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・診．︸とが

東川小噺卸校は︑来年四月から
舩之山小凶．磨校へ統瓜馨

寝ー

の在籍艶童数がありましたが︑

などを考えて来︒導囲縁から松Z

まい︑児童数の減少と教膏効巣

七繊に浦田鷺分校東川校として

兜童代表の言葉などが寂しさと

のあった方々への感翻状の贈呈︑

つ︑来賓あいさつ︑掌校に功労

す︒この悲しい統禽を新しい飛

ならない時を迎え︑誠に残念で

東湧小学校の幕を閉じなければ

あがっていました

会場からは大きな狛手が

児童金員で記念演奏会

ばならない時を迎え、残念とあいさつ

2
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明治八年 開校以襲︑この︑
一ご︑年の間に約三︑ヒ○○人も
の︷盤無を送り出しで︑き濫︑したぴ

現在は籍校蕉十︸人となってし

昭稿赴年代には一︑︑二Q人以烹も

が十⁝月三日︑東輿小学校体⁝︑凹

・と一︑いしぶみの︑．

決求つてい康すが︑ルの

れ棄した︑

この嬢の式典には佐藤利拳町

山小掌校へ統合となりま窮．

館で闘縫

長をはじめ︑鑓義会議夢や郷教

式典は論．曝嬌平八郎実行婁鰻長

脊姿繰︑東川校友会︑灘学校職
輿︑地元地区畏り約二三〇入が

のあいさつの後︑統合に聚る蜜

開校し︑明治十七年臓は中尾に

躍の決意と受けとめ︑いままで

での経過報膏や学校︑長のあいさ

校魯を新築移転︑明治三十年に

期待とが入り交じった独特の︑雰

東川小学校は︑明治八年五月

搬撫して盛会に行われました︒

は現在地に校舎を改築移転しま

一麟の発展を期待します臨と詣

の惰熱を新しい母校にそそぎ

翻気の申で進められました︒

で︑ 閃兇童が減少し︑伝統ある

︑瀬條秀孝校長はあいさつの中

した︒その後︑何回かの改称を
しながら昭和三十黛年に現荘の
町立東川小学校となりました︒

掌校の思い患を語る高橋秀夫さん

西條校長が東川小学校の幕を閉じなけれ

され塞した．

学校への功労者に感謝状が贈鑑されました

つまでも冤守り続けてくれるこ

統く後の校書は︑地域と話し

とでしょうゆ

含いながら地域の活性化に生か

ーダーのすてきな膏毯がいつ豪

いしぶみの会と名称した統合

される施設として利罵されるこ

でも響いていました心

照職鰻の小林醸元校長と卒業お

も紅舞尾の神楽舞で華やかに闘

記念視賀会は︑乾杯の慮頭とと

レ仙紅な

かゆも

また︑思い出を語るとして︑

の嵩橋秀夫さんが豪雪や小掌魔

会しました︒東川小掌校の栄光
ようにしたいとの願いから認念

をみんなで心に刻み︑忘れない

誌や祝賀会を︑いし紬︑み﹂と嶺

ひとときを過ごしていました︒

趨ばなしに盤り烹がり︑楽しい

校閉脇の道酪には︑八月に建

．てしま3

当時の思い撫を︑そして激励の

兜童代袋﹇の露鷲︷としてふハ年生

欝葉が贈られました︒

糊思い蹴と

ともに︑多くのことをこの学校

の小野塚裕磁霜が︑

称されたものです︒

畑免のみなさんが蘂川校の思い

餐テーブルでは︑欝旧職淵興や岡

で学びました︒この罫校搬︑掌ん

杯学藻や体轡に励みま

たくさんの友達を作り︑カを合

だことを誇りに︑新しい学校で
わせ精

アぎれた呪棄川校跡・と刻まれ

す鮎と力づよく応えました︒

最後に実行甕興金から兇童隷

た記念緯があります︒これから
の建物と新たな地域の発展をい

は子供たちに代わって︑棄川校

記念鹸が贈瓢され︑全蟻で校歌

式典終了後︑毘激全鰻による

いしぶみの会では伝統輔嶽能

なつかしい顔に東川小学校の思い出ばな

孟蟹羅濁

中羅神楽が被露されました

3

を資唱し式典を閉じましたむ

認瓜︐心演奏が行われ︑会場はリコ

しで盛り上力くりました

蜘．

議

その後爾は上がり︑

の中で行われました︒

1寸F寸ー

冬癒も安心地域の溝性化へ

小谷バイパスが開通

十﹃月二十八縫︑園道㎜．菰
通し︑

隔鳥修衆議競議騨や村

が照

松二郎県議会議興︑佐

噸小谷バ︐4パス蘇

萩しく発成した磨安トンネルの
藤利篠跡参 によるテ

淵写の

入欝で安全祈験祭と闘通式︑休

バイ︒ハスの

鷺業畢朝刀ら瞭．．︑を醐始し︑み

餐に嶺き渡きれました︒降騰︑鋳

懲備点検を終え︑すでに鰍翫叢
リ

なさんの通勧や通掌のための遵

レト小㌧レふ

奉格的凝㎜︑冬

十二月続入

将羅巳の到来

しかし︑降購設など轍より必

路の確保にあたります︒

ずしもスムーズ続除．作叢がで

十一弩二十

です︒

轟ハロロ︑

きない場合もあります︒その場

欝晒盤燗沓︑

鴨除難対策会

めに遵踏除鷺等について︑みな

今冬も快適な憲漉を過ごすた

瀞はご理解をお願いします．

落総代や遵路

し家ザ︒

さんのご理解とご協力をお願い

れ︑町内の集

議無が溺縫さ

れた建設業養︑

されます嘆除霧テ爾表

今冬の除露計醐絡線は︑醍布

除璽を婁託さ

