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簸灘鰍 ノ
11月19日（日）に初雪が降り、30日㈱には婁有郷も白銀の・，

蝶界に変身しました。
灘この日、早くも赤倉小学校（積雪30cm）では休み蒔間灘
1鉱雪合戦や雪だるまづくりを楽しむ子どもたちの姿が

見られました。

嚢驚臨慰・穣

麿

懸

今︑㌧い♂ろ5ピゼ⁝一

亀﹂

ふるさと創生事業の一つとして︑青年会議所と市で研究を重ねてき

ました﹁大好き十日町ネットワークシステム推進事業﹂がまとまり

ちを︑より住みや

ました︒このま

築きあげてき

深い人たちとプロジェクトのメンバーから︑声をお聞きしました︒

ました︒その主な内容をお知らせします︒また︑十日町になじみ

こんな目的で
十日町市は︑市民一人ひとり

◆塔ヅトリー・ゐブ

ジ

つながり︑文化面などにも大き

まれて︑それが経済の活性化に

そこから多くの提言や情報が生

年会議所の﹁参与市民ネットワ

を募集した結果︑一般の部で青

一世紀に向けたまちづくり論文﹂

▼昭和六十三年十二月に﹁二十

情報交換・人的交流が図られ︑

れます︒

な効果がもたらされると考えら

▼平成元年三月にふるさと創生

受賞︒

ークシステム構想﹂が優秀賞を

進︑物産販売の拡大︑イベン

事業の一つとして︑構想の実現

主な効果例は⁝企業誘致の促

ト等の誘客促進︑嫁婿対策の

に向けた取り組みを開始︒第一
回青年会議所との打ち合わせ会
の誘客などです︒

促進︑リゾート・観光施設へ

をもつ︒以後︑九月まで青年会

来から行わ

また︑従

まなイベントを行います︒

行うほか︑四季折々にさまざ

五月下旬に発会イベントを

㎜システム推進事業﹂に変

鞍好き十日町ネットワーク

クシステム構想﹂から﹁大

チームを編成︒この時点で名称
を ﹁参与市民ネットワー

人︑市職員七人でプロジエクト

▼平成元年十月に青年会議所五

議所と共同研究を重ねる︒

﹁大好き十日町会﹂を設立し︑

れているイ

イベントの概要

会報の発行や各種イベントを開

ベントに会

れるふるさとになるた
十日町市民と参与市

くことにより︑会員相互のネッ

会員になれる人

﹁大好き十日町会﹂を設立します︒

市民が楽しく交流し合う

会員は︑趣旨に賛同し︑会員

を呼びかけ

▼平成元年十一月にプロ

ジェクトチームで実施計

騨平成元年＋二月に記者

︐糀画書を作成︒

ント例は⁝

鍵も協力を依頼した．

．鹸︑

癒会見をし︑報道関係者に
ト弁論大会

オールナイ

主なイベ

として参加

申し込みをした参与市民と十日

トワークをつくります︒そして
情報交換︑人的交流を進める中

ます︒

︑ぢ更︒

町市民とします︒︵参与市民は︑

で情報データベースを蓄積し︑

市民と参与市民︑市民同士の

市外に住む十日町の出身者やそ

め︑

過

まちづくりに活用します︒

で十日町を思い︑発展を願って
いる人たちです︶

事業の概要

経

の家族︑会社︑知人︑住んでい

の

こんな効果が

灘騨
灘轡懸
で郵 ／

す

たことのある人︑興味のある人

十日町を愛し︑愛

ることが大切です︒

みんなで力を合わせ

すく︑活気あるまち

参加

の小さな提案やたゆまぬ努力の

情報・意見・物産

十日町市民
情報・意見・物産

参与市民
（饗9籍開灘）

十日町市民

藏r

情報・意見

↓

情報・物産

に育てるためには︑

大好き十日町会

積み重ねで︑すばらしいまちを

情報・意見

⊥
ノ「

情報・意見・物産

参与市民
情報・意見・物産

2

コシヒカリを食べる会︑美人コ

花火大会︑山菜を味わう会︑東
京上野の花見会︑どぶろくツア

市民の皆さんにお願い〃

力ください︒

たしますので︑お手数でもご協

会関係や︑この会の主旨に賛同

ンテスト︑田舎ごっつおを楽し

今月二十五日以降に︑市内全世

いただけるような人・グループ・

なお︑市民の皆さんで︑同級

スケジュールにもありますが︑

帯に︑この事業を説明したパン

団体などの資料をお持ちの人は︑

創刊号を送付したい人をこ紹介ください
会員の募集は︑来年四月下旬に

フレットと併せて︑創刊号を送

ーなどを考えています︒

このたび︑﹁大好き十日町会﹂

創刊号を発刊し︑それから募集

ます︒

をつくって︑ふるさと十日町を

ご遠慮なく︑事務局︵企画財政

をするというシステムです︒

線鵬︶へ情報をお寄せください︒

課企画調整係智57i3111内

縁あって︑十日町へはよくお

そのほかのお願い

分が伝わってきます︒

離れたわたしたち と ︑ 交 流 を 図
りたいというお話を伺い︑その
発想と熱意に深く共鳴いたして

じゃまします︒そのたびに四季

﹁雪の滝雪の茶席や雪祭﹂

﹁大好き十日町 会 ﹂ が 気 軽 に

おります︒

﹁大好きなまち﹂
ぜひ︑すばらしい企画を

付したい人のご紹介をお願いい

む会︑お見合いッアー︑大江戸

わたしたちもふるさと
十日町の応援団
新聞やテレビなどで十日町の

ことが報道されると︑郷愁の念
︶一

※﹁創刊号﹂の送付にかかる費

れます︒皆さんが︑温かいまな

折々が︑美しい表情で迎えてく

用は必要ありません︒

これは十日町の俳人滝沢鶯衣さ

ざしを向けてくれ︑楽しく過ご

団体に︑プロジェクト員が説明

