まつのやま（2）

のやま

テイフ
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③﹁松之山町の未来像あ絵画

四年生以上の小学生︒

四ツ切︵三八・四×五四・

四賛︑︶

﹁ビユ

募集するのは﹁明日の松之

振興発展に関心を持つ町外の

四年生以上︶︒また松之山町の

高校生と一般町民︵小学生は

日ま︑で．

五月二十一日から六月三十

絵画を募集

﹃明日の松之山﹄づくり

論文や標語
山を考える﹂の提言︒

▼募集期問

明かるく住みよい町を作ろう

ーティフルまつのやま﹂の標

頸城郡松之山町大字松之山

過疎︑でなやむ松之山町では︑

うと︑町内外から論文や絵画

語︒ ﹁松之山の未来像﹂の絵

町︑では︑本年度中に昭和六

の提言︒

しているの

○中学生の部

四百字詰の原稿用紙で縦書
四枚程度︒

o高校生の部︵他町村で学ぶ
者も含む︶

四百字詰の原稿用紙で縦書
五枚程度．

〇一般の部

四百字詰の原稿用紙で縦書
五枚程度．

②﹁ビューティフルまつのや

中学生・高校生・一般とも

ま﹂の標言︒
原稿用紙︑で四十字以内︒

財政係へ︒

▼くわしくは︑町役場総務課

農業祭で贈る︒

ロフィーまたは楯︶を秋の

町長賞は︑賞状と副賞︵ト

賞三編に町長賞を授与︒

とも︑最優秀賞一編︑優秀

提言・標言・絵画の各部門

▼賞の授与

祭に展示．

絵画等の作品は︑秋の農業

紙上に発表する︒

て通知︒広報﹁まつのやま﹂

生徒は学校︑一般は本人あ

八月上句に入賞発表︑児童

▼入賞発表

が審査．

する﹁郷土提言審査委員会﹂

町長が委嘱した委員で構成

▼作品の審査

場総務課財務係︒

〒九四二ー︸四・新潟県東

▼送り先・

を募集して︑これらの作品を

画の三部門︑で未発表の作品︒

二二二−二︑松之山町役

人の作品も歓迎する︒

参考に町の総合計画をたてる

十一年度から七十年度までの
総合計画をたてるので︑

を

い提言︑建設的な意見︑

な

募集要領

直し
①﹁明日の松之山町を考える﹂

率新

応募資格は町内の小・中・

ことになった︒

自然豊かな松之山町（4月17日写す）

⑥まつのやま

﹃新ふる里松之山クラブ﹄

生ゴミ処理器の購入に

草を入れてください︒入れた

三〇響の補助金
家庭．で発生する生︑ゴミを︑

生︑ゴミは︑発酵分解してだん

東京のデパートで会員を募集
Rをした︒

だん底の方に沈ん︑でゆき︑良

付︒ゼンマイ・ワラビ・フキ

特定分収林促進事業の﹁ふ

では﹁生︑ゴミ処理器﹂の購入

新ふる里クラ︑ブは︑分収林

有効利用してもらおうと︑町

はないが︑ふる里農園で野菜
工鋤︑∬品等︑年四回プレゼント

る里松之山クラブ﹂には︑︑百

また︑松之山へおいでいた
だいたときは温泉にと︑年一

補助対象器種は︑容量一五
〇μの一五〇型と二四〇μの

今回の巾し込み者には︑・生

すばらしい効果があります︒

るいは菜園に施してください︒

︑できた堆肥は︑園芸用にあ

などの山菜や野鳥こけし・木

人の会員がおり都会の人達か
の栽培を楽しんでもらうもの︒

質の堆肥ができます︒

会費は一年二万円ですが︑加
五年分︵十万円︶を一括納入

入期間は五年とし︑初年度に

とになりました︒

者に三十警の補助金を出すこ

ら喜こばれているが︑こんど
される特典がある︒

は﹁新ふる里松之山クラブ﹂
を つ く り ︑ 東 京のデ︒ハートで

二四〇型の二種類︒定価は

繁殖させ︑防臭・防ハエ・防

︑ゴミに付着した︑︑ハクテリアと

ふる果農園は︑一人三十平

加入を呼びかけるなど会員の
してもらう︒募集人員は二．白

回の温泉無料招待もある︒

募集を始めた︒
東京池袋の西武デ︒ハート︑で

申し込みは︑農協で取りま

進剤﹂がつきまず︒

うじに効果がある﹁堆肥化促

地中からの微生物を活発に増
とめます︒くわしくは役場の

型が八千円︒

根など野菜類を栽培︑収穫し

保健衛生係か農協へ︒

五〇型が五干八百円︑二四〇

てもらう︒耕転・肥料や苗・

サツマイモ︑︑シャガイモ︑大

ニスコート・スキー場のリフ

種子は町で準備し︑管理ので

方層の畑を貸付して︑各自で

かれたが︑松之山町もこの催

で﹁日本の一〇一村展﹂が開
ト・体育館・キャンプ場・民

会員は︑町内の観光施設︵テ

人︒

σ
リ

俗資料館など︶の使用料を半

ノ

台所︑で発生する生︑ゴミや雑

通気溝を備えた
堆肥造り器

︑戴

．伽

鱒置

