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町豪雪対策本部設置

県災害救助条例適用

やすい状態が続き︑下旬にも

は︑上句にはまだ大．少︐の降り

一ケ月の．友気予報で

かったため︑また大．中︑になる

二月︑

のではと心配していたのです

寒い日が多いという事︑で︑今

今年の冬は比較的初．索︐が早

が︑卜二月中句の寒波以後︑

亡弱故が発生しています︒危

険カ所に指︵疋されている所は

した．

松之山ではこの豪．中iによる

もト分注意してドさい︒

もちろん︑ですが︑その他の所
各地．でナダレ等による︑死

被害はまだ発生していません
が︑

・．︑﹂﹄融︑鮒

24日（57） 321
25日（110〉 373

後とも十分隅．在意が必要なよう

この豪．索iのため町︑では一月

21日（13） 227

しばらく小康状態が続き︑喜

ぎからの︑集中豪牽︐で積．索馴も四

二十四日︑午後．κ時に豪︑雪対

亀亀誇

です︒

メートルを超えて︑心配した

策本部を設置し︑．索︑害等にい

＼︑︑

■

t毒

こん︑でいたところ︑二卜H過

とおり三年続きの大．中︐となっ

また︑二十．h日正午には︑

ています︒

ち早く対処できるよう準備し

四六センチとなっており昨年

県の災害救助条例が適用とな

卜二月中の総降雪日︑壁は︑．五

てしまいました︒

より二〇〇センチ少なかった

拳

28 日 （49） 433
29 日 （35） 435
30 日 （14） 415

り︵二月三日までの十日問︶

15日 （23） 261

商店街の一斉除雪

405

31日 20、

454

27日 （144）

418

（114）

日

26

263
300

（57）
（69）

日
日

22
23

のですが︑ 一月中の降︒雪量を

20日（0） 217

〆

16日（3） 249
17日（0） 237

老人世帯・身障者・母ヂ世帯

11 日 （153） 251
12 日 （89） 280

みると一︑一八八センチと昨

10日（61） 183

など︑五十四世帯がこの条例

143

年より一三〇センチ程︑逆に

8 日 （ 0） 135
9 日 （ 5） 135

の適用を受けることになりま

7日（26）

137

纏
225
3）
（
日
19

235
18日（15）

266
13日（33）

259
（20）
日
14

2524
日 日
雪の記録 1月
役場調べ

多くなっています．

118

（27）
日

132

2日（0） 91

3日（46）

凸7

5日（2）

6

（ （，） 125
日
4

92
1 ．日 （ 0）

年も

また

年 続きの大雪

（3）まつのやま

常に転作目標而積を完全達成
して来ましたが︑昭和六十年

います︒

度の実績は次のようになって

今年度の水田利用再編対策
と六十年度当初より一︑四三

九二〇㎏︵三九︑四八二俵︶

〇一・九％となっています︒ ク

クタールであり︑

ルに対し実施面積七七・七ヘ

ていますが︑五十八年度より

保全管理2

一般作物29

3

13．9

昭和六十一 年度
転作面積決まる

による転作割当面積と︑米の
二俵減らされています︒

目標．面積七六・三ヘクター

事前売渡し限度数量が次のよ

実績︵杉・桐・果樹など交付

転作内容も年々変化して来脆

これまで同様戸別割り当てを

転作而積について︑町では

転作面積については︑昨年
行わない方針ですが︑農家個

うに決定しました︒

の豊作と需給事情の変化等に

5

期間終了後のもの︶が算入さ

5．3

通年施行24．

4

2

靭19

1

54

53

年度

．7

斜、

ト

7

12．9

60

56

59

55

58

14．0

57

8．3

個の自主的な協力をお願いし
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7．3

20．0

6．4

21．5
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17．9

5．8

7．7

採．

24．0

ょり三年ぶりに増加配分され︑
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5．0
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35．4

ノ釜
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賢

13．6

27．3
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れているので︑その部分の．小 8

−

︵
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松之山町は昨年まで農家の

a
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なっています︒
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95．3

82．8
6乙・

転作実施面積の動向

七九・七ヘクタールの割当と

通年施行

5．3

目標面積

います．

22．9
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5．7
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0．4

