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今月の孟な紙面
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小正月の伝統行事「鳥追い」のあとの
一コマです（干溝）。子どもたちは思い思

いに作ったかまくらの中で、カップラー
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をして楽しんでいました。

︒聞きなれない名前ですが︑日

気軽に楽しめるニュースポーツ

﹁ユニホツケー﹂

本で考案されたこの新しいスポーツを村の重点普及スポ
県内では初めて行われるスポーツ︒今回は︑だれにでも

ーツにしようと︑教育委員会で取り組んでいます︒新潟

の特徴は︑次の四点にあります︒

①運動を楽しみながら︑人間の基

本的な運動欲求を満たすことが
できます︒

②体力づくりに必要な敏しょう性
や平衡性などのほか︑心肺機能

を高め︑神経や筋肉の衰えを防

ぐことができます︒

め自分の体力や能力に応じてす

③安全で簡単なため︑障害者も含

ぐゲームができます︒

ースポーツとして︑子どもから高
齢者までが共通の場で楽しめると

このようなことから︑ファミリ

④屋内︑屋外どこでもできます︒

とルールを考案しました︒原形は
スウェーデンのインバンディとい

いわれています︒

ホッケー形式のゲームを簡易化
したもので︑ボールやスティック

を軽いプラスチック製にし︑極力

◎◎◎◎

村のスポーツは
これだ

カシーン︑カシーン︒ナイス

シュート︒汗がでる︒息がきれ

る︒シュートの決まった時の満
足感︒ユニホッケーはそんなス

二年前に東京で指導員資格認

ポーツです︒

が一緒になって楽しめるスポーツ

協議会︑体育協会と村民だれでも

した︒その時︑﹁中里村のスポー

ふれるユニホッケーに満足しま

生のチームに入りスピード感あ

までの約四十名︒わたしは大学

たメンバーは大学生から六十歳

定講習会を受けました︒集まっ

東京を中心に競技人口は増えて

を普及しようと模索︑検討を積み

危険を排除するようにルールも工

おり︑近県では長野︑山形でも行

ツはこれだ︒帰って普及させよ

夫されています︒

われていますが︑新潟県内ではま

重ねてきました︒そんな中で︑一
昨年順天堂大OBの井之川将男さ

う﹂と思いました︒

ユニホッケーのスポーツとして

だ普及していないスポーツです︒

ん︵村体育指導員協議会会長︑通

村では︑これまでに体育指導員

うスポーツです︒

なのスポーッ﹂として独自の用具

どこでも︑だれでもできる﹁みん

大学の斎藤定雄教授が︑いつでも︑

ポーツで︑昭和五十三年に順天堂

気軽に楽しめるユニホッケーを紹介します︒

あなたも体験してみてください

螺・ctαttO悔
JαpαnUn轟

日本ユニバーサルホッケー協会

套

日本でうまれたユニホッケー

2

説30C，のフエ》スをめぐらじ＼アイスホ吻
新鮮な感動でした。未知な物事への体験には緊

一の気分でプレーもできる。

張と興奮が伴います、そうした心の動きが原点

新潟県支部ユニバーサルホッケー協会

支部長井之川将男さん（遡）山〉

ユニホッケーは．その用具のソフトさから想

しかし．生理学的に裏付けられた実施上のルー

ルは、各自が各々の体力、能力に応じて運動量

り山︶から︑このユニホッケーを

ッケi協会理事長の斎藤教授と中

昨年十月には日本ユニバーサルホ

よって指導員の養成が急務となり︑

なのです︒ボールを追う楽しさ︒

だれでもできて楽しいスポーツ

それほどこのユニホッケーは

講習会に派遣し︑資格を取っても

場に﹁新潟講習会﹂を開催しまし

山篤子事務局長を招き︑当村を会

はスティックを持ってボールを

簡単なルール︒みなさんも一度

早速︑体育指導員を東京の審判

紹介されたのが始まりです︒

らう一方︑スティック︑ボール︑

サルホッケi協会の﹁新潟県支部﹂

たのをきっかけに︑日本ユニバー

このほど︑この講習会を開催し

三人の公認審判員が誕生しました︒

開催されたもので︑村内から二十