まり︑今冬の

保安要員が集

バイ㌔ハス工璽ツは︸率瀞脳二驚度マに

年ぶり紅欝の豪雪対策本部が設

今難の二月は大轡となり︑十

松代果水島線など二〇・二㎞で︑

除雪延長は一八・六㎞︒嬢道は

麟遵は三五．︑賜〇五讐線で

ください．

着工︒道踏改築ヱ事は︑子安ト

置され︑また漿災轡救助榮例も

▼國・県道の除雪

ンネルやスノーシェルタ⁝など

ます︒また二毒線︑一車線の確

禽わせると三八・八㎞を実範し

除雲計醐につい4 濤し禽いが行

で開通越蔑は︸︑ご⁝Om︑まー 適胴されるという藻聾に見舞わ

われました︒

た蠣麗興も六mと広くなりました︒㎜ れた冬でした︒

闘式後︑町長毒を先

闘通を祝いました︒

リが伊誓われ

撫砦餐によるくす玉翻

ープカット︑また工事

養栂センダ享で祝賀会が行われ
ました︑

闘通式紅は︑黒事関係餐や地
元小谷集落のみなさん触約蕗二

牽人が参趣︒この撫は朝からあ
いにくの雨模様︑そのため交通

安全祈願祭は設営されたテント

を上げて闘通を切望していまし

工箏は七無の歳月と事業費が約

禽バイパス

た︒これからは冬でも安心して

三十億円で完成しました︒

灘獄罵紅全蹴興が窺・で小

通れます︒観光の闘発や振興︑

約三十億円

祝賀禽で佐藤購長は︑

噸町民

の通り初めを行いました︒

地域の酒牲化において大きなプ

・纂業費

◇小釜バイパス工事の概要

カ月予報の隣灘量は︑

糧十二月

課局と二月は冬

型の気荻配鍛が強まり︑一時大

は平銀並み舳

保を縫標羅除雷が行われます︒

ラスとなります︒バイパスの闘

．盤の恐れ臨との予報です︒どう

や︑︑今冬も大懇に対する十分

4

萎

新潟地方餓象台が発表した三

通を町罠ともども書んでいます漏

︸︑

り乎安トンネル巽一駆六

ご一〇m

・闘通砥長

とお礼の誉葉を述べました︒

内謡訳

搬︑小谷トンネル嚢二六六m︑㎜ な備えが必要のようです︑

いままでの罵遵三五三畢線の
小谷地内は遊路の纏愚も羨く︑

町では冬獺闘の生濡遭踏を確

急こう醗と急カーブで特に冬の

㌔斌甲

灘

鳳

幽謝

小谷スノーシエッド嚢六闘m︑︑ 保するため︑道驚除雪は購内の

建設業餐などに婁託︒除露車は

。嚇、

嘲

アカゲラがデザイン
スノ︸シェルター糞九九m︑

遭賂魍かり部嚢誠照五拠

Σ

＼︑

褻

多

子安トンネルの入臼には雪割草と

雲道は雪繭の危険カ所などがあ
り︑たいへんな難駈でした．

縦

國選3欝畳

壁鰯懸欝灘灘濃懸畷睡
牽轟月十二臼︑上鯉濾トンネ
m︑露道三五三号と上籔池集落

上鰻濾トンネルは全長二︸一

膿2月

▼町遵などの除蟹

く松之山と湯由識間で行い︑その

なお︑歩遭除雲は昨銀と縄じ

上車を使って行います︒

線の照五・九㎞を実施︑また道

除雪麺長は〜・七㎞となります︒

賀会に参加したおばあちゃんは︑

やすい状態です︒転倒してケガなどしないように漉意してください︒
す︒長生きしていてよかったで

＠滋路に雪を鍍6ない！

従い︑絶対に近寄らないこと︒また︑除露後の絡面はたいへん滑り

除雪車やぼ雪章の周辺はとても危険です︒現場の作業員の指承に

⑥線蟹箪には近寮らない！

雪のとき韓移動できるように理場に待機するなどしてください︒

菓が故障した場合などやむえず驚上駐車する場禽は目印をつけ︑除

除聾の障蜜となる道踏上の夜間駐車は絶対にしないでください︒

＠道踏に康を止めない！

踏繊蟹は各地区の保安要轟が雪

町道松代松之山線など五二路

Σ

﹁本当によかった︒夢みたいで

灘轍鑛難灘繋懲鐵麟顯鐵難叢
ルが完工しその竣工式と祝賀会

翌七年には貫通し︑この臼の竣
工となつたものです︒

竣工式は俊藤利毒購摂らがま
ずテープカット︑続いてくす玉
劃りが行われました︒その後︑

全員で歩いて通り初めを行いト
ンネルの竣工を視いました︒

i藏 袴鰻会魅蘇湯楽心藪つの穂覇発建

口5月

8臼 俊藤大治蔚議会議長紀勲晒等瑠窯章

oβ露

玉6iヨ 天然誕念物鍵湯出の大戦幕き還伐採

23欝

藥内長寿2番霞の禰原タマさん蒙賎

26資

驚プナ条倒の鰹1竃

9鑓

07紹

4弩 保健センターの安全撫願祭

93月

23貨 パイオで塔i魑のササ澱ジ溝寄贈

鎗醸

N簸K輝小さな旅書懇松譲出瞭敷駿

器臼

ナメコ簿成施設の竣鐵

口額月

295

禦勲事選挙、衆議院議最選挙

5臼

餐蜘政光藩購麹こ勲圏等題鐙小綬章

9鷺

松之出宙掌校蓉o糊無説念銭典

ま2鷺滋綴瀧熱ンネル驚竣驚銭

王籔

︸

L

7 美人赫で醐がれた凝ンサー
トには謝人がつめかけた

印2月

道賭に薗した象の屡根の懸下ろしは︑総代さんの指示続したがっ

す娠と譲し︑会場には集落のみ

日4月

祝賀会には 集 落 の み な さ ん の

松老滋晦総奮誹薩が答騨

東斑小がり識一ダー全國羨会璽銅賞

て行い︑むやみ鑓遵踏に落とさないこと︒どうしても遂諮ば雪が落

蕊欝

29籏

なさんの欝びの笑顔があふれて

