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2月27日

県内のトップをきって

県立安塚高等学校

・

松之山分校で卒業式が

行われ

名が学舎を

あとにしました︒

53

新潟4区

筒井信隆氏㈹が初当選果たす！

ー寸田1

議員のいなかった二区と四区

ました︒

守の一角を崩すことに成功し

結果は︑自由民主党が安定

鳥氏と白川氏︑これに宮越氏

うしても死守しようとする高

筒井氏と︑現在の二議席をど

議席の奪回に全力を傾ける

選挙戦を繰り広げて来ました︒

が立候補し︑十五日間激しい

四区では二議席の所に五人

四万七千票を上回る得票を取

歩届かずでした︒宮越馨氏も

動を進めて来ましたが︑今一

さと行動力を前面に出して運

び当選しました︒白川氏は若

八百票以上の差をつけて︑再

じ前議員の白川勝彦氏に四千

民党前議員の高鳥修氏が︑同

残るもヶ一つの議席は︑自

で議席を取り戻した事になり

多数といわれる二百七十一議

が加わって前回以上に票の読

り︑前回より大幅に票を伸ば

ます︒

な︑九〇年代の行方へを占う

はなりませんでした︒野党で

席を大きく上回り︑保革逆転

めない選挙のようでした︒

消費税の孕藩秀

重要な選挙として︑かつてな

は︑社会党が消費税廃止を訴

結果は︑消費税の廃止を中

の追い風が︑四区でも強く吹

院議員選挙は︑︐消費税問題や

保革逆転がなるかというよう

この注目すべき選挙の投票

れました︒

全国的に吹き荒れた消費税

至りませんでした︒

第2投票所（三省分館）

も影響を与える

結果となりまし

県内四つの選

た︒

挙区でも大きな

動きがあり︑社
会党候補が四つ
の区でいづれも

トップ当選を果
すという︑かつ
てない結果で︑

保守系候補に大
きな衝撃を与え
ました︒今まで

一票の重みを感じますね。

が十八日の日曜日に行われ︑

次点 白川勝彦 61，106票（〃 ）

一部地域を除いて即日開票さ

いほどの盛り上がりをみせ︑

えて国民の支持を受け︑解散

心に訴えた社会党の筒井信隆

いたようです︒

4，001票（共産新）

田中徳光

二月三日に公示された衆議

日本各地で激しい選挙戦が行

時の議席を五十以上増やす大

高い得票数で初当選︑しかも

〃 高鳥 修65，951票（自民前）

したのですが︑当選までには

われました︒

躍進をしましたが︑他の党は
軒並み議席を減

トップ当選という活躍で︑保

当選筒井信隆82，603票（社会新）

氏が︑八万二千票以上という

らし︑党運営に

馨47，388票（無 新）
宮越

（定数2）

4区

②

松之山町の結果

謙

』■陰

瓢一 一

高 鳥
修
白 川 勝 彦
筒 井 信 隆
田 中 徳 光
宮 越
馨
合
計

1，277票

最終有権者数

3，143人

投票者総数

2，795人

903票
389票

投

手際よく進められる開票作業

票

一

172票
41票
2，782票

上記のうち無効者

㌔繊

（今回）

率

13人
88．93％

松之山町を除く郡内の得票状況
候補者

計 票

投票残

宮 越

田 中

白 川

高 鳥

筒 井

町

390

8

843

1，187

938

3，366

90．32

浦川原村

624

44

749

835

940

3，192

91．09

松

代

町

538

83

1，139

1，252

801

3，813

89．10

大

島 村

302

10

530

1，053

376

2，271

91．39

牧

村

1，116

22

421

667

499

2，725

89、．77

東頸城郡計

3，011

339

4，585

6，271

3，943

町村名

安 塚

18，149

90．03

松之山町の前回得票数（S．6・．7．6）

高
白
筒
田

鳥
修
川 勝 彦
井 信 隆
中 徳 光

宮

越

佐

藤

馨

節

合
開票を見守る住民の皆さん
●

投

夫

1，089票

237票
188票
50票
36票
3，014票

計

票

1，414票

率

89．74％

ーの61

したらどうでしょうか︒

兎口と松之山の中間辺に温

ム等︶を造り収容する︒

③老人の孤独化とさみしさか

皆さんから多数応募していただきました﹁ふる

らの解放のために︑生涯対策

域﹂を建設したらいかがでし

泉付きの﹁健康と福祉保養地

さと創生一億円﹂の使いみちについて︑二月号で

事業を進める︒小型菜園︑花

ょうか︒

アイデア賞となられた方のみ紹介しましたが︑今

集いなど︒

壇︑生涯学習︑手芸︑趣味の

④老人同志の交歓の場︑施設

を作る︒温水プール︑ゲート

ボール場︑その他遊技施設の
設置︒

⑤保育園などと子供たちの遊

園地︵小公園︶を近くにつく

り︑交歓の場を設ける︒

⑥若い人との交流の場︵施設

と機会をつくる︶︑生きた歴史
対話などの学習︒

◎﹁健康と福祉保養地域﹂建設

小口成﹄さん︵松

温泉付施設
提案者

の造成

でいる︒

詰︶

る器材を販売する会社を営ん

などで標本づくりの時使用す

氏は︑志賀昆虫社という学校

﹃山に住んでおられる志賀卯助

○松之山町出身で現在東京青

提案者

村山正英さん︵橋

◎志賀昆虫記念館と昆虫公園

ー︑−！
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㌧妬灘
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号では各部門に三点ずつの入選作品が決まりまし
たので︑入選者と入選作品の内容を紹介します︒

