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あなたは誰を選びますかQ・

票

ありますので︑利用してくだ

さい︒特に出稼ぎされている

皆さん︑大切な一票ですので

棄権する事のないようお願い

いわれる真冬の選挙が実施さ

散され︑昭和四十二年以来と

︸月二十四日︑衆議院が解

名の方が立候補され激しい選

四区では定員二名の所︑五

日が投票日となっています︒

ートし︑十五日後の二月十八

公示され事実状選挙戦がスタ

ください︒

ますので︑両方とも投票して

官の信任投票も同時に行われ

今回はまた最高裁判所裁判

ています︒

う義務づける改正内容となっ

す︒開票は即日開票され︑夜

後五時で終了する所がありま

終了が一時間繰り上げられ午

う事で町内の一部投票所では︑

投票は二月十八日︵日︶の午

します︒

消費税解散といわれる今回

挙戦を繰り広げている所です︒

勝彦44弁護士

れますが︑真冬での選挙とい

半には大勢が決まるものと思

われます︒

開票前の緊張のひととき
（昨年夏の選挙風景より）

出稼ぎに出られている方や︑

前七時から午後六時まで行わ

の選挙は︑昨年の参議院選挙

また︑この二月一日から公

投票日に都合が悪く投票所に

かつひこ

︵別記︶

同様︑今後の日本政治の動向

職選挙法がかなり大幅に改正

轡擢輝瀞

蕉、騨 ひ

れる事になりました︒

を占う大変関心の高い選挙だ
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行けないという方の為に︑不

みんなで守ろう
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選挙の日程は︑二月三日に

新潟4区立候補者届出順

です

衆議院議員選挙の

②

公職選挙法が改正され、政治家の寄附は
罰則をもって禁止されました

第百十六回国会で︑

﹁公職選挙法﹂の一部が改

正され︑十二月十九日に公布されました︒今回の

政治家に対し︑寄附を出す
ように勧誘や要求をすること

も禁止されており︑政治家を

改正の大きなポイントは︑金のかからない政治の

選または被選挙権を失わせる

威迫してあるいは政治家の当

政治家名義の寄附を求める

罰されます︒

目的で勧誘や要求をすると処

実現と選挙の公正の確保に資するため︑寄附の禁
止規定などが強化されたことです︒

この改正は︑平成二年二月一日から実施されま

ことも禁止され︑威迫して求
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れます︶は︑いかなる名義を
三︑政治家が年賀状などのあ

