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ざい ま す

明る

ゆ脳

りました︒忙しい毎滋ですが︑お陰様で棄って元黛轍︑瞭鶏磯獺待礁癒疑毒れるよう鷹

鋒年は︑宵ウム翼理教事件をはじめとして︑薩紳・淡踏数灘災︑繕絹綴禽や銀行の倒

と努めております︒

産︑鍮専の多額な不喪横権越理簡題等と大きい事舞磯多難磯無総灘夢豪した︑また︑難

餓の低迷も予想以上に長引いて経済成畏率はわず塗λ錫獲蕊欝叢巻攣懇濾と報じら
今無ほ︑内濡拡火が鰯徳されることなどから︑鶯・灘％の繊嚢薬癒政磯は見通してい

れており︑好ましい年とはいわれない葎であ今謙した︒

るようでありますが︑暴蝋が畢く醸復して︑人も物も瀬驚馨勧く鱗懸薦ることを期織樵
祈つてお摯ます︑
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1卜創oりー

佐藤利幸

私は︑

轟

離鰯購蔑各位のご支援をいただきまして︑購長鑓就懸して以鐵︑強鍛礒照カ月近くにな

町艮の皆様には︑輿い年をお迎・瓦でしょうか︒

あけましておめでとうございます︑

新年のごあいさつ

松之山町長

将来展望の
もてる集

い

あ け ま して おめ て と

松竃山購鵜おいては︑禦爾によ縫t・一⁝水懇懸嫁ビめ〜蕃地盗雨にま灘災讐離難鑑
いたしましたが︑大災審とならないで最小限の被鞍懸済撮だの騰瓢はな麟瀞と慰ゆダ︑おり

ます︒醜奪の盛礎のころは鰻作が期待湊れてお勢激じ驚穰礁ぽ︑蕪総麟運難獅繍モチ病
かぺばウ

の発鷹などにより︑期待はずれの作柄とな疹︑岬購薙磁繋穣懸の購無磁撫讐蕊黒年続

松之賑購をはじめ︑擬潟県では作況指数が嚢鰻滋麟う不作の鮪となりま謬驚辮︑

いて不作続終わって残念続感じており豪す穏

的には一〇二という盤作館￠なつて︑ミニΨ講灘露認スによる輸入灘鶏繍瀬鋤藩︑牽の
過郷傾陶が尊らに一段と趨まってまい9豊し艶︑

そのような状況から︑今年度は億産調整鞍強繊懸響蕎をえ陰い状溌健轟襲霧灘鍵︑騰

家の来焦灘意欲の抵下を心醍していると蕊鞍懸薦鱗謙箋
繕食糠法が施行になって︑米の流通瀬の焼灘嬢緩繍懸親謙じ驚辮︑獺撫農察ぽ灘婆と
期待が交錯しておられるのではないかと慈馨癒総勢麟奮ウ

灘場欝緬の蕩い魚沼米と松之出来は購獄鹸質︑糞瞭総議為誌思ゆ懇欝夢奮蒙溺．魏糊

載衛利拷販売してゆくか．そして︑農窯漸轡嚢舗めて饗馨馨鎌繋き灘懸．礫象懸農難
醗体も行政も充分検討しなければなら襟糠藥濃嶽ろう溺懸懸瀞︽お鯵馨灘礎毫馨薫︑蕪
をもって取り継んで嫌しいことを顯瀞寒お鞍象響ひ

質のよい米︑愛心して食べられる濾費饗続綴ぽ懸灘牽の蕪麓礒︑農察磯鷺警ん蕊ら懸欲
地蛾の振興や濡橡化嵐は︑交通柴熱翔緊整驚輝薫がせないこと隷灘馨蒙雛︒鑑越魚濃地
域擾興侠速道跳は今年︑烹越ー松菰瀧麗の醐瀞調糞きれル！熱が漢謙蕎讐篇灘総嬢りまし

鑛城郡内も︑蕩凍窯父趨捧翻へ皿歩遜．拶く購る硲︑将乗展望⑳慈鷲巻磯となり濠燦︑

た．また池脱ー繭魚については︑緊灘講叢瞭調養される予驚となゆ畔︑お鯵ます麟饗︑簾

濠た︑松之撫溝の幹線遂絡である翻遵黛滋難簿線も改鍵鱒進められ饗お饗︑麟谷ト潔
ネルは今鶴中に供期騨始となη蒙すの東趨餐潔隼ルは︑瀾鞄蟹奴や物挫補難捻謬が懸わ
れる予建となっており濠すので︑いよ韓濫畿鍵灘嚇に鞍墾謬醜るのも羅瓢麟醸遜．類い羅き

れるよう要望して憲いウたいと霧δ藪塗戯

憲した︒國︑鍛瞭庫憲に感諭麟し烹げま塗とともに︑今後よ陰艘蓮騰雛擬辮健進さ
鯵無の暮れ︑北海遜では昭秘瓢墾年来羅牽灘讃鞍の大霊とな窺驚蕊報縷羅お難塞した燈

近鶴︑少霊に恵まれてしのぎ易い冬奄過ご膨でき濠したが︑禽饗難鍵蟹羅穣懸憲麟澄と
を祈つて︑凝年のごあいさつといたし康す︑
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ゐノ

