㎜懸灘鱗羅羅⑮耀

φ．闘勒》づゆ●一㍉

壷

！4移擁表菱

2月11〜3月10日

壷

建国記念の日
建国記念の日

★

癌

⑪㈲休日鵬医（古藤医鎚65−3・・1）
⑪㈲ 休日救急医（古藤医院魯65−3001）

患
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壷

は

患
壷

村内小学校儲スキー大会（田沢・j・グラウンド）
村内小学校観警スキー大会（田沢小グラウンド）

18㈲
連18休）

患

本屋敷中島ナオノさん

坐

錫人講座（P8参照）

この写真は︑昭和十四年の夏出

と錫人講座（P8参照）

き16（火）ピデオ購習会第2回目（総合センター19：・・〜21：・・）壷
16（効
ピデオ購習会第2回目（総合センター19：00〜21：00）

征兵士に送るため写したものです︒

患
叢

本屋敷国防婦人会でも︑他の集落

を
献血（十日町市役所前10；00〜15：00）
⑭（日）
響⑭（日）諜晋繍灘論11i即）
休日救急医（津南病院魯65−3161）

に送りました︒戦争が激しくなっ

総合センター出発

てからは︑正月といっても配給さ
れたホッケやサンマで年取りをし

村民競技スキー教室（当間スキー場

13＝30）

たものです︒普段は少量の白米の

13仕）

った金の一部をゼンマイ貯金とし
てためて︑終戦後の昭和二十三年

ころ善光寺参りをしてきました︒

豪13仕）欝技スキー教室（当間ス…総合センター出発叢

中にサツマイモやジャガイモなど
を入れて食べたものです︒こんな
中でも本屋敷では︑ゼンマイを売

12團

と同様に︑電気料の徴収︑ボヨ運
び︑サツマイモの販売︑縄ないな
どで得たお金で慰問袋を出征兵士

心配ごと相読日（老人福祉センター13：00〜16：00
古12團繍鷲議葬人福祉センター13：00〜16：00糞
相談貝 樋口永蔵）

ノ

ラ僻

3

条

◎
高齢者講座（P8参照）
民22（月）灘覆繍言男レ・参照）
22（月） 村県民税納税相談日（P6参照）

条
巽

具へ趣保育所入所糊会（貝野地区／貝野多目的研修施条

■母親学級

へき地保育所入所説明会（貝野地区／貝野多目的研修施

を23（灼設／10：30〜11：30）（倉俣地区／倉俣生活改善センター／条
23（灼 設／10：30〜11：30）（倉俣地区／倉俣生活改善センター／

2月19日／妊娠中の保健／上村病院／12：45〜13：00
●妊婦検診

へき地保資所入所説明会（清津峡地区／清津峡生活改善
ぞ24礪窒器欝器地区／清津峡生活改糠
24㈱ センター／10：30〜11：30）

2月19日／上村病院／13：30〜14：00

村県民税納税相談日（P6参照）

■産後検診S62．9．1〜62．12．31の間に出産した母子

中皇柵祖育会、蝿人会、農鵬人飴同研修会（P9参照）条
中皇村母子愛育会、蝿人会、農協婦人都合同研修会（P9参照）

館
智

青年の集い（P8参照）

4（金）

4働

2月12日／9：30〜14：00／朴木沢／集落開発センター

条

2月16日／9：30〜14：00／朴木沢新田／朴木沢新田区長宅

条
案

2㈱青年の集い（P8参照）
2㈱

（

条

産後検診（右参照）村県民税納税相談日（P6参照）
産後検診（右参照）村県民税納税相談日（P6参照）
心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00
心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00

六相談員江口行男）

2月17日／9：30〜14：00／市之越／市之越集会場
2月18日／9：30〜14：00／荒屋／荒屋公民館

2月23日／9：30〜14：00／如来寺／如来寺公民館

条
ラ費

2月24日／9：30〜14：00／小原／小原公民館

条

相談員 江口行男）

2月25日／9：30〜14：00／田中／田中公民館

村民競技スキー教室（当間スキー場 総合センター出発
〒5㈹欝技スキ
当間スキ 合センター出膝
5㈹

3月1日／9：30〜14：00／東田沢／東田沢構造改善センター

一

3月3日／9：30〜14：00／桔梗原／桔梗原区長宅

13：30）

村民アルペンスキー大会（当問スキー一場
村民アルペンスキー大会（当問スキー一場 総合センター
総合センター

⑥（日）
出発8：00）
西⑥（日）翻窪（上村
863−2111）
休日救急医（上村病院863−2111）

弓ド

巽

村県民税納税相談日（P6参照）
杢7（月）鼎欝昌1旱雛所1・…一15…）巽
交通事故移動相談所（十日町市役所10：00〜15：00）
7（月）

）

3月8日／9：30〜14：00／豊里／豊里区長宅
3月9日／9：30〜14：00／山崎／山崎集会場

3月15日／9：30〜14：00／通り山／通り山公民館

※変更す硯合があります．御用の際は担当課で確蹴．条

たくましい赤鬼︑青鬼出

現︒必死に﹁鬼は外﹂と豆

をぷつける園児たち︒遊戯

い園児たちの集中攻撃にさ

室の中は騒然︒かわいらし

すがの鬼も雪の中へ逃げ出

た︒

し︑無事豆まきが終りまし

編集後記

広報を担当した昭和五十

よる人口は七千百五十三人︒

六年四月の住民基本台帳に

は︑六千八百二十一人と三

あれから約七年︑村の人口

百三十二人減少しました︒日

よれば︑昭和八十年の中里

本経済新聞社σ推計人口に

村の人口は︑五千四百十六

﹁村づくり﹂は︑やる気

人と推定されています︒

起しです︒二月五日に﹁村

が開かれました︒ 一人でも

づくりパワーアップ会議﹂

多くの人が参加し地域の活

性化を進めましょう︒

ノ

業
事：

民％（幻村県民税納税撒日（P6参照）
村県民税納税相談日（P6参照）

血／3月22日／保健センター前／10：00〜15：00

く
づ

蒙

献健

・⑳（日）

公スボーツリ＿外研修会（P8参照）
スボーツリーダー研修会（P8参照）
％（幻

3月4日／保健センター／13：00〜14：00

6献
■

ピデオ纏習会第4回目（総合センター19：00〜21：00）心配ごと・
26働 行政相鼓日（老人福祉センター13：00〜16：00相談員藤田義一、山田正平）
ま2幡繍躍総騰論：器繍脇濫藷斐
す休日救急医（庭野医院魯52−2711）
条
休日救急医（庭野医院魯52−2711）

