湯蘭力燃・

・Y該

劇剛㈱㈱繊蕊雛幅剃．

享つの纏

今年は町制施行憩周年

広報

『

発行εi！単礁鱒隼1緯憩鷺
予鱗2…圭鱒ε

纈集・発行／舩之鍛驚授場総霧無

辮潟曝嬉類城部松之出跡大掌松之虚1雛2〜2 1rEL趨2葡9−6−3搬

F〈Xウ255餅・略・一35i5

鰹

嚢難・，

．灘、

轟
雪国は楽しいな！グ

（葛餓・松之山の手供交流会12／28〉

湯鳥だより、松高通儒⑧・

暖2〜王3

……

お知らせ／年金現溌旙の町長証明廃ぬほか…簸〜篶

十二摺二牽六鶏から鴬十九溺

No。263

・・！o〜簸

濠や＼葛飾一難と松之撮鱒の子供

扮98

町の話題／郡闘碁大会、今隼は寅年・・

懸での鱈遊びでは︑小鱈が騒る

・6〜7

みんなの広場／松蕎書道部が大活躍ほか・・…8〜襲

変流禽があり家した償大灘響蕩

名老冒選の集い、捻月定趨議会・・

なか鱈だる豪づくりやソ穆遊び

〜

つな

3

世界の蝶展示会、シリーズ麗創プラン④・畷〜5

溝を楽しんでい濠した鎌

今月号の主な内容
奪頭にあたって／新隼のごあいさつ・・

ヴ

議ノ

ござい ます

あけ ま して
おめでと

あけましておめでとうござい
家す⇔

新年を 迎 え 二 十 一 世 紀 紅 飼 け

1卜FOー

町制四十年の節目の年

将来に夢が持たれる町に

ます︒國は平成十年度鑓は地方

の輸入から︑米余り規象が璽に

作︑加えてミニマメアクセス米

しかしながら︑縢年続きの豊

松之山町長佐藤 利幸

分権推進計醐を作成して︑総合

強まって︑米価の億下がり︑転

て豊作が書べないという︑農家

作画積の拡大という状況となっ

うとしております︒

松之山町でも︑その受け膿づ

この広報紙が醗窟されるころ

地方分権推進法が施行されて︑

には︑鑑産調整の醗分顧積が示

くりを検討しなければならない

鯵年は暖候期の長期予報では

されていると思いますが︑中山

今年三年目を迎えることにたり

爾が多ノ＼冷璽になるのではな

闘地の条件不剰地域への傾斜驚

ってまいり家した．

いかとの予報でしたが︑はずれ

分を朗待し析っております．

にとっては誠鑓厳しい傭勢とな

係を蟹指しており︑今年は璽磁

て︑簡灘多照の璽となって︑農作

年になるのではないかと考えら

地方へ権隈委譲が進められるも

物特に穰作が順調紅盤潟して︑

ますが︑翻鷹︑節購村は︑上下︑

地方分権推進婁興会は黛次に

れます︒

わたって勧欝が行われましたが︑

良好な作柄とな餐恵まれた難で

のと思っております．

近く第照次の勧密が︑質われるこ

ありました︒

欲の減退にならない・歩う農塚の

焦産調整の強化が︑農家の憲
とになっ 凝 い る と 聞 こ え て 詔 り

窯従の関係から対等︑脇力の関

て更にまた一歩近づきました．

的︑計懸的に地方分権を進めよ

年頭にあたって

塗

2

η

ん
醸、
電
を層苫曹

警
健盤

毒・磯、剣

慧

臨さんにお顯いいたし豪す心
︑翻齢化範会を逓え︑後会編祉

郷にするべく努力したいと︑決

ております﹁鰻創プランしも︑

牽揖購地域広域圏で進められ

意を新た紅しており濠すひ

孟年は興俸的な欝灘がなされる

の充輿が叢すます璽要となウて
や彰人保縫施︐灘など筏塔介綾の

港象した筆讐割餐灘懸入ホーム

潰︑定住人欝の増癩と触域の活

れることになり談すが︑交流人

熾化に洵けて︑五牽年後︑欝年

葎になり︑一部の事業が実施さ

編祉法人松涛会ハ仮称﹀が漸設

後に騨緬されるようなプランの

充実と併せて︑必要度が蕩まる

され︑松之山購の浦磁地区の照

時代となりましたが︑今無舷会

中掌校跡地に建設が計醐されて

ます︒欝藤策箆には購罠の広い

作成の年にしたいと考えており

誘致が成功するよう努力中で

おります︒

って︑その施設の従事轡が瀧牽

餐薦牽猛という娩模のものとな

会を縄織して灘念事楽に取り絵

無にあたり︑認念事業実行蚕興

今無五十周隼という翻念すべき

また︑安塚蕩校松之撫分校が

ことをお顯いいたします瀞

私余り必要となりますので︑購

みますが︑松之出跡の最筒掌府

縄野でのご恵晃をいただきたい

鋭の就業の場が拡大港れること

である松商が︑今後より一縷発

あ箏ますが︑この施設が建設さ

と併せて︑藩い人たちのUター

展でき蛮すよう購罠餐位の窯す

れ濠すと︑入勝春が辮名︑通所

ンや亙ターンが期待されるとこ

象すのご支援をお願い串し上げ

轟度経済成喪は終爾して︑縫

ます︒

なお︑食材碧はじめ︑熊活穏

ろであります砂

轟などの物流︑そして入所讐の

寅年の今葎は雛餓が目続晃えて

本経済は低迷しておりますが︑

えん

家族の交流などの波及効巣の及

化につながることに獄りますの

ごあいさつといたします︑

摂くなることを析って︑葎頭の

ぼす影響も穴きく︑地域の活性
で︑饗け入れ鯵翻づくり紅尽力

今鶴は町綱施行臨牽周難とい

したいと姦じます︒

は厳しい謄代を迎えましたけれ

う籔目の鶴となります︑購財政
ど︑縛来に夢が持たれる松之由
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世界の蝶に

﹁§︐ー⁝⁝⁝き︐︐⁝！⁝︐⁝⁝多︐︐⁝⁝J

魚あざやかな蝶の標本に見入る子どもたち

を蝶にして︑蝶や昆虫をデザイ

弼えば︑購のシンポルマーク

名︵町内農業︶

す︒

石弁蕊男さん︵大潟町﹀

功績やチョウに感動

平成冗年蔚後に松之山中掌校

4
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牽︑︑月五Bから毛賛までの三鷺聞︑自然休養村センターで名灘斑践の志賀郊助さんか

