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湯出根撲協会では今年もにぎやかに星取り大会が行われました
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場禽

③災轡や盗難にあった場禽

②多額の緩療費を払った場合

平成九年分の所得税の確定串吉が始まります︒所得税は︑自

分の所得の状況を叢もよく纈っている納税者が︑自分で所得と

ていない場禽

④年の途中で退職し︑再就職し

税額を欝算して申吉し︑納税する串告舗度を採用しています︑

確定申吉の準備は︑お済みでしょうか︒今年は二月十穴臼︵月︶

た場合

⑤出稼ぎ先など購︑所得税を納め

聴禦援税の輿欝

人で︑平成九年の総収入金額の

ん乱かの漸得のあった人は︑町

漸がある人で︑平成九年中にな

一月一臼現荏で松之山郷に佳

猶町県戻税の申吉が必要な人
・いのは︑次の場合です︒

合計額が三千万円を超える場合

ハ県民税の購膏が必要です燐

確建申欝書を提患していない

．総収入金額報賓書の提出

なり家せん︒

た収支内訳書を添付しなければ

金額や必要経費の内容を記載し

から始まりますが︑今月はその確定串皆についてお知らせします︒

雛確定申吉が必要な人

①事業や不勤産収入・年金収入

には︑その禽計額や参考となる

確定串魯をしなければならな

などがある入で︑平成九奪中

事項を記載した総収入金額報欝

︑町県鋭税串籍書﹂

を皆さんにお縄けします︒その

を通して︑

幽欝が必要な人には集落総代

の所得金額が各種所得控除の

書を提患しなければなり豪せん︒

給藷得按除

禽謙額を超えるとき
②給与の奪収が二千万円を超え

る人

される﹁納税相談会しの会場で

辮轡灘騨倣持参し︑各地域で驕鯵

係にお問い禽わせください︒
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㎜役場総務課税務係
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不明な点は︑役場総務諜税務

