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繍欝遡轡曇甥駐
中華風栗おこわ

楽・2合 もち米・1合 あき粟・200鼻
焼き豚・捻0菖
生シイタケ1パック

こンジン・609
ズイ1又ターソーヌ・大さじ1豊

酒・大さじ2

鶏ガラヌープの素・小さじ1塩・小さじ曇
：ゴマ油・小さじ等壱

1水・慰0醒

癖

ノ気、

ワカメとヒジキの中華風サラダ棚勲人分
干しワカメ、ヒ：ジキ（乾燥）、春雨・各綿落

焼き豚・等00g キュウリ・霊本 ニンジン・30g
塩・適曇
ドしツシング 砂糖・小さじ1 ポン酢醤油・大さじ4
ゴマ油・小さじ2
作り方
⑦峯しワ1わメとヒジキを震iし、さっとゆでるゆ春雨は熱
湯に槍分ほどつけて戻し、4c醗長さに1切ります、
③焼き豚は纒切りにします。キュウリ喋本は編適農墾を
降って板ずりし、塩を洗い涜して総切りにし、ニンジ
ンも極総切りにしてさっと湯が＜。
④ドしツシングは、ボールに砂糖、ポン酢醤油、ゴマ濡
を入れて、泡立て器で混ぜ合わす、
⑤④のボールにワカメ、ヒジキ、春雨、焼き豚、キュウ
ワ、ニンジンをカ§えてよく混ぜ合わせ、器に盛る。

の
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旬とは︑食べ物がよく熟して美味しくなる時期のこと．野菜は収穫期︑魚は産卵期前で騰がのってい

←・

る時期が一般的に旬とされています．旬のものは栄養も風味も簸葛で︑安く買えます︒松之山町では︑

炊＜。

農業祭では﹁わが家の味自慢﹂として︑毎年家庭料理を出贔していただいています︒皆さんもこれを

＜。

⑤シイタケ、ニンジン、焼き豚は、さいの目に切る。
④炊飯罷に米、もち米、調味料、水を入れひと混ぜし、
栗、焼き豚、シイタケ、ニンジンをのせて、普通に

燗で取れた越冬馬や漬け物にする野菜が︑︷番豊富なのが今の時期ではないでしょうか︒

参考に腕を振るってみてはいかがでしょうか︒

作り方
⑦米ともち米は、といでからざるに上げて水気を切る。
②栗は、渋皮をあき、摩分に切って、水にさ5してお

をふんだんに取り入れて

藩毎

轡料4入分

難

一

』裟警、灘

鱒

・

・◆

イカのいんろう煮
イカ、こ：ンジン、生シイ9ケ、∈3滝、穫登、サラダ濃1、

懸

砂糖、醤油、塩1、卵、調味料く醤濾、溝酒．砂糖）

作り方
①イかは是の付け根を強っ張り、騰をっけたまま裂き叛
＜。綱の皮をあき、水気をふ＜．胴に縦に浅く穆丁目
を入れ、星は纒かく切ってお＜。
㊤ニンジンは3c磯の千切りにする。白滝は熱湯をかけ、
食べやずい長さに切る。

熱

⑨鍋で油を熱し、ニンジン、瑳3滝、シイタケ、イカの是、

ざく薫
ゴボウ

枝萱の順に妙め、砂糖、醤鴻、塩で味付ける火から
下ろし、卵を割り入れ、拳攣くかき混ぜる．
④綱に③を諾め、0を楊枝で止める．

材糊入分
150菖

ニンジン・50呂

こんにゃ＜・妻枚

タケノコ弓00暮シイタケ・2枚焼き豊腐・摩丁

⑤調味料を煮立てた劇こ④を入れ、転がしなが55〜6

ちくわ・2本

分煮る、
⑥⑤が冷めてから、濠さl

罵肉弓00蕩

氷、醤シ窃大さじ2、》璽大さじ3

c麟の輪切りにして出来上がり。

作り方

①ゴボウ、ニンジンは3C搬長さの午切り。
②罵肉は1〔コ大のそぎ切り。

③その穂の野粟は短総に切る。

④ニンジンを除いた材料全部を鍋に入れ、酒とひたひ
たの承に入れて、一煮夏ちした5ニンジン、醤湧を
入れて味を調えるひ
し

一へ◆

姫

←

大根菜の五自妙め
大根菜、妙り卵、ゴマ、桜工ビ、シラヌ、ご謹海
サラダ油、醤油、酒

i作り方
⑦大根菜を塩ゆでし、縄1かく切り、オく気を農く絞る。
②妙り卵を作る。
③シラユぱさっと熱湯に通す．
④サラダ油を熱して、①の材料を妙める。②③の材料、

ゴマ、桜工ビを舶えて、醤油、酒、ごま油でお嬉みの
味に整える。

山芋の一〇携げ

一ロメモ1

山芋、ノワ、醤潮、油、みりん、あられ
作り方

妬みの翼の内容や味越けを楽しむことが出果まず．こ
の時朗にたくさん取れて、栄養たっぶりのヂ大根菜3を

①由蕃はずりおろして、さらに総かくなるまですり鉢で

上1手に1秘罵しましよう砂

する．

②細かくなった宙蕃に調昧を船え、一〇位に1ちぎった宙

芋に軽くあられをまぶす。

③ノリにくるんで油で揚げる。

一〇メモ
由芋の料理は、お酒の友として大変霧ばれまず。料理

も簡単なので、わが家ではとても璽宝しています．揚げ
るとき、手皐く濾にくぐらずのが⊃ツでず砕わさび醤油
でお召し上がりください。

←
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県知事選闘票結果

王90票

噂

2．7王7票

■

当6鉱849簸縦夫
し
447，089小林…三ま

王⑳7鐵1
399票

2．302票

97，932富樫昭次

舞準薮…講

烈世紀の県知事
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果
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平山征夫

