毎月10日発行

インフルエンザ（右参照）心配ごと相談日（老人福祉セ
ンター13：00〜16：00 相談員樋口永蔵）

木版画教室（総合センター19：30〜21：30）

年賀状の木版画教室（11／24、12／1総合センター

17休）

19：30〜）

心配こoと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00
相談員 藤田義一）

18㈹
⑳（日〉

21（月）

休日救急医（大坪医院魯57−6100）

16ミリ発声映写機操作認定講習会（11月21日〜11月24日

P11参照）

一

ゾ

へ9

妊娼検診、母親学級（右参照）

ヘ9く

22（殉

禽彰◎夢蛍 鳶◎ 艇

15（殉

上山吉楽正司さん

幽甕量搬醜

昭和十五年三月田沢村小学校卒

老人クラブ芸能大会（総合センター9：30〜15：00）
14（月）

業と同時に︑いらない﹁おじ﹂と
して生まれたばかりに名古屋の軍
需工場に行かされました︒雪の多
かった年で三月末だというのに飯
山線が不通になり十日町駅まで父
に送られながら歩き︑名古屋へ向
かいました︒七十人の同期生の中︑
私の六年間の生活が始まりました︒
勝った勝ったの戦争中でしたが︑
やがて小学校が国民学校と改名さ

