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なりました︒

東京小平市にある

田中学園の学生が

一年を通してここに

やって来ます︒

．

﹁啓倫セミナーハウス﹂と
してよみがえる事に

4月4日
旧三省小学校校舎が

、憾、

鰐

ぢ
編蟻敏．、

㌔式

！辮』懲輪セミナ嫁蘭

ぐ

旧三省小学校が

欝懸眺選盛
んの期待を裏切る事のないよう努力します叫

「この学校を借りる事が出来て本当に良かった、，これから皆さ

開所の喜びを話す田中啓介校長

ー苺寸ー

として復活

の統合により灯の消えていた

う事です︒

ど滞在しながら学習するとい

山︵．︑一省︶を訪れ︑

した︒

きるように改築するなど全面

トイレの改造︑教室を宿泊で

千万円をかけて風呂場の新設︑
一週問ほ

旧三省小学校の校舎が．啓倫

いては統八・前から色々な検討

倫セミナーハウス﹂の開所式

四月四目の午後行われた﹁啓

的に♪を入れ︑整備して来ま
セミナーハウス﹂として再利
川される事となり︑四月四日

がされ︑イベントなどを組み
ながら廃校利川のキャンペー

旧．．．省校校舎の．再利川につ

出席して盛大に開所式が行わ

には︑賜．r校のある束京立川市

てくれ︑しかも活性化につな

村山町．長や町関係者︑町議会

が出席したほか︑地元からも
がると旧心われる田中学園に使

ら町や地．兀の意向を取り人れ

いる⁝中学園︵川中啓介理事

中幽．r校の校．長先生方︑三省地

議員︑教育委員の皆さん︑小

し込みが寄せられ︑その中か

長︶で︑生徒の課外教育の一

川じていただく事になった訳

になった︑のは︑束京小．平市で

還として利用するそうです︒

区役員など大勢の方たちが出

の木︶も行われ︑名実ともに

田中学園は︑国際ビジネス

が行われる事となっていよす︒

ごとに契約内容について検討

﹄一省の地に根付こうという意

で貸与される事となり︑．∴年

を経営︑生徒・学生の数は約

学校・国際製菓専門学校など

同学園ではκ月からの利用

欲が伺えました︒式典であい

です︒取り敢えずはト年契約

九〇〇名ほどおり︑これらの

に向け︑去年卜．．月より約︑一

哩門幽．r校・西東京調理師専門

学生がκO名くらいずつ松之

席︑盛人に開所を祝いました︒
式典の前には記念植樹︵桜

専門学校を四つほど経営して

田．．︑百も学校を利川する事

午後︑関係者百．詰卜名ほどが
れました︒

梁︑．．↓卜近い⁝問い合わせと申

関係者の手によって「校名」の除
ンに努めて来ました︒その結

幕式が行われました。

の助役さんをはじめ︑学校の
教員・生徒など約七卜名ほど

昨年四月︑松之山小学校へ

﹁啓倫セミナーハウス﹂

臨轟！欝

②

犠 ︐壕

﹁前々から生徒の情操教育の

さつにたった田巾啓介校長は︑

した︒

的な活川を考えているようで

てもらい︑年問を通した有効

たと好評でした︒

ゾルな出来映えで美味しかっ

っておられるだけに大変シン

ャズダンス

や︑調理専門学

門学校の生徒さんによる ジ

式典終了後の祝宴では︑専

八日からのヂ定で︑四〜五十
名ほどの学生が一週間程度の

に学生がやって来るのは五月

充実をはかるため︑白然豊か
ていたが︑この松之山で廃校

な所に学校を持ちたいと考え

校の教授による見事な包rさ

運営にあたりたい凶と話され︑

の期待を裏切る事のないよう

く事になった︒地区の皆さん

お願いして利用させていただ

る料理は田中学園の皆さんが

られました︒この祝宴におけ

ど︑にぎやかな交流風景が見

水梨の三番嬰が披露されるな

ばきが︑また地元芸能として

ので︑三省地区としても大い

いも大切にしたいという事な

た︑地．兀との積極的な触れ合

り組む事となっています︒ま

然の中で授業やスポーツに取

サイクルでここを利川し︑自

この．啓倫セミナーハウスL

いると聞き︑すぐ町長さんに

を利用してくれる人を探して

学校関係者ばかりでなく将来

前日より三省に来て準備され

●

は立川市など︑広く大勢の方

祝宴では田中学園の生徒による「ジャズダンス」
や地元水梨の「三番嬰」が披露されるなどして盛
り上がりました

に期待している所です︒

響蕪鞭

たもので︑調理専門学校を持

元教室だった所は宿泊できるように全面改装され、
50名ほど泊れるようになりました。

9たちからもこの施設を利用し

再利用を喜ぶ相沢良三三省地区協議会長

よ蕊びコ覇
一ぐ脅国
『ピ
｝一

式典に先だち桜の木の記念植樹が理事長の手で。
将来はもっと沢山植える予定だそうです。
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民謡界の大御所
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先生﹂を迎えて

