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新入園児たち︒

ちょっ不安そうな

所で一緒に過します︒

園児たちも︑松之山保育

今年度から布川地区の

行われました︒

4月7日
松之山保育園で入園式が

懸露騨

ては残り少ない人会という事

が︑中学校男子一年の部で高

を占める部が多かったのです

橋利一君︵松之山中︶が優勝す

スキーシーズンはそろそろ

ガンベリを見せてくれました︒

終わりですが︑夏場のトレー
ニングを頑張って来シーズン

②

ー霧のー

トリースキー大会が︑四月十
五日に大厳寺高原特設コース
で行われ︑県内外から三四〇

新潟県スキー連盟公認の︑
第四回松之山温泉クロスカン

残雪多い大厳寺高原で

繕簸ぎ蛾

で︑町内選手はもとより津南︑
妙高︑十目町︑遠くは長野県
からも選手が集まったほか︑
大阪の近畿大学からも選手が

参加して︑大変バラエティー
にとんだ賑やかな大会となり
ました︒

人の選手が出場しました︒
この日の大厳寺高原は︑前
日までの強い雨は止んだもの

中学i年生の部で見事1位になった
高橋利一君（向こう側）天水島庄兵工

に備えてください︒

／〆噸騨勒嶋幽岬

成績は︑町外の選手が上位

と苦労されたようです︒しか

㌧》

の底冷えのする肌寒い天候で︑
選手・役員の皆さんはちょっ

し︑大厳寺にはまだ一メート
ル以土の残雪があり︑少雪で

に良かったと思います︒

中止となった昨年を考えると︑
今回開催する事ができて本当

競技の方は︑午前十時より
小学生女子五年生以下の部が
三〇秒間隔で次々とスタート
し︑牧場の中に作られたコー

この大会︑県公認大会とし

スに飛び出して行きました︒

4月15日

るなど︑地元の選手も大変な

墾秀ントリ夫キ先会

︐塗︑

テニスコート場付近に作られたスタート地点から、二人同時にスタート

▼小学校女子五年以下9一害口︶
①松原洋輔︵大巻小︶

▼小学生男子六年︵五キロ︶
▼中学生男子二・三年︵十キロ︶

29・5
1・3

①堀川秀和︵妙高高原町J﹀27・3
1・2
⑪村山 亮︵松之山中︶

15・54・7

①川辺亜希子︵山ノ内東小︶11・43・7

18・叩1

▼高校女子︵五キロ︶

︾09i

13・486

⑨飯塚伸太郎︵浦田小︶

︶

▼中学生女子一年︵五キロ︶

〃

⑪滝沢紗織︵松里小︶

⑬本山聖子︵

②丸山志穂︵松代高校V

⑫本山夏子︵

①牧田幸樹︵松代高︶

27・47・0

14・56・7

19・43・7

▼高校男子︵十キロ︶

①竹田優子︵妙高高原町J﹀M・28・0

⑩小見祥子︵浦田中︶

①八木貴子︵五土沢中︶

20・20・1

16・岨・0

①八木珠緒︵西五十沢小︶ m・3
4・9

▼小学校女子六年︵三キロ︶
〃 ︶

▼中学生女子二・三年︵五キロ︶

12・06・8

〃

12・06・7

︵

︶

⑬佐藤夏代

⑫佐藤あすか︵松里小︶

29・03・8

④飯塚一馬︵ 〃

⑥村山敦史︵十臼町高﹀

29・58・0

29・28・6

︶

①後藤鹿子︵妙高高原町﹂︶︾30・4

︵

〃 ︶

撃H・7

⑭高橋和美

⑭福原 賢︵安高松之山︶

16・認・5

︑懇許

・象

㌧妙

燐．

一

⑦竹内雅子︵浦田中︶

＼ぐ

▼中学生男子一年︵五キロ︶

講攣、

田辺助役より表彰状が手渡される
（小学生女子5年生以下の部の表彰式より

ワ07・8

▼成年男子︵十キロ︶
①牧田義明︵近畿大学︶ 9 7

4521

①駒村俊介︵妙高南小︶
14・⑳・2

噺3521

▼小学 生 男 子 五 年 以 下 ︵ 五 キ ロ ︶
①高橋利一︵松之山中︶

8
0
−

17．n．5

④高沢保彦︵綱引同好会︶

⑧

14・52・8

髪
盤︑ ■も

穫

誠︵五十沢中︶

爵

②高橋佳男︵松里小︶

②内藤

伊1噛噛

19・27・7

牧場の中を一生けん命走る選手たち

⑧竹内寛揮︵浦田小︶

20・0
3・8

憩

1
、

⑪小野塚英之︵松里小︶

躍」

広々とした会場での大会

次々とゴールインする選手

おつかれさまでした、、

今年も盛大に

が︑今年も五月

年行われております．松之山

通年観光の先がけとして毎

ますます意欲を見せる松之山

指定を受け︑夏冬通年観光に

校鼓笛隊︑松中ブラスバンド

ヤ 松里小学
かわいい稚児行列

里保育園児による管領塚供養︑

り行事がスタートします︒松

十九日︵土︶は︑午後二時よ

で見に来て参加してください︒

農作業の骨休めに︑ご家族

ジンギスカンでお腹も一杯に

な空気を胸一杯吸いながら︑

りました︒

役場振興課で担当する事にな

り︑温泉組合から森林組合と

れます︒今回からL催が変わ

ジンギスカンまつりが実施さ

ー蕊のi

温泉まつり

演奏などが︑温泉街を中心に

してください︒

マイライフリゾート新潟の

十九・二十Hの二日間盛大に

五時過ぎまで行われるほか︑

温泉まつりに関する詳しい

町の観光事業︒

開催される事になりました︒

事は︑役場内振興課までお聞

