，，，誉鷺驚撫鵜

7

脅

あなたは

（9）まつのやま

たらどう

運行供用者というのは︑自

運行供用者

あります︒

行供用者責任がおよぶことが

故を起こしたのなら︑一般に

▼子が親の車を乗り回して事

車の登録番号はもちろん︑

所・氏名・年齢を確かめるほ

運転免許証により加害者の住

うことができる状況にあって︑

動車を自分の思いどおりに使

自動車を運行することが自分

交通事故は︑突然のことで︑
あわててしまうのも当然です︒

か︑勤め先と雇主などの住所・

すか︑はじめがかんじんです︒

氏名も確認しておくことが大

親は運行供用者として︑賠償

未成年者の親

が︑事故にあったらどうしま
ここでしっかりした処置をと

の利益となる人のことです︒

すぐ警察へ届け出る

憶の薄れぬうちに︑自分でも

できるなら事故のすぐあと記

被害の状態にもよりますが︑

もっている人のことです︒

の所有者など正当な使用権を

なお︑保有者とは︑その車

▼子が自分の車か第三者の車

です．

責任を負わされるのがふつう

切です．

いヶまでもなく︑事故当事

子が︑責任の判断能力のない

運行供用者は︑たとえ直接

で事故を起こしたとき︑その

過などを記録しておくことが

現場の見取図とか︑事故の経

未成年者である場合︑親は監

へ事故の届け出の義務があり
大切です．

督者責任によって賠償責任を

者は道路交通法によって警察

ます︒被害者からも届け出を

雇主は︑使用者責任とこの

立会いで現場の状況が確認さ

ても︑あとで意外に重傷であ

たいしたことはないと思っ

診断を受ける

業務中の人身事故は︑たいて

運行供用者責任があるので︑

▼加害者が未成年者で︑責任

負わなくてはなりません︒

かならず医師の

れ︑警察の﹁実況見分調書﹂

よび物損事故について発行さ

事故証明書は︑人身事故お

くは危険です︒

す︒とくに頭部や腹部の打ぽ

態になるといった例もありま

ることがわかったり︑急に重

ちろん︑借主も運行供用者で

このほか︑車の所有者はも

のです．

分果たしていないという点か

よいのですが︑監督義務を十

通常︑親は責任をもたなくて

の判断能力がある場合には︑

ら︑親に賠償を請求できると

だけはしておくほうが︑後日

いう考え方もあります︒

れます︒どんな事故でも届出

貸主︑名義貸人などにも︑運

5

このようなことに備え必ず

に応じております

午前9時30分〜午後4時40分（平日）

社団法人日本損害保険協会
新潟自動車保険請求相談センター

新潟市本町通七番町1082

（新堀通り本町角）新潟調査事務所内
君0252㈲一一851：直通0252（お）r2225

興亜火災新潟支店ビル5階

のためにもまちがいありませ

す︒また事情によっては車の

とし て 記 録 に 残 り ま す ︒

い賠償責任を負うことになる

忘れないことです︒警察官の

ても賠償責任を負わされます︒

に自分が．起こした事故でなく

な助けになります︒

っておくことが︑あとで大き

○専門の相談員が親身になつてご相談に応じま

す

土曜日は正午まで（第2土曜日は休みます）

医師の診断を受けることが大
切です．

事軽で談
通気料相
交お無ご

電話でのご相談もお受します

ん︒

相手を十分に確認する

だれに請求するか
相手を正確に見きわめる
加害者が業務上第三者に損
害を与えたとき︑その雇主は

賠償義務者は︑加害者はも
ちろん︑雇主︑運行供用者︑

使用者として賠償責任を負わ
されます︒

未成年者の親にもあります︒

雇主

故のご相談は
にどうぞ

○弁護士相談日：毎週水曜日午後1時〜4時

まつのやま（1①

松之山スキ・一竸技大会成績

ジャイアントスラローム
▼幼年女子A組
①涌井由佳︵津南JSC︶
②藤木陽子︵津南JSC︶

③内山久美子︵津南JSC

▼幼年女子B組
①伏見英子︵津南JSC︶
②佐藤麻紀︵松里小︶
③小野塚夕子︵松里小︶

▼幼年男子A組
①小野塚和生︵松里小︶
②村山政仁︵松代小︶

①佐藤一徳︵松之山中︶

③中島

毅︵松之山高︶

1・33・33

①日下部さやか︵安塚中︶

▼少年組

③南雲由紀︵浦田中︶

①牧田義明︵松代中︶

②小菅江見︵安塚中︶

−・41・95

▼成年−組

−・43・32

①山本哲郎︵マントパークVla・66
②荒井俊夫︵ZIP︶

③佐藤正利︵松之山高︶

②相沢幸一︵松之山高︶

①馬場禎光︵松代スキー︶

▼高校・成年組

③小林要太︵松之山中︶

②吉野隆一︵安塚中︶

③小林和夫︵ZIP︶

1・3

1・35・6

▼成年2組
①鈴木孝雄︵MSI︶

1・37・61

5・83

②志賀悦雄︵埼玉︶
③佐藤嘉一︵ZIP︶

▼成年3組

1・2
4・16

1・20・36

①植木正昭︵安塚土木︶ 1・n・72
②高橋滝太郎︵松里︶

リ﹇

③高沢 勝︵松之山温泉︶

▼幼年女子A組
①鈴木真弓︵豊原小︶

明美︵松代小︶

②森田陽子︵豊原小︶
③柳

▼幼年女子B組

恵︵松里小︶

