蕩諺獲な捗讐

鋤嘲一痢晦」，
蒙つのや馨

広報
掻之繊購役場電謡番弩〜覧
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奇祭むこ投げ（燭騒轟蜘躾子さん頬〉
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No．276

︐踊

灘

一

擁

蟻爲

所得税の確定申告は
2月16日（火》から

騰醸
馨遇騨
矯鵬鍵灘溜驚簾瀦翻
撒僻献鮒職蝋繍卵

1①F㊤1

平成十年分の所得税の確定申籍が始まります．所得税は︑自分

の所篠の状況を最もよく知っている納税者が︑自分から所得金額

や税額を計算して申告し︑納税する申吉舗度を採尾しています︒

確定申吉の準備は︑お済みでしょうか．今無は二月十六臼︵火︶

⑤撫稼ぎなどで勝得税を納めた

場イ

一月一臼現在で松之山町に住

◆町県民税の申欝が必要な人

らかの所得のあった入は︑町県

漸がある人で︑単成十年中に侮

謙額が⁝ヂ万鍔を超える場合に

で︑平成も年の総収入金額の合

れる﹁納税相談会

皐欝を持参し︑各地域で開催さ

皆さんにお漏けします︒その零

を通して﹁町県民税嘩︑δ慰勝を

串撫が必要な人には集落総代

践税の串総が必要です．

経費の内．欝を記載した収支内訳

◆総収入金額報吉書の提巌

欝を添付しなければなりません︒

は︑その俸の総収入金額や必要

から始まりますが︑今月はその確定申街についてお知らせします．︑

◆確定申告が必要な人

いのは︑次の場禽です．

は︑その瓜馨奮額や参考となる事

確建串無慰を撰串してない人

①事業や不動産収入．年金収入

項を記載した総載入金額報出書

確建串鑑をしなければならな

などがある人で︑平成十年中

管してください︒

電認6−313ま︵32・33︶

役場総務繰税務係

係にお問い禽せください．

不明な点は︑役場総務澱税務

の会場で卵

の所得金額が各種漸得擦除の

を提患しなければなりません︒

◆確定申告すると税金が漢る人

織すれぱ税金が．炭ってきます︒

次に該灘する場合は︑確定礁
③給与や退職勝得以外に瓢赴万

④災︒．や盗難にあった場余

ていない場禽

③葎の途中で退職し︑爾就職し

②多額の鷹療費を払った場含

場舎

①往宅を騰ーンなどで取得した

人で︑確定串．︑警を礎撫する入

事業所得や︑不動産所得のある

◆収支内駅書を添付

ている人

④総墜を︑．力勝以上からもらっ

円を超える斬得があるとき

る人

②給尊の収入が．．磨ガ円を超え

合瀞額を超えるとき

一
轡蝉

私

撲

3月15日（刷まで

〆謙の鞠鱗8

Φ講も翻

ゆ皆之納税は．箆しく．お摯めに。

2

薩

酬

会

場 松z之山町役場2階

期

疑

はまれぱ、入鷹した年から6年聞、ヂ往宅取得等特溺

控除3を受けることができ、所得税1が安くな鯵ます。

旧講
申
毯翻

あるいは増改築をしたときには、一定の要艀に当て

と

定

税

往宅ローンなどを利鱒してマイホームを薪築、購入、

胆轄

瞠曜

幽備

住宅取得等特別控除

控除額は、住宅臓一ンなどの年家残筒に応じて誘

2月

巨6鷺㈹から

育弩9疑寺から稀種菱∠碁i寺まで
時 間 午膏

算しますが、平成扮年分は簸商35乃的／3年穏以降

※税務署または役場からの案内によりお越しく

は25万欝〉にな1）ます。

ださい。

◇控除を受けるには確窟申吉が必要

住宅取得等特劉擦除を受けるためには、確建申欝

田住現税（町県戻税〉の申告相談と受理

が必要です．騨牝して入髪勉た鱗の舗餅巽ま

唾麺

でに、源泉微服票、登託簿謄本、難鼠票の写し、住
竃獄一ンの葬家残蕩譲1明書などを添付して確定嘩告・

2頭藝麺茎董

丁

1

※例年どおり各地区ごとに実施します。詳しい

書と一綴に税務署に堤繊します。ただし、サラリ樹

1ヨ程は後霞お知らせします。

マンの場合は、三年羅だけ確定購欝すればよく、2年
薮1以降は勤め先の年来調整で控除を受け粧）れる仕総

みちしるべ
︑年

東顛城郷穣税教膏推進協議会︑鞭優秀賞

明庭さん

醐懸税務署長賞

﹁税金で ふみだせ来来ハあす︶への 第∵歩輪
瓢．罫 南雲

東顛城部穣税教奮推進協議会優秀賞

秀隆さん

明るい来薬の

村磁奈緒美さん

敦志さん

一年

織原

︑石澤

﹁税金は

交える力

二無

戯さん

籍鰐の未来篇

東顛城都稚税教湾推進協議会奨励賞

﹁糊齢縫会

明雛へと輝く

佐藤

明箋さん

東頸城都秘税教育推

携雲

秘滲さん

ヅ年

みんなの税金

﹁納税で

未来を担う
消費税し

﹁快適な

進協議会簸擾秀賞

轟欝地賦納税貯蓄組合連合会畏奨励賞

︒葎

滝沢 優希さん

噌災顔を守るために㎞

．．一隼

佐藤あかねさん

東頸城郡租税教育推進協議会優秀賞

︒︑年

糊税金のことを短って㎞

糊税金について㎞

東頸城郡穣税教欝推進協議会奨励賞

佐藤

小野塚翼沙ッ乎滋稲ん

︑．︑年

︑罫

糊税金について㎞

蝋税金について㎞

3

■｝■
㎜皿

税に関する中学生の標語と作文入選作品

します。詳しくは、役場総務諜税務係まで

甲

︑東類城郡秘税教欝推進

名義にしてしまったりすると、購与税の問題が発紘

協議会では︑管内の疇学校から

たのに夫i人の名義にしたり、無収入の妻との共有

標認と作文を舞集しています．

撒が受けられます．もし、夫婦で資金を繊し飾

単成十奪農憐税紅縄する中学焦

1三糀資金をローンで調達していた場合ぽま、2人で

の標誘・作文脇では︑松之由中

分登記をすることが大切です壌共霧名義であれば、

学校から次の皆さんが入賢しま

取得したときは、そ4）輿撮した劃合に従って薬有持

したのでご紹介します︑

ところで、夫婦で資金を餓し合ってマイホームを

なお︑作文の入選作漏につい

ては次のぺ1ジで紹介します．

みになっています簿

」

高田地壌納税貯蓄絹合連合会長奨励賞
郡積税教育推進協議会最優秀賞

笑顔を守るために

ーO創⑩1