対し︑あいさつを目的とする

す︒

︑政治家︵候補者︑候補者

もってするものであっても禁

いさつ状を出すことが禁じ

告︵いわゆる名刺広告など︶

になろうとする者およぴ現

止されており︑次のものを除

有料の広告を求めることも禁

なお︑政治家や後援団体に

を出すと処罰されます︒

に公職にある者︶は︑寄附

られます︒

止されており︑威迫して求め

よるものを除き︑年賀状︑暑

祝儀などを出すと処罰され

五︑後援会が︑花輪︑香典︑

ると処罰されます︒

中見舞状などの時候のあいさ

者に対し︑答礼のため自筆に

政治家は︑選挙区内にある

きすべて罰則の対象となりま
す︒

①政治家本人が自ら出席する
結婚披露宴での祝儀︒

葬式や通夜での香典︒

つ状︵電報なども含まれます︶

②政治家本人が自ら出席する

政治教育集会に関する必要や

①や②であっても︑選挙に

ます︒

むを得ない実費の補償は除か

場合は処罰されます︒なお︑

のあいさつ広告を出すと処

四︑政治家や後援会が︑有料

目的により行う行事や事業に

を出したり︑後援団体の設立

そのほかこれらに類するもの

後援会が花輪︑香典︑祝儀
政治家以外の人が︑政治家名

罰されます︒

関する寄附以外の寄附をする
二︑有権者が︑威迫してある

る者に対するあいさつを目的

る後援会︶が︑選挙区内にあ

処罰されますと公民権停止

※一︑二︑四及び五によって

ず︑処罰されます︒

もって禁止されます︒

いは政治家を陥れる目的で

として︑新聞︑雑誌︑テレビ︑

と︑その時期のいかんを問わ

寄附を求めると処罰されま

の対象となります︒

ラジオなどにより︑有料の広

政治家や後援団体︵いわゆ

義の寄附をすることも罰則を

般の社交の程度を超えている

を出すことは禁止されます︒

党や親族に対するものおよび

に対して寄附をすること︵政

政治家が選挙同内にある者

をすると処罰されます︒

めると処罰されます︒
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お歳暮やお中元

関してなされた場合や通常一

葬式の花輪や香典
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が︑

スッポリ︑見物人から大歓声

組合長があいさつし︑続いて

金子知事があいさつに立ち︑
﹁これから県内の色々な所に

昨年は小雪で痛そうでした

が沸き上がります︒

が︑今年は雪もありしかも二
組も見られて最高の婿投げが

出向い︑住民の皆さんと接っ

しながらご意見を伺い︑県政

出来ました︒二人のお婿さん
大役大変ご苦労様でした︒

その後︑佐藤神官による神

た凶と話されました︒
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〃すみぬり

という歳の神が中央に立てら
れた広場で︑まず小野塚温泉

妻も参加して
磐投
錨計雌ゆ祭ゆ
婿投げ

奇祭としてすっかり有名に
なった湯本部落の小正月行事
一月十五日行われ︑沢山の観
光客やカメラマンでにぎわい

今回は特に︑金子県知事夫

ました︒

前日から役員総出で作った

すみぬり祭り

に反映させて行きたい︒その
手初めに松之山におじゃまし

ての

婿投げの後は場所を移動し
妻もこの行事に参加され︑地
元の皆さんと一緒になって行

の始まりです︒

歳の神
事を楽しまれました︒

今年婿投げの対象となった
のは鉱木朝雄・尚子夫妻︵屋

お参りと清めの酒を飲んで︑

号仙田屋︶と︑相沢誠・江美
夫妻︵みはらし︶の二組で︑
午後二時過ぎ︑湯本の若い衆
にかつがれて自宅を出発︑村
はずれの薬師堂まで駆け登り

げされる事三回︑その後︑お

さあ本番です︒若い衆に胴上

金子清新潟県知事

伊●

嫁さんの待つガケ下へ十メー
トルも放り投げられ雪の中へ

歳の神であいさつをされる

祭

月行事、すみぬ
り有名とな

全国にすっ

診嬢
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ち︑いよいよ火入れ式です︒

事︑手じめ︑知事婦人の音頭
でお神酒の乾杯が行われたの

知事夫妻︑鈴木︑・相沢の両夫

られますと︑高い歳の神は勢

妻によって歳の神に火が付け

いよく燃え上がり︑傍に近ず
けないほどとなります︒その
火がやや下火になるとお待ち
かねのチかかかの開始です︒

燃えた灰に雪をまぶしすみ

もわ㌧

尚子夫妻

鈴木朝雄

黒

真

にして︑口々にオメデトウと
言いながら顔にチ勘を塗りあ

い︑見ている人たちまですみ

の洗礼を受けます︒無病息災︑

家内安全︑商売繁盛のご利益

があるというこの行事︑肌の
弱い方はちょっと注意が必要

湯本以外の各部落でも歳の

とか！
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神︑どんど焼きをやられた所
も多いと思います︒今年一年
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若い衆にかつがれて、薬師堂までひと登り。
・1靴綜今年は鈴木湘沢両夫妻が主役です・

投げられるお婿さんを心配する
尚子さんと江美さん
一

佐藤神官よりお祓いをしてもらう
知事夫妻と湯本の皆さん。
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皆さんから応募していただきました一ご二

