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県中学板外豪

捗

19882月号1恥1、、）
2月1日現在

□総人口4，136人（一10

（）内は1月1日との比較

E］男2，026人（一8）

□女2，口0人（一2）

口世帯数1，218戸（＋1）

がを始めてから︑少轡でいや

﹁浦田のしょが豪嘗塾なんて

の巨大な雪ダルマが︷︑兀成しま

には︑高さ六・六三メートル

ダルマ作りに挑戦︒ 一時間後

高く積まれた雪山に登り︑雪

も作ってあり︑︵中に入れるん

トルの姫．ダルマ︵雪かま君︶

嘱■『7．■』 囚∠

なれない手つきで雪山に挑戦。
本当に 雪だるま。になるの？

作つたぞ

ゼ塵

︑

︑湘

！

墾、
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んべだのお一﹁これから毎年

した︒雪不足の中︑よくあれ

りさ

やってもらえば︑雪や降らな

だけの雪を集めたと感心しま

こ

第二回豪

また︑正而玄関の方には鉄

す︒

くなるんめかのしθというよ

が︑一月十六・十七日

うな話が聞かれた
雪塾

の二日間︑浦田小学校を中心
今回の豪雪塾には︑昨年︼

骨でほね組みした高さ七メi

年間を通して開いて来た塾シ

ない都会の子供たちは大喜こ

ですよ︶沢山の雪を見た事が

轟．
高さは6m63cm。バンザーイ！

会場に開かれました︒

リーズの成果が表われたのか︑

びでした︒大喜こびと言えば︑

関東を中心に昨年のちょうど
二倍の百二十名以上の方々が

今回の参加者の中にイギリス
︵男性二人︑女性三人︶おり︑

とオランダ出身の方が五人

参加し︑大変盛りあがりまし
日

自分たちで小さな嘗像を作っ

豪雪塾も国際化して来ました︒

今年の豪雪塾の目玉は

本︸大きい雪ダルマ 作り︑

場に着いた﹈行は︑受付を済

いましたよ︒重箱︒ハーティで

たりして︑けっこう楽しんで

層

貸切りバスニ台に分乗して会
ませると早速外に出て︑うず

1蔑

ね

雪だるま
やっと出巣あがった

日本 一でつかい 雪だるま

浦田豪雪塾の懲りない面々。 （仕掛人たち）

久保田達也さん

重箱持ちよりによる 歓迎︒ハ

カ！

の日本酒の味もグーだったと

た好評だったようです︒手作

作り品を展．那即売し︑これま

産品をと︑婦人の方たちの手

また今回は︑何か地元の土

舎料理に大変満足そうでした︒

都会から来られた人達は︑田

兎汁にして食べましたが︑お

参加者は大喜こび︒さっそく

白く丸々太った兎が八羽捕れ︑

こと二時間︒そのかいあって

ん罫を腱いて悪馨闘する

出向いて兎追い︒なれないか

さて︑雪ダルマ作りの後は︑

﹁かえろ

︒久保田達也塾長の

歓迎のあいさつは︑

ちつき︑再会記念︒ハーティと

いしいという評判でした．も

あっという間の．﹄㌧ ㌧．で

り品の一部を紹介すると﹁玄

したが︑大成功でした︒

米がゆ︑雪ん子あられ︑少雪
こがねもちの笹もち︑軍手人

なます︑ふきのとう︑ところ︑

この日は︑民家五十軒に民
泊し︑翌日は新雪が降る中︑

チャレンジ︒藤原部落の山に

参加者の大半が 兎狩り に

ね︒

です︒増々力が人りそうです

ターンしたご夫婦もあるそう

この豪壷︑塾が縁で浦田にU

思って︑おもいっきり地元の

