いのち

た

近年にないみごとな紅葉も終わり、11目18目
には待望の城川ダムが完成。ダム周辺の樹木は

湖水に生命の患吹を与えます。これからは雪を

貯めこみ春に備えます。春には「ほくほく線J
の開業です。開業は3月22日に決まりました。

主な内容

生命の水を貯めこんで

町民対話集会…………………②〜⑤

大規模事業竣工式…………………⑧
綱引き大会決勝戦………・………・・⑨

県中駅伝総合6位………………0
文芸・松代会・………………・…・⑫⑬
お知らせ・……………・…・………⑭⑲

0北平線の舗装で︑雨が降ると

町民対話に先立つ

町長の町政報告

◆農業聞題につ雛て

除雪はオペレーターとの関係も

る︑十年度着工を目指したい︒

A来年度測量予算を要求してい

からか︒完了したら除雪を⁝︒

0居村線の改修工事はいつごろ

いては地区にお願いしたい︒

A町が支給するので︑設置につ

カーブにカーブミラーを︒

0同じ北平線で︑見通しの悪い

A現地を調査し対処します︒

一億入もの夫四が増建続け食糧

くる選聞くが︑繊界的には毎年

黍集ぽ霊牽万繋繋以上が烈類て

在灘の他健外米が輸戴§糀る︒

米余りは深刻で︑峯百欝欝ンの

諜ずまずと思噸癒いる︒しがし

農協管内矯は︑九牽％を越え︑

癒最高毅のごと︒幾町もしぶみ

地率悲難繋％以上で過去十年闇

豊作と糠つ護と驚あっだ︒等級

鐙稲作は全国的には三隼連続の

が心配さ紅だが︑その後の圃復

して鱒る機械が非常に僅能が喪

品概究所が開発し︑特許を爾講

と鱒う記事があったが︑県の食

︵要旨︶

あり︑すぐ結論は出せない︒

癒機が瞬ばれ薫糖る中︑欝審が

のものと変わらな糖程懸ある︒

く︑その粉で︒ハンを作ると小麦

春先の災候不順で今年の作況

0ほくほく線が開通するが︑湯

蕩く米髪買う老︑困噸た地載も

鉄砲水に見舞われるので対策を︒

沢までの料金はどのくらい？

窟．零回

組めるものと時間をかけて検討

A在来線との兼ね合いもあるが

寺ハ⁝ロ

の協力を必要とするものもあり

すべきもの︑県や国の機関など

あるのかなと危惧し懇撚る︒

農水省なども余剰米を海外の救

明るく豊かで安心して住める

対編

躍 羽・

町づくりを目指す関谷町長は︑

あまり高くしたくないと聞く︒

由と作る自由が強調されたが︑

集

皆さんの声を町づくりに生かし

ますが︑よりよい町政の参考に

まで通院する人が増えた︒患者

0室岡医院の廃止により︑松代

済などにODAの援助の中でや

騨讐一

約一時間︑最近の町政の現状に

O国道と駐車場間の皿型側溝が

たが︑持ち帰り検討したい︒

A夏場だけということで運行し

少じ癒もいい米をいい値段で販

深刻になっ饗くる︒そんな中で

だと思うが︑米聞題はますます

よ搬新たな減反はなくてよかっ

る︒幸い︑当町は傾斜配分等に

に変えることに成功じたと願う

同研究所では︑ウル米をモチ栄

ぱならないと強く思う︒また．

拡大を多方面かち考えていかね

ているとのことだが︑米の消費

りたいと外務省と話し合糖を霧

にも応用できるのではないか︒

ついてあいさつを兼ねた報告で

壊れ︑バイクなどには危険だが︒

売したいとしぶみ農協さんでも

感謝申し上げます︒

時まで各地の集落センターなど

集落を対象に︑午後七時から九

始まり︑その後︑それぞれのご

A調査し︑対処します︒

望を拝聴させていただくことが

に対する率直なご意見や︑ご要

問題等は早い開催会場に掲載し

なお︑紙面の都合上︑類似の

︵要旨︶を紹介いたします︒

今月号では︑この集会の内容

すれば自分で処理も可能です︒

場に処理場の鍵があるので届出

てもらうようにしてほしい︒役

Aできるだけ業者から引き取っ

チオピア等の難民地域に送った

驚は．余剰外米を粉末にし︽エ

努力している︒過日の新聞報道

薗分たちのブレンド米を販売し

ので︑それぞれのグループで頑

られれば特産晶等が考えられる

ことで申講中だが︑実用健が計

張っていただき米の消費拡夫に㌦

できました︒今回お聞かせいた

割愛させていただきました︒

対話集会では︑まず︑町長が

で開催されました︒

O大型危険物の収集を⁝︒

今年度は︑十月二十九日から

した︒

話

量

だいたご意見等は︑すぐに取り

の参加者のもと︑それぞれ行政

寒い時期にもかかわらず多数

十一月十四日まで九地区・十二

工夫すれば︑うどん鱒そぱなど

たいと昨年・一昨年に続いて︑

させていただきたいと考えてい

減反制度が重くのしかかってい

垂で
斧ノ

意見での対話が始まりました︒

新食糧法が施行§れ︑売る霞

今年も町民対話集会を開催しま

輸送バスの冬期間の運行を︒

会
ます︒お集りの皆様には心から

あ搭杉9

2

A要望が殺到しているので︑ど

更新を同時にお願いしてよいか︒

0小型除雪機とブルドーザーの

A用地が決まれば協 議したい︒

0バス待合所を仙納入口に⁝︒

ダイヤを見直すのでその時に︒

Aほくほく線開通にともない︑

スは利用者が少ないと聞くが⁝︒

い︒頸城小型の池尻〜浦生のバ

0通院に午前中のいいバスが無

小中学生は補助が出ると聞くが

0バス料金は保育園児は無料︑

もあるので考えていません︒

A過去の実績や運転手との契約

は必ず乗るので運行してほしい︒

るが︑農業祭等地域行事の時に

O日曜祝日のバスは運休してい

れば堂々と魚沼コシとして売れ

る訳だが︑米粒も味も良︽なけ

差がある魚沼米として出荷でき

轡併すれぱ松代の米も七千円の

十日町との合併の計画があり︑

A教育委員会と協議します︒

定期の購入は煩わしいので⁝︒

った︒笑質的には松代が一番お

ない︒松代は︑スーパーコシヒ
藏り団地で東頸城郡で一位とな

水道事業︵松代︑系年︑太平が

組んでいるが︑建設省の公共下

しぶみ農協も︑平成十年度に

〆ご協力願いたい︒

ちらかひとつに願いたい︒

片づけているが国道沿いに一カ

Q収集場所のゴミ箱は︑冬季間

︑0芝峠周辺の開発構想は？

0水道 は 末 端 で 濁 る こ と が あ る ︒

があれば教えてほしい︒

屋根や目印が必要と思う︒妙案

年先まで待っ ていただきたい︒

ているが︑要望が多い︒二〜三

A農林課で集落道の整備を進め

0居村線の改良と除雪を︒

れまでなので︑その時は町民の

が交付金を出さないといえばそ

Aそのような動きもないし︑国

0町村の合併構想はあるのか？

在は立ち消えとなっている︒

A何年か前に話はあったが︑現

し鷲騨る︒

か癒登録制となり十箇所で販売

売る鐵由も︑以前の松代一店舗

にも取ゆ組んで騨ただきたい︒

自僑をもって栽培に励み︑販売

いしいと猶うことになる訳で︑

搬入れて下水道化を進め︽いる︒

全集落対象︶と鑑つの事業を取

省の合併浄化槽事業︵その他の

排氷事業︵室野を矛定﹀︑厚盤

工事予定区域︶︑農水省の集落