追いかけてみてください︒

した。村のスポーツとして生活に根ざし、村の

活性の一助になればと願っています。

ユニホッケーはなかなかおも

しろい球技です︒学校開放で何

回かやってみました︒子どもた

村の重点普及スポーツとしていく

しんでもらえるこのスポーツを︑

もできました︒年代に関係なく楽

県内の拠点としての組織づくり

せん体の方がいまいち︒

理解できるこの球技も︑いかん

中で追いかけるのです︒頭では

いないので︑

ールややり方がよく理解できて

キャーワーワーとそれはとても
にぎやかでおもしろい︒まだル

ちのチームに親が入り︑キャー

ための土台づくりが着々と進めら

です︒また︑学校体育の教材とし

中心に各地区で講習会を開く予定

がムキダシになり︑子どもと同

点数が入るにつれて闘争本能

ます︒

で大会ができればと期待してい

この球技が各地区に普及し︑村

親子が一つになって楽しめる

のひとときを過ごしています︒

の足腰を心配しつつ︑正に快汗

じ顔で夢中になるのです︒明日

ていきましょう︒

ッケi﹂と言えるよう︑県内の拠
点としてみなさんと一緒に普及し

い︒中里村のスポーツは﹁ユニホ

すので︑ぜひ体験してみてくださ

各小学校に道具を揃えてありま

ても期待ざれています︒

一つのボールを夢

れています︒今後は公認審判員を

ました︒

親子でできで

れたこの講習会は︑県内で初めて

初の拠点として組織づくりの一歩を踏み出しま

楽しい球按

た︒村内外から大勢参加して行わ

じように皆さんで楽しんでいただきたい。県内

（白羽毛）

た︒普及させるためには︑まずど

用していただきたいし、あらゆるスポーツと同

鈴木一郎さん

ゴールなど一セットを購入しまし

んなスポーツか体験してもらおう
と︑学校の先生︑体育指導員︑体
育協会などに呼び掛け講習会を開

今年度に入って︑村教職員の球

催してきました︒

は総合センター内の社会教育課に

が当村に設置されました︒事務局

置かれ︑支部長に井之川さんが︑

気分の転換とトレーニングのために積極的に利

！
ノ

ア

を調節しながら、一緒にゲームを楽しめるとこ

鉾︑欝
あ

ユニホッケーとの出会い

技大会の折にレクリェーション種

目として取り入れたところ︑大変

また︑事務局長には武田定純さん

ユニホッケーは決して他のスポーツと競合す

︑
．D曳・

艶耽

好評をいただき︑今ではPTAや

このように︑競技人口の増加に

るものではありません。各スポーツの愛好者も

︵県派遣社会教育主事︶が就任し

学校開放で積極的に取り入れられ︑

ションの手段として等々．いろいろな場面での

親子などで楽しんでいます︒

利用と展開が期待されるところです。

魚︑︵

像する以上にパードで全身的なスポーツです。

ボー
で聡開いた万スチ
ワレステ≦
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慰霧二と贈、蕪糖；齢
と同じで、それは確かに

．
ル
一

で利用可能。／チーム6人（キーバなし）
が原則だが，広さに合わせ増減も。ルール

ロ
一ブを手にした時の感じ
娘
−
縛騨・

体形に合った／m以下のプラスチック製
1

であり．私たちの生活の原動力でもあります。

学校体育の教材として．病後のリハビリティー
ろに特色があります。そういう慧昧では、今後

楽しし、イベントがいっばoし、。

・︐・懸
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團AM9：30〜PM3：00
●ジヤズダンスショー

【協力団体】 ●交通安全協会●中央こぶし会●食品衛生協会
●商工会●観光協会●婦人連絡協議会●子供会連絡協議会●体
育協会●農業協同組合●農業青年協議会●商工会青年部●イベ

＼
、＼一
＼．

●スノースボーツショー
●パラグライダー教室

⑤
AA
（

etc．
店
●出

フィア●田沢ツーリンブクラブ●スキーチーム清津●スポーツ
少年団●市之越青年会●鷹羽青年会●白羽毛青年会●豊里青年
会●東田沢青年会●バラ・ブライダークラブ●清津観光開発㈱

