1月11日〜2月10日

5働
⑦（日〉

心配ごと・行政相談日（老人福祉センター13：00〜16：00
相談員 根津敬、山田正平）
健康づくり事桑（右参照）

休日救急医（富田医院魯52−3269）

交通安全呼び掛けデー

健康づくり事巣（右参照）

健康づくり事桑（右参照）

交通事故穆動相談所（十日町市役所10：00〜15：00）
心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00
相談員 根津敬）

休日救急医（上村病院魯63−2111）

健康づくり事巣（右参照）
9（火）

10㈱

交通安全家庭の日
健康づくり事巣（右参照）

※変更する場合があります。御用の際は担当課で確認を。

●し尿のくみ取りは
奮65−2431

中央清掃社まで・

津南地域衛生組合に誤まって電話をする人がいま

へ9 6

4休）

健康づくり事彙（右参照）

へ9し

2（効

帯

％（月）

市之越富井寿美雄さん

⑪（日）

究しているところです︒当時はま
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29（金）
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25（月）

27㈱

この写真は︑昭和三十七年市之
越集落で農地の交換分合計画を研

村民スキー敦室（当間スキー場8：30総合センター出発）

休日救急医（中条病院魯57−3018）

の委員の指導で行われました︒ひ

※

⑭（日）

妊蝿検診・母競学紐（右参照）高齢者講座（P9参照）
心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00
相談員 江口行男）

だ︒農地の交換分合はあまり普及
していませんでした︒交換分合計
画は︑村で農地委員が組織されそ

22㈹

飲酒遺転追数の日
健康づくり事巣（右参照）

に集まり毎晩のように話し合いが

20㈱

休日救急医（大坪医院費57−6100）

と冬中︑村中の人たちが農区長宅

⑰（日）

清津峡たるばやしテレピ放映（新潟総合テレピ17：00〜）

行われました︒

16仕）

成人の日

とにかく農地の交換分合ができ
次いで基盤整備が行われ︑現在の

休日救急医（古藤医院魯65−3001）

いま考えるに二十四︑五年間にこ

⑮㈹

13：00〜16＝00

右岸段丘地開発へと進展しました︒

心配ごと相談日（老人福祉センター
相談貝 江口行男）

の様に変化したのもめずらしいこ

14（木）

鐸
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とだと思います︒
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■母親学級

1月22日／産褥と赤ちゃんの保育／上村病院／12：45〜13：00
■妊婦検診

1月22日／上村病院／13：30〜14100
■健康づくり事業

1月20日／9：30〜14：00／芋川新田／区長宅
1月27日／9：30〜14：00／田沢／田沢公民館
1月29日／9：30〜14：00／芋沢／芋沢公民館

2月2日／9：30〜14：00／桂／桂集落センター
2月4日／9：30〜14：00／上山／保健センター
2月9日／9：30〜14：00／高道山／高道山集落センター
2月10日／9：30〜14：00／干溝／干溝集落センター