憧トー

欝

三次

＾

一欝

巖終禽権春数

小林民に鍛万票差

買

平山征夫
林樫
小冨

射ーー蓼ー

軒

紐期満了に俸う第十六醸県簿

黛開票されました．

松之山町開票獲結果

事選が十月二十二磁に投票︑即

黒選を懲指す平撫簸央疑︑崩

籍漂市長で新入小林一三氏︑新

潟勤労轡鷹療協会理纂長で新人

欝の管承後︑激しい選挙戦を展

審樫昭次翫の三候補が︑十月烈

醐票の結果環職の平慮征央

闘しました．

氏が︑小林疑に二十照万票藻で

肖錘㌔中極︑㌻脚

︸票﹄率は六黛・五九％で︑松之由一

1．︑P︑・轟く毒畳■︒隊

三選を果たしました︑県内の投

﹃﹃﹃﹄−︑

跡では八繭・七薫％でした．

︑

選挙結果は︑次のとおりです．
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鐡・します︸

株麹鋸繕︒工繍犠§

代表取響様画鑛羅・

ハガキの場合は簡易書蟹で送り︑奮面は簿ピーして下さい︒

﹁⁝ー⁝︐⁝⁝⁝⁝ー⁝﹂

ー謡締窒隣鍵欝ー﹂

ハガキによるクーリング・オフの記載｛列

いったん契約したけど、やめたい。業管から無理に契約させら

れた。契約後よく考えたら必要がなかった，期待していた内容と

違っていたなど、溝費轡著惰の占める契約トラブルは増蜘してい
ます、そこで滴費毒が適正な契約をすることが患来るようにクー
リング・オフ潮度があります、

クーリング・オフ制度とは
溝費灘がいったん蜜込や契約をした場含でも、契約の内容を明
らかにした書藤交付を受けたξ1から一定期間、滴費毒に熟盧期問

を与え、必要がないと考えた場舎には、滴費奢からの…方的な申
込み撤園や契約解除を認める髄度です。

クーリング・オフを行うと、その契約は取り溝され、違約金な
どを業春に払う必要はありません。また、すでに受け取った繭贔

は業脅に遜し、支払った代金があれば、その金額を遼してもらえ
ます．

こんな時はクーリング・オフできないことも
クーリング・オフには翔間の欄限があります，…般的には、契
約してから8猿目以、ヒ過ぎるとクーリング・オフできなくなりま

す。また、商磁を麗封したり、使期してしまうとクーリング・オ
フが串来ないことがあります。契約内容をよく確認し、速やかに
手続きをとりましょう．
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郡展賞

