広報
マノ

︑ー妻叢

灘聴

凝・鰍鱒塾鱈
獣飛．諾轡

生徒たちの声援を受けて頑張っていましたく顛の製っり）

馨く噂魎畿

腿今月号の話題蠣2●3

真夏の霧まつり一……………・………

賢険掌校…一一……一陽一…・…………。…4
町災ミニバレー一ボール大会一・…一…一ウ唱
農業委轟会通信・・一………髪一一…・・…一

6

不老欝麺）利罵について一一…・………魯・……8

ジュニアリーダ〜緋修ヂ海のつどい」一・ 9

8月のフォトニ鉱一ス…一…一……・10〜雄

集落探訪（月漉・坂申〉…………◎一一…M
公災館だより一…一…一◎▼……一…欝

17

璽

糠

をぎ

・

頚

え

IO①1

長雨ど溌夏を吹き飛ばせ／

今年から男女の人数講限がな

る﹁︑上がまんレースしは︑ジ

裸足になれば誰でも滲加でき

せんべいは．彌すれすれの隅

しました︐

さにあり︑腹瀞︑滋いになって食べ

2

麟麗噸4．．

あ

いヤ

︑︑磁壕
な

棚舘お盆に行っていました翼

くなり︑五入一総でダれば誰で

真夏の雪まつ
璽の雪まつりが︑今無は約⁝週

ムは瓶倒的に強く︑侮かハン岬︑

決勝は﹁せんべい食べ競争しを

ャンケンで決勝進出潴を決め︑

梅雨開け後も雨の繍が多く︑

そのため︑勇性難人組のチ⁝

も滲撫できるようになりました

贈豪つり当鶏も爾が心醗された

を付けないと革萎拝な感じがし

飲みザレ⁝﹂は︑三人一継で大

綱を引く直繭までは欝の冷た

家した︒

さを織にしていましたが︑ー張

人はビール大びん︑子供はサイ

渇いた曝をうるおす瀞．hマ

り始めると冷たさを忘れて一生

ている入もいました︒

簸初の競技は﹁アメリカンズ

懸命引いていました︒

縫．騒

灘鱗

カップ根牲版﹂で︑ミ詣ソリに

ー︵︑︑人で一チーム︶でした︒

ボールを園ってくる苛酷なリレ

小さな子供たらは腕力が足り
ず︑役興の方からソリを追して

葬いチームと遅いチームでは

もらってい談した︒

︸入分の蓬があり︑最後まであ

︑

乗ったまま素夢で窮をかきわけ︑

ベントが行われました．

ため︑予定を繰り上げて得種イ

にぎやかに闘篠されました︒

問軍い八月八照︑大厳毒闘原で

告
）

滑詳麟
季側燃 査壱努馨

灘︑︑

〆評
イン〜

きらめずに完建したチ；ムに温

裸足で綱を引く﹁盤烹綱引き

かい拍手が送られました︒

ニうぬらたい

大会しには十チームが参傭し︑

夏挙禽宿に訪れていた國府台女
子学醗の皆さんも鶯チ⁝ム参繍
しました︒

ソリ乗りは子供たちに大人気

購

﹄

雪の冷たさに我慢できず途中で逃げ出す子供もいました（雪

欝

頓

戦
誌

響
鍛

叢宰

〆

誌

い︑ぎかなかイワナをつかまえ

アッという闘に池が濁ってしま

遜鰻錘
驚徽

総賠

逃げまわるイワナはなかなか
つかまりませんでした

た︒

また︑びしょ濡れ慰なった服

られませんでした︒

を．灘にせず︑友達の分までつか

簸

穫．

カツフゆ根チi牲蜜疲：

ダーを藁いスト穏ーで飲み崖し

交代瞬間が二卜秒のため︑腋
活鋸の大きな入ん集めたチーム
が烹泣入籔し濠した

零L網放タイムになると︑待

求えていメ†供もいました︑

しましたが︑飽チーム諾遠慮し
らかねていた子供たちが⁝斉に

役興チ⁝ムも飛び入りで灘撫
たのか簸下侍7恕舞ぬがれメのが

襲︶たりとはしゃいでいました貸

舞豪り︑籏焦俄をしたりソリに

廓供たちが楽しみ慕していた
襲詳は．酵塑︑が広がり︑︑愛・し

やっとでした．

コソヤンボでワナのつかがどり酬

灘

灘

撫

欝

長いスト隣・一でビールを飲みました

い講さの中で潤縫で薮．ると畏い
オ

僻版のス好
アメ覧｝カン

撫
ダ

㎡1験
購 熱露 磯麟

離

藩鍵

は︑逃げまわるイワナとつか崇
︸ ザ

雪面すれ

．講薦、

纒

ミニソ》に乗って素手で箭へ進むアメ1ノカンズ

欝
掻騰

3

ん一い覧

㌘す急o

騰難

籔

えようとす禰子供た新の騒ぎで︑

、燕急、

また︑夜八蒋過ぎから撫掛本

薪翻りや魚の薫製を作りました︒

りながら肥料尽大根の種を蒔い

おり︑どの乎供も泥だらけにな

畏雨の鰯簸で畑のLが湿って

lF①1

八月十二環から牽鴛照ま偽︑︑

を欝ち︑大きな声で松繕地内の

夜はド規罫彗落の盆踊りに参

てい豪した︒

わっていました︒

撫し︑楽しそうに踊りの輪に加

やジュニアリ

なお︑松之山遊膏研究所は習

⁝ダーの研修︑クフブ璽と地元

険クラブの指︑聯

住鋭との交流の場として使用さ

地沈の子供たちは昼食鍛帰肇

ミなどを爾のなか捻いました︒

リーン作戦を行い︑枯れ技やゴ

十幽縫は朝食前紅美人林のク

た汽．

家々に火の用心を呼びかけまし

夏の松之覇醤険掌校が打孝れま
した︒

参煽爵は蓑︑ 躍険クラゾ．．︑十

置名︑賄内の旧羅・生徒七名の
計脳十二名でした黎
ー畷険クラブのバスは午・後一晒

に大厳轡燭原へ到着する予足で

しましたが︑欝険クラブの子供

れるそうです彰

したが︑関越︑郷速道路で滞憲の

渋滞にあい約二時闇遅れて到肇

戦しました︑

たちは近くの畑で野粟作りに挑

簡単な闘校式のあと︑真憂の

畿﹃ゐ
臨
︑．磯

しました．

し︑残っ︑ていた聾で遊んでいま

雲まつりが行われた場所へ移動

夕方になると班ごとにテント

した︒

を立て︑夕食のカレ⁝ライスを

子供たちは飯禽炊飯観慣れて

作りました︒

おり︑火の繍滅を調鰹しながら
上手に焚上げました．

キャンプ場の管理人さんから︑

松之由の歴史や漁謡を聞いたあ
とテントに入りましたが︑夜遅
くまでにぎやかな揖が聞こえま

牽三溝は松欝の︑松之虫遊趨

濠轟瀬懸無、

冨．難

馨

埠

した︒

蘇究所︵欝年の家ごへ移動し︑

キャンヅで一番楽しい食事作り
慣れた手つきで米をとぎました

番早〜皇瓢る鑛してい溢
どの班力

4

纏を嚇飛ばせノ

、，癒懸轟纏臨ム

ミリープ買ックに閥チーム︑准
ファミリーブ

八月．憧二旧町幾体欝館で︑

しぶみ農協主催の第六回購畏ミ
の二十九チームが参艇しました︒

ックに七チーム

ニバレーボール大会が行われま

二位

つくしB

まつさと

汗をぬぐいながら頑張っていま

蕊位 窒飛ぶペンギン

▼ファミリ舞ヅ翅ツク

敢闘賞

カジヤアントラーズ

一位東趨ファミリー・ザ・沢

なお︑各ブ獄ックの成績及び

した︒

おりです︒

ジャンケン大会の結果は次のと

二位

シモファイターズ

調会式が終ると子供たちが楽

▼男女混合ブロック

駕魚

した︒

が始まり︑約も十人のちびっこ

一位 東川4塀

敢闘賞下川訴A

二位

一位

俊藤智穂さん︵天水越︶

▼ジャンケン大会

上鍛池A

上鰻瀧β

一位ヴェルヂィ藤臼会

二位 東川3畢

簸後まで残った脳人は強運の

しみにしていたジヤンケン大会

劣女混禽プロックに七チーム︑

たちが大きな歓欝を上げながら

三位 クレヨンリ瀞ウちゃん

二位

かったようです

大会は五ブ臓ックに分かれ︑

礪牽歳以烹ブロッタにヒチーム︑

ジャンケンをしていました︒

勲かいボール翻那く

東川5畢

女性ブロックに照チ喜ム︑ファ

▼准ファミ︾嚢ブロック
▼鶏牽歳以上ブロツク

敢闘叢

三位

鷺位

小野塚留美さん︵東鍬︶

敢鯛賞
チーム数が少ない女性ブロック

敢醐賞東川i弩

