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九月定鋼議塗が九月二十七騰︑

額二億九︑八〇一芳六千円とす

一二︑．︑万九千円を追撫し︑総

る︒

五万︑千円を追加し︑

▼簡易水道事業

▼財産の取得

億一〇五芳七千円とする︒

︸︑ 一狂三万円

⑨消防ポンプ自動欝鴬台

九八三万六千円

5鞭上窺∴台︵十人乗り︶

6，285千円

○温泉熱利紹温室建築工事費増

4，（｝6蒙千円

2，680千円

04号井ボンプ捷1付ユニ事

2，419千円

○町営住宅絹地灘量委託料等

IOO﹇

i2，622千円

o林道牛ケ鼻浦照線災霧1復賑』工事等

2，666千円
o観光施設整備基金積立金

60，000千円
○財政調整基金積立金

二十八鷺の︑⁝購賑醐催され︑平

成鰯年度の決雛及び平成鴛葬痩
の補疋予算︑条例の改証などが
審議されました鄭

平成照年度の決算の内容につ
いては︑次のぺージに揚載しま
平成五年農の補疋野算では︑

したのでご驚・ださい︒

︸般会計で二億一︑〇一．．乃烈

な補疋が行われ︑総額三五億闘

59，527千円

2β間にわたって懐璽な審議を行いました

6，000千円

○歓会橿祉法人東頸編祉会補助金

レ農林水産業費

〉土木費

〉災害復揖費

○票営委託農業罵施設災害復類』￡事（3力漸〉

23，873千円

固定資産評価審査委員

撒名再任される

九月三十瀕で任鰯が満了とな

が︑議会の同憲を篠て再任され
ました．

正男ハ天水越﹀

九月三十臼で任期が満了とな

った嵩波仁︸郎さんの後任に︑

懲を得て︑十月⁝田付櫛︑教育婁

小谷の編原公望さんが議会の岡

欄原毒んは畏年教員として勤

鏡に任命されました．

に努力したいと抱負を藷ってい

務され︑今後も町の教欝の発展

なお︑十月一霞に教欝委員会

ました︒

さん︑婁貴長職務代理蓄に猪俣

が踊催され︑蚕愚長に編原公望

栄二さんが選ばれました︒

ぎき累き睾裟董整きき義婁敦葦育き蓑箋き多き葦峯筑§ξ毫嚢き峯雛き雛多き㍑

佐藤

教育委員欄名
任命される

￥雛チ壌戸義許貰弾駿茎弐〆糞炉累肇琉多チ壌歪茎憂零び峯韓幽≦ρ壌ゼ葦雛4竃﹂檎峯ダ案タ多累奮馨竺が填読

〉民生費

った圃定資産評鱗審糞姿興⁝私

や舗娼欺晒蹴蝋舗幅獣袖糾臥騨鰍舗姻畑取脳鯉吃図幣洲嘲鰯蟻鉾 榊栖樹 幅取陥舗幅撃

千円︵二回分合計︶という大愚

また︑議会の陶恵を必要とす

践二万二千円となりました．

る財産の取得二件も承認綴決さ
れました ︑

〉商工費

福原公望さん

︸般鷺問は︑異常餓象の影饗
で深剣な被轡を受けている米問

○農道賑麦立地区工事増

超糊』

題を中心に︑照人の講轟が行い
ました．

なお︑質闘事積等は議会だよ
りで紹介されます︒

特別会計の補正と︑財産の取
得二件は次のとおりです．

▼国疑健康保険事業勘定
器岬︸万円を追撫し︑総額三億
照︑二縢照万二千円とする瀞

▼松之山診療斯勘定

L

鋳総務費

8，342千縫
○湯本地内保安林購入費

○高齢蕎編祉対策基金（地域橿銑分）積立金

糾・転麟、脳．．榊獅榊桝・幅猷瞬樽姻鰯電蹴櫓・晒・漁曾娼娼幅』康轍蟻一蹴舗−轍購
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単成照年度の松之山購一般会
の県支呂金三億照︑九闘二万六