人にあまえ︑充分楽しんで行
らてほしい︒﹂というものでし
た︒

あんば︑甘酒︑大根煮︑の

形︑スッポンなどなど︒

が︑ここが自分のふるさとと

テーマにやっている豪雪塾だ

浦田のかあちゃんたちも土産品売ってかせがんと。

う自然︑つくろうふれあいを

ーティ

｝

っぺ汁なども沢山用意され︑

いですqと大感激。「あんぽは600コも作りましたり

︑鍵

昊魯茎・と塾長の

と地元のおかあさんたち。

麹．魯
﹂

「田舎料理と日本酒、とってもおいし

くれました。

餐︑雪︑
〜︒

豪雪塾も国際的に。今回5人の外人さんが参加して

蹴血

＼ダ
一孟

■

ソリ遊ぴが一番おもしろいね。

まつのやま（4）

確定申告の準備は︑もうお済

昭和六十二年分の所得税の

が二〇万円を超える場合な

得以外の所得金額の合計額

る場合︑給与所得や退職所

提出するときに︑総収入金

ー苫oうー

のおしらせ

▽日時

二月十七日︵水︶から︑

二月蛭十三日︵火︶まで

︵午前九時より午後四時︶

▽場所

松之山町役場

※税務署・役場から案内通知

で指定された日時においで

ください．

※今回の相談は︑確定申告者

だけです．

住民税︵町・県民税︶の相

談と受理は二月二十五日か

ら三月八日までの間に︑各

部落で行います︒

縦覧期間を四月八日︵金︶か

ら二十七日︵水︶とし︑役場

総務課で行いま・す︒

固定資産課税台帳の縦覧が

▽課税標準額等の確定
を納税者に開示することによ

行われ︑かつ審査申出期間︵四

月八日〜五月七日︶内に︑納

税者から固定資産評価審査委

六十三年度は︑評価替の年

台帳に登録された価格︑課税

ない場合には︑固定資産課税

員会に対する審査の申し出が

にあたり︑例年三月に行って

標準額などが確定します︒

の縦覧を︑事務処理の都合上

おりました固定資産課税台帳

▽縦覧の期間

照する制度です︒

って︑登録事項の正確性を検

な重要帳簿であるので︑これ

資産の課税にあたって基本的

圏定資産課税台帳は︑固定

▽縦覧の趣旨

糸内禾i党ネ目言炎

に納税を済ませてください︒

また︑振替納税を利用して
いる方は︑指定された預金
口座の残高確認や納税額に

見合う預貯金の準備をして
おいてください︒

マ︵

︐ ︑

∫ど

耀萄

・受付

ψ春ぎ

所得税の確定申告は

みでしょうか︒所得税の確定
ど︒

告をしなければ な り ま せ ん ︒

額や必要経費の内容を記載

斎

正しくお早めに

申告は︑二月十六日から始ま
ります︒申告期限は三月十五
︿白色申告も︑

収支内訳書の添付を﹀
事業所得等︵事業所得︑不
動産所得︑山林所得︶を生

ずべき業務を行っている場
合︵青色申告書を提出する

場合は除きます︶は︑昭和

一︑事業をしている場合︑不

した収支内訳書を添付しな

マ理

縦覧のお知らせ

日ですが︑期限間近になりま

すと相談会場は大変混雑しま

す︒確定申告はできるだけ早
めにお済ませください︒

︿確定申告をしなければ

ならない場合﹀

動産収入のある場合︑土地

ければなりません︒その記

六十二年分の確定申告書を

や建物を売った場合などで︑

帳を基に収支内訳書を正し

次のような場合は︑確定申

昭和六十二年中の所得金額

く記載してください︒

︿納税は期限内に﹀

の合計額が︑基礎控除︑配
