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あけま して
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松之山町長佐藤

幸い心醍しておりました米髄が︑

箏業を行うことができましたこ

をいただきまして︑盛大な記念

の皆さんなどから積極的な脇賛

利幸

落が避けられてほっといたして

米の生産調整の効果も働いて下

新年を迎えて
明けましておめでとうござい

十八年周期など︑今年の冬は

ます︒

寄せられたご爆傭に報いるこ

とを厚くお礼・申し上げます︒

・とができるよう︑松窩の今後よ

米の強産調整の実施にあたっ

おります︒

ては大幅に強化されたことで︑

順により思わしくない結果とな

ておりましたが︑夏季の芙候不

念事業を謙繭いたしましたが︑

記念すべき年でありまして︑記

昨年は松高の五十周年という

ばならないと考えております︒

承する館の建設に努力しなけれ

く一俸でも早く︑町の資料を展

志賀さんのご膠慧に報いるべ

按騒灘灘

鋸罵

難
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灘灘脳

畿

︾警

講 蜘

無其

豪雲になるのではないかとの予
北海道では大雪のようですが︑

想もありました︒しかしながら

り一鰯の発展に肉けて︑後援会

と痛感いたしております︒

活動に寒力しなければならない

また︑松之由町の名誉町民で

ておりましたが︑農家の皆さん
のご理解︑ご協力をいただいて

あります︑志賀舛助翁の顕彰碑

配分磯積のクリアが心醜いたし

が開業できないという豪霧地松

︸○○％の達成ができましたこ

の建立につきましても︑驚民の

雪の無い疋月を迎え︑スキー場
之由らしからぬ状況の近年であ

とに感謝とお礼を申し上げます︒

皆さんをはじめ︑各界よりご支

松之由町においては三葎続いて

ります︑地球温暖化の影響か？

今隼もほぼ昨隼並みの画積が

援をいただきまして立派な碑を

醍分されましたが︑昨年同様の

ご脇力と作桶が良好であること

建立し除幕を行うことができま

えることを必要とする異常気象
の時代を迎えたような感じがい

をお願いとお祈りを礁し上げま

した︒

今後冬期闇の生活スタイルを変

たします．

す︒

りまして ︑ し か も 収 穫 作 業 で 大

町民各位をはじめ︑松高問窓会

昨俸の種作は豊作が期待され

変なご蕾労があったようですが︑

撫豊

灘

騨識
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ございます
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おります︒町民姦位のご協力を

