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町内の3つの保育所で

見せてくれました︒

かわいい歌や踊り︑︑劇などを

﹁おゆうぎ会﹂が行われ

n月

新しい年に期待しましょう︒

悪かった人は

良かった人は来年も︒

どんな年でしたでしょうか︒

この一年︑皆さんにとっては

なりました︒

平成2年も残りわずかと
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松之山保育所

在校生23名が元気よく「ふるさとの四季」を合唱し、式典を盛りあげる
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昭和二卜二年の開校以来︑

ち
立
に
つ
さ
四卜︑二年の歴史を刻んで来た

町立浦田中学校が︑生徒数の
減少により今年度いっはいで

ました︒生徒を代表して三年
生の本山達夫君が﹁中学校が
無くなるのは大変淋しいが︑
浦田中学で学んだ 闘魂と素
朴の心〃を人切に︑松之山中

名に記今心品が贈られるなどし

贈呈が︑また︑在校生二十三

された地．兀の方々に感謝状の

われたほか︑学校運営に尽力

さんのあいさつが次々と行

沢田芳郎校長先生︑来賓の皆

沢長

田 い

生返
先り
長振
校を
郎史
芳歴

い ︒
あ る
が え

の経過を交えたあいさっや︑

町長をはじめとした町関係者︑
旧職員︑同窓生︑PTAの方
方︑地元住民の皆さん︑在校
生等︑二百しト名以トの方が
出席し︑閉校を惜しむととも
に今後の発展を望みました︒
十時三〇分から始まった式
典では︑実行委員長の田辺一
夫氏より統合決定に至るまで

幕を閉じ︑来年四月から松之
山中学校に統合される事にな

東頸城郡内で松之山だけが

りました︒

一町で二校の中学校を維持し

て来たのですが︑人口の減少
や高齢化という時代の波に逆
らえず︑止むなく閉校という
淋しい結果となってしまいま
した︒

この来春統合決定を受けて︑
浦田地区では協議会︑PTA︑

同窓会等を中心とした﹁浦田
中学校統合実行委員会﹂を作
り︑記念式典や統合後の校舎
し合いを進めて来ました︒

利川などについて︑準備や話

ト一月三日の文化のHに統
合記今心式典︑記念碑の除幕︑

感謝の会が同校で開催され︑

浦田中学校で統合記念式典

轡＋三年の峯に幕を閉じる
糖

盗・、・・猛購耀謎

状が贈られました。

学校運営に貢献された方々に感謝

「山留太鼓」が披露されました。
行われました。

記念演奏として山村留学生6人による
生徒代表らの手によって記念碑の除幕が静かに

学校へ行っても頑張ります凶

と︑力強いことばを述べまし

式典終ゴ後︑生徒全員によ

た︒

この記今心碑は来春以降︑生

ました︒

徒が通わなくなった学校を静

除幕式に引き続き感謝砕食

かに見守り続ける事でしょう︒

が体育館で行われ︑浦田中学
校の歴史の一コマを飾って来

﹁ふ

るさとの四季﹂と題した唱歌
メドレーを全員で合唱したほ

た皆さんが︑思い出話に花を

る記念演奏会が開かれ︑

か︑六人の山村留学生が︑﹁山

咲かせていたほか︑旧交を温
めあう姿が会場のあちこちで

念碑の除幕に移り︑町長や生

その後︑全員が外に出て憩
いの庭の一角に建立された記

が︑大勢の生徒と共に学ぶ教

民にとって大変悲しい事です

見られました︒

などしました︒

留太鼓﹂を威勢よく披露する

徒代表らの︑rによって幕がドー

育的効果を期待し︑また残さ
れた校舎の有効的な活用を願

学校が無くなるのは地域住

ろされると︑︑浦田中学校跡﹂

ってほしいと田心います︒

青年たちの手で記念碑が清められ、魂が

と刻まれた大きくて立派な碑
が姿を見せ︑その碑に地元の
青年団の手で魍が注ぎ込まれ

繍繍
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入れられました。
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響職添磁顯
全員で校歌を斉唱し、式典が終わる。

