聾議獲識蕊犠
鋤繭幽幽繭幽鱒醐簾」ド

惣の鱒

松乏幽鱒役場電器番簿一覧

広報

総務諜￠25弱一6−3ま3！（伐羨〉

勘納箋

6−3三3圭

産業繰

6−3ユ32

振興諜

6−3美鍵

建設諜

§一3135

水道諜

弓一2ユ62

議会事務局

6−2工69

保健1慧シ〜ター

6−37蟹5
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堂々と土俵入をつとめた

︵とっぷ︶

横綱凸歩健男関

水梨相撲協会初場断

無

水梨趨藻翻撫爽納会
饗観冒

蜷撒
霧盤紙を穫駕膨竃魏ます

㈱

灘

塁頼率

グ

ψ

◆使鶏さ姓るべき努セ楼鐵欝勢一・餐

◆義務の免嚢事由難乗合バス・タ灘シー・

欝保蜜墓準繕適奮・灘奮の程度繕適合聾

ついての認識は︑牽分に深まっ

かし︑岡乗する子どもの安全に

る装置が洩目されています︒し

ディーなど︑毒の安全性を蕎め

気にかかります︒つまり欝㎏の

勢どもの体璽の約30簸のカが一

どもを抱くお母さんの腕には︑

るとき︑シートベルトをして子

箪が時速40〜50㎞で衝癸す

答えは門できない禄のです︑

内臓破裂を引毒起こすこともあ

わると︑子どもの着を絞めたり

態で衝突や急ブレーキのカが擁

どものノドやお腹にかかった状

ないばかりでなく︑ベルトが予

子どもの体をきちんと支えられ

くられたもの︒いざというとき

ルトは大人の体格に合わせてつ

分のー︑璽傷率では約3分の1

ていなかった場合に此べて約9

Aコの子どもの致死率は︑藩用し

イルドシ⁝トを藩粥していた場

自動藻乗壌中の交通事故でチャ

警察庁などの調蕊によると︑

ルト襲置︑チャイルドシ茎トです心

くられたのが†供用のシートベ

こうした事態を防ぐためにつ

げたと考えられる事故も多いの

◆違瑛への捲置
薮罰則く罰金、燦則金〉は塗じ、違反煮数

◆20G￠無4月繍よ拶施癒

釜薫

ではなく︑小さいと意から

です．

必要惟を理解させることが大切

シートベルトの蓉罵に慣れさせ︑

子どもにチャイルドシートや

い

﹁子どもがいやがるからしな

り︑．賦任ではないでしょうか．

せる．これが本嶺の親の愛であ

しい濤用方法でしっかりと座ら

チャイルドシートを罵慧し︑駕

です．子どもの体格にあった

もたちを嘗るのは︑大入の役翻

しかし︑万一の箏鹸から子ど

ていないケースも多いようです︒

ドシートを持っているのに使っ

がる偏という理慮で︑チャイル

緊急時蓼ど滋

2

ーのO卜1

◆使駕さ絃るべき薄象露幼晃｛6歳鎌満の者濾

事故時の致死率は9分のーに

6歳未満の幼児に
チャイルドシートの使用が義務化
ていなかった場合は︑お舞さん

るお舞さんがシートベルトをし

道路交通法一部改正4月1日施行
遵路交通法の︸部改正により6歳朱満の幼晃にチやイルドシート

の体が子どもを押しつぶしてし

の痩薦が義務化され4周肇8より施行されまず︒しかし︑義務化さ
れたからといって︑子どもを持つ親が︑その必要樵を分かっていな

ルトを装藩させれば安心かとい

それでは︑大人場のシートベ

まうこともあります．

ト︒今必要なのは︑私たち採護番が﹁ぎどもを車に乗せる緩チやイ

うと︑そうではあり衷せん︒

なっていきません︒もしもの時に子どもの命を守るチやイルドシー

ければ︑チやイルドシートの正しい取り慰け乃や8常倉3な痩罵に

ルドシート慧窮﹂と︑いつも考え︑輿行することなので嘗︒

ているとはいえないのではない

子どもの場禽︑擁わるカはなん

り︑かえって危険なのです．

小さく軽い子どものからだは

イルドシートを硬っていれば防

ります︒このとき︑もし衝突事

です︒にもかかわらず︑子ども

﹁めんどくさど門子どもがいや

8％と依然低迷しています︒

のチャイルドシ茎ト著矯率は約

簡単に 密 に 舞 い ︑ 車 内 で 激 し く
を突き破って毒外に投げ出され

頭を打ったり︑フロントガラス

たりし て し ま い ま す ︒ 抱 っ こ す

なるでしょう．お母さんは︑わ
きるでしょうか？

が子を抱きしめて守ることがで

故が発盤したら︑子どもはどう

例えば︑助手鷹に廃ったお母

エアバッグや衝突安全ボ

でしょうか︑

と脚㎏にもなるのです︑大人と
いえども支えられるものではあ

という結果が鎧ています︒チャ

さんが逢行中に子どもを抱っこ

りません︒

箪に装備されているシートベ

◆義務麟姓の薄象隔動簗の運転轡鑛

している姿を目にすることがあ

抱っこでは守れない子どもの命

法割蕊の内蓉

遷歳から4歳位

身長o
oc醗以下
璽

新生箆から嘆歳頃

4歳から絶歳位

6㎏以下
体重絡ー3

篠

身長蕊㎝以下
腰が掘わってお座りができるよ

するだけのシンプルな形に︒

体格も大きくなり︑座轟を調簾

体重9〜総㎏麟後

体璽給㎏未満

うになるとイス型のシ⁝トに．

シートそのものは体を繊定する

頭は大きく薫たいのに善がしっ

ベルトがなく︑車のシートベル

バーをは・ずせて洗えるもの︑鄭

トを縫います︒

約3銀以上と長く使うので︑カ
の蒋け外しが霞分で簡単にでき

ベッドタイプ︑または背もたれ

に衛撃を分散させる約菊渡の角
らせます︒生まれ手周もない亦

るものを選びましょう．

かりと発達していない聴期︑

身長葡㎝以下

｛
度が藩いた椅子型のシ⁝トに座
ちゃんは特に体が不安定︒退院

きましょう．

の欝までにちゃんと胴意してお

3

成長に合わせて体格を霞安にタイプを

基本の3タイプを使い分け子どもの

チャイルドシー 卜
基本の選び方

選んでいきます⇔

ゆ

藍繊の繍噸繍秦
騰

働税霧嚢灘，1
噂

警羅導暖搬期輪奄叢構丙
ロホさヤやにをなげオめ
◎湾磁魅薙需〜鱈・
ひをネくれをゑぜウ

1㊤O卜1

﹁⁝ー⁝⁝

平成牽︸隼分の莇得税の確定串密が始まります︒筋得税は︑畠分の