二位

ガンバ藤繕会

上鍛泡E

戦と決勝戦が膏われました︒

持主で︑準決勝のあと鷺位決定

︸位上鍛池F
とファミリ⁝ブロックがりーグ

三位 樋臼玲奈さん︵松之山﹀

ミニバレーボールの試合は︑

戦︑その弛のプ囎ックは予戦後

▼女性ブロック

よろこびライフ

ト喜ナメント戦を行いました︒

一位藤鷺会マリノス
ミニバレーボールのル⁝ルは
簡単ですが︑方肉姓の定まらな
い柔らかいポールを︑必ず三回
で返球するのはなかなか難しく︑

たりと蕃労していましたひ

二回で返えしたリネツトに当て

ファミリーブ買ツクや准ファ
ミリーブロックには小さな子供
一生懸命追っていました︒

たちが参癩し︑大きなポ⁝ルを
また︑パレ享ボ︸ル経櫛験餐が

いるチームは強く︑蕉確なサー
ていきましたσ

ブやスパイクで順当に勝ち上っ

5

決勝戦になると︸球一球に大
きな声援が送られ︑選手たちも

ナイスレシーブのお父さん

轟一ル太露

1

29チームが熱戦を展開

P
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動に効粟を及ぽすものでなけれ

的には地域の奮歴瀬鋤︑蹴済漉

図ろうと︑一平成冗年翻月郡内初

菜の無入直．驚で地域の活性化を

後継餐会では︑自家野菜や出

ばならないのではないか？

躍穂えの機械化を推進してき豪

︑鐸溺の膏．閉鱗鼠理が大変なので︑

した︒

小谷後継潜会粟奮の財産とし

第二磁曜旧に管理作業を災施し

組余．興十照名は︑毎隼六矯の

鷺罫経過した爽績では︑年間
﹂売上げは約流○ガ

売ヒげ一三〇乃円から一八○万
門︑

農業委員

相沢

ヘハの蹴田樺照を深め認泓ーし西κ︒

この冬約繭ゼ鰻を試窪し簡騒化

仲聞は九人で︑今秋から稼渤

する予定です︒

豪た︑近丸纏来禽限会社にし

十分承知したうえで︑豊かな遊

物を売番難しさ︑きびし歯望ゼ︸

たいと強り切ってい豪す卿

．罫名嶺教授の滋井袈裟聡氏の紹

域お二し講演会の講師︑信州大

を大切にし︑これからの著後を

夢だそう鳳す︒

生きたいというのが︽興粂興の

び心を発揚しながら仲問づくり

＼︑︑︑︑

取組みたいという餓運が高まり︑

その後︑あんぽの製造販︑照に

介もあり︑幾野県小川村−おや

憲地区で闘催された地

亨
きの璽﹂を視察しました︒

昨驚

た．

組むことが懸案となっていまし

として︑襲産物のか籍薫生産臓取

数年繭から無人蔀の発展段踏

経営に取鰻む

地域︑の活性化に取組む小谷後継者会
今翻は︑地域の濡性化に長年
真剣紅取り総んできダ︑いるグル

ープ﹁小谷後継潜会﹂を紹介し

望し蒙したが箋親ぜず︑昭穂汽

農協こ育苗セ㌧〆タ⁝の建設を要

小谷後継蓄︑麟は︑深刻な過錬

十鷹鐸に独殿で鷲岡湾臨センタ

ます︒

現象があ・われ始めた昭和照十
ー︵二千箱規礎︶を煮瞬○芳円

の無人櫛を醐撒しました︒

五年の冬結成されました︒
で建設しまーた︒
一堀篠の繍袈ー召闘は六名︑ 利︸用画

小谷後継暫会という名称は︑
﹁小谷最後の後継煮になるので

工禽︑閥条磁槙機一台︑トラク

横五始︑所鞍機械は二条細植機

円に達し濠した︒

ましたが︑昨鰯矧めて．繊の親

は？しということで名付けられ

五︑あんぼ製造元﹁地炉端﹄の

て︑昭瀦烈牽五鶴大鶴材鳩地区

三︑小谷植林緯合

ター︸台です磁

伝統行纂の復濡︑新闘の発︑脊︑

で︑成育七爺鑑の植林地約烈㎞

発足以来︑農道の瀾遡運動︑

視察研修旅行︑講麟を撰いての

を三〇〇乃円で購入しました︒

一︑檀例の年中行事

てい象すが︑作叢はもっば・下

昭釈55年に建設された共岡禽苗センター

子の代替りができ塞した︒

活動をしています︒

①一月二購の断年会

校打ちで︑

なっています︒

規在二十奪童の見箏な杉林と

勉強会︑讐能祭など多鮫に渡る

規樫の活動内．裕は次のと裏り

②一月十蕊欝のどんど焼き

で す︒

③三月第二土・沼の慰安旅行

りで大変な璽野働です．

過練地の地域おこしは︑簾︑本

四︑無人帯の運営

楽しみに黛貴頑張っていまザ︒

しかし︑年々成擾する杉林を

一藏中梯子の登り降

④五月八環の甘．謄会

⑤九月の秋祭りの鶏の碕修旅行
昭和照十九無韓五人のメンバ

二︑小釜複合化組合

ーで膿植機の共岡組禽を結成し︑

好調な売上げを誇る無人布

6

β本人の単均簿命は年々伸び

続け︑男性で約七十穴歳︑女性
で約八十二歳と世界脊数の長寿
鰯となりましたぴ

それにともない葛齢化が一段
と進み︑．陶齢餐癌鮭は燈々璽要

な諜題となりました︒

十俸後には六

松之撫購の蕩齢化灘は規犠の
まま推移すると︑

十五歳以上の方が照○％近くを

︵藤倉

④醐橋ツルさん

繭︶

糠の木︶

騒歳

鱗歳

焚丞翻
⑤栂勲ハル賦︾ん

隠縢︶

新発聞︶

鱗歳

︵松之撫

⑥久保繊棚ヒさん
︵松之山
93歳

︵新縢霞興工︶

⑦久保磁コ遡さん

．兀眺︶

90歳

90歳

︵ド蝦漉隠墨

90歳

︵炎水島

⑱樋環フヂさん

⑲璽野ヒデさん

⑳大晃ヨシさん

下畢場﹀
9ひ歳

︵下蝦池
⑳池田ヨシノさん

︵不老閣︶

方で︑︑不愚㎜閣に入断されてい

※九月︸融現在講九牽歳以上の

9
2歳

⑧蕩橋シ勢さん

る購内餓場煮は︑入所蔚の住
所で蜴載しました鄭

︵天水篇 門七﹀

褻麗︶

92歳

く藤内私

の婁．肥供給範は︑米の全縫磁．侮

地域農業を嘗り︑國毘の食糧

勲で︑コシヒカリからくず米ま

實わない・運ばないの三ない運

・イナ

で霊竪凝協へ患荷しましよう︑
嬢詳灘盤麗爵米纐は︑

．

欝︾

〆げ佛モ．

耀藩卿翼

鋤

癖響．館

ηマ

＞ン

︸

がぜひ必︑要です︒

ス蒙建を撫置き範し︑一六八億

門の補助金がつけられました︒

あとは︑農臨・生護蓄がどう

縁故・贈答用米に名を階りた

鐸荷土繊︑何するかです．

不蕉規流遭来を郷え︑時の限農

数量を究全消化し︑食管絹度を

厩a

︑醗︑整備が特に園難となってい

滅少などにともない藝叢︑醗の設

寮叢主しなど︑繕種の条件を満

より常堀労働蕎として腰入れた

もない求職暫をズ驚勝の紹介に

て︑

愛給できる毒業窯の飛件とし

ることなどから︑今後︑緩用機会

﹁窮叢断の設蝋・整備にと

を増大させる必要がある地域と

窮難勝の斬設︒麟設等の際紅

す︒

は︑ぜひこの制痩をご利用くだ

たす纂業主であることが必要榔︑

この地域指定により︑町内の

改糀地域﹂の指定を受けました︒

礫胴保険の適用事業狂が︑鑑羅渠

﹁地域雇用開発助成金幅が交付

ださい︒

役場の職叢係にお問い合わせ／︑

くわしくは︑購簡薫黛︑濠たは

さい．

されることになりました療

に要した費用しの︸部盗対して︑

漸の施設や設備の新設・増眠等

して︑労働大距から特過疎雇用

松之撫町はム葬繭舅︑人鋤の

㎜地鐵雇溺闘発助成登を3測編菟総惑糖

濠た︑不雛綴米を売らない・

rりましょうの

璽

餐

一ψ｝ 一
帥一『癖
一
酬一引
順pw｝戸一 饅亨桿
岬 碑fm「m甲…一一岬一一m『…騨

・．

⑨栂撫貞濾さん

92歳

い1璽．．、ll、．．い・・瑚脳％i

ρ印
甲轡戸一緯…一＾w一 一1陣一一
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占め︑全圏でもトップクラスの

