湯蚕米な溢亀誉1
鋤嫡心凶一録瓢賊、．

まつのや瀦

広報

発行iヨ〆平成8無5月憩霞

纒集・発行／松之蜘購役場総務課

マ942一ま4 新潟娯東頚械部訟之山町大字松之出！取2−2

TE￡む2556一蔭一3捻1

鯖x

a2559一一6−3515

猛饗︑

罵翻

謬腿麟

騨

灘︑

癖

残雪はぽくらの庫大きなキャンバス

だ

姻2幅松劉隊校校庭

今月号の室な内容
特集
予算

曝総合計顧〈憩力年町づくり構想〉…2

新しい先生方、新しい駐在さん一・・一

わだい
フ愛ト

』・7

ぼくたち4月から新一年生

・◆一・一8
残雪の大厳寺高原でスキー大会

みんなの広場／美人林でコンサート…………憩

5甑，、，

お簿らせ／新バス会社の社名を募集…

…14

農発

業と観光が調和して
展するまちづくり

基本構想は︑まちづくりの基

されています︒

この五つの目標を達成するため各種事業が行なわれます

こうした凝しい流れを受けて︑

将来像を明らかにするもので︑

本目標と基本方洵を翠し︑購の

地方分権の受け漁的機能の強化

を図り長期的な見通しのもと︑

基本計爾は基塞構想に基づき︑

るものです︒

基塞計顧や纂業計爾の根幹とな

町の発展と豊かな購畏隻活の両

上のために総合計繭を策建する

総禽計薩は︑購の行政計画の

するとともに︑施策の方向と翼

省分野の環状と諜題を賜︑かに

ものです︒

つとともに町の将来像をがすも

恋奪に見直しを行います．

基本融灘は︑中闘年慶の平成

年度とする＋力無計懸です．

舘度﹀を籾無度とし︑平成十七

計画期間は︑今年度︵平成八

体的な事榮計爾を示すものです︒

鍛上位の計爾としての性格を袴

ので︑︑鴛政運営の基添方陶の指

鋭となるものです︒

計函の
構成と期問

松之撫購総瓜野爾は︑ ﹁基本

構相εと﹁基塞計爾ぐから構成

2
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﹁松之矯町総合計函しが三月二十七段の町議会臨時会で議決

