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（右参照）高齢者講座（P6参照）心配ごと相読日
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（老人福祉センター13：00〜16＝00相談員樋口永蔵）
狂犬病予防注射（保健センター10：50〜11：30）
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休日救急医（古藤医院865−3001）

青年学級第2回目（P6参照）
■妊婦検診
5月17日／13：30〜14：00／上村病院

結核検診（右参照）

■母親学級
5月17日／12：45〜13：00／上村病院／産褥と赤ちゃん保育

乳幼児検診、結核検診（右参照）穆動図書館（重地、下山、

田代12＝00〜13：35）心配ごと・行政相談日（老人福祉
センター13：00〜16＝OO相談貝藤田義一、山田正平）
休日救急医（中条病院057−3018）

乳幼児検診
5月13日／13：00〜14：00／保健センター／1歳半児

5月20日／13：00〜14：00／保健センター／2歳児
30（月）

％働
⑤（日）

5月27日／13：00〜14；00／保健センター／3歳児

日本脳炎（右参照）
穆動図書館（芋川、倉俣12：00〜13：05）

8結核検診
5月16日／9：30〜15：00／市之越、鷹羽、東田沢、豊里、田沢、如来寺

陶芸赦室（P6参照）

5月17日／9：30〜14：30／角間、葎沢、小出、東田尻、西田尻、西方、土倉、倉下

心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00
相談員 江口行男）

5月18日／9：30〜14：10／原町、新里、倉俣、芋川

田植え体験ツアー（清田山自然運動公園10：00〜16：00
対象村外観光客）
休日救急医（上村病院盤63−2111）

5月24日／10：00〜14：50／田代、下山、清田山、重地

5月25日／9：30〜14：10／白羽毛、程島、高道山、朴木沢、通り山

交通事故移動相談所（十日町市役所10：00〜15：00）

朴木沢新田、桔梗原、芋川新田

6（月）

5月27日／10：00〜15：00／保健センター／上記日程で受けられなかった人

7（殉
8㈱

10㈹

9ポリオ生ワクチン

木版画教室（P6参照）

5月18日／14：00〜15：00／保健センター／村内全域

5日本脳炎

日本脳炎（右参照）

5月30日／14：00〜15：00／保健センター／村内全域

16關映写機操作認定講習会（総合センター18：30〜
21：00

10日まで）

6月8日／14：00〜15：00／保健センター／初回接種者の2回目、未接種者

交通安全家庭の日
心配ごと相談日（老人福祉センター13；00〜16：00
相談員

o献

藤田義一）

血

5月18日／10：00〜15：00／保健センター

※変更する場合があります。御用の際は担当課で確認を。

﹁みんなで鯉のぽり作った

よ︒だけど泳ぐか心配だな

南保育所の子どもたちが

あ⁝⁝⁝︒﹂

一生懸命で作った鯉のぽり

です︒うれしそうにポーズ

をとってくれました︒

編集後記

ブナの芽がふき︑あたり

の山々は緑に包まれ︑真冬

の辛さを忘れてしまう今日

役場付近の消雪日は︑昨

このごろです︒

でした︒

熱

年より一日早い四月十四日

［鰹

田んぼのあちこちでは︑

、 隔 、一蘭、難轟懸傭轡鱒識籔菱、蝦蝋離鞭鰭一一モー

今年も豊作を祈ってトラタ

轍

ターがせわしく動き回って
います︒農作業の事故には

十分注意して下さい︒

璽導 難濠，、．．、選贈、奮、蒲＿膨艦．．、、，、、、、．講．＿
轡
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禽