綴
今年もやブZきました雪原カーニバノレ。2回目となる

平成二年度の村・県民税

を記入し提出ください︒

料控除︑扶養控除などの欄

生命保険料控除や社会保険

●●

をしなければなりません︒
①給与の年間収入が一千五

申告期限は3月15日
の受け付けが︑二月十六日

の申告と所得税の確定申告

②給与を一ヵ所から受けて

百万円を超える人

書を提出した人は除きます

いる人で︑給与所得や退職
所得以外の所得の合計が二

なお︑所得税の確定申告

はともに三月十五日です︒

が︑村・県民税の申告書の

から始まります︒申告期限

毎年︑期限間近になります

十万円を超える人

用紙は提出してください︒

得 税

額と︑給与所得や退職所得
以外の所得の合計額が二十

されなかった給与の収入金

けている人で︑年末調整を

③給与を二ヵ所以上から受

して納付する申告納税制度

所得を計算し︑税金を算出

万円を超える人

所得税は︑あなた自身が

所

と大変混雑しますので︑早
めに申告してください︒

なお︑できるだけ左ぺー

をとっています︒次に該当

④同族会社の役員やその親

ジの相談日をご利用くださ

適正な課税を行うため︑

日までに申告と納税を済ま

するような人は︑三月十五

い︒

みなさんに村・県民税の申

与のほかに貸付金の利子︑

．族などで︑その会社から給

村・県民税

告をお願いしています︒み

せてください︒

ある人

●事業所得や不動産所得が

支技いを受けている人

店舗・工場の賃貸料などの

なさんから申告していただ
いた所得︵平成元年中の所

平成元年中の各種の所得

一

得︶をもとに︑村が税額を

一

ロ

一

分〜午後5時︵土曜一

〜20日

ロ

ロ

ロ
ロ

皿o縦覧場所

臼
一
一

税務課

㎜

一
一
一

ロ
し

じ

し
ロ

ド
ド

ロ
ロ

ロ
ロ

じ
じ

ロ

騙

一
じ

一

金額の合計額が︑配偶者控

一
ド

一

計算し後日通知書を送付し

除︑配偶者特別控除︑扶養

⁝固定資産税台帳の

一

ロ

平成二年度分の固定一

⁝縦覧は3月1日から⁝

㎜

納税していただく仕組みに

控除︑基礎控除など各種の

所得控除の合計額より多い

なっています︒

申告しなければならない

じ

り

㎜資産課税台帳の縦覧を一一

人は︑申告しなければなり

ません︒

一

在中里村に住んでいて︑平

リ

ラ
ロ

一

一次のとおり行います︒

3月1日

●給与所得がある人

一〇縦覧期間

先の年末調整で税金の精算

一

給与所得者は︑通常勤務

が行われますので︑確定申

㎜

午前8時30一

る人に対して︑今月中旬に

告をする必要はありません︒

ロ

申告書を送付します︒

しかし︑給与所得者でも

ロ
ロ

農業所得だけの人は︑十

次のような人は︑確定申告

の午後と日曜は除く︶︸
ていただいてありますので︑

二月に農業所得分を申告し

です︒所得があると思われ

成元年中に所得のあった人

人は︑平成二年一月一日現

繭帥

︑欄 鐵

でこれよりO・長い1、500mかず目標です

●世界一長い滑り台（1，500m）

CLUB●ハピネス＼ノ
ント企画集団●建設業協会●TASTE

謡︑

識 ．︑

り台の記録は，アメソカて汐）1，402m
世界一長いすべ

回回剛6：30〜PM9：00
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どれでしようか。

投票用紙には審査に付さ

審査が同時に行われます︒

ありますので︑やめさせた

れる裁判官の名前が書いて

い人があればその名前の上

に×印をつけ︑その必要が

ないと思う人には何も書か

ないで投票してください︒
︻不在者投票︼

村の人ロは約何人でしょうか。

不在者投票のできる期間

鐵

日・祝日を含む︶午前八時三

②7校
灘難

十分から午後五時までです︒

村内の小・中学校は合せて何校

ですか。

1︑政治家︵候補者︑候補

繊

者になろうとする人及び現

③倉俣大橋
ii織蕩

印鑑を持参し︑役場三階

一昨年完成した桔梗原と芋川を

結ぶ橋は。

の選挙事務室で手続きして

鑑ll

l！欝

に公職にある人︶は︑寄付

￥
①1／7号線・353号線

月

医匿匠匿匝薩匿匪

III

1

日は投票日です

投票日にやむを得ない事

︻投票できる人︼

情により投票所に行けない

昭和四十五年二月十九日

以前に生まれた人で︑平成

は早めに連絡ください︒

ください︒特に出稼ぎ先な
どで不在者投票をする場合

元年十一月二日以前から引

ができます︒

人は不在者投票をすること

は︑選挙の公示日︵二月三

き続き村内に住所を有し︑

日︶から投票日の前日︵二

選挙人名簿に登録されてい

なお︑十月十八日から十

月十七日︶までの毎日︵土・

る人です︒

一月二日までに転入した人

蹴村内に国欝2本通ってい鳳

に入場券が届かなかった場

》

合は早めに連絡ください︒

どれでしょうか。

︻驕鞭審査も︼

灘中里村の村章は②

最高裁判所裁判官の国民

潅月号に掲載しました「ふる
さとクイズ」の答えです。多数
の応募があり全聞正解者の中か
ら滝沢亨君（ 歳・田中》ほか9
人に図書券を差し上げました。

Illl

第39回衆議院議員総選挙は︑二月三日に公示さ

，妥暁御ヰ
DO
＼＿＾
し￥ ナませムノ

1

れ一一月十八日㈲に投票が行われます︒昭和四十一一

、

1合ス．

Ill

の 国 政 を 担 う 人 を選ぶ大切な選挙です︒雪の中た

〆贈5て融け誕ん
車あ耐しサ吉せん

ll

いへんでしょうが棄権することなく︑みなさんの

ノ回ヤ

闘

llll

良識ある判断で投票しましょう︒

属冒

II

年以来という真冬の選挙になりますが︑これから

II

三ない運動を推進しましょう・…・

②6，800人

①コシヒカリ
鐵村内で生産される花の球根の中
で、目本一の生産量のものは。

②ススラン

欝村の花はユリ鳳では村の木
は。

をすると処罰されます︒
政治家が選挙区内にある

人に対して寄付をすること

ても禁止されており︑次の

は︑どのような名儀であっ

2︑有権者が要求して︑あ