にぎわいました︒今回の展示会は︑憲賀さんから寄購いただいた盤界の蝶を一度︑欝浅

ら寮贈された﹁盤雰の蝶認レクシ望ン展承会﹂が醐催され︑延ぺ一︑一歎○入の入燃で

の皆さんから見ていただきたいと初公闘したものです︒期間串は町内の小・中．醐校甕

をはじめ︑家族づれなどが会場を訪れ︑爾米やアフリカ︑東構アジアなど魚あざやかな

くり続大いに役立てザ︑いただき

哲内サク疹ん︵豊照︶

︑ノしたアクセサリ⁝の販売︑憲

たいと思います瀞

塞当にすばらしかったです︒

賀さんと蝶の写翼集の藪売等オ

夢のような一時

蝶の展承に見入っていました︑会場を訪れた皆さんの感懇を紹介します︒

いうのは︑きれいだった．

石塚誠くん︵松之忠小六年︶

チャンスがあ9ましたら︑また

ワジナリティ⁝に欝んだ新たな

種類がいっぱい
チ欝ウのひょうほんを晃て︑

揮兇したいと思います︒夢のよ

︸

きれいなチ欝ウやかっこいいチ

うな⁝時でした︒

たくさんの蝶に驚き
沸須野大湖くん︿浦小六葎﹀

鮮ウがいっばいあってすごいと

匿

とほのぼのとした人間性が目に

志賀さんの昆蛍を愛する優しさ

は翻きましたが︑コレクシ欝ン

に勤めたころ︑志翼さんのこと

新聞の褐載欄を揮晃し豪すと︑

発想が熱まれるような餓がしま

ぼくは︑志賀さんがあんなに

いあってすごいと思ったの

思った︒チ瀞ウの種類がいっぱ

小野塚真紀さん︵松蔑無隼︶
蕉薩︸︸って︑蝶は嫌いだった

展承晶については︑蝶の癒患

浮かぶようで心が安らぎ家す︒

鷺︑八○○種のチ滋ウ鰭感動い

会場で灘接樺晃して景︑の功績や

一料の

分聡︑生態︑特微等も整備して︑

んです︒でも︑モルフォ蝶

少し蝶が好き臓なれました︒め

たし家した︑世界に誉る蒙れな

お盆艦お蕉月の嬬雀客韓も毘せ

ていただけないものでしょうか．

ずらしい蝶が晃れデ︑よかったで

い濠すが︑いずれはまた展激さ

たいと思い求す．あ摯がとうご

れる折︑ぜひ冤させていただき

標奉は購の．総であり︑財産と思

多いと思われ藪す︑この震．那鰍

巖近は蝶の数も激減してい豪

も近い将来は︑職の大きな財産

す︑やがては︑絶滅する昆虫も

佐藤蕊徳さん︵天水越﹀

常設の展示場を

す︒

チ滋ウはきれいでした︒だから

町づくりに役立てて

チ灘ウをつか象えたなんてびっ

チ黛ウやはっぱににているはね
などぽくが見たことのないチ籔

ウがいっぱい晃れてとてもうれ
しかったです︒志賀さんありが
とうございました︒

実際に見るとすごい
蔑橋煎奈さん︵松中二年︶
とってもすごかった．ムラサ
キ瀞ノハ蝶とい・つチ翌ワは︑木

たいへんすばらしく感勤しま

となり観光の膿薫になるものと

の織のよノな繭じるもチ搬

した．一繊も導く鴬設の展．那場

期縛し︑騎の叢期的ビジ置ンづ

ざいました︑

く︑木の藥のように箆えてすご

ができるよン簸待します︒

って︑災際みると添轟ほすご⁝

かったです︒モルフォ蝶という

ウだというのは聞いたことがあ

蝶が好きになった

くりし蒙した穏はねのきれいな

一

⁝入場者の声︸

驚きと感動
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妻有郷アートネックレス
整備構想
大地の芸術祭（アート榊エンナーレ）

＜その4〉

（事務局〉

十欝町地域広域事務組合企鹸振興課

など窃）整備事業と鞍機的な連携のもとに実施されま

す費家た、芸術祭の開催は、交流入口の増撫を霞り、
広域の景観や環境江）質を高めるとともに、屡際交流
や地域の話題づく！）、芸術と地場産業のタイアップ、

新しい産業の翻造、情操教欝の場の翻患などさまざ
まな展鱗彗の買ぎ能康生を持ってい議す。

5

前醗は︑．㎞の嵐黒粟が全興参撫

「ステージ」やヂ交流の道」

弊︑幸鶏町翻域のみんなで作り上

「大地の芸術祭」は、

げて行／事業であること夕説明

し、自然豊かな妻蕎郷のイメージを盤界に洵けて発
麟して行きます。

いたし激した︒

の地域が持っている大霞然の魅力と大切さを再認識

の掘である

を翻造することを目指してい豪す。これによ箏、こ

﹁妻特郷アートネ

人賜と自然の新たな交流を生みだすような芸衛作贔

この中で︑

有』の自然や生態環境を濡かし、環境と景観を整え、

ックレス整舗構想

ヂ大地の芸術祭」に参癩するアーティストは、妻

脳つの事叢について簡蝋にふれ

芸術祭は、沼本では初めての試みとな1）ます．

ましたが︑合側はそのうちの二

に予定されています．広域緩織で取り線まれる野外

つの纂業について︑詳しく説明

闘催します。第三繍目は、平成駕隼（西暦20β0隼〉

いたします︒

トッブアーティストによる野外芸術祭を3無ごとに

この構想は︑約十銀聞かけて

妻脊郷の鷺かで美しい自然を舞台にして、盤界の

−i⁝多⁝︸⁝噂季奪き§多ーi⁝︑旨．F︐多芋多乎⁝⁝⁝壬⁝⁝⁝⁝⁝⁝ξ⁝旨旨多⁝算︸手⁝︸︸きiー斗⁝旨⁝多⁝ー多︸峯︸︷︷叢︐きき⁝ξ⁝⁝⁝多量！ヒ︸〜︸

（アートトリエンナーレ）
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大地の芸術祭

展醐される計薩となっています︑

交流の道

脳つの箏業は︑慮図のとおりで

（ステージ）

す︒なお︑残りの二つは次闘に

説嗣します︒

自然体感整ふれあい、文化施設

、

妻有郷8万人の

ステキ発見（仮称）
」

この事業では、妻有郷の魅力を再発見するため、

一般公募による写輿を中心としたコンテストを平成
旬隼度に実施します、妻奮郷の歴史や風土、文化や
露然の美しさ・魅力をあらためて見直す機会を通じ

て、私たち露身がふるさとへの愛着や誇りを再認識
し、私たち全員でヂ妻鷲のステキ誰を盤罪に陶けて
アピールすることを目的としています。

翼体的には、地域の霞然、嵐土、文化、風翌、弱

常生活などの中からさまざまな魅力を発見してコン
テストに応募してもらいます纂また、地域のさまざ
まな物産や蜜源をアイデア豊かな賞品として粥意す
ることで、妻鷺の魅力を内外に発億して行きます．
審査i紅は写真の専門家をはじめ、妻有の応援懸と

