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新年度がスタートして一カ月が過ぎました︒町
では住みよい豊かな町づくりを進めるため︑いろ
いろな事業を実施します︒
先月号で町の予算について詳しくお伝えしまし
たが︑今回は主な事業についてお知らせします︒
事業の推進にあたりましては︑町畏の皆さんのご
理解とご協力をお願いいたします︒

罵婚葬祭や農繁期などに︑寝

たきりのお年寄りを短期間老人

す︒

ホームヘ入所することができま

健康相談・訪問指導

ます︒

健康診断などの傭報をもとに︑

健康管理のための生活習慣改善

などの指導や相談を行います︒

まちづくりと産業

上水道施設の整備

上水道は︑

お年寄りの鷺常隻活に必要な

β常生活用贔の給付

﹁爾浦照簡易水道﹂ ﹁田麦立給

寝たきりや一人暮らし老入な

ホ雍ムヘルプサ韮ビス箏業

気で長生きしていただくための

健康と体力づくりそして︑元

各種衛生講座

−湯塞簡易水道蝋

ベッド・車椅子などの給付や貸

どの世帯へ轟陶き︑家事や介護

事業として冬鰯講座や糖尿病予

克雪往宅の普及を図るため︑

克雪住宅の普及

像箔の敷地を整備します︒

平成七年度に建設予定の町営

町営住宅建築罵地造成

械を整備します︒

冬期間の無雲駐毒場や除雪機

地域防雪体翻の整備

水施設﹂で整備が行われます︒

出しを行います︒

各種検診

総合検診︵基本検診・霧ガン

検診など五項目︶のほか幼児検

への手助けを行います︒

防講座︑いこいの場など欄催し

診︑乳幼兇磁科検診を行います︒

ショートステイ事業

に委託します︒

事業は︑老人ホーム﹁不彰翻﹂

食サ；ビスなど行います︒

機能酬練︑入浴サ⁝ビス︑給

デイサ舞ビス事業

推進と整備を行います︒

裡宅編祉サービスの積極的な

まちづく鱗

健康で安らぎのある

健康と福祉

元気に ニト糸一ルを楽しむお年寄りの皆さん

フラワーづ

い二いの場でのぺ

住みよい豊かな町づくりをめざし

こ

自

2

克雪住宅を新築・増改纂される
方に対し︑克雪に係る工事費の
一部を補助します︒

今年度は︑十件を予定︒

合併処理浄化稽の整備補勘

禽併処理浄化槽の普及の推進
を図るため︑設置を希望する方
に紺し︑整備のための工纂費を
補助します︒

難
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二︸照m

二〇〇m

燃

・蟹鑓牛ケ轟線

・水梨黒禽線

・東川藤倉︑天水越線

ムフ年度は︑六基を予定︒

集塵箱設置への補動
・申尾外鬼線

また︑亀石線林道でも七〇〇

二〇〇碧

集落で藁塵箱を設置する場倉︑

その経費の三分の一を補助しま
膿の舗装工事が行われます︒

特殊改良

改良が行われる湯出北線

す︒

まちづく鯵の推進
事を行います︒

町内の三力漸で道踏の改良工

・湯山兎鷺線︵湯瞭︶︸○Om

町内の二牽歳〜灘幸歳代の構
成メンバ︸で﹁まちづくり検討

・松代松之山線︵兎擬地内︶二

するため蟹上車一台購入します︒

冬獺聞︑藥落内の雪道を確保

雪上車購入

m

・湯由北線︵不老簡繭︶二〇〇

照Om

蚕巌会しを設置︒町づくりにつ

泌
造
完
住
営
驚
た
れ
わ
行
カ
採
伐

いて検討会を購催します︒

道路新設改良
鱒内の四カ所で道路の舗養工
事を行います︑

地方産桑の青成

教育の振興

生涯学習の各種教蜜

親子懲然教室や歴史教室︑生

します︒

花教室︑商齢者教蜜などを闘設

各種大会・スボーツ

豊かな人間牲をはぐくむ

町戻体蕎大会やバレーボール

商工業振興対策として︑地方
大規模改造事業

大会のスポ茎ツ行事のほか︑警

産業膏成資金の貸し付けを行い

義務教鷺施設の驚備として︑

能祭や美術展なども開催します︒

ます︒

が行われます︒

松之山中学校の大規模改造事業

内容は︑内装・酎管・電気︒

工事が行われる予定です︒

棄場から湯由集落に両けて配管

なお︑今年度中には︑温泉駐

は︑後臼連絡いたします︒

いいたします︒交通規舗の内容

だくなどご理解と．こ協力をお願

合︑温泉駐車場に毒を駐車いた

温泉センタ茎など．こ利規の場

泉街で交通規綱が行われます︒

十月工十一霞まででこの間︑温

工事朗間は︑照月二十臼から

工事が行われます︒

管や温象灘管も併せて伏せ替え

箪場までとなっており︑水道醜

工事薩問は︑温泉源泉から駐

れます︒

って温泉街の配管工事が施工さ

㈱扇橋総︑㈱大海緯の二祇によ

四月二十臼に入札が行われ︑

温泉街を中心に行われます︒

今年度の下水道事業は︑湯本

下水道事業

出材資源活窮の促進

内装工事が行われる松中

生産撫工施設の建設︑轡刈り
稲乾燥機︑ゼンマイ趨動乾燥機

習推進体制づくりを進めますゆ

Aフ年度から三年間で︑生涯掌

生涯学習推進体翻

す︒

掌轡などの取り継みが行われま

では︑老人ホームの訪問や体験

施します︒﹁いきいきスク︸ルし

今奪は︑松之山小が新たに実

きスク︸ル﹂を実施しました︒

松婁小︑浦懸小で昨年﹁いきい

童・生徒を蕎てるため松之山中︑

心蟹かで躍動感にあふれる兜

いきいきスク垂ル

照明そして放送設備などですロ

︵爾之蔚・松口︶

を購入するための補助事業を行
います︒

山村農業の活性化

脳ならし︑農遵整備︑大型農

翻

し
︑b

な
濁
の
区
地
間
光

業機械購入などのための補助事
業を行います︒

︵光間・川手︑上布絹地区︶

農業摂い手公敏の設立

三︑○○○万円の基金で公祇
を設立し︑掲い手となる後継春
を欝成します︒

農道の整備

瓢九m︑舗装二七

顯麦立地護で舗装六八九m︑天
水鳥地区で改良︸

九m及ぴ橋梁ヱ一式を行います︒
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残雪と新緑の中で心新たに20歳の門出

