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購では急速に進む高齢化社会に対応するため︑蕉竃禰祉サ⁝ビスを中
心に各種サービスの充実を進めています︒騰月に完成した粧宅介護支援
センターは︑家灘でお奪寄りを介護している方などさまざまな悩みに応
える保健福祉の総念梅談窓口で︑広くみなさんに利胴されています︒町で

手助けが必要なとき

糞護や家箏の

は︑次のような往竃介護で町民のみなさんを支援しています︒筏竈サー
ビス事業の霊なものを紹介します︒

澱鰹難欝

寄り︑障書者がいる家庭で︑介護

泄の介護︒通院の介助など

◇介護サービス§食事・入浴・舞

︻サービス内容︸

や家事の手助けが必要な鷺帯に

◇家事サービス糞調理・衣類の

寝たきりや︸人暮らしのお隼

驚のホームヘルパーが訪問し︑

洗濯︑住居の掃除や整頓など

家族に代わってお世謡するもの

スセンタ峯が⁝βお預かりし︑

のお年寄りなどをデイサービ

サービスを受けたいとき

お隼寄砂が入浴・食事

計中心餐の所得によって異なる︶

一時問讐無料〜九三〇円︵生

霧爾料重

身の園りの働語をします︒
︻利薦できる方︸

おおむね六十五歳以上の方︑

霞宅で介護が必要な方など

家庭で介護されている方の身
め︑体の弱いお奪寄りや寝たき

体的・精禅的な負担を減らすた

り

ホームヘルプサービス事業の
入浴サービス

筏ず

・董

騨難

鱗
、

嚇〜︑

センターがリフトつきバス

︻利粥できる方︼

で送迎します︒

おおむね六十五歳一以上の方

送運・健康チェック・入浴・

︻サービス内容︼

給食・撮常動作訓練など

︻利嗣料金︼︵各一翻の料金﹀

◇叢蓋8円

磁萎羅

灘灘睡嚢︑﹄

灘・

溺入浴︵寝たきりの方など﹀

◇入浴蕊般入浴慧QO円︑特

五〇〇内

お隼寄りを短期間
預かってほしいとき

療則として七鷺以内︒ただし︑

︻サ⁝ビス内容︼

介護が必要な方

が︑病気や事故︑羅婚葬祭など

お年寄りの雛議をしている方

︸蒔的に介護できなくなるとき

霧罵料竃

⁝照○円

特に必要な場Aは二十八欝間

介護用品が

一獄当たり︑二︑

に特別養護老人ホームで短期闘

︻利網できる方︸

お預かりしお世話します︒

おおむね六十五歳以上の方で

騒藩鍵灘の

必要になったとき

便利な介護嗣最の給付・黛与︑

貸し繊しは無料︒購入援助は

︻利爆料愈

給付・貸与や相談など

︻サービス内容︸

購入する場合の相談や資金の援

勝得によって金額が異なります︒

自紹で介護するために必要な

門利驚できる方︼

※この地にも筏宅サービスがあ

助などを行います︒

おおむね六十五歳以上の方で
介護が必要な方

センターの窓鷺に相談・串請く

ります︒詳しくは︑在宅介護支援

僧六⁝三七〇五へ

電動介護ベット︑床ずれ防止

ださい︑

門利罵できる物︼

マット︑車いすなど介護罷最
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さん︑笑顔で議してくれました︒

﹁みんな親孝行ですよしとタイ

そうです︒子供さんは8人で

転ばないように餓をつけている

マを晃るのが楽しみ︒腰が悪く︑

れの九十歳︒擁麟のテレビドラ
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俸高江高佐小難

明治照十年滋月九鷺生まれの

り運動のため鵜毎鷺犬を連れて

九牽歳︒ここ数聯︑驚が弱くな

歩くのがβ諜︒ ﹁楽しみだった

仕薯ができなくなって﹂と少し

残念そうでしたが︑擦欝お元気

で過ごされているそうです．
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小小

と築顔で謡してくれました︒

聴くのが︑健康の秘訣ですかねし

みとのことです︒ ﹁簿撮膏楽を

らったカセットを聞くのが楽し

繊さんやお孫さんから翼っても

の九十︸歳︒歌が大好きで︑子

開冶三十九館二月一田盆まれ
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弱治三十菰郊十⁝月十八β鑑
震れの九十脳歳．特に体で悪い

