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だけ伸びたことになります。

昭和45年度を100％として、ことしはこれ

山 政 光

ことし︑町はどんな仕事をして︑それをどんなふうに考え︑またど
う進めていくのか︒

が二千五百万円︑②同じく寄宿

合による松之山中の校舎増築費

﹁十年一昔﹂と申します︒この
年の主な事業は︑①中学校の統

伸びたことになります︒

難問を山積し︑新たな気持で出発した﹁松之山丸﹂の行万は：：

三月六日に定例会を招集しま

したのは︑郡内でも松之山が一

ご多忙の中︑みなさん全員ご

舎の新築費五千百万円︑③その

番早いと思います︒

出席頂きまして︑誠にありがと

恵まれまして︑現在のところ降

三月に入ってから比較的好天に

一億八千万円程でございました

他の事業を含めた事業費総額で

千万円以上の事業でありまして

費が千五百万円︑この四つが一

九十万円︑④上蝦池の林道開設

他町営プールの建設費が千二百

うございました︒

ことしは︑一月中旬からマラ

雪量は十六メートル程だと思い

ソン豪雪に見舞われましたが︑

一昨年に比べ四メートル

以上も少なく︑このままなら二

百万円程で︑僅かに・二千百万円

六千二百万円︑ことしは八千三

一般財源においては︑当時が

ます︒

ませんので︑幸いでなかろうか

十メートルを越すとは考えられ

す︒こういう中で︑建設事業費

しか伸びていないことになりま

さて︑昭和五十五年度の予算

が非常に乏しい状態にあり︑ほ

円に伸びたのに対し︑一般財源

と思います︒

を作るに当りまして︑実は﹁八
十年代の幕明け﹂と言われてお

るということになります︒

とんど起債︵借金︶に頼ってい

は一億八千万円が︑七億八千万

りますので︑参考までに七十年

代の当初︑すなわち昭和四十五

当時の予算総額は︑三億八千

しますと︑八・七六％から六％に

それも全体に占める割合から申

円で三倍しか伸びていません︒

町税の面では︑当時が三千万

年度の予算書を︑土蔵から引張

二百万円程でした︒本年度は十

り出して︑開いて見ました︒

九億八百万円ですので︑五倍程

に①老人医療費と児童手当の支給②常設保育所の設置。上越消防事務組合の加入が含まれてい
ます。
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昭和45年度
昭和55年度

国は助町の「枇ころ具合」も￥かな1辺
シ緊ク舞師漂騨クによる不況が長びき
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ましたのは︑つい最近までであ