で寄付を求めると処罰され

るいは政治家を陥れる目的

ます︒

3︑政治家は︑年賀状等の

じられます︒

あいさつ状を出すことが禁

平成2年2月／0Eヨ

ものを除きすべて処罰され

4︑政治家や後援会が︑有

料のあいさつ広告を出すと

広報1陛勃需♪1
−u ■7 r■■『■■■

処罰されます︒

5

5︑後援会が︑花輪︑香典︑

（鷲欝野）

祝儀などを出すと処罰され

ます︒

盈63−3111（内線322）

ます︒

②上信越．

政治家本人が自ら出席

峡は○○○高原国立公園内にあ
ります。

する結婚披露宴における

鐵会通行止めになっている清津

●

①ヴィ・リゾート中里
「雪原カーニバルB9」

祝儀︑葬式や通夜におけ

る香典

われた雪まつりの名称は。，

選挙管理委員会へ

村・県民税、所得税相談日程
期

会

日

時

場

田代生活改善センター

間

9：00〜11：00

2月20日（殉

清田山集会センター

13：30〜16：00

2月21日㈲ 重地構造改善センター

9：00〜11：00

高道山集落開発センター

9：00〜11：00

2月22日㈲

市之越農作業準備休養施設

2月23日働 役

③杉
翻麻清津スキー場で初めて行

■問い合わせ

日からになります︒

村内で出荷する米の中で一番多
い品種は。

※なお︑国民審査は二月十

鰯葺

場

議

場

13：30〜16：00
10：00〜16：00

2月26日（月）

宮中集落開発センター

9：00〜12：00

2月27日（帰

役

9：30〜16：00

場

議

場

東田尻集落開発センター

3月1日㈲
3月2日働

9：00〜11：00

小出生活改善センター

13：30〜16：00

土

校

10：00〜11：30

倉下センター

13：30〜15：00

倉

分

3月6日（幻

堀之内集落開発センター

9：30〜16：00

3月7日㈱

役

場

9：30〜16：00

3月8日㈲

倉俣集落開発センター

9：30〜16：00

3月13日（幻

役

9：30〜16：00

場
場

議
議

場

※土地、建物等の譲渡所得がある人は2月
23日においでください。

※役場へ直接こられる方はできるだけ相談
日をご利用ください。

問い合わせ

〈村・県民税＞役場税務課盈63−3111
＜所 得 税＞十日町税務所a52−3181

籍 劔鐘縫．

￥︐

ヌ

騨
︾髭

幽｛

むら

る夢﹂で採用され幾﹃嫁さんが磁黎てく

︽疑ますが︑今回は殉仲聞鑑顧緒礁つ︽

創生事業のアイディアが次々に実現され

みなさんから応募いただ糖たぶるさ蓄

に齢

る邑づく璽﹂ピ﹁グランドピアメ開きコ

重

会待㊥
ユースホステル新聞で﹁雪

清津峡ホテルの協力により︑

きやスキi︑タイヤすべり

作りを手伝ったり︑もちつ

かりです﹂と雪国での体験

しく︑みなさん親切な人ば

ですね︒でも︑料理がおい

また︑集落の人たちと一

なども楽しみました︒

と参加を全国に呼び

国で暮らしてみませんか﹂

は静かでしたが次第に会話

入っての交流会では︑初め

かまくらの中で︑こたつに

すが︒今後も嫁さんが来た

ば実施したかいがあるんで

流しカップル誕生までいけ

をきっかけに独身同志が交

また︑鈴木代表は﹁これ

を満喫していました︒

からOLまでの十七

が弾み︑かまくらの中は熱

緒に鳥追い行事にも参加︒

人で︑岡山︑徳島︑

参加したのは学生

かけました︒

神奈川︑静岡などか

でいました︒

がんばりたい﹂と意気込ん

くなるような地域づくりに

来ましたが自然は厳しそう

﹁初めて見る雪を楽しみに

徳島から参加した女性は

気に包まれていました︒

参加者は交流会の

ら集まりました︒

メーン会場となる約
八十畳の大かまくら

します︒

これは︑総合センターに
村が約百八十万円のグラン

一方︑昨年村内の音楽愛

一日総合センターに十日町

公民館︵奮6312493︶

3月11日ブロを招いて
ピアノ開きコンサート

ドピアノを購入したのを足

掛かりに︑ピアノを生かし
た室内楽︑声楽などのコン

サートの実施を目指そうと

森田さんは︑東京芸術大学

行うものです︒

院を修了後オランダに留学︒

帰国後はリサイタルやアン

どで後進の指導にあたって

サンブル︑レコーディング
に活躍するほか新潟大学な

当日は午後二時から四時

います︒

好者十人で結成したばかり

市出身のピアニスト森田佳

人で入場は無料︒希望者は

まで開かれます︒定員二百

今回はふるさと創生事業

子さんを招いて同会発足ピ

へ申し込みください︒

︵智3
6 12788︶または

三月三日までに池田会長
を活用して開いたもので︑

アノ開きコンサートを開催

西田尻のユースホステル・

の中里コンサート協会︵会
長池田克人︶では︑三月十

ベキュi大会︑子ども映写

はじめ︑雪上運動会︑バー

盆おどりなどの伝統行事を

ます︒これまで十七夜祭の︑

づくりを目指そうと結成︒
現在二十五人で活動してい

が生き生きと暮らせる地域

同会は三年前に︑だれも

会﹂を開きました︒

っしゃい︑ほんやら洞交流

女性を招き﹁お嫁さんいら

から三日間︑全国から独身

木松司︶では︑一月十三日

重地若い衆の会︵代表鈴

若女㊨
い性㊨
器招㊥
会を行ってきました︒

耀翼
⑳㊧懸㊥轡㊤㊧⑳㊧霧馨嚇⑱鞭
グランドピアノを公民館に設置

月㊨

ン嚇書卜﹂の二つを紹介します︒

犠

地
カップル誕生に期待しますωかまくらの中での自己紹介⑱

正魯
舞＼＼＼﹄

摺
瓦

霧

地
窯

嚇

都㊥
会㊥
重の㊥
撫

小㊥
−衆

毒 漁、
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1二費・1篇毒叢素諸爺蒲

3回にわたり3人のレポートを紹介していまする
、／／

ソヨーロツバ五力国の辰業を視察してきました。

．

噛

昨賭
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ぽ
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灘
襲