しに参加して︑新ふる里クラ

四月二十六日から五月一日ま

フ

都会の人たちに加入を呼ぴか

きない人は委託もできる︒

毒，襲，濠li講襲凝義魏議誹轟難

額サービス︒ふる里農園の貸

湯けむり漂う、ふる里松之山。

ブの加入の呼びかけと町のP

緑の深呼吸。大露然のロマン

まつのやま（4）

．

県内が七千四百人︵三八・八

が五千六百人︵二九・三警︶︑

方面別のスキー客は︑地元

六督にとどまっている︒

ト総売上げは︑昨年の九六・

しかし︑シーズン中のリフ

いる︒

売り上げも﹇六・七警増えて

の伸び︒リフトの一日当りの

一万九︑﹈OO人で幕

今シーズンのスキi客
ロ

オーフンして二年目の松之
山温泉スキi場では︑四月十

えた︒

四日で今シーズンの営業を終

今シーズンの営業は︑十二
月十六日から四月十日までの

百十五日︒訪れたスキi客は
一万九千百人で昨年を若干上

十四日短かくなっているが︑

回り︑営業日数は昨年よりこ

智︶︑県外が六干百人︵＝二・
九替︶︒昨シーズンに．対し︑地

元が千二百人の減︑県内が三

スキー客は百人増えている︒

︐一日当りのスキー客は百六

ートOl

大倉修吾さんの司会で

大厳寺高原行きのバスは温

生千円︑受付は十二時まで︒

中学生以上千三百円︑小学

ジンギスカン食べ放題は︑

ム．

まつり．カラオケ・雪上ゲ

大厳寺高原でジンギスカン

▽午前十︸時から

五月＋九日

大花火大△諏．

▽午後八時半から

カラオケ大会︒

大倉修吾さんの司会による

っこみこし︑山菜即売︒
▽午後七時から

カラオケ大会など

松之山温泉まつりが︑五月

十八日︑十九日の二日間行わ

れます︒大花火大会や大倉修

吾さんを迎えてのカラオケ大

会など楽しい行事がたくさん
あります︒

主催の町観光協会と温泉組

合では︑みんなでおでかけく

ださいとPRしている︒

五月＋八日
▽午後二時から

雅児行列・鼓笛隊パレード︒

ブラスバンド・上杉房能公
供養．

▽午後四時から

メーターの周辺を整理してお

百人︑県外が千人の増とな

臼の間に検針にまわります。

泉広場発十時半︒

検針を再開

七人︶と比︑べると二一・二智

開設される

ー、

5月から水道の

野鳥こけし製造実演・ちび

6月24目〜28日

っている︒

旧松代支所

いましたが、5月10日から15

い︑と普及所は呼びかけてい
ます︒

▼相談室開設所

︵ただし︑月曜が休日の場合

▼相談室開設日 毎週月曜日

冬期間永道の検針を休んで

今まで農業技術・経営指導
の面で親しまれてきた農業改
ど安塚町︵大字安塚︶にある

良普及所松代支所が︑このほ

﹁東頸城農業改良普及所﹂へ

．

午後一時から四

は翌日の火曜日︶

時まで．

▼開設時間
▼電話番号

総合検診

5月48日㊤〜イ9日⑭
〇二五五九︵七︶二二二〇

いてください。

統廃合されました︒

農業相談室

同普及所では東頸東部の農
家指導のため

を設けることになりました︒

稲作︑野菜︑畜産など︑お

気軽に相談にお出かけくださ

自分の体は
自分で守ろう

十六人となり︑昨年︵百三十

「農業相談室」が

（5）まつのやま

五月十四日
﹁教育行政﹂
郡町村教育委員会連絡協議

の講演会
すので一般の方々の参加も呼

大の若井先生を講師に︑教育
谷出身ですので︑多数の参加

なお若井先生は松之山町小

びかけています︒

行政について研修会を行う予
をお願いします︒

会では︑五月十四日上越教育

定ですが︑せっかくの機会で

ど基本的生活習慣育成のため

町教育委員会では︑このほ

先生方によって執筆されたも

岡先生など町内の生徒指導の

六ぺージで浦田中学校長の富

生活習慣の育成に手引書を刊行

の手引書﹁よい生活習慣を育

▽日時・場所
五月＋四日

午後二時三十分より

自然休養村センター
▽講師

上越教育大学助教授

若井弥﹃先生
▽演題

教育行政について

町謬ぎ
町内の六年生︵四十四

泊二日の修学旅行で葛飾

人︶は︑五月九日からτ

内容については﹁広報まつ

区立清和小学校を訪れ交

の︒

この本を参考資料として今後

のやま﹂で来月号から少しづ

てよう﹂という本を刊行し︑

子供達の生活指導を行うこと

歓会を行う︒

ください．

っ掲載する予定です︒隔︑﹄期待

になった︒

この 本 は ︑ A 5 判 の 百 八 十

ください．

おこす山の火事

▽たき火の場所を離れる時は︑
完全に消化する︒

▽たばこの吸いがらは必ず消
