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今獄が大入としての第一歩
5月3鷺、大厳寺高原レストハウス希望館で今隼度の成人式
が響われ、囎人の新成人が患鷲しました．

式の会場となった大厳寺高原は、ブナの新緑と残雪に舗られ
た2G歳の門出を祝うにふさわしいすばらしいステージとなりま
した．成人武では、久しぶりの

友々とσ）再醐に語が弾み楽し

そうに簗顛がこぽれてい塞したo

人の方に︑

﹁成人となった感想や抱負﹂それ

と﹁これからの松之山に望むこと﹂としてご

意見をいただきましたので︑ご紹介します︒

新成人の抱負

属淵
【邸
議着脚
嵩3 3蹴

けですが︑まだまだというのが本音です︒

これからは︑一人蔚の大人になれるように一つ︸

っの事に責任をもって行動していきたいと思います︑

松之山は︑人欝が減ってきているので︑蒼い人た
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心

は

今鐵︑新成人となったみなさんの中から七

新たに
歳の門出
五擁一︑磁の懲法記念鶏の鷺︑大厳寺高源で

町成人式が行われました．式典には籍成入縢

つに自

へ⁝⁝i⁝⁝⁝ー

鑑
載

季工人が鐡席︑この爾めでたく大人の仲間入
躍
胤
心
︶をしました︒式典では︑賛山町長から﹁複 ︸ニ
．

レ頑張ってほしい凶と激励の書葉がありまし

雑で大変な鋳代に入った︑成人を機に藷り禽

鳳んが﹁これからは自分の行動一つ

た︒これに応え︑新成人を代袋して相沢鱒之
晃と欝任を持ち︑頑張って行きます一と成入
の決意を述べました︒その後全最でシャンパ
ンで乾杯︑二十歳の門巌を祝いました．また︑
簸後に安塚蕩校松之由分校教諭の．岡橋齢第氏

ε瓢
議影瓢嵩

ちのためにもUターン就職ができるように︑頑張っ

てやってほしいです︒

﹁峯Eミ

︷

前

1板

・﹁ノ間は・人間をつくる﹂と題した記念講
演が行われました︒

（兎q・槙木屋）

成人になって︑やっと社会の中で大人になったわ

植木竜博さん

20

この私が成人︒家だ実感がありませんが︑聴の経

の成人を機に実質的な目標をたて︑それに両ってい

僕は今︑実社会に田一繍と近づいていますが︑こ

も露分︑費任をもつのも自分です︒これから先︑何

をやるにも︑これからは自分趨身です︒行動するの

成入式が終わり︑自分も大入の仲間入りです︒何
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つ早さは感じています農 ﹁あっしという間に過ぎる
こうと思います︒

からも︑こんな町でいてほしいです︒

松之山は艶然がいっぱいあって︑のどかで︑これ

懸命に頑張っていこうと思います︒

がおこるかわかりません︒不安だらけですカ︑一盆

一

時間でも大切紅し︑毎臼を自分らしい嚢敵なものに

化社会と穣って来ていますが︑松之山町も地域の利

時代の動陶は︑鷲者璽視の活動的な社会から蕎齢

私は︑松之山の趨然︑放欝︑のんびりした雰臨黙

点を生かし︑先駆者となってこの問題に対娼し︑高

したいと思っていますひ

が大好きです．これからも︑ずっと私の好きな松之

齢餐の自発的な活発さを引き出していってほしいと
思います︑

山であってほしいと思います慶

鋤麗

し

湯す

懸

伊

しいです︒

これまで育ててくれた親の恩

松之山も︑湯・米・心しを忘れず︑がんばってほ

明るい人生を歩みたいと思っています︒

けません︒独立した一人の大人としての自覚をもち︑

を忘れず社会のことにも目を洵けて行かなければい

のことぱカりでなく

それだけ義務と責任が増します︒これからは︑自己

二十歳になれば許されることも多くなりますが

（ 本

純さん

高橋

露生

藤学

まだまだ︑成人を尚えたという実感はありません︒

＿｝一一㎜㎜㎜
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r§︷⁝ー5ー⁝蓄⁝⁝︸き⁝︸き⁝尋⁝生き至︸事善︸匙も⁝

にはまだ︑成人としての実感はないですけれど︑自

しかし︑実際は縫会人の︸員となったわけです︒で

：：：：人は 時閥〃という名の旅をします︒私
分の信じた道を行きたい．松之山に生窪れたからこ

すから︑行動に十分濾慧し責任をもてるようになり

してほしいです︒

㎜
これからの松之山には︑これといって望むことは
㎜
ありませんが︑交通機関の改善と働ける場駈を増や 一
㎜
︷

たいと思っています︒

そ︑人の暖かさや優しさは簿っているつもりです︒

㎜
ハ

それちはきっと︑自分の力櫨なってくれる︑そう思
いたいんです︒

松之山には︑藩の良い部分と新しい部分を合わせ
て︑頑張ってほしいです︒
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たくさんの笑顔と大輪の花火