でも全町筆水道工事事業に取り

所だけでも出しておけないか︒

A配水池の洗浄や消毒など早急

0越菅線は幅員も狭く︑急勾配

A除雪の支障にならなければ⁝

に検討し対応したいと思う︒

で冬季は凍結し非常に危険︒改

良するか︑除雪業者に塩カリ散

協力を騨ただい誕いる︒都会人

から取慰紐み︑福鶴の皆さんの

ない赴め実情にあった指導をお

建物は爽きいが中に住む人は少

建坪で決蒙っでいた．しかし︑

ごとに設置するもので犬きさは

合併浄化槽は︑浄化槽を個人

0除雪車出動の基準となる降雪
量は松代のものと思うが︑峠の
布などを委託できないか︒

瞭農業・霞然体験をした鵬方に

グ麟ーン嚇i蒸事業は一昨年
判断を仰ぎたいと思う︒

観測値を基準にできないか︒

たが用地問題で頓挫した経緯が

A改良の話は四〜五年前にあっ

0農免農道の舗装で県道の側溝

0雪崩防止柵の設置と︑既設の

態で改良した方が早 いのでは︒

塩カリも除雪業者も手一杯の状

ば補助事業として要望したい︒

ある︒地権者の同意が得られれ

るが耐用年数が過ぎており修理

0犬伏では小型除雪機が二台あ

要望に沿った除雪計画を立てる︒

A排雪場を見つけてもらえば︑

冬期間の除雪を要望します︒

0集落道の整備が終わったが︑

退職者等に宣伝・勧誘するなど

ぼ爽胆に呼びかけだい︒都会の

な鱒︒今後交通の便が良︽なれ

楚鱒が︑現実的には希望者も少

繍鱒値段なの癒これからも続け

俵叢万駕で蕊俵提供し鷲願る︒

て八牽八万円くら騨︒この他に

補勤金は︑国・県・町をあわせ

樵よっ︽違うが百万円くら鱒︒

した︒八人槽の場合︑メーカー

もの矯も喪糖と騨う通達がきま

が念書を出懸ば墓準よ楡小慈い

願いじ︑贈筆叢年前かち設置者

A土木事務所と協議します︒

釆饗糖癒だき︑葺シヒカ絃を一

があふれたり︑地すべりの恐れ

柵のセッピ落しを⁝︒

て推進し︽鱒る時期に︑ぜひ皆

いになると悪髄ま攣︒全町挙げ

公共下水道︑農集排と同魑くち

霊事費がかかるが︑個太負麺は

がある︒流末処理の対策を⁝︒

頻度があるので︑実際使ってい

少しでも豊かな生活環境をと

◆生活環境整備につ蟻て

費がかさむ︒他の集落より使用
地域を挙げて説得願いたい︒ま

る集落に重点的に配備して⁝︒

A設置は地権者の同意が必要︑

に相談します︒名水については

た︑セッピ落しの件については

A土木事務所や農地事務所など
配慮するよう依頼済みです︒

鱒る鱒ろ模索の段階である︒

0集落センター屋根の自然落下

騨る縢ろ施策を講鯵ているが︑

うち一台は犬伏に配置します︒

A平成九年度は八台を要望し︑

でいただきたいと思います︒

さんも考え︑積極的に取鱗維ん

危険を感じたら連絡願いたい︒

鐙牽一世紀の環境闇題を考える

0特養施設の早期開設を︒

A陳情はしているが︑要望が多

と．鷺下水道桜が第一である︒町

工事を要望しているが時期は？

A要望はかなり多いので︑時期

いので来年度は無理である︒

︵次頁へつづく︶

は明言できない︒来年度は無理︒

3

三五三号は高柳まで直轄工事

未改良で現在調査が進められて

により完了したが︑松代までは

三年程前から︑屋根雪処理を

いる︒改良路線の発表とともに

◆雪に強い町づくり

県単独で行っています︒県と町

早期の着工を要望している︒

め︑実質的に七十二戸が該当︒

り︑早期の改良を要望したい︒
高規格道路が新聞紙上をにぎ

がそれぞれ二十二万円を補助し︑

を建設︑その後︑各家庭に継ぎ

で︑皆さんも積極的に活用され

県には来年度も要望しているの

0集落排水事業は公共下水道が

込む︒集排の計画目標は十年度

0北越 急 行 で 快 速 列 車 は あ る か ︒

以降︒負担金は協議会で決定す

四〇三号は︑難渋する沢がい

は十二月に発表となります︒

A快速はあると思うし︑ダイヤ
0無線携帯電話事業について︒

六十キロが認定となった︒うち

わしているが︑上越〜魚沼の約

あると思うので注意が必要です︒

波の方向で受信できない地域が

気をつけてください︒なお︑電

デジタルですので購入の際には

はアナログ方式ですが︑松代は

処︑負担金︑管理の問題︑周辺

参加できないだろう︒収益の目

A町に芝峠があるので経営には

としてこの先取り組めないか︒

給湯管を布設したが︑補助事業

代大島線の改良に併せ水道管や

0温泉の開発を進めるべく︑松

城川ダムの水は使えないか︒

一度くらいしか利用できない︒

0流雪溝の水量が不足し三日に

郷土資料館に併設も考えている︒

だけでは⁝︑という気がする︒

A資料も集めているがトンネル

念館などを作り︑目玉にしたら︒

0難儀した鍋立山トンネルの記

化槽や公共と同じくらいに︒

前の排雪を目指すため︑希望に

雪の要望がある︒朝の出勤時間

るが︑どこも改良が終わると無

各集落内でも︑年々改良してい

の要望には応じかねるのが現状︒

オペレーターの関係もあり新規

努力をしているが︑除雪機械と

道路除雪については最大限の

和田原で少し顔を出し︑池尻の

辺︑大島からはトンネルで︑木

う園を通って安塚の消防署の周

を起点とし︑三和村︑山本ぶど

十八号バイパス﹁寺インター﹂

始まる︒ルートは選定中だが︑

調査測量の後︑いよいよ工事が

三和〜安塚が整備区間となって

沼間が調査区間となる︒また︑

るが松之山より安くし︑合併浄

将来は住宅用地と考えているか︒

0残土捨場が満杯となったが︑

や核になる施設など問題は山積

Aポンプの設置を運動したい︒

添えない面も出てくる⁝︒

の後電波試験をします︒松之山

A無線塔はもうじき完成し︑そ

また︑その場合︑今から希望を

農政事務所に相談してみます︒

0屋根雪処理に補助金はあるが

上越〜池尻間二十九キロが調査

受けつけられないか︒

側溝がないので鉄砲水に⁝︒

0旧国道 は生コン舗装したが ︑

めさせるなど︑生きた放送を心

降雪の多い時など路上駐車を止

0情報無線はお知らせ中心だが

A貸したい場所は多いが︑借り

0特定農地貸付の成果は？

A現地を調査し て み ま す ︒

が︑分散も考えて⁝︒

0公共施設は松代本町が中心だ

A共同使用で対処願いたい︒

小型除雪機購入にも補助金は？

や林道もある︒それぞれ整備に

百五十本ほどで︑その他に農道

国道三本︑県道六本︑町道は

に入るという構想です︒地すべ

インター︑その後再びトンネル

農協修理工場の上流のたんぼに

買収は四車線で行うが︑供用は

暫定二車線︒

一メートルの工事

の工事が一年間に数億の工事費

費が四百万ということで︑六十

国道二五三号は︑松代〜池尻

り地を避け︑トンネルは五キロ

手の広がりが今一歩︒八王子や

A交通の便もあり⁝︒

取り組んでいるが︑今後は重点

がけ て ほ し い ︒

東京松代会が主で︑田植え・稲

以内でやりたいとの話︒用地の