一番まで︒

きください︒電話六ー三二二

新緑の大厳寺高原で︑新鮮

管領塚供養祭・温泉太鼓・大

大抽選会︑八時三十分より大

夜七時三十分より民謡流し︑

二十日には︑大厳寺高原で

花火大会が行われます︒

民謡流し︑大花火大会などな
ど︑盛り沢山．の行事が予定さ
れています︒

昨年は民謡の鎌田英一先生も来てにぎやかでした。

、

松之山温泉まつり

，8『
、

5月19日・20日

平成三年

歌会始のお題

﹁森﹂に

決まりました

宮内庁主催の新年歌会

始のお題が﹁森﹂に決ま

りましたので︑応募して

詠進歌は︑自作の歌で

ください︒

一人一首となっています︒

用紙は半紙︵和紙︶とし︑

毛筆で自書したもので︑

原則として代筆は認めら

れません︒

書式は︑半紙を横長に

用い︑右半分にお題と歌︑

左半分に郵便番号︑住所︑

氏名︵本名︑ふりがなつ

き︶︑生年月日︑及び職

業を書いてください︒

九月十目までに次の住

所に送ってください︒

宮内庁宛

東京都千代田

区一番一号

〒一〇〇

また︑封筒には﹁詠進

歌﹂と書き添えてくださ

いQ

④

ふるさと創生アイデア

．入選作品内容紹介

III

前号に引き続き区分五と六で入選された

人材育成︵特産品開発含む︶

皆さんの内容を紹介します
▽区分五

その他

の企画と推進︒

五︑町内各種団体の連携事業

事業の掌握︒

四︑国・県の地域活性化関連

問．

三︑中央省庁︑出身議員の訪

▽区 分六

▼区分五
保坂諭祐さん︵松

◎特産品開発加工施設の建設
・提案者
口︶

松之山でとれる山菜等を加
工して︵漬物等︶珍味セット

◎漢方薬の栽培・製造・販売

・提案者

柳 能弘さん︵松

代町︶
ふる里︑田舎で思い出され
る風景がだんだんなくなって

観光と農業が一体として行

かれるように︑生産物を地場

で消費されるよう計画が出来

※以ヒで入選された方々の内

ないものでしょうか︒

すように言っても無理ないこ

容紹介を終了します︒この他

来ている︒住んでいる人に残

とであり︑公共で保存出来な

掲載できませんでしたが︑木

当に多くの皆さんから応募し

いだろうか︒

民俗資料として残し︑あわ

ていただき︑大変ありがとう

村山邦﹈さん︵橋

度より事業が動き出します︒

は︑新温泉源の掘削など今年

ふるさと創生基金について

ございました︒

せて観光資源の一つになるも
のと思います︒

◎自然休養村管理センター周

辺を公園化し︑コミュニテ
イ活動の拠点とする．

・提案者 村山祐一さん︵観
日町市︶

町のほぽ中央に管理センタ

高橋忠則さん︵十

減反した田や草地となって

ー︑グランド︑体育館などス

・提案者

従事する人たちが通年で働け

いる土地利用を薬草栽培に向

ポーツ施設が集中してあり︑

これを基本として︑そこに

として販売する︒

るように︑季節にあった特産

け︑漢方薬︑蚊取線香等の製

文化・スポーツ等年間を通じ

音寺︶

品を開発して行く施設とする︒

造販売をする︒技師は引張っ

◎人脈づくりと職員教育︵東

土地改良した所の農地も荒

て町民のコミュニティ活動の

京出張所と企画室併設︶

竹内茂俊さん︵豊

しまれるように︑公園化した

ここをもっと広く町民に親
るということのないよう︑古同

らどうか︒

れてしまい借金返済だけは残

拠点となっている︒

て来る︒

・提案者

田︶

齢化も見越した土地利用対策

東京圏からの情報収集と人
脈形成のため併設する︒

・提案者

生産物地場消費計画

◎観光と農業が一体となった

を考える︒

最低五戸位移築保存

◎カヤ葺き民家︵曲り家︶を

▼区分 六

一︑週三H上京し︑町出身者

の訪問とその人の人脈で紹
介してもらう事からスター
ト︒

二︑事務室兼宿泊所の確保︒

的

昨

新しい先生方
よろしく

お願いします

校長

猪田完生

中山 倫
（柏崎市西中通中）

校長

堀口清一郎

ー鴇のー

（上越教育事務所）

皇

昌一

（上越教育事務所）

教頭井上功

（松代町北山小）

尾崎桂子
（柏崎市荒浜小）

鵡観

校長

五十嵐哲夫

（吉川町旭小）

崩
栄養主査市川裕子

養教 岩沢律子

（松代小）

（燕市燕北中）
…朝器厘

教頭

石田孝夫

（下田村荒沢小）

金子旬子

小林辰男

辻川英夫

（神林村平林中）

（和島村北辰中）

（上越市城西中）

古閑晶子
（見附市名木野小）
⑥

タ

松之山駐在所には︑皆川巡

ます︒

んが来られましたので紹介し

講7

四月より松之山・浦田の両

丘山司郎
駐在所に︑新しいおまわりさ

査部長に替わって︑小林英好
巡査部長が新潟の警察本部か
ら異動されました︒生まれは
上越市で︑奥さんと男の子二
人の四人家族という事です︒

浦田駐在所には︑加藤巡査
に替わって小柳一巡査が︑新

5ろ）く

春の全国交通安全運動
守ります

点

よう︑また遇わないよう十分

がちです︒事故を起こさない

やスピードを出し過ぎたりし

ようになり︑つい乱暴な運転

った白転車にもやっと乗れる