沖纒との交涜嚢

手作ウ料理も叢べられ︑トンネ

縫3月

ちた場禽は︑人や黛が通行できるようにしてお︸てくださ心︒

3鐵

麟遵3S3暑小谷バイパスの闘遙武

2＄欝

東絹小学校統念認念武典
3臼

盗竃福祉事業推進瞭縷盤嚢匿嚢彰
呂段

山柑留学鎗周年翻念銭典
3蝦

東絹小学校統合認念脾除幕践
綿段

豪雲懸県の災審救動条翻溝適鶏

いました︒

美人林で夢ブ藷の森羅ンサー騰
2撫

憩黛ぷ御こ豪雪薄策添部誉設罐
葺鷺

ル内で盛会に行われました︒視

膨朗

を結ぶバイパス︵羅縢六m︶と

温象ス洋一場で膿鱒蒸灘一i犬会

が上鍛濾集落のみなさんも参加

照黒倉分校瞭彰ふ鷲あ恥灘繋鱗一誤，

i7礒

嘲

5

狢藏

して養工︒平成六年に掘翻闘始︑

脳月

して行われました︒

松之田町の
一年を急りか鍵っ葱

小野塚保

まい米を作り︑塞たpRもやっ 米作り に明る崩鷺の難渠を

米が過剰と露っても︑うまい

米

牽はどんどん売れています．う

米

学生︵園畏年金︶︑繋社．興ハ摩

の擁入記録の確認に蒋閣がか

の年金謝度に撫入しギ隔いた人

かってい家したが︑迅運か

的確鑓対臨榔・きるようになり

︵共済綴瀞︶︑

ます︒

鉦軍金︶︑・

鐵営業餐︵醗畏無金﹀というよ

入期聞を薫確に蜘りなかった

受ける人が亡くなった人の撫

れてし蜜ったり︑遺族年金を

では本人が以麟の撫入歴を忘

◇年金を謂求する場禽︑い濠ま

う轍︑ひとウの入が職業を変え

た場禽紅は︑ひとりで一︒︸︶の年

金綱度に擁入し︑それぞれの年

金番響をもつことになります︒

ために︑その期闘が葬金額に

そして︑禰㎜入期闇凹の記録の亭︑れ

ます．そのため篇つ以上の年金

ぞれの爺金綱度で管理されてい

反映されないこともありまし

皆さんの糊基礎奪金番簿鮎は︑

掘握できます．

り︑撫入鰯間の記録が確実に

金番簿嚇を使耀することによ

た︒しかし︑一つの珊基礎無

鋼度に撫入していた人の擁入期

問を︑迅速に確認することがで
きませんでした︒

礎年金爵鍮︐賑が導入されます．

平成八年十二月に糧基礎黛金番

そこで︑単成九節一月から弾基

触入する無金翻度が変わっても︑

費o
＼

120ミ366き288臨／

礎年金番号臨縛禰談電謡

なお︑分からないことは欝暴

弩通鍛撃でお傭らせします︑

年金番讐は引続き岡じ番畢を使

︸つの

蝿基礎年金番弩賄を使期します壕

懸します︒生涯を通して

金の撫入の届患をしていない

◇会袖を退職した人が︑臨罠年

6
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て松之由の うまい米・売れる

平成九年一月から

知って得する年金知識

冤餓しましょう︐

だ〆・と分か爵⇔レ︸むり︑ かノンパク

図．丸衷したものです︒ご麗いた

であり︑タンパク質を低く郷え

質は七％以下にすることが大切

あの戦中戦後の食糧難のきび

料目農林水産省︶

しい時代から私た軌農家が守〜

るには倒伏をさせないことが肝

て来た米作りも︑今となっては

場為等︑属出が必要なア︸とを

袴えられーいほど米が過剰と醤

現登︑公的爺金綱度は灘鰻奪

基磯年金番号がスタート

國畏⁝入轟たりの米の消費鍵

お籟らせすることができます︒

心だそうです︒

そこで雛今の米作りは灘より

ら昭秘三十年代後単以降減少を

金︑藻廉茗金︑共済組合の大き

う購代になってきました︒

質の瞬代に入り︑いかにして食

く三つのグループに分けられて

でも︑郡内のスーパー羅シヒカ

◇葎金報談等の圭合︑二つ以上

キ撒となりピーク時の約黒ハ翻ま

続け︑平成弧篤度︑は年六九・一︑

に渡来したと欝われ︑わが羅の

リ懸地の紹介と表彰などがあり︑

いまザ︒

ました︒

餓候風土に適した作物として次

販優秀欝には松代購スーパー隷

で減つてしまいました︒

瞭の良い米を作るかとなってき

第に栽培地域を広げ︑弥生縛代

シヒカリ懸地︵漉就︶が選ばれ︑

先総の﹁お米・フェスティバル無

中鯛には北海道を除く欝本列鶴

松之山の懸地︵松縣﹀は浦川原
と共に優秀賞として蕎く評甑さ
れました︒おめでとうございま

図⁝iをご覧ください︒これ

した︒

は︑食昧を支配する叢な要囲を

の歴史をもち︑私たち欝本人の

このように穏作は二千無以上

した．

各地で栽培されるようになりま

ごろの縄文時代晩期に九州地方

田本の穏作は︑紀冗麟鰯繊紀

紅ついて欝いてみました︒

しました啓そこで︑今回は﹁米観

バル﹂があ導︑約三蕩人が参癩

い館で﹁東頸城お米フェスティ

十月二十九鷺に大島紺のふれあ

今難の撫作はいかがでしたか︒

松之撫町農業委量

生活や文化と深く結び付きなが

盤濃1，噺噸

売れる米づくりへ
︵資

遡歪・評ヒ轡床

済6，18
うまい米

ら発展を続けてきましたの

食昧を支配する盆な要國
図一1

農塵委艮塗通猛

松墨保轡所

3
5名

45名

