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深刻化しっつあります︒

を育ててゆきたいと思っております︒

て参りました︒

このときに当り︑私は過去八年
間の行政実績を基礎として︑松代
町の将来像を想定し︑これを実現
するために︑この任期中に行うべ
き施策の大網を次の諸点に要約し
て︑住民のご期待にそうべく︑最
後のご奉公を申上げる決意でござ

松代町を住みよい町︑将来の展

います︒

挨拶といたします︒

弾力的な行財政の運営に努め︑過
疎からの脱却をめざして︑松代町
の振興をはかってゆく所存でござ
います︒住民の皆様の旧に倍する
ご協力とご鞭槌を賜りますようお
い申上げまして︑謹んで就任のご

細かい施策による肉付けを行ない︑

これがため︑末端組織としての市
町村行政も︑長期展望の困難性や
財政事情の悪化など︑行財政計画
の再検討をせまられる事態となっ

教育施設については︑先づ統合
中学校の建設を進め︑生徒の学力
の向上と健全な体力づくりをはか
り︑次代を担うにふさわしい少年

業振興に努めます︒

北越北線及び国道二五三号線の工
事促進をはかることによって︑交
通の大動脈を形成し︑近接都市へ
の就労条件を整備して︑青少年層
の地元定着を決定づけたいと思い
ます︒その他の国県道及び町道に
ついても改良舗装を促進し︑冬期
間交通の確保をはかってゆきます︒
農林業生産基盤については︑圃
場整備・農林道の開設︑造林など
を行ない︑生産性の高い第一次産

なら︑交通環境の整備については︑

具体的に二︑三の例を掲げます

運営を進めて参りたいと存じます︒

この四点を施策の骨子として行政

行なヶこと︒

第四に︑集落内生活環境の整備を

かること︒

第三に︑教育施設の整備充実をは

こと︒

第二に︑農林生産基盤を整備する

ること︒

望がひらかれる町とするために︑
行政がかかえています重要課題は︑
第一に︑交通環境の整備を促進す

、
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集落内生活環境の整備について
は︑部落集会施設の整備︑簡易水
道の普及︑生活道路の簡易舗装な
どを重点的に進めて参ります︒
以上のような考え方を基本として
住民の皆様のζ要望に応じ︑きめ

特に経済の安定的成長路線が確立
しないことによって︑財政不安が

町長 秋 山

町民各位にあいさつをよせられま
したので掲載致します︒

今後四年間︑執行の最高責任者
として︑三たび町政を担当される
こととなりました︒尚就任に当り

秋山現町長を三選

三選が決まりました︒

任期満了に伴う松代町長選挙は
告示が5月8日︑締め切りが5月
9日のところ︑現町長の秋山利作
氏以外に立候補者がなく︑無投票

就任のあいさっ
この度の松代町長選挙に当りま
しては︑町議会議員の皆様をはじ
め︑各部落有志の方々並びに町民
の皆様の温かいご推せん︑ご激励
を賜り︑決意を新らたにして立候
補いたしましたところ︑幸いにも
無投票当選の栄に浴し︑三度町政
を担当させていただくことになり
ました︒

これも︑ひとえに皆様の絶大な
るご支援の賜と深く心に銘じ︑皆
様のご信頼にそむくことのないよ
う︑初心に立ち帰り町政進展のた
め︑最善の努力を尽す所存でござ

、い
作

乏
㌧
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います︒

現在わが国は︑内政外交ともに
重大な局面に遭遇しております︒

利

も

㌔へ＿〈へ》

不良気象と

稲作⑭
先般︑新潟気象台から発表され
た︑今年の暖候期︵四〜九月︶予
報によりますと︑今年も天候の変
動が大きく︑梅雨期から盛夏時に
かけて低温や大雨などで 短い夏
早い秋の訪れ になりそうだと