審りの人たちだけ得をしている

れます．それに︑なんだかお年

として使われているように思わ

そして︑これからの祇会を豊か

簿識を隔めることが必要です︒

ように思われます︒しかし︑あ

れからは今よりさらに税金への

にするために未来︵あす﹀への

めに使われていることを知った

第一歩をふみだすことが大切だ

なるはずです︒そのためにもこ

しかし︑税金にはまださまざ
まな種類があり︑大人になると

からです︑

納める額も今よりはるかに多く

教科講もなくなってしまいます．

繭雲明美

．急病人や火事が起きても救忽車

松之山中学校三年

なお銀欝りです．そのとき︑お

と鷺十銀もすれば私たちも立派

﹁税﹄と書われて一番簸初に

かし︑平成九郊遡月一籔に消費

とって⁝番身近な税金です︒し

い物した聴に納める私たちに

滴費税ではないでしょうか．買

で生濃しているお年審りの笑頻

まいます︒私が訪問した不老閣

ことができない祇会になってし

してお葎欝りが安心して暮らす

や滴防車は 来 て く れ ま せ ん ︒ そ

だろう︑私たちの払った税金は

税金を払わなくちゃいけないの

ついて知りませんでした．粥で

私は今まで︑ほとんど税金に

対する毒えが変わってきました︒

た．なので︑以前と比べて税に

に使われていることを簿りまし

は私たち趨舞の安心能濡のため

ろうと思っていましたが︑添灘

です︒圃民全体が園ったことに

けではありません︒圃鍵みんな

箏態におちいるのはお年欝りだ

りません︒また︑ここで大変な

ちゃんと生落していけるかわか

ました︒食箏の介護を慢れない

ンティアとして不老閣を訪闘し

今年の薮月の連休︑私はボラ

れている今︑お年欝りが安心し

の霧びです．隅齢化被会といわ

さんのお鰯欝りの築顔は何より

い私にとってまわりにいるたく

も修理されない︑病人がでたり︑

です．掌校の教窯の窓が割れて

なってしまうのかを知ったから

た．税金がなかったら︑どう

料を見て︑私はびっくりしまし

いるわけですが︑お奪寄りが増

ます︒その年金は税金から出て

て安建した安心焦漉を送ってい

また︑お葎寄りは︑年金によつ

どんお隼寄りは増えています︒

は︑私た雰の身近なところで大

わかっていると思います．税金

深く結びついているかは︑よく

税金がどんなに私たちの焦濡と

しか書いてきませんでしたが︑

今まで︑ほとんど薙金のこと

なつてしまいます．

なかったらどうでしょうか．

だれも税金を払わなくて年金が

てずるいということで︑國民が

税が︑︒噸⁝から五警に引き上げら

が滴えてしまうかもしれないの

侮に使われているのだろう：・

今︑鷺塞は蕎齢化祉会への通

奪審りだけ年金がもらえるなん

と思います︒

思いつくものは︑それはやはり

郡租税教麿推進鵬議会優秀賞

にとって社会を支える大切のも

れました︒税金は︑私たち人間

私はこのことを短った時︑は

です︒

と思っていたのです︒でも︑﹁わ

税金のことを知って

の︒そう醤われても︑その時の

じめて税金の大切さを感じるこ

たしたちの生活と税貼という資

滝沢優希

私にはただの負担としか思えま

とができました︒線父母のいな

手つきでやっていた私にお年寄

て暮らすことのできる豊かな耗

松之山中学校三年

せんでした．

をまっすぐに進んでおり︑どん

りの人たちは笑顔で話しかけて

．大義務の一つである納税を︑

いてもっと理解を深め︑麟民の

変役に立っています．税金につ

量も増えます︒そのため︑税金

えていると欝うことは︑葎金の

も増やさなくてはいけません︒

大人になったらちゃんとするよ

火事が趨きたりしても救慈葦や
れも大変なことです．また︑お

滴費税が

うにしたいです．そして︑それ

とだと思いました︒

滴費税が︑．﹃から五︑臼へ上

年欝りへの年金も税金からでて

たのは︑このためではないで

会を築くことはとても大切なこ

られていることを餓りました︒

がったことを費挺だと愚ってい

いることを知ったので︑年金が

からずっと先も安心鷹濡が営め

のような編祉施設も税金で支え
これをきっかけに本で調べてみ

た私は︑今総﹁税についての作

しょうか︒もちろん︑勉にも理

くれました︒そこで私は不老閣

ると︑もっといろいろなところ

りの方はどうやって生括するの

なかったら︑収入のないお葎寄

滴防毒がこない︑などです︑ど

で税金が使われていることがわ

の灘え方が変わりました︒それ

文﹂をかくことで税金に対して

いけたらいいと思います．

で考え︑よりよい祇会を築いて

ことでは︑税金はほとんど年金

ることです︒今まで書いてきた

るように税について麟民みんな

は︑私たちが納めた税金が︑た

今まで私は︑私たちが払った

れていけないのは︑将来を考え

響から鶯矧に上がっ

かりました︒

鐵はあると思います︒ここで忘

もし税金が無くなってしまっ

くさんの人たちを守るために使

税金は何に使われてしまうのだ

だろうかと思いました︒

たら︑今私たちが纏鷺通ってい

われ︑そして自分翻身を守るた

る学校には先盤がいなくなり︑

4

町営住宅﹁松之山第一住宅﹂の

縢︒

︵松之撫小学校潮︶

︑︑繭九番地︸籔

松之庸町松之由

億零の藩在地

入居募集をしています

町営松之撫第一往竃に欝欝の
窪窯があり譲すので︑入農をご

希望の方は︑次の暮集要項によ
りお辮し込みください︑

募集芦数

規格等

六㈱・九癬

︵2L・DK︶

①芦轟たり繭積

②簡易耐火︑︸階建

入贋者の資格

①岡檎親族があるか︑豪たは

ること︒

岡聡しようとする親族があ

薙象賃が決建されます︒
︵畢成十薙獲環窪︶

①牽．乃．千円以下の蹴帯
擁額一ガ九粁翻︑劇鍔
②激汚︑︐千鍔を超え十烈万︑︑

月額⁝ガ 千鷺︑欝円

千鍔以ドの撹帯

千湾以下の椴辮

③牽灘乃︑甲円を超え牽七芳八

月額．︑厚七千八鎌円

④卦七乃八千鍔を超え．十胃轡
以ドの世欝

という黛コミのお客さんが多い

鰹食や休懇だけのお客さんも

のがありがたいです．

