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いい年でしたか
人間の持つ煩脳を取り除くという除夜の

鐘。田沢の泉龍寺では住職の濱野孝司さん

が、午後11時45分から1時間ほどかけて
百八つの鐘をつきました。

この広報紙は、再生
紙を使っています。
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一昨年六月︑宮中の島地区に 念願の温泉が湧出し︑仮設

浴場を設置して村内外の人から 利用いただいていますが︑

村ではこれからの施設建設構想 を立案するために︑プロジ

エクトチームを設けて調査を行 ってきました︒その調査結

果がこのほどまとまり︑村長に 報告されて了承されたのを

受けて︑今後︑開発基本計画・ 実施計画を立てて︑具体的

な作業に入ることになりました

﹁やっぱり︑そっこらじゆう

から客が来てくれて︑若いもん

がここで働けるようなものにし

はか

諮って審議した結果︑報告書の

今後はこの調査結果報告書を

とおり了承しました︒

また︑実施計画を秋までにそれ

基に︑基本計画を今年夏までに︑

宮中に温泉が湧出してから一

ぞれ作成し︑具体的作業に向け

と評判を

年半︒現在は無料で入浴できる

いい温泉だ

て動き出すことになりました︒
が訪れ︑

得ていますが︑これからいった

いどんな施設ができるのでしょ
︾フ︒

浴場とほぼ同じ所で︑敷地全体

の面積は3㎞︒ここに十八億円

の資金を投入して温泉保養館

を探るため︑十一名の役場職員

どのように開発していくべきか

温水プール︵二十五m×2コー

ス︵各種浴場︑ミストサウナ︶︑

休憩室︑ロビi等︶と温泉ハウ

︵大浴場×2︑露天風呂×2︑

から成る﹁宮中島温泉開発プロ

月末にまとまり︑村長に提出さ

九十六㎡︵百二十坪︶︑本館千三

置しようというものです︒それ
ぞれの建物面積は︑浴室棟三百

ス︑子供プール︶︑︒ハターゴルフ

場︵十八ホール一コース︶を設

れました︒村長はこれを庁議に

したが︑この調査の報告書が十

ジェクトチーム﹂を編成して︑
隙発のための調査を行ってきま

村では昨年六月︑この温泉を

温泉施設の場所は現在の仮設

温泉として村内外から大勢の人

てもらいてえのお﹂
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で︑本館は二階建て︑他は平屋

棟九百六十三㎡︵二百九十一坪︶

百五十二㎡︵四百九坪︶︑プール

の井戸と同じ場所で︑現在の井

削します︒二号井の位置は現在

ため︑平成六年度に二号井を掘

温泉プールの建設に対応する

施設の建設整備は村で行いま

︿事業主体は誰？﹀

壱斎壱壱斎壱斎壱斎壱斎壱倉壱

のを利用しようというものです︒

戸を掘削した折に︑深さ四百m
付近で大量の温泉が湧出したも

建てとなる計画です︒

3㎞におよぶ建設用地の確保

は︑県営ほ場整備事業の特別減

歩見合いの創設換地︵所有面積

る方式︶を行って充てることに

に一定率を乗じた面積を減歩す

しており︑平成五年度いっぱい

ついては︑村民の間で管理組合

すが︑オープン後の管理運営に

この温泉計画には︑当面宿泊

︿想定する客層は？﹀

なっています︒

を作り︑運営を委託する計画に

にはこの換地事業が終了するこ

とになっています︒

平成六年度には用地整備工事

に着手し︑温泉保養館と駐車場

の建設を行います︒また︑平成
七年度には温泉ハウス棟の建設

施設を設置する予定はなく︑遠

です︒とりあえずは近隣市町村

方からの誘客を図ることは困難

おり︑温泉施設の排水を下水道

を行います︒下水道の一部供用
開始が平成七年度に予定されて

に接続するため︑これらの施設

からのお客をターゲットに︑年
間入り込み客数を十九万人と想

のオープンは平成八年度初めと

定しています︒オープン後︑時
期を見ながら段階的に規模拡大

なります︒また︑平成八年度に

はパターゴルフ場も建設し︑翌

を図り︑将来的には遠方からの

のと期待されます︒

用していただける温泉になるも

いとしています︒また︑施設の
内容から︑老若男女を間わず利

お客にも対応できるようにした

年にはオープンできる計画とな
っています︒

温泉に到る幹線道路の位置

は︑現在宮中集落から通じてい

る村道の位置とほぼ同じになる
見込みです︒

平成5年1月10日
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清津峡小学校の校舎は昭和三十九年から四十年にかけて

