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子供たちもお互いの顔にスミを塗りました（スミぬり〉

…・一………・M

IFoりー

は途中で蕉まってしまいましたゆ

たころ温撮組く畏の﹁スミぬり

がノけーれ︑火勢が弱まってき

鱗﹄

雛嚢麟灘鰯

小難月の欝祭として金隅的に
灘本の婿投げは午後鷺階ごろ

手荒い祝福1婿投 醗
奮私な︑婿投げ・スミぬりしが

図がありました︒

薬師樵の蔚で行われ︑村山一雄

ばかりか白い服も真っ黒にして

治さんもスミぬりに参加し︑顔

取材できていた歌手の新沼謙

に轟っ黒になりました︒

んや観光客の顔が見マ見るうち

鳴が聞こえ︑鰺傭のおまわりさ

㎜開始と岡時にあちこちから雛心

闇始﹂の

一目十汽欝︑天水越と湯本で行
介伽田羅︶さんが思いっきり投

加斜講を転がり落ちてきた︸

げられました︒

雄さんは︑漸婦の︑ー位さんから

午後︸蒋黒十分過ぎ︑

われました．

火され︑火勢が強まると岡晴に

婿投げの後は会場を士湯寄り

してもらっていました．

難を払っず︑もらったり鞍物を薩

公会堂横に作られた察の神が点

の斜醸に投げられまし

昨舘結婚した儀藤正徳︿照の麗﹀

さんが
た∬

煮分後スミぬり会場は︑お互

いました．

りがにぎやかに行われましたな

いの顔を見て算い合う人たちの

の山局首に移し︑塞︶神とスミぬ

婿投げの大役を無事務めた村

繭欝
懸麺幽畿、．
羅

紙婦の蔵．fさんは︑転がり落

ちてくる正徳さんの鱒を払おう

山さん夫饗によって塞の神に火

声に包まれました︒

る勢いが弱かったのか葺徳さん

幾︑

鱗灘︑驚

・

集綱ニス鴨

と下で待っていましたが︑投げ

蒋い衆から思いっきり投げられた佐藤正徳さん

新沼謙治さんも糞っ黒になりました

おまわりさんも観光客もスミを塗られて大爆笑
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所得税の確定申告

