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て︑雪上つなひき大会

が︑

十九日の日曜日に行われます︒

ム編成で応募して下さい︒先

性だったら八人で一組のチー

今回は︑メイン会場を今ま

巾し込みは︑三月二卜三日ま

名を対象に行われます︒参加

小学生から壮年まで二五〇

す︒大人も乗れます︒

滑って遊んで賞品がもらえま

ヂ供たちには︑この種目︒

ったカーニバルとなるでしょ

む事が出来︑今までと一味違

ムまで受け付けます︒昨年の

でチームを編成︑先着十チー

八人一組︵男女を問わず︶

ているか楽しみですね︒疋気

す︒今年はどんな宝物が埋っ

あるゲーム︒弔︐中宝さがしで

これも︑子供たちに人気の

＜昨年のカーニバルから

松之山温泉スキー場

みんなで一緒に遊ぽうよ

松之山温泉スキi場︑シー

今年で四回目を迎えるこの

着二十組まで受け付けます︒

男性だったら五人で一組︒女

カーニバル︑また新しいイベ

仲間を誘ってチ！ムを編成し︑

行われることになりました︒

ントが加わり︑一層楽しい内

チャレンジしてみませんか！

ズン最後のビックイベント﹁ス

容となりました︒大人も子供

それでは︑この他の催し物

キーカーニバル﹂が︑三月二

も満足していただける企画が

での第一リフト脇から︑レス

でに凌雲閣ホテル内松之山ス

を紹介します．

前の広場に

いっぱい︒思いっきり楽しん

トハウス．雪椿

▽ボブスレー大会

移して行われます︒ステージ

キー協会事務局まで︒

う︒

優勝タイムに挑戦してみてく

それから︑新企画の紹介を

い．

なチビツチ大集合してくださ

▽雪中宝さがしゲーム

▽酒一升早飲みリレー

凶

も上の方に作られますので︑

▽カザマカップ大回転競技会

鳳

食事や催し物がその場で楽し

で下さい．

％
ださい．

に加え

ひとつ︒昨年︑大好評だった
酒一升早飲み大会

雛V瓜し

湖US
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3月29日（日）
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大好評だった酒一升早飲みリレー

