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溝強紙を綾爆しています

舞台を終えて観蓼にお礼をするよ駕墨歌舞伎のみなさん

全国地芝居サミット沁湯の里・松之山8／26

1卜Oトー

松之山購の代表的な罠家。茅葺屋根や大きな中門造り

最近では茅蓬き罠家も少なくなり︑新しい住宅に建て替えられる

か︑鉄板屋根に蓬き替えられつつあります︒それは時代の流れや隻

活様式の変化で仕方のないことかもしれません．しかし︑茅葺き昆

家ばかりでなく戦前に建てられた吉い鷺家は︑蕃からこの松之霞町

の気候風±にあった建築物であり︑それ自体が町の大切な文化財で

にもなっています．︑

あるといえます︑飛騨臼川郷﹁合掌造り砧の戻家集落は︑握界遺産

大地の芸術祭では︑作家のマリ⁝ナ・アブラモヴィッチさんが︑

湯本の古い民家に着目し︑そこを改襲して﹁夢の家﹂として蘇らせ

松之山町の罠家が活馬されている施設としては︑町内では饒俗資

ました︒

料館や大棟山美術博物館︑購外では長野集湯磁中の﹁豪雪の館漏棄

今⁝度古い跳家の良さを認識していただければと思います︒

京都石神井公園そばのソバ屋﹁中屋敷恥などがあげられます︒

災の拡大を防ぐために鼠屡根に

なお︑資料は松之霞購史を参考としました︒

欝本の民家は木造

内部は土壁になっています．土

杉板を使った押縁下見ですが︑

うです．壁については︑表磁は

規鰯していたところもあったよ

ため︑その園ごと︑地域ごとに

入手しやすい鍵築鯵で造られる

壁は︑級︑湿性︑断熱姓︑謝火煙

人が住む厩家は︑︑番身近な

特色が患ます︒鍵界的には極嬬

湿気を調整する機能があるため︑

その材質と巧みな工法により︑

木造︑第蔑き盤根土壁は︑

などに優れています︒

エスキモーの氷の家︑層山に穴

を利用した家や石でできた家︑

な働ですが︑乾燥した塚畜の糞

を掘ってできた家など襟々です．

⁝構造といえます︒

黛本の醐潟多灘な︑灘饒に適した

利用しているため︑欝から窒麟

雪函に適した民家

懸塞では難 田な森林の木材を

的に木造儘宅が普及しています︑

．卿を使った蕩蕪き屡根が農村で

物の申紅全ての機能を取り込ん

藻璽地帯の松之由町では︑建

また︑騰根も容易に収穫できる

は聾流でした．都帯部では︑火
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でいるのが特徴で︑穏贋機能以

