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蘇小学校親善マラソン大会・

10月1日、久しぶりに続いた青空のもとで、

駅伝大会やマラソン大会が町内の小・中学校の
生徒や松代高校生の参加で行われました。秋の
匂いを大きく吸って元気に駆け抜ける子どもた
ち。スポーツで健全な身体と心が培われます。

主な内容

肋な鯵加1スポーツの秋

たっしょでながいき……………②③
里創プラン紹介…・・…∋・………・…・④

健康クラブ通信…………・…・…・…⑤

ウィークエンドサークル………⑥⑦
東京発・文芸………・………・…・⑫⑬
お知らせ…・………・……・……⑪⑭⑯
（この広報は再生紙を使用しています）

長寿と健康

で

今年も敬老事業の一環として長寿者︵満八十八歳以上︑米寿喜寿︶
贈られました︒

と金婚︑ダイヤモン下婚の該当者に県︑町から祝い状や記念品などが
その該当者の中から関谷町長は︑米寿を迎えられた山本昇治さん︵犬
伏・いりおき︶と金婚の市川義一・スイさん夫婦︵池之畑・はしば︶︑
そして︑ダイヤモンド婚の山岸信吉・ミキさん夫婦︵寺田・まんがき︶
のお宅を訪れ祝福しました︒

また︑当町の長寿一は昨年に引き続いて︑更にお元気な孟地の山本

元気に長生きしたい……。

いつになくきれいな稲を喜

んでおられました。

〈米寿の山本さん（犬伏）

若いころ酒には目がなく飲

今は毎日1合ずつたしなみ
みすぎで病気も覚悟……。

風邪には縁がないとか。

オキさんです︒蒲生の小堺ヤスさんも百歳に到達され︑敬老の日の十
五日には安塚地域福祉センター金子所長も小堺さんのお宅を訪ずれ百
歳の長寿を祝福されました︒

1〉寺田の山岸さんご夫妻

（ダイヤモンド婚）

お酒は手術後やめました。

食事・運動等に気をつけて、

ダイヤモンド婚

︵婚姻60年︶

︵松代・やじん︶

関谷福次・キサ

︵千年・はんぜん︶

猛・ナカ

︵松代・ぶんてん︶

万羽一吉・セイ
佐藤

小堺芳太郎・フサノ

︵蓬平・いしぼとけ︶

︵寺田・まんがき︶

山岸新吉・ミキ

婚

︵室野・新屋敷︶

潔・キン

︵福島・かみ︶

西潟平司・トシ
佐藤

金

︵婚姻50年︶
高橋清八・ハナ

︵松代・たかせや︶

︵松代・ドライブイン︶

五十嵐春吉・チヨ子
市川昭二・ハナエ

︵松代・またべえ︶

︵田沢・せいべえ︶

市川清次郎・フジ
市川三二・良

︵田沢・かみ︶

︵池之畑・はしば︶

市川義一・スイ

︵千年・おばたけ︶

柳弥三次・ミネ

西方

︵千年・げんのすけ︶

晃・レツ

佐藤巳三郎・ミネ

︵千年・おおまい︶

︵千年・こうぐ︶

高橋栄次郎・スズ

室岡辰男・恵子

︵池尻・おおや︶

小堺松次郎・ハマ

︵蓬平・おおにし︶

︵苧島・さじん︶

貞二郎・レツ．

︵犬伏・かずえん︶

小嶋数一郎・千代野

柳

︵田野倉・みずかみ︶

池田利八・トモ

池田善次郎・トメ

︵田野倉・こざか︶

︵仙納・すけざえもん︶

池田辰夫・和子

高橋佐平治・タイ

︵莇平・いえのやま︶

︵莇平・とくぜん︶

高橋二一・ノリ

田辺弥一郎・ハナ

︵寺田・やざいもん︶

︵寺田・きゅうすけ︶

井上哲治・ミハル

︵蒲生・松泉寺︶

倉石義乗・芳子

︵蒲生・きゅうだい︶

山岸久一・チヨノ

︵蒲生・やくし︶

柳 多三郎・ミツヨ
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〉最高齢の山本オキさん。5月25日開催のN
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内はもとより、新潟伊勢丹や世田谷区のイ
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ベントなどにも、協力していただいています。
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第四版より
年齢の異称