今年の冬も雪は少ない？
しかし準備だけはしなくては

なります︒

昭和五九年の豪雪以来目立

傾向が見られ︑何か自然に逆

ー場等のリゾート開発を急ぐ

組・大海紐・飯塚建設・松里

国．県・町道等の除雪は高橋

雪L車の．圧雪を除き︑町内の

います︒その総延長は二八・

が︑八台の雪上車を使って行

とに配置されている保安要員

圧雪については︑各地区ご

ーOOOー

︵松代・松−・し山線など︶を︑

った大雪もなく︑大変過ごし

らうような気がしないでもあ

建設・志智ハ．電設の五︑脇未者が行

五キロメートルと︑咋年とほ

▼圧雪道路関係

やすい冬がここ数年続いてお

りません︒少雪がいつまでも

います︒

除雪計画ができました

全て業者委託にした事です︒

り︑ ﹁地球の温暖化現象もあ

続くとは思えませんが⁝⁝︒

これにより保安．要員による

って雪が降らなぐなるのではし

ぼ同じくなっています︒

▼安全で迅速な除雪に

九キロメートルで︑昨年より

起さない除圧雪作業をするた

少しでも早く︑また事故を

ご協力ください

も一∴．一キロメートル延長さ

除．雪計画の延長は四四・

今年度の町道︵松代松之山

▼町道等除．雪延長

さて︑今年度の除雪計画が

で町直営で除雪していた路線

今年の主な改正点は︑今ま

ました︒

総代会で報告・説明が行われ

策︷疋され︑十一月二卜七日の

などという話が聞かれるくら
いです︒

雪のために過疎が進むとい
われている山間豪雪地にとっ
ては誠にありがたい現象です︒

ほどスキ

さい︒

て補強するようにしてくだ

いものは︑あらかじめ囲っ

＊除雪作業により破損しやす

に︒

＊車のスピードは常に控えめ

変滑るので注意すること︒

また︑除雪直後の道路は大

＊除圧嘗車には近ずかない︒

ないこと︒

＊道路Lの夜間駐車は絶対し

さない︒

．．小にしたがい︑むやみに落

癖︐．トしは︑部落長などの指

＊道路に而した家での屋根の

ださい︒

めに︑次の点に気をつけてく

H月27日

役場で行われた総代会

れることになり︑より便利に

主に除雪計画が説明されました、、

しかしヤそんな

・鰹﹃
「もうすぐ出番が来るぞ」除雪車

楽しい正月は家族一緒に！
出稼ぎ帰省・再赴任バス

迎えても・りおうと︑出稼ぎ者

問は少しかかりますが︑松之

新幹線等を利用するより時

きたいと思います︒

を対象とした帰省∴再赴任ベ

山まで確実に座って来れます

正月を故郷で家族と一緒に

スを今年も運行しますので︑

もずっと安くなっています︒

し︑補助金が出ますので料金

螺姦
▽正月帰省バス
○運行日

東京発 十二月二十九日・

三〇H︵二日間︶
二十九日のみ

六︑八○○円

京 五︑五〇〇円

名古屋発

○料金
東
名古屋
▽再赴任バス

帰省バスと同じ

o運行日 平成三年一月四日

○料金

交通のルールとマナーを

一人一人が正しく実践

十

今年は︑交通事故による死
者が︑一万一壬人を超えた昨

これは︑四十七分に一人が死

をしたことになります︒

万人の方が負傷しました︒

年を上回る勢いで増加してい

亡し︑三十九秒に一人がケガ

千人余りの方が死亡し︑八

ます︒

年末年始は︑例年︑車の量︑

多くなることから︑速度超過︑

忘年会などでの飲酒の機会も

りスピードを出し過ぎたり︑

ただしくなり︑先を急ぐあま

にこの時期は︑気分的にも慌

夕方から夜間にかけての死亡

占めています︒また︑週末や

齢者で︑全死者数の過半数を

若者︵十六〜二十四歳︶と高

大幅に増加していることど︑

は︑自動車乗車中の死者が︑

最近の交通死亡事故の特徴

信号無視︑飲酒運転などによ

事故が多発しています︒

人の流れが多くなります︒特

る交通事故の多発が懸念され

なるのがすごく早くなってい

Hが短かくなって夕方暗く
○ドライバーの皆さん︑くれ

ます︒歩行者に十分気をつけ

ます︒

ぐれもスピードは控えゆに︑

て運転しましょう！
心がけてください︒また︑

ゆとりをもっ︐て安全運転に

飲酒運転は絶対止めましょ
・っQ

O歩行者の皆さん︑飛び出し

流憲

、

▽申し込み〆切

十二月十五日までに役場

や車の直前直後の横断は危
険です︒雪道では滑りやす
いので特に注意しましょう︒

咋年は交通事故により︸万

包

黛

職業係まで︒時間・乗車場
所等︑詳しい事を知りたい

︵六−三二二

方は産業課職業係までお訪
ねください︒
︸番︶

感〉

多くの方から利用していただ

塾

㊥雨・㊥⑬

交通事故防止

︑／︑

一時と午後五時に︑各地区に

現在︑松之山町では午前十

で︑地区の皆さんのご理解と

鳴らさない事になりましたの

り︑午前十一時のサイレンは

ー戸OOー

設置してあるサイレンが一斉

が聞きずらいといった不便な

る間︑会議を中断したり電話

関係で︑サイレンが鳴ってい

らにサイレンが設置してある

場のすぐ裏にある央砂見榔ぐ

使い方に除々に戻す事も大切

という︑本来の目的に合った

．非常時のためのサイレン

います︒

た防災無線の導入を計画して

どに︑全地区全戸を対象とし

に︑全額が祉会保険料控除の

税や市町村民税を算出する際