しかし︑絶体安全というような
技術はあり得ないのだから︑稲作
の基本に立って︑健康な稲作りに
徹することが重要と考えられます︒

以下今年の稲作についての留意
点について述べてみますと

一︑完熟堆肥と

耕土培養資材の施用

にして下さい︒

湿田の場合︑未熟堆肥の施用は
稲の生育を遅らせるので良くあり
ませんから︑施用の場合は︑必ず
完全に腐ったものを使用するよう

また︑田植時低温の場合は︑活
着・初期生育が遅れ︑穂数不足の
ために減収することが多いので︑
溶りん等︑りん酸肥料を多く施し︑

分けつを早めて良質茎の早期確保
につとめましょう︒

次に︑不良気象の年は必ず﹁い
もち病﹂が大発生しますので︑こ
れが対策として珪カルを使用すれ
ば︑珪酸分が水と一緒に根から吸
収されて茎葉に蓄積され︑稲が丈
夫になるので﹁いもち﹂に対する
抵抗性が増進されます︒

二︑元肥チッソは控え目に
元肥チッソが多ければ生育は促
進されますが︑軟弱徒長または過
繁茂となって耐病性が低下するの
で︑天候不良が予想される場合は
元肥チッソを幾分控え目にして健

言われております︒

また︑全国的に見ると﹁北冷西
暑型﹂で︑北日本では特に変動が

三︑丈夫な苗を密植する

四︑苗代防除も忘れずに

した苗に育て︑平年より一株当り
一本位密植︵苗が不足の場合は一
株本数より株当り株数を増す︶し
て穂数不足にならないようにした

保険者証をご持参のうえ︑返還の
手続きを済ませて下さい︒

また︑出稼先へ㊥被保険者証を
持参された方も印かん・国保被保
険者証︵家族連名のもの︶ ㊨被

ませて下さい︒

1国保の窓ロからー

お済みですか

社会保険から
国保への切替手続き

の

ては︑次号といたします︒
︵農業改良普及︐所・若月︶

以下本田中期以降の作業につい

して下さい︒

なお︑病害虫の防除ではないが
注意しなければならないのは︑除
草剤の使用法であります︒
それぞれの薬剤別の注意事項を
厳守し︑適期に基準どおりの量を
散布して薬害の発生を防ぐととも
に︑除草効果を最大限に発揮する
よう心掛けなければなりません︒
毎年幾人かのかたが中期除草剤
を田植え前に使用し︑ひどい薬害
を出しておりますので︑十分注意

て下さい︒

苗代が厚播きで軟弱苗の場合と
か︑植付けが遅れる場合は︑田植
の四〜五日前に必ず苗代消毒を実
施して︑発病苗を絶対に本田へ持
ちこまないようにすべきです︒
とくに稚苗・中苗等の箱育苗に
おいては﹁苗いもち﹂が発生しや
すいので︑必ず予防散布を実施し
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一

国保被保険証の申請手続きや医
療機関での社会保険から国保への
切替手続きはお済みですか︒出稼
帰郷者の方で︑まだ切替手続きの
終っていない方は至急手続きを済

えすることが得策です︒

ただし田植が遅れ六月十日以降
になる場合は︑幾分若苗でも早植

枚︑分けつ三本程度の﹁ガッチリ﹂

k

いものです︒

若い軟弱苗を植えると︑植傷みも
多く結果が良くないので︑本葉六

近年稚苗機械移植の影響もあっ
て︑若苗を植える傾向があるが︑

全な稲に育てましょう︒

大きく︑農業関係者にとっては︑
﹁要注意﹂の年になる恐れもある
と︑心配されております︒

ところで今年は︑寒冬豪雪で消
雪も平年より六日程遅れましたが︑

どうやら田植えが始まる季節とな
りました︒

とりくみましょう︒

昨年は夏から秋にかけて︑不良
天候︵低温・少照・多雨︶のため
冷害や︑穂いもちの被害で︑松代
町では農家一戸当り十二俵位︵減
収のひどい人は八十俵︶町全体で
約一万五千俵︑金額にして二億五
千万円近い減収となりました︒
過去の例から︑冷害は二年続く
ことが多いとも言われております
が︑本年は昨年のような事態にな
らないよう︑総ての面に注意して