新俸にあたり決慧を漸たにして

努力を傾洩してまいりたいと︑

この往壱は勝得綱限などの鰯

お願い癖しあげ︑爆頭のあいさ

隣に建設いたします．

約がない禽磁に入繕できる往肇

一昧郊より誘致運動を進めて

は︑その後類調に進展しており

となりますので︑Uタ⁝ン︑笠

つといたします︒

き談した老人保健施設について

紹浦照中学校の取り壊しを行い︑

ターンされる若い人たちの入贋

いう僧金を抱えた鷺添の財政事

P︵圏内総盤巌︶の︸ご瓢％と

を迎えましたが︑幾餓も底入れ

縮無十慧月黒十八縫記

その跡地に建設が急ピッチに進

を歓迎いたします︒

ころにこういう編祉施設ができ

傭や︑遍煮簸高の照・脳％とい

麟及び地方を合わせて︑GD

められております︒今秋には開

ることは︑安心して地域に催め

業の運びとなりますが︑近いと

ることであり︑希望の墨﹁濤寿

ように︑相変わらず厳しい新年

う失業率という構勃が代表する

したという観測の憲晃がぼつぽ

ヒもじが

⁝園﹂の果たす役劃は介護保険綱

で︑嵩齢化被会を遡えた親代︑

えん

度の発足と禽わせて璽要な施設
祇会禰祇の充実に大きく震献で

2闇かれるようになり︑今鰯度

一時は羅の行財政改革政策の

きることと併せて︑地域に及ぼ

圏係から︑公粟箏業が童わめて

に転ずるものと信じております︒

介護保険法が平成牽二年罎月

厳しい状濁でありましたが︑鰯

は経済成長灘が必ずプラス成長

発是いたしますが︑介謹保険舗

の経済対策から︑度重ねる補斑

信じております︒

度が理解され顯調に発驚できま

予算で地方で簸も要望の強い交

す波及効果がきわめて大きいと

の期待に慈えられるよう尽力し

遇関係予算が増額され︑上越魚

すようその準備に努力し︑町鋭

沼地域振興快速遂驚も薦工の還

びとなり︑一般國遵三五蹴鍔の

著い人たちより︑松之忠驚に
往んでいただける簸も大切な糟

付けがなされるなど︑交通体系

蕩舘トンネルも予想以上の予算

てまいりたいと思っております︒

の確保であり︑住む住電である

件となるものは︑働く就業の場

と思っております︒

一二世紀まであと一年という

の整備が著々と進むことになる
簸初で第⁝弩となりますが︑ご

奪を迎え︑松之山町も儒みよい

と考えますが︑このたび︑新潟

醗憲いただきまして今葎鍵帯罵

町づくりに両けて︑条件整備に

3

県住名供給公祇から︑県下では

が牽芦︑独身鋼顯芦を不籍薦の
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園園團圏國

⁝

りましょう︒

どうか想像妊娠でないことを祈

くらいきれいです︒ライトアッ

で一番美しいのでは﹂と思える

た臼の叢景色は︑﹁ここが盤界

とでしょう︒雲が降り続くと︑

長い取り総みとなりますが︑

ございます︒

めたものが越後妻有アートネッ

応の事業実施の縫切りとして︑

す︒

興プロジェクトである円越後妻
クレス整備構想です︑

的に演出される都会の艶やか

プやイルミネーションなど︑人

よって地域振興を図ることを基

A・璽創プランは広域連携に

Q・構想の理念や目的などはど

しています︒

年度までの十ヶ年を事業期問と

年を﹁千年紀

段ではありますが︑﹁節目漏を

湧いてきます︒あわただしい繊

松之山ファンになりました︒隔

自由に何でも描ける︒すっかり

があります．

さとは違った︑自然の鱗やかさ

新しい薙を迎えると︑身も心

奉にしています︒このため︑
のようになっているのですか？

と蓄っておられました︒そんな

基本的な計画を策定した平成九

有ア肇トネツクレス整備構想㎞
を推進しています．

くりを行い︑平成乗年度からは

アートネツクレス整備構想に盛

A・構想では︑大きな観点とし

が︑まもなく爵暦でいう薄年・

も改まるというか︑新しいカが

欄々の事業が本格的にスタ⁝ト

り込まれた施設整備やイペント

千年に一度の大きな節目が訪れ

年度を初葎度として︑単成十八

しています．

実施など全ての事業憲体は十鷺

て遜地域の駿かな自然に著目し︑

Q・事業叢体はどこですか？

今後長期間に渡って進められ

人間は自然の一部として存往す

これまで三年かけて︑具体的

る璽翻プランの取り紐みについ

町地域広域事務組禽です︒事務

ます︒

函欧では薄年を﹁億紀し︑千

きたいものです︒

と呼ぶそうです

一薦が真っ臼なキャンバスで︑

しましたら︑﹁松之由町は辺り

Q・県と地域との関わりはどの

づくり騒を総合的二体的に

りあふれる美しい越後妻脊の騰

確認しながら︑﹃芸衛文化の香

う︑ここは一発気持ちを新たに

しい時代に両かって吹っ飛ぶよ

うです︒我が園の不景気も︑新

な記念イベントが挫えているよ

一年にかけて︑盤界各地で様々