偶者控除︑配偶者特別控除︑

扶養控除などの所得控除の

期限は︑申告期限と同じ三

確定申告による所得税の納
二︑サラリーマンで︑給与の

月十五日までです︒期限内

合計額を超えるとき︒

年収が一五〇〇万円を超え

固定資産課税台帳

！

（5）まつのやま

る輿村留学生の作文を紹

やはり︑浦田に来ての体験

言っても忘れてはならないの

ここに来て体験したのは︑

あわ取り・稲かり・はせかけ・

僕がやった仕事は︑田植え・

は︑川植えから米の袋づめま

まず山菜取りだった︒最初は

はせ下ろし・だっこく・うす

と言えば何と言っても︑この

何もかもが初めてで楽しかっ

ご

での作業です．

たが︑一回一回が長くて四〜

かたずけ︒これだけ僕が直接

ひき・袋づめ・はせの準備と

自然に溶けこむことだと思う︒

五回ぐらいであきてしまった︒

した仕事だ︒どれもこれも貴

だんだん過疎化が続いてい

b﹃●

掻

〆

良

些 怠 号 に 引き続き浦田に来
︐て

その次は畑作業だった︒じ

豆など色々な事をした︒これ

く中︑このような体験は︑千

重な体験だったと思う︒

は︑疲れたときもあったがお

金に値すると思う︒

ゃが芋・かぼちゃ・大根・枝

ノ

もしろかった︒だけど︑何と

霧犀

蘇

．介しますm今号で紹介する二

各み他婚もゑ︸人︑鈴木恵子
鳶んみ嵩 校︸年︶がおります
︑﹁が︑原稿を失くしてしまった

小熊一聰

池田美佳

とができませんでした︒

浦無山村留学生の生活 パート
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中学三年

高校一年

することもしばしばありまし

日本海キャンプにひきっづ

センター前での飯ぞフ水は

がさまざまと浮かんで来ます︒

だか今まで外で活動したこと

ぐ雪が降ると考えると︑なん

さしかかっています︒もうす

夏が来て秋が来て︑もう冬に

ていたのに︑あっという間に

来たときは雪がすごく積っ

間をとられ︑なかなか進まず

太鼓という物も入り練習に時

れて︑それぞれ必死でした．

神事と一人

りや司会の練習︑プログラム︑

ったと思います︒劇の台本作

なにたくさんの準備をよくや

た．ほんの少しの人数であん

まったため︑準備に大変でし

収穫祭は急に行うことに決

行きたいです．●

みんなと語りあって生活して

しく過ごせるように︑時には

あるでしょうー︒より一層楽

雪掘り︑雪かきなどの活動が

い期間︑冬に入るのでスキー︑

手に使って︑これからの少な

おいて︑悪い所︵短所︶を上

来ました︒これをよく覚えて

の良い所と悪い所が分かって

トを通じて︑山留生の少なさ

いて収穫祭と︑大きなイベン

ん︒山ぶどう取りなど⁝⁝︒

結局︑劇をできなくなったの

た︒

dayキャンプもあったのだ

は残念です︒料理もあんなに

年がたとう

けど部活の試合のため行けな

作って︑もう当分作りたくな

としています︒

かったり︑センター活動もな

い心境です．

人に役が与えら

かなか全員そろわなかったり

てあとニカ月で

早いもので私が松之山に来

μ︑一︑一．一︑一︑一︑一︑一︑一︑一︑一︑一︑一︑一︑一︑一︑一・一・ρ・虐一ρ印β・哩一・μり岬μり睡一凶r・μ一・一臼の・一・睡μ一・一・一の・り岬一・一ρ・一 臼

