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休養施設（大厳寺高原）は7，200万円

町道改良（田麦立）は3，950万円で請負契約

ーoうトー

工事請負契約の締結では大

火葬場の炉体修繕に百六十万

改良︵二七〇肩︶に五百万円︑

算で町道大荒戸松代線の道路

六十年度の一般会計補正予

金︵豪雪見舞金分︶三十一万

は︑町社会福祉協議会の補助

千万円が減額された︒歳出で

財政調整基金からの繰入金三

歳入で︑スキーリフト︑駐屯

四件の専決処分事

町議会臨時会が五月二十五

設は高橋組が七千二百万円︑

厳寺高原に新築される宿泊施

八壬円︑松之山診療所特別会

事は飯塚建設が三千九百五十

日開かれ︑

円︑テニスコート舗装修繕工．

場の使用料が七百兀十四万円︑

項が承認され三議案が原案通

町道崩田・田麦立線の改良工

計繰出し金五十万円などが追

一般会計補正予算八五〇万円追加

り可決した．

事に百三十万円︑希望館の修

万円となった．

髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪髪

近年︑間題になっているイネ

ミズゾウムシが五月三十一日︑

小谷の長者原の水田で︑町産

業課の病害虫防除貝の調査に

よって発見された︒松之山町

における確認は︑これが初め

て︒

発生豊は︑五十株中十六株

︵被害株率三二％︶︑成虫数二

頭と少なかった︒しかし︑蔓

延の恐れがあるので︑水田の

虫見回りには努めてほしい︑と
成呼びかけている︒成虫による

五十九年度︸般会計補正の

加された．

審議可決した主な事項

小谷の長者原で確認される

たばこ消費税条文を改正︒

o軽の電気自動車税を︑ひき
続き減免する．

▽国民健康保険条例の一部改

イネミ寒ゾウムシが発生！ク

▽昭和五十九年度︸般会計補
正予算︵第八回︶

〇三︑二一九万八千円減額し

て予算総額を二四億六︑六

○低所得者の四割軽減の一人

正．

▽昭和五十九年度国民健康保

当りの基準額を一九万円か

三一万九千円とする︒

険特別会計補正予算︵第五

ら︸九万五千円に引き上げ︒

o森林総合利用促進事業．休
養施設新築工事︵大厳寺高

▽工事請負契約の締結

薗︶

o事業勘定︑︷︑五五七万円

減額して総額三億○︑九四
三万六千円とする︒

延而積四九九平方肩︒

原︶木造二階建一部鉄骨︑

円減額して総額二億﹃︑四

o診療所勘定︑三〇〇万四千

高橋組

三︑九五〇万円

麦立︶改良工事︑七二六好

○町道︑崩田・田麦立線︵田

七︑二〇〇万円
六二万五千円とする︒
▽税条例の一部改正︒

○町民税の均等割を年額︸︑

飯塚建設

▽昭和六十年度一般会計補正
予算︵第一回︶

○八五〇万円追加して総額二
三億○︑〇七六万円とする．

ムれ︑幅一・り程度直線状に白く

シ食こんは葉脈に並行につけら

の

疑いのあるものを見つけた

イください．

ネ時は役場産業課︑農協に連絡

くミ

ズ

ゾ変色する．

ウ

○○○円を一︑五〇〇円に
引き上げ．

○固定資産税額が二︑四〇〇

円以下は第一期に全額徴収
する︒

oたばこの民営化にともない

外国からの侵入害虫として

繕に四十万円追加された︒

60年度

（3）まつのやま

苗代・ 耕作道の除雪経費

今年の稲の作付けは︑順調
向けた︑ひたむきな努力があ

には︑農家個々の消雪促進に

災害対策事業﹂を実施するこ

き続き﹁昭和六十年異常豪雪

町では︑県が五九豪雪に引

八百万円超す

に進んだ︒役場前の消雪日は

立でも十日に植えた人があっ

めには田植えが始まり︑田麦
た︒それによると︑次のとお

産業課の調べで明らかになっ

実施状況が︑このほど町役場

今春の﹁消雪促進事業﹂の

雪経費に対し県と町が補助す

て水稲苗代や耕作道の機械除

行うことにした︒これによっ

補助事業にのって対策事業を

とになり︑それに伴い︑この

ることになり︑農家負担は著

は植え付けが終わるものと予
今回の消雪促進事業の実施

しく軽減されることになる︒

た︒町全体で六月十日ころに

に当たっては︑耕作道の機械

関係予算は︑六月議会に提案

町の職業係では、Uターンなどで地

想されている︒

除雪について全路線︑延長の

元に就職口を求めている人のために、、
通勤常用就職相談コーナ．一を設けた。

春耕・田植え作業促進の陰

計測を行った︒出来高検査に

上越・十日町地区の求人一覧表が用