点の中から︑町の使いみちを決定させていた
だきましたが︑今回より各部門別に少しずつ
紹介します︒

ウィーンから松之山

＊雪の中の寅さん
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＊須山境沢に

霊園造成

へ映画づくり

年金保険料の

控除申告も忘れずに！
︿確定申告﹀

でに納めた︑つぎの保険料が

控除の対象となります︒

農業・自営業を営むみなさ
んが納めている国民年金の保

◎定額保険料一年分

九五︑OOO円

険料は︑税法上︑社会保険料
控除として所得から差し引か

◎付加保険料︵月四〇〇円︶

を一緒に納めている人

れるしくみになっています︒

このため二月十六日から三

なお︑前納保険料︑追納保

九九︑八○○円
確定申告の際は︑一年間に支

険料︑未納保険料などの保険

月十五日までに行う所得税の

効果は松之山町が全国の映

払った保険料は︑忘れずに申

︵公民館社会教育係︶

美人林に隣接して︑大荒戸︑

画館︑そしてテレビに流れる

告して下さい︒

︵松ロ 高橋キシさん︶

新山︑光間に囲まれた須山境

ので国内に対する宣伝効果バ

方法は葛飾区︑松竹宣伝担

経費︑前売券一万枚買い取

▽日

時

各地区で行います︒

三月一日より三月十三日までの間に︑

※住民税︵町・県民税︶の相談と受理は︑

今回の相談は確定申告者だけです︒

された日時においで下さい︒

※税務署または役場から案内通知で指定

松之山町役場議場︵二階︶

▽場所

午前九時より午後四時まで

二十七日︵火︶まで

二月十九日︵月︶から

の年金係にお訪ねください︒

沢で比較的平らな広い土地が

今都会では墓地が高くてな

当︑アローエージェンシi等

湯沢から直通バスに乗って

り︑その他滞在費等の協力に

平成元年一月から十二月ま

料がわからないときは︑役場

かなか買えないそうだが︑こ

に依頼し︑寅さんシリーズの

ツグン︒

の荒地にものすごく大きな霊

一部を松之山でロケしてもら

墓参りに来て︑温泉に入った

二千万円ほど必要︒連携とし

2月一19日〜27日

荒れている︒

．園を造って売り出したらどう

り観光を楽しんだり︑リゾー

て町出身者に前売券の販売と︑

う︒

トホテルなども必要になって︑

その他経費の募金を行う︒

でしょうか︒

町民の働き場所も増えるので

はないでしょうか︒全国へ名
が知れるような霊園造りに一

億円を使ってもらいたいと思
います︒

納税相談のお知らせ

⑥
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正しくお旱めに

所得税の確定申告は︑二月十六日から三月
十五日までですが︑期限間近かになりますと

いくと︑所得や税額の計算が

されている番号順に記入して

﹁申告書の書きかた﹂に示

温雑しますので︑出来るだけ早めに済ませて
ください︒

︿正しい確定申告を﹀
所得税は︑自分の所得税の

固定資産課税台帳

縦覧のお知らせ

▽現況課税結果の

3月−日−20日まで
▽縦覧の趣旨

皆さんから申告していただ

簡単にできるようになってい
資産の課税にあたって基本的

いた登記地目と現況が一致し

状況を最もよく知っている皆

な重要帳簿であるので︑これ

確認について

所得や税額の計算の仕方︑

を納税者に見てもらう事によ

固定資産課税台帳は︑固定

分の所得ど税額を正しく計算

ない点がありましたら︑お気

申告書の書き方などで分から

ない土地について︑昨年五月

ます︒

して申告︑納付するという﹁申

って︑登録事項の正確性を検

さん自身が︑税法に従って自

告納税制度﹂を採用していま

軽に税務係や税務署にお尋ね

す︒

間で︑確認を終える事が出来

から七月にかけての約ニヵ月

▽縦覧の期間

証する制度です︒

確定申告はお早めに！

ください︒

確定申告をしなければなら
ない方が申告しなかったり︑

縦覧の期間は三月一日︵木︶

されたため︑現況替えになら

申告の対象外の土地を申告

ました︒

後で不足の税金を納めるだけ

から二十日︵火︶とし︑役場総

誤った申告をしたりしますと︑
でなく︑不足税額の15％又は

がない場合には︑固定資産課

をお勧めします︒

役場

税務課

したので︑確認の意味で縦覧

なかった土地もかなりありま

納税者から固定資産評価審査

月一日〜三月三十日︶内に︑

行われ︑かつ審査申出期間︵三

固定資産課税台帳の縦覧が

▽課税標準額等の確定

務課で行います︒

％の加算税が課され︑更に︑

延滞税も納めなければならな
いことになります︒

︿申告書を自分で
書くときは﹀

税台帳に登録された価格︑課

委員会に対する審査の申し出
得税の確定申告の手引き﹂や

税標準額などが確定します︒

﹁所

﹁申告書の書きかた﹂を参考

申告書を書くときは︑

にしてください︒

⑦
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いました︒

うま

︑二年生

全校児童で書きぞめ大会浦田幽難撚
浦田小学校では︑三学期に

一年生は

ふ

︑六年生

︑三年生は︐

新年会

いる様子は︑日頃活発な子供

日本の春 と︑与えられた
