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北越北線︵六日町

犀潟間五十九・四キ︒︶は︑昭和六

ていました︒昨年八月︑運輸省が全国鉄道幹線網の一部

十年三月の工事再開以来︑電化による高速化が熱望され
として着目し︑電化高速化の案が浮上しました︒
その後︑平成元年度の政府予算案︵大蔵省原案︶に三

時蝶響臨

活性化のための第一歩

北越北線にスーバー特急が走る

のは︑うれしいですね︒市の活性

うので期待しています︒

化のため︑メリットは大きいと思

酬

十六キ︒あり︑時問は七十五分かか脚

リゾiトのイメージにふさわしい

また︑駅舎は市の顔ですから︑

る運動をすべきだと思います︒

今後は︑十日町に全部停車させ

現在の上．信越線︵越後湯沢−聯
長岡ー直江津間︶の距離は︑百三

馴

り寄北越北線︵越後湯沢⊥ハ聯

日町半日町間︶ですと︑八吉繍

キ︒で五十三分になります︒従って︑聯

噛

それぞれ五十一キ︒︑二十二分間が聯

短縮されることに言寄

このよ︑つに︑首都圏と北陸地方脚
を結ぶ重要な幹線となり︑旅客の 聯

人数も増しJR東日本旅客鉄道㈱聯

など鉄道妻者の餐高上さ慧聯

酬

ます︒また︑沿線住民の生活の利聯

便性や地域交通の確保に役立ち︑

産業や経済︑観光など地域振興に 蝋
脚
大切な役割を担います︒

聯

完成年度は︑免許取得時︵六十 聯
年二月︶で平成二年度となってい 脚

ものがほしいですね︒高架にして

おりひめごう

ルを造るなど立体的に利用したい

上に文化施設︑下にバスターミナ

ですね︒

スーパi特急﹁織姫号﹂が干日

ルン気分で街を散策する︑こんな

町に来て︑リゾートで遊び︑ルン

ことから活性化の第一歩が始まっ

てくれればと思います︒

んー

（駅通り・自営業

億円が内示されました︒これにより︑平成七年度に時速

り地場産業の活性化︑そして︑現在

聯

百六十キ︒のスーパー特急が走る見通しになりました︒

進めているリゾート開発に弾みが

億円は︑高速化を整備するための

ましたが︑高速化の場合は平成七

酬

±二年十二月現在延長比で用地買酬
収が九十四％︑路盤工事が八十六脚

聯
北越北線の工事進捗状況は︑六 蝋

の穫轄⁝

待ち遠しいですね︒

利になると思うので︑開通の日が

軽に旅行できるし︑ほんとうに便

いるひとりです．北陸方面にも気

スーパー特急が走るのを喜んで

聯 開通の日が待ち遠しい

大島 善孝さ

当市にとっても︑交通がよーな脚
算︵日本鉄道建設公団地方開発線︑

つき・多くの期待が寄せられ手齢
脚
北越北線は︑昭和六十三年度末

事業費で︑国が約四十二億円︑地

年度になる見込み烹

騨

六日町

西六日町

ハム
L一第三瓢、レ吉團

地方幹線予算︶で負担することに

までに約五百二十八億円︵事業費

元︵北越急行㈱︶が約四十億円︑

なっています︒残りの約二百四十

約七百九十四億円︶が投資されて

JR束日本旅客鉄道㈱が約百五十

．．購 解 事 業 費

います︒今後︑高速線化事業とし

八億円を負担することになってい

聯
脚

て路盤︑電気設備などの改良費に

約三百二十億円が見込まれ︑総事

県︑沿線十七市町村︑民間十三団

地元については︑出資者である

ます︒

このうち︑約八十億円は電化を整

体が負担することになっています︒

業費は約千百十四億円となります

備するための事業費で︑AB線予

鍋立山

津池

ロ

町

2

至直江津
増田
％の進捗率となっています︒

沿線十三ヵ所で工事が進められ

三駅が加わり
停車に全力を
至新駕

距離 時間
136km 75分

健
轡云
β

（北越北線経由〉

憲
上

二

越紗

越後湯沢一六日町一直江津85k盈53分
短縮される距離と時聞

ています︒トンネル工事は︑六十

すでに運輸局から認可が下りて

駅︵頸城村︶の三ヵ所が追加決定

三年十一月第二田沢トンネルが貫

されました︒いずれも︑地元から

いる九駅に加えて︑新座駅︵十日

月に︑霧ヶ岳トンネルが今年の二

要望が出ていたもので工事費は地

町市︶︑顕聖寺駅︵浦川原村︶︑大池

月に完成︒第一飯室トンネルが三

た︑有島トンネルが六十三年十二

分の二の掘削が終わり︑平成二年

元の市・村で負担することになっ

通し︑近々完成する予定です︒ま

に完成する予定になっています︒

ています︒

（上信越線経由／
越後湯沢一長岡一直江津

松代

鍋立山トンネル

鍋立山トンネルは︑国内有数の特

滝蟄轟、

51km 22分 醜津
至富仏

塞
越後濡沢

※北越北線経由は最高速度160km幽（振子）

至t郭

の車両走行を想定しています。

駅周辺の開発では︑長岡のよう

にショッピングを楽しんだり︑食

事ができるような駅ができればい

いですね︒十日町は︑きものの産

のを買えるお店もほしいですね︒

脚蝋脚脚脚．脚
地ですから︑気軽に十日町のきも

また︑駅の西側には︑遊具がい

っぱいある公園がほしいし︑ショ

（丸山町・主婦）

駅の西側がどんなふうに開発さ

高橋千代子さん

．1脚聯脚．
ッピングゾーンも必要でしょう︒

一脚脚秘聯聯聯智柵朧脚
れるのか︑気になりますので︑早

3と7おガ夢3 平成元年5月10日

頸城
大島

60年4月
60年4月
63年12月

l
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北越北線利用の概要

く計画を立ててほしいと思います︒

60年3月18日

北越北線の電化高速化は実現し

60年2月25日

かかわらず難航しています︒橋梁

60年2月8日

上認可および許可
越北線鉄道施設建設工事を日本鉄道公
が行うよう運輪大臣に申出
輪大臣が日本鉄道建設公団に対し、工
実施計画を指示
本鉄道建設公団と北越急行株式会社と
間で鉄道施設の建設工事および貸付に
する基本協定締結
本鉄道建設公団が北越北線の工事に着
、工事再開
ヶ岳トンネル工事着手
伏トンネル工事着手
地買収の進捗率94％ 路盤工事86％

