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6月

23日（月）〜28日（土）

受けて安心

町の総合検診が六月二十三

︵ただし︑

日︵月︶から二十七日︵金︶
まで行われます︒

胃集団検診は二十八日も実施︶

検診内容が一層充実されて
おりますので︑該当される方

ーO里ー

お出かけください︒

さて︑成人病について考え
てみましょう︒

ガン・脳卒中・心臓病・高

と

血圧症・糖尿病というのが︑
その代表的なものです︒

現代は．成人病の時代

三大成人病

とい

といえなくもありません︒

なかでも

われる三悪トリオの死亡率を

みてみますと︑近年︑脳卒中

の死亡率が減少の傾向にある

のに対して︑心臓病は増加の
カーブをたどっています︒

昭和五十九年の統計では︑

①ガン②脳︑芋中③心臓病の順

位でしたが︑昭和六十年には︑

こ位と三位が逆転し心臓病が
二位となっています︒

原因で亡くなられています．

これは︑ガン死亡における全

国平均とピッタリ︸致してい

るのです．

松之山では︑五十七・五十

八．五十九年の三年間で︸六

六人の方が死亡されておりま

すが︑その内の四十二人の方

がガンによる死亡者です︒率

にすると二五・三％となりま

す．

四十二人の内訳をみますと︑

⑫体を清潔にする。

は全貝受診されるようお願い

胃ガン十九人・大腸ガン六人●

⑪過労を避ける。

さて︑松之山町におけるガ

⑩過度に日光に当たらない．

いわれます︒四卜歳を過ぎれ

肺ガン四人・胆のう︑肝ぞう

ガン四人・食道ガンニ人・そ

⑨カビの生えたものは食べない。

します︒自分の健康は自分で

のを多くとる。

の他のガン七人となっていま

⑦塩辛いものを多量に食べない。あまり熱
いものはとらない。
⑧ひどく焦げた部分は食べない。

ン死亡の実態はといいますと︑

⑥適量のビタミンA・C・Eと繊維質のも

ば︑これらの病気と隣り合わ

⑤喫煙は少なくする．

守る︑年︸回の総合検診です

（国立ガンセンター

単純にいって死亡された方の

④深酒をしない．

！

せで腰かけているような感じ

ガン予防の12力条

う

せ
ご

から都合の良い日を見つけて

③食べ過ぎを避け脂肪をとりすぎない．

四人に︸人は何らかのガンが

①偏食しないでバランスのとれた栄養をと
る。
②同じ食品を繰り返して食べない。

成
人
病
去年の検診風景
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胃ガンで亡くなられた方の
ほとんどは︑胃集団検診を受
けていませんでした︒
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衛生係では︑総合検診のとき
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は循環器検診だけでなく︑胃●
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診されるよう強く呼びかけて
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乳ガン検診については︑十
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月頃実施する予定です︒
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ガンの危険信号8力条

今年の総合検診内容
対象者及び検診内容

（日本対ガン協会）

40歳以上及び出稼ぎ者

ガンは無症状のうちに芽ばえます。
とくに胃・子宮・乳房・肺などは、

循環器検診

胃集団検診

共助会加入
者は200円）

二次検診→心電図・眼底検査
40歳以上全員を対象とする

800円

毎年一回は必らず受けよう。

500円

※まだ受けたことのない人は
是非受けよう。

40歳以上

タバコをたくさん吸う人は毎

800円

年受けましょう。

か。

希望する人

乳ガン検診

500円

（後日希望者をとりまとめます）

秋10月頃の予定です

（人）

国におけるガン死亡の推移
人口10万対の死亡率

140
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なっている点が重要な点であ

おいて︑死亡順位が第一位と

！
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253035404550555758（年〉
この十年問で︑年間四︑O