皆掻から構報をお密せいただけ

町をPRしたいと患っています︒

ホームページをつくり︑松之山

すと︑松之霞町東宗事務所の

最後に︑今俸の抱負を譲りま

たいものです．

素朴な松之山の良さを大切にし

ようになっているのですか？

行っていくことにしています．

れば︑大変ありがたいです︒

一九九九年から二〇〇

園は︑Q＆A形式で墨創プラン

A・墨劇プランの特徴は︑離画

そして︑事業目的として︑①地

して︑お祭り騒ぎに興じてみる

今年︑

の大枠を紹介します︒

づくりの段踏かぢ県と地域が一

域に対する誇りと愛蓉の醸成︑

のも妙案かもしれません︒

な整備手法を盛り込んだ誹圃づ

て︑事業概要や蒔々のイベント

局は十日町地域消防本部︵十段

ることから︑絶えず︑﹁人調は自

先撮︑都内のある方とお話し

紹介・参撫春の霜︑帯町村の取

町策北瓢繊一ー︸○︶三階の企

然に内麓される﹂という事実を

大切に︑親たな目標を持って生

り組みなどを交えて︑月一働の

顧振興誤にあります．

Q・嬰翻プランと越後妻祷ア！

緒になって進めていることです︒

口・定住人口の塔癩︑④産業振

②地域の魅力増進︑③交流人

大見

トネックレス構想の濁連性はど

このため︑まとまった計︑画は県

東東事務斯
うなっているのですか？

との調整が図られたものであり︑

さて松之山町は今︑辺り一面

A・塁創プランは疵式には

況をお伝えしていきます︒第一

シリーズ企醸としてその進行状

」に
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年度計晒に基づいて︑県の捕助

金などを受けながら事業が実施

ラン推進協議会幅を結成して︑

濤町地域ニュ⁝にいがた璽翻プ

里創プラン通信
﹁ニューにいがた里創プラン﹂

霧下ろしや雲かきなどの作業が

圃国回

といいます︒これは﹁よい︵理

昨葎は︑不況の嵐が沼添列騰

うこともあります．でも︑購れ

大変になり︑気が滅入ってしま

されます︒また︑県と地域で﹁十

十撮町地域広域行政圏へ十段

想の︶璽創り﹂を目指したいと

を駆け巡った一年でしたが︑よ

翼っ白な雪景色になっているこ

町市︑規繭町︑津南町︑中璽村︑
いう．平山新潟県知事の提唱によ

うやく景気懸復の胎動という露

新年︑明けましておめでとう

松代町︑松之由町﹀は︑平成六

るものです︒璽創プランの地域

葉が囁かれるようになりました︑

事業の円滑な進行に努めていま

隼度に新潟県から﹁羅創プラ

A・箏業の牲格からいって息の

No．57

Q・箏業期問は伺年ですか？

ス

る具体的な事業構想としてまと

ノ総

指建を受け︑十日町地域におけ

い
キ
ヤ
ン

ン﹂第一暑の地域指定を受け︑

自

相互に連携を図りながら地域振

糧Q

源と結びつけて︑それがさらに

絵薩とは意昧が異なり︑地域資

ア萎トは︑美衛餓で晃る彫灘や

ことが特徴です︒ここでいう

全ての事業にア茎トを濡驚する

A・構想ではその名のとおり︑

か？

ように位灘づけているのです

Qニァ：ト﹄についてはどの

爆に努めることにしています︒

④窃然から学ぶ・地域資源の澱

璽︑③住疑参撫・飽奢との協働︑

携︑②ソフト璽禰・プ潰セス尊

での基本姿勢として︑①広域連

興を褐げ︑事叢を進めていく上

マは十欝町﹁越後妻脊市﹂︑

総合的な括性化拠煮施設．テー

に沿って各市町穏に整備される

い文化施設﹀・・働地域テーマ

③ステージ︵自然体験型ふれあ

催︑

毎年アート・ワークショップ醐

に約五十獄闘の会期で醐催挙建︒

の祭典︒第一織は平成十凱葎夏

贔の展示発表とアートイベント

プアーティストにょるアート建

窯年ごとに闘催する憶界のトッ

②越後妻脊大地の芸術祭・偽・

小中学盗一麟穿輿騒動

七月宋︑イベントとして爆真塾︑

テスト︒環難作繍募集中︑締切

域資源発晃のためのフォトコン

蹴0257︵57︶2285

侃0257︿57︶2637

イベント．

展禰．花の道モデル箏業︑花の

運動と結びついた﹁花の遵漏の

ぶ遵の整備︒当薦は花いっぱい

と連動して各ステージなどを結

④交流の道・専・ステ⁝ジ整備

松之山﹁森の学校﹄

物譲幅︑松代﹁露鵬農耕文化粒恥︑

﹁縄文と遊び矯︑中羅触儒濃綴

川茜﹁新懸園都布づくり﹂︑津南

企繭籔興鎌

牽欝町地域広域箏務組奮

お闇い合せ

感動を呼び起こし︑魅力を堰し
ていくために舶える人の手のこ

とを睡んでいます︒このような
アートを︑地械発信のための一

つの撃法としても濡矯してい壼
ます．

Q・具体的にはどのような事業
を行っていくのですか？
A・構想における事業の往は次
の顛本に分けられます︒これら
の事業が連携しながら羅創プラ
ン事業として一捧的に進められ
ます︒

