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いや、まいったな！

灘醗欝今月号のぺ一ジ麗灘

そのキノ：コも食べられないの
憩月1藏qO績と大厳寺高猿キノコ狩摯大会が行われ、2欝

農業祭の芸能祭・美衛展…………一一2〜3

間の参撫巻は麺べ280人でした。参加者は、愛溺のカゴを手に

購づくり検討委員報告会より…・一一4〜5

林の中へ入ってキノコ狩りを行いました。

第三籔ゆと箏駅伝大会、葎金改識・孕・…6〜7

搦て鹸キノコは、髄に講緬鑑定を受縁したが、食

わだいヴ於、ガンバレ庸轡・腸・唱〜n

べられないキノコが多くちょづとガッカリした様子。それでも

生涯学轡だより一一一…・…一一・覗〜エ3

昼食には、新米コシヒカリのおにぎりとキノコ汁を食べ、秋の

お織ら量、戸籍の窓・・一…・……一…・…惣〜蔦

大厳寺高原の〜霞を満喫していました。

収穫の喜び

自然休養栂管理センターと郷艮体

紳無能祭・葵 術展﹂が竸催され︑約

脊館を会場に秋の祭典﹁農業祭・

二千人の人出でにゼわい豪した︒
午乱削九購︑センター玄関繭の鏡

翻りで祭りが開幕︒野菜即売コー
い行列ができ︑大勢の人が新鮮な

ナーや特産鵡即売コーナ⁝では長
野菜や特産舐を蟹い求めていまし

午繭十一暁からは試食ヨーナー

た︒

が始豪りました︒コシヒカリおに

lFFoりー

ぎりやもち︑新登場のなめ．︸丼など

騰会あいさつの後︑水梨の絹沢竪

が中心となって行われました︑

した︒畏講や舞踊︑詩吟など鷺頃練

鱈の﹁三番饗﹂で舞台が溝められま

に舌鼓が打たれ︑薦憲した千七轡食

すべてがおなかの中に納まりました︑

を魅了していました︒

盤の場ごが上演され︑集まった観客

十八番の﹁菅原伝授手習鑑・寺子

皆さんによる二年ぶりの歌舞伎です︒

芸能祭の最後は︑上川手歌舞伎の

が送られていました．

うめた観客から出演巻に大きな拍手

習してきた成果が発表され︑会場を

センタ！前では︑錦鯉展示即憲鴨
農機異機械展罫販売︑ライオンズク
ラブの皆さんによるチャリティーバ

ザーも行われました︒また︑センタ
ーの二階では︑わが塚の味自慢コー
ナーと食推展が試食も行われ大勢の
人でにぎわっていました︑

町民傭膏館を会場に闘催された芸

華麗な舞踊、絶妙の小節
迫力満点の演技で観客を魅了

能祭は︑町文化協会芸能部の皆さん

芸能祭・ ・回

秋晴れに2000人

秋聴れに恵まれた十月二十九績︑

曲
一

第14回

新鮮野菜・特産品コーナーに

長〜い行列！
味自縷の試食コーナーで
おなかいつぱい！

今年も会場にはたくさんのじゃんぽカポチャが
集められました。櫃例の璽量当てコンテストに

rさて、何k響かな…一島」

tOmorrOW

松之出小学校﹁ゆかいな仲問たち﹂
によるダンス

振り付けは自分たちで考えました

コシヒカリおにぎり、もち、

5回
第2

論暫

芸能祭の舞台を清めたギ三番

ました︒

あし

見デ
こ

璽ま

できていました

は︑鍛を持った人たちの人壌が

会場中央の﹁もちつき体験しで

み︑茎術の秋の一田を堪能してい

品ひとつひとつをじっくつと楽し

力作ぞろいで︑訪れた人たちは作

展・展示されました︒どの作品も

寵ハ︑俳句︑ 鷹紳化など約一臼十占︷が嵐

そろった力作百十点！
芸術の秋を存分に堪能

第二十五回を迎えた美術展は︑

センター二階の会場で麗催されま

した︒この美術展は二牽八旧から

三十露までの三績問醐催され︑大

勢の入が作品の鑑賞に訪れました︒

なめこi丼の引き替え駈には

魂

くれ

事 な 舞 い をみ せ て

今回も東顛城郡美衛展覧会で入

選した作贔のほか護道︑絵画︑写

大勢の人が行列をつくりました

ーqFoりー

あり︑地域牲に縛倉れない産業

配り組まなければならないこと

テーマに絞り︑松之山町が今後

的な運係を考慮していく必要が

これからは近隣市町村との広域

出するのかといえば︑職場が少

︷渦齢化率は⁝県内でもトツプク

○蒋春が⁝生この町に住み続け

次の八項昌について検討を重ね
た︒

うか︒

②高齢者・橿祉間題について

を翻ると嗣時に︑老人対策で最

これらをすべて解決すること

とした生きがい対策ではないだ

も璽要なのは盤涯学習等を中心

たいなどの理由も考えられるむ

は灘難の技だが︑まず就職先の

さらに今後︑町の政策を考え
る時に︑これまでのように町単

確保を第︸続考えていただきた

ろうか︒

独で箏業を進めるのではなく︑

4

若者に魅力があり
ゆ㌧

等﹀を

︵ハイテク︑ソフト産叢

い︒このことについては︑町側

集落内︵愈

ある伽また︑町の財政について

①定住基盤づく移

少な過ぎるのではないか︒町の

また︑松之山町の備報発儒が

きる町営億宅を建設してほしい︒

地区に独勢者や警夫婦が入居で

な建物でなくてもいいので︑各

次に住寒の確保ですが︑立淑

策を展開していただきたい︒

を整理してみた︒

興す可能性がある︑

そして︑これらに対応する新

ヒ下水道の

活︶道蹟の改良︑除雪・圧露対
策の強化

しい職種をこなす荘い人たちが

移り住めるような体綱を整えて

②隻活基盤づく鱗

齢者の生きがい対策
行うイベントでふるさと葱識を

いて

①着者の定着と人Pの増湘につ

︿松里地区﹀

ふるさとづくりの
中から人耕膏成も禽わせて行う︒

ないのに撫えて就きたい職種が

ラスであり︑嵩齢者対策は皐急

たい︑また一度町外に出てもま

生︑⑥社会橿祉︑⑦教膏・文化︑
⑧産業振興

これらについて︑自由に意晃
を雌し禽う中から次の五質目の

洵かって発信してぼしい︒

⑤渥業づくり新しい産業を興

て上げられる︒また︑将来に対

ないことが最も大きな理由とし

に取り組まなければならない︒

状溌や魅力についてもっと外に

すことは難しい︒蕎齢化社会に

する不安や︑籔常甕濡の不便さ︑

④人づく鱗

嵩める︒

④ふるさとづくり 町内全域で

畢期完了︒

ほしい︒

定住基盤づくりは道
路の改良や除雪対策
︿霧川地区﹀

なぜ︑松之山町から蒋餐が流

ハピリセンター等﹀の建設によ

薯の多さ︑親元を離れて慕らし

題点を整理することから蛤め︑

①基礎集落圏︑②道踏整備︑③

り雇馬の場の確保を図ったらど

り込んで行かなければならない︒

た戻ってきたいと思うような魅

欝対策︑④生活環境︑⑤保健衛

Qいま量界は刻⁝刻と変化して
おり︑町の産業も時代の変化へ

の対応が求められている︒構報
化は都市と地方の差を縮めつつ

対癒した施設ハ健康ランド︑リ

力ある町づくりをしてほしい︒

各自が地域の現状の分析と間

若者の職場確保と高

も積極的に職場をつくりだす政

研修会での記念講演

も健全な運営をお願いしたい心

て行われました．輔︸こでは︑当呂発表された各地区の検討内容をお知らせします︒

︑町の将来について︑考えてもらお♪と︑昨年の五月に町内の若手で構成する町づく
今検甜委員会が発足し︑新しい町づくりについて各地区で真剣に検討いただいてきました・
牽月十一β︑脅然休養村管理センターで町総合計爾審議委員会と町づくり検討委員会合周
珊修会が開催され︑そ幅馳で一年半に夏る検討結果の発表が行われました︒また︑砺修会で
は6したの新潟票を創る運動協会・顧問の石潤秀雄先生をお迎えしての記念講演も併せ

