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心がふれあい笑顔があふれる
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ンター
お年審りのみなさんから快適で充
・︑鶏を過ごしていただくために︑いろ

碁業もその中のひとつ．今弩はその

庵遡蔓やサービスを行っています．デイ

ス事業を簿っていただくため︑デ
ヘセンターの一籍を紹介します︒
現雀︑ 罎塞は六十五歳以卜一の
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って社会的な孤独感をなくし、心や体の

健康を保ち、家族の身体的・精神的な負

ービス︑デイサービス︑シ簿ー

トステイをはじめ︑訪問指導や

リハビリ教室︑健康相談︑健康

一の幾欝麟になると瓢︑．コわれてい

ス事業も︑平成八年十二月の利驚

薙九肩から嬬まったデイサービ

蕎は年々増撫しており︑平成五

これらの禰祉サービスの初聡

教葎などを実施してい蒙す︒

録ま

から金曜臼まで行っています。初園に登
録いただくだけで気i軽にご利嗣いただけ

ます。

【施設肇

デイサービス事業は、特秘養護老人ホ
ームヂ不老閣」に委託して行われ、デイ
サービスセンターは不老闇に併設されて

一
撒

います。

りできるバスで︑デイサービスセ

スタッフが臼常生酒上の指導

︹隻活指濾︺

︹家族介護者教霊︺

や相談を行います︒

家族に対し一般的介護方法を

︑ 必要に応じて個別
伝える﹀ほ力

︹R常動作訟練︶

概修や相談を行います︒

軽い運動的なものをレクリェ

ーシ灘ンを利馬して行うほか︑

教塞ごを︷災施し衷す︒

購保健婦と協力して︑月二麟﹁リ

ハビリ

栄遜︵のバランスを考えた食璽Ψ

︹紹食サ馨ビス︺

︹入浴サ毒ビス︺

を提供します︒

象庭で入浴が照難な嵩齢蕎も

の入浴もできます︒

ゆったりと温泉入浴できます︒

健康状態をチェックします︒

︹健康チヱック︺

保健鷹療禰祉計画を策定しまし

臨イスや寝たきウでも乗り降

塞避︶

デイサ⁝ビスは
こんな内容です

てい蜜す．

登録脅は一二五人と年々増纐し

ます．そんな中にあって︑松之

ソ響

進み︑今後もその率はさらに蕩
！︑なるンζ手獺贈戴編れぜしい心諏み9Q

んな麟代だからこそ︑お鰯寄り

を大切にするための翻度や対策

町ではこれからの高齢化祇会に

が必要となってきます．

デイサービスは、露丁内にお住まいの概

また寝たき9の方︑窺いすの方

ンターまで送迎します︑

傭え︑平磯六鄭三月に松之山町

ね65歳以、ヒの方を対象とし、簿趨月曜沼

︑麓護婦が血圧や体温を瀾定し︑

た． ・の計瀟のもと︑介護を必

要とするお鶴寄りおよび豪族へ
の援畿︑援助のために蕉竃禰祉

︶黛本桃であるホームヘルプサ

【対象煮｝
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握を減らすことを目的としたサー一ビス

ー﹇︸︸孝iそ︷ミミー

援護の必要なお隼寄りを施設まで送迎
し、各種のサービスを提供することによ
輌隼ii；5；㌧︸≧⁝⁝︸︸モ
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出町も麟と県を上懸る姦齢化が