汽月

︑鷺︵火︶懇滅記念βの祭

隼繭十時三十分紅式典が始ま

行われました︒

ると︑地元に残っぐ規いる薪成人

磁︑大厳寺隔原レストハウス煽

仲間で作った成人式です︒今環

蒙館で平成六年慶松之矯購成人

午鹸九蒋か ら町毘体奮館で受

は思い出に残る一沼紅しザ︑くだ

滝沢彰宏さんが﹁地充に残った

付が始まると︑久しぶりの再食

式典では︑本山教欝長が﹁町

さい一と踊式を臨ユげました︒

外に出ていても︑松之山をいっ

今年度の対象餐は瀧八入で︑

に話しも弾んでいました胤

この鰻は鴛．人が式典紀出籍し

を養う心・社会のため続役立と

そして︑これからは樫創造力

して頑張ってほしい︒

って来て松之撫のエネルギーと

までも思い︑また出来るだけ帰
受付が終るとバス外︑式曲煎瓢場

ました︒

へ移動し︑まだ残る輿い霊とよ

﹁記念撮汐が行われました．

を持って人挑を送ってほしい︒﹂

うとする心︒感動を覚える心帳

うやく芽吹き始めた新緑の中で

今麹の成人式では︑企癬・運

と新成人沓を激励しました︒

営範紙成人蕎も滲撫し︑例年と
は一糠違っ輯雰麟餓の中で式が

また︑来．賞として出朧した禰

原公難郷教膏婁員長と村撫︸司

購濤脅懸長からも新成人への潟
祝の誘葉がありました．

これを受けて凝成人を代裏し︑

を一歩一歩あゆみ輪めています

高沢雄基さんが﹁それぞれの遵

が︑まだ不安なところがたくさ

桜の木30本が植樹された

新成人によって闘式の魏

シヤンパンで乾杯！

式が行われました︒

本山教費長の告辞

人晴れて大人の仲間入り

52

4

スのみんなほいいました︒

﹁社会に出ると必ず驚しいこと

が訪れる︒でも落ち蕩いて蕃し ㎜
㎜
いことと闘ってみろ．その灘い ㎜
㎜
から逃げ出さなかったら必ず畏 ㎜
一
い結果を簿ることができるゆ

闘いたことのある書葉でしたが︑

二十歳を迎えるにあたって一番
心に置いておきたい欝葉です︒

きます凶と新成人としての力強

かりと自分たちの道を歩いて行

初心を忘れ為ことなく︑しっ

樹されました︒五〜六難後には

魂社に桜の藷塞が三十本記念穂

新成人の手によって︑松之歳招

また︑麟臼五月二賛には地元

り厳し㌧ものに変わると思いま

周翻の人に迷惑をかけるよう

す︒

なことだけはしないように︑そ
して彪分なりに納得できるよう
続生活していかなければならな
いと思っています︒

もいいのだろうかと思ってし塞
う︑今欝この畷です︒

購内

成人鉦なるという事は︑どう
いう事なのでしょうか？

の皆さん︑ぜひ良いアドバイス
を私にお聞かせください︒

まだ塞だ︑ご迷惑をおかけす

﹂

ることと思いますが︑何とぞよ
ろしくお顯いいたします︒

新成太が生まれた
羅前の
松之滋晦の纂識妻ス

︵資料・嵐報縮醐糎よ今︶

積雲を認録

松墨轡蒙絞閥八○の瞭の簸瓢

蓼欝鷺遜O豪雪︒役場照獲O㈱

蕪餐僅

誓均簾収溢牽八獲燕羅爾の

王絹驚藁濾ぽ羅の奴綱淡徳わ鋤

鴛鶏鷺松謎鋤簡旗竣滋

鷺鵠稼潔数熟鷺釜人

難鶏▼棄灘灘裳糠俸奮館鰹完成

駐欝鷺辮立繊集落慰ンター竣菰

顔蚕羅被讐

▼灘藩八総焼幽の騰火鑓よ

異鴬発蕪珍讐報漿禽

マ災候茶漿懸葉瞬もお病が

辮櫨縁︒櫨轍け不能難晦歩

7驚驚麟穣の集櫓豪雨饗始聴歩

︑繕轍不能が牽穴購歩

▼照櫨菱聴朗の筆ぽの認櫨

β鰯▼東灘小撃校禽鑓成

▼老太樋む騎の窯灘ー鑓ン

5罵︾灘顯保灘漸︽き馳保餐滋

▼癒ーム︽ルパー︸嶺紙設

▼盤帯数一︑煮鷺鷺簿

▼総灘隣熟︑叢○鷺人

始︑籔OO灘霧零琶た．

4翻▼購梱般会欝の醗算は七億

鱒、

んあります．A鷺﹂こに集った

︑轟霧
い誓いの露葉が述べられました︒

（湯撫・撫城）

鰯灘人

きれいな花を咲かせてくれるこ
とと思います︒

式典が終ると全繰噛しシャ恥・㌔ハ

ンで乾杯し︑二十歳の門出を祝

二十歳になられた皆爵ん︑ご

これからは︑聴代を撫う㎜︸人と

高沢雄基さん

成
る
いました︒

時代の恩舗である大島杓立大騒

してご活躍愚れることを期待し

成人おめでとうございました︒

中学校教諭の小林直樹先生によ

ています︒

式の簸後は︑新成人の中掌校

る弩はたち・これからどう生蓉

成入式を迎えて

浄と題する記念講演が行われ

…

住漸松之由町
職業地方公務員

ました︒

成人の皆さんカらの
職業学生

畢いもので︑今鰯は二十歳紅

住漸東窟都

成人することによって社会か

（炎水越・蒲雷屋）

仲閥たちと励まし舎い︑これか

心に置きたい喬葉

講演に聞き入

專門学校を卒業する蒔︑欝じ

住勝新潟霧

なります︒もう成人式を迎えて

佐藤美穂さん

らのさまざまな試錬に立要陶っ

小林先生の講演
（新霞・天上原）

ら自分へ両けられる目は︑かな

出岸正広さん
クラスの二牽二歳の先輩がクラ

新成入となって

て行きます︒

箕

ザ⁝
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した広域行政が推進できる．
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広域帯町村圏の変更のメリッ