＼

松代町公民館
運 営審議会 委 員
町教育委員会では︑先の教育委
員会で︑社会教育法の定めるとこ
ろにより次の方々に委員を委嘱い
たしました︒

は二年です︒

公民館運営審議会は︑館長の諮
問に応じ︑公民館における各種の
事業の企画実施につき調査・審議
するものです︒なお︑委員の任期

市川 明治 松代小学校長

松代中学校長

0日生れ
大正10年7月3

スミ

婦人会会長

大正14年6月U日生れ

武藤 敦
関
大正14年1月2日生れ

横尾三右工門 老人クラブ会長
明治3
9年1月6日生れ
関谷 拓雄 青年団団長

火災は人災

の一員に︒

︵東頚

⁝・・◇⁝⁝

電話

消防署︶

鋤

内線三六二〜三六三

高田︵二三︶五一一七

自衛官募集についてのお問い合
せは︑市町村役場又は自衛隊新潟
地方連絡部高田募集事務所へ

⁝・・◇．．・．．

五十一年度県内より自衛官とし
て入校︑入隊し現在活躍している
隊員は四三七名を数え︑技術の習
得︑体力の練成又は高校︑大学へ
の通学とそれぞれ希望に胸をふく
らませて勤務しております︒
自衛隊はあなたの人生に明るい希
望を持たせ充実した将来が開ける
楽しい職場です︒あなたも自衛官

君も自衛官の一員に

◎自衛隊ミニニュース

ましょう︒

家庭や職場で︑もう一度火の元
を点検し︑火を大切にあつかう︑
後始末をキチンとするなど︑防火
の心得について見直し︑話し合い

○火の元を しっかり守って
楽しい暮し
蒲生小
山岸明美
○火事は 心のゆるみから
蒲生小
山岸美雪
○怖い火事 防ぐはあなたの
心掛け
寺田分校 山岸浩幸
○火に注意 火事はすべてを
灰にする
桐山小
寺崎菜穂子
○寝る前に 確かめましたか
火の始末
室野小
佐藤祐子
○毎日の 明るい明日は
火の始末から
峠 小
横尾雅子

防ぐはあなた〃
春の火災予防運動期間中︑町内
小学校六年生を対象に︑防災標語
の作品募集をいたしましたが︑そ
の入選作品を紹介します︒

な手段がない場合

昭和25年12月9日生れ

孟地小 若月浩

法律上救急車の要請は次の場合に限られます。
◎災害による事故
火災，地震，山くずれ（自然災害）交通事故，作業
事故等によって発生した事故
◎屋外，公衆の出入りする場所で起った事故の傷病者
で病院へ急いで運ぷ必要のある場合
◎屋内の事故で病院へ急いで運ぷ必要があるのに適当

大口 昭治 奴奈川中学教頭

急病人又はケガ人が発生した時は何をおいても医
師の診察手当が優先いたします。 r早い診断，手当」
こそ病状を軽くすませる最良の方法です。
ここでお願いしたいことは，救急車はどんな場合
でも使用できるという考えは，間違っています。軽
い症状で救急車以外でも搬送できる時は他の車をご

○たき火 火遊び 気をつけよう
松代小
柳 直子
○火の不始末で あなたの一生
変える火事
松代小
鈴木和恵
○あっ火事だ そうなる前に
火の用心
松代小
上村隆一
〇火を出して それを消すより
出さぬが手柄
松代小
鈴木 寿
○毎日毎日が 火災予防運動
命を守る火の始末
松代小
関谷 徹
○寝る前は 必ず点検 火の用心
清水小
秋山久美子
○めんどうくさい その一言が
火事を呼ぶ
孟地小
山本秀樹
○寝たばこ用心 火の用心