人鑓が急速紅進んでおり︑鍵界
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テイサービス
壌

潟

センター

ヂ擢サービスセンターの一賑は︑まザ
職員のミーティングで嬢濠夢濠す．

介助舞と寮母が鷺人一総に

㈱◎犠磯繰魏

互鱒

足が不淺由の方には緋フト付

し

お年寄吟は︑冬場で一臼平均藩難人︒今

なくなり欝んでい濠す。みなさん
と「極楽だね」と話してい濠す⇔

で入浴できます

お隼寄吟は家の髄驚バスを

ていました。 このごろは腰も癖1く

湧は︑豪ず浦照地匿へ迎え姥勘かい象す︒

叢継懲礫

バス一台にはパワ⁝攣フ萎が付いて矯

るので︑車いすの入も安心し︷乗の降り
することができ謹す︒

利嗣者の声

広い浴そうにのんび弩
ゆったりと入浴できます

います。お陰で今隼は風邪もひか
ないし、体がとっても楽です。以
麟は疲れをだしては、醒嵩に行っ

婁○

りも簡柳畢です

一人で入

脳○雛擁欝繰

お無寄ゆが楽しみにしてい

弾み笑顔があふれます︒

茶を飲みながら皿週間ぶりの再会に議が

健康チ瓢ックの後は︑水分の補給︒お

なさんの健康状態は畏好のようです︒

欠席し︑穂粥煮は牽二人です︒今βのみ

す︒今溝は嵐邪などで鰯人が

㈱○無難鱗鱗

栄養灘とバランスのとれた
食事に満足そうです

バスで乗り降

車いすの方も解フト付きの

聴間を遍こします

i
礁なり、談た去奪の4月から利爾 l
してい蜜す。体は丈夫ですが、腰
の翼禽が懸く二週間おきに病院に
通ってい謹した。デイサービスに

灘
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高澤マスさん（湯之島）

入浴後は横になη、ゆったりした時間を遍
ごします。著いころの認に花が咲きます

は一週間に一農ずつお惟議になり、

i

一硝三奪4月から三〇月寂でお麓t霧毒

車に乗り込んでお年寄触

チヱックです。
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鑑妻、羅謙驚

を迎えに綴発です

糠

デイサービスセンターに藩いたら、初めに健康

お．挙・ろに入ったり運鋤したりして

懸響

4）で、月6鱗はセンターを利婿し

かい婿
ご舷

デイサービス1ま、平戒5年から

でリハビリ教室紀も参窺1している

ハゼリはいいですね。象紅いると

豪い濠す離ここに来ればいろいろ
な機能讃練があるので訪りがたい
ですσ懲分で来られるうちは、デ

イサ』一ビスセンター！＼輿叢毒になろ

ハッスルしすぎて
追いかけi玉入れ

楽しい一臼が終り、家まで送ってくれます。

かけ灘入れしやいろいろな憂
さの紙を使った竹ジャンケンゲームしが
行われ︑楽しい時闘が過蓼て行き藤す︒

レクリェーシ灘ン中は︑お駕寄りの元餓
な声と笑い癖が絶えま量んでし捻ロ

運動の後はお茶とお藥子を翻ん㍗の
ヂイサービス弛ンタ葦での

﹁茶話会観︑今臼一鐵を振り進夢震す︒

また 来週も驚餓瞭会

㎜○滋螺畷糠欝

よう

いましょう鑑と寮母が欝髪かけるお︑−ま

た︑楽しみ臓鶴でいまサしと簾頻饗応え
て恥まじ懸︒ヂイサ妻ビスセンタ妻は︑

心のふれあう災顔があふれる一瞬懇した︒

デイサービスセンターを利駕したいと思いますが︑どん

QアンドA

ヂイサービスセンター

Q屡

利馬の手続きは簡単です︒町役場住艮謙の橿祉係または

な手続きが必要ですか︒また︑利罵料金はどのくらいですか．

︽屡

購罠蕊婁鰻さんへご連絡ください︒後臼︑頃請手続きをして

また︑利駕料金は食事が黒○○円︑︸般入浴が二〇〇円︑

いただくと利罵春として登録され手続きが終了し濠す︒

特甥入浴が五〇〇円です︒利胴料金は後臼逢矩書が送付され︑

指鑓された預金鶯座から納入されます︒

現往︑デイサービスに通っていますが︑簸近足の興合が

悪く歩行できなくなりました︒みなさんにご迷惑をかけるの

Q2

ヂイサービスセンタ；は︑家に閉じこもりがちなお年寄

でデイサービスをやめようと思うのですが⁝⁝︒

りが︑リハビリで体を動かすとともに︑飽のお年寄9とのふ

A2

方に週一欝でもゆっくりしてもらいたいということで設立さ

れあいを深める場であります︒また︑家庭で介護している方
れています︒

そのため︑建物・設備ともに寝たきりの方ゑで受け入れる

ことが可能になっていますし︑職員も照年間でいろいろなお

爺寄りのお世誰をさせてもらって経験豊蜜ですので︑お年寄

また︑ご家族も﹁みんなに迷惑をかけるので⁝⁝﹂などと

りには安心してデイサ事ビスを利馬していただきたいのです︒

す︒

思わずに餓軽にお卑寄りを送ウ趨していただきたいと思いま

さて︑おたずねの件ですが︑お年寄りが歩けなくなるとす

りのリハビリになりますし︑ご家族の患抜きにもなりますの

ぐに寝たきりになってしまいます︒畠宅を出ることがお年寄

で︑ぜひこのままデイサービスをご利罵いただきたいと思い
濠す︒

州問い合わせ先一町役場 住戻課福祉係へ燈S⁝3妻3璽
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浴で嚢ない人には寮母と介助鑓が付き添
います︒また︑腰かけたまま入れるリフ
入浴後はふとんの烹に横になり︑ゆっ

トがあり︑安心して入浴でき豪す︒
たりとくつろいでいました︒

え︑そしてフルーツのデザー

﹁とってもおいしい

お昼寝に入りました．

です㌧と満建してい窟した．昼食後は︑

寄りのみな港んは︑

調理員さんの心のこもった食事にお郊

トでした︒

脳○梅購翻解鱗

また、次躍を楽しみにしていますと・・一一

糊φ舞欝欝轡

背負ったカゴから玉が落ちそうです
うと思ってい寂す。大勢の人が簗
豪って体を動かすのはいいことだ
ね．友逮もできて、楽しいです。
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藪1かないし、動いても締寄ってし

イチ、二一一、サン、シイ

儀藤湾作さん（中立出）

多⁝⁝；ーー⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝叢⁝⁝ーーiー⁝i⁝﹂

ていますo私は障蜜があるのでソ

まずは体操でウォーミングアップ

ゲームで短かい紙を引いてしまい
ちょっど残念 でも勝負はこれから
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第一期工事（延長617搬）

