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松之出温泉まつり
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鐵
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＼
食べ物を介して体内に侵入し、腸壁がただれ、下痢や廠
便などが起こります。感染力が弊常に強いのが特徴です。
：生肉、生野菜、隼乳、生水、野棊サラダ、リンゴジュース

などによって食中毒事故が起きています。

ーFのトー

75℃で肇分、沁0℃で数秒間の撫熱で菌は死滅します。

…
…
…
…

1食幡のほとんどがこのサルモネラ菌1こよるものです．
き

謝U

極年翻しているサ凝ネシエンデリテげイスという種

i類は鶏卵が原國といわれています。卵焼きや自家製マヨネー
キ

iズなどが主な中毒とされています。
…
i この菌は簾熱で死滅しますo
季

0

欝蕊

撃麹

夏期の海水の中で生息し、魚介類に付着して感染。
真水では生存できません。

過熱すれば死滅しますが、生食の場合は水道水でよく洗
いましょう。

保存4ま低温で。

2

4■■禽

家庭でできる
食中毒予防のポイント！

気温が上昇する夏場は食中毒が発生しやすい季簾です。近年は報道されるように、食中毒がひんぱんに、
また、大規模になってきています。食中毒から身を守る臭体的な方法を知り、夏場だけでなく碑常の生活習
慣として身につ婬ましょう。

食中毒予防の
ポイント
食中毒の原図と1なる細函の種類によって
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多少違いはありますが、基本的な部分は悶じ
です。あまり神経質にな1りすぎると、せっか

くの食事がおいしくありません。叢低限、次
の点に注慧し、続けていくようにしましょう。

『鵡一
欝難蒸麟・癒扮￠驚癒数秒闘繍熱します。
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峡谷の灯鑓 松之山町

こ．

ー⁝﹂

、灘

れ

これは芸術！これも芸術？

ア月20鷺よむノ大地の芸術祭が始まりました。芸衛作品の中には大変素購らしいもの
や一体これはなんだろうと考えさせられるものなど様々ですが、作品一つ一つが千差
万甥で、これが現代芸術なのでしょう、作品を見てまわるには、霞ず最審りの市町朽
役場か総合案内所であるアートトリエンナーレセンターヘ行くことをお薦めします、
そこで作贔と場漸を確認すると、迷わないで行けます。
今鐡は、各町栂の主な作品をご紹介します。
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あや

