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8月玉β交通安全街頭指導所で松之由保育所の年長緯さんが通行する
車の運転手に手を撮って交通安全を呼びかけました。

今月暑の主な内容
下オく道事業

松之山浄化センター運水式…

・・2〜3

小・中学校でお面瀦くり、衛生緯合からお顯い…4〜5
食中毒0玉57を防ぐ、東窟事務所だより… ・・6〜7
みんなの広場／職場体験、懲然体験学習・・一……8〜9
まちの謙題／ヂイサービスの運動会…

1997

へ

No．258

お知らせ／幼毘の獲療費助成改正など一

…紛〜穏

・縫3〜蔦

集落など一部の区域で供粥が醐

ました︒すでに︑松之山や湯山

1卜卜寸1

建設工事を進めてきました下水道事薬の松之由浄化センターは︑先月簸後の場

式後の祝賀会で佐藤溝長は︑

を祝いました︒

んでいます︒都薦的な文化生酒

﹁下水遵事業の拠点が完成し嚢

が営まれるような下水道事業を

内整備工事も終了し︑このほど浄化センターで通水式が行われました︒今月弩で

先月︑今年度発漉の場内整講

始されています︒

工事も終了し︑浄化センタ⁝建

は下水道事業の拠点となる浄化センターの機能などについてお知らせします︒

行する過辣代行事業の指憲を受

行うことによって︑鷲い人が定

待しています．今後︑さ︶に普

現在︑購の露然と生酒環境の

及郵を高め若い人が建着するに

着してくれるのではないかと期

ふさわしい生活環境づくりをよ

設工事がすべて完了し通水武と

この臼の通水式には︑工事関

り進めて行きたいしとお礼の霞

け︑新潟県が下水道事業を実施

当町の新潟県遍錬代行下水道

が参撫︒夏の強い覆差しが照り

係蕎や地元関係蕎など約六十人

葉が述べられました．

保全をめざして進められていま
拠点となる松之山浄化センター

は︑名立町︑三翅村についで県

つける中︑高鳥修衆議院議翼や

なったものです︒

の建設工事がこのほど完了し︑

内では三番目の採択となります︒

村松二郎緊議会議員︑姓藤利毒

しています．

七月二十二臼に浄化センターで

また︑郡内では当町が初の下水

す公共下水道事業︒この事業の

通水式が行われました︒

道事業となっています︒

松之山浄化センター建設工事

れ︑松之山浄化センタ⁝の竣工

設起動︵スイッチオン︶が行わ

町長らによるテープカットや施

ツチで工事が進められています︒

全体区域の完了を目指し︑急ピ

下水道事業は平成十三年度に

当町の下水道事業は贈平成闘年

は平成七年九月から本体建設が

度から地域住跳への説明会を行
うとともに︑下水遵基本計醐や

認簿

始まり︑今年の三月末に完成し
などして準備が進められ︑平成

瞬轡

下水道エリアマップを作成する

鯵景水路

五9年六⁝月十六段淀特︷羅環境保全轟

公共下水道の認罵を受け下水遵

り嵩

敏覧駿澱

事業に蓄手しました︒

この特定環境公共下水道事業
の内︑終宋処理場︵浄化センタ

瞬↑

黒

⁝︶と主要関係建設については︑

当町に代わり萩潟県が事業を代

吟」蟻
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松之山浄化センターの設備機能
●ポンプ井

オキシデ董シ3ンディッチの混

禽液中の活姓汚泥を沈殿させ︑上

澄み水を得ます︒

下水管から流入してきた汚水を︑

水中ポンプによりスクリーンユニ

最終沈殿漉から送られてきた上

○塩素混和池

澄み水に園形塩素を投入し︑溝毒

ットに送水します︒

ボンプ井から送られてきた汚水

●汚泥濃縮構

してから流入します︒

●スクリ藁ン議ニット

スカム分などを除去します偉

最終沈殿瀧から送られてきた余

中の汚物は洗い澱し︑繊維︑毛髪︑

●オキシデーシ墨ンディッチ

○汚泥欝留穂

…ρ奪

剰汚泥を濃縮します︒

−

この施設では水中プロペラ方式

『…一

で闘欠曝気を行うことによって︑

「一甲…

濃縮汚泥を〜時貯蔵します︒

−F

時間的に﹁好気状態﹂と﹁嫌気状

』

濃縮汚泥を脱水し︑重量及び容

一』

●汚泥脱水機

甲

水の浄化を行います︒

積を減少させ澱繊します︒

ヂ

態﹂をつくり︑奮機物を分解し汚

●最終漉殿池

o施設概要
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④OD法の原理

楕円形などの無終端水路を毅け、O一ター等によって曝繁をする
とともに、下水と活姓汚泥を混含婚環させて、湾水を浄化するも
のですQ

ただし、脇形物滞留時聞が長いため購化薦が増殖し、硝化反庵が
進窒ラするので、嫌気状態にして脱窒しウ鰻の低下を防ぐ必要があ較
濠す濤

3

聖瓢塗比めても，水中プ爲ペラ瓢よ移水澱は糟