2月16目〜3月15目

一一橋や道 みんなの税でつくる町一…

▽碓定申吉をしなけれ
ばならない入

難
轟

蕉

録事項の薫確性を確める謝度で

今まで皆さんから零欝してい

ただいた土地については環況確

認を終えましたが︑来年蔑以降

も環況を確認し現混諜税を婁施
する予定です︒

おいでください。

◎住浅税（町県浅税〉の串欝相談と受理

3月1β（月〉〜12獄（金〉

※溺年どお鯵各地鷺ボ集落毎に行います．

し豪す．

晦欝は三月来籏までにお願い

で講求してください︒

なお︑購臨欝は役撚税務係濠

ください．

地に限らず全地目﹀を晦蟹して

係で行います︒

ら瓢十二霞で︑役場二階の税務

今隼の縦覧鰯間は鷺月〜鷺か

す︒

※税務署または役場からの案内通知により

豪た︑確建串轡をしなくても
よい入でも︑これらの総収入金
える場合は︑総収入金額報欝欝

額の合謙額が．．︑︑○○○万円を趨

を提轟しなければなりません︒

▽申欝すると税金が還
付される場合
場禽

○経驚を雛ーンなど轡︑取簿した

○災誌艦盗難にあった場合

○多額の鷹療費を支払った場禽

ていない場合

の郊の中途で退職し︑再獣職し

た場合

○出稼ぎ先などで所簿税を納め

︾霧

診

︹︸瀬

要媛簿であるので︑これを納税

年繭9時〜午後4時まで
費六⁝︑．︑ご．一

産の諜税にあたって基本的な璽

闘建資産謙税台帳は︑國定資

2月16田（火）一25β（水）

あなたの所脊地で︑登記地目

β程は後縫お知らせし濠す。

○事業や峯勲産収入・無金収入

などがある人で︑畢成照野中
の辮矯得薫廼が︑﹄善種漸漏得控除

の禽謙額を超えるとき
超える人

⇔結与の年収が一︑烈○○万円を

円沈超える鱗得がある場携

o馨移堕邊職漸得以外蔓︸○乃

ている人など

O給︑銃を二か瞬以上からもちっ

▽収支内訳醤と総収入
金額報欝婁

くわしいことは
︑鰐瞬税務霧︵上越衛繭城騎灘︶

事墨醗得や不勤産勝得︑山林
麟得のある人魑＼確定購庶撃総を

惣〇二五難ー二︑⁝闘〜七一

会場役場2繕

餐に翼てもらう纂臓よつて︑

松之由購役場税務係

提患する人は︑収支内訳鍛．を添

爵しなければなりません︒

◎所得税の確窟串告と還健串告
たは二七欝紅お愚ねください︒

内冨繊二六ま

納税相談のR程

と現溌が異なっ．ている烹地︵農
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一

ほくら園に行って
一年B組石菩秀樹

スを押させてもらったり︑食事

1創oりー

ほくら園に行って

佐藤陽子

緊張しないようにしたいです︒

年寄りと積極的に話しをしたり︑

今度行くことになったら︑お

せんでした︒

うまく謡しをすることができ蒙

たが緊張してしまい︑やっぱり

二回目は花を持っていきまし

一年B組 相沢落弘

から施設のことやいろいろなこ

長い誕しが終って︑次にほく

とを聞きました︒

岬回琵も二濾目も緊張してし

ました︒

持ってきたプレゼントを渡し

ら園の人たちに会うこと臓な9

て︑少しあいさつをしました．

もできなかったです︒

一濾目にほくら園へ行ったと

そして︑ほくら園の施設を見
学しました︒

三年A組

うときに手をさしのべてあげる

近くで見嘗っていて︑いざとい

か︑求ランティアとはその入の

私は車イスを押してあげよう

ことが本当の意味ではないのか︑

りの姿がありました︒

と思いましたが︑案内してくだ

と霞分のなかで思いました︒

今騒のほくら園への訪問は︑

さった星野さんはこう誉ったの

門おばあちゃん︑がんばってね篇

です︒

本当のボランティアの恵味を蟻

るのが本盛の溝ランティアなの

その人の全部を手伝ってあげ

ます︒

また︑ぜひ参艇したいと思い

るうえでとても良い体験でした．

私はこの欝葉砿︑はっとさせ

そして︑園内を見掌している

られました︒

とき︑車イスで移動するお年寄

力が入りました︒

活してくれたらと思い︑黍にも

いなガラスの中で餓持ち良く盆

でも︑お年寄9の方々がきれ

という地昧なものでした︒

私のしたことは︑ガラスふき

くら園を訪問しました︑

昨年︑賦ランティア活動でほ

ほくら園を訪間して

その後︑ほくら園の職員の方

レツトをもらいました︒

きは︑全員がほくら醗のパンフ

承つて︑お年寄りとうまく議し

ました︒

ぽくは︑ほくら園へ二籔行き

勲罷

帰りにほくら圏の人が手をふ
ってくれたので︑二回目も行き
たいなと思いました︒

一回目は折紙でかざり物を作
のとき使う繭かけをしてあげた

皿鐡目は謡しをしたり︑箪イ

り︑ほくら園の皆さんにプレゼ

いです．

食事運び︑窓ふきなどをやりた

次に行くときは︑雪おろしや

りしました︒

を聞き︑ほくら圏のことがわか
りました︒響

車イスに乗っている人を食堂までつれてきました

ほくら鴎の職薦の方から誕し

ントしました︒

た．

二懸とも良い経験ができまし

ました︒

ぼくは︑ほくら園に二回行き

麟
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せなかったけど︑少しずつ議せ
全然減りませんでした︑

ど︑山積みに置いてあった布は

お銀寄りにとっては大変そう
でした．

竹内友里

行くからではなく︑康分から進

そして︑今度来る聴は友達が

なあと思い家した︒

私にもできるから︑また来たい

二年A組

ほくら園へ行き

売生に﹁ほくら園へ行って潔

欝われ︑私は友達が行くと欝っ

ランティア活働をしないかしと

たので﹁じゃあ︑私も篇という

溝掃が終り施設の中を案内さ

んで来たいです︒

ほくら翻へ着き︑私たちは僧

感じで参撫しました脅

議しているうちに︑お年寄りの

めに工夫がこらされてあったの

れて︑いろいろな勝に遷人のた

ほくら圏に行ってお無寄りと

掌校のことを謡しましたが︑

徐をしました︒

りた澱掃購翼で窓ふきやはき擶

には驚きました︒

餓持ちが少しわかったような気

いつも学校や家でやっている

︐篭 簸

今度行く機会があれば︑もう

んお議ししたいと思います︒

そして︑今度はもっとたくさ

ことと変わりがなノ＼これなら

縛闘が短くて少し残念でした︒

部醗を出ると︑箱をたたんで
いるおばあきんがいました．

大変そうだったので︑手伝う
ことにしました漁

最携は簡単そうに発えたけれ

⁝慶行ってみたいと思いました．

がしました．

認していき象した脅

かざりを拳渡しながらゆっ．くり

認すきつかけをつくるの砿︑

るよう紅なりました︒

一年B組樋口美穂

ほくら園へ初めて行ってみて

折紙で作ったかざりを持って︑

籾めてほくら園に行︶てき蕊し
た．

施設の方から説曝をしてもら
つた後に︑ほくら醐の各部騰髪
箆墜しました︒

思っていたよりも広いなあと
思いました︒

私は友達と︑おばあ湊んが鰻
人いる部麗のかざウを持ってい
き塞した．

初 め は︑はずかしくて何も誌

佐藤宰恵
ほくら圏の中を案内していただ

ティア漉勧に参撫しようと思っ

潜動があれば︑数多くのボラン

一年A組

き︑入園蕎の姿が少し箆れて良

入園溝と触れ禽うことも大切

ています．

窓ふきを一盆懸命しました

ほくら園に行ってきて

鯵年︑ほくら園に窓ふきのボ

濠た︑憂には小國町へ三撫聞

ランティア砿行ってきました︒

蒋闘があまりなく︑窓ふ毒だ

かったと思いました︒

して︑蝋ランティアから少しで

だと思うのでいろいろな体験を

の購ランティア漉動紅行ってき

たし︑入園藩が誓んでくれるこ

けだったけれども愚ちんとでき

ています．

も多くのことを学びたいと思っ

じがし蒙した．

またこのようなボランティア

とをして良かつたと思い家す．

ましたが︑その躊とまた豊つ感

ほく・鰻では入園蕎の人と触
れ禽うことはなかったけれど︑
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灘

