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でも舌の片すみに残っているよう
な気がします︒

流 ︑

広報噸

︑鷺

Nb。

（1㊤

寄

緩

D

＄韓搬

宰

宰広内
＄ ・︵
蹄ら・︒
蹄たれ

糖担

⑳（鋤

．4

㈹

あ怠さん
忘れ轍、で保駿譲

4

22
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⑳（洞

00・田沢南地区、中里村多目的研修センター13：30〜16：0
閉校式
春分の日
休日救急医（下条山口医院曾55−2003）
心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00）母親
掌級・妊婦検診（右参照）転作説明会（倉俣地区、倉俣生活
改善センター9：30〜12：00・田沢北地区、中里村多目的研

︵9く

㈱

婦人健康づくり事業（右参照）
転作説明会（清津峡地区、小出生活改善センター9：30〜121

嬢思
穣
蹄
宰
零
嬢
宰

20

転作脱明会（高道山地区、朴木沢集落センター9：30〜12：
OO・貝野地区、貝野多目的センター13：30〜16：00）

嬢
宰
宰
宰
穣

19 （火）

桂山本シンさん

献血（右参照）

18 （月）

この写真は︑昭和十四年の春︑日

休日救急医（大島医院a52−2957）

宰まく

⑰細

青年講座（右参照）

庭に︑大日本国防婦人会の桂の会

心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00）

15㈹

きのものです︒百姓女衆の一撹の

新幹線上野乗り入れイベント（湯沢駅・上野駅）

宰真で
零写ま
穣の当

肥満教室（右参照）

14（洞

ように見えますが︑広い田んぼを

三世代家族

三本鍬で毎つつ掘り起こすのは

倉俣地区婦人学級（倉俣生活改善センター
のあり方13：30〜）

思い出すと今

（なずな採り）

13（水）

レ右から三番目が山本さんです魯

繍
謡

シートベルト・ヘルメットを着用しよう〃

蹄卜胴鰯・

譲羅雛鐘羅難㎜篶

蒸お漸呂窃の息眠誉が

（月）

大変な重労働でした︒
あのころ︑ちゅうはん︵いっぷ

婦人健康づくり事業（右参照）

11

く︶にサツマイモやジャガイモの
ふかしたものをいただいたときの

r瞭 ㌔

砦砦磐盤砦懸砦艇懸鱒懸盤懸砦軸興砦懸砦鯨興艇軸赫軸藤鮎盤砦砦懸艇

雛鋸齢じ

3月11日〜4月10日

鯉

修センター13：30〜16：00
休日救急医（中条病院費57−3018）

8妊婦検診

当間山スキーツアー（総合センター7130集合）

3月22日 上村病院／13：30〜14：00
商工会講演会

25（月）

いま、何が問題とされているのか、見落
してはならない時局問題とその動き

■母親学級
3月22日 妊娠中の保健／上村病院／12：30〜13：00

講師小浜維人氏
軽油免税証の交付（役場議場10：00〜16：00〉

■婦人健康づくり事業

26（火）

3月11日
心配ごと行政相談日（老人福祉センター13：00〜16：00）

29㈹
蝋熱勢。

■肥満教室
田沢地区婦人会総会（総合センター9：00〜12：00）
休日救急医（至誠堂医院含52−3276）

3月14日 保健センター／9：00〜／個人通知

村内学童 クロスカントリースキー大会（市之越9：00〜）
交通事故移勘相談所（十日町市役所10：00〜15：00）
1

（月）

■青年講座
3月15日 正しい性／保健センター／19：00〜

■献
中里中学校開校式
3

豊里／区長宅／9：30〜14：00

3月20日 上山／上山公民館／9：30〜14：00

血

3月18日

（茄

保健センター前／13：00〜14：00

■ポリオ生ワクチン

5㈹

心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00）
ボリオ生ワクチン（右参照）

4月5日／保健センター／14：00〜15：30／村内全域
4月10日／保健センター／14：00〜15：30／村内全域

ボリオ生ワクチン（右参照）

初回者 S59．6．1〜S59．11．30
追加者 S58．12．1〜S59．5．31

10㈱

前回未接種者

当間山スキーツアー
3月24日体協主催（予定）
※変更する場合があります。御用の際は担当課で確認を。

藩・﹄

蓮．

−ム

ーヘ砧

春の息吹きを感じさせる

原に出掛けました︒清水が

表紙をと思い芋川新田の川

湧き出ている小さな川にな

近所のお母さんに願ってモ

ずなが青々としていたので︑

デルになっていただきました︒

組鶴留困

村の人口が七千人を下回

りそうです︒二月末現在で

七千七人となっています︒

昭和四十五年十二月末では

ありましたから︑現在まで

七千七百三十八人の人口が

ことになります︒この数字

に七百三十一人減っている

を年平均にしますと︑毎年

四十人以上減っていること

﹁雪さえなければ﹂とい

になります︒

う言葉を耳にしますが︑克

みやすい村にするためにみん

雪も随分進んでいます︒住

なで力を合わせたいものです︒

3

あなたはボランティア活動をし
とともに︑ボランティア活

化の中で︑福祉施策の充実

ころが大きいといわれてい

ーマニズムと情熱に負うと

の契機は︑戦後にあり︑そ
の中でも大学生有志のヒュ

日本のボランティア活動

担い手

ボランティア活動の

してきています︒

動の必要性は︑ますます増

ていますか︒現代は︑本当に忙がし

い時代ですが︑時間を見つけ出し
てボランティア活動をしたいもの
です︒ボランティア活動によって
社会のギスギスした人間関係をう
るおいのあるものに しませんか︒

他人を思いやる心がボランティア
精神の始まりではないでしようか︒

ボランテイアは
ます︒それが勤労青年層︑

高齢化の進行で︑ねたきり

しています︒また︑急激な
状です︒

発になってきているのが現

人ボランティアの動きも活

婦人層と拡大してきて︑老

老人等︑介護を必要とする

日々の生活の中から
目主的な行動
ボランティア活動

村内にも忙しい生活の中から時間を見
つけ︑ボランティア活動をやっている人

たちがいます︒その中の何人かに無理を
願つてコメントをいただきました︒
郵便局に勤めている山田正人さん︵荒

屋︶は︑四〜五年前から村内の保育所の