探鳥△瓜

を中心に︑五月二十八日︵日︶

が新緑まぶしい松口﹁美人林﹂

第三卜三回松之山町探鳥会

ます︒中学生以L一︑三〇〇

っばいあります︒皆さんで参

その他︑お楽しみ行事がい

ング︒野鳥の宝庫といわれて

参加するこのバードウォッチ

毎回六〜七f名の愛鳥家が

早朝開催されます︒

後七時半から温泉広場で行わ

べ放．題︒カラオケ大会もあり

円︑小学生一︑OOO円で食

鎌田英一先生は﹁松之山甚

れる事になっています︒

﹁鎌田英一
春の観光シーズ︑ノ真っ只中

松之山温泉まつり

の五月二卜Uから二十一日の
二H間

歌手をお願いした方で︑この

いる松之山町だけに︑大変多

ますよ︒

まつりでは先生の生の声で﹁松

くの珍らしい鳥の姿や鳴き声

句﹂のレコードを吹き込む時

毎年大勢の観光客が訪れ︑

▼まつり日程紹介

加してみてください︒

が開催されます︒

地一兀の人と一緒になって盛り

の方からこの踊りに参加して

に接っする箏ができます︒

湯本福住屋旅館さんを会場に

前日︵．一十七日yの夜には︑

・管領塚供養祭

野

して︑鳥博土を囲んでの

︵午後四時〜︶

識を養ってから探鳥会に参加

集会に参加して鳥に対する知

も行われます︒この

・ちびっこみこし

オッチングになると思います

すれば︑より楽しい︑バードウ

湯本﹁福住館﹂

▼探鳥会

分〜

二十七日︵土︶午後七時三十

▼野鳥集会

よ︒

・野鳥こけし製造実演

午前卜時半

分〜 松口﹁美人林﹂入口

二十八H︵日︶午前四時三十

つり

集ム・︒

・カラオケ人会

︵午前十一時〜︶

・大厳与高原ジンギスカンま

◎五月一．ト一H

．・大花火大会︵雨天順延︶

︵午後八時．︒一卜分〜︶

・松之山甚句大会

︵午後七時三卜分〜︶

・山菜市場

・松之山中ブラスバンド演奏

・稚旧ル行列

・松里小鼓笛隊パレード

午後二時より

之山甚句﹂を踊ります︒大勢

二十一日は大厳寺高原で﹁ジ

◎．κ月二十口

あがるこの温泉まつり︑今回

ンギスカンまつり﹂が行われ

いただきたいと思います︒

は特別ゲストとしてテレビ等
田英一先生﹂を迎えて 松之

で大活躍の民謡界の大御所﹁鎌

山甚句大会 が︑二十日の午

松里保育園児の皆さんによりかわい㌧
稚児行列もありますよ

o

大島保健所が四月一日で廃
止されたことに伴ない公害︑

第三火曜

環境等に対し︑皆さんの相談
に応じます︒

・相談日 月一回

日︵休日のときは

開設されます
業務相談

口廃棄物業務相談

日浄化槽業務相談

業務相談

四鳥獣関係業務・温泉関係
左の表参昭川

その他︑移動相談所を大島

りますので︑ご利用ください︒

村役場住民課内に設置してあ

翌日︶

・相談員 上越保健所環境課
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松之山町〃

ノノ

8i15

大島村

〃

g

安塚町

さんです

▽国の仕事や国から県や市町

村に委託された仕事︒

総務庁長官から委嘱された

︵道路・河川・年金・国税・

登記・公害・交通安全など︶

松之山町の行政相談委員は︑

これらの事について説明を

次の方です︒

猪俣 栄二さん︵松之山．

後

．ノぐ

守・りれます．

で︒

▽△五場

吻︑︑

︑．漫

働．

なお︑相談は無料で秘密は

い︒などの場合です︒

が遅い︒このようにしてほし

受けたが納得できない︒処理

電六−二五三七︶

ナオヤ

行政相談委員とは︑

行政相談委員は︑皆さんか

ら役場や公社についての苦情・

要望を受けて︑その解決や実

現を図るお手伝いをしていま
す︒

例えば︑次のような事につ

いて︑お気軽にご相談くださ
い︒

開催

十日町市民会館大ホール

将来多く若者が帰って来れる

す︒

一人．正味六分でお願いしま

▽発表時間

心に︑ふるさとの見直しや人

五月十二日

足がかりにしたい﹂というも

務局長

宮崎

︵電話十日町．

文隆氏

﹁過疎を逆手に取る会﹂事

▽特別ゲスト

五七lO一六〇︶

池田 正之

十日町市猿倉午一ー二

▽連絡先

▽応募〆切

物発掘︑各町村の話題づくり

分けて審査されますので︑多

中学・高校・一般の三部に

のです︒

ふるさと村弁論大会

します︒

くの方の参加・聴取をお願い

この弁論大会の主とする目

時三十分より八時三十分ま

五月二十九日︵日︶午後五

▽日程

持ちで自分たちの生まれ育っ

担ってゆく若者に︑純粋な気

的は﹁これからのこの地域を

が開催されます︒

する

さと村通信﹂の皆さんが主催

などの活動をしている﹁ふる

た故郷を考え直してもらい︑

ふるさと村弁論大会

行政相談委員は
十日町︑魚沼︑東頸城を中

壁

カご
ノノ
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間

e 公 害 ︵大気・水質︶防止

月別実施計画表

雛先饗
「よろし乙
お願い

します

聖獅騨 ．り

◎
．極翼
」・関育也
（城西中）

教頭
石井

三男

ξ篇

鱒

【
詮漁朱
遠藤和英

（沼垂小）

18寸ー

（八千浦中）

◎

田村 雅人

村山 悦夫
（大島中）

㊥﹄繍

（船栄中）

㌶

小日向美幸
中之口西小）

養教
山本千恵美
校長

（新採用）

沢田 芳良
（板倉中）

平野

浩

（大形小

治︶
健小
倉
査野保
主吉︵

新井あけみ
（岡南中）

●

姦曾 ＾り

皆川宏人巡査部長

，＿ ノ
、

恭鯉詳

周之
高橋

磁拶L

年金受給者も

所を移動された方はありませ

年金を受給している方で住

をした時には︑速やかに届書

たり︑支払い金融機関の変更

したがって︑住所を変更し

住所変更届をお忘れなく

んか︒

査部長が勤務されました︒皆

部長に変わって︑皆川宏人巡

松之山駐在所には松木巡査

在所のおまわりさんが変わら

四月より松之山と浦田の駐

の情報が誤っていたり古かっ

