広報
︑愛

戸
﹇

き
筆
︑
γ
ゴ

繋

搬

驚

灘

竈

謹

2許

欝

灘

／

4
努

漬
繭轡

叩

伊

翻丁︐

冷§隼

／

「ワッショイ、ワッショイ！』ちびっこみこしのお通りだ（松之山温泉まつり）

幽

今月号の話題

越後松之山山菜塾…・

輯蕩
詫蓄

豊作を祈って量株1株丁寧に手植え
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成人式…一……
クリーン大作戦……
松之山温泉まつり…

8・9

5月のフォトニュース

10・11

集落探訪（中尾）…
公民館だより…

12
14

宝焼で記念

ゴールデンウィーク中の五月
三日︑松之山町成人式が行われ
ました︒

今年の成人対象者は六卜︑一名

で︑その内の五十名の方が出席
しました︒

町巽体育館で受付を済ませた
あと︑午前九時から男性はネク
タイピン︑女性はブローチにつ

ー詰Oー

二十歳の記念に残る宝物となっ
たことでしょう︒

十時三卜分から記念写真の撮
影があり︑来賓の方々と緊張し
ながら写っていました︒

撮影が終わると会場を自然休

ら式典が行われました︒

養村センターに移し︑十一時か

式典で村山町長は﹁都会に明
Hはあるのか︒空気は汚れ︑ゴ

ミに埋まっている︒地方には明

ける七宝焼に取組みました︒

七宝焼は初めてという人がほ

六卜人も人材を募集している︒

とんどで︑公民館職員の説明を

サンドペーパーで七宝焼の台

都会との差もだんだんなくなっ

のない時代は終わり︑町内で約

となる銅板の光沢を落とし︑好

てきた︒郷里は皆さんを暖かく

Hがある︒この松之山でも仕事

みの色を塗ったあと七宝釜で焼

熱心に聞いていました︒

き上げました︒

ンを呼びかけました︒

迎えます凶と︑成人者にUター

これを受けて成人者を代表し︑

、
＼
．｝

』臼

祝宴はなごやかな雰囲気

できた七宝焼は接着剤でネク
タイピンやブローチにつけられ︑

寧⑳・
町

若者として成長したい︒自分を

として皆様方のご期待に添える

行動はもちろん︑地域の後継者

︐る社会の一員として責任のある

なかには︑自分のお父さんや

人式の記念写真を見ていました︒

きコーナーや過去三十年間の成

ため全員ロビーに出て︑寄せ書

式典が終わると祝宴の準備の

ました︒

見失うことなく二卜↓世紀に向

お母さんの写真を見つけて微笑

湯本の村山孝宏さんが﹁激動す

かい︑新しく活気ある社会を築

祝いの言葉をご︑丙づつ述べ︑成

来賓の方々も︑心を込めたお

なるところでした︒

れたネタがもう少しで足りなく

菜のてんぷらが出され︑用意さ

また︑祝宴では揚げたての山

む女性もいました︒

人者の皆さんに期待を寄せてい

答辞を述べました︒

くため努力します四と︑力強く

七宝焼で記念のブローチを作りました

：2

祝宴が進むと成人者から近況
大厳寺高原にはなごり雪が十五

れが降るあいにくの空模様で︑

不川となりました︒

なると熱気でセンターの暖房も

が必要でしたが︑祝宴のころに

広い町民体育館ではストーブ

センチも積りました︒

や抱負などを述べてもらい︑盛

大な拍手や声援が飛んでいまし
たが︑マイクを持ったとたんに

歌い出しそうになった人や︑自
分の勤務先の宣伝をする人がい
たりと愉快な成人式でした︒

現在町内に残っている成人者
成人者の皆さんが一人でも多

来賓の方々といっしょに記念撮影

高校を卒業して約一年しか経
に再会する人もたくさんいるら

くUターンして︑活気ある松之

代表の村山孝宏さん

は二名だそうです︒

しく︑会場のあちこちで友達の
山にな獄てほしいと思います︒

「21世紀に向かい、新しく活気ある社会
を築くため努力します」と述べる成人

っていないのですが︑久し振り

輪ができていました︒

3

なお︑当日の天候は時々みぞ

轟嘉譜馳

繕
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越後松之山山菜塾
大人の人たちも最初は遠慮し

なっていました︒

の中を歩きまわり︑泥だらけに

ここでも子供たちは元気に田

て転びそうになる人もいました︒

ていましたが︑しだいに子供た

歓声をあげていました︒

ちといっしょに遊ぶようになり︑

」

睡緯嚢鐵欝∵』

《

」
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五月四日から六日に︑浦田地
区で山菜塾が開催されました︒
この山菜塾は昭和六十二年か