なお︑入選者には︸万円の図書券が︑また応募
していただいた皆さん全員に二千円の図書券が贈
られる事になりました︒

区分﹃〜二部門の入選者
◎シルバー天国︵計画︶又は
共和国・王国でも良い︒

山岸石松さん︵新

︵温泉利用︶

提案者

山︶

○保養館・老人施設・町営国

之山︶

えて次の事を提案します︒

民宿舎の三点をセットとし

○これからの高齢化社会を考

①リハビリテーションを老人

松之山町での六〇歳以上の

た施設が目標︒
︵シルバー天国の核として︶

人は一︑三八七人︵三月末︶

保養施設の中心に据えること︒
まとめた形で選出しました︒

温泉利用のリハビリ施設の一

点のみ紹介させていただいた

周りに一人住まいのお年寄り

②①の施設を核にして︑その

ナ林等の景観を生かしながら︑

して︑健康的な自然環境とブ

だけでない高齢化時代に対応

られる︒志賀氏の昆虫に係わ

沢山の貴重な標本を持ってお

蝶や昆虫の収集家でもあり︑

志賀さんはまた︑珍らしい
ものもあります︒

や︑老人夫婦なども収容でき

る偉業と松之山を関連づけ︑

三五％となりましたが︑当町

ア

毯（

兎口﹁翠の湯﹂をさらに活用

切．

1

る住居︵シルバーアットホi

ものもありますので︑一部要

大変長く細かく提案された

二を一つに︑三と四を一つに

通性があるという事で︑︸と

この六つに分類した中より共

六︑その他

五︑人材育成︵特産品開発含︶

四︑自然環境保護育成

三︑地下資源の開発

二︑総合コミュニティ施設

一︑高齢者健康対策

たっては︑

今回入選作品を決めるにあ
§別

④

志賀昆虫記念館と併せて昆虫
の面からも記念標本館と昆虫

した︒学習や観光・リゾート

います︒

公園を是非造ってほしいと思

公園の造成を提言します︒・

今やかぶと虫や蝶の繁殖は
むずかしいものでなくなりま

区分三以降のものについては︑入選者のみ

竹内茂俊さん︵豊
田︶

高橋忠則さん︵十
日町︶

▼区分六部門︵その他︶

提案者

◎漢方薬・栽培・製造販売

提案者

◎人脈づぐりと職員教育

今号でお知らせし︑内容については順次掲
載して いきます︒

▼区分三〜四部門
◎美人林周辺と須山地区の自

松之山町野鳥愛護

然保護を生かしたふる里づ
くり

提案者
会

低五戸位移築保存

◎カヤ葺民家︵曲り屋︶を最

小野塚一栄さん

◎温泉掘削と大厳寺高原周辺

の整備
提案者
︵松之山︶

能弘さん︵松

保育所と学校は今まで通りで

第四土曜日休みとなります︒

員会︑診療所の業務が︑第二・

おり︑四月より役場︑教育委

十二月議会で決定されたと

住民の皆さんに大変不自由

の都度回覧でお知らせします︒

となる場合もありますが︑そ

のほかに先生の出張等で休診

診療所の場合︑第二と第四

理解とご協力をお願いします︒

をおかけしますが︑何分のご

四月・五月の閉庁︑または

す︒

この日は︑日曜・祭日のよ

診療所の休診日は次のとおり

です︒

うに日直がおり︑戸籍の届出

▼四月 十四日︵第二土曜日︶

︵出生・死亡・婚姻等︶は出

来ますが︑戸籍謄・抄本︑住

▼五月

十二日︵第二 〃

︶

︶

〃二十六日︵第四

〃

〃二十八日︵第四土曜日︶

民票などの交付は出来ません

なお︑その他の証明・受付

ので︑ご協力をお願いします︒

も出来ませんので︑ご注意く
ださい︒
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柳

代町︶

◎休養村センター周辺を公園

化し︑コミニュティ活動の
拠点に！

村山祐一さん︵上

0
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認
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躍
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提案者

◎日本一の野鳥の里づくり

提案者 高橋寛一さん︵松
口︶

▼区分五部門

提案者

川手︶

生産物地場消費計画

◎観光と農業が一体となった

保坂諭祐さん︵松

◎特産品の開発・加工施設の
建設

提案者

提案者

村山邦一さん︵上

口︶

川手︶

●

月

199

30

29

月
199

す

4月より役場・診療所が

第2・第4土曜日休みとなります

︑︑囎灘糠．．

パ

ぎまマノ

ーOF頃ー

ちました︒

生の部門で地㎜兀の活躍が目立

五八○人が参加技を競うQ︒
今年で四十一回目を迎えた

伝統ある松之山スキー競技大

間︑松之山温泉スキー場と町

ヵントリースキー︶部門には︑

として行われた距離︵クロス

町民グランドをメイン会場

民グランドを会場に開催され

小・中学生三二〇名が出場し︑

会が︑二月三日・四日の二日

ました︒

この大会には町内の方はも

三キロ・四キロ・十キロのコ．

つの高校やスキークラブ︑個

の小学校︑九つの中学校︑一二

懸命走っていましたが︑最初

からの声援を受けながら一生

選手の皆さんは︑コース脇

①小野塚瞳︵松里小︶

▼小学生女子B

③滝沢和美︵松之山小︶

②小野塚尚子︵松里小︶

ースに挑戦しました︒

人など︑合計五七七名の参加

のダラダラ上りのコースがか

ちろん︑外丸小学校など十三

があり︑大変にぎやかな大会

愛︵松里小︶

▼中学生男子

③佐藤

②藤木理江︵津南JRC︶

この距離でも松之山の選手

なりきつかったようです︒

ではいかないものの暖かく︑

が頑張り︑個人・リレーとも

でした︒天候の方も快晴とま

選手も応援する人も伸び伸び

〃

︶

︶

①小野塚学︵松之山中︶
②村山 臣︵

良い成績が生まれました︒

選手それから大会関係者の

〃

出来たと思います︒

松之山温泉スキー場のアル

③福原 誠︵

▼中学生女子

皆さん︑大変を苦労さまでし
た︒

ペン部門では︑大回転と回転

の二種目が行われ︑小・中学

①津端美晴︵津南中︶ −

スラローム
▼小学生男子A
①村山由貴男︵松代小︶

︒

1・
1・

平︵松里小︶

②高沢

1・

②佐藤麻紀︵松之山中︶

1・弼・05

③植木芽久美︵ 〃 ︶ 1・18・05

①高橋 広︵津南高︶

1・10・03

1・08・93

▼高校生男子

②若井孝幸︵松代高︶

③小野塚浩一︵松之山高︶1・12・06

▼高校・成年女子

郁江︵戸田建設︶

①金沢恵美子︵げ刃酬防︶ 1・2
0・9

②林

1・39・8

③秋山 泉︵戸﹄田建設︶ 1．4
2．0

▼成年男子一部

①宮沢徹也︵十日町︶

1・13・6

1・16・48

②宮崎晃久︵桑名川RC︶1・15・33

③石沢隆明︵県職長岡︶

▼成年男子二部

②大藤雅史︵

〃

〃

︶1・15・33

︶1・M・37

①村山好文︵ダイトーSC︶1・13・3

③奈須川隆︵

▼成年男子三部

1・28・38

①曽田憲一︵糸魚川土木︶1・25・15

②土田利栄︵県職長岡︶

③田中信明︵桑名川RC︶1・28・56

転︶

①津端康裕︵松之山小︶

②瀬沼由則︵松代小︶

③佐藤一登︵松里小︶

▼中学生男子

91

、凱
③相沢俊幸︵松之山小︶

12

︵大回転︶
①津端康博︵松之山小︶
②瀬沼由則︵松代小︶
③佐藤一登︵松里小︶

▼小学生女子A

27

ジャイアントスラローム

▼小学生男子A︵六年︶
駆秒27

5

1・79

5

①涌井光好︵津南中︶

55

魎艦．．蜘＿．

▼小学生男子B

8

5
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11

59

76
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7
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大回転競技（スキー場）
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レ
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59 58
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秒
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】14