渡辺政信 愛子さん長女

東山（谷）

する入も多かったようです．

璽なう．たため︑いつもより鳳物

鷺．郎さんらの元猟のでる歌に

諮めかけた2千人の観欝は︑

の蜘発近くの花火が輿璽の夜を

れました．また︑簸後には煙例

のみなさんにより太鼓が演奏さ

その後︑鼓夢の会と深撫太鼓・

醜いしれていました．今驚は︑

げました︑

たり楽しいおしゃべりを繰り広

ジックポストの公闘録鷺

冠二郎さんをゲストにミュー

彩ちゃん登場 （2歳）

中嶋櫨希子さんが演激を熱嘱し

ゲストには歌黍の糧二郎さんや

大禽修擬さんによる至会で︑

瀾録膏が行われました．

綴﹁ミュージックポストしの公

より︑眸奪に引き続きラジオ番

行われました．夕方の6時30分

し︑騎灘場の竣工セレモニ茎が

午後から稚兜行列や温泉みこ

た．

事のために7月に変更されまし

濾泉駐箪場が整備され︑その工

今年は︑大地の芸術祭の醐連で

例隼5月に闘催されますが

潟泉まつりが行われました．

7月29黛に温泉駐毒を会場に

わが家の人気者i

彩り譲した︒

しまいます。

やメロンは、皮まで食べて何度

もおかわりをするので隠されて

いつも砂遊びや1お発ちゃんと

追いかけっこをして遊んでいま

す。

簸近楽しかったことは、ニコ

ニコ教室で紹魂祇に行き、みん

なでおやつを食べたことです。

涼しくてもっと遊んでいたかっ

たです。

も岬人の妻ワ︷プロが入院中

草村翼春

嫁さんに出会った蛇が裁かれる

迂闊にも復信電に様を刷な
黒 倉

柳友作品紹介

天敵に妻という字を加えてく

負けて勝つと教わ鐸負けてばか縫いる

母送る男は貌を作らない

元気で優しい子に膏ってほし

上

いです。

蓉 子

律津子

擁

髪お舞さんから一翻

満つることなし胸に穴あ鐸や
天水島 高橋玲子

尽きるなき夜の雨音受け入れど

二千年夏 草刈琴機の刃先き

万葉の苦しき恋のネジバナは

歌

つ

天餓にも愚まれたり︑夏休みと

ちゃん3と嚢事ばれています．

好きな食べ物は、納豆ごはん

まつのやま文芸

〈

董

家では「あや藩とかヂあや

とアイス、お葉子です。スイカ

6

湯鳥大運動会
また︑獅じ揖に隣の町民グラ

欝押しでした．

ウンドにおいて︑嵩齢奮ゲート

園園團團圖

圃因回

熱中症の脅威

来然に防ぐ方法は三つ︒子供

7月29嬢に町民グラウンドに

梅雨も醗け︑β紅臼に餐温が

おいて町跳湯鳥大運動会が行わ
大会では爲チームが参纐し︑王

分かっていることではあります

と藁に行動する事です︒誰もが

豪した．この績のゲートボール

が炎天アの中︑三濤スポーッを

チームにつき8試台行われ︑お

上碑してきています︒臼陰に

ボ⁝ル・ペタンク大会が行われ

楽しみました．

葎霧りの元気の良さに感心させ

入ってもその暑さを紛らわす事

大会は︑曝種懲の地区対抗競
られました．

が︑﹁ほんの少しだから恥と欝

技と3種黛の紅鷺対抗競技を申

学童親善水泳大会
て︑町内の姦小学校欝抗の学童

7月鍛総に瞭民プ茎ルにおい

は想像以上の脅威です︒この放

を超え︑子供のみならず人聞に

この時期箪内潟度は軽く40度

ているそうです．

う気持ちが事故の発盤に繋がっ

れないほどの大きな大玉を送り︑

とって舞常に危険な状溌を作り

アスファルトやビルが放つ熱

ん︒

勝敗を競いました．また︑綱引

めることが無く︑深夜を遍ぎて

尉熱は玉鷺中続くため︑夜も冷

も鐙度を保ち︑寝著しい籏βが

出します．

運欝猛暑の続く中兜難は︑気

親善水泳大会が行われました︒

持ちよさそう紅泳いでいました．

ると思います︒暑さ紺策を牽分

この夏繊かける機会が多くな