貴重な農業体験
あっという間に一年が！

ーぞ券矯︑残念ですが紹介する
こ

5㌔人がヵ・を合わせて

、

まつのやま（6）

奇 祭

と

が

す

ー80うー

勘てくで

となりました︒この日はあい
にくの雨模様︒壷冒が締まって

婿投げ

だいぶ痛そうでした．

にない人出でした．

︒

今年は少弔︑のせいか︑例年

ていました︒

一年間の無病息災を析りあっ

みんな顔を真っ黒にしながら

た所で行われた．さいの神

婿投げの場所から少し離れ

みぬり祭

さん夫妻

たものの︑いつもの所は雨︐が

れて村はずれの薬師堂に登っ

︵さかしん︶︒若衆にかつが

高橋勇さんと志津

した︒今年の婿投げの主役は︑

が見守る中︑盛大に行われま

が︑十五Hの午後

1、2の3の掛け声とともにガケ下

大勢の観光客・カメラマンら

うになった

奇祭として全国に知られるよ

松之山温泉湯本地区でも︑

月行事のひとつです．

ら受け継いで来た人切な小正

昌・豊作祈題と︑先机代々か

それぞれ無病息災・家業繁

行われています︒

町内各村々で︒さいの神

小正月二月レκ日︶には︑

婿さんの出発。まだまだ余裕。
少なく場所を変えての婿投げ

須︑

すみぬりの洗礼にあって二人とも
真っ黒

チゴさ ロ の
あち二ちで「おめでとう」と声を鯵嘱

高橋勇・志津子夫妻、，

湯本の

今年の主役

灘灘雛動

投げられる。今年は痛そう！
馬

幅．鬼蕊
《蓬

みめり祭
轟投げ、

す

7）まつのやま

﹁県民が選ぶ雪国風物詩﹂

県と県観光協会では︑広く
県民から雪国新潟らしさ・雪
の魅力を象徴する風物詩︵雪
国の自然景観・雪国のまつり・

行事・雪国の生活・遊び・雪
国のスポーツ︶を次の要領で

応募作品の中から入賞作品

写真募集しています︒

レット・観光︒ハネル等に活用

については︑県の観光︒ハンフ

じます︒

︵応募要領︶

▽応募規程

○応募作品は︑昭和六十二

年十二月から六十三年三

月までに撮影した自作品
で未発表のものに限りま
ます︒︵点数の制限なし︶

○応募作品の裏而には応募
票を貼付してください︒

︵所定

○入賞作品の著作権は主催
者に帰属します︒

期日までにネガを提出い
ただきます．︶

集
︵サービス四

︑用
﹃ 剛D

︾

．■●

礁

で学習する通信教育によって︑

三︑

働きながら︑主として自宅

あなたも高等学校卒業の学力

川︑

と︑資格を得ることができま
す︒

養のため勉強したい人︶

募集学科 普通科

願書受付期問

二月二十二日から四月八

日まで．

※入学案内および入学願書は︑

授業料無料

中学校卒業︵卒業見込︶ま

返信用封筒︵七〇円切手を

五︑

たは︑これと同等の資格を

はり宛名を明記︶を同封し

︑入学資格

有する人︒性別・年齢に制

上越市南城

て︑〒九四三

制まで請求してください︒

県立高田南城高等学校通信

町三丁目三−八

製なし︒
二︑募集︐コース

○卒業コース︵卒業資格を

目的としたい人︶

○科目別コース︵実力と教

︵写真一杯貼付のこと︶・

健康診断書

校で上越学生寮より通学可

○手数料 一︑OOO円

○返信封筒一枚︵切手を貼っ

束京都葛飾区金町にあるL

能の学校に入学見込み︑又

▽採用人 貝

○人寮費

ニヒ︑五〇〇

一κ︑OOO円

○毎月の寮費

円︵二食賄付︶

三月卜H︵木︶午後一時よ

▽選考日時・場所

り︒県立高田高等学校で実
施．

▽提出書類

○人寮願書・履歴牡n・身L書

問い合せください︒

※諦しい藍は寮の方へ直接お

費〇三︵六〇〇︶六四八一

上越学生寮

．町↓丁目二三の一〇

〒一二五 東京都葛飾区金

▽寮の住所

て下さい．

L書は寮の方へ直接請求し

て︶

新光町四−一新潟県観光協

越学生寮では︑昭和六十三年

︵主催︶

▽人寮資格

▽経費について

会宛︒または︑県内のコニ

いては次のようになっていま

人寮資格・採用人員等につ

入賞作品は表彰︵賞状・賞

す︒

新潟県観光協会・新潟県

○新制大学及び專門︑厚修学

越地方であること︒

o出身高等学校の所在地がL

と︒

○本籍地が上越地方であるこ

︵株︶

コニカカラi新潟・コニカ

新潟県カメラ商組合・︵株﹀

︵協賛︶

二卜名前後︵男︶

金・賞品︶します︒

︵表彰︶

▽人寮願書︑及び履歴書︑身