親子でビショビショになるまで

を惜しんでいました︒

よならバーティーがあり︑お世
話になった民泊先の方々と別れ

十一時過ぎからモチつきとさ

ら始まり今回が五回目ですが︑

六Hは十時︑ころより田植えを

毎年参加している常連さんもい

行いましたが︑田に足を取られ

楽しんでいました︒

四日は浦田小学校に午後四時

るそうです︒

ごろ到着し︑待っていた農家の

方といっしょに民泊先へ向いま
五日は午前中五班に分かれ︑

した︒臼

西之前方面で山菜取りを行ない︑

フキノトウ︒トリアシ・ウドな

お昼には民泊先から持ってき

どを取っていました︒

たオニギリや︑用意されていた
ち︑雪の中で冷されたビールや

矧

夢碗
4b略働〃

ワァーイ、大きいソリは速いぞ

「線の上に植えるんだよ」
「濁っているから曲がっちゃった」

残雪の谷問で山菜取り

焼ソバ・とん汁などに舌鼓を打

なってしまいました︒

ジュースがアッという間になく

さわやかな空気が︑皆さんの
食欲を旺盛にしたようです︒

午後は大厳寺高原で︑ソリと
ミニスキーを楽しみました︒

特に子供たちはソリが気にい
ったらしく︑二人三人と乗って

盈

鮮i難糟繕．謹醗…・
＼
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五月恒例の行事となりました

ゴールデンウィーク中に捨てら

ったので拾うのは楽でしたが︑

空き缶やゴミの投げ捨ては幹

目につきました︒

楽客の皆さんのマナーの悪さが

やゴミがあり︑ドライバーや行

れたと思われる真新しい空き缶

クリーン大作戦が︑五月十二H
の朝全町一斉に実施され︑約一

〇〇〇人の方が道路沿いの空き
缶やゴミ拾いに参加しました︒

ゆ」

齢

一時間ほどで拾われたゴ︑︑︑は

青年団の皆さんが回収し︑町民

体育館前まで運んでくれました︒

しばらくするとゴミの山がで

き︑毎年少しづつ増えていくゴ

ミの量にあきれてしまいました︒

十三Hの午後︑津南ゴミ処理

場までゴミを捨てに行ったので

すが︑四トントラック一台︑軽

は︑強引に詰込んだのでいまに

トラックニ台に満載されたゴミ

も落ちそうでした︒

える時期かもしれませんね︒

動や︑ゴミを出さない工夫を考

これからはゴミの持帰えり運

イヤが五本もあり︑津南ゴミ処

拾ってきたゴミの中には古タ

理場へは持って行けないので本

当に困ってしまいました︒

投げ捨ては絶対やめましょっ

各集落の集合場所には小さな

い、

線沿いが一番多いようですが︑

うになりました︒

農

子供たちからお年寄りまで集ま

／

最近は農道や林道でも目立つよ

ゴミ回収作業を手伝う青年団の皆さん

り︑コースごとに分かれて拾い

道路沿いの草花もまだ小さか

轡

始めました．
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自分の健康チェック
受けて安心

6月17日（月）〜21日（金）

ー08ー

決まっていますが︑自分の健康

歩していますが︑受診する人の

検査技術も医療技術も年々進

は︑配布されますチラシをご覧

運行時間や検査内容について

口

北

浦

田

西

之

前

松

之

山

島
水
天

十八歳以上の全町民を対象と
状態を知るためにも検診を受け

兎

した総合検診が︑六月十七日か

ください︒

坂
豊

で自然休養村センターで行われ

の三日間︑午後一時から二時ま

く︑七月九日・十﹃日・十六日

なお︑乳ガン検診は今回でな

健康への自覚が伴わなければ何

原
根

中
田

てください︒

の意味もありません︒

藤
曽

ら二十︸日までの五日間︑町民

この検診によって︑毎年たく

︸年に﹁回︑しかも半日で済

立
池

体育館及び自然休養村センター

さんの方が自分で気のつかない

手

みますので︑面倒がらず必ず受

田
月

．麦
山
之
上

で実施されます︒

川

ますので︑多くの方から受診し

定してありますが、指定された日に都合っ
かない人は、期問中いつでも受診できます
ので、かならず受診してください．

病気を発見されたり︑初期の段

上

診されるようお願いします︒

山

この総合検診には︑一般健康

手

戸

ていただきたいと思います︒

1日の検査人数の関係で集落別に日を指

階で治療が受けられ手遅れにな

立