﹁基本構想﹂は町の将来像

承認されました︑この総合計画は︑ムフ年度から向．︸う十力年の

町づくり計醸の根幹となるもので︑

る基本施策を重点にその概要を紹介します︒

を萌らかにするものです．今月は︑町総合計瀬の穴項目からな

しかし︑鮭会全般の髄億観の

ため活力め低下を招いています︑

不昆や嵩齢煮比率の増纐などの

総合計画とは
計爾策定の
目的と性格

境が見藏され︑交流人撚の燐糠

変化により地方の生瀬や露然環

やUタ⁝ンが晃られるようにな

今︑地方には地方分権など大
います．松之慮購は︑過錬化現

ってきました億

きな変華の波が押し寄せてきて

象で蒋年屡の流出による撞い手

麹

蹴

冷

藁．︑

繍蹴磁

やすらぎと

魅力ある

定住基盤づくり
r旨︑撃 多多■ー；︑ヌ■多E■︸辛・モ・FずE−−撃・ξ5

由間地に獺え全國でも禽数の

から︑難 に強い道踏整備を引き

続き進めます．

過疎化工簡齢化により著しく

豪難地帯という∬地条件にある
当購は︑蓼を克服し人が住むた

増癬している耕作放簗地の適蕉

進めていかなければなりません．

財産でもある土地の禽効活用を

な管運を行うとともに︑鍛璽な

めの安全性と利便性を鷲慮した

棄縣 地 帯 に お け メ 販 も 重 要 な

定住基盤の整備に努めます︒

謙題である難対策は︑道路の除

盆活水準の向上や下水道轟業
の推進により︑今後水の需要璽

雪やぼ薙および家麗の除・携蟹
対策の推進と克獲儘尼の並及弧

が増擁すると予想されることか
ら︑水の効率的な利胴と水源の

努めます︒

生活や産業に欠かせない道驚

み︑地域の特性を生かした商店

まな薦から誘客を図っていきま

農業と簸産業が連携してさまざ

の農村体験型事樂の検討を行い︑

ヤず惚

の整備を図ります︒また︑優良

ある職場を確保し工業の発展に

企業の誘致を進め︑著響に魅力

努めます︒

観光業は松之由温泉が樗心的

な存荏となっていますが︑今後

は購全体を観光地としてイメ萎

ジアップしていくよう心がける

とともにグリーンツ⁝リズム等

一快適で

︸住みよい

︸生活環境づ

る都衛基盤の整備が欠かせませ

ナの漂甕林等の貴重な露然環境

及ぽす影響を十分に考慮し︑ブ

大規模な闘発に対しては霞然に

趨然環境を将来紅引き継ぐため︑

どの環境衛生の啓発を進めます︒

させるとともに︑現筏整備中の

ん︒上水道の普及をさらに陶上

の保存に努めます︒また︑耕作

町の貴蚕な財産である豊かな

公共下水道の畢期完了を目指し

放棄地などの修景に努め︑自然

環代祇会において健康で快適

働く喜びと

ていきます．公共下水道欝画区

な生活を送るためには︑いわゆ

活力あふれる

域外は︑農業集落携水事榮の灘

と調憩した魅力ある農村景観づ

住宅・竃地については︑町畏

くりを進めます︒

及びUターン・ーターン諸にも
対癒した公営住完の整備や驚地

もに農産物の蕎付舶緬値化を進

造成を推進します︒

農林業は地域の生濡・文化・

破壊等も懸念誌れていますが︑

生活の便利さを求めるあまり

これに対処するためゴミの減簸

めるため︑新たな産業の翻鐵・

商工業は小規摸な小売店が多

化︑分劉収集に努め美化運動な

環境等さまざまな分野と深く関

いので︑お互い連構し組織酌な

瀞ミの増大や自然環境の汚染・

業と位羅付け︑引き続き農樂の

濤動の強化と意識改革に取り組

育成を行っていきます．

娠興を図っていきます︒農業と

わっており︑稲作を町の基幹産

いきます︒

入や合併浄化槽の普及を図って

確保を図つていきます︑

｝

産業づくり

はまだ未改良の部分が多いこと

心

㎜

㎜
．

㎜門

観光を麿機的に結びつけるとと
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町総合計薗
織・

穿

特集

町総合計画

︸人に

充実した人盈を送るため紅︑生

欝葉に盤涯学習の体翻を整備し

ーOωoりー

熱後への理解を深めながら学校

要性が生じてきています︒その

灘に渡り学習活動紅取り組む必

会の急激な変化に舛応し豊かで

と地域が︸体となり教欝環境の

るため︑広い視野に立ち兇童・

整備を進めます．

重要な役割を果たしており︑積

ために盗涯掌習臓対する理解と

極的な葎続対策を進めていかな

安塚寓校松之山分校は生徒の

す︒窯た往宅介護支︑援センター

学習の機会を整備し﹁いつでも鉱

を設鍛し︑介護相談の窓環とな

ていきます︒

瞥発を図りながら︑さ濠ざ窪な

盗涯にわたる健康づくりを進

ければなりません︒

減少が続いていますが︑地域の

めるために︑栄養・運動・休養

り筏竃橿祉サービスの充実を進

活控化や町の撹い手の欝成など

を基本にした各種教室や講習会

めます︒撫間豪讐地帯のため蕩

碕き⁝峯︑き曇⁝ミ穫ー︸⁝﹂蟹

﹁だれでも㌧を禽

を闘催し生活翌償の改善をしま

齢餐には冬期聞の生活が深刻で

む諜題が堪舶してきており︑関

﹁どこでもし

す︑保健センターを中心臓各種

あり︑屋根雪の除霧捧綱を確立

ー︸⁝⁝︸ー

の健康相談︒検診を実施し︑佳

化を図り︑地域鷹療体綱を充実

係市購村と協力や協調を籔って

人生八十無の時代を迎え︑社

罠の総禽的な健康対策を推進し

轟齢化率の蕎い当町は高齢者

するとともに︑禰祉・保健・医

鷹療は松之山診療所の機能強

福祉を中心に禰祉体制の整備充

療が互いに連携することで地域

行政は焦罠の橿祉︒盈活の陶

防災は防災計圃の見直しを行

実が急務であり︑ホームヘルプ

上のための総倉的なサービス業

い︑撮ごろから住罠に対し防災

欝指していきます︒

的な政策を立案する能力を備え

憲識の啓発をおこなうとともに︑

に密着した総舎的な福祉祇会を

いかなければなりません︒

また︑限られた財源を蕎効に

という認識のもとに︑銭罠の意

酒罵するよう財政の健全化誹顧

両を傾聴しながら長期的な幌点

に立ち︑常に効率的な行政を推

を立て︑これにより財政の効率

るために職員は行政のプロとし

的な運胴を進めます︒

て欝覚し︑常にその資質の陶灘

救援体翻の確立を図っていきま

近隣瀞購村との連携を密にした

地方分権の蒔代を迎え︑自窯

進していきます︒

に努め綴広い携点をもちながら

す︒

業務に構わっていきます︒

社会の経済濡動の広域化にと

を蕊かした教育の中で︑樗来を

サービス︑デイサービス︑ショ

﹁たく

介護サービスを提供していきま

掌校教膏は﹁綴しさし

抵う子僕た ちを育成していきま

もない広域的な観点から取り総

﹁生きる力﹂を膏成す

るとともに︑欄姓を伸ばしゆと

す︒多様な教膏諾ーズに対応す

ましさ﹂

りある教欝を推進します︒地域

の特性 や小焼模校としての利点

ートステイなどきめ細ゑい在宅

ていきます︒

しなければなりません︒

ゼ⁝⁝

福祉社会づ

やさしい

卿哺

尋

って多くなりま

Q＆A
ごみ問題つ
そんなに
深刻なの？
ひと蕾窮に此べると︑ごみを繊す時の．約塞畢
したよね︒収集臼が決まっているところも最近では増えましたし︑

です︒

分も増えているというから驚懸

鷺塞ではい藪︑どのくら

と︑また︑事業翫のOA化に伴

い替えサイクルが短くなったこ

越分か把問題があ

処分すればいいじゃない？

その

燃やすべきごみも埋め立てに回

の繍一かに利胴で蓉獄いかを考え︑

ていくことが肝心︒濠た︑ごみ

災行することも大切です︒いわ

として捨ててしまう髄臓︑ぽか

ば 家庭内リサイクル ですね︒

している婚来︒︸方の埋め立て

も厳しい状溌です︒また︑焼劫

トが金圏平均で八二⁝年ととて

後餐は︑リサイクルに積極帥

も︑埋め立て地のタイムリミッ

場も埋め立て地も︑これ以上増

に参触すること．

案はリサイクルに織されている

分けて繊した奮やびんなどは︑

が︑

分懸収集ぺの協力で︑あなたが

どうすれば︑ごみ問題は

一つの佛

えておきます︒

やすことは難しいこともつけ蜘

解決するの？

の中から再盈できるものをリサ

そのものを減らす方法と︑ごみ

せん︒翼体的には︑ごみ

ごみを減らすしかあり濠

の協力ルを呼びかけています︒

費餐の役翻として 分剛収集へ

村・事業癬の役翻とレ輪もに︑滴

懸包義リサイクル拳でも市町

のです︒平成七年に成立した﹁容

壕4．7

鰯罵燃

癒たなのですの

そう︑ごみの減量化の薫役はあ

イクルに園す方法があり濠す︒

ものや諮め替え可能なものなど︑

醜餐は︑包襲が雀かれている
暫えられ濠すが︑わたしたちの