爵

今年の畢支掌ズミ
搬之撫 穣藤卜戴ヱさん製礁

1潟

亙ふり力涯えって1

蔦鑓 婿投げ、すみぬり祭拳

鷲弩

蔽神・淡驚大震災が発蕊、義援

金の受付を始める
2囎

平成7年度〜平哉H隼度の鱗過

麟地域活牲化計薩を搾成

猪突猛進し烈99碑樺瞭鋤樋ぎ勤ました。瑚の

2罵

蔽神・淡踏大震災1こはじまった亥隼は、、本当に大きな災書や事

4縫〜5鷺

鐸事故の多い年でした。松之出露丁は、佐藤新町長の誕鑑や農業

第鱒餓松之山スキー競技

会を闘催

撞い手公糧の設立、あったかネットワーク箏業の麟諏台などがあ

8鷺財膨法人松之麟儂業担い手公
社が察許可を受ける
難g一王鋼第9園浦縢豪霧塾

りました。濠た、集中豪雨1こよる避諮や承鍵への被害もありま
した・皆さんの珀95年はどんな工奪だったでしょうか．

3鴛
肩ヨ 建戻記録等の機械化が嬉動

圭5撫松之山温泉環境整備竣工式、遊

歩道や依懇所が整備

4虜
王欝 購農業擁い手公栓が始働

韻あったかネットワーク事業で給
食サービスを調嬉。一一人暮らし

のお隼寄撃などに弁嚢醗達
Iooqoりー

欝藏 第9翻松之出温泉ク貿スカント

リースキー大会
278 鷺1冤潔カシづくつ講習会を鱒催、

5虜

生ゴ階ミのリサイクルが始まる

3臼 大厳寺高漂の新緑の中で成人式、

新成入42入が参撫
捻臼 町昆捧膏館で第3鐡安吾大掌が
開催され、約i20ノ、カ§集まる

2帽松之山温東まツ泌蓬畷，600入
2韻美入林で第39躍∫探鳥会

6角
8銭一酵臼 聴罠体脊館でたんぼシン
ポジウムが闘縷され．、町内外か
ら約4（｝（）ノ匁力望参力嚢

29欝

大厳寺葛療にふれあい牧場が縄

きぐ︸畿く禽

唾
塾

今年は子年

一巌

どし

ζ慧るユ

声㌔よF

ね

今年馨詐鷲難献魏駆

チ講ウチ訊ウと鳴く毒が聞こえたりし

たものです︑鍛近は純粋な黛ポ家騰が

減ってきているためか︑家縢の構遣が

変わってきたからか︑部会だけでなく

顯禽でも災井嚢を楚り翻ったり鳴いた

りしているネズミは︑少なくなってき

たのではないでしょうか︒

資種を占めるといわれています︒しか

も︑ぽぼ全盤界に分擶しています︒ネ

ズミ算という鍛葉もあるように︑繁殖

力がおう盛で︑︸麹に二十臨の子を盤

ネズミ野欝鵯糠郵

設〈麓を4頭敷牧〉

亭

9角

葛舗区子瑛交流会
26εi〜2鮭肇

亥年松之山町の
慧鷺 腔藤利潮町長の初登庁

208 下水遊事業松之山浄化センター

7鱒

王蝦ヨ濾集中豪雨で遜驚、水醗、

nξ1 総禽計懸審議婁員会欝づく参検

が参煽

討i委員会の合岡硯修会

きのこ集廷蓬荷施設竣工式
29購

鱗長・織議会議舞選挙投票9
貯漫

戦後50葎戦没餐追檸式
8段

豪雨災審紺策本紹を設麗
鴛羨

《7。H承霧：》
浦露郵優局竣工式

集中豪雨で浦縢地懸の水
磁臼〜王臼

23黛

参議醗議轟通常選挙投票欝

27黛

浦縮農免農遭竣工式

人聞は︑欝からネズミの霧江悩濠さ

む種類もありますゆ

を食べ︑とき鑓

し︑牧華地の輩の根を食べたりします︑

れています．ノネズミは農作物を荒ら

イエネズミは磐蔵食纈

は電線やガス管をかじって人賜を囲ら

せたりし謹す︒また︑下水道などの不

籍であるペストをもたらすこともあ融

傭癒な場漸を通り遵にするため︑伝染

ます︒古代アテネやローマ帯蟹が減亡

のためだという説もあります︑廟方︑

したのは︑ネズミがもたらしたペスト

ネズ＼・︑の仲隙闘で・も︑ハムスター・などの

種類は︑実験動物として薩掌の進歩頓

は欠かせません︒

身近繍腱蜘撃就㌃響

か

という慧瞭の﹁窮鼠猫を禰む恥や︑朗

きゆぞ

でも追い諮められると強餐に逆襲する

ぶれの騒ぎばかり大きくて︑輿際の結

︑泰出騰動して鼠一熊しなどは︑よく

ずみ

果は極めて小さいことの鯛えである︑

難られてい豪す︒ ﹁頭の黒い鼠﹂とは︑

頭髭の黒い人閥をネズミになぞらえて︑

物を盗む人のことです︒﹁鼠の嫁入り﹂

は︑あれこれと選んでみても︑結燭は

変わりばえしないところ続落ち着くと

懸て︑子雑Ψは志ー訟轡︵めトップゆ昨舘

いう働えです尊

は︑天災や藥件の多い暗い館でしたが︑

すように︒

今葎は餓分︸新して︑いい無になりま

5

名老蕎選授与式
捻濤

住宅などに大きな被審が磁る
第M麟農業祭を闘催
29欝

上鍛濾トンネル貫還式
珪鷺

28i3 璽頸中掌校駅伝大会で松之寅中

の安全新纈祭

学校解男女でV

10鴛

憩欝第玉園湯鳥駅伝大会に27チーム

8樗

往藤測幸氏が町長続籾当選
新議員14人が決まる

灘などに大きな被讐
エヱ角

M環 浦繊小学校翻立捻1灘年記念式典

ユ2角

2雛〜・3黛 第2難疑察ラ1コー一．ブーコン

テストで東灘1小学校が禽奏部門

25欝 蓑翼浦総地湿営農飲雑構水事業の

