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新年あけまして

おめでとうございます︒

平成三年今年はどんな

一年になるのでしょうか︒

頑張る子供たちです︒

表紙はジュニアスキーで

ちょっと残念でした︒

雪が少なく

賑わいをみせたスキi場ですが︑

さて︑年末から年始にかけて

大会も行

2日には雨の中

︑つ

新年あけま して
ございます
おめでと

今年のはつ夢

ーoo8ー

わびとかさびとか言われるが︑

茶道・活花・普茶料理等々︑

れた文化である︒禅・武士道・

い時︑物のない時代に培かわ

目本の伝統文化は何れも貧し

十年そこそこである︒従って

と言われてからまだ十年か二

り合った︒日本が豊かである

さと文化についてみんなと語

である︒私は日本の国の豊か

マレーシァ等国籍はさまざま

造られる

全町民の税金と協力に依って

いや私だけが造るのではない︒

足腰の弱い私かも知れない︒

に第一号に入居するのは日頃

考えてお知らせくださいーー

仮称です︒いいネーミングを

ホーム

ンタスが昔かちあるが︑特老

その施設を使用すると言うジ

施設を造った人は︑一番先に

ところで焼き場などの葬祭

たことはなく︑前述のボラン

時は片足からある時は両足か

今風に言えばファジi文化で

そんなジンクスは当らないと

や青年団諸君の協力で松口育

ら取って頂いているが︑これ

ある︒豊かさの中の文化を日

自問自答している昨今である

テア精神に訴えて︑読者の皆

が溜ると膝がガクガクして歩

本人はまだ身につけていない

が︑又一方で看護婦の数より

年の家に集まった︒遠くはブ

の一月号に︑私は確か孔子の

行に支障を来し︑み鄭かはい

ので世界中あちらこちらで嫌

も介護人︑ヘルパーさんの数

さんから広く寄付金を仰ぐこ

言葉を引用した様に思う︒

いが座ることが困難になる︒

われているが︑欧米人の持っ

が断然多く︑点滴やくすり漬

ラジル・ニュージーランド︒

書夜をおかず

尾籠な話で恐縮だが和式トイ

けになりがちな病院よりも入

とになるかも知れない︒

まさに至らんとするを知らざ

レの使用が不可能になり︑止

ている謙虚︑優しさ︑．ボラン

近ぐは韓国・台湾・ベトナム・

等を書いて︑世代の

テア精神等は︑豊かさの中の

浴や食事のサービス︑話し相

らゆうや

とか

老いの

だから︑

であり︑管理運営を受託する

夢である︒

の建設が目下のところ私の初

として

法人組織の設立もその中に入

ついの住み家

︒パーさんのいる特老ホームの

不老閣

ーーこれは

るのみ

むを得ず我が家のそれをウエ

文化ではなかろうかなど話は

手になってくれる親切なヘル

不老閣

交替は必然的にあるものであ

スタンスタイルに取り換えた︒

つきなかった！ー︒

まつのやま

るが︑私は自らいい年をして

最近は先生が特殊な薬を投入

方が

昨年の広報

とは思っているが今年も若い

して下さったせいで大分良く

定している特別老人ホームの

は居心地がいいのかもなど︑

逝くものは斯くの如きか︑

人とおつきあい願いたいと書

なったが︑いつまたどうなる

準備にかからなければならな

兎に角︑家庭的な特老ホーム

年末年始にかけて十人程の

る︒法人の基金は多いに越し

だ︒

外国人の若者が︑木村律子君

ひ ろう

いたように思う︒

か分らない︒それでも私は今

い︒整地・設計・温泉掘削等
一回に四〇

嵐先生からこの水を抜き取っ
て貰っているが︑

から六〇ミリ位の量を︑ある

さて︑今年は来年建築を予
今年はどうであろうか︒近

年も若い人が好きであるよう

村山政光

頃膝に水が溜って︑時々五十

松之山町長

②

夢も

羊は・﹁楚なし い ﹂ ． 柔 順 ﹂

は農家の副業として 多しと

奨励されました．ま旋麟

数は乖海道や東北な淫中

標を決め︑．迷える羊〃にな

たいものです．

︑
︒スタートを切り
らな㌧よう

あり毛いい専．今年の目

さて・﹁犀の計は元旦に

ぎません．