蓄じ確像き低ますから、落水中の窟擬物と活轍汚
・泥儲→・分蓑饒会しても、蜜ず脅

こあため、醗窒反諾が俄遊きれます9

スクサーンユニツト

永中プqペラ曝銀装麗

海外から芸術家を摺き

向然の素材を使って

』臨
1』
』P
P一
・…
一

先月︑

轡楽︑演麟︑爽術︑まちづ

それを析ったり切ったりしなが

材料を使っザ︑お灘づくりが進め

ら持ってきた木の葉や枝などの

ンれました︒鞭初は戸惑いのあ

くり︑禰祇などをテ⁝マとし︑

った子どもたちも︑すぐに作舐

それぞれの導門家と地域焦艮

との交漉や鰯作創造など磁共

いの作鼎ができ上がりました︒

づくりに熱中︑蒔闘内に思い思

溝して取り組むひ

などのことが響爾されています︒

この構想は大きく二添の柱か

の初めての箏業として芸術家の

鷺郷アートネックレス整備構想

今回のワークシ灘ップは︑妻

ろな亀を使ったのが良かった﹂

使ったのが喪かっき︑εろい

食わせがおもしろい﹂や﹁綱を

当瀬の興捧的な取り組みとし
ては︑

滋町では七月八欝紅松之山中

五藏には松之山小学校を会場に

掌校を会場に一年盤が︑また十

松之由小学校と浦懸小掌校の五・

ワ達クシ灘ップでは︑子ども

六館盆が参撫しましたな

たちがローマ字で名前と目付け

露己紹介︑次いでスタシス氏か

を書いた紙をスタシス民に渡し
圏域内外の人から﹁すてき鉱

ら自己紹介︒家た︑ポスタ⁝な

①饗有郷八万人すて毒発箆

と思われるものや場所を冤 つ

お悪の作り方などの説嗣が行わ

どの作最紹介や作贔の作り方︑
︑

けたり思い出して︑絵や写糞

お面づくりでは膠紙が酎られ︑

れました．

文灘︑映像といった方法で応
蕪 しコンテストを行う︒

⑦ワ嚢クショップ

述べられました︒

参撫した子どもたちも︑

鍵灘雛鱒

﹁霞

尋

Ioo卜寸1

︑妻鞘郷アートネックレス纏鵬構想稀の一環として︑リト

． 幽ア串身︵親ポーランド筏住︶の警衛家︑スタシス・エイドリゲ

ヴィチウス疵を招いて︑小・申学生を対象嶺環境ア⁝ト．ワークシ
ョップ︵棒験学鷲︶が行われました．小・中学撫たちは自然磁ある

場近な素紡を縫っての裏藤づくりで︑地載の﹁たからものしの再発
ックレス整備構想とワークシ滋ップの内餐をご綴介します︒

見と蓑理することの楽しさを体験していました︒ここではアートネ

ら構成されています︒一っは圏

スタシス氏を紹いたものです︒

﹁葉っばの組み

でき上がつたお磯は簸後にス

松之山購︑松代町︑十藏町帯︑

域内の市町村が共闘で麗縫する

由紅作れて︑楽しかったしレ弧感

タシス氏から︑

中羅村︑津南 町 ︑ 川 懸 購 の 一 帯

﹁妻禽郷アートトリエンナーレ﹂

十臼濠での露程で十臼跡地域広

懇を議してくれました︒

ワークショップに
小︒中学生が参撫

饅町一栂で構成している十臼購

︵仮称︶國際環境芸術祭で︑も

域圏入りし︑各帯町村の牽⁝会

って広域全体の振興を図ろ2

地域広域事務絹禽では︑圏域全

う一つは内外の交流拠点となる

場で環境アート・ワークシ湿ッ

モ

というものです︒

体の振興を図ることを目的紅

ステ蓄ジを各竃町村に整備し︑

プが行われました︒

ア峯トネックレス
整備構想とは

︑妻衛郷ア︸トネックレス整備

蕎機的なネットワークを図り︑

iて有名。仮面を人の心を
i表わす人問の孤独な姿と

など一人ひとりの作最に講評が

構想﹂を進めていますが︑今回

大趨然と芸衛文化のふれあい回

き

スタシス氏は七月五鰯から二

のワ⁝ク・ショップはこの︸環

廊を形成しようというものです︒

1本や嶽外の繊とし

当面の具体的な
取り緩みは

として実施されたものです︒

この構想の特徴は住畏参撫の
計箇であり︑ソフト事業優先の

リト晶ア1生まれ．絵
1

4

計藏です︒ ﹁地域と票が⁝緒に

1エイ騨》ゲヴィチウス琉

…

⁝

1しても多数雛して臨

なって矩恵 を 出 し ︑ 汗 を 流 し 禽

…

iスタシス・

ワークシ籔ップ〜
i

講欝譜
．爆鋤．
り
＿r〜妻有郷アー←ネックレス整備構想の

①窒きカン︑アルミ鍋︑ アルミ

◆燃え隷いゴミハ4種類︶

出る時期となりました．混雑が
へ

やかん 夢糧大ゴミ処理施設

お盆も近づき︑ゴミが多鑑に

予想されますので︑清掃センタ

へ

大ゴミ

嘉巖終処分場へ

導糧大ゴミ保管場漸

以外の金鵜類などの不燃性糧

披いてください︶︑窪きカン

③電化製品︑ストーブ︵燃料は

磁羅類

螢光管︑焼郊灰︑練炭灰︑陶

②塞きビン︑板ガラス︑電球︑

聾に直接ゴミを持ち込まれる場
金は︑次のことにご理解とご協
力をお纐いします︒

分溺撰出の
おねがい
燃えるゴミ︵2種類︶と︑燃
えない．欝ミ︵4種類︶をきちん

と分刷してから搬入してくださ

④乾電濾

乾電池保管場所へ

