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町社会福祉協議会では、魂月三8臼から毎月一園第3火曜顕に、

一人で生活しているお年寄りや体の不自密な方などを対象にお昼
のお弁当を配達するサービスをはじめました。

お年寄りからも好評で、また醍膳・配達の斌ランティアのみな
さんからも参加してよかったとの毒が聞かれました。

生ゴミの減量へ
この講習会は︑今年の﹁冬期

﹁EMで生ゴミリサイクル﹂

五十嵐貞子

えている自治体が多いのが現状

は特にゴミ処理能力の限界を迎

環境問題が地球規摸で取り上㎜
㎜
げられており豪すが︑わが團で

た︒

しぶみ農協生活指導

現代蟻馨︵叢戦争︑交

通戦争︑ゴミ戦争︶の時代と欝

一われています︒特鑓ゴ︑︑︑戦争は︑

τの罐か窓蟹確窪豪

だと思います︒基本的には︑一

︸れるものだけに深刻です︒

松之山︑松代爾町でも年々増

人一人が自分で出すゴミを減ら

蒙す．この深刻化するゴ︑︑︑戦争
︸に対して︑E瓢︵奮効微生物群︶

するとともに︑せめて生ゴ︑︑︑だ

できるだけ出さないように努力

わるのは主に女牲です︒ゴ︑︑︑を

さねばなりません︒生ゴミに関

え続けるゴミに頭を悩ませてい

を活周した生ゴミリサイクル運

蓄ミ霧効蓬讐変え嘉

畑やプランターに入れ︑花や富

家野菜を作り︑ゴミの減量から

きながら進めていきたいと願っ

岡町の役場よりご支援をいただ

資源化へそして︑環境浄化へと

浦田克雪センターと松之山町役

ております︒

を使えば︑農薬や化学肥料を懐

生ゴミ分だけでも︑約一千八酉

うお金が年間約五千万円です︒

絹合にゴミの処理費として支払

シを利屠した生．雛ミ堆肥作りに

いうことになります︒EMボカ

の舗減と環境浄化の一贋二鳥と

して唐効利期することで︑経費

E瓢ボカシで盈ゴミを堆肥と

万円ほどかかっています︒

絹せずに生ゴミを堆肥として活

現往︑町が津南地域施設衛生

町から半額助成

ことができますゆ

馬することで生ゴミを減量する

が可能です︒また︑生ゴミを利

照でき︑しかも土のリサイクル

㎜ボカシ作りの実習をいたしまし

場で根津先生のご指導により︑

ります︒また︑松之山では今回

けでも良質な発酵堆肥に変えて︑

動に︑爾町の役場担当者といっ

τよ最晶んでぢ姿．

轟離騎舞蝶騨
講座しの叫で浦田地域の婦人会

のみなさんから﹁E醗ボカシ作
りの講翌会しをやってほしいと
いうお謡があり︑しぶみ農協さ
んの︑こ協力をいただきながら開

催の運びとなりました︑

今圓の講麟は︑津南地域衛生
施設緯合の根津徳二事務燭長さ
んにお願いしました︒根津先生

は︑EMボカシをいろいろ実践
されておられ︑昨年は稲作にも

EMを取り入れて大きな成巣を

いま︑EMは︑大変なブーム

上げています︒

です．全麟のあちこちでEMを

成果を上げています︒この技徳
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ゴミの減量から資源化
そして環境浄化へ

灘灘灘讐凝講纏欝剛欝

難灘．翼欝騎顯舞竪獲

講習会

活胴した自然農法が実践され︑

皿㎝

｝

㎜ゆ

㎜

εMボカシ作り

・鑓匿簿を傾けていました︒EMボカシについて紹介します︒

根津先生のεMポカシ作りに熱心に聞き入る浦郎地域の婦人のみなさん

｝

｝

灘

布すると効果を発揮します︒

憎 蟹熱識了
；賦。3

1猿聴鵠芦

そのまま冷購所に澱く。

す︒これが基本で︑定期的に散

購では︑狂駈ボカシで生ゴミ

藻

論畠、透1轡・

挑戦してみませんか︒

生ゴミ処理への応用

ゑうみへ

；のある発酵堆肥に変わります︒

カシによって︑悪奥が消えパワ

家纏から出る生ゴミがEMボ

堆肥を作りたい方に対し︑EM

繭や糖蜜は無料酎獅します︑ま
た︑プラスチック容羅は単額助

現在︑園覧で取りまとめを行
効果的です︒

花作りや家庭薬園に利罵すると

成することにしています拶

っています︒詳しくは︑住昆諜

カスなど︶をEMーまで発酵さ

穰物︵米多饗魚一

EMボカシ

保健衛盤係へお闘い合わせくだ
さい︑

EMって何？
EMの中には︑数十種類の働

一6

らんだ時は、ガスを抜く。

5︑亀

ふりかける。ガスが溜って膨

（紙袋が簸適です）

る蒔はE瓢承カシをおおめに

せ︑E瓢を増嬉させます︒

①〜③を繰り返す。

ゴザや新聞紙（摩め〉

Pゆ「

る。

れて使罵する

いがすれば成功。腐敢臭がする

きの異なる微盗物が入っていま

を平らにする。

｝使いやすい容雛などむこ入

濱物のような香ばしいにお

7

（夏は三週問〜鎗臼位〉

』

』

く薄く広げて乾燥する

禦

一

り
（ビニールシートは不剛

：こ

⑤バケツがいっぱいになったら、

2〜3日位かげ干し

りのボカシをかけてフタをす

これをEM発酵資耕スボカシ︶
といい象す︒

簡単に作れます
EM潔カシは︑材料があれば
分鷺は次のとおりです︒

とても簡単に作れます︒

①②

雛ゴミ500glこ大体、1にぎ
③

す︒窯なものとして︑乳酸繭・

酵母・光合成細菌・放線菌・糸
状菌などがあり家す︒

このE瓢は土壌改良や家庭の
隻ゴミ処理︑悪臭の緩和などに
も使溺できますり

◇米ヌカ・：：：・3リットル

◇もみがら：・：・3リットル

ハ︑︑

ります。

によって

1淫）臼数などはあくまでも目安です。

EMは生き物です
E瓢は隻港物です︒ですから

化掌肥料や農薬と岡様の使粥法

◇とうみつ：・・︑．2CC

◇EM1勢：：：2CC

200CC位

◇沸騰後のぬるま湯・：・：：：

では︑効果がありません︒

生き物ですから︑適度な水分
が必要です︒

ここでは︑詳しい内容をお知
らせできません︒ポカシの作り
しぶみ農協生活指導の五十嵐さ

方や堆肥の上手な使い方などは︑

使周方法は
作物や花にEM−1を水で約

んにおたずねください︒

皿○○○倍程度に薄め︑土壌に

かん水したり︑葉麟に敵布しま

3

堆肥
1の作り方

ダンボールなどになるべ

護〉バケツがいっぱいになるまで

櫓

2密封できるバケツに入れて上

疇

窒気を抜いて、さ嚇こ
ビニール袋につめる

りがしてくる
あと1露ガマン！
（翼は3〜4日がまん！〉
区）三角コーナーの水をよく切る。
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★鱗メント

