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村民バレーボール大会（田沢地区体育館8：30〜）
休日救急医（大島医院曾52−2957）

昭和十四年に大東紡績の東京
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工場に入社しました︒そのころ

蜀

心配ごと相談日（老人福祉センター13100〜16：00〉
インフルエンザ（右参照）

中魚沼から二百人くらい来てい
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インフルエンザ（右参照）
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ました︒工場での生活は︑朝三
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シートベルト・ヘルメットを着用しよう〃

擁
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時半に起床し︑廊下の雑布がけ
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中
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が始まりました︒冬の起床の辛

瞬
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をし朝食を食べ︑五時には仕事
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｝田沢地区鱒人教養講座（レクダンス、総合センター19：30
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羅

さと︑冬の雑布がけの冷たさを

圏

貸金巣規制法講演会（総合セン．ター13：30〜）
11（月）

今でも思い出します︒入社して

．．・ 欝弱
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三年目に家に帰りましたが︑小
さかったわたしが大きくなって

11月11日〜12月10日

両親も分からなかったほどです・

のものです︒このころはまだ︑

弩

この写真は︑工場の仲間と房
総半島に潮干狩りに行ったとき
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認可保育所脱明会（P9参照）
青色申告決算説明会（総合センター13：00）
心配ごと相談日（老人福祉センター13100〜16：00）