殊な地質のため関係者の努力にも

60年2月

線工事施工認可および特別設計許

については未定です︒

60年2月6日

許

ましたが︑スーパー特急の停車駅

60年2月1日
60年2月4日

道事業免許申請

については︑信濃川橋梁︵城之古

59年11月9日

ず
l

一霧ケ岳

59年8月30日
59年11月8日

下ンネル

59年8月8日

準備会が発足
が第三セクターへの参加決定
線第三セタター設立準備会総会で
行株式会社の設立を正式決定
行株式会社設立（登記完了）
建法第14条に基づく地方交通線指

今後︑十日町駅により多くのス

59年5月18日

17 市町村による北越北線第三セクタ

地内︶が来春架設される予定です︒

昭和59年3月1日

i︒バー特急が停車することと早期

〃57年度末現在

路盤についても増田地区の路盤が

53年10月26日
55年12月

沢田

53年6月6日

・犀潟間工事着手
トンネル工事着手
道建設所開所
高架橋完成
、鍋立山両トンネル工事着手
トンネル完成
ンネル貫通
・頸城村間法線発表
トンネル貫通
トンネル工事着工
有鉄道経営再建促進特別措置法の
ともない、建設予算凍結、工事中断
延長34．2km 進捗率57．6％
済延長54．2km 進捗率91．2％

完成を目ざした運動を展開しなけ

48年3月24日
48年3月24日
48年11月13日
49年1月10日
50年6月25日
50年12月11日
51年1月21日
52年12月26日

平成二年一月に︑浦川原地区の路

m）

↓有島

・十日町間工事着手
鉄道建設所開所
ンネル工事着手
鉄道建設所開所
高架工事着手
施計画認可（十日町・犀潟間延長

ればなりません︒

画認可（六日町・十日町間延

マー鴨一簡7

盤が二月に完成する予定です︒

設基本計画決定
上げ決定
示される（六日町・直江津間

一
﹄トンネル

43年8月14日
43年9月
44年9月19日
46年10月
47年8月28日
47年10月11日

線にに︒7施鉱

43年3月28日

での経過

敷設法（大正11年法律第37号）によ
定路線に編入
建設審議会において調査線に格上げ

建格指㎞計の十道ネ道架計

39年4月22日
39年6月25日
39年9月28日

フロら

〃37年5月31日

〜第1飯室

昭和37年5月12日

新線線68実の町町ト町町実激町町鉄町峠町ト町峠岳国に工量
立県北急急再示鉄免北請認北行大施鉄でる鉄工岳ト買
道予道定鉄事事長事15日日倉日日事4日日代日師日倉潟師ヶ本行施測 線設潟越越越鉄告方上越申上越が輪実本間す本
ま鉄る鉄決国工工延工長六六赤＋＋工聰＋＋松＋薬＋赤大薬霧日施．． 沿一新北北北国定地同北可同北団運事日の関日手霧犬用
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君健男前知事︵故人︶の辞任に伴う新潟県知事