牽寄りに安心して生活できる町
鍵

萎縫
韓梁
鷲綴

鍵繍

魅力ある町づくりで
若者の定往捉進へ
︿松之山地壌﹀

○長期計画を策定する際に大切
なことは︑五年魯・十年先はもち

ろんだが更にもっと先を箆据え︑

今何をすべきかを考え計画に盛
り込んでいくことではないか︒

今後︑蕎齢嵩対策が大きな問
題となってくるが︑これをあつ

鑑

癩畷く壁擬購欝翼憂

巻入にとって︑住みゃすい社会

ゆる事業の中にバランス良く取

難懸欝鰯餐議鎌撚

農業対策は基盤整備
の補助率のアップを
︿三省地磁﹀

三雀地区では︑地区内のアン

ケート調奄を行った︒その結果

て謡し合う機会を設ける︒

各地難に独爵藩溺︑新婚盤帯
粥の町営住宅を建設して砥しい︒

嫁蝉策︑離村潜の声を闇く等︒

④嵩齢者対策に必要なもの

驚人ホーム等の養護施設の増
設と充実︑姦宅着護の補助増額︑

時賜体綱を禽むホームヘルパ

葛齢化対策︑講対策の分野につ
設︑高齢餐の職場の確傑

ー翻度の充実︑蕩齢饗住宅の建

農業対策︑産業対策過疎紺策︑
いてまとめてみた．

⑤雪対策に必要なもの

めに地域で活動していきたい︒

れからの三雀地区を良くするた

これらの意見を土台にし︑こ

て売り出すようにする︒そして︑

きるだけ加工し付加緬値をつけ

のまま販売するのではなく︑で

農蓄歴物︑野菜︑灘物等もそ

公園

種大会や禽宿の誘致﹂

コース︑自然遊歩道で各

かけたクロスカントリー

を建設していただきたい︒

餐地区に著暫肉けの購営住裟

にあったらよい︒

と過ごせるような施設が各地区

筒齢餐が半臼くらいのんぴり

雪棚田の里㌧豪磐の里し

各地区に観光の拠点

③松之山町の﹁福祉﹄について

町には温泉以外にこれといっ

②松之山町の﹁観光﹂篇ついて

脊効秘熔を図るべきだゆ

シ灘ップとしての東蒙事務所の

また︑その際に町のアンテナ

開発にもつながる︒

そのことは松之由町の特産物の

となる施設の整備を
︿浦鐵地区﹀

命園は︑穴きな闘つのテーマ
についてまとめてみた︑

①松之山晦の産業としての﹁農

いいところだ︒これでは︑温泉

﹁自分の町は自分でつくる﹂と

まちづくりで大切なことは︑

識しについて

④﹁まちづくり﹂と町艮の憲

農柑︑農業を取り巻く厳しい

街以外の地区紅とっては何のメ

た観光施設がなく︑ 一泊二醸が

婁託︑ボランティア制度等﹀︑克

蒲勢の中燐し︑松之由町の農業も

業﹂鵜ついて

磐穗署の建築に対する補助増額︑

麗根瀞処理の人材確保︵業轡

充実︑農業後継奢の欝成︑禰作

いう氣持ちと﹁町昆一人ひとり

これまでとは違った方策を考え

める﹂ことではないか︑

がまちづくりに対し︑慧識を嵩
公園などを整備したらどうか．

に観光の拠点となるような施設︑

保安要轟の増興︑道賂︵集落内︶

その対策として︑

て行かなければならない鄭

急勾醗道絡の改良︑嚢を利摺し

﹁大入になっ

てもこの町に住みたいしと思え

子どもたちが︑

﹁岩晃堂に登れる遊歩道﹂

浦田地区の例を上げてみると
施設

るような松之山簿にしたい︒
ンプ場賑

﹁轟亀の池のオートキャ
ム等︶で新たな地域産業の創趨︑

︵農家蔑宿︑グリーンツーリズ

光資源と農業と結びつけた展闘

豊かな自然︑欝︑温嬢等の観

⑥三省地区はほしい施設

材︑保存柑等︶

た事業の展開︵イベント︑冷鋪

除雪の拡大・共岡車庫の増設︑

以外の園芸の振興︑農業と観光
②産叢対策鵜必要なもの
企業誘致︑地場産業の薄成︑
特産晟の鯛発等．

③過疎対策に必要なもの

地場産愚物産館︑多鍛的保養

昭さん

﹁大厳寺蕎漂から中原に

浦田地賦贋塚

雇用の場と所轡の確保を図る．

弘朋さん

着者︵中掌焦・蕎校盗︶に対

：布川地区 小野塚良雄さん

産業との連係施策等︒

リットもない︒そのため各地区

作業婁託潮度︵撞い乎公縫︶の

基盤整備の補助率アップ︑農

①農業対策に必要なもの

24

施設︑トレーニングセンター

噂

して︑職場や地域のことにっい

5

趨橋

三省地区

力さん
松墾地獲小野塚

嬉さん

松之由地区樋q

轟火窒のも莚誕i

27ゲー芸が熱戦
ゆ とり

《第1回湯鳥駅伝大会》
「あとは頼んだ」とタスキをリレー
牽月十繕午蔚瓦時

第i回湯鳥駅伝大会の成績
〈、名プロツクの3位まで掲載〉
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鞭㎝｛主コ璽一、鐙B瞳醐

も

翔騰灘
各ブ織ックの優勝チームにトPフィ剛

5人の汗で光るタスキ
を薦にゴール！

が渡されました

、一噛厳マラど≧2由■墜

さ
健康マラソン
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p1分37秒1
・．趨
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↑分︑澄み渡った秋塞ほ号砲が