親鳥が怖がって餌をやれな

■￠食蓼禽蓼●夢禽禦

昭和三十八年の六月のこ

くなったのでしょう︒残り
の三羽は私が育ててやるこ

曇喚

とです︒上山の吉楽朝三さ

禽ぢ● 像尊禽

んの家の軒にオオルリが巣

⑳（日）

鴇まY涙三そこ二妥函疑η蒼⑱

農家相鮫日（役場農業委員会8：30〜17：00）乳幼児検診

■︑

織

遭

27㈹

とにしました︒三ヵ月半ほ

24（殉

を作りました︒巣の中には

23（月）

ど育て︑九月の末に朝三さ
んの家の裏山へ三羽をはな

⑳（日）

のうち二羽は死んでいまし

21仕）

さ

ひなが五羽いましたが︑そ

20㈹

結核検診、ポリオ生ワクチン、献血（右参照）

のです この話はサン

妊娼検診、母親学級、結核検診（右参照）

17（幻

崎

ケイ新聞に全国版のト

結核検診（右参照）
穆動図書館（芋川、倉俣12：00〜13：05）

16（月）

18休）

お茶を飲んでいましたので︑

信濃川河岸段丘ウォーク
休日救急医（富田医院費52−3269）

したところ︑信じられない
ことが起きました︒はなし
た次の日︑仕事をして
んいた朝三さんの肩に三

⑮（日）

秀羽がそ％ってとまった

乳幼児検診（右参照）穆動図書館（重地、下山、田代
12：00〜13＝35）心配ごと相談日（老人福祉センター
13：00〜16：00相談貝藤田義一）

林ツプ記事として載りま

13働

山した︒写真はその時掲

村山串江さん（宮中）第30回こどもの読書週問における
衰彰（貝野小学校幸江文庫）

載されたものです︒

轟鍵

★養魚センターのつり掘り始まりました︒大人一時間六百円︑子ども三百円︵小学生︶

12休）

た︒巣の下で私たちがよく

5月11日〜6月10日

︑老
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を担う新しい芽も、今、生き生きと躍動
を始めました。

ました。

でした︒

で︑お客さんとの応対がうまくできないのがつらいけれ

ど︑皆さん親切なので助かっています一休みの日は︑音
好みのタイプというフレッシュウーマンでした︒

●お母さんが大好きという和也くんは︑今年中里保育所
に入った子の中でも特に元気︒好きな食べ物はバナナと
リンゴです︒保育所に入り友だちがたくさんできてとて
も楽しいようです︒担任の先生は﹁物をよく知っていて︑

