蓮転者講習会（田沢地区、総合センター19：30〜）

24㈱
30周年記念式典

25㈹
心配ごと行政相談日（老人福祉センター13：00〜16：00）

26㈹
休日救急医（富田医院魯52−3269）

30周年体育祭（中里中グランド9：00〜〉
飯山線の派（夏休み母と子の旅）

30㈹
心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00）

2㈹
・ド耀輔〃

灘1

休日救急医（上村病院費63−2111）

移動交通事故相談日（十日町市役所10：00〜15：00）
5（月）

」
心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00）

9③

10㈹

国際脅年年
交通安全家庭の日

※変更する場合があります。御用の際は担当課で確認を。

黛

く嚇

■妊婦検診
7月23日／13：30〜14：00／上村病院

■母親学級

7月23日／12：30〜13：00／上村病院／妊婦中の保健（後期）
■献 血

7月16日／10：00〜15：00／保健センター前
■村民健康検診

8月6日／9：00〜10：30／如来寺、角間、葎沢、土倉、倉下、小出
13：00〜14：30／芋沢、高道山、朴木沢、市之越、朴木

沢新田、たか場、白羽毛、程島

8月7日／9：00〜10：30／小原、東田沢、豊里、新屋敷、本屋敷
堀之内
13：00〜14：30／上山、宮中、干溝、通り山

8月8日／9：00〜10二30／田中、田代、下山、重地
13二〇〇〜14：30／桔梗原、芋川、芋川新田、倉俣、清田山

8月9日／9：00〜10：30／新里、原町

田沢、山崎

13二〇〇〜14＝30／桂、荒屋、西方、西田尻、東田尻

、曝r

この写真は︑八月十五日

に行われる三十周年祭の民

謡流しは母ちゃんたちが主

謡流しの練習風景です︒民

役と練習に熱が入っていま
した︒倉俣地区体育館にて︒

組爲総困

いよいよ本格的な夏の到

来です︑海や川︑山に親し
む絶好の機会です︒二家族

くらいでキャンプするのは

いかがですか︒たきぎ拾い

のしんの味切り︑いろいろ

飯ごうでの飯たき︑みそ汁

な仕事を通して親子でふれ

いことではないでしようか︒

あう︑また︑美しい自然を

懸

家族で昧わう︒とってもよ

しかし︑行き帰りの車の

が︑悲しみに変わるなんて︑

鰯鞭

運転だけはしっかり願いま
す︒楽しかったはずの遊び

お互いに気をつけましょう︒

羅雛

農︑

繊

お忘れ怠く

毯ー

22（月）

⑱鋤

小出藤ノ木ケサウさん

運転者講習会（清津峡地区、高道山小体育館19：30〜）

一

休日救急医（池田医院看52−2581）

一づ

清田山自然運動公園・清田山テニス大会
七ツ釜・腕ずもう大会

騒1、、

とにかくこのころは楽しかっ
た︒仮装大会があちこちで行な

山市、盆栽市、

清津峡まつり

ウ

へo

鰹

へ℃

庭

確癒確確確確確確噸確確確礁確確確確確確確確確確癒確確確確題

単単単畢単単単導単㌣単単単畢単単単単㌣単単攣単単単単単単単単単単単単単単単単単単単単廠ヲ

20㈹

30周年祭民譜流し踊り講習会（高道山地区・高道山小体
育館20：00〜〉
20日夜清津峡山開き・みこし
21日ラタガキ大会、ニジマス釣大会、深

われ︑山本さん︵前列左端︶と

心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00）

19働

組んでよく出ました︒近所でも

30周年祭民譜流し踊り講習会（清津峡地区、清津峡小体
育館20：00〜）

﹁とびあがり﹂で通っていまし
た︒写真の仮装大会は︑昭和三

運転者講習会（貝野地区、貝野多目的研修センター19：30〜）

18㈲

十五年にお堂の後ろに石垣を築

20：00〜）

いた記念に行われたときのもの

30周年祭民揺流し踊り講習会（貝野地区貝野小体育館

17㈱

です︒

精紳衛生相談日（保健センター13：00〜15：00）
30周年祭民譜流し踊り講習会（倉俣地区体育館20：00〜〉

山本さんと﹁弥次喜多道中﹂

16㈹

大村杯争奪野球大会
アユ解禁
農地法関係許可申諭〆切
30周年祭民話流し踊り講習会（田沢小体育館20100〜）
運転者講会（倉俣地区、倉俣生活改善センター19：30〜）

ました︒おじいさんが審査員で

15（月）

休日救急医（津南病院費65−3161）
村内自然めぐり（小松原）

（⑥

を真似し︑見事一等賞をもらい

瀦熱

馨⑭雛

したので︑尻を追い回して点数

心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00）

12㈹

を上げてもらいました︒娘も貫

7月11日〜8月10日

一お宮の貫一にふんし出場しま

夢ききききも翻鰐辮醐畷諮

歎

z

マ と

◎

．雛櫨﹄眉掘囑野

広報噸

Nb． 348 60．7．10

寒﹁

◎覧

〃ふるさと

いまこの言葉がもてはやされてい

ため︑自然のもつすばらしさを見失いがちです︒

ます︒わたしたちは自然環境に恵まれすぎている

現実に︑今の小中学生は︑集団で川で遊ぶ︑山で
遊ぶという楽しい体験をすることが少なくなって
います︒わたしたちはもっとふるさとのもつすば
らしさに目を向けようではありませんか︒