●ゴミは決められた場所・時間に
冬場のゴミ収集は、雪等の影響で遅れたりすることがあ
りますので、次のことにご注意ください。

★決められた日時に

ゴミは収集日の朝（8時半）に出して

ください。

★ゴミステーションの除雪

車の進行の邪魔にならないよう

に、ゴミステーションの場所を確保してください。

★不燃物はダメ

冬場は不燃物の収集は行いませんので、春

まで保管してください。

すのでご注意ください。

一月三日︑しんしんと冷

﹁メ

える田沢小体育館で︑田沢

イコが行われました︒

﹁コテ﹂と練習に励

剣道スポーツ少年団の初ゲ

ーン﹂

んだ後は︑後援会の心づく

いました︒

しのトン汁に舌鼓を打って

編集後記

明けましておめでとうご

ざいます︒広報を担当して

早七回目の正月を迎えまし

つ広報紙づくりに努力いた

た︒今年もみなさまに役立

しますので︑どんどん意見

や話題をお願いします︒

リゾート構想をはじめ︑

当村を取り巻く情勢は︑大

きく変化しています︒時代
の流れを読み孫子に誇れる

には︑村民の英知と協力が

村づくりを進めていくため

﹁三人寄れば文殊の知恵﹂

必要です︒

今年こそは︑いろんな場で

ましよう︒

大いに村づくりを語り合い

饗

躍

竹
山

藤︑虎
本 正
則
ブ

︵如来寺︶

で様々な地域づくりが行われています︒この

ドな面と地域住民のコミュニケーションを深

村づくりの中には︑施設を作るといったハー
めるといったソフト面があります︒今回は︑

村づくりのソフト面に的を絞り新審座談会を

國薗倉俣の子どもみこし

しに参加できますから︒

ぞうすれぱお年よりもみこ

醐それはいいですね︒

してアキ缶やゴミを捨てな

ました︒こうした体験を通

いをやればよかったと思い

すが︑三十分間位アキ缶拾

でいました︒つかみどりを
終えてから気がついたんで

の方で廃品回収をやってい
つ地区単位に貸出したらい

剛幽幽その機械を数ヵ月ず

中︶

︵葎沢︶
︵田

斉喜節子︵倉俣﹀

ヨ ウ ︵宮中︶

ノ

lqミ︑

夏祭りの際︑芸能大会など
いるし︑自分も出場しなけ

をやりますと︑お客さんは
．れぱならずお母さん方は大

変なんですよ︒もう少しそ
の辺の問題を考えてみんな
があまり負担にならないよ．

のですが⁝︒鳥追いもいW

ことを繰り返していくこと

も必要だと思います︒同じ

うなやり方をしてい−くこと

ですね︒いまの子どもたち

雪上運動会をやりました︒

■如来寺でも三回ほど
無理がきますよね︒じょ孔
のぴまつりは︑時間が四時

■あまり負担が多いと

のではないでしょうか︒

よって変えていってもよい

ね︒一昨年︑国道沿いの若

継続することは難しいです

上ったころ終りますから︑

間と短いので︑最高に盛り

も大切ですが︑その時々に

お年よりまで百五十人位集
い衆が飲んだ席で﹁みこし﹂

のではないでしょうか︒

まり︑成年会員の心づくし
を作ろうという声が上がり

は︑鳥追いの歌も知らない

のおでんや焼きとりなゼを

らないという気持になりま

また︑来年もしなくてはな

■清津峡成年会では︑

食べながらカラオケを歌っ

区長に相談し集落としてみ

っり﹂をやっています︒こ
の日は︑地区の子どもから

たり踊ったりして楽しんで
こしを作ることになりまし

から参加していただいてい

織をつくりました︒この会
には︑集落のほとんどの家

た︒みこしを作ることと同
時に︑若睦会という親睦組

少ないのでとでも好評です︒

夫婦揃って外に出る機会は

■田中では︑夫婦忘年

いません︒上山の芸能大会

■倉俣集落では︑八年

にとても喜ぱれました︒

ます︒昨年は︑道楽神焼き
も復活ざせ︑集落の人たち

みるとアッという間に時間

思うんですよ︒自分が出て

立場も理解してもらえると

女の人を外に連れて出ると

会というのをやっでいます︒

が長く続いているのは︑三

が過ぎてしまうんですよ︒

音頭をとって雪上運動会や

十路会の活躍が．あるからで

運動会をやっています︒二

ほど前から子ども会で雪上

こしの話しがありましたが

■竹藤βんの方からみ

いうことは︑・女の人に男の

はないでしょうか︒

では容易でないことから集

ある所では︑みこしの下を

年ほど前から子ども会だけ
落全体で取り組んでいます︒

お年よりがくぐり抜けて厄
よけをしていました︒とて

動会を若い衆が中心となり
たが︑マンネリ化もあって
なると長続きしませんね︒

■あまり負担が大きく

礪圏津南町では︑花いっ

が楽しみです︒

る手間で︑ちょっと働けば
丁度よい物が買える時代で

圏服なゼをつぎはぎす

りましたから難しいですね︒

たけど︑今は物が豊富にな

をはいているのが普通だっ

鵬圏團自分たちの子どもの
ころは︑つぎはぎのズボン

ど︒

ごく近い親せきは別ですナ

に対して遠慮がありますね︒

二年ほど休んでいます︒ま

ノ根川を利用七て鯉を飼っ

が︑とてもよいことですね︒

ぱい運動を展開しています

真を見せてもらいました︒

圏騒闘少し植木をいじって

鰯圏圏卯ノ木生活改善グル

よ︒公害ですね︒

サルビアの花がとてもきれ

も飼っていると尻尾が曲り

鰯幽砥ところ婦人会でも

すね︒こんな時代ですから

人に利用していただく方法

不要になったものを必要な

いるんですが︑鉢物は管理
運動を進めるに当っては︑

が大変ですね︒花いっぱい

國老人タラブなどで花

その辺の対策をきちんとす

ですね︒

壇を作っていますが︑こう

る必要がありますね

いでした︒とてもよいこと