︻トンネル工事の事業概要︸

一平成九隼

六副七搬

宙驚運六碍五m︑

月から平成十三

︵暫定﹀︑工事潮間

くなっています︒第︸期工事は

︸月二十臼︑卿般鼠道三五三

︽施工鷺間︾松之山町大掌橋諮

︵醸︸鰯バ

︸朗工事分︶

︽総事業費︾約霞牽七億円︵第

拙
︑
ぺ

砥︑﹃

しし

上欝ビ墨噸．
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です︒

気

﹁鰯葎後

完成へ蘇は第霊期工事分の完成

蕎鰭トンネル記事で︑

※副月二十三臼付け新潟臼報の

共岡企業体

︽施工業者︾禰鎌・筒橋継特定

年三月︵予定﹀

は六一七m︵暫定︶で工事競閥

橋諾測から着工され︑その延長

〇二m

︽トンネル︾全体延長二︑二

〜大字下籔池地内

工事の起工式がトンネルの橋諦
は今隼一月から平成牽三年王月

畢の團道改築︵蕩館トンネル︶

樹で行われ︑佐藤利幸町長や載

歩道口三・Om⁝︑総編員二

までの予建となっています．

近い将来︑蕎館トンネルが全

松二郎県議会議員︑新潟察土木
部道踏建設諜山燦俊男課長︑工

一・二五m⁝︑縦断勾配一二や

・3訓

○八％︶

線幽π成し松之山バイパスが闘通

に往来できる道路となりへ町の

事関係者など三十九人が参列し

活牲化にも大きな役割を果たす

されれぱ︑さらに安心して快適

q

ました︒

松之蜘町を縦断する幹線遵路

﹄f／計

︽第︸期工事︾トンネル延長

︑亀

一

士ロ

︑

・287
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、

團道三五蕊畢は︑昨葎十︸月に

oノ

定
予

平成13年3月に完

は成

母

耽蕪♪
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ことになります︑

o
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縦漸面図

小谷バイパスが開通し︑冬期間
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橋翼

でも安心して住来できる遵踏に

α︒■

︑

へ

傭

整備されました︒

しかし︑津爾町に通じる橋詰

へく

c

︑

O

から下蝦瀧の聞の道路嫉︑幡員
多いため︑交通事故が発盗しや

が狭く急勾配でしかもカープが
すい危険な場漸となっています︒

特に降雪聴は︑道諮が凍結しス
リップするなど大変な難所地で
この未改良区間である橋諮から

館

￠f難
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トンネル延長L黙6玉7鵬《暫建1

第1期工纂
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トンネル金1｛本廼長

．必
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！

下鰻海側

ンネル
ト

もあります︒高餓トンネルは︑

での起工式

下蝦濾までの
間をトンネル
で結ぽうとい

高館トンネ

うものです．

は︑⁝︑二〇

ル全体の長さ

ンネルより二

二mで豊原ト

二七獄ほど長
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小雪の舞う中、設営されたテントの中
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一般国道353号国道改築工事

卜ンネルが着工

所得税の確定申告は

鞭

ゆb

んらかの勝響のあった人は︑町・

所がある人で︑平成八年中にな

代を通じて﹁購・県罠税購憲露﹂

細街が必要な人には︑集落総

事項を記載した総収入金額報皆

をみなさんにお麗けしますので︑

その串審霧を持参し︑各地区で

書を擬患しなければなりません．

開催されます﹁納税相談会しの

なお︑役場で確定購欝を行う

会場で購欝を行ってください︒

入については讐聴・県疑税串欝

6

1﹁oり寸1

ていない場禽

④年の途中で退職し︑再就職し

③災警や盗難にあった場合

②多額の緩療費を支払った場禽

妻き︑手垂︑看ξξき⁝︑き■ヨ．ξ︸i玉︸⁝⁝旨ξ■iiξ■⁝；崔・蜂5・

申告は︑正しくお早め
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平成八年分の所得税の確定癖欝が始まります︒所得税は︑自分の

