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購づくり検討委員愈岡研修会………4〜5

お年寄りに婁こんでもらえる食事づくりを
「今沼は施設の芸能祭があり、私たちも患演しましたω

と特甥養護老人憲一ムの騰房で働いている栄養士さんと

調理員の皆さん。調理輿は、朝6時から夕方6爵半まで

松代・松之山フォーラムー……一……6〜7

で3〜藁交替舗で働いているそうです。入居餐の皆さん

わだい。フオト…ψ・…………一・………・8〜9

の好物は、煮物や卵料理など。失敗談として、煮物の中

愉快な仲闘、ほくほく線の旅………………憩

に入れる食品の種類が多いため材料を入れ忘れたハプニ

松之山の昆俗①…一…一…・……………艦
生涯学習だより（湯・米・心〉………⑫〜13

ングも。 「お年寄りから喜んでもらえることが一番嬉し

お蜘らせ……一・……幣・…・…孕…一……』・……・14

東京事務勝だより、文芸・…・一督一……り…蔦

ぼくの絵、わたしの絵・一……………・……16

いですね。諜とは栄養士の鈴木さん。 「私たちの職場は、

家庭的で楽しいですよ。チームワークの良さでこれから
も喜こんでもらえる食事を作って行きたいです。」と米持
憲任さんは話していました。

芸葱

センター二階の﹁わが家の味

しく︑︐駁麦は涙をさそうほど上

河︑︑凱のふれあいをおもしろおか

loりF創1

自纈コーナーし鵜は煮十煮点の

晴天に恵まれた十層三十日︑

秋の一大イベント農業祭・警能
はア曽︑歩讐う間になくなってし

出冨媚があり︑用心された試食贔

どじっくり鋸轟していました︒

大人瀕負けの演技力・裟現力

めかけた観客は霜しみない抽手

は相当な練讐薮を感じさせ︑詰

ボップコ⁝ンの皆さんと子供

礎ナ供たちに送っていました︒

終わると子供たちは先を争っザ︑

ひねりがたくさん上がり︑翻が

たちによるエア貿ビクスにはお

購内の芸達溜の皆さんが藏頭の

姶っていました︒

から行われ︑手打ちそばなどの

銚翻りはセンター玄関外︑十時

跡しを麟にしたもの肇＼人闘と

わる伝説﹁竜のf尾と河．鑑の爪

のつめあとしは︑浦磁地区に伝

浦田小掌校の創作麟﹁かっぱ

練 の疲果を発表し豪した︒

︑獣能祭は町民体脊館で行われ︑

拳に演じられました︑

祭が闘催ごれ︑大勢の人出界︑に

美術展にも多くの方が訪れ︑絵

二志ー九縫から開催されている

まいました︒

コ⁝ナーにも長い行列ができギ︑

ブ

輿・俳句・生駕な

繭・薄道・写

ノ

ザi︑ジャンボカボチャの展承

の皆さんによるチャリティーベ

の展示販売︑ライオンズク

センター離の広場では農機麗ハ

いました．

︑罫場が二鳶にオープンし︑どの

午・荊九購から各種即売・各展

ぎわいました︒

上か

てがお供 。手詰力
底まで響いてきました︒

などは︑勇状な太鼓の養が腹の

太鼓や浦田着妻会の﹁はねこ﹂

また︑山村留撃熱による撫留

おご留

子供たちのかわいいエアほビクス

などが行われました︒

試食は十一時から始まりました︒

ヨツ！千両役考

美術展

芸能祭
農業祭
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年金知識

ム

﹁期間不星﹂で年金が受け

られなかったり︑受けられる紅

め︑

しても資﹇格獺間がバラバラのた

ま︑将来︑老齢墓礎年金を請求

金手醸を二柵以上持ち続けたま

あなたが︑記弩番畢の違う年

がありませんか？

も同じですか？一か斯でも違い

詑畢番載ン欄の記畢番弩が十桁と

開いて箆てください︒翻畏年金

二蒲以上お持ちの方︑手楼を

︐あなたは何冊⁝お持ちですか？

自分自身の﹁奪金手帳しを︑

何冊？

年金手帳は

あなたの

知っておきたい

2

「はねこ」

櫃原蕎応︵天水越︶

◎銀

賞

小見重義
賞

︵湯ノ嶋島︶46・6㎏

◎銅

︵湯本︶ 45・6㎏

︵敬称賂︶

朋
︵天水農︶妊・6㎏ 尉

石塚猟明

蕩嬌溝吉

村山宰罫

翰・8㎏

︑⁝当たつたかな？ジャンボカボチャ重量当てクイズ⁝⁝﹂
農業祭の会燃︸展罫され︑皆

興沼膏七︵楊ノ〜島︶

鶴田

禽︵天水馬︶

さんから興方を嶺ててもらった

隔沢欝巳︵湯添︶佐藤

敏拳ハ天水越︶罎橋餓介︵果

三二㎏

▼近いで賞

︑薦塚健太郎く繊変立︶

ジャンボカボチャの霞鯉は二悩
あわせて三三㎏でした泰

応葬麟はカボチャを持ちヒげ

ては酋をひねり︑駁後はヤマ感

水勧︶悪賀春爵︵三桶︶
福原敦志︵天水越︶

なお︑ジャンポカボチャコン

箪圏㎏

テストフ結果は次のとおりです．

◎ジャンボ賞
小野塚実へ藤禽︶ 70・6㎏

＠金 賞

駁・4㎏

しても︑実際に保険料を納めた

期間より短期間分の年金額しか

受けりれなくなる恐れがありま

つまり︑

︸記弩番暑し

一隻変わりません︒

飼民年金についてのお悶い合

なのです︒

コ年金

記弩番弩は︑

に変えてもあなたの飼罠年金の

あなたが鑑所を日本全圏どこ

爲に畢めに儘け出てください．

のうえ町役場の圏艮年金握当窓

要があり崖す︑年金手帳を持参

一つに統合する手続きをする必

記号番畢が二つ以上ある方は︑

す︑

卿 州 酌 荊り 碑伊

わせは︑住民課園民年金係へ

費6⁝313璽 内線54

に宴る芋織iきを
（．、てお越し、素う

2斗もあった樽酒は1欝間ほどでからっぽ
樋口栄八ハ中隠︶

、ノ

で藥難を記入していましたが︑
ほとんどの方ま．︵︶㎏から繭○

㎏の間と答えていました︒
また︑応勢蕎の倣︐えで最軽．︑
・ はバ㎏︑ 聾藁藍は一ハ︶︵︶㎏とい

うのもありました︒
ピタリ欝・近いで賞の方万︑に

▽ピタ︾賞︵三蕊㎏︶

は糧晶が贈られました︒
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ろいの葵術展
力作ぞ

観客を魅了した浦風小学校の翻作翻

可國司コηズ

新しい町づくりのための
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嘱し家した︑会議では︑会長・

欝懸の策定の進め方について簿

諭会長の選優とこれからの総合

畏︸佐藤大治︽町議会︾

協︾暮天水越

凶劃会長扁俊藤利毒︽しぶみ農

騰祷纏難韻合同研修会

は今後も続けていくのか︒しや

讐天水越

内会

﹁購鋭へのアンケート調蕊はい

︽驚議会︾栂繊羅憲蓑赤倉

︷委曇

﹁時づくり検討婁興会

牽月十七β︑欝然猟養村管理センタ婁で欝づくり験甜委澱会の事