幽儀してください︒

③給厚や退職所得以外紅二十万

ロ確定串吉すると税金が戻る人

糧を超える斬得があるとき

ている入

④給与をニカ所以上からもらっ
日収支内訳轡を添付

省すれば税金が．幌ってきます︒

次に該当する場合は︑確定申
勝得のある人で︑確定申撫灘を

①住劣をローンなどで取得した

事樂所得や不動産所得︑山林
提患する人は︑その年の総収入

2

1薦敢礁蒋別藤

髄瞠胆毯直匿

『□

｛主宅覆一ンなどを利驚してマイホームを新築、

購入、あるいは増改築をしたときには、一・定の要

件にi当てはまれば、入居した年から6年間、

■所得税の確定申吉と還付申講

弩主

宅取得等特甥挫除」を受けることができ、所得税
が安くなります．

挫除額は、住宅ローンなどの年宋残高に応じて

計算しますが、平成9年分は最高で年35万円（3

会 場

松之山購役場2階

期 臼

2月欝欝㈲から

時

午前9時から午後4時まで

間

※税務署または役場からの案内通矩によりお越

隼霞以降は25万鋤になります．

しください。

◇挫除を受けるには確定串叢が必要
住宅取得等特労彗控除を受けるためには、確定串

告が必要です．原則として入屠した翌年の3月路
藏塞でに、源票徴収票、登記簿謄本、住艮票の写

■住民税（町県民税）の申吉相談と受理
期

し、住宅ローンの年末残商証賜書などを添付して

3月2iヨ（月〉から王2臼1鱒まて
で

臼

一
一

※例年どおり各地区ごとに実施します。詳しい

確定申告書と一緒に税務署に提出します。ただし、

藏程は後鷺お知らせします。

サラリーマンの場合は、至年翼だけ確定串吉をす
ればよく、2年目以降は勤め先σ）隼宋調整で控除

が受けられる廷緯みになっています。

一
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広がる朱来

禰療

税に関する中学生の標語と作交入選作品

税金で

〜無

○蕩繊税務薯長欝︑東頸城郡穏税教蒲推進協議会販優秀欝

納税を

豊かな暮らし
三無 南雲あゆみさん

明爲を夢みて

○東頸城郡秘税教育推進協議会擾秀賞

心よく

○東頚城郡穣税教欝推進脇議会奨励賞

俊藤

税金の 無識を纈って分かる 大切さ
︸ 無 輿沼 麗美さん

納税は 未来のための 横断歩滋
一年

小野塚三季さん

愛子さん

みんなの町 直εれてるよ 税金で
三年

鷺年 滝澤あゆみさん

●蔑田地区納税欝蓄紹禽連禽会叢奨励賞︑策顛城郡稿税教蕎推進協

嘆税金ってすごい細

議会鍛綴秀震

●篤懸地鷹納税鯨蓄組禽連合会長奨励欝︑策頸城郡穏税教育推進協

良美さん

大蟹くん

石塚

飯塚

裕︸くん

三年

黛年

出摩

真弥さん

翰税紅ついて考える輪

樫僕にとっての税金臨

三年

篤橋

議会擬秀賞

哩税が来来をつくる翫

三年

●東顛城郡穣税教薄推進協議会奨励霞

附税金と私騙

3

毎無︑東獺城郡灘税教欝推進

ぐ

協義闘では︑管内の中挙校から

い

標語と作文を葬集してい濠す︑

し

係ま

畢成九無度﹁税に関する中学猛

の問題が発盤します．詳しくは、役場総務諜税務

の標滋私では︑松之由中学校か

妻との共蕎名義にしてしまったりすると、贈与税

ら次の皆みんが入貰しましたの

2人で控除を受けられます。もし、夫婦で資金を
鐵し合ったのに夫一人の犠義にしたり、無収入の

で︑ご紹介します︒

膏持分登記することが大切です。共衡名義であれ
ば、住宅資金をローンで諜i達していた場念には、

なお︑作文の入選作鹸につい

ては次のぺ⁝ジで紹介します．

ところで、夫嬬で資金を鐵し禽ってマイホーム

を取得したときは、その負挺した割合に従って共

﹁税に関する中学盗の作文

で高霞地区納

税に関する作文入選作晶
このページでは︑

税鯨蓄組含連含会長奨励賞を受賞した作品二点を紹介します︒

1㊤創のー

も︑遵跨をつくるのも税金︒私

ました︒まず税の種類のことに

にっいてのいろんなことを知り

られたその資料を見て初めて税

ころから︑ずっと大きなところ

教膏費にもなったりと舞近なと

業に役立3−心るものもあり︑

っているものもあれば︑公共事

たちの安全を嘗っ てくれる纏察

まで税は人々の盤濡に深く結び

緒に配られます︒私は︑今館醍

署︑溝防署も︒まだまだ税金で

ついてですが︑私の纈っている

つき︑支えてくれていました︒

いることです︑掌校をつくるの

できているものはたくさんあり

です．けれど資料には︑約五十

税の種類は︑ほんの︸︑

今年の闘月から鴛％になったこ

少しです︒消費税については︑

知っているといっギ︑も︑ほんの

税と所得税くらいです︒それに

私の知っている税金は︑消費

．︑年滝澤あゆみ

織的のよくわからない公蔽纂業

でよく見るカラ出張︑蟹罵接待︑

感じでした︒簸近テレビ︑新聞

税金の無駄使いをやめればって

た︒滴費税を上げるくらいなら︑

とを知った時の私の餓持ちでし

？しこれが溝費税鶯％になるこ

ました． ﹁なんで五％になるの

した︒もちろん考え方も変わり

たち︑私は中算㎜年魚になり康

えています．その蒋から八年が

ます．

らしい明鷺が待っていると思い

いです︒そうすればきっと索購

に︑未来のために役立ててほし

る税金を大切にし︑徹会のため

ます厳そんな鼠戻みんなが納め

税金を納めることになると思い

れど︑︑将来はきっといろいろな

ました︒今は︑消費税だけだけ

めてよかったと思うようになり

こんなにすごい税金を私も納

すべて漢字でしたが︑たばこだ

とありました︒飽の税の名満は

りました︒そこには﹁たばこ税し

一つの名蔚のところに目がとま

種類が鰍力れていました︒私は

細かくくわしくたくさんの税の

く︐賦んでいきました．資料には

なものかと思って資料をくわし

いました︒それはいったいどん

種類もの税金があると書かれて

資料に︑翻の歳出の財源のう

だなと思うと︑何も燃．開えません︒

さん税のお樵謡になっているん

なと︒けれど︑自分だってたく

焦きていくには︑お金がかかる

人が豊かな生活をおくヌには︑

世の中はお金だらけだなと︒入

て思ったことでもありますが︑

があります︒それは︑資料を見

じて︑こんなふうにも灘える鋳

ところで︑私は税のことを通

す．なんでもできるか︑です︒

ます︒税金はすごいなと思いま

と．斯得税は毎郊︑長蕎番付が

などです︒これらをやめればい

思いました︒そのことはまだ覚

発褒されるから︑そんなのがあ

いんじゃないかと思いました︒

つ﹁税が役立っているかぎと

税金ってすごい

るんだと思うくらいです︒毎年

しかし︑だんだん税金はなにに

にかくいろんな種類の税があっ

税などがあって驚き濠した︒と

．礪うことができ美す︒人々は︑

三年︑石塚良葵

けの特溺な税がかけられている

ているんだと思い家したぴ

異が協力し︑そのもとで廉濡し

く思わずに︑もウとよく考えダ︑

います．だから︑税のことを悪

今︑私が盈きているのも︑一

ということでしたの他にも︑潤

はあちこちで活躍していました︑

もその資料から罫びました．税

﹁税といえばどんな税

饗えることは︑税の穣類にはど

私が︑

ち約懸分の黛は國擬で綴し禽う

いろんな人の納税額をみて︑驚

使つているの︑と思うようにな

