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パンをとめている洗濯ベサミまでくわえた入がいました（松之山地区雪上運動会）

雌

今月号の話題

曲

地区雪上運動会…・・……………・………2

越後松之山豪雪塾・…9……………・……3
スキーカーニバル・カザマカップ案内……4

信越学童親善スキー大会………………5
知っておきたい年金知識………………6

2月のフォトニュース……………8・9
集落探訪（西之前）……一………・…・10

公民館だより・一…………一9一・…一12
県内公立高校のトップをきって行われた
安高松之山分校の卒業式

lOooトー

い競争﹂は︑袋入りのパンをと

めている洗濯バサミまでくわえ

パンの高さを雪面すれすれに

てゴールする人がいました︒

してみたり︑パンのついている

五・六年生全員による﹁宝物

を探せ！﹂は︑雪中に隠された

棒を揺らして食べにくくしたり

昼頃からは太陽が姿をあらわし

宝物を手で掘り出す競技ですが︑

割近くが感染しました︒

二月十八日には全校閉鎖︑前

松之山地区の大会は午前中が

全町的にカゼが猛威をふるっ

ていた二月二十三日︑松之山小

後三日間は学級閉鎖や半日学校

と︑役員はいろいろといじわる

最後の組は役員の方たちに手

と笑い声が聞こえ︑地区民総出

趣向をこらした種目には声援

ました︒

学校区と東川小学校区の雪上運

雪が硬くしまっていてなかなか

また︑紅白対抗のレクリェー

伝ってもらって︑やっと宝物を

の楽しい一日を過しました︒

をしました︒

が行われました︒

アルペン種目︑午後は距離競技

したが︑比較的感染者が少なか

ション種目も多く︑最後の対抗

見つけることができました︒

各小学校も似たような状況で

閉鎖などの措置が取られました︒

は︑児童の半数以上がカゼのた
った松之山と東川小学校区のみ

リレーまで二転三転するほど競

松里小学校区と浦田小学校区

動会が行われました︒

掘り出せませんでした︒

め中止となりました︒
が無事開催できました︒

二月中旬からカゼが大流行し︑

PTAや一般による﹁パン食

費

い合いました︒

嘉

ゴール直前まで横一線だった．むかでレース

大会当日は天候に恵まれ︑お

雪が硬くしまってなかなか宝物を探し出せませんでした

松之山中学校では全校生徒の七

冨

壷−−妬

パン食い競争

大きな口を開けてパクッ！

鳳

壷

蟻

＆

2

雪を利用したイベントの元祖
ともいえる越後松之山豪雪塾が︑
二月八日・九日と浦田地区で開
も転ぶ人がいました︒

多く︑雪面に足をとられて何度
横一列に並んだ塾生たちは︑

山の頂上付近にいるハンター方
向へ兎を追い出し五羽の兎を捕

催されました︒

関東方面を中心に一〇三名の
昼食にはモチが用意され︑塾
生総参加のモチつき大会となり

るのがやっとで︑お父さんから

子供たちは重い杵を持ち上げ

ました︒

まえました︒

方が参加し︑盛りだくさんの雪
国体験を楽しんでいました︒
八日の夕方浦田地区に着いた

塾生の皆さんは︑浦田小学校横
の雪原に作られた塞の神のまわ
りに集合し︑年男年女の方たち
塞の神の火が燃えつきると︑

手伝ってもらっていました︒
また︑野兎狩りで捕まえた兎
の肉が入っている兎汁も出され︑
都会では味わえない珍味に喜ん
でいました︒

青空が出始めた正午過ぎ︑お
世話になった民泊先の方たちと

発しました︒

別れを惜しみながら︑塾生の皆
さんは思い出多い浦田地区を出

スルメやモチを焼いて無病息災を祈りました

費

し

が火を付けました︒

恒例となった重箱パーティーが
小学校の体育館で行われました︒
民泊先の方たちが持ち寄った
地区の方たちが作ったアンボ・

穐ちは喩ソ1ノ遊ぴ

自慢の料理に舌鼓を打ったり︑

︑蕊

撫

のっぺ・おぽろ・ヤキソバなど
を腹一杯食べた塾生もいました︒

にぎやかな重箱パーティーが
終ると三十一軒の民泊先に別れ︑
暖かいもてなしを受けながら一

九日は野兎狩りコースと雪掘

夜 を 過していました︒

りコースに別れ︑野兎狩りは藤
かんじきを初めてつけた人が

3

原で行われました︒

毎回好評の重箱パーティー

3肋日み磁疎而）

ぜひチャレンジしてください︒

どなたでも出場できますので

よりカラオケ大会も行われます︒

で先着二十組まで参加できます︒

性は五人一組︑女性は八人一組

る﹁雪上つなひき大会﹂は︑男

種目はジャイアントスラロー

催されます︒

カザマカップアルペン大会が開

ーO寸トー

おもしろい企画がいっぱいの

ム︵二本制︶で︑小学生から成

台六⊥二〇〇

松之山スキー協会事務局

▼申込み先

先着二〇〇名まで受付けます︒

参加料は一人一︑OOO円で︑

年まで七組に別れています︒

・酒早飲みリレー及び雪hつな

スキーカーニバルと併行して

場の振興課へお願いします︒

ひき大会の参加申し込みは︑役

午前十一時より各種ゲーム・

子供たちが参加する﹁雪中宝

大会が始まります︒

第九回スキーカーニバルが︑三
月二十二日︵日︶松之山温泉スキ

ー場で開催されます︒

が隠されているか今から楽しみ

さがしゲーム﹂には︑どんな宝

スープの無料サービス︑味の名
ですね︒

毎年大好評の甘酒・ラビット

店街が十時から始まり︑地元の

次は大人たちが目の色を変え
る﹁酒早飲みリレー﹂で︑男女

2回目 12：30〜13：00
◎カラオケ大会……・………・…・一・…・・13：00〜13：30
◎ちびっこコーナー…・…………・…・一…10：30〜15二〇〇
◎雪中宝さがしゲーム・……………・…・…11：00〜11：20

ノ・

松之山温泉スキー場スキーカーニバル
カザマカップアルペン大会
、

皆さんが作ったおいしい料理を

◎バンド演奏………・………・・…1回目 10：30〜11：00

ださい︒

いろいろな出店でにぎわう味の名店街

レストハウス雪椿の特設ステ

おでん等）9……・…………・…一……10：00〜

を問わず五人一組で参加してく

︑覆周

齢

楽しむことができます︒

◎味の名店街（アンボ・焼き鳥・焼きソバ・手打ちソバ・

スキーカーニバルの最後を飾

◎酒早飲みリレー………………・・……一11二20〜12：00
◎モチつき大会…・……………・・………12：00〜12：30
◎ジャンケン大会・………・………・・……13：30〜14：00
◎雪上つなひき大会・…・……………… …14：00〜15：00
◎カザマカップアルペン大会・……………一10：00〜
ジャイアントスラローム（2本制）
小学生から成年まで7組

ージでは︑MMMバンドの演奏

◎甘酒・ラビットスープのサービス・9……・…10＝00〜

が二回行われるほか︑午後一時

謡

馨

，．＿＿ノ㌧一、ノ
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第9回
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愛︵松里小六年︶