250名参加

雪中宝さが

子供たちが対象

しゲーム

いっぱい入っているよ！

酒一升早飲

カーニバル当日

︑半額です

ご利用下さい︒

貸スキー

みリレー

ボブスレー
大会

男、女を問わず8人で1

ス前特設
ステージ

午後3二〇〇

ゲレンデ
第1、第2
メイン

広場

手打そばなど、ふる里
の味をぜひどうぞ！

甘酒、ラビ
ツトスープ

無料サービスとなつて
いますのでご賞味くだ

のサービス

さい。

午前12：00
まで

まで

午前12：00〜
〃

午前12：30
まで

午後1：00〜
スキー場

午後2：00
まで

て待ってます．賞品有り

味の名店街

午前10：30〜

午前11：30

豪華賞品有り

けんちん汁、ぽたもち、

まで
午前10：00〜

午前11：00〜
〃

組10チーム出場
子供から大人まで対象
同じコースを二本作っ

間

午前10：00〜

雛1欄門骸
豪華賞品有り・

時

表

レストハウ

カラオケのど自慢など

小、中、高、成、壮年

場

その他︑メイン会場では︑

雪上

アマチュア生バンド演奏

会

﹁地元の味・ふる里の味をぜ

大会

定

けんちん汁︑

大回転競技

予

程

ひどうぞ﹂と︑

カザマカップ

容

など

ステージ

内

ぼたもち︑手打ちそば

事

を用意しての︑味の名店街が

日

第4回スキーカーニバル
行

皆さんを待っています︒

ラビットスレプ︵うさぎ汁﹀

と甘酒は無料サービスとなっ

ています︒ぜひ︑ご賞味くだ

雪上ステージでは︑アマチ

さい︒

ュアバンドの生演奏やカラオ

なお︑酒一升早飲みリレー

ケのど自慢などが行われます︒

と雪上つなひき大会の申し込

みは︑三月二十三日までに役

・場内振興課︵六⁝三一三一︶

の方へお願いします︒

（ン3

メイン

午前10二30〜

広場

午前10：30〜
〃

1「…馨
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所得税の申告と納税は

lONNー

申告と納税はもうお済みでし

昭和六十一年分の所得税の

なかったり︑誤った中告をし

ないのに︑期限までに申告し

確定申告をしなければなら

ント︶の延滞税がかかります・

十六日までは年七ニニ・ハーセ

年十四・六︒ハーセント︵五月

3月1
6
日まで！

ようか︒申告と納税の期限は

なお︑一度に納められない

固定資産課税台帳従覧

φお知らせ

固定資産課税台帳は︑固

が行われ︑かつ審査申出期

回定資︑灘課税台帳の従覧

三︑課税標準額等の確定

定資産の課税にあたって基

問︵三月一H〜三月三卜H

︑従覧の趣旨

本的な重要帳簿であるので︑

内に︑納税者から固定資産

AB糸ll共通ド5ケタ 93507、86000、18531
＞礎等（ヂ紙セット）
AB糸量L共通ド三ケタ
931、766
レ・5等（切手シート）
A B糸IL共通ドニケタ 87、33、56

ますと︑後で不足の税金を納

秤価審査︑委員会に対する審

1》3等（洋食器セット）

三月十六日︵月︶です︒必ず

これを納税者に開︒小するこ

ときは︑確定申告で納める事

とによって︑登録事項の正

めるだけでなく無申告加算税

となる税額の二分の一以Lを

れた価格︑課税標準額など

A糸llド5ケタ98518

が確定します︒

＞2ら」｝（㌔t立石蘇一嶺μ遡聖2倖）

期限内に済ませて下さい︒

または過少申告加算税が課さ

三月十六日までに納めるとと

三月二Hから三月二十日

査の中し出がない場合には︑

所得税は︑納税者が自ら税
れ︑更に延滞税も納めなけれ

もに︑その残りの税額を確定

まで︑役場総務課で行いま

確性を検照する制度です︒

法に従って自分の所得と税額

ばならないことになります︒

中右書に記載して申告すれば︑

もう 一度イ准かめては・…一
レ1等（HiFiビデ オ）

固定資産課税台帳に登録さ

を正しく計算して申告し︑納

三月十六日を過ぎますと︑

います。ひょっとしたら何か当た一．ているかも

す︒

知1れませ〆しよ、、

一従覧の期問

税するという申告納税制度を

残りの税額は六月⁝Hまで延

賞轟lllと0）り1き換え期1製は7月20H（月）とな一、て

し延納期問中は︑延納する税
税がかかります︒

額に対し︑年し・三︒ハーセン

トの利

所得税の納税の方法に︑振
替納税の制度があります．こ

れは︑銀行などの預貯金H座

から振替によって納税する制
︑
ー畠9 〜
この個度を利月
度ですから

すれば納税のための手数が少

1等テレビビデオが当たるお年に付き年賀は

納することができます︒ただ

未納となっている税額に対し︑

採用しています︒

﹄

ザ．
カ
う

済

よ
し
で

み
葛

08340

A B糸1しコ1ぐ通〃

648038、311482、501050

AB糸ll共通

う

1（51226

A糸1［

なくて済み︑また︑うっかり・

税納期限を忘れ滞納となってし
です．

納まうこともなくなり大変便利
告

もう石崔轟忍さ・才しましたカ・？
カごき、

も
は

と

申振替納税の︑︑︶利川をお勧め
します．

もう一度碓かめて……
◎お年玉付き年賀はがき
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T松之山電報電話局

