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IFF

点．堂 で 松 之 山 保 欝 所 の お 遊 戯 ︑ ︷

十乙月二十繍ギ荊︑松之山公
ずみのすもうし︑りす・ひよこ

きのこやぎ﹂︑うさぎ組は﹁ね

きりん継は﹁おおかみと七ひ

踊った﹁講城轡の狸ばやし﹂は

お母さんたちがタヌキの格好で

こらされており︑兎熱と湯山の

圏圏翻強蟻耀羅藤誘遊戯会
が行われ豪した︒

きりん組の鯛︑丸は︑おおかみ

ぎ組やりす組にお兄さんお姉さ

ンの演饗や鼓隊を披露し︑うさ

また︑きりん組はメロデイオ

圏陀にも大受けでした︑

が倒したドアの大きな轟激に慣︶や

なお︑松璽保蕎所は十︸月二

ん︶警禄を見せました．

十七鷺︑浦照保欝漸は軒．月九

としているので保母さんが﹁逃

ぎたちが鷺き︑逃げないでじっ

をヒ罫に演じました︒

組は﹁ぞ︶のはなはなぜながい﹂

オ！プニングは園兜全興によ

で︑お遊戯が終ると大さ︑vな欝や・

るお遊戯﹁ドラゴ亙〆ボールz紅

﹁はじめのことば︸を冗︑︑いっ

ばいに誘いました︒

げて！﹂と叫ぶハプニングもあ

お遊戯会の荊半は歌で︑購隠
たちは保母さんが演奏するすル

覇にお遊戯銭葎︑∬いました．

赤いドレスで構熱的なフラメン篇を踊りました

りました︒

父母の館し物はどれも趣尚が

懸

ガンの膏が闘えないほど大きな
声で歌っていました︑

歌が終るとお遊戯で︑組ごと

．瀧難

灘

着物姿で踊る様子はまるで鴛本人形のようでした

撒

．』罐

叢

︑鑛墜

サラダ牽勇士トマトマン

に男女に分かれてお遊戯を楽し

阜

養欝︐

頭にトマトのへたを乗せた

んでいました．

一 番小さなりす組と未満兜の

覇

耀醗

灘覇

ひよこ組は︑男の子が﹁サラダ

﹁みんなかわいい兎さん観をい

↑鶉恋トマトマン﹂︑女の子が

衣裳も曲目紅禽わせて薫夫し

っしょ に 踊 り ま し た 血

った﹁剣を花に代えしでは風蕪

てあり︑きりん組の矯の子が踊

後半は麟や父母の出し物で︑

敷を袴にしていました．

忘れていないかどうか心醗ぶ︑う

灘鋤嚢

糠

保母さんたちは圏箆がせりふを

でした．

雛灘
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幽留鞭獲祭

個人碕窺発蓑は忠留叢の犠さ

くんが神欝を勤めました．

繍という講隈がついてい肇したや

き︑⁝人煮分位の持ち鋳闘で⁝

んが騒磯に選んだチーマ紅暴づ

ら昧わってもらおう鮎二種類一

校体膏館で︑出村留掌窯の穏聖さ

歳た︑おでん・焼きそば・焼

牽︸絹二十二繕︑照浦灘騨．〜

ん臓よる収穫祭が行われ家した︒

き鳥・愛媛麟箏憩ー名物じゃこ
天などの轡りが食欲をそそり︑

ってしまったと反憲する態徒も

なり︑蛾を探すことが醗究とな

翻作麟﹁松之由の農業と暮し

いました︑

の歴吏砿は︑松之撫購史を参彰

磁山留熱棄識興でストーリーを暫

訊ーモアたつぷりの方難簸勺楽し

謄代続禽わせた衣裳や道翼︑

えたそうです︑

らつたものを灘乎紅濠とめてい

なお︑以繭松之山へ撫栂留掌

そうに演じていました︑

ユニ⁝クな醗究としては軸弓

ました．

したり︑農蒙の人から教えても

るものが多く︑登下校蒔に観察

研究内．総は蟹かな霞然に醐す

堂と発褒し談した︒

どは由欝魔の家嫉が大

紡諮めかけ︑購購からベザーの

家族へのぬ璽として持妻帰る入

収穫惚

縷備をしたり︑．鵡規んの姪込み
もいました︒

肇の皆さん

をしたりと大忙しでした幻

ステージでは山

が覇鞭な太鼓と踊りを披露し︑

午麟十蒋の欄場ととも紅︑待
ちかねていた人たちが蚤∬ーナ

午後は千鹸こ蓉や建踏み脱穀

盛んな抽事を受けザ︑いました︒

した子供や父母も参繍しダしおり︑

二分の一から十分の︸の最物が

お滋謡にな︑た受入れ農家の入

ーヘドッと押響せ︑特ー締髄の

の硯號し︑﹁蛾の劔窺しなどがあ