つ畷実施するのか凶などの質疑

また︑

当周から鋭賜を受け・ました︒

叢の一壌として﹁町の将来を考える﹂研修会が闘催されました︒概

も行われました．

蕎橋伸嚢大荒戸

︽町農業婁輿会︾

猪繰栄二舞松之由

︽購教膏婁翼会︾

舶︑委農会の塵聞報撫や町づくりの講演会も行われました．また︑

講演会では︑地域闇発コンサ

修会には︑横討委籔のほか鰐総舎欝繭審議委蛍や役場職鼠なども参
参舶餐の慧見交換会も行われ活発な慧見が交わされました︒

づくり醗づくりで大切なこと﹂

ルタント中川涼一民による﹁栂

と題した講演が行われ︑徳轟票

醗では︑平成八無農■から陶こ

う十力館間の町の進むべき遵を

上勝跡の﹁葉っぱ類㌧を特産化

いて考えてもらおう﹄と購内の

広く驚跳かりも﹁購の将来につ

検することが必要だ凶と議され

ついても︑購にあるものを総慮

蕨である︒松之山町総禽翫蟹に

と続侮があるのか︑再発見する

﹁町づくりは︑霞分たちの建も

薮中羅︑篠塚毒嚢︹浦鐙︶嚢

天水鶴︑葛橋平八郎︹箱川︺

嚢水梨︑蕎橋建安︹松麗︶碁

舞上川手︑櫨沢畏蕊︹滋翁︶

︽地区代表︾魯磁疋英︹松之山︶

小見美畷糞黒倉

︽識見蕎︾柳則子難湯本

承す︑薪しい聴総禽欝醐を策鑓

した購活性化などの弼を上げ︑

落手で構成する讐購づくり検討

今醸の総禽計懸の策定では︑

する作業を進めています︒

婁興会﹂を鯛催し︑憲箆の収簗

湯之島

︽各種醸捧代表︾橿漂豊︹簡工

ました︒

鉾

を行ってい窪す．各地域の検討
婆蝿会では︑これからの新しい

会︺舞松口︑丸撫澄江︹婦人︶

会︺護湯本︑保坂裁雄︹老入

費5ーき唾3選内線3筆

たは晦撮興課企礒調整係へ

などがあ鯵ましたら︑各萎員ま

﹁町づく停しに対するご意見

会︺§湯塞

蓑北浦照︑村虚健ハ野鳥愛護

轄上之山︑村山一驚︹鳶舘顯︶

ただいており︑今懸の醗修会で

第

噸

繕

細

繍

劒

時づくりについて纂剣に険討い

は︑その中間報魯として地匿代

褒脅からそれぞれ意箆を発褒し
ていただきました筍発袋いただ
いた内容は︑次のべ⁝ジでご紹

紐修会に先立ち︑緯会場では

介し濠す．

第⁝響購総禽謙醐審議婁興会が

騰催され︑新しい婁輿惑んを蚕

4

行政と町民の連けいが大切！
◎湯本の温祭街は︑袋小路で災

時づく移検討委員会中間報告

著者に出会いの場を

ネルを掘って周回鴬ースにすれ

︹松婁地屡

ば心醗がなくなるので︑長い構

霧などが生じた場禽の逃げ場所

想の中で考えてもらいたい︒

がない︒温泉街の終煮からトン

しい︒新婚当初︑親元を離れて

◎町営住宅を各地唇に作ってほ

地域全体で町づくりを

発褒管 滝沢烹秀さん

むところがあれぱ︑部落から繊

暮らしたい人が実家の近くに住

発衷者

︹黛雀地区︶

禰原浩昭さん

なくてもいいし︑道路が整備さ
4葦誓

れ通勤範翻が広がったことから

小野塚艮雄さん

希斑地区︶

広域的な町づくりを
発裏蕎

◎地域の硯状と分析と問題点の
整理から始めた︒
︑毒

のリ脚三ーアル︑新しい職場

ある︒そのためにも保健センタ

ーや保健婦活動の充実が必要で

ーの建設が急がれる︒

の創造︒

渉し過ぎる地域牲の改善や町

②癒溝環境の整備匪弛人に干

なことは︑文化つまり精神活動

◎また︑人が生惑ることで大切

の充輿ではないだろうか︒こう

営催竃の地区への建設など︒

女性が安心して子僕を産める

した町昆の文化的レベルを嵩め

るためにも文化会館の建設は欠

環境づくり︒

れからは意識改革をして霞らの

︑＼

かせない︒

産業の活性化

①抜本的な農業対策慧松之山

その二

＠購罠も今まではとかく目に見

文化度を轟める必要がある︒

える物をほしがってきたが︑こ

の米をどう売る︒

つの柱が大切なのではないか︒

うものを作り出す必要がある︒

②観光産業の改革養地とは違

し︑各集落の問題点や謙題につ

に役場職鍛の部落撮当綱を実施

かなければならない︒そのため

鵜は︑役場と町罠が連携して行

⑫今後︑行政を進めていくため

◎今後の町づくりでは︑次の灘

②生渚環境づくり

①定住基盤づくり

③ふるさとづくり

Uタ⁝ンも増えるかも短れない︒

たケースもあるので︑都会から

④人づくり

◎スキー場で知り合って結婚し

女牲のアルバイトを募集して女

⑤産業づくり

今後異体的な議しを進めていく

樵との出会いの場を積極的に作

いて検討することを提案したい．

予定である︒

今後さらに検討を蚕ね︑輿体

蒲田地塔

健康対策と生涯教育を

◎また︑広報に簿園二〜三人づ

盤活環境の整備

その溢

◎まだ︑具体的な提案にまでま

◎この十力年を驚えていく場合︑

この五つのテーマにっいて︑

とめることができていない︒

っていったらいいと思う︒また︑

女性だけのサービスデ⁝を設け

◎その中で過疎の防止という観

でやっていきたい︒

的な提案ができるようになるま

②讐対策の継続化

たらどうか︒

連携した︵広域的な︶町づくり

松之山町だけでなく勉市町村と

①上下水道の整備促進

◎大厳寺高原には︑遊べる場所

きたい︒

が大切なのではないか︒

点から︑着餐の定着を考えてい

著者の定住対策を

がない︒牧場の暴観を壊さずに

めていただきたい︒

◎克嚢舛策の推進をまだまだ進

サイクリングコース︑ゴ垂カー
らいたい︒

ト︑乗馬などの施設を造っても

ことや仕箏のことなどについて

つの職員から虜分の考えている

審いてもらい︑職員と町罠との

南雲敏雄さん

◎今後の町づくりの基本理念は︑

接点を多くつくることも提案し

発表春

発褒轡樋鑓 悟さん

進ではないだろうか︒

町畏の健康対策と生涯教欝の推

︹松之山地匡︺

地域全体で今後の購づくりを考

◎現筏︑購が抱えている聞題点

◎三人のメンバーだけでなく︑

えていきたいひ地鷺住昆を対象

たい︒

保健環境の整備であり︑ヘルパ

を整理する編とから始めた︒

にしたアンケ垂ト調癒を実施し

着者の定住対策

◎生濡することで大切なことは

その一

①職場の確保謎現在ある職場

て︑それをもとに検討を璽ねて
いきたい︒
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鞠

εとばの違獅をの鱗こえて新も疑爽化を⁝

によるハ絃伐・松之山フォーラ

いて七越嫁健瞬童催

一繍︑松代鋳総瓜セ

妊娠︑出腰などできる環境を鑛

ワークを作穆︑花嫁が安心して

対応について連挽弊︑きるネット

ており︑纂剛紅閥題を掘撚し︑