教育委員長に樋ロ初男氏就任

やりたいと思います。

藤田博氏が教育委員に

を ︒んしく

ために温かい手を差し伸べて

どをお願い申し上げます。

目指したいと思います︒

生かせるような農業経営を

後これらの体験を少しでも

来たことに感謝します︒今

でき︑意義のある研修が出

このような貴重な体験が

ないでしょう︒

さは一生忘れることはでき

えてくれた家族の人の優し

たちを︑最初から暖かく迎

いいほどわからないわたし

ドイツ語は全くといって

存です。よろしくご指導のほ

また︑ヨーロッパ諸国で

樋□氏は旧制十日町中

を前向きに考え︑積極的に

学校の環境整備も着実に進ん

と思います︒

は︑親の土地を受継ぐのに

学校卒︒農林省新潟食糧

日本では危ないから近寄

そうに働くのです︒

取り組むようすは実に素晴

引受けることになりました。

さを痛感しております。

十七日間のヨーロ ッ パ 研

国から金を借り親の土地を

五十二歳の主人︑三十一歳

言葉にふさわしい所でした︒

事務所を退職︒現在は農

藤田氏は日本大学歯学

の奥さんと十二歳︑十歳の

業︒

妻の気のあった仕事ぶりに

いけないと言われることが

るなとか汚れるからしては

続けていく中で︑このよう

に任命され、その責任の重大

修の中で︑それぞれの国を
地が大変広いということで

任期満了に伴う教育委

訪問しての第一印象 は ︑ 耕

後任に藤田博氏がこのほ

員会委員の山本森治氏の

過ごすようです︒日本では︑

親から子へ何の貸借もなく

買い︑親はその金で老後を

そのよう︒限りないとはい

受継ぐことがあたりまえの

一月一日から四年間︒

ど就任しました︒任期は

が広いと思っていたのがう
かないが︑広々とした畑︑

ようになっています︒日本

した︒日本では一診の田畑

他家との境界線︵畦畔︶な
では考えられないことです︒

育委員会が開催され．委

一月十七日に教

どなく︑土地に対する考え

立心を養う意味では素晴し

農業に対しても厳しさや独

員長に樋□初男氏が選任

また＼

方が日本人と違う気がしま

いことではないかと思いま

部卒．歯科医︒村体育協

自分の土地が少しでも多

した︒

わたしがファームスティを

会長歴任＼現在村テ一一ス

されました︒任期は一年

くなるように︑少なくなら
ないように気を配るところ

ミュンヘン西約五十キ︒にあ

体験したのは︑西ドイッの

協会長・村剣友会長︒

した︒

だろうが︑気にもとめない

るランツベルグ郊外にあり︑

です︒

ようす︒これも土地が広々

静かないかにも農場という

としているせいなのだろう

子どもの四人家族で︑畑四

の時間をうまく作っていま

わせて昼食をとるなど家族

十診を耕作し︑搾乳牛三十
い︑嫌な顔などせずに楽し

ました︒

ものがありました︒

感心させられました︒さら
に二十診の森も所有してい

の中で伸び伸びと生活して

多いが︑ここでは逆で自然

また︑主人も忙しい中でも

になりたいと思いました︒

な自信と誇りを持てるよう

わたしもこれから農業を

日本人は働きすぎだなど

しく︑誇りと自信に満ちあ
ふれた態度には目をみはる

した︒仕事の面でも︑物事

話などを責任をもって手伝

非力を顧みず委員長の職を

九頭︑育成牛四十頭︑仔牛

この度、図らずも教育委員

三頭をも飼育しており︑夫

樋口初男氏
（通り山・68歳）
家庭をとても大切にし︑子
どもたちの帰宅の時間に合

いるようでした︒

とよく言われますが︑西ド
イッの人々はそれ以上だと

思いました︒そういう親を
見ているせいか子どもたち

も学校から帰ると家畜の世

でおりますが、子供達が等し

村教育行政のために少しで

く、明るく健康に育っていく

もお役に立つべく精進致す所

③
き

．

層『』1『■■レ

『■■■『■■■

平成2年2目／0日

広報1屡與膿㌣♪暉
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藤田博氏

（田中・59歳）

吉楽広志さん（上山）

iも

講嚢華
霧

オランダのバラ栽培会社にて

3一ロツパの農業

斎喜直−ん全国大会出場
県中学校スキー距離で一一位
︵中里中三年︶が二位に入り︑今
月秋田県鹿角市﹁花輪スキー場﹂

で開かれる全国大会への出場権を

リーンピア津南を会場に行われた
県中学校スキi距離競技大会で︑
手に入れました︒

一月十八︑十九日の二日間︑グ

⑱
男子十キロに出場した斎喜直君

ノ

ふうしました。

るとすぐねます。ねこのかおをく

桑原仁くん（2歳）⑱
清・昌子夫妻の3男（小出）

秒8と大健闘した斎喜君は︑陸

トップとわずか5・5秒差の31分

してかわいいです。あたまをなで
﹁今回の成績はできすぎ︒全

鈴木水城︵三年︶

12位

井口寿恵︵二年︶

竹藤さゆり︵二年︶

−位︵轄翻魏

・男子−レ六舞晒︑出︶

47位

●女子五キロ︵出場数㎜人︶

92位富井徹︵二年︶

91位

8位 山田和志︵三年︶
5

●男子十キロ︵出場数㎜人︶

︿その他の成績﹀

やしていました︒

うがんばってきます﹂と意欲を燃

国大会では他の県勢に負けないよ

す︒

位置し全国大会にも出場していま

上中距離でも県のトップクラスに

南雲之告くん
・女子−レ六露鴛︑︑出︶

明るく，たくましく．体がじょう

ぶで＼人のためになれるような人

のにしているんだ。食べ物は，甘い

ん
さ
子
恵
知

中楽
宮吉

は色とりどりに咲き乱れる

いそ

バラが心を和ませてくれま

す︒春秋の磯釣りのシーズ

ンはどの海岸でも釣り客で

にぎわいます︒

国道七号線の﹁おばこお

けさライン﹂と羽越本線の
車中から見る日本海は格別

です︒東北一の規模を誇る

念ケ関マリーナは︑平成四

ヨット競技会場として注目

年度の﹁べにばな国体﹂の

私も中里村の住民としての

あつみ

新潟県と山形県の県境近

中里村に来て二十二年︒

を集めています︒

くの温海温泉のある町がふ

まりで︑私にとって今の中

秋田県

県
手
岩

るさとです︒温泉岳のふと
ころに抱かれた漢流沿いの

W謙

里村がふるさとです︒

して親しまれてきた静かな

海や山の幸に恵まれ風土

湯の街です︒

を生かした味がいっぱいで

す︒六月頃の﹁バラ祭り﹂

山形県

温海町

県
島
福

いで湯で︑古くから楽郷と

成人を迎えました︒これか
らが私の中里村の生活の始

山形県西田川郡温海町

．⑳

に育ってほしいんだって。

1響

ぽくにじゃれたり，ついてきたり

B位︵繍齢靭︵鱒恵

チョコやガム，アメが好きなんだ
けど虫歯がないんだ。お田さんは，

難鎖11ふ

カーだって缶の中に入れて，宝も
わたしの

しんせきのうちのミーコです。
57
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諺藩灘餐灘籔鞍饗講灘