購では︑今年閥月オープンし
⑩村由マツさん

新騰︶

︵不巻薦︶

鶉歳

︵橋講

⑪小山啓治さん

小鶴騰︶

飢歳

金繊醗︶

綴歳

4月1段現在の松之山町の人P3，創6人

超高齢化購となり豪す．

た特劉養護麿人ホーム﹁不彪醐し

を中核施設として位縷づけ︑命
ビスセンターの業務を嬌めます︒

︵新由

⑫小出モトさん

︵観膏轡

⑬村山隆蔵さん

きねや﹀

90歳

︵松之山

⑭相沢茂平さん

煽彦六﹀

90歳
︵笛八水島

⑮蕩橋サイさん

親家︶

90歳

︵獺混名

⑯滝沢テフさん

90歳

壷姻
［7（壁．．、〃．．r

月から併設されているデイサ⁝

なお︑敬彰の旧には県と時か
ら︑七十七歳・八牽八歳・九十
五歳・一〇〇歳以上の方々に祝
菓子や敬灘贔が贈られます︒

また︑町歓会編祉協譲禽から
も︑八十歳以上の方に敬老鼎が

幽歳
隠溜︶

⑰俊藤フクさん

臼− τ『一 −「『顎−3

』

』』

贈られます．

①福原タマさん

︵天水越

油屡﹀

︵天水越 水の羅﹀

7

︵小谷
96歳

16墜主塑」．1・4鰍4（脳
1

潮＿＿一帰【一＿r鵬−蜘＿
一』＿一一げ酔『酬．一
屏騨一
一『地「｛

②相沢シサノさん 97歳

③山驚トメ さ ん

松之山剛こおける高齢者数

Ioり①1

〜入断⁝対象蕎はおおむね六十煮

調整

④安塚地域橿祉センターで郡内

不老閣への入所について

公平を図るという観点から︑甥

場合ほついては︑岡膳世帯との

ただし︑ひとり暮りし老人の

ることになってい豪す︒

特別養護老及募ーム不老閣の利用 につ 聴で
九月六日からデイサービスが
始まりました

歳以上で寝たきり︑または介助

暮 し巻人を税綱上の扶養挫除

特殊浴槽は穫たきりの方が穫

施設入所搭置費︵負撫金︶は︑

の対象としている等のような場

霧堪の嘘鍔老人や纏たきり老
たま蜜入浴するためのもので︑

断簿に億じ無料から二十照万円

念は︑この甥居している子を扶

原難として入所奮本入と岡屠し

相談

②役場の獺祉係へ入所申し込み

ていた配偶者または子に限定す

シ鷺ートスティ
の入所について

なっています︒

養義務暫として取り扱うことに

艦している子であって︑ひとり

ストレッヂヤー︵移動嗣ベッド︶

︵月﹀まで闘分されています．

⑤入所決竃・入断

人を昼間だけ預かり︑入浴・食

になります．

を要する方ですゆ

事・機能園復灘練・生活指導・

に乗り換えさえすれば︑あとは

①入斯︑瀧望について鍵生婁操に

入漸までの︑手続きは次のよう

健康チェックなどを行うデイサ

何もせずに入浴できるので︑体

③入所判定部会で審嶽

また︑挨養義務曹の範囲は︑

ービスが︑九月六繍から︑始まり

ん．

に負担をかけることがありませ

一般浴櫓はある程度介助すれ

現密の利用岬し込み蕎は六十

ξした︒

六人で︑これらの方を地域ごと

ば藤力で入浴できる方を対象と

入所雌集暫はおおむね六十五

に六〜九人に編成し︑専用バス

りが取り付けられているほか︑

したもので︑浴槽の階段に乎す

九月は二週に一回のサ⁝ビス

の方が冠婚葬祭や農繁期などで

歳以上で︑介助されている家旗

寝たままで入浴できる特殊浴槽

磐︑送迎しず︑います︒

フトも備えられていますな

鷹ったま蒙で入浴できる入浴リ

へお問い禽わせください．

または不老閣 ︵費六⁝三三六穴︶

役場の橿祉係︵無六ー三；コ︶

くわしい内容につきましては︑

せていただきます︒

として︸日二︑〇六〇円徴収さ

なお︑短期保護費︵負担金︶

の鶴祉係へ幽し込んでください︒

入所を希望される方は︑役場

間︵闘週聞︶です．

入所期閤は一泊から二十八臓

番が不安な方などが該当します︒

介助できない場合︑︸入で留守

ですが︑十月からは徐々にサ⁝

送迎バスで利用餐送り

⑪十五蒋

ゲームや体操︑霞鴬動作講練

㈲イ．⁝隠から十烈蒋

昼食︑静養

◎十二疇から十三購

診断︑温衆入浴

看護婦紅よる搬圧澗定や健康

＠十鋳から十二蒔

送迎バスで利用脅迎え

ゆ九時から九瞬三十分

の︑欝はおよそ次のとおりです︒

なお︑デイサービスセンター

ビス翻数を糟やし︑月圏衝くら

ま寅︒

い利用できるように計画してい

デイサービスを受けられる対
象溜はおおむね六十︑五藩 以上の

方で︑希望藷れる方は役場の薇
鮭係へ申し込んでください．

利用料愛は︑食事代二〇〇円︑
普通入浴 ． ． ︑ ○ ○ 円 ︑ 特 甥 入 浴 汽

○○円などです︒

デイサービスセンタ⁝には︑

ご家庭でお園りの入浴闘題を解

浴槽が備え︶れています︒

溝夢ノために︑特殊浴槽と一般

灘
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ばかりで︑友達もたくさんでき

慧されたこともありました︒

浦田小学校六年 南雲智

海のつどいに参加して

八月二十揖︑ゆうとぴあ畢は
韓園へ両かって出発しました．

でも︑それだけ仲輿くなった

いやだなあ恥と思っていました

盆活とそんなに変わりませんで

船はゆれが少なく︑陸上での

のだと思っています︒

が︑お互いのことがわか ない
した︒

敵初は︑織りない人ばかりで

ました︒

ていて︑

ので︑かえって自然に友達にな

礁発式にはたくさんの人が来
入が来てくれているのだから︑

れた餓がし塞す．

いよいよ韓麟に上陸です︑

ろもきれいでした︒

食薯はとてもおいし・＼おふ

してこよう﹂という餓持ち鑓な

達としゃべっていて︑

蜜き聴間などでは︑ずっと友

リーダーとしてしっかり磯修を
りました︒

舩乱のつどいは︑楽しいもの

蝋︑こんなにたくさんの

子

簸籾慰思ったことは︑

とでした︒

﹁縫水

とあまりかわらないしというこ

景色を見たりするだけでは︑

蟹い物などをするときも︑店

濠るで沼本と変わりません．

の人は繊奉謡で対膳してくれま

見掌した所で⁝番心に残って

した︒

いるのは斑族樗です尊

韓國の人たちの漁のようすが︑
よくわかり蒙した︒

そこで見た﹁能楽恥は︑とく
に心に残っています︒

そこでは︑何人もの人がすご

小野塚良康

やっばり戦争があったからかな

ソウルまで汽箪で移動したの

あと想い塞した︒

幹線くらいの速さだと瓢ってい

だけれど︑韓園の人は鯖奉の覇

い踊りを毘せてくれました︒

とてもきれいで︑兇ていて楽

さよならパーティーは︑とて