で金欝を受欝

試験給水を闘鹸

錦定例議会

集中豪雨による
災轡復旧費などの補正を議決

つを」格一籔 一露蚤蘇穫弊

みこ一メr 建よ予蕉の￥』二麟

◇農林水産業費

・畜産振興費備贔

6・5鍛

・中山賜地域活姓化推進基金

凌引5甜
闘千鍔を追糠し︑

一億九千難

瀬一牽︑乃八千円となりまし
た︒

▼下水湛事業特罰会欝補疋

歳入歳繊とも一億鷺十六万

照千円を追糠し︑六億八千八

醤五十乃：牽円となり豪した︑

︻条例関係︸

▽敬治倫理の確鶯のための訟之

山購長の資麟瀞の公欄に鯛す
る藁働の提餓盗ついて

▽松之由町職澱の給聾に醐する

蚤鯛の⁝部を戯瀧する粂鰐の

擬繊について

進基金条例の提撫について

・除雪委託料

憩，叙ll）

・窪宅建築工事講負費

37，4QO

◇災害復総費

・驚遵申療大藪寺線

・購遊亜之麟営懸鯨 飽5路線

提綴について

条綱の︸部を紋薫する桑弼の

▽災難弔慰金の実給等紅麟する

改︸比する欄籏例の提心患範ついヅ壕

費助成範関する条働の︸部を

▽松之撫鵜叢魔心斑瞭盤讐鷹療

㈱の提出鱒ついて

する条働の一部を改蕉する条

▽松之山購老人曝療費助成紅圏

て

を改蕉する条鋼の撮出紅つい

療費助成に縄すノ条舗鐙一部

▽松之顛購ひとり観蟹羅等の医

条佛の提綴について

醐する蚤欄の一都を酸翫す曜⇔

▽松畿撮時乳兇の医療費助磯に

◇烹木費

6

1①田oりー

レ．メ
汽．黄懲につい・継問しました︑

一般賢問の詳しい内容は︑議会

＾闘審灘㌔れ た補蕉攣算及び

だよ導で紹介され童す︒

です．

一般会計補正予算の盆なもの

歳入歳出と轟一璽峯九万

窺表（1！

▽松之慮購申由懸地域活轍化推

78，350

・騎遵中尾新懸線

32・923

・農村曝境整備工事費

5ゆOO

・農村環境整備灘慧設謙婁託料

境について﹂など煮名の議麟が

鱗紹欝鋤響瀦穫
換
染鯛の⁝部改蕉は︑次のとおり

な灘︑すべて繧案ソの縫斑決

例予算関係︼

され漢した娘

▼︸般会謙補疋

歳入歳出とも第烈織轡決補
せた 億 訴紳沼九牽六芳七千

蕉分レ嵐繊回粥ふハ醐︸補蕉をく機わ

千汚とな弓ました︑

円を趨糠し︑鷺十九億二千九
牽一寿

激なものは甥嚢ωのとゑ弓
です．

▼國戻健康保険特劉会蹴補疋
藝叢勘．薫は歳入歳鎌とも一

千万門追繍し︑ 一億一千照翼
︑十ガ鍔となり象した︒

また︑直︐購診療施設松之撫

一総

財療嫉勘驚は歳入歳撫とも八
十N万襯千門を追撫し︑

︑薪九︑灘穴ガ七千鑓とな導籏

した．

幾ヌ歳戯とも︑千九薫︑卜

▽老人保健特溺会欝補疋

︑鷺卜⁝万鑓とな弓濠した．

九乃ヘヂ灘を邊燃し︑鰻億鷺
千

▼簡易水道事業特溺会計補正

（単位、千鋤
鐵》
《歳

臨r設る糞な籔認舩

隷磐灘魏繋搬馨縮
審簾欝と肇1

や讐

葺潟ま れ饗難六竃
1こ業て翼

い寺、に般や簗般し鯛の紅醗威
てる豪三D獅鷺麟壌た鍛縛！痔蕪
！三棺こコLは竃に』至ll故ぎ1 れ舅六

協搬攣蕪翻蔀饗撃雛
焦道山にのど災な

ご協力ありがとうございました

◎赤い羽根比︑岡幕金

りです︒

共同募金・歳末だ玄けあい運動
タオル︑懸人会か・薄付いただ

八七一︑ 七七九円

十月から牽⁝月にかけず︑行わ

施設への歳寒慰間が行われまし

曼ハ芦溺幕金六九八︑ 闘○○円

いた蕉爆粥のしめ蹄りを持滲し︑

歳末フすけあい縷勤に今無も
た︑七鰻の慰悶では︑女難ネッ

れました︑澱亦い羽根翫闘募金・

大勢の．鰯さんからお金や繍物を

トワーク︑懸人会︑艮窯婁蝿の

︷学校募金
勾脚

ご一六︑ ○八九円

鷺薄金の禽計

二六二︑ 六〇〇円

⑪歳宋たすけあい募金

事 その飽
バ

暇七︑ 二九〇円

ご薄付いただきありがとうご蹴へ﹂

代表からも参煽いただきました︒

なお︑募金の内訳は次のとお
総︑

豪め222つ︑22

布滞謬o継GOO

ρb 5 野a 5 ．3

ゆい

いました︑

韻物の贈灘や購患

場の入所蕎との懇談もなごやか

慰間先では︑

凝・矯んが中心となって取り綴んで

ダ行われ大変に．ばれました︑

特紅︑女性ネットワ⁝クの蜘
いただいた﹁モチ米ひと擬り・

タオル一本運動﹂には︑モチ米
が約薫蕎六十鰯キ欝︑タオルが

モチ米と
オ㎜

れなくな

来納保険料は︑二葎を経過し

ため年金額が少なくなります︒

め忘れによる乗納覇間が生じる

けられるとしても︑保険料の納

ることもあり豪す︒たとえ︑受

齢嫉礎芋藻家で憂け

けられなくなり︑また将来︑驚

霧蕪礎無金や遺篠基礎年金が受

万一︑病気や事敏にあっても障

保険料を納め忘れぜ︑いると︑

いかもう一農調べてください︒

のままになっていた保険料はな

うっかり納め忘れていて︑そ

はありませんか．

綱鋭無金の保険料の納め忘れ

