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地区の人に見送られ最後の卒業生が
学び舎を後にする、

三省小学校
19884月号（晦1、6）

4月1日現在

□総人口4，080人（一51）

（ ）内は3月1日との比較

⊂］男1，996人（一27） 口女2，084人（一24）

口世帯数1，209戸（一9）

まつのやま②

昭和63年度町の予算決まる

6，078万5千円

農業共済

4，726万7千円

入減となっているのが︑分担

簡易水道

金及び負担金と県支出金で︑

といえます．次に歳出では︑

3億7，809万2干円

2億3，876万2T・円

合計一億κ︑OOO万円ほど
少なくなっており︑歳入は全

年度当初予算よh二四・二％

一番多く減少しているのが教

事業勘定

診療所勘定

した．

の涌井正二さんが選任されま

損害評価会委員に︑盃十子平

欠員となっている町農業共済

設立が議決されたほか︑一名

に︑束頸城郡土地開発公社の

この定例議会では予算以外

分の一となっています︒

にして二〇・四％︑全体の五

ップを占めるまでとなり︑率

あたる公偵費が歳出項nのト

このほか︑町の借金返済に

事業費が盛られています︒

史編さんをはじめ︑各項目に

国民健康保険

ーoo一〇〇ー

前年度当初予算より
二％の減！
一四・

昭和六十三年第一回Hの定

︵三億し︑二し九万円︶減の

般的に町債依存度の高い配分

例議会が三月八日から十Hま

育費で︑これは松之山小学校
一部グランド整備を

残してほぼ完了した事による

建築が︑

もので︑前年度より四億円少

年は町制施行三十

ない予算となっています︒

この予算で歳入として一番

なっています︒

二二億五︑二二八万二千円と

4、スキー場に強力な助けっと登場、新

での三H間開催され︑六卜三

年度の町の予算など二十一議

新年度の町の台所はどうな

㎜八五万三

また︑八

特別会計予算

昭和63年度

2億7，838万8千円

老人保健

案が審議・可決されました︒

型ラトラック。

周年記念の年という事で︑町

新年度に向けての施政方針演説をする村山町長

年度より一億八︑

減ったのは国庫支出金で︑前

5、藤倉に念願の集落開発センター建設

O

馳

ll
騰欝ー⁝
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っているかというと︑一般会

動。

計では松之山小学校建築など

3、松之山町史編さん、今年度から本稼

壬円少ない七︑瓦三五万円と

建設。

なっています︒次に大きな歳

1、町制30周年記念事業が目白押し。
2、スキーヤー待望の初心者用リフトを

大きな事業の完了により︑前

今年度事業のめだま

③まつのやま

▽松之山観光案内板二基設置

四五〇万円
▽スキー場初心者用リフト一

昭和六十二年度最後の補正

三月

▽スキi場圧雪用ラトラック

九︑○○○万円

一四三万円

基建設

▽納税等口座振替事務電算委

◎昭和六十二年度一般会計補

正予算︵第七回︶

〇九一万三千円追加して総額

一七二万円

一四〇万円

一二八万円

二︑○○○万円

八OO万円

一〇〇万五千円に︒

六︑七四八万円に︒

〇四一万七千円追加して総額

四回︶

◎簡易水道事業補正予算︵第

万三千円に︒

額して総額二億三︑四三三

○診療所勘定 五四六万円減

六︑

〇二五万円追加して総額三億

予算︵第四回︶

◎国民健康保険特別会計補正

▽町道舗装補修

金積立金

▽温泉掘削等観光施設整備基

五六四万円

▽赤字地方バス補助金

七九〇〇㎡

▽松之山中学校周辺土地購入

台分

▽パソコン一台・ワープロ一

シュホン︶

▽役場庁内電話架設料︵プッ

に︒この主なもの

が︑三月三十日開かれました︒

予算などを審議する臨時議会

▽町スクールバスニ台購入

四〇〇万円

計の補正予算が主な内容でし

二七億九︑七七四万六千円

一台購入 二︑五〇〇万円

一︑四二三万円

▽総合検診等︑各種検診・検
査委託料

▽松之山小学校グランド整備

たが︑簡易水道条例の一部改

ほか

▽松之山中学校理科室移転工

各補正予算の内容について

正も行われました︒

五〇〇万円

この議会は︑一般．蒋別会

▽豪雪基金積立金三〇〇万円

（20．4％）

一四〇万円

託料
▽融雪屋根実験用工事費︵役
場所有建物で︶一〇〇万円

一︑五〇〇万円

▽藤倉集落開発センター建築
工事費

▽森林組合補助金︵林構事業

七〇〇万円

（15．8％）

事

土木費

七︑八六〇万円

3億5，661万2千円

▽松之山北駐車場舗装工事

（3．5％）

▽町史編さん事業

8，768万4千円

二五〇万円

（2．9％

一︑二五〇万円

（3．9％〉

︵高校入口︶

7．935万6千円

を含む︶

地方交付税

▽町制三〇周年記念事業費

（1．6％）

︶

公債費
4億5，836万7千円

簸こ

五〇万円

12億1，000万円
（53．8％）

︵記念誌・記念植樹苗木代

3，600万1千円

▽湯本共同浴場修繕料として

鞭蚕

約七七〇万円

使用料及ぴ手数
繰越金な
i億4，239万円

国庫支出金

等︶

6，531万2

円

労働費3，523万6千円（r．5％

衛生費

円

7，349万7千円消防黄

（8。3％

千︶金千︶料ど

2

糖讐

（8．0％）

議会費4，900万8千円（2．2％）
（3．3％）