矢の概究恥︑﹁テントウ虫の羽紋

の脱穀作

した︑

たちと懐かしそうに謡していま

機を使って︑醤なが

り︑蛾の観発を轟剣に醐始した

多数競べられたバザ⁝会溝は大

峯後二蒔より神事が始濠り︑

業を体験しました瀞

焼きたてバンコーナー

変な混雑ぷりでした必
荻た︑

ぬ

ころには蛾があ濠り兜られなく

ダ

並べた品物が全部売切れたバザー

松之山中学絞一館熱の欝茶竃薩

駁穫を祝うめでたい踊ηの「ハネ篇」

も嬉評で︑少しでも多くの方か

榊晦の 懸ぎ
、．暴鯉

噸︑

講鰐

︑驚

︑額舞
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▼注雪道路関係

IqF

ものは︑あらかじめ甥って補

ゆ除醤作業により破撮しやすい

いまザので濾意してください︒

うに滑りやすい状態となって

饗期聞の足を確保謬除雲誰画
ここ繭・鴛年閥は暖冬少彫翁で︑

大変過ごしやすい冬が続いてい
圧雲については︑各地区ごと

強するようにしてくださいの

に醍置されている保安要鱒が︑

八ムの瀞i事駕使って行い豪す︑

今冬の長期予報は大雪の恐れ

ます︒

があると予報していますが︑製

◎道路に顔した家の撰根の粥ド

い︒落としても人や毒が通行

にしたがい︑むやみに落さな

ろしは︑区長さんなどの指1

その総麺長は二八・三㎞とな

▼除雪にご協力を

っています︒

は緯ってみないと大蟹なのか小
スキ⁝場などは鞭がなければ

豪ふのかわかりません︒

囲りますが︑大多数の町幾の方
は一旧でも嚢が降らないでほし

鯉道はスリッブ事故が多発し

できるようにしておくこと︒

さない除狂雷作業をするため︑

に十分淀意し︑城道ではエンジ

ますので︑スピードの出し過ぎ

少しでも早く︑豪た事故を起
次の点に黛をつけてください︒

いと願っています︒

⑨除雪の臆磁となる道絡上の夜

十一月黒十鷺の除蟹対策会議
で今冬の除嚢計醸が鋭明され︑

けてください︒

ンブレーキを使用するよう心が

間駐壌は絶対にしないこと︑
◎除騰雪牽には近づかない臼

いつ漸が降ってもいいように除
霧体舗が整備されました︑

麟艦燵町⑳下水道

くなり︑繊んぽにかける水もき

れいな水となり米もおいしノ＼

私たちは︑鷺常生活や祉会活

動の中でたくさんの水を使って

カジカやホタルが焦息できる清

ここで縫われた水をそのまま

汚れを増していくだけでなく︑

管漉氷へ焦活雑緋水と汚水を流す

飲食鷹簿は︑三年以内滋下水道

艇理区域内の各家巌・箏粟所・

下水道の供用が闘始されると︑

やがては盤活に必要なきれいな

こと紀なり︑衛盤的で奥いや汚

さが感じられない清潔な盗活環

下水道が整備されると︑蚊や

め紀生まれた施設が下水遭です．

質にするために必要な水の鍛は

イワナやヤマメが焦患できる水

る生瀬雑緋水を絹に流した場合︑

皆さんがなにげなく流してい

境となり豪す．

ハエの発生源となっていた測溝

甥褒のとおりです︒

汚れた水をきれいにしていくた

なままで使うことができるよう︑

必要な水をいつまでもきれい

とが難しくなり豪すひ

水が欲しいときに乎に入れるこ

自然に瀧し続けると︑川や海は

流にもどります︒

います︒
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コ
鳳

や小河川の汚い水がほとんどな

サ

鱒に除磐薩後の蹄懸は氷のよ

覇趨︑

も蕉

イワナやヤマメが生息できる
水質に必要な水の量

▼国県道関係
町内を縦翼博る國道一流三・

鰻○鶯弩線︑県遵上越安塚松之

麺擾は三⁝二濃㎞

顯縁概柵3｛）碗

60杯分

藍塵塑

i風鼠桶

となっており︑二車線または⁝

汚れのもと慶霧鵠垂
㎜に

撫線等の除

雪道は危険がいっぱいです
十分気をつけてください
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車線の確保を目標に除蟹が行わ