があるか と聞かれたら︑まず

だれもが税臓かかわウていると

けがひらがなでなぜか鐵立って

いてしまいます窃一億門以上納

りました．そんな私の役に立っ

消費税と答洗叢す︒というのも︑

て︑それだけいろんなものに税

思い豪す諮助けられていると思

い象した︑それを冤ザ＼園民窯

めている人がたくさんい濠す︒

たのが﹁惑蟹アト㌧ごのどデオ

他の税のことを全く知らないの

た︒次紅税のはたらきについて

がかかつていることを知り窪し

税金などによるものと霞かれて

あの小室哲餓さんは︑なんと十

﹁なんだよ︑これ︸と

います︑ここで硝と

いました︒そしヅ＼そこで思っ

億円︒ただすごいとしか思え豪

でした︑

の︑難壷

で︑獲分が一爵よ！葺にするこ

税について考えること

せん︒

いう︑澱持ちで兇れば︑いろいろ

たことは︑たばこにはたばこだ

瓜葬から鷺％になりました︒消

つっこみたくなるビデオでした

が︑まじめ韓興味をもって麗る

い︶の濠にか滴費税ができグ＼

になってしまって︑濾費税のな

費税のつノ︐興い物があたりまえ

かつた．縢のことは慮れてしまい

いってほしいと思いました．今︑

こうしている聞にも︑税はあち︑

人々から鑛められ九税は︑それ

こちで瀟躍中．

んなものがあるかということと︑

っていました添籔禽編祉に役立

ぞれに姿をかえて︑籔会に役立

脱のはたら廟についてです信鯨
箏申掌︑︑甲〜なると税の作文を

かり︑楽しく箆れ濠したむビ．

欝きますが︑その聴に資覇も一

と︑税金のいろいろなことがわ

いろいろなことが税金でできて

オを箆てわか︶たことは︑騰の

なければならなくなった磯︑ま
だ小さかった私．臥︑讐円の物は

ました︒しかし︑消費税を払わ

欝円玉．つじゃ醐蝋えないんだと

4

停電に備え
防災行政無線ー
戸別受信機の乾電池を交換ください
続よって受信状態が准窟され

乾電瀧は噸単嵩が縢塞編です．

電漉の交換をお顯いします．

乾餓濾代は皆藝んからご負撮い

購では防災対策の一つとし
て防災費政無線を設鍛し︑災

い禽わせは︑役場総務諜行政

防災行敵無線に︶いての問

轡縛や緊急購にいち畢く皆さ
ただくことになり濠すが︑ご理

ますので︑ご了承くだ蓉い．

んに必嬰な濡報をお難らせす
係まで

乾電瀧の交換方法は︑受儒機

解のほどよろしくお願いし崖す︒

い乾電濾と新しい乾電濾を交換

を取雛はずし裏ふたを闘け︑古

各鍵帯紅は芦甥受儒機が設

る体鰯を取っています応

った時にも︑受儒機の中の讐乾

するだけですひ紙しい乾畿漉に

置され︑災警などで簿電とな

電漉しが電源となり放送が流

も糧緑色のランプ晦が点灯しま

交換すると︑常購電源がなくて

なお受儒機は無線で受儒する

すので︑必ずご確認ください︒

受僑機を駅置してか 烈無

れること続なっています︒

る乾逡池の蒋命が来ていると

に聾活の皮えとして支給番れ

ため︑そのβの天候など環境に

が経過し︑雰常碍の電源とな

思われますので︑受儒機の乾

園罠年金の保険料

⁝i⁝⁝︸︸⁝書紅
圏鍵年金について疑問なこ
とや不明なことがありました

給するの滅必要な費崩は︑保

そして︑その蕪礎年金を支

餓軽紅お問い舎わせください︒

る大切なものです︒

らご謙︑三〇〇円紅

鷹6−3三3蓋︵内線54︶

は平成十驚聡月分か

改定されます︒付撫

負担金の三つの収入によって

険料収入︑運薦収入及び鰯庫

ら︑役場総務謙住疑係までお

じ額の囎○○円です︒

とき︑万一の事故や

険暫が巻齢砿なった

できるように︑保険料は段隣

慮し︑無金綱度が健全に運営

バランスや盤活水準などを毒

そこで︑保険料と年金額の

︑b

爾できます

利馬できます．

〈振興課 商工観光係〉

昨年度配嚇した「温泉入湯

ただし、単成9年度までに醗窃

券」は、平成書0年度に限り利

済の入湯券は平成鎗隼度に限り

佐藤利幸

松之出購長

当年度の一隼問とします。

をお願いいたしますウ

①無料入湯券の利駕脊効期閣を該

す．購戻の皆様のご理解とご協力

塵麺璽〕

還毒で期鰻はあ今ま、せん。

成10年4月1鷺から次のとおり変

O

従来どおり触2枚綴・3，（）o

この入湯券の利薦について、平

様式とな参ます．簸売入湯券は、
湯券」を無料配布しております。

③無料入湯券と藪売入湯券は、甥
たく毎年、松之山温祭のヂ温果入

②幼晃以下は無料となります、
町，製iの皆様に利驚していただき

共通入湯券の利用と期限の変更
「翠の湯」
「鷹の湯」

乾電池は受信機の褻に入っています

保険料は今までと岡

病気で障霧になった

的に改定されています︒

まかなわれています︒

とき︑亡くなったと

5

園罠葎金は︑被保

き紅︑ご本人や遺族

）

せ

お

モ

榊櫛
卿噛

更となりますのでお1矯らせします。

以上の点について変翼となりま

発揮していくための手始めとし

妻﹄醤郷アートネツクレス整備皿

ックレス警備構想に基づく醤畏

η花の道し漉動は︑アートネ

ージではいろいろなイベントカ

嘉などと連擁し蹄が・︑各ステ

れの地域で行われ．楡いる祭や行

康た︑巻蔀麟村ステージをつ

が︑それぞれの纂業が圏域の全

展闘される欝懸となっています

この構懇は約牽年間をかけて

この施設は﹁ふれあい文化施

︑

十鷺脚醐地域広域六

設︵ステ⁝ジごという総称鵡し呼

ばれて︑鱒り

6
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﹁妻有郷ア⁝トネックレス整備構想﹂の柱である

て︑各瀞購村で展闘される﹁花

繭園と孤鰍の瓢園寮わたり︑

今園は︑その中の﹁寂然

前圏がら︑

四つの事業について説明しています

ついて説明しました︒

携想﹂の纏である鰻っの箋叢に

．妻衛郷

いっばい運勲しと塵動させ︑蒲

アートネックレス驚鯖構想﹂で

運携しながら︑広域・．体少︑きま

醐催されます︒

は︑これらの事薬の飽︑渉︑れぞ

ざま樫文化行餐などに対応でき

の全暴熱鍍で行うまちづくりの

ます．

で餓る﹁花の遵しの震現を図り

体感璽ふれあい文化施設︵ステージごと﹁交流の道狐について
ご説萌します．︑

鐵灘俸感型
鐵灘諺鱒交化施設
︵ステージV

る体翻を整え︑総合酌な傭報発

墓本と．えます︒

﹁憐報の道﹂や河川灘観の修禦

なぐ新しいネットワークである

を鶏りま婁
史：潜然などを捧験し︑遊び︑

がら作り上げて行くという考え

轟の方から関わっていただきな

ステージは︑六欝購村それぞ
す︒地域特性を生かした施獣が︑

鮮．場であるとともに︑来来の

も視野に入れた﹁水辺の道しの

ステージは︑嚢︑警の文化・歴

異なるテーマのもとに建設され︑

人材嘉動雰欝てる場でもありま

髪様のご理解をお願いします瀞

が︑この禦業の纂本方針です︒

住畏の誇りと圏域の趨性につな

た特色あるル⁝トづくりや案内

﹁道﹂では︑宮然環境を隻かし

褒示の整簾︑橋梁の副ザイン化

整備を鱒指します赫これらの
ム露絹憲され︑新しい経験と感

す︒そこでは︑それぞれのテー

れに整備される核となる施設で

能を分担し︑周辺の既存施設と

購村を結ぶ幹線遵路の沿道を花

﹀

がる美しい環境づくりが行われ

性力嬉われます︒また︑地域住

◇

闇的と︑どのようなこと序爽施