1
1●−︒
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2

佐藤幸恵︵松 里 小 六 年 ︶

佐藤

松里小学校

47・47・75

▼一部男子リレー
八位

松里小学校

四十七点

41・27・6

▼一部女子リレー
七位

松里小学校

▼︻部総合成績

三位

十五位

渡辺

寛

二位 佐藤友紀︵浦田小五年︶

▼二部女子距離三㎞

▼二部男子リレー

松之山小学校

53

43

・20・82

・63

0乙1︒1
6・8

▼二部女子大回転

十一位

浦田小学校 49

四位 小山鮎美︵松之山小六年︶

草村真利子

1︒
1．2●9
6

八位

十二位

▼二部女子リレー

九位 浦田小学校

︵松之山小六年︶1・23・79

▼二部男子距離五㎞

十位

▼二部総合成績

十五点

ニレ八点

松之山小学校44・38・7

一位 竹内寛揮︵浦田小六年︶

なお、免状を紛失された方も、この際再交付申請して免状を

信越学童親善スキー大会

九位

八位

松里小大健闘！ 一部総合三位
第三十九回信越学童親善スキ
1大会が妙高高原町で開催され︑

松里小学校が一部︵十校︶︑松
之山．浦田小学校が二部︵十五
校︶に出場しました︒
2
2

浦田小学校

年3月31日までに書換えてください。

1
1

七位

②昭和57年4月1日以後の交付免状を持っている方は、交付日

6
3︒ 3

①昭和57年3月31日以前の交付免状を持っている方は、平成4

7
1●

書換え申請書等は松之山分遣所にあります。

本山広海︵松之山小六年︶

》写真書換え期限

▼一部男子距離五㎞

十五位

十一位松之山小学校

取得してください。

▼一一部男子大回転

・

えてください。

7

」

12小10
。 去1慮 ．
68竺99

91．3．
04

を基準として10年を経過しない日までに書換えてください。

。

∠

● 山

10年以上たった免状をお持ちの方は、下記の期限までに書換

高橋佳男︵松里小六年︶
相沢政徳︵松之山小五年︶

消防法令の改正により、免状に貼ってある写真が、10年に1

松里小学校は昨年の大会で二
七位
十一位

■■の

免状の写真書換えをお急ぎください

部総合優勝し︑今年から強豪ひ
7 1．5
6．5

一

認

16

〉問い合わせ先

1惨1
回新しい写真に貼り替えしなければなりません。

児童たちはアルペン部門で大

翫弾し

︑鍛磨
﹃ミ＼

瓢＼︐

鷺縄︑沸
■

＼︑
噌

学校男子リレーのスタート直後
（今年の松之山スキー競技大会より

しめく一部校に昇格しました︒・

活躍し︑昇格一年目で早くも総
合三位という快挙を達成しまし
た︒

また︑二部の浦田小学校は距
離部門だけの参加でしたが︑男
一位︑女子三㎞で佐藤友紀さん

．饗
＼

蚕・聾爵撫鴫．鋼

﹄覧
溜

55

東頸消防署松之山分遣所（奮6−2330）

子五㎞で竹内寛揮君︵六年︶が
︵五年︶が二位と活躍しました︒

成績は次のとおりです︒

佐藤太也︵松里小五年︶

1分02秒37

村山勝則︵松里小六年︶

▼一部男子大回転
二位

十三位

烈．．

礁ー︑㌧
濯

−
0．8●
r2
D

転

▼一部女子大回転

｝

四位 高沢喬子︵松里小五年︶

翻q

一
誰＼

5

1
1．0●3