診査．結核検診・肺ガン検診・

川

また︑集落ごとに送迎のマイ

中

田

子
十
五

一

一一期間中いつでも受診できます。

らずに済んだ方もおられます︒

島

胃検診．子宮ガン検診・女性貧

之

21日

下

クロバスが運行されますのでご

湯

（木）

倉

ガンは早期発見が治癒へ

池

血検査などの項目があります︒

蝦

新

山

利用ください︒

下

20日

湯

の第一条件です︒

池
川

中
東
赤
坪

山
倉
新
藤

平

鍛
（水）

黒

（金）

尾
山
倉
野
上
東
19日

谷

荒

本

特に

光

小

大

湯

（月）

間
梨

（火）

越
天

6月17日

水

18日

後
水

午
日

別

午

前

検診項目ごとに対象年齢等が

集落別検診日程表
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ゐ

とりどりの花が人々の目を楽し

管理している人たちめ苦労がし

ご協力をお願いします︒

これからも︑町の美化のため

︑

のばれます︒

の苗を育てて︑道路沿いに毎年

また︑老人クラブや集落で花

ませてくれるでしょう︒

町内の花は良く手入れされ︑

かかることばかりです︒

草取り︑水くれ︑肥料と人手の

花の管理はなかなか難しく︑

いな花が迎えてくれます︒

では必ずといって良いほどきれ

にも盛んになっており︑観光地

このような美化運動が全国的

植えているところもあります︒

『興

清和小学校で交歓会
▼一H口︵︑五月＋四H︶

松之山発←越後湯沢駅←上野

びっくりしていました︒

二日目は浅草・サンシャイン

駅←葛飾訪問︵清和小など︶←

▼二日U︵涯月十五口︶

東 京ドーム←旅館へ

・上野動物園を見学しました

が︑浅草から池袋までは地下鉄
を利用しました︒

旅館発←浅草←サンシャイン

←上野動物園←上野駅←越後

ました︒

株の花の苗のプレゼントがあり

松之山地域建設振興会より五千

年も日本ケーブル㈱より二万株︑

花々が植えられていますが︑今

して︑町内各施設や道路沿いに

松之山町の美化運動の一環と

㍉
力
蕊 fい
プレゼントされた苗はサルビ

な々

小学校連合修学旅行
五月十四日・十五日と︑町内
小学校の連合修学旅行が実施さ
れました︒

十四日は朝六時出発の学校も
あり︑眠い目をこすりながら見
この日は班行動や自由行動が
多く︑土産品を買う子供たちが

湯沢駅←松之山着

き

アやマワーゴールドなどで︑色

会し、

〜で

道路をきれいに飾る花々

60
多かったようです︒

60

送りの人たちに手を振っていま．
した︒

葛飾区役所に予定より早く到
着し︑区役所内を見学したあと

区長室では小日向区長が笑顔

区長室へ向いました︒

で︸行を迎えてくれました︒

子供たちに笑顔であいさつする
小日向葛飾区長

区役所訪問が終わ る と 隣 に あ
る清和小学校へ移動し︑同校の
六年生と交歓会を行いました︒

子供たちは十班に分かれて︑

自己紹介や町・区の簡単な説明
を しました︒

交歓会の時間はアッという間
に過ぎてしまい︑ランチルーム
で用意された弁当を食べたあと︑

寅さんで有名な柴又の帝釈天︑

葛飾区のみならず下町全体に水
を供給している金町浄水場を見
ました︒

︸日目最後の見学ば東京ドー
ムで︑その大きさに子供たちは

7

肖子し

ゲ

飾

＿糟』、

西一

ーN81

五月卜八目・卜九Hの．︑日問︑

松之山温泉まつりが盛大に行わ
れました︒

卜八日は真夏を迎えたkうな

つり

と配．もに執力いの良い掛け声を出

しがスタートし︑大人のみこし

松里小学校の鼓笛隊ハレード

しながら温泉街を 練り歩きまし

でした︒

も列を乱さザに行進し︑温泉駐

屯場では軽快なリズムのドリル

温泉駐唯場特設ソ父ージで行

どたくさんの夜店が並び︑本部

温泉駐唯場のまわりには︑ワ

た︑

管領塚供養祭︑松里保育所園児

われた︑松中ゾンスバンド部の

丼ントの隣では山菜の直売や︑

油奏を行い豪した︒

による稚児行列︑松里小学校児

皆さんによる襖奏にも盛んな拍

快晴になり︑午後一．時ごろから

硫による鼓笛隊演奏︑松中ゾラ

．トが送られ喫した

午後四時過ぎにちびっこみこ

会終．﹂まで続きました︒

野鳥こけしの製作実演が花火大