3月7日で安塚局へ統合
お知

らせ

松之山電報電話局の営業業務は、昭和62年3月7日
㈹をもちまして、安塚電報電話局へ整備統合されるこ
とになりました。

統合後の電報電話のご利用方法は次のとおりです。
〉電話の新設、移転のご用命、電話料金のお問い合せ
は。

局番なしで……………116番へ
〉電話の故障は、

局番なしで………113番へ
〉電報のご用命は、

局番なしで……………115番へ
〉電話番号のお問い合せは、

局番なしで……………104番へ
（市外の電話番号のお問い合せは、市外局番＋104
番へ）

安塚局へ整備統合された松之山局

◎電話料金のお支払は次の機関で取り扱いいたします。

郵 便 局
松之山郵便局
松之山
湯本郵便局
浦田郵便局

4月12日（日）は
県議会議員の選挙日

協

農業協同組合
本所・支所
浦田農業協同組合

銀
行
第四銀行
松之山代理店

※その他、他市町村の金融機関でも取扱いいた

です。

します。

県内で住所を

移動する方は

注意して下さい︒

三月・四月は時期的にみ

で︑転勤や就職等で住所を

四月十二日の︑県会議員

移す方が多いと思います︒

の選挙日前に︑県内の他市

町村に住所を移される方ば

次の点に注意してできるだ

け投票されるようお願いし

ます︒

昭和六十二年一月三日以

降に県内移動された方は︑

新住所地の市町村長の証明

書を提示すれば︑従前の市

町村で投票することができ

る事となっています︒

ゆ画

・選誉・

農
松之山
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松之山スキー競技大会成績表
倉鑑

松之山スキー競技大会が︑二

今年で三十八回目を迎えた

いでした．

は︑応援や選手の車でいっぱ

た自然休養村センターの周辺

▼少女組︵中学︶

③福原 誠︵松里小︶

分秒

39・8

ーF肉ー

月八日の日曜日にアルペンは

①藤木陽チ︵津南JRC︶1・怖・四

この大会は︑例年悪天候の

8商
②半戸妙ヂ︵津南JRC︶1・1

スラローム︵回転︶

分秒

ζ⁝︸〜⁝き§︾＞⁝

▼幼年A組

中で行われる事が多いのです

▼少年組︵中学︶

②島⁝直志へ津南JRC︶−・22・44

スキー場で︑ノルデックは町

民グランドを会場にして盛大

が︑今年は︑比較的暖い天候

①高橋雄ズ松之山中︶

1・㈱・裕

健︵松壁小

②高橋

1・鉤・佃

▼少年組︵中学︶

③福原貴英︵松里小︑

︶．
ー︑ 杉戊
く﹂
︑ユ
巳．．︑ ．1
5
q
福︐
馬ー．毒
堕
22．6

▼幼年B組

①涌ル．樹︵津南JRC 1・⑳・2

に行われました︒

に恵まれ︑選手の皆さんも伸

③山本拡文津南JRC 1・器・82

1・7・6

伝統あるこの大会に︑町内

②小野塚和生︵松之山中f・8・2

広︵津南JRC︶1・8禽

毅︵安高松之山︶1・7痴

③丸林礼．︵安高松之山ノー・8・認

②中島

①佐藤．徳︵安高松之山︶1・6・照

▼高校男子

③高橋

び伸び滑っていたようです︒

入賞された皆さん︑おめで
とう軌ございました︒

ジャイアントスラローム

1・茄・03

②鈴木真臣︵津南JRC︸1・祁・附

①小林敏之へ松之山中・

1・9・52

①涌井

▼成年男子一組
①鈴木洋．︵埼巨川口︶

1・ 9・嘱

分秒

▼成年男子二組

14

12

④人藤雅史︹埼L川口﹄ 1・m・％

④富沢一チヘ松代中・

②杣沢みどり︑松代中・ 1・附・6

大会からのスナップ

−﹄㌧

1・艀・2

安高松之山︑1・路・岬

毅︹安高松之山・1・2