休日救急医（津南病院065−3161）
村民パスケットポール大会（中里中学校体育館8：30〜）

れ国一丸となって世界を相手取り
戦う時がやってきました︒この写
真は︑仲間同士で作ったバンドで
国民学校の生徒を慰問したときの
一枚です︒前列右から二番目が私

㊥（日）

です︒

《No．388》

陶芸教室（総合センター19：30〜21＝30）

11㈹

夢 鯵◎ 禽4責蟹◎蝉 夢禽曝

瓢998一

禽4

11月11日〜12月10日

縷盤灘纏灘識馨⑭

■
一．

◎夢蔵瓠臓4貧

、

葎 娠
曹

／

︑予

広﹂

報

莚

．づ

⑳㈱

勤労感謝の日
休日救急医（富田医院852−3269）
糖尿病教室（右参照）

24休）

年末調整脱明会（P10参照）

■妊婦検診

陶芸教窒（総合センター19：30〜21：30）インフルエンザ（右参照〉

25㈹
⑳（日）

11月22日／13＝30〜14100／上村病院

心配ごと行政相談日（老人福祉センター13：00〜16：00相談員江口行
男、山田正平）高齢者購座（老人福祉センター10：00〜総合センター13：00〜）

■母親学級

休日救急医（中条病院費57−3018）

11月22日／12：45乍13：00／上村病院／家族計画
食事調査（11／29〜12／2右参照）

■3歳児検診 S60．8．1〜60．11．30生

29（殉

12月9日／13：00〜14：00／保健センター

％㈹
⑬（日）

心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00
相談貝 藤田義一）

■糖尿病教室

11月24日／対象者に通知

休日救急医（上村病院費63−2111）

0酒害相談
5（月）

交遍事故移動相談所（十日町市役所10：00〜15：00）
食事調査（12／5〜12／8右参照〉

6（火）

木版酉教室（総合センター19：30〜21：30）
酒書相談（右参照）

12月6日／13：30〜／老人福祉センター

■インフルエンザ未接種者

9㈹

歩﹄

7㈱

〔第1回目〕11月11日／14：00〜15：00／保健センター
〔第2回目〕11月25日／14：00〜15：00／保健センター

認可保青所入所脱明会（P11参照）

0食事調査
11月29日〜12月2日／倉俣地区／対象30件

心配こoと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00

相談員

根津敬）

12月5日〜12月8日／干溝地区／対象30件

3歳児検診（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。

倉俣大橋が完成し︑三世

代夫婦を先頭に渡り初めを

しているところです︒

編集後記

8︑︑

▼﹁今日はさびのー﹂﹁たけ

1山は雪が降ったと﹂こん
な会話が飛ぴ交う季節にな

り︑︑すぐそこまで冬将軍は

今年は大雪になりそうな

やってきています︒

気配ですが︑果してどうな

るのでしょうか︒ ︵この広

が真っ白になっているかも

報が届くころは︑家の周り

しれませんね︶

▼十月三十日の日曜日には︑

産業フェアや学校の文化祭︑

村の芸能祭︑芸術祭︑地場

農協の即売会などいろいろ

にくの悪天候にもかかわら

な催しがありま七た︒あい

でにぎわっていました︒

ず︑多勢の村民のみなさん

躍

8︑︑

二

一

倉俣地区
清津川で分断され村中心地へ行くには︑津南町
駒返りを通らなければならなかった倉俣地区に︑
長年の念願だつた芋川と桔梗原を結ぶ﹁倉俣大橋﹄

が完成し︑十一月八日午前︑盛大に開通式が行わ

や小学生など倉俣地区の皆
に手旗を振ったり︑拍手を

さんが多数駆け付け︑盛ん
送ったりしていました︒

全長ニニ五mで
村内二番目の大橋
完成した倉俣大橋は︑昭
和六十一年度に着工され全
長二百二十五・三メートル︑

幅員八メートル︵車道六・

五メートル︑歩道一・五メ
ートル︶で総工費四億六千

この橋の特徴は︑桔梗原

三百万円が投じられました︒

側が高く六パーセントの傾
斜がついていますので︑冬
め車道︑歩道それぞれに消

期間の通行を容易にするた

雪パイプが布設されていま

また︑両岸の親柱には当

す︒

村の特色をアピールするた
えん

め︑高道山の森上遺跡で出
にある道祖神のレプリカが

土された火焔式土器と干溝
辺孫正・サダさん夫婦︑通

た︒

それぞれ据え付けられまし

など百六十人が出席︒芋川
皆さん真新しい橋を一歩一

先頭に渡り初めが行われ︑

フジさん夫婦の倉俣︑田沢