14：00〜14二40／南保育所／南保育所児童

14：50〜15：30／中里保育所／児童館、中里（保）児童

1回目〕11月15日

14：00〜14：30／倉俣生活改善センター／倉俣

2回目〕11月29日

保育所児童／14：50〜15：20／貝野多目的セン
ター・貝野保育所児童／15：50〜16：20／小出

集落センター／清津峡保育所児童

1回目〕11月18日

14：00〜15：00／保健センター／未接種者

2回目〕12月2日

14：00〜15：00／保健センター／未接種者

ルシー教室

休日救急医（津南病院曾65−3161）

月13日

9：00〜／保健センター／対象者に通知

ガン検診

※変更する場合があります。御用の際は担当課で確認を。

月22日

単単彰単単単

11月1日から
教育委員会、健康管理室が増築庁舎へ

精神衛生相談のご寮内
★露時U潟鎖目午御時〜3矯★嶺所像麓センター
★相談員 中条病院精神繋醸麺 佐賀触
む気軽に網談繕おいでください。

潟窃後困

▼役場庁舎の増築と改装工

事でみなさんにご不便をか

いご協力をお願いします︒

けていますが︑今月いっぱ

▼今までは︑庁舎が狭くみ

なさんが来られても話しを

する場所もありませんでし
たが︑今度の改装によって

住民ホールや各階に応接セ

ットも入る予定です︒

い﹂という声を耳にします

▼よく﹁役場には入りづら

が︑職員はみなさまのため

に働いているのですから︑

いと思います︒

遠慮なくおいでいただきた

＋月二＋日に行われた・

お

体協主催の健康ウオークの
模様です︒一行三十名は︑

嫉

灘色ずき始めた山々をながめ
ながら当間自然歩道のハイ

織

麟 キングを楽しみました︒

役場庁舎増築工事完成に伴ない教育委員会（公民館
を除く）と健康管理室が役場庁舎に移ります。お間
違いのないようにお願いします。

9：00〜／保健センター前／対象者に通知

山菜麟騒繧
桑原 昔からのワラ細工技

井戸端会議で終わってしま

る人がいません の で い つ も

とができると思います︒

によっては特産品にするこ

ンジして作れば︑販売方法

る物でも︑当地で少しアレ
たい︒

溌哩

弟秀鋳務φ微会き

います︒関越自動車道も開

関沢
高橋 特産品づくりには︑
資本金と指導者が必要です

前r森漬物加工所を見学

篶温饗りを

村農業活性化事業の中で特

わたしは︑県単の山

いう時代ですので︑この地

通し︑東京にも二時間半と
の利を生かしたいですね︒

産物生産組合を作り︑いま

術を生かして︑民芸品やア

林特産品というのは︑こ

動は起ごせないものです︒
大島 野菜は価格が安定し

この社長さんのように﹁俺

の地域だけでしかできない
ところです︒これを利用し
何とか山菜加工等をやれた

何となく消えてしまいまし
た︒いろんな試みをしてい

させてもらいましたが︑そ

ものとか︑ここでしか食べ
られないものがあればいい
ならと考えています︒

るんですが持続しないんで

ね︒倉俣でもマッシュルー

クセサリi的なものを作っ
ていけば一つの特産品にな

んでしょうが︑これだけ全
菜料理を食べるのですが︑

工できればいいですね︒小

ないんですよ︒B級品が加

建物︵作業所︶を作っている

るのではないでしょうか︒
大島 四年くらい前妻有会

国つつうらうらまで交通網
何か本来の山菜の味からは
の意見を取り入れて︑それ

すね︒何といっても若い人

ですね︒発想はあっても行

という人がいないと難しい

はこれで生きていくんだ﹂

︵農業後継者の会︶に特産

ずれているようです︒今︑

しか作らないのも一つの方

量がまとまれば直接関東市

ているんですよ︒中里村も

九州や関東方面に転送され

のでしょうか︒

うに限定販売はできないも

変えて︑逆に越の寒梅のよ

たのは︑全国に出ている料

あの︑越の寒梅が売れ出し

になりました︒農業をやっ

は︑ホウレン草︑レタスな
どの軟弱野菜の栽培も可能

ミの力はすごいですね︒小

しいんですよ︒本やマスコ

ですけど︑昨年などはほと

た︒加工所に出荷するので

んど赤字のような状態でし
あれば︑手数料も箱代もい
のではないでしょうか︒

りませんので採算もとれる

ませんが︑そうやってゆく

映qoI

桑ー

生かしては

スズランを

日本一の
んですね︒

ょうか︒また︑都会との交

食品ブームなどにのってや
るのもいいのではないでし

ではないでしょうか︒健康

出すということは無理なの

広まっている︒この運動の
ねらいは①活力あるムラづ

触発され︑今では全国的に

くり﹂が盛んである︒六年
前︑大分県の平松知事が提
唱した﹁一村一品運動﹂に

最近︑各地で﹁特産品づ

交流とともにふるさとの物

ね︒

産のよさをPRしたいです

高橋 今年︑ミニトマトを
作ったんですけど︑とても
好評で九州の方まで売られ

と食品加工業との一体化等
があげられます︒所得増大
霧という積極的な面と過疎防

の場合も日本一うまい﹁コ

う言葉があります︒中里村

の上にあぐらをかく﹂とい

の新潟県農業を評して﹁米

うに感じられます︒稲単作

れていますが︑残念なこと
に中里村では動きが鈍いよ

沢菜漬﹂等が強力に推進さ

の﹁スカリ漬﹂川西町の﹁野

難リンの里づくり﹂十日町市

辮繰総韻
ているという話しを聞きま

した︒農閑期になったら倉

俣特産のこうじづくりやみ
そづくりも考えていきたい
です︒

新しいものもいいん

と相談をもちかけても︑そ
れをすればいくらになるか
という計算が先に来るんで

しようか︒何かを始めよう

ことが大切なのではないで

いるものを世に出してやる

だけど︑今︑実際にやって

関沢

くり ②農村における就業
機会の増大 ③農林水産業

流もされていますが︑人の

林当村では︑大量に売り

すね︒

んけど︑PR効果はありま

しなんです︒もうかりませ

ら朝から電話が鳴りっぱな

やったんですよ︒そうした

桑原 マスコミの力はすご
いですね︒先週当組合でも

ことによって販路が広がる

さん

ム︵キノコ︶を始めた人が

品づくりの何かで普及所と

が発達しては︑そういうも
のを作るのは至 難 の 技 だ と
昧についてはありのままの

いたんですよ︒始めの二〜
三年はよかったんですけど

全国的にも生産量の多いス

農協の人が来て︑中里村で

い人の考え方で特産品づく

思います︒発想の豊かな若
松原の最盛期には︑ダイコ

旅行に出たときなどに山

みては︑といわれたことが

ンプルでどんどん流して販
一回くらい行ってもダメ︑

大島

法だと思います︒今︑錦糸
町のカッパまつりに青年た

昔からの作り方で一定量

っても津南町・川西町・十

場へ出荷するのも夢ではな
今年︑小松原に予冷庫が

の白滝酒蔵に行っています
できましたので︑来年から

りますからね︒

口の注文がどんどん入って

ンが一日千五百ケース︑キ

に中年の人が協力していく
というようにしなければな

えています︒ふるさとらし

加工ができないものかと考
ャベツニ千ケースもでるん

と思います︒

らないと思います︒

りを考えていく必要がある
い︑素朴な味をつくり出し

あります︒︐ワラジづくりな

るというのは︑まれだと思

調理では特許をとってあ

がいいと思います︒

うし︑また︑あったとして

ていますので︑伸ばした方

高橋 野菜づくりをやって
もすぐに同じような物をマ

でしょうか︒

いる主婦の間では︑B級品

桑原 販路をいかに開拓し

ネされてしまいます︒また︑

桑原 野菜や山菜を加工す

ね︒最初は製品を作ってサ

︵A級の下︶を加工できな

る場合︑販路をどこに求め

路を拡大していくことです︒

ればならないと思います︒

ですから︑ほかで作ってい

るかが問題なんですよ︒一
般消費者を対象にするのか

しょっちゅう行 か な け れ ば
