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おいしいお米がたくさん穫れそうだね！
今月号の憲な内容
特

集

成入式、新成人の抱負……

笑った・楽しんだ

6難，、、

5月24iヨ、棄規小学校で2無生以上の
・脅一……2

松之山温泉まつり……

…4

晃童9人が参癩して、学校闘の照植えが

行われました．水湧の水はまだ冷たく是

農業委員会通僑、温泉朝市広場を開設・一………6

を水につけると、

融んなの菰場／E瓢ボカシで盗ごみ減量へ……8

兇童たちは泥んこにしながら、33余り

わだい

園檀えツアー、貸農圏の懸櫨え

の水鐙紅こがねもちの苗を植え豪した。

フォト

ブナの森コンサート、探鶏会

秋の稲刈りが楽しみですね。

………10

「冷たい！」の悲鳴。

ンターで平成八葎町成人式が行

五月三欝︵金︶︑露然休養柑セ

で翼献してください篇とお視い

立つ人間としてそれぞれの立場

した︒健康に留慧して縫会に役

十歳という大きな籔目を迎え窟

①成人式を迎えての感想は

をお飼いしました︒

ら︑八人の方に．新成人の抱負

夢

は

近溌にいつま

を撮ったり︑

会に記念写真

現代にふさわしい仕纂に将来

譲や文化を知り購際化の進む

を中心に︑さまざまな國の欝

②大掌で現准勉強している英語

2

1卜㊤oDI

難．

われました︒今年の成人武の対

と激励の欝葉を贈りました︒成

麟鱗︑

象者は五十熊人︵男子三牽二人︑

入餐を代袈して山摩正毒さんが︑

②これからの

灘纏

女子二十二人﹀で︑連休を利鰐

③松之山町に望むことは

新成入の抱負

して帰雀した新成人らを奮めた

﹁どんな時も自分を見襲うこと

新成入とな︶た皆さんの中か

照十薫入がこの瀾の式典に出席

を果たし︑新しい祇会を築くた

め努力します﹂と新成人への決

今驚は雲解けが遅れ︑会場と
なった休養村センター周辺には

意が述べられました︒

帯立新井中学校で教職について

由中学購代の恩舖で︑規在新欝

簸後に記念講演として︑松之

ブナの新緑と桜の花が冤事な彩
りを見せ︑祝ム；ドを盛り上げ
式典では佐藤利毒騎長が︑︑二

てくれました．

①今爺は私露身が戚入を迎える

いる田辺雅入

先生が︑﹁人

います︒今後︑立派な大入と

ことができてとても嬉しく思

して社会へ繊て行くためにも︑

生︑バラ色篇

行われました．

責任感を持ちがんばりたいで

でも話が弾ん

就きたいと思っています︒

す︒

でいました．

久しぶりの構

参茄者は︑

と題し講演が

佐藤美帆さん

しました︒

なく︑成人としての義務と責任

0歳の門出
心新たに2

難写
捻
塘
ま

灘縢

欄

後
の

式

﹄典

大械）

（藤内名

鐵

んあると思うので︑それらを

はないような艮い駈がたくさ

③松之山購には︑飽の策騎村に

て行きたいです︑

います︒これから︑がんばっ

任が璽くなるので大変だと思

す︑大人の伸間入りです︒責
標です︒

ことがこれからの夢であ穆目

友も奮めより藩者の住みやす

もしれ該ぜん︒その蒋に︑蔭

い町となってくれるよう朗待

②私の夢は．霧板娘 になるこ

ことです︑もし︑その夢がか
します︒

中途半端な立場に多少とまど

①学盈でありながら成入という

いを覚えていますが︑その不
安定さに露分を見失わぬよう
臼々を送っていきたいと思っ
ています．

ぎていくので︑まだ全然﹁は

①﹁あっ狐と欝う間に蒔閥が過

しかし︑事実は﹁はたちしな

たちしという感じがし豪せん︒

ので︑社会人としての霞覚を

もつて行動したいと思います︒

②スピード出懲してやる．

③パチンコや蕊ンピ論ができる

とが私の夢です︒そこで心理

いますが︑海外へ留掌するこ

も膚分でしなければいけなく

①今まで親にまかせていたこと

といいな億

①懐かしい薦々が集う貴雛な機

療法を学び︑帰園してカウン

②理実はかなり難しいと思って
会なので︑楽しみにしていま

ます．

たいな漸を作ればいいと思い

しく遊べるような漸︑公翻み

んだりはしません︒だから楽

小さかった隠のように外で遊

③今の子どもたちは︑私たちが

所猷催みたいです︒

なったら︑緑がたくさんある

とです︒それはとても難しい

ったら︑Uターンして来るか

③あと三年経ち︑いざ就職とな

失うことなくいつ豪でも松之

山の財産として持ち続けてほ
しいです︑

①実際に二牽歳になっていない

ので︑あんまり実感がありま
せん︒

②とりあえず︑無事に学校を卒
業することが今の夢ですね︒

皆勤賞なんかもとってみたい
です︒

③腐齢化しているので︑もっと

蕊い人が働けるようにしてほ

した︑荘厳で職のこる会とは

颯爽と歩くキャリアウ茎マン︒

さうをう

﹁婿投げ﹂は窟名な伝統行事

③お疋月の行事の﹁墨ぬり﹂や

なので︑いつまでも続けてく

ださい︒私もいつかは参撫し

ます︒

①畢いものでもう二十歳です．

手助けをかり︑ここまで大き

周臨のさまざまな方々からの

くなりました．実感が湧きま

せんが︑餓を引き締めて行こ

うと思います︒

せんが︑将来のビジ銀ンに陶

②これから何があるかわかりま

かい︑視点を遠くに陶け︑盤

闘をしつかり晃鋸えて︑進踏︑

夢を決めて行こうと思ってい

豪す︒

く︑︑みんなの郷里松之山購﹂