遭誰鷹
響

（20塾の

れます︒

▼町道等除雪関係

轟響

澱

26杯分

牛乳：頒

、

購道松代松之山線等の除霧計

醐の延擾は獲九・○㎞で︑雛無
より○︒六㎞砥幕ハされること紅
なりました︒

廿
500認i鳳呂桶830杯分

濾

風呂桶 i2杯分
昧囎汁一杯

懸
懸
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2出場報告
スポレクしまねラ9
丘山司郎

き

さて︑第鷺髄金國スポ茎ツレ

安筒松之由分校
・響年は隠予選の繭に在建蕊を

鍮挫し︑満建に練翌ができま葱
クリェ︸シ簿ン祭は︑十縛十七

顯から二十臼まで︑秋たけなわ

⁝○Omと二〇

全國には凄い人たちがたくさ

の由陰島根凝で調かれました︑

私は今驚も︑

んいます︒

爾方とも組では二位に入りま

〇mに出場し濠した︒

篶場轡の実力は伯仲しており︑

︐錨響翻劃

一十繍女醐松之山分校で醐縫さ

が︑蝦後は審奮愚の心をつかん

讐癒も相漫難しかったようです

県網繊蘭糠幾叢議蒸慧糞誘簗灘議鍛欝懸松
十一月二十一繊︑籍潟驚のア

ストの内容と岡じものを発褒し

れた︑校内鰻認スピーチ篇ンテ

だ人が上位に入りました︑

ップル外吾観光カレッジで︑第

塞した．

牽購回県蕩校鈷英雛スピーチ∬

夢盆由縫麻曲巳さ

金凝汽十数名の臨轟蕎のなか

ンテストが調縫されました．

かー︑松．㈹

ん︑佐藤楽灘美さんを禽む十二

名が一次審奄を通過し︑本選で
見事なスピーチを披露しました︒

姓︑滑りかさなどにポイントを

コンテストではスビーチの内
容︑発．銭︑講えかけるカ︑独麟

おい吋︑審嶽が行われ︑︸人汽分

間のスピーチはアッという間に

由欝さんと儀藤さんは︑九月

終ってしまいました︒

各家庭に届け象す︒

場禽．

︸
︸

︷豊！⁝髪⁝︸奎⁝葦藍⁝⁝皇⁝§

欝鱗鍍蘇園鋸懲募蒙穰漢罎
松之由・松羅・浦照の各保脊

墨保奮勝

松之由保欝所

漏十鳳人

縢十戴人

務蕎︵父母︶の謙税額によっ

準額褒．駄よる弗慰帯の扶養義

▼入勝基準

て決まり豪寛．

麟の暴準にもとづいた臨の基
松

▼保賓料

三歳莞以上の皆さんには案内

．︷烈人

▼各保育所定員

書をさしあげますが︑来満晃の

田保膏駈

方紅ついては特劉嶽案内は出し

費編ハー黒一

．⁝︸

でお問い合わせください︒

くわしくは︑役場の福観係忌
の保薄に欠ける場︑︒

○保護餐が労働￠従璽し︑幼驚

脊所︑または役場の編祉係に串

○保酸溜が挽儒等のため︑貌幼
兇の保欝に欠ける場禽︒

○その徳︑騎長が必要と認める
入所決建通簿は︑

し込んでください．
︑月と旬に．

方は⁝月︑一牽欝︵水︶談でに各保

謹せんので︑入所を締鯉される

を幕集しています︒

灘
浦

所では︑軍成五年度の入所醐兆

入賞を響ぶ山qさんく左）と佐藤さんく右）

んでした．

そのため︑塞大会への出場を
なかば諦めていたのですが︑侮

︑輔位ノ耀三

特に一〇〇mがきつくて︑ ㎜

とか勝つことができました︒

位の私﹄が十三秒六︑

秒七︑．⁝位が十三秒八と︑縁と

したが︑全体では︸○Omは十
黒秒五九で牽位︑瓢○Om⁝は二

んどダンゴレ⁝スでした︒

全麟大会に臨むに当って︑醗

はありませんか︒

崩岬
よって︑健康で畏生きしようで
︸
㎜

⁝
卿
ことができ濠した︒
脚
⁝
醐
持てるカをすべて出しきり︑ 榊
全力で逢ったあとには疲労感よ ⁝
︸
りも爽快感が残りました︑
⁝
㎜
スポレク祭典の螺標は︑だれ
︸
でもいつでもどこでも気軽にで ⁝
︸
奏る熱涯スポーツです︒
㎜
一塀
購幾の皆さん︑特に中・燭葎
︸
の皆さん︑もっと積極酌にスポ 皿
一
ーツを楽しみませんか︒
㎜
適度なスポ！ツをやることに ㎜

鳶︸○Omで二十八秒を切る﹂

しかし︑目標の一つであった

した． ︵いずれも電動計時﹀

牽七秒九六でやっと八位入賞で

分の饒甥をいただきました︒

轟蜀︑公鋭館︑体脊協会より遍

ナイ︑ター野球の瀞ンゴーズの

評ームメイトからは寄せ醗奏の
レタックスと︑松之山名物しん
こ餅を送っていただきました︑

それが我が新潟県チームに大

きな役翻を粟してくれ豪した︒

好評で︑チームワ奪ク強化に大

また︑私のクラスの松隅︸年
熱全舞が寄せ灘きの激励電報を
送ってくれました︒
県選善鑓か﹄．は︑松之山の人

たちは心温い人が多いと大変羨
ましがられました︒

皆さん︑取当鱒ありがとうご
ざいました︒
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皆さんもマタタビの栽培をしませんか
深山ヘマタタビ採り．楠鴛って