フォ馨ラム
ム が鯛催され象した．︑

フォーラムは︑まず唖︐．榮や

備していこうというものです︑

喬闇アメニティ整備⁝纂業観の最

鞍縷の違いをのりこえて学んだ

今繊のフォ⁝ラムは︑﹁蘇灘・

後の纂粟として行われたもので

ーOF創1

びっくりし藪した．そして︑い

ろいろなとてもあたたかいもて

なしを受け窪した．新幹線の見

翻讐説響如鞭蕊

いまも続けて働いています

レ

瀕

結響て響努発っ藁︑輔

送りの時︑お母さんとの握手や

どうし毒琴委運

の

さる霧の難馨磐馨︑∞

︑義麟
箒§§ ミき5舅隻きき⁝ーき蓋s§ー〜葦肇 き奪⁝ミき多︑募き馨馨−5蓋葦宝註≧︷暮峯ヤ憲︷ミ餌箋㌘琶・§︑三雪童き轟隻写毫凶

外国からの
花嫁の立場から
東山渡辺淑子

鷹に涙を浮かべているみんなを

もかもが悪く見えたりし藪した︒

じなくて・霧が羨った鼠

いろいろなこともあ導ましたが︑

夫のいろいろな欠点も箆えてき

見て心が伝わりました︒まだ︑

は薫人のことですが︑一葉力通

披やみんなのひとがらの農さが

籾めて披と繊会った蒔︑彼と

じないのがたいへんでした︒で

撮械入って結婚憂決めました︑

て︑とても疲れる藏常猛濡の会

話でした．でも︑家族全騨が私

を助けてくれて︑早く会話がで

きるようにがんばってくれ家し

場性と思いこんだりしましたが︑

すぐ幾巻言た・被をつま榊

らない愚えば菰の全駕
まないこた馨窯人で恋

を会わせることこそ人飽だと思

環本に来て感じた良いところ

つ毫議茎壕し﹄

は︑たくさんあります︒だから

いうちに︑ここの霞慢ばかりし

羅蝿りをした時︑自分も蜘らな

卿

∞

禍

㈱

駅

るのは心配でた謀︑な3と繍︸副隣㎜∞

墓や穰蓬うよそ畠へ議

教えてやれなか星そ璽蕊

舗㌶銑議鰹鰍騒

らよあ窪嫁繕蕩籔︑㎜

私蓑攣磯母豊焦

齢と篭てくれました．

⑭琶懸縫院 嚢

撃る 数多灘

ていましたら痛摂嚢た駄

つぎに私の勤め先のことです

回もやめようと思いましたが︑

仕事に慣れなかった私は︑何

ました︒

くことが︑とてもいいなと思い

分の佳纂を貴任もってやってい

が︑誰が見ても見なくても︑趨

た︒

塞した︒彼のことをつ窪らない

も︑いっしょに食璽をし︑デ⁝

新婚の頻は誘葉が通じなく畔丸︑

たり︑すぐメモをしたり︑穂か

重い辞典を家中もつて歩き畷っ

トしているうちに彼の膿がとて

もすてき盗感じられ豪した穏も

董饗ってみようン一鮒心い︑寒
髄語教室に遷？芝にし議した．

︑

お楽と鵠を響しま髭
融

電話や夢紙の

髄にあいさつしてくださるのに︑

︑・隣いたいと⁝つ一つ 葉を探し

う一痩余う約東をしました謄締

ッシ滋ンが行われました︒パネ

飢︑かの縁でしょうか︒私も鶏本

ラ⁝には︑外麟からの花嫁の︑︑

パ・隼ル一プィスカ

嫁が出産などするうえで︑．．や

圃 二度目のデートは︑二認の雛

と題し︑

艶︑瀦翌慣のちがいからいろいろ

場から当購東撫の渡辺淑子さん

こと﹂

な闘題が趨こることが予想され

甲︑れぞれ一

髄しぜん鱒交際し

智レ︸り︑＋力擾慧は暴

︑

囲⁝闘も盈瀬しました︑

饗繭し︑舗騨強山隻週
厭

レ︶ても良い

圃

が終わった彼は︑私を十鷺町難

鐵族の人たちが

て雛衷があり︑爽︑住民︑教師

槻人で餓にいりました︒朝︑除露

りのこどもの教溝や将来につい

いなどによる蕃欝話や︑これか

花嫁の立場か・︑は︑淵︑葉の違

名が参撫しました︒

場︑教麟の照場か

笥辞典をもぞ瓢藁藻しなが

き

⁝溝・
旅盗
こ︑

轟鵡︐ー

の．奉場からも溝畷感じているこ
とについて発褒があ．りました︒

た︒積もった露を箆るのははじ

期まつり鱒連れていってくれまし
騨めてで

纈座しヅ＼鷲い私紅きちんと丁攣

彼のお父さん︑お母さんが蕉

難の壁がとても美しく

議題提趨として講演きれた安

糊

人が密儒慶持つこと︑そして濡

輝いてい議したゆ

︑

塚町矢野町︑擾さんは︑庶人一

報を発僑し︑灘かれた懸分をっ
い文化をつくることになるρと

くり・地域をつくることが瓢し

羨され蒙した．

鞭

・購

など闘名︑夫の立場︑住罠の立

す鄭この箏葉は︑外鰯からの花

粥・凶幽撒
騨ウ圃鵬鵡髄
〜儲糟
）ウ殿
卿㈲融
融桝融
卿 融幽鵬轍融
瀕

∞㎜ へ

髄

㈱姻

ぬ

脚姻

粥

」

鵬

松松
醗難
雛

多．之

錨
鼠翰

露

嚢 霧 凝
繋

難 麗

畿獺鑛

醐
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十月十難鐵かダ十六鷺までの

三矯欄︑鰹艮俸膏館で東類城郡
漣術鑛犠烈が闘催きれ濠した︒
・織︑．妻十三園繕を迎︒瓦た．︸

彫塑菱．澗など⁝二〇点も

の展籔禽紅は︑郡内欝購村から
絵灘

う︒私たちの故郷は︑この地域

濠っすぐに欝っていくには︑私

でしょう︒この子どもたち力

たくさん響っていくことが大纂

だり鰯ついたりしないか︑とて

もに︑外園人であっても霞分の

も心配してい濠す︑そして子ど

ればならないと思います︒その

母親を誇つに思うよう教えなけ

ためには︑私たちが艮いことを

奨励賞

蕪︽族の思い出︾広瀬利勝︵松

溝一郎︵松鐙小教灘︶

之山中教興︶

を守り・警も奪くす

〜

門轡道部闇︼郡展賞嚢︽送翰林

︵松口︶

︽臨︑

︿敬称賂﹀

大見真理子︵下蝦濾︶

集寧墾教淳︹王義之︶︾

真理

奨励賞舞︽陳祐詩︾照辺

張驚馬︑南海勒犀︾山鐸帯松︵新

出︶

一

喬脚

よ最蛎鑓鵯雛伽欝

さな良いことでも大きく感じる

とを身につけよう︒どんなに小

のだから︑盗活の中での良い．︶

麟
毒せを探し求めて顧本に来た

が必要だと思います︑

蒐幾の篠の心かあ理戴

たちだけの力■では無理でありま

ヤ

いました︒私は﹁大丈夫︑側と

から近いところにあります．外

ずの母で︑将果子どもたちが母

ゆム

かなるよ一と箸えましたが︑大

︑ミ

圏人とか懸籍紅こだわらないで

証

㈱丈夫どころか簿の需うとおり躾

断

となりの人くらい続思ってくだ

縁しいと思います．近い図の人︑

幽親を大纂にして禦直な嫁紅なれ

さい︒縁があつてこの土地に来

鱒がよく舞についてなレせもカ

際く議ぞい穿．

て儀んでい議すひ餓軽に岡じ仲

間と思って︑教えたりつきあっ

の繹蕪が旛轟︑展がされ豪した．

㎜ この地域で︑私たちのように
・外麟からの花嫁がたくさん堰え

たりしてください︒

謹遵

︑てきました郁皆様は私たちにど

議た︑町一疑聯薫催の