建築されたもので︑一階には教務室と特別教室等が︑また︑

二階には四つの普通教室と図書室がありますが︑老朽化が

進んだため︑今年改築されることになっています︒

新しい校舎は︑六角形の斬新な形の三階建てで︑二階か

ら三階にかけて広い吹き抜けがあり︑この吹き抜けを中心

にして周囲に教室が配置されます︒

二年生六人︑三年生十一人︑四

年生八人︑五年生四人︑六年生

新校舎の位置は︑現在の校舎

に隣接した清津峡寄りの所で︑

ています︒今後とも児童数の減

二人となっており︑二・三年生

一階は物置きとピロティ︑二

少が見込まれているため︑新校

と五・六年生は複式授業となっ

階は玄関・校長室・職員室・調

舎の普通教室数は三つと︑複式

体育館は今のものを使用するた

理室・家庭科室・コンピュータ

授業に対応するものとなってい

め︑渡り廊下でつながれます︒

室・ランチルームなどがありま

ます︒

吹き抜けを中心にして周囲に教

統を誇る学校ですが︑現在の児

土倉分校は創立七十八年の伝

統念櫻鐵翻るか

す︒大きな特徴は︑校舎の中央

にある二階から三階にかけての

室が配置され︑普通教室が三教

童数は二年生一人︑四年・五年・

広い吹き抜けです︒三階はこの

室﹂理科室・図工室・音楽室・図

六年生が各一人の合計四人で

1・マン

の行き届いた教育が

えるという︑言わば マン・ツ︑

す︒この児童を三人の先生で教

書室等があります︒

教室麟纏灘射応

生徒数は現在．一年生五人︑ー

4

うちの子があ

としては統合し

保護者の立場

﹄ 締
灌
甲

と一年で卒業す

てもらった方が

鱒

ると︑土倉から

通行盤め滋蒸るので︑冬期間も安全に︑ 毎日

いいですが︑国

諜蝶辮︑今謙で分校の運動会や行事には地区

通う子供はいな

撮あ醗誕参茄してきたので︑廃校になると地

送迎しても窃える保樟がなければむずかし恥
の廼ぽ懸恥かな︒分校はこの地区のシン溝ル

道輝毎年雪崩で

屡澄じ誕の謙とまりがなくなってしまう恐れ

でもあるので︑なくなると困る面が大きいた
癒いと思恥ます．

瀞あ 9 諜 す ︑ 将 来 的 に は 統 合 も や む を 得 な い

くなつてしまい

醗
め︑地区全体で話し合って決めなければなら

志

熱罎あとは思躰ますが︑地区でよく話し合っ

先生1人に生徒1人の行き届いた教育です

て霧嶽醗れぽならな恥問題です︒

行われていますが︑生徒数の減

少という大きな問題に直面して
います︒

現在︑本校児童との交流は幅

広く行われており︑校舎は違っ

ても一体感のある授業が行われ

ていることから︑清津峡小学校

の改築を機に統合が望まれてい

ますが︑国道改良の進展が統合

のカギとなりそうです︒

ふじのきひろみさん

熱ン

二年関澤努くん

ひとりの授業は淋しい︒でも

よく教えてもらえるので助かり

ます︒

欝懸鍵雛難麟欄馨

二年

・げんかんがひろかったらいい︒

成績表を作るときはちょっと大

ひとりだと教えやすいです︒
しでください︒

・みんなのきょうしつをひろく

山本まことくん

南雲彩子さん

るけど︑理科や体育のときは多

ひとりのときがいいときもあ

四年

変ですけど︒

しょしつがほしい︒

・もっとおもしろい本が多いと

樋口まさみくん

で授業を行っています︶

い方がいい︒︵体育と音楽は全員
なるといいな︒

欝難鐵灘雛鐵繍嚢

・もっとたいいくかんがひろく

ふじのきよしみさん

・ろうかをおしろみたいにした

土倉分校正面

マン・ツー・マンで日本一の
教育ができまずし︑普通の学級

志田さゆりさん

の何倍も教材がそろえられます︒

いです︒

三年

五年

樋ロ裕志くん

・ベランダで遊べればいいな︒

関澤学くん

鈴木奈美江さん

同じ勉強を教えていよす︒

社会と理科は二学年同時に︑

灘饗雛雛難襲蝋懸

ていねいに教えてもらえます︒

六年

四年

・二階にもトイレがあるどいい︒

五年鈴木聡くん

・げんかんやろうかのはば︑教
室を広くする︒

平成5年1月10EI
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▼土倉分校の2年生（上）と4年生（下）の授業風景