今まで雪のせいで乗れなか

来るのもこの時期です︒

ーも加わー
︶ て︑活気が出て
友達

ぽくもわたしも 交通ルール
重

自転車乗用中の交通事故防

一︑壬供と高齢者の歩行中︑

．︑︑若者運転者による無謀運・

転の防止

ベルト・ヘルメット着川の

気をつけましょう︒

三︑正しい方法によるシート
徹底

風薫る五月︑鯉のぽりがあ

はシートベルトを着用してい

動車の場合︑七〇％以Lの方

昨年の死亡質故を見ると自

ちこちで気持ち良さそうに泳

ないとき事故に遇い︑亡くな

ら！

あなた白身のためなのですか

誰のためでもありません︒

てください︒

は面倒がらず︑正しく着用し

シートベルト・ヘルメット

もっと助かっていたはずです︒

メットを着川していたならば︑

きちんとシートベルト・ヘル

用していませんでした︒もし︑

一〇％の方がヘルメットを着

−っています︒バイクの場合は

いでいます︒

保育園や小学校では新しい

︒︾

、、

潟中央警察署から異動されま
した︒小柳巡査は加茂市の出
身で︑奥さんと女の子二人の
四人家族という事ですが︑も
うすぐ五人になる予定とか？

お二人とも前任地が賑やか
な新潟市という事で︑松之山
の豊かな自然が大変印象深か
ったようです︒早く新しい環

境に馴染んでいただき︑勤務

》

召

していただきたいと思います︒

〈も

砺

よろしくお願いします︒

⑦

衝

＼

ニ

，議嚇

國
ξ〉ぐ〉

（長岡高校）

小林英好巡査部長
巡査
小柳

皇
松之山・浦田の駐在さんが替わりました

お願いしまづ

ス．

闘内の≡ー︑の 保爾園では︑

四月六日と七臼にそれぞれ入
園式を行い︑ガわいい新入園
児を歓迎しました︒

ーOoうのー

園児数となり︑お遊ぎ室が狭
入園式では︑お父さんやお

︑ぐ＼感じられる程で◎︒

毎組さんたちと㎜緒に歌を

田さんが見守る中︑ゆずやざ

り布川地区の園児たちも加わ

松晶ノκ山保爾園で は︑今年度よ

たりしていました︒

ばれると元気な声で返事をし

歌ったり︑先生から名前を．

四月七臼に入園式を行った

り︑なお皿層にぎやかな入園
式となりました︒

松之山保育所には︑ムフ年二

八園し︑園全体では定員に

歳児と未満児合わせて十二名

でも︑やっばりお田さんか
ら離れられない園児もいて︑
微笑ましい所も見︑bれた入園
式でした︒

ノ刃．ぐ＼見込まれて おり．大変重

︑b利用が

んは︑部落内を︑通って いる㎜

蜜視されています

道路として︑これか

今年もみんなで道路清掃

一人足︑りない四十四名という︑

呼

が終わったきれいな道路を見

フラフ騎の皆さんは︑満掃
ながら冷たいジュースで一休
みし︑働ける健康の喜びや世

込めて︒︑笛年春秋に道路清掃

今年も︑晴天に恵まれた四

間話しに楽しいひとときを過

した︒

角十日に︑全員が出て清掃奉

本当にご呂労様で

しました︒
の道路は︑東川万面か﹄︑b

仕に汗を流しました︒

を行つています︒

の改良完了に感謝する意昧も

、

藤倉老人クラブ

麟

嘉

覧︑義︑∵亀

︐⁝4

．︐Q一．

沸 ．﹄餓罵．瀞

．雨

〜

⑧

来たぞ〜」

あれあれ〜だいぶお行儀が悪くなって

この日は天気も良くて仕事がはかどりました。

ゆ

級町道 索川藤倉天水越線

藤倉部落老人ク フフの皆さ

2

．吼一

，

が

湯本万面に抜ける最短距離の

磁．

松之山保育所で入園式新しい仲間が

みんなで44人になりました（松之山保育所）

．ト﹃
月オユ﹇

4ワ些

4

も年々少 なくなり︑複式授業

あります︒今年の皿年生の内

れて入場し︑式が始まりまし

新一年生はみんな緊張気味
訳は︑松2︑山小十三名︑松聖

を余儀無くされる学校も二校

したが︑校長先生や教鳶委

た︒

4月4日町内各小学校で 一斉に入学式

四月四臼︑町内の四つの小
学校で入学式が行われ︑全部
で三十六名の新﹁年生が誕生
しました︒

松之山小学校の入学弍は算
前十時より体育館で 行われ︑

来賓︑父兄︑先生乃や在校生

員会の告辞︑PTA会長さん
小五名となっており． ︑晴やか

小十三名＼東川小五名︑浦田

た淋しさを感じました︒

な八学式の中に︑ちよっとし

詰を︑し つかり聞い︵い諌

した︒

人口の減小とともに児童数

歴史を解明する

♪・
のたy
皆さんより早めにご

重約いただく事となりました︒

︐．
町制施f行
三〇周年記八・心事裳

の一つとして取り組んで来た

でいただきたいと思います︒

．人でも多くの方から読ん
ド旬︑待望の団行をいたしま

▼頒布価格︵税込・送料別︶

﹁松之山町史﹂が︑来年︒︑︑月

す︒

松之山町史︵令一巻︶

O．⁝

この町史は︑B5判全一巻
で︑本文︑︑．．OO ぺージ︑

o桐箱人り

︵限︷疋．一〇〇冊︶

し︑OOO円

口絵・仕切りにはカラー写真

．⁝

く︑取り扱いやすい製本とな

．．年八月．．一卜一日までとな

※．﹂の看約中込期限は︑︑平成

．．乃一︑OOO

を多く使川し︑大変読みやす

っており表す︒内容も自然か