極力ごみのでない商最を選択し

ごみが増えた原霞はいろいろ

それというのも︑いま︑臼本のごみ閥題が深刻化しているからな

ライフスタイルが変化したこと

を抜きには語れません︑使い鎗

いごみが増えているの？

て商編の普及︑耐久溝費財の翼

家獲や事業所から繊るご

つです︒

う紙ごみの増簾なども原灘の一

ごみがいくら増えようが

みのことを2般廃棄物し
と呼んでいます︒この︸般廃棄
物が︑年間どのくらい出ている
のかをご紹介しましょう．

︑るのです︒廼分の仕方に

灘・

﹁侮がどう深劾化しているのか﹂って？

の疑聞に︑一問豪ぞお管えしましょう︑

︑謙欝
ヤにソ

︑騰 て

平成臨離で約五千二十万トン．

は︑窯に﹁焼部﹂と﹁埋め立てし

しかし︑焼却場の処理能力は

東窟ドームの約欝三十胤杯分に

五7年晶剛の昭和六

6毒9、、

それでは皆さん

﹁無やびんは分馴して﹂とか︑さまざまなルールができました・

鑛

があるのをご穿じでしようひ
る．隔となが ら ︑

ヂ

まマ

ヂしへ

相嚢する量です︒この数掌もさ

舞5、．

ー
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回

松之出町ごみ排鐵量の推移

んです．

㌦融

羅．騨鍵麟
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競

ドあ

懸欝繋

舞ま
灘 ζ
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ぺ

どこもお手上げ状態で︑本来︑

ごみ

徽

回

平成7無度

平成6黛度

榊

平戚5年農

単繊4年痩

国回

十二年と比べるとドーム約牽杯

5

︐鐵分
．、働国

しドロロゆアぽかユドルアいアコがしいドザ ザぬアぜ ま

ロリャしへしししドトド

コ ロドじロじじで

ユ ドま

灘講び

螺轍

︑藤脚や
黙鱒 ︑無

難

矯
ケ謝−・

陥撒蕉、驚，鱗

，

ら

のせて押して

「頸城の押し寿司」
頸城村発

が簸後のポルトを工翼で力強く

間は保険料納付済朔聞として撤われます。あなた

の大切な年金です、該当する方は皐めに麗出を行

詳しいことは、役場飼渓年金係まで』

岱6−3撒内線54

となっています︒

鞭雛譲醗

年金について

わからないことは

お気軽に

）

6
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松代鱒騎畏も約五蕎人が参趨し

朝から轡甕が広がったこの臓︑

頚城のイベントにおいでの際

た︒闘業は来春です︒この十月

て最後のレール締結を祝いまし

とアミエビなどです︒

は︑ぜひ︸度お買い求めくださ

続的な製造販．雛について横討中

い．わが塚の瞭と比べてみるの

つて押し薄3を作り︑それを紺

押し寿コ瓢縫う牽は︑もちろ

も楽しいことでしょう︒

です鄭

ん地元のコシヒカリ一〇〇パ⁝

締め︑南魚沼郡六鷺斑から中頸

…

の祭りなどのイベントで販駕し
ました︒庵当ー諏．れるのだろう

セ︸︑〆ト︒一食分は鷺段璽ねで︑

照月十五鷺︑北越北線︵ほく

城郡大潟購までの五九・澱キロ

成9年3月までにこの特例届鐵を行えば、その朗

からは試験滝行も行われる予定

かと心醗だったそうですが︑予

のせてあヌ翼は五縁︑しそとい

ほく線︶のレール締結式が松代

鰭鞭轡轡

頸城村企爾財政謙

行列ができ︑作るあとかゆ売れ

想以上に好欝で売り場の醜には

り卵︑大根の昧喰演けとくるみ

北越北線のレール締結式

の米を炊いたものが入る大きな

織のほくほく線まつだい駅構内

過蜜の未窟であった第3号被保険餐朗間は、平

驚

るほどの盛況ぶりでした．今で
のできない一品になっています︒

は︑村のイベントには欠くこと

押し寿駕の枠を二つ購入し︑一

その後︑グループでは半俵分

度に脳○○食分を作ることがで

のレールがつながりました．締

年護月から特例の慮鎖ができるようになりました。

結籔所の確認が行われた後︑工

けられなくなったりします。

式には儀藤利導購長も慮騰︑

で行われました︒

そのため、このような事態を防ぐため泌平成7

きるよう鑓なりました︒

低い年金額になったり、簸悪、年金そのものが受

事罵のモーターカーがゆっくり

このような場舎、老齢基礎年金を受給する際、

午麟十 一時過ぎ平掬征夫県傭事

まうと保険料納付済嬬聞に算入されない未属畠朗

ィコンク奪ルで國土庁長官特溺

問となってしまいます。

銀三月には︑全園食のアメニテ

しかし、騒出がされていなかった導、遅れてし

のとおり上越地域に古くから伝

ことによウ、第3号被保険者となります。

わる行事食です︒これを次の盤

養されている20歳以一ヒ60歳未満の方は、麟畠する

と通過して行きました︒
潭生1年金や共済総 含に力琵入してレ》る醗｛嵩者に扶

代に引き継ぐととも紅︑村の特

特例届出はお早目に一

産轟にしようと村の盗濡改善グ

いましょう。

ループが共岡で作り始めたのが
昭和六十二年でした︒

最初は︑グループのメンバー

す識

第3号被保険者の皆さんへ

と鉄遵建設公鑓関係藩など十人

まっすぐに切るのが大変です

賞を受賞しましたゆ覗在は︑継

押し寿潤は︑皆さんもご存じ

題をお届けします．

頸城村からは︑押し寿岡の議

ほくほく線の旅⑲

がそれぞれの家から枠を持ち寄

ご相談ください

、

る

知って得
年金知

濠、欝

霧

懸駿シリーズ

松之出小攣校教諭

金子

松里小学校教諭

薫

︿上越畜審臼中﹀

山本 法子

東川小学校教諭
︿長岡窮川瞬小﹀

東斑小学校養教

渡辺

啓美

浦照小掌校餐護
︿臨時採駕﹀

松之出中学校教諭

種葉

浩

︿上越帯絨北中﹀

松之由中学絞講節

︿臨時採矯﹀

松之山中学校講舗

斉木

文雄

︿十鷺簿帯牽鷺購中﹀

松之出串学校孟任

︿臨時採絹﹀

大貫

幸

輿暁

御所窪秀佳

弘

隆

高橋

︿臨時採競﹀

浦濁小学校主事

妙

青柳

松之斑中学校長

樋q

︿上越畜雄志中﹀

松之鐵中掌校教諭

︿安塚町船倉小﹀

政芳

く新採溺V

暁子

︿浦川療轡下保倉小﹀

雅之

浦田小学校教諭

青水

く十臼町帯十鶏町小V

牧子

井韻

与q

松男小学校養教

留美

︿中璽村高遂山小﹀

岩崎

︿柏縛撫照尻小﹀

信治

浦照小掌校教頭

外立

芦照

4月から町内の各学校に、新たに鍛名の先生方が赴任され
新しい先生方をご紹介します。皆さんよろしくお願いします

︿中郷耕串郷小﹀

有紀子

松之山小学校教諭

近

︿上越市南本町小﹀

松之由小学校講節

車筍
新

松里小掌校主任

山崎

︿十欝町畜野中小﹀

賓

浦鐵 小学校教諭
︿能生時能盤小﹀

こんにちは

松之山駐在所骸

〜月二牽七露︑松之由駐樫所

に新たに高野政彦巡蓋部長が灘

任されました︒ご紹介します．

五泉市です．菅名醤とか岡賀

▽ご畿身嫁どちらですか

野規もあり景勝地はいいですよ︒

長岡警察署警備諜です︒

▽前儀地はどちらですか

▽ご蒙族を紹介ください

家族は︑妻と保畜所紅通って

いる長女と長男の幽人家族です︒

魁任のころは雪が多かったで

▽松之幽町の印象は

すねのでも︑いまは緑が豊かで

いいところだなと思います︒

▽町渓の皆志んへ

来春︑映画が町にやって来る

と聞いてい家すひ事件・事救で

驚のイメージダウンとならない

譲すので︑ご協力お瀬いし求す︑

ように頑張って行きたいと思い

松之山駐姦所

（敬称略）
〉は箭錘校
く

渡辺

︿臨時採駕﹀

章夫

7

松墨小掌校長

鰻中

︿上越欝大町小﹀

高野政彦巡査部長

松里小学校教諭

しい先生万です

新会社が設立
社員に辞令交付

曝月1藏︑轡限余社﹁湯米心

まつのやましの辞令交付式が慮

務所で行われ︑俊藤社挺から紙

然休養封セ︾ター内紅ある仮事

採罵の2名に辞令の交付と調承

が行われ濠した．会社では総務

部と事業部を設け︑観光施設の

運営事業を行つていきます︒

05ggo象aOo・・a・9。9。。・

皆さんからの話題、情報お待ちしています．

総務課行政係 費6一鐡訂内線23

小学校は大きいし友だちもいっぱい
松之幽小学校で元気に入学式
婆月屡鑓、松之lil小学較で入学式が行われ、斑人の
新隻年生が入学しました。式典では新三年盤がお兄さ
んに先海されて、大きな拍手のなか元餓よく入場。そ
の後、一人ひと1フが名離を噂ばれ柳沢晃英校長としっ
かり握手しました．榔沢校長は、 ヂ松之山小学校でも、