の広域圏となったため︑密着

︸︑露常挑活漁欄が身近な帯町村

広域市町村圏が十日町圏に！

二︑中心都市が近距離になるた

タ⁝し︑平成三鶴痩には門下布

今回の十臼町圏への編入は︑

され︑新十総町圏は十照町市・

町が上越圏から十懸購圏へ編入

の湯﹄と兎鐵露天風髭﹁翠の湯し

のお葎寄全轟に温泉センタ峯﹁鷹

この鰯月︑町内の七十歳以上

帯を中心に広域的な施設整備︑

したがその場合︑醐保の保険証

泉センタ⁝を無料で利粥できま

．︑︐垂謹鞍

︸三一内線五穴︶
︑

滋婁翫誓

き

︑
季︷︑

役場穗罠豫禰祉係︵費六⁝三

O闘い禽わせ先

は再心父付し蜜す︒

入湯証！

利用しゃすくなる．

め︑広域圏で整備する施設が

トとしては︑次のようなことが

薮町は︑これまで撫入してき
川地区コミ諾ニティセンタ⁝偏

上げられます︒

た上越地域広域市購栂を脱退し︑

交通体系の変化や生潜圏の変化

韻濾町・津南町・中塁村・松代

が無料で利絹できる入湯証を交

お年寄にか無料

がそれぞれ建設されました︒

に対応するためで︑藥が進めザ︑

購そして当購の六市町村で構成

今懸の晃藏しで︑当購と松代

きた広域圏の見直しに締い行わ
すること鑓なりました︒

に編入しました︒

れました︒

付しました︒

活や行動が帯購村を超え広がっ

産業・文化などの振興を図って

今後︑新十沼鰐圏では十臼購

てきたことで︑一箏町村の中だ

ゆくこと鑓なりますが︑今葎度

や老人保健証をセンターの窓嶽

広域斎購村圏とは︑住昆の盗

けでは建罠への行政サービスが

中に催罠アンケートなど広く意

へ鑑承していました︒

ゑ・殿㎜

一
寧 一

謬︑胤
発行松之1

これまでもお年寄の方は︑潟

十分に行えなくなってきたこと

見を聞きながら基塞謙爾が作ら

しかし︑この冬の冬期講座の

から︑國が昭和囎十鰯年に広域

れる予建です︒

腐でお年寄の皆さんから︐﹁魍保

の保険証や暑人保健証が汚れた

り紛失したりすることもあるの
で︑それに代わるものを弩えて

ほしいρとの要望が出され濠し
た︒

甥噸慈．．イ

囎月﹂鼠から十β町地域広域圏

平成3年に兜成した下嚇川地区

的な行政需要に鱈慮するため︑広

域声町村圏﹂を設立したもので

当町は︑昭和縢十五葎に蔑韻・

コミュニティーセンター

す︒

薩江津︵環上越︶広域圏に癩入
しました︒

上越広域圏では︑整備謙薩の

験烈、、轡』花

そこで今回︑防水ケースに入
った名刺大の大きさの﹁入湯誠し

を作り配布しました︒

なお︑この無料入湯証は七十

にも紛失した場合

歳になったその月紅役場の窓撒
で交付します︒

また︑万

ρ縣隼鰯勲

中で広域ネットワークの形成や
遵踏交通綱の整備︑り⁝ジョン
り発展の
プラザの建設など圏域0

ための役割を果してきました︒

濠町においては︑広域圏を単
位とする公共施設の整備として
平成二．隼度に﹁松之山潟泉セン

」嚢鱗

総代会開催

懸月十九段︑新爺度に入って

初めての集落総代会が役場議場

会議に先立ち︑一葎問町行政

で翻催されました︒

事務をお願いするにあたり︑全

また︑松之山駐往所窟所巡奮

曇に婁嘱状が交付されました．

部長から新しく替わられた湯本

会議では︑︑役場各諜から選挙

関漂巡奮長の紹介がありました︒

や克聾縫竃普及事業︑水懸営農

活性化対策事業についての鋭明

が行われ︑また祇会橿祉協議会

盛り沢山の内容となりました．

評議蝿会や薦校後援会の説賜と

この岬葎間︑総代さんには忙

しい年となりそうですがよろし

くお願いします︒
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可閾司コη『

昨シーズンを上回る！
少したところもあったようです

入込客数
松之山湯泉スキ⁝場は︑今シ
が︑当温泉スキー場は瀾叢以来︑

その理磁としては︑少規模な

ーズンの営業を縢月黛灘で終了

スキー場であるが霞定客がいる

簿年利爾煮が増えています︒

㎜蟹月六霞七鷺︑ スキーシーズ

しました︒

ンの大役を終えたリフト︵搬雛︶

費六⁝三〇五五

ばーどがーでん

◆問い念わせ・辮し込み

新顔

コテ峯ジもオープン

昨無の牽一月︑大厳寺蔦漂に

究成したコテ妻ジ︵宿泊施設︶

が餌月二牽九露にオープンしま

この施設は︑昨年度グレード

した︒

ーにとって魅力のあるそして︑

ことや従業蝿・ホテル・旅館な
ど総合的に評髄が上がってきて

が従業蝿の手によって︸台⁝台

取り外藝れ︑レストハウスの中

ので︑今館の大厳寺轟原の新し

アップ事業として建てられたも

町艮が皿体となってスキー場づ

町活牲化につながるよう行政と

くりを進めていくことが望まれ

いることが考えられます．

しかし︑諜題もあり今後は︑

た︑施設には貸布繊︑シャ

ワー︑トイレそして簡易の台所

ま

六名まで使罵できます︒

コテージは一棟ですが︑大人

い顔として人餓を呼びそうです︒

スキー場のゲレンデ整備∵拡大

相次ぎオープン！

ます．

高原の主役︑

などと併せて︑さらにスキーヤ

に収められました戯リフトや狂

霧車は︑来シーズンまで静かに
眠り範つきました．

今シーズンの温泉スキー場の
入込客数は︑五五︑六五八名外︑

昨シ⁝ズンと比べて二・照％増

副棟八︑○○○円

薦してみてはいかがですか︒

◆使罵料金

◆問い禽わせ・晦し込み

厭六⁝二九九麟

大厳寺嘉療管理棟

松之由購役場

も付いており︑仲間で料理を作

献斑につ糖ての闘も鰹

穿再生々ばーどがーでん

です。

県内のスキー場の中には︑不

搬のご協力を恥ただきましたo．＿

気の合った仲闘やご療族で利

玉◎月24日（

って楽しむこともでき謹す．

養

次回の献血は

大厳響嵩療の福泊施設蝿ばー

当日、会場には98名が訪れ、献

どがー で ん 軸 が ︑ 閥 月 二 十 九 β
オープンし濠した︒

塞した。

加しました．

裁

昨奪⁝シ︸ズン休館してい窪

療再鑑

しました︒

したが︑新たな襲いでオープン

今年から町観光協会が婁託を
受け︑浦照地区の母さん方がそ
の運営にあたり豪す︒

4月5霞、役場で献血が行われ

ザ〜︸■髪﹇§⁝雪⁝豊︑奮ー善︸モミ︸

「愛の献血」

溌のあおりで入込客が大帳に減
．︑鰯譲

㍗．嘉翠

羨磯

撫鷺錨

簿生の目玉は︑母さん方の手
と 薬湯．
陶けいまスタートしました︒

づくりの 重箱料還

︿燈食もいたします︒﹀

六︑○○○円

◆宿泊料余㎜

のお風鼠です．

新しい味と新しい襲いの彌ば

花湯・慮菜湯

ーどがーでん臨は︑跡瀬性化に
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6−3ま31

保健衛生

住罠課

ざいました
ご協力あ馨，がどうこ：

勒｝軸｛珊｝｝㎜r
一一『｛噺
＿＿＿＿−＿＿＿＿＿瓢簾、一一．一一一・一一一一〃

詞・oo弘Ooo・G・99。9。。・1

盈撫訊誌
夢と希望を胸に

入園入学式

元気いつぱい入園式
照月六鼎七掴︑町内三つの保
育所で入園式が行われました．

今年の鰹内保欝所の新入園兜
は︑全貴で二十五名でした︒

各保育所とも轟新しい園児服
を蒼た新入園児が元餓に入圏し
ました︒

入園式では︑保母さんから名
葡を呼ば れ る と 元 気 な 轡 で 返 事
する園箆︑ちょっぴり恥ずかし
そうに返事する圏兇とそれぞれで
したが︑楽しいお遊戯が始まると