弄約期限後の価格は︑一

ってい表す︒

冊九︑OO O円です︒

松之山町役場内

曲︑厭富で︑これ一⁝で松之山の

TEL

内線﹄パ七番

O二︑五︑瓦九−六−

町史編さんぬ至

o問へ・せ先

旧トめに申し込みください︒

町史編さん膚至では限︷．止川版

ほしいものです︒

れた方〃︑にもu疋非︑冊備えて

一．戸に︑⁝︑ふるさとを離

全てを知る事ができます︒

宗教︑文化財︑集落史等人変

ら松之山の生い吃ち︑民俗︑

円

御生

松之山小学校には13名が新しく入学しました

が拍手で迎える中︑新
十三人が担仔の先生に連れら

x軽
ちょっと緊張ぎみかな
先生方も入っての記念撮影

で

の

3

あなたは松之山の野鳥
の朝は早起きして

第．﹄卜四回の松之山町探鳥
会が︑︑κ月一．トヒ日に松口美

人林周辺のコースで聞催さ祉

です︒

1窃頃1

加してみてください︒

今年は是非早起きをして︑

地元

川孝・高橋良一各氏

村山健・村山暁・占

一㌘灘二

の児聴全員が参加してくれる

今回︑松代町の莇平小学校

毎年多くの愛鳥家の皆さん

そうで︑今から楽しみにして
前日︵二卜六日︶の夜は︑

います︒

▼探鳥会
o︑九月﹄卜七H︵日︶

合同行政相談所

開設のお知らせ

．九月は︑さわやか行政サー

役所の仕事︑たとえば税金・

ビス推進月間にあたります︒

道路・保険・登記・戸籍・福

祉などについての苦情・意見．

要望などがありましたら︑お

◎合同行政相談所

湯本福住館を会場にして野鳥
集会が開かれます︒スライド

出発

湯本駐巾場

来てよ！

ト

てユ

四時四卜

りゅ

︑︑
灘︑
ヤゑ

りよ

ヤ

ヤ

ロ

ロフ

サ

鱗璽饗

罐﹂

松口神祉

じ

ゆ な

無料です︒

9

秘密は固く守られますし︑

による相談でもけっこうです︒

軽にお出掛けください︒電話

も相談に応じますので︑お気

ナオヤ︶です︒自宅でいつで

員は猪俣栄．一さん︵松之山・

なお︑松之山町の行政相談

午前卜時半〜午後三時半

五月一八H︵金︶

気軽にご相談ください︒

松之山は野鳥の宝庫と．一．．・わ

による鳥たちの説明や︑生態

ボクたちを見に

朝四時三〇分

れるだけあって︑人変沢山の

についての色々な話が聞けま

鳥たちが生息しています︒し

す︒集会に参加して予備知識

○とき

かし︑囲りの環境の変化で姿

五分集合︒探鳥コース 美
人林周辺︵野鳥のしおり贈
をつけてから探鳥会に臨みま

呈︶

が見られなくなった鳥もいっ

しょ・つ︒

oところ 大和デパート上越
五階 文化サロン

あなたも過してみませんか︒

頃むける︑そんなひとときを

が参加する探鳥会︑自然と親
しみ鳥たちのぎたザいに耳を

ます︒

参．

はいいるのです︒また︑鳴き

声を聞いてもそれが何という

コ

．ドご

騨？
︑ド
ヘ︑凝タ

が︑当

昨年の探鳥会

ト

へた

︒ザ測鳶

「今聞こえている

鳥なのか意外と知らないもの

一◇
さ

︾

瀞』

⁝郎・覇博・のカ

一マり■︐．．
︑

行政頼詳〕ザ

」

、、

轟

；罐冷物厨燈

どのくらい知っていますか？
5月27日

0

半は竹内係．長さんから講演し

②水を切って︑底の三方を切
る︒

③切り開いて乾かす︒

④束ねて保管︵一束三十五枚
くらいで約一キロ︶

図のように切り開いて乾燥させ、束ねて保管して下さい

＼／

※再生利用できるパックは︑

※飲み終ったら、水を入れてよくすすぎ、逆にして
水切りをしてから開いてください。

代議員会開催 される
四月卜八目町婦人会代議員

て頂︑き︑婦人会にしか出来な

しことというお話に励まされ

会が自然休養村センターで開
かれました︒

あらたな活動の一つとして

内側の白い一︑○OO認・

も厚手のものならOK︒

五〇〇認もの︒二〇〇祀で

各家庭でぜひ取り組んでみ

監

てください︒

−

＼／

㎜底

拶／

一一

kgです）

1束35枚くらい（約l

一

底

ました︒

くする運動に取り組むことも

資源を人切にし︑ゴミを少な

牛乳パックは︑カナダ︑北
欧から輸入された針葉樹の最

≡﹁

㎜

︑要望の多かった︑会議は夜

に﹂という声が採り人れられ
た初めての夜の総会で︑夕食

力をお願いします︒

決められました︒皆様のご協

を食べずにかけつけてくれた
代議員もありよした︒

リクリェtションから始ま
った会はなごやかに進み︑後

高級パルプで作られています︒

古紙の再生の原料や︑上質
にするのはやめましょう︒

紙にもなる牛乳パックをゴミ

婦人会で牛乳パックの回収
をします︒集めたパックは業

者によって換金され︑その収
益は町社会福祉協議会に寄付
たいと思っています︒

し︑何かに役立てていただき

詳しくは後からお知らせし
ます︒

★回収するには
二〜三回振ってすすぐ︒

o

捨てないで！

①飲み終ったらすぐ水を入れ

切封

一

底

一

ー

→

り込 む

折

底

，

ー

鳶ミ

＼
切る

1犀病ク弓を

松之山の
地質と化石