100．0
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計

41．1

『く
＼
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める割合が相当大きくなって

7．7
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地
他

％

積
而

皆さんの積極的な協力により︑

保全管理

米についても︑二︑三六八︑

施面積
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行政改革の基本方針

△浦田診療所を廃止︑松之山

必要になると思われるが差し

△町営スキー場を始めとする

︵昭和五トし年度︶

等について見直しの検討をす

のとして︑各種委員会協議会

行っても効率化が図られるも

当っては︑他の方法で胚務を

イ︑社会の変化に対応して減

観光開発推進のため振肌ハ課

るものとする︒

小レ療所﹁へ統八ロ

らすだけにこだわることな

を設置︵昭和κトし年度︶

H︑行政改革の必要性

く︑必要な分野については

行政の目的とするところは︑

住民福祉の増進であり︑その

これらの実績をふまえて︑

娯配趾に努めながら︑雅務喉

喉業量に見へHった適正な人

定員管理の適正化

今後共︑合理化の推進を図っ

業の見直しや定員削械も含め

︵昭和κ卜几年度︶

エ︑国︑県に対しても補助金

て行くものとする︒

て検討し適正な定貝管理につ

二名

積極的に充実強化を図る︒
﹃ムダ﹄を排除し財源強

処埋に当っては最小の経費で
ウ︑

△欠員不補充により定貝削減

最大の効果をあげることが求

当町の行財政を取りまく環

申請事務の簡素化等︑合理

個︑今後の合理化対策の方向

化に努める．

境が非常に厳しい今日︑行財

化について要蝦して行くも

められているところである︒

政運営全般について見直しを

とめる︒

のとする︒

︑事務事業の兄直し

行うとともに︑自主財源の強

四︑職員の能力開発

職員の能力︑資質の向トを

国︑過去十年問において町が

の効率化︑行政の公平という

図るため︑研修機会と研修内

化を固めるため適切な対応を

視点から行うこととし︑社会

容の充実に努めるとともに︑

喉務喉業の見直しは︑行政

経済情勢の変化により奨励す

職員の自主計画による研修の

実施してきた合理化対策

△自然休養村センタi︑民俗

る意義の薄れた事業︑存続す

充実を図る︒

して行く必要がある︒

にわたって︑節減︑合理化に

資料館︑町民体育館等︑一

る意義の薄れた弱業︑等の兆

△税務課を廃止し総務課に統

っとめてきたところであるが︑

連の施設の統轄管理の必要

口︑行政改革推進の基本姿勢

行政改革は毎年の積み重ねが

性から教育委員会喉務局を

法等が類似している事業の統

︵昭和五十五年度︶

︵昭和κ卜年度︶

大切なので常時これを推進し

公民館とともに白然休養村

合について検討するほか使川

止

合

て行くものとする︒なお︑こ

センターに移転

町ではこれまでも行政全般

国における行政改革に引き

の推進にあたっては︑住民サ

︵昭和五十三年度︶

を得られるよう︑実施可能な

△松之山小学校川手分校を廃

正であるかどうかを見直し︑

料及び乎数料等についても適

が︑今後計画的なOA化を進

だ端緒についたばかりである

胚務のOA化についてはま

を含めて検討する︒

問委託をする方向で委託内容

のについては︑可能な限り民

の業務で民問に委託できるも

図るものとする︒なお︑直接

め︑行政効率の向上と省力を

業課にっいて再編成の検討が

に伴って振興課︑建設課︑産

将来的には︑事業量の変化

組織・機構の簡素合理化

の適正化を検討する︒

他町村の動向も考慮して料金

OA化等による事務改簿

続き︑自治省より全国の地方

ービスの低下をきたさないよ

町ではこれを受けて行革委

ものから実行するものとする︒

止︑松之山小学校へ統合
︵昭和五卜六年度︶

△坪野小学校を廃止︑松之山
小学校へ統合
︵昭和κ卜六年度︶

止︑縮小と︑目的︑対象︑方

公共団体に行政改革大綱を定

員を選任し︑二度にわたり審

とめる︒

るだけ効率射な合理化につ

占ストの低減方策︑等でき

源の有効利胴︑施策の選択

財政健全化につとめ︑財

ア

力をお願い致します︒

町民の皆様のこ理解とこ協

綱が策定されました︒

議を頂き︑12月に町の行革大

めるよう通達がありました︒

△松之山町役場浦田支所を廃

一町行政改革大綱決まる
うに配慮し住民の理解と協力

最小経費で最大の効果を

（5）まつのやま

図書を

ご利用下さい

ここに掲械した図書は︑六

卜年度前半から設置したもの