とがありましたね︒

した動きをもっと広めたい

てなかなか普及しませんで

き人間の瞳が一番開くとい

鰯幽美しいものを見たと

圏子どもの服やスキi

できればよいと思いますね︒

コ！ナーをつくり︑だれで

なったスキー用具等を置く

礪圏團学校の一角に不要に

な物に交換できるようにな

で花いっぱい運動に取り組

どんどん人にやるんですよ︒

いが狭いせいもありますが

すが実現しないんですよ︒

Aでも随分話しが出るので

も合うものを使えるように
できればいいですね︒PT

ればいいですね︒

は割切っていますね︒住ま

園その点は︑都会の人
ためには︑下水道の整備で

んでいます︒昨年︑堀之川

それに驚いたことは︑子ど

ね︒

すが︑青年会を終った仲間

圏わたしは干溝なんで

ーを作り︑点数式か何かで
自分の出した点数分︑必要

の一室に不用品交換コーナ

ですね︒できれば公共施設

を婦人会等で考えてほしい

ケンは価格が少し高いのと︑

した︒赤ちゃんのいる家庭

われています︒みんなの力

不用品交換の場を

では︑そうしたことにも関

で駅周辺や道路脇きに花壇

用品などは︑すぐ使えなく
なりますから不用品交換が

ですね︒

心をはらうんですけどね︒

を設置できればすてきです
るとよいと思います︒

を早急に村で作ってほしい

すね︒効率的な下水道計画

辺りにスイセンとスズラン

ますが︑倉俣では三日の茶
の引出物を出すのをやめま

願麗話しがちょっと変り
ベットを親せきの人にやっ

繍幽幽わたしの家でも二段

紹介するようにすれば︑呼

お茶を飲みながら嫁さんを

よいと思いますが︑簡単に

園三日の茶をやゐのは

した︒

國古物を人にやること

みますのでいいですよ︒

う人もお金を掛けなくて済

も整理がつきますし︑もら

たことがあります︒やる人

すね︒

も用品のリ！スがあるんで
と思います︒

を植えました︒春の来るの

さをスライドか何かで見せ

園河川をきれいにする

生活の中のムダを考える

圏合成洗剤のおそろし

洗濯物が黄ばむこともあっ

騒園そうでしたね︒粉石

河川の浄化と健康面から︑

ープの花いっぱい運動の写

ていますので河川の汚れが

フラワーポットを

一家に一鉢

た始めようという声もある

集落ぐるみでやってきまし

■宮中もずーと雪上運

新築等で休んで以来やって

す︒

芸能大会をやっていました

ないですね︒それで区長が

が︑マンネリ化や公民館の

■田中は青年会員が少

います︒

三年前から﹁じょんのびま

地域の和づくりを

幸せを呼．：ξ折鶴で楽しむ（清津峡）

粉石ケンの普及に努めたこ

やがて死んでしまうんです

よく分かります︒鯉も三年

闘わたしの家では︑山

よ︒

落したにおいがするんです

行いました︒その内容を紹介いたします︒

には︑チビッ子からお年よ
すね︒

騒團保健センターには︑
アキ缶をつぷす機械があり

ます︒その時まで家の周り
いのではないでしょうか︒

さい︒

ます︒ぜひ︑利用してくだ

に袋に入れて積んでおくん

考えるとやれなくなります

いま鉄くずは円高で安いん

ので︑勤労の精神と地域内

ですが︑けっこう量が多く

といいです ね︒

をきれいにしていくこどの

ですよ︒ 一キ︒三円位でしょ

翻薗昨年の夏︑子どもた
大切さを子どもたちに学ん

なるので一箇所にそうした

ちに魚のつかみどりをやら

うか︒廃品回収は金銭面を

たのですが︑上流の橋の下

闘幽圏最近︑川でダイコン

きれいに

河川を少しでも

せようと思い七川を下見し

物を入れて置く場所がある

國倉俣では年三回学校

環境美化の心を

廃晶回収で

っています︒

い心を育てられればいいで

地域に役立つことも幸せ

りまで出てとても盛り上が

競疹、

でほしいものです︒

方には随分アキ缶が散乱し

吉滝
楽沢

﹁村づくり﹂この言葉がもてはやされ各地

座談会出席者

を洗っていても風呂の水を

積極的な意見交換が新たな知恵を

一﹄

見つめよう地域社会

もよい発想だと思いました︒

D
顕

2
昭和63年1月10日

かかで〜
広轍
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小さな所から行動

■倉俣地区では︑家を

るのではないでしょうか︒

ばれてくる人噛気軽にいけ

しないことに徹底されたよ

では病気見舞のお返えしは

いかないと思います︒宮中

で取り組まなければうまく

■この問題は︑村全体

ろな所に出れといってくれ

たから︑わたしにはいろい

自分が嫁にきたとき︑どこ
にでも出してもらえなかっ

■家のおばあちゃんは

ではないでしょうか︒

の意見のくい違いがあるの

お互いに職場が違いますか

同じ如来寺に住んでいても

なんて人はいうんですよ︒

■夜わたしが外を歩い

うか︒

にもなるのではないでしょ

り︑小学校のグラウンドに

くりのきっかけが生まれた

その講の中から︑みこしづ

ループがいくつかあります︒

圏倉俣には貯金講のグ

サークル活動が生きてくる

くりだと思います︒そこで

庭づくりも︑一人の人間づ

つのことを徹底的にやる人

えています︒村内には︑一

徹底的に農家の人たちに教

現代の水稲栽培のあり方を

いと思います︒

い面を交流を通して学びた

会の人たちがもっているよ

1量ミ

新築すると四回も祝いの催
しがあるんですよ︒この費
ろな決めごとについてはな

うですが︑その他のいろい

ら普段は話しをする機会が

桜の木を植えるといった活

ではないでしょうか︒

