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統派ひばり節でおなじみの歌堺一

すてきな演奏を闘かせてくれた

松中ブラスバンド部暴のみなさん

麟

条五郎などが患演︑会場に集まっ
た観衆を魅了していました︑

また︑花火大金では月夜に爾発

難繰讐畷顧

縫墓麩酬臨

もの花火が打ち上げられ︑春の夜
璽を華やかに彩り求した．

十八麟は︑大蔽寺蕩療でジ︑ノギ

スカンまつりも行われ︑食べ放題

会場を沸かせてくれた大滋芸のノぐナナのたたき売り

のジンギスカンは大盛況でした︒

灘難

3

辮

鞍

塞

霧嚢

鍵藤

鱒
罫触

騨
懸
難碁・．筆惣曝蟻編
葦藝

灘

雛讐
とってもかわいい稚兇行列

山菜市も大盛況でした
テンポの良い芸に会場力・ら手多白子
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ひばり簡をたっぷり闘かせてくれました
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⑩臼光に当たりすぎない

⑨かびの熱えたものに淀憲

めのふだんの心がけ︑濾慧点を

⑪適農にスボ；ツをする

のなかでも︑特にがんを防ぐた
搦げてみました︒

成人病にならないためには異

力を必要とするものもあります．

ば︑蟹族など周りの人たちの協

人で．努力してできるものもあれ

これら十二条のなかには︑欄

⑫体を溝潔に

③食べすぎをさけ︑臆肪はひか

②毎欝︑変化のある食生活を
えめに

④お灘はほどほどに

⑤たばこを少なくする

リ

む

む

ぜ

ゆ

ゆ

り

一度

⑥食べものから適鍛のビタミン

みんなで話し禽ってみましょうロ

体的にどうすればよいか︑

町では町浅のみなさんの年に一度の﹁健康チェックの場﹂として︑毎年総合検診を

と繊維質のものを多くとる

もちろん︑定期的に健康診断を

の

行っていますが︑今年は六月牽六鷺︵屑︶から⁝ー鷺︵金︶までの覧β問︑町民体膏館を

⑦塩辛いものは少なめに︑熱い

受けることも大事です．

i

ものはさましてから

会場に実施します︒総合検診では︑成入痛などの早期発見も大きな目的のひとつです︒

ヨ

①バランスのとれた栄養をン︸る

i

1，二〇〇〜 2：30

⑧焦げた部分はさける

総合検診のβ程

楡診会場では︑成入病予防のための食駕濡の指導も行われますが︑今月号では成入病︑
特に最近のがんの勧向と予防策について紹介します︒

期問中はいつでも受診できます。詳しくは、町保健センターまで

きく影饗しているようです︒喫
煙はがんだけでなノ＼畿磁性心

胃がん⁝大腸がんのように食生

⁝︳

l

食生溝の変化で
がんも欧米化

漉が関係しています︒塞な源囲

ざまな病餓の原霞となります︒

疾患などの心臓病をはじめさま

して挙げられるのが﹁がんの欧

最近︑鷺本入のがんの特徴と
米化﹂です︒臓羅別の死亡率を

としては︑塩分の取りすぎなど
が挙げりれます︒

みると︑これまで多かった賢が

や腕がん︑乳がんが増えてきま

んや子宮がんが減り︑大腸がん

食生活と生活習慣を
見直してがん予防
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大腸がん⁝購本人の食生活が︑

にあることがお分かりいただけ

た︑ふだんの生濡と密接な関係

たでしょうか︑予防のために︑

燈ぎみの欧米スタイルになって

まず﹁成人矯にかからない生活

動物性脂肪が多く食物繊維が不

きていることが黛な漂霞です︒

翌慣をもつ﹂ことです．成人病

腕がん⁝欧米で鍛も多いがんで︑
厭霞としザ︑は︑やはり喫煙が大
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まだまだ多いポイ捨て〃

