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今月号の主な内容

1998
No．268

地域懇談会

2〜3

お弁当配達サービス・美入赫コンサート

4〜5

みんなの広場・松之出温泉まつり

6〜9

まちの話題
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湯鳥だより・お知らせ
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A特溺養護老人ホームは︑常に

介護が必要な入で︑自宅で介護
が鐡難なとき︑轟齢餐が終盤生
浩できる施設です︒

老人保健施設は︑介護及び機
能酬練︑医療行為を行う施設で︑

家庭復帰を目的としているので
三〜六ヶ月を入勝の目安として
います．

Q入所は何才から可能か

A特別養護老人ホ事ムでは六十
五歳から︑老人保健施設では六

十歳から入所できます

Q老人保健施設に従事する職員
の資格はどのようなものが必要
か．

A医締︑春護婦︑管理栄養士︑理

学療法士︑作業療法士︑調理士︑

介護橿祉士などです︒資格のな

い人も大勢採痢します︒

O

A道路除雪が進み︑残された寛

︸

考えているか︒冬期闘だけ離町
の徽帯も補助の穀激としてほし

霧対策は屋根雪鎚理問題である

ゲ！トボールやお

茶のみで沼暮らしするのではな

Q蕎齢黄が

く︑何か盤産活動に結びつく対

人がいない場合は︑ボランティ

が︑屋根の除雲をやってくれる

アや建設業音に依頼するなど対

ただきたい︒罵地は確保してあ

Q小谷集会斯を畢く建設してい

補助対象には考えていない︑

策を講じなければならない︒

策を考えていただきたい︒

軽減に努めているが︑保安要鍛

とは雷えない︒

しているが︑侮葎度に建設する

A有利な補助事業がないか検討

る︒

しなければならないような状況

しい︒

Q黒倉集会所を畢く建設してほ

思っているわけではない︒

してほしい︑建設が必要ないと

A今のところ饗黒禽分校で我慢

認策を検討したい︒町独密では

Q老人滋帯の屋根雲除零薄策を

要望したい︒

容易でないので県や園に対策を

になることが予懇されるので︑

鰯度の拡完や︑業餐に作業委託

A除箪剤の散布など集落の負擦

維縛が囲難になりつつある︒対

Q老入撹帯が多くなり︑町道の

してほしい︒

Aシルバー人材センターに登録

実施しているか︒

策を考えているか︑またすでに

レ

Q特劉養護管人ホームと老人保
健施設の違いは

だきました︒その地にもいろいろな問題がはなし合われていました︒

行われました︒揚載した質問と答えは︑大きな間題だけ選ばせていた

圏月二十七臼より簿内九カ所において町長と住毘との地域懇談会が

簑
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Q湯出の保脊駈予定地はどうな

Q松之出の脊苗センタ︸は︑農

A強倒はしない︒

ならないのですか︒

Q減反はどうしてもしなければ

米無の値下がりに対する乎段な

二年に闘鎖されると聞いている
がどのようになるのか︑

ので︑ご理解ください︒

協合鎌︑施設整備に俸い平成牽

り︑狭いので改築が必要である

A平成牽二郊松代町室籔に籍施

A松之山保資所は老朽化してお

ことは十分承知しているが︑財

設ができる︒松之山町の跡地釈

りますか︒保膏漸の建設誹爾は

政事構もあり今すぐ建設という

驚は来建である︒

Qスキー場の拡発の予建はある

わけにはいかない︒平成十黒年

時期となっているが︑葎次欝翻

Aリフトの張り替えなど更新の

か︒

﹁印影が不鮮明恥の指摘を受け

Q 印鑑証明の交付を受けたが︑

に新築を謝画しています．建設
決めていない︒保護壱や地域の

場勝については湯山の予建地に

を立て施設の充実を泌る必要が

と必要ではないか．

Q奨人林蒙での案内標識はもっ

するよう取り絹みます．

いるが︑休懇施設の付近に設鍛

すには今少し時闇がほしい︒

ないと取り緩めない︒結論を繊

推進したいが︑財源の見逢しが

り︑交涜人鶯の増大を考えると

A廃校舎利駕には農い構想であ

どうなっているか︒

Qマンガの城の構想は︑その後

いなかった︒今後どのように取

Q山粒留学懲は今年度聡犠しか

設置は煎向きに検討したい︒

が︑ク資スカントリ茎コースの

入しなければ無理であると思う

Aリフトの設置は外部資本を導

冬期利溺の欝灘は

Q雪不是に対する大厳寺轟原の

あると考えている︑

たが︑的確な登録をお藤いした

意陶を尊璽して決定したい︒

