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全国地芝居

サミットに

向けて
捻摺紛鷺に簸鰻の
照ゼ松濤園まにおい

魏

て上川手歌舞伎保存
会のみなさんによる
慰問公演が行われま
した．演目は一座お
欝慧のヂ義経千本桜

鮨屡の場」で食堂を
会場に80名の入漸蕎
に1披露し濠した。

岡会のみなさんは

今葎、松之慮町で8
月に踊催される「全
園地芝艦サミット」に

肉けて、活動に…騰
熱が入っています。

2000年

明けまして
おめでとうございます

新年のごあいさつ

loo①Φー

萩千年紀という輝かしい節閉の薪葎を邊えおめでとうございま
爾暦二千年という大きな節目の獲月を迎えることができました

す．

います︒

が︑二千奪代こそ世界平頼の世紀となることを祈りたいもので．こざ

気象庁は暖冬という長期予報でしたが︑降年十︑．月としては近年

にない多い積露雛となり︑皿葎遅れの十八葎周期の漿隠にならなけ
ればよいがと心配しておるところでございます．

昨葎は毒い天候に恵まれて︑稲作は︑上越︑魚沼とも作混指数が

松之山町長

佐藤

利幸

そのためには補助金を各農家

に全額配分することでなく︑集落ぐるみで今後の地域農業のあり方

ればならない年と驚えております︒

を鹸討して︑轡効濡用を図って今後の農業振興に役立てて欲しいと
期待しております．

介護福祉の充実の年に

介護保険の発足で

今年照月より介護保険綱穫が発是いたしますが︑その準備に撫愚

のみなさんの不安がないよう受け入れ懇勢の整備に乃全を期した

麟の方針が慧転︑︑転するという実構で戸惑う漣もありますが︑住民

職機が︑スムースに登墨できるよう鋭慧努力中であります．

は豊作であったと思われます︑今奪もより良い作溌であることを

介蔓認定作業も瀬調に進んでおります．

いと尽力いたしているところであります︒

施設の砺においては︑特劉養護老人ホーム瞥不老闇篇あり︑老人

おりますので︑號存の施設で対悠できるものと驚えておりますが︑

保健施設が︑昨年浦田地鼠に﹁希望の璽腕松濤圏豊が闘叢されて

できるならばグループホ⁝ムが欲しいところであります︒

生浩基盤の整備に努力

往みよい町づくりに晦けて道跨整備︑交通網の繁備が必要不灘欠

澄︑酵の商館ト・︑ー

な条伶ですが︑麗及び漿のご協力をいただきながら進めているとこ

ろであります．松之山町の幹線遵路である醐遊

位で供用醐始が鰐能ではないかと思っております． 一難でも攣く騨

通できるよう要望し︑その震親に町民あげてご協力をお願い幽しあ

ネルの掘酬も順調に進められており藤んでおりますが︑今後蕊年問
保金・自然景観の維持を図り地域農業の発展に役立てたいとするも

げます︑

の財源は臨で鶯○驚︑県が．五霧︑市町穏が二五％賃握して棚田の

ので︑この綱度を括照して地域農業兆展の基礎づくりに努力しなけ

十アールあたり︑万⁝千門を五無聞補助するというものですが︑そ

この綱度は︑農地の傾斜度の強いところに︑縫畔を倉めた麟積に

に大変迷惑をおかけしているところであります．

けですが︑その準備に各集落の総代さんをはじめ各錐落のみなさん

たのを受けて︑今葎闘月から中山闇地の薩接支払翻度が発簸するわ

無鰯定されまして︑艘業の持つ多鋤的な機能の発揮が取り入れられ

所得補優について︑新農業基本法﹁食糧︑農業︑農樗基塞法㎏が鯵

長奪にわたって要墾してきた中山聞地の条件不利地域の農．承の

活屠した農業振興

申山閥地直接支払劇度を

祈っております︒

︸○嵩という平葎以上の作樋になりましたが︑特に撫簡地において

笥
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道跨除雷は喪く整騰されてきておりますが︑嵩齢化祇会を違えて

