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2月6臼、大雪が続き豪雪苅策本部が設置される中、
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第55園を数える松之幽スキー競技大会が調催され、購
内外から述べ686名の選手がエントリーし熱戦を繰雛
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広げました．選第の皆さんも然ることながら、除雲作
業が間に奮わないのに、この大会のため1こご尽力され
た役貴・スタッフの皆さん、本当1こお疲れさまでした。
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ギ禽餅家であと50臼』〜新寮の総織のお知らせ〜・一
ザ確定串省のお難らせ飽」・・r
ヂ絃会を明るくする運動作文識ンテスト受賞作晶紹介」一
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地球温暖化防比第2園」一
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i誕生まで、いよいよあと50猟となりました。
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ご意見・お問い含わせは、下詑へどうぞ。
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総年分の確定串告が始まります．準備は進んで
いますでしょうか？

勝得税は、自分の勝得状況を一番知っている皆
さん自身が、税法に従って自分の所儒と税額を計

算し、期限内に串告・納税するというヂ串告納税
鐸

羅蕪昔…灘灘灘

τ葬雛や不動麗収入・年金収入などがある人で、平成
ま6年中の勝得金額が各種醗霧控除（劔えば扶養控
除や紙会傑険料控除など）の1計額を超えるとき．
⑨総鯵の収入が2千万円を超える人、
③給厚や退職所得以外に、20．厚穆を超える斬得（鯛え
ば農業謬浮、ダなど）がある入。

＠給辱を2カ所以、1二からもらっている人。

灘収支内訳書が必要です。
睾業所得や不動産所勝を1嬉緯する場合は、その年の
総収入金額や必要経費の内容を記載した・収支内談轟、

しく作成し、攣めの提出をめがけましょう。
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総次に該当する方は、確定串吉が必要な人です。

制度」を採爾しています．確定申告はご自分で正

★確定崩撫された方は欝賂されます．

懸住民税は、あなたが住んでいる市鑓村や票に
対して納める税金です。今園串告しなければ
ならないのは次の人です。
平成i7糞L月1iヨ環賓薮で松之1、騨ゴに住醗がある人で、

単成王6年中に責ぜらかの所そ、fがあった入 が対象です。

生命保険などの満期1。餐鯛入年霊等をいただいた人凄）
申簿が必要です、

なお、研得が公的年金だけで勉に勝得が無い入で、
会場まで患向くことが鰯難なかは、役場の税務係まで
ご連絡ください、

を添付しなければなりません。

灘次に該当する方が確定串密すると、すでに納
めた税金の一部または全部が戻ってきます。
く￡災掘や盗難にあった入、

〈2住竃を、ローンなどの借入金を利絹して取得した人．

③多額のiヌ療費を支払った人。
所得鍍．額が2鷺万円来満の入は、勝得σ）5％を超え

た医療費（自己負擁鋤を漸得から控除できます。
藩得議額が2灘万門以、ヒの人は、LO万門を超えた
構療費（轡己賃担分〉を駈得から擁除できます．

纒役場では次のとおり、所得税と住民税の串管
相談・串告受付を行います。役場からの案内
によりお鐵かけください。
顛 臼：2鍔ま6鷺（水〉から3月轟1≡駆火）までの事撮
く2絹27獄はll曜糧談i3として、申欝相談に応じます〉

時

間：午繭9蒔〜午後4時

、餅事三の途申で退職し、その後翼就職していない入。

会場二松之由町役場2階

③給料から断欝税を源東徴収されている人で、年末調
整が来済みの方．（飽に勝得がある人は、蔑らない

※3弩4繊〜31ね！狂1は、各地区において申告桂滞、を行

蠣揖もあります．〉

い豪すので、そちらに畷出かけください．詳しくは役
建喪をご覧ください．

場税務係からのi

わからない事があったら、まず役場の擾当にお懸き下さい
一役場税務会欝課税務係へく容596−3篶2）
漸鐸税などの麟税に醐して直接税務署にお聞きする場奮は次へどうぞ
・高籏税務讐鰯入課税部門（簸02汐523頚難1

4

灘

雛業の部

雷同橋

蓄激摘さん

︻高霞地区納税貯蓄総合連合会長優秀賞︸

松之山中学校3鋒

できる．そんなあたりまえのような生濡ができ

なけれぱなりませんネ︒

箏になるのです︑かけがえのない一麟一鷺を大則にし

違の学校における︑教資聚境についやされる税金の額

．飽のどれでもない︑税金のおかげに違いあり

お掃る︐税金の活躍です︒門大変⁝おばあちゃんが異

は揖本で．とても恵まれた生溝をおくつていま

を一定のサイク序でコツコツと納める纂は︑私

合が悪いみたい⁝偏そんな場漁は︑少子轟齢化がかな

く︑税金の助けを借りながら︑安心して教袴を受ける

だったら︑﹁嫌だなあ賊とか瞥めんどくさいなあ偏

らもっと増える箏でしょう︒そんな聴︑あなたが呼ん

り深刻な闘題となっている︑ここ松之山では︐これか

は．はかり矩れないでしょう．私達生縫はもうしばら

﹁なんでこんな物のために一焦懸命かせいだお

もそれは．脱金が何のために硬われているのか

す．そんなこんなで入続する窮になったおばあちゃ

厩がのしかかります︑そんな時助けてくれるのが税金

ん．そこで家族には不安と岡時に金銭醐でも大きな雛

だ救急肇．ここには当然︑ありがたい税が濡きていま

すから・働えば学校︒夏休みなどの長期休暇に

﹃る結巣になります︒朝︑暴趨きして家を出発

金の大きな役翻でしょう︑

だけでは亀うい︑平等な保障ができるのは︑やはり税

りも大幡に家嫉の吏払い額を減らしてくれます．保鹸

蜜て免除とはいかないものの︑税金は光の額よ

の時︑鰯練に畢く行かなくちゃ︑という撮持ち

携にも税金は溝きています︒そして携分のお金

という意識をもち︑今と変わらず豊かに生摺していた

が譲かを支えている．誰かが誰かに支えられている︸

しょうか︒私が大人になった跨︑祇会入として﹁誰か

さて︑こ歌から売︑溝費税はどこまで上がるので

限に拳︑なえて犠から繊す教科書︒もちろんそん

6っぱいなのですが︑ふっと獄につく旛簿機．

皿転車をこいで学校をめざす︑いつもの通学路．

︑どれだけその存登が大きかったのか︑思い知

ほ︑私たちの豊かな焦活のために︑使われてい

出せば︑簡単に滴えてしまう感構でしょう．

そして忘れてはならないのが病院などの獲療機関に

Wえてしまうの？愉とか考えてしまうと思いま

︑当たり麟のように演をさまして︑いつものよ

麟霞税ii務讐縫i鱒灘議、i雛i騰教篶i藪一

校に行き．夜になればちゃんとしたふとんで眠

麗叢縷懇懇集税醸醗蒙難藻講叢難鐵i鰺
籔簗饗一灘叢霧灘驚購叢嚢．鐵i報饗醸
織難懸磯縫購i欝嬢謹灘磯翻磁灘職懸．
繊譲顯難難麟ii鍵縫麟礫麟鰺鱒懸麟、醸
驕叢蕪鐵濾一鞍鍵霧i購灘騒蒙籔難．