43％

昨年の十︸月に﹁松之山町の将来に

町の良さを再確認できました︒

また︑人と人のつき合いがあっ

29％

施しました．これから松之山町の糎

17％

﹁自然・温泉・空鉦﹂

22％ 王1％

を闘くことが大切であるとのことから

い人にも認められたことが︑嬉

て︑人憐あふれる町の良さを若

難％

が良いところ・自慢

45％

した︒萬校生からは︑町の将来につ

しく思いました︒

9％

﹁松之山町の良いところ︑ま

23％

玉8％

ことができました︒また︑臼頃から

62％

ていることもわかりました︒このほ

29％

8％

た自慢できる所は﹂の設問では︑

29％

で︑その内容の㎜部をご紹介します︒

27％

讐遊び場がない﹂が
悪いところ

21％

8％

﹁蜜黛がきれい﹂の三点に意見

7％

﹁自然が美しい㌧温衆がある﹂

なお︑少数意見では肯雪が多

が集約されました︒

7％

はじめに
商工会嬬人部では︑ ﹁快適な

7％

17％

い﹂や﹁人情あふれる町㌧観光

女子

となっています︒また︑意晃に

﹁交通の便が悪い篇などの回答

び場がない﹂や﹁道路が悪い﹂

どんなところしの設問では︑﹁遊

﹁松之山町の悪いところは︑

5、職場が少ない

ある購﹂にしたいと︑いろいろ

男子

11％

生活のでき る町・明るく活餓の

女子

4、雲が多い

げていました︒

男子

3、交通の便が悪い 45％

資源に恵まれている﹂などをあ

女子

2、道蕗が悪い

今回の調奄は︑嵩校生のみな

男子

1、遊び場がない

な事業を行っています︒

2年生 3年生

王年生

求め︑何を考え︑また焦みよい

89％

さんがいまの松之山の姿に何を

21％

11％

もっているのかを聞かせていた

2玉％ 13％

3、空気がきれい

購づくりについてどんな意見を

23％
15％

調奮方法は︑学校のご協力で

22％

6％

だくために実施しました︒

22％ 玉2％

2、温泉がある

生徒自宅に調奮票を郵送し︑後

20％ 15％
9％

爺巡回して調登票を餓収する方
法をとりました︑また︑回答は

女子

i、自然が美しい

ろ

こ

と

い

悪

男子

女子
女子

男子
男子

自漫のところ

すべて記入方式としました︒調

票回収枚数はニニ枚で回収率

1年生 2年生 3年生
良いところ

奮票醜布枚数は一二五枚︑調奄

事業を進めて行く考えです︒

の集計結巣をもとに︑町づくり

ないました︒婦人部では︑今回

人部愚と調甕実施特別婁蝿で行

回答結巣の集謙・分析は︑婦

︑獺蒙六％誌籍果でした．

懇

鞭騒欝灘
灘灘

灘
．︑穰瓢雛擁蟻・．
黄鞭

欝

い嚇篠無

4

はバラツキがありました．

しかし︑醸答の中には﹁悪い

⁝一％ありました︒

くりが必要であると認識しまし

を残して人まねでない観光地づ
黄が三人︑農業が二人という園

﹁保母﹂がそれぞれ難人︑公務

詫越北線の開通は

事実であると感じました︒

だ︑発展に聞題点が多いことも

る﹂などの意見があウました︒

にぎやか紅なるが︑ゴミも増え

発展のチャンス臨や﹁松之山も

﹁無総箸 を舎わせる

﹁後継ぎが

︑無罎答しを合わせ

﹁わからない﹂

なっています︒
しかし︑

どんなことですか﹂の設問では︑

﹁人の噂など余り干渉しないし

﹁もう少し趣味

や︑考えが霞い︑新しい考え方

をしてほしいし

﹁飽人のこと︑

や夢を持ってほしい篇の三項目

少数意見では︑

に絞られました︒

い﹂や﹁松之山をもり立ててほ

来来のことをもっと考えてほし

しい﹂﹁やる鼠を出してほしいし

などの意見がありました︒

もっと贈やし︑住みよい驚紅で

①このようなアンケートなど︑

②罵齢化もすすんでおり︑冬期

善るだけ近づけてもらいたい︒

﹁北越牝線が平成九卑に糊通

これからの蒔代は︑一隼中家か

間一編に何度も道ふみは大変︒

2︑便

の予定ですが︑どう思いますか﹂

﹁農業め体験

の設悶では︑全体の五五％の生

少数慧見では︑

掌習を増やし︑購内外から後継

徒が喪い騨緬で期待を寄せてい

しかし︑噂刷に伺も思わないし

﹁変わらないし ﹁無圃答﹂を合

少数憲晃としては︑

鷲松之山

わせると約一コ％ありました．

田舎は照食でよい︒私は好きだ︒

③松之由はい窪のままで十分︒

いと考えています︑

鷲い人には目を陶けてもらえな

ら毒で通勤する形を取らないと
興味が出るように考えてほしい﹂

いますか㎏の設問では︑趨人の

農業に就職したい蒋い人が少

ます︒

などの慧晃がありました︒

考え方で纂約できませんでした

数であったがいること︑農業の

★餓メント

★コメント

将来も捨てたものではないひた

などの葱見もあり豪した︑

春を探してほしい﹂や﹁農業に

ると約灘二％ありました︒

薬が嫌いし

︑農

人鵜減でも何とかなるし八人と

人︑ ﹁機械化が進んでいるので︑

できるだけ続けてほしい﹂一〇

︸二人︑﹁農業は必要だと思う︒

なく︑巻人ばかりで深刻になるし

多かった順では︑

という意見が多くありました︒

農薬の維持・発展は大変である

どう思い濠すか﹂の設問では︑

﹁これからの農業鱒ついて︑

維持・発展が大変﹂

これからは門農業の

と約二三％あηました︒

になし﹄

しかし︑﹁わからない㌧や﹁特

答でした︒

た︒

大入たちに書いたい