大島 今︑ダイコンやキャ

林特産品づくりの難しい

逆にマネもできるわけです︒

土産屋か︑弁当屋か︑これ
を始めに考えていかなけれ

売ってもらえません︒

ベツは︑農協を経由して長

のは︑最初の二〜三年はも

いものかと話しをしていま

ばなりません︒一番メリッ
トのあるのは一般消費者で

山菜加工の味は︑ほとん

岡中央青果に出荷していま

く売ればいいという発想を

うからないからですよ︒多

すけど︑行動に移してくれ

臨識

すが︑これはかなり難しい︑

ど同じくなっています︒味

ダイコンなどは︑ここから

す︒中里村から出荷された

ていくかにかかっています

スーパーなどに入っていく
のも難しいんですが農協の
だけでは勝負できません︒

ればいいんですけど︒

日町市でもやっていますし︑

ちが参加していますが︑こ

山菜・野菜加工とい

山菜などはほとんど中国か

いと思います︒

関沢 わたしは︑冬場湯沢

らの輸入と聞いていますが

ういうときにいろんな品物
を持っていくのがいいと思

これから将来どういうもん

林価格が安くて出荷でき

ている人たちが高齢になっ

理の本に載せてもらったら

ないものやB級品などを利

てきているんですよ︒今後

くる︒小口を発送してやる
のですからあまりもうかり

います︒そこで認めてもら
えれば︑即販路の拡大にな

用する方法に︑目を向ける

は︑軟弱野菜も導入しなけ

臓

ん
さ業

べきだと思います︒

騨葬ん

︑藤欝 さ業
難馨︐︑守農

蝿ソ臨︑

︑
﹁︑
愛纒︶
護き
下
．藷︑沢俊
︐・・〆関■

野ロ雅男さん

（東田沢にて）

スカシユリの球根を掘る

業

嚢

Aコープなどが扱ってくれ

饗

大
中魚沼農業改良普及所月

鳶

ズランとワラジを調査して

鷹羽の台地にスズラン畑広がる

どは︑高齢者の仕事に向い

（山崎〉旅館業

林 正一さん
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もホウレン草を作ったんだ

途中でやめてしまう︒今年

と試作をしているんですが

大島 小松原でもいろいろ

むのは難しいですね︒

ょうか︒

どを活用できない も の で し

は︑錦糸町のカッパ祭りな

だと思います︒販売ルート

なで加工するのもよいこと

けしておいて︑冬場にみん

級品もかなり出るというこ
とですので︑夏場に一次漬

ります︒冬場の仕事がない

関沢

熱臨欝馨

売りたいですね︒

ふるさとのおふくろの昧を

した方がよいと思います︒

うです︒当村でも熱中する

求めて全国を跳び回ったそ

当初は︑雄雌の分かる木を

っている人がいました︒

ようという話しがあったこ

ン汁﹂を統一メニューにし

郡市の旅館組合で﹁ケンチ

林雪まつりなどのときは

ばすばらしいと思います︒

なる作目導入もさることな

シヒカリ﹂の存在が︑攻め

けど︑いいものができても
関沢
んですよ︒ワラ細工をこれ

人がいて︑それを農協や役
とがありましたが︑なかな
がら︑古くから地域で生産

出稼ぎも二十年にな

はないでしょうか︒高速交
通は両刃の剣といえます︒

守りの姿勢にある限り︑関
れなしとしません︒

東圏の農業に席巻される恐
今こそ︑﹁コシヒカリ﹂に

次ぐ︑第二︑第三の特産品
の開発定着化を急がねばな

らないと思います︒中里村
の顔ともいうべき産品をめ

は︑新しく特産品の素材と

ざした活動の展開︑それに

ジづくりをしていた人がい

ると思います︒今度の新工

ガンバッていますが︑当地
方ではモチも特産品といえ
の人ものってこないんです

てくれる人がいないと周り

桑原
えてみることが必要です︒

起こすことやその加工も考

されている物の中から掘り

たんですが︑安いんですよ

場では︑暇な時期なら工場

家の近くでも︑ワラ

の農業を阻害しているので

ダイコンと比べると手間も

をいぶした秋田のものを食
から進める場合︑野沢温泉

場がバックアップする体制
かまとまらないんですよ︒

ちを仲間にして製品開発を

かかりますので︑作りやす
べたのですが︑あまりうま
いものではないんだけど珍
のアケビづる加工のように
が必要だと思います︒

けど︑何か中里村の名物料

すよ︒新しいものに取り組

いダイコンを栽培するよう

味なんですよね︒こんな工
作業を分業にしてコストを
下げなければ他産地に勝つ

林魚沼農産がモチで随分

振脊羅︑る

になってしまいます︒ホウ

夫も必要だと思います︒
ことは難しいと思います︒

ね︒年よりの小遣いかせぎ

を一般の人に開放してもい

出稼ぎ先でタクアン

し︑出荷期間を長くできれ
ばものになると思うんです

林だれが本気になってそ
高橋

レでは難しい︑知恵を出し
合って製品開発をする組織
くらいですからね︒

レン草なども標高差を利用

けど︒

います︒大変だけどガンバ

れに取り組むかにかかって

が必要だと思います︒
いという記事を見ました︒

わってしまいますよ︒実行

少ない︒折角の産物を単に

産地ということを知る人は

一例をあげてみよう︒中

ないのですから︑熱中する

しなければ特産品も生まれ
鉢物として生かしたり︑ド

球根として売るだけでなく︑

里村が全国一のスズラン生

こんな所を利用して製品の

工

村内には︑漬物など
めには︑発想の転換が必要

林新たな特産品を作るた

何かに熱中してやっ

タクアンも出ているんです

高橋
いますので︑こういう人た

に興味をもっている婦人が

話しによれば︑野菜のB
試作をしてみたらと思いま

ていくという二つの発想が

想と昔からのものを生かし

うです︒こういう新しい発

ーズをぬった寿司もあるそ

東南アジアに行くとマヨネ

できるようにして︑村のイ

のユリ畑を作って花を鑑賞

すので十暫〜二十暫くらい

村の花も﹁ユリ﹂だそうで

にスカシユリがあります︒

としてすぐ思い浮かぶもの

高橋 現在︑中里の特産品

品づくりを進めています︒

たり︑農協・商工関係者と
の座談会を開くなど︑特産

品づくりのアンケートをし

開発課

ありますね︒

人を探し︑協力する必要が

︑ことなく︑若い農業者等の

・係機関団体・職員に止まる

．向づけを行うこと︒次に推

・見を集め︑特産品振興の方

す︒

特産品づくりに必要なんで

メージづくりをするととも

行いたいと考えていますの

開発のために組織づくりを

今後︑更に検討し特産品

でご協力をお願いします︒

・した﹁スズランの里﹂づく

ともあれ︑広く村民の意

りなどいかがなものか︒

︑謹︑

進組織の結成となるが︑関

§x鱗襯

㎜参加が望まれます︒

市之越の養蚕施設の廃屋を利
用して︑本格的なシイタケ栽培

をしている人がいます︒その人
イタケを始めるキッカケは﹁養

は︑富井弘明さんです︒ーシ
蚕がダメになったときから︑出
稼ぎをしなくてもいい農業経営
は︑温度と湿度を調整すること

をめざしていました︒シイタケ
で一年中出荷できることから始
か﹁五十八年から三年間で︑一

めました凶ー出荷は順調です
万八千本のホダ木を入れました︒

出荷体制に入ったのは︑今年の

を入れていき︑昭和六十五年には︑一︑○○○

；＝

る等︑これらの素材を生か

はないでしょうか︒

に︑ユリのアンカケなどの

ライフラワーとして加工す

関沢 いかに熱中する人が
料理を旅館で食べさせたり︑

村でも全戸に特産

に視察に行ったとき親子三︐

モチ米加工にかける

鄭．1

加工品を作って販売できれ

渓流そばにかける
鈴木邦夫さん
清津峡トンネルを抜けると﹁渓流そば﹂の

看板を目にします︒この春からそば作りをし
魁
ている鈴木邦夫さんの製麺所です︒

ーそば作りを始めたきっかけは﹁現在︑
清津峡で売られている土産品のほとんどが村
外で作られたものなんですよ︒清津峡にもこ
んなものがあるというのを作りたいと前から