タアメ・タコ焼き・おもちゃな

スバンド部の演奏︑ちびっこみ

こしなどが予定どおり行われま

管領塚には白い菊の花が飾ら

した︒

れ︑無念の死を遂げたヒ杉房能
公の霊を弔いました︒

稚児行列になると沿道につめ
かけた観光客から﹁かわいいし
という声があちこちから用こえ︑
我が．rの姿をカメラやビデオに

納めようとする親達を喜こばせ

また︑袴を踏んでころんだり︑

ました︒

鳥帽．rや冠がとれて保母さんに

直してもらったり︑観光客の求
めに応じて写真を取られたりと

なかなか行列は前に進みません

歌と踊りと独特の笑い声で観衆を
楽しませた笹みどりさん

。

一

〇
㌔一峰鯛■■一后

織戸一一冒
騰

松里保育所園児のかわいい稚児行列

8

リを作ってほしいと懇願する人

持ってきて︑どうしてもオオル

観光客のなかには鳥類図鑑を

した︒

披露してステージを盛り上げま

地元の若妻会の皆さんが踊りを

さんが松之山温泉小唄を歌い︑

越地方を中心に三〇〇人もの方

ギスカン大会が行われ︑L・中

十九Hには大厳寺高原でジン

歌謡ショーが温泉駐車場特設ス

夜七時三十分より︑笹みどり

ーマインなど約一〇〇発の花火

花火が打ち上げられ︑特大スタ

歌謡ショーが終わると同時に

途中から雨が降ってきました

カラオケを楽しんだりしました︒

までにぎやかでした︒

もいました︒

テージで行われ︑詰めかけた二
が夜空を色どりました︒

が希望館の下で大会は続けられ︑

噸

■■■■『「撫欄■

が参加し︑腹一杯肉を食べたり

〇〇〇人の観衆は歌や踊りを楽

書．通

9

七・磁

噸

藤

松之山中学校ブラスバンド部の演奏
美しい調べが観衆を魅了しました

家族づれでにぎわった
ジンギスカン大会

約一二〇キログラムもの肉が参

総く︑

松里小学校児童の軽快なドリル演奏

この日 日で三〇〇〇人近く

阪帆。蕃

加者の胃袋に納まりました︒

一、」ユ、．

の人出があり︑温泉街は夜遅く

響

しみました︒

歌謡ショーの最後は笹みどり

笹みどりさんの歌にあわせて踊る若妻会の皆さん

ス

年賀ハガキで

お年K年負ハガキで一等賞に
当たった幸運な方は︑新山の山

ーooゆOl

一等賞
談だと旧心ったそうです．

らせましたが︑誰もが最初は冗

当選ハガキを松之山郵便局へ持

におられ︑新山に帰えってから

山岸さんは冬期問L越巾の方

山岸さんの家には約．．一〇〇枚

岸匿義︵中屋︶さんです︒

ほどの年賀ハガキがきたそうで

参．し圭した︒

等賞がでた記録はなく︑局内で

松之山郵便局管内で過去に︑

すが︑毎年下位の賞しか当たっ

たことがなかったので︑今年も

そして︑↓等の番号と同じ年

κ等から見ていったそうです︒

岸さんに︑ ﹃等賞品の衛星放送

五月︑︑卜H松之山郵便局で由

も人騒ぎになったそうです︒

受信回路内蔵二卜九インチテレ

賀ハガキを見つけた時にはとて
そうです︒

た︒

璽︑

圃、1

しようとしています︒

して︑ ﹁太陽と緑の週﹂を実現

このことが早く実現し︑さらに

ゆとりと豊かさを得るため︑

︼時間ほどでメーデー大会が

ですね︒

︵一八OO時問︶になると良い

欧米先進諸国並の年間労働時問
デモ行進のコースは︑町民体

は小雨が降ってきました︒

終fし︑デモ行進に移るころに

のが揚げられました︒

の是正など︑生活に密着したも

労働界ではメーデーを祝日に

ドや旗を先頭に歩きました︒

を往復するコースで︑プラカー

育館←松之山交差点←高校入口

29インチテレビを前に喜ぶ山岸さん
賃Lげ︑格差是正︑下公平税制

休二日制︑メーデーの祝日化︑

サブスローガンには︑完全週

な日本をつくろう﹂でした︒

松之山でメーデi開催

ビが渡されニコニコしていまし

も信じられず︑何桝も照合した

一等に当たる確率は五卜万分

︑事戴嚇

東方面の方も多数参加しました︒

卍な社会を実現し︑白H由で平利

の連帯で︑ゆとり・豊かさ︑公

メインスローガンは﹁動く者

祝いました︒

名の労働者が集まりメーデーを

気でしたが︑会場には約三〇〇

今にも雨が降ってきそうな天

町民体育館で開催されました︒

頸城地区第三卜五回メーデーが︑

五月一ーり後︑餌六卜．︸回東
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二十六日は朝四時一︑一卜分に松