円となり︑町厩一人当りぐ翻る

▼鼠戻健康保険特刷会翫

○歳入

▼老人保健特別会計

〇一︑

O歳出

○歳入

瓢円

簾︸九円

︸億八︑

八七六円

︸二〇七万一︑

ニバ

︑門の

〇六︸万繭︑

⁝億九︑三六八乃六︑

▼簡易水道事業特溺会謙

○繭九七万一一〇円の黒字

○︑二

o歳出 ︑︑一億七︑一七一万購︑

︸懸騨両

三億七︑六六八万獺︑

＠事業勘定

六脳贈一力七︑

六九二一カ⁝︑

と約一〇万三千円となります︒

黒傭陶七︑

干円︑繰入金︑︑億縢︑六七九ガ

黒億論ハ︑

ご一八円

三一〇円

＠同会謙松之山診療所勘定

〇一︑○脳t万黛︑八一八円の

○歳⁝患

○歳入

九千円などです︒

︸人当りの篠接負撞は

計及び圏幾健康保険など．︑︸つの

▼購般会計

状況は次のとおりです︒

一般会謙及び特別会計の決算

曄年度とほぼ岡じです︑

なお︑

特劉会欝の決算刀︑九月建例議
歳患の孟なものは︑︸九・一

○八○万七千円︑同一九・ ％

一般会計では︑簸初予算二九

会で承短︑儀決されました．

億六︑七〇〜万八千円紅対し︑

の総務費六億三︑○○︑万七畢

％を占める農林水産業費．億︸．︸︑

その後七灘の補疋と三鶴度の繰
ニ一円

三億二闘⁝万照八八円

二円

鷺億六六︷一万九︑獺六

O歳入

九九門
o歳出

讐︑億三二九万二︑三

黒繭億六〇︸万五︑ニ

円︑

o歳入

越明許費を撫えた叢終予算額は
照七八万五千円などです︒

︸幽・繭％の公檬費縢億七︑

三照億二︑黛○黒万三千円とな
○歳出

○一億工七ニガニ︑八二一附の

（56．3％）

町幾の薩接負握となる税収入
は二催陣一︑ 八六六︸力翅千円︑税

19億i，855万円

りました︒

外収入は〜億五︑五〇九万鷺千

農林水産業費

歳入の密なものは︑五六・駕

麟

○顯二〇万八︑九七囲円の璽︑罫

（1．7％1

％を露める地方交付税で︑一九

黒．畢

濾防費・その他、

円で合計三億七︑三七鶯万七千

︸

地方交付税

億一︑八難鴛万円︑一〇・三％

︷

欝繍が

門

蕪円響闇
瀬辮欝卿
︷

饒多、

㎜

鱗親

畷惣艇購棚蜘購蝦

（8．5％）

丁
⁝レーー⁝ヂ⁝し
ハ
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簸導﹀
妻
％
負ー
噺o

6億3，（180万7千円

畷蟹

2億9，358万3千円＿

衛生費（5．4％〉
億7，902万6千円

（三9．1％〉

訂

商工費1億5，4％万9千円

億

照庫支出金・その飽

3㌔

灘搾

N．轍

鱗防繭

門6

（4．7％）

−
（3．1％）

撒一＼

．葱

議会費
5，789万6千円

1億432万5千円

．

嵩齢化社会に向けてi．ノ

老糞保健福継誌画調董給果

今年脳月末から烈月にかけて

lFOF

人を無作為抽出し︑寝たきり老
っている方ほついては悉皆とし

入と臆霧蓄手帳・療轡重嬢を持

入ロピラミツド

松之由購の高齢化の状況およ

人印ビラミッドは重要になって

び今後の人澱推移を知るうえで︑

また︑六十五歳以上の翻合を

示す高齢化率は年々増加し︑十

年後には照○％近くになるもの

町では老人保健橿祉計画を作

と思われます︒

成するにあたり︑篇齢蕎比率の

松之山町の場禽は嵩齢潜の翻禽

近いほど人環は増加し濠すが︑

定です︒

年までを見越した計爾にする予

罎の増撫等を考慮し︑平成十二

推移︑不老閣への入所︑鷹宅介

変化︑寝たきりや痴呆性老人の

葎齢踏麟甥では︑六牽五歳か

が高く︑次代を担う蒋無磨が著

入鶯ピラミッドが肥三角形に

きまりサ ゆ

ら六十九歳が三八○人︑七十歳

しく少なくなっています︒

内訳は男照践穴人︑女六二〇入

歳以上の人黛は一︑〇七六人で︑

また︑闘鍔一鷺規在の六十五

ました︒

二ーズ調蒼および編祉に対する

の結巣がでまし

婁施しました︑ ﹁嵩齢餐・福祉

住鋭意識調嶽
たので概要をお知らせします︒

調査対象と

から七十餌歳が二八六人︑七十

年齢構成
歳以上の方︑照十歳から．五幸歳

五歳から七十九歳が︸七五人︑

500

467

93．4

E

i

400

300

となっています⇔

の方︑縷たきり老人の方︑障轡

88．4

調卿蹴は購内に隅︸住する六十覧

煮手嬢︒療育手帳を持つている

翻収率

八牽五歳以上が九一入となって

八十歳から八十闘歳が一縢圏入︑

90．9

六畢・五歳以上と四驚ー歳

刷｝
一｝一㎜ ｝

なお︑

く人）

（磯〉

（入）

欝3

方を対象としました釦

93．0

200
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O

年齢区分

0

麗塾
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羨総

鎗6．

10〜19

箆㊤

懸

20〜29

雛

魏墾

30〜39

選麟

2⑲21

40〜49

鶉欝

3鍛

50〜59

鎚薬

醗の

60〜69

3翻

80〜89
男1，771人

女1，845人
三
100以、上

2薮

70〜79
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驚2
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腎
籔

1，i．23
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収数（人〉

者数（人〉

調登票園
調査対象−

います︒

｝｝㎜㎜
一㎜

、Lゆ銭☆
L＿
謙

465

｝醗
皿
『一｝｝
剛
㎜｝㎜
40歳〜50歳

99
鍛2

障蜜蕎等

から五十歳の方については︑住

｝㎜

500

65歳以上

10
1圭

寝たきり老人

罠基塞ム羅帳からそれぞれ五〇︵︶

調査対象者と園収率
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聞屡、家族の状況について墨てはまるのはどれですか。

2と3のどちらにも該当する場合は2としてください。
高齢養本人だけび）慰帯
蓬、

？

婦、

（ひとり1纂し〉

蕩齢者本人とその酎綴

39．8％

蝋潜4）みの働帯

商齢者本人とその飽の

3、＿
憎
漏齢鞍のみぴ）轍蟹

その飽の樵帯
（岡屠世翻

5、無効麟誉

42．2％

％
潟 一
6

睡﹂

4、

｝
壁灘藷欝轡鵬・≒課犠哩繋漏誇襲囎鍵鶉。
胴

問2、問屡で1・2・3のいずれかに該当した方だけにお訪ねします。
病気や緊急のときは誰に連絡しますか。当てはまるものすべてに○をつけてください。
1、 辱彗鷹1び＞子・察翼、

62．玉％

肇髭懲∈1など

56．5％

2、隣．う、廷斬の人

5ひ．9％

3、かか影．）つけの緩師

4、保健婦

0．9％

ヂ⁝︸⁝ーーーー！

5、ホー一ムヘルパー

3．0％

｛琳

㎜

6、艮生擾1．轟

6．（1％

7、その他の人

9。4％

8、1誰もいない

o．9％

■軸』｝

「別緩の子供、親族など」の身内、親しいヂ隣
近漸の人」、いつも受診している「かかりつけの
医』緬」がほとんどで他は少ない。

なお、世帯ごとにみた場合、ひとり暮し世帯
と夫婦翅）みの世帯はこの図と岡じ傾陶を示すが、

高齢者のみの世帯は「かかりっけの医瞬∫隣近

所の人∫別屠の子供、親族など」の順になるQ
9、無効園答

3．o％

一
㎜
｝一一

皿，

※来月一讐以降も三主な調鷹結梨を掲3載する予卜定です。

調熱こご協力いただ越した皆さ就縷くお礼賦上げます・（福祉係）

5

｝

鞄榊

稲刈り酌の楽しいイベ㌧〆ト松
澱の服蔽媒で道行く人たちを楽し

また︑嚢多鱒の．奪さんはビエ

ると︑沿遵の人たちは待ちかね

かわいい園兇のおみこしが遡

IqO﹇

之山祭りが︑台風十︑︑の影響

たようにナ翼を撮ったり花代を

九月の第一土・資曜臓に秋祭

渡したりしていました︒

りを汁醐していた舞落にとって︑

八蒋から花火大∠︑淋が始まり︑

ませてい象した顧

れいな花火に見入っていました秘

観客は次々に打ち上げられるき

一沼目の九月照撫は台風が接

で分散して行われましたり

止となりました︒

近したため︑すべての行事が中

・風の接近は本当紅予想外の出

欝所園晃のちびっこみこしが元

襲墨は購れると寅いですね︒

来事だったと思います︒

瓦月十繍午蔚紅は︑松之山保

おいたみこしを奉納するため︑
鐵良く練り歩きました︒

しかし︑前鑓神撤から出して
午後三時過ぎから女性みこしが
鑓中を練り歩きました︒

フェーン理象で少し強い爾風
みこしは例舘のコースを変更し

ピエほの簿艮装は人臼を引き、タニコ焼きの売上毛デも

が吹いていましたが雨は降らず︑

良かったようです。

て︑大賦工務店の作棄所萌から

松之山交差点・保膏斬箭を通り

予想以上に璽たいみこしはな

十二神敏へ両い蒙した︒

かなか醜へ進まず︑男性の手を

借りたり粥翻も休んだりして進

二鍛目の五預は︑ギ後から松

みました︒

之山公愈堂で演芸大会が行われ︑

畏謡・舞踊・詩吟・カラオケな

夕方六縛から歩行饗芙圏が嫡

どが夕方まで続きました︒

まり︑焼ソバ・タコ焼き・金魚
すくいなどの夜店が強び︑大勢
の人出でにぎわいました．

雛

なかなかすくえなかった金魚すくいは手供たちに大人気

途中から雨が降ってきましたが、最後まで
発気に練り歩いたちびっこみこし
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昭憩六十灘簿︑町鰯施行黒十
周年を記．脚して﹁名鷹鎧選幅が