拾ったゴミの
総重量は鵬トン
皿︑わが購をみんなの力で鍍くし

︑難墨︑

灘

駕に捨てられています︒心ない

場へ運ぶのが轡年鑓の担轟です︒

溺した後︑灘潮にあるゴミ処環

紅なりましたひ毎体毎館このく

ラックニ奮と軽トラックニ搬分

集まったゴミは全部で二tト

ルールを嘗って快適な環境づ

少しずつ破壊されています︒

人の行為で松之山の趨然環境が

りを進めるため︑今後もみな

さんのご理解とご協力をお願い

らいのゴミが集濠ります．興樗

この鷺︑回収されたゴミは約

懸

から集まったゴミの中にはいろ

凶二一トンにも烹りました︒特

いろな物があります︒テレビの

します︒

所などに纂合した後︑簗落総代

にジュースなど聖き箭はトラッ

窯きビンですゆこの町には観光

せん︑窒き無一添︑すぐ捨てな

もちろんご欝多いのは突き磁︑

年は冷蔵庫の扉までありました︒

露然休養村センターに集めて分

事業に取り総んでいただき︑中

らどうかと思います︒

夢︑後継蕎対策の︸︸環臓した

特に女性の新規就農者を幕

ってもらいたいのです︒

ばらしいと思います︒

る必要もなくなる璃が来ればす

なくなり︑クリーン大作戦をす

ゴミの投げ捨てをする人がい

らないと思います︒

ければいけないほど邪魔にはな

集めることだけが目的でなく︑

烈月の蝋例行纂と癒りました

アンテナ︑トタン︑自転車︑締

さんの指導のもと各グループに

クリーン大作戦に欝年鐡として

ゴミの投げ捨てのない

⁝譲︵繊︶の午前七購から約一時

分かれて道踏に落ちている窯き

ク一台分韓もなり︑その轟の多

きれいな町を醤指して

闘の欝程で町内の全集落でクリ

無や甕きビンなどの︑∬ミを拾い

客も多いし︑町罠の中にもポイ

︑欝

捨てをした人もいるかもしれま

蟻纒猶︑．

も参繍してい濠す︒みなさんが

このクリーン大作戦は︑購と
⁝環として実施しているもので︑

でゴミの不法投棄が緯立ってい

て田本農業の将来展望は見いだ

ます︒糎大ゴミや雑誌などが大

える人も多く︑最近は農業紅関

松之山町では就農者の老齢化

産という重要な役劉を理解して

由間地域農業の大切さと食糧生

今後は町でも新規就農煮支援

し褥ないと露われています︒

に伴い離農する轡が増え︑農家

もらうと共に︑松之山の米が信
当町は典型的嶽中出閥地域で

で俘る安全な米であることを知

濃趨水系溝規上流のきれいな水

ます︒

声数が減少するものと考えられ

ないかと思います︒

心をもっている人が多いのでは

相沢正瀦さん

町青年鰯が購の環境美化運勤の

識を蕎めて行くことも大切な こ

ゴミをポイ捨てしないような慧

毎館多数の購災のみなさんから

とではないでし・感うか︒

支援事業について

また︑簸近は購内の道跨沿い

ご参撫いただいています︒鋳簾
落に集められたゴミは欝年鐡に

新規就農者

により麟収され︑分劉されて処
分されました︒

緬．20

嚇

捨い集めた簗き街などのゴミを

新聞・雑誌等によりますと︑

新規就農諸及び担い手育成支援
事業を行づている自治体・JA

南雲得郎
農業委員

があるそうですが︑募集定員を
上園る希望者があるそうです︑
﹁農業に興味

﹁Uターンして就農

応募の理由は︑
があったし

慶薩蚤眞隆瞳瞳

松之由欝欝年騒長

集めました．

クリ茎 ン大作戦はゴミを拾い

当鷺︑参撫暫は町内の各集会

⁝ン大作戦が展開されました︒

クリーン大作戦
おわる
さにビックリさせられました︒

く﹂を点馨︑葉に︑ム無も汽縁卜

イ、

葦

すが︑中由閥地域の薦盈なくし

5

＼

、

1＼

＼

したい﹂ ﹁脱サラして農業をや

りたい﹂などで全く素人ともい

［

名欝町艮の憲賀郊助さんは︑

で⁝番印象に残っていることは︒

ました︒でも︑ステンレスは岡

近くの堺松に一軒の象があり︑

ったものです︒それから︑畑に

親続頼んで捕ウてもらい蟹い取

東で標本を作っているとき︑父

ここでしか捕れないんです︒東

ても膏覆針がほしいと思っ跨︑窪

大勢います．その後も︑簿とし

でも無頭針を愛用している人が

いうものを発売しました︒いま

手な購実をつけて無頭焦虫欝と

ないと．︸罷序撮る紅もいいと勝

ない無頭針を作りました︒頭が

から浅間由などいたるところみ

でした︒松本衛を中心に上隔地

念です︒私は長野県が一番好き

⁝採集地がなくなってしまい残

﹁そんな

著書1こ鰹ヨ本一の昆虫麗凄

今鐡の松之山訪聞は︒

小さいころ松之出での思い患

現在、志賀昆轟普及歓会長。

と麟本中の製針工場を歩き鐡り

もさびないステンレスで作ろう

なりました︒そこで︑弼として

かありますか︒

これからやってみたい二とは何

まだ︑現役でご活躍ですが︑

か︑管理できることが分かれば

も合わせて寄贈しま多ので︑管

理いただければと思っ︑ています︒

ありがとうござい濠した︒今

後もお元無でご濡躍ください︑

6
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松之山にもいろいろな昆虫が

そこに私と岡級の人がいまして

いるオケラなども標塞として普

りましたが︑婦回む失敗．踏・し

んな行きました．熊の平はとて

いというので︑仕方がなく頭の

よく遊び．σ︶▼・︑ました︒すぐ

通に使うので︑それも父親から

て︑昭租隙十蕊年ころにようや

もいいところで⁝週間泊まつて

く蔑い頭のある億頭針は櫛︑きな

薪・して上京しそこで運甜ハ偶

．麟が県道で︑そこを通る蕪薫や

昆虫学の普及のために︑馬具

くまあまあの有頭針ができまし

夜間採集したことがありふ器動︒

いますが︒

然か・

人力車とか序見ていました．松

の改湊や闘発にも取鯵組まれた

います︒一醸に作るのは蘇万塞で

た︒いまは八種類の針を作って

いまやっておきたいことは︑相

ーを六歳窟で松之慮にいました

入られ︑この分野の薄及に︸隼

之由で一︑爵印象に残︽ノているこ

そうですが︒

す︒またダブルという途中から

蕪数の標塞オ欝っていますの噛︑︑

十︑ド⁝月に松之山村新

を捧げりれた方です︒昭秘 ︑無

とは︑赤

⁝いノいろと工夫し．−︑︑いろん

その標添をどこか公の機闘に寄

