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には︑その奮計額や参考となる

の禽謙が三千万円を超える場合

珂らかの勝得のあった人は︑町

所がある人で︑平成十二年中に

︸月輔臼現在で松之山町に住

憲書を持参し︑各地で闇催され

皆さんにお届けします︒その購

2
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申告は正しくお早め

平成十二葎分の筋得税の確定申皆が始まります︒漸得税は︑麹分の

漸得状況を最も良く知っている納税考が︑葭分から所得金額や税額を

確定申吉の準備は︑お済みでしょうか︒今隼は二月十穴臼︵金Vから

謝算して申昏し︑納税する串蕾鋼度を採尾しています︒

い人は︑次の場合です︒

事項を記載した総収入金額報省

◆町累艮税の串管が必要な人

①事業や不動産収入・年金 収入

人で︑平成牽二年の総収入金額

確定串管書を提患していない

◆総収入金額報密書の提出

書を添付しなければなりません︒

始まりますが︑今月は︑確定申皆についてお矧らせします︒

◆確定串欝が必要な人

などがある人で︑平成十二葎

県跳税の串管が必要です︒

購欝が必要な人には集落総代

書を提出しなければなりません︒

皆すれば税金が戻ってきます︒

る﹁納税相談会醸の会場で串欝

を通して﹁町県民税串密書媒を

①住宅をローンなどで取得した
場合

電語六ー騨篇一五二

役場税務会舞諜税務係

税務係にお問い合わせください︒

不明な点は︑役場税務会計諜

②多額の曙療費を払った場合

場含

⑤出稼ぎなどで所得税を納めた

④災害や盗難にあった場合

ていない場合

③年の途中で退職し︑再就職し

してください︒

次に該当する場合は︑確定串

◆確定購籍すると税金が簾る人

経費の内窟を記載した収支内訳

は︑その奪の総収入金額や必要

人で︑確定串管書を提出する入

事業所得や不動産勝得のある

◆収支内訳書を添付

ている人

④給与をニカ藤以滋からもらつ

円を超える漸得があるとき

③給与や退職 勝得以外に二十万

る入

②給与の収入が二千万門を超え

の合計金額を趨えるとき

中の筋得金額が各種所得擾除

確建串欝をしなければならな

σ

ご存じですか？
タックスアンサー
纏勝得税の確定申告と還付串講

税金のことで疑問や分かりにくいことはありま慧んか。

タックスアンサーは、税金に関する相談に、コンピュータが自動的にお
答えする電謡サービスです。

黛曜・祝獲も倉め、毎段24時聞ご利期になれます。各税目にわたり身近

なテーマを中心に広範な項目（約670項目〉が絹慧されていますがご存じ

会場

松之山町役場2階

期 β

2月三6β（金〉から

時間

午繭9時から午後4購まで

※税務署または役場からの案内により

ですか？タックスアンサレー

お越しください。

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、税金に関する癩談に、コンピュータが自勤的にお
答えする電話サービスです。