す︒

▽車からたばこの吸いがらを
投げ捨てない︒

▽強風や異常乾燥の時は︑た
き火をしない︒

ではたき火をしない︒

▽枯れ草等のある危険な場所
▽火入れの許可は必ず受ける︒

税務職員

▽間いAnせ先

＋一月一日㈹

O最終発表

八月二十六日σD

○第一次試験

▽A・格発表

局

第一次試験を管轄する国税

▽申込先

東京都・高崎市ほか︒

○第二次試験

新潟市ほか．

﹁国税専門官﹂ 募集
▽受験資格

昭和三十三年四月二日から

昭和三十九年四月一日生ま
れの者．

▽受付期間

五月十七日㈹から二卜四日
㈲まで．

▽試験日

○第一次試験

ヒ月予三日ωと十四日㈹
o第一一次試験

九月十七日伏力十九日㈲の

詳細は︑国税局︵實〇三！

二一六−四三四一︶か高田

うち指定日︒

▽試験地

税務署︵實〇二五五−二三

でください．

って役場の福祉係へ申し込ん

相談を希望する人は︑前も

い︒

合いが悪い人は㌔︑︶利用くださ

聞えの悪い人︑補聴羅の具

回相談に来ています︒

聴器センターから︑聴覚の巡

毎月第三金曜日に︑新潟補

ー四一七一︶へ．

○第一次試験

東京都・高崎市・辰野︐市

補聴器の
具合が
悪い万は
いませんか

小さな火﹁まさか﹂が
林野庁︑消防庁︑新潟県な
どの主唱により︑五月一日か

小さな

ら十日まで山火事予防運動が
行われている︒

今年の統一標語は

です︒次の事項に㌦︑﹄注意

火﹁まさか﹂がおこす山の火
事

》

まつのやま（6）

災害復旧をした人は︑所得税

豪雪で住宅に損害を受け︑

控除されます．

た金額を︑その年の所得から

工．疋の計算方法により算出し

月

﹁コkP︒

0

8日火・

月・

0日
日㈹・25日㈹・3

日㈲・26日㈹

8日桐︒9日⑳・13

月

月

月

．10日㈲・17日㈹・24

おわびして訂正いたします︒

の誤りでした︒

ていましたが︑白川鷹司さん

先生の名前が白井鷹司となっ

異動で︑松之山中学校の教頭

四月号六ぺー︑シの教職員の

訂正

日を変更することがある︒

▼イベント実施により休館

ヨ〜

4日火

3

日月︒

4日火

2

7日
日ω・16日㈲・2
0日㈲・2

1日水

1

日月・3
1 日火

3日火・ 9日㈹・16日σ
D・23

2
ヌ

日

5日火・ 6日嶋・n日ゆ・

1

日月・

24

looOI

の雑損控除が受けられます︒

▼控除の手続き

雑損控除の適用を受けるに

昭和六十年分の確定申告は︑

昭和六十一年二月十六日から

は︑確定申告をする必要があ
ります︒その際︑住宅の原状

受付が始まりますので︑領収
証等の書類を紛失しないよう

回復のために支払われた費用
会社・屋根屋等が発行したも

日 ll

月28

月

大切に保管しておいてくださ

▼雑損控除

の︶や復旧工事の見積書・設

の領収証︵例えば大工・建設

雪害により住宅の︼部が損

計図等を確定申告書に添付ま

7日火 ・13日㈲・2
0日㈲・27

い︒

壊するなど︑住宅に損害をう

日月

月

たは提⁝．小する必要があります︒

6

︵

4日火︒10日m︒17日m・

月
−

（月）

（木）

日月

7

月

日㈹・18

2日火・ 8日月・ 5日m●

日火

8

月

休館日なし
9

3日火・9日月・

13

月

よろしく

14
日

日

けた場合︑住宅の原状回復の

会惚劃 ．瓶
鳥艘あ ︑4
探 ︑︒．︾
薮 餓
5月篇日嚇
▽野鳥集会

松之山温泉・福住館
午後七時半から九時まで
5月26日㈲

美人林︵松口︶

▽探鳥会

（水）

ために支払った復旧費のうち︑

二六五︶内町文化協会へ︒

書道・日本画・洋画

＊美術部門

募集グループ

山パー一㎜

町文化協会会員を募集中
町文化協会では︑今年度の

会員を募集しています︒加入

希望者は六月末日までに事務
局へ会費を添えて申し込ん︑で

工芸．

＊文芸部門
俳句・短歌・文芸︒
＊．芸能部門

（月）1 ｛
（金）

（月）日

（4・3）2
24

23

25

12

日

5ツー晶』ンコ畦1ラザー選

お願いします

17

24

日

休 館

22

盈0255

松之山駐在所
部長 松木一夫さん

ください．

会費は︑一般会員は五百円︑

特別賛助会員の個人が二千円
以上︑法人が五千円以上︒

松之山温泉駐車場を午前四
民︸譜・

歌舞伎 ・ 神 楽 ・ 詩 吟

昨年度は︑三百六十九人の

場振興課へ︒