大歓迎で︑由菜の天ぷら・けん

ちん汁驚食や撃打ちそば︵多約

要︶は︑ちょっと他では隙わえ

葎に︑︑翻行う﹁そばまつり﹂

ないおいしさです．

ができる﹁そば道場﹂も好騨で

や︑予約によつてソパ雛ち体験

す︒

讐じょうもんの湯幅と呼ばれ

の弱アルカリ性で神経痛︑筋肉

る濫祭の泉質は導純硫蹟冷鉱泉

痛︑冷え樵︑慢姓滴化鰭矯︑慢

月額．︑乃︑︑千癬欝

大松山のふもと黒禽地内標．岡
家賃の静︑一カ月分

菰欝 に位置する讐おふくろ

◇敷金

贈込みに必要な書類

皆さんもぜひ心のふるさと

﹁おふくろ館繍に一度来てみま

轍皮霜病などに効能があります．

んたち八入で還営している宿泊

ています︑

せんか．灘かい災頻でお待ちし

費六ー︷︸OO

松之山町大寧黒禽⁝八七残！⁝

お聞い合せ

施設です︒癒設からは︑黒姫山︑

まが経鴬し︑黒倉集落のお母さ

︵役場建設諜に用意してあり
ます︶

②勝得読明書
︵翠戚九年分の斯得談明欝﹀

③世欝愈蝋の住鍵票

ような暖かい気持ちにさせます︑

もてなしは︑ふるさとへ帰った

また︑お母さんた嚢の素朴な

そうと欝ばれています．

られたお客さんには一番のごち

を使った田禽料理は榔会から薬

もちろんのこと︑自禦製の野漿

糊季折々の撫菜や︑キノコは

の鍵さです︒

一︶

山町の中でも一︑二を争う眺望

※山︑羅神橘が．鍵でき︑松之

館﹂は︑︵衡﹀湯米心漢つのや

手作りの料理が楽しめます
松之山町 おふくろ館

①町営織竃入駕廓込爵

ふるさと晃て渉言啓

お澗い禽せ

役場建設諜建設係

騎蜜｛鈷

②碑込潔と岡罵鞍の収入を禽
め︑諸控除後の収入翔収額

︵内線汽

篇

費六ー一㎜窯︑︑五

噸ノヨ

婁

が︑二牽万海以下であるこ
と︒︿嵩齢巌・身体障轡警
榊塒蹴聯等の場A欝は︑ ︑郵六ガ

八千還以下︶

③環に儒竃に鐡窮しているこ
とが明らかな講であること．

︸b

階
馨

2

ホー捧

漁麟巽

関
玄
盗 犠

b馨

ロ

東頸城

そのためか簿醗も来てくれるお

おふくろ館全景

シリーズ広域広報⑪

客さんや︑人に教えられてきた

蛍鱒

5

爵 湧

1撚

し

雌
一毒州

u｝｝，

人

瀞入

家賃︑その地の貸轡条件

嬢蜜≧勧

騨

書｝藩

◇家賃

徴帯の収入月額等にょり︑徳

卵｝一軸

一導

缶阜i蜜欝

有
一

㎜｝｝

§

断︑連絡道整備︑用地測璽︑

コテ⁝ジ蕊棟︑展望台⁝力

ステ⁝ジ爽施設計

ステージ爽施設講︑用地測

松代ステージ

量︑用地買収

松之山ステ⁝ジ

ステージ翼施設計

穐議謹・

灘馨

藩

6

ーF田⑩ー

のワ⁝クシ鍵ップ

絹繭ステージ

花の講習会六会場︑花のアド

︵花苗等醗布・花壇塾備︑徳

よる翼業については︑趨債時と

立木調蛮など

措置されます︒また︑地総横に

償還時に県補助金を受ける仕組

バイザー制避︑花のリ⁝ダー

︑圃︑花市︑

みとなっています︒これらの綱

一．．備万円

中則︷ステーWン

度や補助を濡用することにより︑

成︶

育成︑花のマスタープラン作

＊ステーWン轍灘備

︵妻奮通信発行二園︶

串普及馨発

ディネイト︶

く璽翻プラン各窮業の総合コ

＊総含欝ーディネータ⁝千乃附

事業に対する地域の魚損登は鷺．

難力年糊の事叢焼模について

綱程渡になると見込まれます．

大地の︑澱術祭などのソフト箏

ソフト事業の規模

里創プラン通信
越後妻喬アートネックレス整
標に様々な皐叢が進められます

及び津爾ステージ︶．遍疎績箏

ー

備構想では︑畢成十八葎度を罎
が︑今園は遜画讃麟されている

の時限立法であるため︑ド成十

は︑遍疎債が弊成十一年慶まで

潟県から補助金を受け︑囎翻を

薬は︑郵業費の穴割について新

事業燭模についてご紹介します︒

は流動的な部分がありますが︑

︑葬度以︑降の欝業展醐について

として奨施されます．平成十〜

大枠の箏業費は爵億門糧摩を想

溶町村が興担しあって広域箏巣

牽二年度の．．力年闘の纂叢費総

榊︑一億円

な磐．ています︒

一．一籠瓶．鷺厚円

平成十年度事業
ポ大地の工術祭

安斎先生（写真右〉もスミをぬられて輿っ黒
松之山町・すみぬり祭で

ソフト事業と
ハード事業

二千．︑研万円

地総嬢蜜叢が澄↑億瞬︵軒縫町

定しています．内訳としては︑

す．

額は次のとおりを瀬されてい談

累大地の︑欝術祭

よく行政用誘としてソフト拳
難・ハ⁝ド壌業という︸葉が使
＊ステキ発兇

一．一チ野円

ヂガ円

腹︑松代︑松之山ステージ︶

奪ー
鵯︑争
業が鷺︑
罐億円︵絹瀬︑薯
．許九猷瞬軒寿円

ベ︑ノトやシンポジウム︑ワーク

＊難及鵬発

零総警コーヂィネ⁝ター

＊花の道

われますが︑ソフト事業は︑イ
ショッブなど︑人と人との結び
つきの中で行われる取り総み︑

ハード事叢は形ある施設整備と

要纂業では︑大地の胴術祭︑ス

とらえています︒禦翻プラン盆

萎クシ灘ッブ．．作蟹︑プレシ

︵招待作家によるインスタレ

ステ⁝ジ整騰郵薬は︑単成牽

ンポジウム︑ダイレクトメー

ハード事業の規模

ステ⁝ジ盤傭をハード事叢とし

〜幸㈱年度の鴛力年㌶ついては︑

ル作成など︶

テキ発見︑花の遵をソフト事叢︑

て位置づけていますが︑施畝墜

際漁雀から︐特定地域における

鷺乃円
記今櫛シンポジウ

千烈

ア⁝トワ

備を進める繰糧においてもソフ

轄懸．疋往促進等緊急プ欝ジェク

露解集㎜開始︑

＊ステキ発晃

！シ遡︑−作欝瀬縞漁淋郎︑

トプ欝グラムを霞視していくこ

ト恥の襯域指．疋を受け︑地総嬢

ム︑罫興塾︑小中学鷹謬︑異騒

あるいは過疎債という地方綾を

と綻しています倉

趨こして進められ豪す︑いずれ

九麟照↑万円

動．広︑轍伝料など︶

＊花の道

の地力債についても︑償還時に

その︑部が綱から地方交付税で

㌃
騨嚇隅二鷹暫グ

奪
》

安斎重男
写真塾を闘催
ステキ発蝿事業の一環として．

しながら撮影してもらうことで︑

有め冬の風物詩に興味灘々．窩