所得の状況を叢もよく織っている納税餐が︑霞分で所得と税額を計

算して購欝し︑納税する購欝綱度を採胴しザ知います．確建牢欝の準

⑤出稼ぎ先などで勝得税を納め

た場含

町・県民税

の申告

◇町・県戻税の串欝が必要な人

確建購密警を提患していない

⁝月一田現荘で松之山町挺住

人で︑平成八年の総収入金額の

◇総載入金額報吉轡を提出

なりません︒

た収支内訳欝を添付しなければ

金額や必要経費の内容を記載し

提出する人は︑その年の総収入

所得のある人で︑確定購皆霧を

その確定購欝についてお知らせし蒙す︒

備は︑お済でしょうか．今鋒は二月十七購︵月﹀から始まり謙すが︑

所得税の
確定申告
◇確定申吉が必要な人

確定串魯をしなければならな

などがある人で︑平成八年中

①事業や不動産 収入・奪金収入

には︑その禽計額や参考となる

合計額が三千万円を超える場合

県屍税の申蕾が必要です︒

の所得金額が各種所得控除の

ている人

・づ︶

書﹂をお届けし家娃ん︒役場で

しします︒不明な点は︑役場税

◇確定申魯すると税金が戻る人

務係に問い舎わせください︒

の確定寧魯の際に帯欝書をお渡

欝すれば税金が渓っ．てきます︒

場禽

①住宅をロ⁝ンなどで取得した

次に該当する場禽は︑確建購

事業所簿や不動産所得︑撫林

◇収支内訳書を添付

精算して受けられる人

所得税について︑特刷減税を

うそ

④給与をニカ所以上からもらっ

円を超える斯得があるとき

③給与や退職所得以外に二十万

る人

②給与の年収が二千万円を超え

禽計額を超えるとき

いのは︑次の場命です．

一一

の他漸爆しで源穣徴収された

⑤﹁奪金﹂や﹁退職漸得﹂

誹

目（月）

灘遡響響

購繋瀬灘難舞︑︐

賢1

馨の確麓騨讐︒

懸繭憂轄濡1

串沓と納税は、疋しく、お攣めに諜蟹糠機翰5轡

2月17日 （月）〜
灘．

蟹

懸麟

鍵

．欝

貢

ドr
二 凶A

噴の嬉轍雲
雫融かう＆月tア潟蛮て

3月3段㈲〜王3溝㈱

◇蒔間 午前9蒔〜午後4時まで

※税務署または役場からの案内通知に
よりお越しください。

■住民税（町。県厩税〉の

申皆相談と受理

※例年どおり各地区ごとに実施します。

田辺晴也さん
郡種税教育叢進協議会奨励賞

つくろうよゆとりの社会で税金で

高鍛税務署長賞

松之山中学校一年生

税のことみんなで学び良い社会

高遜税務署長賞 郡穣税教賓椎進協議会優秀賞

松之山中学校三年生 佐藤美香さん

考えよう暮らしを支える税のこと

◇期欝

2月ユ7臼（目）カ〉ら
◇麹蟹ヨ

高霞税務署長賞 郡穣税教青推進協議会最優秀賞

◇会場 松之山町役場 2階

詳しい鷺程は、後田お蜘らせします。

松之山中学校二年生小野塚千穂さん

東頸城郡秘税教膏推進協議会最優秀賞

高照地区納税賠蓄組合連合会長賞

れているのかと知った上で税に

思います．その税金が何に使わ

今後︑人闘一人一入の助け禽

接すべきだと僕は思います︒

いが必要となってくると思いま

す︒そんな時に︑みな平等に動

わかってくると思います︒どの

いつか僕にも税のありがたさが

け合う必要があると思います聯

や︑盤罪中の一入一人が軍等に

ような形で︑僕たちの生活のた

轡岡澤和裕さん

松之山中学校三年隻

瀬費税︑藤纏税︑法人税と魯

なるための援助ということにな

税について
蝕な税金を僕たち團鶏は納めな

ると僕は思いますゆ

﹁なんでいまさら税金をは

思いますウ滴費税が奪入された

きに闘こえる人も中にはいると

聞いて︑露分にとっていやな響

え︑そしてよりよくしていかな

かということを僕たちの手で考

し︑どのように使われていくの

金は︑これからどのように発展

税金︒その偬色々な顔を持つ税

めの税金︒平和や平等のための

ければならないひしかし︑これ

の税金をどんなこと続使つてい

ばいけないのか？﹂とか︒ ﹁そ

時︑

ければならないと思います︑

﹁税しといレ2欝葉を

るのか？﹂という疑問を持った

らう必要があるんだろう﹂と思

だけど︑

人もいるかもしれません︒

った人も中にはたくさんいると

らの税金を﹁なぜ︑納めなけれ

だが︑僕は︑税のビデオで勉

思われます︒

また︑臼本だけでなく︑食料

くりなどに使われています︑

り美しい環境にするための町づ

が住みやすい環境のためや︑よ

の建設のためや︑僕たちみんな

ば︑鑓本全図のお年寄りの施設

います︒税金の使い道はたとえ

けでなく︑人々の心を豊かにし

とは︑魯々な物をなおすためだ

とに使われています︒だから税

にこれらの税は︑たくさんのこ

す︒しかしさっきも欝ったよう

ふえました︒これは税のせいで

ジ慧⁝スなどは︑資十円と牽円

確かに︑繭まで醤円で買えた

成り立っていると思います︒

こそ︑この大きな鷺本の祇会が

︸人の納税という協力があって

送っていけるように︑麟罠一人

があってこそ平稲な家庭生活が

いと思います︑一入

得するような使い遵をしてほし

え︑その税を使う側もみなが納

そして︑納税餐の気持ちを考
もなんとなく解決してきたと思

強をしていくうちに︑その疑問

やきれいな飲み水︑緩療設備さ

だれ一入として︑盆きている

てくれるものだと僕は思います︒

ちすべての團罠が税金を納める

ていることを知りました︒僕た

紅︑いろんな形で税金が使われ

か簿って払ってる人は少ないと

った税金が何に鐵われているの

いと思います．でも︑霞分が払

間に︑税金を払わない人はいな

る時だと僕は思います︒

る平瀦で豊かな縫会が霞来上が

がみたされた時︑騒罠が納簿す

うと思います︒この爾者の諜題

がきたら︑少しずつだが納めよ

そのため僕は︑税金を払う時

人の協力

アやベトナムなどの人々のため

えもしっかりしていないソマリ

ことは︑平等な世界を作ること
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■所得税の確定串吉と還付串請

