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じて保存して下さ

公共事業を

国県の公共事業を重点的に導

道の開発︑砂防えん堤の開設等

大巾に 導入
ります︒

し心から敵意を表するものであ

市長 村
繁栄の年︑一九六一年の希望

に満ちた新春を迎えおめでとう

規模河川の被害が三億数千万円

雨により飛渡川を中心とした小
十臼町小学校の建築等いすれも

小学校の建築︑待望久しかった

入︑反教育面においては︑六箇

新しい年を迎え十H町市政の

現しました︒その他あらゆる面

地元民の熱心なご協力によの実

昨年は六十三年来の集中豪

発展と市民の皆様の御多幸を心

らぬ有様でありましたが︑幸い

に及び︑一時はなすところも知

関係者の熱心なご努力と地元民

済効果を十分に検討し︑重卓的

に巾政が円滑に運嘗でき濠した

したが︑経済的
には反字通り黄

一の経済成長率

金の年で︑世界

い年でありまし

を示し得た明る

業においても︑

た︒契市内の産

織物蓼界多年の

念願でありまし

ので市民各位のご理解とδ麦援

とする事業は経

蛍独市費を必要

大巾に潭入し︑

県の公共幕業を

本年も更に国

ります︒

おる︾︑ころであ

く感謝いたして

ご協力の賜〃．深

皆様の絶入なる

乙とは︑市民の

のる協力とによの順次復旧をみ

に推進してゆく所葎であります

る世相を呈しま

た生産額四十億円のカベを業界

おります︒

ておりますことを心から喜んで

正をめぐって国内は一時騒然た

のたゆまぬご努刀により大きく

ては︑信濃川堤防の災害復旧の

私のごあいさつといたします︒

揮身努力することをお誓いし︑

ここに謹んで市政発展のため

をお願いする次第であります︒

もおεらず新製品の研究に更に

めとする国県道の改良舗装︑林

完成︑山本地区国道舗装をはじ

た︒しかも業界が続く好景気に

努められ︑十出町織物の一大飛

太

穐聾侮毎馬〜き〜＄俺転7〜馬︐

市道整備と

国県事業を推進
口 政

予定されております︒契土大面

樋

発生にも屈せず連続豊作のうち

議長
新春を迎え市民の皆様ととも

等を期待しております︒一面則

県の公共事藁の大巾な予算増額

をはじめ︑市道の整備拡充︑国

においては新甫計画事業の推進

さて私共市議会と致しまして

い次第であります︒

に新年を迎えました事は喜ばし

は︑引続き新市五ヵ年計画を基

名誉市民︑中山竜次先生も本

にお祝い申し上げます︒

え︑東京の自宅において故郷を

政収入については︑引続き名難

層のさべん達と

で︑皆様より一

えでおりますの

命努力いたす考

うよう︑万懸

様のご期待に添

たりましては皆

度予算審議にあ

来たるべき新年

でありますが︑

な年になりそう

本と致しまして慎重番議︑その
えたことでしょ

懐かしみながら静かに新年を迎

黄金の年一九

う︒

六〇年は︑国内

景気も空前の経
済成長率を示し

ました︒

明るい年であり

夏当市主要産
業界のたゆまぬ

四十五億門余りの生産額

さまのご健康をお祈り申し上げ

こ＼に謹んで市の発展と︑皆

ます︒

ご麦援をお願いする次第であり
て︑

研究心によっ

を挙げ︑さらに好成績のま＼新

市民体育甜の建築︑十日町小学

本年は市民の待望久しかった
喜ばしい次第であります︒憂農

す︒

まして年頭のご挨拶どいたしま

こと（教育のために入所させるもの

校の第二年次建築︑消防庁舎の

でないこと）

建築等昨年以上の建築ブームが

しい年を迎えましたことは誠に

ます︒

実場に揮身努力する覚悟であり

年めでたく八十八歳のお齢を迎

郎

躍を目ざしておられることに対

ひるがえって市政におきまし

破った記念すべき隼でありまし

昨年は日米安全保障条約の改

からお祈りいたします︒

ございます︒

吉

○

月の水害︑あるいはウンカの大

いません。従って使用量は12弓分と同量に認

定し料金も同額を徴収させて頂きますこれに

精算いたします。

伴う料金の過不足については2月分によつて

．児童の募集入所児童の募集をつ

は市役所受付窓口各保育所にあります

ぎのとおり行います申請用紙は福祉事務所又

1．受付期間

2月1日より10日まで

2．提出書類

は源泉徴収票の写を添付すること）

申請書1通（給与所得者

5．保育所入所予定人員

十日町幼児園3才以上児約30名愛岩

保育園3才以上児約60名2才以上3才

末満児約10名北越保育園3歳以上児

5．入所資格保育に欠ける児童である
約7名3歳末満児約3名
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は丁度お正月ですので1月分に限り検針は行

灘灘灘

（7）講評
（8）訓示
（9）来賓祝辞

家の皆様におかれましても︑七

日までに行われておりますが1月分の検針日

〜七日︶

（6）お言葉奉読

⑯火の用心三唱
U琉兄宴十日町小学校下の運動場

三月︶

8時30分）

山
市役所内社会福祉事務所
3．提出先

昭和36年度の保育所
◎保育所入所

水道のメーター検針
◎検針日の変
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十日町市役所及び十日町小学校
場所
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と
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劇
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昭和36年消防出初式
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することがあります
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︑る