9・郡

①半． 祐チ︵津南高︶

1・取・5

ω長沢伸彦︹松之由一

1・艀・4

喫須川隆︑埼ド聾−・m幽

ω柳 繁尺︑県職刈羽・ ー・佃・昭

▼成年二組

1・舘・砿

③松本毎ヂハ埼k川目︶ 1・路65

ゆ鈴木洋．﹁埼﹁川目

Φ山本哲郎︵GRP津南Y・祁・花

▼成年一組

ゆ丸林礼．．安高松之⁝︑1・35・55

⑭中島

ゆ佐藤︑徳⁝

▼高校組

①藤木陽！ど津南JRC．1・B・硫

▼少女組︵中学︶

▼幼年女子A組

艀・76

①村⁝好文︵埼﹇川目︸

隆へ津南JRC一1・舗・89

②長沢伸彦︵松之山︶

だけで四百二卜二名もの参加

①佐藤麻紀︵松堅小︶

②奈須川降へ埼卜川目︶

9
0

■

者がありました︒会場となっ

413

裾・66

▼幼年女子B組

山富雄71P︶
▼成年男子三組

①宮沢伸．τH叫

①福原育恵へ松壁小︶

②高沢ひとみ︵松里小︶

①高橋正頃巽P津卵3・7

37
③鈴木えり．r︵津南JRC︶57痴

8

1・〃69

甜・1

8
②若杉智チ︑長岡市一

▼成年女子組

③曽川恵．へ安塚L木︶

45η

②津端美晴︵津南JRC︶

︵大回転︶

0

8

③植木芽久美︵松之山小︶

選手が多くなり︑小・中学生

最近はクロスカントリーの

います︒

参加者も増え︑盛大になって

スキー場が出来てから年々

他に個人の参加がありました︒

つの高校と九つの団体︑その

五の小学校︑七つの中学︑三

外から多数の参加があり︑レ

③風巻里咲︵津南JRC︶1・27・81

1

▼幼年男子A組

臣︵松惜小︶

①米持将人︵奴奈川小︺
②村山

③佐藤康尚︹松里小︶

▼幼年男子B組
①植木竜博︵松之山小︶
②小野塚学へ松里小﹀

尉鈴

⑭鬼

2月8日実施

噛
②牧田幸樹︵松代中︶

36
36

（》7

244543
38

65

37

38

撃

o
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③関谷一男︵GRP津南︶1心・53

③斉藤真婁松代中︶

②牧田幸樹︵松代中︶

▼少年組

③津南JRCチーム

②〃Bチーム

①豊原小Aチーム

▼幼年女子組

④浦田小

③安塚小Aチーム

②豊原小Aチーム

①牧小Aチーム

▼幼年組

リレ臨

▼成年三組
①宮沢伸一︵十日町SC︶−・18・2

−・37・5

②植木正昭︵安塚土木︶ −・22・63

③飯塚治雄︵安塚土木︶

クロスカントリー

▼幼年女子A組
①小林利絵︵豊原小︶

②柳 妙子︵松代小︶

③山口麻由巳︵浦田小︶

▼幼年女子B組
①永井加奈子︵費原小︶

②丸山み ど り ︵ 豊 原 小 ︶

②中里中チーム

①松代中Aチーム

③上郷中Aチーム

④松之山中Aチーム
▼少女組

t

4響．

ハも

︒︐

じ

変わります。

のお知らせ

③山本律子︵豊原小︶

▼幼年男子A組
①飯田恒生︵牧小︶

①荒川陽司︵片貝小︶︑
③中村靖宏︵牧小︶

①津南中チーム
②中璽中チーム
③上郷中チーム
④浦田中チーム
▼成年組

①松代sc

②松之山町役場

165430
19

㊨
対象児童が

相談所開設

▼幼年男子B組
①島田敏充︵津南JRC︶
②清水 勉︵豊原小︶
③渡辺啓一︵牧小︶

▼少女組
①石田ゆり︵津南中︶

②樋口あけみ︵中里中︶
③草津恵美︵津南中︶

▼少年組
①柳 高浩︵松代中︶

児童手当
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1919
4140
32
5832 12 41

