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りにあっけをとられ︑驚き

途方もない大きさの鯉のぼ

ジャンボ鯉のぽりに参撫︒

繍須市へ赴いた松里小学
校の子供達は︑まず撫須市

子供達と交流を図りました︒

S・6年生と松之山小学校
5年生総勢2
2名が︑﹁東窟
都渋谷露繍讃塚小学校﹄の

5月29βには︑浦磁小学校

大桑小学校﹂の子供達と︑

5月3・4揖︑松里小学
校の鰺名が﹁埼玉県撫須市

始まることもあるでしょう︒

それは︑小さな交流から

が繕来に役立つはず．

﹁かわいい子には旅をさ
せろ漏とは違いますが︑子
供達には新しい多くの経験

簾馨
と感動で⁝⁝︒
浦照・松之山小学校の子
供達は︑東鎌にある﹁表参
道新潟館ネスパ呂に．

繋麟

得たものがこれからどう
なっていくのか？楽しみな

るべきものはあったはず．

れたものの︑それぞれに得

今園の交流は2力漸に分か

緊張と感動で⁝⁝⁝◎
感じるもの全てが新解で︑

景の渋谷を目の当たりにし︑

ワーの満貴電車や斬新な風

のの︑東窟のラッシュア

先生達が付いてはいるも

鑛囎
所でもありますね︒
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こすりながらの嵐発は︑こ
れから始まる葉窟での未簿
スの繭に模擬照圃を作り︑

このイベント﹁棚鐙の学
校漏では︑棚照の重要姓や
現状を教えるほか︑ネスパ

覇五時二五分︑眠い目を

との遭遇の出発でもありま
磁園の土の感触を感じても
らうなど都会では経験でき

︵潮︶のご協力をいただき松

五十子平の小野塚駿一さん

実はその模擬鑓圃の土は

ないことを行いました︒

す︒新幹線に揺られ降り
立ったのは上野駅．ここか
ら表参道までは朝一番の魔
の満員電箪が待ち受けてい

ネスパスヘ︒

之由から運んだもの︐摸擬
鐙圃の土にするにはもった

ます︒ギュウギュウ押しつ
けられながらも何とか会場

ネスパスの館内説明を受
いない位の土を提⁝供いただ

しました．

昼食は吉池さんにお那魔

遇ぎいよいよ昼食会場へ︑

あっという聞の二時間が

やら⁝⁝⁝︒

繊植え︒収穫できるとした
らいくらになつてしまうの

き︑更に都内の一等地での

いよいよ本番山父漉

けた後︑

撫計塚小学校の子供達も

会．

少々緊張気陳ではあったも
のの︑鑓植えの模擬体験や
発表会などで次第にうち解
け︑笑い声が大きくなり︑
これからに鰯待できそうで
す︒

ほっと一息ついた後︑子
供達にとってメインになっ
ていたのでしょうか︑上野
動物園へ︒

q

東黛の雑踏の中を強行ス
ケジュールで乗り切ってく
れた子供達には少し疲れの
表傭が⁝⁝⁝晃られません︑
この一潟が魚んな憲瞭で
大きな経験になったことと
思います︒

思いがけないテレビの取

ことが鐵来たよう︒

秘に緊張しながらも答える

そして鯉のぼりが遊泳し

始⁝めると︑子供達は﹁すっ

げ〜漏を運発．ただただ瓶
倒させられるだけだったよ

うです︒

ゴ蓄ルデンウィーク半ぱ
であり︑こどもの日鎚黛の

予供達はどんな事を思った

と遠くまで優雅に晃える景

松之山では見ることの患
来ない広い利根川の河絹敷

五月三臼と鑛9︒

のでしよう︑

魯の中に泳ぐ鯉のぽりに︑

松墨小学校一九名が︑埼
玉県擁須覆へと出発しまし

擁須市は鰹のぼりで一躍

た︒

麿名になり︑昨年から松之

加須市に到鷲した副行は

掬との交流が始まりました︒

軍遠さいたま水族館や来来

今國の交流は子供達に

館という宇憲をメインにし
た施設を見学︒夕方に宿舎

となる﹁撫須欝葎の家幅へ︑

とってうれし︑楽しく︑松
之山にとって将来に期待で

ることで大きな輪が生まれ︑

交流から始まる人と入と
の触れ合いをもっと経験す

きるものだと思います︒

大桑・花繭北小学校との
交流会はゲ⁝ムやビンゴ大
会をしてあっという間に親

翌臼は想像も付かないス

松之出にとってその人は大

しい仲へ︒

たジャンボ鯉のぼリツアー

きな宝物になるでしょう︒

ケ⁝ルを嫁わうこととなっ

へ︒
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これも私達には経験の1つ
日本の玄関で田植えなんて4でも、