れています．

九月十六揖続は︑植木騰旅館
で名巻醤選の集いが闇縫され︑

璽

啓治 74i灘

⑪特

選

億隼特選

手︶

小野塚はる漿欝一年︶
蕩橋理恵

相田美紀堅ハ

相田美紀子

佐藤龍治

醗辺翼礫

小野塚はる菜

細辺當恵

大毘翼還子
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プクラスの成纏を納めている松

少人数ながら︑曝内でもトッ

を持っている方がたくさん隼

．陶難道部の活躍をお短らせしま

また︑購内には多種多様の技

れます︒

購では積極的に追加認建を費

▼全日本青少簿書道展

綱定されました︒
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松之山町名老百選

︑明子︑来週くらいか

橿原明等

ばっぱとの生活の中から

輪まりました︒

そして︑ばっぱとの暮らしが

樂でした︒

松之出中学校三年
︑家族

が一人増えることになったぞ一
何のことだか分﹃からずにいる

今まで寝たきりの人との鑑活
経験がない私にとって︑それは

﹁今慶から︑ばっぱ

新しいことの連続でした︒

私に母は︑

くれました︒

ためて私は︑糧

と︸緒に饒むんだぞゆと教えて

そして︑あ

いつもよりも堺く学校から帰

そんなある黛のことです︒

じられるようになりました︒

てし崖っ．た欝分が許せませんで

も﹁汚いしというふう畿とらえ

だったのに︑そんな手を少しで

ばっばの夢はとても優しい手

loりOF

った私は︑母に留守番を頼まれ

います︑

環荘︑私達の住んでいる賛本

はとても鷲かで︑私達は不自崩

戦後の著しい状態を立て薩し︑

なく暮らすことができます︒

めて下さったのは︑今のお年寄

習心して今藏の繍本の基礎を圏

した．

自分への悔しさと︑ばっばへ

﹁近付きたくないしと欝い

そんなお年寄りに対して私達

りの方々なのです．

は︑

霧しめない﹂と︑︑写のは︑な

そんな中︑本で﹁お鶴寄りを

と灘えました︑

このことから︑私はいろいろ

の脚し訳なさで涙が出ました︒

ました．

おばあちゃんの世話はだいた
いできるよう駕なった私ですが︑

やはり︑おばあちゃんと二人き

りでの留守番には︑駿干の不安

んて不条理なことなのでしょう

がありました︒

タイトルの短い謡を箆つけまし

笑う︑悲しい女子高生しという

このことに気付いた私は今︑

か︒

出かける時︑私は母に﹁でき

その語は︑電車の中で餓分が

た︒

れば︑ばっぱを寝かしといてく
れ凶と一欝われました︒

んの手を握れます︒

何の抵抗もなくひいおばあちゃ

﹁拳を握ってあげると

悪くなりしゃがみこんでしまつ

蕊た︑

たおばあさんを︑傍にいた女子

たきりの入とその家族の大変さ

﹁ばっば﹂とは︑幼い畷この家

安心して寝てくれる凶と︑飼に

に養子に来た私の綴父の母のこ

母が霞っていたことを思い出し︑

宵圓生が心醍するどころか箕︑いな

が分かりました︒

ひいおばあちゃんは︑蜜わり

私はひいおばあちゃんの手をお

がら謡のタネにしていたという

とで︑私のひいおばあちゃんに

の人の助けなしでは︑本当頓何

そるおそる握りました︑

今まで溺々に暮らしていまし

その場を離れた私は︑何だか

思いましたが︑この女子商盗達

んそのおばあさんも可衷そうに

そしてこんな勇餓が︑コ︑︑︑ユ

れることでしょう︒

きっと優しい箕顔を返してく

さい︒

年寄りの方に声をかけてみて下

みなさんも勇餓を出して︑お

持ちになれます︒

私はその手を握ると潟かい気

一つ満足にできないのです︑

あたります︒

たが︑ひいおばあちゃんの家の

ものでした︒

複雑な気持ちになり︑今まで握

も︑ある意昧では可哀そうな人

この謡を読んで︑私はもちろ

っていた黛分の手を洗ってしま

は眠り濠した︒

しばらくして︑おばあちゃん
しかし︑意識だけはしっかり

しばらくの閥︑私の家で生活を

を発ダる鰯とができます︒

また︑ほんの少しですが零葉

しています︒

人が入院することになったので︑

共にすること紅なったの噛︑す︒

そして︑寝たきりの盗活を強

初めて︑私がひいおばあちゃ

篇ケーシ灘ンが︑これからの社

いられているひいおばあちゃん

会を良い方洵へとつなぐかけ橋

達だと思いましたひ

人の痛みや蕃しさを分かって

いました︒

あげられないなんて︑寂しい限

んの枕元で話をした時のこと牌丸

少したって︑その行動の意昧

と暮らすことが︑私に大切なこ

することがどういうことなのか︑

すΦ

おばあちゃんは﹁あー﹂とか

になると私は思います︒

とを考えさせてくれるきっかけ
となったのです︒

りだか︶です︒

なものを打ってくれました︒

思っていた私自身が︑心のどこ

今まで港人差別を許せないと

違いがない心の持ち主であらた

がなければ︑この人達とあまり

という私もばっばとの餓会い

事だと思います登

入が忘れかけている最も大切な

かい心︑それが今繁栄の中で人

人の思いやりと温

櫓分でもよく分かりました︒

私の議が現解できたんだなと

かで老人を︑ひいおばあちゃん

今はぱっぱにとても感謝して

ことに気付きました︒

私達︸人

﹁うーしとか︑あいづちみたい

思い︑とても嬉しかったです︒

ショツクでした︒

を差甥していたのです︒

何環かたって︑家にひいおば

そして︑不安だったひいおば

あちゃんが越して※ました︒

大人が三人も拳伝うてベッド

あちゃんとの生活も︑楽しく感

おばあちゃんは寝たきりです︒