心して暮らせるって

繊蟹懸懸難劔

あなたは︑ここに生まれ
かった情報も田舎にいなが

圏にいなければ入手できな

等︶の高度化は︑従来首都
わたしたちの心に希望とや

るようになります︑こうな
れば都会の環境の悪い中で
いやりのある心︑愛郷心を

を多く体験することが︑思

が

と非常に少ない数です︒こ

ますが︑人口割合でみます

昨年︑十日町市で開かれ

究されています︒

鶴適謹鞭華寧
昭和四十年代に入って︑
本格的に国・県道の除雪が

た雪シンポジウムでは︑民
間会社が開発したいろいろ
な融雪方式が展示されてい
ました︒これらを見たとき︑

雪国の生活も︑この五〜十
年で随分快適になるという
今後︑更に高齢化社会が

確心をもちました︒

くことが必要ではないだろうか。

▲この実拾いに歓声をあげる都会の人
思います︒

温かい人情

できないのではないかと思います︒

q塗

なども︑大きい自治体ではこれほど徹底

のときなどいつでも診てもらえるのはう
れしかった︒村で行っている各種の検診

等々⁝︑とにかくおいしい︒それと︑病
院がそばにあるので︑子どもの急な発熱

菜に始まり︑ちまき︑菜類︑キノコ︑ソバ

い︒魚には少々難があるけれど︑春の山

お米をはじめとして︑食べ物がおいし

広田登代美さん

干溝

病院が近くて安心

について関心をもって欲しいですね︒

ます︑もっと農薬の害や食品添加物の害

わたしは︑いま無農薬栽培をやってい

すよ︑これは恐しい発見でしたね︒

ると磨いたばかりの車が黒く汚れるんで

東京に住んでいて驚いたことは︑雨が降

いた胃腸も快調で︑目下医者知らずです︒

らここに移り住んで五年目︑長年患って

自然な物を食べる︒最高ですね︒都内か

とにかく体調がいい︒いい自然の中で

関谷健次さん

通り山

身体がとても快調

﹁いい所にきた﹂としみじみ感じます︒

山菜とりに行って冷たい清水を飲むとき

でした︒ここに嫁いで二十年︑大好きな

道路も水田も一面川となってそれは大変

今は違うと思いますが︑わたしが小さい
ころは台風が来ると集中豪雨に見舞われ︑

水がとってもおいしい︒わたしが生ま
れた千葉県茂原市では︑井戸水の中に鉄
こ
分が多く漉さないと飲めませんでした︒

山本治子さん

葎沢

水・山菜最高よ

す︒壊す自然でなく生かす自然があると

とりある生活を目ざしてほしいと思いま

冬のスキーと絶好の楽しみがあります︒
これからの中里村には︑農村のもつゆ

分です︒春の山菜︑夏の鮎︑秋の紅葉︑

原などの雄大な自然に囲まれて最高の気

のもつ温かい人情味や苗場︑当間︑小松

ここに赴任して三年目︑ここの人たち

山田和人さん

◎砺六繋四

一

幸せなこと

育ったことに誇りをもって

山や川に囲まれた大自然

すらぎを与えてくれます︒

﹁交

らにしてつかむことができ

つい﹁豪雪﹂ ﹁過疎﹂

いますか︒わたしたちは︑

かりをならべて﹁ここは住

働くよりも環境のよい田舎
もった子どもたちを育てる

の中で︑自然とのふれあい

みにくい﹂と悲感しがちで
が働く場としても見直され

通不便﹂・：・と悪いことば

す︒しかし︑本当にこの地
げ冗副卿

のではないでしょうか︒

をが

安心感の溶蓄生活
ま

昨年︑県内で発生した刑

法犯は︑二万六千九百四十

塩素で消毒されたまずい

れは︑風俗営業などが少な

二件となっています︒当村
では昨年十七件発生してい

ないアスファルトジャング

水︑汚染された空気︑土の

い大切なものです︒

水︑空気︑太陽︑土︑こ
れは人間生活と切り離せな

・︑蝋幾嚇︑

美琶藤自然

裏憲盆

てくるのは当然です︒

域は住みにくいのでしょう
か︒他の地域のよい面ばか

りを見て︑当村と比較して