です︒︸階・ビーには雑誌や

隣近所の方々で話し合われ

○貸出冊数 ⁝人三冊以内

ベストセラーコーナーもあり

︵昭和六卜一年度︶

て︑図書の回し読みをしてみ

ますので︑ご利用ください︒

国︑OA化等による事務改蕃

k

幽・︶

○津南町史

○高柳町史

通史編上下巻

本文・資料編

います︒その際は本の種類や

を目途に実施したいと考えて

○坂ロ安吾全集 全十三巻

○坂口安吾研究 全こ巻

◎文学

○隊員の乎記・第72兵姑病院

名称．代表者のお名前を公民

o坂口安吾・太宰治集

○能面の秘密

○和英対照仏教聖典

◎哲学

O万葉樂三 〇万葉名歌

以内︑貸出期間はレ日間です．

なお︑貸出冊数は一人三冊

O明治ニュース事血公王五巻

O毎日ニュース雅典全八巻

◎総記

の人 O暗い冑轟・魔の退屈

○ナショナルボザール展

◎芸術

○越後国郡絵図二瀬波椰

館までお知らせください︒

♀︐の庄

大人だけでなく︑親とヂ︑

子ども会などでもグループが
まとまれば可能です︒
また︑﹁公民館まで出かけて

○白痴・二流

○郷土の文化財写真集

十口間

灘、誕

○不連続殺人喉件 ○堕落論

たら︑七人くらいのグループ

○貸出期問

︵昭和六レ年度︶
△除甫︐業務の皿部を民間業者

◎

のO

に委託︵昭和六十二年度︶

●

O

O

勢饗
︒り4
の

全二十巻
◎歴史

○長編小説集
いくのはちょっと⁝⁝﹂とい
う方のために︑町内の主な公

心峰病

し罪

○決定版昭和史 全二卜︸巻

資料編16・21

0蒔飾区史上・中・下巻

O新潟県史

共施設などに︑巡回図書の設

の節はお気軽にご利用下さい︒

置も予定していますので︑そ

〃

㌔紡事
︒

曝

二︑当面の措置事項
△背少年育成町民会議の廃止

︵昭和六十一年度︶

当而の措躍事項としては︑

昭和六十年度から昭和六十二
△松之山小学校黒倉分校を廃

公民館図書室は休養村セン
ター二階にありますが︑地理

的な関係もあって︑余り利用
いろいろと対策を考えた末︑

されないのが悩みの種です︒

次のことを実施してみたいと
思います︒

図書の紹介

たいというご希望がありまし

◎グループ読書のすすめ

館
民

ムワードプロセッサーの導入

範囲の拡大

△研修機会の増加による研修

㈲︑職員の能力開発

︵昭和六卜二年度まで︶

不補充︶

△定員二名を削滅する︵欠員

．国︑定員管理の適正化

︵昭和六卜三年度︶

止し松之山小学校へ統合

年度 の 問 に お い て ︑ 次 の 喉 項

2月1巳〜7目

公

について検討し実施する︒

成人病予防週間

9

H︑事務事業の見直し
△各課の餐務事業の内容にっ

いて見直す
︵昭和六卜一年度︶

△各種使用料︑手数料につい
て検討︵昭和六十一年度︶

△各種補助金の内容と効果に

ついて検討

︵昭和六±年度︶
口︑組織︑機構の簡素合理化
△消防委員会の廃止
︵昭和六十⁝年度︶

△自然休養村嘉業運営協議会
の廃止︵昭和六十︸年度︶

増え続ける心臓病

300人の人出

み

あんたが大将

毎年テレビ・雑誌等で紹介
され奇祭として全国的にすっ

がり有名となった︑松之山温
泉の婿投げ︑すみぬり祭が︑

今年も一月レκ日の午後︑多
くの観光客を迎えて行われま

lOoり一ー

今年松之山温泉で婿投げを

号として投げられました︒

されたのは︑佐藤太一・美津
子さん夫妻で︑午後二時︑湯
本の若い衆にかつがれて村は

ずれの薬師堂まで登り︑みん

る中︑いち︑に︑さん︑のか

なでお神酒をいただいてから
美津子さんが心配そうに見守

この日は天候も回復し好天
の中︑町内各地で色々な小正

け声とともに五メートルもあ
るガケ下に投げられ︑雪まみ
れになりながらも無事大役を

した︒

月行事が行なわれましたが︑
婿投げの元祖ともいうべき天
水越部落では数十年ぶりで婿

その後︑すみぬり祭が薬師

はたしました︒

路．
．σ砂︑

ゴ

』

私ζ
！

叢

さ
．廠

へ

誌翫
マひ監

思わず蟻美津子〜犠

仕事とはいえゴクロウさん

玄関から肩にかつがれいざ出陣

した佐藤充さんが︑その第一

・

k孔

号令とともにガケ下へ

イチ、二、のサン

テレビ朝日 女の60分 のレポーター

潅一
5

奇薬

義
〆

一

、」【

投げを復活し︑昨年秋に結婚

皇

躍

、
、

7

嶺

虻灘讐備

ψ

堂脇の高台にある広場に場所

とうしといいながら顔にぬり
あって今年一年の無病息災を

を作り誰かれとなく﹁おめで

神主のお祓い︑予じめ︑宝

を移して行われました︒

この奇祭を見ようと三百人

鳥

︑降・感

鯉．

』

祈りあっていました︒

あまりの観光客︑カメラマン
が訪ずれましたが︑みんな真
っ黒にぬられながらも地地の

講

みかん拾いなどが行われた後︑