松之山温泉まつりに

︑蘇

◎︑

廻べ︷︑六〇〇人がにぎわう！

職熱籍

熱灘

楽しいシ瀧一に観衆も沸きまけ二

鍵照の購夜礁咲きました

議灘難灘灘灘灘

嚢饗

麗 慧灘蟹

鰹
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安吾第二の故郷松之山で

第3回織安吾失学魏開催

司修氏、新井満氏らが「文学のふるさと」を語る

や﹁文掌のふるさと﹂などをテ

が参加して﹁私のふるさと感篇

して安︑︸﹀甥にあたる栂慮賭長

（登、一塞L＿は、＿、優塞ゐ窪麹

鋭捧欝餓慰は︑溝内外から約︑灘
．︑軒入が簗康りました嚇

の司鰹氏の崖演がありました︒

陣代が響かせたとすれぱ︑それ

たふるさとがあったので

母親という犠しみをもっ

ーマに終了F選時闘をオーバー

懸．、＿璽．鷹，竪璽懸
満氏
i 潟
修氏

汽弩士頁︑臨幾体欝餓て︑冤
．︑醐憂︑︑大学恥が醐一催 されまし

司氏は溢の警で︑ 聾母親は松代

塞ず︑爾駅で娼螺文享欝作察

町の轡田というところで盆まれ

猟が坂欝

たが︑それを知︵．たのは死亡し

た︐この安︑Lヨ籍︑．勢柔︑第︸醐が

須の瓢がある漸灘醇と開催され︑

出屠地の職噺備︑簾

安

の故郷ともいえる懸

てからであった︑また︑私朧兜

嬢は．蓑
購での闘催で︑蹴︑内の窯要

だったことで母親に憎しみを持
って欝った︒擁イ蓼したが︑母

．．︐ゆかりの地域を一巡したこと

安︑︑鱗大掌は︑郷庶出舟h作蒙・

になり牽す．

を引き綴したのは拾母さんだっ

代もあ導︑その蒔代に熱きてい

残されているρ勝︑しヅ︑．文

かしいとか昏池︑響くとか

学薇の弘るさとは︑山や

次いで︑公開騒敵会が行われ

たのではないか凶と繕り豪した︒

る安．時の餓持ちを羅かせたもの．

の申に存往するという︑瓢

芥川欝作家の懸井満氏︑安︑︑欝の

蒙烈．拷忠信氏の進行で司氏︑

ました︑鰻炎会では︑文乎愈
﹁少彰瞬代の

はないか︒麦 の小潜．に

蓬写で墨翼壌の坂簾綱攣氏︑そ

は︑懸いことなどの反語

の交流一も行われ衷した．

その後︑会場を移し滲撫懸と

して．．燗り禽われました︒

それは安鷹芝の濡躍した瞬

が凝轡小説のリズムだ︒

しいものが兇える︒これ

があるがその中に善や美

もっており︑小謙の申に

憂．︸も母⁝糊への憎し雌を

さらに︑

がする凶とも述べました︒

削だけでなく︑人闘の心

だけでなく︑罫し閥題も

また︑文学讐のふるさとは︸︐懐

あった評などと麟りました鄭

澱いたのが作鎌としての出発で

親のことん何か残そうと小税を

博ることル務酌とし︑欝地の霧

坂鶯安．．の支掌と人物像を鎖脚

曳が連携し念って綜施されデ︑き

ました︒今醗の蕎場となった購

翼﹂

︑し
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（松之出町長）

く交芸欝輪家）

i新弁

坂P綱男氏
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村山政光氏

若月忠信民

叢近︑

﹁認定農業者﹂という醤葉を耳にしたことのある人が多いか

も織れま せん．

で認定された人の

簡単にいいますと︑農業経営の改善を図るために自分なりの讃爾を
立て︑それが各霜町村の﹁農業構造政策推進会議
ことです．つまり︑若いやる気農家と認められたということでしょう．︑