教育費が三十％を占めており

しますと︑八・七六％から六％に

下っておりますし︑予算規模は

九億八百万円ですので︑五倍程

膨らみましたが︑町の税収は減

に力が移ってきた︑ということ

りまして︑ようやく産業的な面

は学校建築が一段落した︑とい

少傾向にある︑と言えるのでな

地方交付税︵国からの交付金︶

かろうかと思います︒

うことでなかろうかと思います

14億円で

とりあえず

も四七％から四二％に減ってお

りまして︑増えたのは町債︵借

金︶で︑十丁四％であったのが

のことは国の借金財政が︑町の

十五・九％にもなりました︒ こ

さて︑五十五年度の予算を作

しかし︑社会資本の点から申

など一連の費用がかさむように

に始まる電気・ガス・ガソリン

るに当りまして︑石油の値上げ

しますと︑十年前にはようやく

とともに︑公務員に対する姿勢

予想されます︒これを節約する

から食糧費︑旅費は一切前年度

問題が︑世論を湧かしている折

ている時代でございました︒舗

がようやく終ろうとしていた時

回にとどめ︑そのうちの一回は

における公務上の飲酒は︑年二

のまま据置きとし︑勤務時間内

ましたが︑なぜ一般財源が建設

せたいと思っていますので︑議

一日には全職員を集めて徹底さ

員のみなさん方からもご協力頂

土曜日にするよう︑いずれ四月

補助金が︑十年前には九千三百

きたいと思います︒

的事業費に回せられないのか︑

九十三万円でありましたものが
本年度は五億七千万円近い六倍

通が真近かに迫ってきましたの

幹線︑国道二五三︑三五三の開

今年度の主な経費は︑上越新

にも増えているとおり︑非常に
補助事業が増えているのが原因

およそ九倍の事業になっておろ

万円を積立てることにいたしま

いうことで︑スキーリフトを建
設するために基金を設け︑五百

整備を行わなければならないと

で︑それに対応して観光施設の

うかと思います︒

倒的に多い訳でございまして︑

中でも基盤整備などの分が圧

ます︒

でなかろうかと思う訳でござい

と申しますといわゆる必要的な

その後︑社会資本は整備され

代でもあった訳でございます︒

装道路もなく︑牧場の拡張工事

プールを建設し︑寄宿舎を作っ

でございます︒

た結果でなかろうか︑と思う訳

財政にも少なからず波及してき
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歳出 ご覧のとおリ、災害復旧（54・6・26豪雨災害）とその他が増えているほかは、かな