田さんは﹁子どもたちやお年寄りに喜ん

児童に手品を披露し喜ばれています︒山
でもらおうと始めました︒今度︑手品の

桂の山本シンさんは︑家で栽培してい

してくれました︒

会を作ろうと思っているんですよ﹂と話

くは︑婦人層と老人層です︒

るスカシユリやスズランを保育所や病院

村内のボランティアの多

この他にも︑都市への人
委員福祉活動の一環として

婦人は︑婦人会活動や民生

老人が増えています︒

口の集中で農山村の過疎化

また︑踊りクラブや民謡の

村社会福祉協議会へ

い子どもたちをつくることだと考えジュ

村づくりにも積極的に参加しています︒
貝沢さんは﹁よい村を作るためには︑よ

います︒また︑中里クラブのメンバーで

山崎の貝沢洋次さんは︑ジュニアサー
クルを作り子ども会の育成に力を注いで

ています︒

寄りに適した趣味だと思います﹂と話し

づくりは︑はじめてやる人でも︑手をか
けてやれば必ずよいものができます︒年

のために尽くしたいと考えています︒菊

しています︒服部さんは﹁余生を世の人

いにと老人クラブ員に菊づくりの指導を

桂の服部辰勇さんは︑年寄りの生きが

と話しています︒

見て︑少しでも喜んでいただけるなら﹂

育所や病院にやっています︒美しい花を

に咲いている花がかわいそうと思い︑保

﹁出荷できない花を捨てるのは︑きれい

を招き地域の相互扶助の 機

の都市への集中化・核家族

アをしています︒

家など施設訪問ボランティ

に届けて喜ばれています︒山本さんは︑

能を低下させています︒ま
た︑消費水準の向上で︑農

恵福園︑妻有荘︑なかまの

村といえども都市型の生活
会などでは︑施設に訪問し

近年︑老人クラブ活動の

様式が一般化したことや︑

昭和三十年代までは︑一
活発化で︑老人層の地域に

夫婦共稼ぎが多くなったこ

世帯あたり︑五〜六人あっ
た世帯人員も︑今や夫婦と
も活発になってきています︒

相互扶助を補う

済成長は︑国民生活の向上

子どもだけの核家族化が進

個人的にボランティア活

歌や踊りのプレゼントをし

と安定をもたらしました︒
また︑公衆衛生の向上や医

んでいます︒こうしたこと
ようですが︑古切手収集︑

動をやっている人は少ない

となどから︑意識の変化が

療技術の進歩によって︑世
から︑従来家族でもってい

て喜ばれています︒

界第一位の長寿国となりま
た老人の扶養機能︑児童の

でてきています︒

した︒しかしその反面︑経

対する清掃ボランティア等

鳶︑
済の高度成長に伴い︑身体

きな意昧があります︒

徒一人一人の人格形成に大

いる人たちがいます︒

雑布の寄付等に力を入れて

は話し相手が必要です︒

ンティア活動をすることは

小中学生がこうしたボラ

老人ホームなどの施設で

ボランティアのきっかけは

ちの心をなごませるために

このような社会情勢の変

養育機能を低下させています︒

大きな役割を果しています︒

村山ノブさん

灘驚羅額．碧整
他人のためだけでなく、自分自身のためでもある

麟鞠顧難観誰

親切が地域で行われています︒

を寄附してくれる人や︑アヤトリを子ど
もたちにもってきてくれる人など小さな

かし︑忙しい日々の生活の
中で実行に移すことはとて

路に落ちているアキ缶を拾

婦人会でボランティア活動として津南町のミ恵

ボランティア活動は︑道

も勇気のいることです︒

ニアサークルを作りました︒東京目黒区
五本木西子ども会との交流等を通じ︑視

まで気がつかなかった新し

大きな意義があります︒今

お年寄りたち

ふれあいを求める

田沢地区婦人会長

人のために尽したい︑こ

ンティアを求めています︒

は︑学生の話し相手のボラ

受ける立場になったときのための、貯蓄みたいな
ものだと思います。こう考えますと、奉仕活動は

・2

後遺症に悩む人たちが増加

的︑精神的な障害者や難病︑

ボランティア活動
昭和三十年代の急激な経

と︑住みよいまちづくりに

化によって希薄になりつつ
ある地域社会の連帯の回復

ボランティア活動は︑人口

で奉仕活動をすることです︒

社会のために自分から進ん

ボランティア活動とは︑

浮きでてこないといわれています。

ています﹂と話しています︒他にも雑布

いま、懸命に奉仕活動をされている人たちは、日

野の広い子どもたちを育成したいと考え

が、暇がなくて！」とおっしゃる人がいますが、

とではないでしょうか︒し

「奉仕活動をする気持ちは、いっぱいあるのだ

れはだれもが考えているこ

ようです。

﹁人間﹂といった課題に接

購驚蒙璋灘擦難峯甜

い世界に目を向け︑﹁生きる﹂

ときがきます。奉仕活動は、自分が将来、奉仕を

施設に入っている老人たち

鰹1

難讐

て活動していただいています。ひまは、自然には、

う︑古切手を集めるという

ボランティア

1蹴灘懸鍵灘鰯懲簸難
常の中から、そのために、その時間をつくりだし

小さな親切運動から始めた
いものです︒社会福祉協議

とによって、この社会が明るく住みやすいものに

罐、・。瞬顯
長い一生の間には、いつかは他人の助けが必要な

℃一

若いもんはモラルが足りん

1蝋雛機曇凱

鯉

することができ︑児童︑生

時間を見つけて

は︑ともすると孤独になり
がちです︒こうした老人た
騰聾無、瓢繋、．、…・難

自分の力だけでは生きていけないわたしたち。

会では︑ボランティアを求
めています︒ぜひ︑知人や

な人へ、いま、それを提供できる人が奉仕するこ

▲手晶に大喜びの子どもたち

「捨てが多いネ

．、儲、
蝿の鱒襲、

星名憲三さん

︑擾

活動で学ぶ

︵社会福祉協議

友人を誘い合って参加して

障害のために不自由な人や、他人の助けが必要

会六三−二五一一︒︶

／

〆ず！

灘灘轟撫
1西町なかまの家理事長

ノア

ノか
そば刈りでともに汗を流す

冨

西町の山手中腹の広大な土地に建設されている明
るい建物、これがミなかまの家ミです。身心に障
害を持つ18歳〜40歳の人たちで入居者30人、かよ
い20人で社会に復帰できるように励んでいます。
わたしたちは生産班の人たちのお手伝いです。玉
の汗を流して頑張る姿は不自由を乗り越えて生き
る力強さと純粋さがあふれていて、忘れていたも
のを教えられる思いでした。ボランティアに行っ
たはずなのに、得ることの方が多かったみたいで
す。ボランティアは身近でもどこでも、やさしさ，
を人におくることのできるすばらしいことだと思
ゴ