どう変ったのか

今園の農業委員会通信は︑この認定農業者について︑㎞紹介します．

制度はいつから

濡性化︑近代化に弾みをつけた

そして︑何よりも本当にやる

いと購では．欝っています︒個人

集落には一人以上必ずいてほし

愚予定してい濠す︒そして︑各

落い人たちが増えているからで

新しい農業への夢と意欲を持つ

います︒蓑退ムードに負けない

賠箪も非常に蔑い水準になって

す︒認定農薬者は︑産業課農林

方の参加を期待したいところで

け入れの結集︑霞本農業

ウルグアイランドの受

るわけですが︑園の認定

書を提出して審奄を受け

日までに布瞬村長に申請

毎隼五月・十〜月の宋

気農家がいなければなかなか採

後継轡がいなければ︑またやる

ならないわけですが︑そこには

の補助箏業として進めなければ

だから政策にのっとった園∵県

最後盗推進の陣頭に立つ鑑藤

産業謙長さんの書葉です︒

髄

箒葦馨薬慧雲馨⁝が§竜．轟茎．馨睾葦﹂

協
纏
繍鐸雛

箔夏饗り腐鑑肇

峯多の地区そ髪榊

以上のようなことから各集

萎

を決めておかれることが大

欝人以上の

切なことと思います︒
産業謙長 佐藤鼠雄

rーーーーー⁝じ
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結成翼れていて︑お叢いの親睦︑

研修会などが行われています．

いま︑農業謙程の大掌入試の

大いに期待されるところです︒

國から安く農産物が蟹え・なら
それでよいと欝うわけには行き

認定予定嵩数は︑多い程いい

いねらいがあるわけです︒また︑

ません．大切な食料を輸入ばば

です︒繭の認定煮六十七人は全

気のある醗家の焦濡を嘗り︑支

でも組織でもいいわけです︒

かり頼っていては不安です︒

援しなければなりないからです︑

自然的︑社会的に恵まれず農

認定メリツトは
メリットとしては︑税

業の生産条件が不利な中山賜地

しゃると思います．たくさんの

しょう︒松之山にも必ずいらっ

間ですが︑いままでは憲

制感の特例とか鋼度資金

なぜ

法しという法律に基づいて︑松
に規模拡大が麟的でした．

の鰻遇織置があります︒

域のために︑その地域の立地条

それは

之山跡でも去年までの二舘簡取
しかし︑薪法では飽産業

なかでも補助金は︑認定

村づくりを目指して︑

件を隻かした農業と活力ある農

認定農難嘉慣の認定期間は五年

り組んできました︒しかし︑今

従悪醤並の労働蒔間︵短

われています︒

農業蕎が対象になると欝

いままでは﹁農燐地測明蟻進

年から法令が一部改正されて︑

縮︶と生獲激得をねらい

係が主体となっています︒

名麟も類農業経営基盤強化健進
としています︒松之由町

雀から出されました︒

地域総合整備事業しが農林水産

﹁中山闇

法しと変わり︑認定基準も変わ

では︑ 五 年 先 の 農 業 所 得

農地の集積などに対して

生濡環境整備が大きく立雰遅れ

五颪万円を目標として︑

また︑松之山では隻産基盤や
機関・繊体はみな支援す

支援を行いますし︑関係

由蒙︑渓宿などいろんな

ています︒それらを整備するに

灘犠灘簾
ると賜欝しています︒

は莫大な事業費が必要で︑とて

指標をかかげて取り組む

認定されるには

は大きノ播らいでしまい

基準の穏標は大き過ぎる

択されにくいでしょう．

も町の財政では國難でしょう︑

灘鎌墾
ました︒米も禽め︑外團

ので松之山町では︑独自

捌度の背景は

ことになってい塞す︒

水稲牽牛︑野菜︑きのこ︑

また︑農業委麟会でも

りました︑

いま︑町では地賦ごとの説明
会などを醗いて新しい認定農塚

響

と組織づくりに懸命です︒

襲〆嵐

ぜ

の婆い農産物が輸入され

続低く設建されています︒年齢

活絹して農家の生活の陶上を図

認定農業餐謝魔等を

るようになったことで︑いまま

も五牽歳台の人が何人も認定さ

そこ喚＼

での農業の規模ややり方では太

るのは勿論のこと︑これ︑補助

事業を大きく取り入れて︑町の

れていますゆそして︑連絡会﹁蜘

がさ叉会長・村山邦一さん﹀が

刀打ちできなくなるのではない

かと心醜されるからですが︑外

∞

髄
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農業委員会通信

蓉つぴ一スマイ勿
5月に幼兇の趨科検診がありま
した。

天騨γ

〈湯出・伴助〉

（大荒戸・下中材）

戦蔚に比べ、人間の寿命は20年以上延び

出岸彩美ちゃん

あやか

食事を思うよう1ことることができないとい

佐藤瀦也くん
ても過護ではないでしょう。

（天水越・儀蕃）

ワニのよう菰、いくらでも代わワの歯が

限られた資源をいかに有効に使うか、今

（湯之島・平八〉

（薦之葡・渋海荘）

考えてほしいものです。新潟県趨科医舗会

妻島輔くん
輝くん
金子

りる

なものです。

あやみ

樋瓜綾香ちゃん
う調査結果が鐵ています。