ている方も手に汗を握るカの入

都心でのエアコンの重要性を

続いています．

また︑熱中症の初期症状は目

怠らないことが鰍番だそうです．

熱中症を防ぐには水分補総を

とるようにし豪しょう︒

の上昇の蕃助けをしている訳で

のですが︑このエアコンも銀温

身をもって体験する事は鐵来る
も飛び患すなど︑めざましいも

眩だそうです︒目眩を感じたら

あり︑都心ではこの矛庸するこ

とに気付きながらも変えられな

りません︒単に都心の気温は松

これは都心だけでの謡ではあ

取るようにしましょう︑

無理をせず︑水分補総と休息を

になる方が増触し︑この夏は昨

之由と違いすぎるだけ︒条件さ

りうることなのですから．

え整ってしまえば伺処でも趨こ

てしまいました︒

に発盤してしまいました．

り鷹くなってしまう事故がすで

鷹内に取り残され︑熱中症によ

残念なことに︑今年も子供が

年の被害奢数を3澱も畢く超え

この暑さにより︑年々熱申症

いでいるのです．

のがありました︒

記録も大会紙記録やタイ記録

の成渠を患していました︒

バタフライなど霞頃鍛えた練習

競技は︑霞朗︑単泳ぎ︑薄泳響︑

もわずかの差の雛負となり︑発

きでは︑男女とも必死の綱引き

は︑三チームま00名で抱えき

は繊来ず︑逃げ場などあり求せ

心に行われ譲した．大玉送りで

れ︑王︑500入の選手と観客

保育所運動会と
ゲートボール
ペタンク大会
7月 鴛 β に 町 畏 体 轡 館 に お い

て松之灘保蕎斯の運動会が行わ

最初に全貴で礁備運動が行わ

れました︒

れた後︑保欝断らしい競技が目

7

る競技となりました．

あわせるのがむずかしい大菖足レース

と

し

乙
︑︑ノ

鍵
「

：ゆ罎

ゆとりくん

を展承いたします︒

▼場斯

楽しみながら英会話をマス

当松之山町からは、上川手歌舞伎、松里小学校児童民
1舞が購されることになっています．ぜひご覧ください．

がんぱります．

▽期臼8月23銭︵水︶

▼場駈安塚町

女性ネットワーク研修会

愚い鐵の歌︑流行の歌︑みん

︵うたごえセミナー︶

なで心を一つにして歌ってみま

▼場漸

▼時閥

▼期臼

飯塚秀樹

休養耕センタ妻

午後7時30分〜

9月1羅︵金︶

︵松代中教論︶

▼講締

心も体もリフレッシュ圭

8月認βハ火︶

度地域の良さを見薩して晃ま

▼講鋤

▼場勝 休養栂センタ⁝

9月捻黛く火︶

しょう．新たな発見があるかも

B＆G少隼野球大会

郡内の少年野球チームが参瀦

し︑欝球を邉います．松之鋤少

8

⁝き︷多き筆き︐髪⁝⁝⁝§！書⁝ξー⁝︸⁝多髪﹂

し舎うことにしています．

年野球チームも優勝をめざして

錘伽総いている鰍あ炉地芝鞠就れからを話

せんか．

ターしましょう︒

▼期9

モ

1寸のトー

．岡橋美婁罫く松代町︶

▼会場織然休養村センタ︸
▼講緬

ヨきモき
㎜湯鳥

﹇ ︵
黒倉に新しくできたハーブ園

g月79︵木︶

ついて学翼します．

の現地視察を兼ねて︑ハーブに
▼期欝

研勢谷實仁

休養村センターに集舎

▼時間

▼場所

0分
午後工時3

午溺io時30分〜

▼講緬

ニヨヨ教室
で遠避：⁝大厳寺嵩凍合です︒

▼講簸 村出悦夫

9月のニコニコ教寵は﹁バス

作編に挑戦しましょう︑

さあ皆さんでおやつ壱持って繊

休養柑センタ⁝

8月綿欝︵金︶

▼期β

休養村センター集合

く社会教欝指導翼V
かけましょう︒

▼場駈

▼時間午蔚9碍≦U時

9舟捻β︵火︶

9月8総︵金﹀
▼時閲

膚然休養籾センタ葦

成人実用講座
︵松之由の歴史︶

1 全翻各地の地芝居幾係考が湯の里・松之山に集い、今
…
iもなお受け継がれてい巻地芝居の公演を行うとともに、
