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年頭のごあいさつ
＋日町市長丸山尚政

いる中で︑十日町織物に関する新

ました︒

想が十二月七日に正式に承認され

の形成を図るとともに︑基本計画

まず︑リゾ；ト関係につきまし
ては地元の意向の把握と開発合意

を迎えました︒

強化を具体的に図り︑飛躍する年

いきます︒

町づくりのため．の施策を展開して

市道整備︑学校建築等々︑多くの

域農道の建設︑下水道事業の推進︑

ニルート建設︑県営圃場整備︑広

さらに︑基幹産業である﹁十日

ったように思われます︒

かも大きな転換期を迎えた年であ

本市にとりまして極めて多彩でし

の川原田遺跡などの発掘が行われ︑

ましては︑リゾート構想の建設が

タートの年となります︒行政とし

定を行うなど︑本年は具体的なス

施する第三セクターの設立︒その
意向を反映しながら基本設計の策

の検討︑基本設計︑許認可業務を実

合︑融合し︑それらを構築するこ

することにより︑各関連施策を複

このようにあらゆる施策を展開

また︑市史編さん事業を進めて

たな貴重な資料の発見︑中世時代

町織物﹂は︑前年を上回る売上高

くよう︑本年を二十一世紀に向け

とにより︑新しい十日町市が芽ぶ

多彩で大きな

﹁三好園﹂のオープンにはじまり︑

市全体の活性化にどう連動できる

ての﹁新十日町づくり構築の年﹂

新十日町づくり
構築を目ざします

核兵器廃絶平和都市宣言︑北越北

の伸びを示し︑進出企業の誘致も

かを検討していき︑あくまでも市
全体のレベルを上げるところに最

新しい年を迎え︑市民の皆様に

ンネル貫通︑越後縮収蔵庫と考古

日敬先生の名誉市民決定︑後山ト

るい材料となりました︒

と︑四月の特別養護老人ホーム

さて︑昨年を振り返ってみます

転換期の年でした

線﹁スーパi特急﹂の浮上︑庭野

できるなど︑新しい年に向けて明

とりまして今年が︑すばらしい年

ビ自ヘゴノレフコースゾーン

＼．．＿ノ

プじロじロリロロや

お願い申し上げ︑年頭のごあいさ

より一層のご支援を賜りますよう

つといたします︒

ら必要性が出てくるものと考えて

います︒このほかにも東京電力第

とリゾート地として条件は抜群だ

ですから︑雪をPRしない手はあ

の出入りが多くなり︑活性化する

りません︒この計画は︑確かに人

と思います︒でも︑あまりほかの

てほしいですね︒

リゾート地を意識することなく︑
十日町の特色をたくさん取り入れ

遊びに行くの﹂と聞かれ︑

生活環境を最優先に

友達に﹁十日町の人ってどこへ

や上越です﹂と答える残念さがた

たいな﹂と言うファッショナブル

時代です︒女性が﹁また訪れてみ

まりません︒今は女性が行動的な

﹁長岡

と思いますし︑せっかくの豪雪地

女性が訪れる街に

しては︑国家的な鉄道網の形成か

どうか︑本年も市民の皆様から

としたいと考えています︒

館の建設着手︑そして総合保養地

飛躍する明るい
話題があります
よいよ十日町市も都市基盤整備の
けて開発し︑全国にも例がない一大リゾート

㌧．ノ

また︑北越北線の関係につきま

終目標を置いています︒

でありますことを心からお祈り申

域整備法︵リゾート法︶に基づき︑

雪と緑のふるさと

新潟県が国土庁など六省庁に申請
していた

二十一世紀も目の前に迫り︑い

し上げます︒

昨年は︑市政に対し特段のご理

解︑ご協力 を賜りましたことを厚

昨年十二月七日︑新潟県基本構想﹁マイ・

ゾーンを形成しようというものです︒
このため︑開発の主体となる新会社︵㈱当

﹁マイ・ライフ・リゾート新潟﹂構

ライフ・リゾート新潟﹂が国より承認されま
した︒これに伴い︑この整備構想の中核に位
置づけられている﹁当問高原地区﹂の開発概

r一、企業研修ゾーン

（日召禾口田丁3）

な街にしてほしいです︒
新幹線や高速道路のおかげで︑

、（馨灘）

間高原リゾート︶を今年二月中に設立し︑具
体的な実施計画を策定していくスケジュール
となっています︒そこで︑この開発の中心と

・醐勲鐵

二瓶美樹さん

夏はゴルフやテニス︑冬はスキー

r．

秀雄さん

柳

ン
キ ー ゾー
、ス

の

なる珠川原の構想と市民の皆さんの意見や要

ロじ ロの

ン

の
ロ

開発計画では︑珠川原︵約五百十診︶︑南

キーゲレンデ

要が明らかになりました︒
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雲原︵約四百十診︶︑中里村清津原︵約百八

＜⊃ センターゾーン

望をご紹介します︒

スキーロッジ

十診︶の三つの台地を︑約三十年間で関連づ

ノ

イ 、難￥ウス・戸建て別御」
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復基調にあり︑販売額も対前年比