りますが道路の巾員に余裕

合が全力を傾注して昨年同様局

想は開催目を二月十八︑ ＋九巳

ております︒何卒市民の皆さま

度収容の季節旅舘の設置を考え

会ではこのため今年は五十名程

真撮影会並びにコンテスト︑ま

は︑モデル十数名を招致して写

予定になっております︒十九日

年合唱団一行三十名が来市する

ますがこのほかことしは東京少

願い致します︒

他の普通電詰は二四五〇番へお

やかに顧一九番へ照会その

一月五臼で．す︒火事の場合は速

い︒尚吉田地区の消防出初式は

3︑屋根の雪おろしについて

さないことを．原則とし︑やむ

︑屋根の雪は除雪路線上におろ

線︵三・五層︶を道路中央に

をえない場合であっても一車

て下さい︒

確保するよう家側に積み軍ね

除雪機械︵ブルドーザー︶運

4︑機械作業中の注意

転中は近寄らないよう︑特に

午供さんに充分の監視をお願
いします︒

5︑尚除雪に伴い各戸で男消し

ますので充分気をつけて下さ

が︑往たド流で水あがりがし

のため側溝に霜を投入します

をお願いしております︒

と同特に何分の理解あるご協刀

い︒

道路上に雪ガコイをする場合

1︑雪ガコイについて

︸

たおモチはていねいにカビを

カガミ開きは十一日．カビ

せん︒

ク質．ビタミンCは欠かせま

作りましょう︒とくにタンパ

省して寒さに対する婁
お正月の松の内というもの

はのびのびしているかと忠う

と案外せわしく︑またたくう

るされた書葉だが﹁一年の計

ちにかわいたらこまかくして

落し水モチにします︒rちこ

ちに過ぎてゆきます︒使いふ

は元旦にあり﹂のとおり︑こ

間食になります︒

油であげると栄養たうぷりな

の一年の牛．活設計は一家そろ

一︑た元旦のおとそのあと︑く

踏騰簸筋評収越︸

講欝舗額獺鷲館

つろいだところで話し合いた
いものです︒

衣晴着の用がすんだらよく

パケッに水をはっておきまし

の用心はもちろんだが台所の

などはアンモニアで︑しょう

シミの有無をしらべます︒酒

ソープで落ちます︒夜がひえ

にはフキンなどもサラシ粉で

れがおっくうになります︒時

寒くなると台所用具の年入

さ一麿ぐらいのうすいフトン

夫しましょう︒幅三十驚・︑長

ょう︒

油︐みそ汁などはソープレス

ます︒肩にか＼るフトンを工

か︑厚手のタオルでもけっこ

う暖かくなります︒手袋は思

消毒します︒寒いときだから

ります︒流しの中がぬるぬる

といっても中毒や伝染病も起

毛糸のものは冬の間に二︑三

ったよりよごれるものです︒

⁝⁝

までよく洗いおとレます︒

しているのも不潔ですみすみ

なります︒

⑦その他

満たないときは免税となります

回洗うとよい︒蔑製のものは

〇︑平万麿︵約九坪︶から一〇〇

住宅部分の床面積︵延坪︶が三

ロ︑耐用年数が経過した資産及

土広出張所の許司が必要であ

たあと︑オリーブ油でなめす

き垂ノ多多︾茎

た市内権場山で各種スキー競技

︸辮回難雛継

のある場合を除き許可いた

ことがあるか〃︒存じますがご

された出入口に麦障を及ぽす

除．雪作藁のためせっかぐ整備

について

2︑降警に伴う各戸入口の作業

しません︒

が行なわれる予定です︒おなじ
みの雪の芸術展は従来どおりで
すが寛伝用ボスターも年内には

