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新年明けましておめでとう
ございます︒

18Nー

協さんと私がお招きを受けま

之山温泉に一泊され︑浦田農

す．

お受け出来ない残念な状態で

消費してくれるお客様を自分

私達は白分で作り︑それを

宅急便の隆盛と︑それに追

て行かれました︒これは︑浦

したが︑その席L︑将来時期

田農協さんが一昨年から葛飾

で探し︑単に物流だけでなく︑

いっけ︑追い越せの郵便局の

区で産直をやっており︑その

そのお客様達とお圧いに行っ

が来れば﹁松之山のお米は全

評判が極めて良いものですか

たり来たりする︑人と人との

最近の勉強ぶりは︑正に流通

ら︑米までも産直をやられて

交流も︑これから実行して行

壁︑葛飾区四卜二万の区民が

は︑米屋は商売をやっていけ

かなければなりません．

革命の時代に突人しました．

マスコミ︑経済界は無論︑

なくなるという危機感からの

葛飾と松之川のチ供会の交

買わせて頂きますビと︑︸口っ

般消費者︑都市労働者までも

牽制てあるに違いありません

一

農業者は行政にむんぶし過ぎ

．︑し︑﹀又木︶h♪困︑j︐℃刈︑甫
拐
ノノ月季0牛 田−謂 〜

一方︑浦田の体協の有志が

るわけです．八︐年の夏は︑世

既に始り︑又は定着しつつあ

連続の大雪でありました新

が︑それにしても近頃おもし
食管堅持︑減反反対等と叫

昨年から︑來京占池へ山菜・

春も︑八︐年はどうやらしのぎ

してどうなりますことか︒皆

ぶだけでは問題解決になりま

昨八︐です︒

々様の健やかな六卜二年であ

せん︒

います︒その集計の結果︑再

が︑おヂ地に届いていると思

生産調整の自主巾告のお願い

と申しましても︑新春早々︑

消費者とも︑労働者とも仲

力することが肝要と思います︑

四面楚歌とならないように努

国民各層から孤航しないよう︑

農裳が︑米作りが一般大衆︑

て来ており︑このパイプは八

街頭販売や市場動向を体験し

又︑時には白分達で出掛けて︑

品を定期的に宅急便で送り︑

ちゃ・あさづき等あらゆる品

キノコは勿論︑ずいき・かぼ

かりしても︑何一ついいこと

様︑嘆いたり︑くどいたりば

新しい年を迎えて︑お圧い

は目ド準備しています︒

乎︐まつりしを︑役場の振興課

の中を逆さにとって﹁真夏の

その他︑私の毛許には新潟

によって私達の夢も希望も︑

堅実な努力︑その繰り返えし

と︑それを実現しようという

度のお願いがあるかも知れま

はありません︒旺盛な好奇心

．．一越や︑新宿のデパートなど

良くしてこそ︑私達の将来が

から︑松之山コーナー設置の

現実化して行くことを確認し

せんが︑いづれにせよ︑農業

幸い︑町内各地区で︑特に

引き合わせが来ておりますが︑

て︑新しい年を乗り切ること

ある筈です︒

浦田地域でその兆しが現われ

一流デパートに売るだけの品

種補助金の圧縮等︑米に関す

米価︑食管︑米の輸人︑各

を増して来るようです．

昨年卜一月︑蕩飾区の米屋

物の最の確保に自信が持てず︑

て来ています．

る問題は何一っ明るい話がな

さん．一百軒の代表一︑卜人が松

冒一しましょう︒

いように思われます︒しかも

をめぐる諸問題は益々厳しさ

後益々太くなる様です︒

きか

りますよう願いたいものです︒

易い冬になりそうですが︑果

る︑比えの集団だと言い出す

村山政光

川の豪牽馨塾︑山村留学等々︑

松之山町長

ろい傾向だと思います．

す昭和六＋二年を聖て

あけまして
おめでとうございま

⑥まつのやま
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謹賀新年

年頭にあたって
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産業問にひずみを生じ︑特に︑

私達に直接関係ある農畜産物

の白由化論議が盛んになって

いますが︑稲作農業を主とす

る私共農家にとって︑是非と

も我が国民の主要食糧の自給

率の向上確保︑食管制の堅持

策︵減反転作︶への対応等︑

をH的とする水田農業確立対

当而する問題の解決が要望さ

ムフ年は卯年

ぐタ

・巻3

1︵伊％

︑

懸O

き︑久方振りに雪の少ないお

祖先から受継いで来た郷土松

明治・大正・昭和と永い歳月︑

な祉会に参加する訳ですが︑

を重ね︑実年から熟年へと長

お正月と共に毎年確実に年

しく︑他地区でも創意工夫を

れておられるようで誠に喜ば

が実行され︑成果も着々と現

願って積極的に各種の催し事

によって︑過疎からの脱却を

又︑最近浦田地域の占壮年

また︑ウサギの飼育は容

として広く飼われています︒

毛用︑毛皮用︑ペットなど

く見かけますし︑食肉用︑

いまでも野生のウサギをよ

ウサギは身近な動物で︑

O

正月を迎えることが出来まし

之山を愛し︑激しい戦争を狭

こらし︑地域の活性化の為に

十センチの四十五センチ程︶

易で︑飼育箱は小さな︵六

︐︐O

て︑何よりも良かったとご同

んだ激動の杜会を乗り越えて

大いに頑張って頂くことを願

れております︒

慶に堪えません︒

現在の如く近代化社会に維持

共事業である道路改良工事︑