もはじまりません︒もっと
中里村のよい面に目を向け
てみましょう︒

有利釜世罐
首都且聴薯到帰り
上越新幹線開通︑関越自
く生活環境がよいことが考

にいられるのは幸せなこと

ル︑こんな環境の中に真の

わたしたちは︑ふだん気

動車道の今秋開通で︑大消

づきませんが︑四季の移り

えられます︒

結ばれます︒このことは︑農

ではないでしょうか︒これ

幸せがあると思いますか︒

業振興︑工場誘致等の産業
変りの美しさを味わえるの

はよい意味で︑個々のつな

費地東京と︑約二時間半で

振興にも有利な条件です︒

は雪国の特権です︒とくに
がりが強い証拠です︒

髭ヂ︑

夜も昼間もカギをかけず

また︑近年の情報処理シス
早春の美しさと躍動感は︑

なド

テム︵キャプテンシステム

む

メダメド

むドむ

ダ

少な講聡曽
毎年のように台風で家が

壊される︒火山の噴火で火
山灰が降る︒地震が多い︑

土砂くずれが恐い︑川が氾

始まりました︒その後の急
速な除雪機械の改良・消雪
パイプの開発で冬場の道路

濫する︒全国にはこんな厳
しい自然条件の中で暮らし

確保は︑見ちがえるように

昭和五十七年の七月・八

た﹁屋根の雪ほり﹂も︑昭
和五十年代に入り急速に進

雪国の宿命と思われてい

なってきました◎

ている人がたくさんいます︒

月の集中豪雨だけで︑死者︑
行方不明者合せて四百三十

も増えることから﹁雪ほり﹂

進み一人暮らし老人宅など

八人となっています︒当村

み︑特にこの五年間の進歩

問題の早期解決が必要です︒

当初の自然落下方式から

雪処理問題は︑行政・民

い生き方であることを身をもって伝えてい

屋根の上で融かす方式の研

りもそのすばらしさを体験させ、この自然

の

1畢、墜、ン欝顎覧璽
間が一体となって取り組ん

とともに生きていくことが、最も人間らし

したが︑過去に自然災害で

四季折々妻有の自然は表情を変える。

でいく必要があります︒雪

うな気がしてならない。次代を担う世代に

究が進め られています︒現

に感じとられる。ものみな躍動する短い妻

国の生活がより快適なもの

郷土の自然の恵みと恐ろしさ、そして何よ

亡くなった人は数えるくら

ろうか。冬の豪雪は半年近くも人々を閉じ

になるよう︑村民の英知を

が、自然離れは即ち地域離れにつながるよ

在︑家庭内の余剰熱を屋根

有の夏、大地の恵みが一気に実を結ぷ秋、

裏に回す 方式や︑屋根の上

を育み、そして田畑を潤す。新緑のブナ林

結集しましょう︒

する大人達の配慮があったのかも知れない

いではないでしょうか︒

の下に舞い踊る花々に大地の息吹きが確か

にパイプで温水や熱空気を

り、清流に注ぐ。豊かな流れは幾多の生命

こうして見ますと︑この

くは林を伝い、より集まってせせらぎとな

循環させて融かす方式が研
も奪う。しかし、春ともなれば雪の壁はま
ぷしい陽光をあびて除々に溶け、そのしず

村といえます︒

▼清流ならではのニジマス釣大会盛況

『
は著しいものがあります︒

最近、山や川で子供達が群れをなして遊

では︑昨年二月想像できな
かった清津峡温泉雪崩災害

ぷ姿を見ることがなくなった。事故を心配

で五人の尊い命が奪われま

こめ、家族をもひき裂き、時には人命さえ

地域は災害の少ない平和な

妻有の自然は、なぜ人々にかくも厳しい
試練を与え、そしてやさしく包みこむのだ

●U

帝

井上信夫さん

藩

嚢
唱津南高校教諭・自然に親しむ会

留

すばらしき妻有の目然

Nb． 348 60．7
Nb． 348 60．7．10
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講1