三十歳

二十歳

不惑

而立

弱冠

︵ちめい︶

︵ふわく︶

︵じりつ︶

︵じゃっかん︶

︵しがく︶

四＋歳

知命

︵じじゅん︶

＋五歳 志学

五＋歳

耳順

古稀︵こき︶

還暦︵かんれき︶

六＋歳
賀寿

六十一歳
七＋歳

喜寿︵きじゅ︶

ソ

七＋七歳

パかぞえ

八＋歳

米寿︵べいじゅ︶

傘寿︵さんじゅ︶

上寿︵じょうじゅ︶

白寿︵はくじゅ︶

牟寿︵そつじゅ︶

八＋八歳
九＋歳

歳

九＋九歳
百

︵金婚のつづき︶

小林安太郎・イセ子

︵蒲生・たっぽ︶

︵儀明・たけね︶

仲村作一・美津枝
仲村慶作・チヨ

︵儀明・じゅうざいもん︶

︵室野・ちゅうべえ︶

村山直治・カツ子
村山栄次郎・カネ

︵室野・なかあんどう︶

相沢幸成・喜代子

︵室野・みずなしや︶

米持常市・小梅

︵室野・つねいん︶

佐藤清吉・ユキ子

︵室野・かわかみや︶

︵室野・もんにん︶

佐藤与助・マキ
横尾末義・ヌナ

︵峠・よしり︶

舗歳到達者
小林豊保

︵蒲生・たっぽ︶

小堺ヨシ

︵儀明・まごえん︶

小堺ヤス

︵蒲生・増村屋︶

米寿︵88歳︶

︵松代・東雲屋︶

︵松代・九州屋︶

関谷孝一︵松代・三郎左エ門︶

関谷弘治

萬羽卓司

樋ロウメノ︵松代・九左エ門︶

室岡マツノ︵池尻・にまいだ︶

小堺マキ

︵犬伏・いりおきY

︵蓬平・こうじや︶

小野島エイ︵会沢・ちょうすけ︶

山本昇治

︵田野倉・堂の下︶

︵中子・しも︶

若月ハマ︵孟地・ほんじょう︶

齊藤庄平

斉木ハツ

︵寺田・さかたや︶

︵莇平・こうしち︶

菅井トリ︵田野倉・かみ屋敷︶

井上九四

︵寺田・まんがき︶

高橋ツル

山岸新吉

︵儀明・よしん︶

︵儀明・さかぐち︶

小堺チヨノ︵儀明・むらかみ︶

村松ミナ

仲村タノ

米持ヤイ︵室野・さんのう下︶

中沢セキ︵木和田原・かじや︶

繍﹄松代郵便局も・

：官寿︑のお祝順

﹄松代郵便馬でほ︑歯寿を迎︑ろ

ちπる嘘に長寿おお祝と嘉も鱈︑

・︑簡易裸険事業への協力慧感謝事；

・紅之め．嘱越郵孜局管内の特産
鰭を贈呈じて騨ます︒

に・今年ぱハ犬伏の松山薄ンき荒㎝

に長野県︑の特産木製品︵花台︶﹄

が贈呈されまじた︒
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平成9年9月15日現在

松代町長寿者番付表

※年齢は満年齢、91．10は、91歳10ヵ月です。

妻 有 郷アートネックレ ス

年に里創プランの第一号として

十日町地域広域圏は︑平成六

組むことになりました︒

さらに十四の広域圏単位で取り

整備構想のご紹介
はじめまして︒十日町地域広
域事務組合事務局企画振興課で

す︒事務室は︑十日町地域消防
本部庁舎の三階にあります︒

とのできるもので︑これまでに

間地域に多かれ少なかれ見るこ

は︑当地域に限らず全国の中山

を活用する知恵を出し合って広

も各地の自治体でいろいろな取

町村全体の振興を考え︑ハード

とするものです︒

組が行われてきましたが︑芳し

域の振興策を作り上げていこう
圃妻有郷アートネックレス

い結果を収めたものは多くあり

本構想の策定に当たっては︑

ません︒

整備構想とは

道路網を中心とした交通体系
が整備され︑また余暇時間の増

の減少と高齢化の進行が著しく

平成六年四月より松代町と松之

に変化が生じてきたことから︑

てるよう検討が重ねられてきま

でにない独自の地域振興策をた

を充分に踏まえた上で︑これま

やアトピー性皮膚炎などがその

アレルギーといえば︑花粉症

これらの取組の持つ長所・短所

では︑現在﹁十日町地域ニュー
地域活性化のための対策が急が

山町を迎え︑一市四町一村から

代表格ですが︑化粧品や食品な

大等により︑日常生活圏の範囲

にいがた里創プラン﹂﹃妻有郷アー

れていることと︑平成九年三月

した︒今後は地域の人々の中で

指定されました︒それは︑人口

トネックレス整備構想﹄を進め

なる新しい﹁十日町地域広域行

いものが原因となって引き起こ

に開通したほくほく線を利用し

有の特質を活かして地域に新た

されるアレルギーも少なくあり

ておりますが︑今回から数回の

このような状況の中で﹁十日

な活力を呼び起こすと同時に︑

ません．

ど︑ほとんどの人には何でもな

町地域ニューにいがた里創プラ

全国の中山間地域の問題解決に

を図りたいという圏域共通の課

ン﹂への取組が始まり︑平成八

事業の内容は︑今後皆さんと
里創プランは︑今までのよう

対しても新しい展望を示すもの

題があったためです︒

に国や県の補助事業を活用して

レス整備構想﹂として発表いた

年三月に﹁妻有郷アートネック

一緒に知恵を出し合って計画し

ていくものですが︑今回は﹁里

﹁補助金をもらって行政が何かを

ルギi︒長時間︑イアリングや

金属のアクセサリーによるアレ

次回は﹁妻有郷アートネック

ピアス︑ネッタレスなどの金属

われている金属が溶け︑アレル

また︑入れ歯や義歯などに使

す︒

ムなどに使われることもありま

腕時計のベルトや眼鏡のフレi︑

これらはアクセサリi以外に︑

い金属は︑ニッケルやコバルト

アレルギーを引き起こしやす

て痛みを感じる場合もあります︒

と水庖ができたり︑はれ上がっ

属アレルギーです︒ひどくなる

や炎症が現れたら︑おそらく金

レス整備構想﹂の概要について

■川西町立川西中学校
（雨天：屋内体育館）

アートネックレス整備構想﹄に

なかでも最近増えているのが

創プラン﹂の誕生から﹃妻有郷

この構想が鍛えられ︑当地域固

材質にご注意

政圏﹂がスタートしました︒

アクセサリーの

た圏域の交流人口の増と活性化

金属灘雛轟ギー

連載でご紹介いたします︒

さて︑十日町地域広域六町村

年秋に幼少年から『火災予防』『防

として期待されております︒

造る﹂というも の で な く ﹁ 自 分

本構想が計画された背景には

がたくさんあります。

しました︒

ついての基本的な概念です︒

たちの地域のことを自分たちで

綿飴や紙芝居など楽しいコーナー

が触れていたところに︑かゆみ

す。今年は、川西中学校を会場
にミニ消防車やはしご車の試乗、

ご紹介いたします︒

うと消防ひろばを開設して『いま

囹里創プランとは

郷が抱える様々

災教育』を目的に、楽しみなが
ら防災に関心を持っていただこ

中山間地域である妻有・松之山

う考えを基に︑皆さんから出て

な問題がありま

十日町地域消防本部では、毎

考え自分たちで実現する﹂とい

日町地域ニューにいがた里創プ

くる気力とかアイデアに県の持っ

地場産業の低迷︑

す︒その問題とは︑

消防ひろば

﹁里創プラン﹂は︑正式には﹁十

ラン﹂といいます︒﹁里創プラン﹂

わせて︑地域と県が一緒になっ

若者人口の流出

ている知恵と事業などを組み合
て地域づくりをやっていこうと

による過疎化と

が誕生したいきさつは﹁よい︵理

いう平山知事の考えに基づいた

いうものです︒ですから︑内容

想の︶里創り﹂を目指したいと
ものです︒

についてはこれからみんなで作

平成五年度に県は︑第五次長

ミュニケーショ

AM10：00〜PM3：00

■10月19日（日）

高齢化︑文化・コ

り上げていこうとしているもの

住民の活力低下

期総合計画を立案︒その中には

また︑今までのように各市町

等の諸問題です︒

ンの崩壊による

村の個々のハード︵いわゆる箱

これらの問題

です︒

地域別の振興策﹁地域別振興方

物︶を優先するのでなく︑六市

県内を六地域に分け︑具体的な

て︑これを具体化する段階では

向﹂が盛り込まれました︒そし