構その他が増加した要因は、福祉関係と消防費が倍以上になったことによるものです．その中
リ減っています。

合どん繍があっても、やらなければなりません。国榔補助事業が増えている反面、こ
のショックを何か（町債）で、補わなければなりません。

織

猿7，〔

した︒

まずは﹁観光元年﹂の年にし
た訳でございます︒この財源と

ことし

消防分遣署
完 成

12dl
門となったのでなかろうかと思
なお︑この分遣署が出来たか

います︒

して︑入湯税を今の百円から百
が︑全部ここで働けるかどうか

らといって︑松之山町出身の人
いささか疑問でありまして︑管

五十円にさせて頂き︑日帰りの

方は百円のままに改めさせて頂

内異動もあるでしょうし︑数年
のうちには他へ転勤にならざる

なお︑以前から要望して参り

を得ないように思います︒

ました﹁消防分遣署﹂の誘致問

また︑昨年上越地方一円が︑

題につきまして︑去る三日の会

きたいと思います︒

議において松之山に建設するこ

やつてみるか

両手をブラフラ

その外︑困った問題が一つ︑

をもっとこぢんまりしたものに

三農協の合併を契機に総花的な

こを
滴動
生運

廻﹀

浦田診療所の医師が未だに決定

歩くときは背すじを伸ばして

これも︑二か所で設置すると

のある人から機関車になって頂

補助がよいのか︑若い人で意欲

ある︒

外国人の医師なら︑

全国で十か所の﹁定住圏﹂の指
規模は松代分遣署と同程度の

とが︑正式に決りました︒

つに﹁孤立集落の解消事業﹂と
もので︑ことし庁舎を建設し︑

定を受けました︒その事業の一

いうのがありまして︑これには

来春から業務を始めることにな

あった訳ですが︑みなさんのご
いうものが︑松之山は一年繰上

建て替えて︑いつ後任の先生が

この用地の選定︑土地交渉な

まして誠に申し訳なく思ってお

た陳先生が︑こんな結果に終り

日本人がよいのか︑みなさんと

ただ第三国人でもよいのか︑

のか︑一年間みなさんからも充

くために︑数は少なくても立派
な青年農業家を育てた方がよい

それもほとんど決りかけてい

西之前両部落内はじめ︑光間〜

どで︑にわかに忙しくなってく

分なご討議を頂くとともに︑ご

に決っておりません︒

げて実現し︑他の一か所は未だ

松口間︑藤原〜黒倉間の道路を

もっと協議を重ねて進めていき

米づくりを減らさないように

ご本人は︑来るつもりでした
が︑

とであれば︑数人の来町希望者

しても︑もう米だけに頼ってい

これによって多少でも若い人の

ります︒

た︒

れて︑断念せざるを得なかった

がいるや︑に聞いてもおります

﹁減反化時代﹂であり︑米が余

農業問題については︑折から

峰越林道は

長野県と握手

来

年

お聞かせ頂きたいと思います︒

みなさんからも貴重なご意見を

きたいと考えておりますので︑

て︑米以外の農業を摸索してい

られない︑という考え方に立っ

ます︒

就労の場が確保されれば⁝⁝と

今までのことは︑なかったこと

研究願いたいと思う訳でござい

期待しております︒

にして欲しい︒﹂と言って来られ

第三国人でもよい︑というこ

実は︑これと別に︑ことし上
越消防事務組合で十人の採用を

田辺副議長さんと住民課長の二

機関車は

てくれることを信じて︑診療所

る現状の中で︑松之山では﹁米﹂

どこにいる

の施設を整備しておきたいと思

以外にない︑と言われながら農

しかし︑他の先生がきっと来

﹁家族や兄弟に強く反対さ

遅れはしましたが︑ こ と し 調 査

決定いたしましたが︑九十八人

人に現地へ出迎いて頂いたので

それから︑かねてから申し上
げております新林構︵新林業構

で来年から実施になることにな

の応募者中︑大卒者が五十人︑

すが︑やっぱり駄目でした︒

造改善事業︶は︑予定より一年

りました︒この事業 費 も 七 億 円

短大卒三十人︑高卒が十八人と

この事業で牧場から中原︑峰

いまして︑五十四年度予算で内

越林道周辺の整備を行うつもり

これは若い人の地方Uターン

部改造を行い︑新年度にはレン

協さんと協議を進めているが︑

ざいました︒

組合の充実︑強化も急務でなか

かかわらず︑適当な職場が少な

志向が︑年々増加しているにも

トゲンテレビを備え︑医師住宅

中でございます︒

でございまして︑それには森林
ろうかと思い︑現在色々と準備

い︑ということが原因で︑狭き

いう非常に厳しい受験状況でご

でございます︒

たいと思います︒

るのでなかろうかと思いますが

れ予算化してございます︒

来られてもよいように︑それぞ

〆

しない︑という問題があります

りました︒

糸魚州︑柿崎などからも要望が

協力を得まして︑ 県 は 松 之 山 を
指定してくれました︒

この事業費は七億円程で︑こ

ご

鞠
まずを背のび

国費で改良することになりまし

としから四か年にわたり藤倉︑
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i〉第二次林構事肇欝詔鷲道L5，，m、野鳥杏壽講溜、撫灘o雫鑑池、9、m、月
E
l巣箱150か所、休憩棟1か所、管理道路700m、案内板52
池562m、天水島574m、田麦立170m）……改良と舗装
き
iか所、ベンチ10か所、テント10張、遊歩道沿いの樹木、景 の合計・……………・…・…………・2億4325万円
i観整備など）・…・……・……・・……・…4，082万円

〉ロータリー除雪車購入…・…………・…2，300万円

購糠夷欝（盆驚￡黙齢雛灘肖霧で1二鰍：：：：：：： 躍
開設400m、中原大厳寺原線改修300m、ガードレール設

〉松口地区簡易水道建設（消火栓施設とも）…6，085万円

置）……・・…………・………・一…・6，979万円 〉防火水槽新設（松之山、五十子平、湯之島、黒倉、中立

［＞町単土地改良補助金（田ならし13件、農道＋田ならし6 山）………………… 一……………1，200万円
件、農道7件、畑整地53件、溜池3件）・…・…779万円
〉消防ポンプ購入（2台）・…・……………180万円
［＞ホ場整備（川手、西之前、天水越）……1億2，308万円
〉農村基盤総合整備事業（ミニ総パ・湯之島）5，293万円

〉浦田診療所医師住宅改築・………・…・…1，123万円
〉

同

上

レントゲンテレビ購入・………1，100万円

〉農地等災害復旧（藤倉ほか41か所）……1億1，670万円 〉老人医療費の支給……・…………・・…4，479万円

〉ホ場整備地形図・設計委託料（天水越）………350万円 〉心身、精神障害児者への医療費支給………299万円

〉農協合併補助金…………・……・・……・300万円 〉老人生きがい対策事業・…・……………・・152万円
〉水稲病害虫（カメ虫）防除薬済補助……・…272万円

〉津南地域衛生施設組合負担金（し尿・ごみ）・・1，487万円

［＞水稲育苗施設設置補助金（小谷）・・……・…300万円

そ

〉町森林組合補助金…・…………・…… …1015万円
〉町商工会補助金・……………・…・…・…170万円
〉町内業者育成貸付金・……・…………・…606万円

の

他

〉松之山中・校舎内部塗装…・・……………240万円
〉松之山小・松里小屋体床張替え・・…………209万円

〉観光パンフ、大厳寺原展望山の案内図製作、施設設備（リ 〉町民体育館備品購入（会議用机、椅子など）…687万円

フト建設）積立金、町観光協会補助金で・…・…745万円

生活環境の整備
〉町道改良（松之山333m、上之山330m、黒倉290m、
…脚綿II朋朋欄榊lll糊1

㎜皿『1
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〉三省小・燃料地下タンク新設………・……200万円