国民年金の保険料は︑所得

こ存知でしょうか︒

所得控除の対象となることを

国民年金の保険料が税金の

欄に︑納めた保険料の総額を

申告書の﹁社会保険料控除﹂

かけての確定申告のときに︑

自営業の方は二月から三月に

は年末調整のときに︑農業や

ですので︑サラリーマンの方

課税所得から控除されます

状態が︑役場や近所の方々に

かと思います︒慣れるまで戸

町では平成三年度実施をめ

ご協力をお願いします︒

生じております︒

忘れずに記入してください︒

控除の対象となるのは︑今

、

のとおりです︒

険料などの納めた保険料額が

なお︑前納保険料︑追納保

額︵納め忘れの期間について

わからない方は︑役場の国民

4，800円

納めた未納保険料や︑免除を

付加保険料

年金担当窓口でおたずねくだ

99，600円

受けた期間について納めた追

定額保険料

年

400円

額

付加保険料

さい︒

8，400円

納保険料等も申告額に含む︶

年一年問に納めた保険料の総

平成二年の保険料は︑左表

対象として課税所得から差し

ン
レ
イ
サ
る
︑
し

平成2年の保険料額

裏
の
場
役

惑いがあると思いますが︑ご

︑＼．＼．

︒盈響

火の見やぐらに設置されて

そこで︑松之山地区におき

＼．︑

︑・

引かれます︒

松之山地区においては︑役

に鳴って時を知らせております︒

は

協力願います︒

︑＼

＝

ぼしては平成三年一月一日よ

︑＼︑︑︑

4月〜12月
額

8，000円
︷疋

1月〜3月
月

104，400円

額

定額・付加

（松之山地区）
＼．

撫男︑筋
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お昼（11時）の

1月1日より

サイレンが鳴りません！

新しい戸籍は
誤字・俗字を正しい字に訂正
することができます︒

戸籍は︑パスポートを取得
ついて︑次のような場合に

俗字で記載されている方に

記載されているため︑ご不便

が︑例えば﹁邊﹂と旧字体で

戸籍に記載されている氏名

申し出によって難しい
字体をやさしい字体に

するとか︑相続登記をする場
は︑新しい戸籍に正しい字

正しい字で

合など︑いろいろな所で利用

野鳥コケシづくりを

やってみませんか！

ついては商工会で講習会など

ける仕事ですし︑作り方等に

松之山町商工会

松之山町のかや研品︵特産

開いて教えますので︑一人で

品︶として大変喜ばれている

ですが︑．近年

も多 くの方から希望していた

野鳥コケシ

だければと思います︒

を感じておられる方は︑申し

作っている方が少なくなり注

で記載します︒

出により︑その字体に対応す

文に応じきれない状態となっ

されています︒

ア︑婚姻・転籍などによって

る新字体︵通用字体︶である

鮨

号

このように︑戸籍は日本人
新しく戸籍を作る場合︒

﹁辺﹂に直す︵更正する︶こ

長鷺

製作をやっていただける方を

町商工会では野鳥コケシの

七四番︶にお気軽に問い合わ

方は︑商工会︵電話六ー．︸二

お待ちしています︒

せください︒

自分のぺースで作っていただ

探しています︒夏冬を通して

﹁やってみようかな﹂という

についての身分関係を登録・

イ︑養子縁組などによって他

▽誤字・俗字を正しい字で記
良叩

ています︒

公証する公文書として重要な

載する場合には︑届出の時

とができます︒

の戸籍へ入籍する場合︒

し か し ︑戸 籍の中には︑氏
あるいは戸籍の記載した後

ウ︑戸籍を再製する場合など︒

名が誤字あるいは俗字で記載

いては︑従来のまま記載し

申し出 に よ っ て 正 し い
字に訂正することもゆ
て
きます

ます︒

など︑＝疋の範囲の字につ

▽俗字のうち︑﹁高しとか﹁崎﹂

す︒

に︑その旨をお知らせしま

されているものもあります︒

そのため︑官公署の窓口等で
トラブルが生じ︑社会生活ヒ︑

不便を強いられておられる方

平成三年一月一日

は︑従来の戸籍に誤字・

そこで

方もあるようです︒

以後

俗字で記載されている氏名を
新しい戸籍に記載する場合に
は︑正しい字を用いることに

現在の戸籍については︑そ

本物にそっくりと評判の良い松之山の
野鳥コケシ。作ってみようという方は
是非商工会へ連絡を！

号
岳

記載する必要があります︒

ものですから︑正しい文字で

顛け
齢鷹｝
砺『呂
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債
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のままでは．止しい字には直り

ませんが︑申出によって︑い
つでも戸籍に記載されている
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なります︒

新しい戸籍には正しい
字で記載します
▽従来の戸籍に氏名が誤字・
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第十回松之幽町ビンポン大会