妙子︵松代小︶

①宮沢千香子︵松代小︶
②柳
③佐藤

①斉藤真也︵松代小︶

▼幼年男子A組︑

25

18 14 14

52 28

26

05 39 38

ーOゆー

②小林和夫︵ZIP︶
③荒井侯夫︵ZIP︶

①村山好文︵埼玉︶

▼成年2組

②佐藤世志光︵ZIP︶
③佐藤嘉一︵ZIP︶

①高橋正治︵マントパーク︶

▼成年3組

②植木正昭︵安塚土木︶

③高橋英次︵松之山温泉︶

基需丁ム
▼幼年A組
①涌井勝広︵津南JSC︶
②小堺一男︵蒲生小︶
③村山政仁︵松代小︶

▼幼年B組

②小野塚浩一︵松里小︶

①小野塚正男︵松里小︶

③滝沢 望︵津南JSC︶
③高橋 均︵松里小︶

▼少女組

②山田千鶴︵津南中︶

①津端珠代︵津南中︶

③志賀千恵子︵松之山中︶

25 25

33 03

49 18 49

③福原 伸︵松里小︶

②久保田正志︵松之山中︶

②佐藤正秀︵奴奈川小︶
③牧田幸樹︵奴奈川小︶

28 27

58

262624分

40 03 55

13 38

10

26

▼少年組

猛︵松之山中︶

①大沢和雄︵津南中︶

②高橋

①吉野満彦︵安塚小︶

▼幼年男子B組

鯉照鯉膣難膿蟹聡鑓揚
缶霧岱校缶睾女缶驚岱年祭県尖年累朱緊年

4
56

29

484847

616058 4545 565452

30

③石田義浩︵津南中︶

①小堺武彦︵松代高︶

③高橋雄一︵松之山中︶

②小菅浩一︵安塚小︶
③秋山 淳︵安塚小︶

▼少女組

蜷巴）壁））））

山町

松＿会

▼高校組

尚人︵松代高︶

誠︵松之山高︶

▼高校組
①高橋

②小堺武彦︵松代高︶

町之キ・中＿組中AA組A＿＿男A＿＿女
役山1成一松
畳寝諄年楚孟 B一一
寝毒総 一板牧子一松板子
叢欝琶組毒爵爵組

之町町

町））

57

・②柳

③関谷康明︵松代高︶

▼成年−組

ぐ

①山本哲郎︵マントノーク︶−・1
3・26

47 45

41

50
59

03

92
82 55 76

24
9562
94 47 46

131211分

1

18
36

33

ス

1

18
40

41
57
53
24
42
42
33

ガント

1

12

68 47

クロ

1

15
17

①涌井 亨︵津南JSC︶

35 92 80

▼幼年男子B組

98

1
1

20

②島田⁝学︵津南JSC︶

97 59

4945 44
2746 31
1

22

③韮沢都新︵小出小︶

52

14 孝少
1

▼少女組︵中学︶

91

15
15
1

28

①津端珠代︵津南中︶

83

15

1 1 1分
1
1

31

②山田千鶴︵津南中︶

50 49 49

40

1

18
1

31

③樋口真理︵松之山中︶

23

66

▼少年組︵中学︶

26
1
1

町）

59 39

32

29

131313

151514 141413

35

12
1

1
1

26

季少
51
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52
56
59
60
47

64 37 20
08 99 38
87 60

12

52

47
48
1

14
1

19
1

26

1
1

16 13 11
1

アルペン（松之山温泉スキー場）
一．
ノル・アィック（町民グランド）

2月3日

（mまつのやま

簡易保険

①山本哲郎︵マントノーク︶−・1
3・26

布クロス張り・題字金箔押

町
役
畳

騰》 蜷
6

三一〇万円

里⁝倉地区道

一冒︶

二五〇万円

天水地区

59

．︑／

六二〇万円

▽建第四十五号 道路災害

高橋組

▽建第四十六号 道路災害

崩田・田麦立線︵豊田︶

新潟市寄居町六

飯塚建設

五〇〇万円

九七︵マンション北陸︶

水梨地区田

復旧工事 ︵○・＝一六レ︶

▽産第二十八号
新潟県広報協議会

高橋組

▽産第三十二号

路復旧工事︵︸

高橋組

大海組

九五万円

中尾地区水

五〇万円

路復旧工事︵九肩﹀

▽産第三十四号

大海組

水路復旧工事︵九耕︶

▽産第三十三号

五八O万円

路復旧工事︵四六灯︶

▽産第三十一号 黒倉地区道

高橋組

旧工事︵一・三九暫砂︶

▽産第三十号 藤倉地区田復

四〇万円

高橋組
新潟県県民
広報課内君二三ー五五一一

一番町六〇二
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崩田・月池線︵豊田︶

▽匿皿修

新潟県広報協議会

▽編集・制作

一部一︑七〇〇円︵送料別︶

予約申込受付中

﹁県庁舎記録写真集﹄

新県庁舎の竣工に伴い︑現
県庁舎が解体されるため︑県
では記録写真集を発行します︒

三月二十日までに市役所は

申し込み部数による限定版

課へお申し込みください︒

広報担当課︑町村役場は総務

四百七＋万円

▽体裁

︷疋です．

です︒七月上旬に現品配布予

円にのぽり︑同年度起債総額