畠﹄芳七轟￡い笹

きは百万頭も飼育されていま

・群れ窓る・などのイメ狽
ジがありますが︑何よりもオ
した・しかし︑現在の飼育頭

︑

る諺が少ないのでしょう．日
中国より贈ら

本の羊は大昔︑

ります・では︑なぜ羊に関す

旱の皮暑た狼・などカあ

が誌擁 藩

り長いこと壕ります﹇三匁
泉には︑羊にまつわる諺

羊と人間の付き合いは︒カな

前三函千年ごろで蕩︑助

馬が家畜化された0カ

畜化されたといわ碓黙

羊は紀元前六千年ごろ家

肌ざわりと温かさです．ド

ウ︑ルのセ歩も皮製品の

たしたちが実感できるのは︑

いかず︑そ覆羊の摺力

が試みられましたが︑う綾

燕

平成三年は．未年﹂です．

は

ですが︑乾燥した風土力好善︑︑

こ協力ありがとう

こざいました

二九三キロ

沢山寄付していただきました︒

よる﹁〆縄﹂も︑次のように

タオル﹂︑老人会の皆さんに

内の寝たきり老人の家庭や診

老人ホーム といった十二の
福祉施設に贈られたほか︑町

によって

婦人会・民生委員の代表の手

共同募金・歳末たすけあい運動

だき実施している共同募金・

・もち米

二七本

八八二本

毎年皆さんからご協力いた
歳末たすけあい運動が︑十一

︒タオル

．五智

月末から十二月にかけて行わ

．〆縄

とうございました︒

本当に沢山のご寄付ありが

喜んでいただきました︒

療所などにも届けられ︑大変

ほくら園

れ︑大変沢山のお金や品物を

社会福祉協議会・老人クラブ・

られたこれらのお金や品物は︑

皆さんの善意によって集め

寄付していただきました︒

ご協力大変ありがとうござ
いました︒

寄付していただいた内訳は
次のようになっています︒
▽戸別共同募金

八三万一︑八OO円
三万八︑三八九円

▽職域募金︵役場・農協など︶

九三万三︑OO六円

六万二︑八一七円

▽学校募金

合計

二〇万円

③

年

篇麟羅讐ゆ寮饗濃畑帰か藁癒
す奮−−緻彰の飼．選繊纂辮

民生委員、婦人会、老人クラブの代表が
慰問品を持って各施設を訪れ、皆さんか
ら大変喜ばれました

今1

一般会計予算30億円を突破

総額30億4，557万8・千円に！

温泉センタ

十二月議会で注目されたの

⁝日で終了となりました︒

四︑五五七万八干円という大

が追加補正され︑総額三〇億

ど︑合計一億九三一≡万三予円

十二月定例議会が二十日召

が条例関係では

︑補正関係

集され︑人事院勧告に伴う三

役及び議員︑一般職員の給与

ーの使用料問題

1000ー

一般質問には四

改定や︑保安要員の報酬引き

では一般会計予算が初めて三

人の議員が登壇し町長の考え

このほか︑

上げ︑また今春竣工する温泉

〇億円を突破した事かと思い

きな予算となりました︒

センター︵共同浴場︶の使用

と

・事業勘定に965万6千円を追加し、
総額4億6，527万8千円とする。

め

240万円
約200万円

◎松之山町国民健康保険特別会計補正予算
（第3回）

を聞いたほか︑三月定例議会

・ゆきぐに森林組合出資金

ます︒温泉使用料については

・北越急行増資分

に関する条例などを審議した

約1，286万円
〉諸支出金

を目処に結論を出そうとして

約149万円

＞災害復旧費
・町道月池田麦立線
710万円
。県営委託農業用水路及び道路復旧（湯本・天水越）

後の方に詳しく載せてありま

1，400万円

て︑各常任委員長より中間的

・町民グランド建設運営費

な報告が行われました︒

レ土木費

・道路除雪委託料
〉教育費

ほか︑町の一般会計及び二つ

600万円
120万円

いる﹁議員定数問題﹂につい

約80万円
580万円
218万円

すので︑︑︑︸覧ください︒

240万円

の特別会計の補正予算が上程

・スキー場水路改良工事
・レストハウス3階内装工事費増

約78万円

︸般会計補正予算︵第四・

〉民生費
。母子家庭奨学補助金
〉衛生費
。簡易水道特別会計へ繰出し
〉農林水産業費
・松之山山野草研究会補助金（手練り鉢）
・松里かんぱい事業助成金
・町単土地改良事業費補助金
〉商工費