しくなりました．

スタンツでは︑みんなと踊っ

も楽しかったです．

キャンドルサーピスでは︑た

たりして大笈いしました︒

私もみんなと甥れるのがいや

くさんの入が泣いていましたの

私は︑この﹁海のつどいしの

で︑悲しくなりました︒

友達のことも︑絶対に忠れ藪

ことを絶対に忘れません．

せん︑

オリンピツクスタジアムに入

った時︑ここで力毒ル・ルイス

が楚ったのかと思い︑とても感

そして︑あっという間に簸終

動しました︒

取終研のさよならパーティー

鷺になりました︒

では︑この﹁海のつどい﹂もも

う終るんだなと思い︑とても感

この﹁海のつどいしで︑たく

勲しました︒

僕はこの﹁海のつどい鉱でで

ができました︑

きた友達とは︑これからも友達

さんの友遼とたくさんの思い繊

そして︑ソウルでは繭から兇

遅いと思いました︒

たかっ．たオリンピックスタジア

ましたが︑僕は新幹線より少し
皿番心に

でいたいと思い豪す︒

じたことは︑韓岡の人は僕たち
れないということが︑
残っています．

碧償の違いなのか︑それとも

ムなどを箆掌し家した︑

が手をふっても︑ふり返してく

そして︑韓圏に着いて︸番感

だ時はとても安心し濠した︒

心醍しましたが︑手続きがすん

僕は初めてだったのでとても

入照夢続きなどがありました．

松之山中学校二年A組

りーダー研修に参加して

僕はこのり⁝ダー研修﹁海の
つどい﹂に参撫して︑友■達がで

船璽に入ると三入の伸聞がい

きるか不安でした︒

て︑その人たちとはすぐに話し
ができるようはなりましたひ

それからだんだん友達ができ
ました︒

この﹁海のつどい観では︑海
外に行くということだったので︑

9

簿

朋フニ

琢の

L

にカラ7ルな腰蓑をつけて舞 欝

ハメハ大薫﹂は︑轟っ黒な衣装

1寸①1

八月二を九籏午後︑浦田地擁

狭しと踊りましたゆ

浦田地区芸能祭
コミユニティセ鳩〆夕⁝で︑．響七

ム本にないアドリブが次々に

んさん﹂の物麗似でした．

重劇院＼今算は﹁きんさん・ぎ

第︑一部の始まりは毎年婦評な

翻浦照地区澗醗祭がにぎやかに

オ⁝プニングは︸輪﹄．の八木

㎜開催されました︒

謡・舞踊・撃吟﹄太鼓など盛り

節で︑保蕎醗圏兇のお遊戯・蔑

き込まれました︒

女煙だけの太鼓グループ﹁い

飛び拠し︑蛮場は笑いの渦に巻

ちご会﹂の勇壮な八丈轟太鼓は︑

で続きました︒
濠た︑カラォケはテ！プ持︑．︑

だくさんのプ雛グラムがタ方ま

の入が多く︑家や仲間同出で練

いほど腹の﹄底まで雛いてきまし

鍍能祭の簸後を錨るにふさわし

村躰さん（哀〉、三浦さん（右）

全国各地のリゾートの現状を説明する

地を発掌し︑豊かな自然とおい

講鎌の方たちは壌前に町内各

しい米を生かした観光地づくり

治さん

ライタ峯︑醗外活鋤指瀧興

れば︑多少交通が不便でもお客

きない観光の目蓑商贔を闘発す

さらに︑松之山でなければで

が穏蕊と述べました︒

しかし︑飽の観光地と周じこ

花は観光地にふさわしく︑これ

また︑道蹄沿いに植えられた

は必ず来ると力説しました︒

醐種

︑つているのは︑競禽すヅ

の施設が多いためです．

からも続けてほしいそうです︒

大規模なリゾート施設が行き

になってしまいます郁

とをしていては一灘陵りのお客

増撫が覧懇されます．

聞圏内にあり︑ぢ後も観光客の

松之山鋳は酋都圏から約二縛

趨然捧験数膏難究家

粟細伸一さん

窟黒観光企醐撫当果長

︑︸︑浦和雄さん

翻載奮

︑︑王グループ営業推進チーム

村井志郎さん

講舗は次の方たちです．

ニティセンタ⁝で都帯との交流

関環

最初は恥ずかしそうに踊っていましたが、
後半は楽しそうでした
勉強会が行われました︒

八拷七覇夜︑浦醗地籔コミ講

2多様化する都市との交流勉強会

た︒

躍しヅ︑いるのかヒ事な入が次々

婦人会の舞踊 南の島のハメ

に登場し豪したな

鱗

オト
ユース

イ

O

た．

交通事故のない町を

慶の︑獲毯譲鮫・防比蟹動期聞中

た康の運転手続︑町交通指懸愚

駐窪さんの指胴により停止し

︸線の薪山地内で交通安全を呼

からチラシや眠む餓防悲のガム

の八月六溝と十湖︑麟重三汽一

びカける街頭指導が︑倉われ濠し

また︑シートベルトを締めて

が醗擶されました︒

いない人には着薦を呼びかけ︑

その場できちんと締めてもらっ

ン後も死心交通箏故がなけれ

ていました︒

ば良いですね︒

八月照鷺松代町総合体育館広
場で︑第二回交通安全ゲ⁝トボ
松之山町からは松之山チーム

ール郡大会が行われました．

ムとも予選ブ∬ックから決勝ト

と川手チームが参癩し︑爾チー

川手チームは強豪を次々続破

ーナメント臓進患しました．

も黒位となりました︒

︑ン︑

講仲間による読経が夜空に流れました

り優勝︑松之山チームは櫓しく

なお︑川手チームは九月二日
紙潟市で行われた漿大会賦出場
しました︒

八時から始まり︑講仲問にょる

読経のあとスイカ翻りゃ花火大
紹灘︑↑年代までは町内各地

会が行われました︒

馨

4交通安全ゲートボール郡大会

磯・

㎜番獅しいのは

で庚頃講が盛んに行われました

が︑今では大鷲戸を含めて数か
所となってしまいました︒

一

麟

きーー欝灘蕪

簸灘録︑．
撚︑．

されたものです．

昭秘汽︷五犀の庚癖の年に建立

搭は六基あり︑

5大荒戸の庚申祭
八月牽蕊績夜︑大瀧芦の庚申
行われ象した︒

祭︵庚購講︶が帰雀客を交えて

スタート前に左右を確認し、手を上げて
横懸歩道を渡りました
庚礁祭は露りが購くなった夜

召

瞬響

夫婦杉の根本に肥られた庚構

−

3

運転手の皆さんに交通安全を呼びかけました

lO①1

た蕃難の数々は︑一熱忘れるこ
とのできない辛い思い出として

太平洋戦争の終戦から約審世

経のなか︑蕨︑列した遺族の皆さ

慰霊祭は八人の導舗による読

戦没者慰霊祭

低温漉意報が発令されるほど

紀が経過し︑戦墾を織らない僅

心に残ります︒

肌寒・い八月二十騰F爾︑松之撫

霊を慰めました︒

んが次々と焼香紀立ち戦没者の

しかし︑戦争体験籍が味わっ

公会堂で戦没蕎慰霊祭が行われ

爆鎌
．審︑・

耀識

難楼犠磯耀︒

飲んでしまいました

八月︑一十九濤夕方︑大厳轡蕩

原に鎮座する天水越の不勤社の

巻人クラブの皆さんによる風

祭りが行われました．

船翻りレースは︑思ったより風