京
東

犬きさに涯倒露β本の広さを目のあた砂にした。だからこそ自分達には、可能性が

下鯛池集会斯
ています。

︸

…

讐

老齢福祉年金

3王7，300
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殖記録はないが︑毎年群で
飛ぶ姿をよく観察されてい

主に高山や海燦の断崖に営
巣して入る︒松之撫での繁

に渡ってくる夏鳥である︒

アマツバメは︑欝本全土

翌臼命を落としてしまった︒

あった︒介抱の恥斐もなく

弱ったアマツバメが舞い降
りるという珍しい繊来事が

た嵩橋明夫さんの足下に︑

今年の五月照旧︑東川地
内の地滑り地を監視してい

三翻禰糊

34，333

る︒羽を広げると脳OC騰以

上にもなる︑翼は鎌の形を
している．繊猿や羅根で︑
ものすごい皐さで畜を立て

て飛ぶ姿は瓶巻である︒

捕獲されたアマツバメ
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据え置きとなります

平成捻年度の年金額は
﹁き⁝⁝⁝⁝

国民年金・厚生年金の年金額は︑実質的な価値が変わら
ないように︑前年の全国消費餐物懸指数の変動率にあわせ

て︑自動的に改定されます︒ハ年金額の自動物価スライド制︶

平成一二隼の全團消費者物緬指数が前年に比べ○．七％

下落しましたが︑平成ニニ年度の隼金額は︑物緬スライド

の特例搭置により前隼度と岡じ額に据え置かれました︒
平成㎜三隼度の園民無金額は次表のとおりです︒
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老齢基礎奪金

陸
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平成捻隼度隼金額

額
月

遜ユ
㎜

篠顯

簡保資金
まちづくりに：生かされる

郵便局の簡易保険は、r簡易保険資金まとして地方公共団体に融資され、まちづくりに生かされています。

平成絵奪度、松之山晦でもq一タリー除雪車整備事業、農産物等繍工薩夷施設の建設、下籔池・小谷の集落
集会施設の建設などの諺事業の推進に融資を受けていますq
このように、繍入餐の皆さんから納入された保険料は公共事業に還元され、私たちの生活の身近な藤で役立っ