麟轡

たです︒

Ioりoりー

小野塚真弓

鱒働

簸初は緊張して何も話せませ

崖した︒

三年A組津端幸子

行っての感想

ほくら園に

ボランティノ濡・動慌興瞭を持つ

十二月に︑ 大鶴麺にあるぽく

いろいろな話しをしてくれまし

んでしたが︑お年寄りの方から

になりました︒

がなくなり︑なごやかな餓持ち

話しをしていくうちに緊張感

た︒

多さでしたひ

あっという聞に時間が過ぎ︑

私達は帰る時闘になりました︒

膜ろうとした瞬間︑一人のお

ばあさんに腕をつかまれました︒

︑元

気でね︒また来てね﹂と⁝鷺い

そのおばあさんは私に︑

二階の食堂に薬内されましたひ

が見えなくなるまで簗顔で手を

そのおばあさんは︑私達の姿

ってくれました顔

りが椅子に座って外を晃ていた

した︒

ろなことを学んだように思いま

私はほくら園へ行き︑いろい

振り続けてくれました︒

こんなに多くのお隼寄りの方

茗寄りの近くに行って譲しをし

そして︑二人一線ぐらいでお

した︒

くて︑ただただ晃ているだけで

・で︑侮をしたらいいかわからな

を前にしたのは初めてだったの

りしていました︒

り︑単椅子轍乗って食堂に来た

そこには約圏十人近くのお年寄

ちょうど夕食蔚だう．たので︑

十分くらい謡しを聞き︑次に

とで︑非常に驚きました︒

大半の方は寝たきりというこ

お葎寄りがいるそうです︒

現筏ほくら圏には︑九十人の

入斯しているお年寄りの人数の

私が聞いて㎜番驚いたことは︑

した︒

ほくら圏に藩⁝いて︑ 私達はま

園を訪問し家した︒

今は︑簸初のような不賓やと

ボランティア活動ができる機

まどいはあり豪せん︑

と思います︒

会があったら︑また参繍したい

私の心を動かしてくれたお奪
寄りに感謝します．

ず施設についての話しを聞きま

ことができ・よう紅なりました︑

三年B組

蔽し相

お無寄りはみんなやさしかっ

くれるよう紅なりました︒

郭ばあちゃんも何でも議して

した︒

私にはとてもうれしいことで

りました︒

手紅なってあげられるようにな

醐ぶ璽ねると︑営分から

ボランティア活動

私は以蔚からボンティア活動
に興瞭がありましたが︑ほくら

圏へ行くことに対して抵抗があ
り家し た ︒

実際施設に行った蒔も︑顔が
こわばっていることが自分でも
わかりました︒

﹁お

そのためか︑私は以萌以上に
髪鑛掘灘梛趨

寝たきりの人にもやさしく誘しかけました

私は以薗お年寄りに対して失
敗したことがあったので︑

鶴寄りに会つたらどうしよう一

と不安がどんどん大きくなって
きたのです︒

昨年と今年︑お年寄りと過ご
す機会がありました︒

昨無はお年寄りの謡し相手に
もなれず︑とまどったまま黙っ
てばかりいました︒

﹁ありがとう﹂の㎜欝もい

お世謡裟なったにもかかわら
ず︑

えず続帰って来たことが心残り
でした︒

今無も機会があり︑今度こそ
はと思って話し相︑拳になりまし
た︒

議しかけられたら笑顔で讐え
るように心がけ︑ 一園︑二回と

，灘
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ほくら園に行って

窓ふきのあと︑ぼくら園の中

命窓をふきました鼻

ほくら翻では︑みんな︸盆懸

所で驚きました︒

うことができなくて悲しかった

いと購ゆいます︒

たら︑積極的に参撫していきた

濠た潔ランテイア酒動があっ

ても驚きました︒

園しているということで私はと

ところ︑松之山から牽窯人も入

ぼくら園の人に誕しを聞いた

とてもうれしかったです殻

けど︑ほくら園に行けただけで

二年B組橿原由美子

ボランティアに参加して

私達は︑ボランティア活働で
私はほくら園続行くのが初め

ほくら園に行ってきました︑

︑咽醗欝は︑あ豪りおじいさん

く楽しみでした︒

てだったので︑萬の欝からすご

できればもう一慶行蓉たいし︑

たちと認しができず残念でした︒

っこう大嚢で︑カし籠した．

車イスを移動させるのは︑け

一年B維小野塚茂雄
ぽくら圏には二灘行︶てきま
したゆ

︸鰹鎖は花を持って行きまし
たり

認徐琴輿をとつてから︑霧じ

行ってみたらすごくきれいな

私逮が行った時はちょうどお

︸園懲のときよウもっとたくさ

風畠の聴間だったので︑ほとん

を見せていただき蕊した︒

いさんた索の食事の準備などを

んプレゼント︵折紙︶を作って

ていました︒

はどんな瑛なのかなあ﹂と思っ

次に行ったときは︑もっとお

そして︑ ﹁ほくら騒というの

手伝ってきました資
いってや鯵たいです癖

なかったけど︑せっかくきたの

蝦携は晃ているだけで伺もし

どおじいさん・おばあ愚んに会

だから一測くらい撃伝っていこ
たいです︒

その人は年も塞だ藩いのです

でしたσ

とても勉強になり︑よい経験

と思いました︒

のため滋も大きくプラスされた

今團本灘紅参︑煽できて︑肉分

なってあげることです︒

んの少しでもお隼寄りの支え賦

ボランティア活動に参舶し︑ほ

三年B組滝沢和美

ボランティア活動に参加して

参加できるチャンスを待ってい

が︑何かで体が不窟由になって

楽になりました︒

たのですが︑なかなか滲加でき

私は以蔚からボランティアに

ずに今鐡初めて参撫させていた

今の私にできることは︑また

めて実感しました今

その時︑私は畢せなんだと改

てくれたのです．

まってと︑濃を流しながら議し

融分の体がこんなになってし

しまった方でした︒
だきました．

不安と好奇心だけで参撫した
ので︑初めは思うように何もで
ぶ無んななかで︑お銀寄りの方

毒ず︑あいさつが精︸杯でした︒