7斧ずジ竃ぞい姿か？
羅や盗漉習慣が違う私たちを

親力外麟入ということで︑悩ん

私は︑子欝てはまだ一爺たら

髄蕊鐸ユと賛助繊鋤作欄も禽わ

縛甥群も岡鋳に闘催され︑無

囲不思議紀思ってはい濠せんか．

せて展題され蜜した．心．場を諮

れた難族づれは︑要術の秋にふ

たとえ照氷人岡出病しも︑北海

榊

うでしょう︒

で高じ騨人だ奮︑あま

審癒髄特

掛式デザイン・イろ机︾騰野

︻彫塑工．︑部門︸郡展欝嚢︽壁

︵松之山︶

刷賞縫︽ねこのチピ︾大晃朝子

出撒湾捨︵湯之鶴﹀

門絵磯部門一奨励賞馨︽黒月︾

入賞考︵松之由町圏係︶

蕪が夢度され濠した︒

受賞煮一人一人に褒．霧状と記点．ゆ

養村センタ！で褒彰践が行われ

蝦終欝の牽︑鷺には︑麟然休

せる講．評がありました．

内の螢術のレベルの轟 ゆ縄わ

rーー⁝ーーーーーーーーーーー⁝ーーーーーーー諦ー⁝ーー︸

断り特甥な意識は持たないでしょ

蒜難欝鍛

さわしい展覧︑麟の力洋を心行く

旧には公

馨輪鰍鰍幾瀦鱒麟

十月十

濠で鑑賞してい家した︒

饗蕪鷺雛議

闘審蕊渦が行われ︑

姦部門ごとに郡展難
など二十点を選出し
ました．
審奄齪かンは︑﹁焦
︑溝の中から必然的に

聾まれて来た気・取り

の無さが︑どの作鹸
︷絵瀕ご

載も皿晃られ好感を持
ちました．

や﹁兜爽した 作轟が

多く︑強い熱餓を感
じまし瓜︒・：：簸仲

しているため賞蝶補
ました︒︵難道ごな

を決めるのに著労し

どの意毘があり︑郡
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鵬嗣

㎜㎜
棚

ぴ

臓

れ

ゆ∞

鞭
ぬ

㎜∞∞
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秋の味覚

採つたぞ食べたぞ

費6−3王3三内線23

大厳寺高原キノコ狩り大会

・濃講
灘獲

︑警︑簸

鵬灘
濯

秋購れの︸0月2響・m撒の2

欝間︑大厳寺高原で﹁キノ・欝狩

り大会藁が行われましたゆ

今年はキノ∬の鰹作の葎︒参
撫蕎は︑受付を済ますと畢速に

1ΦFqI

回健康マラソン

10月…0藏、季本膏の鷺。第17回縫康マラソン
が約40（）名の参麓1で行われました鄭

ました，幼児絡ではスタートと飼時に元気よ

マラソンは各階繕ごとにスタートが切られ

く飛び綴した子どもたち1こ、一緒に参撫した

お父さんやお母さんも懸命に力走していまし

㎜火の用心狐という文字の入った風船が

㎜ん宅の玄関先の庭に﹁編岡県消防協会・

㎜ 憩層器繕朝︑天水島の小野塚蜂雄さ

第

ぎ薯いあ葬讐れ芝た﹄の

ミ

欝韓感蟹鰐饗が火峯鷲

㎜る当町憲で﹁火の期心﹂にやって来た

㎜業の一つとしザ︑上げたものて はるば

㎜

まもなく︑大きな袋いっばい

﹁火の鰐心幅鑓心がけましょう︒

ものです︑秋の火災予防運勤中です︒

由の多に入って行きました︒

さわやかな汗と笑顔

のキノコを抱えて震って・ると︑

講師から鑑驚を受けましたが︑

食用できるキノコが少ないと闘
でした禦しかし︑なかにはコウ

くとちょつとガッカリした様子
タケやチ灘レーマイタケという

珍しい霞難なキノコを採ってき

鑑建会の後︑参茄蕎全員で新

た方もいて大欝びでした癖

コ汁の昼食を食べ︑松之山の秋

米臓シヒカリのおにぎりとキノ
の味覚を堪能してい塞した︒

た。また、沿道にはたくさんの人が応援に駆

福岡県から風船が飛来

けっけ声援を送っていました．体袴の鶏の一

沼、参撫者はさわやかな汗を流していました。

聞かれました︒

﹁こん橡に眺めのいい場漸とは

難らなかった︒来年もまた参加したい一との声が

参舶奢からは︑

箪場までの約6キロの灘⁝スを元餓に歩きました︒

めたり︑ゲ〜ムを楽しんだりして温衆スキー場駐

健康ウォークは︑かんぱい作業遵の紅葉をなが

ん汁﹂で楽しい登食会が行われました．

会役鰻と地域婦人会の皆さんが作ってくれた﹁と

ク嶽バスで留由ダムまで直行︒ダムでは︑体欝協

し豪した．温象スキ⁝場駐箪場で曼付した後︑マイ

当鶏は︑幼兇からお年寄りまでの約80塩が参加

ウォーク篇が行われました︒

鎗月鎗欝︑松量地区体鷺協会主催の﹁松毘健康

執︑

松里地区健康ウォーク

楽しく元気に歩いたネ！

ユ
の旅
海こえ山こえ黙火の用心

4

ハ

皆さんからの語題、情報お待ちしています

曳

8

郷里松之山で
紅葉と交流を満喫
東京松之山会訪闘ツアー
憩月22黛・23沼︑東窟松之山黛の﹁郷羅訪悶紅葉

今國のツアーは︑東駅松之山会の三周年記息．ゆ箏棄

ッアー恥が行われ47名の皆さんが漫購を訪れましたな

な拍手が送られていました。

の簸後を餓る霧業として実施されたもので︑舵欝の

琴蔚盗は東川小学校を訪問し︑兇童の皆さんとの交
昼食会や蕾楽の発褒などが行われました︒

流会が持たれました︒交流会では兜童の皆さんとの

夕方6時からは憲泊先で︑地元の皆さんとの懇糎
の皆さんなど約4ひ名が参繍しました．また来賓とし

この大会は、県教育委員会と頸城村が：主縷したも
した。

倉が行われ︑村山町長をはじめ湯山黛農園管理組禽

て葛鳥代犠士と村松鶴︑譲も応援に駈けつけました︒

懇親会では︑溝に︸︑絵爾篇の寄贈や管理絹禽の皆さ

んに感謝状が贈罷されるなど賑やかな楽しい交流が

持たれました︑翌器欝鑓は紅葉した撫々をバスで璽
り︑秋の郷璽を満喫していました．

五郎正宗さん不老閣慰問

手拍子︑拍手に大感激！

歌手

憩翔22鐵︑特別養護老入ホーム﹁不老欄しにキン

の慰問に訪れました鞭

グレコード所鷹歌手猷五郎疋宗 さんがお年寄りへ

今懸の不老閣の懇闘は︑五郎さんの矩人が当町の

上鰻池患身ということから実現したものです︒

この躍はデイサービスルームをステージに︑いま

売出し中の繭目﹁朝がこなけりゃいいものを秘や﹁雪

に合わせて不自由な手で手拍子や拍手を送っていま

圏﹂などを熱唱しました︒お年寄りの皆さんは︑歌

ミニステージは最高潮でした︒

した︒五郎さんは︑お年寄りのその様子に大感激で

9

r
災害だ！早期痩旧いそげ

東北電力㈱配電技能訓練

㈱による醗電鼓衛酬練が行われました。この議練は毎年

憩月鶏βから2葺ヨまでの3鷺間、巳之下線で東北電力

実施されてお琴、今醐は当購を会場1こ魚沼郡地域の3事

業所3圭名の技術者が参撫、劉練は雨中でしたが、電往建

て二￡事や変籏盤工事など指揮宮の指導夢）もと規律ある行

動で翻1練が行われていましたひ

第5回伝統戻俗芸能発大会

豪快な獅子舞を披露／

10月掲鷺、中頸城郡頸城村の籍望館で第5回転統畏俗