に倉俣生活改善センターで︑二

絡協議会の設立 総 会 が ︑ 十 九 日

田沢︑倉俣駐在所自治防犯連

展的に解消されることになりま

組合と貝野地区防犯組合は︑発

に取り組んできたへっつり防犯

より︑これまで地域の防犯活動

この防犯連絡協議会の設立に

らあった防犯連絡所制度の見直

運営費として︑来年度から一戸

なお︑自治防犯連絡協議会の

上越国際清津ゲレンデでは十

は積雪一mを記録︒この時期と

キー場が多い中︑清津スキー場

アスキークラブ︵団長・広田公

二十日には早速︑田沢ジュニ

監

事

田 村博康 高橋敏昭
上 原正行 齋喜 雅基

鎌︑

︑鞍

計

高野茂実

貝

沢洋

次

高橋満，雄

博

根津一夫

杉崎

自治防犯連絡協議会できる

れ開かれ︑二 つ の 自 治 防 犯 組 織

した︒長い間本当にご苦労様で

十日には総合センターでそれぞ︑
が誕生しました︒

しにより︑村内全域を対象とし

当り三百円の年会費のご負担を

した︒

て組織されたもので︑自治防犯

お願いいたします︒

自治防犯連絡 協 議 会 は 従 来 か

活動の母体となるものです︒

二月十九日︑スキー場開きを行

してはゲレンデコンデションも

男さん︶の部員が初滑りを行い

清津スキー場オープン
ってリフトの営業運転に入りま

よく︑スキi場では多くの人か

ています︒

した︒

雪の感触を楽しんでいました︒

会

鈴木

郎

三

一
慰

ら来てほしいとPRに力を入れ

今年も小雪で営業できないス

金

∠

杉谷清六 鈴木一昭

劇連絡協議会長

宏

局

氏

名

登

運絡協議会長

本信

務

氏

名

山

事

倉俣地匿

役員

子

名

田沢地匿

門

田沢・倉俣駐在所自治防犯連絡協議会役員名簿

蜘脚

賦

鞍

瀦

スキークラブの初滑り
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村長から感謝状を受ける根津さん

国道三五三号線と一一七号線

り︶とも直進︑右・左折の三レ

は三五三号線︑一一七号線︵下

の街灯のデザインを募集中です︒

り付ける計画を持っており︑こ

渋滞が緩和されます
の山崎交差点が改良され︑先月

ーンがあり︑いずれの道路から

︵詳しいことはお知らせ欄をご

覧ください︒︶

な街を演出しようと︑街灯を取

七日から暫定的に供用開始とな

進入してもスムースに通過でき

りました︒

なお︑国道一一七号線の拡幅

るようになっています︒

ると大渋滞を引き起こしていた

工事に合わせて︑村ではすてき

今まで︑行楽シーズンともな
交差点でしたが︑新しい交差点

村内では運動初日の十一日︑

それに飲食店組合の役員らが参

や安全協会役員︑交通指導員︑

また︑二十一日には︑警察官
午後七時から役場前の国道一一

いました︒

飲酒運転はさせません
十二月十一日から県下一斉に

七号線において警察官や交通指

加して村内の飲食店を回り︑店
主に飲酒運転防止の協力をお願

歳末警戒と年末の交通事故防止

昨年の十日町警察署管内の交

導員が出動して検間を行い︑運

いしました︒

運動が行われました︒

通事故死者数は︑前年の約二倍

転者に安全運転と飲酒運転撲滅
を呼びかけました︒

の七人となり︑中里村の住民二

人も事故の犠牲者となってしま

川の根津敬さんに︑厚生大臣か

地域の福祉向上に尽くされた芋

民生委員として長年にわたり︑

て活動するという︑重要かつ大

また︑社会奉仕の精神に基づい

の業務協力等︑その範囲は広く︑

護者の保護指導︑関係行政機関

祉にご尽力され︑またこの間︑

続九年間民生委員として住民福

月から昨年十一月まで︑三期連

厚生大臣から感謝状

ら感謝状が送られました︒

長い間本当にさ苦労様でした︒

ました︒

村の心配ごと相談員も務められ
変な仕事です︒

根津さんは昭和五十八年十二

平成5年1月10日

官と

広報躍
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民生委員の業務は︑一般住
民・要保護者の社会調査︑要保