四対に翼えない商緬な楽器を思う存分嘱らした

いものです．

口座振替β／3月22臼〈火〉とし、再振替は行いません。

相沢由香墨さん
松之山中学校肇葎

灘翻

驚税や時の各種料金などのiコ鰹振替納付につきましては、鯨趨25縫（郵便馬は24猿）に振
替を行っておりますが、護月！1ヨの市簿村禽併による新償電算システムの切替え作業のため、3月
の環座振替βを次のとおり離倒しすることになり豪した．振替ε1の直髄には覆金残蕎の確認を

お願いします、

対象業務／國保税・介護保険料・保欝料・上下水道料金・住宅使絹料ほか3月末籟が
納期限となる税・料金など全ての口座振替業務．

平成蛉年度 高田税務署管内

饗

糠藤難

な後じこで私釈ら入る をす金とが まるるうす
簿 やん頭は さるの税患心がか大税せの郵に。私
繋1一絶ながそ務れとで金いで溝 人鞍をはが学朝達

のような風景の中にも︑税は濡きています︑私

5

限／条例どおり3月3蓬臼とする．

期

納

です。

鍵

懸

総

【高霞税務署長賞1

標語の部

辮

︑社会を明るくする運動

1①O創F

法務省が主唱する第鱗回︑袖会を明るくする運動

の全圏作文コ

ンテスト︵小学生の部︶で︑松之山小挙校6隼の村由佑紀さんが︑
中央輿施委員会委眞長賞︵優秀賞︶に輝きました︒

全國3万嘩千人の応募の中から法務大筐賞に次ぐ賞である︑社会を
明るくする運動

中央実施委員会委員長賞︵優秀賞﹀

入の輪が
どんどん広がればいいな
松之山小学校6葎村山佑紀さん

絹じクラスになる友達がみんなで私をむか

えてくれて︑溝をかけてくれました．︑補め

て会った人達とあいさつを交わしただけで︑

グンと親しくなれたような︑．識がしました︒

この麗の出来審のおかげで︑松之由保育所

がすぐに好きになりました︒

あれから︑6年．︑その闇に︑いろいろな
人と知り舎いになりました︑あいさつはも

ちろん︑気軽に会話ので瀞︑︸る入がいハ︑．ばい

織をもらっているような気がします．

になりました．だ勲かと話をするたびに︑
私は︑κ

人か姦︑騨をかけてもらうと︑自然と明るい

私は︑いろいろな行箏や濡動を通して︑

気持ちになるから不思議です︒

人と出会ったりふれ合ったりしています．

弼えば︑学校の︑汀算では︑蔓達の家の人と

たくさん会います︒7目の水泳大会では︑

のころは︑知らない人達ばかりだったの噛＼

してきました︒松之山にこしてきたばかり

私は︑6年繭に矯崎かり松之由に引っこ

で応えんしてくれたり︑がん張ったことを

じょうに応えんしてくれます︑名鹸を呼ん

に残りました．お撮さん乃は︑みんなに岡

いたよ︒駄と︑購をかけてもら︶たことが心

ら．︑佑紀ちゃん︑すごいね︒上蕃に泳いで

応えんに来ていたたくさんのお母さんかか

る友達がいなくてすごくさびしい患いをし

みとめてくれたのするのがとてもうれしい

何痩も槙崎に帰りたいと懲いました．︑遊べ

ました︒でも︑私が通うこと﹂なった撮袴

スキーの撃節になると︑スキーを通して

です︒

とがありました．全然知らない子が︑︑おは

スキ⁝協会の灘郎さんは︑私に会うと︑必

知り合った人達と会う機会が多ノ︿︑なります︑︑

断に晃学に行った蒔にとってもうれしいこ
と声をかけてくれたのです︒羨︑の後

ず︑

よう︑︑

ら︑恥些．陽て人さし指をi本蹴てて︑にこ

餓紀ちゃん︑がんばってね︒これだか

つをしてくれました．先生が︑私の名繭を

先生が︑﹁ゆきさん︑おはよ・つ．．﹄とあいさ

矩っていたのも︑すごくうれしかったです．︑

6

灘 馨鍮
縛︑．

騰・灘・

︑鱒難織 灘

0βには松之山小学校において︑全校児童や町内保護司らが
等月2
見守る申︑法務省新潟保護観察駈の竹内駈長よ解賞状とトQフィー
が授与されました︒

今月号では︑このすばらしい賞に輝いた作文を揚載いたします︒

犯罪や雰行のない明るい社会を築くにはどうしたらよいのか︑みな
さんいっしょに考えてみましょう︒

．薄講

・鞠蘇騨
爺・

訣蘇

露磯濃

︐ぷ

麟鑓濃

社会を明るくする運動 全国作文コンテストで2等賞

i萎細講

雛

偏
翻

を

ほめてくれる大好きなおじさんです︒

聴から応えんしてくれて︑ヒ黍になる度に

です︑寮郎さんも坂新さんも︑私が小さい

続けてね．幅というのが︑坂新さんの欝ぐせ

くれます． 循紀ちゃん︑がんばってスキi

さんも︑甫郎さんのように必ず．辮をかけて

んに報無しようという気になります︒坂新

の誘藁を聞ノ＼と︑絶対三紘になって爵郎さ

指は

王癒をとるんだぞ．偏の合図です︒麟︑

にこしながら︑︑鍔をかけてくれます．．人さし

てもうれしくなりました︑ずい分会ってい

ころ︑すごく大事にされていたんだなとと

るのははずかしかったけど︑麟刀が小さい

なでりれたり︑ほっぺたをさわられたりす

．いました︒小さい子がされるように頭を

大人っぼくなっちゃって．幅と穂度も傭度も

なり︑ばっとだきついてきて︑門佑紀ちゃん︑

の家に行きました．おばちゃんも私を発る

いました︒次に近漸だった岸のおばちゃん

大きくなった．偏となつかし湯︑うに私を見て

たりすることで︑入との輪が広がっていき

人から声をかけてもらったり︑鐸を返し

ない︾人でも︑アッという閥に黄のように伸

私は︑お客さんに説明しながら案内をする

ます．侮気なb．葉のやりとりで人の優し

良く話ができるのだから︑人とのつながり

のが大好きです︒説明をすると︑㎜ありがと

さを感じたり︑懲分も優しい︑．臓持ちにな数

私達松之由小掌校の6年生は︑去年から

う．すごく分かりやすかったよ︒偏という一︑欝

たりします︒欝分のヒ濡を彰えると︑いろ

はすごいと思います．

葉と災顔が︑返ってきます︒孝︑んなお欝さん

んな人からたくさん優しい声をかけてもらつ

職内にある森の掌校﹁キョ鷺撚幅でジュニ

の顧を箆ゆのがとても楽しみです︒

ています︒櫓崎で知り合った入も︑松之出

アインストラクタ⁝の濡動をしてきました︒

んとのうれしい磁会いがあるからなんだと

校が大好きなのは︑こんなふうに︑お客さ

行きました︒私が重歳のころ︑子守りをし
てくれた大倉のおばちゃんの家に行きまし

お獣纐になった人達のところにあいさつに

に行く機会がありました．︑せっかくなので︑