分担金及び負担

5 及5 及繰乏
税8 金6 料 4

円属
1

讐瑠繊暑・

斯粛

商工費 今

i億8，037万1千円

矯

（B．2％）

歳入

町債
2億9，770万円

町 税
1億8，562万4

地方譲与税その他

（03％
＼

▽農業委員会選挙費

22億5，138万2千円の内訳

まつのやま④

今月から納税などが

ー20うー

昭和六十二年分の所得税の

に﹁更正の請求﹂をすれば︑

に気付いたときは︑一年以内

確定申告が問違っていたときは

確定申告をした後で︑計算違

正しい税額に直せます︒

申告していたとき﹀

︿税額を少なく

いなど申告内容に間違いがあ

して確定申告書の提出を忘れ

る事に気付いたり︑うっかり

◎保育料は毎月納

ている方はいませんか︒もう

に変わります
意﹀

一度確認してください︒

税務署の調査を受ける前に

入通知書を出し

申告内容に間違いがあると

﹁修正申告﹂をして︑正しい

ません

きは︑・それを直すことができ

税額に直してください︒

納付書は発行しませんので︑

二月に入所決定通知を送付

ます︒また︑確定申告を忘れ

国民年金の場合は︑毎月の

︿注

座振替

広報三月号でもお知らせし
ましたが︑今月から納税など

区長さんを通じて徴収させて
いただいたものが口座振替に
変わります．

四月から定額だけの方は七︑

しますが︑その中に保育料が

第一 回 目 の 引 き 落 し 日 は ︑

七〇〇円︑付加年金にも加入

※少なく申告したり︑忘れて

毎月二十五日となっています︒

ているときは︑直ちに確定申

されている方は四〇〇円多い

記載されています︒

あなたが依頼した金融機関の

い︒詳しいことは役場税務係

正しく早く申告してくださ

五％の加算税がかかります︒

しなかったりすると︑十〜十

六月に所得税課税額の変史

していたとき﹀

︿税額を多︿申告

告をしてください︒

八︑

決定通知書を送付します︒

一〇〇円を︑納期一覧表

預金残高を確認してください︒

この金額は一名分ですので︑

※松之山町農協では四月から

ある世帯に限り︑保育料変更

家族で何名か保険料を納めて

までお尋ねください︒

スパイクタイヤの早期交換に

に書き込んでおいてください︒

額7，700円
定額付加8，100円

税額を多く申告していた事

えがどんどん進んでいます。

総合口座の設定を行います︒

ドライバーの皆さん、雪消

いる場合は︑合計した金額を

底に努めています。

︐毎月の納税に納期一覧表の

定

こ

害や粉じんの発生による生活
環境を軽減するために「スパ
イクタイヤ不使用」の周知徹

これは︑従来の営農口座︵購

県では、スパイクタイヤの
使用によって生じる道路の被

書いてください︒

早期交換ノ

売貯金︶を廃止して︑総合口
座一本で処理するものです︒

ご協力をお願いします。

︵浦田支所管内では︑すでに

移行済︶︑この制度の導入に

より各世帯における貸越限度

額も見直され︑多少の引き上
げが予定されています︒

詳しい内容についてはチラ
シ︑または各部落で行われる

営農懇談会で説明されますの
で︑お聞きください︒

スパイクタイヤの

口
ご利用をお進めします︒

国民年金保険料

⑤まつのやま

今年の成人式は馬月3日臆

名老百選の皆さんを招待してノ

鎚貰

そ』テいましナこ

写真撮影後松口美人林に移動して式典を
昨年の成人式記念写真

毎年八月卜四口に行ってい
た町の成人式が︑八︐年は町制

施行三卜周年の記念の年とい
う雅もあって︑．κ月三Hの︑ゴ

ールデンウィークに開催する
ことになりました︑

昨年︑松口の美人林に中︐を

六十三年度

哲男

寛一

津端 和栄

山口 達夫

武

利明

高波

しず

貝会︶

村山とみ子

︵交換乎︶

▽山岸

カズ︵診療所﹀

▽竹内 義一︵建設課長︶

◎退職

▽教育委員会

▽総務課企画財政係︵教育委

本山

▽建設課土木係︵土地改良係︶

業課土地改良係︶南雲

▽建設課川地係．長︵新設︶︵産

係．長︶

▽産業課農業委員係長︵克雪

係．長︶

町役場職員人事異動

︶内は異動前

課長級が大幅異動
四月一日付︵

運んで行った成人式は︑その
ユニークさがうけて話題を呼

◎役場﹇般職

んだ各界で活躍中の︑︑︶老人︵名

ブド

ロ

村山 俊介

︵議会事務局．長︶

佐藤 昇

︵諏産業．課．長︶

します︒

更になケましたので︑ご協力をお願い致

交換手がいなくなるのと︑内線番号が変

ュホンに変わりました︒このことにより

三月二十八日より役場庁内電話がプッシ

▽振興課林業係．長︵農業委員

高橋

▽議会事務局長︵林業係．長︶

樋日

▽建設課長 ︵振興課︑長︶

卜ーノ
ヒし
多︒．．勝

▽振興課．長 ︵住民課．長︶

▽産業課長

▽住民課．長

びましたが︑八︐年は︑町で選

老百選︶を招待して︑これか
ら成人として社会で活躍する
若者に︑老人の方々の作・⁝や

生きざまを学んでもらおうと
いう企画があります︒

名老．白選とは︑町内に住ん

でおられるしト歳以Lの方で︑
美術み．バ術・文睡．一台演ル．バ．農

業・スポーツ・話術などなど︑

色々な分野で活躍している方
方を選び出し表彰するととも
に︑その文化・技術を後世に

伝え残してほしいという願い
から町制施行三卜周年・を期に

今年成人を迎える皆さん︑

制定するものです︒

一人でも多くこの成入式に出
席くださるようお．願︑いします︒

まつのやま