手本を見ながら真剣に書いて

五年生は

こまつ

は

入って問もない皿月十一日に︑
きぞめ大会を行いました︒

全校児童が体育館に集まり書

じ山 ︑四年生は 初便り ︑

書きぞめは函年やっている
という事ですが︑全校児童が
てだそうです︒

︐︻斎に集まって行うのは初め

いて見え︑年に何回かはこう

たちとは思えない程︑落ち着

せられました︒

いう時間が必要だなと感じさ

冷たい空気がビーンと張り
に練習して来た習字の最後の

つめた体育館では︑冬休み中
仕上げが︑静かに進められて

越地区中学校スキー大会アル

男子回転で小野塚学君︵中坪︶

松之山中学校の選手も頑張り︑

を占めていました︒しかし︑

高中の選手が男・女とも上位

も男子六人︑女子二人が︑松

貝大会には回転・大回転と

勃

ぽ

1月H日

ました︒

之山中から出場する事になり

2上越地区中学校スキー大会松之山町で開催
ベンの部が︑ 一月十二臼松之

今年で四〇回目を迎えた上

山温泉スキー場で開催され︑

明君︵兎口︶が八位に︑女子

が三位となったほか︑樋口博
回転では植木芽久美さん︵兎

女子十六名︑男子八十二名が

大回転と回転の二種目が行

出場しました︒

︵天水越︶が七位に入りまし

ロ︶が六位に︑佐藤麻紀さん
た︒また大回転では︑男子で

われたこの大会︑成績上位の

場出来るとあって︑選手の皆

者が県中学校スキー大会に出

小野塚学君が七位に︑植木竜
闘を見せました︒

博君︵兎□︶が八位に入る健

さんは必死でした︒

大会の方は︑やはり妙高勢
が強く︑村立妙高中と町立妙

全校児童が体育館に集まっての書きぞめ大会

村山臣君（松之山中3年）が

一ス

3

︑

1年生は今年のえと うま。に挑戦

迫力ある大回転のレース

卜

が魯

鞭

募馳

岬

」

力強く選手宣誓（雪椿にて）

o

金子県知事夫妻豪雪塾役員と昼食会

県知事就任以来︑多忙な日
たきっかけなどを熱心に聞い

会談︑地域の状況や塾を始め

なったいろりを囲んで役員と
かれました︒

ながら︑そばを沢山食べて行

理と地酒

を味わい

日を過されている金子清知事

豪雪塾

が︑小正目の十五臼に奥さん
一生懸命ふるさ

金子知事は話の中で﹁地元
と活性化に取り組んでいる所

を大切にし︑

平成二年度から後継者対策︑

には︑県としても出来るだけ

ておられました︒

浦田で行っている豪雪塾の役
の重点政策に掲げている金子

農村における嫁不足対策を県

を連れられて松之山を訪れ︑

員十名と︑手打ちそばの昼食

の協力をしたいρと︐力強い
んの意気がまた一段と上がっ

言葉を話され︑豪雪塾の皆さ

知事にとっては︐大変興昧あ

この日︑十二時半頃に豪雪
る話し合いになったようです︒

会を行いました︒

塾のメンバーである上の山部

たようでした︒

このあと手打そばによる昼
食会がもたれ︑地元の山菜料

落の丸山定一さん宅に到着し
た知事夫妻は︑今は珍らしく

みんなの注目を集めながら横綱

藤の倉富雄関の土俵入り
（布川場所）

冬の楽しみの﹃つに大相撲

にぎやかで︑二十一日の干秋

場所と七十八名の布川場所は

中でも力士数百八名の松里

の七〇点でした︒

最低は布川豚珍館関ほか二人

点は︑松里藤の川関の九七点︑

間︑皆さん成績の万はいかが

ハラハラドキドキの十五日

一月七日から始

変な盛り上がりでした︒

楽の夜行われた大納会は︑大

があります︒

は︑横網干代の富士の圧勝で

︵松里︶

藤の川敏孝 9
7点

◎横綱紹介

でしたでしようか？

低い力士十名による出世力士

東横綱

菱の山一郎

布川場所では︑㎜番点数の
色々な波乱があったようでず︒

の士俵入りで始まり︑東西両

西刀

東横綱

丸馬鹿富雄

藤の倉富雄

93点

96点

93点

今年は松之山大相撲の元祖

横綱士俵入り︑殊勲︑敢斗︑

当り賞の表彰も行われ盛んな

西〃

松里・布川における最高得

拍手が贈られていました︒

︵布川︶

ともいえる松之山地区が力士

技能の各表彰や筆頭力士︑勘

地で開催された大相撲では︑

幕を閉じましたが︑松之山各

まった両国国技館での初場所

松之山大相撲パラパラドキドキの十五日間でした

浦田丸山定一さん（左から2人目）宅で

数の不足により開催を取り止

実施されたようです︒

⑨

め︑松里・布川・浦田・農協・
水梨・湯山などの所で盛大に

郷土料理を楽しむ知事夫妻

3

の大龍院とあったことが記録

湯山の明王院・不動院︑小谷

iO吊1

から結ばれておりました︒

があり︑特に専敬寺とは古く

しかし存在の記録のみで︑

で︑町内に佛堂が四十三あっ

今般の町史編さん資料調査

◎佛堂について

三重県にあった真宗高田派常

いつ頃から修験活動が行われ

たことがわかりました︒

されています︒

照院を字湯之島に移し︑常照

たのか不明です︒

現代になって大正十二年に

寺と改め建立されました︒

修験道廃止令によって︑松之

他の施設に移され︑わずかに

堂が七︑個人所有のもの四︑

そのうち寺院所属現存の佛
山町から姿を消し︑ただ坪野

り︑他は廃堂となっています︒

佛像のみ残すもの十二に止ま

明治五︵一八七二︶年九月

の清学院のみ修験を廃して︑