（

02 01

1
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スキー競技大会
「ソレーガンバレー！」2人同時スタート

1

1

06

1

①高沢 平︵松里小︶

良︵松之山小︶

94 69 96

・

回

72 49 34

…
03

②村山由貴男︵松代小︶
③中島

①半戸小百合︵津南JRC︶

56 55 54

15

蝋
卜
、

5

1

41

1

2・73

▼小学生男子B︵五年以下︶

57

松之山
藤

⑥

①相羽正彦︵スノーマン︶−・43・13

②宮沢徹也︵十日町︶

1・4
4・8

③関口一成︵桑名川RC︶1・46・55

▼成年男子二部

1・45・72

①村山好文︵ダイトーSC︶1・45．2
②今井伸行︵県職長岡︶
③奈須川隆︵ダイトiSC︶1・46・35

①土田利栄︵県職長岡︶

−・07・9

1・05・19

▼成年男子三部

守︵須坂市︶

②常川
③曽田憲一︵糸魚川土木︶1・08・49

︵距 離︶
①池亀亮人︵外丸小︶

②高橋佳男︵松里小︶
③高橋 明︵外丸小︶

▼小学生女子A

鱒

P

盈駅

②小林美佐子︵豊原小︶
③小林正子︵安塚小︶

▼小学生女子B
①篠原直美︵外丸小︶

②高橋陽子︵莇平小︶
③佐藤あすか︵松里小︶

＼＼ご

︑

タ啄！

▼中学生男子 旧キロ

／

26・23

25・3
②若井憲一︵松代中︶

27・㎝

硲・18
16・24
16・26

5

5・0

①上郷中学校

5・28

3

6・47

5

56．16

▼中学校女子

③安塚中学校

②村立妙高中学校﹄

︶

▼中学生女子 5キロ

〃

▼中学生男子

③竹内雅子︵浦閏中︶

②山下ルミ子︵

①馬場里美︵村立妙高︶

③島田武彦︵上郷中︶

①島田敏光︵上郷中︶

（距離会場）

ぎまマノ
ペ三
臣︵松之山中︶ 1・42・3
︶ 1・43・73

1・訂・5

7

②村山
③福原 誠︵ 〃

①津端 美 晴 ︵ 津 南 中 ︶

1・51・8

▼中学生女子

②高橋ひとみ︵〃︶

1・5
2・6

③植木芽久美︵松之山中︶1・53・5

広︵津南高︶

▼高校男子
①高橋
1・3
5・48

〃

︶

②津端岳生︵
③小林慶雄︵松之山高︶ 1・38・94・

▼成年男子一部

15分23秒9

5キロ

クロスカントリースキー

▼小学男子A
①高橋利一︵松里小︶

照・26・0

②若井由加︵室野SC︶ 16・10・9

③小菅敬之︵安塚小︶

リレー競技
▼小学生男子
①安塚小学校Aチーム

②松里小学校
③外丸小学校Aチーム

▼小学生女子

①村立妙高中学校

被害にあつたときは

必ず届出れノ

盗難などの犯罪の被害に

あったときに

﹁被害が少ないから﹂

﹁面倒だから﹂

などの理由で被害の届出を

しないと︑第二︑第三の犯

行につながり被害が広がる

事件の早期解決と被害の

ことになります︒

質

んからの届出が必要です︒

拡大を防ぐためには︑皆さ

事件解決の

1届出は

糸ロです；

爵齢

一︐

辱⑳

みんなの声援をうけながら
一生けん命走る選手たち

39・13

089

511

無ー、
①外丸小学校Aチーム

②上郷中学校

も

曝

②浦田小学校
③安塚小学校

⑦

④東川小学校

⑥松里小学校

82864

881

55

9
5

8
7

1
1
6

秒

277

13 12
14

56
19

17 27

23

1

1

0

5

1

3

4
0
2
4
1

23
41
口
24

24

55

12キ耽7や
スタート直後からデッドヒートが

3

繰り広げられる（中学男子）

15 14
30 30 30

①高橋美樹︵外丸小︶

、

26
00

分
49 49 47

27

。．・・…
41
51 39 1346
．．。・…
31

▼小学生男子B

咋

細

ート5ー

松之山温泉スキーカ層一 一バル

スキi場で行われる最大の
イベント 第七回スキーカー
ニバル が︑今年も三月二十

五日に盛大に実施される事に
なりました︒

カザマカップアルペン大会
も同時に開催されます︒

また︑今回は新潟県が農林

やd
例隻
チ旭

している﹁うるおい新潟農業

者を募集しています︒豪華な

雪上つなひき大会 も参加

カリ．トドロキワセ・アキタ

当クイズを行います︒コシヒ

酒一升早飲みリレー

宣伝事業﹂との協賛が決まり︑

賞品が多数用意されています

のおにぎりの名柄を当てても

ーム

色々な催し物が新しく計画さ

ので︑仲間でチームを作って

︵正解者

コマチ．アキヒカリの四種類

れ︑今までとは一風かわった

賞品が贈られます︒

多数の場合は抽選︶︑挑戦し

今回はまた︑ミス雪椿に選

関係としましては︑味の名店

ープ︑キネッキ餅︑甘酒の無

ばれた三人のお嬢さんがやっ

てみてください︒

料サービスをはじめ︑あんぼ︑

街コーナーとしてラビットス

うるおい新潟農業宣伝事業

らい︑正解者にはミニ米俵の

カメンライ

が︑午

て来て︑セレモニーなど色々

ば︑けんちん汁等々︑地元の

新潟美人の三人を是非ご覧く

ぽたもち︑ちまき︑手打ちそ
カメンライダーの活躍を是非

味をたっぷり楽しんでもらえ

レストハウス雪椿の中では

なお手伝いをしてくれます︒
見に来てください︒

ださい︒

雪中宝さがしゲ

そのほか︑すっかり恒例と
なりました

また︑米の消費拡大運動の

るようになっています︒

前と午後の二回行われます︒

ダーブラックショー

たちに大人気の

をいくつか紹介すると︑子供

当日行われる主なイベント

れます︒

出場してみてください︒

産物の消費拡大を目的に運動

療
カーニバルになるものと思わ

一つとして︑おにぎりの品種

カザマカツ︒7
●

3月25日開催︵うるおい新潟農業宣伝事業︶

毎回好評の雪中綱引き大会（昨年のスナップより）