も人が採った後だっ．たり︑蒔難

が禽わず紀少ししか採れないこ
とが多く︑舞憩照十黒年ごろか
ら試行錯譲で裁培を垂めました鵬

オス木ばか9穂えたので闘・
五館たっても実がな・ンず︑雌雄

異株ということを総つて近漸の

方からメス木の披を分けてもら
いましたQ

今では灘十枝ほどの繊株を醤
理しています登

春先紅棚に上げて欝照・遜風
を幾くし︑要には周翻の箪を刈
ったり株元から餓る太い勢を切
ったりします︒

花は梅爾畷に咲き︑⁝∵黒遡

藥が落らる晩秋には一溢大切

閥後には震の収穫ができます︒

な披の翼．羅をします．

今銀震をつけた枝や落枝の下

菰脊たもの︷籔け枝︶は︑枝
が弱っているので切って捨てま

株元よりにたどつていくと必

す．

これが巌年花を︶ける結果枝外︑

ず太い生き盤きした嫉があり︑

すので残します．

農地転用許可を忘れずに

約灘−無かかり︑それから農漿婁

灘擁淋除外の許鰐が趨る家でば

佐藤饒士

農地に建物を建てる場心や︑

蝿会を通して県知纂鵬転羅串講

農業委翼

は︑農地転用ヂ醇を憂けなけれ

農叢以外に蹴地を利用ザる場禽

農灘婁興孤に畢難臓相談して／︑

たり転用のを醸があり求したら︑

農叢撰興地域内紅鍵物を建て

をすることになり濠す︑

二〇〇鍵以内であれば農業婁鍛

農地慰作雛醗を建てる場操︑

ばなりません︒

会への搦出だけで済みますが︑

ださい︒

また︑転罵ギ写があっても転

⁝臓建物を建てると農叢以外に

用の騰的と異なる場為︐は︑変更

判用されることもありますので︑

許可が必要となり豪すので波慧

してください︒

作業勝の場禽でも転用許翼を愛

なぜ︑霞刀の土地紅自分の建

けてください︒

でしょうか鞭

物を建てるの紅警欝が必要なの

饅地法頓は︑優良農地の確保

と農業龍麗力の維持により農桑

罎漿以外への農地利用が矛懸な

経浄の安．疋を図るという︸爾と︑

くく環的紅行われるよう続する

後蕎の目的が達戚されるよう

という⁝藤もあります窃

に︑転絹酸醇纂準があり濠すの

まκ︑襲地が農簗擾興地域内

で画倒がらず拭憂けてください︒

紅ある場禽は農振除外の墾続き

農振除外の受付は年闘闘磐＼

が必要です．

二稽・烈舅・八潟・牽一月です︒

じ

粉と
てさ
思の・
しています

髪講騰鴇馨
段当り鍍い斜藤糊してマタタビ磁輪

6

▼未支給隼金

よう︒

年金受給養が死亡したときは速やかに横け出を
﹁年

不毒にして︑年金を受けてい
る方が寵くなったときは︑

死亡した方範支給すべき年金
る場禽︑邊族の方は楽隻給年金

で︑支給 さ れ て い な い 年 金 が あ

奪金は︑死亡した魁の分まで

ければなり蜜せん．

金受給権叢死U麟しを擬串しな

心文払われることになってい求す磁

講塞できる遣族は︑死鴬した

できます．

としてこの年金を受けることが

この鰯け串が遅れると︑死亡
いが熱じてしまいます︑

した後も続けて支払われ︑過払
とぎに生計を共にしヅ︑いた①醗

︵○数掌は謝

偶警②子供③父愚④孫⑤襟父母
⑥兄弟妹妹です︑

この過払いとなった年金は︑

趨族の方に返していただかなけ
求脅の麟位︶

係藻でお闘い禽わせください︑

くわしくは︑役圭の麟幾年金

ればなりません︒

このようなことが起こ ない

蛇獄を騨け︑凍った部分にタ

▼凍結して水が串ないとき

⑪北陶きのところにあるもの窃

▼凍織しやすい水道

轍道騰継灘腰灌薬懇
冬になって餓瀟がマイナス麟

熱湯を急轍かけたりすると︑

くりかける︑

らヌルマ湯をまんべんなくゆっ

オルか布をかぶせ︑蛇撒の方か

⑬簾外にあるもの︒

の︒

⑪騰当りの強いところにあるも

⑪水遵管がむき出し紅なってい

メーター︑蛇欝が凍って︑水が

℃以下になると︑給水管や敷道

出なくなったり破裂したりする

ひび翻れや破裂を趨すことがあ

⑪蔑架水槽紀水を送る給水管．

るもの︑

水遵の凍結慕故が急ー多くなウ
擦さは水遜の大敵です︒

豪す︒

止水穣を闇めて︑破裂・ひび

▼破裂やひび割れしたとき

翻れした擶漸に擶かテ喜プをし

り或ヤサ グ

っかりと巻きつけ︑肥急夢当を

▼凍結を防ぐ鵜は

窃︑あるいは専胴の保滋樗を

⑪給水管や舵臓紅は布切れや屯

してから︑修理業餐臓すぐ連絡

凍結による水道管の破裂・漏

になってから発 兇されることが

水は知らないう書ほ発鑑し︑春

巻き︑灘れないように上から

してください︒

漏水

は水遜料金に撫簾され

ります．

ビニールテープをすき閥なく

O

︑︑

溌

︸

︾ O

救轟ハ⁝よ瓢一瓢︸

O

O

牲．︑蝋抽億

O

問い禽わせは水遜係まで停

巻く．

嚇切れなどの保湿材が灘れな

⑨水道メーターボックス内には︑

ますので︑漏水を趨こさないよ
う十分濡意してください︒

いようにビニ︸ル袋などに入

▼簡単に漏水を知る方法
⑪療中の蛇欝を全部醗めたの滋︑

れて︑承遵メーターを保護す

れずに水抜きをする︒

ている蒙庭では︑寝る前に忘

⑪水鍍き栓・不凍水栓を使用し

る．

水一遭メーターの懸︷形をしたパ

イ鶯ットマークが隅転する︒

⑪蛇欝や壁に葺をあてるとシュ
⁝という膏がする︒

る壁やはめ板がいつも灘れて

＠奮所や総搬などの醗管してあ

時承を流して葡く︒

⑪寒い鰻は蛇鶯を少し鯛け︑常

作業所・叢庫等に水道が引い

⑬冬期聞留守になる家︑または

いる．

⑪給水管が埋めてある付近や承

Q

よう︑速やかに煽け出をし謹し

給与所侮蕎で陣来調整される

國撮年金保険料は所得から控除されます
今驚も斯得税の年来調整︑恥脊

方は︑忘れず紅︑漉続きを行って
くだ慈い︒

。蓬事噺

われる學簾になりました．

躍興隼金の保険料は︑漸得税
や驚町村畏税を算繍する際に︑

藻し引かれ憲

全額が社金保険料控除の対象と
して謙税勝得か

控除の対象となるのは︑今館

す．

︸舘闇韓納めた保険料の禽漸で︑

道メーターボックスのまわり

てある所は鴛雛をしめる︒

0

〃

⑨へ万

あ・

がいつも濡れている．
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遺嵌の来納保険料や免除期間の
遣納保険料も対象になります．