見直そう田書 の懸力

〕へ＝

蚕︑

勧肩
y

禽

鐡
塀
バ

触
︷
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顧

．篇

ある観光地にしたい﹂とは

計画では︑今後︑温泉街

りきっています︒

の裏山を利用し︑シャクナ

いにし︑やすらぎの感じら

清津峡の温泉街をシヤク
ナゲやツツジの花でいっぱ

化やよさを感じられる所に

ずれた人たちに︑ここの文

いくためには︑清津峡を訪

した傾向に歯止めをかけて

観光地化しています︒こう

どに宿泊した人たちの通過

の改良とともに︑湯沢町な

清津峡も国道三五三号線

︵バス通学は六時︶みっし

毎日︑三時から六時半まで

なぎっています︒部活は︑

識が生まれ部活に活気がみ

ろい選手層の厚みと競争意

三中学校からの勇者がそ

新生中里中学校︒

一丸となって頑張っている

を築くため︑先生も生徒も

すばらしい伝統の第一歩

o走高跳③山本

〇三千屑

〇四百后

秋彦

o千五百屑③山本秋彦

○八百層

国雄

④井ノ川高志

③井ノ川高志

闘を喜び励ましたいもので

みんなで新生中里中の健

嗅鷹
れる観光地にしたい：：こ
んな願いを込めて︑清津峡

していく必要があります︒
りと行われています︒

中
︵

温泉の人たちが︑花いっぱ

を個性豊かなものにしてい

今後︑更に清津峡まつり等

〇三種A

六健

い十力年計画をたてました︒
今年は︑すでに案内標識

くために知恵を集めたいも

○走高跳⑤高井

ゲ︑ツツジ︑アジサイ等を

ました︒
今回の花いっぱい運動の
のです︒

は︑中里中学校選手の健闘

去る六月十八日︑十日町
市南中学校で行われた︑郡
市中学校陸上選手権大会で
が光りました︒応援団も板

植えていきたい考えです︒

仕掛人である笹小舎主人藤
花いっぱい運動を成功さ
さんからぜひ︑苗木の提供

をお知らせします︒

月二十六・七日に行われた
郡市中学校球技大会の成績

ここでは︑この成績と六

を勇気づけました︒

につき勢のいい応援で選手

〆

≠−

をお願いします︒

ぜ

︒

︑擬

☆陸上競技成績︵入賞者︶
︿男子﹀︵順位︶

③山本

⑤冨井貴仁
国雄

啓幸

〃
②山本

o砲丸投③岡村

⑥高井

②樋口
芳美

秀子

芳美

︿女子﹀

〇三種A
陽子

○砲丸投
○配︒ア影年δ山本

○ル崔ザ ⑤山本 陽子
☆球技大会の成績
優勝

Oバスケットボール︿男子﹀

例化し︑若い人八人をその
中に入れ︑町づくりの先進

毒

地である北海道の池田町や

鍵︑

購︑

で野生に育つマタタビを植

の視察をした︒この中から

大分県の大山町など数多く

を展開している︒また︑全

一店一品運動が生まれ︑今
では茂木百騎会として活動

戸の七五％に有線テレビ

基調講演には︑農家の貸

村づくりは自分のできる
ことを自分なりにやること

る︒村づくりは︑自分ので
きることを︑自分のできる

もらえればよいと思ってい

の町が好きな人から住んで

にあまりこだわらない︒こ

っている︒わたしは︑過疎

が入っている︒この二つと
も民間人が主体となってや

別荘︑茂木焼︑シイタケ教
室などで村おこしに成功し
ている栃木県茂木町役場総

場所で︑自分なりにやるこ

ていました︒

り討論会の成果を語り合っ

ぎ

務課長補佐︑大久保正義氏

討論会終了後のパーティ

とが大切﹂と話されました︒

題し行われました︒氏は︑
﹁茂木町では︑昭和五十六

もて

が﹁村づくりは気づいた時

年に町づくり推進委員を条

ーにも百人を超す人が集ま

から気づいた人たちで﹂と

どの意見が出されました︒

流ソバができたが︑こうい
う動きも大切にしたい︒な

て活用できないか︒カリン
はどうか︑清津峡名物に渓

がないことから生野菜とし

は︑ニンジン特有のにおい

雪を利用した越冬ニンジン

えて特産品を作っては︒

意見交換の中では︑雪国

す︒

ノ木正一さんは﹁清津峡は
せるためには︑村民のみな

の周りゃトイレの横に︑ツ
ツジやヒマラヤスギを植え

地球創成期そのままの原始
自然を残す数少ない秘境で

す︑このすばらしい渓谷美
と花を組み合せやすらぎの
︑
﹄り
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ま
り
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が
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中島正人氏︵中里クラズ食︶

O司会者

樋口義二氏︵魚沼農産社長︶

工会事務局長︶

志賀政治郎氏︵松之山商

林組合専務理事︶

○話題提供者
五十嵐熊雄氏︵守門村森

産品開発︶

★第三分科会︵中里村の特

いった意見が出されました︒

線の完全無雪化が先だ︒と

を︒とにかく国道三五三号

ど農業を生かした観光開発

がけなくては︒イチゴ園な

の温かさを感じる観光を心

温泉村のような地域ぐるみ

プラスしていくかだ︒野沢

をいかにつかみ︑話題性を

せるためには︑若者の要求

ている︒観光開発を成功さ

し参加する方向に変ってき

からの観光は︑身体を動か

意見交換の中では︑これ

ついて話されました︒

互銀行の中里村支店計画に

渓谷一本でなく周辺の公園化等が考えられて

脚

＼

◎騨遭鼻

婚葬祭の簡素化は︑広い分
野の人たちの話し合いが必
要と話されました︒

意見交換の中では︑子ど
ものころから環境美化に対
する教育を︒他人のことは

気にせずよいことは勇気を
もってやろう︒話し合いの

機会を多くし︑知恵を出し
合おう︒子どもたちに︑物
を大切にする心︑仕事の苦
しさ︑喜びを体験させよう
などの意見が出されました︒
★第二分科会︵通年観光と

地域の活性化︶

○話題提供者

この分科会では︑五十嵐
氏が山菜加工を軌道に乗せ

しについて話され︑志賀氏

るまでの過程と今後の見通

冒猷

＾︑

継

村制施行三十周年記念事業のトップを飾って村
づくり討論会が︑六月三十日総合センターを主会
場に行われました︒村内の各層から百八十四人が
集まり︑分科会での討論と基調講演に耳を傾け︑