駈簿状況を最も良く知っている納税餐が︑自分から漸得金額や税額を
欝算して申吉し︑納税する串儀制度を採馬しています︒

確定申奮の準備は︑お済みでしょうか嶋今年は二月十六臼︵水︶か

︑月一沼境窪で松之由町に信

侮らかの勝得のあった人は︑町

ら始ま琴ますが︑今月は︑確定串吉についてお知らせします︒

経費の内容を翻載した収支内訳

県民税の串辮が必要です︒

斬がある人で︑︑卑成牽一年串に

露を添付しなければなりません︒

人で︑平成十一奪の総収入金額

確定辮辮轡を握出していない

る﹁納税相談会︸の会場で辮欝

籍欝を持参し︑各地で闇催され

皆さんにお鵬けします︒その串

を通して﹁町察跳税癖鷹書幅を

索無窪が必要な入には集落総代

の合欝が︸．⁝千万円を超える場禽

◆総収入金額報告書の提撫

い人は︑次の場合です︒

には︑その合謙額や参考となる

確定申欝をしなければならな
①事業や不動産収入・奪金収入

欝を提出しなければなりません︒

事項を記載した総収入金額報密

次に該当する場合は︑確建率

欝すれば税金が炭ってきます︒

①性宅をローンなどで取得した
場禽

②多額の隆療費を払った場A︐

ていない場合

③銀の途中で退職し︑爾就職し

④災轡や盗難にあった場合

麟O

鈴

電謡6−3玉3ま

役場総務繰税務係

係にお問い禽わせください︒

不明な点は︑役場総務諜税務

してください．

などがある入で︑単成十︸奪
の含讃金額を超えるとき

ト万

③給与の収入が．ヂ万円を超え
る人

③給与や退職漸得以外に

湾を超える勝欝があるとき
④給勢を．力瑛以上からもらっ
ている人

◆収支内訳轡を添付

◆確定申皆すると税金が漢る人

争の斬得金額が各種所得擾除

◆確定串奮が必要な人

◆町県戻税の申含が必要な人

申告謹しくお湯凹

｝ ｝等

㎜㎜い

事業勝得や不動産所得のある

o

串糞とま納税纏．慈1し

》

いハ

人で︑確建串欝書を握綴する人

場合

⑤出稼ぎなどで漸得税を納めた

。罰

JJ

」

Jj

誰

σ」．、詑
笛

き㌔

趨窪
剛

ひ

㎜

は︑その葎の総収入金額や必要

議

日（水）から

日（水）まで

2月1
3月1

は

申
所

1鰭毎輿の串霧捻2溝筆蔚から

3：繍灘嫌灘灘驚

4

ご存じですか？
タックスアンサー

罎

税の確定串告と還盤串講

懸陽

税金のことで疑問や分かりにくいことはありませんか．

タックスアンサーは、税金に関する相談に、コンピュータが趨動

期

的にお答えする電詣サービスです．

臼曜・祝田も奮め、簿樋24時問ご利溺になれます．各税目にわた

β

松2之1．王．1町役場2隣
2月l l6β

時間

り身近なテーマを中心に広籠な項目（約670項目）が薦意されてい

3越

納税相談日程

（水〉 カ｝ら

午鐵
蔚9時から午後4時まで

※税務署または役場からの案内によりお

ます。

しくださいや

利穏方法は、簡単です．まず、簸欝りのタックスアンサーに電話
し、案内にしたがいコード番警を押します（または園します〉と解

綴住現税（町察昆税〉の申告損談と受理・

説が涜れます．

麺Tl塑塾麺」罰

なお、ご測駕に必要なコード裏は簸霧りの税務署や簿役場などの
窓鷺においてあります．

※例年どおり餐地籔ごとに実施します．詳し

NTTの電語緩（タウンページなど〉にもコード褒の箋部が揚載さ

い13程は後8お知らせします．

れています．

また、罎答文やコー一ド表をファクシミリで入手することができる
サービスも行っております。

小野塚︑疑織さん

税に関する中学生の標語と作文入選作品

飯年︑東頸城郡積税教膏推進

︑︑︒年

夏美さん

東頸城郡穂税教膏推進協議会簸纒秀寅

優しい橘祇の お墨伝い縣

醐東儒越㈱税燭長賞俊作

﹁税金で

鍛沼

︑欝絵さん

︑年 橿原 敦憲さん

．︑年

照辺

︑年 樗山奈緒美さん

樋撮蕊美子さん

編橋佳子さん

︒︑俸

東頸城郡穂税教畜推進協議会優秀寅

希望の未菜妬

たすけ合い漏

ふるさと来来像偏

明欝へと輝く

薦照税務署藻欝

﹁納税で

﹁税金で 夢見る

住みよいくらしと

東頸城都秘税教膏推進協議会奨励賞

﹁税金で

理解と協力
安心祇会

﹁税金の

轟田地黙納税辮蓄組禽連合会長奨励賞

﹁税金の使い道偏

東頸城都穏税教育推進協議会簸優秀賞

東頸城郡秘税教欝推進協議会優秀寅

﹁暮らしに関わる税駄

東頸城郡穣税教膏推進協議会奨励賞

三隼 穏沢めぐみさん

蕊俸
小野塚俊輔さん

﹁税金について偏

三葎 蕎塚健太郎さん

﹁税金について篇

戦税金について幅

5

」

標藷と作文を藤集しています︒

メールアドレス撤tρ：〃WWW澱ets妻ぬCαO垣p／〜tξ支x撮1ser

協議会では︑管内の中学校から

も利馬できます．

単成十︑年度﹁税に関する勲

タックスアンサーで収録されている内容を、インター ネットで

蓼鑑の標藷・作文㌫では︑松之

◆インターネットサービス

出中学校から次の鱗さんが入欝

番弩は、0010

です。）

なお︑作文の入選については

回答文をファクシミリでも入手できます．
また、コード表も入手できます．（コード表のコード

しましたのでご紹介します︒

025−223−2299

次のページで紹介します︑

◆タックスアンサー電藷番弩
◆ファクシミリサービス

高田地区納税貯蓄組合連合会長奨励賞
郡秘税教育推進協議会簸優秀賞

蔦橋佳子

1卜O卜1

いるのではなく︑授薬を受けさ

ています︒だから授業を受けて

たと岡時に重要さ︑ありがたさ

さ︒しかし︑その大切さを簿っ

われてると知ったら︑とても税

が私達の生濡しやすいように使

薫しいのです︒侮のために大切

を付けさせようとしているのか︑

な税金を硬ってまで私達に簿識

せてもらっていると霞った方が

いる税金も︑大人になればいろ