本年︑新潟県妙蕎轟原に
て冬季躍体が2月に闘催さ
れます︒

アルペン・クロスカント
リ葦・ジャンプf等︐

その様々な競技のひとつ

雛㎜︑樽

総
繍

モ峯グル競技とは簡単に

露えぱ︑コブをいかに速く
かい潜ってゴールするか︒
という競技です︒

バランス喪くコブをかい
潜り︑途中に設けられた2
つの大きなジャンプ禽でい
そこには速さも必要なので

かに趨度な演技をするか︒

す．

焦りを患さず︑素速くコ
ブをかい潜り︑与えられた
ジャンブ台で嵩さと大きさ

を表現する︒スキ⁝でこん
な事がと思うような演技が
見られる事は問違いないで
しよう．

鵜灘

灘
魏
溜麟
齢㌔難

多

欝

﹁モ⁝グル稀．

その懸体競技会場として
松之山温泉スキ⁝場が使期
されます︒

なぜ？
それは昨年國体予選を兼
ねたレースがすでに行われ︑
評緬を得ているからです︒

しかし︑これは松之由に
とって罪常に幸運な患来事

侮故なら︑記億に新しい

と喬っても輿いのでしょう︒

長野オリンピック︒段本女
モ峯グル人口は急増しまし

子モ︸グル陣の括躍により︑

た︒そのモ⁝グルのa本・
トップクラスの技衛と松之
山には今までなかった位の
会場の雰圏気を目の当たり

知らない︑分からないと

に患来るのです︒

書う方にちょっとここで

勉のスキ⁝競技と違い︑

一力湧でスタ⁝トからゴ肇
ルまで見る事ができる競技
です．

漉翁

6月8β︒この麟体モー
グル競技大会の設立総会が

翻催され︑2月に陶け準備

醐会に先立ち佐藤町長か

が進められます．

ら︑﹁麟体を誘致する事は
松之山単独では無理である

が︑こういう機会をいただ
けたことで町のPRにもな

る︒そういった事もあり︑

お引き受けさせていただい

た︒﹄と挨拶がありました．

設立総会では︑経緯説明
から委貴会の設立などの議
案の審議が行われ︑この場
より松之山時が麟体会場と
しての一歩を踏みだしまし

た︒

なお︑今園行われるモ茎
グル競技は︑國体種目の中
の公開競技として行われま

す︒しかし︑公鯛競技とい
えどもその競技人口は増撫

中ー松之山に訪れる人も今
までにない規模になるかも

しれません︒

これをチャンスに︑町全
体で盛り上げていければ松
之山は全騒でおもしろい存

荏になるかもしれませんよ︒
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モーグル講座︒これであな
たもモ⁝グラ！に⁝⁝⁝Q
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まちの臨題をお短らせし蒙す。

温泉まつ場賑わう

当舅はあいにくの大雨︒

1｝

ー寸尉ool

依里ちゃん（2歳〉
柳隆子さんの長女

湯本（やなぎや）

呼ばれています。

家ではギえりちゃん」と

私はヂお母さん庫って呼ん

ないステージでした︒

ら︑笑いと﹁お〜﹂の絶え

ゲストの大郷栄策・罎本
公水の歌声に聞き入りなが

う歓声を拍手の代わりに︒

倉修蕎さんは﹁お〜﹂と露

お客さん︒そこで覇会の大

雨のため拍手の出来ない

ミュージックポストの公
闘録畜には大雨の申多くの

その反藤︑親の方に余裕
なし︒我が子の購れ姿を納
めようと膚に左にと忙しそ

されました︒

入が訪れ︑その人気に驚か

お≦⁝驚鞍叢饗翻録饗ー

え

うでした．

を娠りかえしてくれました．

温泉客の声援に笑顔で手

は韻発しました︒

それを見誹らって稚兇行列

つかの闘の小降りになり︑

そのおかげなのでしょう︑

しかし子供達の心は快購．

1

でます。お．兄ちゃんの事は

いちゃんが作ってくれる

トとフライドポテトにおじ

ラー一メンが大好きです．

お、兇ちゃんと…緒にする
水遊びと粘土遊びが好きで

す．

ギおひな様になるの。」と1

今年は特に美人林への観

私の懸の叢物

好きな食べ物はヨーグル

楽しみにしてた温泉祭りで、

らだと感じました︒

が出来るのは︑小さな子供
達のこの大きなカがあるか

綺麗な美人林を見ること

好天の巾でのゴミ捨い︑

た美人林を清掃しています︒

そんな姿を見かねた松之
山小学校では毎年雲解けし

も増えてしまいます︒

自ずと落としていくゴミ

光客が多くなっています︒

ヂにいにい」と呼んでいます．

けて、頭に竈を乗せても

らって、ほんとにおひな様

棄お母さんから一書

になれ、てうれしかったです．

i伺でもよく食べ輸知ら

騰懸垂、

ました︒

りをする鳥のようで︑数沼
後には屠なくなってしまい

あかしょうびんは幾つか
の巣穴になりそうな勝を探
し︑その中から選んで巣作

のは大変珍しいとの事︒

つがいで見る事ができる

親れました︒

舎近くの結木に︑つがいで

声は醐こえど︑姿は見えず
のこの鳥が︑松之出小学校

そう﹁あかしょうびん縣．

晦の鳥は？

貰重鞍瞬闘

綺麗な脹を善て、口紅も付・
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六月三嚴に松之由・松黛
小学校で︑一〇臼には浦繊
小学校で運動会が行われま