とになっています︒もし︑そ

づいて︑年金が支払われるこ

受給者一人ひとりの情報に基

ユーターが記憶している年金

会保険業務センターのコンピ﹄

年金の支払いは︑東京の社

ださい︒

場住民係年金担当にお聞きく

をしてください︒詳しくは役

受給者の皆さん︑早く手続き

にありますので︑該当される

用紙は︑役場国民年金係の所

住所・支払h機関変更届の

を提出する必要があります︒

川さんは三二歳で︑奥さんと

たりしますと︑正しい支払い

れました︒

二人の子供さん︵三歳と一歳

ができなくなります︒

松之山に来られる前は︑県警

㌧

蟹繋祷

本部に勤務されていました︒
h︵

ウ・

叢

身体の大きい方ですので︑す

煮騨
曙

去七7》1；しよう

ぐ分かると思います︒

浦田駐在所の平田巡査部長
の後任には︑加藤義幸巡査部
長︵三二歳︶が︑奥さんと二人

で着任︒もうすぐ一人目の子
供さんが生まれるそうです︒

前任地の西蒲原郡巻町ではパ
トカーに乗務されていました︒

聯

︑ト

葎鐸

よ隷弩

〆

ヨ
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箋
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の男の子︶を伴っての着任︒

f霧金愈

誘蓮
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二人の駐在さん︑よろしく
お願いします︒

年金手帳を大切にしましょう

（新採用）

加藤義幸巡査部長

︐

お願いします

武者 一昭

v噸刃
（新採用）

松之山駐在所
浦田駐在所

ζ響

諏
よろしノく

瀬しいおまわりさん

豫

iトN寸1

三月いっばいで年長組︵き

と大きな声で返事をしていま

り名前を呼ばれると︒ハイ﹂

四つの保育所で入園式
りん組︶の子供たちが卒園し︑

した︒

四月六日と七日にニカ所ず

の子一人が入園し︑園全体で

布川保育園では︑二歳児の女

まず︒園児数の減少が深刻な

三歳未満児が五人となってい

歳児が四保育所で三十五人︑

今年度の新入園児数は︑三

ちょっと淋しくなった四つの

保育園に︑また小さな可愛い

子供たちが入園して︑元の賑

つ行われた入園式には︑お田

も十人となってしまいました︒

やかさが戻って来ました︒

さんやお父さんに連れられた

担当の保田さんから一人ひと

新入園児が元気な顔を見せ︑

四月四日︑町内にある四つ

に式に臨んでいました︒最後

万々に励まされながら︑元気

また︑浦田地区では山村留

しそうでした︒

が手渡されると．みんなうれ

に校長先生から新しい教科書

の小学校で一斉に入学式が行
この日新しく入学した新一

われました︒

年生は全体で三十二名で︑肝

学生を積極的に迎え入れ児童

年より十六名少なくなってい
ます︒

まずが︑今年度も浦田小に新

や生徒数の増加に努めており

一年生から六年生まで

の児童数も四学校で二五六名

これで浦田小学校の山留生は

けて全児童に紹介されました︒

学し︑一年生の入学式に先が

六年生として昆野貴之君が入

となっており︑少しずつ減少
しています︒

女子四名の合計六名がこの日

浦田小学校では男子二名︑

入学式を迎え︑先生や地区の

四人になりました︒

校長先生から一人ひとりに教科書

2町内四つの小学校で入学式
入学おめでとう（浦田小学校）

明日から泣かないで通園してね
（松里保育園）

が手渡されました

需

盛網ひ
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この程小パ合部落の道路脇︵国

たものを捨てるのCはもった

庭で作っている野莱類の余っ

沢喜会長︶の鴇さんで﹁各家

うで◎︒

場を利用してもらっているそ

目空市場が小谷に出来ました︒ご利用ください
道353バス停付近︶に︑地

場がオーブンし︑国道を通る

草の鉢植えなどの肖空細⁝人雨

換える申が出来れば︑農家の

の肖空南場を利用し︵お金に

いない︒安．藍Cも爬いから．﹂

し︑訓もいないからといって

入るかも知れまセんよ︒ただ

い︒はしい野菜が格安で手に

りましたら嵜っ︵見⊂ぐ︑ださ

鴇さんも3 こを通る時があ

元で採れた野莱や山菜︑山野

ドライバーに人気を得ていま
この肖空無人市場を計画︑

でなく部落中のわかう．﹂の甫

から始めたそ？C︑会眞だけ

ともなるρとい辺渉つな老．え

お金を入れるのを忘れずに！

収入にっなかるし．交流の場

実行したのは．部落の中・嵩

◎︹

年層で作っている後継者会︵相

春

と松之山分遣所では︑四月一

湯本の消防団︵第二機動隊︶

と分遣所が出動︑消火作業が

定で行われ︑湯本第二機動隊

旅館﹂から出火したという想

日から十四日まで行われた

ケガ人の救助に当りました︒

進められたほか救急申も出動︑
に合わせ︑

鵯簸︒︑

ヤd齢

の火災予防運動

ノで、

温泉街で火災予防訓練を実施

お客さんの誘導︑屋内消火設

れは何

また︑旅館側でも通報の手順︑

年間を通し多くの観光客が

した雰囲気の中で行われまし

備による消火訓練などが緊張

必）
筒先です

しました︒

訪れる松之山温泉︒過去の大

バコには十分注意しましょう︒

や弓い時期です︒野焼き︑9

これから山火事など発生し

た︒

火が物語るように一度火災が

発生◎れば大惨事が予想され
る所だけに︑防火意識は相当

四月四日の訓練は﹁和泉屋

無人で放水できる

肖會・・
一
量＿

醗慰︑

野

4湯本温泉街で火災予防訓練︵春の防火週間︶

珍しい山菜は「あっ」という間
に売り切れてしまうそうです
く小谷干場さんの前）

強いものが感じられます︒

腰に持ナニなくても
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5ナイふ〜ど新潟鴇
キャンベーンガールが来町
今回松汐 山を訪れたミス心