A昨年の災害の教訓もあり︑こ

米を一俵三万円で送っている︒

刈りを一緒に行い交流し︑収穫

的に整備する方向で進みたい︒

の後は留意して対応したい︒

で進められている︒現在︑新千

心配なところです︒はっきりし

ONHKのど自慢は開催するか︒

なります︒道路財源についても

キロだと二千四百億円が必要と

全体的には何十億もかかるとい

元気な人と寝たきりの人が一緒

重点的に要望︒池尻まで三橋︑

年大橋〜県立高校までの改良を
てが十日町圏にはいるのか︒

0国や県の出先機関は今後すべ
︵その後︑来年五月二十五日︑

たルートは三月末までに発表︒＼

A先日︑体育館の音響調査をし

19名

うことで︑完了まで数年必要︒

にいくが︑一カ月に一度くらい

11月14日

A来年四月からは消防・家畜診＼

たがはっきり決まっていない︒

A松代はB型で補助を受けた︒

厚生省の指導でB型は元気な老

松代
松代町体育館で行うと決定︶

は寝たきりの人だけで⁝︒

0デイサービスセンターへは︑

区間に指定され︑今年池尻〜魚

つけすることはできない︒

◆道路関係について

るよう呼びかけたい︒

合計四十四万円の補助金が交付

27名

くつもあるが川西町と連携をと

11月13日

されますが︑今年度は追加も含

奈良立

終わってからか︒いつごろ？
人との交流が目的です︒

室野

Aまだ残土の関係もあり︑受け

儀明

A公共は十〜十三年度で処理場

池尻

また︑時刻表はいつごろ？

千年

4

0スキi場や体育館で駐車場の

ブルドーザーは研究課題︒

A二年くらいは大新田で対処︒

ルドーザーを配置できないか︒

0雪捨て場の指定は？また︑ブ

係についてはまだ未定です︒

町圏へ移るのでは︒県の出先関

建設中であり十年四月から十日

時︑町のイメージアップは？

0ほくほく線のトンネルを出た

たい︒ブルの貸与はむつかしい︒

A狭い道は小型除雪機で対応し

に合わないのでブルの貸与を︒

0居村線の除雪は出勤時間に間

思うに任せないのが現状︒

A補助事業も多岐にわたるので

づくりを心がけていただきたい︒

0町づくりの理想を持った建物

付近を考え検討している︒

スペースを広げられないか︒
A十分に検討したい︒

療関係が︑また︑現在法務局が

えて いるが地権者もい る の で ⁝ ︒

Aスキー場は旧橋とか対岸を考
体育館は大和電子から町営住宅

行く年︑来る年を告げる除夜
の鐘︒聞く人の思いはさまざま
ですが︑ ﹁来年こそは﹂と心に

した︒外国で聞くとジーンとき

夜の鐘を聞いた時には感激しま

の国際放送﹃ラジオ日本﹄で除

に貞最後の一つを新年という寺︒

突き始める寺︒百七つは旧年中

も︑百八つの鐘は何時に突くの

ろが多いようです︒それにして

信者たちがひとつずつ突くとこ

海外で年を越した人が﹁NHK

誓う気持 ちは皆同じで し ょ う ︒

ますね﹂と︑いっていました︒
除夜の鐘は︑人間の百八の煩悩

でしようか︒新年の午前零時に

を除くためにその数だけ鐘を打

また︑百八つの半分は旧年中︑

残りを新年にという寺もありま

つのだそうです︒

では︑百八回もの鐘をだれが

夜の鐘を聞かずに寝ると雛が増

す︒除夜の鐘にまつわる風習も

える﹂とか﹁掛け売りの取り立

突くのでしょうか︒コンピュー
ではと思う方が多いかもしれま

ては除夜の鐘がなり出す前に﹂

ターで自動的に鳴らしているの

せんが︑やはりひとつずつ心を

などという地方もあります︒

各地にいろいろあります︒ ﹁除
しわ

初の一突きは住職が︑その後︑

込めて突いているようです︒最

の懸案となっている︒福祉計画

老後の問題福祉︑医療が最大

老齢化率が三十％以上となり

リ⁝トを建入し︵一回に園牽㌶

だが︑最後の吾八十耕は葺ンク

成した︒長さは十キ覆ちょっと

え足掛け二十一年でようやく完

年間の工事中止があったとはい

軟弱土質でガスを含み︑途中三

だろう︒十二月にダイヤを発表

や直江津には乗ゆ入れできない

ぬって走るので︑全列車が湯沢

十四往復くらいあり︑その闘を

らうが︑在来線の運行が一日に

のためJRの跨線を使わせても

◆高齢化対策について

を策定しそれに沿って努力して

を手ぼりで一断面を牽等分にし

沢から金沢まで運行する︒湯沢

し︑釆年三月の時刻表改定に聞

て堀り進むという手闇と金のか

が多覇が︑スーパーに遠絡する

に停る新幹線は各駅の﹁とき﹂

か月︑そして十薪残して黛十耀

かる工法でようやく完成︒その

列車は﹁あさひしを使う︒あく

しかできない︶固まるまでは三

八百円に値圭げし︑寝たきり介

結果︑百億円余計にかか璽︑こ

までもスーパー特急は︑北陸の

いる︒特に社会福祉協議会費も

護者などに月五干円から八千円

のままだと開通が二年遅れると

方のために走るので停車駅を多

皆様のご協力により五百円から

の手当てを町も持ち出した中で

いうことで︵AB線の予算は年

松代と牧村がこれからの建設に

響松之幽町が不老閣を建設し︑

り県と沿線雛七帝町村が払騰ま

ましたが︑利息は出資配分にま

認定︒実際は九華八億円を借り

︵鳥取ー神戸︶に続き第二号鐙

普通列車は時速葺墨繋驚穣の性

湯沢かお困牽ー四華五分がかる

るが︑松代はその糞ん中謙甕︒

スーパー特急は︑十往復が湯

実施しました︒その他︑トイレ
の改良や紙おむつ等の福継施策︑

五牽億︶貸付金鯛度と糖う法律

に合わせるとのことである︒

ホームヘル︒薦iやデイサービス

くしたくないと聴うのが雄音の

手を挙げました︒しかし︑厚生

す︒利率は最終的に叢叢蕊％懸

転は薔十薫耀くら瞬で走難たい

能を備え薫鱒ま欝が︑実際の運

ず

省は平成審年度までに二牽九万

落ち着きましたが︑皿年で峯億

ち

を適絹じ︑ほくほく線は智頭線

の計画です︒その中に松代町は

床を爽蔵省に要求︑県は七千床

三千万の利息で蕊年間で華億近

との謹とです︒松代始発懸終藩

特別養護老人ホ⁝ムは︑郡内

の利用も増えてきました︒

五十床をお願頃しましたが︑東

くになります︒松代はだ糖た騨

活盤化癒図瞬．所得の肉毒につ

開通し諜す︑鉄道が通纏羅辮で

夢にま櫓見だ列車が騰ま騰よ

ほ︽ほく線懸停車駅が棄讐あ

ようだ︒

頸城の充足率が高騨ということ

の列車も期待されます︒

き渡しも終わっています︒七両

ながるような糖ろ縢るな鑑とを

車爾も九繭を注文︑完成し引

鴛千万円が欠ける予想鐙す︒

た︒灘きるだけ早期に設置矯き

が普段走りますが︑あとの叢爾

考えて実行して鱒ただければと

響取嬢組むよ藩緯との指導饗じ

もあ嬢︑繁年以降の見直しの中

るようあらゆる努力をしたい．

︵普道列車は一億八千万円︶で

︵写真は文と対応しません︒﹀

※短月7日開催の犬伏会場

恩っています︒

は特罰列車︒㎝爾は二億円余り
◆ほくほく線の開通につ糖て

の代替に使

だいたい