セラーの資格をとれればと思

③地域の人︑都会の入と関係な
﹁また︑集

ぎに満たされるような︑霞然

帰憲した時に懐かしさと安ら

う両上心︑地人に流されない

②自分の慧見を常に持とうとい

完壁に見つけた都会の街中を

きたいと思います︒

をよりいっそう入れていただ

となるよう︑購の活性化にカ

なったりして︑霞分に責任を
違って和やかな︑

く黒倉中島）

持たないといけないというこ

②学生になっている理由の一つ

豊かな購であり続けて欲しい

とを強く感じ濠した︒

が︑まだ目標や夢■を煮諾める

③変に都会化するのではなく︑

時問が必要なためでもあるの

と思います︒

強靱な精神と肉体︑これらを
で︑自分らしい夢を見づける

した︒

草村知宏さん

（天水紬中由）

（坂中 となり）

っています︒

鷺 塁灘劃レ

屋敷）
（兎資

薦橋剛士さん

南雲有子さん

塁美さん
樋

まりたくなる﹂そんな瞬縫で

く北浦繊宮下）

ました︒ お瀬も堂々と飲めま

しいです︒

F

磁

なをヤこ

①これで︑ やっと二十歳になり

3

蕎塚知明さん

（藤倉忠之助）
新宅）
（上籔弛

関根勝さん
重野友美さん

芸能大会、花火大会でにぎわった

Ioo㊤oりー

磯て謎講1嘆むら、、弾

ステージ前の観衆からは拍手と笑いの渦

4

新緑が鮮やかに萌える五月十八沼︑松之山
温嬢の⁝大イベント松之由温泉まつりが行わ

れました︑会場となった温泉駐車場には︑温
まず︑オープニングは松婁小掌校箆童による

ちびっ子み二

響蝉獄一ドを盛り葺モ

東客や町観廼べ約二千人が諾めかけ濠した︒

鼓笛隊パレ⁝ドで闘幕︑保薄圏児の稚兜行列
や地元の子どもたちによるちびっ子みこしで

祭りム⁝ドを盛り烹げました︒夜は特設ステ
のスタ⁝がおしゃべりと演技で観衆を沸かせ

ージで警能大会が行われ︑テレビでおなじみ

温泉まつりの鯛幕を餓った
「鼓笛隊ノくレード」

てくれました︒祭りの鰻後は花火が打ち上げ
られ︑春の夜窒を華やかに彩9ました︒

一∞∞

畔
ポ

温泉ま つ り
松之山

襲

観衆をお笑いで魅了した

テレビでおなじみの歌謡浪磯 玉川カルテット

難

ドかわい賄の声が耽森糊l」

・噸η綴一縛咋幽潮璽噸判卜舞圃■馳
くほく線トンネル探険ウォーク」の参撫者を
募集します。

◇闘催日時平成8年7月20磯⇔酵
午前io：00〜午後2：30（予定）

◇コース

うらがわら駅〜大弛いこいの森
駅の間の5．1油（各市町村から
会場への送迎糞り〉

◇参趨資格

沿線市町村の在住者、勤務者で

ひとりで完歩ができる人
※小掌盤は親権者・保護者の参

舶岡意書への署名捺印が必要で
す。当黛は引率者が同伴してく

ださい。
く〉募集人数

王人玉，00G円（当譲徴収〉

参加者募集！

ゆ参茄費粥

350人

く〉記念最完歩者には全貴完歩丁シャツを
進呈します。
◇イベント ゴール地点の大瀧いこいの森・

休暇村にて芋煮会、すてきな景
贔が当たるゲーム大会などを予
定しています。
◇涯意事項

ほくほく線
トンネル探険ウォーク

来春開業する朗待のほくほく線を歩く、Cほ

自転車、野球などのヘルメット
でも驚〉

。歩きやすい服装と運動靴など
でご参舶ください。

（トンネル

内は平均気温玉3。C位で外気との

温度差があります〉
◇串し込み 6月25臼㈹までに松之山町役場

振興諜までお申し込みください。
（購し込み屠紙を癩意していま

す〉
※応募者多数の場台は紬選とし、

当選者には後段通戴します。

く〉その飽ほくほく線トンネル探険ウォー
クについてのお問い合わせは、

松之山瞬役場振興諜まで

・保安上ヘルメットが必要です

のでご持参ください。（バイク、

東頸城の

共同イベント

に助成します

〉東頸城広域民間プロジェクト支援事業募集ぐ
策頸城広域まちづく5ナ委員会
東頸城郡内の罠間翻体︑グループなどの皆さ

んが地域の欄性化︑活牲化を図るために複数の

購村を対象として企薩するイペント等に対して

助成します︒アイデアの実現のために役立てて

ください︒

μ護

今東頸城郡内の各種腿体︑グループが対象

です︒

総織も郡内の複数の斑糧にまたがる︑広

φ郡内の町村等を対象とした事業であり︑

域的なものに限りますが︑事業強体の自

主携を尊重します︒

◇考えられる事鵡蘂は︑東頸の資源を活かし

たり︑人材を膏成するためのイベント

簗ンサート︑体験イベント︑研修会︑講

習会︑ス潔嚢ツ大会︑ネッ野ワ韮クづく

移など

1鐡体最高憩万円︵最蕩5鐵体V

◇公的塗補助金を受けている事業は︑対象

補助金

勝定の応募屠紙に記入し︑松之山町

外です︒

応募方法

興課﹀へ提鵡ください︒なお︑不明

役場内の広域まちづくり委鰻会︿振

︵応募爾紙は振興課です︶

平成8隼憩月鍵臓︿木﹀まで

い︒

応募期限

松之山晦役場振興課

な点はお気軽にお問い舎わせくださ

問合せ先

麿613ユ31︵内線31︶

5

霧

今月暑の農業委員会通儒は︑

東川の小野塚進さんをご紹介
します︒兼業農家ですが︑現

﹁百

在米づくりに一生懸命に取り
維んでいます︒以繭は︑

姓がいやだったしという小野
塚さん︒いまは農業が楽しい

といいます︒そんな小野塚さ

〈東拠・上＞

水則耕作面積1．5難a

んが考えている︑﹁これからの

2種兼業農家

米づくりしなどについて．こ寄