酌な構造となっています．これ

能を傭えた﹁申門造り秘が代表

た︒襲ゆ⁝門には敷事場や勝墨場︑

隼︑由離などが飼われていまし

あり︑腰には大型の家欝︑馬や

繭中門には玄醐や醗︑便漸が

間取りの構造

作叢が大変にな

外に納屡︑作叢断︑臓などの機

るため︑三件の．承で棟数を増や

ヂイ︵興の座敷︶があり︑仏壇

母羅には大切な来客を迎える

騒畠などがあります．

は︑冬期の除

さないですむようにしたことに

入れた醗中糊と炊箏場︑勝撃燃︑

よります．表玄関翻に腰を取り

の問にあり︑家族が普段いる部

が蟹かれています︑神欄は︑串

屡にもなっています．食事は︑

繊羨などを講えた裏中附があり

蟹謄地の騨係で鞍は5寸角以

ます．

繍關炉溜鰻

を霞んで食箏をとってい蒙した︒

錘晒切︑下ジロでとり︑

さ30セ・︑！チ︵一尺︶近くの櫨や

翻蝉襲の糞上には︑干棚が天井よ

上の太い構造が多く︑申には太

0センチ︵2尺﹀近くの鴨繕
幡ら

場になつていました．また︑中

り畠り下げられ︑冬期閥の乾燥

きしていました．翻炉襲は︑煮

心には霞筏鈎があり︑物を煮炊

た︑醗根4崖組の饗も太く︑通

しの董奉物を硬い︑木の持つ天

よって建築材を防虫するなど

家全体を湿餓から守り︑煙に

炊きする以外にも暖房の役穏や

芽頚き騰根の構造は霰せ棟造

穴﹄があり︑家鰹で採れた野菜

露炉裏の横の旅下には云欝

様々な役翻を持っていました．

ました︑騰根勾醗は患角度で︑

またはオビヤといい︑鞍夫婦の

輯蝉滋夫婦の寝溌は︑オオベヤ

を冬期間貯蔵していました．

あれば︑辮も自然に落ち︑また︑

次翼へ続く

寝灘はシモベヤにありました．

います．寒の厳しくない聴期で

爾水が茅にしみこむのを隣いで

め︑隷．頼母．学購が実施されてい

には相簿蝋の茅が必要となるた

りの家が多く︑屡根の鶴き替え

られています．

然の曲がりを利絹して巧みに造

を使つている家もあります．ま

｝ト

麗い︑零が降り積もっても耐えら

れる構造となっています︒

3

9シ蔓

∞㎜擁

うo声

蕾は大勢の家族で食事をとっていた腰炉嚢

磁
4．趨ン

り＝図1

三脚紛藤鰍薫珈

』襲．
二▲．・』・

煙、議

ラ鰍フう
ぎ一・
羅

、へ

ゲ濃ンー

輪
き

轡系
硬』！γz■

砦ノ薩卑ρ

p『、、．）鐙意
＿甲、

イ
ゲ

纏

｝｝

減

敬

5諒鍵騨「峨．＿

、／

〜

チ》疋ン砂

一
くザシ卑）

髪Fl鯉
、燕 、
蝋・酬

、

苫講べや

9

ジ鯵

ナカノマ1

o

ノ

＼＼

．メ

r
．鄭ネ

一｝ …

融翻一

シ欝ぐ燭

〆

丁
蓋

錨，臨購

策然の木の麹がりを利爾した太い梁
杉やケヤキを使った太い柱と幡広い鴨屠

｝ンー札

モデルハウスは︑そのままの骨格を使って改
築してあります瀞中央に大きな暖炉を設置し
て︑床は床暖傍になっていますウ

外見はこれが茅葺の古い民

家であったことを忘れせる
ほどおしゃれな家なってい

ます︒

麟欝

8本の農家を
ドイツ風にリホーム
カール・ベンクスさん
松代町牲筋往住

カールさんは、ドイツ焦まれの人で以麟はドイツで濤本
の吉い渓家の溝生を手がけていました。新潟を訪れた際に、

吉い民家が憩激に姿を溝しつつあることに気づき、それら

を守る最善の策は、ヨー灘ッパではなく鷺本で霞い民家を
新築の家と講様の快適さを備えた家へと改築することだと

IooO卜1

感じ、カール・ベンクス＆アソシエイツ欝限会祇を設立した
そうです，環筏は、松代町て蓬蝿家を購入し、敗築して｛主ム、
でい濠す．

カー藩さんは．建築のデザイン・設群・建築中の建物の
監擾、蓮びに建築鰐・内装最の輸入を窯な鋤事としていま

窓はドイッ製のペアガラスを使い、木製サッシです。

す．

アルミ製より高気密で、強度・遮蜥性ともに優れて
います⇔

糖本人は、宝蕎を捨てて砂利を買っている．淫こんな醤

モデル八ウスに1お飼いすると、こんなにも露い疑家がヨー
欝ッバ風のモダンで落ち蕎いた家に艦まれ変わるものかと
驚きました．

慧

藝
嚢

繋

今︑露い民蟹に入ると翻が嚢

と太い櫨︑纒広い騰膳︑縞い天

く︵冬は寒いようです︒︶心が

井が邸象に残ります．蔑は涼し

そこに住んでいる人に家を維