警能発表大会が行疹）れ、当町からも中羅神楽が参撫しま

ので中尾神楽をはじめ、6掻体の伝統幾総芸能の発表が
行われ家した。中昆神楽の豪快な獅子舞紅観客から大き

1卜F創1

また︑嬢松之由繕の全集落に

れ︑この神秘的な光躍を露繋し

黛尊が来迎する編惹︑︑鍔い伝えら

りながら︑念仏を懸えて数珠を

人が大きな数珠をみんなφ︑たぐ

万瞼噛える轟・ゆ仏行票で︑大勢の

臓二十轟鳥夜搭がある癖

た田憂．−の本霞一夫氏は﹁美し

まわす︒

たが︑慶串講・二十薫夜講・二

二十三夜塔があり︑二牽六夜塔

い籾が東の窒に舞り︑兇る兇る

十六夜講︒念仏講などは親在で
も数集落で行われている︒

もあるのは松郷だけである︒

うちに大きくなって索購しい光

この鷺は講轟が宿に集まって

て極楽往盤を祈る講で︑松之由

念仏講は南無購弥陀仏を唱え

ハ︑お産蝋にかけて女性の講中が

この儒仰が流行したのは近世

◇庚申講

澱浦顯麺では二十三夜塔と二

中朗以降で︑疫病送りゃ蛍送り

庚癖儒翻は中翻の遵教から発

の行事をはじめ︑何かあると鷹

景を毘ることがで蓉た︒この光

万遍の数珠をたぐり︑規盤利益

牽六夜塔が岡数であウ︑しかも

︒一体になった月の影は

熱したもので︑漏添では申世以

といい︑

二十六夜塔全岬部が出糠

月の出まで読経し︑持ち寄った

縫本に伝えられた覇初は道教

多く︑二牽三夜待ちは女姓のも

ている︒

︵文責佐藤仁︶

った後に御灘供養として行われ

親窪の念仏講は︑灘儀が終わ

まさに神秘的で︑こんなに美し

降地域社会の氏神として広く僑

られている．

需っている

近く麓灘眉

仰されるよう紅なった︒

瓢牽黒夜講は毎月二牽鷺鷲に

◇念仏講

と供養の念仏を唱えた︒

中闘の道教では︑庚購の夜は

つとめるのが普通であった．

開催され︑講仲闘が顯番で樹を

く尊い月は箆たことがない﹂と

三ρ︵烹戸・中戸・下戸﹀の虫

出て果に昇り︑天帝紅亭︑の人の

し

が寝ている人閥の身体から脱け

罪を欝げると信じられている鄭

と岡じ信仰形態だったが︑嶽幾

中立覆では犠皿年七月二十六旧

衝万遍講は南無購弥陀仏を酉

では薫万遍講と結びついている︒
月の餓を揮して帰竃した．

御馳幾を食べながら二十三夜の

このため︑庚申の縫には身を
戒め夜眠アずに過ごさなければ

講は勇牲を憲とする講と︑女

の夕方︑麟餐が太鼓を持って由

ばの庚串塚の前でにぎやかに行われました。

なお︑二十三夜講は遣じを

憔を憲とする講に区分すること

に受容されてくるとその牲格は

艇幽塔は庚串の年ごとに建て

皆さん。今年も8月13田に名木「夫婦杉」のそ

ならないと説いている．

がで港る︒

二牽六績の鍔の出を揮して精進

二十六夜講とは︑正月や七月

のとされるほどであった．
◇二十穴夜講

規往庚串︵オカネサマ︶の当

著しく変化した︒

たり撮紅は︑夜紅講宿へ集まり

・・㌧ら続︑轡祇に醐する講や濁

仲問韓よって︑その目的に沿っ

職饗による講など︑それぞれ講

供養をする信仰習俗である︒

茶飲みをしながら夜を過ごし︑

雛しか登れなかった．

塔があり︑山頂近くの搭へは劣

照浦磁村には五暴の二十六夜

風呂に入り︑夕食をいただいて

講の形態は近隣で仲間をつく

経または糞叢を唱えているゆ

康購様の掛け軸を掛けて般鷲心

られ︑塔の下拷は瀬壷や記念最

（写真は磯年の庚申祭よη〉

て講が成立している．

り︑特定の撮に集まって︸夜を
で散会する鷺待講と︑特建の月

ぜんにゃしん

眠らず紅適し翌朝の太暢を揮ん
齢の鷺を建めて講轟が寄り禽っ

に登り︑灘を飲みながら太鼓を

な

などが埋められているゆ

ン

また︑二十六夜の月は﹁弥陀

とレつ

て飲食を典にしな粧月の繊を

二十蕊夜講は鷲夜様といって

たたき︑月の出を待って拝んだ

盛んな儒輝が行われ︑町内各地

◇二十黛夜講

高度経済成長とともに娯楽も

揮む月待講がある︑

多様化し講集懸は次々と消滅し

現往も慶申祭を受け継いでいる大荒芦集落の

イ0

礫灘轍馨灘壌翻餐

れから︑翻齢鷹鞍賦も無理のない

運動で健康を維持し︑打球をコ
ント鷲ールできる技衛を体得し

海と温泉︑そして
海鳥の飛来する町

︵大潟町発︶

年続寿楽会として発罷しました︑

公幾餓の指愚鎖より暇憩戴牽九

町内の全老人クラプを紺象に︑

頭脳と技衛を必要とする髄の

ー今後の目標は

る点などです．

流し︑親睦を深めることが出ツ※

町内外の人々と大会を通じて交

フレッシュ繊来ること︒また︑

纂が平成九葎の

く線の高架橋ヱ

内では︑ほくほ

環雀︑大潟地

腰潟駅︒

乗り入れる終点

JR儒越本線に

く線脇で訪れて冤てはどうでし

騒になります︒ぜひ︑ ﹁ぽくほ

した︑完成したらすばらしい公

驚公園づくりをスタ⁝トさせま

験し学ぶことができる︑県営都

ヘクタ⁝ル﹀を整備し︑撫一然を一郷

ある鵜の池湖沼一帯︵バ闘・九

文式烹羅などが出土する窃墳の

する朝鷺池とそれに隣接し︑縄

今月はゲ⁝トボ！ルを愛し︑

⁝活動内審をお聞かせくだ惑いの

深いスポーツなので︑その輿義

麗叢砿両けて︑ 急ピッチで行わ

ほくほく線が︑

楽しみそして︑ゲート潔ールを
ルールを身につけ︑良鐸なチ

を極めたチ⁝ムを目標としてい

ようとする陶上心φ＼入熱をリ

通じて人蕪をリフレッシュして
ームプレ⁝が出来るように簿週

名のメンバ⁝です督

いる皆さんに登場いただきました．

火曜︑金曜の午後一時から闘縛

ゲートボール
松之出寿楽会

私たちは松之出老人クラブ寿楽

ょうかゆお待ちしています︒

⁝皆さんの会を紹介くだ惑い︒

れてい塞す

サイドフスレチツク︑釣りなど

野鳥や藏鳥が飛来

れ賑わっています︑

を楽しむ家嫉づれが各地から訪

町では今

大潟購役場企醐謙

ます︒

海と温泉の街︑大潟購を紹介し

・ほくほく線の旅し熊繊目は︑

約して練潔しています．

賜︑購幾グランドの鶯ートを予

最近は各濾泉地に︑雨の研に

線購町栂で唯一霞添海に薩し︑

町内大会や郡大会︑上越大会

⁝叢後瓢町に望む二とは

相沢茂平さん︑八牽九歳の樫藤

余の会興の辮から︑九十二歳の

与〜さんを婚めとし︑規姦彗一

海水浴と潟東が岡時に楽しめる

当購は︑ほくほく線が定る沿

ますゆ

ていただくよう行政紅要蟹し家す︑

松之働温泉紅も〜欝ート設置し

購として知．れています鄭饗に

設置されるようになりました︒

い切れない轍ど集内が※

は群馬県や幾野県から大勢の人

もゲームが出來る室内コ⁝トが

談すが︑金のかからない