雛住罠税（町県罠税〉の串告相談と受理

β曜・祝βも奮め、毎顕24時間ご利期になれます。各税§にわたり身近

期貨

なテーマを中心に広範な項目（約670項目〉が屠慧されています。

3月2黛（金〉から
3月ユ5遜（木〉 まで

釈周方法は、簡単です．まず最寄りのタックスアンサーに電誕し、案内

※例年どおり各地獲ごとに実施します。

にしたがいコード番号を押します（または麟します〉と解説が流れます。

なお、ご測期に必要なコード表は最寄りの税務署や町役場などの窓口に

詳しいβ程は後βお知らせします。

おいてあります。

NTTの電話帳（タウンページなど〉にもコード表の王部が擾載されてい
ます。

毎年︑棄頸城郡穏税教育推進

標語の部

入から人への 思いやり﹄

二年高橋 頼孝さん

一年山燦撫奈さん

一年 佐藤 翻平さん

一年志賀洗介さん

三年佐藤 憲美さん

野本露佳墨さん

三年樋口知香子さん

三年

関東甲信越園税局長賞 東頸城郡穣税教麿推進協議会最優秀賞

﹁税金は

町づくり﹂

東頸城郡程税教膏推進協議会優秀賞

おさめて住みよい

作る僕らの

僕らの来来恥

﹁税金を

﹃税金で

支える笑顔と

明るい祇会﹄

東頸城郡穏税教轡推進協議会奨励賞

﹁税金で

納めてつくる

夢の街﹂

﹁税金を

作文の部

腐園地匿納税貯蓄総合連合会長奨励賞

﹁税金について﹂

東頸城郡穏税教育推進協議会鍛優秀賞

東頸城郡穣税教育推進協議会優秀賞

税金の璽套

東頸城郡穏税教育推進協議会優秀賞

奈々さん

三年轡山奈緒美さん

三年

有紀さん

﹁税金の大切さ偏

三年山摩

東頸城郡秘税教育推進協議会奨励賞

﹁税金について﹂

蕊年材由

爾中さとみさん

﹁遠くて近い税金﹂

戦税金について思うこと﹄

3

標語と作文を募集しています︒

メールアドレス熱貧P：／／www灘etspacaor3P／種axa簸ser

協議会では︑管内の中学校から

タックスアンサーで収録されている内容を、インターネットでも利駕でき
ます．

平成十墓隼度﹁税に関する中

また、コード表も入手できま曳（コード表のコー鉾番号は、00鐙で魂）
◆インターネットサービス

学生の標語・作文漏では︑松之

画答文をファクシミサでも入手できます。

由中学校から次の皆さんが入賞

025−223−2299

なお︑作文の入選については

◆タックスアンサー電話番号
◆ファクシミリサービス

しましたのでご紹介します⇔

次のページで紹介し蒙す︒

また、灘答文やコー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。

樋口短香子

たいと思います．

の宴席での文化です︑﹁ナンヨ

﹁ナンコ㌧と呼ばれる鹿兜島県

にも認知されつつありますが︑

祭﹁婿投げスミ塗り﹄は全國的

いと思いました︒松之出にも奇

しをの是鐘輩薯ほヒ

㎜

」
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これからは税金のことをもっ

思います︒

払わなくてはいけないと思いま

と勉強して︑自分たちの生漉が

とが少しわかり．やはりきちん

きるので︑私も大事な一粟を入

どのように成り立ってるか簿り

た︒二十歳になったら選挙がで

がで童ない盤騨になってしまう

る税金なので︑議費や政給家の

した︒圏民が︸強懸命払ってい

から汚い水が出てきたり︑盤濡
れたいと患います︒

皆さんは︐大切に蟹疑のために

税金は払うばかりで嫌なもの

のです．私たちがいつも学校で

だと思っていましたが︑いろい

勉強のとき使う教科轡も溝費税
のおかげなんです︐﹁税金﹂とい

使って豊かな園にしてほしいと

一

麟しとして鍵ってるのです．九

ザ

いった連想を答えるときの露い ㎜

ろな使い道があるんだというこ

いのです．老人にも年金という

東京事務所
だより

ているため︑初めて館にする﹁ナ

に乗ってそのゲームが進められ

州塊方のサッパリとしたテンポ

九州で雪を︑さらには吹霧まで

波が襲來した一月半ば︒まさか

鹿兇島県大ロ市

うものがないと國が成り立たな
ものが税金で払われています︒

無金というものは老人が働かな
くても癒活していけるようにす
るためのもので︑なくてはなら

﹁桜鶏偏﹁薦郷隆盛恥﹁焼鮒扁︒こ

ないものだと思います︒私たち
の三つは鹿兇島を代表する書葉

ンコ﹂には頭の饅転が追いつか

もいつかは老人になるので︑そ