大使餓のアルバロさんなど斐妻

騰んで夜が︑璽けるまで爆戴談

沿地の芝鹸灘搬では︑蜜簸灰を

．雌接ステキなことを猪兜し応募

してもらうことを猟いとしまし

参撫煮は十欝溝癒雰禽のほん

た．

お醐い禽せ

義・ステギ炎義が続き籔した．

やら澗 づ く り や 松 代 町 太 欝 ・ チ

︑月牽鶴〜十煮欝に安漸璽磐箏

輿塾﹁婁衡の4薫月を撮る偏が

牽鰻町地域繊域製務組倉

企瞬擬興謙

節帝︑松之由の婿投げ・すみぬ

年の鳥あな︑牽欝町瀞勧地の撃

ーり轟・6・37

鰍0257−s7−2285

・￠09偏5陶〆ー艸b㌘

らなど地域内外︑︑︑新名の参繍が

れた駐窃ベネズエラ共郵籔大使

り祭を巡り熱心に撮影．参撫さ

醐催され︑遠く燃畢県花巻獅か

この企画は︑琴瓢尿蜜斎霞聾

ありました︒

館の澱ベルトさんやスベイ︑繍

入︑物︑雛報︑ど戯をとって

介した嚢磐呼多く驚焦してい寂

ネットが齢速に雛及し︑それ癒

縦近︑鄭邸を申心にインタ⁝

鑑濡甑

頭でっかちな 58

る筏会︑東照を形容するとそん

これら モノ幅が鐙かである

て灘繊を炎競で奮ないような轍

た︑飯灘を付けなければ償心し

場勝が少ないのではないか．謹

す．被会の申で獄鷺を衷現する

ことは経済の溝挫化には大切な

︽環墳になっているのではない

な．粟が浮かびます．

も軒分瀬ぎるほど溝たさ敷てい

圏固回

園園團圏國

乱

人々が畢せかというと︑そうと

象件です．しかし︑それだけで

漏い︑嶽が禽うと本能酌に顔を

溝鰻︐瓢舞のゆでは傭と体が触れ

蠣だけ硬っていたのでは︑悩み

ちな磁漉亀を送り邉ぎています︑

から熱しか使わない﹁翼でっか

構報化が発展した現鞍は︑藩

か．そんな寂しい氣がし豪した．

なお︑受儒機は無線で受信す

袴けてし談います．懸然︑コ

徳入をかき分けて夢く通路︑

もいえないようです．

露い乾電池をそのままにして

るため︑その欝の天候など簾境

⁝⁝⁝⁝⁝し

晦では防災贈策の一つとして

おくと液漏れを趨こして麩繕機

が多くなるだけで思い切った行

⁝

防災行政無線を設置し︑災難時

動ができ豪せん︒繍の串心であ

る器腹・へどでものを溝え︑

はあり衷せん︒

愈舞癒使い讃ぱせることが必要

ミュニティが脊つような灘境で

物も構報も多ければ良いとい

だと思います．

すので︑ご罫承ください︑

紡災行政無線についてのお闘
い合せは

んあり邊ぎて︑本瀬に自分に必

によつて憂儒状態が左霜されま

乾電海代は蟹さんからご鶴撫い

役場総務謙行敷係まで

鯛人が祇会に夢を描け︑傘身

を使い︑人々と連携しながら︑

その親実に講かって積極朗に行

動できる祇会︒そんな祇会が翼

大晃

に澱用して仕事をこなしたり．

東窟翼務斬

親できればいいなと思います︒

思えてなりません．

る人も案外多いのではないかと

活欝を考えると︑迷い悩んでい

が︑子供から趨齢煮までの全焦

盤濡を楽しんでいる人もいます

もちろん︑豊かな獲境を上手

らなくなってしまうのです．

要な物が劔かということが分か

うものでもありません︒たくさ

轡傭壊れてしまいます．

⁝

停電に備え ⁝防災行政無線ー
戸別受僑機の乾電池を交換してください

難と共に妻霧の伝統行事を体験

篠

や緊急時にい霊攣く皆さんに必

要な憎報をお簿らせする体舗を

姦轍帯には拶甥受儒機が斐縷

ただくことになりますが︑ご理

を取り外して褻ふたを醐け︑欝

います

乾電地は響畢⁝が㈱添隔です．

され︑災憲などで停︑電となった

になっています︑受信機を設置

い乾電漉と新しい乾電池を交換

乾電池は受嬉機の裏入って

とっています．

時も︑受信機の串の﹁乾電濾脇

してから穴葎が経過し︑非常購

するだけです．薪しい乾電池に

乾電漉の交換方法は︑受傭機

解のほどよろしくお纈いします︒

の電源となる乾電池の寿命が来

が電源となり放送が流れること

ていると思われますので︑受信

も獅緑のランプ㎞が点灯します

交換すると︑常用電源が無くと

ので︑必ずご確認ください．

機の乾電漉の交換をお願いしま
す．

7

「

町では︑鷺鍔中旬に各地区に

額を振り込みます．

▼この地域振興券の換金期隈は︑

地域擬興券使用期闘満了繕から

膿カ月以内となります︒

難6⁝3134

地域振興券に関する

お問い禽せ

役場振興諜

8

1創q⑩

を串し綴てください︒

▼町では︑金融機関からの欝建

六カ月以内です︒

▼この券は︑交換︑ 売翼はでき

箏業奮換金講求書により指定金

緊急経済対策の一環として地域振興券が交付されることになりま

出向いて交付串請をしていただ

融機関口座に振興券額面分の金

ません︒

した︒この地域振興券は︑若い人たちの子膏てを支援し︑老齢福祉

地域振興券を
交付します
隼金等の憂給者や所得の低い嵩齢餐の経済的負担を軽減し︑個人消

︸月一臼の基準鷺を懸に摺握し

き︑その場で交付する予建です︑

地域振興券はどうし
たらもらえるの？

費を喚起することによって地域経済の活牲化を図ろうというもので

や会場の．こ案内をします︑

、

た交付対練煮の皆さんに︑日程

小売店等の皆さん
地域振興券を使える繕になるには

地域振興券（見本案〉

︵㎜部町民税等の非諜税要件が
あり濠す︒︶

▼養護︑特劉養護老人ホーム等

資格を袴することを確認の上︑

特定箏業蓄登録誼明灘及び︑登

受け付けます．︶

籔面

す︒町でも三月十七日に交付する予定で準備を進めていますゆ

地域振興券はどんな
人がもらえるの？
▼六十五歳以hで︑六カ月以上

登録が必要です︒

寝たきりまたは︑痴呆の状態の

は︑松之山町において小売叢︑

措置施設に入斬している人

ため︑常時介護が必要な人く町

単成十㎜年⁝月一田境窪で︑

人が交付対象になります︒

次のいずれかの要件に該嘉する

民税の非諜税要件がありま

通儒業︵娠行業を禽む︶及び建

▼竪録された各特定事叢勝は︑

︵その後も嘩請があれば︑随隣

録ステッカーを交付します︒

設業を営む事業所等であり︑松