遡鑓

宮城県

落礁義撫灘識掲墨．

慧馨⁝︑

糞

倉俣小学校1年

ぽく＼車が大好きなんだ。車の

名前をいっぱい知ってるよ。ミニ

8

こぶし会︑設立15周年で
記念誌作成
中央こぶし会︵会長広田まつ︶

では︑このほど設立十五周年を迎

手で﹂をスローガンに︑昭和
九年発足以来︑地域の健康づ

を目指した食生活の改善に取

んでいるグループです︒

念誌はB5版百十ぺージで︑

年間のあゆみをはじめ︑九十

作り方などが掲載されていま

類のアイディア料理や郷土料

なお︑一部五百円でお分けして

いますの で ︑ 希 望 者 は 最 寄 り の こ

ぶし会々員または保健課まで連絡
ください︒

お年玉年賀はがきで
大型テレビを穫得

ました︒見事一等を射止めたのは
重地の鈴木一昭さんで︑親せきか
らきた一枚が幸運を引き当てまし

えようと思っていた矢先で夢のよ

た︒この日は︑高橋局長から奥さ

です。

倉俣郵便局で一月二十四日︑お

ベラ機の4人乗り￥40分間の飛行で料金は2
円50銭。上空から見た東京は、緑のたいへん
多い美しい町でした。右から2人目がわたし

んのシンさんに大きなテレビが手

空飛行を募集していた時のもので、当時プロ

年玉つき年賀はがきの一等︵29型

50年前の秋（昭和／5年・皇紀2，600年・西暦

渡され﹁ちょうどテレビを買い替

4，940年）の写真です。読売新聞社が東京の上

え記 念 誌 ﹁ こ ぶ し ﹂ を 発 行 し ま し

．りく四ち
AVテレ ビ ︶ の 引 き 換 え が 行 わ れ

当局から一等がでたのは二十年

うです﹂と感激していました︒
ぶりとのことです︒

村内二選手上位独占
十日町テニス大会
一月二十一日︑十日町市総合体
権テニス大会の男子シングルスに

育館で開かれた第二回十日町選手
出場した︑村テニス協会の二選手
さん︵如来寺︶が優勝し︑阿部等

が上位を独占しました︒服部恭久

した︒

さん︵高道山︶も三位と健闘しま

きっかけは……ワ私が千原でアルバイトをしてい

かよい、2ヶ月くらいたってから友達
と3人で遊びに行ったのが始まりです。

た時に知りあいました。り週2〜3回

第一印象は……り店に若い女の子が入ったなあと

思いました。ワ別に何とも思いません

交際中は……り2人で食べに行ったり、飲みに行

でした。

ったりすることが多かったですね。

り

久美子

噺

り大島実さ毎

『■■■r■■■

層『■『一■7

鈴木寛栄さん）
（重地

平成2年2月／0日
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oの種五記組り十の

す理七十

毘い出の一枚⑲

た︒同会は﹁私たちの健康は私た

雛

大型テレビを受けとる鈴木さん

お互いへの要望……り別にありません。満足して

います。ワ酒をあまり飲み過ぎないよ
うにしてほしい。

子育てのモットーは……りあまり過保護にさせた

くない。り普通の子に育ってくれれば

今やりたいこと……り家庭とはなれて、伸び伸び

いいです。

友達と遊びたい。ワ家族や友達と北海
道や沖縄に旅行がしたいですね。

村への要望……り都会に行っている人が村に帰っ

てこれるような村づくりをしてほしい。

お鐡

ら

鯵
酵

3月上旬恵福園において、作文・面
接試験を行います。試験期日は決定し
2月15日㈱

■場所
■内容

午後1：30〜3：00

村総合センター
「食生活を考える」

岩城良子さん（消費生
活センター相談員）

書を添付のうえ申込みください。
（申込書は恵福園（津南町）にあります）

■問い合わせ

盈65−3700

（歳末たすけあい）

18歳以上25歳未満の男子
■試験期日及び場所
受付時にお知らせします。

中里村地区婦人会連絡協議会
17，074円
島田勝太郎さん（倉俣）20，000円

■給与等
初任給月額は115，800円、ボーナスは
年間3回合計4．9ヵ月分支給されます。

詳しくは役場総務課または自衛隊新
潟地方連絡部長岡出張所（智0258（33）
0256）へ。

1月下旬のドカ雪、大雪には慣れて

ル」。このような状況では、若者がま
すます雪国に魅力を感じてくれません。
家を新築する際、少しでも他人のこ
とを考えられれば、もっと住みやすい
雪国の居住環境が作られるのではない
でしょうか。雪国の住みやすい居住環
境作1）をテーマに講演会を開催します
ので参加ください。なお、講演会終了
後、希望者による情報交換会を開きま
すので希望者は連絡ください。

