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大厳寺高原
真夏の雪まつり
8罫ね4餌二大厳舗鵬1に
おいて1爽璽の磐まつ切が
行われまた．この鰻は、春、
鋒り積もー）た雲に断熱シー

トを垂封け、このイベントの

ために採存したものです．

当繕は、あいにくの爾に
もかかわらず穴勢の人が訪
れ、嚢、と綱引き大会やおぱ

けラーメン塁食い大会など
いろいろなアトラクシヌン

を楽しみましたかおばけ

ラーメンは麺が2玉半入っ

羅鍵徽留、鴛
りそうで壌繭ご参力麟餐ζよおも藁

しさを昧わう問もなく2人
でスープまで飲み畢して早1

食いを競いました．

雪滋綱籔き糞会

おばけラ萎メン畢食い大会

再盤紙老使期膨懇》・議塗

利幸

隷本施策として︑

いただくことになりましたが︑

ずる黒であり︑髭虫のすみかと

持つ烈観をはじめ︑野鳥のさえ

おいてはブナ林の自然︑棚田の

ろうとしておりますが︑晦年の

と願っております．

に︑霞信と誇りを持ってほしい

ります︒

たことなどから︑種作は病虫鍵

に残す︑蝦務があるのではないか

この窮然壌境は︑大切に後燈

る問題はもとよりですが︑樗畏

対認を大切にしながら︑轟瀬す

溌にありますが︑地域幡民との

り組んでまいり之いと存じます

期に展望を持った町づくりに取

と痛感いたしております︒

さて︑溝畏に爾選しまして私

の被審も少な！＼順調に轡成し

作が期待できるのでないか︑特

ので︑侮分のご理解とご協力を

の願いは︑著い人たちが希蟹を

てのご挨拶といたします．

お纐い幽しあげ︑薄選に癌たっ

持って焦活し︑お年欝りが健康

で楽しく︑蜜心して生濡できる

のと霧んでおります︒

収穫の秋︑稲穂が藪金魯に稔
この季節は特に︑私たち研鋭︑

町づくり欝指しておりますが︑

に食味の良い来が生董されるも

ていると感じておりますが︑鶉

町の財政事傭も大変厳しい状
天候と異なって猛暑の夏であっ

町の濡力づくり

ど交流人鷺の増大を図って︑

．
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1①⑩⑩1

佐鞠騰

騰象の心を秘謹せてくれるもの

や熟下水道の整傭︑鱈対策な

︒一︑保健鷹療編紙の充実︑遊路

スポーツの振興など入づくり

一︑学校教糞や凄涯学習︐文化

問題など︑われわれ入問や動植

地球温暖化︑簾境ホルモンの

を懲じさせられます．

民各僚の暖かいご支援の賜であ

ど難かな醗繕潔境づくり

松之由町の発展に両けて︑誠心

以上のことに尽力いたしてまい

な︶てきましたが︑松之山驚に

物にとって好ましくない壌境と

誠恵努力を傾注してまいります

なっているこの繕然︑私たちを

りたいと心を紙たにいたしてお

弓サービス業の湧力の増進な

ので︑今後もより．麟のご支援

この自然の中に生灌できること

取りまく興境は恵まれており︑

黒︑農林藁や観光の擬興繭業

今年もまもなく穏刈りが始ま

とご協力をお願い寧しあげます︒

今後翅年閥町政を拠当させて

り感謝申し上げます︒

いう栄に浴しました︒これも跡

長選で︑不肖私が無競争縛選と

このたび︑任糊満rに伴う町

松之山町長

自然が豊かなわが町に
自信と誇りを持とう

就任のごあいさつ

町政を担う新議員決まる

8月28鶏執行の町議会議員一般選挙で

当選された哲入の新しい議会議員の皆さ
んを紹介します。

紹介内容

・紹介順痔鴛ま、雇i繊瀬にさ慧ていただき

ました。（敬称鰭〉

・氏名蕪齢の次は、④往駈、②職業、

③当選園数の瀬響誘。

磯

歳業
︵②
一越

善水園
佐①③

騰農
︸②

英尾圃

高①③

︵農

︵白M

歳貴

男②
嘉山

︑塚之回

︵会

俗②

歳業

高⑪③

洋本癬

榊②

4①③

㌔歳

﹃︵農
︸②

要出回
林湯2
4①③

．和蝦回

子池

重①③

貞②
︑幸国醸

］

三②
二霞回
内浦2
竹①③

・四農

⑮業

歳

石①③
脚︵農

英②
正詰回

村①③

歳曼

平②

％︵会

︑正谷鐡

相①③

3

コ
歳

任期満了に伴う町長・鰐議会議輿⁝般選挙の魯承が︒十︑一繕