Aそのようなことのないよう十

い︒

Q美人林駐車場に飲馬水施設が

分澄意したい︑

A観光協会を中心に繧板検離委

Aトイレの水も水遵水を使って

必要ではないか．

員会を設け︑町内外の標識要設
置鰯漸を調べ改善してゆきます︒

Q棚田地載等緊急保全鮒策事業

︵璽創プランとの⁝関連がある︶

とは難しいのではないかと思う

から山秘留学に来ていただくこ

り組んでいくか︒

Q安塚商等学校松之山分校蔚の

なっているか︒

の採択爾積要件と補助率はどう

要講じたい．

松之山町へ肉けていただくよう

が︑膏てる会より一人でも多く

A少子化時代を邉え︑今後大勢

計爾はどのように進んでいるか︒

蔑舘トンネル残土利備電地造成

区指定をしなけれぱならない︒

A画積要件はありませんが︑地

十五％・町十％である︒

補助率は︑麟五牽五％・県二

A矯地交渉については︑地童に

矯地取得については︑東頸土

爾度確認し測量にはいる︒

地闘発公社にて行う︒
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の方と︑配達ボランティアの方

ると︑人数が黒りません︒皆さん

れていました︒今園のメニュー

フタ付きの箱を玄関においてく

◆ちょっと留守にするときには︑

サービスを受ける方は︑

からの参纐をお待ちしています︒

はご飯︑鯖の水煮︑サラダ︑煮

お弁漫は金部で鶯十八燗作ら

に支えられています︒

物︑ワラビの塩吹き昆獅織えで

◆畏い閥留守にするときには︑時

ださい︑

醗膳ボランティアの方は︑午

祇会禰祉協議会へご連絡くださ

した︒

献十時におふくろ館へ集合しま

い︒

こうして作られたお弁墨は︑

ループで構成されていますが︑

費六ー副器七〇五

す︒車の都合のつかない方は︑

町祇会橿祉協議会の方で送逓し

約⁝時間の律業の中で︑容雛

ます．

を机に並べ︑おふくろ館で俸ら

れた総菜を盛りつけし︑袋に︸

〜鰯薫鷺円で各家庭まで配達ボ

燗一鰯入れられています︒

お弁灘配達サービスが闘始され︑

ランティアの皆さんによって煽

今年も老人世帯を対象とする

両上しました︒

サービスを受ける方には︑も

けられます︒

月三翻の醗達になりサービスが
この事業は老人撹帯の増撫に

ンティアの方も楽しんでやって

ちろん建ばれていますが︑ボラ

伴い︑料理の種類を多く搾れな
い︑賢い物に行くのが大変︑栄

このサービスの想象畜は︑六

いるとのことでした．

養がどうしても編るなどの声に
応えるために実競したものです︒

十五歳以上の老人世帯か︑その

また︑サービスを受ける方と︑

ポランティアの方との触れ合い

ぎられま究

飽︑特に必要としている方にか
取材当日は︑五月十二β第閥

も大切な目的です．

このボランティアは︑配膳瞬

今以上に月囎翻の弁盛配達にな

人六グループ︑醗達九人鰻グ
は門おふくろ館﹂ですが︑この

お弁灘の総菜を作っているの

翻目の蒋に偲いました︒

サービスは︑配膳ボランティア

縷婁
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づナ（力森

姜人就＝）1》サー 卜
森林浴と音楽浴に

浸るひととき

五月三十︸濤︵β︶︑松口の美

人林で﹁ブナの森美入林コン
サ⁝ト﹂が醐催され︑約千人の

観客は森林浴と膏楽浴を楽しみ
ました︒

コンサート滋段は朝から天候
に恵まれましたが︑麟繕の準備
スタッフ⁝岡塞を箆上げては気

では雨が夜遅くまで降り続き︑

弦楽羅にとって湿餓は大敵の

をもんでいました︑

ため︑麗外でのコンサートは晴
天が絶紺条件になります．

濡れてしまい求す︒

ベント闘場の一つと鞍え︑盛り

した︑この企爾も二年黛．夏休

だくさんの内容で皆さんをお待

み期問中は︑安塚町を大毒いイ
今園も観客といっしょに歌う

ちしています︒

から﹁かわいい楠と溝をかけら

コーナ⁝があり︑故郷や膏い由

約帯籏問でこれらの難しい条
件をクリアできた美人林のすば

脈を全鍛で金嘱しました︒

ふあぞと

かった観霧やスタッフの祈りが

はじめ︑午後．時の闘場時には

午崩十一時ごろから観客が来

さわやかに流れる風と膏楽の調

ルにも負けない残響効果があり︑

ルは︑最獅技衛で作られたホー

様々な文化的な企画展も闘催し

や会場が美術館や姦徳館に変身︑

ました︒また︑町内径地の施設

をテーマに周遊コースを設定し

﹁食べる偏﹁見る﹂州遊ぶ﹂﹁体験﹄

約五否人もの行列ができました︒

べが優雅な雰囲気を作り出して

葵人林という天然の畜楽ホ⁝

コンサートは二部構成で︑第

メージアップに貢献するととも

美人林コンサートは町のイ