▽参加の申し込みと詳細は役

行．

一般会員と特別賛助会員五十

芸・特産食品︒

囲碁・華道・盆栽・特産工

＊趣味部門

時半出発︒マイクロ︑バス運

くわしくは︑町公民館︵行

開き︑活躍しています︒

各種グループの 研 究 会 な ど を

三味線・太鼓・尺八 ・民踊

」』

三人が加入︒美術展︑芸能祭︑

宏

受けられます
〒ラス・能楽滝楽．

真

所得税の雑損控除を

（7）まつのやま

i交通事赦にあっ：たらどうす るか？
綾

あれば︑とりあえずある程度

その程度に応じて︑四十万円

場合百六十万円︑ケガの場合

支払われる金額は︑死亡の

とくに余裕のある人は別と

の金額を被害者に支払うこと

被害者側が加害者の加入し

期間︑で支払われます︒

して︑事故にあってこまるの

もありますが︑そういかない

わかれています︒

二卜万円︑．五万円の三段階に

け︶請求︑できることになって

は︑すぐいろいろとお金が入

場合も少なくありません︒そ

ている損害保険会社に請求し

自賠責保険の要点

支店に請求すれば︑ふつう短

いますの

用になることです︒そのため
んな場合に備えて︑まず次の

ます︒損害保険会社の本店︑

隔圏

急い．で安い示談金︑で手を打つ

点によくご注意ください︒

加害者側に責任感と誠意が

といったことも起ります︒

被害者も直接請求できる
害者に賠償金を支払った後︑

れます︒

から出るお金だけは︑受け取

れば︑少なくとも自賠責保険

ないときなどにこの方法をと

れていますから︑事故を起こ

人に与えた損害賠償にかぎら

は補償されません︒また︑他

自動車︑建物等︵物の損害︶

ていますから︑被害者の時計︑

補償は人身事故にかぎられ

後遺障害による損害に対し

三干円を限度として実費保償︒

し得る場合は一日につき二万

しそれ以上の休業損害が証明

一日につき三予七百円︑ただ

害︵収入の減少がある場合︶

保険金を損害保険会杜に請求

任意の自動車保険でも︑対

ず︑一︑示談交渉がなかなか進ま

することになっていますが︑

人賠償事故の場合︑被害者が

自賠責保険は︑加害者が被

している損害保険会社に請求

て︑障害の程度に応じた等級

合は︑保険金とはいわず︑加

接請求できる制度があります︒

保険金相当の損害賠償額を直

の車についている自賠責保険

行供用者自身の場合は︑自分

した車の運転者︑あるいは運

最高ニモ万円から第十四級の

により︑一人につき第一級の

被害者が直接︑損害者の加入

する方法もあります︵この場
害賠償額の請求と呼ばれます︶

されませんの

れたはずの収入︑葬儀費︑慰

からは

◆ケガの場△・

死亡による損害︵将来得ら

◆死亡の場△・

最高七十五万円まであります︒

加害者側と折り合いがつか

の仕組が設けられています︒

仮渡金・内払い制度の活用
それにしても︑加害者請求・

費︑治療関係費︑慰謝料︑休業

謝料︶に対して︑一人につき

損害︶に対し一人につき最高

損害に対しては︑

ケガによる損害︵救助捜索
ケガの治療が長引いている

百二十万円ま．で︒慰謝料は一

最高百二十万円まで︒

きざみで支払いを受けられる

一人につき

死亡するまでのケガによる

し

新潟自動車保険請求相談センター

べの

ニ

行〇二五二︵二五二八至

お気軽にどうぞ興亜火災新潟支店ビル五楷

ご相談は

最高二干万円まで︒

場合︑かさむ費用をどうする

日につき三千四百円︒休業損

はある程度日数を要します︒
通常の請求方法︑では︑損害の

か大きな問題ですが︑それを

損害額が十万円以上になる

救う便法がこれです︒
から︑支払いま．でふつう約一

そこで︑被害者がいろいろ

の︑です︒加害者の場合は︵実

と確認されたときは︑十万円
な費用をまかなうお金を早く

際に支払った金額についてだ

カ月かかります︒

受けとれるように︑次の二つ

交通事故の

総額が確︷．疋しないと請求でき

被害者請求とも支払いまでに

圏

ませんし︑請求が受理されて

囲
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二中学校で入学式が行われ

六人の新一年生が誕生した︒
三省小学校では︑︑
ため児童．が減少し︑

また来年入学する児童は
六予二年度が一人︑

れぞれ二名︑つつの推計となっ

十三−年度から六テ五．年度はそ

同校の全校児童．数は
今年セ八人で︑︑

ー8ー

新学期を迎えた浦田小学校