思っていました︒そば作りは︑正月など家で
やっていましたし︑知人に食べてもらっても

越後のきねつきモチで売り出し中の魚沼農

りますが︑宣伝ができないんですよ︒村で出

の要望は﹁おいしいそばづくりには自信があ

目標は﹁やっぱり自分で作ったものを︑自分
の店を持って食べさせたいですね已
村へ

どん売れていたんですよ︒これはいけると思

入りしていたころ包装モチの出始めで︑どん

す︒ーモチを始めるきっかけは﹁米屋に出

のでもう後には引けません︒﹂

きたいと考えています︒随分投資をしました

ので除々に設備し︑効率のよい経営にしてい

期便などを利用して関東方面への出荷を考え
ています︒始めたばかりで設備も不十分です

、

享翻

＾︑購

灘噸
∴
瀦︐繋講．

鑑︑縢騨難騨
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塾叢準灘難齢羅︑︑︑際譲

い︑知り合いの工場でモチをついてもらって

てほしいと思います已

モチはとても評判がいいです︒昨年は千五百

を設立し︑今年で七年目です凶1ー売れ行き
はどうですか﹁ここでとれたモチ米でついた
俵ほどつきましたが︑今年は二千五百俵を目
標にしています凶
今後の目標は﹁モチだ
けですと一年中稼動することができないんで

すよ︒今後は︑モチ米︑フナ︑山菜などを利
用し大手食品会社に納める食材加工を手がけ

驚翼

村への要望は︑

難

響欝

ていきたいと思います已

懸、，、鐡 鞭

、
うんめ一えそばをつくるよ

をしたのが始まりです︒昭和五十四年に会社

それを見本にして︑スーパーの前で店頭販売

万円の粗収入を目標にしています︒現在は︑

る人が家に帰る度に買ってくれたり︑わざわ

将来の目標はコ年に一万本づつホダ木

六月からで︑今までに約五トン出荷しています凶

L明さん

ざ長岡から買いにきてくれます凶ー将来の

樋ロ義二さん

かける

シイタケ栽

十日町市場に出荷していますが︑将来は︑定

越後のモチは最高です

産︒最近︑新工場を建設して︑モチ米を生か
した食品加工会社への道を順調に進んでいま

けっこう評判がよかったんですよ︒ヨシ︑こ
れで行こうと決心し今年の五月に始めました凶
評判の方は﹁関東の方から仕事に来てい

嚥

代にわたってマタタビを作

出てくるかですね︒笹神村

にそうですが︑アメリカや

ですね︒食べ物などはとく

想が大切です︒

ですね︒都会ではピンクの

とらわれず︑ゼロからの発

よ︒従来までの既成概念に

よ︒こういう話しばかりを
していても話しばかりで終

理を作りたいですね︒

ても︑目先きを変えること

ダイコンの出荷前の水洗い

l
桑原 山菜加工をするにし

榊脚鰍

﹁伸びようとすると設備投資が必要なんです︒
産業育成資金制度の充実ですね已

1日でとっても大きくなるんですよ

樽

察

メナワづくりで特
川西町小自：

す観光パンフレットやイベントのときPRし

灘霧
蓼魏姥．

榊

（41
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田沢地区体育館で開かれた芸能祭は︑威勢
のいい清津峡たるばやしで幕を開けました︒
唄や踊りなどをやっている人たちにとっては
一年に一回の晴舞台です︒衣裳を揃え︑堂々
と演ずる出演者に会場から惜しみない拍手が