︑畢創ヅラ〜︑こという事業の

松之山瞬役場振興課

松之山ステージの取り組み

ウ

などが想定されます︑

の場としての役割も撫い豪す︒

径ステ⁝ジとも︑地域闘衛の
講源や既葎施設を瀬購して︑広
域漣携のもと︑それぞれのステ
導

ージ範ふさわしい整備を行う計

灘犠⑳道

驚町轡でそれぞれ懲︑︑備され︑猛

しようとしているかについては︑

い．転連携し瀬用を図っていくこ

蒋響で紹

介してきたところξすが︑瓜醸

広報紙の十月︐写から
穴○○︸

のことを．スブ⁝ジしという褒

と紅溢ります．．今後︑この施設

ヘクタールとー︶広大な藤藩いを

ていく施設の整備鐙ついて説明

は松之山溝に灘いて実際に行つ

環をさせていただき窪郵︐

禽しています︑この広範な地域
ェクトであることの強みを十分

いたし濠す︒

羅．体慈を持たせ︑広域プロジ

十羅町地域は︑七．一︑

◇

︹成の瀟ゆいと灘ミュニケーシ灘ヤ︑・

マのもとに特角醸．かなプ欝グラ

須撫地区

ます︒それぞれのステージは機

松之霞ステージの候補地となっている松鶴の美人林周辺と

松之出購紀霧けるステージの
転ヤま︸す＼

孟が

写冬は東塚も二年ぶりの大︑︐導

囲函回

園園團圏圃

また︑六密Ψ黙一織掃の孫ステー詮ソを

り豪す︑

瓜場として︑世罪的琳欝名な澗

︑年紅一農醐縫ゲ

術塚たち紅よる野外ヤ︑術展﹁大
地の艦︑り﹂

ること紅より︑広域全体のイメ

となり︑一鷺から︸﹄

内容については繊姦換離中で

ージアッゾとPRも禽わせて行

購想については︑現雀購内の畏

松之由購では︑この程渡の降

鎌り議した︒

すので︑まだ明らかにできる段
っていき家す録

賜と背政によるヅ 獄ジェクトザ

そして︑この蓼叢壱推進して

雪園東恵

東禦の蒙の騰根には灘窺めが付

いていないことを実懲し濠した．

気潟が緩むと騰根から歩遵に霧

が落ちてき藪す︑

歩道の除難などは︑漁狐れぞれ

階ではあ摯豪せんが︑弊年九穆

の蘇禿をめいめい夢作業で行っ

ームを編成し︑灘ンサルタント

難は滋たり鹸でたいした箏はな

いく熱で大切な点は︑このシリ

いのですが︑策察では大︑混蹴紅

に名欝簿罠の悪賀搾助氏か瀞寄

ーズの第︸繍雛で説明しました

祇︶を通して験討しヂ︑

︵企醐

してしまい︑人の輸送や物流が

すべての交通が懸転より蘇灘

も．矯

をいかに多くの住疑の方︑か㌧溺

すと︑たまには醐東方麟の人に

贈湊れた皿︑ヂ醤7の標憲

ていました︒それでも人照が多

わっていただけるかということ

機能停癒してしまいます．

いる簸中です︒︑A影渡中瞬は羅

なってし激い家す儲

そして須由地磁紅おいては︑

です．まだ暴塞構想策建の段購

策慰は思ったより坂の多い衡

いものですから︑それですべず︑

が︑謝爾策定から維糠厭琵理まで

今ある自然を十分に熱かしなが

ですが︑今後簿年にもわたり纂

こで展激される予驚です︒

ρ︑もっと多様な焦物が駐思郷︑

も拳醐の大変さを理解してもり

の底が平らなものですから︑歩

スリップして窺豪り藪すし︑靴

しにまで溝えがおよばないよ︶

変さばかりを考え4丸㈱蟹の纂り

えます櫛しかし︑霞分たちの大

う紅は災い機会ではないかと考

灘鰯慌往んでいる人から冤蕊

の歩遵の除饗が出楽濠す．

きる窒間を造り綴し︑自然捧験

ですから︑スノータイヤやタイ

式な報庶黙が作成壽．れますので︑

鰻月ころにはより興館的にお題
しできると思います．

ここでは︑その概要鷺ついて
説明させていただき嶽す︒

業が実編㎜塔れていく予定ですの

ン

や懲然観察を行うための讐自然

し濠す︑

ヤチェ⁝ンを付けていない顛﹁

騨

です．

の行戴綴いていることのすごさ

い窪すが︑Aガ蕉触は醗繍一の騰

を輿感し︑それは畏無の努力の

保坂

積み璽ねであることがよくわか

東窟事務所

の源躍は太平涕烹に

この大

低瀬厳が発焦しやすくなって灘

り︑本来雨になるものが鑛澱の

ため鱈となって醐東地域に降り

積もることによって趨こ尊ます．

当たり購のことなのですが︑

ります．

込め れること続もなりますの

対策

すから︑乗客は一本疵まると線

﹁備えあれば憂いなししと．︑蝦

蹄上に満蝿の窪ま纏蒋聞も⁝閉じ

電巌は運行塞数が多いもので

蒔には死む馨敏にもなります︒

いている人が多数転倒で負傷し︑

は

松之出町におけるステージは︑

鑓o．46

φ＼薄様のご協力をお願いいた

︑更に︑定住人鷺の

推進会議（1／23〉

との共盈の森エリアしとして整

増撫を懲指し︑導・

松之山ステージについて検討する墾創プラ1

松蕪の奨人鉢周辺及びそれにつ

灘にはさ謙れた区域脾懲然博物

王タ⁝ン警のための

○

簡していくことを考えています鎌

すで 紅 あ る 奨 人 林

ながる須山地区︵松照︑光闘︑

新由︑大荒芦紅翻まれた地難︸

凝たな松斌撫町独自

とこの工つの施設が

間とが深く関わり︑共熱してい

の魅力を作り撫し︑

穣互轍濁係しながら︑

ることについて観察し︑学び︑

交流人撒の瀬加を図

してこの地域一帯を︑欝然と入

体験できる蜜闘を整備しで︑いき

つていきたいと思つ

をその候補地としています︑そ

まぐ︒

餓を中心とした物産館や醗簿施

鑑鍛繕地もこの周辺

ています．

設等を建設し︑入々を多く集め

に造成する計．繭もあ

7

翼棒的には︑美人林と須出地

リア︵地域ごとして整備しぜ︑い

るための﹁紅ぎわいと交溝のエ

羅繋v饗饗

霧難麗灘お便琴お待ちしています

︒．

O

このユーナーでは、みなさんからの

みんな：の

ご意見やお硬りをお待ちしています。

広

っ

鑓体の紹介や写翼、絵薗なども大歓迎。

締め切りは、毎月20臼です．総務課行

政係広報撞当まで

場

鯉6一綴3∬内線瓢

ぴドペアドアみだマ

ア

ハ

なおや

直弥くん登場（2歳

き

；
1

力粉i

出岸愚平・まゆみさん2男

…

i

（蓑由・倉ノ下〉き1

…

今月は、薩弥くんσ）登場です。i
好きな食べ物は、アメと！ヌンゴ

i

です。また遊びで好きなことは、i

土髄％です

したものです

し

レ

こ

たの
も器
のは
で飽
すの
精
土
と
プ
レ
ン
ド

﹀この﹁ぐい︸脊み﹂ は月池の結

▲この器・は飽の精土，とブレンド

オモチャの事とか電車を何台も i

董べることです．おでかけの聴

i

は、リュックいっぱいに車のオ

i

i

モチャをしょったり、手にも2・i
ミ

3個と持って行くそうですc

◎

i

ヂなおくんがおとなしいのは

i

ビデオを見ている時か、口の中

i

に何か入っている蒔です」とお i

i
i

母さんウお兄ちゃんのことを 二ヨi
ミ
イ と呼び、大好きなお風畠に i

ヨi

は一一緒に入ります。

この冬は、お兄ちゃんと二人

i

でそりに乗って新雪の中をころ i

3

げまわっている、そんな元気い
っばいの山岸家の人気者です．
【お母さんから一謬》

元気で職がんばる子

になっ

て欲しいです。

8
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この作囎は︑咋無九月 に出版

と命名

当購浦紹地区の得淀から発見

された摩野秘矢氏著﹁こだわり

わが家の人気者⑭