千葉県から二人の転校
生がやって来て児し革や学校関

嚢

し人で昨年より十人も多く学

今年の新一年生はト

一年生の黒坂さよさんの二人︒

んと市川市から中立山に来た

原に来たκ．年生の小見義治く

係者を喜こばせている︒

1

四月四日町内の︑五小学校と

杉．杉一踏齢

今年の異動で︑

松之山町においでになり

月㎜日．口然休養村センタ；で

辞令交付式と．面識会が行われ

各学校の校長先生と町の三

副議長︑

皆様左の教育

に期待します︒︸と挨拶した︒

ニュ』ス・マンスリ1一《今月の話題》

四月から町の消防団長に
イ野塚健一さん︵湯本︶が就

新団長の小野塚さんは昭和
四十六年から町の副団長とし

昭和五十七年に
滋技術部長としての功績が認

県知事から表彰され
年齢も若く︑
らの消防活動が期待される︒
高橋前団長さんは︑

・総ー
︒︑懸

雛・

欄，

壕

三年から消防団に入られ︑

禾ヲヨ八年から団長として尽

︑諾緯

浦田保育所の幼年消防クラ

賑わいを見せている︒

ンプを楽しむなど︑夏は大変

訪れ︑昨年三予五百人がキャ

大厳寺高原は年間八万人が

などに︑︑︶利用いただけます︒

h︑︸家族の宿泊や研修︑集会

すばらしいところ︒

魚沼の山並や日本海も望める

を見下す高台︑で米山︑弥彦山︑

場所は希望館の向い︑大池

が運営する︒

予定で来年から町の森林組合

十八万円で今年秋には︷一．兀成の

大厳寺高原の宿泊施設

今年︑新林構事業で大厳寺

設︵宿泊施設︶の完成図がこ

高原に新築される休養休憩施

のほどできあがった︒

この建物は︑本造二階建で

山の建築様式の延面積四百九

十八平方解︒屋根の大きいモ

ダンなデザインとなっている︒

﹃階はフロント︑食堂︑浴

室︑厨房︑休憩室︑和室︵一

室︶︒二階には洋室が四室︑和

室が五室あり︑四十人が宿泊
できる．

この工事費は︑七千六百八

鍵藤。

松之山分遣所の指導で︑防火

薮鱒撫．

ブでは︑四月五日東頸消防署

欝曝r

の標語を記入した短冊を付け

酬．

働（、

驚

た風せんを飛ばし火の用心を
呼びかけた．

この風せんを見つけたら︑

浦田保育所か松之山分遣所へ

︑春は空気が乾燥しで火災が

連絡してください︒

発生しやすくなっています︑

消防のハッピを着て風せんを飛ばす園児

纒

火の元に︑︑﹄注意ください︒

・痛田保育所

畿

灘
鱗騨

凝欝蟻

屋根の大きいモダンな建物となっている（完成図）

まつのやま（m
噺．講．．

〜︑

ゴ︑戯
︐鍵
みとなっている︒

同協議会では暖かい善意の

ーOトー

與平︵東京・吉池︶

二＋ロ

高橋
＋ロ

松之山校友会長
小野塚忠一︵神奈川県川崎市︶
相沢伊勢春︵千葉県市川市︶

正雄︵埼玉県朝霞市︶

五口

鈴木

賀︵東京都世田谷区︶

茂雄︵東京都中央区︶

福原

勘︵東京都世田谷区︶

関谷

津端

恒之︵東京都江東区︶

︵東京・吉池内︶

吉池松之山出身会

三口

増村

二口

春雄︵東京都新宿区︶

志賀子之吉︵神奈川県横浜市︶
福原

卯助︵東京都渋谷区︶

朝冑︵神奈川県横浜市︶

悟︵愛知県春日井市︶

志賀

中島
高波

喜作︵富山県下新川郡︶

英政︵東京都武蔵野市︶
山岸

栄吉︵東京都江戸川区︶

村山

山岸

一口

定夫︵東京都江戸川区︶

和久井清平 ︵東京都杉並区︶

馨︵東京都板橋区︶

を受付けているので︑額の多

山岸

宮越

少にかかわらず一時金の寄付

運治︵東京都江戸川区︶

ひきつづき加入の申し込み

ご援助に感謝している︒

四月末現在三百人近い申し

涌井

の申し込みが来ている︒

込みがあり︑一般からの目標

龍彦︵東京都世田谷区︶

たま︵東京都江戸川区︶
村山

涌井

年一万円で五年加入︶

と呼びかけている︒ ︵一口は

て七〇智を超える加入巾し込

でもよいのでお願いします︒

豪雪とたたかう老人（1月8日：天水越）

金額︵二千五百万円︶に対し

けに早速町内外からたくさん

募金を始めたが︑この呼びか

年秋から﹁豪雪対策基金﹂の

町社会福祉協議会では︑昨

職

乾三︵崎玉県草加市︶

博︵崎玉県川口市︶

ス︑︑︑︵東京都練馬区︶

弘︵東京都世田谷区︶

清︵下葉県船橋市︶

﹃郎︵東京都大田区︶

スミ︵東京都世田谷区︶

国平︵東京都中野区︶

孝︵東京都練馬区︶

玲︵東京都豊島区︶

栄︵東京都新宿区︶

精作︵埼玉県越谷市︶

エツ︵東京都江戸川区︶

重数︵東京都江戸川区︶