は不可能です︒そこに住んでいる

地権者の皆さんの協力がなくして

民地であり︑農地であることから︑

この﹁当間高原地区﹂は大半が

に携わるひとりとして心ひそかに

方々との雇用関係や農業とのかか

わりあいなど︑たくさんの難問題
が山積みされています︒これらが

り得ないと思っています︒

スムーズに解決されるリゾート構
想でないと︑十日町の活性化はあ

峯重

﹁開発と地域住民﹂開発後の

力で取り組む必要があると判断し︑

南雲原が入っていましたので︑全

ました︒その構想の中に珠川原や

想が取りざたされ︑その十月に十
日町などが県の特定地域に決まり

ェステバル﹂などを開けたらと思

ーを楽しむ﹁グリーン・ホワイトフ

ル﹂や萌え出したブナの新芽とスキ

うが︑例えばイタリアンストリー
トを中心とした﹁コモフェステバ

な交流が育つことが何よりですね︒

的なものを求め︑地元の人は︑経済的

います︒こうしたイベントを通し
て都会の人は地元に文化的︑精神

ので︑数々の懇談会を行いました︒

会﹂を作りました︒何よりも地域
住民との話し合いが優先されます

﹁水沢地区リゾート開発促進委員

具体的な開発はこれからでしょ

す︒

得のいく方法で実現してほしいで

の言葉があるように︑お互いに納

ですね︒﹁和をもって貴しとなす﹂

﹁リゾート地と市民﹂とのかかわ
りあいをどう進めていくのか大変

ん︒

額な大事業なので見当がつきませ

千五百億円というあまりにも巨

ん
さ
お雄胸
ニド
者新
本︵
橋

リゾートは交流そのもの

てほしいですね︒

実現に向けて難問を解決

り札になるといいですね︒

訪れることにより︑産業振興の切

用していただき︑たくさんの人が

の有形︑無形の資源を最大限に活

もしれませんが︒将来はこの地域

ばなるほど︑いいものができるか

います︒生む苦しみが大きくなれ

礎となる大事な第一歩だと思って

従って︑ここ二︑三年はその基

すから︑生活環境を最優先に考え

皆さんが大切に守ってきた土地で

れますが︑何と言っても地権者の

喜んでいます︒今年は︑リゾート
開発で一段と拍車がかかると思わ

約八％の伸びを示しました︒織物

＼
昨年の織物業界は︑全国的な回

1、

昭和六十二年にリゾート開発構

樋口久一さん

ムクラブハウス
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戸建てタイフ

基本的な開発方向
スポーツ＆コンベンション

全体の開発計画として﹁スポー
ツとコンベンション︵会議ができ
る︶﹂を中心に二十一世紀の日本

人のライフスタイルを先取りした

生活を楽しむ街﹁ビバ・リゾート
当間﹂を目ざした開発となります︒

を設ける計画となっています︒
策路︑アクアパーク︶

スコート︑全天候型ドーム︑散
●クア・ヴィレッジ

これらの施設整備により︑年間
約二百万人の利用客と約千三百人
の雇用を図り︑総合リゾート地と
して十日町市・中魚沼地域の発展
に寄与するというものです︒

主な施設整備
▼訪れる人たちの表玄関として情

センターゾーン︵70診︶

ーや室内プールなどオールシーズ
報やサービス機能を設けます︒

夏はゴルフやテニス︑冬はスキ
ン︵一年中︶楽しめるスポーツリ
▼ショッピングモール︑レストラ
ン︑多目的ホール︑ホテルなど︑

ゾ ー ト を 核 と した開発を進めます︒
﹁食べる・住む・遊ぷ﹂

都市の娯楽やサービス施設がコモ

喬⁝ーー

ファッション︑シルクを中・いとし

ろから︑北イタリアのイメージで

アのコモ市と姉妹都市にあるとこ

珠川原では︑十日町市がイタリ

置づけます︒

︑・・ユニケーションプラザとして位

くり出し︑プレイグラウンド︑コ

▼大規模なオープンスペースをつ

特色を生かすことに効果

人たちは︑一日をうちとけて楽し

リゾート計画の中にイタリアを

く過ごしています︒

イメージした街づくりを考えてい

るようですけれど︑スポーツ︑娯
楽のための建物だけでなく︑絵画

で︑それに歯止めをかけようとい

を大切にし︑活気のある街づくり

訪れて来る人たちとの ふれあい

ほしいですね︒とにかく︑新しい
生活圏が誕生するわけですから︑

展ができる場や︑大きな図書館が

う矢先︑市民が一体となって実現

十日町の経済や人口が停滞ぎみ

させる執⁝意が国の承認を得る結果

を一緒に考えたいですね︒

希望が持てる十日町に

になったのではないでしょうか︒

﹁大事業は百年の大計﹂

国と同じ計画ではメリットがあり

首都圏に近い有望な地域だけに全
ません︒

と言いますが﹁三十年の大計﹂ぐ
らいに計画を考えていただきたい

﹁織物﹂を考え︑イタリアで一︑

と思っています︒

元にどんなメリットがあるのか﹂
とすぐ心配するわけですが︑リゾ

﹁大手企業が入って来ると︑地

ね︒お互いに地場産業や商店街の

どを整備します︒

住空間をつくり出すため︑低層タ
イプの集合ハウス︑戸建て別荘な

できるコンベンション機能や大規
模な研修機能を備えた施設③半定

しながら︑ ①スキー場 やゴルフ場
など各種スポーツ施設②大会議が

ルチャーセンター︑多目的ホー

︵インフォメーション施設︑カ

●コンベンション・ヴィレッジ

街︑カブール広場︶

ト︵レストラン︑ショッピング

●コモ湖︑イタリアンストリー

●セミナーハウス︵二棟︶

人たちの学習︑交流の場とします︒

ンを設けて研修を目的に集まった

ポーツ・レクリエーション施設︑
滞在のための宿泊施設︑レストラ

健康管理︑リラックスのためのス

チーフにし︑研修のための施設︑

フェテリア︵喫茶店︶やジェラテ

ッツァ︵広場︶があって周辺にカ

コモ市には︑数多くの広いピア

﹁ふところが温まると

と訪れる人との交流を図る目的で

●リゾートホテル︵四百室︶

●宿泊施設︵四百室︶

リア︵アイスクリーム店︶が隣接

でいます︒

今︑リゾートで何となく新しい夜
明けの兆しが見えかけてきて喜ん

＼

しています︒そこに集まって来る

ヂ一︑．

●スポーツガーデン︵スポーツと
＼
膿

●スポーツ・ヴィレッジ︵テニ

なく︑ただ生きるだけの毎日に︑
楽しみがわいてきました︒そして

わたしも︑十日町に何の期待も

スだと思っています︒

ちと接し︑つながりを持つチャン

も一段と弾みがつき︑多くの方た

少し気がかりな雪祭りや夏祭りに

ゆとりができる﹂と言いますが︑

たとえば︑

するバネになると思っています︒

ート開発は︑十日町の景気を回復

ふれあいのある街

ています︒

発展のため開発されることを願っ

二位を争う﹁コモ市﹂を前面に打
ち出した計画は︑すばらしいです

（新座4−1）

また︑

フレッシュ︵元気がでる︶リゾー

の要素を盛り込んで︑楽しめるリ

湖に面して展開し︑そして︑その街

たイベントの開催やハイセンス︵好

▼街並のイメージは︑中世イタリ
アの地方都市であり︑連続したア

歩行者専用と．します︒

を囲む形で駐車場があり︑街中は

みや趣味が上品︶な街づくりを行

ーチを持つコリドー︵回廊︶︑塔︑

北イタリアをイメージ

トをつくり出すものです︒

い︑人と人との交流を目ざします︒

石畳の道︑広場などに歩いて楽し

務さん

桑原

リゾートファーム︵農園︶ゾーン

さらに地域住民︵農業従事者︶

ル﹀

企業研修ゾーン︵⁝紛︶

また︑広大な高原と自然を生か

の中に中世イタリアの小都市をモ

▼ゴルフコース内の恵まれた環境

響
酵

める街を 演 出 し ま す ︒

（商工会議所専務）

（稲荷町4）

．メ，

佐藤栄作さん

柳 好恵さん

リー下一（イーメー一ジ図）｝『
を謂丁死，ン敦お

騨闇轍ザ（イメニジ鴎伊

＼

レストラン経営などにより地元住

こで収穫した物を広場で販売し︑
民との交流を深めます︒

クラブハウス

●ゴルフコース︵二十七ホール︶
●低層集合型リゾートハウス︵一

●ファームヴィレッジ

ファームハウス︑市場

千戸︶︑庭園︑テニスコート︑
プール︑駐車場
●戸建て別荘︵七百区画︶

牢ヘ

クリニック﹀

●ゴルフ場︵十八ホール︶

ゴルフコース・集合
ハウス・戸建て別荘

留ヴイ
ファ」ム

Tクルーブ㈱青木建設

三菱信託銀
券信用餌行 ㈱三井銀行

㈱日本債
上火災保険㈱ 東北電力㈱

十臼町
議所 十臼町市農業協同組合

NT

ム㈱住友生命保険相互会社東京海

越銀行 ㈱新潟相互銀行 ㈱大光相互

●スキーセンターハウス

ト︑駐車場

●スキーコース︑ゲレンデ︑n

スキーゾーン︵30診

デ30

十日町商工会
銀行 新潟県信用組合

ミサワホー

▼ピアッツァ︵広場︶を中心に農

中里村