⑳（日）

／S／／り／／／

14：00〜15：00）村県民税納税相談日（P6参照）
集14：00〜15：00）村県民税納税相伽（P6参照）条

い

る

ピデオ購習会第3回目（総合センター9：00〜12：00）
ピデオ購習会第3回目（総合センター9：00〜12：00）

⑳（日）
い⑳（日）休日棚医（山・医髄52−2174）
休日救急医（山口医院魯52−2174）

へ

さ

ヘ9く

飲酒遺転追放の日

帯

絡鰍報、妊撒診（右参照）肺韓校新人クロスカ夢
母競学級、妊婦検診（右参照）郡市中学校新人クロスカ
し19㈹ントリースキー大会（市之稗）心配ごと相談日（老人福
彬
19㈹ ントリースキー大会（市之稗）心配ごと相談日（老人福
祉センター13：00〜16：00 相談員藤田義一）
て祉センター13：00〜16：00相談員藤田義一）
嘉料5料料料る料昏彦薯料場拶料
農家相談日（役場農業委貝会8：30〜12：00）
」
舟2・ω識騰
委貝会8：30〜12：00） 〜
20（土）
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とってから障害として現われるも
のです︒ その中でも︑七〜八年前
から︑ 脳卒中を抜いてがんが死亡
原因のトップになりました︒ 今回
は︑ 成人病の中でも特にがんにス
ポットを当てた特集にしました︒
他人事といわずに目を通してくだ

いろな二とが積み重なって︑ 年を

ぐ﹃噸﹄コ﹁﹃

・冨﹄

薮嚢

誌

成人病﹄ は︑ 日本人の死亡原
ベスト3にランクされている
脳卒中︑ 心臓病をはじめ︑
病︑肝臓病︑ 糖尿病などの総
す︒ 成人病はかつて老人病と
れたことがあります◎ しかし
では︑ 老人だけでなく三十代
病する人も出ています︒ 成人
多くは︑ 若いころからのいろ
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目
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した︒その甲斐あって脳卒

種検診の充実に努めてきま

動脈硬化症及ぴ心臓疾患三

ま
す︒︒過去三年間に亡くな
ます
られた人の死亡原因を見て
も分かりますように
その中でも胃がんが

ってしまいます︒がんが胃

ように六五％の生存率とな

炎七十二︑胃かいよう四十

気でいます︒この他にも胃

がんで︑手術をし現在も元

この七名は︑いずれも早期

何と八十九人にも達
︒︒左表で
して
てい
いま
ますす

が十
十六
六人
人︑︑肺
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がんが
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︑n慧曇灘灘繋鄭