船が割れず︑逆転につぐ逆転で

会場から大きな声援が送られて

子供たちが楽しみ続していた

いました．

︸気に飲む餐や味わってゆっく

ラムネの早飲みは︑二牽秒位で

が出て山ました︑

り飲む蕎など︑子供たちの燧姓

松之山会の皆さんも訪れ︑趣陶

たがすぐに止み︑プログラムの

麟の途中で雨が降ってきまし

われました︒

中断もなく最後まで予建適り行

業の出穂観察会に来町した菓鎌

んでいました．

を凝らした出し物や神楽を楽し

八月．一牽八賑午後六時から︑

会場には︑グリ⁝ンリース箏

祭が行われました︒

湯由の松華神社境内で湯撫神楽

8役者ぞろいの湯山神楽祭

・畢い子供はアッという間にラムネを

飛び入り大歓迎！不動社祭

ました︐

代が年々増撫しています︒

6
7

誰れが誰れだかわからなかった
婦人会の踊り「一円玉の旅がらす」

焼香をする遺族の皆さん

2

8月の
フオト
ニユー・ス

O

きだし︑係の人か

翻・ないま

が翻れるのがかわいそうだと泣

中尾の自治宝くじ助成記念祭り

ラオケと大型テレビなどです︒

まで袋に入れてもらっていまし

の儲鹸

が披露され︑舞台では真新しい

た．

闘演あいさつでこれ

十二神縫麗根蘇き替え竣工記念

着物を着た磁藤瓜会の踊りや︑

今犀︑中尾のかささぎ会が自

伝統ある神楽が奉納されました︒

なお︑十二神縫の麗根葺き替

りなどで夜遅くまで続きました︒

え工事は七月二霞に始まり︑八

神楽は獅子舞・天狗の舞・ひ

趨十鷺予定どおり完了しました︒

ょっとこ踊9・獅子と天狗の戦

いで︑見せ場になると観客から

ィ事業︶に該当し︑二〇〇万円

勢いの良い掛け欝や拍手が送ら

治宝くじ還元事業︵コミュニテ

が助成されること臓なりました︒

スイカ麟り大会は︑参獺した

に仕烹がった屋根を見ていまし

は大勢の氏子が参列し︑きれい

祭りの離に行われた竣工式に

助成金で購入した備最は︑マ

ほとんどの子供がスイカを翻り

た︒

れました．

レビの映像記録装置︑テント一

備︑ビデオカメラとモニターテ

ましたが︑簸後の子供はスイカ

イクやスピ⁝カーなどの畜響設

張︑舞台衣襲八着︑レーザーカ

二十一賑は柿騎の海彬でキャ

定しました︒

たものの約十二㎞のコ⁝スを完

リングが行われ︑一部道に迷っ

工十田は雨の中オリエンテー

いました︒

短期山留生自然を楽しあ
八月十九穣から二十五霞塞で︑

浦灘地区を中心に短朗山村留学
参撫鞍は関東方画の小中掌生

が行われました．

の罠泊を楽しみました︒

三牽三名で︑懸体焦活艇農象で

ンプをし︑二十二環と二牽三紹

は畏泊先の農家で畑作業などを

中立由農栂集落センタ葦に着
いた子供たちは︑趨分たちが︸

手伝っていました︒

参舶した子供たちのうち侮人

週問使用するハシを作りました．

ハシ作りが終るとドラム無風

また︑祭りは帰賓客の飛び入

祭りが盛大臓行われました︒

枇で︑霞治宝くじ助成記念及び

八月十幽濤夜︑中尾の十二神

9
に来てくれると良いですね軸

かが︑斑期山留龍として松之山

3

愚に入り豪したが︑建の下ば敷
く板がなかなか沈まず蕃労して

温泉センターの露天風呂で汗を流しました

霞治宝くじ助成を祝って神楽が奉納されました

﹁−⁝ー︐⁝⁝

集落
﹁⁝ー⁝⁝⁝ーーーー

︷ー
跡の繭部に位灘し︑月漉集落
内を県遊月濾松代線が通る︒

内を園道鑓〇五耀線︑坂中纂落
月池の地名の磁来は不明だが︑

1㊤①ー

から繊作りに来ていたかわかる︒

たとえば︑松苧神社か ば粟
浦田村︑謙訪神社ならば幽浦鮒

海絹︶大洪水で壊滅的な被嫁を

村人は新しい田畑を求めて︑

受け現荏地に移転した︒

ものと思われる︒

欄夢をしていた︒

庵主が亡くなると観︑︑堂は無

焦となり︑昭鞍菰卜科照月廃鴬

月池集落の南方︑三郎山の頭

となった跡

文化十二血へ一煮︶郊と刻

繭浦闘瓢闘の闘発に力を入れた

童れた石稠の中には︑風袋を背

石繭が安置されている︒

hド填地紅︑切饗造りの二基の

月池の観臨緊慰︵α像・盤観世

ある︑

識田検地

．還︑薩像︶の創蕊箏鍔は不明だ

ている︒

痩上には土俵があり︑短卑七

負った風神の小贋縁が納め︶れ

肖の土期の丑の照と二唐十彌縫

が︑明治．牽一く一八八八︶隼

庵薫は農繁期に幼兜を覆かり︑

酒年近し歴史を閉じた︒

山分校は︑兜童数の減少により

区の初轡教簿を担っザ︑きた中立

昭秘幽十八無黒月︑中立山地

入山の派出教場は廃止された︒

立霞分教場が新築され︑月池と

慈らに︑明漉二十鶯黛には中

十む年派出教場は新築された︒

れ︑就掌兇童の堰撫によって同

その後︑掌凝は何醐か改疋さ

月池派鐵教場が設置された︒

明治十三罫︑観膏堂を惜りて

信仰されていた︒

であり︑霊由として風神も摩く

また︑三郎山は女人禁翻の山

るなどしてにぎわったという︒

はここで太鼓を打ち︑相撲をと

冬はお年寄りを鴬に呼んで誌し

新纂されている．

村︑神明神縫ならば北浦田村で

⁝拳保十六葬の

の名請け人数は幽か村で砥べ烈

なお︑

や太︑子堂

人を膚めていた．

十翅人︑うち北浦紺村が鷲十二

などが翻立謝れ︑岡新

いた．

江辮瞬代中期︑北浦灘村は渋

関係していると思われる︒

だったのは︑岡村の移転問題が

北浦田村の人々が闇発紅熱心

田内でも一定の独．乙権を脅して

なお︑今難度中に坂中の築会
所が新築される．

爾浦脳新磁は涯群蒔代中鰯以

降開発され︑しだい続月池・坂

三郎山の頂上にある2基の篠綱
左側の石綱に風袋を背負った風神の小石像が安置されている

欝い伝えによると地すべり紀よ
って絹がせき止められ三つの池

絶蝦︑した村入がその瀧の周り

ができた︒

に簗談った夜が鶴然にも満月で︑

爾浦購新購が新照検地を受け︑

中・灘菱︾立の簗落が形成された︒

︵⁝七㎜⁝二︶無である︒

神役がわかれぱ︑纏売がどの村

爾集落の人々が祭薦している

思われる︑

た元村が近距離にあったためと

その理由は︑出伶りに来てい

いゆ

るが︑月池・坂勲には神祉がな

穴八九︶年創立の融山神社があ

また︑田変立には元禄二︵一

の村であった︒

住んでいたが︑名目上は無幾評

この新田村には家もあり人も

十六

萩磁村として独︑乙したのは事保

池の水衝に美しい月が映し出さ
れた︒

それで︑だれ温︒．フとなし轍村

の呼び名を月池と決め︑溝び元
餓に鵜墾を始めたという郁