が行われます︒

選挙は︑五月十五日に告示され︑六月四日に投票

これから四年間︑県政を託す県民の代表者を選

って︑正しい判断で投票してください︒

ぶ大切な選挙です︒一人ひとりが責任と自覚をも

手続きは︑その不在者投

三つに区分されます︒

票を行う場所により︑次の

身体に重度の障害がある人は︑

書いて︑郵便で選挙管理委員会に

自宅で投票用紙に侯補者の氏名を

送ることができます︒

めには﹁郵便投票証明書﹂の交付

郵便による不在者投票を行うた

の長が不在者投票管理者となる施

③病院・老人ホームなどの施設

郵便投票証明書の有効期限は︑

限が切れている場合は︑早めに再

設で投票する場合

業務に従事中であること︒

場券﹂を持参し︑選挙事務室で手

は︑前住所地の市町村で投票する

内の他市町村から転入してきた人

歩行が著しく困難であること︒

③病気・負傷・出産などのため︑

あること︒

印が必要︶を︑提出しなければな

真正であることを誓う宣誓書︵認

に申し出るとともに︑その事由が

不在者投票をする事由を︑具体的

投票を行うことができます︒

に申し出ることによって︑点字で

目の不自由な人は︑投票管理者

交付の日から四年問ですので︑期

されている人ー六月四日現在で満

②やむを得ない用務や事故のた

ことになります︒

④交通至難の島などに居住・滞

りません︒

①については︑

二十歳以上の人で す ︒

この 場合︑十日 町 市 長 の 発 行 す

在中または職務・業務に従事中で

挙管理委員会︵厳密には︑その人

におたずねください︒

きが異なるため︑選挙管理委員会

②︑③のケースについては手続

る﹁引き続き県の区域内に住所を

不在者投票をすることが

あること︒

前住所地で投票してください︒

できる期間は︑選挙の告示

の日︵五月十五日︶から投
票日の前日 ︵六月三日︶までの毎
日︑

午前八時三十分から午後五時
れていても︑投票日までに県外に

までです︒

投票は決められた投票所に行っ

の投票が到達しないと無効になり

本来の投票所の閉鎖時刻︶に︑そ

する場合は︑投票日までに市の選
て直接するのが原則ですが︑次の

ます︒したがって投票の郵送期間

ようなやむを得ない事情により投

票所に行けない人は︑不在者投票

すのでご注音心ください︒

なども考慮して行う必要がありま

投票する人が︑決められた自

をすることができます︒

①

してください︒

きますので︑投票所で係員にお話

万一︑紛失した場合でも投票で

五月中旬ごろまでに届けます︒

入場券は︑嘱託員さんを通じて

って投票することができます︒

侯補者の氏名を記載することによ

投票補助者が︑選挙人が指示する

名を自書することができない人は︑

体の故障や文盲のため侯補者の氏

指先や腕のケガ・失明などの身

有する旨の証明書﹂を持参して︑

②平成元年二月十五日以降に県

交付の申請をしてください︒

﹁印鑑﹂と﹁入

を受けていなければなりません︒

場合

②①以外の市町村で︑投票する

ている市町村で投票する場合

自分が選挙人名簿に登録され

手続き
①

続きをしてください︒その際に︑

分の投票区の区域外で職務または

■問い合わせ

め︑市外に旅行中または滞在中で

①十日町市の選挙人名簿に登録

選挙管理委員会（盈57−
3111内線149・150）へ。
（灘難ま市役所1階）

旅行先や滞在先で不在者投票を

転出した人は︑投票できませ ん︒

十日町市の選挙人名簿に登録さ

期闘

4

吉田北部地区排水処理場で通水式
その約七十五％に当たる約二百八

︵盈57

3111内線劉︶へ︒

改造するようにしてください︒
■問い合わせ 下水道課管理係

②くみ取り便所は︑三年以内に

5月1日から一部供用開始されました
四月二十四日㈹︑吉田北部 地区
により︑汚水は処理場できれいに

十五世帯千二百人です︒この完成
処理されてから川などに放流され

︵稲葉・吉田山谷・小泉・樽沢の

て通水式が行われました︒これに
また︑きたないドブや溝でのハエ

ますので清流がよみがえります︒

一部︶の排水処理場の完成を祝っ

て祝いました︒

や蚊の発生も防いで衛生的になり

は工事関係者など約百人が出席し

同施設は︑昭和 六十二年度に農
ますし︑快適な水洗トイレが使用

に設置するようにしてください︒

から出る汚水の排水設備は速やか

①台所︑おふろ場︑浄化槽など

れることもありません︒
処理区域内の皆さんへ

できるようになり︑悪臭に悩まさ

業集落排水事業の一つとして着手

万円を投じて建設され︑処理対象

されたもので︑鉄筋コンクリート
製の平屋建て︒総工費約二億二千

人口は約三百八十世帯︑千六百人
五月から供用開始された区域は

を想定しています︒

1月の毎月10日
5月〜1
市制施行三十周年を記念して始
めた﹁市民一斉清掃の日﹂は六年
目を迎えました︒今年も五月から

朝6時〜7時
行います︒

春︑秋の年二回︑川などの清掃も
■清掃の方法

ω町内︑衛生組合などが単位と

■期間 平成元年五月一日〜二年

■内容

四月三十日

市内で松くい虫に食い

荒され︑枯れてしまった

ければ移動できません︒ ︵駆除を

木は︑松くい虫を駆除した後でな

松くい虫が付着した伐採

松が増えています︒松く

い虫はマツノマダラカミ

目的に移動させる場合は事前に届

キリを運び屋に次々と伝

染するため︑早く被害木

■罰則

け出が必要です︶

へ︒

農林課林政農災係

3115︶

3111内線釧・獅︶ま

にご協力ください︒

という﹁暴力3ない運動﹂

○暴力団に金を出さない︒

○暴力団を利用しない︒

○暴力団を恐れない︒

る違法行為をしています︒

どに介入し︑金を脅し取

示談︑債券の取り立てな

売をはじめ︑交通事故の

ノミ行為︑覚せい剤の密

資金を得るため︑賭博︑

います︒暴力団は︑活動

千二百人の暴力団組員が

県内には二十七団︑約

たは森林組合︵盈58

︵盈57

■問い合わせ

違反すると罰則が適用さ

を発見し︑伐採して薬剤

保健衛生課環境衛

生係︵奮5
7−3111内線翅︶へ︒

れます︒

を散布しなければなりま

薬剤処理をせず︑被害

せん︒

い虫が限りなく広がりま

木を移動させると︑松く

す︒県では︑松くい虫の

から﹁森林病害虫等防除

被害が激増していること

法﹂によって︑次のとお
り被害木の移動制限をし
市全域

ています︒

■区域

いします︒

町内単位で行っていた方法でお願
■その他

ゴミ袋︑火バサミを希望する場

合は︑衛生組合単位で連絡してく

また︑重い側溝のふたを簡単に

ださい︒

取りはずせる﹁側溝ふた上げ機﹂

や︑排水溝などの消毒に便利な﹁消

ω﹁もえるゴミ﹂と﹁もえない

■問い合わせ

利用ください︒

毒機︵三兼機︶﹂の貸し出しをし

ゴミ﹂に分けて︑ゴミ収集日に出

なります︒

昨年をみますと︑十日または︑
その前後の日曜日に行った町内な

してください︒それまでは保管し

ています︒無料ですので気軽にご
っています︒

■清掃の場所

ご協力ください暴力3ない運動

松くい虫被害木を移動しないで

ど︑それぞれの実情に合わせてや

始まります︒

排水処理を担う原動力です

㈹側溝の清掃は今までどおり︑

てください︒

町内の道路︑公園など︒ほかに

∂院ガ蓄3平成元年5月10日
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市民一斉清掃の日がスタート
町内みんなで参加する清掃作業