月池焼

された結土で焼き上げた︑松之

の陶芸﹂にも褐載され︑菰く金

新しい特産として期待

由町で簸初の陶羅ができ豪した︒

今懸 の趨藏焼紅使用された糟

網に紹介されています．

烹は無尽蔵紅あると思われるこ

と命名され︑

︸月瓢牽潤から約牽繕間役場⁝

その名も 趨瀧焼

階ツロアーに展輩し︑町幾の皆

とから︑購では将来この糟烹を

その方策として︑今無農は自

さんからご覧いただきました．

漉黛くじ助成事樂を受けて本格

使用した陶︑習瀬を新しい特産に

たものですぬ摩野氏は︑単成八

発展させたいと考えています︒

無六月紅松之山讐術季節館の擢

的な陶︑論を行うための電気窯と

この陶羅は︑東窟都籔皿帯の

請で当町を訪れ︑その際に浦田

の慧箆を闘くなど検灘している

烹練機を購入．また︑専門蒙ら

陶叢家・彬野租矢氏が焼き上げ

能な粧烹二種類を発箆．それを

ところです︒

地区の層漉か・︑陶螢論翻作に鰐

持ち煽り摩野氏露欝が焼き上げ

た陶雛が写轟の黒作脇です︒

陶初の陶器

スキーで光る活躍

㎜⁝5選手が全国大会へー

第鷺十鴛鰍全縫中学校ス キ⁝
繭十 ヒ剛全園愚校総禽体葎大会

大余が欝絨県嶋子町で︑濠た第

え︑全園大会の出場権をかけた

本格的なスキーシーズンを迎
合一年︶がそれぞれ愈國大会へ

リーで蕎橋佳代さん︵十田鱒総

女子践謎クラシカル︸と十詩フ

五選手 は県代表として大健麗を

ら闘かれ︑松之撫から出場した

北海遵 札幌帯で一月黒十一獄か

︿インターハイ︶スキー大会が
ジ

漿大会が︑またこの結果を受け

次のとおりです︒ ︵敬称賂︶

みせましたの全團大禽の成績は︑

全圏大会鵡場を決めた選手の

旗場しました︒

幽全圏中掌校スキー大会︸

今葬はアルペンとクロスカ秘︑〆

その種目の県大会の成績は︑次

アルペン▽大翻転⑭蕎澤美紗▽

て全園大会が調催されました．

トリーで活躍が光り︑松之撫か
のとおりです︒

園転蕩澤美紗ハ途中棄権﹀

︵敬称略﹀

ら中掌鑑の一選手と高校盤の鑓
糊県中掌絞スキ華大会︼

アルペン▽大國転①蕎澤美紗▽
鐡転⑦蕎澤美紗

アルペン▽大園転⑯蕩橋妙子

糊全翻趨校スキー大会︸

選手がそれぞれ全園大会への出

察申学校スキー大会では︑高

場権を獲得しました︒

▽女子五謎クラシカル ⑰腐橋佳

ラシカル⑳松沢隆幸⑬蕎橋佳男

クロスカントリ饗▽男子十詩 ク

アルペン▽大醸転⑤嵩橋妙子

門県篤校スキ聾大会矧

ク隣スカントリ甕▽舞子十謎ク

澤美紗さん︵松之山中二葎︶が
賞する大活躍で全國大会へ︒

代▽女子十げフリ⁝⑳蕎橋儀代

大醐転で優勝．また餓転でも入

▽女子五謎クラシカル⑨蕎橋佳

〈天水島・出P〉

ラシカル⑮嵩橋佳男⑰松沢隆幸

嵩橋佳代さん

〈湯出・坂中〉

全蔑轟校大会︵インターハイ︶

松沢隆拳さん

※高橋佳代さんは︑リレーにも

囎

出場しました︒

〈湯本・山縁〉

代▽女子十計フリ⁝⑮轟橋佳代

く天水島・寅a〉

への畠場を果たしたのは︑県高

高橋妙子さん

校総含体青大会スキー競技会の

趨橋佳男さん

アルペンの大灘転で五位に入寅

鱒難

難

句

まつのやま文芸

俳

こ

ダ

天水越ハ 林 ︶

こ

ぐ

段︶

ねし

佐藤

草村

正孝

翠子

佐藤多美女

初夢や掃除婦となり目覚めけ弓
こ
爺婆の似顔欝く孫に初笑い

し

つれ添って二十五年の会年今年

柳

天水越ハ中

銀婚式時雨るる欝本後にして

川

不正支出負捜増大喪紀家

不意の客見えて待つ人現れず

倉二枚濁︶

不運にも兄より先に逝っちまい

黒

柳友作贔紹介

笑う絵馬泣く絵馬神の気まぐれに

門隈⁝の浅︑びしい父に胡麻を檎︸る

福は内豆もいわしも多國籍

大奈中
畑保曲

した嵩橋妙子さん︵松之山分校
二無︶︒濠た︑ク鷲スカントリー

鱒蜜

9

では男子牽鍵クラシカルで商燭橋

盛・

フキノトウ

佳勇さん︵十繊町総合黒年﹀と

蔑爆葵紗さん

松沢隆毒さん︵松代蔦︸年︸︑

く湯本・滝見麗＞

梱総蜘、ガ纏噸晦㎞避射鰍岬幽L）ゆ
一劇一娩舳卿〆魚噸欝騨零｝騰噺獅瞥耀》

い

まちの話題
無火災を祈つて
町消防団の出初め式
一月九揖︑小霧の舞うなか町
消防繊の鵡初め式が役場醜で行

われ蒙した︒式には町関係餐や

溝防懸幹部︑塞部分醐︑松之由
分遣所が参撫︒まず本部分懸の

溝防璽が放水︑その後佐藤剰毒
町長と飯塚天繍縷長が︑無火災

㎜

であるように活励してくださいと
とあいさつがありました︑当町
では昨節︑山火事のボヤが一件

発生しています︒参煽潔は︑今

懸

1①尉OI

温泉衡で婿投げ・すみぬ〜ヌ祭り

内欝き柳め大余が行われました︑⁝

鰍き携めは学年ごとに各教雛で
学級撞当の指導のもとで実施︒
一年生と二年盤は硬筆︑

かり六年焦は亀筆でそれぞれの

﹁太くて．兀餓の

謙題紅銚戦しました．
各教蟹では︑

いい御ナを難㎞う恥や霜宇の大き

さをそろえた方がいいしなど一

人ひとりに指薄が行われ︑携童
たちは半紙の灘に一籔︸筆力強
く運んでいました．

松墨小．磨校では灘港初め大禽
の作最を十照翼から校内紅展．罫

皿
㎜
㎜
し︑力作を父兄の方々から見て ㎜
㎜
︸
轡
W
いただきました︒

鑑鑑

︸月牽三懸︑松璽小学校で校 ．響麹．懸

小正角行事がにぎやかに

午後二縛蕊十分続村山さん篭を出発︑

げられると薬麟堂醜から六メートル下

婿さんは勇衆に畷周灘されて薬師堂に到

の舞の中に放り出されました︒新妻は

が行われ︑今銃∴

当町で小蕉月行箏といえば︑奇祭と

坂の下で心配そうに見守り︑転げて落

︸局牽灘騰︑町内の各集落で小証駕

して全麟的にもすっかり衛名になった

ちてきた炎のもとへ寄り︑やさしく露

行事の﹁さいの神

松之撫潟東の−婿投げ﹂と﹁すみぬり

鞍．お神灌の後︑異衆に商々レ︸握ぎ烹

祭りしがあります．今年も温泉街の薬

を払つていました．観衆からは霧め

鶴の無病息災が祈られました︒

師堂などを会場に︑約二落人の灘嬢客

でとう﹂の轡があふれていました︑

く燃え上がるさいの神が下火になるの

行われ︑村山夫妻紅より点火︒勢いよ

すみぬり祭りは愈場を蕎台臓移して

らが箆嘗る中鑓ぎやかに行われ糞した︑

今年︑婿投げとして地元の男衆から

手痛い祝編を受けたのは︑轡由英曝さ

を待って︑すみぬりが餓まりました︒

ん祥子さん夫婦︵湯添・由根麗﹀︒年来

年始までの積雪が少なく︑今年も地元

つ

と

黎
ち

あった

すみぬり祭り

﹁おめでとうしを蓄葉にすみを塗り

になつてい藪した喚

歓声が飛び交い︑たちまち頻は真っ黒

瀬にすみを塗り禽うと︑あちこちから

手紅すみをつけ︑地元罠や冤物客らが

噸
カ
雪
め
た
の
嚢
ト
ノ
ペ

臥

と

投痛

さだ
出う

れ

に
上げ
の投
雪婿
後
たた

の皆さんは婿投げの会場作りに一蓄労
したようです︒

墾幅驚縢灘艶げ

曝

無︸無が無火災であるようにと
決意を新たにしていました億

轟

気持ち込め、力強く伸び伸びと

松里小で校内書き初め大会

lO

熱戦を展醐

罐
の星取り大会

新春囲碁大会
︸月二十五a︑鱒翻碁禦憲縷
轍よる籍春鑓碁大企が役場の会

議蜜で聡催きれました．参撫煮
は段級ごとにニブ費ック紅分か

れて熱戦を展鯛︒張りつめた金
場は︑碁盤の上に打たれる石の

膏が響いていました︒成績は次