に行われ︑鰐長選挙には一名が︑町会議輿選挙には予七私の立
候補がありました．町長選挙については︑佐藤利幸氏︵環職︶

投票奢数

2，556

禽効投票者数

2，528

無効投票潔数

28

計

有権者及び投票率

30，359

要一

王43．000

次点

小野塚サク

83，000

当選

小野塚嘉男

玉37．820

当選

葛橋

薫計

179，295

当選

竹内二三闘

145，000

当選

村山

邦一

王77．618 当選

重野 和子

工86．000

当選

石塚

畢貞 王42．000

当選

高橋 英一

甕選

佐藤

醤一 圭93．000 当選 南雲 得郎

当選

穣沢

疋平 183，000

当選

村山

難英

王91．315

南雲 良雄

94．39王
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大切さを教わり︑今回の講演で

小林

洋一

小林完吾氏の

は︑内壁の第︑麟部分が蛋融質

もどんな登でも良いから食べる

当選

高橋

講演より南

小林氏が脳梗塞になリリハビ

うまく薄っていないそうです︒

そのために動脈硬化によって搬

を幸分補給できなかったため︑

れました︒その本は︑食盤濡や

が趨こりやすくなるそうです．

籏が上がったりすると︑脳患甑

リを始めたとき甑師から︑﹁長寿

に灘係しているか調べた本でし

小林氏は︑自鋭として揖奉の

268，988

82，135

氏は︑この本により食生濡の

長寿の記録は昭秘︑桁生まれに

ことを強く誹えていました．

村山 雲志

人は︑成長期に食糧難にぶつ

践の慧を聞いて︑今の健康を維

しながら頑張っています︒私も

今繊まで︑リハビリを簿揖通院

思いました︒しかし︑病︑黙は誰

かったため︑成長に必要な栄養

もがいつかは必ずかかるもので

持していかなければいけないと

反動が来るだろう．例えば体塑

す︒普段から食盤濡とお瀬には

た︒そのことは︑どこかでその

栄養が行き渡っていないので︑

べながら楽しく飲みたいもので

東取事務勝 俊藤

波慧しつつ︑特にお瀬はよく食

す．

特に循環羅系の病氣に弱いと考

盛りの時に食糧不是にあった人

もなって構成されており︑資ち

がってみたら︑やはりそのとお

の蚕鰻もやっているので︑ある

灰は︑曝生省の脳挙中検討会

えていましたゆ

だけでなく︑内臓形成に十分な

分を十分摂取してきませんでし

というのは︑昭隷一桁愈まれの

当選

当選

小林氏も脳梗塞で倒れてから

よって短くなると考えています︒

た．

健康的な盤濡が寿謝とどのよう

討麟本紀行恥という本を薦めら

因国回

園園團圏國

一
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IO卜㊤1

a52乳9凝
霞分 候補者民名

時そのメンバーの先盤にうか

13α8蝦

得票数

俊夫

が無投票︑海選されました︒

町議会議輿︑般選挙の投票と翻鶴が八鷺︑榊牽八9に行われま
した︑︑投票は︑午蒲七時から町内牽陽ヵ所の投票所で闘始され︑

2，758人

腐橋

．部を除いて午後バ時に終rしました︑犀

醐票の結果︑籍人︑︑名と現職十二名が当選しました︑

投票率

〈候補者氏名は属出順）

町議会議員選挙の選挙結果

．」
ま ．、

叢終袴権音数

睡欝漏

候補書氏犠

154，254

i瓢訓

町議選挙

穣

分
銭

得票数
覆分

りでした．魔管の内壁は伺麟に

町長選挙の結果

町長選挙は
佐藤利幸氏︵現︶が無投票再選されました
町議選挙は 名の立候補となり大混戦となりました

町長・町議選挙結果

福祇用撚︑の購入︑往堀一故修など︑

』．夢

覇藝灘襲灘識鰹憾灘・繕三i鱒瀟鱒撚灘懸懸萎，1
難灘糠鰹鰍灘購臨ビ1雛轍灘樋懸撫鱗繋繋嚢懇辮

在竃では鋳闘介護︑訪問入浴︑

また施設では特劉養蓬老人ホ⁝

入漸樵濡介護︵シ鴛⁝トステイ︶︑

通所介護︵ヂイサービス︶︑鱒期

今懸は介護保険に該灘された

ム︵不老鱒︶と老入保健施設

どんなサービスを
利絹できるの？

受けることができるのかについ

いことになります．

次褻鵬していかなければいけな