明資

に﹁． 鷺姦普及祉篇を翻立︑

それが︑家の荊を﹁ゴー﹂と滝

な道興をつくりました︒なかで

細い針が串ているものも作りま

カエゾ．．ミといろのがいます︒

十と歳で昆虫とかかわって今年

り去ノたんです︒﹁ワーすごい﹂

も︸番の懲︷作というのは昆虫

した︒ノミよりもっと小さい昆

たいと思ってい家す︒問題は標

贈して︑ずーと管礪してもらい

⁝松之山轍はど．脳にもいないア

でヒ十七年︒そしザ＼いまも境

㎞思っ．てね啓あんなのに乗って

針と捕虫網ですね︒網はバネ3

虫絆使います︒昆虫翻係の用翼

が︑︷摘㌔が鈍．だっ払のC楽しみ

役でご濡躍されザ︑おられます．

みたいなと思いましたよ︒です

でき︑照っに折って小さくたた

ます．

は︑凋千種類くらいあると思い

はなかったで劉ね．ただ︑寒の

この五月の連休に瓢町を訪れ

から︑松之出をあきらめて漿票

む綱砕を俘りました導それをネ

私の標塞を全部寄贈してもいい

す．松之山︑閥淳事学校渉卒粟後︑

ましたので︑小さいころの松之

へ出るときに︑父親紅﹁オート

ジで柄にとめるようにしたのが︑

と思っています臼そして︑みな

山で盤まれ︑今鮮汐九十四綬で

山での思い出などについてお．諮

バイに乗って必ず帰って来るか

シが式童ケット捕蛍網です︒そ

あ鯵ますか︒

さんに箆ていただきなが藍残し
iヨ本櫨物友の会名誉会眞．

地虫の採集や標本窪りに

をお聞きしました．

ら︑それができなかったら︑．二度

れと針です︒昭灘八年には針も

⁝好きな篤虫は︑やっぱり蝶で

ていってほしいと思ってい豪す︒

臼本科学標本協会名誉会長。

捕ってもらっていましたゆ

ーちょうど︑連休にもなりまし

と松之山砿⁝帰らない駄といいま

作りました︒そのとき作ったの

ね︑この辺瓢もいると思います

しょうか︒蝶はきれいですかり
照憩49年黄綬褒章を受章。

いオートパイですよ︒

たし︑保養がてらみなさんにお

した︒それで父親も︑

が洋銀針です︒外國のと岡じよ

たくさん持っています︒それら

それと︑古い昆蜜濁係の図鑑も

東憲都臼黒区筏住

庵をしっか触管理響︑きるかどう

鷺にかかれればということでや

に行きたいなら︑徳方がない﹂

うに作り︑掌余で大評判になり

が︑ギフチ禰ウもきれいでいい

し志

う舛
が賀

猟助

曳﹄

ん

昆虫の中で好きなものは何か

って来ました黎

と東東行きを許されたのです．

豪した︒ところが戦争で防聖壕

にいると思いますよ鎌

ですね︒オオノラサキも松之山

大棟山美術博物館の前で記念写真

に露さびがでて標本が使えなく

罎響購麺薗

に標塞を入れていたら︑洋銀針

｝『

れた行政紅対する．霞摺の解決や

④犬は離し飼い綜しないで︑嵐

から離してつないでください︒

入鑓や水潅メーターボックス

率よく検針できるようにみなさ

んのご協力をお願いします︒

巻れい綴してください︒

①水道メ蓑タ韮の中は︑いつも

②水道メ葦ターボツクスの上礁

嵐が

は︑絶対に物を置かないでく
ださい︒

︶

陛

︑︽

ターボックスが隊下や屋内に

③家の増改築のときに水遂メ葬

ならないよう鵜してくだ♂い︒

｝ソづザ．

行政相談員の

猪俣栄二さん全国表彰
⁝活動の功績認められ⁝

要望の実親に努め︑行政と住渓

町水遵謙では︑みなさんのご
の撞鋭を行ってい家すが︑水道

象廃にお飼いして水遵メ⁝ター

から第︸被保険養︑さらに

たの場禽は第三畢被保険蕎

メ⁝ターは︑いつでも蕉確に能

の退職︒︑再就職により︑何

の都度橿繊が必要となりま

第薫簿被保険溝となり︑そ

か艦出が必要でしょうか︒

第三懸被保険賓の人は塞

らう無金が減額されたり︑

縢串がされないと将来も

す．

人だけでなく︑醗縄者の就
職・邊職や転職などによっ
ても種甥が変わります．

奪金そのものが受けられな

ご童入が還職したこと滅
より︑第ご畢被保験煮か︷

あなたの大切な年金です︒

くなる場禽もあり濠す顎

鷲議

このたび猪俣栄⁝丁行政相談
轟は︑綱機の行政莚対する欝構
の解決に尽力された功績が認め

られ︑鯨瞬行政構談婁鑓連禽協
議会長褒彰を受震されました︒

月紅行致棚談婁蝿に婁囑されて

⁝鐸照

以来その誠実な人柄と優れた実

のパイプ⁝役とー︶て︑湧灘㎜おれ蕗焦葉

緒〜俣さんは︑昭憩六十

行力で自懲での相談のほか︑定

A

躍が期待され濠す︑

A織の憂欝を機に︑⁝麟の活

績が広く認められたものです︒

讐した活動を続けておられます︒

携・巡翻掘談漸など︑地域に密

その閥︑焦幾の皆様から寄せ・ヌ

Q 私の窯人は三

月まで会祉に勤
務 し てい求した

が︑都禽により

友入の会靴に就

退職し七月から

私は以髄に第

職する予定です︒

ご協力ください

第︸縁被保険藩︑さらに樗

濾費税で欝算させていただきます毎

冨へ［

饒教zl謬劔
ぐ艶

り

〈訟之由・ナオヤ〉

就職することによ9第二簿

き

水道メーターの検針に
縄餓は憲れずに行ってヌださ

基塞料金は5％。超過料金については、3％の

、8

螂一一3招璽（馴）

松之寅町役場水道課
﹃

なお6肩分料金については、メーター使罵料・

記

．ゴ『f

し
驚iー

・
へ
欺
・

秘儘

3％から5％となります！

、

陣饗螂螂糠
☆診禰藩、

ゆ

6月分料金から消費税が外税になり、

．讐驚霧

、い
㌔

偽

編螺1
舷

ク

∫』乙・1
．、

ぴ

餐纏

，
響・、

猪俣栄二二さん

被保険餐となるため︑あな

い︒

7

M
皿甲四
吊
r静

』｝
噺
■闇』酬■
、
■静
栖パ卵

いー

しての煽患をし

種溺が変わったら屈出を

o
嬢。Y， 風

雛

蕊畢被保険諸と

蕊し︐たが︑童入

知って得する年金知識

馨

お便 纏 お 待 ち し て い ま す

みんな：の
このコーナーでは、みなさんからの
ご慧見やお便りをお待ちしています．

広

懸体の紹介や写真、絵醐なども二大歓迎。

締ぎ）切りは、纏拷2（懸です。総務諜行

場

政係広報担当豪で徹6−3搬

イラスト．さ馨丞子．豊ん（漢馨・撃墾

春のえんそく

つがど

愛美ちゃんのお気に人りは、

…赤いポショットGなかには・ク