1
五位 高橋妙子︵松里小五年︶

嚇

国民年金保険料が四月から
国民年金の定額保険料が︑四
引き上げていくことが必要にな

めにも︑保険料を毎年少しずつ

九︑七〇〇円に変わります
月分から九︑七〇〇円になります︒

国民年金を支払うための費用
︐それと同時に︑物価の上昇が

ります︒

あれば︑あわせて保険料額も改

は︑加入者の皆さんが納めた保
険料と国の負担とでまかなわれ

これらを踏まえ︑平成四年度

定することになっています︒

ますます進行する高齢化社会

の保険料は一か月九︑七〇〇円

ています︒

にあって︑長期的に安定した年

と決まったものです︒

なお︑付加保険料は︑今まで

金制度を維持していくためには︑

年金額とその財源である保険料

と同様に一か月四〇〇円です︒

国民年金加入者の皆さんのご

のバランスを保っていかなけれ
ばなりません︒

ー等﹄ー

国民年金に加入している皆さ

保険料を前払いできる﹁前納制

を前納すると︑二︑八一〇円が割

間の保険料︵一一六︑四〇〇円︶

たとえば︑平成四年度の一年

度﹂があることをご存知でしょ

ご利用してみてはいかがでしょ

皆さんも︑お得な前納制度を

引きされます︒

しかまとまった現金収入がない

うか︒

前納を希望される方は︑三月

末日までに役場の国民年金係に
申し出てください︒

なお︑昨年まで前納されてい

たします︒

た方には︑後で確認の連絡をい

6

伴って年金を受けとる金融機関

住所が変わったとき︑それに

変更先の市町村役場の国民年

等を変えるときは︑市町村役場

◎国民年金の加入者は⁝：・

金係で︑住所変更の手続きをし

の国民年金係に﹁年金受給者住

この手続きを忘れていますと︑

ます︒

所・支払機関変更届﹂を提出し

ます︒

納付書が届かないために︑保険

前の支払金融機関に年金が振り

届出をしないでいますと︑以

につながることもあります︒

引越しをすると︑住民届など

﹁国民年金の届

込まれたりします︒

料を納められなくなって︑未納
なりませんが︑

け出﹂もそのひとつです︒

◎年金受給者は⁝：

いろいろな手続きをしなければ

のではないでしょうか︒

などで引越される方もおられる

皆さんの中にも︑卒業や転勤

ンです︒

春先は︑引越しの多いシーズ

住所が変わったときは国民年金の届出を忘れずに！

響電ー奪﹃1ー﹄ー匙ー1ー量ー彫−ー﹃O甲ー﹂ー甲−齢ー辱1ー﹄甲1﹄1し︐ー書ー1ーー−1−1ー亀ー葛﹃O﹄1﹄ー辱ー辱︐ー1ー魔ー亀価ー﹄ー一ー辱1ー筆ー1−IbI・ー﹃馳盛馳辱ー﹄臨辱ー噂唇亀審ー1■O﹃ー噂O甲1しー﹃1﹂陰■1・1・等・−・1ー聖ー1盛ー■ーbーー1■1聖ー甲ー﹃陰﹃6︒ーーー巴酢■肝︑葛︑鞠■恥︐覇ーー︑陰︑監︑融鵯﹄ー1■﹄︑閥﹃1﹂1﹃﹄﹃1﹃

厘の割引きになりますので大変

料は︑複利現価法で年利五分五

また︑この場合の納める保険

ありません︒

もちろん︑納め忘れの心配も

用すると便利です︒

面倒な方は︑この前納制度を利

方や︑毎月保険料を納めるのが

単作農家の方のように年一回

うか︒

ん︑国民年金には︑一定期間の

お得です︒

国民年金保険料を前納すると割引きになります
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理解とご協力をお願いします︒