〉松之山中グランド整備……………・・…・・124万円
〉除雪車等車庫新築……・・…………・…1，516万円
〉役場庁舎渡り廊下新設……………・…… 300万円
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程申し上げました定住圏構想に

土木事業につきましては︑先

県知事を招いて︑開通式をやり

の村長さんは︑ ﹁長野・新潟両

ので︑研究してみたいと思って

ましょう一と提唱しておられる

らの要望を予算化いたしました

体育館は日程に多少の遅れが

おります︒

より実施するほか︑町債による
道路改良や舗装は︑概ね地域か

それから︑直接町には関係ご

出ていますので︑昨日業者にハ

ッパをかけたところ﹁三月一杯

程の予算が付くのでなかろうか

ざいませんが︑ことしはダム工
事のための作業道に︑三千万円

っておりましたが︑実際には十

には︑内部を終やしたい一と言

県営の留山ダム︵松里かん排︶

と思います︒

いずれにしても四月には︑立

日程遅れるものと思います︒

派な体育館が誕生いたしますの

に︑一億円の予算を要望してい

るのですが︑これはまだ未定で

で︑町民のスポーツは勿論︑観

き︑そのための態勢づくりを行

光客の誘致にも有効にご利用頂

団体営・地すべり関連のホ場

いたいと思いますので︑よろし

ます︒

整備については︑希望額がかな

くお願い申し上げます︒

あり︑中々厳しい模様でござい

えられるのでなかろうかと思い

し上げましたが︑いずれにいた

色々と取留めのないことを申

ムが︑厳しいことを言われてお

ますが︑湯之島のミニ総パ︵農
村基盤総合整備事業︶と留山ダ

い限り︑町の財政も中々苦しい

しましても国の財政が好転しな

のが現状でございます︒

いわゆる﹁親が認めた子供の

りますので︑この議会が終りま

したら県に行って︑是非とも初

と思っております︒

期の予定額をお願いしてきたい

るであろう一と私は思います︒

面倒︵借金︶は︑親がみてくれ

山伏山線を四百メートル開設い

制度・資金︶は︑なるべく利用

利用できるもの︵有利な国県の

林道関係については︑新たに

たしますし︑県単で亀石線を三

して︑一つでも多くの事業を行

い︑住みよい郷土﹁まつのやま﹂

舗装も決っております︒

百メートル改修することになり
ました︒その他天水越線などの

の予算を作りましたので︑よろ

しくご審議願います︒

を建設したい︑という考えでこ

峰越林道は︑ことし松之山側

が完了する予定ですので︑来年

の開通を機会に︑栄村︵長野県︶

は県境に通じると思います︒こ

1
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も雷

▼なぜ？ 1農地を保護するた

めに⁝：

おしらせいたします。

IIll

農地は農地であって

〉詳しくは……日程・場所などが決れば、チラシで

一年前

母子健康相談一・……一………毎月中旬

▼届出の時期−着手予定の約

日本脳炎予防接種…・…………7月下旬
寄生虫検査（一般の方を対象）……7月31日

▼無届けー地目変更登記がで

胃ガン検診・…・……・7月24〜26日、28日

乳児・一歳半・三歳児検診…・…・7月下旬

きないほか︑住宅を新築の際に

▼届出先−町産業課・農政係

農協の融資が受けられません︒

循環器検診・…・…………・6月24〜26日
献血…7月2日（松里）8月6日（浦田）

1

その使用以外は

ツ反とBCG…………5月末〜6月初旬
出稼ぎ者検診…6月16日、17日、19日、20日

1

届出を

接種……相談

1

田畑などの農用地を︑それ以

旅立つあなたへ

ll

外︵宅地︑植林など︶の目的に

使う場合︑届出が必要です︒