坂中については︑︐翼田か・中

立霞へ通じる坂の途中に闘けた

爾藥落とも江戸蒔代は繭浦懸

ことに起灘する︒

親田に履し︑東浦灘・鵬浦紺・

北浦醗・中立山籍田囎か村の入

また︑鐵愛立集落も爾浦照新

会野地として闘発された︒

顯紅鰯しヅ︑いたが︑月池・坂中

から離れていたため︑櫓由神社

鍛

順

4

年金手鰻は大切にしましょう
◎二冊以上持つているとき
﹁年金疹帳穏檬番

年金手帳は︑はじめて摩鑑半
紅持っている年金手帳すべてを

葭複取消鵬ぬ

きに交付され︑二つの翻度に鍍

金保険か瞬幾年金に糠入したと

﹁年金手鰻薄交付購憲灘﹂に夢

＠紛失したとき

添えて提出一してください︑

銀金夢織には記竃・番畢が翻

通して使粥されます︒

入されています︒

帳の記響・番簿を詑入して提出
してください︒

この記懸・番馨によっぜ＼銀
するの械必要な記録が管理され

金の繍入潮間等︑年金額を計算

﹁被保験脅氏名変璽︵訂疋︶鰯し

＠氏名が変わつたとき

い︒

の手鹸を添えて提鵡してくださ

﹁難金杵帳鰐交付聯︑樗欝しにそ

◎破った鯵汚した鱗したとき

ています．

なお︑紛失した鱗名繭が変わ
ったときなどは︑その都度帯跡

憲 れ ていると︑将築年金を受

ださい︒

に年金手緩を添えて提出してく

Q︑下水道撫入申し込みによる

ります︒

徴収鰯醐と納入時期紀っいて

A︑供胴が翻嬌されるまでの中

途撫入紀ついては︑分撞金を最

は越理場建設︑塞管管渠︑支線

なお︑納めていただく分撫金

終納期までに完納していただき

A︑八月六澱に下水道叢業審議

は各年度の諜税の状況で算定し

は翔衰のとおりです．

婆興と処耀区域内集蕗総代の禽

めの︑禰助事業と単独凄業分の

管渠︑公共汚水桝を設躍するた

してください︒

分握金の積み立てについて鋭明

岡点然講㎜を關熈篠し︑平成穴年鷹偽か

おいて繍入取りやめの場禽は︑

また︑分握金の支払い途中に

なお︑雰謙税の減免について

ます．

らの管渠驚箏並びに処理場建設

建設費の一部として徴版させて

ます．

工事着郵の報魯をするとともに︑

いただくものです．

ますが︑供湧が開始され下水道

分撞金の支払い元金をお返しし

利鰐後の分担金の返還はいたし

したがって︑公蕊︑汚水桝から

瓜フ年九月から分担金の積立を闇

嬌することを冨織決定していた

費崩は繍入蕎の負撮となります︒

蒙せん︒

の醗管︑象崖内設備についての

Q︑中途掬入と茄入取鱗やめの

徴収については︑処運猛域の

場合はどうな鯵ますか︒

だきました︒

町に納入していただくことにな

集落ごと盗徴収していただき︑

分担金の徴収期間と納入時期

紺役場に麟出が必要です︒

ります．
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第王鐡

屑出は速やかに行いましょう︒

㊨

親鍍大会が松代町で開催されま

八月二牽二擬︑郡内少鐸野球

試禽が八月米までずれ込み︑八

タ⁝野球は︑長雨の影響で簸終

五月二牽八田に㎜開幕したナイ

1卜①

した．

われました︒
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王00

△68

歴史罠総資料館では︑籔田出

駅伝大会は浦田コミュニティ

磯聞は次のとおりです︒

気軽に参加してください︒

など︑多方画龍わたって瀟躍さ

掌教授︑同大学総長を歴任する

保坂氏は観膏轡住職︑駒沢大

催し豪す．

身の故保坂玉泉幾の特甥展を開

センター前を午萌九聴にスター

⁝㎞幼兜・親・︸般

▼第︸國スタート十時五十分

小学校低学隼・一般

酒動も顕著で︑霧を中心に数々
二㎞
二㎞

小掌校蕎掌鶴・一般

▼第一．m回スタ蓄ト十⁝時牽五分

▼第困圃スタート牽一時︑芋分

二㎞中学隻・︸般

▼会

場

▼期 臼

歴史幾総資料館

ら十︸月釆畷まで

九月二十三矯︵木︶か

この機会紅ぜひご覧ください︒

の作編を遺されています︒

▼第二國スタ葦ト十一蒔

村センタ⁝蔚にゴールします︒

過去卜一回の大会はすべて松
黒Aチームが優勝しており︑今
の筆頭にあげられています．

年も選手屡の漂さから優勝候補
また︑最終ランナーがゴール
するレ魚︑巳之下線を利用した健

ズ

月三十︸欝ようやく表彰式が行

600

ア ー

松之由町か は︑公幾館主催

6−4

ー ズ

の野球教室のメンバ⁝が出場し

667

コ

今年は餓だしから好調な﹁さ

6−3一玉

48

5
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ました︒

キ

ル

さのファイターズしが︑牽戦十

778

メ

︑今年こそは一勝を﹂と︑子供

しました︒

7−2一王

くわしくは公鋭館まで．

ださるようお願いします︒

禽いますので︑ぜひ出品してく

今からでも作品づくりに間紅

閥に公幾館へお持ちください︒

作撮は︑十月⁝繍から六揖の

の幽部門になっています︒

絵爾︑彫難・工芸︑簿道︑写真

出鹸点数は︸人三点以内で︑

す︒

郡美術展の作品を募集していま

十七撮まで大島村で開催される

公罠館では︑十月十五Bから

ゴ

勝と勉チームを寄せ付けず優勝
萬年優勝のコンゴーズは地チ

JA松之出町

ベ

たちは真鋼に頑張りましたが︑

しかし︑週︸鱗の練習で強豪

ームのマークにあい︑実力を出

778

ン ゴ

残念ながら黒戦二敗でした︒

相手に良く善戦したと思います︒

し切れずに五位となってしまい

康マラソンが始まります．

成績は下表のとおりです︒

ました︒

なお︑教窺はまだ続きますの
で︑来年の︸勝を目標に練習し
てください︑

第十二園松之山町駅伝大会及
び健康マラソンが︑十月十田体

健康マラソンは当霞受付があ

22
7−2一一ユ

トし︑町内をまわって自然休養

りますので︑家族や仲問岡士で

至9

樫

73

大

i，000
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玉o−e
ささのファイターズ

勝率

1

ャ

得失点差

勝一敗一分

名
ム
ー
チ
順泣

れる︸方︑芸術文化薗における

蒲の欝に開催されます︒

ナイター野球成績表

6

餐ブ欝ックの一位六チームが決

成績は次のとおりφ︑す︒

松之由A

八翔 シヒ総町罠グラウンド

二位

一位 湯本