灘民所得は対爾驚比駕・黒驚の減少で團内総盗産くGDP︶が名懲︸∵

経済企懸庁の昨薙年来に髭表したものによれば︑帰九九八葎度の

今年こそ景気快復で良い年に

安のない安心して往める体舗づくりが急務であり︑克讐住宅紺策や

○％滅で初めてマイナス成長となり︑五鍔兆円を翻ったと報密され

歴根露除零が極めて璽要な謙題となってきました︒老人家魔でも不

であると認識しております．

後退したといわれています︒︸九九九葎は著干好転されてきている

ております．また︸人当たりの園内総盤産は︑漁界照位から七位に

シルバーアットホ⁝ム鍛策など冬期問の往屠製策の確立が必要な銀

芸術の万国博覧会

十羅町帯をはじめ中魚沼三町柑︑松代︑松之山の六市町村で取り

協力をいただきながら尽力してまいりたいと存じますので︑よろし

るとともは︑今隼こそ夢の持てる町づくりに商けて︑町跳各位のご

と思われますが︑不況から脱部して今年は大きく好転することを祈

綴んでいる盟創プラン﹁越後妻宿大地の蹴術祭幅が︑︑⁝ 奪に一醸胃

くお願い購しあげ︑挨拶といたします．

﹃大地の芸衛祭働を成功させよう

われますが︑第⁝翻の闘催が︑今奪七月．卜撫より九月十灘まで瀧
のアーティストが参撫し窪論の鰯作︑展承が行われます︒約欝㈱十

十撚田闘にわたって醐催されます．鷹内はもとより海外からも大勢

一

つの晦町栂での事業でなく︑広域で行う広域連携であること︑地域

名の芸術駅が参触する一大イベントであり︑この祭りの特徴は︑

織民が大勢参糠していただく往民参簾型であります︑またソフト縷

地でいろいろなイペントを行っていますが︑この祭りは︑野外ア⁝

先であり︑地域資源を濡用した作最であるということで︑今まで餐
トを︒取り入れた大がかりなイベントであり︑籔内においては初めて

的にも濡欝されております．

一で︑徴界的なアーティストがこれだけ参撫しての聾外作蕪は︑盤罪

私たちの地域が広く雛騨に発僑することができる絶好のチャンス

地域の方々も積極的に参触していただき楽しんだり︑良い作鼎作

であると思っており蜜す︑

期問中は︑羅内や海外からニナ万人の入り込み客を予定しており

りにご協力いただくことをお願いいたします︒

ます︑時民のみなさんから︑それぞれ関わりを持っていただき︑嬢
を︑ぜひ成功しなければならないと考えております︒それが︑今後

塞で初めての試みである芸術の万團博︑山問地での鍛界的な芸衛祭

の由闘地域の発展に大きく貢献するものと期待しております︒

町内各施設から年賀状をいただきiました
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鑑轟轡穫繭籔i／あ欝轟萄滅鱒