一
置
、
『

東頸城

ふるさと晃て渉記・

松代町

越後まつだい冬の陣

また︑食い倒れ横町のふるさ

で︑お子さ濠やお年寮りも楽し

との蕨も人気の的．午後九購ま

めるコーナーもたくさん用慧さ

鵠照館は︑蒙麗な大舞踏会や

れています．

撲恥も楽しみの一つですが︑こ

競技方法が独特な﹁露中松代相

の鑓の睡び物はやはり鱗乗っ取

れ！松代城晦．ほくほく線の翻

業も手伝って︑県外からの参繍

︵一僚︶は織校癒でしたが︑巖

煮も増えています︑眸無の城憲

潟齢はむ牽八歳の方が参撫︑老

蓉男女が約三㎞の難関に挑みま

この乗っ取れ⁝松代城の応墓

す︒

締め切りは︑二月十二縫まで．

の中から櫨選でグァム島簾響が

家老︑侍大将をはじめ︑完瀧轡

簡轟もビッグで︑城驚︑城代

仮裟部携も寡集しています︑

れてきた鱗越後まつだい冬の

滋たり蜜究

鶯7−2220

詳しくは松代幕府

牽三9︵恋︶から牽灘撮︵繕﹀

みこしなど盤憲なメニューが目

ショ！やエネルギッシュな霧上

んぼさま恥︑艶やかな歌譲

薪婚さんが点火する幽玄な﹁ぽ

勇壮な越後まつだい幕欝出陣式︑

幕大行進や繊陣そぱ相撲を始め︑

初臓は︑疋午から闘場し︑開

に開催されます︒

陣恥は︑今奪で牽二園穏︒黒月

春を睡ぶ襲祭りとして親しま

介し談す．

剛越後まつだい冬の陣臨をご紹

ます．さて今月は︑松代瞬から

ます︒添葎もよろしくお願いし

明けましておめでとうござい

シリーズ菰域広報⑩
鐵押し．
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①越後妻窟りの八万人のステキ
発見・導り写輿と雷葉による地

究成した紛繭ステージのコテージ

鯵

鋳駄多しく獅

コびとうごでN憾す。

・今年もようしく＿
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いきいぎわくわく稿嚢賞を登賞

芸る牽滋月瓢牽蓋臼に松之山
小学校六薙鑑箆童十皿名がいき
いきわくわく科学賞の小辮校商

学年部朋東耽電力賞を受賞しま

このいきいきわくわく科学賞

し た︒

は︑将来への大選な可能姓にあ

ふれる新潟県内の小学盤︑中学
盤に理科の楽しさ︑科学のすば
欝的とするものです︒
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霞銀の世界に熱い戦いが繰り