﹁遠い日﹂

第檜翻東頸城郡糞術展覧会（以0下郡展〉が狛角総8から38
闘、松之山釘民体薄館で醐催され、郡内各地から7（購名が来場し
ました。

郡展は、葎極聾都内六晦柑、会場持ち＠りで行われているもの
で、郡内筏住の美衛愛妨家の力作が一一堂に会しまず。作品は、絵

佐藤愛子さん︵曽根︶

團部門や彫塑・工芸部鱒、馨遵部門、写真部静弩に分かれ、全部で

244作品が会場を所狭しと展承されていました。来場した人も一
つ一つの作晶をじっくり丁寧に鑑賞し、綺間の経つのも慮れてい
るようでした。

今回は、地元闘催ということもあり、松之由晦か5の患畠作も
多＜、芸衛の秋にふさわしい郡展でした。絵懸部門で蟹根集落の

佐藤愛箏さんが郡展輿を受賞したほか、松之山町では全部で7点
の作品が入寅しました。

懸嚢灘

奨励賞「輝いて」

審査黄特溺賞

山口清治さん〈湯之鶴〉

奨励賞r母と子』

小野塚良美さん
（上籔池〉

潔・難酢

解美玄鰍

婁鞍

相澤空見子さんん︵水梨﹀

奨励賞﹁七書句秘

さんパれ

欝徽礁謬め︑

灘霧・

肖颪

奨励賞﹁良寛詩偏

ギが

薮灘薇煮幽刷輪冶謎

舞繭象霧融︑ミ編・鑑鞘

籍磁劣轟βへ豫良鍼︑．謝

礁戴鷹菱仙奄￠︐鞠奮︑蕪

小見美晴さん（黒倉〉

r大好きなおじいちゃん感

奨励賞ヂ劉劃
瀧澤瑠菱さん（天水越〉

一 鞘
㎜9
㎜

養村・鰐脱体脊館を会場に芸能祭・鑓衛展とあわせ

叡穫の欝びを瞬縦みんなで筏う農業祭が、自然休

て欝月29臼に躍催され、2苧人を超える来場脅でに
ぎ矛）いました。また、今織は津軽，三三瞭線奏賓の茂岱

一声さんが一一座を樹き連れ、至芸を披露してくれま
した。

湊

1創卜卜1

津軽の雪と薦海を懇わせる激しい三味線演奏でした

建ち並び︑地峯には鉄道・道路

の災薄です．東鎌は醐騰ビルが

起震災を思い麓こすような都心

そこで心醍になるのが︑販神

始めています．

いても小幾模な地震が観測され

うに感じます︒この濁東醐にお

さに働紀宋の予穿を競すかのよ

な自然災審が頻繁に発窺し︑ま

この所金圃各地において大き

る人を晃かけました．

らこちらで照った表櫨をしてい

鞍講も繋がらない状態で︑あち

改札や発券窓欝には授蛇の列．

﹄瓢幹線は藏まり︑東駅駅では

た幅と洩らしていました．

人が﹁阪神大震災に近い櫨揺れ

ない大童さでした．番綴県の友

震獲六という私には懇像もつか

先繕発盤した鳥取薦部地震︒

予期せぬ地震

圃因回

園園團圏囲

［吊
Wr
『
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印軸 皿■一
｝｝『

い
嚇 嚇嚇願■晒｝
『
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験

オーブニングには︑佐藤町畏
自然休養穏センター慧階大会

に鷺畷鍛えた昆事な聾を披露し

が張り巡らされ入鶯だけでなく

のも多く︑いつ起こるか分から

においても倒壊を指摘されるも

窯澗化が趨こっています︒建物

また︑今麟は茂岱︸驚きん一

てい寂した︒

座が箆褻な津軽撒味線を演奏し

ない大地震を港えると常に不安

郡美衛展に鐵蕪された作論を嬬

てくれました︒﹁津軽じょんがら

になります︒

議鍵を会場に美術展が闘催され︑

め︑澱術の秋にふさわしく書遜︑

節幅や﹁津軽あいや節幅などが

われ︑樽灘が来場毒に綴る舞わ

が会場を勝狭しと展承され︑楽

絵爾︑厚轟︑盤け花などの作撮

演奏され︑獅田集落の久保霞茂

や農業醐係麿による鏡翻りが行

場された方も作最を一つ︸つ丁

維さんが鍵譲を歌い競演しまし

が行われ︑文化協会芸能部㎜門の

町難体育館において︑芸能祭

せるほど︑素麟らしいものでし

灘軽の厳しい冬や驚海を想轍さ

た︒津軽．一味線の激しい曲は︑

のかは掘握していません︒幾つ

今だ飼処にどのように避難する

るのでしょう含楽奪焼活をして︑

て︑災磁︑時の対応には隈慶があ

慧されたおに憲り︑なめこ艸︑

試食コーナーでは︑鴛千食用

れました．

墾糞ちそば︑もちが十⁝時より
攣に鑑欝してい窯した︒

みなさんによる舞踏︑鰻緩︑詩

多人種が行意交う都心におい

鐵され籔した︑

大勢の行列ができ︑糊意された

吟が繰り広げられました︒患演

ま二 芸§廷祭は舞踊。屍謡・詩吟な1ど全吾霧で22ラ輿目力壁披露さ

れました
下 ま洲手歌舞伎保襟会と佐藤鴛子さん、由口清治さんが
文化協会表彰されました

野薬の即売には︑囎始賄から

松之出産のネギ︑大根︑灘漿︑

あっても︑災審時にどのように

かの遊難所を晃つけることは

野沢漿など三十黒種類の野菜が

麿は︑会場いっぱいの観客を筋

た．

瞬く問に売れていました︑

東窟は観光地でもあり︑経間

選難するのかは分かりません．

の入顧は籍はずれに多いわけで

はないことと思います︒

あり︑実際遷難誘導等は容易で

将来騨東大震災クラスの地震

が来るのか來ないのか．今の段

隣で地震の予簿は難しいとされ

ており︑いざという時のための

いと思い談した︒

備えはしておかなけれぱならな

地震大麟総本．棄黛のみなら

ずいつどこで大災霧が発盤する

か分かり豪せん．門備えあれば憂

いなし恥のことわざの通り︑皆

さんも今一震確認して見てはい

かがですか？
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武鼓グん一ブ

ひのき屋公演
笛や太鼓で踊ったり

楽しい演奏会でした

loりトトー

雪乃ちゃん登場（2歳）1

…

1
す。砂場でごちそう作り、混ぜ き
i
が好きでペロッと食べちゃいま

1
湯由（山木や）

と呼ばれています。好きな食べ き
i

物は、お魚、とオムライス、イクミi
ラが大好きです、特にお魚の目 i

混ぜしながらカレーやケーキを

i

作って遊んでいます。

き
1

この前、デイズニーランドに き
1
行って、大好きなミニーちゃん き
1
にあっで一緒に写輿を撮ってき き
i