ね月議会定例会

平成十一葎第五麟の町議会定

例会が十．月．︑十鷺から蕊十一

今園の議会の薫な審議内容は︑

鷺の．段聞開催されました︒

例の一部改配︑︸つの条鯛の翻

導決処分嚢項の承認と六つの条

定︑平成十一葎度の一般会誹と

心に行われました︒

鷺つの特劉会謙の補疋予算を中

⁝般質問では︑憎編祇バスで蕎

齢奮の交通確保寛町輝合併につ

いて幅﹁巾山問地域廼接支払につ

いて︸﹁農業振興について扁﹁撞

い手公祇について﹄など五人の

議籔が一．幸項絹について質周し

一般質間など群しい内容は︑

ました︒

﹁議会だより偏で紹介します森

今醸審議された電な議案は次の
とおりです︑

なお︑全て漂案どおり町決さ

︻平成十一年度予算関係︸

れました︒

歳入歳出予算の総額にそれぞ

◇一般会謙補疋

千

れ六千闘七芳一千⁝門を減額し︑

総額鷺十︑億九千七十九万
円となりました．

盆なものは燐表のとおりです︒

箏業勘建の歳入歳鳩予算の総

◇圏民健康保険特溺会讃補疋

額にツてれぞれ脳千バ．鱒 十三⁝カ

4

少

・

湯謎・
2よと

脅津ノ・κ
風︐
蕊駐噸

元黛

響︑

事件事故のない安全で安心
できる町の治安のため精進
いたします

よろしくお願いします

︸千門を遍糠し︑総額三億濤九

を改蕉する条例

費用弁償等に醐する条鋼の一部

◇松之山町税条例の一部を改鑑

一部を改斑する粂例

◇溝職鍛の繕与綻関する条劔の

万一千潤となり家した︑

◇簡易水道箏薬会講補薙

歳入歳患予算の総額にそれぞ

れ五欝囎十一万総千円を追繍し

◇松之山町簡易水遵条鯛の一部

条綱

を改蕉する条桝

総額︸．億鷺千八蟹九牽万六率猟
となりました．

｝

◇下水道事業特溺会ナ補蕉

する条鍵の．部を改蕉する条鍵

◇松之山時職興の欝艶休業に鯛

鐙雛、欝雛麟饗

㎜δ︵︶○館莞難

歳入歳出予算の総額にそれぞ

◇松之由町職澱の勤務欝賜︑休

れ護八牽︑乃鷺千円を追加し︑

総額購億闘翼烈華九乃八千円と

暇に関する条㈱の謁部を改泥す

る条例

嚢難辮難鑛難灘懇懸灘『

︻条佛騨優

難熱雛醗難灘織嚢懲1篶饗i』』鐡繋騰i繍

なりました．

灘灘騨纏無毅費雛，鐵灘綴

◇職翼の海任用に関する条鯛

驚灘灘…灘灘欝難縷霧鐵鍵雛難縷灘1灘難鞠麟繋磯

◇松之由驚議会議興の報灘及び

獺麟妻、、

寮嫁驚黙騰

する

灘嚢難難i鱒．藁．嚢，難灘灘鱗纈翻

松之慮地鷹駐在漸
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オーストラリア

留学体験記

甑4

今園は78目、8β自の体験を高橋奈津子さん・
久保鐙忍さんからお願いします。
たり、ドリブルをしたりした．2人工綴となって、相手の

心に残った1B（7欝鋤

松蕎3年

ドリブルをとる練習は、私はいつも捕られてぱかりだった，

轟橋奈津子

しかも構度も集中攻撃をくらい大変だった。5つ位のチー

今臼の英語競修はオーストラリアの党住鼠について勉強

ムに分かれて、ドリブルリレーもした。私のいたチームは、

した。難しい単語をたくさん習った。発畜もすごく難しかっ

いっも先隻の召うことを聞かず、たくさん怒られてしまっ

た、私たちと全く違う鞍季貫で盤濡して蔓峯たことなど、とて

た。そして、いつもビリかビリから二番目くらいだった。

も興昧深い内容だった．

この縛、マイケルとルーベンがたくさん話しかけてくれて、

その後、ブーメラン作りをした。シ灘一ンさんという方

仲良くなった。違うチームの子も、どんどん謡しかけてく

が、手本を見せてくれた。ゼ何でも婦きなものを描けばい

れたり、バスケットボールを教えてくれたりして、すごく

い、3と露われた。私は、空をイメージした絵を描いた。月

嬉しかった、外でバスケットボールをするのもなかなか良

を緑色にしたり、墨を膏色にしたり、自分が発想豊かな気

いものだった．

分になった。ブーメランを乾かしている問、飛ばし方を

Grade5の子供たちはみんなすごく元気で、とても優し

ショーンさんに習った。男子が投げたのが嵐に乗って、す

い子ばかりだった．スポーツ活動は楽しみだったけど、少

ごく遠くへ飛び驚いた。私もやったが、全然うまくいかず、

し不安もあった。でも、その不安はすぐ無くなって、みん

シ瀬一ンさんは著笑いしていた．ブーメランはすごく楽し

なと打ち解けることができた。

自分で投げたのが自分の所に戻った人もいて、すごいと

夜、ホストシスター（罠泊先の女の子〉がキャンプから

彌ってきた。オーストラリアヘ来て夕食で、初めてお米を

思った。

食べた、芯があったけど、美味しくてビックリした．タ食

午後からは、今臼一番楽しみにしていたスポーツをした。

後トランブをした。霞本のババ抜きとスピードを教えた．

バレーボール、バスケットボール、クリケットの3つに分

オーストラリアのスピードも教えてもらったけど、すごく

かれた。私はバスケットボールを選んだ。墓職dを5の男の子

難しくてあまり理解していない。U醤Oは揖本と講じだっ

たちとバスケットボールの基礎を勉強した、パス練習をし

た．お父さんが滅茶著茶強かった。充実した18だった。

光ちゃん

（上の由〉
して︸人ひとりの綴儀を大切に

してくれるので︑子供たちも離

よりたくましくなり︑性格も裏