その理撫をよく驚えて勉強して

して︑今は硝費税として納めて

いろな税金を納めることになり

も分かるような気がします︒そ

して︑納税が黛大義務のうちの

ます．私遠の納める税金が少し

考えられないと思いました．そ
一つだということも納得できる

金がなければ今のような強濡は

ような気がします︒

普通に盤活しているだけでは

納めてくれている税金のおかげ

松之山中学校三年

税金の使い道

﹁税金つて伺︒﹂

あまり気が付かない税金の大期

るのだとしたら︑とても嬉しい

という形で弼かの役に豆ってい

私が買った物の5％だけでも税

今まで形は時代ごとに異なっ

だということが分かりました︒

行くべきだと思いました．

ですから︑私達は︑かかった費

たのは︑やっぱり税金でした．

たけれど︑この繕本を支えてき

でも役立つと輿いと思います︒

義務であり納めなければならな
規のわずか黛謝を支払うだけで

．大

いもの扁︑爵近にあって私達も納

いいのです︑もし仮に︑まった

こう毒えた時に﹁麟毘㊤

めている憎滴費税幅ということ
く税金を納めていなかったらど

郡穣税教育推進協議会優秀賞

を思いつきました．

暮らしに関わる税

以上に物になって︑また懲分の

うなるでしょう．もしもそんな

︸人ではできな

い道を単んできました︒そして︑

金がなかったら︑欝添はきっと

断へ返ってくるのです．もし税

溝費税は物を買ったらその値

です︒税金は︑

私は︑税金というものは大人

のことに税金が使われているこ

あげたらきりのないくらい沢由

ことになったら︑病気になった

が國に納めるものだと思ってい

います︒みんなの櫨みやすい駿

貧しく汚い園になっていたと思

段の五響を建して払うことによ

飽にも︑複父母がもらってる

ましたが︑私が買い物をして払

とを短り驚きました︒﹁みんなの

かな興壌を翻るのは︑みんなだ

いこともできるし︑払ったお金

年金も 働 い て 納 め た 税 金 の お か

う潴費税も立派な税金なんだと

いは鋪っていたけれど︑こんな

ため﹂に硬われていることぐら

樋欝二美子

と欝っていいほど︑私は知りま

げだし︑学校でガラスを割って

いうことに気が付きました．こ

松之由中学校三年

せんでした．

も修理してもらえるのも税金の

の謝度が行われることになった

ということなのでしょうか．

としても牽分に治療を受けられ

例えば︑私達は病気になった

る施設を造るのだって税金．よ

おかげ︒みんなが安心して使え

ているとは思っていなかったの

に蒋りとあらゆることに使われ

その使い道についてもっと喪く

り納められます︒しかし︑濾費

りケガをしたりすると病院へ行

跨︑伺で余分にお金を払わな

学鷲して行くけれど︑私が大人

なくなります．

きます︒そしていろいろな穣変

く考えてみると爵の麟りにあり︑

きゃならないのか︑また余分に

です︒すごく些纈なことでもな

税を禽めいろいろな税金がどの

をしたり冶療を受けたりすると

安心して暮らせる最低眼のもの

払ったこのお金はどこに行くの

ようにして利絹されるのか全く

多くの費駕がかかってしまいま

のほとんどに税金が使われてい

の中で税金に頼ってばかりです︑

授業でいろいろとビデオや資料

その一つひとつに税金が鐘われ

海籔授業を教えてくれる先熱︑

弼えば各教科ごとにある教科欝︑

何に使われているのか矩らな

を晃ながら︑税金の大切さ︑縫

いきたいです︑

納められるように簿識を付けて

になったとき︑何の疑問もなく

私は︑これから公民で税金や

す．だから私は﹁どれくらいお

くなると大変濯ることばかりで
した︒

か分からずに払っていました︒
ただ︑﹁払う﹂のではなく懲払わ

ることが分かりました．

私は今まで﹁なぜ税金を納め

なければいけないもの偏として

金を払わなければいけないのだ
ろう﹄と心醗してしまいます．

なければいけないんだろう︒︸と

誇えていたのです︒

特に私達中学鑑は︑義務教濤

でも︑饗際はそんなに轟い費用

でもそれは︑税金がどのように︑

考えることが多くありました︒

良かった偏と思うだけでしたが︑

かったからだと思います︒税金

そんな私は︑その後祇会科の
で﹁はあ︑そんなに商くなくて

ではありません︒今まではそこ

よく考えてみるとそれは灘親が

6

ラン
大地の芸術祭・ボランティア
募集説明会を闘催します。
この夏の大地の芸術祭闘催に肉けて、雪解けと共に多く

松

のアーティストが来訪し、作贔翻作をはじめ様々な準備作

り、1次審奮で各地点とも概ねき点が選ばれました。この

業が始まります。また、期聞中にはたくさんのイベントが

2次審査が1肩30罎東東代官由のヒルサイドプラザで行わ

計爾されています。この紺応は、越後妻有大地の芸衛祭実

れ、王町材1作贔、都合6点の入賞作1品が決まりました。

行委員会が中心になって進められますが、地域振興と地域

2次審賓は一般・報道関係などに公開する形式を取り、三

内外の協働をテーマとした、大変大きな取り総みであるた

次審査通過餐が作品のブレゼンテーシ灘ンを行った後、審

め、いろいろな場醐で事業を支援していただくボランティ

奮員の中原佑介（大地の芸衛祭アドバイザー一〉絹擬鑓（棄

アを必要としています。

窟芸徳大学教授〉編原均（広協欝境代美徳館学芸翼）原広

そこで、実行委員会では、一人で多くの方から事業を知っ
てもらい、参擁いただくきっかけとして、事業やボランティ

アとしてお手伝いただく内容、時期などについて説明する

潟（建築家）の各氏及び各甫町繕長との質疑討議を経て
入賞妻が発表されました。

なお、入賞作贔は諸条件の調整を行った後、緊けれぱ』3

機会として、ボランティア募集説明会を聡催します。事業

月から環地で作品綱作が闘始され、大地の芸術祭期閥申に