を見ることになるとは思いませ

ないくらいでした︒しかしこの

です︒その鹿兜島県でも巖載に

んでしたが︑それより素購らし

の盤括 が で き る よ う 綻 な っ て い

位罎し︑葎に数鐡雪が降るとこ

吻ナ︑ノコ篇も次第に薄れてきて

の時のためにも︑安心して老後

てほしいと思います︒

い文化に触れることができまし

とは︑二人一総で行う単純な

いるとのこと︒膏抜であっさり㎜

ろが﹁鹿兇鳥県大口市﹄︑

税金には︑とてもたくさんの

ゲーム︒お互いが三本の短い木

そのほかにもまだ多くの文化が

た︒

焼醗は九州地方全土と鳶えら

より確謝された漸︒

の棒を持ち︑目の繭に鐵された

ということは大変ですが︑初め

残ってい家す︒この文化を残す

この大口欝は︑臼本最省の﹁焼

簾館の場舎︑入湯税というのを

れがちですが︑実は鹿兇鶴とそ

隠しもと︑瓢人の合誹数を当て

畢に︑その三本の内の幾本かを

種類があるらしいのですが︑ま

﹁税 について私はあ象り溝え

必ずお客さんからもらうそうで

の周辺に位鍛する県のごく︸部

てふれるものにはその新鱗さが

鰯﹂という需葉が︑ある神祇の

たことがありませんでした︒私

す．その入湯税を町に支払い︑

で貨本瀬感覚で飲まれているも

印象に残ります︒

改修工事の時に患てきたお札に

の知っている﹁税幅といえば

か所得税とかを禽わせて︑町の

町は︑その漕費税とか町疑税と

しにも特徴があり︑鶯人の含欝

合うというゲームです︒書い懸

税のことを親に聞いてみたら︑

糟潴費税脳ぐらいでした．蟹い

のなのだそうです︒発禅地は不

だ︑詳しいことはわかりません︒

物をすれば滴費税がつくし︑私

公共物などのいろいろなものに

卵

は溝費税というものは好きでは

明とされ︑この大環市が簸窃の

松之由にある搬鳶な文化を掘
欝葉を持っていることから︑焼

が一添なら﹁天墨幾下漏二本な

そのお金を使うらしいです︑そ

り起ごして︑それを伝えていく

う欝うお金の使い方を決めるの

ら﹁下駄の爾恥三本なら﹁犬の

二枚︑犬のシ灘ン便は三本建と

天墨隆下は⁝人︑下駄の薦は

藻鰺陰
鮒の基点とも書える地域なので

だそうです︒その大事な議翼さ

んを決めるために選挙をするの

だということを初めて知り豪し

シ灘ン便幅など︒・

が︑町長さんや町議会議饅さん
費税の慧陳が分かりました︒

もし溝費税がないと︑道露が

壊れても直せなかったり︑水道

厨障藍熱

いからです︒でも今になって滴

になるし︑払うときも獅働くさ

松之由申学校三年

ありません︒すごく細かい億段

税について

本部を設幽灘しました︒

大璽寒波の到来によ砂︑︷月十二鼠より降り続いた雪により︑
榊刺岨ぐは﹃月十ふハ臼午後︸触阻に豪鞭漏対籠

十工呂から十九臼までの累謝降雪簸は︑五颪六率八㎝になり︑

期間中の簸高積雪簸は︑三養霞十七㎝︵観測地役場﹀二十四時聞
最高降雪簸は哲牽三㎝でした︒豪雪対策本部設灘期闘中に大きな

分除雪費にあてることができま
す︒

除雪ボランティアは

冬鰯集落保安要員は

保安要員の主な仕事は︑防火

周水や滴火栓の水利確保やバス

と行います︒この大露で朝だけ

q除雪を道艶除霧が終わったあ

停の飼や滴防ポンプ小麗の入り

対策室が企醸している綱度で︑

除雪ポランティアは︑県の讐

豪雪地域に麗根霧除雲をするボ

でなく午後も巡圃して作業しま

また︑道蹄除雪とは劉ですが︑

浅家の鰐下の除誹雪の依頼も多

ランティアを派遣してくれます︒

した︒克箋センターなどの公共

βなしで働いている人もいるそ

松之山町では〜月瓢十礒に町外

施設の屋根璽除霧や保安チ⁝ム

くあり︑この冬は元旧より︑休

から二十︸名が参痴して五徴帯

たある雛帯では︑老人の醐人暮

今翻ボランティアがきてくれ

まうほど使駕したそうです．

れたスノ⁝ダンプが︑壊れてし

れ︑糞年十二月に町より支給さ

として要援護髭帯の除雪におわ

うです︒

屋根雪除雪は
今までに鐵園以上し た繊帯が多

らしで膝が悪く︑屋根に上がれ

の屋根磐除雪を行いました︒

いのではないでしょうか︒﹁いつ

ないため︑大讐が降ると心配で

騰根欝除雲は︑年宋にかけて

まで降らあかの恥﹁へえ霧はいら

つも頼んでいる入もなかなか来

夜も鰻れなかったそうです．い

ら作業を始め︑昼食を挟んで午

り脳人位に分かれ︑苓莇牽時か

ボランティアの人は一件あた

蕊罎

ボランティアが雪掘ηに

ザを使い︑酉五人体翻で取り総