も順調に推移し︑又︑

の視察等も含めて︑皆さんで

環境作りや施設など︑先進地

共に︑安心して老後を過せる

の定めた国際居住年に当た

ウサギ年の今年は︑国連

われたのかも知れませんね︒

とから例のウサギ小屋とい

暮から比較的温暖の日が続

ございます︒

昨年は大きな災害もなく︑

ってこ挨拶といたします︒

地辻り防止︑県営かんぱいダ

調査し考えて︑良い企画が立

一方公

ム工事︑各種圃場整備事業等

案出来るよう努めたいと存じ

くれるものと信じております

貿易経済事情は極めて厳しく︑

ように︑我が国を取巻く国際

ようにしたいものです︒

ゆったりとした家に住める

っと住宅を作り︑みんなが

めにも︑内需を拡大しても

ります︒貿易摩擦解消のた
も概ね成功裡に竣工し︑年と

が︑まだ／＼多くの要望・期

永年にわたる景気の停迷は各

さて本年は︑皆様ご承知の

待が山積されております︒

前進し︑日常生活に役立って

ともに皆様の環境整備改善も

物で良いとか︒そういうこ

々のご努力に敬意を表わすと

発展させてこられた先達の方

皆様あけましておめでとう

馨

優

天候にも恵まれ︑皆さんの努

佐藤大治

力とあいまって農作物の収穫

松之山町議会議長
ます．
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12月定例議会

を全会一致で議決

ー⑩ONl

第四回一 般会計補正予算
一一五億六 ︑二五七万円に

も︑すでに地．兀との話が進ん

でいる町立三省小学校の松之

山小学校．への統合が︑昭和六

十三年四月一日と正式に議決

⁝般会計の補正予算では︑

れ︑その費用として二ノ
︑．
L五

○万 二千円追加し︑

四︑六一〇万二予円が追加さ

O万凹．

四︑六一
町議会十二月定例会が︑二

れ︑六十一年の予算の総額が

地すべり関連雅業負担金など

20万
団体」営地すべり関連事業，調査負担金他
〉商工費
スキーリフト乗場一張りつけ用マット

1＞土木黄
生コン補助増
13万
道路改良費（來川藤倉夫水越線工事費増）
435万

一般質問は︑転作︑兎U一

した︒

陳情事項について審議されま

請負契約の変更︑．五つの請．願・

の認定や字の変．史︑建設工事

その他に町営土地改良事業

十三︑二十四日の二日問にわ

二五︑億六︑二．五し万⁝千円と

三件で几．κ二万円などが主な

されました．

たり開催されました︒

なりました︒第四回目にあた

内容となっています︒

号井の利用︑老人対策などに

串討負費二十四件が認めら

日に発生した交通事故の間題

るこの補正．では︑町職員の給

また条例関係では︑町職員

ついて︑四人の議員が町．長の

じ・教育費

土地改良喉業の中で

が取り上げられ︑今後このよ

与が四月にさかのぼって平均

の給与︑保安要員の報酬の引

雪貯蔵用シート他

952万

が行われました︒その中で

2，950万

天水越道路復旧外24件分

34万

松中燃料タンク修理
じ》災害復旧費

12フ∫

ノ」・中学搾交にスノータ ンフ。（合i汁30台）

18万

大松荘・松里荘便所修繕代

10万

浦田小ガス管修理

55ノ∫

｛呆f安＝要i員・報酬り1．1二う〉

9万

正．

10ノ∫

選挙投票所備品
〉農林水産業費
農協紐織整備協議会補助金

この議会冒頭に︑卜二月八

うな不祥事件を起さぬよう議

二・三％引き上げられ︑その

工。

貝︐口ら自戒白粛するという﹁綱

270万

考え方をただしました︒

119万

除雪ドーザータイヤチェーン他

20ノ∫

建設機械洗車機

10万
スキー場・、〜、ll検委託料

17万

き上げなど︑八条例の一部改

中ま学壕交周辺 上ナ也買η又 （松之口．川1環ね齢呆全）

差額分約︸︑〇六六万円が︒

第4回補正

紀粛正に関する決議﹂がされ

〉総務黄

また︑農業用施設の災害復旧

一般会計補正予算
主な使いみち

ました．

12月定例議会

（5）まつのやま

▽第四回補正予算

▽簡易水道特別会計補正予算
︵第二︑三回V

O一九一万七千円を追加され
総額六︑六八四万円とする︒

▽農業共済事業特別会計補正

相沢良三議員

に︒

▽町民本位の町︑づくりのため

▽平和町宣言について︒

▽災害救助法について︒

▽兎口の新温泉について︒

▽患者輸送について︒

▽保育所について︒

▽老人対策について︒

▽転作について︒

▽公共事業の実施について︒

田辺尚二議員

町の対応について︒

▽水田利用再編対策における

以上決議する。
昭和61年12月23日

施行の認定

高橋英一議員

▽部落内支線の圧雪について︒

て︒

案の国会再提出に反対する

関谷勲議員

▽自衛隊について︒

▽スキー場会計を特別会計に︒

ロ一号井︶

▽町の温泉活用について︵兎

物について．

▽町単事業で農業促進と特産

ついて︒

▽基盤整備やかんぱい事業に

て︒

▽米輸入のポスト三期につい

町発展を使命とし、常に町民の範たる
べき議会人が、町民の名誉と当議会と権
威を著しく失墜させた社会的・道義的責
任は重大である。当議会はことの重大さ
を深刻に受けとめ深く反省し、今後再び
このような不祥事件の発生を防止するた
め、自戒自粛し、真に町民の負託に応え