イプのハウスを点在させ︑スポー

〔公共〕 新潟県（検討中）十臼町市

●ペンション︵百区画︶

︵農園︶ゾーン︵30診︶

リゾートファーム

霜レyヂン ヤ』しヴ｛しサ 外縦イメーソ

o出資者

業を営む人々のコミュニティを形

O設立スケジュール
発起人会 昭和63年12月23日㈹
創立総会 平成元年2月10日㈹

●ゴンドラリフト︵五キ︒︶

o資本金 設立時払込資本 3億円

●ヒルトップホテル︵四百室︶

て研究しています。その結果．「株式会
社当間高原リゾート」を設立することに

なり，昨年12月24日（士〉クロス10で関係者

による記者会見がありました。その会社
の概要をお知らせします。

o会社の商号 株式会社当間高原リゾー

ス9ッフ㈱東京電力グループ

）
フ

・ゾーン︵加診 ︶
▼緑豊かなゴルフコ；スの中に雪

オリムビック
〔民間〕 鹿島建設㈱

㈱北
共立建設㈱㈱第四銀行
行㈱

12億円
授権資本

リルタ

織物工業協同組合

ノヘ

ヤ

ノ

ー幅・詫羅ジ図）
5番地／

成します︒

国の冬に対応できる集合・低層タ

レン

ゲ

レジ・デ｛ン・シ琿ヤル・ヴィレッジ

o本店の所在地 十日町市二F歳町3丁目

▼各戸の背後に農作地を持ち︑そ

ト

出します︒

これまで公共（新潟県・十日町市・中
里村）と民間とが総合リゾートを目ざし

ツ︑交流を中心としたオールシー
ズン利用可能な滞在空間をつくり

㈱当間高原リゾート設立

さ長
一合

地元と密着した地域開発

濃．．継き う

ー 樋怖

めに何が地域によいリゾートかを

考えながら︑進むべきだと思いま

す︒この地域の人から喜んでいた

それには︑妻有地方にある文化

だけるリゾート地にならないとね︒

の薫りがするリゾートづくりが必

この大事業を成功させるには︑

要だと思います︒

いただき︑私たちも一緒に考え︑

行政からリーダーシップをとって

水沢地区は︑十日町の農業の主

水を流してきただけ︑土地への愛

ることが大切になると思います︒

リゾi卜供給過剰時代を乗り越え

産地でウェートが高い所です︒汗

けても虫︽い的にならないように

謹欝︑・

ん︶

子通

さり

隔撃．﹄；☆

・．．．

ゼ﹃瓢■鋸

﹁リゾート計画﹂を初めて聞い

頚

た時︑正直言って﹁本当にできる

︑

す︒今の構想には︑地元のものを

鞭．薗

⁝羅．

市民も楽しめる観光地

着が強いのは当然です︒期間をか

うまく合意ができればと考えます︒

今までのリゾート開発は︑いき

なり大きなホテルを建て︑地元と
はかかわりあいのない閉鎖的なも

のでした︒そのうえ︑自分たちの
流通経路を利用し︑資材を調達し

大いに活用していこうという筋の

ことだなあ﹂と思いました︒これ

のだろうか︒お金のかかりそうな

て地元にお金が落ちなかったので

ら︑農業や織物を生かした振興が

光地になるでしょう︒

けのイメージが︑全く変わった観

ように発展すると思います︒雪だ

が成功したら︑軽井沢がリゾート
地として若い人たちに人気がある

通った考え方があります︒ですか

図られることを期待しています︒

所長

文化の薫るリゾート地
・

しめるリゾート地にしていただき

言

大勢の人が集まる所ですから︑緊

醗

まるで一つの町ができるような

﹁リゾート﹂︒確かにこの妻有
地方に明るい光が遠くに見えたよ

けが対象でなく︑わたしたちも楽

気がします︒ほかから訪れる人だ

うな気がします︒この希望を大き

整える必要があると思います︒

急時︵災害や事故など︶の設備を

たいですね︒また︑広大な土地で

だと思います︒やはり︑後世のた

くするも小さくするも︑これから

3．行財政改革について

村山 隆太郎

市議会第四回定例会は︑昨年十二月七日か

1．リゾート対策について

ら二十一日までの会期で開かれました︒

大島

﹁農業集落排水処理施設

﹁昭和六十二年度各会計決算認定﹂な

職員給与費など八七万八︑

○○○円を増額しました︒

■昭和六十三年度水道事

業会計補正予算⁝⁝①収益

的支出において修繕費五〇

万円を増額し︑資本的支出

名地

この定例会では︑
条例﹂

ど議案二十七件︑請願八件︑意見書一件が審
議されました︒

佐藤 一男

1．昭和64年度一般会計予算編成方

においては工事請負費四七

的支出において一〇万五︑

○○○円を増額しました︒

◎昭和六十二年度︸般会計︑

特別会計の決算認定⁝⁝一

の

されました︒

そ

を二︑七六六万三︑○○○

の工事請負契約の請負金額

■専決処分の承認⁝⁝東
下組地区簡易水道新設工事

他

般会計︑特別会計とも認定

2．鳥獣と農作物被害について

一般質問には十一人の議員が︑新年度予算

つロロヨ

一二

﹁﹁ー﹂

2．冬期対策について

3．環境衛生問題について

▽農業集落排水事業−

5．晒川ダムについて

6．商工行政について

四万七︑○○○円を減額し

1．水問題にっいて

編成方針︑リゾート対策︑農政問題などにつ

家集会所を設置します︒

の建設改良費など一一六万

七︑○○○円を増額しまし

▽下水道事業ー①公共

4．田川ミニバイパスについて

三︑○○○円の増額︑資本

2．過疎対策について

1．土地利用行政について

1．農政について

いてただしました︒

十三年十一月に完成し︑平
成元年五月に一部供用開始

層一般職員の給与支給に

︵公布の日から実施︶

関する条例の一部改正⁝⁝
職員給与を人事院勧告どお

予定です︒使用料は下水道

ます︒

使用料金と同じ扱いとなり

すため︑水沢市ノ沢・中在

農業集落排水処理施設条例を制定

人事関係
ロ人権擁護委員候補者の

す︒

り︑二二二五％引き上げま

予算・決算関係
︿原案可決︑認定﹀

下水道工事費など四︑二五

佐藤

1．道路行政について

ました︒②職員給与費を収
益的支出において三四一万

実、

斎木

推薦⁝武田 文雄氏︑根 津清
治氏の推薦に同意しました︒

条例関係
︿原案可決﹀

■市税条例の一部 改正⁝

ウンド用地買収費児童措

補正予算⁝①南中学校グラ

五万五︑○○○円を減額し

■昭和六十三年度一般会計

休業 となることに伴い︑市
税み納期が土曜日に当たる

置費など一億五︑九四四万

ました︒②職員給与費三七

た︒

場合は︑次の月曜日に繰り

五︑○○○円を増額しまし

⁝金融機関が土曜日に完全

︵平成元年二月

下げます︒

万二︑○○○円を減額しま

千手トンネル近くに完成し
た農業集落排水処理施設

た．②職員給与費など四︑

一日から実施︶

円を減額しました︒

給与費二三八万五︑○○○

▽国民健康保険ー職員

した︒

■昭和六十三年度各特別

▽簡易水道i下条地区

会計⁝⁝

2．農業問題にっいて

野上

和男

武文

1．市政について

広栄

2．道路行政について

1．大和焼野線について

2．十日町市の活性化について

春吉

渡辺

針について

1．市政一般について

利雄
3．火葬場の管理運営について

……一 …
「一儒「

六四四万円を増額しました︒

■農村集落多目的共同利
よぴ農村の健全な発展を期

用施設条例⁝⁝地域農業お

■農業集落排水処理施設

しました︒処理場は昭和六

条例⁝⁝吉田北部地区に農
業集落排水処理施設を設置

ー4

一．︸−■■

7．川西町との合併について

庭野

重信

金十にっいて

2．北越北線について

大島 清松

辰雄
小林

1．昭和64年度十日町市予算編成方

1．新十日町大橋の見通しについて

L＿＿」
L＿＿」
L＿＿」

1問r
「哺噂「

「−噸「

1質l
般l
一一一一一一一一一一一一一

⁝一〇

擁慰間を二＋年間青少年ホーム花道講座
青少年ホーム花道講座︵太田千代子先生︶の皆さんは二十年

麟

間︑老人ホーム﹁妻有荘﹂を訪れ︑生け花を飾ったり︑交歓会
を行っています︒昨年も十二月十八日︑二十一人が慰問し︑﹁浦

島太郎﹂の寸劇や各部屋に顔を出して﹁いたわりの言葉﹂をか
けていました︒

当日は︑食堂いっぱいに集まっ
たお年寄りの前で一生懸命︑演技
を過ごし︑ 大変喜ばれていました︒

と歌を披露し︑和やかなひととき
少しでも社会に貢献してこられ
たお年寄りを敬い︑老後を楽しん
でいただこうと慰問を続けていま
一日であってくれれば﹂と真心の

す︒﹁短時間ですが︑満足感に浸る

こもった声が聞かれました︒

嚢無火災の願いを込めて消防出初め式
新年恒例の消防出初め式が︑一月六日︑午前十時から市民体
育館で行われました︒消防本部をはじめ︑十日町︑川治︑吉田︑
中条︵平場︶地区合同で行われ︑紺の制服に身を固めた本部署