いました。

ノ
、ノ
なっていくのではないでしょうか・

霧

奉仕活動を

ください︒

福園モと川西町のミなかまの家モに行きました。川

，
脅δ
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に対処するために信濃川水

三階建庁舎増築

車庫部分に

q葛

役場庁舎の増築について

昨年の十二月に庁舎増築準
ねてきました︒このほど決

備委員会を設置し検討を重

定した増築案によれば︑鉄
骨構造三階建︑延七百六十

えん堤から更に毎秒百五十

この五期工事は︑宮中の
水の枯渇︑設備による騒音

よって︑住宅用地の減少︑湧

までの二期にわたる工事に

集落へも十二月中にそれぞ

九日付で第一回答があり各

村に対しては︑同十月二十

書を提出いたしました︒

に対し︑村・各集落の要望

四十一年に新築したもので

現在の役場庁舎は︑昭和
庫室︑印刷室︑資料室等に

事務室と会議室︑三階は書

内部の配置については︑

八平方Mになる予定です︒

電を行うため現在宮中のえ

とを重視し︑昨年の九月一

などの被害を受けているこ

昨年の十月十七日︑国鉄

対応しています︒

国鉄から回答

弘へφメソ・卜

東京都の国電使用電力量
％の発電を行うものです︒
中里村では︑貝野地区が今

ん堤から毎秒百六十七ノの
ノを取水し︑導水トンネル
を一本新設し︑小千谷山本

す︒当時︑余裕のあったス

2．工事用資材運搬に伴う道路

整備と交通安全対策を。

ています︒今後転作奨励金

後各集落等で回答を検討し
ペースも︑高度経済成長と
すので︑車庫については︑

権者にお願いし確保する予

役場庁舎の付近に用地を地

なっています︒

ともに行政需要の増大︑多

二月二十五日︑信濃川水

度中になる見込みです︒

定です︒なお︑完成は今年

国鉄と交渉してきました︒

S59年度

力発電再開発計画対策委員
会で︑国鉄の回答に対して︑

員会と健康管理室が総合セ

す︒これによって︑役場

ンターと保健センターに
分かれて事務をしていま

求めました︒

国鉄は︑あくまでも工事
窓口が分散し︑村民に迷

に起因して発生することに

対しては保障するという態
惑をかけています︒

庁舎内でも︑会議がで

度であり︑国鉄博物館の建

きる場所が議場と第一委

．きました︒

て有望視されて

山もスキー場建
設の候禰地とし

から﹀で︑蜜闇

︵昭知望ハ十一年

の冬期無雪化︑

園遺三五三暑線

闇通︶の開通︑

キー場闇発︑上
越新幹線︑関越
自動車道︵今秋

ら待ち望まれて
いた鎖間山のス

ず⁝と以前か

現庁舎

という回答でした︒

員会室しかなく︑議会活

ノ

設等は︑貴志にそいかねる
東京の国電を走らせ都会の

ます︒また︑職員の机の

動にも支障をきたしてい

企！

⊂コ

人たちの利便を図るのですか

がるメリットがほしいものです︒

ます︒

ろ
ろ
ノ

スキ

周りのスペースが少なく︑
来客の際不便をかけてい

轍般作物

目標面積九十三鴛

昭和六十年度転作

昭和六十年度の転作目標
対比八・六縄減︶となって

面積は︑九十三診︵前年度
います︒先般︑他用途米の
配分面積︵十衿︶の約二・三

希望をとったところ︑県の
倍の申込みがあり︑現在︑

県と交渉中です︒他用途米
の配分面積を多くしてもら
えれば︑実際の転作面積が

減ることになります︒転作
面積の配分方法は︑別表一

農家組合への転作面積の

のとおりです︒

配分は︑三月の中旬になる

来年度も転作の実施にご

見込みです︒

理解とご協力をお願いいた
します︒

ノ
ノ
ろ

灘

駐車場
庁づ

ら︑少しは地元にも将来につな

特定作物

が三七・九縄で加算率の二

〇総未満の市町村は︑四十
りません︒

三市町村︵三八麗︶しかあ

転作政策は︑米の消費量
の減少傾向を考えますと︑

長い将来にわたってとられ
村内の転作配分農家の一

るものと思われます︒

ニノです︒兼業農家が九割

戸あたりの転作面積は︑十・

を占める当村では︑割当て
られた転作面積に収益性の

高い︵手間のかかる︶作物
を栽培することは難かしい
ことです︒そこで集落内の

話し合いを進め転作田をま
とめ︑中核的農家が中心と
なって共同作業体制を作り︑

換金化の高い作物を作って
いく必要があります︒

新ジ

要望がかなえられない点な
どについて︑国鉄に説明を

これに対応するために︑
昭和五十七年度から教育委

様化を招き︑庁舎が手狭に

増築で車庫がなくなりま

なる予定です︒

が︑一階は事務室︑二階は