連絡協議会長︶

高橋 秀氏︵中里村婦人

土建設協会中里分会長︶

井口清一氏︵すみよい郷

推進委員︶

新潟県をつくる運動協会

横大道伸一氏︵あしたの

O話題提供者

村づくりへの関心を高めあいました︒
討論会の開催にあたり上

村村長は﹁三十周年を節目
として更に発展したい︒村
でできるものではない︒現

づくりは︑役場や農協だけ

在の生活を見直し︑今後ど
くかを検討したい︑村民の

井之川安雄氏︵中里村農

○司会

井手伸明氏︵安達事業グ
ループ開発室部長︶
平岩与志一氏︵新潟相互

銀行十日町支店長︶

ます。近い将来は、花と渓谷美が楽しめ、や

は野鳥こけしが松之山町の

欝．

雄さん（上山）が優勝、三位に樋口秀夫

すらぎのある観光地になるよう努力していき

特産品になるまでの過程を

叢

道が団体戦で二位、個人戦でも、中沢秀

ういう村づくりを進めてい

知恵を結集するため︑活発
な討議をお願いしたい﹂と

この分科会では︑横大道

業協同組合生産課長︶

氏が京ガ瀬村や那須町︵栃

貝沢洋次 氏︵中里村観光

○司会

木県︶の生活改善の優良事
リサイクルセンターの概要

例や亀田町にできたガラス

この分科会では︑井手氏

協会理事︶

翰

礁
譲

成績は、村内でも一番統率のとれてい
る、バスケットボールチームが優勝・剣

光客の足をとめるかが課題です。そのために

を紹介︒井口氏は︑家庭内

しました。

区間の短縮等で時間的制限のある中いかに観

にアキ缶やアキビンコーナ

中里村では、バスケットボール、男女

腰をおろしくつろげる環境を作りたいと思い

語りました︒

バレーボール、剣道、野球の5種目に出場

います。その一環として、花いっぱいの中で
話されました︒樋口氏は︑
フナの甘露煮をつくるなど
新製品開発に対する情熱を

広げました。

高速交通時代の今日、雪消えとともにマイ

が当村でのスキー場開発構

▼見事なジャンブ山本国雄君

清さん
桑原
小出

轟車欝驚1．謬．

想を語り︑平岩氏が新潟相

川西町の選手220人が集まり熱戦を繰り

花と渓谷美の地に

言旛蛾鱈魂

創公顯噺

ゴ ゐ

ツ

簿
ぐ』饗．遡

ーを設け︑廃品回収に出す

した。この大会には、中里村、津南町、

と

運動を提案︒高橋氏は︑冠

6月9日、川西町を会場に第33回、新

村り．1。テ㌃

清津峡渓谷の残雪、観賞
カーが訪ずれま克

π懸灘黙を（命蹟

▲強豪を相手に健闘する中里（中

さん（干溝）が入りました。

あいさつしました︒

その後︑事務局から日程
説明が行われた後︑第一分
科会は総合センターで︑第
二分科会は商工会館で︑第

三分科会は保健センターで
それぞれ話し合いが行われ
ました︒

リサイクル︶

潟県青年大会中魚沼郡予選会が行われま

零

｝

ゑ

＼鴛
㌦難遜讐継鞍

帖蟻甑噸軸

起
賢

膿禦
駈」

★第一分科会︵生活改善と

バスケ煮必蓼

ミqo

ヤト ノ
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Nb．

7月25日の支払日を、村制施行記念
式典などの諸行事のため、7月30日に
いたしますので、よろしくお願いしま
す。

毎年9月15日の敬老の日、長年社会
に貢献してこられたお年よりたちを敬
愛し、長寿を祝うために老人福祉大会
を行っています。

30周年記念式典の開催
一／

＠罐肋

さし．

鶉難7月25日・中里韓校体育館を会場
、懸

κ

・あ日壌海
この日はム

戸・ミqお集り

うことにしました。

嚢蒙 行われます。

購名誉村民制度の制定発表・村の木・花

長年苦労をされたお年よりたちに、
ぜひ、楽しいひとときを過ごさせてや
りたいと思いますので、ご協力をお願

灘制定発表・特別功労者の表彰等力ご行わ

いいたします。

難韓

★申込み

．灘

この中では・村民憲章の制定発表・

︑3こノ

宙とう蔭ん

灘★場所中里中グランド

ご

蟄題

★チーム編成

桂、如来寺、豊里

鍵麟

甥難韓

第2チームー

働灘

②

葦

角

臓概

慨騒「

…一上山、田中、小原

撒灘

第3チーム・

第4チームー
韓1 第5チームー …一倉俣地区

竃

★日時 7月19日〜21日
19日午後8時総合センター前
★目的地 唐松岳（長野県白馬村）
詳しくは、清津山の会まで。
連絡先 富井吉三（魯63−2810）

信濃川の増水に注意を

…一貝野地区

早めに専門医の診断を受けることが
一番たいせつです。下記日程で精神衛
生相談を行いますので、お気軽におい

大麻を見つけたら

保健所に通報を！

でください。

大麻草（アサ）やケシは麻薬の原料
になることから、法律により一般の人
が栽培することを禁止しています。
当村でも自然発生した大麻が発見さ

日時
場

というケースがほとんどですが、大麻
ケシについては十分注意をしてくださ

改造しました

画團囲の利用を

6月1日〜8月31日までの3カ月間

津南町にある御陣荘では、内部の改

「不正大麻、ケシ撲滅運動」を実施し
ていますので、大麻やケシを見かけま
したら保健所に通報してください。

8月10日〜11日
十日町市民体育館および市民

造を行い、6月20日から食事の提供等
もできるようになりました。
■午後10時までやっています。

十日町保健所（57−2400）

会館

午前9時から午後10時までやってい
ます。今まで利用できなかった夜も

★10日
・染色体験・着物ショー・もちつき
大会・コンサート・ディスコ大会
・盆踊り大会

利用できます。
■洋会臓室ができました。