ところはなく︑毎摂お元餓で生
に岡懲を手術︑今では新闘の大

活されているそうです︒闘年繭
きな文字が読めるようになった

明治黒十八舘幽月十三鷺生ま

村由タキ

佐藤五喪治さん
（天水越〉

鑓内で9§歳以上の長欝の人は、女性28人、男姓S人の
36人です。みなさんこれからも達者でいてください。

と婁んでおられ憲した︒

れの九十出歳︒蒋い時は体が弱
かったようですが︑今は爆が少
し痛い程度︒錘露の佳事が楽し
みで︑﹁人が授けてくれたもの

譲す無と語ってくれました︒
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小林

長寿
おめでとうございます

大厳寺高原で

800人が真冬体験
第君回元祖真蔓の雪まつりが

にぎやかに醐催

セ

活塞闘と自然を大切にした環境

を整えていかなけらばならない

自分たちの地域のことを自分

と思っています︒

るのでなければ︑すでに成熟

たちで考え︑自分たちで実規す

︸♂

した田本のような祇会の個々

の人の樋値観を満たせるよう

な地域は作れません︒地域づ

帯町樗単位のもの︑広域的な

．くりには身の回りのものから

︑毘創プランしのようなもの

私は︑地死から綴てきた地

といろいろありますひ

︑域づくりの発想を生かしてや

．りたいと考えています︒そん

．な意味から︑できるだけまと

．まりやすい単位ということで

ζ

亀

︑県内に十照の広域生活圏単位

れようとしました︒その︸つが

ていく地域塗ので畢めに広域的

高速交通体系が整備され変わっ

通した十臼町圏域は︑これから

4
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現在︑諏父猟心・物流・碗麗業ベル

トまでが動いています︑今後は︑

当松之山町を含めた六市町村

クレス整備構想﹂の内容と今後

八弩九総︵翫︶︑．饗の醸例行

で構成している十臼町地域広 域

川フラムさんから︐ア⁝トネッ

事となった陛興．㌦の．鷲まつり篇

都霧文化・グリーンベルトの整

ー

備が必要です︒都帯的な快適生

の展開について講演がありまし

めてい ます︒七月宋︑平山県知

﹁アートネック

この鷺は蔵愛の太賜が照りつ

私が平成闘年に知事になった

門平出嬢知事︼

唇

ジェクトで︑獄本海

第五次授期計薩で︑第闘次まで

戦略的プ

ぞの中で﹁ぼくほく線﹂が開

関越ベルト地帯振興構想といい

りの方策を見いだすために﹁里

創プランしの第︸弩として優先

な議論をし︑魅力ある地域づく

ルトからなり︑そのベルトごと

的に指定しました︒事業は後で

ます︒交通・物流・産業・都帯文

の戦酪を三十七入れたものです︒

化・グリーン・傭報の六つのベ

を殼建しました傘

ヒ

十日町地域広域事務組合

いがた里創プランについて﹂の

これが

とき︑繋は二千難までの長期プ

ま

ム

事が十臼町市を訪れ﹁ニューに

講演がありました︒広域事務緯

推進懇話会i基

八○ハ︶人が嚢上ゲームで翼冬の

体験を楽しみました︒また︑今

︑︵︑／＞＼

年はオペラ挙節館のみなさんに

を

ましたのでお知らせします︒
／〜〜

合から︑そのときの概要が届き

〆︑−〆＼︐丸！〜〜︸〜チ﹃

きトぜ

とは違い︑新しいものを取り入

廿

腎

よるミヱージカルシ欝ーも行わ
れ︑溺漿のもとすてきな歌声が

難創プラ︑〆推進懇話会が︑七

十鑓購地域ニュ⁝にいがた

出店∬⁝ナーでは︑冷たい飲

月二十六田︵烹︶牽績町帯の

岡源に響き渡っていました︒

み物などを求めて長い行列がで

クロス憩で鵜催されました︒

これは︑環筏十沼購地域広

きていました．︑ー原の轟憂の一

黛を振り返5てみます︒

域箏務組合で進めている﹁妻

想﹂の 内容を︑多くの皆さん

有郷ア︸トネツクレス整備構
から礫解していただきたいと
行われたものです︒

i蕊
里創プラン
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ロ

開会に先立ち事務組ム管理

︑このプランの特徴は儀毘参掬︑

暫の本照欣二郎十譲町市長は︑鍔

ソフト事業優先のプログラム︑

から︑プログラムに参鋤いただ

今鰭お集まりいただいた皆様方
き︑罠間と行政が一捧となっ た

推進体謝ができることを期待し

その後︑平由鰍知事から﹁鰻

ます﹂とあいさつしました︒

麟プランしの生まれた背雛︑北

十日町地域ニューにいがたi多
1堂

けるなか︑お盆の帰雀欝など約

レス整備構想しという事業を進

老

事務総合では︑

︐

に醐催され窟したわ

F

が大厳ぎ︑ー原で今年もにぎやか

ヒ

た︒

，

〆
麹ノ撫

︑灘鵬

饗聾飲み嚢ル＿

嘲

んな地域づくりを﹁羅創プランし

は︸QO館かかってもいい︒こ

次︑二次と分けて場舎によって

論し︑広大な欝画になったら⁝

的な観点で地域の発展理念を議

自牲や窯体牲が基庵です︒広域

禽わせます︒あくまで地域の独

露然の懐の中で明黛を癬う人材

構想ではその自然を嘗9鷺て︑

然の姿を蝕濃く残しています︒

薬いにもこの地域は︑本来の自

もう︸度毘薩すことが大切です︒

環巌︑人間と趨然との関わりを

人類の発展に陰りが晃えてきた

です︒科学万能の思想に基づく

広域としてのスケ峯ルメリット

道しを整備します︒これにより︑

び︑回遊性を持たせる﹁交流の

設︑観光資源などを脅機的に鰭

にも及びます︒各ステージや施

各審跡栂を巡る道踏は蕊○○㎞

です︑地域自体が雰常に広く︑

顯つ爆は︑大地の婆衛祭︵ア

そして︑三つ鷺が﹁交流の道偏

す︒

でやっていきたいと考えていま

や発儒性を強化します︑

ートトリエンナーレ︶です︒世

しています︑

を曹成していくことをテーマに

構想の建は︑大きく獲つに分

．販も先行してうまくまとまり

はじめたのがこの十鷺町圏域で

します．この譲衛祭の麗縫は︑

鼻のトップアーティスト紅よる

交流人口の増加につながります．

けることができます．︸つは物

っていないものです︒方法とし

各麟の方々から︑この構想︵た

す︒ぜひ︑地域づくりの三つの

ては︑この地に焦んでいる人︑

たき台︶にっいて︑縦︑横︑斜

催︵第一隙は平成十︸年に実施︶

力︶︑アイディンティティ︵欄

蕨行暫を禽めて鱒ステキ発毘臨と

め︑いろいろな方陶から議論し

野外環境讐衛祭を蕊葎ごとに開

牲・特微︶を計画の中に総み込

いうものをやろうと考えてい蜜

かっているようで︑意外に分か

んでいただきたいと思っていま

す︒これは︑今隼の暮れから再

ってもらいたいと響えています︒

ていただき中身を鍛えあげてい

を発見するということです︒分

す︒

来年にかけて行います︒この地

〜あ翰︑アメニティーハ住みや

取り績みとは異なっています︒

域の美しい勝を写翼で膳墓して

すさ︶︑アクティビティ︵活

従って県も輿い謙爾には優先的

る人︑商最を出す人など地域の

もらおうというもので︑応募す

7月篶日の環鏡アート・ワークシ簑ップも

この璽翻プランは︑今までの

になって取り組んでまいります︒

次に﹁自然体験型ふれあい文

この事業の唖環として行われました。

に助成を饗えますし︑県も 緒

化施設㎏という交流の拠点をつ

たいと考えています懲

人全部が関わるようなものにし

美し

﹁妻荷郷アートネックレス鎧

門詫用フラム民扁

備構想﹂を

くります．例えば︑讐の公園や

欝で醤えば︑

ける地域にするんだ々というこ

く自分で誇つを持って生毒てい

をつくるのは皆さんです︒今ま

ブナの林︑縄文の館でその内容

めであつてほしい︒

でにない窒問で︑おもしろいも

讐

懸灘

棚

マす．
この地域が持っている財産は︑
霞然︵儒濃斑︑ブナ林︑讐など﹀
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特に嬬・山地農業の活性化に