国民年金の保険料は

なりますので︑乗納保険料はで

ますと時効により納められなく

費6−3131（54〉

ずに納めることが大切弟︑す︑

保険料は納付期隈までに忘れ

座振替翻度もありサ
謹壌な

ら爵欝鋤的に保険↑料が引かれる照

行などの金融機関の預金鑓座か

り︑納めるサ間を雀くために銀

住蔑課圏民年金係

穣

年金知識

きるだけ幕め紅納めましょう．

＜問い合わせ先〉

潔◎
黛

西闘

1．．倉．．．…一．量．｝圭、、．、…一…一3輿…、1礁一婆皿㎜」円

納めましたか

ブ〆へ（へ、

i照

l

i

…

2

i

i国立燦潟療養所

コし㎜ノ 5

㎜︑g

i鞭鑓の家け1㌧ i探
1コー
いi3焦3i口￡
し堕蟹や鐘こ．一4．『一…一も・一』馨一虫莞

繍鶴華籍細口r笑
1名梱

資拶．

いi3懸
…2ii 2i
i ｝ i3住1㌧
海沸…59…2i

知って得する

保険料の納め忘れをなくした

7

i23人i3玉」kgi濁i2紡

i不舗

︸︑ 六一一本が寄せられました箒

十二拷六醸・￡撮︑

1灘魂購蕪謬羅
1かな纏 浮郷…5G弱務

織き糊 い130・㌧5（）浮1乞
…妻有荘 …2…30・㌧50…絹脚

i鱗園
編樹懸

鍔
平成7年度歳末慰問物資配布表

マンホールのカラ；
サンブルを展示

下水道纂叢が進められていま

すが︑そのマンホールの灘のカ

ラーサンプルが役場疋︸糊蜘払関に

ください︒

展示されています．ぜひ︑ご覧

。。・OG急0008…。。9。。・

盈撫訊誌
皆さんカ》らの言毒題、を畜幸襲お待ちしています．

総務課響政係

費6−313i内線23

町の農業は我々に任せて
やまがさ研修で町長と話し合い
三2月3欝、自然｛木養季寸センターご醗認定農業潔1璽絡

会罫やまがさ」の醗修会が背われ家1、た。連絡会では、

年一・懸の籏修会などを実施し、携互の研究を懸じて地

域農業の擬興に役立ちたいと活動し．います。この縫
は鍮藤題長との話し合いが行わ2乞、参糠溜か）は墓盤
整鯖に対する補助曇

や不蕉地窯）蕃二地閥題などの質問

が鎚されました。また佐藤醗長は、基盤整備が…番童
要であり、荒地問題も倉めいろいろな腰で農業振興を

麟って行きたい鰭乱てし壕した．

ルぜ

1轄1灘継継講礫会

叢、蒙

また来たいと思う町づくりを
町商工会で地域活性化講演会
捻月王葺ヨ、町商工会主催の地域活姓化講演会が闘縷

されました。講師には、獄際麟畷泉ヂかよう亭、
）ご主人上鷺畠徳さんをお迎えし、 ヂこれか・）地域

活牲化と観光のあり方」と題して講演が行われました。
、！算コさんは地域の活性化には、

「ここに注んでい5人

の心を一一っに地域の鱗識と知恵を集積し、この町がど
うしたら良くなるかを薄積句きに考えること櫛結果より
も経過を大切に、もう一一度松之縫碁こ来たいと思えるあ

たたかい晦づくりを」と話されていました

この冬、寒さに負けず頑張って
松寿荘で一人暮らし高齢考の集い
捻趣細、老人懇いの家で「…人で暮らす高齢者の
纂い」が行われました。蘇年この瞬鯛、冬の生活を安
心して過ごしていただくため、瞬禰祉事業の説鯛や健

康づく1）の指導などを行ってもます。この鷺は橿祉事
業の説明の後、参簾者からは歴根の霧おろし問題など
で購への要望も鐡されていました。また、食事の指導
や体を縫った軽いゲームや七宝焼も行われ、購食推さ
んが作ってくれた昼食を食べたり楽しい…響を過ごし
ていました．

8
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ド

松之山ラィオンズ
から鱒社協へ寄付

松之山ライオ︑︑ ズクラブでは

儒鱒舘︑糎鞠融腿難爪祭ム瓢場でチヤリテ

ィ⁝ベザーを実施㎜しています︒

捻月4H︑そのバザ⁝収益金を

購祇会瀬鮭協畿会へ寄付いただ

一〇円掬脚

きました︒皆さんのあたたかい

⁝

善葱活動に感謝購し上げます．

六蹴︑

︽寮付金︾

ずてきなリースが簡単に作れまず
公民館で手芸教室を開催
鴛月王創ヨ、欝薫妹養村センターで公昆館主鰹の手警

教室「績物のツレを縫ったり一スづくり」
25ノ、が雛戦しました。まず、あけびゃぶどうのッルで

輪を1乍り．そこにドライフラワーや本の実、薫れいな
ヒモなどで飾拳つけて行きます。参癩者は、自宅か鑑、
持ち寄った材料で思．＞思いに餓りつけすてき：ぐり一ス

が串来上がりました。指導にあたった浜川先生

、ヂリ

ースづくりは、霞季iを通じて鵜野にあたるものを生かし

懸

て楽しめます。」とその魅力を話していました。

雪国体験であったかい交流
葛飾区との子供交歓会
捻月26沼から3泊4鷺の鷺程で、果豪都蔦舗区の小
学生鴨入が雪麟の生活を体験しながら、町内の5≦葬生
と交流を行い豪した、、27撫は浦繊小学校で闘校式、そ