いろいろな話をしてくれる︑とっても元気な子です﹂と
話してくれました︒

●好きな食ぺ物はニンジンとキャベツというとってもえ
らい望ちゃんです︒一番好きな友達はだれ？と聞くと﹁く

﹁何でもよく話してくれる子です︒人なつっこくてだれ

みちゃん﹂と大きな声で答えてくれました︒担任の先生は

とでも仲よく遊ぴますし︑とてもカワイイですね﹂と話し
てくれました︒

●鉄棒が上手になりたいという宗昭くんです︒好きな科
目は算数︒給食が大好きでいつも残さず何でも食べます一
大きくなったら消防自動車の運転手になりたいそうです︒

話してくれました︒

担任の先生は﹁初めてのクラス当番の時も堂々として号
ノ
令をかけていました︒すごく落ち着きのある子です﹂と

●今年の土倉分校の新入生はさゆりさん一人だけです︒
上級生が一緒に遊んでくれるので学校は楽しいとのこと︒

好きな科目は算数︑それと字が上手になりたいといいま

す︒担任の先生は﹁恥ずかしがり屋ですがとっても元気
な子です︒力もちで花壇整備など一生懸命やってくれま
す﹂と話してくれました︒

●ピカピカの学生服が似合う三人兄弟の隆雄君︒ハキハ︐
﹁巨人の原選手

にあこがれて野球部に入り︑毎日白球を追いかけている﹂

キとインタビューに応じてくれました︒

と話してくれました︒得意な科目は︑英語と技術︒中学
ハリキッでいました︒

生になって新しい科目ができたので︑勉強しなくちゃと

●中学生になって友達が沢山できたという倉俣小卒業の

ねると﹁みんなを楽しませてくれるやさしい先生﹂と話

洋子さん︒担任の星野先生は︑どんな先生ですかとたず
してくれました︒得意な科目は理科︒将来は薬剤士にな
ツが好きな女の子です︒

りたいとのこと︒バレーボール部に入ったというスポー

●朝︑約束の時間に家に伺うと学生服姿でインタビュー
今一番楽しみという繁行君︒日曜には︑趣味の魚つりに

に応じてくれました︒学校の部活動で空手をすることが︑

﹁将来はきっと家の土建業を継ぐことになるのかなあ﹂

熱中するとのこと︒

と照れながら語ってくれました︒

●音楽を聴くことの好きな︑よく似た双子の理嘉さんと

深嘉さん︒二人そろって同じ高校に通っています︒部活
動は︑バスケット部︑吹奏楽部と違うけれど友達とおし
ゃべりすることが楽しいとのこと︒理嘉さんは﹁将来︑

病院で働きたいな﹂と話してくれました︒とても気の合
う二人でした︒

﹁仕事

れました︒歌手の森高千里さんの歌が好きな明るい青年

ビックでドライブすることが楽しみ﹂と笑顔で話してく

が忙しくて暇はないけど︑たまに友達と一緒に愛車のシ

一君︒昼休みの最中︑取材に応じてくれました︒

●中学生の頃から父の後を継ごうと決めていたという賢

今回は、それぞれの世代の一年生に心
境や夢などについてインタビューしてみ

●金融課の窓口担当の喜代美さん︒﹁勤めはじめたばかり

5月。すばらしい季節の中で、村の次代
楽を聴いてのんびり過ごすとのこと︒俳優の柴田恭兵が

で論

強
ミ
つ

嚢

鱗鴇協

も
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半年もの長い間、雪の下に眠っていた

草木が、いっせいに光を浴び、もえだす

ミミ

ロ

む

の

灘礫
ロ

ロ

ロ

の

ゆ

の

ロ

の

ロ

ゆ

の

ロ

の

ひ

の

む

り

の

の

の

の

の

の

の

の

む

む

の

り

の

のヤしの

ゆ

の

ロ

ロ

む

の

の

ロ

の

の

む

の

の

リ

ロ

ロ

ゆ

の

ロ

の

の

り の の の

の

り

の

り

の

の

の

㎜灘羅灘㎜鱗獲灘灘纏灘灘鑛灘
の

の

の

の

の

本屋敷

む

康ツボ﹂ ﹁多宝塔﹂といっ

清田山

63−2674

ロ

た物を買わされるケースが

63−4107

ロ

⁝﹂と泣いていた人がいま
あります︒

陽子

の

した︒昔から﹁美しい花に

物や金で健康が買えるな

山田

羽鳥 菖蒲

り

ブナの若葉が残雪の山々
はトゲがある﹂といいます
らどんなにいいでしょう︒

小

の

に美しく映え︑雪国で一番
が︑うまい話しには必ず落

ガンで苦しむ人︑難病に苦

63−4124

り

よい季節を迎えました︒雪
し穴があります︒必ずもう
しむ人が救われます︒しか

いためには︑いらない物は︑

山本チトセ

を行って文化のかおり漂う

機会に︑昨年から短歌発表会

慕﹂をこの丘に建立したのを

また︑村でも昭和六十年
に君妻有短歌会が﹁信濃川

取水口附近で︑村から上村

通水式が四月二日宮中の

メートル︶がこのほど完成︒

トンネル︵延長七︑八キロ

河原調整地までの第一水路

電再開発工事は︑宮中〜浅

JR東日本の信濃川水力発

昭和六十年に着手された

などについては︑万全を期

日本は︑貝野地域の水問題

通水式に先立ち︑JR東

した︒

係者が出席して行なわれま

地元集落の対策委員など関

電再開発計画対策委員長︑

た︒

すことを約束してくれまし

よろしく

・

教育を楽しむ

校長小池啓治

田沢小学校

子どもがいてくれるから己がいるという認識をし
つかり持つことから先ず出発したい︒そして︑子ど
もの心に感動し涙する感覚を常に自らの中に育てる

努力をし︑子どもの行為の瞬間のよさをいち早くと

らえ︑喜びも悲しみも共にできる教師となって︑教