から認しかけられ︑少しは餓が

7

年寄りの人たちと撚しをしてき

布をたたむ手｛曇いをしました

うと思い手伝いました．

讐

ー寸ooー

摩生年金のある会社緯就職する

Q︑三月に子供が大学を卒業し︑

舶入しても瞬鰻無金の被保険餐

つまり︑就職して漂佐年金に

険蕎瓢変わることになります軸

職することによって第二号被保

につくりれた鰯度尊す︒

健全な蒲成︑資質の両烹を目的

ので︑盈酒の安建と子僕たちの

養禽している人に支給されるも

晃童夢爽は三歳未満の子僕を

第一子となります︒

が一人いる場篇の三歳兼溝隠は

子になりますが︑十八歳の兄嫌

人いる場禽の三歳衆満兜は第二

たとえば︑十ヒ歳の児姉が一

来満の子供を対象に数えます︒

改圧後三歳来満となったことに

挙するまでだった支給期問が︑

を鳶心れがちです︒

欝びいっばいでいろいろなこと

とかく子供が生まれたときは︑

◎手当の支給が変わるとき

の額が増えるとき

◎子供が増えるなどして︑手当

供の像断が変わるとき

◎引越しなどで受給蕎または子

きが必要です︒

子供が生まれたら︑ 児童手当の認定請求を忘れずにしましょう

国戻隼金には二十歳から．敷入

の蜜まですから︑資格期間は二

ゴ供が生豪れたら出生麗と⁝

学生が就職して厚生年金に加入した場合

していますが︑何か手続ぎが必
十磯から引き続いていくことに

緒に︑兜童手当の認選︑薄装の︑季

認建後︑購．︑胴した鍵簿分から

定する経過携灘が施されてい豪

対して︑段隣的に支給期間を改

ことにな鯵 ま し た ︒

要でしようか︒
なります︑

支給されます︒

さらに︑改疋蔚は小学校へ入

A︑國畏銀金の被保険餐は︑駅

続きは就職先の会祇の方が行い

ただし︑認定に当たっては所

続きをしましょう︒

ますが︑圏蔑年金については︑

なお︑摩能年金紅纐入する︑墨

◎第一畢被保険春

種馴変憂の騒け繊を自分でしな

の三つの種別に分けられ家す．

霞営叢公鞍や学生

これは︑子供の養膏状況を確

問い禽わせください︒

係︵公務貴の方は勤務先︶にお

くわしくは︑役場の鯛昆年金

をつけましょう︒

れるものではありませんので気

兇童手当は︑霞動的靱支給さ

◎第二讐被保険蕎

す．

▼兇童手当現況属

さて︑いざ児童手当が支給さ

▼支給は第︸茅から

得欄眼があります︑

ところで︑兇童黍当鯛度は平

就職し漢したら︑年金許嬢と

ければなげ家せん︑

灘盗年金や共済組合の糠入脅

印鑑を持参のうえ︑住災票のあ

はならない手続きがあります︒

れるようになった場禽︑忘れて

◎第三懸被保険暫

第二弩被保険餐の被扶養配偶

成四年一綴に改薫され︑改疋購

認するためのもので︑艶童爵当

硯況屈がそれです︒

毎奪六月に提出する兇童手当

とは支給対象や支給期問︑支給
金額が変わむ塞したので︑その

まず︑第二勤以降だった支給

の支給を受けるすべての人が提

内容を詳しくみてみましょう．

対象が第一子かりの支給になり

出しなければなりません葭

ました︒

また︑支給金額︵月額︶も改

墾当を

この届け出を怠ると︑受給資
格があ・っても六月以降︑

受けられなくなりますので必ず

c塗ン）

る帯町村役場の岡鋭年金窓郷で

轡㍗

蕉後は第一子と第 子が五千円︑

引き上げられています︒

㎜第鷺子以降が騨万円にそれぞれ

また︑次のような場禽も手続

提出しましよう︒

酔

餐

櫻馨髪、

忘れず伊事続きをしてください．

鍵馨

あなたの子供さんの場禽︑鏡

6

︑

︽．︐︾

ここでいう第何子とは︑兜童

禰祉法での照童︑つまり十八歳

＼』一ノ…

准は籠二憐被保険蓄ですが︑戦

つ

＾ ．︾

︑簿

キ

▽ヒ

験豊

8

2月は農業者年金加入促進強調月間です

麗歳豪満は翻引保険料となり濠す

葎盆額は保険料を納めた欝数で決まりまず

蓬

3割引
簿！ノ

も

醗平蔵4年1月からは、簾入書全翼が特建保険料と

ヵ

なり葎した・

じ．垂墜璽盛．工、…、妻も雛＿．1、

識も

懇響響灘響讐轡

︑

は多くなります。

O

〆宝

職、鱗、翔

た額となりますので、艇入鰯闘が畏いほど隼金額

⑤艦

遮鎌鎌も繍隼錨らえま
懸農業潜無金の隼金額は、保険料納付月数に比携し

弩．講す

4ゆ

カロ入

撒躯

観30歳：

．42喜8…．j

l膨①昭梱騨慶叡τの暫の場合
②

繰険寮財ま、60歳多こなるまで舞醜幾

穐

③蕉金額は、撫算付経営移識年金を邸歳から80歳
まで支給
④ 保険料．年金額とも年率2驚（ただし平載3年

麟いったん震隼に癩入したあと会社勤めをしても、

会社勤務の窮間のうち5葎〈農業に従事している

農は3．王％）の物価上鉾、年率4晃の醗樽上舞を甫

ことが必要）濠では、隼金をもらうのに必要な資

撮にした試算

紅

なります。

のに

国

格鶏間（鐙葎〉に禽めることがでぎるようになり

こポ赦

解く、力臥するほ＆割引保険料の利嗣期闘脹く

濠した・

まだ農業者奪金1こ船入してな1い後継蓄がもし翻民葎金墓金にカ9入しても、

50アール以よの農業経営を譲り受けたらその葎金船入資格がなくなります。
将来、経営移譲を受ける多定の方は、最初から農業者奪金に入りましよう。

農業者年金に繍入する資格があ嬢ながら、まだ撫入手続をしていない皆さん、

この機会に1βも早く加入手続をされることをおすすめいたします。

農業辮金についてのく洗いこと1ま、農業委員会（鰯織鋤また膿協
本駈（燈6−2011〉までお聞い会わせくださ秘・。
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ス