町内各地区から十五名の方

な準備をいたしました︒

十周年を祝いたいと次のよう

町は︑町民の皆さんと共に三

が三十周年にあたりますので

松之山町が誕生してから今年

昭和三十三年十一月一日に

ションが中心︶自然休養村セ

で美術展︵県所蔵大光コレク

三︑八月六日から八月八日ま

大会︑松之山中学校グランド︒

二︑七月二十四日︑町民体育

を自然休養村センターで︒

ちの七〇歳以上の方々の表彰

に各分野で秀でた実績をおも

ます︒

る行事は次のようになってい

現在各地区で予定されてい

います．

だくようにお願いしたいと思

︐周年記念を冠してやっていた

われている行事のなかに三十

ついては︑今まで各地区で行

町内各地区での記念行事に

松里小学校で予定されていま

八月中旬に地区大運動会が

ーO斜ー

方に出席いただき役場の職員
ンター︒

松之山地区では︑

浦田小学校で予定されていま

六月下旬に地区体育大会が

浦田地区では︑

す︒

東川小学校で予定されていま

七月十日に地区大運動会が

上布川地区では︑

す︒

松里地区では︑

と一緒にいろいろなご意見を

四︑八月十三日︑大厳寺真夏

んによる歌舞伎公演が︑四月

上川手歌舞伎愛好会の皆さ

出して頂きながらまとめても

の雪まつり︒大厳寺高原︒

町では︑地区で行われた記

す．

を出す予定にしています︒皆

念事業について︑一部補助金

観桜芸能大会が予定されて

三省地区では︑

十日︑町民体育館であります︒

六︑十月十日︑町内駅伝大会

様方から㌦︑︸協力をいただけま

を発行して全戸に配布するほ

の

濁

〆帰

米諺

刀︑

人めや

のレ

〆レ

ヤムメ

すようお願いいたします︒

おります．

自然休養村センタi及
び町民休育館

祭

八︑十月三十日︑町農業文化

町民体育館

日東頸城郡美術展覧会︒

七︑十月二十二日から二十四

及び健康マラソン︒

自然休養村センター

十周年記念式典︒

五︑八月十四日︑町制施行三

らいました︒

メインテーマに

﹁つなぐ心 拓こう未来﹂

またキャッチフレーズに

湯ユー米マイ心ハート

ゆレめ こころ

まつのやま
等が決まりました︒

㈱は温泉観光を︒菌は産業
振興を︒㈲は町の人々の人情

シンボルカラーは﹁ブナの

か︑記念植樹として︑八珍柿・

この他に︑三十周年記念誌

若葉の色﹂とし︑シンボルマ

イチョウ・ナナカマド・モク

の豊かさを意味しています︒

ークも決めてもらいました︒

レン・カリン・梅・黄レンゲ

ました︒

で植えていただくことになり

ツツジの六種類の中から選ん

記念行事のなかで随時使っ
てゆく予定です︒

記念事業は次のように計画
されています．

一︑五月三日︑成人式と一諸

88

町制施行30周年

⑦まつのやま

ウ

印かん、保険証
印かん、国保と健保の保険証

そ

死亡したとき

印かん、保険証、保護開始決
定通知書
印かん、保険証、死亡証明書

退職者医療制度に該当したとき

印かん、年金証書、保険証

退職者医療制度に該当しなくなった

印かん、保険証

生活保護を受けることになったとき

とき

住所、世帯主、氏名、続柄などが変

の

印かん、使えなくなった保険
証、身分を証明するもの

他

印かん、保険証

わったとき
保険証をなくしたり、よごれて使え
なくなったとき

修学のため、子どもが他の市区町村

印かん、保険証、在学証明書

に下宿するとき

長期旅行などで別個の保険証がほし
いとき

印かん、保険証

国民健康保険係より

国保をやめるとき

他の健康保険に加入したとき

みやかに役場に返して下さい︒

印がん、保険証、母子手帳

他市区町村へ転出したとき

出稼ぎから帰られた皆さん

子どもが生まれたとき

それから︑医療機関で医療

印かん、保護廃止決定通知書

大変ご苦労さまでした︒出稼

生活保護を受けなくなったとき

を受ける際︑健康保険証を必

印かん、健保の離脱証明書

ぎ先で各種保険に加入してい

他の健康保険をやめたとき

ず医療機間の窓口に提示して

国保に入るとき

他市区町村から転入して来たとき

た方は︑各事業所発行の離脱

の

．下さい︒顔見知りだとか︑前

も

証明書と印かんを持って役場

る

にもかかったことがあるから

す

印かん、転出証明書

の窓口で加入手続きをして下

参

といって︑保険証なしでは国

持

き

さい︒㊥の保険証を持って行

届出は餌日以内
と

保の診療を受けることはでき

な

った方︑学生で㊥を持って行

ん

ませんので注意して下さい︒

こ

った方が就職された方は︑す

国保の届け出

おとしよりが
お医者さんにかかるとき

手続きをしましょう

こんなときには

いつまでに 手続きをしましょう

70歳になったと

誕生日から
14日以内に

被保険者証を添えて
居住地の市区町村長
に届け出ます

転出するとき

転出する前

き

に

亡くなったとき

14日以内に

健康手帳を添えて居
｛主地の市区町村長に
届け出ます。

死亡の届け出義務者
が、亡くなった人の
健康手帳を添えて市
区町村長に届け出ま
す

甲
転入してきたと
き

14日以内に

被保険者証を添えて
居住地の市区町村長
に届け出ます

市区町村の区域
内で住所が変わ 14日以内に
ったとき

居住地の市区町村長
に届け出ます

老人保健制度により︑七十

歳︵ねたきりのおとしよりの
場合は六十五歳︶以上の人は

すべて︑この制度で︑お医者

さんにかかることになってい

ます︒

いつまでに