27
28
28
28

31
5845
1
5410

23
23
23
40
41
43
44
32
34

5959
1

34

4

4

0

11

1054

43

5041
1218

0

3

5 5345不少
3

づr♪・
11
11
12

121111
11
12

131312
151056
141313

19
16

昭和六卜年六月に改正され

を含む一．人以﹂の児壁を養育

在において満四歳未満の児童︶

几歳未満の児竜︶を養成して

た児竜ヂ当法は︑昭和六卜一

初年度である昭和六卜一年

いる家庭が支給の対象となり

している家庭︑第三チ以降分

度は︑第︑一チ分は昭和κレん

ます︒

年六月一Hから施行され︑三

年六月二H以後に生まれた児

最終年度の昭和六十三年度

は︑昭和κ卜三年四月二日以

竜︵六十↓年六月一H現在に

は︑第ニチ︑第三子以降とも

年問の段階的な実施により︑

おいて満一一歳衆満の児竜︶を

に義務教育就学前の児童を養

後に生まれた児壁︵昭和六卜

含む二人以Lの児竜を養育し

育している家庭が支給の対象

新制度へ移行することとなり

ている家庭︑第三チ以降分は︑

となります︒

二年四月一H現在において満

義務教育終了前の児壁を含む

なお︑新たに児童ヂ当を受

ます．

三人以Lの児竜を養育してい

担当係に申請することが必要

けようとされる方は︑役場の

二年目である昭和六卜二年

る家庭に支給されています︒

です．

詳しくは︑役場住民係まで

度は︑第ニチ分は昭和五卜八

年四月二H以後に生まれた児

おたずねください︒

▼毎月第三火曜日︒︵ただし︑

童︵昭和六卜二年四月一日現

県では︑交通事故被害者救

年の開設日が次のように決ま

の相談に応じていますが︑今

通雰故相談所を開き︑皆さん

十月二卜H︑十一月十七日︑

八月十八日︑瓦月十六H︑

六月卜六口︑七月二十一日︑

◎四月二卜一日︑五月テ九日︑

四月〜十一月まで︶

りましたので︑交通事故に関

以上八回となっています︒

済対策の一環として︑移動交

する心配事などありましたら︑

松代町総合センター

気軽にお出掛けください︒

▼会場

ー臼Nー

す︒

昨毎十二月に発生した飲酒
遵転による自動粟串赦をきつ

かけとしζ︑交通違反に対◎
る認識を改めて考え画そうと
い︾姿勢が︑各方面でみうれ

れ︑ψに認識を．深めていただ

けたと思いよ弓が︑この桿︑

算められた署名薄が憂通安全

協会長︑遵合婦入会長の二人

によ︶て︑安塚驚察署長にづ

〜よ

ノ．6

もの多︑ぐ︑の乃から協力が得ら

飲酒運転は︑飲む方も飲ま

才−︵﹂差

せる乃も罪になりま◎︒認の

飲廼による中故が絶刈おきな

ためで◎︒今後︑松2 山から

ためでもありません︒自分の

今回の署名は︑町内全担帯

溜さ れました︒

そ．つした空気の中ぐ︑町少

の︑十歳以上の乃を対象に行

ま◎︒

通安全協く．ハと婦人会が中心己

いにつ．皆んなぐ注愚しまし

よ︾︒

われ︑全世柑の九二六驚︑︸

卜歳以上全人日のハハ・四％

なっての 飲酒運転追放肯︑口

の署名が全世帯を対象に行わ

お年寄りと役員の皆さんによる鱈釣りレース

．◎

二月に入り︑松之山の各地

今年は小雪のため︑どの地

▽

＼

導

イ各地区で冬︑期体育大会がにぎやかに！

鳶

4

ド

ヴ﹄1

力強く選手宣誓（三省地区）

や曳
心
区では雪上運動会︵スキf大

区でも会場の準備に苦労され

日を週しました︒

母寄りまで参加して楽しい皿

三省地区でも︑幼児からお

寒︑い﹁日で大変でした︒

か︒でも︑十五臼は雪が降り

してりつばな大会が出来たと

たようで◎が︑それぞれ工夫

会︶が．にぎやかに開催され
ました︒

十五臼の日曜日には︑松之
山︑三省︑松里︑浦田の四地
区で︒こ十二臼には布川地区
と黒倉部落の比白さんが行い︑

スキfやレクリーーション種

目に熱戦が展開されたようで

［』糊■田懸

2飲酒運転追放宣言署名に全町あげて協力
交通安全協会長と連合婦
人会長の手で署長に！

｝

鑓

（9）まつのやま

れ違った人生を歩むことにな

斉唱して式曲ハを

べ︑校歌を 全員で

ま弓ρと答辞をの

3県内のトツブをきつて安塚高等学校松之山分校が卒業式
二月二叶七 H︑県内で．は
りま◎︒

この西十ハ名の卒業生の中

韻早い卒業式が︑安塚高箸学
校松之山分校で行われました︒

卒業生の記念品

終了しました︒

としζ贈られ︑体

⁝人いるそうで︑とかく若者

が少ない松之山にとって︑春

で︑地元に残って働︑く生徒が

を前に明るい詰題かと思いま

㎜白位前からの降雪で︑す

肯館では︑卒業式独得の緊張

っかり冷え込んでしまった体

感が漂う中︑校長先生から卒

られた紅白幕が︑

肯館いつばいに蒙