児童手当を

受けられるみなさまへ

支給されます︒

子供が生まれたら
児童手当の認定請求を忘れずに！

兇童手当は︑三歳未満の子供

ただし︑認定にあたっては漸

☆兇窟箏当の額︵月額︶

得観限があります︒

を養育している人に支給される

もので︑家庭における生活の安

支給されます︒

二再にそれぞれの潮月分までが

原則として︑簿年穴月・十月．

第三子以降：：：一万円

第二子⁝⁝⁝⁝⁝五千円

第︸子⁝⁝⁝⁝⁝五千円

定と次代を撫う兇童の健全な膏

成及び資質の陶上を目的として

子供が生まれたり︑出生窟と

います︒

岬緒に児童手当の認定講求の手

認定後︑麟請した翌月分から

続きをしましょう︒

兇童手当についての詳しい内

餓をつけましょう︒

れるものではありませんので︑

児童手当は︑自動的に支給さ

◇受給煮が公務興となったとき

の額が増えるとき

児童手当を受けている方は
毎年六月中に讐児童手当現況届﹂の提出を！

これは︑子供の養膏状洗を確

認するためのもので︑兇童手当

の支給を受けるすべての人が提

出しなければなりません︒

この届の提磁がないと︑六月

以降の手轟の支ず給が差し止めら

れますのでご演慧ください︒

容は︑役場住艮諜の晃童手当擦

また︑次のような場合も手続
きが必要です︒

費6−3131︵内線5護︶

憲へ問い合わせください︒

は子供の俊所が変わるとき

◇引っ越しなどで受給餐︑また

◇子供が増えるなどして︑手当

7

お子さんを紹介します。

3歳児で「むし歯」のなかった

．
穂を

いて）はえています。むし麟や鱒周病にか

人問の歯は、大人で28本（親しらずを橡

かってこの醗が抜けてしまうのですが、少

なくとも20本はしっかり残っていないと、

てきているにもかかわらず、磁の響命はほ

とんど変わっていないのが理』状です。つま

ウ、歯の無いメ、1生が長くなっていると書っ

出てくるのであれば、何本抜けてもかまわ

ないのでしょうが、人問の粛はむし歯にな

元に戻ることはできません。今あるものを、

った9、抜けてしまったりすると、決して

ています。これはちょうど石油資源のよう

いかに幾く使うかが最大の問題となってき

②ガシバレノ

に勤めることになりました。

4月から「JAしぶみ松之撫基幹支所」

松之由基幹支所で約2カ月働いてみて思
事と先輩の皆さん方が鰻切だと思いました

う事は、仕事の内容がとても難しいという

漢うのですが、いろいろな画1面番畢を覚え

基幹支所の仕事では端宋機という機械を
るのに著労しています。

が、単く仕事の内容を理解したいと思いま

いまは、まだ仕事を完壁にはできません
す。

ように頑張りたいと思います。

そして、康尚さんのような先輩になれる

・勤務先

JAしぶみ松之山基幹支所

︒生年月臼 昭和五十︸年四月生まれ
・星
座 おひつじ座

福原正樹さん︵下川手・福徳屋︶．

この2カ月で思う事

1寸卜創1

私たちの会は越正連合会に所

と自憲練習環が︸圏です︒

の関撒越正先生の指導臼が二圃

楽じい綾な慧鶯
民謡

美 松 会

鵬していて︑連合会では発衷会

ですが︑特に艮謡はただ声を繍

艮謡は詩です︒歌はみんなそう

今月は︑購内で罠．議濡動を行

代町・松之山町﹀会場を持ち回

して歌ってはだめです︒多少の

お復習い会は︑年︸回各地区︵松

りで醐催しています︒今爺は六

やお復翌い会を醐いています︒

月に松代購で開催の予定で︑全

っている﹁美松会﹂のみなさん

会員数は︑現在十五人です︒

を出すことが必要です︒それに

声の悪さはいいんで︑その構景

の登場です︒

今から幸五舘蕩︑公艮館が主催

鰻が張り切っています︒

⁝美松会を紹介ください

した蔑藩教霊がきっかけでこの

仲聞岡士で助け合って︑いっ

ー今後の目標や夢など

かね︒

しいところは︑この節回しです

は節回しが大切です︒民謡の難

美松会が結成されました︒

特に︑罠謡はそれぞれ個入

と人とのつき合いができます︒

罠謡という趣味によって︑人

⁝民誰の魅力は
⁝会の活勤をお関かせください

練習総は月三園で︑牽鼠町覆

の個性の歌で歌われるので︑

そう楽しい愉⁝挟な会にして行き

また新しい古いなどの流行

がないのでいくら岡じ歌を

たいです︒

購の茎能祭も第一餓目から私

歌ってもよいのが魅力です︒

畏謡というのは︑歌えば歌

って来ました︒今度は郡内各町

村の芸能を持ち寄った︑第一懸

たち戻謡教塞が主体になってや

郡雲能大会を松之山時で実施し

ます︒それだけに面臼みが

あるということです︒曲は

たいと思っています︒

うほど爽が深く味もでてき

いっぱい惣っていますが︑

鋭謡をやってみたい方がいま

岡じ曲を何圃も何園も歌い

したらお鉦軽にご連絡ください︒

松之由︵三松麗︶講嵩澤慎輔

︽連絡先︾

ます．自分が自儒を持って

曲くらいですね︒

歌える﹁持ち歌﹂は二〜三

ー艮譲の難しいところ

8

かすみ