いるそうで弓︒

での間．新潟市産業振興セン

〜どは新潟市の濃辺莱穗子さ

七月十四日から九月ユ臼ま

9ー周辺地を会場として開催

後㎝時頃役場に私き︑町長・

助役に協力亭願 ったはか役場

んはか四名ぐ︑四月五臼の午

職員にも⁝人びとりが自己紹

キャンベーンガール五名が︑

などを紹介して行きました︒

寳伝のため当町を訪れて見所

介を兼ねながら見所を説明し︑

される﹁食と緑の博覧会しの

近頃は全国的にイヘントや

けました︒

見学に来て︑ぐ＼れるよう呼びか

この︐食と緑の搏蜀会﹂に

博賢会フームで︑年闘に県単

開催が予定されζいます．今︑

ついての訂しい内容は六月畢

位のものでさえ二〇カ所近く

神奈川県の横浜博覧会が開催

で紹介する影定です︒

もむ事にしたぱか︑木の芽や

箇．

ゼンマイをもむ1年生

中で︑連日多くの人が訪れて

行いました︒当日は朝八時頃

生万に買ってもらいました︒

ウド︑コゴミなどは旅館や先

松之山中学校
松 之 山 中 学 校 ︵ 加 藤宏一校

て近くの山に出掛け︑午後二

それぞれの地区ごとに隻合し

んが︑この日は収穫はおよそ

ゼンマイはまだ売っていませ

長 ︶ で は ︑ 生 徒 会 活 動の一環

校に集合︑全員で選別作業に

時頃採つた山菜を持つて中学

として笛年廃品回収や山菜採
りを実施しており︑そこから

九万円ほどという事で◎︒

得たお金を生徒会活動資金の

移りました︒ゼンマイは学校
の大鍋で如で屋上に干し．生

一部に充てています︒

今年も四月二十﹄臼︵金︶

徒が休み時間などを利用して

休み時問を利用して屋上に干した

ミス5人が町長、助役を表敬訪間
に生徒全員が出て山菜採りを

「営窒罰

〜、

＼
出

キャンペーンに努めました

生徒会活動で山菜採り

6

、艦、

建的にも相当西い貰顛な書や

つわる品々が多く残っている

絵画︑また文豪坂口安吾にま

る二つの用水池から吸水し︑

福に︑

部手直しがされてお

として皆さんに見ていただく

という事で︑現在私的博物館

水池から村山家まではかなり

放水されました︒公民館の用

動︑公会堂脇と保育所前にあ

︵役場︶と松之山分遣所員が出

文化財保護を目的に火災予防訓練

春の火災予防運動期間中の
四月十四日︑文代財に対する

火災予防訓練が松之山部落で
行われましたので紹介します︒

今回訓練の対象となったの
高低差があるため︑水圧テス

螂

は松之山保育所裏にある村山
ります︒

魯噌︑噺︑ノ

ビューテフル松之山運動の

一環として小谷老人クラブ・

婦人会が国道脇に植えた 水

仙 の花が今年も美しく咲き

のHを楽しませています︒

揃い︑ここを通るドライバー

この水仙は︑︸昨年の秋に

種が植えられたもので︑小谷

地内を通る国道三五三号線の

犬走りκ百メートルに渡って

今年は雪も少なく例年よゲ

咲いているものです︒

ずっと早い開花で︑大きな雨

でも降らなければ︑かなり長
い期闘見る事が出来るようで

﹄﹁o

カラーでなくて残念、、見とれてぷっ
からないでね、，ドライバーさん！

トも兼ねての訓練でした︒

縣

今年も満開
織
矯磯
へ

織．

村山家︵町長私邸︶には歴

黎．

水仙ロード
亀賭

●
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家で︑午前九時︑保育所より
連絡を受けて松之山本部分団