ハ

ですから︑年金額の引き上げ
や受給者数の増加に対応するた

ノ〃

松之山町は全国有数の野鳥の

わしく説明しました︒

いの場﹂づくりが好評で︑今年
宝庫ですが︑参加者のなかには

昨年の冬から始まった﹁いこ

は町内六か所で開催されました︒

初めて見る野鳥の多さに驚いて

集会所の二階は舞踏会の会場と

藤倉では社交ダンスが行われ︑

いる人もいました︒

この﹁いこいの場﹂づくりは
参加者の意見を尊重しているの
で︑会場によって活動内容が異
なっています︒

なりました︒

練習のときは遠慮がちに部屋

犬ゾリに挑戦
小嶋一男氏講演会
いこいの場づくり
好評開催中！

二月十日午後七時三卜分より

自然休養村センターで︑犬ゾリ

レーサーで冒険家の小嶋一男さ

小嶋さんは昭和十八年東京で

んの講演会が開催されました︒

展示され︑訪れた人たちは興味

深そうに見ていました︒

また︑スライドを見ていると

自分達もレースに参加している

氷点下二十度の世界を三週問

ような気持ちになりました︒

もかけて走破する気力と体力︑

生まれ︑日本大学農獣医学部卒

業後ノルウェーのスピッツベル

ってはいけないこと︑レースを

を見て走るので絶対に弱気にな

進めないこと︑犬は人間の表情

天候が悪くなると一日十㎞も

レースに胸を打たれました︒

れば完走できない過酷な犬ゾリ

それ以上に犬と一体にならなけ

このころから極北の地に興味

ゲン島調査に参加しました︒

を持ち︑昭和四十三年にはグリ

ーンランドを犬ゾリで横断しま
した︒

三年の三回︑アラスカのアンカ

支えている人たちの温かさなど

昭和六十年・六十二年・平成

レジからノームまで約一︑八O

実例を紹介してくれました︒

小嶋さんは最後に︑信じるこ

O㎞を犬ゾリで走破する﹁アイ

に出場し︑完走を果たしました︒

ディタロット国際犬ゾワレース﹂

に感謝する心をいつまでも持っ

との大切さ︑勇気と冒険心・人

てほしいと述べました︒

会場にはレースの様子やアラ

スカの大自然を写したパネルが

犬ゾりレースの様子を熱っぽく

共通しているのは︑冬場家に
とじこもりがちな皆さんに集ま

ンバのメロディーが流れると軽

隅にいましたが︑ブルースやル

やかなステップを踏み︑会場が

ってもらい︑モミ細工やぺーパ

レクリェーション・ゲームや軽

狭く感じるほど見事なダンスを

ーフラワーといった創作活動︑

ことです︒

い体操で楽しみを覚えてもらう

来年も楽しい﹁いこいの場﹂

披露しました︒

松里地区では︑湯本の村山健

づくりができると良いですね︒

7

さんが講師となり︑松之山の野

鳥をスライドで映写しながらく

語った小嶋一男氏

藤倉では社交ダンスが行われ、軽やかな
ステップを踏みました

水をあげる本部分団の皆さん

ス

昨年完成した消火栓を利用して

しんでいました︒

くことが大切です︒

し︑いざという時のために消火
器や消火栓の使い方を覚えてお

火事を出さないよう十分注意

もあります︒

が入れなかったり︑水利の確保
が難しいなど悪い条件がいくつ

冬期間は家の近くまで消防車

いました︒

の方たちは真剣な表情で聞いて

藤原校長より卒業生一人ひとりに卒業証書が

手渡されました

8

ーNミー

式典が終ると在校生や教職員
は校舎の前に並び︑思い出多い

だことを大切にし︑社会に貢献
できる人間となるよう努力しま
す四と答 辞を述べました︒

る心を一生持ち続けてほしい四
と式辞を述べ︑卒業生を代表し
て田辺辰男君が﹁松之山で学ん

波に流されず︑社会人として自
覚を持ち︑学ぶ心と故郷を愛す

藤原校長は﹁激動する社会の

に卒業証書が手渡されました︒

安高松之山分校卒業式
県内の公立高校のトップをき

って︑安高松之山分校の第四十
一回卒業式が二月二十七日行わ
今年の卒業生は男子二十名︑

れました︒

ています︒

女子八名の合計二十八名で︑十
名が進学︑十八名が就職となっ

また︑地元に残る生徒は五名

かもしれませんね︒

11

卒業生との別れをいつまでも惜

用説明が行われ︑参加した集落

火水槽から︑本部分団が消火栓
からそれぞれ放水しました︒
救急隊の皆さんも機敏な動き
で負傷者を救出し︑本番さなが
らの訓練は無事終了しました︒
雪中訓練に続いて消火栓の使