この凝轡ナーで億、みなさんからのご慧見やお硬参鞍ど

﹁ーー
わが家の人気者

第4
7回松之山スキー

漏．22

鑑広場

介や僻醐の募集穣ど庭ご穂罵くださ鱒、写翼や絵醐・擢ラ

スト讐裟も大歓逓矯す葛お銭軽にご投稿くださ賎

碑歳S力弼）

長漂克彦・翼由葵さんの2男

各種目の3位と町内関係は6

︻アルペン大園転︼

位までの成績を漏載しました︒

こんにちは、ぽくの鱗蔚は長澤弘輝で

智也︵岡﹀③半戸丈綱︵カガン

⑥渡辺恵︵松之撫小︶◇中拳生

町小︶④樋環戴香子︵松里小︶

④蕩沢美紗︿同﹀◇窩校生男茅

佐藤明大︵絹鶯JSC﹀②凝保

①佐藤太也︵安高松之山︶②佐

高橋奈津子︵同︶③津端理英︵岡︶

藤︸登︵同︶③村山勝則︵岡︶

女予①嵩橋政代︵松之山中︶②

口JSC︶④高橋範行︵松婁小︶

②洲上博之︵岡︶③佐藤光︵駕

◇高校・成隼女子①蕎橋妙子︵安

初道紫︵早大SST︶ ※成年

轟松之山︶②高沢喬子︵同︶③

盆男峯①岩綺亮太︵安塚JR︶

陽介︵津南中︶◇小学隻女茅A

⑤村由貴宏︵松之山小V◇中学

ジュニア︶◇小掌生男峯8緯︵五

︵芦ケ嫡小︶③大鶴央子︵六鍵

辺雪絵︵松之山小︶②藤木妥葉

食女手8組︵五隼隻以下︶①園

③加藤鯛澱香︵醐撫小﹀◇小学

す。家ではみん讐がドひろちゃん」と呼

年隻以下V①笈駕︸也︵関由小︶

◇小拳蛋勇子A総︵穴年隻︶①

〈…棊オく患。み嫁ら転〉

②猪俣光弘︿松之山中﹀③内撫

は雀略

鵠る報魑お発ち緯んと妹の美希ちゃんが

鱒まず。家欝はお母さんや美希ちゃんと、

難セ壕す。

ク膨ヨン懇お絵がき奮蟹がら仲畏く遊ん

肉、舜一メンは大好きです。1詩にお簿さ

ぼく鍵嫁き姦嚢べ鞠ぽラーメンと焼き

ん藻奮奪ってく細るラーメンは最高盗おい

し嶺ま。今年のお鐙黛お焚さんやおδい

ちゃん、おぽあちゃんからお集垂を碕っ

①高橋勲章︵松婁小︶②五牽嵐

小﹀④本山明裕︵岡﹀⑤蕎波翼

真倦︵松代小︶③佐藤武︵松里

︵松之山小︶◇中掌男茅①欝沢

健二︵松代中︶②松沢隆奉︵松

之山中︶③涌井欝夫︵岡︶⑥蕩

︵穴年鷹﹀①飯照難実︵牧小︶

沢秘裕ハ岡︶◇小学校女手A鰻

美子︵松之穣小︶④相沢窒見子

②滝沢真葵︵松里小﹀③樋饗⁝

︵瞬︶◇小学校女子β組︵五年

生以下﹀①関谷智美︵松代小︶

壇恵理︵中郷小︶⑥松沢優美︵松

②軍川翼曲美︵松之山小︶③板

之由小︶◇中学盗女子①蕎橋亜

大媒鰹陰った葛、艶一〆潔麗さんと焼き

メン屋垂こ麟ったらみな1さんも嚢べに薬て

数お舞さんから一欝蓬ちょっと泣き蕪義嶽

《ほ穆嶺懸擦鷲

校A

校B③松代中掌校④松之山中学

女手①津南JRC②松之山中学

校A④松之山中学校B◇中掌盆

C②松代中掌校A③松之山中掌

学校A◇車掌生男茅①津爾JR

小掌校②松之山小学校A③牧小

浦脳小掌校◇小学生女茅①松婁

②松里小学校③外丸SC・A⑤

◇小学隻舅亭①津南〜RC．A

桝リレー競落

由中︶⑤小野塚良美︵同︶

南JRC︶④相沢真由美︵松之

︵松之山中﹀③藤ノ木しのぶ藻

ぱ嫉もら恥濠毬た。議のお無i蓋をi預金し

鵜鋤懸

◇小掌生男予B組︵玉隼盆以下︶

︵津南JRC︶③滝沢慶太︵岡︶

編原敦志︵松男小﹀②涌醤壼介

◇小学生男子A組︵穴年症︶①

んでくれまづ％ぽくには保膏勝に行って

由美︵津南JRC︶②高橋羅美

きっとだよ、待っマ3るカ、らね。

ね藁

1創oり寸1

弘輝ちゃん登場

競技大会の成績・警略・

ひろき

︻クロスカントリ峯︸

の懸、死気恥っぽ獅たくまし輪子に毅っ

曝

組︵六隼隻︶①箆波香織︵関山
小︶②小山奈緒子︵松之山小︶

楓

よう獲爽きくi螢ら嶽鴇がな滋ぽくがラー・

鷺

櫛

， の
をお待ち麹ぞ恥ま痩、晦内のスぷ一ツ、文化鑓体の活動紹

8

伽

阜

肉麗巻ん獲癒拶た》緩燃黒くお父さんの

職

みんな
灘慧見やお便勢お待お雛て蟄ます

3肩懸の締め燐参臼感、2月25露㈹です。送付髭は松之
撫職役場総務諜響政係、癒毅撞欝まで

蝶｛

句
め

段︶ 佐藤翠子

天水越︵下元屋敷︶佐藤白仙
天水越︵中

草赦叢孝

〜5月は夜7時半︑6月以降は

夜8時から▽場斯耗松之山町自

聞い合わせ先鋒連絡係の小野塚

千円︑次國からは一カ月千円▽

犬伏﹀▽会費難初回は

力湾2

▽講緬翼柳トモ子先生︵松代購

廊喫茶⁝亜土梨絵し▽時聞嚢午

騒松之山温泉十一盤商鷹2踏﹁懸

▽期潟鋒捻月〜3欝末段▽場斯

を今年は当簿で開催しています︒

舐を展示した︑﹁郡展無鑑登展し

東頸城郡美術展の無鑑奄の作

然休養栂センター2階大会議室

ての方︑もちろん大歓逓です︑

教室の活動を開始します︒初め

光枝ハ松之山町大字松之山︶費

今年もいよいよエア環ビクス

お気軽にご参加ください︒

6−2159へご連絡ください．