﹁越してくるしとはいっても︑

ごと運ぶという︑大がかりな作

8

本当の教会福祉とは

きっと︑多くの人は饗然の訪
問蕎に緊張していたのでしょう燃

そして︑介護する入も大変そ
うでした︒

したからです︒

何十年か先︑きっと私たちに

も多くの人の助けを借りなけれ

ば盤きていけない時が来るはず

きっと︑匿掌が進歩し︑今よ

です︒

りも嵩年齢のお年寄りがさらに

三分の一くらいの人がスプー
ンも持てないらしく︑寮母さん

増えるでしょう︒

対山公人

た︒

それに伴い︑施設の方も改良

から食べさせてもらっていまし

このほかにも︑お年寄りの緋

私たちが心のどこかで偏見を持

ち︑避けたり嫌ったりしている

ン

ほ

ところがあるからではないでし

ようカ

こんな状況が続く限り︑お年

寄りにしても私たちにしても︑

社会は作れないのではないでし

本当に住みやすく禰祉の整った

蕎齢化社会を迎えて︑お年寄

な ゆ
よう
力

心を閉してしまうことのないよ

りが潤いのない癒活や孤立して

うに︑私は社会の蓋翼として翻

され︑住みやすい良いものにな

しかし︑お隼寄りの方にとっ

分ができる努力をこれからも続

便や洗濯︑掃除などを毎臼やる

てみれば︑最新の機羅に迎えら

けていこうと思います︒

も分かります︒

れるよりも︑その地域に住む人︑

るはずです．

ていたので︑ 一度行ってみるこ

施設は新しい匂いのするとて
も奇麗な建物でした︑

お年寄りの皆さんは︑食堂に
鍛まって歩行練習をしたリテレ

それほ︑お年寄りの方とうま

その施設で働く人の温かい心に

迎えてもらった方がうれしいは

ρ

㌦︾

く灘ミ訊ニケーシ遡ンができな

だからといって︑お年寄りの

今︑お年寄りは若い世代に比

︑

タ︐

．津り・

ければ続けられない仕箏です︒

のですから︑なり手が少ないの

とにしたのです︒

松之山中掌校三隼
﹁施 設 は 外 見 も 内 翻 も 立 派 で ︑

見たことのない機羅や設備が整
っていた︒広く大きな窓からは

膏麗な景色がのぞけ︑とても焦
活しやすそうだった一

これが︑初めて﹁不巻閣偏を
錐も一醤もしゃべらず⁝人一

ビを発たりしています櫛

不懸閣というのは︑今奪松之

人違ったことをしているので︑

訪れての感想です．

山に建設おれた特劉養護老人ホ

意外な感じを持ちました︒

と別れ︑一人割な場所で隻活す

きっと︑お年寄りは身内の人

ずです︒

確かに︑自分に今あれだけの

めるわけにいきませんひ

命にかかわる大扇な仕事で︑や

いっしょに行った女子生徒は

紀なりました．

そして︑まもなく夕食の隣間

ーム で す ︒

入屠暫のほとんどが体の不懲
幽な人で︑松之山町をはじめ︑

るわけですから︑心を闘ざして

べ︑罵身がせまくなったという

必要です︒

はり温かな心︑いたわりの心が

そういった人を救う臓は︑や

し窪うのでしょう︒

仕事をしろと欝われても︑こな
せる自儒はないし︑薫嵐いって

積極的に声をかけ︑お年寄りと
議をしています︒

あまり近よりたくないとも思い
豪す︒

人一人実りのある人生を送ろう

箏を聞いたり︑感じたりする蒔

しかし︑施設のお年寄りは一

それなのに︑そんなお年寄り

と頑張っています︒

があります︒

y）…航l」

松代町や牧村などの六町轡から

集まった鶯十名ほどの方が生活
しています︑

み︑近くのおじいさんと謡をし

錫綱人の僕は先生とペアを組

豪した︒

硯荘︑松之由でも深刻な高齢

六十流歳以上のお焦・審〜りなのだ

化が進んでおり︑三入ば一人︑は

どのお年寄りも書葉数が少な
く︑もくもくと食べているので

に対して︑餓昧が悪いという感
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そうです︒

そこで建て・︑れたのがこの不

僕の方も緊張とはずかしさで︑

これは体の不霞曲な人ばもい

す︒

橘を持ってしまった自分が情け

この老人ホーム訪問は︑松之

なかなか露葉が出て来ないので︑

老閣なのです︒

霞中掌校では簿無行つているも

それは︑そのような入々に︑

なぜでしょう︒

えることです︒

自分にとり︑いやなことに臼

ないです︒

それでも︑獅をあげて醤んで

を飼けようとしない自分を発晃

会謡が進みませんでした︒

くれた方も三人ほどい濠した︒

のです︒

儀は︑祉会科公罠の勉強をし

9

てから禰祉について関心を持っ

ら瀦

フオト
ニュース

懸︑

9月の

1寸OF

なって低学年紅踊りを教えたそ

節しは︑高掌館の子供が中心と

そう

れしそ？でした︒

く踊り︑大きな抽拳を受けてう

本番ではまちがわずに元餓良

うです︒

台風十簾アの影響で一顧廼期

ぱ

供たちによる﹁花笠審頭﹂や︑

また︑膏蜜全 ︵蒋妻塗﹀と子

保膏所園兜のお遊戯﹁サンサ

の踊りなどが踏くなるまで続き

場性だけのグループ﹁．鼠浪会し

づ、掌生全員｛こよるソーラン節

ワラゾウリもお手玉も初めて

あたったおじいさん・おばあさ

作る子供がほとんどで︑指導に

ました．

三年鑑はおじいさん・おばあ

一つ一つ

んは︑汗を流しなが

さんの子供のころの話しを闘き︑

闘会式では鼓笛隊のドリル演

丁寧に教えていました．

奏が披露され︑一曲終るたびに

ビー玉やあやとりなどの遊びを

あやとりに挑戦した子供は︑

教わりました︒

おばあさんの手の中で次々にで

大きな拍手をしていました︒

うれしそうでした︒

ったプレゼントを贈りれて大変

また︑子供たちから心のこも