ちびっ子集まれ1
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この背景には︑個々の食生活

てきた現状をお知らせしました︒

の問診結果と高血圧者が減少し

広報九月号では︑基本健診時

ていただいたり︑乳製品の普及

を通して食生活の大切さを知っ

子の料理教室を始め︑調理実習

手として活動しています︒母と

健康づくりを身近なものとして

を行った りしています︒また ︑

町でも減塩活動に取り組んで
地域の皆さんに広めています︒

の見直し︑特に減塩に気をつけ

いますが︑この活動に欠かせな
今回は食推さんが地域で行っ

ちょっとした お茶飲み話から︑

い方々が地域で奮闘されている

た料理をご紹介します︒これは

る料理を⁝と地域の方々に試食

食生活改善推進委員︵いわゆる

四十時間にわたり︑栄養・調
していただいたり︑作り方をチ

農繁期で忙しくても手軽にでき

理・食品衛生などについて学習

一四〇g

黒ごま

なす

八g

四個

なすのごまマヨネーズ

ラシにして配布したものです︒

食推︶さんです︒

ていることがうかがえます︒

栄養士

し︑自分自身や家庭での健康づ
くりを基に︑地域の健康の担い

季節の野菜を使って
簡単にできる副菜
もやしの 風味あ え

八Og

もやし
ピーマン

少々

大さじ1

四・八g

マヨネーズ

にんにく

塩

忙しい時でも手軽な一品︵峠食推︑ん︶
鶏ささ身

三本

蒸しなすのそぽろあん

中二個

％かけ

ささ身のごまマヨネーズ

なす

しょうが

ギーを起こすことがあります︒

のうほう

この場合︑手のひらや足の裏に

小さな膿庖が現れたり︑湿疹や

かぶれなど皮膚炎を起こしたり

します︒

それまでなんともなかったの

例も少なくありません︒いずれ

八09

小さじ1

にしろ︑おかしいと感じたら︑

豚ひき肉

しょうゆ

小さじ％

に︑ある時から突然症状が出る

砂糖

大さじー
a

白ごま

小さじ−弱
小さじ−

．ゆ・

・4r■

︑．σ・

．・・︒●．

するようにしましょう︒

談し︑検査を受けたうえで治療

ともあります︒必ず専門医に相

も後遺症に悩まされたりするこ

てかえって悪化させたり︑何年

危険です︒過った薬品を使用し

アレルギー対策に素人判断は

け︑医師の指示に従います︒

アクセサリー類を身辺から遠ざ

判明したら︑その金属を使った

変化を見るのです︒原因物質が

属片を皮膚に張りつけ︑患部の

します︒原因物質と疑われる金

行って︑何のアレルギーか診断

病院では︑まずパッチテストを

すぐに医師に相談することです︒

小さじ2

2強

水

少々

油
砂糖

大さじー％

しようが

水

マヨネーズ〃

てしょうがを入れた湯で煮

小さじ2

中一個

作り方①なすは所々皮をむ

る︒トマトは湯むきしてザ

しょうゆ

トマト

いて蒸す︒②豚ひき肉をお

ク切りにしておく︒②aを

四本

ろししょうがで妙め︑砂糖︑

あわせてマヨネーズソース

ししとう

水︑醤油を入れる︒③しし

とする︒③ゆであがったさ

作り方①ささ身はスジをとっ

とうを輪切りにし②を加え

さ身をほぐし︑材料をマヨ

少々

水溶きかたくり粉でとろみ

ネーズソースで和える︒ト

かたくり粉

をつける︒④蒸して食べ易

マトも加える︒

︿峠の食推さん

く切ったなすに③をかける︒
青菜の磯あえ

一袋

一六〇g
二〇9

ほうれん草

えのき茸

ほうれん草・えの

のりの佃煮
作り方

き茸はゆでて︑のりの佃煮

作り方 ピーマンは千切りにし

と和える︒

四個

てゆでて︑かつお節・しょうゆ

ピーマンのおかかあえ
ピーマン

一袋

0

小さじ少々

き︑蒸して一口大程度に切
かつお節

！

しょうゆ

作り方①もやしはゆでる︒

る︒②ごまはいってからす

作り方①なすは粗く皮をむ

ピーマンは千切りにしてゆ

り︑マヨネーズに混ぜ︑塩

少々

でる︒②にんにくをすりお

大さじー

で和える．

しょうゆ

・．鼎

o

ナ

ぞグ

by

も加えて①のなすにあえる

？鄭

暑の飽
ろし①と調味料をあわせる

5

●．

●

＾一〇
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塩

月と鐸日利
十日町星の会の会長南雲敏夫

様にお願いし︑星座観察会を計
このため予定を変更して室内で

画しましたが︑あいにくの曇天
のスライドを使った月と星の話

記

エゾゼミ

平成九年の夏はエゾゼミが大

は黒い体が普通なのに︑たまに

全体がオレンジ色︑あるいは︑

上半身がオレンジ色で下半身が

黒︑またその逆のものといった

変わり者が見つかることがあり

こんなタイプのものをエチゴ

ます︒

てアルビノ︵白子︶に当たるも

型といいまして︑変種ではなく

ので︑ドジョウにも赤ドジョウ

が見つかるのと同じ現象らしい

私もいくつか捕まえたことが

のです．

ような声で山じゅうをとどろか

杯は﹁リi〜〜ッ︑リー〜〜﹂
と雷のような勇ましい︑うなる

れるのでしょうか︒期待してみ

エゾゼミの堂々たる合唱が聞か

さて︑平成十年の夏は︑この

動についてご紹介します︒

今回は︑自然探険隊講座の活

を導入して活動しています︒

るウィークエンドサークル事業

ウィークエンドサークル活動から

新潟県では︑学校週休2日制
導入に向けて地域の受け皿づく
りをすすめています︒こうした

学校以外での活動を援助するた
め︑松代町では県がすすめてい

を使っての星の大きさの比較な

をして頂きました︒身近なもの

あり︑メスとオスには関係なく

この後2回程星座観察会を計

せましたが︑その前の八年は一

どちらにもありました︒

画しましたが︑いずれも天候不

お話を聞くことができました︒

高橋八十八さん

た︒

ホタル藻讐

オゼミ・ヤマゼミ・クマゼミな

ナリジッチ・ギーギーゼミ・オ

い山のブナ林を舞台として演奏

どと呼ぶ地区がありますが︑高

いました︒車が現地に到着する

い年︑まったく発生しない年と

このように発生する年と少な

するバリトン歌手です︒

ケボタルが飛んでいるのが分か

と︑すでにあたりを多数のヘイ

タルも観察できました︒点滅す

一際大きな光りを放つゲンジボ

なのです︒

エゾゼミは︑それに次ぐ大関格

いクマゼミが一番大きく横綱︑

一番大型で︑平野部の都会に多

この辺のセミの仲間としては

る光りに集まってくるヘイケボ

面白いことに︑このエゾゼミ

タルの様子は実に不思議な世界

ります︒また︑山側の林の中で

まちまちです︒

松代の源太周辺で観察会を行

このエゾゼミのことを︑カン

ましょう︒

物の観察を行い

苧神社周辺の植

ました︒

ちょっぴりと
の好天に恵まれ︑

汗ばむような春

子どもたちは我

先にと山頂を目
指し︑大人の方が

たは高橋先生の

説明を受けなが
ら熱心に観察さ
れてい ました ︒

で︑参加者は大感激でした︒

︾エチゴ型

ノノ

ぐエゾゼミ基本型

声も聞こえなかったのでした︒

ができませんでしたが︑楽しい

発生して︑七月下旬から八月一

その14

ど︑残念ながら本物は見ること

高橋八十八

良にて中止となってしまいまし

講師は福島の

グ1｝

をお願いして︑松

▲国指定重要文化財「松苧神社」にて

6

ン脈槻謬﹂

川西町教育委員会で実施して
いるトンボ観察教室に参加させ

て頂きました︒川西町R252
せいそく

沿いの松葉荘の周辺は︑トンボ
の棲息する池が点在し︑十一種

類ものトンボを観察することが
かみわざ

できました︒講師の神業に近い