OO人を越える超スピードで

増加している︒昭和五十八年

には約一七万六︑OOO人が

ガンで死亡している．

社会的にも家庭的にも重要

な位置にある︑働き盛りの年

階層︵三十五〜七十四歳︶に

心電図の検査風景

齢層から高齢層にかけての各

る︒

イ

1卜﹄ー

肺ガン検診

⑨腎臓・膀胱・前立線…尿の出がわ

か

（但し、出稼

する。

子宮ガン検診

ったりしないか。

るかったり、血がまじったりし
ないか。

500円

レステロール・肝

30歳以上の女性全員を対象と

ことはないか。

⑧舌・皮膚…治りにくい潰瘍はない

二次検診

（GOT．GPT）

④食道…のみこむときに、つかえる

⑦喉頭…声がかすれたりしないか。

一次検診→検尿・血圧・総コ
機能検査

いか。

⑤小腸・直腸…便に、血や粘液がま
じったりしないカ・。
⑥肺…咳が続いたり、疲に血がまじ

無 料

は受診しなくて良い）

①胃…胃の具合がわるく、食欲がな
く、好みが変わったりしないか。
②子宮…おりものや、不正出血はな
③乳房…乳房の中にシコリはないか。

金

一次検診

（ただし、事業所内で受診した者

年1回検診を受けて安心しましょう。
次のような症状があったら、直ち
に専門医に診てもらいましょう。

料
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松之山町

総合計画『基本構想』

﹁住みよい郷土の
建設をめざして﹂

に新しいまちづくりを進める

﹁松之山町総合計画﹂を策定

計画した六十年度

三四五人となり︑

査にょる町の総人

昭和六レ年十月一

の脱却は達成でき

本計画の課題であ

ければならない︒

の基本的方向を明らかにしな

それを実現するための諸施策

しながら町づくりを展望し︑

恵まれた美しい大白然を活用

によって過疎に歯止めをかけ．

ら園児・児童・生

る︒とりわけ︑出

の進行は現在なお

五︑OOO人を下

ある︒

い総合計画を策定するもので

までの成果を引き継ぎ︑新し

精神と策定以来︑現在に至る

いままでの総合計画の基本

年が

密気味の大都市か

フルふる里事業等地域おこ

め︑産業の振興︑ビユーテ

一︑本計画は︑過疎防止のた

化等問題を提起し

るUターン蹴

克雪対策の確立によって住

な生産活動が地域

町の先駆的な役割

民が安心して住める体制と

力点をおく．

︑一︑本計画は︑私たちの町の

至る道筋を︑小すものであり

情報化が進み︑都

生物・植物の化学

．行財政運営の指針となるも

将来像を構想して︑これに

され︑農村の生活

のである︒従って広く住民

こし︑むらおこし

をアイデアに生か

時代に人り︑町の

は︑施設投資から

法律を越えるものではない

き行われるものであるから︑

は主権在民のもと法律に基

ものである︒しかし︑行政

の合意のうえに策定される

く変化することが

が緊密となり科学

会構造は高速交通

若い労働力の定着に最大の

くれることを期待

し︑むらおこしを推進し︑

る．こうしたδ年

▽計画の性格

︑農業後継者難︑

調oビ，
齢少かい疎口に

三月の臨時議会で︑第二次 ▽総合計画策定の趣旨

その基本構想を紹介します．

ために﹁住みよい郷土の建設

本町では︑昭和五十㎜年度

この基本構想に沿って︑三

をめざして﹂を︑目標テーマ

総合計画が策定されましたが︑

年ごとに実施計画が策定され

にかかげて基本構想を策定し

の十年間について︑新しい町

し︑これを町政の基本的指針

ぼ計面の達成が

理解と協力によ

もかかわらず︑

済的・社会的悪

備が進み︑自然

設・観光施設な

境施設・教育・

つかあるものの

加されたものな

きなかったもの

間︑計画したが

づくり︑よりよい町づくりを

ず侮

として諸施策の遂行に努めて

和六十年度を目標年次とした

一年度を基準年度として︑昭

この基本構想は︑昭和五卜

た︒

ることになります︒すでに︑
初年度の計画が議会で可決さ

れ︑予算化されています︒
第二次総合計画とは

施こた施を町度チュ無本

さて民件・の祉活い

的あ戻過

絡度社Qて

年より七十年まで

れほのに経整施環く追でのo策町総を準構

たといえる︒

し持経 予壌的が市体 しをを達増ビ， て人徒生つ回の五口日なる
つ営町想境生進と系今て果は0）え故近い口数数づり1 i 1一は0）か過し
地特開のさも産歩のと後いたじ意つ郷年るのののい 標一 国つ疎か
域殊拓今れ大がし連高のるしめ欲つに
o老減減て過人年四勢たかし
お性の後るきな