佐藤夫妻によって高さ七メー
トル程に作られたざいの伸に
火が入れられました︒

人と一体となって楽しいひと
ときを過している様子でした︒

ハ
糧︷・︑︑重

欝

火が消えかかるころになる
と︑いよいよスミぬりの始ま

蓄ぎ・な叢華
〃

私需い7

欝

こんどはこっちの番だぞ一

rおめでとう」といいながらスミのぬりあい

｝

遭
〜

りです．灰と雪を混ぜてス︑︑︑

ホラ貝の合図でサイの神がスタート

ゆ一

婿投げ
すみぬり祭

まつのやま㈲

小正月を朋近くにした﹃月︑

◎交通骸故に注意しましよう︒

識を育てましょう︒

lFoりFー

三Hからト四Hにかけて︑二

りあっておきたものと思われ

この事故は︑不注意が重な

した︒

う いたましい雰故がありま

あさんが引かれ即死するとい

中のタイヤドーザーに︑おば

部落の県道で︑道路除雪作業

十三H午前卜﹈時頃︑湯山

一戸が全焼︑

件の火災と︸件の交通喉故が
連続して発生し︑
﹄父通事故で︸人の方が﹄﹂くな
られました︒

卜三目の朝し時頃︑天水越
部落で電気のコンセント付近
より出火し︑壁の一部を焼く

ボヤがありました︒このボヤ

ーなどの場合︑死角︵運転手

ますが︑除弔︐唯︑ブルドーザ

トを抜かずに︑そのまま折り

から見えない部分︶が普通の

の場合︑電気L布のコンセン

たたんでおいたものが加熱し

屯などより非常に多いので︑

すぐ前や後︑脇など通り過ぎ

て長時間かけて壁に燃え移っ
たもので︑電気器Hパの取り扱

るときは︑必要以上に注意が
必要です．

い方の不注意によるものです︒

また十四H午前⁝時頃︑水
梨部落でも︑はっぴカマドの

また︑除栄︐卓だけでなく︼

身障者職業訓練生募集

国立石川県身障者訓練校

▽応募締め切り

三月二＋日︵但し願書提掲

▽募集科目

製版印刷科・一般事務科・

問い合わせて下さい︒

ー二二三五当校か安定所へ

詳細は電話〇七六二ー四八

員に達し次第締め切ります︒
▽その他

者より而接選考を行い︑定

斧斗

kr・石暑千

勧肌戴
．

トレース科・電子機器科・
r戎皿丁

・︑f14訴

▽応募資格

身体障害者手帳の所持者
▽願需の提出先

近くの公共職業安定所を経

由して︑提出して下さい︒

住宅金融公庫

豪雪地帯に建設する住宅の

るときは︑その部分を一戸当

冬期間のみ建具を取付ける

▽物干場として使用するため︑

▽除雪器具等を収納する物置

テラス鱗ザ︒

したがって︑公庫融資がよ

公庫取扱い店でお聞き下さい︒

詳しい慕は︑最寄りの金融

れるもの．

︑り広く利用しやすくなりまし

審査を中請するものから適用

六十年十一月一H以降に設計

なお︑この取扱いは︑昭和

たのでお知らせします︒

で主として屋外から使用さ

になりました︒

たりの床而積︑に含めないこと

る雨︐除室︒

▽出人口に接続して設けられ

します︒

床面積の取扱いについて
視界が非常に悪い状態で走っ

豪雨︐地帯︵新潟県全域︶に

般の唯も栄奮の降る日などは︑

発生し︑家族にケガ人等なか

ている事が多いので︑歩行者

一戸建及び連続建の住宅を建

加熱が原因と思われる火災が
ったものの︑必死の消火作業

も目立ちやすい服装や反射板
i／f

などを付けるなど白己坊街二
努めて下さい︒

皿︑◎

設する揚合で︑次のものを造

のかいもなく﹃軒全焼しまし
た︒

冬は暖房器H．ハ等により電気︑

石油など火を使う機会が大変

多いと思います︒正しく安全
に使用して︑絶対火喉を⁝さ
ないようト分注意して︑トさい︒

松之山の火災発生率は県下
︼ということです︒

＿

、
曾
ゆ、

この不名誉な記録を返Lす

るよう町民ぐるみで︑防火意

ゲー1−
N
・畷一⊇

火災発生率県下第一位！7
松之山町

樹まつのやま

所得税の確定申告は正しくお早めに

事業所得等︵質業所得︑不

動産所得・山林所得をいいま

納税相談

▽日 時

︑︑月トしH︵月︶から

す︶を生ずべき業務を行なっ

ている場介︵占色中．告蒔を提

二月一．ト一H︵金︶まで

松之山町役場

▽場所

︵午前ん時より午後四時︶

その年の総収入金．額や必要経

⁝する場合を除く︶には︑確

すと︑後で不足の税金を納め

費の内容を記載した収支内訳

定巾告書を提出するときに︑
るだけでなく加算税が課され︑

済ませてください．

︿正しい確定中告を﹀

延滞税も納めなければならな

昭和六卜年分の所得税の確
定中告の準備は︑もうお済み
所得税は︑自分の所得の状

で指定されたH時においで

※税務署・役場から案内通知

※八

回の相談は︑確定巾告者

下さい．

﹁所

でしょうか︒

申告菖を菖く時には︑

得税の確定巾告の手引き一や

いことになります︒

また︑不正な行為があった

﹁中告淋の書きかた﹂を参考

況を最もよく知っている納税

