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女性部門で優勝したrかかあ天下」チームと応援団（町民つな引き大会）
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国導353号線沿いの花々（新山地内）
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ルールが良くわからず︑相手チ

たが︑初めて参加したチームは

吹飛ばすような熱戦が続きまし

たので︑ケッ圧に耐えられず足

優勝松之山チーム︑三位天水島

結果は︑優勝川手チーム︑準

ら試合をしていました︒

ームからアドバイスを受けなが

最後は﹁混合リレー﹂で室内

が曲ったイスもありました︒

イスのLで風船を力一杯わっ︑

り﹂と続きました︒

第6回町高齢者スポーツ大会
七月十一H︑町民体育館及び
町民グランドで高齢者スボーツ
大会が開催されました︒

午前中は体育館の中で室内競
技を行い︑午後はグランドでゲ

今年は松之山地区が絶好調で︑

競技が終ゴしました︒

体育館の両側に各地区ごとの
最後の競技を待たずに優勝を決

ートボールを行いました︒

応援席があり︑競技参加者に盛

が行われますが︑各種目で一位

八月二卜三H松代町で郡大会

チームという成績でした︒

結果は︑優勝松之山地区︑準

になられた地区・チームの皆さ

めてしまいました︒

競技は﹁樽ころがし﹂から始

いう成績でした︒

優勝布川地区︑一︑一位松里地区と

んな声援を送っていました︒

まり︑ビールの三リットル樽を

頑張ってください︒

棒でころがしながら次の人にリ

午後のゲートボールも小雨を

んは︑郡大会でも優勝するよう

この樽はなかなかまっすぐに

鳳

手を使わずに輪になったヒモを送る

レーしていました︒

進まず︑会場には声援とともに
笑い声も響きました︒

二番目は﹁レイおくり﹂で︑

手を使わずに輪になったヒモを

首にかけられたレイを次の人

次 の 人 に 送 る 競 技 で す︒

がタイミング良く受け取らない

と︑下に落ちたり首を引張った

︑四番目は

三番目はバレーボールの玉を

りとなかなか難しい競技です︒

送る﹁大玉おくり

一玉入れ﹂︑五番目は﹁風船わ

ケツ圧で勝負、風船わり競争

小雨が降るなか熱戦が続いた
ゲートボール

「レイおくり」

遡
態
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七月三十日町民体育館で︑松
之山町老人クラブ連合会結成二
辞を述べました︒

ように頑張ってください四と祝
っている︒この期間を自分らし

ラブ連合会長を務めた︑村山伸

ライフを身につけるには︑目標

フと︑．︑肖っている︒エイジレス・

生きることをエイジレス・ライ

く年を感じさせずにいきいきと

さんと相沢達雄さんに感謝状と

と役割と仲間を持つことですゆ

また︑長年にわたり町老人ク

記今心品が授与されました︒

と話されました︒
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老連発足前後の

うごき

昭和三十八年度

川手白寿会誕生

昭和三十九年度

浦田高砂会誕生

ブ誕生し連合会に加入

下布川老精会︑．黒倉老人クラ

昭和四十四年度

し連合会に加入

小谷松寿会︑水梨松川会誕生

昭和四十三年度

ブ連合会結成︵十クラブ︶

▼七月十日︑松之山町老人クラ

里老友会誕生

大荒戸老人クラブ︑天水島松

昭和四十二年度

楽会誕生

ラブ︑松之山寿楽会︑湯山松

上布川長寿会︑天水越老友ク

昭和四十一年度

湯本長寿会︑中立山寿会誕生

昭和四十年度

−−

十五周年記念大会が盛大に行わ
れました︒

会場には四〇〇人近い会員が
集まり︑午前九時より第一部の
大会宣言で第一部が終了し︑

第三部は懇親会で︑広い体育

式典が始まりました︒

第二部は県老人クラブ連合会理

館のフロアーも料理や飲み物を

﹁町

事の矢部藤吉先生の講演を聞き

並べると狭く感じました︒

保坂武雄町老連会長は︑

の高齢者割合は全国でもトップ
ました︒

いつまでもお元気でお過しくだ﹄

町の高齢化は年々進みますが︑

クラス︒町民の三人に一人は六

りの年代が終わると自由気まま

さい︒

十歳以上となっているが︑まだ

まだ現役で働いている方も大勢

に暮す老後となったが︑いまは

﹁昔は︑働き盛

いる︒昭和大恐慌︑十五年戦争︑

数十年という期問の老年期が残

矢部先生は︑

そして終戦の復興と私達は常に

からも助け合いながら︑明るく

手をとり助け合ってきた︒これ

﹁来年特別養護

楽しく過しましょう凶とあいさ
つを述べました︒

村山町長は︑

老人ホームが建設される予定で
す︒町としても全力で取組みま
すので応援してほしい︒人生八

心を持ち︑その初心を忘れない

十年時代を迎え︑節目節目に初

感謝状を受ける村山伸さんと相沢達雄さん

㎜会

結成25周年記念大会

し﹂

︵現在のクラブ名で掲載︶
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松之山町老人クラブ連合
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矢部藤吉
県老連理事
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ケタちがいの強さ

つ つグつ ダクをひ

七月十八口の夜︑町民体育館

位の﹁かかあ天︑卜﹂チームが見

女性チーム部門では︑昨年二

ーoりトOl

で第七回町民つな引き大会が行

事優勝し︑男性チーム部門では︑

女性チーム部門に九チームが参

▼男性チーム部門

結果は次のとおりです︒

到向強さで愛勝しました︒

重想どおり﹁綱引同好会﹂が圧
加し︑豪華賞品をめざして力一

り︑相手方を四メートル引張り

パフオーマンス賞

三位 深山会

二位 ．天水島

優勝 綱引同好会
込むまでは勝負がつかない︑時

ふぞろいの・川茎たち

二位

優勝

必ダートルズ

かかあ天．卜

▼女性チーム部門
りの応援団から必死の声援が送

ると試合時間が．長くなり︑まわ

このため同レベルの対戦にな

問無制限制が導人されました︒

なお︑今年からルールが変わ

杯綱を引きました︒

男性チーム部門に二トチーム︑

われました︒

ダブル受賞した「白雪姫と7ひきのこぶた」チーム
パフオーマンス賞⁝厭育女

白雪姫と7ひきの．︺ぶた

三位及びパフォーマンス賞

られていました︒

心配された試合時問の大幅な
延．長もなく︑例年と同じく約二

時問ほどで決勝戦を迎えました︒

スタイルの

あ天下1チーム

圧倒的な強さを誇る「綱引同好会」

女性チーム部門で第3位とパフォーマンス賞を
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七月十七日午前︑町民体育館