雪の中で行われた歳末警戒

右左折がスムーズにできます

簸

細かくたたきぬりをして￥顔や

体の色が区別できるようにしまし

た。アコーディオンを真けんにひ

す。木琴の板を正確にスケッチす

いている表情がかけてよかったで
るのがむずかしかったです。

熱湧諏嚢殻安膿寺）⑫

干賀子ちゃんは人一倍明るい性
格です。朝は泣いて起きたことが
ないし￥人なつっこくて、お客さ

んが来るとすぐ抱かったりします。

初め式が六日 ︑ 総 合 セ ン タ ー で

中里村消防団による恒例の出

皆さんが努力されていることに

が﹁日ごろ地域の防災のために

いさつを行いました︒

敬意を表し︑感謝します﹂とあ

初めにあいさつに立った樋口

事務組合議員ら関係者およそ六

部役員や班長以上の団員︑広域

出初め式に参加したのは︑本

災害のないことを祈っています﹂

正次消防団長は﹁三百六十五日

と話しました ︒ 続 い て 山 本 村 長

おばあちゃんが廊下のふき掃除
を始めると￥干賀子ちゃんも小さ
な手で少しだけお手伝いします。

と誓いを新たにしていました︒
なお︑昨年村内で発生した火

十人で︑無災害の一年にしよう

しゃぎ回ります。

災一件で︑前年に比べて減少し

災は︑自動車火災一件︑住宅火
ています︒

から縄のない方や昔の遊びを教

おじいちゃん︑おばあちゃん

の仕方を習い︑高学年はコマと

がお手玉やあやとり︑おはじき

伝承遊びでは︑低学年の児童

は︑テレビゲームにはないおも

ームが中心となっており︑人と
人の触れ合いを楽しむ伝承遊び

伝承遊びを教わりました
えてもらい︑地域の人と親睦を

メンコで遊びました︒昔は︑男

だものでしたが︑今はテレビゲ

深めようと先月九日︑高道山小

れていました︒

しろさを持ったものとして喜ば

の子はビー玉やメンコ︑女の子
はあやとりやお手玉などで遊ん

学校でわら細工・伝承遊びの 会
が開かれました︒

外で遊ぶのが大好きで、天気が
良けれぱいつも外にいます。もち
ろん雪の中だって元気いっぱいは

無災害を祈って出初め式行われる
■

舘潔ん
萎講i騒
行われました︒

瓢．

羅

「ほら、そこへ指を入れて」

あいさつをする樋口消防団長

鱗鞭讐

∫

ちびっ子消防士からのお願い
クリスマスの買い物客でにぎわ

ピをまとい︑訪れた客一人ひと

一名の園児はかわいい消防ハッ

が多くなります︒また︑ストー
ブの上に洗濯物を干すこともよ

部が行ったもので︑参加した十

うユーモールの玄関で先月二十

りに防火を呼びかけていました︒

く行われ︑火災の危険が非常に

﹁火の用心をお願いしまーす﹂

四日︑倉俣保育所の園児が防火

買い物に来た主婦らは︑突然の

多い時期です︒火の用心をお願

ェア、黒糖づくり、褒賞授与式典・受賞祝賀会、玩具づくり
教室、子供劇場、郷士芸能の夕べなど多彩な催しが行われ、

まつりでは、農水産物や資料の展示・即売、リサイクルフ

多くの人で賑わいました。

学し、できたてのおいしい黒糖を味見していました。

黒糖づくりは、現在製糖工場で行なわれますが￥40年程前

までは、馬や牛に引かせて歯車を回してきびの汁をしぼり、

ながら炊いて作っていました。