い．それぞれ廼分する場勝が違

ゴミ計量の

その他の
浅意事項

いさつ︒

ある結婚式での花嫁の父のあ

姿が楚馬灯のよう紅思い趨こさ

◇お鍛の朗閥中︵B臼〜絡欝︶

す．ただし︑絡冒︵烹︶は隼蔚

は︑平常どおり紅受け入れま

れ感無蟹㎜です・：・：﹂これを聞

﹁：・：・娘の幼い欝の

U時までです︒

馬灯って岡じ絵が園転して窪た

いた嬢さんの友人が︑ ﹁でも定

透明なものであれば袋は指定

◇直接ゴミを持ち込む場奮は︑

藤つてくるんでしょ︑幼い繕は

とこそこそ︒

もう二渡と戻つてこないの紅変し

しま煙ん︒

捜い切り︑必ず穴を闘けてか

◇スプレー無︑ガス無は中舞を

◇産業廃棄物や窟霧廃棄物は処

物を冤たことがある人は︑あま

きに何と旗く使われますが︑本

定馬灯という欝葉はこんなと

分できません︒また︑施設の

ら搬入してください．

維持管理上処分餓来ないもの

無灯籠などともいわれ︑江欝詩

おねがい

いますので︑ご淀意ください．

廼分場藤がわからない時は︑係

代初期の俳講にも登場しますゆ

簸馬灯は︑園り灯籠︑影灯籠︑

り多くないのでは：：︒
．謙ミの持ち込みに際しては︑

さい︒

灘ゴミの出し方﹂をご覧くだ

﹁平成9年度家

鰭してください︒

受付の計量機で．簾ミの計量をお

もあります︒

︹分溺のしかた︶

なものです︒角型の灯籠の中に

灯籠と影絵を総み禽わせたよう

願いします︒

◇持ち込み料金︑受穏時闇紅つ

円形の灯籠を入れ︑その筒に馬

燃えるゴミと燃えないゴミを

や人の絵を張り︑簡を働転させ

①菟ゴミ︑新聞︑雑誌︑布切れ︑

ミの出し方観をご覧ください︒

て外翻で影絵が園るのを楽しみ

いても︑ ﹁平成9年度象薩ゴ

お盆の麟後は︑特に混み禽い

ます︒

ことがあり豪したら︑津南地域

ゴミの綴し方等でわからない

につるしたり騰に置いたりして︑

う膿したようです︑これを鱒先

の熱で嵐を起こして餓転するよ

風憲のようなものを付け︑灯火

簡を鰯転させるには鐡転軸に

衛愈施設総合までお轟ねくださ

曾5﹀

い︒§0257⁝65⁝34

入・廼分してください︒

ます︒係愚︹の指示にしたがって

緒に搬入する場合は︑3園の
計量をお願いすることになりま

嘉焼却

ラスチック容羅など

す．

たいへんお手数をおかけし譲

計量です︶

︷王種類のみの搬入は2園

場へ

波板︑布薗︑マットレス︵ス

すが︑ゴミの種類劉の群 出駿を

②木製蒙異︑たたみ︑ビ講ール

撫握する必要がありますので︑

ご理解とご協力をお願いします．

ださい﹀などの可燃橡綴大ゴ
嘉可燃物せん駈機へ

プリングは外してから搬入く
ミ

事故のないように気をつけて搬

おむつ︑発砲スチロール︑プ

◆燃えるゴミハ2種類︶

員に確認してから越分するよう

走馬灯i
i

難掩礫㌃繍鰯

5

｝｝

謂0157を防ぐ匹鷹1騨讐認鶉

ポイントー

購入

翼った食品を持遊帰るとき

は︑肉や魚の水分が飽の食編

下準備

ポイント6

食事

思い切って捨てる鶏

残った

蒔間がたち過ぎた食繍は︑

食贔

0分で2倍に増えます︒．
は焉〜2

放置づると︑例えば0玉57

に保ち︑早く食べる︒璽内で

やして食べる料狸は鎗℃以下

暖かい料理は65℃以上︑冷

ポイント5
噛｝ ｝嚇

大㎜騰薦は家畜や健康

ー〜2ミク欝ンの纈繭．

な人の腸の中にもいる

無薫︐のものが多いが︑

人鑑下痢などを起こさ

せる病漂大腸薦と呼ば

57は157番目に発

れる種類がある︒01

晃された病原大腸菌︵現

撫173種類︶の慧味︒

家畜の糞硬かン見つか

ることが多い︒

0157は︑ 病原大腸薦のな

かの腸管出鵬性大腸菌紅分類さ

れ︑毒性の強い﹁ベロ羅素﹂︑を

約茎万倍ともいわれる強い感染

出すのが特徴︒腸炎ビブリオの

力をもち︑わずか数毒個の薗が

可能煙がある︒

体内に入っただけでも感染する

6

ー①卜寸1

ポイント3
生の肉︑魚︑卵を取り扱う
︑︑手・指を洗う︒

肉や魚を切った勉丁や家な

板を洗わゲに︑盤で食べる野
切らない︒

︐一縣

かお

と
野

菜や果物︑調礫済みの食撮を

︾〆

ポイント4 調理

、

｝
㎜『
㎜
㎜

に付かないように︑ビニール

保存

撫熱して調理する食最は十

瀬灘効果力〜よ

洗った後．熱

袋に分Fけて包む︒

ポイン ト 2

いたみやすい食最は︑すぐ

隔

病原大腸菌0357とは？

長いべん毛を持つ0蔦7〈写寅＝瞬立感染症礁究斯〉

0 へ

分に火を通す︒中心部分が鴨

t．

卵㎜

4

・縷
、，ノ
魯

に冷蔵庫・冷凍庫に入れるゆ

以下

・｝｛

③ぐ

愈

℃で1分以上の舶熱が必要︒

盗慰し謹し球う◎
驚のつめこみ週ぎ

冷蔵庫は鶏℃以下︑冷凍簾は

つことが目安︒