者が︑自分の所得を卍しく計

場合には︑普通より屯い加算

卜六Hから始まります︒

算して申告し納税するという

だけです．

申告期限は三月卜κH︵L︶

住民税︵町・県民税︶の相

税が課されることになります

談と受理は二月二卜症Hか

﹁申告書のk日

ので正しい申告を行ってくだ

きかた﹂に︑小されている番・ゲ

申告納税制度を採川していま
す．

順に記械していくと所得や税

ら三月しHまでの間に︑各

︿臼色申告者も

さい．

額の計算ができるようになっ

ですが︑期限問近になります
と税務署や町の税務係は大変
確定巾告をしなければなら
ないのに申告しなかったり︑

が感じられます︒

﹁地域に文化の芽ばえ？﹂

した︐

となど観客でにぎわっていま

なか／＼好評でさい分椰のあ

と小学生の作品展なのですが︑

天水越・島の大人十κ〜六人

んについて習字を習っている

これは︑新山の山岸留作さ

め展が開かれました︒

天水越集会所において︑書初

お正月から一月二十日まで

部落で行います︒

収支内訳書の添付を﹀

全体に雑な感じがし︑まと
まりに欠けるが︑内容的にチ
供らしい夢やアイデアがある︒

﹁温水

﹁スポーツなら何でも室内
でやれる梗利国技館﹂

プール﹂等に松之山の自然の
ハンディを克服したいという
チ供らしい願︑いがあり︑ほほ
えましい︒

彩色の方法・主題の表現の

松里のミニ書道展

混雑し︑長時問待っていただ
くようになりかねませんので

り
遡繭
︑

剤
しかたに工夫がほしかった︒

噛ちよつといい謡眺

ています︒

にしてトさい︒

所得税の確定巾告は︑二月

書を添付しなければなりません︒

君

浩纂
煎

階越

騨

講

闘違がった申告をしたりしま

絵画部門優秀賞

確定巾告はできるだけu﹁めに

匪憂山の未魏

まつのやま㈲

脚光あびる
松之山ゆかりの交豪

坂ロ安吾

昭和の文壇に偉大な足跡を

雲が浮かび︑安吾にとっては︑

之山には今も綿のような白い

lNoりFー

という言葉がぴったりとくる

受けず︑晴れた日は砂︑比の松

れが新潟中学を落第︑授業は

﹁夏が来て︑あのうらうらと

村﹂には松之山を舞台とした

しい所ではないか︑というの

たしかに︑豊かな自然の中

が文学碑建立の発端でした︒

で﹁山一．面に蝉の音が︑ぢい

ーと冴えて︑世界中がただそ

れだけであるように感じられ

る﹂といった安吾の﹁想いこ

がれた所﹂はここしかないよ

今の松之山にとっても︑こ

うに思われます︒

の文豪に続いて︑できるだけ
多くの方々に松之山を知って

もらうことも大きな課題でも

であったらしい︒のちに東洋

い︒だがスポーツは万能選手

していたというのだから面白

の悲しさのたった一人の理解

また︑

山岳に浸らずにはいられない﹂

浮く綿のような雲を見ると︑

したが︑実はこの話しは町．

くれるものと思います︒

浄土の安吾もきっと喜こんで

に役立つことであれば︑西方

松之山が新しく﹁文学のふ

あります︒

大学印度哲学科に入り猛勉す

者﹂と書かれている姉．セキ
さんには姉・弟という身内の

いわば︑

﹁第二のふるさと﹂

﹁心のふるさと﹂であったの
でありましょう︒

多くの作品もこの松之山で
生まれているのであります︒

安吾がたまらなく愛した松

な人気をあつめ︑四r人もの

会︑幕を開けるとともに異常

吾展﹂であります︒この展覧

発掘はないものか︑というこ
とで始められたのが﹁坂口安

松之⁝で︑日新しい史化財の

さきに文学碑建立にふれま

るさと﹂としてのイメージを
打ち出し︑観光や文化の交流

さて︑この安吾と松之山と

心安さが︑安吾にとっては唯

民俗資料館で文化財の少ない

政栄氏の後妻に坂口徳七氏の

二女サタさんが嫁いでいるの
で︑両家の間柄は相当に古い︒
村山真雄氏・セキさんの問

﹁私の兄弟の中で︑私

の結びつきは︑安吾の姉セキ

一の悲しさの癒える所であり︑

るのだが︒

さんが松之山・村山家に嫁い

昭和六年初期の名作﹁黒谷

安らぎの地にもっともふさわ

のです．

偉大といえば︑安吾自身も

のこした︑郷土新潟が生んだ
﹁偉大なる落伍者﹂といい︑

ドテラの文豪として戦後の混

明治三十九年新潟市で生ま
れ︑戦後の混乱期にあって︑

乱と消沈の時代に実に多くの

﹁坂口安吾﹂︒

旧文学の伝統に真正面から反

くれたのでした︒

生家︑坂口家は阿賀川の水

人々に︑生きる勇気を与えて

逆し﹁堕落論﹂などを発表し︑
昭和文学史上における無頼派
の旗手として一世を風びし︑

ぬ︑といわれた租の大富豪に

に生まれたのが現町長の村山

は澗れても坂口家の金は個れ

・漢詩人︒十三人兄妹の十二

育ち︑父・仁一郎氏は政治家

以後四十九歳の生涯を閉じる

いまなお︑現代文学に大きな

千里眼を極めた文筆活動は︑

ことに最近若者への共感を