りす・ひよこ組さんたちは︑レ

アンまつり﹂︑年少・未満児の

園児が取るゲームで︑もちろん

親のお尻についているリボンを

ーム﹂は親と子が手をつなぎ︑

親子ゲームの﹁しっぽ取りゲ

生懸命頑張りました︒

ルする﹁パワイ旅行﹂など︑一

イを首にかけ風船を持ってゴー

で松之山保育所の運動会が行わ
れました︒

お父さんやお母さんは︑かわ
いい我が子をカメラやゼデオに
映していました︒

園児たちは楽しい種目に元気

自分の親以外のリボンしか取れ

良くチャレンジし︑ゴール前で
もしばしば見られました︒

げる親と︑なんとかして取ろう

リボンが取られないように逃

ません︒

友達が来るのを待っている光景

年長のきりん組さんたちは︑

とする園児の声が体育館に響き

トンネルくぐりや怪獣の絵を破

のうさぎ組さんたちは︑太鼓だ

ました︒

七月六口夜︑町民体育館で第

四回ながなわとび大会が行われ
ました︒︒

予選には十五チームが参加し︑

ヒ蝦池Aチームが予選第二回目

の試技で︑今までの記録一九八

回を超える一︑一六回を跳び︑新
記録を樹立しました︒

準決勝には十チームが進み︑

一回口で八O回前後を跳んだチ

ームは︑決勝戦にそなえて二回
目を休んでいました︒

決勝戦は六チームで行われ︑

予選で新記録を出した上蝦池A

チームに期待が集まりましたが︑

疲労が激しく残念ながら五位に

終わりました︒

優勝したのは松里ラビッツチ

ームで︑二回目の試技で一六〇

回を跳び二位に大差をつけまし

た︒

▼決勝戦成績

藤日会︵藤倉︶一二二回

一位 松里ラビッツ 一六〇回

二位

L蝦池B

一〇三回

三位

二二六回

▼ジャンプ賞︵予選の成績︶

一位ヒ蝦池A

二位

黒

倉

松里ラビッツ

一一二回

一二八回

︵ス㌧ハージャンプ賞も受賞︶

三位

まわし手と跳び手の呼吸があっていた

台禾

所会
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る﹁怪獣をやっつけろ﹂︑年中
たきやお馬さんに乗る﹁インデ

松里ラビッツチーム

成．／

山

舵

お馬さんに乗ってゴールヘー直線

ながなわとび大会

第5回

大厳寺高原真夏の雪まつり
〜自由の森学園雪上太鼓で幕開け〜

＊

雪上馬そりリレー

＊ 雪上綱引き大会

︑

四興

Q︑鯨

ザ

な．

隅や軍

匹い

彫

懸
畑・ゆ

＊

穴掘りゲーム

＊

岩魚のつかみどり

＊

ウルトラクイズ

＊

ジャンケン大会
いろいろな出店もあります。

ーミOー

お盆の一時をお楽しみください。
（お問い合わせ）

雪の冷たさが気持ちよい雪上綱引き大会

1号車
小谷発10時〜堺松〜新山〜農協
スタンド〜湯山公会堂〜温泉入口

〜農協松里支所〜天水越集会所〜

役場振興課へ（奮6−3131）

最近、いろんな町村で雪を使ったイベントが行われるようになりました。

イベントの規模は別として、町内のどこの地区でも雪を保存しておいて、

7・8月の日曜日には、どこかの地区で雪まつりが行われているようにな
れば、おもしろいなと思いますがいかがでしょうか。
英知を出し合って話し合いませんか。 （振興課商工観光係）