「救急車は緊急を要する患者さんのみ仁限られます』

昭和5年5月16日生れ

いと思います。

○開けるなら 必ず締めよう
ガスの元栓
蒲生小
関谷信幸

利用下さい。

万羽 卓司 教育委員
明治4
2年5月 1 6 日 生 れ
樋口 堅一 菓子製造業
昭和8年3月5日生れ
村山 義郎 農 業
昭和8年3月5日生れ
節代 無 職

最近救急車の利用度が極めて多く利用されていま
す。ご承知のように救急車は皆さんのために備えら
れていますので必凄な場合は遠慮なくご利用頂きた

昭和6年1月15日生れ

松代分遣所
松代町役場

119番へ
◎火事と救急は 電話

若山

救急車の正しい利用方法について

才と延びてだれでも長生きする

ラケットの
音も快く
毎週木曜具5月26呈りy

卓球教室を開設します
◇午後7時3
0分
0分〜9時3
◇町総合センター︒大ホール

どなたも誘い合せて気軽に参加
して楽しんで下さい︒ラケット等
は用意してあります︒
︵町卓球協会︶
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県民ズポーッの日

松代大会は

6月26日です

が参加されることを期待しています︒

日︵日曜日︶に開催されます︒
先の新潟国体を記念し︑地域ス
ポーツの振興と関心を高め︑体力
の増強と明朗性を養うことを目的
に︑毎年六月県下一斉に行なわれ
ているこの大会も︑第十三回目を
迎えました︒スポーツ活動は︑健
康を増進するだけでなく︑人間関
係の和を深め︑連帯性を高める意
識づくりに大いに役立ちます︒
種目は︑卓球・一般バレーボー
ル・婦人バレーボール・ビーチバ
レーボール・レクリエーション等
を予定しています︒どうか今から
準備して︑数多く皆さんのチーム

ポーツの日・松代大会﹂が6月26

毎年多数のみなさんの参加を得
て盛大に行なわれている﹁県民ス

（第4日曜日）

どっちがよいか︑よく考えてみよう

皿亘亘

老令年金を請求される前に
たままとなりますし︑年金額が増
額されればされるほど満期年金と
の差は広がる一方です︒いままで

国民年金の老令年金は定められ
た資格要件を満たした人であれば
原則として65才から支給されます︒

時代を迎えています︒

ょうか︒

長い老後を考えてみますと︑健康
に全く自信がない⁝⁝という人は
別として︑やはり有利な満額年金
を受けた方がよさそうです︒
年金を請求される時は︑このこ
とをよく考えてみてはいかがでし