かった︒

ど

えん

今年は桜が見事に花開き︑妻有の里

四月二十一日㈹︑クロスmでイタリ

ア︵コモ市ほか︶リゾート調査団の報

告会が開かれました︒当日は︑梅田健
次郎社長︵㈱当間高原リゾート︶など

関係者約七十名が出席しました︒

席上︑調査団︵㈱当間高原リゾート

出資会社・水沢地区リゾート推進委員
会・青年会議所など二十六名︶の団長を

務めた丸橋信之さんから︑北イタリア
を中心にファッション︑ホテル︑中世
の建物などを視察したことが報告され
ました︒・その後︑質疑が行われ会場か

らは︑まちづくりとのかかわり︑利用

者のターゲットはどこに絞るのか︑伝

︑市民

︑︑など活発
統産業のきものをどう結びつけるのカ
な質問が出されました︒ 丸橋団長は︑ ﹁十日町に
合ったイタリア色を取り入れたリゾートを

の皆さんといっしょに考えたい﹂と結びました︒

で︑材料はたくさんあるし︑刃物

たんです︒建具屋をやっているん

室に参加したのをきっかけに始め

三年前に年賀状をつくる版画教

早くから留守の施設に入るので︑

トイレの掃除をしています︒朝︑

スクールの更衣室・ロッカー室．

昭和六十年の秋からスイ︑・︑ング

でも大切にしたいですね︒

に立派な施設があるので︑いつま

ばと願っています︒土市にこんな

が気持ちよく過ごしていただけれ

っと﹂しますしね︒ここに来る人

きれいになると︑私たちも﹁ほ

がらやっています︒

手が荒れなくなるのか︑研究しな

らきれいになるのか︑どうしたら

方法が一番能率がよく︑どうした

﹁あか﹂を落とすのに︑どんな

緒に仕事をしていらんその︒

信用できる人︑仲のいい友達と一

研究を重ねスイミングスクールの掃除

過ごしていますよ︒

や海釣りをやって︑忙しい毎日を

です︒版画のほかにゲートボール

十山の作品を彫る予定にしてるん

今は箱根に旅行したとき見た富

見て研究しているんですよ︒

しています︒たまに︑雑誌などを

が︑下絵がうまくかけなくて苦労

風景や花などを手がけています

す︒

るとご飯の時間も忘れてしまいま

い所を彫るのは得意ですよ︒始め

を使うのは慣れているんで︑細か

時間を忘れて没頭します版画づくり

0霧塞露に嫁糞囑毒グ拶

㊧

を薄紅色に染めました︒愛宕山．土堰
騒・十日町小学校など桜の名所では︑
ソメイヨシノが一斉に咲き誇り︑訪れ
る人たちの目を楽しませてくれました︒

こんなに見事に咲いた桜は︑近年あ
った で し よ う か ︒ 長 年 愛 宕 山 の 桜 の 管 理

に携わった 関口太郎右 衛門さんは ﹁桜
は鴛が食わなければ︑毎年満開になる︒

雪に強いソメイヨシノを植えて︑かれ
これ四十年︒鴛が来はじめたのは二十
年ほど前で︑それまでは満開に咲いて
いました︒鴛退治に網をかけたり消毒

したり︑手をかけたけどうまくいかな

﹁鴛

今年ほどきれいに咲いたのは︑初めてじ

やないですか﹂と話をしてくれました︒
桜の花も鴛しだい︒愛鳥週間の時期ですが

調査団報告会

謹ツ
酷

（川治上町2・68歳）

（土市1・70歳）

イタリア（コモ市ほか）
設︑r

平野喜三郎さん

上村ミサヲさん

よ ！来年も 満開の桜を プレゼン トしてお くれ︒﹂

私

うそ

謬擬

の心をな

れ

鞭て馨

羅饗

熈

魯ずる丸傭
あい

鷺がくれた満開の桜

6

摯

︑

濃畷
糟 雛饗蜘

横浜博で十日町をPR
十月一日まで開かれている横浜博
覧会で︑横浜博キャラバン隊︵隊長
小川徳久経済部長以下三十三名︶が
いにPRしてきまし た ︒

五月一日から三日間︑十日町市を大
塩之又森林公園に貯蔵しておいた

大型トラック四台分の雪で作った雪

ちに交って︑大人たちも雪を満喫し

像︑スベリ台など︑時ならぬ雪のお
みやげ
土産に博覧会場は大喜び︒子どもた

ていました︒︑︑︑ス十日町雪まつりを含む七人の女性たちも︑ 着物姿で

そのほかモチやそば︑地酒などの特産品のプレゼントも︒十日町大

十日町織物をPR︒いたる所から感嘆の声があがっていました︒

畿雛講

薄

夜明

興聯れる編鱒

26

青空

の
連絡先

会

馬場勉さん

︵鞍5223︶

員で頑張っています︒晴れた日曜

コンを操縦しています︒

そうじゅう

日には︑信濃川の河川敷で自分た
ちが飛ぶ姿を夢に見ながら︑ラジ

会は︑県内でも数少ない日本航

空協会の登録団体です︒ ﹁模型飛

﹁大空を飛んでみたい﹂こんな
夢を抱いて︑六十三年九月に八人

よ︒飛行機に興味のある人は︑ぜ

行機やハングライヤi︑軽量飛行
機の免許が︑会に入れば取れます

﹁宇宙少年団︵小学校四年生か

Rしてくれました︒

ひ加入してください﹂と熱心にP

で結成しました︒会員は︑現在女

性一人を含めた十五人です︒

三ヵ月に一回︑川西町・中里村

が︑和泉軒︵浅河原︶に集まって

塩沢町そして地元のメンバーたち

い︒自分達の飛行機と飛行場を持

ら高校生まで︶の分団を結成した

せ︑先端レジャーを楽しむ皆さん

って︑大空を散歩してみたい﹂と
空にかける夢をますますふくらま

はぬきですよ﹂と馬場さん︒

飛行機談議に花を咲かせます︒﹁酒

今は︑軽量飛行機を製作中︒紅

です︒

一点の福原陽出美さんが︑大空に

向かって飛び立つ日をめざして︑全

編集作業の段階で︑レイアウト︑

身近な情報を提供し︑融和を図る

ています︒

きます︒編集委員には︑町内約四

発行以来︑まもなく二十号がで

十五世帯から選ばれた三人が毎年︑

交替で当たっています︒その委員

原稿は電話︑そして訪問をしな

しいですが︑幸い得意な人たちも

がら﹁随筆︑作文︑雑感など気軽に

原稿の整理︑見出しのつけ方︑校
正などかなめとなる技術がむずか

昭和五十八年からB五サイズ四

書いてください﹂とお願いして回

の家庭を持ち回りで編集会議︑具

パ︐の町内会報﹁螢の里﹂を年三回

の融和を図る起爆剤になればと活

かな情報を家庭にお届けし︑町内

体的な進め方が話し合われます︒

発行しています︒その名の由来は︑

ります︒時には次々と断られ︑足

の螢が舞うことを願って﹁螢の里﹂

よく引き受けてくれます︒

いすれば︑ほとんどの人が気持ち

なディスカッションを交わす中で

行事︑子どもたちの絵︑コラム︑

努力します︒

していただくように紙面づくりに

これからも多くの方々から愛読