広げられます︒松之山町からも

数の選手が参撫し︑大括躍が

期待されますのでご声援くださ
い︒

アルペン錘松之撫温泉

3時30分

競技︑午繭g縛〜午後

闘会式︑午後4時

※6欝闘会式︑7欝競技

＄79︵総V

▼期黛 2月6揖︵土︶

▼時間

▼会場

スキ⁝場︑ク欝カン昌
町民グランド

松之山潟衆スキー学校では︑

夜明けまで王マイル

村山 由佳
ファミリー7つの習憐（、証・下〉

スティーブン・R・コヴィ
僧6−2i94

松之山温泉スキー学校

▼串込み・お問い合せ先

車谷

測

桐生

御直破

板谷利加子

墜落遺体

飯塚

事業内容
︵1／給〜2／掲V

1月のニコニコ教窯は︑親子
で体撮やゲ；ムをやり︑楽しく
遊び寒さを吹き飛ばそう．

午餉9時〜午醜難時

0田︵水︶
▼期9 1鴛2

▼時間
▼場所 趨然休養村センタ︸

中筒年書の健康増進とスポー
に︑昨年に続き第2回大会が開

ツ濡動の推進を図ることを目的

▼期日

催されます．

〜26旧︵火︶

シーズン中に3回のスキー講習

松之山潟泉スキー場

※25田は受付︑26βは競技

▼会場

▼スキー講習会とバッヂテスト

で挑戦してみませんか︑

す︒どなたでも受講できますの

会及びバッヂテストを実施しま

子︶2本制

▼種目大囲転競技︵勇子︑女
▼参撫麿3
5歳以上の男子︑女子

ー翻目鞍1月23露・滋日

3麟露簸3月6田・7日

2圃目饗2月綿旧︒澱欝

※いずれも萌嬢︵土︶午後
講習会︑盟環︵臼︶午餉バッ

ヂテスト

ほんとにほんとにほしいもの
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普からあります︒礒本吉来のす