V腱i康りょこう に
検診・

1

定所内 樋口芳子相談員aO二

新潟県の・最低賃金・が、昨

，親上∫響灘轟！獣3相ζ年の1・月13日から・1日当り・
，一子越祭月る⑤④の①ていタ

1三鰻喫暴釜三完男突趨義ゑ告談モ
r 員共除のて1。い申のまご犠

L ○業一9相のなみ談。談内至
a職く朝のフろ込相す相

三

二安 時談育調③

ア

に職

レ54年12月14日かり

①卸・小売業……2，720円

②食料品製造業…・2，792円

献血は採血車で
センターでできません

「2，542円」になったほか、業種

別の最低賃金もそれぞれ引上げ
になりました。
｛
、

藩欝鷺晶嶺1難

。肇 品製造業一・…2，933円

献血は、6月1日一58年3月31日までの間、

覆〉55年2月15日から

中央病院（高田）の改築工事のため血液センター

ではできません．

険

琶

⑤機械・金属製品等製造業

自動車整備業一3，・37円

「ゆうあい号」でお願いします。こんど来るの

毫

は、7月2日（松里）と8月6日（浦田）です。

レ55年3月14日から

痔

⑥繊維産業・……・2・630円

職員のうごき

3月31日付

近良︵議会事務局長︶

退 職

保坂

テリ︵三省小・用務員︶

江口真知子︵准看護婦︶

4月−日付

義一︵議会事務局長︶

相沢

動

向
4月−日付
小酒井桂︵町森林組合︶

出

異

隆︵税務係長︶

民雄︵保健衛生係長︶

和栄︵農委係長︶

能弘︵観光建設係長︶

正︵教委・庶務係長︶

忠則︵税務係︶

敬一︵総・庶務係︶

徳子︵〃・住民係︶

啓子︵住・福祉係︶

小野塚一栄 ︵〃・財政係︶

田辺

一成︵産・農政係︶

道博︵建・観光建設係︶

津端

田辺

成一︵収入役室︶

小口

小口

しず︵教委・庶務係︶

久保田雅夫 ︵〃・ 〃 ︶

高波

4月1日付︵写真上から︶

小野塚勝男 ︵松之山診療所︶

新採用

保坂美智男 ︵総・税務係︶

大見

幸宏︵建・土木係︶

慶介︵住・保健衛生係︶

相沢

良子︵浦田保・保母︶

秀雄︵三省小・用務員︶

樋口

佐藤

参
佐高村柳津佐高竹
藤橋山 端藤沢内

lQへNI

内職相談センターでは︑

につい

▼相談内容！①内職の相談︑

監論僅1幣総騨躍ナ

次の要領で応じてくれます︒

必要な技術指導④いろいろな調

あっせん②内職の求人申込み③

成⑥内職に関するすべての相談

査︑情報の提供⑤グループの育

から4時まで︵祭日を除く︶

▼いつ1毎週月・金の朝9時

▼どこでー上越南公共職業安

五五−二三−六一二一

▼その他1お訪れる方は︑住

所を証明できるもの︵車の免許

篇粥欝議輪内職擁ぢえぎえ磁正

3514

水梨、小谷
2210

下川手、上川手
2634

湯山
2750

湯本

3869

中尾

3981

上蝦池、下蝦池

生活の営みは︑ その人の

一口にこの紙面では説明で

▼川手地区簡易水道−融

六＋万円

の力を借りて︑五十四年度

資を受けた額：：：三千三

▼町体育館−融資を受け

簡易保険の力で⁝⁝

百万円

た額：：九千八百八十万円

国民年金の力で⁝⁝

生しました︒

も三つの施設が︑新しく誕

﹁国民年金﹂や﹁簡易保険﹂

1﹁国保・簡保﹂の力を借りてー

きませんので︑生活費など

みんな立場が違っており︑

障害の程度など︑それぞれ

藤倉、更川

中立山、田麦立、中原

3058

月池、坂中、1日崩田

3253

北浦田、西之前、旧樋田

3375

藤原、曽根、黒倉

立場が違えば

和久井広吉 水 梨
滝沢ノフ 上川手 きぬや
山 長松
渡辺市郎 湯
本山宗一郎 湯 本 豆腐屋
佐藤重竜 天水越 上落合
高橋友而 天水島 古屋敷
佐藤良道 藤 倉 正法寺
樋ロ義治 中 尾 五院