一方︑総合センターで開かれた芸術祭には

バ爵

心．︶

︾ξ

︑濃

秋晴れの十月十三日︑中里

とする村民健康マラソンジ

中学校グラウンドを出発点
ョギング大会が開かれ︑二

田沢小

田沢小
田沢小

田沢小

百四十三人が参加しました︒
★成績︵優勝者のみ︶
︿男子﹀小学生

㈹斉藤剛
㈲ 服部清高
㈲ 服部公彦
石沢久美子

︿女子﹀小学生

㈹

自謎抱︑
村民テニス大会が十月十
ニスコートで行われました︒

日︑清田山自然運動公園テ

津南原の美しい河岸段丘

を背景にテニスギャルたち
い合いました︒

が︑日ごろの練習の技を競

㈲小宮山幸子
㈲樋口あけみ

阿部

上村芳夫

★成年

一位

︑雛

三位

かれ︑百六十人が集まりま

総合センターを主会場に開

くり大会が︑十月二十六日

村制三十周年記念健康づ

樋口真由美

螺．

§1

溝

中里中
中里中

桂

干

十日町

高道山

山

干 溝

桂

通り山

母子衛生功労者︑虫歯のな

この後︑予防衛生功労者

を流していました︒

戦した婦人たちは︑快い汗

会などバラエティーに富み
ました︒エアロビクスに挑

山田勝之

い子などの表彰が次々と行

三位

藤ノ木

野 球

一位男子バスケット
一位女子バスケット
一位女チバレーボ：ル

︿球技大会﹀

一位

★男子砲丸なげ

三位

︵郡市中学校︶

村山寿正

保

新人戦で大活躍

談︑健康食品︑薬草︑キノ
コ展︑健康食品・薬草講演

ス講習会︑総合センターで
は︑健康相談︑歯科無料相

とあって︑保健センターで
は︑いま人気のエアロビク

三十周年記念事業の一環

念品が贈られました︒

われ︑五十人に表彰状と記

健康．儀講鱗蓼剃

無く．

上原 淳子

二位藤木知恵子田中

一位

︿女子﹀

三位 小宮山省三 上

二位 樋口賢治

等

︵懐︶村山イクヨ

︵犠︶樋口恵子

★婦人

㈲渡辺泉

働山本秋彦

★中学生

彫⑳1

★男子三千M︵2年︶

でなくては﹂とあいさつし

現在︑老いてますます元気

﹁世界一の長寿国になった

開会にあたり上村村長は

した︒

募彗㊥1

十月初めに行われた︑第

二位

★男子二百摺︵2年︶

︿陸上大会﹀

◎成績

ぱな成績を納めました︒

中里中学校は︑健闘しりっ

五回︑十日町市・中魚沼郡
新人陸上大会と球技大会で

ました︒

罧萎鵬

送られました︒

n︑＾

ε

・里震⑭

携

れました︒

九十五周年
一婆
健

舞、，㊨

辮

菊︑盆栽︑書道︑生花︑写真︑絵画が展示さ
れ︑訪ずれた人たちに文化の香りを満喫させ
ました︒また︑今年は︑一角に茶道のコーナ
ーも設けられ︑会場に一段と趣きを与えてく

国民参政

六十周年

的に政治に参加していきま

者でし
在所当票外定体事在が︐い短
不票該
投が

鶴黎

謹⑱

鱗

㈲（暢㊥
繋難 懸

1・㊥
纈⑱

蜘

縣

脚鰯一弼

罵，箏，毅｛
響，晦砦

態さ．
舞褻
聯

普通選挙

四十周年
いう言葉を耳にしたことが

婦人参政
あると思います︒これは国

わる人を選ぶ権利だけでな

には︑国民全員が集まって

うことです︒しかし︑実際

わたしたちは︑自分に代

本年は︑国民が初めて国

したち国民一人一人だとい

の政治を決めるのは︑わた

ときです︒

3ラ︶から数えて九十五年

目に当たります︒また︑二十

政治のゆくえは︑国民が

すので︑これらの権利を総

主権を正しく行使するかど

称して参政権といいます︒

って政治をやってくれる人

せん︒このために︑自分に代

を選挙で選ぶことになりま

うかにかかっています︒

政策を決める訳にはいきま

になります︒それから二十
年後の昭和二十年十二月に

す︒このことを間接民主主

与えられた普通選挙法︵T14・5︶

衆議院議員選挙 法 が 改 正 さ

日本の将来を託せるすば

が公布されてか ら 六 十 年 目

五歳以上の男子に選挙権が

︵M2

政に参加できるようになっ
た第一回衆議院議員総選挙

三味線の音もリズムカルに

お問い合わせください。出稼者は選挙期
閤が短か6ので特にご注意ください。 ，

義といいます︒したがって

不在者投票制度、手続きなどで不明な

れ︑婦人に選挙権が与えら

ことがありましたら、選挙管理委員会に

らしい代表者を︑あなたの

（事前の手続きが必要な人もいます。）

権利で選びましょう︒

4．身体重度障害の人。

国民が主権を行使するのは︑

3．指定病院に入院中の人。

主として代表者を選挙する

2．村外に旅行などで出かける人。

灘

騨
窯

く︑選ばれる権利もありま
す︒こうして間接的︑直接

1．投票区外で当日仕事に従事している人。

れました︒この改正で︑現

の
票票す

できない人で次のような人

投投ま外旅院度の投りわ

のできる人は、投票日当日

葦
1購

粗學隠固禽◎凹
oへ1

む

真嚢
…

見事な書に見いる人たち

鎌
醤馨羅。邸．．が鱗 霊・

1％芸能祭・芸術祭行われる

し、

は負けてし

12／1村長選挙・村議会
議員の補欠選挙

在のように︑二十歳以上の

男女に選挙権が与えられる
から教えて四十年となり︑

ようになりました︒この年

今年はとても意義深い年な
のです︒

選挙権は︑わたしたちの
先人が苦労を重ねて勝ちと
った大切な権利です︒この
権利は民主政治の円滑な運

営と健全な発達のために重
要な役割を果しています︒

みなさんは︑国民主権と

不在者疫票制度を活用しましょう。

文化の香りを満喫
／
／

（6）
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無

★日時 12月5日

尋

ククざむ駄ごね

さ六

母雛

幡驚﹄

彩

侵

ヘ

電気施設科、測量科
・応募資格

いま、全国の松が松くい虫によって
枯らされています。九州に始まったこ
の被害が昭和52年から県内に入り被害

雇用保険の加入手続きはお済みでし
ようか。

雇用保険は、「労働者を一人以上雇用し

ている事業主は、全て加入すること」
と義務づけられています。 （但し、農

中小企業退職金共済制度

加入手続きの済んでいない事業主の方
は、早めに手続きをとるようお願いし
のご利用を
ます。なお、お近くの事業主団体で作
中小企業退職金共済制度は、退職金
っている「労働保険事務組合」でも手
続きがとれますので活用してください。 制度をもつことが困難な中小企業に国
十日町公共職業安定所T E L57−2407 の援助で大企業と同じような退職金を
※雇用保険適用促進月間
支払うことができるようにすることを

停電のお知らせ
12月3目午前8時〜午前12時
高道山、朴木沢、朴木沢新田、自羽毛
市之越、鷹羽、程島、東田尻、西田尻
西方、角間、葎沢、小出、倉下、土倉
芋川、倉俣、重地、下山、清田山、田
代