思っております︒

んなものをお謡ししてみたいと

るわけですが︑松里は︑畢くか

今では︑それぞれの学校区にあ

璽小学校スキー脊成会篇です．

力している会があります︒﹁松

子供たちのために一鑑懸命︑協

いの機会です．しかし︑今でも

子供たちや地域の皆さんの手作

身近な行事の

◎さわらび祭︵十一月一β︶

ど紹介します︒

今後の具体的輿践活動を瓢点ほ

方々がたくさん見学されました︒

木村善章様の

ばらしい濡葉だと私は思ってお

ら発星し濡動を続けています︒

技徳的な指導や嚴常盤活につい

き︑共に会食を楽しむ憧爆は地

ような感動を与え︑更にもちつ

り作鹸はお蕊いの心が通じ禽う

事務局

てもフォローしています︒子供

つであります．

悩み︑そしてまた︑

たのでしょうか︒臼本毘族の驚

たちが来たときの﹁こんにち

﹁おかげさま幅という書葉が

ります︒この﹁おかげさま﹄と

講演よ

松之山は憲い伝統の中にも皆

いう醤葉は果たしてどこから来

地域と子供たちが︸体となる

一番今︑段

さん方が現代の切々とした心の

塞人に欠けております思いやり

毒えると︑火も水も大自然も大

祥は︑やはり農業じゃないかと

を藷る思いでした．

域の小さな文化と心のふれあい

のあいさつ・晩のあいさつにし

いさつや︑練習後の﹁ありがと

は﹂﹁お願いします﹂などのあ

とか優しさ︑あるいはまた︑朝

この太陽のおかげが㎜番﹁おか

◎老人会︵高砂会︶との交流

切ですが︑一番なのは太陽です︒

うござい豪した﹂など嚢たり前

ここに再びよみがえろうとして

げ﹄という需葉の発祥にふさわ

ましても︑忘れがちのことが今
おるこの原点を考えますときに︑

供たちの交流も漉発に行われ︑

牽﹂月十七り︑お葎寄りと子

習箭のコ⁝ス整備や駕具の点検︑

ぎの作り方を︑轟学年はゲート

低学年はおばあさん方からおは

私も大変ありがたいなあ︑嬉し

﹁おかげ貼の発祥が太陽から月

の心配などの熱心な姿を昆てい

大会でのワックスの調整︑天候

のことですが︑会の人たちの練
に変わり︑そして自然の恵みに

しいのではないでしょうか︒

変わってきたということになる

いなあという気持ちです︒実は︑

ただきました︒その中に標認の

先般こちらから資料を送ってい

中でお互いを簿り含う欝びと感

るからこその欝葉であると思い

ることができれば︑問題の発生

全てが親の目で子供たちを見守

するだけでなく︑地域の人たち

ではないか︑祇会人ももう一度

ちが生きるカ︑学ぶカが簿つの

いの中でゆとりが懲まれ子供た

親と子︑家族の明るいふれあ

謝の体験ができました．

ボ⁝ルを学び家族的な雰囲餓の
いう天地虜然の諸々に対するお
忘れてしまった

と︑ご先短すなわち親とかそう

﹁患い出そう

発裏がありました︒

かげ︑感謝というのが欝奉の

を防疏できるのではないかと考

地鑑の人たちが︑子供たちと

い︒

子供の漂点に立つことを望みた

地域と子供たち

えています︑

撮常猛漉では︑躾は親が指導

ます︒

やさしさを偏これは商橋さんの

地区の子供と大人たち

るのではないでしょうか︐

﹁おかげさま砧という誘葉にな

留美さんは︑﹁あいさつは 目

標語でございます︑また︑相田

に見えない おくりもの﹂︒こ
のわずかな表現の中で︑私が一

番胸を打たれたのは︑﹁忘れて
松里地区協議会長

ふれあう機会はなかなか無いも

心の教育推進協議会が発是し︑

佐藤大治
なあと詮索しても致し方のない

のです︒学校行事︑公厩館湧動

公開され︑地域及び関係渚の

巖初の道徳教育が浦田小学校で

ます︒なぜ 忘 れ て し ま っ た の か

しまった恥と雷う露葉でござい

ことでありましょうけれども私

の春︑冬の運動会︑文化祭︑町

石塚幸貞
は今ここであえてこの閥題を奮

民体脊大会が︑子供とのふれあ
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浦碑地区協議会

の露葉というのでしょうか︑そ

みまして︑皆さん方に少しβ本

醤

（松之肉町教欝委員会教育長）

松之山町心の教禽振興会議会長加藤宏一

ちの

憲藻螺罷饗上布川に水道が…
r水が豊蜜で髪がキレイに洗えますまと毒ぶ鈴木さん

擁一粥く乙z一

み

〆 娼娩魏嬉謄蒐

福原一雄氏に

法務大臣衰彰

元旦に

スキー場オープン

⁝月一旧に待望の松之撫滋泉

スキー場がオープ︑ノし家した︒

いましたが︑傭とか節牽の寒波

今冬も営業が少雲で心配されて

により元段の営業に問に禽いま

スキー場を経営している

した．

︵脊︶湯来心では九月よりス

キー場オ⁝プンのためにゲレン