十一月十㎜日の日曜日に︑

元気いっばいフレーして大会

参加してくれた小・中学生は

なってしまいました︒しかし︑

第10回町ピンボン大会

生の部で大野宏仁君︵松之山

が町民体育館で行われ︑小学

小学生の二位は田頭敬太君

を盛り上げてくれました︒

小︶が︑また中学生の部で本
山孝二君︵浦田中︶がそれぞ

︵四年生︶︑中学生の二位に
は田辺陽介君︵松2 山中︶が

す︒

入りました︒来年はもう少し
大勢参加してばしいと思いま

伝統あるこの大会ですが参

れ一位となりました︒
加選手が年々減少し︑ムプ年の

五人という少し淋しい大会と

大会は小学生二人︑中学生十

1 ヤマ1

幽騨謄議 嚢▼ 騨、

麺

松之山中学校の吹奏楽部と
新井而吹奏楽団の皆さんのジ
ョイントコンサートが︑十一
目四日の午後￥町民体育館で

なく︑合わせるのに大変苦労
されたようでしたが︑ジョイ

っぶりと聞かせてくれました︒
特に合同演奏は練習時間が少

などを単狸︑または合同でた

軽い映画音楽や童謡メロテー

れ得意の演奏を披露︒後￥は

この日のコンサートは二部
構成で行われ︑前半はそれぞ

んも︐新潟県の代表として関
東吹奏楽コンクールに出場す
るなど伝統ある吹奏楽団です︒

羅ず藩繋

素晴らしい演奏を披露∠ジョイントコンサート

参加者の少ないのがちょっと残念

今年活躍が目覚ましかった松之

（9回大会より）

中学校吹奏楽部の皆さん、

開催され︑素晴らしい︑また
楽しい演奏を聞かせてくれま
松之山中学校の吹奏楽部は︑

した︒

八ラ年上越吹奏楽コンクールで

クールで優秀賞となるなど︑

る素晴らしい演奏会で︒した︒

ントコンサ⁝トらしい迫力あ

たほか︑BSN子供音楽コン

金賞となり︑県大会に出場し

また︑新井南吹奏楽団の皆さ

薩、1．欝錘難蕪鋼課躍1

2

目覚ましい活躍をしています︒

騨罵羅懇羅霧羅

イ
新井市吹奏楽団の皆さんと一緒に演奏

o

だから︑まず何かに利用出来
ないかを考えてほしい︒ガラ

立派に再生できる︒

︵リサイ

スビン・アルミカン・鉄くず・
古紙は︑きちんと分別すれば
クルセン91の利用︶また︑

肥とし

て処理できる︒もう一つは包

生コミも自家用にた

た︒

れ︑皆さん改めてコミ問題の
重要性を認識されたようでし

文化程度が低く︑社会性がな
い事だ﹂と︑厳しい批判もさ

どこにでもコミを捨てるのは

﹁道路に空き缶を捨てたり︑

てほしいと訴えました︒

ミは減らす事ができるし︑活
動の資金つくりにもなるρと
話され︑また地球環境を守る
意味でも是非この運動を進め

ますます深刻になるゴミ問題︒講師を招いて勉強会︵商工会婦

松之山町商工会婦人部︵和
久井明代部長︶では︑年々増
え続けるコミや複雑かつ多様
化するゴミ問題に対処しよう
と︑十﹃月十四日に石川秀雄
氏︵明日の新潟を創る運動協