※﹁こんな人を知っています﹂

すばらしい企画の会だと思っ

に伺います︒﹁おらのグループに

という情報でもかまいません︒

ています︒これから十日町が︑

来い﹂という情報も大歓迎です︒
うに期待します︒

必ず︑大きな成果が

日町を愛する心は同じです︒

がやりたいことは違っても︑十

発展する一つの決め手になるよ

せるまちです︒心の底から安ら

楽しめるものであり︑また︑この

﹁大好き十日町会﹄の

市内には︑各団体やサークル︑

ために大きな成果が上げられる

な輪になれば︑どんなにまちの

それを広い心でまとめ︑大き
﹁大好き十日町会﹂を︑広く

個人が一生懸命︑まちをよくし

期待できる
市民の皆さんから理解と協力を

でしょう︒

と思います︒

ちづくり﹂のため︑頑張りたい

くことでしょう︒わたしも﹁ま

豊かな十日町の未来が育ってい

め︑根となし︑そこから明るい

﹁大好き！十日町﹂の心を集

ようと頑張っています︒皆さん
により説明会を開きます︒

していただくために︑次の日程

説明会を開きます

※十二月中に︑市内のいろんな

んの雪まつりの句です︒いかに

月上旬
月下旬
月下旬〜
1月上旬

1月中旬
−月〜3月

十日町が大好きです︒

会が長続きするよう︑わたした

集

ぎを与えてくれるまち︑そんな

ちも積極的に応援したいと思っ

編

月下旬

も厳冬に咲いた華やかな祭り気
︶

ています︒

蕪 の霞R

繋施諦画書の洪定
離肉躰
薫漿誰日晦会繕灘響携ー欝調謹

創剰号送醤先のま態め

の

︑糞婬き灘瞬購糞準備糞発足

馨

多くの皆さんのご出席をお待

市保健センター

午後七時〜

き 平成二年一月十日㈹

ちしています︒

■と

■ところ

隆さん

市村

創 糊

創刹馨発剃・悲奮黛の募集

4月下旬

鈴木孝枝さん

庭野増三さん

5月下旬

3とrおガ詐3平成元年12月10日

（新潟市在住・写真家

（東京都目黒区在住1
一東京十日町会会長一

糞鰭き誰隠町醤発羅

（学校町2・自営業）
一プロジェクトの一員一

11

12

12

12

にかられることがしばしばあり

5月に発会するまでのスケジュール

︵敬称略︶

1一．二︶庭野一義︵本町

二︶小林繁作︵新座三︑四
︿下条地区・七人﹀

西枯木又︶

三．四︑山際︶近藤正毅

生越武好︵上新田一・二・

︿中条地区・十一人﹀

七ー︼・二︑三和町︶

南︑丸山町︶西郷泰巖︵昭

︵原︑岩野︑廿日城︑下条
栄町︶高橋政徳︵桑原︑為

通り︑蟹沢︶井川博子︵下

永︑野田︑山根︑下条中央

二．三・四︑四日町中原︶

条本町︑貝ノ川︶佐藤修子
︵新保︑水口︑下山︑新光
寺︶小島一郎︵仙之山︑平︑

漉野︑慶地︶樋口忠男︵二
子︑願入︑塩野︶
︿吉田地区・八人﹀

九山榮一︵稲葉︑吉田山
谷︶林﹃雄︵小泉一・二⁝

昭︵樽沢・西浅河原・小泉

西浅河原以外・三︶川崎重

大津久︵魚之田川︑新水︶

身マツイ︵鉢一・二︑中手︶

佐野好平︵高島一・二︶尾

二．三︶保坂利隆︵南鐙坂︶

三︶吉沢テル︵北鐙坂一・

當重益郎︵小貫︑東枯木又︑

︵蕨平︑三ツ山︑上田原︶

菅沼︑山新田︶大津文夫

岩田正一︵宇田ケ沢︑中条

︵嘉勝︑轟木︑焼野︑池谷︶

︵峠︑梅沢︑中条新田︑北
原︑市之沢︶池田マサ子

中条旭町︶岡田トシエ︵中
町︑下町︑中条島︶藤木昇

マツ︵上町︑旭ケ丘︑背戸︑

田︑太子堂︑塚田︑中条八
幡︑上原︑上原新町︶藤木

大熊︑・︑チ子︵尾崎︑五軒新

三︶滝沢奥太郎︵四日町一・

二．三．四︑南新田町丁二・

芦田悦子︵四日町新田︼・

赤倉︶村山敬彌︵新座一・

野忠郎︵津池︑菅沼︑大池・

庭野宏平︵江道︑猿倉︶庭

︵千代田町︑稲荷町四︑島︶

一．二・三︶小海ヨネ子

上川町︶西野幸雄︵田川町

︵田中町本通り︑川原町︑

田中町東・西︶田ロセツ子

水野町︑学校町一︑若宮町︑

原町︶渡辺幸磨︵神明町︑

町一．二︑八幡田町︑下川

平野喜穫︵稲荷町西︑西本

町通り・三南・三北︑旭町︶

男︵稲荷町二・三東・三本

り︑西浦町東・西︶渡邊芳

目黒リエ︵昭和町四︑駅通

加賀糸屋町︑関口樋口町︶

和町三︑西寺町︑七軒町︑

新しい民生委員さんです
地域福祉のよき相談相手
となって︑ご活躍する民生
委員の皆さんが︑十二月一
日付けで改選へ任期三年︶

します︒

されました︒新しい民生委
員さんと担当区域をご紹介
︿十日町地区・二十人﹀

本田雅子︵本町一上・下︑
本町東一︑西︸︑本町二︶
田村喜作︵宮下町東・西︑

諏訪町︑学校町二︶島田久

一．二．三︶田村佳︵袋町

蔵︵本町三・四・五︑稲荷
町一︶根津清治︵本町六ー

東．中．西︑ 昭和町一︶後
藤唯夫︵高田町一・二︑栄
町︑昭和町二︑泉町︶樋口
由紀子︵高田町三東・西・

が完成

この橋りょうは︑信濃川
をまたいで城之古と高島を
結び︑同線では最長のもの
です︒すでに七基の橋脚は︑

昭和五十五年に完成してい

原支社長と丸山市長が金色
のボルトを締結︒テープカ

十一月二十八日㈹︑平成
八年度開業予定の北越北線

ます︒上部工は今年六月か
たて

ットした後︑参加者は全長
ヤ

の信濃川橋りよう︵鉄道橋︶

工事費は約十億円です︒

総鋼重量は八百八十ノで総

を防ぐ耐候性鋼材を使用し︑

トラスには︑さびと腐食

の架設に着手しました︒

ラス︵橋げたとなる骨組み︶

