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学習

♪あの鳥どっから追ってきた 信濃の国から追ってきた♪

﹁大きな声で歌わねと︑今の鳥はずるくなって逃げねぞ﹂︒

南保育所では十三日︑白羽毛の樋口倶吉さんを招いて︑地
域に昔から伝わる正月の行事を学習しました︒

初めに︑樋口さんが打つ拍子木に合わせて︑子供たちもよ

く知っている鳥追い歌をみんなで歌い︑続いて︑七草の日か

二十日正月に行なわれた行事で︑これをすると一年間風邪を

ひかないというじん焼きを行いました︒樋口さんが︑乾燥さ

せたもぐさを高さ十㎝ほどの円筒形にしたものに火を付け︑

子供たちのつむじに当てながら﹁風邪をひかねよに﹂と唱え

ると︑子供たちは小さな手で合掌をしながらこれを受けまし

た︒中には火の付いたもぐさが恐いのか︑先生にすがり付く

風

じん焼

無＼ぐ＼
雛既曇

叢
縦
磯麟
一

を生かして28校中16位と大健闘しまレた。
地の利
選を勝ち抜いた中里中学校チームは

蘇
−〜疑︑凶

子もいましたが︑全員が二回ずつじん焼きをしてもらい
邪をひかない元気な子 になりました︒

最後は︑昔県内で広く行われたという松踊りという行事で

！』鷺繋雛

す︒これは松の葉を床に逆さに立てて︑両手で床をたたきな

き

6

地の利を生かしてガンバレ！

第36回新潟県中学校スキー大会が18日から20日まで、津南町を会場に開かれました。距離

…

憲雛盤・掛

i薩

5κ
諺・，．セ

．ギ》
灘毅
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響、㌧継
婦
霧

年

平成

弱霧

驚争、

競技が行われたグリーンピア津南では、20日正午から最後の種目男子20kmリレーが行われ、予

お間い合わせは総合センター（公民館）…盈63−2493へどフぞ
購蹴

起

県立 高 等 学 校 定 時 制 課 程 と
通信制課程の生徒を募集

村・県民税︑所得税の

定時制課程の祥細については

から始まります︒申告期限はともに三月十五日です︒毎年︑期限間近になります

平成五年度の村・県民税の申告と所得税の確定申告の受け付けが︑二月十六日

申告はお早めに1

番︶へ︒また︑通信制課程の

と大変混雑しますので︑早めに申告してください︒なお︑できるだけ別表の相談

きます︒

田南城高校通信制課程では︑

と︑県立新潟高校及び県立高

入学案内を希望する方は︑返

十日町高校︵盈5

を添えてそ

県立十日町高校定時制課程

平成五年度の入学生を募集し

信用切手︵72円︶

日をご利用ください︒

総制識県民税☆

213575

ていま す ︒

れぞれの学校へ請求してくだ

定時制課程は修業年限四年
で︑また︑通信制課程は修業
通信制

に応じて分担し合うという性

あなたは︑平成4年1

などに該当します︒

送りで生活していた﹂﹁無職﹂﹁病気し

あなたは￥﹁だれかに扶養されていた﹂

はい

す︒

いいえ

税務課に用意してありま

が送付されていない万は︑

出してください︒申告書

所︑氏名︑捺印及び裏面
に内容を書いて役場へ提

送付された申告書に￥住

はい

﹁学生であつた﹂﹁夫の単身赴任で仕

か︒

サラリーマンの方は︑

引かれていますか︒

村・県民税︵所得税で
はありません︶が差し

現在勤務先の給与から

いいえ

目1日から⑫目3
1日ま
でに収入がありました

︿スタート﹀

あなたの申告は

さい︒

新潟高等学校

年限四年以上で高等学校の卒
業資格を得ることができます︒

個人の住民税︵村・県民税︶

〒蜥 新潟市関屋下川原町
二丁目635番地

教科書は無償で給与され︑

修学奨励金の貸与制度もあり

上越市南城町一二丁目

は︑住民にとって身近な行政

ます︒今年三月に中学校を卒

費用を︑それぞれの負担能力

三番八号

申告をしなければ

います︒

広く︑税率は低く定められて

得税よりも納める方の範囲は

格の税金です︒そのため︑所

暦025512410523番