2

（ミシン）．

三上美代造さん（田中）

2台

（古切手）

山田国平さん（東京都）
上原幸次郎さん（山崎）

■と

き

「気をつけて」

朝の一言忘れずに
●飲酒運転検挙者数
1人
●無免許運転違反者数 0人
●事故発生件数
0件
●死亡事故ゼロ
155日
（1月末累計）

2月20日（火）

午後7時〜8時30分

「流雪

溝の水があふれた」 「道路へ屋根雪が
投げ捨てられた」 「隣家との雪トラブ

俣山山

10，000円

樋口信一・カヅイさん（西田尻）100，000円

838
28

年間を通じて行っています。
■応募資格

おも

■社会福祉協議会へ
上原武男さん（上山）

■受付期間

いるはずの私たちも大あわて。

恵福園

内中地町

講師

だい申込者に通知します。
■受験手続
2月24日（土）までに受験申込書に履歴

すお

■日時

溝崎中沢溝屋地中

中里村観光協会（役場開発課内）

卒業程度の学力を有する人
②中魚沼郡市内に住所を有し、通勤可
能な人
③健康で老人福祉に理解のある人
■試験期日、試験科目

涌漢儲螢耽田重繭讐連

■宛先

①昭和35年4月2日から昭和45年4月
1日までに生まれた人で、高等学校

哉裕一男豊浩栄士

■方法 官製ハガキに①作品（一人3
首以内）②住所③氏名を明記

．灘毒魍擦

寮父母………3名
■受験資格

．呑保簿子判紀鍵馨霧南関桑恩臨野橋原

信濃川の流れ
■締切 3月30日㈹

■職種および採用予定人員

萌雄み美紳冬め庸あ明 ・矢日︐梨 えし︷︷ くう山ロ同山口同上

村観光協会では、4月29日（日）に予定
している黄桜の丘桜まつりの中で行う
短歌発表会の短歌を募集しています。
■課題 黄桜の丘、黄桜、名勝鷹の巣、

■ところ

総合センター

■講師沼野夏生氏（国立防災科学技術センター
新庄雪氷防災科学技術センター支所第1研究室長）

■問い合わせ
役場開発課盈63−3111（内271）

家族そろって加入しよう
〜1日1円交通災害共済〜
今年も年間わずか350円の交通災害
共済に家族そろって加入しましょう。

雪おろし〜の事故が
増えτのます。十分
注意しましょう。

安い会費で最高100万円の見舞金が支
払われます。、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対象になりま
す。

加入申し込みは、後日、村政事務嘱託

員さんを通じて配布しますので、多く
一坐越国際清津スキー場リヌト券一

糞性ぽ7圖券畿額羅鎌

女性に限りリフト1日券半額
（1，800円）企画を実施しています。

利用ください。

の人の加入をお願いします。

問い合わせは、役場住民課窓口へ

盈63−3111内線123

10

お蜘墜毯

勲h痴伽君OQO

・、引す崇。驚◎霧

町市千歳町3−3）まで送ってください。

振隊隊懸放映、さ強濠該

ノ曜？な3聯

「はたらくひとたち」 （小学2年社
会科）という番組が、N H K教育テレ

ビで放送されています。このたび、郵
便局の職場で働く人たちがテーマに取
り上げられ、越後田沢郵便局を舞台に
して、郵便物が到着してから東田尻、
小出、土倉、倉下まで配達する様子が