小野塚進さん
昭秘32年1月盗まれ

稿いただきました︒

農業が面臼くて
楽しくて 夢中です

︽私の擬桑︾

自分で食べるだけの米づくり
をする﹁いやいやながらの醤姓﹂

だった私の農業は︑平成二年の

りました︑東規農機具利馬総合

活性化事業の導入で大きく変わ
が発足し︑コンバイン工台とト

す︒

ラクター一台が導入されたので

その頃から私の農業感が大き

れると作業が楽しくなり︑それ

く変わりました︒機械が導入さ
と飼時にもっと感分の醗んぼが
離村される方の照んぼを譲っ

欲しいと思うようになりました︒

ていただいたり︑小作地を贈や
したりして鰯年後の耕作面積は
一㎞になっていました︒この頃

には︑もう農業が面白くて楽し
くて夢申になっていました︒

そんな折︑隣集落に九〇a程

砂留多θθ夢θ
翫董6
もう、

1①㊤oりー

﹁やまがさの会狐に

米づくりしを考えていかなけれ

るなどして︑町全体で﹁うまい

食昧のいい米紅は奨励金を付け

になって︑

くらいです︒皆さんも認定農家

ばなフないのではないでしょう

くて時のたつのも忘れてしまう

となり︑さっそくほ場整備をす

入りませんか︒本当に楽しいで

の驚地を構していただけること

ることを計画しました︒しかし︑

その場所は橋をかけなければ車

を聞いています︒がんばってい

荒地を整備して行くということ

町の方でも︑これから各所で

か︒

食管法が変わり︑自分の作っ

︽これからの米づく移︾

た米を自分で自慮に売ることが

ただきたいと思います︒これか

すよ︒

めたのですが︑皆様方のおかげ

出来るようになりました︒大変

らも︑町の農業に少しでも力に

め︑大変に難 しく一度はあきら
で橋をかけていただき︑九〇a

なれるように一生懸命にがんば

や機械が渡ることができないた

の耕作地を確保することができ

うれしいことです︒しかし︑ま

初めて収穫した昨年は︑いも

ました︒

って行きますので︑どうぞよろ

水顧に猛まれ変わ弓ました

荒れてた農地をほ場整備し︑ すばらしい

しくお願いいたします︒

﹁うまい米じゃないと売れな

農協さんの方でも︑うまい米

ます︒

ん﹁おいしい〃こと言ってくれ

おかげ様で私のお客様は︑皆さ

ながら米づくりをしています︒

注意するなど自分自身で珊究し

燥にし︑乾燥しすぎ橡いように

乾燥も時間をかけて工段階の乾

を残さないように実肥をしない︒

どうすればいいか﹂︑チッ素分

い：：；︑うまい米を作るには

た大変難しいことでもあります︒

ました︒しかし︑昨年一年で稲

ち病にやられ大ダメージを受け

行って欲しいと思います︒

﹁質より量から︑

づくりに対する指導をどんどん

今までの︑

作についてたくさんの勉強をす
︽仲闘︾

ることができたと思っています︒

ばいけないのではないでしょう

量より質へ﹂考えを変えなけれ
か．

町内の認定農家の集まりで︑

い米を作っても︑みんなと一緒

こんな考えを打ち消すために︑

﹁俺一人で皿生懸命にうま

ます︒それぞれの方が自分の農

じゃ著労しても岡じことだ﹂︒

﹁やまがさ会しという会があり

っています︒皆さんと話をして

業に自儒を持って︑ 一生懸命や

いるととても勉強になり︑楽し

6

朝六時から

い
このように年金額の改定が行われないため「年

金改定通短書」は送付され豪せん。

温泉朝市広場を
覇
七時半頃まで

であれ、ば梅黎動物緬スライド傷彗」により、4月

からの年金額がα．iパーセント引き下げられる

ところですが、平成7隼度と岡額に据え置くこ

︐灘﹃︿時闘﹀ご利用くださ
懸

謹 羅

松之出温泉街の償共岡浴場跡地に︑このほど屋根付

きの建物ができました︑町ではここを﹁朝市広場しと鱒
名付けました︒朝市広場では︑町罠の皆さんから季簾
の山粟や手づくり食品︑栽壌野菜などを出最していただ

き︑温泉街の新しい名漸にしたいと考えています︒

されますが、今年は送付されません。

ライド調」がとられています、これは、全圏消

費者物緬指数が変動した場合に、翌隼の4月以

降の年金額が、その変動率で改定されるシステ

ムです。

懸灘︑

灘

σ

出品いただくものは何でも績構です︒ご自分で値段

平成7年度の場合、全國淵費煮物緬指数が前

年度に紘べ0．三パーセント低下しました。本来

をつけていただき︑直接飯売してください︒観光客の

面にその冒、記載されますのでご覧

皆さんとの財話もまた楽しみですよ︒

例年、5月中旬に「年金改定通知書」が送轡

難
）

ください。

2

送織難魏鱗畿

朝帯広場のお問い合わせは︑役場振興課まで

年金受給者の皆さんへ

ほくほく線の旅⑳

昧も品質も一級品

「うらがわらン・

コシヒカリアイス」
浦川源村発

このアイスの特徴は︑何とい

っても後昧がさっぱりとしてい

また︑果物の中身をくり抜き︑

ることです︒

果実入りのアイスを詰めた﹁ま

ちらはオレンジとレモンの二種

畜︑ことアイ洛もあります︒こ

硯在は霧ケ謡温泉﹁ゆあみ﹂

類です︒

のみで叛売されていますが︑よ

ての販売に両けて取り総ん弊︑い

うため︑カップや竃急便を使っ

りたくさんの方臓瞭わってもら

する﹁ほくほく線の旅﹂は︑第

驚していません．加えて︑アイ

イスは食晶添撫物をほとんど使

うらがわらン・コシヒカリア

ます︒