岩石の性質や隆起運動によっ

砂岩や礫岩はいつ︑どのよう

ーoooうゆi

図に示しましたように︑町

な場所でたまったのでしょう

引かれている北側の境界の一

質岩に比べ硬く︑侵食されに

落分布地域の大半をつくる泥

砂岩礫岩を主体とする地層と松之山町の境界線

之山町の境界の山々をつくる

砂岩・礫岩の
堆積した

現在は滅んでしまった貝なの

です︒

では︑こうした砂岩・礫岩

岩や礫岩は︑今から約三百万

これまでお話ししてきた砂

か︒砂岩からはエゾタマキガ

な場所にたまったのでしょう

を主体とする地層はどのよう

年前もの昔にたまったことが

し︑砂岩などにはさまれる泥

るような貝化︑石が出てきます

ました︒たとえば︑写真中の

イのような浅い海に住んでい

ホタテは砂岩より採集された

ヌマコダキガイ︑ホトトギス

ガイといった河口付近の波打

岩層中からはヤマトシジミ︑
ガイといってこの頃生存し︑

ものですが︑カズウネホタテ

町史の調査により明確になり

時代と場所︑

か︒

て松之山の境界の山々がつく

部を除いて尾根に引かれてい

だしやすい性質を持っていま

でブ、へ℃

られたといえます︒では︑松

の南︑東︑西の境界付近には

砂岩や礫岩を主体とする魚沼
層群とその相当層である奈良
立層が分布しています︒こう

ます︒つまり︑松之山の南︑
東︑西の境界付近に高い山が

す︒また︑長野県との県境付

した砂岩や礫岩は松之山の集

︵砂利からなる石︶がこの順

あるために︑現在のような町

近を中心に︑これらの砂岩や

松之山の地質が松之山温泉

番で︑ドーナツ状にそれぞれ
の形になったという訳です︒

礫岩がたまった時代以前から

くいため︑急峻な地形を生み

の外側を取り囲むような構造
ではどうして松之山の南︑束︑

三方岳 天水山

がおこっています︒こうした

、ヘノ

付近の凝灰岩を中心にして︑
ゆ ダ
泥岩︑シルト岩︑砂岩や礫岩

をしていることは前回お話し

大地を隆起させるような運動

城山

西の境界付近に高い山がある
のでしょうか︒

■■山

千
〜義

有倉

今回は︑このうちの一番外
ρ

ρ

し たとおりです︒

35
▲

大松山

側の砂岩や礫岩を主体とする
地層についてお話しします︒

／

〆

Olkm
や

砂岩・礫岩と
町の境界線

、−
フ

松之山町は北東ー 南 西 方 向

＼．ブ、
て

に長い卵のような形をしてい

ます︒では︑どうしてこのよ

うな形をしているのでしょう
か︒町の境界線はもちろん人
為的に決められたものですが︑

決める時の基準のようなもの

夢、一／曽
の分布域

礫岩と砂岩（東山東方）

2
／

へ

、ノ
ノ

があるはずです︒市町村の境

界線はたいてい河川や山の尾

根に引かれることが多く︑松
之山の場合には河川に沿って

綴駕獄．蠣，圏

⑫

を主体とする地層は水深数十

とからしますと︑砂岩・礫岩

発見されました︒こうしたこ

埋没し︑化石となったものが

繁に挾まれ︑立木がそのまま

の地形︑ひいては人々の歴史

をたどっていれば︑松之山町

大地の生い立ちが違った道筋

てお話ししました︒こうした

松之山町の地層と化石につい

これまで︑二度にわたって

は陸域になっていったことが

メートルの海底から河口付近
や生活が現在たものとは異な

ち際付近にすむ貝化石が採集

の波打ち際付近︑﹃部陸土に
っていたかもしれず︑私たち

判ります︒

かけてたまったことになりま
の生活とは無関係のように思

が︑五月中旬より再開します

ーター検針を休んでいました

冬期間︑雪のため水道のメ

ください︒

ていただきますので︑ご了承

た場合は︑六月分で調整させ

で超過分が出たり︑取り過ぎ

す︒電話六ー三ご二一番

保健衛生係の方へお願いしま

更等のご相談は︑役場住民課

水道の新設・撤去・配管変

ので︑メーターの位置がハッ

キリ分かるよう整理をお願い
します︒

メi夕i器の上に物が置い
てあったり︑土で埋まったり

していると確認が出来ません
し︑メーター器の中が水でい
っぱいになっている事もあり
ます︒

なお︑水道料金については︑

多くの方々から「社員」となっていだだく

されます︒また︑亜炭層が頻

す︒前回お話ししましたよう
われる大地の歴史が︑実は私
たちが気付かない所で大きな

に︑これらの地層より時代的
に古い泥岩層が水深数百メー

さんてい

冬期間メーター検針が出来ま

事故から守るため、今年度3万2千個を交付

プ

ことが、赤十字活動の発展につながります。
是非社員としてご協力ください。
新潟県の特色ある事業として、 黄色い安全
帽交付事業 があります。新入学児童を交通

トルにたまった訳ですから︑

（上段）左エゾタマキガイ右カズウネホタテガイ
（下段）左トウキョウホタテガイ右チタニビノスガイ

せんでしたので暫定で徴収し

赤十字は、毎年社員の皆様からいただく社
費と寄付金だけでまかなわれており、国や地
方公共団体からの補助金はいただけません。
ただし、国や地方公共団体とともに推進す
る血液・医療事業等は援助をいただいていま