︵松口・保屋︶

福原諭祐・正子さん長女

（松之山の櫨物より〉
む。

〈俗名〉ナタヅカ

山野に生える落葉高木。樹皮は暗紫褐色、

若い枝は灰白色または紫褐色、葉が鯛いて

から長さ6〜8㎝の花をつける令若いつぼ

焼醗につけアンニンゴ湧として香りを楽し

みを塩漬けにして食べる。黒く熟した実を

アイスキャンデーのような形した白い花を
山を歩いているとまぶしい新緑の中に、

たくさんっけた木があった。近寄って匂い

を嗅いでみるとほんのり梅のような香りが

した。そう霧えば以前、塩漬けしたアンニ

ンゴを食べたことがあったが、やはり梅の

7ウワミズザクラ（バラ科）

みなさん︑こんにちわ︒私の

名筋は︑編原香純です︒お母さ
んやお父さんたちは︑私のこと

入鶯の⁝極集中が盤み出した

都会は通勤地獄

園園目圏団囲函匪脳

を﹁カッチしと呼んでくれます︒

今月の七段で︑満二歳になり

ラーメンです︒特に︑お母さん

長時聞化があります︒

弊書に︑建宅の遠隔化と通勤の

ました︒私の好蓉な食べものは︑▼

が作ってくれたラーメンが大好

蒼都圏のサラリーマンの平均

きです︒私︑毎臼おばあちゃん

二時間以上という人もたくさん

通勤聴間は片遵一時賜三十分︑

とままごと遊びで遊んでます︒

今撮︑久しぶりにお父さんと

また︑蕎綺や那須塩原から新

います︒

一緒に美人林に行ってきました︒

いま︑林の中では小鳥が歌を歌

幹線で通勤している人もおり︑

ってます︒私も歌が大好きで︑

歌をよく歌います︒今度︑私の

通勤時問が長くなるにつれて

飛ぶように売れ︑人の流れはお

駅の売奮では栄養ドリンクが

った衰惰をしています︒

会社の嬌業時闇は遅くなり︑ほ

となしい羊の群のようです．

かせ︑急いでいても定ることが

混雑時ばは人の漉れに身をま

とんどの会社が九時から十時の

かけたくなります︒

思わず﹁ご著労様です﹂と声を
︵お緯さんから一醤︶

歌を聞きに来てね︒バイバイ！

素直で︑思いやりのある子供

緩．てもら緩．です穐上

そのため終業時間も遅くなり︑

いのです︒

できないのであきらめるしかな

間となっています．

残業や接待などは自分の家に帰

が︑東窟ではこれが普通の繊来

とても想像できないと思います

通勤地獄などない松之山では

午繭八蒋台のラッシュ時には

となります︒

えりつけるギリギリの電車まで

二分間隔で電牽が発着し︑ホ華

事なのです︒

東東事務漸 佐藤

ぐにわかると思います︒

都会のどちらが人間らしいかす

通勤だけを響えれば︑圏舎と

ムは身動きができないほどの混

十爾編成の電車には松之由町

雑ぶりです︒

の人照を上園る鰻千人もの人が

詰め込まれ︑仕事葡から疲れ靭

9

ハーわが家の人気煮

香純ちゃん登場（2歳）

香りがしたことを思い趨した。

風にのつて
長い空の旅へ！

黄色のきれいなタンポポの花

も︑いつの闘にか綿のような嶽

く鬼い形に︒風が吹くと闘もな

く長い甕の旅へと出発です︒

ooogo匙OaoOoOogogooo

皆さんか 7）話題、鷺報お待ちしています。

総務諜行致係費6−3131多勺線23

空き缶やゴミを捨てないでイ．
全町でクリーン大作戦
「わが鶏をみんなの力で美しく

を合議馨こ、5月

1珊総ゆ鞘縫霧寺から1時間、鋤で「クリーン廻乍
戦」が実施されました、当ε｛は朝から小雨が降る少し
肌寒いヲミ候でしたが、各集落）．ナ集合場所にはたくさん

のみなさんか許集まっていただき、各斑に分かれて道
踏の空き無やゴミ拾いなどの清掃活動が欝われました。

枢変わらず多いのが空き無で、鉄くずや家庭のゴミな

ーロト創1

ど合わせて約蒙．2トンが囲1段されました費道賂は大変

きれいになりました、みなごんご苦労様でした．

さあ！手をあげて渡ろう
松之山保育漸で交通安全教室
「春σ）全騒交通安全運動・覇問中の5月181三i、松之

山保育酬で交通安全教室が行われました

まず、保育

所で季義しとビデオで交通安全や横断歩道の濃り寿な
どを勉強した後、町中に出て実際に横断歩遵を渡りま

した。園児の中には、はじめて横懸歩道を渡るた助少
し戸惑いの様子もありましたが、竃残巡査部長の指導
のもと「手を．t二げて」 「：右見て暮塩見て・右見て」と

㎜

しっかり交通ルールを守り元気よく行動してい豪した。
甘

で

硝

「未来にとどけi 願いのか韓はし 交通安全」

あの青い鳥が オオルリぞだ墨
美人林で第39回町探鳥会
翼鶏の季節が到来。5月28β㈲、ブナの新緑が萌え
る松口の美人林周辺で「第39懸松之山町探鳥会」が行
われました．集合轟寺間は午前4聴130分、続々とウオッ

チャーが集合してきました。その人数は約／00人。闘

会の挨拶と探鳥会の説明の後、3コースに分かれて探
鳥に出発。耳を澄ますとあっちこっちからきれいな野
鳥のさえずりが闘こえてきました。ウグィス、オォル
リ、キビタキなどなど。家た、その美し、姿も存分に
堪能させてくれました暴この臼の確認数は如種でした。
イO