ー口oりー

爾横綱大蔚田〜雄九鵜点
▼霧川場筋

︵沢水越酷麗︶

綱が艇盗しましたが︑町内の各

︵串尾 磁中﹀

東横綱 ︸心山⁝次 九照点

そりめ﹀

茜横綱 火単山勝平 九二点
︵下蝦瀧

橋諾︶

の全戸を濠わりました管

に渓り︑も・ったお菓子をうれ

小正月は農家の年取りといわ

しそうに分けていました︒

ひときわ大きな辮で鳥追い歌を

れ︑鳥追い︑成塞嚢め︑モグラ

もらったお菓子は子供たちだ

ゑ

午後六蒔過ぎ︑今卑の鳥追い

追いなど穣畑に関係した行欝が
黛にせず鳥追いに出雛し蒙した︒

けでは持ちきれず︑いっしょに

で然わると喪いですね︒

成木資めやモグラ追いは欝然

多くあり濠す︒

拍子木を打つ子供を先頭に︑

溝滅してしまいましたが︑環雀

てんむく

残っている鳥追いだけは後世談

えぬ

﹁粟ん鳥︑へん鳥︑天竺まで立

爾手いっぱいに持ってい濠した︒

まわったお父さんやお灘さんも

追い歌をうたいながら︑集落内

簸後の一鮮が終ると鳥追い宿

ち上がれ︑ホーイ︑ホイ柘と鳥

タリ

宿である相沢重蔓冬ん竃に集合

お藁子をもらいました︒

うたい︑蒙の人からたくさんの

子供たちは玄関までくると︑

布川場所で西横綱になった大平山勝平さんの土俵入り
した子僕たちは︑降り積る霧を

が行われました︒

一月十闘磁夜︑小谷で鳥遮い

2小正月の伝統行事！鳥追い

︵水梨

横綱陶山霧畏九〇魚

▼水梨場斯

薪田次郎兵﹀

繭横綱 薬醜撫新二郎 九〇点

九五点︵三桶

おもら

▼浦磯場駈

副藩論 鍵

み

がりりしい横綱の力強い土儀入

灘

曝一

大葡﹀

な土俵入りのあと︑化粧鰯し姿

太陽桜昭︸

▼松羅場所
策横綱

︵天水島蜂坂﹀

九三魚

た方は次の皆さんです︒

鱗内の各場所で横綱になられ

りが披露されました︒

東横綱 美震羅巣薬智子

績に終った出世力士のユニーク

どの力士が参網し︑不本慧な成

精川場断の千秋楽にはほとん

場所でも横綱が纒強しました︒

漸は︑躇の運続優勝で新しい横

鰯技館で行われた大相撲初場

﹇喜 一憂の大相撲初場所

4

」0

地域住罠による農村アメ識テ
ィ︵屠儘快適牲﹀の保全︒形成

松之山町・中璽村・水漂購・
だ春い︒

もう少しくわしく観朋してく

鵜︑象庭内の下水道について︑

鹿瀬鐙・小木購

二︑公共マスとは何で︑どこへ
設灘されますか︒

皆さんの家の敷地内に設置した

箆︑公共マス︵汚水マス﹀の位

いと彰えてい濠す︑

配管と町の下水道塞︵支︶管の接

⑬公典マスとは︑各家庭からの

置は誰が決めるのですか︒

⑪窟の絵にもありますよう紅︑

◎工事鋭鯛後に︑皆さんの希望

鍛優秀購例に選ばれた嵩柳購

合点につけるマスで︑本来なら

活動が優れているとして︑松之

ば公選︵購道等︶と皆さんの家

町で施工する公鼓マスから皆さ
んの家の脅勝︑風畠場︑便漸な

は︑新潟県の代褒として全圏コ

どを結ぶ驚管や︑要断饗所につ

山町が平成囲年度新潟嬢農栂ア
メ晶ティコンクールで優秀賞紅
駄〆クールに推薦懸れ︑簸蕩賞で

を聞いて決めます︒

ある顯土庁幾欝欝を受賞し濠し

され塞すが︑町では皆港んの経

便斯

7も

い︑ーーー

轍ぴU

欄．・︒◆縣

7．轍

塁轟

ゆ

櫨憂書マ血璽嚢U

hF﹁ー﹂馨ーー

公共下水道

までお問い禽わせください︒

くわしくは︑役場の下水遜係

ける汚水マス︵内経蕊Oq麟程農︶

選ばれ蕊した．
た︑

マス

岡コンクールは︑團烹庁烹縫

などを各窟の負撫で設けていた

マス

裏彰武は︸月二十八黛新潟策

た道絡の交通安全の爾薗から︑

家庭内の下水道

費が少しでも安くなるよう︑濠

の敷地との境より公遵側に設麗

洗颪駈

だくものです︒

漸

風鐙

の﹁農柑地域紅おける快適畷境
で行われ︑入賞した跡村はスラ

松之山購の受賞理由は︑﹁驚内

台

共マス

保全・形成活動褒彰事業﹄に檸
ンンク︸ル紀は農地纂務断か

の蔓化運動︵クリーン大作戦・

て

懸欝α諏〉◎

イドで事例鞭儀をしました．

ら撫薦された牽二帯町柑が参癩

に行い︑購をあげての伝統芸能

ど甑ーティフル運渤﹀髪積極的

つ

マス

って行われ︑今館で七翻闇です︒

し︑昨無七月県庁で行われた審

の保檸継承︑地域間交流や鰯際

資会で次の六町栂が入賞しまし
た．

交流にも努力しており︑適糠婚

ス

マス

①

＠簸優秀事例︵魍窓庁長窟賞︶

榊

ニ
メ
ア
村
震
もす
業ま
事い

豪霧地域の範となる成粟をあげ

︑
難

︸

雛轍．慧
盤
三

で．も

駆

ているしです︒

撫

げ立
ン役

外控

麹劉議

9。

蕩柳購
◎優秀賞

鞭

醸︑雛

脚■鱒■繭閣騨働卿劇脚■嶋繭閣剛職働

鞘騨剛隔q豚○卿鱒騨剛脚鱒榊

塁

﹁﹂⁝⁝︐⁝︑ー⁝ー⁝

集落

越遵趨上流域紅位罎し︑南は
しもみのち

関懸出脈を境に中魚沼郡津爾購︑

長野県下水内郡栄村と接してい

1⑩oりー

ぬ

のかわ

鷺を開いた隅形の全長は三十

鴬に安鑛されている銅造地蔵

醤薩立縁黒捧のうちの︸体に︑

ぬのかわりおみこと

永禄九￡五六六︶年の紀鶴銘

の祭神である擶川姫命く奴奈柑

七㎜︑

罷嚇大纒㎜は志ー六㎝︑ 篇を㎜閉

じた畔形の全飛は黒十七㎝︑簸

が陰刻されている︒

姫命︶と異なっている．

しかし︑岡名の神祉でも祭神

大編は十三㎝で︑狛犬としては

ぎれ

ろくレメゼヘ

樗ハは十六㎝︑欝い大燃㎜は五q

一部紅鍍金と緑膏が残る︒

と

型による︸鋳製である︒

っていることから︑繭後の翻ウ

定され︑罵の中ほどにバリが残

この〜体は町指定文化財に指

が異なっていたり︑同︸神祇で

小ぶりで細長い︑

この原圏は蒋勢によって変え

いることがある︑

治元C八六八︶年の村高は一

させられたり︑あるいは時勢に

命

化がみられ︑かえってそれが巧

と小ぶりだが︑衣紋などに単純

古くは天水越の集落内にあっ

している．

みに全体としての調瓢を生み嵐

こ

り

ボ

い

れゐ

ギハ

くろのふセき志ん

へえ

背面の灘字は次のとおり︒

ノ醜に移された︒
みず

O懸O韓とく助

の水塘離修行の場であったが︑

鴬の蔚にあった不動滝は山伏

たらしいが︑いつのころか字滝

響院だったと思われる︒

不動明王を奉尊とする密教系の

不動堂の翻立難月は不明だが︑

も時代によって祭神が変化して

一〇蕎一斗余︑戸数一二贈戸と

願応して神社翻から祭神を変え

あり︑醐手・爾足は欠失してい

る木造狛犬二体は桃出期の作で

町指建文化財に指建されてい

ユ の
♂オ レ

なった理由は︑今のところわか

松苧御縫の祭神が大山咋命に

たからと思われる︒

なっている．

明拾八館︑叢野校付職分校天
水越校が十莞鴬に設置された︑

購村鰯施行時紅は松墨村に麟し︑

萌治二十二︵︸八八九︶年の

古来より松之山郷と妻奮・儒

岡鷲十照鶴には松之山村︑その

る︒

濃を結ぶ交通の要漸であり︑翻

後の禽併や町翻施行紅より松之
慮購大字天水越となった．

遵照〇五弩線が集落内を縦貫す
る︒

永禄九年七月吉環

改修工事のため︑堂と多数の

すべりのため不動滝は決壊した．

昭秘慧砂軒六琿より醐発された

彫りの深いところに胡粉地や

薦仏が大厳轡筒原の現筏地に移

椿を決め臼刃した︒

もうこれ以上逃げきれないと覚

八月七欝未刻︵午後二時ごろ﹀︑

茨水越まで落ち廼びてきたが︑

弱能軍は各地で為暴軍と戦い

逃げようとした︒

兄の顕定︵関棄一管領︶のもとへ

わずかの兵を率いて関東にいる

︵上越布五智地匿﹀を追われ︑

勝能は嘗護代の長尾為暴に府中

永疋照年八月︑越後守護上杉

昭秘烈十二舘八月の大雨及び地

地名は芙水山にちなみ︑いず

大餓寺牧場・賜漂は︑薩麟松之

彩魚のあとが残るが︑擦傷等に

む

れの土地に行くにしても︑麟や

山大池県立自然公園に鵜し︑観

よる撰傷が進んでおり保穿状態

築された．

ニ ふえ

山を越えなければならないこと

光施設やス求ーツ施設が整備⁝さ

はあまり良くない︒

る⇔

か・︑天水越と呼称されたと響

れている ．

苧神役研蔵の狛犬︑不渤堂醗蔵

窪た︑購指建文化財として松
の銅造地蔵菩薩立縁︑管領塚︑

十六鐙紀初翻縢の齋文蹴剛

によれば︑上杉家記稿には−天

天水由麓のブナ原熱林がある︒

なお︑

水﹂︑鎌倉管領九代記には﹁轍灘﹂︑
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禄地
永造
に銅
面る
背い