くわしく教わりました︒

口の諏訪神社に集合し︑美人林
周辺で探鳥を楽しみました︒

参加者は八卜名で︑県内や関

．㌧8履−

κ月．．十．二H︑松里保育所の

遠足が行われました︒

人きなパズルやミニSLで遊び︑

消防Lの服を着せてもらい︑消
火器で火を消したりし蓑したガ

東方面の方も多数参加しました︒

1、・

今回の探鳥会では︑松之山町

職鹸，

内で確認されている一一五種類
のうち︑ノジコやホオジロなど
三十八種類が確認されました︒

野鳥の楽園として︑私達の財
産として︑この貴重な自然をい
つまでも残したいですね︒

五月二十七日午前十一時より︑

湯山の温泉掘削の起工式が期待
を集めて行われました︒

この温泉掘削は︑ふるさと創
生資金を活用して︑七五〇〇万
円の壬算で一〇〇〇メートルま
で掘削される予定です︒

村山町長が掘削機械のスイッ

チを押すと︑静かだった山々に
掘削音が響きました︒

事前に行った探査の結果︑温

泉湧⁝が有望視されている場所
なので︑出席した関係者は一日

た︒

も早い温泉湧出を願っていまし

初期消火の人切さを身に付けれ

また︑将来消防士になる子供

ば火災を筋げます︒

さんがいるかもしれません︒
みなさんも．r供たちに笑われ

ないよう︑消火器のある場所や
使川方法を知っておきましょう︒

蕪

野鳥集会 ・探鳥会

五月二卜五日夜︑湯本の福住
館で野鳥集会が開催され︑熱心
な愛鳥家六卜名が参加しました︒

野鳥のビデオを見たり︑講師
の方から鳴き声や生態の特徴を

鐘工＼蟻．

人厳寺高原では︑松之山分遣

祈願する村山町長

．r供のころから火喉の怖さや︑

野鳥を見たら眠む気も吹っ飛ぴました

まくにも火が消せたよ
（大厳寺高原駐車場）

4温泉掘削始まる

螺

5ちびっこ消防士

1レ講

所の方々が川意した︑ヂ作りの

ぞ耀騰
旧附零
温泉湧出と工事の安全を

3
燭γ帖

るが︑工事中に天保の人飢．凹や

洪水に襲われ︑村人たちの苫労
は想像を絶するものだった︒

lO81
大杉と観音堂
人杉は︑昭和．．︑卜．︑．臼．．月κ

日に県指定大然記念物とな︑た︒

陀山﹂と書かれており︑これは
しゅ函芝
仏法の世界における須弥山︵世

観音堂入口の掲額には．仏羅

家持が京チL﹂きあと都に帰え

寿伝承がある．

年月は下．沼た が︑松山鏡にちな

る際︑信仰していたト一面観音

い山︶に近い山で︑地蔵菩薩の

界の中心にそびえ立つという高

ある︒

と思われるが︑その跡は不明で

城セの館は中尾集落記あった

平地が要所要所に作られている︒

伸びる屋根も狭いが︑空堀や削

十六メートルと小さく︑四方に

本丸は幅九メートル︑長さ二

の監視の任務を持っていた︒

丸へ︑天水島から外丸へ至る道

秋葉山城は中尾から津南町外

︑山頂に秋葉神社が祀られている︒

標高六三八メートルの山城で︑

秋葉山城

いる︒

その活動ぶりは高く評価されて

まで絶えることなく伝承され︑

彰を受けるなど︑明治から今日

一年には新潟県観光協会から表

優勝した実績を持ち︑昭和四十

県トの神楽大会が催された際に

その後︑昭和の初期︑高田で

明治初期といわれている︒

中尾に神楽が伝えられたのは

中尾神楽

住むところといわれている︒

．後妻は非を

悔い剃髪してこの仏像を観音堂

像を後妻に与ノ

ことから亀︑杉ともいわれている︒

に納め︑終生京．rをとむらった

・1体が亀の甲の形に似．Lいる

冠甲淘．︶ ︶．L−︑ ーロ ︶勺
叡疎糸 ︵︵︑︶
︵ノー 旨︑dj糸

このト︑面観音像は太平洋戦

．Oメートル︑樹高約．．．○メー

トル︑九本に枝分かれし四乃に

としう︐

た

争中に盗難にあい︑現在まだ見

池のまわりの遊歩道沿いには、色とりどりの

人きく張り出している︒

つかっていない︒

草花が植えられている「、

町の南東部︑束川支流中尾川

鏡ケ池

友杉のトにある観音堂の創立

きれいに整備された鏡ケ池公園

左岸に位置する︒

今から約一二〇〇年前︑大伴
家持が蝦夷征伐に失敗し越後に

といった︒その後︑家持の後妻

．繁

塾瞭臨

地名は東川と中尾川に挾まれ
た中央の丘陵︵尾根︶に由来す
ると思われる︒

原刑部左衛門と変えて静かに暮

流され中尾に落ちつき︑名を篠

文時代の石器が出土し︑

字栃山・元屋敏・吉池から縄
方の郡 界 近 く に は 秋 葉 山 城 跡 が

鏡を渡し﹁寂しくなったらこの

母が病気で死亡する前に京．rに

家持には京．rという娘があり︑

らしていた︒

ある︒また︑集落中央には謡曲
﹁松山鏡﹂で知られる鏡ケ池や
大杉︵亀杉Yがある︒

年建立と伝えられ︑茅屋根の社

で京子の継母になった人が京子

鏡を見て母を思い川しなさい﹂

殿は境内の杉並木と良く調和し︑

につらくあたり︑京．fは継母の

十二神社は天文六︵一五︸．一ヒ︶

観音堂とともに古くから信仰さ︑

折濫に堪えきれず︑鏡ケ池に身

昭和六卜一年︑鏡ケ池公園と

を投げてしまった︒

サずっかパ

れていたことがわかる︒

享保の初期大地すべりが発生
し︑住民に甚大な脅威を与えた︒

して整備され︑家持の万葉歌碑
も建立された︒碑に刻まれた．．⁝

天保年間には︑地すべりの原