楽しいことやおもしろいことがいっばいあります。王

年間楽しみにしていてください煽とあいさっ。新圭年1
盗は大きな掌絞とたくさんのお友だちに、これからの
小学校生活に夢を膨らませていました。
『『『

『

『

4月5iヨ、春の火災予防運動の一環行事として松之由潟

機i麟でヂ消鰍練、力鞍，総した．午細騨分、酬
1蟹旅館の3階醗膳窯から火災が発生したという想定で酬練
i 聡蜜台されました，i斑酒防懸と松之毒分遣所銑）消防車が出動

iし献漁を行い就た．また、東騨防物鋤難嬢
i

…

i譲練が展闘されました。調練を見守っていた人も、改めて

すく描かれています。今鍵の案内麟は観光ガ でなく、

松之出醗が「生涯学習の推進の町」である 二も案内
しているものです。ぜひ、…度ご覧くだ

・。

甑

とりくんユが案内役として登場、はじめて松之撫町を

訪れた人でも購の観光施設がどこにあるかを分かりや

電栖鴇．︐

は、皆さんもおなじみび）町生涯学翌マスコットの「ゆ

肇
冠

自然休養村センター横に設置してある畷f総舎案内
1灘」が、護月から新しくなりました。新しい案内麟に

パシゴ車出動せよ

新しくなった町総合案内図

火災発生！

ゆとりくんが町の施設の案内役

欝・雛覇

き
1防火の大切さを感じていたようでした．
蕃

松之凄温泉街で消防訟練

騎〜

鰯． 冷婦・・辮

緩﹃ぴ

駕・﹄蕎警鷺羨

iや上越南消防署から特驚救助隊（ハシゴ車）も応援に駆け
iつけ、ハシゴ毒で逃げ遅れた人の救助など本番さながらの

き

1創⑩ooI

『「
キ
壌愚．蓑 i

4月29撮︑松難小掌校6年強

n人が卒業鰯作の一環として︑

図工の授叢で欝の壁藤にスプレ

鮫魔紅は家だ2撒以乱の残難

ーを縫って絵壱描きました心

があり︑職篇縫はみぞれ混じ摯の

麟繍羅騨

榮川小が辺コーダー全圏大会で銅賞欝
堂々ともてる技衛を発揮
先鷺、

冷たい講が降ってい濠したが︑

取り組んでいました．

兇麓たちは元黛いっぱい翻作続

雪の壁醐に描かれた絵の擾さ

は約5β撚︑馬や潮の上を飛ぶ露

鳥︑学校︑箆童と先焦の全鰻の

た︒今年は灘解けが遅く深刻な

似顔絵など色鮮やかな作鵡でし

嚇

問題となっ．ていますが︑6年盤

・一購副芦ポ

キャンバス となり︑欄必い出靱

齢 懸譲〆，

には 残霧が卒業翻作の穴きな

麟

残る授業となったようでした︑

萎萎

ギ葉揖小学校がり葺一ダーの全騒大会続趨場

します」とお傍えし濠した、3月2癩、第雛蟹全8本
！ノコーダーコンテストが東蒙都江東区のヂティアラこ
うとう」を会場参こ闘催され、全羅46校が参撫し康！il小

掌校が倉奏の部で銅欝を受賞し豪した．6年生は卒業
式も終わり、また年度宋で練翌する蒔闘も少なかった
とのことでしたが、当銀は緊張しないでリラックスし

て演奏できたとのことでした倉臼ごろの皆さんの努力
力鞍子ナ戎績となったと思います。おめでとうございまし
た．

識購

第紛回松之田温漿クロスカントリー
スキー選手権大会で熱戦が展開
郷総念轟〉 《中掌男子2・3鋒萄㎞》i泣：松沢隆牽（松
之出中）唾位：涌井婁炎（松之鼠1中〉7位：高沢憩総（松