の後膣外で磐とレクリェーションと体奢館でワラぞう
りづくり、28βには温泉スキー場でスキー・を体験しま

した。ちょうど厳しい寒さと重なウましたが、全員寒
さに負けずに元気もっぱい楽しんでいました茄また浦

田地区の罠泊先では、都会の生活とは違った雪國の生
活を体験し、たくさんの思い出を作っていました。

旬人の心と音色で箆事なパーモニー
第鶉回県リコーダーコンテストで東川小が金賞を受賞

鴛月3温、長岡竃立鯛場で開催された
第雛國嬢リコーダーコンテストにおいて

東規小学校が禽奏都門でヂルーマニア畏
俗舞誌」を演奏、見事紅金賞を受賞しま
した。葉舞小学校は平成4葎に携参撫、

それ以来癌懸巖場し鋼賞や銀欝を受賞し
てきました。諜外授業での取！）総みのた

め、本格的な練習は鎗月からだったそう

ですが、5・6隼生憩入全員が心と膏毯
をひとつに頑張りました、皆さんは、3
月下旬鷺東窟で闘催される1全E翼1大1会に出

場の予定です。頑張ってきてください暴

9

隻年月臼

昭和46年1月生まれ
，星

やぎ座
座

松之出中学校
勤務先

今年こそは
合格したい

いの．本尊行われ︑名繭のとおり

一欝人以L

横尾︶

が額﹂か．虫川大杉﹂願ド紅

︵牧村広報携当

ください︒

i◇まず、身の蜜全を寄る

頸城牛を丸ごと一頭焼いて食べ
てもらうものです︒

の人が参加し︑養鼓を打ちます︒

クなイベントを堪能してみませ

皆さんも趨然の中でダイナ︑︑︑ッ

また︑ふるさと樋自嵌描と憩い

んか︒

の森では︑通常のメニューとし

ボリュームたっぷりの頸城ヰ

ヂ＼頸城牛ステーキがあります︒

が皆さんをお待ちしております︒

i認してみましょう。

・消火罵具はすぐに使えるところに

0

IFoりoりー

A月響は︑牧村か の話題で

ださい．

ぜひ︑︸度蕉しあがっヂ︑みてく

新ギあけましダ︑おめでとうござ

牧欝村は︑以荊かフ畜産が盛ん

す︒

牧紺へおいでになる場瓜コの簸

います趣昨年縢月から松之撫中算

でした︒特に秘隼の飼育が多く

・生徒指

甕な仕事は︑学藩指

校でお世識になってい談す︒

i対越法と段ごろから￠）備えについて、もう一一度確

寄りの駅は︑浦川漂栂の﹁うら

した「蔽神・淡絡大震災」の発生から！年。いつ、

運搬のために一頭は飼っていた

どこで起きても不思議ではない地震に備え、そ♂）

の農塚で行われていて︑農耕や

5，500ノ、を越える犠牲春と甚大な被害をもたら

葎・特懸活勤の指導などです︒囲

あらためて地震に備える

ものです︒昭翻照十年代後半瓢

阪神・淡路大震災から曝年

月指初はぺ⁝スがつかめずかなり

上越地かの衝町轡の中では一爵

は千四膏頭あ家り鯛われていて︑

の躍数です︒曾では︑もっぱら

・家族で防災会議を闘こう

苦労しましたが︑まわりの先生方︸
い
下
に支えられ︑今では楽しく仕事を
い
申
卸
い
︸

乃碑

させていただいていまふ泰

︸

ています．

繁殖及び食胴のために鯛欝され

・家の内外を点検しよっ

恥〜

◇驚鼎魏・響

駒
休旧は東で繊かけることが多い ¶
︸

嚇

のですが︑墓本的にはテニスやス﹃
帥

頸城牛は丹波牛の子孫で︑肉
の融質は簸齢陶です臼あちこちの

甲
キーなどの簾外ス潔ーツが好きで晒
い
⁝
甲
W
簡

ステーキ慮ぐ︑陶級牛肉として扱

す．

今は七月の教齢採用試験に講け

われています︒肉質は叢

かく︑
かり教．興養成講臨容︑も通いはじめ

て頑張っています︒昨年の十一肩

この熱等な頸城牛を使ったイ

しっとりとしています︒

ベントが﹁くびき隼丸焼まつり﹂

・です︒このイベートは十月第⁝

・避難は必ず縫歩で

牧村発

一購曜繍に︑ふるさと村自然と憩

・危険なところから遠ざかる

東頸城牛のふるさと

ました︒嗣じ愚標を持つ人たちと
になつています．・来零の照趨 戴

の憲見交換ができて︑とても勉強

採用としず︑教職につノ・．矯とが瓜ア︑

瑠鷺の大き孟縫標です．

り

レノ
ン
⑧ガ

村由和弘さん（松之山・土橋）

韓わが家の人気煮

｝

関谷敏明・ 一美さんの二女・三女

き

萎

驚雛1墓目，、かかうたのは、っ1騨闘

9
照

ムラサキシ鍔マヅソラ秘〉峡臨やん（3歳湖〉登場

こん載ちは︑わたしの裳爾は
蝿膏鍔鷺歌で愛．今鑓は難歌お

便利な地下鉄

どの雛︐鰹鴉いるのかわからなく

園園團圏國圏函皿

ねえちゃんと二人噛︑登場します︐

言瓦し紅は傑膏麟紅題つている
鰻歌おねえちゃんがい濠す︑い

褻墨の中心部韓は地下鉄が縦

つも美歌ちゃんと遊んでいます

が︑いま優歌おねえ飴鴛んのお

瓢灘り
自も歩くと獣があり︑いく

ことが縄繍もあります︒

でも嶽黛を聞違えて遠繍りすヴ⇔

紅地図響で磯認し塞群が︑それ

剃めての場漸へ行く欝は纂醗

なってし豪い輩す︑

漿換え駅の

特に慮響線内や銀腰糊辺では

嚢ってい蛮す︑

︵黒禽・中村︶

卍

つもの線が交︑．︐

る舞爾や乗換えに便騨な壌爾が

較紬一すいてい

虞か導︑懲的地まで挾適かつ短

騰擬れてくると雛

混雑は絹灘なものです．

ているのに飽舷線との蟹難棄り

舟

おんぶするのが好きです．先鷺︑

入れがあり豪す︒

購隅で行くことができまず︑

大好き︑〜す．それととりのから

欲ばって．．︑つもおんぶしたら後

もしこの舗痩がなければ︑乗

の燕燕越龍線は 約轟ハ麟鞘がト凱︑ず︑塾ル

牽た︑地下鉄の優覇雛を闘め

ろに転んでし濠い象した︒

なければ蝋りず︑ラッシ爲鱒の