65歳

減額率

o●・．o●●●

64歳

が出来ます︒

は平均寿命が男71・76才︑女76・

しかしこの場合本人の希望により
4才までの間ならいつで
才から6
も年金を繰り上げて請求すること

．●︒．．

95

円

なります︒ ︵印鑑が必要︶又いっ

・大字松代周辺

加下さい︒

い致します︒

亘正

年金を受けるには裁定請求と言っ
て一定の手続を役場︑支所の国民
年金係の窓口でしていただく事に

会

196，8

たん年金を繰り上げ請求をすると
図表のように年金は一生減額され

鳥
o

参加申込みは︑松代郵便局内︑
関谷八郎へ電話かはがきでおねが

亘亘亘

66〃
65〃
64〃

63〃

62〃
61未満
亘皿

〜

〜
〜

63歳

61歳

246。0

今年の探鳥会を開催しますので
御希望の方はおさそいのうえ御参

皿皿

〜
〜

（100％）

62歳

（89％）

60歳

〜
亘亘亘

（80勉
（65劾

（72％）
（58％）
巫亘∬

．．＿．．

一
一

ii…iii…iii…iiiiiii…i…iiiii
円の場合）
皿亘

o形⑨一一 鯛
年金額246，000 も遭

（例

・午前四時半〜午前七時半

探

巫皿

6月2日︵第2日曜日︶
1

亘盈亘

︵町自然愛護会︶

皿亘

繰り上げ請求はよく考えてから
皿皿

159，900

142

60

皿皿亘

∬

保健衛生シ
リ

ー

長かった冬も漸く去り︑出稼の
方も帰省され︑町も活気づいて参
りました︒しかし苗代作り︑田植
と忙しさが待ち構えている時期で
もあります︒忙しいと︑つい食事
もそまつになり勝ちです︒健康へ
の最大の投資は食事ではないでし
ようか︒栄養のバランスとうす味
を常に考えて︑忙しい時こそもう
少し食事に時間とお金をかけて頂
きたいと思います︒
食生活について︑気をつけたい
ことを三点あげてみましょう︒

L うす味のすすめ

下さい︒

ズ
③

⑳
コレステロールや中性脂肪
をためないこと︒

標準体重を保つことは︑②と③
の予防にも役立ちます︒

高血圧の直接原因の一つに食塩
があげられます︒多量の食塩をと
ることで︑健康な人でも血圧は上
りますし︑高血圧の人にとっては
危険なことです︒コレステロール
はバターや肉の脂身に多く︑中性
脂肪は砂糖や穀類︑特に果糖に原
因します︒これらの食品をひかえ
ることは大切なことですが︑同時
に植物油をとって︑それらのたま
るのを防ぐようにしましょう︒
食塩のことは︑﹁広報まつだい﹂

いますので参考にして下さい︒

今年の1月号に︑コレステロール︑
中性脂肪のことは︑3月号に出て

戸籍の窓口から

松代やすぞう

受付分︵受付順︶

淳つえ濃
田辺敦子

おめでと尉衡
関谷克也

齋藤秀樹難結二男田野倉久七

柳善輝驚もよ長男犬伏−ぼ
鈴木健宣轟子三男松代ときわや

鈴木重巌襲長男松代月日や
口
父満
杉 雅志母美智子長男松代やなぎや

牧野三恵巌輕長女松代嚢設

便秘がちの人に

翫

雀島政轟躾子勇会沢にまいだ

生入計
出転増

β−Ω∪

QゾΩ∪厚1

亡出計
死転減

7 41
7Ω∪

清水さじん
莇平ひめきや
室野 つうら

千年あらやしき

千年 やすけ
滝沢 清 水
千年げんしち

石・克行驚望男松代ふじみや

関谷欣駅鞭長男松代あ奄しや

快眠︑快便は健康のしるしです︒
殊に高血圧や痔の人には︑便秘は
禁物です︒

便秘の人は︑せんいをとればよ
いと云ってもただそれだけでは︑
人によっては効果がありません︒
とくにお腹の弱い方や︑お年寄に
は︑せんいをとりすぎると︑かえ
ってお腹がはって苦しく︑具合の

食塩のとりすぎによって︑血圧
が上ったり︑胃を悪くしたりする
ことは知られています︒食塩を特
別に食べなくても︑知らず知らず
の中にとりすぎるのは味の好みか・
らです︒私達の好みは幼児期につ
くられることが多いのです︒塩か
らいものがなくてはおかずになら
ないという親心が︑かえって食塩

かした料理を︒
悪いものです︒

のとりすぎになることがあります︒

薬味や香辛料を使っておい

食塩をへらして︑うす味の食事
にするには︑次のことを心がけて

しく︒

①食品そのもののもち味を生
②

することが大切です︒

便秘は︑日数はそれ程問題でな
く︑気持ちよく排便できる状態に

出来たてを︒

③油料理は油を上手に使って
④ 酢を使った料理を︒
⑤ 甘味をひかえてだしの味を

島田露子 五五才
高橋ハマ 七七才
柳 源七 七五才
柳 ハツ 七六才
秋山佐恵吉七三才
高橋喜八 八三才
若山うめ 七〇才

2．022（＋7）

きかして︒

〆

（5月1日現在）

に

人ロのうこき

⑥ ごはんはあとでおかずを先
若さを保っ

そのためには︑まず栄養のバラ
ンスに注意することが大切です︒
糖質は︑殊に砂糖類は醗酵性が強
く︑便を軟くし︑脂肪は腸の内容
物のすべりをよくします︒
積極的にお腹の具合をよくする
ために︑水あめ︑はちみつ︑植物
油などを︑つとめてとるようにし