昭和六十

なつ町条的ど福生ど又実又き諸れ山年を基
するための計画です︒

松之山の観光特産品
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基き︑各部門猶︑︶との現状と

施策と根幹事業及び財政計

ことはもちろん︑社会情勢

いては︑けっして固︷疋的な

画からなる︑昭和六十五年

課題とを明らかにし︑基本

ものにしておくことなく︑

までの中問︑及び七十年の

の激しく変動する現代にお

変化に的確に対応できるよ
整備目標である︒

財源を示し︑町の年度予算

次別の具体的な事業計画と

効果的に実施するための年

三︑実施計画は︑基本施策を

う見直されるべきものであ
る︒

▽計画の構成
この計画は︑ ﹁基本構想﹂
の指針となるもの︑︑てある︒
三年転︑︺との計画とする︒

▽計画の期問
本計画の期間は︑昭和六十
一年を基準年度とし︑昭和七

十年度を目標年度とする十ケ
年である．

loo里1

ま﹃た︑いわゆる押し売りが

あります︒呉服・反物・洋服・

まで

時計など︑言葉たくみに売り
つけ︑日︑取後は おどし

﹁高い消火器

して買わせようとするものな
どがあります︒

松之山でも︑

を買わされた一という話を何
回か耳にします︒それでも︑

消火器自体は使えるのですか

ら良いのですが︑安くて品質

ら役場なり地．兀の消防団貝に

の良い消火器があるのですか
・︑王婦そして働き盛りの

相談してください︒
っています．

悪質な訪聞販売など
の代表的な手口には︑

器を売りに行くような事は絶

交通事故のご相談は

ぢ気軽にどうぞ

無料でご相談に

応じております︒

▽土曜日は正午まで

うまい話には落し穴がある

対ありません．

ものです︒とにかく︑訪問販

興亜火災新潟支店ビル

智〇二五二ー二五ー一八．五一

五階 新潟調査事務所内

二

◎新潟市本町通七番町一〇八

ンター

新潟自動庫保険請求相談セ

◎社団法人日本損害保険協会

毎週水曜日・午後一時〜四時

▽弁護士相談日

て熟︑﹄相談に応じます︒

午後四時四十分︵平日︶

るものがあります︒こ

売にはト分注意してください︒

▽顯門の相談員が親身になっ

▽午前九時三十分〜

れは︑日用品などを集

話がこじれて来たら警察に電

オハコ

買う前に隔︑一翻談を！

す．

まった人達に無料で配

かたり

などから来たように装

署︑郵便局︑電気会社

商法 といって︑消防

それから︑

を売りつけるもの︑です︒

ぶとん・健康器具等︶

最後に高額な商品︵羽

話するくらいの勢気が必要で

といわれ

役場や分遣所から直接消火

主人も︑悪徳商法は狙

お年寄りも若者も︑

あなたも狙われている
り安心をさせてから︑

催眠商法

・∵謬

密

﹁基本計画﹂及び﹁実施計
画﹂からなるものである︒

一︑基本構想は︑町の将来像

をえがき︑これに到達する

施策の大綱を示すものであ
り︑昭和七十年を目標にし
た計画である︒

二︑基本計画は︑基本構想に

克雪・利雪

ご用心！

い︑消火器などを買わ

諺

鯛

最大の課題

悪徳商法に
せるもの︒

葱
Σ

＼軸濯
＼︑町↑機僧義
＼︑ぎ避鰍︐ヤ噸

藤

／

執／1

豪嘗対策基金の募金を始め
てから二年がたちましたが︑

今までに︑本当に多くの方々

若井 彌一︵上越市︶

保︵上越市︶

．五口︵一年間のみ︶

束條

小堺陽七郎︵松代︶

三口二年間のみ︶

◇町内

から暖かい募金をしていただ

き︑一般からの目標金額︵二

志賀

雅雄︵三桶︶

十口︵︼年間のみ︶

保坂 音吉︵松之山︶

二口

千五百万円︶の約八O％に達

大変ありがとう︑︑一ざいまし

しました．

た︒

町社会福祉協議会では︑み

住民票や附票の