員︑各分団員三百三十八人の精鋭が集まり︑無事故︑無火災を
誓い合いました︒
冷え込んでいた会場も式が始ま
ると︑使命感に燃えた団員たちの

ンの
隔

9霧髄簿に蘇欝鰯罷穀〃

この句は水沢公民館の文化祭に出

﹁南天の小雨に濡れし風情かな﹂

たった一つ

詩吟も習って十年になりますけど︑

ってみようか﹂と始めたんです︒

俳句を作って発表し合うのが︑楽しみ

したものです︒世の中のわずらわ

えたばっかです︒俳句は詩吟と違

かったのは︑若い時にスキーで鍛

変則勤務でもカゼひとつひかな

しています︒今は交替制ですが︑

えたおかげです︒全国大会で六位
ったこともありました︒

さ劇

吉6
才2
睾湶

︑． ω

です︒心の余裕も健康からです︒

健康で仕事ができるのが何より

ってくれるんで助かります︒

忙しいんですが︑ばあさんも手伝

信もあります︒農繁期や冬は家も

まだまだ元気にやれますし︑自

たのも自慢できます︒

ドックで十歳以上も若いと言われ

酒もタバ嘲コも飲みません︒人間

に入賞したこともあるんです︒

人手が無くて︑丸二年間︸人でや

市民体育館の警備を二十三年間

二十三年間の警備は若い時︑鍛えた力

を勉強しています︒

せんが︑ゆとりを見つけて﹁季語﹂

まだ︑専門的なことは︑わかりま

発表し合うのが楽しいんですよ︒

俳句の会で毎月︑三句づつ作って

が病気で作る暇がなかったんです︒

今年は︑家の普請や親せきの人

作れますのでね︒
ふしん

って声が出なくても︑思うままに

川中島の合戦 を覚

しさを忘れるために﹁俳句でも作

67歳）

（伊達3

9

熱気で寒さを忘れるほどでした︒
昨年︑一年間で十日町市では十

五件の火災が発生しています︒今
年こそ火災事故ゼロを目ざし︑お

ル

ト

織
イ

村山リンさん

ん

ノ

互いに﹁火の用心﹂に努めましょ
う︒なお︑八日の中条︵山地︶︑
下条︑水沢地区と十六日の六箇地
けうきよ

区は︑天皇陛下の崩御により中止
となりました︒

蘭さん
鈴木

、

麟撫

多多
幸
き多 誓墨オ 碁茎 窒 蚤纂 藁§ξ き 養季§

1 ！N》バ，
1
／齢ゾ
諜」焦！疑・
零翫洩
聖ノ 甲●・＝ ン

糠
撫

ど う 、、
そ よ ろ しく

今年 も

rぐ賠、寅ビ

一
10
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ネ

き

憲

灘

〆

時には話し相手になることもあります
防火の大役は、あなたが主役です

卜
●
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カ
●

ラ
●
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、神

（広報協力員）

円増額し︑一億二︑三六六
万三︑OOO円としました︒

なっていた ものです︒

■市道塩ノ又鍬柄沢線の

毒

︿原案可決﹀

■税制改革に関する意見

市議会第三回臨時会

が︑昨年十二月二十七

議決された条例は次

日開かれました︒

のとおりです︒

■市税条例の一部改正⁝

⁝地方税法の改正にともな
い︑退職所得の市民税にか

かる税率等を次のように改

小林賢秀さん︵川原町．

歳︶は昨年十二月二十六

また︑あわせて退職所得

は一千万円︶の退職金まで

ては︑千五百万円︵改正前

百分の三

は非課税となります︒

六十万円以下の金額

百分の五

り︑勤続三十年の人につい

六十万円を超える金額

百分の七

チp
ク
〆

にかかる控除額も増額とな

百三十万円を超える金額

百分の八

百分の十一

三百万円を超える金額

九百万円を超える金額

百分の＋二

百分の十

二千万円を超える金額

百分の三

四百五十万円を超える金額

百二十万円以下の金額

百分の八

百分の＋一

百二十万円を超える金額

五百万円を超える金額

︵本年一月一日から実施します︶

十五年になりました︒

動に献身的に従事され︑多

れた伝達式において︑多年
にわたって人権擁護委員活

日︑新潟地方法務局で行わ

す﹂と喜んでいます︒温厚

とご協力が︑あったからで

の感想を﹁皆さんの励まし

れました︒このたびの受賞

就かれて著しい功績を残さ

やその副会長などの要職に

四十四年からは︑長岡人
権擁護委員協議会常務委員

大な功績を残し︑法務大臣

ました︒

℃
〜

の発展に心を砕いてこられ

で人格識見とも高く︑地域

委員に就任され︑今年で二

昭和三十九年に人権擁護

表彰を受けられました︒

ー人権擁護の功績でー

小林賢秀さんが法務大臣表彰

正します︒

改正前

改良促進に関する請願：⁝．
採択

数

■市民使用地の使用方法
□市道認定に関する請願

日

の変更⁝⁝川治地内の市有

この意見書は︑大島昭三

日

地二四四二二七平方㌶を
︵新座︶⁝⁝採択

議員が提出者︵社経委員が

全員賛成者︶であり︑国会

日

薪炭林などの使用目的がな

■税制改革に関する請願

日

くなったため︑杉などの植
：⁝・採択

に︑税制六法案の再度慎重

△云

日

栽を行い︑経済的活用を図

ロ市道高田町五丁目一号
るものです︒

審議を求めることを要望す

口貝

ム云

12月（定〉

ります︒

線消雪施設設置に関する請

委

ロ土地の買入れ⁝⁝南中

昭和63年の市議会のうごき

願⁝⁝採択

委

七〇・一六平方レ川を買入れ

委

学校グラウンド用地五︑九

委

ます︒

別

258
25
日

傍聴者数

任

■新潟県消防団員等公償

任

口貝

ム云

ムム

ム本

9月（定）

陳情の審査状況

任

組合を組織する地方公共団

請願の審査状況

別

体の数の増加および新潟県
消防団員等公償組合規約の

一般質問者数

特

変更⁝⁝﹁加茂市・田上町
消防衛生組合が同組合に加

常

口貝

8月（臨）

議決事件

常

入します︒ ︵平成元年四月

常

本会議開催日数
（臨）臨時会

特

5
35
10