腰が痛〜い！でう収穫期が楽レみね
貸農園で田植え作業
き

1朝から快隙憾灘旋絹2帽、粥一薄畝事蜘ふる祉
ぎ

i簸圏」逗）購えが靭ました．頴蝶セ｝・今鞭麹回即契約
i

が行われ、20絹が3葎間の貸農欝に参加します．この藏の繊植え

キ

i には、約60人が参痴。新しく契約した継で初めて磁縫えをする人、

i再契約で騰え髄うすっむ纏獲につ続凝難臨騰え｛

葬

1業で嘱にぎやかでした．みな猷、収穫鰍瞭し凝すね・
も
｝

おいしい甘茶はいかがです
小谷で「甘茶の会3開く

レ慰

5月8臼、今年も小谷集落では、後継者会が中

、卸鍵舞ぞやい

鞭

心となって「鷲茶の会」を催しました。甘茶の臨
来、ま、灌嚢、会（かん、翼つえ） ともいい、おi釈蓮様

蔽灘灘

懸鞭難難

）誕生を視・春盛りの花祭りのこと。集会所の二
踏には、花で錨られた小きな堂嫉）中にお験蓮様の

隊が安置され、お参りした人は、ての縁に賛茶を
かけてからいただきます。こぴ）鷺も大勢がお参り

雛

灘

灘

し、独特な自然な甘味のお茶を楽しみました。

所『｝ 咽 甲 一 噛 ｝一

吊

丁

臼

牧場は広くて織モ鼓二ぞ選高．
大厳寺高原牧場で開牧
5月29鷺、大厳寺牧場で闘牧が行われました。こ
の臼ノ、牧した牛は、親牛が3磁填と』罫牛が5頭。負司い

主の事で運ばれてきた嘘たちは、体霞灘定や撫蔽検

奮などの健康チェックが行われた後、青々として牧
草が生い茂る広い草漂に放されました。今年は、約
6（｝頭のやが放牧される予定となっています。

の．ス

おかあさ〜ん黙ナイス

パィ2

婦人バレーボール大会開催
膿を迎え、いよいよス罷ツ騰が盛んな季節とな縁㌧

た．駒スポーツ娘のトップをきって5脳翼・賑禰馴
で「婦人バレーボール大会」が闘催されました。試合は4チー

1

ウ
き
ムのり一グ戦で行われ、強烈なスパイクやナイス・レシーフに
i

膿齢ら大き騨援が贈られてい就た講合の結果は綴1

膨鯉、漁…灘、3衝釧、轍訟之山でした・

μ

1

羅《蕪総

松之

㍗

第銘園健康鷺ラソン

初夏のさわやかな風をうけ︑

ヒ

勢近かな山野葦を使って生け

いい汗を流してみませんか︒ど

▼期獲

午繭8蒔40分〜

6月笈績価

▼場所

▼時問午後8蒋〜憩時

︑︽

．ー︑

︷﹃

ーζ識

亀

鴇

第8園長なわとび糞会

心をひとつにしてみんなでジ

女子2名以上︑大人2

6月30日まで公幾館へ

ス！パージャンプ賞

ジャンプ賞

1〜3位

し手︶

名以卜㎜で銘名︵禽嶽わ

▼編成

▼褒彰

▼傘込

︵串込欝は公罠館にあります︶

イ2

1㊤卜創1

二簗二簗教室
6月のニコニコ教窺は︑

▼期鷺

花を楽しんでみませんか︒

▼時間

休養村センター周辺

7月3麟儒

なたも気楽にご参蜘ください︒

Oさわやかウォーク

▼場所

ダンゴV

○おやっ作り︵とうふを使った

6月14磯㈱

て熱戦をくりひろげます︒

自然休養村センター

▼期績

▼種目

﹁ぽくは孫悟空﹂

郵塚治虫原案による最後の

▼蒋間午前9時〜n蒋

購内及び近隣町栂のバレ；ボ

町磯．燕撫嚢繊妻鎌畿饗

当慰受紺もいたします︒

後縣醜布のチラシで︑

▼場所 町罠体育館

父の詫び状

天ぷくパラパラ
桜の森の満闇の下から

松之山の罠謡
坂口安吾

向照邦子

▼期り

ール愛好轡が︑2黛闘にわたっ

自然休養村センター

午後7時3
0分〜

す︒みなさんお誘い禽わせの上

6月籔罎伽・22購㈱

▼場所

桃戦して下さい︒

ヤンプ！大会記録は期鱗︑昨年

7月8研d

の優勝は鏡ケ池チームの鵬回で

i〜3位に賞状と欝編

▼朗日

午後7蒔〜9賭30分

購災体蕎館
▼表彰

ーチーム6〜捻名

▼時閻

午後7蒋〜
今年の歴史教室のテーマは︑

▼編成

公罠館︵6−2265︶

▼場斯

﹁地域の罠僑︑産業︑文化の歴

▼串込

〆切6月紛β働

▼蒋闇

▼時聞

▼期総 6月絡段樹

▼購込

作昂︒ ﹁地球に緑と平和をし

︵70分︶

え続けた手塚治虫の熱い思い
が伝わります︑

午後7時3
0分〜

▼期爾 6月憩田q⇒

▼聴間

自然休養村センター

猟へき︑

▼場所

糠︑
圭越ス繊ー繊

です︒歴史を掌ぶことは︑より

東頸城郡の轡年が一飼に会し︑

史を探る﹂

ます︒みなさんで掌んでみませ

よい来来を築くことにつながり

んか︒第一憾は︑

▼茨．γ加種目バレー︑羽球︑野

研順の練習の成果を競います︒

ゆ

雛叢鍛曇雀．麟辮
楽しくスポ事ツ︑いきいきラ
イフ︑松之由町からは︑次の二
種目に参茄します︒

▼参加種懲

松盤婦人バレー

6月絡段働

﹁温泉・観光・振興妬

▼期霞

▼期撒 7月2鷺㈲

美人林チーム

リージ謬ンプラザ上越︶

O婦人バレ⁝
︵6月U薦

▼縛間午後8時〜9聴30分

▼場所松代町

○ソフトバ レ ー

▼場所

球︑け畢球︑バスケット

︵6月綿鷺

▼講緬 関谷哲郎先焦

携然休養村センター

藥のスポーツフェスティバル

大島村︶

6月の朗読教室は︑

王㎞幼兇・親飽
2㎞小中高生・一般
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﹁ガラスの地球を救え島と訟

▼上映作贔特別大作アニメ
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牒

松之山町湯鳥プラン策定状況

特別交化講演会

家庭教育の根っこにあるもの

松之由醗の生涯掌習椎進計爾「松之由湯爲プラン」の策建

家庭教育カウンセラー

がいよいよスタートしました像生涯学習という醤葉はかたい

内田玲子先生

6月26β（月）午後3100〜5：00

感じがするということで、松之由の自慢のお湯と野鳥をもと
に、生涯学翌に取り絹』むことによって心にゆとりを持った焦

会場

自然休養村センター大会議室

活を送ろうという願いからド松之山湯鳥プラン」と名材けま
いじめは、親の顕常登…潜」）申で作られるも礎）で

した。

す．嬬との感傭の畦け鷺に使われている子供、ガ

5月の生涯学習摸進会議では、酬ヒ越教育事務所から社会教

育課長の磯翼大二先生をお迎えし、砺修を深めました、さら

ミガミと照うるさく八ツ当た9されている子供が

に、績織作り、椎進目標の検討を行いましたな

オドオドビクビクしているとか、子供の意志に関

係なく、親のスケジュール遜りに振り鳳された子
供。子供がいじめられ、何かのせいにしても解決

〔松之撫町生涯学習椎進会議績織）

しなレいでしょう療

・婁翼長

本山秀昭（教膏長）

。翻委員長

柳沢晃英（社会教育委員長、松小校長）

沼常生活の中に重艮のあることを認めることカ§大
切です。

・各部会長、翻部会長

どこでも学部会

部会長

なんでも学部会

木澤敏明

飼部忠孝

編原公望

〈松中校長〉

（分校教頭〉

（教育委員長〉

翻部会長

橿原 豊

柳 靖治

（商工会長）

（体協翻会長）

著書「いじめの根っこ、…より

だれでも学部会

講額プロフィール

石塚幸貞

・昭稲員年愛媛県盆蒙れ

（浦綴協議会〉

。昭和55年より家庭教青カ

ウンセラーとして全圏で
〔生涯学習推進目標）

講演を続ける

松之由町の生涯学習の推進について、生活、健康。スポー

。平成2年2冊の本が臼本

ツ、文化の面から目標を検討しました。熱心に検討しました

PTA脇議会の推薦図書

が、蒔間に限りがあるため目標の設定までには至りませんで

となる

した。6月の推進会議でさらに検討します．
し

榊蒙離
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図

購

隻涯掌習の⁝貫として︑

・購内煮無料

テニスに取り組んでみま

美しく生家れかわった町

・町外春 iコートo
藷円
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せんか︒鋒無全画改修し︑

罠テニス識ートが︑みな

松之由職松之山

ています．

▼所筏地

町公罠館︵穴・鷺董︶

さんのおいでをお待ちし

▼問禽せ

▼施設の概要

ト2騰

Oオールウェザー瀞ー

○夜聞照明屡基

Q審判台2

野原ゆみ

0ベンチ2

おしゃれパーティアイデアブック

▼罵翼の黛し出し

現代晃童文学磁究会

○テ瓢スボール

現代児童文学醗究会

おかあさんがいない印こ談む本

○ラケツト駕本

音楽を聞きながら議む本

現代児童文掌晒究会

公斑館に薯蔚予約する

みぞろぎ孝

学校豪こ行きたくないひに読む本

▼利爾の方法

大迷賂ジュニア

か︑嚢鷺利周の時は公

内鰯玲子

内融玲子

機館職翼に串し出る︒

いじめの根っこ

2雌紀への簾立ち

鋼b鵬ot＆虻o，Tわe Peac難Boy ももたろう 中山兼好

窟極夏彦

五十寛之

マインドコントロールの恐飾
スティーヴン・ハッサン
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譲本テレビ編
猛骨の夢