之山中！9位：鑑藤利紹（松之磁中）捻位1橿癒健誠（松
之出中〉《少年女子5漉》玉位1若井涼子（六鑓町高）《中

学女子2・3年5麺》王魚：松癒美鈴（大巻中）5位1嵩
橋佳代（松之山中） 《中掌男子ユ奪5k恥》憲所鰯忠（大巻

申〉4位1鈴木薙彦〈松之出中〉6位：小野塚純斑（松之
山申〉9位：高橋愚繊（松之山中）捻位：佐藤俊之（松之
吻

毒中／《中掌女子王年5繍》王位1駒村簿子（購立妙轟中〉

3位1高嬌難美（松之li陣）捻位二穏沢真蕪撲（松之麟コ〉

4月2薦、蔚夜からの降雪で〜藤が真っ白い讐に覆われ

爲位：小野塚畏美（松之露嚇 《小学男子6年5紬》松本

た大厳寺i葛原で、第憩懸松之霞温泉ク嶽スカントリースキ

真毯（疑野一由ノ内駕小〉3位：擁療敦志（松墨小）7位：

ー選手権大会が闇催されました．錘年、長勢桑などの嬢外

小野塚俊介（東期S

C〉慧位1嵐泌啓三（浦鋸小）

《小学

からも大勢の選乎が参趨するこの大会には、今年も約婆8（）

男子5年5舳》王紘1詫沢灘警（艮野一糠i博ノ内誌小）4餓：

人の選手がエントリーし蒙した。一縛は霧が舞うほど寒い

佐藤裁（松翼小）7位1講嬌織章（松墨小〉§位：本毒畷

天繧でしたが、絶好のスキー・コンデシ羅ンとなりました。

裕〈松婁小〉欝位：蕩波翼（松之慮S J〉

小・中学生にはシーズン簸後の大会となり、各部門で熱戦
が展闘されまし鰭。大会の成綾は次のとお1ンです。なお、

3繍》王泣1保坂真理奈（長野…出ノ内詫小）3位1滝沢
真美（松難小）5位1相沢空晃子（訟之山S J〉ウ位1高

各部湾ともi位の選手と購内関係の選手を麦5位童で鶏載し

橋奈牽（松墨小）玉0絃1樋瓢瓢美子／松之鶏＄」）三2位1

ました． （敬称鰭）

相沢めぐみ（松之由S

《成年男子憩臨》三泣：永搾利夫（高銀自衛隊〉

《少年男

子憩漁》王位：松井健太（八海高）M位：蕩橋佳男（を鷺

穿

J〉

《小学女子6年

《小学女子5年3繍》王位：小

轟磁羨（長野一由ノ内北小／毒位二総藤恵美（松難小）8

位二松沢優美（松之由鑓〉轍：劉慎磁葵舩題蛤」）

皆 さ んからのご韓見︑ご要望
などをお待ちしています傑
︻六月憾導テ⁝マ︸

loりΦoりー

プナの森コンサート

松欝の﹁美人林しは︑い豪購
の中︑萌えぎ光るプナの鷲葉の

新縁は私たちの心を感動させて

そんな籍緑の美人林で．瀞︑︑︑

くれます︒

サート卿を計画しました券噌︑の

名も﹁美人林⁝プナの森欝ンサ
⁝ト﹂．憲霞は演奏・歌・舞踊と

鰯内でも超︸流の演葵家の皆さ
んが出演します︒

乙女のようなブナの立姿
彼女たちが盗み患す
おどろくほどの豊かな響き
この鷺︑美人紘いは︑森のシン

フォニーホ︸ルし藍変わります︑

昭禰9年囎≦捻れ‡辻め樫
繊捧職輿
ご鐸輩の方々ま

涌井光一さん（針響噂院）
さい￠

◇鷺

ψ演奏曲

◇出演煮

進曲﹂ほか

弦楽滋璽奏﹁軍隊行

ビアノ蕊重奏﹁ます﹂

オペラ季締館ほか

公開弦楽露重奏繊︑

N欝メンバ⁝轍よる

小学校体脊館の予定︶

︵爾天の場禽︑松之山

テージ

O会 場松欝 美入林特設ス

午後︸蒔醐演

F後一蒔 糊場

購． 六月二獲︵鷺︶

で︑ビクニック気分で参糠くだ

子どもさんか

ピクニツク気分でお越しください

ごみの減量やご家魔で工夫され

総務諜行政係

も

耐番の観光スポットです．残幾

松之山町役場

蓬付先︼

烈月二十残︵月︶までに

︻原稿締め切り︼

ている内容をお醐かせください．

−ごみ闘題についてしです．

がん幽！諺璽
美大林で

31翌3三（23）

総務諜行政係費6
白い残雪に映えるブナの新緑（美人林）

みんな

私は、特溺養護老人ホーム「P不老陰篇

紅勤務してい凄す。仕灘は寮父で、・…滋

大

人

した当初は、簿σ）傭識もなくとても蕃労

したことを思い廷1し家す．舞譲場σ）皆さん

のご指導紅支えられ、励まされながら｝

ても感謝の気持ちでいっばいで、このこ

一︑輩円

1生懸命紅頑張ってい糞す．皆さんにはと

千円

とは秘、鑓とって一生忘れられません悌

ヅナの森

昭秘二十八無の六月

第一瀬松之由町燦鳥会が行わ
れたのは︑

十照簾でした︒以来︑鐡を璽ね

今年で第照○園という記念すべ

をこなりますひ入醗されているお葎1寄判）グ）

藪餐の皆さん紅は、ここでの：生活を気軽

に楽しんでいただきたいと思い家す瀞

職場の皆さんに信頼されるように努力し

私霞身、これからも入所轡の皆さんや

ていきたいと思つていま博竿q

内

奉山まで︶

く松之由購役場振興諜

実群婁興会禦務蜀

皆さんも不安なことがたびたびあるよう
で、そん徽議を闘くこともあll）崖す。入

ください︒

※蕪磁は︑座るシートをご用意

いまは仕蜘こも横れ、お年欝りの皆さ

そして︑いまも毎驚大勢の泌

さんから﹁野鳥集会﹂と﹁探鳥

ウグイス︑ノジ﹂︑オオルリ︑

套しに参触いただいています．

の歌い手たちが今年も勢離丸ろい

イカル︑クロツグミなどなど森

⇔環時

婁鳥集会ースライド映写︾

患会いいかが噛︑すか︒

します︑野鳥たちとのすてきな

gKラジオが全國放送したとい

から九時◇場簾貿松之撫温衆ゼ

ンタ寄二階会議蜜◇講師一貯内

六月一矯︵土︶午後七時

う歴史があり豪す︒当蒔は七縢

があり濠す︒

種の野鳥が確認されたとの記録

で欄縷され︑探鳥盆の実況をN

第烈回全國婁轟会が凌雲欄さん

琵測黒○無には繍塞野鳥の会

き難を迎え濠した︒

んと親更、く一緒に会譲したりとても勉強

町探鳥会

ンサート

︵当獲は魯鴛○○円憎﹀

小学癒

中・︑㈹校焦二千円

お年寄りの介護を揚轟してい濠す∬入歓

第40回記念

⇔闘禽先

命入場料

一不老闘勤務3年が過ぎて一

O

難

振裁先盗︵野鳥写輿家﹀
︽美人林探轟会︾
令溺鱒﹄六肩 二鷺︵澱﹀ 朝縢時半

松鶯諏訪禅筏

申轟公先鷹O閥

から⇔集禽場所

麟集禽◇講締
い禽わせ先 松之由購野鳥愛護
会の射山健費穴：二三二．︑︑家た
は繍協ツ鶴山麟嫌既︷光協点駅燈六⁝蕊〇

門い

ずれも参燃料は無料︸

一一まで⇔軽食を糊慧し憲す︑

〈俗名〉カコノ慌ナ
だ繋
峯雛翻．や翻けぴ聯嚇姓えるいガ
麟三葦．地穣華瀬レ、，駈から多数のす
葉擁縄て越久する、花は根驚の葉のわき

轍轍し・簾つ郷⑳ノ

句

まつのやま文芸
携
花の山

満闇のさくら息つく大都会

花の山うすタやみの寛永寺
しのばずの帰れぬ鴨に花吹雪