元気いっぱいに体を動かしていま
した︒新入圏兜の皆さん︑︑撮醸

元餓よく保袴所に通ってるかな！

1寸㊤F

小学校つて
楽しそうね！

町内小掌校では︑闘月照繕に

浦田小学校の式典では︑晃童

入掌式が行われました︒

を代表して飯塚大︑熔醤が﹁小掌

です︒これから︸緒に勉強しま

校は保蕎所とちがった楽しい所

築を送ると︑

それまでちょっぴり不安だった

しょうゆと歓褒2

その後︑二人に新しい教科欝

顔から笑顔がこぼれていました．

が授与され小学校の新罪焦活がス
タートしました︒

購内小掌校の新入生は︑松之

校への新入生はありませんでした︒

嶺でした︒なお︑今年度東川小掌

名︑浦湧小学校二名の計篇十五

山小学校十胤名︑松里小学校七
鰯月三田夕方︑鐵然休養村セ

中学生としての
良覚と行動を！

松之霞中掌校で照月烈賑︑入

新入盤五十購名は︑ブラスバ

掌式が行われました︒

ンド部轟の演奏のなか入場しま

式辞の中で︑木澤校長先焦は

した．

松之山町は山村留掌を傭験し

る生徒ρ璽．5の目標を持って

徒︑学業と部濡勤の澗立ができ

疋しい判断で感己決定できる生

﹁さわやかな挨拶ができる生徒︑

り︑特鑓太鼓と豊かな︑罵然に魅

これから一年問︑地冗の子供

霞分で行動して行きたいのと繋

しての自覚を持ち︑自分で考え

表して儀藤利昭鷺が﹁中学生と

ほしいと述べると︑瓢入生を代
たちと仲良く勉強や運動に頑張

っていました︒

ってください︒

力を感じるそうです︒

ょうとする子供た濫に人餓があ

です︒

名︑継続園焦十二名の二十㎜名

今年の山留生は︑新人翻生九

圏式が行われました︒

ンターで顛村留掌第八期生の入

山留太鼓！

今年も響く

の

8

第八回松之山温泉

今回も松之山申掌校の選手が

クロスカントリースキー選手権大会
松之由中大健闘！
鰻月十七揖︑大厳寺腐猿で松
成績は︑次のとおりです︒

大健翻をみせてくれました︒

ハ松之山鑓関係を十位まで掲

之山温泉ク㍑スカントリースキ
ー選手権大会が開催されました︒
載し ました︑︶

大会成績

今シーズンの曝スキー連盟公
認最後の大会とあって︑県内外
▼小学校女子五年生以下黛キE
駕分蝦秒7

▼小学校女子六奪生黛キ慰

⑧醐橋墾艶︵松磁小︶

から臨三八名の選手がエントリ
ーしました︒

競技は︑成葎男子をトップに
総分綿秒8

▼小掌校男子五年生以下︵五キ三

橋爵織︵松羅小︶

した︒この腿は︑天候も侠購で
⑥鈴木罵灘ハ松庭山S←鍛分纐秒0

次ぎ次ぎとスタ⁝トが切られま

気温も二十濾度まで上がり︑ま

20分46秒9

▼小学校男子六年生曾キE
②鵜田 蛾くハ松羅小︶

曳

た縛折吹く突風の中でしたが︑

選手︑役員ともシーズン巖後の

羅

繍

23分垢秒1

▼中脳子校女子一蕉−雌宍鷹キロ︶
⑦傷橋醸代︵松凄山中︶

④佐藤及縄︵松際山鞄︶

20分29秒0

▼中掌校女子二・三年竃曾キE

⑧紺撫久藻︵松之慮中﹀ 議分珍秒1
⑩竹内久輿︵松之山中︶ 別分捻秒1

18分硲秒8

▼中掌校男子一年窯我キ呂
①松沢隆鍛︷松虚慮蝉︶

③村出轟旭ハ松之撫中﹀ 漁分紛秒4
⑥講沢勲総︵松慮山塵︶ 扮分欝秒3
⑧依藤利昭︵松識由中︶ 紛分菊秒6

詔分40秒1

▼中学校窮子二・薫年生革キ営
①竹門冤輝︵松之繊中︶

怜︵松之由中︶

⑦塞出広海︵松斌山申︶

36分56秒o

36分姶秒8

②醐橋儀携︵松虚山中︶ 器分砿秒玉

⑧島照

麟難

環雀︑町は無火災を更新中で

無灘に終了した︒

す︒万⁝の時︑適切な潴火作業

切であり家す︒

を行うためにも黛畷の講練が大

﹁火の燭心鉱をお願いします︒

ぼくもわたしも

での正しい歩行の仕方︑

部︑長から道路・交差点

低学葎は︑欝所巡奮

実地学翌に入りました︒

で事蔚学習したあと︑

から交通ルールの議しやビデオ

松之山駐在所の窟所巡蓋部長

で交通安全教室が行われました︒

鰻月二十六鷺︑松之山小学校

から道路状況に応じた

れ窟した︒

墨は五月牽一黛にそれぞれ行わ

なお︑浦懸小は烈肩七繊︑松

りました︒

交通ル馨ルを守るよ！

消防想定訓練実施

只今︑無火災を更新中！

春の火災予防運動簸終繊の鷹

した猛鍛の機敏な動きと操作で

という想定内容で行われ︑参撫

翻練は︑申坪集会勝から出火

あたりました︒

第二機勤隊が出動し漉火活動に

訓練が行われ︑松之山分遣所と

月七購︑天水鳥地内で消防想定

脚−鯉
醐《》礎
』猷
卿瀞
榊・
鞭爾
一岬
欄 醐メ馳糊溜謂岬 一

高学隼は町交通指導員

9

②腐

瑚贈
一僻

自転車の乗り方を教わ

総

大会に全力で望んでいました︒

、

岬「．躍

一醐斜 瀞F一 一欄欄紺

僻
鋼

側
τ齪

一》貯r
㈱一謝【一

・卿躍

灘灘
瓢

叢，

》

激

☆墨解
絃繍．

うお座

黎萎謹灘

井川春美さん︵上鰯池・糀屋︶

座

・昭和駐年3月生まれ
︒懸液型 AB型

︒星

︒勤め先 特甥養護老人ホーム﹁不老閣﹂

燃

こ責任を

良分

今年の4月から、新社会人となりました。

社会人になったからには、自分の行動に
貴任をもたなければなりません。仕事に対隔

しての責任、何に対しての責任も一一。
載、は、特劉養護老人ホームド不老閣、…で

お年寄りの方々のお世話をさせていただい
ています。いまは、まだ仕事になれていな
いσ）で、先輩方に闘いてばかりです。お年
寄りの方々の名瀧も半分も覚えられません。