され承認議決されました︒

1，306万円
102万円

・県議会議員一般選挙費（4月実施）

五回︶では︑松里かんぱい事

・参議院議員補欠選挙費
295万円
・財務会計電算化システム代
479万円
・積立金（財調基金利子・ふるさと創生・その他）

今回︑日程ではこ日間予定

レ総務費

業助成金や道路除雪委託料な

（第4回・5回）

されていたのですが︑二十日

一般会計補正予算の主なもの

◎松之山町簡易水道事業特別会計補正予算
（第3回）

・779万9千円を追加して
総額7，923万円とする。

。診療所勘定に750万円を追加し、

総額6億4，002万7千円とする。
④

▼各種給与・手当の改正

▼松之山町温泉センターの設置及び

管理に関する条例を制定

認めた者︵療養︶は無料と

身障者手帳保持者︑・医師が

入浴一回につ杢二〇〇円と

する︶

︒温泉センターの使用料は︑
する︒

︒松之山町特別職︵町長・助

％引き上げるとともに︑期
末手当をO・二五％引き上

無料とする︒

町に納付することにより

いては︑年額五〇万円を

︒温泉組会員︵下湯︶に？

年二十四回分配布する︒

越・島・湯山については︑

湯券を配布する︒上湯・

︒町民↓人に年十二回の入

役・教育長・議員︶の期末

午前十時〜午後

︻運営規則︼

︒営業時間

げる︒

︒冬期集落保安要員の報酬を

一〜四月←毎週木

五〜十二月←第二・

︒休湯日

十時まで︒

万八千円とする︒

月額四千円引き上げ︑コニ

手当を︑四月にさかのぽり
一〇〇分の一五引き上げる︒

︒松之山町職員の給与を四月

にさかのぽり平均三・六七
曜日

第四木曜日︵但し︑その日
が祝祭日の場合は翌日とす
る︶

・入湯料︵町民七〇歳以上︑

地域活性化のための

﹁中山問地域活性化

資金﹂り︑一案内

当公庫では︑地域の多彩な

取組みを支援するために︑新
たに︑中山間地域活性化資金
を設けました︒

この資金は︑農林畜水産物

工場の新増設・アンテナシッ

の加工流通販売事業︵例えば︑

プ等︶︑農林漁業資源のもつ

保健機能を増進させる施設を

設置する事業︵例えば︑体験
農園︑牧場林間テニスコート

等︶︑農林漁業の生産環境を

会施設等︶など広範囲の事業

整備する事業︵多目的研修集

を対象としております︒

また︑農山漁村振興基金か
らの利子助成措置が図られた

ことにより︑実質金利は四・

O〜七・二％となります︒

二五−⊥一二二−六一五︸︶ま

なお︑詳しいことは︑農林
漁業金融公庫新潟支店︵含〇

たは役場・農協・森林組合等

にお問い合わせください︒

o

｝

▼浦田中学校の統合を承認
合する︒

ヤ忌象 ター潟副

禽

繍、廓嫌職恥伽b叩」、真．〆、，㍗バ轡

一＿曜

㎜一隔一一畝一一一一…幅一一一・．．

▼温泉センター二階を湯本集会所と
する事を承認

建築中の湯本温泉センター（8月）

︒平成三年四月︸日より浦田

中学校を松之山中学校に統

議会の様子から

参議院議員新潟補欠選挙

真島一男氏（自民新）が初当選

と前回より五・七％ほど低く

松之山町では七七・七一％

風が︑今回の選挙では見られ

野党︵特に社会党︶への追い

昨年の国会議員選挙における

選から始まったといわれる︑

大渕絹子氏︵社会党︶の当

しました︒

今回の選挙は︑昨年六月に

なったものの天候に恵まれ︑

lOFOー

の選挙としては三番目に悪い

長谷川信氏︵前法務大臣︶

行われた参議院補欠選挙同様︑

追い風 吹かず！●

の死去に伴う︑参議院議員新

投票率となりました︒

潟地方区の補欠選挙が十二月

なかったようです︒

今年四月には県会議員選挙

まずまずだったと思われます︒

投票結果は︑真島一男氏が

が︑また八月末には町長・町

出稼ぎ直後の選挙としては︑

つどもえの争いとなりました

一︑六二五票︑桜井久雄氏が

新人一名ずつが立候補する三

建設省総務審議官の真島一男

四五一栗︑村田一男氏が三一

自民・社会・共産の各党より

氏︵五十八歳︶が初当選を果

が︑消費税問題で大フィーバ

九日行われ︑自民党公劃︑恥で前

たしました︒

賑やかな一年になりそうです︒

化問題もありましたが︑何か

氏が圧倒的に多くの票を確保

議の選挙が予定されており︑

真島氏の総得票数は五〇万

盛り上がりに欠ける選挙戦だ

五票となり︑松之山でも真島

一︑七一二票で︑次点となっ

玄十

数

ったように思います︒

数

％

ーした前回と違い︑米の自由

46（共産新）

た社会党の桜井久雄氏に一六

60（社会新）

投票率も県全体で四九・三
三％と大変低く︑全県レベル

紐ノ9

数