羅ベント時や臨時列車︑敵障時

往復したいが︑六日町〜湯沢は

来蕃の開業が確定し︑喜んで

熔るところだが本来ほもっと早

上越線︑犀潟ー直江津は信越線

一欝に茎十

く開業癒きたと聞い︽いる︒世

ます︒

界に例のな騨鍋立山トンネルは

5
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松代町農業賞に輝く

小堺貞男突松琳の菖︶
佐藤由松突演らべえ︶

第9回

松代少年剣道大会が

寒さも吹きとばす熱気の中で開催

秋晴れの十一月十七日︑松代

町総合体育館において︑第九回

松代少年剣道大会が開催されま

した︒今回の大会は︑八月十三

本年度で十三回目となる松代

他の模範となる優秀な個人・団

町出稼ぎ組合長︑農協青壮年部

農協理事︑町農業 委員会委員︑

再度表彰されました

物として位置付けられています
が︑十a当たり収量七トンと︑

に到達しています︒また︑滝沢

県内産地の中でもトップクラス

集落は全戸参加による生産組織
で稲作の低コスト化・省力化な
どによる農地の保全︑大規模な
山うど団地を造成し荒廃農地の

有効活用に努めるなど集落営農
小堺さんも佐藤さんも︑これ

の確立に努力しています︒

らの組織や集落の中心メンバー
として町農業活性化の牽引車と

なっておられます︒これからも
地域の特性を活かした農業形態
の確立を目指し︑ご活躍される
ことを期持します︒

二十万円が寄付され︑両連盟を

連盟と︑松代剣道連盟に対して

夫人より十日町市中魚沼郡剣道

当日の開会式では︑故柳一郎

少年剣士たちが参加しました︒

中魚沼郡内から百二十名余りの

して催され︑郡内及び十日町市

︵剣道連盟会長︶の追悼大会と

﹀スーパーコシヒカリ団地
で最優秀賞に輝いた

日に亡くなられた故柳一郎先生

ん︵まんのすけ︶と滝沢の佐藤

由松さん︵くらべえ︶が選ばれ

十一月三日︑恒例となった農業
祭の会場で関谷町長より表彰さ
れました．

この賞は︑農業経営の近代化

体を表彰することにより︑町の

稲作部会長︑東頸城稲作研究会

を目指すとともに︑その活動が

農業活性化を図ることを目的に

活躍されています︒山間地の稚

員の要職につかれ︑多方面でご

小堺貞男さんは︑町農業者経

苗機械移植技術のパイオニアで

設けられたものです︒

営者会議会長として認定農業者

あり︑地域条件に適合した成育

すは東頸城で最も重要な園芸作

立しています︒特に︑松代のな

を有効に活用した複合経営を確

なすという営農体系で家族労働

佐藤由松さんは︑水稲と夏秋

米を生産されています︒

変動気象の中でも安定した良質

近年は︑食味重視の米づくりで

の実現と地域への普及にも努力︒

調整技術の徹底による安定稲作

を総括しておられる他︑しぶみ

﹀佐藤由松さんご夫妻

りました︒

育成に役立てたい旨の謝辞があ

剣道の普及・発展と青少年健全

代表して十日町の関口会長より

浦川原村民体育館において修練

道大会が︑十一月二十三日には

西小学校において十日町市民剣

また︑十月十日には十日町市

器．
鵠。

団体戦と個人戦が行われ︑終始

大会は︑十時に試合開始で︑

の個人戦で斉木真也君︵松代小

館剣道大会が開催され︑各大会

二位

松代剣道スポーツ少年団

斉木真也︵松代・原桶屋︶

関谷俊︵松代・ごんねん︶

中学校男子の部

二位

小学校五・六年生の部

囹個人戦

優勝

小学校高学年の部

囹団体戦

果は次のとおりです︒

なお︑松代少年剣道大会の結

五年︶が見事優勝しました︒

︾大活躍した
斉木真也くん

熱戦が展開されました︒

認l

器1
M，

池尻振興会の皆さんも

町農業賞に︑松代の小堺貞男さ

▲小堺貞男さんご夫妻
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平成8年度基本健診の結果を

ー

婦

②切健

暑保

か高いですね︒

肝機能︵GOT・GPT︑7
−GTP︶は︑男性の方が圧倒
のせいかなあ？

的に多いですねえ︒アルコール

松代町は男性の貧血が多いと
いわれたことがありますが︑や
回っています．

はり女性の割合をほんの少し上

健診結果は人によって違いま
有効に役立てていただきたいと

時期になりました︒国民年金の

所得税の年末調整が行われる

ます︒納めた保険料の領収証書

の未納保険料なども対象になり

すが︑ぜひ︑みなさんの生活に

大なり小なりなんらかの所見

思います︒仕事に追われる毎日

の結果を振返ってみました︒

てなわけで︑今年の基本健診

構大きいようで す よ ︒

せんか︒冬の食生活の影響は結

ちょつと覗いてみましょう！
あったか〜いものが恋しい季
節ですね︒そして︑もち王国松
代町の季節ですよね︒

おもちはおいし〜いですねえ︒

のあった方は男女共8割以上で

は大切に保管しておきましょう︒

楽しみましよう︒

保険料は︑全額が社会保険料控

で︑自分にやさしくなってみま

一年間に納めたすべての保険料

平成八年一月から十二月までの

保険料控除の対象となるのは

国民年金係︵智七−二二二〇︶

ないときは︑松代町役場住民課

おりです︒納めた金額が分から

HDLコレステロール

した︒

せんか︒ほ〜っとね︒

1．0％

心電図所見では︑男性の割合

中性脂肪

もちにみそをつけて︑漬物と

たおかずをしっかり食べてみま

または社会保険事務所におたず

※400m2早川正義滝澤大2名

です︒本人の保険料だけでなく

佐藤信一 柳高浩 和栗健三郎
柳健一 高橋陽子 小堺あゆみ
村山和広 関谷正義 田邊栄子
関谷里美 19名

影
影

ねください︒

春日和子大日向泉関谷八郎

韮羅饗

護藝難

家族の保険料も含まれます︒ま

長谷川昭宏 武田芳夫 柳裕子
猪股秀俊 池田清人 市川健司

慧萎誕

％

平成八年の保険料は︑表のと

で自分を振返る時間もないよう

12，700円
150，600円
除を受けられます︒

12，100円

平成8年4〜12月
1年分の保険料

な世知辛い世の中になっていま

平成8年1〜3月

総コレステロールについては

平成8年4〜12月
12，300円
1年分の保険料
145，800円
＊定額保険料と付加保険料

お茶で食べるのが定番のようで

＊定額保険料

すが︑ちょっと一息︑健診結果

対象になります

女性が男性の2倍くらいの割合

国民年金の保険料は

す︑が︑そこをなんとか︑蛋白

せっかくですから上手に食べて

11，700円

平成8年1〜3月

ピ

になっています︒

潅藝義

質といろいろな野菜を取り入れ

の

相澤幸一 五十嵐博 石平進
市川健司 斉木勉 齋藤一良
佐藤信一 鈴木正和 関谷正義
滝澤昭彦 長谷川昭宏 室岡徹
樋口靖志柳健一一 大日向泉
齋木忍
山賀茂 春日和子
柳隆 田邊栄子 柳裕子 21名
11月26日（成分献血）