繊本部機動隊が出動

7

（小谷部落）

越後地誌風俗全書に

﹁むかしは民問にて夏中湯を

沸かし身休を洗うなどの事は
なく︑その日の家業を終わり
てより老幼男女誘い合わせ︑
かねて定め置く近くの流れ︑
ヂてめいロ

あるいは溜池へ行き︑水に浸
り︑身体を洗いしという︒冬

中稀に湯を沸かし︑身体を洗
う凶

とある︒これは家庭に風呂
がなかった頃の話だが︑それ
だけに熱泉が湧く温泉は貴屯
であり︑神や仏が授けたもの
として尊んできた︒

また松之山温泉は占くから

江戸時代に人って松之山の

れたものと思われる︒

映して︑こうした伝説が生ま

らは温泉のもつ医療効果を反

説による混泉は数多い︒これ

や鹿︑鶴や鷺など︑動物発見

しまれてきたが︑ほかにも熊

﹁鷹の湯﹂として知られ︑親

醒多く︑夏期この温泉に行く

﹁何れより行くも従来瞼坂凹

らも

名湯と称し名高し﹂としなが

されている︒

﹁当国巾・第一の

旧跡の項に松之山温泉が紹介

訂正越後頸城郡誌稿の名所

男女混浴だったが︑町の銭湯

いまの共同浴場がそれである︒

人口が四・万にあった︒場所は

きさで︑道が湯小屋を囲み︑

た︒湯小屋は三問・四問の大

の湯と冷の湯が川意されてい

に水を引き人れて︑浴槽も熱

した︒ただし湯が熱いため別

六卜六文を払った︒これを一

し︑それ以上の滞在は新たに

六文だった︒

では江戸中期には一回り六十

人湯税といえるもので︑湯本

宿ともいった︒湯銭は今日の

名があり︑こうした宿を木賃

炊のため薪を買うところから

て宿をとった︒木賃は客が自

ーaぐー

訪れるようになると︑湯銭︵税

者双．rで汀を拭うに邊なく︑

も混浴だったから珍しくはな

びノズ

金︶を払って公認の温泉場と

浴槽を見ざるにまず人浴すし

回り．一回りと数えた︒

養生訓で知られる具原益軒

一回りを七口と

なった︒松平光︑長時代︵一六

かった︒

ちなみに江戸の銭湯は寛政

とある︒

偽の程は定かでない︒また明

浴が禁止されたというが︑真

虚人は⁝両度なるべし︒日の

もHに一︑一度より多きを忌む︒

﹁⁝およそ入浴は実症の病者

は温泉入浴法として

尾又︑それに松之山の四か所

当時︑松之山温泉の泉源は

治二年．一月︑い粒潟県は銭湯の

．二年︵一し九一︶の改革で混

だったという︒もちろんこの

白川館の裏手にあって︑岩問

弘か︑琉義か

文責

るのかもしれない︒

相沢和夫

たのも︑あるいはこの説によ

泉の湯銭を七口一回りと数え

と説いているが︑松之山温

りという︒︵温古の栞︶﹂

べし︒これを俗に一回り二回

忌む︒日数は七日ご七口なる

鉱﹃

し汗を出すべからず︒大いに

して口トく止むべし︒温め過ご

栂にて注ぐべし︒久しからず

べからず︑端に腰かけて湯を

の中に人りて身を温め過ごす

ること甚だ忌む︒強き人も湯

ほかにも温泉は発見されてい

湯治客は湯銭と木賃を払っ

男女︐混浴を禁止している︒

へ送り︑客はここで湯浴みを

から湧き出る湯を樋で湯小屋

化卜．二年︵．八一六︶のこと

の費川をかけて開湯した︒文

ロの問を引湯するなど︑多額︑

木︵現赤倉温泉︶まで約五キ

が重ねられ︑地獄谷から一本

遅れだ︒その後寺側との折衝

の山であったことから開発が

の社領であり︑妙高山が信仰

こは関山権現︵別当寺宝蔵院︶

早くから知られていたが︑こ

妙高山の地獄谷に湧く湯は

ない︒

所の悪いところだったに違い

熱泉だったとしても極めて場

たろうが︑多くは冷泉であり︑

ていた温泉は湯沢・人湯・栃

L

Nα
l

長短にもよるべし︒繁く浴す

行を取るQQ⁝⁝﹂

ものの如く︑その困難実に名

23

．．四〜八一︶に高田領内で湯

り

状すべからず︒為に多くは夜

一
回義

銭をL納し︑営業を公認され

ひ
と
である︒

来年別の場所に改築される予定

日か

出湯も広く知られ︑湯治客が

古い歴史を持つ湯本共同浴場、，

七禽

●
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松之山町総合保養地域

昨年卜二月︑新潟県におけ
るリゾート開発計画が国より

轟』雪

・矯饗誕

推進担当を講師に招いて研修
会を開催しました︒

たこの構想は︑十日町・魚沼

と緑のふるさと︶と名付られ

マイライフリゾ；ト新潟︵雪

課長と小柳副参事が招かれ︑

部土地利川対策課の毛利信二

には︑講師として県企画調整

ンターで開かれたこの研修会

四月十八日︑自然休養村セ

東頸城など八つの重点地区を

を迎えての一年

反省・課題を冊子に

勉強させられる点が沢山あり︑

成果

浦⁝小学校︵楡井章校．長︶

町の出席者は町長はじめ︑

大変な中にも大きな進歩が見

町総合保養地域整備推進委員

浦川地区が取り組んだ

人の中学生︵一年一人・二年

では︑地域や．r供たちの活性

指しており︑松之山は南越後

留学

二人︶高校生二名の合計九名

約二時間講演されました︒

地区に属しております︒今後︑

の皆さん︑議員︑農業委員︑

て五名受け人れました︒この

これから松之山町がどう変化して行くの
か。熱心に耳を傾むける皆さん。

口間は中立山にある山留セン

︵五年一人・六年三人︶と三

この冊子を作るにあたって

ターで共同生活をしており︑

による児章を咋年初め﹄

浦田には現在四人の小学生

民聞企業の進出を呼びかけな

教育委員など五十名の方々で︑

程︑その山村留学生を受け人

が︑親元を離れて山村留学生

られた凶と話しております︒

がら町独自の開発を進め︑約

松之山の将来を左右する問題

れてからの⁝年間を一冊の本

として生活しています︒山留

化と複式賜．r級の解消のために

十年をめどに整備して行く事

だけに熱心にメモを取る姿が

にまとめ︑新年度への課題と

開発の進め方などを講演する毛利課長

山村

となっています︒

見られました︒

生は一カ月のうち二十日間は

先がけて︑県のリゾート開発

町では具体的な計画作りに

ステップとして利用する皐に

受け人れ先の民家で︑また十

中心としたリゾート開発をH

承認されスタートしました︒

礁灘覇羅整備推進研修会開催

なりました︒

楡井校長は﹁親元を離れて来

（山留生の歓迎式スナップ）

一年で見違えるほどたくまし

し、4人になりました。

た山留生の考え方や対応の違

（神奈川県）が、新しく入学

く育っています︒

今年も六年生の昆野貴行君

いに大きく迷った事も多かっ

たが︑地元の児童や先生方も

●
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町には監査委員が居り監査をし
ておられると聞きますが、どのよ
うな内容を監査するのですか。