きる形にびっくりしてい濠した
が︑

一縛間もすると簿種類もの

形ができるようになりました︒

り︑女子はお手玉作りでした︒

鰍無盤は勇子がワラゾウリ作

ボチャを使って︑天ぶらや煮物

二回もおかわりをする子供がい

できたての料理はおいしく︑

をおばあさんと作り豪した︒

㎜年生は露分たちが脊てたカ

行いました︒

の皆さんを講師に楽しい授業を

べ︑午後は掌年ごとにお葎寄り

開会式のあと全蝿で給食を食

て授業参観が行われました︒

おじいさん・おばあさんを紹い

九月十脳費松之山小学校で︑

2松之山小学校でお年寄り授業参観

瑛いですね︒

来犀は神社の境内でできると

ました︒

ン膏頭﹂にはたくさんのおひね

おばあさんといっしょにお手玉を作りました

小学生盆騨による﹁ソーラン

た園鷺もいました︒

ねりが気になって踊るのをやめ

りが上がり︑途中からこのおひ

て舞台狭しと演じられました．

る三番嬰φ＼ 笛と太鼓裟合わせ

ミん

幕闘けは水梨に古くから．伝わ

われました︒

総夕方旧三憲小掌校体薄館で行

された水梨の秋祭りが︑九月五

楽しい水梨の秋祭り

4
覇

O

後に天狗が獅子を退治して仁王
立ちする場．曲では大きな拍手が

麓蕩会A班の﹁似顔絵コンテ

送られました︒

ストしは︑子供たちから腹に顔

れ︑神楽

を描いてもらい︑膏楽に合わせ
て腹踊りをしました︒

神楽は獅子舞・おかめ万才・

芙狗舞の三幕になっており︑最

や太鼓などが演じられました鄭

には立派な舞禽が作

天水島の秋祭り

九月五鷺夜︑天水鶴の熊野神
繊で秋祭りが行われました︒

台風十蕊簿の影響で一繍延期
されたものの︑例難どおり境内

運動会には約閥十人が参撫し︑

までとその親です︒

九月七鷺午後︑町畏体曹館で
小・中学校芸能鑑欝教窪が㎜闇催
されました︒

今翻は醐鰯プナの木の﹁起き
っせい！だいだらぽっち﹂を鑑

賞しましたが︑テレビで見るよ
りも迫力のある演技に会場は引
各学校とも文化祭や収穫祭に

き込まれていました︑

ますが︑今膨の鑑賞は演技や感

両けて麟や膏楽にカを入れてい

梼表環の輿い手本になったこと
と思います︒

新聞紙を丸めてボ︸ルを作り

戦しました︒

入れたあと霞分でも箱の中に入

箱に入れる競技では︑ボ⁝ルを

また︑運動会が終了しても仲

ってしまう子供がいました︒

欝鐵

一

ボールを入れずに臼分で入ってしまう子供も

一

灘

4感動的な小中芸能鑑賞教室

聞こえました
薄所入園蔚の一歳兇から三歳兇

5ニコニコ教室運動会
九月九段午薦︑町罠傭脊館で
孤灘ニコ教室の運動会が行われ

良く遊んでいました︒

いました

僻優さんの声は大きくとても良く
駆けっこやトンネルくぐりに挑

1

ました︒

二囎轟コ教室の対象餐は︑保

獅子と天狗の一騎打ち

3

落探訪
歴 鍵態蜷密
欝の北部に位置し︑集落内を
地名の蜘来は︑水に不足して

県道松代茨水胤線が通る︒
れ︑明

灘由︹神教の翻欄立は麺︸六 ︵︸

八九〇︶年改築さ

穴七八︶驚六月と伝え・

治二十三︵

しかし︑近くには中撹の山城

いる土地﹁水雛ぐに趨鶴よると

である紙山城や藤漂城︑高欄街

れている︒

罵八和二 ︵一轟ハ八二︶ 年の検地

道などが逓っており︑蔓際の翻

だが︑昭翻烈十二無秋廃堂とな

の信傾を受けていた︒

馬頭観膏があり︑古くから人〃︑

が建立された．

松のことを後世紅伝える鎮魂碑

ーゆO﹇

年三月に闘校するまで多〆・の卒

賑．︑萄灘街道沿いに︑夜．掘きや

厭伝授手習鑑﹂で︑祭りの萄に

演麟は﹁絵塞太功記しや︑冨

玉ジし﹀ ︑㌧o
レィ ンヤチノ

たものの昭秘．︑↑七葎畷まで続

られ︑太平洋戦争で⁝時巾断し

水梨では早くから歌舞伎が演じ

栂々をまわる村芝緩の影響で︑

氷梨歌舞狡

小学校が建設され︑昭灘六十︒

業生を送り出したの

三十三観膏は田高田街道沿い

松があった︒

夜駅癒を治すといわれた夜泣き

霊講盛観音
の独立峰の山頭中央にあり︑鳥

昭憩六十︸年煮月︑松食虫の

屡城があったといわれる故纂に

由来して︐濤麗の観音﹂と一わ

れながれ切り倒され︑現往は︑︑

被霧を疑けた夜泣き松は惜しま

癒径約六m︑嵩さ約二mの円

がきていた︒

は近隣の村々から大勢の見物客

れている．

代獄の松が植えられて大切に︑閂

昭租烈十二年九月︑申噺して

型塚の中央磁は斑入りの笹が密

いた秋祭りの舞漆が痩濡し︑同

てられている︒

また︑．鱒成元年十一月には蘭

ぎ

かこつ

してしまつた︒

少な〜＼明治瞬代籾朗には嚢退

しかし︑水梨周辺の埋蔵璽は

躍的に増触した難

石濾井戸が掘られ︑産灘難は飛

江戸時代來期になると簡単な

わめて少なかった︑

を採集していたが︑湧罎欝は嶽廟

村鷹騰近オ衛門が．磨フケで石瀬

蕉穂照︵一七一響葎︑恨梨

鷹油の採掘

祭でも簿無舞われている︒

として舞われるもので︑購芸能

また︑︑一番嬰は幕あきの祝儀

ベヤバ

公演された︒

鷺十八郊の秋祭りでは歌舞伎も

さ約三搬のず潟観田と︑夜泣き

集しており︑在翻紅蓮華を手に
した観薄濤薩立練がある︒

豪た︑近くには廼圏供養塔や

灘欝醗畿

塚を取り囲むように立っ三牽三観膏
中央には斑入りの笹が密集している

思われる︒

による村愉・陶は薫十石へ斗余︑鍔

と古いかもしれない︒

阿弥陀堂︵仏縁・阿弥陀郊来

豊はも

数十圏戸︑約二〇〇年後の明濃
元︵一八穴八︶舘の村︑剛はヒニ

石六斗余︑戸数八十三戸となっ
江舞時代出丁朗から︑寧フケで

り︑仏像等は松代町松代の長命

縁・地蔵尊︶の創乙賢月は不明