3．979（一5）
7．913（＋6）

計

ましょう︒

ことなどが効果的です︒

大体同じ時間に排便する習慣を
つけること︒適度な運動をするこ
と︑お腹を左まわりにマッサージ
すること︑おへその左下3センチ
位のところをおさえること︑排便
時︑尾骨をにぎりこぶしでたたく

（5）

3．934（＋11）

世帯数
人口男
女

且

髪に白いものがまじり︑新聞が
読みにくくなると︑私達は老化を
意識しますが︑そうした生理現象
は必ずしも老化ではありません︒
老化は動脈硬化に現われるもので
す︒動脈硬化の予防には︑次の三
点が一番大切なことです︒
① 標準体重を保つこと︒
② 高血圧を予防すること︒

四月

離碧

吻Φ

体と
食物
↓

野呂敏子（普及所普及員）
○会場 町総合センター
○経費 材料費をいただきます。

／6へ．・

活も違ってきます︒

％㈱

毎日私達が食べている食品には添加物が多く使

の魚についで今回は鳥にとり組んでみましよう，）

％㈱9：30〜15：00
ナベ料理，パーティ料理

家族の誕生日，ナベを囲んでの夕食等家でもパ
ーティをやってみませんかo

垢㈱

夜おそくまでの勉強大変です嬬受験生の追い

見失っております︒

﹁偏食があっても︑その他の食
べ物によって栄養素が揃えば︑特
にその偏食を治す必要はない﹂と
いう栄養学者の方もおりますが︑
それは一方的な見方で人間全体を

大切です︒

させないということでしよう︒食
べ物の範囲を広げようという﹁心
構え﹂どのような新しい食べ物に
も適応しようとする﹁心構え﹂が

その添加物を考えてみましよう。

偏食の著しい子どもは︑他の面
でも適応しにくい︑自己中心的︵
わがまま︶であることが少なくな
いようです︒自己中心的な人格が
行動面に現れ︑その一部として偏
食となることもあります︒
ところで︑偏食には四つの型に
大別されます︒少食を基盤とした
偏食︑家族の偏食に影響された偏
食︑溺愛の養育態度から生じてい
る偏食︑病気や体質を基盤とした
偏食とがあります︒しかし︑根底
はいずれも母親の養育態度による
ものです︒母親のきっぱりした態
度︑意志によって偏食矯正は可能
です︒特別の病気がない限り︑ど
の人間にも︑どの子どもにも食欲
はありますし︑本来ならば強いも
のです︒自分からすすんで何でも

あたたかい夜食，軽食で励ましてあげましよう。

事を考えてあげましよう。

（6）
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入会の希望がありましたら︑く
わしいことについて事務局︵松代
風月堂主人・電話七i二〇三五番︶
又は町総合センターへ照会して下

でです︒

小学校低学年・高学年の部は今ま
でどおり午後2時から3時3
0分ま

午後3時30分〜5時まで

幽中学・高校・一般の部

らせします︒

総合センターで毎週土曜日に開
設している書道教室の開設時間を
次のとおり変更しましたのでお知

おしらせ

書道教室からの

●

●

社会的適応ということを人格形
成の一つの目標とするならば︑食
品や調理法の種類をできるだけ広
げて︑その多様性に対して適応で
きるようにしてゆくことが大切で

いことです︒

食べてみようという気持ちをいか
に養うかです︒偏食を固着させな

高血圧の食事

容

偏食という言葉はよく使われま
すが︑偏食を定義づけするのは︑
なかなか難しいことのようです︒
外人が︑刺身や納豆を食べること
ができないと言っても︑それを偏
食とは言わないように︑人種や生
活環境︑生活文化が異なれば食生