藤︑㎜年鞍

て
れ
さ
刻
陰
が
銘
年像
紀立
の薩

えられる︒

志駄文欝には﹁あま晃そしと記
されている．

永正脳︵一五〇七︶年︑越後
しん

松夢神社の翻立年月は不鯛だ
じ

響護上杉罷能が守護代の長罷為

が︑十六盤紀祷頭の古文繋に纂

祭神は大山咋命で︑松苧神継

と思われる︒

落名があることか 中盤の鰯立

景に追われて莱水で縷刃した．

天瀦二︵︸六八二﹀年の検地

声︑約二〇〇年後の明

による栂嵩は二牽八石一斗余︑
芦数牽一

職

イ2

虜刃の地は上杉塚として江戸
籾に伝えたとも欝われている︒

禰漂善二郎が勉輝で習い覚えて

楽が見られるようになった．

みがえり︑秋祭りには覇壮な神

近無若蕎たちの葬慌よってよ

の影響で途絶えてしまった︒

れたが︑繊中戦魯・太平洋戦争

九肩の彼摩の中服続盛大盗行わ

その後︑轡鶴たちの手で毎ギ

時代の絵図にも露かれ︑塚のそ

ばには麗能らの薯提をとむ番つ
善光轡堂があった︒

善光毒堂では︸月七欝及び七
月十三・十照環に盛大な供養会
を行い︑近郷近雀より勢講する
餐が多かった︒

なお︑善光寺堂は明治七︑八
年ころの大聾で倒壊し罵建され
なかつた︒

長野県と境を接する芙水霞と

管領塚︵篠碑︶は大蕉幽︵一
九一五︶葎九月︑松之由冒鰐教育

三方緩の鐵麓に広がる約五十ぬ

＆

会・松里膏年会等が中心となり︑

のブナ林で︑平成三葎二月ぼ斑
指定の策然記念物となった．

蕩︑ん瑳むけ

善光響堂跡付近に建立された︒

その後︑松璽小学校の校舎瓢

太いものは藏経約一m︑林間

領ではなかったが︑石碑建立当

われ︑保水力が大きく土壌の流

ブナ林は﹁緑のダムしとも⁝欝

には遊歩道が整備されている．

時の人たちが兄顕定の関東管領

失を防いでいる︒

廃能は越後守護であり関東管

築にともない薦圃移転している︒

と混岡して﹁管領塚﹂としたと

松之山の櫃猛を代蓑するブナ
林の保護は︑後世に美しい密然

かんれい

一般ばは関東管領の名称から

思われる︒

くると思われる︒

を伝えるため益々璽要になって

かんまうづか

かぺれいづか

は管領塚と藩われている︒

管領塚と読まれるが︑松之山で

平成三年二月︑町の史跡に搬
定された．

頭の隼が放牧されている．

昭和闘牽七年には︑全園農業
祭第牽回箪地コンテストで全園
一位に輝いている︒

ープンした癬望館は︑大厳寺雷陶

漂を訪れる観光客の休憩施設と

また︑昭秘鴛十七鶴から七か

して広く利馬されている︒

原を観光の拠点とする町総ム計

作られ︑大厳毒高原は町を代衰

場・ばーどが⁝でん・管理棟が

年計藏でテニスコート・運動広
灘を策定し︑同繭十八無照月に

する観光地となった︒

町．は志八厳︷守瀞簡

は照か・霞然休養村事叢の指建

明漉十七年︑天水騒地内に独

立校禽が新築されたが︑教欝髄

度が整備される紅したがい就掌

明捨三十八年圏月︑字池田地

児童が増加し教窯が不足した︒

内に新校舎が完成し教窺不足は

しかし︑池田地内は地すべり

解満された︒

地帯で︑昭和十無代に入ると地

元から亀険防窺のため校舎移転

昭鵜十六奪七月から規校舎地

の要望が出されたぬ

の整地作業が始まったが︑太平

洋戦争の影響で人手不足や物資

の不是が著しく︑岡十八隼十二

月ようやく校禽が完成した．

なお︑理校奮は昭稲五十卑︑

瓢く水嵐剛公為筑堂

体育館は岡五t年に完成した．

昭和三十六年︑

紀季節保膏勝が設置され︑翌黒

十七年には芙水越公会堂にも設

昭和⁝四十六年︑照松之山中学

置された︒

地保育所が設置され︑天水越．

校松盤校舎を利期して松里へき

奮所を望む声が多くなり︑岡五

昭湘五十無代紅入ると常設保

天水麗季節保薄所は廃止された︒

十聡年︸月松塁常設保育所が理

往地に開設された︒

閣治八︵一八七五︶鰯四月︑

堂を磯りて闘校した︒

塞野校付鵬分校天水越校が十王

松璽撫欝綾．

昭称照十ふひ年︑

ともない3園移転している
をうけた︒

大徽毒高漂関係の纂業は昭報

大厳寺蕎康の闘発は昭穂三十
六年から始まり︑岡黒牽九年七

特に︑昭和五十繭年六月にオ

場・駐車場・希望．館が作られた．

五十三年から始まり︑キャンプ

環荘の牧場磁積は林間造成地

月大厳轡牧場がオ；プンした︒

旅の行脅によって伝えられたと

を奮めて六十㎞に及び︑約六十

天水越の神楽は江獅時代宋期︑

いうが︑別に明治二十五年ころ
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大正4年に建立された管領塚は、松里小学校の校倉新築に