医療等の答種サービス業︑運輸

この地域振興券を取り扱うに

窯︵昭頼蝦十八葎⁝月二獄以降

▼十五歳以下の子供を持つ徴帯

どうやって使うの？

地域振興券は

す︒︶

飲食業︑洗濯︑理奨容︑簾館︑

猛まれ︶

子供⁝人につき二万円
▼六十五歳以上の人で︑かつ平

カ葦を店内に期示し︑地域振興

券の交付から穴カ月に限り︑地

町から交付された登録ステッ
▼各事業所の皆さんは︑瀧月上

域振興券を受領してください︒

しての登録が必要です︒

千円の券を二牽枚︑二万円分を

旬に役場掬滋から聯講欝等の用

地域振興券の

之山町において︑特定霧業潜と

交付します︒

紙をお送りしますので︑希望さ

⁝人あたり額麟

▼使朗は︑松之山町内の登録屠

れる箏業勝は︑串請藩を提餓し

▼対象餐には︑

舗等に限ります．物編の購入や

︵昭和九年一月一揖以繭生ま

ている場合は︑扶養している人

各種サービスヘの支払いに使用

税綱上どなたかの扶養になっ
の町民税が非謙税の人

換金方法は？

▼老齢橿祉年金︑障害基礎年金︑

融機賜に地域振興券と特定事業

特定峯業蓄は︑櫓建された金

煮登録証明審を待参して︑換金

︵第榊囲串請期限は烹月十繍か
ら二月二十六旧です︒︶

，

成十葎度の町民税が葬諜税の人

，
松！

▼松之由町では串講書により︑

1

蓼

れ︶

鼠瀧

てください．

できます︒おつりはもらえませ
ん．

▼使期期隈は︑交付闘始購から

新潟県松之山町長

繍園

0

円

O 0

、

脇
ノ、

券

振

域

賛0．0（〉OQOO三

地

○

遺族基礎奪金等の年金受給蓄︑

兇童挾養手当︑特甥児童扶養手
轟︑特別瞳審奢手当等の受給沓

類をお読みください

，一

昨奪十二月一繕をもつて煮省

の浅焦・兜灘委鍛が交代しまし

民隻・箆童委機は︑住跳の抱

た．

えている綴祉問題の相談助需を

るという大切な役目を渠たして

行い︑行政機関との橋渡しをす

います．

松之山︵鯵助︶

小谷︵干場︶

想︵申村︶

☆新掻した鼠盤・兇童委鰻

編原利義

小口恵一

東

丸山いずみ 上之山︵林﹀

小野塚孝

細︵中屋︶

湯之鶴︵上林︶

小溺井みよき豊

山爲欝作

松之山︵丸一︶

上鍛池ぞ院﹀

☆退任した幾雄・兇童婁員

小野塚賢子

池︵下村︶

小 谷︵新宅︶

月

樋撒佐輿英

相沢テイ

県川リユ

民生・児童委員が
変わりました

民生児童委員名簿
名

集落名

屋

号

電話番号

恵一

松之由

与

助

6−2644

松之慮・兎口・光間・新由

福原 利義

小

干

場

6−3489

水梨・小谷・大荒芦

高橋 キシ

下川手

あめや

6−2155

下川手・上川手

村山

尚子

上川手

重

屋：

6−2626

主任児童委員

村由

郁子

湯

忠えん

6−3479

湯山

高橋

藍

湯 本

山

月

6−2262

湯本

佐藤

良雄

天水越

下元屋敷

6−2757

天水越

久保圏和夫

天水島

中屋敷

6−2！92

天水島

蕩橋 歌子

中

友ぜん

6−393王 藤倉・中塵

小野塚

東 川

中

村

6−3837

東屠・上蝦地・下蝦池

渡辺奮久治

東

糠の木

6−3779

五十子平・坪野・赤倉・東由

丸山いずみ

上之山

林

6−3i76

嘗根・新照㌧上之由・湯之爵

佐藤

中立山

中

屋

6−3087

中立山・中原・田麦立・坂中

小酒井みよき

豊

濁

中

屡

6−30王9

月漉・豊田・北浦鐵

布施喜一郎

黒

倉

大

井

6−3375

藤原・爾之薗・黒禽

氏

小鷺

弓

孝

昭治

谷

蜜

毘

山

握

当

地

区

名

冬でも 安 心

ふだんの猛濡は︑欄人傭人が

い入は十俸以上利勝しています︒

いという人もい素した︒しかし︑

した．申には．︑年中住んでも良

ないので大変喪いということで

住み心地は︑零の心醗がいら

部屋を持ち自炊で︑台瓶︑トイ

燃やはり春になると家に帰って

この冬の入鷲者は麗名で︑長

レ︑お風観が共岡使用となって

る︒﹂と皆さん奮っていました．

新潟県
スキーマスターズ大会
闘鷲潟県ス

一月鴬牽灘臼．︸十六欝の︑︑撮

間にわたって第︑

キ⁝マスターズ大会が松之由温
泉スキ⁝場において行われまし
た︒

この大会はーー年溝の健康増

Ioり創Φ1

講聡

﹄
﹃

﹄

兎口（植木屋

巖．岡齢参癩潔は八十才で︑

﹁

植木竜博・浩葵さん長女

当欝は爾にも拘わらず︑皆さ

会でもあります．

六概歳代の参加欝が取も多い大

た．

︑

あやの

騨睡醜．

綾乃ちやん登場2歳

家では1綾ちゃん3と呼ば叡

ん年を感じさせない欝のこなし

健康で、何事も最後までやり

とげ、入に迷惑をかけない子に

した．

西横綱谷嵐関

一月．．

入りに会場には歓声が無がり豪

点でなり︑二繊綱の力強い窯俵

野塚．男さん・東川︶が八牽九

新点で︑繭横綱には谷嵐醐︵小

圏︵乱山冨雄さん・藤禽︶が九

第．歎二代の東横綱には藤の禽

ンターで大納会が行われました．

牽購黙の予秋楽では籍川防懸セ

十︸名の力卦が参繍し︑

搬川細一撲協△獄では︑Aノ罫は六

やいろいろな賞が決められます︑

牽五β問のA葦計で参糠煮の爵付

﹇滋十番の勝敗をあてるもので︑

会は︑大相撲初場所の取り組み

が繰り広げられました︒この大

内各所で行われむ煮購闘の熱戦

る大相撲紡場所謎取り大瓜︑が町

冬の楽しみな行郵の一つであ

i

」

iなってほしい。

シルバーアットホーム

き

とを目酌に︑三↑鷺歳以敷の男

1お愚さんからの一・謝

うになってとてもうれしいです。

東横綱藤の禽関

シルバーアットホームは︑冬

ヨ

でゲレンデを滑逢していました︒

お絵かきなどで遊んでいます。

千秋楽

期間の蒙の道踏の道付けや騰根

i
；

女を対敦に闘催されているもの

トなど甘い物です．追いかけっ

こや、かくれんぼ、ブロック、