に入れて運搬するという比較的

れをスコップで集め︑土のう袋

蔚憩時〜午後5蒔く入場無料︶

▽期銭疑3月6臼︵木︶から︑

毎週木曜臼紅闘催︒▽時聞韓3

重独回収作業に

しかし寒風と波しぶきの中︑

単純な作業でした︒

一日中腰をかがめ砂混じりの重

参加して

産業謙農政係長佐藤至

砂の下に埋もれてしまったも

濾をすくうのは大変でした︒し

の︑流木やゴミにべっとり付い

一月二十九臼︑災審時相互応

松之山からの参加考は照名︒

かも︑昼食後に戻ってみると回

櫛綺町役場の玄関に設けてある

たもの︑婁濾を完全に翻収で巻

援協定による癒援要請を受けて

一月二臼︑島根県沖の田本海

るのだろうか︑い2兀のような

糠瞬町に重濾回収作業に参加し

で起こった買シア船籍のタンカ

曼付続名簿を提出し︑指示を待

きれいな海に漢れるのだろうか

が打ち上げられているのです︒

ーの沈没事故で︑積んであった

ち︑程なく現場に案内されまし

収したはずの砂浜挺新たに重鴻

重波が流出して新潟凝内の海燦

た︑案内された場所は柿碕購の

てきました︒

にも漂着し︑大きな被書が嵐ま

程度のものが波打に際にたくさ

の

越
上

たいへん心配になりました︑

町災書対策本部から当簿にも重

北部︑穣綺帯と接した雛轟地区

漉回収作業の応援要講があり︑

のかたまりは少なく︑アンパン

業ということで既に大きな重演

まつのやま文芸
俳
し

それみ＼の法連の想いやどんど焼き

輝きを持して初日のめぐり来し

き

一穆

里の母茶のみが温課の冬ごもり

霜やけのかゆさに瓜を立てており

酵

黒倉︵晒枚露︶

曝

した︒岬月二牽賜揖︑上越地方

た︒春︑茎を劔ると︑水分を多

購では職員を斑編成し回収作業
の応援に送り塞した︒回収作業

ん打ち上げられていました︒そ

この海燦は今鷺で三圃目の作
く出す︒花期は5月下旬から6
﹁松之山

月上旬ころまで︒

俗名鍾ダンゴノキ

櫛
甫町村連絡協議会を通じて糠騎

町職員も応援

でした．

重油回収作業に

さ

階段の上がり下りにもある掴性
趣啄ひとつ増やし余白を埋めている

鼻歌の行ったり来り米が研げ
柳友作最紹介

囲体のひとりが買うと売れはじめ

寅さんともう競えない恋の数
粥はさておいて酒から復帰する

自然が

だいすき⑳
ミズキ
︵ミズキ科︶

由地に生える落葉高木︒秋紅

蓉木は扇形にしかも水平に枝

は黒い実をつける︒

を伸ばす︒冬になると樹皮が廊

タンカー重液流出事故

に参撫した職員の報禽です︒

地域の市町村職興く葦／31）

保子子

の植物しより
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くなる︒小正月のころこの枝に
ダンゴをつけて飾る習慣があっ

園収作藻にあたる応援の

久淑安

賛

部

謬

碑

び『

∫

今年も 大 雪 に

今年の元量は讐がな・＼

評go象000000G助ooool

皆さんからの話題、惰報お待ちしています。

総務課行政係

㎜

τ

﹁少

雪の年になりそうだ﹂と思って

いたのですが︑小正月過ぎから ﹄

降り蹴した雲は︑一湾宋には役．

⁝月に入って巖根の雪下ろしも

場の観瀾地で二閥二q∞の積雪に︒

になりそうです︒

三〜照回︑今年も家た大露の年

少雪が︸転

藁 ｛紳

霧

初場所は勝った負けたで淀き笑い
大相撲星取り大会は今隼も大熱戦

一︑欝晦

｝

費6一雛31内線23

今年も王月12藏から26賛までの筍沼間、町内の各地域や
集落でヂ大相撲星取り大会」が行われました。J

Aしぶみ

松里支所が幹事元の松里穏撲協会では、今年は過去最高の
焉8力士が参獺、各力士とも横綱を目指して熱戦を繰り広

げました。26臼には大納会が行われ、好成績をあげた横綱
や大関、三役力士らが力強い土俵入りを披露すると会場か
ら大歓声が上がっていました。今年の成績は、東横綱に雁

「助かりましたJ屡根の雪下ろし
高齢糧幕に除雪ボランティアが応援
1月欝臼、ボランティアによる晦内の一人暮らし老
入や高齢者世帯の屋根の雪下ろしが行われました。こ

のポランティア除雪は、新潟沼報販売店でつくってい
るN王C東頸会が中

ら・となり呼びかけ、町内や郡内、

上越などから33人が参湘したものです。この碧は午萌
憩時に松之山公会堂に簗合し、4班に分かれて浦懸地
区や藤倉、松之山など7毯1帯で除雲が実施されました。

蕪王C東頸会では毎隼一憾郡内の町村を対象に実施し
ており、今後も続けて行きたいと話していました。

｝

｝

泣き虫鬼や怒りんぽう鬼を追い払え
浦田保育所でひと足皐く節分の豆まき会
2趨三臼、浦懸保育所でお愚さんやおばあちゃんが参撫
してひと足単い「豆まき会」が行われました。園児たちは、