客は嬢終着駅でいもいち乗換え

東窟事務藤 像藤

ても輿いと思い濠す︒

しでも緩秘したい鉄道蛮祇が熱

翻度は︑麟翻圏の通勤地獄を少

幾界的にも珍しい相菰乗入れ

なるでしょう︒

なお︑璽戯九年欝に騨難費驚
門おかあさんから一欝︸

のため︑ほとんど地下鉄と．︑や
いいですね︑
ーーー謡

駅の混雑は想橡を絶するもの紅

旧

鑓o．21

明るく置激に欝 てくれれば

揚げかな︒遊びは縫いぐ噌︑・みを

食べ濠すが︑特に納︸窒晶ごはんが 納

食艮物は好き鎌いな・簿肇︑も ㎜

豪ねして遊ぶの韓夢中です︒

横無尽

︑灘︑

ゆう響蒸瓢のビデオを晃て踊りを

礁．繊
長

の

…

．．
なること赫劫サキシキ効綿力まつ硬・i

調餐

轟耀．鱈欝繊姜
織綴

み綴した販．隙の知患なのですの

さらに罎長工箏が進められて

いる南北線・半蔵門線・都鴬捻

讐線︵環状線︶が完成すれば︑

めか︑出鶯を間違えると露分が

が︑まわりの蟹魚が箆えないた

このように便釈な地下鉄です

移動が楽頓なり濠す．

慮撃線内は網の獺のようになり

｝ ｝ 嚇 ｝ ㎜㎜ 嚥 嚇 ㎜ 榊 嚇 ㎜ い

i i明β歌ちゃん（2歳3力粉
あすか
驚｝
i卍i

り

松

鍵拷騨『＾蕪驚薩

潟・i灘

襯葎以烹もの腱史のある全顛
でも珍しい祭縫の婿なげと醗︑ぬ

り︒松之撫鰐の瀞祭紅滲纐して
み濠せんか︒

繋な憾
購簿轍結婚した婿を神絃豪で

の︑の中へ投げる荒つ繍い祭り

かつ解湘あげ7〜8膿も庚る塵γ

ですα

饗嘘

▼鋳聞

▼期鷺

松Z庸潟娘湯本

午後2欝〜

1鰐欝鷺㈱

松之海灘東スキー場

！蓬！き圭⁝茎⁝糞季蕃︷⁝き⁝謙

越後瓢還幽豪雪塾

熱銀の世罪に熱い戦いがくり

段昧わえない鑛圏を俸験できま

購浦照地区の農家紅跳泊し︑普

⁝祠

ひろげ・れます︒松之山からも

す︒

全團でも蕎数の豪贈地松之由

多数の選手が擬癩︑大濡躍が期

○憲なイベント

9聴30分〜賂時30分

照企韻璽癬桐パーテ

葦ス︑麗根讐おろし体験︑

塞の神つくり︑かんじきレ

待され家す︒ご声援下さい︒

▼聴闇

▼期資2月4藻㈹

野兎狩り︑

ィー︑もちつきパーティー

▼全場

アルペン松之山濫泉スキー場

6人シート大滑遼︑朝の道

松之山騎浦磁地嬢

へ

▼問禽02559絡3玉3三

売着鵬名︑王月20鰻〆切

小掌焦獺円︑幼艶㈱円

大人纐円︑中掌・轟校灘円

▼料金く鋲斡線料金を禽む︶

▼場所

▼期繕2月憩矯〜鴛翼2泊3慰

付け体験

ク欝カン購幾グラウンド

穴も

﹁5︐⁝ミミ．ξ多多⁝駐︐ξ芝︑︑壬呈︐曇⁝モー毛季﹃曇等︐睾養︐葦養︷︑多︸等多き︐︸垂︑筆ー§︐﹃三︐きーキ導
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▼場所

鴎灘麟麟
スキー学校のスタツフによる

スキーレッスンゆチビッコや籾
心蕎も上遠まらがいなしです︑

港

塾後1購3
倉分〜3購3
0分㎜

▼期醸至鍔掻・鐙・盤鷺
▼場鱗

▼晦闘

む

▼熱敏費︵3園分︶

む

謝円︑王人繍燭宣フト劉︶

締勢 華成8奪4角298までに聴公蔑鯨

し

家族3入以上漁門︑家嫉2人

賞編 大 賞
6乃円簡酪券
特劉輿：
3万円蕎島券
アイラワ賞 5干越園奮券

も＞

王甥m繕まで︑購公簸

謬

つ

館へ︵6−2265︶

▼晦込

公蔑館にあり獣す爵

癒募絹紙

）

籔

2／、2

塞の神を燃やしチ慧を鍼で溶

毬

わ
た

霧

弓4

鞍あい︑無病息災と．獣灘の繁愚

らおう！

σフ
ィ癬

襲

〜

かし︑誰かれなく相畢の顔紅ぬ

募集1どんどん憾葵して、襲華な賞総を

ー⁝舌⁝︸⁝⁝三︸︑︸i⁝iミi量⁝ー⁝⁝呈⁝峯ーーー皐多⁝蔀︸き︷多き等き私

叢催 選少年湾成新潟漿罠盆議
象族が一緒1こできるユニークな愈圃を

瀕
き
な

嘆／

を衝る祭りです︑遡いかける人

イベントア森猟礁

、一F叫凸

測

事
業
内
容
と逃げ濠わる人︑茎い欝と囎び

家猴禽藁参癩型

蜜声
すが
（）寒

麟劉

糧甕武：閏
塗聾6−2265
醤α20公幾館

め
騨 』

ノ

や

噛⁝ー多タペ≠多〜季．季呈⁝季⁝茎⁝手

生涯掌習凝一ナー一讐一

門

し

穰難醐灘糧甥窮が
饗瀦繋蓑雛癒ダー
靴畝棚ンクってなあに？

・遡i松之醐犠学習雛本部では、轍7隼朋
、 き i

気の禽った｛串問が、身透な場漸を利薦し

紅盤涯掌翌のマスコットを募集しました、その結

き 1 果、驚罠の皆様よむi繊点の応募をいただきまし
シ

て、少人数でも、欝分のや箏たい掌習を、

身近な入を指導激誌て・楽しく掌べるよ

1た・生欝醗進本部で難に審凱、坂鞭琳

ヨ1 山奈津子さん（中掌2年／の作最をヂゆとりくん」
；
イアを登録したり、登録者と学習したい人をっないだり、 i に決建いたしました。
う菰、地域の中から学翌指導奢やボランテ

覧掃

冨口71Tγ㌧

▽

陽−／｝夙

・−

V

）

鳩

・／

ノ

｛Σノ 惇｝」鵬

㌔樽

■

i

○

，
﹇f

【学習指導蕎》だれでもOKです三

畿羅紗
り

入はだれでも、盤活や佳事の中で磨いた知恵や按爾、特

地域の人々と学び奮う中で、霞分の知恵や技衛、特摸を
さら淀のばそうとする人です。

1選ランティア3だれでもOKですi
入はだれでも、地の人や地域縫会のためにカを貸したい
という：気持ちを持っています。その気持ちを実際紅盈かし
てみようという人です像