意してありますのでご相談くだ愚い。

なお︑補助事業の中身は次

される予定︒

通勤常用就職相談コーナー開設

表のとおりである︒

金額になります。

︸協力いただいた農家組合長

について苗代18坪という基準がありま

︒

（注1） 一苗代の機械除雪の場合、本田1反歩

樽
調
課
業

30，000円

など関係の皆さんに感謝して

ま

（注2） 補助金の額（基準事業費）は、この
金額以下で経費があがれば、低い方の

瓢、

いる︒

耕作道1キロメートノレ当たり

い
な

補助事業の内容

産
町

て

れ
ま

含
は
オ
季

雪資

苗代面積10アール当たり
55，000円

状

〃

1，338

︑消
ど

な

鉄

苗代の

．況
施
実
の

業
事
進

促

雪

は

補助金の額（基準事業費）

機械除雪
耕作道の
機械除雪

ししノ

に

分
区

季

松之山町農協

8，167

計

合

150
869
水稲共同硬化施設用地〃

30
30
水稲共同硬化施設〃

5，810網

松之山など32

1，488㌃

水稲苗代機械除雪

58蝦

光間など22
道
作
耕

実施集落等 事業量 総事業費
目
項
業
事

春

ヤ

りである︒

遅れだった︒しかし︑五月初﹄

った点は︑見逃せない︒

す。

五月二日と︑平年に比べ二日

豪雪対策
60年度

（注）この表には、鉄テ

オ、》瓢瓢

﹁予

葉いもち防除に効果の大き

いオリゼメート粒剤は︑

防剤﹂であり︑散布時期を逸

すると十分な効果を発揮しま

いもち菌が稲体に侵入する

せん︒

以前に散布することが︑肝心

です︒六月十五日を目安に散

町では耕作面積の半分を対

布しましょう︒

象として︑十アール当たり︸

袋の四割を助成することにな

っています︒葉いもちの防除

には共同して万全を期し︑豊

作につなげましょう︒

二回雪おろし

二五五世帯で機械除雪をやり

帯で人夫を雇い平均三万円︒

︸・六人︶この他に一六三世

さんにお．願いしたアンケート

女子四四・一時間計八一・三

家労力は男子三七・二時間︑

の屋根雪の量は︑二一〇弛ン︒自

の回数は平均八・二回︑一回

三万四千円支払っている︒

世帯で機械除雪をやり︑平均

をし平均七万八千円︑四四三

五回︑一三九世帯で人夫雇用

は︑屋根の除雪回数が一三・

観測史上最高の五九豪雪で

平均二万円支払っている︒

時間︵一日七時間とすると一

欝︵八一六世帯︶︒屋根雪除雪

アンケート回収率は六五二

がこのほど集計された︒

今冬の住宅除雪について皆

平均八

今冬の住宅除雪アンケート

葉いもち防除
時期逃すな〃

館

料
資

作家の﹁坂口安吾展﹂が六
月八日から八月三十一日まで
民俗資料館で開かれる︒

坂口安吾は戦後の混乱期に
活躍された作家で︑今なお女
子大生など若い世代に親しま
れている︒

この安吾展には愛用のメガ
ネ︑懐中時計︑自筆の原稿．

ーミー

よく松之山を訪れた．安吾に

いたことから︑少年時代から

に認められ新進作家として文

村﹂が島崎藤村︑宇野浩二ら

牧野信↓が激賞︑また﹁黒谷

同じ年︑小説﹁風博士﹂を

とって松之山は心のふるさと

壇にデビュー︑以来数多くの

安吾は叔母と姉が松之山に

となり︑松之山のイメージを

小説を発表している︒

の自宅で太く短い四卜几年の

昭和三卜年二月十ヒ日桐生

とり入れた作品を多く出して
いる︒

明治三十九年卜月二十日新
を新潟市で過こす︒その後東

あるが︑作品の舞台は松之山

安吾のふるさとは新潟市で

生涯を閉じる．

京の大学を出て昭和六年︑二

が多く﹁作家坂口安吾﹂の小

潟市に生まれ︑小・中学時代

十五歳の時︑処女作﹁木枯の

説は松之山の風土の中から生

色紙︑昭和十年発行の﹁黒谷

ロリの女﹂

酒倉から﹂を発表し文学者と

まれたといっても過言ではない︒

﹁白痴﹂などの初

村﹂昭和二十二年発行の﹁ジ

版本︑︒ハネルなど貴重な遺品

しての第﹈歩をふみ出した︒

﹁﹂Ψ

断

翌難嘩噸σ両財傲喜♂

︑夢

1

〜

㌧、

・

吾脈
が展示されている︒

▲執筆中の安吾

を、府ロ1

▲安吾自筆の原稿と愛用のめがね。

−安

6 8

日

月

へ菱

月口

8 3

日

〜坂

、蔦
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▲姪の菊（松之山の村山家の娘）が鎌倉で療養中，画帳r小菊荘画譜」をつくり，安吾も筆をとる。