教育効果の向上と学校運営

︵陳情︶

ることを、ここに誓う。

o耕地災害復旧・天水越地区
︵カッパ平・大栃のニケ所︶

▽字の変更

o土地改良事業の実施により

藤倉地区の字が︑整理統合
された．

▽工事請負契約の変更

▽くらしと福祉︑地方自治を

ことは誠に遺憾である。

▽黒倉分校の本校統合につい
▽松之山町営土地改良事業の

松之山町議会

〇四︑六一〇万二千円を追加

して総額を二五億六︑二五
七万一千円とする︒

▽国保特別会計補正予算︵第

工事で変更が生じ︑工事費

o東川藤倉天水越線道路改良

o事業費用内の補正の増減に

として七㎝五万六千円増額

予算︵第二回︶

〇四五〇万円を追加して総額
よるもので総額に変わりな
された．

二回︶診療所勘定

二億三︑三三九万五干円と
い︒

陳情

する︒

職員の給与平均二・三％アップ

請願

▽義務教育費国庫負担制度の

○冬期集落保安要員の報酬を

後退させる国庫負担金︑補

現行維持に関する請願︒

一カ

条例の一部改正︒

の報酬︑費用弁償に関する

高 卒初任給九万七千入百円 に
▽町職員の給与に関する条例
の一部改正

月額六干円引き上げ︑

o町職員の給与 を 四 月 に さ か

のぼり平均二・三％引き上

助金の削減・廃止に反対し
︵陳情︶

月十二万六千円とする︒

てほしい︒

げる．

▽特別職の職員で非常勤の者

▽大型間接税導入に反対する
意見書を提出してほしい︒
︵陳情︶

▽雪害による住民負担の軽減
を求める陳情．

松之山町は、全町をあげて交通事故撲
滅に取組んでいるにもかかわらず、この
たび当議会人による不祥事件が発生した

意見書を提出してほしい︒

▽国家機密法︵ス︒ハイ防止法︶

「綱紀粛正に関する決議

の適正化を図るため︒

◎三省小廃止の事由

六十三年四月一日︶

より松之山小へ統合

町立三省小学校六十三年四月一日

▽松之山町立学校設置条例の
一部改正．

o昭和六十三年三月三十一日

で廃止される三省小学校を
条例より削る︒ ︵施行日︑

議員提案

まつのやま（6）

水田農業確立対策（ポスト三期）

62年度 転作配分決まる

ートONー

六ヘクタール！

る水田︵ただし︑三年連続

不作付け川は対象とならな

めている訳ですが

みをお願いします︒

※農家全戸の積極的な取り組

二〇・

に当って︑従米の配分要素に

之山における農業が増々厳し

松之山町転作目標面績一
第三期水田農業確立対策︑

良質米生産地帯︑械雪地帯等

い方向に進むのは︑避けられ

い︒︶などとなっています︒

︵ポスト三期︶における︑昭

の特殊事情を加味すると言っ

ない情勢のようです．

今後の松

和六十二年の転作口標面積が︑

ていたのですが︑それがト分

ていない町でしたが︑今回の

一農家への個別割り当てをし

尚︑松之山町は︑県内で唯

暮れも問近となったトニ月二

反映されていないように思わ

受けて対応策を検討し︑これ

町ではこの転作H標而積を

お願いします︒

性もありますので︑ご協力を

町では自主巾告を基本に！

十三日発表されました︒

また︑米の限度数最も六卜

まで同様︑基本的には割り当

ては︑松之山・浦川両農協と

安塚町

135．0

2，580

国としては︑二年連続の豊

た訳ですが︑八︑までに一度も

回Hの取りまとめをお願いし

もとに運動が進められます︒

々も協力していただきたいと
いう事です︒

十二月号の中で︑死亡さ

のような条件が必要です︑

組︒浦田地区⁝飯塚建設へ

要な方は︑松里地区⁝大海

れた方があって雪上車の必

▽昭和六卜一年度において水

れぞれ次の所が正しいので

となっておりましたが︑そ

訂正します．

稲の作付けが行われた水川．

▽松里地区大水越束さん

︵六ー三一八四︶

▽浦田地区村山建財

︵六ー二六七四︶

作奨励金の交付対象となっ

作や︑転作をしたことがあ

度までの問に一年問でも稲

▽昭和κトし年度から六卜年

人された水川︑

た水田等又は転作実績に算

▽昭和六卜一年度において転

尚︑対象となる水川には次

訂正お詫び

の消費畦の減少傾向などを受

またこの転作の推進につい

ていられない状態となる可能

之山町にとっては︑当初の予

一年当初︑三几︑四八二俵で

てをしない方針を決め︑皆さ

巾告状況により︑そうも言っ

想をはるかにL回る一二〇；

あったものが六卜二年では︑

んの白L的申告をお願いする

歩調を合わせ︑全面的協力の

れます．

六ヘクタールという大きい面

三六︑％四俵︵三︑曇泥

事になりました．すでに第一

それは︑水田単作地帯の松

積でした︒

俵の減︶となっています︒

︵県全体割当而積

二几・几んOヘクタール︶︑こ

トン

作・水稲生産技術の向L︑米

695．5

れは︑六卜一年度対比丘一・

2，169
ha

転作をされなかった農家の方

計

三％増となります︒

120．6

けて︑この確立対策を押し進

合

県では︑この二几・瓦几O

松之山田∫

ヘクタールを市町村配分する

量
数
度
限