〃

ぢ
lo◎c

雄

嚢…

・し。

賓。Q
黙
● ○

以下

（
ρ
一15。C

騙
擁i

マイナス焉℃以下の潟度に保

｝■
一■
皿
一
い
い
鞘・

｝
皿

つの段隣で食中毒を予防するためのもの
です。食中毒菌をヂ付けない謙 r増やさ

昨年・過去に網を見ない燭模で全麟に食中毒を発生させた病原大

した。食品の購入から保存や調理など6
」
．
．
i

ll熱lll纏警1慧1鍬蹴殺諜摩1二．」

U・ーターン者に奨励金

⑪対象要件／①事業漸等が就労
養確保のために︑県外で行う

求人酒動経費に対し補助する

園園團圏國

東烹の祭り

交付の苅象資格は︑平成9年

糊その飽・問い合わせ先一

とし︑岡一隼魔内副麟とする

助金鐙象事業費は40万円以灘

て蕎嶺ですが︑神祇のある所は

八幡窟の祭礼が下購黒大祭とし

り・浅苺の三挫祭り・深斑欝岡

東察の祭りと簿えば︑神懸祭

子龍乗り祭りを楽しんでいるの

では見かけない巻人たちも車椅

圏函回

⑪奨励金／一人5万円

が見愛けられました︒

社説明会等にかかる経費③補

②補助短象は求人広欝及び会

⑬対顛要件／①松之山購に鑑鶏

その鱒内ごとに行われており︑

町定住促進奨励金等の欝知らせ

励金等交轡要綱恥を翻定しまし

4簿1照の瞬点で上罷の条件を

いたるところで大祭はあり家す．

松之出の祭りはというレ︶︑祭

祭りに参触していたのでしょう．

きっと︑小さいころからこの

ワクワクさせるのか︑普段東憲

た︒これは︑藩い人たちを中心

登録し︑就労後一年を経過し

満たした方となり家す．

東崇でも︑購内蕉住む入だけ

ハ中掌盤以上の新卒春が対象﹀

に町内に建住していただくこと
た人②購謂時の年齢が満40歳

なお︑平成8年中に購内紅新

購では︑定住捉進対策のひと

を目的に︑奨励金や補助金を交

以下の人③奨励金受領後︑3

では人が建らなくなり町内の会

備範人を取られて︑磨分たちで

りを実行する人たちは準備や讐

糠にも参撫を呼びかけているよ

幽U夕嚢ン・王タ嚢ン考奨励金︸

付するものです︒交付を受けら

年以内に転患した聴は返還す

る︵副度︑購外に転餓して囎

うです︒

一藪規就労者奨励金︸

跨点で条件を満たすことになり

ゆじ

った人︑または購外から移億

が現状です．

楽しむということができないの

いま一度漂点に運って︑神様

に生きていることを感翻し奮び

の

写真は今年の浅草の三社祭り

保坂

購内ごとに揃いのハッピに股

ツ

葉窟事務藤

禽える祭りにしたいものです．

き

カリ家憐

ないことがよく分

撫し鞍いとつまら

ますが︑祭りにハ謬

購果しと農く露い

っ踊る隅呆に晃る

この縛ばかりは︑

らしさを感じ議す．

ていることのすば

倒しますし︑鍮き

を撮ぐ様は︑晃ているものを総

女も﹁セイヤしのかけ声で神輿

引・頭には鷹絞りを絞め︑男も

輿が繰り出します燃

撞ぎで︑三社祭などは︑颪の神

祭りの華といえばやはり神輿

み

◎奨励金／綱人5万円

ます︒

企翻振興係までお問い禽わせく

詳しいことは︑町役場振興謙

してきた人が対象︶

っとして﹁松之爵町定住促進奨

れる紺象餐は次のとおりです︒

幾就労もしくはU．iターンさ
れた方は︑今卑度 犀経過した

祭りというのはすべての人を

糠o．40

◎対象要件／①松之山町に住蔑

対策事藁補動金︸

◎補助金／要した経費のレ奄以

登録し︑就労後一年を経過し

た人②奨励金受領後︑3年以

だ さい︒︵徹6−3三3←

ください︑

ず到着するよう臓投函して

内補励金限度額20万円鶯社︶

【求人

〔羅離羅蕪P

内紅転鵠した時は返還する

険膨から環混窟︵ハガキ︶が

なお︑硯況窟が羅かなか

送られます︒

この蔑洩履に必要事項を詑

ったりなくしたときは︑衛

不明な点は︑町役場総務

らって必ず擬鶴ください︒

購村役場の蟹撮奪金係か縫
一
会保険事務湧で硯溌届をも 一

入し︑押印したうえでお建ま
いの驚瞬穏擾の簸明を受け︑

切手をはって授爾してくださ
境溌煽が提出されないと︑

3王 内線54︶

諜建難係濠で︵謄6−3三

い︒

れ濠すので誕癒月の宋麟濠で

無金の支払いが⁝蒔︑停止さ
に縫会保険叢務センターに必

轟
恥

環溌鰯は︑奪金

受けている人が

引き続き年金を受

けられるかどうか
を確認するための︑

無に一度の大切な
履です︒

鶴金を引落続き
〜年以上受けてい
る人には︑艇鑑月
の初旬に︑敏会保

知って得する年金知識

﹁⁝ー⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝ー⁝ー⁝⁝⁝〜⁝
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日