こんにちは︑ぽくは竹内琢人

︸緒にユンボやミ轟カーのおも

やんになること．これからは︑

し︑とってもうれしいな．

﹁水一轡黄蹴じめテレピも見れる

いことがいっばいあったよ漁ひ

明るb子鷺欝っています︒鴬

門お母さんからの轡欝一

餓いっぱレ遊んで︑そして思い

とつはね︑保霧欧に行きはじめ
もうひとつは︑弟が焦豪れてお

飛りのある子に奮ってくれれば

てお友達がいっぱいできた．︶と︒

礫驚はぼくにとっぐ︑︑うれし

です︒みんなはヶたく くんと

（豊霞・六善）
ちゃで遊べるし︑だーいすきな

竹内恵次・民峯さん長：男
呼んでくれます．

（2歳7カ月〉

鷺ちゃんになったこと伽とって

はらはらと波に花散る隅濁川

花がすみのぼりくだ弓の船の水尾

浅草のどのみち行くも花曇棲

谷ハ栄

屋︶

︶

段︶

薩藤

俊皿

翠子

佐藤多美女

鈴木

露座仏の伏し目にもや・花の冷え

小

くずき拶の蜜の甘さや花づかれ

百姓の手筈妊わす券の雪

天水越︵林

雪解の村に明るき嫁話し

昼さが弩雪解雫の子守うた

天水越ハ中

三人の子等それぞれの新学期

花見時電話の外や雪吹雪く

とっつ

良雄

ふま

大樹にも一夜に花活く牡丹雪
天水越︵下元屋敷︶佐藤

雪間には芯を摘まれし蕗の蔓

正孝

驚龍

倉ハ幽枚囎︶

草村

薩藤

柳

ふる郷に帰えりましたと初燕
天水越︵よ落舎︶

川

親切は満足感がそこにあり

蔵要らんはなしへ先祖声ひそめ

精根を込めて題掌・を巌融蛋隔違い

標準の体型過︸去へ行ったきり

黒

誤字当字僕のワープ窃惚け始め

柳友作贔紹介

お裾分け婁はどこまで行ったやら

叱られる孫へ船出す間をはかり

陽があた彗すぎて含分を見失い

発護するナース優しい順にやめ

幾度か流れる雲に似た別れ

副

帽

と

と腰っています︒

隔

経

わが家の人気者編3
も待ち遠しかったんだ︑お兄ち

文和松今渡
泉
子沢岡里辺

琢人ちゃん登場
たく

る松乙一
警慧翻欝二猫

自
ショウジ3ウバカマ（ユリ科）

とり

諺

：ゆ鴛

事業案内㍗％
尼ゲ菱の黒繋皇
ヒゲ先生︵野紫塞洋先熱︑鐵

きiE︺；ξ多タ︐奪︷・多壬多義美・手§⁝多手き■旨ξ︑蔓■ξ⁝⁝⁝﹂

ハキきミヨキも

1寸㊤oりー

きモきヨヨミききし

天厳寺趨原
い

㎜

ぎきコチききゴ

㎜ジンギスカン食ぺ放題㎜
⁝■婁走︸︑⁝美多⁝⁝〜︑多⁝旨■モ⁝i呈；⁝︸

籍緑の大巌寺蕩原でジンギス

r多壬⁝⁝⁝多︸多多

カン食べ放題！

5溜m欝鋤

大厳野爾厭鶏望館
観光協会︵6−3倉ユー︶

欝内の女性チームが熱戦をく

5月22欝㈱

りひろげます︒
▼期鷺

▼時間 牟後7時〜
購疑体欝館
ザきオヨモきドきまをききドきききヨきききミチパ

▼場所

⁝公戻館の教室・講座︸

駈睡︸闇捧ー⁝﹂

のきをうきま

︸

⁝

︸

きモききコぎきききドをゑききヨちききヨまさドききぎきヨい

︸春を食べよう会

い

ゴきドきヨロきロまき

ききき

きミち

ドきずミヨ

ー善 葦ー亀

㎜ブナの森コンサ嚢ト

豊かな鐡蓉．奨人林はシンフォ

たちが盆み出すおどろくほどの

乙女のような撫の立姿︑披女

﹇iー︸！ー！多﹁≦︸星⁝ー︸重︷きミ重韮手︷善

蕩ーホ⁝ル環層饗メンバーによ

し

5月20鷺〜6月n鷺

案内人付護で山．激採り放題！

る弦楽鰯璽饗黙の演奏会です︒

撫漿の窯魔大蔽寺縄漂で地元

﹁きi⁝⁝⁝⁝iiげ；⁝ーミ■多ξr蓼︑ξ︑⁝多呈︑多多■多多r多5

▼期繕

観光協会ハ6−30王←

6月2鑓㈱

大厳轟烹鶴猿ばーどが！でん

▼期揖

▼場所美人林

年後i時購場2蒔醐演

▼場斯

観光協会盆−3￠王←

濃泉セ私〆ター︑美人林

▼時聞

▼問A

残讐残る美入林で擦鳥金︑常

こえてきます︒

に40種類の野鳥のさえずりが闘

▼場所

▼期鷺6屑三・2欝
▼闘禽

▼購聞

▼期鷺

露然休養紺ゼンタ⁝

肇後8瞬〜憩時

6肩4澱㈹

環代おやじ学講鰹︑成

︵雛謬離賜欝ク︶

んか︒今葎の第︸鐡は︑葵人林

親子で自然に親しんでみませ

します．講麟は丸由籔裁禿生で

野菜のプランター栽培紅銚戦

す．

峯潮憩一30〜午後1

自然休養栂センタ⁝

30

での擦鳥会です．

▼蒋問

▼期露

▼場所

6月5緯㈱

人実用講座︑女姓ネッ

30〜

トワーク︑湯鳥大学︑

▼場勝墨人林

午跡4

▼蒔闇

影講座︑勉誰でも可

▼鰯縫 6月2欝㈲

携事ー書⁝⁝ーーー⁝ー⁝聾⁝ーー﹂ 圃圃因圏口U
盾
黙郷験徽康⁝⁝﹂

▼場斯

辞の魔け花教窺のスタートです．

てきに盤けてみませんか．大好

なにげない薫花をちょつとす

匹紛閥翻醐目目﹈

］

▼期繍

▼場駈

5月鴛欝鍵

公驚館の教室・講鰹のスタ

自由に醐性を盤かしてトライ
！

5月23賑㈱

ートです．

▼期縫

午後7一30〜9一3

自然休養樗センター

▼聴間

▼場漸

講演会

惣

熱け花教室︑ビデオ撮

羅麹慰盤

▼内容

▼対象

圏目

塞哺乳類掌撫会蝿︑轡海時少年
の家館幾﹀と春の松之寓の自然
▼購込

5月難田Gゆ

を観察しよう靖
▼朗繍

▼襯欝

午潮 7 跨 〜 8 時

菖拷 綿 総 ㈲

［
測
懸
削困

∫2

嘘

午後2縛センター集倉

▼隣閥

購内の溢要道踏

▼期罎

野後 2 蒔 〜

執rノ

▼時醐

▼場勝

町毘全興

▼時閥

松之撫混嬢駐薫場

／〆

午後5欝センター解散
バ1ドピア須山

小中掌盤及び一般

▼観察地

▼鰐験

属闘﹈

▼対療

餐集落ごと

▼場断

ぎわい．

む列︑歌謡シ簿ーや夜籍で穴に

びっこみこし︑潟泉太鼓︑稚兜

嘉績は︑上杉罵能公供養祭︑ち

蕪塞黒大薬泉の松之出潟撮︒

﹁ーー⁝ー⁝ーモー⁝⁝ー︷ーー﹂
﹇
酸演綿陳嫌ゆ牌﹂

▼取組

樋鯛のクリーン大作戦です．

みんなで春の大そうじ︒簿年

酬

泌
凶
劇
関
恩麟
9

醸

裁潤
担当

僧6−2265
翫24公民館
ゆとりくん

こ

・湯
松之出町生涯学習だより

生渥学習コーナー

｝

榊
甲納
席−A｛
｝

舶

「いきいき県浅カレッジ」って傭だ
力導雛っておるかな？

飛

ゆ穐
新潟票や察内喬覆町村、掌校、畏聞等で
実施している広域的で特色のある生，漉学｛習

灘簾萎縁熟餐懇ぎ編〕
です．平成8無度には387の教室や講座が登録されてい