し
渡

り
売
ヤ

積
面

度標
年目
6作
和云
召車
四

︑

＼

125．9

12，858

村

2，493
牧

1，574

91．0
大，ll，㌔村

2，248
131．2

松代町

1，794

91．8
浦川原村

限度数量

62年度
転作而積

町村名

（7）まつのやま

毎年歳末に︑恵まれない福
ました．

ち米やタオルが集まり十二の

ていますが︑今年も沢山のも

ルをプレゼントして喜こばれ

ている人達に︑もち米やタオ

は︑毎年おいしいモチが食べ

プレゼントされた各施設で

られました．

方々によって施設の方へ届け

人会役員︑民生委員の代表の

集まったこれらの物は︑婦

施設︑診療所︑保育所などに

られると︑松之山出身の入所

でいるとの事です︒

いい言舌

遠くから飛んで来た風船を

拾う︒それがきっかけで交流
や文通が始まる︒なんて話︑

テレビや新聞で見る事はあり

実は松之山でも風船を拾い︑

ませんか？

手紙を出した方がいるんです︒

偶然にも破れて落ちていた
風船を見つけたのは︑新山部

︑

＼

町にある竜王小学校六年生の︑

と︑その風船は滋賀県の竜工

が書かれてあり︑それによる

書いた人の名前︑学校の住所

風船の下には︑交通標語と

いる風船を見つけたそうです︒

きに︑道路脇の草の中に落ちて

杢坂の近くの山へ出掛けたと

山岸さんは︑十二月十二日︑

まり︑色々な交流のきっかけ

この交流が今後ます／＼深

来るのを待っているそうです．

い︒﹂との事で︑二人で手紙の

紙を書くから待っていてほし

り︑近々︑みんながお礼の手

が来て︑﹁生徒は大変喜んでお

り返えし担任の先生から電話

に手紙を出したそうです︒折

見せ︑石松さんが竜王小学校

帰えり︑隣の山岸石松さんに

谷哲也君が上げた物とわかり

て辺りを見てみませんか︒何

みなさんも︑ゆとりを持っ

になればと思います︒

離で三二〇キロも離れている

よ︒

か落ちているかも知れません

山岸さんはその風船を持ち

んです．

竜王町と松之山は︑直線距

ました︒

落の山岸寅市さんです︒

風船を拾った山岸寅市さん

祉施設や老人ホームに入所し

プレゼントされました︒

動﹂で集まったもち米は︑三

町内の皆さん︑多くの善意

者をはじめ︑みんなで喜こん

百二十二計︑タオルが九百七
をいただき︑ありがとうござ

婦人会の﹁米ひとにぎり運

十本となっており︑これに町

ちょつぐ
風船を通して
子供と交流

いました︒

訪問を喜こぶ五智老人ホームのみなさん

社会福祉協議会から十一万一

千円が︑慰問金として贈られ

福祉施設にモチ米と
タオルのプレゼント

心、偽
スキ場、◆
安全祈願祭 ＼→
︑多璽

looONー

今年で開設以来︑四年目の
シーズンを迎えようとしてい
る松之山町営スキー場︒

オーフンを間近に控えた＋
二月十﹃日︑スキー関係者︑

町の代表が出席して︑安全祈
願祭が行われました︒

今年は雪が少なく︑スキー
ハウスの中ぐの祈願祭となり

ましたが︑事故のないシース

そして￥今まで以上に多く

ンであってほしいと思います︒

も︑bいたいですね︒

のスキーやーで︑にぎわって
スキー場が出来てから行っ

ますが︑今年は是非︑チャレ

てみられない万も多いと思い

私達が一番乗りf！

スキー場がオ！フンしても

ったのですが︑慣れるまでが

ラース9ーリフトを使ってだ

でも雪が少なくて︒

なかくまとまった降雪がな

せっかく滑べりに来たのに︑

大亦又︒

思いっきり滑べれなくてかわ

いたのですが︑二十三日から

く︑関係者をイライラさせて

ようやく﹃部可能となり︑二

いそうでした︒

スキー合宿の予約も順調で︑

十︻日からスキi合宿に来て

喜こばせました︒

です︒

後は︑もう少し雪がほしい所

いた東京の貞静学園の生徒を

でもペリフトはほえずホ

ぬ顯解
鎚獺㍗

ね
の
い
t
カ
づ
む
と

ボーラースターリフトって意外

リフトの運転室もしっかり清めて
ンジしてみたらどうですか︒

建

〆一

，−！

7融

ノ

暴を卵て
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一♂

魂

保育園にサンタさん！

ブレゼントありがとう

4皇胤も∠e

察
藩糞

り

きζ田1渡峯がノ、〜ゾまd。

菜／コ

『コン

万白ベナでシ昧

凹液中にふえたナトリウムが
皿曹壁に入って︑回りの水分
をとりこむので︑血管壁がむ
くんでしまいますロ

︸C誘後

短雛蓼

と、縄胞内の水分が1．昆て

白べ塩作123

lm液の浸透圧が高くなる

白菜のいため煮（6人分）

菜

血盤壁のナトリウムは皿
上昇ホルモン分泌を促

おかず紹介（身近な材料鞭って）

洋コショウ少々

2008

／つまみ

水

サラダ油

2〜3C

大さじ2

1）白菜は3Gmくらいの長さに切る
2）べ一コンは、こまかに切っておく
3）ナベに、サラダ油をひき、べ一コンを色つくま
でいため、その中に（／）を入れてさらにいためる