が︑早期がんの発見につな
が分かります︒

と思っていただけに驚きま

いかに胃の集団検診の受診

一七％と低くなっています︒

立がんセンターの外来では

半数を占めるのに対し︑県

胃がんの内︑早期がんが約

胃集団検診で発見された

います︒

れという状態が多くなって

て病院に行ったときは手遅

ません︒ですから症状が出

合は︑少しも症状が現われ

のー

を
菜
野
生
は

︑撚鑑もて華餐﹄
︑讐灘嚢灘鷺賠・濤響鹸

中は年々減少してきました︒
しか
かし
し︑
︑そ
その
の反反
で
面面
︑︑村内で

十十
二二
人人
︑︑中枢神経系血管損
一番多く二十三人︑

人が亡
亡く
くな
なり
りま
まし
した
たが
が︑︑そ

はがんで死亡する人が増え︑

傷二十三人とつづいていま
次いで食道・腸がん

村では昭和四十四年に脳

昭和五十五年からがんが死

す
す︒
︒いかにがんで亡くなる

過去五年間でがん

がんの中でも
胃がんトップ

亡原因のトップになってい
人が多いかが分かります︒

の内の十七人︵二三・六％︶

七十二
ます︒
︒昨
昨年
年村
村で
ではは
︑︑七

期がんの発見に取り組んで

れて以
以来
来︑
︑食
食生
生活
活改改
善善
︑︑各

下層だけにとどまっている
います︒昭和五十二年度か

卒中特別対策地区に指定さ

状態を﹁早期がん﹂といい

らの十年間に延四千二十六

ヂ

壁の筋肉層を通過するのに

九をはじめ二百五十七の胃

一年かからないといいます

から︑胃がんの早期発見の

胃がん検診は︑胃がんば
かりでなく︑胃の他の病気

の病気が発見されています︒

の発見にも役立ちます︒一

必要性を強く感じます︒わ
か﹂と思われる人が胃がん

年に一回は必ず受けたいも

たしたちの周りでも﹁まさ
になり︑一〜二年で亡くな

のです︒

では特定の症状を現わさな

がんの特徴は︑その初期

がん

い

るという悲劇が出ています︒

この悲劇を繰り返さな
いためには︑胃の集団検診

を受けることです︒このた
め村では︑昭和四十二年か

ら胃集団検診を実施し︑早

いことです︒胃集団検診で
﹁早期がん﹂が発見された

で亡くなられた人は

十二人︑肝臓・胆のうがん
ほとんど治る段階です︒し

に胃がんが発見されました︒

人が受診し︑その中で七名

いがんです︒その中でも新

潟県は︑全国の中でも一位
二位を争う胃がんの多い所
です︒一般的に胃がんは塩

分と関係あるといわれ食塩
脳出血︑胃がんが多くなっ

摂取量の多い国や県では︑
ています︒

カんは
治る
不治の病といわれている

胃がんも︑治るがん︵早期
がん︶と手遅れのがん︵進
1でも分かりますように︑

行がん︶とがありま す ︒ 図

みますと︑がんが六十人︑

が十二人とつづいています︒

かし︑胃壁の筋肉層まで達

胃がんは特に日本人に多
しますと︑図2にあります

はは
︑︑がんで亡くなられてい

W

がり︑がん征圧に役立つか

Aさんは﹁胃だけは丈夫だ

リ

マ

がんa道参等§発か

8％

響

予防

物が食道を通る通過感がある。i★原因もなくだんだんやせたり
★便に血が混ったり、大便が細 i 顔色が悪くなった。

O

濃
巖

雛

m 本程 度 に
〜

1日

6α
流

する。
i★カラセキがなかなかとまらず、
★物を飲みこむときつかえたり、1 ときにはタンに血が混じる。

カ

2
昭和63年2月10日

広報噸かマ邑

3

響

くなった。
i
★女の人で不正出血があったり

四器工昇

噸
轟轟蝋麟麟犠驚灘捗難

そ

漁b

｝

4

く

晩し

脂 肪 は ひ か えめ に

した﹂と話しています︒こ
のように初期の胃がんの場

乳がんの自己チェック法

筋肉層

（

！慶響響・，

早期ガン

V度
皿度 IV度
ますが、がんの場合は初期の段階ではほとんど
自覚症状がありません。胃がんについていいま
すと、胃は容量の大きい臓器ですから、胃袋の
中にできた小さな異物位ですと症状が現われま
せん。自覚症状がでたときは相当進んでいる場
合が多いですから、自分の健康を過信しないで、
村が実施するがん検診を受けることが大切です。
生来丈夫な人は、ガマン強いのでしょうか、
ごく具合が悪くならないと病院に釆ない傾向が
あります。他人に「最近やせたね」などと指摘
されるようになりますともう手遅れのことが多
いのです。新潟県に多い胃がんは胃が丈夫とか
弱いといったことは関係ありません。とにかく
40歳を過ぎたらこまめに検診を受けることです。
がんの恐しいのは、がん細胞が他の臓器に転
移することです。早期がんであればその部分を
切りとってしまえばほとんど心配ありませんが、
進行がんになりますと他に転移しているケース