のと潟りです． ︽敬称賂︾

①村出悦炎︵上絹拳︶②醐橋

鱗Aプ ック︵照段〜一級︶

寛︷ハ下川単︶③久保田雄覇

掘懸羅灘織触禰構

︸月黒十七縦︑瓢潟県スキー
連盟が窯縷する第︸鰯新潟漿ス

キーマスタ⁝ズ大会が松之由温

この大会の参獺資格は三十烈

東スキー場で闘簾されました︒

歳以上︒この麟は県内外の三十

ヤー七十六人が参加しました︒

七歳から七十九歳までのスキー
競技はアルペンの大園転で︑
全長約千︑︑．鷺メートルの箒ース

を二本滑った禽欝タイムで競い

ました︑醐会式では大会会長の

あいさつや佐藤利幸職長の歓迎
のことばの後︑力強く選手宣︑欝

が行われ︑選手は小蟹の舞うな
か允気績滞逢していました︒

欝講嚢

峨蟹灘

懸拶諜

鞠
．融鵡滞

松里保育所で葺まき集会

︵噺照︶

﹁相撲の星取り大会﹂が町内の
各地域で瀾催されています︒

湯山集落でもこの期閥に﹁湯
山相撲協会﹂を設腰し︑墨取り
大会を実施しています︒

⁝月二十五嬢︑今年で第篇十
七鰯を迎えた湯由大楊撲初場斯
の千秋楽が集会所で行われ︑上

りがありました︒今年の東横綱

位力士への表彰や横綱の土俵入
は接戦の宋︑八十五点を取った

醸

大きな声で「鬼は外、福は内」

■Bブ鷲ック︵二〜九級︶

①薦橋僻轡︵天水鳥V②幽雲
麟央く薦之麟︶③蕩橋艇栄︵天
水島︶

羅

第27回湯出大相撲初場所

臨糊

籟
入りでは︑弛力士のかけ声のな

、嚇
｛一
制』
洲
｝｝ ■㎜㎜
醐
｝
嚇
｝｝
｝｝

｝ 輔帽r

ゆ

千照蕃の由公夫関でした︒烹俵

か力強く披露されました︒

二月三績は︑節分の賑でした︒

松婁保奢所でも午後か ︑おば

あちゃんたちも参蜘して節分の

圏児たちは鬼のお灘をつけ︑

薫まき集会が行われました︒

自分たちの心に住んでいる悪い

き撫鬼し

﹁きのこ嫌い鬼しなど

鬼を追っ払おうと大きな潔蝉で﹁泣

﹁鬼は外︑禰は内

と大き

を発嚢し︑叢まきが嬬まり濠し

た︒

なかけ声ととも臓豆が憲を舞う

と︑園兇らは袋いっぱいに颪を

みんなで登を食べながら︑今年

拾い集め大欝びでした．その後︑

も編がいっぱいきますよう砿ね

がっていました︑

召

醐

華
榊｝■｝
轄
噛｝
髄 卵㎜
㎜㎜

｛㎜一 ㎜㎜｝ 一 ㎜㎜
連臼蟻満員御礼

第一回県スキーマスターズ大会
松之出温泉スキー場で開催

o

翫45公民館 費6−2265
ゆとりくん

き

事業案内㍗％
え

﹁捌創則嗣ん︐期劇﹇制刻引麟⁝︑︷

ーOoりOI

國圏園馴︻﹈

冬でも元餓いっばい︑地区の

すφ

皆さんと雲上運動会を楽しみま

蕩嵩獄町で開催されます︒松之

▼地躍・獺臼・会場

信越掌童親善スキー大会が妙

山町の小掌生も多数出場します︒

学校筋

ーー﹂

購内の晃童・盆縫を紺象頓し

o松之山

％︵旧﹀

どうぞ︑ご声援ください︒
2月26総︵木︶

％︵顧︶

北浦鑓地内

スキ茎場

▼期臼

午萌8時3
0分〜午後塁

闇圏翻圏園﹈

な紙にたくさん絵をかいて遊び

3月の諜コ轟コ教室は︑大き

○浦 磁

O松 羅 ％︵臼﹀

が闘催されています︒犯月から

たクロスカントリ事スキー教室
▼詩闘

時まで

雰倉観光ホテルゴルフ場

︿ク鷲スカントリ圭﹀

▼会場

3月の土・繍曜など町の常設タ
卿スカントソ茎スキーコースで︑

町スキー協会や学校の先生方な

どの指鱒のもとでカいっぱい滑
りこんでいます︒心も体も元餓

新着図書紹介

陰諜の臼︵上・下︶

シドニイ︒シェルダン

ルシンダ・ヴァ⁝ディ

マザーテレサ語る

窩本輝

焚火の終わり︵上・下︶

粟原雅直

東憲新闘

新聞にみる雑学のすすめ

お懸者さんの食卓

礪村窟太郎

臼本の布で楽しむ手警

僻豆誘携行

NHK出版

炎の鎖をつないで

飛べないホタル①〜③小沢昭巳

ます︒

3月難譲︵水﹀

︿アルペン﹀

▼期臼

な子供たちにご声援ください︒

赤倉観光ホテル蔚山コース

（り一ダー（指轟者〉バンクの分野）

〔ボランティアバンク6）分肇碧

Q施設矯ごみ袋の鰻作 O高齢暫の詣相手
O手紙・本の代筆・代読 ○不老閣シーツ交換

土・臼曜︑祝祭揖

▼練習縫

ださい。

ビヴァリー・ナイドウー

午蔚9蒔〜午繭U時

親姦平成沁年度の松之山人材バンクの登録蕎の
募集をおこなっています。自薦、飽薦を問わず登
録希望餐は2月来iヨまでに公災館にお購し込みく

▼場所 虜然休養村センタ簾

▼時間

○自然科掌
O縫会系科学 ○教育指導
O美衛・工芸 ○音楽
O文学・語学

赤禽チャンピオンほ⁝ス

松之山人棚ン幅集

▼時間午蔚9聴30分〜午繭難

いております。

蒔3
0分藪で

欝駕灘愚翻

▼会場 町常設のク鷲スカント

リ︸スキーコ⁝スハ町
罠グラウンド周辺︶

﹁鬼

o職業技能

oスポーツ・野外活動

ー
螂
漁7名の方に登録していただ

二議二鐵教室
2月の轟ほ二雛教窯は︑

は外︑橿は内し︑皆で楽しく豆ま

▼期繕2月熔黛︵水﹀

きをしよう︒

▼場所 虜然休養輝センター

▼聴闘 隼蔚9時〜午醜鴛時

蕊

濠襯

のまゆひヨ

Oロータスクー潔ン整理

○車での送逓、翼物

O施設の整備・美化
○お弁墨の配達
09ハビリ教窯介助

○行事の準備・運営
O幼兇の盤詣
（〉お弁当の醗膳

○趣瞭・生活文化

○健康

O舞踊・演麟

、

松之山購生漉学習推進本
部では、すぐれた指導渚や
ボランティアを登録・活稽
する人紡バンク舗度を行な

こ

纏
2ゆ誕

駆牒口教室

指導者・ボランティアの登録、活用

鴨

とり

・湯
松之由鱒生灌学習だより

2

有隈餐鞍 湯米恕まつのやま

︸

量玉多⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ー⁝⁝善ー書ー︷⁝﹄

費6−2402

を

門壬髪多亀︑亨︸至︷髪⁝重⁝呈︑曇︸︸︸⁝⁝⁝⁝⁝⁝ー⁝⁝⁝垂⁝塾‡多⁝︸皇︸乎き髪︸髪

㎜

あなたの記念樹

いらないものとして︑ユキッ

②記念樹の轟種擁融種は支柱の

植えませんか！
今年︑火厳寺蕎猿コスモス畑

類︑ナナカマド類などの花木

バキ類︑サツキ類︑アジサイ

の周りに認念樹の広場を造りた
いと思います︒

入生には︑それぞれ節目があ
とします．

※苗木は皆さんから乎醜いた

﹁結婚︑子供の誕生︑

入学︑卒業︑退職︑還暦︑そし
だいても結構です︒

ります︒

て自分のふるさとだったこと︑

こと︒秋に簡単な冬囲いをす

標柱を建てること︒箪を取る

③作業琵記念樹を穂えること︒

った︑松之由へ灘任してきた㌧

ることなどの作業をお願いし

なぜか松之山が好きになっちゃ

に是非︑記念樹をご活薦いただ

などなどお一人おひとりの認念

ます︒

※蒼苧の費罵をいただければ

きたいと存じます︒
︽記念樹の広場︾

により質郵便はがき㌧でお幽
し込みください︒後鷺︑詳し
い案内警を送付します︑硝し

湯米心

込み期限は︑平成憩舘4月30
研︵木︶までです︒

詳しくは︑萄限会蕊

まつのやま﹁記念樹し係まで問
い禽わせください︒

⁝

磁松之山町講噛﹂
■懇
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憂便糞
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氏