ます。

公鶴館にあるザいきいき察戻カレ・ッジ講座一覧表（受
講案内〉」と「受講手嬢」をもらってください。一覧褒に

ある教室・講鰹に串し込んで、受講を許可された蒔点で
入学となります．松之山驚ではヂ趨然体験教室∫環代お
やじ学講座∫成人実矯講座∫湯鳥大掌ノ女

撲ネットワー

ク欝修会」がいきいき藥畏カレッジ登録講座です．

コ⁝ー⁝多⁝争〜⁝量⁝⁝呈⁝ーき︸手きー善多警︸⁝⁝︸︸手手き壬︸︸ξ釜き茅⁝⁝︸き董雪⁝⁝霊呈⁝チ︸垂⁝き耳︸⁝蓼き︸︸i⁝⁝ーーー−⁝ーー⁝

櫛

教室。講座を受講するたびに、単位認定スタンプを受 1
…

講手緩1こ押印します（懇寺間で王単位ん単位が59、鎗O、

i

オ
2億・…とまとまり、カレッジ取部に串講すると、学長1
傑糠〉か獲顯、がそ才しぞ才む授与されてレ、きます．1

ポラ1

ぴ1

山
松之由購生濫掌蓼推進本都
では、すぐれた指導者やボラ

ンティアを登録する人紡バン

（（

ク毒獲を行なっています．

▼

平成8轍藷導雛べ 囎
王95名、ボランティア艇べ2縫
名の方『に登録していただいて

おウます。名簿は「松之由湯鳥ガイド」をご覧くだ
さい。

こんなことを教えてほしい、こんなことで手を貸
してもらいたいという事があったら、ぜひ連絡を取
ってレみてください。

〔り一ダー（指遂餐〉バンクの分野）

（）自然科学

O社会系科学

○教膏指灘

○葵徳・工芸 ○音楽

○文学・語掌

○舞踊・演翻

○趣昧・盗活文化

○健康

○スボ・一ツ・聾外活動

O職業技能

（潔ランティアバンクの分野）

o行事の準備・運営

○施設の整備・美化

○幼箆の盤謡

○、お弁当の醗達

○お弁当の醗膳

Oリハビリ教室介勧

○施設驚ごみ袋の製作 O高齢養のi話相手

○手紙・本の代筆・代読○不老闇シーツ交換
○箪での送逓、買物

（）欝一タスクーボン整理

滋

ア紅焦家れたフェルナン

︸九ー一年︑び鶯ンビ

し︑欧米だけでなく臓本で蕩い

彫鋼などを中心に約欄点で構成

ボテロ展では︑漁彩︑素描︑

を紹介してい該す．

評鱗を受けている求テロの轍界

▼朗賜4月鴛鷺〜5月鱒鷺

ー欝ッパに漢り︑スペイ

ンやイタリヤで密典美術

ド・潔テ糠︒20歳の瞬灘

やフレス瀞醐を掌んだの

▼場所 県立近代蔓衛館

的

浅井えつ子

デイヴィト・ヘイズ

魔がさすとき

城紘一・郎

こころの総殉ぼっこ

三遊亭楽太郎

あけびを編む

谷用栄子
｝㎜軸
嚇
｛
㎜㎜㎜
一
酬
嘩
帽

㎜一哩』削f
甲肺、い

︵長岡帯窟関町寧贋掛V

猿欝大二郎
もういちど二入で建1りたい

｝｝
｝

ち︑窯砿二講ー鷺馨クや

パリ・な鉾︸を拠点淀本柊

な活躍を始めました導

﹁モデルに従って描く

のは好きでないひ想籐力

村濁婁代子

いじめなんかじゃくたばるもんか

3

のおもむく濠まに露磁に

小沢昭一一

鍋の中

父と子

籍ったよフ紅︑ボテロの

助安由吉

翻作することを好む凶と

地球はわが身体
ノ1、沢昭〜的こころ第7作

灘ー嶽ッパの憲

今森光彦

蕊獄術⁝は︑

豊毒物語

典美術の手法に立脚しな

小林吉弥

噸ふくよかな褒現軸

皐坂茂三

橋本龍太郎

がら︑

権力の斑祭

総裁

モアと褒愁を秘めた作贔

景山戻夫

で簿られる︑独特の識ー

水野麻羅

重ンリー・イェ』スタディ

を鑑み出し続けています．

愛よ箏重く

り等の発見をした場合は︑役場

要な仕事です︑皆さんも地すべ
だいていますが︑一隼に︸鐡の

紅検診項目の希望を出していた

検診対象の皆さんには︑事繭

募ください。

3、締め切り 平成8年6月10日㈲必着

30

意の他から
上級救命講習に

繊

容

ま

ま

参加しませんか

松之出分遣概

◇経費

◇締切

テキスト代金として︑

70円が必要です︒

松之山分遣所へ

平成8年6月6臼︵木﹀

◇購し込み先

卜

鐙
鴉

電話で申し込んでください︒

新規学卒求人の
説明会を開催

■ハローワーク上越安塚分室費

応急手当法を習得し︑積極的

に貢献してみませんか︒講習終

対象とする︑求人申し込み手続

来春3月の新規学卒予定蕎を

きについての説明会を次のとお

了者には︑上級救命講習終了証

◇内容 心肺蘇生法や丘面法の

定されているところは︑出庸く

事業所等で掌卒奢の求人を予

り開催します︒

午繭8時30分〜鎗蒔と

平成8年6月欝臼︵顕︶

翌簿

を交付します︒

◇臼 蒔

◇臼時5月29臼ハ水︶

安塚分室 会議室

斯 上越公共職業安建勝

午後2蒔から

ださい︒

上越消防本部

午後玉時〜5時3
0分ま
上越帝

◇場

での計8時問

名︵腐校生以上を対

◇問い合わせ先

ハローワーク上越︵上越公共

職業安定所︶安塚分整

護4

1の㊤oりー

建設係までご連絡ください︒

﹁健康チェックの場篇ですので︑

ぜひ検診を受けてください︒

検診料は昨奪と同じく︑後日
徴収させていただきますのでよ
ろしくお願いします︒

検診の詳しい磁程は︑後磁各
世帯にご案内します︒

町総合検診について︑不明な

なたの住所・氏名を畷記の上、ご応

町総合検診が
実施されます

点は住罠諜保健衛生係までお問

王、応募方法 ハガキまたは封書に「社名」及びあ

︵

することになりました。皆様から多数のご応募をお

住罠課保健衛生係

新会被が皆様の利紹しやすい、親しみやすい会社

い禽わせください︒

待ちしています。

毎年実施しています﹁町総禽

備を進めているところです。

自分虜身の健康チェックです︒
積極的に受診しましょう︒

として発展するように、次の要領でヂ社名」を公募

検診しが︑今年は6月沁臼︵月︶

から6月M日︵金﹀まで町昆体育

館を会場に実施されます︒

を平成8年10月に設立し、バス運行を行うための準

町役場がら

内
︵

新たに東頸城郡6町村と頸城自動車が出資する会社

地すべり巡視員に﹀
ぐ
村山林平さん
繍
建設課建設係
松之山町の地すべり巡視員と

して長駕ご活躍いただいた天水
越の福原一雄さんに代わり︑こ
の4月1臼付で新たに湯本の村
山林平さんが地すべり巡視員に
委嘱されました︒

地すべり巡観員は︑町内で地

◇場所
⇔定貴

させていただきます﹀

春からの申込みを優先

が︑普通救命講翌終了

象に串込み順とします

30

すべりの発生が予瀾される危険

採罵者には記念品を贈呈します。
