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第3回町民つな引き大会 19878月号（恥138）
8月1日現在

□総人口4，168人（一4）□男2，036人（±0）口女2，132人（一4）口世帯数1，231戸（一3）

（）内は7月1日との比較
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っていたより雪が

つま いありました︒

かまくら塾

が︑七月十八・

塾シリーズの第三弾 真夏の

って企画・実行している豪嘗

浦田地区の若者が中心とな

作りにと大人もヂ供も真夏の

宝探しやソソ遊び︑かまくら

は︑早速霊遊びを始め︑栄︑中

ており︑現地についた参加者

ルマ︑かまくらなどが作られ

されていた牽︑で滑り台や雪ダ

一行を待っていたものは

雪遊びでひとときを過した

︒マムシ・

ドラム缶と鉄板・金アミで作

も沢山ありましたが︶です︒

どの焼肉︵もちろん普通の肉

浦田に到着した一行は︑雨の

ったバーベキューセットが川

早川順一さん

ちょっと緊張ぎみかな！

三代目塾長

真夏のかまくら塾∬大成功

十九日の二日問にわたって開

豪雪塾第三弾

塾され︑関東を中心に五十名

雪を満喫していました︒雨が
上って本当によかったと思い

の方が参加しました︒

大厳寺高原の下に囲ってあ

ト︑過去二回の経験をふるに

ます．

生かして素晴らしい企画が満

てものパーティ

った雪を使ってのこのイベン

載され︑参加者は大喜こびで

ドジョウ・穴熊・カラスHハな

げ

した．

十八日の午後二時頃︑雷を

止むのを待って中原の奥に作

意され︑それを囲んでのにぎ

ともなうにわか雨が降る中︑

の広場

かまくら塾

られた

やかな︒ハーティとなりました︒

「ノ1￥さなかまくらも作りましたq

〜鰻

な矯．箸
噸

㌧、

に向いました︒広場には貯蔵

子供たちの遊ぴ場

、
磯簾露隻押騨

瀞

ド畦
へ罫

−礎盤
と運ばれて来る。
雪ダルマ も暑
そうに見えます。

、

糞

、思
貯蔵していた雪が
ダンプカーで続々
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まつのやま（2）