◎廃寺となった寺院

真言宗清学寺として存続しま

寺院所属の佛堂中︑黒倉字

郵便局のあた軌にあった陽徳

の建立ですが︑もとは現在の

仏教事情

松之山町の

◎現存寺院

真言宗当山派修験道に属する

したが︑昭和五十年住職の死

広寺︑松陰寺︑正法寺の四力

と改めたと言われています︒

寺と︑真宗大谷派大厳寺︑同

六四年前の寛永三年に︑湯山

江戸時代町内町外の史料に︑

この三力寺が建立された時

坪野の清学院と天台宗本山派

庵を字中ノ入に移し︑陽広寺

代は︑室町幕府越後守護上杉

越道にある十王堂は︑松代長

房定の頃からで︑治安もおさ

今から五三〇年前の長禄四

字寺屋敷に松陰寺を建立︑故

ます︒

文責

田浪龍之

以上佛教事情の概略であり

なっています︒

寺院の一画に移されて廃堂と

落内のセンターに︑或は神社

他の十二佛堂は︑佛像等集

法要を営んでいます︒

の護持佛で時に菩提寺を招き

個人所有の佛堂は︑その家

ている程度であります︒

属寺院によって法要が営まれ

の人々によって︑護持され所

れいますが︑他の仏堂は集落

在しv盛んに宗教活動が営ま

命寺所属の佛堂で︑住職も常

修験道に属する光間の千手院

高田派常照寺のニカ寺があり
まり文化の栄え始めた時代に

年︑字深谷に観音寺が建立さ

あって三九年後の寛文五年︑

の等覚寺︑蒲生の曹洞宗松泉

山部落の陽広寺

亡と共に廃寺となりました︒

ます︒

各寺々の記録や言い伝えに

れました︒しかし︑古くから

字中島の現在地に移転してい

江戸時代の初め︑今から三

あたります︒

あった密教系寺院跡に再建︑

よりますと︑

曹洞宗に改めたといわれてい

松陰寺におくれること七八
︒年︑元禄十七年字大野に大厳

ます︒

観音寺におくれること一一

ます︒

三年︑天正元年に藤倉の正法

とは浦田地区に初めて寺院が

浦田地区は古くから︑菖蒲

寺が建立されました︒このこ

法寺も︑古くは字中尾にあっ
た密教系寺院を現在地字藤倉

の真宗本願寺派念宗寺︑小黒

寺が建立されました︒この正

に移し︑改宗したと言われて

の大谷派専敬寺︑上越市諏訪

松之山の陽広寺は正法寺に

寺︑同じく室野洞泉寺の檀家

建立されたことになります︒

います︒

おくれること一年︑天正二年

天正2年、松之山では3番目に古いといわれている松之

町内に曹洞宗の観音寺︑陽
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全国大会出場おめでとう

糎

ます︒

●

◎第三九回全国高等学校スキ

▽大会名と出場選手

て頑張ってもらえるよう︑皆

o大回転
小野塚和生君

福原

賢君

︵小谷︶

○男子15キロ︵距離︶

松之山分校二年生

︵中坪︶

二月六日より六日町で開催

ー大会︵インターハイ︶

全国大会でもベストを尽し

にしました︒

め︑全国大会への出場権を手

ベストを尽くしてガンバ レ〃
一月に入り︑県内各スキi
場では色々なスキー大会が開
催されています︒そんな中︑

騨 歯急

さんで応援してほしいと思い

松之山温泉スキー場で開催された上越地区中学校スキー大会

松之山の選手や松之山出身の

薯

1月12日

選手が各種大会で好成績を納

纂︑

︷馨

5
矯

聡ン

松之山分校二年生

敦史君︵湯本︶

○男子リレー︵10キロ×4人︶

村山

十日町高校二年生
◎冬期国民体育大会︵国体︶

二月二十日より青森県大鰐
○大回転
︵松高︶

隆晃君︵湯本︶成年︸

小野塚和生君

柳

部︵神奈川県代表として︶

◎全日本スキー選手権大会
賢君

︵松高︶

安心して勉強できる

会が生活困窮者として認定し

助認定申請書﹂に必要事項

教育委員会にある﹁就学援

▽認定の手続き

耳炎などの一部負担金︶

○医療費︵結膜炎・う歯・中

給食費︶

就学援助について
町教育委員会では︑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
助を行っています︒

た保護者に対して︑義務教育

を記入して︑提出してくだ

この就学援助は︑教育委員

の一部を援助するものであり︑

さい︒

▽認定申請書受付期間

援助の対象となる費目は次の
とおりです︒

二月十日から二月末日まで

就学援助を希望される方は
教育委員会︑民生委員︑又は

の間に受け付けます︒

なお︑受付期間終了後に困

在学の学校長にご相談くださ
い︒

窮者となった場合は︑その

時点でも受け付けます︒
○学用品︵学用品・通学用靴・

委員会におたずねください︒

※詳細につきましては︑教育

▽援助する費目

雨がさ・帽子など︶
○体育実技用具︵スキi板・
金具・靴・ストック︶

○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︶

0

○クロスカントリー
福原

○学校給食︵学校で徴収する

す

︒2

4P

長期滞在型保養地として整
備するにはその範囲は極めて

広い︒農村におけるリゾート
は第一次産業との共存を図る
ことが重要であるとされてい
る︒しかし日本の場合農業を
すべて観光に結びつけること
はできないが︑どの部分を関
連づけるかが課題であると思
われます︒