，る

か と
た き

お医者さんにかかるときに

は︑必ず被保険者証と医療受

給者証が必要となりますので

八百円

お医者さんの窓口で支払う

一カ月

胸︑﹄注意して下さい︒

一部負担額は

○外来受診

低所得者の方は一日

○入院一︑日四百円

三百円︑ニカ月を限

度に支払います︒

老人保健で医療を受けるに

は︑次の表のように届け出が

必要となります︒また扶養者

の転職や退職などで︑あなた

の医療保険の受給資格が変更

になった時なども届け出が必

役場・住民課・福祉係の窓

r夢

し

要となります︒

口まで︑お越し下さい︒

〆イ

︑

︵叙亀伽

手 資
続 格
き を
のとと

こんなときには

ーP斜i

のアイデアを惜り

て︑地厄で採れた山菜をメイ

豪牽︑塾

ンにした重箱持ち寄り︒ハーテ

というもの︒廃校後の有効利
用に何とか結び付けようと︑

ィを開き︑都会の人たちを歓

も多かったようです︒

作り方を教えてもらう参加者

は味わえない料理ばかりと︑

マスコミ関係者らが大型バス

その夜は︑キャリアウーマ

で到着．早速︑地垢の方たち

ンニト名だけ地疋に民泊し︑

赤ちゃんはトップ
レディーがお好き﹂の映画試

と一緒に

家族的な触れあいを楽しんで

テスト本番︒予選は地元の人

さて︑翌日はいよいよコン

もらいました︒

写会にのぞみました︒ ﹁本確

的な映画を見るのは︑何十年
振り﹂﹁字幕スーパーなんて初

が用意したワラ靴を履いての
雪L赤ちゃん運びレース

ンを赤ちゃん替わりにしたも

校舎の中を案内してもらう
キャリアウーマンの皆さん

キャリアウーマンニO名が参加して
三月二十五日に学校最後の
卒業式を行った三省小学校︒

いつもは静かなこの学校に︑

ちは︑地酒と山菜料理にすっ

迎しました︒参加された人た

省地区で準備を進めました︒
イベント当口︵三月十九H︶

不安ととまどいの中︑町と三

は︑・午後二時半に地区民が出

突然現われたイベント話︒何
の特別試写会と︑キャリアウ

と全国封切前のアメリカ映画

迎える中︑キャリアウーマン

かり感激した様壬で︑都会で

ーマンを呼んで来ての赤ちゃ

ニ十人と映画会社のスタッフ︑

鴨

ん子育てコンクールをやろう

藻
︐曝藍響き

翁︑

聾■
翻ン5

めて﹂なんていう地元の方が

映画終了後︑キャリアウー

ク・ほ乳ビン・人形︵ダイコ

小さなソリに︑大きなトラン

の︶を乗せて走るというもの

︒

マンの方たちは翌Hの廃校利

多かったみたいです︒

用アイデアコンテストの参考
のため︑校舎内の見学と町当

で︑年齢順に三レース行われ︑

すぐに落ちてしまうトランク

局から現在に至るまでの説明

夕方六時三十分頃から浦田

を受けました︒

「赤ちゃんはトップレディーが塑好き」
の特別試写会が体育館で。
「映画なんて何年ぶりかなあ？」

三省小学校に都会の風

まつのやま⑧

蝿

ウ・

．心

砂一

を
数r薪㌔

元の赤ちゃん几人に出場いた

した︒本選は体育館の中で地

に苫労しながらも︑九名の方
が本選への出場権を確得しま

ったことでしょうね．

ただ︑借り出された赤ちゃん
たちにとっては︑大変迷惑だ

大変おもしろい競技でした︒

目とも全然やった事がない人

出していただいたアイデアも︑

した︒キャリアウーマンから

あっという問に過ぎて行きま

ント︒あわただしい二日間が

の二つを目的としたこのイベ

映画試写会と廃校利用︒こ

二俵が贈られました︒

ミニ米俵︵ゴシヒカリ八キロ︶

区の和田典子さんが選ばれ︑

ンクールの方では︑東京大田

また︑廃校利用アイデアコ

た︒

土地一〇〇坪が与えられまし

で︑その賞品として松之山の

た廣吉勝子さん︵四十三歳︶

このコンテストで優勝され
たのは︑千葉県佐倉市から来

もいて︑見ている方としては

だいてのヶチ育てコンクール

︒

オムツ替えと輸ん瀞を︑時闘

内にいかに早く︑L手に行う
かといヲ競技でしたが︑両種

靭瀞幽

私オムツなんか替えた事ないの〜」なんて人もいて

﹁5
キ畜
奮

漏解

︸︑

その人なりに一生けん命考え

た様子が伺え︑今後の廃校利

用のヒントとなるものも多く

このイベントを通して︑町

あったようです︒

も三省地区も色々考えさせら

に
見事優勝した廣吉さん︒

れる所が多かっ︒たようです︒

新しい動きに期待します︒

松之山の土地一〇〇坪︑どうする
んですかねえ

赤ちゃん子育てコンテスト

y

』。

おんぶもなかなかうまくいきません

琵・＼遡盛」駅
く力っイ

爾・覧

醤｝
蒐ぐんわ

1ヤリりレ丁

騒

報意，灘、麟縄り

唾

魂

才

、もろ｝

浦田中学校では13名が卒業

︐て

の雪上文字

文字作り。大きくて大変なんです

IN斜ー

っているこの雪上文字のよう

松代、松之山両分遣所総動員で

また東京の高校で頑張ること

両中学とも卒業生のほとん

になりました︒

すごく大きいため︑下書きを

に︑火災を出さないよう

の精神を︑いつまで

人1人の名前の入った幟を持っ
のぼり

二月十四日の月曜日に松之
山・浦田両中学校で第四十一

回卒業式が行われ︑松之山四

どが高校への進学を希望して
おり︑三目十六日の県立高校

十三名︑浦田士二名のく ロせて

五十六名が︑義務教育を終了

地元安塚高校松之山分校で

強を続けて行く事になります︒

入学試験にチャレンジし︑勉

は定員四十五人の所︑四十三

浦田中学校では︑山村留学

しました︒

と一緒に勉強した小熊君もこ