今回の訓練では︑分遣所が防

消火栓が設置されました︒

ませんでしたが︑咋年の十二月
に簡易水道が完成し︑集落内に

上蝦池で雪中消防訓練

上蝦池は今まで水利に恵まれ

行われました︒

不明になっているという想定で

災が発生し︑消火作業を手伝っ
ていた一人が顔面ヤケドで意識

訓練は二月十四日午前九時三
十分︑上蝦池の十二神社から火

訓練を実施しました︒

は︑冬期間に発生した火災に対
処するため︑上蝦池で雪中消防

松之山分遣所及び本部分団で

2

と近年になく多く︑昨年実施し
た町内の職場紹介説明会の成果

嚇

卒業式は午前十時より始まり︑
藤原廉校長から生徒﹈人ひとり

︑蕊︐

導

ト一

4
弄

のオユ

27二
月

湯山トンネルは全長一〇六m︑
幅九．三m︑湯山側入口には町

の花﹁シラネアオイ﹂と鳥︑ア
カショウビン﹂が彫刻されてい

ます︒

湯本側のスノーシェドも平成
四年度中に完成し︑松之山温泉
への交通は大幅に改善されます︒

，
v

響嶺壌爆』茜

侍望の湯山トンネル完成

主要地方道上越安塚松之山線
の湯山トンネルが完成し︑二月
八日午前九時三十分より竣工式
が行われました︒

平成三年度農協共済小・中学
生書道コンクールで︑松之山中
三年生の佐藤龍治君は︑県コ

学校の生徒が大活躍しました︒

ンクールの半紙の部で県教育長

賞︑条幅の部で金賞となり︑全
国コンクールでも半紙の部で佳

︸年生の佐藤由香さん︑小野

作を受賞しました︒

塚千裕さん︑大野宏仁君︑二年
の高橋裕美さんも県コンクール

生の小野塚ゆきみさん︑三年生
の半紙の部で佳作となりました︒

住民税︵町県民税︶の申告相

ました︒

談と受理は︑二月二十八日から
三月十二日まで各地区で行われ

います︒

なお︑消費税の確定申告と納
税は三月三十一日までとなって

3月は各地区で行われます

4松中生農協書道大会で大活躍

﹃つ一つ必要事項を記入してい

税務係にいろいろ相談しながら
ました︒

役場で行われた確定申告

繋．洗﹁

全国コンクールの表彰を受ける佐藤龍治君

申告用紙や添付書類を持参し︑

確定申告はじまる

平成三年中の所得を確定する
ための申告が︑二月十七日より
役場で始まりました︒

事前に通知を受けた皆さんが

9

愛

努
蟄

湯山側入口、右側にアカショウビン、左側にシラネア
オイが彫刻されている，

耀

3
萎

5．購

グ

集落探訪
歴史と地名
町の西部︑渋海川下流左岸に
位置する︒

江戸時代は西浦田村と称して
いたが︑北浦田村との境がはっ

きりせず︑西之前の諏訪神社は

囲は南雲昇氏の宅地内と考えら
れていた︒

昭和五十四年︑西之前地区圃
場整備事業の工事中に縄文土器

ーooミー

ていたことである︒

平成三年二月一日︑出土した

土器などの遺物は町文化財に指
定された︒

諏訪神社と大杉
西之前の諏訪神社は北浦田に
あり︑このことから西浦田村の

勢力圏は北浦田にも及んでいた
と考えられる︒

天和三︵一六八三︶年の検地

町教育委員会は工事の延期を

村と福島村︵現松代町福島︶の

帳によると︑北浦田村は西浦田

や須恵器等の破片が出土した︒

願い︑遺跡の範囲確認調査を行

浦田村は村ごと移住したとされ

された︒

この地区の圃場整備は︑急傾

んだが︑暴れ川の渋海川が運ん

斜地がないため比較的順調に進

ている︒

その移住先が西浦田村の一部

池

できた大小無数の石の除去には

であり︑現在の北浦田であった

苦労した︒

と考えられる︒

諏訪神社は応永二︵二二九五︶

鼻毛

池には浮島があり︑水面は鏡

毛池がある︒

周囲約一㎞︑水深二〜三mの鼻

西之前と大島村牛ケ鼻の境に︑

年創立と伝えられ︑境内には目

通り約七mの大杉がある︒

樹齢は不明だが樹勢は良く︑

境内一面に根を張っている︒

西之前地区

圃場整備事業

昭和五十二年より五十六年ま

牛ケ鼻浦田線が開通し︑鼻毛池

の 軸 部 に は元禄四︵︸六九一︶

ができる場所︑すなわち︑日当

地形的条件とは︑豊かな生活

平成三年十月二十二日︑村道
間にあり︑それ以後の検地では

で︑西之前地区圃場整備事業が

を中心とした観光開発が注目さ

のように美しい︒

西浦田村より南に位置している︒

行われ︑渋海川左岸平坦部全域

れている︒

った︒

この調査によって縄文時代後

言い伝えによると︑天和検地

及び右岸の一部約二十㎞が整備

なぜか北浦田集落内に鎮座して

期・晩期の土器︑平安から室町

後に渋海川の大氾濫があり︑北

いる︒

字西之前・寺庭には︑当町で

時代の土師器・須恵器・鉄製品

し

は珍しい縄文後期・晩期︑平安

などが出土し︑遺跡が広範囲に
散在していることがわかった︒

は

から室町時代の遺跡がある︒

このことから︑古代より村が

西之前地区が古代より開けた

年八月十八日と刻まれている︒

りが良く︑水があり︑食料︵渋

理由は︑地形的条件と立地的条

昭和五十二年より五十六年ま

海川の魚︑平坦部の稲︑裏山の

集落南部の町道脇の高台に神

成立していたと考えられる︒

で︑西之前地区圃場整備事業が

山菜・木の実・獣など︶が豊富

件に恵まれていたからである︒

行われ︑町内でも一︑二を争う

に取れたことである︒

係を物語っている。

明社︵石祠︶があり︑その石祠

美田となった︒

立地的条件とは︑二つの古道

山街道︑柏崎〜深坂峠〜長野の