この聞︑繭に住んでいた柏瞬に久しぶり

のかけ含いやつながりを大慕にして︑茎︑の

三人支人が︑懲分のまわりの人達との︑戸

れているんだと思います．

会いやつながりが私の娃濡を楽しくしてく

との串会いも大︑切です︒いろんな人との撫

学校で知り合ったほんの短いつき念いの入

で知り合った人も︑みんな大切です．森の

た．︑おばちゃんは︑私を見るとすごくおど

輪がどんどん広がればいいなあと思います︒

思います︒

ろいた顔で︑﹁偽紀ちゃん︑大きくなったね︒偏

になっていくと思うからです．︑

その輪が広がれば広がるほど︑明るい社凝
大きくなった︑

と静︐︑︑濠がら︑私にだき？ごきました︒ほっ

べたを爾黍でさわりながら

7

羅響
灘燕

欝灘
磯鞭

灘鏡叢箏懸婁轟零鯵巻地球灘縷鶴鉱虞葛影饗

シ》一ズ

窃毎水の熱膨張や氷河が融けて、海面が簸大88センチ上昇
します．繭極の氷が融ξナるとさらに海面が士昇します。
特に海岸線の多い譲本は海面上男により摸失する土地も
さることながら、海岸線の侵食紡吏の為の護岸に巨額の
費馬が予想されます．

続月︒︐懲から3鐡シリーズ慣＼松之窃

題における地球温畷化鮪建濡勤推進轟

としてご活躍中の蔑機樹男さんから．

地球濫緩駕跡建についてお話しをいた

る事が予想されます。

IOF創F

輸婁界中の気候が大幡に変わります、そうなると、きっと
新潟のギコシヒカリ」は高温障害で作付け嵐来ず松之山
でもジャポニカ米を栽培しているかもしれません．それ
ばかりか、今までの穀物地域が砂漢化して穀物の大幡減
少が懸念されるのに煎え、病害虫の増撫で穀物猛産が大

だいており蒸す．︑

熱箒地域では台風、ハリケーン、サイクロンといった熱
帯牲の低気圧が猛威を振るい、洪水や高潮などの被害が
多くなります。特に2004鐸のように新潟桑やβ本全土に
被霧を与えた集中豪爾や、捻月になっても上陸する台風
のように、数が増え大型化することが予想され、それに
対す被害や犠姓餐も増え、災害復潟対策費も毎葎増大す

第4趣は地球灘緩化が起きるしくみ

盗1降雨バターンが大きく変わ弓、内陸部では乾燥化が進み、

についてお話しをいただきました．第

でしょう．

⑤マラリアなどの熱帯性の伝染痛の発生範國が広がります．
特に高温多湿のβ本蟹内では岡じ伝染病でもさらに猛威
を振るう可能性もあります。

2鐡はこのまま灘暖化が進むとどういっ

れば纏れるより仕方ありません、松之灘購も6度近くも
単均気温が上昇すれぱ寒冷気候を好むブナ林が姿をけす

た間題が起きるか？特に窪○○籔︐後の

ともかく、 琴多動できない植物は新しい歪舞墳に適禽しなけ

松之磁ではど朔2嫉るのかをテーマにお

話しをいただきます．．︑

⑫現在絶滅の危機にさらされている生勤は、ますます追い
詰められ、さらに絶滅に近づきます，移動できる動物は

幡に減少し、繊興的に深刻な食糧難を招く恐れがあります．

磁

松之山町地球温暖化防止活動推進員

高摩喬 植壁男

服近は欝に比べて夏は暑くなり、冬も暖かくなって
きました。でもこれでも50年麟に比べると、わずか

では、爽際は映醐のように麟的に地球環壌の変化が起
こるのでしょうか？どんなに変化しても、入類がすぐ

平均氣泓では0．5〜0．6度し力暑くなっていないのです．

に滅びるような激変は趨こるとは思えませノ1．が、かと

彰均気混で激えるとほんの僅かの、．ヒ昇でも、体感的に

凄く変化した印象を持つということがお分かりいただ
いたと思います。

では、このまま温暖化が進むとどうなるか？1pCC（顛
連の機開ラの巖新報想では、1い今後憩0年で、簸大5．8
度の気温．上聾」が予測されています．今後の王00年で、
50奪蔚に比べて約僕0儲以、熱σ）気潟上罫が予測されて

いってすべて†測されているのかと うとそうではあ
りません．r繭暦2鐙0年で、境在よりも徽大5．8農の
窯湯ま罫iも一つの予測とざうことがいえます．では、
実際このような事が今の蓑1本で還きたらどうなるか？
平均気濫の5．8度の．圭騨は、距離にして600キロ〜
900キ獄南に移動したと講じ気潟．圭騨になります。松
之1．1濠が600キロ〜900キロ購に移動すると毒えてくだ

いるのです、こうした気滋．h昇によってどのようなこ

さい．地図．ヒで晃てみると、ちょうど鹿箆、賠から沖縄

とが趨こるσ）でしょうか疹

あたりまで移動した郵になります．冬需に悩まされた
松之山が鹿兇講や沖縄￠）爾圏瓢象になって、璽の心醗
もなくなり温暖で快適な生活が出来るのであれば地球

地球潟暖化をモチーフした簸近の映顧「デイ・アフ
ター・トゥモロー」が公醐されましたが、侮故か湯暖
化とは逆に氷測期に突入するどっ物灘でした．勿論
これはフィクションでありえない事ですが、地球潟暖
化陣氷海期と，、ギうサイクルはこれまで粥度か地球が繰

漏暖化も決して悪い審だけではないとお考えになるか
もしれませんが、そうばかりとは限りません。地球搬
暖化は今まで侮万年も繰り遜してきた地球環境そのも

り遼してきた事で、多少の理実瞭も持たせているのが

のの破壊につながり、親篠予惣されている慕には、1二段

ミソで

の①〜③α）ようなことがあげられます。

す津＆櫛
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灘

灘

2（）無後後退中のヒマラヤの激河（鴛98葎〉

ヒマラヤの氷河（穏鵜鐸当鱒〉

難
霧

鎌

轟鰯霧嚢盤、
蹴

欝

購

騰

蹴薄
繍鐵

鱗
．．．鑛簑

灘騰識

、燃灘
灘撚

幽織

1

海岸の浸食が進む様子（マーシヤル諸島〉

撚大老続ける砂漢（串認北部のホルチン砂漢）

．馳銚
ξ200翻2120猛2004無の鐵本は、一無中高温で、記録的な台風よ陸
気象疹は、2004葎の銭添の天候の特徴について速報をまとめました．それによると、2004無は、一黛を通じて、
全國的に高温傾講が続きました．特に、東臼本では、平均気温よ崩．3℃高くなり」946鐸の統計開始以來、年平
均気温の一位となる晃込みです．

また、今葬の台鐵の特徴としては、從月209硯往までの発生数が29欄と平葎鼓みである一方、段本に上陸・接近
する数が達0欄と記録的に多く、また、強い勢力のまま台風が呂本に上陸・接遁するケースが多くありました。