女
男

た︑免除期間の追納保険料や︑

10月29日（成分献血）

今年納めたものであれば︑過去

献血をありがとう

4．2％
6．9％

2．9％
12．4％

12．8％

11．1％

8．9％

女
男
女

GOT・GPT

男

一臼男

7

女
男
女

7−GTP
男

女
男

14．8％
15．4％

心電図2度3度
男
女
貧血（ヘモグロビン・ヘマトクリット）

鶉
6．1％
10．3％

総コレステロール

随時血糖
男
女

女

女

肥満
男

大規模事業

町の水道水源として期待され

水の安定供給をはじめ︑洪水調

目的としています︒ダムの型式

節︑流水量の正常な機能維持を

十一月十八日︑命名式と命名碑
は重力式コンクリートダムで︑

ていた室野の城川ダムが完成し
の除幕︑ダムの放流などが行わ

の約九割を給水区域とする簡易

このダムの完成により町人口

約四十七億円です︒

二九万七千立方揖︑総事業費は

高さ二一・七材︑総貯水容量は

この城川ダムは︑昭和六十三

れました︒

年度にスタートした小規模生活
ダム事業として行われ︑水道用

業する北越北線で増大が見込ま

となり︑来春三月二十二日に開

えからも豊富な水は絶対の条件

できません︒文化生活を営むう

らせてストックするホームフリ

新鮮な素材や料理の残りを凍

肉や魚は冷蔵庫の冷凍庫に入

ージング︒お宅では上手に活用

れたままだと味が落ち︑雑菌も

です︒ダムが完成したことでそ

工事関係者や土木事務所の皆

繁殖します︒今すぐに食べない

す︒また︑これから本格的に始

に対し厚く感謝申し上げます︒

様には︑長期間にわたるご努力

また︑平成三年度からの継続

のがコツ︒電子レンジで解凍・

は︑加熱調理してから凍らせる

痛みやすい鶏肉やひき肉など

るのが基本です︒

きには︑なるべく常温で解凍す

力もアップします︒料理すると

凍すれば︑味も落ちにくく保存

漬けるなど下味を加えてから冷

ザーへ︒しょうゆやみそダレに

ものは︑その日のうちにフリー

足していては︑その真価が発揮

中山問地域農村活性化総合整備事業
十一月十二日
や排水路工事︑農村公園の整備

山間地域農村活性化総合整備事

工事となった﹃蓬平会沢線﹄の

も各一カ所行われています︒

業の竣工式が︑農道新田線﹃城

か︑芝峠温泉と蓬平集落を直接

ので重宝します︒酸化しやすい

加熱すれば︑すぐに食べられる

総事業費は︑二億八千万円余

竣工式が執り行われました︒

農道整備工事も完成し︑併せて

万円︒東頸城農地事務所の県営

もありますが︑ほとんどの場合

ンなど生のまま冷凍出来るもの

は事前の加熱が必要です︒葉菜

野菜類は︑生しいたけ︑ピーマ

活かした農業と︑活力ある農村

類は︑解凍時にもう一度加熱す

知れません︒地域の立地条件を
町が事業主体となって工事を進

づくりのためにこれからも皆様

結ぶ道路としてその効果は計り
山線︑カチガ沢線︑ぶなが池線︶

めてきました︒この農道の完成

のご協力をお願いいたします︒

して七十四・六％の補助により
集落道整備は二線︵宮沢入線︑

により︑沿道の農地の利便のほ

り︒団体営地すべり関連事業と

松代線︶そのほか︑ため池工事

工事のため︑町の負担は十五％

▲松代城山キャンプ場の下には
農村公園もできました

まる下水道事業も︑水道水が不

れる帰省客や観光客の受入れに

急速冷凍

していますか？

おいしさを逃がさない

の基礎がしっかりできました︒

水道松代地区の水源確保は万全

の

拶

蝋

ホ

も安心感を与えることができま

▼平山知事書による命名碑の除幕
福島・奈良立・室野の区長さん

です︒農道は四線︑︵新田線︑城

総事業費は︑十三億二千四百

盗り橋﹄で行われました︒

三年間で工事が行われていた中

十一月十二日︑平成五年から

蓬平地区団体営地すべり関連事業

▲城盗り橋の渡り初め

憾刀叩夢ム完成
竣工式

県内初の

小規模生活ダム事業
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ほくほく線カップ
ファミリー綱引き大会