人が応募しました︒

生として﹇年間︑浦田の生徒

の日卒業式を迎え︑四月から

耀、。辮彦窪一ノ1▽』

火の用心

春の火災予防週間が間近に

するのが大変︒事前に縄で文

年工夫してはいるものの︑や

字の形を作っておくなど．年

っばり時間がかかります︒赤

火の用心

く染めるための着色料の開発

の︑でっかい雪上文字︒真っ

文字は︑遠くからでも鮮やか

白い雪面に赤で描かれたこの

いるのは︑東頸消防署松代・

の用心

雪がすっかり消えるまで残

にも大変苫労したそうです︒

松之山の分遣所職員で︑今回

も大切にしたいものです︒

火
は︑三月十一日の午前中︑十

笛年この文字の製作をして

に目に飛び込んで来ます︒

まって出現する

迫ると︑池尻の山の斜面に決

2今年もでつか＜

松之山中での見送り

誌

4松之山・ 浦田両中学校で卒業式56名が巣立つ

・＠一

した︒何しろ㎜字㎜字がもの

三・四名が出動して仕上げま

『 塵一

…誹憾§
嚢

舗
鷲ヤ、＼

⑪まつのやま

みんなで祝おうと地区の人た

ち約百人も出席して︑かつて

ないにぎやかな 式 と な り ま し
た︒

三省小学校最後の卒業生と

卒業証書が手渡されました︒

催され︑先生万の新任地への
転任を祝うと同時に︑今まで
三省地区の人たちの心の寄り

所的存在であった校舎に最後

繋︑・

綿︑

嘲磁︑

︑烈

∩《

卒業式終了後︑校舎と先生

一

万とのお別れ式︑お別れ会が

︵．

多くの人に見守られながら三省小学校で撮接の卒業弍

三月二十五日︑三省小学校
で一 一 三年の歴史を閉じる最

後の卒業式が行われ︑三人の

卒業生が学び告を後にしたと
ともに︑在校生六人も四月か
なったのは︑相 沢 昌 之 君 ︑ 高

3人の卒業を祝いました

炉

ら松之山小学校へ通うことに
のお別れをしました︒

轡

鞠

〜−

であいさつする金子校長先生

となった9名の児童たち

導
．勲

三省校最後の卒業式に地区の皆さんが大勢参加して

れ式

卒業式に引き続き行われたお別

鹸鷺ご 讐懸零

H3年の歴史を閉じる三省校の最後の在校生

三人で︑金子校長先生から一

灘騨轍

、

騨

〜

沢光利君︑相沢 真 紀 子 さ ん の

釧4唱

︑︐璽

三省

なりました︒

（

負

この卒業式には来賓の万た

簸、

編

人一人励ましの 言 葉 と と も に

授与されましナニ

ちをはじめ︑最後の卒業式を

盈賑先生肋1人1人

編

お

3

まつのやま⑫

第2回

ーoうNooー

高校を中心に県内トノプクラ

▽組別及び距離︵各組男・女︶

大厳寺高原クロスカントリ

スの選手がたくさん参加しま

o小学五年・六年○中学︸年

i部員や︑高校生でも十日町

ズン最後の大会を﹂という目

した︒それらの選手の滑り方・

○中学二．三年○少年︵高校

﹁早春の大厳寺高原で︑シー

的で始まったこの大会︑今年

走り方を見られただけでも非

一〜三年︶○成年︵十八歳

三キ・

︵小学男子・中学女

︵小学女子︶

＋キ・ ︵中学男子・少年女

子︶

五キ・

◎距離

以上︶

ースキーコース

かし︑より充実したレベルの

常に意義深い大会だったと思

が二回目で︑昨年の経験を活

高い大会にしようと準備中で

われます︒町内の選手の皆さ

▽期日・時間

ています．

大会要項は次のようになっ

ださい．

ん︑︸人でも多く参加してく

す．

小学校五年生から成年の部
ぽでの男・女を対象に︑三キ
ロから十五キロのコースが用

意されており︑参加料として
五百円納入していただければ

子・成年女子︶

スケートは

團圓圓まで！

リージョンブラザ上越

リージ

のスケート

上越市にあります

ョンプラザ上越

場﹁アイスアリーナ﹂は︑五

日︵五月五日︶まで営業して

月のゴールデンウィーク最終

います︒

今シーズン最後のスケート

を十分お楽しみください︒

また︑隣の上越科学館では︑

色々な催し物や実験︑展示物

などがたくさんあり︑大変勉

強になると思います︒ご家族

番へ．

奮〇二五五ー四三−八一五五

気軽にご利用ください︒

話案内︶を行っていますゆお

をするテレホンサービス︵電

ベント情報・各種教室の案内

リージョンプラザでは︑イ

）
く

四月十七日 受付八時三十

昨年成年女子で優勝した青木選手

誰でも参加できます︒

＋五キ・ ︵少年・成年男子︶

▽競技規則

一人五〇〇円

クラシカルテクニック方式
▽参加費

▽申し込み・申し込み先

四月十二日・午前中必着︒

いつでも泳げるオールシー

さい︒

連れで是非︑行ってみてくだ

電話での申し込みは︑

松之山町公民館まで
⑳︒

ズンプールもあります︒夏を

始めてはいかがですか︒

待ちきれない皆さん︒今から

切受け付けしません︒

一

分〜九時まで

遭

▽会場

』

A
P
、

第一回大会では︑成年の部
に日本大学・近畿大学のスキ

b｛

．J

⑬まつのやま

だよりNα101

美人おかのと．
踊り唄の年輪を感じさせる︒

南町︶の歴史は古く︑この盆

ここに登場する寺石番所︵津

快な語りで綴られているが︑

や様子を質した上で手形を交

では女たちの人数︑旅の目的

松之山の村山家︑松代の柳家

する通行手形を必要とした︒

にあったといわれ︑こうした
方針が末端の番所にも生かさ

子の無断帰国を監視するため

われたように在府の大名の妻

女性は北国通りの伊勢参りや

寺石番所

付していた︒これを女手形と