娘見舞ひて連日酔ひ玉ふ父に

遠くて近き酒屋の道千里安吾

とよあしはらみづほの国のよき父は

むすめすこかれと酔ひ痴れ玉ふ 安吾

一
﹃

﹁︑︑−安吾の碑︵新潟市︶︐−−：−−：：−−−：−：−−−ー−−−一

少年時代を過した安吾にとっては新潟は

一

▼昭和20年（安吾40歳）、このころは
流行作家として忙しい毎日だった。
（写真：昭和22年と23年の単行本）

一

一

ふるさと︑寄居浜の海が見える小高い丘

り

﹃

皿

一
一

に安吾の碑が建っている

一

一

︐

一

一 ︑ ふるさとは

一
一

、

一

一

擁

語ることなし

安吾
一

島崎藤村らに認められ文壇にデビュー。
（写真：昭和10年発行の初版本）

一

一

暫
一
糟
雫

▼昭和6年「黒谷村」を発表，この作品が

まつのやま（6〕

山村留学
浦田で説明会

と農業体験で都市の青少年の

中学校へ通学させ︑自然体験

しようと地区の人たちが長野
身心の回復と活力をとり戻す

浦田地区に山村留学を誘致

県八坂村を視察するなど︑こ
価されている．

もので︑都市の父母に高く評
この事業を誘致するには︑

の事業に取りくんでいたが︑

山村留学センターの整備問題︑

五月 十 七 日 財 団 法 人 ﹁ 育 て る

会﹂山村留学普及協会の青木

難問が残っている︒

指導者問題︑費用の問題など

理事長を迎え説明会を開いた︒

この山村留学は︑農家の宿

ー￡ー

郡町村教育委員会

若井先生を迎え
研修

郡町村教育委員連絡協議会

春季総会が五月十四日松之山

町で開かれ︑小谷出身の若井

先生︵上越教育大助教授︶を迎

え教育行政について勉強した︒

ん去
ノ死

さ

磯山

朋銅環境週間

6月15日（士）発売

驚︸

曳膿鈴

郵露

郵便局

．鯵，、難

暑中見舞はがき

誇沸臆夏鮎り

県野外活動指導者講習会

大厳寺キャ ンプ場で開く
東海大学専任講師の西野仁

研修した．

先生を迎え﹁キャンプの企画

野外活動の普及をはかるた
め県野外活動指導者講習会が

県内最高齢の松之山町坪野

大厳寺高原キャンプ場で開か

撒去︑炊飯︑クラフト︑キャ

と運営﹂の講義とテント設営︑

この講習会には県内各地の

の村山吉ノさんが五月十八日

れた．

ンプファイヤーなどの実習を

5〜−

日旧みんなで築くよりよい環境

治十四年四月十六日生まれ︒

亡くなられた︒村山さんは明

社会体育や学校体育関係指導

外活動に関する知識︒技能を

6月1日〜6月⑩日

電波法遣反防止旬間

・國

した︒

村

現地視察のあと地元の人との話合い

者など三十五人が参加して野

−o

（ほていあおい）

（かき氷）

（昆虫採集）

泊を併用しながら現地の小・

6月4日〜6月⑩日

歯の衛生週岡

雨の中の開講式

（7）まつのやま

おいしいおかしをいただきま

した︒心のこもったおくり物
で本当にうれしかった．です︒

松之山小学校 六年

︑バスからはじめて清和小学

があいさつをしました︒とて

の方でははじめに清和小の人

克美
もきれいな所︑でした︒時間が

校を見た時︑とても緑の多い

もあわてずにちゃんと﹁しつ

もはきはきして︑まちがえて

久保田

あったらもっとゆっくりと清

育館に入ってみると︑大勢の

学校だなあと思いました︒体

れいしました︒﹂と言ったりし

その大事な遠足をのばしてま

の日遠足だったそう︑ですが︑

の上には︒ハンと牛にゅうと︑

合わせ︑でおいてあって︑イス

しかった︑です︒イスが向かい

小のみなさん︑ありがとう職︑︸

んな．︸とをやりまじた︒清和

ました︒

の紹介や葛飾の紹介などいろ

ざいました︒

写真や地図を使って松之山を紹介

町内の六年生が．五月九日十

日修学旅行を行い︑東京見学

のあと葛飾区の清和小学校を
訪門︑大歓迎を受けた︒この
交歓会は昨年につ︑︑ついて今回︑

松之山の子供達はショウ︑シ

が一一回目︒