1卜oりー

歩けるよう鱒なると︑緩斜画

いました︒

を測用して短かい距離を滑りま

一國分の受講料で︑三灘のレ

ァミリースキー教室が︑ 一月十

ッスンが受けられると好評なフ

したがい︑長い距離を滑ったり

子供たちはスキ妻に翻れるに

した︒

費閥闘篠され︑お母きんにつれ

急斜懸賦挑戦したりしていまし

七鷺二︸十縢欝◆鷺十︸縫の三

られた保膏圏晃など十八名が参

た︒

簸終黛観はお母さんといっし

レベルに為わせて鷺班に分か

撫しました︒

れた参撫餐は︑スキー掌校講師

ょにリフトヘ乗り︑転びながら

よう工炎したいと思い濠す︒

ま展示し︑作り方などがわかる

級蓄はぜひ参繍してください︑

を醐催しますので︑籾心餐や初

来年もファミリースキ讐教窺

も鍛後まで滑ってきました︒

から︑﹈攣な指奪を受けました．

子供が中心の瓢︑班は︑スキー

に麟れるためスキーを付けて歩
鍛初はなかなか醗へ進まず︑

くことか捗始めました必

バランスをくずして転ぶ子供も

昨年闘催して好騨だった技道
場の作鼓展を今無も闘縫します︒

要な十穴ミリ映

鴇︐

蕪月五総︵変更の場合脊り﹀

十分︵講習のみの方は年饒で

午静九時三牽分〜午後照時三

▼会

場 灘然休養村センター

▼講 緬 上越地鷹広域視聴覚

筆記罵異・テキスト﹁鷲ミリ

▼受講考の絹意するもの

教鷺協議会︑潟橋・志村先隻

認定証を縛︶ていても繰作に宙

終了します︶

写機の操作技徳講響会を闘催し

場

なお︑認定誕を持っていない

儒がない方は参撫しぞください︒

技術認建談を持っていない方︑

お寄せください︒

▼会

懲然休養村センタ蓄
▼作晶受付期閥

映写機の取り扱い﹂

方については︑講習会終了後︑

禽格された方には上越地区広域

籔記試験と実技試験を実施し︑

円︑当臼希望蕎磁簸売します︶

三月八欝︵月﹀〜牽二醸︵金︶

携聴覚教欝協議会より︑十六ミ

ださい︒

公擬館へ電議で罐し込んでく

︵幽○○

リ映零機操作技術認建証が交付

▼その他

さい．

作品は公畏館までお庸けくだ
ザ︑いた︑人と少しちがった作り

なお︑麟けられない方は公罠

され濠す︒

今は作っていないが繭は作っ

方をしている人など︑どんな製

館までご連絡ください︒

▼串し込み先
贔でも結構です．

豪た︑衆完成の作最はそのま

時

▼田

うとしてい家す︒

三携十圏服︵闘︶〜牽九鑓︵金﹀

された製酪が帯場磁あふれ︑罫

轟や竹糊工などはどの家灘で

一蕊豊剛であれば︑ワラ・スゲ

いに姿を濾してい塞す鵬

ますので︑牽六ミリ映写機操作

鷹涯櫛挙習⁝に必

お母さんといっしょにレッスンを受けました
▼作晶展示期間

心のこもった手作りの作品を

魎紹

作りの食さを伝える製贔がしだ

環代祉会は︑機械で大量製産

翫

作最は展示後返却いたし裟す︒

の変化にともない忘れ去られよ

も作っていましたが︑熱瀟様式

コこ

ご4
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今は冬

積る雪見て
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3年高沢雄基グループ

白い雪

まぶしいな
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ふわりふわりと

舞い落ちる

3年滝沢千恵グループ
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Snow萱s
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普段使耀しない筋肉も動かし
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今年は大雪だとかいわれてい
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br重簸童ant

◎Every曲重tesnow壬1ake

ましたが︑今のところ過ごしや
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I重
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降雪の関係で休んでおりまし

snow

たエアロピクス教室を三月から

here

T｝1e

簡 蔦橋トモ子さん

snows

▼講

◎1t

冬の朝

再開しますので︑みなさん誘い
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find snow fa搬ng