には興隊があるけれど、粥が手伝えるのか分からないと思

公闘されます。そして完成した6作品の中からほ点が大

われる方々を嫡め、…般・学生に限らず、説明会においで

賞として選ばれ、賞金300万円が贈られることになってい

いただき、ぜひ慧をお闘きいただきたいと思います。

ます。

◆鷺時

◆公募震入賞考一覧

平成12年2月23段（水〉

午後7時〜8時30分
◆場駈

帯町村

サンクロス十臼町

入 賞

公募ポイント

蕎

十9町市

禅明水辺公園とその周辺

轡東嘉朗

1繧繭町

川瀬ステージ・節黒城連絡道

De＆ux

A紬ε

津南町

マウンテンパーク濾周辺

本問

純

中里村

鑓風のll源

舛ス・マシ㍗ズ

シンポジウム、ワークショップ、コンサートなどのイベ

松代町

松代ステージ

C沁ver

ント運営★設置作品の現地案内★段常会話程度の外

松之釦町

松之出温泉入欝駐棄場・法面

CL…P

く十鶏町市本町6、牽β町郷便局尚かいの奥）

◆内容

○大地の芸徳祭の全体概要説明

Gボランティアの内容説明と質疑
◇こんなボランティアが考えられます

★案内断での来訪餐への会場やイベントの案内

★式典

國語の通訳 ★俸品やイベントの写真・ビデオ撮影など

お麟給懸先

公募作晶・入賞作晶決まるガ
大地の芸衛祭では、6布町村業カ所ずつ公募ポイントを設

灘璃簸i地載繊域馨務絹糞嚢灘振纂課

鞍㈱2駆講購織鐡
霧鱒葭（

奪裂5謎一慧ヌー2285

け、作贔のプランを募ってきましたが、1臓点の応募があ

わんぱく賞

審盗舞賞〈飼部真理子〉

「あれっ！」
南雲撫奈子さん（水沢小学校）

rなかよし雪だるま」

佐藤実弥子さん（水沢小学校）

審査員賞（耽拠フラム〉

わんぱく裳

「小さな春の訪れま

ギ枯木又のヤギユ

小林釈彦さんく紬鐙小学校）

7

森畢里香さん（神奈絹県）

で私のことを紹介している店貫がいてビックリしました．

さっき私に聞いてきたことはこのためなんだと、後で気が

つきました。私のことを紹介している問まわりの撹線が集
まり、少し照れくさかったですが、悪い気はしませんでし

た。紹介が終わったところでゲーム再露。2ゲームはカを
嵐し切れず3位に終わっってしまいましたが、今段はホス

やっと家族になれた（g欝鋤

トファミリーと初めて王つになった気がしました、ま位にな

ることはできなくても、すっごく楽しかったです。

松轟3年

滝沢恵．璽子

今沼は

忙しく夕食は外食だそうです．しかし、まだ時問があった
ので、エミリーと遊んでいたらホストマザーがヂエリー」

今資は、猿曜εヨのため学校は休みなので8購に還きまし
た。毎段思うことなのですが、オーストラリアの朝はとて

と呼ぶ。構かと患ったら、鳥のクックバローが庭に来たの

です。沼本の鳥と違い、近づいても飛ばないため、触るこ

も気持ちカ｛いい。さあ今鷺も美欝蔭張ろうという気分1こさ

とができるのです。今εヨは魚を総かくしたものをあげまし

せてくれるのです。もちろん今βも巖商の気分には違いあ

た。i羽だけに工、サをあげると、まわりからも鳥が寄って

りませんでした．

きてエサをやるのも大変，ここでiつ欝本で体験できな

今段は、ホストファミリー〈罠泊先）と圭費過ごせる簸
後の撮。その臼を私がしたいことに使っていいと露ってく
れました。

しかし、とくにといってやりたいことカ｛なかの

かったことができました、あっという問に6時半、みんな

でウエスタン鼠のお店に行きました。私がホガース家に来
て始めて会話が弾んだ時で、やっと家族の一曇になれた気

で、ホストマザーとエミリーと3入でトゥーンバ市内へ買

がしました。その会話が弾んでいる中、おいしいステーキ

い物に綴かけました。いつも通学するときに通る道なので

をいただきました、

ーooO卜1

すが、とても景魚のきれいな場勝があり、いつも車窓から

今臼は今までになく充実した…羅でした。

見ていました．でも今i3は、その景穂を礁の外で見ること
ができました。そこは黛本では見られない雄大と欝っても

雄大なオーストラリアの自然をバックに

いいほどの霞然、本当に素購らしいかったです，欝り道を
していたのでデパートに蒼いたのは鐙時半碩でした。私は

伺を買おうか迷いながら薬煽へ行き、そこでスキンクリー

藷懸

ムを貿いました。オーストラリアに来てから肌が瀧れてし
まったのです。β本から持ってこなかったばっかりに買う

ことになり、乾燥地帯を甘くみていました。縛計を見ると

もうお昼の時問でした．家にはホストファザーとアシュ
リーが留守番をしていたのでまた家に戻りました。なんと

今8の昼食は

ミートパイ

ガ帰る途中で買ってきたので

す。さあ食事の時閥、初めて食べるミートパイは巖高に美
陳しかったです。それしか書えませんでした。しかし、ケ

チャップをつけて食べると更に美味しい〃ホストマザーが
震うにはそれがオーストラリアの味なのだそうです。今9

鐵難
奪

はまだ終わりじゃなく、午後からみんなでボーリング場へ

珪iかけました。始めフロントヘ行ったら、ホストマザーが
店貴に私のことを紹介しはじめました。（臼本から来てホー一

ムステイをしているなど。〉そこでその庸貴さんがあなたの

名醜と町の名萌を教えてくださいと譲われ、心良く教えて
あげました。それからホストマザー抜きの4人でプレイを
しました．私は第三投目でストライクを患してしまいまし
た。おっ？これはいけるかも？と思いましたが、ホストファ

ザーの次で2位でした．そして2ゲームの途摩、場内放送

8

ラ
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松商2年島穣鰯
エムガリーは広大な土地にアスレチックや麗輪バイクの
コースのある森赫公園みたいな所だった。トゥーンバ市か
ら毒で30分位の所にあった。エムガリーは名蔚のとおりエ
二匪アラといっしょに