ら工事を行い︑両岸からト

四百九．二揖の渡り初めを

れました︒

を期待しています﹂と話さ

基となり︑一日も早い完成

﹁鉄道建設は地域活性化の

あいさつで丸山市長は︑

して完成を祝いました︒

吻洗成し︑その連結式が城
之古で行われました︒

式典には︑鉄建公団東京
支社長の安原明さんをはじ
め︑丸山市長︵北越急行副
社長︶︑工事関係者などが

約三十人出席しました︒安

小海勺︵中平︑名ケ山︶

︿川治地区・十一人﹀

遠田徳︵川治上町一・二︑
中町︶村山節子︵川治下町

一．二・三︑妻有町西一・
二︑妻有町東一︶菅井十二

蔵︵内後︑谷内丑一・二︶

上村理吉︵北新田︼・二・

三︶小林哲夫︵城之古︼・

二．三・東町︑塚原町︶徳

永千三︵山本町一・二・三・

四．五︶竹内ヨシ︵河内町︑

千歳町︑寿町一・二・三・

四︶小海よう︵高山二・三・

四︑錦町丁二︑美雪町一・
二・三︑桜木町︶柳澄男

︵春日町一・二・三︑高田

町四・五・六︶湯川正夫

︵関根一・二︑浅之平・笹

之沢︶村山廣榮︵落之水︑池

︿六箇地区・四人﹀

之平︑孕石︑椌木︑長里︶

十二月十六日

南雲袈栄吉︵中村︑六箇

山谷︑麻畑︶福崎春雄︵田

麦︶俵山正之︵ニッ屋︑船

坂︶桑原計利︵塩ノ又︶

富井ヨシ︵水沢一・二・

︿水沢地区・十二人﹀

三︑珠川一・二・三・四︶
山口庄治郎︵馬場一・二・

三．四︶金澤忠司︵太田島

一．二．三︶古澤新一︵土

市一．二・三・四・五︶上

村宇一︵新宮一・二︑幸町︶

村山リン︵伊達丁二・三・四︶

井口知行︵大黒沢一・二・
東︑小黒沢︶保坂孝子︵姿

︵南雲︑中在家︑水沢市ノ

︼．二︑安養寺︶飯塚光男

沢︶佐藤重夫︵当間︑大石︶

︵天池︑細尾︑池之尻︶

村山行作︵漆島︑池沢︑野
中︑鍬柄沢︶福崎卯三郎

三二揖︶の補修工事は︑昭

和六十一年度から六十二年

強を行ってきました︒

度まで橋脚の基礎部分の補

歩道の付け替えなどの工事

その後︑欄干・伸縮装置・

を行ってきましたが︑この

願いします︒

なりますので︑ご協力をお

㈲から二十五日㈹まで︑橋
面補装のために片側交通に

また︑平成二年三月一日

たび完了しました︒

補嫡山燦互通行で︑た

ご
や や ヤ
りカ
とうこ
さ︶

＋日町橋︵全

長四百七＋七・

〜

日朋ました・

ブエ

6

らレヘん皆さんに
かご迷惑をかけま
日した︒ご協力あ

修搬長い問片側

エ騰雛纈解

〜仕から十日町橋

事

町橋

十

北越北線﹁信濃川橋りょう﹄
開業に向けて一歩前進です

4

で

消雪パイプの有効利用が

l

土産品があ、り講す。l

▼五軒新田︵同︶▼中条新

田

・

iあき伍は︑かならずあ⁝釜入れか．︿マかこに︒
汚鰍な欧みこたえと爽快なのζこし
調和のとれた味わいのシンフ7二1

2

κ

田︵同︶▼飛渡︵北原︶

予定区間

﹁一方通行﹂

積雪状況により︑今冬も
一方通行︵左図︶になりま

す︒また︑運転する人は安
全や水はねなどに注意して
ください︒

ころがあります︒なだれに

一
論

哺
＠一等蕩遺1

道路除雪にこ協力ください
撰欝懲

轟
電にもつながります︒

図られ︑地下水の節水や節

大切なものに
目印を
除雪時に誤って破損しな
いために︑消火栓や塀など︑

雪に埋もれる大切なものに

臨︐

は︑十分注意してください︒

●

◆

いよいよ本格的な雪のシ
ーズンです︒道路除雪は︑

い
な
・b
近

寄

■羅
雪

除

↑﹂

線路の除雪をしやすいよ

なだれ発生の恐れや発生

◆

◆

交通を円滑にするために必
・ー

欝
醗︑

懇
で目印をつけてください︒

は︑ハッキリと赤い布など

ごみを
捨てないで

春先︑たくさん出ます︒田
畑の所有者に迷惑をかける

なだれに注意
市内には百四十五箇所の

うに︑十二月十五日から来

した場合は︑克雪都市計画

﹁なだれ危険﹂の看板を

キリンラカーヒール

アルミ釜

KI貸fNユーハーク壕

1委員会

要なことはもちろんですが︑

火災時の消火活動やごみ収
集︑くみ取りなどを行うた
めに 大切なことです︒

路上駐車は
やめて
あります︒﹁排雪専用﹂の条

搬車﹂とトラックに書いて
件つきで許可されたもので

除雪作業の支障となりま

すので︑除雪道路は駐車禁
す︒一般車両はかさ上げで

除雪の雪に混じって吹き

屋根雪を道路に投げ捨て

だけでなく︑危険です︒ご

飛ばされた空き缶や瓶が︑

ることは禁止されています︒

ください︒

みは責任を持って処理して

このほか︑降雪の状況によ

なだれ危険箇所があります︒

年三月三十一日まで︑踏み

っては危険な状態になると

切り板を取り外しますので

課︵暦5713111内線躍︶

通れません

次の踏切りは

やむを得ず︑道路に捨てた

また︑屋根などからの転

時は片づけてください︒

屋根雪は
責任を持って

きません︒

止です︒また︑待避所は交
通交差の場です︒個人が駐
車場に利用するのはやめて
ください︒

近寄らない

除雪機械に
除雪作業中は危険です︒

落事故には十分注意してく

除雪機械などに近寄らない

導員の指示に従ってくださ

をお願いします︒

ださい︒作業を請け負う事
業主の皆さんも十分な管理

・でください︒また︑必ず誘

い︒

排雪用ダンプが
出動します
一回の排雪量を増やすた