﹁噂など干渉しなど

玉6％ 25％ 王0％

どんな職業に

﹁大入たち聾欝いたいことは︑

﹁良い事・楽しみし

16％

ところがないしとする意見も約
少数慧見では︑ ﹁近勝がうる

﹁楽しい購鳳を提誘した

王7％

50％

さい㎏や﹁無駄な施設が多い㌧

などの慧見がありました︒

近斯づきあいで深くかかわる

★コメント
ことは藩い人績負撫になる場倉

もあるので︑良いことが聴には
悪い結果になることを認識させ
られ ました︑

町の姿は﹁楽しい町・

活気のある町﹂
﹁松之山町がどんな町になっ

では︑

たらよいと思いますか﹂の設問
翻舎は全俸の一七％であり︑﹁こ

〜二％でした︒

のままでよい﹂とする恵見は約

また︑少数意晃としては﹁蒋
い人欝が増えて︑侮みよい購﹂

多くの人が遊びに

や﹁いろいろな行事があって︑

﹁人にやさしく︑濾潔

勉の地域か
くる聴﹂

16％

﹁どんな職業につきたいと思

購が発展

20％

1、楽しい購

︑箒ピ！ライター﹂

で︑静かでのんびりできる騎し

92％

8％

3、観光客が増え

26％

女子
32％
29％ 三3％

5％

2i％
74％
利である

20％

33％

男子

楽しみである

20％

4、観光の町蕎名な町

女子

三、良い事

捻％

﹁調理麟㎏

1年生 2年生 3年生

三7％

50％ 王2％

5、このま塞でよい

男子

20％
25％

20％

男子

2、活気のある晦

女子

が︑将来つきたい職業として︑

鱒の姿では︑藩い人の慧見か
ら自然のままで︑松之山らしさ

5

鐙o％

男子

3、自然を童張する跡

女子
男子

緬
評

女子

1年生 2奪生 3年蕊
こんな町になったら

女子
男子

良いく購の姿）

四月から給食サービス開始

お昼にお届けします

あったかいお弁当を
．︑

参纐して良かったとの声が聞か

ボランティアのみなさんからも

〜ξー糠樋翔謹撫

し込みも受付します︒詳しくは︑

町では︑現窪．一十九名の﹁食

焦濡改善推進識興しを婁嘱し︑活

みなさんには︑二十節以上に

動いただいています︒

毘のみなさんに親しまれながら︑

渡って﹁食推さん﹂の私称燐丸町

いています︒

すばらしい濡躍を続けていただ

﹁健康づくり﹂の三本桟の中

で︑食べることは一番大切です︒

みなさんも食推さんの仲間に入

って自分のため︑家嫉のために

國立療養所犀潟病院の大竹理掌

憲義援金﹂の中で︑松之由町職

の流ぺージ﹁兵灘県南部地震災

先月発行した﹁社協だよりし

6
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たかいうちにお事群りのお宅へ
鵬けられました︒

第一回目を終え︒お年寄りの

みなさんか︶は大変に好評でし

けていただきつらいことや不懲

れました︒

た︒また︑お夢伝いいただいた

ことで︑みんなで助け合う気持

曲なことの相談を聞いたりする

お弁当の醗達は︑来年三月ま

新しい纂業として艦疑参加型の
ちを形にして行きたいというの
事業の実施に先立ち︑お．乎伝

既社会橿祉協議会へお問い合わ

︑讐曝

で計九回行われます︒新焼の申

しているお年寄りや体の不密由
いいただくポランティァ︵配膳

せください︒

がこの事業の目的です︒

な方などを対象に﹁総食サービ
と配達 ﹀ の 募 集 を 行 い ま し た と

一入で焦活

ス︵お弁当配達﹀しを実施します．

栄養について勉強してみません

︽お弁当醒達の内容︾

か︒以前︑食推さんとして活躍

いただいたOBの方も大歓迎ー．

保健婦まで

づくりに挑戦しました︒今難度

った絵作りや皮細工などの作繍
毎月一回第三火曜田

︵八月︑九月︑一月は休み﹀

・配達臼

保健衛生係

﹁社協だより﹂の

療法士︵PT︶さんにお越しい

愚ハ診療所等食む︶の金額は一

お詫びと訂正

ための指導が行われました︒

また︑穣沢久男様の三︑六五

〇一︑八九八円の誤りでした︒

ただき︑手星の動きを輿くする

の教室がありました．この懸は︑

幽月十八腿︑今年度第二回目

い内容も企圃されています︒

子供たちとの交流会しなど楽し

︽問い合わせ先︾

いきます︒昨年は︑卵の殼を使

ころ︑三十︑五人のみなさんから

脳月十八瓢︑第一回目のお弁

一人二︑七〇〇円

も噂ぶどう狩り﹂や﹁保膏勝の

・期間鰻月〜三月まで九回

お年寄りのみなさん方から︑栄
いお弁当を食べていただきたい

当醍達が行われました︒料理は

応募いただきました︒

こと︒そしゲ＼町畏のみなさん

金

︵午前十一時〜十二碍の閥︶

︵一隼間九團分の料金︶

∴料

配膳されました︒この日の申し

・申込先 地区の昆生婁員か町

社会禰祉協議会へ
※ボランティアも募集中です︒

リハビリ教室
孟に脳卒中後遺症嶺の機能翻練

参癩者は大竹さんの指導のも
﹁いまの健康を維持し︑無理

と︑とてもリラックスし楽しみ

〇円は騎社会福祉協議会への寄

とみなさんの仲間づくりを目的

付金鐙一．照りでした︒お詫びして

のないように身体を動かしまし

いました．理学療法士さんをお

訂蕉いたします︒

ながら手羅のリハビリを行って

今年度の対象蕎は十七人︒体

招きしての指灘は︑今年度七回

に実施しています︑

毎月二回︑特別養護巻人ホー

中心に手足のリハビリを行って

操やゲーム︑作品づくりなどを

松之山町社会禰樵協議会