林に通い︑︑雨の日は︑学校の

番目で本名を柄吾といい︑こ

呼んでいる所などは︑没後三

隣りの︒ハン屋の二階にたむろ

たります︒

十年の時代の流れがまるで感

影響を与えています︒

政光氏というわけです︒だか
ら町長さんは安吾氏の甥にあ

まで︑ユニークな発想と鋭い

、［4，

じ、

じられない所も︑また︑偉大

︐茎盤雛

7 塗

口

吾だことに始まる．もっともそ
安れ以前にも村山家二＋九代の
坂

文学碑建立にむけて公民館長
ア7

Gl）まつのやま

人が入ってくれました︒その
のが﹁文学碑を建ててほしい﹂

観覧者の中から︑もち上った

展覧会の一部始終︑また︑

という声でした︒

文学碑建立にむけてのすべて
の中で︑町長さんからは大変

立に向けては︑ 作 家 の 松 本 清

なご支援とご指導をいただき
ました︒おかげ様で文学碑建

張さん・石川淳さんといった
文学界の巨頭が心よく代表発
起人を引き受けてくれていま
これからは︑この文学碑を

す︒

安吾先生お気に入りの場所は
どこか︑また町民の皆さんか
いた上で︑決定されるものと

らもご意見をお聞かせいただ

以上︑これまでの経過をご

報告申し上げるとともに昭和
六十二年の文学碑建立予定に

向けての話しが進むものと思
いますが︑町民各位の特段の

落竃㍗

讐

思わ

と受講生︑たった二日間のレ

うですが︑そこは優秀な講師

てしまったお母さんもいたよ

ずゲレンデにお尻の跡をつけ

メラを意識しすぎて？

つめていました︒なかにはカ

す︒

よろしくお願い申し上げま

ればならないものと思います︒

ご理解とご協力をいただかなけ

藪・

ツスンでも︑見ちがえる程の
上達ぶりでした︒

ご案内
坂口安吾

文学フェステバル展
松之山での安吾展に続いて
来る二月十八日〜二十三日︑

新潟三越デパートにおいて開
催されます．

NHKテレビで放送
よみがえる坂口安吾
坂口安吾が没して今年で三
▼2月21日㈹午後8時〜8時

十年︑その真価を探ります︒

天水越で火災︵ボヤ︶

親子スキー教室一回目

水梨で火災

湯山で交通死亡事故

親子スキー教室二回目
年予算町長査定

︵25日まで︶

民生委員協議会

農業団体会議

東雪対策本部設置
県の災害救助条例適用

︵2月3日まで︶

スキーバッヂテスト
松之山大相僕大納会

議会建設委員会

農業委員会総会

議会産経委員会．

スキーバッヂテスト

1
︵
2日まで︶

確定申告の納税相談

ー会議

名古屋で出稼者リーダ

老人クラブ会議

︵5日まで︶

議会総民委員会

国保運営協議会

会議

東京で出稼者リーダー

︵2日まで︶

松之山スキー競技会

−日

2日

■二月の予定
D午前n時
︵再︶2
2 日q

選挙管理委員会

9日 農年業務関係者会議

8日

▼一月のできごと
5日 出稼ぎ者の再赴任バス

こよみ

0分︵総合テレビ︶
20分〜n時5

30分

時15分〜4時︵教育テレビ︶

D午後3
︵再︶2
4日G

日日

0時
▼2月2
1日㈲午後10時〜1

45分

61

1312

43

思います．

に映る自分の滑りをジッと見

とにうなづきながら︑テレビ

参加者は︑講師の一言ひとこ

﹁ビデオレッスン﹂も行ない︑

のアドバイスを受けるという

に収め︑それを見ながら講師

今回は講習の模様をビデオ

っぱいスキーを楽しみました︒

ビデオでスキーレッスン
親子スキー教 室 が ︑ 去 る 一

月十二日・十九日の二日間温

泉スキー場において行なわれ

参加者がそれぞれ十名余り

ました︒

と少なく︑ちょっとさびしい

教室となりましたが︑お母さ
んと一緒のチビッコは元気い

日日

日日

日

日

2

221914
日 日 日

25

2423
日 日

日

日日日

日

302726

31

106

17

23

耀
妻
ゴ1

中学・高校・成年スキi

しH︶の大回転に村山英明君

︵インターハイX二月三日〜

される企国高校スキー人会︑

全国大会に五人が出場
へ︐年もスキ！シーズンが始

まり各種大会が開催されてい

ますが︑松之山の選手も大健
︵湯本︶が出場します︒

また︑第四十五圖冬期国体

闘しています．

昨年に引き続き︑今年も全

北海道倶知安︑二月二十日〜
二十一︑皿日には︑成年﹃部の大

国大会にκ人の方の出場が決
まり活躍が期待されます︒

ーoりoり一ー

の兄弟がそろって出場します︒

氾濫するビニール本︵俗悪

回転に柳一成・隆晃看︵湯本︶

で開催される︑全国中学スキ

体調をくずさないよう注意

性雑誌︶がすでに東頸地内に

妙高高原町︑赤倉スキー場
ー大会︵二月五日〜七日︶の大

してベストを尽くしてほしい

も入って来ています︒

向転に松之山中学の久保田新

ですね．

郡内の有職少年⊥尚校生の
集団不純行為が新聞で大きく