として続けてきましたが︑これ

スはカルシウムなどを豊欝に含

んだ栄養食轟です︒ぜひ榊度瞭

浦趨原村企顧謙

わってみてください︒

ぽ
ス
イ
ア

ン
も栃

難にが

けら

ます︒全部で二十賜種類ありま

顯

︑鵜

馨難

すが︑季簾ごとに常時七︑八種

元産や産地直送にこだわってい

は新鮮で上質のものを漢い︑地

いものを作るため︑野菜や果物

村の独翻的な製品です︒おいし

いう願いから生まれた︑浦掛原

議題牲のある特産贔を作ろうと

このアイスは村おこしのため︑

紹介します︒

コシヒカリアイスクリームしを

らは︑特産轟の﹁うらがわらン・

さて︑簸後となる浦鎖原村か

ず終了となります︒

も一巡したため今園でとりあえ

第二園目を﹁各帯町村の霞慢し

一園目の﹁観光案内﹂に続いて

ほくほく線沿線毒町村を紹介

獺シリーズ

類ほどの味が楽しめ濠す︒

7

「霞動物緬ス
国昆年金や屡生年金保険では、

識

金知

姦

る

癒 得 癒

翻

知

一
w隔

）

ととされました。

バケツも町から補助していた

いと思います︒そして︑霞分の

れからの家庭菜園に取り入れた

肥が今年の作物にどのように蕊

した︒昨隼の秋︑畑に入れた堆

しています︒

でも軒下でもネズミにやられて

私も冬の生ごみは︑車窟㏄の中

た．

するのに難しいと露うことでし

いろいろな話の中で︑冬は確保

楽しくボカシ作りをしました．

出し︑その時の資料を見ながら

に先生と⁝緒に作つたのを思い

人寄れば文殊の餓恵﹂で一園目

臼に潔カシ作りをしましたゆ﹁三

私たちのグループでは五月牽脳

今年は雪消えも遅かったので︑

覚えることが多くとても大変で苦労して

ちで楽しい方々ぱかりでとってもうれし

ものです︒

花いっぱいの溝潔な町にしたい

しくなるのではないでしょうか︒

も一入ひとりの心がけで購も美

量のごみが集まりますが︑これ

ているクリーン大作戦でも︑大

ばならないことです︒毎年行っ

み問題は深刻に受け止めなけれ

晶物のあふれている現往︑ご

けていきたいと思います︑

でも生ごみを減わすように心が

りに畷張り︑せめて夏の聞だけ

に楽しみながら野菜作りや花作

れからもグループの皆さんと共

いことがいっぱいあります︒こ

始めたばかりですから分からな

しまいまして大変でした︒まだ︑

います。でも、職場の皆さんはいい人た

8
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だいたり︑EM薦と糖蜜もいた

生ごみは自分で禽効利馬し︑ご

ターの花はとっても良くなりま

だき︑家にあるモミガラと米ぬ

います︒

み減らしに協力したいものと思

︵松之出︶

着されるものか今から楽しみに

かかりません︒

ボカシの使い方も色々ですが︑

これからが楽しみ

成果はまだ︑

かを懐って作りますのでお金は

浦磁地区でもほとんどの集落
で︑五牽嵐さんをお願いして有

際︑JAしぶみの五十嵐さんに

翼は生ごみにウジがわかないこ

ごみ対策の︸環とし て︑E瓢

志で集豪って作ったようでした︒

はじめて￡瓢ボカシの議をお聞

と液肥が綴来るのでこまめに葛

村山マツさん

きしました︒私達もやってみた

㎡カシ作りを昨隼教えていただ
斯の野薬くずなどで堆肥作りを

の

な作物をいたずらされないよう︑

実行しています︒

の

期間をおいて使ってほしいです︒

の

らのご配慮で津南購の根津さん

豪だまだ始まったばかりのEM

その成 果はまだですが︑実感

と五牽嵐さんを講麟にお紹きし︑

ボカシの話ができまして︑醗か

冬期講座の折に蕎橋催昆課長と

いと思っておりましたところ︑

ことが鐵来ます︒むじなに大切

や野薬に︑またトイレ等に使う

きました︒そして︑錘欝出る台

曝年︑農協婦人部の新年会の

︵浦磁上之山﹀

丸由澄江さん

生ごみを
畑に返して！

だきましたのでご紹介します︒

ら活動内容等について投稿いた

ボカシで︑葺新しい蕎葉と思い

ハンダ付けなど綴iかい作業で一一から学び

浦田克雪センタ⁝で読明と潔カ

仕事内容は、以前の力仕事とちがって

について﹂です︒現益︑時内で

なり、とても楽になりました。

のは液肥を使った野菜やプラン

ただいています、通勤蒔間は半分以下と

としてはっきり良かったと思う

株式会幾リュウドさんにで勤めさせてい
ますし︑失敗談などもあると思

の5月から簿内の企業で浦田にあります

シの作り方の講響をしていただ

ーニング業で働いていました。都合でこ

EMボカシを利糊し︑生ごみの

これからの私

いますが︑惰報交換などしてこ

会縫員

きました︒

が礎れ著饗

減量に取り紹んでいる皆さんか

樋口佐代子製松蛋．鳥滴︶

4月まで津南騎にある特殊クリ
私は、

、ヲξ秤座
昭灘46年まo月1生．まれ

3ヱ3王（23）

糸徹6
鵬8

脊
昏弔、

今月弩のテ⁝マは﹁ごみ問題

みんな：

皆さんからのご意箆︑ご要望
などをお待ちしています︒お餓
軽にご投稿く だ さ い ︒
門七月畢のテ⁝マ︸

門もうすぐ︑夏休み！﹂です︒

今年の夏休みの過ごし方や謙麹
をお闇かせくださいな
︷原稿の締め切り欝︼

六月二牽五貸く火︶必着

俗名ジザクラ

まつのやま文芸
俳句
ぷな

しゃはく

撫穿吹ぐ山を涌かして車入る