大厳寺高原着10時30分

2号車
中尾集会所発9時50分〜藤倉集
会所〜布川防雪センター〜下蝦池
大宝神社〜五十子平入口〜橋詰久

瀬屋前〜大厳寺高原着10時30分

3号車
旧黒倉分校発10時〜小川屋〜農
協浦田支所〜飯塚建設〜坂中〜田
麦立入口〜台門橋〜大厳寺高原着
10時30分

ヤ

◎帰りは3台とも大厳寺高原を午
後3時30分に出発します。

雪上開放タイムは大にぎわい
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松之山温泉ス キー場

従業員募集
九年目を迎えた松之山温泉ス

キー場︒昨シーズンは四万二千

▼募集人員

一八名程度
▼雇用期間

平成三年十二月一日から

18：28

松之山温泉着

湯沢駅西口発

人のご利用をいただきました︒

、18：25

8：49 16：58
9：54 18：02

平成四年︸二月三十一日

松之山着 10：35

越後湯沢駅発

プンしておりますが︑お客様の

男子 六七〇〇〜
六一〇〇〜

18：22

越後湯沢駅着

着

▼賃金︵H給︶

女．r

18：17

とき406号 とき422号

近年あちこちにスキー場がオー

求めているのは︑施設設備の充

ふれあいが人切なようです︒ス

17：20

上越新幹線

川

実は勿論ですが︑心のつながり︑

︵翻巖羅鶴薙︶
平成三年八月二十六日

▼募集締切り

▼応募先

履歴書一通を持参のト︑役場
総務課行政係 へ
▼問い合せ先

振興課商工観光係

※町内の運行時刻と乗車場所については配布されたチラシや4月号の広報をご覧ください。

17：10

8：30 16：30

18：30

10：40

16：06
湯沢駅西口着

東

キー場で働く人が笑顔で迎えて

くれ︑困った時にすぐ対応して

もらえる︑そんなことです︒松

之山人の持つ﹁人情﹂が大好評
で︑あちこちからメッセ；ジを
いただいております︒

咋年よりH給もアップしまし
た︒応募をお待ちしております︒

▼職種

費六−三一三一

15：33
：33

東京駅発

7：52
7：58
8二18
9：22
一
9：30
発

スキー場リフト・圧雪従業員

上越新幹線

駒7

7

7：20 15：20
7：25 15：25
松之山発

10：27

上野駅着 10：14
東京駅着 10：20

15：46

松之山温泉発

上野駅発
大宮駅発

大宮駅着

15：40

東京→越後湯沢→松之山

川

翻︑∴一

松之山温泉スキー場

とき451号 とき419号

松之山→越後湯沢→東京

東

艮財

て紙無

」

帰省にご利用ください

越後湯沢直通バス

7／1〜8／31

7月の

フオト
ニュース

ー霞Ol

所を火点とした町消防団の地域

ヒ月卜四目の午後︑町内三か

水まで五分以内を目標に手際良

一斉に出動し︑火点到着から放

出火という想定には︑浦田と黒

る想定演習は︑消防団活動のな

口ごろの訓練の成果が問われ

く作業が進められました︒

倉地区が出動し︑東川小学校か

今回は比較的水利に恵まれま

婦人会の皆さんと楽しく歓談するお嫁さんたち

七月九日午後七時三十分より

の畔上靖代さん︑湯之島の妻騨

カラオケが始まると韓国の歌

最後は韓国の民俗衣裳を着た

たりとはしゃいでいました︒

お嫁さんたちが舞踊を披露して

を歌ったり︑歌に合わせて踊っ

浦田に来られたのは早い人で

田麦立の妻島順子さんです︒

三年前︑今年一月に来られた新

容子さん︑中原の村山淑子さん︑

んとの交流会が行われました︒

りしている六人の韓国のお嫁さ

くれ︑盛んな拍手を受けていま

さんたちは上手なH本語で自己

集まり︑招待された六人のお嫁

りのサンドイッチ・寿司・キム

杯から始まり︑用意されたr作

交流会は小さな缶ビールの乾

意気込んでいます︒

のような交流会を開催したいと

成功を納めたので︑今後ともこ

浦田地区では今回の企画が大

した︒

紹介をしました︒

やかに進みました︒

美さん︑佐藤美子さん︑上之山

六人の方々は︑曽根の丸山珠

チ・果物などを食べながらにぎ

会場には六十人の婦人会員が

婚さんもいます︒

浦田克雪センターにおいて︑浦

本番さながらに放水する
田地区婦人会と同地区にお嫁入

浦田地区婦人会と韓国から来たお嫁さん

2大フイーバーの交流会

意してください︒

花火のシーズンですが十分注

ありました︒

ら中継しなければならない所も

したが︑場所によっては遠方か

7かでも一番力が入る訓練です︒

三か所ともサイレンを合図に

之山と三省地区が出動しました︒

学校から出火という想定で︑松

また︑午後三時には 松之山小

松里地区が出動しました︒

ら出火という想定には︑布川と

午後一時︑旧浦田中学校から

想定演習が行われました︒

町消防団想定演習
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楽しい保育所合同ブール

内三保育所の年長組のみなさん

町民プールの幼児プールで︑町

七月二十五日午前十時より︑

を歩いたりしました︒

かけっこや手をつないでプール

最初は水に馴れるため︑水の

がる園児もいましたが︑水遊び

七月二十三日に行われ︑水を怖

また︑年中組の合同プールは

その後︑泳げる園児は自由に

なりました︒

少しづつ遠くまで泳げるように

をしているうちに馴れたのか︑

が合同プールを楽しみました︒

さんや保母さんに手を引かれた

泳ぎ︑まだ泳げない園児は武江

年長組の合同プールは八月一

十分に注意してください︒

で︑川や池の近くで遊ぶときは

夏は水の事故が多発しますの

これは︑園児のうちからプー
り︑友達と追っかけっこをした

ルに親しみ︑少しでも早く泳げ
るようにと計画されたものです︒

目にも行われ︑園児たちは武江

りとはしゃいでいました︒

武江朋枝さんで︑保母さんに負

さんと元気に泳いでいました︒

指導者は大島村教育委員会の

に指導をしました︒

隣の人と話しをしたりとみなさ

で︑班ごとに自己紹介をしたり︑

決まりませんでした︒

ますので︑なかなか発表意見が

それぞれの国で習慣が異なり
七月十九Hから二十一日まで︑

津南町のグリーンピア津南を会

イランから来られた女性が発

表した意見は︑

﹁日本の若者は

プ対抗ゲーム︑グループディス

悪いとわかっていても︑アメリ

グループ行動が多く︑グルー

カッション︑飯．こう炊さんなど

グループディスカッションで

残された文化や伝統がなくなっ

んなことをしていると︑日本に

カの悪い所を真似している︒そ

は︑グループごとに﹁環境問題

てしまう四と︑参加者の心に深

にぎやかでした︒

について﹂︑﹁仕事について﹂︑

く残りました︒

高校生は三日間とも日帰り参

きた国際交流を行いました︒

﹁社会福祉について﹂など五つ

ている留学生や研修生などと生