︵土︑鐵︑祝祭霞は要予約︶

瀬名秀朋

ダウンタウンのガキの使いやあらへんで1

▼利溺料金︵2時間以内︶

パラサイト・イヴ

o昼間

歌崎秀史

・簸内者

トランプの手品

0夜闘

青嵩美毒

成顯秘夫

・町外潜 ーコート3静円

この恋は、わたしの串番

野山をあるく

住罠課
自分良身の健康チェックです︒

毎年実施しています町の総合

積極的に受診しましょう︒

検診が︑今葎も7月3闘から跡

罠体育館で行われます︒

検診対象灘のみなさんには︑

事前砿受ける検診項目の希望を
︸

︿採用試験受付け期間﹀

5月9日ψ◎から6月欝顧㈱ま

での間

新潟県庁

⁝〜

㎜6月の交通安全
︸キャンペーン

勝

4

1卜卜qI

馴︑

︿第一次試験﹀

7月9田㈹

︿願塞・問い合わせ﹀

松之由町農業委員会

出していただいていますが︑

新潟察では︑平成7奪6月1
田より︑土地売買趨出の監槻麗

嗣

》1・．庭！さ

阿

W滅搬

転

へ

6月は雨の多い季節で、肉体的・精神的に不快感を覚える

年に一回の﹁健簾チェックの場﹂

ですので︑ぜひ検診を受けてく

警察薯・交番・駐往所

しながら擬影した﹁たんぼ﹂の

イマス氏が全圏各地の農村を蕨

マス写真展鷲たんぽ﹂です︒ハ

その一つが﹁ジ総二⁝・ハイ

開催しています︒

いま︑町内で二つの写真展を

振興課

域指定を解除しました︒

これにより︑松之山町内の南
越後リゾート指定地域を監視瘍
域としていましたが︑解除とな

今後は︑一ヘクタール以上の

ります︒

土地売買についてのみ届出が必

詳しくは︑町農業委員会へ

要となります︒

獄6−3王31内線43

警察官A

そして︑もう一つが﹁第三回美

写轟妬点が展示されています︒

しい黛本のむら景観舞写真展﹂

です︒農山漁紺の美しい禦観を

全躍に広く紹介し︑景観の保全

や形成を推進するために農林水

＼

＼

㎜

サ

㎜

｝
1雨の日1ま斐通事故に気をつけましょう

ださい︒

検診料は後β徴収します︒

今年も昨年と同じく︑すべて
の検診が終了したのちに検診料

︵大掌卒︶の募集
安塚警察署
県罠の生活を鰹る︑正義感あ

︿採虜予定人員﹀

鷺回コンテストで蓑彰された27

産省が実施しているもので︑第

ふれる著蕎を募集します︒

男子警察窟A−28人程度

場V

町自然休養村センター

く会

平成7蕉6月89〜n日

︿期 日﹀

ぜひ︑ご覧ください︒

地区の写真を展示しています︒

婦人警察窟A−6人程度
︿受験資格﹀

年4月王研までに生まれた者

昭憩娼葎4月2段から昭和49

で︑学校教費法による大学︵短

又は︑平成8年3月鍍臼まで

期大掌を除く︒︶を卒業した者

雨の臼は、交通事故に十分気をつけましょう。

を徴収いたします．

徴収方法は︑それぞれみなさ
んから納税等で契約いただいて
いる各金融機関の口座より引き

引き落としの時期及び畷纈に

落としをさせていただきます︒

つきましては︑後繍連絡いたし

をお顧いします︒

ますので何分のご理解とご協力

︿検診賃程﹀

詳しい検診臼程は︑後黛各世
帯にご案内します︒

役場住昆諜 保健衛生係

︿問い合わせ﹀

に挙業見込みの轡

る傾直1にあります。

薗劃

酬

｝

軸｝一
轍

−曝

︵費6−313三内線52︶

雨の臼は購天より「綱動踵離が長くなる」 「周翻が見えに

勢鯛醸

くい誹など条件が悪く、特に隆りはじめに交通事故が多発す

＼・．、、 募
ヤ
コ
＼「・冨」
嗣
ロ
ぼ

蒔期です。

ー・0

7月3日（月〉から
7日（金）までの5日間

−耀劉⁝

ド健康チェック！

﹁ー﹂

一
i

お知らぜ
年に一度の

の
が

浦田駐在所
訪問記

塵繍彫劇騨

三月皿十七総︑浦礁駐鷹所紘

＼
新たに五十嵐巡甕が赴任されま
したので︑ご紹介します．

◇掛身地は︑どちらですか

です︒浦磁範は︑きれいな鳥が
いたり山野草がいっぱい咲いて
いるので︑それもやってみたい

ですね︒休日は︑実家に帰った
り翼い物したりしています︒

家族全轟が︑健康で平穏に暮

◇将来の夢は侮かありますか
らして行かれればいいですね︒

小千谷警察署の申で︑パトカ

◇前任地は︑どちらでしたか

事に乗っていましたひ

た．いろいろな先輩からいいと

私は︑浦総に希望して来まし

トとバイクのヘルメットの着絹

ます︒それと︑毒のシートベル

い事故に淀意してほしいと思い

いので︑都会から来る人のもら

地域的に道が狭くカーブも多

◇町戻のみなさんにご筈

登れたらいいなと思います喚

それと︑北アルプスの槍ケ櫓に

家族は︑饗と小掌校二無生の

◇む象族を紹介ください
長女ひとりの三人家族です︒

ころだと闇いていましたので︑

◇町の印象はいかがですか

希望どおりに来れて良かったと

また︑オウムの関係もいろい

を必ずお願いします︒

まつのやま文芸

梅爾空と紫陽花ほどに馬が舎い

平凡に隻き幸せをかみしめる