決勝戦

県の西藤企画調整部長の主催者

開会式は午前十時に始まり︑

四位は塩沢町のひまわりチーム

た︒三位は十日町の紙ふうせん︑

勝戦で下し︑栄冠を手にしまし

﹀室野神楽舞

ほくほく線沿線の十七市町村で

挨拶︑関谷町長の歓迎挨拶など

十一月九日出

松代町体育館で盛大に︐・
参加三六チーム

予選を勝ち抜いた代表ニチーム
があり︑十時四十分に一回戦十
されました︒湯沢町が一チーム

る郷土芸能が披露され︑参加者

んと︑室野神楽舞の皆さんによ

昼食時間には松苧太鼓の皆さ

のため地元の松代町からは予選

八試合がニレーンに別れて開始

各町村からニチームずつと︑

を勝ち抜いた三チームが出場し

勝戦の開始前にはアトラクショ

しての三十六チーム︑選手総勢
ましたが︑いずれも一回戦で敗

北越急行㈱からニチームが参加
六百人を越える大きな大会は︑

まないチームの小学生三十二人

よるロング綱引きと決勝戦に進

ンとして︑女性四十八人ずつに

優勝は︑全国大会の経験もあ

ずつの綱引きがあり︑負けてし

る津南Bチームが︑十日町市の

親子三代真打花の競演

ロバスで集まった人で観覧席ま

柳家小さん柳家三語桜柳家花緑

ん︒当日は︑各町村からマイク

（人問国宝）

マイライフリゾートチームを決

退してしまいました︒

の喝采を浴びました︒また︑決

行われました︒

が集い︑綱引き大会の決勝戦が

▲呼吸を合わせて！力を合わせて

でした︒

十一月九日︑松代町体育館で

心地

蟹

でも満杯の状態でした︒

▲柳家小さん

11月9日の夜

ふるさと会館は満席。

古典落語を楽しみました。

ることを考えて固さが残る程度

にゆでて水気を切って冷凍しま

す︒ショウガ︑ニンニク︑ワサ

ビ︑トロロイモなどは︑すりお

ろしてから一回分ずつ小分けし

て凍らせ︑使うときは常温で解

凍すると便利です︒

秘訣はなんといっても急速冷

凍︒ゆっくり凍らせると細胞が

壊れ︑食品のおいしさが逃げて

しまうからです︒早く冷凍する

レーが便利︒汁気のあるものは

には︑熱伝導のよいアルミのト

冷凍用のジッパー付きパックに

▼幡

まったチームの人も一日を充分

きるだけ平らにのせ︑凍ってか

レーにラップを敷いて食品をで

入れます︒汁気のないものはト

各町村の特産品が当たる抽選会

がら︑上手に活用しましょう︒

大丈夫︒フリーザーを整理しな

すが︑調理してあれば一ヵ月は

まものの保存は二週間が目安で

真空に近い状態で閉じます︒な

ので︑パック内の空気を抜いて

ると食品に霜がつきやすくなる

パックの中に空気が残ってい

ます︒

ら冷凍用パックに入れて保存し

大会は︑事故もなく進行し︑

に楽しんだようです︒

体育館のギャラリーも満席でした

の後︑二時半に閉会しました︒

▼オープニングは松苧太鼓の皆さん

線の
体育館の開設以来かもしれませ

・頁
・諮膏

月10日︑体育館では

芸能発表会を一日楽し
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みました

9

−︑籔

柳家三語桜

まつだ

十一月二十日︑蒲生の室岡大
刀男さん︵室岡医院・今年六月
末で診療廃止︶が役場を訪れ︑
社会福祉に役立ててほしいと︑

百万円の高額なご寄付をしてい
ただきました︒

社会福祉協議会では︑室岡さ
んのご芳志に感謝し︑有効に役
立てるよう使途について考えて
います︒大変ありがとうござい
ました︒

芝峠温泉も大丈夫

道が現在のように整備されて駐

車場まで車で乗りつけられるよ

松代分遣所の指導で火災予防訓
﹃住宅無火災一千日﹄を達成し

なお︑松代町では十二月二日

行く途中︑村の入口の掘り割り

しましたし︑松代から池之畑へ

ていて︑山田の畦際の崖で発見

うになるずっと前の山道を歩い

練が行われ︑通報や避難誘導な
ました︒記録はみんなの宝です

付近でも見つけました︒

います︒

どがスムーズで⑯マークが交付
が︑これからもお互いが気をつ

十一月十一日︑芝峠温泉では

されました︒宿泊者を対象にし

ははにかんだようにうつむいて

中国原産の園芸品種アミガサユ

後の越の小貝母ということで︑

リの漢名貝母からのものです︒

この植物は︑ほんのわずかな

終わると種子を飛ばしてすぐに

期間だけ地上に姿を現し︑花が

枯れ︑地下の部分がまた来春ま

カタクリなどと同じはかない

しかし︑それがかえって見つけ

新聞に﹁幻の花コシノコバイモ

ものなのですから︑発見しても

での長い休眠に入るのです︒

発見！﹂などという記事になる

関

見守ってやってください︒

むやみに採取しないで︑そっと

■！

私はまだ︑犬伏の観現様への

のです︒

た人に喜びを与えるので︑よく

形と淡い色彩で目立ちません︒

ユリ科の一員ですが︑地味な

かあります︒

そんなものにコシノコバイモ

ひっそりと咲く花もあります︒

名前のコシノコバイモは︑越

ケッチすることができました︒

けてくださったこともあり︑ス

ん見つけたといって︑ひと株届

室野の草村光枝さんがたくさ

けて火災は未然に防ぐよう努力

公民館より

働一人の男が飛行機から

飛び降槻る

摺波書鷹

おくま婁房

バ響ー・ユアグロー警新潮社
鷺ス潔ーツを考える

多木浩二著
ロ死のタ慶パス

J︒シンプソン著

D・麟矩パース
TBSブ秘タ議一力

ロ栄涜ど狂讐
タスムス

公畏館の烈夜なべ歴簗塾瓢で
は︑新発圏市で公開され楚﹃正

保絵図臨を見てきましだ︒絵図
には︑蕎高が記されている他︑

現在の片桐山集落が堅木山と記
りました︒市図書館の配慮藩︑

されているなど新たな発見があ
カラ！コぱーをいただ糖て来ま

競うように咲きますが︑なかに

た今回の訓練のみならず︑日頃

れた仲村さんの作品は﹁一番大

紐月の新刊図書

したいものです︒

早春を飾る花々は︑美しさを

し

から安全には充分な配慮をして

先に行われた全国中学生人権

切なこと﹂というテーマでした︒

鰍照

作文コンテスト新潟県大会にお

人権擁護委員連絡会では︑法

古脚さん︵儀明・ こうじや︶

いて︑松代中学校の仲村恵さん

務局とともにこのほかにも小学
テスト﹂ ﹁人権の花﹂運動など

した︒ご覧になりた鱒方は︑総

．醒

カットは高橋八十八氏

中学生人権作文コンテスト

／

合センター内社会教育係ま懸︑
ご相談ください︑

コシノコバイモ

優秀賞に仲村

︵儀明・こうじや︶が優秀賞に

人権思想普及高揚の啓発活動

を全国的に展開しています︒皆

生を対象とした﹁人権書道コン

の一環として実施したこのコン

さんも機会があったら応募して

輝きました︒

テストには︑県内六十一校一万

みませんか．

ξ

ございます

三千三百五名の生徒が応募しま

〃

，A『P1《」
，》

須

ありがとう

した︒この中で上位十傑に選ば

騨響｝顧）▼一））一）》一皿一））一U㎜㎜一一一一一一一一一鱒葡¶
一 一響響一
一
一
一▼》一 『一▼▼一

一

・一

一

一 一

一▼▼ ，▼▼一，

一一▼一▼甲騨

r

難、、

難

ご芳志を
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︿記念植樹する関谷町長︑ 市川
会長︑石野議長