落ち鞍きます．

持するのに穂が大変か愚ねると︑

冬の磐堀と太い鍵緩を硬ってい

いことだそうです．

るため修繕するときに欝料が無

薄建てられた家は︑丈夫で質

ています．しかし︑欝からの縦

うとしても︑不鰐能だといわれ

家の数は︑家の建て替えや雛壕

す．鯛人の財崖ですから︑佳方

離村により確謎に減っていきま

のない瀬もありますが︑髪のま

まの保存は無理でも︑締らかの

形で松之撫町に残していけない

ものかと思います︒
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改築購の茅葺き民家

の良い緩料が使われており︑現

により、低コストで巖来るそうです。実際に松代町にある

鞍岡じような木緩で豪を建てよ

当たり60万輿くらいかかりますが、設備を簡場にすること

ています．耐酸牲で変色するこ

改築の費馬も尿暖誘やドイツ風の石蟄き屋根にすると坪

屋根は石葺きで︑堆積嚢を使っ

した．

ともなく︑耐久性は帯永久的で

す黍

葉で最近の建て替えで吉い家が無くなる環状を憂えていま

保険証の色は﹁青色﹂

保険税は据置

国保は助け合いの制度です

保険割度に

︵卸0年獲醗得で幸緯︶

を行い︑暫︒規でいた

だいていた保険税を
爾計算し遍不規周懲︑

このため境征歓会

します︒

醗得の低い徴欝はその織帯の総

傑に加入されていた

ても4月︑5月に麟

傑険に擁入されてい

の方については介護保険が上乗

りましたが︑㏄歳以上薦歳未溝

方は︑7月に保験税

格談賜翻（鷹療機関鷹療費全額を支払樋、後鷺蜜請に

よって7翻または8劃を払い戻します。ただし、滞納税

への充甕が優先されます〉を交轡します、

また、園保から支給される療養給付費・療養費・高額

療養費・磁産糞蜷一鋳金・葬祭費などは、滞納税への発

0円から650円に減額される

捌度がありますので︑詳しいこ

問い合せください︒

とは町役場の総務諜桃民係にお

保険譲と退職医療綱度の保険舐

︻お問い含せU

松之山町役場

総務謙住民係

問い合せください︑

ましたら︑お無軽に撫当までお

などから分からないことがあり

険です︒保険税や医療費のこと

燭民健康保険は︑皆さんの保

お問い合わせください

気軽に

今までの﹁藤魯偏の保険証は︑

8月戯欝限りで優用できません
のでご涯︑思ください︑

入院すると
食事療養費が必要

入院が必要になった方は︑入

院時食箏療養費の︑部負担とし

＠保験給付の全額または一部を差し批める場合があります。

所得の低い世帯は︑玉臼76

鴬よ翰脊効期間が短樋被保験麿誕〉または軒被保険養資

の穂が﹁．醗色幅に変わります︒

9月i繊から圏民健康保険の

変わりました

9一月より

保険証は

ようお纈いします︒

．又払いくださいます

舎がありますが︑お

の納税通難が縄く場

7翻の軽減綱度があります︑

藻鹸税の額は︑基本的にはそ

暫定賦課と

藤得と人数により2割︑5翻︑

蕎i人分

せになりましたゆ

蟹蔑健康保険︵蟹保﹀は︑私
の年の医療費がどのくらいにな

本算定賦課
蓬月から6樽は繭年慶の勝得
が確驚していませんので國鍵健

康保険鋭は︑暫定で醗年慶の年

いただいています．

税額の捻分のーずつを3力懲閥

6屑半ばに鋤楼度の駈得が確

噛

定しますので︑7月に本簾建
㎜

◎保険証を遼してもらい、幾わりにゼ窺期被保験書証雄（遇

僧6⁝3131︵内線27︶

当を優究しますひ

ご協力ください
たちがケガや病気をしたときに
るかを郵測した土で税額が決定

そのためにも欝頃から健康に

傑険税も増えてしまいます．

されます︒医療費が堰えれば︑

安心して鷹療をうけられる鷹療
保険綱度です．

この大切な翻度は︑雛さんの

ご理解とご協力があって初めて

健全に運鴬されるものです︒傑

圭撤帯当たりの罫賜像険税額

心がけましょう︑

の最蔑限度額は︑繊療費分脇寿

験糊度を維持していくためには︑

税が基礎になります．

皆さんから納めていただく保険

鰹︑介護分7ガ円です．また︑
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納めていただく保険税は︑麟
の補助金と含わせて医療費や助