更に検討していく予定です

水が取水されています︒国
鉄では︑新幹線上野乗り入
れ回答がでています︒その

役場庁舎増築
12．6

のうえ改良および整備し、交通安全につ

日に対策委員会を設置して

工事を行う予定です︒

力発電再開発計画の第五期

いて十分配慮します。

の三八％を担うという︑千
手・小千谷発電所︒この発

し●
②工事用道路の計画は、道路管理者と協議

山まで導き︑そこで二十万

田響
昭和五十九年度は︑第三期対策の初年度とい

の︑削減の方向はまぬがれ

林
欝
そ
藪

0．5

うことで︑奨励金︑加算制度の見直し︑他用途
利用米の導入など当対策をめぐる情勢の変動は
められた米の生彦調整も早十六年目を迎えまし

激しく︑厳しい年でした︒昭和四十五年から始
た︒みんなで実のある転作を実施しましょう︒

米の影響を受け減少
しています︒

活用少ない奨励

護の達成率となっています︒
転作作物の栽培状況は︑野

ません︒今のうちに転作奨

8．0

0．9

107．2

103．6

計
含

艦辮
転灘
一〇ニパーセント

転作目標達成 率

昭和五十九年度の転作実
補助金の加算制度

臨調︑行革等で転

菜︑大豆︑花卉︑種苗で全

施面積は︑百三・六衿で転
作目標面積に対し︑一〇二

体の七五縄を占めています︒

励金を活用して︑転作を定

花卉・種苗類

に支障が生じた場合は、責任をもって対
確保と整備を。

う齢⇔

そ讐

処いたします。

れなどに伴う電力量の増大

し対処いたします。
善を。

昨年度に比べ︑花卉︑夏秋ト

4．5

7．0

⑤建設省所管につき、行政サイドから請願

ん︒村内では団地化などに

コ

（加モ男）

一
0．2

村当局と協議のうえ進めていきます。

着化させなければなりませ

O

2．7

4．4

等
穏
他
欝

一
115．7

奨績算入蕊積
他矯途利朗※

0．5

0．3
2．1

地
刈
の
作

5．9

8．0

84．0

菜
類

34．9

バ

1．1

土地改良遡年施行

0．4

0．1

40．8

タ

5．3

麦

8．4

1．7

0．1

承年性作物

一
6．2

られます。）捨土の有効利用にっいては、

マトなど収益性の高い作物

よる加算の対象となってい

るのは︑十四鯵︵一六・六

︵

縄︶だけです︒県下の平均

分します

飼料綱蕎刈秘
そ
ば

（埋め立てにより急カーブの道路改良が図
地域内に捨土を。

の作付けが少し増えており︑

作奨励金が矢面に立たされ

対策委員会では回答を検討し、不十分な項目に

合ごととしますが、個人通知も行います
■他用途米の配分は希望数量を基準に配

野
璽

9．宮中地区に国鉄博物館の建設を， ⑨できません。

■転作等目標面積は、原則として農家組

5．9

の不用地は地元に払い下げを。

業者には配分しません。（ただし、限度

飼 料作物

鉄で対処を。

数量農家は、この限りではありません。）

20．3

③土捨場は、阿沢川、深沢川を考えています，

3．捨土の有効利用を考慮し

今後の拡大が望まれます︒
しかし︑特定作物である大
豆とソバの作付けが他用途

算し、控除後の面積を配分の基礎とする

7．1

業者を起用し、工事終了後
■100平方㍍（1㌃．）未満の転作目標面積の農

29．1

⑥放流による振動、騒音については、調査
6．既設設備の振動、騒音の改

書に公的移動分を整理したもの。）

葺

⑧国鉄で対処します。
8．漁業組合に係る問題は、国

⑦工事完了後不用地はありません。
7，工事関係にっいては、地元

■保有米量は、1人120観として面積換

大

ついては今後も積極的に交渉していく予定です。

転作簿実施状況

してください。
岸工事を。

で配分します。（59年度、農業共済細目

S58年度

5．えん提直下流（芋沢）の護

■全水田を対象とし、本田（水張り）面積

栽培品昌

倍の毎秒7㌧の水を確保します。

④河川の維持流量については、現在の約3

転作目標面積の配分方法

①工事に起因し、生活用水等現状の水利用
1．かんがい用水、生活用水の

答
回

望
要

睾伽

4．河川維持流量の検討を。

別表1
▲大豆の転作に励む・市之越

国鉄への要望とその回答

／4）

と
マ
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と
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乾電池の回収箱
時