ミューがたくさんいるはずだったが、2涯位でむなしさが
あった、エミューは、ゼドン、ドン」という音を灘しながら

近づいてきた。エミューの体長は三メートル位でダチョウ

考えられた造りで簸後まで難しかった、

に似ていた。エミューはグラウンド位の大きさの柵に霞ま

4輪バイクに初めて乗った。悪い道でもかなリスピ」ド

れた土地にアヒルと鹿、犬と一緒に飼われて、エサを投げ

が患て楽しかった．その後、少し離れた斯に玉禽の箪に18

るとアヒルが歩いてきて面白かった。

入乗って移動したので、かなりきつかった．しかも、運転

エムガリーでの1番の思い繊は、アスレチックをしたこ

手のおじさんがわざと悪蕗を通ったので痛かったけれど、

とだった。たとえぱ、丸木の橋をたくさんの人が工入を渡

スリルがあって楽しかった。移動した先は高いはしごをぶ

らせることや畠された丸木を渡ることをした。そのアスレ

ら下げてある木の下だった。紛メートル位はあったと思う．

チックは、その体験を通して入盤の教鐡を学べる、とても

そこで、はしごを何秒で登れるかを計るゲームをした．そ

ありがたいアスレチックだった。たとえば、擁れる丸木を

の場漸の簸高記録は、人問が登るスピードとは思えない記

渡ることで、人生は目標を持つことで前に進むことができ

録だった．

ることを学んだ。また協力して沼に3本の木の板で橋を架

エムガリーは、オーストラリアの麹然と動物を見ること

けるゲームをやってみた。なかなか難しいゲームで時問は

ができて、人生についても考えることができる素鰭らしい

かかったけれども誰も沼に落ちずに渡ることができた。一

テーマパークだった。あと憶えてることは、服がかなり泥

番思いになったのは、地中にめぐらされた土管の串を進む

だらけになって、腕の疲れる所だったような気がした．

アスレチックだった。管の中は、真っ暗でジメジメしてい
て、ユ人では通ることのできない所などがあって、すごく

安塚町
幻懇的なキやンドル⊂》一ド
2月26Eiil（二t：〉278（臼〉
てください．

用して﹁滋規大杉駅偏でγ灘し

欝茶屋を醸ると欝だるま潟泉

の入場券が灘たる描選会もあり

ますので遊びに来てください．

◆この箆学ツアーに参撫される

方は︑事前に霜込が必要です．

参糠料は無料です．

また︑瓢十七銭には︑キュ茎

ピツトバレイを会場に全麟雲合

戦大会の予選会も行われますの

遊びと思いがちですが︑なかな

ふるさと免て渉言啓

で︑十人一チームで参触してみ

冬の︸大イベント安塚スノー

かどうして︑戦酪とチ⁝ムワ⁝

東頸城

てはいかがでしょうか．単なる

フヱスティバルが刻々と近づい

クが必要なスポ⁝ツとして楽し

めます︒

震のまち総合諜まで

お閥い禽わせ・お申込み

てきました︑今まで磐像作りが

中心で町民肉けだった祭りが︑

大きく変わります︒

道露の磐壁にロウソクを灯す︑

キャンドルロ︸ドがメインにな

り︑二十六段・二十七欝の二晩︑

約五乃のロウソクで町を鯨りま

雲夜の世界は︑えもいわれぬも

す︒ゆらゆら揺れる炎が照らす

のです︒また︑キャンドルP蓄

ドの瑛々に設けられた雲茶屋で

は︑各集落のみなさんが腕によ

りをかけた︑温かい食べ物を食

べることができます︒

当段︑混雑が予想されること

から町内を園るツアーバスも運

行しますので︑ほくほく線を利

シリーズ広域肱報⑳

小正月に越後の奇祭

竈呂鰻（げ

す融ぬり簾
⑰

ききききききききききききききききききも

ビーき⁝き書き書⁝⁝⁝

越後の欝祭として広く短られ

る松之由漏泉の小戴遡行箏﹁婿

投げ駄と﹁スミぬり鰯︑りが玉

今回婿投げの対線になったの

弩絡鑓に行われました．

は︑小野塚力・聡許夫妻︵湯本︶

と長沢︑翼史・美枝．郵夫妻︵天水

島︶の2総でした．露駕騰から

すみをぬられてニッコリ

にし ほ

虹歩ちゃん登場（2歳）
高橋重勝・敦子さん長女
天水島（瓢鶴郎〉
家では、ヂにじほ」とかヂにい
ちゃん藤と呼ばれています、好き

i膿べ物は、、勲や三翻、エビフ

翻田にハーブを

1ライ、ケ牌です．

ハーブのある蓉らし

i
き

激を歌ったり、踊ったり、絵本

iを見たりして遊んでいます。最近

棚溺ハーブの会では、98年秋より耕作されていない松之由の

し

i玉ネギをむいたら、とても薗総

棚懸にハーブと季節折々の花を植え、私たちの｛t活に役立てよう

i
脳
）〜∫へ
iかったりしく、徳霞のよっに1玉

と取り綴んでいます．

iネギむいてあげようか？達と聞い

ヨ

選年ハーブの人気が全懸的に高奮っていますが、この機会に

き

iてくるので、なんだか縁1駅髭ネギ
…

ハーブと私たちの暮らしにおける関わりについて勉強していき

iの入った料理になってしまいま

たいと愚います，

i凱
i弟」潮陽とは、しょ一浦ゆうケ

…