蓑2004」2．禰 2004無の地球の平均気温は、観灘史上4位の暑さ
慰雰気象機関（W踊○〉は、2004鐸の地球の平均気温が、鳩鋭無の統誹闘嬬以来、2003葎、2002無」998無に次いで
4番鼠に羅い鋒響あっだと発嚢し蒙した、今黛の気温は、扮鋭無から総90露までの平均をα44度上鱈るとみていま
す。また、2004驚の欝月が観灘史滋一番署い萄肩であったことは、地球温暖化の現象が進んでいることを示してい
るとしていまず．

⑫0041籍．糊 豪都議建書、鎌隼2月欝臼発効へ
鴛月爲霞、Qシアは、地球温暖化防止のだめの蒙都議定書の擬准書を國連に欝託しました。これで、禁都議定
書は今から磐0β後の2005無2月総9に発効します。

￡2004灘纐

2003無度温塞効果ガス錘鐵量は，90鐸鑑で8驚瑠（速報健〉

η月9段に調催された第24園環壌雀聯央環境審議会地球礫境部会で、曝壌省試算による2003黛度の温室効粟ガ
ス撚鵡慧の速報値が発嚢されました．我が園の20Q3黛度の温室効果ガス擁掛攣は、90無跳で8驚増纐しています。

鵬隊だけでも、このように勲麟鐘は嶋らされています漏たちぽ繍来翻をしっかりやらないと瀬
来をことんで斐詳ない、そして取り遮しぜ）付かないツケを残す郵を1疹争することが大纂なのです。ではその方法は？

どんな方法があるの？私たちに纏が綴来るのかを次懸輝隷させて預蓮、こσ）次は葬しく述べたいと思い濠す。

9

ツ

療峯

愈懲繁

今シーズンも厳しい地区予選・票予選を勝ち抜き、5名が全国大会出場権を獲鶴しました。
全国大会でもベストを尽くし、素騰らしい成績を収めてくれることを麹待しています。