両地区四組の三世代夫婦を

津南町の農産物を関東や県

めている十日町市︑中里村︑

倉俣大橋は︑新潟県が進

マツエさん夫婦と山田久男・

夫婦︑清田山の山田虎三郎・

り山の上原有之・ヨシさん

れました︒今回は︑倉俣大橋の概要や住民の喜び
の声を紹介します︒

三世代夫婦先頭に

渡り初め
開通式には︑国会議貝を

側で上村村長ら八人が︑紅
歩踏み締め喜ぴあふれてい

央方面に運ぷ物流ルートと
なる広域営農団地農道の一

今回︑国道三五三号線と

側も来年度十日町市珠川よ

国道三五三号線から十日町

楽部の演奏で︑高道山の渡

︵十日町市池之平︶ー国道

県道中深見越後田沢停車場

広域農道の重要橋

白のテ：プにハサミを入れ

また︑会場には保育園児

ました︒

画は︑倉俣・原町間千四百

十日町・津南結ぶ

開通を祝いました︒

度に中里村と津南町でそれ
メートルが来年度着工し︑

はじめ工事関係者︑地元民

部分です︒国道一一七号線
ぞれ着手しました︒

このあと中里中学校吹奏

と並行し︑国道二五三号線
三五三号線〜津南町赤沢を
る見込みです︒

り当村に向かって着工され

趣線話ノ
．，繭愚

＼

︑
￥．

ものとなります︒

よぼす影響は図りしれない

利便性︑観光やリゾート整
備構想など︑今後地域にお

の交通や通勤・通学などの

しかし︑それ以上に倉俣
地区の皆さんの生活関連で

になります︒

くことの出来ない幹線農道

を代表するコシヒカリなど
の流通︑輸送力アップに欠

産された生鮮野菜や魚沼米

山麓総合農地開発により生

当村としては︑国営苗場

期待大きい

生活道路として

れました︒村内の今後の計

／

騰

線がこの橋によって直結さ

Z

昭和40年代前半まで利用された「ボヨ橋」

・
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橋特射
大

︑年

橋
大

︐婁

わたしが結婚したころは︑

まだ冬になると芋川から芋川

新田の川原に﹁ホヨ橋﹂が架

した︒手すりもなく足元が抜

かり︑山崎へ出るにはその橋
を渡らなければなりませんで
けそうなおっかない橋でした︒

そのころのことを思えば大
橋が架かることなどとても考

す︒

えられなく︑時代の変化のお
かげと思いながら喜んでいま

● ●

●●

︑鑑

今まで︑清津川の両岸を結
ぶ唯一の幹線道路は︑清津橋
だけでした︒昭和五十七年に
台風の影響で︑この橋が陥没
り大変不便でした︒

した時は￥通勤に時間がかか

また︑旧盆になると帰省客
や行楽客のマイカーが山崎の
交差点を堺に大渋滞します︒

倉俣大橋の完成は︑こうし
た渋滞も緩和できるだろうと
期待している一人です︒

●●●

短ルートになります︒これを
うまく利用し途中に農産物の

らグリーンビア津南に行く最

りますが︑完成すると関東か

また︑来年には倉俣から原
町にかけての坂の工事が始ま

ができたいへん喜んでいます︒

通らずに田沢万面に行くこと

倉俣大橋が完成し︑津南町を

倉俣地域の長年の夢でした

●

やっセできたて
よかったの

集
特

俣 通
倉 開
広域農道の大違業の一つで

ある倉俣大橋の完成︑心から
お祝い申し上げます︒

昭和六十年に着工して以来
開通の日を心持ちにしていた
︸人です︒芋川と桔梗原を結
ぶ橋が架かるという大挙は︑

予想外のことであり喜びでも

大正生まれのわたしにとって
ありました︒この橋が地域の

発展のかけ橋となり活用され

ーヘミ︑

倉俣大橋ができてとてもう

この倉俣大橋ができれば田

れしいです︒

ります︒来年になればぽくも

沢や高道山に行くのが近くな
中学生になるので︑中学校へ

また︑友達の家に遊びに行

の行き帰りが早くなります︒

く時もとても役に立ってくれ

これからは︑倉俣大橋をよ

るでしよう︒

く使っていきたいと思います︒

倉俣大橋ができ￥学校に行
く時などが近くなってよかっ

たと思います︒特に日曜日な

どの部活動で歩いて帰る時な
どは︑今まで二時間近くかか

でも︑せっかく便利になっ

なるのでとても便利です︒

りましたが︑今度は家に近く

五年

四年

三年

山本かおる︵清津峡小︶

石沢久美子︵田沢小︶

鈴木幸子︵清津峡小︶

した︒参加チームは︑バレ

開催され熱戦を繰り広げま

ます︒

ました︒

んちん汁に舌鼓をうってい

んたちが丹精して作ったけ

清津峡小学校

ルス

たんだから︑できれば冬︑寄
宿舎に入らなくてもいいよう
にしてもらいたいと願ってい

が行われました︒前日の第