大厳寺の下から、

ら

も
啄

薄暗くなつた所でキャンプ

ら大好評を得て︑関係者一同

ファイヤーに火が入れられ︑

っとも︑完成するまでの試食

自信を深めたようです︒

この

真夏のかまくら塾

量がすごかったといラ話も⁝︶

︵も

夏の夜空を焦がす火をみんな
で見守りながら民泊先へと山
を下り︑一日目の日程を無弱

細工・由菜採りの三班に分か

二H目は︑漢流釣り・ワラ

が︑関束地方のヂ供達が夏休

よっと少なかったようでした

に実施したため︑参加者がち

ちょうど夏休み直前の土・日

れて︑それぞれ︑地疋の人か

み中だったら︑どんなに沢山

終了しました︒

ら指導や案内をしてもらい午

の応募があったか想像できな

うが頑張ってほしいと思いま

るとか︒年四回は大変でしよ

秋には第四弾も用意してい

い所ですね．

前中いっぱい楽しみ︑お昼に

全員が集合して最後のパーテ

した︒この そうめん流し

そうめん流し を行いま

も道Hパ作りに大変苦労したそ

す︒

ィ

うで︑竹の長さや割り具合︑

j

．

節の削り方など試験を重ねた

のに。

ざ

結果出来たもので︑参加者か

テントの下で げて物焼肉パーティー噛
「これはドジョウだぞ！」子供たちレ
は何にでもチャレンジしていました。

▲

︑篭

噂

蟻

子供たちより大人の方が楽しそうに．
避舗

大人も子供も かまくら噛
作りに一生けん命

マl

鶴

譲

まつのやま（4）

投票日は8月29日（土）

町長・ 町議会議員選挙

松之山町長・町議会議員の
任期満了に伴う選挙は︑八月
二十四日︵月︶に告示︑二十

九日︵土︶が投票日です︒議
員の定数は︑今回から十六名
となります︒

二十九日夜半には︑新町長
及び︑十六名の新議貝が誕生
します︒

町長選・町議選ともに︑今

ーN爲ー

候補者の人格・識見をよく

▽場所

松之山町役場

▽持参するもの

印鑑・入場券︵履かない

◎不在者投票

貴重な︸票を棄権することな

投票日に投票所へ行けない

やむを得ない用事などで︑

見︑よく聞き︑よく考えて︑

く︑みんなで投票に参加しま

出来る物︶

▼会場

▼日時

◎開

場合は身分をあきらかに

七月二十四日︵月︶

から二十八日︵金︶ま

▽期月

をすることができます︒

書類を提出して不在者投票

人は︑その理由を記載した

し ょう︒

◎投票するとき
▽投票できる時間は︑午前七
時から午後六時までです︒

▽投票には︑入場券を忘れず

午前八時三十分から

で．

八月二十九日︵土︶

午後七時三十分から

松之山町役場二階議

選挙立合人届出締切り（午後5時まで）

▽時間

8月26日（水）

にお持ちください︒

不在者投票開始

票

選挙入名簿縦覧締切日

場

8月25日（火）

午後五時まで．

立候補届受付（役場）

後四年間の町政をまかせる人

▽字を知らなかったり︑目が

選挙人名簿登録の基準日・登録日
選挙の告示旧

▽候補者の名前は︑はっきり

して立派な人を選ぶことが選

不自由で書けない時は︑投

立候補予定者説明会

8月23日（日）

を選ぶ重要な選挙です︒この

挙民の責任でもあると思いま

票所で係員に巾し出れば代

8月10日（月）

書いてください︒

す︒往々にして地方選挙は情

理投票の補助者から代筆し

町長・町議会議員選挙日程黍

身近な選挙に︑住民の代表と

実に支配され自分の意志に反

てもらえます︒

開票（午後7時30分より）

し︑異なった行動をしがちな

当遷穣も⁝

怒

ものです．

OOO
ヘヘ

千

当選証書付与

8月31日（月）

投票日（午前7時から午後6時まで）

8月29日（土）

（午前8時30分から午後5時まで）
選挙人名簿縦覧開始日

8月24日（月）

〜亨

●毒
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日
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怒

立候檎⁝

εん巷人島選び庭帆

こ

を試みていますが︑その雪を
人．女性二人・体重制限な

真夏の雪まつり を

使って

し︶

ただし︑全員裸足で

開催することになりました︒

になっていますが︑無料バス

行う．

．試合はトーナメント方式で

行う︒先着十組まで︒

も出ますのでお盆帰えりの方

．一位〜三位の賞品は︑三万

6：30

6：25

6：20

6：15

6：10

誓まつりの内容は次のよう

などと一緒になって︑是非参

円から㎜万円の希望館又は︑

▽雪上開放タイム

▽ジャンボかき永

※申し込みは︑町振興課まで︒

ばーどがーでんの利用券．︐

加してみてください︒

◎真夏の雪まつり内容

︵雨天決行︶

︑︑︑ニスキi・ソリなど

人権擁護委員

福原一雄さん

永年の功績により

表彰される

この度︑天水越の福原一雄

さんに︑人権擁護委員として

永年にわたり人権思想の普及

高揚に貢献された功績により

新潟県人権擁護委員連合会長

表彰が贈られました︒

基本的人権がきちんと守ら

れ︑明るい市民生活が出来る

よう日頃から相談などに応じ

ていただいておりますが︑今

後もご活躍いただきたいと思

います︒

シートベルト着用推進遺動
（8月1日〜31日）

▽八月十五日・午後三時〜六
時まで︒

大厳寺高原

▽鉄板焼食べ放題

／幾劇

▽場所

▽主催 松之山町観光協会
共催 松之山町・町商工会・

五〇〇円

・大人︸︑○○○円
・小学生以下

イワナの塩焼き・ビ

大厳拳発→天水越公会堂→松里農協→湯本入・→湯山→役場着

PM6・00

8月15日
◎無料送迎バス運行予定

、3二〇〇
2：50
2：45
2：40
2・35
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※売店