一日から施行︶

1
10

■消費税導入の徹回に関

教

△云

業

口貝

済

改正後

蒼威

（定）定例会

策

112

57

4
10

32

4

21

2

8
31

6

75

8
15

11

28

13

12月（臨）

2

計

1

3

1
4
1
4
5
1
文

委員

》

書
93人
1件

4月（臨）
6月（定）

9

する請願⁝⁝不採択
■消雪用深井戸掘削と配
管に関する請願⁝：．取ゆ下

■市道認定に関する請願

■田中町五号線流雪溝設

︵新座︶⁝⁝取り下げ

ムム

務
雪

32
企

審査

へ

75

置に関する請願⁝⁝取り下

※以上︑四件は九月議会
に審査に付され継続審査と

委員会の開催状況

件

5件
●

5日

経

員

市議会の開催状況

8人

設

委

総

3月（定）
対

決
算

建

社
克

予
算

げ
げ

蕪彩樹季の間雪わらべの会が和紙人形展
織物会館の展示ロビーにある﹁彩樹季の間﹂は︑和紙人形︑
織物タペストリー︑繭の工芸品など︑の展示を始めて三年目にな

瀟
臨戴鯉

緒に遊んだ幼い友の顔を思い出さ
せてくれるカルタ取り︑福笑いを
題材に﹁初春和紙人形展﹂を開い

和紙人形が好きな人たちが︑お

ています︒

しゃべりしながら︑紙を選び︑紙

を切って作ったものは︑傑作の数
々です︒二十一日まで展示してい

ますので︑ぜひご覧になってくだ
さい︒問い合わせは︑織物組合企画
振興部︵智57−ー9111︶です︒

ぽく

十日町百人 一首睦会

連絡先U角家タウさん

︵輯3働4B︶

小さい時︑父や母が口ずさんで

します︒

いたのを聞いて覚えたと言う会員

は︑平均年齢六十五歳︒ ﹁家でテ

レビを見ているよりも︑孫とけん

楽しんで遊ぷものですから︑あま

かをするよりもずっといいですよ︒

百人一首は︑﹁万葉集﹂から﹁古

りライバル意識を燃やすと上品さ

を一首づつ集めたものです︒今で

がなくなりますのでほどほどに⁝﹂
と会員の皆さんが話します︒

今集﹂におよぷ代表的な歌人の歌

も正月の娯楽として親しまれてい

もちろん︑札をたくさん取るに
は︑下の句を読んで上の句がすぐ

また︑上の句の第一音﹁む・す・

言えるようになることだそうです︒

ます︒

睦会は︑毎月第一・第三日曜日
午後から十日町公民館に茶菓子を

が上達のコツだそうです︒ぜひ︑

め．ふ・さ・ほ・せ﹂と下の句が
取れるように並べ方を工夫するの

十人︑その中で男性はただひとり︒

持ち寄って集まります︒会員は二

﹁川柳も俳句もいいですが︑優雅

皆さんもおいでください︒

な歌人をしのんで札を取るのは楽

しいです﹂と代表の角家さんが話

て

ます︒

の入った話し合いが行われ︑特に

このほかに︑会員相互の親睦を兼

生ビール大会︑雪像造りなどです︒
ぽく

どい︑桜まつり︑カラオヶ大会︑

活動の主なものは︑スキーのつ

多彩な行事に城之古パワー全開

次代を担う子どもたちや新たに町

いろいろな活動をするたびに︑

ピールすることができました︒

きな賞に輝き︑城之古パワーをア

ます︒初参加以来︑二年連続で大

雪像造り︑雪の広場に参加してい

歩絵夢と合同

まりである兄貴会

二年前からは同じ町内の別の集

時間のたつのを忘れるほどの盛り

で城之古青年会として雪まつりの

一年間の行事を決定する総会は︑
上がりになります︒

となっています︒

たちが積極的に参加し︑喜んでく

ねて家族旅行や忘・新年会も恒例

カラオヶ大会には︑夜店や金魚

内に嫁いできた人など︑地域の人

すくいなどもあり︑お年寄りから

家族旅行は日帰りですが︑BSN
放送局や自然科学博物館の見学な

いろんなことに挑戦を試みます︒

ミュニケーションを図りながら︑
持ち前の行動力とチームワークで

これからも︑地域の人たちとコ

れるのが何よりです︒

ど︑子どもたちの勉強にも役立っ

子どもたちまで楽しんでいます︒

が︑会員の﹁もっと幅広い活動を﹂

点にして会合を重ねています︒熱

川治地区公民館城之古分館を拠

の名称も城和会に改めました︒

の声を機に︑活動を充実させ︑会

名でカラオケ大会中心の会でした

発足当時は︑カラオヶ愛好会の

五歳の働き盛りです︒

は現在十一人で︑平均年齢は三十

的に八年前に結成しました︒会員

城之古地区の親睦と活性化を目

こし

働き盛りの青年集団
たての

22
お互いに「お手つけ」しないようにね

りました︒今までに︑十団体︑十個人が出展しています︒今回

華やいだ気分が満喫できます

は︑雪わらべの会︵上村道子さん代表︶が︑お正月の行事や一
鰻縫

隣．

﹂

家族旅行

義 峯

子ども

．灘羅
欝． 豚

寮大喜ぴ
騨・騨瞥F

︑蟻

前総

講

覇

醒
、箪

乙δ・

譲3：蝿

．躊θ 愛の祭典

2／10㊧、11㊤、12◎

就eofSη・鉢

キ

：：i：：li：・

雪まつり発祥の地・十日町

雪まつり発祥の地の雪まつり

みんなが参加、楽しもうよ！

第40回

馨i魏一

％5締め切1》

，幽3Y∂σ一雪奏入。

蕪饒籔騒

募集

ミス十日町雪まつり

ピ第4，回雪まつりポスター＿

副賞は、ミス1名…ホンダtoday（軽自動車）

作成。県内外に発送、雪まつり発祥

ミス1名、準ミス2名…グァム旅行

の地・十日町雪まつりをP
、1
ます。

推薦者賞は、ミス・準ミスの推薦者に…10万円相当の紬
：

応募者の皆さんに…いっぱいのスポンサー賞品
■募集ミス

ミス十日町雪まつり（1名）

■応募資格

①新潟県内在住で満18歳以上の未婚女性。ただし高校生は除きま

Rしてい

ユ⑳◎円

；

準ミス十日町雪まつり（2名）

ロ

iいっ邸く広場

食事券

：

す。②観光関係の行催事（年7回〜8回）に参加可能な人。③他のミスコン
テストに出場した人も資格があります。ただし入賞して任期中の人は除きま

1 今年も市民体育館で「いっぷく広
1場」を開きます。食事や休憩にぜひ

す。④原則としてモデルを職業にしている人は除きます。

：