予選の途中から降り出した雨

松之山B

勝トーナメントに進みました︒

三位

黒倉球友B黒倉球友C

松之山B

蕎砂会A

松之由A

ミスが勝敗を左窟するため︑選

湯本

ームは次のとおりです︒

手は慎璽に措っていました︒

れました︒

はだんだん強くなり︑午後予定

で︑町ゲートボール大会が行わ

この大︽は︑十月六磁浦川漂

していた決勝トーナメントは九

地区婦人有権者研修 会
政治家︵候補鞍︑繧補饗とな

村で鯛催される郡ゲートボール

八月二十鰻摂︑町役麟と薬落
ろうとする暫及び規に公職にあ

月黒環午離に延期されました︒

また︑郡ふ八瓜獣に出場する穴チ

嬬人奮権蕎羅修企に出耀して義

役嚢合わせて三名が︑上越地区

のチームも郡穴会をめざして熱

大会の†選会を兼ねており︑ど

午蔚は予選りーグが行われ︑

︸打の

れます︒

要求の禁止

ト達ナメント戦では︑

る蕎︶は︑窃附をすると処劉さ

と︑今後の明るい選挙推進運動
衛権溜力︑威迫してあるいは

したが︑残念ながら全舞︸醸戦

しかし︑県内の強豪を癩︑手ば

歩及ぴませんでした．

最後豪で頑張りましたがあ漸二

長岡帯チームと楽ってしまい︑

鐡傭戦鳳︑準決勝で優勝した

で敗退してしまいました︒

松之由町爵鶴國の薮さんが︑

会で総瓜優勝し︑稟球は郡の代

松之山跡で開催された郡鷺年大

．欝年鱒の皆さんは︑t月圏繕

鱒しました︒

た県膏驚火︑会の卓球で三位に入

八月二十二醸轡上欝で闘催され

戦を展開しました．

ました︒

への積極的な滲加を求めるため

政治家を脇れる霞的で寄鮒を求

婦人禽権暫の政治意識の両h

の硫修会でしたが︑内客は映画

▼政治家に対する寄附の勧誘・

鑑賞︵女性闘人の明るい選挙推
めると処溺されます︑

後援隣体が︑花輪・香曲？祝

▼後援圃俸の寄附の禁止

ター所長小林新治先生の講演会

儀などを出すと処︐﹂されます︒

進運動箏鋼発衷︶と︑教欝セン
︵演題ー私たちの美の心︶︑そ

して黒分科会に分かれて﹁政漉

家の寄附禁慮についてし緬し合
平成二銀に公職選挙法が改飯

いました︒

の自信につながることでしょう︒

繍︑大会は醐人戦を先に行いま

亙角の試禽をしたことは︑今後

されたことにより︑勢近かな選

葛橋講蕎難鵜螢翻羅慧騰欝灘藤脊炎畿磯欝陽︑

褒となりました︒

挙にも寄鮒禁鑑轡いろんな謝限
各市溝村の代衷か穿身近かな

があるようになりました︑

二十六鷺と二十七鷺に顯聡篠禽﹂れ

なお︑北蒲漂都中条町で七月

の健闘が期待できます．

た︑懸︑中掌校総合体膏大会では

田神芦市で開催された全國㌻．掌

嵩橋くんは一︑瀧○Om遼に

校総禽体欝大会に出場しました．

出場し︑脳分十二秒一五で構し

二種目磁入賞し窪した︒

4分捻秒i

⑪一︑五〇〇m楚二位

2分02秒9

くも決勝進繊はできませんでし

種目で中位の成績なので︑今後

しかし︑約九十人が参加した

◎八○Om遼二位

松之山中掌校鷺奪の高橋千春

入賞を喜ぶ選手の皆さん
た︒

くんく黒倉・林︶が︑八月十八

高橋・干春くん

扇例発褒や︑泌に触れるかどう
かといったきわどい欝問などが

あつて︑欝願顯心の薄い選拳法
について矩ることができました︒

皆さんも次のことに漉意して︑

明るい選挙を推進してください︒

▼政治家の寄附禁正

イ7

∞｝、

秋の全国交通安全運動9／刻〜30

全思想の高揚を図るとともに︑

交通安全歎識を普及し︑交逓安
減らすため︑新潟漿では牽月ま

で増えている交遜審故死心饗を

また︑近年韓ない最悪ぺース

三︑ライトの早めの点灯

圧しい論父凝︸ル⁝ルと轡父覇︸マナ⁝

でシ⁝トベルト一〇〇％蕎用推

この運働は︑県災一人一入に

の実践を翌償付けることにレ湊り︑

スロ⁝ガンは

進運鋤を実施していますゆ

シ聾トベルト

心㍍ゆとり

かけて安心

轟父通獣マ故帖助魚の徹底を泌︸ること

を轡的としています︑

ス欝ーガンとして

わが身を穿る

お互いに事敵を趨昏ないよう︑

夜の道
叢点箏項は次の黒点です︒

象た遇わないよう十分餓をつけ

︸人︸人が交通ル⁝ルを嘗り︑

︸︑蔑齢者の横断事故防止
てください︑昼

明るい服装

二︑シートベルトの藩用の徽底

NTT安塚営業所が

燈○二鷺践⁝凶繭⁝八〇三一

上越市漸城購三⁝七⁝蕊

〒九囎黒

▼NTT上越支店趨照窓P

燭番なしの一⁝鷺

▼電報の申し込み

騰爵なしの一ご諾

▼故瞳に関する問い合わせ

費〇二五五⁝闘三⁝二八○○

上越支店に統合されます
東頸城都内︵牧村除く﹀を管
轄しています聾TT蜜塚営業漸
が︑九月十七欝をもって上越支
九月十八鷺以降の留種業務は

店に統合され濠す︒

次のよう紅変わります．

▼電謡の新設・移転等の申し込

み︑電話は関する聞い合わせ
燭番なしの︸︸六

▼電話料金に関する問い合わせ

loo①1

短歌
風切って行くすすき野道を

少年ら自転魚−癖楠ねスイスイと

体育館に盆踊導の燈

盆三賃雨に崇られさむざむと

朝爲明りに炎立ちけん

久方にこの道筋のサルビアは

小 谷 鈴木 俊畔へ栄屋︸

あ め
紫陽花のご都合などは闘かぬ長雨

上睦へ先ずは菊鉢避難する

刈半は音立てて飲む鯉にや弓

黒倉

華封

正孝二枚鶴﹀

三年は生きるつもりの臼記帳

時がつくるものを待って
はじめて害葉に

ひそやかに

答えぬまま

なりてゆく

時だったかもしれない

待っていたのは

夏がゆく

心うつ

ひとつひとつに

人ではなく

まなざしカ

ひとつのあきらめを

俳旬
雨の臼は林間を飛ぶおにやんま

わが内で

玲子

季節を待つ

ひとつの実とするために

いつか答えが

さらにいくつもの

座り込みむくむく生えし草むしる

商歩

真珠と化して

商橋

なお︑難解な漠字及び読み方には必ず︑

◎多くの方のご寄稿をお待ちしています章

天水島

踏みこみし戸隠高原今βの秋

観音寺 滝沢

立秋の迫る戸隠車窓迄

今積の秋膏リンゴとクラス会

深く鈍い光りを放つまで

流石へ丸5

今朝の秋奥社ニキ資と杉木立

天水越 佐藤

ニイニイ輝祈る思いに聞きにけη
ハ上内屋︶

柳

ふりがなを付けてください︑

心
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心
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午後王隠一3蒔まで講習会
レ場