ち禽えるような手作りの内容で

ふれあいを訪れた皆さんと分か

小さい安塚町ですが︑大きな

ます︒

らによるハンガリー繊園幻想繭

に︒ブナという地域資源を蒋効

はN琶K轟父纒・
・楽懸メンバー

などの弦楽盤演葵︑第二部は歌

す︒

嘱力豊かなオペラ歌手も参撫し

ています︒

に括薦した例として濫目を集め

を儀げる妖精役は︑松之山小学

オープニングや休憩後の欝会

て愛の讃歌などを歌いました︒

一部

いました︒

逢じたのかもしれません︒

らしさと︑購天を儒じて疑わな

れてい談した︒

﹁ぐるり蔵磁し小さな旅協と題

〜夏安塚物語〜

の村由明費実さんが務め︑観客

安塚の夏休み

校穴葎の添由芙慮美さんと五無

一贋で遊びきれない

また観客が座る地画にしても

ふるさと晃て1歩記卜

水はけが良くなければ臓などが

東頸城

シリーズ広域広綴③

▽お問い合わせ

安塚町観光協会倣二ー工闘黒○

安塚役場雲のまち総奮諜

鷹二⁝二〇〇黛

キュ⁝ピットバレイもますま

す元舞︒大好評のバーベキュー

やパラグライダー︑バースリー

ゴルフ︑テニスにサマ⁝スキ茎

と緑の山をステージにアウトド

鰻

ア体験ができ衷す︒

蕎窺格救急棄とは︑救急隊の

馬を鯛始しました︒

讃練が完了し六月一βより運

ねてきました︒

を配備し︑救急隊員の酬練を璽

1①OOI

九

ます。好き鎌いはなく何でも食べ

す︒

て活糟し︑より救命率を轟めま

を決定し︑従来の救急車と併せ

受報時に傷病の程度により畿動

この嵩規格救急毒は︑一

広さの箪内容積と救急機材︑︑ま

家では紛ゆう」と呼ぱれてい

十臼町地域溝防本部では︑救

く豊田〉

た医療機醐との傭報通信襲置を

竹内恵次・戻子さん2男

急患巻の救命率薗上を臼的とし

隆成くん登場（2歳）

備えた救急牽のことです︒

彰）ゆうせい

て今葎三月に﹁高規格救急車

高規格救急車運用開始

わが家の人気者㊥
行う蔑度の救葱処置に対応した

︑難

ます。ハンバーグ、ラーメン、た

くあんが大好きです。お晃ちゃん

とギンガマンごっこをして遊んで

います。お気に入りのおもちゃは

ギンガマンのジザイケンキバです。

このあいだこどもの9にヂじょ

んのび耕」へ行ってボール遊びな

帰ってきてからお父さんのお友達

朝βを浴びた林の中︑ナルコ

子のウグイス・⁝尊

歌よし姿よしのオオルリ︑名調

き舞︑歌がうまいクロツグミ︑

オオヨシキリのにぎやかな鳴

重なことがわかります︒

は滋たり萌の霞然が︑とても貴

虜然に漫ってみると松之山晦で

んどがオス︒野鳥の声を闘いて

す︒きれいな声で鳴くのはほと

五〜六月は野鳥も恋する季節で

野鳥の恋する季節

どをしてたくさん遊んできました。

町鳥アカショウビン

〆夢蕩
薫擁灘．薫鑓購欝騰

皆さんからの傭報を

磯難

鐵

醜麟鞭
鯵翻

輔獲瓢》嚢《欝

お待ちしています，

総務課行政係

賞6−3獄（25〉

と焼き肉パーティーをして花火も

瓢お母さんからの一書〕

ことはありません。思いやりのあ

元気に育ってくれれば珂も書う

る笑顔の耐えないような素直な子

どもに膏ってほしい。

ました︒

にあることを感￠る初夏となり

野鳥と霞然の良さが松之山町

いました︒

ユリ︑ホウチャクソウも咲いて

しました。
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がんばり遠足体験記

るとさわやかな風が汗ばんだ体

にはちょうど罠いと患いながら

を冷やしてくれ家す︒昼寝する

きません．

も︑歩かなくてはゴールには着
心を育てることを獺的に行われ

三十六キロメートルあるチャレ

メ⁝トルあるマラソンコ⁝ス︑

に到蒲しました．

奈綴小学校蔚です．九時十五分

第一チェックポイントは︑奴

五月二十工蹟松之山中学校に
ている伝統行事です．ある人に

コ⁝スは暇牽副∵⁝九五キロ

おいて全校鷹縫による﹁がんば

第瓢チェック承イントの浦照

ンジコ⁝ス︑窯牽キロメ茎トル

が溺慧してくれていたコ峯ルド

小学校繭までには︑畢くも先癒

よりますと︑昭秘三十九無盆ま

のコースを歩くかは︑盤徒自身

あるがんばりコ⁝スがあり︑ど

れの人が三奪盆の時に始まった

このがんばり遠是は︑霞灘の
と書いますから今灘で牽九醸目

り遠是 が行われました︒

気力と体力に挑戦して忍耐を養

取材の時は︑チャレンジコー

建の痛みをかばいつつ休みなが

の行程は叛道が続きますので︑

した︒そこから大厳寺轟原まで

スプレーのお徴誕になっていま

になり豪す︒

スを歩いてみました．午醜七時

らしか進めません︒ウグイスの