日から改正﹂

講求の仕方が変わります

﹁山ハ月

個人のプライバシー保護な

あり適当と認められる場

の住民票が交付されます︒

ただし︑特別に申し出が

五口︵一年間のみ︶

閲覧︑写しの交付講求手続︑

合は︑今までと同じ内容

日の四項目となります︒

なさんの善意に対し深く感謝

佐藤 利幸︵天水越︶

交付される住民票の内容が一

部改︑正されます︒これは︑住

︵運転免許証関係は今ま

▽住民票の閲覧請求

民基本台帳法改正にともなう

○本人・家族以外の閲覧は

でのものが必要です︶
おりです．

その請本事由を明確にし

なければなりません︒

○閲覧は住所・氏名・性別・

生年月日の四項目となり

▽戸籍の附票の閲覧・住民

ます︒

印が必要となりますので印

票の除票の交付は出来な

くなります︒

籍の窓口でお聞き下さい︒

※詳しくは︑役場住民課戸

本人の印カンが必要です︒

・氏名・性別・生年月

費六ー三一三一内線三七

住所

○交付される住民票の内容も︑

に来られるときも︑請求者

○人から頼まれて請求︵代理﹀

カンを必ずお持ち下さい︒

○交付には︑本人の署名・押

ん︒

明確にしなければなりませ

請求には︑その請求事由を

○本人・家族以外の人の交付

▽住民票の交付請求

もので︑主な改正点は次のと

どのため︑六月から住民票の

するとともに︑目標額達成ま

二口︵一年間のみ︶
悟・孝子︵松口︶

第四銀行

栄二他六名︵町校長会︶

〃
平原

三口︵一年問のみ︶

七口二年間のみ︶

増額 十口︵一年間のみ︶

高波

で引きつ︑づき恥︑︶協力下さる事

を︑お願いしています︒

豪雨ヨ対策基金
︵一口は一万円︶

〃

樋熊 琢成︵松之山︶

護ヲ論〆

◇県外
清文東京都世田谷区︶

》奮愈』．，一＼

二口

末
一口

小口 和平︵埼．玉県川口市︶

稜野智恵美︵神奈川県中郡︶

︵束京︶

増額 ⁝口︵一年間のみ︶

吉池

◇県内
レロ

︵上越市︶

大岩機器工業所上越営業所

一口

．天＼＼
証

駕一
ρ1

『豪雪対策基金』への
謝一

善意ありがとうございました。

ぺ

藤

◎ヤ

つ﹂

戦

ー

◇・曳
←
作
大
ン

大雪だった今年の冬も︑よ

ーO里ー

人の万から協力していただき︑
ました︒

作業時間は一時間たらずだ

うやく終わり︑雪消えが急速
に進んでいますが︑雪の中か

つたのですが︑集まつた空き

観光名木

夜泣き松

松くい虫被害で倒される

の松の幹を少し削って地炉や

ら顔を出すのがフキノトウと

カマドで焼くと夜泣きがなお

そこで︑誰からともなく︑﹁こ

き松

夜泣

樹齢約四百年の松の老木が︑

水梨地内に＋ロくから

﹇台分もあり︑その汚れ万に

として知られて来た︑

罵かされます︒

るしという︑言い伝えが出来︑

缶︑その他のコミは四t車に

日の日曜日︑朝八

松之山では珍らしい﹁松くい

空き缶やコミの投げ捨ては

に松を削りに行く人が沢山い

太い幹の下の部分が半分も

たという事です︒

夜︑誰にも見つからないよう

夜泣き松

いた様子が伺えます︒

削られており︑相当利用して

この

は︑昔は医療も発達してお．ら

観光の一つがなくなり淋し

いですね︒

切り倒される直前の枯れた夜泣き松

しい子供が非常に多かった︒

なかったせいか︑夜泣きの激

来た子供も十分な栄養が取れ

ず生活も貧しくて︑生まれて

のいわれ

い危険となったため︑この程

ビューティフルふるさと運

絶対止めましょう︒

動にご協力をお願いします︒

切り倒されました︒

虫﹂の被害により枯れてしま

空き缶の山︒困りますね︒

五月十
時より全町あげての空き缶拾
い︵クリーン大作戦︶が行わ

この日は︑朝からど毎よゆ

れました︒