網さばきで︑トンボを傷つける
てい

ことなく捕獲し︑手に取って丁

︿ふ化したばかりの
トンボです︒

活かして使おう

大切な土地をー・

土地はみんなの財産です

一定面積以上の取り引きについては届け出が必要︒

定価格や利用目的を記入した知

売り主と買い主︶は︑取引の予

の当事者︵売買の場合であれば

土地は限られた資源であると

事あての届出書を︑契約を結ぶ

①国土利用計画法のねらい

空へ放たれます︒やはり︑実物

寧に説明を受けた後︑トンボは

た資源です．

六週間前までに役場に届け出て

ともに︑公共性︑社会性を持っ

この法律では︑こうした考え

迄行う予定です︒

との交流も交えながら︑十一月

自然探険隊講座では︑他地域

開発などを未然に防ぐため︑土

取引や地価の高騰を抑制し︑乱

目指すとともに︑土地の投機的

して︑土地の有効利用の促進を

画的な利用を図ることを目的と

中止︑または変更を勧告するこ

し︑不適当と認める時は取引の

価格と利用目的について審査を

方に基づき国土の総合的かつ計

また︑ウィークエンドサーク

とがあります︒

います︒

．︒ム歩

ゲ．︶︑
・ごボ
．●

ー︾瀬■●

引をしようとする時は︑この法

ことになります︒

したり︑偽りの届け出をすると

届け出をしないで土地取引を

④届け出をしないと⁝⁝
ています︒

なお︑届け出に必要な用紙は

あります︒

以下の罰金が課せられることが

六か月以下の懲役または百万円

一万㎡以上

五千㎡以上

役場にあります︒詳しいことは

二千㎡以上

◆市街化区域

役場建設課へお尋ねください︒

契約しようとする時は︑取引

③届け出から契約まで

都市計画区域

◆市街化区域を除く

◆都市計画区域以外の区域

出なければならないことになっ

律によりあらかじめ知事に届け

通知を受け取れば契約ができる

それ以外の場合には︑届け出

届け出を受けた知事は︑取引

ル事業では︑ジュニアリーダー

地取り引きについて届け出制を

日から六週間以内に勧告をしな

ください︒

河川に棲息する水生生物を調

育成講座・バスケットボール教

設けています︒

八月三十一日

査すると河川の水質が分かりま

室を中心にサークル活動を行っ

七月二十七日・二十八日

す︒今年は3回︑渋海川︑五十

い旨の文書で通知します︒この

観察だけではなく︑こういった

次の一定面積以上の土地の取

②届け出が必要な土地取肌

川では︑このような観察を行っ

川遊びも貴重な体験となったの

トで紹介するクラブも予定して

沢川︵六日町︶︑信濃川︵川西町︶

水生生物観察会

たちも大喜びでした︒

を手に取っての観察は︑子ども

ねい

10月は土地月間

ている他︑松代町をインターネッ

で観察会を行いました︒

五十沢川は︑大変きれいな川

い かさわかわ

で︑きれいな水にしか棲まない

という生物がたくさん観察でき

ます︒渋海川は︑調査すると水
のきれいな部類に入りますが︑

比べると︑生活廃水の入った少

し汚れた水に棲息する生物が多

た後︑子どもたちは︑全身びしょ

ではないでしょうか︒

いのが分かります︒

ぬれにな．って遊んでいました︒

7

︾川西町にて︒

▲長命寺前の渋海川

十月一日付けで︑前収入役の

なっていましたが︑九月二十五

助役は︑本年七月より空席と

四月︑議会の同意を得て収入役

などを歴任︒その後︑平成四年

課長︑六十一年からは総務課長

に勤務︑同五十五年からは産業

助役に 関谷政和氏︵前収入役︶就任

関谷政和氏︵大字松代・58歳︶

で︑議会の同意を得て選任され

日に開催された九月定例町議会

り︑収入役は置かず︑関谷助役

可決されました︒この条例によ

務兼掌に関する条例﹂の制定も

また︑同日﹁松代町収入役事

があります︒松代町の発展のた

務や財産を管理するという役割

スト︒また︑収入役は︑町の財

職務を代理するという重要なポ

助役は︑町長を補佐し︑その

に就任︑現在に至っています︒

がその事務を兼掌することにな

め同氏の活躍が期待されます︒

関谷氏は昭和三十六年に役場

りました︒

たものです︒

が助役 に就任いたしました︒

芝峠温泉儲

全国から登幽家集ま径欝

九月二十五日開催の定例町議

会で︑次の方々がそれぞれ議会

の同意を得て就任されました︒

任期は︑それぞれ四年です︒

66歳

田野倉

よろしくお願いいたします︒

一治

教育委員会委員
齋藤

固定資産評価審査委員会委員

小堺貞男6
1歳松代

九月十五日から十九日にかけ

て︑清水生涯学習センターでは

クの中間研修が行われました︒

㈹日本青年奉仕協会中部ブロッ

ボランティアについての今ま

での活動報告を振り返り︑後半

の活動について意見を交換し合

うほか︑地域の様々な課題の学

役場職員

人事異動

西潟浩平

︵旧所属課・旧職名︶

平成九年十月一日付け

住民課課長

公民館長

八郎

︵住民課・課長︶

総務課付 山賀

︵教育委員会・公民館長︶

総務課

教育委員会

教育長が兼務

この計画への参加者は二十六

て出席︒全国規模の大会開催を

で視野を広げ︑その後の活動に

名︑国内各地から二十四名のほ

︾空き缶拾いの体験学習
翌日は﹃刈羽・黒姫山﹄への

十八日の午後︑儀明の国道で折

活かしていくことを狙う企画で

習やそれに取り組む人との交流
懇親登 山︒磯之辺から登り 始め︑

喜び合っていました︒

日本山岳会全国支部懇談会
︑ 増築工事の進む
九月二十日

芝峠温泉で日本山岳会︵斎藤惇
雄会長︶全国支部懇談会が行わ

山頂を経由して白倉までのコー

かアジアボランティア四人の男

北は北海道から南は九州まで︑

りからの雨の中で空き缶などを
スです︒また︑登山に参加しな

女も参加していました︒

平成九年十一月九日㈲〜十五日出

拾う体験学習も行いました︒

全国各地から集まった登山家は

れました︒

︾黒姫登山の前に記念撮影
の名勝史跡巡りを楽しみ︑芝峠

一泊二日コースも多様性を増や

勝地なども考えることにより︑

い方も︑松芋神社や美人林など

温泉で入浴した後︑それぞれの

ベントという気がいたしました︒

すということを教えてくれたイ
町内だけに限らず︑町外の名

帰途につきました︒

百十名余り︒ほくほく線や自家
午後三時から始まった懇談会

用車などで参加されました︒

には︑町長や議長︑高澤商工会

長︑関谷前商工会長も来賓とし

8

あなたの火

ちゃんと消すまで

つけた火は

関谷政和氏

稲刈り・もちつき

ふれあい農業体験

献血をありがとう

8月27日

役場前

︵敬称略︶

柳

裕子若井正子

正子 山口秋子

品田圭子

柳

忍

山岸泰子

小堺

︵三十人︶

り成分献血者

相澤タツ子

り四百㎡献血者

佐藤徹夫

佐藤信一

南雲 香 柳 幸子
小堺定男

草村康夫

牧野恵子

小野島美津子

工藤敏彦

仲村岩雄

治

夕食は︑福島のお母さんたち

鈴木正和

中村悦彦

＊

＊ ＊

隆 田辺栄子

＊ ＊

午前九時半〜午後四時

＊
＊ ＊＊

︵四人︶

志賀浩行

明

滝沢昭彦

樋口改太

伊藤澄男

︵セラサービス︶の皆さん十六人

による郷土料理や持ち寄った名

堤

健一

◆次回の献血は◆

柳
寺崎松太郎

高橋将樹

柳

石口町子

勝又

が福島集落を訪れ︑鎌を使った
酒で交流していました︒﹁稲刈り

山本伸夫

小野塚透

稲刈り体験を行いました︒

は日本の文化︑やり方は合理的

長谷川昭宏

関谷里美

＊

水落憲裕

市川栄造

三連休の初日ということで︑

で感心する︒腰をかがめての作

数井和代

◆日時十月三十日㈲

相澤幸一