纏のサービスについては今優順

︵松濤醐︶がありますが︑その

方は︑どんな編祇のサービスを

てお蜘らせします︑

往モサービスと
施設サ⁝ビス
介護保験は︑嬬み慨れた窃竃
で複数のサービスを総み舎わせ

・・職騰糊欝覆β灘霞盤憲蹴嚢翻翻㈱鼎憲獄移巌騰鶴、峯

サービス偏と︑鍛時間の専門的

1議㈱簾豪畿騰醗蟻灘灘灘勲欝灘姻礁鞭礁辮霧麟囎難顯灘蕪懸

て受けることのできる︐在鴛

羅鞍鞭難…灘灘灘灘

な介護が必要な人のための施設

サービス があり談す．

などに入藤して受ける﹁施設
要介護の認定を愛けた人はそ

・、1灘鷺叢1灘欝

灘灘灘搬難

駁

，鱗鞭嚢鐘蕪鰍羅譲難1

れぞれの状熊や鯖望．にあった

㌧・る筋艦轍崩獣鞭騒駄騰

1鮪し・織．介駆タツフ鯨る騰蛎の蒲や

サービスを選択し利用すること

生活介護

（グループ蹴一ム〉

介護保険の認建を受けた方の

織麟餐入ホームやケアAウスなどにλ漸して

癩祭の状懇にある方数名がひ鳶つの像融驚共周生活

となります︑︵介護給付︶

申でも状態の．爵軽い﹁要支擾弧

の人は︑筏篭サービスのみとな
り施設でのサービスは受けられ

繊

・．箪

施設サービスの種類
を
F西

壼豪蜜・

i機麟練を受け祝とむ簗遙畿す。

ません︒これは状態の悪化を防
しているからです．︵予防給付︶

ぎ霞庶した儒潜の継続を鷺的と

現在︑松之山織では表のよう
な筏︒竃や施設サービスが愈て繋
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備されているわけではありませ
ん．

在宅サービスの種類

豊作を祈って醐まつり

湯 山神 楽祭
役蓄が老ろつて

fいよつ、まつて蒙した」
八：木節鷹カサ踊り

八月．一駈九贈に時飛体袴館に

われました．

おいて秋祭りの湯山神楽祭が行

今幽は︑碍纏の繭のためいつ

もは湯撫の神被境内で行われて

いますが︑急きょ町践俸膏餓に

会場をかえて行われたものです．

それでも開演の午後六時までに

した︒

はぞくぞくと観客が訪れてい求

このお祭りは︑神楽保存会を

』P

寸薦ギ蕉山」での一コマ

ゆ

lF卜ωー

なっていました︒

方⁝をふんだんに使った芝艦に

中心に湯出集落に往む保袴襯楚

からお年欝りまで総磁演するも

鷺聴︑晃矩っている役奮さんに盛

芝鷹が演じられると︑観客は

んに声援を送ったり︑からかっ

ので︑演目は全部で．十ヒ題あ

りだくさんにあり︑後墨には．

り踊りや餓謡︑大道芸などが盛

神楽保存会の皆さんによる瞥六

会場は終始笑いに包まれ︑晃

たりしてい宏した．

山恥などが演じ︑㌧れ談した︒

たりしていました︒

事な鞍には︑お捻りが飛び交っ

兵影問答隔﹁大々神楽恥呼麟﹁芝

芝由は落繕の﹁芝浜幅を題劔

に翻作されたもので︑松之撫の

わが家の人気者⑫

い

優衣ちゃん登場2歳
溝沢豊和・優子さん長女
天水越（小城）

家では「ユイ」と呼ばれてい
ます、お父さんのことはヂとと」

自治宝くじ助成で太鼓一式購入

と睡んでいます。

好きな食べ物は、アイスグリ…

暮びの太鼓が響く

ムとトウモロコシ、枝磁です．

おままごととお居屡さんごっこ

松之山こども会が太鼓お披露目

が大好きで、家にあるものは袋
に穂でも識め込んでしまうσ）で、

松之由こども会では、このたび単成貰年度自治宝くじ助成箏業
を受けて、太鼓8食、八丈台8禽、平欝台8台を購入しました．

8月鱒購に大厳寺蕎漂で行われた轟夏の霧まつリオープニング
で太鼓が披露され、保畜園兜を1キ峯心とした力強い演奏に大きな抽

うちの入は獺っているようで翫
』お人形さんが大好きで寝ると

きはいつも一緒に寝ています、

ときどき、1おじいちゃんおば
あちゃんと温泉に行くのを楽し

手が送ら駁ていました．

みにしています．

力強く寝三茎島太鼓誰が演奏されました

臥
袈

1

l

馨
げ
ii
F『

、
、

．♂〜

虚

・

1お母さんからの・一誘1

健康で明るく思いやりのある

ン
．弾

野になってほしいです．
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出燦芳雲遺作展
八月十照鑓から二鎖問︑露然
雲遣作展が行われました︒