名

︸

﹁輯レ⁝

坂ロ安吾原作﹁自痴﹂

いよいよ映画化されます

ての串来事です︒物心爾薦で漕こ

映醐の惚ケは︑町内では初め

などです．

⑤昭秘20葎ころの小道興の黛与

④gケ期間中の裏方の手伝い

松之山町でもロケがスタート

新潟市︒新津驚そして松之山

町を舞台にして︑この春から映

醐﹁趨痴﹂のロケーシ灘ンに入

松之山町では﹁大棟由美術博

ることになり蕊した︒

げます︒

協力いただきたくお願い申し上

松之山町映趨﹁密痴㎏調作準

物館しを舞台にして︑約姶臼間

備黛

実施される予定です︒翼体的に

なりましたらご案内いたします

︵鎌難欝課︶

が︑いろいろとご協力いただ惹
いま考えられることは︑

たいと思います︒

②スタッフの昼食

①スタッフ全員の祷泊先の提供

コスモスの種

ありがと︑3きい弩た

③エキストラの出演協力

いつぱいに

からお薦けいただきお礼申し上

花

げ嚢す鄭もし︑まだご家庭に∬

大厳寺高原を

広報まつのや象鐙月畢で﹁コ

スモスの種がありましたら︑役

お引き受けします︒ただし︑

スモスの種を分けてください﹂

場振興諜にお越しの際にでもお

櫨樹は必ず皆さんからお願い

とお願いしましたところ︑大勢

鰯けいただければ幸いです︒

今年の秋は︑大厳寺葛原がき

代⁝式は僚磁でお分けします︒

④その勉暮記念樹の会をつくり

がとうございました．

の方々からご協力いただきあり

れいな∬スモス畑になるよう一

また︑標柱の文字入れはご虜
分で書かれてもいいですし︑

交流の場にしたいと思います︒

作業時鰯などをお知らせし︑

特続埼玉県裡住の渡辺ミツさ

愈懸命に頑張りますので︑ご協

⑤購し込み方法嚢町内の方は︑

んからは︑遠 いところわざわざ

できます︒文掌の例として︑

送っていただき感謝致し該す．

力をお願いします︒

求すので︑ご 検 鮒 く だ さ い ︑

また︑鰐内からも大勢の方々

後貨各芦に案内書をお醗りし

また︑町外の方は次の要領

﹁結婚詑念平成扮銀6肩松
す︒

山花央・花子偏などがありま

します︒

鱒家に書いていただくことも

藩峯の費罵をいただければ聯

①費溺嚢記念樹の苗木代と標柱

ヂ

いい

創

一鰻懸醐
総務諜税務係

県交通災害共済に
加入しましょう
総務課行政係

i交通ルールを守りましょう

・1園燭

歩行者事故で特に多いのが、

横漸中の事故です。違反劉では、

直前直後の横臨と飛び影しが多

ルールを守り、交通事故を起こ

くなっています。歩行春も交通

さないよう、また遭わないよう

壱こ重主意しましよう。

歯の健康

ぺ

ひン

㎜

￥ー

おすすめします︒＼ー︐ノ〜

デ㌧腔

洲N

ゆ

︸

いしては鎮静剤を駕います︒ 榊
皿
これらにより︑いずれ痛み ︸
鞭
も落ち着いてきますが︑鹸の ︷
︷
卵
︸
心痛みの康霞は自然には治りま ﹃
噛
紳
せん・そうした粛を放麗して ︸
噛
︷
こくと︑いずれ痛みが再発し︑︸
い
い
サ
簸後には爾を叛かなければな ㎜
︸
︸
りません︒そうならないため ハ
〜
にも︑単期に治療することを ︸
︸
覇

Q＆Aコ選ナ茎

回経どう髭髪い

書

まずうカいをして口の

よくあることですが︑

のでしよう︒

囚

中をきれいにします︒そして

め︑できれば楊枝やピンセッ

どの鶴が痛いのかをよく確か

トなどで︑その原霞となって

いる︑鹸についている汚れや

食べかすなどを取り除き藪す貸

次にうがいをするか︑また

はオキシドールを綿に漫し︑

翻のまわりを毒れいにします．

ヨードチンキなどを︑穴のあ

いているところにつめるのも

よいでしょう軸熱があ．れば安

♂乱

イ4・

IFoりゆー

じて各雛帯に配窃します︒購

鴇

蓬
！奪
㌦︾

マ

7／7繍月籍

︵金︶すぎに集落総代さんを通

込書には各撤帯騒の名箭が記
入されていますので︑ご確認

んへ提綴してください︒

のうえ︑会費を添えて総代さ

※なお︑2月圭銭以降に転入

i歩儲も

⁝⁝⁝︷旨⁝︷§星げ曇妻ー︸ー導︸筆⁝筆き善⁝豊︸ー等ミ生・拳⁝⁝峯書髪︑善〜︐︸︷︷⁝蓬︸⁝ξ羊ー峯一
⁝
会 ㎜
緬 皿
県医 ︸
潟科 ㎜
い
新歯 ︸
㎜
急鶴歯が痛くなった時
静にする必要もありますし︑
皿
腫れていれば冷やしてあげる ㎜
のもよいでしょう︒痛みにた ㎜