灌費︑葬祭費などの給付費朗と

蓑
沁
叙

臆1『ll』盤

して使われ︑圏保の貴重な財源

欝旛たり

灘篠割 24船o l
し獲．遡

表．
率．

の場合は45．（）00

均等翻 22。50研

し 額し
対 税対
額に 産に
金鍔 資円

多

となります．

税
療
医

．
．」L

平成鴛年度の
保険税 率 決 ま る
単成魏年度の税聯・税額が決

平成姶隼度介護保険税率表
別表2

48．（x）〆

資産額

まりました．溺表1・2をご覧

噺 二廻二
i所得

特馴な理由もなく
保険税を滞納し続けると

て︑工鷺760潤を医療機醐の
窓欝にお支払いください︒

5

ください︒税額・税率とも平成
U銀度と岡率・岡額で掘置とな

男i俵魔二
平成絵隼度医

麗懸

欝．．

響

連目続く猛暑の中
とても冷たい

寵翼②留富宅）凹
力強い保麿園晃の太鼓

織

八月十二βに大蟻寺嵩原にお
いて糞翼の爵まつりが行われま

した．今奪は︑連β続く猛暑で

平均気温 で 一 度 も 轟 い と い わ れ
ています．購天に舶え︑お盆の

年にない千五薫人という大勢の

帰雀客も増えていたために︑近
お審で終嬢にぎわいました︑

オープニングの町内保欝斬隼長

1①ロトー

れています。好きな食べ物は、

イチゴやミカンなどの果物で

す，ラー一メンなどの麺類やお

肉も好きです。

プラレールやトーマスシ

結ごっこをやって遊んでいま

リーズでトンネルごっこや連

めに送 っ て も ら っ た お 礼 に 撫 須

会場では︑謄をイベントのた

轍上バ︑︑−食い競豊やダルマ落と

を引いていました︒その億にも

さん冷たいのを我慢しながら綱

組の裸足で競技するため︑みな

繰上綱引き大会では︑薫人一

トは︑天．灘と摺取り次第と改め

夏の霧まつりに︑やはリイベン

した．

売りには長い行列もできていま

この絹も暑かったため︑かき氷

ラーメン攣禽い大会幅では．︑入

でやることが出果ました︒

帯の観光協会から十．名の方が

しゲーム︑ビッチング大会︑大

て感じました︒

出場し︑塞場の灘まつりを楽し

去葎と比べると大賑わいの真

参擁し︑特産の鯉のぼりをみな

ゲームがありました︒﹁お化け

場を所狭しと雄んでいました．

んぽ︑焼き鳥などを︑︑冗る傭が会

ループが礁繕し︑焼きそばやあ

患店コーナでは︑十二のグ

溌でした︒

のではないかと思われるほど盛

では︑魚の数より人の数が多い

た．また︑イワナのつかみ取り

死で全部きれいに食べていまし

いけなくなるため︑みなさん必

食べ残すとお金を払わなくては

を．︑人一組で食べる競技ですが︑

家ではザかいくん3と呼ば

ビンゴ大会など盛りだくさんの

麹︑鎌騰

瀞轟雪

会
大
博
零
な
つ
躍上

湯本（千浦麗）

さんに醗ってい藻した．豪た︑

雨芙により稀蟹餓でやつていま

組の太鼓も今までは二年続けて

轡山鱈吾・かおりさん長男

鞭上綱引き大会には鴬チームで

したが ︑ 今 年 は 大 勢 の 観 客 の 購

かい

醜以上はあるジャンボラ⁝メン

乗り物が大好きで、毎i欝の

ように松代駅まで、列牽のヂは

くたかまを見に行きます。巖

慧

海ちゃん登場 （2歳〉
嚢

ア
ハ
い

で
んでいました︒

もらいたいです．

6

滋

慧懸灘蟹

気持ちの大きな人になって

騨

驚灘

婁鰹

糞

iわが家の人気者

す．

近、お羅を運ぶなど、お蕃伝

いもしてくれます。

【お母さんから一露達

真夏の
笑い祭典
八月じ鷺に野村ガ作⁝鰹によ

不動社祭
演芸大会
八月．︑卜七縫に大厳轡轟漂の

不勤袖の脇綴縛設会場が設け

ゆにある不動被において︑不動

夏の築い祭典﹂の公

この欝は︑午後からの雨で野

られ︑屡禽もでていました︒会

る狸霧雷

外での公演が急きょ俸欝館綻

場は︑ビニ⁝ルシートの歴根が

舞嫁演．鋸大会が行われました︑

なったものです．それでも大し

ヂ⊂3⇔マン24諜
を紹介します︒

久リレーマラソン﹁臓・マン鍛繍

屡内のどちらでも公演できるよ

八月牽⁝欝に夕方より︑不老

欝で地元松代腐校生を串心

柏蠣を4周引き離して翅周纐・

銀は︑粕繭市から参撫した東譲

鱗時間の周園数を競い震す︒昨

を欝人の選乎のタスキでつなぎ︑

滋スカントリーコース2・爲計

癩があります︑競技は︑町のク

県内外から50チームほどの参