松代中学校

校駅伝競争大会で︑松代中学校

技場付近で行われた新潟県中学

十一月十六日︑ 新潟市陸上競

三・ニキロで八人抜き︑三区の

は昭和大橋を渡り競技場までの

かったようですが︑二区の柳君

ス︒思いどおりの走りができな

総合六位入賞〃

男子チームは総合成績で六位に

での四・一キロで九人を抜いて

茂野君は日軽ゴルフガーデンま

区間賞も二人

た︒また︑三区と五区では県内

総合四位︒四区の池田君は競技

︿三区の区間賞・茂野君︒

直線コースで一気に︒

十一月八日︑ 記 念 樹 贈 呈 式 が

した生徒︒それぞれの心がひと

の強豪を抑えて区間一位をもの

同会館で行われ︑東京松代会よ

生の柳君の快走でなんと三位に

場まで同じく四・一キロ順位は

ほくほく線の開業を目前に控

当日は︑午後零時二十分に競

にし﹃一校で区間賞が二人﹄と

え︑国道二五三号の改良工事も

り市川昭二会長︑高橋長松副会

参加各校に衝撃を与えました︒

進 む ﹁鉄道駅﹂ ・﹁道 の 駅 ﹂ を 兼

つになった駅伝大会︑タスキが

作ったドラマは感動的でした︒

上昇︒アンカーは期待を一身に

り抜き︑総合六位で入賞︒

背負った二年生の宮沢君が頑張

技場をスタート︒一区の小堺君
渡って県庁裏までの五キロコー

長︑牧田信治総務委員長︑佐藤
町側からは︑関谷町長︑樋口助

二年生が二人参加しての入賞

記念して東京松代会から高さ七

です︒この経験を大事にし︑来

2区

3．2km

柳

一樹

10分18秒

18分18移

雨こそ降らないものの寒風の

16分32秒

年もぜひ頑張ってください︒

隆寛

吹きすさむ中で展開したレース

小堺

の優勝は︑平均した走りで常に

参加選手と記録

が出席し︑あいにくの小雨の中

5．Okm

トップを維持した十日町市立南

中学校︒松代中のタイムは南中

に一分三十三秒の差で一時間二

十分五十九秒︒二位の東小千谷

中とは十九秒差︑四位で昨年優

勝した津南中とは六秒の僅差︒

1区

稚の木の記念植樹や︑その標柱
設置をしていただきました︒

東京松代会の皆様には︑立派
な記念樹をいただき大変ありが
とうございました︒駅から降り

立つと三本の記念樹は︑城壁を

しかし︑念願の入賞を果たし

た選手や応援の生徒には満足感
があふれていました︒

一本のタスキに全力を込めて

なかったものの声を限りに応援

走り抜いた選手︑出場こそでき

健二

2．7km 柳

8分46秒

5区

貴士

6区 5．5km 宮澤

13分51秒

4．1km

収13分14秒

3区4．1km茂野

渉

池田

4区

模した国道を背景に一層引き立
つことでしょう︒来春3月22日

に開業が決まったほくほく線の
います︒心からお礼申し上げま

車窓からもよく見えることと思

す︒

第6回新潟県中学校駅伝大会

して地元の柳武松代区長の皆様

役︑石野議長︑小堺副議長︑そ

だきました︒

︿東京松代会のみなさん︒
左から高橋さん︑牧田さん

﹀五区の区間賞︑柳貴士君︒
追い抜く瞬間です︒

材もある椎の木を贈呈していた

繁夫常任幹事の皆様が︑また︑

少し下げたものの︑五区で二年

輝き︑念願の入賞を果たしまし

県中駅イ云

の一角に︑ほくほく線の開業を

（まつだいふるさと会館前）

ねた松代ふるさと会館の駐車場

贈呈されました

は信濃川沿いを走り本川大橋を

モミの木3本が

市川会長︑佐藤さん︒

11

東京松代会の皆様より

縷

松代町の

＊＊＊冬季＊＊＊

織委員長に松山利英さん

一
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8
一

り
よ

椿の花か山桜︑すみれ︑タン

生︑七日は清水で八日は苧島︑

日は峠︑五日は松代︑六日は蒲

もできた︒

道路も舗装されたし︑信号

城も出来たし︑公園もでき
た︒

温泉が出たぞ︑芝峠︒

橋も出来たし︑水道も出来
た︒

塩分ひかえめ︑長寿が増え
た︒

ふるさと会館︑駅の前︒

ほくほく線が走れば東京と

ます︒

東京松代会

幹事長

関谷

後楽園飯店で行われた︒

東京十日町会合同会が

東京牧村会十一月発足︒

友誼団体

賞した．

では特選︵芸術協会長賞︶を受

り

入選︒また︑埼玉県書道連盟展

は昨年に引き続き読売書法展に

宮田諒子さん︵松代和泉舎︶

孝

代会をよろしくお願い申し上げ

ご多幸を祈り︑東京発・東京松

最後に︑来年も町民の皆様の

じめ町民の頑張りの現われ︒

1

を

は

＊＊＊春季＊＊＊

雪の中で眠っていたブナの木

＊＊＊秋季＊＊＊

豊作祈願の秋祭り︑青年会が

ポポ︑れんげ草︒野野葉を追う

町と見に歩いたもんだが⁝︒

九日はOで十日はとうとう十日

演じる村芝居︒今日は室野で明

に風呂に入る年に一度のことで

かのようにウドや鳥足︑ゼンマ

は

あった︒おせち料理にサケの切

イ︑ワラビ︒そして︑一斉に田

の

り身︑兎肉のお吸い物︑白いご

植えが始まる︒カスリの着物に

ヘションガイナー︑チョーイ

今の松代町は

飯に魚々かって⁝一番のごちそ

タスキ掛け︑スゲ笠かぶったト

ク巻︑男はマント︑雪道で出会

がる大きな輪︒尻をはしょって

ウチワを腰に﹁お前も踊れ︑ケ

トセーの盆踊り大会︑徐々に広
子どもたちが︑取り上げババに

二十三日太平︑二十七日松代︑

ら︑十七日門出︑十八日儀明︑

奉納相撲は一六相撲が室野か

ツにネンブツができるぞ！﹂

す﹂の決まり文句︒お元旦には

＊＊＊夏季＊＊＊

の

i趣味の会

1

町

ミ

東京松代会

だ

味五i
ふるさと会館前にて
円1
の1
市川会長他3名
アi11／12企画委員会 於県人会館

うである︒石臼で粉を挽き︑お
夜中の零時を過ぎれば︑村の

（伊沢）が就任した。
112／7役員会 於県人会館

i

オ
ヤ

幹事長

モミの木3本も決める
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イニ1

ナリのアネチャ︒

しいよ︒

東京カラーの赤や黄色は目に眩

帰り︒出稼ぎ帰りの若い男女︑

が芽吹く︒ギャーギャi鳥の里

関谷

｛r野爵

東京

やじが作ったそばの味︒

正月は十二月三十一日の正午

−9
一ク
膚4
一創
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菖ダ
一
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一 儒9
ーρ
一∂
一∂
一
一グ
8一岬ー一ダ
9
8ρ
響4