ール等売っています︒

∫

／！

松里特用林産生産組合

◎イベント内容

五名︵男性三

▽需上つな引き大会
．﹃組の構成

役場発→湯．山→湯本入・→松里農協→天水越公会堂→大厳寺着

PM2：30

〇帰

き
O行

弟〜

櫨
糊

こ

こ

雪
蒐1、ノ

まつのやま（6）

公民館
情報

さわやか早朝体操に
出席率

loo鴇1

東頸城郡青年大会

安塚町

松之山町

牧村

球︵四︶

松之山町

牧村

松代町

松之山町で盛大に開催
郡内の青年が年に一度集ま
ってスポーツ大会を開催して

いますが︑今年は松之山の各
施設を使用して行われました︒

大会の種目は︑男女バレー
ボール・バスケットボール・

卓球・バトミントン・軟式野
球︵今回は雨で中止︶があり︑

以上︶

沢山の町民が参加！
町では体力づ く り 運 動 の 一

一位下川手八一・二％

さわやか早朝体操

つとして

また︑オープン種目として硬

この大会は︑ 上越及び県大

三九・O％

湯山

式テニスと卓球個人戦があり

二位

三一．八％

松之山町の成人式は︑毎年

八月十四日に実施しておりま

すが︑今年は︑今までとガラ

リと変った企画で二十歳の門

出を祝うことになりました︒
今年の成人式対象者︵昭四

十二年四月二日〜四十三年四

月一日生■︶は︑男女合わせて

九十六名ですが︑そのほとん

さて︑新企画の内容はとい

どが町外に出ている方です︒

いますと︑大厳寺牧場に貯蔵

してある雪を松口の美人林に

運んで 真夏の雪とブナ林の

㎜・

成人式 を行おうというもの

です．

﹁雪の白さのように純粋で︑

ブナの新緑のように清楚な心

ため︑ それぞれの種目で優勝

大会の成績は次のようにな

喋垂⁝⁝肇⁝︸⁝⁝⁝華⁝一冨⁝⁝⁝彗一⁝⁝⁝⁝⁝一⁝一一⁝垂一⁝⁝⁝﹁婁⁝⁝⁝⁝⁝一藝⁝塁⁝

した町村力
︑︑︑︑郡の代表として

会の予選会も兼ねて行われた

四二・六％

っています︒︵

で成人式を迎えてほしい︒﹂と

ます︒そして︑それぞれの種

北浦田

三八・一％

ことになります︒

二位

上蝦池

▽男子︑︑ハレーボール︵五︶

二位松之山町

優勝安塚町
六五・二％

三位牧村

嶺幽 謝

踊獅蹴剛

出場することになります︒

︵人口七〇〜一

を毎年実施しておりますが︑

三位

東川

今年も五月二十四日︵日︶か
▽第二部門

二九人まで︶

ら始めて七月十九日に終了し

三！」．

目優勝︑総合優勝が競われる

三二優▽三二優▽三

嶺

揃

剛棚

鵬噛

期縦謝

いうような．願いが︑この企画

㎜

式となる事でしよう︒︑

画もあり︑思い出に残る成人

セージを書いて交換しあう企

父と子両方から二十歳のメッ

また︑この成人式にあたり︑

のある所です︒

どのように感じられるか興味

新人類といわれている若者に

われます︒果してこの企．画︑

に込められているのではと思

轟

一位下蝦池四四・七％
三位

︵人口七〇人未

︶内は参加数

▽第三部門

一位東山

六三・六％

8月14日

ました︒この間︑九回行われ

ド

安松牧

嶺

ン
四町

美人林に雪を運んで！

た体操に町中で九一六名の方

松牧松ミ松
塚之 球之 代ン代
町山村＿山村町ト町

町

凱

嶺

旧

賜

蹴剛

イ立｛立1勝卓｛立｛立勝ノぐイ立

真夏の成人式

が参加してくれました︒

中には一回しか出れなかっ

た人もいましたが︑六回以上

赤倉

▽女子バレーボール︵四︶

満︶

の人達には町体協より認定証

二位

五七・一％

出た人が七六〇人もいて︑こ

と記念品が贈られました︒

三位 坪野

松之山町

二位牧村

優勝安塚町

▽バスケットボール男子︵三︶

三位

一一位大島村

優勝浦川原村

参加者の多い部落の発表は︑

︒

︑〆

いつもですと︑町民体育大会
のとき行っていたのですが︑

残念ながら雨で中止となった

︵人口二二〇人

ため︑この広報でお知らせし
▽第一部門

ます．