ム不老閣で﹁リハビリ教蜜﹂が

計醐されています︒

行われています︒この教室は︑

ょう凶と理学療法士さん︒

理学療法士を招いて

ティアのみなさんによってあっ

たお弁当は︑畢々に配達ボラン

込みは︑七十九個︒出来上がっ

ィアのみなさんによって弁当に

おふくろ館で作られ︑ボランテ

．轍

∠

からお弁当を鵬けながら一声か

養のバランスが整ったあったか

礁

この事業の中で︑

に取り組んでいます︒

﹁あったかネットワーク事叢﹂

町社会編祉協議イ︑論では今年度︑

のり

瓢

口

蜜

σ
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畏年金係へおたずねください︒

なお︑詳しいことは町役場籔

ます︒

すまで任慧繍入する︶とができ

老齢基礎年金の受給資格を満た

七十歳になるまでの闘において︑

三十年囎月一撮以荊生れ︶で︑

において闘十歳以烹の方︵昭憩

慮したものです︒平成七年騨月

給資絡を確保できない場舎を考

六十五歳までの任意繍入では受

るようになりました︒これは︑

例的に妊慧加入することができ

程f〜

任意加入することが

照月から購内の各学校薩︑新た紅十二名の先生方が赴任され
皆さん︑よろしくお顯いします︒⇔は︑荊任校嚇しす．敬称賂

す︒

間︑任意癩入することができま

さらに︑年金法改正により︑

窓

できます

ました︒新しい先焦方をご紹介します︑

六

70歳まで

ふー編戚か・り轟ハ十践歳pになるまでの

給奮ハ格壷駕確保できるよ・つ︑

國跳年金では老齢基礎鶴金の

す︒

すことができない場合がありま

金を受けるに必要な期間を満た

により保険料を納められず︑年

しかし︑撫入期間の中で事構

ける仕絹みになっています︒

六十五歳から彰齢基礎年金を受

六十歳になるまで保険料を納め︑

麟斑奪金は二十歳から擁入し︑

年金知識

平成七隼闘携より七十歳まで特

7
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ψ

『
知って得する
脳又

︵浦田小学校︶

︹安塚高校
松之山分校︶
（十臼町輿業蕩校）

灘
轍

㈱繍繍鰯

（函川町酬i沖〉

（塩沢町中之島小〉

︵松之山小学校︶

︵藁川小学校︶

︵松之山中学校︶
（入広瀬村入広瀬中）

（上越帯東本町小〉

吉綺明葵
教諭
対出瀦弘
講緬

山岸可奈子
養護
南雲政治
教諭

丸山健治

教諭高橋鐡香

（頸城穏大湊小）

（上越布雄忠中〉

教諭 湯韻洋子

校長
教頭 小飴孝一郎

（上越繍霧鍵事）
（親怖新井北小）

柳沢晃英
校長

校長 麟条秀孝

教頭蜜沢政和
遠藤勇治
教諭

（高柳町石黒小〉

（上越電高田酉小）

します
紹

新しい先生方を

噂楽しい諭快な仲賜﹂は

︸都禽によりお休みし濠す．

3

一方︑頸城村寄りの顕璽寺駅

︵浦川原村発︶

楽しみいろいろ浦川原

砥くほく線沿

からは︑

一キロほどで保倉川の

線十衛町村が︑

には桜が楽しめ嚢す︒

桜づつみに行くことができ︑春

その先一キロほどの林内載は︑

た初の広域広報︑

木工雲繍の薫廃物憲︑の婁しがあ

持ち鰯りで始め

が主でした︒一

内容は観光案内

り︑俸験工罵では木工芸最作り

そして︑岡駅から闘キ慣離れ

に銚戦できます︒

巡するため︑と

す︒簸終回は東頸・浦想厭村で

りあえず︑今回が最後になりま

る山本ぶどう圏があり︑秋には︑

た憲桝台には︑上越帯が一望でき

ぶどうを求める人で賑わいます︒

す．

浦絹漂栂紀は︑沢田駅と顕襲

で終了し求す．

◎シリーズぽく濠く線の旅︑今鰍

どうぞお越しください．

楽しみ方いろいろの浦川漂へ︑

寺駅︵いずれも仮称﹀の二つの
駅ができます︒

沢田駅は安塚町との境界に近

く︑駅繭からは蛍川の大杉が眺

望でき蒙す︒この大杉︑樹齢

千二穣年といわれ︑圏指定の．天
然記念物です︒

また︑駅から鷲キ認の所には︑

アスレチック広場やバーベキュ

⁝ガーデンなどを持つ︑緯営霧

ヶ．岱温泉﹁ゆあみしがあり濠す︒

お湯に浸るのもよし︑子どもを

遊ばせた9︑パーベキュー片手

し︑といった施設です︒さらに︑

にビールを飲んだりするのもよ

名物のうらがわらン・コシヒカ
リアイスも昧わえます︒

8
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王

シートベルトの着胴の徹底
r⁝ーi⁝i⁝ーi⁝ーーー⁝ーーーiiし

｝

事故のもと

r⁝⁝⁝⁝⁝⁝！⁝ー⁝⁝﹂

春の全国交通安全運動実施中！

玉量．餐︸ξi⁝⁝⁝多多︸§︐5きーき⁝韮︐季季垂﹁ー﹂

子供の交逢事故防止
2
蕩齢蕎の交通事故防此
運動の醗点

場に勤めることになりました。

役場に入ってみて、それまで私には、「役

場というのは園い」というイメージがあっ

たのですが、全然そんなことはなかったです．

懸二事の方は、やっと憤れてきたという感

じですが、まだまだ先輩方のお世議になり
っぱなしです。

町外に就職した友人から蒔々電話が来ま

す。みんなそれぞれに頑張っているような

ので、私も一βも畢く仕事の内容を理解し、

幽糊犀疋幸さん︵松之山・紀久屋﹀

鷺驚に登場いただく予定で箏。

おしゃべり
とび患し
簿旺爺錘る道だけど

運動のスローガン

私は今年の春、1嘉校を卒業し松之1力町役

・昭和五十一年十ハ月生まれ