表のない子に賓つているそうで

職業として今やっているのは︑

す︒

モットーとして来るべき二⁝滋

政子さん
瞳ちゃん
隆一ちゃん
これからは︑代替醒療としての

紀に肉かって仕審を模索してい

藤谷隆人さん

生ゴミ処理機の販売や普及です︒

松之撫町については短人が松

まつのやま

ハ；ブの珊究や販売を港えてい

之山簿出身著だったので矩って

るそうです．

愛し◎v麿

ます︒人と健康︑環境と共生を

いました．鴬年繭の霧楽町で行

われたUタ⁝ンーターンフェ

アーで東窟事務漸の人と話して

さらに詳しいことが分かったそ

春夏秋冬がはっきりした場所

うです．

に住みたかったことと︑お米の

おいしい飯︑東宗から黒時聞で

行き来ができる所を探していた

のですが︑松之山町が最適でし

た︒また︑自然の簸かな町は︑

む決断をしたそうです︒

子供の教脊環境にも良いので住

住んでみて感じることは︑自

然環境が棄購らしく︑特にブナ

また︑自然環境が厳しいところ

林や棚田を美しいと感じます︒

に住んでいるせいか︑驚の人が

とても優しいです．松之出町の

小学校は小規模校の良さを瀟か

〜騨蜘噸幽繭馴脚顧噸噸閥嚥

6

ーOO卜1

いけど、どこに飛ぶのか分からないのでちょっと怖かった。

休

こと蔦分。藩いてしまった。どうしょう。ドキドキしてる

旧（8朋）
松商2年

う．もお私だけロバとかに乗せてええ。立派な馬がいるよ。

久保覆忍

馬は驚愛いけど乗るとなるとねえ？と放心状態の私はなさ

今鷺は8月7β、いい天気だ、ホストマザー（饒泊先の

れるがままになり、メットを装i著．さあレッッゴー・とお母

お母さん〉は私をどこかへ連れていってくれるらしい．ど

さんに笑瀕で見送られた．こういう時ってたいてい牧場の

こへ行くのだろう？紛時30分から買い物だって。大きな駈

柵のまわりを2〜3周して終わるのよね？誰かそう書っ

へ行くってさ、レッツゴー．今欝は女3人で患かけるみた

てえ。ってタミーを乗せて馬プラスその抱大勢がどこかへ

いだ、私とお母さんとホストシスター（罠泊先の女の子、

行ってしまう。私の馬（以下キンバ〉もそれについて行く。

以下タミー〉だけ。男牲2入はお家でのんびりしてるんだっ

えっ練習とかしないの？とその書葉だけが頭の中を駆け

て。行って来ま一す，ついたトコロは本当に大きなトコ環

巡っていた、歩く馬に乗るのはすぐに濃れた。湊い予・だね。

で感動した。ココはi階ずつ駐牽場がついていて、魚ごと

でもインストラクターのお嫌さんが、いきなり馬のお税を

に分けられていた。スゴイ〃とりあえず私たちは、中に入っ

邸いたの。当然キンバはビックリして逢る。当然私は落ち

た。一応お母さんにココは伺があるのか聞いた。けど見て

てたまるかの根惟で必死。泣くかと思ったわ。逢る馬に慣

まわった方が撃いので全階を見学．っとその甫にタミーが

れることなくその欝は終了，その賃の夜はコンサートって

尾を骨折していたので、車いすを儀りに．ちゃんとそうい

タミーが書ってたから一緒に参傭。教会だったわ。始まる

うところがあるのは素購らしい．まずは適当にまわって見

まで結構時問があったので、タミーの友達と一緒にいた．

て、寄りたいトコロが決まったらお母さんに書う．が、私

今霞はダンスをするらしい。みんな黒ずくめの姿でかっこ

は嚴が欲しかったのでそういうトコロはだいたい見てま

農い。タミーも骨折していなかったら一緒に踊っていたん

わったのだけれどコレ〃といったものが見つからず魍った，

だって、すごいわ。バンドの人たちも来たの

私のためにいろいろなところをまわってもらって感謝感激．

で、いよいよ始まった．すごくノリの食い曲

結局JAY・JAYというトコロで服をGet〃昼食の時問に

もあれば、しっとりとしたバラードの翻もあ

なったので、近くのお店に立ち寄った．そしたら美沙ちゃ

り、私は少し興奮。とりあえずまわりの人た

んに会った。びっくり．その勉にもいろんな人がいたって

ちと溝じ勤きをして、しばし休憩。その後、

いってたな。食べた後に審ったファンシーショップでピン

女の牧舗さん？がお話をして解散。帰りはお父

をGet〃お母さんに三個翼ってもらっちゃった．Tねa1激

さんが逓えに来てくれていた．南十字星の見

y（）u

つけ方を教えてもらったよ。もっと葱謝の気

難＆m。いやあとても楽しかった。歩き疲れたけどね。

さて、いろいろ買った後は・・5乗馬あああ？そりゃあ

持ちが伝わると良いのになあ．と反省で終わ

「やる達とは聞いていたけど、心の準備が。車で揺られる

る8月7黛なのでした、
懸』 卜＾

＾岬一、ゆ

勢酔N

敦》ダρ、，

とりに鋭明しますと﹁松之磁混

園講礪

去る十一月瓢十獺磁から︑吉

泉はどこにあるのですか︒恥と質

源泉
プレゼント

にあわせて十鷺町農脇は来やも

地デパートの翻薬六十穴周無祭

東東の人は︑湯沢を輿く知っ

闘されます．

ちを中心とした特産赫を販売し

です︒しかし人数が多いだけに

ていますので鋭明する続は簡単

対応も大変でしたが︑濾崇組舎

たいという講になり︑丁度畏い

してみませんかとのお誌があり

ていただき大変助かりました．

長始め係りからも応援に﹂憲し

機会だから松之山温泉の憲伝を

た結果︑松之由灘泉の源泉を瀧