瑳

魂 愈グ 撃

…

ロ
しド
ツ ハ
ぼロ

紮

σ）まつのやま

夏本番！
むヌ

︶司艮
おヨフキバしドこ

へ

もで

．洋L・よ㌫二︑先争︑ル叉

菌︑乾燥したものを使う︒

㈹冷蔵庫の温度管理また過信
しないこと．

今年は︑例年に比べ大型食
らないよう万全の努力をして

うな事に注意して食中毒にな

出し料理・会席料理の家庭

早く食べること︒また︑仕

㈹調理した食品は︑なるべく

中毒が発生する傾向にありま

への持ち帰りはなるべく避
けること︒

◎飲用水の衛生管理

﹁歯槽膿漏にならないために﹂

歯ブラシではとれなくな

ってきます︒ですから︑歯．垢

て

を溜めないように︑食後十分

歯の周りについた歯．与・薩

石を除去しないで放っておく

に歯みがきすることが肝要で

さらに︑歯石がついている

す．

と︑歯槽膿漏という病気にな
してきて︑しまいにはその歯

り︑歯槽骨が溶けてグラグラ

を抜かなくてはならないよう

歯槽膿漏の原因には色々あ

一年に一回は歯医者さんへ行

らないものですから︑半年か

かどうかは︑白分でよくわか

0調理は﹁清潔﹂﹁迅速﹂﹁加

水等︶を利用されている方

になります︒

多発している腸炎ビブリオに

熱又は冷却﹂の食品衛生の

って診てもらうようにすると

水道水以外の飲用水︵井戸

よる食中毒も一件発生しまし

かからないよう注意すること

りますが︑家庭で歯槽膿漏に

歯槽膿漏という病気もむし

は︑水源の汚染にセ分注意

歯の表︑面に歯石が溜らない

歯と同様に︑一方通行の病気

三原則を守ること︒

た︒

⇔魚介類については︑腸炎ビ

くなる痔など︒

ようにするため︑歯をみがく

なわち歯垢をとらないでおく

識

らないようにしましょう︒

シングをして歯槽膿漏にかか

です︒皆さん︑十分にブラッ

良いと思います︒

これからは︑夏の行楽︑お
ブリオの食中毒を防ぐため

期に問に合わないこともあり

老齢福祉年金を受けている

と次第に歯．石となり固くなっ

歯の表而についた汚れ︑す

の支払いを受けましたら役場

したら︑早目に証審を役場の

昏⑬戚

▽愛知県公共職業安定所の

稼ぎ相談会

▽上越公共職業安定所の出

せします︒

日稚で行いますのでお知ら

ぎ先相談会を︑次のような

例年行っております出稼

自然休養村管理センター

▽会場

時三＋分

九月十日︵木︶・午前九

▽相談日時

出稼ぎ相談会

出稼ぎ労働者相談会の開催

方は八月期の支払いを︑愛けま

年金係に提出してください︒

・騰欝

す︒︵証書は緑色のものです︒︶

審査の結果支給することが
決まりますと︑証書にその年
の八月から翌年の七月までの

＼

聖

フン

向う一年問に支払われる年金
額を︑記入してお返しします︒

証書の提出が遅れますと審
査に手間どり︑十一月の支払

福祉年金

査を受けることになっていま

の年金係に︑国民年金証書を

ます︒

ことは大変有効な方法です︒

しましょう︒特に水の少な

◎食品の調理と保存に対する

下さい︒

七月に入って食中毒による

す︒

食中毒に ご注意を

メ

はできます︒

事故が相継ぎ︑特にここ数年

オ

提出して所得の状況などの審

年︑八月期︵四月〜し月分︶

老齢福祉年金の受給者は毎

祭り︑お盆等の食品による事

役場へお返し下さい。

十分に水洗いを行う︒

お金をもらったら証書を

故の多発時期を迎え︑次のよ

福祉年金

害︒でも︑もし発生してしま
つたら；⁝︒

松之山町消肪ン

」

i①爲ー

士日に消防大会を開催しま
十二日の消防大会は雨に降

した︒

られ︑町民体育館の中での開

催となってしまいました︒本

基礎学習力の向上と︑生の英

松之山中学校では︑英語の

に来臼中で︑普段は農業をし

なさんと二人の子供さんと共

灘．幾

ま・

匁！︑

嘱．箇／

軒．︑

蓮ゼ︑︑〆

洗舞︑ず

魑糞︑

や緊張ぎみに授業を受けてい

品となりま弓︒生徒たちはや

みたいで弓︒