因となった中尾川の河床侵食を

首のうち一首を次に氾す︒

君とし見れぼ辞恋ひめやも

ひと目だに

あしひきの山桜花

防止する工事が行われ︑集落の

対岸に捷水トンネル及び水路が
掘削された︒

この工事跡は今も残存してい

ら饗
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﹄摯

五月八日午後︑安塚高校松之
見ました︒

、，

バイク事故が増えています。
交通ルールを守り安全運転をお願いします

当日は安塚警察署の押見交通

人の方々から実技講習を受けま

場に移動し︑交通機動隊のお二

一・づつ指導を受け

スピードの出し過ぎによる転倒

バイクは快適な乗り物ですが︑

ました︒

を繰返し︑二

ブレーキ操作や右左折の練習

課長や︑県豚︑口交通機動隊の須田

講話が終わると︑一年生と免

れました︒

故の恐しさや原因をr寧に話さ

押見課長の講話があり︑交通事

実技講習に移る前に︑学校で

ました︒

さんと安藤さんが指導にあたり

クで松之山温泉スキー場の駐車

免許のある二・三年生はバイ

、㌦

した︒

行われました︒

山分校生徒のバイク実技講習が

㌔

安全速度を守って︑無理のな

事故も多くなっています︒p

年金友の会
設立総会
ノくイク

実技講習会

五月八日午前卜︑時より︑松

之山町農協年令友の会の設立総

会場となった町民体育館には

会が開催されました︒

約三五〇名の各種年金受給者が

認されました︒

集まり︑関係議案がそれぞれ承

当日選出されたセな役員は次
の方々です︒

保坂

誠司

会 長

庚造

小野塚吉一．一郎

福原

小日 義恵

〃

副会長

〃

昼食後アトラクションになり︑

東玉助さんの爆笑漫談︑

子・西田佳づ美の両若手民謡歌

手の歌を楽しみました︒

知っている民謡があると会場

からも歌声が聞こえ︑なごやか

な雰囲気のままアトラクション

松之山町での設立をもって郡

は終了しました︒

内すべての町村で設立され︑会

ることになりました︒

員の親睦と福祉の向ヒが図られ

なお︑農業者年金受給者は町

の受給者連盟に加入しておりま

すので会員には含まれません︒

くわしいことは︑町農協の本

にお聞きください︒

所金融共済課︵行六−二〇二︶

会場に降りて会員の方たちと
気軽に握手する須藤さん

繋
い運転を心がけましょう︒

イ3

許のない二∴二年生はそのまま
学校に残り︑交通安全の映画を

一

隅一一『一

プロ野球が開幕して約︑か月
時一．一卜分の二時問︑圭たは七回

試合時問はし時．．一卜分から九

180ー

後のκ月卜五日︑松之山でもナ
圭でとなっています︒

農協本所横に︑対戦表ととも

でター野球が開幕しました︒

今年の参加チームは︑農協・
に試合の結果も表．小されますの

なお︑町民グランドを夜問に

でご覧ください︒

山・ベアーズA・ベアfズB・

使川したい方がおられましたら︑

橋維・人 棒・コ ン ゴ ー ズ ・ 松 之

NBCのト一チームで︑七月中

浦田︒ダイゴンズ・鷹ノ湯・高

句ごろまで熟戦が続きますので

公民館へ連絡してください︒

野球の試合日程を変庭する必

使川する日の一週問位前までに

開幕試合では猪俣栄二野球連

要がありますので︑当日や直前

騰

開幕試合での始球式

ヨ

煽

帥

漁

踊鴻瓜騒瀞・

応援してください︒

盟会長が始球式を行い︑見肇な

の巾込みはご遠慮ください︒

叢灘襟お難叢謙籍．
人の呼吸が合うか合わないかが︑

跳びrのト人と玄わしrの︑．

れてから参加者の層も広がり︑

跳ぶ回数を左右し表す︒
へ︐妻での最高記録は︸九八回

で︑体力的にも限児に近い回数

勧ムH
μんメ
▼会 場 町民体育館

時受付け︑八時競技

▼日時し月六目︵L︶︑夜ヒ

めざしてチャレンジあるのみ︒

あなたも参加しませんか︒

雨天決行︑午後一時

▼日時六月二卜九日︵土︶︑
六月二口︵H︶から九

といえるでしkうが︑新記録を

良い汗を流しています︒

毎回三〇〇人以Lの方が気持ち

一キロとニキロコースに分か

叢蝶．

難灘

ストライクを取り︑選手から盛
んな拍手をあびていました︒

アメリカのブッシュ人統領も
ジョギングを愛好しています︒

走ったり︑歩いたりすること
に興味・関心のある方はどなた

日

三十分受付け︑︑︑時

巳之卜線

休養村センター前

月二十九日︵日︶まで

場

三十分スタート
朝六時三十分から七

▼会

館へ︑人会要項は地

し月．一Hまでに公民

公民館へ︑小・中学

区体協︑または公民

▼申込み

生は学校で希望を取

館にあります︒

六月二十五日までに

松之山走友会

りまとめます︒

▼申込み

の毎週日曜日

でも参加できます︒

▼期

▼時 問

侍ごろまで
町民グランド

▼指導者

公民館へ

▼会 場

▼申込み

巳之卜線

〆・

ジ愚
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交通安全対策
した巡回広報など︒

重点市町村に指定
松之山町は今年度の交通安全

昭和二卜三年にまず政令に基