このコサーでは、みなさんからの

隙

㌧︑

締め切りは、簿月20績です。総務諜行
一

ぢを

謄6一鍍31
イラスト儀藤永子さん（浦闘．瞥樹政係広報担当まで

（古戸・森下〉

昨年濠では跡内申心で実施し

して毎年行われているものです︒

理解を得ることなどをねらいと

かったのと︑働いている入がど

だのは︑購の行政の様子を見た

僕が役場を職場体験兜に選ん

ったからです︒

た︒憲賀鷺から役場での職場体

れ︑建設諜で職場体験をしまし

町役場にも志賀萌灘が⁝人訪

りしていて大変そうでした︒し

に働いたり︑電話にも応対した

で働いている人たちは忙しそう

楽な仕事だったけれども︑周り

実際仕露Ψをしてみて︑今園は

験の感想を寄せていただきまし

かし︑町のために働いていると

で職場体験が行われ豪した︒

衛や十臼町市など十七の事業斯

に働いているかを知ってみたか

本を見たり、また外に串ていろ

のような餓持ちで松之山のため

賜

稔季くんは歌を歌ったり、絵

てい家したが︑今年はほくほく

憲賀

材山祐樹・一等さん長男

山に行くのも好きで、燗にあ

るいろいろな野菜の名前をおぼ

教えているそうです．

「これはトマト！」とみんなに

ト機や花火がちょっと蓄手．ま

でも、大きな音がするジェッ

た、テレビでもちょっとこわい

ど教室ではできない捧験掌習が

ワーク︑キやンプファイヤーな

利罵し︑野外炊飯やフィールド

宿泊施設﹁ば⁝どがーでんしを

五入が参撫︑宿泊先には︑町の

鎌年輿施諮れているもので三十

態度を育てることなどを目的に

体験を通じて互い拷脇力し合い

この活動は︑地掌雑との宿泊

体験学習を行ないました︒

で大厳寺蕩原周辺を会場に自然

の一二〜六奪生が︸泊二沼の8稗皿

七月二醸・三段︑松墨小学校

松里小では
自然体験学習

良い仕事だと思います︒

自分が満足できるものが添当の

仕事というのは︑つらくても

があることも矩つました︒

いうことで︑それなりの満足感

するのが大好きです。

んなものを見たり、さわったり

場面がでると、お舞さんの背中

ちょっとこわカ§りだけど、ど

んな事でも、よくお手伝いをし

てくれるやさしい村海家の人気

餐です。

【お母さんから一書｝ごはんを

たくさん食べて、健康でたくま

しく心のやさしい、人1こ好かれ

る子になってほしいです。

習でばーどがーでんのみなさん

七月二鶏・三臼と霞然体験学

五年佐藤智穂

ば茎どが茎でんの
みなさまへ

ご紹介します︒

れに対する返事の手紙の︸部を

晃童たちのお礼のお手紙とそ

はとっても感激したそうです億

が一人ひとりに罎き︑晃童たち

そのお礼にたいする返事の手紙

礼の手紙を出し藪した︒後鼎︑

話になった施設のみなさんにお

晃童たちは︑体験掌習でお世

行われました︒

紅かくれてしまうそうです。

8
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感 想

とし き

松中二年

稔季ちゃん登場（2齢力弩）

線が闘通したこともあり︑上越

で︑職業や仕事に対する短識や

心を持った職場を鯵験すること

この掌響は︑臼分が興昧や関

体験学翌を行いました．

の二葎生煕牽一人が職場訪問・

七月二十三臼︑松之山中学校

中学箪年生が
職場体験学習

わが家の人気者⑳
たので︑ご紹介します．

ザこれは、トウモロコシ！」
え、

場

広
鐡体の紹介や写真、絵爾なども大歓迎、
、

一三蓼馨ゑ亨攣皇生嬉艶セ窟蓉∫乳
ご意見やお便りをお待ちしています。
fむ遥￡、乳

みんな：の

・勲

自）然）だ）い）す）き）⑯

できました︒ぼくは︑ば⁝どが

ので︑すごくいいおもいでにな

⁝でんの中にはじめてはいった

りました．おいしい食じなどを

にとてもおせわ範なりました漁

妻をしたりごはんを作ってみた

作ってもらってありがとう．こざ

そのおかげでキャンプファイヤ

ばーどがーでんのみなさんに

り︑とても勉強記なりました︒

かいだんなどで︑さわいでいた

らってとてもうれしかったです．

を作ったことです︒こげたとこ

おもいでは︑欝分たちでごはん

とくにいちばん心紅のこった

いました．

の磐駄うるさかったと思います．

は︑おいしいごはんを作っても

ほんとう続ごめんなさい心

ろもちょつとあつたけど︑霞分
で作るとおいしくかんじました．

たまごスープもうまくいって

来奪もばーどがーでんにこれ
ればいいと思います︒聚年もこ
よかったです︒ばーどがーでん

はすごく楽しかったので︑あと

れたらよろしくおねがいします︒

ぱ！どが峯でんの
みなさんへ
欝でもいいからと豪りたかっ

いそがしい中どうもありがと
うございました︒

児童への手紙
薦橋恵墨佳さんへ︾

お手紙ありがとうございまし

︽六年

た︒この度は︑御利溺ありがと

たです︒

天餓がわるくてつりができな

うござい窪す．窟分たちの町の

六年佐藤鼠
醸くたちは︑ば至どがーでん

くなったけど︑そのかわりいた

うワせみ

倭句

村山

活け花に空蝉とめて山ホテル

タ焼や空は幻なるものよ
タ焼に翼ひね弓て鳶降下

上川手︵金佃屋︶
万緑の真只中に居座れる

佐藤

頬過ぎる薫風どこまで行きつくか

天水越︵下元屋敷︶

草笛の優しき音芭懐かしく

天水越︵

擾

歌

わがロマン即ち天平勝宝の

逢うてもみたし大僻家特

いろ

璽な㌣映る紫陽花昏し

残照の彩あはあはと水しづか

ぬい

小

鈴木

正孝

俊一

谷︵栄屡

今盗の命うつくしく光りゐる
麟をしづかに滑る螢火

三ユ

含仙

翠子

林 ︶ 佐藤多美女

ささ百合や甘く優しく香を放つ

こしたやみ

佐藤

旅浴衣飯ごころ知れた者どうし

段︶

ハイキング木遺続く本下闇

ぢお

天水越︵申

洋の手に孫よ拶勾いしかと学く
蕊の汗臼に孫の瀕映ゆる

農を守る轡に玉汗今は無︿

滝沢

流石

久﹀

麺

観音寺ハ丸

き鐸

なんて思いましたか？

と思います︒二鷺目には︑あい

耳鳴りへ確かめている蝉時雨

だなあー

松之山もなかなかよいところ

にでかけたときいろいろおせわ

よワ、写真は佐藤一善さん（松之山〉

施設に泊まった感想はどうでし

名〉フキタチ、フクタチ「松之由の櫨物」

こう作を揮つておみやげ頓なつ

は軟らか葉とか、そばを欄えるに適し
た傾斜地に生えるという意からきたら

になってありがとうございまし

花は鐘形で先が広がっているoこの名

たか？

蜘の林の中に鑑える多年草。蓋は趨

たのでよかったです︒

さ憩〜三〇〇㎝。葉は互い違いにつく。

た︒いろいろ楽しいおもいでが
〈俗
しし㌔山菜として若芽を食べる。

大霞然の雄大さに心打たれた事

にくの雨で工作をされ濠したね．

いきいきと馬齢積んでる嵐邪もひく

長講の隣はいびきかく人も

草触

みんな一盗懸命にやっておられ︑

泳ぐのが下乎で蚤ためている

榊友作贔紹介