︵高田〜鼻毛峠〜松之山の松之

西之前遺跡は大正時代から存

善光寺街道︶が西之前で交差し

西之前遺跡
在が知られていたが︑遺跡の範

諏訪神社と大杉
下層部に折れた枝が目立つが樹勢は
良く、境内一面に根を張っている。
西之前の諏訪神社は北浦田にあり、
江戸時代の西浦田村と北浦田村の関

0

▼簡保資金

町づくりに役立っています

事業

一

皿
皿
一
一
㎜︑
皿
一
﹇
入事業
三︑〇九〇万円 ＝
一
▽ふるさと生活体験交流館建設一
︸
三︑OOO万円㎜
こ
一

﹁年金資金﹂﹁簡保資金﹂
みなさんの国民年金や郵便局

九︑一一〇万円

▽消防防災無線通信施設整備事

業
▽松之山温泉スキー場圧雪車購

北越北線イメージ

アンケートのお願い

北越急行株式会社及び北越急

行開業準備会では︑北越北線の

マークを決定する際︑みなさん

統一イメージ・線名・シンボル

の声をできるかぎり反映したも

l l ゾ〉じく 棚傭
ケ賛認諜壷蝋ムズ鵠、柵

の簡易保険・郵便年金などの積

立金は︑公共事業の資金として
融資され︑住み良い町づくりに
役立っています︒

のにしたいと考え︑北越北線へ

なりました︒

平成三年度では︑年金資金よ

り一億五︑二〇〇万円の還元融

ハガキに必要事項を記入し︑切

配布されましたアンケート用

手を貼らずに投函してください︒

資を受けていますが︑事業別に
は次のようになっています︒

アンケートにご応募いただい

た方の中から︑抽選で素敵なプ

．■

▼年金資金

四︑六一〇万円

レゼントが当たりますので︑ぜ

・

しっ

1．ーノ

1＼︑︑

・￥，・

纈

町

＼

し一ノ渇沢町

rゴ纏，＼1㌦曾

，

ひ応募してください︒

昭和四十三年に国鉄の新線と

して工事が始まり︑国鉄の改革

昭和五十九年︑第三セクター

により一時工事が中断しました︒

北越急行株式会社の設立に伴い

工事が再開され︑平成八年三月

の完成をめざし︑現在工事が急

北越北線のルートと駅は図の

ピッチで進められています︒

とおりです︒
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ふるさと生活体験交流館

麟魏薫織
聾

「

∫｝・り

「 Jへ、一Pハ騒舞

で

・

のアンケートを実施することに

該、．蓋

り四︑六一〇万円︑簡保資金よ・

上蝦池簡易水道の配水池

◎女性の職業と家庭観について︑

ー等﹄ー

二月十五日 午 後 自 然 休 養 村 セ

一番理想的だと思うものを一つ
選んでください︒

タ⁝で︑女性だけのグループ

﹁いきいき会﹂の研修会が開催
されました︒

②結婚するまでは職業につく︒

のことに専今心する︒

①職業は持たず家庭で夫や子供

女性の生き方を求めるため︑今

③出産するまでは職業につく︒

いき いき会 で は ︑ よ り 素 敵 な
年一月町内一五〇組の夫妻から

④結婚したら退職し︑子供が大

通じて職業も持ち続ける︒

⑧結婚も出産もするが︑生涯を

涯を通じて職業を持ち続ける︒

⑦結婚しても子供は持たず︑生

業を持ち続ける︒

⑥結婚しないで生涯を通じて職

きくなったら再就職する︒

⑤出産したら退職し︑子供が大

きくなったら再就職する︒

アンケートを取りました︒

同じ質問を夫妻別々に答えて
も以︑い︑男女の意識の差異を見

研修会では回収したアンケー

つけることにしました︒

トの集計作業を班ごとに行い︑

次回の研修会で発表する集計結
果の分析を行いました︒

なお︑代表的な質問は次のと
おりです︒

︸人五︑OOO円

雪上キャンプ・交流会・ウド

汗が流れ出す頃には速い動き

ら簡単なステップヘ︒

エアロビクス教室再開
暖冬で雪おろしの回数も例年

日 毎週木曜日︑午後七

となり︑最後はゆっくりした動

す︒

が多いのではないでしょうか︒

▼期

きとストレッチで体調を整えま
たエアロビクス教室を再開しま

降雪の関係で休んでおりまし

より少なく︑運動不足気味の方

班ごとにアンケートの集計作業を行いました

所

師

高橋トモ子さん

▼参加費 一人一︑OOO円

▼講

松之山町自然休養村センター

▼場

時三十分より約一時間位

すので︑ストレス解消と健康づ

普段使胴しない筋肉も動かし

くりに参加してください︒

を数えてその日
の体調をチェックし︑足踏みか

自分の

ますので︑終了するころには全
▼募集人数

ン作り・冒険教室など︒

三月二十六日から二十九日ま

程

噸、

での三泊四日間︒

▼日

▼会 場 旧黒倉分校

込みください︒

電話などで公民館へ直接お申

▼申込み先

三月二十一日︵土︶まで

▼参加申込み期間

▼参加費

都会の友達を作ろう！松之山冒険学校
雪国の生活文化とそこに住む
人々の知恵を学び︑松之山の子

供たちと友達になりたいと︑東
京冒険クラプの皆さんが春休み
に来町します︒

公民館では東京冒険タラプの
協力を得て︑地元の子供たちも
．冒険学校に参加させていただく
ことになりました︒

師
身が汗びっしょりになります︒

小中学生二十名︑先着順︒

くわしくは次のとおりです︒

、『

！

、ノ
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防災行政無線の電監検査終る
二月二十五日・二十六日と信
大厳寺高原の入口近くまで車