休養醤センターにおいて山構芳
この選作展は︑遣族が単成牽
錐の芳雲顕彰緯建立に感謝し企
留俸︶さんは︑永年教蕎管

纈されたものです︒山樺芳雲︵本

名
として括躍され︑その傍ら書道・

翼解の瀟動をされていました︒

松之山町の中では︑師箏された
方も大勢います︒

今園はその践十無闘の選作贔

浦田地区が
農村アメニティ簗ンクール

浦田保育所運動会
八弩︑︑卜礪縫に浦照小学校体

動会が行われました．

膏館において︑浦田保欝漸の運
圏兜全殿では牽九名で︑その
うち︑誠未瀧兜が汽人います．

応援田には︑お父さんお磯さん︑

おじいちゃんおばあちゃん︑小
饗艶のお兄さんお姉さんたちが

狸酬からノジコの徴息密慶が弊

を通じて短ったそうです︒十鵯

松之忠驚については︑野鳥誌

参加奮愈鍛で︑兀蟻体操をした

常に蕩いと紹介されて︑来るよ

集まりました．

イスを作ろう㎜噂ワクワク・ドキ

後︑﹁よーいどん橘や﹁カレ⁝ラ

松之由に往む決漸をしたのは︑

うになりました︒

われました︒単均禽をわたると

ドキ幅などの驚愛いレースが行

うです︑

難人友人の方が多いくらいだそ

今灘っていることは︑松之由

町で野鳥の騨︑異を捕っている入

を簿らないので︑構報交換がで

きないことで︑もし︑野鳥の情

報があったら教えてほしいそう

輿さんも松之由町を．戴に入っ

です︒

る予建だそうです︒

ていて︑将来的には奥さんも来

趣瞭で野鳥の簿輿を撮っていた

最 優秀賞受賞

きや鉄捧を闘るときは︑お母さ

八月闘購に新潟ユニゾンプラ

＼︾︑︶・︸

承されていました︒来場された

のですが︑松之由町には﹁ヤマ

蕎讐韓璽方との蓋を勺

︑妻！ノ

んに助けてもらいながら︑みん

セミ繍が孫流域に盤恩していま

ザで浦欝地区のみなさんが︑農

す︑ヤマセミの一年中の生態等

人は︑その作贔に理れている故

ながゴ⁝ルしました︒途串でお

翼をテーマにしていたので︑鷺

村景観や良然の保全︑伝統文化

やつを食べて一休みした後︑園

人の実灘さをあらためて偲んで

兇全興による踊りが費われて︑

の継承などに︒取り総む地域を表

彰する県農舞アメニティ︵屠住

いました︒

りたいことができる最後の年代

郵歳代という今が樹分の一番や

儒んでみて感じることは︑霞

と考えたからだそヲです︒

いうことで︑松之山町の人はそ

然と共生しなければいけないと

です．また︑人とのつきあいが

れを普通に受け入れているよう

していますが︑今までの簿人友

濃密で集落の行事には全て参撫

人より︑松之撫町に來てからの

糖鐸鰭・

の一部を公醐すると紮に︑六軒

（水梨 星野屋）

一番小さい子どももみんなの︑バ

賞を受賞しました︒

る競技が多く︑みんなが楽しい

した．後半は来場餐も参擶でき

ひとときを遜ごしました．

受賞理磁は︑漿露を逆乎に取

をテ享マに︑由粒留

り︑﹁伝統文化の薫る人構豊かな

蟹づくり

学などの地域教育濡動とともに
などの都審との交流を地域ぐる

食文化の伝承︑農村体験ツアー
みで行っており︑特にその撫い

ました︒

手である女牲の濡躍が評餌され

幡

自：宅前でくつろぐ星野さん

葎繭に指導した儘徒の作繍も展

星野疋男さん

似をしながら烹手に踊っていま

ヤマセミの姿

嚢鵬
まつのやま

侠適桃︶コンクールで︑簸纒秀

受賞式に参癩した浦霞地区のみなさん

事業内容
9／給〜紛／編

介護保険鋼度や健康づくりに
ついて︑町保健セ・ノターの方か

らお詣をしていただきます︒

▼募集

⑱

騰

﹁ほくほく豆縦ふじ悪がその

漂ってきます．

る冷たい水を使って︑線臼鵬鵬

お店です︒嚢の由から湧いて出

を作っています．今や大島繕の

り餐外でもその私が知られてい

新しい昧として︑村内はもとよ

ます︒冷や奴で．も喪し︑み瀞︑汁

られている甑鵬とはちょっと違

に入れても良し︑スーパ⁝で売