その汁に固めるための石灰を調合し、大きな鍋で数時間混ぜ

ちなみに、今回のさとうきびの収穫は12月20日から始まり

ますが、今年は台風や旱ぱつの被害が少なく数十年ぶりの大

豊作で、農家をはじめ村中が大変喜んでいるところです。

ながなきどり

趨纏

よ

世の長鳴鳥を鳴かせたこと

が記されています︒

は人間と最もなじみ深い鳥

多いようですが￥ニワトりリ

ワトリを思い浮かべる人も

農家の庭先などで飼われて

が少なくなりました︒昔は

近はその姿を見かけること

人間臓繋趣︑励

といえます︒

です︒天照大神が天の岩屋

初に登場するのは﹃古事記﹄

文献に最

﹁パコトリ﹂などといわれ

っていることが多いので︑

ージでえさや水を与えて飼

業の養鶏が中心となり︑ケ

ニワトリが日本の

いて￥文字通りの﹁ニワト
リ﹂でしたが︑現在では企

です︒単に鳥というと￥ニ

物の中で︑ただ一つの鳥類

平成五年
は酉年で
す︒十二支の動

鑓灘

灘禦鰭 酉纈

冬は暖房に火を使用する機会

チラシを配り︑火の用心を呼び

ちびっこ消防士の呼びかけに驚

ました︒

かけました︒

いします︒

その中でも、昔ながらの黒糖づくりに人気が集まり子供か

いた様子でしたが︑﹁火には十分

注意しますよ﹂と声を返してい

ら大人まで黒糖のあまい香りをかぎながらめずらしそうに見

これは年末年始消防特別警戒

⑩

の一環とtて十日町地域消防本

軸村
祉里

県勧仲

にこもったとき︑その岩屋

ています︒

とこ

から出てもらうために︑常

平成5年1目10臼

官と：

広報躍

9

の

「火の用心をお願いしま一す」

︾フ

ぞ

︵襲

3鱗

珊曜
β

役難
看灘

寸 場

お 間 い 合 わせ は 中 里

巌／小川㌫長男｝堀之内
割南雲皇枝攣三女｝堀之内

詩｛桑原豊昭子二女｝倉俣

劉大・藷や驚長男｝如来寺

磯／佐藤誉長男｝桂

讐秦｛富井藍長女｝如来寺

十二時三十分から
四時十分まで

備は難しい局面を迎えていま

心の高まりから︑リゾート整

ート新潟整備推進協議会

主催マイ・ライフ・リゾ

コミュニティホールさわらび

会

南魚沼郡大和町浦佐

す︒また一方では︑労働時間

講演内容

方向について﹂

﹁今後のリゾート整備の

遠藤誠之氏

国士庁地方振興局総務課
課長補佐

﹁酒とリゾート﹂

新潟大学農学部講師

廣井忠夫氏
﹁色彩とリゾート景観﹂
金沢美術工芸大学教授

ついて考え︑さらに︑質の高

定員二百五十人︵先着順︶

参加料無料

山岸政雄氏

いリゾート整備を進めていく

後のリゾート整備のあり方に

こうした状況を踏まえ︑今

されるところです︒

近々その最終取りまとめがな

法の運用の見直しを検討し︑

究会﹂を発足させ︑リゾート

四月︑﹁総合保養地域整備研

このような中︑国では昨年

むしろ高まってきています︒

整備に対する国民の二ーズは

の短縮による余暇時間の増大

場

目時一月二十二日㈹

開催されます．

ために︑リゾートセミナーが

欝｛石沢露長男｝如来寺

などを背景として︑リゾート

の崩壊や環境問題に対する関

近年︑いわψるバブル経済

購擁蝋長女｝本屋敷

山敷越山川
屋之り