が決めます︒

生より﹁脱水症状に気をつけて

か十二時までには藩きたいとが

鳴き声にほっとしながらも伺と

三牽分中学校集舎です︒校長売

水の補給を十分に行って全鷺が

んぱり談した︑しかし︑体が書

完歩してください︒﹄の挨拶の後︑

七時罎十分に盤徒は思い思いの

うことを聞いてくれず飼とか大

徒にとって︑普段の勉強とは

このがんばり遠是は︑中学愈

十二縛蕊十分でした︒

厳寺蕩療までたどり篶いたのが

ペースでスタートしました︒

私は︑引率の兜盆と︸緒に最後

が︑學くも水梨付近で建に重さ

運動不建を心配していたのです

違ったとても貴重な経験になる

羅からのスタートです．田畷の

を感じました︒それでも車では

ソンコースの蕎塚健太郎霜でし

ですが︑引率の先隻はもっと大

ととは思いますが︑私は大厳寺

遍紳だいたいお分かりのこ

た︒

変なことが岡年代の私としては

中学盤にとっても大変な遠罵

ような気がします︒
月の風と一 緒に感じながら歩く

見過ごしている様々な風景を五

家々に咲いている草花や小鳥

ことができました︒

ちなみに︸番早くゴ喜ルに到

嵩漂でリタイヤしました︒

蒼したのが︑十二時十二分マラ

感じました．

えないすばらしさです︒また︑

のさえずりなどは都会では味わ

今の時期は湿気もなく木陰に入

7

う︒郷土の虜然にふれ︑難かな

難

温泉ま蓼鯉

だくさんの2 日間

を会場として︑松之山潟泉組合

五月十六鷺松シ翫由一漏泉駄戯壷﹁↑⁝場

愛いと写真を撮影されていまし

なり︑沿道のお客さんからも可

擬行列は以餉より人数も大勢に

松之山・松黒保脊所合岡の稚

IO㊤OI

行われました︒

れ︑きれいな膏魚に皆さん聞き

徒によるブラスバンドが漢奏さ

その後には︑松之山中学校蛇

た．

曳催により松之山温泉まつりが

松之慮濾泉まつりは︑践月の

になっています︒訪れていた観

第黒土曜溺に闘催するのが慎例
光客の方も舞奪楽しみにしてい

その弛にも︑松之山温泉特産㎜

入つていました︒

イベントの昼の部は︑保脊園

る人が多かったようです︑

実演や︑山菜市︑子供御輿が行
われました︒

夜の部は︑松之山温穣駐蕊場

特設ステージにおいて︑激謡

シ韓ーが行われました︒会場に

は夜店が建ち並びお祭り気分を

コントで楡

溝会のブッ

歌諺ショーでは︑巖初に森駕

盛り上げます︒

チャ⁝吉松さんが

まいさんが熱曝し

下 会場内の夜底
膚 ブッチャー吉松さんのコント

兇の稚児行列から始まりました︒
管領塚でお参りを済ませた後︑

欄

灘

快ないんちきマジックや︑お櫓

上熱唱する森湧まいさん

一節太郎さん

昭秘38年「浪曲子守噴までデビュー 独特の歌唱法で

でにぎわっていました

畷ったその歌は当時200万枚を突破する大ヒットになり
ました。

縦霧幽
灘

鞭・

灘露

難

た後︑﹁浪曲子守唄篇でおなじみ

雛さんの物まねで会場をわかせ

松之由温泉まつりの翌雛十七

黛に︑大厳寺轟漂州希望館縣に

おいて懐例のジンギスカンまつ

自称東激部十β町市よりお越

りが行われました︒

います︒いつも美味しく楽しん

しのお客さんは︑﹁縁隼参燃して

でいます︑ここで織り合いに

なった人もたくさんい豪す︒鳳と

のことでした︒ただ︑﹁温泉街か

ら直通のバスを出していただけ

滋欝は颪名を越えるお客さん

れば．秘とちょっと著欝も︒

で希望館の地階は対応に追われ
るほどにぎわっていました︒

ジンギスカンまつりの様子
ヂ楽しく、美昧しかったです」

の一籔太郎さんが︑登場しました︒

三十隼以上のキャリアを持つ独

特の歌唱は会場に集まった人た
途中から小雨が降り始めまし

ちを魅了していました︒

調に大花火大会に移り︑儀とりど

たが︑会場を立ち灘る人もなく順

りの花火が夜窪を照らしていま
松之由温泉は︑これからが観光

した︒

シ⁝ズン本番となり︑たくさんの

松之山・松里保麿園兜の稚兜行列

松之出中学生徒によるブラスバンド

観光容でにぎわうことを期待し
ています︒

上

下

イペント盛り
騒

たくさんのお客さん

羅

スホーツシーズン到来
五月からバレーボール︑野球︑バスケットボール蓼どのスポーツ

IF⑩のー

女性最強軍団は？

五月十閥田夜七時より町の婦

ました︒

人バレーボール大会が覇催され

霞チームの参撫によるトーナ

メント戦が行われました︒

遡月攣々から練習が始められ町

のスポーツ大会では︑一番皐い大

優勝は松雛婦人バレ；ボ⁝ル

会です．

これから︑秋が深まるまで︑各種の大会を目指して︑練蟹が盛ん

チームで︑競技委鰻長より﹁さら