77．71

17

2，409

3．10

2，391
．999

者

雄

．324

総

男

者

男

315

451

1，625
．675

計

久

一

一

西示

田

、、

投
日取

井

ムロ

島

票

権

票

村

者

桜

旦呆

終

投

有

効

真

54933
村田一男

投
名

氏
者
補

候

よ り

開 票風

501，721
当選 真島一男

343，534
桜井久雄

でした︒

58（自民新）

万票近い大差をつけての圧勝

参院補選開票結果

松之山町における投票数

（小数点以下の数字は案分票です。）

o

保育所入所
申し込み
1月20日までに

に各保育所︑または役場福祉

望される方は一月二十日まで

お願いします
松之山・松里・浦田の各保

入所決定通知は︑三月初め

係に申し込みください︒

育所では︑平成三年度の入所
園児を募集しています︒

四十五人

みんなで食べる おやつ はおいしいぞ〜。
友達もいっばいいるよ！

田保育所

三十五人

．甑噛

探

三歳児以上の皆さんには案
▼各保育所定員

四十五人

藤〆気》盤繍

に各家庭に届けます︒

内書をさしあげますが︑未満
児の方については特別な案内

松里保育所

松之山保育所

浦

・保護者が労働に従事し︑幼

▼入所基準
児の保育に欠ける場合︒

︒保護者が疾病等のため︑乳
幼児の保育に欠ける場合︒
る場△・︒

︒その他︑町長が必要と籾︑恥め

▼保云胃料

養義務者全員︵父母・祖父

国の基準にもとづいた町の
基準額表による︒世帯の扶

昭和六十二年に︑当上越地

一

域消防事務組合では︑毎年一

月十九日と十一月九日を︑

一九番の日と制定しました︒

一一九番は︑火災・救急・
その他の災害の発生を通報す

る重要な電話番号であり︑通
報の遅れから尊い生命・大切

目的として設けられました︒

な財産を失うことのないよう︑
また安全な生活を送ることを

頼りになる一︑一九

消防署では︑町民の皆さん

番になりたいと思っておりま
この日を機会にもう

一九番の在り方・使い

考えてみてください︒

⊇．擁夢や

母等︶の課税額によって決
まります︒

※なお︑入所申し込みについ

⑦

て不明な点がありましたら︑
役場福祉係にお聞きくださ
いっ

番

は出しませんので︑入所を希

頷轟．嚇麗ノ剛

9番の日につ㌧》て

滋・・粥顎あ

の

4一

1月15日

．

金子県知事夫妻が松之山を訪れ、婿投げすみぬりの行事に

参加されました。

＝O

成人者の皆さんに座禅をしてもらうというまたま

たユニークな成人式（5月3日）

布川保育園が園児数の減少により3月いっぱ
いで休園となりました。（最後の卒園式）

松乏螂民体育大会

調叩庸博

体協設立10周年、町民体育大会15回目という記念

共済事業に続き森林組合も今年広域合併し、

の大会が7月29日の猛暑の中で行われました。

新しく ゆきぐに森林組合、となる。松之山
で行われた調印式より
⑧

、

9月5日、待望のグランドとナイター用照明が完
成、早速ナイターで野球を楽しみました。

9月2日、松之山部落の秋まつりでは若い女
性も

紅

みこし。に加わり大変注目されました。

o

▲

今年3月完成に向け、新しい診療所の
新築工事が急ピッチで進められています。

新しく教員住宅

8

襲

る

略」
ノ晩

、＿一

ぶなの木荘、が完成。家族

での入居が可能となりました。

」■L
平成3年度より松之山中学に統合される二ととな
った浦田中学校で、l
れました。

⑨

I月3日統合記念式典が行わ

コシヒカリ10a当り702キロという大記録も
生まれた農業祭。豊作で良かったですね。

ス

ト一

月オユ

憺ワE

︑羅

︑．懸佐

瓜．鍾膣

ー製Oー

合宿の学生でにぎわうスキー場
ようやくリフトが動き出し︑

学生たちの姿が多く見られる

年末から年始にかけで．大変

こみ合う松之山温泉スキー場
ようになりました︒

どおり︑この中には徳年松之

宿を行う人数は約六〇〇人ぱ

暮れから三箇日にかけ︵合

ですが︑中でもセッケンを付
けた学生の多いのには驚きま
す︒

少なかったり︑初心者から上

山にやって来る学校・団体が

この学生たちのぱとんとが

級者までゆったり滑れるのが

沢ゆあります︒リフト待ちが

今年は少雪のため直前にな

魅力なんだと思いま◎︒

校生が中心となっています︒

って合宿を取り住めた団体も

関東万面からの合宿組で︑高

あり ましたが︑﹇十五日から

2スキー場の安全と繁栄を願⊇

ている所ですが．スキー場だ