う︑そんなほくほく︑繊腐をぜひ

＊お闘い合わせ⁝ほくほく

とも味わってください︒

鷺腐ふじや費4−3ま79

お妬み焼き

この名繭にビンときた人は食通

を闘いたことはありませんか．

村からの瀬題を

こじんまりした

駅から太平方蒲

かもしれません︒外見は怖そう

﹁植総大翻舞由鞍恥こんな名蘭

しそうな秀りが

ですが心根の饅しいおじさんが︑

心を込めて伜ってくれるのが︑

関︑酋鱗お好み焼き．イカ・タコ

など祠︑一種類のお好み焼きは︑ど

れもボリュ⁝ムたつぶりで髄段

わり⁝．一抽攣そろったお好み焼き

もお拳．頭．それ続おいしさも惣

です︒

田麦の禺禽にある由荘で︑楽

しい話を聞きながらお好み焼き

を頬張ってみませんか．

＊お問い合わせ⁝植総大島

料慮義費4−3758

8

1創卜㊤1

倣6−2265

大会ボランティアを募集しま
す︒

衡0月のニコニコ数窯は︑楽し

い運動会です︑なかよく体を動
かしましょう．

臓城
畷頸
列東
お鰯けし濠

．第⑱園東頸城郡葵術展㎜

モきききききミミイ

▼場勝 驚体膏館

▼聴開午荊9鋳〜

紛月爲欝︵水︶

▼期日

緯月7繕く本︶

㎜

自然休養村センタ⁝

峯後圭隣30分

▼期β

一

▼時闘 午繭紛時3
0分〜

▼場漸

成人案鶏講座

ばくぱ≦塁

今月は︑・
郡内の美術愛好轡讐絵醐﹂瞥彫

㎜

塑・工芸鼠﹁欝道﹄﹁写輿﹄の力

︵案罵墓筆講座︶

心

・に歩いて鷲

ハガキに漢 掌 ひ ら が な 混 じ り

鐙月鷲獄︵鷺︶まで

紛月15鑓︵金︶〜

ほくほ≦
▼期欝

作が展添されます．

の文灘書きを学びます．

鱒月8緯︵金︶

…

▼期獲

午鹸9聴〜午後6時
▼場漸 浦媛原繕疑体欝餓

▼時間

ハガキを使って︑シルクスク

トーベ・ヤンソン

▼時闘 午後7時30分〜

▼場断 密然休養轡センター
照辺誠ぬさん
︵松之由入綱バンク︶

…

書認
園 源
館ぞ
つ

し、．

大島村の新しい味
ほくほく葺麗
お妨み焼
iつきよのおんがくかい

▼講師

扮増焉繕︵金︶

る
簾

i家族になろうよ

︸

⁝

▼期欝

りーンの技法について学びます

㎜
縛購礫します．健康づくりに

午後7晴30分〜

し︑

新

獅
し⁝蓄︒書書■きξ

…

ー︑

研修会
奮って参舶ください．

▼縛騰

女性ネットワーク

m拷扮醸︵鑓﹀

虜然休養村センター

嘱謹、

ふるさと晃て渉記・
美刀大腐す大
ゆ護才ン
。鵬

1冬σ瑚藍

り一E示

2φ譲

瞭

小池轟理子
江頭美智留
柚木沙弥郎
キ

iム側ミン谷のす曜

第麗蹴健康マラソン大会も嗣

▼期繕

▼場藩

︵松之山人材バンク︶

▼講師蒙醤慶子さん

慮然休養村センター
▼串込み

▼嚇響

魯月鍛田︵金︶午後5時まで
に大会事務騰公幾館へ

た公昆

く入

し

鶴、、

︑︑∂ノ

G◎

費6−2265一一一一一一…
No．64公民館
ゆとりくん

り

首勿
松之t超主涯学習だより

里創プラン通信撫9

合わせて25名が参撫して行われました。賎隼までは、作
家が半沼単位で小中学校を園って実施していましたが、今
年は岡じ会場に1週間腰を据え、来年の大地の芸術祭で発

褒する子供たちの作最づくりを中心に開催．その内容をお

ステキ発見に3，100点を趨える応募

知らせします。

1葎かけて実施した写真と欝葉のコンテストド越後妻有
8万人のステキ発見まの応募集謙結果がまとまりました。

それによると応募総数は、3，H4点となり、目標にしてい
た3，000点を達成しました、多くのご応募、大変ありがと
うございました。

部鍔劉では…般部糊1，548点、ジュニア部潤1，300点、

1響箭灘鼎灘躍？星爵驚講！盤講
さん〉によるユ次審糞が開催されました。審奮委員は、作

写真を見ながらジュマールさんと構想検討中

品の多様さにビックリしながら、書き添えてある書葉も含