のテーマの中から一つを選び︑

展してほしいですね︒

まったばかりですが︑大きく発

松之山町の国際交流事業は始

加でしたが︑青年のみなさんは

自国の例をあげて活発な討論を
日本語がある程度通じますの

しました︒

外国青年といっしょに宿泊しま

が参加し︑世界各国から来られ

松之山町からも高校生や青年

催されました︒

グローバル・イン・津南﹂が開

んすぐに打ちとけました︒

幼児プールで楽しく水遊ぴ

場に︑新潟県主催の﹁ふれあい

帳

》鎗
ヤ
＿、一艇雀．畝爺

4在県外国青年とのふれあい

藩貯㌦弩

した︒

9

けないくらい明るく楽しく園児

人類みな兄弟、友達になった方々と楽しいスナッフ

麟総騰・

3

騨り

﹁松之山町の将来を考える﹂

地場産業の育成による就業機会
ロ︑松之山町出身で町外︵県内

イ︑松之山町に住所を有する人︒

IOトOー

彰

一編

︵または図書券︶

三編

︵または図書券︶

四編

ひ応募してください︒

家族で友達同士で考えて︑ぜ

点︑︑つつ掲載予︷疋です︒

四占川は︑卜︼月号の広報から一

また︑H︑取優秀賞及び優秀賞の

される町農業祭で行います︒

表超彰は︑十月二卜七Hに開催

▼その他

︵または図書券︶

賞状と賞金︸万円

優良賞

賞状と賞金三．乃円

優秀賞

賞状と賞金五万円

最優秀賞

とおりです︒

入選作の点数及び表彰は次の

▼表

に︑広報・新聞等で発表する︒

人選者に颪接通知するととも

▼ 入選発表

ます︒

提言・感想文大募集

の確保︑高齢者対策の推進︑地
県外も含む︶在住の人︒

次のいずれかに該当する人︒

域社会環境の整備など総合的な
ハ︑住所のいかんを問わず︑松

松之山町では︑農林業の振興︑

定住条件の整備を図るため︑国
之山町に関心を抱いている人︒

2︑応募原稿の長さ

児童︑中学生︑高校生︒

二︑町内の小学校四年生以ヒの

の地域指定を受け﹁新農村地域
︷疋住促進施策事業 計 画 ﹂ を 樹 立
中です︒

この事業計画の樹立にあたっ

紙で三〜五枚程度︒

タテ書きの四〇〇字詰原稿用

とともに︑地域住民の創意工夫

ては︑地域住民の関心を高める

や積極的な提言を集め︑参考に

原稿には必ず住所︑氏名︑年

﹁提言・感想文募集﹂係

松之山町役場産業課内

新潟県東頸城郡松之山町松之山

〒九四二ー一四

4︑応募原稿の送付先

着とする︒

平成三年九月二十口︵金︶必

3︑応募締め切り

供するものとなっています︒

町では広く町民からの提言︑
感想文を募集します︒

応募方法等は次のとおりです︒

▼提言・感想文の
一アーマ
次のうち︑いずれかのテーマ

ください︒

齢︑職業︑電話番号を明記して

﹁松之山町の将来を考える﹂

を選ぶものとする︒

﹁明日のふるさとづくり︑私は

員会で審査し︑入患作を決定し

する審査委員で構成する審査委

提言・感想文は︑町長が委嘱

▼審 査

γ﹂︾つ田心︾つ﹂

▼募集方法
−︑応募資格

より︑黒倉地内に造られる松之

しー
しラ
i．
Lル
？．・．
﹀
ノ．一トノ
ノ卜
ら砿ノ
ノ卜ノ

っています︒

し︑加熱して使用することにな

出している鉱泉をポンプアップ

松之山町ふるさと
生活体験交流館着工

山町ふるさレ﹂生活体験交流館の

こσ交流館は︑木造一部鉄骨

ます︒

区及び町内の活性化も期待され

民の新たな就業の場ができ︑地

この交流館の完成により︑町

噸迫一．階建約ヒ〇二〇㎡︑四卜人が

地鎮祭が行われました︒

宿泊可能な施設です︒

今年度は交流館の建設工．事︑

鉱泉導人．L事︑水道工事などが

．†成四年．︑一月末︷︑ん成をめ︑ざし︑

現在〃︐心ビッチで．L事が進んでい

行われ︑来年度はミニ畜舎一棟︑

また︑交流館の位置より約八

の．L事が予︷疋されています︒

ふるさと体験農場一ヘタタール

ます︒

OOm．トった谷問の岩肌から湧

・ザー

工事の安全を祈願する黒倉の総代さん

0

・

乗目

泳大会
田辺孝二松之山︶

▼五〇m背泳ぎ

置32りー

▼一〇〇m自由形
1・35・6

・6

・9

2︒︶・3

雛・2

玲・9

・7

▼一〇〇m自由形
佐藤友紀︵浦田︶
▼二五m．平泳ぎ

相沢靖子︵東川︶

▼五〇m平泳ぎ
佐藤友紀︵浦田︶

▼一〇〇m．平泳ぎ
高沢喬．f︵松里︶

▼二五m背泳ぎ
村山久美︵松里︶

◎六年生男子
▼二．五m自由形
高橋佳男︵松里︶

▼五〇m向由形
小野塚良康︵東川︶

の

▼一〇〇m自由形

ホ

④1・33・9

・3

④52・1

25

小野塚和志︵東川︶

▼二五m平泳ぎ
小野塚稔︵東川︶

▼五〇m平泳ぎ
小野塚稔︵東川︶

▼一〇〇m平泳ぎ
相沢政徳︵松之山︶

▼二五m背泳ぎ
渡辺 寛︵松之山︶

渡辺 寛︵松之山︶

▼五〇m背泳ぎ

◎五年生女子
▼二︑互m自由形

丸山淳子︵東川︶
▼．九〇m自由形

高橋妙子︵松里︶

・3

1・23・7

㊧36・1

ぞ

七月二十六H町民プールで︑

第こト一回松之山町学竜親善水
田辺孝一︵松之山︶

︵︒4

・9

・9

．雛轟
瑚
ぐ
4
︑︾

ザ e︸蹴

8
1

泳大会が行われました︒

◎四年生女子

大見千恵子︵東川︶

▼二五m自由形

▼五〇m自由形
小野塚沙織︵東川︶

▼一〇〇m白由形
小野塚沙織︵東川︶
▼二五m．平泳ぎ

村山葉ヂ︵松里︶
▼．五〇m平泳ぎ

小野塚珠恵︵東川︶

▼一〇〇m．平泳ぎ
2・18・7

・6

5

四年生以hの全児童が参加し︑

プ ー ル サ イ ド には各校のテント

ちに声援を送って い ま し た ︒

が張られ︑一生懸命泳ぐ選fた

なお︑学年・男女・種目別と
細かく区分されていますので︑
一位の方のみ掲載しました︒

㊨は新記録を表します︒

また︑男女学年関係なしの二
五︑mバタフライの一位は︑浦田
の久保田宙君︵21秒2﹀でした︒

◎四年生男子
小野塚珠恵︵東川︶
▼二．五m背泳ぎ

志賀亜矢︵松之山︶

▼五〇m背泳ぎ

41・5

19・2

相沢美代子︵松之山︶1・11・0

◎五年生男子

関根 浩︵東川︶

▼二五m自由形

▼五〇m自由形
小野塚和志︵東川︶

⑳

25

l

（￥）

25
16

スタートの一瞬、がんばれ！

8
〔｝

55
l2

39

17

2

43
43

28
27

▼二五m自由形

52・5

村山卓也︵松里︶ ⑳18秒4

▼五〇m自由形
小野 塚允︵東川 ︶

▼﹈OOm自由形

28・1

村山卓也︵松里︶紛丁分43秒6

▼二五m平泳ぎ
涌井喜夫︵松之山︶

▼五〇m平 泳ぎ
涌芽喜夫︵松之山︶ 1・05・1

▼二五m背泳ぎ

1

▼二五m︑平泳ぎ

高橋佳男︵松里︶

▼五〇m平泳ぎ

小野塚将人︵東川︶

▼一〇〇m︑平泳ぎ

21・2

46・7

40・4

17・2

53・9

⑳別・5

小野塚将人︵東川︶㊨1・42・3