オニフスベ（ホコリタケ）

目的としています。
本制度には次の特色があります。
①国の制度ですので安全、確実です。
②掛金は全部経費扱いになります。
③過去の勤務期間も通算されます。
詳しくは、退職金相談コーナーへお

白羽毛の樋口倶吉さん宅の庭に発生
したオニフスベ。径は17〜18チぎで球体
をしておりとてもめずらしいものです。

問い合わせください。（ao3−436−0151）

1日3，367円
1時間421円）
となりました。

清津峡の風景とスカシユリなどが印
刷された観光名刺ができあがりました。
100枚で500円でお分けしますので、希
望者は役場開発課へ連絡ください。

近︶で行われ︑十森林組合一

魚沼地方枝打ち競技会力
一
上山集落共有林︵火打石付一

明一6一−﹂埴0軌き﹁一一一ノ

道︵約三十七キ︒︶が完成し

中里村と南魚湯沢町を結
ぶ六日町営林署の小松原林

童山−小松原林襲業事務所など主催の稿

一

ロ
8

★紅葉の清津峡と当間自然一
歩道の探索
一

十月二十七日︑紅葉の清一

人力参加し 美しい紅葉を層
満喫しました︒
一

皿華鷺諮耀︑ニチームが参加しま皿

一 通式が行われました︒
一
この開通で︑湯沢町側の

一 苗場山林道が結ばれ︑全長

一

一一一一一一一一一ーII一一一一一一一﹄

★枝打ち競技会
十月二十九日︑小千谷林

四十二年ぷりにふるさとへ

さんからの手紙で二人の生

干溝出身高橋義江さん

十月二十九日︑干溝出身

し︑今回︑義江さんの一時

存が確認され︑昭和五十四
年に初美さんが一時帰国を

帰国が実現したものです︒

の高橋義江︵5
0︶さんが︑四
十二年ぶりにふるさとの土

昭和十七年八月に両親と姉

義江さんは︑義理の弟に
あたる高橋義雄さん一家の

を踏みました︒高橋さんは

とともに満州開拓に渡り︑
父は現地で軍隊に召集︑母

三十一日︑義江さんと義

雄さんが役場を訪ずれ︑上
村村長に︑中国からの土産

品の置き物などを手渡しま
した︒上村村長は﹁ふる里

温かい歓迎を受けています．

獣︑

㌔︑
に帰れて本当によかった︒
困ったことがあったら何で
も言ってください﹂と歓迎

しました︒

iドを出したり︑狭い道路

でも追い越しをするなどで

わたしたちは︑このよう

たらめな運転が目立ちます︒

な車には極力近寄らず自己

防衛に努めましょう︒また︑

側帯を歩きましょう︒

歩行者はなるべく道路の路

秋はとても夕暮れが早く
特に交通事故の多発時期で

に気をつけて﹂と声を掛け

す︒服装はなるべく明るい
ものを選び︑家庭内で﹁車

合い︑交通事故から尊い命

を守りましょう︒

会長杉谷清六

中里村交通安全協会

と現地で生まれた二男が死

鞠醸
・

﹄F寵

亡し終戦を迎えました︒

肇

村内では︑一

昨年の秋以来交

通事故死者ゼロ

日が七百五十三

この記録を一千

日続いています︒

日︑いや二千日

と続くよう頑張

わたしたちの

ましょう︒

村も十月二日の
関越自動車道の

全線開通以来︑

昭和五十一年に︑姉初美

酔

r

羅導ンルート灘難議

鷲遇

羅 ■
753日を突破

翻嗣
県外車が非常に

増えていま す︒県外のドラ
イバーは こちらの道路状
況を知らず にむやみにスピ

おおぜいの観光客が訪れ

スカシユリの球根プレゼント

十月十日・午前九時︑十

る現在︑この地を二度︑三
度と足を運んでいただける
歴史と文化︑自然を満喫で

関越自動車道開通イベント

二峠トンネル手前に陣取る
こと三時問半︒次々と県外
ナンバーの車が約三百台︑

きる地にしたいものです︒

．鰯

改ためて関越自動車道の開

輪︑騨

榔〆

と観光パンフレットをプレ鹸．︑5︐−

ゼントしました・これは・霧

臨︑

難懇欝繍臨馨

置

観光名刺いかがですか

（ただし、時間給の労働者は

類は、説明会当日会場で配付されます。

置

関東信越税理士会十日町支部

労働者は、

十日町税務署では、昭和60年度年末
調整説明会を次のとおり開催します。
説明書および年末調整関係の諸用紙

保育をできない場合。

たずねください。

通り山（一一部）芋川新田、桔梗原、

林・水産業の一部は除かれます。）

昭和60年10月4日から、
新潟県内で働くすべての

説明会のご案内

児童の保育をできない場合。

を行っております。

う1リミにも満たない小さな緑虫です。

これを運ぶのがマツノマダラカミキリ
です。当村には、松林が少ないため、
あまり被害を目にしませんが、ご自分
の松林をよく見てもし被害がありまし
たら役場開発課までご連絡ください。