デの草刈り・補修︑リフトの恵

を進めてきました．

検︑イスの取り付けなどの準傭

十二月五顯には安全祈願祭が

鈴木さんも皐くから水道の完

患いませんでした︒あるお客さ

田金で水不足に遭うとは夢にも

たので助かりましたが︑まさか

水越の福猿一錐さん︵七十三

たって潜躍されておられる︑天

人権擁護委員として永庫にわ

ちつき大会が行われて︑スキー

となりました︒また⁝繊にはも

いうこともあリリフト代が無料

元盤蚤鷺は︑オ享プン初旧と

行われて︑いつでも営業できる

成を心待ちにしてきた一人です︑

んに懲分の髪の亀がこんなに薄

歳︶がこのほど法務大臨袈彰に

わってこられました．その功綴

にわたって人権擁護濡動に携

懸購︑﹄

分楽しんでいました︒

客も⁝葎ぶりのスキーを思う存

状態となってました．

床屡さ ん を 始 め た と い う 鈴 木 さ

われたせいだ︑と冗談を露われ

くなったのは熱いお湯で頭を洗

ある獲︑東票から帰って来て︑

んにお謡を伺ったら﹁水が︸番

権擁護委員の法務大駆委嘱を受

橿原さんは昭秘五十凶舘に人

ます︒

た︒蕊十年ほど繭のこと︑東窟

ません︒叉笑︶

もう大丈夫です︒頑張って下

から帰って運転免許を取り︑し

ばらく仕事を休んでいたので外

﹁これからも水は大切に僅い︑

けて以来︑実に十九葎もの永き

可愛いがってくれたお客さんに漸

さい．

いちゃんが﹁私の技術を鑑かさ

にすることもなかった時︑おじ

れないか幅と提案し︑隣晦の親

が認められ︑今園の大臨簑彰と

が期待されます︑

なったものです︒榊窟のご溝躍

く恩返しができると思います︑恥

完了させたいと思いました︑

ことを知り︑改めて一刻も皐く

鈴木さんが水に著しんできた

戚でおさらいをして開業したそ
ご蕩労が多かったようですが︑

うです︒

今までに心を痛めたことがあり

fO
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﹁水が不是するだろうとおじ

ますか？

これでやっと安心して商売がで
いちゃんが蒼の井輝を掃除して︑

﹁水道が硬えるようになって︑

きます︒﹂と霧んでくれたのは
ポンプであげてくれたものの︑

な洗髪をしてあげられなかった

まだ水量が細くお客さんに十分

こと．恥それに﹁欝照り続きの

理容店︶です︒

この水遺は︑藤倉から東忠集

葎にはお饗さんの顛を見るのが

あちゃんが禽所で水を硬うと

人権擁護委員として
永年の功績を

報吸

マ！

鈴木厚子さん︵下蝦池・よしや

池を除く︶に申山閥地域総禽整

落までの布掛地匿︵中毘と上蝦

れまで整備してきた全簡易水道

の都度一寸細くして！と︑瞬び

シャワーのお湯が細くなり︑そ

﹁タンクが二つあってもおば

すか？

お客さんの顔がなぜ締いんで

怖かったです︒﹂

年の暮れから上嶺瞬地域で使え

備事業で整備しており︑漸く昨
るようになりました︑これが東

の単で水量と利用潔が最も多く︑

山集落まで完アすると︑町がこ

しかも水廼理が近代的な設備に

五謹款。な孟曙美

痔

輝きました︒おめでとうござい

認められて

鎗1糞戯議敦

たことがあり︑今でも忘れられ

ました︒お客さんは分かってい

輩羨碁i羅．森

の心配だった扁ということでし

生まれ変わります︒

離協葵禽鐸遷彰

オ妻ストラリア・ニュ雪ジ董ランド

農業青年海外派遣に参加して

元院

も︑生産調整は厳しいものを感

の中でのβ本米の存紐は︑かな

ん︑そうなった場合︑圏際市場

り不安定なもののような気がし

の稲作との巖大の違いは︑やは

そして︑驚かされたのは︑隻

じました︒

の違いだと思います︒今園の

り何といっても︑観模の大きさ

が家のように穏作︸筋でやって

いくのは︑リスクの大きいもの

ます︑そういった意味では︑義

なのかもしれません︒少なくと

イ禿で穏の植え付けを見学した

のですが︑巨大なトラクターで

も環時点では︑全く相手になら

産性の蕩さです︒ファームステ

種もみをばらまくといった感じ

ないようですが︑最質︑味︑安

︵もちろん稲作だけではありま

せんが︶を見ても二頁脳十五診

で二診の土地を作薬するのに

全性といった鱗では︑臼本の来

ファ⁝ムステイ先の耕作藤積

から千五百診と臼本とは比較

要する作業時間は⁝．一十分にも満

自分は正直露って農業につい

心に書いていきたいと思います︒

なり大きい方のようです︑今圃

という程度ですが︑驚内ではか

も格段に安いようです︒ライス

シヒカリも生産していて︑緬格

オーストラリアでは田本のコ

牽分に対航できるのではないか