響きわたると第一回湯鳥駅伝大会の第一逢餐は冗餓よ

皿昨年までの地難対抗の駅伝大会から︑だれもが気

くスタートして行きました︒

軽にチームを組んで参繍できる駅伝大︽︑に一新した今

大会には︑掌校や地域︑職場などから．一十七チームが

参加しました︑麟然休養村センター繭をスタートし︑

大会には二歳八カ月の志賀春蚕ちゃんも選手としぜ︑参

全長十闘・五㎞の五区間で熱戦が繰り広げりれました︒

志賀春香ちゃんも
第一区で大健闘！

加︑第一区問内の六醤mを無事に完逢しました︒選手

を受けながら力の限り滝っていました︒

ム

たちは︑チームカラーのタスキを肩に沿道からの欝援

卜
一

タ
ス

30

︸

7

斉

分が

時㎜

9チ
前2

午

また︑この段は第十九懸健康マラソンも行われ︑保

懸

囎

育園児や小瀞テ生薦五十入が参加し︑さわやかな汗を流

していました︒

雛
撒

⑤⑲⑤⑧

霧せ

﹁上蝦池追加災害
関選緊急事業﹂ が着工
完成に陶けて着々と進泌汀してい

が、降雪などで変わることがありま

松之山町の皆様瓢潟かれまし

工翼は︑地すべりによる土砂

るところです︑︒

（漉）時問は原則として、夏期間は準じす

すべり防血工

i

i

ては︑平懲糸より熾

i

事についてご理解とご協力をい
の流失を防ぎ︑下流域の罠象や

鷹再剰響絹

ただき腰く御礼爾−し上げます︒

に︑つンクリート谷焦工一基︑

農耕地等を保全することん麟的
基を計瀬してお

さて︑今葎㈱月宋の蟹解けと
鋼製枠土潔江

ともに大掌赤禽地内に灘いて廼
長一一〇m︑．平均縮七五m︑不
ります︒

今後も迅速な苅応に努めたい

月十五環までです︒

なお︑工纂期間は平成八年三

安建土砂難八二︑烈○○㎡︑流
失土砂︑蟹 一︑○○○㎡︑爾積

○・八○㎞の地すべり災窯が発

冬期問の患者輸送運行β

生しました︒

〈松之山診療所〉
す。

両、ヒなどに醗慮し、翅月から3月までの

積雪朗聞も継続して行うこととしました

積雪蒔の運行の実施は、こσ）鴛月から

とします、引き続きご利馬願います。

ただし、豪雪に見舞われたり、道路除

その擦は、防災無線などで連絡します，

あらかじめご了承願います。

碧掬麓

X藤蕃ぐや

先
せ
わ
合
い

欄

保険事務断で絹紙をもらって必

は︑購役場の麟戻無金係か社会

ず提出してください︒

現況履は︑年金を受けている

方が引き続き年金を受けられる

○．

内線54

住民課羅戻隼金撞当

忘れずにね／

僧6！3璽3ー

町役場

︹問い含わせ先︶

かどうかを確認するための︑年

に一度の大切な麗けです︒

年金を引き続き⁝年以上受け

ている方には︑謹盈賑の初めこ

ろに︑社会保険庁から現溌麗の

この現況麟の絹紙に必要事項

嗣紙︵ハガキ︶が送られます︒

を認入し︑押印したうえで住所

地の甫町村長の証明を受け︑切

現況麟が提出されないと︑年

手をはって投かんしてください︒

金の支払いが一蒔︑停止されま

すので誕生月の来礒までに勉会

保険業務センターに必ず到着す

7

なお︑親溌愚の罵紙が煽かな

＿ノ

と考えておりますので︑町民の

l鋤．．．墾．ま．27覆．i

i

蜂

雪の状溌で運行できない場合があります

O

し、地域の方々の要望や匿療サーピスの

費6−3131（54〉

濯

蕩田営林署では︑鷹ちに上周

ばれています。

住民課国罠年金担当

絃

皆様嵐は蕪々のご協力をお願い

区の患蕎輸送は、地域の皆さんに大変嚢

轟金知識

るように提出してください︒

P

に災書速報と関係露類を提出し︑

平成6隼護月かち実施に踏み切った五

知っで得ずる

かったり︑胴紙をなくしたとき