自然湧出していた．石油を採取し

寺へ移された．

ている︒

運上金を納めていた︒

校︵鷺欝小掌校Vが小谷の大鷺

明治へ罫闘月︑浦醗校水梨分

昭和︑．十七年に発鷹した松之山

堂を借りて開校し︑闘第十月阿

また︑地すべりの常灘 F地帯で︑

大地すべりでは︑約二〇〇㎞が

翌九年には兇童が三牽名を超

弥陀堂へ移った．

え︑茎窪下に校禽が覇築された．

流動決壊の被災を受けた︒

昭稲照十九年に簡易水道︑平

明治二十三年︑現筏地に三雀

狭になってきた脅

びに就掌兜童が増撫し校禽が拳

その後︑学綱が改正されるた

成元年に集落センターが完成し

膏や子育観爵

小谷との境を通る服隔顯街遵

た︒

沿いに︑三十三観
がある．

灘灘
羅i繋、照．，．、 ． i． 慧．賦・1嚢

2

防ぐためパトロールが行われま

あります︒

う深い下水管が擾続する．︸とが

理場では︑地下数メートルとい

お擶藻臨の黍氷道⑧襲鐵
Q︑下水道の維持管理とは︑ど

す︒

したがって︑処理場や駄は下水

下水管渠の掻獲や勾灘響摂は︑

のようなものですか︒

を地畿ヘヒげるためポンヅを動

いくつも年金を受けられるときは
併給調整されます

道酪の臨没艦流水に阻肇を来た

A︑下水遵というものは︑私達
の快適な熱濡の上では縁の峯の

に下水中に鵬︑︑を吹き込む送風

かしたり︑下水を処理するため

し︑下水管渠内紅付鞍したゴ︑︑︑

粒着物及び管浄どに堆横した土

力持ちなので︑繍段はあまり羅
にとまることはありませんが︑

砂・汚泥などは︑いろいろな事

遺族凝付と灘欝給付の︑爾方を

灘町樗の．罫水道撫薫瀞煮は平常か

を受けられるよう瓢なったと毒
受けることはで港ないので︑

分な汚泥を脱水し︑堀立てなど

機や︑下水処理場で発能した余

無金は︑猿期として⁝人が一

①遺族基礎年金

敏の原灘となるので︑修繕・敗

つの銀金を受けること紅なって

二つ以上受け︐れるよう紅な

ら万全を期すべく大変な蕃労を

います．

②瞳讐基礎葬金

ち礪い蟻から低いとこ・︑へと流

下水は自然流下方式︑すなわ

になり窪す︒

ゆゑマトきトき

をきセトなまま

鼎

人々の人件費などの費絹が必要

槻︑烈検などの蟹理をしている

薬蔽︑燃料費や機械の繰作や監

くさんの機械を動かす電︑灘代︑

の監取終処分に謙るまでには︑た

つた場合は︑ ︸つの隼金を選撰

て綴水の危険はないか︑ガス発

十雛謄間︑葬中無休です︑

もちろん︑燃理場の運転は二

ザo

良や定期的な掃除を必要としま

たとえば︑地震や遭驚裂郵な

しながら管理に努めます︒

なお︑嚢族基礎舘金は十八歳

ど拷より下水管が撰傷を受けた

のどちらかを選銀します︒

ただし︑雑金の種類によって
︵臆糞轡は二十栽︶未満の子が

りしていないか︑詰まったりし

しなけれぱなりません︒

は濁方受けられる場含もありま
いる場ふ瑠に支給され豪す．

す︒

よって︑遺蕨慧礎年金々選択

す方式ですから︑瀧末にある処

︵事例一︶

かなど︑不澗の事故を崇然に

撫により悪輿や爆発の恐れはな

h菱
む糞
監蓬蝉
霧窪讐蓬舞〜
垂嚢
髪睾蒙皇象⁝4韓⁝⁝窪 ロまきオおきにいだヌす

した場畠でも︑墨が十八歳︵濠

塁．7．≠詫監セ蓄︐㌻f﹄嚢戸書葺峯葎葎窪舞葎る⁝⁝馨糞韓窪

たは二十歳︶瓢なった時点で失

課

脳

∞∞

テロールを低下させる働きがあ陥

よ噺つ

学防にもいいということがこれ

り家ゆ
す

さ︶に︑アミノ酸の︸種であ

防し豪す︒

るタウリンは︑血液中のコレス

∞

繍

襲萎き妻⁝き董き菱張

てみてはいかがでしょうか︒

て・讐の食簿魚叢り入撫

健康や栄養のバランスを鷲え糊

兜φ︑い奪．

ハ
ミネラル︑ビタミンなども多く㈱
繍

・あほか箸︑カルシウム︑脳

窪絹の役目もしていまザゆ

け︑甑鐵を蕉鴬に保つ甑駈調整糊
ゆ
脳
嗣

脳
また︑脳の中枢神経に働きか岬

榊

脚

蒙での餌究で分かってきました︒

魚把念まれている栄養素が︑

こうした効梨を与えているので

魚の脂肪酸は︑磁液の凝圏を

す．

さんやス㌧ハーなどに艶びます︒

起こし紅くくし︑撫栓症や心筋

4えることでしょつ郁

㎜発鑑絡鹸議捻靴雑
．

梗塞︑脳梗塞などの成人病をま

サケなどは︷疋

ミ

サノ

︑

誉して︑叢に考饗藁

サンマ

燃 甲

脚かけて︑いろいメな種類が魚騰

欄 なかでも︑魚はこれから冬に

蓼攣す．

轍 米や野簗︑魚介類がおいしい

食欲の秋がやっず︑き蜜した︒

脳の発達や老化防止に魚を食べ
9ま

陳害基礎年金と障讐厚生年金

権しますから︑その後は障羨猛

を受けている人が︑穴十五歳に

なって老齢基礎年金を受けられ

礎難金を受けることになり崖す︒

へへ︾

い
冊 轍桝蟹螂

ゆ

るよう礁なったとき

障護総付と老齢給付を綱時に
受けることはできないので︑
①障審基礎年金と障轡︑縷隻年繊

のど＃歯かを選択します．

②着齢簾︑礎年金

また︑障鯉麟鑑黛金と港齢纂
礎郷金というように︑違った支

田

欄

．棄ζ 今き●ヶぱ．韮

∞

給箏磁の隼金を組み含わせて受
けることもできません．

︵事例5

造族基礎隼金を受けている人
が︑障害者にな鯵障書基礎年金

3

舜
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ゆ
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ゆ
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傘。