午後7蒔30分〜

しれません．

▼時間

みんなで楽しくダンスを学びま

9月鴛鷺︵火︶

菊漂真美︵松轟教諭︶

しょう．今慰は戴終醸︑総まと

▼期β

午後9時30分

めです．

午後7時30分〜

午後7時30分〜

▼時閲

▼時闘

松之山の歴吏を学び︑もう︸

講

▽期β8月詑爲︵さ

レツツ！ダンス⁝老驚鍔女︑

社漁

︵能撫町立中能焦小学校教頭﹀

▼講簿罵欝清一郎

▼会場

午後9時3
0分

▼期鐵

濠ツ獅

午後6時30分〜

電動撚ク欝を縫って︑大きな

▼場斯 松之山郷幾俗資料館

30溺︵水︶

▼期98月9欝︵水︶〜

簗

ら鰐贈いただきました浮盤絵収

果水越出身の佐藤シサさんか

8／欝〜9／欝

事業内容

公民館僧6老265

﹁ー⁝⁝ーー⁝ーー⁝ー⁝ーーー︐ーー⁝；ーーーーーー．ーー⁝⁝諺

り

白笏

㎜㎜

松之由生涯学習だより

農業︵アグリ﹀と友達︵パル︶

だけでなく︑地死の人々との交

こで撫工された製繍は︑﹁風物

を闘発︑商贔化しています︒こ

特産最︵ジュース︑藁子など︶

立ルーツであります︒

を行っているところに特徴があ

アトリウム

で売つてます．

譲もみじ村輪お土産贔灘ーナー

流の場をつくり︑地元の括姓化

むます︒

﹁アグリパル梅漂愉の串に入

る︒

になり︑ふれあいと縫薬を楽し

く学ぶと名付けられた瞥アグリ

パル塩療幅は︑複禽型交流施設
として平成八年に完成した︒

塊漂潟泉郷の観光惰報︑宿漁
会員数蒼三十九犠︑地発産の

農産物直売斯

フレットやビデオなどで紹介し

鋳報︑イベント構報などをパン

﹁アグリパル壌原恥の建物を

活きの良い籍鮮聾菜を︑畑から

している︒襲業公祇の職愚は麟

り野菜のフレッシュな瞭覚や珍

ふれあい砿場

ています．

造ったのは塩漂町．管理運営は︑
財纐法人塩原農叢公轍である︒

鵡︸鍵紀に講けた進行欝瀬を策
建し︑地域特轍を溝かした町づ

農薬公祇に塊漂町とJAが濁与

塩原町は︑砺木県北部に紘置
し︑
くりが実施されている．

その一簾として単成八年に農

九〇・〇七平方キロで繭

働単分は︑壌漂温泉郷のある由

薩透して販売しています．輯取

購皿地蹴m︑東磁−分は那須ヶ漂の︸

名で︑うち噌名は撫漂町の職翼︑

休憩したり︑弁畿を広げたり︑

業振興の拠点となり︑機轡と都

しい山菜など﹁アグリパル﹄な

鶴の畢壇地帯で︑撫岳地帯と単

場．また︑各種イベントも闘催

思い患いの楽しみ方ができる広

欝との交流の場となる﹁アグリ

らではの赫が沢由そろっている︒

カブなどが栽培されている．近

を盤かした大根︑ほうれん薫︑

蜘需地では商冷地と火山灰土壌

えた複禽経営である︒北東部の

つとしてとらえられないものか

の観光客を自分の艘業資源の︸

していた︐通り遍ぎるたくさん

頻繁に通行するのを獺の辺りに

がら︑臼々観光客を乗せた車が

す．農家の人々が農作業をしな

替から観光で食べてきた地域で

産に地光の農産物やその纐工撮

り︑休懇をとつてもらい．お烹

温泉への観光客が帰りに立ち寄

﹁アグリパル塩療偏は︑塩漂

食があり︑独立採算姓を採って

行ってい る．各部門劉に任慧組

馴の運営は︑地元の鑑鍵覆体が

錨を・取り揃えています︒

の痴工贔︑跳芸贔など︑人氣の

また︑お土産コーナ⁝は地場産

コーヒ⁝と手作リケーキ・まん

幽開慢のオリジナルブレンド

家の減少は進み︑営麗の織齢化

じゅうが昧わえる嘆茶コーナー

○

が︑﹁楓物語もみじ村﹄です︒

夢耕房では地域農産物を

菰工研究蜜﹁夢耕房漏

○％使用した手作り︑無添撫の

かと学ぶ点の大きい観察でした︒

ろうかと検討されています．何