ついては︑第一次産業の持続︑維

持と従事餐の鍮活を保障するた

めの政策︵地域に禽ったデカッ

プリング鋼度の政策の確立︶や

の選錘婁員臓推薦され町農業婁

今年の贈月より︑しぶみ農協

基本闘題調盗会しが酋相の諮問

の髄定に織け﹁食料︑農業︑農村

見直しを禽む籍たな農業基本法

八月牽九磁には︑農業関係八

求めています．

衡のある発展を実現するように

疎・遺密問題を是蕉し團土の均

では農業関係脅︑國疑各屡から

なお︑全團農業関係懸体組織

樹立︑経営補縢政策の確立が決

の維持︑確保に陶けての政策の

農業委員佐藤良雄

貴会の貰興として潴えて︑膜き蒙

機関として炎驚し検討入りした

鐡体による﹂一十一推紀の農業︑

のご理解のもとで﹁食料︑農業︑

新農業基本法に向けて

した︑全く初めての経験であり
のを機に︑各農業関係醐体もそ

農村政策確立上越地嬢農業生産

農村地域に関する新たな基本

産業振興︑生活環境の改善︑農地

ますので︑委麟会叢さん各婁貴
の鰯建に陶けた慧晃集約︑要講

餐の集い﹂が上越リージ讐ンプ

八月凱牽二鷺︑

新潟衛の新潟郵便

貯金会館で﹁指海

知事慧見交換会

農業士濡動発表・

躍隼度認定され

が賜縫されました．

た指導農業士一一一十

から六名の方が活

鷺名のうち各部鍔

動発表を行いまし

た︒

欝士雄さんが出鷹︑水穏部門で

滋町からも浦田薦之蔚の照中

法狐鯛定に関する署名運動を実

議されました︒

の皆さん︑事務周のご指灘とご
運動を展開しています︒

地域おこししと題し︑松之山町の

﹁中撮間地における穏作経営と

縮作経営の特徴と今後の方両に

施し︑新たな基本法に盛り込む

内容の充実を誹るとしてい象す︒

ラザにて調催され︑騒会議轟︑県

皆さんのご協力が傭より大切で

ついて︑そして浦繊地薩が取り

について発蓑しました︒

組んでいる都帯との交流事業等

す︒よろしくお願い致し窟す．

麟の食糧は圃が守るのは当然

であり︑その食糧生麓基地であ

らは往庫米の増繍に伴う生産調

見交換会がありました︒餓事か

溌衷会終了後︑県知事との意

あってはなら塗いことですゆ食

る農村が崩壊するような政策は

糧の安全と安定供給︑環境保全

通しとの話がありました．

整は︑来驚度︸鱒厳しくなる晃

議会議蝿︑各市町村長さん多数

ている役翻︵水資源確保︑環境保

機会のある薙に農村の果たし

一

︸

︸

等︑公益的役翻をになう農柑を ︸

の列庸を預いた中で︑の株武会

全等﹀について理解して獲くよ

合慧が最も必要です︑

嚴に︑新潟県農業婁蝿大会を開

祇の農業参入の反対︑②食料自

農業婁愚会では蜜る六月十九

協力を賜りながら︑JAと農業
婁鰻会の密接なつながりを深め︑

隣の農業を柱としての盤活纂盤
の肉上に寄与したいと思ってい
ます︒よろしくお願い致します︒

今松之街を禽む︑中・由間地
の農業︑農轡は極めて厳しい現

実紅あります︒経済簸優先政策
による予想以上の轟速成擾︑そ

の事によって引き起こされた農
村からの労働力の急激な流繊︑
出稼ぎ︑離農︑離村餐の増触︑終

］
「捲導農業士活動1

築くため紅は︑國鋭の皆さんの ㎜

山聞地農業は窩齢化︑少子化に

催して﹁新たな食料︑農業︑農村

給率の肉上農業政策の確立︑鱒

戦から五十二年を経た今︑中・

よる過錬の進行︑後継者不足鵜

基本法鰯建に関する要望秣を決

うに根強く努力して行かなけれ

と誠に見通しの明るさが見えま

中・山間地農業政策の確立の三

ばならないと思います．今後の

その申で農村基本政策につい

項疑を決議し運動を進めること

ご協力をよろしくお願い致します︒四

議しました︒

て中・由闇地等の条件不利地域

に決定しました︒

せん︒この事は松之山を嫡め
瓜ツ政府では︑昭癩黒十六年に

に勝得補騰鰯慶等を導入し︑過

︸

︸

競定された︑硯行農業基本法の

1、懸繊

中・撫間地域ではほとんどです︒

事意見交換会講 i

ゐ．藪
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〈票障・県老・察親・県貌凝度も岡様〉

支払機鯛を変更

いる人が住所や

A 館金を受けて

ですか？

侮か麟出が必要

越しをしますが︑

月︑県外へ引つ

け ています．来

齢基礎醸金を受

Q私は親往︑巻

○老人保健制度の一部負担金改定
汀たとき嫉兜住

i玉カ月

負撹翻余の改建

塵F藷］騨噛， 負捌

※薬斎彗舞撚彰よタト来グ）みです

込通纈轡稀や﹁支払通知

更麟を提繊した場食︑﹃綴

り︑支払期βの藏飼に変

六闘︵偶数月︶となってお

親往︑難金の支払は薙

出してくだ啓い︑

保険事務勝へ遜やかに提

新住勝地を管轄する祇会

斯・支払機関変︒翼麟軸を

○会被などの健康保険の被保険者本人の負握金改定

欝しが漏か橡かったり︑繭

入院

し

3翻

退職雛療

（〉被像験巻本． 人

2翻

ださい︒

住鍵係家で問い禽わせく

詳しくは︑役場総務諜

慮ください︑

臨となり豪すので︑ご遠

変更することは混乱の原

橡お︑支払機関だけを

葱ください︒

とがありますので︑ご淺

ぐ〉一般根保臨 暫

費6−313王く54︶

．﹂

ても︑大震災といわれる地震は

江戸時代からの騰○○年を晃

都市の災害

一見繁栄を誇っているように

三圃あり︑その周鰯はほぼ一〇

る予灘では︑︸○万人が死亡し

販神と岡規模の震度の地騰が

ますと︑いつ起こっても不思議

七〇年位たっていることを考え

〇驚購後です︒関東大震災から

ライフラインといわれる上下

救急の体鰯は漿えているようで

としても食糧と飲料水の備蓄や

校等が指定されてい豪す︒行政

選難場所としては︑公園や学

ではあり濠せん︒

水道︑電気︑電議︑ガスなどが

うすが︑やはり最初の

地︑芋を利驚している施設はかな

びる道はな毒そうです億

は︑自助努力によるしか生き癒

松之山町の災審というと︑地

滑りと火災が心配されます︒

地滑り紅ついては︑購自捧が

なことは醤うまでもありません︑

災轡は弱い所︑思いもかけない

災審は忘れたころ臓やって來

地滑り地幣のなか紅あるためば

火災を伴う地震災警滋ついて

るといいますが︑かっての大地

防止のための不断の努力が必要

は︑水道水の使絹が不能になる

滑りや火災の経験を憲れること

所から発盤しますので︑その被

また︑過崇の大都帯火災につ

なく藷り継いでいくことが最畏

保坂

いては無数の竜巻が趨こり︑そ

東窟事務所

の防災なのだと思います︒

数でました︒

溺死・騨損傷による死t餐も多

の熱風によウ隅田川に飛び込み

こと紅より被轡を拡大させます︒

轡は誕り知れ濠せん︒

満たしているとはいい験がら︑

建ち厳ぶビル群も耐震基準を

りあります．

週闘位

それ滋地下鉄や地下繁華街など︑

今は地下に埋設されています︒

す．

一Ω○万人が難罠と化すようで

策薫で起こったとし謹すと︑あ

もろ

すように地震には脆いようです．

圏函回

1

毘える東東も︑阪神大震災が示

鍾o．4三
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笥
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知って得する年金知識