子どもにとっては︑好きな先生がいて︑仲よしの友

育を楽しむ学校にしたいと願う︒

達がいて楽しくてたまらないという学校でありたい

子どもたちの可能性を最大限に発揮させるよう職

と願う︒

欝

○
貝野小学校

子どもの瞳

をお願い申し上げます︒

員と共に努力したいと思う︒よろしくご指導︑ご協力

ヂ

羅

校長桑原和位

わたしは︑子どもの瞳が大好きです︒いきいきと

教育の創造を

校長林勇次郎

中里中学校

﹁村制三

﹁中里の未来にか

久
指導を公私共々よろしくお願いします︒

に頑張りたいと思いますので︑皆さまのご協力とご

管内から少しでも交通事故と犯罪が減少するよう

一件の事故もなく感謝しています︒

す︒幸い春の全国交通安全運動期間中︑管内では．

出身は︑小干谷市で妻と子ども三人の五人家族で

親切にしていただきホッとしているところです︒

久し振りの駐在所勤務ですが︑地域の皆さんから

から︑倉俣駐在所勤務となりました熊倉です︒

この度の異動で︑高速道路交通警察隊湯沢分駐隊

巡査熊倉

十日町警察署倉俣駐在所

事故・犯罪を追放

決意でもあります︒ご支援をお願い申し上げます︒

しい教育の創造を﹂と呼びかけました︒わたし自身の

かわる仕事であることを目覚し︑輝く校書にふさわ

四月一臼︑最初の職員会議で︑

栄と責任の重さを強く感じます︒

が迫ってくる思いです︒この中里中学校に勤める光

の完成﹂と書かれています︒教育立村への意気込み

十周年の意義深い年に．村の総力を結集した大事業

す︒発足時︑教育長さんがある文の中で︑

中里中学校が発足して四年目ということでありま

中里の愛おしい春を味わっています︒

段丘の装いが灰色から紫そして緑に変化する様に︑

㌔韻

ります︒よろしくお願い申し上げます︒

子どもの輝く瞳を取り戻したいという願いが強くな

という思いも募るのです︒それだけに︑何とかして

学校までもが一役も二役も買っているのではないか

ん減ってきているように思われます︒そうなるのに︑

﹁知りたい﹂﹁してみたい﹂ことを︑次々と追いかけ
てやまない子どもの瞳です︒
ところが︑こういう瞳をもった子どもが︑どんど

瞳です︒いたずらもし︑けんかもしますが￥﹁見たい﹂

この瞳は︑よく遊び︑よく運動する子どものもつ

輝いている瞳はとても美しく感動します︒

識

談

はじめまして

︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒P︒︒︒︒︒︒︒醐︒︒殺︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒︒醐︒︒︒︒︒︒︒︒︒・︒︒︒︒︒︒︒︒

に閉された生活から開放さ
かるならば︑販売員は借金

具合の悪い所があります︒

はっきり断わり︑欲しいと
思ってもその場で決めず家

63−2724

東田尻

難撒懸撫灘

れ︑ついわたしたちの心も
してもそれに投資をするは

し︑そんなことでは人間の

のすき間をねらっている人
ずです︒甘いキャッチフレ

ゆるみがちです︒こんな心

たちがいます︒毎年この季

健康は保てないのです︒病

当に切実ですが︑どうか冷

かみたい﹂という気持は本

気をもつ人の﹁ワラをもつ

ーズに気をつけましょう︒

﹁健康﹂この言葉に

惑わされないで
人間年を取るといくら丈

この弱みにつけ込む悪質商

訪問販売の被害にあわな

静に考えてください︒

法も多くあります︒この人

族と相談してから買うよう

夫な人でも︑体のどこかに

たちの言葉はとても巧みで
にしましよう︒

出

小
樋ロ キミ

村長︑南雲村信濃川水力発

った消費者の悩みや消費者教育を目的に、

ついだまされ︑高額な﹁健

原

63−2588

謝状を受けられました。
また、同少年団にも感謝状が贈られました。

日本一の

落

清滝ハナヨ

この度、田沢剣道スポーツ少年団の指導者
である藤田博さん（田中）は、同少年団育成
の功績を認められ、県スポーツ少年団から感

宮中集落では︑えん堤脇

中里村消費生活改善協力員

丘にしようとしています︒
今年も五月五日の桜まつ

消費生活のことは

りの中︑発表されました︒

崎）
崎）
●産業振興功労 広田 寛吾（山
●社会福祉功労 堀井 栄吉（山

葦oo づoづ往ooo
に、家族や知人に相談する。

の丘を日本一の黄桜の名所

いるもので︑同時に丘の整

ティ助成事業として行って

成による緑化推進コミュニ

これは︑宝くじ協会の助

を植えました︒

にしようと︑去る四月二十
九日新たに二十五本の黄桜

黄桜の丘をめぎして

s

をれり

でにた

と
ズい

社員

害とフ買節
備も進めています︒

集

県スポーツ少年団から感謝状

T

り

し

に

次の方々が、表彰されました。

迷ったときは、一人で決めず

4
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中里村消費生活改善協力員が設置されて
います。消費生活のどんなことでもけっ
こうですから相談してください。

大変ご苦労さまでした

・・婿

去る4月28日、村政事務嘱託員会議の席上
村政功労者5名の表彰が行なわれました。
これは、村政の進展、文化の向上、その他
村民の福祉増進に多大な功労を残された方や
村民の模範となる善行のあった方に対し表彰
するもので、今回で2回目どなりました。