⑨医？

ス

ー寸P

れ︑漉防ポンプの水が上がるま

A麟の演欝でも消火穣が使わ

ました︒

し︑簗落内に消火栓が設置され

昨無の十二月に簡易水遵が．罵成

水利紅恵まれませんでしたが︑

窯蝦池は．聞台にあり︑今まで

斎に放水しました︒

鋤作で次々とホースを展開し一

上鰐池で消防分団査察
秋季火災予防運動厳終嚴の牽
一月一讐︑上蝦池で濾防の分繊

奮察想定溝醤が行われ︑第五分

ーコも

腿及び松之山分遣所が参撫しま

演灘は午蔀八蒋三牽分︑上鰻

㌔乱ナ轟

池共同農作婁醗の籾乾燥機付近
の異常乾燥涯

での初期消火罵として十分な威

悪報発含中︑風速紙mの爾薦の

より出火︑折か

風にあおられ︑付近の幾蟹に飛

出さないよう注意してください︒

機会が多くなりますが︑火覇を

寒い冬を迎え暖騰器興を使う

力を発揮しました︑

禽図のサイレンと岡時に溝防

われました︒

火の恐れカあるという想定で行

懸が患動し︑建翼たちは機敏な

一斉放水をする第5分団の皆さん
創立酉㎜↑周無記念式典が開催

十一月⁝矯松之山小学校で︑

は豊かな霞然鷺闘まれ︑販も勉

心を忘れてしまいます様皆評．ん

まれた環境で欝つと︑我慢．響る

いという意昧です︒物質的に恵

校魯や校私が侮回も変わりまし

環大輔懲が︑

方々が大勢参列しました︑

禽館で鰭家り︑PTA・地薩の

式典はギ繭九聴黛十分より体

これからも一生懸命頑張ってく

塗に適した校禽で拝んでい濠す︒

自然を愛する心は変わ鯵ません︒

たが︑友を愛し︑挙狡を愛し︑

﹁蕪坂磁寮にが上演されました沿

式典が終ると︑艶童たちの綱

のことばを述べました．

ましたが︑心のこもったメッセ

蟻作さんは都ム謎により欠鯖され

また︑絵欝を霧贈㌔れた樋口

なで仲嵐く勉強します凶と．び

私達の母校．斡誇りを持ち︑みん

泓念の謬を寄贈した相沢龍鶉
さんは︑ ﹁松之由小学校には二

とのふれあいを大切にしてほし

寄贈した講鰹寛仁温恵鮎は︑人

年閣の商等科だけ通掌しました︒

した．

ださい一と⁝児童たちを励ましま

﹁百⁝↑葎の閥に

憾童を代嚢して晃童塗擾の樋

ージを送ってくれました︒

されました．

2松之山小学校創立百二十周年記念
記念の書を寄贈された相沢龍雪さん

のト闘
月オユ．

フニ

し

4

8

においに食欲が刺激港れたのか︑

人が擾い列をつくり︑轡ばしい

袋におさまりました勢

約欝騨閥で工○○㎏近い肉が欝

刺され︑朝から炭火でゆつく触

繭十一欝紅は︑二〇〇人以上の

フェスティバルが始⁝まった午

と焼かれました︒

浦田牛丸焼きフエスティバル

十︸月十烈醸︑照浦照㌻掌校
体欝館で浦田牛汽焼きフェスブ
イバルが行われました︒

半舞にされた隼は特大の繕に

十一月⁝牽欝︑小釜第一トン

第一トンネルは今年の九月二

ネルの貫通式が行われ窪した︒

ずか二か月で︸縢難鵜掘ってし

十脳費に安全祈瀬祭を行い︑わ

霞通点にセットされた掘離機

まいました︒

のスイッチが入れられると︑大
きな音とともに壁に穴が闘け・﹄

れ︑太陽の光がトンネル内紅射
翼逓薫では滲列潔が握乎をし︑

し込みました︑

予運より皐い鐸通を欝びました︒

拍夢と第い声が響いていました黎

後は兇童たちの禽奏︑やゆかいな

ちの会話が始豪ると会場は大爆

したもの櫛＼おじいさんと娘た

のよめごしは瞬内の蕾藷を翻に

轟瀦

纏繍︑︑醸覇鯛覇．

大爆笑の5・6年生麟「さる酒」

︑葵． 舞

1時間程で20躰導もの肉が食べられてしまいました

鍵

『藤融繍繍、雛i灘翻灘羅繍

灘・．，．i裳．、、、、

『鱗簿

4小谷第一トンネル貫通式

十⁝月一鰻︑葉瞬小学校で文
午繭は掌校繊で収穫されたモ

笑となり象した︒

麟が演じられ︑会場鵜は大きな

5ゆかいな東川小学校文化祭

貫通点で握手をし貫通を：霧ぴました
蒋に︑一二 無盤の鯛﹁さる

9

化祭が行われました︒

チ米を縫ってモチつき大会︑隼

触

3

繍

−ーーーーー ミー⁝ーi⁝ーーーーーー罷ーーー

集落探訪
からは薪となる雑木のほかに輿

1口F

被轡といえる︒

諏訪神樵︵祭神・建卿名方f︾

及び阿弥陀堂の創豆年月は不鰐

弩

ふ﹂Ψ−戸矯う

笄隔o

汽十子平の鬼門神︵石塔︶は

野メ妻Lコ㌧議ノ

講邸晒︵地すベリ晶離の照村一から︑は

昭顧．．レ九年の建立で︑集落の

撚豪れている︑

あウ︑うっそうとした杉木立に

陶弥陀堂跡は残十子︒単の薙地

建︑蚤晦を知る人の議では︑

れた︒

北東の表鬼門と岡じように扱わ

購晒の方角は裏鬼門に当たり︑

内に瀧られている︒

北東︶に位置する諏訪神被の境

近く磁あり︑観．讐の持鴬とし

陰鵬道では︑鬼が繊入りする

て集落難の寄り断となっていた︒

しかし︑元禄十一︵二粍八︶

という丑・寅の方魚︵北東Vを

である．

奪の検地帳続は除地記録があ雛︑

質な木材が切り出され︑近隣の
村々にとっては窯の由であった︒

名ー毬
町の棄部︑璽川下流奮樺．獲

悪み鎌った︒

神を総るのは大変で一括して醗

集落内の答蟹々噛＼個々に鬼門

の

がはっきりする︑

位鷺を特定すれば蕎館城の金容

﹁城かんしがあり︑この地私の

横に﹁城か〜婁敷幅︑小掌名に

八○﹀年の五十子平村紙照検地

かわからないが︑安永九ハ一七

蕎館城の聡餓はどこにあった

構が確認できる︒

を中心に鰹堀・削雛率地などの遺

位罎痩る山城で︑王郭︵本丸﹀

葛館城跡は五十子平欝大滝に

とレ・つ

ム

いうことで︑ここ㎞建！ごれた

神社の境内の方が認りやすいと

ったが︑襲鬼門に位蟹する諏訪