圃

覇謹お便鱗お待ちしています

籔3

腿体の紹介や写真、絵鐡なども大歓迎。

締め切りは、毎趨20鱒です。総務諜行
政係広報ま登当まで

高橋誠・益美さん2男

九月二田︑牧村の牧中掌校で
﹁新潟醸少年の窯張大会⁝わた

しの窯張併ー東頸城郡地区大

滝沢

ものの考え方
松中二年

圭
⁝⁝⁝‡の

徹也

だったしということでした︑僕

﹁手伝いが不十分

この蔚︑親に怒られました偽

から選撫された十二名が︑磁ご

に頑張った僕が怒られて︑遊ん

です︒

⇔◎ O

OOO

セ

譲爺

でいた兄弟は怒られなかったの

の兄弟は薫人います︒それなの

その理撫は︑

里保育勝に通い蛤めました。簿iヨ

ろ考えている溝新で建設的な意
当町の松之出中学校からも二

葎生の滝沢徹斑くんと三館生の

した︒

今月勢と来月弩では︑二麟に

わたりお二人の発褒内容を紹介
します︒まず︑合月畢は工年盤
の滝沢徹旭くんです︒

と仲畏く遊んでいるそうです、

好きな食べ物は、「なっぱ」とヂガ

ム3。遊びでは、お気に入夢のユン

ボで工事遊びをすることとポケモ

ンのカード集めをやっているそう

8月3・4撮と7家族でキャン

﹁なん

です◎

おにちゃんと一緒に元気に通って

﹁みん叡

﹁プラス

プに繊かけ、都強くんもその仲閥

と瀞立つばかりで解決はしない．

ると﹁悪い方︑悪い方へ考える

りませんでした︒母に闘いてみ

は母が何を灘︶ているのか分か

思考︑マイナス思讐しと︒僕に

なことを欝いました︒

数疑後︑今度は母が儀にこん

る人に怒るのではないかしと︒

自分が驚立った時には近くにい

自己中心的に考えているから︑

僕はこう思いました︒

侮故人は怒るのだろう⁝⁝︒

が浮かびました．

寝転んでいるうちにある考え

ットに寝転びました︒

できなくなって︑二階にあるベ

句を誘い始め象した．僕は我慢

親は僕の態度についてまた︑文

で幾ばかり怒るんだよ！﹂と．

僕は親に誘いました︒

いるそうで、保葎所ではともだち

しかし︑プラス思考にしろと

プラス思考で考えて晃ろ﹂との

入り、雷が鳴りちょっびりこわい

思いをしたようて す力盆、テントカ、

花火をしてとても楽しいキャンプ

らテントヘと渡り歩き、焼き肉や

てやさしくたくましく育ってほし

いろんなこと憂経験し、感動し

いと思います。

いる﹂と兇えたのではないか︒

親臓は﹁楽で楽しい方へ逃げて

しょう︒それなのに僕の態度が

しょう穏僕に協力を腰ったので

もっと手伝ってほしかったので

てみました︒なるほど︑親は僕に

そこで親の立場になって考え

した︒

と書われたことが頭に浮かびま

聴に﹁乎伝いが不十分だった偏

てみると︑そういえば怒られた

い駄と欝われました︒思い出し

怒られたかよーく考えてみなさ

もう⁝度親に聞くと︑ ﹁なぜ

のか⁝⁝⁝︒

良い方磁考えなければならない

伝った僕が怒られたのに︑なぜ

か僕には分かりません．親を手

ういう考え方が良い考え方なの

畏い方に考えろと欝っても︑ど

プラス思考かよく分かりません︒

鋸
欝われても︑どういう考え方が

払総母さんから…桑碧

8

Ioooo寸1

ふみや

i︷多i⁝⁝⁝⁝f⁝ー手ξ︑︐群︐逗︐5︸〜︷︸ξ︐⁝︐〜⁝〜ヒξ︷ξ美ー美⁝§多養︐拳季︐季季‡︷・︸き︸ー多ξ︸き︷・〜︸き多ξ︸手き・き⁝︸等‡導キ︸⁝舌⁝キξξ孝︸§︐芝︐︷︑手きー〜多⁝重多⁝〜︸重⁝﹂