東京上越学生寮入寮者募集

通信制生徒募集

は在学していること︒

新潟市

み

度の入寮生を募集しています︒

〒九五〇

県立高田南城高等学校

カカラー取扱店︒

▽応募先

します．︶

︵入選者本人にご通知いた

昭和六十三年五月中句

▽発表

ッ切判も可︶

判とします︒

カラープリントの四ッ切

▽応募規格

します︒

o入賞作品以外は返却いた

募

廿幹奮

﹃3

4

学校給食に対する取り組み
かたが大変立派で︑運営面で

昭和六十

も優れた成果を挙げている学

校を選び表彰ずる

一琿度学校給食文部大臣賞

の優良校に︑松之山中学校が

メ

＼

ヘ

﹄絹丙

男子スラロームで見事3位となった小野塚和生

lO81

松之山温泉スキー場で行わ

品をできるだけ避け︑郷士料

き

県中学校スキー大会松之山大会汰城防
れたアルベン部門は︑二臼間

に選ばれました︒

間︑松之山温泉スキー場で開

とも素晴らしい天候に恵まれ︑

一月十九日・二十日の二臼

ー大会アルベン部門﹂で︑松

催された﹁新潟県中学校スキ

た延二二〇名の選手は︑持て
る力を十分出せた事と思いま

各地区の予選を勝ち抜いて来

となり︑二月三日から鳥取県

す︒この大会の成績によって

之山中学校・小野塚和生君︵三

大山スキー場で開催される︑

って︑皆さん本当に一生懸命

全国大会の選手か決まるとあ

たうち＼中学校で唯﹃校表彰

﹁学級担任と生徒が一緒での

理を生かした手つくりの献立﹂

＼
の『

年︶がスラロームで見事三位

場することになりました︒

大会関係者はもちろん︑役

でした︒

全国大会に県の代表として出

また︑妙高高原町で行われ

員︑地元の万々︑本当にご苦

たクロスカントリー部門の県

大会でも︑松之山中学の福原

労様でした︒

討を祈りたいと思います︒

選ばれた選手の皆さんの検

賢君︵三年︶が三位に・村山
して︑それぞれ県の代表選手

敦史君︵三年︶が四位に入實

されたもので︑中学校が選ば

﹁教師と父田との絡食に関す

配膳等の準備や後片づけし︑

れたのは県内でも数年ぶりの
事だそうです︒

る懇談会や試食会﹂等︑小規

松之山中学校が選ばれたす
ぐれた点は︑

している点です︒

模校の特性を生かした指導を

﹁楽しい会食と

持増進しをモットーに﹁加工

食事マナーの向上︑健康の保

君（松之山中3年）の滑り。

4
自然休養村センターで行われた開会式。

2学校給食文部大臣賞優良校に松之山中

→

これは︑県内七力校選ばれ

▲）

碇能幾 潤会式
選ばれました︒

翻

駅

賞状とトロフィーを手に表彰を喜こぶ相沢
栄養師さんと給食婦のみなさん．

＼
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三

大日本大相撲松之山場所が︑

尾屯もぐ㌧亀じしハ＾

した︒昨年は農協部屋で東・
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十五日間開催され︑松之山地

優勝
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西二人の横綱が出ましたが︑
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区では老若男女︑

￥七六．蓋r口三二、一
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今年は役場部屋から二人出た

十ノL

画

力士が参加して横綱を目差し

諮

→ρ

二十五日に松之山公会堂で

『謂

ことになります︒

繍灘 鰯鞭
．

て頑張りました︒

塑

鹿嘆 餌 賜農申災

大納会が行われ︑役力土の士

麟韓囎甚

卵警鼠鼠司修

のドうせつさん

4
鱈
緬艸磐

その結果︑東の正横綱には

旭富士みたいに今度は嫁さんかな？

役場の響雪山美智男君が九八

東横綱 響雪山美智男。の土俵入、，

俵入りや序ノロ力士の出世披

．難遮義
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点の高得点をマ！クして優勝
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まつのやま（ゆ