0

﹁コシヒカリの里写真展﹂が
開設されます︒

街を目的とされる方は早目に

行かれた方が良いかも知れま
せん︒

内容盛り沢山のスキーカー
ニバル︒家族連れで来てみて

これは︑ 松 之 山 の 農 山 村 の
風景写真を集めて展示するも
ので︑四季折々の松之山を広
ください︒楽しい事がいっぱ

観光係にお聞きください︒

詳しく知りたい事︑競技参加
申し込みなどは︑役場振興課

なお︑カーニバルについて

い待ってますよ︒

く皆さんから見てもらいます︒
﹁これは﹂と思う写真があり

ましたら︑是非お貸しくださ
い︒展示させていただきます︒
当日は︑午前十時より色々
な催し物が一斉に始まります
電話六ー三一三一番です︒

レストハウス雪椿の中では

の一行は︑夕食を食べ︑その

民泊先へ出掛け︑残った松之

冬の松之山を体験

後開校式に臨みました︒

にチャレンジしました︒みん

ームを作ったり︑カステラに

なで協力しあいながら生クリ

供たちがほとんどでしたが︑

塗ったり︑初めて体験する子

キをつけて山に入り︑大きな

おいしそうなケーキが出来上

午後から都会の子供たちは

帰って行きました︒

を行い︑仲良くなった松之山
の子供たちと別れて都会へと

最後の日は午前中に閉校式

がりました︒

声で兎を追いました︒悪戦苦

前中計画どおり兎追いを実施︑
一度も履いた事のないカンジ

あいにくの天候でしたが︑午

二日目は朝から雨という︑

山の子供たちはケーキづくり

冒険学校の子供たちが
二月十日から十二日までの

三日間︑黒倉部落において松

之山冒険学校が開かれ︑東京・

埼玉の子供たち三十二名と地
元松之山の小中学生一八名が

参加しました︒

毎年一回か二回行われてい

るこの冒険学校︑今回は旧黒

倉分校を拠点として色々な活

ダ
雨の中の兎追い、｝3羽つかまえて大喜び

が︑カザマカップアルペン大
会に出場する方や︑味の名店

都会の子供たちは真っ白な兎

／盈

羽の兎を捕まえる事に成功︑

動にチャレンジしました︒
十日の夕方︑地元参加の子

を見て大喜こびでした︒

闘する事二時問︑ようやく三

供たちと黒倉の皆さんが出迎

〆

える中︑到着した冒険クラブ

⑨

−◎弓︑

︑牛

議︑．亀

旧黒倉分校に集まった子供たち。地元参加
の子供たちとすぐ仲良くなりました

一
二丁一『

一』＝ 二 ＝一
一 ＝
』 一＝二
』
二一
一
二

臼本語教育の手動けとして．

徒は︑カナダアルバー9州の

から高校までフル活用され︑

字の手本︑写輿などは小学校

9ーンフル氏は︑日本側か
ら送られて来る手紙や絵︑習

催に向け峯備を進めて行くそ

の区切りにしたいと￥来年開

うでず︑

昔話を今風にアレンジした「行部の

このほど来日したカナダ・アルバータ州

三九郎狐と長者原の川うそ」の劇。

のターンブル氏（左側）。「日本との交流を

会場の笑いを誘っていました。

もっと続けていきたいと思います円

ーoo61

三年前から文通をしています︒

大変役立っていると深く感謝

二年生がカナダの子供たちと

浦田小学校では︑囚月より

されていたようです︒

の仲介者をしている浦田小学

文通を始めるそうです︒

ーンフル氏が来日し︑臼本側

府の教育省に勤めるミ︑セス9

このほと￥アルバー9州政

松之山中学と浦田中学の生

4カナダの子供たちと文通交流

婦人会の皆さんによるにぎ
くやかな平成音頭
校の価井校長先生らと交流さ
れました︒

湯山神楽の皆さん︑水梨や大

2真冬の芸能祭︑今年で九回目︵小谷部落︶
各の暇な時に芸能祭を開催

この芸能祭を見に訪れ︑友情

荒Pの皆さんなど多くの万が

畢

して楽しんでいる小谷部落︒

ーに参加するなどして．座を

出演をしたり飛び入りコーナ

鍵

ムフ年も二月十 日の建国記念

行い︑部落民総出で楽しいび

られる後継者会の皆さんの劇︒

昔詰を題材にして魯回演じ

盛り上げていました︒

日に第九回目の新春芸能祭を
とときを過しました︒

交ってのにぎやかなハ木節で

おびとよしの冊うぞにだまさ

今回は︑悪賢い狐が最後には

午後皿時︑小学生に大人が
幕が開き︑続いて民謡や婦人

れるという内容の﹁行部の三

会の踊り︑子供白波五人男︑

おもしろおかしく演じられ会

九郎狐と長者原の川うそ﹂が￥

ダンス︑カラオケ．落語に劇
と︑色々な出し物が楽しい雰

小谷の皆さんは十回を﹃つ

場の笑いを誘っていました︒

囲気の中で次々と披露され︑

今回も民謡会の万たちや︑

盛んな拍手を受けていました︒

房

鰹．

●

雨の中のスキー大会町内四地区一斉に開催

キーやレクリェーション種目

斉にスキー大会が行われ︑ス

里・布川・浦田の四地区で一

二月二十五日︑松之山・松

後︑体育館の中で実施しまし

更したり︑松之山地区では午

り始め．皿部プログラムを変

万も︑お昼少し前から雨が降

苫労されたようです︒天候の

を︑また︑その他競技はグラ

裏のアルペン会場で滑降競技

区民スキー大会は︑町営住宅

松之山小学校で行われた校

やまれるこの日の天気でした︒

た︒

館の中で室内競技を行いまし

ンドで実施され︑午後は体育

で体力作りをしました︒

二月十八日の選挙の日が快

た︒

かも三月末頃の暖かさの中で
晴だっただけに︑ちょっと悔

昨年に引き続き少雪で︑し

の大会となり＼各地区ではコ

ース作り︑会場整備にかなり

中島校長より1人1人に卒業証書が手渡される。

噛︑

．

4県内のトツブをきつて安塚高校松之山分校で卒業式
県内公立高校の中では一番

中島校長先生が﹁二年間学

した︒

んだ事を思い出し︑それを社

町外に行かれる皆さん︑ふ

卒業生を代表して小林慶雄君が答辞を述

早く卒業式をあげるという事

会で実躍してほしい四と激励
すると︑卒業生代表の小林慶

で︑笛年テレビなどでも紹介

今年も二月二十七日に卒業

雄君は﹁この先どんな試練が

される松之山分校︒