クラブの活動が相次いで翻始されました．

に行われます︒スポーツは体力の壇進︑ストレスの解消にも大変良

より少年野球教蜜が始まりまし．

五月二十照臼畢朝六時窯十分

川チーム︑霞位浦鑓チ⁝ムでした︒

以下二位松之山チーム︑三位布

チームに贈られました︒

ださい︒幅という護葉が全参煽

に上を目捲して練習に励んでく

準備運動は十分して怪我の無いように気を付けてください︒

ただ︑気持ちが若くても体がついていかないこともありますので︑

く︑さわやかな滞を流したいものです︒

少年野球チーム結成

五月二十五欝から今年もナイ

た．今隼のメンバーは全員で二

ナイター野球開始

タ⁝野球の試含が闘始されまし

十六名︑その中で女の子は五名

の指導のもと︑安塚町での郡大

です︒野球に熱心なコーチ臨名

た︒全部で九チームの総嘉たり

一β︸試禽鰯で午

戦で優勝が争われます︒
今年から︑

後七時より九時まで行われ試舎

畢朝練習は続きます︒

会優勝をめざして梅週還曜段の

メンバーを見ますと寂るで映

に余裕がでてきました．順調に

れます︒どんな珍プレ⁝︑好プ

繭の﹁がんばれベアーズ恥のよ

進めば七月中に全試合が滴化さ

レーが飛び出すか楽しみです︒

うです︒これからどれだけ強く

い︑

なるか皆さんも応援してくださ

O

大厳寺牧場の

園園團圏國

ただ︑多ければ集いとは簡単に

ことながら物や傭報が艶欝です．

人が多く集まる勝は︑嶽然の

ん︒

蕾及応の槻れなのかもしれませ

える都会の入の無蓑構さは︑拒

あふれる惰報

トラックで運ば
れた隼たちは検鳶

は欝えず︑無駄な物や窟轡な物

囲函団

の後︑広い葦康へは

放牧開始

いて︑隼の放牧が翻婚され蒙し

なされ辺り一懸に

五月訟十⁝鑓大厳轡牧場にお

た．今奪は︑三牽七頭の隼が︑松

松之山町でも︑努めれば都会

之山町︑松代町︑栄秘から集ま

喬板︑チラシ類の多さです︒建

も景観には艮いですし︑門美人

しょうか︒暦板類が少ないこと

されない分︑良いのではないで

と思いますし︑余翫な傭報に流

と岡じ嫡報を得ることができる

物︑街頭のあちこち︑駅の構内︑

東東で生濃して感じるのが︑

も結構あるようです︒

電簾の巾など︑いたる所に設置

そうに食べていま
この隼たちは︑十

した︒

月宋まで大厳寺牧

からできるのです．

林コンサ茎ト幅も静寂さがある

のですが︑﹁流行

も季節の移

では︑凶季の変化があ豪りない

行偏門廃り貼があります︒都会

すた

梼報がもたらすものに︑﹁流

してあります︒あまりにも数が

成長して帰ってい

求います︒

膏に関しても陶じことが鷺え

り変わりを表すものなのでしょ

ます︒電箪や簾の騒膏︑客を呼

び込むかけ声や︑時中に流れる

う︒

ピ⁝．電話︑冷蔵康︑電子機羅

とで鰻季の変化を感じることが

のファツションの変化を見るこ

暑い夏がやって来ます︒女惟

にぎやかな膏楽︑エアコン︑コ

りません︒憲賀さんが九牽五歳

猛濤していることになります︒

等の膏など︑いつも雑音の中で

蹟です︒

できるのかな︑と思う今臼この

の腐齢を推してみえられたこと

楠報の送り手健は︑できるだ

が︑受け拳側は︑必要のないも

け多くの人に伝えようとします

のは全てストレスとなってしま

ないでしょうか︒冷たそうに見

は人々を無関心にさせるのでは

い家す︒そして︑多すぎる構報

町の貴量な財産として大切に

ん︒

保存していかなくてはいけませ

あるかが伺えます︒

が志賀さんにとって大切な物で

を考えますと︑いかにこの標本

蝶の点検整備

ので︑見ているだけで疲れてし

多く︑目立つようになっている

丈炎になる︑飼膏の手闘が雀け
きます︒

場で過ごし大きく

るなどの目的で行われています︒

この放牧は︑繁蕪や︑是腰が

ことがわかります︒

い主が愛惰を縛って膏てている

名籠からも脅分の子供醐搬に飼

﹁のぼる扁﹁のぶひで縣などの

ある牧草をうれし
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りました︒﹁みさこ幅﹁まちこ幅

1誕
蝦㌔ 脚

志賀夘助さん来町
五掃七溝より三β

間︑名誉町罠の志賀
さんが昨年寄贈され
た愛蔵の蝶の標本を

藤本さんと共に点検

町されました︒

整備に松之山町に来
蝶の標本は︑年に
叫團防滋︑壊れた蝶

の修復をしなければ

召

麟鳶・
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り
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す︒