購内の鶏齢蕎は現役の農業餐

が

のほか県内各地からあの

近くの大余紅は出場して

し︑購内の各瀞ートではゲーム

が多／＼綻しい毎鷺です︒しか

大会︑この大会と付き倉

います︒いままで優勝を

鵜の浜海水浴場に訪れます︑

禽めて入欝しないことは

また︑鵜の浜混泉と海水浴場

から︑海樺に沿って美しい松の

林が続く﹁夕獲の森公園篇があ

ちています︒

余悠を楽しむ〜つの方法とし

んな今鷺︑公圏内にあるキャン

鯵謹す︒アウト狸アライツが盛

を楽しむ人達の歓声で活餓に満

ゲートボ

ぼとんどなかったのです

て︑購幾の皆さんか

ルが烹り惜敗を叢ねるこ

ールを選んでいただくようにお

が︑最近は全体的械レベ

たので︑轟鋼紅練翌しな

とがあるよう紅なりまし

勧めします︒

プ場でキャンプをした鯵︑シ⁝
ければと思っています︒

⁝ゲートポールの魅力は︒

明るい太購のもと︑湾
らかな懲漂無を吸いながら︑

作戦に頭を使うこと︒そ

μ

⑥

鎌涯騰謬藻轟、総

嬢

コ

−

事業案内∵弘
葉

郷土の歴史を訪ねる歴史教窯
の簸終圓です︒テーマは︑

H月蔦沼︵火︶

﹁ふるさとの明治初期﹂
▼期鷺

自然休養村センター

▼時闘 午後8時〜憩蒋

▼会場

ーooF創1

みなさんか・ご利胴いただい

灘繍園鄭薮叢翻

難機嚢構騰藻選鎌権灘欝

東頸城郡の第子バレーボール

郡内の闘碁愛好嵩のみなさん︑

の愛好者が一岡に会し︑郡のナ

捻月H鶏︵鷺︶

月餌日︵木︶をもって︑冬

8時〜η蒔

が︑

U月20欝︵繍V

▼期日

ている松之山町畏俗資料館です

▼朗沼

うでだめしをしてみませんか︒

▼時間

松之由町民体育館他

ンバぽワンを目指した熱戦をく

▼会場

男子6人制バレ！ボール

りひろげます︒

▼種臼

東頸城郡内の高校生以

利溺ありがとうございました︒

郡美術展で︑由野草のすばら

▼資格

期闇館させていただきます︒ご

いた柳則子さんの今年最後の教

ーチーム6〜鷲名︵審判

上のバレーボール愛好暫

眞2名を含む︶で編成

優勝・準優勝・3位硲撹

き

ーチーム㈱円

n月28翅︵月︶までに︑

松之山公畏館まで

れ

5

緊藷擁潟卿

誌藏易

団や麹騨

︑麟

辮診騨

▼串込

▼参加料

▼表彰

しい生花で会場を彩っていただ

安塚町町罠食館

瀬戸内海α）薬しい懲然を背景に〜人の女

▼時問8時3
0分〜絡時
▼会場

ック3位まで

▼競技方法 ブ欝ック溺り⁝グ戦

各ブ

ヱ

ヌ

U月焉藏までに︑松之

▼参加料 珊円︵昼食・飲物付︶

▼表彰

▼申込

山公戻館ヘ

▼期揖

窺です︒

気づいたときが変えるとき

灘蒙厳灘頸織難鷹蕪鞍
麟譲縷．灘鷲難繋欝濾鑛饗
東頸城郡内の町紺に屠住する

難

捻月6疑︵火︶

〈〉犯月圭7ε双土）午後7＝00〜

午後8時〜m時

銀河鉄道999

▼聴闘

友だちの心の痛み

婦人のソフトバレーボール大金

釣蚤ナキチ三平

自然休養村センター

＜〉翅月3日（土〉午後7100〜

▼会場

教師と玉2人の教え子たちの交流を描きます。

です︒楽しく︑さわやか続プレ

チ
ト
ヘ
ホ
ニ
O
イ
一

みつばちマーヤの蟹険

⁝してみませんか︒

八七六五盤三二

鉄腕アトム

●

●
〈〉11月揚ε1（土〉午後7100〜

n月23日︵水︶勤労感謝

9蒔〜M暗

せんか。

▼期β

▼時間

松代町総禽俸育館

つ

晩秋の夜長を親子で映醐に親しんでみ嚢

の黛

▼会場

郡内町紺に繕住する30

歳以上の婦人

ーチーム4名〜7熟

n月総研までに︑松代

ゆ

︾

繕．

▼資格

▼幽込

鱒総禽体膏館へ︵頃込

願

繊中裕子主演、壷辞栄原作

●
二十四の瞳

｛

公昆館大会議室

ぞ

書は松之山公罠館にあ
ります﹀
ヤ

ーし

や島3㌧

肩轟．

親子映画祭り

裁轡

糧繋

讐1響簸塗籔83

欝6摺 墾幾 館

2

生

習コ

ナ

憲糊査「

生涯学習に関わる意識調査
ツ2

スポ

ご協力ありがとうございました

皆様のご協力をいただきまして、生灘学習

近年、生濡水準の陶上、自鐵鋳間の増大などに俸い、人々の

に関わる住罠意識調登を実施させていただき

スポーツ活動に対する二一ズが高まってきています．

このような中で、人々が生濫にわたり心身ともに健康で活力

ました。

ある生活を送るために、あらゆる機会と場所においてスポーツ

おかげさまをもちまして、3ひG6名の調i査対

を楽しむことができるような諸条件の整備を図ることが重要と

象餐のうち、膏効網答を2055名の方からいた
だきました。菅効園答回収率は、68．4％でし

平成4年の県の生涯学習に関する意識調套によれば、今後、

た。

皆様からいただきましたご慧見を、奮意義

充実を希望する施設としてヂスポーツ施設」をあげた人が簸も

に活稽させていただくべく、現往、集計作業

多く、生涯スポーツヘの関心の高さがうかがえます、

を進めています。集誹がまとまりましたら、

これらのことを踏まえ、教育委員会では、生涯にわたる各種

広報で紹介させていただきます。

スポーツ活動の充実やスボーツ推進体鰯の整備により、生涯ス

皆様のご協力に心より御礼寧し．ヒげます．

・蝿

︑ー︒嬉

藁

．滋曝

藤響

﹂

＝講

図

マ

纈

︹入館琶

牽二月〜三月の冬期問

︹休館9

大人謝円

雲團の風俗∵盗活・歴

を一堂に集めているのが

史を知る上で貴重な資料

霧荘地︺

小人鵬円

ら駕いられてきた農具を

罠総資料館です︒古くか

松之山町湯山

︵6−204王︶

はじめ︑麻布・いざり機

とんだ

簡い禽せ︺

3

NOP三X

機織り産業も学べます．

薫）I

童門冬ニ
荻野アンナ
筍
修
いわむらかずお
つるみ衷さお
照島蕪久

等も陳列され︑伝統的な

バワー一・ブライアント

︵6⁝2265︶

がんは癒される

小説 河舞継之助
アイ・ラプ安藩
リンゴ
14ひきのこもりうた
、ぶた たこ

萌子

竹内一一郎

松之由町公民館

俵

がんを生きる

罠俗資料館で︑ふるさ

森の朝が好き

てみませんか︒

｛コノf一》ソ

と松之山を見つめなおし

。

︹展示内容︺

逸

・蟹國の生濡疑翼

・

・松之由にのこる轟札

R

・麻布・いざり機

ソン君謬（巧〉ドブ

女の贅沢
津村簡子
S噺職g鳥たちのささやき
吉沢隆罰
平成版 象なき子 上・下
野鶴伸司
ハマコーの証入諌問
浜鐡毒一
ドルードル
認ジャー・プライス
お役斬の掟
宮本政於