ねえの噺の会話が挨拶代わりに

普段の降蓼時には朝五時より

んでいます︒

災審はありませんでしたが︑町内篭漸で道路除雪や屋根甥除雪に
追われる毎臼でした︒

今醸の寒波の特徴は︑昼夜と

も休みなく降り続き︑気潟が低

する世帯を浅蛋委鰻の協力によ

後二時遇ぎには作業を終えまし

にとても助かったそうです︒

り撫握し︑自力で除雪できない

屋根霊除雪に舛しては︑町祇

出動し︑午筋八時遍ぎには完了

支援事業として︑援護を必要と

会福祉協議会では老人徴帯除雲

てくれないので︑ポランティア

交わされました︒

た雪が落ちなかったため︑杉の

は朝蕊時に起旅し︑除雪機械の

しますが︑今園のような大雪に

雪を落とし︑エンジンを嫡動し︑

低斯得働帯に除蟹 費の︸部を援

臼｝認、

く︑嵐もなく︑杉に降り積もっ

した︒

木が町内各筋で数多く倒木しま

膿内でも上中越を中心に大霧

の除讐が終わるのが隼筋九時過

午繭縢時には患動しますが︑朝

豪墾災霧は︑町内で援助する

た︒

となり︑十六9には上越市・十

この冬の対象徴帯は七十八件

助しています︒

︑叢燕

騰

熊

婁

翼

響

臼町覆を始めとする十市町村が

も〜日十囲時問以上の稼働とな

ぎとなり︑食事の時問を除いて

人もされる入も被災煮となりま

には十六市町村が新たに岡本部

で︑そのうち業奢より除磐して

す︒除雪におわれるため︑讐の

りました．

少ない地域からの除雲ボラン

豪雪対策本部を設鐙し︑十七日

を設鍛しました︒

もらつている貴帯は霞牽三件︑

ティアは︑とても助かります︒

欄人に依頼してい る盤帯は二十
件︑冬期禰祉保安 チームや除雪

応が今後とも続いてほしいもの

今園のように降雪時の素皐い紺

雪が降り比んできたら︑天候

要員を派選してもらっている撤

を見ながら雪崩の危険欄筋の霧

庇落としをします︒衷た︑機械

帯は十五件です︒要援護徴帯は

道路除雪は
町の道露除懇体髄は︑蟹県遂

ないように濫慧しているそうで

です︒

も酷使するので整備点検も怠ら

〜枚千円の除雪券を二万三千円

を除く町道の総廼長㎎十脳㎞

す︑

を八食のロ肇タリーと十三台の

タイヤド⁝ザ︑一台のブルドー

￥礎曜献

﹁ーーーーーー⁝⁝ーi

て地元の人たちからお祝いの

センター﹁鷹の湯脇慧階におい

三組の鉾妻は︑午後より潟泉

妻の蕊組が参燃しました．

ワイ州から招待したタナカ夫

杉山夫妻と膿と交流のあるハ

から公葬で選ばれた撫須市の

津南町の桑漂象妻のほか︑全園

した．今剛は︑地元から嫁いだ

投げスミぬり賑祭りが行われ濠

山温東で︑小正月行箏の﹁むこ

大霧の 中 ︑ 一 月 牽 五 鷺 に 松 之

わが家の人気者
いざムコ投げ会場へ

ー寸①卜1

ん勝

飾潟

羨撫

纏幸布

ていましたが︑まさか欝分が投

い﹁このお祭りは以箭より簿っ

柳騰さんからお嫁さんをもら

津南町の桑療さんは︑湯本の

れました．

緩合より蒋物がブレゼントさ

おもてなしを受け︑十鷺町織物

勝美さん長男

げられることになるとは︒幅と

ママ」と呼んでいます．

ぱれています。ぼくは、ヂパパ、

好きな食べ物は、カレーライス

やラーメン、チョコレートです。

おもちゃの事や音が鳴るのがと

ても好きで、妹と仲良く遊んでい

神が行われ︑鷺組の夫妻と年男

そのあと会場を移して歳の

まい入が助けにいくほどでした︒

は︑新雲が深く蟹に埋まってし

簸初に投げられた桑漂さん

た．

したの崖に投げ落とされまし

轡を合図に次々と五メートル

に﹁イチ︑ニイ︑サン篇のかけ

ん︑杉由さん︑タナカさんの順

薬騨堂に到麟すると︑桑原さ

の薬騨堂へ陶かいました．

る鱈の中︑温泉街を通って会場

げながら鹸が見えないほど降

手に撫ぎ上げられ︑かけ声を上

人のお婿さんは︑それぞれ撞ぎ

いざ出発の聴問になると三

駆けつけてくれました︒

の人たちが挺ぎ手にわざわざ

家ではヂゆき、ゆきひろ」と呼

葎女がお払いを受け︑歳の神に

できました。

ん、おばあちゃんとたくさん遊ん

ζお母さんから…謝

健康で素直な患いやりのある

櫨例のスミぬりが行われ︑三組

子になってほしい．

け︑真つ黒になつてい裟した︒

の夫妻もスミぬりの洗礼を憂

1．

ん登場（2歳〉

ちょっと戸惑い黛味︒痴須市の

松之出（町営住ξ宅）

火を入れました．火が静蜜ると

たくさんもらったり、おじいちゃ

し
く
・ひ鐵掌．
』 昏『 ■

』

心醍そうに待つおヨメさん