θ

話
電
名
氏

ま質つL

）

服部安二郎（如来寺）
鈴木 寛栄（重 地）
●自治功労
●教育功労

よるし＜

はじめまして

「訪問販売で必要ないものを買ってし
まったq」「この商品は表示と違う」とい

信濃川水力発電再開発

1
0
〜・，驕4

服部辰勇（桂）

〃
●

o

一

・
』i
h

）

村政功労者を表彰

相談にのりま一す

宮中一樽沢間通水

ま r豊す預な たな物す訪て rと
すま田 o けど宝甘ら品 o問し高 r
なさ商
る購石い必販
販ま価消
んか法
と入やキず売
売つな火
てあの
いさ真ヤもだ
のた健器
の被
うせ珠ツうけ
被L康を

ひ
2

が者憶口れルフるな最をいトわに
の に も を フ レL
く近耳つンさな
人中新あ会会 1
を

o
2

≠

『

・
こ二

、
ぐ
へ
（（

す

rはし悪買たま
だはいまに券でつ今
し二9

一

φろ

OQOOOOOOOO
6000000000
000QOOOOOO
oooooooooo
7

人害記手そゴチかで
印カン・通帳は決して
知らない人に渡さない。

OOOOOOOOQO
OQOOOOQQQO
oooooooooo
oooooooooo
1

1本1本植えられる黄桜

全額支払いしな：い。

鰹難購
oooooooooo
㌧

悪得商法
購入意思のないときは
はじめからきっばり断わる。

お金の支払いは慎重に

被害にあわないために

取水口で通水式

鯉

さ

みなさんもぜひ、参加しましょう。

たき火の始末

馬聴

︑

おかあち・ん

あ転．

マどうしもの

ウ℃そリ

勧

★場所

大丈夫ですか

Ψぐ

笏
ヘクふりー

賂6もの

〜年蕾︐の
ス有−ヒV

へ匙

勲

★期日

渉ρど

農作業のため、枯草等を燃やしてい
る所をよく見かけます。先月27日に宮
中で、枯草焼きの火が原因で山火事が
発生しました。この時期は特に空気が
乾燥しておレ）、一旦他の場所に火が移
るとわずかな時間で燃え広がります。
山では水がなく、消火活動が思うよう
にできませんので、火の始末等は十分

り、

、
o

㌔

地すべりやがけ崩れに

ブ契ナーげ ︑

︑后甑2る．で
・冨ウベき廿循あ

巳

z

土砂災害は、一瞬のうちに人命や財
産を奪う恐ろしい災害です。その引き
金となるものには、雨や雪どけ水、地
震などがあります。特に雨には注意が
必要です。

テレビやラジオなどの気象情報に注
意し、危ないと思ったら早めに避難し
ましょう。

毎年5月を愛鳥月間とし、全国各地

田中由美子さん

春の農作業が忙しい時期です。無理
な作業をしていませんか。余裕のない
作業は事故につながるものです。近年
トラクターによる転倒事故が増えてい
ます。水田での作業は、長ぐつに泥が
ついてブレーキペダルやクラッチペダ
ルの操作を誤まることがありますので

この調査は、全国の卸売業、小売業
を営んでいるすべての商店を対象とす
る調査で、我が国の商店の販売活動の
実態や、分布状況及び商品の全国的な
流通状況などを明らかにすることを目
的とした、いわば「商業の国勢調査」
ともいうべき重要な調査です。

5月中旬から調査員が調査に伺いま
すので、各商店の皆様のご協力をお願
いいたします。

※提出された調査票は統計法によって
厳重に秘密が守られ、統計作成以外
には使用されません。また調査員は
身分証明書を携帯していますので、
不審な場合は提示を求めてください。

工業統計調査の
ポスター募集
毎年12月31日現在で実施される工業
統計調査を内滑に実施するため、通商
産業省ではポスターを募集しています。
★応募資格
特に制限はありません
★応募作晶の内容
製造業を営む事業所の工業統計調査
に対する理解を深め、その協力が得
られるもので、かつ未発表のもの。

6月30日（当日消印有効）
※入賞者には賞状が送られるとともに
最優秀賞10万円、優秀賞3万円、優
良賞、学校努力賞に記念品が副賞と

耳鼻科開設のご案内

ので、詳しいことは役場総務課まで。

大会が、6月12日（日）に中里中学校グラ

ンドで開催されます。大会には小千谷
市、十日町市、北魚沼郡、南魚沼郡、
中魚沼郡からそれぞれ選手が集まり、
レタリェーション種目や郡市対抗の競
技を行ないます。中里村からは約30人
の選手が参加します。みなさんぜひ応
援にきてください。