・黒倉十文字遺跡嵐土贔

よ鷲ディ

午繭九時〜序後五時

凍太郎
漂総寮典

はたらく毒年

︹闘館購間︺

繭村

但し十二時〜⁝時昼休

石嫡秀夫

萩・津秘野に酒えた女

徳磁開館

機長のかばん

お知らぜ
ー●0

葺の闘こえが悪い入︑補聴雛
の調子が悪い人︑お氣軽にご相
談ください︒

識などについて調鷹するもので

難月上旬から︑調登轟力お訪

す︒

ねしますので︑ご臨力をお願い
します︒

▽問い合わせ 上越保健所
︵彊0255⁝23−i315︶

または県環境保健部総醗諜へ

︵費025−285−55王三

農業改良普及セン
ターに変わります
部改瓶に伴い

農業改良普及センター
県では法律の

﹁農業改建普及漸﹂の名称を﹁農

一懸か

変更しました．

業改輿普及センタ垂しに十一月

鴬に関する相談をお待ちしてい

これ求でどおり︑叢業技術や経

n月驚磁︵水﹀

ます︒

時

牟前難蒔〜捻縛まで

東頸城農業改良普及センター

▽β

松之山町役場会議麗

場

▽会

費2・ー3622

1①F創1

﹁不驚閣﹂では︑施設のお年
寄りの付き添いをしていただけ
るボランティアを舞集していま

す︒活動内容は︑お年寄りの話
し相手や散歩の縛の付き添いな

／＼男女︑葎齢は問いません︒

どで︑とくに技術などは必要な

自分の空いた時問紀参触でき
ますので︑気軽にお申し込みく
ださい︒

▽申し込み・閥い合わせ

松之由町社会禰祉協議会まで

燈6⁝3三3茎内線53

⁝i⁝︸⁝キ⁝⁝⁝ー﹂

﹁笥割瑚剛謝い劇引︐一
﹇⁝⁝ー

松之由駐在斯富穫さんのご紹
介で︑新潟市の小本義興様から
鯵の不自由な方が自宅でお漢い
いただく﹁介護機鋸しをご寄贈
いただきました．この機露は︑

町内のご家庭で必要とされてい
る方に無料で貸し出しますので︑

策北電力㈱

欝知らせ

作業停電の

▽閥い合わせ先

内線56

役場住鍵謙編祉係
費6−3王31

県民健康調査に

n月π縫︵木︶

ご利絹ください︒

ご協力ください

午麟9時3
0分から

時

県礫境保健 部

午繭U購3
0分まで

電動ギャジベッド

門寄贈品名︼

県では︑n月路鷺現荏で県内

▽区域坂中︑月瀧の全部

董ユ捺鐸乎

韮︑歩ル質盤

王

ー︑

の 三 万 世帯を対象に県跳健康調

マツトレス 2︑

璽北電力ハ株︶十闘跡営業所

▽聞い合わせ

▽β

影野

奮を行います．この調糞は︑票
罠の健康状態や健康に対する意

出場します。

の子供達

［rス些ツ●蟹r

男女、そろって票大会出場へ！

上越地匡中学絞駅伝大会

憩月1引ヨ、上越地縫中学駅伝大会が行

U月ま9鶏に新潟蔀で開1崔される票大会に

【成績｝女子Aチーム篇6位入賞（2年

纂もあった︒混群により天敵か

ジュウカラやヒヨドリと混群の

わが家のエナガやメジロもシ

身につけ初冬までを過ごす︒

をなして捧力増強と危機管理を

巣立ちを終えた雛達は︑群れ

つけておく必要がある︒

からの越冬と渡りに備え捧力を

やってきた︒野鳥の雛達はこれ

群れが︑シシウドの実を食べに

毎環のようにエナガとメジ鷲の

9月の中旬わが家の絹岸に︑

犠工ナガ

われました。男女とも優秀な成績を収め、

エナガ（エナガ科）

の
イ

成績は、次のとおりです。

町長杯バレーボール大会

カン（松代町〉、3位寧昇勢会A、【女子1

【男子｝優勝・松之由高校、2位・ピテ

優勝・松之山高校、2位・松之山、3位

・松里

いるのも楽しい︒

松之由町野鳥愛護会長

柑山健

ジョウビタキを︑窓越しに見て

赤い実を食べているヒヨドリや

冬の閥︑玉椿やウメモドキの

るときは無讐戒で観察し易い︒

いずれにしても餌を食べてい

ら身を守るのであろうカ

連続／、男子Aチーム＃7位

4・

物産展で大好評
典問で物産を撮展し蜜したが︑

として参癬させていただ巻まし
大禽篇があり︑山雛留掌のハ財︶

公翻で﹁全麟窪ちとむらの交流

また︑鰭を綱じくして代々木

欝てる会のご灘麗紀より︑教奮

た︑役場産粟謙とテAしぶみの

中でも野菜類観人餓が集申した

十月は策禦で︑松之山の物産

を出展するイベントが相次いで

婁舞換︑︵禽︶ドリ釜ム・ファク

盤OB︑父兄の皆さんとの

﹁全国まちとむらの交流会﹂

山留の里親の皆さんも参煎した

交流会が盛大に鯵され豪した︒

山留

んも参糠され︑二十二欝夜には

今翻は浦田地区の鍛親の皆さ

トリー共岡で出展しました︑

ようです．

八嗣から十黛までの駕鷺間︑

新潟県霊催の﹁噺潟の祭典RO

T・WAVE︑蕪夏夏GATA

泌しが代々木公圏でありました．

︵脊︶ドリーム・フアクトリ肇の

を集めていました︒期間中︑東

固・あん饗舞︾が出展審れ人無
窟松之山会の皆さんが椿援紅駆

し

けつけてくださり︑おおいに松

た︒

園豪茎§

葛餓区産業フ篇アではたくさん

次いで二十二田と二十三照の
二籔閥︑葛締区の﹁産業フェア﹂

オ鞭

が噸︸

ビうλ宅ち

諭象場

の方々が集まりました

しまミ5毎

押しλ弧