▼期沼

巳之下線周辺

三㎞縫幼晃・親その飽

2㎞轄小中商盆・一般

午後7時30分〜9時鈴

▼場勝

溝水雅之先生ハ浦懸小

松之山中学校

学校教諭︶

▼講鎌

▼時問

2β︵月︶︑0
3田︵火﹀
6月2

術を5麟にわたり楽しく学びま

コンピュ！ターの初歩的な技

パソ譲ン教室

蚤鼠も受付します．

▼癖込み 後顕配霧するチラシ︑

▼種目

▼場斬 休養麓センター︑町道

▼時闇 午後i時3
0分〜

▼期貨6月20臼釜︶

でも氣軽に参撫できます︒

いい汗を流し ま し ょ う ︒ ど な た

さわやかな初夏の風をうけ︑

門健康マラソン

、業
分

NG49公残館費6一一2265

し
ゆとりくん

し
ω

ゆ目笏
松之山生涯学習だより

」

6月忽旧︵水﹀

小学校教諭︶

︸自然体験教室

▼蒔問

▼期鷺 7月3環︵金︶

てみませんか︑

ジャンプ！長なわとびに挑戦し

心をひとつにして︑みんなで

園留懸

松之山に生慰する水棲盗物の

6月盟購︵烹︶

▼場所 町民体膏館

種類︑焦態について観察します．

▼期研

休養種センターに集禽

午髄9時〜捻時

観究会

女性ネットワーク

午後7時3
0分〜
▼時閥

渋海規流域

芦欄一弘先盗︵松之山

観察地

▼場所

▼講師

小学校教諭︶

押花の作り方や飾り方につい

7月8β認研︵水︶

▼期鶏

午箭9時〜難晦

7月8黛︵水﹀

▼時間

町民体脊館

午前8時3
0分〜

▼期霞7月紛撫︵禽

▼場所

▼種臼運勤会

ぎ2

1創㊤ゆー

り

L

親と子の体操教室︸
︵現代おやじ学講座︶

家庭でできる親子体操を楽し

みましょう．親子で参撫くださ

▼期総

い︒

▼時問

町罠体膏館

午後7時〜8時

欝︶

エリアドゥ認︵牽醸町

▼場漸

▼講懸

︸湯鳥大学

▼期鷺

午後7時30分〜

て︑2團に分けて挑戦します．
びます．

観賞駕菊の作り方について学
ながら英語に慣れることから始

自然休養籾センタ葦

小菅久美子さん︵安塚

が発気にスポ⁝ツを楽しみます︒

おじいちゃん︑おばあちゃん

町﹀

▼講締

▼場漸

虜然休養籾センタ⁝

段願の練翌成果を競い康す︑

東頚城郡の膏葎が一堂に会し︑

▼講緬鈴木重広さん︵松代︶

▼場漸

▼時闘

6月23鷺︵火︶

▼期沼7月2鷺︵木︶

▼期鷺

午後7時30分〜9時

▼時問 午餉紛時30分〜

▼時間

懲然休養村センター

で案施します︒

▼場漸

ピ葦タ茎・ドカティ

郡大会︵松之由︶に出場します︒

各種目の優勝チームは︑8月の
7月5日︵田︶

▼期沼

▼時問

どうぞーご声援ください︑

▼場所牧討

ニヨヨ教室

7月のニコニコ教塞は︑﹁徴歩

午後7時3
0分〜

▼場勝

に出かけよう！痛です︒

▼時聞

蕩野清一郎先猛︵保禽

霞然休養材センター

町残体育館
▼諺締

▼場漸

7月9β︵木︶

▼期旧 6月25臼︵木︶

す︒5園で実施します．

作陶の基礎技衛を楽しく学びま

土のこね方や成型の像方など︑

7月澱︑認臼︵火︶

▼講節

めましょう︒毎月2團︑捻月ま

初心脅の方を中心に︑楽しみ

い

㎜

パソコン教塞
パソコンの講習を行い︑住民

のマルチメディアに対する関心
に答える︒

女姓ネツトワ⁝ク
研究会
多様化する女性の興味に慈え︑

◇内容は︑春の嵩原穂物を観察

座です︒

これからの盗括を豊かにする講

ンターネットヘの接続操作をし

ら︑お絵かき︑表計算の挫方イ

する．押し花の作り方や︑蘇り

内容は︑パソ嵩ンの墓塞操伶か

豪す︒

方を学ぶ︑

◇外麗の郷烹料理 の作り方を学

◇水彩醐の描き方を学ぶ．

茶道の心構えを学ぶ．

◇茶遂の流れや︑遵具の硬いガ︑

会場は︑松之由中学校

陶芸教室
月池でとれる粧土の土練りか

ぶ．

◇小筆を使って実趨的な文寧を ⁝

ら自分の作藻を姪上げる教審で
す．

学ぶ．

現代おやじ学講座

◇内容は︑伶晦の基縫から学ぶ
ひも作りの技法をビデォで作業
手顯を学び実際に作ってみます︒

◇たたらの技法を使って湯飲み
家庭における男女粟岡参爾が
切望される現代︑父親の役翻は

や︑花びんを作る．

◇かたまりから剛りだし︑羅驚

より食い父親になるための講座
です︒

従薬と大意く変わってきている︒

◇家薩でできる父と子の体操 教

法をやってみる︒

◇いろいろな雛輿・道翼を使い

轟の小物を作る．つけ趨禽の技

技法を学ぶ．狐ク獄を梗って菓

霊．

観察会︑

◇松之由町に盤患するホタルの

子鉢 を作る．

での作業墾顯を学ぶ︒

◇成型︑化粧かけをし︑焼成ま

◇キャンプ盤活を通じて聾外で

湯鳥大学

◇購聡お澱を作る︒

族行

◇近隣覆町穏への歴吏探訪バス

◇ペタンク︑ターゲットバード