たる坪野寄りに建立すべきであ

添来ならば︑北東の方角に当

ること続なった︒

談た︑村紅災難が及ばないよ

江︑騨鯖期以爾の創立であること

諏訪神社は集落繭方の隅台に

カわかる︑

明治二十二︵一八八九︶年の

天明五葎照月二十灘︑大轟．醐響

う北巣の方角に塚や搭を建ヅ︑鬼

に位置し︑集落中央を県道五十

その後の禽欝や購鋼施行により

購穏鰯施行時には霜揖村に鵬し︑

松之山購大字置十子平となった︒

子平籔︑田線が通る ．

地名の鐵来は不明だが︑五十

曝駄遺澱い観集︸

とともに地すべりが発生し︑字

落センタ！が完成した．

昭勲鷺ハ牽一無︑

子平の﹁子﹂を﹁戸﹂と入れかえる

と︑五十戸が五つほどの︸平地が

あったとも籍んられる泳

瀧式な集落名は﹁いがごだい
ら﹂だが︑購内では通常﹁いな
上趨季との境慮頂に．陶館城跡

雛

があ触︑甕堀艦郭などの遺構が

蓄屡敷にあった機村は直盤を疑

ごだいらしといわれている券

残っている．

村人は崩れゆく家や繊畑の復

けた．

繍をあきらめ︑理筏の集落地に

天明鶯く一七八汽︶年︑高館

が字憲殿敷紅あった鱒栂を︑藤繋

城跡付近から始まった地すべり

繍村移転することを決めた．

中に黒十軒の象が麗成した．

縁て移転作業が進められ︑十月

近隣の村々からノ央！の協力を

し︑全村環筏地紅移転した葛録
が残つている︒

豪た︑集落の対摩にある﹁か

字衛騰敷では脅でも小燭模な

にかけ山しは︑露︑・︑から鷺十子

平村・下蝦池村・坂下村などの

地すべりが発窯しているが︑愈
人達︶蕃耀に比べれば微々たる

村移︑転という大打雛を憂けた先

入金地で︑たびたび境界争いが

古文灘︐によれば︑かにかけ由

発生しξいた︒

集落南方の高台にある諏訪神社は杉木立に囲まれ、
境内には鬼門神（石塔）が肥られている

O

猿翻資穫の繭叢綱懲慈職講縷

覇︑欄︑繋︑謝剰慧端鶴︐選ぽ鵜戴鑛諜協勇を羅

⁝・婁⁝ミ髪︷⁝美

交覇︸藝故やいろいろな犯擢の

⁝

選ばれることがあるかも

差蕃§⁝⁝⁝荏︸垂蓬︷︸
︸
ザ

皿

奄縣

の代衷としてこの仕蕪にご協力

しれませんが︑そのと愚は購筏

趨薮一は︑選鯵権を奮す

霞垂轍あったが︑横蹴ーがその

検

§⁝⁝︸き⁝キ書雪善⁝⁝⁝⁝⁝⁝ー豊⁝⁝⁝

事件を戴遡にかけてくれない．

諏ら︒

叩︑麟驚の申から7＼じ言じiー

償郊資産︵欝叢網の機械など︶

の納税義務のある方は︑簿年一

れた牽⁝人の検察．欝癒鱒がいわ

醐照櫨繊譲畿煮．

濠た︑鱗却︑︑罫嚢轍繊．簿夢ると

説畷嚢壌⁝件難○○糧

⑪上︑興紙を用いた受瑠証明欝

︵婚姻・離婚・難子縁絹・餐挙

費○酬戴滋ー

書⁝⁝蔓葦講襯

隈⁝蕊︑六〇

でお問い禽わせください︑

くわしくは︑役場の鍮鋭係ま

⑪繍灘・その惣の鍵類の鱒覧
灘類一件三〇〇円

⁝通岬︑ ︒○○円

離縁・認織の麟磁﹀

皿
一
︸

モ豪

部内︶へお闘い合わせ♂・だ審い．

事務燭ハ新潟地方裁潤醗赫繋又

くわしくは︑

くだ葵い︒

思われる灘．醗痴所霧しザ︑いるが

不溝をお持鈍の方

蜜た︑いっか皆さんも検華審

相談くだ鯨・﹀い︑

は︑織田検察審鐵 郵務覇にご

このよう

どうも納／轡できない︑

遡肺揖環霧駅有する資趨壱瞭畏

が翼偉を趨講皿し癒かつたこと

︵戴判紅かけない．︸と︶のよし

してい豪す︑

あしを蟹奮するのを熱な仕璽と

謙明

ゆ除籍に記載した襲︑項鵜騨する

醗潟麟露鞭鮭隠騰馨晒騰購懸徽瞬醗屡爾髄懸醗
単成烈年醒擁鳳鷺か♂ア籍・

その弛の醗類の詑載籔癒の畿

■除籍鐸の謄添・抄添簿の弁数料

明鍵鱒

⑬十館袈彰については︑購の鎌

藝象せん．

般の麟罠を代褒し災︑鹸察

ば

．︑︶・逮

用紙の麟かない方︑串魚灘の記

烹

に蜘Ψ撫享してい ただく．扁と隷な っ

税務係︵費六ー

入露嫌︷がわからない方は役場の

該嶽する方は︑ド成菰葬︸耀
絡してください︑

てい藪ザ泰

二十鑓濠轡︑に必ず︑寧欝しでくだ

秀︶

美多毒⁝美多茎多聖多茎⁝︷⁝善⁝︷ーききき⁝壽ーき⁝壬⁝き季翼き峯⁝︸亨多垂き⁝乎き茅⁝︷・蓬⁝⁝髪⁝︸季手−峯き⁝葦⁝⁝よ

交灘蜜全協会では︑優斑ハ

運転為︑籔の褒彰を次のとお鞍翼

︸遜照○○円

⑪鵬出・購謂の受理窪たは麟轡︑

一逓も○○湾

が次のように改建され象す．
轍．蝉籍の謄抄本

勲舞女蕉麗転センタ⁝が瓢明

ゆ除籍の騰抄本

施します︑

する﹁運転瓢録舐明蕪

謬晒避籍に記載した纂項に闘する

一逓三〇〇円

要で牟ので︑購講聴紅七〇〇

が必

円の拳数料を納付しず︑くださ

該繍される方は各簗︑羅の︑父逸

事務燭︵総鋒裂背政係︶よ9串

安全繍会代議愚︑または役場内

羅明事項囲締薫○○円

い．︿轍かの表影は無料です︶

談明

︐樫用紙をもらつてください．

だ麟．ヒ行け卑もワ鷺騰

藩⁝︸i旨

⁝簗︵縫︶脳○○円

部の写し

脚潟が鑑登認謡数料が 澱蒲紛叢覇
濠たは︸

響蕎葛轄難塗馨マ設i灘

▽提出㌶限及び問い合わせ先
単成闘驚十二擁．牽二縫ハ火︶

まで紅役場内翼務騰︵徹六ー

畢成鶯年〜月一撰から登記簿
の謄本．簿の夢数料が次のよう盗

⁝枚瞬○○円

⑬地図または建物勝荘泌の閲覧

⁝件照○○円

くわしくは︑紙潟地方法務燭

鋤即鑑の証明慧

へお問い奮わせくだ惑い．

松代繊張勝ハ貿七⁝二〇鰍︸︶

ご』鳶浅 ツ漢糞1ごデつカ￡

利禽ク極澱くいハ濾譲求

▼表彰の種刷

難撃・牽葎

滋一︑．．︑︶へ提綴して／︑だぶ

秘

改建され塞♂︒

⁝通八○○円

⑪登記簿の謄塞・抄塞・登難事

璃蔽明澱