皇・油して勢吹く撫山撮る人も

人溢れ駐車濃れて撫勢吹く

撫穿吹く東都写真家バスで入る

武雄

柳友作贔紹介

かくれんぽ隠れ上乎が泣いて出る

駅弁をふたつ土産に旅終わる

面接の椅子紅鼓動を見抜かれる

の色

無病だが恋の病を隠し鋳つ

赤い糸たぐり寄せれば別

短歌

誌といて八フ朝は別人のごと

煙草の香はこび来る君さみどりを

玲子

で

鱗

保坂

好いいんだ。自分で上手に操縦して、麟

松ロ︿三枚窃︶

嵩橋

や後にも動かすことができるようになっ

︻送付先︸

生えている。 「松之山の櫨物」よ参

名林の撫の芽吹きに人溢れ

五月の風が横顔で誘うの

ジコンを賢ってもらったよ、とっても格

き1

あなたとの糸がなけれぱ飛んでゆぐ

天水島︵中 山︶

隼の「子どもの臼」に、お父さんからラ

一

こんにちは、ぽくは渡辺悠太といいま

川柳

9

﹁電語羅﹂は ﹁受議暴しの

たよ。毎臼とっても楽しいよ。

︹訂正とおわび︺

車やトラクターの機械が大好きですウ今

︑ゴ

（東出・上根）

飛んでったとこで大樹の根を下ろす

（2歳3カ月）

松之山町役場総務謙行政係まで

松之掬では、林の下にどこ紅でも

いい蛍・葉心の中に暖める

輪毒に乗ったりして遊んでいます。自動

す

管孝谷ま尋岡滋島

1 【お母さんから一・蟹ユ

簸月号の桝柳の中で︑

ぼく1こは3人のお姉ちゃんがいます。

み姥

家ではお嫌ちゃんたちとお家ごっこや三

大げさな話が独ゆ歩きする

人になったよ。

誤りでした︒訂疋しておわびします︒

るんだ。だから、ほんのちょっとだけ大

正孝

れます。4月から松之山保育所へ行って

⑳
で上藤には光沢がある。

弼
渡辺新一・・まち峯さん長男

罵
「悠ちゃん3と呼んでく
す。みんなは、

花散ってさくらはただの並木道

草村

1好購ってほしいです．3人のお購

L

た
ゆう

蝶が吸う花の蜜にも好き嫌い

黒倉︵剛枚膨︶

悠太ちゃん登場

然
いが

（イワウメ科）
山の岩場や高出紅生える常緑の多
母草で、地下茎は横にはう。葉は7
c醗位の穂があり、葉の径は5〜懲c田
でふちにぎざぎざが多い。葉は肉摩

原子子本霞

いっもニコエコ笑顔をたやさない素濤：

1

﹁⁝ーー

鍔

だ自
オオイワカガミ

わが家の人気者綴4

高校生への
企業求人説明会

6月三醸︑蕎校生への町内企

業求人説明会が大厳寺高療の希

望館で行われました︒当日は松

之霞分校3年生29入が参撫︑購

内の事業所から企業説賜と熱い

ラプコールを受けていました︒

灘撫墜懸測

gogoo紫9goOoOoOooooc

盈数訊誌
皆さんからの話題、鷺報お待ちしています。

総務課行政係

費6一鍍綴内線23

バードピア須宙は自然がいっばい
ヒゲ先生の霞然観察会を開催
5愚簸顕、公罠館主催のヂヒゲ先生の自然観察会」が
行われました、講舗のヒゲ先生こと野柴本洋先生は、臼

本ほ貌類学会会嚢で理在膏海町膏少年の家館長です。こ

の響はバードピア須山（光問〉で観察会が行われ、親子
づれなど約40人が参纐しました。観察会では小動物が醐
けた穴や道に落ちている檎れ葉、葦花や木など分かり易
く楽しく説明され、参茄者も興瞭深く臨き入っていまし
どの質問も飛び、楽しい春の露然観察会でした。

ロ

の

の

気泥の感触 これが本当のたんぽだ
棚田体験ツアーで田植えに挑戦
5月26欝、東京や神奈鑓などの住戻25人が下籔漉で照
穂えを体験しました。懸体は首都圏を中心に組織した
「棚総支援市戻ネットワーク」の皆さんで、昨年6月に
闘かれた「たんぼシンポ」に参纐したメンバーが中心に

結成されたものです。瞬槙えは下鰻瀧の重野鑑城さんの

水磁2枚（約4＆）で行われ、重野さんから基本を教わ
ったあと総櫨えが始まりました。参撫者の中には裸足で

水照に入る人もあり、たんぽの泥の感触と心地よい春風
を受け欄霞体験ツアーを満喫していました砂

rー︸ーきき⁝ーーー⁝iii⁝⁝i⁝⁝ー⁝⁝ー⁝⁝ーー⁝ー峯呈・︷⁝呈ミ美⁝ーー1奎︷ーー⁝⁝多き善⁝⁝キキ︸きき⁝⁝き

灘

5年目を迎え、鐙植え姿も決まってます
『グリーンり一ス」貸農園で田槙えを蒼う
5月25臼、268とグリーンリース事業「ふるさと貸
農園」の鐵櫨えが行われ、18線約70人が参加しました。

懸櫨えも今隼で5年目、参癬者の申には事前に水鐙を

下見に来購するなど米づくり龍とても慧欲的です。当
目は欄植えの服装も決まり、作業も上手に手願よく行
われました。今年は雪解けが遅れ、獺植えが三週問も
廼朗。山際にはまだ残雪もあ1）、 「雪を見ながらの、

灘植えもすばらしいですね」と参か9者の声、参撫者は
臨植えでさわやかな滞を流していました。

日霧
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た尊また、子供たちからはザ先生、これは何ですか誰な

難

蠕灘麟

嚢§

銘勲勲四

講灘

たくさんの野鳥との串会いに感激
第憩回記念探鳥会と野編集会
6月2黛、第憩回記念町探鳥会が美人林周辺で、また前夜に
は松之由温泉の福住館で野、鼠集会も闘催され、延べ鶏G人が参

撫しました。野鶏集会には特甥講鱒として野鶏写真家の叶内拓
裁さんをお迎えし、スライドと講演が行われ豪した。スライド
に映し出される聾鳥たちの美しい姿や楽しい話に参顔者も大満
足の様子でした。童た探鶉会は朝護時30分松口諏訪神祇に集合、