4）シンナリレたところに水を入れ塩、コショウで
昧つけして。コドコト煮てできあがり
血液婆がふえたり、通り
道がせまくなると皿圧が
上昇します。

四。嘱幽㎝。嶋翼。曜 ㎜一一『

巴聾讐畿奢諒廻

松之山保育園にサン9クロ

ースが二人訪れ︑園児達にク

リスマスプレゼントを贈つて

喜こばれました︒

このサン9さんは︑松之山

塩のとりすぎに
注意しましょう。

日

、ミノぐ1膨1
ノ亀

老人クラブのお二人で︑サン

つけ物のおいしい季節です
璽

構酵

9の赤い衣裳を身につけ︑臼

︵φ

︵oっ∪

なぜ塩を多く摂ると
よくないのでしょう？

霧灘
螺〉ξ緬1

︵子供達には

卜』俺！

まず食生活から！

づイうぬもしまりの

いヒゲを生やして︑まるで本

奇改》ぐ＼

あすへの健康は

振＿＿。葛離剰
諺係
β
食塩が血E

物そっくり9

本物なんです︶︒﹁緒にお話し

たり︑ごちそうを食べたり︑

松之山保育所に二人もサンタさんが来ましたよ

写頁を写したり と ︑ モ テ モ テ

の数時間でした︒

・陣ノ．

職惣糠

薩謡P盤

まつのやま（1①

保育所入所申し込み

1月20日まで

万全ですか進学資金

国の進学ローン

受験生をお持

進学に際し必要なもの︒

▽融資の対象となる資金

ご利用ください︒

のようになっていますので︑

国の進学ローンの制度は次

ン﹂が有利です︒

そんなとき﹁国の進学ロー

と思います．

金などで何かと大変な時期か

ちの家庭では︑受験料や入学

あとわずか！

本確的な受験シーズンもあ

みんなで待ってるよ〜

ーOO創ー

す︒三歳児以上は案内書をさ

度の入所申し込みを受付中で

−○保護者が疾病等のため乳

幼児の保育に欠ける場合︒

○保護者が労働に従事し︑

▽入所基準

しあげましたが︑未満児の方

幼児の保育に欠ける場合︒

保育所では︑昭和六十二年

には案内は出してありません︒

○その他︑町長が必要と認

世帯の扶養義務者全員︵父

の基準額表による︒

国の基準にもとずいた町

▽保育料

める場A・．

入所希望の方は︑一月二十
日までに各保育所または︑役
場の福祉係へ申し込みくださ
い︒

入所決定通知は︑三月初旬
までに各家庭へ送付します︒

お年寄りの悩み

県警が電話相談

を開始〃

新潟県警察では︑急速に進

む高齢化に対応するため︑お

年寄りの悩み隔︑﹄とになんでも

ハーテレボン﹂を始めます︒

母・祖父母等︶の課税額に

※入所申し込みについて不明

電話番号は〇二五ー二八三

こたえようと電話相談﹁シル

四十五人

な点がありましたら︑役場

より算定します︒

○松之山保育所

三十人

四十五人

員

o松里保育所

▽︷疋

o布川保育所

三十五人

福祉係の方へお問い合せく

o浦田保育所

▽融資額
一人当たり五十万円以内︒

▽貸付け利率

年六・四％︵昭和六十一年
十一月一日現在︶

▽返済期間

く︵二八三︶よい老後︵四一

−四一六五︒ニコニコやさし

六五︶と覚えやすい番号とな

ださい．

っています︒

このテレホンは高齢者保護

活動の一環で︑お年寄りを犯

▽保証人

一人以上︵保証基金を利用

罪から守り︑潤いのある生活

す︒

この電話の担当者は︑

﹁犯

を送ってもらうのがねらいで

すれば保証人不要︶

▽申し込み期間

昭和六十一年十一月一日か

ら六十二年四月三十日まで︒

りの心配版︑︸とはなんでも相談

罪事故と関係なくてもお年寄

国民金融公庫高田支店︵〇

を受けます︒嫁しゅうとめの

▽申し込み窓口

二五五ー二四ー二三四〇︶

いさかいから︑独り暮らしの

修業年限以内で最長四年︒