ベストを尽くしてガンバレノ

本格的な雪が降り初め︑ス
キーシーズンも真っ盛りとな
りました︒あちこちでスキー

ートOoうー

◎全国高等学校スキー
大会︵インターハイ︶

要太君

︵湯山︶

oクロスカントリー︵高校︶
小林

尚︑小林君は全H本スキi

人会にも出揚が決っていま

年賀はがき

二月八口から北海道旭川市

競技会が沢山開催されていま
す︒そんな中で︑松之山の選
で開催．

おつけ精一杯頑張って来て

選ヂの皆さん︑休調に気

︵湯本︶

す．

手が大活躍しており︑次々と

○アルペン

全圏大会への出場切符を乎に

▽一等︵ヵメラ一体型ビデオ︶

﹃徳料︵．天水越︶

要太霜︵湯山︶

柳 一成君

ラローム︶・成年一部

Oアルペン︵ジヤイアントス

比高原スキー場で開催︒

二月二卜三Hから岩手県安

◎第四三回国体冬季大会

小林

○クロスカントリー

佐藤

ください．

していますので紹介します︒

◎全国中学校スキー大会
こ月三日から鳥取県大山ス
キー場で開催︒

Oアルペン︵スラローム︶

小野塚和生君︵中坪︶

○クロスカントリー
賢

看︵小谷︶

福原

敦史君︵湯本︶

さ
成

部一

年柳

『

成

インターハイに出場が決まった
小林要太君と佐藤一徳君。

村山

ん

㊥⑱
全中に出場する小野塚和生君、村山敦史
君、福原賢君

組

八九ご二七五

六五九五六九

一〇四六二八

四七〇八四四

四三八八五

二九一〇三

下三けた

十日から七月十九日まで︒

※引き換え期間は︑﹂月二

一二・五三・六三

A・B組共通 下二けた

▽五等︵お年玉切手シi卜︶

︸七一・七〇八

A・B組共通

▽四等︵手紙セット︶

四八九八八

八六六八三

一四八三〇

A・B組共通下五けた

▽三等︵ふるさと小包︶

A 組

A・B組共通下五けた

▽二等︵インスタントカメラ︶

A

A・B組共通

圏⑧

（mまつのやま

ゆ じり
串請の不備もあって許可は一

れが明治レ年几月．ところが

字の大きさ︶︑旗章﹁官許

曇守︑廠幅笈六寸︵一

鐵ヒ︑因テ沸湯標旗丈幅二

枝道二迷ヒ︑嶽図ラザルデ

たが︑客足は一向に伸びず不

揚を許可する旨の通知があっ

ら﹁官許﹂の二字を除いて掲

でもあった︒追って郡役所か

う︑これは兼太郎の苦肉の策

あにけか

向に下りず︑この間小野塚勘
かぬ
逸は高令のため営業権を停兼

冷泉沸湯場﹂ノし学ヲ朱ニ

振が続いた．

之丞は藤倉村の百姓となり︑

︑もし温泉が出た場合︑信

と︑次の願︑書を東頸城郡長に

冷泉といえども宣伝あるのみ

営業許︐呵を手にした兼太郎は︑

明治卜三年四月︑ようやく

小野塚兼太郎㊥

明治卜三年四月

コノ段願ヒ上ゲ奉リ候︒

人浴ノ人民ヲ保護致シタク︑

尺ヲ以テ戸前二日々掲揚シ︑

が︑それもいまはない︒わず

家に引き取られて再建された

は幕を閉じた︒その後湯小屋

業鑑札を返上して湯尻の冷泉

兼太郎は遂に廃業を決意︑営

こうせん

湯尻の鉱泉
太郎︵天保十三・一八四二生︶

テ横二記載シ︑旗竿五問︑五

御年貢などは藤倉村を経⁝
提出している．

いまでいう横幕を掲げたい

かに︑ 一枚の湯尻の水田に往

明治卜七年十二月︑小野塚

に議って隠居した︒

下流で湯本川と合流するが︑

して納めるべき事

白分儀本年四月二十日官

というのだが︑湯本の湯治客

時を偲ぶばかりである︒

松塁地区を流れる越道川は

その上流には中坪橋があり︑

とし︑双方納得して工事に

許冷泉沸湯営業ノ地︑⁝問

を一人でも引き入れようとい

は浦田口︵大字松之山︶の商

湯本側からこの橋を渡るとそ
取り︑
カかった︒ 金は出さぬが︑

が︶

意して下さい︒

ることが多いですので十分注

い︑品質が悪いなど問題があ

こういう品物は︑値段が高

いう電話があったそうです︒

たいがよろしいでしょうかと

がって実際に料理を作ってみ

近︑なべの販売でお宅へうか

を販売します︒松之山でも最

生や英会話の教材︑なべなど

電話をかけて︑主に小中学

アポイント商法

冷泉沸湯営業人

こは大字藤倉地内︑その一角