保育所入所園児

浦礁保鷺斯

町では︑平成九年照月から保

曹駈に入所を簸望される園晃を

く入漸の基準V

集

募

①保護餐が労働に従事

募集しています︒

三歳晃以上のみなさんには案

し︑乳幼晃の保袴に

欠ける場禽

内書を差し烹げ豪す︑未熟児の

特別な案内を差し

②保護餐が疾病などの

（燃えるごみ一2種類一）

上げませんので︑入所を希難さ

てからすててください療

ため︑乳幼兜の保轡

それぞれ魑分する場所が違いますので、係員に確認し

れる方は︸月二十購︵月︶濠でに

ちんと分溺して搬入してください。

と認める場禽

◇燃えるごみ（2種類〉と燃えないごみ（4種類〉をき

︿保欝料﹀

協力くださるようお願いします。

③その飽︑町長が必要

方もおられると思いますので、その場合は次のことにご

に欠ける場禽

です。そこで、清掃センターへ直接ごみを持ち込まれる

各保膏所︑家たは役場の饒罠譲

妬名

今年もおしせま！〉、大擶除等でごみが多量に患る時糊

禰祉係までご連絡ください︒

松之由保育研

ち込みする方へお願い！ゲ

︿各保膏研の定翼﹀

清持

掃センターへ直接ごみを

平成 き年度

①盗ごみ、新聞、窃切れ、紙おむつ、発砲スチロール、
プラスチック容器など→・焼却場へ

③木製家異、たたみ、窃懸、マットレス（スプリング

④乾電漉帥乾電地保管場所へ
※直接ごみを持ち込む場合は、透明なもぴ）であれば袋の
指定はあ1）ません。

※スプレー留、ガス鋳は中身を使い切り、必ず穴を闘け

塞

道懸

魏

縷

叢

難 嚢

纏

※持ち込み料金、受付時間等は「平成8年度家庭ごみの

津南

地域衛生施設総合までお尋ねください。費麗劔一65一一鱗筋
7

冬壕ぞ︑気温がマイ亥4℃以下紅なると︑給

ごみの患し方等で分からないことがありましたら

水管や水道メーター︑蛇鷺が凍って︑水が出なくなり︑

事故のないよう紅気を付けて搬入・処分してください。

寒さは水道の大敵です︒気象逢報に淫意して︑異鴬

年末卑始は大変紅込み合います。係員の指示に従って

しょう︒

ください。

低温浅意報などが出たときは︑特に凍結に気を霧ま

効率の良いごみ処理を行うため、疋しい分別にご協力

▽給水管や蛇澱には︑布切れや悉布︑あるいは専爾の

お問い合わせください。

凍結を防ぐ篇はこんな方法で塁・

スボンベ、消火羅などは処理できません。不畷のものは

保温材を巻き︑ぬれないように上からビニールテー

働タイヤ、バツテ脳、麟車の車体〉大型農機勲ガ

プをすき間なく巻いてください︒

くず、米鋒電線、塩ビバイプ疹自動販売機、営業罵冷蔵

▽水道メ⁝タ⁝ボックス内には︑布切れの保温材がぬ

残抄ペンキ、農薬、薬融魔蜘廃酸跡くず、おが

れないようにビニール袋などに入れて︑水遵メータ

勝住宅や作業場等を解体した建築廃材〉土砂、汚泥、

ーを保護するようにしてください亭

いでくださいo

▽水叛き準不凍栓を使期しているご家縫では︑お体

◇産業廃棄物は処理できません。次のものは持ち込まな

み蔚や家を留守にするとき︑忘れずに水抜きをする

で、年始は圭月4環から平常どおりの業務となります。

ようにしましょう．

出し方」をご覧ください。隼来は鴛月30臼の午後3蒔ま

∞﹃．
継
破裂したり︑水道の凍結事故が急に多くなります︒

鐵

灘

灘

てから搬入してください．

國の基準に基づいた町の基準

金属類などの不燃性糧大ごみ→糧大ごみ保管場所へ

額裟による︒量帯の扶養義務者

ン灰、陶磁暴類→最終処遅場へ

③電化製轟、ストーブ（燃料は抜く）、塞カン以外の

︵父母︶の謙税額紅よって決ま

②空ビン、板ガラス、電球、螢光管、焼却灰、レンタ

ります︑

①窒カン、アルミ鍋・やかん締糧大ごみ処運施設へ

詳しくは︑役場の住戻諜禰祉

（燃えないごみ…4種類一）

係へお問い合わせください︒

鷹6−3玉3i36﹀

は外す）などの可燃性糧大ごみ吟可燃物せん懸機へ

3葱菟やお便秘お待ちしています

みんな：

この駆一ナーで濾、みなさんからのご意見やお便りなど

．

をお待ちして恥ます。窮内のス潔一ツ、文化懸体の活動紹

の

鑑広場

介や仲間の募集などにご穂驚ください。写真や絵薩・イラ
スト麟ども大歓逓でず。お気軽にご投稿ください。

隻薄暑の締め劔り欝は、鶏月鈴B鐡です。送付先は松之
出晦役場総務課行政係、広報挺蜜象で

わが家の人気者

松之山町名老百選

1㊤F寸1

新たに4名を認定

十一潤十囲臼﹁名老薄選の集

で九年目となりました︒

松之山の歴史を支えてきた方

念して制定され たもので︑今葎

今年新た紀認定された水梨の損

いしが櫨木齪旅館で闘縷され︑

沢博さんら鶴名のみなさんに認
方が︑暮らしの中に伝えてきた

うと︑七十歳以上のお年寄りの

．み ほ

美穂ちゃん登場（3劇
滝沢憲治・友美枝さん
（松之寅・町営住電〉
こん紅ちは、わたしの名繭は滝沢蔓穂で
ています︒

選び﹁名懇蟹選しとして認定し

今奪の十一月現筏︑三十九名