都内の道路は大渋滞︒予定より

業が大変だった︒ご飯は毎日食

若月美穂

中村里美
武田代枝子

◆会

成分献血

松代町役場前
リニ百祀献血者

◆献血の種類

場

尾身勇人 小堺忠吉 佐藤一弘

︵十八人︶

山岸 孝

起康博

︾束ね方がむつかしい⁝⁝

刈り体験を楽しみました︒

二時間以上遅れての到着となっ
べるがこれからは大事に⁝⁝﹂な

中にも真剣な表 情 で 初 め て の 稲

てしまいましたが︑小学校一年
ど稲刈りの興奮が冷めやらぬよ

鈴本つた子

生から六十歳を過ぎた方までが

︿うまくモチつきできたかな？

関谷八郎 樋旦口冗史 佐藤由希

予定していたキノコ狩りは中止

ができません︒歯科医から﹁指

指しゃぶりをしないと眠ること

Q 三歳の娘ですが︑寝る時に

になっても消えない時は︑歯並

歯に生え変わる小学校入学前後

りますが︑上あごの前歯が永久

成長するにつれほとんどなくな

初日は暑くもない曇り空でした

となり︑生産組合の作業場での

しゃぶりのせいで前歯が出てい

びの影響からやめさせる努力は

つとしてとらえられています︒

杵と臼を使った餅つき大会を楽

ます︒今すぐやめるように﹂と

必要ですが︑その場合︑無理や

浸り︑不安を鎮める遊びのひと

最後の昼食の準備は︑世田谷

言われました︒どうしたらよい

り押しつけるのではなく︑子ど

しみま した︒

の方も手伝うなど都市との交流

のか戸惑っています︒

の事業費で運営されています︒

数は一万四千人︑四億三千万円

いで財団化された組織で︑会員

月に勤労者共済 会 事 業 を 受 け 継

の区長さんをはじめ稲刈りや餅

農繁期の忙しい時期に︑福島

り︑また︑欲求不満の現れとも

視されがちで︑歯並びが悪くな

です︒とかく指しゃぶりは罪悪

配されるお母さん方は多いよう

A

ら対処し見守っていくことが大

みてください︒余裕をもちなが

子どもの一日の生活を点検して

やめない原因が何かあるはず！

指導することがポイントです︒

もの気持ちを傷つけないように

セラサービスは︑平成四年四

これからも松代にはぜひ仲間

しかし最近では︑指しゃぶり

言われることがあります︒

︵新潟県歯科医師会︶

つきを指導された方︑三回の食

は子どもにとって自分の世界に

切です．

事に汗を流されたお母さんたち
のご苦労に感謝いたします︒

をつれて来てみたいという声が
多数ありました︒

お子さんの指しゃぶりを心

は大成功に終わりました︒

が︑翌日は朝から大粒の雨で︑

すぐそこに﹂という芝峠温泉︒

宿泊は﹁晴れならば天の川が

うでした︒

﹀ちょっと休んで記念撮影

縛るのに苦労したりで︑笑顔の

く刈ってみても束ねて稲わらで

稲の株を逆に持ったり︑うま

に講習を受けました︒

それぞれ長靴を履き︑鎌を片手

㈲世田谷区勤労者サービス公社

九月十三日㈲と翌十四日㈹︑

世田谷区

子ども達はミノ・笠も⁝⁝
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と

最新鋭／消防ポンプ車
㈹日本損害保険協会から寄贈

︿消防本部で消火訓練

精神障害者

入所授産施設のご案内

一人用居室

約十六㎡×二室

十二㎡×十六室

譲

二人用居室

十日町地域広域事務組合
油消火機材や十本のホースな

一三六〇番地一

〒九四八 十日町市大字高山

︽居室の大きさと部屋数︾

九月八日︑十日町地域広域事
どを備え︑積雪期や山林火災な

︽施設の位置︾

務組合に最新鋭の水槽付き消防

︽施設の概要︾

行い︑社会復帰の促進を図るた

能力と社会参加に必要な訓練を

仕事の場と住居を提供し︑自活

雇用されることが困難な方々に

で得られた収入から︑作業の状

科目も開拓する方針です︒作業

などですが今後研究して新しい

染料用ビン洗い︑弱電部品関係

作業は︑かせ揚げ撚糸加工︑

作業は平日のみで︑土・日・

︽施設の生活︾

況に応じた賃金を支給します︒

①入院の必要はないが︑生活指

祝祭日は自由時間となります︒

︽入所できる人︾

めの施設です︒

︽作業内容及び賃金︾

ど水源が保証されない火災現場

なお︑水槽付き消防ポンプ車

ポンプ車が㈹日本損害保険協会

は同消防本部では三台目となり

ある程度能力がありながら︑

れた同消防車は︑千七百2の水

ます︒また︑当 町 を 含 む 十 日 町

と期待されます︒

槽を備え︑毎分二千八百尼以上
広域圏内の本部・分署・分遣所

の初期消火に威力を発揮できる

の放水ができるポンプ性能を誇

十一台︑救急車は六台が配置さ

﹁火災保険号十日町﹂と命名さ

り︑本体価格は千八百万円︑各
にはハシゴ車や化学消防車︑ポ

れています︒

から寄贈されました︒

鑑雛難嚢

種装備をつけて約二千万円との
ンプ車︑普通消防車など消防車

導及び作業指導を必要とする人

居室には︑冷暖房設備や押入︑

ある人

ち込むこともできます︒

ます︒また︑テレビや電話を持

に必要な物品をお持ちいただき

関谷

︵松代・大正医院︶

ることができる人

②就労を希望し作業訓練を受け

︽定員︾20名

入所の際には︑布団など生活

ベランダなどがあります︒

︽入所にかかる費用︾

③十日町広域市町村圏に住所の
は教育委員長︶として教育行政．

表彰
され︑学校医在職四十四年六か

力氏

ことです︒

月

医ケ
校6
学年

月の功績により 文 部 大 臣 表 彰 を

に取り組まれているほか︑昭和

44

大正医院内科医の関谷力氏は

五十六年からは国保診療所の業

二人用居室

一人用居室 月額一万円

いては各自でお願いします︒

役場住民課

奮七−二二二〇

︽入所のお申し込み︾

受賞されました︒

務を受託されたり保育園の担当

電気・水道料︑平日の昼食代を

②施設管理料︵娯楽費︑共用の

月額一万三千円

関谷氏は︑昭 和 二 十 八 年 四 月

委員など︑医療と教育の分野で

や就学指導委員︑生涯学習指導

①施設利用料

九月二十五日︑鳥取県立県民文

化会館で行われた﹁第四十七回

全国学校保健研究大会﹂に出席

から町立松代小学校や孟地小学

幅広くご活躍されています︒

校︑松代中学校︑県立松代高等
学校などの学校医︑また︑昭和

交通事情に厳しい面のあった

された分を徴収します︒朝食︑

含む︶月額一万八千円
三十三年からは町の学童保健会

療に関する貢献は絶大なものが

当時からの関谷さんの教育と医

夕食︑授産がない日の昼食につ
とご活躍を期待いたします︒

その他︑居室の電気料は使用
副会長として教育現場の健康管

あります︒今後︑益々のご健康
また︑昭和五十三年からは︑

理に尽くしていただきました︒

松代町教育委員︵同六十年から
ら
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平成9年度

県民文化週問

欝灘麟タ雛ヲェスティバル

県民コンサート室内楽
■日時

演奏会（松代会場）

AM10時30分〜PM3時30分

県民コンサート（松代会場）

■会場

【日時】11月8日（土）

午後6時30分〜8時30分

《《第1部》》

長岡室内合奏団 ヘンデル作曲

変ロ長調ほか

《《第2部》》

上野正人さん（バリトン独唱）
平野俊介さん（ピアノ伴奏）

中田喜直作曲「みみずく」ほか
【入場無料】入場整理券が必要
入場ご希望の方は、ハガキか
電話で、県民コンサート室内楽
演奏会（松代会場）と書いて、
整理券希望枚数、代表者の住所
氏名、電話番号を明記してお申
し込みください。入場整理券を
送ります。なお、定員（200人）
になり次第、締め切ります。
【入場申し込み】〒950−70新潟
県文化振興課（住所記載不要）