た戸別受信機全体に及びました︒

農業青年との懇談会
二月二十二日午後自然休養村

業青年のサークル﹁薪︵わっつ

センターの建設を予定したりと

う基盤整備を行ったり︑ライス

少しでも労力が軽減されるよ

てきました︒

想像以上に鮮明な画像が得られ

あば︶﹂との初めての懇談会が行

センターで︑町農業委員会と農

ました︒

サークルわっつあばは昭和五

町でもいろいろな施策を行って

検査が無事終了すると︑検査
官から正式な免許状が交付され︑

十九年に設立され︑月二回の学

らい︑少しでも後継者の育成に

な討論が行われ︑農作業の一部

懇談会では自由に発言しても

四月一日より正式運用が可能と

習会や共同でスイートコーンな

町では三月十六日以降試験放

なりました︒

役立ちそうな意見があると活発

を請負う受託組織の必要性など

送を行い︑各家庭に設置された

厳しく︑なかでも後継者問題は

全国的に農業を取巻く環境は

どを作っています︒

います︒

われました︒

6日から試験放送・4月1日から正式運用
3月1
越電気通信監理局による︑防災
で行き︑中継局のある牧場内は
雪上車で移動しました︒

行政無線の新設検査が行われま
した︒

屋外子局・戸別受信機は各地

電波が実際に受信できるか確め

区ごとに数か所選出され︑放送

検査は無線室にある親局︑大

町内十か所の屋外子局︑新年度

厳寺牧場に設置された中継局︑

られました︒

戸別受信機の受信状況を確認す

が話し合われました︒

問題に取組んでいく予定です︒

会をこれからも開催し︑後継者

農業委員会はこのような懇談

農業そのものの存続が危惧され

農家の後継者不足が深刻になっ

高齢化が著しい松之山町では︑

るほど重大です︒

る予定です︒

放送時間は午後七時五十五分
から五分間位です︒

試験放送を始める前に︑注意
事項等を記入したチラシを配布
します︒

また︑四月一日からはサイレ
ンを使用せず︑午前六時︑午前

十︸時三十分︑午後五時の三回

「わっつあば」の皆さん

ミュージックチャイム︵時報︶

時報は屋外子局のみで︑戸別

を流す予定です︒

受信機からは流れません︒

なお︑定時放送の内容は町か
らのお知らせ︑農協や各公共機

ます︒

3

関からのお知らせが中心になり

農業後継者問題を討議するサークル

ファクシミリの受信検査では︑

手渡されました。

の総代さん宅に設置さ れ た フ ァ

クシミリ︑各家庭に取付けられ

検査官から正式な免許状が久保田助役に

ー頃曽トー

⑥風呂の空だきをしない︒

置かない︒

⑤家の周りに燃えやすいものを

を合言葉に︑火の用心の七つの

∩転︾

一 ・々
負％一．

ρ●

のを近づけない︒

⑦ストーブには︑燃えやすいも

①寝タバコやタバコの投げ捨て
をしない︒

②子供はマッチやライターで遊
ばせない︒

③風の強いときは焚火や野焼き
をしない︒

④天ぷらを揚げるときは︑その
場を離れない︒

曳

ポイントを守ってください︒

﹁毎日が︑火の元警報発令中﹂

います︒

春季火災予防運動4月1日〜7日
もうすぐ待ちに待った春がや
ってきます︒

この時期空気が乾燥し︑火災
の発生しやすい状況となります︒

火災のほとんどは︑ちょつと
した不注意から起きています︒﹄

雪消えとともに焚火や野焼き
をする機会が多くなりますが︑

火が完全に消えるまではその場
所から離れないでください︒

今年は火災による死傷者が大
変多く︑大切な生命が失われて

されていますが︑近隣の市町村

る車は︑早めに普通タイヤに取

れています︒

は昨年四月から全面的に中止さ

なお︑スパイクタイヤの販売

替えてください︒

たとえば︑十日町市・上越市

の中には指定地域に指定された

などは指定地域ですので︑スパ

所がほとんどです︒

行すると︑十万円以下の罰金が

舗装路面をスパイクタイヤで走

イクタイヤのまま走行すると罰

イヤ使用禁止地域︵指定地域︶

科せられることになりますので

スパイクタイヤを使用してい

則が適用されます︒

松之山町は指定地域から除外

十分注意してください︒

内の積雪または凍結状態にない

四月一日からは︑スパイクタ

スパイクタイヤ使用禁止地域では十万円以下の罰金

劉

短歌
︵卒業を祝う︶

うさ

よ

もお
我が力弱きを悔いつ尚祈る
さち
巣立ち行く子等幸多かれと

い

か

憶せず進め明日を信じて

つらき事多きは社会の習いなり
ふたおや

も

あ

ま

みマゑ

松之山

吾子が成長目の当り見て

こ

両親の今日の喜び如何ばかり

よ

のみ

春待つこころ日々に募れり

眺めやる四方の山並み雪襖
きつつき

日差せば壊るる樹氷の花よ

啄木鳥の竪うつ音のかろやかに

立春と言へど越後は春遠し

司郎︵高校︶

鈴木俊一︵栄屋︶

丘山

小 谷

仁︵沢﹀

丘山司郎︵高校︶

根

佐藤

松之山

梅やさくらに雪の花咲く

俳句
や と

白き夜野鬼迷い出る月明り
どてら
若杉や雪の継砲に背を丸め