oや

したいと思います︒

8力還間の季簾運得としていましたcしか

毒毎⁝舞誕聾藁蓬ミ墓奪︸穆奪畦寒難蔓肇馨篭⁝弩舞誕．無唾︑憲蓬︑葦垂ミ

開1器糧別

i

護月からi！月までの
この患者輸送は、

−

i

i

i

．●

準備を整えていたところですが︑

十子平、坪野、赤倉、東山など下布川地

九肩下旬紅工藝を発淀し︑環在

下右川地区の患者輸送
冬期間も車運行します

灘

080Ωo気Oo鞠OG助ooooo

盈撫a誌

皆さんからの話題、1青報お待ちしています。

総務誤行政係燈6…3撒内線23

わたしたち、ジャンプは得、慧だヨ
保育所園シ駐力ぐ合岡体力づく 鱗
C楽しく元気に体力づくりを三」と憩月葺1ヨ、駐畏
体育館で町内3つの保育所圏兇全鐸が参頒しての体力
づく9教室が行われました。講師は、十臼i驚葎∫からス

ポーツインストラクターを紹いて実施されました。お
手玉を頭やヘソの．ヒにのせて定ったり、フラフープの

輪を飛び越えた参と趣両こらしたいろいろな運動に大
奮醐、園晃たちは、歓声を上げながら元気いっぱいに

今年のコシヒカリの出来はいいぞ
貸農園の皆さんが稀刈り作業
鵬1媚・王細、グリーンリース事業「．ぷ乃さと貸

農鼠￠燐さんσ瑠期）が鶴りれました、今範）轍）
串来は上々とのこと、穰を刈る手にもカが入ります、

この沼は、貸農購に参撫している東京松之出会の皆さ

入捻入も穂刈りを行いました，松之山i欝の出身だけあ
って、稲の刈ウ方や束ね方もさすが，＿、ヒ手です。秋晴

れの暑い一露でしたが、参加された皆さんは縮刈りで
さわやかな汗を流していました。

まもなく赴任、お体に気をつけて
霞稼者グループリーダー会議を開催
麺月爲臼、懲然休養村センターを会場に出稼グルー
プリーダー会議が開催されました。当町からの畠稼者

数は年々減少しており、今年は約⑳0名の皆さんが関
東地方を中心に繊稼される予定です。この臼は、ヒ越公

共職業安定所から統括職業指奪嘗が劇席、り一ダーの
役劃や出稼ぎの心得、また役場からは健康保険などの

手続きについての指導が行われました。出稼の皆さん
は、簸月io霞ころ魁任される予定です。

8

1寸POI

体青館の中を1走り回ってもました。

スキー一場に一足早くも黛冬到来
オープンに向け》フトの取琴付け作業
今シーズンで欝年目を逓える松之山温泉スキー場で
憩月28臼、オープンに両けてのリフト搬雛の取り付け
作業が行われました。雲一つない秋空のもと3基のリ

フトに275基の搬罷が取ワ付けられました。ゲレンデ

はすでに草刈箏も終γ、このリフト取摯付け作業が終
わると、オープンに肉けての準備もほぽ完了します、
オープンは鴛月焔黛の予定．今シーズンも大勢のスキー
ヤーで1こぎわうスキー場には、一一建緊くも

冬到来

消火活動への協力に感謝します
協力者の2名鵜表彰状と記念晶を授与
「欝月2臼に発生した住宅火災の発見・通報董びに
初顛消火に努められた。」として、鐙月30温の町消防鑓

会議の席で東頸消防署長と町消防認長から表彰状が授
与されました。表彰を受けたのは、会社員で松之山の

村山好夫さんと公務興で松代町関沢の高橋雄一さんの
2名です．今懸の住宅火災は、お二入の消火活勤によ

り被書を最小限に擁えることができましたウ火を級う
機会の多くなる季節です。火災には濾意しましょう。

．スボ翌の秋袋㌦でいい汗！
町長杯バレーボール大会開催
鐙月漁臼・船冒と町黒体膏館を会場に町長杯バレー

ボール大会が開催されました。男子8チーム、女子3
チームが鵠場。この臼の体育館は、選手たちの威勢の
いいかけ声と熱気で包まれました，試合は熱戦が繰り
広げられ、男子は「松代選抜」が女子は「松高女子誰
が優勝しました、成績は次のとおウです。