十肖一ト㎜日︵β︶︑．町炭体脊

館で町︐縫ぜが㎜糖催され︑翻・

騰謡・舞踊・．鰐吟・歌舞伎など
が演じられます︒

翻は松之山中掌絞の﹁湯山轄

匂物謙し︑歌舞伎は︐黛浪汽人

また︑十肩三十細から十一梢

照ごが予建されていまザ．

一潟まで︑自然休養柑センター
で鱒葵術展が騰催され︑絵藤・

なお︑一︑出鹸で無る作酷があり

灘擬・y︑異などが展承されます︒

出晶嬢鶴苧は︑公艮館へお問

1ΦOF

九月から始豪ったナイター野

球のトーナメント戦は︑〜点を

争う好ゲームが続きました︒

懸戦・準決勝とも岡

特に優勝したささのファイタ

⁝ズは︑

ました︒

点で︑ジャンケンで勝ち上がり

また︑決勝戦も照対鷲の︸点

藩でした．

︸位 ささのファイターズ

諾位 ベアーズ

大樫 ︑豊原トンネルズ

なお、都合により使溺できない鷺もありま
すので漉慧してください。
また、管理人に一署断ってから使屠してく

黒位

で終了します。

ましたらぜひ出鵜してくだ轟・﹂い︒

若さあふれるー校焦チームも

参舶する︑町捲ハ杯バレ⁝ボール

また︑親縮を囲的とした婦人

されます︑

バレーボール闇体資歓会も闘催

午後七蒋から

▼臼 時 十ハ月照総︵木︶

▼場所鱒罠体︑欝館

町畏体育館の夜間一般開放は、憩再23日（土

い禽わせください︒

鰺節に／︶た活動をしている
夜窯に輝く秋の舵座を兇てみ
ませんか︑

親子由鋏︑体験教塞は好評で︑十

壷駕行います乃

十月二十六臼ス火︶と

▼β

大会が次の鷺程界開篠されます︒

とも午後七縛から

︑十七鼎︵水﹀︑爾購

時

ー後六蒋．↑分かつ

十鶏十︑鷺︵烹︶

松之山中糞校グフワ

駈

郵壇一軒⁝繕︵土︾

▼場 漸 賄蝿体欝館

ンド

▼場

暁さん

時

癩然休饗村センター

峯後七蒔から

▼臼

漸

︵上映作磁は幾旧蓮絡します﹀

夕べは趨大作を勤定してい家す︒

嵐た︑森︑蕃最後の親ナ映麟の

麟 村山

月は深坂瞭で秋の渡り鳥の観察

健さん

▼講

▼臼 時

深坂瞭樗近は渡り鳥が多・通
ワシやホ
シガラスなどの珍しい鳥を毘る

過する場駈響＼オジ

村由

簸ハ点熊︑深坂藤﹃へ移動

自然休養村センター

午繭九蒔から

十月新七繕︵鷺︶

ことができるかもしれません郁
時

場
緬

▼場

ださい。

▼β

▼会
▼講

磐⁝鍵護欝の嬬さん

夜間一般開放は栂月23日まで

力作がそろう聴美術展
あなたも出贔してみませんか

4

りの中のひとつで︑皆さんが覚

食の鋳に︑教えていただいた踊

ご承館のことと思いますが︑出

簿年のことで︑皆さんすでに

証購鰻の購紙をもらい︑会縫か

役場の醐保係から縫禽保険加入

療費が全額窃己負撹になったり︑

この手続きが遅れますと︑蹉

出稼ぎに出られる方は異動手続きを忘れずに！

松漿地区では︑八月未から九

りしますので淫意してください．

鷹療機関から二重に請求された

松里地区の集落秋祭り
月の嬌まりにかけて姦集落で秋

ら誕明を受け︑できるだけ早く

なお︑出稼ぎ先の縫会保険の

稼ぎに行かれる方は︑保険証の

ハッピ紅短パンといういなせ

この証閣書が麗きしだい︑あ

えられて楽しく踊りました︒

今雑も不溌と無天繰による不

祭りが行われます．

くだ湊い⇔

保険証を返してもらいます︒

鞍無は事葡に確かめてくだ湊い︒

役場の麟保係に送ってください︒

な姿で︑とても揃っていて︸善

出稼ぎ先で轍会保険に撫入す

うな場合は︑一世帯に一枚の保

ると︑慰帯意で扶養春のある方

会保険に撫入します︒

は︑その家族も扶養轡として社

このような場合には︑特甥に

険証では闘に合いません︒

知っていますか︑ もう一枚の保険証︵遠隔地被保険者証︶

る方は︑出稼ぎに出られる葡に

なたの尿庭に連絡して︑園保の

藻︑動手続きを忘れずに行なって

作

状溌を︑吹っ飛ばすかのよう

に盛大に行われました︒

ラヘビがやって来る﹂を︑子繊

天水鶴の婦人会では﹁ガラガ

でした︒

しなの褒さで︑雛落の濃性化と

婦人会の皆さんもアイデァと
交流にお役に立ちたいと参膿さ

ない方は︑麟保係でもう一枚の

に翻嬰人し

保険証を交付しますので麟保係

出稼ぎ先︑で縫ム筑保瞼

ら大きな簗い欝が闘えました．

の方罵に﹁遠漏地被保険蕎証﹂

あなたの保険縦の他に︑象族

の交付を受け︑家族の方に送っ

もう︸枚の保険証︵遠漏地被保

す︒

㌔陶

凝︑喰︵

ください︒

てください︒

険者証﹀を受けることができま

出稼ぎ先で社会保験に撫入す

冒を連絡してください︒

鰯かない晦も︑贋療機関にその

保険証が変わったら医痕機関に連絡を！

修掌のため飽の市町村に催むよ

ですが︑出稼ぎ︑擾鰯の旅行︑

保険証は⁝世帯に︸ 枚が漂則

へ相談してください．

ないほど変装して灘り︑禽場か

また︑誰れが誰れだかわから

たちと⁝緒ほ踊りました︒

せていただきました︒

果水越の婦人金では﹁おめで
た轡頭幅を踊りました︑

皆さん︑ご蕾労さまでした︒

をず

肇貧イ・華

詐
︑︑モ雛頭

拳鷺翼

葎薄音

た
・購で
︑奪戸め

霧鷹蓄 さんにかかる時は︑必
ず保険誠を受付の窓 購に提承す

も保険証が変璽になった場禽は︑

︑

験

﹃げ

グ

％

出稼ぎ等で﹁籔罠健康保険し

必ず︑鷹療機関に保険証と難人医

また︑老入保健につきまして
から﹁徹会保険﹂に変翼になっ

療受給餐証を冤せてください︒

ること紅なっています︒

たら︑必ず医療機関ぱ連絡して

ることがありますので淀意して

は︑鷹療費が全額自巴負撫にな

連絡や擬示をしなかった場禽
出稼ぎ免で 社会保険の手続き

ください．

が遅れ︑華︑駕に新しい保険読が

∫5

り
踊
・の
会
入
婦
の
越
勲

縷灘

これは七月十三欝の役蝿観修

繍

L与ニト玉﹂
︷︶
／7

議ノバ疑いい ︸

◎喪質米共励会表彰

⑪もちつき大会＋一時〜

九蒔〜

ゆライオンズクラブバザ！

糊瀦翻顕ぽ藻業祭驚董
一年聞の農業蝕産の成果を展
．本・発表しあう農業祭が︑十月
一一芋一g曾︶闘催されます︒

会場は︑自然休養柑センター
及び鑓幾体欝館周辺です︒

ゆおにぎり・手打ちそば．もち

試食牽一蒔〜

また︑騰時闘催の芸能祭は午
繭九聴五牽分から購畏体鷺館で
︵引換えは牽一將から購︑すが︑

渡します︶

引換券は受付テントで朝から

行われます︒