ましたが︑次第に馴れて来た

だんだん国際化する社く云に

対応して行かれるよう︑今の

うちから塁礎英語の学習力を

町中の消防団員が町民体育館に
かしり
集合！「団長に頭〜中！」

◆ヤ

ふ．￥や

＼F劉髄農『

あってはならない火災や災

松之山町消防大会開催

亀﹂㍗

マ〜
消防団に対弓る地域の期待
は相当強いものがあります︒

来は規律訓練・ポンブ走法な
ど行うので◎が︑

語に接する機会を持つことを

二週間に心農の割り合いで

﹄日

年生から三葺生まで 教え

授業を受け持っており︑
で

さて︑授業の様了はといい

がほとんど話せないので︑最

沽用してはしいと思いま◎︒

初から最後まで英語による会

高めるため．この機会を十分

です︒この万は臼本入のだん

ま◎と︑ジーンさんは日本語

て行かれま◎︒

、勲ゼ「＼ご

蟻鰹1

それだけに．団員としての賛

無火災部落の表彰など式典が

馨

松之山中学校

懸

ているそうで弓︒

目的に︑四月から二週間に皿

回外国人講師を招いて学習し
ています︒

講師として招かれている方
は︑カナダのバンクrバー出

．7際㌣

．﹂の日は＼

なって来ます︒少ない団員が

これからお盆や祭りなど人

主なものでした︒

の大勢集まる機会が多くなり

猟、
住んでいるジーン・幽下さん

身で︑現在中頸城郡板倉町に

ギ，ピ㌧ざ

1、i娘転

任感．使命感もおのずと聾く
より速く︑より適確に︑しか
まれます︒

もより安全に行動◎る事が望

う努力してください︒

火災の日が皿臼も長く続くよ

ます︒火の元に注意して︑魚
揚と消火技術の向上を目的に︑

町では︑消防団員の士気高
六月 二十日に半日 訓練︑七月

みんな緊張ぎみかな？

ぜ二、rl

…艦躍

累誓

4

2外国人講師を招いて英語学習
ジーンさんから授業を受ける1年生

あゴ む
ヤし
サで

七月十四日︑町民体育館で

される場面もチラホラ見えま

るみたいで︑子供たちが圧倒

あったのですが︑みんな上手

松之山保育所運動会

らず︑前回同様女性チームが

ーム十天にしたにもかかわ

い︒次の大会に備えて練習し︑

大人のつな引きに負けない迫力！

んなガンバリましたよ〜！
買之山保育所の運動会が行わ

に出来ました︒指導してくれ

非常に沢山のフロワラムが

した︒

父田やおばあちゃんたちが

りました︒

れ︑色ρな競技や踊りに頑張

見守る中︑日頃練習した成果

います︒

松里・布川・浦田の各保育

た先生万︑本当に大変だと思

供たちでした︒中でも親子レ

つのレースに一生けん命の子

ースなどは︑園児よりもお田

実施︑又は計画されていまず︒

園でも︑にぎやかな運動会が

を発揮しようと︑ひとつびと

さんたちの万が張り切ってい

七月二十二日の夕万から夜

カルガモ姉妹︵布川︶

ミセス山の神︵松之

㌧鎚

第三回町民つな引き大会

にかけて︑第三回町民つな引

してください︒

女性に負けないチーム作りを

﹁何と

う結果となりました︒

四位

︵天水島︶

上位︵四位まで︶を独占しま

準優勝

◎成績表
優勝 ミセス島

て三十チームが参加しました︒

いう強さでしよう四

き大会が行われ︑男女合わせ

主催者側としては．またく

回を追うごとに盛大となっ

ているこの大会ですが︑この

となってしまいました︒

検討をしなくてはならない事

鉄腕マドンナ︵刀︶

日も選手・応援の人達で広い

幽β

ユ位
体育館が狭く感じられるほど

男性チームの中で一番強かっ

山︶

性チームが九チームも出場し

たのは︑天水島チrムでした︒

大会を見て感じた事は︑女
さて大会の万はどうなった

て華やかになったのと．練習

でした︒

かといいますと．前回の反省

しているチームは︑やはり強

駕

から女性を二人減らして一チ

女性チームに負けるなよ一！

4またまた女性チームが上位を独占

会場いっばいの参加者

−塊4．虚層

雛鋤藁据

まつのやま（ゆ

まだまだ者い者」ごは負♂ナらんねえ