ョウ︑バカマ︑トキワイカリソ

ゥなど山草をプレゼントした

あと︑松之山小は松之山の概
要︑隠れキリシタン︑大樫︒
松里．小は松之山温泉︑すみ塗

三省小は松之山

の植物や向然︑冬の遊び︒浦

り︑
田小は大厳寺牧場︑野鳥︑う
さぎ追いなどを紹介した︒

浦田小学校 山ハ年

清和小学校はとても大きく︑

ていただけるのも︑ 葛飾の区

和小学校の人たちと話し合っ

て︑いい人たちだなあと思い

庭には草花が植えられ︑とて

長さんが松之山の町長さんを

たり︑庭を見てきたりしたか

むかえてくれて︑とてもうれ

六年生のみなさんがはく手で

郁男

修学旅行の日程の中で︑葛

その職︑一縁で葛飾
昔教えられ︑

清和小学校のみなさんはそ

った︑です︒

古同沢

とができました︒交歓会の会

飾区との交歓会に参加するこ

ていただいているおかげ︑です︒

区と松之山町が交歓会をやっ

で交歓会をしていただき︑お

いろいろな物が入っている手

短い時問でしたが︑松之山
清和小学校のみなさんから

かげで楽しい交歓会になり心

さげがおいてありました︒

区長さん︑町．長さんには感

のためにおいそがしい区．長さ

は︑いっしょうけんめい作っ

に残る思い出をつくることが

謝の気持でいっぱいです︒

んをはじめ︑たくさんのみな

できました︒

ことができました︒ぼくたち

さんが迎えてくださいました︒

ました︒また区長さんからは︑

た造花のしょうぶをいただき

交歓会がはじまると︑児童

ぼくたちがこんなに歓迎し

い歓迎を受け︑楽しくす熟．﹄す

短い時間で残念でしたがす︑︑︺

葛飾の区長室訪問

場となった清和小学校では︑

・瀦藩会

五月二十四日浦田小学校で
は学校田の田植を行った︒面

積は約二百平方肩で五・六年
年は作業を見学︒

生がもち米の苗を植え︑低学

秋には収穫祭でもちつき大
この体験学習は昔ながらの

会を行う予定︒

へ

ーOトー

大花火大会があ

縛力

県下一斉空缶回収日の五月

十二日︑松之山町でも婦人会︑

青年団︑老人クラブ︑児童︑

生徒など約七百人が参加して

を行った．

道路ぞいの空缶やゴミひろ︑

約︸時間の短い時間であっ

びかけている︒

路に投げすてないようにと呼

ともあって 空缶・ゴミは道

フノふるさと事業を始めたこ

町では今年からビューティ

ダンフにいっぱいになった︒

集められた空缶︑ゴミは四ノ・

たが四地区に分れての作業で

礎釧
クリ

三本ぐわで田おこし︑秋には
足ふみの脱穀機を使う．

松之山温泉まつりが五月十
八．十九日の二日間開かれた︒

稚児行列のあと︑夜には歌手
の松前ひろ子さんとBSNの

ラオケ大会

大倉修吾さんを迎えて芸能カ

をする婦人会の皆さん

袋を手に空缶ひろ

約二卜人の観光客で賑わ
った．

凝卜九日は残栄︐と新緑の大

が行われ︑上越方面から大型

厳午高原でジンギスカン大会

こえる人出となった︒

一纈繍繭噂調■

て熱唱する松前ひろ子さん
観客の中には

客
0人の観

〜
バスが五台も入って五百人を

まつり

温

《今月の話題》

ス・マンスリ
二ユ

学校田

鵬
蒲1

松之山の探鳥会が五月二十
六日 県野鳥愛護会の中島公
鳥コースで行われた︒

先生を逝え︑松口の美人林探

1日町市など町内外か

町の探鳥会は今年で二十九
回目

士賑売

月に工箏を始め︑このほど︷元

六月三日新県庁舎が落成し
た︒この県庁舎は五十七年七

成︒工費は総額三百四十五億
円︒敷地は十二万五千平方好︑
建物の延而積は四万五千平方

揖で︑地上十八階地下一階︑
建物の最高部の高さは八十七

代目となる︒

明治十三年から昭和七年ま
でが皿代目︑昭和七年から六
十年が二代目︑新県庁舎は三

新県庁 落成

ら五十人が参加した︒

腐葉土の袋

二時間余りの探鳥では︑三
鳴鳥といわれているオオルリ
やノジコ︑サンコウチョウな
ど三十四種が確認された︒
前日の夜はビデオを使った
講座で約㎜時間半︑野鳥の勉
強が行われた︒