六回新潟県郡市対抗女子駅

貝野チーム

田沢ジャニーズ

貝野ジュニアイーグ

ターズ

お︑幽

モチつきをや

昼には清田山のお母さ

このあと

け込みました︒

などと言いながら楽しそう
に大きなたるに一株一株漬

るの﹂﹁漬かるのが楽しみ﹂

者たちは﹁ビールまで入れ

くの天候の中︑二十六人が
野沢菜漬けに初挑戦︒参加

時折ミゾレが混じるあいに

この秋一番の冷え込みで

験ツアーが開かれました︒

然運動公園で野沢菜漬け体

くろの味に挑戦してもらお
十月三十日清田山自

都会の人たちから

三位

ニ位倉俣ジュニアファイ

優勝

︻少年野球大会︼

ニ位 スターウォーズ
三位 農協チーム

優勝

︻バレーボール大会︼

です︒

ーボール十チーム︑野球五
チームで結果は次のとおり

鈴木小百合︵清津峡小︶

販売所などを設けて︑村をP
Rすることも考えられます︒

鈴 木 均くん

六年

直︵中里中︶

あけみ、井ロ寿恵、山田祐子）3

ていくことを願っています︒

近くなった！
短縮されうれしい

伝大会に中魚沼チ！ムの選

手として出場し活躍した樋
斎喜

男子

︿中学生﹀

女子 樋口あけみ︵中里中︶

口あけみさん︵中里中三年︶︑

年︶をはじめ︑二百三十四

桑原公司︵倉俣︶

大平義弘︵荒屋︶
4歳 鈴木裕子︵重地︶

村民バレーボール大会と

〜3
歳以上 渡辺陽子︵高道山︶

︿一般女子﹀

歳以上

〜30歳

︿一般男子﹀

竹藤さゆりさん︵中里中一

ニキρ︑三キロ︑四キロ

人が参加︒

のコースに分かれ稲荷街道
とおりです︒︵優勝者のみ︶

を走りました︒結果は次の
︿小学生男子﹀

樋口卓児︵田沢小︶
石沢潤平︵田沢小︶

井口英詞︵田沢小︶
鈴木隆司︵倉俣小︶

鈴木慶文︵清津峡小︶

スポーツ少年団秋季少年野

位、南
〈個人1年女子3．5㎞〉
1位．佐藤恵利子 3位、高橋寛子

球大会が田沢地区体育館︑

条、2位、中里（竹藤さゆり、樋ロ

服部江梨子︵田沢小︶

2位、十目町A、3位、水沢A
〈女子リレー3．5㎞×4〉優勝下

田沢小グランドでそれぞれ

〈男子リレー5．5km×6〉優勝中

田村由紀子︵田沢小︶

︿小学生女子﹀

31 16

35 26

里（斎喜直、富井徹、富井貴浩、
山田和志、服部清高、服部公彦）

一年

二年

果は次のとおりです。

親柱に据えつけられた
火焔土器しbと道祖神qn

ナイスブロック？

田沢が
通学時間が

（重地）

（田代）

（新里）

（倉俣）

第20回十日町市・中魚沼郡中学
校クロスカントリー大会が、中里
中学校を会場に開かれ、郡市内10
校の代表選手が集まりゴール目指
し中里路を駆けめぐりました。結

中里中強し！男子優勝︑女子二位

ゴールめざしてガンバレ！

賑

雛
山田嘉代子さん

岡村正郎さん

大島清作さん

藤ノ木隆太︵清津峡小︶

六五四三二一
年年年年年年

配髪︑鰐

樋ロ政一さん

山崎交差点の
渋滞緩和に期待

倉俣地域の
長年の夢だった
蝶辮蟹譲轟欝灘i灘灘灘藻騨一懇灘灘灘羅繰難職

体育の日の十月十日︑中
里中学校を会場に村民 健 康

郡市中学校クロスカントリー大

鈴木静子さん
「廷

思い出
かけ橋

（芋川）
（桔梗原）

の
ボヨ橋
蒙

4
昭和63年11月10日

広級も∂かマ邑

5

ジョギング・マラソン大会

中里路を駆けめぐる

露濯

地域発展の

畿D

1篭︑︑

﹁健康は文化﹂をテーマ
に去る十月二十三日︑第十

柔らかい人がいて︑講師を

者の中には講師よりも体の

でもできる体操です︒参加

一回中里村健康づくり大会
驚かせていました︒

まいもの即売・おやつの試

保健センタ！では︑さつ

が総合センターと保健セン

総合センターでは︑虫歯

ターを会場に開かれました︒

のない子・健康家庭・献血

どが行われました︒また保

食・正しい歯のみがき方な

ゲートポールゲームが行わ
れ︑小学生や婦人の人たち

健センター前の広場では︑

功労者の表彰が行われ︑引

に迎え︑自彊術が行われま

じロよう

き続き︑西脇理作氏︵小千
谷市社会体育課長︶を講師
がおじいちゃん︑おばあち
いながらゲームを楽しみま

ゃんからゲートボールを習

かお

だされた体操で︑要の体操︑

縷．騰

した︒

した︒この自彊術は︑ラジ
オ体操ができる以前に考え

組体操を組み合わせた誰に

男男

富富金

土地取引の監視区域に

雄栄
満寛︑

﹁桂

定される1

干上

けオ
うウ
を康

な歩
かけ
や歩

画的︑一体的に整備するこ

設定を行い︑特定施設を計
とから︑これらリゾート整