新潟県最低賃金

年末調整の

4．児童の家庭に長期にわたる疾病ま
たは心身障害者がいて、母親が常に
看病に従事し、同居の親族が児童の

税理士会では、特定の白色申告者の
ために記帳指導を中心とした無料相談
ご希望の方は、最寄りの税理士へお

松を枯らすのはマツノザイ線虫とい

いo

県立魚沼高等職業訓練校

企業の羅針盤です

あなたの松林

お済みですか

くわしいことは、次に問合わせくださ

台02579−4−2410

税理士はあなたと

大丈夫ですか

雇用保険への加入手続は

11月1日〜30日※

北魚沼郡堀之内町

（8）

を出しています。

下の人。

3．母親が死亡、行方不明等で母親の
いない家庭であって、同居の親族が

瀕

11月27日（水）午前10時 十日町税務署

高等学校卒業者（昭和61年3月卒業
予定者を含む）で原則として30歳以

められた場合。
㌧ヒはぜ．杉い

縫■

粉ぜ募槍い！

曝蜘

鞭

ロ

にげてく

−歴麟鷺矯

関越自動薯全線開通記念

契葺として行われた 遡

ようこそ清津峡へ

・募集訓練科

2．母親が家庭内で働いていて、同居
の親族が児童の保育をできないと認

この作品は山田まゆみさんの協力で
掲載しています。

ています。

た場合。

ヒ
r鱗く
﹇

︑
り の
ド

し

★場所 中里村総合センター
★入所資格
5歳児S55．4．2〜S56．4．1生まれ
4歳児S56．4。2〜S57．4．1〃
3才児S57．4．2〜S58．4．1〃
未満児 S59．4。2〜以降生まれ
保育所は、保育に欠ける幼児の保育
を目的としていますので、次のような

1．母親が外で働いていて同居の親族
が児童の保育ができないと認められ

ノし

．鞭
し し がぜ男ザ
訴﹄

！

県立魚沼高等職業訓練校では次のよ
うに昭和61年4月入校の生徒を募集し

入所基準があります。

あは・

〆イ

＼イノ

Kずノ

紙

訓練生の募集

午後1時30分〜

津南町役場

11月20日（掬午後2時中里村総合センター

申告は必要ありません。

のご案内

（玄 ）1

ぐ

11月20日（水）午前10時

認可保育所入所説明会

○

b

3339人

ただし、後日総務庁統計局で公表す
る結果と異なる場合があります。

袖

＼

6821人

女性
3482人となりました。
この結果は、前調査（S55）の人口
よりも236人の減少となっています・
ラソ

場でも結構ですので出席してください。

タバコは村内で買いましょう︒

︿みなさんに関係

あります︒見だし

だけでも目を通し

てください︒﹀

年国勢調査の結果。

男性

源泉所得税の徴収義務者の方は、指
定の日に出席してください。
なお、当日ご都合の悪い方はどの会

住民税の申告は、3月15日までにし
ていただくことになつています。今年
度から農業所得のみ事前に申告してい
ただくことになりました。後日、嘱託
員さんを通じ各農家に申告書等を配布
しますので記入の上、期限までに嘱託
員さんに提出してください。
なお、青色申告を選択される人、ま
た、独自に収支申告される人は、この