iレ鎧や小物など宝物力§いっぱ

な

き

く

iい入っているそラです。

はじめてのぽった1います

はじめはとってもたのしカデ︑

くた

よや建け

な

i
ミ

き
i 4月から潮保育所に通って

たけど︑のぼ9はじめたらす︑ご

やっとだいいちのきゅうけい

でばま

く建がいたくなり豪した︑

しばらくしてこんどはやまの

じょまでつきました︒

ぽりです︑かれはがいっぱいあ

ってまるでスボンジみたいであ

るきにくかったですゆ

や︶とちょうじょうにつきま

しきは︑とってもきれいでした黎

した．ちょうじょうから見るけ

あ濠みずとんねるがとっても

よく晃え藍した︒照んぽやうち

がとっても小さく見えました︒

ろびそうになりました導

かえるときスピードがついてこ

じ

〃

1寸㊤寸1

絵

（璽年・天水島）

し

たのしかった

え，か、宏し，〜当、

よ

五簸二十三8︑松望小学挾で

隻
ずン

な 蔑橋千欝ん

り

選是が行われ︑擾敏にも鍬われ

よ

み

ぽ

ている羅が縫に登りました．︑羅

いたよ

を

慧蒙り麟驚議灘響

うぐいすが

ちかが うぐいすを

ほ ほけきょ

うぐいすのこえをきいて

おいしかっさよ

うれしかったよ

よくなってくれて

．㌧難︑

かれいが

鹸

鱒揖

蹴羅・欝・駅㍍

齢嬢

螺・嚢・葦︑

てんきが

よかったよ

震

が縫は蔭纈遵で暇学校赫もあ︹︐．認

（1年・天水越〉

たところのこの6は天水農の久

よ

傑田測夫さんも嗣行し︑蕎の人

違のお話をされました︒楽しか

とうひて

つた遠蓮︑の樫韓Xを紹介します︑︒

ゆきが あったよ

しろかったよ

つめたか︶たよ

おいしかンたよ

でかかったよ

おやつたべて

おんぶしてくれ

きがあったレ歩

けんたくんが

お

佐藤秀選くん

ユ
わが家の人気者⑳i

はがんがみね

じ

。

5月三韻には保蕎所で

1の初めての遠足があり、美人林

1
、
iでお凱親ちゃん磁んでお

すらでとい
め
・くっだたのは

かしきいくぼと

i

，讐、、耀

旨こぎり鹸べて繰そ賛す・

1ま黛窃＆ぞ 一． i畑、家族嘆離シイタケ
欝喫さ雛羅 1び）噸えを行い・愛美ちゃん
っは

ゆたたの

壷町，

ミはおばあちゃんとご人でコマを

縫ポ豚艦糞童矢さん㌧、れ、親ちゃ厩縣で
あの

い

ごつ（簿横水越〉iたたいてお手伝レ〉し就た．

変殿ねへの款森麓くi採れたシイタケ徳構い

はじめてがんがみねにのぼり

塞した︒すごくつかれたです．

すこしやすんで︑いよいよが

んがみねのみちをあるきます諮

とちゅうで︑ひかりが晃えて

のぞくとすごくきれいなけしき

き藪したひそこにいって︑下を

が箆え家した︒

牽たゆつくりあるいて︑や︑

とがメがみねにつきました．も

…
i 写真で持っているのは、最逝

な

と

と

の

し

ろ

しぼi

秘◇はとたわかたi
こ

き

が大好きで、がんばり屋の佐藤

C｝たなさi家の入気者です。

闘璽㌶曇劉・蒙灘狸お兄ちゃ
まつら は
し
・

にんむi
識、
おだかi んとけんかしたりしていま9が・

嵩灘・済甑騎樽灘轍筏讐さしい
く2隼・i天水酷）

えし

くいの1．

8

難
醗

顯響灘

ここのみちをとおっていったん

むかしはみちがなかったので︑

騨鰹

なくって︑ ﹁ふ⁝凶とわたしが

だよ口かえれなくなってそこで

となりの畏のけんへいくときは︑

蔑導
こしでふみそうだったけどふま

小さないもむしがいて︑もうす

膏がしました︒あるいていたら

やっとがんがみねにつきまし

んなをつれていきました︒

讐むかしは

どこかにいくときこのみちをと
いいました．

た︒くぼたさんが︑

おったんだよ︒わたしもふゆに

うくたくたです︒すわってやす
とまったんだPといいました︒

がんがみねのみちをあるいてい

それから︑くぽたさんがいろ

んでいると︑ ﹁ホ！ホケキ鴛P

かえり に わ た し は こ ろ び ま し

ったそうです︒ゆきがあるとき
﹁たいへんだなあ凶とおもった

んなお誌をしてくれました︒

うぐいすのなきごえがきこえま
た︒けんたくんがかえり弧きゅ

︵もう︑はるのおわりご

うなばしょでもスノーボ垂ドみ

した︒

だな︶とおもい濠した︒

ろなのにゑだうぐいすがいるん

は︑みち叙みをしたそうです︒

し︑

やっとっきました︒けんたく

たいにおりました︒

んが﹁ここ紅︑にもつもってき

をふんだんだなあゆとおもった

﹁むかしの人

それからくぼたさんのおはな
たちは︑かならずこのみちをと
てPといい濠した︑薦はんは火

をしたら︑

です．もしわたしがそんなこと

しがありました．

おっていたんだよ︒それにおも

がつかなくて一ばんさいごでし

﹁ゆきがあ．るの紅よくみち

い紅もつをしよつて︑それにく

た︒みんなでつくったカレ⁝は

へんだったです．

くぽたさんが︑

ある

﹁ここか︐︑

らくになるかりね一といってく
れたからよかったです︒

のこえがきこえました︒あと︑

葺をすましていた㌔っぐいす

た︒くぽたさんが︑がんがみね

聾

塾

︑識

合で一部雀酪してあります︒

※二年盗の各作文は︑紙︑薦の都

ってしまいました︒

すごくさかだから︑はしってい

がんがみねからおりるとき︑

ません．

た凶ばかりいっているかもしれ

﹁ものすごくつかれ

つだって︑こんなにりっぱなく
おいしかったです︒

、 （2年・天水島
き

きだから︑のぼ絵がすごくたい

がんが み ね に い く と き

高橋幸子さん

﹀

じゃなくて︑みんなぞうりをは
いてあるいたんだよ凶とはなし
てくれました︒

むかしの人ってすごいんだな︒
それか・︑がんがみねをおりて︑

ん﹀

カレ⁝をっくりました︒すごく
おいしかったです．

ね

肋高⑫

猫爾V鷺
み

たかはし藩ち；

とりなんだけどすごくきれいな

みんなでえんそ︐・＼にいき窪し

ノ

まで一ぱんを先とうにしデ＼み

まつのやま文芸
難歌

蝋き鞍鰹郵叢漆懸醜緯瀞織馨強鋤

灘麹縫嚢撚黙戴鱒ぎな轟︑

嚢護鎌磯寂叢叢霧嚢綾き簗轟蕪

雛蕎馨灘惹馨鞭檬懸鑑鱒遊鱒瀞
き

籔講ー叢麓麟惹雛灘難撃懸撚鵡蓬難蒸

徽囎︸

穫圃