ー8Nl

男女混合リレーなど六種日の

布川地区

松里地区

三省地区

松之山地区

一三〇点

一 三〇点

一八O点

二一〇点

二五〇点

▼総合成績λ室内︶

第二回松之山町高齢者スポーツ大会

合計得点で順位が決められま

ルころがしリレーや玉入れ︑

山町高齢者スポーツ大会が七
すが︑今年は各種目に平均し

浦田地区

▼ゲートボール

優勝大荒戸チーム
湯山チーム

榊

8月15日

ヤングフエスティパル87，，

今年で二回目を迎えた松之

ランドを会場に多くのお年寄
た力を見せた松之山地区が優

月一日︑総合休育館と町民グ

りが参加して︑にぎやかに開
勝しました︒

ゲートボール大会は︑毎年
上位に顔を見せている大荒戸
チームが湯山チームを下して

リレーから

』五．1川三二一一
｛立位｛立位イ立

三位水梨チーム
四位川手チーム

︑試

︑貿

ました。

広く知られているが︑町内に

グランドでは暑い中ゲートボール大会が行われ

催されました．

この大会は︑地区対抗の室

ーム編成によるゲートボール

優勝しました︒全休的に高齢

内競技と地区︑または部落チ

競技が行われ︑八月二十日に

やかな大会でした︒老人︒ハワ

者大会と思えない活発でにぎ

ーますます旺盛！

開催が予定されている郡大会

地区対抗の室内競技は︑タ

暴

蝋

》聖

の予選会も兼ねています︒

「なかなか真っすぐ転がらねえなqタル転がし

松之山に住んでいる若者も︑

ここを離れて頑張っている若

を愛する気

持ちは変わらない︒

者も ふるさと

お盆に仲間が帰えって来る︒

お互いの元気な顔を見ながら︑

これからの事を話してみるの

もいいなあ︒家にばっかり居

るのもつまらないし︒

ヤングフェスティ

松之山の青年達が︑お盆の

十五日に

これは︑ここに住んでいる

バル8
7 を行います︒

青年と町出身の青年が交流を

深める機会をもうけ︑町の発

ことを目的に︑ふれあいの場

展と故郷を愛する心を育てる

を提供するものです︒

仲間を誘って来て下さい︒

飲んで食べて楽しんでいただ

午後六時より

ける事うけあいです︒

◎八月十五日

◎自然休養村センターテニス

コート︵雨天時体育館︶

◎参加費

︒︒︒朋
五︒

羅霧︑一︑一珊︒︒︒︒叩

風摯︒

二神の抱擁像で現わされる︒

（mまつのやま

安塚電話局

こんなときは電話局へ
NTT

き継ぐとき

け持ちの電話局へ提出くだ

印し︑必要書類をそえて受

新・旧のご契約者が連署押

電話局に備えてある﹁加人
さい︒

▼相続などで電話の椛利を引

継承届書﹂に記人押印し必

の事実が発生した日から六

要書類をそえて︑相続など

印鑑証明書︵三ヵ月以内の

・譲り渡す方

●用意するもの
︵旧契約者︶

カ月以内にお届けください︒

ぎ喜

印鑑と住民票蓮転免許証・

・譲り受ける方︵新契約者︶

に唯一絶体神を祀る信仰とは

日本では︑欧米諸国のよう

もの︶とその印鑑免

関係が証明される戸籍謄本

旧契約者と相続人との相続

登記簿謄︵抄︶本など︑契

いささか趣を異にして︑身辺

●用意するもの︵相続の場合︶

︵又は抄本︶と相続人の印
約者の住所・氏名が確認で

民問信仰には︑怖を神格化し

ことができる．

その例を多くの石仏にもみる

鑑．手続き費用︵無料︶

※譲渡できない電話もありま

にさまざまな神や仏を祀るが︑

No．2

ンボルを神体とする金精様は

たものが少くない︒男牲のシ

悪霊を払うという素朴な信仰

霊力によって豊作を期待し︑

とつである︒生殖の不思議な

じい双休道祖神も牲信仰のひ

みられる男女二神の仲むつま

広く知られているが︑町内に

字が﹁観﹂となっている︒

ただ水梨の歓喜天は﹁歓﹂の

いるから貴重な石仏といえる︒

の歓喜大は少ないといわれて

しかし全国的にも石仏として

水梨の歓喜天は文学碑である︒

二神の抱擁像で現わされる︒

と彫ったものか︒意識的に彫

のか︑あるいは意識的紅﹁観﹂