コースで行われます︒

の大会は︑9月3
0欝〜紛月1摂

の屡台もありました︑入所蕎の

きや焼童そば︑トコ獄テンなど

祭りの牽纏が藩せられ︑たこ焼

い薮した︑お葎欝りには全賛お

祭りの雰懸無に鱗り付けられて

テージに提灯を張り巡らし︑お

会場は︑トラックの荷脅をス

醐の駐車場を会場に︑入所暫の

今奪で第沁翻大会を趨えるこ

の残購遇ぎまで続けられました︒

今劉は︑松代野から鍛時醐謝

24馨寺間醜久りし一マラソン

に抽選会など盛りだくさんで夜

あり︑ゲームや踊り︑カラオケ

演叢大会は︑演醸が二駈以ヒ

上の人が入れます．

かけられ︑その下には︑︑醸私以

演が町民体欝餓で行われました︒

不老閣

松代驚
沿趨年記念大会

うに準備していました︒あいに

納涼会

た混鼠もなく︑八薫人の観客は︑
門蚊棉幾偏や﹁善引隔の演目を

野耕乃俸・蔑斎父子らの蒸芸で
楽しみました．

麗催響の松之由穿吹会では︑

ふるさと見て渉記。

紅かけて町のクロスカントリ！

侮翻かの経験で︑今灘も野外と

東頸城

体脊館ピロティーの選手テント

都内から多数のチームが参撫︒

います．

逆逢で爆逢恥チームが優勝して

とした門欝称弱小︑州合克彦︑

62キ

家旗も大勢来てにぎやかでした︒

カラオケでは︑冗気に歌うお
隼霧りもいました︒このあと︑

盆踊りや花火などをして︑連撮
の暑さを忠れさせてくれる楽し
い納涼会でした．

麓では︑選黍に繍えてそれぞれ

のチームを応援する入や鑑し入

れをする人でいっぱいになるほ

か︑心憩むチーム醐鴛の交流も

費われています．また︑大会で

は選畢交代のチーム閣の駆け引

今葎の﹁鶯・マン鍛偏は︑9

きが見物です．

月3Q鷺薫午に総合体膏館をス

あなたも第勘0醸の記念大会と

タートします誘

なる今館のレ至スで︑選手を一

緒に簿援しませんか．

⁝ス

松代ク獄スカントリ⁝コ

勤o月ユ段︵鷺︶鐵停

08盆﹀燕肝も
β時9月3

会場

松代町総合体育館内

お聞い合わせ

環・マン鍛沁まつだい係

響︑

費02559−7−3752

鰹

鑛鯉麟

舞

シリー1ズ広域菰報

納涼会が︑狩われました︑

すみれ会の笹一ニング嬢

くめ爾でしたが︑その対慈は箆
事でした．

ゼ蚊根撲まの様子

Φ

9／総〜鐙／絡

ー﹂

今繍は成形・軸薬かけを行い

ます．

9月認摺︵金︶

▼時問
▼場駈

哉耀！鼠毅

陶閥園

第路醗健康マラソン大会も岡

時に闇催します．健康づくりに
ω月g鷺︵月︶

欝って参加ください︒

▼期澱

▼時間

▼期日

体育館集脅

午麟9時〜U時

鎗鍔沁B︵火︶

う︒

▼場所

第⑲醸

東頚城郡美術展

郡内の美術愛好霧の力作が松

8

lOΦ卜1

笛纏9時〜
ノ

．野ん騒つ︸転〜

瀦坂瞭
休養村セ︑ノターに集合

▼講麟 野鳥愛護会の皆さん

馴︸⁝⁝⁝⁝⁝﹂

﹁⁝﹂搬夫率ツニ

之由町に集まります︒ぜひご覧

〜婚臼欝︶

慮然休養村センター

午後6時

▼時間 午麟9時〜

▼場斯

サンタのなつやすみ
レモンド・ブリッグス
わすれられないおくりもの

▼期臼

休養村センター
▼串込み

▼場所

ください︒

ニュ⁝スポ⁝ッで軽く体を動

9月銘爾︵木︶までに大会事

膏木 和雄

▼時間 午後6聴30分〜

務局公民館まで

単岩 弓枝

ハートボイスいつか翻べる旧

午後9時30分

てみませんか．

幸福グ）船

沁月爲揖︵金︶

かし︑気搏ちのよい汗を流して

羅野

三井 幸雄

▼会場 懲然休養村センター

▼期資 紛層5鷺︵木︶

▼期臼

▼講篤 縄野溝．郎

午葡鱒時〜

▼時間

穏覚めよと人魚は歌う

超発屯

︵能盤町立中能燦小学校教頭︶

午後ー縛

m月のニコニコ教難は﹁楽し

智幸

い運動会﹂です．親子で体を動

漉上
彰
乙戯 灘鷹
斉藤 肇美

▼場所 休養村センタ⁝に集舎

マーカス・フィスター

胤膣□﹂

ニュースの大疑鵜
プレゼント
そうだ徽長になろう

かし︑心地よい汗を流しましょ

公澗

スポーツ推進疑

▼講踊

三宅

楽しみながら爽会話をマス

プ鷺が教えるスポーツマッサージ

9月26欝︵火︶

璋月勤o欝︵火﹀

利夫

タ董しましょう︒
▼期臼

▼時問 午後7時30分〜

アーネット＆タラス
にじいろのさかなしましまをたすけろ

瀕劇湘

事業内容
公民館鶯6−2265

ゆとりくん