杉磁さんには友達の溝防懸賃

この繭、黒倉のヂさいの神」に

桑原夫婦もスミをぬられて、まっくろ

鰐

籔

麟毯

行って来ました。そこでおやつを

驚

鰯

，灘馨灘鰯
騨・

鱈

灘欝懸鐵

難

甲㌧

㌔
！ 『Fr、『
・、㌔F艦

灘

』膨

膨豪

ます．
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鞭

饗

灘
難

一月

大相撲の初場漸に舎わせ驚内
各駈で墨取相撲が行われ︑
た︒

会が凌霊閣ホテルで行われ蜜し

鞭粥灘盤撫遊溺

一月三牽段に中立山集落醐発

センターにおいて地冗の人と時

醐係奢が壌中地内水遊醜水管工

これで磁変立給水施設から管

譲の落成式を行いました︒

を麺長して︑叛中集落や公共施

坂中集落では今まで山から湧

設に水遵が供給されます．

き磁る水を塾岡利爆していまし

大納会では横綱は︑鯛の羅 頭
付きや遡身︑鍋など漿蕪な料理

七臼より十烈欝購︑老著男女︑

大勢の入が相撲を楽しみ談した︒

り︑気をつけて水を使ってい濠

がつくお膳が絹慧されますが︑

成績の悪い出徴力士には︑便斯

んだん鷲れてくると︑水源の水

した︑また︑これから縢畑がだ

一月六濤に松之山診療勝潮の

量が不安になり︑嵩齢化により

協会は参撫力士が残牽七名で︑

松鍵地磁で行われた松難相撲

灘灘趨魏灘鍮

駐毒場において滴防出初め式が

の羽目板の上に料理が数贔と厳

潴防繕籔六牽名の参癩で行われ

町内でもっとも大きく︑歴更の

会も中盤となると︑蕊役揃い

しい実力の繊界となります．

撫町管内の十鍵町灘協各支勝の

踏みや東晒爾横纈の土俵入りに

歓声が上がります︑横綱になる

放水酬練では駐箪場地下タン

全衝的な協力で成り立っていま

す．錘9の取総表を種成し︑町

と本物の横綱のように持ち琶れ

クの防火馬水を使いポンプ箪一⁝

んでいました︒

安心して癒濡できると皆さん欝

心醗していました︒これからは

内の各相撲協会へ灘布していま

ないほどの賞鐵が送られ勝利を

台で放水しました︒伝令が放水

り綴んでいました︒

糠した縢鍛は︑輿剣な表構で取

年だったこともあり︑酬練に参

昨銀が山火事などの火災の多い

はいつ起こるかわかりません︒

部が設麗されるなど︑密然災審

度繭を超える地震や豪雲対策本

年明け畢々に松之山町でも震

ました︒

ラッパが鳴らされ⁝斉に放水し

準備完7の報管のあと合躍の

ました︒

す︒各櫨撲協会では︑それを各

たたえられました︒

施設の維持管理が大変になると

ある協会です︑この行事は松之

たが︑夏場には水慧が少なくな

勝剰のi美酒をいただく横綱立登充関

部騰に醜布し︑参燃力士に勝ち

負けを詑入してもらつたあと圃
収し︑採点します︒松里相撲協
会では︑瀬人の採点潔が午後罎
時畢に農協松黒支勝に集まり︑

棺撲中継をテレビで見ながら全
員の採点をつけます︒またあと
で︑擦点が適疋か雛壷を受けま

す︑簸終鷺には力士の番付表を
作成したり︑大納会の準備をし
たりと大忙しになり談す．

二十一βの千秋楽には︑大納

安心して水：が使えるようになりました

第鎚園籾場辮

松暴相撲協会

毎臼集って取総みの採点
上

猫鍛間熱戦懇蕪嬢震ぽ謙繊羅

右 三役が堂々のそろいぶみ

と

︑︑ノ

倉6−2265︶

いいたします︒

3月のニコニコ教窺は︑大き

を地域に出陶いて実施する予定

いまして4月以降パソコン講習

におきましても團の補助金を使

応が急がれております︒公鼠館

により︑窩度摺報化祇会への対

皆様が疹樋旋だ硫幾御慧見も参

し礁業を進めている簸蜘懇あゆ︑

謙爾も5鶴が経過輩︑親総鋸薩

うざざ麟叢移た︒盤涯禦轡維進

麟た濾きま骸餐黍漫織あ翰がと

礎関わる驚ン赫ートに御協力を

斑田はお搬じ恥索︑盤涯掌轡

︿アンケー欝の御礼﹀

な紙にたくさんの絵を描いて遊

でおります︒そこで地域の皆様

松之山人材バンク募集

松之由町生涯学習椎進本部では、優れた指導者やボラン

平成12年度は、指奪者のべ扮2名、ボランティア廼べ

〈ボランティアバンクの分野＞

○行事の準備・運営○施設の整備。美化

○幼兇の撹議○お弁盛の醗達○お弁当の醜膳

○リハビリ教室の介助○施設驚のゴミ袋の製作

○商齢者の話し相手○手紙・本の代筆・代読
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○上窟綴2月給β︵臼︶
賠東拷小学校