お知らせなど楽しい話題を満載し

そのほか︑町内総会の報告︑詩︑

着実に﹁螢の里﹂は育っています︒

﹁後世まで残るものを﹂と身近

いますので助かります︒

私たちの住んでいる十二社神社や

が痛くなるほどでした︒でも最近

ったとは言い切れませんが︑熱心

動しています︒まだまだ︑軌道に乗

きます︒

が飛び交っていました︒その姿を
近年ちらほらと見かけることがで

えのき

榎川の周辺には昔︑たくさんの螢

は︑皆さんが協力的になり︑お願

題名は再び螢が舞うことを願って

製作に汗を流す仲問たち

そんなところから︑再びたくさん
と名付けました︒
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露と

太鼓の演奏には黒山の人だかり︒十日町の名を一層高めた企画でした︒

題を締し

婁

闘

庵と∫層．
、

︑ノ

口■●

．

●瓶

、●

この欄「声」では．皆さんのとこ
ろにお伺いして市役所の仕事などで

わからないことや疑問点について担
①十日町市に3年以上住んでいる世帯の子弟

当課でお答えします。

②学業成績が優秀と認められる者
③経済的理由により学資の支払いが困難な者

また、係では近所の話題、市に対
する提言、こ意見も受け付けていま

貸与希望者は毎年1月10日〜2月20日ごろに公募します。

すのでこ連絡ください。

奨学金の額と返還方法
奨学金は、原則として毎月世帯主に交付しますが、そ

【】連絡先／総務課文書広報係
（盈57−3111内線213・214）へ。

の額は次のとおりです。

奨学金貸与と返還減額制度
市にはく高校生や大学生などに、在学中に学資を
貸してくれる制度があると聞きました。その金額や

月額

7，000円

◎高等学校に在学する者
◎高等専門学校に在学する者
◎市内の専修学校に在学する者

月額

10，000円

月額

10，000円

◎市外の専修学校に在学する者

月額 15，000円

◎大学に在学する者

月額25，000円

奨学金の返還は、貸与期間終了後1ヵ年を経過した後、

返還方法などを教えてください。

（匿

名）

8年（ただし、貸与総額80万円以下は5年）以内の年賦、
半年賦あるいは月賦方法となります。奨学金には利息が
つきません。

奨学金制度とは
経済的な理由で修学が困難な人に学資を貸与して、

有能な人材を育成することが、この奨学金制度の目的で

奨学金返還額の減額制度

今年4月から、十日町市奨学金貸与条例が改正され、

す。この奨学金を借りるには、次の3つの条件に該当し

一定の条件を満たした場合には、奨学金の返還額を最高

なければなりません。

50％減額することにな1）ました。これは、現在返還中の
人にも該当します。

〔減額制度適用条件〕

わたしたちの

①十日町市に住民登録をしてい
ること。ただし、転入の場合

朔
3」罰

は、卒業後4年以内に十日町

欝

市に住民登録をし、その後引

十日町小学校
（山内

き続き住所を有していること。

久校長：児童数586名）

⊂二〃

②十日町市内または中魚沼郡内
の事業所に常用労働者として、1年以上継続して従

6年栗田昌志くん

業していること。

楽しい山びこ集会

この2つの条件が同時に、かつ、継続して1年間経過
ぽくたちの十日町小学校は︑と

います︒ふだんは︑はだしの生活

ても熱心に体力づくりにはげんで

で︑そしてさらに︑外へ遊びに出

います︒

たりする時も︑はだしの人が大勢

そして︑いろいろな設備も整っ

ック︒そこには︑ターザンロープ・

ています︒城ヶ丘にあるアスレチ

つり橋・大型すべり台などがあり

ます︒ここは︑ながめがよく︑昼

に行きます︒

休みなどには︑みんながよく遊び

ほかには︑ローラースケ！ト・

一輪車などもあります︒買ったば

かりの時は︑だれものれなかった

した場合に、翌年度の返還額が減額されます。
〔具体例〕高校奨学生として3年間月額7，000円の貸与

を受け、卒業後、引き続き地元に定着して就職し、返

還猶予期間を含め6年が経過した場合。
貸与額：月額7，000円×12ヵ月×3年一252，000円
返還額：減額非適用者50，400円×5年二252，000円
減額適用者 25，200円×5年二126，000円
減額制度が適用された場合、最大50％の減額となりま
す。

詳しくは、教育委員会学校教育課（盈57−3111内線
324）へおたずねください。
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・油…大さじ3・しようが（、みじ

︿作り方﹀①アスパラガスは約2

たくさん食べてください︒

㎝の斜め切りにし︑人参は短冊︑

セロリ・しいたけは5㎜の薄切り
にする︒

②アスパラガスとセ・リは︑塩少
々を入れた熱湯で︑サッと下ゆで
しておく︒

下味をつけ︑熱湯でサッとゆでる︒

えびと混ぜ塩・酒・かたくり粉で

③いかは皮をむいて一口大に切り︑

店頭に︑アスパラガスが出まわ

アスパラガスの季節です〃
る 季節になりました︒我が家で も︑

④鍋に油を熱し︑しょうがを入れ
ていため︑香りが出たら︑野菜︑
ヤ
魚の順にいため 調味料を加えて

この料理は︑ごはんのおかずと

減反の田んぼで作っています︒

しても︑お酒のおつまみとしても

しょう油⁝大さじ％

手早くいためて︑できあがり︒

り粉⁝大さじー

酒⁝大さじー・塩⁝小さじ％
こしょう⁝少々・水ときかたく

※調味料

よく合います︒自家製なので一層
おいしく感じるのかもしれません
が︑香りが良く︑食欲をそそり︑
お父さんも大好きです︒

皆さんも︑旬のアスパラガスを

ハンバークが入っているんだもん。お姉ちゃんと紙

弁当を食べるのがとっても楽しみなんだ。卵焼きと

れん坊だからいつも勝つんだよ。

で刀を作ってチャンバラ遊びをしているんだよ。暴
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

o溺購嫌．愛宕響

田の日にこの絵をプレゼントするんだよ︒

お田さんが＼怒っているときの顔だよ︒

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●り●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