で進めていく必要があるの

ー家計に響くようだと

れないんですよ︒

なかなかそうした仲間に入

かない考えをもっている人

われわれの年代では︑気づ

ます︒若い人たちの中には

か﹂といったことは飲みな
がら話すのが一番だと思い

人会︑青年会の存在が大き

が︑地域の和づくりには婦

がいろいろ話題になります

願閣いま婦人会の価値感

動が起きています︒

議などのときは積極的に議

リーダーとそれを支える仲
間がいますね︒それと︑会

幽そうですね︒長く続

が少ないですね︒

ている友達がいます︒彼は

■十日町市農協に勤め

用も大変だと思いますね︒

ます︒

で何をしなければならない

ない訳です︒ ﹁いま如来寺

ーどうしても一生に一
は大いにやってほしいと思

困りますが︑サークル活動

ればならないんですが︑何

りではなく何かをやらなけ
﹁公民館を新築するために

かけは︑婦人会の会合の際

田中公民館を新築するきっ

いのではないでしようか︒

大変ありがとうございまし

圏魑團みなさん夜遅くまで

ような風潮は改めたいです

論し合い︑後で陰口をいう

いている会には︑必ずよき

しまいますよね︒見栄だけ

回のことですから頑張って

かをやろうとしたとき気持

したリーダー育成の機会を

かりしたリーダーが必要で
すね︒村でも青年を対象と

続けていくためには︑しっ

ーサレクル活動を長く

いでしょうか︒すばらしい

輪を広めていくことではな

のためにはまず︑よいこと

て仕事に地域活動に燃える

住む一人一人が希望をもっ

る村を作るためには︑村に

せいただきました︒活力あ

た︒大変よい意見をお聞か

つくってほしいですね︒そ
れに役場や農協職員は︑大

考えであっても実行が伴わ

は勇気をもって実行しその

ことだと痛感しました︒こ

いに地域活動の要になって

せん︒アキ缶を一つでも拾う

なければ︑村はよくなりま

ほしいと思います︒

■いま新座市と交流し

花を一鉢でも植えるような

ていますが︑一般の人はあ

まり知らないんですよ︒も

しよう︒

綻駕︑

小さな実行を広めていきま

琵

っとだれでも参加できるも

踏

のにしてほしいですね︒都

十二月十三日︑三条市中
央公民館で開かれた県アン

サンブルコンテストで︑中
里中から出場した金管五重

奏が︑金賞を獲得︒二度目
の関東大会出場権を得まし
た︒

した﹂と指導に当られてい

のあいさつ︑そして先生と

材に行っても心温まる部員

矢島昭彦︵指導者︶

佐藤悟美

保坂留美子

南雲泰子

斉喜みどり
上原利恵子

▽出場者紹介△

ってきてください︒

総仕上げとして大いに頑張

関東大会では︑三年間の

銘します︒

部員の信頼関係の深さに感

このコンテストには︑県
内の三十三校が出場し︑中

﹁この曲はバロ

表現を出すように工夫しま

すから︑その時代の独特な

ック時代に作られたもので

夢﹂です︒

奏曲は﹁空想・おもちゃ・

に取り組んできました︒演

年生部員の中から五人が選
ばれ十月から本格的な練習

このコンクールのため三

することになりました︒

で行われる関東大会に出場

月三十一日︑埼玉県戸田市

全国大会は︑三月二十八
ホールで行われます︒

里中と糸魚川中の二校が一

一杯演奏しました︒いつ取

新調したばかりのもので精

今回五人の使った楽器は

と話してくれました︒

舞い上がりそうになった﹂

の胸は高鳴り﹁うれしくて

校に選ばれたとき部員たち

審査の発表が行われ代表

た﹂といいます︒

生の胸は﹁ミスがある度死
んでしまいたいほど緊張し

る矢島先生︒コンクール当
日演奏を聞いていた矢島先

練習を積み重ねる部員たち

日︑上野の石橋メモリアル

た﹂と話してくれました︒

やってこれてとてもよかっ

直な子どもたちとここまで

もたちに教えたかった︒素

きるんだということを子ど

ました﹂と喜び﹁小さな学
校でも努力すれば何でもで

桑原先生は﹁夢が果たせ

最高の賞に輝きました︒

年度優秀賞を獲得し︑今回

トで︑優良賞︑昭和六十一

年度県リコーダーコンテス

ーの練習を重ね︑昭和六十

の教材にリコーダ；を取り
入れました︒以来リコーダ

という桑原先生は︑発表会

貝野
り返ります︒この先生と子
どもたちの意気の合った演
奏は︑審査員の胸を打ち﹁心
﹁やる

が一つになりとても楽しそ
うに演奏していた﹂

気が感じられた﹂という講
評になって表われました︒

最優秀賞のうれしい知ら
せを翌日知った子どもたち
は﹁信じられない﹂ ﹁うれ

しい﹂と互いに喜びあい︑

全国大会出場のため新たな

貝野小学校がリコ：ダー

意欲を燃やしています︒

に取り組むきっかけは︑昭
和五十九年度の県へき地複

・翔

がいるんですよ︒飲むばか

十二月六日︑長岡市立劇
場で行われた第十三回県リ
コーダーコンテストで︑貝
野小学校は︑合奏・五重奏の

両部門に出場し最優秀賞に

輝き︑全国大会の出場 権 を
獲得しました︒

合奏部門には︑四年生以
上の全員が﹁七本のリ
コーダーのためのソナ
タ﹂五重奏部門には︑

六年生七人が﹁五本の

リコーダーのための組

曲より﹂を演奏しまし
た︒指導に当っている
桑原先生は﹁舞台に上

式研究会の音楽の会場校に

と進み、今年の12月には初滑りのテープカッ

ね︒

を合せられる仲間を普段か

けるべく努力をしています。一方、スキー場

た︒

貯金を始めたら﹂という会
員の声が火だねになりまし

を策定中であり、今春には国の一次指定を受

います︒サークル活動をし

なっています。国道353号線の改良も最も難所