〒％

盈晒126612024番
高田南城高等学校．通信制

業見込みの人︑中学校を卒業
した人やそれと同等以上の学

力があると認められる人であ
れば︑年齢に制限なく出願で

楽しさ二重マル
り
打ち上げなど︑とびっきり楽

雪原力−鱒 一八ゆ93
三月十三日ω・十四日㈲は

平成五年一月﹃日現在中里

ならない万
三日︑十四日のスケジュール

村に住んでいて︑平成四年中

しい企画がいっぱい︒三月十

ニバルの日︒幸せのスノーキ

は空けておいてね︒会場は清

村 の 一大イベント︑雪原力−

ャンドルやハッピーアタック︑

あなたは￥

いいえ

※サラリーマン以外︵パ

のほかに￥配当︑

あたなは￥会社
から受ける給与

に所得があつた方は︑申告が

ート・アルバイト含む︶

原稿料￥報酬￥

一

必要です︒所得があると思わ
れる方には︑今月中旬までに

でください︒

りません︒

る必要はあ

か︒

入がありました

の方は￥いいえに進ん

ので︑期限までに申告してく

ださい︒なお︑申告書には捺
印をお願いします︒

はい

不動産などの収

申告書をお届けしてあります

津スキー場だよ︒

スノーキャンドル

はい

村・県民税
の申告をす

コンサート︑メモリー花火の

幸せの

》
役場一……・………・…盈63−3111㈹
老人福祉センター・・…・…盈63−2520

2

鍮

酪農ヘルパ⊃募集
れることもあります︒

なお︑次に該当する方は︑

所得控除のムロ計額を超

合計所得金額が￥基礎
控除・扶養控除などの

ますか︒

額が20万円を超えてい

給与以外の所得のムロ計

あなたの平成4年中の

えていますか︒

住所︑氏名を記入し︑捺印の

②公的年金等の所得だけの方

はい

クレジット契約の場合︑ク

名義人が実際に契約をしてお

③所得税の確定申告書を提出

パーの募集を行います︒

の電話をし︑その確認により
①給与所得のみの方・

9：00〜16：00

月ごとの計画表に

役場（全集落）

した方

ります︒申告期限内に申告を済ませましょう︒

13：30〜16：00

うえ提出してください︒

り弁済もするものと信用して︑

9：30〜16：00

あなたは︑税務署に確定申告をする必要があ

小出生活改善センター

④所得がない方

9：30〜11：30

レジット会社は名義人に確認

作業内容
販売店に代金を立替え払いし

中魚沼酪農ヘルパー利用組

基き ︑ 各 酪 農 家 に 出 向 い て ︑

ます︒したがって名義を借り

東田尻集落開発センター

合 では︑次のとおり酪農ヘル

酪農家に代わり搾入︑給餌等
た人が支払いをすると言って

2月24日㈱

はい

の日常作業を行う︒

13：30〜16：00

も支払いが滞れば︑当然名前

清田山集会センター

作業時間 ﹃日約七時間

9：30〜11二30

所得税は︑あなた自身が所

田代生活改善センター

を貸した名義の人のところに

9：00〜11：00

税務課︵内線研︶

13：30〜15：00

募集人員 十八歳以上五十歳

2月23日㈹ 重地構造改善センター

あなたは︑中里村に村・県民税の申告をする必要があります︒
申告期限内に申告を済ませましょう︒申告書の送付されていな
い万は︑税務課に用意してあります︒

9：00〜16：00

得を計算して申告する制度を

役場（上山、田中、山崎、荒屋）

請求が来ます︒自分はただ名

3月5日働

までの方﹇名

9：00〜16：00

賞与

9：00〜16：00

月収二十万以上

役場（轄鹸騙儲り山・）

給与

3月4日休）

とっています︒三月十五日ま

13：30〜16：00

前を貸しただけと思っていて

2月19日樹 堀之内集落開発センター

でに申告を済ませてください︒

市之越農作業準備休養施設

も名義貸しを承諾するという

9：00〜11：00

年二回︵二・五カ月︶

っていないとしても︑支払い

高道山集落開発センター

ことは︑たとえ品物は受け取

9：00〜16：00

月六日

中魚沼酪農ヘル

はしますという約束をするこ