1 日1 回

／，・
へ

恐しい胃がん
がんが粘膜層あるいは粘膜

るようにしましょう。

進行ガン
（がん研調査）

1
最近では大腸がんも多いですから、胃がんと
同じように一年に一度くらい病院で検査を受け

膜

漿

II度
1度
28％

「自分の体は自分が一番よく分かるJといい

35％
65％

上村晃一先生（田中

融
が多いです。

粘膜下層
15％
85％

上村病院副院長

雑％ぎ

粘膜

⑤

100％

40歳を過ぎたら検診を

塗ミ

国県からのお金が数％ し
か伸ぴない現状の中では︑

医療費の増加が︑保険税の
アップにつながってしまい

分かります︒

医療費の節約になることが

胃袋にも定期検査を実行し

に定期検査があるように︑

診を受けましょう︒

ぎたら︑あなたも進んで検

が早いのです︒四十歳を過

メになれば買い換えられま

てほしいものです︒車はダ

診率

協議会の資料によれば︑四

二市三郡魚沼胃集団検診
よるものです︒バランスの

％は︑食生活などの環境に

がんの原因の八○〜九〇

防策

象に胃の集団検診を実施し

十代から胃がんの発病が多

行きません︒

すが︑胃袋はそういう訳に

ています︒今年度の受診対
象者三千五百六十八人の内

村では︑四十歳以上を対

実際に検診を受けた人は︑

の一つとして︑成人病患者

ます︒医療費の増加の要因

術を受けたBさんと︑末期
六百十七人と少なく︑受診

かかえています︒昭和六十

は︑増大する医療費に頭を

国民健康保険事業会計で

っています︒

六百五十万円と倍以上にな

Cさんに要した費用は︑約

三百万円︑ 一方亡くなった

Bさんに要した費用は︑約

う︒単純に比較しますと︑

忙しくて﹂

がなかったから﹂

中には︑

ます︒検診を受けない人の

率は一六・五％となってい

減しているのに対し︑四十

る死亡率は︑六十歳代が半

く見られます︒また︑全国
的に見ますと︑胃がんによ
れています︒

えることによって︑六〇％
以上のがんが防げるといわ

﹁仕事が

﹁昨年受診し異常

々に浸透してきた結果です︒

ません︒これは︑六十歳代
の早期発見︑早期治療が徐

歳代は︑それほど減ってい

で発病するかどうかは︑わ

るといわれています︒がん

がんになる要素をもってい

わたしたちは︑だれもが

管として休みなく働き続け

﹁胃に自信があ

このケースを見ただけで

︵重地︶が選ばれました︒

の活動グループに加入いた

今後は︑各会員にいずれか

だいて本格的な活動を展開

侵されても︑免疫がこれを
しかし︑体調がすぐれない

攻撃しやつけてしまいます︒

たまっているときなどは︑

風邪をひいた︑ストレスが

免疫の働きが分散され弱く
がんから体を守るために

なってしまいます︒

は︑タバコ︑酒を控え目に

し︑バランスのとれた食生
一番多い胃がんは︑塩分の

活をすることです︒当村で

ます︒ご家庭で今一度食生

摂取と深いつながりがあり

よ・つ︒

活のあり方を話してみまし

限りな．蟄感謝を榛げて
平．田シズさん︵旧姓・矢久保︶
元高道山小教師

ませんので︒細く長くとい

り無理をしますと長続きし

会長の山本さんは﹁あま

に凍え死しそうなわたしは
十二人の人たちの救助を受

高道山の原っぱで吹雪の中

昭和十四年一月八日の夜

忘れることができません︒

見えたときのうれしさは︑

声を聞きつけ助けにきてく

御嶽講でお集りの人たちが

おんたけこう

った精神でがんばりたいと

高道山小学校第三学期の

けて生命拾いをしました︒

きるところがありますので

した︒豪雪の影響で列車の

始業式が明日という日︑帰
省先の松本から帰ってきま

ださいました︒教え子二人

しの皮膚をさすり温めてく

燃やしては手を温め︑わた

背おってくださり︑集った
人たちが︑いろりでワラを

凍ごえて立てないわたしを︑

ださいました︒遠くに灯が

七つの活動の中には︑高

大いに参加してください︒

運行が乱れ︑十日町駅に着

◆

．持てるものが 持たないN

集落の手前まできますと︑

歩き出しましたが︑高道山

しくありませんでした︒山
崎に着き白羽毛を目指して

は︑人々の往来も多くさみ

五十年ぷりの中里村は︑大

役場の小柳さんのお陰です

させていただきました︒こ
れも白羽毛の樋口新吉さん

の大恩人のご霊前をお参り

た︒

が夜通し看病してくれまし

Nしあわせなものが ふし・

道も吹雪で分からなくなり︑

た︒十日町駅から田沢まで

・ あわせな者にではない

高道山の鎮守様の燈火を目

々の心の温かさは昔のま︾ま

きく変っていましたが︑人
でした︒

も迎えに出てくださったと

宿の人も十日町駅まで二度

今思えばすべて無茶でした︒

カートに短靴の女の夜道︑

この一月十六日︑十二人

◆持てるものも 持たない︑
︒ 者も同じ人間として 燐

あてに一足一足腰までうず
東京都同胞援護会

N 者にではない

舗ともに考え ともに学び・

まりながら歩きました︒ス
︒

元双葉園園長．
﹁家で

の事で︑多くの人たちに迷

﹁道ばたに花を﹂

できるボランティアを﹂⁝
と思っているみなさん︑ぜ

を求めました︒幸なことに

折り曲げ︑雪の中に座り込
み︑大声を上げ必死で救助

凍え動かなくなった足を

惑をかけてしまいました︒

ィアセンター

申込先 中里村ボラZテ

入会してください︒

ひ︑ボランティア友の会に

N

︒

・ともに生きることなのだ︑

ボランティアの心︐ 悟
蛎
︵故高島 巌︶悟

いたのが午後四時過ぎでし

校生や若い人たちの協力で

思います﹂と話しています︒

していく予定です︒

たしたちの身体を病気から
ます︒ 一つの細胞ががんに

守る﹁免疫﹂の働きにより

もいかに病気の早期発見が

しかし︑若い人たちは︑健
康を過信し︑気ずいたとき

四億四千四百五十万円に及
は︑手遅れというケースが

仕

動

若い人ほどがんの進み方

ています︒一日一日の変化

ンター設立のための具体的

奉

活

10％

本人のためになり︑しかも

機関に支払われた医療費は

わたしは《昨年7月下旬に国保で実施してい

とれた食生活とタバコを控

一年度に国保会計から医療

る﹂という人がいます︒し
かし︑胃袋は第一の消化器

それでは︑早期がんで手

の医療費を比べてみましょ

がんで亡くなられたCさん

の増加があります︒

6ρ♂

多いからです︒

には大きく変化します︒車

﹁無理せず長続きを﹂とい

な話し合いが行われその結

読

施設ポランティア
朗

花いっぱい運動
レクリェーション活動

ねたきり老人介護

話

ず
一．一一一一．一一働．．簡／中里村

んでいます︒

富井治子さん（市之越

は目に見えなくても長い間

賜

紹介を兼ねたあいさつが行

賜

昨年九月三十日︑中里村
﹁ボランティア活動を

今年度の大きな事業とし
った熱い胸の内を発表し合

通して自分も勉強したい﹂

てポランティアセンターの

祉部会の協力を得て五月中

この後︑ボランティアセ

いました︒

たところ︑村内の十四グル

旬にボランティアを募集し

た︒友の会では︑当面左表

を設立することになりまし

事務局では︑ボランティ

の七つの活動を展開してい

ープ︑八十人の人たちから

アセンター設立のため一月

長には︑山本ケンさん︵桂︶︑

ボランティア友の会の会

く予定です︒

村ン
里ラ
中ボ

︒会員委営運

︵宮中︶︑鈴木ヨミイさん

を開きました︒

者を集めボランティア会議

十九日︑各グループの代表

申込みがありました︒

果︑左表にありますように︑
中里村ポランティア友の会

事務局では︑民生委員の福

設立が掲げられています︒

トを切りました︒

社会福祉協議会は︑社会福

ノノ

愛のハガキ活動
手

／

S62
S61

S60
S59
S58

25．3％

／

16．5％

！
＿．＿／
一9

．灘瀬村
！／

！津南町
ノ

！
20％

／

副会長には︑村山春子さん

の・

会

会議の中では︑参加した

、

十八人の代表者から︑自己

︑タ

一

﹁〜

あなたのやさしさをボランティア活動に

∴

た

ノ

／
い﹂

65。2％
、／守門村

われ﹁少しでも役に立ちた

胃がん検診受診率

祉法人として新たなスター

今回の経験で検診の大切さを痛感しました。
今年からは、家の従業員にも仕事が忙しくても
受けさせたいと思っています。今では体力もつ
きほとんど元に戻りました。病気をレてはじめ
で健康のありがたさを感じました。聖
テ イ ア友
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広報かかマと
5

る一目人間ドックに行き、胃に早期がんが発見
されました。わたしは、胃に自僖をもっていた
だけにショックでした。幸い早期がんでしたの
で手術後3週間入院し、現在は月1回診察を受
けています。人間ドックを申し込んだのも主人
のつき会い程度に考えていましたので、本当に
早く発晃できてよかったと思っています。
ポ ラ ン テイア セ ン