得β闘の激闘を終えて

の講ドろしが心醗な一人暮らし

にある﹁老人憩いの家﹄で牽一．
ミ

で︑ヒ十八嶺の参椥があり豪し

でいます。好きな食べ物は、し

んこもちやアイス、チョコレー

初場所星取り大会

のお年審りなどが︑天水越地内

i
…

にも温泉に行くにも近いので大

…
…
…

変便利です．

…

月から︑︑月までの間︑井同生括

…

をすることをいいます．

ド

進とスポ⁝ツ濡動を推進するこ

懸

ことをヂパパほギママ」と呼ん

大相撲

蕪

ています．お父さんお母さんの

響

脳

灘

iわが家の人気者⑮
き

畑を作っているとホッとす

鷲は共岡でつかっています

います︒場漸的には買い物する

醗
1羨

鑑

まおの譜題

騨

皇調饒慧醜謹

弟が生まれて一緒に遊べるよ

騨

醐麟露灘

鎌製鑑が

らき

齢

糧

ド

ドザ

かけ声をあげなが︑潟泉衡を通

ノ辮入の観客が待︶薬師堂に鋼蒋

脚り︑象磐鑛空奪鶏

が一月

は︑雛．磁ホテルより出発︑松之

憎イチ︑二︸ノサン︸のかけ辮

二しました． 薬師堂にお参りし
チたあと︑著い衆妾撫ぎ上げられ
鉢

まとともに汽疑崖下へ投げられ

ろました．積囎が二癖以上ある至

ターの．一人も﹁婿投げ恥の洗礼

薦きました．今醐は︑その飽に

観光客醐係なく手にスミを取り︑

の翻始となります．地輯κの入︑

火された後︑いよいよすみぬり

た︒

たちも顔を︑獣っ黒にしていまし

無礼講とあって警備の駐在さん

逃げ回っている入もいましたが︑

中には塗られるのをいやがって

にスミを塗りあうていました．

﹁おめでとう篇といいながら顔

小野塚襲妻によリォの神に点

かれました︒

袋が灘たる黛ミカンが観客にま

御神酒が金籔に娠る舞われ︑禰

売繁盛を祈顯し豪した︒また︑

後︑蛮場燃職が︑家内費金︑醐

年の人たちがおはらいを受けた

小野塚夫妻や驚勇︑年女︑鷹

ました．

ある﹁オの神﹄が準備されてい

つくられ︑中央には圃さ鷲縫も

近くの不勤滝脇の嵩禽に会場が

り祭幅が行われました︒薬騨堂

婿投げのあとには︑﹁すみぬ

すみぬり祭

した︒

を受けて会場を盛りhげてい蒙

もテレビ敬鯵に薬ていたレポー

ヂうに縛つお嫁さんの元へたどり

拠の中を転げ薯ながら︑心撃

午後⁝．時︑．一牽分︑小野塚さん

ました︒

とカメラマンが二入を待ってい

箭には︑時聞購か・大勢の観客

投げの会場となった湯本薬師堂

購れ闇も見えるほどでした︒婿

での冬型の天黛がゆるみ︑鱒折

塞﹀でした礁この撚は︑麟黛ま

は︑小野塚憩癒・多美子夫妻︵湯

今葎婿投げの蠣懸になったの

セ五欝に行われました︒

投げ隔と勉すみぬり祭

る松之由温泉の小戴拷．脊郵﹁婿

越後の膏祭として広く知られ

むこ投げ

感慧．

1、

ド ノ

ノ

ヤ

山濃泉の著い衆に挺ぎヒげられ︑

駿筏さんもスミで糞っ黒

ま

卿

桝

難
灘禦
纏撫嚢

灘
﹁ワッショイ︑ワッシ避イ の

iむこ投げをされた小野塚夫妻

むこ投げ・すみぬり祭
1著い衆に撞がれて行くおむこさん

（小正月〉
越後の奇祭

数灘
：宝ミカンをもらおうとみんなが必死

今年も家内安全・商売繁盛
でありますように〃

と

εゆ譲

事業内容
︵2／総〜3／絡︶

︑トリ韮

1寸創㊤1

儒越学童親善スキー大会が妙
轟轟漂町で闘催されます︑松之

行っています。

ク

▼晦閣

▼期嬢

午繭9聴〜隼荊U隣

3月m繍︵水︶

ます︒

冬でも元氣いっぱい︑地賦の

自然休養村センタ⁝

鴛体不満足

乙武

︸圏圏團

▽場漸
しょう︑

2〆飢鷺︵礪︶

周

アサ

ゲルマニウムの夜 花樗 萬月

藤沢

ブエノスアイレス午鹸零時

洋睡

皆さんと欝上運動会を楽しみま

○松囎

2／28欝︵琶

北浦則地内

松之由漏泉スキー場
○浦田

松之山小学校繭

▼地感・期鷺・会場

2拷旛繊︵木︶

山町の小学生も多数出場します︒

▼期田

町の晃癒・癒徒を紺象にクロ

スカントリースキ⁝教窯が闘催
▼時間

時まで

0分〜隼後4
午醜8時3

○松之由 2／28照︵鷺︶

されています︒濃月から3月の

どうぞ︑ ご声援ください︒

土・β曜田など町の常設クロス
▼会場

門クロスカントリ茎嗣

カントリ⁝スキーコ⁝スで︑町
スキー協会や学校の究癒方など

乃南

○リハビリ教室介助

雰倉観光ホテルゴルフ場

露整竺

○お弁当の醒膳

の指導のもとでカいっぱい滑り

ボクの時

○お弁盛の配達

⁝

㎜

翼蓬陛

○手紙・本の代筆・代読 ○不老隅のシーッ交換

護

○施設の整備・美化

○幼兜の盤話

欄ヨニコ教室

○行事の準備・運営

︻アルペン︼

○趣味・文化生活

こんでいます．心も体も冗餓な

○文学・語学

○健康

女薩が寧宙を飛んだ

ζボランティアバンクの分野茎

3月のニコニコ教窯は︑大き

○昔楽

○舞踏・演麟

亦禽観光ホテル餉山コース

やボランテ4アを登録・活矯する入材バンク鰯度を

子供たちにご声援ください︒

【り一ダー（指導者〉バンクの分野】

な紙にたくさん絵を描いて遊び

は2月来萄蒙でに公民館にお串し込みください．

雰愈チャンピオンコース

集を行っています、欝薦、飽薦を闘わず登録誘望奢

恋・β曜鷺︑撹祭雛

環荘平成1i年度の松之由人籾バンクの登録書の募

▼練智田

廼べ209名の方に登録していただいております。

午飼9時30分〜午萌H

○美徳・工芸

町常設ク灘スカントリ

畢成鐙蕉度は、指導餐廼ぺ漁3名、ボランティア

時3
0分まで
松之山町隻涯学習推進本部では、すぐれた指導者

▼時聞

▼会場

⁝スキ茎コ⁝ス︿職幾

○職業技能

○スポーツ・野外活動

グラウンド周辺︶

2月艀研︵水︶

傑曲A梛ン鵬集

乙

詞

No。57公民館 倣6−2265
ゆとりくん

し
︑︑ノ

2月のニコニコ教窪は︑門鬼
は外︑禰は内﹂︒みんなで楽し
▼期鷺

○撮一一タスクーポン整理

（）竃での送遼、買物

○蕎齢餐の謡し穣手

（）施設罵ゴミ袋の製作