▼二五m背泳ぎ

竹内寛揮︵浦田︶

▼五〇m背泳−ぎ

田辺良和︵松之山︶

◎六年生女子

愛︵松里︶

▼二五m自由形

佐藤

佐藤愛︵松里︶

▼五〇m自由形

▼一〇〇m自由形

52・1

2
2・4

1・55・7

50・6

24・0

草村真利．子︵松之山︶1・45・8

笈川志摩︵浦田︶

▼二五m平泳ぎ

小野塚真紀︵東川︶

▼五〇m平泳ぎ

▼一〇〇m平泳ぎ

小野塚真紀︵東川︶

▼二五m背泳ぎ

小口直美︵松之山︶

▼五〇m背泳ぎ

小H直美︵松之山︶

▼男チ束川A

2・50・0

2・40・−

◎二〇〇Mリレー

松里A

▼女子

集落探訪

三号線が集落内を通る︒

地名については地形的な要因︑

すなわち﹁小さな谷﹂に起因す

字苅安・居村地内から縄文中

ると思われる︒

期の土器・石器が出土し︑字長
者原からも縄文早期頃と思われ
る石罷が出土している︒

中世以前の小谷集落の位置に

︑︵一κ九八︶年卜杉景
勝は会津に移封され︑かわって

ーにOー

れた︑運祐神社︵石祠︶と秋葉

道祖神社は宝暦卜一︵一七六

月卜七H︑松之山町内で最初の

明治三十k︵一九〇四︶年九

小谷信用組合

一︶年一．一月の創立と伝えられ︑

信用組合が小谷で設立された︒

社︵石碑︶が鎮座している︒

庚申信仰と深いつながりをもつ

湯山の大ケヤキに次ぐ大きさで︑

二十メートルの巨木である︒

目通り六・三メートル︑樹高約

樹齢は不明だが︑枝は大きく

張り出し樹勢はよい︒

山村にとって信用組合の設立は︑

たが︑銀行等の金融機関がない

明治八︵一八七五︶年四月︑

三省小学校

秋葉社は弘化二︵一八四五︶

小谷の大日堂を借りて三省小学

組合員数四十九人と小さかっ

年三月二十日の小谷村大火︵六

産業の振興・農民の生活改善や

校が開校した︒

猿田彦命を祭神としていた︒

軒焼失︶直後に︑火伏せのため

自立に役立った︒

ず︑昭和三十三年集会所前の防

その後小谷では火災が発生せ

入した︒

信用購買販売利用組合に同年加

大正十一年解散し︑松之山村

校舎新築と︑近代学校制度の発

転し︑翌明治九年八月現在地に

同年十月水梨の阿弥陀堂へ移

創立された．

火用水脇に﹁肖十三年無火災記

越後へ入封した堀秀治は所領の

この時の小谷村検地帳︵写︶

念碑﹂が建立され︑現在も無火

このことから︑白山神社一帯

年二月に町指定文化財となる︒

白山神社境内にあり︑平成三

六十三年の閉校時には九人の児

疎化の進行により激減し︑昭和

最高三百人近くいた児童も過

は古くから集落内の聖地として

検地︵堀検地︶を実施した︒

が現存し︑県内でも数少ない貴

災が続いている︒

足に小さな村は振回された︒

重な史料となっている︒

検地帳に記載されている総筆

．t︽︑

ヘ

！方シ

ン

童しかいなかった︒

数は六十筆で︑家数二軒︑名請

町内にあるケヤキの中では︑

厚く信仰されていたと思われる︒

σ

戸覧ヤ
．﹄八の

ギ︑

こ

二

︑

ー仲 矯方落
﹄︑四集
〜が谷
し︑枝小

卵

︒

人四人︑村高十石一斗六升とな

地名では﹁はくさんた・やし

っている︒

三集落に囲まれた松川ヒ流地域

きた・かわはた・い平・はしば

ついては︑新山・水梨・黒倉の

にあり︑地すべりにより現在の

現在の地名と一致している所は

おち﹂などが記されているが︑

江戸後期から明治時代にかけ

極めて少ない．

白山神社の境内を覆うよう
張り出している大ケヤキは
ボルとして親しまれている

位置に移転したと伝えられる︒

て石油の採掘が盛んに行われた

厚い神社信仰﹂
年七月五日創立と伝えられ︑町

白山神社は天文︑二︵一五三四︶

が︑埋蔵 量 が 少 な か っ た の で 不

採算油井が増加し︑しだいに衰

昭和六十三年春︑︑白年以上の

退した︒

内神社のなかでむ占い．歴史をも

九二二︶年六月十五Hに合祀さ

境内の一画には大正f一︵一

っている︒

歴史を持つ三省小学校が松之山
小学校に統合され︑校舎は啓倫
セミナー ハ ウ ス と し て 若 者 の 研
修所となった︒

・■，

〆・ ・洋

町の北部に位置し︑国道三五

歴史と地陪1﹈ 圃園

一

42

した︒

︒

第．幕葺ー︒り㌧洋

アb迫力髭倒＼五とた
ジノノσメ幽ぶ箔実纏

むから楽しノノ︑︑t

磐縞︑蒔謄及ぶL演を
ヘヒご弛る ︑︑㍉

持つ愛憎を培に響てくれ虫

ミュー ジカル大成功
七月四・夜︑町民体育館繭
嵐誓︑寸ジカル﹁星と波と題
とが上演されました︑

飾には約究・あ馨が
︑レ菱し冑の⁝囲演を今か今
人り ノ・イ ー
の
か と待ちま した
！重

保坂轟講︑．年団轟講
のあいさつが終わると ．硝 季
ラヱクヨし

﹁東洋建設社員寮にて．神びし

える匝が鯵呈した︑
一4︶ー．り・︸課り

︑
函O昏
ト勺
ら也
ヱと異なる︐胃ぴ︐
しドリァ

てし毛た観光董︑そびヤ
馨す莚裟葵一貝︑と︑らに
戴争の爪跡を今も受羅ぐ5

などの誰嘗⁝哲レゼヤさ
︑し・κ月入形セツトに叫
しカ

︑︷ー

㎜

︸

下布川地区

コ︑︑三ニティセンター着工

七月⁝．一日午前卜時より︑卜布

がありますが︑場所が不便なこ

校を利用した公民館の坪野分館

布川地区の↓等地に位置し︑地

今度建設されるセンターは下

理が大変でした︒

とと木造老朽校舎のため維持管

川地区コ︑︑︑−ニティセンターの

地鎮祭が行われました︒

このセンターはト布川地区の

地域活動の拠点施設として計画

され︑鉄骨造︑︑階建．︑四．．㎡の

きます︒

区の方々の利用も大いに期待で

このセンターを一口も早く利

用できるように︑工事が噴調に

進めばよいですね︒

．・砦㌃

ニ智

ヤ
ク﹄

﹄嵐 ．︑︑漣摩醜

軌︑γ

『

しました︒

誉侃七薦方磁えられ
地イ

﹂よ・貨易勾の
・f上︑

︐︑こ丘可写卜唄で当選者を捜

ず
しています．

し当りのあるノレ

彩轟鷺︵占川濠でご連
︐糸

父ロ！＼だ図﹂し

〜
︑

りっぱな建物です︒

また︑運動広場︵ゲートボー

ル場︶も同時に造成されます︒

これらのr事の安全を︑地区

の方々と関係者が祈願しました︒

ド布川地区には︑旧坪野小学

霧診糞暴聡辱轟嚇

聾饗

．驚．溶︑隷響眉﹁︑

ぎlr葱婿箏

ガ・
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工事の安全を祈願する関係者

壌の広場疲場執しい旅

麟耀▼倉「量捜・，▼墨

〜﹄﹄幸よ﹁ジャングルのなカ．
刑引

＼と題し︑迷い込んだジャン

そして人惜力
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お礼を述べる
保坂青年団長
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国民健康保険・国民年金