主な礒程は次のとおり嚇︑す︒

◎野菜・牛肉即売 九蒔〜
九鋳〜
九鋳ー

1卜OF

秋撃火災懸防運動縄／鈴〜糊藩壌

これから鷺一礒と寒さが増し︑

却の場合は︑強風紅よる飛び火

禽は整備不良︑稲わら・籾霞焼

員防火の輪つなげて広げてなくす火事n
暖廃羅鶴等の火を使う機会が多

は︑

︑整備を怠らない﹂

﹁その

火災の発焦を防血するために

れます︒

たことによる拡大などが響えら

や︑火をつけてそのまま放置し

期となります．

くなり︑火災の起こりやすい蒔

火災の大半は︑ちょっとした
不注意から起きています︒

今年は異常気象の影饗

米の収穫期臓入ると乾

の取り扱いには十分注意してく

い﹂の三点を常に心掛け︑火餓

﹁消火を忘れな

燥機や稲わら・籾殼焼却紅よる

ださい︒

場を離れないし

火災が発生しています．

で稲刈り作業が遅れています︑

で

◎午後診療段

かり十一縛三十分まで

受付時間は︑午葡八時三十分

︵但し第一︒第三土曜類は休診︶

月曜藏から土曜臼までの毎冒

◎午前診療

▼内 科

診療醸をお知偽せします．

県立松代病院の診療科ごとの

嶽覇羽根襲園募登

十月から十︑︑肩象で．赤い羽

いろいろな機関や団体の協力

根鋲同募金しが行われます．

を得ながら︑誰もが藻加晒︑きる

ボランティア活動として︑また

腔鋭総参触で展開される規模の

皆さんか詳寄せられた募金は︑

大き㌧馨金瀬動です︒

てい豪す︒

町の社会福徹の飼上にも役立っ

たとえば︑懸入クラブの鴛成

や敬老事業に︑穫たきりや痴呆

のお年寄りへの歳末援護に︑休

の不脅宙な方の鐵捧の育成のた

めに︑母子︑父子象縫の畢せの

ためなどに使われてい談す︒

社会編祉協議会では︑尊懸勢

皆さんのご理解とご協力を︑お願

金や職域幕金を行いますので︑

木曜黛の週一磁

いします．

月曜総の週一繊

◎ギ後診療縫

受付時間は内科と岡じ
▼糖尿病グループ外来

から九鱒象で・

診療蒋間は︑午蔚八時 卜分

月・水・金曜繍の週︸懸闘

月・水・金曜繍の週三欝間

来豪で︵齋七三二〇〇︶

⑨憂診を葦望される芳は内科外

受付時闇は︑午後皿縛から三

聴三牽分まで

一▼整形籍

騨︶

︶

受付時問は内科と同じ

◎午前診療溝

県立松縦病院の診療案肉

その原鰹として︑乾燥機の場

火燥

◎錦鯉展示即売
◎農機興展示即売

◎わが家の味自慢コーナー

九蒔〜
ジャンボかぽちゃコンテスト
九聴〜

及び重鍛灘てクイズ 九縛〜
◎あんぼ展示即売

をかける響横をつけましょう︐

車かり離れるときは︑必ず鍵

◎乗り物盗の防止

◎予どもの非行防止

◎暴力追放︵暴力団の誹除︶

奎国防犯運動棚％翻奮緬／㈱
鑛蟹では籏ごろ防犯活動に鍔
めています︒

しかし︑犯罪のない社会づ〆︑

りには︑住艮一人 人の防犯意
識も欠かせ象せん︒

安全で焦みよい地域社会実環
のために︑地域控艮の皆さんの
ご協力をお願いします心
今無の防犯運勤の重露︑事項は
次のとお導です︒

一

そ災機毎稲ま
嬬
寸鈍 ナ

鐙

一｝

一

◎・

6

謙鯵塘○
藁犬療合稔
ー

寿浅葺

皆様の献搬によりたくさんの尊い命が救われます・
一人でも多くの方の献撫をお願いします。
一
〜

Lよし尋レ吟．

漁酎

停電のお知らせ

ズ毫

棄川の一・部、下蝦池の一部

鯵．

．︑

天水越の一部
＊鎗月26日（火）午後1時から3時30分まで
月池の全部、坂中の全部、豊醗の一部

／μ︑鳶．

＊憩月22β（金〉午前9時から鴛時まで

⁝野

＊憩月珀β（火〉午後ま時から3聴まで
−よ

︑

︵確 ︑ 糾
︑乙訴︑

︑
〜

ピ蝶

新潟県最低賃金の改正
︑

ノ辱スラエルとパレス

出来事がありました︒

九月︑世鼻をあっと驚力せた

平和への携戦

戦争を起す以上紅︑平灘をつ

るものではありませんの

しかし︑平瀦はたやすく訪れ

います．

規の可能性のある時はないと思

去の歴史を通じて︑世界平憩実

泰繊の世弊ほど︑今までの過

註政策ヘレ芳飼を変えました．

腿

穫ーキャサリーンさんの随箋コーナーーー︑︑ー識

㎜
㎜

幌

︸

それは︑

チナが初めてお互いに霧雀する

権利を認め︑平秘に盤きようと

いう岡慧諜に署名したというこ

くり串す三とは難しいと思いま

とです．

一九騰八年︑圏連による投票

︑︑1

卑嘉

熊避

︶

すべ6ではないでしょうか︒

力をもつて︑平秘の実現に遙進

これからはそれ以烹のお金と労

のために費やされてきましたが

今までたくさんの資金が戦争

ょう︒

努力をしなければならないでし

来に両って平瀦をつくり勘げる

過去における遍ちを反雀し︑湧

平翻をっくり出すためには︑

す︒

の結渠︑バレスチナをイスラエ

ルと黛ルダンに分裂することが

決建されて以来︑バレスチナと

イスラエルは反抗と戦争の状態
でした︒

この署名により︑闘十五甲間

解決することができなかったこ

まずベルリンの壁が崩れ︑ド

そして︑ソ運の袖会霊義体鰯

が崩れ︑軍部によるク⁝デター

顧 が罠間の抵拭によってくつがえ
ゆ
されました︒
駒
㎜ さらに︑南アフリカでは人種

㈱

卿 イツが統一されました．

㎜

一 た数々の世界的欝跡の一つです︒

槻
髄 の問題が一瞬にして状溌を変え
榊
断 たのです︒
脚
この休戦は︑過去数奪に趨っ
輔

鵬
幽

㎜

㎜

㎜

櫛

㎜

㎜

側
ゆ

緬

腕齢

轍 差測政策に終疵符が打たれ︑幾

．＿，一一囲卿欄剛助髄榊櫛禍

轡ーーーーー茎ーーーーーー5ーーーーーーーーーー⁝−ーー︽島
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輔

鵬

囲卿

＿一＿一一一…一一

纈
麟

幽

563円（引、ヒ額 18円〉
時聞額

z

松之山町役場
斯
＊場

晒

㈱

＊臼時B月4獲（木曜欝）
午蔚9時3G分〜12時
午後！時〜3時30分まで受付
午後！時〜3時30分

◎』 写 魑
誕． 響

額 4，496円（引上額B晒）
B
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新潟票最低賃金が10月1繍より下記のとおり改疋さ
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