○教畜指導
○祇会系科学
（）自然秘学

く鷺まきをしよう︒

午繭g時〜午蔚U時
▼場所 畠然休養轡センター

▼時糊

指導餐・ボランティアσ）登録、活駕

り

ゆ目笏
一松之由生涯学習だより

歪2

凶2厘陛匡

か︒松之山の隻んだ世界的なデ

▼さて︑来葎度から松轟の鋼服

少し霞信になったと思います．

露葉を頂戴し︑焦徒にとっても

からも立派に出巣たとお褒めの

ことができました︒瞬窓の皆様

達し︑式典の事薬も盛大に行う

の一鷺○％︑千二︑懲乃円近くに

た．おかげさまで募金は︑予定

援を賜りありがとうございまし

町の多くの方々から強力なご支

▼翻立鴛十周年記念事叢に際し︑

く︑一般入試と難しさの点では

ばなりません︒また︑倍率も腐

を試される関門を突破しなけれ

よっては撒頭試闘といった実力

ですが︑小論文や薦接︑場合に

績が優秀であることはもちろん

と決定︑推薦入試は鷺雑間の成

した︒大学の五名は推薦で畢々

▼黒年生の進路もほぼ決まりま

とになっています︒

ない値段で提供していただくこ

いうこともあり既製服と変わら

小野塚さんが松之山のご出勢と

薦橋真弥︑滝沢僑︑小野塚悠也︑

滝沢糞震︑小野塚大輔︑鶯級は

準二級が闘辺光︑相沢美代子︑

英認検定では二級が轟橋貴大︑

擶施簿美︑織橋番織さんが禽格︒

小野塚大輔︑三級は小野塚千穂︑

級が小野塚澄子︑村山楽津畢︑

です．まず︑漢寧検定では︑二

入れており︑禽格率もなかなか

▼松轟では各種の検窟にもヵを

嵩でした︒

など︑驚内外から涯目された松

を始め︑県議会の槻察を受ける

▼ともあれ︑鷺十周年記念式典

9強化指定選手に選ばれました︒

や︑スキ⁝の津端理英さんが県

▼部濡では陸上部の佐藤釈昭醤

どを闇いて頑張っています︒

放謙後︑検定のために勉強会な

相沢奨智代さんが合格でした．

や面接の練習を念入りに行い︑

差がありません︒窯徒は小論文

が変わるこ と を ご 存 じ で し ょ う

ザイナー小野塚秋鍵さんの蕃に

校へも穴名︑厳しい就職戦線も︑

例年になく難しかった導門 学

見事合格にこぎつけました︒

よる斬新なデザイン︵寧輿︶は︑

なっています．この十葎問︑県

早くも町内外の中学の講題に
内の高校では六十校ほどの鰯膿

七名が親に決定しています︒

壷一

ほ

小野塚秋良さんデザインによる舗服

騒繋け黛箋稔−毒馨

天水越︵中段﹀ 佐藤 翠子

正得の手料理義母のもの多し

な

た む
雲はらい好物手向けむ父の纂

天水越︿林 ︶ 佐藤多美女

新聞紙捻鐸て貰う寒卵

除雪車の音轟轟と夜明けかな

俳旬

達き＄警藩漣嚢認懇遜謡

焦徒が危機感を抱いて取り組み

，ノ

が変わりましたが︑DCブラン

歌

蹄

ドの欄服はわずか七校でした︒

短

玲子

ひと⇔讃えるにあまじあ弓

雲山浮かぺた三8翔

君いで来よ

われ宇宙のここ

冴えわたる夜空を仰ぎ磐に立つ

金の三臼月

降群続く雲に埋もれそなわが内に

天水島︵中 山︶傷橋

饗3

秘め持つ宝石金の三臼月

鴨・ご炉ド㌧、

瓢賦島、ノ

新しくなる制服

3年生の進路決まる

区匿

顧

禽堕5◎罐

勉強やスポーツにも一生懸命

国民年金保険料
割引が あ っ て 便 利 な
﹁前納制度しを
ご利用ください

あなたの声を県政に
県政ポストを

醸闘雛離を保官安全運転を心が

︻除雪箏故関係︸

け豪しょう．

用の認蹴で盤を取り除いてくだ

さい．

☆麗根の蟹下ろしは足場を確認

てください．

して︑転落しないように溢簸し

ンビューター断麟撮影袋．鰍︶が

臆三松代病眺にCT︵X線コ

衷す︑

愚煮の撮影診断が︑湾能となり

るので︑寝た壼りや︑︑伽識のない

す．

☆愈斑の漏い人が夜寒いトイレ

韓

ーのq㊤1

串蒲漂郡亀撫町

新潟ふれ愛ヅラザ内

☆除難機のロ！ター部やシュー

驚025−381−0夏玉0

ター部分に嚢が譜まったら︑必

ご存じですか

ずエンジンを停蕉させてか・専

瀦025⁝38肇ー8王王0

県では︑嵐く県民の皆様から

樽入され三月から撮影診療が始

豪た︑脳庫中ぺ︑丈通讐故の迅

県立松代病院にC了機器導入
脳卒中・救急患者に威力を発揮

牽譲町地域溝防奉部

県政についての建設的なご恵兇

寒さと雪のために

や︑ご提薦をお欝せいただくた
めの︐県政ポスト繍を設置して

急病や除雪による

年来から年始にかけて寒さに

速の処置鰐慮も酊能となるほか︑

事故が増えています︒

おります．ポストには難箏あて
に臨接鰯く︑無料ハガキをご期

よるノ矯や瞼垂に関する審故が

りの聯轟が撮影できますが︑今

まりました．CTは全勢の輪切

懸しております．盤様のご愈

に注思して轍の撃簾を乗り切り

多発していますので︑次のこと

発・ご提︑織をお待ちしておりま

なお︑おたよりの内容は︑欄

籔など﹀の癩︑汎診断が容易とな

臓・子窩・卵粟・整形外科︵関

であり小さい痛変を見つけるの

り効渠が期待きれてい濠す︒

肺などの胸部・胆嚢・解臓︑騰

に役立つ簸新鋭機羅です︒撮影

キャン︵ラセン状撮影︶が鰐能
☆寒さが⁝段と厳しくなり餓候

するときは︑臥床したまま鴛来

慶の装置は璽にヘリカル・ス

の変化続伴い風那をひきやすく
をせず安静にして騨めに隊師の

瞳鋤のある方の人権や財産権

に行ったりすると急激な体濫変

冨嚇蔚騨

欝凝

蝋

鰯撒纈

なります︒嵐那をひいたら無理

憲病関係︼

ましょう︑

人傭綴を線煮︑蹴鼠だよりなど

で紹介させていただくことがあ
りますので︑ご了承ください．

諜しくは︑県膿報広聴謙菰聴係

園跳葎金には︑将※の．罵期
閣の保険料を購もって納めるこ

鷺025−280−5015

一人で悩まず︑

とのできる︐︐訟削納舗度幅があ

収入が一建時期に緯寄る人︑

等を響るため︑障露煮醸舞や家

しょう︒また︑熱い嵐藪に入る

︑饗

灘

朧

ります．

かったり︑うっかり窓れてしま

化により意識を失い倒れたりす

診断を受けましょう．

う人など︑ぜひ﹁筋納縦度繍を