国保制度に
ご協力を
国保は︑わたしたちが病気や

けがをしたとき︑安心して医師
にかかれるよう︑わたしたちの

この大切な制度は︑みなさんの

健康を守ってくれる制度です︒

協力や理解があってはじめて健
全に運営されるものです︒

国保制度を維持していくため

looNOー

業運営を妨げることにもなりま
すので︑期日どおりに納めるよ
うにしましよう︒

平成一一一年度

保険税率決まる

7月から
新しい保険税
七月から新しい保険税の納付
書が︑みなさんのお手元に届け

なお︑保険税についてくわし

くお知りになりたい方は︑住民

課福祉係へお問合わせください︒

保険証と︑退職者制度の保険証

九月一日から国民健康保険の

保険証の
更新について
す︒これら四つの合計額が今年

を決める税率は別表のとおりで

が﹁みず色﹂にかわります︒

られていますが︑今年度の税額

度の保険税です︒七月からの保

今年度の正式な保険税が決ま

税率は前年度と同率です︒

りました︒

ましょ・つ︒

心がけ︑保険税の値上げを防ぎ

気をつけ医療費の節約・健康に

診をできるだけ避け︑お互いに

また︑深夜・休日・時間外受

わないようにしましょう︒

をするようなムダな医療費を使

したり︑不必要なクスリねだり

ためにも︑お医者さんを転々と

必要な治療が十分に受けられる

一人一人が必要な時︑本当に

医療費の節約を
心がけ︑保険税の
値上げを防ごう

を通しておこないます︒

更新は八月末に集落総代さん

さい︒

使用できませんのでご注意くだ

険証は︑八月三十一日かぎりで

今までの﹁クリーム色﹂の保

険税は﹁暫定保険税﹂を差引い

最高限度額は四十四万円です︒

一世帯あたりの年間保険税の

て決定しています︒

保険税は前年分の所得・固︷疋

資産税などを﹁賦課基準﹂とし

このため︑前年の所得が決定

ています︒

所得の低い世帯には保険税が軽

には︑︐みなさんより納めていた

するまでの四月から六月までは

平成3年度国保税率表

だく保険税が基本になります︒

納められた保険税は国の補助金

減されます︒

−

暫定保険税となっています︒

1万円に対し481円

などとともに︑医療費や助産費︑

葬祭費などの給付費用として用
タロ

︵．Q窃

・麟

艶

いられ︑みなさんの健康を守る

ための医療費の貴重な財源とな
ります︒

保険税の額は︑基本的には︑

その年の医療費がどのくらいに

なるかを予測した上で税額が決
︷疋されます︒

医療費がふえれば当然保険税
もふえることになります︒

そのため日ごろから健康に心
がけ︑医療費の節約をしましょ
・っ︒

また︑保険税を納めることは
被保険者の義務であり︑納めな
い人がいるど他の加入者に迷惑

がかかるだけでなく︑国保の事

1世帯当り
20，600円

平等割

固定資産税額
100
1万円に対し4，302円
加入者1人分
18，500円
2人の場合は37，000円
均等割

43．02

資産割

所得金額

4．81
100

所得割

明
説

率
税
区 分

ε

1
一入麟夢

44

来年度から
一部負担金の

保険者徴収廃止

㎜

老人保健受給者は今までと変 ㎜

度額だけを納めていただきます︒㎜

わりありません︒

受診ごとに一部負担金を支払

はじめて厚生年金や国民年金

ときなどは︑市町村役場に提出

退職して国民年金に加入する

年金手帳を大切に
に加入すると︑オレンジ色の﹁年

なお︑年金手帳を二冊以上持
っていたり︑なくしてしまった

することになります︒

うのは大変かもしれま せ ん が ︑

号が記入されており︑番号は一

りしたときは︑速やかに手続き
を行ってください︒

また︑年金手帳には︑国民年

ときや︑国民年金に加入してい

ですから︑勤め先が変わった

の記録を︑ご自身で記入してお

人生の節目である就職・退職

金や厚生年金の加入状況を記録

高額療養費の自己負担限度額

た方が勤めたときは︑最初に交

なっています︒

金制度で共通に使用することに

また︑この手帳は︑二つの年

年金手帳にはあなたの記号番

いままで医療機関で診療を受

費がかかっているかわかります

逆に一回の受診でどれだけ医療

生変わσません︒

金手帳﹂が交付されます︒

けた時︑窓口で一部負担金を支

ので便利かもしれません︒

すが︑国民健康保険法の改正に

払ってこなくてもよかったので
より平成四年四月一日受診分か

高額療養費が
改正されまし た

ら保険者徴収制度が廃止されま

したがって︑来年度からは診
が改正され︑五月一日よヴ受診

付された年金手帳を勤め先に提

税

非

57，000

33，000

31，800

22，200

行 課
税

23，400

﹁国民年金委員﹂さ

国民年金の加入者・受給者の
みなさん︑

んをご存知ですか？
﹁年金は

そこが委員さんのお宅です︒

相談したいことがあるが忙し

くて役場に行けないとか︑役場

けてみてください︒

が遠いなどのときには︑声をか

現在松之山町では十四名の年

ないことがあってもそのままに

います︒

している方もいらっしゃると思

難しい﹂と思い込んで︑わから

みなさんの中には︑

れているお宅がありましたら︑

この手帳は︑いろいろな届け出

や年金の相談・照会・請求をす

﹁年金手

るときに︑ぜひとも必要なもの

年金を受けるまで︑

です︒

帳﹂を大切に保管しましょう︒

しくお願いします︒

して︑国民年金委員さんをよろ

あなたの身近な年金相談員と

を受けて活躍しています︒

ています︶さんが︑知事の委嘱

金委員︵民生委員さんが兼務し

国民年金委員さんをご存知ですか？

年金の身分証明書ともいえる

する欄があります︒

療を受けた際は必ず窓口で一部
された医療費から対象となりま

す︒

負担金を納めることになります︒

課

出してください︒

くとよいでしょう︒

なお︑高額療養費支給該当者

薬だけを電話でお願いした時

へは︑従来どおり役場から通知

（多数該当）

いたします︒

課

33，600

現

34，800円

正 課

そんなときに気軽に相談にの

民
年
金
委
員
新潟県
国

も︑薬を受け取る時に一部負担

非

金を納めることになります︒

税

60，000円
改

ってくださる方が︑身近におら
れる年金委員さんです︒

みなさんのご近所で︑玄関口
に図のようなステッカーが貼ら

㊥・

改正内容は表のとおりです︒

税

入院等で一部負担金が高額療

該当3ケ月未満 該当4ケ月から
区分

幽

一

す︒

吋

−
一，
■
「
一
一
，
雷■一
一F 一
ρ
一r
一
輯，

一， 層
一一
一一
一，
ρ一，
甲
r一
一
一
P8

一

養費に該晋する場合は︑負担限

高額療養費の改正

ヒ月．一卜四日から歴史教室が

1①トOI

期及び平安〜戦国期の土器等が

また︑縄文時代の後期から晩

ことがわかりました︒

当日の講師は︑町史で考古原

出土する西之前遺跡は︑松之山

はじまりました︒

始を担当した秦繁治先生で︑ユ

町の古代を解明する重要な遺跡

西之前遺跡は古代交通路と思

ーモアをまじえながら二時間ほ

われる︑柏崎〜深坂峠〜飯山方

であることもわかりました︒

松之山町の歴史は意外に古く︑

ど話してくれました︒

縄文時代中期・後期の遺跡が多

面と高田〜鼻毛峠〜魚沼方面の

十字路に位置し︑しかも渋海川

数発見されています︒

代表的な遺跡は黒倉のト文字

これらの遺跡から出七する土器

一つ説明してくれました︒

作が行われていたことなど一つ

の氾濫原を利用して古くから稲

の模様や石器の材質をくわしく

みなさんも参加しませんか︒

遺跡と三桶の深田遺跡ですが︑

分析すると︑北陸系・関東系・

くわしくは公民館まで︒

︐理事︶

絵画と書道で九割を占め︑あと

しかし︑出品の内訳をみると

を授賞しています︒

上の作品が出晶され︑数々の賞

松之山町からは毎年四十点以

会会員︶

宮下正己氏︵日本写真家協

○写真部門

早川素秋氏︵日本書道教育

o害道部門

村山 陽氏︵県美術家連盟

o絵画及び彫塑・工芸部門

なお︑審査員は次の方々です︒

東北系の三系統が混在している

第十回東頸城郡美術展が十月
十八日から二十日までの三日間︑
牧村民体育館で開催されます︒

郡内に住民登録または︑勤務
地を有する高校生以Lであれば
出品できます︒

出品点数は一人三点以内で︑

絵画︑彫塑・工芸︑番道︑写真
の四部門になっています︒

作品の搬入は︑十月七Hから
十一日の間に地元公民館へお持
ちください︒

審査は十月十六日の午前巾に

点・奨励賞三点以内が決まり︑

9︑部門は毎年二〜三点位と非

行われ︑各部門ごとに郡展賞一

賞状及び賞品が授与されます︒

磁還、．羅，
出品してみませんか︒

る方︑未発表の作品がある方は

彫塑・工芸︑写百．ハに興味のあ

内︶︑仮表装以上︵仮巻きは

額は幅一八二㎝×縦七六㎝以

七六㎝×縦一八二㎝以内︑横

を添付すること︒

▼写真部門