30％

︵雪六三−二五二〇︶まで

平田先生を囲んで

がんど蹉
早期発見で良かった

適正 申告で
月一日現在住民票を置いて

正しい納税をρ・
税金は大きく分けると国

給与所得・農業所得・営

ある市町村です︒

業所得・地代・家賃・配当

す︒地方税は︑都道府県税

税と地方税の二つになりま
と市町村税に分けられます︒

甲告をしなければなりませ

原稿料等のある人は︑必ず
ん︒申告書は後日村政事務

所得税と村県民税は︑税
税の場合は︑一月一日から

金の納期が違います︒所得
十二月三十一日までの一年

①前年中に所得がなかった

税金のかからない人

ます︒

嘱託員を通じて配布いたし

間に得た所得に対する税金
を原則として十二月三十一

日までに納めなくてはなり

②生活保護法の規定により

人︒

を超える場合は︑翌年の三

ーへ8︑

県民税の申吉書を送付いた

の通知を受けた会社などは︑

的年金の収入金から七十八

生活扶助を受けている人︒
します︒

③障害者・未成年者︵二＋
万以下の場合︒

万円を控除した残りが九十

行い︑三月十五日までに税
月までの毎月︑給与から差

月十五日までに確定申告を
歳未満︶︑老年者︵六十
し引いて納付します︒

六月︑八月︑十月︑一月の四

普通徴収になりますので︑

業に必要な経費を差し引い

の場合︒巌収入金額から事

を含む︶が三十三万円以下

口事業所得︵出機・内職等

また︑給与所得だけの人で

を記入し提出してください︒

料控除︑扶養控除などの欄

ていただいてあゆますので
生命保険料控除や社会保険

一月に農業所得分を申告し

扶養者に該当する人

会社を退められた場合は︑

半期に納付書が村政事務嘱
たもの︒

も︑家族欄の記入を行い源

農業所得だけの人は︑十

金を納めることになってい

五歳以上の人︶︑寡婦で
円以下の人︒

前年中の所得金額が百万

会社で天引きの特別徴収

日利子所得・配当所得・不

e給与所得︵厚生年金・国

給与所得者は︑自分が申
託員を通じて配布されます︒

泉徴収票を添付して提出し

を給与所得者の一月一日現

告する代りに︑会社などの
勤務先が給与支払い報告書

てしまうのではないでしょ

ヶンカの仲裁に入って殺

一一月中旬配布
村・県民税の申告用紙

役場では︑所得があると
思われる人に対して︑村・

ぽくらの出番

キー大会が開かれ︑続いて

日町市南雲原で中越地区ス

スキーの滑らせ方を覚えれ

は︑現在一︑二年生だけです︒

中里中スキー部︵＋六名︶

場しました︒

一月十九日ー二十日に妙高
高原池の平で県中学校スキ

ば県で上位をねらえます一

・脚ち

騰員

蹴た

灘部
れ

㌔期る

が

期

顔・騨観
．

なお︑所得があるのに申
告書が届かなかった人がい

ましたら役場税務課までご

鈴木直美

一年

︵魯山ハ一二ー一二．一 一 一㊥⁝⁝⁝︶

連絡ください︒

98位

9位

︵服部公彦︑山田

7校出場
︿男子リレー﹀2

隆︑富井貴浩︑斎
喜直︶

︵樋口あけみ︑山

︿女子リレi﹀25校出場

田祐子︑斎喜裕貴︶

14位

︿男子十キ・y完走靭名

◎県大会︵妙高高原池の平︶

斉喜

富井貴浩 二年

麗位

期位

山田 隆

服部公彦 二年

直 一年

92位

73位

︿女子五キ

55位

斉喜

山田

直

隆

服部公彦

一年

二年

二年

30位富井貴浩 二年

︿男子十キ︒﹀完走鵬名

88位

86位

38位

10位

桑原智子

斎喜裕貴

山田祐子

一年

二年

樋口あけみ二年

13位

︿女子リレー﹀27校出場

ンバー︶

︵中越大会と同メ

二年

85位

73位

13位

一年

二年

ンバー︶

ヨ

ヤ
︑ソ

ゾ
ル
ヤ

一兀一
1︒

タ
ス
に
気

一

ト

︵中越大会と同メ

斎喜裕貴

山田祐子

舞︑
難

二年

63位

8位桑原智子
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35位

5位樋口あけみ二年

︿女子五キ︒﹀完走娚名

︿男子リレー﹀27校出場

﹀完走蜘名

二年
◎中越大会︵十日町市南雲原︶

者が出るよう期待します︒
︿成績﹀

来年もぜひ全国大会出場

﹁体力的には間題ない︒

ー大会が開かれました︒

と顧間の池田先生︒

講

︑響

︑

二月三日〜五日に鳥取県大
山で行われた全国大会に出

あけみさんが十位に入り︑

県大会では二年生の樋口

一月十三日〜十四日に十

ウインターは

日以前に生まれた人は︑公

の場合︒

動産所得等は︑必要経費を

在の住所地の市町村長に提
民年金・共済年金・恩給・
アルバイト︶が三十三万以

うか︒中国についで書かれ

される時代ですから︑人に

鋤

︑磁

てくだ終い︒

差し引いた額が十万円以下

出いたします︒市町村では

村では︑雪対策条例の制
ている本の中で︑ ﹁中国人

注意をすることは難しい．こ

なお︑大正十一年一月一

下の人︒

会社などや給与所得者に五

所在市町村に

閣月一日現在の

す︒

県民税の賦課徴収を行いま

ただきます︒役場では︑そ
の申告に基づき六月から村

月十五日までに申告してい

までに得た所得を翌年の三

月一日から十二月三十一日

村・県民税の場合は︑一

ます︒