が名老蓉選として認定されてい

︵敬称賂︶

ます︒今隼認定された方々は次

のとおりです︒

▽相沢博︵水梨・横手︶彗ミニ

俵つくり▽村山暴⁝郎ハ坪野・

水上︶諺釣り▽畔上勝治︵上之

山︒太郎善﹀奪猫ちぐらつくり

▽栂由俊治︵松之山・就蔵屡﹀

材出俊治さん（舞3歳）

文化や技術を後働に残して行こ

中からその道のエキスパートを
鮭菊づくり

畔上勝治さん（祷歳）

定謹が授与されました．

松之山紛名巻颪選は︑昭秘六

村山基一郎さ1ん（89歳）

十三奪に購鋼施行三十周驚を記

相沢 博毒ん（72歳〉

く気

す。今年の3月、東察の港駆からパバ・マ
マ。お兄ちゃんとわたしσ）4人家族でバパ

が生まれた松之由にやってき豪した。

離に住んでいたところは、ホテルやお寺
がいっぱいありました．松之1．し1は蕊や木、

小鳥たちがいっぱいで大好きです寮

わたしは去年の秋に…度、おじいちゃん

の家続遊びにきましたが、冬ははじめてで
す、これから露がいっばい降るとパバから

聞きました、寒そうだけど、短掘お兄ちゃ

ご協力ください！

ほくほく線の
事故防止に

ほくほく線く北越馳線︶は︑

来春の開業に陶けて翻練・翌熟

運転を実施しています︒

運転は︑ほぼ毎欝ほくほく線

内を電車が定行します．事敏防

は絶舛に立ち入らないようにご

止のため︑線賂等鉄道施設内に

協力をお願いし濠す︒特に次の

ことにご濾意ください︑

▼線賂や駅等への立ち入琴禁止

たこ

▼レ韮ルヘの灘一き箱簿︸いたずら

の禁比

北越急行株式会鮭

▼線路周辺の凧遊びの禁丘

んたちと霧遊びができるのでとっても楽し

みで鶴
いまは毎臼、お絵かきやねんどで遊んで
います。春挺なると保膏醗です億保欝所の

おゆうぎ会を見てき豪したが、楽しそうで
した。おやつにいちごが食べられるかな．
春になって、保欝所に行くのが楽しみです、
【お母さんから…欝葉

やさしい子続なってほしいです

8

オズヂシバリ

だ自

（キク科）

然

騰轍轍猛える多鱒．膿はいが

5〜9C瓢，茎は地面帳く鱒．す

漏蝦驚糊き⑳／
瓢、碧驚髪轟霧鷲バリの名∠二｛

脚工澄んで心も澄んでふ！三夜

まつのやま文芸

深み行く山鮮やかに秋の暮

舌下錠いのちの小火へ待機する

兵だった臼に蕊た戻る酒の席

川

柳

草紺正孝

過疎の籾蕊たご多幸を祈念され

倉二枚㈱︸

瑞三小
子浦泉

黒

百歳に聞けぱ薬は止せと言う

柳友作贔紹介

佐藤知浩さん︵黍越島︶

共自髪誓った婁が髪を染め

身に覚えあって噂の輪を抜ける

｝が如鰐鷺鐸

昭秘6年2月生まれ魚座
地方公務員

鯨年、滑って慮まるワックスを目標続ワ
ックスを塗っていますが、今隼は全大会で．

それができるよう頑張りたいと思っていま

す、今奪もスキー教室が始ま管ますが、小
学生は登t〉の滑り方がうまくないので、そ1

こを露点麟したいと駅います・1

生きていく

㎜㎜㎜ ㎜｝−㎜
㎜㎜
㎜皿
㎜

㎜
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佐藤翠子

ワックスマンをやっててよかったときです。1

みんな一緒に

佐藤多美女

うように酎倉して塗ります。ワックスがう

まく合うと子供たちは自分のカを出し切り
良い成綾を取ってくれます．この瞬間が、

ー⁝⁝⁝垂ーー⁝⁝⁝i⁝ー⁝ーー⁝ーし

現在はワックスの．種類が多く、より滑る
ワックスが闘発され、それを大会￠）雪に合

一人じゃない

俳 句

種類か混ぜて塗ることです、

秋深し煙たなびく峡の餐

塗るわけです力黄、共還する点がどちらも何

12月糖〜3欄

天水越︵中段︶

ワックスと滑り丘めのワックスの2通9を

天水越︵林︶

ク鶯スカントリーのワックスは、滑りの

歳末たすけあい募金

紅葉山猫いて改良工事かな

キーをやっていたことがあり、現窪松里小
学校でワックスマンをしています。

ヂー；i⁝⁝旨⁝⁝ー⁝

いよいよ冬が到来し、スキーシーズンが
始まります。冠、は以繭ク鷲スカントリース

浦趨原村で
税金教室が開催

U月四臼︑浦川康村中央公戻

館で郡穏税教資推進協議会が窯

ました︒郡内6町村を紺象にし

催する︑税金教豊﹂が醐催され

た税金教窯は初めての試みでし

沁人が参加し﹁くらしと税金し

たが約6
0人が参撫︑当町からも

など身近な内容に熱心に聞き入

っていました︒協議会では︑﹁税

金に対する関心と理解を一人で

も多くの方から深めてほしい﹂

と誕していました︒

ooG口o蟄OooOGOoOooooo

皆さんからの議題、情報お待ちしてもます。

総務課行政係

盈6一綴訂内線23

交通事敬はこわい、夜は夜光反射材を

安協主催の高齢者交通安全教室が開催
難月8鷺、町交通安全協会が主催する「高齢者交通安全
教室」が驚民体畜舘で開催され、町老人クラブ会員のみな
さん約60人が参癩しました。まず、安塚警察署の丸山交通
課長から郡内の交通事故の状況や交通事故防．止についての