護翻難穫撚藻≦
今年も始まりました︒

鰹奪参撫している藤村女

﹁懸舎捧験橘︑

綴を作っていきます．

撫で色々な体験をし︑患い

子中学校の生徒達は︑松之

校庭中は子供達の応援と︑

どの小学校の運動会でも

した︒

参茄された皆さんの舞とで
賑やかでした．

中でも長距離旋は︑子供
達のみならずお父さん方も

だから︑季簾のものが失

る︒今の蒔代はそんな時代︒

でいざ出陣．山の中へと

湯・米・心の職員の案内

思いで作りをしていました︒

みを浮かべながら︑楽しく

瞭は⁝⁝気にせず自分達
の窪った手作りの料理を笑

分たちで食べる︒

自分でソバを拷ち︑自分
で撮菜を摘み︑全てを幾分
たちで修り上げ︑そして自

のなのでしょう︒

その中でも﹁ソバ打ち・
礪舎料理㌫の体験は︑子供
達にとって崩番楽しみなも

伺処に膏つても売つてい

ながらも楽しい⁝段を遍ご
われているのです︑

参撫され︑橿れない長距離
滝に藩しそうな顔を浮かべ
されていました．

り秘が雛催されました．

さんはさぞかし夜のビ⁝ル

入っていきました．

そこで︑慎鍵﹁山菜まつ

この暑さの中︑沢山の汗
をかき︑子供達の元気な姿
を見て楽しんだ参纐巻の皆
がおいしかったのでは⁝⁝︒

時期のせいもあり︑少し
大きくなりすぎたものもあ

りましたが︑参茄された皆
さんの顔には満建の笑みが
こぼれていました．

地元人にとっては︑普通
でも参加麿にとってはご馳
逢なのです︒

都会では昧わう事の出来
ない山菜の本灘の瞭を心ゆ
くまで堪能されていました︒

鰯

捜懇謬麟鎌懸緩

．︑⁝

蕎護

第︸圏大地の葵術祭で展示された偉最のうち︑慎久設置
された六九作最については今も鑑賞できます︒

各作贔は雲鑓の冬を乗鞍切り︑雲闘いも取鞭払われまし
たが︑親在でも麟内外から大勢の観光客が作品鑑賞に訪れ
ています︒そこで﹁今も毘られる大地の葵術祭ア︸トマッ
プ偏というガイドマップを婬成しました︑マップには広域
全体及び作最設置場勝の詳細地図と全作最写真等が掲載
されています．︑