ました．攣遠観光協会と相談し

さすが東東です．翔慧した本

期闘中に源泉が効いたので

薄ccのペットボトルに入れプ

﹁もう︸本いただけませんか︒﹄

数︵パンフも一緒︶は五磯間で

ない源泉を鵠千七欝奉も全部さ

とわざわざ來られた人もかなり

全部無くなりました．

ばけるか一抹の不安はありまし

いくら無料とはいえ飲料でき

たが︑松之山では係り総出で催

いました︒そういう人には私も

今回源泉をプレゼントする機

会を得て︑あらためて松之磁濫

泉が鷺本鷺大薬湯と欝われるゆ

えんを実感しました．

7

いざペットボトルを並べてお

効けのん客
とうにぺのたばな
縁 とのんざか しトり

レゼントすることにしました．

の係りからも応援を頼み繊繕

持つていってもらいました．

嬉しくなり一本といわず伺本か

うと︑もう後漢りはできません

客さんの反応はというと︑ほと

んどのお客さんが﹁これ飲める

の﹂と聞かれます．﹁飲めません

けど︑薬湯なので皮騰病などに

効き縁があります︒幅と︑⁝人ひ

川

に汗しながら．頑．張っていると思

ヘバ、r・嫡押 r焔《幽♂や・

｝貞・｝・唯■唱嘱σ砺卿｝r

ペットボトルに源泉を議めを額

鱈㌧；兜｝｝■

とにかく醜に進むだけです︒

漁鰯醐騨劇劇燗髄㍗鞘一嚇撤

No．69

民家を芸衛に
作家マリナさん来町
今年の夏に開催される﹁大地
の芸衛祭扁に参擁する作家マリ

ナさんは︑簸ユーゴスラビア出
身の芸衛家で︑養術祭には松之

IFO卜1

家ではギまなえとか、まな」と

空き家︵湯本集落 屋 両︶を
で生まれたので︑ここが嬢本に

を囲んで詣をすると﹁私も田魯

とにより︑松之由時をアビール

イベントを企醐し成功させたこ

や﹁野村万作獲⁝公演篇などの

今 鐡 の来町はの還朗は︑空き

使う予定です．

策て︸番くつろぎました．漏と感

いろな機能を持たせるように改

屋を﹁夢を冤る部屡瞬などいろ

質な膏楽を提供したいと始まり

好家が集まり︑地域の入遠に食

この穿吹会は︑町内の魚︑照楽愛

ことによります．

マリナさんは︑実瞭に家の漸

家の外箆は変更しないで︑各部

作酪のテ⁝マは﹁夢の家恥で

することに多大な賃献があった

家の所脊奮や集落の人達と会い︑
異体的にどのような作撫︐を創る

呼ばれています．お母さんのこと

1おとうちゃん」と呼びます．好

きな食べ物は、おばあちゃんの漬

め玉です。本を読むのが大好きで、

けたタクワンや甘いコーヒー、あ

な声で読んでいます．たまには電
ノンタンシリーズは、いつも大き

毒に乗ろう！ということでお父

ちゃんと2入でほくほく線に

乗って湯沢駅に谷き、新幹線を見

てきました，とても大きくて速い

新幹線を見てとても驚きました

が、うれしかったです。

子になって欲しいです、

んなを明るくしてくれるような

まつのやま文芸
俳 句

末枯や黄蝶ひらノ＼舞うばか碁

松之山︵高松屋﹀ 終部

名も知らぬ赤潟．︸実晒つ宋結れる

末枯の磁園泉あふれを鐸

︵松

屋﹀ 佐藤

末姑の終の皿葉も散らす風
松之山

羅当たβて状す牛のごと山眠る

松之滋︵鴎

昭﹀轟沢

まろやかな昼の翔あ暮︐山畿る

即女

秀女

還暦の娩の淋しき年男
小 谷く栄 や︶ 鈴木 俊

元RのひかUを掬ふ仏掌かな

朝女

ご馨照

へろンき

ド
み

鳩︑﹃

ー⁝ー⁝ー⁝達⁝ーー⁝⁝ー⁝⁝ー⁝⁝⁝5⁝ー⁝ーー⁝！⁝ーーーー⁝ー⁝⁝ー⁝⁝⁝し

下川手（療鶏麗）

想を謡していました︒

山町にある伝統的な造りの賓い

憲賀誠さん・恋葵さん長女

奮脅の麺由さんに会い︑闇頬裏

かを決定することでした︒

いつも笑顔を忘れず、周りのみ

︑︑∵疹靴／

げ

ロ
際︒︐讐

鷺︐膿

ユ

ゑ︑．敦・︑

づノツシ

籔

まなえ

野粒万作公演より

【お母さんからの一霞1

熱鋤

愛恵ちゃん登場（2糊

ました．

町娠興諜では︑﹁大地の芸術
祭︸にボランティアで協力でき
る人を寡集しています︑錆望奢
は難6−3王34へ︑こ連絡くだ
さい．

まつのやま芽吹会
県自治活動賞を受賞
新潟戯︑自鴻括動欝が﹁畷繕の

﹁まつのやま勢吹会︵代表編朦

新潟県をつくる運動協会偏より

理歯は︑﹁ブナの森コンサート協

｝｝一
㎜

劃■睦難

豊ごに授与されました︑受賞を

T 『

はヂママ3、お父さんのことは
囲9㎜

つ
が家の人気者⑯
蓑する予定です︒

村山さんと囲頬裏でくつろぐマリナさん

8

に震献している闇体燗人に贈ら

役会編祉や承ランティア漉動

すみれ会
北越銀行賞を受賞

捻月鷲嬢に新潟璽港発著ハワ

ミスハワイと
ミス十日町が交流
イチャ⁝ター便就航工周葎を詑

ハ代表小野塚賢子ごに贈られま

れる北越銀行賞が︑﹁すみれ会

した︑

一行は︑県内各地を訪問した

営されるのをきっかけに︑それ

養護老入ホーム﹁不潜藩恥が運

このすみれ会は︑町内に特甥

後ほくほく線に乗り︑松代ふる

に党凱ち結成され︑現荏農蒙の

ています︒この揖り遜し地点が

五メートルの急な上り坂となっ

鍛大の難勝で︑チームの結束力

優勝賞金は副般の部で十万賜︑

と巧みな技が求められます︒

部では一万穆︵文具券︶が贈ら

女性の部で五万魯︑小中学盤の

この飽のイベントとして︑鍛

れます．

れ︑冬の一霞を禅分に楽しめま

禽戦や幼兜ばんばレースも蕎わ