秀夫︵千葉県船橋市︶

孜︵東京都千代田区︶

武夫︵神奈川県川崎市︶

貢︵東京都葛飾区︶

昌三︵東京都小金井市︶

筆治︵埼玉県新座市︶

澄子︵予葉県市川市︶

芳信︵東京都世田谷区︶

辰雄︵埼玉県草加市︶

︑︑︑ヨ︵千葉県佐倉市︶

幸作︵東京都多摩市︶

利雄︵千葉県館山市︶

昭三︵千葉県柏市︶

肇︵東京都練馬区︶

三郎︵神奈川県厚木市︶

正之︵東京都新宿区﹀

みつ︵東京都品川区︶

亮二︵東京都中央区︶

中鈴福滝山、石若村鈴福村村村高村山滝猪丸根小樋滝樋山志小高滝佐若樋
島木原沢岸沢井山木原山山山橋山岸澤俣山津山口沢口岸賀野木沢藤月［］
塚

春吉︵埼玉県鴻巣市︶

三口

高橋

ニロ

町市︶

ド︑・︑ントン部卒業生︶

東北電力十日町営業所︵十日

十一︵大島村︶

上越国土測量㈱︵上越市︶

五口

上越舗道㈱︵十日町市︶

＋口

福田道路㈱︵松代町︶

＋五口

村山黄三郎他︵新潟市︶

二＋口

蛭川他四名 ︵都立城北高校バ

衡栄︵千葉県東葛飾郡︶

照夫︵東京都足立区︶

呂治︵予葉県船橋市︶

︵一年問のみ︶

俊夫︵千葉県干葉市︶

重末︵予葉県船橋市︶

︵一年間のみ︶一

義春︵東京都板橋区︶

ヨシ︵東京都武蔵野市︶

利男︵東京都荒川区︶

潔︵埼玉県朝霞市︶

竹次︵埼玉県入間市V

恒夫︵東京都葛飾区︶

謙吉︵千葉県船橋市︶

村村高 相樋 志志相村村山重相
山山浪一沢口三賀賀沢山山岸野沢
口
口

（沁まつのやま

『豪雪対策基金一．に暖かいご援助を

ありがとうございました

魚沼設計事務所︵津南町︶

宮内測量設計事務所︵十日町
市︶

ナルサワコンサルタント高田
支店︵上越市︶

ヤマザキ建築設計事務所︵上
越市︶

キャタピラー三菱㈱北陸支社
栄寿︵上越市︶

上越支店︵上越市︶

谷津

新潟いすず自動車直江津営業
所︵上越市︶

増田建築設計事務所︵安塚町︶

清︵新井市︶

新潟小松販売上越支店︵上越
市︶

一口

宮越

＋口
村山

五口

政光︵松之山︶

∞關

松之山町農業協同組合︵松之山︶

三口
㈲飯塚建設︵浦田︶

劃簸︑騨脚
紹
鯨

凡
δ

旬

村山里志︵赤倉︶
小野塚保夫 ︵上蝦池︶
一夫︵新田︶

利幸︵天水越︶︑

眞一︵湯山︶

定安︵天水島︶
︸夫︵田麦立︶

良三︵水梨︶
武雄︵松口︶

︵中尾︶
靖治︵湯本︶

尚一二松之山︶

愼一︵松之山︶

︵湯之島︶
動⁝︵里⁝A眉︶

愼輔︵松之山︶

むらやま文具店︵松之山︶

つたや旅館︵湯本︶

村山自動車整備工場︵湯本︶

慶作︵湯本︶

福住館︵湯本︶

高橋

玉城屋旅館︵湯本︶

米屋旅館︵湯本︶

野本旅館︵湯本︶

和泉屋旅館︵湯本︶

白川屋旅館︵湯本︶

千歳館︵湯本︶

東部タクシー︵湯本︶

凌雲閣松之山ホテル︵天水島︶

明星旅館︵天水鳥︶

久保田光栄︵天水島︶

正堅︵藤原︶

義一︵湯之鳥︶

慶春︵天水島︶

大武工務店 ︵松之山︶

竹内

邨山

村山建材 ︵北浦田︶

高橋

㈱第四銀行松代支店︵松之山︶

英一︵中尾︶

利往︵湯山︶

カンェツ興業新潟支店︵松之山﹀

長岡測量社︵長岡市︶

高橋

田辺

保坂

誠二︵松口︶

誠司︵豊田︶

田辺

山岸

猪俣

村山

与︸︵松之山︶

進一︵松之山︶

繁勝︵松之山︶

浩一︵松之山︶

正英︵橋詰︶

石塚

田中

高橋

本山

怜︵高校︶

寛一︵松口︶

秀昭︵曽根︶

二口

㈱大海組︵天水島︶

伊藤

ニロ︵一年問のみ︶

苗場建設サー ビ ス ︵ 十 日 町 市 ︶

㈱第四銀行︵新潟市︶

久保田達司︵新田︶

啓治︵松之山︶

校畏会︶

平原

︵一年問のみ︶

琢成︵松之山︶

︵一年間のみ︶

正彦︵湯之島︶
一口︵一年問のみ︶

二口

樋熊

田辺

庚造︵湯本︶

七口

小口彦三郎︵松之山︶

福原

剛尚︵松口︶

松之山町商工会︵松之山︶

吉川

一口 ︵一年問のみ︶

栄二他六名︵松之山町
昇︵松之山︶

村山政次郎 ︵松之山︶

佐藤

大治︵天水越︶

志賀

さかや ︵松之山︶

佐藤

達雄︵小谷︶

健二︵松之山︶

相澤

樋口 哲男︵松之山︶

みのりや書店︵松之山︶

小島屋製菓店︵新山︶

八十二銀行直江津支店︵上越
市︶

雄一︵新潟市︶

一口未満︵一年問のみ︶

高橋

五＋口
㈱高橋組︵天水島︶

一口

丸一鉄工所︵松之山︶

十日町測量㈱︵十日町市︶

久保田正敏 ︵松之山︶

譲箏下
．明

高沢

五十嵐成男︵湯本︶

稔︵柏崎市︶

橋坂沢山橋口藤辺