触襲件︸脳○○門

鑛難記簿濠たはその附屡無類の
鵜覧

暴堺求籟考響嫉嚢雛
迄穴人の 帰塞穫簗
窃携難羅嚢ぞ禽総籔

幽騒

⑪地図または建物勝筏麟の衰離

巌撃腺講，懸報

畷寮醗人発毒こで灘繊

②優叢運転讐表彰

傭鰻霧運転餐褒彰
十五︑募二一十郷二．卦烈葎・

黒牽年・縢駈年
▼表彰要件
⑬交通費全協鴻の為．翼であるこ
し煽

⑬無嬢∴故無違反である轡︸と

＠嚢滋馨は滋軍から十無5牽菰軍

塾騰・

召

と 段階的に烹がり︑いきなり

上紘の褒彰を澤けることはで

で姦ボを闘ゆ報

幽

十一月十薫績︑覇幾体膏館で

1㊤F

十一月闘繊夜︑・町観体脊館で

︵⁝ハ人一制︶が㌍脊われました︒

第新三測購長杯バレーポール大
ム獣

婦人バレーボ⁝ル潮体諏父歓為欝が

大会紀は六チ⁝ムが滲加し︑

行われました︒

お母さんたちは子供たちの声

れる腐校盤チ薯ムでした療

体力に自儒がある轟校挑チー

そのうちの鰻チームは蕃さあふ

ムは強烈なスパイクを連発しま

を次々紅決めていました︑

また︑ファインプレーがでる

援を受け︑スパイクやブ臓ック

と報手チーノからも拍手が送ら

ニ位

松代高校Bチーム

1NKAKUSチーム

第九回跡ゲートボール大会が行

牽一月九磁︑町鶏グランドで

ニ位

⁝位

黒禽キングスチ⁝ム

松之山Aチーム

上嚇短Aチーム

大会が行われ︑松之山町からは

厭村で郡交通安全ゲートボール

また︑十月二十︸鷺磁は浦川

黒位

た十聴︑︑ヂームが謡舶し︑寒さを

松之山チームと駕乎チ⁝ムが滲

大会には各地黙から選扱され

われました︒

騰灘購購醸躍騰膿縢ー蔭

ムにあと一歩及びませんでした︒

したが︑技とうまさの鷺鄭黄ー

位 ︷舞勢会Bチーム

成績は次のとおりです心

三位

浦欄チ⁝ム

位松婁チ⁝ム

成績は次のとおりです．

れました．

︸
擶翅チーム

ニ 位

松之山チーム

十︸月二十二黛︑牧村蔑体欝

位

十︸月二十鷺爾︑浦川原村畏

大会が行われ︑松之由町からは

館で近隣婦人バレーポール親善

三

ボール大会が行われ︑松之山範

松之山チームが参撫しました．

れ象し〜．

爾チームの成績は︑松之由チ

瀦しました︒

吹き飛ばすように熱戦が展醐さ
め︑中頸城郡の三和轡などから

決勝戦ま雨のため蜜内に．職翼

この火套は東頚城郡内をはじ

試禽は全蟹ルールの部と東頻

となり豪したが︑選蕃並び頓審

チームは決勝トーナメントの一

ームが予選ゾ欝ックニ泣︑斑雰

松之山チームは決勝トーナメ

と精神で寒さ壱聡れて顧張つて

判麟の鷹さんは︑繕順鍛えた体

も滲趨がある広域的な大皇です︒

ントの一園戦で優勝チ⁝ムと対

かれて行われ︑LLシスタ⁝ズ

戦し︑シーソ⁝ゲームを展瀾し

した．

闘戦で惰しく灸負けてし濠いま

は全麟ルールの部に繊場し︑強

成纏は次のとおりです．

いました︒

剛チームを次々と破り見露∴位

ました︒

ましたが嫉しくも負けてしまい
来舘も頑張ってください．

に輝きました︑

城ルールの部のニプ欝ックに分

参捌しました︑

からはLLシスターズチームが

体薄鰭で郡親善嬬人ミニバレ⁝

敢闘灘

一

蘇 倫しす・（購節

2

会凝の皆さんの温かいご協力
で︑十⁝月家でに三十六測の皿教

蜜を闘くこ と が で き ま し た ︒
教窯の雰撚籔はとても明る〜＼

これから塞格的な降霧期を迎え
ます︒

ハ︐年の教麗は十二月十セ田を

最終懸とし︑霧が降り止む二月
なお︑来年は三月から始める

宋まで休み濠す︑

方には改めてお願いの連絡をさ

なお︑婦入会の集落金長さん

段級差があっても互角の対局が

級差につき︸馨置かれるので︑

︸位南雲購夫︵三級・松之由町︶

▼βヅロックΩ〜綴．級︶

十⁝月二十三霞︑松代購総禽

蕊位久保田光栄く一級・松之霞購︶

二位轡野礼司︵鷺級・大鶴柑︶

センターで東頸城郡翻碁大会が

成績は次のとおりです︒

多く箆られました心

クに分かれて熱戦を展開しまし

㎜闘催され︑段級ごとに三ブ貿ッ

篇位嵩橋溝筑盆級・松代堰

⁝位大見慶介︵八級・松之由町︸

三位小欝竹造盆級松之山町︶

Cブロック︵鰻級以下︶

二位贋塚事嚢︵黒段・松之山町︶

▼Aブロック︵窟段鞍﹀

磁位古沢勝く四段・浦斑原村︶

対矯相乎は自由に選べ︑各人

た．

が戴簡づつ対鰯を行い︑その勝

一位武江健︸︵霞段・火島村︶

㎜段

敬で順位を決めましたが︑

松口膏年の家でモチつきと歓

ぼ

艮い機会ですので︑曼け入れが

ており︑お互いの友好を深める

大晦繕はホ妻ムスティとなっ

︵︶は篠泊売

フリ︸タイム︑見送り

騰懸潟鰹鍛羅ー遷濃濃薇國際炎溌・羅辮饗灘鎌裟鑛蒙樂
今年も葎兼から年始にかけて︑

町轡年懸密催の圏際交流イベン

迎蛮︵松口膏年の象︶

スキー︑温東︑ホ⁝ムスティ

▼牽二月蕊十︸β

先で舘取り︵ホームスティ︶

子列壌は二十八顧のみ騰泊とな

七照・二十八顧の黛繍問︑雪ん

どなたでも窃由に参撫でき豪す︒

また︑歓送迎余やスキーには

してください︒

斑能な家の方は公罠館まで連絡

町膏郊鑓では︑海外留掌生の

▼欄月榊覆

盗活を理解し友好を深めたいと

初誌︑年始︑スキー︑留学薫
会︵松庸轡無の家︶

の麟の料理を食べながら送劉

十二月二十六籏から二十九揖

五年盤とスキーや雪上レクリェ

七十人が松之由を訪れ︑町内の

▼一月二日

まで︑松之山葛鱗子供交歓会が

年宋の忙しい時期ですが︑挙

りまゆ嘘 ゆ

れるよう︑斑泊売の皆さん及び

繊たちが輿い思い出を持って帰

また︑十二湾二十八鷺から黒