○下布擬3月Uβ︵撮︶予定

儒越学童親善スキ茎大会が妙

びます︒

からぜひ講騨をお願いしたいと

急速なインターネットの普及

窩腐原町で闇催されます︒松之
▽期β

コミュニティ⁝センター

山町の小学盤も多数参撫出場し

▼時聞釜削9時〜釜麟U時

ティアを登録・活矯する人材バンク麟度を行っています。

欄ヨニ翁教室

ます︒ご声援をよろしくお顧い

2／娼〜3／焉

事業内容
公民1館倣6−2265
ゆとりくん

3月6鷺︵水︶

いたします︒

鷲おηま華．御協力本漫にあり

轡に毒嬉餐騎ただ蓉だ恥ど灘え

○ロータスクーポン整理○その催

考えております︒御協力いただ

○スポーツ・野外落動○職業技能○健康○その櫨

2月蔦繍︵木︶

指導番。ボランテイアの登録・活閣

▼期β

がとうござ麟ました．

○不老鶴シーッ交換○毒での送逢、買い物

▼場所 霞然休養村センタ⁝

燈4名の方に登録いただいております。

ける方2月20臼までに公罠館へ

○音楽○文学・語学○舞踏・演翻○趣瞭・生浩文化

御連絡ください︒よろしくお願

○虜然科学○祇会系科学○教育捲導○美徳・工芸

▼金場

＜リーダー（指導考〉バンクの分野＞

赤倉観光ホテルゴルフ場

費までに公民館にお購し込みください。

︹クロスカントリー︸

赤禽観光ホテル繭山コース

行っています。自薦、飽薦を問わず登録希望者は2月末

︹アルペン︸

赤愈チャンピオンコース

隼後4時まで

▼時間釜削8時3
0分〜

運動不 是 を 補 う 冬 の 運 動 と し
て︑地鷹の皆さんで雲上運動会

2月25揖︵鷺︶

松之慮潟泉スキー場

2月24β︵土︶

松之由小学校鶴

2月25霞︵鷺︶

▼地壌・期日・会場

を楽しみましょう︒

○松之由

○松婁

○浦鐡

北浦霞地内

現荏平成玉3年度の松之山人材バンクの登録麿の募集を

乙

純
2ゆ諺

｝

｝

り

自易
松之山生涯学習だより

ミ

五木寛之

北森鴻
ゆきずりの讐

連城窯総彦

雲月夜

馳墨周
されど欝は頬笑む

北方謙三

ますので︑受儒機の乾電池の交

電漉の寿命が来ていると思われ

すでに雰常時の電源となる乾

になっています︒

が電源となり放送が流れること

時も︑受儒機の申の﹁乾電池︸

され︑災霧などで停電になつた

姦獄欝には芦劉受信機が設置

とっています．

要な鋳報をお蜘らせする体鋼を

や緊急時のいち幕く皆さんに必

防災行政無線を設鍛し︑災警時

町では防災対策の一つとして

頻のない男

憲い電池をそのままにしてお

藤井誠二
王7歳の殺人春

赫望
恋せよ妻たち

たカ、たかし

舗獲！

立趨談縢楼

鎖

乃爾アサ

綾子へ

そしてこうなった我が老後 佐藤愛子

三浦光徴
追跡巻編本博文

新潟鷺報祇
志士たちの輯

八尋舜右

黒曜堂

藤沢周
暦ならできる

小慮義雄

体が壌れてしまいます︒

乾電漉は門単瓢が囎本﹄です︒

いただくことになりますが︑ご

乾電池代は︑皆さんからご負擦
理解のほどよろしくお願いしま
す．

薪しい乾電漉に交換すると︑

門緑のランプ﹄が点灯し豪す︒

コンセントに差し込まなくても

防災行政無線についてのお簡い
合わせは

六⁝駕駕︸コ

炎下騒裁（、ヒ下〉

地宮彰…郎

ぼくはこうして大人になる

長野まゆみ

魔女の慰急便その3

角野栄子
三つのオレンジ

剣持弘子

霞本入れて下さい

乾電池は蔓儒機の裏へ単二を

越佐の文化財

くと液漏れを趨こして受信機露

ちょっと一畷獲

役場総務諜行政係まで

ミヒャエル・エンデ
満月の夜の伝説

松岡簸祷
後催鰻
i後燃
i麗季・癒紀子（上下〉
麗季・癒紀子（上下〉

換をお願いします︒

東頸城

ふるさと晃て渉記＞

松代町
越後まつだい冬の陣

蜘行が与えられます︒また完憲

餐綴はハワイ鳥への遠島や捗鎌

抽選会も楽しみの⁝つとなって

潟泉での釜ゆでの鋼もあり︑大

祭りでは︑髄夜祭の土曜に花

います︑

火や霧上神輿大会が行われるほ

の舞禽では出陣そば縮撲などの

か︑会場の町民グラウンド︑霧

また︑楽富楽座と呼ばれる露十

イベントや舞踏会が催されます︒

鷹ほどの唐が軒を連ね︑モグラ

産最を揃えて皆さんのおいでを

汁やあんぼなど郷土の料理と土

曜顕にかけて行われる州越後ま

海年三月の第二土曜籏からβ

でに箏務局までお串し込みくだ

を希望㎜する人は︑

城﹂の戦宏としてレースに参撫

なお︑﹁のっとれー濠つだい

お待ちしています︑

つだい冬の陣輪は今奪で第十麟

さい︒先藩五蒼名まで受け付け

二月牽六βま

一醸以来またたく聞に全麟的に

ています．

切った人がその黛の城叢となり︑

をよじ登って松代城に先陣を

す︒各種障審物を乗り越え︑崖

蟹上約三キロのコ葦スを楚りま

イエイオ董︸とかけ声勇ましく

ら集濠った五酉人の戦士が﹁エ

れ1まつだい城﹄には︑全蟹か

特に雲中鉄人レース﹁のっと

ました︒

ターより数々の優秀賞を獲得し

評判となり︑地域活性化セン

園目を逓え︑昭頼六十三隼の第

つだ冬の陣﹂を紹介します︒

今翻は︑松代町から﹁越後ま

シリーズ広域広報

コシヒカリ一石く菖五十㎏︶の

rのっとれノまっだい城ま患陣

き

かなやの里

ー⑩①トー
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①父愚が婚姻を解滴した兇童
③父が一定の障害の状態にある