みてはいかがでしょうか︒

昨年の会期中は忙しくて作最を兇られなかった方も︑是
非初夏のさわやかな季締に六畜跡村を作贔鑑賞に懸って

また︑絹爾欝にあるジェ⁝ムズ・タレル氏設計した﹁光

．の館観︑海合警炎氏︑塚本磁晴氏︑石井大五氏の三人がそれ

﹃ぞれ設謙した節黒城跡キャンプ場の三棟のコテージや松
之撫跡のマリ⁝ナ・アブラモビッチ氏の﹁夢の家﹂は宿泊

﹁今も晃られる大地の接術

ができます．

の企麟撫当窓口などにあり

祭ア⁝トマッブ漏は各驚町村

詳しくは役場振興課まで

ます︒

︾マリーナ・アブラモビッチ

﹁光の館﹂

﹁夢の家﹄︵松之由﹀

︵絹西町﹀

▲ジエームズ・タレル
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絶

〜舩之山にこのAが〜

初臨て編始齢う
轍鑛難難
惣

登坂尚史医麟（町診療所）です
灘

とさかたかし

母親の実家の神奈翅県

私は昭秘︸九年一月に︑

だきます︒

自己紹介をさせていた

ている登坂です︑

後任として︑松之山診療
所に勤務させていただい

閥月から五十嵐先生の

めまして︑

松之山籍の皆さん︒初

はじめまして

家族は妻と子供が三人で︑

1のqooI

茅ヶ輔市と書う勝で生まれ

女・女・男の順です︒三歳
違いずつで一番下が二五歳
ておりません．

ですが︑まだ副入も結婚し

ました．自称﹁湘南ボ⁝イ﹂

と書っていますが︑楽年ほ
どで父の実家の中魚沼郡繍
繊村︵境往の趨茜町︶捧谷

エリアJ東頚城ふるさと見て歩記

笑顔一 杯〃

五月一五5〜副七日の三

賃間︑安塚町・牧村を会場
にし︑横浜市立自幡小学校
六年生約⁝○○人の兇童は︑
轡葉が目にしみる東頸城に
訪れました︑

安塚瞬では︑キュ⁝ピッ
トバレーでブナ林の散策や
自然観察を満喫︒夜には星
空の観察と露った体験をし
ました︒

牧村においては︑照舎の
食捧験で餅つきや押し寿司

を体験︒また︑棚磁で肥植
え体験を楽しみ︑素思のま
ま郎圃に入り︑泥まみれに

なりながらも︑笑顔梱杯で

町中学校六年生との交流

体験していました︒

会を行い︑体験で俘った縄
をつなぎ合わせ︑爾校入り
交じっての大縄飛びで交流

地元の人も笑顔一杯ガ

ひがしくびき広域
まちづくり委員会事務煽

電話2−3988

お問い禽わせは
越後照舎体験椎進協議会

充実させています．

より一屡︑受け入れ体鰯を

地元の人たちとの協力で

しています︒

感じてもらうツアーを讃爾

ない﹁自然﹄﹁生溝偏を心で

今後も︑年の小中学校を
中心に鵠舎でしか体験でき

していました︒

越後の舎体験

今月はひがしくびき広

妻の母親︵七八歳︶が一

人で新潟に屡る関係で松之

域まちづくり委員会から越
後懸舎体験の様子を紹介し

に辣闘し︑小学校卒業まで
少年時代を遇ごしました．
赤谷は跨内の浦細地鼠を
源流とする渋海川の下流に

慮へ単身赴任となり︑週末
には覇潟へ︑平鷺にも時々
十獲町へ帰らせていただく

ます︒簸近は芋焼醗には

ます︒

あたり︑これも何かのご縁

事になります．

ました︒ゴルフは︑ハン
ディキャップ欝ぞす︒岡

も度々泊まりに来て︑六カ
所全部に入らせていただき

です︒松代時代に松之山に

趣味は温泉巡りとゴルフ

かもしれ ま せ ん ︒

父は県立十β町病院の申
紬照診療所の鷹締をしてい
て︑この頃に私の躍師志望
の餓持ちが國まったように

中学・商校は︑父が十田

好の方はよろしくお願いい

思われます︒

町病院に勤務するように

たします︒

以前は冬はスキ⁝をして

なった関係で十田町で過ご

しました︒その後父は闘業

いたのですが︑数葎前︑是
を怪我してからはご無沙汰

お酒は好きな方で︑人並

しています︒

〜昨奪死

していましたが︑

むし︑現往は母が一人で十
段町に住んで屠ります︐
新潟大学医学部を準業後︑

みには飲めると思います︒

ただ︑尿酸が商くなって
奪︑原発問題で有名になっ
た巻驚の蟹保病院に牽葎勤

まっていて︑お湯割りが專

二年問県立がんセンタ！籍