3コースに分かれて探鳥を行いました夢新緑の軍朝の澄みきっ
た空気の中、たくさんの野鳥たちが美しい歌声を闘かせてくれ・

ました。この臼は38種の野罵が確認されました。

0年に松之山村議会
は︑昭憩3

議員に初当選以来︑平成7年

の閥にも副議長︑議長として

まで沁期憩隼の永きにわたり

議会の円滑な運営や購政の発

村・郷議会議麟に在職し︑そ

繭議会議長の佐藤大治

等瑞宝章

さんが地方自治の功績を

展にも尽力されました︒

受章は身に余る光栄です．こ

認められ︑平成8無春の

を受章されました拳

とご協力いただいた賜物と感

れも時畏の皆様方からご指灘

佐藤さんは︑ ﹁このたびの

式が行われ︑平山知纂か

諭していますしと受章の書び

を謡していました︒

5月8鷺︑県庁で伝達

叙勲で﹁勲灘等磯窯箪﹂

騨︑

きき
ら勲輩を受け取りました難

蔚議会議長の儀藤さん

甫議会議長の佐藤大治さんに

「一−

｝
森のシンフオニー一ホールは満翼御礼
美人林でブナの森コンサートを開く
硝頒の午後、松口の美入林が職疏）シンフが一ホブレ」に変
わりました。この3月に町内の有志が集まり、ブチの森コンサート実
行委員会を結成し準備を進めてきました。前鷺には特設ステージも設

置され、いよいよ細を違えました、醐場の午後三隙こは長い行列が
でき、察内外の約800人が会場を埋めつくしました。午後2蒔、森の
妖精が鈴を鳴らしながら登場し開演。特礁ステージでは、糞響メンバ
ーによる弦楽四重奏強やオペラ季節館の皆さんによる演奏や歌、舞踊

がブナ林にいっぱい饗き渡り、舞っていました。初の試みだった「ブ

ナの森のコンサートJは、大成功だったようです。

担当 ：武田

翫25公民館 費6−2265

事業案内彰︐−防
︷

コきききまききモきドヨきぎききイ

︸上越スポ妻ツ

﹇に塚冴イバル﹂

7月2臼㈹

講錫

t

家庭でできる親子体操を楽し

みましょう︒親子でご参加下さ

い︒

▼期段 7月4目㈱

します︒

宙然休養村センター

午後7時30分〜9時30分

▼顛臼7月5日働

▼時間

丸山簸哉さん︵松之山

▼場所

▼講舗

人材バンク︶

ぐ：oぐ

東頸城郡の青年が一岡に会し︑

臼頃の練習の成果を競います︒

イ2

ー創卜oりー

松之由町に棲息する水棲雄物

鷹M︑釧ン︐﹈風脚麟閏雄
初夏のさわやかな風をうけ︑

を観察します︒

休養村センター

午後6蒔30分〜7時30分

▼場所 町罠体膏館

▼時聞

泉恭子さん︵況松之由小教諭︶

▼講飾エリァドゥ婁＋欝箏

▼期臼

午後8時〜憩時

野菜のプランター栽培に挑戦

芦肥︸弘さん︵松之由小教麹

観察光間付近

集合

午離9時〜12時

6月30田㈲

いい汗を流しましょう︒どなた

▼講鯨

▼場所

▼時間

▼期臼

6月22臼dゆ

も気楽に参舶下さい︒
▼期瞬

▼時間

休養村センター周辺

みんなでスポーツを楽しもう︒

松之山町からは︑次の種目に出
▼場所

小中高生・一般
後臼配布のチラシで︑

2醜

午蔚8躇40分〜

場します︒

−㎞幼児・親他

松鍵チーム
▼申込

▽種目

▼出場種目

○婦人バレー
︵6月9総リージ遡ンプラザ上越︶

▼時間

自然休養村センター

ます︒

▼期日

▼期鷺

午箭10時30分〜午後1暗30分

▼場所大島村

7月3臼㈱
▼場所

鈴木重広さん︵松代町︶

自然休養村センター

7月7日鋤
▼講麟

▼時閥

覇

嘉

松之山が腿遵覇に銚戦します︒

観賞常の菊作りの方法を学び

▼場所

けましょう︒

初夏の山野草をさわやかに生

〉・

当臼受付もします︒

JAし誌み第3園
︑︑︑ニバレーボール太会
ふれあいと健康づくり︒みな
さんお誘い合わせて参加下さい︒
▼期臼 6月23臼⑧

JAへ︑〆切6／鎗㈲

松代跡総合体脊館

▼時聞午前8時30分〜
▼会場
▼串込

女性累ツ難ワーク研修会
だれでも気軽に楽しく踊れる

6月26日㈱

レクダンス講習会です︒
▼期貨

▼時問 午後7蒔〜

・

▼場所 自然休養村センター

糎V

括

▼講騨 照中隆子さん
づ
酵

︽紮

ψ

噸『監ぼo

oソフトバレー 美人林チーム
︵6月照臼妙高ふれあいパーク︶

6月のニコニコ教室は︑

O膏楽に含わせて体操
Oさわやかウォーク

午前9蒔〜簸時

▼期臼 6月珀日㈱

▼時間

▼場所 町戻体育館

町民バ穏ー潔彗ル爽媒鱗
町内及び近隣町村のバレ⁝ボ
ール愛姓者が︑2臼間にわたっ
て熱戦をくりひろげます︒
＆月20臼㈱・鍛臼働

午後7時〜

▼窮β

▼時問

町罠体育館

公罠館へ︑〆切6／M働

王チーム6〜捻名

王〜3位に賞状と賞最

▼場所

▼衰彰
▼編成
▼硝込

、

鴨

とり

こ

・湯
松之山町生涯学習だより

グパ

糞

勢㌘灘㌘1離蚤

︵▼α．

⇔o

これ．カ〉らの象雄において、

亀︵

リカレント教育っていったい
何のことじゃろうな？

訂U
磁や

㌃

葡お

衿現

生渡学習欝一ナー一一

お父さんが桑たす役翻ってど
んなことなのでしょうか？
お父さんの家羅における役
劃について体験活動を通して
楽しく学んでいく講座です。
環准受講生は穏名です様い

つでも受講OKです。思い立
玉立つたらすぐに公罠館

く20才蔚後まで）に集中的に行なわれていたきらいがあり

ぐ6−2265）鑓運絡ください．

ました。このため、青少年期に過重な教育負握を集中的に
諜すとともに、轡少年を長朗的に栓会の輿状況から切り離
すことになりました。この結果、欝少隼の癒値が掌業だけ
によって判断されたり、袖会牲の欠郊した轡少鶴が増撫す
ることになりました。また、成入から教欝を受ける機会を