東京までの新幹線キッブ

役場で買えます

は、専門系（大学院・大学卒）、1類（大

取り扱っていますのでご利用ください。
この実績は、越後田沢駅に属し飯山
線の実績につながります。

おさらい葵語教室

社会教育短期大学

●中学校程度の英語をもう一度思い
出し基本を身につけてみませんか。

●対象者

成人一般

●定員

6月14・28日

15名

7月12・26日

8月9日（5回シリーズ）
午後7時30分から9時30分

●対象者 村民一般 ●定員

五月十三日︑二十七

★移動文庫

日時
日 午後十二時〜一
時三十五分

場所 重地︑下山︑田代

芋川︑倉俣

日時 五月十六日︑三十日
午後十二時⊥時五分

場所
総合センター

午後七時半〜九時半

五月二十日

午前十時ー午後三時

クラブ活動

★高齢者講座

日時

午前

場所︵雛建ター

内容

申込みは

彫刻刀、板、用具一式実
費が必要です。

講演会﹁悪質

●教材費

5月30日

訪間販売に気

●教材実費

●申込〆切日

総合センター

●申込〆切日 5月30日

午後

総合センター

午後7時30分から9時30分
●場所

100枚

15名

をつけよう﹂

午後7時30分から9時30分

場所

7月1・15日

10月14・28日 11月11・25日

が必要

公属

●日時 毎月2回、8月除く12月ま
で 毎月第1・3火曜日

9月2・16日

132枚

横断歩道旗

★青年学級﹁愛郷徒﹂

6月3・17日

●定員

50，000円
30，000円

★春のちびっ子交通安全広場開催収益
金寄付
田沢ツーリングタラブ
2，940円

●内容 木版画の入門コース

●対象者 村民一般
●定員 20名

8月5・19日

●場所

★古切手寄贈
東田沢
服部昭一氏
★交通安全用品寄贈
田沢ツーリングタラブ

凹教壼

焼物に挑戦しよう。

●日時

★香典返し
通り山
樋口初男氏
田 中
岡村利雄氏

50名

総合センター

陶芸
村民一般

善意をありがとう

●日時 6月16日 7月20日 8月
25日 9月14日 10月13日
11月4日（6回シリーズ）
午後7時30分から9時30分
●申込〆切日 5月30日
●
参
迎します。