3882

最低生活費もちがう
1今の生活保護制度からー

ます︒この保護費は︑国民

新山、大荒戸

天水越

福祉電話が

悩⁝−手相談

開設しました

﹁福祉電話﹂が入りまし

四月一日から安塚の福祉事務

た︒

所に︑

福祉①おとしより②子供③生

は︑町心配ごと相談所︵役場内︶

活など︑この関係でお悩みの方

か︑同相談員︵民生委員︶のほか

この電話でご相談下さい︒

五五九ー二−三三一一︶

▼電話番号ー福祉電話︵〇二

身障者の方に

その後︑いかがでしょうか

自宅で毎日不自由な生活を送

おあげします︒

日常生活用具を

生委員さん︵別記︶か︑町住民

でお困りの方は︑お近くの民

︵一部貸出し︶いたします︒

っている方に︑生活用具を給付
お訪ねください︒

湯沸器・便器・盲人用テープレ

▼給付・貸出す用具ー浴そう

コーダーと時計・特殊便器︑特
殊寝台

このように︑加入者の共

同財産ともいうべき国民年

身障者手帳を︑お持ちの方︒

▼対象になる人−二級以上の

▼詳しくはー役場・福祉係へ

は︑一部負担していただきます

▼料金は1負担できる方から

決ります︒

障害の種類によって︑用具が

は︑町のいろいろな施設を
﹁大きな力﹂

田保育所の全景です︒

融資を受けて建設した︑浦

写真︵上︶は︑国民年金の

ています︒

となって︑私たちに役立っ

作るための︑

金や簡易保険の﹁積立金﹂

︐灘

課・福祉係に︵電話三二一二︶

涌井タマキ

の年の保護基準を定めてい

っているすべての国民に対し︑

の税金などで全額賄われて

2125

天水島

五十子車

生活保護の制度は︑生活に困

国が︑その困っている程度によ

大下

を受けた額：：：二千六百

新田、上之山、湯之島

3175

月 池
保坂ヒサ 北浦田
布施源一郎 黒 倉

いるため︑次のものを最大

新

当
担

▼浦田常設保育所−融資

2875

佐藤栄治郎

限活用しても︑なお最低生

山岸留作

技茂の下

東山
376ア 五十子平、潭野、赤倉、舜

下村
上林
越道
東や
干場
大井
山口喜作 湯之島
石塚清丸 田麦立

り必要な援助を行い︑その人の
活を営むことができない場

松之山、兎口、光間
山

最低生活を保障するとともに︑

自立ができるようにすることを
合に︑その不足分を援助す

最低生活費は︑国が毎年︑そ

目的としています ︒

①資産︵自己財産

る仕組みになっています︒
年金︑恩給など︶

r

子・兄弟など︑ 肉親からの

など︶③その他︵親

②能力︵稼動労力

民生委員の顔ぶれ（敬称略）

家族の状況・男女 ・年齢・

経済・労力援助︶

松之山

田の上 2123

2707

上鰐池 七院

域
区

屋号 TEL
名

2379

小野塚賢子

，

部落名

村山政太郎

氏

Nα66
1広報まつのやま
71111

買ってあげることは、「カチ方チ山のタヌキ」

小特は600円）⑤用紙代300円程

と同じかも知れませんね。う
度。

1〉いつ……5月20日、6月17日

本・明夫長女︶

︵天水越・番丁︶

こんにちま

佐藤 キト㈲

︵松口・いもじ︶

山岸喜巳蔵㈱ ︵新山・大入り︶

久保田キイ㈱

ソメ㈲ ︵天水島・後峰︶

小林音五郎㈹ ︵湯山・富田屋︶

高橋

︑・・ユ㈹ ︵天水越・山田屋︶

須藤 ツヤ㈹ ︵上蝦池・久保田︶
佐藤

清香ω

︵橋詰・後︶

︵東川・三新︶

した、ピカヒ。カの駐在一年生「岩

で交通事故や犯罪が起らないよ