総灘

畏毒

編原穣獺離

溝浜

懲灘囎纏麟灘慧麹が灘購塾
鞭 懸灘榮 凝麟 鈴暴

緋類

桑露嚢羅繕雛孫鞭灘譲

く難鞍糠麟訪戴織馨灘磯実

廃線灘膨ー滋縦麟魏郵桑碗裳
鶴織慧拠薙 叢刷

購議叢叢鑛⑳鉄聡講鋤雲

澱縁幽繋嚢鉄聡繕醸憲縫︽線
坂 講蹴懸 馨議

翻柳

懸勝

蘂嚇

ぐ馨婁癒滋耀顎翼遷燈く総巌護護灘葛
ゑ

館番総蒸淡織醸納屋懸眠導叢嫉

窯

欝癒の響復鋤蒸淡蕩勘蕩掃除p

難

羨

糊蒙樵贔紹嚢

鯉

︸茶

縦

杉

灘謬直灘懸う鞍繊潟爾臓爾韓

繕護灘懸な港いほ羨石

鑑蛋癒嬉鯵浅馨饗郵幽韓艦

㎝蕪の㎜贈に

9

はじめての
がんがみね

芸

、

︸

r⁝⁝ー

今無で六年目を迎えた︑グリ
⁝ンリース嘉業触ふるさと貸農

園飾の懸檀えが煮環二十脳績．

二十烈研の一縁間に渡って行わ
れました︒

．

この欝は︑県外か鱗十一組鰻．
十照入が磁摘えに参撫しました．・

ーO⑩寸ー

五月二十二β︑大厳︑響牧場で

皿
い
︸
卑
い

五月蔦十黛︑松之山小掌校で

﹁松之山町緑の少年闇しの結麟
式が行われました︒

式典磁は小野塚鍵雌助役や林．

︑

業関係餐も出朧︑お祝いの欝葉・

当時での緑の少年國は初めて

や國籏︑構子が贈られました︒

で︑主な活動として緑の羽根の

〆トなどへ

幕金活勤や動・植物などの自然
観察︑林業関係イベ

の瀦墓藩難9れまな

簸後に少年騒を代裏して︑村

山貴然鷺と小野塚秘也鷺が﹁祇

会のために活動して行きますし

と欝いの欝葉が述べられ濠した．

まもなくお披露目

碧 ウ

軽︐r

このほど塗装工纂もほぽ終了し完

禽葵術季節館︵照黒禽分校︶では︑

の塗装工事が実施されている︑黒

五月の連休過ぎから施設の外壁

黒倉芸衛季節館

蓼

這

舜

一1
…

一町内で初の蟻緑の少年団

載

懸

鐵

参搬者のほとんどは︑購業の当・
初から貸農圏に参煎しているベ

テランのみなさん方で︑農作棄
姿もすっかり板に付き作叢も纈
調に進められました︒

黛農醐の鍬程は八月中旬の繊
穂観察会︑そして十月下旬には

し…一一一大厳寺牧場で開牧式一」
ミ

き

灘牧式が行われ︑今爺は成厘二

十七頭と子隼二頭が放牧されま
した．

この欝は︑瞬より小雨が降る
という肌寒い一欝でしたが︑ト
ラックに乗せられて運ぱれてき
たヰたちは元．獄に入牧︑早々紅

畜會で体重測建や晦液検癒など
の健康審奮が行われました︒

その後︑広い葦原に放され元
気よく逢り回ったり盤い茂る牧
㎜
草をのんびりと食べていました︒㎜
い
㎜
牛た右は︑十月下旬震での約蕩 ㎜
㎜

十黛問をここで過ごします︒ 幣

人懸茶塗料協会からの全磯的なご

塗襲工嚢にあたっては︑社鐡法

の塗り替えとなったものです︑

化が目立ち始めたために今醐の壁

設されましたが︑ここに来て老朽

照黒禽分校は昭瀦駕十九無に建

成もまじかとなりました︒

㎜㎜皿㎜い

｝

と合わせて実施される予建です︒

は︑六月十闘旧紅ミニコンサート

なお︑新しい施設のお披露目式

きました．感謝纈し上げます蟻

援助をいただき実施することがで

㎜一 ㎜

穏刈りが予定されています︒

攣

こ の 秋 の 豊 作を祈り1ながらr
…
一貸農園で田植え一」
皿

1一牧場で大きく元気に育って一1

…一…一一一一松之山小で結鑓式一」

O

一平和教育のためにと町へ寄付噴

き
一一一一一沖縄県の上原湾善さん一一一」

五月二十黛︑沖縄票沖縄市の
上厭溝善さんが当町を訪れ︑﹁子

どもたちの単和教育のため続活

粥してほしいしと町慰二十万円
を寄付されました︒

上︑漂さんは︑第二次大戦樗に

多くの戦友を亡くしており︑生
き残った者として︑戦及の分も

社会韻役立ちたいと︑私財を投
じて全圏の自治体紅沖縄特産の
サトウキビや寄付金を贈りつづ

この鷺は佐藤利毒町長が対応

けています．

し︑町から上原さんに感謝状と
た︒上原さんは︑三千枚の感謝

特産轟の野鳥こけしを贈りまし

第鰯十一獲を迎えた松之出溝

探鳥会が六月一揖︑羨人林で行

園園團圏國圏国団

8
ぎ
晦

いません︒なぜかと誘いますと︑趨

んぼを耕し牽を作り︑畑で野葉を作

が必要ですし︑食べる物は目分輪丸麟

然条件が厳しく冬には嚢をしのぐ家

葉窟という所はあらゆる人たちが

らなくてはいけません︒どん壌人も

東京の多様性について

一流企業に勤め

浪蕎と欝われる入︑

しかし︑そのような人たちが暮ら

働き蕎にならなくてはいけないのです︒

焦んでいます︒お金持ちの人から浮

る人やフリーターと餐われる人まで︑

せる東康は︑やはり豊かなのです︒

街を歩いている人たちを観察してい

あらゆる人たちがいろいろな考えを

持ちながら︑それぞれの人挑を盗き

ると︸人ひとりが全部違う人生を盗

その人たちの人盤を推理するのも

ていけるのは︑ある意瞭で毒せなこ

きていることを実感し家す︒

結構楽しいです︒驚車に乗っていた

とです︒

多様性を持つているアメリカという

そして︑そんな東束よりもさらに

とき︑ピンクに染めた髪にアイドル

ニドレスを着ている女惟がいました

タレントが薦るようなフリフリのミ

ん︒

図を思うと︑私続は想像もつきませ

いなく︑それがまるで当たり前のこ

が︑誰もその女性に関心を承す人は

好きで一隻暮らしたいと思っている

少なくても松之由町は︑松之由が

その人には︑その人の生活領域が

とのようでした︒

にしたいものです︒︵東東事務所保坂﹀

人たちが安心して募らせるような購

の毛をつける。実は熱すと食べ

われました．また︑繭藏の五月

あるのだなと思い濠した︒たとえば︑

《俗名》ズイナシ、ジナシ「松

松之山町には浮浪潜と書わわる人は
くはう、春単くっりがね状の花

三十⁝績には湯本の橿腔館で野

︸︶⑭に低花色べ 松
を数個つける。茎は木質で褐魯

一￥ノ科な面状でとるシ

はえる鴬緑の小低木で地面を低

鳥集会が行われ︑延べ葺人が参
加しました．

㎜き︶どをの褐食㍗

イワナシ （ツツジ科）＠

シ手

単

︸㌧ー林低つ茎実いシ
や小く︒︒ぱナ

皿す野誌縄枷橿謝轡労
πリッの木りはは昧︑

られ、曾すっぱい昧がする。

今年の講緬には上越教育大学

山道の土手や林のふちなどに

軸