して各分野で結集した著名人が行います。コンテス
トヘの応募を通じて来訪者の増撫が窮待できるとと

もに、発見されたステキは地域の財産目録として活
駕して行きます。

「ステキ発見」は、

「大地の警衛祭」を圏域の全

舞が一体となって実施するための準備プログラムで
もあり、イベント運営のノウハウを蓄えるとともに、

お互いの理解や結東力、連帯感の強化を轡るものと
な箏ます。

十一月十九鷺︑

﹁名老濁選の集い篇が穂い木屋旅館で開催されま

・した．松之出の歴史を支えてきた文化や技術を後世に残して行二

うとその道のエキスパートを選ぶために潮定春れた名老蒼選も十
年目︑平成九隼度は新たに十薫名が認定されました︑集いでは︑

佐藤利幸町長から出席した新規認定餐︸人ひとりに認定証が手渡
され︑ ﹁健康に留慧され︑より＝暦得意の分野で若い人の指導に

あたってほしい﹂とあいさつがありました︑新たに認定された方
は︑次のとおηです︒

癒〜

養灘

参藻煮全貫で記念撮影も行われました

お

月定例議会

べて康案どおり斑決されました︒

鋼の制．疋・一部改証などは︑す

瓜ツ灘審醗灘された補難予簾や条

会が十︑鍔十八照と十九篠の二

条綱の翻定と一離簗配．幅ついて

拝成麹︑葬︑粥七闘の賭︑醗瓜．．蔓㈱

︑平成九年痩補獲予騨な

一︑針

る条例

モデル事業基金条例を廃止す

▽松之山繕蕩齢者等肉薦体飼脊

る条例

に関する条例の一部を改蕉す

勤のものの報灘及び費溺弁憐

▽松之山町特劉職の職轟で非常

条例の一部を改正する条例

給辱及び勤務縛聞等に関する

▽松之山時教欝婁愚鳥︑麟教脊長の

る条例

に関する条例の︸部を改箆す

▽松之山購特剛職の職興の総与

条例の一部を改疋する条例

▽松之山町職轟の給与に関する

▽松之山町焦竃管狸条例の謝定

定

置及び管琿に関する条働の翻

▽松之由瞬下川手築会施設の設

纂例関係︸

は次のとおりです．

黛間醐縷され︑条鋼の制定や︸

どについヂ︒爵議されました．

幾

濠た︑鰐鷺の一般質問ハ構に

は追舶譲程として﹁議会戴

職会報．︑皿や︑飲灘運転根絶の

︑︑決︑蔽について﹂などが行わ
れました．

購鴨磁改革についヅ楡篇

一般露︑悶では︑六名の議轟が
﹁財致

護保険についず︑﹂など︑．十︑．壌

．．孟義謬ぬ

縢について欝闘し濠した︑飲︑瀬
運転根絶の

問など詳しい内容は﹁義劃だよ
融しで紹介されます︑

謬

礁︑

6
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新規認定者の紹介
へ敬称略︶

﹃嚇施外瓢︽松之出・並木や︾

家たたび栽嬉
▽慮爆敬︸︑一郎︽新山・天上原︾

地域酒性化の ため鰻欝献
▽滝沢きく江︽松之出・猫沢︾

野鳥こけし創作

手︑欝

▽佐藤トミ瓢︽松之山・善助︾

▽樋鑓豊麓 ︽湯由・年ぜん︾
園︑蝋

r

．L粘
︷

▽村山毒蔵筏橋詰・上の出︾
つ
オ

▽小野塚義数︽上鍛池・林︾
竹纈工︵ザル︶

▽小野塚贋太郎︽東撫・由木や︾

農藁技術に翼献
▽小林外審︽上蝦漉・＃道︾
わら黒鹸︵しめ縄︶
▽高橋平︸⁝︽天水島・蕊兵工︾

地域活性化のため紅興献
あさ

▽ポ撫スイ︽豊縢・切通︾
衣食文化︵麻苧︶

▽福漂益太郎︽坂下・セギ︾

歌舞伎
▽蕎橋ミオル︽大荒戸・大杉︾

わら工轟
．

※今年度十三名が新規認定され︑．

十轟月一獄環在で五十名が名懸

酉選として認定されてい崖す︒

12

自治宝くじ助成事業で

電気窯と土練機を購入

園園團圏圃

圃函団

畷筏私たちは︑広欝に取り麟

広告の効果

立ち藏り︑イチ鷲ーに十億円の

鐵演料を払っても安い貿い物だ

普段でも︑鰹気旗ノ︑欝ず蒸︑む

ら陶弾．鱗教蜜を醐縷していますが︑

受講される方も多ざ︑また︑本格

テレビ︒ラジオのC瓢︑新闘・

歌がC瓢から流れてくる膏楽だ

購では︑このたび平成九隼麓
露治窯くじ助成嚢業を受け〆︑︑

的穣陶葵を行う紀は硯在ある窯

雑誌広欝︑騒外醤板︑折り込み

の癩芝さんは︑焼き上がった作㎜

岡じ性能で︑岡じ懸格であれ

ば︑広欝鑓より総名慶が轟／︑イ

メージの喪い方が明らかに売れ

私たちは餓らないうち続菰魯

に焦活を蕊右されているようで

す︑

松之由泓泉の傭私痩は︑象だ

濠だすべての入が蜘っていると

ゆ伝に費趨をかけられない環

状では︑松之撫購に来られた人

いうとこる謹でいってい家せん簿

全て紅満簸いただいて︑鑓コ嘱︑︑

そのことは︑広焦ヲンキング

ます．

ったと．繊われたくらいです︒

陶蔓聡の罐気窯一暴︑と土練機一

では蕪⁝理があるため︑電餓窯の

つたりし藪す︒

まれて盤活してい濠す郁

台を購入しました︒

チラシ︑駅のポスター鵜ぶ︑鷺

から︑轟購浦醗の月池地内の烹

に満懸そう晒︑︑陶紳︑劃の楽しさを

豪た奪門象籟よヌ周畿の結梨

は︑陶芸教整だけでなく購の灘

が陶葵駕に使えると判明︑将来

満喫していました．

この畿餓窯にはマイ∬＼／焼成

機能がついており︑教蕪の皆さ

叢に家で猛展させたいことか・︐︑

地驚の烹痴縫えるようにと廓練

んは使いやすさと便利さに感心

り濠す．洗鋼というあり誌れた

一位が駕董であることぐも分か

醐獺の申から花黒の製捻を選ん

で興ってもらうために広欝紅多

のかもしれません︒

で評判が広がっていくしか無い

しかし︑これからは効築のあ