〔平成8隼度の嘩習プ縫グラム〕
5月23臼講演会「共紅賓 つ誹
親と子、男と・女が共に膏つには
大秘町大地塾 黒聡秩子先盗

7月4欝

親茅体操教蜜

7月穏呂

i家、庭でで奉る1
る親子体繰
十環町エリア
フ7ドウ21
夏休み自歯研究1
究の支援

奪うことになり、』鍵代聞の教育格差iを生み廷1してきてしま
いました。

これに対して、リカレント教育とは欄人の全生涯に教欝
機会を分散配置しようとする暫え方で、教育と労働や余暇
を交互に行なおうとするものです。

る科掌実験・審蟹乍
蒙巌でできる1

東頸理科セン，
ンター

8月3・己β

キヤンプ

大厳寺賜猿で・
でキヤンプ

爽行蚕興金

1

9月27臼

塁作魯1おもちゃ
や
藩ながら￠）手イ
手作9おもちや輩蟹乍
松嶽 志賀政勇
政弘さん
雄月篶β くんせい
家庭でできる・
できるくんせいづくり
斌醗篤
公罠館 斌醗実

このようなリカレント教膏の調度が建着すると、欝少隼
は社会参爾する機会が増えるとともに、成人も人生のいた

移ところで糖鰻けることができることやこなり野．こ

L

のことにより、轡少隼は学業だけでなく、いろいろな場薦
で活躍できるようになります。また、成人も自灘の要求に
応じていつでも適切な教脊を受けることができ、社会の変
化に柔軟に対応するとともに、教育を通して自戴輿境をめ
ざすことが可能になってくるのです。
＿皿＿一一一