備に必要な用地の確保に際
しては︑地価の高騰を招か

ないよう十分な配慮が必要
です︒

必要に応じ国土利用計画法

このため︑今後地価の高

名づけ基本構想の承認申請

新潟県においては︑総合
に定める監視区域の指定が

整備を進めていくことから︑

未然に防ぎ適正なリゾート

騰を抑制し︑乱開発などを

を行っているところです︒

また︑整備法に基づく基

中里村の一部も監視区域に

行われます︒

保養地域整備法︵リゾート
地の投機的取引及ぴ地価の
本構想の承認申請にあたっ

国では︑整備法の中で土

法︶に基づき︑中里村を含
む一市十一町二村の区域を
高騰が生ずることがないよ

途中、紅葉まっ盛りのブ

︻土地携誹一
ん

︻障鰭無謬一
猷
政

一

し︑卒業と同時に右足の不

中学三年の時︑父を亡く

轡

井ノ川さんは︑昭和三十

羽巻
鷹藤
年より三十一年間桔梗原土

自由な体で開拓事業に専念︒

田中、上山

特定地域として設定し︑﹁マ

地改良区の理事として活躍︒

二・六㎞︑畑二・二㎏を耕

作する傍ら八頭の肥育牛を

飼育する専業農家で︑県身

工事などを手掛け︑昭和六
十一年の清津川土地改良区

障害を克服し現在︑水田
︵うち十五年間理事長に就
任︶県営事業の幹線ずい道

さい。

立更生の模範として表彰さ

桂、小原、干溝、

指定されます︒

く過ごしました。

までの11キロメートルを無

また、鷹羽展望台では豚

体障害者団体連合会より自

荒屋、通り山、

桔梗原、芋川新田

ては︑重点整備地区の区域

汁がサービスされるなど、

みなさん晩秋の1日を楽し
センター

上げていました。

との統合整理に尽力され県

如来寺、東田沢、豊里

う留意することとしており︑

ナ林の合間から雄大な河岸

段丘や山々がのぞき歓声を

知事よりその功績が認めら

貝野地区、芋沢、田沢

清津峡地区、山崎、

れました︒

倉俣地区、高道山地区

特定区域のうち︑重点整備地区 と し て

れの中、当間山遊歩道をメ
れ表彰されました︒

なお、担当区域は次のとおりです。

区域設定される地域で︑国有林野を除い

大集会室

井ノ川三之助さ

お困りのことなどありましたら、気軽にご相談下

た地域を大字又は小字単位で指定されま

午後3時よケ）

田中

生活について必要な指導や助言をやってくれます。

す︒

待ちしています。

参加した50人の人たちは

惣詔、
体育協会主催の第5回歩

田中

イライフリゾート新潟﹂と

計画法の届出事務説明会が開催

溝

田朝
井保
されますので、多数の参加をお

望台から鷹羽に至る当間山
お年寄りのみなさん、老人福祉相談員が身上、

中里村につきましては︑重点整備地区

中里村総合センター
●場所

11月15日（幻
8日時

の白羽毛︑市之越︑鷹羽︑豊里︑東田沢
の集落の一部が指定されます︒

基本構想の承認時期を考慮して︑昭和
三月三十一日までです︒

六十三年十一月十五日から昭和六十八年

今後これらの監視区域では︑二千平方
メートル︵約二反歩︶以上の土地につい
が必要になります︒

監視区域指定に伴う国土利用

遊歩道を通り保健

羽鳥龍之助さん（新屋敷）

宮中

て売買など取引をする場合︑事前に届出

説明会の開催

け歩け健康ウォークが秋晴

51 市之越
井

土地取引届出事務

魚沼スカイラインの魚沼展

白倉増之さん（山崎）

さわ

31 田中

醗
信

・驚
、

忍

麗

尚喜
河

羅

芋川

6
昭和63年11月10日

広報かかマご

7

一羽鳥（863−3670）・

白倉（台63−2466）

指定区域は
指定期間は
届出必要な面積

ーンに行われました。

老人福祉相談員決まる

それはあなたのものひ

貝南

識

報堅

鋒介

⑬乞

フルートの音色響く

恒例になった清津山の会主催の

十六日︑村内外から六十五人が参

小松原清掃ハイクが秋晴れの十月
加し行われました︒

一行は小松原林道の湿原入口ま
で車で行き︑そこからミニ尾瀬で

知られる湿原まで落葉が始まった

木々とあちこちに点在する雪を見
ながら二時間かけ歩き︑途中沿道
のアキ缶やゴミを拾いました︒

今回初の試みで如来寺の池田克
人さんによるフルートのミニコン

サートを企画︒晩秋の気配が漂う
大自然の中︑参加者たちは木道に

腰をおろし︑次々に演奏されるさ
わやかなフル﹂トの音色に酔いし

東京都品川区
品川区は東京の南部にあ

日ぶりに入浴。前日までのキヤンフ場

1＄ミ

では工場や倉庫などが建ち

これといった名物なども

並んでいます︒

す︒ただ︑新興住宅地では