のポランティァ活動を行ってい

のシーツ交換︑部屋の掃除など

週木耀欝に5・6人ずつ不巻翻

して覆綱の暴kカーニバル幅

ます．そこで︑難中イベントと

今織は浦綴原轡の当番となり

聞ばんばレース恥に︑多数の参

盤轡鉄人レースといわれる﹁人

月影小学校のグラウンドで実施︑

今醸は︑二月二十田︵β︶に

す．

鴛月20欝に松之山小学校にお

窯婦を中心に総勢聡名です︑縁

さと会館にて犬伏標太鼓に迎え

した︑

ムらが松代・松之撫簿を訪れま

蝋︑ミスハワイ︑フラダンスチー

念して︑ハワイ州より烹下院鐵

冬の交通安全教室

れ︑会場のみなさんは爾園餓分

いて︑冬の安全教竪が行われま

を紹介します︑

られました︒またお返しにはハ

を味わっていました︒その後松

ます．すみれ会は︑町民にボラ

いうものです︒

簸初に除灘隊

霧聴の往愚を学んでもらおうと

部と女牲の部︑小中学生の部か

競う人問ばんばレース︒一般の

テーマに闘催︒メインは健脚を

に乗り︑機械の翻に行くと見え

後は︑兜童愈簸が実際に運転席

のか運転してもらいました．巖

リをそれぞれ引きます︑コ！ス

乗せた重さ約二菖八十㎏のソ

また女牲の部では︑三俵の俵を

た糞さ約縢弼六十㎏のソリを︑

⁝般の部は︑六俵の俵を乗せ

欝轟

灘

z．覇響

場企醐諜鶯9−2301まで．

お闘い合わせは︑浦鱒原村役

戦をお待ちしてい豪す︒

した︑これは︑小学ま・2葎隻

このイベントは︑繋とのふれ

之山潟泉に会場を移して︑地元

のみなさんから除難機械のタイ

引き畢さを競うというものです︒

立って乗り︑そのソリを三人で

あいを串心とした磯嚢と遊働を

ヤドーザー︑臓ータリ⁝︑薬翔
轍布毒の役翻と仕組みを鋭明し

ないことを矩りました︒子僕た

らなり︑騎手一人がソリの上に

てもらい︑どんな動き方をする

ちは除雷鋳の締さを類り︑誘導

れている飽︑折り返し地点は丁

の途中には︑雲の小山が設けら
ことを確認していました︒

鍛の書うことを聞いて行動する
シーツ交換をする﹁すみれ会﹄

ンティア濡動を身近にしたこと

求あ〃r人間ばんばし一ス3
参戦チーム

が評簸されました︒

浦趨原村

さんと松之由駐鉦さんが冬の除

ふるさと晃て渉記．

を短激に嵩橋組の除震隊のみな

東頸城

の人達と親睦をはかりました︑

ワイの歌やフラダンスが披露さ

⑳
シリーズ菰域広報

Ω◎

2ゆ譲

受講料

800円

600円

500円

1創Oトー

公認料
受講料

700円

5級
松之山漏泉スキー学校では︑

公認料

会︑翌総︵β︶午鹸バッヂテス

いずれも筋類︵土︶午後講習

子どもセ︑ノターのホームペ⁝ジ

の挙どもセ︑ノターがスタートし

て津爾・松之慮・中難の3町繕

嵐域盤涯学習の連携事叢とし

季ムページの開盤

津南・松之山・中塁
子どもセンター

曹6−2i94

松之撫温泉スキー学校

▼串込・お簡い合わせ

シ⁝ズン中に3翻のスキー講習

会及びバッヂテストを実施しま
で挑戦してみませんか︒

す︒どなたでも受講できますの

で体操やゲームをやり︑楽しく

松之山温泉スキー場

▼場所

墨月認・23欝

▼關催鷺
ま翻麟

2月捻・捻欝

1月漁欝︵水︶

▼時闇 午離9時〜午萌n隣

2圃穏

ト︑午後発嚢

▼場所

自然休養輝センター

▼期雛

遊び寒さを吹き飛ばそう︒

1月のニコニコ教室は︑親子

聾／給〜2／播

事業内容
公民餓費6−2265
No。68
ゆとりくん

3懲欝3月4・5鼠

鐵銀の慰界に熱戦が繰り広げ

を開設しました︑ぜひご利用く

釦ノ〜tm鷺一kld＄／

S C R E E N特劉編集

▼講翌受講料

1電玉）1〃WWWk）C主1，欝

繊罪の鋏醐セレクシ葺ン

られます︒松之山町からも多数

ださい．

鐸藤姥畠美

4．000円

フ＿騨＿ヤ

一般

隣沢静爽

の選墨が参加しますので︑ご溝

2．000鍔

霞a麟心が子どもを壊す

小中学盤

沢野ひとし

▼ホームページアドレス

帰らぬ揖々

平成H葎捻月激8（火〉

谷

スキー協会貴 三︑000門
〜6欝︵鎗﹀

新じく入った公昆館図書

▼ホームページ闘設臼

輿介

行事むかしむかし〈全欝巻〉

2月5β︵土︶

000工

2︑500弓

3︑300門

2︑OQO円
1︑500η

、

援をお願いします．

▼期欝

午後4時

︿5田闘会式︑6摺競技︶

アルペン

午後3蒔掲分

競技午麟9聴〜

▼時間 闘会式

▼会場

松之山濃泉スキき場
クロカン

町民グラウンド

200拝

1︑000円
1

斎藤茂太
導編への選叛

金億協
会
貴

9

料学1

認講 認講 録認購
料料 料料 料料料

一

一

顕塞獲仏協会

獲仏の楽しみ欝

大江鍵三部

宙退り（下〉

杉由溝志

子脊ての死角

▼

乙
︑︑ノ

三検小ス
2
級公受級公受級登公受級定中キ般翌午翌ず懲圃翻催所戦どびズ之
3

4

ゆとり

目笏
松之由生涯学習だより

里創プラン通信N備
今年は『大地の芸衛祭3の年です〃
◇会期は7月20濤から9月鐙田の53段間

鞍の露然を背景としたギ地球環境シンポジウム」、6策町村
憲要地点での特徴あるイベント、人を呼び込むきっかけと
なるコンサートなど集客力のあるイベントを欝爾しており、
3月