ル表装または額装のこと︒

七三㎝×一〇三㎝以内のパネ

白黒・カラーともサイズは︑

き五〇号以内︑但し日本画は

彫刻︑塑像︑漆芸︑金工︑木

一枚の写真のサイズは八ツ切

ネル表装︵額装は不可︶で︑

×︵九〇㎝〜一〇三㎝︶のパ

組写真は︵六〇㎝〜七三㎝︶

工︑竹工︑その他︑常識以L

くわしくは公民館まで︒

り以上とする．

▼書道部門

の大きさを越えないこと︒

▼彫塑・工芸部門

縦・横とも二一三㎝以内︶

H本画︑洋画︑版画︵額縁つ

▼絵画部門

◎未発表作品に限る︒

不可︶とし︑必ず所定の釈文

字句︑書体は自由︵縦額は幅

松之山の歴史』をくわしく説明ぞる

出品基準

常にアンバランスです︒

▼〃

。

鴫

6

が汗びっしょりになります︒

エアロビクス教室
毎週木曜日夜八時から約一時

一年問楽しく過ごさせて頂き︑

咋年から始まったこの教室︑

ェックし︑足踏みからはじめ簡

拍数を数えてその日の体調をチ

わせてあるのか︑まず白分の脈

ながら横になってリラックス︒

最後は︑素晴らしい曲を聞き

ながら元の体調に〃

りした動きとストレッチを加え

エアロビクス教室に参加して

また︑芸能祭で夢の様な新風が

単なステップを加えて︑とにか

けなくなり︑笑い声が聞こえ︑

になると手と足と頭がついてい

一参加者より

かけてみませんか︒

もしよかったらみなさんも出

し︑いい汗を流しております︒

人会金︑夏目漱石さんに感謝

す︒

て頂き︑一時間の予定が終了で

康管理に対するアドバイスをし

その後いつも一言︑私達の健

か？

家庭でこんな時間がもてます

高の時間です︒

女性にとって︑私にとって最

しと

起こり︑身も心も若返った様な

く足を休ませずに一時間︒

その間︑講師のトモチさんの

年でした︒

動きに真剣についていく．︑．

十一月で一休みをして︑五月
下句から今年は講師に地元の若

いこうとしていると体からはい

体もだんだん軽くなり︑気分

さあふれるさわやかな黒谷村の

い汗が流れだし︑気分は最高と

間︑自然休養村センターでエア

高橋トモ子さんにお願いし︑い

なります︒

も爽快︒

軽快なリズムに合わせて︑ワ

い汗と笑いにつつまれながら楽

ロビクス教室が行われています︒

昨年から始まった教室で︑初
イワイ・ガヤガヤとにぎやかな

しいひとときを過ごしています︒

きの程度をチェックして今度は

エアロビクスと聞くと︑テレ

おもわず顔を見合わせて納得し

少し速い動きとなり︑そのころ

ビなどで拝見する姿︵？︶や動き

て動きだす．

すね︒

途中でまた脈拍数を計り︑動

レッスン風景︒

ストレス解消と健康づくりに

評です︒

自分の健康管理にも役立ち︑

最適な︑エアロビクス教室に参

簡単な内容を説明しておきま

心者でも気軽に参加できると好

普段使用しない筋肉も動かしま
加しませんか︒

ろん動きやすければよし︑肝心

を思い浮べますが︑服装はもち

それから︑だんだんとゆっく

めに食べるようにしてください︒

な動きは私達の年齢と体型に合

生モノは買ってきたら常温で

調理中に生肉や魚介類を取り扱

▼加熱と冷却

長く放置せず︑早く調理し︑早

日本の夏は高温多湿で食中毒

ったあとは︑石鹸でよく手を洗

く︑セ氏六十五度以上に加熱す

ほとんどの食中毒菌は熱に弱

菌が増殖しやすく︑食品の取り

うようにしてください︒

食器やまな板︑ふきんなどの

扱いをおろそかにすると︑食巾
毒事故の発生につながります︒

煮沸や消毒薬で消毒し︑保管し

とができます︒

ると︑食中毒菌の増殖を防ぐこ

また︑セ氏五度以下に冷却す

ると死滅します︒

てください︒

調理器日．ハを使用した後は︑熱湯

ポイントをみてみましょう︒

▼迅速

食中毒を防ぐための︑三つの

▼清潔

調理の前はもちろんのこと︑

7

すので︑終了するころには全身

ゆっくり動いても汗が流れてきます

一日農政局

活発な討論が行われることと思

これらの問題が取り上げられ︑

ます︒

業は重大な岐路に立たされてい

松之山町で開催
九月三日︵火︶午後一時より︑

町民体育館において一日農政局
が開催されます︒

北陸農政局の局長及び幹部職

ーOooOー

という言葉を聞い

覚せい剤
覚せい剤
たことがありますか︒

たとえ聞いたとしても︑おそ
らく私には関係がないと思って
いる人が多いのではないでしょ
うか︒

覚せい剤の乱用は少しずつ〜

油断は禁物です！

どなたも自由に傍聴できます

般社会に広がり始めています︒

います︒

出先機関の長など多数出席し︑

ので︑おさそい合わせのうえご

員︑県の農林水産関係・国県の

東頸城郡内の代表者と．北陸地
来場ください︒

千人もの人が覚せい剤を持った

平成二年中︑全国で約︸万五

域の振興と農村地域の活性化に
時

▼日

り︑使ったりして検挙され︑県
内でも七〇人近くが検挙されて
います︒

検挙された人を見ますと次の
ような特徴があります︒

1繰り返し検挙されている人が
多い︒

覚げい扇は︑繰り返し使用し
たくなる性質︵依存性︶が非常
に強く働きます︒

シンナーは絶対ダメ
います︒

3凶悪犯罪を引き起こすもとに
なつている︒

覚せい剤の使用を重ねること
によって精神錯乱状態になり︑

こします︒

殺人・放火などの凶悪犯罪を起

4金銭乱費から家庭が崩壊する︒

覚せい剤購入資金を作るため
家財道具を売り払ったり︑サラ

金などから借金を重ねるなどし
て家庭が崩壊します︒

シンナー︵接着剤など︶も覚
せい剤と同じように︑中毒症状

となってしまいます︒

が進むと脳や身体を破壊し廃人

友人の誘いや好奇心から︑︼

回だけのつもりが乱用への深み

また︑空前の海外旅行ブーム︒

につながることもあります︒

このところ︑海外の旅行先で
一般の人がいろいろな薬物を使
用するケースがあります︒

薬物乱用が引き起こす︑社会
への害悪ははかり知れないもの
となっています︒

おかしいなと思ったら︑最寄

鼻︒

●薬力勲フ」れ・ると苦しんノごり、

●

りの警察署へ連絡してください︒

いる。」「殺される。」など

裂状態となり、「追われて

く混濁している。

使用するうちに︑中毒者・廃
人となって行くのです︒

2暴力団の資金源となっている︒

覚せい剤は︑一回分︵耳かき
⁝杯分位︶が四千円前後と非常

に高価ですが︑仕入値はこの十

分の一位の価格で︑その利益は

暴力団の大きな資金源になって

●胃や肝臓が悪く、歯が抜

ついて﹂の話し合いが行われま

お願いします。

●幻覚、妄想により精神分

ll

る。

けている。

乞

●眼球に生気がなく、黄色

夢遊病者のようになる。
●発作的に乱暴な態度をと

が荒れている。

九月︸一︼日︵火︶午後一時〜

ご迷惑をおかけしますが、ご協力を

●手足力fふるえている。

●肌に弾力がなく、特に唇

畦須

●腕などに注射痕がある。

所

9月4日は兎口の露天風呂「翠の湯」

す︒

旅館・飲食店・温泉センターは休み
になりますので注意してください。
但し、植木屋旅館とゆのしまは営業

▼場

が休みです。

米の僧由化問題︑生産者全体

9月2日・3日は温泉街の一斉休業

〜行動的特徴〜

〜身体的特徴〜

松之山町民体育館

します。

の高齢化︑後継者不足︑未整備

日です。

●必要以トにキョロキョロ
して落ち善きがない。

●顔色が悪くやせている。

地︑低い生産性など︑山問地農

温泉街一斉休業日
のお知らせ

異常な言動をする。
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②受付場所

消防本部総務課企画人事係
⑥郵送の場合

覚正常︑聴カー左右正常︒

六二円切手を貼ったあて先明記

表に﹁受験申込﹂と朱書きし︑

申し込みは書留とし︑封筒の
︵身体に障害があり︑消防職員
の返信用封筒を同封すること︒

あて先

〒九四三

かれます︒︶

ヒ越市北城町一f一六ー↓

部総務課企画人事係

上越地域消防事務組合消防本

▼試験科目︑日時及び合格発表
⁝試験科目︵第一次試験︶

高等学校卒業程度の一般教養

情報システム

︑

船舶運航システム

約一五名

約五〇名

約八五名

直江津航路標識事務所

上越市港町一ー一一ー二〇

〒九四二

▼お問い合せ先

手当等があります︒

われるほか︑扶養・期末・勤勉

学生採用当初から給与が支払

▼給与

海洋科学システム

海上保安︵大学校・学校︶学生募集
▼受付期問
九月五日︵木︶〜十八日︵水︶

▼受験資格

昭和四十三年四月二日︵大学
校学生は︑昭和四十六年四月二

日︶以降に生まれた方で︑高等
学校を卒業した者または来年三

高等専門学校三学年修了及び

月卒業見込みの者︒

来年三月卒業見込みの者

◆作品の受付

平成四年度採用上越地域

若干名

として適さないと認める者は徐

消防事務組合消防職員募集
上越地域消防事務組合では︑
平成四年度採用の消防職員を募
集しています︒

男子

▼職種及び採用予定人員

消防吏員
▼受験資格

学歴及び年齢