地域の皆様もご声援をお願いします、

垂

松之山中学校2鐸

男子フリー

ーFFqF

男子大輿転
男子園転

男子クラシカル

松之山町野鳥愛護会

●﹃カラス﹄⁝貞ズメ目カラス科

﹁むフス︑なぜ鳴くの：こという難磯でも禽名なカラス

の子漏とは︑﹁七羽の．窯なのか︑それとも﹁七歳の動しなの

だが︑この響七つの子㎏という歌︑実は不司解である︒ピつ

か︑カ︐スの盤態からすれば︑このどちらもあり．凡ない．

カラスが産む卵の数は．鰯から五欄だし︑七歳のカラス

子を思う親の戴持ちがこの激の註題なのだろサつと私は思

はもう立派な大入である．野の数は大きな問題ではなく︑

ところで︑みなさんはケルミを翻るカラスを箆たこと

うことにしている．

があるだろうか．クルミをクチパシで狭んで道驚垂に落

で目繋され報道されたが︑晦秋私は上越で目繋した．カラ

とし︑車に割ってもらうのである︒牽年ほど購に東北地力

ちなみに松之由で免られるカラ

と﹁カアカァ漏

畑獣

彩︶

森の学校﹁キョロ滋騎毒場曝

無削8晴30分〜n購30分豪で

ラ
力
升

匙

スのク痔ミ翻︶文化︵？︶は︑藩実に広がっているらしい︑

く﹁ハシボソガラス

スには︑﹁ガアガア漏とだみ轡で鳴

と澄んだ揮で鳴く﹁ハシブトガラ

ス漏がある︒どちらもク痔ミを翻る

てみよう︑︷文︑臓

のだろうか．今度は︑織をつけて見

合

の月26費︵土﹀

難轡灘灘灘鰹雛騰麟齢畿纂糞
▼段蒔

でお貸しします︑

双眼鏡などがあると便利です．かんじきはキ訟照嶽

▼その他 小蓑決．貧︒防寒災・擾靴など暖かい身支度を︒

▼集

澄んだ声で騰くギハシ

高橋範行選手

期臼1平成壌7年2月122iヨ〜25iヨ
会場：岩手県安代町
村出葉太選手

安高松之由分校嘩駕

0回
第6
小出高校僕年

高橋亜季選手
男子園転

女子園転
女子大回転

会場：秋田県鹿角市
女子クラシカル
女子フリー

松之山中学校3年 松之山中学校3鋒

期iヨ：平成17年2月4臼〜7臼

相沢朋宏選手
本山育朱選手

編

熱
影42⑨

鴨嗣

期1ヨ：平成肇7隼2月5…ヨ〜9iヨ

会場：群馬県片品村

ぎ0

釜

り

よう こ

く

洋子ちゃん（繍ケ月〉

玲空ちゃん（繍。ケ月）

樋O翼一・溝葵さんの長女

福原健誠・美紀さんの長男
（天水越・松膣）

（中羅・下）

承クも贋叢婁危）くアっていうんだ。か、っこいい各
鐵だろ。 好きな食ぺものは、さつまいも、ケーキ、
誉ヨコ〕、マズ冗⊃ニサラダ、あんまん．どっちかって

愛称は やンヤン（洋洋ア，，丈、ステキな呼び名
でしノ、虹う。パパ、ママ、おばあちゃん、そして 洋子

の4メ、家旗よ． 好きな食べ物は、お肉とラ…メン、
そ舞から、あったかいごはんには納鷺がいちばんね、，

いうと1讐党かな1、

お気に入りは、アンバンマンの

肇だ，よ。いつも乗っているか蕪）、ハンドルそきぱきは

おうちでは、いつもフーセンで遊んでいるの、、ふ
わふわと浮かぶフー一センはとつても楽しいわi お

プこ3級さi この瀧え、スキ…湯に行ってゲレンヂ
デビュ…し、たんだ。補めてソ1嘱こ乗ったけど、パバ

気、二入りは．イヌζネ：3のぬいぐるみ、，いつも洋子

蔓，ママもヂじ1よう豊、じょう箏」つてほめてく穀たよ．

といっしょよ． ときど毒、バパとママとお蟹物に
でかけるの．鍛にのるζ、いろんなところへ行ける

ボクって天才なのかな、，パパもママも期待しててよ、

があるでしょ．潟じく婆）いの子どもといっし，気に遊

でも、リフトに乗るζきは、ちょっびり怖かったけ
どね． ⑤薦1こ妹の らクレア が生れたよ．と〜つ

ぶの、募．と〜って・も楽し・いわi

てもカワイイから、ほっぺにチュ…したりし・てるけど、

から、必もウキウキよ．おおきなお窃は あそびllダ
パパのお挫事は、

ち、気っといじわるすると、すぐ1こ1澄きだし・ちゃうんだ。

キノコを鶴てているの、，このあいだ二鴛慰こ行って、

フ繋クももうすぐ2馨フ。

パパのお乎伝いをしたの。ヂえらい、えらい」って
ほめてくれたわ。これからもお手伝いしなきゃね1

ないとねi
ζお父さんから一醤葦

【お母さんから一誉》

累塵で懸いやりのある子になってほt、ん、，，

他人ll二慶し＜、幸せになつてほしいで夢．

霧騒鰯麗麗翻鰯

寒薫慧愚叢熱奮遜懸愚懸繍謙籔総搬讐鰹瞬縮駿懸
緩慧縞翻縫癒鯵謙薦欝獲趨懸籏醗雛犠懸筋硬塞類脳

錨驚．寒繍灘灘蓬通璽穫騰灘縢縫籍薫叢灘麟犠縫要溢慧

簗鞭難趨籔類薩嚢癒縷慧議．穫︑緩懸総黎騰灘⑳鱒隷懸

驚藤︑謙縫羅輔鯵︑総驚遜懇盤縫．欝懸鴬翻驚糠経撚懸

匪⑳撫麟．麟驚欝輔欝懸籏蓬灘欝懇轟驚叢謬騨．

の殿往症のある人は特に注意
③入浴の際は家族に声をかける

発総慧懇働饗︑健康懸灘驚叢懸緩鰹蕎叢癒鯵諜縷．蕎勲

⑦高血圧、糖尿病．脳卒中、心臓病

懸騒㎜籔濫慧懸懸饗慧㈱麟．

⑤かけ湯や半身浴などの工夫も
⑥癒圧降下剤は入浴前後に服絹せ
ず、飲酒後の入浴も避ける

熊浴騰饗犠．餐鑛懲蜷縫．澱浴

蒸気で浴甕内を暖める
く簾人暮らし向け）

懸鰻諜嚢．霧浴鞭纐騰叢馨敏麟︑

り、湯も熱すぎない）
翰浴槽への給湯はシャワーを利用、

鱒綴窯然麓叢楼愚蕎齢暫鰹籔︑叢

①お湯は38〜唄度で、20分以上の
長湯は避ける
㊤脱衣所の暖房化や、浴槽を浅く
するといった転倒防止策を
③一番風呂は避ける（浴塞が暖ま

焚遜事鹸灘欝軽翻・軽藩薦謙鐙
餐麟⑳驚灘．鞍⑳騒随＄麹藻蓬

綴齢薦

懸鐙薫蕪謎騨⁝

安原教授による

ちゃゑノ之二〜懇尽ン盤ξ）ように：なら

2月号の巻

慧月9総（8〉

嚢鰯の霞1樋鋳1懇による出鑓め式が、松之患診、霧．、霧鰯繁

漁箋ぞ

響わ才貫ノだ。、轟8畔賦／・ら獣がよく晃ジ1い蓼ζ1の蓼が経りしき
と1毒に鶴畿さ凝た薮水は、甕窪ーこきれい，轍物髪、熱患いて蓼

1つま1ノ灘、

勧慧

、t二が

〆．＿沢戴び購3、

きびきびとした一製軸ずる出簿め震で（遅く緊演講を鍵て、鶯…のと二き

に我々アヲつてくれ、

鰻、1

あ

麟

る天1鰻で、患鶏し灘染 妊ちtノ規罫脚な、醒・二穴変だっ鷲ことでし，タう、．

、〉泌驚を騰し＃ノ鷹

轟

蓬月45iヨGゆ

憂を持つといわ磨）ジ難こ
．舞ず・ 叫

、、」が、

．

．7二）れま＿／難この

婆

、響

．）漁土薯で薫鎌建こ、野 我
L「簸『ニヤ！・縷葵さ閥．華ミ嚢

欝蟷く舞鑓鵬睾憲ん

・，新套紛・i
）2離ξ憲』

搬

疏．
・1

と苓潔こ撞ぎ磁さ亥、，こ2ノ、、∬

つ｝下に》

一『 届

雛5孟が、

銭いっ

1周F創F

1ま 三

）愚と、欝二彗から婦福

（ノ）嚢皇酵＿｛デま：」、＿罫りi参ミし・叢w：。

続いて無総〜災州嬉

・1㎡／

諜ニ
！誌

ノ

＝〜と、

r卿
メデトウ3の議ご：とぞこ璽いσ

趨こ還響まく霧 窯一あい、糞っ

糠んもこ鞍鞭っ黒夢ナ講

漆，二なりながら淳鋒懸の！建璽だ憾りまし芝、

纏翻58翅ゆ
新驚纐めて獣こ入り、1藁こお辮りしてオ）、ら

轡

）を饗1木蟹撚し実

、、ヨんごの木」や1モ

籍だ

走惚題り、

蓬舞ヨ鵜ダこ炎でいられ⊆諺と1いう欝くから乱Dぞ婁名）し、

舞総の篶々と1「森♂欝涛キ 9こ1が、、っているこの試み、愚8

盤

5
わγび駅麟加副｛ 調一／

べ諺

1、舞峨ハいいハ

y2

驚繕2＄蓬籔欝

東横綱＝闘繭増栄関
顔横綱：ってゆうじゃない修一闘
穴櫓撲の補鵜勝に盆わ慰襲｝内各地で蟹叡旛撲が行われ、考
蓉男女を闘わ夢大鐵の潜が餐のひととき審楽し・み薯難．ノだ．今

1慧は．力恋数55名藝そろ叉る驚灘相撲協会（縷事長

釜嵐

…男）の大継会の模様内お儀えし濠す。

238の千秋楽、タ応6鋳から葎洲紡嚢センターで行われた
穴納盆は、ギ蓉が伐涯憲曝で幕を縫1け．ケガなどで実力が十

分発揮できなかったヂ出轡力二tの綾灘、嬢綱・行翠・太刀
捲に、玉る鞭藪爾横綱の二露表入り、各麟の授讐式．零叡り筑、
地瀦へ漁養どの1講に，よる糖零纒、り擾讐などが響才）才．、牽｝・た。、

応∈3間の熱戦を講してみごと二第38代の頸横綱に輝いたのは、

覇薦麦，栄関こと襲野選巣さん

灘慰力蛮が獲綱の麹を儲り

だ』いと灘1甕ぎに：嵌わると、力水を・箏えながら鶴愚そうに1

必騰のコツを鑑授して無、劇ノた．でも横縄謄ん、明∈3は我

2趨3緯鉢i雰

獲携の擦薄懸の翼まき、、鋒黛まで藁蝿のおじいり費

ん・おぱあちやんと一緒に覆代闘交流を行つてき濠し
たが、簾欝醗が統愈して魏麟簿蓄菰くなったことから、
鋤内のおばあちゃん巻穫喪して汽惣牲ワさん、難野憩
子さん、小野塚咲子さんの3名にお纐いし、婁桟講交
おばあちゃん際から、ヂいじわるオこや濾き虫オニ、
誰で鷺心にオニが注んでいる。そのオニを選い払い、
懸しい必を持つことゆマ、ll題は〜弊i編は〜内i，磐ご