●初めての方も大歓迎、手づくりの
●対象者

で当ります。

●内容 一般教養講座

●場所

5月30日

当分の間、診療は土曜日だけで、教
授、助教授並びに講師の先生方が交代

五月二十三日

●申込〆切日

した。

日時

野外を楽しむ伝統のひとつ

野山を歩いて︑そこで食

でしょう︒

ックです協噴最羅揖事用

事をするのが本来のピクニ

瞬餌雑講鰹

某河原のピクニッタ広場で

は︑春の日ざしをいっぱい

に浴ぴて︑たくさんの家族

やグループがお弁当を広げ

たりバーベキューをして楽

●場所 総合センター
●教材費 実費が必要です

より4月2日から耳鼻科が開設されま

第26回身体障害者体育大会第7地区

東京消防庁消防官の採用試験が7月

2日より順次行われます。試験の区分

側）上村病院では、東京女子医科大学
第二病院教授、荒牧元先生のご協力に

二市三郡身障者体育大会

役場では、東京都内まで片道400円お
得なキップ（新幹線自由席5，100円）を

詳しくは役場総務課まで。

齢総

当村を会場に

消防官採用試験のお知らせ

●日時

して贈呈されます。

しんで澤た．ここを管具を車癒・講妻も

時﹁器羅譲三と諺讐月は野

広報かかマ〜

の家族た斜ここで食吻鳥の繁殖期で・美しい

7

さえずりが聞ける季節

バイクの中型免許を取って北海
道をバイクで旅行することです。

﹁﹂ です・ピクニックをし

な人です。今やってみたいのは

て最高ですね︒

村雅俊をたして2で割ったよう

ながち野鳥の声を聞くなん

す。理想の男性は中井貴一と中

五月十日から十六日まで
は﹁愛鳥週間﹂ーいわゆる
バードウィ：タです︒自分

的なA型の性格Jなのだそうで

の住んでいる地域にはどん

性格は、人に言わせると「典型

な鳥がいるのか1家族で確
かめてみるのもいいですね︒

一緒に長野の方などへ行きます。

には家があるのに︑なぜ

イブも好きで、たまに友だちと

事をしていました・磐琶

に思いました︒当時ぼピク

外で食べるのかなと不思議

やりたいと思っています。ドラ

ニッタ燦滝て謡秦懲鮪鰻慧
せん響嚢尭ね難犠 贈バ︑糠
最近は︑野外で食事馨楽

去年はあまりやれなかったので

今年は時間をみつけてたくさん

しむピタニックがたいへん

十日町市の共和自動車で事務
をしています。趣味はテニス。

な人気です︒もっとも︑日
本にも昔から︑炊事遠足と

（上山・21歳）

農作業機械の
運転は慎重に

選編羅蝿麟轡鴫

で野鳥保護運動を進めています。
県野鳥愛護会では下記のとおり「野鳥
保護の集い及び探鳥会」を行ないます。

りました。

また試験会場は区分により異な虚）ます

5

が失なわれています。

ちなみに昨年6月から3月までの6
か月間で、3，822，000円の売り上げがあ

業統計調査を実施します。

★〆切

山林の伐採等で年々野鳥の住む環境

商業統計調査の日です

学卒程度）、II類（短大卒程度）、III類（高

校卒程度）となっています。申込み受
付けも6月1日より順次行われます。

館

かわいい小鳥たちの
住む環境を守ろう。

6月1目は

通商産業省では、6月1日現在で商

詳しくは役場開発課まで。

十分注意してください。

十分注意を

6

3んの

，

また山菜取りのシーズンですが、タバ
コの投げ捨ては絶対にやめてください。

甚お
Zし占

rい

ジ

中頸城郡妙高高原町「J R妙

高山荘」及び笹ヶ峰牧場

注意して下さい。

凶湯

6月11日、12日

総合センターへ

題
ミ
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逡ミ

み鞭山田繁雄，．（東．尻）⑰

ん轄腸子

交有恥つかけは・…・り知人の紹介です。ワ12月の雪の降る日

通で

ビルく1

1懲簾lll難矯

：欝歌とわたし幅齢な

田沢郵便局で．鈴木助役が一日郵

四月十九日の逓信記念日に越後

三を羊子育てのモ㌫ぞ澱写蝋呈さ巖孟

ものころから交通ルールを守るこ

天候に恵まれ︑会場の総合セン

とを教えたい︒また︑楽しいこと
をするこの村をいつまでも忘れな

ター前には︑小学生や親に連れら

いでほしい﹂と企画しました︒

れた幼児ら約二百人が集まりまし

便局長を勤めました︒助役は︑ま
ず郵便局の事業内容の説明を受け

た︒

県警のゆきつばき号やパトカi︑

タラブのバイクニ十台と目抜き通

白バイも応援に駆け付け︑早速同

子どもたちは︑人形劇や映画を見

りをパレード︒

たあと︑クラブ員が工夫して作っ

た交通安全ウルトラタイズで楽し

一口に趣味といっても長く続けるこ
とは容易ではありません。忘年会や新
年会などで和気あいあいやるのが楽し

なお︑タイズの優勝者は︑小出

十日町でやります。

みながら交通ルールを学びました︒

す。発表会は年2回で．村の芸能祭と