図案もでき上がり年明けと同時

に印刷に入ることになってい
ます︒

校グランドの雪の舞台で豪華け
消防出初式の一月六日は午前

噸日間

んらんの雪上きものショー︑級

のであらかじめご承知おき下さ

八時半に半鐘を打ち鳴らします

迷怒でも各戸において手直し

の宿舎部会ではその席上︑市内

で開かれました雪まつり委員会

紙まつり︑雪上スターマイン等

午凸剛八時半に

恒例の雪まつりはこ

旅舘の収容人員三百六十八名の

で賑やかにまつりをフタ開けし

下さるよう予めお願いします

としも盛大に︑行われる

ところすでに百八十六名の客が

点鐘

予定で．宍まつり委員

宿泊申込み済みという事で同部

の二出間︵昨年は二十日〜二十

いまして自発的な民家の解放そ
の他この種の宿泊距設について

前号でお知らせいたしました

無雪道路につきましてこのほど
十日町地区

雪道路1−

沿線各戸にお願い

にもこの実情をおくみとり下さ

皮切りに数六の趣同をこらした

申出を望んでいます︒尚スケジ

積極的なご協力をお願いし︑又

一百の三日間︶にしぽり︑行事

催しが展開されますが︑ことし

ュールの内容は最後．的な決定ま

でには．至っておりませんが大体
の内容は十八︑日の前夜は織物組

十日町土木出張所
除雪協力会では沿線の皆さまに
つぎの事項に注意していただく

き︑確実な見込みのある者︒

び法定蔽価償却が終って帳簿上

ありましたら土禾出張所︑又は
産であっても課税の対象となり

残葎価額のみ計上されている資

商店︑会社等︶にはすでに申告

申告を必姿とする事藁所︵個人︑

償却資産の総合計額が十五万に

6︑貸付金により建設しようと

して木造とする︒尚不明の点が

平万齎︵約三〇坪︶ま廼原則と

ベンジンかア1モニアでふい
③申込場所 市町村役場経田土

帯員が一人以上あること︒

する住宅に︑同居する予定の世

市町村役場建築係まで照会のこ

2︑住生活の改善に充分なる理

住宅建設資金の貸付についての

3︑自から居住するための住宅

解を有する者

7︑元利金の償還に関し確実な

④貸付を受けることのできる人
保証人のある者︒

次の各号のすべてに該当する人

であること

続きをと っ て 下 さ い ︒

に償却資産を販得された嶺業所

りますの庵︑連絡下されば直ち

においては税務課に申告書があ

書を発送済でありきすが︑新た

付けているもの︒

い．

税務課固定︑資産税係に連絡下さ

尚不明の点がありましたら︑

に送付いたします︒

る資産でも他へ覇業用として貸

二︑建設用機械等で．自動車税及

び軽目動車税が課税されていな
いもの︒

昭和三十六年一月一日現在︑償

④申告をしなければならない八

ればなりません︒

が届けられました︒十日町専門

つぎのとおり才末慰間の寄付金

眠以外の裏業の用に供すること

法八及び個人所育の土地及家

固定資産税1

0固定資産税︵償却資産︶の納

ができる有形資産でその減価償

⑤申告提出先

ークラブ

店会

に評価しそれに基いて固定資産

となる資産

③紛らわしく恵われる課税容体

れます︒

を歎く︑しかし何人も批判力が

人はみな自分の記憶力の乏しさ

人と変わる場合︑長所よりも短

る︒

出・
一〇六︑七四坪

〃

〃

九千一琶円

一万円十日町ロータリ

午前十時半