黒 倉ハ心枚田︶

灘分の幼少の畷をちょっと思い
患したりしました︒

また︑是雰遊びにきてくださ
い．では︑また

企みは決して持たぬ空の脅

チャンバラが好骸︑な夫一婦で仲がいい
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1
鞠

ユーマイハ⁝トまつのやま

iヨ丸理

（キキ…ヨウ科）
、ノバナ
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七穆二十烈縫︑第︑十七醐町

掌童水泳大会が町幾プールで闘

購内の小・中学校は︑蔚繕二

催されました︒

十難霞に一学期の終業武が終わ

り夏休みに入ったばかり︒兜童

たちは︑これまで毎研学較で練

る大余となりました︒

習してきた水泳の成果を発揮す

この緯は欝聖も広がり︑水温

も上昇し絶好の水泳獲和．真っ

航・ーーーーー孝︸き多芋重︐！髪奪ー隼ーぎ︸ーー峯〜ー黒ー⁝ー⁝ー︐書

き

i

8月9旧（土）〜8月20日（水）までの12日問

の薩月末︑中羅集落臓あ

る﹁鏡が池公園﹂の入鑓に観欝
鵬縫像が建立され象した︒

この練は︑神禁絹購綾瀬驚の

タカコン㈱椎畏商橋健吉幾︵中
尾出︹場︶が集落撫禿の一欝供養紅

と建立されたものです．観轡縁
の高さは︑台鰹を倉めて地上 約

黒に照焼けした選葵たちは︑プ

ールサイドで応援するお母さん

たちの声援を受け︑水しぶきを

上げて力泳していました︒

鱒蒙2：玉0

10150

五メ達トル︒重さは十七トンも
あります︑

七月十三聞︑謁橋社長と集落
われました︒中尾集落には大杉

罠ら多数が参撫して入魂式が行
や鏡が池公園があり︑新しい観

鰯麟嶺繋

r⁝ーー

．16：10、．21Z．土茎0．、．．

9：00ゆ王0：20

13：50鱒15：10

む月五臼︑デイサービスセン

タ圭の運動余が町跳体育館で闘
催され濠した︒

この運動会は︑デイサービス
センタ︸が実施している家族介

れているものです︒この黛は︑

護餐教室の中の行箏としぜ丸行わ

デイサ⁝ビスセンターの利矯者
アも応援に駆けつけ︑パン食い

とその家族︑町内のボランティ

を1

松之山温泉 ←→越後湯沢駅

ミ

墨盆休みに『ふるさと号』を運行します〃

ヌ

松之申温泉養

越後湯沢瀬縫発

越後湯沢西ロ藩

松之由温泉発

ヨ

ー

軸
酬轍
琳
嘩
輌軸
輌
軸
轍榊
鴨
一 …醐榊榊榊

｝納
鴨｝
卵｝
鞘
繭｛
榊㎜
｝ ｝
…・
一

㎜

麹
ご利用ください

｝

競畢や輸投げなどで元気に楽し

り㎜
甜
く汗を流してい康した︒
㎜
︸
㎜
家族介護者教室では︑八月に帖
い
い
先進地視察︑九月にぶどう狩り㎜
一
㎝
を計画されているそうです︑

灘

撚

第27回町学童水泳大会…酬
一
き

瓜罪

光の目薫となりそうです︒
ホ

し

複先の霊供養にと高橋健吉氏一」

r手︑︸き︸﹄

デイサービスの運動会一一」
き

中羅 纂落に観畜蓄薩像を建立一r
㎜

r一楽しい笑顔があふれる運動会一r

r…水しぶきに大きな声援…一 ・ 『1

JO

漁蟹謹

ったアベック輪投げ

レ簡単なようでなかなか難しか

七月二十七沼︑第二十二醐購戻体膏

︑きーー⁝⁝⁝i⁝⁝⁝ー⁝養⁝⁝；きー⁝⁝⁝⁝⁝ーーー⁝㎜
ン
︸

︸
卵
ゆ

松里地

大会が購畏グランドで闘催されました︒

松塁地

・男子リレー

鷺区麗区区区区区㎜

・女子リレー

一
嘩
ザ

松里地

︸

・アベック輪投げ

⁝

バ⁝⁝〜⁝⁝！⁝ーi

◇地区鰐抗種目（第玉位のみ〉

この鷺は奮風9畢のフェーン現象で猛

讐という天候でしたが︑大勢の選手と
応援属が参触しました︑

大倉は︑今年で簸後という松羅小掌
校の鼓笛隊演奏で騨幕しました︒体鷺
協会表彰の後︑組白薫入れや長なわと
ほか︑ロードレースや小・中学癒全蝿

欝§点

・優勝松里地区

1三2点

布絹地区

・準優勝

び︑綱引きなどの地区対抗競技種目の
逢︑罠謡踊りなどが行われました職

地鷺対抗競技では︑岡簿点で再レー
スとなる競技が二種目もあるなど各競

なかでの繰り広げられた第蕊十二懸購

技で接戦が展闘されました︒炎天下の
罠体脊大会を振り返ってみます︑

合

◇総
︿5人の患もぴったり

松墨地

民謡踊りの輪

︿女牲の皆さんによる

耳鼻

熱細︑

邊

︑難

ゑ
轟
き弛欝
・叢

塾

ぎ解菱

W
倉癒

・．猟・

・壌蕩更

き点

銃﹄鷲

︑攣

縣

〜

灘鱗 −驚 ．−・

じとラお

毒襲

購盤

i

地猛対抗成績表…
うず潮リレー

松墨地

・綱引き

し

・のびたりちぢんだり

き

布廻地

1

・長なわとび

ミ

布郷地

1

三雀地

ヨ

・紅白玉入れ

i

▲すてきな演奏をしてくれた松羅小鼓笛隊
︿力が入りました綱引き

広がれ町づく りの輪

懸

のぴたりちぢんだり
▲それ一箱が行くぞ一

麟
難灘難

・ナイスドリブル

・薗籐

H

町｛

）

第22回町民体育大会

と

事業内容㍗％
︸

一

㎜渡部桂弦︵節茅︶ ㎜

▼場所

▼鱒間

自然休養村センター

午後8縛〜

山ジュニアも優勝をめざして頑

ろいし︑白球を追います︒松之

9月憩鶏ハ水﹀

ぶどう園ヘバスででかけよう！

う狩り：：：︒浦規療村山添山

9月のニコニコ教蜜は︑ぶど

﹇︐湯劇劃測劃

㎜︵鐸巌量

します︒

㎜

イ2

1創oo寸1

8＆G

葵塗﹂ 凧閣麟麟口U

張ります︒

▼期闘

都内の少館野球チームが勢ぞ

▼期臼8月24鷺曾︶

銀座アートホールでの二人展に

9縛30分

安塚購

ー⁝⁝も

今回は︑蒋井櫨＝先盤︵上越

ザーk

教脊大学教授﹀より講演いただ

きます︒テーマや内容について

▼朗旧 9月鴛臼︵金︶

コ
㎜

は︑後欝チラシなどでお知らせ
ます︒

水彩醐の書き方について掌び

自然休養村センター

▼出発

▼場所

8月焉欝︵水︶〜綿黛︵月︶

午箭9隣〜午後5時

▼期沼

さい．入場は無料です︒

す．お盆休みに︑ぜひご覧くだ

桂弦書の世界﹂展が闘催されま

続き︑ふるさと松之山で﹁渡部

霧を始めて黛十年︒この度︑

璽爆灘監
翫39公民館
ゆとりくん

まで

▼時閥

▼期段9月鐙総︵水︶

▼時闘 午後7蒔30分〜

ぬいぐるみのクマのお話

自然休養栂センタ⁝

▼場蕨

◇潔一ラー。タイタニック号紀のった

▼場所

潔然休養村センタ⁝

午後7時30分〜

葭然抹養村センター

▼時間

〈〉ちひろ美術館

▼場所

◇ももこの糧当撃

薩ゲ削酬國ゆq團

ご利購くさい。

費6−2265

腰鳥爽学

恒佛の町ゲート承ール大会．

段ごろの練留で鍛えた技とチー
公罠館図書紅新刊が入りました。どうぞ、

r⁝ー⁝⁝⁝⁝ーーiーー⁝⁝⁝ーーーー⁝⁝⁝ー⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝司⁝し