臼に溝民体脊館において公演を
それに先立ち︑簡欝に跡内の

灘

獣

牌繕．

灘謬

皮

難

︑

灘灘

灘麗
ムを取り入れた﹁ドッコイダンダ

づくと子供たちは会場中を逃げ

獅子舞などもあり︑獅子が近

郡螺野球大会

新人戦

憩月U日に驚厩グラウンドに

おいて︑郡中糞校野球大会新人

戦が行われました︒松之山中学

校はこの鷺︑松代中と安塚中と

新人戦とあって︑体ヵ的にも

対戦しました︒

技衛的にも来熟な部分が見受け

られましたが︑簸後まであきら

めない熱心さが好勝負を生みま

した︒開催地の利を焦かし︑応

たようです︒松代中戦では投拳

援も大勢駆けつけ︑励みになっ

の好投により3対1で勝利し︑

安塚中戦では9対8で負けてし

まいましたが︑接戦の好勝負で

した︒今回の初勝利は︑選手た

ちをより成畏させる良い糧にな
るでしよう︒

繍

霧

行いました︒

保膏園晃を集めてミニコンサー
トを開きました︒

子供たちが﹁お⁝い︑ひのき
屡漏と大きな声で呼ぶと︑会場
の後ろからチンドン騰さんのよ

うににぎやかに︑笛や太鼓を鳴
らしながら墨場しました︒

カ置㎜などのオリジナル曲や﹁八

回り︑中には泣き出す．重もいま

チンドン屋さんみたいに登場

丈島たいこ漏などの有名な曲を

る全興が﹁ラッセラー︑ラッセ

した︑簸後は膏森の﹁ねぶた

ラー﹂のかけ声で︑飛び跳ねて

大小いろいろな太鼓や楽羅で演
字供たちは︑ひのき量さんの

踊るなど楽しい公演でした︒

祭幅を再現した曲で︑会場にい

太鼓の迫力に﹁すごい聖㎜の︑甥葉

奏しました︒

﹁朝ねぽう漏やアフリカのリズ

朝の慌ただしさを曲にした

臨︑・

紹刷⑳辮耀糊繕翫鋤︑酬ー︑難響樹翻酬i⁝灘

家では「ゆき、ゆきちゃんj きi

鍵

議執篭

も
i

ζお母さんからσ）一護】

1き

麟

やさしく明るい女の子になって き
1

媛磯．

︑︑廊餐

蝋

購く

．．嚢灘懲

賦

なロド

人の気持ちが分かるような、 き
1

りとよく稼いでくれます、

濫︽

たり、お茶碗などを洗ってくれ i
たり、ごちそうを作ってくれた i

懲黙

8

磁む

駈帝

小野塚康彦・紀久江さん長女 ミ
1
桝

セ
i

ほしいです。

1
蝉きの

を連発し感心していました︒

薦

騨

ました。簸近、キティーちゃん モ
i
のエプロンをして、お掃除をし i

欝

わが家の人気者

湯携駅伝
憩月9蹟体費の欝に湯鳥駿伝
大会が行われました．このβは
あいにくの爾で︑懸時醐催の健

今麟参加したチームは金部で

康マラソ・︑〆は串翫となりました．

器チーム︑24ま犠で三本のタ
スキをつないでゴ⁝ルを目指し

ました．コースは︑繕然休養樗
センターを患発し︑松之山滋東
スキー場で折り︑遮し︑小谷集︑絡

藻で行って︑自然休養轡セン

躍季彩展
難︑禽︐の小発災購さんと畏女の

さとみさん︑小見さんのお父さ
んで醐家の飯野紀雑︵としお︶
さんの親費︑．︑代の絵爾騒が︑獺

然休養栂センターを瓜︑場に鋤籾

詠

議

ま村

報蝿鳩
広 さ叉
臓城る湖
づ頸ふの
男東 暁

展箆会には約600名の来場

町浦隙を結ぶ紳道牛ヶ轟浦

幽︑隼ヶ轟集落から松之由

㌘︐︑毛の漉幅は︑大島村の

︑
も
ご
つ
い
が
乃

鐡駅飯野さんが描いた松之由

爲鷺より3鷺闘翻催されました︒

の騒．．醐が増えたことを機会に︑

小箆さんが趣擁で描いている絵

んの作贔を併せて︑﹁縢季彩展漏

や纐家を鰹指しているさとみさ

今月は︑大鰯麺から讐鐸

キノコ講翌会が鱒月9績に大

爵があり︑皆さん展︑那された．︑一

亀の濾偏をご紹介します︒

湯鳥駅伝は︑チームごとに入数

厳轡︑隅漂において行われました．

漸Y︑穣の燧牲酌な作繍を楽しん

謙ソ 灘 講 習 会

として今購の展菟会になりまし

や漣る鷹閣を自臓に設建できる

醜9時より︑渦療内を自曲に散策

今劉参撫された方は約70名．午

ターまで明炭リゴ︸ルとなります．

ため︑運動が欝手な人も気軽に

た．

参撫でき︑夏の湯鳥大運動会に

照線の鼻難練の煩付近にあ

大蛇の伝脱が残るこの池

でい談した︑

帰つたキノコを鑑溺してもらい

﹁稀望鰭幅下で講師より︑持官

し︑キノコを採取しました．

次〆＼ 大きなスポーツ大会に
なっています．

りますが︑蕩蒲隔︑瞭ほど簿

﹁蹴闘の雑踏から

ケノコ獲りやハイキング︑

テントが張られ︑また︑タ

い豪す︒饗には漉の周闇に

トドア派には結構館られて

ンプをしたい﹄というアゥ

離れ︑縫かなところでキャ

みたい婦

﹁本格酌なキャンブを楽し

られてはいません︑しかし︑

の湖畔にはキャンプ場があ

のだと感じました︒

キノコしか食べてはいけないも

あり︑やはり自分で知っている

練しそうに兇えるキノコが沢由

コーナ茎を発ると︑発かけは藁

ノコが採れました︒癒キノコの

数で︑この鷺も︑撮種類以上のキ

ノコの糎類の多さは県内でも禽

漁

ました．大巖寺轟︑漂で採れるキ

き

が

緊廃観察などに絶静の鳳所と

なつています︑

一年のうちで﹁轟篭の池

一爵奨しくなるのは︑綴璽が水

画に映える秋です．池の周灘に

はコナラなどの広葉樹が多くあ

り︑紅く毯づいた葉が池の水藤

に映し繊される様は︑冤た蔑に

池の近くにはミズバシ導ウの

感動を与えることでしょう．

辮盤地もあり︑春から秋までア

ウトドアを楽しむことが礁来ま

す︒

毛の漉貼まで建を廼ばして

大島対に立ち欝られたら︑︑鹿

紅葉に染まった池周辺

4！3王Oi・内線62

大麟耀役場総務譲・交流係

お問い合わせ

みてはいかがでしょうか．

凝．

霧

ります．

iヨーイ！スタート
雨の中を

親子三代による絵藤展

噛

と

…
筆
5
ξ
き
多

乙
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事業内容
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︸