■言羊しく

1

Illllll川ll，II川

1川川II

1

川

II

ol

A3版の白紙1枚

に形状や寸法・模様が分かるよ
うにデザインして、作品の裏面

に住所、氏名、年齢、職業（学
生・生徒は学校名と学年）電話
番号と作品の簡単な説明を明記
してください。

③応募締切

平成9年10月31日

（当日消印有効）
④審査結果

盈0255−45−2190
または、県庁職業能力開発課

平成9年11月下旬

に受賞者本人に直接通知。

⑤賞

費025−285−5511

最優秀賞1点（賞状・賞

金10万円）、優秀賞2点（賞状・

賞金5万円）、佳作5点
【応募及び問い合わせ】

手作りピザで楽しくパーティ
《10月21日（火）

《場

10：30〜13：30》

〒950

所》十日町市宮田町1−5

東北電力㈱十日町営業所クッ
キングスタジオ「えぷろん」

Ilo川川lil

川川lll川IIIll川1川1川川Il

o

IlllIll

lll量IIII［1

新潟市新光町5−1

千歳ビル4F㈲新潟県都市緑
化センター「プランターデザイ

ンコンペ」係盈025−285−5510

《参加費》 500円
《定員》
18名
ol

中学生以上の個人

②応募方法

県立上越テクノスクール

振興課まで

1川1川川川川1

①応募資格

ま、

《申込先》
IllllllIllIIIIll

間伐材を利用したプランターの
デザインを募集しています。

ついての相談及び資料提供

暦025−285−5511 内線2244
【お問い合わせ】
奮7−3000

llllllllllll

新潟県では、県内の林業振興
の促進と美しい街づく｝）のため

しくみや各施設、団体について
の紹介・生徒及び技能者の作品
展示即売・伝統に根ざした技能
の紹介・現代が求める技能の紹
介・イベントコーナー（ロボッ
ト相撲、パソコンによるカレン
ダー作成、木製品加工体験など
を予定）・職業能力開発全般に

【室内楽演奏会】

ふるさと会館内

上越市藤野新田333−2

新潟県立上越テクノスクール
■展示内容 ・職業能力開発の

【会場】ふるさと会館

合奏協奏曲

平成9年11月2日（日）

主催 ㈹新潟県緑化推進委員会
㈱新潟県都市緑化センター

盈0257−52−3107
1

1川ll

1川Ilol川M川1川川川II

川川lll川o川

II川llIIlllllllll川1

II81』

ご注意

職共済年金︶が︑六十五歳ま

で支給停止になります︒

⑤遺族厚生︵共済︶年金を受

どちらか一つの年金しか受け

けている人は︑六十五歳まで

られません︒

⑥六十五歳になるまでに就職

し厚生年金に加入すると︑そ

の間は支給停止になります︒

六十歳からの繰上げ請求

老齢基礎年金の支給開始は︑

六十五歳です︒しかし︑六十五

歳前でも希望すれば︑六十歳か

できます︒

ら年金を繰上げ請求することが

年金を繰上げて請求する時に

は慎重に行わないと︑いくつか

ので注意が必要です︒

年金の繰上げ請求はいったん

の制限を受けることになります

①一生にわたって︑減額され

請求をすると取り消すことはで

きません︒請求は慎重に行いま

た年金を受けることになりま

す︒

しよ・つ︒

※繰上げ請求とは逆に六十六歳

②万一︑障害者になっても障

害基礎年金が受けられません︒
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以後に繰下げて請求をすると︑

増額された年金を受け取るこ

とができます︒

③寡婦年金を受けることがで

きなくなります︒

④特別支給の老齢厚生年金︵退

リウマチについての勉強会を
開催します。リウマチの患者さ
んや家族の方など大勢の参加を
お待ちしています。お気軽に参
加してください。

【日 時】10月31日㈹

午後1時30分〜午後4時まで
【場

所】上越市新南町205

県立中央病院暦0255−22−7711
【対象者】在宅リウマチ患者及

びその家族（介護者）
【内 容】①医師の話「病気や日

常生活についてのア
ドバイス」②座談会
【参加費】無料

【申し込み】10月15日㈱までに

上越保健所地域保健課 保健婦
佐藤、理学療法士岡本まで
〒943上越市春日山町3−8−34

智0255−24−6133

おいしいご飯と
漬物

O
認

弘政
山岸

横浜市在住
片桐山出身

今年も豊作が伝えられていま

す︒米販の自由化に伴い︑豊作
貧乏になるのではと心配です︒

の価格が下がり続けている現状

私の近所の米屋さんが︑他県米
を話してくれました︒いろいろ

i
新年会（平成10／1／11）の

実行委員会発足など
11／11企画委員会 於県人会館
会員異動状況の確認
新年会準備 平成10年度
会費納入依頼状作成

《趣味の会》

つ

り10／11〜12
柏崎サヨリ釣り大会
ゴルフ10／17Nα23松高ゴルフコン
ペ上越国際十日町コース
観劇10／19国立劇場「黄門紀童
l
幼講釈」
㊧40名

や近所の家々を回ってはお酒を

です︒その味はそれぞれ違い︑

で心ゆくまで会話を重ねたもの

いただき︑出てくる煮物や漬物

差もあり日常米として受け入れ

i
圖佐藤正則智03−3382−0211
iカラオケ11／30 於関谷孝宅
li
圖片山徳重暦045−501−5984
ヨ
i 《ひろば》
i 小堺一男氏（58・蒲生出身）は、