ボランティア活動を響うこと紅よって、地域祇会に責献
し、欝分の人隻をより豊かにしようと思う入です．
詳しくは、後響配布の案内憂ご覧ください．

こども欝然黒闘は滋世

紀を撫うこどもたちが︑

擢泊しながら趨然を葱か

﹁翻

エル︵麗根轡き広場︶があり濠

︹おもな活働プ グラム︶

す︑

撮検ハイク︑わら・魯綴工︑

クラフト︑革木染め︑カヌー︑

した遊びを偽験し︑

に簿って欲しい燐という

造牲︑協調牲あふれる人

炭焼き︑パン作り︑うどん作り︒
こども会や家族での利罵をお

3

すすめし濠す．

イ喀シエ当

に設置した︑全圏で三番

t

願いを込めて県が蕩柳購

麗の輝1き（上。下〉

高柳町嵩羅3
0−33

堀場雅夫

▼所往地

イヤならやめろ1

鰹にあたる宿浪型の大型

津村秀介

根もこんじょ一1って感じもするし、，（笑〉

0257㈱3355

さくらももこ
上高地・芦ノ湖殺人事稗

あまりむずかしく考えないで描きました．赤い羽

▼連絡

そういうふう紅できている

子をかぶっているのも発気でいいかなと．あと、

兇童館です．

野粒克毯

羽根をアカシ簿ウビンで褒してみました．膚手
のあたりなどは、がんぱる一みたいな感じで倉幡

施設の特亀

勝養の資格

コメント

施設は鴨かたつむりし

酋麺東太郎

マ 蓄覇
あドゆ
鱗…

ーσ

をモチーフにデザインさ

沢村貞子

東京・燦形殺人ルート

譜

れており︑円筒形のプレ

老いの道づれ

赤灘次郎

愛 ◎『鳥翼閥 ．瓢

イ︵多闇的Vホール︑サ

三毛猫ホームズの正誤表

イ慣ロを鰻つ並べた感じ

永六輔

のキ訊ーブ形碕修棟︑麟

小山直綱

二度目の大往甕

を持つ宿澹棟︑爾や雪の

新潟墜伝説集成

形で大・申・小禽欝27室

ξ
新潟8報

田も濡動できるビッグシ

新潟満頻勧立ち寄賜

〜垂︐きー．き⁝季多ーー多多§⁝︷多呈⁝葦︐ー圭︸⁝⁝き︑多⁝︸チ︸き⁝きふ

しようとするノ乱です⇔

︾

技を持っています。それを地域の人々に教えたり伝えた参

曇ーー⁝︷拳︸多5ー婆事多手⁝ー⁝きき棄多多︸美︸ぎ⁝き︸多重ーき⁝⁝⁝多iー§⁝⁝ーー凝

どんな人が登録できるの？

＿

遜◎

据い酒」、

瀕︵コ◎沸

登録讐情報をお矩ら量したりする鰯度です。

⁝︐0

撃§50⁝70新潟県観光繰

★欝器鰻秀叢︵王磁﹀

20万門・翻難

−さー︷i■§■斗1ξ−藝重曳甲壬︷︸ロ︸もき﹃き⁝■⁝i■ii⁝i⁝ξ多⁝ず

臨床栄養科の
学生を募集します

大秘町企園講整課

爾魚沼郡大憩町の北鰻大罫保

健衛甕専潤学院では︑単成8隼

4月翻設予建で臨撮栄養科の設

蟹を腰茎憲に糟講し︑捻月6欝

賞金

★優秀賞︷釜部附より僕名︶

付嫉承認いただくことができま

★入選驚名︸

の健康を医療と栄鶴の爾方の瀟

士教欝をさら紅一歩進め︑人々

した︒

5万円・翻賞

臨床栄養科では︑従来の栄養

灘金

5費円・翻賞

灘パ金

記念品︵テレホンカード︶

★艇作︷2
0嶺︶

掌銀の躍興は玉00私︵男女鍍

α

へ

嶋4

つ

︒＼

☆・

︒

o

急登進、急撫遼、急翻動などを選け、安全運転に努め家しょう，

◎

ノ
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蓮絡先︸
晒︑冬の凝潟フォト欝ンテスト﹂

係又は紙添察内の新潟フジカラ

東北慧力株式愈縫松代サービ
ー取扱い憲真専門店へ

詫Ii︸︸⁝i⁝︷§■多

スセンター

手乏

償倉25597−202脅
§■き︷■ξ§Fき象

募集！冬の新潟
フォトコンテスト
新潟県観光諜
惣冬の獅潟しの魅力ある写輿
を︑釜部門ぱ添ってご絡暮くだ

応募要領

怒い︑

誌募規定一

ます．

かり考えられる専門潔を養成し

ξー 5

その飽に讐劉賞もあります︒

ミ

︷問い合わせ先︸

罪 ■⁝多 ■ミFき §︸ §■蕃1 〜■§■i

新潟曝観光謙

掌︶です．

現在︑この分野に興昧と関心

◇特にス1ヌップ事故が発生しやすい場漸

平成7年1
2月王澱から単成8
年3月綴縫までの期間にハ︑冬の

纏θ25⁝285−s5匪−

雪おろしの際は
ご注意ください

凝潟しを擬影した作誌弊︑︑積部

︵内線28Q3〜5︶

なお︑問学科は3年捌で︑王

り濠す 趣 応 暮 点 数 に 舗 眼 は あ つ

門裟該轟する策発表のものに隈

東北電力㈱
冬茶番がやってき謹した︒こ

を持たれている方を広く暮っヂ︑

は大秘町役場企懸調整諜濠でお

洋しくは︑懸掌醗撫籔蕎また

おります︒

又は︑松之由跡役場振興謙醐工

窃

協騨飯

説膿

ト
ス3葡

観光係︵費6⁝3僕3三内線32︶

鱒

門問い合わせ先︸

問い禽わせください︒

繭魚沼郵大湘慰大掌黒恋新田

・北翼大掌保健衛焦専醒学院

500番地

撮欝轡木

費0357−−79⁝45ま玉

・大憩鱒役場企醸調整謙

紀なることがあり、さらに滑りやすくな蓼濠す。

賞

れか︸麗根の珊おろしをする機

︻サイズ︼

ません．

際は︑次のこと紅ご瀧慧くだ愚