温泉が出てもそこは藤倉村の

ノ一遡路ナレ︑︑ハ厭㎜妬

湯尻の場所が書かれた古い絵地図

願ヒ奉リ候

に通称湯尻と呼ぶところがあ
地内︑利権は藤倉村に残すと

みザ

︵客

る︒その名のとおり︑いまも

いという論法である︒しかし

低温・微量の湯がにじみ出て
文政五年︵一八二二︶︑．大

衆人の見守るなかで行われた

いう転んでもただでは起きな

水越村の信之丞はここに口を

この工雅も︑個人の資力と稚

．礁

夢

いると聞く．

付けた︒ ﹁前々水湯涌き出し

拙な技術では湯の出るはずも

ゆ

候につき試し掘り仕りたく﹂

越えて明治．κ・六年ころに

なく︑．L嘔は失敗に終わった︒

なると︑L川手や大荒．戸村で

昆小野塚勘逸が湯尻の

明らかでないが︑幸い二卜六

．／／覧

あ雨．

特殊販売（1）

設のLL．︐

にはすでに七軒の宿屋があり︑

と藤倉村に掛け八・った︒湯本

湯治場の賑わい掘りが信之丞

石汕の掘削が盛んとなった︒

藤倉村の庄屋庄兵衛は中坪

村の建

これに力を得て︑八︐度は藤倉

の夢をかきたてたのだろう︒

の百姓と相談の末

・し度の冷泉を得た︒彼はこ

温泉掘削に挑戦した︒深度は

信之承．が出金すべき事

こに湯小屋︵旅館︶を建て︑

︑温泉掘削の費川はすべて

︐ても︑藤倉・中坪は一切関

営業許．呵を県に巾請した︑こ

︑脇より異論中す者があっ

知しない喉

購樋．，

まつのやま㈲

ています．

を得て現在調査がすすめられ

町史編さん室から の
お願い
松之山町は野鳥の宝庫とい

われ︑その種類の豊富なこと

に恵まれていることを意味す

は松之山町が豊かな自然環境
います︒こうした鳥を拾われ

りの際に死んだ野鳥を求めて

格標本を作るため︑越冬や渡

ついてはこれらの野鳥の骨

るもので︑美しい自然をいつ
た方は︑・町史編さん室にお届

ーoo81

分御注意下さい︒

堅く禁じられていますので十

町森林組合内
電話の三二二一番

松之山町史編纂室

ない人は︑役場の年金係

保険料額についてわから

前納・追納・未納保険料

○その他の保険料

九二︑七〇〇円

人︒

○付加保険料も納めている

蛭

で広く知られています︒これ

までも守り続けたいものです︒

け下さるか︑御一報下さるよ

なお無断で捕獲することは

うお願いいたします︒

松之山町史の自然編では︑

税金の控除対象です

飽
におたずねください︒

国立石川身体障害者職業

訓練校生徒募集

三月十九日︵ただし︑願書

▽応募締切り

製版印刷科・一般事務科・

行い定員になりしだい締切

提出者より随時面接選考を

▽募集科目

トレース科・電子機器科・

す︒

﹁アンケ

品物だったという話もありま

いで買っても実際は数千円の

もするとか言って一万円くら

ドバックなども店では数万円

く聞いていることです︒ハン

り込んできますので︑話をよ

時にはハンドバックなども売

つけて︑結局は化粧品︑教材

があるのですが﹂とか口実を

ートに答えて下さい﹂﹁いい話

で呼びとめられて︑

のですが︑この場合は︑路上

アポイント商法に似ている

い︒

寄りの安定所へお聞き下さ

八ー二二三五の学校か︑最

詳細は︑電話〇七六二ー四

▽その他

り︶

洋裁科︵洋裁コース・縫製
コース・陶磁器科︒

▽訓練期間一年
▽応募資格

身体障害者手帳等の所持者

最寄りの公共職業安定所

▽願書の請求と提出先

黛キャ・ソチセールス

国民年金の保険料は︑税金
の所得控除の対象になります︒

農業や自営業に従事されて
いる方で︑三月十五日までに
行う税金の確定申告のときに︑

﹁社会保険料欄﹂に昨年一年

間に納めた︑あなたの保険料
はもちろんのこと︑配偶者や

家族の分の保険料の総額を記
入してください︒そうすると︑

その額が所得額から控除され︑
所得税がかからなくなります︒

▽控除される保険料

○定額保険料

八七︑九〇〇円

一月から十二月分︵総額︶

（2）

こうした野鳥を調査対象とし︑

生物班では町野鳥の会の協力

の保険料

⑬まつのやま

勝東

珍

溜

就学援助について