その年の六月から翌年の五

ません︒しかし︑給与所得
以外の所得金額が二十万円

おいで

これを基に住民税を計算し

村・県民税を申告してい
月末までに通知します︒こ

人との和をとても大

定や克雪︑利雪のための各
は︑初対面の人とでもすぐ

躍
活

、螂

ただく所は︑原則として一

売があがったり﹂という声

降るものが降らないと﹁商
切にします﹂このよい面が︑
逆に自分勝手な行動も許し

種事業を検討しています︒

仲良くなる反面︑自分の正

も聞かれます︒

この結果については︑四月

とです︒しかし︑その勇気

勇気を出して
注意を

号でお知らせできる見込み

がなければ︑自分勝手な人

です︒

を増やすだけです︒人間だれ

しも楽な方に動きたいのが

りました。

9
しいことはあくまで貫く﹂
というような事が載ってい

マイ ナスに

S63．2．4樋口あけみさんは全
国大会の女子5㎞で見事33位にな

人と人の和が

ました︒わたしたちは︑近
所づき合いを考え︑他人に

つの手です︒当事者同士で

力を出してがんばりたいと思います。
（1月28日）

群競繭霧藤董嫌翻、よ墨，継、、鱗，、

﹁屋根の雪を道路に捨て

ぱいいといった風に考えが

すと感情がむき出しになり

員等にお願いすることも一

ちです︒人と人との和を大

あとあとまで気まずくなっ

世の常だからです︒他人に
注意する場合は︑集落の役

切にするということはとて

ことですが︑ケースバイケ

たりします︒本当に難しい

ます︒自分さえガマンすれ

もすぱらしいことですが︑

注意することをとても嫌い

社会ル！ルに反しているこ

見い出したいものです︒

ースで何らかの解決方法を

これから全国大会へ向けて、先生
から注意されたことを少しでも直せ
るよう練習したいと思います。そし
て大会では30位以内を目標にし、全

村県民税申告期限
1…1、i驚解叢，饗鷲講撫懲，灘さん

6
昭和63年2月10日
ご
広綴亀の◎、マ

7

とを黙認するのはどうでし
よ・フか︒

走りました。

f搬難紹鱗蟻齢穏醗輪三，☆・

ショーウインドーも台なし

この水はねでカメラマンもずぶぬれ

3月15日
霊鷲．、驚．一｝麹…：
1蜘・瀦飾威、・「

相
全国大会の出場が決まった時はと
てもうれしかったです。県大会では
前の人に追いつくことだけを考えて

覆秀賞

§︑

務所へどうぞ。

ゴミ収集目が変ります
収集表にメモをノ
え1む
レ■

︐いよ亀

き￠さ
マいと

、、

欝

変更前 変更後

／ll灘卜一林

津南町恵福園

病院では、患者の治療と安静のた

所を有し、かつ通勤可能者

め面会時間を定めています。お見舞
いは面会時間を守りましょう。
★面会時間

で、4月1日現在40歳未満
の看護婦免許取得者

平日・土曜午後3時〜午後8時
休日・祭日
糊と
｝
置に

｛鞭離｝土一水

2 お見舞いの晶物に一考を
お見舞いというとすぐにくだもの

／

4ろ

囎綴嚢鋤火一木

」4か

輪
ノ

︑えヴ

、
ろ 》ノ、
一く．

き3イ
ら

1貝野地区1

1干溝

土

1

→

を思い浮べますが、患者によっては
食事制限をしている人もおりますし、
同じ物をたくさんいただきますと、
同室の人たちに分けるなどいらぬ負
担をかけますので一考を。

土

土と月→火と木

1小原、桂｝

火→木

3．重症息者は、症状が落着いてから
知人が入院しますといち早く駆け
つけたいのが人情です。しかし、応

老後の健康と家族を考える
■

合同研修会

ゐ

で
魅︑
、（

イ

γ

、
そつこ
んめこ
、
なてう

あへ
うん・
ワに．

父
ノ

々にして患者の手当の邪魔になるこ
とがありますから注意してください。

高齢化社会を迎え一人暮らし老人、
寝たきり老人、ボケ老人など老人問題，
が深刻になってきています。母子愛育
会、婦人会、農協婦人部では合同研修
会のテーマに「老後の健康問題と家族」
を掲げて講演等を実施いたします。
寝たきり老人の介護等は、女性にと
って避けて通れない道です。ぜひ、参
加していただき、共に学ぴ共に考えま

★日時

2月26日働 午後1時〜4時

灘鍵

講

師

「老後の健康問題と家族」

古藤恭生氏（津南町古藤医

院院長）

上原秀昭さん

へ申し出てください。

農業委員会では、毎月20日を農家相

な解決を図るものです。
★申立て・費用 調停を利用するには、

簡単な申立て書を提出するだけです。
費用は、裁判と比べてずっと低額です。
★効力 調停が成立し、その内容を調
停調書に記載されますと、その調停調
書は一般の示談と違い判決と同じ効力
が生じますから、万一、当事者が調書
にもられている約束を守らない時は、

車輔系建設機械
運転技能講習のご案内
トラクターショベル、バッタホー、及
びくい打機等の運転技能講習会が実施
されますので、関係者は、お忘れなく

強制執行をすることができます。申込

受講してください。

みは、十日町裁判所まで（費52−2086）

第1回目が4月4日から始まります。
日程など詳細については、建設業労働

談日に定め、農地の売買や賃借、・農業

者年金、制度資金などの相談に応じて
います。農作業の手があくこの時期に、
これからの農業経営について考えてみ
たいものです。どんなことでもけっこ
うですから、お気軽においでください。
※相談日 毎月20日