いったが︑松之山郷の大肝煎

また当時︑大島村へ向かう

あたる頸城郡大島村と魚沼郡

による女手形の発行は江戸時

近世の松之山郷の出入口に

れていたものと思われる︒

過ぐれば難所の軽井沢

れていた︒旅人はこれらの番

寺石村には口留番所が設けら

の病気養生︑また寺石村へは

五智仏詣で︑あるいは高田へ

くちどめ

登りのぼりて茶屋峰

の段慶安年中︵一六四八〜五

すがねま

代初期︑村山家文書には﹁こ

たるだ

樽田・菅沼横にみて
許された︒

所で住来手形を示し︑通行が

くさぐさ

ぢみ

草々下れば大堤

湯治が多かった︒村山家文書

には

信州善光寺詣りや野沢温泉の

したがって旅に出る時は楡

こうした番所は犯罪者の逃

︼︶にも仰せ付けられ候や⁝﹂

︐またも下れば上野村

那寺もしくは庄屋の発行した

とある︒

小池・穴山後にして

⁝御番所をも存ぜず︑その
所︵在所︶の手形も持参致さ

俗に﹁くどき節﹂などとい

ち出しの取り締りにあったが︑

亡や禁制品などの持ち込み持

性が旅に出る場合︑または松

ず松之山へ通りかかり︑在所

住来手形を必要としたが︑女

寺石番所へ差しかかる

特に女手形を必要としたのに
は︑

之山郷を通り抜ける旅の女性
松之山郷の大肝煎が発行

おおさもいり

へ切手取りに帰り候ては迷惑
は︑

たのだろうか︒

は︑いったいどんな若者だっ

が恋こがれた白鳥の果報者と

それにしても︑美人かか分

所も厳しかった︒

できたが︑女の︸人旅には番

に手形の交付を受けることは

怪しい者でない限り︑容易

出し来り申し候⁝

御座候はば差し支えなく手形

違も御座なく︑確かなる者に

の請け合いにて︑いよいよ相

の辺にてその者よく存じ候も

の者の在所など悉く承り︑こ

ことごこ

致し︑手形望み申すに付きそ

﹁入り鉄砲に出女﹂とい

道を急げば早いもの

もんど
も例外ではなく︑ ﹁鈴木主水

通して下され番所さん

く どき

そこでおかのは手を合わせ

砺瀕ー．︐辱

頻﹄コ﹁

ぐ・︑〜参

津南町史資料編上巻より転載

白糸口説﹂﹁八百屋お七﹂﹁忠臣

もそのひとつで︑以前は湯山

どうぞ通して下されと

着ていた着物を脱ぎすてて

曳＼

阿＾︑︐

ヂ︑

を．︐

蟹91

そこで番所のいうことにゃ

甚句と並んで広く唄われたが︑

言われて番所は声高く

手形がなければ通されぬ

いまはそれも聞かれなくなっ

手形がなければ通されぬ

湯山の大踊り﹁美人おかの﹂

たの が 惜 し ま れ る ︒

恋にこがれしおかのさん
しや

湯本に近き揚山村

止むる役人突き放ち

娘の心は蛇のこころ

村で知られるおかのさん

はあ大川を泳ぎ越す

美人おかの

器量のよいことてるて姫

恋の道こそおそろしや
次のお方にたのみます︒

ちょうど時間となりました

姫にもまさりし器量よし
しらとり

人に知れずと白鳥へ

湯本の仙橋後にして

思いつめたる恋娘
あと

夫水島・越後にして

唄は七・五調の単純さと軽

鰍

蔵義士踊り﹂など数多い︒

うが︑松之山に残る盆踊り唄

地に広まった．
ぷし

これに地方色が加味されて各

長編で叙情的なものが作られ︑

盛んになった盆踊りは︑ 唄も

江戸時代︑ 民衆娯楽として

町史編さ刃

ー苺のー

した︒

れ︑二千人の人出で賑わいま

ーニバルが三月二トヒ日行わ

第五回松之山温泉スキーカ

皆さんが登場すると︑ヂ供た

衣装を付けたスキー場職員の

ギ・リス・ライオンといった

ングコング

に特に取り寄せたという︐キ

した︒東京からこの日のため

．牽︐上つな引き大会

また︑八チームが出場した

は豪雪塾チームが入りました︒

山会チームが優勝し︑二位に

早飲みリレーでは︑天水越深

残念でしたが行われ︑酒一升

咋年より参加チームが減って

たくさんの品々が軒を連ね︑

からフゥセン・ワタアメまで

ウェアーなど豪華な賞品が贈

り︑人賞者にはスキーの板や

而からもたくさん参加者があ

会にも地元を中心に︑関束方

です．

くの人に飲んでもらえたよう

八ー年はいっぱい川意され︑多

スープ

松之山温泉スキーカーニバル今年も大盛況1

この日は︑ちよ っ と 肌 寒 い
ちは大喜び︒でも︑キングコ

またまた越深山会チームが優

毎年好評の味の名店街では︑
地元の方々が色々準備され︑

ラビット

アンボ・つまき・けんちん汁

無料サービスの

レストハウスの特設ステー

ジでは︑MMMバンドの生演

が行われ︑カー

奏とカラオケが︑その前では

モチつき

ニバルを訪れた皆さんに喜ば

れていました．

7今年行けなかった方は︑是

非来年は出掛け−て見てくださ

い．

今年は女性も参加して

二ぜ雛

盛り上がった酒一升早飲みリレー

〆荏

﹁バカ言うんじゃな︑いよ

二れで精一杯だ﹂

甘酒 も人気の的︒

天候でしたが︑カザマカップ
ングの顔が恐くて泣き出すチ

勝し︑二位は横浜税関チーム︑

人が切れることなく訪れてい

レー・牽︑上つな引き大会も︑

大回転競技に出場する人や︑

ビッコもいっぱいいて︑ちょ

三位に天水島婦人会チームと

ました︒

やパンダ・ウサ

味の名店街を目的に来る人な
っととまどう一幕もありまし

いう結果になりました︒婦人

られました．

ど家族連れを中心に大勢集ま
た︒とにかく︑チ供たちには

会の皆さん︑頑張りましたね︒

では︑

り︑楽しい一日をスキー場で

最高のプレゼントだったよう

今年のスキーカーニバルで

飲めよ

もっと早く

カザマカップ大回転競技大