しかし、これから少しずつ覚え、何もか
も…入でできるように頑張りたいと思いますQ

も無くなってきました。

しかし、まだまだ仕事の内容でわからな
いところも沢山あり、周翻の方々に迷惑を
かけています。

これからは、少しでも単く仕事0）内容を

1口ΦF

数週間が経過した今では、少しずつ不安

︒昭和纐年7月生まれ

るかどうか心醗で仕方ありませんでした。

0型

りも不安の方が大きく、自分に仕事が務ま

︒漁液型

しし座
松之山町役場

4月1鷺に役場・＼ぞテく蔀までは、期待も

座

ることになりました大見です。

︒星

︒勤め先

今春窩校を卒業し、松之山町役場に勤め

大見好行さん︵下鰯池・上村︶

新社会人になって

覚え、迷惑の量を減らし儒胴を得られるよ
う努力していきたいと思います。

松灘葵人林で

美人林で清掃活動

賜月二十五懸

松之山小学校兇童七十㎜名によ

松之山小学校では︑二無薗か

る溝掃活動が行われました︒

ら奉仕活動として葵人林の清掃

を実施しています︒この獄は松

照の皆さんも参撫し︑その指導

のもとで林の中の柚枝や落ち葉

溝掃は囲時まで約一時間行わ

集めが行われました︒

美人林はきれい紅なりまし

た︒今年も美人林にたくさんの

入が訪れることでしょう

フレッシュのコー

ナーでは、今年の春
に高校を卒業し、地

元に就職または、隣
接町柑へ還勤してい
る若者紅登場してい

ただき、一器役会人
としての抱負を語っ
ていただき濠す。

O

ようかと欝うのが働機です．

＠町紅ついての印象は2

＠警察官になった動機は？

それから犬が三匹います︒

巖地域の人たちと仲良くやって

が多い騎ですから︑それを大切

松之山の方は純朴で温かい人

は︑保険料の免除翻度がありま

ても保険料が納め れないとき

経済的な理曲などで︑どうし

闘の保険料は免除され︑無金を

嘩請し承認されれば︑その期

寛︒

保険料の免除翻度

Q花の圏芸大醤科

行きたいと思います︒よろしく

関原さん続は︑松之山の第⁝

これから交通指導などでいろ

印象は良かったようです︑

濤

餐のの

〆

羅瀬勉3巻

公民館お知らせ
第6園上越地域

スポーツフェスティバ

あなたも僻欄でチームを総んで

入は︑串請により保険料が兜除

定められ︑この基準に該滋する

親の所簿頓億じて免除基準が

＠学盗の保険料免除

購講により認められたとき︑

料を納付できない特溺な理朗が

所得が少ない場倉など︑保険

＠串講免除

れた要件に該灘するとき︒

けているときなど︑法に定めら

年金保誕︑障轡基礎年金を受

＠法定尭除

件等は次のとおりです︒

保険料が鈍除される場禽の要

れます︑

受けるための資格鰯間把算入さ

ゆ白籏饅郎の光彩

になります．

新井市

詳しくは公罠鋸（費6一惣65）

⑨6惣2臼（顕）

ターゲツトバードゴルフ 青海町

男女混合綱引き

糸魚期帯

婦人バレーボール

上越帯

＠6駆9総（鋤

男女混舎ソフトノ｛レーボール

安塚町

になります︑

険料は一定の顔を撫算した金額

ただし︑鈍除された当時の保

追納でき濠す︒

欝無以内であればさかのぼって

料をあとで納付したい場禽は︑

免除された期闘にかかる保険

保険料追納制度

ラージボーノレ事美求

飽9巻
シマジスの1獲季

湯本駐在所訪問記
騰月より湯塞駐在さんが代わ

アウト．ーアが好きですから︑

りました︒

来た時の印象は箆気がおいしい
なあ⁝と欝う感じでした︒

新たに赴任されました鰻原巡

で︑ご紹介し濠す︒

犬です．犬の酬練やしつけも

＠趣瞭は？

やりますが︑とにかく犬ですひ

＠将来の夢は？
松之由晦のようなところで︑
農業をしてみたいですね︒

・写真動物記（小掌生陶け）

大学を卒業した昭秘53年は︑

らえるところがなかったのです︒

ると︑警察と銀行しか入れても

それじゃ︑讐察窟をやってみ

人一人が炎通ル⁝ルを守

華，

． 嵐

、
︑
〜

・写真絵本く小学盤肉け）
、

嶽長にインタビューしましたの

糸魚想箏です︑

⑧鐵身地は？

◎萌侵地は？

薦蒲原郡巻鱒の松野羅駐筏斯
にいました ．

＠ご家族は？

。花づくつ蒼科

ちょうど不景気でした印それに︑

＠みなさんに㎜書

した。ご利矯ください鱒

お願いします︒

妻と五歳の長男の三人です︒

新刊図書案内

長男だったので帰ってくるとな

ふしぎなイカ 地5巻
、

葦い

いろお世話紅なるわけですが︑

町罠

り箏敵など趨こさないよう十分
濾意し︑萌るく建み良い町にし
て行きましょう︒

μ

公罠館図霧に新しい本が入りま
、

患場してみませんか。

の

お知らぜ
⁝︒O

園クリーン大作戦が行われ

②脊隼懸員が回収しますので︑

ミその弛に分けてください︒

①盤き鋳・窒鳶ビン・もえるゴ

＠漉意事項

斑編成し︑各コースで実施

◎実施方法

ださい︒