、審』噸ノ
一＿一

潟麟濾

年生が「郵便ごっこ」をやり、体験を
通して郵便の仕事の大切さを学んでい

／

るところも収録されました。

齢．

勿

撫欝轟灘轍！凝
Pガスの事故の約7割は、不注意

からのガス漏れが原因です。県ではガ
ス漏れによる重大事故の防止のため安
全器具の設置を推進しています。

2月19日（月）午前11時15分〜11時30分

2月21日㈱午前9時30分〜9時45分

協力をお願いします。

2月26日（月〉午前11時15分〜11時30分

なお、詳しくはプロパンガス販売業
者等の専門業者におたずねください。

NHK教育テレビ＞

2月28日㈲午前9時30分〜9時45分
村内の郵便配達のようすが放送され

新潟県消防防災課

ますのでぜひご覧ください。

㈹新潟県プロパンガス協会

越後田沢郵便局

A神社

℃
昨年の雪まつりでは4，862個の雪だる

．

受け付けますので、借入れを希望され
る人は開発課商工観光係（盈63−3111

お願いします。

内271）へ申請してください。

でに完成させ、各役場に届けてある旗
を取り付けていただけると幸いです。
◎雪だるま写真コンテスト
みなさんの雪だるまを写真に撮って

A

県では、設備の近代化を計画されて
いる中小企業者に対し、無利子設備資

まが、遠来のお客さまを温かく迎えま
した。今年もほのぼのとした雪だるま
づくりに「雪まつり」の玄関口として、
みなさんからも参加してくださるよう

なお、雪だるまは2月16日㈹の夜ま

o

十日町雪まつり事務局
クロス10内 盈57−3345

■

離轟社

￥多

霧編
や −
識＼

．N

イ纏薫

︑毒・

、
ち
形

ん

を差し上げます。

ついては、プロパンガスを使用して
いる皆さんには安全器具の普及につい
て一層のご理解をいただき、設置にご

＜放送予定

、ま釧ρ・

月18日（日）に抽選を行い当選者には賞品

L

また、清津峡小学校では、小学校2

ご絞

齢

へ

携意

収録されました。

入賞者には賞品を差し上げます。
◎雪だるま抽選会
旗に抽選番号が書いてあります。2

十日町市役所商工観光課（〒948十日

金の貸付を行っています。平成2年度
近代化資金の借入申込を3月1日から

なお、貸付内示前に契約又は設置さ
れた設備については、貸付対象とはな
りませんので、設備の導入を予定して
いる方は早めに申請してください。

■資金名中小企業設備近代化資金
■申込期間

3月1日〜12月20日

◎母親学級・妊婦検診

2月23日㈹

上村病院

母親学級（受付）12：45〜13：00

（内容）妊娠中の保健、赤

ちゃんの入浴・衣類
妊婦検診（受付）13：30〜14：00
◎乳児検診

3月9日㈹

昨年．中魚沼郡市の農業共済事業の
合併以来進めていた中魚沼農業共済組
合の事務所が，このほど十日町保健所
近くに完成しました。

■住

所

十日町市大字北新田169番地1

盈52−2264

保健センター

（受付）13：00〜13：30
（対象）平．元．4．1〜平．元．5．31生

晦今

平．元．10．1〜平．元．11．30生

羅

聞圃廼馨

今月の納税と振替日

11

■国民健康保険税

（2月28日）

■国民年金保険料

（2月26日）

■保育料

（2月26日）

広報1魁與塾舜♪・
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上原勇一さん
昭和46年2月4日生まれ19歳

2月11日〜3月10日

カレン．ダー一
⑪（日）

⑫（月）

青春しτます

集落通り山

星座みずがめ座

血液型A型

建国記念の日

身長172cm、65kg

振替休日

仕事は、農協の経済課で働いて
います。趣味は、音楽や映画の鑑羅雛

灘．

賞。スポーツは、球技が好きで、

15㈲

16㈹

婦人研修会合総合センター ㊤13：30〜15：00
村内小学校親善スキー大会 合田沢小グランド
㊤10：15〜15：00

心配ごと相談日

野球、バレー、バスケットなどを

やっています・性格は・ちょっと羅
神経質

合老人福祉センター

理想の女性は、見ていい

騰

と思つ京。結婚は、2・歳代の鋼

013：00〜16：00

ちにしたいと思います・休日は・車、嚢
17（土）

で遊んでいることが多い。村への鐡羅

欝遍聡鰍甥灘1

⑱（日）

の強いものが必要だと思います。
19（月）

雪国快適住環境づくり講演会

20（幻

合総合センター

⑳津南病院葎5扇綿
⑳古藤医院葎5謂1
⑳池田医院禅講1
㊧中条病院翫謂1
⑳上村病院盈6H111
⑳津南病院謙5粛綿

Ol9：00〜20：30

21㈲

22㈲
23㈹

高齢者講座合老人福祉センター・総合センター
09：30〜15：00

心配ごと相談日・行政相談日
ター

合老人福祉セン

013：00〜16：00

24（土）

﹇随集雁巴記一

雪には慣れっこになって

雪災害防止に努めています︒

いるとはいえ︑久しぶりの

■一月二十五日から二十八

ドカ雪にみなさんも慌てた

日にかけ一時的なドカ雪に

見舞われ︑これまでの少雪

のではないでしょうか︒

村民アルペンスキー大会合上越国際清津スキ

心配ごと相談日

合老人福祉センター

013：00〜16：00

合ところ

0とき

本部を県下に先がけ設置し︑

8㈲

村では四年ぶりに豪雪対策

ー場㊤9：30〜16：00

7㈲

9㈹

■道路除雪で押し出した雪

09：00〜15：00

もようが一変して大雪とな
り︑国道三五三号線十二峠

村民競技スキー教室合上越国際清津スキー場

の上で遊んでいる子どもを

④（日）

合老人福祉センター

付近が一時ストップしまし

3（土）

心配ごと相談日
㊤13：00〜16：00

みかけます︒非常に危険で

2㈹

た︒二十七日には積雪量が

％㈲

役場付近で二二四袖．︑土倉

㊤9：00〜15：00

すのでやめましょう︒

村民競技スキー教室合上越国際清津スキー場

分校三〇三狸．となったため︑

⑳（日）

サバをよあ
ものを数えるとき，自分の
都合のいいように実数をごま
かすことを「サバをよむ」と
いいます。

あぷら
サバ（鯖）は秋に脂がのって
特にうまい魚。

「よむ」はこ

の場合，数を数える意味の言
葉です。「鯖の生き腐れ」と
いうように，鯖はいたみかた
が早く，新鮮そうに見えるも
のでも＼アレルギー体質の人
が食べると＼ジンマシンを起
こしたりすることがあります。

「サバをよむ」の語源につ
いては．腐りやすい鯖を数え
るとき，急いで数を飛ばすこ
とが多かったからとする説を
はじめ数説がありますが、な
さしさば
かでも「刺鯖」と呼ばれた塩
ひもの
味の干物と関係があるとする
説が有力です。

背を開いて塩つけにした刺
鯖は，生の鯖のように食当た
りする危険のない美味な食物
として￥江戸時代にはお盆の
贈答品に用いられました。

刺鯖は二枚重ねたものを一
つと数えたところから．二つ
ずつ数えることを「鯖よみ」
といったもの。

の花

試︒

村の木

村

村民憲章

』〃

（昭和60年7月25購淀）

1、自然を愛し美しい村をつくります。
1、健康で働き明るい村をつくります。

窪、愛情を豊かにし心あたたかい村をつくります。

1，教養を深め文化のかおり高い村をつくります。
ユリ

スギ

村の人ロ

爆杳醍喜

1、創意をこらし活力ある村をつくります。

もともとは、実数の半分
二土 に数えることだったとい
ゴ うわけです。
ロ

葉

のルーツ

●人口男3，415人（＋8）女3，402人（＋9）計6，817（＋17）●世帯数1，637（＋3）
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