一平成7隼5月王1鷺（捧⇒力翁ら5ヌ葦120霞（鋤までの10臼間

β
期

新社会人となって
・さそり座
・勤務先 松之霞町役場

平成7年度
㎜

嘩
厚ヤ

い

｝

先輩プヲの，是響ヨまとい妻こならないように頑張

ドガンバレ／膏春誹では題内で瀬張って

冑春乏
①ガ1ンバしノ

っていきたいと思っています。

佐藤正徳・恵子さん長女
︵天水越・照之麗︶

トキワイカリソウ（メギ科）
〈俗名＞イカリ、ノウ

で短く枝分かれし節が多い。その先に高さ

由の木陰に生える多年草．地下茎は丈夫
20〜30c嬢の茎を坤ばし多くの花をつける。

根本に小さな葉を慮し、冬でも櫓れない。

葉のふちに尖った毛がある。年中緑で花が

船の錨に似ているので、この名がついた．

（松之山の櫨物より〉

す。どこにでも箪花がいっぱい咲いている

この蒔期、山々を散策するのが楽しみで

のぶか

こんにちは︒私の名蔚は︑偽

﹁のんちゃん仙と呼んでます︒

藤伸 香です︑みんな私のことを

照月中旬から下旬にかけて︑

し︑値段の設定を誤まらなけれ

⑥蜜く演者がいた方が良く売れる

園園目囲國圏図匪

千薬の幕張メッセと大窟の嵩島

よりも美衛最として買つていく

ば結構売れる︒購入巻は罠芸贔

今度︑二歳晃がこのコーナ⁝
私は︑騰月榊五臓で満二歳にな

に登場します︒私がその巖初です︒

われました︒

齢化と後継者不足が問題になる

近々野鳥こけしの製揮暫の趨

ように感じた︒

歴で野鳥こけしの実演簸売が行

爾会場ともすごい人出で︑人

りましたひこの麟︑お母さんは
﹁のんちゃんが生まれるとき︑

すごく安産で親孝行だったよρ

できていました︒

と思うが︑巳本でも唯岬と醤っ

貧のあるコーナーには長い列が

てよい野鳥こけしの伝統を︑何

と謡してくれました︒ちょっと︑

私も何田問か販売の手伝いを

とか後燈に伝えるように関係餐

はずかしかったなあ．

私︑簿田おじいちゃんとお母

とを少し轡きたいと思います︒

代わって︑儀藤仁が東窟事務漸

今月畢から蔚征者福原諭祐に

佐藤

し壌したが︑その時に感じたこ

の努力に期待したい︒

たり︑ブラ ンコに乗ったり︑外

①お客は自分の知っている鳥や

さんと遊んでいます︒絵本をみ

で水遊びをしたり︒でも︑一番

ェアを分析すると︑トキが三割

好きな鳥を翼って行く︒販売シ

があった方が良いと思う．対癒

⑤何種類か声の出る野鳥こけし

からホットな話題や惰報をたく

東東事務勝
ワトリさんと遊ぶことかな︒

②色々質問したり︑本物の野鳥

キジが一翻位を霞める︒

はやっぱり犬のチビちゃんやニ

家にはニワトリがいっぱいい

との相違を捲摘する人はほとん
ど買わない︒

③購入蕎の約六翻が男性で︑年

代溺では勇女とも翅十歳代から
六十歳代が圧倒的に多い︒

④野鳥こけしは子供のオモチャ

にならないので︑親子連れは絶

対と書って良いほど翼わない︒

したお客の二翻位が﹁鳴きます

さんお麗けします︒

また︑見ようともしない︒

か﹂と質聞してきた︒

9

るから︑みんなで見に来てね︒

て不思議でおもしろい。

わが家の人気者①
伸香ちゃん登場（2歳1ヵ月）

から。そして、それらの花をよ一く見てみ

ると何と不思議な形をしていることか。ど

何か理由があるに違いないのだが？霞然っ
うしてこんな形をしているのか。きっと、

盈撫訊誌

皆さんからの話題、情報お待ちしています。
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総務課行政係

遊びもいつばい！
保育所は楽しいネ

涙と感動のスタ；ト
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照月︷黛︑浦田保欝所で入園

ルールを守って
交通事敬をなくそう

春の全圏交通安全運動が︑五

です︒購罠一人一人が正しい交

月十一βから二十藏まで実施中

捕〜ルールとマナーを守って︷父通

臓月二十六β︑松之山小掌校

事敏を防血したい︑ものです︒

が多くなる時期を蔚に︑正しい

た︒これから自転車の乗る機会

入園のつどいでは︑霧木学園

身につけたいと実施されました︒

交通ル⁝ルや感転車の乗り方を

で自転車安全教室が行われまし

長さんが﹁自然のドラマの中で

が松之山で一無間の熱活を送る

⁝年間過ごすことになります︒

ことになりました︒

続園生九人とあわせ合計二十入

今年の新入園生は十︸人︑継

行われました︒

松之山学園第九期愈の入園式が

センタ茎で平成七年度山村留学

照月黛臼︑町自然休養栂管理

山村留学生の入園式

今臼からぽくたち
元気に小学︷年生
年盤を迎える入掌式がありまし

難月五購︑東絹小掌校で新一

式がありました．今年の︑瓢入圏

児は坂申の﹁竹内雄大しくんと
顯麦立の﹁妻嶋蒙弘しくんの二

入．新入園兇は二人とちょっと
寂しいけど︑明るさと元気さは
どこにも負けません．

入園式では︑撮耀さんから名
髄を呼ばれると元気よく大きな
ました︒また︑式では保欝所で

声で﹁ハーイ﹂と返事をしてい
の初めてのお遊戯﹁手をたたき
と⁝緒に楽しく体を動かしてい

ましょう﹂が行われ︑お母さん

ました︒

今年の町内の新入圏兇は︑松
之山保鷺断七人︑松羅保欝所六
人の合計十五人でした︑

た︒昨年の東川小学校は薪入生
がいなかったため入学式はあり
ませんでしたが︑今年は兀気な

男の子三人を迎えて華やかに行
われました︒