090

ケ6

◎

や村

ホゆ

奪

鋤魂
飾寄

・＠

も融
教育委員会では、経済的な理由で義務教育費等にお困りの
保護者に対して、就学援助を実施しています。
この就学援助は、教育委員会が生活困窮者として認定した

保護者に対して、義務教育の一部を援助するものであり、援
助する費目は次のとおりです。

就学援助を希望される方は教育委員会・民生委員又は、在
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○学用品（学用品・通学用靴・雨がさ1帽子など）
o体育実技用具（スキー板・金具・靴・ストック）
o新入学学用品（ランドセル・カバン・服など）
○修学旅行（交通費・宿泊費・見学料など）

さ材

あしは

学の学校長にご相談ください。
〉援助する費目

○学校給食（学校で徴収する給食費）

厚）乞
怒

○医療費（結膜炎・う歯・中耳炎などの一部負担金）

1

〉認定の手続き

教育委員会にある「就学援助認定申請書」を提出してく
ださい。

0

〉認定申請書受付期間

畿
○

2月10日から2月末日までの間に受付けます。
なお、受付期間終了後に困窮者となつた場合は、その時点
でも受付けます。
※詳細につきましては、教育委員会におたずねください。
・㌧

4目1日から
「労働基準法」 が大幅に改正！

戸 籍 の 窓

この改正にともなう説明会を、次のような日程で行い

窃めでた（離）
み

き

み

か

ますので、事業主または管理者の方々は是非、出席くだ

美希ちゃん 佐藤 充さんの長女（天水越
美香ちゃん 南雲英春さんの長女（西之前

さるようお願いします。
＊説明会

○とき

お《導》み幌亡》
鈴木マサヲさん 77歳 小 谷 栄
や
高橋 ツギさん 86歳 天水島 前新屋敷

○受講料

高沢 ノブさん 78歳

○対象

大荒戸

3月17日休）午後1時30分より

○ところ

たんのせ

※12月26日から1月31日までの届出分です。

松之山町商工会館
1，200円

「改正労働基準法」テキスト代。

主催

全職種の事業主、管理者

十日町労働基準協会東頸東部分会

まつのやま（凋
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おんなの子力ζふうせズをみて』、競ころたきざわあゆみさん たかはい改さん
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運ばれる（小谷さいの神から）

まi
川祭
で大 ）

し・るところ
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早いもので⁝カ月があっと

．︸の一カ月大した大栄︐になら

いう問に過ぎてしまいました︒

し易かったと思います︒

ず︑例年に比べてずいぶん過

豪由︐塾・小正月行喉・県中
学スキー大会と色々な雰があ

だ︑湯本の婿投げは中︑が少な

りました︒どの行事も大勢の
参加があり大成功でした︒た

く︑投げられた婿さんにとっ

ては少し気の毒でした︒

ようですが︑私の部落︵小谷︶

小正月の さいの神 は︑
ほとんどの部落でやっている

でも数年前から復活して盛大
にやっています︒戸数や人口
が減少して行く中で︑部落中
のほとんどが参加してくれる
このような行事を︑これから
も大切にして行きたいもので

．一月は一時大帯︐のおそれも

す︒

す︒

あるとか︒予報が外れて少雪
となる質を願いたいと思いま
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□編集／議会事務局
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スキーバッヂテスト
水田農業確塑対策会議
安高松之山分校卒業式

松之山スキー大会

▼二月の予定
議会総務民生委員会

体務業設斯！！で室一拝
連民経委 学 」IIす始

▼一月のできごと
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