《男子》優

勝一松代選抜、2位一松代愛好会、3位一69

ers《女

子》優勝一松高女子、2位一松之山婦人

お篠鱗

籔ーヂー

編築室に︑お便りが鰯きまし

たのでご紹介し家す︒

ーいつも﹁広報まつのやま﹂を

ございます︒

読ませていただき︑ありがとう

鐘をたたいてナ笹ナモという

み仏も御覧くださいひ孫きて

座の写真は︑私とひ孫が仏様

﹁ナモナモ㎏というのは私のお

にお経を上げているところです︒

んのや＼ナモナモといっている

経をまねてまだ謬葉になりませ

佐藤リヨ︶

のです︒名前は︑⁝歳と三カ月

︵天水越

の高見澤花といいます︑；

かわいい写真とお便り︑どう

もありがとうございました︒

編集室では︑町戻の皆さんか

らの投稿をお待ちしています︒

話題情報・憲晃㌔要望などお餓

軽にお寄せください︑

9

⑥ガシバ

小野塚正男さん（天水島・中道）
生年月賑昭和48年6月生まれ

一

㎜

夢は
一
でつかいヒラメと ㎜

ちじく羊かん﹂です︒最中の中

﹁いちじく簸中﹂の中身

身は普通あんこが使われていま
すが︑

おり︑あんこの最中とはひと味

はジャム状のいちじくが入って

﹁いちじく羊か

違うおいしさがあります︒
また︑

んしもいちじくをふんだ

ど強くなく︑ ﹁羊かんは

んに縫い︑甘味もそれほ

という方にはお勧めの一

好きだが甘くて：：．．﹂

品です︒

ほかにも︑ジャムやゼ

リー等の商晶が作られて

おり︑幡広い年齢麟に好

さらに︑いちじくは便

評を得ています︒

秘に良く効く果物でもあり︑健

康食磁として︑藤召し上がつ

．灘麗

大潟町企面課

てみてはいかがでしょう︒

灘

IOFoりー

頸域平野を縦断し︑晃纂に並

ぶ腐架橋︒その上では今︑レ⁝
ルの付設黒事が進められていま

さて︑ ﹁ほくほく線の旅しの

ぐ︒

照回目は大潟町特産のいちじく
いちじくはザクロやブドウとな

を使ったお藁〜を紹介します．

一つそうです︑砂地でよく育つ

らび︑世界的に簸も古い累樹の

ことから︑薮地の家の庭先に︑

を

タセ

職

食

灘

旅行
一
轟校を卒業して︑すぐに現盗︸
㎜
の会社に就職．あれか♂︑もう㎜
閥年が過ぎてしまいました︒

就職して⁝年間は︑新潟にあ
るテクノスクールで測騒の勉強⁝
をしてきました︒

現往は︑町の中心地の下水道
L事親場が仕事場です．迄・こで︑㎜

灘鷺などの仕事をしてい塞す︒

のが箏故やケガです．この下水㎜

をそのまま食べるか︑甘露煮に

必ず一〜二添は獺えてあり果実
して子供のおやつにしていまし

そんないちじくに黛をつけた

た︒

のが︑町内のお菓子屋さんです．

家庭で作る甘露煮とは燐に︑お

菓子としていちじくを食べても

◎

・響

．㍉

皿

⁝⁝ーきtーー⁝ーも⁝ー﹂

◎弓

大潟町発
﹁い

酬）

使ったお菓子はいかが
﹁いちじく簸中篇

見つけませんか、
ゆとりの時間

いちじくをふんだんに

らえるようにひと工夫︒完成し
たのが︑

ゼ翼璃ヤ
OP◎』▼畷P．

土木工事の現場で︸番黛を使う一
道工纂もかなり深く土砂を掘讐﹄

下げて作業をするので︑転落纂
故や地崩壊などに＋分波意しな

仕扇が休みの爾は︑愛車に乗¶
︸

がら全鰻で韻張っています︒

ってドライプや趣味の魚釣りに ㎜
︸
よく海に出かけたりします︒．︶

㎜
㎜
れからやってみたいことは︑大い
ツ
嘩

ミ
1「ゆとり創造月間』1

甲

碑一

−
・ 簡鮎
陛
・い
特

お金を貯めて旅行することです︒一

︸
きなヒラメを釣り上げる︶とと︑㎜

です
月は

ドメ
ロ ドド
ト
や
ロ
ドロし
しロドロド

座双子座
星

株式会社大海組
勤務先

O

ちょうどせんこう花火が開いたようでとて

もきれいだった。

鎚わが家の人気者．

渡辺政信・貴子さんの長男

ている。 窪松之山の植物より書

紅葉を見ながら深坂瞭へ陶かって歩いて

いると、遵の脇の岩場にたくさんの纈かい

白い花をっけた植物を見つけた．近づいて

）

轟6．7

見ると、長い花びらと短い花びらがあり、

（ユキノシタ科）
（俗名〉イワブキ

谷間の湿った岩の割目などに生える多年
草。葉は根もとから重なるように3〜20c搬
の柄を伸ばしてつく、花は高さ2倉〜30c鵬の

柄を翫し多くの花をつける。大きい花びら

なおき

牲さんはじめまして︑ぼくの

サミット一欝目は基調講演︑

ました︑

することも考えていると謡され

翫

事綱発表︑パネルディスカッシ

盛んになっていますが︑長期間

棚田サミット②

園園團圏固囲函画

名前は渡辺薦樹です︒ちょっと︑

はずかしがり麗です︒今年の春
に弟が産まれ蜜した︒名却溺は拓
㎝裁くんです︒とってもかわいい

ョンなどで︑会場には棚潤フォ

んだよ︑でも︑大きくてすぐにぽ

ぽくのお気に入りは︑ショベ

トコVノテストの入．職作晶が展承

くが趨い越されそうです．

ルカ⁝と小さい蘇︒密動蘇に乗

な交流はこれからです︒

滞在するグリ！ンツーリズム的

授の艦欝裕太郎氏で︑棚照を倉

景︑プライベートゲレンヂとも

おり︑おいしい米と薬効筒い温

松之山は臓雛がはっきりして

農山栂と都市との交流は年々

って出かけるのも大好きです︑

纂調講灘は東東農工大掌助教

されていました︒

ニコニコ教室で︑クリ拾いに

トいっぱい捨

む田園が心と体を癒す美しい塞

行ってきましたゆぽくもポケッ
たりおいしかった︒こんどはお

間の役割りをはたしていると力

需えるスキー場は魅力的です︒
門お母さんからのご藩︸

ものと考え︑公的助成・所得保

系維持・環境保護に欠かせない

さらに棚田を園土保全丁強態

を保存することが︑松之山にと

とも欝うべき棚磁と茅葺き黒家

ほ灘入し︑疑ポの農山村の原点

ったよ︒家で食べ

父さんや緬裁くんといっしょに

説しました．

允無で強・＼やさしい子ども

障︒消費者の支援が今後必要に

グリ⁝ンリース事業を各地区

クリ捨いに行きたいな︒

に曹ってほしいと思います︒
ー5旨も ー■覧︑︐き55︸多卜ξ！！乎‡事 ききξ象き事︷ξー・きも−iー・き︷ii・ー〜i⁝・き・⁝ii！・⁝ii⁝．⁝；⁝⁝︸5ー︐ーユ