懲然休養村センター
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年1回しか闘鯉じま慧んので、錆望餐は憲麗饗に受妙て
＞苛の弛

くださ賜

特別給付金が継続支給されます

＠特則給稚金の最終償還を終えた戦没者等の妻及び父母等に改めて

3．

熱趨

ドみのプ

︑

小ξ乙 た 裂

ク

会費玉，500懸

︑ちし
き
ぺ

＞持参ずるもの免許証印鑑写麹枚繋収入証紙2，80粥分

醍雲．採︑集

︷瓢

ノ

憩月6臼（水〉肇前9蒔一畦i隣塞で受付
漸

額面90万円の特溺給付金が支給されます。

◎請求手続き及び内容の詳総につきましては、役場の橿祉係へお問
さノをノ

ペ

婁ーワノ
リリワ4＼

沈

h
噸．
ヰ
鐙ゆ
才
コ
るきヤ

春

い合わせください．

麹冠輪︐

面麹0万円の特題給付金が支給されます。
リワル／
を

︑

へく でき

り

う

近年地國に準ずる閣面（公籔）の閲覧が増茄し、その公麹の整備

宕々
かな

親嶽の

公図の閲覧にも手数料が必要です
︑

このため、平成5年三（｝月王田より、公泌の閲覧に手数料三枚400
な︑

くわしくは、新潟地方法務局松代出張所〈費7−20報〉へお問い

蔦・

野を広め︑畿の人肇どのよ一

耀ーキャサリーンさんの随籔コーナーーーーー識
輔
獣
㎜
なぜ英語を勉強するのか
∞
幽
脚
英誘を学ぶ箏は難しいですね．
惣の墓畢ぶ蓬よぞ灘

発欝を鯉解するのも容易では
ありません︒

それなのに︑なぜ勉強するの

解することができると思い家す．戦

うに世界を冤ているのかという 鱒
髄
箏を織る乎掛りとなり︑また自 ㈱
卿
麟語にっいても改めて緬値を理 桝

それは︑私達の纏来に郷が趨

でしょうか︒

こるかわからないからだと思う

轍
㎜
峨

厭

松之由は︑温撮と美しい虜然 励
髄
㎜

纏∵果︑外瞳からたくさんの人

のある所です︒

私達がどんな仕藩をするにせ

れるかもしれません︒

達が訪れ︑いろいろな質問をさ

のです︒

よ︑いつか外團人と議す機会に

たとえ今︑英藷を学ぶ箏がつ

たいのです︒

ないということを鷲えてもらい

轍鞠
いつか将来︑英認を語せるこ 掘
とが役に立つ覇があるかもしれ 舳
㎜

なんて良いでしょう︒

そんな購︑外園謙を話せたら

めぐり合うかも惣れません．

たとえば︑あるスポーツが好

侮かのきっかけで︑そのスポ

きだとし豪しょう︒

ーツを箆るために外灘へ行ける

機会を持つ事ができたとします︒

その晦︑英語を謡せるなら迷
わず行く翼にするでしょう︑

﹁ああ︑

らくても︑いつかそれを生かせ

る時がきたとき︑その著労は霧

そして行ってみて︑

ポ豪紅この試禽を観戦できて良

︵原文は英藷 灘畑一男訳﹀

びとなると思うのです︒

決して﹁英譲の擢題がつらか

かつた﹂と思うでしょう︒

ったなあ観とは思わないでしょ

ただ英藷の勉強をしていて︑

う︒

懲分のやりたい纂ができたと思
うにちがいありません心

影翼馨董ぜ脅き⁝茎馨ξ壕き彗茎慧叢Σ瞬多多憲忌葦多

㎜

㈹

鹸

醗

醗

1島一沈励い楢一｝一｝槽鞭欄一一榊η轍遭＿＿嚇尉め
籔せ》

糎晦喋難
ド遡彊難

〉鍛 購
︐
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合わせください．
、1鱗湧

♪幽 一断輔榊踊 一幽輔輔 嗣
一断囲断榊榊 一

一 醐η
一 一6》◆

鞭
融

㎜嗣 ㎜

円（登記節紙〉を納めていただくことになりました。

縞

や維持管理に多額ダ）経費が必要となってきました。

墜
／1
〃〜

◎第14灘特溺紹付金「い号」国債を受けられた戦没者の父母等紅、

撚毎

◎第m回特溺給付金ヂい号」羅債を受けられた戦没者等の妻紅、額

v

特例免許更新のご案内

留骸塊⑳

特則給付金が支給されます。

隠泉センター1翠の湯
ξ

ニ

羅 駕騰＝ ・．

67歳
村山ミサヲさん

（死欝朋）
お《紗ゐ《蹴》

※8月1欝から鍛冒までの趨出分です。

腰業共済連絡舞会義

▼8月のできごと

3鷺

毘盤幾員協議瓜︒

港人クラブ篇．長会礒
真．機の まつり

欝険掌校

︵9月3田も萄︶

購ゲートボ享ル大会

編集後記

低灘と藁爾で獺の発脅が大轍

例年だと九月季ノ畷から穏刈

︐に遅れています．

㎜ヅ︑九月下旬︑遅い所だと十懲ー

．りが始まりま寛が︑今薦は累く

L越地方の作況指数はやや不

．旬にずれ込みそうです︒

しかし︑この指数も今後の災

㎜鍵の九牽七だそうです︒

■候の鐡復を期袴し壁︑の数掌のた

・め︑実際の作柄とは大きく異な

これから購天の沼が続き︑遅

﹄るかもしれません︒

復すると良いですね︑

佐藤

﹄れている獺の発鷺が少しでも醸

九月一鷺の人爲

男／一︑七八二︵▲三︶

総人環／三︑六置○︵▲六﹀

女／一︑八六八︵▲三︶

︵ ︶内は八月︸黛との比較 ・

世帯数／一︑一セ九︵▲⁝︶

▲は減

無〜麺月紛βの予定
親罫映爾のタベ

リハビリ教室︵さわやか︶

識会驚例会︵銘闘も奮︶

特鯛免許璽新

醸も禽︶

第12闘職駅伝大会

健康マラソン

︵大厳寺嵩漂・

きのこ狩り大会

編集／総務諜

FAX⇔織甕

⁝ハー黒誠⁝五

劔黛灘九−六−鷺欝二

発行／獅潟県松之山跡

平成五年九月牽繍発行

広報まつのやま九月弩

駿突観察教窯

▼9月

農業委輿会総会

会︵騎罠体脊館︶

驚厩ミニバレーボール大

戦没餐慰醗祭

︵24臓濠で・浦田地鷺︶

磁期山村融﹂

︵鷺鷺まで・大厳寺嵩原等︶

三284
鷺欝鐵
王9

ξヨ

りす組
坪野（がに沢） 5・8・8

績
222（｝

欝El 印1ヨ

2726

支062722蒙8工4
貨 ε蓬 漏
鷺 繕

わたしがなわとびを
しているところ

5・8・23
照麦立（古塵敷）

ー①①ー

5・8・勝
新由（桶やさ）

（湯本鍍新〉

5・8・捻
湯山（中屋）

『
『』
』
』
『』
r

盈・

嵩、

琶篭

78歳
橿原 平蔵さん

たかはしあきさん
92歳
葺シさん
村山

解藤淳・一・芳江さんの二男
峯ちゃん

おとうとが砂あそびをしているところ
（生年月縫〉
おめ1罎庭（醐箋》

擁
き

．灘

ぽ
19月，拍。2日1柏。2日
1 9日・24日i舶・30日
き

1紛月陣・．1登即5日

ナす組

たかはしなつみさん
（天水島審楽）

ンう

松之鋤（拍葉。屋） 5・8・幻

天水越（よろずや〉5・8・3

山岸松蔵さん82歳

本山 高蔵さん88歳

20