額の費澱をかけていますゆ

がる広欝のあり方を検討してい

票しは添付慧類として必要に

していました︒

機も禽わせて整備されました︒
購入された電激窯は︑画嚇ちそ

く爾齢灘教鷺で縫用︑お年欝馨
源泉徴収税額︑擦瞭の

欝審全棒の広撫︐費は総額煮兆

くことも必要なのではないかと

なお︑老齢年金から醗⁝得税

・れはー然緬格に便映

老齢雑金は︑鱗欝税法第蜻︑．

になり︑

東蒙事務飯 撮坂

円︑人欝一入嶽た弓榊万然千鍔

広魯イメージがいか轍大切か

が源衆徴取されたか蒼かには
牽菰袋の縄定により︑ ﹁雑断

ているみなさんの全縫に﹁公

醐係な／＼題齢年金を受給し
簿汀として取扱われてい蔑す︒

的年金懸の源泉徴収票しは送

思います．

源祭徴収きれる人は︑︑猿醐

ックスのイチ∬ー選事起用の広

われた欝産霞勲事による︑オリ

は︑最近ではイチ∬⁝効巣と罵
灘幾年愈螢野についての問い

付されます．

禽わせは︑役場総務謙住畏係

そのことにより繕産の経営が

俊で分かります︑

まξが︑年金以外に給与等の

凄︶

魯をする必要が麦ると毒に︑
この﹁公釣隼金．ヂの源裂徴収

漸得がある人などが︑確定摩

る必徽訴はないことになってい

されています︒

なり濠す︑．

晶

まで費6−3三3ま丙線5

として所得税の確建申朧をす

内容等が瀦載されています．

れています︑

車の中翻り等︑楠報祇会にあふ

購公畏館では︑拝成八奪渡か

麟畏無金︑︑膿維鶴

金保険及び船愚保険
から︷文給される巻齢

年金を受給している
みなさんに︑祇会保

険庁から﹁公的無金

鰐成十郊一月⁝瓢十︸

等の源泉徴収禦鉱が︑

簸まで鵜交付されま
︑平成九隼の一銀問

す︒

に支払われた年金の

7
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購入となったものです︒

嚢

範写炉ち鷲簿へ

鑓体の紹介や写真、絵薩なども大歓迎。

ご意見やお便りをお待ちしています。

締め切りは、縁月20鷺です。総務課行

福祉用具くふうコンテスト

「甘えん坊

で、これから冬の楽しみと書え

ば、早朝の除雪灘に墾を振るこ

タイヤーシ欝ベルは、カッコイ

機械がある薫事硯場が大のお餓
イ！、iとマーくん、，麓は大きな

に入りとのことです。

好きで、霞分をCあたしゴとい

また、お姉ちゃんのマネが大

だけど、i3繁年銘）春に妹が生まれ、

旬

柳

一・人のバ

ゆったりと働る鳶や小春空

静かさや鏡ケ池の冬庭園

川

すまないがたった

相槌も時々ずれて老の耳

似た声が途中で父とかわ弾ます

箪刈って南瓜を；拾って来る

ノ罫さな子やお友だちにはやさ

松之山黛簡松屋︸井部

黒倉 二紋欝︶草村

正孝

朝女

秀女

しくしてあげてね。

懸︶轟沢

そんな、元気いっばいの繭雲家

松之山︵繭

の人気餐です。

屋︶佐藤 節女

て（？）くれます，．まとお母さん、

松之山︷松

でも、怪獣のマネをしてあやし

へそく捗でなくては貯めた餓がしない

まとまらぬ思案に時計追って来る

柳友作晶紹介

ちょっぴ1？甘えたいび）も藪1慢難

ス降りる

売ひ出しの小さき邊た樫年の暮

明沼もまた小春窃和となる星座

子等の顔円く集ひて聖菓切る

母を待つ姉妹仲良く雲だるま

俳

まつのやま文芸

っているそうです。

ーO創OI

饗之
紬将

の部分を闘くことで︑スムーズ

鰯していませんでした︒利溺す

いたそうです︒ ﹁入欝は全く予

紅需労しているのを晃て驚えつ

ているお奪簿りが靴を履くとき

ームで︑デイサ董ビスを刷期し

織橋さんはお勤め先の老入ホ

僅酷藏築で︑罵橋さんが受賞し

かなか緩きずらいため︑かかと

ある場愈にかかとのところがな

に堤が入り︑自分で履くことが

家ではヂマーくん、圭と呼ばれて

た作鹸はかかとを改良しナ履き

今月は将之くんの登場です。

できるというものです．

〈西之莇・もんにん〉

やすい讐ズック稀ですゆ蘇輝が

で使いやすさを考えくふうした

藩の負担軽減を図るため︑痩利

方がより映適な麟常焦濡や介護

コンテストは︑障書をもつ方

の作最が奨励賞を受賞し談した︑

ストしで︑繭渦橋寛一さん︿松欝﹀

六鰺禰⁝祉騰購バくふうコンテ

県縫会禰鮭協議禽が主催した

高橋寛聯さんの作晶が奨励賞

爾雲克美・美憲茅さん長男

る方から藝んでもら識れば︸と

「ライトをっけて鷲を押す
と。

力粉
狩之くん登場（2歳

受鎚の欝びを誌していました︒

います。お餓に．入りのおもちや
ック」
カ、カ、とを改良した「ス

わが家の人気麿⑳
講粥

みんなの
広 場
このコーナーでは、みなさんからの

【お母さんから・…欝！

遠藤あ
き
山濁子

政係広報握当まで 劔6一召13∬内線蕗
ー
一馴顧顧醐「ト

灘嚢霧
嚢灘難i襲馨お便鯵お待ちしています

はユンボ、，大きな機械が大好き

8

第13回全高書展で
門営校欝を受賞したものです壼

われてい激すが︑小欝和子さん

は十践点 以内に入る臓本欝道専

松高書道部が大活躍
馨成九年九燐⁝欝から牽九繍
があり︑二十五点の特劉賞など

の︑簡校から六︑照雌澱点の綴贔

また牽烈研轍は表彰武が行われ

糖選欝薫の受鍵窪編が農承され︑

幾小野塚︸勢﹀と松之由郵硬馬

行澱ー購巻人クラ一︑／連瓜瓜．

︵搬

第闘一一醸讐小さな親切 鍵