山里の春をこばむやなごり雪

曽

陽をあびて蕾はじけるふきのとう

なお︑難解な漠字にはふりがなを付けてください︒

多くの方のご寄稿をお待ちしています︒

ゴ4

璽解。．亀

国民健康保険加入者の皆さんへ

ゼとは

鰭わテ．︐

各・マ

・㌧・し病い

pク！努

Q報．メ

平成4年4月1日診療分から医療費の・一部
負担金は、医療機関の窓口でお支払いいただ
吻

3

o
0

塩

くことになりました。

現在の役場での一部負担金の徴収制度は、

平成4年3月診療分で廃止いたします。
くわしくは、役場の国民健康保険係までお
問い合わせください。

労働保険の申告・納付はお早めに

ヤ

平成4年度の労働保険料（労災保険・雇用保険）の申告・納付は、
5月15日までです。
期限内に正しく申告・納付されるようお願いします。

なお、労働保険事務組合に事務を委託されている事業主の方は、

望
亨λむ
、
自＄
又丼

遡

事務組合が指定する日までに手続きをしてください。

くわしいことは、ハローワーク安塚分室（費2−2039）、または高
田労働基準監督署（奮0255−24−2111）までお問い合わせください。

▼一

東北電力からのお願い

い，

魅、

0
ハ5λ

皆さまの生活になくてはならない電気も、カラスやヘビなどが電
線に触れて停電することがあります。

の

カラスやヘビが電柱や電線にぶらさがっていたり、電柱の下に落

彊多と2

・読

ちているのを見つけた時は、東北電力まで連絡くださいますようお
願いいたします。

東北電力㈱十日町営業所 費0257−52−3107
ミ

尻

λイη

甲4

罰︑．
●

八七六五四三二

2月号の答え

碁には︑感覚で打つ場合と︑ヨマなければ打てない場

この白陣には6か所の空間がありますが︑攻める側の

合がありますが︑部分的なところはヨミが必要です︒

黒としてはそこをすべてヨメばよいわけです︒

正解は黒1で︑これはツケという相手の急所をつく手

筋の一つです︒

白2には黒3で︑このあと白は打つ手がありません︒

5

、、、
臨

イロハニホヘトチリヌル
黒先白死（5手まで）
詰碁の解答を募集してい
ます。

正解者

3月27日までにハガ

本

キなどで広報担当まで

久保田光栄（天水島

正解者には粗品を進呈

村山

南雲

伸（湯

晴夫（西之前

㌦
、

し、

、

㌘
《

わ
、、

る
ノ

高橋キミさん 77歳

倉）林

4・2・6

ー等トー

▼2月のできごと

水田農業確立対策会議
湯山トンネル竣工式
浦田豪雪塾︵9日まで︶

確定申告開始
選挙管理委員会
社会福祉協議会

各地区スキー大会
農業委員会総会

安高松之山分校卒業式

水田農業確立対策推進会
議及び総代会

臨時議△五

農業委員会総会

各小学校卒業式

︵松之山温泉スキi場︶

マカップアルペン大会

スキーカーニバル・カザ

県立高校入学試験日

松之山中学校卒業式

3月定例議会︵12日まで︶

︵センター・13日まで︶

技道場作品展示会

▼3月の予定
8日

︵2日まで︶

1日 松之山スキi大会

86
17
18
20
23

おこっているところ
（天水島 山本）

（松之山）屋敷
4・2・29
※2月1日から29日までの届出分です。

日日

日日日日日
日
日

4・2・19
（藤内名）重屋

水之屋）
（天水越

4・2・15
（田麦立）向

27

17 14 9

日

日

22

272625
日 日 日

（死亡年月日）
お《やみ（蹴）

りす組

4・2・22
根）藤善
（曽

4・2・1

（黒

原）田丸屋
（藤

たかはしよしなおくん
87歳
村山トメさん

84歳
本山栄三郎ざん

90歳
小野塚ソメさん

86歳
小野塚フジさん

83歳
久保田秀五郎さん

又

おめでた（出生）

わらっているオニ

りす組
4・2・1
（天水越）半木

さとうしょうへいくん
妻嶋竹正さんの長男
章弘ちゃん

」

し

す・翼
、咳ノ

躍、賊藏

拓人ちゃん 佐藤強さんの長男

、院鎚蛤、

（生年月日）

（上蝦池）吉兵工 4・2・11

編集後記

二月中旬からカゼが大流行し︑

町内の学校でも全校閉鎖や学級

皆さんの家庭ではいかがでし

閉鎖が相次ぎました︒

たか︒

さて︑三月は卒業シーズンで

それぞれの期待を胸に︑新し

す︒

す︒

い学校や社会に旅立っていきま

今春は︑松高の卒業生が五名

地方の時代といわれて何年も

も町内に残ってくれました︒

たちますが︑松之山にもようや

く地元志向の波が来たようです︒

佐藤

まだ寒い日も多くあると思い
ますが︑健康には十分注意して

ください︒

三月一日の人口

男／一︑八二七︵▲

七︶

四︶

総人口／三︑七三六︵▲一一︶

女／一︑九〇九︵▲

二︶

︵︶内は二月︸日との比較

世帯数／一︑一五七︵▲

▲は減

広報まつのやま三月号
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