﹁⁝⁝⁝1ーー〜︸

ゆ目笏

轟

▼講麟 菊簾糞美︵松．瞬教諭︶

▼場所 休養村セ・ノタ葦

自然体験教室

一：ト薫拳

紅獅月i

きょうりゅうのたまご

三鋪甫しを、勺
季各鵬する者に〇

エ、ディス

ちいさいオーちゃん

東海林さだお
タヌキの丸かじり

翠
中野
へなへな蓑ヨ記

いわむらかずお

三4ひきのせんたく

現代おやじ学講座㎜
し

︿楽しいハイキングと
深坂嫉に行き︑渡り鳥の観耀

をしながら繕然のすばらしさに

触れましょう︒美味しいみそ汁

スーザン・バーレイ
バーバパパペンギンの國へ飽2

陪
灰谷健次郎
成長編
天の瞳

︑︑ノ

︵▽．︒

参ください．

を鵬慧しますのでおにぎりを持

熱3月i欝︵鷺︶

裕入

涯柑
オランウータンに森を返す欝

角、、

隣麹劇ー

▼期臼

ll泣鰐

炎のかわりはおまへん

薫木

茂子
やさしいチーズクッキング

し

り

無

脚

し
噌

切

﹁榔ーー⁝ー

新しく入った公民館図書

㎜
松之山生渥学習だより

第11回

全国地芝居サミット
飼指定重要無形罠総文化財ギ綾子舞」

加湯の里。松之山

八月︑．牡六購︑十七鷺の．︑鍵

間．町縦体欝餓において全麟地
の観客が︑各地に伝わる敏舞捜

芝繕サミットが行われ︑七瀞人

園園團圏圖

β本一の

祭りをバックアッヅしているた

かがり火祭り

ある研修がきっかけで︑岐騨

め︑その．礁繊の数は難新纏を超

圃國回

このサミツトは︑全鰯で欝．

県醐根村を紡れることになりま

や御神楽を楽しみましたひ

牽余りの地︒記繕伝承地の相葦の

した．

入欝七醒人穣度の耕に碑楯一乃入︒

交流を嬬的としたもので︑今剛

︑陶根村は︑飛騨の蕎撫衛の繭

り約闘牽．人の人を癬夢にしな

単純に講算しても村民嚇人あた

圓欝となります︑

オープニ︑︑〆グには︑舞禽を浄

東に僚置し︑誌に乗鞍醗︑南に

を色濃く残す露典芸能︑麟指建
蓑要無形民俗文化財の触綾子舞恥

たダムによる入鰻流翫が大毒な
要鐵となっているそうです．

そんな小さな村で︑大迫力の
祭りを斑ることが出来ました．

です．

牽五mが一つと牽搬が︐つ︑

この鷲つのかがり火が会場を照

らし︑その周辺を無数の小さな

かがり火が照らし︑村が大きな
火の海に飲まれたかの魏く捧々

この祭りは︑毎駕八月第︸土

とした獄罪を伶り礁し家す︒

曜βに鯛縷され︑お客さんも

たった一欝にも関わらず︑︑万人

も集まつてしまう大変な祭りな
また村縦全興が役鰻となり︑

のです︒

お約束します．

︸度ご覧になるとは豪ること

す．お闘い禽わせドさい．

たら︑いつでもご紹介いたし籔

この祭りに興味がござい豪し

を蹴せつけられます︑

金てにおいてスケールの違い

ければいけません．

御嶽山︑東に野麦練という撫々

神楽﹁．番婁楠が中島くんより

が公闘され︑簸後に．軒︸繰紀

それが﹁鷺本一のかがり火祭り届

入欝も松之山より遙かに少な

に灘濠れた小さな村です．

への地．陥艦の継承は︑鳳内燕繍

﹁菅康伝授手蟹鑑・寺子屋の場﹂

める意陳含いもある⁝︑︸省地鼠の

で牽

えるツでうです．

上拠手歌舞伎保霧会による

体が機会あるごとに公演を繰り

それも︑討に熱※

舞われ豪した．そのあと︑県内

く約t欝人．

歌舞伎代表奮 合 醐 に よ る ﹁ 黛 浪

ト ．され幕を闘じ蒙した．

遜すことが大切であるとサミッ

松臆小学校兜簸による御神楽
が行われた後 ︑ 地 死 上 規 肇 歌 舞
伎保存会のみなさんによる澱隔
繧伝授手習鑑奪小醗の場輪が上

演されました ． 演 按 の 簸 中 に 絶
妙の含いの墨や拍乎が入り︑さ
ミットならではの雰醗餓があり

すがは壇芝撰関係潔が集まるサ

ました．

松豊小兜薫による御神楽

翻撚には紛期激舞伎踊の簡影

五人男偏で各人特魚を盤かした

轍

露巳紹介が行われました．

中島くんによるr三三番婁」

r多量 §一〜 姜■ 善 ξ ■多 き 茎■ き 三 ■虹■ー︸ 戸を §ミ F多 ミ

rミト 多 p季

手 多 p ミー 善

齢者 冬 瑚 共 岡 ︑ 住 宅
ンルバーアットホーム︶

き

町では町内荏控の隔齢奢を対

︑潜をお聴壼し︑県政に反映する

政に関する輻広いご憲見・ご提

ガ々からご自慮にご発︑多をいた

務雛は︑ご参癬いただいた

ク漏を絹難いたします︒

名︑賠東川小学校の教農住銭