という煮です．今闘の受賞は当

推薦でき︑だれもが受鐵できる

この実行藪・の特徴はだれもが

﹁小さな親切﹂実行章が贈呈

まで平成九館第牽黒鐡全雛本．慰

が選ばれ象した︑蒋馴竃受欝は

十一月十撚欝・十六瀬に欝・本

等学校慧選公募展︵主催・繕本

催されますが︑相澤靖子さんが

謝難聯藤野校総禽文化祭癬鰹遭展が闘

今年八月には︑鵜取県で全麟

二人が一﹄出霧しました廓

の伝達式が脊われ︑瀬繊博霧叢

牽篇月二十烈鷺饗塚警塞署でそ

小堺春︑燐さん︵．．拘繊︶が受欝︒

ゆとりの会ハ倉幾鯛釜祭一︶︑

安塚鰹察署藁の推薦により受鎚

受け活勤していることなどから︑

長欝絃会パイ償ット地賦指建を

松之由購が郷爺渡から鰹禦庁の

鰐欝って

人凹︐小さな親切し運動本部が昭

被審防翫活動や道絡の花植え活

人クラヅ連禽会が犯罪・窮数の

それぞれの活動内容は︑臨彰

となり塞した︒

瀦黒十九年か爵実施鯵

動など︑松之山郵便局ゆとりの

小毒な親切実行鷺は︑社鑓法

か・︑欝状が伝達され濠した．

へ出鐵することになってい家す︒

新潟県の撫薦を受けておりそこ

澱道奪門掌校で特溺欝二十五点︑

灘道專潤掌校﹀が響われ︑安塚
ハイレベルのため灘難の業と等

薦校松之慮分校藩遵部の小欝瀦
†爵ん︵一無︶が特溺賞の醸添

灘董奪醒掌校欝︑また獺澤靖挙
さん︵二年︶が入賞の特選を受

いるとき思いがけなく親切を受

今難も松之撫分校露遊部の活

受欝おめでとうございます︒

躍が網待されます︑このたびの

暮らし老人への声かけ運動や欝

い物電譲サービス︑また小堺さ

会は外務係が中心に購内の⁝人

し︑その響為に敬意を褒すため

んは饅十無闘の趨稼ぎで覚えた

﹁籠会滲繍を推進し

贈られました顎

ってほしいしとお祝のことばが

これからも積簸的に活渤しザ︑行

てきたお拳本で褻彰されました︒

達式では︑

校集徒会が受賞しグ︑います．伝

塚難察署擾の推薦で松之由中掌

象た︑昨奪︸月には岡じ／・安

いる濡勲が笈︑められたもの喚︑す．

ラーメンを作り会愚に提僕して

区藩人会の忘年会などで乎打ち

技術㎜を熱かし︑平成薦年から地

に贈墨されているものです︒

けた臨などそんな心あたたまる

相澤靖子さん（2隼）

畿し蒙した︒

（叢から）小堺さん、村忠さん、小野塚さん

親切を実行した方に心から感謝

の膨ゆ牟ぎ

タ

瓜ア年の公募展には︑牝は北海

道から南は麗兇島まで全躍蕃地

︿β本書遊専門学校賞﹀

︿特選﹀

小口釈子さん（1年）

潔蕨穿斎餐が索書ギ望纂峯．鷺寿義鷺繁
−㌶

ぐ4桂摯麟︑で弔竃穿蜜む亨︾令甦嘗う3︑穿姦婦宴・
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唾も・

灘

鍔 卜鷺︑自然休養轡セン

郡囲碁大会開催

碁盤の上で熱戦
十

タ達で郡囲懸大会が瀾催され︑郡
内答購村の蕪幸五人が碁盤の上磐︑

︵敬 称賂︶

熱戦を繰り広げました︒成績は次
のとお り で す ︒

◆Aブ慕ツク︵五〜二段︶鰻勝難

村劇悦夫︵松之山町﹀二位蓑蓬羅
晃雄︵安塚町﹀三位舞響塚毒壷︵松

之由購︶◆Bブ環ック︵初段〜一

十二月十二澱︑松之由温泉ス
キー場でシーズン中の安全と大
また

に悪まれることを衝って

勢のスキーヤ⁝でにぎわうこと︑

松之山灘泉スキー場は︑鯵シ

蟹全祈験祭が行われました︒

ーズンは小蟹でオープンが遅れ︑

スキー場闘設以来︑毎犀増綴し

てしまいました導

ていた入込み客も大編に滅少し

この績︑スキー場関係餐にと
っては朝から恵みの欝︒ゲレン
デ轍は約牽鴛センチほどの穂薫

となりましたの繊席した妊藤判

毒醗長やスキ⁝場関係蕎は︑十
分な積雪と一懸も畢いオ！プン
を祈願していました．

一共簸体翻反省会が開催……」

十二月十顕︑JAしぶみが主簸

する﹁ししとう共販捧翻反雀検討

会﹂が当購で闘篠されました︒

ししとうの共飯が嫡まったのは

平成︸兀年︒ 慧ハ鮒 は︑ 郡内黒ハ町村 で

みが窓欝となって帯場に患荷する

裁培しているししとうをJAしぶ

ことで産地化し︑禽利賊売を行っ

郡内の豊産餐数はご一烈人︑総

ているものです嶋

磯積は九二二篇ξで︑県内一の産

地です︒この犠は︑駕産餐約九牽

人が出魔．優秀焦産煮六人への表

彰状の授与や新年渡に両けての技

轟購では十穴人が栽培︑出荷騒

術紺策などが額し禽われました︒

では︑湯山の樋澱文吉さんが優秀

は鴬︑闘二分三♂です︒表彰式

鐡で表彰されました︑

0
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碓苓︑安塚蕩校松之山分校の

元企難説明会﹂が十二月穴賑︑

盤徒を対象賦実施している﹁地
おふくろ館で闘催されました︑

春

れた企藁

卒業後は︑地．兀の企業に就職

してもらおうと始め

鱒㎜明為賦も一率疲ハ九焦−で六葎︸瞬︒

は三騨薫︑秋は二難懲を鮒象に
実施されているものです︑
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ブ鷺ック︵五〜七級︶優勝聾小堺

欝ズ松代購﹀二位嚢丸由光治︵安
塚町﹀三位鋒高橋誠治︿松之山鱒﹀
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この黛は午繭中に企業訪問︑