・アスバラガス…200g・セロリ…
／00g・しいたけ…2枚・人参…少
々・いか…／009・むきえび…8匹

謝
男
力ん長
3Hくん
︵
也
さ
和仔
田哨
山卜

けど頑張りました︒今は︑ほとん
どの人が︑のれるようになりまし

た︒これにのって遊んでいる人は︑
大勢います︒

次にランニングコースです︒こ

日には︑赤・白・青の十八チーム

こでは︑年一回のじきゅうそう大
会が行われています︒また︑土曜

の時は︑みんなでゲームをしたり︑

で行う山びこ集会があります︒こ

歌を歌ったり︑ダンスをおどった

りして楽しいひとときをすごして

います︒この班は︑一年生から六

年生までの︑たてわりで作られた

班です︒この班で︑毎週金曜日の

ン大会なども︑この班で活動して

山びこタイムには︑いろいろな種
目のギネスにちょうせんしていま
す︒運動会や児童会のチャンピオ

います︒

ぼくは︑こんな十日町小学校が
大好きです︒今年は児童会長にな

ったのでけじめのある︑みんなが

いと思います︒

楽しくすごせるような︑学校にす
るために︑せいいっぱい頑張りた

9とおガ夢3平成元年5月10日

ん切り）…大さじ／

先生の車で東下組保育所へ行っているんだよ。お

みんな仲よくゲームを楽しんでいますよ

（4人分）
料
材

保坂アイ子さん
とつても似ムロう服を着ているでしよ︒

（5歳）

（5歳）

ビ

いロド

コ
ペ

卸

1

欝

（欝一68欝）

お田さんとお話をしている絵なの︒

霧

叢講
慧灘鑛

．欝

本田

滋
至くん

佐藤夏世ちゃん

ぎ
《 磯

灘
騒

轡㎜︑

墜腰

懸

「どこまで登れるか」頂上を目ざして遊んでいるんだ

みんなつかまって「それ、行くぞ！」

26
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叢段所ぽ盈57−3誕欝滋薦3囎華漿鞭3蜘難婁

へ︒

職

募 集

■と

き

5月2

日〜7月26日の毎

週水曜日・午後7
時30分〜9時30分

云目館

締め切ります．

ヘの

初心

千円

■ところ 総合体

■参加料
■参加資格

■申し込み

者を対象に30名で

5月1
0日困〜6月8日㈲
でに総合体育館へ︒

℃〜
5月16日ω

ロ

バドミント

ン協会︵蔵品茂昭盈6
041︶へ︒

日大三高
き

正午

招待親善野球大会
■と

開ムム式

5月27日ω

午後0時3
0分〜
対十日町高校

午後3時〜
対十日町実業高校
5月28日㈹

午前9時〜
対十日町実業高校
午後O時30分〜

■入場券

野球連盟事

務局︵暦5
714508︶へ︒

回壮年・婦人
第 ソフトボール大会

瀧蠕醜難免状

の書換えが必要です

10年ごと

消防法の改正により平成

5月28日㈹

■ところ 信濃川運動公園

■と き

︵壮年の部︶40

ロ種目

①免状の交付を受けてから

が必要になりました︒

とに免状の写真の貼り替え

の交付を受けてから10年︑こ

元年4月1日から︑既得免
状の所有者について︑免状

歳以上の男子︵婦人の部︶

歳以上の女子
■チーム編成 9人以上15

m年以上経過したとき︒た

人以内
■申し込み

5月13日ωま

でに総合体育館︵盈5214

でに交付を受けている人は︑

だし︑昭和57年3月31日ま

猶予期間があり︑平成4年

さい︒

1日までに行ってくだ
3月3

望する人は︑随時申請でき

②免状の写真貼り替えを希

消防本部予

あなたに合ったトレーニ

ます︒

■問い合わせ

防課︵盈57i1555︶へ︒

︵昼の部︶5月

■と き

狂犬病の予防注射
曜日午前10時〜n時30分の

以上に達した犬で︑まだ狂

今年4月以降に生後91日

犬病の予防注射を受けてい
■と

き

5月20日ω午前

ない犬が対象です．

9時30分〜H時30分

総合体育館
4377︶へ︒

︵盈5
7

印鑑・登

2400︶へ︒

録料など4︑760円
麗申し込み 十日町保健所

■持参するもの

十日町保健所

8日間
無料︵ただし︑

■ところ

︵盈52

■問い合わせ

用紙代50円が必要︶

■受講料

■ところ 総合体育館

午後7時30分〜9時30分の

・29日︑いずれも木曜日

・25日︑6月1・8・15・

8日間

︵夜の部︶5月H・

・20・27日︑いずれも火

9・16・23・30日︑6月6・

す︒

からの受講も受け付けしま

ング方法を教えます︒途中

始まりました

トレーニング＆フィツ
トネスカウンセリング

813 377︶へ︒

5月18日㈲ま

︵必着︶まで︒

■問い合わせ

ヒありますの

カハロぬヒ

4

対十日町高校
■ところ 市営笹山野球場
︵中条上町︶

■問い合わせ

■問い合わせ

高校生100円

一般400円︑

2111︶へ︒

蹴

人事部人事課採用係︵盈03

東京消防庁

消防官募集

東京消防庁

■採用予定数 800人
■問い合わせ 十日町税務

まれの人︒

2日〜昭和43年4月1日生

■受験資格 昭和37年4月

日困まで．

■受付期間

次のとおり募集中です︒

︵大卒程度︶募集

国税専門冒

申込書 は十日町市 社会 福 祉

慨︶へ提出してください︒

書各1通を市役所内十日町
市社会福祉協議会︵低内線

①試験申込書②健康診断

バドミントン教室

︿申し込み﹀

︿受付期間﹀

験︑面接試験︶

市役所︵教養試験︑作文試

■第1次試験6月m日ω︑

︿試験期日︑試験科目﹀

車運転普通免許のある人︒

−貝

十日町市社会福祉協議会
平成元年7月1日付採用
の十日町市社会福祉協議会
職員を募集します︒

︿職種︑採用人員
受験資格﹀
■福祉活動専門員⁝男1人︒

①昭和37年4月2日以降に

生まれた人．②社会福祉事
業法第18条に規定する社会

福祉主事の任用資格のある

人︒または︑社会福祉に関
する業務および公衆衛生︑

社会教育︑更生保護など社
会福祉に関連する業務に5

年以上勤務した人．③自動

集

労働基準監督官

416 1︶

ヱ0

㈱当間高原リゾート

■主 催

募
人事院・労働省では︑労

◎〜
5月16日ω

働基準監督官を募集してい
ます︒

■受付期間
日伽まで︒

■受験資格 昭和35年4月

2日〜昭和43年4月1日生
まれの人︒

■試験日 7月8日ω・9
日m

約㎜人

■申し込み・問い合わせ

■採用予定数

新潟労働基準局庶務課人事
猫

係︵〒胴新潟市川岸町1の56

盈幡

ただいています。昨年7月1日、十日町ライオンズクラブ

つの要職にある登坂行雄氏とともに・2日間で約4・000人参
加の年次大会成功に向けて頑張っています・

け、雪まつり広場で市民から1，300人もの尊い献眼登録をい

講師福田みずほ氏

演題 「国際化社会に向けての地域開発」

①講演会

容

■内

／展示ホール（2階）

③懇談会

②当間高原リゾート計画説明

24

20

13

22 18

24

⑫ライオンズ鰯国讐製3契●婁地区1．毫澱霊・2旧…

5月20日・21日の両日、ライオンズタラブ国際協会333一 は隣接のライオンズクラブとともに、新潟・群馬両県を統
A地区と、333複合地区の年次大会が、総合体育館で行われ 轄するキャビネット事務局をクロス10に開局・333−A地区
ます。友愛と奉仕をモットーに献眼・献腎・献血を呼びか
ガバナーと新潟・群馬・栃木・茨城・千葉5県の議長という2