通れなくなります︒

場一︶▼第二太田島︵太田

用意してありますので︑必

消パイの休止は
午後の二時間
消雪パイプの運転休止時

島三︶▼塩手窪︵伊達四︶

要な人はご連絡ください︒

め︑荷台枠を四十袖．かさ上

間は︑午後二時から三時ま

▼第二川治︵妻有町西︶

へ連絡してください︒

でと︑四時から五時までの

▼宮前︵馬

します︒これは︑市が責任

げしたダンプが二十台出動

二時間です︒

踏切り箇所

をもって行うもので︑荷台
枠に﹁十日町市排雪専用運

とrおガ詐』3平成元年12月10日
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本田r面線

■

り

ゴレれぼロじ
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轟
Ψ臼侮季＆、り

5
ミ

課内容β7−3h1内線230）へ。

々で乾杯。

群込塗雪まつ幅鰯（商工磯

←

篠・

燦糊粛1醜鐙

そば寿司などの
料理をつまみに
雪まつり缶ビマ

繭

田

午後α時〜監F『

きiき 12月15日㈹

1き瓶轟k
l噸難ノ

≧崇ろ クロス10大ホール1

（午後7時〜9時）

缶裂内疎露璽
底遭容材路票
凹所量旧璽郵

1記念パ笛ヂィ省

十日剛駅
＿

導 冊j和町 町
肥和町

罷
駅
噛

本町通り昼野→

懸

一楽しいゲーム

数当てクイズ・ビンゴなどに
豪華賞品を用意しています。

知非ヅピール雌弊彼

協奪第廻姻町霊ま．劉難

蝉キ1ざ三世、㈱新川辱

十二月五日㈹︑クロスー0で十日町市
経済講演会が開かれ︑関係者百十二人

が出席しました︒今後︑当市を取り巻

く経済環境が︑リゾート開発や北越北
線の開業などに直面し︑大きく変わろ
うとしています︒その現状分析を探り︑

活性化を図るため︑初の試みとして計

最初に︑松田広信さん︵北海道東北

画されたものです︒

開発公庫新潟支店開発調査課長︶が
﹁最近の経済情勢と新潟県産業経済の

課題﹂︑続いて︑井上徳之さん︵同支
店開発調査担当︶が﹁北越北線開業と
地域活性化への提言﹂をテーマに講演
しました︒最後に︑市内金融団を代表

地域経済や十日町市の将来にとって大きなテー

内の金融 ・経済状況 について話 されました ︒

して白川章次さん ︵第四銀行十日町支店長︶が市

〜十日町市経済講演会〜

マであり︑参加者は熱心に耳を傾けていました︒

〜歩行者空間確保実験事業〜

今雪国では︑冬期間の歩道を確保す
ることが︑大きな課題となっています︒

特に︑学校・病院・官庁をはじめとし
た公共機関の周辺では︑歩行者も多く
その安全を図ることが大切です︒

市では︑この対策として各種路面融
雪システムを導入し︑三年間の歩行者
空間確保実験事業を開始しました︒実
ロープを利用し︑これを八ブロックに

験は︑市役所前の歩道と市庁舎裏のス

分けて︑歩道融雪システムの技術を持
った民間八社と歩道除雪機メーカー一

社の協力を得て︑効果やコストなどの
データを収集するものです︒また︑この

路面融雪システムは︑駐車場などの確

事業に大きな期待が寄せられています︒

保と快適な通行が待ち望まれている今︑ この実験

る技術として注目されています︒ 歩行者の安全確

保や地下水保全の意味からも︑ 消雪パイプにかわ

冬期間の歩道確保に大きな期待

嶽灘

馨驚

手芸は心の健康をつくる室

てから︑次の段階に進むので︑

ただいて︑一つずつ十分理解し

︵手芸部︶に十年間︑休むこと

技術が自然に身につくんです︒

十日町市公民館の高齢者学級

なくよく通いましたね︒わから

ひとりで笑うことはないが︑

心の健康をつくっています︒

面のよりどころとして︑手芸で

刻に考えない主義ですし︑精神

たでしょうか︒物事をあまり深

セーターなど約百個ぐらい作っ

自己流ながら︑足ふきマット︑

ですよ︒

うことがたくさんあって楽しい

ここに来ると大勢の友達と︑笑

ない点は︑きめ細かく教えてい

並溜螂聯︑

昭和五十九年の春から毎月十

日︑新光寺の駐車場の清掃を北

部老人会で始めました︒それが

きっかけで︑その年の七月から

続けていきたいと思っています︒

これからも︑体の丈夫な限り

守ってもらいたいですね︒

らゴミの持ち帰りなどマナーを

をトイレがわりにして︑夏場は
たいへん臭いんです︒皆さんか

困るんです︒それから︑駐車場

捨てる人がいるんで燃えなくて

になります︒最近︑紙おむつを

できれいにすると気分がそう快

缶を拾い︑備え付けのほうき

るまで掃除に通っています︒

毎日雨の日も欠かさず︑雪が降

駐車場の清掃が毎日の仕事

（高山2・72歳）

（新光寺・74歳）

会

幣世羅蟹する初の経済

小海須和さん

佐藤増市さん

嚢

獲嚢

藷

地域経済の発展と活性化を願う

6

﹁観光絵はがき﹂で
十日町をPR
十日町市観光協会は︑絵はがきで
十日町の名所や雪ときものの町を︑
斬薪な感覚で紹介した﹁彩時記十日

観光絵はがきも過去二回作製しま

町﹂を作製しました︒

しさ︑きもの文化のかおりを表現し

したが︑写真が古くなってきたこと
から︑今回は新しく雪の幻想的な美
たものを取り入れたものです︒雪ま
つり雪上力iニバル・雪まつり雪上
茶室・ほんやらどう・神宮寺・弁天池 ︵二千年蓮︶・あじさい公園・