式が挙行され︑五十三名が学

松之山で培われた教訓を生か

待っているかも知れないが︑

この日は時折小雪のバラツ

し︑頑張って行きたい四と決

舎をあとにしました︒

ク大変寒い日で︑卒業生はも

意を述べていました︒

は二名残って就職するという

五士二名のうち．松之山に

ちろん︑釆賓︑父兄の皆さん
も身を引き締めて︑式に臨ん
でいたようです︒

前を呼ばれ︑緊張した面持ち

るさとを忘れずに頑張ってほ

事です︒

で卒業証書を手にする卒業生

しいと思います︒

担任の先生から一人一人名

は＼心なしか大人びて見えま

●

ソリレースでガンバル婦人の
皆さん（松之山地区）

べました。

一

ー

3

ー2頃ー

今回は雨の中の豪雪塾でした

雪を利用しての地域づくり

年も雪が少なく︑メインの十

けんちん汁︑おでん︑ヤキソ

ス日和り中︑北浦田の田んぽ

らい沢山食べでくれて︑地元

が︑つくのが問に合わないく

午後二時︑塾生の皆さんは︑

の皆さんを驚かせたようです︒

の上で﹁やぶこざきレース﹂

行われ︑体力を持て余してい

バなどの屋台が周りを取り囲
般地区民の方たちが持ち寄っ

た塾生の皆さんは大ハリキリ

やソリ乗り︑︑雪像作りなどが

れでも都会の人たちにとって

で頑張っていました︒

む会場では︑民泊先の方や一

四回目の開催となりました︒

われて賑やかなパーティが遅

た重箱が並び︑地酒もふるま

最後の日となった十二日は

三升モチを八うすつきました

行きました︒

なかを抱えて浦田を出発して

楽しかった思い出と満腹のお

は初めて見る．雪の多さにビッ

雨もあがり︑絶好の雪上レー

昼食にはモチが用意され︑

クリ︑大変な喜びのようでし

十日の夕方浦田に着いた塾

くまで続けられました︒

生の皆さんは︑四十一軒の民

た︒

二月十日〜十二日までの三

いきました︒

を受けながら一夜を過しまし

評〜

泊先に別れ︑暖かいもてなし

へ．

参加し︑雪国体験を楽しんで

日間開催された今回は︑関東
方面を中心に二三二名の方が

一日が雨と︑天候にはちょっ

）

と恵まれない塾でしたが︑そ

◎

の豪雪塾︒早いもので今年で

τつ

を目的に始められた浦田地区

一三三入も参加した第四回豪雪塾

疹

尋

■匿漕8』コ図

た︒

やぶこざきレ

の始

体育館での楽しい重箱パーティ

翌日はあいにくの雨︒計画
など︑雪上での色々な

では午前中に

ース

予定でしたが︑それを十二日

競技にチャレンジしてもらう
にまわして︑お昼近くから集
ラを集め高く組んでいくのを

合して歳0禅作りを体験︒ワ

夕方から小学校体育館に会

珍しそうに手伝っていました︒

重箱パーティ

場を移して︑すっかり恒例と
まりです︒おにぎり︑あんぽ︑

なった

「なかなか思うように走れな〜い
ざき

しかし︑豪雪塾とはいえ今

雨の中での歳の神づくり

技一日で修了

新潟市新崎二五六

二︑実施場所

新潟

※大型特殊免許取得者は実

〜五日

十一日︑実技・十月一日

講習﹂

﹁車両系建設機械運転技能

機体重量3トン以上のブル
ドーザー・トラクターショベ
ル・バックホー及びくい打機・

くい抜機等の運転は︑労働安

全衛生法により︑指定教習機
神鋼コベルコ建機㈱

関の行う技能講習を修了した
ものでなければ︑運転できな
建設機械センター

県建設会館内

新潟市新光町七ー五 新潟

三︑問い合せ先

いことになっておりますが︑

この技能講習が平成二年度は

次のような日程で実施されま
すので︑お知らせします︒

建設業労働災害防止協会新
潟県支部

三月・四月は進学・就職・

康保険証︶︑印鑑登録をされ︑

動日・印鑑・保険証︵国民健

進学される方も住所を移動

転勤等で住所が変わる方の多

松之山から町外に出られる

される方が便利です︒免許を

ている方は登録証が必要です︒

方︑また逆に松之山に来られ

お持ちの方は︑免許証の住所

い月です︒

る方は︑住所移動の届出をき

変更もお忘れなく︒

住所の移動は︑実際転入ま

なかったり︑色々な権利を行

ないと病気をしても保険証が

この住所の移動がされてい

ちんと済まされるようお願い

たは転出された日より十四日

しますノ︒

以内に︑役場などの役所に届

ょ・つ︒

手続きをしてから移動しまし

大切な届出です︒忘れずに

使できなかったりします︒

出をする事になっています︒

届出には移動先の住所︵ア

パートなどは名前も必要︶移

気をつけよう訪間販売

ブルが後を絶たないようです︒

まだまだ訪問販売によるトラ

最近減って来たとはいえ︑

ても契約書をかわす事︑また︑

です︒たとえ顔見知りであっ

で︑まず疑ってみる事が必要

通していないものがほとんど

うというのは避けた方が良い

とにかく︑すぐお金を支払

しましょ・つ︒

かり確認してから買うように

良く見て︑契約の内容をしっ

契約書と領収証はしっ

消火器・便所のファン・反

お金を支払ったときは必ず領

談しましょう︒

物と高価な割りに粗悪品を売

二〜三人の人が同席する所で

高価な品物ほど一人でなく

方法かと思います︒

ですし︑あまりしつこいよう

訪問販売は正規のルートを

スが多く発生しています︒

出来ずに泣き寝入りするケー

でしたら地元の駐在さんに相

：

後でのトラブかを防ぐ一つの

：

収証をもらうようにするのが︑

と
りつけられ︑お金を支払って

：

住所を移される方は
手続きを忘れずに！
しまい︑後ではどうする事も

か
り

一︑車両系建設機械︵整地︑

運搬︑積込み及び掘削用︶

二八五−七一四一番

TELO二五ー

運転技能講習
○第一回 学科・四月四〜五

日︑実技・四月二三日〜
二七日
○第二回 学科・五月二八日
〜二九日︑実技・六月一

学科・七月二日〜

八日〜二二日
○第三回

三日︑実技・七月三十日
学科・九月十日〜

〜八月三日
○第四回

いな

，くべ