レ

で来客を接待してくれたお陰と

ミ

i
l去る7月15日付で東京中央郵便局
ヨ

i長に就任。職員1，700人、年間売上

i970億円。全国第一位

ヨ

…

秋山正三

山岸政弘

高橋長松

小堺満三

盈〇四二五−七二−四七〇八

奴奈川地区

奮〇四八九−二二ー二九七五

山平地区

智〇四五−九三四−九五八四

伊沢地区

盈〇三−三八九三−七九七九

峰方地区

奮〇三−三九二四−六八一四

松代地区鈴木佐一郎

1年間三千円
会費1
入会申込先 各地区代表者へ

行っております︒

一 その他︑日帰り旅行なども

入会のお誘い

会員募集にご協力ください

感謝していますが︑最近はどこ

本当に嬉しかったものです︒各

昔から祖先たちが守り抜いて

現在会員数ー九五〇名

を相手に競争することを考える

きた田畑︑そして現在まで受け

の家を訪ねても︑煮物・漬物が

一

会員の特典

家庭のお母さんたちが自分の味

継いできた農業の中で日本一の

同じ味のような気がします︒健

と少し心配があります︒

コシヒカリが生まれました︒こ

毎月松代町役場発行

れから先は販売合戦です︒店頭

東京松代会発行﹁会報﹂

陣﹄には毎年参加

雪祭り⁝﹃越後まつだい冬の

町からも多数参加

新年会⁝友人との再開︑松代

一 各種行事

どなたも参加できます︒

観劇︑ハイキング︑カラオヶ︶

﹁会員名簿﹂送付

﹁広報まつだい﹂送付
一

趣味の会︵釣り︑ゴルフ︑

いますが︑昔の味が恋しいと唯

一

康を考えての食生活のためと思
思い続けています︒

鳥は飛び立つ

手を打てば

鯉は集まる

下女は茶を汲む

生きがしたいと思う昨今です︒

いしいご飯とおいしい漬物で長

老齢化時代を迎えました︒お

に故郷があります︒

誰が詠んだ詩か何時でも心の中

猿沢の池

には新潟コシヒカリが山と積ま

れていますが︑中身が違うよう
に思われてなりません︒

直売の方法はないだろうか︑

県産の農産物をマーケットで争
うこともできるのではないかと

おいしい米とおいしい漬物で

私はいつも考えてきました︒

おなかを喜ばせてあげたいと常
に子や孫に伝えています︒若い

頃から田舎に帰る度におふくろ

1ハイキング11／9中央線立川駅
i
9時集合出発〜3時懇親会
i
於ドライブイン「ミタケ」

！！！！6i鴨！！巳ii・！！！瞳ii﹄！！巳i亀！！！！§§！！！！！謄iiし！1！11！！！！9！！！！陰i亀！9i馬！！！！！！！！！畦i﹃！！！！略i噛！！！！！！亀i簡！9！！！！！！！！！！oiし！！1！！！亀iiii

平成10年度事業計画決定

i
於県人会館
10／7役員会
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応援してネ！
司法書士による

多重債務110番
借金返済でお悩みの方、新潟
県司法書士会が電話での相談を
お受けし、法律的なアドバイス
をいたします。

【日時】平成9年10月19日（日）

午前10時〜午後4時
【電話番号】（当日限り）

025−226−5090

【相談料】無料です

小規模企業難濤難
謹蒋職餐離雛・
小規模企業共済制度は、小規
模企業の事業主や個人事業主の
ための退職金制度で、今年度、

新潟県は「加入促進モデル県」

の指定を受け、加入促進に取り
組んでいます。

また、共済加入者は、払い込
んだ掛け金に応じて資金の融資
もご利用になれます。

詳しくは、松代町商工会まで

4

5

歳

定住促進
報酬金制度を
活用してください。
町では、ふるさと定住の促進
を図ることを目的に別表の通り
各種の事業を行っています。

報酬金の交付対象者は、役場
のそれぞれの担当窓口で申請し
てください。また、詳しいこと
は担当課にお尋ねください。

畦上洋裕くん

4 歳

歳

蒲生・あぜうえ

中子・けんぽ

犬伏・みうらや

自動車登録検査案内
サービスシステム
長岡自動車検査登録事務所で
は、利用者のサービスのため、
自動車の登録や検査手続きにつ
いての情報を「いつでも・どこ
からでも・欲しい時に」24時間
フルタイムで引き出せるように
電話ダイヤルによるサービスシ
ステムを9月から始めましたの
で、ご利用ください。
音声とファックスによる情報は

盈0258−23−0080
★音声による案内
①車を売ったり買ったりした時
②住所等が変わった時③車を使
用しなくなった時④その他車に
関する登録の手続き⑤自動車の
検査手続きや改造に関すること
★ファックスによる案内
①自動車の登録や検査手続きに
ついての資料②県内の自動車保
有状況等の統計状況

（盈7−2006）

ふるさと

ようすけ

齊木 ゆう
優くん

桑卯まどカ・さん

．︐毒断纏嚢︑

みんなで

﹀ウルトラマン

︾ケーキ屋さん

﹀とこやさん

保育園きいろ組さん

．溝簿掃饗醤鱒講醗離

藤鐵織羅欝藤籍瞳統嚢
長年皆様にご利用いただいて
参りました新潟地方法務局松代
出張所は、本年11月25日をもっ
て新潟地方法務局十日町出張所
に統合され、廃止されることに
なりましたのでお知らせいたし
ます。長年にわたるご厚情に対
し、厚くお礼申し上げます。

つきましては、本年11月25日
以降、土地、建物、会社、法人
等の登記申請、登記簿の謄本・
抄本・閲覧、会社・法人の印鑑
証明等の交付申請等の事務は、
十日町出張所において取り扱わ
れることになります。

《統合・事務の取扱などに

ついてのお尋ね先》
新潟地方法務局総務課
盈

新潟地方法務局十日町出張所
智

世帯者1組に付き
単身者1組に付き
学卒者1組に付き

￥200，000

0257−52−2575

新潟地方法務局松代出張所
盈

【新規就労者報酬金】

025−222−1561

02559−7−2041

【結婚祝金】
婚姻1組に付き

￥50，000

￥100，000

〈申請者の要件等＞

￥200，000

★在町者であって、婚姻届けを
出した者。ただし、婚姻後も
定住しようとする者。
《担当課：住民課》

〈申請者の要件等＞

★学卒者等または転入者であっ
て、在町者となり1．年を経過
した者で民間企業並びに自営
業に就労する者。ただし、引
き続き定住しようとする者。

第1・2子1子に付き￥30，000

★申請時に、満40歳未満のこと。

3・子以上1子に付き

★町長が特にふるさと定住者と

〈申請者の要件等＞

認めた者。

《担当課：農林課》

【出生祝金】
￥50，000

★在町者夫婦間の出生児
《担当課：住民課》
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このシンポジウムは、地方分
権の本格化や行政需要の複雑・
多様化に対応する方策としての
市町村合併や広域行政について
県内外の取組み例の紹介や様々
な立場からの意見交換を通じ、

その理解などを図ることを目的

邑懲鎌彙介も

きている方の所感文です。

◆応募方法

て応募のこと。（匿名希望の方は

【概要】経済評論家田中直毅氏

の特別講演「地方政府の要件一
問われる自己統治の理念」の他、
大分県東国東連合長の藤井康長
氏の基調講演や分科会などが予
定されています。
【主催】新潟県

【協賛】県市長会、県町村会
【後援】自治省など

盈

025−249−5660

平成9年10月1日から
1

日

1時間

4，915円

161円

この最低賃金は、業種、パー
トタイマー、臨時雇いを問わず
適用されます。お問い合わせは
十日町労働基準監督署へ

費
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0257−52−2079

【応募方法】題名、撮影場所、

【応募先】郵送の場合⇒〒948

十日町市西寺町織物会館
十日町市商工観光課内
ほくほく線沿線地域振興連絡
協議会事務局ほくほく線沿線
百景フォトコンテスト係
持参の場合⇒ほくほく線沿線
百景フォトコンテスト応募チ
ラシのある「新潟フジカラー
【申込締切】平成10年1月20日

【実施主体】新潟県行政書士会
【会場】〒951新潟市南浜通り
務局三階 TEL O25−224−2874

日本生命新潟ビル4階

平成9年3月20日以降撮影し
たもので応募点数に制限なし

取扱写真専門店」

◆応募資格 この10年くらいの
間に勤務をしながら育児または
介護を体験された方
◆締切 平成9年10月末日まで
◆その他 応募者には記念品を
差し上げます。また、応募作品