嬰翻プランの叢要事業として、5年近く準備を進めてき
たギ大地の芸衝祭・越後妻膚アー一トトリエンナーレ

所で絹催され譲す．…方、メーンイベントとして、越後妻

2（X）窃

紛琢には醗会式典が行われ叢す．

◇公募馨品展に驚点の癒募
昨年1i月束に応募を締め切った大地の芸衝祭・公募作贔

鰻催の年を逓えました．

展に、熱7名から玉71点のプランが笥：せられました。，場漸

大地の芸術祭は、期間までに綱作され展示されるアート

別では、軽澗南23点、ll晒町28点、津南瞬33点、中盤

作贔と、期間中に行われる様々なイベントによって新たな

討40点、松代町26点、松之宙町飢点となっています。

来訪餐を擢き入れ、これをきっかけに登かな霞然や祭り、

このプランの三次審奮が、12月揚覆に大地の芸衛祭東

名所弓β跡、温泉、コシヒカリ・ソバなどに触れてもらう

票事務縄（渋谷猛代窟山〉で審糞員7名｛審蓋委襲長・中

ことによって、地域の魅力金般を広く憐報発信し、交流人

漂祐介（大地の芸衛祭アートァ琴バィザー〉審登員・揖俣

口を増やしていこうという大きな取り組みです。

正（アーティスト・東憲芸術大学教授）原広翔（東窟大学

◇撹界のトップアーティスト繍4名が参癩

名誉教授〉茂登磁溝文（名宵屋1大学助教授〉蜘野真』吾（ミュー

縫界31力國・王44名のトップアーティストが参撫を予定

ジアムシティプ撒ジェクト運営委員長〉簾藤義夫（撫藤義

しています。アーティストの数と質、畿身園の多様さ、広

夫芸衛計画室代表〉大禽宏（美徳辞論家〉の各氏｝によっ

い範翻を麗域とした野外展であることなどで、翻際的にも

て行われ、6帯町舞ともに概ね5点が選定されました。2次

最大規模の芸徳祭となります。

審奮は、1月30欝・東憲で公闘形式により行われ、各市町

アーティストが地域に関わり、場勝に根ざした作贔を凝

税王作品、都合6つの入選僻品が決まることになっていま

俸しますが、単成難隼度も牽呂町南のヂ光の島藤、中婁村

す。

のヂ鳥たちの家3などが姿を環しており、この夏までには

◇ポランティアスタッフに登録ください

大単の作贔が完成し、会期中に発表することになります，

設麗場漸は多岐に渡りますが、各市町村における主要作

様々な場衝で大地の芸衛祭を手鉱っていただくボラン
ティアスタッフを募集しています。作贔鰯作の補渤やイベ

品ポイントは次の場駈になります．

ントの運営、作贔の案内や車の運転、調運など、可能な範

◎ナ黛町市 沿十β町シルク周辺、牽藏町梼報館周辺

囲でかまいませんのでぜひご登録ください。お問い合わせ

◎川鱗町

ナカゴグリーンパークから籔黒城跡周辺

は、大地の芸徳祭輿行委貴会事務賜（1容0257−57−2637〉

◎津南町

マウンテンパーク津南

までお願いします．

◎中里村
、◎松代町

ミオンなかさと周辺、醜道353弩周辺
松代駅から松代城跡周辺、松代商店街

◎松之由町 大厳寺篇猿、松欝の美入林周辺
◇多様なイベントを農開

期問中に8働ある土・β曜揖を中心にして穣々なイベン
トを展醐します。7肩20賃の開会式典に蛤まり、アーティ

お購燈巷髭
灘環晦地鐵選鐵議務維合金優振興課
；鷺…三1慶｛譲S了
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ストによる膏楽・麟などのパフォーマンスや地域と協働で
のワークショップ、アー一卜講座などのアートイベントが各
ジ鷺デイ・ピント︿アメリカ︶