黒

倉

草杓正孝

見るものはニュースに川柳美人アナ

柳友作贔紹介

散る時に感謝が言える間が欲しい

人柄の甫も後ろも笑い声

散η終えた花の命を手入れする

悠々と生きて行きたい雲を見る

人一人好いて自分を磨いている

︵お詫びと訂正︶

︵一枚癬︶

うに、創造のカを高よう

邸象は︑露が多いということ

に、連帯の心をもとう

思つています︒

欝

先月弩の掛柳で﹁治ったらきっと帰ると抱いて逝くしは︑

王、湧きいづる温崇（ゆ）のよ

︑治ったらきっと帰るを抱いて逝き﹂の誤りでした︒お詫

豊かな人になろう

ろありますので︑窒き家の借絹

1、美しい緑と雪の中で、心

と地域の像罠性がすごくいいと

靖須神恵睦
美
子貫曲子子

柳

して訂正いたします︒

りよい町づくりをしよう。

たらご連絡をお願いします︒

わたしたちは松之出町罠で

な3い畜

玉、ブナの檎が触れ合うよう

鶏し翼サ

す。郷土を愛し、みんなでよ

など何か不審なことがありまし

グリ

昭憩53年7月24臼制定

ころだなと思いました︒

〜︐

募﹄ー謎⁝
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嬢

趨
町民憲章

◇趣瞭は︑また休臼は僅を

ρ

︺

o
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町浅の合書葉

趣味は︑海づりとアウトドア

勘晦

纏

ナ㌧し

湾れ郊・宅ん

町の木 ブナ
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長岡帯の闘郎丸です︒

アイ．ラぜ

韮
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灘1粥やん橿沢恵…櫛詑

あいざわゆきひこくん
（水梨・原）

松之由〈尾張騰）

，井川勝博・和子，

1

砂場であそんでいると二ろです

ぞ箏

博・和子さん

松之ほ1

かぎ ホ

くうさぎ組〉

一

窃働で薦《灘》

糞依ちゃ／㌧

諮

レ伽1

7・4。28

讐三・ヌ惹1美運るさ／し
癬樹ちゃん 商橋擬焦・恵美1

（川 向〉 4り4脅3り
湯本（川向〉

庫轟ちゃん

髪ぞ辱．屋蒙護謬．＾＝罫くさノし
小鑓武宏・恵璽』

（〆雰（ノ）璽））
訟之由（みσ）や）

お《鞄み《蹴》

7 ◎ 5 −22

（死凶湘葺〉

樋1、コ榮次郎さん 72歳

loo卜創1

中尾／宮下ぴ）家持〉 7・5・1（｝

樋鎖 シゲさん84歳
光 間（行
妻嘩蕃

叢雄さ／し

〈うさぎ組〉

屡〉 7・5弓9

わくいはるなちゃん

75歳

田麦立（陶ラ

7・5・23

みんなで散歩にいくところです

〈松之山・涌井〉

※5月1繕から31藏までび）霜出分ですσ
※広報に載せてほしくない方は、鰯鵡のとき
に窓鱒にお話しください、、
匁

ノ

墨4

越後松之山山菜残蟹塾

︵5嶽まで︑浦繊地区︶

購滴防鐡分繊長会議

町観光協会総会

春の全園交通安全運動

︵20繊まで実施︶

第三馴安榊︑償大学

第鶏回購クリーン大作戦

婦人検診︵m撮まで︶

松之由温泉まつり

ジンギスカンまつり

農業委興余総会

婦人バレーボ⁝ル大会

鋳野臨集会

く》騰
へ

﹁〜⁝；

〆一町の勤き一…一一一一一
…
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6蹴1三1現在

も

i総人口3，騒6人（一1）

編集室から

亥年も六月と半年を迎えまし

た︒この六ヵ月の闘に︑実に大

︸月の阪神大震災から始まって︑

きな事故や轟件がありました︒

三月の地下鉄サリン事件とオウ

ム聞題︑そして五月の北海遵で

の地震続発やサハリン大地震な

ど悲しいニュースの途絶えるこ

とがありません︒亥年は過去に

もいろいろな出来事が起ってい

のでしょうか︒晒年まで七カ月︑

るそうですが︑やっぱり本薮な

く︑楽しいニュースがいっぱい

これからは悲しいニュースでな

あってほしいと思います︒▼六

1198
藏紹濤

蓋．2

こよみ

三8

町老人タラプ会長会議

21 20

▼5月のできごと

25

成人式 ︵大厳轡高原︶

25

2繕

27

鷺1ヨξ三1揖研購醸卦三i影貰
第39回町探鳥会

町消防腿興講習

田〜7月沁賃の予定

町消防鐡地域想定演習

﹁ほ〜

縄は︑ホタルが楽しみです︒夜

ぶホタル︑子供のころ︑

になると︑葵しい光を放って飛

ホタルを追ったものです︒みな

たる︑来い⁝⁝しと歌いながら

さんもホタル観賞いかがですか︒

町幾バレーボ⁝ル大瓜駅

郡膏館大会︵松代興︶

第欝麟健康マラソン

購総合檎診︑

︵7藤まで︑購畏体欝館︶

第8園擾なわとび大会

繕醸磯鑓購鴛ヨ
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