〒950新潟市東大通2−4

（ワイド四切も可）の一枚写真

職業（学年）電話番号を明記
した用紙を作品の裏にテープ
で貼付して応募してください

一番町364−27行政書士会事

は返却しません。

町村の景観（未発表の作品）
【サイズ】カラープリント四切

年月日、住所、氏名、年齢、

その旨を記入のこと）

◆応募・問い合わせ先
㈲21世紀職業財団新潟事務所

【テーマ】ほくほく線沿線18市

【日時】11月17日（月）10：00〜

未発表の作品を、

四百字詰め原稿用紙四〜五枚程
度にまとめ、氏名、年齢、職業、
住所、連絡先電話番号を明記し

フォトコンテスト

に行われます。

【会場】オークラホテル新潟

◆テーマ 働きながら育児・介
護を両立させた体験を踏まえ、
職業生活と家庭生活を両立させ
るうえでの工夫や苦労、家族や
周囲との関係、行政サービスの
利用を通じての感想や要望等、
仕事と育児、仕事と介護の両立
を通して前向きに自分らしく生

ほくほく線沿線百景

FAX

o25−229−6407

【相談業務内容】

当日消印有効
【発表】平成10年2月下旬
【賞】

最優秀賞1点
優秀賞4点

5万円＋副賞
3万円＋副賞

行政書士は、官公署に提出す
る書類、その他権利義務または
事実証明に関する書類を作成し
ます。特に入管手続専門家（申
請取次行政書士）は法務大臣の
許可を受けているため、通常は

入選 15点
1万円＋副賞
他に、ほくほく線特別賞1点
※入選通知のあった作品は、原
版の提出により入賞とします
※入賞作品及び版権は、主催者
に帰属。作品は、ほくほく線
のPR等に使用します。
※人物が被写体の場合は肖像権
侵害等の責任は負いかねます
ので応募に際しては必ず被写
体本人の承諾を得てください
※選外の作品は、応募先のカメ
ラ店を通じて返却（カメラ店
を明記のこと）します。また
郵送での応募で返却希望の方
は「返却希望」と明記のうえ

本人出頭のところ申請人の代わ

応募時と同額切手を貼った返

・入国ビザ問題・在留資格の変
更・資格外活動手続・永住資格
申請・帰化申請手続・日本での
会社設立・ビザ更新手続・不法
滞在といった他のビザ問題・日
本への再入国・養子縁組み・営
業許可（建設業、不動産業、旅
行業など）・その他許認可情報
【行政書士について】

りに入管局へ出頭できます。

また、行政書士は国家資格者
であり、法律によって顧客との
業務上の秘密を守りますから心
配なくご相談ください。

信用封筒を同封のこと。

※応募規定に違反した時、及び
入賞決定後に類似作品や二重
応募作品を認めた時は入賞を
取り消すことがあります。

退祉．30歳でUターンし︑現在

皆様のお世話になっています︑

実はUターンの時︑妻の実家の

﹁平成19年︑町の人口は四千人

予算も厳しさを増す︒期待のほ

により米の出荷量は激減︑町の

その選択は︑今も正しいと信じ

を考え松代町を選択しました︑

ました︒しかし︑将来の可能性

青森県弘前市に行くことも考え
を割り︑15歳未満の子どもは四

くほく線の利用者も頭打ちとな

ています︒

資本主義が世界を席倦︑それに

せつサん

市町村合併が本格的となり︑松

基づいた価値観を八々に植えつ

▼理科年表ポケット版が手に入り

代町も他人事でなくなる︒高規

21世紀︑今まで見捨てられて

ました︒定価千百円で千頁余り︑

圖園圏圖

しかし︑松代町が独自性を持

その大部分は数字で﹁こんな本も

校正する人もいると思うと気が遠

いたもの︑関心を持たれなかっ

すぐそこの未来は︑現在が創

くなります︒暦・天文・気象・地

たもの︑廃れたものが見直され

造します︒現在をどう活動する

学や生物など自然のルールを著し

ち︑人を引き付け︑留まらせる

35歳になる私は︑松代高校卒

かで10年後の私たち︑そして松

魅力がなければ︑また︑ただの

業後︑東京にて浪人︑静岡・東

あるんだ﹂と感心しました︒金額

京にて学生時代を過ごし︑その

たデーターブックのようですが︑

たいといっこと。
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も同じく当然のルールですよネ︒

いものです︒交通安全も火災予防

といわれるような町づくりにした

る当然のルールです︒条例不要！

ましたが︑これは社会生活におけ

からポイ捨て禁止条例が施行され

うな不思議な九月でした︒▼十月

と思います︒夏の暑さが恋しいよ

長雨には皆さんご苦労されたこと

風こそ免れたものの稲刈り時期の

のですから驚きです︒▼九月は台

代町が決まってくるのではない

﹄

天にいるならば二羽で一体と
なって飛ぶ鳥のように、地にい
るならば木目の続いている二本
の木の枝のように、死後も夫婦
仲良く変わらぬ愛情を持ち続け

まま東京で就職︒大阪・名古屋

いかがでしょうか。

測定値などは日進月歩といわれる

て暖冬になることが多いといわ
れます。来シーズンの雪の量は

でしょうか︒

O

のうちに寒気が南下して雪が降っ
てしまうと、冬に寒気がなくなっ

に転勤しその会社を七年勤務し

重要視されるでしょう︒今が大

一人口の動き一

通過点となるだろう⁝⁝﹂私的な

けました︒世紀末の現在︑その

転入1人
転出15人
（9年9月末日現在》

は一頁一円と廉価ですが︑これを

格道路の工事は順調に進み︑早

世帯数1，459世帯（一1世帯1

きなチャンスと思います︒

弊害と矛盾が表面化しています︒

女2，329人（一5人》
計4，167人（一16入》

多少悲観的な仮説であります︒

期の全線開通が見込まれる︒

死亡4人

出生2人

（一11人）

2，288人

仮説・十年後の松代町

百人程度︑松代高校も単独での

︑り︑第三セクター維持のためそ
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︶77か
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れんり

あ

た
●

す
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﹂

11月頃の初冬の暖かい晴天の
ことを「小春日和」といいます
このような日には、北極地方で
寒気が蓄積されているわけで、
この強い寒気は、やがて真冬に
日本付近に南下して大雪を降ら
せます。逆に、まだ山が青い秋

謙⇒＼鼓冷員薄離お齪軸

地に在らば連理の枝
ち

祈庚

ご沢

富

釧鳥O抽一〇迦茜皿
︵甫並一回謙謝︶

とり

＊天に在らば比翼の鳥
てヤん

次の冬は暖かい
つぎ

おおゆき

つづ とし

20世紀は科学技術・産業化・

存続が危うくなる︒35の集落は

あたた

の対策が急務となる︒全国的に

青山に雪が降ると

を割り︑農業従事者の高齢化

ふ

ゆき

せいざん

（福島・かみ）
＊小春日和が続く年は大雪。
こはるぴより

西潟弘明さん
oこわず

男

すぐそこの未来

hもも﹁き● Oq

げんきな良い子に（出生）
かなむ
小堺 叶夢㌧・正秀・美和子さん
（男の子・室野・はんぜん）
山本 じゆん
潤㌧・昭一・真友美さん
（男の子・犬伏・みずかみ）

一〇並巾

久治さん
・82歳
（田野倉・きゅうえん）
樋口
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＼レノ
（8月26日〜9月25日）
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