金

縦覧期問の延期のご案内

固定資産課税台帳

月号に掲載します︒

日程については︑広報四

回で五千三百二十円︶

四千七百円︵今までは二

★料

四月二十二日㈲

四月十九日㈹

★日

です︒

ワクチンが開発されたから

㊨肥㊧管

村内六カ所に設置
現在︑使用済みの乾電池
の廃棄処理が問題となって
います︒それは︑乾電池の

中に人体に有害な水銀を多
く含む︑ボタン型︵アルカ

リ・水銀電池︶ものが販売
されているからです︒

村では︑環境汚染を防ぐ
ために︑各集落ごとに回収

員から次の六カ所の回収箱
で成立する見込みです︒そ

の改正は︑三月下旬の国会

納付場所は︑金融機関︑

㊥届等の提出先および納税状
を記念して︑越 後 湯 沢 駅 で

h越新幹線上野乗り入れ

二月十二日︑村長をはじ
め議会関係者が︑安達事業

グループに属する上越国際

スキi場︵塩沢︶を視察し

ヨーロッパ調ゲレンデを

てきました︒

売り物にする当スキー場は︑
ホテル︑食堂︑便所までデ

国鉄側は︑六月ころには

一

﹁一一一ノ

二月二十五日︑国鉄信濃
川水力発電再開発対策委員
会が開かれました︒昨年の
十月十七日に要望していた
事項に対する回答が事務局

から説明され︑その後︑要

望が入れられなかった項目
について︑国鉄側に説明を

メーン宿泊施設グリーンプ
ラザ上越は千人を収容でき

工事に着手したいとし︑地
権者との交渉にあたってい

求めました︒

る能力をもち︑昨シーズン
だけで延二十七万人のスキ
ます︒

r︑ー︑2︑323222監

ーヤーが訪ずれています︒

ザインが統一されています︒

★国鉄信濃川水力発電再開
発対策委員会

紡o勤き

明一一一ー﹂
★上越国際スキー場視察

一

わたしたちの身の周りで

落とされます︒

も︑昨年若者が飲酒運転で

暴走し︑死者を出す大事故
が起こっています︒しかし
依然として飲酒運転の減ら
ないのはなぜでしょうか︒
﹁つかまりさえしなければ﹂

﹁タタシー代がもったいな
い﹂こんな考えだからです︒

★観光展

三月十四日〜十七日
観光ポスター展︑写真パ

ネル展︑村内三小学校児
湯沢駅

立里絵画出・叩

★場所

なお︑十四日〜十七日ま
で上野公園で新潟村観光物
産フェアーが行われます︒

詳しくは役場開発課まで︒

開拓者四十周年
記念式典のご案内
終戦後の昭和二十一年︑

新しい開懇地を求めて︑現
在の東田沢︑豊里︑たか羽
原町︑新里に農家の二男三
男や満州引き揚げ者などが
入植しました︒その当時は︑

敗戦下の混乱の上︑しかも
食糧物資不足という最悪の

条件の中で︑想像に絶する

努力が行われ︑現在の農業
基盤を作り上げました︒

発起人委員会では︑開拓

岬籍消えろ

雇入れ後9月未満の技能習得中のものに

昭和六十年度の地方税法

に入れていただくようお願

覧期間が次のようになる予

いても︑五月十六日〜五月

県では︑昭和六十年度か

郵便局等︑現在と変わりま

況等の照会先が︑従来の各
次の催しが行われます︒誘

ただし、

箱を設置していただき︑そ
れを︑各集落の衛生推進委

いする予定です︒

のため︑例年三月に行って
いる固定資産課税台帳の縦

・中里村役場
定です︒

★設置場所
・中里村保健センター

★縦覧期間

四月八日〜四月二十七日
までの執務期間中

・倉俣診療所

魎・中里農協貝野支所

㊥・おもや商店
役場 税 務 課

三十一日までに変更される

※なお︑一期分の納期につ

★縦覧場所

保管しておいて︑小学生の

また︑アキ缶や金属類は

・白羽毛稚蚕飼育所

廃品回収の際出して︑資源
予定です︒

務事務所に提出してくださ

日までに従来どおりの各財

も加害者も︑どん底に突き

この後︑車を運転して︑万
一︑事故を起こせば被害者

﹁おいしい一杯の酒⁝﹂

すでに十〇人

飲酒運転検挙者

の有効利用を図りましょう︒

狂犬病予防注射が
年一回に
毎年︑春と秋の二回実施
していた狂犬病予防注射が

年一回になります︒これは
一年間免疫効果が持続する

四月から法人県民税・法人

ら法人県民税︑法人事業税

せん︒納税証明についても
従来どおり各財務 事 務 所 で

事業税の申告先が変わります

ため︑県庁内に現行の自動

の事務を集中して取り扱う

い︒

車税事務所と一体となった