プロに掌ぶ山講
掌ぶ山漿・きのこ料理
松之撫 滝沢蔀
滝沢博さん

登山︑ハイキング︑キャンプ︑

︹主な濡動内容︶

料金で使うことができる

野外炊飯︑オリエンテーリン

充実した施設を格安の

圏立妙高少年自然の家︒

グ︑自然観察︑キャンプファ

みてはいかがですか︒

子ども会などで利稽して

クラフト︑軽スボ妻ツ等

イヤ︸︑墨鰹観察︑スキー︑

食︷畢のみ実費︑宿泊無料

︹経費︺

︹施設の概薯

ホール︑ミ⁝テイング

掌響室3︑ダイニング

ル⁝ム︑プレイホ︸ル︑

︹購込方法︺
ら
ユ
電詣で予約︵25−82ー詑﹀
1
4

︹斯在地︸

スキールーム︑クラフ

トルーム︑乾燥室︑レ

妙商村関由6323i2

町民体育館︑テニ
ト一般開放

般闘放を6月王鷺偵ゆ

町罠体育館と町疑テ轟スコー

トの夜間︸

毎遇坐曝夜了〜9時

より闘始します︒

闘放β時

利屠の際は︑公艮館に一声か

けてください︒

なお︑都ム欝により闘放できな

いこともありますので︑ご了承

おきください︒

ストハウス4︑スバル

ホール

︹孟な教材・教異︶

テント︑炊事罵異︑オ

スキ事粥興︑クラフト

リエンテーリング爾翼︑

罵異︑軽ス沢ーツ罵異︑

AV機辮︑天体望遠鏡︑

量座早見盤等

7アミリー体操獅β運動

姦い心と体をつくり︑豊か

で嬰るい郷土を築く﹂ために体

露分に合った運動をしたら︑

力つくりをしましょう︒

先霞配布したカードに印をつけ

に擬出すると︑県から認定書︑

て下さい︒鵬β達成し町公艮館

町から記念品が贈られます︒

家族そろってとりくんでみて

ください︒
3

匿ー

潅1月22臼 家庭料理

お知らぜ

職獲購灘諾

ー昌O

燈6−313王

﹁○○部

購鍵の皆さん紘おかれまして

も﹁部落篇を改め︑今後は﹁集
落﹂という岬欝葉の使糊紅努めて

いただきますようお願いします俸

家屋異 動 調 査 に ︶
お
ご協力ください 練
内
︵

聞けない悩みなど何でも承りま

⁝80人程度︑女子警察官Aー焉

◇採駕予定人員・男子警察窟A

木敏紀先盤◇問い奮わせ先久財︶

書◇講舖・上越教欝大掌教授鈴

域における雇駕環境整備への提

中ホ⁝ル◇講演テーマ・上越地

547︵当臼のみ︶︿V相談事項・

議番弩◎台025−245⁝4

進センター4階セミナ峯璽◇電

〜午後4時◇会場・新潟雇罵促

で使絹してきた﹁部落しを﹁集

4・

Ioりトoりー

明な点は︑役場総務諜税務係ま
でお問い合わせください︑

内
く

紹介状がない場合︶
な
初診料に上乗せ 繍
住罠課國罠健康保険係

6月王段から︑ベット数20
0床以上の県立病院︵十田町病

院︑中央病院など︶では︑開業

業見込の入◇採矯試験受付期闘・

総務課税務係
新築︑塔改築︑取り壊し︑売

鷹などからの紹介状がない患者

5月Mβ︵火︶から6月24臼ハ月︶

き

翼など家麗頓異動があった場禽︑

から初診料に玉︑030円の上

9
2箆
新潟県労政課 費

総合労働帽談会 瀬
を開催します トト

ご連絡ください︒

までの間︿﹀第一次試験・7

にわたるご根談に応じる帽談会

を開催します︒

働いていて疑問に思うこと︑

す︒相談は無料で︑相談内容の

月

乗せ料金を徴収することになり

このたび︑労働行政機関の職

園建資産税は︑縁年1月から

慧鑓︵臼﹀籍潟市◇願轡︑問い合

雇絹環境改善
セミナーを開催

上越地域の雇罵環境整備啓発

プライバシーには十分配慮しま

納得のいかないこと︑飽人には

事業として︑次のとおり雇矯環

雇驚環焼整備財鑓

員が皆さんからの労働関係全般

わせ・安塚警察蟹︑町内駐在所

なお︑救急車で運び込まれた
場合などは除かれます︒

倣

警察官A︵大学・卒︶紺

を募集します
安塚警察署

燈

ました︒

⑫月濠での異動分にっいて翌隼
から諜税台鰻に登録されること

になります︒町税務係では︑平
のため︑今年中に完成する新築・

成9隼度の圃定資産評緬・課税
増改築など異動のあった家麗に

れから園覧でお願いすること滋

家麗異動調董︵調べ︶は︑こ

ついて調蓋を行います︒

しかし︑簸近では郡内の各騎村

⇔欝蒋・6月欝臼︵藏︶午蔚鐙時

受けします︒

葉を鷺常的に使馬してきました︒

◇臼時・7月4日︵木︶午後2時

す︒なお︑電話による相談もお

から午後4時まで◇場漸・上越

多数ご参加ください︑

掌卒︶の採絹試験を行い濠す︒

境改善セミナーを開催します．

県罠の盤活を嘗る︑正義感あふ

新潟県警察では︑警察官A︵大
ご連絡ください︒

市新光町一丁目上越文化会館・

される方は︑その都度お軍目に

①新築 ②堰改築

れる著．濤を募集します︒

なりますが︑今後も次の計薩を

葉を使爾しなくなり︑ ﹁藥落嘱

造 ④取り壊し魚部または全
以外の家麗で﹁章庫㌧付属家し

部︶ ⑤売賢

人程度◇受験資格・昭和騒年4

⑥その勉︑住宅

﹁山小麗﹂などについてもお願

そこで︑役場では現在書類上
落しに改める作業を進めていま

解雇など︿﹀問い合わせ・県商工

就職︑賃金不払い︑男女差購︑
でに生まれた人で︑大学を卒業︑

労働部労政課労働経済係へ

新潟県腰薦環境整備財翻︵上越

後臼︑確認や評癒にお伺いし

帯木懸1−1−3︶

月2臼から昭和50年4月1臼ま

部落﹂を﹁集落無に改めるよ

ます︒家屋異動調蕊について不

又は平成9年3月31総までに卒

いします︒

に変わってきています︒

託員﹂など﹁集落糧という欝葉

でも一毅的に門部落しという霧

落 と書うように﹁部落﹂の書

いままで私たちは︑

総務諜行政係繭

霧鵠副

松之山町役場

すし︑また職員も書葉や文欝で

③屋根の改

へ

の
カ
うにしました︒

「

蜜塚土＊事務斯

燈

逡に対する意見を﹃二十輔世
紀のみちを考える黍貴会﹄まで
お寮せくだホい︒

私たちのくらしや経済を鎌類

マを紹介し︑それぞれのテーマ

園りの狭い道などの璽要なテー

は︑渋滞︑高速遵踏料金︑身の

憲都β本橋プラザビル3階会議

午繭憩時〜午後4時◇会場・東

2β︵土︶
〜午後5聴30分︑6月2

◇覆時・6月雛臼︵金︶午後i時

木事務斯計醐調整課までお問い

園園團圏圃

匿函団

東京の遵路事傭は大変悪い︒

先進的な試みが行われており︑

ては︑秘台審や宇都宮市などで

一般車の乗り入れ禁止につい

備などである︒

七通ウ︑環八通り︑酋都高速環

渋滞することで有名なのは環
状線などである︑

ナンバーの奇数・偶数および岡

もう一つの過激な方法として

乗者の脊無で市内への乗入れが

は︑首都圏を禽む大都霧圏での

幹線を除くと薙道は狭く︑違

交通の障害になっている踏切

法駐車の車ですれちがいも簡単

の立体交差や地下化も進んでい

自家馬車に莫大な税金をかける

綱限されている︒

るが︑増え続ける車の数に追い

にはできな塞

▽相沢久男様︵小谷﹀

遵の早鰯完成︑不昆している駐

る︒

策蒙事務漸 俵藤

数を減らす工央が窮められてい

とにかく東窟へ流入する毒の

りがとうございました︒

都内の渋滞は構遣上の欠礁で

ことだが無理だろう．
▽関根忠〜様︵藤倉V

三︑六六〇円

のご寄付をいただきました︒あ

醤o、26

つかない︒

欝の社会福祉のためにと善意

市木鐡i−1−3﹀

新潟県麗襯環境整備財闇︵上越

地域フェアV◇問い合わせ久財︶

室︵相談会︶︑1階南広場︵上越

について︑さまざ豪な方の驚え

あなたが共感する考え方や自

方が紹介されています︒

曲な意見・提案をお寄せくださ

ついて︑これまで︸殻の人々が

詳しいことは︑新潟県安塚土

い︒

知る機会や慧晃を書う場は限ら
合わせください︒

支えている遵︒そのつくり方に

れていました︒

と観光PRを開催55弓

Uタ嚢ン就職相談

建設省の諮問機関である道賂

雇絹礫焼整備財國 徹

審議会では︑平成十隼度からス
タ輩トする新しい道跨計爾をつ

Uタ奮ン彗タ韮ンをお考えの

あり︑放財状に薙びる図道・高

皆書んへ！

くるため︑皆さんの意見を取り
入れる新しい考え方を採胴する

介護罵電動ペット

のツケが墳綴したのである．

後手にまわった貧弱な道踏行政

人環の︸極藥中が紹いた悲鯛で︑

急速に発達した自動車社会と

で着工の目処さえついていない︒

蕎い地緬や計藤縫域餓戻の茂対

工事は︸部が完成したのみで︑

これらの幹線を結ぶ環状線の

している︒

東京で就職相談・雇罵傭報︒

こととしましたゆ

鹸

速進諮のほとんどが東票に集中

お

叛本的な解決策は都心への⁝

窺場の確保︑公些交通機関の整

般壌乗入れ禁止︑外環道や圏央

為β舞

霞

巻ぞ3い
瀦ジ憾y努

な偶

触
媒魁
鴇
聾鰍
ψ
輩餌

松之山町社会禰祉療議会

・

￠墓

鵡釜く箋

け？なう

ぞ蓼執

上越地域帯瞬村の協力により︑

郷土の観光PR︒特産最の即売

γ

搾

震硬

蛋活関連情報の発信礁併せて︑

ハ

このため︑提案の仕方などを

鶴

紹介した門キックオフ・レポー
ト﹂を希望者の方に差し上げて

⑳う

でもお気軽にお出掛けください︒
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