︵東山・谷

ーi︑〜⁝⁝i⁝⁝ーずー多旨Fー

東窟事務所

佐藤

って重要だと感じたサミットで

した︒

なってくると訴えました︒

事例発表は三人が行い︑安塚

覇の矢野町長は景観と鋳報のネ

箋鎌嚇

ットワーク化︑佐賀緊廼窟田町
や

梼原町の新谷氏は千枚田オーナ

はい

の上滝氏は溝費者鑓憐との連携︑

やすく説明しました︑

ー謝度の概要と問題点をわかり

バネルディスカッシ葺ンには

臼千枚霞オ；ナーも参湘し︑霞然
をうまく利絹した農業の楽しさ

と厳しさ︑将来は梼原購に定住

μ

麟灘騨

癖糊

「大ゴの字に似
は5枚で2枚が特に長く、

直樹ちゃん登場（2歳2ヵ月）

ダイモンジソウ
r

武田
i腹当

唖翠

ー

1⑩Poりー

ている松之山町昆族資料館です

好轡が︸問に会し︑郡のナンバ

郡内の男子バレーボ⁝ルの愛

みなさんからご利胴いただい

うでだめしをしてみませんか︒

ーワンをめざした熱戦をくりひ

郡内の翻碁愛好者のみなさん︑

▼㎜期霞 U月26薗㈹

が︑ 月無費働をもって︑冬期

8時30分〜驚時

閉館させていただきます︒平成

▼時間

ろげます︒昨年の優勝は︑当町

松諸之山バレ⁝愛好瓜蝋が・出⁝場し

7年度の入館餐総数は㎜名︵憩

浦絹原村中央公罠館

の﹁昇勢会娠でした︒さて今年

ブロック別リーグ戦

12月3費㈱

月20縫親筏︶でした︒ご利絹あ

▼競技方法

▼会場

U月欝日鋤

▼会場

▼時闇

自然休養村センター

午晶削9時〜11時

▼期総 鴛月捻臼㈱

集合！

レゼントがあるよ︒チビッコ大

サンタさんから︑すてきなプ

楽しいクリスマス会です︒

η月の二寡ニコ教室は︑

之山町公跳館へ︒

▼申込 n月20田㈱までに︑松

▼会場安塚町

▼期研

の栄罵は⁝⁝︒

各プ澱ック3位まで

身近かな山野箪を使った生け

りがとうございました︒

▼表彰

山町公罠館へ

n月20繊までに︑松之

▼参茄料 翻円︵握食・飲物付︶
▼購込

花教室も︑今園で今年の最終回
です︒

午後8時〜

▼鯛鷺珍月5β㈹
▼時問

n月のテーマ

雄月17鷺働

﹁松之由の温泉と縮布の謡﹂

自然休養村セ・︑ーター

▼期黛

▼会場

▼蒋間 午後8時〜

▼会場 自然休養村センタ！

n月の朗読教蜜は︑

スキーと温泉︒二借楽しめる

2

事業内容施ら

5

ます．擾勝めざしてアタック！
▼期鐵

▼会場牧麺

女性によるソフトバレーボー
ルの大会です︒楽しく︑さわや
かに汗を流してみませんか︒
U月23藏㈱ 勤労感謝

n月η門㈱

松之由温泉スキー場が︑いよい

▼期日

午醜9聴〜午後2時

▼期曙

年後8時〜

O発蓑会の練習
▼時間

松之山町戻俸育館

▼時間

の嬢

▼会場

郡内町村に繕住する30

艮議︑文学作晶︑その他
▼資格

よオープンです︒当鐵は︑リフ

ぎ

施02559︵6︶3130

痴監ノ

鐙

▼問禽掘む255騨︵6︶3133

▼場所 松之山温泉スキー場

▼期繊 η月路鷺㈹予定

ト乗り放題です︒

▼会場 自然休養柑センター

U月娼鷺㈲までに松之

三チーム4〜7名

歳以上の女性
▼嘩込

山町公艮館へ︵申込灘

〜

飼魚罫

⑳鯉
は松之山町公罠館にあ
ります︶

冬

1

嬢

松篶

顧麟︑

生涯掌習凝一ナ

︑

㌦

一

松之出町の盤涯学蓼推進計醐ヂ松之山湯鳥プラ
ン」の策建作業も生涯学翠推進会議蚕…舞の皆さん

：ボランティア活動ってなあに

のご努力により、鍍月をもって終了しました。

ポランティア活動とは醗的蠣麓壷

今後は、この「松之山湯鳥プラン」を盈涯掌習

よって報醐を求めずに飽の人々のために

椎進本部の皆さんにご検1討いただ蓉、簸終決定す

自分の力を提供することです。ここで重

る予定です。

要なのは嘘発的なレ意志によって」とい

その後、印鰯製本し、来春には跡内全戸醗旛し

うことですゆしたがって、勉の入から強翻されたような活

ます。

動は、いかに人のためであるといってもボランティアであ

ところで、この生涯学習維進本部、蕊灘…掌習推

るとは謬えないのです。

進会議って、いったいどんな績織で侮をするとこ
ろなのでしょうか。

これまでボランティアというと、蕩齢者の世1謡や縫害者

⁝ー2ー⁝ー多⁝ー⁝︷⁝髪⁝ー旨ーー圭﹂

どんなボランティア活動があるのかな
生涯学習推進本部

への介助等の橿糧ポランティアを考えがちでした、しかし

ダ湯鳥プラン」に基づいた取り紹みを

それだけがボランティア活動ではないのです。

行っていく中心です心騎長さん、助役さ

地域活動のために音頭をとること、イベント塗どで準備

ん、課擬さんで綴織されています，

をしたり運営の手伝いをしたりすること、学翌活動をして
技を生かして子供たちにいろいろなことを教えること、こ

ーー⁝髪⁝⁝ユ

いる人に指導した9アドバイスしたりすること、轡分の特

生涯学習推進会議
「湯鳥プラン」を作ったつ、見直しを

れらはすべて潔ランティア活動であるといっていいわけで
す。

したりします。郷昆の代表者で紹織され
てい蜜すウ

磯鯨

を希い︑艦沢購串身蕎の

地域文化の振興と活牲化