︵文責・天野和孝︶

て誠にありがとうございます。

ておりましたが︑今度の検針

町民の皆様には日頃から日赤事業につきま
して、多大なご理解とご協力をいただきまし

水道の
人のいのちと尊さを

影響を与えているのです︒

︑敷ザ︐

砂岩層から出た貝化石（スケール5cm）

時代とともに松之山町全体が

r騨見

次第に隆起し浅い海︑ついに

〜
癒

︾︒︑

●

聖陸
メ﹇

します。

畷
餐

守ろう！

メーター検針を始めます
日本赤十字社

す。

春耕を前に︑⁝んぽの囲り

や林の中で野焼きをされる方
も多いと思います︒

春先は空気が乾燥しやすく︑

また︑特に口中は火が見えな
い事から︑とんでもない所ま

ーOoうのー

事を絶対出さないようにしま
しょ︐つ︒

①空気の乾燥しているとき︑

ない︒

風の強いときは野焼きをし

②水の確保をきちんとしてか

危険物等の貯蔵及び

の危険物を貯蔵取扱いすると

一︑分の一﹄
以︑
L 指定数量未満

取扱いの届出について

このたび︑消防法の一部が

ら火を付ける︒

改正され︑個人の住宅で保有

き適用されます︒

で飛び火する事があります︒

できる危険物︵ガソリン・灯

よってあらかじめその旨を消

2以上貯蔵する場合は消防署

今度二分の一︑つまり一〇〇

指︷疋数量は二〇〇2ですが︑

注意する︒

一人で消そうとせず早めに

防署長に届出が必．要となりま

ように山火事が発生して︑大

③他に類焼する心配がないか

④一人では行わない︒

油・軽油等︶について︑量に

この春︑県内各地で毎Hの

きな被虫．口が⁝ています︒山火

⑤一度火が広がり始めたら︑

で発生しがちです︒それだけ

消防署に連絡し︑出動を要

たとえば︑ガソリンの場合

事はとかく水のない．杢便な所

に一度発生すると消火するの

す︒この改正は︑五月二卜三

一〇〇匝

二〇〇旦

四〇￡

分の一

二〇〇￡

五〇〇昆

四〇〇￡

指定数量の五

一．000￡

一．OOO皇

一︑二〇〇￡

分の一

二︑OOO￡

三．000￡

指定数量の二

所︶の方へご相談ください︒

不明な点は︑消防署︵分遣

長に届出が必要となります︒

請する︒

こ砂改正は︑高齢化社会に

日から施行になります︒

向けて個人の住居の火災予防

前に消防署に報告しておく︒

⑥少し広く燃やすときは︑事

に大変苦労しなければなりま
せん︒

次の点に十分注意して︑火

他

六．000皿

指定数量

を推進するため︑指︷疋数量の

参考

名

酬油油

他

ギヤー油︑シ
リンダー油他

重油

他

哩薪乙で

品

第一石油類
第二石油類

第三石油類
第四石油類

ガソリン
アセトン

撹．禦は

灘

﹄﹁新．︸う︑拡

窮謹
潔んけ
圃識諺

懸幾
︑△部蜜

鷲露

一

厩身
気をつけよう！

山火事・野焼き酋籍甕

郷募｛諏

●

気

かけなくとも自分で保存で

カントリーエ レベーターとは
け取近︑﹃新聞︒︸︑7レビ雛寸で

レベーターですが︑その必
っかくカントリーエレベー

聞く所によりますと︑せ

きます︒

要性や利占⁝などが良くわが

ターを設備しても︑利用度

時々耳にするカントリーエ

りません︒また︑農家は米

言われていますが︑その内

が五〇％台の所もあるとか

てはその保管など関係が無

容について質問しま．す︒

を政府に売れば︑曲．辰家とし

くなると思いますし︑少量

︵小百姓︶

お答えしますnカントリーエ

が付設されていることから︑

カントリーエレベーター︵通

称C・E︶といわれるように

建設すればよいのでなく︑

を図り︑生産組織︵利用組織︶

地域農業のなかでシステム化

れず︑目的が達成されません︒

高めなければ効率的に運営さ

体制の整備を進め︑利用率を

籾の乾燥は一次︵水分一七

新潟県には現在二十二施設

なりました︒

まで︶に分けて行い二次乾燥

が稼働しており︑これからも

％まで︶と二次︵仕上げ水分

は︑大部分の籾の入荷が終了

毎年二〜三基程度建設される

松之山町では︑ライスセン

予定です．

荷口別に搬入される籾は︑重．

すべての施設に共通するのは︑