No45

33

深

雪
連絡先

会

金子信義さん

︵額賄耀92︶

ながら︑国体二部の県代表になる

のを夢に頑張っています︒ ﹁いい

いえないんです﹂と代表の金子さ

汗流したあとの一杯が︑なんとも

会員の皆さんは現在︑バレーボ

ん︒

が集まって六年前に結成しました︒

くしています︒今年は︑郡市大会で

チとしてバレーボールの振興に尽

﹁楽しみながらバレーボールを

会員は三十代後半から四十代前半

準優勝を飾るなど︑各種大会で好

るほか︑婦人バレーの監督やコー

の十五人︒雪国のチームというの

成績をあげました︒常に年齢を感

ール協会の中心として活躍してい

が一目でわかるように︑深雪会と

じさせない皆さんです︒

やりたい﹂と︑現役を退いた選手

名前をつけました︒今は︑毎週水
曜日夜七時半から市民体育館で練

選会を目ざして冬期間も練習に励

い人は︑どうぞ︑お気軽にご連絡く

みます︒バレーボールを楽しみた

最終目標は国体出場︒八月の予
習をしています︒

現役時代は︑それぞれ名をなら

ださい︒

したメンバーが︑バレーボールを

楽しみ︑試合のおもしろさを感じ

もの度胸だめしも行います︒十年

るのが楽しみです︒

作り﹁将来のわたし﹂という作文
を収めました︒来年八月に披露す

前にユニークな企画もしました︒
夏のキャンプでタイムカプセルを

転換を図る場になっています︒

主な年間行事を紹介します︒四

月は総会と花見︑八月は焼肉・生

子どもみこし︑十月はきのこ狩り︑

盆踊りと

十二月は忘年会︑一月はドンド焼

西小学校区は少年野球がたいへ

ビーレ・カラオケ大会

昭和五十四年の暮れ︑高田町五

子どもたちの成長を願って

ん盛んです︒その役員もこの会か

ら選出し︑後継者を育てながら優

ーションです︒中でも︑八月の焼

肉生ビール大会は︑子どもからお

勝を目ざして頑張っています︒

きと新年会︑三月は雪上レクリエ

した︒以来︑町内の活性化・会員

年寄りまで町内全員が集まり︑世

けをしよう﹂と集まって結成しま
の親ぼく・子どもたちの育成の三

年齢層の人が集まって︑家族ぐる

目の二十代から五十代まで幅広い

会員は現在五十六人︑五・六丁

のときには︑六年生からお別れの

もたちにたいへん喜ばれます︒こ

もちつきや豚汁作りをして︑子ど

三月の雪上レクリエーションでは︑

子どもたちの成長を願いながら︑

討課題です︒町内の融和を図り︑

きたため︑新しい企画が今後の検

マンネリ化し︑参加者も限られて

会の発展に大きく夢をふくらませ

あいさつと中学生に向けた抱負の

ています︒

一カ月二百円の会費と町内の補助

発表︑新一年生の紹介など︑子ど

みで親ぼくを深めています︒会は︑

五和会も今年で十年目︒行事も
本柱で多彩な行事を行っています︒

代を超えてにぎわいます︒また︑

丁目の有志が﹁生活指導員の手助

さわやかな顔、だって優勝したんです

金で運営し︑ストレス解消や気分

7とおガ夢雪平成元年12月10日

十日町を広く内外に宣伝するために︑ぜひお買い求めください︒

秋晴れの

諏訪まつり・鉢の石仏の八枚入り︑一組四百円でクロスー0・土産品店︑
書店︑市商工観光課︑観光協会で販売しています︒

おやつが特っそるよ

動嗣

●

、

つ・

し

①十日町実業高校や職業訓練校に商業科がほし

︑●

r●

●い

︸

−撫

一

再編成あるいは大学・専門学校の誘致を進めることなど

いと思います。コンピューターや電気などを学ぶ

が必要であると考えます。

場があれば若い人たちの励みになると思います。

市では、今21世紀に向けたまちづくりのための長期発

②当市にはスポーツ団体が集まった体育協会はありま

展計画を策定中ですが、この計画の中に盛り込み、地域

すが、文化協会がありません。文化活動発展のためにも

産業の振興に対応する人材育成機関の整備・拡充に努め
て参りたいと思います。

③若い人たちが今回の市長選
…譲無箋挙で、はじめて市政に関心を持

（教育委員会）
②「芸術協会』設立にむけた準備会の発足も目前に

当市では体育協会に対応する芸術文化を中心とした協
会は未組織であります。しかし、広範にわたる芸術文化

大切にしてもらいたいと思いま

の各領域の関係者は積極的に活動を展開し、数々の成果

す。

を上げていただいていることに深く感謝しています。

はぐく
社会教育課としては、芸術文化は人々の心を育み、個
性豊かな市民文化創造のために重要であることを深く認
福崎

睦子さん

（田

麦）

識し、遅々ではあるがその組織化に努力しています。そ
の手立てとして、各種団体等が主催する芸術文化事業に

①長期発展計画の中で人材育成機関の整備・拡

ついての共催、後援。第3年次を迎えた音楽祭、演劇ま
つりの開催。21回の歴史と伝統をもつ「市展」の各分野
をべ一スとした「芸術協会」設立の準備会の開催（本年

充を検討
若者の地元定着の促進や地域経済の活性化のために、
人材育成は必須の要件であります。

度発足予定）など。関係者の理解と協力を得ながら、その

高等専門教育機関の整備は、地域の産業構造の変化や

芽が開こうとしていることを喜んでいます。

雇用の実態などを総合的に見極めた中で、課定の新設や

今後、市民に芸術文化の鑑賞や発表の場をより多く提
供できるよう条件整備に務めていきたいと思います。

（社会教育課）

わたしたちの

③若者の声を反映させる機会をつくりたい

い
21世紀に向けたまちづくりは「交流を通し、若者が活
きづく産業文化都市」を合い言葉に市民総参加のまちづ
くりを積極的に進めていきます。

下条中学校

若者が定着し、現実を見つめ未来に夢と希望を持って

（山下克利校長：生徒数194人）

すが、青少年、そして若い人たちから提言や意見を聞く

きれいな学校

3年大渕志津代さん

懇談会の機会をつくりたいと思います。

への努力

その声を市政に反映させていきたいと思っています。

わたしたちの下条中学校は全校

生徒百九十四人︑小規模の学校で

んなが力を合わせていっしょう

すが勉強に運動に生徒会活動にと︑

けんめいに取り組んでいます︒

その中で特にがんばっているこ

とは︑毎日の清掃活動です︒地域

の財産をわたしたちの手で︑いつ

いう気持ちで清掃をしています︒

までもたいせつに守っていこうと

が︑時間を有効に使ってすみずみ

清掃は十五分という短い時間です

ばっています︒また︑わたしたち

まできれいにしようと全員でがん

の学校は窓ガラスが多いため︑普

通清掃の他にも余った時問などで

清掃に関連して週番活動にも力

ガラス磨きもしています︒

み

誇りのあるまちにするため、市民の皆さんはもちろんで

（企画財政課）

この欄「声」では、皆さんのところにお
伺いして市役所の仕事などでわからないこ
とや疑問点について担当課でお答えします。

また、係では近所の話題、市に対する提
言、こ意見も受け付けていますのでこ連絡
ください。

囹連絡先／総務課文書．広報係
（盈57−3111内線213・214）へ。

8
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力司
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野
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吉
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カ70