郁弥くん登場（2歳肋月）

見を発褒しました︒

この大会には郡内の六中掌校

禽篇が闘催されました︒

郁弥くんは今隼の照月から、松
oり

だったようです。

雪モき⁝叢⁝⁝⁝善i︸⁝蕃⁝⁝蕃︷⁝；

新潟県少年の主張大会

「わが家の人気者⑳

竹内恵美さんが意見を発衰しま
』｝
輔丁
一｝
㎜
｝
い一
皿㎜
｝
｝■｝｝
噛・｝
一
｛

燈6−3B1

噺た捌轟剛蝋騰剛﹂

（天水島・毒楽〉

奪

刃！

場

広

このコーナーでは、みなさんからの
ご慧見やお硬りをお待ちしています摩
︷

㎜ F闇

㎝皿

みんな：の
♂

砕

確かに自分で頑張っている時に
いました︒その誘葉に僕は反論
僕にこの考えを知ってぽしかっ

となのだと分かりました︒親は︑

は怒ったり嬉しくなったウ入を

ものの考え方によっては︑入

櫨手がな談けている所を箆ると

するには自分霞身の広い心と糧

プラス思懸でものを考え︑実行

恨んだり感翻したりと様々です．

親が僕のことを兄弟の誰より

たのです︒

も認めてくれて︑手伝いを頼ん

しましたロ﹁それじゃあ︑僕だけ

﹁そうかもしれないけど︑塞姦

が撰じゃないかしと︒すると︑

に撰をしているのかな？瞬と讐

苛立つでしょう︒

僕は︑だんだん簸後までしっ

︑ず︑・

︑デ・〜葬7〜／

︑／〜ノ﹁︑／︑5・︐︑・〜︒・〜︑・〜︑〜乱ぐ／︑／︑／︑︐

手への思いやりが必︑要です︒

かウ拳伝いをして置けば良かっ

えるようになりました︒

でくれたことがとても嬉しく思

〜−〜〜︑ず；︑！︑〜︒

ありがとうございました︒

︵杉︶の作磁が寄贈されました︒

町への寄付と寄贈

語㌧︸fず〜﹃〜タ身〜〆 〜／︑／﹀F︑ザ〜 ︑﹃〜ρ〜〜︑／︑−︑／︑︵ξ曳ζ！〜﹂㌧！礼き丸ξ

ありがとう
ございました

〜ノ︑〜〜

﹁お購を晃込んで選んだんだ

⁝⁝しの頭の中にこの霧葉が浮

ってその場を去って行きましたゆ

にも鎌な思いさせなくてよかっ

かんできました︒その聴︑僕は

たような寵無がしてきました︒僕

ただろうし︑僕趨身も仕箏が終
やっと親が﹁こいつなら︑ちゃ

がもう少し手伝っていれば︑親

わったときに満建感が得られた

って僕を選んでくれたこと︑飽

んとやってくれるだろう転と思

でも鉦がかりなのは︑ぽくの
の兄弟ではなくて僕農身のこと

のでしょう．

ことを毒えてくれていないとい

第田銀行から
町禰祉施設へ鴇万円

購噸︑

八月二牽九欝︑株式会祇第照

銀行︵頭取⁝鈴木治輔様︶から購

今騒の寄付は︑第賜銀行が

が寄付されました︒

控竃介護支援センターに十万門

一二〇周年記念事業の︸環とし

渡部桂弦さんから書

八月十三繍から自然休養材セ

て平成五年度から五力奪計爾で

とに気付きました︒

そして︑プラス思考とは自巴

ンタ奪で露遵展を醐縫していま

県内の禰祉施設に寄付活動を行

を認めてくれて選んでくれたこ

です︒それなのに親は︑饒だけ

中心的に考えるのではなく︑他

した︑浦照薦之蔚懲場の渡部娃

も兄弟と一緒に遊びたかったの

を選んで僕だけを手伝わせまし

蕎中心的にものを考えることな

うことです︒蕉直に欝えば︑僕

た︒欝度僕は︑なぜ僕を選んだ

っているもので︑昨無度までに

⁝八○施設臓助成︑今年は漿内

れました︒

の蕪八施設慌寄付されることに

弦︵節子︶さんが購に露を寄贈さ

寄贈された作晶は︑今回の澱

のだと︒つまり︑繊乎の立場に

道展に繊最惑れた﹁私の心の申

なつています︒

立ってものを考え︑行動するこ

深尾庄介民から絵濁
八月七鷺︑醐家の深羅鷹介さ

に積もりそうな鷺が降るしと

祉諜長紅寄付金が手渡されまし

ンターを訪れ︑佐藤畏雄保健橿

と増村糞治松之山代理店薫がセ

この鷺は︑平沢功松代支鷹長

んが購に絵爾を寄贈されました︒

﹁越山﹂の二．黒です．ありがと

小黒禽分校︶を利駕して翻作活

たoセンターでは︑寄付金を施設

うございました．

六月下旬から約︸か月半ほど滞

の備最購入に充てることにして
ことで︑今園寄贈された作最も

※まつのやま文芸は団ぺージヘ

ました︒

ます．ご寄付ありがとうござい

黒禽螢衛挙節館から晃た嵐景

深尾さん は杉が好きだという

往されました︒

動を行っているもので︑今奪も

から黒倉蔓術畢節館︵擬松之由

深羅さんは 今年七十二歳︒鯵無

か聞きました︒すると親は︑﹁お

焔磁貿か秘綻物温

矯器鶴纏璽

瞬弗恥絶惣離鞭塑

離織幣響謹

9

∞

蔚を見込んで選んだんだ﹂と需

｝

一伝統芸能でにぎやかに交流

八月脳獄︑町蝿体欝館で上川
手歌舞伎と醐蒲漂郡︑蒼室紺の㈹

齢餐学級との伝統整能の交流会
が行われました︑

轡無村蕎齢餐掌級では毎無町
外での紐修会を実施しており︑

今年は歌舞伎をぜひ晃てみたい
と上川手歌舞伎との交流会とな
ったもので︑岩室村からは顯十
人が参茄しました︒

交流会では上拠灘歌舞伎に続
き︑器窯村かりは三昧線も湘わ

緒に踊ったりと

1①oo寸1

門

﹂

八月十三黛から十八揖までの

バ鱗間︑自然休養栂センターで

渡葎弦ハ璽さん璽諜豊

弦鍛︐の雛界﹂書遵展が醐催され一

渡部さんは薮町の浦田爾之蔚

ました︒

の出身で︑灘を始めて三牽年︒

や心

などをイメージしたもの

作繍には︑ふるさと松之撫の．霧

が多く︑今回の欝道展には約幽
十点が展承されました︒

ちょうどお盆の晦鰯でもあウ︑

帰憲客や購畏が大勢禽場臓詰め

かけ獄州心に作品を鑑賞していま

した．また︑渡部さんか 町へ作

曇薫が寄贈されました︒

雛難

︐講

優勝は拠手Aチ茎ム

購ゲート求ール大会

第十闘國賜ゲートボ達ル大会

この田は轡窒も広がりさわや

が八月二十八β︑瞬騰グランド

鑑礎藩

㌣零碧

篭か

欝麓議

騨蕪．
縛塁齢．

毒犠湧

鬼轡

かな風が吹く中︑賭内ゲ！トボ

ール愛好餐の牽六チームが参撫

場では選手がステックでポ達ル

して熱戦を繰り広げました︒会

を打つ時の心地よい畜と歓声が

接戦の結果︑今年は湧手Aチ

響いていました︒

ームが優勝しました︒大会の成

纏は次のとおりです︑

球友B︑鷺位嚢松之由︑鶴位

▼優勝蓑履手A︑準優勝蓑黒禽

蓑川手β︑五位︵ニチーム﹀

彗上嚇掬A︑黒倉球友C

」0

顯

謬壷撃耀ゆぎ籍

騰

糖慧・璽鴫骸