町森林組合ではこのほど腐
園芸ブfムで腐葉土の需要

葉土の販売を始めた︒

風格を見せてきた。

がのびて ること︑・ 松之
山イ学校の敷地整備でブナ林
が伐採され︑そのあとに木の
葉が堆積しているのにヒント
を得て販売してみることにな
ったもの︒

旧庁舎は昭和7年5月に誕生。
53年問県政の殿堂として重厚な

MONTHLY

《今月の話題》

NEWS・

探鳥会

オオルリなど34種

森林組合

里の鳥，山の鳥

まつのやま（10）

電話機の買い取りもできる
電話機の取付工事は︑工事
担任者︵有資格者︶が行い︑

理費は個人の負担となります︒

事前に自営届を提出すること

NTT︵日本電信電話株式

を︑①回線使用料︑②配線使
になっています︒また︑NT

会社︶では︑電話の基本料金
用料③機器使用料の三つの内
T以外の電話機を取付るとき

下表の経過期間の起点は︑

くださヤ．

は︑型式認定品をお買い求め

訳を設け︑端末設備の利用状

このため電話機は︑使う人

況に応じた料金としました︒

が自由に選ぶことができるよ
うになりました︒

たときです︒買い取り価格の

現在使用の電話機を取り付け

ほかに手数料八OO円が加算

現在使っているNTTの電

す︒

話機を買い取ることもできま

ン電話機など︑いろいろな機

カラー電話機︑プッシュホ

になります︒

が不要となり︑今までより一

買い取った場合︑機器使用料

種が︑松之山電報電話局に展

例えば︑住宅用単独電話を

八O円安い一︑〇二〇円となり

四月．五月のニカ月の間に松

之山町で四件の老人自殺が発

生したことから︑町の福祉係

1にー

ヨ一

方は︑お気軽に﹁老人福祉相

三．五三号線の東川地内で六月

道路改良工事のため︑国道

交通止

8月m日まで

国道353・東川地内

の

一日から八月十Hまで全面交

では︑老人の方で悩みのある

i
700！

腱墾劃『1墾r』望lll…礎ll

二『病姻
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瞳集難隔鮭黙ヒ…禦
談指導員﹂に︑︑︶相談ください︒