鼓鍔鍼鷺︵金︶

午後3時30刀まで

午後i時鋤分から

m角綴鷺までに松之由簿復場

発書を希望される方へ

会場 十鑓町溝斑会鮪

臼時

軽にお鵡かけください．

だきたいと思いますので︑お気

老人憩いの家﹁松寿紗に6

ます︑

ため︑﹁矯撃とのさわやかト！

在でも少ない人数で撮膏を行っていますが、いi
ずれ擬童のいないクラスも出てくるかも嫌れま i
せん．そこで町では傑費駈ヴ）統合を擾野に入脈 き
1

で轟齢蕩冬期共題楡蒙を醐設し

も

象に︑捻鰐上鰐から4月L旬ま

入居者募集

翻駕入蕨繍轍帆てきてい欝調i

総務謙へご建絡ください．

お問い合わせ

i
1

i
ますので皆さんの応藤をお待ちしています、

■等︷︸呈■筆筆⁝き⁝き︷︸蓬■き⁝⁝

単独浄化槽設置の
廃皮について

堺成爲葎4月玉臼から浄化構
法の法律が改蕉され︑単独浄化
槽の設籔が廃蹴になります．

ただし︑すでにも又鍛してある

単独浄化槽は︑今までどおり使
用でき衷す．

お闘い合わせ

町建設企黎諜下水道係
倣6⁝2162

ミ

き
癒葬多数の場合は選考させていただきますi
き
ので、あらかじめご了承ください．
i
…
★お問い合わせ
i
町役場総務諜住民係僧6−3茎31
i

i

1
9月3（｝［3まで

．…

1名様2︑000円

9鍔嫉繕︵木︶まで

担3・院勧

難2⁝2042

東頚城郡町穏会

お閥い合わせ

串し込み

参煎費鶏

鎗月圭繕く欝︶の2コース

9月凶鷺︵金︶

期臼

さい．

コース．どちらかをお選びくだ

コ⁝スは3施又ずつをめぐる2

ア⁝︸で1鑓楽しんでください︒

この機会に﹁濫東田帰りツ

察施設があります．

東顛城にはそれぞれ6つの滋

湯めぐりツアー

ひがしくびき

多髪﹇旨墨⁝プξ〜き；︐曇量甲ミ︐善き韮叢■ー⁝生−多⁝き一善豊ー︸等

★その蝕

i
そこで、次のとおり鰹委員会の委縫を募集し

費025−285−55王王
内線2王16

欝るた副備礎灘討委1撫澱蹴i

国勢調査

紛月王β︵β︶

住みよい町づくりは
ここから始まります

紛月達繕現在のみなさんの状

○鐙月三βは︑園勢調齋︒

況を︑調糞票に記入していた

だきます︒

○調奮票は︑町長の推薦で選ば

れ︑総務庁長窟から任命され

らm月上旬にかけて配霜・麟

た圃勢調資貴が︑9携下旬か

収にあたります．

岡勢調資貴には︑調糞．獣の記

入内審に関し︑秘密厳守が諜

せられています︑

帯全斑の男女の劉︑繊生の年

○記入していただく項目は．雛

月︑就業状態︑通勤・通学地︑

住繕の種類など認項繕です︒

翻勢調癒の結果は︑社会編緻︑

環境︑教欝︑儘宅など飢世紀

の町づくりなどに癒かされま

お悶い合わせ

す．

町総務諜財政係

費6−3エ3玉

30

ーF⑩卜1

様々耀糎を襖討していきたいと考えていま飢1
猿庁広報斌聴諜嵐聴係

★募簾基準

i
i

﹁藤愈鞭﹂にら名入艦雛蝦爵を
藤集します．

寒い冬を仲懸と一緒に安心し

ください．

費6−3705

月7000勝

て生繕できる蕊瞬佐駐をご利用

お問い合わせ

判溺料金

撮健禰祉諜

劉判 募 ︐

i
ミ

◎人数5人（男女問わず）
◎年齢20〜60歳家で

…

ギ保畜漸建設検討委黄会達の
委員を募集します
松之由溝役燃総務諜

i
★応募方法

き

；
松之il、i時では年々兇灘数が減少し、町内3保i
鶯6−3笠3圭

松之由町に住撰を有し、現に屠住しシ1
きi
ている方
◎その惣

費6一議綴
松之1．し1町役場

県では︑睡畏の嬬さ譲から蹴

役場総務謙住鍵係にある用紙に必要箏項をヨi
…
記入し提撫してください。
i
ヨ
★慈募の締め切り
i
§

［

だ糖醗建設を考えています．これから鋤臓i
さ
を取り巻く状溌、今後の保薄湧のあり方等を検1
き

一

お知らせ一

自治宝くじ助成で音響設備・祭り用晶購入

喜びの芸能祭開催

浦鐵地譲活性化委員会がお披露霞

浦縢勉区活性化婁︑顯会では︑

また︑そろいの準纏を講た子

戯力を発揮してい家した会

醐催され︑購入しな纒設備が

供会の皆さんは︑今麟のー．闘能祭

碁成十黒無痩麟薪竃くじ助礁繋
叢を受けて︑欝響設備︵システ

流のぼり賛ち婦を披露し︑大き

に舎わせて翻作太鼓の糟渋海濡

な摘手とたくさんのおひねりを

ク・ヂジタルビデオカメラ等︶︑

太鼓一費︑テント．張︑祭り衣

ムスピーカ⁝・ワイヤレスマイ