なく︑ごくあたりまえの東
京の町並みといった感じで
ないので︑昔から住んでい

た人が多く近所付き合いも
る所だと思います︒

かなりあり︑下町風情のあ

しかし︑都会特有のゴミ
ゴミした感じはあり︑自然
を肌で感じることなどはあ

少しでも雪が積もれば車

りません︒

はおろか電車さえ動かなく
メートルの雪の中でも生活

なってしまう東京と三︑四

っています。り女の子ですからやさし
い子になってほしい。

れていました︒

この土地に稼ぎ︑毎日を自

していかなければならない

然の中で暮らす異なった二

り︑住宅の間に小さな町工

小さいころは︑二階の窓

場が点在する工場地帯です︒

つのふるさとを持てること

食べていけるように発展してもらいた
いと思います。

から東京湾︑そして行き交

言い合っているのでありません。

思っています︒

村への要望は……り農家か勤めかどちらか一つで

を︑大切にしていきたいと

子育てのモットーは……O自律心のある子にと思

観光地をきれいに

緒」に出てくるビッコロのぬい・ぐ

う船など見ることができま
したが︑埋め立ても進み今

お互いへの要望は……り何かあればその場ですぐ

商工会が清掃

るみが大好きなんだ。寝る時はい

和弘 山
り
雪子さん通
︵

のですね。り去年群馬サファリワール
ドヘ行った時、ライオンにタイヤをか
じられてパンクしてしまったんです。
あれはショックでした。

村内の観光地をきれいにしよ

心の広い子になってほしいんだって。

露敬子，ん（，、）③ど
エビ、ノードは……ワ毎日がエピソードみたいなも

う を合言葉に十月六日︑村商工
会の青年部と婦人部が合同で清掃

和やかに
ひとり暮し老人昼食会

つも一緒だよ。お田さんは丈夫で

ていません。ワブロック崩しのゲーム
に熱中していてバカな奴と思いました。

晩秋の小松原湿原に

を実施しました︒

これは︑相互の交流を深めてい
十月二十七日︑老人福祉センタ

ーで今年二回目のひとり暮らし老

この昼食会は︑毎年春と秋に行

人昼食会が開かれました︒

われているもので︑この日はひと

りで暮らされているお年寄り二十

いるよ。それから「お田さんと一

轍

ました。

らお互い交流を深め楽しい一日を

ぽく車が大好きなんだ。おもち

わたしの

キリがむかって来るような気がし

五人が集まり︑昼食を共にしなが

舞踊を披露してくれた幼稚園児たち

ました。絵をかいていると、カマ

過ごしました︒

ゃの車に乗って部屋中かけ回って

飲みに行った時、その店でアルバイト
をしていた彼女と知り合いました。

塾臨姦翻録繍⑬
この日が待ち遠しかった

くのがねらいで今年から始めたも

うち約／％が聴覚障害者とのこと。4

マキリの足をひっばってつかまえ

と日本のことを思い出す……。

のです︒今回は︑瀬戸漢谷から清

た婦人教師と偶然出会い話しをする。

津峡温泉までの五キロを二十人で︑
沿道に心ない人が捨てて行ったア

去る十月十日︑十日町市で市民

もうろうあ
た。ホテルでウルムチ盲聾唖学校にい

きっかけは……り田沢の駅通りの喫茶店にお茶を

りり
樋

スポーツ大会︵サッカー︶が開催
ジュニアサッカースポーツクラブ

し歓迎してくれた。4日には520㎞の道

第一印象は……りもう9年も前のことでよく覚え

口

され︑今年七月結成したばかりの
田沢FCも出場︒見事第二位とい

大会には︑郡市内から八チーム

う輝しい成績を修めました︒

が参加し︑雨の中ゴール目指し駆

のりを11時間かけバスでアクスに移っ

C︑三位十日町小学校でした︒

いい園児たちが、素晴しい舞踊を披露

時のことをかきました。ぽくはカ

りでひどく汚れていた。浴槽の中でふ

秋の小松原は最高です。来年はぜひあなたも
中国全国の身障者は500万人でその

け回っていました︒優勝は中条F

この日我々は、幼稚園を訪問。かわ

キ缶などを拾いました︒

ガルに向う。ここでも4日間キャンブ

理科の時間に、虫とりに行った

には風呂がなかったので体中が砂ぽこ

サッカースボーツ少年団が準優勝
6月／日は最高気温が53度に達した。

また︑村内一斉清掃の日の十月

301ヨにシルクロードの最遠地で最も

十六日には︑村内各集落でそれぞ

ん
さ

生活が続く。辺りは砂漠で気象条件は

看板の周りにも、ゴミがいっぱい
歴史の古い都市、入口270万人のカシュ

大健闘／新生の
厳しく、特に朝夕の温度差は激しい。

れ清掃が行われていまし尤︒

旅③
次

崎原
山上

昭和63年↑1月10日
マ ご
広報うゆ◎

9

郎

幸

のご案内