口・ζ谷内辺辺

魚沼水道㈱︵十日町市︶

澤田

小力関竹田田柳高保相本高樋佐田

まつのやま（12〕

勧南づ

ン

つ圭・オ
︑︑1月

ア2

ピ﹁
年金保養基地

グリーiン

1ζー

用地は三百四十二ヘクター
ル︑で後楽園球場の約百倍あり︑

蘭

護認◎

ビi等用︶︑ 軽スポーツコi

グランド︵サッカi︑一フグ

ス︵三六ポイント︶︑ 多﹇的

書︑地代家賃の通帳︑委任状

手形︑商品券︑株券︑預金証

約書をはじめ借用書︑領収書︑

れらの文書の中には︑売買契

受け取ったりしています︒こ

あります︒

卜 ︵ローンボール︑︑バドミ

芝

証書や委任状などの︸通また

この印紙税の税額は︑預金

○ゲレンデ翫1︵夜問照明︑

▼スキi場

．

初・中・上級向︶五〇〇甘︑
四〇〇

七〇〇好︒

○ゲレンデ臨2︵上級向︶

○ゲレンデ翫3︵初・中級向︶

﹃金額によって税額が異なるも

納税は︑文書を作成した人

のとがあります︒

が︑その文書に︑定められた

額の収入印紙をはり︑文書と

︑．κOO肩︒

○ゲレンデM．4︵初・中級向︶

印紙の︑両方にかかるように消

印して納めます︒

士冗店︑ゲームコーナー︒

四〇〇眉︑ペアリフト四基︒
▼その他

四〇〇

うに︑文書に記載されている．

は︑一冊ごとの定額のものと
売買契約書や領収書などのよ

生広場︒

サイクル広場︵幼児用︶︑

ントン等用︶︑ サイクリング

し

・墨

ち良動車道諦京

越

など︑印紙税のかかるものが

伽

ロード︵全長ニ・Lハキ・︶︑

いろいろな文書を作成したり︑

私たちは毎日の生活の中で

印緩税

中魚沼郡津南町に今年十二
リーンピア津南﹂が誕生する︒

月︑大規模年金保養基地﹁グ

の中︑スキー︑テニス︑サイ
クリングなどのスポーツ施設

苗場山麓高原の雄大な眺望

なる︒

全国卜︸カ所の基地の一つと

高齢者に生きがいのある︑
有意義な生活を︸．迷る場を提供

全な余暇利用にと︑昭和五十

があり一年中楽しめる︒会社

し︑家族や︸般の人たちの健
四年八月に着工され︑今年十

の団体や学生の合宿︑グル！
プや︑︑一家族の利用に最適です︒

月に完成︑十二月開業予定と
なっている︒

室声．疋員四．κ

・王な施設
﹄百白L也凡又

▼ イ〜方言

客室数︸○一
．κ人︒

▼飲食施肌収

レストラン︑ 和食堂︑スカ
イ︑バi︑カフ エテリア︑麺

類コーナー︑ リアィスコの
▼宴会・

集蕪室・饗
大・中・

多目的ホール ︑大・小宴会
場．．

▼駐卓場
乗用屯﹃一
︑一〇〇ム・．

▼屋内広場
屋内テニスコiト︑屋内プ
ール︑
︑ボウリング場︑．早球

ラウン︑シ︒
コーナi︑

▼屋外スポーツ施設
テニスコート︵全：天候型︶㎜

三而︑プール︑トリムコー

至獄渇

（B）まつのやま

｝

セールスマンがお宅に来た
ら︑その商品が本当に必要か
よく考えてから契約しましょ

う︒また︑必要でなければ勇

社団法人日本訪問販売協．会

された日を含む七日問︶です︒

か冷静に考え直す期間︵告知

しょ

つ︒

ば内容証明郵便︶で中し出ま

電話でなく必ず書而︵できれ

解除︵徹回︶をするときは︑

回︶が︑できます︒

片彰馳灘到

では︑訪問販売員の資質の向

七日間以内なら無条件で契約

契約した商品が本当に必要

上を図るため︑登録制度を設

の解除︵または︑申込みの徹

﹁教育登録証﹂を発行してい
ます．

悪質な訪問販売や海外商品
取引き︑金の現物まがいの取
引きに隔︑狂意しましよう︒

る旨を告げられた場合にお

リング・オフができなくな
︵商・⁝を受け取り︑代金を

①代金を全部支払ったとき︒

母多窮もある

け︑業種ごとに訪問販売員に

納得してから契約を

一

気をもってことわりましょう︒

契約は守らなければなりま
せん︑内容をよく読んで確認
したあとで印鑑を押しましよ
う︒

意
訪問販売に関する︑︑﹄相談は︑

県民総参加の県政をと︑新

潟県総務部では︑知事へのた

よりとして﹁県政ポスト﹂の

弱業を行なっている︒

この県政ポストは︑広く↓

般から県政についての建設的

な意見や︑︑︸希望を﹁ハガキ﹂

により知胚に寄せてもらうも

のです︒

あて名が記入してある︑官

製ハガキが役場にありますの

奮旨撒裂．1

で︑︑︶利用ください︒

遜縫

契約または申し込みをした

2

と

睾欝劃・

いて一部消費したもの︒

ヲ／

簿轟

彦し風続識二誌

全額支払ったもの︶

1

−