o

皆さんからのお便りをお待ちして

藤原部落 一住民

います。

役場議会事務局まで

湯本防雪工事状況調査（振興課）

10月

集落センター工事執行状況調査（産業課）

美人林駐車場設置状況調査（〃）
共同浴場状況調査（〃）

町道改良、舗装工事現況調査（建設課）

一般会計

町民グランド工事進渉状況調査（教委）
11月

1月

平成2年
保健衛生業務全般調査（住民課）

奨学金基金

2月

松里かんぱい事業等執行状況調査（産業課〉

国民年金印紙購売基金

3月

農地現況課税業務進捗状況調査（総務課

スキー場会計状況調査（振興課〉

肉用牛導入事業基金（町単）

こたま

俳句ばかりでなく短歌・川

寄稿をお待ちしています︒

佐藤節女︵節子

鈴木俊

同沢秀女︵秀子

俳句闘姓講曙糠雛鶴

れんロリ

客に汲む新茶の一滴懇ろに

園

研する校内放送山青葉

郭公の声透き通る大厳寺

かっこう

松之山

谷

大櫻芽吹く念ヵおとろへず

さくら咲く浄土もこんな処かな

わらひ

二ニニ本蕨持ち来る湯治客

前掛の胡瓜分け合ふ両隣

松之山

艮乍
多イ

朝
子

滝沢流石

井

部
朝
女

亡母に似る仕種と言われ菜を間引く

奥越後銘菓の元と摘む蓬ぎ

観音寺

飛騨里のからくりだしと春の雨

空の色地に育みて犬ふぐり

エプロンの白さが走る若葉風

松之山

藤の実の弾ける音や山日和り

四方山に若葉還りて気の晴るる

健苗を見舞えばひとり悦に入り

黒
倉

草

︵議会事務局︶

簡易水道事業特別会計
老人保健特別会計

農業振興補助金利用状況調査（産業課）

ーOoo寸ー

森林組合委託事業調査（森林組合）

国民健康保険特別会計
国民健康保険直診会計

村
正
孝

毎月十五日に例月監査を行

ふる里創生基金
林道整備状況調査（振興課）

お答えしますH町には監査委

9月

消防施設状況調査（総務課）

っていますが︑都合によって

8月

員が二人おりまして︑一人は

水田農業確立対策事業関係調査（〃）

日を変更する事もあります︒

ふるさとの森事業基金
観光施設整備基金

7月

学識経験者︑もう一人は議会

町債管理基金

農業委員会関係（後継者問題含む）調査（産業課）

その他に次のような事業内容

土地開発基金

各種共同募金調査（社会福祉協議会他）

から町長が選任して議会の同

豪雪基金（最終）調査確認（住民課）

ています︒

6月

9月

について監査又は調査を行っ

農業共済事業運営状況調査（産業課〉

意を得て選ばれる事になって

高齢者等肉牛飼育モデル事業基金（国）

5月

おります︒

平成元年度定期監査実施計画表

●

松之山ライオ

このほど町内三十一︑名の方

カ合衆国で発足し︑その精神

一七年︵七．一年前︶にアメリ

ライオンズクラブは︑一九

オンズ

し活動

ラブ以

世界一

結成

五

・の松万三

［Kl

Lに』三イ1萬ク
rラ所r
一中之人万
Z（ノ）山力｛ノ又

なります︒

潟県では七一．番

全H本で二︑九

Rそ

二三

デ［二 1よ り

は柳靖治さん︵湯

本︶が選川され︑第一副会長
に丸山定一さんが︑幹事には

に志賀隆広さん︑第二副会長

されました︒

飯塚哲郎さんがそれぞれ選出
クラブ事務所︑一カ月二回
の例会会場は商．L会となって

このH行われた結成式の準

います︒

備・進行は︑一．一年前結成され

た松代ライオンズクラブが中
心となって行われ︑九月に行

ラブがヒ催することになりま

われるチャーターナイト︵披
露宴︶は松之山ライオンズク

す︒

クラブ員32名が紹介される

松之山に﹁ライオンズクラブ﹂

が結成され︑そ
は 人類・一般に奉仕するこ

が結成されました
ンズクラブ

たちによって

と

で︑クラブ員になる事に

の結成式が四月二十︑．︑Hの日

一九番

轟こと約1壷よす。ブお一・カ
o

曜日に町民体育館で行われま

初代会長となる柳靖治さんが加盟申請書にサイ会ラ目順れ地クし L六
ンし、正式なクラブとなりました
長ブ
位ま区ラて
二
冒ご﹄9一A

容の精神を養い︑．平和と自由

した︒この結成式には船橋中
を守り︑社会奉仕に努める義

所︐瓜さ

央ライオンズクラブなど︑．．

よって知性を高め︑友愛と寛

十二のブラザークラブから二
Hのク

初代

地区ガバナーの手によってメンバー1人
1人にラペルボタンと帽子が贈呈されました

務が負わされます︒

（町長もメンバーの1人です）

六〇名ほどが出席︑大変盛人
現在のクラブ及び会員数は

ライオンズクラブ結成を喜ぶ村山町長

な結成式となりました︒

初代会長柳さんが

ライオンズの誓いを述べる

0

朗ラ

蔽笛署彩妨 怖

墜

て

松之山町では︑昨年三月卜
いています︒

三日以来一年以L無火災が続

ー田寸1

﹁火災予防運動を

振り返つ〜
町内四ケ所の保育所の幼年

人問の歯は一生に一度生え

にもう一本の新しい歯が生え

最後に六歳臼歯のそのまた奥

わり︑すっかり生え替わると

﹁歯の生え替わり﹂

録が一Hでも長く続くように

消防クラブ員を訪問し︑防火