午後二時

る︒弱い人間であるくせに．頑強

のとは反対な欠点をありがたが

であることを誇りとするのがそ

は︑いわば︑自分もその美しい

美しい行いを心からほめること

一一九

れだ︒

いが世を毒する︒

三〇

行いにたすさわることだ︒

人それぞれの心の中には︑臼然

の力では︑とてもこんなにたく

たくさんな矛盾があるが︑想像

さんな矛膚を悔り出すことはで

一三

きないだろう︒

ためには︑物事の委曲劫．明らか

物事について正しい鄭識をもっ

の委曲は殆んど無限である︒だ

にせねばならぬ︒ところで物事

に皮相で．あり︑不完全である︒

からわれわれの知るところは常

ところなき人を指していう〇

われわれは︑自勢のもっている

二八

真の君子とは一つとして︑誇る

一一七

八間に限られていることだ︒

大きな欠点をもつことは︑偉い

一天

うに︑我欲の中に消え去る︒

美徳は河流が海中に消え去るよ

一．一五

ない多くの欠点を矯めてくれる

運命は理性も矯めることが出来

一一四

しかしそれよりは真実らしい行

真実は世を利することがある︒

一一三

智はいつも情に一ぱいくわされ

一コ一

︵照会については所役所財政課へ問合せ下さい︑︶

入札︵塩．場︶

現場説明三十六年一月十三日午後一時半〜二時

二︑十日町市六箇ニツ屋 ︵旧ニツ屋小学校︶
延坪
一．五〇︑七五坪
競売期日

入札︵現場︶

現場説明三十六年一月十三目午前十時2十時半

競売期日

延坪

一︑＋日町市六箇麻畑︵旧麻畑小学校︶

公

このほど市社会福祉事務所へ

償却資産の所得者は毎年一月

却額叉は減価償却費が所得の計

十H町市役所税務課反は出張所

才末たすけあいに嵜付

一日現任癒必．蟹な事項︵所任数

されるもので鉱薬榴︑特許権︑

算上換金憂は必要な経費に算入

⑤免税点

却資産を所有している万ぱ金額

量．販得年月日︑販所価格．耐

その他無形資産及び自動車．税の

りますが︑極めて短期間−で全償

税が賦課されることになってお

産と称されるものであっても事

イ︑遊休未稼働のものは簿外資

業の用に供し得るもの及び建設

却資産の評価を完了しなければ

三十蝉日迄に必す提出下さ

中のものであってもその一都が

ならない関係上申告書は岬月

るようご協力をお願いいたしま

一月一日現任までに完成し事業

の完成した部分は課税の対象と

の用に供されているときは︐そ

す︒

ろものか

友人に不信をいだくことは︑友

る︒

②償却頁産とはとんなものをい

できりがない︒

恋は火と同様︑たえす動いてい

すべさことだ︒

人に欺かれるよりも︑もっと恥

一五

てこそ︑はじめて存在する︒行

一一一

く先々の望みとか心配とかいう

一六

まされても︑だまされたことが

相手を信じなければ︑相手にだ

ものがなくなったら︑すぐ存在

一三

一九

一八

一七

正しいことになる︒

しなぐなる︒

それと気づかれずに他人を欺く
・：︒：；・：・▲

の暦

ように︑矧らす知らずのうちに

乏しいことをこぼしはしない︒

一一〇

い︒

自分自身を欺くことは︑たやす

人の能というものは︑しぜんと

多い︒

所によって人に響ばれるこレ〆︑が

二一

人に具わったものだ︒それが

一四

世に用いられるのが人の運であ