入掌式では︑来麗のみなさん
のコ入．罫おめでとう篇の器葉に

ちょっびり緊張臼しかし︑擬童

代袈の皿緒に仲良く勉強しま
しょうしの歓迎の欝葉に︑新一

大きな夢を膨らませてい承した︒

年焦はこれからの小掌校焦活に
町内の圏小掌校の新入塗は︑
二十五人でした．

いろいろなものを乗り越え︑頑

て行われました︒児童たちは︑

ったため︑会場を体欝館に移し

残念ながり︑雨天となってしま

導に熱心に聞き入っていました︒

町交通指導員のお詣しや実技指

張ってくださいゆと励ましの欝

の思い繊を作ってください︒

みなさん︑松之山でたくさん

葉がありました︒

、

評oo隻Oo9・・G・。o。9・・1

O

大会成績
◇中学絞女予二・露年生

大厳寺高原で県高校
春季スキー大会開催

件でしたが﹄お人襲秀灘

①保坂真理奈ハ長野・山ノ内
◇中学校男峯一年隻

橋佳代︵松之由中︶

③佐藤友紀︵松之山中﹀⑦蕩

大厳寺縄原で平成も年度新潟県

山・岡等学校春季スキー大会︵クロ

︵敬称絡︶

村山光志︵橋詰・松代嵩﹀

⑱竹内寛揮︵豊田・松代轟﹀⑳

佳勢︵天水島・十鷺跡総禽講︶

門少年男子フサー紛㎞︸⑰高橋

佳男︵天水馬・十績購総禽︑陶︶

撫光志︵橋誌・松代高︶⑳蕩橋

竹内寛揮︵離︑田・松代蕩︶⑯雛

州少隼男子クラシカル栂㎞︸⑫

み揚載しました︒

次のとおりです︒当町繊身著の

クロスカントリーの成績は︑

闘催を予定されています︒

ーズンシャンツェで五月中旬に

ヤンプは妙蕩罵漂町営オールシ

特甥養護老人ホ

みなさん︑長生きしてネ︒

きな狛手を贈っていました︒

歌声が披露され︑お舘寄りは大

ケ愛好会のみなさんのすてきな

な舞踊と地沌浦田の警根カラオ

松代購小月会のみなさんの華麗

また︑アトラクシ賀ンとして

が甲渡されました．

設長から︸人一人にプレゼント

が九人です︒お誕生会では︑施

十八人︑うち照月・五月愈まれ

規在の不老閣め入所潜は︑懸

した︒

贈■

で罎月・五月甕
ー場で行われましたゆまた︑ジ繍⁝ム﹁不老麗﹂
まれ入斯饗のお誕生会がありま

はデルづ麓量惑ス潔胃＋合・

クロスカントリ！以外の競技

饗糞聾顛で

舗雛熟編．叢

のは今翻が初めて︒初繊は購厩
榊

この大会が当購で闘催された

①島醗昂︵松之山中︶

①丸山志穂︵藏本体欝大掌︶

◇成年女子

◇少年男子

①若井凶源子 ︵六9町窟岡︶

◇少隼女子

⑨島田怜︵松之撫嬬︶

C︶③松沢隆毒︵松之由中︶

①桑原秘牽︵津南・津南JR

スカントリ⁝﹀が行われました︒

﹂︶⑧滝沢轟美︵松蟹小︶⑩
彬沢聖見子︵松之山﹂︶

◇小掌校女茅穴年生

①徳永久美子︵十礒瞬．六籔
小︶③高橋墨葵︵松墨小︶

①松本真也︵長野・山ノ内北

◇小学校男予五年生以下
小︶②橿療敦志︵松量小︶

◇小学校男子六年生

◇中学校男手二・蕊年生

北小︶④相沢めぐみ︵松之山

①松原美鈴︵六藏購・大巻中︶

①斉木裕志︵松代嵩︶④竹内

ちは雪原を力定していました倉

◇小掌校女峯五年盆以下

①八本崇仁︵六β町・晒五十

寛揮︵松代高︶

⑱鈴本毘彦︵松之山J﹀

◇車学絞女子酬年生

◇成年男茅

①永井利夫︵高縣自衛隊﹀

簾 踊

，v尉ン、璽藤

四月十七縫から十九磁ま磐＼

沢小︶⑧商沢鰍巳︵松璽小︶

轟漂で︑第九麟松之山温漿ク買

①望月愛︵長野・山ノ内中﹀

夢ド．

灘

⑩高橋番織く松之蜘中︶
〆景

懸磯響

鰍

スカントリースキー選手権大会
が行われました︒

当鷺は︑春の陽光がさんさん
とふりそそぐ中︑選手・役員と

も真っ黒に日焼けしながら大会

⁝︒シーズン最後の大会に︑選

多い繭七七人の選単がエントリ

今大会には︑昨年よウ縢○名

に臨んでいました︒
力灘

鞭議

拳たちは力強いストックワ事ク

大会の成績は︑次のとおりで

でスキーを滑定させていました︒
す︒各種目の皿一位と町内選手の

鷺騨
㌦

＾騨く

以上の積雪が残る陽春の大厳寺

鰯月十六繕︑まだニメートル

第9回松之山温泉
クロスカントリースキー選手権大会

ナ位までを掲載しました︑ ︵敬
称絡︶

召

力強く滑走！

陽春の大厳寺高原を

松蓬繊靱銭懸裳習蓬より

事業内容︑−％

ーoo⑩創1

藤濡
にとりくみ︑すぱらしい松之山

だくさん︒

歌謡ショ⁝︑夜店と内容も盛り

みこし︑温泉太鼓︑稚兇行列︑

▼場所

▼期鷺

を聞いてみませんか︒

残雪残る美人林で野鳥の歌声

の自然環境を守りましょう︒

▼期臼

上杉蕎能公供養祭︑ちびっこ

▼朗欝 5月忽環㈱

みなさんで町のクリ⁝ン活動

▼時闘午繭7時〜8時

▼時間 午後2時〜

蕊魏箋籔教叢
その家族を対象にしたニコニ隷
町内の薫要遵蹄

▼場断

ようにしたシステムです。

④豊かな生活翻造コース（139講座〉

ことができ、50、⑳0、200単位ごとに奨

受講者は、講座に応じて単位をもらう

励証をもらうことができます．

入学案内は、公畏館にありますので、

松之山温泉駐車場

温泉センター︑美人林

観光協会︵6−30玉玉﹀

親子で松之由の自然のすばら

しさに触れてみませんか︒今年

第一團は︑探鳥会です︒

5月28藏㈱

▼時間 午餉4時3
0分〜

▼期霞

カン食べ放題︒カラオケ大会︑

▼場所美人林

6月3〜4段

ばーどがーでん

大厳寺高原

▼問合

▼朗臼

町振興課︵6−3圭31︶

6月1臼㈱

す︒

高原の野外活動施設オ；プンで