人、人、人でいっばい！

過しました．

です．

．￠

今年も味の名店街は

注目されたのは︑チビッココ

「キングコングがおっかないよ〜」

このほか︑酒一升早飲みリ

子供たちが喜二んだぬいぐるみ

ーナーのキングコングたちで

籍

ー
σ響？熱評︑︐竃

▲ワ・

碗ぜ

傷．臓 甑

〆ぜ一

まつのやま⑭
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年度

・L︑
ー了

す︶

九︑五〇〇円

※労働時間は八時間︑冬場

冬期問

基準賃金一一︑五〇〇円

◎職工賃金

︵全職種︶

整備田で料金が異なりま

▽トラクター︵整備田・未

三︑OOO円

▽バインダー︵一時間︶

▽田植機︵一箱︶四三〇円

農業労働賃金表

九〇〇円

三〇〇円

五︑

九〇〇円

五︑ 七〇〇円
一〇〇円
﹂／

︑￥︑

日フ

まかない及び︑あがり酒

は七時間とする︒

八OO円

五︑

一八︑二〇〇円

は絶対やめましょヶ︒

女

IJ

▽除雪作業

女

ーフ
旦ノ

▽稲刈作業

男・女共

▽田植作業

女 五

︑男 五︑ 八OO円

▽一般作業

63

▽耕運機︵一日︶

しんで頂きました松代出張所の名

犬を飼育されている方に
5日・︑6
2日実施
後でやると料金が一︑OO
O円高くなります︒

○今年初めて登録する犬につ

いては﹁犬の写真﹂を持参
してください︒

◎お願い

今年度より︑犬を飼育され
ている方々に対する罰則が厳

松之山町の皆さんに、長い間親

4月2

二時三卜分〜四十五分まで
＊四月二十六日︵火︶・

▽湯山営林署前
十時〜十時二十分まで
▽湯本．駐車場

＋時三十分〜四＋五分まで

＋一時〜＋一時三＋分まで

▽松里農協前

しくなります︒無登録・無注

、

登録と予防注射のお知らせ

自宅で犬を飼っておられる

方々︑年一回の登録及び︑狂

犬病の予防注射が次のような
日租で行われます︒必ず登録．

注射を受けるようお願いしま
す︒

◎日程

射の犬や︑放し飼い︑人に咬

業務は今までと変りませんので

▽松之山町役場

りましたのでお知らせします。

＊四月二十五日︵月︶

みついたりした場合︑告発さ

令分
︵別

称が、松代サービスセンターに変

午後一時〜一時三予分まで

◎料金

れますので︑正しい飼育方法

四︑七六〇円

一頭につき

※飼っておられる犬が死亡し

をしてください︒

しま す．

絡をお願い

たときは︑役場衛生係まで連

︵登録料二︑一〇〇円．注

てください．

お知らせ

▽中立山集落センター

十時〜十時十五分まで
▽浦田克雪センター

＋ 時三＋分〜＋一時まで

◎注意

射料二︑六六〇円︶

十一時十分〜二十分まで

o印カン・愛犬手帳を持参し︑

〇二十．五・二十六日にどうし

ご利用ください。

▽里川八眉八月庫晶剛

▽小谷十一屋前
▽上川手公会堂

ても来れない万は︑二十三

丈夫なクサリでつないで来

一時三十分〜四十五分まで

Hまでに役場衛生係まで連

午後一時〜一時十五分まで

▽坪野福石屋前

絡してください︒この場八・︑

東北電力より

コ。ナ。

二時〜二時レ五分まで

色6

おしらせ

▽東川小学校前

〆●

G9

まつのやま⑯

○空

春の防犯運動

春の訪れとともに農作業・

入

．4月21日〜

花見・行楽等で家を留守にす

○万

o自

ため心にスキができ︑また︑

▽行

る機会が多くなります︒この

春の陽気から気分も開放的に

O一

○万

○自一

㎜

なることも多く︑家や車の戸

締まり︑カギの掛け忘れが目

立つようになります︒

ドロボーの被害にかからな

いよう気を付けましょう︒

▽運動の重点︑

日まで

．忍び込みなどの侵

防止．

の防止．

など乗り物盗の防止︒

宅等の防犯診断

二＋二・二±一百

多発店舗の防犯診断

二＋寿二＋六日

等利用者の防犯診断

二十七・二十八日

浦田克雪センター

今年も献血にご協力を

午前

午後︑松里老人憩いの家

▽六月十日︵金︶

松之山高校にて午前九時

十分から午後三時三十分

お願いしま す

毎年多くの方々から協力い

ただいておりますが︑今年も

三回移動献血車がやって来ま

す︒

近くの会場に来たとき︑ま

布川防雪センター

松之山町役場

▽十月三十﹃日︵月︶

午前

たは事業所等にお勤めの方な

どのご協力をお願いします︒

午後

▽四月二十七日︵水︶

◎献血日程

胃蟄胃裂賀櫟事裂蟄禽藁30

NHK学園高校

警察官募集中！
県警では、郷土の治安を守る若さと情熱の

生徒募集

ある警察官を募集しています。
〉受付期問

4月4日（月）〜5月2日（月）まで。
〉受験資格
大学卒業者（採用までに卒業見込みの者を
含む。）で、昭和35年8月2日から昭和41年

4月1日までに生まれた男子。
〉採用年月日

NHK学園高等学校では、63年度の生徒を募集し
ています。

NHK学園高校はテレビ・ラジオを利用して学習
する広域通信制高校で、4年間で高校卒業の資格が
得られる「高校普通科コース」、特定の科目だけを

昭和63年8月1日。
※詳しくは、警察署又は、最寄りの派出所、
駐在所へお問い合せください。

選んで単位を取る「選科生コース」、それに希望す
る科目を自由に学習する「教養コース」などがあり
ます。

撫＼1

どの科目も基礎からスタートするので、中学校卒

曝

業後、長いブランクのある人でも支障なく学習を進

ごハハ

ミ

幣 （

8

ク

．へ

き