偏食について

︵

○講師 笹川裕子（町学校栄養士）

⑨胎︒

受講生を募集中です。申し込みは、電話で
希望番号、氏名、部落を町総合センターへ。

子供の食事は乳汁という単一の
食品に始まります︒乳汁しか飲ま
ないという点からすれば︑極端な
偏食から人生の食生活が出発する
ということになります︒しかし︑
年令とともに食品の種類や調理法
の種類を広げてゆくのです︒とこ
ろが︑発達段階で好きなもの︑嫌
いなものと区別され︑個々によっ
て程度や範囲が異ってきます︒そ
こで︑注意したいのが偏食を固着

一羽の鳥を料理できたら，経済的ですね。先回

鳥さばき方

夜食。軽食

「お母さんのあの料理が食べたいなあ」と帰京
した子どもが言います。わが家の自慢料理を紹
介しあいましよう。

わが家の自慢料理

％㈱
⑨

劣㈱

保存食品のいろいろ

松代では血圧の高い方がたくさんいます。高血
圧のおじいちやん，おばあちやんのために，食

％伽
⑧

毎日の弁当のおかずは悩みのたね
弁当のいろいろについて考えてみましよう。

食品添加物

こみの季節です。

魚は一匹買いが経済的です。むずかしいなんて
尻ごみしないでさあ挑戦してみましよう。

⑦

魚のおろし方

⑥

％㈹
⑤

たくさんあって食べきれない時，またあとで食
べたい時。その上手な保存方法を知っていると
便利ですね。皆さんで工夫してみましよう。

④

％㈱
③

われています。

弁当のいろいろ

②

％㈱
①

9時30分〜午後3時頃まで。
○時間

内
実習日・種 目
番号

ト

畜調理講習会畜きっとお役に立ちます。

朧朧朧朧
朧麗朧朧

鵬

犯罪や事故を

防止しま し よ う

灘残して春耕にでる日が多
朧くなります︒となり近所
麗みんなで注意し合い犯罪

朧生しやすい季節です︒特
麗に農繁期で留守にしたり︑
蟹お年寄りや子どもを家に

︿安塚警察署﹀
春先は犯罪や事故が発

入団員を募集中

朧．事故防止を心がけ︑次
朧のことに注意して明るい

朧朧朧朧町作りにご協力下さい︒

朧蟹朧麗

どろほうの被害防止
︒ 留守にするときは必ずカギを
かけましよう︒

去年の四月発足し︑万羽卓司氏
を団長に有志の皆さんのご協力を
得て︑少林寺山を中心として︑野
外活動を通じ少年達の自主・自立
の心を養い︑明るく︑たくましい
少年の育成を目的にその活動を進
めている﹁松代山岳スポーツ少年
2年度活動計画が決まりま
団﹂の5
した︒

今年は日本スポーツ少年団本部
への加盟も決まり︑なお一層の充

8キ

キャンプ場の開設・炊事場作り
テント張り・キャンプファイヤー

をつけましよう︒

・ 春耕でお忙しいなかでも︑幼
児から目をはなさないように気

子どもの水死・
火あそぴ防止

けましよう︒

ァー︑三角窓に必ずカギをか

自動車から離れるときは︑

み合いを︒

・

実を期しています︒団員は松代小
学校四年生以上の男子で現在組織
されていますが︑新入団員を募集
中です︒入団金は五〇〇円︵スポ
ーツ安全協会傷害保険料三〇〇円
団費二〇〇円︶︒団員には団員証
申し込み．問合わせは町総合セ

が交付されます︒

ンターへお願いします︒
しめきりは6月10日です︒

活動計画表・活動日は第2・第4日曜日
結索法・地図及び磁石の使用法
適地の選定・テントの張り方しまい方

・ 出かける時は︑隣同志のたの

団歌練習・呼笛・手旗訓練
山林・歩道の危険物除去

ましよう︒

・ 危険な場所で遊んでいる子ど
もを見かけたら一声注意してや

合唱・卓球

スポーツ少年団本年度の結成・班編成

・ 附近の用水・小川・池など︑
危険な場所には予防措置を︒
・ 子どもがまねした火遊びから
火事を起さないよう︑マッチや
ライターなど子どもの手の届か
ないところに保管しましよう︒