交通事故のこ相談は
本町通七番町1082盈幡

お気軽にどうぞ〃
交通事故でお困りの人に
ー泌I1851︶電話での

に

じていますの

で
ご相談も受け付けます︒

探鳥会

〃つ

1回目

凋

○

こんなまち︑こ

自治

繊塑脇覧会協会では︑花

弊㌶彰
冨います．

＼

念・叩

花の苗木など︑参加賞⁝記

つき賞金5万円︑佳作30点

して郵︸︑逐してください︒

住所・氏名・年齢・性別・
学生の場合は学校名を記入

■応募方法

作品の裏側に

■締め切り 6月15日㈲ま

■締め切り

で︒︵当日消印有効︶

5月22日D
σま

で︒︵当日消印有効︶

■応募先

地震・台風・

5︶

ります︒希望者
は総務課文書広

すくまとめてあ

人口︑産業︑経
済などわかりや

に︑十日町市の

調査結果を中心

各種指定統計

ビル2階岱03ー獅1154

田区内幸町2のーの1飯野

防災週間推進協

■応募先

89新潟食と緑の

博覧会協会事務局事業部催

議会﹁防災ポスターコンク
ール﹂係︵〒㎜束京都千代
番地1暦幡−旛−5511︶

事部︵〒胴新潟市新光町4

国土庁では︑防災につい

防災ポスター
コンクール

職場などのグループ参加︒

ての意識を高めるポスター

5月25日㈲午前

■ところ 野中小学校周辺

5時30分〜7時30分まで︒

■応募方法

︵2名以上を条件とします︶

■と き

2 回目

状︑改善計画︑植えたい花

■応募資格

を募集しています︒

実施場所︑現

■とき

■とき6月3日D・4

木︑利用方法などのプラン

生の部︑一般の部

午前9時30

分〜午後4時40分

日㈹午後4時〜翌日午前10

を応募用紙に記入して博覧

平日

土曜日
時まで︒

■応募作品

小・中・高校

午︵第2・3土曜日は休み

会協会へ︒応募用紙は︑農

家雪などの災害について︑

午前9時30分〜正

ます︶

おそろしさや日ごろの心がま

自

ω茂
づ原
ち萩
怯而

甑裕

蛎

一！ーi︑！ーiiミii魅！Iiiiち！！！！！！壷ii覧！！8

一

会講

㈹十日町青年会議所

ンドル操作を誤り転倒し、頭にケガをしま

ナイスプラン2点

■主

付自転車を運転していた80歳の男性が、ハ

■賞

クロス10大ホール（本町6−1）
無 料

催

6月2日㈹ 午後6時30分〜9時30分

ロと き

本町6丁目地内の国道で、原動機

平成元年版
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講演

ハンドル操作を誤り転倒

林課林政農災係にあります︒

／（2）

■ところ マントパーク津
南︵津南町大字上郷上田盈

14（47）

毎週水曜

昭和63年 12（36）

■弁護士相談日

獅と儲説乳鞘難

報係︵盈内線甥︶

2（4）

えなど﹁−防災﹂をテーマと

1（！）

1点につき賞金m万円︑ド

12（32）

十日町保健

19（84）

へ︒

昭和63年 10（25）

においでくだ

・蜥庫雛幾薩

−2040︶

談さい・
ω℃午後1時30分〜3

相・とき5晶日
土寸

1（2）

■問い合わせ

きま

15（53）

日 午後1時〜4時
■ところ 新潟自動車保険

会知響糠繋
を

ナ

國ゆとりあるプランで
安全運転を

古

■褻i通嚢盤き蕪驚ンペーン

一一7

30分〜4時 ■ところ クロス⊥0ノ

ヱユと お．ガ夢3平成元年5月10日

演者のかかわりについ
が

ドところ

ロ

の健所︵塚原町︶
﹂

十日町保健

．担当医 石田医師
︵五日町病院長︶

■問い合わせ

所︵盈57−2400︶また

は保健衛生課保健衛生係

0（0）

平成元年 17（73）

昭和63年

黄
︑
ヨロ て

保健衛生課

平成元年 12（47）

し︑これを連想させる作品

3南・稲荷町4・千代田町の各一部iI

■ところ
■入場料

した。

1（2）

4（31）

5（26）

2（11）

生す．

先・とき5月甘
ぬ

積攣後2時3︒分〜
ドところ

花官

■問い合わせ

計

2（15）

平成元年

川西町
津南町
中里村

4月15日（十）午後O時30分ごろ、

轡

ま
■テーマ 家族の成長
■講 師 花積正夫先生

︵盈内線齪︶へ︒

十日町市

リームプラン5点持1点に

◆5月29日（月）午前9時30分〜11時15分／東1薪

（B5版172ページ）
1，100円
死者数
発生件数 負傷者数

村
町
市

健康
、P

禰
枯木又の一部・西枯木又の全部

「統計から見た十日町市の姿』

4月中の交通事故発生状況（）は累計

＼

所︵盈5712400︶へ︒

◆5欝＋籍隷荷町謬

65

保健衛生係︵盈内線m︶へ︒

う！

鞭

ハ

㊧

研作業停電 轟

〒948千歳町3一のです

虜役所は盈57−3111