この鷺のために練習してきた踊りやメ麗ディオン演奏を披

露しお母さんたちを歓迎、続いて騒兜たちが作った赤や青
の鬼の瀬をつけて自分の中の追い払いたい鬼、「泣き虫鬼」
ヂ怒りんぼう鬼」などを元気な声で発表しました。

「今年

一年を健康で過ごせますように」と願いを込めて、

「おに

は一そと、ふくは一うち」のかけ声で豆が投げられると、

園晃たちは袋いっぱいに豆やお菓子を拾い集めていました尊

lO

loりoり寸1

ケ峰秘夫関（鎗2点〉、西横綱に達磨山優関く99点）でした。

な みずぎ

講曝

すみぬり祭りは︑少し高台に

いの様子でした︒

萌籏蕉は婿投げの会場に霧を運

塚夫妻と小堺夫妻によって﹁さ

移動して行なわれました︑小野

二緯です．今鎌は積雲が少なく︑

たが︑当臼には新雲があり︑な

に点火︑さいの神が下

すみを手にした蒋い衆が観衆

が始まり窪した︒

火になるのを待って︑すみぬり

いの神

び込むなどの準備も行われまし

んとか会場が碓保されました︒

午後二聴闘十分︑婿さん二人

に嵩々と撞ぎ上げられると﹁い

堂に到着︒お神瀬の後︑藩い衆

こちから悲嘱が飛び交い︑顔は

の顔にもすみをぬり合うとあち

は地光の蒋い衆に撞がれて薬師

ーち︑に！の︑さーんしのかけ

いました︒全國的にも蕎名にな

たちまちすみで轟っ黒になって

︸月十五霞︑松之山温泉湯添
の小蕉月行事﹁婿投げ﹂と﹁す

た坂へと転がって行きました︒

った松之山温泉のすみぬり祭り

声で投げ飛ばされ︑雪が積もつ

若い衆の手薦い洗礼を受けた

を祈る入々でにぎわっていました︒

は︑今年も無病患災︑商売繁盛

の観衆やカメラマンを迎えてに

らやさしく介抱され撃せいっぱ

滞

臨︐撫

婿さんは︑坂の下で待つ愛妻か−

みぬり祭りしが今駕も約三欝人

ぎやかに行われました︒

今年︑婿投げの対象となった

新婚さんは︑小野塚賢さん・裕
さん・美雪さん夫妻︵小堺︶の

子さん夫妻︵和巣麗︶と小堺隆

麹慧毅

．鍵鎌

緯歌﹃

のすみの黒さはド今庫一年無病，患災諺まちがいなしだね

藁
卑 一縫

・趣阪︑

ひ ヘマざコそさ

︾混喋

蒼

だれにすみをぬろうかな／

嫌讐

瑠蓼

・

ど籔獅

騨
．一．螂グ

ぜ
予雛耀．『

予どもたちの顔も真っ黒に

μ

ヤ

ヘ

、

お

践

藤

え

メガ

薬飾堂へ向いました

急な坂道で雪に足をとられながら

観衆のかけ声に禽わせて思い切り高く
遠くへ投げ飛ばされた婿さん

5
6
2

こ㏄
費

館
民
公
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事業案内祐
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1寸oり寸1

活動にとりくんでいます︒臨年

朗読を通して︑声を出す表現

夏には︑自主公演﹁この子たち

全集落に役場職員が出むいて

第44回儲越掌童親善スキー大

の夏﹂を開催し︑大成功をおさ

蓬

会が2月20霞翻隣︑妙高高原町で

めました︒小学生から大人まで

饗鐵蒸雛︾欝耀
もな内容は︑福祉︑生涯掌習︑

開催されます︒松之山町の小学

憩気あいあいの教室です︒

町内の兜童丁生徒がクロスカ

冬期講座を溺催しています︒お

保健などです︒

声援ください︒

生も多数出場します︒どうぞご

澱羅ー教叢

午繭の部9時〜U時半

王月28臼〜2月扮β

施しています︒

▼朗臼・会場

なで雪上運動会を楽しみます︒

ンド

学校グラウ

毎月第3土曜掻聴〜

▼場漸

吉絹鰯尚さん

自然休養村センタ肇

のみなさんです︒

めていただきました︒頑張り麗

昨銀はキムチ作りの講蜥もっと

冬は通信講塵で頑張っています︑

教室です︒夏は週1籔公罠館で︑

海外出身の花嫁さんの日本語

︵6−3444︶

▼問合

0夏鰯 毎月第3金曜珀時半〜

○冬期

▼期日・時間

▼期間

8時3
0分〜菊時

2月20臼㈱

▼時闘

▼時閥

○クロスカントリ︸

▼会場

▼期臼

ントリースキーの練習を頑張っ

▼会場 各集落集会所等

午後の部1蒔半〜4時

ています︒犯月から3月の土曜
漏曜等に整備された町の常設ク
ロスカントリースキ︸コ妻スで

スキー協会 ︑ 掌 校 の 先 空 方 等 の

指導のもと︑力一杯滑りこんで

赤倉観光ホテルゴルフ場
パーキンソン漁摘など機能細酬練を

赤倉チャンピオンコ書ス

赤倉観光ホテル蔚山コース

○アルペン
必要とする人に対して︑欄々に

脳卒中後遺癒やリューマチ︑

ちにご声援ください︒

あった適切な機能園復訓練を実

い蒙す︒心も捧も冗餓な子供た

▼練響臼 土・日曜︑祝祭臼等

リースキ︸コ董ス

場

住民諜保健衛生係

○浦 霞

o松之山 孫㈲学校髄
○松墨 ％㈹スキー場

▼撞当

2得爲臼︑3月4日
▼場漸不老閣

冬でも元気一杯︑地区民みん

町常設クロスカント

▼会

嘉

各月第1・3火曜日

▼期日

壕

※ボランティアの募集もしてい

ます︒問い合せは町福祉瀦議

趨 ％⑧

％㈲北浦懸地内
会へ︵6−3131﹀

o東

麟鴛4

鎌蕊嚇の㎜賜糞 業
各集落や地匿ごとに楽しいレ
クリェーシ3ンや創作活動︑勉
強会などにとりくんでいます︒

▼各集会所等

松之山町民は冬でもイキイキ元
気です！

▼工月〜3月

魚＿β

汽諺鴨
曲・

㌧ズ㌔㌧

︵町罠グラウンド周辺︶

，萎鎗

銭田
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松之山町生渥学習だより
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学習活動にとりくむ女牲が