！．一、．一一西之前出身の渡辺桂弦さん

を会場に闘催され塞した︒

も

まちの話題

上：湧手歌舞伎と岩室村高齢者
t

った盆踊りや轡室甚句など臨曲
が披露され︑

今後は︑購艮あげての学校存

策等が話し禽われました．

題点や幕集のための翼体的な方

の進路鋭魍の後︑分校葎続の賜

会譲では謁校の様子や卒業盗

換が行われたものです︒

墓集の方策嶽どについて慧見交

貴翻れしていることから︑生徒

分校への入学生徒数が大編に定

少子化等でここ数奪︑松之山

検認会が闘催されました．

ーで第闘回安塚︑陶校松之出分校

八月五績︑自然休養村センタ

継
続のム等ドづくりや通掌費の補

｝皿

皿

隆書⁝一

し一一一一第4＠松高対策検討会が開催一一

罐一鰍

助なども考えて行くことぼなり
談した︒

鳳濯
饗

楽しく交流会が行われました︑

︒鼠灘︐

き

r一ふるさと松之出で書道展

｝

率ミ

｝一 願

，一瞬疑あげてのムードづくりを

磯iー一

き

八月二十六繕︑浦磁保育所の

運動会が浦照小掌校体鷺館を会
場に醐催されました︑

まず︑雑長のきりん紹毒んが
元気に闘会あいさつ︒全蝿で準

騰体繰した後︑赤組と白組に甥

灘
■︑㌦

八月二十五獄︑浦照克雲セン
タ⁝で﹁菊のアレジメント講鰹﹂
が囎催されました︒

浦鎖地域では数葎繭から︑女
性のグループ約黒十名が菊づく

︸

一

一

の講鰹はその菊をいかす壷刀法の

りに取り組んでいますが︑今園
ひとつとして菊花のアレジメン

ト技術を概修し︑グループや地

域の酒性化鵜役立 てたいと実施

亜けていました︑

持ち寄って︑自由に楽しく花を

きた菊の花と思い思いの花雛を

ました︒参加者は春から曹てて

協の蕊活指灘員が指轡にあたり

この鷺は農業改罠普及鰻や農

されたものです．

ぺ
撒獺燃穆騰翫 『
灘鍵

れて競技が㎜闘嬢されました︒

会場には小掌盈や地域の入︑
園兜の家族らも臨援に駆けつけ︑

一生懸命に定ったり踊ったりす

る園児たちに大きな声援を贈っ
ていました︒

！潮女牲グルづ旛座離 と

また︑慈援に駆けつけた小学

ほコ

皿

一

一菊花を自慮に楽しくアレン

盤らも競技に参燃し︑︸緒に楽
しく洋を流していました︒

まちの話題

禦羅舗膿鷺コ
．﹁一

八月二鷺︑灘購湯出にある由

ンティアとして協力し謀した︒

嚢黛は地元蕎校生らも多数ボラ

狂讐の会場となった能楽堂は︑

の上の能楽堂︵通称ー擢魂縫﹀で

この七月薩カヤのふき替えを終

﹁薪のある猛書ー轟婁の箋い祭

典しと題した狂欝の公演が行わ

モアで滑稽なしぐさに観客は大

﹁薫しの二つで︑獲露特蒋のユー

この鷺の演目は﹁棒縛幅と

な舞台となりました．

渉々と燃えるかがり火が幻想的

えたばかり︑乎造りの灯篭と

出演餐には能楽界の鷹量︑雛

れました︒

要無形文化財総余指驚餐の野柑

万作さんと患子の萬斎さんら獲

醤興を代表するメンバーが総鑛

欝び︒糞麗の暑い一旧︑由の烹

ました︒

の能楽鴬は築いがこだ蓑してい

演し︑醸内外から訪れた麺二千

入の観客を魅了してい藪した︒
今醸の狂欝は︑購内の窟志で

が窯催㎜面礁﹄年六月の﹁ブナの慰継コ

総織する﹁まつのやま穿吹会﹂

ンサー志紅次ぐイベントで︑

響爵

μ

［聾論銚灘台

と

膓鳥園肖□
楽しく体を動かし健康維持に
ついての慧欲をもとう︑今園は︑

家殿でできる健康体操や楽しい

第3回湯鳥駅伝大会

大会ボランティアス

劔6⁝2265へ︶

大会纂務周︵公騰館

▼購込み 9潟30儀まで紅︑

に集合

︵第9回金国生涯学翼フエスティバル協賛事業︶

扮月鐙欝く金︶

▼纂〃集

タッフも募集します．

2
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午後7聴30分〜

第23鰹健康マラソン大会も

岡時闘催します︒ふるって︑参

▼㎜期欝

加ください︒

▼時間午箭8時〜

F嶺嚢嚢讐多

郡内に住断登録

第絡回東頸城郡美術展覧会

▼出舐資格

⑳月6田︵月︶

る嵩校生以上とする

または勤務地を脊す

▼作轟搬入

一

の初歩について掌びます︑

▼時間

獲然休養村センタ肇

▼期澱憩月9鷺︵木﹀
▼場所

第9回全国生涯学習
︸フヱスティバル
盤涯掌習冤本布では︑企業・

m月2鷺︵木V

ゲームを行います︒
▼期欝
午蔚鎗時30分〜

習機羅︑サ⁝ビス︑まちづくりの

懸体・窮町栂等からの活動や楽

▼時問

露然休養村センター

実践例等の紹介︑提案や展示を

皆さんからの作最を募集し

ます︒多数ご応葬ください︒

憩月η鷺︵金︶〜鎗醸

︵獄︶まで3欝間

▼期段

松岡亭子

しく掌ぷための多様な情報︑学

▼場研

丸山サワさん︵松之山

▼講舗

ご来場の皆様に︑さまざまな

行います︒

きっかけとしていただきます︒

生涯にわたって学轡活動を行う

人材バンク︶

闘国U

秋の実りが表現できるように

﹁まなび﹂との出会いを提供し︑

材料や生けかたを工夫してみま

山購公艮館へ

〜7闘︵火︶まで松之

広野多璃子

﹁絵圃︑彫塑・工

詳しい内容

◇ねぼすけスーザのおかいもの

牧村跳体簿館

柳生豪ち子

▼作贔部門

きうちかつ

◇いえでだブヒブヒ

▼会場

MOE編集部

は溝公罠館まで

◇やさいのおなか

憩月9鷺〜捻田まで

醒本鶏介

▼問い合わせ先

◇続・イギリスのお蕃藻まおいしい

▼期欝

森磁葺光

小谷真理

しょう︒

◇心にしみるお母さんのお話工〜4

警︑書道︑写翼﹂で未

◇嵐雨博士の遠めがね

◇墾母エヴァンゲリオン

発褒作舐に限る

共岡通信祇ペノレー特弩彗取材斑

新潟策︵メイン会場︶

齋藤茂太

▽場所

◇プラス思考がその入を強くする

▼期欝 憩月7摂︵火﹀

堤芳郎

上越帯勉︑4会場

◇父・丹羽文雄介護の欝々本獺桂子

▼蒔聞 午後8縛〜

◇やさしいマジック

霞然休養村センター

撫懸太一

▼場所

◇ペルー8本大鍵館公邸入質事件

10／ヱ2

鐙月の晶ぴ二∬教室は︑楽し

◇晃なれた町に嵐が吹く

門

小学館
◇霞季を楽しむすてきな押し花

i〜

い運動会です︒なかよく楽しく
体を動かしましょう︒

午醜9時〜

▼期欝 鐙月8黛︵水﹀

▼蒔問

町罠体脊館

大槻義彦