灘獅しましたチラシをご覧く

＠集合場漸

午麟7時〜8時︵雨天決行︶

5月焉霞︵紹︶

＠日時

お願いします．

思いますが︑皆さんのご協力を

農作業シーズンでお忙しいと

ます︒

第

の憲識を蕎めることを目的績︑

由然を愛する心と環境美化へ

きれいな美しい
町づくりを！

バづ

各集落のゴミ収集場勝に置い
てください︒

③交通事故にあわないよう十分
濾意してください︒

＠ドライバー皆さんへ

当日は︑地域の皆さんが溝掃

ー㊤㊤F

＠串し込み・閥い合わせ先
松之慮町公戻館
︵燈6−2265︶

今年もたくさんの野鳥が松 之
山にやってきました︒

い歌声に出会ってみ家せんか︒

探鳥会で美しい鳥の 姿︑美し
＠野鳥纂会

潜動を行いますので︑事故のな
いようご漉意をお願いします︒

夜7時3
0分〜
︒場斯

松之慮温泉
︒内容

短歌

われの好みし歌詠む家特

優男かはてまた剛の益荒男か
ゆも

腹一杯風を孕みて泳ぎたる

男の子を祝ふ鯉に相応し

勢吹かんと鐵毎あからむぷなの勢に

小

谷 鈴木

緩憩つけて風吹きなぶる

ヨ
力
穆ぴ

お前にも

献法そう春の鉢

ありがたさ初めて知った米送れ

草村

富美子

倉

柳友作品紹介

黒

ロ喧嘩三βせなんだ妻の留守

︒場斯

仲直りできそう今βの味加減
探鳥澱聖ス︒5〜6コース︒
︒集合場漸

でに集禽してください︒

松臓諏訪神社に朝4時3
0分ま
※温泉駐甫︸場からバスが4時蔦

分に出発します︒

※㍉野鳥のしおり﹂贈量

役場振興諜

＠聞い含わせ先

く燈6−3王3王︶

大あくびし︽る賞罰なしの顔

該当者なしと書きたい投票所

妻の目を見てこの話止しておこ

ト

三

杉

浦

本

ミチ子

ヨ

あの毯まで従いズ来そうな犬といる

松環諏訪神社〜美人林周辺の

0分
朝4時30分〜7時3

6月5研︵総︶

︒鷺時

＠探鳥会

スライドにょる野鳥の紹介勉

温泉センタ⁝

6月曝繍︵土︶

︒臼時

＠問い禽わせ

松之山町公罠館

︵ρ

極

簿

倉6−2265︶

︒︑■

探鳥会が
目臼押し！
新潟藥薫催による新潟察野鳥
の集い・探鳥金が開催されます︒
＠β時

凌雲醐

5月28B￡︶〜29︵慰

松之山温東

＠場所

＠定員

先着玉0倉名
※参舷希望春は︑事離の串し込
みが必要です．

云鞠

俊一︵栄屋︶

正孝︵一枚窃︶

⑪皆さん方のご寄稿をお待ちしており豪す。

2

まつりだ！

年に 一度の健康チェック！

って来ていただくわずらわしさ

平成6年度町総合検診

と間違いを無くするため︑全て

の検診が終了した後に検診料を

＠臼分自身の健康チェックです︒

毎 年実施しています購の総含

積極的綴受診しましょう︒

カラオケ大会︑独選会もあり

徴収いたし濠す．

警察官募集

︵大卒程度︶

票罠の盆濡を守る︑鉱義感あ

ふれる鷲轡を幕集します︒

＠寡集区分︵Aは大卒程度︶

男子讐察官A・女子警察窟A

＠膳募資格︵男女共運

昭瀦42年4月2日から岡48年

毒月1臼までに鮨まれた人で︑

4総∴制大学を卒業または卒業見

込みの入︒

検診が︑今年も6月欝 厳から町

＠蘭い合わせ先

ますので︑ご蒙簾やお友だちで

から納税等で契約いただいてい

徴収方法は︑それぞれ皆さん

検診対象煮の皆さんには事蔚

罠体脊館で行われます︒

大厳寺蕩康︵希望館﹀

る各金融機関の欝鰹より引き落

説明会

掌卒求人受理

在斯などへ︒

新潟県警察本部・讐察署．駐

に受ける検診項目の希望を繊し
⁝園の健康チェックの場ですの

きましては︑後臼運絡いたしま

引き落しの時期及び畷細につ

しをさせていただきます︒

5月22縫︵旦

すので何分のご理解とご協力を
お願いします︒

で︑ぜひ検診を受けてください︒

＠参撫料

⑧問い合わせ先

午蔚m時〜

＠β時

ていただいていますが︑ 一年に

参撫してください︒
＠会場

ジンギスカンが食べ放題！

新緑がまぶしい大厳寺蕩原で

ジンギスカンだ！

花火だ！

観光松之出の一大イベントと

してすっかり定着した鴨松之山
温泉まつり騙が︑今葎も盛大に
行われます︒

ご家族そろってお出かけくだ
さい︒

＠会場

松之出温東街及び駐車場
＠臼程
5月鍛田ハ土︶

今年よ り検診料の徴収方法が

来春3月の新規学卒予定響を

変更になり蜜すのでお矩らせし

⑨検診料は後臼徴収します！

小学鷹1︑o倉o円

紺象とする︑求入購し込みの手

§2−2G39︶

⑨閥い合わせ先
上越職安安塚分室

上越公共職業安定漸安塚分室

⑨場筋

卑後2時〜

5月欝鍛︵金︶

＠臼時

繍鷹ください︒

求人串し込みされる事業漸は︑

れます．

続きについての説萌会が闘催さ

役場建戻誤 保健衛盗係

（徹6−3962）

︒年後2時〜 管領塚供養・松

璽小鼓笛隊パレード
・午後2時30分〜 松翼保育勝

昨年まで検診会場で直接納め