替わり︑子供の歯は乳歯︑生

︵四月一日〜十四日︶

祈願して︑．庁舎前に﹁無火災

ぬりえ︵全紙大︶を贈呈し︑

》…ハ顧

〜 瓢

還

松之山分遣所では︑この記

Oにち﹂の人．看板を設置しま

て来ます︒年齢的には十二歳

頃でしょうか︒いわゆる第二

え替わった大人の歯は永久歯

臼歯が生えて歯の生え替わり

火遊びをしないようにと防火

歯の生え替わりは︑だいた

した︒毎H朝︑職員が数字板

い小学校へ人る頃から始まり︑

と呼んでいます︒

なお︑五月三十一口まで山

指導を実施しました︒

火事防止迦動が実施されてい

歯の生え替わる時期は︑子

はひとまず終わりになります︒

を差し替え︑通行する人たち

製哩囑」曲／

に火の川心を呼びかけていま

この頃︑日を大きく開けて一

供さんによって個人差があり

番奥の所︑今まで歯がなかっ

た所を見ると︑新しい大きな

一度︑歯医者さんに相談して

ますが︑あまり遅いようなら

嚇砂人

鞍

墨

ご

3

轟o切

錨鱗

みるのも必要でしょう︒

歯が生えているのに気がつき

最近のおチさんの成長は著

われています︒

人が多いので六歳臼歯ともい

ます︒この歯は六歳頃生える

ます︒たき火・野焼きをする

麹、瀦 》F『

時は︑充分注意してください︒

・蕊
︐な
き

大︶
るで

所
︒力育

しく四〜五歳頃︑既にこの歯

が生えていることもあります︒

えている乳歯の後ろの歯ぐき

ポた︑この六歳臼歯は既に生

から最初に生えてくるので︑

気がつかないことが多く︑乳

ま方も多いのではないでしょ

歯と問違っておられるお母さ

うか︒この六歳臼歯が生え︑

前歯が生え替わると︑あとは

大体前の方から順番に生え替

総

鯵球・

解鵬灘

す︒

松之山分遣所前に建てられた無火災日数を告げる
看板。1日でも長く続けたいという願いを込めて

繋

婁

一1黒遭瓢畿

●

公共施設整備に

穴畑地区
三〇万円

一二〇万円

役立つ
簡易保険︑郵便年金積立金
藤倉地区

一〇万円

の力を借りて︑町の色々な施

越地区
以上四地区となっています︒

設が整備されました︒

昭和六十三年度の各事業別
このように加入者の共同財

産である積立金︑地方自治体

借入額は︑次のとおりとなっ
ています︒

に融資され︑住民の産業基盤

「ゴミ」の分別収集

ご寄付ありがとう

▽団体営地すべり関連圃場整

．ノ

心

グ驚一

集める方法をいいます︒

に︑その後の処理工程ごとに

ミと燃えないゴミというよう

れている方法です︒燃えるゴ

効率的に進めるために採川さ

分別収集とは︑ゴミ処理を

かり︑焼却炉をいためる結果

だけでなく︑ムダな経費がか

ていくと︑燃却効率を低める

えないゴミを燃却施設に持っ

れるのが普通です︒もし︑燃

については埋め立て処分にさ

設で焼却され︑燃えないゴミ

ともなります︒

あらかじめ仕分けしてゴミを

①可燃ゴミ︵燃えるゴミ︶②不

ミ︵有害性︶⑤危険物などに

大ゴミ︵大型ゴミ︶④特殊ゴ

燃ゴミ︵燃えないゴミ︶③粗

で効率のよい処理ができます︒

て収集した方が︑少ない経費

ものと燃えないものとに分け

そこで︑あらかじめ燃える

生ゴミは︑きちんと分別して

家庭・旅館などで出される

分けるのが一般的です︒

なぜ分別収集が必要なのか？

出されるようお願いします︒

できます︒詳細は︑役場福祉

係にお開きください︒

次

整備に大きく関与しています︒

家庭から収集されたゴミは︑

燃えるゴミについては焼却施

︵新井市L新保︶

特別養護老人ホーム﹁みな
かみの里﹂

設設置促進協議会長

広瀬光

上越地域心身障害者福祉施

准︒

の開設にあたり︑昨年末皆様

方からの温かいご理解とご協

八％︑二︑四六八万円余の浄

︵・︶

へ︵

力をいただき︑目標の九八・

財をお寄せくださいましたこ
お礼申し上げます︒

とに︑紙Lをお借りして厚く

，1
1、

なお﹁みなかみの里﹂は︑

L越地域全体の施設ですので

多くの地域の皆様方がご利川

｝

一九〇万円

基盤整備の進む松里地区、留山ダムからの
通水ももうすぐ行われる。

備事業

誕鴨
齢劃

窄 型

働
「みなかみの里」

事業内訳・持田地区三〇万円

『、・羅譲駿

にご協力を

ございました

獣

野

勲

』難．函i謡談
㌘勲

誌︑

⑰

騒ぜド1響、、△㌧講
蛎．

テニスコ＋・PEN
紬がオープンしました・

一r

郎

）
2論）テニスボール（ピンク）が使用できます。

舗込募年騨賑

襲肇

ハ

す。

霧のψ・灘君もやろうよ！

土曜閉庁に

ま

ご協力ください

の使用は

ぬれ手で

（新潟県）

やめましょう

平威元年4月の例

五月の第二日曜日は付の日

手を良く拭いてからスイッチ

用になるときは︑くれぐれも

られてその場を離れるときは

です︒H頃の爆親の苦労をね

電熱器やアイロンの切り忘れ

やプラグを扱いましょう︒

アメリカ人のアンナ・ジャ

です︒

ーヴィズという少女が母の命

に注意しましよう︒

ぎらい︑母の恩に感謝するH