12

地図・磁石の復習

会沢・小野島正守
719519
712195

の

廃止
新設

電話番号がかわりました︒

9 基礎訓練

合唱・遊技
〃

◎歩行者も，きまりを守りまし

7 基礎訓練
テントの張り方訓練
フ。

卓球・百人一首

◎酒酔い運転はしない。

基礎訓練
オリエンテーリング

しない。

11

◎わき見運転など無暴な運転は

合唱・呼笛手旗による信号，飯盒炊事
山林内の植物の学習・探鳥会等に参加

ン

地図・磁石・信号等復習
一周2キロ程度の

遠

守りましよう

5 活動準備
6 基礎訓練
歩道整備
基礎訓練
6 植物野鳥調査

ャ

内 容
事
行

行事名
月

足 往復10キロ程度の遠足・体力テスト
10

交通のきまりを

1 レクリエ。シヨン
2
3反 省 会
ょう。

麗蟹蟹朧麗朧朧

麗

ド
り

齢くろう．グ
朧麗朧朧朧鰯麗朧韓朧朧朧朧朧朧朧朧

嵐︸
嚇ミ
ャい

しぶみ俳句会

着

他石先生選
於．克雪センター

輪

雪門に二月二月の構えかな
紅 茶
豪雪や一家離村の話しまた
立 石
葉たばこの苗床つくり夫帰る
八千代
牛生る曲り屋温し黄砂降る
静 風
藁細工そのまま消えし雪ざらし
昌 弘
本堂の広く極寒さらにます

年
蒲生

つくった

清水朴子

髄は生れたままの原型で
一本中心を貫いている
剥ぎ取ることの不可能な
掛替えの効かぬ強靱な存在だ
樹は髄を芯に毎年ただ一つの層を
雨や雪や台風や雷に

せた

侶
叩かれ折られ焼かれたりしたが
樹は忍従の底に
決してそれを忘れはしなかった
温暖な年には厚く豊かに
寒冷な年には薄く緻密に
把捉出来ない痴鈍な速度で
恐しく忍耐強い計画的な力で
内から外側に向って
おのれの血液で髄の周りに膠著さ
樹は高さや太さには
さらに興味も関心もなく
ただ おのれの内部を形成してい

年輪の数を堅牢な木質層とを
生命の集中表現として愛した
それは彼の断えざる努力の結晶で
動揺せざる閲歴の嫉であった

く

3月2
3目

わずかなる雪間に春を呼び起す
お彼岸の深雪の墓を堀り探る
六 花
墓雪に没したるまま彼岸来る
灰撒ける雪の一画苗代田
淡
高窓に除雪の人を見て病めり
悠
山は春渋海に独り急ぎけり
公
花冷えも少し夜汽車を待つホーム
枯 水

成人おめでとう
五月晴の5月10日︑町の成人式が総合セン

例年︑町外在住の成人該当者から式典参加

ターで行われました︒﹄

／

の希望があり︑今年も約20名の出席者があり

ました︒

夫

れました︒

一日一日を大切にしていき

ます﹂との誓いの言葉があり︑そのあと︑記
念撮影・会食と続き︑ユーモラスな自已紹介
等もあり︑楽しいお祝いの時を過ごしました︒
尚︑記念品は成人記念の名入りのアルバム・
爪切り・記念写真・シヤープペンシルが贈ら

る社会人として︑

つ・町長・町議会議長・町教育振興会長のお
祝いの言葉に続いて︑成人者代表の﹁責任あ

式は午前10時から行われ︑教育長のあいさ

＠

、、、

驚
水

歩

明

能

／

芸

支