ってから︑指揮に集中

なったことです︒ ﹁前から

）

は張らないよヶにしたいで

どを計画しています。

ていると︑自分が年をとっ
てからグチを一わない年よ

とする葎沢⇔倉下間の防雪工事が完成し、今

すね︒

文教面では、倉俣小体育館の改築、中学校

サークル活動を

のプール新設、田沢地区体育館の内部改装な

りになれるんじゃないかと

きたいと考えています。

思います︒人とふれ合うこ

改良も、測量調査を終了し今年着工の運びと

させ気持を込めてタク

だき、他に誇れる村づくりを進めて参ります。

鍵騙覇繋響聯粟爆「メ
りまして一言抱負を述べさせていただきます。

盛り上げよう

ありますが、農家の複合経営を進める一方、

ら作っておくことは大切だ

価格、流通機構の問題点等を十分検討してい

とによって︑人のよい所を

農業振興につきましては、厳しい現状では

■サークル活動の盛り

なります。広域農道の倉俣大橋も今秋には完

と思います︒村づくりも家

冬からは、余程の豪雪でない限り通行可能に

吸収できますし︑生きがい

村内の幹線道路の整備は、村の発展に大き

上がらない要因に︑世 代 間
く作用します。昨年、国道117号線荒屋地内の

心を打つ演奏で全国大会へ

成し供用開始となる予定であります。
リコーダーをやりたかった﹂

中里中アンサンブル

どうぞよろしくお願い申し上げます。

校
小学生最後のよき思い出に

設、山崎方面の改良が進められています。一
方、山崎（R353交差点）から七川橋までの道路

トを振りました﹂と振

関東大会へ

建設は、関係者のご理解とご協力を得て着々

小

れたこととお喜ぴ申し上げます。新年にあた

県リコーダーコンテスト

と思います︒

■冠婚葬祭の問題は︑
かなか難しいですね︒

なんですが︑家族が多いと

囮■わたしは踊りが好き

新年明けましておめでとうございます。み

ていると﹁また飲み会かい﹂

だれかが勇気を出さないと

だけでなくもっと広い範囲

観光面では、現在、県と共にリゾート計画

■冠婚葬祭は︑中里村

不用晶交換盛況（ガラクタ市より）

ダメですね︒

なさまにはご健勝にて輝かしい新年を迎えら

4
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美しいハーモニー

今後とも村民各位のご理解とご協力をいた

学

トができるものと期待しています。

濯

上村賢造

中里村畏

つ
やノ

改良工事が着手され、つづいて新清津橋の架

26人全員が心一つに

年頭の辞

ね．

偽

げぜ一

事故原因のトップは

運

転者側が﹁わき見運転﹂歩
行者側が﹁とび出し﹂とな

ねられ亡くなるという痛ま
しい交通事故が発生してし
まいました︒この事故は︑
夕暮れどきに発生したもの

っとしたミスで大きな事故

っています︒いずれもちょ

です︒夕暮れどきは︑運転

交通事故を防ぐためには

と様々です︒こうした立場

動車を運転する人︑歩く人

二人で﹁こちらの鮭には塩
﹁レモ

コショウをふらないで後で

ンで風味を﹂といったよう

味を比べましょう﹂

正月に手づくり料理を一

十三人が参加しました︒今

婦人会員の七割に当たる三

田中集落センターで開かれ︑

楽しい﹂

調理しながらも﹁とっても

行われていました︒参加し
たお母さんなちは手際よく

理の輪

品でも多く︒こんなことか

回のメニューは︑身近な材

に︑要所くで減塩指導が

ら田中集落の婦人会では︑

していました︒

よう﹂と調理場狭しと奮闘

試食会︒

︑ε︑

分目先きの変った料理がで

﹁身近な材料で随

です︒牛乳タンポは︑キリ

は濃い目だな﹂といった感

きるんですね﹂ ﹁家の味付

試食会でした︒滝沢ノブさ

想を話し合いながら栄しい

もまとまりがいいんですよ︒

んは﹁田中の婦人会はとて

のです︒

員︶のアイディア料理の中

料理ができ上りいよいよ

﹁正月料理に加え

年一回正月前に調理実習を
鮭のムニエル︑卵スープ︑

と乾布まさつを実行してみましょう。
と乾布ま

Mし

磐鍔α

いての所得税は︑その年最
﹁年末調整﹂

後の給料やボーナスが支払
にょってその年の納税が完
了しますので︑大部分の人
は改めて確定申告をする必
要はありません︒しかし︑

︶︶

幻の滝﹁千滝﹂この滝は
清津川の支流足尾沢川にあ

ります︒清津峡漢谷の足尾
沢川橋からさかのぼること

約一緯︑そこには︑落差二

百灯に及ぷ幻の千滝があり

ます︒両岸の巨大な玄武岩
って流れ落ちています︒こ

を深く削り︑無数の滝とな
の神秘的なながめはすばら
しいものです︒この千滝は︑

中魚沼郡風土志の中にも記

せん︒

①昭和六十二年分の給与
の収入金額が一五〇〇万
円を超える場合

② 給与所得や退職所得以
外の所得金額の合計額が

二〇万円を超える場合

③給与の支払をニヵ所以
年末調整されなかった給

上から受けている場合で︑

こ

こ

ごと

きた

およ

す︒詳しくは十日町税務署
まで︵台五二⊥三八一︶

が還付される場合がありま

確定申告をすることによっ
て︑源泉徴収された所得税

災害等を受けたときなどは︑

要がないサラリーマンでも︑

なお︑確定申告をする必

を超える場合

金額の合計額が二〇万円

与の収入金額と︑給与所
得や退職所得以外の所得

た開発を進めていきます︒

これらの観光資源を生かし

っています︒村では︑今後

は︑未開拓の開発資源が眠

この千滝を含め中里村に

際写したものです︒

リコプターで上空を飛んだ

見ることができません︒こ