一般の万は少雪を大歓迎し

す︒

本当に少雪な年が続いていま

りますが︑五九年の豪雪以来

ず関係者をヤキモキさせてお

今年も昨年以上に雪が降ら

典となりました︒

行われ︑雪ごいも兼ね⊂の祭

安全祈願祭
スキーシースンを問近にし

た＋二月六日︑松之山温粟ス
キー場で安全祈願祭が行われ

今年でハ年目のシーズンを

ました︒

迎えるスキー場では︑夏の間
ゲレンテの造成や整備工頸が

いただけるスキー場として生

進められ︑ますます楽しんで

きませんね︒

にならず︑なかなかうまくい

けは雪が降らない事には営業

この日の安全祈願祭は旺年

まれ変わつています︒

に引き続き雪の全く無い中で．

》履

之・

夢繍

撃︑柵

、、ム．、ビ

薄・㌘瓜

色とりどりのスキーウエアーでゲレンデ

リフトも清められ安全運転を祈る

（12月26日）

に花が咲いたようです。

「雪の全くないリフト乗り場」（12月6日）

さ

4
藤神官によって御祓が行われる（スキーハウス）

畠夢

⑪

下蝦池にサルが出現︑これも小雪のせい？

松之山には野性のサルはい
ラを持って追いかけ︑何枚か

だったそうです︒急いでカメ

写したのがこの写頁です︒﹁あ

ないはずなのですが︑ときど

くて前に廻って写せなかった四

きサルが出現し町民を驚かせ

今回︑日本ザルを見つけた

と︑大見さんは話していまし

まりに堂々としていたため恐

のは下鰐池の大見征︸さんと
た︒残念でしたね︒

ます︒

子供たちです︒

の前をウロウロしているサル

いったいどこに行ったのでし

見たという話を聞きません︒

その後︑この近くでサルを

を子供が発見︑家の後で仕事
ょう？

十二月九日の日曜日に．家

をしていた大貝さんが呼ばれ

ったので︑散歩の足を松之山

今年は小雪で暖かか

て行ってみると︑丸々太った

まで伸ばしたのかも知れませ
んね︒

た

万向に上って行く所

毛並みの良い日本ザルが︑

かだて

けに︑参加者の皆さんは後藤

ワックス選びが難しい競技だ

クロスカントリースキー講習会
ワックスの選び万などを聞き

仕万やチューンナップの万法︑

さんの話に熟心に耳を傾けて

松之山から優秀な選手がど

いました︒

なっていたのですが︑あいに

んどん育っています︒講習会

ました︒当初の計画では雪上

く積雪がぜんぜん無く︑屋内

で教わつた事を実践しながら︑

での実技指導も行われる事に

だけの講習となってしまい︑

今シースンも頑張ってくださ
い︒

ちよつと残念でした︒

しかし︑クロスカントリー
スキーは︑スキー操作以上に

響1饗響欝雛嚢

3
（12月9日）

4本格的なシーズンを前に
町公民館では︑本格的なス
キーシースンを目の前にした

ーの後藤一義氏を講師に招い

十二目十五日に︑カザマスキ

の講習会を開催しました︒

て︑クロスカントリースキー

昨年に引き続き行われたこ
の講習会には︑小学生から一
般の万まで約七〇名が参加し︑

後藤氏よりスキーの手入れの

0

真っ赤なお尻を見せて山の方へ向うサル君・
正面から見れないのが残念！

カザマスキーの後藤さんよりスキーの
手入れやワックス技術の講習を受ける
皆さん

田んぼの畔をゆうゆうと歩いて行く日本ザル

ーoうFOー

工場に運ばれ再生紙となりま
す︒

これからも牛乳パックの回

施設の歳末慰問に参加して

でつなげていかなければなら

る資源のムダを省く運動にま

慰問金・もち米・タオル・し

上越六施設の歳末慰問に回り︑

婦人会は︑町マイクロバスで

会福祉︑民生委員︑老人会︑

支えあっているように︑この

と思いますが︑人と言う字が

続いていることを評価された

れました︒善意の運動が長く

受けており︑インタビューさ

ことに新潟日報の取材が待ち

ないと思います︒

め縄をお届けして参りました︒

世は助けあいでなりたってい

十二月十二日︑松之山町社

対しては婦人会の小さな行為

各施設で喜ばれましたが︑

ることを知らされる一日でし

収のみでなく︑過大包装によ

代金の一部を加えて︑町社会

ですが︑ご理解とご協力をい

特に五智老人ホームでは当町

﹁牛乳パック一トン三〇キロ﹂

役員の手で集められたパッ
福祉へ寄附させてもらうこと

ただき︑しめくくることがで

が出荷たれました

クは公民館のお世話で換金さ
になりました︒

十二月十八日︑町婦人会は

きました︒ありがとうござい

び︑抱きつくやらお茶を注ぐ

からの元気な入所者が大変喜

りますようにお祈り致します︒

新しい年も皆様が幸せであ

た︒

ました︒

やらで︑にぎやかな交流をい

地球保護・環境破壊防止に

れました︒