し

ご利用ください。

．応募方法応募申込書に、顔と全身のカラー写真（3ヵ月以内に撮影したも写・2月11日仕〉正午一午後1・時
12日（日）午前10時〜午後4時

のでサイズは問わず。裏面に氏名を記入のこと）を各i枚同封して、1月25

■食事券

日㈱まで（当日消印有効）に雪まつり事務局へ。申込書は連絡をいただけれ

効）

ばお送りします。

■審査会

（会場は、両日ともクロス10十日町）

〈予選審査会〉

フーメン、そば、うどん）汁物1

i

1月29日（日）……非公開／平服での審査を行い・本審査会へ

1枚2，000円（2日間有

食事1、品（おにぎり、弁当、

品（豚汁、チャンコ鍋、けんちん

i

汁）つまみ1品（ギョーザ、たこ

ロ
の15名を選びます。
〈本審査会〉2月12日（日）……公開／主催者が用意する着物を着用。審写

焼き、焼きとケ））飯み物2品（缶

査員と会場入場者の投票によr）ミス、準ミスを選びます。特別審査員として i

ビール、酒、コーヒー、

江木良彦氏（きもの作家）が来市。公開審査ですので、ご家族・友人とお出

i

と交換できるお得な食事券です。

かけください。そしてご声援ください。

ロ
・
：
：

雪の芸術作品募集，
出品区分は、①手卸作品②一般翠
作品③特別作品④学童作品です。

i

賞は、市長賞（賞金11万円）はじ

i

め、第39回よりひとつ増えて15賞・

i

それに第40回記念特別賞が4賞（新
潟県知事賞、イタリア・コモ市長賞、

i

1月下旬から雪まつ乎）

事務局で販売します。

：カーニバル予約ゾーンi
雪上カー二．，，． よ2月11日仕〉午後窟雪像見学ツアー募集
1

6時〜7時30分、城ヶ丘グラウンド

i

目申し込み

ミルク）

仕上が「）直後の雪像は、まさに雪

で開かれます。会場正面前方の予約
ゾーン（1人1，500円）で「きものシ

の芸術作品と呼ぷにふさわしいすば
らしさです。バスに乗ろての雪像め

ョー」 「歌謡ショー」をご覧になり

ぐりはいかがですか。

ませんか。

■と

き

2月10日働の夜

札幌観光協会長賞、横浜国際観光協 1
目発着場所 クロス10十日町
歌謡ショーは、C H A−C H A、
5年表彰、10年表彰、2011寧：1長山洋子、渡辺美奈代、藤谷美紀がll寧⇒■参加費
3，500円（おいしいコシヒ
会長賞）、

回参加表彰があります。ぜひ出品く

出演します。

■予約ゾーン申し込み 1，500円と

ださい。

■出品申し込み

2

1月16日（月）までに

雪まつ『）事務局へ。

引き換えで、1月17日（刈から雪ま
つり事務局でお渡しします。

8

カリのおにぎ虚）と、体が温まる地
酒がつきます。）

■申し込み 雪まつり事務局または
共立観光㈱（費52−4128）へ。

雪まつり事務局は奮57−3345（クロス10十日町・4階）です

肉参シ

曽︑P︒．

塩・コショウをしておく︒

②たけのこは薄くそぎ切りし︑つ
する︒

きこんは湯通し︑人参は千切りに

（4歳）

待ち遠しいね。

米作りを通して︑土に愛着を感

〈稲刈り→はざかけ＞

のまわりを清

掃し︑おまい

りにくる人か

ら喜んでもら

っています︒

みなさんも︑きてください︒

轟ちゃぽとうさぎを飼育中

ちゃぽは︑

子育ての上

手な動物で

あることが

わかりまし

た︒うさぎ

は︑顔に似

ケンカをし

合わずよく

いろいろなことを勉強します︒

脚

澱

③豚肉をいため︑そこにたけのこ
とつきこんを入れ︑火が通ったら
人参を加えいためる︒

仕上げに好みにより︑唐がらしを

④③をしょう油と砂糖で味つけし︑
少々かける︒

ポイントは︑全部強火でいため

⑤器に盛って︑できあがり︒
ること︒

晶石仏の清掃

上之島保

豊作でした。餅つきが

じるとともに︑農業の なんぎ
さを学びました︒できた米は文⁝
化紺
祭のとき︑餅にして地域の人たち

も︑お茶でも何にでもよく合いま

よくついて︑一層おいしくなりま

一時間ぐらいおくと味が

す︒わが家はみんなが大好きで︑

す︒冬は気温が低いため︑肉の脂

毎年春と秋

てきて読んでくれるのを楽しみにしているんだ。

と楽しく食べました︒

一鉢ぐらい︑たちまち食べてしま

繍晶﹁田おこし﹂から﹁脱穀﹂まで

泥んこになって

います︒

きで、もりもり食べて大きくなったら運転手になる
（菜々子）ちゃんが￥学校から本を借り

⁝㎜んでいます︒

ていねいにまきました。

料理時間はたったの十五分︒ど

麟灘獺難藤

辮

みんなで温泉に行ったの︒お風呂がとって

くすじまき＞

うぞお試しくださ い︒

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

簡く繕畷構糞難劫町

ます︒

燃 一年生から六年生まで二十八名

真田小学校

分が固まりやすいので︑温めて召

Vol．22

の二回︑石仏

串ヤン縄スだより

榊全員が︑力を合わせて米作りに励

脚跡㈱蹴甑詮滑脚鱒糊｝；受試伽冨勲ξ1轄郵轍；：撒漣谷＝＝受勘蝋厩椰燃＝構蝋≧；ン＝磁漁鞭㈱蜘微

しあがってください︒ピーマンを
加えると︑色彩りがきれいになり

めあてを持って、やりぬく子

頑張りました。

上手にできたよ。

︿作り方﹀0豚肉は細かく切って︑

んだ。お姉

騨

鵠里

アッという間にぺロリ〃
お正月︑お盆︑お被岸と︑何か
ある時には必ず作る料理です︒簡

（響三26讐）

単にできて︑ご飯でも︑おそばで

蕪

ます︒これからも動物を飼って︑

77←濡百碧禽無齢テ建1日1n臼

ミネさん
池田
も大きかつた︒お風呂が大好きなの︒

〈田おこし〉

〈田の草取り＞

︶ラ人コし
こ
ら
の︵袋塩が
分け肉4 唐
人た豚
油味
4 山 んう七
︵︵缶こよ
料こーきし油
の つ

仮面ライダー、ポンキッキが大好き。保育園でご

：暴桑＝＝年5くo：郵噸弱＝
と一3。榊な＝7鞭＝＝12＝党≧二＝＝，苓
艦・κ・篤・＝・＝・純ゆ冨軋▼ン諺ζ・＝軸麓く・；・埠琴ウ翻鰍噸ント罰・ン； ・ン博
ンM・鯵 摯ン斡・1・ド ・x