塩沢町立今泉博物館は︑

れた原往跳の生湧爾翼や

セピック駕流域で収集さ

パプアニ︸講肇ギエアの

今象隆平氏からの寄鮒金

ばより建設されたもので

す．

塩沢購下︸欝帯鰯

南太平洋地域の驚族資

▼所窪地

0257㈱4500

されているものは︑いず

れも科掌的︑文化的に蔑

▼運絡

料をはじめ︑館内に展承

い評憾を縄てい家すゆ

堺

加

精難の籐を約魏颪展漁

劃

な時代

そうで読めない漢字2000

O現代臼本の版藤

無
無嚢庫央
…

硯代藏本の著犠懸家の版

山圏朋璽

柳懸邦男

画を約30点展承

田辺聖子
大沢往畠

▼入館料

牧洋子

一般蜘円︑小・中・蕩魏円

3

O毯界の人形

政務次官の醐い

▼農示案内

荻
荻原葉子

豪き鳥クロニクノレ第3部 村卿
村上春樹

ある老いと死

徴罪各翻の人形を

きな花作り

約80点展承

の牙

ノ罫
小林寛道

O貴界の仮面

年

剛

まつ
さ待

灘場

約澗点展承

一ツ・ウォーキング

徴界姦圏の仮薦を

由
由上るい
河内
内さくら
臼本体
体膏協会

グ

スポーツ大事典

ン

ッ場うで
ス榊溺そま

さくらの料理教室

○パブア・篇議蓼ギニ

室

理事㎞

教典キ

料大オ のて

のツウ
㎞︒

花を作る

アの罠族資料

婚人養で内新ポるち聴硬て雛じ解蔵変め
結成医布洞簸ス或ご九天す犠ね和大大読

離婚親とこの勲識Q＆A 菊
菊本治男
病を審せつけない食盗活 中
中野憩勇
からもらった薬がわかる本 木村繁

ー尋0

旨多聖︸髪︸乎髪季きき︸与︸︷ーt生︑季︷Fξ叢・き︸享︸三書．蕃善−等

工年生からの入所も可能です︶

・欝少年指導著︑教鰻︑青少葎

鷺成闇体︑その飽

1卜Foりー

︑鮪綴斯緻受信機の感度はいかが！
平成4年4月から始まった防

ビデオの貸出しを
行っています

︐⁝⁝i−iiー⁝⁝t﹂

月の交通安全

修降ツ﹂

かけて交通事故が多発します。

災行政無線放送も︑今年で4年
目を迎えました︒皆さんのご家
すが︑受信感度はいかがですか︒

庭には受信機が設置されていま

もし︑受信の状況が悪い方が
ありましたら総務謙行政係まで
連絡ください︒

後戴︑点検に澗います︒

﹁火の消

費6−3i31内線23

火災の孟な原國は︑

れます︒

し忘れしなどのちょっとした不

松之山町公戻館

購公厩館では︑ 門映縁でつづ

オの貸出しを行っています︒こ

2巻細のビデ
る昭和の記録ー全3

から驚公艮館へご寄贈いただい

のビデオは松環の蕎橋寛一さん

たものです︒

現在︑ビデオは郷内の老人ク

ラブなどで利絹されています︒

ますので︑希望される方は町公

個人でも麟体でも貸出しを行い

︿松之山購公蔑館﹀

これからの蒔覇は、臼一日と夕暮れが皐まり、夕暮れから夜間に

◇必要経費︵平成7年9月環往﹀

」

撮館まで︑こ連絡ください︒

明るい服装、早めのライトを心がけましょう

・食費1︑500円

・クリーニング代 180円

◇問い合わせ先

県立轡少年砺修センター
費0256︵77︶2111

作業停電に
ご協力ください
策北電力㈱
次のβ時に︑変電所切替えの
ため作業停電します︒ご協力を
お願いし■ます︒

H月29鑓㈱

濫意によるものです︒

火の取扱いには︑十分濾意し

…

費6⁝2265

＿

ドライバーはライトを軍めに点灯し、歩行者は明るい服装や反射

欝

・！墜

一

特にお年寄りの歩行中の事故が多く、眸年はこの時聞帯に27人が

瓢無鍵激ちで最も

平ヤ成8年度利用予約
の受付を始めます
聴

午繭3時30分から

◇欝

漿立青少年砺修センタ⁝では︑

午蔚3時如分まで

県立 青少年研修センター
平成8年度利規予約を受付しま

てください鄭

ノチ蕩
グ︑

，，1隻1＼⑤

︵Lo分間﹀

曇猶∴ミ

す︒

、馨細9

︽災害に髄えてa頃の火の用心︾

◇露域

篠曝

町内全域

◇ 利 胴 の購込み

◇問い合わせ

秋の全国火災予防

東北電力㈱十既購営業斯

・受付開始臼

平成8年捻月i臼働〜
・購込み方法

／特

運動を葵施中です
／9〜

ハ
ol＜瓜

ロちはコ
、、．F軽

電話で申し込んでください︒
燈0256︵77︶21王1
蘇
で0256︵77︶211塁

欝一臼と寒さが増し︑暖腰羅

松之山分遺藤
次 のいずれかに該当する︑

◇利罵できる國体

す︒この時期火災も多く発生す

異等を取扱う機会が多くなりま
ることから︑この運動が実施さ

5人以上で構成される懸体︒

学生ハ平成8年度より小学生

《

お知らぜ

・小学盈・中学隻・高校生及び

θ 窃
グ

、

㎜

コ

㎜

｝■｛

㎜
一

ノ

儀

の
パゴ

材を身につけるなどお1互いに目立つようにしましょう。

4

。火災か、救急か、その抱の災害か

。名繭と電謡番畢をはっきりと

・欝標をはっきウと…目標○○小学校前です，

あれやこれ選れぬ時代があったとさ

黒 倉

草赦 正孝

文芸欄閉ざすな今日が締切臼

柳友作品紹介

春のふたりの視署にない億人

鬼灯を噛めば乙女の日に還り

残り火を好きな景色の中で焚く

國境を知らぬ草の実こぼれ合い