午前8時30分〜午後5時
所

農政課農業委員会

申し込まれましたか

3月15日までに各学校の担任の先生

機体重量3トン以上のブルドーザー、

災害防止協会新潟支部まで
（費025−285−7141）

村政事務嘱託員さんを通じてすでに
申込み書が配布された、新潟県交通災
害共済に申込まれましたか。交通事故
は他人事のように考えている人が多い

ださい。

2月下旬に発送する通知は、昨年の
9月〜11月に病気やケガのため国民健
康保険で治療を受けられた分です。
健康は自分自身で守りましょう。

いでください。期間は、2月1日〜2
月29日までです。最寄りの司法書士事

善意をありがとう
次の善意が社会福祉協議会へ寄せら
れました。

21件に及び、支払額は304万円になっ

★古切手 東京都新宿区 山田国平氏
先般社協から赤い羽根共同募金の結
果が報告されましたが、もれ落ちがあ

ています。

りましたので掲載しおわぴいたします。

です。しかし、昨年の4月から今年の
1月までに事故による共済請求件数は、

年間たったの350円の交通災害共済

堀之内

山岸巳之政氏

上山山田正平氏

にみんなで加入しましょう。

10，000円

3，000円

弱為 騰

★婦人講座

日時 二月十六日㈹
午後一時三十分〜

場所 総合センター
内容 村政学習会

三名

講師 中里村議会常任委員

長

★高齢者講座

老人福祉センタi

日時 二月二十二日㈲
午前十時〜午後三時

場所
総合センター

内容 午前 タラブ活動
午後 体験発表会

★スポーツリーダー研修会
日時 三月一日㈹

午後七時三十分〜九
時三十分

場所 総合センター
講師 県保健体育課副参事

力氏︵予定︶

ワ臓

ワ

りりりリワリサワワ999リ

ワ
ワ
ワ

リ

》一v

リ
9
9

ワ

零参加して働遊3

ワ

1伝言噸
ワ

公民館から通

ワ
9
ワワワワ⑫⑫ワリリ⑫リワワリワワワ

五日出

午後一時三十分

三月

総合センター前出発

場所 当間スキ！場
定員 小学生以上四十八名

★村民スキー大会︵大回転競技︶

当間スキー場

総合センター前出発

日時 三月六日㈲
午前八時三十分

場所

ー教室三月一日までに公

※申し込みは︑スキー大会
二月二十九日︑競技スキ

民館へ︒

燃えてますか
青年諸君ρ・

情熱を燃やしている人の

ち︑スポーツ︑文化活動を

目はキラキラ輝いています︒
村内に住む六百人の青年た

開拓してみませんか︒

翻青年の集い

午後六時半〜

おおむね三十歳

無料︵夕食付き︶

まで

所 総合センター

費

★日時三月二日㈱

★場

★対象者

★会

★テーマ 青年教育の進め

内田

演題 地域スポーッの振興

ツ活動etC︶

方︵文化︑スポー

みんなで集まって

何かを始めよう︒

竃︑

とリーダーの役割に
ついて

二月十三日㈹

料、

★村民競技スキー教室

日時

納簑屡癬趨

年金制度は︑若いときに

くなることがあります︒

働いて保険料を納め︑老後

二十歳以上六十歳未満で

やその家族の人は︑第一号

に備えるとともに︑お年寄
り︵年金受給者︶の暮らし

農業や自営業︑自由業の人

被保険者として︑国民年金

を助け︑老後は若い人の助

けをかりて年金を受け安定

ればなりません︒

保険料を納めないでおく

代の助け合い﹂によって支

した生活を送る﹁世代と世

に加入し保険料を納めなけ

と︑未納額がふくらみ︑い

愚

★申し込み

一目一円交通災害共済

「自分の家を売ろうとしたとき、未
登記だった」というケースはよくあり
ます。遺産相続に関係した登記につい
てアドバイスをしますのでお気軽にお

ざ納めようと思っても納め

将来︑あなたが年金を受

えられています︒

昭和63年2月10臼

られなぐなったり︑納付期

ご

ける立場になることを考え

マ

限から二年を経過すると︑

◎

納付できなくなったりする

広報くド

ようQ

9

となるように
保険料はキチンと納めましょう

忘れずに保険料を納めまし

備を作つてほしいこと。

ので納期内にキチンと納め

野球、テニスなどのナイター設

ることが大切です︒

・

㊥

﹄

きない明るい人。村への要望は

℃

達と計画したが行けなくなって
しまったので￥ぜひ実現させた
い。理想の女性は一緒にいて飽

保険料を未納のままにし

と飲むこと。夢は新しい車を買
って北海道を走ること。一度友

︑ツ︑麟

一番楽しいことは、会社の仲間

ておきますと︑思いがけな
い病気や事故により障害者

イブと野球。自分の性格は好き
嫌いがはっきりしている万。今

になったり︑死亡した場合
に支給される障害基礎年金

十日町市の協立ハイバーツに
勤めて3年、若い人が多く結構
楽しくやっている。趣味はドラ

や遺族基礎年金が受給でき

ノ梅酵歌

なくなったり︑将来︑老齢
基礎年金までも受給できな

（上山・21歳）

毎月20目は農家相談目

新潟県司法書士会では、2月を「相
続登記はお済みですか」月間と定め無
料相談を実施いたしますのでご相談く

ためにやっているものです。

★場所 総合センター
★講演会
テーマ

4月から11月までで約20回。隔週の
土曜日午後と日曜日午後。

相続登記
お気軽に相談を

国民健康保険係では、年4回医療費
の通知を行っています。この通知は、
医療費の実際を知っていただくととも
に、健康の大切さを認識していただく

しょう。

2月25日休）まで

調停は、裁判官と民間から選ぱれた
調停委員とのあっせんのもとで、当事
者が話し合い、互いに譲り合って円満

お年よりは寂しがりやです。でき
るだけ顔を出してやってください。

医療費のお知らせ

小学校4年生〜中学校3年生約80名
★活動場所
十日町市立理科教育センター
（十日町中学校内）
★活動日

ご利用ください。

※場

4 お年よりには、こまめに顔を

★募集人員

土地・建物の問題、売掛金・貸金な
どの金銭問題、交通事故、家庭内の間
題などで困っている人は、調停制度を

※必要書類・受験手続き等詳細は津
南町恵福園まで（費65−3700）

午前10時〜午後8時

（上村病院）

多の

？あ

6

もめごとは
調停で解決を

★採用人員1名
★受付期間

十日町少年少女
発明クラブ員募集

詳しくは、新潟県司法書士会
（唇025−228−1589）まで

★受験資格 中魚沼郡・十日町市に住

1．面会時問を守ろう

昭和63年4月からごみ収集の曜日が
変更になりますのでご注意ください。

収集地区

いマ

看護婦を募集

入院患者の見舞い
エチケット

ノ

一直

かったと思います︒

この版画は︑姉と一緒に雪だ
るまを作っているところです︒
大きな雪のかたまりを力いっば
い押している様子がよく出せた
と思います︒後にいる姉の表情
がもう少しはっきり出せればよ

h謬
椥剛
岸
側橋
倉高

︸YYプY︸︸︸fプ︸︸︸YY︸︸甲Y︸︸︸ぺ
ロ

一十年ぶ・り
鳥追い復活

吹雪なんてへっちゃらさ
一月二十四日︑当間スキー場で
村民スキー教室が開かれました︒

この日は小学生と一般合せて四
十九人の参加がありました︒あい
おり吹雪き︑コンデションは今一

にく朝から雪模様で︑山頂では時
つ︒しかし︑さすが中里っ子︑元

気いっぱいにシュプールを描いて

く出されました︒若者たちは今後

集落

﹁若者が集まれる企画を﹂﹁サ

もこうした話し合いの機会を重ね

重地
公民館ではこの他にも︑二月と

いました︒

﹁自然体験公園﹂などハ

実施しますのでぜひ参加ください︒

三月に︑競技スキー教室と大会を

路整備﹂
を﹂

ードな面と﹁施設より内面の充実

若獅子会のメンバーは︑ストー

て﹂といったソフト面の意見が多

ークル活動や行事をもっとPRし

ブを囲みながら﹁大成功﹂と盃を

蹴礪報

溝津山の会吉楽隆志
をしました︒

ーqS︑

一昨年に比べ

昨年村内では︑十五件の
人身交通事故が発生し︑一
人が死亡し︑十七人がケガ

件数は三割減少しましたが
残念なことに死亡事故が発
生してしまいました︒ちょ
っとした油断が重大事故に
つながります︒みんなで一
声かけ合って交通事故から
身を守りましょう︒