停電のお知らせ

60人収容のホールですので、会議や

★日時

OKです。

★11日

保健センター前に7月16日にゆうあ
い号がきますので、ぜひご協力くださ

・ウオークラリー川西町二六公園
・懇談会 川西町総合体育館
詳しくは、役場社会福祉課福祉係まで

7月30日（火）午前8時〜午
前12時まで。
★場所 倉俣、芋川、重地、下山、清

■いい汗を…。

浴室にサウナ室ができました。サウ
ナでいい汗をかいてください。

田山、田代

置★自バイ隊来村

と十日町警察署パトロール

口
︑
層
六月十四日 県警機動隊
一 六日町分遣隊の白バイ一台

一

ロ カー二台が村内の六カ所の

ー

8保育所を訪ずれ交通安全を

口

呼び掛ナました︒

一

本帯村の功労者としてその事

六月二十六日︑中里村住

一
醒

一

層

働

績枳卓絶で村民の敬仰を受け 一
一
るり者に贈られます︒
一
★買ゴミパトロール

︒

ロ

みσよい郷土建設協会の人た 一

ぐ

︑

一一一一﹄

っ力村内を回ってゴ︑︑︑のハ

ち

一一一一
一

人八のことを考えたいものです︒一

︑へqoー

トrロールを行いました︒最 一
近匙は︑故意なゴミ捨ては減 一
少ツしていますが︑荒屋地内 層

一

ロ★名誉村民条例化
一 六月二十五日の第二回中
層里村定例議会で名誉村民条

のW掘り割り︵トンネルの陥 霞

一一一一

えんません︒ゴ︑︑︑を片づける 層

一

没保地帯︶部分には まだ絶 一

一

で学術︑技芸︑その他社会

・

8

りの堀削︵二百五十四・五

村民のみなさんの期待の

費されます︒

橋の完成は︑五つの橋脚の
工事が河川管理者との協議

の結果︑三年もかかること

から︑早くても昭和六十五

橋げた部分も予算のつき

年ころになる予定です︒

きますので︑村では︑橋の

具合で完成年が変わって行

早期完成に全力を尽くして

いきます︒

今後この会社は︑国有林
の水源かん養保安林の代替

を進め︑八月中には実施計

問題や地権者との補償交渉

ロ例が制定されました︒
ロ
︑
一 贈る条件としては 本村

一

化の進展に貢献し︑また

一

昨年路盤整備した部分の舗

七百万円が中里分となり︑

顧

召旧

中里村の高道山と津南町

︑ん

エ

赤沢を結ぷ十一棲が広域農

デ

ヲ
ゥ

竃ウ

け
う ヤ
織
㎏

装と橋取り付けまでの掘割

︑

薪︶と芋川側の用地買収に

邑

く
蜘

か
ずテ
に

︽会社概要︾

画を立てる予定です︒

・資本金五百万円︵内村百

五十万円︶・役員︑取締役

社長秋田實︑取締役安達

建之助︑井手伸明︑山岸巳
之政︑監査役増島三吾︑鈴

療所二階︒

木敏雄︑・事務所︑旧歯科診

︿昭61〜昭2
6 年着工﹀

★スキー場構想

・ゴンドラ一基︵二︑六CCm︶

・リフト三基︵延≒六きm︶

・駐車場︵二︑○○○台︶

・レストラン兼駅舎︵三百席︶

︿昭3
6年着工﹀

︿昭64年着工﹀

・山頂レストラン︵二8席︶

・リフトニ基︵延一︑七6m︶

環境アセスメント調査報

告を尊重し︑すばらしい自
然をできるだけ壊さないス

ま
み

た

の

で
栄
共
存
共
▲

竃きす
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ノ

れています︒

蝕

触

悔
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ラ

▲広域農道を臨む

キー場づくりをめざします︒

郵

︶﹂▽願

登．

鐘︑民

道として認可され︑昭和五
十八年度から工事が進めら

チ

ヂ

麟 チ
ポお ︑

今年度は︑一億三百万円

ヤ

ぎ

当

の予算がつき︑その内六千

や

購

昨年の暮れから進めてい

る当間山麓スキー場開発が

いよいよ本格的にスタート

しました︒

七月三日︑中里村と安達

事業グループの共同出資に
よる清津観光開発株式会社

の設立総会が︑役場議場で

この席で安達事業グルー

開かれました︒

プ代表の安達建之助氏は︑

﹁現地を何回も視察した︒

すばらしい自然を生かした

魅力あるスキー場を建設す
るため会社の総力を上げて

上村村長は﹁当村にスキ

いきたい凶と述べました︒

ー場ができることは︑中魚
東頚城地方にも大きなメリ

ットだ︒一日も早いオープ
ンをめざし村の活性化を図

りたい﹂と期待するあいさ

つをしました︒

㈱穆擁

嵩

婆 薙

鵬葺

研修、パーティなどにご利用できます。

明︐︐一﹂紡φ勤・き﹁63ノ

麗叢麗轟覇麟慧翻

所保健センター

相談員 中条病院精神科医師・佐賀先生

れています。「何の草か知らなかった」

N妻有GO！

7月17日

午後1時〜午後3時

い0

フレンドシッブ85 l

不足が生じます。

羅襟

いった家族を抱えて困っている人がい
ます。精神病というと特別視されがち
ですが、多くの人が日常生活の中で悩
んだりして、軽い精神病状態になるこ
とがあるといわれています。

ぶよう指導してください。

★場所

掲載しています。

当村にも「息子が一日中ブラブラし
ている」 「毎日イライラしている」と

本格的な夏を迎え、水による事故が
多発する季節となりました。
国鉄信濃川発電所では、ダム放流に
よる事故を防ぐため、警報用サイレン
とスピーカーを設置してあります。
サイレンが聞こえたり増水してきた
ときは、安全な場所に避難してくださ
い。台風などの集中豪雨の時は、増水
が早くなりますので十分注意してくだ
さい。子どもたちは危険のない所で遊