｝

㎜︶

佐藤一善さん一松之山〉

助教授の中紺雅彦先生をお迎・え

む鳥たちを中心に﹁野鳥は何を

（写真提供は

之由の植物」より

し︑野鳥集会では松之出購紅住
しているのか﹂などで講演いた

翌朝の探鳥会では三グループ

召

だきました︒

に甥れ︑ノジコなど撫十種の野
鳥が確認されました︒

自〉然）だ）い）す）き〕

状を目標に今後も濡動をつづけ
て行きたいと詣されてい濠した︒

第姐回の町探鳥会を開く一」
L

r美人林で40種の野鳥を確認■

』

事業内容㌦振
皿体育施設一般開放㎜
漕ーー⁝⁝；ーー；モ≧ー︑ーii⁝ーーーーー〜ーー⁝i⁝；■ーーー⁝きー㎜

町畏体欝館とテニス灘⁝トの
夜闘一般開放を6弩7鑓︵廓︶か

午後7時〜8蒋

6月26繕︵木﹀

▼時間

▼期薦

午荊6時45分休養轡セ

7欝6獄︵獄︶

7月1繕︵火﹀

中羅村

湿原

蕾場山小松厭

麟陰急職幽團㌧□㎜

7月は門おだんご作り鉱です︒

▼期縢7月9賑︵水︶

町蔑体脊館

▼時闇 午麟9時〜n聴

▼場所

属齢劇態撚肉脚︺

おじいちゃん︑おばあちゃん

が冗餓にスポ葦ツを楽しみます︒

各種懲の優勝チームは8月の郡

大会に患場し濠す︒

▼期旧

町戻体膏館・グランド

午繭8聴3
0分〜

7月沁田︵木︶

ご毒援ください︒

▼場．勝

運動会︑ゲートボール

▼聴問

▼種目

ペタ︸︑〆グ

颪人実罵講座

入物写真の撮り方や風景写真

の撮り方の基本について学びま

す︑講鎌は︑小見重義さんです︒

▼購間

休養村センタ垂

隼後7時30分〜

▼期顯 7月11類︵金﹀

▼場所

イ2
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1㎞蓑幼児・親ほか
▼期鼎

町畏体葎館

▼期黛

午後8時〜m時

＼ノター集愈︑7聴編発

▼勝問

観察します．

▼縛間

体養村センター

観察地 天水越周辺

鑑寅用の菊づくりの方法を学
びます︒

芦贈一弘先生︵松之山
小掌校教諭﹀

午蔚鎗時30分〜

▼期鎖7月3欝︵木﹀
▼時間

休養村センター

▼講舗 鈴木童広さん︵松代購︶

▼場所

〜圏慧剛困禽口﹈

嵩原の散策や嵩出植物の観察を
します︒

▼場所

▼場所

ワげききモドききしコもヨドモヨモモきヲきモドききヨロヨヨモヨじきヨチきドきまぎきミぽ

㎜

2㎞嚢小中嵩生・⁝般
遇繕も憂付します︒

︸

︸生花教室

▼購込み 後縣配擶するチラシ︑

㎜自然体験教室

初︸饗の山野蕪をさわやかに生

6月詑鰻︵田︶

▼場勝

けましょう．

週土曜縫の夜7蒋から9縛の2
▼期醸

午荊9時〜鴛時

松之撫に棲慰する水棲生物を

ri⁝ーーーーー⁝ii⁝！ーーーーーーi⁝ー⁝ーーーーー﹂

鋳闘です︒

▼蒔間

休養村センターに集禽

ら闘始し豪した︒醗放鑓時は毎

利用の際は︑公災館に一声か
▼場燐

ザ

き㎜

元ソウルオリンピツク選手の

i⁝﹂

㎜バレーボール

▼講師

継てピ︑ださい︒なお︑都合雑よ

り闘放できないこともあります
のでご了承ください︒

ザ

﹁︸⁝︸ー⁝⁝ M︑⁝⁝⁝︐⁝〜玉善⁝⁝⁝一
㎜
JAし講み第4回
︸

㎜ミニバレーボール大会︸
ふれあいと健康づくりの場で

r〜⁝ー⁝参⁝書重⁝ーiー⁝⁝ー⁝孝手︸害ーi多ー〜︷董オき壬狐

す︒みなさんお誘い禽わせてご

山下美弥 子さんから実技指導を

心をひとつにして︑みんなで
は︑この機会をお見逃しなく︒

す．バレ⁝ボール愛好餐

▼時闘午蔚8鋳3
0分〜

ジャンプ！畏なわとびに挑戦し
7月4繍ハ金﹀

6月忽欝︵火︶

▼期研

午後7時30分〜

▼期研

〜5時︑第二部賛午後

▼時問

購罠体育館

▼場所 松代購総愈体育館

6時〜8時

▼場勝

てみませんか︒

購戻体育館

第一部赫午後3時30分

▽場所

▼蒋間
りは6月6黛︵金﹀です．

引劉烈︐︐︐︑︑﹂

6月職鷺︵土︶

みまし．︷う︒親子でご参撫くだ

盛蔓の苗場山ヘハイキング⁝

縣麟堕輿曙︑．
▼期飼

午後玉時30分〜

家薩でできる親子体繰を楽し
▼聴間

さい︒

㎜

□

▼申込み JAしぶみへ︑

▼朗薦 6鍔蔦黛︵鷺︶

参繍ください．

園控渠

費6−2265
Nα37公民館

ゆとりくん

鳳n團因

購潭陰

▼場所 休養村センタi周辺

も餓軽にご参舶くださいゆ

い汗を流しましょう轍どなたで

初憂のさわやか風をうけ︑い

憾劇嗣，

う
門、、

纏
2ゆ鴛

陵肢
脳又けま

籍

切

・湯
松之山町生灘学習だより

映画制作協力スタッフを募集！

が役目となります︒遷︑れなり
り

の経験が必要ですが︑人を動

や

か︒そして︑映画史寵︑いや︑

りーンに焼き付けてみ蜜せん
の

映醐賢鑓痴しを成功させる会
の

︵新潟覆︶では︑坂顛安署作最

︵かも？﹀

作スタッフと交流できます︒

③映醐監督をはじめ出演者︑制

できます︒

②オープンセットづくりに参触

が定期購読でき濠す︒

①会報﹁HAKUC賛王恥通儒

︹協カスタッフ特典︺

か︒

かす快感を隊わってみません

の﹁曲痴﹂を映爾化するために

映爾﹁白痴﹂では︑新潟市

②﹁美術アシスタント鉱

新潟市︑紙津帯︑松之由町で

プンセット︵⁝つの街︶を作

に幻よそ三㎏にも達するオ⁝

取り継んでいます︒

もゆかりの市町村の行政が窓臼

り烹げます︒お子さま連れで

…

﹂
皿

緯成9年5月囎甑キディシ抄

…

き

ファン倶楽部

会員募集

シネマ﹁内痴﹂倶楽部では︑

会轟を募集しています︒禽員に

なれば︑その時から会鎖特典の

メリットがあります︒次の聯し

込み硝紙に説入のうえ︑送付く
ださい︒

なお︑会員は﹁簸AKUCHー

通儒﹂の郷送料のみいただきます︒

③映醐﹁白痴瓢綱作協力スタッ

振興繰

フになれます︒

松之出町役場

徹s−3書3ー
映颪﹁白痴﹄鋼作準備蜜

⁝㈲湯・米・心まつのやま内

費6−2492

納
柳
朋
岬
齢
蘭
一
僧
幅一
糟
一徊
覗
一鹸
一帝
鴨
皿翻
殉
甲
一
一
一
静
一
一
騨
伽悼
鵜
納瓶
何『
哺
即層
一儒
腎胴
胡
僧惜
撞崩
m噛
即
一
η駒脚w噸
価
噛
削鴨
』
酬刷
蝸｝w
一榊 甲