または︑町商工会の方へど

生活相談など気軽に電話して

▽返済方法

元利均等の毎月払い︵ボー

うぞ︒
す︶．

ほしい﹂と話しています︒

ナス月に増額返済も出来ま

︵高校三年・大学四年︶

、

01）まつのやま

昭和六二年度訓練生募集

▽願書の請求先と応募先

身体障害者手帳の所持者︒

▽広募資格

国立石川身体障害者職業訓練校

この訓練校は︑身体に障害
のある人達に対し︑職業訓練

を行うことによって︑その能
最寄りの公共職業安定所︒

定時制・通信制課程の生徒

を次により募集しています︒

o県内の公立高等学校十九校

で定時制課程を︒二校で通

信制課程の生徒を募集︒

定時制は修業年限四年で

制も同じです︒通信制の場

高学校の卒業資格を︒通信

合は希望する︸部科目のみ
の学習も出来ます︒

○両課程︐とも教科書は無償で

給与され︑修学奨励金の貸
与制度もあります︒

○今年三月に中学を卒業見込

みの方︑中学を卒業した人

やそれと同等以上の学力が

冬は水道管が凍り︑水漏れ

の原因になります︒

間の管理︑その間で越きた水

メータi器から蛇欄までの

年齢に制限なくだれでも出

ましょう︒

▽凍結しないような装置にし

しましょう︒．

くとか︑元栓を締めるとか

▽留守になる時は管理人を置

点検を習慣づけましょう︒

▽メーター器を見るなど定期

いようにして下さい︒

次の事に注意して事故のな

多くなることになります︒

事故が多いと皆さんの負担が

かなくてはなりません︒又︑

漏れは各自で負担していただ

あると認められる人ならば︑

水道管の
凍結に注意
願できます．

○入学案内を希望する人は︑

返信用切手︵七十円︶を添

えてそれぞれの学校へ請求
して下さい．

◎募集する学校

県立船江・西新発田など十

一内線三八八一

費〇二五ー二八五ー五五一

学校教育課まで︒

詳しい事は︑県教育庁高等

校・高田南城高等学校︒

ます︒ご希望の方は〒一〇七

の通信講座﹂係まで︒

NHK文化センター﹁写経

一新青山ビル

が楽しくなる講座内容となっ

郷水氏です︒

TELO三i四七九−二五〇

森

○受講料は︑

二に申し込んで下さい︒

一万二千円︵三

ケ月・添削二回︶となってい

学教授

講師は四天王寺国際仏教大

を問わず上達します︒

九校︒通信制←新潟高等学

定時制・通信制

東京都港区南青山︸1一−

瞥：〉．！

力に適する知識や技能を与え︑

▽応募の締め切り
昭和六十二年三月二十日︒

もやってみませんか︒

NHK文化センターでは新
しい通信講座として﹁写経﹂

高等学校教育を

ていますので︑字の上手下手

を始めます︒文字を書くこと

働きながら

〆り疹

就職・自営を容易にし︑生活
の安定をはかる公共職業訓練

︵ただし︑願書提出者より

に達し次第締め切りとしま

随時面接選考を行い︑定貝

施設です．

▽募集科目

▽詳しい内容については︑近

す︶．

トレース科・電子機器科・

くの安定所へ︑問い合わせ

製版印刷科・一般事務科・

陶磁器科・洋栽科︵洋栽コ
て下さ︑︒

K文化センター
N H

﹁心たのしい写経﹂あなた

ース・縫製コース︶

写経の通信講座開設

まつのやま㈲

800円
入 院・1 日

400円

いままで

から

、難

o

騒

1月1日から一部改正
昭和62年1月1日

4、

−
ー
．ワ

老人保健法

盈110番

サラリーマンの

確定申告

サラリーマンの給与につい

ての所得税は︑その年最後の

﹁年末調整﹂によって

給料やボーナスが支払われる

際に︑

その年の納税が完了しますの

で︑大部分の人は改めて確定

が︑例えば次のような場合に