②父が死亡した兇童

兜壷
④父の生死が明らかでない兜童
⑤父が引き続きま年以上選棄し

ている兜童

兜童

⑥父がi年以上拘禁されている

た兜壷

⑦母が婚姻のよらないで懐胎し

（平成12年4月〉

上越市大 掌 下 馬 場

576−78
かなやの璽癒務諜採爾係宛
鶯0255−22−13王0

﹁まちづくり月問﹂作函

松代町ふるさと会館

3月王臼〜3月路β

コンク蓄ル展覧会
所

展示期間
場
展承内容 入蜜作贔総点

松代町慈寡作品7点

68，880円

鍛，330鰐

級

51，550円 103，100鶏

級

三

が待機していますが、受診される場合は、必ず電話に

兜童2入

晃童1人

分

区

☆緊急に備えて、次のとおり各施設に休沼当番匿（医晦〉

かでない児童

安塚町

⑧棄児などで出盤の事構が明ら

2−3330

職員募集

竹内クリニック

◆ただし︑手当の支給要件に該

3月1珊（鋤

児童扶養手当
特別児童抹養手当を

松之山町

募集職種 事務員王名

6−2240

当してから5年を経遍すると︑

松之由診療所

ご存じですか

3月4貨（β〉

受験資格

松代町

手当を受けることができなく
なります︒

特別児童扶養手当

歳未満の兜童を監護する父も

町役場住渓係

お悶い合わせ

鶯6−3王31内線騒

7−2ユoo

（平成工2隼4月〜）

県立松代病院

特溺児童扶養手当の額

2月25田（鋤

①大学・短期大学・專粥学校を

この手当は︑父縁の離婚など

児麓挟養手当

3月に卒業見込みの巻であっ

により父と生計を岡じくしてい

卒業した青︑蒙たは平成捻奪
て︑平成欝年4月1繕現在で

この手当は︑精神または身体
に

ない兜童の健やかな健康を纐い︑

兜童が育成 さ れ る 家 庭 の 生 濡 の

祉の増進を園ることを目的とし

25歳来満の健康である春
②上越地域︵22市町材︶に住駈

安定と露立の健進のために支給

定の障害を有する兜童の禰

を有する音︑または父母等盤

て︑その箆童を育てている方に
支給対象

支結されます︑

されます︒

支給の対象

次のいずれかに該当する鰺歳
までの問にある児童く政令で建

精神または身体の障害のある

める程度の障審の状態にある兜

されます︒

しくは母または養育奢に支給

に達する臼以後簸初の3月駁臼

童については20歳来満︶を監護

している母または母の代わりに

その兜童を養脊している人に支
給されます︒

牧材診療所

誹の中心渚の住漸がある奢で

通勤可能な奢
受付期間
2月捻8〜2月23臼

提撫轡類

受験串込書・学校卒業譲明書
成績証明書・退信稽封筒
提鐵方法

蕊接持参または郵送
苧943妻0878

牧村

対象兇童が4人以上いる場合は、1人増えるご

2月王8沼（揖〉

0255−
3−504．5

2

て連絡を取ってからお慮かけください。

とに3，00（）鍔力書力舞算されます。

測1源村

28，350鍔 33，350円 36，350円
9−25王0

一一部支給

2月鎗薮（月〉 浦掛原診療齎

42，370円 47，370円 50，370円
松代町

全部支給
7−20難
大疋医院

2月嶽麹（鋤

費6−3捻1
松之山町役場

箆童3人
兜童2入
兜童王人

衝在地

区分
電謡番号

病院名
露（曜鋤
月

20

晃童扶養手当の額

休日診療のお知らせ

お知らせ

〜多︸き垂⁝⁝ξ

﹁平秘の旦

新潟の集い

県民会館大ホール

午後工時騨演

賃時3月3鷺塗︶
会場

叢催 段添ペンクラブ・新潟県
内容

鶏本ペンクラブ会員によるリ

レートーク
鐵演餐
米漂万塁VS繭塞正明

森ミドリVS新井満

幣込翻・無料
︵定員エ700餐﹀

盤所記載不要

華950−8570

新潟県緊境盤活部文化振興諜
費025−280−5i39

ひとり親家庭等の
医療費助成の
お知らせ
ひとり親家薩等の父や母︑鷺
癒などの曙療費の︸部を助成し
ます︒

受給できる人

万智VS赤瀬秘集

俵

子供およびその子供を養青し

母がいない家灘で爲歳張溝の

①母子家健．父子家庭または父

綾子舞

下璽焼子VS辻井僑
アトラクション
串込先

は︑対激になりません︒

お問い含わせ

む6−3705

町保健センター保健編祉諜

善意に感謝します

為に活摺させていただきます．

がありました︒町往宅禰祉の

跡社会禰祉協議会にご寄付

ました︒念入りに湯飲みを拭い

あさあ偏と家に上げていただき

かけました︒期事が済んで﹁さ

す．仕事である集落の農家に出

今から三牽葎程爾のことで

エサとなつたり︑簾工されたり

も不安はあり濠したが︑家畜の

まで使われてい家した︒今まで

あり︑﹁工ーッ﹂というものに

ら修る食編がたくさん叢べて

︵戴由︶

ありがとうございました︒

てお茶を雛してくださいまし

松之出