さんが灘隼ぶりに松之山で蟹蟹

ます．

地区の方々のご協力をお願いし

十田まで︑熊本蟹ん子列牽の皆

子供交歓会は＃十六環二一十

鯵験をすることになり濠した︑

皆さんとゲームをしたり︑磁内
冬休みには葛筋区内の兜童約

の名所を見掌したりしています︒

葛飾区を訪問し︑溝秘小学校の

毎年五月には賭内の六年熱が

行われます︒

ーシ露ンを楽しんでいます︒

▼牽二月逡十β

窯な繊程は次のとおりです︒

考えています︒

していただき︑お互いの文化や

皆さんか・松之山の疋月を体験

トが開催されます︑

鍵

冗談を轍︑麟ったり励ましあったり

予建ですので︑大勢の方から参

と︑自分の体力に応じた運勧雛
十⁝月下旬には初露が降り︑

も結構です︒

投稿は自曲で︑ム鷺興でない方

もぜひ僻贔をお寄せください癒

鷹稿は㎜月二十繊濠でに町公

についての提案︑嬬人会の重要

跳館へ提出してくだおい．

性︑望鼠しい濡動︑欝贋思うこ

！

し上げます︒

r︑

︵喰％

︸讐嚢壽簗

鰹

と︑旅の思い出等どんなことで

購の将来や活気ある町づくり

た︒

禽誌を発行することになりまし

続けていきたいと︑今無も婦入

松之山町の婦人の歴契を綴り

で餓持ち良い汗を流しました．

バ

捕していただきたいと思います︒

ヘ

繋／

箋獄肇讐蹴

13

︷＾ど
︑戸

o

薩結し蕊す．

1卜F

〃

0

！・鱒

孫建◆

齢ゆζり

瞬︑酒飲み運転は見逃さない︒

ないの

年末の交通事故防止運動⑫／11〜12／31
俸乗の経済活勲の濡発化に締
姓︑

家族ぐるみで飲溝運転の亀険

る飲溺運転の糟撫︑さらに積露
いて議し合い︑康を運転して果

う変通の混雑︑忘年会などによ

や凍結などの交通環境の悪化な
た入紅は灘類を餓さないよう餓
また︑飲灘運転を趨放するた

をつけましょう趣

箏故責任などにつ

ど紅よる交逓箏敏を防疏するた

め︑簗通安奮餓織の講烹と蕉し
い交通ル⁝ル等の徹鷹を図る羅

め︑飲瀬運転遽放羅ない運動を
強力紅推進します．

飲酒運転遽放館ない還動

︑蕉鯵

O目標は○○︵神歎の葡とか︶

短歌

会りにし秋の挽歌なるべし

夜もすがら櫨にむせぶ本帖らしは

沸暁に除雪単の音高くして

初雪積もる景雰の羅
松之山 丘山 司郎

散りし落葉に木帖し渡る

移りゆく短かき秋のタ募れは

北風に木の葉舞い散る山里は

囲いし家に厳冬を知る
讐 根 儀藤

俳旬

小春総や迷ひ露でたるアカタテハ

放射冷却満沢の星霜を踏む

ぴ

樗

松之山

丘山

長き夜を句歌捻りつつほろ醗ひぬ

ぎ

擁

耳もとへ．ちそり策を告げて表る

予定表毎に霞曜起きて廉る

倉

草屑

司郎ハ高校

蓬潔

欝

ヂ⁝⁝︸き⁝︸

ください．︑

なお︑難解な漢字及び読み方には必ずふりがなを付けて

蒜︾多くの方のご寄稿亭偏諮待ちしてい・ます葛

黒

興じ目で視ても我が子の絵に血まり
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沢

的で行われます︒

させない

一︑運転する時は酒を飲まない︒

二︑滅を飲んだら車を運転しな
い9

叢︑運転する人樵は酒を飲ませ

いざ！という聴の毘しい通報︑

あわてずおちついて﹁蕉確にし
連絡してください．

⇔火事︷救急﹀です

⇔場所は○○購○○です

てから離れるよう紅しましょう︒

︵集落私でも良いです︶

による火災は搬変わらず多く発

○逓報脅の名蔚
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飲酒運転しない

みのがさ獄い
璽点纂項は︑飲酒運転の逡放﹂
です︒

飲灘運転は死亡・簸大箏敵盗

また︑火を鑓っていてその場

挨を怠れずに費ってください︒

暖癬雛興の蕉しい取扱い︑点

慧によるものです．

その厭騰はちょっとした不瀧

聾点検を重ねて築く火災ゼ日慧

年末年始の火災予防
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喜成羅年もあとわずか︑年宋
無婚はどちらのご象庭でも火を
優縮する機会が多くなり象す貸
火災のない蕪激を愚ごし畔＼
凝しい驚を運えましょう．
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︸月季九βは﹁一㎜九番の黛﹄

勝を離れる時は︑必ず火を消し
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再任1三名、新任3名で受持ち地区内の方から生活甲ヒの相談を受け

たウ、来年4月オープンする特甥養護老人ホームヂ不老閣3への入
漸帽談などに応じてい家す．
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蔑

」
顛

嗣

八
七
穴
覧
鰻

四矧号の答瑠㎜

㎜ ︐⁝○
等◎

㎜．総瞬

4．叡鎗

黒三のオキが．黒闘の真ん中﹂の急所購︑す．
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露はダメヅマリで︑ aと打ってもbと打っ

す︒
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すが︑椿のつ︸ぼみが纂の上にあ

4蕪

選挙管理蚕醗会

記念式典

H績

慮村黎掌盤収穫祭

播撚 町長杯ベレーボール大会
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