いうこと。雌と．楽しい物語を交漂たお話をしていた

購

だき、その後いっし・よに叢濠き熟し謹した、

やがて、こわ〜い亦叢二と講オニが登揚すると、園
鷺たちは逃げ濾っ総り怖くて1ゑ、き慮す子もいだりで穴

変な騒ぎになり蕊したが、鑛後はオニも子洪薩もヂ懸
のオニ」を逓い払い、伸農く詑念撮彩、＿▽まし・た、、

醸難

織

ぎ3

平成17年度奨学生等の募集のお知らせ
4穆肩、1に十1郷鐸鉋域511瑠∫村が奮併ヤず

そ）ことに伴い、奨学旨≧瀞1痩が全麟改

瓢され、奨学生等の基準が緩麹され、多くノ、ノ7々が対象となる二とになりました。

醜羅灘

駒，蛇僕湘麺欝鱒磯ぎ綬髄隈蔽糊ま鋤で、鱒をご灘さ

織

鷺総 謎
騨欝

れるかは、i書1込みをお願いいたします、

聯甥轟醗

奨学竺の資格（次の3点すべてに該当する者／
（僕〉保護者が当町に3葎以上住所を有し、かつ、町税の滞納が無いこと。
（2〉学業成績が優秀と認められる者

（3）経済的理窃により学資の支弁が函難な者

奨学金等の種類
選 分
高

簿

学

i奨撃幾綿額〉

疹交

選O，000円

高等専門掌校

20，000円

奪：｛修 学

毒交

5

修学一購餐

申込みに必要な書類
（様式第蓬号〜3号は行政係に胴意してありま凱〉
（億）奨学金等貸与願書〈様式第3号〉
・蓬通

200，GOQ円

（2）出身（在籍〉学校長の推薦書（様式第2号）

篠通（修学一一購金のみの場合は不要〉

300，000円

3α00Q円

30Q，OOO円

大学35。000円500，000円

（3）当該修学生の在学学校成績証明書（学校長発行〉

4通
（4）戸籍騰本及び住饒票謄本

提鐵期限
（期限後の提患はお受けできません、〉

（5）前年の世帯所得証明書

4通

その地

（6〉当該修学生の医舗による健康診瞭書（様式第3号〉

選考等により、奨学生等を決定いたしますので貸与を
確約するものではありません。
制度や、ご不明な点は、お気軽に行政係（担当：井湧〉に

・篠通
（7〉連帯保証人を内諾している餐の納税証明書

・各美通

お問い合わせください．

提鐵先及び闘い禽わせ先
松之由町役場総務課行政係花し596−3331㈹

『防災・まちづくりフ罐一ラム＠松之山』

開催のお知らせ
中享越大震災σ）影響により1鍛催力蹟垂簿1さ療てお1）ましノヒ・防災・

まちづくリフォ…ラ∠、＠松之由、1が、次の繕程によ1）開催されることになりました。

松、之耀獄、猫衛門の磁伝説が、1酌継趨貰いる地すべり地です避撫37｛流発牡た融之麟）大慰鍬犠
から4（）年が過ぎ、1町は騰史をi灘じようとしています。蜜た．懸時▽1）悲惨な状況をi紀憶するノ＼も少なくなりつつある中、

完般の中越紹プ・が発畿しました。由霞．志村では地すべりをはじめとする1二砂災害σ）ため、全村避難を余儀なくさお

たことは、1趨すべり性の地盤からなゾ

権地としては、麓機感と防災策の必要を身近に感じるに充分なできごとでした．

そんな今こそ、自然とともにあったくらしと災審の教、細を思い起こし、敦敦が1二れからの地域づく1短垂、纏
に… iこα）フォーラムは、地すべり地に寄せる想いを語り含 会です。どなたでもご参糠ください。
闘催テーマ／「大地すべりの過去・現在・朱来塞〜松之山からの発信〜
獺

iヨ／平成17隼

嘩〇二3Q開場

会 場／自然休養村センター
叢 催／防災・まちづくりフォーラム＠松之鐵実行委員会
〈杢右衛題クラブ、松之山町、松之由麟観光協会、松之山温票継含、飽〉

その地／参加には事前申込みが必要です。詳しいことは下記までどうぞ！

問合せ先／松之山町教鷺委員会（T

旺025噂96受04ア）

ブqグラム
懸パネル展
鞭式 典
懸防災・まちづくり対談
懸松之山の瞬i季（映像とシンセ生演奏）
灘朗読と歌ギおらが村の盗右衛門さ3

ア4

IoりF創Fー

平成1ア葎

マ．T

・講通

振り込め詐欺が激増1

平脚7年度
新潟県交通災害共済の募集が始まサます！

月末の被害件数570件．被害額約6億円
振り込め詐欺とは、いろ簸ろな獅iを使って相手を
だまし、金融機閑へ現金を娠り込ませる犯罪σ）総称ξ

嘩人鋒闘500門
ご家族どなたでも趨入でき蜜す
共済金は、入通院の実β数が7臼以よから支払われ

す。窯な手鷺、としては次のようなものがありますので、

ます。

ご注懲ください．

交通1故による被災警を、住鋭講』』圭二の助け禽いで相
として、籍潟膿では昭

一 き榊

鎌

家族や警察蜜を装い、惜金返済や交通事故の示談
金などと称して現金をだまし取る手鷺

み

ん癒で繋心︑灘ん癒の終驚︒

秘43年から嫌豪ξ）ま
した。嘱i町でも・1三閥5

〜｛5名の』絃に接済金を

お支払いしています。
自転灘から壌まで、万
・交通・鷲故に遭われた

ときはお気軽にご相談
ください．

聯雛i漆雛詳欺《恐喝菱

繕攣難蝋

亙救済するための翻度

榮窪講叢欝欺｛恐喝》

宿料サイトの使矯料の未払いなど、架空の事を潰
実にハガキやメールを送りつけ、架空の使胴料を
だまし取る手口

融資保譲金雛欺

窯遜災露鍍済綜層．

問い合わせ先
役場総務課行致係
大見まで

覇雛豊い融覇燈で穿．

実際には融資していないのに
融資話を持ちかけて、ギ保証金雌

鎌潟矯奨礁饗襯覚鱒

名目の現金をだまし取る手鷺

東頚城郡医師会休日当番医のお知らせ
警察は、罰金等の指定⊂〕座への振込み要求はしないi

ご剥用の綴は，竃蓄誓でご確認の1二お擦かけくださ

振り込む鰍こ、必ず家族や幾察など誰かに1相談！

2月27霞（臼〉
竃話596・一一224（1

3月20臼（β）
蓼，毛・ン1松代病跳

マ劉いり

ずぐに振り込まないで、まず事実を確認する1
連絡先を携幣電話に循定している鵬合は要注慧i

︑1

松之慮診療多響

磐に覚えのない請求は、無禰

霧髭叢奪597−2王（｝0

此・鍵、一鳳一 ＿ 、躍ヂ 鰍、，、騨 継讐欝＿

欝・・．、＿劉炉誰唱一密

．罐び

、・醒

．鐸

i

≧

＿騨

．

難躯寧

＿、＾瀞

雌・騨

、

、鯉一

．・隙継

響・『．夢一

越後妻有6櫛靱村が連携し、頼潟県とのパートナーシップのもとで、
親代アートを嵐大な禦魚で展醐する胃大地の芸術祭孝など、様々な広域
連携の取総みを展禰していることが評価さ勲，、このたび，輩務局を努め
る斜藁斑地域広域垂藷務総穎が地域づくり総務大翫表彰を受賞しました、

地域づくり総務大懸2＼彫はr地域振興部門」ヂ繭隙化部門」1備報化部門．

の3つがあり、 賛簾醗地域広域、1務組禽はヂ地域振興i門

で浅彰され

る蓬N羅20磯館の王つに選ばれました．

大地の芸術祭
みなさんご袴知のよう綜、越後妻鞍の地を舞台として・3無ごとに鯛優さ1就る國

際的な芸徳祭です．住農参撫による地域の運擁と交流入鑓の菰大を麟籔圏蟻
の魅力を金麟、婁罪に発信してい濠サ、また、往鶏と学鑑ポうンティアεこへ
び隊逢との脇働奪業などを逓麟た交濠も、地域に懸鞍い風憂吹意込毒濠しだ。