大勢の皆さんに六ケ月間ご

役場を訪問して町長にお渡し
することができました︒

面倒をかけました貴重なパッ
﹁何かに役立てた

ちに大歓迎されました．

たしました︒途中では驚いた

五智老人ホームでは元気のいいおばあさんた

牛乳パックは県から静岡の

婦人会の代表も慰問団に加わり、各施設を廻
ってモチ米とタオルをプレゼントしました。

ク代金は︑

い﹂と農業祭のアンボ売上げ

婦人会役員4人が役場を訪れ、町長さんに
5万円の寄付金を手渡しました。

松之山の郷土料理を
残していきたい
松之山町食推より
松之山町食生活改益︑口推進委

員会では︑家庭における食事

の献立を研究したり︑新しい

料理の開発などに取り組んで

います︒

食推の皆さんの活躍で︑し

ょっばい物をあまり食べなく

なったり︵減塩運動︶︑栄養

のバラ︑／スを考えて献立を作

る家庭が多くなったようです︒

食推では︑この土地にずっ

と伝え受け継がれて来た︑い

わゆる郷土料理もテーマとし

て取り上げ︑その料理方法を

棒だら→24時間位米のとぎ汁に浸し
人 参 切って弱火でゆっくり煮る

．︑小してこれからも皆さんから

料

材︐

（松之山町）

作っていってほしいと願って

います︒

し

者⁝

め

（作り方）

ごぽう

昆

①、人参、ごぼう、蓮根、くわいは酒、酢、塩
砂糖味で材料別に煮て色良く仕上げる。

布

しいたけ
くわい

蓮 根
焼豆腐

ぜんまい又はわらび（水煮して戻す
白

芋

②、だし汁に調味料を加え、昆布、しいたけから
味付けし、焼豆腐、白芋、こんにゃく、ぜん
まいの順に別々に煮上げる。かまぽこは茄る
だけ

こんにゃく

③、煮上げたものを大皿に盛る。

かまぼこ又油揚又さつま揚
しょう油、砂糖、みりん
酒、酢、塩

※正月料理及び年越し料理として、大鍋で沢山煮
てもてなした。

だし（煮干し又はかつを）
料

干

白油者川
・も

ち

根い 菜揚し

ま

ん

材広ゼ

・しょうゆ

（作り方）

7J qゾ

O

②、だし汁の中に、ぜんまい、白菜、大根、油
揚を入れて煮る。やわらかくなったら、し
ょうゆで味をつける。
＜もちの煮方＞

鍋に竹ザルを入れ、その上にもちを並べてた
っぷりの水でゆっくり煮る。

五
雑

煮

ち

ナ

松之山の河川や
池

そう

沼の珪陣匝

1＝Oー

岩石や泥王は︑黄色ぽっい褐

生物であることが分かる︒

れる︒こうした現象に興味を

もち︑今年の一〇月に再びサ

ンプリングをしなおして︑目

一〇五種

類の珪藻を同定した︒注目す

下分珪藻の分析をすすめてい

今回の調査では︑

面に付着する褐色の水垢と呼

べきことは︑本来汽水域に生

色をしている︒川底の石の表

ばれるものがそれである︒水

るが︑面白い結果がえられそ

松之山の温泉が︑食塩泉で

育する種類のコッコネイス・

街の一︑号井下の湯本川︑大松

あるということは︑塩分濃度

気のあるところならどこにで

動物プランタトンや︑アユ

山の麓の大池に大量に出現す

によって棲み分けるという珪

うである︒

をはじめとする魚類や貝類の

ることである︒このことは︑

藻の特性の一つをみごとに反

ペディクルスが不動滝︑温泉

餌になったりする︒また︑珪

松之山の温泉が食塩泉である

映しているようである︒

も生育している︒

分類は︑この毅の外形と彫

藻はノリやワカメ︑コンブな

ことと無関係ではないように

何学的な模様が刻み込まれて

するのであるが︑なかなか分
刻模様によっておこなう︒そ

どの海藻にも大量に付着して

思われ︑温泉街を中心として

いる︒

かってもらえないで︑徒労に
して一個の細胞は︑弁当箱の

いるので︑口にする機会が多

あちこちに塩分を含んだ地下

と聞かれる︒そのたびに説明

終る︒細胞の大きさが○・一

ように︑身と蓋の関係に組み

い︒こうしてみると︑珪藻は

珪藻は︑光合成色素類をも

長谷川康雄

文責・上越教育大学

〜○・〇一ミリメートルとい
合わされた上の殻と下の殻と

なじみが薄いということに︑

っていて︑光のエネルギーを

う微細な藻の仲間で︑肉眼で

その理由があるようである︒

利用して自ら栄養分をつくり

夢浄．x♂ざ

水が湧出しているものとみら

識別は︑顕微鏡を通してお

出して生活している︒淡水や

︸

》）

コッコネイス・ペディクルス （置51 》

からなっている︒

こなうが︑その形がユニーク

淡水と海水の混じり合う汽水︑

︑

ヒドラセラ・トウリクエトウラ （，、1、レ、レ）

はみることができないので︑

で︑細胞の外側にあるガラス

海水を問わず珪藻が付着した

キンベラ