企棄からは﹁酒黛ある驚い力を

午後から説曝が行われました．

からは﹁外から松之由を㏄兇ると

求める﹂家た︑Uタ輩ン経験餐
塞．導の良さがわかる﹂などの説

明があり︑生徒たちは翼剣に聞
き入っていました茄

rシーズン中の安全と入込み害の塔加を一
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その形を踏襲しています．江芦

のが残っていて︑薪しいものも

﹁ここのデコは江戸時代のも

醗敷かで作られている張り子の
で
玩興です︒デコというのは︑木

聴代には虎を見た人はほとんど

嘱ξ

虎兇を得ず﹄も︑虎の子が貴簸

愚のことで︑木彫りのデコに紙

鳶

︑危険を

いなかったので

いうこと︒ ﹁虎穴に入りずんば

目︑食肉目ネコ科の動物です︒

なものという意昧か

人さんの仕事場が集まっている

を張って張り子を作ります︑職

今年は寅館．虎は帯支の鷺番
ライオンが﹁アフリカの欝獣の
蟹さなければ︵虎の住んでいる

いずれ鷹しても︑昨年は明る

猫がモデルに

王﹂なら︑虎は﹁アジアの欝獣
穴に入らなければ︶成功は碍ら

なったのかもしれません﹂︒

の王しです︒ウスリー︵鷲シア

のがデ灘屡敷で︑ここ弊︑作られ

れないということです︒

い議題の少ない奪でした︒今鶴

と中團の圏境地帯V︑中圏大陸

ている﹁三春駒﹂も︑昭愁二十

﹁虎観耽眈﹂
かえ

﹁虎は

︐嘆穫蚕

たいものですね︒

九年の第一懸の無賀切手臓採醗

朝鮮楽島︑東南アジアなど︑温

三春張り子の虎は﹁腰蕩虎無

﹁虎刈りしは︑丸刈りがはや

帯から熱帯地方にかけて広く盤
り見かけません︒

といって︑腰を高く上げて威嚇

らなくなったので︑簸近はあま

息していますが︑鷺本列鶴には

もともとは兵法の秘伝を記した

している威勢のいい姿が特徴で

は廃のように︑威勢よく頑張り

野盗の虎はいません︒

などが参脅書などをこう呼んだ

書物のこと︒以麟は︑学生さん

かわいい感じの虎です︒製作煮

す僚でも︑箆たところ︑とても

されました．
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ものですが︑この欝葉もはやら

﹁虎の巻﹂は︑

臼本の文献に初めて虎が登場

濠た︑虎は強いも．の︑恐ろし

いもののたとえ紅もよく使われ
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の⁝人はこう謡しています︒

なくなりました︒

ます．
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済で虎退治をして︑その皮を溝

かる狐篇 ﹁虎の罵を踏むし ﹁虎

に︑

本に持ち帰った入がいるという

は一牽墨往って千里還るし ﹁虎は
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ことが記されています︒生きた

飢えても死肉を食わずし

瓢︿磁黒の六年

したのは開麟本欝誕で︑欽明

虎が9本に来たのは寛平二︵八

死して皮を残す妬など︑枚蟻紅

灘

﹁虎の威を

九〇爺︶といわれ︑その後︑江

せん．

し なんなゑ

芦時代紅は︑虎は麗せ物として

いと濠がありません︒ただし︑

こ

江戸・大坂︵大限﹀などを園っ

酔っ払いの大トラはいただけま

多くの人が虎を見られるよう

ていたようです︒

になったのは︑動物園が普及す
ぐす．しか

ところで︑今俸の隼漣切手の

るようになってか

意獲の題材は︑橿鑑県の郷土玩
翼還一春張り子の虎しです︒こ

し︑虎はことわざなどによく登

だれでも知っている﹁虎の子し

れは︑郡山薦にある通称ケデヨ

場し蕾から親しまれています︒

は︑大切なもの︑秘蔵のものと
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㎜松之山スキー競技大会㎜
鰹銀の猷界に熱い戦いが繰り
広げられます︒松之由諾閃からも

じ轍コニ凝教室
一眉の二∬ニコ数搬︒⁝は︑簡単

多数の選手が．︑−加︑大瀬躍が期

に作れる遊翼を綾
しく遊びます．

午醜g時〜午葡H蒋

1月烈欝ハ水︶

待されますのでご声援ください．
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㎜スキー講習会及び
㎜バツチテスト

撃校では︑スキー講罫酸びにベ

松之山温展スキー場のスイ享
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あ・なたもスキー講翼やバッチ

テスト紅銚戦してみませんか︑

近藤浄太

坊主溝長の忙中刊閑雛

山繊理作・来麟茂樹絵

するのでしょうか︒

行とか︒著膏も初夢占いを

ので︑漕餐の闘で姦いが流

㎜方不透明の蒔代でもある

やりとりをする親代ですが︑

インターネットで鷺報の

グ．

︑輪薫は雲の烹

▼スキ⁝講翌とバッチテスト
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松之山温泉スキー掌校

▼崩し込み︒問い禽わせ先

継．騰いて悪夢を食わせる風翼も

れる動物i⁝−ばくの絵却枕の下

た︒漢枕といって夢を食うとさ

と窯船の絵を売り歩いていまし

売りが︑いい初夢を晃るよう紅

あったようですひ江芦では嚢麟

蓼で欝兆を療う鳳習は畜くから

初夢台わせなどといっギ＼初

す．

春の朝の夢を初夢としたようで

ま立
のでしょうか．また︑盛＼影

⁝繕の夜の夢が初夢だった
で︑︸

欝は除夜の鐘まで起きているの

か

す︒江揮の商家などでは︑ 大晦
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時災グランド
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︑茶ハ冤政

初夢ま配趨に初めて発る夢と
いうことは︑だれでも知ってい

だったとか︑江ノ鱒代 は二総の

叢騎蒋代には︑κ溺の暁の夢

いるようです︒

より︑また家によっても違って

の覇ですか︒これ︑雰は時代に

ますか︒冗猛の覇ですか︒ 一鷺

さて︑あなたは初夢をいつ昆

ます︒
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キーにおいても岡様であります

なるスポ⁝ツ活動の隔まりはス
ことから︑次の穴会が松之出溢
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▼会場 松之山湯泉スキー場