雨にならなかったため．約干

袋がすぐにいっばいになっちゃうよ

とした雲り空だったのですが

4t車にいっばいのゴミの山

﹁

ご協力ありがとう。
鐙

リ

ク

β

温泉 ま つ り
にぎやかに

温泉まつりが五月十七・十
八日の両日︑温泉街を中心に

行われ︑天気が良かつた事な
どもあり多勢の観光客でにぎ

新しい企画の民謡流しも百

わいました︒

五十人の参加があり︑色とり

どりの着物姿が観光客の目を

大花火大会も行われ＼大輔

誘っていました︒

カゴバナ︵正式名ショウジ

の兀を作られた人です︒

広く知られていますが︑仏教

ョウバカマ︶で飾つた︑小さ

9・

か
す

ますと︑独特の自然な甘昧が

像に︑甘茶をかけてから飲み

なお堂の中にあるお釈迦様の

ま

味い

を

甘知

の て
茶 つ

この甘茶の会は︑庵主さん

味わえます︒

小谷部落では五月八日に甘

めていたものを︑後継者会の

が部落にいなくなってから止

るそうですよ︒

校の児童も笛年参加してくれ

人達が再開したもので︑小学

茶の会を催して︑お釈迦様の

ということばが

お釈迦様といえば〃天上天

生誕を祝いました︒

下唯我独尊

甘茶って甘くておいしいなあ

取れたての山菜即売場

松代町から子供達による松苧太鼓の協力が

の花が遅くまで夜空に咲いて
いました︒

150人が参加した大民謡流し

まつのやま（1①

公民館では︑カセット版・
﹁おくのほそ道﹂を︑このほ
ど図書に設置しました︒

﹁おくのほそ道﹂には︑旅
を通してとらえた俳聖芭蕉の
人︑人生感︑自然感が凝縮さ
れた形で示されているといわ

ーOOFl

来春︑大厳寺高原でクロス

九日︵日︶

▽選手規模

約三〇〇人

▽大会役員・運営については︑

をした結果︑県の大会日程も

達を派遣する︒

▽選手についても︑

一流の人

県クロカン部が全面的に協

昭和六十二年四月十九日︵第

つまっているの︑で四月なら実

カントリースキー大会を開催

三日曜︶大厳寺高原を会場に

施が可能ということになりま

力・支援する．

して︑県レベルに近いクロス

した︒

予声疋される内容について︒

内の．シュニア育成を図りたい

部．長・高橋誠一︵小千谷西

人達です．

た県クロカン部の役員は次の

尚︑今回︑松之山を訪ずれ

て下さい．

と思っていますの．で︑期待し

▽期日・昭和六十二年四月卜

寺カツプ︵仮称︶

▽大会名称・松之山温泉大厳

みとする．

▽大会はクロスカントリーの

質の高い大会にし︑町・郡

カントリースキi大会が開催
される事になりました︒

町体協・スキー協会では︑

大厳手の雪を利用して何とか

県レベルの大会・合宿等を行
いたいと︑県クロカン部役貝

を招いて現地視察︑話し合い

高︶部員・上村浩平︵六日町

役場Y品川達平︵十日町高︶・

井ノ川︵津南高︶・後藤一義

︵カザマスキー︶

」■■■■■■■■』』

図書のご案内
図書の利用拡大をはかるた
め︑このほど中央診療所・待

合室に県立図書館の巡回図書
を 設 置 い た し ました︒

左記のきまり に 従 っ て ︑ 大

かつて芭蕉が通った道を︑

れます︒

一︑図書を借りるとき︑返す

あなたも音でたどりながら︑

記

いに瓢︑﹄利用ください︒

ときは︑備え付けの貸出

心の旅をしてみませんか︒
顎︑﹄希望の方には︑テープ︵全

簿に記入してください︒

八巻︑現地事情の説明︑解説

二︑貸出期間 十日間

三︑貸出冊数 一人三冊以内

入り︶の貸出をいたします︒

謙．

なお︑図書の内訳は︑一般書

五

議鰍

旅をしてみませんか〃

電話六−二二六

ウ辱嘱

「おくのほそ道」の

二報ください︒

，鷺触

遍

︵文学・産業・工学・芸術な

ど︶一六〇冊︒児童書・絵本