めて工点1点憤重に審沓しました。

ここで選ばれた作品は、9肩中旬東窟で大岡信さん他6
名の審査員による本審萱にかけられ、ステキ賞など各賞が

まずは材料集め
テーマは、津毒町の4つの場漸の似顔絵づくり。初鷺は、

決定します。発表及び表彰は紛月絡9クロス10を予定

自分の行きたい場勝を、沖ノ猿ひまわり畑・中津川運動

しています。

公園・津南町市街地・マウンテンパーク津南の中から選
び、班分けした。2揖目は実際に4つの場所での作業。ス
ケッチや写真、テープレコーダーなどで場所の特徴を写し

込んだり、石や流木、草花などの材料を集めました．真夏
の炎天下、隻揖かけて作業するグループもあり、ジュマー

ルさんは、車で4力断を巡醸し、子供たちの作業に鶴を
醗った。

パネルいっぱいに自己表現
3旧目からはいよいよ似頻絵づくり。…・人ずつに90c穣×

90C蹴の大きなパネルが配麗されると、最窃子供たちはそ

の大きさに輝惑い気昧。もう一度材料集めに渓る子やパ

舞
ステキ発券

・．

雛＾幽

地発審査風景（サンク篇ス十日町〉

津南町でr似顔絵づくり」アートワークショップ
大地の芸術祭では、鍵界で活躍する揮家を摺き、地域の題

ネルを繭に構想を練る子など様々。ジュマー一ルさんのアド

バイスを受けながら、写真と嵐攣翻、誉葉を組み合わせた

り、小召や草花を鮎り付け直接バネルに絵を書き込んだ
り、そのスタイルも欄1生に溢れている。4饗目・5鷺目と

作業が進むと、町中の入たちの建だけをたくさんスケッチ

材をもとに作家がテーマを提案し、地域の子供たちや佳民

したヂ建」の絵や、多様なひまわりが咲き誇る絵など25

の皆さんとふれあいながら協動で作纐づくりを行うアー

点の作贔はほぼ完成。会場の壁いっぱいに展激しました。

トワークショップを平成9年から闘催しています，

今年第圭園は、7月26Bから雛繕にかけて、ベェロニ
ク・ジュマールさん（フランス）を迎え、津繭時iB消防分

遣断を会場に、津南小学校と津南中学校の希望晃童・生徒

9

お闘い合わせ髭 牽露鰐地域広域箏務綴合企晒振興諜

鴛LO257一§7一￡637
欝1眠02騨一57−2285

︒あそび

の感性を

広げてみませんか！

公認資格取得講替会

レクリエーション
インストラクタ馨
レクリエーシ灘ンゲ⁝ムの指
導方法や︑野外活動とニュース

E O255⁝23−612葦

巡回専門相談会
県上越総A庁禽

第1・第4会議窯

㎜

★そび）飽にもさまざまな昆虫類の展示や昆滋の飼膏、

構造にしたらよいでしょうか。

丁εL6−3王34

響o

Ioりト㊤1

愛犬家の皆さんへ
A O255−22！3王48

会場

障害者二〇番

午後1時〜3時

呂時9弩22蕪︵水︶

散歩中のフンは穂人の迷惑
簸近︑散歩串の犬のフンが路
上に放置されていて園るという
欝惰があります︑

飼い婁の方は︑犬の散歩には
移植ゴテやビニール袋を携帯し︑

愛犬のフンはきちんと処理しま

︵上越箭本城慰5−6︶

相談内容

人権︑財麓等の法律彬談
その偬

相談希望受付期聞
9月路嬢︵塞︶まで

ふれあいプラザ内

相談希望串込先

障鍵奢王10爵係
琶 025サ38110王10

︐

O25⁝38玉ー三474

善憲に感謝します
驚祇会編祉協議会に真夏

の嚢まつりでのフリーマー㎜

㎜

︸

㎜

︸

㎜

一

㎜

︸

ケッお売巻ご簿い左
だ叢した．騎難羅㎜
いただきます．ありがとう

の麟上のために濡期させて
ございました︑

︵蕎︶湯米心まつのやま

竹内雅許様王0︑200鰐

ハ
8︑690η︸

FAX6−35工5

★志賀弊助氏が蕾労して発明してきた昆蛍収集絹最や

しょう．

保健センター傑健衛生係
倣0257−57−50三王﹀
に受講料を添え︑幽し込んで
ください︒

月は﹁障害者雇
推進月間橘です

障霧者求人説明会
瞳審奮の︑屡胴の捉進壷図るた
め︑瞳認︐者と箏業鑑との﹁集腿