D。C。S．スペンドウン作

毎年実施しています﹁歴史探
訪しと合わせて︑上越帯・能盗

中轟；哲｛覚

＜〉夏蒔問￠）大人たち

ムワ⁝クでレッツトライ⁝擾秀

安麟篤子

合蜜臼疑）瞬間

討上春樹

⇔アンダーグラウンド

購の史跡や神縫などをバス槻察

都大金︵松之由購が会場﹀に出

麟照憲一

◇字憲の謎が解ける本

な成績をあげたチ⁝ムは︑秋の
0臼︵水︶
8月2

さくらももこ

あっちこっちめぐり

します．

場します︒

原照宗典
〈〉毒纏らしきもの

▼獺麟

蕊然休養村センタ⁝賦

午繭8時30分〜

雨天の場禽は順廼

▼鰯β8月28霞︵木﹀

関谷哲郎先愈︵松代購﹀

簗念

跡罠グラウンド

いわさきちひろ

夢みる少女

▼時閥

▼場漸

▼講締

▼場所

▼聴闘午蔚8時3
0分〜

9月2鷺︵火︶

野箪を盆け藻す．

﹇食け臨教室ー⁝⁝⁝﹂
▼期繍

クリスチャン・R・ラッセン

令海の揖

亀
秘紹介

鴨

／こ《

廻
2ゆ諺

「沙舞
初秋の山

り

・湯
松之山靱生灌学習だより

お気軽にお越しください！

年金相談会を開催

悲惨な交通事敵の撲滅を 図るこ

ポーツ濡鋤の推進を図って行く

むことができるような︑

から平成9隼鴛月 綴灘までの

シ欝ン等の教窺醐縷③ス求⁝ツ

と普及②スポーツ・レクリエー

①スポーッ・健康づくりの奨励

スポーツ撫進興の任務内容は︑

その活躍が期待愚れ豪す．

めの推進役として佼置づけられ︑

ツ濡動がスムーズに行われるた

興と連携し︑購競の蕊涯スポー

スポーツ鑑進轟は︑俸膏癩薄

ことを懲標としています．

とを目的に実施惑れています︑

あなたもチームを編成し︑参
纐してみませんか︑

◆会場／松之山驚役場 会議窯
ユ00獺聞

◆実施朗闘／平成9年9月23欝

の一つです︒簾審・死亡・驚齢
◆樽談鰻／上越祇会保険事務所

午蔚憩縛〜卑後3時

という人鷹の照ったときに︑︸

◆実施内容／5入でーチームを

麟幾奪金調度は絶会保険鯛度

人のカだけでなくみんなの励け
務諜住饒係まで︵敷6

◆その飽／詳しくは︑跡役場総

鷺闇交通ルールを守り︑運転

舎う翻度で︑麗が蟹任をもって
内線54︶

騎では︑このたび﹁スポーツ

マナ⁝の陶上に努め︑無事敏・

無違反を競い禽い︑漿異の交

平成八年度紅スポーツ振興プ

クラブの育戚④購のスポーツ行

ランを策定しましたが︑このプ

される場禽は︑お近くの推進轟

推進鑓し二牽名を婁嘱しました︒

等のグル！プでチームを編成

◆参撫資格・条件／地域・職場

ランでは購罠がだれでも盗涯に

通安全恵識の陶上に努めます︒

してください︒漂付免許以上

家で．こ連絡ください︒

今瀬︑スポーツ推進轟紅蚕難

スポーツ推進蝿の指灘を希望

事等への協力などです．

の運転免許を萄する方で︑隼

わたり心身ともに健康で潤いの

コンク套ル︵トライ㎜
今年もρ97新潟県交通安全運

ある猛活を送るために︑あらゆ

︐97県交通安全運動

参撫チ蓋ム募集中〃

⁝313i

編成し ︑チーム蝋位で王00

運営してい求す．

購では環往の醒罠年金擬度︑

國罠年金保険料や灘生年金のこ

となど葎金についての相談に応
じるため︑奪一翻噸年金穏談会翫

を実施してい濠すが︑今奪も次
の貨穆で闘縷し塞す︒

転澱ンク⁝ルしが開催されます︑

齢・牲趨は閥いません︒

このコンク⁝ルは︑参加チー

禰幸夫陣野

された方々は次のとおりです．

小野塚茂 東絹

う方︑またすでに年金をもらっ

畿一駆鵬

る機会と場斯でスポーツを楽し

廻手

ている方も葎金についてわから

友義

込みは9月1鷺必着︒麟し込

栂山

◆購し込み・闘い禽わせ／購し

小賢塚喪子 東1舞

ルとツ︑ナーを実践し︑勉の運転

属手

ムのメンバーが疋しい交通ルー

圭
久子

ないことがありましたら︑お餓

！
暫

み駕紙は︑鑓役場総務課行政

1
高橋弘朋i大荒芦

餐の模範となることで︑交通安

糊正麺嵩
蕎橋恵子i湯峯 砺玖i酸立
講
i
養
竹内翻細
騰条醐称越

諭i小谷 丸出いずみ ．ヒ之山
本
i

禰原

軽に相談会へお越しください︑