総義
ひ㎏︑

璽いの畿

すびい
マ⁝

谷

鈴木

︵栄屋︸

まつのやま文芸︑

月光や花の盛惨の蕎菱蜘

鳶空に翅の透けたる癒蜻蛉

新米を揚けば水晶の光りかな

小

藁買ひに売る新藁の山騨つ

︵田本で定められている往復

総助金串讐

料金とし求す．﹀

た．この補助購叢の内容は︑次

紅滞筏してから鉛総以内盗︑

◇爾親などが訪鐵し︑松之由町

電講してください︒

が行ってくださいな

◇補助金購講入は︑婚鰯蜜纂餐

とし濠す．

◇補助金の交付は1爺に1人分

内容については︑役場穣幾謙禰

渡航費補助の購講及び群しい

ハ問い含わせ︶

着憲港議での建獲餓窪運賃の

⇔外麟の叢たる鐙港から鰯内到

祉係窓臓まで︒

︹補勘餐象緩愛︶

とを目的としています．

ともに︑翻際親善に寄与するこ

文化︑習櫻の融秘を捉進すると

訪鷺し︑来購することで異なる

外蟹花嫁さんのご爾親などが

︹覆的︶

のとおりです．

一部を補助することになりまし

◇補助率は︑裳額の50％です︒

渡航費を補助します

外国花嫁さんご両親の

俊岬

燈を消して隣家寝落ちし十三夜

＋篤夜

俳句

「

嫁さんの︑こ岡親などの渡航費の

月1鷺から外麟花
10

ありました．

今が箏

が開催毒れ︑友好都帯松之山町

レ侮弗・え納

協
つ．

扇風繧を

又奮望

し塗肇気

、

寄媒
？撤：

馳麟

へ⑳
ラゐ

碕

r
震額とし濠す︑

15
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げんかんのかわらσ）魯を王まい1まいぬる

（生年駅）

年

小野塚大輔くん

ところがたいへんでした．

（東川上〉

大輪ちゃん 志賀幸夫・千恵子さんの長男

松之山（志賀麗）

6・9・30

松之山（森下）

6・鎗・6

稔翻やん柚熾跡一懲んの長男
郁弥ちゃん

轟僑誠・益美さ入の』：二男

天水、鶴（治左』工門〉6。iO・17
にい き

大霧ちゃん 久保照雅夫・久美子さんの長男
瞥．根（螢・七〉
6。10の三9

1
ト

（死亡年月揖〉1

蟹辺ルェさん

79歳

松之山（田丸懇〉
i高橋ミツ惑ん
77歳

6・鎗・9

天水饒（新兵衛） 6・10q7

』ドっていく遣をぬるのがたいへんでした

高橋真弥さん
（中尾霧ぜん）

※広報に載せてほしくない方は、燵i出のとき
に窓！ 二iにお話しください。

．

松之由の温泉街

6 年

※10月i録から31沼までの屑撮分です。
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獅丹のできごと
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3揖鋭t婆翼会
農業委員会総会

きのこ狩り

健康マラソン
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﹃編集後記

﹈

一町の動き一一一一一一一一一一

〕

n月1籏親在
総人環3，596人（＋2〉

男i，744人（＋5）

女玉，852人（一3）

⁝﹂

漂猛しました．私が担当し

︸署か宏報姦誉て七力

皿

町昆体育館

郡美術展

行となります︒当窃の目標だっ

い

た広報紙も今月号で第七号の発

た
︑傍箋誓攣づ謎
警でき いまホツトしています

でも︑毎隣月末になると眠れな

︵絡藏まで︶

総合計醸審議会

乳幼兇欝科検診

田

m鷺

遍服

三9

E肇

献血︵松之山溝役場︶

上川村議会襖察

」

23

昂

親子自然体験教室

てみませんか・一

28

鷺

町美術展︵31鷺まで︶

最や介護煮、旛護婦さんなど大勢
の方々が働いています。施設の隼
間譲漿には運勤会や接能祭があり、
職員は毎嘱趣殉を凝らしたすばら
しい演警を破露していますか町疑
の皆さんもボランティアで参加し

いただき感謝しています︒さあ︑

厨薦で働く皆さんび）飽に、事務職

29

い夜と賢痛の蟹々が続きます︒
しかし︑悪いことばかりではあ
りません︒取材先でいろいろな
方との出会があります︒毎園皆
さんには︑心よく取材に応じて

老臨の厨薦にお邪魔し濠した。

獲

町農業祭

今琢は、特別養護老人ホームC不

「

30

磁

十二月号の取紡を始めるか︒

一今月号の裏紙一一一一一一、

31

小・中芸能交歓餐

日

臼〜鐙月沁βの予定

県中学校駅伝大会︵新潟市︶

祭︵賑浦磁中学校︶

山村留学松之山学園収穫

ル大会︵松代町﹀

⁝郡 婦入ソフトバレーボー

農地相談会︵浦田︶

成分献甑

欝

算鼠

15 12

町づくり櫨討婁愚会

1ヨ

親子映爾の夕べ

至9

揖

月

20

擬

農地相談会︵松璽・箱川︶

5籟
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（）内は前月との比較
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