下本市通芋

6侶6

際に申し出てください。
次の事項について︑

定員になり次第〆切

※掲載を希望しない方は届け出の
番号

新潟市新
光町四番地一

県庁リゾート推進室
02512851

鎗

饗

爆

鶏給懸温蝶

逡︐

省需潔灘繍︐簿灘

幕

懸懇慈

う

重家醐搬鹸鞭纒礁

︽街灯︾

す︒

①募集するデザイン

村内の道路に設置する街灯

のデザイン

数
件．

事
亡

ロ
ゼ

故者者故

事
通

●

●

●

交死傷死

●

数点

は︑新規学卒者の地元就職の

でいます︒

都会では不景気で︑労働力

者の∪ターン就職に力を注い

は余っていますが︑地元では

優れた作品には賞品を︑ま

贈ります︒

若い人や有技能者等の労働力

がまだまだ不足しています︒

∪ターン登録された方には

が出来るよう職業相談に応じ

﹁求人一覧表﹂等を定期的に
プ
送付し︑地元で∪夕ーン就職

優れた作品には賞品を︑ま

ン登録制度をご利用ください︒

ております︒どうぞ︑∪ター

連絡先

た︑応募者全員に記念品を

※詳しいことは役場開発課企

職安︵盈5
712407︶

パローワーク十日町

村では︑次により街灯と買

画開発係︵智6313111内

贈ります．

③賞品

数点

②採用点数

買い物袋の絵柄デザイン

①募集するデザイン

︽買い物袋︾

た︑応募者全員に記念品を

促進と︑地元出身の県外在住

ハローワーク十日町職安で

線271番︶へお問い合わせ

（12月末累計）

③表彰

②採用点数

29件
O人
31人
49目

い物袋のデザインを募集しま

勇蕨蒸鍵羅募集

街灯響．懸物袋紡

02緬12綿310661

ファクシミリ

5511︵内線2406︶

電話番号

申込先

〒950

①住所②職業③氏名④電話

●個人で参加の場合

③氏名④電話番号

①会社名︵団体名︶②役職

●事業所等で参加の場合

リでお申込みください︒

はがき︑電話又はファクシミ

申込方法

鈴南富上竹

木雲井原藤

ト武寅有寛

ワ雄二之一

醐⑲σ︵

つじ

甦

初

村では︑高等学校以上の学
校入学者に対して︑有能な人
材を育成することを目的とし
て︑入学準備金及び奨学金の
貸付事業を行っています︒

この奨学金は無利息で︑し
かも手続きが簡単です︒希望

される方は申請期間内にお申
し込みください︒

◎申請期間

平成5年1月18日
〜3月26日

◎資格 村内に住所を有し︑

かつ村税を滞納して
いないこと

間制貸し切り﹂についても

︵a5
2−3107番︶まで

でください︒十日町営業所

県では︑広く県民の皆さん

割引を受けられるようにな

障害者手帳の提示のみで︑

毎日きちんζ手入れをして

繧灘馨

入熱繭謝−

■歯の用心一ロメそ

ご連絡願います︒

割引きの対象となりました︒

から県政についての建設的な

りました︒

◎平成5年1月からは︑身体

ご意見やご提言をお寄せいた
だくために︑各市町村役場に

点字案内板を全タクシーの

正しく使用していれば︑入れ

◎平成5年2月末を目途に︑

左側ドアに取り付けること

﹁県政ポスト﹂を設置して︑

所定のはがきを用意していま