■とき5月22日（月）午後1日寺

目

捗⑳
⑳
瞳㎞

短』讐灘紮饗鱗

♪糖墜撃無

柏崎にもあった
大井田氏の所領

この絵図面に大井田平右衛門の
名を見ることができます︒

柏崎の米山大橋の下を流れる︑
たんね

谷根川をさかのぼったところに谷
根という村があります︒そのころ
の谷根村は︑検地後の村高六三石
余り︑家九軒という村でした︒

︒0．

6

二 7
一■

県内就職体験文に応募し

理絵子さん

新緑が︑まぶし

の五月︒ブナの

垂ただいま薫風

−

畠巳

﹃川

あちらこちらか

い季節です︒

ら︑農作業を行っているトラクタ

ーの音が忙しそうに響きます︒ま

た︑五月は行事が盛りだくさん︒

すが︑気を取り直して仕事をして

ましよ・つ︒

広げられます︒楽しい一日を過し

つり︑山菜まつりが華やかに繰り

十四日㈹には︑成人式︑きものま

県内雇用促進運動の一つとして

います︒高校のクラブ活動のよう

に一ヵ月余りが過ぎました︒失敗

毎広報を担当して︑あっという間

19歳︶

平右衛門のほか︑山浦︑豊田平左

行われた昭和六十三年度県内就職

な気ままさはありませんからね﹂

︵南鐙坂

衛門でした︒山浦は武田信玄に信

体験文に応募し見事︑佳作に入賞

とハキハキしてすごく明るい︒

ごぜんぶしゅう

濃を追われた村上義清の子国清で︑

した斉木さん︒応募総数は七十三

大井田氏は︑その名が示すよう

﹁応募した動機ですか︒会社の

ては︑いけないと思いますし︑伝

メラをバチバチ撮り︑出来上がっ

も数々︒フラッシュをたかずにカ

豊田は春日山城の御膳部衆豊田平

今では︑昼休みや退社後に友達

に︑大井田郷の名をとったもので

常務さんにすすめられて出機を織

統ある織物に誇りを持って︑会社

もちまえのファイトで頑張ってい

とお話をしている時が︑一番充実

た︒その名は︑景勝の家臣団が記
その本拠は︑妻有にあったものと

る母親の姿︑職場の先輩︑織物の

や十日町の発展に少しでも役立て

ます．これから皆さんと接する機会

に残っています︒

ころ、お寺のケヤキの自然洞や人

愛鳥週間（毎年5月10日〜16日）の

家の軒下の穴に巣を作り、淡青色

ました︒今は︑取材に原稿整理に

しみじみと時間の大切さを感じて

と時間に追われる毎日です︒

います︒﹁五月病﹂にもかからず︑

の卵を5個ぐらい産みます。卵は
12日ほどでふ化し、約3週間で巣

立っていきます。

市の木き

⑱

市の花山っっじ

お願いします︒

﹁入社して一年になりました︒ま

が︑きつくても﹃つらい﹄と思っ

た写真は真黒⁝なんてこともあり

録されている﹁文録三年︵一︑五

みられます︒

ことなどを綴っただけなんです﹂

ばと思っています﹂と︑ほほえま

﹁どんなに仕事

九四︶定納員数 目録﹂という資 料

平右衛門は︑このころ一一〇石

とその心境を話してくれました︒

のある鳥です。

が多くなります︒どうぞよろしく

あいきょコ

しい言葉が返ってきました︒趣味

せん。しかし、よく見ると、愛嬌

だまだ︑よちよち歩きで失敗もあ

し

ずです︒ 谷根村の 知 行 地 は ︑ 謙 信

そうそりう

ループに属し︑ほかの一人は︑平

ヤーギャーと騒々しい声で鳴きま

はレコード鑑膏具

オレンジ色で全身が黒っぽく、ギ
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くちはゆし

って先輩に迷惑をかけっぱなしで

市街地や農耕地のあちこちでよ

たところではないでしょうか︒

く見かけるムクドリは、嚇と足が

か景勝から恩賞として︑与えられ

齢糖妙自然

右衛門といい︑同じ﹁侍中﹂でも
してい ます︒

景勝は︑文禄四年に行われた
たいこうけんち

⑳

ムクドリ

』灘
獅触総圃P・、灘欝饗、

﹁太閣検地﹂に引き続いて︑領内

の総検地を行いましたが︑この時

に﹁越後国絵図﹂と呼ばれる絵図
面がつくられました︒現在では︑

っていません︒

す。お世辞にも美しいとは言えま
せ

．・、，，，，

∫

皿く鰍呂露

，

頸城の一部と岩船郡の二枚 しか残

国絵図に描かれた谷根村

謙信 の旗本であったグ ループに属

えちごさむらいちゅう

していると言ケ︑

一人は︑景勝のいとこにあたる

根村のほかにも知行地があったは

余りを知行していましたから︑谷

ていのういんずうもくろく

喜七郎で︑領内の名門の武士が集

を獲得︒

点で︑優秀賞に次ぐすばらしい賞

斎木

見事︑佳作に入賞

一53一

右衛門とみられます︒

この村を所領としていたのは︑

＝

まっている﹁越後侍中﹂というグ

二軒の大井田氏が活躍していまし

上杉景勝が越後を平定したころ︑

市史編さん室
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