★日時

12月7日㈱

午後1時30分〜

全て加入することを義務づけられてい

ご

昭和63年11月10日

齢磯麟曇難藤温

◎、マ

文化という言葉力

広報くド

（4期分）11月25日

1，000枚
1，000枚

化鍋など

11

■水道料

（11月分）11月25日

はんらんしたことがありま実
そして︑最近は第三の文化

※工事費100万円以上の建設工事です。（暫〜％入札分）

■保育料

倉下子供会
土倉子供会
十一月三日は文化の日︒昭
和二十一年︵一九四六年︶の

福田道路㈱ 11月22日

■国民年金保険料（11月分）11月25日

★香典返し
小原 樋口和一さん 50，000円
山崎 渡辺利弘さん 50，000円
★古切手寄付 中里中学校 48，132枚

時代ともいわれています︒ま
ず明治維新の文明開化︑次に

590万円

完了予定日

「気をつけて」

善意をありがとう

この日に新憲法が公布され︑
日本が戦争放棄宣言をしたの

溝

者

午後1時〜4時
清田山、田代の全部

いまは経済優先から文化優先

干

業

荒屋の全部、山崎の一部
★11月29日（火》

戦後の文化国家建設︑そして︑

工事費

臨．．圏沓

午後1時〜4時

を記念して︑平和への意思を
基礎とした文化をすずめるた

所

★11月25日働

誉齢纏雛課秘助纏

村道荒屋田沢線舗装維持修繕

場

6：40％年5，20％

（

齢婆鰻誰前壁

事 名

﹁ゆとり創造月間﹂です︒

■国民健康保険税（11月分）11月30日

匿

（4期分）11月30日

文明開化が始まったのに

■固定資産税

雛畑穆．る毅麹轄鴛

（振替日）

す。

舞難鑓笏縫縫鮒姪

今月の納税と振替日

2回ありま

前売券は役場総務課にあります。

7：65％年6．45％

労働金庫十日町支店雪57−8300
働新潟県労働者信用基金協会
雪（025〉223−1386

十日町公共職業安定所

めに︑十一月を﹁ゆとり創造

幼児200円300円

公民館内、村史編さん室費63−2080へ。

きを済まされるようお願いします。
※労働保険適用促進月間10月1日〜31日

国民体育大会などが行われる

き未来社会を見つめる一大イベントで
す。 、

800円

編下巻とのセット購入では6，000円。1

っている「労働保険事務組合」でも手
続きがとれますので、早目に加入手続

月間﹂とすることが決められ
ました︒

小・中学生 500円

1，300円

30年以内

★詳しくは、下記に問い合せください。

ます。 （ただし、農林水産業の一部は

ほか︑各地でさまざまな行事
が催されます︒

舞台に「食と緑」をテーマに、、あるべ

1，000円

以内

崎原

希望の方は役場総務課へご連絡下さい。
君63−3111（内線212）

この期間に全国縦断ゆとり
シンポジウムが主要都市で開

高校生

30年以内

災害住宅ローン

毛山寺崎
羽 来
白下如山

働者を1人以上雇用している事業主は

でに発売の

前売券は抽
選の機会が

趨窯金報聖変錆金秘型

慧︑
山イ

価格は1箱100枚入りで500円です。ご

催されます︒

大人1，500円1，800円

閣

俣山寺地
来
倉上如重

した、村のイメージマータ入りの名刺
の台紙（見本参照）をお分けします。

事業主のみなさん、労働保険の加入
はお済みですか。労働保険は、労働者
の生活の安定を図るためのもので、労

冊の場合は3，500円です。申し込みは

〈当日＞※11月25日ま

表される「食の国」です。この新潟を

工

事業主のみなさんへ

が︑この言葉はなんとなく快

の国」、コシヒカリや日本海の幸に代

〈前売＞

期

総合センター

ところで︑文化とは何かと
聞かれるとむずかしいのです

新潟県は、豊かな自然に恵まれた「緑

融資額

3・ooo万円30年以内年9：壽勇年5．45％

孟衛歪塑夢

胴鯖脇慶瞬鰐の

イスみ〜ど

甲新︐
潟8

食と緑の博覧会

抽選により、グアム旅行ほか総額

年6．80％

3

〒949一桝漸．葛県中●，召郡中！村Tl㌧1．〔〔口57）63−ln】

価格は、来年3月に発行予定の通史
1，000万円の賞品が当ります。

10年以内

（

3

代東取鰍擁中里一郎

村史編さん室では、資料編上・下巻
に次ぐ通史編上巻を発行し、みなさん
からご注文いただきましたが、まだ予
備があります。当村の動・植物を紹介
した自然編を始めとし、原始、古代・
中世、近世の4編により分かりやすく
読みやすい構成になっていますので、
ぜひ一家に1冊お備えください。