．略
∴
野

材け煮
本糖
た水08％砂

飯を食べるときが、一番うれしいんだ。うどんが好

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

享︑〜

酒井まい子ちゃん

一（畑
望

饅螺議

沢野厚くん

歳〉
（5

、
曜、，・く、
卸ヴ欝
瀞ン

小川 健太くん

灘雛描，，望

＊ 知

＊

5

平成元年度市奨学生を
募集します
︵2人︶

専修学校⁝1万円︵3人︶

教育委員会では﹁平成元
年度十日町市奨学生﹂を募
短期大学・大学⁝1万5
■貸与期間 本年4月から︑

千円︵8人︶

高等学校︑高等専門学校︑

在学する学校の最短修業年

平成元年度に

専修学校 ︑短期大学︑大 学
限の終わりまでです︒

■応募資格

に進学予定か在学中で︑次
ロ提出書類

①奨学金貸与

に該当する人です︒

2月5日ラ
日

1月27日働正

6位までに賞状を授与しま

第8
1 回市民スキー選手権大会

盈田13111︵〒948千歳町3−3︶です
第2・4土曜日が休みに

市役所は
短期大学・大学への﹁奨

き

■と

本年1月1日から︑従来

す︒

の休日に加えて第2・4土

ロ申し込み

額︶を予定しています︒

ロ競技会場・種目

▽アル

曜日が休みになります︒

ペン︵大回転︶猛︐市民スキ

②4年男女③5年男女④6
年男女⑤中学男女⑥高校男

︵総合体育館内費5
2−43

納期限の変更

女⑦30歳未満男女⑧30歳以

駐車の

①小学3年以下男女

銀行などの金融機関が二

利用者以外の人は駐車し

十日町税務

■問い合わせ

学金の月額﹂は改定︵増

税務署から
お知らせ

ー場

午必着で体育協会事務局

署︵奮5213181︶へ︒

月から週休二日制を行うこ

4年男女③5・6年男女④

上男女 ▽ノルディック
南雲原 ①小学3年男女②

ないでください︒除雪作業

年末調整の再調整

次のような人は今月中に勤

とになりました︒それに伴
い︑市民税や固定資産税な

中学男女⑤小学男女リレー

は︑12月に終了しましたが︑

状況が異りますので注意しましょう。

ります︒

㎜円︑一般㎜円︵申し込み

■参加料

優勝者にメダル︑

■問い合わせ 税務課︵費

彰

時に納入︶

田表

内線旧・価︶へ︒

お知・りせ

労働基準監督署から

28日㊤です

1月の体育施設
無料開放日は

浬意

市民・総合体育館︑武遺館

77︶へ︒

①年末調整後︑昨年中に

務先へ申し出てください︒

どの地方税の納期限が︑土

の邪魔になります︒駐車の
際は落雪に注意を！

サラリーマンの年末調整

扶養親族の数に異動があっ

は男4人︑女3人︶

⑥中学男女リレー︵リレー

過ぎによるスリップです。冬は夏と道路

小・中・高校生

曜日が納期限となっている

面衝突しました。原因はスピードの出し

イ㍉・士ナ

た人︒

1月1日（日〉午後2時40分ごろ、

》云・双≡生｝

場合は︑翌週の月曜日にな

八箇地内のカーブで普通乗用車同士が正

1

②年末調整後︑昨年中に

かりして勤務先に保険料控

除や住宅取得︵等︶特別控

馨見通し難糠・す

ヘヘ（「料、

願書②在学学校長の推薦書

22（186） 29（231） 1（3）

門つ

③成績証明書④戸籍謄本と

62年

，・

①市内に3 年以上住んで

63年

国の行政機関が︑土曜日

（盈内線213・214）へ。

住民票謄本⑤医師の身体検

1（1）

除︵二年目以降︶の申告を

も立っことと思います。

いる世帯の子差
②学業成績が優秀 と認め

を出さない。③雪で道路が狭くなケ）ま

③年末調整の際に︑うっ

生命保険料や損害保険料な

62年

へ・・一門！

■申し込み・問い合わせ

O（3）

13（80）

に休むことについては臨時

最新情報を盛り込んでありますので、皆さんのお役に

2年分︶
査書⑥所得証明書︵6

10（89）

9（64）

しなかったり︑間違った人︒

正しく知ってもらおう」という目的で発刊しました。

③経済的 な理由で学 費の

8（70）

国会で関係法案が成立し︑
れることになりました︒

本年1月1日より︑施行さ

署においても︑毎月第2・

これにより︑新潟労働基
準局および各労働基準監督

市民の皆さんには大変ご

ロ写真で紹介してあります。
全国の小学校の先生、子どもたちに「冬の十日町市を

られる人

凍結時は車間距離をあけて、スピード

・7

どを支払った人︒

63年

・

2月20日㈲までに教育委員
会学校教育課︵盈内線謝︶

0（2）

r

④心身ともに健全な人

16（151）

、＿ナ，為し

ハn＿十ll阜

ガ氏一π，尋……1

■合含吉適」 十ノァ玄斥「仁

4土曜日が休みになります︒

日における業務処理の効率

不便をおかけしますが︑平
化をはかり︑行政サービス
に努力いたします︒

定価1，200円

信

へ︒願書も同課にあります︒

13（122）

支払いが困難な人

か■−

十日町市の克雪対策、冬の
交通、冬の暮らし、イベント・
行事、学校生活、産業、雪の
諸記録などをカラー・モノク

集します︒

す一路上駐車はやめよう。

■奨学金の月額︵採用予定

しょう！
①飲酒運転は絶対にしない。②降雪・

3月下旬に奨学生を決定し︑

62年

者数︶

【】年頭にあたり家族で交通安全を誓いま

本人に通知します︒

12月中の交通事故発生状況（）累計

高等学校⁝7千円︵10人︶

1（5）

※なお︑高等専門学校︑

63年

73ぺ一ジ

A4サイズ

窃
高等専門学校⁝9千円

−一

死者数

／」、●甲」チー土O））門曳ヨロ1，）））け⇒ノ

r

戸（（r一＼

一−

（（（r一〆、uρ

｛阿噌

総務課文書広報係

1，200円と引き換えで

■申し込み

1（8〉
22（216） 28（266）

計

発刊

雪国とおかまち

＊

負傷者数

18（177）

川西町
津南町
中里村

発生件数

14（146）

十日町市

村
町
市

ヲ鯉又⊥，）））肖＼＝ゴ］⊥，」））肖ノ

』．目hい1

一ノ〉吻↑て

＿ r

交通安全キヤンペーン

働きながら
高等学校教育を
⁝出身中学校②学習内容等

新潟市新光町4

⁝出願する高等学校③その
他⁝県教育庁高等学校教育

課︵〒胴

を受けることができる定時
511︶へ︒

番地1

条例や規則の公布

所得税の確定申告は早めに

けでなく︑不足税額に対し

月16日から3月15日までで

課され︑延滞税も納めなけ

所得税の確定申告は︑2
すが︑期限間近になります

をはじめ︑各種の告
示︑裁判所からの競
売公告などを掲示す

と税務署は大変混雑します

書の書きかたなどでわから

ない点がありましたら︑お
気軽に税務署へ問い合わせ

は︑税務課市民税係︵岱内線

また︑確定申告の期間中

ください︒

鵬・m︶や税理士会でも相

％または15％の加算税が

りから庁舎正面左側

る掲示板を市役所通

ればならないことになりま
す︒

馨遵

談に応じています︒

のでできるだけ早めにすま

得税の確定申告の手引き﹂

申告書を書くときは︑﹁所

︿お気軽に相談を﹀

に移動しました︒昨
年までは冬期間のみ

確定申告をしなければな

︿正しい確定申告を﹀

や﹁申告書の書きかた﹂を

せてください︒

ましたが︑今後は年

庁舎内に移動してい

らない人が申告しなかった

参考にしてください︒

8マ丁歪

■」』∠−皿＿一一」』＝盛

且

』出一一＿一』一』』亀

rし『、二τf

た て しだんぺい

？ツ亀『『1腔＿尋』∴rビご

働 きながら高 等学校教育
制・・通信制の生徒を次のと
︿定時制課程﹀

智0251獅15

おり募集します︒
学科

▼募集している学校
公立高等学校18校

学校

学級

間を通じ庁舎正面左

り︑誤った申告をしますと︑

取締役会長）

定時制

通信制 新潟高等学校︵〒

後で不足の税金を納めるだ