たは十日町財務事務所まで

課︵9萎工三圭五二㊨＝一〇六四︶ま

詳しくは︑県総務部税務

取り扱います︒

﹁新潟県法人・自動車県税

の

事務所︵仮称︶﹂を設置する

を
︵五七−五五一一︶︒

財務事務所から﹁法人・自動
い合ってお出かけください︒

上越新幹線上野開業
記念行事のご案内

車県税事務所﹂に変わりま
★特産展示即売会

【繊維崖 桑】

層層一一8
一一口8層饅口88口層

三月三日︑雨
の中︑村民スキ

ー大会が︑六日

町八箇スキー場
横なぐりの雨︑

で開かれました︒

雪という最悪の

が︑どの子もゴールに胸を

コンディション
の中三十人の選

手たちがタイム
張って飛び込みました︒

年々︑参加者が減ってい

を競い合いまし
た︒体協スキー
で大会を盛り上げましょう︒

るようです︒みんなの参加

二位

一位

大島直樹

保坂浩二

島田康則

田沢小

田沢小

倉俣小

二位

一位
岡村由梨南保育所

樋口祐佳

林実和子

田沢小

田沢小

二位

一位

山田

学

岡村充由

田沢小

倉俣小

田沢小

富井雄治

二位

一位

村山重保

高橋正文

岡村憲次

績

に行われました︒

成

服部繁一

村山文夫 田中
柳 龍夫 干溝

荒屋

意札﹂など終始なごやか

いネ﹂﹁この札は︑俺の得

では一枚とるたびに﹁早

ん制する姿が︑百人一首

ージャンでは︑互いにけ

三位

★一般男子

三位

一一位 島田博樹

一位 島田博春

★中学生男子

三位 大島孝幸

★小学生高学年︿男子﹀

三位

︿女子﹀

三位

★小学生低学年︿男子﹀

績

コースに塩をま

人生を有立忌義

もつことは大変
よいことです︒
一一月十七日︑

総合センターの
大集会室は︑日
ごろの腕を競い

合う年一回の村
民娯楽大会が開
のちらつくなか︑

かれました︒雪

四十一人が参加
し︑将棋︑マー
ジヤン︑囲碁︑

百人一首に興じ

成

部の人たちが︑

いて︑コース作
りを行った後︑十時五十五

分一回目がスタート︒塩で
ガリガリに固まったコース

選手たちが巧みにポールを

上を︑エッヂを立てながら
くぐり抜けます︒チビッ子
選手は︑スピードが出すぎ
て︑転倒者も続出しました

叢鱒鑑蟹翫懸欝欝

なものにするた

絡ください︒

めには︑趣味を

と中里の会﹂の物産会員に︑

山菜採りをしていただけ

集します︵価格は後日決定︶︒

らの芽︑ふき︑あさつきな
どを採集してくれる人を募

木の芽︑うど︑こごめ︑た

五月の上旬の間︑わらび︑

このため︑四月下旬から

です︒

イ；クには︑錦糸町カッパ
祭りに山菜を販売する予定

また︑五月のゴールデンウ

発送を予定しています︒

に山菜を中心とした物産の

四月末から五月の上旬ころ

役場開発課では︑﹁ふるさ

くれる人募集

山菜を収集して

総合センター

★場所

午前十一時〜

四月十九日

★日時

さい︒

すので︑ぜひ︑ご参集くだ

式典を左記のとおり行いま

四十周年を記念して︑記念

ましょ・つ︒

の車にはねられたら！
飲酒運転は絶対にやめ

あなたの家族が飲酒運転

ても泣ききれません︒

すが︑それに巻き添えをく
った善良な被害者は︑泣い

した運転手は︑自業自得で

飲酒運転をして事故を起こ

2．家具製造寒又は建具製造業に係る者であ
って、雇入れ後6月未満の技能習得中の者

る人︑役場開発課までご連

将棋や囲碁は

ました︒

り
沢里山

効力発生日60年1月2日

F・齢

善意をありがとう

一手が勝負の分

かれ目になるこ

田倉倉
沢俣俣
中中中

田新通

限る。）袋詰め、滑掃、片付け、賄いそ
の他これらに準ずる軽易な業務に主とし
て従事する者

次の善意が社会福祉協議

とから緊張感が

三二一★三二一★
位位位囲位位位将

1．木箱造り（魚箱造り又はリンゴ箱造りに

重地 鈴木国一氏二万円

▲ヨシ行くぞ一気合いを入れて
▲ヨシー イヤ早いね

1．和装品製造業のうち和服製造業
2．縫製に係る業務に従事する者であって、

この作品は山田まゆみさんの協力で

効力発生日59年12月15日
【木材・木製品・家具
装備晶製造彙】
1日…3，691円時聞給労働者1時間462円
ただし、次にかかげる労働者については
1日…3，367円時聞給労働者1時間420円