申告をする必要はありません

は確定申告をしなければなり

です︒

事件︑事故などの早期解決

給与所得や退職所得以外

ません︒

①

の所得金額の合計額が二〇

万円を超える場合︒
▽いつ⁝︵何時何分︶

から受けている場合で︑年

②給与の支払をニカ所以上
▽どこで⁝︵部落名︑道順︑

収入金額と給与所得や退職

年金を受給している人︵全額

所得以外の所得金額の合計

額が二〇万円を超える場合

がないサラリーマンでも︑災

なお︑確定申告をする必要

などです．

を落ちついて話して下さい︒

害等により雑損控除の適用を

事件の関係︶

▽あなたは⁝︵住所︑氏名︑

▽犯人は⁝︵人相︑車のナン

末調整されなかった給与の

そのほかに︑老人保健施設
が創設されることとなりまし
た︒これはどういう事かとい

うと︑今後増大する﹁ねたき

車の事故などのときに︑届

受ける場合などは︑確定申告

生活サービス︶を中心と

けないで後になって警察の事

する新しい施設として︑家庭

でのねたきり老人の多様な要

をすることによって﹂源泉徴

場合があります︒

収された所得税が還付される

故証明が必要になるケースが
して行くというものです︒

う︒

も届け出はキチンとしましょ

求に応えるための施設を創設

り老人﹂の介護︵医療サービ

バーなど︶

目標︑屋号など︶

ど︶

▽何が⁝︵交通事故︑泥棒な

一一〇番のかけ方は︑

いします︒

のために一一〇番通報をお願

一一〇番の日

ていますか一月十日は

じようずに使おう

IO罵ー

国では︑老齢人口の急激な

増加と医療費の増大︑若い世
代との費用負担の公平化のた
め︑老人保健法の一部を六十

二年一月一日から改正する事

それによると︑医者にかか

を決めました．

るときに支払う一部負担金が
外来の場合一ケ月四百円だっ

たものが八百円に︒入院の場
合︑一日三百円︵ニケ月限度︶

のものが︑一日四百円︵限度

なし︶に変わることになりま

す︒ただし︑次に定めるよう

な低所得者については︑現行
どおりニカ月を限度として︑

落ちついて

停止の人を除く︶など︒

一日三百円とする︒老齢福祉

知っ

多くあります︒小さな事故で

ス・

1カ月 400円
日
300円
1 （2カ月限度）
1カ月
来
外

A
●．、

・入院の場合低所得者については現行どおり2カ月に限り

1日300円とする。
・県単の老人医療・乳児医療助成事業も同様となる。

⑬まつのやま

先般︑兵庫県において死者
いた底部から逆噴射し︑消火

ルから薬剤が出ず︑腐食して

消火器による事故防止
を生じる消火器の破裂事故が

器本体がAさんのアゴを直撃
しました︒Aさんは脳挫傷を
起こし死亡しました︒

▽事故の防止
の︑腐蝕している消火器は︑

消火器が破裂し死亡

口︑古い消火器の取り扱いに

の多い所には設置しない︒

らい︑消火器は屋外︑湿気

ものですが︑道路の除雪体制

車の数が急激に少なくなった

m彰
誕

σ

ばかりではありません︒アス

ファルトを削って︑道路上の

まったり︑春先には粉塵公害

白線や交通標示をなくしてし

スタッドレスタイヤ

そこで︑新しく開発された

の元となります︒

のが

です︒これは︑ス︒ハイクは打

ってないが︑やわらかで従来

のスノータイヤに比べ非常に

高い性能︵制動力・走行音・

道路にやさしいスタッドレ

燃費︶を持っています︒

あり︑現在では夏場とほとん

スタイヤ︒これからのタイヤ

▽雪道での運転ワンポイント

です．

クタイヤの開発があります︒

○急のつく運転は危険です︒

レノ

ノし㌃
で﹄

ーヅ匹rレ﹁

的姿
㌧べ

替爪洒／・／︑