の多少にかかわらす申告しなけ

用年数︑帳薄価格等︶を一月三

課税容体である自動車並びに軽

機伺自転車︑．軽自動霞等は除か

自動車税の課税容体である原動

十一日迄に資産所任地の市町村

様の申告に基いて二月末目まで

ん︒償却資産に対する課税は皆

長に申告しなければなりませ

税義務者等について

ハ︑事業を行わない者が所有す

4︑所定の自己資金の調達の見

①対象年度 昭和三十六年度

1r

恋はひといろしかない︒

ます︒

と︒

ある︒

八
高慢は︑何人にも︑平等である︒

それを人前にさらけ出す手段と

九

紫振りがちがうだけで︑ある︒

ったら︑ほかの人の欠点に気づ

もしわれわれが欠点をもたなか

しかし恋の写しは種六さまざま

ことはむずかしい︒それと同じ

年のは じめ

ぐ場合︑こうまでうれしくはな

▼：・

二人の間に．恋がなくなった時︑

一〇

いはすだ︒

愛し愛された昔をは牽かしく思
わない人はほとんどいない︒

ほんとうの雄弁は︑言うべき一

言うと こ ろ に あ る ︒

とするのは︑一種の忘恩行為で

あまりいそいで恩返えししよう

一一

べる題韻詩のようなものだ︒

七

1申告はこのように

⑤住宅の規模

込みのある者

ξ︑

が頁︒社︒動台便はさ

5﹄︑蚤

5︑申込人が貸付金の償還につ

に限ります︒

昭和三†五年

十二月十五目から昭和三十六年

一一

八は通常︑ほめられるために︑

劇樂鰻劉錨⊇三籍

切を 言 い ︑ 言 う べ き こ と だ け を

六

おおよそ三百年前に︑フランス

一

いとおもいます︒

をえらび︑︑暦ふうに記してみた

の曽いた︑箴言の中か皇一二

人をほめる︒

五

趣味もまたさがる︒

われわれの八品が︑さがるとき

四

八間はない︒

い︑度女まちがった二とをする

苦しむことのできない人間くら

まちがったことをして︑それに

三

うに︑それぞれの季節がある︒

人間の ね う ち に は 巣 実 と 同 じ よ

翼i灘難欝1

いが︑好みにまかせて句をなら

ミ、、

②申込受 付 期 間

一九六一年を迎えました︒お子

さん︑お家の方たの︑ご健康を

、よい子の遊び場、
の︑ラ・ロシュフコオという人

年頭にあたりまして︒今から

お祈りします︒
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1︑農業︑林業︑叉は漁業を主

ず劃

らと今年になりぬ雪の上

＠㌦

われわれ人間の行為は︑めいめ

翻i難灘灘難

申込希望調書は雨町

村建．築係にあります︒

木出張所

な職業とサる者

筋

ますので希墓看は期日までに︒手

一月三十日まで

一希署に貸付一

農山漁村住宅の申込み

旧ろう二十二出︑商工会議所

に練られております︒

題点があるためその対策が悼重

は観光客 の 宿 舎 等 受 入 体 勢 に 問

も昨年に劣らす豪華な前夜祭を

今回の第十二回の構

進めております︒

会では着汝その準備を

十八︑九日の欄

季節族舘な 設置

【

申し込み が つ ぎ の と お り 行 わ れ

住宅金融公庫融資の農山漁村

無

》肉

｝
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