鐙辺

罐
峯
相沢 轟之豚梨
よ
…

修一藤倉

←

鑓 蒋月

…
繁i兎
滝沢

係にあります︒

添
滝沢

全葱識を広く票罠に漫透さ甘︑

呈
←
多
棄
淳子i松之出
高橋鉄毯1天水鶴
本由敏雄i松之山

これから年金を受けようとい

20名を委嘱
集落名

…

名

善
氏
名藻落名

氏

◆臼時／8海欝β︵火︶

3

スポーツ推進員
スポーツ推進員名簿

②外粥薬彗1種類が50円︑2種

類が鵬円︑3種類以上が励円︑

③頓服薬彗1種類紅つき鵜円．

その勉︑詳しい内容は後繊お

二

⁝i旨︐⁝ー︐⁝︑︑⁝⁝講ーー﹂

く・

．

葎8月王繍か♂平成憩年7月綴

◆麟売入場券販売鰯閥藝単成9

くご利獺ください︒

新潟支祇管内の駅︑またはびゅ

施設は︑県内社会編祉施設です︒

業専門職轟②保母交︶③ホーム

レイガイド◆料金∴削売入場券

人新作5句をi編として審鷹︶

年7月M繕ハ月︶から8月焉藏︵金︶

◆闘い禽わせ先葵新潟螺禰祉保

環憲で◆販売簡斯蓑JR康β本

︿消邸衡効﹀◆問い合わせ先舞

◆幕集職種蕪応幕する職種は︑

刻︵彫塑を禽む︶︑工芸︑書︑

漿環境盤活文化部振興諜︵難倉

0円︶︑麗校生600円︵8G

彗大入漢︑︑200円︵1︑50

舐希望暫は︑薦認へお電話くだ

00円緬 続も嵩齢藩︑ファ触︑︑リ

O円︶︑小中掌盆屡導0円︵5

うプラザ︑族行代理店︑鳶私プ

患考負担が増えます！

写翼の6部門◆募集朗間藝7月

健部福鮭保健諜︵恨025−2

の改革を行います︒

県編鑓人材センター︵倣静25

ー券︑掌校懸体券などのお得な

券も取りそろえてい濠す︒︵﹀

へのお楽しみ独選会②潮売入場

券の特典蓑①鶴売入場券購入暫

内は当鷺券の料金︒◆萌売入場

にいがたフ瓢ア実行委員会

全国都畜緑化フェア
前売入場券の販売

−28三⁝5523︶へ

ヘルパー④保健嬬︵士︶など

勧会保障翻度の構造改革の︸

繊︵金︶から8縄25沼へ月︶※出

25⁝285i55玉三 内線

85−55玉王︶または︑新潟

環として︑園では鑑療保険制度

22婆39︶濠で

︵出鑛申込書をお送りし

垂雲iきξ1き韮︑壬︑ミ；il等裂﹃i三1き㎏〜・ミ︐⁝i戸

さい︒

鷹療保険翻慶の安定的な運営

手手

窟す﹀◆患最料褻各部門ま点轍

キ⁝ぎ

を確保していくため︑給付と負

産休・育休等
代替職員の募集
会振興財懸マ950新潟薦上

曝では︑難会橿祉施設におい

県福祉保健諜

で︑叢な改疋の内容は︑

漸2−2−2 新潟漁ニゾンプ

い合わせ先巽︵財︶新潟県長簿社

◇共通事項難薬剤費の榊部負撮

第焉園全園都帯緑化にいがた

◆問い舎わせ先聾第欝鰍全麟都

券施設舗引協賛など詳しくは︑

驚緑化にいがたフェア実行婁蝿

販亮鷹でおたずねください︒

実行婆蝿会では︑．闘催1鶴麟

会事務局

フェアは︑来年8月王醸から鐙

の8月i臼から︑お得で特典の

月綿臼まで瀾催噂れます︒

え提鵡していただきます︒登録

ついた繭売入場券を蝦売してい

録串込霧に必要事項を記載のう
申込書の内容は名簿に登録され︑

◆応募方法鱒市購村において登

す．

して勤務する人を幕集してい該

て産休や膏休などの代替職蝿と
14A︾・ひ

ラザ3階徹G25−285⁝

0円6種類以上が鵬円
5種類が6

○円︑2〜3種類が30円︑4〜

薬︵一欝分につぎ︶鐘i種類が

支払うことになります︒①内服

は︑投薬ごとに薬翻費の負撫を

で診療を受け薬をも♂った場禽

平成9年9月ユ段から︑外来

実施期鷺は平成9奪9月1鷺

25

∫4・

ーoりoo寸1

〜⁝！■多鼻−手チ主−書重i⁝i⁝一⁝■⁝奪！︸峯︷pきき︸呈ト手1圭ー

﹁県民文芸﹂の

作晶を募集します
県交化振興課

の︸環として文芸作

県では︑文芸振興のため﹁漿
罠芸術祭

知らせします︒問い合わせ売は︑
繍の簿集を行います．

蕃⁝⁝§旨ξ量一装曇呈−筆p⁝⁝ぎき書多婁i⁝⁝i⁝︸i

役場総務謙穗罠係へ︷内線脇︶
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