て活期してみませんか︒大厳響

アウトドアライフの撚点とし

▼麟込 観光協会︵6−301き

▼場所

▼期獲 5月27〜28臼

採りを楽しんでみませんか︒

山菜の宝庫大厳寺嵩原で山菜

はずれクジなしの紬選余もあり

新緑の大厳寺高漂でジンギス

5月27〜28呂

教室です︒五月は︑開講式と楽
▼場所
町昆全員

講座には

保畜所に入る前の子供さんと

しい遊びを行います︒

▼対象

いきいき察蔑カレッジとは、票や各帯

▼申込

5月憩目㈱

▼集合 各集落ごと

一

5月20撚⇔ゆ

▼期臼

町罠体育館

午荊9時〜U時

﹁松之山

の斑謡﹂と﹁尚田邦子の作品﹂

ます︒

5月雛臼q瞬

を床わいます︒

▼期日

▼期購

5月欝日働
▼時間 午後7時30分〜

があります。

臼然休養村センター

大厳寺高猿希望館

お気軽にお問い合わせください。

▼場所

②国際交流コース（38講座〉

▼場断

ヘ

二一．当

バ

つ

でも、自分の覇望するものを学習できる

▼串込 観光協会︵6−3011︶

る

︵

ゲ9

∀

、
〆＿γ〜
め、累罠が、いつでも、どこでも、だれ

▼講師 吉川 鰯尚先隻

（67講座〉
③チャレンジコース

／一へ
町村等が実施している教室や講座をまと

今月の朗読教室は︑

▼時闘

①新潟ふるさと学コース（騒講座）

▼会場

いきいき県民カレッジ

担当 武田

宏繋6−2266
潤α繧2公欝館

2

圏︑花教翻︐幽
身近かな寓野草を毎繕の暮し
の中に⁝⁝︒大好欝の焼け花教

町罠体鷺館

▼期田6月8・9繊
▼場所

翻劃愚剛幽圏幽
今年第︸回は︑特溺大作アニ

必要であるかを見きわめ追求することが重要である．

なけれ、ば、学びは長続きしない。

○生涯学翌の推進プランは、地域に密蕎したものでなくてはな

らない．

しながら︑共岡生酒や野

は︑青少年が纂団生濡を

▼童催事業は

使馬料o円

三食玉
鵬円︑クリーヲグ魏円

▼経費は

外活動を通して︑規律正

O高校生りーダー礒修会

膏少隼研修センタ垂と

楽しくスポ︸ツ︑いきいきラ

しい生活習慣を身につけ︑

蒸越粂繍饗灘懸響灘鍵

イフ．上越地区のみなさんとい

共岡・友愛・奉仕の精神

習等）を充実させなくてはならない。

Q若者が学ぶために松之山を訪れ、松之山の文化に触れること

によって松之山のよさを発見できるような方策を考えること

○学んだことが、お互いに認められる（相互評簸）ような方策
が有効である。

を考えることが大切である。

難月9臼に、もう一度若井先生からご講演いただきますので、

楽しみにお待ちください。

︵70分︶

○学ぶことの動機は、自分農身の強い願いや求めによるもので

毎週土曜夜7〜9時

承おき下さい︒

ないこともありますので︑ご了

なお︑都合により︑使縮でき

て下さい︒

利網の際は︑公罠館に︸声かけ

⑨醐放β時

より開始します︒

トの夜間一般開放を6月3鷺㈹

町戻体育館と町艮テニスコー

︵0256⁝77⁝21i←

巻町越講浜

▼所筏地は

○青年の丘

い汗を流してみませんか︒

メ映繭を糊意しましたゆ

▼朗揖 6月鍍・駕臼

6月6鰻敏

室がいよいよ灘講です．
▼期総

○蒼人のつどい等

O親が子につたえる体験学翌

▼上映作品

フトバレーボール・女子ソフ

硬修室・多目的ホール

を畜てるところです︒

年後8時〜憩聴

手塚治虫漂案による最後の

トボール・ラー ジポ⁝ル卓球

体育館・野外炊事場・

▼種目 グラウンドゴルフ・ソ

▼時閣

自然休養柑センタ⁝
作贔． 門地球に平秘と緑をし

ターゲットバ！ドゴルフ・綱

進について、身振り手振りを交えて熱く語ってくださいました．

﹁ぽくは孫楼窯﹂

▼場漸

柳 則子先鑑

﹁ガラスの地球を救え﹂と主

▼施設・照異

▼串込

▼講麟
公幾館︵6〜2265︶

グラウンド・営火場・

O実生活の中で掌ぶことはたくさんある。何が大切であるか、

炊事屠翼・観聴覚機羅

張し続けた手塚溶虫の熱い思

小谷礁身ということもあって、今後の松之山覇の1生涯学翌の推

いが伝わります厳

るかを考えなくてはならない。

6月紛欝爾皿午後7時3
￠分〜

以下、講演会の要点を紹介します。

公幾館︵6−2265︶

野球場・サイクリング

ヂ生涯学翌とは何か・どう取り緯むか」をテーマに、いきいき

自然休養村センター

▼問禽

引き・テニス・ソフトテニス

マナビィ講演会を開催いたしました導当臼は、行政職員をはじ

▼欝鱒

（）遺疎化を嘆くのではなく、その状況の中でどう繭陶きに生き

購糊膨縢醐圏

め多数の驚罠の皆様から参集いただきました。若井先生も地元

都帯と農村が雛懲紀の農業に

4月27臼、上越教育大学から若井彌一・先生をお迎えして、

▼場所

ウォ茎クラリー罵具

5人︵憩歳から﹀以上

▼利爾できる人

の翻体
▼宿泊砺修は

宿舎獅入︑テント㈱人

﹀ぞ
巻な
4の

古

学学学学丸盤神

純会会会会踏子治
羅究究究協浩和懇
七珊醗醗蕎鋤古芦
文文文文

童童童童

箆晃箆見
代代代本
現現現躍
本本本
むむむ

読読読校全車
騰にに学︵Q

ち爾臼顕く話Q
んたたた泣手人作
うつしいのの5工
りとをついいケの
きをかをれあボつ
つ点んそうれンせ
す0けうゆふピき
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バドミントン・インディアカ