特別賛助会員

募集中

町体育協会は︑活動資金を

毎週土曜の夜

町テニス協会では︑六月十

同協会の運営は町の助成と

お願いしますと︑特別賛助会

各加盟団体の負担金︑特別賛

員の加入を呼びかけている︒

このテニス教室は初心者を

助会員の会費によってまかな

五日の土曜日からテニス教室

対象に毎週土曜︑夜八時から

われており︑特別賛助会員の

を開く．

体育館前の町営テニスコート

援助は四五督を占めている︒

特別賛助会員の年会費は︑

の講師があたる︒

これからテニスを始めたい

個人が一口二千円︑法人が一

で行われ︑指導はテニス協会

という方も歓迎している︒希

口五予円．

ボーツ安全傷害保険付・スポ

今年から特別賛助会員のス

が贈呈される︒

ると︑名誉会員として記念品

通算新年特別賛助会員にな

望者は町公民館に中し込んで

参加者は︑ズックを用意し

ください︒受講料は無料︒

てください︒ラケットとボー

ルは準備してありま︐す︒

山岸白雲さん
滝沢和平

県展に入選

今年の県展で松之山町から
入選者が二人出た︒

書道の部で山岸白索．罫さん︵松

之山︶と写真の部で滝沢和平

さん︵猪之名︶が人選に輝い

ーッ用品の十簿割引が廃止︒

個人会費は昨年より五百円少

ない二毛円に変更された︒

監押北電力

時水
ま）
て
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i

う回路は︑国道二五三号︑

原ら日
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既設電話機等の買い取り価格（円）
四〇五号︒

。

示してありますので︑︑︑︸覧く

松之山町

三桶

ます︒しかし︑買い取った電

奮6−2296

話機が故障した場合には︑修

志賀雅雄さん

ださい．

老人福祉相談員

（11）まつのやま

嗣つ

たらど

いったん示談しますと︑特別

よる示題で解決されています︒

とんど当事者間の話し合いに

交通事故の賠償問題は︑ほ

ください．

重に示談するよう︑ 注意して

はできません︒したがって慎

手に変更や取消しをすること

の事情がない限り︑あとで勝

感情的にならず慎重に

心がまえとしては︑感情的

段階がきたら︑一挙に話をま

カら︑何とか折り合いのつく

納得してから印鑑を押す

にならず︑あせらず慎重にす

とめたほうが無難といえまし

譲るべき最低線を決めておき

内容を確実に履行させるため

自分で作ってもよく既製の書

示談書の形式は自由です︒

容と支払方法︑⑥作成年月日

号︑④事故の状況︑⑤示談内

場所︑③加害車両の名称と番

①当事者名︑②事故の日時と

示談書の注意点

式を利用することもできます︒

⑦署名と捺印．

しかし︑次の事項だけは︑

落とさず記載しないと︑後あ

と問題となることがあります︒

後遺障害が懸念される場合は

万一という懸念のある場合は︑

権利留保条屓を

示談書には︑たいてい﹁今

による後遺障害が生じたとき

は改めて賠償条件につき協議

後日のために﹁もし今後本件

権利放棄条項を書くのがきま

する﹂という権利留保条項を︑

後︑この件についてはいっさ

りです︒したがって損害の見

示談のなかに入れておぐとよ

い請求しない﹂という意味の

通しも十分たたないうちにう

いでしょう︒

岱〇二五二︵二五︶一八五一

新潟自動車保険請求相談センター

社団法人・日本損害保険協会

弁護L相談日は毎週水曜日の

日は休み︶

土曜日は正午まで︵第二土曜

午前九時半〜午後四時四〇分

ります︒

ることを認めている判例もあ

ては︑あとから賠償請求でき

がなくても︑後遺障害につい

しかし︑この権利留保条項

っかり同意しますと︑あとで

請求できなくなって困ること

がありますので注意しましょ
︐つ︒

後遺障害は︑あとになって

わかることもあってやっかい

新潟市本町通七番町一〇八二

午後一時〜四時まで︒

です︒現状ではわからないが︑

興亜火災新潟支店ビル五階

そのためには︑あらかじめ︑

ょ戸つ︒

すめましょう︒示談書に印鑑

を押す場合は︑モ分検討し条
件をよく納得してからにしま

示談はタイミングよくする

交渉すると早く示談ができる

弁護．士など専門家の話を聞き︑

ことが大切です︒あまり日が

ようです．

す︒

たつと︑相手の態度が次第に

悪くなることがままあります

代理人と称する人が出てき

に︑必要な措概をとっておく

代理人と示談するときは
委任状の確認を
たら︑正式の委任を受けてい

ことが大切です︒

お気軽にどうぞ

ご相談は

交通事故の

るかどうか委任状を確認しま

自分の請求内容に白信をも

しょ・つ︒

ち︑その正当さを裏︑づける証

拠として︑具体的な資料︵交
通事故証明書︑診断書︑領収

示談がまとまつたら︑その

書など︶をそろえておきます︒

まつのやま（12〕

くようになりますと︑それま

後すぐ始まりますが︑物心つ

基．本的生活習慣の指導は生．

者の共存︑その方法の発見な

要求の受け入れや︑抑制︑両

する機会をうかがいながら︑

ありませんから︑白分を主張

ーooトー