会事務局長︶を招いて︑講演
会を開催しました︒
装の簡略化で︑ ﹁つの品物が

五重．六重の包装をしてある
例がある︒

（兎口・杢坂）

商工会館二階で開かれたこ
出席︑熱心に話を聞きました︒

の講演会には会員ら三十名が
人と行政・業者の三者が﹄
体となって運動を進めればコ

うず巻き状に堆積された土

石川氏の講演内容は︑．増え

続けるコミも大切な資源なの

で来たときに︑大きな岩か堅
い壁にぶつかって︾す巻状に

をまき込んだ士がこの地点ま

が起こり︑表面の木や教など

から松之山に向かって地滑り

〇われており︑この辺は大
昔から地滑りの常習地帯だっ

︵大松山付近︶から始まった

﹁これは何？しおもしろい地層発見

ゼンマイを横にしたような
形に貝える上の写真︑何だと
思いますか？

これは︑道路拡張のため行
われた段切り︵法面カッド︶

堆積したのではないかと推測

昭和三十七・ハ年から発生

ちから発見で﹁きます．︑e

状︶した木や植物が︑あちこ

されます︒

によって現われた︑地層の
部分です︒場所は松之山から
︵現在は吹き付け工事に

近ずいて見ると嵐価︵◎み
す︒

兎口に向う杢坂の浄水場側で
よつて見られません︶

どうしてこのような模様が

した松之山大地滑りも︐兎口

ます︒

︐滋〜
﹄♪

たのでは⁝などと思ったりし

ζ

4・

出来たかというと︑大昔兎口

ひ

⑨

泌

石川秀雄氏を講師にお願いしての講演会

o

3

（商工会館）

いる︒

ーoう8ー

明治三十︵一八九七︶年四

師は︑藤原集落の本山嘉吉︵漢

防止に乗り出した︒当時の医

染病院とすることが村議会で

院を改築し︑新村松之山村伝

の年月を要するが︑このよう

松之山の

組合ならびに伝染病予防委員

に延び延びになったのは︑不

議決後︑工事着影まで六年

議決された︒

離病舎の設置などが奨励され

が設置され︑飲料水煮沸の励

もんぱかったためといわれて

作の年が続き村民の苦労をお

浦田のほか他の村でも衛生

方医︶であった︒

るようになった︒

いるが︑明治三十五年︵一九

行︑衛生思想の啓蒙に努めて

これに基づき予防の方法や隔

月︑伝染病予防法が公布され︑

浦田村では同年九月︑県令

保健衛生
明治時代の庶民の衛生に関
東頸城は遠隔であるため分

春病院を高田病院と改称した︒

いるが︑恐るべき伝染病の対

により﹁浦田村衛生組合﹂を

〇二︶︑布川・松里両村の伝

結成し︑同村の薬師山山麓に

策に村当局の並々ならぬ苦労

院として大島病院が設立︑さ

関も見るべきものは殆んどな

染病院を廃止︑松之山伝染病

明治初期は医師不足病院不足に悩まされ、流行病で多くの人たち
が亡くなった。現在は近代的な病院と施設が作られて生活ができ

る、。（来春完成の診療所）

いんキい

隔離病舎を建設し︑伝染病の

当時の医師として︑内外科

騰譲繊講

らに明治卜三︵一八八O︶年

いう問題もあり︑議決された

医として遠藤医師が着任した

文責

新井一昭

が大きいと考えられる︒

厳禁などの努力に負うところ

の三ケ月間に葬祭の際の飲食

伝染病の多発する七︑八︑九

衛生上の注意を喚起したり︑

は区長会や各区民総会の際︑

んえんした様子はない︒これ

の発生が見られるものの︑ま

おいては若干の腸チフス患者

しかし︑同時期の浦田村に

ていた︒

呼ばれていた︶がまんえんし

逆に腸チフス︵ショウカンと

大正期に入ると影をひそめ︑

カッパラと呼ばれていた︶は︑

頃に人流行した赤痢︵当時ア

らびに同三十二年︵一八九九︶

明治卜二年︵一八七九︶な

の跡をしのぶことができる︒

く︑病毒を隠蔽するか︑素人

明治初期には︑腸チフスや

とはいえ開設ができず︑出張

原町︵現上越市︶玄仙宅に私

金子良意など有志によって川

が︑その任期は明治十四年二

疫対制は整備されておらず︑

藁

には湯本村へ︑出張所を開設す

とう

治療・売薬︑もしくは加持祈
ることが議決された︒

ペストをはじめとする伝染病

た︒

が上越地方一円に流行し︑こ

たのは︑明治卜四︵一八八一︶

所へ医師が訪れるようになっ

立の回春病院が開設された︒

月一日より同十五年一月三十

年であった︒

明治政府は発足当初から従

の後任についてはめどが立た

Hまでの一ヶ年間であり︑そ

ち出していたが︑西洋医学を

﹃をもって医療を行う方針を打

郡病院も︑明治卜六︵一八八
三︶年には廃院という事態に

ず︑せっかく設立された大島

合わなかったことから︑極端

そして︑同年五月十口︑楠

県下に赤痢などが大流行して

明治期における伝染病の防

たち至っている︒

本県令より許可が得られ︑回

た︒

な医師不足という事情があっ

身につけた医師の養成が間に

来の漢力を除外し︑

七五︶年︑高田では藤林玄仙︑

の対策として︑明治八︵一八

しかし︑当時は医師不足と

薦などによるところが多かっ

する考え方は乏しく︑医療機

42
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ニ

ロリ

リ

おにぎりアンケートの

床しかったですか？﹁のりが
の方が圧倒的に多かったのが

したし︑その中でも五十歳代

結果が出ました

﹁いや︑ゴマ塩

十月二十八Hの町農業祭に
付いた方が﹂

この日のアンケートに答え

おいて︑皆さんから試食して

ていただいた方は百十名ほど

注目されます︒

ですが︑結果は八一人対三〇

でしたので︑この結果だけで

の方が﹂と︑音心見が分れた訳

人で圧倒的にのり巻の方が多

どうこう言えませんが︑

の目安として利用できると思

一つ

いた方がコシヒカリ︑ゴマ塩

くなりました︒のりの付いて

いただいたコシヒカリ・雪の

は︑新潟県がコ

果がまとまりました︒

精のおにぎりアンケートの結
雪の精
の方が雪の精だった訳で︑ほ

シヒカリに次ぐ米として．一〜

三年前から力を入れている品

います︒ご協力いただいた皆

試食用のモチつきも行われた農業

祭

ぽ予想された結果かと思われ

F
＼．

短黙
り

君は遺影の人となるらん

さしかかる五十路の坂を前にして