装・小 道 翼 ︵ 串 纏 ・ お 殿 様 セ ッ
受けてい濠した．

いい友

鐘簑リレ舞
欝いて

大究蕪の樗山政光さんより近

iT革働等大きく通信分野は変

構報系端来︑インターネット︑

薫殉撃く橋場︶

志賀隆弘さん

いう云に町の広報係より翻があ

昧期限が來た︒鄭致省鍛後の薙︑

化する︒私は丁度良いときに賞

！窟年退職してー

ると患うが︑俺の後を継いでほ

さに老兵は滴え去るのみの思い

十三奪からは総務省になる︒ま

しいといわれたが︑とんだもの

を引き継いでしまった︒

の墓参りして思い出したのが︑

ンネルについて懸念されていま

先月弩で鰐山さんは︑謁館ト

であります．

ありました．鱒蕉鷺禰祇のため

松環集落が八十︑騨近くあった甕

したので構報収集したら︑國遵

自磁な脅になつて松口へ先櫨

に濤駕させていただきます．

︑戸し

戦時中は穏役場からの連絡で

機に︑事業を健進するという惰

蕎館トンネルは十七葎供罵を目

きた︒棄糾から新撫まで松之山

警報発令等で滝り翻ったもので

バイパス全体箏業費．○○億門

い働きかけにより．売が兇えて

くかかってくる連絡に︑家族あ

で︑事業が進行すると闘いてお

報を得た．佐藤溝長さんの力強

げて集落内を逢り回ったことが

ります︒期待してこのリレ⁝の

す︑戦後は各家庭への呼ぴ出し

数年賜続いた．その電誕も自動

バトンを税職隣に大変お徴語に

民雄さんにお願いします︒

なりました莇保健編祉諜長佐藤

化が進み︑松之慮郵便局での電

十煮葎︒今顕ではパソコン通儒︑

なった．郷政事薬に携わって囎

さんまで携帯電認を持つように

環登は︑全蒙薩は勿論︑子供

廃癬となった．

羨交換業務は︑昭瀦五卜一無に

電講︑館欝︑連絡等騒夜関係な

︑︑鷹薫弩は︑東州の橋を奮めて︑

かなかった．電藷番弩一番でし

鶯○︑○○○附

ありがとうございました．

◆仲幾の会様

◆小谷 相沢久勢嫌

薦︑難○〇四
◆天水越 佐藤麗藤矢襟

置︑○○○円

俄藤秘成様

た︒

時のこと．電詣は私の家

町往会編祉協議会にご欝付が

遅く訳で続いていました︒

霧びに包まれた芸能祭は夕方

ト・かつら等︶を購入しました．

八月二牽七懸午後には︑お披

そろいのハッピで力強い太鼓を披欝した子

露懲を兼ねた浦田地鷺獄能祭が

供会の皆さん

圃圃回團

え・うちのおかあさん

おくやみ（死亡〉
率鐸澤 シズさん84歳

小

礁灘．

谷（吉屋敷）

編療 公望さん 議歳 小 谷〈東 〉

松野

シマさん85歳湯

山《不老麟〉・

樋q望美ちゃん

＊8月縮から8月3蝦までの履出分です．

湯出（群助〉

承広ミ綴に載せてほしくない方1ま、届出の舞毒に1

蟻ほりをしようとしているお母‡さん．

窓鑓にお話ください．

ドレスがうまく描けました、，

⑳◎麺⑭
8趨3玉鱒ご建鍵
総人．13

幣

3，240入（一8〉

鑓1．56至人←・3）

婁

蒙

毒

佐藤大曖〈ん

1圭購ロ数王，捻5戸（一2／

松之由（松屋〉

（）内は麟月との姥較舞、

学校でお猛算をしているお縁さん．

禦

鎮がう藪く描けました，
羅

町民憲章垂き懸享峯5ご3｛妻、7奪峯讐言，1葉鉱

わたしたちは鍮之li幽ぎ践です。郷1＝を愛し、i

みんなでよりよい町づく1）をしよう．

町鋭の脅霞簾

1・戴い縦囎の中で

磯かな人にな櫛

縣

鰹
講
嚢
灘
灘

◇9月9欝〜紛月稔9の予定

l，ブナの構が触れ舎うように

連体の，O・をもとう
工．2勇きいづる湯泉のように

翻遊のねを鵜めよう

◇8趨の鐵察事
7総 野麺万作公演
王2縫

まo

大地の芸衛祭溺幕

㌶費 農業委興選挙授票総

真夏の繋まつり

9濤湯鳥駅伝大会

26欝 全翻地芝舞彗サミット

捻欝

郡美術展蔦撫まで

夢日記より

お盆に失沢購夫さんの響輿

展を織に行きました．焉年間松

之撫溝を撮り続けた霧輿には︑

矢沢さんの松之由溝を愛する

心衷で簿し込ま戯ているよう

普通︑騰景禅翼はきれいな勝

に感じました．

しか写さないのですが︑矢沢さ

んの作贔には松之由町の全て

が入っているようで︑薮鮮な感

動を覚えました．

私たちは．とても叢かな擦然

の中にいる︒そんなことを改め

て餓づかせてくれた塚轟展で

した．

10月

lヨ

歪2

ー創⑩卜1

女璽．679人ぐ一5〉

灘

爵露