お餓軽にご相談ください。

塞す．

連絡の仕事をしてくださいます。

先着200名まで

佐藤穂夫さんは、身体難害者の

中学愈以上王︑500円
◎定貴

方々の槻談をはじめ行致機関との

︵難6⁝3131内線52︶

難書者相談員に委嘱されました。

松之山中ブラス

ていただきましたが︑お金を持

北浦鑓の高沢利一さんの辞征に
より、坪野の佐藤鵜夫さんが身体

園箆稚兜行列

＠簡い合わせ・申し込み先

松之山町観光協会
︵齋6−30ま王︶

蟹勤嚢

相談員の交代

︒牟後3時〜

バンド部演奏・山菜欝
︒牟後4時〜 子洪みこし・濾
泉太鼓行進
︒午後7時〜 三藩良歌講シ銅
大花火大会

ー︑ゲスト出演酋鐡さゆり
︵雨天順延︶

︒午後8聴30分〜

変更されることがあります︒

※天候などにより︑蒔間が着干

松之出町観光協会

⑨問い合わせ先

§6−3011︶

3

麟欝

5

鰍︑

親動で自然に親しんでみませ

今年度も親子自然俸験教察を

んか！

回闘催します︒

颪髭

1卜⑩F

︸バ勧ー潔ール犬会
町内の欝壮年及び高校強チー
ムが参加する︑町罠パレーボ⁝
ル大会︵6人翻︶が行われます．

昨年の大会には7チームが参
撫し︑そのうち3チ⁝ムは高校
生チームでした︒

．霞懇に準決勝戦・決勝

試合は一鷺縫に予戦トーナメ
ント︑

戦・三位決定戦を行う予定です︒

襟3時iへ潮時
＠聡放獲聴海週識曜環

月

各回とも楽しい企爾となって
い家すので︑ぜひ馨燃してくだ
さい︒

第一回目は偽野鳥観察﹂で︑
5月22臼︵擦︶です︒

多数の参鍍をお願 いします︒

驚短懸嚢．

▼臼時6壇8旦水︶︑9鼎

お難建懲郡震韓鐵最転薫みま懸んが。お待ち彰

なお︑詳しい臼程は後繕チラ

当鋤・ら毎鶏優秀雛融繍融繊今年櫨

シでお知らせします︒

驚麟欝難難ス襲随疲晦轍醐赦榔肘
派遣社会教育主事

︵本︶

さ雛α

趣昧魚つり

夜7階〜
▼場 所 町畏体薄館

擬翻待冬霧ま掻。

︵子儀だけでも灘﹂

擢さ麓ま塗、

公幾館へ電謡で申し
込んでください︒

郡美徳展力鱗0穏矯覆から3β聞当驚を会場に闘

▼対象者小・中学生と瀞︑の親
▼申込み

婦人

夜7時〜
町畏体奮館

鍍始めま塗の驚簿篇罵く餐さ紅、。

篤先生
武田

バレーボール大会
購内各地域の婦人チ⁝ムが参
撫する︑婦人バレーボ⁝ル大会
︵9人鯛︶が行われます︒

この大会は親善を大き︑目的
にしていますが︑上位チームは
上越大会にも参加しますの響︑︑

熱戦が鰯待され塞す︒

応援してください︒

所

▼β時5月26縫︵本︶

▼場

郡展羅出畠じま慧んか

6潮謙ゆ夜間一般開放

都窓鷺窪擁穫罵驚き癒擦鷺巻あ籍諜蒙の薫・馨溺承

鮮感熱・憂

ま撚、管鯉獣醗叢騰一騰懸お萄羅海覇綾駕穆薫く擬

町内には︑たくさんの自然が

あります︒

特に﹁山野董ごは生活の申で

さに心うばわれます︒

身近に見られ︑その強さレ知美し

昨年よりこの山野草を使った

ン

で

ゅ

生花教室を開いていますが︑今

奪も年7回謙醐してレまづ

春・夏・秋・冬のそれぞれの

季節の臼然をあなたの手で生け

▼第欄園

公罠館へ電話で確し

6月7鷺︵火︶

てみませんか︒

▼申込み

込みください︒

4月より教育襲騒会に巡遣

縫会教膏主事として︑武田篤

先生には︑平成9年3月ま

先生をお迎えしました︒

での3年間で生涯学習推進体

また︑スポーツ・文化濡動

舗を整備していただき藪す︒

においても騒体や地域に出掛

けてご指導をお願いすること

になっています．

これから︑毎日が忙しくな

りそうな武繊先生です︒

よろしくお願いします︒

4

満醐の桜に迎え︐れた
東窟事務所勤務も約〜カ
月が過ぎました︒

十縢年ぶりの東窟盗活
で改めて人間の多さに驚
き︑未だにあの人込みの

中を歩くことに慣れない
でい家す︒

さて︑皆さんの中には
﹁藁憲事務所てがんな︑

どっけな仕事してら⁝ろ

いさつ廼9でした︒この間にお

る各機関︑縷体︑欄人等へのあ

繭月中は松之山購と関係のあ

ふー五︑

しているのは︑わずかに

の中で東窟事務所を設置

驚いた事に全園の騎村

ストレスが取れ爾こりにもい

⁝活動していて良かったとは？

楽繊騰輸蝶懸磁灘饗灘

このコーナ⁝では︑町内のス

シ

ポーツ・文化活動サークルに登場

いです︒

その中で新潟県内では︑

ー皆さんを拝見していると美容

にもいいみたいですが？

エー︑そうですか︒︵笑﹀

ー活動で大切なことは？

ポップコ⁝ンといいます︒5

ら︑ここに来て仲間と汗を流す︒

は休む︒体を動かしたくなった

無理をしないこと︒イヤな時

年繭から始めまして︑いま約5

の人数をお聞かせください︒

⁝まず︑グルーブの名称と仲間

教蜜の方々です︒

だくみなさんは︑エア ビクス

今園第一回目に登場していた

いただきその活動を紹介します︑

ジ

︾

願いいたしますゆ

澄受う