■■囲■■眠

美しいアルプスの山々（スイス）

まとめ

lO錺1

す︒しかし︒西欧における自然

の美しさは口本で言われる考

え方と違っております︒西欧
では牧草原として管理し︑森
林は造林として立派に管理し
ているのです︒雪氷に覆われ

㈱文化交流研究所︑小杉恵
おける研究テーマとして示し
た課題について感想を述べる

たアルプスにおいても汚水の

先生が今回の視察研修旅行に

ことにいたします︒

スイスの高原リゾート

おります︒その基本は土地を

処理︑ゴミ処理等自然を汚さ
ないため細心の注意を払って

やはり世界のスイスという

る．﹂とに通じるということに

守ることが自然の美しさを守

について

印象を強くうけましたがこれ

帯といい︑そこに住宅︑牧舎

スの地帯︑そのドには牧草原
が広がり︑これをアルプの地

年闘雪氷に．覆われたアルプ

さわしい全体構造を作り上げ

あり︑山岳あり︑それぞれ現
在おかれている条件の中でふ

なります︒しかしそれは広範
に及びます︒耕地あり︑山林

すが︑西欧では温泉保養につ
いての基本理念としては四日

用は一層進むものと思われま

化社会が強まる中で温泉の利

れを資源として認識し︑ブナ
を中心とした活葉樹について
も最近関心が寄せられている

して造林を続けた杉林地はこ

る山林については戦後営営と

は自然美の 世 界 で も あ り ま す ︒

が点在しております︒．更に山

がこれも同様であり当町の特

色として位置づけたらどうか

はじめてその効能が期待され
された森林であると考えます︒

るという説明もありました︒
．当町の温泉は大変貴重な資

以上滞在して温泉を利用して
のように一ニツの地帯は整然と

保養地には温泉がその核と

源でありますが︑新しい泉源
についても検討中ですから今

えた土地であり︑立派に管理
区分され︑全体の調和を図り︑

なります︒日本の観光施設は
温泉はあっても他の施設をセ

ることが求められます︒即ち
本当の自然の美しさは手を加

そこに第一次産業として畜産
と林業を興し労働力を吸収し

後に期待されるところが大き

す︒長期滞在型リゾートの整

いと存じます︒又文化遺産に
ついては有効活用が考えられ

感じた一部であります︒

られます︒

どうもありがとうございま

以上が西欧の現実に接し︑

ますがそのまま存置する部分

した︒

に考えます︒．史に全町に広が

と手を加える部分を精査して
整備を図ることも課題のよう

深く関わることによって地域
全体の活性を呼ぶものと考え

何れにしても第一次産業と

と思います︒

ております︒土地を守り︑ア

備について利用においては国

ルプスを守りながらリゾート

であると思いました︒

民性も大きく影響するものと
思われます︒しかし今後高齢

に供するというシステムは正
に現在尚発展を続け得る所以

都会の人達は山間を訪れて
先づ自然が美しいζ．．口われま

︑

ットとしては考えておりませ
ん︒観光客も小杉先生の言を
借りれば﹈泊享楽型でありま

地帯が広がっております︒こ

日本もこうあってほしいと思う

すそには良く管理された森林

ゴミ1つないスイスの町並み

●

﹁長い人生︑楽しく生きようでね！﹂
三年がたち︑四月からは中学

保育園児から高齢者の方た

まりもあって︑どの部落でも

中でも︑公民館の問嶋先生
ちにまで親しまれて来た先生

二月から三月にかけて町保

じゃまして開いている冬期講座︒

によるストレス体操や健康講

なので大変残念ですが︑これ

校の先生に戻られる事が決ま

昨年の総合検診の結果をお
座は好評で︑けっこう年配の

からも頑張っていただきたい

大勢の人が参加されているよ

知らせしたり︑町で行ってい

方までケラケラ笑いながら身
と思います︒

健婦が︑社教職員や社会福祉

る社会福祉事業の報告︑また︑

体を動かしたり︑話に聞き入

﹁人間いつかは死ぬんだす

っているそうです︒

公民館の間嶋先生による体操
ったりしています︒問嶋先生

け︑楽しく生きようでね凶間

うです︒

や生きがい講話︑保健婦さん
は︑県の教育委員会から派遣

担当職員と共に︑各部落にお

による寸劇などが主な内容で

俳句
新雪の浄めし山へ四方拝

俳句ばかりでなく短歌・川

柳・生活詩等も掲載したいと

思いますので︑多くの方のご

保坂

高歩︵上内屋︶

武雄︵三枚田︶

鈴木俊一︵栄や︶

寄稿をお待ちしています︒

谷

昨日今日母ゐる如くあたたかし
柴のこゑどん底に眠る村

小

治療まつ待ち合い室のシタラメン

顔いっぱいマスタして子の春の風邪

し

ひ

ま

ロ

松

佐藤

雪解水さっとよけ入る寺の門

選手宣誓山彦となり春近し
目標に向って一線雪の道
病院の玄関出れば春の雨

天水越

悦夫︵重屋︶

高橋春光子︵平吉︶

村山

雪解水樋ほとばしり勇気湧く

うるり

しずく

尾

上川手

斑雪まだ降ると判れど灰を撤く

ヰご

薄氷を踏みふみ得意登校児

さ

こも

効くと決め畷る生みたて寒卵
せっ ひ

六尺の雪を小雪と冬籠り

舗道染む雪庇の雫春の色

中

●

すが︑健康に対する関心の高

さあ、おもいっきり背筋を伸ばして
（上湯部落の皆さん）

嶋先生の健康講座から⁝⁝︒

一生けん命指導にあたる間嶋先生

社教として松之山に来られて

［

松之山の
動物の調査を始めてから︑

二年半がたとうとしています︒
その間ネズミ類については︑

はじきわなを使い︑七〇頭ほ
ど捕獲しました︒嫌われ者と
して名高い家ネズミ︵クマネ
ズミ等︶とは︑少し違う野ネ
ズミ達の横顔を紹介します︒

ネズミ類

ことも多い︒

ほったりと︑いたずらをする

▼ホンドヒメネズミ
森林棲のネズミで︑松口の
美人林から天水越・深坂峠ま
で広い範囲で捕れた︒ブナや
スギの林を好み水田地帯は少
ない︒アカネズミによく似る
が︑小型で尾が長いのが特徴
である︒食性は草木の種子が
中心で︑田畑に害をおよぽす
ことは︑少ないと思われる︒