★日時

いo

を招いています。

鱒饗

この作品は山田まゆみさんの協力で

第6チームー

ましょう。

合い運動が実施されます。例年夏にな
ると海や山での事故も多くなり、血液

雛騨鋤〆

N

・灘

お早めに！
最近、ノイローゼや、精神分裂病な
どが増えています。生活文化の向上は
生活を利便にしている反面、人々のつ
ながりや思いやりの心などを失う結果

最近、飲酒運転による自損事故が発
生しました。この場合急を用しますの
で国民健康保険で診療を受けるわけで
すが、この医療費の全額は自己負担と
なりますので、後日国民健康保険に返
していただきます。軽い交通事故など
で病院に運ばれても50万〜60万という
医療費がかかる例が多くなっています。
一歩誤まれば、重大事故につながる
飲酒運転は絶対にやめましょう。

国際青年年

献血は、純然たる社会奉仕です。自
己の血液を不特定多数の人々に提供す
る行為です。献血は、年齢が16歳〜64
歳までの人で体重が男子45kg、女子40
㎏以上ある健康な人であればだれでも

灘 第・チームー …一芋沢、田沢、東田沢

精神衛生相談は

医療費は全額自己負担

清津山の会が中心となって、唐松岳
村民登山が行われます。ぜひ、参加し

7月1日から1カ月間愛の血液助け

7月28日（日）午前9時〜

（6）

飲酒運転の事故

唐松岳村民登山

心に感謝しています。

の輪を深めましょう。

・︐婆

かん厚きで㌧

①

毎年500人を超す人たちから献血に
ご協力いただき、その人たちの奉仕の

長なわとびや村民大リレーなど、村
民こぞって楽しめる種目がたくさんあ
ります。みんなで参加し、地域の連帯

時

ワ／1〜7／31

愛の血液助け合い

体育祭を行います。

★日

福祉係まで。

奉仕の心

村制30周年記念事業の一環として、

欝難

7月30日までに役場社会福

祉課

体育祭に参加を

打ぽんは ㌧
おぱあち￡家

駐
ハ

抽

れる予定です。

30周年記念（ワ／28）

〆k

イあ
lヒ
1レ13
！

社会福祉課では、従来この日のアト
ラタション（唄や踊り）を婦人会を通
じてお願いしていました。今年度から
は広くボランティアを募集して出場願

鐘式●総合竣工式を合わせた記念式典が

｝禦 齢

々
つr

に、村制施行30周年、中里中学校開校

広報かかマと

60．7．10

いい汗かこう！！

アトラクションボランティア募集

7月30日に変更

1わ、命

Nb． 348

60．7．10

老人福祉大会

役場支払日を

負．

348

事をしていて……り農業は家族、力

せてできるところに良さがあります

今は、家事と彰ちゃんのお守り。）

ま事せ農今要て

の

た
し

ことも。ワ悩みましたけど、愛する人

倉俣集落の生活改善グル

ープ︵みのり会︶の高橋リ

る度に﹁これを何かに利用

ヨさんは︑近所の子どもた
ちが乗っている三輪車を見
したい﹂と考えていました︒

交

倉俣

二

みのり会

辮

繁

懸

療

い勧μ謹轍講
繰で優良賞を受賞しま辮
高橋さんは﹁大根のうる暴

舞

のぎや草とりに使ったらと懸
てもよかつた﹂と笑いなが鎌

ら話してくれまし雛黎叢

地域の輪ダンスで広まる
暴

暴

暴

鮮身の御彫懸

悌鎌棉撫︑

輪沖

話していました︒

蒸

て弊
っ懸

隷

し療

ネ棊

暴

辮

身体にもとってもよいぜ纏
弊

先生である関谷さんは︑ 暴
﹁ダンスは姿勢がよくなり暴

でいました︒

暴

ツ磯

十二人が集まり︑スロー・舞

ツ

通り山ダンス友の会
通り山には︑都会から移
り住んで五年目という関谷
健次さんがいます︒関谷さ
んは︑退職後の生活を自然
に恵まれたこの地に求め︑

野菜などの無農薬栽培に取

場の二階をダンスホールに
改造して︑今年の三月から

関谷さんは︑自宅の作業

り組んでいます︒

相村

作雛羅蒸

ました︒

灘講磁撚
驚難鞭辮

野菜運搬車で優良賞

恋

りり難び島ヲ鱒篤民腿π給観読乳嚇卿紛終

婚リワだは年こび仕わワ試のしす要場

年の交際の内、何回かあきらめようと

とに足もとの雪ぴの下からねらいすましたカ

モが飛び出し30㎝もあるニジマスをくわえた。

高齢者講座の一環として

クころがし︑ビ⁝玉︑めんこ︑おばあち

交流会で︑おじいちゃんと男の子は︑ワ

今回の交流会は︑昔の遊びを通しての

いました︒

六月二十一日交流会を総合センターで行

年よりたちが

田沢小学校の四年生以上の希望者とお

馬もうれしそうに見えました︒

いるようだ﹂と話しています︒近所
の子どもが跨がったら 心なしか木

ほしいという親の願いが込められて

子どものころから馬に慣れ親しんで

﹁馬は家族同然に大事にされたので

るようにできています︒高橋さんは

長さ一屑くらいで︑首と足がはずれ

あります︒この木馬は︑高さ七十茜

治初期に作られたと思われる木馬が

宮中の高橋尚久さんの家には︑明

ジマスがジャンプする。その途端、驚いたこ

1貸Qoー