あそ

の世罪を広げましょう︒

ポーツの体験︑みんなで
び

お兇合い方式﹂による瀬接会を

9月22黛︵水︶

午後i時〜4隣

上越ハロ⁝ワーク

連絡先

︵株﹀ホテルハイマート

L越市ゆ央ー⁝2⁝3

場断

獄時

ださい．

にハ環ーワーク灘越へご連絡く

参触を希鰹される方は︑事繭

得います．

纏月第三・第3・第5火曜a
の午後7時30分から午後9時30

分までの講轡を来年のLO月まで
行います︒

学習会場

十β町市学校鰐1丁照
十鶏既市勤労膏葎ホーム
9月澱撫まで

受講料 5︑000円
締め切り
串込先

十段町市公民館

︵牽呂町溝肇校町lr露

お問い合わせ

れています。展示方法や保存の仕方、標本の補充に

松之1！」町振興諜

っいてどのようにしたらよいでしょうか。

10月焉揖

王次応募締切

★蝶は人工灯でも常時展示すると長持ちしないといわ

④その地伺でも、ご提案ください。

①蝶と志賀郊助氏の展示コーナー

ための施設が併設される予定です。どのような内容

次のことなどを参考に提案をお寄せください。

★自然を対象にして学習、硯修、俸験、交流等を行う

きして欝函したいと考えています。

③セミナーハウス〈観修施設）

容1にしたい予定です。広く多くの方の意見や提案をお闘

をつくるとしたら、どんな内容がよいでしょうか．

標本を中心にしながら松之由の自然について展示した内

★松之山の自然を代表するブナに関する展示コーナー

自然科学館は、志賀弊助氏から寄贈を受けたギ蝶庫の

★動楠物，由菜、きのこ、土質、棚磁、1気候、雲など
松之由町では、その一つとして松1：1にf自然科学餓亘仮

を展承する場合、その内容と方法について、

称〉を誹爾しています。

昆滋とのふれあい体験コーナーなども考えられます

十目町地域広域の事業として、ニューにいがた漿創プ

②松之山の自然館
ラン・アートネックレス整備事業を進めています。

その飽の展示について。

里創プラン
頃然斜学館漣（仮称）への提案募集

F XT L

TL

｝

｝

可

惣6−3三31
松之1三．1町役場

醗液難病の人を支えてぐださい︒
黛時 9月26段︵総︶

午麟9時＄午後2時
︵漸要時閥は約60分﹀

会場牽羅町クロス姶
3踏レセプシ遡ンホール

会場

午鯖雄時より

消防ひろば

9月焉欝︵水︶

計画外流通米の販売
には窟繊が必要です

β時

十禽町欝市民会館駐車場

糸魚趨市﹁美山公醐﹄

場駈

接米を販売するときは︑あら

乗・ちびっこ救助隊・綿アメ

醐展承・はしご乗り・鬼落と

この鰯患は︑来の流逓緩や流

煽け綴用紙は︑新潟食糧箏務

し・火おこし・らくがき・起

・騰船・紙しばい・滴防士体

断牽環町支勝に湧慧してありま

震箪などのコーナがあります︒

通実態を掘握して︑米の受給と

すが︑農協や時役場の産薬線に

験・ジャンボジグソー︑防災

もあります︒郵送やFAXによ

指海・救急癬導・保育園兜絵

儲金選済でお悩みの方︑新潟

る鵬出も受け付けています︒

基礎資料となります．

県岡法書窯会会貴が電懇での無

属繊先

：
・▽へ

羅しお詫びじます︒

雄太になつてい蜜し赴．離

で︑噸蕎沢雑火ちゃん働が

8月欝の噂わが家の太難灘磁

訂蕊とお詫が

L
ε0257睾57垂6521
T
X
AO257−57i6522
F

所姦地十旧町市下川腰嘱

薪潟食料事務勝十羅購支勝

午蔚鐙時〜午後3時

津南町文化センター

2806−3

灘灘町大寧下船渡丁

場漸

β時歯0月7臼︵木﹀

ます︒

相談は無料で秘密は厳守され

所を醐設します．

奮湖会繭潜共催の法務行政相談

議会・鑓法書癬会・土地家縢調

して︑法務局・人権擁護委鰻協

週開恥です︒この費璽の一環と

紛月王縫から7撮は哩法の譲

薦灘の
をいたします︒

鐙月1
7β︵当総隈り︶

午餉鐙時〜午後4時