ター建設の構想がありますが︑

処理能力を高めるために︑

してから行います︒

量・水分・歩留まりなどが計

あることはいうまでもありま

利用する体制づくりが基本で

測されたのちに︑乾燥から出

荷まで集団処理されます︒

そのために十分話し︐合い︑

せん︒

榊米で品質食味が良好のため︑

検討をすすめていただきたい

C・Eから出荷される米は︑
いよ
出荷時に籾すりを行うため今

消費者から喜ばれています︒

レベーターはライスセンター
と同じ穀物︵米︶の共同乾燥

施設の一種で︑ライスセンタ

質の均一化による米流通の安

︵東頸城農業改良普及所︶

ものです︒

保有米もその都度籾すり．精

っています︒

米して生産者に配るようにな

ーに倉庫の機能を持たせたも

他のメリットとしては︑品

ので︑ライスセンターよりも
大規模な施設で大型のサイロ

︵郡内では浦川原村に一︑○

しみ

に籾のままバラ貯蔵します︒

定確保︑秋作業の軽減と生産

用体系の確立につながり稲作

コストの低減︑︑機械の共同利

○Ot規模のものがあります︶
普通は二︑○○Otの籾︵三

〇〇ヘクタール程度︶を処理

しかし︑一基約六億円の建

o

o

の

のシステム化を推進します︒

設経費がかかるため︑利用体

制を基本とした条件整備が必
要です︒

）

できるのが標準です︒

カントリー︵田園・農村と
いう意味︶にあり︑大型のサ
イロに籾を投入するためにバ
ケットエレベーター︵昇降機︶

・

響

の保有米などそんなに金を

浦川原村のカントリーエレベーター
（1，000t規模）標準の半分程度の大きさです

農地を貸し借りした人に
奨励金を交付します

iO詰ー

農業委員会では︑農用地の荒廃防止とその有効
利用を図るため︑小作契約を結んだ方に奨励金を
交付することになりまじた︒

この制度は県内でも実例が少なく︑農業委員会

を一回交付します︒

契約期間ごとに別表の金額

▽奨励金の額は

ではこの事業により農地の保全等に役立たせたい
と期待しています︒

▽基本要件は

長アール以Lの農川地︵田
畑︶を小作契約された地主と

4，000円

小作者の双方に交付します︒

2，000円

▽交付にならない契約は

①離農給付金の交付を受ける
ための契約︒

②同一世帯内での契約︒

③転作をH的とした契約︒

④契約期間が．奪未満の場合︒
⑤その他︒

▽手続きは

農業委員会の窓日等で小作
契約の手続きと同時に申請し
︵一部の方

2，500円

10年以上

1，500円

6年〜10年未満

1，500円

500円

3年〜6年未満

小作者
主
期 間

地

分
区

ていただきます︒

には改めて申請をお願いする
ことになります︒︶

▽奨励金の返還は
①不正手段等による受給︒

②契約期間満了前の解約︵契

合を除く︶

約者双方の意志によらない場

10アール当り奨励金額

短歌

俳句

短歌．俳句ばかりでなく川
柳・生活詩等も掲載したいと
思いますので︑多くの方のご
寄稿をお待ちしています︒

晴と︑一．一・ふことにこ完わる野遊びに

野遊にくったくなき顔揃いけり

橋

詰

むしり来しものを撮みや野遊びに

野遊やかくも美しきにぎり飯
野遊の暮れて揃わぬ家族かな

聖水︵新屋

休石︵隣︶

流石︵丸久

﹇林一さんが正しいので訂正し︑お詫びします︑

前月号俳句欄で佐藤多美女さんの屋号が誤っていました

訂正・お詫び

あきる事知らづに野遊びつづけおり
野遊の果てなき夢のあるごとく
観音寺 滝沢

他人の地我地たはむれ野に遊び

藤内名 村山

野遊や草にのり来し露の玉

村山

今日もまた朝なゆふなに眺めゐる
ダヤろひめ
程よき距離の刈羽黒姫山
小 谷 鈴木俊一︵栄屋︶

うつむきがちの水仙ロード

咲き揃ふ花に花花花に花

芽吹の春の巡りて来る

ぶな山は萌黄色なりふるさとに

園

⑤

編壷

惑論癖励ロ君殿
／v〜へ
し〜財ノ

ノ

県春季高校スキー大会が、4月18日から25日にかけて北
魚沼郡湯之谷村o）奥只見丸山スキー場・銀山平コースで行
われ、アルペン部門では、松之山分校3年生の小野塚和生
君（中坪・親家）が、回転・大回転の両方で優勝し、大会