隻

GレG守願ぐ．

類七〇冊となっています︒

Bリーグは︑ダイ︑ゴン︑ズ・

4月22日、残雪の大厳寺牧場

カセットテープで
悔、

テレビでは︑毎晩のように

役員・関係者で現地の視察

おしらせ

た

劉．

公民館から

（mまつのやま

早朝野球が
郡体育指導員研修会

松之山で開催

⑭

コン︑ゴー︑ズ・浦田・ベアーズ・

Bリーグは︑ダイ︑ゴン︑ズ・

プロ野球中継が写され︑西武
布川・松之山・大樫の七チー

テレビでは︑毎晩のように

の清原がす︑︑︶いとか︑今年の

出産後のお母さんへ
出産という大役を果たされた

月前後に出てきます︒この頃

れない︑あかちゃんを育てま

お母さん︑熟︑弄占労様でした︒

は乎に持ったものは何でも口

スヤスヤと眠るあかちゃん︒

両方とも総当り︵リーグ︶

妊娠中のお口の手人れは完全

に入れます︒このことを利用

ムとなっています︒

った負けたとか．一．︑口っておりま

各農協の壁に早朝野球速報

制で行い︑優勝を決︷疋します︒

でしたか︒妊娠中にむし歯が

して︑歯ブラシを口に入れる

阪神はダメだとか︑巨人が勝

すが︑松之山早朝野球春季大

進行したり︑体調をくずし︑

のためにも︑可愛いあかちゃ

がありませんか︒あなた白身

くのではありませんから持た

のを覚えてもらうのです︒磨

あかちゃんの歯は生後六ケ

しよ・フ︒

会も二十六H︑やっと開幕し
板が貼ってありますので︑帆︑︸

治療途中になっているむし歯

ました．

覧下さい．

今年は︑去年よりニチーム

り︑A・Bそれぞれ七チーム

せればそれでよいのです︒あ

少ない十四チームの出場があ

ずつに分かれて対戦していま

んのためにも早期に治療を受

たら人工栄脇養︵粉ミルク︶も

で完了させたいものです︒あ

〜．五ケ月で始めて八〜十ケ月

離乳の時期は理想的には四

んだりしています︒歯ブラシ

やむをえません︒現在の粉ミ

んまり廿い物︑塩辛いものを

あなたは母乳が出ますか︒

毎年︑郡内の町村持ち回り

ルクの大部分には︑廿味の少

ひかえて︑自然の味の好きな

が子供の身近なものになって

で開催している体育指導員の

ないオリ︑ゴー糖が入っていま

子育てには母乳が︸番です︒

研修会が︑松之山自然休養村

すので︑甘味を増すために余

くると思います︒

センターと大厳芋高原で行わ

新潟県歯科医師会

子供に育てましょう︒
れました．

今年は︑全県の体育指導員
大会も七月十二・十三日に松
之山を会場にして行われると
いうことで︑その受け人れの
事前研修が・︑王な内容でした︒

午後は大厳寺高原で施設見
学を行い︑一日の．研修を終わ
りました．

ません︒できるだけ廿味に慣

分な砂糖を人れる必要はあり

不幸にして母乳が足りなかっ

酋

す︒

かちゃんは平気でなめたり噛

慈．

けましよ・つ︒

Aリーグのチーム名は︑川
手∴尚橋組・鷹の湯・役場・
︑ハニーズ・三省・松之山町農
協のしチーム．

研修会の様子（センター）

始まりました

まつのやま㈹

老齢基礎年金の

老齢基礎年金の繰上げ請求
がある人で︑期間がわからな

過去に厚生年金に入った事

繰上げ請求につ いて

は得か？損か？請求時によく

た方︑また︑厚生年金の手帳

かったり︑年金手帳を失くし

老齢基礎年金と老齢厚生年

︵記号・番号が違う︶を二つ

考えてみましょう︒

金の受給年齢は︑どちらも六

以上持っている方は︑早めに

整理をしておいた方が便利で

十五歳からとなりました︒

ただし厚生年金には︑六十

す︒上越祉会保険事務所で処

ー一〇Fー

︑況届﹂を提出していただくこ

ら六月三十日までの間に﹁現

受けている方は︑六月一日か

児童手当または特例給付を

二人目のお子さんは昭和五十