4、その飽

地域などを巡視し︑地すべりや

松之山購役場総務課行政係
2、送付先

地翻れの発晃︑地すべり防比施
設の亀裂や損傷笛漸の発見等の
業務を行います︒

現在、当町には頸城自動車株式会社がバスを運行

0奮6｝3Bi

当町には地すべりの発生が予

していますが、このたび東頸城地内を分割廃止して、

1松之醐役場

活動は地すべり防止のために重

新バス会社を設立

お知らぜ

測される危険霞域が多く︑巡規

すてきなヂ社名」を募集！グ

の
カ

平成8年度調理緬
試験のご案内
上越保健衝 費鍛
平成8年度の調理緬試験を実
施します︒受験を希望される方
はお常し込みください︑

上越帯内で実施します

平成8隼6月28鶏︵金︶

◇禽格発裏

平成8葎7月扮臼釜︶
◇問い合わせ先

上越毒春嬢由 上越保健所

ご利用ください 6
だ
福祉の職業相談2
5↓

︿﹀受験資格

中学校卒業塞たはこれと岡
橿祉人秘センタ婁 費22

談を行つてい家すので︑お黛軽

上越地方でも次紅より繊張槙

す︒

求人相談等を無料で行っていま

会編祉協議会を対象に︑求職・

人材を必要とする編祉施設や縫

ざ

等以上の学力があると認めら
編祉の職場への就労希望者と︑

◇必要欝類

で︑ご渡意ください︒

※期間経過後は受付しませんの

0臼まで必養
5月欝類〜2

⇔受験願書の提鐵期聞

した経験が2年以上ある餐

れるもので︑調理業務臓従事

4

上越総禽禰祉センタ⁝

にご利罵ください︒

◇場斯

圓固回

塵園團圏囲

午箭憩時業〜午後3鱒半
⇔問い合わせ先

橿祉人紡センター

新潟票社会橿祉協議会内

灘懸礁購灘灘灘

都会の人達紀潤いを与える公

な位置を占めている︒

圏︑その舞台裏は多くのスタッ

東窟の街中を歩いていて︸︸番

感￠るのが緑の少なさである．

▽高橋寛一様︵松口︶

とうございました︒

窟砂漢などと形容される都内に

コンクリートジャングルや東

スで本来の美しさを失っているゆ

植えられているが︑車の癖蟻ガ

れた木々︑

く花々︑盆栽のように手入れさ

途絶えることなくきれいに咲

フによって支えられている︒

大きな通りには街蹄樹や花が

一〇︑七〇〇円

︸○○︑○○○円

公園は気蕩く慮った化粧美人で

女姓にたとえるならば都会の

て発華やかな感じを

名

受けるがどこかよそよそしい︒

▽匿

あつて︑唯一オアシスと曝べる

都内には大小さまざまな公園

入れをしない素肌美人といえる︒

あり︑松之山の自然はあまり手

訂正とおわび

があるが︑大綬模で入嶺の多い

売月弩の3ぺージ一般会謙予

公園だろう︒

ところは上野・臼比谷︒代々木

東窟事務勝

切だということがわかる︒

佐藤

どちらにしても自然が一番大

算表で単位の﹁円しは﹁千円し︑

のが公園である︒

松之山町社会福祉協議会

善意のご寄付たいへんありが
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嘆ぺージの﹁ゼレンデしは﹁ゲ

上野公圏内紀は動物圏や博物

変混雑する︒

館があり︑花見シーズンには大

レンデ幅︑5ぺージの﹁晒浦B﹂

は﹁茜浦繊﹂の誤りでした．欝

東東から松之由を見ると︑霞

正しておわびします︒

然豊かな公園の中で盗活してい
るように感じる︑

松之山にいると臨季折々の霞

然のありがたさがわからなくな

ってしまうが︑都会ではこの自

然を公圏という形で人工的に作

り繊しているのである︒

公園を美しいまま維持管理す

る砿は莫大な費爆がかかり︑公

圏関係予算は歳患科目でも重要

ご醐

調理麟試験受験願霧︑調理

業務従事証明書︑卒業証畷書
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むらやまゆきさん
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久保照憩七さん 97歳
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町の動き

懸鑛縦嵐羅灘懸鑛灘畿鹸
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総入鶏3，489人（＋8）
男漢，695人（乎工）

女王，794人（＋7〉

4丹のできごと

盤帯数1，165戸（＋勘
（

2績 集落懇談会の闘嬉

／内は麟月と雛）比較

5臼

ンダー諜に5／警の松之由小難

（おわぴ〉醗霧した嘱丁畏カレ

編集室から

役場の窓から覆か︑を箆ると︑

黒い地肌と鶯葉の萩緑が雛範つ

くよう紅なり塞した．太隣の繕

と・蘇ガが来たなという感じです︑

差しもポカボカと暖かく︑やっ

このまま冬に腰︵げてしまうので

鰻飛に入って何瞳も降鱈があり︑

はないかとさえ観鮮心ったほど贋︑し

掲、

購総合検診（強ヨまで）

罠運励会が脱落していました。

た．霧解けも進み︑これから農

紘
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嶽之繊小校区蔑運勤会

集落総代会

作業や山菜採りが忙しくなりま
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三嚥
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す︒おっと︑その麟に﹁お花見し

、6月 13
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が残っていました︒今年はまだ︑
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2黛

献撫（会場：役場〉

おにぎりをもって︑霞桜でも観

5潟

1濫泉センター陣の湯
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第鱒鐵記念購探鵜会

中学校入学式

花見に行ってなかったの喚︑す．
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に礁かけてみようかな︑

温泉定体 8
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