謝の心ではないかという指摘
もあります．

人間関係を好ましく保った

ためです．

﹁ありがとう﹂や﹁はい﹂

を白然に言えるような子供た

ち罷し︑好ましい人間関係が
にし︑それができれば﹁はい﹂

あり︑この強制の段階を通る

強制の段階がある程度必要で

保てるようにしてやるために︑

も素直に出てくるのではない

めには︑まず﹁ありがとう﹂
が無理なく自然に言えるよう

制力も未熟なまま成長し︑学

最近各地のオアシス運動と

られると考えてよいと思いま

活への適応力の基盤が形づく

す︒

教育は信頼関係が基．本であ

す︒子供はかずかずの失敗を

導には︑期待期間が存在しま

ねながら︑試行錯誤を繰り

ですから︑指導者と子供との

を得ない場面が多くなるもの

も 弥卸という形をとらざる

は︸般的に言って︑どうして

も基︒本的生活習慣育成の指導

刺はいっそう強まり︑信頼が

愛情が︑深ければ深いほど信

その粘りや根気の源となる

強さや根気が必要となります︒

のです︒当然︑指導者の粘り

れとともに心情を育てていく

返し︑やがて習慣化でき︑そ

深まることによって︑基本生

問に不信が存在したら︑基本

ん︒

的生活翌慣の指導はできませ

育は成り立ちません︒なかで

り︑信頼関係がなかったら教

指導者は粘りと根気で

教育は信頼関係が基本

実践されているのもこの

して︑このことが取りあげら

ことで︑﹃人が人となり社会生

でしょうか︒

﹁ありがとう﹂を

たいものです︒

によって︑自己抑制力をつけ

数多くあります︒適切な指導

る場面は︑学校生活の中にも

︐日律的な行動選択を迫られ

でしょうか︒

れて育てられたからではない

面の経験が少なく︑甘やかさ

れますが︑この︑かっとう場

無関心・無感動であると言わ

よく︑現代っ子は︑無気力・

るようになります︒

導や親の指導に対して反発す

ろの問題を起こし︑教師の指

校・家庭生活の中で︑いろい

日我が未発達となり︑自己抑

っとうの場の少ないチ共よ︑
ノモ く

よい生活習慣を育てよう
基本的生活習慣の指導は

では︑愛着の対象や生活欲求
ど︑自我を育てる心理的な訓

教育にどんな意義があるか

を満たす存在であった母親が
練をするわけです︒

過保護・過干渉・放任など

基本的な生活習慣の指導によ
って︑自分の領域を侵す存在

は︑この心理的な訓練を十分

の親子関係が存ましくないの

ここに子供自身の要求と︑

にうけることができないから

もし仮に︑社会的な善意を

自然に言える﹄

が行き届いていれば︑逆に信

また︑基本生活翌慣の指導

活習慣の指導が徹底します︒

け入れる余地はなく︑反発・

の中に︑大人からの指導を受

頼も深まるという関係も忘れ

信頼がないと子供の気持ち

反抗のみがあって︑理解や納

てはなりません︒

子供に

は︑感謝と信頼の心が大切で

得は得られません︒

また︑基．本的生活習慣の指

す︒最近︑日本人の心の中か

ら最も薄くなったものは．感

人と人とのかかわりの中で

垂．

となります︒

親の要請とのかっとうや反発
です．

いわば成長してからの精神

罰によって教え込むことを目

自律的な行動を

子供は甘やかさず

が起こります︒この心理的な
抑圧を︑どう解決したらいい
のか︑その解決の方途を探り︑

試行錯誤することが後年の社
会生活を営む上での精神的基︑

の在りようや︑行動の基︑盤と

的とすれば︑それは動物の調

盤になるのです ︒

なるものの土台づくりを︑基

教と変わりません︒自律的な

このような行動選択の︑か

の指導の意味があります︒

くところに︑基．本的生活翌慣

行動を探させ︑発見させてい

本的生活習慣の指導がするわ
けです．

乳・幼児期の前半では︑自
己の領域を侵す母親などに︑

全面的に対応できるわけでは

れ

（禰まつのやま

ρ

レ

し
し

︶

売買などの所有権移転登記はこれまでどおり﹁収入印紙﹂
七月から登記所の経理が特
登記簿の謄本︑抄本等の手

から郵便局で販売されます︒

数料額は︑七月︸日から次の

別会計となり︑不動産登記簿
や商業・法人登記簿等の謄抄
ように改 正されます︒

四〇〇円

▽登記簿の謄本・抄本

一通

一件

土OO円

一一〇〇円

二〇〇円

轟磁購饗︶
▽登記簿の閲覧

一不動産

権移転︑抵当権設定︑会社の

▽印鑑証明

▽登記事項の証明

設立︑取締役等の変更登記な

︑一件

※詳細は新潟地方法務局松代

耀〜

どおり収入印紙で納付します︒

承卜︑ン

σ

出張所へおたずねください︒

と−ぞ

︐β

汰＾ン

なお︑登記印紙は七月︸日

どの登録免許税は︑これまで

り︑売買や相続等による所有

場合だけに使用するものであ

謄抄本の手数料等を納付する

この登記印紙は︑登記簿の

ました︒

て納めていただくことになり

ではなく﹁登記印紙﹂によっ

手数料が従来の﹁収入印紙﹂

本交付︑閲覧︑記名等の申請
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日

老人クラブ会議

母子福祉会

心障者親の会

地すべり対策事業打合
せ会

観光協会総会
民生委員会

聴覚相談会

郡町村教育委員連絡協