潟病院で研修をし︑その後
長岡赤十字病院内科に一霞

務し︑平成七年から隣町の

門です．

しまい︑ビールは飲み始め
に少しだけ須く事にしてい

鳳襟鉱松代病一院に轟ハ齢年勤務さ

せて頂いて贋りました︒

8

老入クラブ連禽会は︑各
集落老入クラブからなる集
まりです︒現筏榊五クラブ
が町内にあり︑会員数は一

主な浩動として︑嵩齢著

一蕊鷺人です︒

スポ⁝ツ大会やゲートボ筆
ル大会︑ペタンク大会など
の亀︑道踏脇の花壇の整備

く︑私達は町という主役を
引き立てる事ができる脇役
として︑これからも地陳で
ていきたいと考えています︒

はあってもコツコツと濡動し

六〇歳から入れるクラブ
です．興味のある方は気軽

鍵

鞭一繊獅獅鯵鋤

も行っています︒

平均年齢七二歳という商
齢は老人クラブなら当たり
麟と書われてしまいそうで
すが︑会員全員は気力体力

ともに充実し︑著手に負け
ず劣らず一盤懸命楽しんで
います︒

松之山に住み︑松之山で
働き︑松之由の全てを見て
きた私達だからこそ小さな
事でも取り組んでいけるの

目立つような叢役ではな

だと思います︒

に声をかけてください︒と
もに町を盛り上げて行きま
しよう︒

松之山町青年闇は︑総織
的には葬常に小さいもので
す︒

鑑な活動として︑クリ⁝
ン大作戦などの協力︑老入
施設イベントヘの協力やク

リスマスのサンタクロース
イベント︑そして脊年大会
等です．

ここに來て著者のUター

ンが増え︑徐々に鐡員数を

そこに若麿の慧識が大きく

増やせる傾陶にありますが︑

働くため︑なかなか欝員の
確保に大きな成果は得られ

青年鑓活動には独自性を

ていません︒

多く秘めたものが多く︑そ
の中でも先輩が作り鐵して

くれたクリスマスイベント

があります︒

このイベントは︑小さな
子洪達に夢を与えるイベン

トで︑青年覆員がサンタク
ロースに扮し︑子供達への
ゼントを家からお預か
りしてお子さんへ代わりに

してみましょう︑

松之由でいろいろな事を

参癩できないと思つている方︒

年齢に潮限がありますが︑
興味のある方︑みんなでわ
いわいやってみたい方︒
やってみたいけどなかなか

はないかと感￠ています︒

このイベントは好評を獲い
ており︑少予化が進む松之
鐵ですが︑︸人の大きな夢
を持った子供達へ著壱の富
分たちができる巖良の事で

手渡すイベントです︒

プレ

町役場

山岸まで

お問禽せは

弓

色々な聞題を抱える時代

だから今は勝を陶鱒で・一嵩

〜松之幽鯨老人クラブ連合会〜

ではありますが︑楽しく︑

今翫か廼きな鱒事がある。

町（主役〉を支える脇疫であわたい。

元気にこれからも浩動して

多ぐの事に挑戦した齢。

母立つ主壕窒じゃなくでもいい。

いきたいと患っています︒

糞きなカはな伽け耽ど

ここが好きな町だから。

お問禽せは
町社会福祉協議会へ

〜松之出町鷺蕪潤〜

町の全てを知っている。

餐講餐施薦驚
し竃融轍霧魔

松之山には色々なグループがありますよね。

そこでグループの活動などをここで紹介して

晃ようと思います。さて、今月は一…？

み細6せ

アルコール相談会
アルコールは人間が作り
患した素晦らしいもの︒

しかし︑飲み遍ぎはいけ
ません︒

アルコ⁝ルに関する相談
会が闘催されています︑

神田愛出独演会

本格講談たっぷりの松之
講萩師は神懸愛山氏︒

山寄せが行われます︑

自称アル中講釈鯨のよう
ですが︑本格実力派．

ぜひお越しください︒

▼壕8目

午後4時から

6月23段︵土︶

﹁鷹ノ湯﹄2階

▼2β段
6月麗9︵目V

午後3時から

下擶趨コミュニティ⁝
センター

解の瓢

ます．募集騨始は7月支9
からです︒募集内容につい

ては次のとおりです︒

▼麟般曹篠補挙生

▼曹候補士

▼2等陸・海・空士
▼航窒学生

詳細については︑役場総
務諜にお問い合わせくださ

い︒

罪0

ー㊤創ooI

献愈が行われます︒皆さ

献斑がありますよ

感染から約一二⁝週間で
んのご協力よろしくお願い

ツツガムシ注意報