製作の際石工が問違えたも

である．

白山神社の境内には珍しい﹁大

ったとしたら︑水梨の歓喜天

道祖神ではないが︑水梨の

て歓喜天ど呼ばれるこの神は

は﹁のぞき﹂専門の神であり︑

聖歓喜天﹂がみられる︒略し

夫婦和八・︑チ授けの神として

他に例をみない︑日本で唯一

ある．

の貴重な﹁大聖観喜天﹂では

信仰される性信仰のひどつで

歓喜とは性交の極致を現わ

ある︒

し︑したがってその姿は男女

駕饗・

水梨白山神社境内にひっそりと建てられて
いる「大聖歓喜天」の石仏

芙
水 梨 の 夫聖歓

きるもの．

▼電話の権利を譲渡したいと
きG

す︒受け持ちの冠話局へご

ー

お気軽に！

113番へ

電話局に備えてある

電話の故障は

相談ください．

116番へ

加入権譲渡承認請求書﹂に︑

⑨N 1 1

ま

電話の新設・移転

まつのやま（切

リフォーム︶ということも考

てくノごさいσ

てガスを完全に抜いてから出してく

●ブリキ・トタン等は、60cm以ドにお

ださい）

りたたんでください。

●ブリキ・トタン
●金属類（ナベ・ヤカン等）

よくしぼってくた さい。

やっている人の声

●2人で頭トヘさしトげられる看8，1度の

（テレビ・次蔵珂｛等）

もo）。

●肖も、中 ●家具

総鞭露諺

轍琢靴蓄

漁惚伽＾地嘱

粘瞥無り
《

存》ボ1け勘む 可
勺・姿Pお久uう℃、ず♂・

，彦芝に猫「融ざノく。炉い3久

轄獅脚

、＼』坐吹・わと〜、

でず」・飼い蛋ひ顔サ賑v、

、

ミ

人権侵害・土地・建物・相

続．家庭・損害賠償・いじめ

その他の日常生活の心配でお

秘密は絶対に守られますか

困りの方の相談に応じます︒

九月十日︵木︶

午前十時から午後三

ら︑気軽にお出でください︒

▽とき

時まで

管理センタi

松之山町自然休養村

上越人権擁護委員協

議会

新潟地方法務局上越

支局

松之山町

▽ところ

▽主催

無料

法務総合相談所

開設案内

ーFONl

ゴミ収集を

●空カン等は、丈夫な袋に入れて口を

●人型で頭LへさしLげられない製品

κ権週向

ゴ︑・︑の分別収集にご協力を

﹁いらなくなったら何でも

日常の生活をふり返り①物

えてみてもいいでしよう︒

︑灘・ ーゴ・ 書︑ ・契訂ミ

●金属と木・プラスチック 等でできて
いる辱勿は、金属部分だけにしてlllし

ある午勿は、）kをノ）けるカ・、垂袋を｛友い

ゴ︑︑︑として出せばいい﹂とい

資

イ寸けませ／し）

●空カン（スプレー等爆発σ）危険性σ）

せんか︒

ム製1協（長ぐつ等・タイヤは・受け

う考え方をしている方はいま

に危険σ）ないようにしてくた さい、、

ンロ等）
●ゴ

やめる③知恵と工夫で再利用

●不燃物は、丈夫な袋やタ ンボール粁1
（ミカン箱大まで）に人れ、収集運搬

を大切にする②むだ買い物を

0）容器、マルチは含みません）
●ガラス・せと物（さら・植木鉢等）
●ビン類（ジュース・酒等）
●小型家庭電化製，V，（掃除機・電気コ

ゴミステーションに出す前

燃え灘勝ゴ選︵茶燃蜘︾

た け出してください。
●プラスチック製ilIII（洗斉II・ジュース等

れば︑ゴ︑︑・もずい分減り︑環境

して6（》cm以内にしてください。
●燃やせるゴミと金属類0）ついている
、（複合）製品は、燃やせるゴミの部分

をみんなが心がけていただけ

1

する④ゴミを正しく出すこと

●再生o）きかない紙くず

にちょっと考えてみましょう︒

方

この生ゴミはたい肥に使えな

燃える認ミ︑︵驚・轍溜蜘り

●台所のゴミ

●衣類・皮製11

【、
し

いかとか︑水切りはよくした

出出

●可燃物は、丈夫な袋やダンボール箱
（ミカン箱大まで）に人れて口をヒモ
でしっかりしばってください．
●台所のゴミ等、水分の多いゴミは、
水分をよく・切って、さらに新聞紙等
に包んでから袋に人れてください。
（出すゴミは、1個8kg以ドに）
●人きいゴミは、つぶしたり切ったり