コききききききききききまきぎききチききキききチききは

︵手作︾おもちゃ︶︸

︸自然体験教室
㎜

1寸卜トー

㎜

㎜

コ
しきヨきモ
ハ

ヨミきぽ

⁝⁝ー⁝︸

礫繍ん大会︸
rき⁝︸⁝⁝︸︷ーゼ︸

▼時間

▼期β

松之山町町践体鷺館

午繭8時叙分〜

慧月26揖倉︶

▼時闘

自然休養村センタヨ

午後7時30分〜

捻月捻撮︵火︶

▼場所

菊原翼養先生

ミー

︵松蕩教諭︶

▼講麟

ラきミヨミし

講演会に参触︑子どもたちは映

お父さん︑お緯さんは︑ミニ

▼場勝

ぜひ親子でご参顔ください．

遜鑑賞で楽しいひとときを︒

なお︑期鷺が年度器初の謙燭

と異なっていますのでご漉慧く

ださい︒

自然休養麓センタ⁝

霊0

﹁ーーーーー﹁ーー⁝ーーー〜ーーーーー〜ーーー〜ーーーーーー⁝ー﹂

︸

㎜郡ソフト
㎜

郡内の場子バレーボール愛好

ド

㎜バレーボール大会㎜
だれでも︑黒軽に楽しめるソフ

戦です︒今年は松之山町で闘催

鞍による都のナンバーワン決定

▼場斯

厭鞭縫驕陛

チ⁝ムを作って参触してみませ

▼資格

されます︒

午後2時3
0分

且月23総︵木︶

トバレーポール大会に︑仲聞で

鐙月胃でお知らせしましたよ
んか︒

轡ーー⁝⁝ー⁝⁝⁝⁝⁝ーー⁝ー﹂
▼期臼

松代鰐町鋭体膏館

郡内蕩校盤以上バレー

ボール愛好蓄
▼参煎費

3︑000円

▼競技方法

▼時間釜削9時〜

うに︑今園は轟柳町の﹁こども

自然黒團しより2名のプレイ
リーダーをお迎えし︑自然物を

使った薫作や楽しい遊びを紹介
していただきます︒頃込みは公
民館へ．当揖参触も歓迎します︒

ル︶☆女姓の部︵全團ル⁝

☆ファミリーの部︵東頚ル！

王チーム
▼串込み

▼期β

捻月2縫︵土︶

上の部﹀☆男女混愈の部く事

懲然休養紺センタ⁝

午後6時30分〜

︿パツチワ韮ク︶

㎜女性ネットワーク

︵やすづか膚崩学騒長︶

哲内実さん

▼講演会講節

▼場筋

務局へ︵町公幌館﹀

浮盤絵展や村山紅郵展などの特

今年は大地の芸術祭が醐催され︑

民裕資料館を冬期闇館します︑

難月26縫︵β︶をもちまして︑

劉匂讐︑ーき⁝﹂

U月17縫︵金﹀までに大会事

︑

ヂ︷⁝

齢翻限なし︶

▼資格

モド

郡内居住で︑男女工チーム

8名以内
コまききモききききき

⁝ 郡囲碁大会

ゴ

▼時闘

ル︶☆男女混禽の部︵40歳以

U月紬欝︵鷺︶

▼期臼

▼時聞 F後墨時3
0分琴

午後4蒔
▼場所 自然休養村センター
驚棄⁝装多⁝⁝︷⁝筆⁝多き多ξ毫︑圭多多⁝多多！多〜﹂

く干籍理整︶㎜

﹁⁝ー⁝ー⁝ー⁝⁝⁝⁝⁝⁝ーし﹇

一

肇ネ灘創ク︸

．公民館倣6つ2 65
ゆとりくん
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i
ξ
多
ξ
多
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！
き
多