濡かした物産館が必要ではなか

今︑松之山町でも地域資源を

まとめ

されたくさんの人達で紀ぎわう．

農籾レストラン﹁関の墨﹂

壌地帯の二つの藤を持ったとこ

ぞれ農業公紙に派遣されている

︸磁はJAの職鰻であり︑それ

パル撫療篇を闇設した︒

一度食べたら患れられない昧

ろです．

形式を擦っている︒いくつかの

漂で膏った野葉の相姓も叛群で

﹁アグリパル壌漂恥は東北本

展承︑構報︑販売コーナー︑農

す︒箸休めの演け物は伝統の

塩漂町は︑歴史的には源平時
○○弩を二十分ほど由聞に岡

籾レストラン﹁隣の鰻扁湘コ慧硯

部附︑すなわち︑ふれあい広場︑

源禽綱が落ち廼びてきたという

かって竃ると山の麓︑賠畑が広

究寵﹁夢耕房﹄︑農産藏売勝な

しい郷土料理︑懸會の味を売る︒

線︑爾那須野駅から灘で躍這鵬

伝鋭の町です︒塩漂町の襲業は

がる風景の中に一際明るい近代

どがある︑全体的な管理運営は︑

代︑奥州単泉の源義経を追って︑

中災を流れる纂川流域を中心と

的な建物が照に付く︑広々とし

農業公縫がし ているが︑各部朔

わいの手蕎ちそば︑うどん︑塩

して東南部の平塊地は翻農と水

た施設です︒櫨漂町は︑潟泉町．

年ではキウイフルーツの栽培が

と横討した︒その結果︑観光客

を購入してもらうように︑濾泉

﹁もみじ籾漏

盛んに行われ︑壌漂の特産にな

が滞留し︑休慰をとる施設を遣

街とは異なった簡酷を揃えてい

﹁おふくろの嫁秘︑素朴で懐か

稿に大麗︑野菜花簿などを撫

喫茶コーナー嵐物語

りつつある．

ろうという考え方の㎜致をみた．

る︒ドライブイン的に単に売る

いる︒

が進んでいる．後継轡の確保周

これが﹁アグリパル塩漂︸の設

塩原町でも相変わらず専業農

題を抱えている︑塩原町では今︑

＼

賊

謬劉

松代病院
精神科外来の開設

驚総務譲住民係

町役場会議窺

場漸

隼餉鐙時≦午後3時

8月29段く火︶

β時

ください．

たら︑お気軽に彬談会へお越し

方も分からないことがありまし

た︑すでに葎金をもらっている

てどんな相談にも応じます︒ま

料や摩盈年金のことなどについ

翻民年金鋼度︑鵬民年金保険

松之山町役場 費6一誤3ま

地域の精神総療充実のため︑

診療匿締

心療内科

県立療養漸悠久荘

予約等

診療時間

漂則として予約鰯

まで

午髄憩から隼後4時

貿鐵く木︶

ただし︑8月は2澱︵水︶と

曜摂の2灘

療則として簿月第三・第3水

精神科匿師
診療科目

・一般用のうち65歳以．ヒで町民税が非諜税の一人

7月扮黛から

水遵料金は8月使期分から変更になります。

開設時期

一人暮らし老人・大口利用者の
水道料金を軽減
松代病院鶯7！2100

この変更にあわせメーター一使駕料を20％値．ヒげ

よろしくお願いします、
訂正し︑お蔑びします︒

がま16票になっていました．

代褒結果の凹公明党ま66票麻

兜月得の総選挙結果で︑此例

します。住畏の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、

ふるさと晃て1歩記・

今年も安塚の夏がやってきました。

サマーイベント

〜ぐるり安塚小さな旅〜

磐だるま温衆で憩いのひととき︑

チをごゆっくりご鑑賞ください︒

木久蔵師薩の優しく温かいタッ

安塚の嫡景を描いた作鹸も展示

してお待ちしていま寛

▼ところ−・雪だるま温泉

収蔵庫美術展臨

噛第三園ゆきの癒

塊代鷺本を代褒する十九人の

芸術家の作最が蜜塚の夏を欄性

と感動で彩ります．

館地

▼ところ⁝ゆきの羅収蔵庫藁術

まちかど美衛館晦

豪す︑町中小さな美術館を地図

の発儒ステーシ張ンに大変身し