鍔亀痩6際鍔鼓︾轡ご竪驚

難使
霧四
﹃姪

鐸吐

︑ 欝騨磯︐

十七歳と長生きで︑このほ
ど新潟県動物愛護協会から

いまいる雑種犬のコロは︑

す︒

るという大の犬好き一家で

かなり前から犬を飼ってい

上山の井口宗平さん宅は

コロに表彰状

︵父勝彦・母早苗︶

荒屋 清滝絢子ちゃん

てお母さんを驚かせるんだ︒

き︒大きなすべり台に乗っ

けど︑すべり台もだーい好

いんだ︒遊びは何でもする

というけど︑本当はやさし

おばあちゃんは︑強情ぱり

を泣かしたこともあるよ︒

わたし絢子︒お姉ちゃん

謹幽の主役

雛

麟灘

簿麟
麟
轍羅

購︑・

羅耽

表彰状をいただきました︒
人間でいえば九十歳とい
うコロは﹁まだ若い者には﹂
と元気いっぱいでした︒
えています︒毎週金曜日︑

地区の人たちにダンスを教
ここに通うのは︑地元の三

十代から六十代までの父ち

ん
さ
男
忠
︒絵村

つ文

た・上

＊欝め懇た雛．

4﹃．＆

壷榊︵幽雰敏雄︶如乗寺

久藤︸営

中

球︶千溝

真婁峯︵購雲酬男︸堀之内

理甕編藤鋼
総輔︷村蜘

発郷瀕切繍樽︶撃沢
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程翻

︑豊難

小原

編鋳構

小療
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蕪之辮磁

小島︑久子

趣齢犠欝轟＊
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大島芳邦氏急逝

田沢小学校長

この四月田沢小学校長と

は︑六月二十一日︑午前零

して赴任された大島芳邦氏
時二十九分心筋こうそくの

六月二十七日︑田沢小学

ためなくなられました︒

校で学校葬が行われ︑大島
氏の音楽を愛する温厚な人
つまらせながら送る言葉を

柄にふれた人たちが︑声を

大島氏は︑三十七年間の

述べました︒

長き教員生活の十一年間を
尽くされた人です︒

田沢中学校の教育のために

（6月末累計）

衝田

630日
・死亡事故ゼロ

ヨ
からエサを撒くと、水面に着かないうちにニ

ゃんと女の子は︑お手玉︑アヤトリ︑お
はじきを一緒になって楽しみました︒会

3件

だったんですよ、それで……。

六月二十一日の練習日に

・事故発生件数
ましょう︒

故にあわないように注意し

族で声を掛け合って交通事

い気がゆるみがちです︒家

暑い毎日が続きます︒つ

2人

ゃん母ちゃんたちです︒

ぢ

瞥
・無免許蓮転違反

第に雪ぴがセリ出してくる。積もった雪の上

われ︑子どももお年よりも満足そうでした︒

送

・飲酒運転検挙者数 9人

曝
場のあちこちで手とり足とりの交流が行

響1三《藩
心

露簿窃働⑦

魚の重さのせいかヨ

撫
さに魚をとられた悔

隅

蒙

．暑・懸i
い、蔭

▲ねえ二の木馬生きてるみたい

望は……り冬場の仕事がほしい。

20人の長なわとびに挑戦

艶疹詠

＆〉

▲イヤー体が思うように動かないネ

▲気持を一つに長なわとびに挑戦

ぎだけ気をつけてほしい。

業

しさは浮んでこない。
轟

要望……り実によくやってくれると

鷲灘鑑麟蝦駕蕪離一』

ッチ」あまりの見事

ジ懸

農業は、はじめてだったけど楽しか

の業
会嚢

雪が2〜3mも積もってくると池の上に次
拍手を浴びました。

ています。馴建康のためにタバコの

懸撒器譜

る睡
み楽
て繋
っ暴
や暴
▲暴

20人の長なわとびで20回も跳び、観客の

リーンフェスティバルで知り合いまし

は︑田植も一段落して﹁ヨ

よこは大きくなって家にいます。

《カルガモは名キャッチャー》
宮中集落では、3晩も練習したかいあって

ワわたしの友達と吉孝さんが同じグル

シ︑ヤルゾ﹂という人たち

な引きと長なわとびは迫力満点でした。

婚ですか……◎郡内の農業後継者によ

話をしました。とても心にのこったので
絵に書きました．服の色のこいところと
明るいところに注意しました・自分では
手のひらがうまく書けたと思います。ひ

塾
ら、地区別に行われた一般の人たちのつ

二智子

山崎まつりでひよこを買ってきました。
とてもかわいくてエサをやったりして世
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鈴木吉孝
＿
さん（下

石沢和行君

o

ました。生徒たちの健闘もさることなが

出稼ぎに行くのでとても寂しい。

地域の人たちと一緒になった、貝野小

一
（田沢小五年）

㊤

昔の遊び
学校の運動会が、去る6月16日に開かれ

は……噺皮女、末子ですが婿とりなん

▲地域づくりは母ちゃんの手で

騰・鐸閣、
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であとひとガン

ひよこ
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