お話し、その後駿麟の上映と夜光反財材を使絹した交通安

全の実翌が行われました。歩行者が反鮒材を着けることで
運転手から早く発見でき、夜問の交逓事故防止に役立つと
様が実演され、事故の締さを痛感していたようです。

騒顯i瓢騨騨響 i伝統をみがき、新しい歴史と伝統へ
松之山中学校で創立50周隼記念式典
！1月9臼、松之山中学校で創立50周年記念式典が行わ

1れ、佐藤利幸町長や町関孫春、泊職員など約300人が串鷹
iしました。式典で井賠政芳校長は、罫輝かしい伝統にみが

1きをかけ、新い懸難伝統をつの・みなさんσ糊待に
i応えられるようにして行きたい甫とあいさつ係豪た、来賓の
…

i紺松二郎県議会議鐘は鷺0年の問、多くの蕃難と喜びが

iありました。これからも、すばらしい歴史を積み重ねてく

潔 iださい毒と祝辞を贈りました。簸後に在校生が毒：びの誉

き
i葉、そして全員で歌を合唱して創立50周年を祝いました。

喜びと祝福、水梨・黒倉集落民が交流
町道の舗装・改良工事で合同竣エ式
n月玉帽、聴水梨黒倉線舗装覇遵なべづる繍娘の
竣工式が饗三省小学校の体脊館で開催され、佐藤利幸町長
や水梨、黒倉集落戻も患鷹して盛大に行われました。式典
で相沢良三実行委貫長は、窪立派な道蕗ができました。今
後は活性化に結びつけるためにも大いに利摺してほしい議

とあいさつ．その後、工事経過報告と来賓祝辞が行われま
した。祝賀会では、水梨・黒倉集落のみなさんによるアト
ラタションも披露され、二￡事の竣工を概うと共に集落罠絹
互。の交流も深めていました。

0

1卜F寸1

話していました。また、野外で入形を使った交通事故の模

町商工会蕎葎部が

チヤリティーゴルフ
で不老閣に寄付

難月7藏︑購商工会轡年部が

詐

麟

要」や「宿舎や交遜便の確保」など多くの意箆が趨されま

烹催する第2懸購長杯チャリテ

「特色ある学校づく箏が必

ィーゴルフコンペが醐縫され︑

ついて意箆が交わされました。

そのチャリティ⁝金額50︑3

が続いており、町内外から1甕徒を獲得するための方策等に

q

子化等によりここ数年松之1亙．1分校への入学生徒の定員劃れ

5

纏

U月焉欝、安塚高校松之由分校で第2回松之出分校対策
検討会が闇催され、儀藤購長や霧識者が戯摩し蜜した。少

00円が特溺養護懸入ホ！ムの

妄塚高校松之由分校で対策検討会開く

i

事
手
−
手
き
！
1
ター
モ
■
皇■
多手
ヨ
⁝
ミ■旨
ξ
i旨
■⁝
■
挙
⁝
ダ
■手

特色ある学校づくりをめざして！

不老闘へ寄付されました︑秋購

れの暖かい黛和に恵まれ︑今回

レーが続餓するなかなごやかに

は24名が参繍し︑珍プレー名プ

は来箏も予定きれているそうで

行われました．商工会膏年部で

と議していました．成績は次の

︽敬称絡︾

大勢の方から参加いただ毒たい

とおりです︑

好夫︑第3位糞嵩橋勇

◇ 優 勝籍小由清︑準優勝蓑村山

鐘郵

したが、今後は、特魚ある学校づくりについて検討を進め
る予定です。当面は、分校へのよ．ナ…繕の運解を図るため、1
町広報紙で分校のPRを行ってゆくこと1こなってい濠す。 ミ
i

1掘り出し物、自慢の味は大盛況
，

山村留学松之山学園で盛大に収穫祭

…

i 難月鴛藏、出村留学松之山掌園で第欝期生の収穫祭が
き

i行われ藪した。今年も擾佛のバザー1こは、購内各地から
i大勢の驚髭が詰めかけました．会場には憩〜200円と格
き

i安の品物力磁び、子洪たちの墜一、いらっしゃ一い！」
き

iの元気な呼び声が響き、衣類や食零などが飛ぶように売
…

iれていました勢濠た、焼きそばや焼き鳥、特製ラーメンなど
も

i松之山学園ならではの薄慢の昧も豊べられ、袋いっぱいの

i買い物を手にしていました。午後からは懸究発表や由留太
ぎ

1鼓が行われ、会場からは盛んな拍手が贈られていました。

貴重な写真集を第2のふるさとへ
ふるさと会員の宮田糞雄さんが町へ寄贈
東憲都港区に荘住で、当松之山町のふるさと会員でもあ
る寓源欝雄さんから町へ図書の寄贈があ箏ました。宮繊さ

んは、鷺本銀行などの内装を手掛けた方で、この写真集は
たいヘメ、貴重なものでした．現在は仕事を後継者に譲り、

棲場しなくなったので第二のふるさと松之由の人たち紅見
てほしいと寄贈されました．理在、職公災餓図書として蔵

離纏います．図翻麹繍醐係が珊、礁の臨季関
係が玉縄、騒、警関係が鴛腿、璽要文化財関係が毅飛の禽讃
56轟｝です。貴璽な図書をありがとうございました・

とー﹂ ∂

◎

2ゆ須

り

輪

う﹄

・湯

松之山町生涯学習だより

ハ、、

ゆとりくん

Nα3喋公民館

費6−2265

事業案内㍗㌔

教室は︑

毒

ニコニコ教室

今年簸後のニコぶ

騰翻灘，，

IooF寸1

命年も葛餓区の小学4〜6年

龍得嶺を迎え︑松之由町の 5年

3妾と交流会を行います︒
熱3

到

鐙轟じ溺

武田
楽しいクリスマス会

ゆ ら

罠泊先との対．面式

o

る〉

キ淋・で・ 瀟パ

露上レクリェーシ欝ン

鱈・

もちつき

渡辺淑子さん勉

ワラぞうり作り

講師

箆趨器繕q
⇒︺

費罵材料実費

スキーレッスン・そり遊び

葛舗区の皆さん帰窟

場所 休養村センター

閉校試

時問 年後7：00一

露月器藏㈲︺

期獄12月13縫（金〉

▼葭程

葛鱗譲の皆さん到着

︹遡月26鷺鯉

ください。

サンタさんがすてきなプレゼ

ントをたくさん持ってきてくれ

鴛月U鷺㈱

調校式

露月游籔轡

るよ︒チビッ 欝 大 集 合 ！

▼期9

自然休養柑センタ⁝

みなさんお誘いあわせのうえご参撫

午蔚3購〜U蒔

回の女牲ネットワーク硯修会では、本
場のキムチ潰けに銚戦します。

▼場所

o〜
︑

峰

㍗
︒oマ

濃物のおいしい頃となりましたo今

O蔭

タに挑戦

㎜
へ

本場のキムチ作

▼時問

驚

女性ネットワーク購修会

撮当

］

スキーも温泉も 欲ば ，スキー場！
松之斑温泉スキー場
楽しくなければ盤涯スポー一ツじゃない。松之山の素曙らしい大自然の中

でスキーを楽しんでみませんか。⑫月中旬〜4月まで！
リフト料金
王團200円半臼1，800円 耗ヨ3，000円
レンタルスキー セット料金3，000円
ゆうゆうノぐツク
王浪2食でリフトi日乗り放題！8，000円から