歯は長持ちをして︑お口の健

入れ歯を装着したら︑定期

なければなりません︒

れ歯はそれに合わせて調整し

ずつ変化していますので︑入

顎の骨︑又︑歯肉は常に少し

あご

康を維持することができます︒

にしました︒

当てないでください︒停電

・雪おろしの時侵電線に雪を

鰹督サ

す︒皆さんからのいろいろな
ご意見︑ご提言をお待ちして
います︒

運賃割引制度勢

の原因になります︒

的に歯科医院で調整してもら

感電する恐れがありますの

健康な状態で維持できるよう

・変圧器や電線に触れると︑

身体障害者・精神薄弱者に

で︑付近で作業する場合は

心がけてください︒

い︑お口の中をより快適に︑

対するタクシー・ハイヤーの

十分ご注意願います︒

︵新潟県歯科医師会︶

平成5年1月10日

◎受付・問い合わせ

んの保育

運賃割引制度が次のように変

・電線が切れて道路に落ちて

H4．8．1〜9．30生

わりました︒

（受付）13：00〜1330

いても︑絶対にさわらない

1月11日（月）保健センター

◎平成4年12月−日から﹁時

育モぎ煮
←塾

◎乳児健診

村教育委員会学校教

劉測ご

妊婦健診（受付）13：30〜14：00

1．入学準備金貸付金（無利息）

1脅 鼻﹄プ
︑ゆ

（内容）産褥と赤ちゃ

育課へ

鹿

母親学級（受付〉12：45〜13：00

智63−31ーユ内線161番

・．

匂︐
ノク

§
ガマノ

﹃げ

カマ一

嘔・一﹄一

一ぴ一

1月22日働上村病院

欝繊縣

＼
の
♪

広で
︐

ρ

土ム年の

偏差嬉
￥分だよ

朔

︶︑p︑・

．．夢

．︑亀プー1卜

δ伽

◎母親学級・妊婦健診

円以内

円

400，000

学
ρ
rr

〃

ジ

︑

カマニ

カマ︾

警ナ

高等専門学校

まで
20，000

専修学校
専修学校

G

学
大

円以内

40ケ月
以内

1ケ年
300，000

高等専門学校
貸付期間
に相当す
る期間内

6ケ月

200，000

高等学校
10，000

据置期間 返済期間

貸付額
分
区

貸保期間 据置期間 返済期間
額
月

円以内

飢

高等学校

貸付開始
の月から
円
正規の修
15，00σ
業期間が
終了する
〃

の君

酒モ
去匁の

半分よ

ノ

大
μ》駈2

透

円
リ

皇呆ヒ罫か

亜告の て
謝セち料理モ

にtま曳充

ノ1

遣と：

広報躍

〃

H4．2．1〜3．31生

対象

去 年 の半分

人

！
︵

ドヨ
〉、L＼

分
区
∫・

！

肺

2．奨学金貸付金（無利息）
笏彪

z

z

〆
⊂
りぐ
（

、

雛

鱗
難

灘

響駒φ霧 彦
㊧村宗

山本美代恵さん

集落桂
昭和47年12月13日生まれ

1月10目〜1月25目

カレンタ

一

20歳

星座射手座

血液型0型

身長153cm

10（日）

美代恵さんは、十日町市の島善

織物で絵刷りの仕事をしています。
「絵刷りは自分で配色を考えなけ

11（月） 乳児健診 合保健センター
013：00〜13：30受付

ればならないため、たいへんな仕