も悪化せずにすむのではない

類

かとか︒また︑このゴミは他

種

でしょうか︒

︑︑︑

の

に使えないか︵リサイクル・

ゴミめ区分と出し方
ゴ

⑬まつのやま

さわ碗7，h君閣

9月9日は救急の日

話村宗

◎救急車を呼ぶときは……

器）

（分遣所からのお願い）

消防署（分遣所）では、職員が24時間、いつでも出動で

餐〜

．︒．

認

オ

幾薔聲

￡

Vl

ソ

誘分皿た

ぢ暴ん別萄席︑マ

く3乙︑τしょ

ノ

汐︒9

ノ

バ
︑︑

1

1（

交通事故や、急病などの思わぬ事態に出合った時は、分

遣所に連絡して下さい。
レ救急車を呼ぶとき

H9番が通じたら、次のことをはっきり知らせて下さい。

（1）「火事」

「救急」の区別。

（2）来て欲しい場所。

（部落・屋号など）

（3）事故や病気の種類。
（4）患者の性別・年齢。

（5）患者が今どんな様子か。 （意識があるか、呼吸している
か、出血があるか等）

（6）自分の名前。

部落と屋号でも良い）

レ救急車が到着するまで
救急車が到着するまでにできれば次の事を行って下さい。
（1）必要な手当を続ける。

とこ

ハ5

撮そ

く3の

物

きる態勢をとっています。

（2）保険証を準備する。

（3）救急車がわかるように表通りへ出る。
（4）かかりつけの医師に連絡する。

1》救急車が到着したら
救急車が到着したら、救急隊員に次の事を伝えて下さい。

／イーこ
万、、噛

δ
、ン

i丈ノ・よ

1らドつ、

o

ノ

︐

一

レロ

ノダ

楽し希

￠

あッ

う
rど

の

4

イ云衷み︐

．

μ﹇〃

県内の交通事故によって亡

くなった人は︑七月二十六日

で一〇〇人となり前年より非

常に早いぺースで増加してい

ます．

これからお盆にかけて帰省

客や観光客でにぎわいますが︑

車の数も非常に増加します︒

交通事故にあわないよう︑ま

ください．

た起さないよう十分注意して

交通事故に注意！

（1）到着するまでの患者の容態。
（2）応急手当の内容。
（3）持病があればその病名。
（4）連絡がとれていたら病院名。

消防署では、応急手当等の講習会も行っています。講習
会の案内がありましたら、進んで参加しましょう。
火事・救急・その他消防に関する事でわからないことが
ありましたら、連絡下さい。

局番なしでH9をダイヤルすれぱ、湯山の分遣所へ直接
つながります。

「火事」「救急」以外の一般業務連絡は、6−2330へ電話し

て下さい。

誠．盤罫錫
蓼う？ん
増田知子さんの二男（豊 田）
慕畢子ちゃん 山岸正義さんの長女（松之山）
窄査ちゃん
涌井信栄さんの長女（新 山）
真希ちゃん
村山隆次さんの長女（松之山）

お《やみ（駕亡）
高橋 増吉さん 72歳（天水島）新べえ ー

村山 佐市さん 75歳（湯 本）山根や
※6月26日から7月25日までの届出分です。

まつのやま⑬

新潟の観光情報

懲響・

県では︑七月二十日よhガ
ソリンスタンドで観光案内を
これは︑新潟を旅していた

INONi

ットなども用意してあります︒

どうぞ皆さんも出掛けられ
たときなど﹁ふれあいスタン

▼八月の予定
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選挙告．小︵萌候補届︶

補予定者説明会

この不順な．大候のおか

もうすぐお盆が来ます︒町
の人Hがいっきにふくれあが
り︑県外ナンバーの屯も急に
増加して町がにぎやかになり
ます︒でも︑ド婦の皆さんに
とっては︑あまりありがたく
ない時期かも知れませんね！

ってください．

新しい種目もあったりして︑
地区によってはかなり練習を
積んだ所もあったようです︒
今年の分は未年まとめて頑張

い残八︐心な〃も多いと思います︒

体育大会が中止となってしま

げで︑せっかく準捕した町民

か？

候が続いていますが︑みなさ
ん体調の方はいかがでしよう

．．．．Hがされないという不順な．大

八月に人っても梅雨明け官．

H投県H

29 24

行います︒

｝りく ／へ

ド﹂を利用してみてください︒
次のような看板が目印です．
なお︑松之山町におけるふ

金育
相大

れあいスタンドは︑ ﹁松之山

とうもろこしとトマト
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町民っな引き大会
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三〇です︒

鳳圃
▼七月のできごと

、

第︑一岡高齢者スポーツ
来頸城郡占年大会

大会
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H 浦田夏のかまくら塾

6目
しイ メノ ド
H 松之由町消防大会
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町農協給油所﹂電話六−二．．

うえだひろしくん
鴛レろ−

たけうちえみさん

だく方に︑よりスムーズでよ
り楽しい旅をしていただくた
め︑県内一〇六カ所のガソリ
ンスタンドで道順などの観光

いしづかよしみさん

案内をす るものです．︒ハンフレ

とうもろこしとトマトとメロン

響身
かにさんを書きました

。；、れあいスタンド
年中組