の写真は︑昨年の十一月ヘ

く︑とても一般の人たちは

ぐり抜けていくしか手はな

の左岸段丘上を雑木林をく

が沢登りをするか︑清津川

の滝への道はなく︑登山家

︑
残念ながら今のところこ

松原に源を発しています︒

この足尾沢川は︑遠く小

す︒

の雄大さを紹介してありま

して猶ほ逮ばず﹂とこの滝

な

可し七つ釜の如きは三四合

がっ

録され﹁此虐に一たび来る
べ

のために塩分は控え目に︒

台所を預るお母さん家族

よ﹂と話してくれました︒

調理実習はいつも盛況です

今回の先生は︑同じ集落
シさんと滝沢ノブさんのお

の中央こぷし会会員南雲ト

で現代風にアレンジしたも

タンポという郷土料理をこ
ぷし会︵食生活改善推進委

人参ゼリー︑野菜の肉巻き

料を生かした牛乳タンポ︑

る際、もう一枚はおるように注意をお願いし

実施しています︒この調理

ろから血圧の高い人は十分注意しましょう。

実習が去る十二月十三日︑

風呂場の脱衣場の保温や夜中にトイレに起き

次のような場合などには確

一

につながっています︒

昨年一力年の交通事故に

を生かして交通安全のあり

研究熱心なお母さんたち
冬場の健康を守るため毎日汗ばむ位の運動

者から歩行者が最も見えに

子どもからお年よりまで家
族全員が﹁自分の安全は自

よる死者は︑県内だけで二百

するものです。特にお年よりのいる家庭では

われる際に︑

疋曳
●頭がボ＝ツ、

くい時間帯です︒一方︑歩
く見えていると思い込んで
つことが大切です︒毎月十

分で守る﹂という自覚をも

行者は︑運転者に自分がよ
います︒特に夕暮れどきや︑

日は交通安全家庭の日です︒

ったら家族で交通安全の話

夜︑交通安全の広報車が通

二十九人となり昭和五十六

一

寒さや暖かさに血管の伸縮が間に合わず発生

サラリーマンの給与につ

毎年この季節、お年よりが風呂場やトイレ
定申告をしなければなりま

にぎやかな実習の様子

夜は︑白や黄色といったラ
イトに反射しやすい服装や
懐中電灯をもつことが身を

しをしていただきたいと思

守ることにつながります︒

年以来最悪の結果となりま

ハンドルにやさしさを△

方を話し合ってみましょう︒
▽心に笑顔を

います︒家族の中には︑自

した︒当村では︑人身事故

昨年の九月に実施いたしま

盛り上げよう

地元民が集まる商店街︑

いのではないでしょうか︒

ジリ貧の事態はまぬがれな

街構造を練り上げなければ︑

に対応するため早急に商店

う目の前に迫っている拡幅

る商店業者の熱意です︒も

どうかは︑そこに店を構え

店街づくりを成功させるか

﹁村の顔﹂というべき商

く予定です︒

的別の話し合いを進めてい

めに︑共同店舗研究会や目

大きなチァンスを生かすた

年︑百年に一回というこの

中里村商工会では︑五十

魅力ある商店街づくりを

縮させ、血液の流れを悪くします。特に日ご

観光客が足を止める商店街
をつくるため︑商工業者︑

〉乾布まさつ＜

ぐ布r

県内に二百二十九人死亡

十五件で死者一人︑傷者十六

﹁村の顔﹂

商工会では︑国道一一七
一
号線︑国道三五三号線改良 ぴ

低い商店街づくりへの意欲

もたれました︒

かかわる人たちで懇談会が

魅力ある商店街づくりを
十二月十七日︑商工会館
で中里村商店街懇談会︵二

回目︶が開かれ︑商店経営
主など二十四人が集まり︑
積極的な意見交換が行われ
ました︒

一年度に実施した﹁中里村

工事に伴うアンケー−を︑一

商店街診断﹂の結果を踏ま

した︒アンヶート対象者は
山崎集落は全世帯︑上山集
落は沿線商店を対象に実施

冬将軍到来！この寒い季節は健康に十分注

商工会︑村が一体となって

首など心臓か

〆6

とする朝に、
タオルで腕や

蕃
ノ（（

㌔㌔嘘島＿
翫㌔蝉触乱
轡轟紳繍磁㈱繍蹴悔鳳

｛轟紳繍ト甥一

O
意しましょう。冷えや寒さは血管（動脈）を収

取り組んでいきましょう︒

㌧囎騨轡瓢が
〜

し．＿一＿ノ

竃

鈴木邦俊

この懇談会は︑昭和六十

え︑魅力ある商店街づくり
のための具体的方策を進め

回答者の三割が借地に店

いたしました︒

です︒前回の会議の際︑共
通の問題を抱えるグループ

舗や住居を構えていますが
国道拡幅を含めた今後の賃

借については︑九割の人た
ちが地主と協議をしていな
いと答えています︒また︑

国道拡幅に当って後方にス
ペースをとれないという人
が全体の五六・五％を占め

ています︒商店街の集積化

を進めるため別の土地を斡
旋された場合﹁応じる﹂と

答えた人が二九％と低くな
っています︒

アンケート全体を通して
感じられることは︑国道拡
幅に対する積極的な対応策
を考えている人が少ないと
いうことです︒

ます。

ら遠い位置力
ら求心的にギ
ユッギュッ。

撮影者

で倒れるケースが発生します。これは、急な

上空から見た
幻の千滝

織慧署為L璽中
時速60km譲響1譲
r爾44m
馬

※雨のときは、この1．5倍以上、雪があるときなどほ、2倍以上にもなります
スピードは控えめに

消費者に喜ばれる商店街活動を

★自動車の速度と停止距離

ヤ・・蝶講理

て五通
し百死 安易な運転が事故を呼ぶ
を

るために行われているもの

話し合いが商店街づくりの第一歩

6
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別の話し合いを進めること
になり︑今回︑国道拡幅に
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鍵︑
一