の山本かおりちゃん︵三歳︶で︑大

三本の弦から出る音色は、つらいこ
とも忘れさせてくれる不思議なもので

きなトロフィーやメダルなどをも

かけて弾いたものです。

同クラブでは︑初めての企画が

始めた時は、芸者がやることだと思
い近所に聞こえないようにハンカチを

らい目をパチクリしていました︒

習しています。

りです・

チ1し｝お互し、への要望1ま．．．．．り以前のように素直でゃさしくな

腹話術を見て勉強する子どもたち

現在12人。岳月2回我家で交代交代練

十日町のいい所？で会ったのが、交際の始ま

｝
Y

誘ル楽1第

魅了されて結成した美好会は、今年5
年目を迎えました。
会員は10代から50代までと層が広く、

きのうせのたかさや︑お
もさをはかってもらいまし

Y

春の交通安全期間中の四月十日

小学生以下の子どもたちに交通ル

ールを知ってもらおうと︑田沢ツー

リングクラブ︵バイタ愛好者グル

ープ︶が﹁春のチビッコ交通安全

「ベン、ベン、ベン……」この音に

代表の涌井誠一さんは﹁バイタ

（如来寺）

広場﹂を開きました︒

滝沢美千子さん

が好きで乗っているけれども︑い

代表

つ事故に遭うかわかなない︒子ど

蓼

た︒バンツばっかになって

回⑰響轡蔵）．

しました︒みやじま先生か
らむねをはかってもらうと

由布子ね、お人形で遊ぶのが好きなんだ。お人形い
っばいもっているよ。お兄ちゃんは学校から帰ってく
ると由布子と遊んでくれるの。食べ物はちょっと好き
嫌いがあるんだけど、カゼもひかないしとっても健康
よ。お父さんは素直な子に育ってほしいんだって。

き︑こちょばつたかつたで

由布子ちゃん釜：小幣嚢さん（如来寺）⑰

す︒

回回回

◎㊧図＠国図

交勉
通強

｝ しいですね．
羊村への要望1豫膨雅欝妻。鑓鷺艦

安｝らし、た）、．鰍みの日に家族みんなで、すご

全暇せる公園のよう暢所を作ってほしい・

広＆よ渉渉粋渉渉渉粋粋粋｝
場

白バイは格好いいなあ

みです。

辛苦して作ったての

老人工芸品展

毎年恒例の老人工芸品展が︑四

月十四︑十五日の両日老人福祉セ

ンターで開かれました︒

主婦など大勢が訪れ︑お年寄り

1森

マ月

●

蹴纈調︶
幽訟銘繍

数

●

皿．一挙
者違
反数ロ ⑭

●

酒免故亡
飲無事死

．鍵識畿

●

四月六日から十五日まで

の春の全国交通安全運動の

墾

ワラ細工などの作品に感心してい

ました︒来訪者の中には︑﹁毎年こ

の日を楽しみにしてらんだての﹂

と手づくりの品々を買い求めてい

く人もいて︑大盛況でした︒

期間中は︑一件の事故もあ

しかし︑春のポカポカ陽

りませんでした︒

昭和63年5月40臼

気で歩行者もドライバーも

ご

ちょっとした油断で加害

マ

気がゆるみがちです︒

◎

注意しましょう︒

広報瓢

也功茂
） ）
荒山通
り
屋崎山

〉

者や被害者にならないよう

9

本屋敷
倉 俣
如来寺
下田村
干 溝
津南町
東京都
如来寺
芋 川
荒 屋
上 山
津南町
如来寺
通り山
倉 俣

田荒荒倉
中屋屋俣

十田町市

十日町市
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また︑交通安全のために頑張っ

と 弘芳か真晴正博正の登純達智規昌茂婚 星荒上た
野瀬原＊
み守美浩り彦美明子隆り也子巳子雄子寛＊ 敏
朴木沢
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大成功に終り感激していました︒

田融婁姦㌍。鮒刷』．林口澤雲夢原田難鴫締鎮鎚
45 78

て下さい︒

F虞高

＊ 一一一一一一一一一＊ 知智理＊
斎お金樋関岡樋井小江滝南滝熱桑廣笹片島羽ご
お

ミ幸貞つみ
ヨ作二江＊

鈴木助役

これはよくできているね

職員にあいさつする助役

江

一日郵便局長に

その後︑郵便局とそれぞれの要望

など意見交換をしました︒

ていきたいと思います。
連絡先 滝沢美千子 （63−3333）

たち四十二人が丹精こめて作った

これからも、みんなに盛り上げられ
ながら「和」をモットーに仲よく続け

142日報

貝野の「城山」
「城U」という地名の由来は、「城郭」の山とい
う事でしょうか。小学生のころにそう教えられた
ように思います。

一昨年の春、城山に山歩き（山菜採り）に行っ
てきまレた。小学校の遠足以采のようです。草山
の中に松か何かの木が一本、淋しく立っている風
景が思い浮びました。全く違う場所かもしれませ
んが…。ところが車で登った城山はそんな風景と
は全く違う所みたいでした。鉄塔が立ち、道端に
は山菜採りの車が並び…。山頂に向かい歩き始め
た私ですがやめました。私の城山は昔の思い出の
ままにしておこうと思いまして。子供達が小学生
になったらまた登ってみるかもしれません。

清津山の会柳洋治