になり︑無間スケジュールに禽

1

3、「スタッフ統括」

わせて協力することになりまし

イルに身を包み本格的にでも︒

会／クランク・イン
を

2、「美衛アシスタント」

蕎曜大工的にでも︑大工スタ

そこで︑次のようにスタッフ

i平成｛｝隼7月

i、ザエキストラほ

た︑

あなたの作った作品は永遠に

③﹁スタッフ統揺し

語り継がれることになります︒

を幕集してい家すので︑松之山
へお串し込みいただきたくお願

購準備室または︑騎役場振興諜

オーストラリアロケ／クラン
i平成9年n月

︹会員特典︺

①会報﹁簸AKUCHIし通僑
が建期購読できます︒

を漏らさずキャッチできます︒

イ3

東窟にて全劉に晦け綱作発表
1平成9年9月

映懸「白痴」完成
平成憩葬3月
1

暗

噛

レゼント！︵があるかも？﹀

ク・アツプ
i

…

キャスト発褒
…

塩・フアン糠部鑛

i麟旙号6一

④オープンセット一臼使絹券プ

i

名

氏

撮影中には︑かなりの入数

1

いいたします︒

チ

新潟にて鑑蟹乍発表
j平成9年S月
き

松之榔購大字

住 勝

の翻力スタッフが動くことが

i

②映爾﹁密痴し綱作の進行状況

申込書

︻協力スタツフ︼

i平成9無4月5藏

※ご希望の番号に○を付けてください

｝一㎜席㎜一｝｝ ㎜

予想されます︒それをとりま

ξ

とめ︑環場で人を醜置するの

（ボランティア含む）
き

虜分の姿を映魎館の大スク

ボランティア絹織籏揚げ
i｛

ボランティア呼びかけ
平成9年4月
…

rHAKUC｝H通信」創刊
い
…

｝甲

一…一…………一一一一一…一切り取り線一一一……………一一……宙

歴史に名を残してみませんか︒

オープンセット建て込み麗始
1

①﹁エキストラ﹂

き

i映函ド臼痴」年問スケジュール（予定〉

会員大募集！
シネマ『臼痴誘ファン倶楽部

で﹁簾庫﹂

﹁作業所﹂

﹁山小盤し

などについてもお願いします︒

ーーきーー遍ーー⁝−⁝⁝iii⁝！⁝iき⁝︸書ー美ー主ー〜ー善ー善ー⁝ー素ー旨ー〜き⁝⁝︸

中園残留邦人のうち︑身允未

︽資格︾

月額

なお︑詳しいことは次におた

9年度︶

新潟県福祉保健部禰祉保健課

ずねください︒

−5511︵内線2632︶

援護恩給室燈025−285

イ4
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ここ数年︑いじめ・体踊・不
登校・親近蕎による鹿待など︑