小杉先生は目玉事業につい

ハイデンベルグ古城

した︒

て︑小さい施設を多く作るよ
りも大きなものを一ケ所作る
方が効果的であると言われま

を

1＝ゆー

フランクフルトヘ
向う
沿道八○キロメートルには
赤松林が続いていたが︑松ク
イ虫に苦しむ日本を思い羨し
く感じました︒この町は人口
六十二万人を数え︑西ドイツ
六番目の大都市であって約十

七パーセントが外国人である
ということです︒国内外の銀

行が四二〇もあるという国際
都市であります︒大空港も大
きな役割を果していると思わ
れます︒西ドイツの人口は六
五〇〇万人︑車の台数三五〇
〇万台であって生活水準はか

川を船で下りました︒川の沿
線には峻険な地形の中に多数

によって破かいされたが︑そ
れから十年後ナポレオンは失

ケ年かけて︑ホテル︑レスト
ラン︑駐車場を整備して営業
をはじめたいと言っておられ

ドイツ一番の観光地ライン

なり古同いと思われます︒

下形を巧みに利用して構築され
川ており︑現在までよく保存さ

は全部で三千ケ所とも伝えら

脚し︑その後城再建の運動が

キロメートルに及び船から見

たものでこの城はナポレオン
ーれてきたことに威心心しました︒
ン
城内は古美術品や資料が陳

れており︑大半はホテル︑レ

起り修復されたということで
す︒へい︵壁︶の厚さニメー
あるようでした︒

の城が見られました︒城の数

イ列されており全体が博物館の

ストラン︑博物館︑コンサー
トホール等に利用されている

父り賑わっておりました︒

小杉先生がオーナーである
ネコ城を見学することができ

︵次号につづく︶

れております︒

往来も多く父なる川とも言わ

る景観は素晴らしく︑又船の

ました︒ライン川は二一一二〇

Uような感じをうけました︒地
る下には大きなレストランがあ

億四千万円で購入いたしまし
た︒現在荒れた状態ですがニ

を見る事が出来る
が︑一方廃きょ同然のものも

ました︒一三七一年に築かれ

川下りをしていると小高い山のあち二ちに古い城

トルから三メートルあり塔は
五階建に相当する高さであり
ます︒小杉先生はこの城を四
三〇万マルク︑日本円で約三

広大な敷地に巨大な城が地

しを見学
む

楽
り

の

ラ

な

●

お答えします

雪経費一八二万一千円︑その

八五万七千円︑公共施設除排

今年度の町道

除雪総延長は四三・六㎞で︑

円︵降雪量七四〇㎝︑最高積

千円︑合計四︑九三五万四千

他除排雪経費一︑二六七万六

は三八・八㎞となっておりま

町直営が四・八㎞︑業者委託

す︒

九台︵キャタビラを除く︶︑

た︒この経費が地方交付税算

いうように県に報告をしまし

雪深二月五日︑一二三㎝︶と

業者借上げが九台︑計十八台

定の中に除排雪分として組み

除雪機械の性能も年々アップし、早く
きれいに除雪出来るようになりました。

役場議会事務局まで

います。

除雪機械については︑町有

で町道全体の除雪を行ってお

込まれ︑地方交付税の一部と

なお︑除排雪分としていく

して町に入ります︒

ります︒

機械購入については︑国の

ら交付されているか金額はわ

雪寒対策機械という補助事業
で芸補助を受けて導入してお

他の分として多額に国・県か

かりませんが︑除排雪︑その

年間全体の除雪費ですが︑

ら支出されている事は確かで

ります︒

六十三年度の年問費用は道路

す︒

繊

建設課・総務課

除排雪経費市町村道分三︑四

』謹』．撫．

畷
削︐麹ア

秋山郷牧之の宿の冬囲い

あんど

二︑三枚白菜はがしタ仕度

わび

俳句ばかりでなく短歌．川
柳・生活詩等も掲載したいと
思いますので︑多くの方のご

滝沢 流石

鈴木 俊一

寄稿をお待ちしています︒

観音寺

佐藤

井部

朝女

佐藤多美女

丸山トミ子

節女

松之山

高沢ひで女

松之山

雨に発ち赤城は冬陽かんさんと

バイク乗るその様見るや着ぶくれて
天水越

雪構窓なき佗し山の小屋

短日や野沢菜洗いしひと安堵

こわされし我が家かたずけ暮早し

松之山

ポインチセァ一鉢さげて友来たる

布団干す陰りは早し日短か

杓あげて大どんど前の神事かな

かまくらに急ぐ孫らヘホッカイロ

後世にのこすかまくらビデォの目

小 谷

火の番を残して村のどんど果つ

ふぶくたび焔力吼えるどんど焼

ほのおぐほ

雪国は雲の薄目の初日差

俳句

圏

石垣の段坂登りみかん狩

松之山

●

響7

皆さんからのお便りをお待ちして
除雪の事についてお伺いします。
雪の降らない地方に比らべ、松之山の
ように沢山雪が降る所は除雪費用が大変
かと思います。除雪機の購入代や除雪の
費用に補助金などあるのでしょうか。
（下蝦池 住人）