水ぶくれができ︑消えると
します︒

疋午

午箭9時鐙分も

日時6月25日月曜猿

黒いかさぶたになりま
同時に三八度以上の発熱︑

す︒

寒気頭痛や全身に紅色斑

午後王時〜
午後3時30分

会 場 松之由驚役場
今醸の献愈は200㏄と
400㏄の全搬献磁です︒

追蜘をお願いします
先段お灘りした﹁ゆとり
ガイ鉾︸について書き撫え

3330

｝

2

自衛隊員の募集が行われ

▼料金

﹁⁝⁝ー⁝⁝⁝⁝⁝⁝

薩醸灘蓑難鍵

髄・珊〉秘
臨器膿潔陣3欝亜、1翻

監

→

す

をお願いします︒

F藷醗譲大整鷹蔑名再奮欝離翻

自衛官の募集が始まります

休臼診療のお知らせ
●22頁 り⁝ダーバンク

分野：文芸 内容：州柳
草村翼春︵鑑孝︶ 黒禽

1︑000円

i 9−2510 i浦lll漂村i

16飛1／貝嘱ラ穴．
調
6月麗疑（臼）浦lll漂診療所
6月2壌疑（臼）浦

点が出来ます︒

また︑刺し矯付近のリン
パ腺が腫れたり︑翼が充撫
します︒

感染しそうな所へ行くと
きは︑露慮部を極力無くし
てください．またスプレー
などを硬規してください︑
感染地

山中・畑・河翅流域
時 期

刺し口

春先から晩秋にかけて
感染源 ツツガ虫の幼滋

パソコン開放
休養耕センタ⁝にてパソ
コンを闘放します．利馬時
間はセンター闘餓時間です．
1丁講習の復翌や生涯学
翼梼報の収集にお役立てく
ださい．

︸

ザ⁝⁝⁝ー︸ー ㎜

︸

嫉麻籍AN∫εび ひεFε賛〜緯F《猟葦…5

アルコ⁝ルについて気に
なる方︑体調に．不安を感じ

ユ⁝トピアくびき
﹁希望館﹂

対称小学5・6年生

会 場

平成欝年8月22・23臼

醐催日

わくわくクッキング

全身︵露患部︶

た方は一度相談されてみて
はいかがでしょう︑

﹁しぶみの家﹂

日 時 毎月第1水曜日
午後2時から
斯 松代町

場

換当蓬 中壇内先生
お問い合わせは

町保健センター
保健嫌まで

参撫費 3︑00Q円
串し込み・お問合せは
中学校藤鑓先生まで

一

︑愚毒．夢勢鋤．

と，り

藩．繕麓嚢

ゆ

。憩灘i象．野噸。礁㌔．

松之山生渥学習だより 公民露償6−2265

獲連絡いたします︒

詳纈につきましては︑後

▼期日 7月絡β︵濤︶

※楽しい登山

▼期露 第1・第3木曜撫
▼時間 午後8時から
▼会場 休養舞センタ喜

※うたごえサークル

女性ネットワ葦ク

：事業内容（6／屡6〜7／紛

▼時閻 午後7時から
午後8時まで
町民体育館

▼期田6月20βハ木︶

父と子の体操教室

▼会場

▼碕闘

▼期β

休養村センタ⁝

午後7蒋30分〜

6月認臼︵木︶

※葎間計画を立てよう！

成人実用講座

長寿天團松之撫

﹁一三六八垢侮の数字だ︒

ている心強いグルーブもあ

徽内一丸発展の道を進行し

︵戴本や︶

これは松之出町の鷺月末の

布施外二

人口で︑早ければ本郊度申

▼会場

※川遊び

繁ヤ膨ンジ湯とηっこクラブ

▼期a 6月23日︵土︶

る︒目を醒まそう︒賭代は
急速に動いてる．蟄かな自
然の中で盗活できる幸せを
どう守るかだ︒農家は広大
な土地を持つている︒窒気

ユ翌ヨ教室
▼期β6月20欝︵水︶

※おいしいだんごつくり

※ホタルの観察会

午離9時から
疋午まで

▼時闘 午莇9聴から
午前n時まで
町民体育館

▼時闘

▼会場

にも︑遅くとも来年度中に
は人口三千人を麟ってしま
う︒これは重大で大変な事
だ︒今までと岡じ考え方は
だめ︒大転換大変革時代到
7月王β︵5︶

一のコシヒカリが憲食だ．

がいい︒水がうまい．日本
▼期9

▼鋳閤 午後6時30分

7月n黛︿水︶

▼期臼

あった︒いくら畏い考えでも

ゆく︒巷東部茜部ごニカ村
町無し郡藥議二名︑郡道も

る︒不思議な活力を秘めた
素購らしい食最だ︒自家編
生産で達賓で長磁きして欲
しい︒年を重ねると先が短
くなる︑体力は年々滅退す
る︒舞持ちに焦りがでて氣
短になる︒それぞれの生涯
を大切な貴重な一日を過ご
す事が心身の健康につなが