取上げられたのも︑

にあたらしいところです．

﹁金儲けのためには手段を

こうした問題を深刻に受けと

議会︵会長村山政光氏︶でも︑

にも︑真剣に取組んでいると

を受ける︑山村留学の受入れ

児竜生徒が松之山で学校教育

※標語の例

募集いたします﹂

﹁町民の皆さんから標語を

︵四ケ所︶

入口に看板を立てる計画ですポ

弔︐消えを待って松之山町の

をお願いします︒

皆さんのいっそうのご協力

﹃つです．

ことも︑大切な地域おこしの

豊かで清らかな環境を守る

ころです．

めています︒

浦川原村︑牧村にはすでに︑

ビニール本の自動販売機が置

かれています︒松之山町内で

は︑幸いなことに︑良識ある

商店関係のみなさんの協力で
くいとめています︒

ところが︑こうした雑読販

売業者は︑商店が駄目なら︑

道路端に土地を買って設置し

ようという動きもあるようで

す︒この種の悪徳商人は︑と

ころかまわず進出の機会をう

かがっているといってもいい
でしよう．

こ承知のとおり︑松之山町
では今︑

﹁豊かな自然を教育

の場にどう生かすか〃﹂とい

う大きな課題を抱えて︑関係

中で︑性を芸術に見せかけ︑

も売る︑といった社会風潮の

毎に盛んになってまいりまし

葛飾区との子供交流会も年

者の努力が統けられています︒

平然としている悪徳商人たち

．中学生︶を対象とした冒険

ーた︒冒険学校︵全国募集の小

純粋な子供達をいたずらに

がいかに多いことでしょうか︒

選ばない﹂売れる物なら何で

旅行の指導者からは﹁この松

よい標語がありましたら公
価も受けています︒

最もふさわしい所﹂という評

また︑年間を通じて都会の

電話六ー二二六五

松之山町公民館

民館までお知らせ下さい︒

之山こそ青少年の教育の場に

婦
人
会
山村留学受入協議会

販売機！！
刺激し︑素直な育成をはばむ

松
之
山
町
彦少年問題対策協議会

ビニ．一ル本」
「

者は︑こうした大人達なので
す．

・空かんなど捨てないきれいな町です。

そこまでやって来た

松之山町青少年問題対策協

。有害図書などを入れない町です。

子どもたちを・明る繍訂1劃

次．高橋雄﹁君の二人が出場︒

長野県白馬スキー場で開催

高橋雄﹈君

冬期国体に出場

一成・隆晃君

インターハイに出場

村山英明君

大会に出場
塞久保田新全
次国君

画．

まつのやま（12）

（B）まつのやま

その2

けじめーまじめーいじめー
という口実のもとに︑いじめ

もちろん︑こうした事ばか

ではなく︑子どもの世界には

いじめば今に始まったこと

くれる子がいなくなった

■助けてくれる子︑かばって

床家がよく口にする一種の 語

りではなく︑一般的にいつも

が始まります．

ですが︑現代のい

みじめ：：少年非行問題の臨

呂合わせ

﹁いのちの電話﹂

知ってますか？

家庭︑職場︑学校での人間

っきものでした︒いじめたり︑

関係︑金銭︑健康などの悩み

おどおどしている︑声が小さ

いじめられたりしながら︑友

は︑ひとり胸のうちに閉じ込

じめを考えるとき﹃つの特徴

達という人間関係の中で鍛え

めておくと︑勝手にふくれあ

い︑行動がスローモーなどが
あげられます︒

られ成長していったものです︒

ます︒

がり自分の手に負えなくなり

ったいじめが︑現代のいじめ

このような教育的効果を失

を表しているといえます︒

いじめられっ子に共通する

また性格的には︑︑きまじめ

で要領のよくない子にいじめ

性格的特徴として挙げられる
のは︑集団にうまく適応でき

られっ子が多いといえます︒

や︑危機におちいって悩んで

相談する相手もなく︑困難

それだけに︑いじめに限度

だといえます︒

見られることは︑仲間集団か

いる方︑さらには生きる勇気

ヤ

カなく どんどんエスカレー

をなくしかけている方は︑た

の時代に！
﹄

︑﹄

て考えられましたか︑あなた

小・中学生が自殺するなん

る子どもが増えています︒

最近いじめが原因で自殺す

ぐコ

らすると︑つまらない︑おも

トし︑その結果︑非行に走る

しろくない︑つきあいきれな

めらうことなく電話してみて

いヤツと映る可能性を同時に
もっていることになります︒

現代のいじめの特徴は弱い

者いじめだけではく︑正義感
の強いまじめな子どもたちを

L

も巻き込んでいることです︒

4

λノ

＊事務局住所

〒九五﹁

一−三二二

清光ビル

新潟市営所通

實〇二五二︵二九︶四三四三

＊新潟いのちの電話

えます︒

きるだけの相談に応じてもら

がりを持っていますので︑で

ても︑多くの専門機関とつな

門分野にまたがるものについ

また︑法律や医療などの専

けられる事は絶対ありません︒

特定の考えや宗教を押し付

てくれます︒

なたの身になって相談に応じ