言量

公共職業安定所の愛称が
夕一シ

■

に決まりました
コーナーを開設

lN田1

す﹂と応・しますので あわ

皆さんからより親しんでいた
称ですので︑正式な呼び方は

この呼び方は︑あくまで愛

てないようにしてください︒

だくためと︑サービス向上を
公共職業安定所と変っていま

上越公共職業安定所では︑

心掛けて仕事をして行くため
せん︒ご注意ください︒

き

一び

越熱
上だ
クく

ワ呼
一お
ハ

ロと

u＾︶

愛称を探していましたが︑こ
のほど﹁ハローワーク﹂とい
う愛称を決定しました︒

今後︑上越公共職業安定所
本所を﹁ハローワーク上越﹂

と呼び︑上越北出張所は﹁ハ

ローワーク上越北﹂・安塚分

室は﹁ハローワーク安塚﹂と

電話による応対も︑この呼

言う事にしました︒

称を使いますのでご協力をお

願いします︒たとえば︑安塚
の安定所へ電話を掛けた場合

簡易保険

公共施設整備に役立つ

簡易保険︑郵便年金積立金の力を借り

て︑町の色々な施設が整備されました︒

︵藤倉︶

二七〇万円

戸︑光間︶小型動力ポンプ

○消防施設︑防火水槽︵大荒

平成元年度の各事業別借入額は︑次の

とおりとなっています︒
▼辺地対策事業債

○町道︑東川藤倉天水越線

五︑一〇〇万円

合計．一億二︑八六〇万円

︵改良︶

▼過疎対策事業債

産である積立金︑地方自治体

このように加入者の共同財

となっています︒

一億七︑九六〇万円

以上二事業で

六六〇万円

○町道︑東川上蝦池線︵改良︶

○町道︑湯本兎口線︵改良︶

一︑六六〇万円
o町道︑東川蕨倉天水越線

整備に寄与しています︒

﹁ハイ・ハローワーク安塚で

○町道︑大荒戸小谷線︵舗装︶

に融資され︑住民の生活環境
いの方でUターンして就職を

り︐

七〇〇万円

上越公共職業安定所並びに

一︑四二〇万円

︵舗装︶
当町では︑地元出身で県外に

ご希望の方は︑Uターンコー

○町道︑大荒戸松代線︵突角

︐砿−ラ

︒

．畠

雛・Ω

︑堕−︑ど

︒
ナーを産業課職業係に併設し

一︑〇六〇万円

︑
就職しておられる方︑及び県

ましたので︑是非ご利用下さ

七三〇万円

外の大学．短大．高専・専修

なお︑登録は代理の方︵家

○水梨地区︑集落開発センタ

o町道︑中坪線︵舗装︶

せん除︶
学校に就学し︑郷里︵県内︶

族︶及び電話でも登録するこ

で就職を希望する方を対象に

平成二年一月一日からUター

一︑一六〇万円
とができます︒

五︑二〇〇万円

○町民グランド

ー

ン希望者の登録制度を発足し
ました︒

皆さんのご家族やお知り合

︵．

いますようお知らせします︒

亨

●

︒
ヌ
つ

健と月ててれ午

テ
健康テレフォンサービス

婁鵤
鳶蕉＼

項さ

2・3月のサービス内容は次のようになつておりますの
ロ
い

を

かけられる時間は、平日午後5時〜翌朝8時30分までと、
土曜日の午後0時〜月曜朝8時30分までとなっています。

︑ 9

︑

圷間時

み

に

で、聞いてみたい項目がありましたら、0255・一23−1315番

◎内 容
月 母乳栄養

／B同＿
A
為綾口川 液

・（母子）

）う

／

木 肝臓の病気
金 お年寄の不眠

土・日

嘉

〃

、◎闘

薙島講衣類と繍

d絞

へ

㌘ 塵

（働き盛り）
（老人）

結核のおはなし

おめでた（幽生）
リ

ノあ

理美ちゃん
琢哉ちゃん
旭ちゃん
健太ちゃん
浩司ちゃん
コハく や

ずレきら

けム

ニう

一＼

ノ

し

小野塚幸夫さんの長女
山岸 治二さんの長男
志賀 英一さんの二男
滝沢 博一さんの長男
大見 正幸さんの長男

窃《薙》み（死亡）

織縄

（東 川
（大荒戸
（松之山
（松之山
（下蝦池

〔死亡年月日〕

高橋 道幸さん 42歳（天水島〉平八
〔2・1・1〕
小野塚ナミさん 60歳（中 坪）峰
〔2・1・5〕
小野塚 茂さん 71歳（松之山）正野屋
〔2・1・11〕
福原亀太郎さん 80歳（小 谷）長兵工
〔2・1・13〕
竹内徳治郎さん 78歳（豊 田）ためえん 〔2・1・20〕
※12月29日から1月31日届出分までです。