会へ寄せられました︒

漂い︑また︑マ

棋

二位

士・楽義夫 上山

渡辺虎雄

★マージャン
一位 服部一利

田中

田沢

一一位

一位

広田スイ

村山勝次

吉楽美代

東田沢

山崎
荒屋

三位

★百人一首

三位

井ノ川音吉田中
服部 寧 如来寺

上原正孝 上山

碁

ことを

管会に提案してい享．

㊧条例が改正された場合は

細獣翻論ぺ鱗雛︶

すのでよろしくお願いします︒

四月一日以後︑各財務事
三月十四日

三月十四日〜十七日
★芸能発表

をしませんのでご注意くだ

午後一時〜午後四時

務所では︑この税の取り扱い

さい︒ただし︑六十年三月

◎さざなみ会出演

へあ甑．

ママる

ふきのとう伊
怜わいい︐

かΨ
ガワ

融励ξ≧欝瞬

1．糸繰り、糸始末、清掃その他これらに準
ずる軽易な業務に主として従事する者
2．メリヤス製品縫製業又は衣服・その他の
繊維製品製造業に係る者

撒鎌
ご灸、

っいては新潟県最低貨金の3，249円（時
間給407円）を適用

掲載しています。

1日…3，352円時間給労働者1時間4四円
ただし、次にかかげる労働者については
1日…3，260円時間給労働者1時間408円
へ

申告分については︑四月一

さと磁

層口■一一●●■一一一一層一層一

〆v1
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ぞ

こんなことがある

という惰報をお

スッ飛んで行きます︒

願いします︒
︵六三・二五二㊨二一︶

中里村奨学金の
ご案内
中里村育英事業委員会で
は︑昭和六十年四月からの
育英資金貸与希望申込みを
受けつけています︒

高等学校を卒業したもの

★申込み資格
または︑これと同等以上の

資格を有するもので︑大学
および高等専門学校入学希
五名以内

望者ならびに在学者︒

★貸与予定人数

詳しくは︑育英事業委員
会︵教育委員会内︶にお問

亀箋韮

亀

雪原を突っ定しる
一位 上原三千代

村内小学校親善スキー大会

二月二十一日 ︑ 雪 と い う
★リレー︵男子︶

智子

あいにくの天候の中︑村内
小学校の五〜六年生が田沢
小

二位 村山

小中グラウンドに集まり︑
距離スキー大会が行われま

峡小 三位 倉俣小

︵一・五キ︒︶

浩幸

光伸 田沢小轍．

高道山小

一位田沢小二位

★リレー︵女子︶

三位

一位田沢小二位

した︒どの顔も﹁負けてた
まるか﹂という表情が見え
力強い走りを見せてくれま
した︒

成績
★五年男子︵三キ︒︶

樋口

一位 井ノ川勝弘

二位
★五年女子
一位 樋口あけみ 田沢小
二位 滝沢 里恵 田沢小
★六年男子︵三キ︒︶

一位

泰裕 田沢小・

服部

二位 保坂

貝野

清津

蟻警

oひゆひ9ひ9ひ○ゆoひ9ひ9ひゆひ◎ひoひ9ひ9ゆ9ひ9ひじひ◎ひ999㌔

◆り

ちょっとした傷には、ガーゼ

中学生を持つ親の心構えを知ろ
二月十三日 田中公民館で
PTAの地区委員が中心となって
勉強会を開きました︒

講師には︑清津峡小学校の久我
校長先生がこられ﹁遊びばかりで
なく仕事もいっしょにやって︑必
死になって働いている親の姿を子
どもたちに見せてほしい﹂と話さ
れました︒終了後も個人的に相談
を申し出る人もおり 子どもを健
全に成長させるための苦労がうか