プロストウラータ

／0μ、

私達にとって︑かなり身近な

よく﹁珪藻ってなんですか﹂

43

無☆．該

ー特

︑4蜜蝶犠薩憶︑

／
L＿＿＿＿一＿＿一

び

（重51（》（》）

質の殼の表面には︑美しい幾

／0ノ区
6

●

／なくだちに

ゼを堪一い1

ぽくたち︵トラ・リス︶が
交通安全教室に活躍します︒

ぽくたちに名前をつけてく
ださい︒

○募集期間

二月一日から十五日まで
○応募要領
応募の形式は問いません︑
一人何点でもけっこうです︒

それぞれについて名前をつ
けてください︒

○宛て先

安塚町大字安塚九四二−

お年寄りの

よろず相談

二二三

新潟県高齢者総合相談セン
ター︵電話〇二五

四一六五番︶では︑お年寄り
やその家族の方々が抱える︑

悩みごとや心配ごとの相談を
電話による相談を行ってい

お受けしております︒

︵祝日は休

午前九時より

ますので︑ご利用ください︒

◎一月の相談日

月〜土曜日

午後五時まで︒

交通安全協会

一
み︶

◎専門相談︵いつでも予約を

もしくは最寄りの駐在所
へ

受付けております︶

○医療

十六日

○法律 五・十二・十九・二

十六日

毎週月・水・

○疾呆 十・二十四日
○健康・介護

金・土曜日︵土曜は午前中︶

◎相談電話番号

O二五 二二三 四一六五

らン3

・ρ

︑．﹂イォ．

・︾◎
⑤

〜︑

．αヤ

短歌

はらわたにひびく地震が幾たびも

夜の地下よりかけ抜けてゆく

百歳の文明先生逝かれたり

死出の旅路は歌のわかれそ

冬期間子の元へゆく老人の

小

谷

佐藤翠子

︵下元屋敷︶

︵中段︶

︵上内屋︶

鈴木俊一︵栄屋︶

燈の点かぬ家こそ淋し

俳句

佐藤高歩

除雪車の鈍ききしみに目覚めけり

集団で登校する子の息白し

天水越

オーバーの襟より上がる息白し

ドとニろ

返り咲く木瓜一輪の真紅なる
子等送る朝の玄関懐手

と

天水越

五十路すぎ四十路すぎ知る河豚の味

や

雪おそく枯野に走る野鬼白し

松かざり終えて五十路も坂を越え

福引きも当らず無事に暮も過ぎ

天水越佐藤白仙

⑮

ε照︑

喪

○採用された作品については

「ワタシはカワイイリスだよ」

記念品を贈ります︒いっぱ
い応募してくださいね︒

「ボクは強いトラだぞ」

冬の火災予防運動
平成3年1月20日〜2月19目

積雪によるLPガス・灯油の

暖房 器 具 か ら の 火 災 防 止

重点目標
一︑

二︑

配管・煙突等の損傷防止

例年この時期には︑洗濯物
の乾燥や燃焼中の給油など︑

不適切な取り扱いによる暖房
器具からの火災が多く発生し
ています︒暖房器具は正しく
取り扱いましょう︒

また︑これからは雪による
プロパンガスの配管からのガ
ス洩れや︑煙突の損傷による

r←

1﹄Ol

1月26日は

﹁文化財防火デー﹂
町民の大切な文化財を火災
から守りましよう︒

文化財には︑国が指定した
国宝や重要文化財ばかりでな

く︑郷土の誇りでもある文化
遣産がわたしたちの回りには
たくさんあります︒お寺や神

所得税・消費税の確定申告と

十六日から三月十五日までで

所得税の確定申告は︑二月

は一〇％の加算税が課され︑

でなく︑不足税額の一五％又

後で不足の税金を納めるだけ

納税は正しくお旱めに！

すが︑早めに準備し済ませま

更に延帯税も納めなければな

ん自身が︑税法に従って自分

月一日までとなっています︒

確定申告は︑一月一日から四

個人事業者の方の消費税の

お忘れなくV

︿消費税の確定申告を

らないことになります︒

しょう︒

︿正しい確定申告を﹀

所得税は︑自分の所得の状

の所得と税額を正しく計算し

消費税の課税事業者に該当す

況を最もよく知っている皆さ

て申告︑納税するという﹁申

役場税務係にお聞きください︒

申告に関する不明な点は︑

ませてください︒

る方は︑できるだけ早めに済

告納税制度﹂を採用していま
す︒

確定申告をしなければなら

ない方が申告しなかづたり︑

誤った申告をしたりしますと︑

O

本文は農政係の資料により
広報係で作成したものです
ので、併せてお詫びします

火災の発生が心配されます︒

ワ 9

社︑美術品など長い年月の間

喫煙︑火遊びなど特に注意

お詫びいたします。なお、

圃

守り続けて来た物ばかりです︒

12月号中、おにぎりアン
ケートの所で米の品種名が
誤って掲載されておりまし
た。P「雪の精」は「ゆきの
精」が正しいので訂正し、

これらの配管・煙突等の保

〃

フ

0
したいものですね︒

訂正・お詫び

護および点検に努めましょう︒

ノ