○窩齢化社会対応学習（高齢者の生きがい学習、両高齢餐の学

車60台ニブント・野外

90分の講演蒔間力￡あっというまに感じられる講演会でした。

婦人バレーボール ・ペタンク

いきいマナビイ講演会より

ついて毒えます︒

生涯学習コーナー

夜空を彩る大花火
魅了する歌謡ショ⁝

つ﹁
観光松之山の⁝大イベント﹁松

之山温泉まつり﹂が︑盛大に行
今隼も盛りだくさんの内容で︑

われます︒

皆さまをお迎えします︒

ご家族そろってお出かけくだ
さい︒

◇年後3瞬〜

松之山中学校ブ

ラスバンド部瀦⁝奏㌔山椴栄︷巾

温泉太鼓行進
一木ひろし・温

◇午後4時〜 子どもみこし．

◇午後7時〜

子ものまねそっくリショー
◇午後8時30分〜 大花火大会
︵雨茨順建﹀

※天候などにより︑蒋間が若干

ご存じですか

行政相談委員

総務庁長窟から婁嘱されまし

た松之山町の行政相談委暴は︑
次の方です︒

松之山町松之山︵ナオヤ︶

猪優栄二さん

司じですか
一人権擁護委員

皿行く上で簸も大切な権利です．

一人権は︑人間が縣星発

皿

ー⁝ーーi﹂

奮6−2537

行政相談婁鰻は︑みなさんか

行政相談蚕員とは？

ついて苔惰︑意見を受けて︑そ

ら︑園や特殊法人などの仕事に

例えば︑

の解決を図るお手伝いをします︒

◇説明を受けたが納得できない︒

ではないか︒

◇処理の仕方が聞違っているの

などありましたら︑お気軽にご

なお︑相談は無料で︑秘密は

相談ください︒

守られます︒

§に人等て到﹂

祇会を作ることを︑わたしたち

全轟が願っています︒

4月1藏付けで法務大臣から心

2名の人権擁護委員が委嘱され

福原醐雄さん

ましたので︑ご紹介します︒

松之由町天水越く酢屋︶

鶯6−2134
窩波仁︸郎さん

松之山町松口︵善助︶

鱈6−346王
人権侵書・土地・建物・家庭

談に旛じます︒相談は無料で︑

など鐵常生活での心配ごとの相

L

秘密は堅く嘗られます︒お餓軽

にご相談ください︒

」4
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200名まべ︵1週間萬

までに嘩し込む電話可︶

先藩

︽問い合わせ・申し込み先︾

松之山溝観光協会
鶯6−30i−

あいたいな！野鳥の
美しい姿と歌声に

時︾

︻野鳥集会︼

︽日

場︾

温泉センタ⁝

5月27日︵土﹀
︽会

松之山温泉
容︾

時︾

門探鳥会︼
︽日

5月28臼︵臼︶

〜年前7時30分
場︾

隼前4時30分

スライドによる野鳥紹介ほか

︽内

午後7隠〜

に出会ってみませんか︒

鳥たちの美しい姿︑美しい歌声

松之山は野鳥の宝庫です︒野

劇劉

変更されることがありますので︑
ご了承ください︒
︽問い合わせ先︾

松之山町観光協会

費6⁝3011

大自然の中で大いに

食べて飲んで歌おう
多E⁝⁝⁝旨⁝⁝

ジンギスカンまつ緋

新緑がまぶしい太厳寺高原で
ジンギスカンが食べ放題！

カラオケ大会や紬選会もあり
ます．ご参撫ください︒
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言い勝った臼も乱れてる心電図

スピーチの仕上−けに婁の耳を備り

万歩計見事な菊が呼び止める

雲ゆきが怪しくなって貝になる

好きだから彼女の癖をうつされる
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〔参力昼人員〕50駄

ジ薄二一・ハイマス（写真家〉

シン潔ジウムのみ

畿立松鵜平（修家）

事倒発表

高頬娯構漂駆長

基調講演

毎霞新聞裡・論説委員

交滅会費

購越準一幾
原

鰯氏

パネルディスカッシ…葺ン

コーディネーター／原 織彗氏

パネラー／立松湘平残（作家〉

小蜂隆夫氏（圏土窪官鰐審議官）
蜷越準一氏（構原晦長〉

謡黍露士雄氏｛地元・農業）
耕出政光鷺（松之霞購長〉
・第2部

都策と農射の交流会ほか

〔参懸費）

料

3，000驚

交流会傘嶽泊豪槻察費

鎗，OGO湧

〔串し込み締め燐嚇

平成7隼5月25臼（木）
（ただし、建員になり次第締め切ります）

紳も込み先〕

事務局／松之出騎役場 振興課内
「だんぼシン潔ジウム1蕊松之出」実行委興会
1お詫び1

購畏カレンダーでは、

「たんぼシン潔ジウム諜

の期段が6月7臼8臼となってい豪した。お詫び
し談す。
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天水鶏（山根〉

醗灘羅麟羅簸蟹羅羅撫

（水梨・土橋）
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みんなで花いちもんめをしている ところです

※4月i日から30臼までの屈出分です。

i※広報に載せてほしくない方は、届出のとき
き

i

に窓口にお話しください。
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山柑留掌松之山学園入園式

町内小・中掌校入掌式

松之由・松里保鷺所入園式

浦照保育所入園式
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消防齪幹部会

ヂー謝び繍正一一r

▼4月のできごと

k
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町の動き…一

編集室から

五月の連休も終わりました

それにしても連休には︑たくさ

に酒気を感じました︒山菜採り

んの人や華でした︒賑やかで町

の人や温集の観光客︒お金もた

でしょう．しかし︑ゴミもたく

くさん町に落としていったこと

さん落としていってもらいまし

た︒道路の脇などいたるところ

にゴミをみかけました︒このゴ

かけたときは︑霞分のゴミは持

ミを片付けるのは誰？遊びに鐵

ち帰りたいですね︒▽新緑が萌

ことがあります︒春にも紅葉が

える季節です︒最近︑発見した

あることです︒いままで︑春は

し︑木の種類賦よって芽吹くと

緑だけと思っていました︒しか

いろだなということです︒なん

だか少し︑得をした感じです︒

きの葉の色が赤や黄亀などいろ

ごみゼ鐵のβ
（5月3Gβ）

5月碁ヨ規准
総人鑓3，547人（一5）

男王，727人（1）
女三，820入（一6）

世帯数1，算6戸（玉G）
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みんなでおにごっこをしている

82歳
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夢．，箴欝

（死亡年月臼）

布施f鋳蔵さん
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