ることになりました︒ただし︑

お子さんにも手当が支給され

手当法が改正され︑二人目の

今年の六月一日から︑児童

九年六月二日以後に生まれた

とになっています︒

これは現在︑支給を受けて

現在︑児童手当または特例

子供に限られます︒

状況などを届けてもらうもの

給付を受けている方で︑二人

いる方の前年の所得・養育の

です︒この届け出は︑引き続

目のお子さんがその対象とな

額改定請求書﹂を提出してく

き手当を受けられるかどうか

ださい︒月額二干五百円の児

る方は﹁現況届﹂の前に﹁増

引き続き受けられる資格が

童手当が増額されます︒

を決める大切なものです︒

あっても﹁現況届﹂を提出し

節水に心がけ︑水道の水を

ください．

ので忘れずに必らず提出して

届出用紙は役場にあります

ないと︑六月分からの手当を

受給できなくなりますので熟︑︸
注血息ください︒

法の改正で二人目のおチ
さんも対象に

水の道 をつ

た雨や雪は︑地下水をかん養

を見つけられた方は︑お手数

水道の漏水と思われるもの

大切に使いましよう︒

するほか︑川となり︑これら

さい︒

でも役場衛生係までご連絡下

飲める水道になります︒

水道の水は蛇口をひねれば

いくらでも出てくるものと思

いがちですが︑そうではあり

ません︒これから︑水が大切

な時期がやって来ます︒

水資源にも限りがあります︒

︑駅︑一

撫．．︑訟

ゆ．輪蕉

．

聯∵盤

が浄水場に︸．廼られ︑安心して

くり出しました︒陸地に降っ

現代文明は

※

歳から六十五歳までの間支給

6月は「現況届」の
騨こご喫さ㌔、

理してくれますので︑場所等
お聞きになりたい方は︑役場

水道の水は大切に！

される特別支給の老齢厚生年
金があります︒

藻憂藝￥￥転『〈62歳

年金係にお尋ね下さい︒

，戴 一噸G〈63歳

老齢基礎年金については希

こんなに減額されます…、・」 乙

望により六十五歳未満でも請
求により受給することができ
ますが︑ただし年齢に応じて
一定の率で年金額が減額され

ます︒たとえば六十歳で請求
した場合は四十二︒ハーセント

減額されます︒この減額率は

く60歳

音

終生続きます︒なお繰上げ請
求をした場合︑老齢厚生年金
の特別支給を受けている人は︑

老齢厚生年金が支給停止にな
りますので注意をしてくださ
い︒

く61歳
灘

・i灘

§奪｛
鵡く64歳
＼

児童手当
■■■■

住民課情報

提出月です

（13）まつのやま

野鳥集会・探鳥会に
第30回

東頸メーデー

二卜．五Hの探鳥会は︑朝四

もらいたいと話していました︒

松之山町民体育館を主会場に

第30回束頸メーデー大会が

二十四日午後︑愛鳥漫画家

講師の四石本さんは︑ナンセ
の︑ブナ林がだんだん少なくな

松之山も開発が進み︑白然

大会を盛り上げました︒

二班に分かれ︑町内を行進し

ンなど全員で確認したあと︑

岩本久則氏︵日本探烏の会喉

ンス漫画を書きながら寸暇を
って来たようです︒鳥達が安

入札結果

︵．天水越地区︶

七九〇万円

一六〇万円

︵中．坪地区︶

︵狐塚地区︶

一︑几OO万円

特改四種︵舗装V

︵光朋︶

ん．五〇万円

︵坂下︶

福川道路一︑〇二〇万円

L川手線

▽建第三ロゲ 舗装新設工事

上越舗道

松口・松之山線

▽建第二・︑与

高橋組

事

▽産第六号 地す︑べり関連工

高橋組

事

▽産第．五号 地すべり関連工

高橋組

松之山商店街を行進中

愛鳥家が大集合

時半から松口の美人林で中島

開催され︑東頸城各地より約

松之山町で開催

公先 生 を 講 師 に 行 わ れ ︑ ． 雨 上

四〇〇人の労働者が参加しま

やさしい心で野鳥に接っして

野鳥集会︑早朝の探鳥会に町