鰯人の家の灘庫や土蔵が文化

な旅も今年で臨奪目を迎えます︒

身します︑このぐるり安塚小さ

の⁝部に過ぎません︑安塚町内

ここに紹介した催し物はほん

▼ところ⁝購内沿遵の章庫

を片手にどうぞ．

までの十論ハ鶏

各施設にパンフレットが麗いて

一欝では遊びき

興林家塞久蔵ふるさと絵爾展晦

レットをご覧ください︒

子

ありますので︑詳綱はパンフ

だくさんです︒

箕いで讐中お見舞い串し上げま

り？・妻・：・

す︒どんな蕗が飛び出しますや

・林家木久蔵鎌薩とその一醗がお

ありがとうございました︒

に括用させていただきます．

町祇会編被協議会にご霧付が

テレビ﹁災点偏でおなじみの

ラーメン寄席蝕

喝林家木久蔵︸門

てください︒

れない夏の安塚へぜひ遊びに※

問と窺いですが︑催し物は盛り

八月二十β︵沼︶

開藏期間は八月五繕︵土︶から

が丸ごとイベ︑ノト芸衛館に大変

ミレニアムの夏︑安塚町全体

東頸城
ありました︒町在宅編祉のため

善意に感謝します

シリーズ広域広報

▼ところ⁝雪だるま温泉

罪O

1のO卜1

円とし、大鷺利粥春（旅館用等で1カ月の使潮料が

訂正とお詫び

について2鐙円とします。

一〇〇︑○○○円

眸無のまちかど美術館の様

また、いままで美鍛尋当たり200門の使用料を220

◆新山由彬達蜜様

、

お知らせ一

精神科外来を闘設することにな
りました︑

碗

合わせ」
道係墜
，慧潔雛

を超えた鍛
以．kの利粥管）については260題
260麟

閏・

暮らしのお奪寄りの、基本使用料を500四軽減します。

短歌＆写真の募集
林道の働きについて地域の理
解を深めてもらうために林遵に

まo月玉3欝

関する短歌及び写真について︑

広く地域のみなさんから墓集し

はがきで応寡

趨卒（見込〉
2ま歳未満の女子

防徳大学学生

〜

ます︑

幾歌
4つ切りカラ⁝︵漸登地

玉0月ま3黛

〜

募集方法
写真

2玉歳未満の潔

各種目とも学盤は特別職翻家公務麟（防衛庁職貴・自衛官〉となり、学盤手当

なに切瀦そいるめか登

縛穿頭畠必は

（女子のみ）

・撮影コメントを付して︶

〜5β 後2翻

9月王4欝 ！玉月4欝

養護学生

麟作に限ります︒

〜

鱗継1
9月三4蹟 亙0月26磯

修学年限6年
鷹纈免欝取得
轟卒（見込〉

〈男・女〉

◆それぞれ1入1作贔として︑

〜三2鎗
三〇月13鑓

防衛緩科大学校

◆住所︑郵便番弩︑氏名︑電話︑

3等陸・海・

21歳末満の麿

学隻

年令︑職業を明記してくださ

窒翻

難月H縫
§月無段
（男・女〉

い︒

〜17撮
腐摩（見込〉

一般

⑳月緻βまで

お閥い合わせ

9月遷6B

修学年隈4隼
摩叢後王年で

9月5欝

〜
9月8賛
（男・女）

簿
待 遇
試験総〈玉次〉

穣
資
幕集種欝

等
業
箏
校
腐

愛穂期闇
推薦

旛寡期聞

︑売づ亀

リ

上越林業事務所
費0255−26−9469

防衛庁では次のとおり各種学猛を募集しています。

蒲
繍・齢

高挙（見込）21歳兼満
の著高等学校長の推薦
等、劉途資絡が必要

いつも

お問い舎わせ
霞衛隊凝潟地方連絡部高磯募集事務駈
ハ

防衛庁学生募集中

募集項目・志願票（願書）・パンフレット等あります。

僧0255−23−55王9

給与（ボーナス食む〉が支給されます。

いい友

臆筆リレ毒
露いて

松之由︵さかや︶

村撮政光さん

なければ︑このルートは完成を

奪から牽億円以上の予算が付か

と書われている︒少なくとも来

効の三評簸によって晃直される

！霊枢牽で新トンネルをー

広報まつのやまの新コーナー

を頼むと擦轟麿に欝われ︑近畷