しイ℃

エィ・簿顎

1騒

灘鍵2

松之山町観光協会

轟灘

問い合わせ

澱鮒5
犠孔、つ

6−30難

松之出冬のイベント情報
引2鰍4臼ζ旨スギー霧ズーフン（1．ノフト舞つ臓題〉

●磯舅2欝鱒新讐嚢上もぢつき大象
04湾狢8瞬すみぬり祭り、毒瀞撫ブ
02鳶渥8碧§・281鋤第43翻松澄むljス卑一競幾裳

●2目88む簑・9難総越後総之密職嚢塾
03鍔228韓」第5濾サ9モン＆テーラーメイトこ
鋳＄Tカツフジユニア｝フルベ〕ノ大象
●3昌23蓉麟梅2磁蕩黎スキーか一一ニバル

フエニツジスアル丈1ンヌ卑一穴禽
●4霞2§鑓18）簿宝翻松患↓懲蜜ラ鷺スカント」、

卑一選拳擢穴象（裏鐵毒趨原）

一ス

越後松還幽温泉
鎌鞭勲襲
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樵会教奮の推進窯体は教膏婁愚会の祉

、

i

モ

ミ

i

とき

i

一，

i会教欝部周が申心となります．これに対
き
iして生涯掌翌の推進窯体は、行政の首長
i

l

予備臼

i

i
き
i

場斯

瞬罠グラウンド

i

き

l生涯掌習σ）取り縄みの方がよ9広くかつ

i

蒔間 鐙蒔〜蕊蒔3ひ分

i1
き
lキ

内容

紺象

き

講騨

i学翌の内容鍛吻法騨瀦の決める紛で・糟者i

ゆ視煎伽た考えです。このた粧涯糟は、社会教育1

ヨ

ワクシングテクニック

滑走実技

i
i
i 生涯学轡は、人々の自主的、自発的なものであり、その i
ミ

12月25鷺㈱

窪然休養村センター

う

部局が中心となっていま す。 したカ§って

ii 総合的であるといえ蒙す￠
き
iモ

i

三2月笈5B（臼）

小中高CC部翼及び指導者
麺嬰鉄雄氏（十覆購総奮高校C

十欝晦総禽蕩校C

C部監督）

C部生徒

ミ

と比べると、緩織的なものといえない個入的な学翌といっ

ミ

iたものもその対象となり、首長部罵において特定の行政目
き
1的のために行なわれる事業もその短象と考えられます。こ
き

1のような広がりをもっ姓涯轄のための紬づくりは・

1社会教膏における取り綴みよりもより広い観点に立ったも
き

1のです。
…
…

1 以上が、生灘学習のまちづくりと難会教育の違いの主な
も

i点ですが、生涯掌習の基盤として期待される祇会教育は、
き

i まちづくり￠）実績でもあウ、その役鶴は重要です、生涯掌
モ

i欝の豪ちづくウが、まちぐるみで行なわれるようになるた

1塑遡雪1塑こと力轍れて嚇

安塚町にある﹁かやぶ

き爽術館しでは︑松苗

正靴による絵懸約80点︑

江添鴻人氏による立体

︵かやぶき幾家︶約20点

が展示されている︒

嬢

あと数牽奪もすれば無

ビ㍊

矯，

穣い貴重な茅麗根罠家の

＿一、ノ脚》
ノば㌔げい／い！、

くなつてしまうかもしれ
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文化が絵爾と膜型で残さ
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●
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iシベリア嘘淋
1
（番月暴男ものがたり）
し
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を
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キ