華鋤、

腎
有段をめざして

之〃

︵

松

︵

水

︵

小湯天

聞︶勧刺創

詰碁の解答を募集しています︒

︵

田

んさんんん
さささささ

千

夫二松伸栄
伸外代 光

当まで︒正解者には粗品を進呈︒

︵

幽謡§主

2月24日までにハガキなどで役場広報担

『 一

1月号の答え

一

●●●●

・．働舘噸難衆

まず︑黒1とオキます︒白2で二眼で

きそうですが︑ここで黒3が手筋︒

これで白は参っているのです︒

●

︑

上越保健所では、地域の皆さんの健康作りに役立てても
らいたいと、電話による情報サービスを行っています。

ぼ

左ろ㍉な

ハイ

いくっ毛
かけて詣ぶ

∬

縄鹸．・

でノ

康憾饗粛縄

上越保健所

虜

︒︒︒

O

．

君G

物票
癖す

触

り

黒先白死（1手だけ）

霧・薙ぞ
ゆ

倉

嚢轡．毒懸
く

また。211〈ん灘雛蕊．』瞭ジ
インコを見ているところ

ポーポ焼きを見ているところ

嫉

欝／1、翻燈

1艇y嫌冷
絵難まと。、．謝勧

さとうくにひこくん

さとうたけしくん

）きだるまをイ乍っているところ
15
日

上越学生寮入寮生募集

ーoうおー

共済嘱託員会議

ヒ越中幽子校スキー人会

︵12日まで︶

婿投げ・すみぬり︵湯

本︶

例月監査

スキー場安全対策連絡

議会建設委員会

〃産業経済委員会

▼1月のできごと

1−
−ー

2218
日 日

2625
日 日

東京葛飾区金町にありますL越学生寮では、平成2年度
の人寮生を募集しています。

今年度募集する人数は男子のみの20名前後を予定してお
り、希望者の選考は3月lo日（土）とな一）ております。

入寮に関する費用は、入寮費、15，000円、毎月の寮費は
31，200円（2食賄付）で、人寮費に関しては2回分納でき
ます。

◎選考要項
（）入寮資格

29

・本籍地がL越地ノ∫のノ∫

H

民生委員会

曲辰豊表委員匁バ舩拠会

▼2月の予定

議会総務民生委員会

松之山町スキー大会

−日

4目

浦田豪噌．塾︵12Hまで︶

︵2日まで﹀

m日

葛飾冒険賜．r校︵12日ま

で黒倉︶

衆議院議員選挙投価．ゲH

日例月監査

日

町内各小幽．r校区スキー

人会

H

25 18 15

・出身高等学校の所在地がト越地方である事
・新制大学・〔塁

c）選考ll時

：門学校へ人学見込又は在学中のノ∫

3月10目（L）

（ ．） ノノ 坊扮り『 り浅、 ／二ll一 ∫illド、石負享 学坤交

O

ノノ

ノノ〜去

◎選考 を

1緬

手妾

受こナ、よ一）というノゴ1よ 拝自llに原f后磐σ）主是1島力ご4と・要て す。

詳しい資料等は直接学生寮0）方へ申し込みードさい。

〒125東京都葛飾区金町1f目23α）1（｝
塗1（｝3『600

6三81

L越学．生』寮

．一

．㎜

」

﹂
た八降り始めたら止む事

﹂へ・︑瓦九豪雪をしのぐ勢いで

を忘れたように降り続き︑︑五

した︒やっはり松之山は豪雪

地なんだと︑改めて碁︑えさせ

運動．杢足の身体には︑ちょ

∴︑れました︒

っと厳しい今回の雪だったよ

ヤ・旨て月日の経っのは早いも

うですねc

っという間に過ぎてしまいま

ので︑．平成二年も一ヵ月があ

した︒高校宝も今月末には卒

業式を迎え︑新たな道を歩む

れず頑張ってほしいと思いま

事になります︒ふるさとを忘

．．．月一日の人口

一︶

．総人口／．．一︑九一︑ご二︵▲一︶．

︵

女／／﹄︑〇一〇︵▲二︶

男／〆︑︑九二三

世帯数／一︑．八八︵▲一︶

．︵︶内は一月︸Hとの比較

▲は減

．広報まつのやま二月号

．

．平成一︑年一一月十日発行
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