禁煙4

／

重に．

回時はスピードを落とし慎

○走行中の加速は徐々に︑旋

とる︒

が効果的︒車間距離は十分

ーキ︵繰り返しブレーキ︶

ブレーキはポンピングブレ

の発進もやってみる︒

るときは︑セカンドギアで

と︒ローギアでスリップす

発揮させるため︑ゆっくり

○発進時はグリップカを十分

ーキ・急旋回など︶

︵急発進・急加速・急ブレ

雪道では抜群の偉力を発揮す

それからもう一つ︑ス︒ハイ

ど変わらなくなりました︒

い6
るスパイクタイヤも︑良い面

＼︑

−％ζノ
一
一
一
一

ぐ

o

発生しました．

この種の事故を防ぐため事
故内容をご理解いただき︑事
故防止に万全を期して頂きた
く下記事項に配慮願います︒

十一月八日︑兵庫県加古川

ついては細心の注意を払う︒

消火器業者から点検しても

市で屋外に放置してあった消

口︑廃棄する消火器について

が整備されたり︑四輪駆動車

▽事故内容

火器を投棄処分しようと︑消

は︑役場・分遣所に搬入し

﹁﹂

う

︑
リ

◆

≧
とソ

︵四WD︶が多くなった事も

何年か前までは冬になると︑

火剤を抜く作業をしていたA

屋外に放置しない︒

鄭つ

さんが安全ピンをはずし︑噴

スタ、ソータ環

射レバーを引いたところノズ

＼

蓄呉
7壌

ノ

4．雛

鳶

○

ていきすか？

倒

か君
宗
面ヰす

璽馬
、

ヂ

さ恥や

まつのやま㈱

共同募金歳末たすけあい
●

年中組（4歳）

ゾイドの仲問のカメ恐竜

あいざわけんくん

工場のみなさんの善意

騨懲劇
お母さんがサンタさんから写真
をとってもらっているところ

おぐちあけみさん

〉戸別募金

（1，178戸）

〉職域募金

（6件）

60，073円

〉学校募金

（8件）

40，334円

〉その他個人募金

671，930円

（2件

11，000円

200，000円

この20万円の中には、毎年この募金に協
力して下さる松之山撚糸工場の従業員の皆
さんからいただいた、37，230円が含まれて
おります。

毎年協力してくださる皆さん、善意あり

スキーにのるところ

がとうございました。

やまぎしゆきおくん

戸籍の窓
おめでた（出窪）
相澤 はるか
悠

り

かずてる

小野塚和輝

26

巳 農業委員会総会

松之山温泉奇祭・婿投

仕事始め

浦田豪雪塾︵18日まで︶

▼一月の予定

日

げ・すみのり祭

あけまして︑おめでとうご

ざいます．

久しぶりに雪の少ない正月

親しまれる広報をめざし頑

を迎えることが出来ました︒

いします︒良い一年である事

口編集／議会事務局

張りますので︑よろしくお願

155
日日

17

雄子秋子

秀美照ゆ

農業委員会総会

町老人クラブ連合会議

民生委員会議

︑︑・二トマト栽培反省会

松里土地改良組合会議

スキー場安全祈願祭

スキー場オープン
固定資産評価審査委員

選挙管理委員会

農業者年金説明会

十二月議会定例会

を祈ります．

□発行／松之由町費㈲3131

広報まつのやま87年−月号口毎月−回10日発行

︵24日まで︶

会

日日

こよみ

86

191411
日 日 日

▼十二月のできごと

日

1日

22

日

上蝦池冬季分校開校

23

の二女（水梨）

の長男（新山）

お《摯ゐ（死亡）
樋口吉次さん

77歳

12月4日（湯山〉

佐藤カツさん

66歳

12月17日（天水越

高橋リエさん

81歳

12月18日（天水島

早川春吉さん

87歳

12月25日（北浦田

※12月1日から25日までの届け出分です

1＝Nー

◎歳末たすけあい