在校生を代表して︑二年生

福しているようで
した．

卒業生の前途を祝

大切にし︑これからも頑張り

が︑ ．楽しかった学校生活を

た後︑卒業生代表の福原茂君

の福原光江さんが送辞をのべ

す︒頑誰つて はしいですね︒

手濃されていました︒

業生㎜人びとりに卒業証書が

今年この学校を卒業する生
徒は︑男子二十六名︑女子三

十こ名の合討五十八名で︑今
後︑進学︑就職にと︑それぞ

館を会場に開催され︑部落中

建国記念臼に三省小学校体育

新春芸能祭が︑二月十一日の

今年で六團目を迎えた小谷

などから応援出演があり︑年

会︑神楽保存会︑カラ芽ケ会

心にして︑各民謡会︑踊りの

また︑出演者も部落内を中

レバートリーも増え︑限られ

能祭︒今では︑踊りや寸劇と

表会からス9ートしたこの芸

物が出るたびに盛んな拍手を

大勢の観審が詰め掛け︑出し

当日も晴れて暖かかつたため

今年は暖冬で雪が少なく︑

で◎︒

々賑やかになっているとの事

た時問だけにブログラム作り

送っていました︒

民謡とカラオケクラフの発

で楽しい︸臼を過ごしました︒

に苦労◎るはどだそうで弓︒

練習の成果が出ているかな？

4冬に手作り芸能祭︑今年も盛大に︵小谷部落︶
今様昔話 法印様と三九郎キツネ。
の熱演に大きな拍手が贈られた。

まつのやま㈲

今︑全国的に自治休を中心
としての地域おこし︑村おこ

し運動が盛んに行われていま
す︒

どの市町村も︑特産品の開
発や地域の活性化にしのぎを

﹁県障﹂に身体障害者

ー・2級が

！7

︾

4

浄

該当ρ・ダの︐
嚢謬欝

で

戸 〆

ついては︑現行ではおこなわ

また︑一部負担金の導入に

れていなかったのが︑今回の

改正された主な内容は︑受

給対象者範囲を拡大したこと︑

だくことになります︒

ご協力をお願いいたします︒

︐

・了イ

ー

虎

萌︑L舌呆護を受けている

・1

まで︑おたずね下さい︒

◎その他︑不明な点は福祉係

で下さい．

場︑住民課福祉係までおい

帳︑印鑑を持参のうえ︑役

健康保険証︑身体障害者手

◎交付中請方法

障﹂の該当にはなりません︒

方と︑老人医療受給者は﹁県

ノ『賜

loう肉i

いますので︑お気軽にお出掛︸⁝
けください．

▼講演日時

三具古・午後碍三烹
分〜四時三十分

昭和五十八年二月から実施

改正により老人保健法と同様

▼場所

されている重度心身障害者医

に外来の場八・︑一ケ月八OO

▼講演テーマと講師

自然休養村センター大会議⁝

療費助成事業の実施要項が︑

円︑入院の場合︑一日四〇〇

削っている訳ですが︑なかな

このほど一部改正され︑この

室

﹁これからの地域経済環境⁝

久雄

新たに一部負担金制度を導入

受給対象者では︑いままで

したことです．

身休障害者手帳一・二級の所

持者で該逃になっていなかっ

た方が︑今回新しく該当する
ことになります︒

したがって︑該当される方

は︑受給者証交付の巾請が必
要になります．

円を医療機関に支払っていた

四月一日から新たに施行され

高橋

o全国地域情報センター専務⁝

理事

ることになりました︒

と活性化の方法﹂

か良い物が出来ないでいるの
が現状のようです．

そこで︑これからの松之山
のために︑各地の地域おこし

を研究している全国地域情報
センター専務理事の高橋さん

﹁地域住民総参加による過
疎からの脱却と地域づくり﹂

o山形県小国町企画課長
駐︐一
粕﹃

㎜1柵

と︑早くから地域づくりに取
り組み︑その︑ユニークさと大
胆さで全国的に知られている︑

￥重
4
里

〕＼

山形県小国町の企画課長︑小
野さんの二人を講師に迎えて

講演会を開催することになり
ました︒

今後︑この町で生きて行く
ためのヒントが聞けるかも知
れません︒是非大勢の皆さん

から聞いていただきたいと思

、．会

休養村センター

3月20日

詣．﹄

墜ヒ

．ぎ「鷺．謙

陸鵠

纏1縮

9日
4月1

大厳寺高原で開催
κキロ▼少

年男チ

﹁残雫︑多い大厳芋高原で シ

症キロ▼成年男チ

レキロ・

トキロ・同女チ

ーズン最後を飾る大会をやろ
同女チ 症キロ

し、必死の消火作業のかいもなく、1軒全焼して

しまいました。

冬期問は雪のため、道路や水利の確保が難しく
1度火が出ると消し止める事が困難となります。

くれぐれも火事を出さないよう十分注意して下さ

欝

い。

のよ密

前にす
手う閉

▲ たかせ

やしバお

スかタう
バ・スお

タたオよ

瓦︐雛離憎

薪垂

縷騨

響唖

2月8日のお昼近くに、五十子平で火災が発生

かしる

し

指差し確認

あなたも出来る火災の見張り

キロ︑・伺女チ

ったのですが︑この程︑関係

で行う．スケーテングは禁

※クラシカルテクニック方式

う︒﹂という計画が昨年からあ