◇「神秘と超能力」の嘘

若月俊一一
＜〉五一←歳力》ら承ケとたたカ〉う

蕩照文夫
◇海の両こうで笑いたい

業
内
容
19／王3

▼場所

◇アジアの讐話。子どもに藷る玉〜2

し

畜行あぐり

◇梅桃が実るとき

溝水奮1生
◇あぐり

費6−2265
欝α40公民館

1事

圏回

茶道の道具や作法など︑茶道

新刊図書紹介『□

り

鴨

／こ《

・湯
松之由恥生灌学習だより

グランドの改修おわる

すが︑先生方も熱徒の熱憲に億

灘を受けている姿が印象的でし

問の仕方などについて熱心ば指

のマナ茎も寅く︑途申の﹁ひかり

ご来光を揮んで下由︑生徒は山

他校では七月中で終わってし窟

は︑進路を決める正念場です︒

◇夏と欝えば︑三舘生にとって

撞任の窟永秘宏先愈から会縫訪

台風は九月初めより下旬に多く

には収穫です︒それと︑大きな

する関心を深めるようにして

この機会に改めて︑防災に頬

鐡練や行事が行われました︒

鵠︑醗秘

た︒

い限り︑施設を町畏のみなさま

塔﹂や蕩由櫨物の奨しさ紀感嘆

う謙外授業も松腐ではお盆の数

ました︒また︑就職も本番です︒

えようと猛暑の中がんばってい

﹁体曹施設開放事業しに取り組

にもご利薦いただけるように︑

んでいます︒購の体育脇会擁盟

醐体に限Pますが︑利溺を希望
される場合は︑腐校に連絡くだ

能です．

していました．引率餐の〜人︑

日を除いて夏休み中続きました︒

二 欝十欝という讐葉を知らな

きます︒戦後の顕著な台風とし

稿の品種改良が進んで︑二

月二十五沼から皿十八旧の闘で

旧を中心にして地元の入々が︑

出穂期が八月初 め︑九月半ばに

人餓最種の瀞シヒカリなどは︑

られなくなったせいもあります︒

風水轡対策などの災審に対する

でした︒この期聞中に地震対策︑

o問い合わせ先、町役場総務課財政係まで

さい︒体欝館は夜間の利馬も可

篇橋静男先生は笛場由登頂二幸

教科によっては個人レスッンで

い都会の子どもが多いのは︑農

はいかがでしょう．

そこで農村では︑嵐祭り

に台嵐の襲来が多く︑稲の闘花

業の経験が少ないためぱか

月下旬から調登員が皆様の貴帯に構いますので、ご

﹁僻勢湾台風狐など︑いずれも九

協力くださるようお願いします。

一年生が夏出登山
◇グランドの改修が終わり︑箆
◇この翼︑㎜郊生は憶佛になっ

ぜひ︸度︑ご覧においでくださ

違えるように立派になり家した︑

た．途中︑小爾が降り道がぬか

徒のぺースをうまくつかんで先

ている苗場山登出を実施しまし
るんでいる簡所もありましたが︑

しい夏由登山でした︒

灘し︑

二麟目という山のベテラン︑鍮

一人の落伍轡もなく︑楽

した︑出小麗﹁遊傭闇鼠に一瀬︑

全翼無事に由顔にたどりつきま

い︒腐校では︑部活の支障がな

馨⁝

の皆様が対象となります。9

は︑﹁澗爺丸台風﹂﹁狩野川台風﹂

います︒でも︑都会の小学生の

す︒

が各地にあります︒

選ばれた世帯の篶歳以一ヒ

，

…

霧

ノ

りではあり象せん︒簸近は

、，、、、

恐れられてきました︒

中には︑鮫らない子がいても

どこだわらなくなり︑恐れ

欝牽撰ということに以萬ほ

もちや雰飯︑濟などを湧意し︑神

三牽田〜九月瀧日は﹁防災週聞し

社やお堂におこもりをする颪習

九月⁝田は﹁防災の績し︒八月

りが行われてい窪す︒この

懸とんどの方はご葎じだと思

1講纏熱、，

などと呼ぶ︑風水を防ぐ祭

不思議ではあり該せん．

二百十鰻は︑立春から二薫
牽躍震に当たる田で︑m再二

謬

を考えていくための基礎資
料となります。

乞＿

3

ご協力を
1 倫

憧例の1年生が参繍した苗場由登山

期と婁なることから︑特に

灘 祉蝉腿翻旛蒲倣淵

立派に整備された松高のグランド

瀞一薫十鷺つて侮の旧？﹂︑

蟻猛
十環とともに農家の絃総︑

3

野

社会保険よろず相談
所を開設します
上越投会保険事務蕨
このたび︑健康保険︑解盤奪

に︑再度ポリオワクチンの予防

当所でも次のとおり障轡者の
雇馬を促進するための行事を欝
爾しました︒ご参撫ください︑

⑬障害餐求人説明会
◇繍聴縫9月m田︵金﹀

午後圭縛〜4時
﹀場斯鐸ホテルハイマート

1

ヨ

9月2玉臼〜9月30臼までの

10臼間

＜運動のスローガン＞

夕暮れは

気くばり圏くばり
ハ

タ

穆

柳友作品紹介

兇てくれの悪さも虫の保身術

ひと月の早さは月謝袋から

草杓

皿孝

︷ミi

子

よ

美代子

安

三

から募集した絵爾の展承など

致0255−23⁝6王21

上越︵上越公共職業安定勝﹀

◇⁝問い︿瓜わせ先賛ハローワーク

落胆のβにも地球一は心動いてる

︵霞︶年蔚鈴時〜ギ後8詩

◇田時賛9月20鷺︵土︶〜鍛総

︿雛欝は午後5縛まで﹀

◇場所賛ジャスコ上越旛

◇内容§①障審煮雇薦捉進パネ

思いやり

ル展示②障審餐兜童・盗徒等

齢璽ねこころも背なも丸くする
黒倉︵一枚圏﹀

真夜中のオーケストラは秋の虫

ホホホーはウグイス里の感嘆符

を

まつのやま文芸

秋の全撰交通安全運動1

∫4・

lFO寸1

昭釈5
9薙から昭瀦52年生まれ

恐れがあります︒

の方で

①外國に蕨行される時

接種を受けることをお勧めしま

種を受ける蒔

②お子さまがポリオワクチン接

に関する各種相談に硲じる﹁縫

す︒詳しくは︑町保健センター

金保険︑麟罠葎金など祇会保険

ることになり塞した︑

労働織では︑毎奪9月を﹁障

八ローワーク上越

9月は﹁障警者雇罵促
進月間届です

きき

僧6−3705

にお問い合わせください︒

会保険よろず相談勝篇を闘設す
獲ごろ︑社会保険に醐するこ
とで分からないことなどありま
したらお鐵軽に横談勝へお越し
ください︒

◇醐催懸嚢憩月別鷺︵火﹀午鹸
憩時から午後3蒋まで

◇場 所§松代町 松代総禽セ

警暫の雇用を一屡捉進するため

警餐雇綿健進月闘しと定め︑障

◇問い余わせ先§祇会保険事務

広く皆様のご理解とご協をお願

ンタ葦

遺族の中に公務扶助料︑遺族

瑛︵上越市照城隣3−n⁝欝﹀

購保健センター
このほど︑摩生雀の調齋で昭
2年に生濠れた
0葎から昭瀦5
憩5

方について︑潔リオの免疫を保

◇内容嚢障霧響と事業窓との

灘越幣申央王ー2⁝3