も

寝しづまる部落の真上の十三夜

その蒼白き月光冴ゆる

︵松屋︶

掘り出すわれに泥がとび付く
小 谷 鈴木俊一︵栄屋︶

探り当つ太き蓮根を丹念に

俳句

佐藤節女

文化の日もってペンンヨン閉ざさるる．

懸崖菊添えて式典おごそかに

松之山

立冬の今日売り出しの里ぬくし

かいとう

ロ笛はいつも軍歌や菊日和

秋海索老僧ひとり寺を守る

︵南田︶

井部朝女．︵高松屋︶

時雨るるや労り合ひて温泉に浸る
松之山 古同沢秀女

この小菊亡母の好みし色なれば

八重菊の一葉乱さず活けあげし

どの菊の香りや短らず風の窓

松之山

●

さんありがとうございました︒

プ

ます︒しかし︑雪の精が美味

轟繕．，

種で︑今後作付け面積がどん

毛

d【

︵産業課・農政係︶

験

どん増える事が予想されます︒

1鰯

しいと答えた方も三割程いま

良質米生産推進共励会参加の稲を展示

さて︑二個のおにぎりを食
べられた比白さん︑どちらが美

輸』網醤

婦人会誌発行について

ー寸OOー

もち米一握り︑

タオル一本寄贈運動

もち米一握りタオル︸本寄
贈運動にご協力をいただき︑

牛乳パックが

＋一月の回収で
一トンを超えました
町内の皆さんの大きな理解
荷門．里に達っすることができ︑

と協力のおかげで︑目標の出

俳句︑短歌︑囲碁など七十講

NHK学園の生涯学習通信

町公民館では早速県の方へ

降雪期に入りましたので︑

講座は︑十六年の歴史があり︑

座百六十七コースの冬期受講

十二月から来年三月まで

出荷の手続きを取ってくださ

パックの回収は休ませていた

講いただいております︒

今までに二百万人の方々に受

また︑全国に二千人の講師

陣が添削し︑いつでも質問に

さいの

NHK学園八E八

請求ください︒

をハガキに明記して請求くだ

番号︑およびご希望の講座名

あなたの住所・氏名・電話

十一係宛

三十六

東京都国立市富士見台二ー

〒一八六ー〇一

方は︑

嘘．▽案内書︵無料︶をご希望の

平成三年一月三十一日まで

▽申込受付

管しておいてくださるよう︑

てないで春まで各ご家庭で保

だきますが︑牛乳パックは捨

・生を募集しています︒

．味を深めるための書道︑硬筆︑

NHK学園では︑教養と趣

で学習を！
るそうです︒

た︒

誠にありがとうございました︒

とタオルが寄せられましたの

原稿のお願︐い

なお︑部落会長さん方には

で︑ここに報告して心からお

本当にありがとうご︑ざいまし

﹁松之山の婦人の歴史を綴

様ヂをみて改めてお願いの連

皆さんからの善立思のもち米

り続けていきたい﹂と︑今年

二九二・九キロ

礼申し上げます︒

◎もち米

八八二本

絡をさしあげます︒

◎タオル

皆さんから寄付していただいた880本余りのタオルと
モチ米を一緒に、施設等にお届けします

内容は例年通りですが︑今
年度は百万人の話し合いを休
むことになりましたので︑ご

協力いただければ﹁婦人の立
場で考﹁えるこれからの町づく

りによせて﹂の提案も組んで

驚

生涯学習通信講座

お答えいたします︒

し錨ぎ多

みたいと思っております︒

＿

NHK学園
お願い致します︒

3月まで各家庭で
保管しておいていた

このまま松之山で安心した
暮らしができるよう︑町の将
来︑高齢化の進行︑婦人会の
重要性︑望ましい活動︑その

他どんなことでも生活の中か
らの微笑ましい内容で満載さ
せたいと考えています︒

投稿は自由で会員でない方
も文章に興味をお持ちの方は︑

是非作品を寄せてくださるよ
うご協力をお願い致 し ま す ︒

原稿は一月十日までに町公
民館に提出してくだ さ い ︒

〉牛乳パックは

も会誌を計画しました︒

一…・

灘ご鴇

欝

暖房器具は正しい取扱いを！

ヤ

噂関心

料補給は絶対しない︒

o石油ストーブの近くでは燃

o燃料は灯油か確靭︑恥を︒

か︒

o耐震装置は確実に機能する

を怠りなく︒

まず消そう火への鈍感

今年もあとわずか︑年末年
始はどちらのご家庭でも火を
使用する機会が多くなります︒

事故のない年末を過ごして︑
新しい年を迎えましょう︒

暖房器具︑とくに石油スト

○電気コタツのコードは大丈

NTTからのお知らせ

東京03地域の市内局番が

一月一日午前二時より四ケタに
変わります

電話の場合は︑トーキー案

内で間違いダイヤルに気がつ

▼新しい市内局番は︑これま
での市内局番の頭に﹁3﹂

が多いと交換機が混んでつ

▼旧番号での間違いダイヤル

ありますからご注意ください︒

ず故障と勘違いされることが

通信では︑問違いに気がつか

きますが︑FAXやパソコン
03︵123︶

をつけます︒
︵変更前︶

︵変更後︶

03︵3123︶

このように九ケタだった番

ながりにくくなります︒

ご不明な点は︑NTT安塚

（10ケタ）

夫か︒

蜘一…・・一一一…＿鱒卿
号が十ケタになります︒

方式をご利用の方は︑番号

営業所︵二ー二二〇〇番︶へ

変更後

ーブによる火災は︑相変わら

翻

鰍

▼短縮ダイヤルなど番号登録
登録をやりなおしてくださ

4

お問い合わせください︒

（9ケタ）

ず多く発生しています︒その

もしものときは

○練炭︑豆炭コタツは特に取㎜

市内局番の前に3がつきます

い︒

＠耀

4

一123
03一

玩刀
＼／

03｛亘玉］一123

り灰に気をつける︒

﹃

変更前

原因のほとんどが取扱上の不

θ

，、￥＼＼心

＼︸ノ■

●

⑳

注意によるものです︒暖房器

α

心一｝｝

磯一、
『
甲槻蝉一
卿・・糧
騨

㌃？、

ノ隔翻

グ

躯ξ
〃

具の正しい取扱い︑及び点検

1翻

松之山町の人ロ39776人

1のOOー

に欠けているのか考えさせら

一13．6

一13．9

3，100

1，501

1，599

3，391

291

一

一13．9

3，659

1，812

1，847

鞭・

一

一

441

一10．8

一10．1

1，819

1，957

4，345

一

569

一13．1