穴牽五歳以上を講魚とした焦

選翠斐のある入生を送るための

やってみる︑

ゴルフなどの薪しいス承⁝ツを

成人実用講座

◇町長による講演会．

講座です．

観賞縣の菊の作り方について

◇歓野菜の修り方を習得する︒

翌する．

自然体験教蜜

熟鰯期の闘十から穴十灘歳を

習得し︑張りのある盤溝を送る

対隷とした技能や趣昧．娯楽を

地域控民との交流や町の叢か

な霞然にふれ︑郷烹を理解し︑

ための講座です．

大嘉にする心をつくる．

得する︒

◇内容は︑秋野菜の俸り方を習

◇茶這の初歩について学ぶ．

いて観察する．競代おやじ講癌

◇越塞的な厚輿の撮影方法を学

◇内容は︑バードウォッチン
グ︑水棲盗物の種類盗態縦つ

と薬岡でホタル観察︑キャンプ︑

料運の穂々．

◇地場産の禦材を縷ったキノコ

方紅ついて学ぶ．

◇小筆を使爾した鷺常的な轡き

ぶ．

ハイキング．

◇蕾から伝わる子供の遊びや︑
おもちゃの作り方を攣ぶ︑

の活動の仕方を学ぶ︒

◇子傑とのハイキングを通して︑

親子の薬通捧験濡動を行う︒地

場産の素材を使ったキノコ料理
の魚々︒

3

需盆

︑
も

買など家麗に異動があった場禽
は税務係にご連絡ください︒

ゴミ収集に支瞳をきたすため、収

分劉して燃えるゴミのβに患す

集できませんゆ特に事業所、店舗

ようにしてください。

等より大量のゴミが捻鐵される

loり㊤OI

◇i新闘・チラシはビニール袋に入

場合が見受けられますので、ご漉

変わり2ヶ月がたちましたが、分

れないでひもで十字に縛ってく

意ください。

劉されていないものや、出し方を

ださい。

分劉の種類ごとに越分方法、場

イクルできません．窪業しやすい

◇ゴミを直接持ち込むときのお

◇古紙に雑誌類を混ぜないでく

ようにひもで十字に縛って出し

顧い。

ださい。

てください。

で﹁車庫し噸作業断貼﹁山小麗幅

サイクルができません、雑誌類は

大量のゴミは清掃センターへ

4月よリゴミの分別、鐵し方が

⑤売買その纏︑住竃以外の家屋

著しく大量のゴミは穂の家薩

などについてもお願いします︒

れます。雑誌類が混入しますとリ

ださい。

◇大麗のゴミは収集できません

後日確認や騨緬にお伺いしま

勝が異なりますので、きちんと分

籍闘・チラシの中に雑誌、カタ

別して正しい場漸で鎚分してく

ログ類の混入がかなり見受けら

す．家屋異動調査について不明

ニール類が吉紙に混じるとリサ

な点は︑町役場総務謙税務係ま

火災から守って
佛びる木育つ森
あなたの不濡意が人類粟通の財

してください。

でお問い禽わせください．

たばこってもっと
社会と仲良く
できるんだ
吸いがらは投げ捨てないで︑

の中では︑たばこを擦える︒

きちんと灰搬に入れる．人混み
⁝人一人が︑そんな慶しさ︑思

いやりを持つごとができたらた
い関係になれるはずです︑

ばこと祇会は︑もっと気持ちい

十瓢月までの異動分について翌

山に入ると きは︑タバコの投げ

産を滴滅させることになります︒

圃定資産税は︑毎奪一月から
葎から諜税台縷に登録されるこ

止縣︑﹁吸わない入への思いやり﹂︑

そして﹁火災予防偏︒

一度確認してみましょう︒

皆さんの裏山は大丈夫ですか

キャンペーン実施中

山地災害防疵

明るい郷土

山崩れみんなで防いで

捨ては絶薄にしないでください︒

テーマは﹁たばこの投げ捨て防

平成十一隼度の露定資産評緬・

たばこを手にするとき︑周りの

とになります︒町税務係では︑

謙税のため︑今奪中に異動の

人や目然を気づかう︒そんな大
人としての優しい心翫り︑思い

あった家屋について調奮を行い

家屋異動調萱は︑すでに園覧

ます ．

と仲艮くさせるカになります︒

やりが︑たばこと祇会を︑もっ

でお願いしていますが︑今後も

できることから︸歩ずつ︒

森林は︑窒気と水の資源です︒

喫煙マナーを守りましょう︒

優しさの大切さを呼びかけて︑

次の謙圃を予建されている方は︑

①薪築②増改築③屋綴改

その都度お皐めにご連絡くださ

い︒

進④取り壊し︵⁝部家たは全部︶

れて綴す方が見受けられます。ビ

自ら持ち込むか、許可業春に叡集

新聞・チラシをビニール袋に入

ミを韻す場舎特に次の点に溢意

を依頼してください。

守らないものがあります。今後ゴ

費6−313玉
桑公之廷毒露1ぞ曼！場

新築︑増改築︑取り壊し︑売

お知らせ

ゴミの出し方に注意してください
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麟
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に
渡邊内科醸鯨
諏訪内科医緬