③乗用白動車．

lWe

②化粧．品︑セットもの商品な

｝，i▲

ど消耗品で消費すればク！

…δ1醍・

司し、

東京通商産業局消費者相談室

あし㌧3南

︐ときは書面が︑現金．販売のと

轟

︵費〇三⊥二六1．五六璽︶

号準⊂論

きは領収書が渡されますので

卵ノ設讐！イ

》王
へ︒

1溢喜をθ栃

、

r、
硬妻璃島

畠

殴

に

こま魚遅
陽1川へ

ッE
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r

窃
一

廿
「。ρ待、》ご
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f

ゾヤ
匹

§創ノ

しぐ

大切に保管しましょう︒

さ痂やか瘡

まつのやま（浦

電話利用のご案内

N T T 松之山電報電話局

●電話機などを買い取ることができます。
この場合、基本料金が、180円又は250円安

手軽で便利な携帯用簡易ガ
スライターは︑可燃性高圧ガス

を使用しています︒直射日光
や高温の場所および火気のそ

従来の基本料金（1，200）

iNNー

0

㎜︹

たしていました︒破裂の原因
は密閉された車内の温度が上

こよみ

■4月のできこと

昇している上に︑黒っぽいダ
ッシユボードに直射日光があた

−日

面識会

新任教職員辞令交付式

雪害対策本部解散

って︑さらに異状な高温にな

りライターにカかった圧力が

手．橋詰・五十子平・坪野

9日

H日

観光協会総会

ー﹇︸松之山温泉まつり

ヨ

9日

■5月の予定

農業委員会

遺族会役員会・総会

観光協会役員会

傷痩軍人会

共済嘱託員会

道路愛護会総会

部落総代会

身障者役員会

明会

山村農業活性化事業説

献血︵役場︶

展示圃打合せ会

消防幹部会議

土地改良協議会役員会

教育委貝会

道路愛護会役員会

社会福祉協議会

小・中学校入学式

高くなったためと考えられま
す．

どんなに使いなれた生活用
品でも時折︑取扱説明書を読

んで︑使用方法に誤りや危険
力ないかをチェックすること

がたいせつですが︑携帯用簡
易ガスライターもその例外では
ありません︒︵製品安全協会︶
．畠37響昌3雪︒83冒甲3一8783︒7畠3富783一7一33．・■一＝一7畠3一73＝078一一一智33胃

固定資産税二︑四〇〇円以下
第一期に全額納付となる

税条例の改正により︑固定
資産税の年税額が二干四百円
以下の場合は︑第一期に全額
納付となりました︒

▼五月二十九日㈱

小谷・大荒戸・藤原・曽根・

赤倉．東山・上蝦池・下蝦

光間・上川手二二桶・下川

午後．一時から午後五時まで

新田・上の山・湯之島・中

池・東川・藤倉・中尾

松之山の一部・新山・水梨・

午前九時から午後四時まで

▼五月＋七日働

製品ですから︑認定基準は満

詞題のライターはSGマーク

がおきています︒

し︑顔と腕に切傷を負う事故

然バシッという音がして破裂

上に置いたガスライターが︑突

自動車のダッシュボードの

います︒

分にき裂がないこととされて

加えたとき︑燃料をいれた部

∠﹃

／≧
立山．田麦立・月池・坂中・

84

ばに置いたり︑焼却をしない
でください．

携帯用簡易ガスライタ！のS

Gマーク認定基準によると︑

耐熱性については温度五十五

度で四時間おいたとき︑燃料
を入れた部分に変化がないこ
とが条件です︒

耐圧性については︑温度五

あ

↑．

屋内配線
電話機等
回線部分
喪K妹一一q一←一端末設備部分→

日日

1512
日 日

日

十七度で使用燃料の蒸気圧の
二倍の圧力を燃料そう内部に

毎月の基本料金（松之山町の単独住宅用の傾

⑨藷

黒

日 日

日

日 日

日

森林組合総代会

日探鳥会

日 野鳥集会

日

倉豊
田
北
浦
田
西
之
前

ローゼット

直射日光があたるので危険
けました。

諮

罷
男

機器使用料

（70円）1

（180円）
＋ 配線使用料

・

囮臼2り

書

＋
回線使用料

（950円）

o
｝

互
保安器

！

！／1

∠皿

柱
F＝芸＝r 電柱

16

26 25 24 22 20

28 26 25 19

（共同電話はできまぜん）
く、なります。

ガスライター

ダッシュボードの上は

●4月から電電公社は、N T T（日本電儒電
話株式会社）となりました。
●毎月の基本料金に、下図のとおり内訳を設