1罠のー

したものであり︑モグラに近
いネズミの仲間と言われてい
る︒

▼ホンシュウヒミズ
︵食虫類︶

食虫類というモグラの仲間︒
体長は尾を入れても10センチ

内外で 小柄のモグラ とい
えばたいていこの種である︒

もかかり︑飼い猫がつかまえ
てくることも︑よくある︒食

︶

む︒主としてトンネル生活を

平地から高山帯まで広範に棲

灘憂顯慧醤編︑蓼糞駄

性は動物食で︑ミミズ︑小型
の昆虫等である︒
イ・
ザ爵・︑
鎌驚︐ノ

するが︑しばしば地上を出歩
く︒そのため︑はじきわなに
書

頁
5灘
2
︵

ジネズミ

高沢宏保

︐も深坂峠付近に生息している

見つかった記録もあり︑現在

ホンカワネズミが採れ︑県内
の分布域が変わろうかという
貴重な記録になった︒また天
然記念物のヤマネが一〇年ほ
ど前に天水林道の飯場小屋で

また昨年の10月に北浦田でニ

ネズミが︑深坂峠で捕れた︒

食虫類では︑ホンシュウジ

▼その他の小型哺乳類

一

文責

ψ〜

▼カゲネズミ

スケールは20cm

難．

可能性が高い︒

ヤマネ

今回の調査で生息が明らか

左からヒメネズミ、アカネズミ、カゲネズミ

▼ ホ ン ドアカネズミ

ヒマワリの種を食べる

ーになった種類︒低山のブナ林

．黒

」

などに棲む︒天水︐越・深坂峠

曹鞠

林道で三頭︑岩見堂で二頭︑
浦田中原地内で一頭を捕獲し

た︒いずれも標高六〇〇メー
ル以上でそれより低い所で
は見られなかった︒形体的に
他の二種と違い︑目・耳は小
さく尾も短い︒地下棲に適応
ト

松之山の全域にごく普通に
生息している︒体毛はきれい
な赤褐色であるためアカネズ
ミの名がついた︒夜行性でド
ングリ︑クルミなどの種子を
好んで食べる︒稲穂をかじっ
たり︑田のあぜにトンネルを