新潟産業センター周辺地（新潟市鐘木）

100万円以内

中里リゾート開発（掬

あります。ぜひ購入を〃

■ところ

類

住宅ローン

ださい。

中里村史通史編上巻の予備が

昭和64年7月14日〜9月3日（52日間）

ただ今

種

除かれます。）お近くの事業主団体で作

9

■と き

内

★日時 11月24日㈱午後2時〜

広報なかさと7月号でお知らせしま

鼎Lナ

年8．00％

7

ほしいと思います。

10年以内

4

保育をできない場合。

200万円以内

〔不動産担保〕

十日町税務署では、昭和63年分年末
調整説明会を開催します。年末調整の
ために必要な説明書および諸用紙など
は、当日会場でお渡ししますので、徴
収義務者の方々は、ぜひともご出席く

★場所

利

6 3 8 Qゾ
︵ ︵ ︵

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

視〃

案

金

年9．80％

吉子蔵メ

児童の保育をできない場合。

オリジナル名刺を
斡旋します

年末調整説明会の

漿葡
5年以内

信

圏海子

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

すること。ヨーロッバー周なん
かやってみたいです。理想の男
性は自分をどんどん引っばって
行ってくれる人。村への要望は
スボーツ、文化の施設を作って

教育ローン
災害ローン

★講師

ご

瓶資籔

∵類

暮らしのローン 100万円以内

穂

藤秀米ト
ロ木本辺
樋鈴山渡

です。夢はいろいろな所を旅行

〔無担保〕、

薯灘う團夢
郎勝隆一
一
修

の親族が児童の保育ができないと認
められた場合。

十日町市視聴覚ライブラリー
小林民弥 氏
★申し込み
11月15日までに公民館へ。

働新潟県労働者信用基金協会の保障
により、労働金庫から融資が受けられ
ます。●勤労者及ぴ自営業者（従業員
5人以下）
★融資の種類

︵

2．母親が家庭内で働いていて、同居

スト

家族がアル中で困っていませんか。
家族の中で昼間から酒を飲む、酒を飲
むと暴れるなどの症状がありましたら
下記の相談所においでください。
★日時 12月6日（幻 午後1時30分〜
★場所 老人福祉センター
※相談は無料です。

︵

た場合。

3日目…筆記テスト、実技テ

酒害相談所

勤労者のみなさんへ

︵

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

午後6時30分〜9時
総合センター
1日目…講義
2日目…実技練習

アル中で困っていませんか

こ
くぜ有令
がわ田村
なあ
えし廣田

入所基準があります。

★日時 11月21日（月）〜11月24日休）

磯。灘麟勲雛鍛轍

擁灘繊鍵鑛麟灘灘鑛蒙．．

すお︷

労働金庫十日町支店の窓ロ業
務をして今年で2年目です。趣
味はバスケットホール。体協の
女子チームで練習しています。
性格は怒られてもめげないので
人からは明るいと言われます。
フー番楽しいことは今年買った
ばかりの車でドライフすること

16ミリ発声映写機操作
認定講習会のご案内

き

f繊

・綿騨畷

難

島野柳口
大高小大

（上山・20歳）

鞭 糠織

美衣香里
奈麻美美

江ロ睦子さん

ぴ

所容
場内
★★

★場所 中里村総合センター
★入所資格
5歳児 S58．4．2〜S59．4．1生まれ
4歳児 S59．4．2〜S60．4．1生まれ
3歳児 S60．4．2〜S61．4．1生まれ
未満児 S61．4．2〜以降生まれ
保育所ぽ、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

鍵

．

羅

O︑︑︑

認可保育所入所説明会

灘欝

灘麟纏，蓬雛嚢・

朝の一言忘れずに
10月21日から11月20日までの1
カ月間夕暮れ時の交通事故防止運

動を実施しています。ドライバー
はライトを早めにつけ速度を控え、

歩行者は明るい服装を身につけて
交通事故をなくしましょう。

●飲酒運転検挙者数12人
●無免許運転違反

4人

●事故発生件数

●死亡事故ゼロ

11件
326日

（10月末累計）

村史編さん室では、倉俣のへっ

っりが開けた時に建てられた石碑
の写真を探しています。

お持ちの方はぜひご連絡くださ
るようお願いいたします。

a63−2080
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