づいて人権擁護委員制度が設け
られ︑翌二f四年六月一日に人

権擁護委員法が施行され︑国民
の基本的人権を擁護し見守る︑

けたら︑すぐに役場建設課︵燈

もと違う点︑おかしな点を見つ

．圭地に亀裂が生じたとき

まりです︒
人権は︑人間が平和に生きて

お互いに人権を守って明るい

行くヒで最も大切な権利です︒

社会を作ることを︑私たち全員
が願っています︒

あなたは松之山町の人権擁護

一番璽要なのは国勢調査です︒

国が行う統計調査のなかで︑

福原

酢屋

一雄さん︵大水越・

智六ー二一三四︶

費六ー三四六二

高波仁一郎さん︵下川手・

善助

相談は無料で︑秘密は堅く守

られますので︑お気軽に御相談

ください︒

二年の国勢調査で九回を数える

勢調査から事務を担当し︑平成

国勢調査事務で表彰される

委員をご存じですか？

町には二名の方がおられます

してください︒

分所︵奮七ー二〇一︑一〇︶へ連絡

六上二二一二︶か安塚土木松代

け︑川などをよく点検し︑いつ

日ごろから家の近くの山︑が

避難をしましょう︒

﹁危ないな﹂と思ったら︑まず

などは非常に危険です︒

変化したり︑濁り出したとき

6月は土砂災害防止月問です〜

みんなで防ごう土砂災害
上砂災害︵地すべり・がけ崩
尊い命や貴重な財産を奪ってし

一瞬のうちに

白転車安全教室・幼児交通安
まいます︒

れ・土石流︶は︑

県や警察と連携しながら各種の

全指導λイク講習・各集落

二︑交通安全教育の実施

交通安全活動を実施しています︒

・雨が長く降り続くときや大雨

対策重点市町村の指定を受け︑

〜

人権擁護委員をご存じですか？

・川の水︑井戸水︑湧水の蟻が

のとき

巡回映写会と講話など︒

この指定は住民の交通安全意
三︑街頭活動の実施
各種島父通安全運一甥・山父涌﹄事故

識の高揚を図り︑交通事故を防
止することを目的としています︒

防止運動期問巾の街頭指導︑各

また︑交通安令施設の点検整

行事における交通指導など︒

町では次のことに重点を置き︑

交通事故のない町をめざしてい
ます︒

r一働←亀ご

備︑交通事故多発箇所の点検と
改酵なども行う︒

新山地内の国道353号線で街頭指導をする、
駐在さんと交通指導員の皆さん

一︑広報活動の実施

看板・懸垂幕・ポスタi・チ

ラシの作成と︑広報車を利用

﹃．幽

いわば民間人による人権の番人
の機関が誕生したのです︒

これが人権擁護委員制度の始

P﹄■・

五月二十日役場の町長室にお

大ベテランです︒

庁長官より︑平成二年の国勢調

いて︑村山町長ポり表彰状と記

観音寺の村山三二さんは総務

めて優秀と認められました︒

査事務に精励し︑その成績が極

れる苦労をねぎらいました︒

念品が送られ︑正確さが要求さ
村山さんは昭和二卜圧年の国

5

さ

村山 三二

響

隣趣罰

新刊図書が入りました

ーおOー

ホーキングの最新字宙論

豊臣秀占人心収撹の極意
全チ測90年代の首都圏

歴史おもしろエピソード

そしてわが祖国

▼新刊図書名

で︑貸出し期限は十目問です︒

なお︑貸出し冊数は︑二冊以内

入りましたのでご利用ください︒

愛する時愛される時

日本名︑酒紀行

性の不思議がわかる本

すべての男は消耗品である

くもりのち晴

男と女の進化論

企業イメージ戦争

奴国の滅亡

日本の歴史をよみなおす

芸術家の食卓

図解中東戦争

君はパレスチナを知っているか

新版新しい日本史の見方

一．一島山起夫のH蝕

誰にでもわかる中東

が引き起す︑笑いあり涙ありの

の小さな島を訪れた若い女性達

は足を止める

所

会も予定されています︒
▼場

時

松之山町民体育館
▼日

七月四H︵木︶︑午後六時︑．一卜

分開場︑七時開演
▼前売券
一般三︑OOO円︑中高生︑一︑

OOO円︑小学生一︑○OO円
︵当H券は−んOO円増しです︶

▼その他
マイクロバスで送︸迎を行いま

すのでご利川ください︒

くわしくは︑町役場内青年団
事務局へ︵奮六ー﹄一︑．．コ︶

ひち

歌

小

テ

え

鈴木

俊一︵栄屋4

村山

芒雲︹隠居︶

釣り上げて初夏の川辺笑い声

若葉風深く吸い込みロで吐き

金田屋ヴ

観音寺

福原

光城へ森下︸

露天風呂なまり言葉や風光る

鯉幟見えぬ集落あちこちに

田のすみに風掃きたてし杉落葉

橋

一︑﹃一二

坂 下

村山

靖玲︵隠居一

谷

ひとの命のはかなきもかな

句

ヘロヒ

Uターンの息子出迎い初燕

短夜や輩翠の里に赴任して

一人静時を忘れて美人林

古 戸

村山

爽やかな若葉の香り安吾の碑

詰

結い緒の凹みておりし椋解く

ゆ

一連の綜を持って後追い来

日程に追われし春を惜しみけり

俳

ちる花もととまる花も淡淡と

土に親しみはぐくむものぞ

ものの種あれこれと蒔く春なれば

青き山河に聴きなれしこゑ

ほとときす郭公はるか渡り来て

短

﹁熟難

あやしい探検隊・アフリカ乱人

真夜中は別の顔︵L・．卜︶

三州吉良殺人事件

家相の知恵

恋文心中

夢待街道︑ほかト四附

臼本各地でミュrジカルを上

鮮やかな色に道行く人

また︑豪華賞品が当る人抽選