みなさんとともに、松之山町

うに頑ばりますので、よろしく

布施

島田

ん

︵天水越・ホテル︶

罫茨城県︶

さ

健治⑯︵黒倉・大井︶

南雲 カツ㈹︵西之前・権善︶

淵」です。

ー瓦Nー

愛︵天水越・博三女︶

妙子︵湯

久保田コメ⑳ ︵天水島・田ぼ︶
小野塚年介㈱ ︵東川・後︶

高橋

正男㈱

︵中尾・彦院︶

お願いいたします。

勝則︵湯 本・茂長男︶

山・正彦長女︶

正弘︵松之山・義雄長男︶

香織︵湯

雄介︵松之山・修一長男︶

理恵 ︵五＋子平孝良長女︶

沙織 ︵天水越・義久長女︶

小野塚真紀︵東 川柴太郎の長女︶

滝沢
室橋

理恵 ︵松 口・勝栄二女︶

相沢亜紀子︵水 梨・進長女︶
志賀

政喜︵松之山・喜三男長男︶

樋口ひとみ ︵兎 口・洋一長女︶

重野

小野塚英之 ︵天水島・英男長男︶
小山 鮎美 ︵新 山・清長女︶
小野塚和志 ︵上蝦池・益夫二男︶

田二夫二男︶
圭介︵湯之島・吉一二男︶

広海︵豊

滝沢

小梅働

高橋キクノ㈹ ︵松口・あめや︶
小野塚聖郎㈹ ︵東川・下新田︶

小野塚政治㈹ ︵藤倉・太郎ぜん︶

高橋

み

︵三桶・福徳屋︶

︵中尾・向井︶

中・信之二女︶

春香︵湯之島・正二長女︶

く

久美︵坂

お

︑︑︑ヨ伽

和久井忠平㈲ ︵水梨・大技茂︶

安定㈱

マツ㈲ ︵大荒戸・倉︶

カル㈲ ︵天水島・金塚︶

一雄㈹ ︵中立山・提頭︶

久保田︑︑・ナ⑯ ︵曽根・はか︶

佐藤

今春3月の異動で新潟中央警

離橿︶

布施 フク圃 ︵〃 ・治郎院︶

佐藤 ウト㈹ ︵天水越・布付場︶
草村
勇謝 ︵黒倉・干場峰︶
︵橋詰・宮の上︶

ツル㈹ ︵中尾・五郎院︶

政栄個

リウ働 ︵天水越．広見屋︶
︵松之山・九善︶

本山久太郎⑬ ︵藤原・久善︶

清姻

保坂

〃増太郎⑬ ︵〃 ・〃︶

ツギ圃 ︵豊田・鉄京︶

佐藤藤五郎㈹︵天水越・藤べえ︶
清㈱︵赤倉・新屋︶

纏 灘 鱗燃

灘雛鑛難 灘

懲）1（

樋口彦太郎鰍︵中尾・清五郎︶

村山

察署から松之山駐在所に参りま

新

左折

7月15日、8月19日、9月16日

﹄哩

お子さんの成長を考えて、大きめのものを
1枚④安全協会費900円（原付と

幽セ

〉もちもの……①運転免許証②

右折

》どこで……松代総合センター

︸ 覧6

上半身がやや前に傾くことです。
収入証紙（銀行で購入）③写真

自転車を運転するときの合図のしかた
》いつ……5月16日、6月20日

Ψ

雛鑛

翻雛縫顯

両足が地面につく②ハンドルを握ったとき、

サ

レどこで……松代総合センター

…

自転車が子供さんの体に合っているか、ど
時から開始。

停止

交通事故の賠償問題などで、

田滝小村佐
辺沢林山藤

竹貝竹本高
内沼内山橋

村佐村福高高福柳
山藤山原沢橋原

うかのポイントは①サドルにまたがったとき

醗灘騰習
レじかん……手続きは、午前9

謬『熾i・、，髪…
灘難騰難鑛、．P ，

難鑛難鱗難難難麟灘騰

鰯毫．．F．繋『

体に合ったものを
時から受付。講習会は、午後1

子供の自転車は

交通事故
7月18日、8月15日、9月19日

難）

薬） 塞）

レじかん……午前10時〜午後3
時まで

［禦欝羅■

ぐ 肱．

ウ
お困りの方は、この機会に・・…

運転免許証の
更新は
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10月21日、11月18日