β時2膿8鰍斜午後7時〜午後9時
会 場
お

話

自然休養村センター2踏

モ

1きなようで、いつもくっついて遊

轡勢谷蜜仁（棚鑑ハーブの会）

ミ

参撫費 無料（ハーブテイのサービスあり）

連絡先

も

iンカしているけど、やっばり大好

芸術美徳館

轡勢谷 6−2738

自然休養村センター

草

村

6−2265

！んでいます、
き

1 ξお舞さんからの一・謝

1ノ、のことを患いや禍、鰍く

1て強も、弛勧鰍しい賛．
L．

聾o
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に点火されました．︑繭のために

それぞれ湯添の簸い衆に撫ぎ﹂

盤が積み上げられた会場は︑大

した．この冬は少嚢のため繭黛

ワラが濡れて燃えるのに購闇がい
．
ザ
かかってし談いましたが︑火が嘩

げられ︑湯本薬師鴬に向かいま

勢の昆物客で埋まっていました．

り︑維被無く﹁おめでとう稀と

弱くなると一欝にスミを爽に取

．いながらスミをぬってい寂し

に擢ぎ上げられ︑灘ドに投げられ

た︒たまたまスキ茎に束ていた

薬師堂 に お 参 り し た 後 ︑ 著 い 衆

に溺り落ちてしまいました︒

ました︒簸後には投げ夢も．緒

たお祭りに参撫できて大．︑びで

親大の鉾儒たちも︑この変わっ

した︒

引き続き﹁スミぬり祭り恥が

夫妻や奪男・館女・繕欝の入達

行われました．小野塚・長沢爾

がおはらいを受けた後︑歳の神

わが家の人気者

大相撲初場所
星取り大会
冬の楽しみな行事の︸つ大絹

朗読教室
全圏優良読書グループ

園園團圏圖

バリアフリーから

の存覆や行動を差脳したり妨麹

バリア︵障壁﹀とは瞳憲奮等

用するひとの要望がデザインと

物が激瀬されたのか︑それを利

ユニバーサルデザインヘ

町内の読講グル⁝プ﹁朗読教

のか︒また︑完成後それを誰が

してどのように取り入れられた

圃因回

で行われ欝田問の熱戦を繰り広

蜜︵代表愈コ綴剛尚ごは︑読書推

するものを霞い︑都毒興境・建

表彰を受賞

げました︒今翻は︑期聞中讐の

進運動協議会が読醤週問の行事

撲初場所星取り大会が醗内各勝

心配もなく皆さん気軽に相撲を

管理・運営し︑人々はどのよう

や態度・行動心理的なバリア︑

に利趨していくのか︒これらの

築物理的なバリア︑人問の意識

決窺のプ灘セスや脅え方が透明

の⁝つとして行うている全國優

祇会的な鰯度におけるバリアの

いるグループです︒

理解することを麹的に活動して

を義現︑し︑奉の内容をより深く

読み︑声を出すことにより感構

ある︒これまでの建築の不建点

拡張できるデザイン的な試みで

に︑建築・窯間等ができる限り

好・能力の人が利期町能なよう

インとは︑あらゆる葎齢・蕎格

これに対しユニバ⁝サルデザ

とによつて︑より普遍性の蕩い

して何か特劉な簿策を講じるこ

例えば障霧煮を持つ入などに対

におけるもう玉つの問題点は︑

畷るく夜聡でもー㎞先の新聞

︵メタルハライド球︶はとても

必要︶で翼箋に優しく︑照明灯

漉式︵従集のタイプはオイルが

ずつの愈晃や要望を聞いてデザ

の人である︒したがって︑1人

建築を刺罵するのは不特定多数

には豪だ希薄である︒公共的な

が建物やまちをデザインする測

にま人嵩齢麿になるという認識

います．

の次に利胴するのを驚えてし濠

動かす︒これでは恐縮して︑こ

れると機械を組み立て2入係で

ある︒この蓑置は障審潔が來ら

る箪いす粥の特殊な舞降装置で

型弼が︑駅舎でよく見かけられ

これまでの建物や衷ちづくり

擦月1嬢公践館に集まり︑教

きたに近いことである︒その典

対応に蒼畢することを忌避して

に醐添されなければならない︑

室を醐いています︒また︑錘薙

は第一に剰溺奮の二ーズの撫握

朗読教塞は︑衛を患して本を

ました︒

叢読叢グルーヅの表彰を受賞し

水梨集落では︑鍛名が参撫し
水梨相撲協会をつくり︑集会所
で連撫採点をつけていました︒

最終濤の取り組みで逆転して横
綱凸歩健男関の優勝が決まり豪

になりました．萩しくなつた滴

小中学校で鷺童・盤徒を短象に

という点である︒近い将来4入

が読めるほどの穫能があり︑人

インするのは難しい︒しかし︑

決できることには限界がありま

松之山分遣所

防車は︑総捻気蟹4︑535鵬︑

公演を開催しています．

命救助等に威力を発揮します．

それを理磁にして︑紙しい建物

した︒その後行われた納会では︑

4WDのディーゼル灘で︑主な

また︑電動化されたホ⁝スカ⁝

が維も短らないうちに突然磁親

松之痴分遣漸の滴防蘇が更瓢

装備としては轟窪ポンプが無給

で隊鍛の濃動も一罵スピード

応ではないでしょうか︒

や心遣いといわれるソフトな鮒

ユニバーサルは︑物の形で解
アップします︒鍵築の滴防車に