︑捻

欄誌灘藩絵騨葬籔驚

︑︑灘纂婁講．講鑛︑

幽鐡甕糞＄の 鐸轡
雛轡毒饗灘 薦︑縷
︑藤麟歓讐鱗︑擁穫厭

百八十万円に

赤い羽根・歳末たすけあい

先般︑社会福祉協議会で
すけあい募金の結果をチラ

赤い羽根共同募金と歳末た
シで回覧しました︒その際
当方の手落ちで氏名を掲載
したので︑この紙面を借り

しないでしまった人がいま
て報告いたします︒

田沢

鈴木 善雄三千円

吉楽実太郎五千円

︻未掲載者︼

田中

清津峡小学校二千七百五＋三円

貝野中学校 千百八十円

︻その後の募金者︼

倉俣支所

千七十円

二千七百六＋三円

中里村農協
貝野支所

ありがとうございました︒

びでした︒

﹁楽しませてもらいます﹂と大喜

来寺の小柳定夫さん︵二等賞︶で
す︒代理で郵便局を訪れた南雪さ
んのおばあさんは賞品の電子レン
ジを前に﹁まるで夢みたい﹂と話
し カメラを射とめた小柳さんは

田中の南雪政治さん︵一等賞︶︑如

この幸運を射止められたのは︑

ました︒

田沢郵便局では︑お年玉つき年賀
ハガキで一等︑二等がダブルでで

大当たり・⁝

ワリリリワリワリワリワリワリワリq）リワリワリワリワリリリoリワリワワワリワリワリリリoリワリ9りリワoリワリ

クダンスを混じえながらの社交ダンスの

︵一・五キ︒︶

と話す羽鳥さん︒タンス作
りで一番の腕の見せど

いで、白身に接した面を傷口に
婦人の参加がありました，「楽しいネ・

★六年女子

桐の板に魅せられて
﹁桐タンス

桐ダンス作りに励む
十三年に帰国︒

ったから昭和三十四年から

作りでは︑食べていけなか

﹁桐ダンス作りは楽しい

さん・羽鳥さんは︑十五歳

よ﹂と話す小原の羽鳥辰司

タンス作りは二十数年ぶり﹂

建築に転向したんですよ︒

ころは︑板と板を組み

でつ ち

ス作り︶の所へ丁稚に入っ

の時︑さしもの師︵桐ダン

たといいます︒その後︑満
州開拓︑徴兵︑シベリヤ抑

合わせるほぞ組み部分

留と苦難を乗り越 え 昭 和 二

だといいます︒ ﹁桐タ

ンスは︑火に強く︑湿

止血に卵の自身

がわれました︒

2月21日2回目の練習には、90人を超す

い合わせください︒

技

も 強い﹂と桐タンスの

気をよばない上に 虫に

軽度の擦り傷などのときは、
い」ということから取り組まれました。

︵a六一二 − 二 四 九 三 ︶

車輌系建設機械運転
技能講習のお知らせ

実
4／ 22〜26日

よさに目を輝かせます︒

﹁できあがったのをな
がめている時が一番楽
しい﹂と話してくれま
ました︒

村内小学校親善スキー大会の
六年女子︵一・五キ︒︶で一位に

当てておいても効果があります。
「女同志で気軽」とレ
手に汗がでるよ」

機体重量三ノ以上のブル
トーザー︑トラクターショ
ベル︑パワーショベル︑バ
ックホー等の運転は︑労働
安全衛生法により︑指定教

習機関の行う技能講習を実

施したものでなければ運転
できないことになっていま
す︒この技能講習が︑次の

科

日程で行われますのでお知
らせします︒
学
1回目 4／3〜4日
2回目
7／2 2〜26日

毒灘ξ

なりました︒大会の二日前に肩
を痛めたので心配だったけど︑

タイムを競っていた友達に負け

皿
勝ったときは︑うれしかった

まいと一生懸命走りました︒

これは、「カラオケに合わせて踊ってみた

は、ヨシやカヤが群生し、ま

けど︑あとで肩が痛くなるので皿

す。白身には血液を凝固させる
田沢地区の婦人会では、婦人学級の一

ります。池の周囲は、約500m

はと心配でした︒四月から中里

働きがあるので、応急の血止め

さしかったから。
第＿印象＿＿◆明るい人だなあ一。ワ明iプロポーズは……◆プロポーズといって
るくてとてもおもしろい人だと思いまi しませんでしたが・「いっしょになれた
環として社交ダンスに取り組んでいます。

位あると思われ、その周辺に

中学校へ進みますが︑陸上部か

練習は大好評でした。

か清潔な綿布に卵の白身を塗っ

出飴謂灘。往命輪撤i齪鐸覇
屋です．礪り合わせになったので自iるところです・ワ責任感が強くて・や

に役立ちます。

iらいいね」と話していました・囎然
した．

o
女ロ来寺）

て傷口に当て、軽く包帯をしま
然と話しをしました。

社交ダンスって楽しいネ

線を少し上がった左手奥にあ

バレーボール部に入って頑張り

︸

新働

通称大池といわれているこ
の池は、重地から村道清田山

たいと思います︒

▲とにかく楽しい気分
▲夢みたいですて

驚覇灘翻翻醗1

◇ 豆知識

膿望りリワリq）リワリワリワリoリワリワリワリoりoりoりo

とっておきの
▲わたしの番緊張するよ

ゆ％心ぴ％・㌔ρ じ㌔つ認r々r◎γ％ρ詔。
ぴつ
び4 じ！。／ぴ心！認ぴ4γの／膨φ

小小

殻の内側についている薄皮をは

デートは・一◆週に2回〜3回1よ会いまiと結婚臆識するようになっていました・
したね．膿茶店でコーヒーを飲んだiケンカは・・一◆ほとんどしません・意見
り、ドライブをしたり。
i が違うのは当たり前ですよ・2人にと
結婚を決意したのは……◆思いやりが有i ってよい方向を見つけ出していくこと
り、俺が倒れそうになると支えてくれi が大切だと思っています。

りさい先よし

5／2
1日
1〜22日 6／10〜4

3回目 7／1〜2日
4回目 9／2〜3日 9／2
4〜28日

︵〇二五二〜二四〜〇四四〇︶

詳しくは︑建設業労働災
害防止協会新潟県支部まで
＼︑

＼

▲温かみがちがうね

リワリワリワリワリワリリ9曽

るで別世界のようです。

田田
沢沢

㌦、

繍の緬窃窃
田田
沢沢
小小
聯
盤鱗難．

︑

iわ勉亀⊂
1力脚β％霧

触

虻驚
甑
甲
も
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