10月1日を基準に実施された昭和60

広報かかマと

Nb． 352 60．11．10

60．11．10

早められます

S60国勢調査速報

中里村の人口

352

農業所得の申告が

中里村の人ロ6，821人

磁

さと

Nb．

頴QoI

広報かかマと

（9〉

O

鍔鼓曽幽㌔際︐ 鍔鼓ゆ曹6険硬驚

十八年に九・六診の水田に

服部安四郎さんは﹁昭和三

開拓記念碑建立委員長の

が開かれました︒

賓を招き︑開拓碑の除幕式

献された高橋幸作氏等の来

十月二十二日︑開拓に貢

立されました︒

氏の煩徳を後世に伝えよう
と開拓碑が集落の中央に建

してくれた元村長高橋幸作

の歴史と開拓の推進に貢献

この苦節三十七年の開拓

豊里開拓組合

開拓碑に万感の思いが
戦後の食糧増産政策で︑

豊里開拓に入植 し た 八 戸 の

農家︒開拓生活の困窮に耐
えかね開拓民の離村が各地
拓組合は︑共に力を合わせ

︑

ました︒

凄

田植を終えたときは本当に
うれしかった︒これで生活
がやっと安定したんですよ已
と話してくれました︒

缶を拾おうと懸命でした︒

に目を奪われながら︑一つでもアキ

ました︒一行は︑紅葉の美しい湿原

のお年寄りまで四十人の参加があり

今年も去る十月二十日に行われ︑
下は保育園児から上は七十歳くらい

しています︒

原をあなたは知っていますか︒この
小松原の自然をゴミから守ろうと清
津山の会では︑毎年清掃登山を実施

中里村の尾瀬といわれる小松原湿

で起こった中でも︑豊里開

のマントをつけてもらって
とてもご機嫌です︒裸が好
きで﹁買物に連れていく﹂
といってやっと着物を着せ

竃

︵父清・母律子︶

村山建ちゃん

現在の農業基盤を築きあげ

置麟奪．

るほど元気な建ちゃんです︒

建ちゃん︒おばあちゃんか
らカッコイイ帽子と風呂敷

﹁ぼくアートロンだ﹂と
いって踏み台の上から跳ぶ

歯の主役

メ 吐︑

靱身

徽灘

降雛

のOO㊧

自霧離
清
この絵で苦労したところ
は︑建物の構成や色の混ぜ
方です︒そのかいあって︑

色をつけるところはうまく
いったと思います︒今度か

鼻9・

縢
聾

ようにして来るのだから足跡をたどればドロ

ーの家庭訪問もできるかも知れませんが、お

互いのプライバシーは犯さないことにしまし

た。輝くような雪晴れの日中ノコノコ出て来
るイタチにいささかとまどいも感じますが、

もらった魚をくわえてルンルン気分でスキ・ソ

とても美しく会場の人たち

リッシュハープの音色は︑

わせて弾く梅津さんのアイ

います︒林さんの語りに合

を四百六十回以上もやって

子さんは︑全国でこの公演

かの星・やまなし﹂の公演
の様子です︒公演者の林洋

行われた﹁宮沢賢治のよだ

これは︑十月二十七日に

感動を与えてくれました︒

の全員を引きつけ︑大きな

の真に迫る語りは︑会場内

た︒そして︑今でも燃えつ
づけています已林洋子さん

﹁よだかは星になりまし

プを踏むようにして帰って行くドローの後姿

ればと願っています︒

会では︑この公演を通し
親子の対話が一つでも増え

を作って呼んだものです︒

志が集まりタランボンの会

さん︑青年たち十一人の有

かせたいという村内のお母

生の公演のすばらしさを聞

宮沢賢治の語りのタベ

感動が大きな拍手に

ターまで無事完歩しました︒

鷹羽展望台では︑キノコ汁がサービ
スされおいしい昼食をし 総合セン

のコ；スです︒参加した三十人の人
たちは︑紅葉の始まったブナ林や︑
西方︑年金保養基地︑七川の大きな
谷の眺めに感嘆の声を上げました︒

ライン展望台から鷹羽に至る約六キ・

第二回村民健康ウオークが行われま
した︒当間山遊歩道は︑魚沼スカイ

昨年開設された当間山遊歩道で︑

灘藤︑

韓

この公演は村の人たちに

1へαqol

優︶宮

中

明美︵服部

孝行﹀通り山

一利︶田沢

島田清平8

＊おくやみ＊

稔︵樋口

賢二︵平岡

尚人︵上原 純一︶田中
光雄︶山騎

悟︵南雲 栄治︶堀之内

靖子︵井ノ川重幸︶如来寺

紀之︵規田

＊むめでた＊

縫・
ハヤ98

大島松治郎7
山田

鈴木三蔑

−﹄欝

倉俣小
子ども郵便局
優秀貯金団体豪彰を受ける

昭和五十九年度全国こど

も郵便局の中から今年も倉
俣小学校子ども郵便局が優
され︑十月三十日長野市で

秀こども郵便局として表彰

なお︑同校は昭和二十四

表彰を受けました︒

年四月に子ども郵便局が設

四回

郵政省貯金局長表彰五回

立されてから今日までに︑

信越郵政局長表彰

表彰 二回

新潟県貯蓄推進委員会
の表彰を受けています︒

萄罫 璃1港
ゴ︐

ヌ惜・

閲

麟

を魅了しました︒

重田干倉
地代溝俣
（10月末累計）

くときは︑建物の遠近の他
に山の遠近感も出せるよう

．︑

6件
・事故発生件数

にしたいです︒

謙録
︑

インドの子どもたち

鷲
2 7
纂

3，

て
ン

らいに来ます。一日に何回も新雪の中を泳ぐ

藷騒禰墜織犠鰯』
轡齢』髄 野㌧遜

に、ミ冬は長いぞ、頑張れよ一ミ

ワーイ丸木橋だ
宮沢賢治の心を伝える林さん

冬がきてもイタチのドローは元気に魚をも

登山学校挨拶等、最後の登山準備をする。

泥酔してしまったり。ワわたしが船酔い
夕暮れせまる、広大なヒンドスタン平原を猛

《友達》
ーイの雇用、チャーターバス、キャラバン用

753日
・死亡事故ゼロ

よい雨がり！
う色の早全こ
Oの降く然れ
しるにれ亀 ず

・嚇
緬
犠
へ

のポニーの手配、食糧、装備の調達、マナリ

らなくてもいいんですよ。とにかく気軽
かった。

灘

マナリでは、ハイ・ポーター、キ・ソチンボ

6人

守はす。イ黒
oタバい
ま明特暮1ズ

・無免許運転違反

ひ）

・飲酒運転検挙者数12人

雛践写磐

叫

リーから北へ600㎞離れた小さな町マナリヘ

三枝子さん（白羽毛）

ワ

o

なごむ。

り正八さんとデートといっても全々気ど
するのに、たびたび足を運ばなければならな

謡

のび、しっとりとした空気と豊かな緑に心が

開拓精神を後世に

物の運びと不合理に耐え、一つの仕事を処理

んバレーボールを復活してほしいですね。

マナリは森林と草原に囲まれた谷問の美し

結婚しようと思ったのは……り明るくて兀
気がよくて気軽なところに引かれました。
インドの歴史の産物なのか、スローモーな

襲しいな
い街だ。青い実をつけたリンゴ畑が山腹まで

「失恋した」とか言ってよく尋ねてきた
日本大使館へのあいさつ、通信省での無線機

ナイター設備がほしいですね。ワママさ
りかえ、埃りまみれの16時閤の旅を終えた。

村への要望は……り野球をしていますので
谷に肝を冷やし、途中、落石のためバスを乗

の新婚カップルのだんなと意気投合し、

向けて出発した。50人乗りのローカルバスは

きっかけ……り高校のとき同級生だったん
月22日、深夜のデリー空港に降り立った。

をするので船室に閉じ込もっている間に
スピードで走り抜ける。深夜の山岳道路は、

んですよ。

の使用許可願い等々に奔走した。

》写

装て・）えは黒
でいてま
い

︑

㌔︒

家族、仲問に見送られた先発隊6名は、7

若い女の人と仲良くなっているんですよ。
池とうを前に、はいパチリ

睡眠をとるにはつらい。V字に切れ込んだ渓

ですよ。り東京で働いていたとき、彼が
F
その日のうちから、別送品の受取り、l M

燭㈱

霧、1。き71

にやっていけると思いました。
新婚旅行の思い出は……りいや一はや、他

デリーでの仕事を終え、休む問もなく、デ

り大島正八

を守る
ゴミ
アプローチーデリーからマナリヘー

灘

1毒
（11）

騨輔
ll』講、コξ講働◎鵠

服っな見で

書

晶評

4蛋

、灘
繍

絶

駕

繊購
搬