日にゐ口いカーネーションを霊

前にたむけ︑友達にわけたの

が始まりだといわれておりま

H本も昭利二十四年ごろか

らアメリカの例にならって︑

五月の第二日曜日を付の日と

は日曜日と同様、業務が休みとなっており

するようになりました︒

県では4月1Hより月の第2、第4土曜
日を閉庁と決め、県庁及び大半の出先機関

でしょうが︑電気器具をご使

燃i講⑱

ところでお母さんたちは︑
毎H洗濯や炊事で水をお使い

謡…水木金し㊥
234567⑧

ー斜寸1

暮らしと電気安全

ますので注意していただくとともに、ご理

なお、県立病院、県立図書館などの公共
出所・駐在所などは従来どおり閉庁しませ
んのでご利用ください。

特に海外に出るためのパスポートなどを
取り扱う旅券センターも閉庁の対象機関と
なっていますので、急いで申請される方は
注意してください。

手を【ヌ（畢式し、ζから

ぐないとね。

、1

︵0

施設、社会福祉施設、教育機関、警察の派

電気を硬うときは

黛ρ

6

％騨園湿

ぬれ手でプラグはやめましょう

（財）東北電気保安協会

また︑停電やお客さんが来

解とご協力をお願いします。

●

繕蝋識

解矯やか君
面≠寸宗

6月4日は
「県知事選挙」の投票日です！
君県知事の任期途中の辞任により新しい県知事を選ぶ
選挙が、5月15日告示、』6月4日投票という日程で実施
される事になりました。

今年は7月に参議院議員選挙も予定されており、選挙
の年となりそうです。

県知事選挙の投票時間は、午前7時から午後6時まで

論1

となっています。

回

．》

c禽9

これからの新潟県をまかせる大切な選挙です。棄権す
る事のないようにしてください。

凹

おめでた（幽生）
あい

愛ちゃん

お《や》み（魏亡）

w・ ）

り

馨蔽
パ

適甕
ロ

し

￥、

81歳
（天水島）
高橋キミさん
80歳
（湯 山）
樋ロギンさん
84歳
（西之前）
南雲チヨさん
79歳
（天水越）
佐藤マツさん
※4月25日までの届出分です。

、
ヤヤ

駒ξ誌l l
謎

筆

伸さん

（湯

本）

久保田光栄さん（天水島）

峰坂

弥えん

もんにん
加暮

腎
●

○

●

●

黒先攻め合い勝ち（5手まで）
手数をちぢめる。

有段をめざして

村山

詰碁の解答を募集しています︒

正解者
若井千代松さん（小 谷）

5月25日までにハガキなどで役場広報担

●4

a●
σ）0（一）●b

当まで︒正解者には粗品を進呈︒

4月号の答え

●③

黒1のホウリ込みがポイントです︒白2

と取れば︑黒3︑白4を利かします︒黒

5まで示していただければ正解

●

渡辺新一さんの二女（松之山）

午

ヤ

loうφ寸ー

弓§§§§〜5〜5§望5§璽5葦§§〜5妻5〜5〜5〜5璽︐㌔︑︑§〜5ま
榊
㈱

5月28日から早朝ラジオ

体操を始めます︒

みんなで参加しましょう︒

断

r慧§§塞§星§§塞§§く5§§§Σ§§ 弐隻﹁き§竃﹂

4日

日

心身障害者福祉会役員

交通指導員打合せ会

四日 農業委員会総会

会

H

﹁啓倫セミナーハウス﹂

会

農業共済損害評価委員

開所式
道路愛護会・土地改良

器日

町内各小学校入学式

▼4月のできごと
IH 新任教職員辞令交付式

5日

協議会

lH・消防分団長会議

一瞬㈱断

浦川川菜残露塾5日まで

成尺式

▼5月の予定
3H

7日 クリーン大作戦

野巨回佳蕉ムバ

まで︶

湯本温泉まつり︵21H

社会福祉協議会・森林

罰口

まで︶

輩戚く云建洗似天各貝八ム

︵31日

目探鳥会︵バードウオツ
チング︶

H

組合役員会

松之山ライオンズクラ
ブ結成式

リゾート問題研修会

農業共済嘱託員会議

母子福祉協議会役員会

⑳目

観光協会役員会

老人クラブ会．長会議

中学校入賜．r式
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やまに花が咲いているところ

σ︑︾
ー茎︐︐・〆ま

ウさぽ

轟ざみ︑

輸
矯

一一
断

23 21 18 17

ひぐちふみこさん

あいざわめぐみさん
おともだちをかきました

…
戸野レ、f Fκ瓢テ鮒．構瓢糎

むらやまあきおくん

編集後記

▼待ちかねていた︑五月のゴー

ルデンウィークが終わりまし

たが︑皆さんどんな風にして

▼五月﹄︼Hには松之山町の成

過されたでしょうか︒

生の中でこの頃が一番美しい︑

人式が行われました︒長い人

夢のある時かも知れません︒

これを機会にもう︸度自分の

将来を考えてみるのも良いか

も知れませんね︒

▼農家にとっては猫の手も借

ました︒ガンバリましよう！

りたいほど忙がしい時期が来

五月一口の人口

総人H／三︑九五九︵▲二

男／一︑九四四︵ 五︶

一︑一九七︵ 六︶

女／二︑〇一五︵▲六︶

︶内は四月一口との比較

世帯数

︵

▲は減
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