す︒それを繍うには︑サービス

に立てば︑なぜ︑そのような建

ユニバ⁝サルデザインの見地

してよいわけではない．

す．

幡に両上し︑活躍が期待されま

此べ︑パワー︑積載能力等も大

お腹にざるを入れ︑貫禄を付け
て土俵入りを勤め衷した︒

3つの側漁が諮ります︒

楽しむことができました︒

消防車が更新
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事業内容
製

嚇毫︐き︸巽．︸多︸き美⁝聖⁝

言糞卜程隆隆

▼時聞

スキーコース︵町民グ

常設ク欝スカ・︑ートリー

午後U時30分まで

午鶴9時30分〜

▼練習溺 土・欝曜鷺︑概祭鰯

ください．

濠す︒光然な子供たちにご声援

導のもとで力︸杯溺り込んでい

スキ⁝協会や学校の売焦方の指

カ・ノトリ⁝スキ！コースで︑町

激・欝曜鷺など町の常設ク狐ス

もありますが︑捻鱒から3拷の

されています．少ない霧に心醍

スカントリ⁝スキ⁝教察が醜催

町の懸薫・生徒を対象にク撚

う

▼会場

蜜2

ーOFトー

謹

︸

⁝L

な紙にたくさんの絵を描いて遊

落文化○スポーツ・野外括動○職業技能○健康

㎜垂

趨動革足を補う冬の運動とし

を楽しみ濠しょう︒

て︑塘饗の皆さんで零上運動会

2／解︵β︶

松之慮漏瑛スキー場

2／艶︵烹︶

松之由小学校前

2／27︵鷺︶

▼地嬢・期臼・会場
○松之由

○浦田

r⁝⁝⁝多ーー筆︷⁝

︸ニヨヨ教室
照東璃小学校

びます．

3拷のニコニコ教窯は︑大き

コミュニティーセン

3／鷲倉︶予定

2／捻︵臼︶

北浦照地内

銀色

⁝董⁝⁝多峯⁝⁝多⁝⁝⁝⁝⁝﹂

2／絡〜3／拓

三コニコ教室
ー⁝

2月のニコニコ教塞は︑﹁蒐は
外︑編は内偏．みんなで楽しい甑

2蜷絡鍵︵水︶

いましょう︒

まきをし︑いっぱいの編をもら
▼期欝

趨然休養醤セ︑︑ータ至

▼時間 午萌9時㌻午崩n時
▼場斯

○下布綴

ひょうたんから窒

午崩9時〜午繭簸時

芸○音楽○文学・語学○舞踏・演麟○趣殊・盤

第魏園

t．．．．．．型璽！

0自然科学○祇会系科学○教育旛導○美衛・工

㎜欝越学童スキー大会

▼時闘

○不老閣シーツ交換○毒での送迎、買い物

臼
』い
一W
■舗
■r

▼期β3月8欝︵水︶

べ180名、ボランティア廼べ202名の方に登録

ター勘

○リハビリ教室の介助○施設馬のゴミ袋の網作

ふるさと松之出の照季
1り一ダー（指導者）バンクの分野1

ラウンド周辺︶

○幼晃の鍵誕○お弁蚤の醍達○お弁当の翻膳

木鋳さど予
ください。

、絹

蔓奮
墨降る街の物語

録希望者は2月宋8までに公民餓にお串し込み

儒越学童親善スキ⁝大会が妙

1承ランティアバンクの分野1

噛
臼甜r
畠甲

㎜■ ㎜
』■

▼場所 自然休養村センター

の寡集を行っています。自薦、勉薦を問わず登

蕎腐原町で醐催されます．松之

綱度を行っています。単成n隼度は、指導渚麺

懸

鞘

新しく入った公民館図書
現筏平成鶏年度の松之露人材バンクの登録者

山町の小学癒も多数参舶出場し

します︒

2月鷲欝︵木︶

○蕎齢者の話し相手○手紙・本の代筆・代読

ます︑皆さ ん の ご 声 援 を お 願 い

▼期黛

午麟8時鉛分〜

午後4時まで

▼時間

松之出町生涯学習推進本部では、優れた指選

．1二

アN
げ材

0行事の準備・運営○施設の整備・美化

・ 目笏
︑︑ ノ
｝

○
松
○

指舩

○ロータスクーポン整理

▼会場

赤倉観光ホテルゴルフ場

﹇クqスカントリー﹈

ヲルペン﹈

赤愈観光ホテル前由コース
赤愈チャンピオンコース

者やボランティアを登録・活粥する人材バンク

し

り
ハ、、

公民館僧6−2265．．．＿、．
No。68

ゆとりくん

し
噌

切

範
2ゆ諺

達

いただいております。

、

松之山生涯学習だより

国斑年金保険料の
前納制度について

憎議納麟度幅を利罵すると︑舞

⑤父の生死が明らかでない兜童

④来婚の母の兜童

肉分の町に役立つことを

再認識されたように︑滴防鰯は

鰻神・淡艶大震災の活動でも

消防団興を募集

などで︑父と甕謝を共にして

地域の実惰を知り︑大勢のカを

実は黄身が2憾入っていました。

警の状態にある兜璽

と︑畢隼分談とめて納める﹁6

いない兇童を養膏︑監護して

童ない組織です︒

管内各滴防鐡では︑男子滴防
鑓襲を寡集しています．

えで欝蔵︑取り扱うこと．

各滴防縢の管轄鷹域内に往む

がマイナス40震以峯と極めて低

ガソリンは揮発しやすく引火点

体及び蒸気の漏洩を避ける．⑫

いので花火等の火気を避け︑液
地元の溝防随に欝頭にて

指建数量未溝の危険物を貯蔵︑

予防条例の窺建を守ること︒

取り級う場合は︑箏町村の火災