金額は︑一億六千七百五十万

以上八つの事業の合計借入

▽鏡ケ池線新設舗装事業

百山ハ＋万円

▽防火水槽設置事業

四百万円

▽林構集会施設︵天水越︶

一一百万円

公共施設整備に役立つ
簡易保険︑郵便年金積立金
の力を借りて︑町のいろいろ

な施設が整備されました︒昭
和五十九年度の各事業別借入
額は︑次のとおりとなってい
ます︒

▽松之山温泉スキー場建設事

業一億三千万円

▽巳之下線舗装事業

七百万円
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A4版・ビニールカバー付︑

このように︑加入者の共同

真約百四十点︒

の四割を超えています︒

一千万円
財産である積立金は︑地方自

▽藤原松之山線舗装事業

八百二十万円

▽価格
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設事業

向上に大きく寄与しています︒
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▽基幹作業道亀石線開設
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低温やけどということばを
耳にしたことがおありでしよ
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所に蓄積されて皮膚を破壊し

1
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低温やけどをしそうな器具

はごく身近にある品に︑たと

えば電気アンカ・カイロ・電

気座ぶとん・電気暖房便座・

電気敷毛布や電気力1ペット

などがあります︒電気敷毛布

は就寝時にスイッチを﹁適﹂

以下にするか﹁切﹂にすると

とりわけ被害の多い︑ゆた

安心です．

また︑低温やけどでは皮膚

こよみ

■2月のできこと

県災害救助条例再適用

名古屋で出稼者リーダー会議

松之山スキー大会

1日 議会総民委員会︵2日まで︶

3日

7日

︵十五日まで延長︶

母子福祉会

総合計画審議会

老人クラブ会報編集会

納税相談︵22日まで︶

スキー場運営委員会

町老連会

選挙管理委員会

水田利用︑再編対策協議会

東嵐て出稼者リーダー会議

スキーカーニバル実行

委員会

森林組合総会

民生委員会

人︑身体障害で体を自分で自

お年寄りなど皮膚感覚の弱い

してしまうのも︑やけどを防

さんなどが寝入ったら取りだ

くするために使うなら︑お子

−日

．3月の予定

松高卒業式

由に動かせない人︒こうした

けどです︒事故が起こらない

低温やけどは直りにくいや

8日

6日

議会定例会

乾田化試験報告会

社会福祉協議会

農業委員会

人々には周囲で気をつけてあ

っていたり︑極度の疲労など

農業労働賃金協定会

スキーカーニバル

珀日

日

よう正しく使いたいものです︒

︵製品安全協会︶

で前後不覚に眠ってしまいそ
うなときも要注意です︒

げる必要があります︒また酔

ぐちえです．

ふとんを暖めて寝つきやす

ないようにすることです︒

と包み︑しかも足に直接ふれ

は︑布でゆたんぽをしっかり

んぽでの低温やけどを防ぐに

低温やけどに注意しなけれ

治療も長びきます︒

しまいますから症状は重く︑

の深部の組織まで破壊されて

てしまうのです︒
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「ゆたんぼ」は包んで離して使いましよう
接している部分の熱がその個

、

うか︒たとえばゆたんぽに足
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がふれてやけどをした︑など
がその例です．

ゆたんぽは︑ごく日常的に
使われている採暖具ですが︑
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ばならない人は︑赤ちゃんや
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使い方次第では思わぬ事故に

財東北電気保安協会

日

つながります．

低温やけどは︑体温より高
い四十四度でも同じ個所に長

時間ふれていると起こってし
まいます︒普通のやけどは瞬
間的ですが︑低温やけどでは

9コ足配線はコードやテーブルタッブに無理
な電気が流れ、事故のもとになります。コンセ
ントをふやして電気を安全に使いましょう。
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接触している時間が必要で︑
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幅温やけど ・
タコ足配線はキケンです
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