r

めることができます。

また、書道や俳句、油絵など、一般社会人を対象
とした「生涯学習講座」もあります。

風 」

受講案内（無料）はハガキで、

〒951新潟市川岸町1の49 NHK新潟放送局へ。
（締切4月15日）

i鴇ooー

新潟県

⑰まつのやま

ぐわ燕か君σ

春の全国交通安全運動

ノニつ

d力才す 不

4月6日〜15日まで

◎盤。

「ありがとう、人も車も ゆずりあい」

騎＿L、一＠2『1

◎子供と高齢者の交通事故防止
つκマε︑ ／

しば5︿宏7
主月やク紀︵

止奪心＼

最
添ぎ影
禦留︐穽

︑︑蘇

／／

＼

雪消えとともに車の数もだんだん増えて来ます。また、入
園・入学の時期でもあり、かわいい子供たちが通い始めます。
歩行者はもちろん、ドライバーの皆さん十分注意してくださ
いo

◎二輪車の事故防止
春になって免許を取りに行く方も多いと思いますが、交通
ルールを良く守り、無謀運転は絶対しないよう心掛けましょ

｛芝
よ

L
−

N

⊂

＿r

シートベルトの着用が義務付
けられてから、かなりの期間が
過ぎました。最近、着用されて

4

し

0

o

o

つ

あ

〉

戸籍の窓

■

出題
本因坊
武宮正樹

出題 八段 北村昌男

持駐銀

10分で3級︑5分で初段︒

馬 歩
義書4

訴一

●ヒント⁝快適な捨ての連発

…r

専

圃

と

と

白先コウ・4手まで

等

二三四五六七八九

正解は次号でお知らせします

．馬

●ヒント⁝ツケ筋

2分で3級︑ノータイムで有
段者

圓

6 5 4 3 2

近くであっても正しく着用され
るよう徹底してください。

ヤじ

b

、≧簸奏、
．伊

こ∫o

いない方が増えて来たようです。

＼

、

、

冒
・

●σ0
←、

稲

◎シートベルトの着用

Orσ

㌧

ヘルメットも規格にあったも

のを正しく着用してください・㊧．

〜
＼／

℃

）

）

卿）・

う。

一

〉

おめでた（離）
ノタ

ノタ

芙美ちゃん
はる

か

春香ちゃん

中島健男さんの長女

（水

井川一成さんの長女

（天水越）

お《馨》み

梨）

（露亡）

久保田ハルノさん 79歳（新 田）
宅院
久保田玉吉さん
89歳（新 田）
惣兵工
和久井明子さん
51歳（水 梨）
橋詰
相沢 サツさん
81歳（小 谷）
田中
村山 勝一さん
83歳（橋 詰）
角
村山 秀夫さん
66歳（中 原）
泉や
高沢長一郎さん
72歳（大荒戸）
重屋
村山 清一さん
64歳（坪 野）
がに沢
佐藤 トヨさん
99歳（藤内名）
大城
※3月1日から31日までの届出分です。

※

まつのやま⑱

山火事防止運動

・

の火災多発が予想されますので、次の事に注意
しましょう。

洗綱の綿

こと。

昨年12月、種類の違う家庭用の洗浄剤を併せて使っ

やすい物の近くで
ありました。

《
o
こと。

！
投げ捨てはしない

保健衛生係

ウ魂リが

． 覇≧

いこと。

の文字を表示するそうですが、使用上の注意を良く読

ち比隆5
は、焚き火をしな

今後、業界では容器に「塩素系」・「酸性タイプ」

グ驚漉、￠
4、野山では煙草の
んで使いましょう。

lONooー

3、枯れ草等の燃え
たところ、有毒ガスが発生し主婦が中毒死した事故が

▼三月のできごと

陽
日

日

mH

編集後記

陽気も日一日と暖かくなり

ブナの芽もふっくらとして

うな惑じがします︒

春本番がすぐそこまで来たよ
水田農業確立対策会議

見れるのも︑もうすぐですね︒

きて︑あの素晴らしい新緑が

農家組合長会議
三月議会定例会︵10日

入学・転勤等であわただしい

早いものでもう四月︒入園・

町老連会長会議

らませている方もたくさんお

中にも新しい希望に︑胸を脹

おもしろいと思います︒何か
企画があったら教えてくださ

るような事をやって見るのも

体等で何か思い出︑記念にな

地区や部落︑または各種団

色な事業が計画されています︒

年にあたり︑年間を通して色

今年は町制施行三十周年の

てください︒

られると思います︒ガンバッ

農業労働賃金協定会

﹄父通指脳導口貝ム云議

町内小学校卒業式

議会臨時会

今後の広報の中に︑町民の

い︒

皆さんの声欄や︑サークルの

を聞かせてください︒

介などのコーナーを作りたい
と考えています︒色々な意見

メンバー募集とか催し物の紹
大厳芋クロスカントリ

口発行／松之山町盈㈲3131

口編集／議会事務局

広報まつのやま88年4月号□毎月−回−o日発行

ースキー大会

上川手歌舞伎発表会

1目 新任教職員対而式
乳幼児検診

▼四月の予定

日 農業委貝会総会

日

H 松之山温泉スキーカー
ニバル

H

日農業共済嘱託員会議

同会議

議会総民・民生委貝八・

日 消防団幹部会議

町社協評議員会

社会福祉協議会理事会

中学校卒業式

まで︶

区長

1日 議会運営委貝会

2日
3日
8日

日

日

日

14

18 15

22

23．

24

27 25

31 30

17

今年も昨年同様少雪であることから、この種

㌧

4月15日〜5月31日
藤〆勧．・

蟻危険懸

東頸消防署管内における昨年中の火災原因の
うち、焚き火、野焼きが元となる火災（ボヤも

含む）が8件（47％）と、火災原因の中ではト
ップで異常に多く発生しました。

1、強風又は、異常乾燥の時には焚き火、野焼
きをしないこと。

2、焚き火の場所を離れる時は完全に消火する