…

跡では︑平成憩隼度紙潟県交
ます︒票交通災轡共済は︑漿内

通災警共済の茄入の受付を始め

せんので︑町役場総務謙へご

された方には串込欝は慮きま

趨霞検察審糞会

存じですか？
察審査会

⁝⁝玉多⁝皇⁝■善養ー奪⁝⁝⁝蓬きき⁝筆

政係︵内線24︶へ

▽問い合わせ先難役場総務謙行

連絡ください︒

の会愚の皆さんが交通事故によ

金︑葬祭費および死亡鵜慰金を
事故に備え象族みんなで共済に

支給する綱度です︒万一の交通

艇入しましょう．

▽見舞金舞n等級の2万円︵入

院通院の実絵療鼎数7繕以上
の障薯︶から1等級の120

あって警察や検察庁に訴えたの

産の諜税にあたって基本的な璽

に︑その事件を裁判にかけてく

交通事故︑詐欺などの被書に

▽会費舞︸人年額500円

れない︵不起誘処分︶どうも納

万円︵死￠︶まで

餐に見てもらうことによつて︑

交通災讐︑電康等の交通に儲

お黛軽にご穏談ください︒

串立費屠は︸切かかりませんや

園の機醐です︑

分を調べ薦してくれる罠窯的な

したがって︑検察窟の不起訴処

裏し︑住幾として健全な輿識に

れた十⁝人の審登興が蟹艮を代

る圏罠の中から﹁くじ﹂で選ば

検察審登会は︑選挙権を馨す

ちの方はいませんか︒

得できない︒こんな不満を お持

▽串し込み謎麟込欝は2月20黛

謹で

︵水︶から平成纂年3月鍵沼︵水V

▽共済期闘舞平成扮薙4月−鷺

う交通災害

▽対象藝霞動車等の交通に伴う

度です︒

今隼の台帳縦覧期間は︑次の
とお9です︒

▽糊間舞3月玉臼ハ旦〜3月20

β釜︶藪で
※なお︑1臼が揖曜繕ですの

で︑釜鷺2田の月曜臼から縦
覧でき濠す︒
㎜V時闘翼ギ蒲8時3
台分〜午後5

時まで︵土・臼曜猿は除く︶

▽闘い合わせ先舞町役場総務諜

▽場所嚢松之撫購役場

な灘︑詳しいことは蔑繊検察

キャンペーン
i

←

り災轡を受けた場合鎖共済見舞

寒楼

登録事項の疋確性を確かめる舗

要緩簿であるので︑これを納税

國定資産諜税台横は︑圏定資

松之山町役場費6−3搬

税務係まで︵内線26・27︶

L

哺

鼎

耳2月の交通安全

｝

一

お知らせ

審鷹会纂務厨く新潟地方裁判所

︸

髪︸

︸

⁝

藍

晃︸

⁝

⁝

き

麗罠金融公庫では︑大学や短

國戻 金 融 公 庫 趨 鐙 支 店
分権推進婁員会は﹃近く第囲次

長の雑頭めごあいさつで︑地方

先月弩二ぺ↓ジの儀藤利毒晦

の教育ローンを
利用ください

大などに入掌該た在掌している

の勧憲が行われることになって

誌類﹀

現准︑

︿新醐・チラシ﹀を藁月から﹁霜紙

の績しとして収纂を闘始し︑6分別に撫えて7分劉となり

︿ダンボール﹀

﹁燃えるごみの環賑拷癖蹴してもらっている︿雑

7分別になります

ごみの分別は4月から
一㎜
皿
㎜皿■
皿㎜
㎜
一｝

︷燭細支部内︶にお問い禽わせく
ださい︒ 溶0255ハ24︶

⁝

子供さんをお持ちの家庭を対象

っていましたが︑第照次勧籍は︑

いると聞こえております︒騒とな

ます︒．こみの分甥と種類は次のとおりです︒

ビニール製品︑布製舐︑衣類︑プラスチック容露︑発泡

臓燃えるごみ謎台所ごみ︵生ごみ︶︑木くず︑ゴム．革・

スチ滋ール︑アルミ箔︑紙おむつ︑生理罵轟

瓢古紙擁雑誌類︑ダンボール︑新聞．チラシ

※ステーシ遡ンヘの出し方︿雑誌類﹀︿ダン潔ール﹀︿新聞

聞・チラシ﹀をそれぞれごとにひもで十寧臓束ねて名蔚

を書いて出してください︑

繊空き無瞬スチール無︑アルミ飴

繍埋め立てごみ藤ガラス類︑陶磁羅類︑練炭・豆炭灰︑焼

卿聖きビン聾飲食料ビン︑薬ビン
却灰

麟資源ごみ雛家電製品︑金薦製の糧大ごみ︑窒き無以外の

金属類︑燃えるものと金属の混合物
ごみ

騰燃える糧大ごみ彗布掻︑木製家具︑絨毯等の燃える大型

清掃センターへ直接ごみを持ち込む場合も分甥が必要で

もで十字に東ねて搬入してください︒

す︒古紙もステーションに出す場合と岡様に種類ごとにひ

効率の良いごみ処理を行うために︑蕉しい分題にご協力

ください︒お問い合わせは︑津南地域衛生施設絹禽︵費0

257−65−3495︶へ

唖−
｝榊
皿

嚇

5王60内線2重2
⁝︸ ⁝ ⁝︸

相続登記は
お済みですか
新潟県 葡法轡士禽
っています︒お黛軽にご相談く

昨年末に勧魯がありました︒訂

に﹁圏の教奮糠ーン﹂を取り扱

ださい︒

δ泌聡¶

や笹 ％

Nや

一

コンボスト等を利閑して自家処理をしましょう

新潟県憩法書士会は︑今隼度
も2月の一か月間を﹁檀続登記

疋しておわぴしますゆ

掌中の費爾︵授業料など︶

▽使いみち藝入掌蒔の費罵︑筏

ヂ

冬の省エネ

はお済みですか月間恥として無
料相談を実施しています︒
▽ご利矯いただける方諺大掌︑

短大︑蕎校などに入学在学さ

親がなくなり︑土地や家屡な
どを相続しても登記はつい忘れ

れる方各々の保護餐

につき200万円以内

▽ご融資額騒学生・鑑徒お副人

がちです︒

そこで︑新潟県驚法書士会で

▽利率聾年2・5％︵圏定金利︶

は2月美暇から28総までの︸か

月間︑相談に関しての無料相談

▽串込・問い念わせ先藝圏戻金

▽ご返済期聞錘8年以内

マ943

を行っています︒最寄りの胃法

融公庫腐磁支庸

書士箏務所へ紅気軽にご相談く
ださい︒

255︸24華2340

上越布大購3−2−1

奮0

詳しくは︑新潟県潤法書士会

黛

2月は「省工ネルギー月間」です

＆
多

5

〃︒

圃

皿一㎜
一生ごみは家庭でリサイクルを

「

養

奮
蕊響

費025−228；1589へ

ρ

羅

回圏回團

ぽくの絵わたしの絵

松之山保育所

翻鍵》蟹驚磯難》
がロ

海

ちゃん

村霞

信吾・かお1）さん

湯本（千浦屋／
大溝ちゃん

小野塚敬之・智子さん

雪乃ちゃん

小賢塚康彦・紀久江さん

藤倉（豊則〉
湯 霞（ヤマキヤ〉
窃《糟謬《鶴電》
滝澤寅松さん

89歳 天水越（あめや）

相澤久子さん

73歳 水 梨（璽助〉

佐藤サウさん

79歳 天水越（松本／

俵藤…二さん

60歳 天水越（撫暮）

端

、・鹸

くうさぎ絡〉

謎

せお

蝿

や み

か

闘谷葵歌ちゃん
く黒倉・単村）

版函のトラ
トラグ）建が上手紅露け豪した。シッボがむずか

しかったけど、大きなトラが欝けてうれしいです。

※12月27羅からi月叙績までの庸出分です．

※広鰻に載せてほしくない方は、屑欝のと

礁騨

きに窓鑓にお謡ください。

町の動き

．

2揮ま繍競盗
総人鑓3き363人（一P

〈うさぎ組〉
ひぐぢ

まもる

男王，639入（一2〉

（兎口・坂中〉

女董．7簗人（＋1）

版爾のトラ

徽帯数玉，王44戸（一2〉

大きなシツボがむずかしかった．こわそうな

（〉内は蔀月との北較

トラカ§窪，けてよカレ）たで響、、

町民憲章、蒙窪憩53、搭7月謝建
わたしたぢは松之1，購1観ですゆ郷烹を愛し、

29臼

みんなでよりよい織1》づくりをしようゆ

◆董月のできごと

町茎の倉欝葉
三、簗しい緑と鮒の中で

心憂かな人慰なろう
王、ヅナ｛7）季轡力§薄嶽津し禽ロう・よう載二

連帯の・ら・をもとう

ゆ
1、湧きいづる湯撮のよう続
翻進の力登翻めよう

婿投げ、すみぬり祭1）

3鷺

安高松之山分校卒業式

258

新春麟碁大会

王礁議会定例会く〜三韻予定！

2獺

圏建資産評緬審奮委翼会

隻2臼中掌校卒業式

浦鑓地区冬季体鷺大会
議会総務畏盤委翼会
（松之山・松量〉

編集室から

▼一得後半は︑毎繕よく霧が降

︸月束環窪の

り藻した︒小蕉月濠での小讐が

うそのようです箒

積雲は︑役場萬観灘で二〇七艘︑︒

雪の量はそんな鑓多いとは思い

蜜せんが︑鉛色の嬢から毎譲毎

隷

町選挙管理委眞会

1灘

てし塞いました︒週束ごとの罎

飼し

12欝

顯嚢が降り続き餓持ちもめいっ

5．12・19・26

地区スキー大会

根の灘下ろしで体もガタガタ．

3丹

i罎

節黛

もう︑雪はたくさんです︒▼小

・12●19●26

照1ヨ

町瀬防鐡患初め式

雪で心配審れた長野オリンピッ

5

潟東スキー場営業醐始

9沼

クも二月七嬢に闘幕︒鐵塞選事

2月

7臼

テレビ観戦です．二十二懸ころ

温泉センター

官庁仕事始め

の活躍が餓になり︑夜遅くまで

・貯

◆2月総9〜3月15βの予定

5鷺

まで寝不建の日が続きそうです︒

温泉定休臼

農業委員会総会

翠の湯は冬期闘休業です。
」6
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