とになるのです︒

顔見知りの販売店や親しい

役場（罫彙羅鑓）

休日

問い合わせ

パー利用組合事務局︵中魚沼
農業共済組合内︶

十 日町市大字北新田鵬11暦

友人に頼まれると断りづらく︑

−2264番

つい名前だけならと思いがち

ですが︑名義を貸すことは自

名義貸しに・

す︒請求が来れば支払わなけ

分が契約したのと同じことで

クレジット契約の申込書に

ればなりません︒代わって支

ご注意

名前を貸したり︑銀行口座を

9：00〜11：30

※土地︑建物の譲渡所得がある人は2月24日においでください︒

倉下克雪センター

3月12日働

払うことができなければはっ

2月18日㈱ 宮中集落開発センター

いいえ

10二〇〇〜11：30

3月11日㈱

貸したりすることを名義貸し・

9：00〜16：00

※2月15日は給与と年金所得受給者の相談日です︒

3月8日（月）

土倉分校

3丹g日（月）

きり断ることが賢明です︒

9：00〜16：00

3月2日㈹

といいます︒﹁ぜったいに迷惑

また︑クレジット会社から
ハイ﹂﹁などと簡単に返事をせ

をかけない﹂と言って頼まれ
しいだけではなく︑﹁クレジツ

ず︑契約内容をよく確認する

の電話確認に対しても﹁ハイ
ト会社から電話があったら﹁パ

よう日頃から注意しましょう︒

︑ます が ︑ 単 に 名 前 を 貸 し て ほ

イ﹂と言ってほしい﹂とか﹁は

んこを貸してほしい﹂と頼ま

村・県民税、所得税相談日程

いいえ

2月26日働 倉俣集落開発センター

3月1日（月）

平成5年1月25日

広報躍塑冒と：お知らせ版

3

2月15日（月） 役場（全集落）

役場（全集落）

問
時

場
会
日
期

52

1目25目〜2目11日

暮らしのカレンダー
25（月）

⑳山・医院禅講
②上村病院響郵
⑳大熊内科医院禅罐1

26（火）

27（掬
，．．＿一＿．．．一．＿

28体）

健康見が大切です献特に成
…

29縦）

病気は何に限らず早期発

心配ごと相談（藤田義一）

合老人福祉センター

（D13：30〜16：00

−

…

…

人病の場合は￥自覚症状

が出る前に疾患を見つけ出すことがその

後を左右します。そのためには￥定期的

な健康診断が必要です。最近では一歩進

30（ガ

んで、人間ドックで徹底的に検査をして
もらうという人も増えています。
村民親子スキー教室

31（日）

合上越国際清津スキー場

（D9：00〜16：00

主治医のいる病院で人間ドックをやっ
ていれぱ好都合ですが、そうでない場合
は医師に相談して￥適当なところを紹介

1（月）

してもらうとよいでしょう。

最近人間ドックに入ったという人に評

2㈹

判を聞くという万法もありますが、付随
的なこと

ぺ
検査のあとの食事やぐ泊ま

る場合の部屋の設備など

3（胸

に注意を引

かれ過ぎないように。細かい検査を良心
的にやってくれるかどうかを、きちんと

4休）

村内小学校親善スキー大会

合中里中学校

聞くようにしましょう。また、もし何か
の異常が見つかったとき．すぐに大きな

心配ごと相談（山田虎一）

5縦） 013：30〜16：00

合老人福祉センター

病院を紹介してくれる医療機関であるか
どうかも事前に知っておきたいものです。

検査結果を当人に直接話すことを原則

6（ガ

としていることも、人間ドックを選ぶ際

の重要な目安です。結果の数値は正常範

囲だが体質や遺伝的な要素、仕事￥生活

7（日）

環境などを考慮するとこれからはこうし

たほうがよい
8（月）

第4回なかさと交流会（10日まで）

そんなアドバイスが受

けられるところに人間ドックに入る意味
があるのですから。

9（殉
今月の納税と振替日

10依）

■国民年金保険料
11（木）

建国記念の日

※変更する場合があります。ご用の際は確認をお願いします。

雛

（1月25日）

■国民健康保険税一

（2月1日）

■保育料

（2月1日）

■水道料

（2月1日）

◎

4