門随想リレー﹂のトップバッター

なんでも瀬倒くさくなり︑原稿

もしれない︑ご当蜀のより︸

見ないうちに切り捲てられるか

屡

依頼もお噺りしているのだが︑

うですので︑この春から暇人の

すかは︑私が選ぶことになるそ

このリレーはバトンを誰に渡

の運動をお纐いします︒

大好きな保坂美智男霧からのお

詣なので︑つい引き受けてしまっ

町の行政や議会に今更侮も書

仲問入りをした松之山離郵便鶏

た︒

うつもりはないが︑一つだけ気

会をつくるといつて顧張つてい

がかりなことがある︒東餌トン

ます︒私は逆に﹁鍵捨て人の

民はまだ著いので︑懲涯現役の

しまうと聞く︒機械の搬入や撤

会﹄または︑どこかの本の名饒

長志賀隆弘さんにお願いします︒

糞に後兜ニカ月くらいかかると

にあつた門不良老奪の会﹂をつ

ネル︵仮称︶の今年の予算闘億

して︑実働ニカ月では︑これほ

くろうかなどと考えています︒

五千万円は．お盆蔚に終わって

ど効率の悪い仕事はないし︑

若い方はご搾じ無いと思い家

メートル当たりの単緬も従って
嵩催になる︒

の時に諮った欝葉﹁老兵は死な

すが︑マッカ︸サ！元帥が退窟

ず︑ただ滴え去るのみ︒賊は︑今

私の霊枢箪は︑新トンネルを

以巣の私の夢であるが︑私が百

今月からの新コーナ；です︒

でも名露だと思います︒

通って津南へというのが︑藩工

では夢は実現しないであろう︒

よろしくお願いします︒

歳まで盤きたとしても今のまま

公共事業は︑必要︑効率︑有

職圏翻團
おめでた（出生〉
まル

真夕ちゃん 葛橋一夫・利枝さん

おくやみ（死亡）

渡辺雅人くん

山岸 スミさん87歳 新 出（貢 屋）

樋環

策出（坂本）

虎雄さん76歳 中 庵（下〉

申澤 セキさん 90歳

お仕審しているおかあさん，、鑛がう

湯 鼠1（不老閣〉

まく描けました、

カレーライスが．ヒ手，一緒にお風呂

寒7月1臼から7月3蝦までの旙患分です。

に入ってくれるおかあさんが大好き。

寧広報に載せてほしくない方は、屈繊の時に
窓環にお語ください．

⑳◎㊥㊧
7月3ま賛環在

瀾

縫帯数

伊藤愛ちゃん
松之凶〈柏葉屋〉
なわとびをしているおかあさん．ビ

王，捻7戸〈 0）

ンクのスカートがうまく描け蒙した．

（〉内は箭月との比較

ボー序遊びをしてくれるお母さんが
好き，

町民憲章酵欝ε、53、葬7欄定
わたしたちは松之由町民です．郷土を愛し、
みんなでよりよい町づくりをしよう．

町罠の合需葉

i、美しい緑と欝の中で

心豊かな人になろう
王、ブナの梢が触れ合うように

連体の心をもとう
王、湧きいづる湯泉のように

298 松之山潟泉まつり

◇7月の畠来事

30罎

絡鑓

逢坂車郎月見イベント

◇8拷稔霞〜9月8日の予定

20覆

大地の芸衛祭闇始

駕鷺 真夏の霧まつり

28縫

内海信彦

澱i3 矢澤購夫写真展

サマーセッション

26類

麟造のカを轟めよう

全園重樫芝薫藩サミツト

舗夢日記より

先繕︑﹁夢の家届に泊まって

きました︒箱のベッドに寝るの

は少々抵抗がありましたが︑以

外とぐっすり眠れました︒

入館するとすぐ浴衣に蒼替

え︑銅製のお風畠に入浴します．

慧の擬家に泊まるのは久しぶ

りで︑これで蚊嬢でも畠ってあ

れば︑なおさら良いのにと懐か

茅蓬き屡根の小騰組を眺め

しく感じました．

ながら寝るのは不思議な感じ

がします︒残念ながら夢はいっ

ばい冤たのですが︑趨きると岡

14。28 18・29

時に忘れてしまいました．

9月

町罠湯鳥大運動会

f2

1㊤O卜1

総人黛 3248人（＋3〉
男三，564人（牽2）
女ま，684人（＋！〉