事で疲れます」。趣味はロック系の

12㈹

音楽を聞くことと、フルートを吹
くこと。フルートは中学、高校と
吹奏楽部で演奏してきたもので、
現在は村のコンサート協会員とし

13ωO
14休）

青春してます

交通事故相談

て演奏しています6理想のタイプ

合十日町市役所

は「気を使わなくてもいい人」結

（D10：00〜14＝00

婚は「25歳くらいに」。

15㈹

成人の日

16ω

小正月

⑳津南病院鷺謂
⑳富田医院禅舗1
㊧中条病院禅齢1
⑭池田医院禅舗1

17（日）

18（月）

19㈹

▼新年明けましておめでとう

な年でしたか︒いい年だった

ございます︒昨年一年︑どん

人︑いつもと変わらない年だ

心配ごと相談（山本ケン）合老人福祉セン
ター 013：30〜16：00
母親学級・妊婦健診 合上村病院

22働

った人︑また︑よくない年だ

（D13：30〜16：00

った人︒この思いを土台にし

、

︑

合老人福祉センター

いものです︒

行政相談

て︑今年一年をいい年にした

21休）

▼一年の計は元旦にあり︒今

20㈱

年三百六十五日をどのような

れもこれもと︑欲張った目標

目標の下に過ごしますか︒あ

を立でては毎年何もできない

大過なく過

おねがいします。

りあえず今年は

雛灘蕪灘鶏灘嚢

で終わるのが小生の実態︒と

灘変更する場合があり讐す。御綱の際は確認を

ことを念頭に置こうと

25（月）

ごす

思います︒

24（臼） 村民親子スキー教室 合上越国際清津スキ
ー場（Dg：00〜16：00

ていた行事の一部が元日に移り、

正目行事は元日を中心とするも
の、15［ヨを中心とするものの二

つに分かれました。従って今日

でも、1目15日にはさまざまな
伝統的行事が行われます。

秋田県男鹿半島地万の「なま
はげ」もその一つです。村の青

みの
年が鬼の面をかぶり蓑を着て、
おけ
手に木の刃物、弊束、桶、箱な：
「泣く子はいないか」と大声
で怒鳴りながらやってくるなま
はげは、子供にとっては怖い鬼

ですが、本来は祝福をもたらす
神的性格のもので、家の主人は
しゅこう

もち

酒肴や餅で丁重にもてなレます。

年が改まったその日に．神が
人間に祝福を与えに来臨すると
いう信仰に基づくもので、岩手
県、石川県などでもよく似た行

12月末現在

︸ツ

ユリ

1、愛情を豊かにし心あたたかい村をつくります。

．ル

、、レ穿〆
＼網／

言蘂の

︾

葱哩

1、健康で働き明るい村をつくります。

が・

スギ

元日を年の始めとするようにな
ってから、元来15日に結びつい

事を行う地万があります。

雨蝶自然を愛し美課膿讐唖定）
『4惣

陰暦のころは、1目15日に年初
行事が行われていたのですが、

どを携えて家々を訪れます。

012：45〜14：00受付

23（土） 役場閉庁日

1目15日は「小正月」。15日が

月の始まりの日とされていた太

1、教養を深め文化のかおり高い村をつくります。
1、創意をこらし活力ある村をつくります。

簿人ロ男3，324人（一2）女3，338人（＋2）計6，662人（±0）繋世帯数1，631（一1）

（）は前月比

㌍