ばあちゃんのおでこで計る軽い熱

◎皆さんからの作品を募集しています︒

︵一枚韓︶

一一艸

まつのやま文芸

哩ー︐

さや

柳

鞘払い自己主張する豆の秋

川

礫鷲パ董さ蕊禦暴皿僅漏覆・
町では︑蕎齢煮編祉の充実と拡大に陶けて︑老人ホームヘル

溝拭等介護のお世話など

砦人の食事・入浴・身捧の

◇仕事の内客

1鷺から採薦します．

パ⁝を幕集します．筏宅禰掻サービスの手助けできる方の応募

《通藪のポイント》

｝ 剥｝
一｝㎜ ｝ 一
｝ ㎜
皿
へ｝』

お待ちしています．

2名

◇職種及び採馬予定人翼
ホ⁝ムヘルパー
◇応募資格
おおむね35歳家でハ男女を

◇身分・給与等

ヘルパーとして採罵し︑購
職興と岡等給与を支給しま

す︒祇会保険への燃入あり
◇問い合わせ先

運動のため夜間に歩く立には「反尉タスキム兇童や盗徒には

残19番はあわてず

お鉦軽にご寄稿ください︒

土信愛三光
和
井子子子永

問いません︶︒平成8年3月

卒業見込みの者を禽む．

119番通報してください。

一｝

◇応募方法
平成7鶴11月30繍︵木︶まで

に︑履歴書︵瀞賊︶を総務謙

瞬役場総務諜行政係まで

・緊急車爾の誘導もお額いします。

夜光反射材を利用ください

タ暮れどきの交通安全キャンペーンの一環として、歩行餐の安
全を麟るためのヂ夜光反鮒材」を準備しました。

⁝i⁝⁝旨レ

5

行政係へ提出ください．

いつどこで、災害、事故にであうかわかりま

一榊

一
一一鞘■一

費6−3131伽

P事故の内容を詳しく貸

までご連絡ください。

東頸消防署松之山分遣漸

◇ 試 験及び採絹

せん。そんな時あわてず、正確に下記の要領で

謬風

ヤ塾ラ

○○番地です。
。場所を正確ξこ…○○町○○

「反財テープ」など、また「夜光腕章」もあります。夜光反躯材

を希望する方は、町内の駐荘所か町交通安全協会（役場総務課内

はっきりと」

薦接を行い︑平成8年4月

雛9番は、火災、救急、その飽の災害の通報専

交通安全のため

垂︷警︸詐⁝⁝ー︸ーi−iー；⁝ー⁝⁝⁝iー⁝⁝⁝⁝⁝ー⁝ー！⁝ーーー︸ー．ー︐葦ヒ︸ー養︐ー︸⁝︐蚤ー多⁝窪き手︷毒︸き遵
↑き⁝⁝⁝⁝量︸多ヒξ ξ〜多⁝⁝養き蟻キ髪︸き︸拳き⁝⁝善⁝ー︸き⁝きき亨・︸重⁝ξ⁝︷⁝i

、爾です。

㎡

月細は、「 9番の隔

韮

温雛定爆圏 ヤ

、12月

i小山啓治さん94歳

湯出（不老翻）7・m弓71i

i騨鞭ん臓
々 l
i
新山（中田〉ゴ◎憩●121
陣桝さ繍構不撚）7。1｛）、｛）i

湯本（沼和票魔）7・憩・照1
し

議会定例套

▼m月のできごと

2硝

︵3鷺間で︶

〈〉内は繭月と0）比較

︑⁝⁝⁝ーー⁝ーーi⁝ーーt−iーーーもコ

世帯数王，！66戸（一2）

貸農園稲刈り

くり検討婁最会合同懸修

くらいの轡が降るのかしという

ると気になるのが﹁今年はどれ

︵休養纏 センター︶

畏焦委轟会

︵20懸まで︶

力を除雪態勢の参考にしたい﹂

誉い伝えから．カマキリの予短能

越し蕃響に産毫けるという

露に埋もれないよう滋積雪を見

キリの二世は︑この冬の積雪を

EM欝指灘懇談余

どのくらいと予測して木の枝に

力に期待したいと思います︒

って︑カマキリ予報窟の予知能

私の希望としては低い位置であ

大雪︑低ければ少霧に・：・：︒

っけられた卵の位置が榊愚ければ

卵を産みつけたのか︒その産み

︵貯霞まで役場にて﹀

ということだそうです︒▼カマ

の枝に卵を産みつける時︑卵が

されていました．カマキリが木

たカマキリの卵しの記事が掲載

聞に︑．積雲予報窟に任命され

降霧予報です︒今年の繊月の新

十一月に入り︑この季節にな

編集室から

rー⁝⁝⁝⁝⁝⁝ー〜ーー聖ーし

女！，809入（一3〉

鶏鷺まで︶

町総禽審議委員会と町づ

大厳寺高原きのこ狩り

第十九回健康マラソン

憩薄第一翻町湯騰駅徴大会

n蹴

無繕

男三，720人（＋2）
農業姿蝿会総余

購難バレ⁝ボール大ム蝋

会議

出稼蕎グル⁝プリーダ⁝

絡鐵 消防強幹部会議

m繕

総人口3，529人（一め

IooFoりー

7・10・241

慧月15槻在

農業祭・芸能祭・美術農

リハビリ教伽饗

食推研修会

リハビリ教蜜

婦人バレーボール大会

農地相談︵松鰻・布川︶

▼ 月紛揖〜控月狙段の予定

29
肇5
2玉 i7
4
5

ると、二ろで寸r

iジ

1
逼
ii
i※！0月碁ヨかり3葺ヨまでの煽出分です。
i※広報1こ載せてほしくない方は、麗鐵のとき ！

魔含
伊
l… に窓し二iにお話しください。．

ぽくと幸彦くんが、林でどんぐりを拾 ）て

瞥根（治郎院）

せきやゆかさん
きれいなお花がいっばい

（無倉・中村〉

．一囲圏團團r

時の動き一一一
骨糧しょう症検診

262523
鼎 績 鷺
霞

沼影瑳繕蒙遷1三1

l

7i歳

iキ

1

伸さん

1ヒ

87歳

i
7・鎗・賂1

1枷政太醗ん8搬
l
松之山（田の、上）

いると、二ろです
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