し
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包丁鯖本で︑あなたも野菜の

囲碁愛好家のみなさん︑郡大

別展なども催され︑樹葎にまし

を楽しみましょう︑

擶のアート﹁パッチワーク恥

来館いただきましてありがとう

▼場駈

ださい︒︶

︵都念の良い時間にお患でく

午後3時

午筋鐙時〜

隼餉8時30分〜

会で腕試しをしてみませんか．

▼時聞

の料理が︑ちょっとした￡夫で

n月詑概︵水︶

楽しみながら英会壽をマス

︸⁝︑

▼時間

▼期β 稔月2田く烹︶

午後4時まで
1︑500円

▼場漸安塚時町民会餓
▼参加費

U月燈欝︵木︶まで

に振興果︑繭雲購夫さん︵翻

▼期β

ターしましょう︒

難月器嬢︵火︶

碁飼好会︶へ．

▼申込み

ミきききゴ
㎜英会語教室
︸

ございました．

勲月26欝︵嬢︶

▼期日

隼後7時〜

▼期鷺

▼時間

霞然休養村センタ⁝

華やいだおもてなし料理に！

▼場漸

滝澤博さん
︵凌雲購料理長﹀

▼講麟

て来館轡が増えたようです︑ご

アートに挑戦⁝いつもの我が家

｝

り

・目易
松之山生涯学習だより

裁縫用翼

▼参撫費 実費をいただきます．

▼持ち物

先月に引き続き︑中学生がβ頃考えている意冤を発表する場である
﹁新潟緊少葎の主張大会・わたしの主張偏東頸城地区大会で奨励賞を受

室

︸
捻月のニコニコ教窯はサンタ

㎜欄ヨ識

︵襲岡市︶

浜絹せつさん

た時にできた自分の気持ちを思い患すと︑

に逢れない羅分が海しかったが︑轡析し

ケガが治り部漉に復潜した時︑思うよう

賞した松之出中学校代表の久保鐡良さんの作文を紹介します．
舞覆の春︒陸上部にも慣れ︑

きた．

一年鵡とはかなり変わった．春︑

いくつかの大会をこなし︑自分の種碍も

練轡にも慣れて︑ようやく陶記心が綴て

一郵後．

▼講鱒

．篇葎間の部漉勤を通して思うことがあ
る．

一際目を引く部濡があった．陸

一年餐の春︑まだ︑部活を決めかねて
いる時︑

▼期β

ンターネットに移行し︑より多

﹁ラニフ・ネット恥が兇全にイ

県撫︑涯掌灘鋳報システム

完全インターネット化

ラニフご不ット

︽おしらせ︾

鴛月爲灘︵水︶

マス大会です︒

決まってきたところで︑その禦件は趨き

た︒今購は︑学校金捧での参撫だった︒

さんがやってくる漿しいクリス

乱部である．初めて活動を冤た時︑門思つ

た︒痛かった．学校の行窮中に是の指を

▼場斯 露然休養村センタ⁝

▼時間午離9聴も

か︶た︑自分の中でとても悩んだ︒今︑

ていけなくなってきた．部濡では︑まだ

うこともあって︑部濡と勉強を爾立させ

わが陸上部

わたしの主張︵奨■励・心賞︶

考えると鶯摂する賄の畷は︑部漉がつら

黒年盤の春︑簸後の郡大会がついに薬

た通りきつそうだ︒繍とそのま籔催の部
折ってしまった．それは地匿陸烹大会の

税にタイムも上がっていた︒黒俸盤とい

自分の繊場した種目に梅いはなかった︒

あきらめるわけにはいかなかった︑

活の箆学をしていた．次の鷺︑友人のA

少し賄だった．轟然︑大会には繊られな

霧とβ欝が陸上部に体験入部していた．

B鱈は小学較の畷から陸烹が速かった
ので分かるが︑まさかA総が行くとは思

わなかった︑入部すると決めるのにそれ

ほど時間はかからなかった．動機は簡単
である︒籔けたくなかったからだ︒それ
は自分にも︑また︑A欝にも．陸上とい

うものは簡単な動作で︑ただ遼るだけ

から︑その単純な動きが思うようにでき

た︒まだその煩の自分は肥溝体魏だった

くにいると箆えなく︑少し離れてみると

とは︑部に対する窃分の患いである︑近

部活を見学して︑そんな頃で戴づいたこ

ていた．部懸も薩露くなかった．轡叛し︑

く︑タイムも伸びないので少しあきらめ

今まで⁝奪から陸上部を通して感じた

ならきっと乗り越えていける餓がする︒

の悲望校には必ず舎格したい︒今の自分

方では︑受験勉強が窯体となって︑自分

こなしていかなくてはならない︒勉強の

秋に駅伝があるので気の披けない練習を

ホ⁝ムページアドレス

農闘いてみてください．

るようになっています︒ぜひ1

涯学翌に関わる惰報が駅き繊せ

るようになりました︒県内の磁

くのみなさんからご覧いただけ

た．部潜を通して友人もできた︒陸上を

兇えるもの︒みなさんは︑経験したこと

こと︑学んだこと︑嵩校へ行っても患れ

久保田良

やっている人に悪い人はいない︑とはい

があるだろうか．今なら分かる気がする．

ることはないだろう．いや︑盆涯松之山

年

えないが︑とても黛のいい奴らだ︒また

あきらめていた時の部に紺する舞持ちは︑

松之山申．

兜輩にとても欝簸になった︒だが︑陸上

中学校﹁わが陸上部属を忠れることはで

たことに腹を立てた︑楽しいこともあっ

議net・＄r・．JPノ

︑︸ノ〜ン夢

樋

ず︑悔しかった︒今まで自分の怠けてい

に対してあまり興腺を持っていない畷

き︑友達︑先輩︑後輩が溝っているのを

自分の弱い部分だったのだ．骨撰したと