ア5

1」＿磁

鍵…、製

影P『

勲翻 耀議コ瀦
松之宙晦生漉学習だより

爆》

膨
縫、溝内全芦にヂ家族みん
なでノーテレビ・ノーゲー
ム露というチラシを醗布させて

公浅縫1

密596−2265

社会教鷺主事一一…金子禎人

繍綱猶

グ夢讐拶嘉ダ灘ゑ螺．欝墾勤
ビを漢然と箆ているときは、会
話が存右、しないσ）ではないでしょ

しゃると思います。また、以繭

地域の教膏力が脈々と息づ
いています、、また、子どもたち

畠翻レ
鰻

鞭懇灘

鍛rづくり時民講座〜松之
出を愛し、松之由を守り、松之

綴，騨

に教えるべき教韓が地域にはた
くさんあります。だからこそ、
このヂノーテレビ・ノーゲーム

運動」が予どもたちに等える効
果は絶大ではないかと考えてい
ます、

族の中で週に柔獄、玉時問
でもテレビ、ゲームを離れ、

山を伝えていく子どもの育成〜、i

測の運動が始まったのち、

必然的にコミュニケーションを

を異傭化し、町全俸の取組とな

ある家庭では、食事が始まっ

るよう醗布いたしました．釜学

たらテレビを消し、会話を楽し

とる時問を設けてみましょう。
そして、家族の会話や趣味專を

校ではPTAの会合等で、保護

むようにしているそうです．ま

楽しむ、さ1フには、次代の松之

蕎のみなさんと一緒に考える機

た、食事後は、家族全繍が晃た

由を撫う人紡を膏てる意味でも、

会を作ってくださっていると聞

い番組のみを見るようにしてい

松之1．1葦に触れるぐ地域を歩く、

いています。

るそうです．

伝統に触れる、伝1、兄を聞く等〉

において、提案されたアィデァ

代の。ような構報化峯ま、会では、

一ムが子どもたちに凄）たら

テレビを始めとしたメディ

、す影響については、いろい

アからの傭報は欠かすことはで

ろな方画からー欝われていますの

きません．しかし、テレビが疹、

で、ここでは割愛させていただ

庭から奪っていったものがある

きますが、畢どもたちのコミュ

のではないでしょうカ、．そσ）う

ニケー一ション能力、創造力、た

くましさを奪ってしまったのは
牽分津tもない蒙実ではないでしょ

ます、

うか．

族みんなで岡じ番組を見て、

のような蒔代だからこそ、

それについて会話する場瀬

テレビやゲーム等の機羅と

もあるでしょう。しかし、テレ

．髪重につきあうことが必要にな

ます。各御家庭での取総に期待
する次第です、

鐙撃︐

ち、簸大の遣）のは家族のコミュ
ニケー一ションであると考えられ

の時問としてほしいと考えてい

16

ー寸F創F

かり取り組んでいらっしゃった
御家庭もあることと思います．

れは、昨葎、実施しました

Pい松之山は、まだまだ撒庭、

うか．

いただきました。御覧いただき、

取り紺み始めな御家庭もいら・）

ります。

一般成

す︒松之由欝の小学生も多

が妙轟蕩療騰で開催されま

ボイコ・ストヤーノフさん

演麟噌杢坂磁来偏の発褒と︑

松之由小学絞箆磁による

儒越学韓親善スキ⁝大会

数串場します．ご声援をよ

す︑︑皆さんお誘い合わせの

のコンサ⁝トが行われま

自然休養村センター

2穏28難へ転︶

上おでかけください︑︑

▼期段

峯後2時Oo分〜

▼会場

▼蒔間

午後3聴3Q分まで

▼入場料無料

薮

嚢舗麟懸懸畿難灘螺嚇捗難顯欝戦鹸難難鵬謹鮪

ド

』葦

騨『

ろしノ＼お願いします︒

2翅貸篶︵木︸

脚︐

磁

ヤ

2月等6………〜3月簾5目

▼期臼

▼会場

門クQスカントリ⁝︸

門アルペン榊

赤禽観光ホテルゴルフ場

券倉観光ホテル離霞コース

券禽チャ㌧〆ピオンコ⁝ス

午後4時まで

▼時間笛︑購8臨3
0分〜

媛

一

鶴鑛

3級以ぢの轟齢瀞︑

人の方から基礎約な技法を

0分
午後達時3

学んでいただきます︒

▼聴間

欝然休養村セ㌦ノター

▼期臼 2月π掃︵寒︶

▼会場

▼講舗村窃悦夫

ポゆ はなゆ
ir

ii

一灘が懸．翻蹴慰懸轍墾懸離顯讃蝶i鑛蕊馨勢蓬瀞懸獺無瀞優鞍護麟巻蕊愚勤爆
麟

滋瀞奮．懸灘嶽鄭讃、纒罪が撫癖悪懸逢鋳麟餐、欝選闘難が激しく晦鴛》饗棲叢麟臨

灘辮灘翻鰍篠概轍セ這顯臓
1
1ま

溢ん慧鑛麟然縫難毬羅僕鐵撫憲襟戴闘なのだ。でも．懸慧蕎類蓄り抵撚霧灘蓬・豪

撚暴鍵麟嚢愚麟羅、欝畷葦㈱麟藩凝雛けど、霜て耀簾騨
ゐ灘霞然涛灘叢の磁縫ゲくを闘嫉て僕の腕毫吸い逢懸蓬；奮寒さで鍵震講笈る護灘欝僕叢雲

の戦離が…時胸に終わった．それで僕が鞘が懸縫擬って、凌駁漁灘難嬢叢勲驚麟訟騨
お麟菊灘戴．
趨翻懸校の慶癒大攣の．＾っ燕遜り、鰯ぽ蝶》縫勝慰麟霧繍購・奪灘藪侮灘箋

讐覆秘欝勝嚢麟こ1葉を作ってみ灘．離の認馨驚紹灘雛難霧葉際雲馨ぽ欝瀞灘鶴翻灘
る護蕊懸饗は、禽欝1紹介蜜るのぽ、露麟終灘瀞懸ぽ奮の愚護霧懸叢驚縫獅蒸婆繋灘
妻
灘