あつぺ乏トの
干物房︑

ハ訟

Q

費025−228−1590

招談料無料

β時

料相談をお受けし︑アドバイス

価絡の安竃を図るための重要な

ミニ酒防窺運転・はしご牽式

午餉m時〜午後3購
直

弩事内容

主催

県緑化推進殿会・にいがた

かじめ食糧箏務断に麟撫してく

糸魚耀欝役漸農林水産謙

盤産潔が清費餐や販売叢脅に

﹁緑楠の翼傑物繕イベント蓮︑賀

ださい︑

瓢潟県・糸魚廻驚よ祉︶新潟

委簸会

方

0歳までの健康な
年齢20歳〜5

お問い含わせ

月間﹁自動箪点検整備推進運動﹂

登録できる方

を全圃的に震施します︒快適な
5
0人︵予約綱︶

費0257−57−2400

十鷺町保健劔保健指導係

串込み・お問い禽わせ

9月玉鷺︵水︶〜20鷺︵月︶

予約受付期闘

す．

事︑削に電認予約をお願いしま

募集定鍛

費0255−52−1511

て実現し豪す︑箪は使罵により

カーライフは濤常の保守によっ

摩耗し機能低下するもの．あな

薪潟陸運周

識により適切な点検整備に努め

たの愛車はあなた滋身の管理憲
ましょう︒

骨髄バンク
ドナー登録募集
命を救えるのはあなたかもし

紛月3揖︵獄︶

新潟県植樹祭の闇催
闘催β時

瀦

れません．良撫病︑欝隻不良性
貧撫︑先天性艶疫不全症などの

塑丁

疑葛潟
＆陰

鋤

鴻

が騨

キ〃

乞揚

銭織
勤
竪
鰍

司法書士による
﹁多重債務二〇番﹂

腕の静脈から卸0㏄採灘します︑

運輸雀では9月王臼から2カ

推進運動実施中

霞動華点検整傭

に適切な点検整備を

適なカーライフのた

諏

圓圃回團

え・うちのおかあさん
・懸鳶

おめでた（串生）
願平ちゃん轟橋隆幸・幸子さん

天水鶴（弥惣冶）
あくやみ（死亡）
鑓邊寅…郎さん

柳

漢

攣濁さん35歳湯

編療

灘

73歳松之由〈二枚醗〉

カヨさん 78歳

本（柳

磯灘、鞍

屋）

さとうまなみちゃん

天水越（よろずや）

鶴糧（沢）

樋口 秀雄さん78歳 兎 鷺（屋 敷〉

お母さんが朦っばで花摘みをしてい

寒8月圧1から8月劔碧までの麗患分です．

るところ．

塞広報に載せてほしくない方は、籏1出の時

お休みに木登りをして遊んでくれる

に窓瓢／1にお話ください．

ところが野き．

⑳◎勧㊧

癒籍

8月31田現窪
男
女

毒帯数

（

3，2雛人（＋2〉

1寸卜⑩ー

総人！コ

王，592人〈一D
三．689人 （＋3〉

くぼただいきくん
酋根（鶴七）

曳，127群（・乎の

）内は繭還との此較

お母さんが花を鱗っているところ．
お休みにヅ罫ユックで遊んでくれるとこ

町民憲章舞爾，353、峯、7声職

ろが好き。

わたしたちは松之由驚賛です。郷ll：を愛し、

みんなでよりよい町づくりをしよう．

町疑の黍

蘂

23霞

i、美しい緑と1、芽の中で

心豊かな入になろう
豆、ブナの梢が触；れ合うように

連捧の心をもとう
ま、湧きいづる醗泉のように

翻造のカを轟めよう

腫5

跡ゲートボー一ル大会

28iヨ 町議会議撮選挙投票
＜＞9月賛β〜屡Ol弓8El予定

輿夏の雲まつり

欝揖

由岸芳雲遣作展

秋の全醐交通安全運動

夢の記より

今葎の夏はいつもの年より︑

暑かったように感じ豪したが︑

い憂が八月いっぱいまで続き豪

町議選の混戦により文掌通り熱

した︒各地の秋祭りも終わり︑
ガ
いよいよ稲の収穫の始まりです

一部では︑畢警の被霧があるよ

は︑久しぶりの豊作といったと

一年

うですが︑標嵩の轟いところで

ころではないでしょうか．

で⁝番あわただしい季節ですが

箏故に気をつけて作藁をしてい

ただきたいと患います．特にハ

セ掛け作薬には十分漁嵐してく

沁月

26β

◇8肩の出来事
2濤 松濤園入袖式

ださい．

温漿定休日

町長・町議選挙管示
佐藤利幸㌧氏無投票再選

響2