ホンドアカネズミ

●

春季火災予防運画

おとなりに

やすい時期を迎えるにあたり︑

この運動は︑火災が起こり

から山火事の多発が予想され

今年は暖冬・小雪で︑これ

事防止運動﹂も実施されます︒

また︑雪解けと共に﹁山火

あげる安心火の始末

識の高揚を図り︑火災による

ます︒たき火・野焼きには充

地域住民一人ひとりの防火意
死傷事故や財産の損失を防ぐ

騰

分注意してください︒

欄

ン閥

灘シ㎜

窃認

輔

ことを目的としています︒

火災の大半は︑ちょっとし
﹁我が家から火を出さない﹂

た不注意から起きています︒

を合言葉に︑次の点に充分注
意しましょう︒
てをしない︒

騨勲

信越学童スキー大会

6位

相沢俊幸︵

〃

︶

津端康裕︵松之山小︶

頑張つた松之山の子供たち

二月二十二日︑妙高高原町

位

▽大回転女子

で第三十七回信越学童親善ス

キー大会が行われ︑松之山・

小野塚尚子︵松里小︶

男子

︵松里小︶

︶

佐藤

▽距離

高橋利一

〃

5位

4位

新潟︑長野両県からの三十

5位

︵

松里・浦田の三小学校から選

六校によって行われたこの大

V

︵

飯塚伸太郎︵浦田小︶

〃

高橋佳男

位

9位

女子

︵〃

︶

小見祥子 ︵浦田小︶

本山夏子

▽距離

5位

位

会では松里小学校が三位︑浦

0
6位 浦田小学校 15．2
．3

3位

▽男子リレー
分秒
9
松里小学校 84．2
．3

田小学校が六位︑松之山小学

松之山小学校5

7位

・

2・58・5

浦田小学校 3．
72
8．5

▽女子リレー

2位

9位 松之山小学校41・07・2

になっています︒

平︵松里小︶

松里小学校 39
1．4
．3
高沢

6位

各種目の成績は︑次のよう

校が十位という成績でした︒

が決められますが︑今回の大

があり︑その成績で学校順位

大回転と距離競技の二種目

て参加しています︒

ずれも二部校︵十五校︶とし

会︑松之山町の三小常校はい

愛

手が出場して活躍しました︒

10

10

o寝タバコやタバコの投げ捨
○子供は︑マッチやライター
で遊ばせない︒

倦薫
》榊移γ》．5

○風の強いときは︑たき火を
しない ︒

○天ぷらを揚げるときは︑そ
の場を離れない︒

○家の囲りに燃えやすいもの
を置かない︒

○風呂の空だきをしない︒・

署

10

▽大回転男子
4位

●

！m㎜難離1拠llヂ事亭事》
灘皿llmll

○ストーブには︑燃えやすい
ものを近づけない︒

惚㎜耽ノ F，耀曙騨照
φ儀

日〜7日まで

4月1

皆さんからのお便りをお待ちして

ーN斜ー

農業祭と婦人会の協力について

の今年の農業祭にも︑婦人会

代に入ったようです︒九回目

の真価を発揮してくださるよ

たいとする自覚が︑底流に脈

う︑心から期待しています︒

参加活動を通して自らを高め

しょうか︒そう信じ︑敬意を

農業祭へのご協力は︑婦人

葉を忘れない人も︑少なくあ

る役員の姿を見て︑感謝の言

ます︒

松之山町役場産業課

ていただいたことを申し添え

長さんと相談のうえ作成させ

この回答文は︑重野和子会

脈としているからではないで

婦人会を無くした部落は

が来ます︒

波はご多分に漏れず︑新規

何の協力要請もありません︒

会の組織的参加であるゆえ︑

どこの部落．でも高齢化の

加入者が無いのに︑年々婦

農業祭は全町挙げて参加し

部落には︑役割分担をお願い

部落婦人会の組織を持たない

表さなければなりません︒

ており︑会の存続も危うく

人会を退く人がどんどん出

盛り上げるものですから︑

婦人会を休むことを検討しつ

婦人会が有っても無くて

ちょっぴり不満が出ます︒

毎年の事ですが︑婦人会

るようにしたらと思うので

も︑全部落公平に割り当て

つある数ケ部落では︑例え休

いと聞いています︒

なっている部落が少なくな

は大切だから無くせないと

すが︑今秋の農業祭の実行

しかし︑最近になって連合

いう事で頑張っている部落

に当り︑その辺の計画をお

むことになっても︑農業祭や
町民体育大会など連合婦人会
けよう︑との方向へ話し合い

が参画する行事には協力を続
が進んでいます︒ここに︑大
きな期待をつなぎたいと考え

しかし︑会長さんを中心に

休んでいる部落であっても︑

このイベントの成功を大き

として︑共催くださっている

できました︒主催者である町

りません︒さすが︑松之山の

いま町連合婦人会では支部
長制の見直しなど︑新しい時

●

農業祭で人気のあるrわが家の味自慢コーナー」

していないのが現状です︒

には︑町の農業祭の準備で︑

聞かせください

一婦人会員

おにぎり作りなどで何人か

協力するように︑割り当て

組織を挙げたご協力に期待

副会長︑支部長︑部落の会長

の中には︑現役で頑張ってい

かつてご活躍くださった方々

大変なものです︒

が心を一つに収穫の喜びと文

さん方など︑献身的かつ情熱

町農業祭は︑町民の皆さん
化の香りを享受する一大イベ

的なご協力をいただくことが
く支えているのは︑ほかなら

婦人の皆さんの心は︑素晴ら

また︑農業祭の役割分担を
ントとして︑松之山の土壌に

ています︒

定着しました︒

ぬ町連合婦人会の人々です︒

連合婦人会に対し︑改めて感
これだけの熱意を農業祭に

謝の意を表します︒

傾けていただけるのは︑町を

支えようとする意欲と︑社会

しいと思います︒

前日の手打ちそば作り︑おに

ぎりやもちの準備︑伝えてゆ
品など︑それに掛ける労力は

きたいわが家の味と香りの出

誰『・ 1』㌻「畷

役場議会事務局まで
います。
会員数の減少が激しい町連合婦人会

︒灘

君禾

㊤蓼あや 雍
母ヤ︑含

呂うけて

登記所からのお知らせ

功
を

登記所にある会社の登記簿及び各種の法人の登記簿

＠
か︒ご

・ヤ乙乃︑5

面才寸

の閲覧は、平成2年4月1日から有料（300円）とな
るとともに、登記簿の謄本・抄本・証明・閲覧等の手

エスカ

レーター

一

なお、詳しいことは、最寄りの登記所の窓口でお尋
ねください。

＠

4．一

■腫．9

＼￥！

／

籔

ご︶︑︶ε

して乙
のよ

へつ

数料が下記のとおり改定されます。

鋤

○会社等の印鑑証明

200円→300円

窃めでた（鵬…）
3
6
1

り

〔死亡年月日〕

76歳、（曽 根）福見屋

布施マツエさん 77歳（黒 倉）向 山
本山 イセさん 78歳（田麦立）宮 下
※2月1日〜28日までの届出分です。

、㎏

2 2

り

佐藤慶治郎さん

〔2・2・6〕
〔2・2・17〕
〔2●2・21〕

腎
）

黒先白死（1手だけ）

コウにしてはいけません

有段をめざして

●∩

詰碁の解答を募集しています︒

で︑正解者には粗品を進呈︒

ラ ウ

水

︵

山谷本島

︵

松小湯天

之

︵

4日までにハガキなどで役場広報担当ま
3月2

2月号の答え

︵

んんんん
ささささ
夫松伸栄

正解者
相沢 伸
若井千代
村山
久保田光

HH

か な

可奈ちゃん 小林 哲さんの長女（湯 山
れん
連ちゃん
高橋 明さんの長男（天水島

う︐

髪
案外やさしい問題です︒黒1のッケ一発で︑

も︑黒5までで死にです︒

白は窮します︒白2・4と眼を作ろうとして

白2で3と打っても黒2で死にです︒

●

400円→500円

お《導》み（死亡》

・翻

識脳−︑

一簗．

纏．

○謄本・抄本

戯2

／

O／

4

200円→300円

古足元に

︑ご注意
ください

︵〃

汐

○登記簿の閲覧

無︑

癖象

太陽が出たと思ったら
几裟
ぬ

︑㌔

また雨になった

︑象蓼襲難

・

の−
瀞

ヤ

日

ー爲のー

︑7

浦田豪雪塾︵12日まで︶

︵4日まで︶

選挙管理委員会
ふるさと創生審査会

例月監査

で黒倉︶

葛飾冒険学校︵12日ま

日

3日 松之山町スキー大会

︵2日まで︶

▼2月のできごと
1日 議会総務民生委員会

．◎・蘇

周

衆議院議員選挙投票日

日

温泉委員会

体育協会理事会

外に出て春らしい日差しをいっばい
浴ぴながら遊ぶ子供たち
（松之山保育所）

編集後記

二月中は︑雪らしい雪はほ

とんど降らず︑本当に助かり

ました︒囲りの山々を見ても︑

つく︑四月上旬くらいな景色

地肌の黒々した所だけが目に

もうフキノトウの天ぷらが

に見えます︒

食卓を飾るほど︑春めいて来

高校の卒業式も終わり︑ま

たんですね︒

ます︒全部と言わないまでも︑

た若者が松之山から出て行き

せめて半分くらい地元に残れ

ます︒

る町になったらいいなと思い

世帯数／一︑一八八︵

女／二︑〇一〇︵

男／一︑九二三︵

総人口／三︑九三三︵

○︶

O︶

○︶

○︶

三月一日の人口

校卒業式
議会運営委員会

3月定例議会︵9日ま

松之山・浦田中学校卒
日

3月臨時議会

町内各小学校卒業式

業式
日

編集／議会事務局

君六ー三一三一

発行／新潟県松之山町

平成二年三月十日発行

広報まつのやま三月号

▲は減

︵︶内は二月一日との比較

農業委員会総会

日

での予︷疋︶

6日

協議△云

▼3月の予定
2日 水田農業確立対策推進

日

日 各地区スキー大会
日 安塚高等学校松之山分

19

27 25

28

14

29 24

ボ、

日 選挙事務打合せ会

日

・

おもちつき

ひぐちゆうまくん
10

15

18 17

むらやまきよはるくん
蟹

讐

あいざわかおりさん

外で遊んでいるの

⑭