少

⁝引々

ン

一石 塩

料ナ囎⁝
・プ9

ったり＼ミッキーさんを見たりとっても楽しかったよ。

ナッの風味がお茶請けにピッタリ

にたいへん喜ばれています︒ピー

は週番による玄関の清掃から始

を入れています︒下条中学校の朝

きるということは︑とてもすばら

る︒しぼった汁︵カップ六杯分︶

をなべに入れ︑砂糖・塩・吉野く
ずの順に入れる︒

③強火で煮ながらよくかき混ぜる︒

②あわだて器でかき混ぜる︒

お茶請けに大好評！

ご

カり

の

⑤器に入れて自然に固めてできあ

ど練る︒

④沸騰したら中火にして十分間ほ

食べるから丈夫で元気だよ。

三輪車に乗るのが大好きなんだ。好き嫌いなくなんでも

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ワッ

すという作業なのですが︑作業中

クス落とし といいます︒全校舎
の床を洗剤とたわしでこすり落と

で取り組む活動で︑その名も

毎年︑夏休みに先生方と全校生徒

動が一つあります︒この活動は︑

見られない伝統的で特別な清掃活

下条中学校には︑他の学校には

しいことだと思います︒

︿作り方﹀①材料のピーナツと水

⑥十時間ほどおいて︑適当な大き

まります︒ほうきやブラシで床の
泥を落とし水で流してきれいにす

です︒一度試してみてください︒

さに切りお召し上がりください︒
︵火の加減とかき混ぜ方がコツで

をミキサーにかけ︑ふきんでしぼ

す︶

消防自動車とにじを描い
たの。にじがとってもきれ
いだったの。救急車にも乗

られた玄関から一日をスタートで

き

す︒

き︑心を磨いていきたいと思いま

も︑みんなで力を合わせて床を磨

したちの合い言葉です︒これから

﹁継承そして前進﹂これがわた

床に仕上がるのです︒

ると︑人の姿が映るほどきれいな

てとてもたいへんです︒でも︑最
後に先生方が新しいワックスを塗

に手がしびれたり赤くなったりし

力を合わせて床磨き、心もいっしょに磨きましょう

母親からごま豆腐を習い︑それ
からヒントを得てわが家の一品に
なりました︒

きっかけは︑ピーナツがしけた
のでなにか利用できないかと︑考
えて作ってみたんです︒

彼岸や正月・お祝い事のとき作

｛

がいいものです︒毎朝︑水で清め

るのです︒これは︑登校してくる
生徒にとってみればとても気持ち

消防署へ見学に行つたときの絵なんだ︒ち

憾瀞醸︐﹄

ったのよ。

藁繍蹴

︵5歳︶

高橋俊範くん
高橋恵里子さん

■きキ

9とおガ詐3平成元年12月10日

り好評です︒特にお年寄りや女性

砂趣購鶴鰍自梅保鳶園

⑳ようど＼きれい謹じが出ていたんだよ．

鍵

籔撫

蕪姦翔團臨縷懸．、

シマさん
村山
・敏︑

きれいな玄関から1日の出発だ！

（趨一32警誉）
／

醗
壽蓑レ

（5歳）

ピカピカに磨けたよ！明るい教室になったネ

き

材ピ⑪・

お父さんとお田さんと僕と3人で．／／月3・4・5日
にディスニーランドヘ行ってきたんだよ。お馬さんに乗

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

1ぎ

欝憩紹議競鰯襲鍼懲誰

所館館館館館
育育
役物民体体道
合民
市博公総市武

12月29日㈹〜1月3日㈱まで平常
業務を休みます。

ただし、市民課・税務課・保健衛生
課・会計課の窓口は、29日㈹は終日、
30日仕）は正午まで業務を行います。

上越国際当間スキー場

12月31日（日）〜1月3日（水）まで、ご

み収集および高城沢不燃物中継地は

ごみ収集

上越国際スキー場「塩之又ゲレンデ』

休みます。

12月16日㊤オープン

なお、焼却場・高城沢への持ち込み
は30日仕）午後5時まで受け付けます。

今シーズン・第7トリプルリフト
（406m）を新設。塩沢・塩之又方面へ

12月28日休）〜1月4日㈲まで、1

羽根川荘

の連絡がスムーズになりました。

回数券（11回）

全長1．2kmの中・上級者向けパノラ

月15日（月）・16日（火）と休みます。

12月29日㈹〜1月3日㈱まで休み

四ツ宮荘

「クロス10』の年末・年始の業務

8：30 →

物産ホールのみ（棚卸しのため）
休みます。

15：00 → 15：25

10：30 → 10：55

17：00 → 17：25

13：30

運行期間

→

13：55

17：00 → 17：25

1寧12月24日（日）〜来年1月7日（日）までの毎日。

1窺1月8日（月）〜3月31日仕）までの土・日曜日、祭日。

②12月29日㈹〜1月1日（月）まで。

問い合わせ 上越国際当間スキー場（智58−3291）へ。

市民スキー場

①1月2日（幻・3日㈱は午前10時〜
午後3時まで。

リフト料金

②1月4日㈲から通常営業を始めま
す。

シルバー人材センター

イター施設を完備。練習にはもって
こいのコースです。
回数券（17回） 2，000円
ナイターは日・月曜日、祭日を除
1日券
3・000円・ く毎夜6時30分〜9時まで。