キ急一とット
h

？篭気暖
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1

S・フライシュマン
撫越文子

、

鋒〜＄3

塾へんてこ動物圏
も
かこちゃん

大友康夫

〜〜〜﹂塁

ふしぎなたんじょうび

鍛

》〜

啄05

高嬌文子
篤顯始

㎜ 髪盆鑑．松峻

滴滋
瀬ろむ2

霧所︺

ヒラリー・クリントン
シーラという子
トリイ・L・ヘイデン
入闘は野牲動物を嘗れるか
小漂秀雄

安塚購安塚躍ー4

柑中みんなで

02559︵2︶2048

松山千春

ドナ・ウィ亨アムズ

父場還

ここぞ）という名の贈りもの

小・中掌盗㈱円

松霞千春トーク全集ドらいぶ」

大人謝円

バーダー編集部
鶴騰輿磁

小掌生来溝無料

藏奉の鳥
購れのち購れ

蟹業蒔麗

葛橋隆輔
霧農一一博

午蔚紛蒔〜午後4聴

図解ゲートボール
踏議れた菱は強くなる

1

の

費6−3王31

η月4段から
第銘回人権週間
た場禽には︑三驚猛篠までに

理師のみなさん3

業届の提雛を輸

なゆる
奮22

の飽多人数に飲食物を調理し

て僕与している施設

平成8年鴛月繊露環鹿の状況

◆麟患の期隈

を記入して︑平成9年三月婚欝

︵β曜環︑祝織︑國幾の休懸を

除く︶まで紅属け出てくだ蕊．

◆騒出の場斬

就業顧患受理覇聞として新潟

県獺事が指定した鴛懸法人新潟

県調理舗会本部糞たは︑調理締

会東頸支部事務局︵松之山温泉

の鯛星旅館︶ー郵送可ー

衛生係に爾意してあります貸

届畠矯紙は︑役場住戻謙保健

◆鵬出絹紙

◆騒出の必要な調理舗

⁝24︸6王33

または︑上越保健所劔0255

社懸法人新潟県調理師会本部

◆問い禽わせ先

介類叛売業︑そうざい製造業

・飲食膨営業︑喫茶店営業︑魚

従事している調理麟

次のところで調理麟の業務に

ださるようお願いします︒

りますので︑就業縄続ご協力く

今奪度がその実施年度にあた

懸を串すことになりました︒

とに働いている調理麟は︑就業

により︑平成6無度から2年譲ア狐

平成5年の調理舗法一部改正

新潟県調理簿会

6

ご4

1①F寸1

で醗達興にお渡しください︒

め︑回収させていただきますの

なお︑お履けの際︑不筏等に

︵NTT電話醸お属けセンタi︶

より配達蝿に手渡しできなかっ

毎年鶏月4績から憩薦までの

にご連絡いただければ灘収紀お

臼〜璽2月3田

璽2丹

上越人権擁護委員協議会

一週間を糧人権週間恥として︑

る立場から︑資源を有効に利粥

NTTでは環境保護を推進す

樹いします︒

みなさんに人権尊重の呼びかけ
を行っています︒

今年の人権週間の強調テーマ
は︑①﹁子どもの人権を守ろう﹂

12月14臼（土）予定

年末の交通事故防止運動

⁝⁝ーー⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝1⁝⁝モ⁝⁝⁝⁝⁝⁝﹂
︒寄宿愈︑掌校︑病院︑事業所︑
され窪す︒電語緩の回収にご協
禰祉施設︑老入保健施設︑そ

のご慧晃︒ご要望等は︑NTT

するとともに︑再利粥する取り

その一環として︑今までお使

電議縦お騒けセンタ⁝償Oi

⁝﹁いじめ﹄をしない・させな

いの電謡横を醸収し︑紙資源の

2？き爆−82︵駕む

力をお願いします︒

④﹁女性の地位を蕎めようし⑤

リサイクルに取り維むものです．

緯みを全袖を挙げて推進してい

﹁障審餐の完全参茄と平等を実

回収した電話帳は︑段ボールの

この臼は一iヨ乗り放題。みなさんの
ご来場をお待ちしています。
松之山温泉スキー一場

︑︸ー⁝⁝⁝⁝ーー︐非⁝︸⁝ー⁝⁝iーミ垂ー星ー⁝

一

電議緩の配達・翻収にっいて

償却資産︵営業罵の機械など︶

現しようし⑥﹁蕎齢者の住みや

お互いに相手の立場を考え︑

松之山濫泉スキー場の
今シーズンのオープンは

よう﹂③﹁部落差別をなくそう﹂

の納税義務のある方は︑毎隼1

っています︒

豊かな人問関係をっくりましょ

糊鍛

伽簡

ー〜⁝⁝i⁝■§︸き韮︑き善ー⁝！⁝⁝．⁝︷ー⁝⁝⁝

電謡帳を回収

今までお使いの

う︒

該当する方は︑平成9年1月
日︵月︶までに必ず購吉してく

ださい︒

諜た︑嬢却資産に該当すると
思われる資産を所荷しているが

N了τ電話鰻センター

をぎ
豊

糊紙の屈かない方︑贈皆醤の記

NTTでは︑平成9年1月発

お屈けします．

月来霞までの間に企業や家庭に

行の﹁上越ハ滋⁝ぺージ﹂を鶏

入方法がわからない方は役場の
総務謙税務係へご連絡ください︒

盛

その際︑今までお使いの電話
蝶は紙資源として再利爾するた

中芯や電話料請求書等に再利爾

すい祇会を築こうしとなってい

い・見逃さないー②﹁圏際化時

鯉

月三臼現在で所脊する資産を町

ます︒

追放しましょう

ます．

代紅ふさわしい人権意識を育て

飲酒運転を

長に申皆していただくことにな

︵

ー・0

松之蜜溝役場

鵜務課税務係

お知らぜ

ゆ

麗購
20

﹃漢検﹂受験に

繊

㈱
お
費

ご参加ください
松之史分校

5β

み先縫安塚高校松之由分校團語
科の廣弁さんまで

末年始の
き

診のお矩らせ 禰を

善意に感謝します
町祇会橿祉協議会へ福祉雛異
の寄贈と農業祭でのチャリティ

園園團圏所

構報プラザは全図のパンフレッ

囲国回

トを自︹由に持ち帰えれるし︑観

ーバザー売り上げ金が寄付され

だれにも生まれ鷺った故郷が

光宣伝驚の無料展示スペースも

ました︒善意に感謝します︒

あるが︑就職や進掌のため続離

マ
県立松代病院 難

▼和久弁広吉︵水梨︶雛介護矯

平成8奪度第3回の鴨漢字能

今葎度の葎宋奪始は9連休と

れる場禽がある︒

力検定試験嵐が開催されます︒
6月・10月と多くの参撫があり

クラブ嚢七

ベットー奮▼松之海ライオンズ

しみにしている︒

が大勢おり︑故郷のたよりを楽

出店市町村の多くは布場二ー

月単位で繍膚しているゆ

り︑常時二十近い布町村が一カ

トのほかに物産販売を行ってお

ふるさとプラザはパンフレッ

ある︒

間は従来の緊急体制を増強して︑

長くなりますが︑朗間中の2嬢
ほぽ平常どおりの診療体制をと

酋都圏にはそのような人たち

ました︒今年度の最後となりま

◆検定級碁王級〜7級◆朗鷺・

故郷慧識が低下し︑二樵代ニニ

しかし︑鍵代を璽ねるうちに

撹代目紅なると実際に生活して

当院の年末年始の休診叢びに

ることになりました︒

先月n月弩の8ぺ⁝ジで郡展

ており︑赤字覚懸の旗店を希望

ズの調資と職員研修を目的とし

入賞作品を紹介しましたが︑書

いる都会が故郷になってしまう︒

診療は次のとおりです︒
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