グ

論》
熱
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▼12月のできごと

スキー場運営委員会

開設

シルバーアットホーム

1日 町社会福祉協議会

6日

〃 安全祈願祭
7日 町史編さん委員会
8日 選挙準備説明会

日

農業委員会総会

▼−月の予定

湯本小正月行事

婿投

9日 議会建設委員会陳情

日

げ・すみぬり祭
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有段をめざして
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五四三

月号の答え
12

若井千代松さん︵小
村山
伸さん︵湯

白死ということです︒

正解者

久保田光栄さん︵天水島︶

谷︶
本︶

もいい︒ここがカケメということはイコール

・白4抜きなら黒5でもaでもあるいはbで

りで白は生きる手がありません︒

白2とカカえれば黒3とグズむ手がぴった

黒1の一発で白はしびれてしまいます︒

ドぐ魁冊

9日 参議院議員補欠選挙

〆ー

詰碁の解答を募集してい
ます。1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。
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3分で初段
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老人クラブ会長会議
議会運営委員会
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m日 農業委員会総会

日
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12月定例議会
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こさいます．一

あっ

詔︐・︐方

o

メヘてフ

40（

窃《警》み（死亡）

2・II・27
佐藤幸夫さんの長男（天水越
政樹ちゃん

1生年月日）

窃めでた（離…）

2・12・10
2・12・12

高橋 栄一さん 80歳（大荒戸）大杉
志賀ヨシノさん 64歳（松 口）中屋
石塚 セツさん 82歳（湯之島）平次郎
小野塚リキさん 84歳（観音寺）原
※12月1日から31日までの届出分です。
、

さはぢ︑やん

一ちー．
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日
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今回は三つの保育所に
途中から入所された皆さ
んの絵を集めてみました︒

みんなじょうずですね︒

魁

︑
し

おどるぽく

饗費犠
ま

雪踊

さとうもうせくん（天水越庄院）
あんどうたかおくん（月池）

ノー
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「

も〜

噛領．・鱒

＊出生・死亡・婚姻の届は出来ます

23
」
日そとでりんこをたべてし、るどころおゆうぎ会で「旧玉の旅がらす」を

ーノ

︑

勤

一
と

し

（天水島 久善）

土曜閉庁 1月12日・26日

て

1 螺、

あいざわあきひろくん
ウルトラマンがならんでる

竹野屋）
（松之山

しているの

たかはしあづささん
（水梨重助）
驚饗奪
義

たなべあゆみさん
おそとでボールつきとなわとぴを

る て
だ ？

崇舜 サ、
豹

善

驚

糞

雛翻 卿

1無』二

編集後記

新年あけましておめでとう

スキー場関係者の皆さんに

ございます︒

は奴心られそうですが︑ムフ年の

正月は大変雪が少なくのんび

り過すことが出来ました︒そ
のおかげで胃の方がアルコー
ル漬けで︑具合いの悪い方も

多かったのではないでしょうか︒

年号が平成と改まってから
三年口を迎えました︒今年は
四月の県議会議員︑八月の町
長・．町議会議員と選挙くの
にぎやかな一年となりそうで
す︒町の抱える問題もまだま
だ山積しております︒町民の
皆さんのご理解とご協力をお

願いします︒

↓月一口の人口

総人口／三︑八四五︵▲八︶

男／一︑八八六︵▲二︶

女／一︑九五九︵▲六︶

世帯数／一︑一七五︵▲一︶

︵︶内はト．一月︼目との比較

▲は減
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