1回券

130円

52−4377）へ。

一年間いっしょに働いた仲間が、親ぼくを深め

桂スキー場

るつどいです。多数の参加をお待ちしています。

ゆるやかな斜面・小さな子供さん

12月18日（月）午前10時〜午後3時

連れにはうってつけのゲレンデです。

■ところ クロス10（本町6−1）
■内 容 ①講演会 午前10時15分〜

半日券

転します。

交通機関

ロ＿プ塔料金

1日券

ロープ塔は土・日曜日、祭日に運

演題「むかしの父親」講師：上村政基
さん（市史編さん委員）
②映写会 午前11時25分〜
「やさしさ」一人暮しの老人と天真

800円
500円

魚沼中条駅から東側へ徒歩で15分。

問い合わせ

桂スキー場（奮57−3478）・魚沼酒造㈱（智52−30

17）へ。

中峰スキー場

らん漫な少女の物語
③交流会 午後O時30分〜

ロープ塔料金

■会費男子：3，500円女子：3，000円
十日町地域シルバー人材センター

（盈57−5708）へ。

大人1日券

小人1日券

羽根川荘

初級●中級●上級の全コースにナ

問い合わせ十日町スキーリフト㈱（盈57−5886）・体育課（智

会員のつどい

■問い合わせ

3・600円

当間スキー場→十日町駅前

8：55

土曜日のみ

①12月27日㈲午後1時〜28日㈲まで

き

2，600円

「無料送迎バス」をご利用ください
十日町駅前→当間スキー場

■と

1日券

260円

るようになりました。

ます。

休館日

リフト料金

1回券

マゲレンデ←→大沢山頂が周遊でき

営業日

あなたを招く

年末・年始は市業務を休みます

白銀が

ご協力ください

黍ー虜種揮

叢撰覇鰯駿蓼議罪一3聾饗垂

12月24日（日）は休みます。

交通機関
問い合わせ

家族で楽しめるゲレンデ・疲れた
ら暖かいロッジ中峰でちょっと一休
1，000円
みです。ロープ塔は土・日曜日、祭
800円 日に運転します。

下条駅から東側へ徒歩で20分。
ロッヂ中峰（智55−2825）・下条公民館（智55−2004）へ。

「いい旅・日本（信濃川暮色、新潟編）」で十日町市の冬仕度の模様が放映さ
れます。

■放映日

ヱ0

12月21日㈲

夜7時〜7時30分（BSNテレビ）

叢號鍵所鶴歪繋57−31
一−

「補聴器がほしい」

12月11日（月）〜来年1月10日（水）

岬げ

て ・隆

﹂︵辱
へζ

﹂

馨・ ♂

㌻

運転は絶対にやめ、

村

発生件数 負傷者数 死者数

んでいる人のための相談会です。

届けしたいと思いますので、できる

専門家がお待ちしています。

だけ12月20日依）ころまでにお出しく

12月20日までに差し出した人には、

30分〜4時／毎週金曜日午後

抽選ですてきなプレゼントを差し上

3時〜3時30分

げます。

■ところ

市役所（社会福祉事

9千通、配達は80万5千通を見込ん

32（159）

1（4）

ロ料金無料

3（105）

0（5）

■問い合わせ

3（90）

昭和63年 10（62）

平成元年

19（288）

O（7）

10（79）

0（12）

42（238）

1（7）

37（194）

社会福祉事務所

休館します

計
昭和63年

でいます。

■問い合わせ

援護係（奮内線133）へ。

0（3）

21（322）

今年の年賀状の引き受けは、97万

務所窓口）

昭和63年

平成元年

ださいますようお願いします。

毎週月曜日午後3時

18（217）

十日町市

川西町
津南町
中里村

き

平成元年 16（198）
27（132）

年賀状の受付は、12月15日㈲から

始まります。元旦に1通でも多くお

11月中の交通事故発生状況（）は累計
町

「補聴器

のぐあいが良くない」などで悩

■と

えましょう。

市

年賀状はお早めに

お気軽においでください。

無事故で新年を迎

です

12月15日から受付開始

補聴器相談

幽年末・年始の交通事故防止運動

磯

テ348チ歳町3−32

ご利珊ください

交遍蒙釜霧蟹ンペーン

年末・年始はお
酒を飲む機会が多
くなります。飲酒

1 1

十日町郵便局（盈52

−2300）へ。

12月23日（天皇誕生日）

総合体育館・武道館・市民体育館・スポーツハウス

灘墨前方不注意で追突事故

■問い合わせ

11月24日㈹午後7時20分ごろ

体育課（総合体育館盈52−4377）

ご協力ください工業統計調査

小泉地内の県道で、少年の運転する原付
バイクが軽乗用車に追突し、少年が頭を

明治42年から始められた伝統ある調査で、大正9年からは毎年継続し

強く打って意識不明の重傷を負いました。

て行われている国の指定統計です。

運転中は前方をよくみて安全運転に心

この調査の目的は、わが国の製造業のすがたや活動状況を明らかにす

力ごけましょう。

るとともに、その結果は行政や中小工業施策の基礎資料などにして幅広
く利用されます。調査は12月31日現在で、「製造業」に属するすべての

研作業停電

事業所を対象としています。

年末、年始のあわただしい時期ですが、この調査対象となる事業所に

東北電力㈱十日町営業所君52−3107

は調査員が調査票を持ってお伺いしますので、ご協力をお願いします。

12月15日㈹午前9時30分〜正午

提出された資料の秘密は統計法により固く守られます。

■太田島1の一部

■問い合わせ 総務課文書広報係（盈内線516）へ。

第4回中学生の市史づくり参加作品入賞者

心の健康相談

市史編さん委員会では、

ノイローゼ気味で眠れない。酒の

「第4回中学生の市史づくり参加作品」を募集しま

した。市内4力校から31編の応募があり、次の皆さんが入賞しまた。
■奨励賞 大海智子（十日町中1年）
藤木麻（中条中1年）高田純子

量が増え、まわりに迷惑をかけるな
どの悩みをお持ちの人は、お気軽に
おいでください。