丸山節哉さん

◆滝沢釈平様20︑000円

ことはできません︒しかも︑選

だけではないのです︒そして︑

このところ急速に輸入野菜が

伝子組替食品はトウモロコシ

ギ灘ッとしましたが熱心に勧

した﹁欝紺ももひき﹂を縫い含

したものなど︑とても見分ける

000円

000円

多くなってい豪す︒スーパーな

二十︸鷺紀に入った先臼︑コ

﹁遣伝子総替魔ポストハーベ

どの嚴薫商贔に多く見かけま
1月暑9頁の﹁千五葎薫牽

タツにあたりながらテレビを

スト﹄など︑健康と蛋動を守る

めてくれるので二〜三杯いた

購万八千還を減額し縣が追撫

見ていると︑輸入農産物と選伝

だきました︒

わ量て作られたものでした︒

たが︑ふと見ると霜串は︑藩吉

◆孫漂俊彦様

王00

◆町職員緯合様

王00

訂正とお詫び

②父または母が〜建以上の璽い

に︑賂頁の﹁郡町村合併検討

ため﹁知らぬが仏偏というわけ

輔饗瀞

議会になつていました︒

纏織難鐙

組替幅トウモロコシだというの

しまうように作られた﹁遣伝子

〇％が審虫が食べると死んで

は千六頁万トンでこのうち六

本に輸入されたトウモロコシ

特集をやっていました︒昨年欝

予や孫に安心して食べさせて

のは︑とても糠いです︒せめて

見えない疋体の分からないも

き︸は︑目に冤えますが︑目に

にはいきません︒﹁青細ももひ

にお渡しします︒

次は︑湯之禽の竹内清鱒さん

いかねばと思っています︒

いは︑体の続く眼り作り続けて

爾薦に輸入トウモロコシか

團に依存しているのです︒

﹁米﹄の盗産量の丁穴倍も外

トウモロコシだけで臼本の

です︒本薮にギョッとしました︒

やることのできる農産物くら

す︒

障寄にある徴帯の子供も対象

子綴替食贔の問題についての

獣姦鞭

の欝偏参触希望︑佳瑛︑氏省︑

入場希望人数を︑また︑遼信用

協議会漏が郡町材舎併 梶進協

ださい︒

認乏ぎ鍋・

．

冨澱隙

置画v聯−

凹

珊

◆︸定額以上の所得のある場合

となります︒

ている方です︒

畠畠離誰簿す
ひ
繍欝
琴器冤騨

に宛犠明記の上︑お串し込みく

往復はがきの建信薦に﹁平瓢

鱗鑛ll灘壽、1灘讐縫
漏譲馨欄欝＆様3醜錘響
も幣晦、倫・盛￠ 耀鯨蕃 88歴舗讐ま
徹偲の民の興欝
門

如

ノ」よ

『
餓満

圃團回團

え・うちのおかあさん

おめでた（患生〉
みっ

美月ちゃん

蕩澤雄基・美枝さん

湯由（撫城〉

ニうた

銃太ちゃん

小野塚修・輿智子さん

松之霞（町営住宅〉
おくやみ（死亡〉

鑛
縷

丸由チヨさん83歳藤倉（元院〉

鱈内芽育ちゃん

欝

照邉嫁二さん78歳松之出（金塚〉
磁辺

久榮さん

79歳

佐藤 トキさん 93歳
由岸 政一一さん

新

天水越（下

70歳 新

江ロミサヲさん 88歳

照（藤

湯

湯之島（うすや〉

善）

ほうきを持って掃除をしているお母
・鰍箋鑛灘

村〉

さん。こびとと靴麗の本を読んでくれ
るお母さんが大好きです．

1力（桶やさ〉

露（不老閣）

寧i月1鷺から1拷3環までの屠出分です．
＊広報に載せてほしくない方は、漏出の時に
窓口にお誕ください。

ヌ

欝縣鰍，

1月3王欝理荏
総人口3，2質人〈一一2〉

樋口尚華ちゃん

』男 ま，552人（牽王〉

女
黛撒

i，659人（一3〉
i，1工8芦

（＋

王〉

1卜①卜1

⑳◎麺㊧

湯之島（林〉

拶，懸

お花燗に撤歩に行くお母さん。お母さ

撰轟んと一織椛馴賄って強一リ弩ソ

（）内は薦月との姥較

プをプレゼントしたいな。

町民憲章繍、，年，朧
わたしたちは松之由醐「艮です。郷血を愛し、

みんなでよりよい町づくりをしよう．

◇2縁紛β〜3月9費の予定

町践の奮露蘂

絡覆

1、美しい緑と薯の中で

心豊かな入になろう
王、ブナの梢が触れ合うように

連体の心をもとう
1、湧きいづる湯泉のように

6鷺

溝防患初め式

25段 松之由地区雲上運動会

蔦段

婿投げスミ塗り

浦磁地区冬季体畜大会

掲碧

豪雪対策本部設麗

28松蕎挙業式
睡鴨葱︑予想は一変し︑
五六蜘獣嚢聯

の禽来ではと思わせるほど雪

降り続いていたら一体どう

が降り続きました︒あと榊週闘

は櫻れているとはいいながら

なっていたでしょうか︒大雲に

も︑除雪作業が間に合わず︑商

齢奢徴帯の孤立化が心配され

対する支援綱度は整ってきて

ます︒以髄よりは屋根雲除雲に

徴帯については︑安心していた

いますから︑本灘に鵬っている

からの除雪ボランティアのみ

だけると思います︒今圃︑町外

なさんの浩躍は︑本楽に心強く

感じました︒

3月1・8・15・22・29休業

鍛5 松里地匿雲．ヒ運動会

◇屡月の出来箏

﹁蓄記より

創造のカを趨めよう

繕越学童スキー大会

翠の湯は冬季鉢業とな5糠す。
霊2