一16．2

五年に一回︑H本中一斉に
れます︒
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819

行われる国勢調査︒松之山町

率％

一

でも各部落の調査員によって

6，026

十月一日に調査が実施され︑
県の方に報告されました︒

この程︑調査結果の一部が

2，656

8．6

発表されましたのでお知らせ

それによりますと︑県全体

します︒

の人口は前回︵昭和六十年︶

より三︑九二一人減少し︑二

2，551

牧

四七万四︑五四九人となりま

一

5．2

5，207

した︒市部では増えているの

一

松代町
大島村

ですが︑山間地を多くかかえ

一248
2，191

た郡部で大きく減少しており︑

4，774

4，526

都市集中型の傾向が見られま

2，335

浦川原村

松之山町は三︑七七六人と

一10．6

2，275

す︒

なっており︑前回調査時より

現在は空前の男性結婚難時代

未婚者は男性過剰

自立など環境の変化が︑

﹁結

婚を遅らす女性﹃

農村部の花嫁不足に象徴さ

れるように︑最近は︑空前の

ない男性﹂の構図をつくって

﹁結婚でき

男性結婚難時代となっていま

統計からみれば︑女性にと

いるようにみえます︒

その原因の一つが︑なんと

って強気の売手市場といえま

す︒

いっても人口の差が男性を不

の希望条件の男性が少ないと

いう不満も聞かれそうです︒

すが︑女性の側からは︑自分

三十四歳までの未婚の男性は

今や嫁不足の問題は農村だ

利にしている事です︒結婚適

三百六十七万人で︑同世代の

けでなく︑日本中の男性がか︑

齢期といわれる二十五歳から

未婚の女性の二・二倍︑実に

かえている問題といえます︒

女︷

二百万人も上回っています︒

このように男女の結婚適齢

期人口のアンバランスがある

うえに︑高学歴化や職場進出

によって女性が結婚を急がな

くなっているのが︑男性結婚
難の大きな原因です︒

さらに︑最近では︑独身女

性の収入の増加が著しく︑結

婚しなくても﹁日々の生活を

エンジョイできる﹂女性が増

400

0

五六九人︑減少率は一三・一

一11．6％
2，416

614

4，691

●

（万人）100200300400500600

％と残念ながら高い率となっ

てしまいました︒これは︑松
代町︵二二・六％︶に続き︑

一

3・7亙上

県内で二番目に人口が減少し
目は高柳町︵一二・二％︶で

た事を示めしています︒三番

東頸城郡全体でも一〇・七

した︒

％と︑県内では飛び抜けて高

社会的地位の向上︑経済的

えている事も理由の一つです︒
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和

い減少率を示しておヶ︑他の

市町村と比較して何がそんな

男

S55〜60増減率

増減数
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町村名
安塚町

男
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減少率

出生届、死亡届などいわゆ

る報告的届出は、どのように
したらいいのでしょうか。

会事務局提案

月以内︶に︑出生子の本籍地︑

H以内︵国外にあっては三カ

子供が生まれた時は︑十四

さんが研究した﹁松之山地方

高校松之山分校の生物部の皆

の発表がこあ程行われ︑安塚

第三十四回の県学生科学賞

林和博教諭が選ばれ︑︑うれし

選ばれました︒また︑今年の
指導者賞に︑生物部顧問の小

ージの報告書となっています︒

したもので︑B5判一五五ぺ

内に届け出ることとなってい

から︑その日を含めて七H以

中・高校生が研究し応募した

研究を大事にまとめると今後
すばらしい作品に仕上がるだ

足し︑現在高橋広助君を部長

同校の生物部は昨年四月発

ろう﹂と︑期待されました︒

るもので︑︐最優秀賞となった

市で行われまもた︒

十一月二十九日に新潟

この学生科学賞の表彰式は

います︒

する資料集めや分析を進めて

に部員が二十名おり︑小林先
生を中心に松之山の自然に関

﹁松之山地方の自

然研究﹂という広いテーマで︑
今回はその中の植物と昆虫に

だ研究は︑

生物部の皆さんが取り組ん

に出品されます︒

四点は県代表として中央審査﹃

七点︑指導者賞二点を選出す

中から口．取優秀賞四点︑

審査員の評価も高く﹁一つの

ついての一部をまとめ︑応募

届出人たる父母等の所在地ま
の植物・昆虫﹂が︑優秀賞に

い二重の受賞となりました︒
この学生科学賞は︑県内の

たは出生地の市町村長に届け
出ることになっています︒︑

届出義務者は﹈般的には父
または母となりますが︑子の
出生前に父母が離婚している
場合には付となっています︒
をできない場合には①同居者︑

しかし︑父または母が届け出

②出産に立ち合った医師︑助
産婦またはその他の順で届出
っています︒

しなければならないことにな

出生届は︑所定の様式によ
る届出に必．要事項を記入する

とともに︑出産に立ち合った
医師又は助産婦などの作成し
とされています︒

た出生証明書を添付すること

人が死亡したときは︑その
事実を死亡届によって届け出
ることとなっています︒届出

支えありませんが︑この場合
死亡届には︑死亡診断書また

務者が死亡の事実を知った日
は死体検案淋の添付が必要と

地は︑死亡地︑本籍地︑届出
人の所在地のいずれでも差し

県学生科学賞
ます︒

蒙澱顎

優秀賞に輝く！

なります︒死亡届は︑屈出義

●

松高生物部の研究が

「水道」

冬に備えて点検を！

降雪の時期を迎え冬川いを
された家庭も多いと思います︒

しかし︑水道の点検はどうで
しょうか？

ーOOOー

てありませんか︒

＊メーター器のLに何か置い

＊家の中への引き込み管の保
温設備は十分ですか︒

は作業所・車庫等に水道が

＊冬期間鷲守になる家︑また

多く発生するのが﹁水道﹂の

引いてある所は︑元栓をし