▼参茄費 一 入一︑○○○円

to

合わせて参撫してください︒

に選ばれました︒

俣栄二さんが委員長職務代理者

高波さんは畏年教員として活

躍され︑昭和五十六年十月から

は婁轟長職務代理者を勤めてき

教育婁員︑岡六牽一隼十月から

ました︒

なお︑福原さんの辞任により

教育委員が一名欠興となりまし

い教脊委興を任命する予驚です︒

たが︑町では三月宋までに新し

Surprised

教育委員長に高波仁 一郎さん

昨隼十二月三十一段︑福原一

雄さんが教膏委員長を辞任され

新しい教育委員長を決める教

ました︒

高波仁一郎さんが委員長に︑猪

育委員会が皿月五鑓開催され︑

ん
さ
郎
欄
仁
波
高

◎Co董dwl獄ter鵬om三9

晴れて雪

ダイヤみたいに

きれいだな

3年佐藤奈津美グループ
（作品は4人1絹で作成したので、代裏者名を揚載しました。）

5

▼場 駈

県立松代病院で慢性疾患教室開催
糖搬病・．閥面艦・蕎膿撫疲・

①病気について 近鷹師

▼指導内容

県立松代病院 三階会議窯

についてもう少し無りたいと思

②食箏について 溝水栄養士

肥満など紅悩んでいる方︑病餓
っている方など︑どなたでも参

由賀・中村糧護婦

③盗濡・運動療法について

触できます︒

簿門家か︑のワンポイント指
④薬にっいて 覇瑚薬凝師

導を受妙てみませんか．

▼田時ニアーマ

内科外来へ

料金は無料です︒

︵費むー一コ○○︶

膿立松代病院

▼申し込み・問い合わせ先

午後︸時〜鰻蒔

〇二月二十五籏

﹁糖擢病についてし

○鷺月照絹︑午後一時〜鰻時
﹁高撫庇・腐殿蜘症紅づいて﹂

毒

くわしくは︑國罠金融公庫蕩

ーoooりー

短歌

ぬ

丘山

な

超郎︵嵩校︸

寄ηし新妻やさしく起す
らかい

︵沢︶

正孝ユ杖繊︶

仁

朝βをあびて光簿かがやく

腰 根 佐藤

お

黒 倉 草麓

報道の規制騨熟に堰を切り

廃屡は雪の蜜石に奏かす過疎

見送った面影が心の駅にある

か

貯讐﹁

鼓 緬V

ー

新雪をまといし本々の雪化粧

真っ黒顔がドンドを囲む

法螺貫の鳴るやスミぬ鯵始まりて

な

婿投げで転がり落ちる雪斜面

松之山

書に耽り居り夜の白むまで

寝不足を気にしつ夜事を愛読の

よ

タβを浴びていよよ舷しく

冠雪の苗場の山は傾ける

絶滅の蜜を待つばか与とは

ニッポニア・ニッポンの名の朱鷺哀れ

と

隠・ p孫

警﹄罵垂︸﹄凄ヤ﹄可ξ参塗﹄量︷舞魯？塞■7露．奪題・妻奪盛葦・﹄馨⁝妻奪奏鷲嘘弓〆警妻・塗蓼碇塗樽妻﹄璽巽睾﹄己ノ⁝

国の教育ロ ーンをご利馬 く だ さ い
五・七％

率

○二月二十八欝談で

五・二％

▼利

O黛鶏一磁から

掌隻・挑徒⁝人につき一五〇

▼融資額

万門以内

▼返済期閥
︑

蕎校・短大・専修掌校などは五

論八櫛攣︒蜘筒︸辱などは六年以内

▼使いみち

入掌時の費期や筏学中の費耀
︵授叢料 ・ 下 宿 代 ・ 通 掌 費 な ど ︶

肥支旛へお問い禽わせください︒

奪以内

大掌・簸大・蕩校・高専・奪

▼秘薦できる方

修掌校・姦種掌校・予備校など

餐麿○工澱薫乙

繭ー蕪誤顯○
に入学・雀掌される学愈・生徒
の保護養

俳句

舌ガンを患ふ友の寝正肩

男姓の平均寿命寝茂月

天水越

佐藤

万両は花屋の奥の棚の下

あかガれ
いこいの場老⁝戦の手を叩・キ鳩

高歩︵上内屋︶

いこいの一場森 待つ老の声はずみ

いこいの場転げるほどに初笑

坂丁福原秋静子︵せぎ﹀

︵申央病院病室よηの句︶

う

くねル

風花の窓に流れて車椅子

夜三時目覚めて冬の繭滴闘く

豊

鐡

嵩沢

哲山 簾助︶

朝焼に裸木の枝のくっきりと

な齢︑難解な漢字及び読み方には必ずふり

⑪多くの方のご寄稿をお待﹃ちしてい設す︑

がなを付けてください︒
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当選番号を確認してください

お年玉つき年賀ハガキ・切手

鴛

レ茎簿（旅行券・AVテレビ・羽癌掛け布鐡の中から玉点〉

翔く

〃ノ︑雌

にマモ
なりたも

．ため

存蝋

、

A・B絹1共通8340＄7。993934
レ2等（腕聴欝。電子システム手1媛。C粟）ラジカセ・旅行馬バッグ
モー講ングセットの申からま点）

A・β絶共通O！3063・（）92294弓00197・2玉5046・99476塁

〉3等（ふるさと小包）

触

A・B線共通（下5けた）
06399・1玉2（17・23262・86634・9429婆・95974

膿墨

レ4等（ふるさと切手シートアルバム〉

A・B線共通（下3けた1

働嘆慶P

072・357・405
レ5等（お年玉切手シート）

■
ヤ

︑＞ノ

A・B総共通（下2けた）

19。36・65
レ麓年董賞品のお渡し期間

平成5年ユ月王8藏から7月19臼まで。

■

嗣

八七六五鰻

曜月号の答え

＠駆ウ取ゑ3︶

68

黒王のツケが︑由の眼形を隈罵肥し︑コゥに導く

手筋です︒もちろんウッテガエシねらいで︑自2

そこで黒3のツケが続く手筋︑臼4以下8まで

の受けはやむをえません︒

のコウにするのが正解です︒

●●
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簿

正解者
久保照光栄（茨水鳥〉
高沢

哲治（豊 照）

諾碁の解答を募集してい
ます．2月26覆までにハガ

キなどで広報担当まで

正解者紅は糧品を進量
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黒先白死（1手だけ）
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編集後記

一種宋から冬型の覧総灘置が

した︒

強くなり︑積雪も二mを超えま

暖冬少雲でコース作りができ

なかった︑松之撫スキー競技大

会のクロスカントリ葦コ茎スも︑
大会一週聞葡にようやく目拠が

近隼続いている少響傾陶は︑

たち謙した︒

れ濠せんが︑この濠ま温暖化が

地球の温暖化硯象の影響かもし

などが位置する中緯度の國々は

進行すると環境が変化し︑黛本

︸入ひとりが環境聞題に感心

砂漢地帯になるそうです︒

を持ち︑〜できるところから故善

していくことが必要かもしれ嚢

佐藤

せんね︒

日の人環

⁝︶

篇︶

︑一脳ニハ○︶

編集／総務謙

費欝灘瓢九ー六⁝蕊ご一二

驚行／新潟累松之山購

平成五隼二月十臼発行

広報まつのやま工琢弩

▲は減

︵︶内は⁝月一銭との比較

雛帯数／

女／︸︑八五八︵

．男／︸︑七八八︵▲一︶

総人照／三︑六照六︵

二月

國保運営協議会

松之山中学校卒業式

県立蔑校入掌試験撮

議会定例会︵難βまでV

各地区露上運動会

議会

水照農業確立対策雄進脇

︵駈得税の確定購欝︶

納税相談始まる

選挙管理婁員会

︵M田濠で・浦磁地区﹀

越後松之由豪懸塾

穀会禰祉協議会

▼2月 艮〜3丹掩田の予定

鋭生婁員協譲会

農業婁鰻会総会

︵24臼脅緻βも蒋︶

ファミリースキ董教室

婿投げ・スミぬり

ハ各地欝・集落ごとに実施﹀

いこいの場嬬まる

選挙管理委員会

密庁仕事始め

スキ峯場モチつき大会

▼董月ので毒ごと
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をもって、たたかいぴっこをしていると

湯由〈がに沢〉

〈上之出
※エ月三覆から鑓欝までの届繍分です。

おとうさんが刀をもって、ぽくがてっぽう

5・い29まるやまかずひとくん

霧

聡絶

視嘉盤ん職

ー①oりー

高橋＿羅大下〉5一縫

〆

橿原孝二さん 49歳

託磁5

◎・

、．醗鍵難簸欝i
・

載

5・い27
中尾（林）

餐，蹴鮒
5・王・鍛
橋詰（久奪ん）

饗絶1遡
62歳
高橋万三さん

（砒年朋〉
おぐ報蕩《蹴》

︑煮働▽怒蕪隈

羽花ちゃん 村山祐一・・貴美さんの三女

鰹

宰礁︒

車ちゃん

4・捻・3奪
松之矯（尾張麗）

（湯之島対出〉

相沢恵一・簾子さんの二男
おくる

おかあさんがせんたくをしているところ

むらやまゆかさん
4弓2・29
観音寺（金照屋）

ナす組
か

う

（生年朋）
；翻驚歓灘》

激酒
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