35歳以上の肇子︑女

子︶2本謝

▼種録大織転競披鼠ナ︑女
▼参繍饗

子

初

鴨

とり

・湯
松之由聴生漣学習だより

2

すが︑小論文や鷺．欝︑式問といっ

大掌と短大は推薦入学です雛

大掌短大は瀕名が決建しました︑

職内建が汽名︑専門掌校十一燃︑

さすが．㈹校熱だと実感した一年

アの豊ンスを襟撫れない

こうという熱．ゆの舜紅も講ーモ

年紅陶け熱徒象を盛蓼烹げてい

ました謄立合演説会では鷺十周

大︑滝沢佑介の煮灘が選餓され

に︑時撮の皆

けあい運勤﹂

金・歳宋たす

も羽根藁岡弥

今年も﹁赤

は女歎ネットワーク︑懸人会︑

闘を響いました．五漏の慰縢層︑

りを欝参し︑各礒．への歳宋慰

付いただいたお罵弩用のしめ飾

タオル︑そして老人会からご寄

推薦入学は篤校の成纏が大燐で
懸十一鍔簿でお餓らせした餓︑．岡

た実力を試す試験が必ずあり︑

さんの灘金や

した鄭慰問先では︑品物の難樵

鋭盤婁難の蕎代衷養も撃糠しま

弁墨欝に︑

校駅菰大会の結巣は烈十㎜チ⁝

蔚．㌧んからたく

倍灘も︑陶／＼舎格は簡単ではあ

熱も多かったのではないでし・轟

ム中︑鴬十一魚でした︑来年嘆
ひません︑また︑藤接ではさま

や黙町綴勢の入駈餐との懇談も

一・二鰯薮顯名が残り答す

りがとうござ

◇赤い羽根薬岡募金

次のとお導です．

なお︑慈灘いただいた内訳は

はれました︒

轟物をご酵付

は︑

うか︑活躍に期待しましょう︒
松商轍蝋 藤木

いただき︑あ

ざまな角農か

て念格にこぎつけました弗また︑

濠す︑窯徒は念入りな準備をし

鋭い欝問があり

し︑薪入生による選孚の補強も

鷺われたいヘノ

ださい．

特に女︑姓ネ

あるので︑上鍮入罵をご期徳く
貌職・蓼門掌校も鱒代を反映し

いました．

また︑バドミントン上越地区

七九八︑⁝．︑照糧

ットワークの郷 さんが中心とな

・／溺募金

て巌しい状況にあ穆ましたが︑

︑⁝一︑七七烈欝

︑︑．︑．︑︑六八蹴門

大会では一年生の小野塚珠恵が

・その飽

・掌校．瀕金

バ八黒響

一流○︑○○○購

◇歳家たすけあい募金

・

もち米が約一猷︑ヂ
﹂ 瀦とタオルが

と擦り﹂タオル ︸蜂運動 には︑

焦徒の努力が光り牽ヂ︒

残った盤縫は愈格紅両け︑驚

単でベスト牽六範入り︑複でも
小野塚珠懲・相澤葵代ゴ繍がベ

月返烹で鍛後の努力を傾濾し叢

って敢り継んで い︶弩もち米ひ

陶校に槽八って

スト牽ゐハでし艦へ換

◇募金の合欝

す．

覇︑

安めた競技噛︑すが︑熱億進

また︑中羅の樋鷺一次襟からも

か

鐵盤徒食役灘︑の改選があり︑余

︑七．塞審せられ豪した．

出に猟をよくし︑練響紀一段と

髭韓佐藤太磁︑謝禽叢続小野塚
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織難
繍麟灘箇甑難

灘∞醐灘難灘㈱灘照鱗灘簸灘鱗

松之慮購被会禰祉協灘会

一︑〇九．︒︑︑

熱が入って頑張っています．

麗灘灘灘購灘灘灘灘灘畿灘灘辮灘灘灘羅難

牽︑月烈雛と九黛︑もち米と

ち米三〇謎撫︑いただき豪した静

謁錘

稔・溺嬌妙チ︑執行部に隔橋鷺
聡纏

ただし︑傑存技術を過信するのは

入れると︑虫よけ鱒効墨があ㌣家す．

疋

パック入りのおもちは︑鯛麺する

蓋

比較的鷺持ちする食舐でも︑ 上．手

ときには必要な分だけ小出しにし︑

しておく方が湿餓を紡⁝げ窪す︒使う

こ ≧︑

に保存し獄いと嵐味が落ちたり変質

禁物です．

ってしまいます．そんなときはベン

とすぐに表欝がひび翻れザ曳︑圏くな

︾

●．・恥

二

残りはバックの環を折り︑輪ゴムや

﹀

した拶し濠す．騰い欝きは︑食繍の

チで小さ・鋒き︑天繊に干しで︑から

乾燥級と一緒韓鋳などに入れず︑保存

し豪す︒油で揚げて蠣をふれば︑お

午㌧曾

ク▽ップをかけて密射しておきまし

保存と再生

㎜買い竃き食品の

︸

緑茶
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ぽうじ茶︽︑

9毒驚練喚
俸 Lツ

岱

特姓に禽う方法で温農と湿慶を管理
してください︒

ノリは外餓に触れていると変質し

よう．しけったり喬りが飛んでしま

の中に妙った ⁝ヒー羅を︸〜二粒

塩を長持ちさせたいときは︑容雛

簡かタッパ⁝に入れて保揮してくだ

っオ緑茶は︑フライパンでカツ燈り

入れておくと︑湿気を防いでくれま

いしい郭やつ猛なり蒙すゆ

さい︒

すれば︑おいしいほうじ余に鷹塞れ

お茶は︑茶簡に移し替えてしまう

す．また︑米びつには生の癒辛子を

藩ザ︒麗録後は︑乾燥剤と︸緒凱茶

㎜

い

い

変わります瀞

より︑アルミパックに入れたままに
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水道の冬仕度も
忘れないで！
水道諜水道係

いか︑新し

皆さんのご．琴庭では︑承溝．の

冬支渡お済みでし

い年を迎え︑冬取番とな導まし

幽凍結を防ぐ篇はこんな方法で︸

ナス闘℃以下になると︑給承窪

これからの蒔期は気温がマイ

とになっていましたが︑簿蓬受

は︑滞購舞長の読明を為．一けるこ

ただいています療その現濁鰭に

に年一濾の﹁硬況綴転を提餓い

たフェアでは︑ 還化妬や緑しの

箆十五醸黛醐都欝緑化にいが

にいがたフェア実行婁

ます︒

甲成憩年玉月戯購です︒

．野︑

あり豪す爵幽し込み締め切りは︑

纈し込諾灘︐は帯役斯・彼場に

を学べる救駆

としたアウトドザの策しみ方

灘︑環壕掌翌．理︑ナ供を対攣

▽ネイチヤ妻スク蒙ル蓑麟作数

ガーデニング技術の教．︑⁝

テナガ⁝一．ン︑

▽ガーデニングスク⁝ル嚢瀞ン
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出することとなメ硯溌纒より︑