榊ー蕊⁝・細瓢

善意に感謝します

NTτでは︑新しい電認帳

ありがとうございました︒

めに括罵させていただきます．

ありました︒町の葎宅擾祉のた

町祇会橿祉鰯議会にご寄付が

﹁上越タウン・上越ハ欝⁝ぺ⁝

古い電語帳を
回収します

税務職員を採驚するための平

ジ﹄を六月中旬より六月轟木臓濠

◇繭湯本郵便罵長

倣03⁝32王4ーエ62互

成十奪度圏家公務籔採期斑種

での間に企業や家庭にお麗けし

奪で五十周俸になります．交通

検察審糞会法が施行されて添

繧は︑紙資源として再利購する

その際︑今議でお優いの電認

八○︑○○○円

◇元下湯婦人会様

一〇〇︑○○○円

丸山定一様

︵税務︶試験を実施します︒

この試験に舎格し︑税務職鍛

纂故や詐欺など︑犯罪の被警に

ます︒

学校ハ全寮鰯︶に入校し︑約一

で配達簸が新しい電議帳をお煽

ため園収させていただきますの

として採粥されますと︑税務大

れども︑監察宮が被疑巻︵犯人

けしたときに︑今までお僅いの

あって警察や検察庁に訴えたけ
と思われる人Vを起訴してくれ

葎⁝ヶ月︑大学水準の教養と税

受けることになります︒研修終

務職員として必要な専門簿識を

し㎜撚愛．嘗．．熱惣箆璽墾墾9彫嚇

電語緩をお渡しください︒

酸サ墨灘．19月ヅ

ない︒このよう な場禽に︑その

せください。

不趨訴魑分の善し悪しを︑顯民

55王9〉または、町役場総務諜）鶯6一雛3めへお問い合わ

蔓験資簸

は、自衛隊新潟地方連絡部高雷募集事務所（倣0255−23−

了後は各税務署へ配置されます．

の中からくじで選ぱれた十一人

務周︵0255⁝24−5三6
0︶までお問い合せください．

詳しくは︑蕎照検察審奄会事

察審蛮会です︒

の検察審糞舞が審嶽するのが験

昭憩五牽三奪照月二β〜昭釈五

牽穴年麗月一鷺盤まれの煮
︻串込受付期間と購込兜︸

六月二十購黛㌻致月一鍛までに
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圃圏回團

え・うちのおかあさん

おめでた（慮生）
きひみ

幸宏ちゃん 務施顯治・勝美さん

黒 倉（九左工門〉

おあ

咲季ちゃん

渡辺総慈・霧三代さん

天水越（譲七）

もまドむ

萌里ちゃん

佐藤 保・恵子さん

天水越〈都屋〉

わかつき移かちゃん

おくやみ（死亡）

俊藤

フクさん

95歳天水越（水のや〉

草村 文平さん 脇歳 黒

小野塚ソメさん82歳

愈〈下中覇〉

松之出（吉野や〉

保壌 一郎さん69歳松之出ぐ保や）
蕩沢 チヨさん83歳

湯

本〈増美や〉

＊5月王田から5月31段ま1での麗鵡分です。

＊広鞍に載せてほしくない方は、麟出の時

轟．、

に窓口にお誌ください．

難

いとうゆうくん

⑳◎㊥⑧
滴防懸半臼譲練

総人口 3，349人（＋め
男 王，634人（一2〉
女王，7王5人（牽3〉
繊帯数

鱒B

ま，王40戸』（＋D

◇5月の燦来事
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ながなわとび大会

王類

58

郡膏年大会

Hβ

牧麓

1、湧きいづる湯泉のように

浦照地区体畜大会

玉55 町総含検診 隻9田まで

創遣のカを腐めよう

20β 健康マラソン

生濡を送っているのだろうと思

います．一年に一度か慧度は︑

驚の鳥のアカシ灘ビンの声を家

に腰ながらにして闘くことがで

きます．もっと︑美しく鳴く野

鳥のことを惣っていたら心が難

かになるような気がします︑町

でも探鳥会が行われましたが︑

あったら良いなと思います︒

簿を聞き分ける講習会なども

あわただしい錘撫︑挑懸に追

7月lg・23P5・31

すが︑このような機会にゆとり

・紳磯

われて生きているように感じま

貯1温泉センター1翠の湯

を持って懲きたいものです︒

温泉定休日

夢β記より

◇6簿屡3田〜7月鐙βの予定
149

連帯の心をもとう

お詫びと訂疋

心豊かな人になろう
玉、ブナの網が触れ含うように

が度々あります︒なんて贅沢な

町探鳥会
グリーンリース細穂え

▼最近聾鳥の声で目覚めるとき

ブナの森美人林コ簿一｝

先月簿の新成人︑飯塚伸太郎

町民の奮謬葉
玉、美しい繰と霧の中で

さんの犠購が﹁仲太郎漏となっ

松里土地改良維合総代会

i6欝松之由温泉まつり
鍛繍

みんなでよりよい町づくりをしよう。

瞬繭工会通常総会
訂正しお詫び庸し滋げます︒

わたしたちは松之寅町罠です。郷土を愛し、

循羅

ていました︒

町民憲章，鷺憩5、三奪，7樗継
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（）内は髄月との此較
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町潴防大会
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25甕ヨ 6月定例議会〈26鷺まで〉

各月裏総現窪