1

蕊麟諜．熱講職難麟蕊

獅巻輪添灘雛瀧瀞ら、犬麟然の悪慧懇僕⑳悪慧懸爾雛解嚢叙螺籔灘燐蔭鑛麟然織、

鑛総翻畿懲議禰覇纏鐵蕉慧雛購議簸噸懸纈

メ7

鳶麟菰鯵織蓼騨鰯欝

響鎧欝葎
ベント情報

のけんちん汁を足食でお繊ししま

牽』二講はきこりが慮から木を切り1麟す季鄭です。

℃顯

キョロ資ぴ）食体験1騰で魯集落
．獲潟蒸、鍵撮懲鍛薙⑳葦⑳0鵬彊2：00

す。（・一＾食60Qド：1〉

からこと呼ばれる麟子をつくり、わらすとっこにつ

2素服王欝〜ま3沼には、浦i鷺無、之

めて、竹と縄で作ったヌ矢と一緒に1、llの神に供乗』ご

由簾落のけんちん汁が楽しめます。

無郵を祈ります。

●参纐費（入舘料込み〉
大人魔，000円・小中高生600需

松之重iiの名ノ＼たちが、伝統i蕪σ）妓を三2溺〜3月
まで纏遡ll曜溝王Ol（｝0〜類：（〉0までキョロ撚ホ…ん

で披露します．とくとご賢あれ！
毎週』繕膿総には、薄

2月6臼；桶・野，鴇こけし

2月給欝：猫ちぐら

蝋で、せんべい、焼き

2月20日1わらぐっ

芋、焼き餅などの灘演

2月27β：ワラ座布國

サービスをしています。

3月68混家

灘

欝

懐かしい地類（いろり〉

撚

難
lOF創FI

夜，費が降らない撫の、茅翻には霧の、Lにたくさんの動物σ）

＞・動物鐙鷺跡観繋く，

建跡をみることがで意ます．足跡だけで動物の種類がわかる
ことも多いので、気をつけて発てみてください。足跡や食べ痩
から、どんな動物が傭をしていたのか思いをめぐらせて冤る
のはちょっとした探偵氣分で、なかなか楽しいものですよ。こ
こでは絃、之1ま．1でよく箆かける足跡4タイプに』ついて紹介し豪

ず。

これはノウサギの足跡

これはウサギに似てい

です，，多くて真横に並ん

ますが、ちょっと違います。

だ是跡は後ろ足、小さく

実はリスの是跡です，，ノ

て上下に並んでいるのが
葡足です．ウサギが走っ
ている時はたいていこの

ウサギよりも小さくて、
前足岡士、後ろ足岡士が
横に並んでついているの

ような是跡になります，、

が特徴です。

霧

これはテンの足跡です，、

星の指の部分が弧を描く
翁︵

ようについていること、

もよくあります．

これはタヌキの足跡の

典塑です，．キツネの場合は、

足跡がほぼ縦に一直線に

鐵鄭でつきます澱脚

指先が5本あることが特
徴です．ただ、前足と後
ろ足が重なるために詣先
の数が分かりにくいこと

難舞

雛鍵
灘．

つだけで1ま、どちらか判

別がつきにくいことが多
いです。

難

灘勲麟騨撫鞠麟灘懸織鄭繍鱒響澱難驚灘翁糞翻，灘灘灘i欝
18

14謝
山．

15［想ほのぼの教劉保健センター〉

N

16捌
17伽

レンダー

2005

18團安驕校松之出分校終瓢
璽9
ζ薯譲

1囲

頻勧好づづ弾瞭加瓶アノシベン大会〈槻蠕駆争場〉
豪雲文駕農f浮んちん淳食簿験津（峯き員鎮〉〜2蓬…窯で

春分の露

2姻
3【刺

オン鷺ネア捧ペン大金（機之凄潟泉スキー覇／
豪雪文駕躾ζ塘づく夢案渓嚢キ錘貸￡i〉

総之遠濫泉スキー霧カーニバ痔

4團欝酵鶴総離灘議会（体養桃ンタ＿〉

22㈹

5繊騰ちづ〈脇一ラム（憾枇ンター〉

23【弱購小学校終瓢

バッヂテスト

豪雲文化展r銭家模型づくり実演」（キ灘q鶏）

24鵬欝鐸縣灘式

7【削嘆諺磐綜謡醤籔裂嵯療醗

25團

8㈹松之購校卒瓢

26ζ熱
スキー子供のβ（小学生以下リフト無料〉

導鵬講轟議撃ンタ㎜〉

28謝
29㈹

10伽
11囲
璽2総

30〔刺献甑鱗午鱒〉

閉時記念式典（騎蔑体奮館〉
豪雪文化展「野鳥こけし案漢」（キ3Ω瓜〉

灘謹惣鋼蟄凝灘興糊
各地で雲上運動会が行われます。

雛縷嚢欝i麟灘屡i鍛鍵催藁鶴蓬懇難嚢擬慈騰

31困
松之由温泉スキー場

鍵霧懲認墾萎塾爽麹
白銀のスキー場内で．今シーズンを締めくくる
楽しいイベントが藍りだくさんー・
詳しくは役場振興課へ

上布綴地区／2月33沼（段） 照劇縫小学校
松之山小学校
松里地区／2月2ア段（沼） 松之山潟泉スキー場
浦霞地区／2月2禰（a） 北浦鼠スキー場
下布趨地区／3月6段（目） 予定
下布韻コミュニティーセンター

松之由小学校璽／2月27段（覆）

フ9

豪雲文化展ヂ桶・ワラ総』工輿潔藩（キョq環〉

繋 醗 難縦癒︑ 撫 繰

錬

灘勘㎏︑＼翻濃く翰恥迦己軌鵡爆

囲

いつも元気なうさぎ組

松之磁保奮藩

おめでた（出生）
該当脅なし

購欝醸、
ノ

おくやみ（死亡）
85歳
橿療徳二三郎さん75歳
商澤 キミさん 88歳
小野塚トシ子さん

ゆ

舞

松之山（配野騰）
天水越（松浦麗）

違

豊 照〈かじ林〉

＊1月Mヨからま月3員ヨまでの煽繊分です．

高橋航太くん

夢

＊広報に載ぜてほしくない方は、編繊の時

驚パ鱗

（松之由・織蛍腔宅）

に窓環にお議ください。

℃れガれ¶eパち

面◎斡窃

ダ脚知ツクで

嬉き数お遊び

翼〜こし、るごaろ

遊ぶこと

i月3！繕規査三
2，989人（一3）

男

：王，456ノ、 （±：0〉

女
盤帯数

1，533ノ、、 （…3〉
王，（）90ア享 （一隻〉

ぐ

町民憲章

）内は鹸月との比較

も

劉
ツ幽

顎
ー㊤F創F

略籔箏謎題撫熱魂鴻瀬麟麟幾漣再誌禽︾蕗蓮赫魯這藁沁

総入口

，鷺鵜，、隼，月纏

わたしたちは松之由跡民です、郷烹を愛し、

みんなでよりよい町づくりをしよう．
町民の・窪 舞終

麦、美しい緑と霧の中で

轟野鍵鱗蟻壌︑象巽︑卦次麩餌︑遷窃恥黛偽

心駿かな人になろう
三、ブナの梢が触れ合うように

連体の心をもとう
／、湧きいづる湯泉のように

翻造の力を謁めよう

鱒講

灘

鯵 灘

蒙

縫

雛欝購撚

鍵総

欝

繍繰弗耀欝繍

・i叢鞭難灘鑛灘灘繋翻繍鰻欝難鍍．

次の方々から時社会編祇協議会へご寿付をいただきま
した。誠にあ孝）がとうございました、
【中越地震義援金】

【社会福祉事業のために肇
鵜簿・︑曝再魯魯灘編灘．鋳灘

3臼120・24

中羅1高橋歌子様
金鐙万円

ガ副 』
、嗜

繊・簗・＼プ
賢謝種騨蹄

松之山町議会様
金槍万円

広報まつのやま3月饗は、鍛終弩ということから、通常
より王週間遅い3月三8欝（金）に発手テを予定してお紅）ます。

ご了承ください．
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