♂ 語韓灘・ ド，講
瀞

？1

1§︑

不明の点がありましたら税務課、住

さと

国民年金の保険料は所得

民税係へ。（魯63−3111内線131）

定時制

税の控除対象となります』

えむ

艦鰹…

一目一・円の交通災害

国民年金の保険料が、税金の控除対

での間に行う村・県民税の申告のとき、
︑︸んじざクー

申告書の「社会保険料控除」欄に昨年
納めた保険料の総額を記入しますと、
記入した保険料の全額が所得額から控

（

除されます。

①定額保険料

62年1月から3月まで1ヵ月7，100円
62年4月から12月まで1ヵ月7，400円
②付加保険料
1ヵ月 400円

六

．へ色︵そー

ρわーい

膨

詳しくは役場戸籍係まで
（費63−3111内線123〉

給与支払報告書の提出を
お願いします。

．∠㍉

♂﹂
嚢︑奪嚢茅・

︒婁許徽⁝

ただし、それがかなわぬ場合は日雇

繕秘襟貴縣雛凝

て差し上げました。
ました。

をお願いします。

★手帳
前見返（面積）
越後

佐渡

理科、英語

★受付

定員100名（男・女）
★受付期問

2月8日〜15日

正午まで

昭和62年12月1日〜昭和63年2月3日

P14豊栄市長
小山竹三→小山竹二
P，20

0254−32−1441一→イ）254−64−1441

P、20

新潟県史刊行のご案内

詳しくは学院入試係（費0257−79−4511）へ。

新潟県が立県100年の記念事業とし
て、編さんを進めている「新潟県史」

働きながら高等学校教育を

は、．昨年度に続いて、昭和63年3月に

荒川町長 空欄→金子

好

善意をありがとう
★香典返し如来寺大島虎男氏50，000円

倉俣高橋直一氏30，000円

5巻刊行されます。

★認可保育所にクリスマスプレゼント

O通史編4 近世二 3，700円
O通史編5 近世三 3，700円

芋 川根津

田中の女神様

葎沢の山本茂雄さんは、自宅の畑に
植えておいた白ユリ（山ユリ）の球根
を掘ってぴっくり。「普通の球根の3
倍はある」という大物。この球根は、

通勝．
纏

敬氏20，000円

たまげたでっかい球根

を

00

田中の鎮守様の左側にお

ごそかに祀られている女神

様は︑元来この地でなく十
ニノ木の竹松殿の庭神であ

ったものをもらいうけて祀

ったという︒ある年︑竹松
殿の当主が原因不明の高熱

かった︒そこで御座を立て

におかされ医術のすべもな

神意を伺ったところ﹁ここ

史跡めぐり

0

関川村電話番号
の

程（費52−3575）へ。

★試験会場
南魚沼郡大和町
北里大学附属北里保健衛生専門学院

857、22→ 857、23

対全国比 91．5％→91．2％

★出願手続 入学願書を受験票ととも
に出身学校長を経て本校へ提出。
詳しくは、十日町高等学校定時制課

★試験日
昭和63年2月7日（日）

11721、4（〉→11721、41

★資料編
P．5 離婚率本県順位 60→46
P．6 県（国）民所得の分配
新潟県1，922，700→1，918，100

★定員 普通科 40名
★入学学力検査 国語、社会、数学、

80名（男・女）

★栄養科2年制（昼間）

で庭神として祀られていた
女神様が︑田中の鎮守様で

館⑫

りり99りリワワリリリ9りり

羅霧

器謙騨騰雛灘曝躍跳

一月二十二日働

午前十時ー午後三時

老人福祉センター

★高齢者講座

日時

場所

総合センタ：

内容 午前 クラブ活動

月r

㌔・r

2年前に山から掘ってきたのを、外側
4

んでいる﹂との事であ

ノ木から来る人もなく

の先達で道中は︑奏楽

殿もそういえば遠い昔
の鎮守様の所望で深夜

入れしたことを思い出

︒あれから数十年お参

行くどころか思いもし
ったことを申し訳けな

い早速︑子ども身内の

参拝にゃった︒この参

さしもの高熟も平熱に

たという事です︒この
様は縁結び安産︑子育

神と広く信仰されてい

当間スキー場

σりすの神つでを思かにた興主中松。し二
樋。神様たさ参いつ行
口倶吉さん︵白羽毛

四十八名︵小学生以上︶

を食べ中心部を畑に植えておいた物。
球根を大きくするためには、つぽみを
摘むことが大切とのこと。

まて女下拝者くなりしで神田竹る哀十

総合センター出発

定員

場所

申込〆切 一月二十日
申込先
公民館

※当日リフト代︵一日券︶

ださい︒

二千五百円を用意してく

二月十三日ω
午後一時三十分

総合センター出発

四十八名︵小学生以下︶

★村民競技スキー教室

日時

定貝

場所 当間スキー場

昭和63年1月10日

申込〆切 二月九日
申込先
公民館

こ

午後映写会

マ

千円を用意してください︒

O

※当日リフト代︵半日券︶

広報も

フイルム名
良寛を求めて
平家物語の世界

9

点で〆切らせていただき

理想の男性は、たいくつさせな
いでくれるおもしろい人。

※スキー教室︑競技スキー
教室ともに〆切日前に定
員に達した場合はその時

いことはお酒を飲みに行ってワ
イワイやること。夢はいいお婿
さんを見つけて新婚旅行でオー
ストラリアに行くことです。

ます︒

挑戦しょうと思い新しいスキー
ウエアーを買いました。性格は
明るくて人なつっこい。今楽し

民スキー教室

鈴木士建㈲で事務をしていま
す。会社の中で一番年下なので
かわいがってもらえ、楽しくや
っています。趣味はこれといっ
てないですが、今年はスキーに

一月二十四日㈲
午前八時三十分

庸韓謬歌

響麗板栃㎜

滝沢幸子さん
★

県民手帳に誤りが発見され、県統計
協会より訂正がありましたので、．訂正

十日町高等学校
定時制生徒募集

働きながら高等学校教育を受けるこ
とができる定時制、通信制課程の生徒

県共同募金会中里村分会

★提出先 役場税務課

お知らせ

総数 12578、62→12578、64

ご協力ほんとうにありがとうござい

す。
、．
★提出期限 昭和63年1月31日

日

定員

〒950新潟市新光町4番地1
新潟県総務部県史編さん室
O官製ハガキに住所、氏名、購入巻
名、冊数、電話番号を記入の上申
込みください。

県民手帳一部訂正の

その他・・…・…県教育庁高等学校教育

募集していますd

人暮らし老人、ねたきり老人、母子世
帯、身障者、長期入院者、施設入所者
のみなさんに、すこしでもよい正月を
迎えられますようそれぞれ慰問金とし

与支払報告書の提出をお原質いします。

時村

詳しくは、育英事業委員会（教育委
員会内）まで。台63−3111内線161

★臨床検査技師養成科3年制（昼問）

村では、課税の公平を期するため、
そういう人について指導に当っていま
すが、とかく個人の申告に際して申告
漏れが生じ、調査の結果まとめて追徴
されるケースも出てきています。
日雇賃金支払者のみなさんからは、
事業所で支払いしgた賃金分について給

（田代・20歳）

らびに在学者。

諦養成科と栄養科の選抜1期入学者を

みなさんの真心を寄せていただき、
たくさんの浄財が集まりました。誠に
ありがとうございました。
赤い羽根共同募金にお寄せいただい
た1，667，739円は一担県に送付し、そ
の後約8割配分金として戻ってきます。
歳末助けあい募金に寄せていただい
た518，455円は、村内の老人世帯や、一

ます。

襲

学校を卒業した人。
★願書擾出
定時制 2月8日〜2月15日（正午）
通信制 2月22日〜4月8日（16時）
★間い合わせ
出願手続き…出身中学校
学習内容等…出願する高等学校

これと同等以上の資格を有するもので
大学およぴ高等専門学校入学希望者な

課（魯025−285−5511）まで。

赤い羽根共同募金・歳末助けあい募金

に

★貸与予定人数 5名以内
★申込み資格
高等学校を卒業したもの諏または、

北里大学附属北里保健衛生専門学院
では、ただいま昭和63年度臨床検査技

協力に感謝します

例年、当村におきましても農閑期等
を利用しての短期雇用者が見受けられ

諺（

等学校

選抜入試（1期）のご案内

す。

★申込先

★応募資格
昭和63年3月に中学校を卒業見込み
の人や中学校、またはこれに準ずる

3月22日〜4月9日

3，700円
3，700円

0通史編9現代3，700円一

十日町、六日町、小千谷、

通信制 新潟高等学校、高田南城高

の受付けをします。

★受付期問

0通史編7 近代二
O通卑編8 近代三

他15校

年4月からの育英資金貸与希望申込み

一日一円の安い会費で、見舞金の支
払いは、最高100万円。
自動車による事故だけでなく、自転
車でころんだり、トラクターの転倒に
よるケガでも見舞金が支払われます。
加入申込みは、後日、村政事務嘱託
員さんを通じて配布しますので、現金
を添えて、隣組長さんへ申込みくださ
い。なお、交通事故の相談にも応じま
すので、多くの人の加入をお願いしま