設計による噛光の島始

︵十臼驚情報館︶

ジャウマ・プレンサハスペイン︶

設誹による簡鳥たちの家鋤

︵ミオンなかさと・慧生広場︶

離農給付金支給事業が
5月娼日で終了します
離農給付金の受給を希望する

方は︑3月綴欝までに町農叢委
轟会へ串請書を提出してくださ
い︒

離農給慰金の受給を希望する方

5歳未
上藤有している2
0歳以上6

満の農業経露暫であること
◆5年以上農業経営を行ってい
るか農業に鍵事していること

入方法が分からない方は役場の

用紙の煽かない方︑串欝霞の記

費6−313圭

2000年
糧界農林業センサス
実施のお知らせ
町総務諜財政係
農林水産省では︑平成㍑年2

国属年金には保険料の
免除制度があります

薗民年金は︑鷺本麟内に住む

歳以上60歳未満の全ての人が

住宅滋ーン返済が
園難な方へ
住宅金融公庫からの
お矩らせ

勤務先の倒産︑営薬不振など

遜済期間を扮無間廼長できる場

お欝りの方はご相談ください︑

で︑公庫の住宅ロ⁝ンの返済に

麟民年金には保険料の納付が

念があります．

ることになっています︒

撫入し︑菊年間︑保険料を納め

ことにより保険料の納付が免除

⁝関または住竃金融公燦北闘東支

詳しくは︑ご返済中の金融機

いとすることもできます︒

て︑簸長3年間利慰のみの支払

場余によっては︑金利を下げ

囲難なときのために︑串講する

される触購講免除隔の鰯度があ
ります︒

辮講免除についての権談や重

続きは︑畢めに図畏葎金係へお

6︶までお問い合せください．

店倉027−232−665

月1沼に﹁2000年偉界農林

また︑免除を受けた期潤は︑

単成欝葎3月末総まで受け付け

たずねください︒

な資格朗間として算入されます

老齢基礎年金を受けるのに必要

ます︒

業センサス漏を実施します︒

が︑奪金額は将来︑老齢基礎葎

農林業センサスは︑我が園の

も基本的な調査で﹁農林叢に関

騰林業の実体を明らかにする簸

金を受けるときに︑保険料を納

調蛮興がお持ちする調糞票に

定額を撫算した保険料で﹁追納扁

あれば︑その当時の保険料に一

兜除を受けてから勲D年以内で

施します︒

すか月聞貼として無料相談を実

カ月間を﹁相続登記はお済みで

県溝法書士会では︑2月の玉

です︒しかし︑時問が経過しま

相続しても登記はつい忠れがち

親が亡くなり︑土地や鍬騰を

することができます︑

ります︒

めた場合の3分の圭の金額にな

1雛談

する圃勢調奮繍ともいえる大規

調奮結果は︑農林業の実体を

の納税義務のある方は︑毎爺王

農林業の経営状況などを記入し

ゆとりができたら遽納しま

すと︑獺続入が続けて死亡した

しょう．

追納についての相談や事続き

類の取り揃えなどが複雑になり

りして相続鯛係が贈えたり︑書

は︑上越敏会保険事務所へおた
ずねください．

難0255−24−4111

霊2

ーoりO卜1

☆農業協岡組禽

思われる資産を所脊しているが

農地等の処分方法は
総務譲税務係へご連絡ください︒

☆農業戸盤産法入

☆自作地は︑所霧権を移転する
お問い合わせ

万円

㎜ガ円

驚役場総務諜税務係

か⑳年以上貸し付けること

☆小作地はその権利を第3蓄に
移転するか︑地主に返還するこ

岡様に処分すること
支給額
5
0艀︑未満
50騨︑以上玉診未満

三診以上

20

穫な調壷です︒

明らかにし︑各方鋤で広く利用
できる総合的な統†資料として

月王獄理蕉で漸禽する資産を町

ていただきますので︑みなさん

剰絹されます．

長に麟管していただくことに

持っていないこと

農地の処分の損手方は

瓢撮︵月︶までに必ず幽鰹して
ください︒

また︑嬢却資産に該灘すると

のご協力をお願いします︑
なっています．

業毒球金の撫入麿であること

◆次の法人も経営移譲の構手方
として認められています︑

☆農地保麿舎理化法入

該当する方は︑単成捻奪三月

◆欄人の場禽は︑60歳来満の農

償輝資産︵営薬胴の機械など︶

町総務諜税務係

申告は忘れずに

償却資産の

町農業委貴会費6−3132

お問い含わせ

ガ円

☆雛帯鍛名義の農地についても︑

処分すること

を除き︑農地等を農地等として

☆土地収用法該蚤事業等の場合

と

む6一雛誘
松之由町役場

◆経営移譲葎金の受給資格を

70 30

お知らせ一
◆基準濤に自作地を30ア葦ル以

は

がちです︒相続についてのトラ

ブルも増搬傾肉にあり︑相続が
生じた後︑棄畢く鮒応すると共
に選書等︑事勧の手当も婁要な

︑除雪についてのお願い
町建設譲
町内の除讐跨線は︑嗣県遺を
新潟県︵安塚烹木事務所︶が︑

ので︑ご理解をお纐いします︑

なお︑作業申の除講策からは

歩費奮が見えないことがあり豪

す．競場誘導貴等の指激に従い

薩箋

安易に近欝らないことを徹底し

麟道除雪の落分

聴代となってきました︒

す︒翻県道の除霧計醐はすでに

てください︒また︑簸近は小型

投霧機による事故も趨立ってき

ました︒除雪作業には常に危険

が俸うことを蕩認識しましょう︒

笹※懸碗、離灘警塾懸爾副

町道を松之由驚が実施していま
各家縫に案内を配擶してありま

，

そこで︑県驚法欝悉会では2
月1霞から2月29臼までの王カ

月問︑相続に醐しての無料相談

いてお難らせします．

しています︒巖近は地較的少霧

第一種も第鷺種に磁分して紺応

うため︑道蹄の璽要惟に応じて

懸体翻の中で効率的な作業を行

委託していますが︑限られた除

興では︑町内五叢饗に作叢を

すので︑今騒は︑町這除盤につ

午後2時より

が続いていることもあり︑どの

路線も僕濡に支障をきたすよう
な状況になっていませんが︑異

常降讐時には第耐種賠線から鰻
兜的に作業を費うため︑表のよ
うな鮒応になる場倉があります

異牽濾磐とは積欝深が4鋤C類以上の聴、濠たは24時間降雲量が圭00c搬繭後の鋳

を行つています︒簸寄りの瑚法

2旧︵火︶
9時 2月2

場所 上越マ︑ノテンホテル

上越衛添町5丁懲1−U

新潟県上越労敵事務漸

受講料無料
串込先

費0255−26−9430

郵藻網墾陣雛保を原則とし、陣纏鞭待翻澱けるものとし・異常

…
結ぶ踏線
i降雲時には約鐙獄以内に圭薫線を確保する。
解種織滋マ！麟こ1ま糸欄以醜轍繍る・

書士事務勝へお気軽にご獺談く
ださい︑

獅潟県岡法霧士会
人事・労務管理セ戴ナ茎闘催

本照技砺の名参諜が語る
濡力を生む人間集圃づくリ
ホンダを貴界的企叢に発展さ
せ た り ーダーとしての体験談で
す︒

繭照通弘民

本細技醗工叢株式会筏

講鱒

顧問・元副袖長

絆募
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鰹篠夢悲．

膏

騒圏翻圏

え・うちのおかあさん

おくやみ（死亡〉
轟橋済瞬郎さん 74歳 大荒戸（撫 坪〉

毒岸長佐久さん83歳新
盤藤 ハマさん

95歳

山（朝沼屋〉

中立山（鹿島屋）

承捻月1鷺から12月3蕉3までの旙出分です。
承広報に載せてほしくない方は、麟鐵の時に

むらやまとしきくん

窓欝にお話ください．

古戸（森下）
お栂さんビデオを見させてくれるとこ

篤葦

ろが好きです、掃除機を持っているとこ
ろがよくできました．

璽

⑳◎嶺⑭
憲

雛、、、

i2馨3玉篶理在
総人鶯326玉人（一7｝

撫鐙麟欝

男 三，574入（…6〉

攣

女 ま，687人（…1）

（

がヤ

灘

（〉内は繭月との比較

孕

ひぐちまいさん
湯山（弥院〉

町民憲章麟，、53薙7弄鰭登、腱

お母さんのお化粧をしているところが
好きです．顔が食くできました、

疫

わたしたちは松之出町民です．郷1二を愛し、

みんなでよりよい町づくりをしよう．

鑛露戯の合襲
騨

王、美しい緑と嚢の中で

毛牒かなへになろう
1、ブナの梢が触れ含うように

・◇稔月の畠来事

連体の心をもとう
・毫

◇嘩月篶霞〜2月槍βの予定

．澱沼 松之ほ 濃泉スキー場

菱、湧きいづる湯泉のように

安全祈纐祭

翻造0）カを｝．，1めよう

鷲9 ハワイ州関係音来町

61ヨ

滴防出窃め式

篇撮

ムコ投げ・スミぬり祭

5撫

松之患スキー競技大会

20縫 議会定鯉会2王欝まで

開会式く5鋤競技（6欝）

夢日記より

明け厳しておめでとうござ

います︑2000年簸祷の広報

を作れることは大変名誉なこ

とです．次の王000年後は誰

が広報を作っていることで

我が家の銀轡の木の葉が落

しょうか︑

ちると根鷺になるという︑謬い

たったようです．深由に3憾嘗

伝えがあるのですが︑今嗣はあ

が降ると慰に下りてくるとか︑

構あたることがあります．

欝から欝われていることは結

科学や構報網が発達した時

伝え︑伝説なども残していける

塒

代になりましたが︑経験や書い

蔚闇

2

ような町でありたいものです︑

時

銅

稔 営 紛

．日か業廓

休轍剛畷

し2

定渉⑳か
泉馳⑬⑩紙
温 6
3
温−1月 月

・︷講璽
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鞭

働帯数 王，捻4声（o〉