カラ毒プリント照ツ切︵ワイ

会が多くなります︒雪おろしの

るようお願いします尊

ド醐ツ窮も罵︶

憲募方養

三︑鰻おろしの鱒には電線に鱒

を投げ嶽てないでください︒

応舞部門名︑題名︑撮影場勝︑

疑名︑年齢︑職業︵または学校

羅

鍛0257⁝77−3王亙三

冬の鷹雪踏や凍結鴎は、乾燥跨に比べて4〜8倍滑！）やすくなっ

◎

③橋の上やトンネルの串

②掌樽坂

①カーブや交差点轡近

俸電の厭園となります心

2︑変圧雛や電線紅触れますと

名︶︑住斯︑電菱爵等を漸建の
に鯛醗の上︑作鹸の襲韓貼付し

︵鱒娠興諜にあります︶

感電する恐れがありますので︑
ご濾恵顯いますゆ

付近で作粟する場禽は十分に

てご耀募くだきい．

平戚8年3月擬鰯

簸優勇作島

禦簸

④濡れた賂面のβ陰部分

入爲付近

3︑竃線が切れて遜に落ちてい

ても絶対紅さわらないで︑鍛

望
寄りの東北電力までご連絡く

憲募先︸

灘政唖

o

ています。象た、交遜量の多い毒街地や交藻薫の凍結踏はつるつる

お知らぜ

ださいω

冬道の安全運転につとめましょう

の
が

1

たが︑今園は第七獄でした︒ま

まつのやま文芸

9

0
た︑蔚々鐡調癒時の滅少率は十

穆

き

穴二⁝％でしたので︑減少灘は
刃

黒

倉

箪層

皿孝

しあわせ藩︑うお耳の掃除ママの膝

詰め込んだ桑藪のクルミが出て来ない

先祖から千枚め囎に千の月
しわ
制裁の処方弱者に繊寄せる

寂しさは雑踏の中へ捨てて来る

き

復−磁

牌奪季峯孝髪多︸尋牲重︑毒叢諦きき↓⁝

し褒臓してみました︒︵褒箋V

今懸の調蕊結墨を鹸鰯と比較

ています︑

毎畷少しづつですが下國ってき

2

ことを確認する．

冬の火災予防
茎 石 油ストーヅからの出火防正

できるだけ二方陶の違難鑓癒

3穰雪時の遜難鶏の確保

災が多発し︑中でも贋滴スト
火纂や地震の勝︑どこか許ど

確保する．

（表熱

この時期は暖鰐雛輿からの火

くなっています．

｛

ーブ紅鯛連した火災が酬番多

蔚園調資と此較すると入環で

P

や

顧

のよう紅遷難するか家族で繕
し愈いをしておく尊

勢調誉ごが行われました像調趨

三蒼五十八人の減少︑また盤構

う

入．9及び量螢歎の繭國比．較

耕−

枚

①カートリツジタンクヘ給瀬し
たら︑いったん逆さまにして
灯濾が漏れないか確認する︒

ない︒

②ストープの上轍洗濯物を干さ
2策ぷら鍋からの火災防比

揚げ物をしている時は︑その
場を離れない︒

離れる時は︑必ず火を鴻した

平成7年国勢調査結果速報
町の人口3418入に

の実施載あたりましては︑調盗

数では七十八盤帯の減少という

が千薦羅世欝でした︑

轟鍾びに購幾の皆さんからご鶴

内容でした︒また︑増減率では

牽月〜鍛環筏で物平成七鶴鰯

力いただきありがとうございま

人鑓で△九・五％︑盤帯数で△
六・六％という結果でした︒

購繊調奮購の減少率は︑十三・

一％で県内ワ妻スト第二位でし

筆ず亨⁝導︸専き紅

輔

継

｝

｝ 榊噛
r｛｝，

、1働脳

した︒

このたび︑調癒結果が公褒さ
れました︒当町の調奮結果は︑

人口が蕊千鰻蕎牽八人︑盤帯数

イ5

畷麟難議欝灘
、轟→・、、冨

．、岬パを鳳』

一

等

加ん 鷺鷹響嘉掌驚、響、1
鍋

／り

温漿建体翻
甑

璽月

購鞍蓬鯉

1轟：lll冬季休業

覇誇羅

2月1膿副冬季休業

雛懸、

ザ蕎

駄

紛維

1潟泉センター1翠の湯

辮

雛講

一園圏圃團

〈うさぎ組〉

わたなべさきさん
（東山・上根）

を

咲茅ちゃんのおたん生a

、

咲子ちゃんとめなちゃんとなつみちゃんが

おめ蟹驚催鰹》
望美ちゃん

（生集月嚢）

麺鑓芳平・光癒さん

鶏 山（俸

動！

742・2

リヘンど

葉ちゃん

嚢だるまを作ったところです

中桝健…・笛子さん

ウレ

岬！串

蕩本（中誘羅）

，晦麟鰯、

3

んぐ

1死む律麹ヨ〉
橿猿継譲懸メ、、88歳

天水越（嫡

山犀

溌

暮2歳

雛〉7・捻・6

山（不老鰹〉アq2弓0

隻藤

授之1主ξ甑励7・12・16

舞さん

63歳

7・至2・強

〈うさぎ績〉

たきざわかなさん

璽野作次部さん鋭歳 、辻簸地（幾 塞〉7・捻・雑
購蒙フサノ冬ん§○歳

藩之藩（糀

醗邊 一夫さん磁歳

松之撫1うし顔7弓2・29

薦橋 鐸慧行さん 6，歳

叉水島（爾 ）7弓2・30

載
1紅
滋、畿，．灘ゴ

《

」ノ

隻

（松之由・大職や〉

蟹）7・欝・22・

咲子ちゃんのおたん生臼に
咲子ちゃんとゆかちゃんとえりかちゃんが
＾て

※婬月鷺1から3擬までの羅鐵分です。

｝あそんぐいるところです

※広鞍に鐵慧てほしくない方は、麟患の，ヒきに窓1コに
お講しください，、
＼．

＿ノ

集来の交通事敵防鳶運勒

スキー場安全祈顯祭

r

控薄のできごと

6田

︵捻／綴求燐︑︶
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