所得や税額の計算︑申告

ぞ︑ご覧ください︒

用基金協会（暦025−223−1386）へ。

』L

10

側になります︒どう

〔不動産担保〕

新潟市関屋下川原町2

★勤労者の人

丁目鰯番地︶

★自営業者の人（従業員5人以下〉

胴

新潟県労働者信用基金協会の保証により、次の人は労働金庫から融資が

高田南城高等学校︵〒 鵬
号︶

①本年3月に

上越市南城町3丁目3番8
▼応募資格

変動金利型
固定金利型

−』−玉−』一し』＿』

盛

厘膿《碧喧』『

』区

ハガキまたはFAX

目申し込み

中学校もしくはこれに準ず

受けられます。

口 、

一＿冒費L口，酊7（＿

」

金 利

間
期

る学校を卒業する見込みの

伊藤昌寿さん（東レ㈱

■講師

人②中学校もしくはこれに
準ずる学校を卒業した人③

400人

員

■定

以上の学力があると認めら

学

若干人

︿通信制課程﹀
校

普 通

若干人

フリー不動産 住宅・物資購入・教育・冠 1，000万円

中学校を卒業した人と同等
れる人

次の期間に

※年齢性別は問いません︒

▼願書提出先
2月8日㈱から15

応募する学校へ
定時制
2月20日㈲から4

日㈱正午まで
通信制

学

潟

通

科 募集定員

新

普

3月16日㈱︑国語・数学・

高田南城

月10日㈲午後4時まで
▼学力検査︵定時制のみ︶

業通通通通通通通通通械通通械通業 通 通通

英語・社会・理科について

−1県商工労働部工業振興課まで。

、長岡」

先、電話、FAX番号、職名、氏名

0分

以内

30年 年7．35％
年6．65％
以内 〜7．75％

以内

担保ローン 婚葬祭・レジャー資金等

を明記して（，〒951新潟市新光町4

ホテル「ニューオータニ

■ところ

商普普普普普普普普普機普普機普商普普普

全日制と同時に行います︒
▼問い合わせ ①出願手続

増改築・修理・改装・門・塀
造園・車庫・物置等

30年 年6．35％
年5．65％
以内 〜6．75％
3，000万円

新築・増改築・土地・
住宅ローン 家屋購入

年7．20％
〜7．50％
リフ才一ム

期間

融資額

15年以内

教

以内

年8．00％

金

教育ローン

500万円

10年以内
以内

年9．80％

200万円

5年以内
以内

住宅・物資購入・教育・冠婚
葬祭・レジャー資金等

育 資

（025−285−3783〉に住所、勤務

2月8日㈱午後1時〜3

き

■

労働金庫十日町支店（費57−8300）または新潟県労働者信

■問い合わせ

県・市・町・村との協定による

県・市町村提携ローン

県・市・町・村との協定による。

県・市町村提携ローン

途
用

類
種

（昭和63．10．1現在）
〔無担保〕

掲示板を庁舎正面に移動
勤労者の皆さんへ

40 40
40
40 40 80 40 40 40
120 40 40 40 40 40 40 40 40

1
1
1
1
1
1

浦田発

里岡

学募
級集
定募
員集
40

100万円

フリーローン

ローン

鏡志城崎町）町出谷業条尾業西泉）南田江

日漣日千工

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

融資額

途
用
類
種

市市高柏十＿六小小燕三栃長長五＿新西船
豊発新

畜認

22

捗＠
舩

およぷ膨大な標本帳の意義は次の
ように考え ら れ ま す ︒

一︑明治末期から戦前にいたる産

地商品の移り変わりが一目にわ
かる︒

二︑各年ごとに表紙をつけ︑標本

の切り口は和紙でフチ取りをす
るなど保存状態がよく︑色もほ

勇さん

雪上力−ニバル・ステージに
思い出がたくさん

雲野

︵北新田2 5
7歳︶

一つになって︑はじめてすばらし

反分で長さは十独．から六十独．も

三︑個々の標本が大きく︑巾は一

力iニバル会場が城ヶ丘グラウン

の上を担当したんですよ﹂︒雪上

ネスブックにのったことだね︒塔

二回のステージ﹃祈りの館﹄がギ

になるからね﹂

心から雪まつりに参加した気持ち

ージ造りに参加できてよかったね︒

﹁寒いし大変な作業だが︑ステ

いショーを見せてくれます︒

織物組合所蔵の明治四十二年か

あるので︑模様がよくわかり参

ドに移った二十一回︵昭和四十五

﹁一番うれしかったのは︑三十

ら昭和士二年までの歴代製品標本

考資料としての価値が大きい︒

だれもが参加できるから楽しい企

﹁雪だるま作戦︑

帳が︑昭和六十二年に市の文化財

四︑製織・加工技術の変遷や︑地

年︶から︑ステージ造りの一員と

画だね︒よし今度は雪像造りに挑

戦しようか︒そうした人たちもで

ぱっこう

味な色目から派手ものへの流行

して頑張ってきました︒

﹁二十一回は﹃炎の城﹄︒獅子

てくると思うよ﹂︒三十九回は仕

の指定をうけました︒

この期間は︑十日町織物の勃 興

の変化がよくわかる︒特に織り

をモデルにしたんだが︑顔は手鏡

事の関係で不参加︒今年もまだ未

し

期で︑三十二冊︑一︑五六八点の

の技術のすばらしさがよく現れ
ている︒

定だそうですが︑準備は万全とか︒

し

標本は十日町織物の発展の歩みを

今後の産地の物作りの参考にも

獅子鼻だからね﹂︒毎回のステー

を見ながら刻んだんだよ︒自分が

人です︒

根っから

花は夏に咲きますが、雪の中に

冬に美しく、正月用のいけ花や鉢

見える赤い実は、数㍉の球形です。

植え、盆栽などに好まれています。

で別名ヤマタチバナともいいます。

花や実がミカン類に似ているの

代表的な歌集「万葉集」をまと

ただ︑この中には明治四十五年

で、地下茎を伸ばして繁殖します。

伝える貴重な資料です︒

なる貴重な資料なので︑新たに発

ジにいろんな思い出があるそうで

大好きな一

と大正元年︑五年︑七年および昭

見された十五冊の標本帳の文化財

です。茎の高さは10〜20㌢ぐらい

．．

同︑市民の皆さ
んに親しまれる

迎え︑担当者一

市報も新年を

．二
⁝

紙面作りをめざ

し︑より一層がんばりたいと思い

昨年は︑消費税に明け暮れた年

ますので︑よろしくお願いします︒

でした︒今年はいよいよ導入︒主

で︑どの程度家計に影響を与える

婦にとっては︑消費税がどんな形

いろいろ報道されていますが︑実

のか︑とても興味あるところです︒

際のところはまだわかりません︒

るには︑家計薄をつけるのが一番︒

その家庭︑その家庭での影響をみ

﹃一年の計は元

﹁よし︑今年こそは︑しっかり家

計薄をつけるぞ︒

旦にあり﹄と言うし︑がんばろう﹂

と心に誓ったけれど︑毎日続ける

今年が︑市民の皆さんにとって

ことが⁝⁝︒

⑧

幸い多い年でありますようにお祈

します．

●●●●●●●●︐●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

雪まつり

和八年の五年分が欠落していまし

す︒延べ何百人というスタッフが

も見む」と歌い、昔から人々に注

とんどあせていない︒

一49一

の追加指定が望まれます︒

林の下に見られる常緑の小低木

た︒このたび︑織物組合の倉庫か

市の花山

七一五点の標本帳が発見され︑ほ

齢がま妙自然

らこの欠落部分を含めた十五冊︑

市の木き

⑳
ヤブコウジ

ぼ完全な歴代標本帳がそろうこと
になりました︒

この標本帳は︑明治三十八年に

目されていたようです。

十日町織物の
歴代製品標本帳

始まった織物消費税を査定するた

る時にいざ行かな山橘の実の照る

謹鍾一一一娘笏

めの資料として製作されたものと
推定されています︒

懲

瀞

＝聴

i㈱灘繊㈱欄繊鯉㈱騰㈱1

．燃欄繍

やまたちばな

ゆ

け

おおとものやかもち

璽髪塑》

合計四十八冊︑二︑二八三点に

﹂脚■﹃．︒

織物の移り変わりがわかる標本

灘

めた大伴家持は「この雪の消のこ

市史編さん室

■

の

』圃1■