全國都甫緑化フェア

寒さは水道の大敵です．餓象

欝購桝炎の証明を受ける必要が

講麟を募集します

遜報紅涯脚して︑異常低温濡．葱

する人を対象に俸験薄座などの

震σ愛輿 郵務局では︑この

体験型縫事を実施します︒

讐花と緑の体齢珊．催襲﹂紅参燃

金の実給を受けている方が︑薦

なお︑特甥支給の簸齢摩能葬
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小学叢の翼ハ最優秀翼王点︑

7︑㎜問いム糊わせ先

三庁9桝⇔戸雛

十繍溝地域濾随審部予賄謙
いずれかに在控する方
3︑慮馨方法
〜般作贔︵中学盤

未発表の作鹸︸人i点とい
たします︒

灘のために活崩させていただき

あ聾ました藤購の撫堪禰祉の陶

金

▽松誌．ぬ山購商工企婦人部様

衷す︒ありがとうござい濠した︐

以上︶と小ず生以下の作鹸を
窟製はがきに標語及び雛所︑

分けて幕集いたします︒

町社繋禰祉協議会にご寄付が

中蝋村︑松代購︑松之山町の

今年こそ火災のない街に
十鷺町地域溝防塞部外︑は︑火

が縄まるような火災予隣標語を

災のない街を願い︑防火の鷺心
広く募集いたします．皆さんの
アイデアで︑どんどん応幕くだ
さい．

採用させていただいた標語は︑

氏嶺︑灘齢︑雛劉︑緩舌番導

濁

平成鐙年度の火災乎防運勲のさ
い鵜管内全郷に醍禰．夢るチラシ

を明漏のうえ耀碁ください藤

騨朝グ）鞍陣1

獣夜

うにご脇力をお麟いし糞す。
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詳しいことは、松代町振興諜（ふるさと会館内3隣〉費7−

道驚確保は、私たちにとって、生濤して

▽松之由ライオンズ会ノ様

至

上駐車されていると除霧箪が患勧しても、

︑

竃キ グラム

▽樋鷺一次様︵唾尾︶

もち牽

松之由町雛︑獣福雛蹄議鴻︑

3雛（｝○濠でお問い合わせください。

行；くうえで璽要な諜題です善しかし、驚・

て揚載するなビ各種火災予防広

筆94呂⁝oひ36 十賑
騎衛大堺北紙懸工番地鉛 十

澱購地域消防本部予跡謙
5︑応幕締め切リ
ド成沁年2月卦倉縫︵火︶

β︑表彰

紅次の駐車場勝に醗車くださるようお顯いし霧す・

いよいよ雲のシーズンです．冬鯛闘の

報壱漢わせていただ響ます．

応纂方法は次のとおりです．

火災を呼びかける標語

王︑テーマ

2︑応幕欝絡

十撮購斎︑絹藤購︑灘爾鰹︑

駐車場を利用の皆さんへ
みんなの迷惑になります！

罷i鮒繊

遵

φ
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と会餓飼の駐事場を利罵の場禽は、除雲の支障にならないよう

遊跨除雪に
ご協力をお願いします
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松代町ふるさと会館前

冬期間の路上駐車は
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圃圏回圖

ぽくの絵わたしの絵

松之ω保膏斯

毒め欝驚鱗齢
らや

彩ちゃん 渡邊政爆・翼子さん

藥し獄谷1

〈うさぎ緯〉
むらやま

毒《糟融㈱鴛》

な

村寅わか葉ちゃん
（賓芦・新麗）

鼠1摩

キイさん 89歳

小野塚タツさん 鍍歳

光

闘（村、ヒ〉

東 籍（．歎醗敷〉

※よ2層蓬霞力》ら隻2層26馨衷でぎ）ノ議鑛分です宗

サンタクq一一スとプレゼント

サンクのおじさんが、大きなふくろ綜わたしのすきな
うさぎ、く蚤、ねこのぬいぐ・みをもってきてくれたよ

※広報に載せて懸しくない力、ま、巌鐵のと
きに窓￡君こお話ください。

町の動き
i2激6野窪嚇三
くうさぎ繕〉

総入欝3，364入（＋4）

男ま，翻入磁21

んひムた

小晃賢太くん
（無倉・中麗敷〉

女三，723人（÷欝
サンタクP一一スとプレゼント

盤帯数三，慧6芦（÷3）

ほしの夜、サンタのおじさんがぽくのすきな
ボヶモンび）カードをいっばい｛ズ）てきてくれたよ

（ ）内は麟月との比較
町民憲章多墨鍔孝1ヨ53年ア郵凄讐舞ヌ葛
わたしたウは樵之郎町鷺で

雰7。郷烹を愛靴、、

みんなでよりよい購づくり、

24欝 農業委員会峯，全

！．よう、、

◆1月怨績〜2霧穏費の予定

◆穏月のできごと

町罠の賓藩葉
1、1

耗1

心豊かな人紅なろう
ま、ヅナの携が触れ合うよう轍
笈帽

保安要轟会議

董31ヨ

醗き初め大会（松羅小）

議褒経済建設委興会

i灘

婿投げ・すみぬり祭り

繊盆総務戻ヒ婁棄ぺ会

19蕪

学習参観1ヨ（松之山小〉

ゆ

王、湧澄いづる溺衆〉ように

2詔

スキー場安全新顯祭

28霞

授叢参観（浦閉小／

蓼鷺

松之1おスキー競妓欝

（〜隻9欝）

編集室から

▼あけましておめでとうござい

ます． 一九九八年の寅年をどの

ようにお迎えでしたか．昨年に

続き今年もまた︑叢の少ないお

鷺月となり濠した︒小鱈だと騰

根の雲下ろしの心配もなく嬉し

いの．ですが︑いつもと勝．墨が違

い撫一か物足りない気がしました︑．

▼お蕉月と濡えば棚瓢醗ぴ今郊は

珍しく尤猟畢々にお参りを済ま

せました．広報を携灘しで︑闘園

懲のお蕉穐もう一渡︑拐心に

かえって頑儀りたいと思います

溝喝；

︑広報家つのや豪しを奇︐

2月15・捌9・26

ので︑

唾月い・22・29

．1ゴ石杯スキー大会（松代）

侮．会運営婁興会

馨義器定例会

ま綴

年−もよろしくお顯いし塞す巻

温泉センター

鳥一

2

温泉定休日

掴L

リハビリ教室

22韓

禽臓グカ憂騰めよう

翠の湯は冬鞘間休業です．
6

1寸創ロー

さミ