人の場合は、2月16日から3月15日ま

φ

中里村育英事業委貝会では、昭和63

共済に加入を

象になることをご存知ですか。
サラリーマンは12月に行う所得税の
年末調整のとき、農業・自営業などの

》

を次により募集しています。
★募集校。

中里村奨学金のご案内

かいじゅうが山をこえる

麺

﹀
崎

同

ノ
生
級

絹⁝

▼畑醍
校
裕≠鴨

園地がほしいですね。

ぼくたちテレビに映るんだ
清津峡たるぱやし

貝野集落という所は、すぐ裏が山である。

からタ陽など見れず、急に臼陰になってしま
つo

だが、東に目を移すと、田原と川東の山並。

そのむこうに魚沼三山がそびえてる。

﹁いつテレビに出るの﹂と初めて

ラが近づいてきたので緊張した﹂

のです︒この日ばかりは︑村内の

耕たなグループを作り企画したも

佼は最高﹂を成功させた仲間が︑

した︒

の体験にちょっぴり興奮していま

この企画は︑十一月一日に﹁今

かり童心に返っていました︒

あり参加者は﹁うれしい﹂とすっ

た︑参加者たちに︑サンタのおじ
さんからクリスマスプレゼントも

字に大きな歓声が起りました︒ま

徒たちは熱心に受講していました︒

した︒小雨が降る中︑参加した生

にスキーをつけて講習が行われま

した︒その後市之越へ上がり実際

ニング方法︑スキーの手入れの仕
方などの講義を一時間ほど受けま

え︑初めは総合センターでトレー

まりました︒講師に国体︑天皇杯
の優勝経験をもつ加藤陽一氏を迎

クロスカントリースキー講習会が
開かれ︑村内の小中学生百人が集

十二月十九日︑総合センターで

クロカンスキ唇講冒会

小雨の中熟心に受講

特にわたしの家は山の根っこにある。そし
て、その山の上に太陽が沈む。まず、家の前

右者の多さとパワーに圧倒されま

人六人が録画撮りに参加し﹁カメ

貝野の山からのながめ

した︒この放映は︑一月十六日の
ひ︑ご覧ください︒

午後五時から放映になります︒ぜ

若い熱気ムンムン
クリスマスパ置ティ8
十二月十二日︑総合センターで
ハピネスソフィア︵代表清水雅秀
さん︶の企画した﹁クリスマスパ

ーティー﹂が開かれ︑村内の若者
など百五十人が集まりディスコを
踊りまくり楽しい一夜を過しまし

また、見たいものだ。溝津山の会柳洋治

15件

§︑

（12月末）

い御来光を見る事ができる。采年の元旦に、

そして、冬の凍れる様な快晴の早朝。美し

村山きみ争︑

㌻

本屋敷

新
宮

塁
中

大島﹄ー実
池田久美子
ら

智子ミ璽濯爺栄町

利子

武夫

備

雛

娘来寺

上 山
77 新屋敷

6
8 清田山一

9
0倉俣

クマ 87

市之越

工観光係まで︵8六三ー三
一二︶

和六十三年三月までにに撮
影したもq
詳しくは︑役場開発課商

★昨和六十二年十二月ー昭

た写真を募集します︒

雪国新潟らしさをとらえ

﹁雪国風物詩﹄写真募集

富井

江ロヤス79干溝︑

山田

高橋直策

羽鳥サワノ

太島

吉楽利治

服部︑ツマ︑鴫︑︑娘農寺

癖あぐや毒曜

金子

井ノ川茂徳

東田沢

小擁︑︑隆︐類来詩

串㌶織幾讐．．︑

癖鞍欝鵜

優︑美へ邦添躍良ご娘来寺ゴ

和﹄込強饗叢証講﹄

陵煽箪猿連働正幸y本澱購

満ゆみ鼠竃口︒﹂ぜVキ贈勲

︑⁝醐．︑擁一総潔靖平﹀毒⑲鱗

癖おめ鳩註慮鉱▽☆嘉・諾

一麟轡

トやめましよう︒

なります︒飲

す︒後悔する
者も加害者も

大きくなって
マッタ﹂では

で行ってちょ
れだけはやめ
飲酒運転によ
大事故につな

鯉鑑讐：麟謹数ll魑
離鱈露垂窟．雲鑓嚢厳蹴
転なは遅す可故だ一年

沢柑
赤が

＆
よ》一｝一ト》一》一》一》一》一覧一｝一ト》一トトト｝》一》一レ

暇

︾ー︾ー︾ー︾ー︾ー︾ー︾ー︾ーψー︾ーY︾ー︾ー︾ー︾L︾ー︾ー︸♂ー︾1︸︾ーぺ望

リワ豹

ような明るい家庭を築きたいですね。
村への要望は……り雨が降っても親子で遊べるような遊

た︒途中ビンゴゲ：ムも行われ︑

・死亡事故ゼロ

21日蟹

・事故発生件数

山こえかいじゆう

ところなんだぞ︒ジャンブ
んだぞ︒

して踊りでも始めようJという田沢の

すると︑うちゆうまでいく

鬼面の打手がダイナミックに打
ち鳴す柏崎の日本海太鼓︒この十

周年記念を新潟総合テレビが放映
し︑その兄弟太鼓として清津峡た
るばやしが紹介されることになり

ました︒この録画 撮 り が 十 二 月 十
われました︒清津峡小のたるばや

九日の土曜日清津峡小体育館で行
しは︑昭和五十八 年 八 月 ︑ 日 本 海
太鼓の指導者であ る 竹 田 満 先 生 を
招いて指導を受けたのが始まりで

す︒現在︑清津峡たるばやしが演
奏している﹁清津清流ばやし﹂
﹁清津雪おろし﹂の二曲とも竹田
先生の作曲によるものです︒こう

したことが縁とな り 兄 弟 太 鼓 の 仲

テレビカメラにちょっぴり緊張
を持ちより情報交換をしています。自
分たちの趣味を通し少しでも世の中の
ためにということで妻有荘や恵福園に
慰問もしています。踊りの会の仲間は

間入りをしました︒

から指導を受けています。月2回の練

｛ ｛ ｛

家庭のモットーは……りだれでも気軽に来ていただける

習日が侍ち遠しく「真剣で踊っている
と汗が出るんですよ。健康にもいいで
すね」と村山さん。冬場の練習は特に
楽しみにしています。それは練習の後
のお茶会です。各人が自慢の漬物など

ルーレットから落ちるボールの数

連絡先 村山タケ（63−3375）．

したね。ワ席がいつも一番前でまじめな感じ
がしましたね。
お田さんたちが中心となって結成しま

0

昭和63年1月10日
〜
マ
広報瓢∂O

〃

この日は︑小学生四十八人︑大

︸

姉妹以上の仲よしです。

き
…・り高校のとき同級生だったんですよ。卒
業してからも正月というと担任だった先生の
所へ仲間で遊ぴに行っていました。ワそのと
き急に次の日善光寺に行くことになったんで
すけど、わたしは仕事の都合で行けなくて、数
日たってから彼が善光寺へ連れていってくれ
ました。それが交際の始まりです。

・．㎜

会員は12名で十日町の若柳流目黒先生

すばらしい走りを見学
ハピネスソフィアのゆかいな仲問たち

たのでもっぱら日帰りで会いに来ました。O
わたしも何回か女友達の所に遊ぴに行くとい
って会いに行きました。でも最後は父親に分
かってしまい、本当の事を話しましたけど。
昼間田沢本村の公民館でやっています。

回回回回

さんは思いやりのある子になってほしいんだって。

交際中は……り当時は東京の調理師学校へ行っていまし

した。練習は月2回夏場は夜、冬場は

⑳土倉分校（2年）
山田 豪くん

高校時代の印象は……り控え目でおとなしそうな感じで
やよい会は、昭和50年3月「趣昧と

瀬

爆触セ
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