族等の相談をお受けする︑常設

ることがあります．少し周翻の

お電話ください

ご利用ください︒傑険料を餉納

蔓付時醗

の縮談窓鴛を醐設し談した．

忙しくて保険料を納めにいけな

すると︑年灘分五腰︵複利醗儀

混度に体を慣らしてからにし豪
毎購午麟牽聴から午後．．︑臨

法︶の翻醗が受けられます︒

醜納を希望する入は︑園民隼金

際も牽分濾慧してください．

驚
騨

蔓轡方塗

門交通事故関係︸

☆雪によるスリップ事故防翫の

ため︑スピードは擁えて牽分な

距・継−

松之1．蓋．i町役場 費6一泓綴

癬嶽窓欝でおたずねください︑

電慧・ファックスまたは寮所に
より相談をお受けします︒

｝

嘉

お知らせ

親しらず歯が虫歯や歯周病になっておらず、侮の問題も

鹸や歯周病1こなりやすい部分です。もし、親しらず歯が璽

親しらず歯は一番奥にはえているために磨きにくく、撫

きをしても直らないような場合は、抜いた方がよいことも

あります。また、蜜爵や歯周病でなくても、歯藪びや籏の

が濤寿鐵となっていました．ま

︑月謄で希望の璽﹁松濤園幅

度の蛍爾や礒周病になってしまい、その人が努力して歯磨

た︑醤由祐樹さんの名鹸が裕樹

関節に悪影響を厚える場合は、援いてし濠うこともありま

いず1れにしろ、親しらず詣を抜いた方がよいかどうかは

ご自分で判噺できるものではありません。ご心配せずに、

瓢潟県歯科難騨会

難○︑○○○円

電動介護ベッド一式

鷹療販覗羅︑式

電動介纏ベッド︑式

◆福療ハル許様

◆村由昇嫌

◆町内匿名

◆丸山サワ様一〇〇︑○○○円

鴛○︑○○○円

◆懸潟県電気薫事組禽嫌

す︒ありがとうございました︒

のために漉用させていただきま

ありました︑町の在竃福祉両h

町被会編祇協議会にご霧轡が

善意に感謝します

かかりつけの爾科匿隣でお氣軽にご相談ください。

公庫の住宅qーンの
返済が囲難な方ヘ
リストラ︑転職︑退職等で︑公

庫の住蕎環ーンの返済が騰難に

返済期限を十葎問廼長できま

なつている方

す︑場合によっては︑金利を下
払いとすることもでき濠す︒

げて︑簸長黒年間利患のみの支

詳しくは

住祇金融公庫聡関東支唐
︵長沢葉雄会長﹀が鰻良交通安
全協会の表彰を受けました．

擾良安全協会の表彰は︑交通
箏故防止に陶け顕著な濡動に取
す．嗣協会は︑蕎齢潔の事故防

なければ、そのまま放置しておいてもよいでしょう、

訂疋とお詑び

ります。

訂配しお詫びします︒

｝

一

榊

簸027−232−6657

優良団体等表彰を
受賞
傘鷺本交通安全協会憲催の

丘対策や郡内小栄盤への交通安

り組んだ腿外に送られるもので

﹁第 卜九翻交通安全鰯民運動

全免許の交付︑女姓部の設置な

親しらず磁がはえてきました。「必要のない爵なので、
Q

痛くならないうちに嫉恥た方がよい」と闘いたことがあり

灘撒欝

東頸城郡交通安全協会

がこのほど東窟都で

﹁どの運動が認められたものです．

縄難

、、メ塑

中央大会

闘かれ︑東頸城郡交通安金協会

撒竪沸．

、・融

歯の健康Q＆Aコーナー

笈

贋撫

A結論から欝いますと、欄々の状態によって薄応が異な

になつていました︒

f5

融毒恕

、曝霧
難

驚
9ぢ〜騰

ますが、本当でしょうか。

影 獅
妻衛

の 薪梅

ず
挺櫛電 ぐ

圃團回團

え・うちのおかあさん

おめでた（患生）
ゆか

慶書ちゃん

高橋長生・恵美予さん

湯本（趨海）
おくやみ（死亡）
1薫岸太郎一轡さん

95歳

湯

1滋（不老閣〉

嵩澤 ヤスさん86歳大麓戸〈苗代場〉

編療長次さん90歳

小

谷（上干場）

蕩澤スミ子さん74歳大荒戸〈営の脇〉
漿野 久平さん87歳 、と鍛池（勘 藏）

擁月玉露から覧湧雛揖までの届議分です．
率広報に載せてほしくない方は、屈出の蒋
に窓1濃こお謡ください。

わたなべなおきくん

東出く谷）
お父さんがユンボを運転しているのそ、おかあさんが箆て

2月u三li親在

いるところを描きました、

総人黙｝3，3蔦人〈一5〉
男

おかあさんの霧慧な料理は．ホットケーキです．本を読ん

ま，6圭8人 （…2〉

女

玉，697人

慰帯数

ー⑩創⑩ー

⑳◎勧⑧

でくれるので好きです。

（…3）

隻．王鍛廼（一の

（〉内は渤羅との比較
町民憲章賛謬手，，53年7，輩難、彗建

◇2月爲田〜3月12藏の予定
王3翼 越後松之山豪露塾

わたしたちは松之i．匙1町幾です．郷士を愛し、

（握欝まで）

みんなでよりよい町づくりをしよう．

町鍵の斜嚢

綴段

箋、美しい緑と霧の中で

28類 松之由地区雲上運動会

◇τ月の患来事

心豊かな人になろう

6碧

1、プナの梢が触れ合うように

連俸の心をもとう
王、湧嚢いづる湯象のように

鐡初め式

蔦鷺 婿投げ・すみぬり祭

浦繊地鑑雪上運動会
3β 松之撫分校卒業式

268

4欝

スキーマスターズ大会

翻造のカを出めよう

王三濤

3月定鋼議会
松之山中学校率業式

夢β記より

すっかり松之山町らしい冬景

ものなのですから︑雲を嘆かな

色となりました︒錘年︑雲は降る

い傭えはしておきたいものです．

欝から家のまわりに水を張り

めぐらすなどの消蟹方法があり

騰桜︑融霧叢置︑嵩床式儒宅︑

ましたが．鍛．近では自然落峯式

投︑璽機による除雲などいろいろ

な党︑欝の方法があります︒松之

山町ではどうも蕎床式に懲然落

瀦

あっているようです︒

10：00〜21100
鶏

下式醗根の組み合わせが一番

駄

疋

篇

塾

4

4・ ・唾8偽

騰根雲処理をどうするかを驚

間

欝

姻248・欝 営業時間

えることが松之由町に一撫鰹み

轍

急

3月

4

2月

続けることの大きなポイントに

●1

4

貯1温泉センター畑〜3月まで

なるような然がします．

●垂●

4

セ

●妻○

温

で
ま

臼醐鞘酬

休惣廼k

定渉捗笹

泉泉

︻艦

温泉定休臼

松難地区雪上運動会

饗6