愛こそすべて

公民館の図善室に新刊図書が

一

パワーシフト︵L∴卜︶

現代座ミュージカル

演し︑観客に深い感銘を与え続

ミュージカルです︒

星と波と風と

けている現代座が松之山にやっ

子供からお年寄りまで楽しめ
ますのでどうぞご覧ください︒

た看板、、

て来ます︒

﹁星と波と風と﹂は︑南太平洋

農協本所前に立てられ

L
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晦鰹瘡魯

停電のお知らせ
6月27日（木）午前9時〜1．1時30分まで

天水越・天水島集落の一部

庁舎の新築により7月から、上越市所在の国の3機関が下記

癖）／）ア

〆．

艶二

のとおり移転することになりました。

瞬諺舩
脅

◎所在地

＆購㌧

上越市大字大豆字四ツ屋3783−1

◎入居官庁
1階〜2階

高田労働基準監督署奮0255（24〉2111

4階北陸農政局新潟統計情報事務所上越出張所
野
津

圃

團上 越市役

し

ヱ

︑街

ケ監イシlI㈱

買
道

多

團
圏
園

市
役
所
前

目

所

春
日 山駅

勿髪

スr甲 一

吉曲

「

至直江隷市役・所前目旧18号線至高田晒

㎜薗墾嚢／
圖

含02D5（24）2188

加

〃〃

行0255（23）6121

團

○⊥辛泉寺入口

ひあいyて︑︑ヒ

下さいよ

牛︐﹄L﹄

3階

上越公共職業安定所

囲「フ碑

㌧
し
・︑
肘
．

光
田

本島
水
湯天
伸栄

正

有段をめざして

ハ

ハ』ホヘトチリ

黒先白死（1手だけ

者山保
解村久

白2のツギが最強ですが︑黙って3とハエば

黒1の切り込みで解決します︒

大丈夫︒白4には黒5でーのところがカケメに

なる寸法です︒

なお白4でaのカカエは黒b︑白5︑黒4と

打つ手があることに注目︒

瞬
詰碁の解答を募集してい
ます。6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

L
17

高橋香織さん

※出生・死亡・婚姻の届はできます

ろ
こた
レ﹂し

σ

るま
いし
て労
し苫
とこ

r

lNOOi

︐

▽︑

ち

﹃

㌧

／
ワ
．／︶
︑︑

ノダ

ノ

﹁−

父

㌧

．つ怒

㌧撰

編集後記

田植えも一段落し︑早苗もす

秋の収穫まで色々と手がかか

くすく育フています︒

って戻ってきます︒

りますが︑かけた分は増収とな

▼5月のできごと

山菜塾︵6目まで︶

さて︑六月はうっとうしい梅
4日

事が多い月でもあります︒

また︑農閑期を利用して旅行

雨の季節であり︑地区や学校行

クリーン大作戦

年金友の会設立総会

3目成人式
8日
H

に出られる方も多いと思います

季節の変わり目は暑くなった

松之山温泉まつり

ジンギスカン人会

日

ぬ負担をかけるものです︒

山菜まつり︵2Hまで︶

茄日

町民バレーボール大会

リハビリ教室︵合同︶

男／﹈︑八四六︵▲

三︶

七︶

︶内は五月﹈日との比較

編集／総務課

智六上三一三

発行／新潟県松之山町

平成三年六月fH発行

広報まつのやま六月号

▲は減

︵

世帯数／一︑一七文▲二︶

女／一︑九三三︵▲

総人日／一．⁝︑七七九︵▲﹈○︶

佐藤

健康にはf分注意してくださ

り寒くなったりと︑身体に思わ

第茄回探鳥会

婦人バレーボール人会

目 湯山温泉起工式

器日

−日

衛生班長会議

▼6月の予定

3口

献血︵安高松之山分校︶

集落総代会︵転作︶

5H リハビリ教室只さわやか
HH

H

H 町史出版記念式典

6月定例議会︵21日まで

目 町総合検診︵21日まで︶

⑳日

H 町消防訓練︵夜間︶

日

︵夜間・28日まで︶

四口 健康マラソン

可人日

お日

日 野鳥集会・山菜まつり

山菜まつり

日

12

18

25 19

．鉱鱒

（天水島上原）

ゆ嫌

7月13日・27日

え書
まく
カし
船っら
風捲か

※5月1日から31日までの届出分です。

と︑珂材
風カ
コカ
〜を

村山伊勢松さん 59歳（橋 詰）田代

27

14

題：花
（総π1齢1蝦1㍊二蒙、．丈，）
53歳（北浦田）やち
イキさん
高沢

17 15

（天水越東）

キユさん64歳（松之山）三幸屋
田辺

83歳（湯之島）板屋
清吉さん
石塚

25

27

佐藤美香さん

3・5・17
3・5・18
3・5・19
3・5・24
3・5・27
玉田 繁雄さん 66歳（中 尾）柔

ネココ

相沢

欝．齢

6月8日・22日

）

ネネ

由香里ちゃん

落
村山重雄さんの長男（中原）3・4・22

年
3

／
，、
・

題︵

佐藤 秀一さん 63歳（犬水越）法院

酒
敏さんの二女（水梨）3・5・22

博紀ちゃん

4 年
3・5・2
3・5・ll
初巳さん 85歳（天水島）新屋
高橋

閉庁
土曜

おめでた（出生）

（生年月「D

窃《導》み（死亡）

（死亡年月臼）
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