麟に比べて低いことが分かりま

ェア

⑪Wにいがた障蜜餐屡爾促進フ

﹁集國お見禽い方式観の面接会

なければ︑ポリオ常筏躍へ渡航

した︒ポリオの魏疫を袴してい

衛している方の翻禽が弛の年齢

いしています窃

無金等の受給権を脊する煮が

費02 5 き ー 2 4 ー 嵯 − 王 ー

霞当瞬に三親等内であった逡
族の方に︑特甥隅慰金として
額藤40万円︑節葎慨還の鐡僕

が支給されます︒
鷺濠でです．

◇講求の受付は平成憩年3月鐡
◇詳しくは︑臨役場総務諜住跳
係までお問い倉わせください．

ポリオ生ワクチンの
追加接種を！

いない場禽に︑戦没煮等の死

◇平成7年4月−緯において︑

1臼までです！
平成憩年3月3

特別弔慰金の請求は︑

総務課住鏡係

遺族のみなさまへ

ミモミモモモヨミききじきモヨきヨドヨヨきモド

戦没考等の

榔

魏6−3三3三︵内線灘︶

蜻縮

する場食などポリオに感染する

「

キャンペーン i

9月の交通要釜

一
｝

松之1ま．1町役場 費6…3茎瓢

・燈

〈

心

｝

一

お知らせ

［

泉
温
山

霧懸

纒．︑鐡
⁝藻織

灘欝

⁝羅薦︑・

塩分だけ揮え、松之由温泉の成分をその象まの「湯の華3です。

湯・米・心まつのや家

私のすきな松之山の自然

意のご寄付がありました︒鷹竃

松之山町祇会福祉協議会に善
上でパネル貼りか額襲に限る︒

写真コンテスト募集〃
町文化協会の箏真部会では︑

福祉の肉上のために活幣させて

華之︑

湯

の松

《湯の華一松之由温泉》

いただきます︒ありがとうござ
様ハ天水越﹀

お土産にお使いくださいひ

︵ネガプリント︑ダイレクト

罰

ノ●

松之霞産のそば粉を使ったせんべいです。奮限会馳湯・米・心ま

プリント︑由黒いずれも可︶
います︑

▽佐藤

婁δ︑Q8羅
松之鵜町糠会編祉協議会

つのやま関連施設や松之霞温泉のお土産物庸で販売されています。

﹁私のすきな〜松之撫の自然〜

入場者の投票により写翼部会

◇選考縫町農業祭にて展示し︑

◇テーマ藝私のすきな・松之山
で集約選考する︒また︑特劉賞

おふくろ館、希望館のオリジナル酒として造られました。飲みく

FAX6−2406

歪讐6−2402

穿真コンテスト無を闘健します︒

の自然 松之寓の鰻季や自然
も薦意する︒

あなたも応幕してみませんか︒

など幡広い分野を対象とする．

を見薩すことに質献したこと

（お問い含わせ先〉

禽限会社湯・米・心まつのやま関連施設や松之由温泉のホテル・旅

◇表彰餐松之由購の鑛然の寅さ

先月弩の8ぺージの褒題で
﹁中学3年生が職場体験学翌﹂

《そばせんべい》

0田㈹
◇締切縫賛単成9年9月3

を讃え︑賞知㎜を贈呈する︒

◇応募票嚢騎公畏館に驚意︒応
募票は作最に貼付する．

◇問い合わせ先舞松之出町公幾

館鶯6−2265

ち、さわやかお試しください，

◇応募先§松之由町公属館内
松之山町文化協会 写糞部会

は6枚以内ゑ組1点︶︑総億

◇旛募轄⁝人3煮以内︑組写翼
地︑プロ︑アマを問わない︑

影響に帰罵する︒作品は原則返

習﹂の誤りでした︒訂正しておわ

は﹁中掌2年生が職場体験学
びします︒

町の新しいお土産品が誕生しま し た

有限会祇

館の売膚、土産物膚で好評発売されています。

◇作磁眞慶発表も可ウ版権は撮
劫しない︒返却希望の場禽は︑

六ツ切以

り0

ゾO

掬孫蔦︑

議

喋襟臨謬

翻還

麟灘
．

！鍵蜘

《湾酒一美人林》

応募票にその冒記載するゆ

隊ロウ
栽

でも峯2
△覆砺気濠肇︐

亀

者＆

◇サイズ鴛プリント

ん鵬

馳鐙
箏
軸ゆ

お球徴︾

薦鱒︑叢．

5

○

議遷

回圏回團

ぽくの絵わたしの絵
メ

お《糟ゐ《擁電》
村由 シノさん

松里保育所

86歳

湯本（宮下／

竹内フジさん88歳坂中（紬〉
篤橋

政子さん

高橋

トクさん 85歳 大荒戸ぐ吉賀屋〉

村山

英湊さん59歳湯

瀧澤

キサさん

糖

59歳 天水島（久保露〉
萱

霞（谷の上〉

93歳 天水越（浅院〉

＜うさぎ総＞
たカぎきましぴく

高橋李匂くん

※8月i段から3蝦までの窟鐵分です。

（天水島・半助〉

※広報に載せてほしくない方は、麟串の

ぼくのかお

ときに窓擬にお話ください。

ぽくがわらっているところ

町の動き
総人1コ 3，380人（一9）

世帯数

囑

講靴，幽

1，超9芦（一i〉

（ 〉内は繭月との比較

蚤

く策水島・警楽）

じゃがいもおこし

町民憲章，羅零，、53琵，矯調避

ぽくとたくとくんとながさわかずやくんが
じゃがいもをおこしているところ

わたしたちは松之山羅葺蝿ですη郷二Lを愛し、

みんなでより．蒙い購づく幣をしよう啓

欝蔑6）合蕩葉
1、婆しい緑と轍の中で

◇9月三3霞〜憩湾鐙βの予定

心難かな人続なろう
三、ブナの櫓が触れ懲うように

連帯の心をもとう

◇8月のできごと

18a リハビリ教室

三段

21ヨ

翻遣のカを蕎めよう

9類
2倉段

28段

2演

議会定鋼会（〜3ξ彗予定〉

5田

きのこ狩り

憩εi湯鳥駅伝大会、きのこ独

購ゲートボール大会

り、健康マラソン

農業委員会総会

編集室から

▼八月二騰に野村万作さんの狂

鷺の公演があり︑私も初めて狂

欝を晃せていただき濠した︒予

想していた以上におもしろく楽

ンネルを回していると教欝テレ

しい公演でした︒テレビのチャ

ビで蒔々狂欝をやっているのを

こんなにおもしろいとは⁝

チラッと見たことがあウますが︑

⁝⁝︒公演当躍︑購外からも大

けたことが納得できました︒憲

甲盒奮緊

勢の獲欝ファンが会場に詰めか

朋lg23！％。

真夏σ）雪まつり

催した実行凌愚会のみなさん︑

9月ll，：缶1璽63。

さん本当にご著労さまでした︑

貯 1温泉センター1翠の湯

39β 保膏漸倉賜体力づくり

献磁（役場）

地元嵩校生のボランティアみな

温泉定休日

29日

秋の全麗交通安全運動

（〜3（｝羅まで）

（〜王（｝欝まで〉
2鑓 野村万作公演

ま、湧きいづる湯祭のように

砿

夏の交通事故防窺運動

ざ6

1創①寸ー

男王，崩7人（一2）
女1，733人（一7〉

繋㎜．

弧鉾

9月i揖現在