＊おくやみ舷
︑吉楽ヤ逡イ．

溝寺蜘溝

﹁鳥追いの楽しさ を ︑ 今 の 子 ど

﹁何かを始めよう﹂と三月二日仲
間を誘い合って第二回目の青年の

集いを開きますρ中里村青年会の

傾け﹁今度は︑雪上運動会だ﹂と
はりきっていました︒若獅子会は
重地若い衆の会のメンバーで集落

灯が消えて七年︑いま新たな青年
の灯が燃えようとしている︒

52日
・死亡事故ゼ回

「十二峠からの初目の出」

の親睦のために先頭に立って健闘
しています︒

すぱらしき青春
情熱を傾ける何かを
来年度のメーン事業に青年教育
日︑村内の若者十三人を集め﹁青

を掲げた社会教育課では︑二月一

年の集い﹂を開催︒村の将来を担

（1月末）

ます︒

今後ともよろしくお願いし

おかげと感謝しています︒

ことは︑これもみなさまの

年連続で入賞ができました

︵特選一紙︑入選三紙︶四

で入選二席になりました︒

とが町村の部︵一万人未満︶

ールが行われ︑広報なかさ

を競う︑新潟県広報コンク

県下の広報紙のできばえ

県広報コン劫匿謎

秘芋川

通り山

宮中

銘田中

駐堀之内
雛堀之内

小出

如来寺

宮︑嘩

来

もたちにも教えたい﹂と重地集落
の青年で組織する若獅子会︵会長
鈴木孝栄さん︶は︑約二十年ぷり
に鳥追いを復活させました︒会員
十四人が三日がかりで作ったとい

う雪洞は︑十灯四方の大きな物で
す︒この中は︑三つに仕切られ︑
一つは昔ながらのワラ火を燃やす

所︑もう二つは︑天井にビニール
シートを張った四㌶四方の部屋に

なっていて︑ストーブやコタツを

囲んでゲームなどが楽しめるよう
に工夫されていました︒子どもた

う青年の輪づくりと文化・教養活

0件
86 82

コ

ちは︑若獅子会の心づくしのトン

0人
・事故発生件数
62

96、

62・

隆勝久敏7
響懲馨繍
子如上2
チ弘吉ミツ・子婁ン

笑顔いっぱいホットな雰囲気
この集いに参加した若者たちか

動を展開していきます︒

・無免許運転違反

ロ島ロ闘＊
シ義伊・慕マ揃i春ギ

，

汁を食べながら︑．雪壁の大きな部

・飲酒運転検挙者数 0人

穂『籍飛
木口山踏雲井本田
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広報噸かマ
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鈴樋村，池南徳山池

よ｝》一ト｝｝｝一ト》一をトト｝一ト》一を》一》一トト

らは﹁スポーツ施設の充実﹂ ﹁道

います。先生には、山崎の佐藤ハナさ
んを迎え、和気合々にやっています。
昨年は、倉俣集落主催の芸能大会に

直利寛直象
幸彦佳樹霧

＆

今では、練習日が待ち遠しく、腹か
ら思い切り声を出しますと、気分がす
っきりとし、仕事の疲れも飛んでしま
います。一ロに趣味の会といっても長
く続けることは容易ではありません。
これからも、みんな仲良く「和」をモ
ットーに続けて行きたいと思っていま

，

さんさ会は，今年結成9年目を迎え
ました。現在、会員は14人で、笛月2
回わたしの工場の2階で練習をしてい
ます。一昨年からわたしを含め3人の
若衆が入り、また一段と盛り上がって

スキーは冬の友達だ

午前4時、満天の星、凍つく寒気、里はま
だ闇の中、ほとばしる汗、十二峠より歩くこと
2時間、ようやく白むころ魚沼展望台に着く。
眼下の魚野川にそって、野も川も町も朝霧の
中、まるで山水の墨絵のようだ。
7時15分、巻機山あたりから今年最初の太陽
が昇る。ゆっくりゆっくりとそれは、なんと
もいえないとても神秘的なできごとだ。
あたり一面の新雪が一せいに輝きだす、まる
でダイヤモンドのように。そして朝やけにう
つる越後三山、谷川連峰、苗場山、そして、
妙高、火打山。采年はあなたも、ごいっしょ
にどうですか？（63年1月1臼）

若者の交流を進めよう

で知り合ったと感違いしている人もいます。
，結婚生活は……り物事に対しはきはきしていてやりくり
，
上手で感謝しています。り子どもの面倒見が
1
とてもいいんですよ。こまめですね。
1子育てモットーは……りよいこと悪いことがわかる人間
1
に育てたい。ワ他人の痛みの分かる人になっ
てほしいと思っています。
，村への要望は……り若い人が集まってコミニュケーショ
民
ンを深められるような行事を企画してほしレ、．

も出場し、 「さんさ会ここにあり」と
自慢ののどを披露しました。

1り阿部昭夫 さん（新屋敷）⑭
・ワ
悦子

屋とローソタの光りに﹁スゲー﹂
を連発していました︒

高野林作さん

瓢㎜㎜㎜
一
・輔職

⑭

ぼくね、4月から保育園に行くんだよ。メ9ルダー
のカバン買ってもらうんだ。ぽく歌が大好き。お兄ち
ゃんと一緒にカセットに合せて歌うんだ。とっても
楽しいよ。お田さんは人から好かれる素直な子に育
ってほしいって言ってるよ。

きっかけは……り職場の仲間と飲んでいたとき仲間の1
，
人が彼女を知っていたんですよ。りそれから
，
数軒はしご酒をして最後にボーリング場に行
，
った帰り彼が家まで送ってくれたのが交際の
・
始まりです。
，交際中は……り2人で歩け歩け大会に出たり、安全運転
ラリーに出たりいろんなことをやりました。
曽友達の中には、わたしたちが歩け歩け大会

会長（倉俣）

父・羽鳥純雄
母．
京子（新屋敷）

勝
くん

渤 呂醐

ー一ド
一 ㎜

噛
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