な社会問題となっています︒こ

子どもをめぐる人権間題が大き

れらの解決のためには︑家魔・

後田︑確認や評緬紅お飼いし
明な点は︑町役場総務諜税務係

学校・地域祇会など様々な場で︑

など︑次代を握う子どもの人権

曹む幡広い人権教轡が行われる

思いやりの心と生命の大切さを

までお間い合わせください︒

人権擁護委員制度を
議会事務局

ご存知ですか？

國できない特別事惰残留郊人懲

を積極的砿擁護していくことが
必要です︒

から6月漁臼㈲までの問▽第一

6月i環は︑人権擁護委員法

る立場に理解を禽し︑特甥事構

帯構成轟及び肉親の置かれてい

定蒼促進センターに入所しな

を退所した日から3年以内

中蟹帰國者定善慣促進センター

︽身元引受け期闘︾

とができること︒

の指選に熱慧をもってあたるこ

臼本社会に早鯛に定着するため

残留邦人盤帯が帰圏した場含︑

次試験鋒7月捻藏㈱新潟県庁▽

摩生省では︑臼本に永住帰圏

新潟県福祉保健課

身元引受人の募集

中国帰国者のための

⁝⁝⁝叢ーξ戸き⁝ー⁝iI︸⁝⁝⁝

そこで︑同連禽会では蝿子ど

が施行された田です︒

を募集します

集多⁝善き1孝⁝書︸き1茎重i重︸きヨ善︸きi⁝⁝旨⁝⁝

願書・問い合わせ先襲安塚警察

総務課税務係

私たちの町には︑町長から推
薦されて法務大翫が委嘱した︑

園︷疋資産税は︑毎・爺i月から

捻月までの異動分について翌年

する中國残留邦入く中鰯残留孤

い場禽は︑帰團した8から3年

安塚警察署

の家族の身元を在鷺親族に代わ

晃及び中鰯残留婦人など︶とそ

次の人権擁護婁員がおります︒

新潟県警察では︑今隼度も讐
︽人権擁護委員︾

察留A︵大学卒︶の募集を行っ

以内

◇天水越1012番地

って引き受け︑帰國後の定着自

になります︒町税務係では︑平

ています︑県戻の生活を守る︑

成憩年度の圃定資産評価・諜税

福原一雄︵費6−2134︶

ら昭和瓠年4月1臼までに生ま

判明孤兇及び近親の在霞親族が

︽手当︾

のため︑今年中に異動のあった

立に必要な相談・助欝を行って

います︒

れた人で大学を卒業︑または平

いない等の特甥の事情により帰

24︑000円︵平成

蕉義感あふれる若者を募集しま
▽採嗣予定入員軽男子警察官A

身元引受人の資格︑期間等は

高波仁一郎︵費6−346王﹀

が御名︑婦人警察官Aが5名▽

いただく身冗引受人を募集して

◇松口770番地

家麗異動調査︵調べ﹀は︑こ

相談は無料で︑秘密は守られ

れから籔覧でお願いすることに

なりますが︑今後も次の計颪を

受験資格誌昭秘43年4月2田か

みの人▽受付期間鍾5月9臼績

成10年3月雛臼までに卒業見込

次のとおりです︒

ます︒お気軽にご相談ください︒

売買⑥その他︑住宅以外の家塵

取り壊し︵一部または全部︶⑤

①新築②増改築③屋根の改造④

ご連絡ください︒

される方は︑その都度お軍めに

す︒

家塵について調奮を行います︒

から課税台緩に登録されること

警察官A︵大学卒︶

もの人権を守ろう⁝鳶てよう思

チャイルドシートを利絹しま

全圏入権擁護婆員連合会では︑

けましょう。

署または町内駐姦所へ

◎幼兇を車に乗車させるときは

いやりの心⁝温を啓発活動の重

ルトを蕎用することを習童貫づ

この懸を嘆人権擁護委p鐘の黛臨

〈運転手・岡乗者は〉

点目標に揚げ︑活発な活動を展

◎牽に乗箪したら必ずシートベ

と定め︑皆さんとともに一麟の

シートベルトを
必ず着用しましょう

新築︑増改築︑取り壊し︑売

｝

調しています︒

に

入権思想の啓発に努めることを

キ

買など家屋に異動があった場合

16月の交通安全
i
キャンペーン

申し合わせております︒

しょう。

ます︒家麗異動調査について不

スズラン

は税務係へご連絡ください︒

薦難嗜

お知らせ

諏壕業主の
十鶏町労働蕃準監督署
平成9年4月王田から週40蒔

います︒窟た︑週屡Q時聞労働制

間労働綱が全面的に適罵されて

儒や嫡審に気づいた方は︑次に

善慧の寄磁がありました。町の在宅福祉

発生した重濾流鐵事故の際鵜重洩獺較ボラ

役立ててほしいと預かった義援金をご寄付

携置装要した費胴の額︵上鰻憩

臼から鐙臼窪で蝿電波利網保護

の環境を整備するため︑6月ユ

郵政雀では︑良好な電波利罵

信越電気通信管理局

調醐蟻

万円︶▽問い禽わせ先難十類町
労働基準盤督署燈0257−5
2−2︵U79

謡で開くコンサ嚢ト
撫してみませんか
十臼町欝年会議漸では創立4

テレビニフジオ等の受儒で混

旬聞輪と定めてい藪す︒

周年説念事業として︑ 鱒手議で

連絡ください︒

十β町青年会議所

め︑雀力化投資︑新たな労働餐
聞く買ックコンサ︸ト！シャン

の円滑かつ確実な定着を図るた

の雇い入れ及び労働時闘鰯度改
テ拍牽臼町隔を開催します︒

鷹026−234−9976

▽連絡先謎儒越電娠通信管理局

を行う糊中小企業労働蒔間制度

善等への取り縄み紅対して助成

4蒔︵闘場午後玉時︶▽ところ

融年後2時〜
▽とき襲6月2
8臼匂

慧クロステン牽臼購▽入場料舞
ちゃんの紹介で糧上蝦池︒与八騙

いただいたものです。

一家にi濡、親類の方にもザ

ンティアに参撫できなかったので、穂かに

舗憲簾簾・灘雛萎翻

長野察の郵便局鍛のみなさんから躰海で

臓一一曜．㌧醸

改善助成金妬調度が紙たに翻設

助成金の支給額は︑次のとお

蔚売券は1500円︑当臼券は

が記載もれでした︒また︑絵の

され 濠した ．

りです︒

王800円︵ただし︑中掌盗ま

紹介の中で﹁はるなちゃん偏は

5月弩の驚ぺージ︑小林鎖実

▽50万円以上の省力化授費等の

ロステン︑松之山瞬公渓館ほか

では無料︶▽プレーガイド馨ク

の誤りで

︑﹁じゅんきく

した︒訂蕊しておわびします︒

ん﹂は﹁じゅんく ん

﹁はるかちゃん

搭置︵労働蕎3
0入以下︶蓑20万

▽問い禽わせ先藝十照溝青年会

円▽励万円以上の蜜力化投資簿
の指置︵労働蕎鍛人以上㈱人以

会議斯徹0257−57−51

一

なお、松之山鄭便局様からの寄磁金は、

鵡身の著名人紹介など家族で楽

0

下︶錘40万円▽雇い入れの搭置

◇松之山郵便局様

き0ゆ00円

られなかった最近の話題、爾町

4，380円

所撚、松之醐贈髄上げ◇問瞼わせ松触町鶴の

◇相沢久男様（小谷〉

振興課企函振興係まで

㌧

一

一

皿

納

｝

ありがとうございました。

ち9嬢纏跨

肇霧

内容は各地藻ごとの紹介や名

の両上のために酒絹させていただきます。

◇松之由郷の歴史散歩

売されました。

ぜ蟹軒全篇癬憶議金への寄健》
《町社会福祉協議会への寄鍵》

松之蝦（松之蜘松欄域議、ま趨ま役場振難へ紳

善意に感謝します

松之山郷の歴史散歩 発売中！

松之山騎卜祇会福祉協議会

懸、i萎，，雛難籍1、，醗翼1

羅

㈱薦めください。

と偽鷹ま訳える蟻

・ち勺

嘉

し込みください。
の懸称〉の歴史がわかる本が発

11

と傷￠ 3

5

勢罫誓．

嚇

㎜

馨20万円▽コンサルタント活罵

嚇

圃圏回圃

ぽくの絵わたしの絵松之山保育所

お鋤懇薦《鰯箋》
蔀亀ちゃん

高澤郁男・吉懇さん

小夜花ちゃん

南雲克美・美恵子さん

翔ちゃん

佐藤康溝・洋美さん

北浦灘（古坂）
君．

嚢薄之蔚（もんに入．）

羅驚
、満欝『

天承越（朝黛麗〉

〈うさぎ懇〉

読欝．ギ 『．〜

むらやゑ

鶏糞秦ちゃん 小野塚光広・泉さん

舞

湯廓（若葉屋）
ろ

美醗ちゃん

高橋良一・美智子さん

86歳

おピう参んヒお花とタコをr灘き

難

天水鶏・（後新騰敷）

欝《鞄融《鷺驚》
樋欝｝マキさん

〈観欝寺・金濁屋〉

糞灘

シま

う か

村山羽花ちゃん

ました。、κガネがヒ手に嚢 たと
思い蜜醤，

誌、記

湯山（寿美屋）

※5月王覆から3員ヨまでの罎串分です。

勤

※広撮に載せてほしくない方は、繕串のと
き盗窓ξコにお詮毒ください塗

町の動き
6月三戴畷在

いがわたく

Ioo⑩寸ー

〈うさぎ綴〉

総入鷺3，395入（一む

や

1井斑毒裁くん

男玉，650人（…3）

（松之出・弾川）

女三，7菊人（一癖

〆〆！

織簿

おとうさんとお1花を欝きました夢 〆

鐙帯数i，152戸（一凄）
（ ）内は蕾月との姥較

おようゼ玉くカζヒ桑卜紅霧嘩ナたと思い

畿短

犠．

臓葉

〆

豪す。

町民憲章、霧率ξ、…53年？葦牙毒畦建
わたしたちは松之撫町髭ですσ郷、一圭二を愛し、．

みんなでよりよい購づく宅ンをしよう⇔

賃ヨ臼︷漏鷺賃段

隻38
隻i
三67
三 2
2

購異の禽護葉
至、箋しい緑と幾の中で

心鐙かな人になろう
茎、ブナぎ）櫓が触れ食うように

連帯の心をもとう
ゆ
1、湧ぎいづる湯衆のように
翻進 力を筒めよう

浦懸地落体育大会

松之由商工会通常総会

1醐

購総合検診（〜鶉揖まで）

クリーン大4乍戦

2嬢

蕩校生町内企業訪問

察申学校長会総会

23β

不老閣運動会

松之山温泉まっり

2韻

6月議会（〜26臼の予定〉

桑購輕教欝長会議

i（旧

町蕩齢者スポーツ大会

編集室から

▼六月に入り︑コシジシモツケ

ソウやエゾアジサイなど夏の花

たちの癩番です︒今年の春は臼

い花がたくさん映き︑また蝕も

︵ダンゴノキ︶は糞っ織になっ

箋紅鮮やかでした︑特にミズキ

て花を付け︑粥だろうなと箪を

止めて双眼鏡で槻いて艶たほど

﹁冷夏篇と聞きます︒

でした︑窃い花をたくさん付け

る奪は︑

▼﹁璽はほどほど紅暑く︑冬は

質義

砿

158

ほどほどに寒く篇と思うのは︑

7月！102411％

6月穏β〜フ月沁臼の予定

成人式

り︑きれいな箪花を見て餓分転

6月1璽226r63。

緑の少年鐡の結鐡式

湯驚大学入校式

私だけ：：︑もうす六＼梅雨入

1温馳ンタイ翠の湯

換はいかがですか．

温泉定休日
、欝

30鷺 農業委翼会

5月のできごと

6