機関の協力により︑ようやく
内容は次のようになってい
◎参加料

︵申し込みと同時に納人︶

各組とも⁝人につきκ百円︒

◎申し込み及び締切り

四月士一喜︵月︶士蒔ま
でに︑所定の川紙に参加料
を添えて次の所へ︒

可

認郭

ロァコ
ハ

﹄

麟︑一
ベ

＼

鱗
O

黙防火の大役あなたが主役

▲

てますか？

実現する事になりました︒

ます．

◎期H・時朋

午前八時より受付︑几時三

昭和六十二年四月卜九目m

卜分より競技開始︒

大厳芋高原クロスカントリ

〒九四二−一四

松之山公民館内 松之山温

4月1日〜7日まで
諾

◎会場
ースキーコ！ス

小学生の部︵小学校κ・六

泉クロスカントリースキー

來頸城郡松之山町松之山

年生︑学校長の許可がある

選ヂ権大会事務局あて︒

◎組別

場合は四年生も出場虹︶︑

は一切認めない︒

※注意⁝電話による受け付け

校生︶︑成年の部︵卜八歳

中学生の部︑少年の部︵高
以上︶︑※四月二日現在の

電話〇二r几ゲ九h川ー﹂ハー一ご＝パ

わせは︑松之山町公民館まで︒

詳しい事にっいての問い八・
年齢とする．

◎種目
小学生男チ κキロ・同女
チ 一．一キロ▼中学男チ 八

春の火災予防運動

まつのやま（1カ

移される方が多いと思います︒

就職・進学・転勤等で住所を

ん・国民健康保険証・印鑑

前に新しい住所番地・印か

出される方は︑移動される

ー苺Nー

新潟市の高校生が

除雪のお手伝い

移動の多い時期です
届け出を忘れずに！

引っ越しの準備など︑で忙が

登録をしている方は登録証

松之山から他の市町村へ転

しいと︑つい忘れがちなのが

を持って︑住民課住民係の

三月から四月にかけては︑

住所の移動手続きや健康保険・
窓日へおいでください︑

所地に着いてから︑卜四︼

なお︑転人の届出は新住

国民年金﹄印鑑登録・免許証
の住所変．史などです︒

︑覧のような手続きをせずに

◎卓や︑バイクの免許証を持っ

以内にしてください︒

人の手続きが︑できないだけ︑で

ている方は︑免許証も住所

齢

酬隣頴

﹁川植え

と稲刈りに来たとき︑松之山

出たものだそうで．

れて農業休験を実施した︑新

昨年の春と秋に松之山を訪
潟市に学校がある私立敬和学

の考えから希望者をつのって︑

らい︑何かお礼がしたい∂と

全部白費で米たそうです︒

の人達から大変親切にしても
人が︑ 一人ぐらし世帯と老人

園高校の生徒卜四人と先生．κ

世帯の中馨掘りに来てくれまし

屋．根の中︐掘りをやってもら

水越と・島の一人ぐらし肌帯と

だけども︑掘ってもらえば助

塚義一さんは︑

った方の一人で︑中︑坪の小野

老人世帯八軒を訪れ︑地区民

﹄月しHと八日の．画日︑．人

た︒

生委員の方や役場福祉係の職

に話していました．

かるのお一と︑ありがたそう

と喜︑︑次葦￡

﹁助かるねえ﹂

労さんでした．

ッてくれました︒本当に﹁︑︸苫

すが︑みなさん若さでガンバ

．．H朋の牽︑掘りだったので

﹁今年は小．巾墜

員の指導を受けながら︑中︐お

︑ンプによる
生徒の方から

頑張る生徒たち

い ま す と ︑ 新しい住所地に転

なく︑色々な不都合が生じて

変．史をしないと︑新住所地

で淋き変えができません．

きます．

次のような喉に注意して︑

詳しい事は︑役場住民係の
方へお⁝聞きください︒

早めに屈出をしてください︒

◎転入・転出の届出

商工会で職員を募集していま す

与

日商・商業簿記三級以上

年

応募資格

給

昭和六十二年三月二十日

当会職員給与規程による
履歴書持参︵商︑工会館︶

概ね二十．五歳以下

応募締切

応募方法

疋

小野塚義一さん宅で
中坪

いい話
ちょっと

三月しHは﹁湖防記八︑心H﹂
です︒

昭和二卜三年に消防紺織法
が施行され︑H本の消防が市
町村による自治体消防として
し︑昭和一一ト．κ年に設けられ

新たにスタートしたのを記八︐心

たものです．

▼整備・充実する消防体制

さて︑現在の消防の現状を
昭和六ト⁝隼度の消防白kH︑で

みてみますと︑消防署などが
常設されている常備消防市町
全入口の瓦八・κ．％が常備消

村は全体のん一・二％に達し︑

防によって︑火災やその他の
なります．

災害から守られていることに

さらに︑各地域の消防団貝
は全国で約戸二．力人．常備消

イ︐●u︶

む

ル

会社から証明していただき︑

又︑農業者年金の被保険者

帰省の際役場黛．︸持参ドさい．

出稼先︑で．厚生年金・社会保

険等に加人されている方は︑

には︑被用者年金加人期岡証

で．厚生年金に加人している方

離職したら喪失証明を⁝−
国保の㊥被保険者証を持っ

又︑帰省後松之山で．厚生年

出してドさい︒

後それをそれぞれの農協へ提

明kHを後H︸．込付します︒帰省