がりの林の中︑で︑ノ︑シコ・イ
した︒

．五月二十四H・二十．五日の

内外からそれぞれ四十人以L

カル・サシ︑バなど三十し種類

の参加者がありました︒

業部長︶をむかえて︑講演と
の野烏が確認されました︒

さいて︑バードウォッチングに

心して住める環境を残してや

体育館にて︑大会スローガ

映写会が行われました︒

出かけるという︒多くの人か
りたい気がします︒

道路測量にご協力を
お願いします
県では道路の適．正な管理を

災一区災二区災一一区災

催
繭．

」並

道円

ための測量を実施しています︒

水

水

図るため︑道路現況図作成の
この作巣は︑県内全域にわ
たるものであり︑やむを得ず
住民の皆さんのL地への立入
りが必．要となる場八・がありま
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た測量しが伺いますので︑よ
ろしく御協力をお願いします︒
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ら鳥に興味を持ってもらい︑

講演中の岩本久則氏

まつのやま（哺

1．受付期間

2、受験資格

5月29日（潤〜7月21日（月）まで

んか？

○コンセントが抜けていませ

か？

○受話器ははずれていません

事．

▽確認してみましょう︑次の

ください︒

で二三番へ修理をご依頼

◎まず点検︑そして局番なし

かからないときは

NTTより
電話が

新潟県警察では、郷土の治安を守る男子警察官

（1）昭34。4．2〜昭40．4．1までに生まれた

○電話機が壊れていませんか？

みの者。

た者、又は昭62．3．31までに卒業する見知

3、採用予定日

男子

詳しくは、安塚警察署（電話2−3121）又は、

昭和62年4月1日
最寄りの駐在所へ

などで困っている方は︑ご

▽いたずら・いやがらせ電話

るしくみになっています︒

公衆電話から優先的にかか

○緊急の連絡は緑・黄・占の

短に．

O混みあいますから︑話は手

テレビやラジオで確かめて．

o被災地の様子は︑ひとまず

▽もしも災害が発生したら

○雑音が人って話ができない︒

ない︒

○発信はできても受信ができ

でてこない︒

（2）学校教育法による大学（短期を除く）卒業し

遠慮なく︑近くの電話局に

ーN2ー

松木巡査部長
松之山駐在所

こよみ
▼五月のできごと
豪雪対策本部解散

2016

遺族会代議貝会
︑︑・二トマト栽培研修会

体協理事会・評議貝会

クリーン大作戦
観光協会総会

松之山温泉まつり
︵侶日まで︶

郡体育指導員研修会

民生委員協議会
野鳥集会
探烏会

日

議会定例会︵1日まで

予定︶

て来ました．湯山の大樫も厳

松之山にもいい季節がやっ
農業委員会総会

しい風中︑に耐え︑ワイヤーに

支えられながらも緑いっぱい

県野鳥保護の集い

検診︒めんどうがらずに受け

さて︑六月のメインは総合

の若葉を茂らせています︒

議会総民委員会

探鳥会

ガン検診も是非受診してみて

見学する人いませんかあ〜︒

早朝野球が始まってます︒

ください︒

てください︒今の世の中︑健
康だけが頼りです．今年は各

︵松代総合センタ；︶

免許証史新手続き

議会産経委貝会

︵14ロまで︶

議会建設委貝会

大厳芋牧場開牧式

郡民生委員協議会総会

森林組合総会

早朝野球開会式
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町総合検診︵2
8Hまで︶

H

を募集中です。

○受話器をとっても発信音が
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警察官A（大卒）募集！