例年︑寒くなるこの時期に
トラブルです皿凍結による水

めるなりしてください︒

※冬の間︑水道を使っていて

道管の破裂・漏水など︑知ら
ないうちに発生し︑春になっ

急に圧が無くなったりした
場合は漏水が考えられます︒

てから発見される事が沢山あ

ります︒水道料金だけの問題

早めに役場水道係か業者に

またまた高校生チームが優勝

月十八口町民体育館で開催さ

；ル大会︵六人制︶が︑十一

第十一回の町長杯バレーボ

グランドと年々体育施設が充

のが悩みです︒体育館・町民

参加チームの数が減っている

このバレーボール大会でも

バレーボ︐ール大会

れ︑熱戦の結果︑高校二年生

実されて行く半面︑それを利

と淋しい気がします︒

用する世代の減少は︑ちょっ

チームが優勝しました︒
六チームが参加して行われ
たこの大会︑夏の大会では高

大会成績は次のとおりです︒

高校二年生チーム

校生チームに優勝を許してい

優

MMBCチーム

詳細については、十日町労働基準監督署第

でなく︑浄水槽が空になると

るだけに︑他の青年団チーム

準優勝

猶予措置が終了する前に、できるだけ早く所
定労働時間が46時間以下になるよう計画的に
対応することが望まれます。

勝
は意地でも負けられない大会

ます。

頼んで︑調べてもらいまし

ブ

いう事態を招く事もあります︒

ょう︒

100人以下の製造業・
となっています。また、

本格的な降雪の前に次の点

ださい。

昇勢会Aチーム

商業、300人以下の建設業・接客娯楽業など
一定の業種・規模の事業場については、猶予
措置により従来どおり、48時間です。しかし、

松高混成チーム

一課（行0257−52−2079）にお問い合わせく

位

され、1週間の法定労働時間は、原則46時間

〃

猶予措置の対象となる事業場にあっては、

三

この猶予措置は、平成3年3月31日で終了し

だったのですが︑今回も若さ

改正労働基準法が昭和63年4月1日に施行

にやられてしまいました︒

週46時間労働制の
猶予措置が終了します

をもう一度確認してください︒

大切にしたい水資源

●

徽や解勲
玉
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合7メ
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菰

一
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ださい。

〃

お《導》み（死亡）

（死亡年月日）

⑭︾

柳 カノさん 81歳（湯 本）柳屋
高橋よ志さん 92歳（天水島）重屋
高橋ワカさん 90歳（天水島）豆腐屋

2・11・23
2・11・24
2・11・26
2・11・29

南雲重吉さん62歳（西之前）林
※11月1日より30日までの届出分です。
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黒先き白死（5手まで）
詰碁の解答を募集しでい
ます。12月25日までにハガ
キなどで広報担当まで。

正解者には粗品を進呈。
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名な死活の手 筋です︒

丁の下ハネが うまい手︒ついで白2

サエには黒3︑︑5のホウリ込み連発

麗な手筋で見 事生き︒2図いったん

伸さん︵湯本

若H井千代松さん︵小 谷

村函

久︹保田光栄さん︵天水島

リとされて至平然と3にツギます︒

正解者

夕華オ黒有
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アがの

●

臼
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タ
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噛借薩と

魯麟

住

タバ群縄・キリ
忘年会や新年会など、何かと人の集まる機会が多い年末
年始。話がはずむ楽しい集まりですが、部屋中に充満した
タバコの煙はいただけませんね。
イ
煙が部屋の中にたちこめてし
まったら、水でぬらしたタオル
をよくしぽって振り回しましょ
う。よどんだ煙を吸収してくれ
ます。タオルは大きい方がより
効果的です。ぜひ試してみてく
魂．

勘鰍

窪一

パ燃

菰フ

寮．豪

﹂フ︸

蕪−剥

鰐．

嫌

（坪野 かに沢）

むらやまたかひろくん

ートOOl

ところ
（藤倉 大門）
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3日
7日

月のできごと

浦田中学校閉校記念

式典

農業者就業推進大会

〃総務民生委員会

8目 議会建設委員会

9口

献血

編集後記

．平成二年も残すところ二〇

日余りとなってしまいました︒

一年があまりにも早く過ぎ

て行くような気がします︒皆

本確的な冬を目の前にして

さんも同じでしょうか︒

いるわけですが比較的暖かい

と︑つい油断してしまいます︒

Hが多く︑このまま行けば今
年の冬も小雪なのでは︑など

気を引き締めて冬に備えたい

年末年始︑家庭で火を使う

も砂です︒

町バレーボール大会

機会が多くなります︒くれぐ

HH 町ビンポン大会

日

年をお迎えください︒

12月議会定例会

キi講習会

日 クロスカントリース
日

日 官庁仕事納め

編集／議会事務局

智六±ニニ一二

発行／新潟県松之山町
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れも火事に気をつけて︑良い
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山村留学生収穫祭

温泉委員会
H

保健対策会議

日

H

スキー場運営委口貝会

社会福祉協議会

▼12月の予定
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