ねttP：〆／WWW・ 王＆麦

だったので︑兜輩の遼りをあまり憶えな

う．

かったのが部活を通して⁝番後悔したこ
とになる．

したい︒漏としきりに患うようになった︒

きない︒睦上部のみんな心からありがと

だった︑その？bいことといったらなかっ

一
轍

見ると﹁自分も壷りたい︒﹂﹁早く部溝が

「

9

多︸

多筆 毫︐ 量︷︐

量 毫︐呈︸ 量

⁝量げξ多 甲

厳月6残︵鍔︶〜

受付期間

霊2

モミききモきミ

（平成捻難9月3Qβから）

1口卜卜

平成捻年春オープンする﹁小

1月5欝︵金︶

約蜘名

採駕予定数

陸

637円

㎜

皿

一

り継んでいます︑

50万円

約5
Q名

約60名

時間給

林潜径邸漏のPR期ボスターの

採用作繍漢点

塞

海

鷺添麟籍を有し︑平成欝年

応募資格

業毒もしくは中等教膏学校の

新潟県最低賃金

麟襯㈱︑遜

5，089円

デザインを擦築します．
賞金

窪問であるとともに︑吉照五

4月王鷺税荏︑絡歳以上貸歳

鹸期繰穣修了見込みのものを

50︑OOO門

β額

秋の火災予防運動
火をつけた
あなたの責儀
簸後まで

十八設計の近代数窃屡建築を

小林吉径邸が︑古径を偲ぶ

作贔内容

は︑秋の火災予防運動です︑

鑑賞する場であることが伝わ

M月9欝〜雄環までの7鷺間

次の点に淺愈しましょう．

たは︑中等教袴学校の餉記修

来満の男子で巾栄校卒業奢ま

往竃火災が大きく増えています︒

るようなデザインを墓集しま

露作の未発糞作繍とし︑1

⁝艦⁝⁝⁝⁝⁝⁝

①寝タバコは︑絶対やめる︑

す．

人2点以内．藤材は自撫．イ

奢︵平成捻薙3鍔に中学校率

⑫ストーブは︐燃えやすい物か

れるときは︑必ず火を溝す．

鯵ガスコンロなどのそばから離

慮募作贔

縫漁病や璽症講盤不畏性貧臨

含む︶

ら離れた位置で使規する．

などの漁液疾愚により梅葎約6︑

ラストボード等のパネル仕上

時袖会纈祉協議会にご欝付が

萄薄感謝剥︐

155︑900円

初任給

特劉職懸家公務鰻

身分・待遇

陸上霞徹隊轟田駐屯地予定

試験場

平成捻年王月7撫官︶

1次試験

試験

用火災警報雛を設罎する︑

＠逃げ遅れを防ぐために︑住竃

簸0255−26−5圭王王

滋越帯文化糠興諜

お閥い舎せ

駕月婿嚴婬時必霧

応募締切

げであること︒

OOO入の方が敷くなっていま

⑤縷具や衣類から火災を防ぐた
めに︑防炎製贔を縫用する．

に︑盤篭駕漉火羅を騰える︒

⑥火災を小さいうちに滴すため

一致しなければなりませんが︑

⑦お奪欝りや体の不自懲な人を

移槌するには︑患煮と轡髄提

この確率は大変低いため︑多く

自衛隊生徒
募集案内
縫・海・窪欝衛隊の専糊技術
煮を養成する舗慶で︑摩学校卒
叢轡︵鷺込み﹀を短象とし︑4

に濡胴させていただきます．

ありました︑町蕪宅橿祉のため

◆依藤明彦様

ありがとうござました︒

陸・海・空灘に昇錘する．盤縫
教欝3年終了縛には︑轟簸学校

年闘の教育を終了すると3等
上越毒 で は ︑ そ の 近 代 数 霧 屡 建

卒業の資格を取得します︑

んだ偉人で︑その邸竃が旛しま

纂の占経邸を復元する事業に・徽

れながら東東で解体されました︒

小林露経醐伯は︑上越欝が盤

鰯を作る︑

守るために︑隣近筋の協力俸

︵財︶轡髄移植推進財懸

お閥い合わせ

ナー登録扁です．

なたの優しさと勇気による﹁ド

患潔に希望を与えるのは︑あ

のドナーを募る必要があります．

供奢︵ドナ⁝﹀の闘甑球の型が

に奮効な冶療法です︒

す．骨髄移植は︑これらの疾患

骨髄バンクに
ご協力ください

費6−3蓬3王
松之縫1欝1役場

一

噛

㎜

｝肺
｛｝■

お知らせ・
倣〇三20−445−445

鍋講響劉

今すぐ確認！最低賃金

灘 鎌勲

［

特犠支給の老齢摩生年
金等の受給者は65歳か

ら老齢纂礎年金・老齢

厚焦年金を受けます

犀生葎金保険の被保険警期
間が工奪以上あって︑老齢基

礎葎金の受給資格期醐を満た
してる60歳以上の入には︑薦

歳になるまで︑潭慮奪金保険
から特劉支総の管齢解生嬢金
が支給されます．

なお︑この特甥支給の老齢
膿生薙金は︑平成爲庫度から

とに王歳ずつの翻舎で支給闘

の受給麿が6
5歳となったとき︑

特溺支給の老齢縷癒無金等

平成器俸度にかけて．3薙ご

嬌年齢が引き上げられ︑将來

老齢基礎奪金と老齢犀盤奪金

漂生年金へと段階的に切り換

的には特別支給の老齢爆生奪

趨塑年姻2鷺以降． ．．．、、．65糞．」

を受けることになります︒

辰頼、、年、霧、告以詠L擁磐

金が報醐此例部分相当の老齢

えられることになっています．

昭和雛鰯4月2鷺〜昭憩23無4月嫉葺i 醗歳
昭和23年4月2概〜昭和25年4月経ヨ
62歳

繍25鯉月2旧〜繍27簸月珊163歳
ゆも

菱︑嬰

勲撤総

訂薫しお詫びします︒

が総之になっていました︒

議会議籔の中想彰さんの奥

奮︸

雛1輸躍和29塑欝撰叢
鐙月弩の随筆リレーで嬢

訂︑正とお詫び

き多

↓
轟

み