ターゲットにするということで︑

すので︑それぞれ別の漉費煮を

の方が上圃っていると思われま

藤倉

にならない規模で襲薬経営を

たないほどでした︒

今鐡︑海外に行くことが嬉め

岡行した人に聞いたところ︑二

一診弱

てということもあり︑雰常に多
て︑さらには我が家の家欝の中

ちなみに私の家では︸︑

行っています．

くの貴重な体験を得ることがで

農業というものも︑ただ農作

と思います︒

物を作ることに専念するのでは

センタ⁝で試食した感想ですが︑

か︑少し異奥があったようで︑

炊き方に問題があったのかどう

明らかに霞本の米の方が味が良

で驚いたのですが︑更に違う次

元の謡を聞いているようで︑単

十診もやつているということ

なり競荏の農業事構と異なる箆

ばあきれてしまうほどでした︒

しくありません︒ですので︑か

ことを学ぶことができたと思い

解をするかもしれないことをあ

心である穏作についても全く欝

ます︒

なく︑常に禿を見越した売見姓

黒倉食枚縢﹀箪村

正孝

東憲がふるさととする孫が由来

商品券内需拡大役背負い

居ながらに畢和囲別府の湯に浸る

必要と感じました︒

ど行動力といったようなものが

かったです︒

近い将来溺本の米の自磁化も︑

ウゑもドき

かなり進んでいくかもしれませ

つゑもどき

大木にまつわる見事な蔓擬

蔓擬山の土産として帰る
松之山︵蕩松屋︶ 井部

朝女

までと規綱するなど︑大単が

節女

輸出用というオ葦ストラリアで

しかし獺作は耕窪爾積の薫分の

伺について書こうかと思った

まずオセアニア方薗と︑霞本

俳句
小春欝のあまねく墓碑に夫忌鑓

屋﹀佐藤

堀に浮く落葉に鯉の見えかくれ

松之山︵松

柳友咋晶紹介

保険屋がもう振り向かぬ命です

ニュートンのリンゴ腐っていたらしい

定年になったら降りてみたい駅
留︶ 高沢 秀女

道標の残り棚田の冬めける
松之山︵南

千外佐
恵
子山藤

∫

ます︒

らかじめ断っておきたいと思い

うで短い期問でしたが︑様々な

丸山

柳

きました︒牽類間という長いよ

洋

柔らかや神話の兎の蒲の禦
↓〜．滋ン

のですが︑自分にとって簸も身

区匿

近な﹁稲作﹂というテーマを中

凶2匝陛匡

㊧團回團

え・うちのおかあさん
、撫

おめでた（出生〉

，、■■
F『一

ひなた

陽陶ちゃん村由裕樹・一子さん

◎聯☆

吉戸（森下）
肇子ちゃん

志賀義雄・美智子さん

松之山（きふみや／

おくやみ〈死亡〉

樗由 松蔵さん8S歳松之山（細松屡〉
丸由ミサホさん

佐藤

89歳

キヨさん88歳

上之山〈

林

）

中立山（権兵ヱ〉

＊捻月1総から捻月3三8までの屈出分です。

＊広報に載せてほしくない方は、麗出の時に
窓鱗に1お話ください。

蛇慨．．．

たきざわみほちゃん
松之出（町営住宅〉

⑳◎㊥⑧
1月1霞環窃三

o）大きな手がよく描けました，、カルタでよく遊んでくれます，、

総人資 3，320人（…D
男 蒙，620人（一め
女 三，700人（

looF㊤1

お母さんの得意な料理は、カレーです。
お母さんの好きなところは、優しいところです。お母さん

お知らせ

0〉

宅内滋事膚を追繍しました。

盤帯数 i．捻5戸（ （｝）

12鍔28欝から次の業者を町指定給水工事唐として追撫しました．

く）内は薦縁との比較

◎でんきのこやどん（松代野）僧7−2磁2

◎㈱獺蝶酬継甫熔02駈43㎝3朧

町民憲章纏叢零，、53薄，7月簿1定

！

わたしたちは松之臨町民です．郷ニヒを愛し、

みんなでよりよい町づくりをしよう。
町践σ）合露葉

◇1月嘩5a〜2月肇2βの予定

◇捻月の畠来事

玉、奨しい緑と零α）中で

心豊かな入になろう

5β スキー場安全1祈願祭

1、ブナの糖が触れ金うように

連体の心をもとう

ゆ

亙、湧きいづる湯泉のように

廻醸

地元企業求人説明会

議田

定弼議会

焉隈

むこ投げ・スミぬり祭

7段

松之山スキー競技大会

22段まで

翻造の力を嵩めよう

夢田記より

額年明けましておめでとうご

いただくようお願いします︑

ざいます︒今年も広報をご愛読

振り返りますとこの二俸問は

自分にとって生．涯忘れられない

璋となりました．農いことも悪

いこともあった俸でした．入間

万箏塞翁が馬︑禍幅はあざなえ

導

る縄の郊しと諮いますが︑まさ

鼠

にそれを輿感しました︒長い人

2月1輪脳！糊1二go

生いろいろなことがありますが︑

肩1襯1・281営業時間

けたらと思います︒

騨1温泉センター獅〜3瞭

全てを受け止めて乗り越えてい

温泉定休日

望2