ボランティアの相談員があ

ください．

こともあります︒

﹁けじめ﹂←﹁まじめ﹂と

ないことです︒例えば休み時
間︑テレビの話題でクラスの
みんながふざけたり︑楽しん

でいるときも一人でポツンと

離れたところでその場の零囲

ふざけられない子が︑いつも

気にとけこめない子︑一緒に

なかで︑まず︑現状をきちん

クない︑ムシャクシャする﹂

﹁あいつがいるとオモシロ

いといえます︒

いじめの対象となることが多

■いじめられやすい︑集団生
活に適応できない子

の

ぐン

ψ畝︑服
騒ヤー・s
謁ら㍉

ーN

次多き
しF曜〜浄

一

一

︸

いい翫よ

上三

き穐ゲ
r

脱ぐ盈

電鞠

て考えて見てください︒

と認識することに視点をおい

を解決する明確な答えのない

現在のところ︑いじめ問題

いじめられっ子

Q融o蒙．＆
の

ー

漁
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ミ
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の
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まつのやま㈲

六十一年度通信制生徒募集

なし︒

県立高田南城高等学校

働きながら︑主としてn宅
○募集コース

2︑科目別コース︵希望す

ー︑卒業コース︵普通科︶

で受ける通信教育によって︑

高等学校の学力と卒業資格を

無料

1蕊Fー

o授業料
o修学奨励

修学奨励金の貸与制度など

り

新潟県の最低賃金表

▽新潟県最低賃金︵全産業︶

︶ 一時間当り

三︑三六し円︵四︑．円︶

︵

※入学案内および入学願書の

︵六卜年＋月四H実笹

があります．

請求は︑返信用封筒︵しト

▽食品・飲料・飼料製造業

︑月・ゲの発行が．†定より遅

れてしまいまして︑申し訳あ

りませんでした．

今年は︑心配する程の大ψ︐

を同封して次の所へ請求し

三︑六几し円︵四六二巴

にならないのでは︑と喜こん

〇三︑三七四円︵四二﹄円︶

三︑四七一円︵四三四円︶

二卜症H正午には県の災害救

雪対策本部が設置されました︒

卜四H午後κ時︑ついに︑豪

に積雪最もグンと増え一月二

でいた所︑寒波の襲来ととも

︵六±隻旦H実施︶

助条例も適用となり︑

▽機械・金属・自動車整備業

いよう必要な書類は︑今から

す．その場になってあわてな

もうすぐ税の巾告が始まりま

話は変わりますが︑今年も

分注意して下さい︒

険ケ所が沢由ありますのでト

ました︒町内でもナダレの危

ダレでレ三入もの犠牲者が出

西頸城郡の能生町では︑ナ

一変し

品製造業

三︑八七九円︵四八症円︶

た︒

て大豪弟︐への突入となりまし

〇三︑五〇九円︵四二瓦円︶

▽出版・印刷関連産業

施4

︵六十年十二月二卜丘H実

〇三︑四六四円︵四芸二円︶

三︑八一八円︵四しし円︶

▽木材・木製品・家段∵装備

▽繊維産業

︵六卜年＋二月＋κ日実施︶

円切手をはり宛名を明記︶

て下さい．

上越市南城町三丁目三番八号

〒几四三

新潟県立高田南城高等学校通
窮牛巾

昭和六十︸年二月二卜一日

o願書受付期間

る一部科目のみの履修︶

得ることができます︒

o入学資格

︵金︶から四月卜日︵木︶

中学校卒業︵見込︶または︑

これと同等以上の資格を有

奮〇二五五−二四lO五二三

教養コース
︵通信教育︶

▽高等学校

の春の受講生と高等学校の生

国語・英語など二十一科目
を学習します．

三月一日〜四月三十日まで

o申込受付

教養と趣味を深めるための

※詳しい案内書をご希望の方

三︑ん二六円︵四几一円︶

︵六＋年士π卜瓦H実施︶

書道︑硬筆︑俳句︑短歌︑

は︑近くのNHKまたは︑

︵六十一年一月八日実施︶

〒一八六

東京都国立吏HT見台二−
係に︑講座名またはコース

▽卸売・小売業

NHK学園八Eレ一

名︑あなたの郵便番号・住

文︶を休ませていただきまし

三六
︵通信教育︶

︵六＋年レニ月＋κ日実施︶

た︒三月号より続けて掲載い

尚︑今号では郷土提言︵論

準備しておきましょう︒

四年間の学習で高卒資格が

所・氏名・電話番号をハガ

※O印のついた賃金は︑六ケ

三︑六工パ円︵四五二円︶
取得できます．

キに記入して請求ください︒

たします．

三月一日〜四月七日まで

○申込受付

月未満等の技能習得中の者︒

普通科コース

穰

案内書は無料です︒

▽高等学校

二月十五日〜四月十五日

○申入受付

囲碁など二十二講座です︒

▽生涯学習︵通信講座︶

徒を募集しています︒

NHK学園では︑生涯学習

まで︵必着︶

通信講座で学習を！

する者︒性別・年齢に制限

NHK学園