議会総会
畜産会議

タバコ指導会・総代会

レ

ヘ

椰

温泉まつり︵19日まで︶

臨時議会
探鳥会

森林組合総代会
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日

建設委員会︵6月1日まで

日 松之山地区体育大会

6月

口圏囲一

30

日

日

浦田・三省・上布川・
松里地区体育大会

消防一日訓練

7月

町消防大会

下布川地区体育大会

日

7日

町民体育大会︵雨天の

成人式

ときは8月4日ン

日

8月

日

田月

日 駅伝大会■

町美術展・芸能祭

日 郡美術展︵牧村幻日まで︶

日

・今月の星座・

日 農業祭
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7月1日から

集
面才ナ宗

「登記印紙」に
G
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登記簿の謄・抄本手数料
さ葡やか君

まつのやま（

轟誤ようノ

ーRi

町教育委員会では︑今年も﹁さ

明るいまちづくりを目的に︑

動をした日を一日とし︑百日

グなどで汗ばむ程度の全身運

家族でラジオ体操︑ジョギン

高橋組

休養施設︵大厳寺高原︶

▽振第一号 山村林構改善

ファミリー体操百日運動は

わやか早朝体操﹂と﹁ファミ

に挑戦するもの︒達成者には︑

▽振第二号

スポーツに親しみ︑健康で

リー体操百日運動﹂を姶めた︒

県から認定証︑町から記念品

子宮ガン検診

1：00〜2：30

も

▽建第三号

四〇〇灯

舗装︵湯山︶

七九〇万円

巳之下線

舗装︵黒倉︶

一︑O八○万円

福田道路
▽建第六号

飯塚建設
▽建第七号

大海組
▽建第九号

福PL路

一︑二〇〇万円

舗装︵北浦田︶

▽産第三号

耕地災害復旧

四〇〇万円

農地保全︵天水越︶

高橋組

耕地災害復旧

一三〇万円

水路復旧︵天水越︶

▽産第四号

高橋組

耕地災害復旧

耕地災害復旧

一︑O八○万円

農地保全︵水梨︶

▽産第五号

高橋組

▽産第六号

六〇万円

耕地災害復旧

道路復旧︵水梨︶

高橋組

▽産第七号

二一〇万円

水路復旧︵湯之島︶

飯塚建設

団体営地すべり

高橋組

団体営地すべり

四六〇万円

狐塚ホ場整備︵天水越︶

▽産第八号

一︑〇六〇万円

▽産第九号

高橋組

耕地災害復旧

二︑七六〇万円

狐塚ホ場整備︵天水越︶

▽産第十号

飯塚建設

耕地災害復旧

三〇五万円

飯塚建設

一三〇万円

農村基盤総合

一二〇万円

整備︑湯之島ホ場整備

▽産第十四号

大海組

水路復旧︵中立山︶

▽産第十一号

水路復旧︵田麦立︶

三︑九五〇万円

五七〇麿

二︑○○○万円

改良︵坪野︶

一〇〇灯

七〇〇万円

五九〇万円

三省校．大荒戸 二〇〇灯

舗装︵小谷︶

坪野・赤倉線

▽建第八号

高橋組

大荒戸・松代線

改良︵大荒戸︶

崩田・田麦立線 七二六灯

改良︵田麦立︶

西之前・北浦田線四三四灯

▽建第五号

福田道路

藤原・松之山線 四六〇レ川

▽建第四号

福田道路

上越舗道

小沢・東山線︵東山︶

▽振三号 林道舗装工事

福田道路 一︑〇六〇万円

中原・大厳寺線︵浦田︶

林道舗装工事

七︑二〇〇万円

さわやか早朝体操は︑五月

健康はみんなの財産︑スポ

がおくられる．

での日曜の朝各地区でラジオ

ーツ行事には︑家族みんなで

二十六日から七月二十一日ま

以上の参加者には︑認定証と

体操が行われるもので︑六回

参加しましょう︒

記念 品 が お く ら れ る ︒

8二30〜11：00 1＝00〜 3：00

6月24日〜28日

肺ガン検診

総合検診

6：30〜10：00 1：00〜2＝30

ある人は必ず受診してくたさ

検診項目は︑循環器・結核・

い︒

胃ガン・子宮ガン・肺ガンの

検診の指定日にこだわらず︑

胃ガン検診

30歳以上の希望
者ならどなたで

8：30〜11：00

も

結核検診

40歳以上の希望
者ならどなたで

8：30〜11：00 1：00〜3：00

六月 二 十 四 日 か ら 二 十 八 日
までの 五 日 間 ︑ 町 民 体 育 館 で
﹁総合検診﹂が行われます︒

対象者は全貝受診して︑自分
近年︑脳卒中に変ってガン

いつでぢ受診できます．また︑

五項目．

が死亡原因の第一位になって

マイクロバスを運転しますの

の健康を確かめてください︒

おり︑町でもガンで亡くなる

でご利用ください︒

詳しいことは︑役場の保健

人が増えていることから︑今
年新たに肺ガン検診が加わり

衛生係へお問い合せください︒

0日

1：00〜3：00

循環器検診

△河川・海岸愛瞳月聞

6月−日−3

ました︒タバコを吸う人︑セ
キ︑タン︑胸痛などの症状が

週

6月1日〜7日

水 道

対象者

午後の部
午剛の。

40歳以上及び出
稼者で職場等で
検診を受けられ
ない入
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健康はみ勧なの財産