健康食品と鑑会って欲しい︑

畢く密分の体にあった薬用

大機娩成の長寿天園松之慮︒

人口は減少しても山川は
残る︒荒れ果てた巷の小道
は通れない︒人の道も様変

括きしたご意見を聞きたい︒

る︒若さ満ちあふれる欝牲
黛代に期待して︑その溝き

労も実れば後味がいい︒

幸せ︒時に痛みにも耐え蕃

﹁チャン偏と目標を持て︒

次は覆面女締ご期待を乞う︒

またたびは三年で実が成

わりして︑人盤とは食って
寝て盗きるだけと︑浩賂を

実行力がないと実現しない︒
思った事を醤われる幸せ
実現に両かって努力結集の

見失う情けない徴代でも

来だ︒三鶴五年後をよく考
えよう︒徴の峰に降った雨
は東と茜に分かれて流れて

※招魂社へ出かけよう！

▼場駈

休養村センタ董

▼期β7月6日︵金︶
▼時間 午後7時から
▼場所 町昆体育館

畏懸わとび大 会

▼会場

▼期β7月5弩く木V
▼時闘 午髄扮時から
午後i時まで

湯鳥犬学︵陶芸教室

▼時闘 午飼9時から
▼場駈 休養村センタ⁝

▼期a 7月14臼︵土︶

※ペットボトルPケット

休養麗センター
に集含

▼時闘 午前9時から
午蔚難時まで
▼会場 驚民体脊館に集合

陶芸教室
6月認8︵木﹀

※ゆとり陶芸
▼期β

午後1時30分も

7月鶏欝︵木︶
▼時闘

4時30分まで

▼会場 休養村センタ⁝
※脚般陶芸

休養村センタ⁝

9時30分まで

午後6時30分〜

7月6賛︵金︶

▼期臼6月22欝︵金︶

▼鋳聞

▼会場

圃團回團

え・う馨⑳おかあさん

おめでた（出生）
ももまヂ

膏憲ちゃん

志賀

誠・恵美さん

樋鑓

崇・美砂子さん

松1二1（漂口屋）
あかね

朱弥ちゃん

松之山（町営住宅）
おくやみ（i死亡〉

福原愛美

俊藤藤八郎さん 鎌歳

天水越（藤

松之ぬ

石塚

湯之謁（久兵工）

緑さん

92歳

久保鑓簿榮さん 60歳

蟹

作〉

根（、ヒ

騰、

〉

（購営住宅）

協

霧施サキさん9（｝歳黒 禽（窪 助〉

お母さんがアンパンマンのビデオを毘せて

小聾塚吉蔵さん

くれるときがうれしい．

94歳

轟橋庚榮さん74歳

上蝦池（力慧こ原：）

天水轟（金次郎〉

＊5月王旧から5月説欝までの漏鐵分です。
ホ広報に載せてほしくない方は縄礁の鋒寺に

灘

窓撒にお話ください、

村山雄薯

5月3蹟現掘
総人環

3，166人（一7〉

男

工，5工8ノ、（一8〉

女王，648人（＋王）
撤帯数

1，難2芦（

1卜創ooI

⑳◎㊨㊧

お緑さんがぼくと遊んでくれるとこが好き

0〉

善意に感謝します

活用させていただきます．

町耗会橿祇協議会にご寄付
がありました︑町荏宅編祉に

200︑000円

連体の心をもとう
逸、湧きいづる湯泉のように

・保坂広一様

心豊かな人になろう
董、ブナの梢が触れ含うように

・匿名

圭、美しい緑と蟹σ）中で

30︑000円
おむつ
7箱
ポ︸タブルトイレ
ー綴

町疑の合欝葉

訂疋してお詫びいたします

みんなでよりよい町づくりをしよう．

麟暑の﹁猪俣栄二さん漏の名

わたしたちは松之蜘驚民です、郷、圭：を愛し、

繭が﹁猪股栄二さん橘となって

訂蕊してお詫びいたします︒

町民憲章貫蓑蓄憩53、屡、7∫華罐

いました．

（〉内は醜月との比較

鰯造のカを蕩めよう

ワ松之出町役場電話番号一覧
総務諜02559−6一綴3i（代表〉
税務会誹諜

産業諜

15

…

振興諜

6−3焉2

6君王32
6一緻騒

建設企業諜
（建

設〉

6一雛35

（まゴド水道〉

議会事務蜀

6一雛62

6一綴69

i保健センター6−3705

一
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