89
僧
一ρ ー

う言葉は﹁おめでとうございま

神社とお寺に初詣り︒女性はカ

いずれも関谷幹事長宅

i

会報発送、新年会など

1

会報6号校正を行う

i

O

孝

ツトコを運ぶ︒五銭のお年玉が

嬉しい︒若い男女は羽根ツキの
儀︑ふれあいの場であった︒

長
i11／10カラオケ道場開催惨23名
えi・・／・7釣りクラブ納会を行う

3

昔
が﹃歳とりの儀﹄︒明るいうち

夏一1
一
の本i11／8記念樹植樹祭出席
松代

が

し

ノの

I

膠

︿樋を使ったなつかしい雪堀り
風景です︒背丈を越える雪を

デ島1
ロ 於 桐葉
ィで111／5広報委貝会

じ
ン大i

國新年会・新会員募集に
ついて なお、空席の組

ミ
i
ミ
じ
i
こ ミi
れ同！
はじi

1ひ

降ろすと︑屋根も埋ってしま
個鱗

灘

●

います︒
膿

慧灘

灘

ス十111／2新年総会実行委員会
キ八i
ヤ日i
於 池袋大田屋ニ 記念樹
、

、

、

一
一

繋

蒙雛

懸
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蒲生句会

ふさ女

翔 山

裏庭に日射し戻らぬ菊の花
おのれ

っらか え

赤一色己濃くする唐辛子
みそれ

短

歌

コメ

痛かゆき足の指先ふと見れば
霜焼け赤く初冬を告げし
ロ
樗

秋雨の降りて暮れ落つ帰り道

我を呼ぶがに捨て猫の声

市川辰雄

念

時雨はや白みて降れる田の中を
一 羽の鷺が首立て歩む

歓びに満ちて手足を使はねば
罰当りなる生ならずやも
野石
つつましく冬を迎へん大銀杏
散り尽したる寺庭に立つ

本山祖道

靴の底たたいて草の実を払ふ

風

紅 茶
縁先に大根置きあり堂は留守

辰

園藝轍獄謎毛

7鑑7灘謎響聲纏

蹴ハ雛鞭鎌雛籍磁

一つ

茎は地下茎から伸び︑地上に出

るとすぐ二つに分かれる︒

は柔らかい普通の葉︵栄養葉︶

になり︑もうひとつは胞子をつ

ける︵胞子葉︶となり栄養葉の

二倍くらいの高さになる︒

低い山の林内︑特にスギ林に

多い︒地上部は九月〜翌年六月

空気うまし胎内平の秋気かな

千登世

胞子葉は先の方が穂状に分か

ける︒

なお︑当地

入れた袋をつ

黄色の胞子を

新米のほかに礼するものもなく

戴ガ．砧︑

いう︒

●

8 フし

﹄レ

ワラビ﹂とも

騨．賂方では﹁トコ

胴︑・・︑．．

れ︑その先にアワ粒状に多数の

水

開

頃までで夏季には枯れる多年生

淡

代

鞭鰍

のシダ︒葉の古同さ30㎝から5
0㎝︒

万歩計万歩越えたり草じらみ

三

子

通草取る一人は夢を引き寄せて

貞
又一人別れて月の道を行く

枯水
鳴
とし子

公

湯の匂ひ失せないうちに豆を打

つ
芒野を北々線の試運転

握る手に木葉舞い来る別れかな
昌 弘

惹

出題 名人 武宮正樹
黒先白死︵9手まで︶
●ヒント⁝まずオキを打って︑
ナカ手ねらい︒難問︒

購

5分で一一一段︑3分以内で高段者︒

こ⑦ε雷0士聖（〃・4そ・4身撃Z日つ・4

とうろう

日

堂

しぶみ句会
牟せし金杏大橦の古刹かな
八千代
花

湯豆腐にぬくもる夫婦夜寒かな

六

︑︐

。士4千
目三ユ6蕾⊥將↓鵯歪＞馨銘4んミ×

蟷螂の震に立ちし面構
月
ねき

桐落葉落ちつくところ葱畑

鐵
人

まわた

折

一寸待て新米少し持ってけと
おい

京はもうこりごりと負真綿
耕 山
おもちヤ

立冬の日ざしなりけり玩具箱

τぎた！

Q．

4脅︶

R．

醗

圏

龍峰

・亀

謬羅

／・／／！

晃ん

ビ

︐﹄

ウリスマスケーキ
O與いに行くわよ

写ε待︑3

ガε粥3がら

、＿一r
』
聾
∴∵

ん融

嚇爆

イ■

ゆう

もう苛ぐ捻図餌
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へ担罵評ギ名⑦1蓄

つ

ラ﹄雷
ア〆︒Q

のn五、

封 露
一

D

・
・
・
・
．1：：甲．』一

蔦隔

め

雛轍購轟鞭轍講齢1
銭

き

4

歳

高橋瑞希荒

松代・きゅうぜん

松代・ひろたや

拓人玩
4 歳

灘

膨議

みず

たく と

柳

鰯竃園燃畿鐵癒鵜駿羅羅鷲鐵

あき

え

牧田秋恵荒
5 歳
峠・ふくだや

囹分かりやすくなった

お米の表示

よぴ）興味に応じた学習をするこ

変わぴ）ました。袋詰めされたお

入学試験はなく、18歳以上の
方ならだれでも入学できます。

ことが基本となケ）ました。

ブレンド米の場合は、最低60
％まで、原料玄米の使用割合の
多い順に表示されますが、一定
の品質を保つ等のため、原料玄

もできます。

また、外国産米や未検査米を
原料として使用する場合は、産
地国（地域）毎の使用割合や、
未検査米の使用割合が表示され

歳

北越急行㈱では、3月22日の
開業に備え、11月5日から乗務
員等の訓練・習熟のための電車
運行をほぼ毎日実施しています。

とができます。

電車の運行に当たっては安全
対策に万全を期していますが、
沿線の皆様にも不慮の事故など

■募集期間 2月15日㊤まで
■授業開始 4月1日㊧より

がないよう下記の点については
特にご協力をお願いいたします。
◆鉄道施設、特に線路内には、
絶対に立ち入らない。
（電車は毎日走ります）

■募集学生の種類と学費

選科履修生（1年間在学）
入学料6，000円
科目履修生（6ヵ月間在学）

◆線路周辺での凧遊びや飛行機
遊びは危険！絶対やめよう。

入学料4，000円

米を多岐にわたぴ）使用する場合

は、ブレンド米と表示すること

5

松代・こびき

事故防止を！北越急行㈱
放送授業を収録したビデオ・
オーディオテープを利用し、約
300科目から自由に選ぶことに

消費者が精米を購入する際の
判断材料を提供する表示制度が
米の原料玄米の欄には、産地・
品種・産年の3項目を表示する

し

訓練・習熟運転に伴う

精米表示について
食糧事務所

たか

市川貴士玩

※授業料は4，000円／1単位
■お問い合わせ先

（架線には高圧電流。

停電や火災の原因にも）
※事故があると、開業に影響が
ある場合も想定されます。

〒951新潟市旭町2番町746
放送大学新潟地域学習センター

智025−228−2651

年末年始は9連休！（※懐野病院は急患受けつ）

ます。

糠斗

⑳

慧−

欝

㊥ ⑳
診療

⑱ ㊥ ⑱ ⑱ ⑱ ⑱

獲欝︑

⑱

⑱ ⑱ ㊥

難纈︑

糠斗

羅欝

㈱甕鰯

㈱

嚢欝

購難騰醗

⑳ ㊥

麹，

雛鱒

馨墾灘織騰騰
鱒鐡聡、

診療

産地・品種・産年の3項目を
表示する精米については、表示
と内容の一致につき、都道府県
知事と精米工場を認定し、専門
的知識を持つ第三者機関である
『表示認証機関』が「認証」し

灘療郷驕

鱒響

「認証」・「確認」

翻㈱

囹表示と内容の

⑱

ます。

盈02559−9−2341FAX9−2342

撚，難欝灘慧

⑱ ㊥ ⑱ ⑱ ⑱ ⑱ ⑱ ⑱ ⑱

⑱ ⑳ ⑱ ㊥ ⑱ ⑱ ⑳ ⑱

⑱

㈱鍵㈱

盤翻鐵鷲
㈱欝灘

診療

※問い合わせ先
新潟食糧事務所浦川原支所

穣灘盤

診療

致を「確認」します。

簸螺議獲羅

診療

なお、この精米表示認証制度
を補完するため、登録小売業者
が袋詰めした精米については、
都道府県知事等が指定した『表
示確認組合』が表示と内容の一

⑱ ⑱ ⑱ ㊥ ⑱ ⑱
14

教育改革モニター募集中！

蝦
羅

．轍、

紙資源リサイクルのため

今までお使いの
電話帳を回収します
ご協力を！

NTTでは、平成9年1月発

私たちの暮らしや経済を毎日
支えている「みち」。そのつく
り方について、これまで一般の
人々が知る機会や意見を言う場
は限られていました。
建設省の諮問機関である道路
審議会では、みなさんの意見を
取り入れる新たな考え方のもと
に、平成10年度からスタートす
る新しい道路計画を作るための
検討を進めています。

このため、今年の五月末から
七月末にかけて、道路審議会に
かけた「21世紀の道を考える委
員会」（森地茂委員長・東京大学

文部省では、教育改革を実施
するに当たって、広く国民から
意見・要望等を聴き、諸施策の
立案・検討・具体化に反映させ
るため、教育改革モニターを募
集しますので、次の要領によひ）
ご応募ください。

■モニターの仕事
文部省から依頼するテーマに
ついて、教育改革モニターの周
辺・地域（家庭・近隣勤務先な
ど）の人々の意見等も聴取のう
え、教育改革モニターとしての
意見等をまとめ、文書によって
提出していただきます。

■募集人員

500人

（うち新潟県から10人）

行の「上越ハローぺ一ジ」を、
12月中旬より同月末までに企業

教授）がみなさんから「みち」に

■依頼期問 2年間

や家庭にお届けします。

対するご意見を募集したところ、

その際、今までお使いの電話
帳は「紙資源」として再利用す
べく回収させていただきますの

全国35，000人の方から11万件を
越えるご意見をお寄せいただき

で、配達員にお渡しください。

いただいたご意見は「21世紀
のみちを考える委員会」におい
て分析・検討を行い、その結果
を「ボイス・レポート」にとり

■応募資格
教育改革について関心があり
教育改革モニターとしての仕事
に熱意を持っている年齢満20歳
以上の方。ただし、次の方につ

なお、不在等で配達員に手渡
しできなかった場合は、1月14
日までにN T T電話帳お届けセ
ンター（智0120−324182）にご
連絡いただければ回収にお伺い
いたします。

また、N T Tのお客様窓口に
電話帳回収ボックス（愛称：リ
タウンB O X）を設置し、1月
末日まで回収を行います。

ました。

まとめました。

多くのご意見・ご提案をお寄
せいただいた方々に深くお礼申
し上げるとともに、これをきっ
かけとしてみなさんの声を生か
した新たな道路計画づくりに努
めていきたいと考えています。
なお、「ボイス・レポート」を

入手したい方、全意見内容の閲
覧を希望する方は次にお問い合
いま話題のインターネットで

松代町がもえています
インターネットで地域を紹介
し、町特産のふるさと小包を注
文できる「信越ふるさと便」の
ホームページが、11月15日に開

調査課

智0255一23−3136
●安塚土木事務所

・国会議員及び地方公共団体の
議会の議員
・常勤の国家公務員及び地方公
務員（ただし、校長及び教員
は応募できます）

■謝礼等

依頼したテーマについて、ご
意見を提出していただいた場合
は、謝礼として記念品をお贈り
します。また、文部広報、その
他の広報資料を発行の都度、送
付いたします。

■申込み締切日 9年1月17日

わせください。

●高田工事事務所

いては応募できません。

計画調整課

（当日消印有効）
■申込み先及び問い合わせ先
〒950−70新潟県教育庁

総務課企画広報係

●02559−2−3655

設されました。

12月中旬、松代郵便局にパソ
コンが設置されます。どなたで
もお気軽にご利用ください。

アドレスナンバー

http：／／www．avisnet．or．jp／〜fumsato／

智025−285−5511（内線3804）

■モニター申込み用紙の請求
上記「申込先」で直接受け取
るか、80円切手を貼った返信用
封筒（あて先明記）を同封して
請求してください。

■選考結果
平成9年度当初に文部省で決
定し、直接本人にお知らせする
予定です。
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同匿除團回
（10月26日〜11月25日受付）
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転入8人
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暇なところという感じでした︒

富澤 コウさん

（松代・松里）
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高僑 守雄さん
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ボードやバレー
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（松代・下町住宅A棟）
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雅大ちやん憲一・菜穂子さん

、
まさひろ

加藤

忍さん
勇・齋木
小堺

真弓さん
一男・小山
重野

久美子さん
山賀健一郎・柳
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