こ︶ぢ芝

︐萄吻

いますので︑よろしくお

事務所で頑張りたいと思

これから一年聞︑東東

いようです︒

うですが︑なかなか難し

持つている郷村も多いよ

にも粟窟事務所の希望を

当然のことながら︑勉

遺なし︶という状況です︒

村︑安塚溝︵鑓職輿の派

松之由町︑獺川町︑祢彦

六町村しかないと

会いして︑名刺交換していただ
いう事です︒

魅妃

μ︑欝

ゆ

いた方が一〇〇名を超えていま
す︒

唾

薙
試躍㌦

名の仲闘です︒

それでいいと思います︒

ふう紀なればいいなあーと思い

しています︒松之山でもそんな

男性の方も大勢エアロビクスを

また︑侮驚町村へ出掛けると

な鏡がほしいですね︒

床に替えてほしい︒それと大き

旅が滑って危険なので滑らない

私たちの活動のことですが︑

⁝町への要望は？

けて行きたいですね︒︵笑︶

五十歳︑六十歳になっても続

⁝将来の目標は？・

です︒

時閥は夜七時半から九蒔頃まで

トレーニングは簿週木曜醸で︑

ー活動内容をお聞かせください︒

0

？しという疑問をお持ち
の方も多いかと思い家す︒

そこで︑今翻から纏月
広報で東窟事務所の仕箏

花富んの

︵
．

G9

の内容や東蒙の情報など

真・

＆が
ぢが︐て

棄京事務所にて
張

一冷︸

劣

魅堅

る奪n︑t

穆

啄

園園團固囲圃團匪
一

⑧

をお伝えして行きたいと

ゆ解

男性のみなさんも︑ぜひ︸緒

ます︒

います︒もちろん女性の方も大

磁参加しませんか︒お待ちして

歓迎です．

5

君
面

響

一

覧憾
響盛婦卿

墨

璽6β

26日

31日

・§月．9日23欝％日
専・1

駄
畿羅

團

圏

窃《糟勘《擁鷺》

村幾文裁さん

灘︑

縫翻ズ垂4襲

璽2日

5月

隷

攣董讃繋欝霧

1

圏
ターザン

わたしがチーちゃんをだいて
みんながよろこんだよ

（死亡年月臼）

際麓㌶諭

（嘉欝縮蹴鑑て）

78歳

湯本（福住や）

6．4

たのしいよ
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小野塚永一さん 83歳
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（不老閣）

loo㊤Fー

※4月王欝から30弩までの届出分です，

※広報に載せてほしくない方は届患のとき
窓鷺Fにお話しください鍛
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2 隼
あいざわはるかさん

あいだるみさん
（松之山

（水梨原）

購内小掌校入学式

献搬︵役攣

中掌校入掌式

老人クラプ会長会議

乳幼児健診

第8麟松之山温泉クロス

カントリ董スキー大会

集落総代会

リハビリ教窯

貌幼児趨科検診

議会臨時会

畏生委員会
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町の動き

5湾1臼規荏
総人口3ラ608人（＋12〉

編集後記

今月畢から購任者の燈藤さ

んに代わり︑高橋が広報を握

この︸︸カ月広報に携わって

当すること紅なりました︒

いませんでした︒でも︑何と

みて︑こんをに大変だとは思

地域の議題・情報があり濠

か頑張ウたいと思います︑

で、その際はご協力お願いします。

また︑取材の際にはご協力

レ今月号から町内のいろいろな職
場にお那魔させていただきますの

高橋

明るく楽しい職場でした。

したらぜひ︑ご連絡ください︒

突然の訪問でしたが、笑顔で逓
えてくれ窪した。若いみなさんで

いただき濠すようお願いしま

す︒

㈱の職場です。
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▼4月のできごと
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町溝防麗分麟長会議

クリーン大作戦

松之山温泉まつり

ジンギスカンまつり

▼5月拓5〜G月翰費の予定
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繕 鷺 臼
親子自然体験教塞

リハビリ教室

婦人バレーボール大会

県野鳥集会︵凌雲醐︶

県探鳥会︵大厳寺高原︶

蟹

月

町野鳥集会︵温泉センター︶表

室︒生紳化一教

町探鳥会λ美人林周辺晃

リハピリ豹

町罠バレーボール大く蝋
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中屋敷）

男王，747人（＋5〉

女1，861入（＋7〉
樵帯数1，167芦（＋6〉
（）内は蔚月との比較
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