馨

63歳
昭和20薙4月2翅〜昭翻22鶴4月磯

枚る

のそ

岡

と欝われた︒今にして思うと正

上之由︵かずえん︶

劃由定一さん

浦田の棚繊も豊作のようです︒

直欝ってそのとおりだと思いま

﹁こうもし幅あ⁝もして作り

す︒

一概に欝べない昨今です︒栽

闘ニアレビで報遊されておりま

すが︑豊作により米緬が罫がり︑

続けて数ヶ月︑ある鷺﹁賄より

こうして作ってみては幅とお客

ずっと美瞭しくなったよ︒今度

さんから種々教えていただいた︒

で︑大変瞬ったことです︒

﹁そばしの撮来は︑今年はど

大変ありがたいこと︐お客様に

さらに減反の拡大と広がるよう

ます︒昨葎はもう少しのところ︑

うだろうか︒少し心醍しており

感謝しております︑

一番私

の鑓に合っていた︒より岬麟の

﹁簸近食べたそばの内︑

たよ︑頑張って︑東束より恥．

だんだんと美味しいそばになっ

﹁今年になって三醐目です．

風や雨に打たれ予想されたほど

の量が穫れなかったと聞きまし
た．

おかげさまでそば処﹁ほほえ

が綴来ました．町内の皆々様を

硯究に励んでください︒川欝市

み﹂も醐店三周葎を遼えること

始め遠方は塒玉や欝馬︑また︑

より脇

このようにして大勢のお客様

中にはインタ華ネットを見て東

窟からおいでくださいました方

今後とも変わらずのご支援を

から支えられております︒

いただけるよう揖々努力をし︑

深く考えないで婚めた﹁そぱ

もおられました︒

屡漏︑簸初から照ったことは︑

皆々様から欝んでいただける

の小兇美購さんにバトンタッチ

三代絵の展覧会を闘かれた黒禽

そば縣を作ってまいります︒

なかったことでした．簡単にで

次は︑先月当町において親子

誰としてそば打ちの経験轟がい

きるとは患っていませんでした

が︑三カ月︑六カ月と月日が遇

します︒

ぎてしまいます︒ある照﹁金を

出してまで食べるそばでない恥

評3

60歳

i
ト
一

昭和21葎4月三欝以髄〜

r翼給醗始年齢「
『
盤 年 月 β

64毒舞
1資
年4月2鷺〜貸召翠舞24舞三4月
雛捧艮22

6王歳
62歳
昭柳6年4簿2総〜昭和王8年4月珊
！昭稀18奪4帽2欝〜昭和20年4月1濤
モ

㎏

「

女子の支給闘始隼齢

一

醜

男子の支給開始年齢

書欝灘灘麟菱−簗藩諺耀奪難麟蔓壷・・粥驚灘、菱・虐一・一1一・・一一一』蕗一・一一獄一一…一一昏一一・・獲筆脇轡一

圃圃回團

え・うちのおかあさん

おめでた（出生〉
太郎ちゃん 小野塚 賢・裕子さん
あ

湯 本（和泉屡）

も

亜弓ちゃん

久保肥久夫・春子さん

新肥（宅院）

婁嘱謬緊←

おくやみ（死亡〉
和久井

正さん

小臼 ヨシさん 74歳

布施
佐藤

湯

i薫（古屋i敷〉

ハルさん85歳黒

倉（二枚田〉

ツゲさん

高橋智輝くん

85歳 水梨（しもの親家）

83歳

天水島（こびき〉

お母さんと妹の翰奈がお家か
ら出てきて、虹とお花を見てい

天水越（、三闘郎）

るところ、

騰覆

小野塚ハツ子さん 92歳

天水越（隣）

＊10月建1から10月3堀までの届患分です。

ノ

＊広報に載せてほしくない方は、届出の時に
窓r：コにお話ください。

⑳◎⑱（題〉
王0月3ま欝現窃三．
3，222人←一焉〉

長澤美希ちゃん
天水島（みはらし〉

男王，555人←一5）
女1，667人（一！0）
−建ヒ帯数

お母さんが磁か 降りたら、

トンボが飛んでいて、じフと箆

三，！20ア晒 （一 4）

ているところ．

（）内は前月との比較
町民憲章蓑，翫、，53年7月鐸2彗定
わたしたちは松之山跡民です。郷Lを愛し、
みんなでよりよい町づくりをしよう．

◇

町民の1欝葉

i、美しい緑と鱈の中で

◇紛月の出来事

心豊かな人になろう

9翅

1、ブナの梢が触れ合うように

連体の心をもとう
1、湧きいづる湯泉のように

絡臼まで

郡美術展

22臼

県知事選挙投票iヨ

照季彩展

圭2績

さわらび祭

269

民俗資料館闘館

郡囲碁大会
＼

＼

夢日記より
一
妻4

／

〆

・

㎜
い

インターネットが携帯電謡㎜

で出来ることにより︑情報社会㎜

が変わろうとしています︑本や㎜

㎜
新聞などの既存の傭報媒体を⁝
追い抜く可能性さえ患てきま㎜

㎜

ハ
した︑本が大好き人問の私とし㎜
ハ
ては︑少し残念な話ですが︑カ一

タログ程度の備報鷺であれば︑

く見るだけなら︑本はインタ⁝㎜

必要な物だけを検索して素県㎜

う︒これも多様性の一つの手段㎜

ネットに負けてしまうでしょ ㎜

と考えれば便利なものでしょ㎜

㎜

うが︑味気なさを感じます︒梼㎜

︑

報雛の豊冨さやじっくり読め㎜

るなど本の鍵さは飽にカなう㎜

・

ハ
︸

＼

ものがないと思うのですが．

−f⁝⁝：⁝ξ⁝︸き多§ー⁝き§ー多⁝！§︸多〜＼

．／

12月14・28

湯鳥駅伝大会

13欝

／

董5

9揖 秋の火災予防運動

29冒 時農業祭・芸能祭

創造の々を剛めよう

月9田〜稔月8臼の予定

ーO卜卜1

総人口