︿指建数鷺⁝ガソリン20

0認︑灯・軽濾ユ00Q尉︶

善意鶴感謝移まず

晦犠会禰雛協議会鷹む霧

で輪だ濾巻窪奮．あ鞍が畿う

縫の飼艶の瀧めに藏薦憲懸

欝があ鯵蛍磁捲．晦の荏篭稿

ストーブの火気の付近で小分け

▼松匙鋤滲縁漆潔︑蒸夢うダ糠

むざ麟談移驚．

5︑000懸

▼︵鎌︶普鯛套教醐覇潟炎部様

4ま︑3のO鶴

摸する火災が発撫しました．こ

①危険物の危険性を把握したう

次のことに浅意してください．

のような箏故の溝発を防ぐため

した結果7人が死敷︑3棟を焼

に保管していたガソリンを灯漉

売墳離岡県において︑像宅内

指定数量未満の
ガソリン等の勉険物の
取り扱いに漉意

費6−2330

松之磁分選断

お問い舎わせ

︵随時受け舞けています︒︶

串込方法

綿歳以上の男挫

鮒象

獲左の普遜の蕊子と比較すると大きさがわかります。

ジヤンボ遭子

分まとめて納める﹁玉年繭納幅

カ月鶴納恥があります︒

いる母または養膏脅に支給さ

結集できる難常に大琶なカを待

麟納につ い て の お 問 い 禽 わ せ
は︑團渓奪金撫灘窓口へ！

れます︑

◎特劉兇奮鉄萎手邊とは

精神または身体︵内科的疾患
を禽みます︶に一定の障霧を樽
する兜灘の禰禄の増進を図るこ
とを醗的として支給する手滋て

ち︑地域防災には欠くことので

子供たちのすこやかな
成長を願って

児童扶養手当
特別兜童扶養手当
翻度があります
父母の離婚などにより︑父と

◎児竈扶饗手婁とは

です︒

障審の程度が重度または中程

手灘を受けることができる人

穫の状態で20歳牽満の箆童を監

生謙を岡じくしていない兜甕の

健やかな成長を纐い︑鰭童が育

護している︑父母または養育膏

國幾葎金保険料の納付には︑

纏来の

成される家庭の盗湧安定と自立

に粟給されています︒

定期閥を譲とめて納め

られる︑便利でお得な﹁麟納鰯

の促進のために支給する手愚て

お間い合わせ

度貼があります︑
です︑

町総務諜往民係

堺遜を受けることができる人

鰍

月納めに行く黍問も雀け︑保険

①父録が婚姻を解溝した兜童
②父が死心した兜童

るヴぐ

③父が翻令に建める程度の瞳

ぎ

6

離々︑慶麟

︶

▽︑

癖︑獄．
︑8−

裁

郵・ゆ

饗3

蟹墾6−3王3王
慶公之鼠…町そ彙場

乙♂誰う 廼

薫

料の翻引もあります︑

繊鎌＼

に

お知らせ．
また︑﹁鹸納綱度漏には︑五球

煽嬢28

圃圃回團

え・うちのおかあさん

おめでた（出生〉
ドみく

未来ちゃん

小聾塚茂・弓子さん

東

桝（萩

宅〉

灘

しにぬ

基ちゃん 蕎橋春雄・佐千枝さん

天水島（千倉〉

藁

おくやみ（死亡〉
俊藤福榮一さん

74歳

蕎橋謙一さん88歳

灘

幅

わたなべたくや〈ん

天水越（鹿島屋）

中

尾（平

東寅（谷〉

吉〉

ママと妹のあやちゃんがおんもで遊んでいる絵です。
ママは本を読んでくれるので好きですp

蝦月蝦から覇3蝦までの麗繊分です。
串広報に載せてほしくない方は、煽患の時に
窓口にお議ください．

傭

IFF卜1

三月3三鷺筆髭ぞ翌

総人鶯 3，259入←一2〉

男

やまぎしなおや〈ん

1，572人〈…2〉

女

圭，687入

灘帯数

（

0

新出（倉の下〉

）

玉，捻6芦（＋2〉

（〉内は離月との比較
お母さんが仕纂に行くところの絵です。体がうまく

町民憲章，爾、，53年，朧

できました．優しいところが好きです。

わたしたちは松之由驚疑です．郷土を愛し、
みんなでよりよい町づくりをしよう。

町民の奮露葉

1、美しい緑と欝の中で

心豊かな人になろう
ちブナの糖が触れ奮うように

連体σ）心をもとう
！、湧きいづる湯豪のように

翻造のカを隔めよう

613
玉5疑

溝防串初め式

2蓑i

松高卒業式

ムコ投げ・スミぬり祭

5縫

モーグル選季権大会

8欝 中！鉾を交1挙1業式

◇2月 縫〜3月沁段の予定

9沼

鴛ヨ 越後松之撫豪零塾

県立蕩校・

般入試

夢日記より

松之山町は︑人が綾んでる町

としては︑轍騨袴数の豪鱈地帯

だといわれています．しかし︑

獺作をし︑建像してきました︒

歴吏は吉く平安時代以葡から

との闘いの歴史であるといえ

松之山町の歴史は︑ある意昧雲

象す．しかし︑この欝があるか

いるとも考えられます．春の難

らこそ松之出町に人が住んで

解け水や豊寓な地下水により︑

璽の無は︑夏に天候不願になる

穏作が可能になるからです．少

とも欝われています︒少霧の冬

改めて霧について考えさせら

れます︒

3月2・9・16・23・30礪〜2塒

2711 スノーボード．起会

◇茎月の鐵采事

砥

董月〜4月は海週木曜獲が休館鐵です。
（ただし、鉢館環が祝祭βの場合は、翌臼が
休みとな蚤ノます。〉

饗4