ニ ニヨ
藁﹁

史 L初の二冠を飾りました。

話訟

立ぢ退キあ︾

︹

セ︑︶なの宮／・

また、銀山平コースを使って行われた距離競技男子10キ
ロフリーでは、同じく3年生の福原賢君（小谷・上干場）
が、松代高校牧田君らを振り切り、見事優勝しました。
2人共、本当におめでとうございました。

家☆

丑

フ〆ゆ

糊翻幕

1

娘

小野塚和生君．福原賢君優勝

晦
韓堅

コ

∬記怪

△〆﹁︑

ら
1丑〉津才7R

季なたー／

おめでた（瞳墜）

（生年月日）

ノけし

健ちゃん
ほるか
陽香ちゃん
ノ
リ か
恵利香ちゃん
晴菜ちゃん
へお や
直也ちゃん
はる

ノド

妻嶋勇市さんの長男（湯之島）
樋口恵一さんの長女（兎 口）
中島健男さんの二女（水 梨）
涌井信栄さんの二女（松之山）
小野塚茂さんの二男（東 川）

お《薙》み（露亡）

蘭濫

2・4・14
2・4・15
2・4・15
（死亡年月日）

高橋伸一さん

48歳（天水島）忠助
樋ロ ナオさん 80歳（兎 口）田村屋
小野塚武雄さん 81歳（下蝦池）新宅
大見徳次郎さん 82歳（下蝦池）上
早川 オキさん 87歳（豊 田）助院
※4月1日から28日までの届出分です。

0

黒先生き （1手だけ）
セキは生きです。

詰碁の解答を募集して
います。

⑤⑥OOO⑦●

2・4・15
2・4・21

5月25日までにハガキ
などで広報担当まで。
正解者には粗品を進呈。

有段をめ蟹して

・？擁諮●

2・4・5
2・4・8
2・4・11

脚
●●

本

谷

●●●●●

4月号の答え

伸さん︵湯

村山

正解者若井千代松さん︵小

晴夫さん︵西之前

久保田光栄さん︵天水島

南雲

aとbが見合いで︑生きているように見える白

ですが︑捨て石の筋で殺すことができます︒

黒1と二子にして捨てるのがまず第一歩です︒

0

2・3・31
2・4・3

｛
ζヌ

むらやまなおみさん
『

7霧

さくらの花が咲いたの
おかあさんとわたし

ーF詰ー

新任教職員辞令交付式

▼4月のできごと

κ月のガールプンウィーク︑

編集後記

も終わり︑農家にとっては忙が

いないのに︑ヂっかり大人びて

高校−生竿裳して．．年しかたって

のおぴて勧われ長した︒みんな

人式が休養村eンターと観降寺

κ月．．．Hには︑松之山町の成

悩よさねそうで﹂ね︒

あμたりして︑へ−年・も友候には

・かし︑時折ひじLうに寒いHが

しい貯期がやって来去した︒し

各小学校で人幽．r式

スカントリ；スキー人
会︵人厳与︶

農業共済連絡員会議

か︑興昧のある所でょ︒

んな風に見えているのでしLう

今︑彼らにとって松之山はど

見問違がえるほど．てす︒

町連合婦人会代議員会

一κ月．Hの人H

一︶

農作嚢〃ンバリ長し仁う．

出稼ぎ者リーダー会
農業委員会総会

ー

男／．︑八九．ズ▲

n八ヒ︵

編集／議会事務局

費﹄ハー﹄一一︑︑一一

発行／︑新潟県松之山町

平成．．年κ月卜日発行

広報まつのやま五月号

▲は減

八︶

︵ ︶内は四月．日との比較

皿世帯数／一

一冬︑訣八︵五︶

一

一総人口／f．︑八八O︵

出稼ぎ共助会
献血︵役場︶

▼5月の予定
消防分団長会議
成人式

クリーン大作戦

松之山温泉まつり

ジンギスカン大会︵大
厳寺高原︶

野鳥集会︵湯本福住館︶

4回探鳥会︵美人林︶
第3

不用犬・猫引き取り日

四︶

心身障害者編祉会役員

部落総代会

11H H

観光協会役員会

会

口

町社会福祉協議会理事
会

第四回松之山温泉クロ

H

道路愛護会・L地改良

各中学校で人学式

6542
十二日・二十六日

外、ll、＼

＊出生・死亡・婚姻の届は出来ます

五月の土曜閉庁

鞭
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鋤
はやかわまゆみさん
うさぎさんとチューリッツ
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わたなべめぐみさん

あいざわようへいくん
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