▼その他

▼採用予定数

グループ・団体・会社・学校・個人を問いません。

作文︑適性試験︑体力検査

くわしいことは︑消防本部総

◆応募方法

昭和四十六年四月二日以降に
ω試験日

◆応募作品

生まれた者で︑学校教育法によ

含〇二五五ー四三ー四二一〇

審査委員会で審査し、ビデオ大賞1点、ビデオ優秀賞

約五〇名

平成3年10月31日まで随時受付

大学校学生

◆審査及び表彰

務課企画人事係まで︒

参してください。

平成三年九月二十二日︵日︶

作品に応募申込書（あるいは住所・氏名・職業・年齢

る高等学校を卒業した者︑また

電話・タイトル・説明文を明記）をつけて送付または持

学校学生

◆応募資格

費〇二五五−二五f︼㎝九九

原則として5分以内の完成した作品とします。

⑥試験会場

品を募集します。

は平成四年三月に卒業見込みの

◆テーマ

上越地域消防事務組合消防本
部︵ヒ越市北城町︶

を迎えます。

男子

ω住所等の条件
㈲合格発表

◆応募先・問い合わせ先

組合管内︵上越市・新井市・

〒951新潟市川岸町1−49

十月ヒ旬︑受験者全員に合●
否を通知します︒

なお︑第こ次試験は第一次試
験合格者に期臼・場所を通知し︑
面接試験を実施します︒

10点を決定し本人に直接通知します。

東頸城郡・中頸城郡・名立町︶
に住所または本籍を有する者︒

⑬身体基準

身長ー﹃六〇㎝以上︑体重ー
五五㎏以ヒ︑胸囲ー身長の概
▼受験手続き

消防本部及び消防署︑分遣所

q受験申込用紙の交付

（内容は自由）
「わたしの撮ったにいがた」

以L︑視カー
両眼とも裸眼視力0・
㎝︑︸以ヒを有し︑色

台025−230−1600

91にいがたビデオ大賞」の応募作
これを記念して、「

S・べ一ター等何でも結構です。
H
ビデオの種類はV

申込時に高等学校在学者はこ
の用紙は不要です︒学校所定の
用紙を使用してください︒

ω受付期間

9

K新潟放送局は、平成3年11月11日に開局60周年
H
N

K新潟放送局「，91にいがたビデオ大賞」係

H

N

平成三年八月二十六H︵月︶

カら九月六口︵金︶まで

●

qD

叡

る指導を強化する︒

◎危険物施設の防火︑防災に係

確認等を徹底させる︒

の取り扱い︑

◎学校施設利用者に対し︑

夏季火災予防運動．
夏休み・お盆を迎え︑帰省客

や避暑観光客等で︑当松之山町
も人口が急激に増加するととも
に︑火気を取り扱う機会が多く

なり︑火災の多発が憂慮され首
ことから︑この時期における火

災の防止を図ることを目的に実
施しています︒

◎花火シーズンのため︑子供の

火遊びによる火災の防止に努
める︒

◎帰省客等に係る火気使用機会

が多くなることから︑安全な
火気の取り扱いに努める︒

に消防用設備等の維持管理に

◎旅館等における火気管理並び

努める︒

醗8／1〜

∫

∀

から正しく理解してもらうため

救急医療・救急業務をみなさん

毎年九月九日を救急の日とし︑

知ってますか ﹁救急の日﹂

ご︒

1

応急手当の講習会は分遣所へ

設けられています︒

ーFooOl

・廓
ロ

谷

保坂

鈴木

詠人知らず

よみひと

武雄

俊一

短かき生命に輝きともす︐

ロ

樗

ひ

︵三枚田︶

︵栄屋︶

と

俳

句

ひとはけ

灰色に一刷黒き梅雨の空

まん丸の日輪現はれ梅雨明けり

天水越

佐藤

高歩

病葉や突込むごとく川に落つ

長梅雨に畑の雑草頭を去らず

安吾碑え近道の畦百合の花

中尾高橋春光子

滝克ゆる新屋に日帰り湯治かな

︵上内屋︶

︵平吉︶

◎多くの方のご寄稿をお待ちし

ています︒
ど

なお︑難解な漢字にはふりが

や

黒倉草村正孝︵

なを付けてください︒

訪ねれば想い出の郷違い過ぎ

力

タ立ちのあがりて残る虹の橋

小

翅あるものは軽やかに飛ぶ

青稲の匂ひをはこぶ風涼し

暗中界は誰の葬式

融襯と読経の洩るる輝の穴

銀粉を刷く青き節ふし

まっすぐに伸び極まりし若竹の

松

姿をかえて形をかえて

白雲の流れね早く大富士の

語り伝えし諺多く

大富士にかかりし雲を占いて

頂きの上に白雲かかる

梅雨晴れの大富士の峰すそ分けて

富士五湖の旅より

短コ

どこか似て唄もそこそこ旅荘の女将
一枚田︶

孝

8／31
元気
撃

鞭

「訟
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君記

塗

糖権

伽

一皇︑

㌧φ︑皿

∩

癖村

ゆ・曲

響

β

どうぞ

菰

溝。

︑交

生通
発交

種
各

て

を

死受

前

西

し ま した

実施していただけに本当に残念です。

夏休み・お盆と交通量が多くなり、子供の事故も心配されます。

⁝︑ C

︺

p

≦癖Aー

︹

；

＝ −

u

︑ノの

r
一
バ
．㎝2 4

鰹

■

デ
二．﹄ノナ

馨一

＼

し彗

／

p﹄

町では交通事故防止を目的とした交通安全ミニ教室を、希望する
集落ごとに開催しています。
教室の内容は映画視聴が主ですので、気軽に参加できます。

希望される集落がございましたら、集落の交通安全協会役員さ入
または役場の総務課行政係にご連絡ください。

賢

白

切

断
を

防
ぎ
な
力薗

ら

白
の

aO●2
a

八 し−

7月号の答え

a

O）

2

●●
●0

イ

0③
0

rノ

ノ・

＿乙

冴・

〜＼

卜

一艮『

リ

ヌ

ノレ

黒先生き（1手だけ）

眼
も

詰碁の解答を募集してい

奪 正解者
︑そんな一

石二鳥の好手を見つけ出すのがポイントです︒

黒1のコスミがうまい手︒白2とヌカれて失敗に

みえますが︑さらに黒3と打つのが好手で︑白はい

つまでたってもaと切れない仕掛けです︒

そして気がついたら︑カケメ︒うまいものですね︒
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ノ㍉

時ご

ヒ日

1Q黛
寸認選

日午後

寸

月

全ミニ教室を開こう
ろ町

／皆∠課

う

村山

盈六−二三三〇

バ

ー

ノ

演溢

．鶴づ／

囎

薔緊︑〃﹃

μ

ρ

伸（湯

本）

久保田光栄（天水島）

ます。8月26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

．土曜閉庁

8月10日・24日
9月14日・28日

※出生・死亡・婚姻の届はできます

79歳（坂

ーNooOー

田中チヨさん

︷

勤＼炉

︑︑

▼7月のできごと

編集後記

七月は各種のスポーツ大会が

開催されましたが︑メインの町
民体育大会が中止になり少し残

地区．ことに何回も練習し︑大

念でした︒

いますが︑天の気まぐれには勝

会当口を心待ちにしていたと思

ミュージカル上演

4日

日

国保運営協議会

第7回町民つな引き大会

編集／総務課

佐藤

O︶

費六−一二一一二一

発行／新潟県松之山町

平成三年八月十日発行

広報まつのやま八月号

▲は減

︵︶内は七月一日との比較

世帯数／一︑一六九︵

女／一︑九二七︵▲二︶

男／一︑八四三︵▲一︶

総人目／三︑七七〇︵▲三︶

八月一日の人口

十分注意してください︒

松之山の道に不慣れな県外ナ
ンバーの車が多数入ってきます
ので︑交通事故に遭わないよう

増します︒

さて︑八月は夏休みシーズン︒
お盆を迎えると町の人口は倍

の苦労がしのばれます︒

具・テント・白線を見ると︑何
日も前から準備していた人たち

町民グランドに用意された道

てませんでした︒

6日 第4回ながなわとび大会
H日 町高齢者スポーツ大会

日 町消防団想定演習

日

防除班長会議

日 議会臨時会

口

H 献血︵浦田・松里︶
U 老人クラブ連合会結成25

農業委員会総会

年金相談

周年記八・心大会

制H

▼8月の予定

リハビリ教室︵合同︶

厳寺高原・25日も有︶

ゾート縦断ゲーム

ハビリ教室︵すこやか

町民ミニバレーボール大

H真夏の雪まつり

町大リリ会町真、7

題：相沢先生
64歳（西之前）新屋

3日 真夏かま／・ら塾

7H

立候補予定者説明会

︵5日まで浦田︶

9日

目

口日
H

儂イ響燃凝f鯖謡腱です）
3・7・13
3・7・28
中）新屋

南雲機一さん

30 29 26 23 18 16 14

14
18149
目H日

18

2421

31

（死亡年月日）

お《栖み（露亡）

航

ン

竹内寛揮くん

（生年月日）

6 年

おめでた（陛）

年美
4映
内
竹

観光

（豊田泥ノ木）

佐藤俊夫さんの三男（天水越）3・6・19
章裕ちゃん

簿

響
り

（（e

v

鱒雰鰍濡嘱難論窓です）
瑚

命

題：お城
（坂中糀屋）

得訟

つ

※7月1日から31日までの届出分です。
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