佐藤美雪（十日町中1年）蕪木武

（中条中1年）阿部由紀子（中条

■と

史（十日町中2年）根津明子（十日

中1年）岩田道子（中条中1年）

町中2年）熊木宏（十日町中3年）

池田悦子（中条中2年）曽根輝人
（中条中2年）村山浩一（中条中

き

12月19日（幻午後1時30分

〜3時

■ところ

十日町保健所

■担当医

江口医師（中条病院）

■申し込み

福島三生（水沢中3年）俵山裕

（南中2年）
楮沢恵子（南中1年）阿部

川陽子（中条中2年）風間澄子

吉春（中条中1年）星名克人（中
条中1年）樋口巧（中条中1年）

2年）

■佳作

十日町保健所（盈57−

2400）または保健衛生課保健衛生
係（盈内線138）へ予約ください。

冬の火災予防

○

整とんしておく。

②石油ストーブの移動や給油は消火
をじゅうぶん確認する。
③天ぷら鍋の使用中は、その場を離

部分焼6棟）です。
特に、ストーブによる火災が多くありました。ス

ユユとh誰ガ夢．3平成元年12月10日

（中条中2年）丸山聖子（中条中

①石油ストーブの周りは、常に整理

今年、1月から10月20日までに市内で発生した火
災は14件です。このうち建物火災は8件（全焼2棟、

トーブの管理にじゅうぶん注意しましょう。

2年）山田陽介（中条中2年）春

丙恥
ノ

繕螢i癒設難1欝難鰻
畿繍灘態

れない。

④万一のために避難路を決めておく。
12月23日（土）は天皇誕生日のため、ゴミの収

集とゴミの持ち込みを休みますので、ご協力
をお願いします。

〆

⑳4

史

捗鯉

レ膨

／

当たらない︒

戦国時代のこ の 地 方 は ︑ 河 東
地域には六日町の坂戸城を本拠
とする上田長尾氏の勢力が浸入

していた︒また︑川西地域には

謙信の勢力が伸 び ︑ 川 西 町 の 上
野氏が服属するなど︑両勢力の

．O

︒一︒へ

一一

一9

こ

﹁ふるさとオピニオン賞﹂を

地域づくりの提言で
あ

齋藤愛童さん
県が募集した﹁地域づくり提

どうか︒明るい農業経営はどう

︵高田町4・25歳︶

したがって︑この史料にあら

言論文・作文コンクール﹂に見

あるべきか︑などを呼びかけて

接する地域であった︒

われる︑﹁くわんにう村﹂・﹁新

事︑斉藤さんは﹁ふるさとオピ

利用して︑温室栽培を始めたら

座村﹂が当市の ﹁ 願 入 ﹂ ・ ﹁ 新

平成元年の記

報担当となり︑

念すべき年に広

一＝

締め切りに追わ
れ平静になれな

一一

⁝

い日々を送って︑はや九カ月とな

真っ白な原稿用紙と真っ赤に染

りました︒

まった取材ノートをにらみながら︑

あれこれと知恵をめぐらせどイメ

がら目を閉じる︒灰皿にはこぼれ

ージがわかず︒たばこを吹かしな

落ちそうな吹いがらの山︒紙面が

んだことや経験談を提言しただ

らしさが身についた感じと自己満

と︒自費で買ったカメラEOS枷
をさげて歩く姿は︑一見広報担当

完成したあとのたばこのうまいこ

きっかけやリーダーとなる人材

けなんです︒入賞の連絡があっ

﹁わたしは︑自分の会社で学

います︒

また︑下条治部少輔は︑中条・

の掘り起こしをねらいに八月十

たのが︑十一月十一日の誕生日

これは︑地域づくりを考える

小森沢氏と 同族 の 下 条 氏 と も 考

六日から十月十四日まで募集さ

市の木き

市の花山つっじ

人も多いと思われる︒

ら勇気づけられることがしばしば

いので、庭木としてよく植えられ

その冒頭に柿崎景家の活躍ぶ

⁝⁝︒とこんな毎日を送っていま

く熟し、葉の間にちらついて美し

進められているので︑ ご存じの

﹁そし分﹂は川

だったので︑とてもうれしかっ

足︒取材に行き︑市民の皆さんか

えられるので︑

れました︒応募総数は百二十八

来年こそは︑仕事に慣れて一人

す︒

雌株に付いた実は、冬の間に赤

し

西町上野地内︑江戸時代に祖師

たです﹂と応対する声はハキハ

などの常緑樹にも見られます。

そ

りが描れている︒柿崎氏はその

点で︑その中から優秀作十点が

リハ、ハイイヌガヤ、ユキツバキ

ろうか︒

です。このような例は、エゾユズ

本拠地としていた武士である︒

現在︑父親が経営する会社の

キしてすごく明るい斉藤さん︒

（多雪地帯）の環境に適応したため

この史料は︑上杉謙信の勢力

主任研究員として活躍中で︑趣

は、積雪に耐え、雪解けに起き上

上杉謙信の家臣としても︑奉行

題名は﹁地熱利用のコーリュ

だちできるように︑馬車馬のよう
に頑張りたいとひそかに決意を固

がって開花するように日本海側

が当市域に浸入していった過程

めています．

⑭

味は好きな映画を見ることです︒

表日本型のアオキの変種で、幹

人を 勤めていた時期もあり︑上

i温泉システムプロジェクト﹂
で︑温泉の出る地域の休耕地を

の基部は、地面をはいます。これ

を示すものとして注目される︒

で、樹高は1m内外となります。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

山地の林の中に生える常緑低木

越地方随一の豪族であった︒

︶

齢糖妙自然

写真は永録六年︵一五六三年︶
レ助

p︐⁝

ます。

に︑謙信が柿崎和泉守︵景家︶
この時︑与えられた村々の中に︑

に領地を与えた朱印状である︒

鐵騰謹

⑳
ヒメアオキ

﹁くわんにう村﹂・﹁新座村﹂

この村名は︑慶長二年︵一五

があ惹︒

九七年︶に作成された﹁国絵図﹂

によっても︑ 柿崎町付近には見

選ばれ︑斉藤さんはそのひとり︒

村と呼ばれていた地域ではなか

れる︒

海音寺潮五郎の小説に ﹁天と

騨．鞭

一60

座﹂に比定してもよいと考えら

．

粥

姓に示されるように︑柿崎町を

として放映され︑ また映画化が

5

＝

地﹂があるが︑ 先年大河ドラマ

柿崎氏ど十日町

ニオン賞﹂を受賞しました︒

多慧

ヱ2