ていった方はそれを︑帰郷後

すみやかに係に届け出てドさ

この届け出が遅れると︑役

金に加人するようなことがあ

場や診療所．で円滑な暫務処理．

さん白身にも﹁︑︸述惑をおかけ

ができない事のみならず︑皆

い︒この届け出を怠ると年金

にも病気︑ケガをされた

から︑すでに四ケ月あまり経
過しておりますが︑この問︑

皆さんが出稼ぎに⁝られて

◎共助八．︵から

ます︒

がもらえなくなることがあり

りましたら必ず届け出て．トさ

．㊥

の．で︑よろしくお願いします︒

することにもなりかねません
⁝稼ぎ先で病気になり

うとした場合︑病院によって

被保険者証﹂で病院等に行こ

は他県の国保の診療を取り扱
いしない所もあります︒こう
した場合には一時診療費を現

所声．疋の診断許により︑部落運

をとって下さい︒

営委員を通じて請求の手続き

方もあろうかと思いますので︑

って︑帰郷後︑役場で療養費

末Hまでに乎続きをして下さ

金で支払い︑病院から診療内
る

支給中請をすればし割分をお

い︒おくれると見舞金．の支払

容の確認できる領収証をもら

このように消防の体制は年

返しします︒又︑厚牛．年金と

防機関とともに︑湖防活動の

々整備充実されてきています

国民年金︑国保と社会保険等

ます．︶

いが出来なくなる場合があり

に︑

国民年金︑厚生年金に加人
されている方には︑喪失証明
の川紙を後日送付しますので

︵必ず四月

タートした救急業務も︑ほぼ

が︑やはりいちばん望まれる

を誤って二屯．がけされている

また︑昭和一︑一卜八年からス

全国的に畝H及しています︒ち

方は︑その旨申し出ていただ
六秒に一回の割合︑で出動した

心がけたいものですね︒

知識を身につけ︑火災予防を

ければ脚．超付します︒

﹁n分たちの地域は白

ことになります︒

卜二万しr件︒なんとト∵∵

▼白分たちの地域は自分︑で守

一人ひとりが消防・防災

﹁消防記へ．心H﹂をきっかけ

のは︑

役場からのおしらせ
分で守る﹂という姿勢です︒

．両輪として活躍しています︒

一不幸

グ

の出動件数は全国で約二．白三

お元気ですか！／＿く○◇、

なみに昭和六卜年中の救急隊

出稼ぎされている皆誉人
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財団法人 浄化槽設備士センター宛

ボ＿ルなげをしているところ おのづかまことくん

竹内重廣さんの三男（湯之島）
淳輝ちゃん
しゅへき

高橋ハツミさん 79歳（黒 倉）後

▼二月のできごと
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温泉委員会
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民生委員会
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▼三月の予定

中学校卒業式

まで︶

9H 三月議会定例会︵12日

H
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議会臨時会

日 各小学校卒業式

H 第4則松之山温泉スキ

i場スキーカーニバル

今年は暖冬で︑比較的しの

かり冬に逆戻り︒寒暖の差が

寒の戻りが来て︑また︑すっ

ぎやすいと思っていたら急に

松之山スキi競技大会

水川農業確立対策推進

農協合併協議会

協議会

松之⁝∴二省・松里・

タi︶

そのせいかどラか︑悪い風

邪が流行しているようです︒

身体を大切にしてドさい︒

これから︑﹄竿業・人学・就

かとあわただしいH々が続き

職などのシーズンを迎え︑何

ます︒年度のしめくくりだけ

誰か私のカゼいりませんかノ

はキチンとやりたいですね︒
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議会総務民生委員会
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激し過ぎるようですね︒

農業団体連絡協議会

日

日

mH 交通安全講習会︵セン

mH

9目 老人クラブ会議

κトチ．平で火災

8H

︵4目まで︶

議会総務民生委員会

※1月26日から2月25日までの届け出
分です。
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「浄化槽設備士試験」

浄化槽法に基づく国家試験が6月7日に、
仙台・東京・名古屋・大阪・福岡で実施さ

となっていますので、受験を希望される方

受付期間は、3月28日から4月10日まで
は注意して下さい。

尚、受験資格・必要書類など詳しい事は、
次の所にお聞き下さい。