1

． iを

増えてきておりますぞ！
ノ

女姓の学習
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ア

，

搬後激殿依偽汝伽焦活
や意識が変わり、働く女性や蒙殿外での

、

…
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脚パ梛ンケ礁
松之掬鑓生涯掌響推進本部

巽 11 では、すぐれた指轟嶺やボラ

i ンティアを登録・活嗣する人
材バンク翻度を行なってい濠

様々な掌習濡動に参撫する女性が増えて
います。この背蟹には次のようなことが
あげられ謙す。

一
（
（
ヨ
＆▼ノ

す。

（1｝多様な生き方を求める女姓の掌習要求が増大したこと

1

平成8年度は、指灘者蓮べ

（2離い髄驚勅囎分朧力朧発し融姓艇i

鷺5名、ボランテイア廼べ204
名の方￡登録していただいて

うとする女穏三が増撫したこと
（31女牲グ）地位の陶上を目標とする女姓問題解決をすすめる

…
I

l

雪
…
｛

おります。

掌習へのとりくみがされるようになったこと

成9隼度の松之山人材バンクの登録 煮の1
現在平成9隼度の松之山人
ぎ
こなってい濠す、自薦、飽薦を問わ ず登i
募集をおこなってい濠す、自
き
i
は2月来籔までに1公民館砿お昨1し込みく l
録希望餐は2月来籔までに公

女牲閥題学習
ヂ第は仕轡、女は蒙庭」という姓別役翻分撹を蓬薫する

魏藻難騰劉るため

…

指導煮・ボランティアの登録、溝用

が盛んに

な㌧

l

ださい。

文部霧でも昭稲60無からヂ女煙問題解決掌習講磨」の闘
設を奨励していますし、公幾館等でも女牲閥題の解決を麟
り、男女が平等で叢に豊かな鑑活を送ることのできる祇会
の翻造に寄勢することをめざした学翌がおこなわれるよう

き

（り一ダー（指灘讐／バンクの分野｝
（り一ダー（指灘讐／バンク

l

Q霞然科学
○社会系科掌
○社会系科掌 o教育撮奪
o美術・工芸 ○畜楽
o美術・工芸
○畜楽
o文掌・語学
○舞踊・演鯛 O健康
O健康
○趣昧・鑑活文化
Oスポーツ・野外活動
O職業技能
Oスポーツ・野外活動

になってきていますo

女姓の社会参撫

／ボランティアバンクの分野）
／ボランティアバンクの分野
○行事の準備・運営
O施設の整備・美化
○行事の準備・運営
O施
○幼晃の鍵話
Oお弁滋の配達
○幼晃の鍵話
Oお

従来は婦人会などを中心紀奉仕活動などがおこなわれて
いましたが、現筏は女樗生が霞発的に、主体的紅、その持つ
資質・能力・技衛を隻かしたボランティア濡勲の露要牲が

，

鰯網の醗

○お弁当の醜膳
Oリ
。リハビリ糎鋤
O施設罵ごみ袋の舗作 ○高
o手紙・添の代筆・代読 o
O車での送運、翼物
○ロ

嵩まってきています。

i

灘墾饗繊撫」

以上のように女牲の学習瀬動はそのライフスタイルや祇
会の変化淀即して多様化、高度化の傾殉にあり、教奮産業
界も巻き込んで大毒く変貌しつつあり議す。
一
嚢酬

Ψ撃

鐵

凋

が多く︑対策事業の先進

○地すべりを調べる

O地すべり体験

O地すべりを防ぐ

O地すべりのメカニズム

県でもあります︒防止工

新潟県は地すべり災轡

事も古くから行なわれ︑

イ3

馬場のぽる

アイリーン・ブラウン

︹所在地︶

チックタック

エリック。カール

その技衛は世界的に認め

さびしがりやのほたる

1王ぴきのねこどろんこ

板禽跡猿僕養寺︵懸ー78ー撒﹀

宮男1ひろ

︹闘館時麗

森枝車士

られています︒しかし︑

カレーライスがやってきた
天使のいる教室

地下の工事で目に晃えな

折漂みと

年繭9時30分〜午後4時30分

講談歓

縁の森の神話

露館9

久保博驚

いため︑︸︸般の人々には

プーさんをさがせ

岩・騎書鷹

わかりにくいのが規状で

ニッ潔ンのおまわりさん

錘週月曜臼︑皿月2曾臼〜−燭3儀

トットちゃんが毘会った子どもたち

す︑

邸永漢
郊光史郎
岡懸芳郎

この﹁地すべり資料館﹂

午支から見た獲本史
臼本の磨

では︑簸新の映像メディ

中轟寿一

商売繁盛目のつけどころ

アや模型︑パソコンゲー

逆転の借金経済学

ムなどを通して︑地すべ

城山三郎

りの歴史︑災審︑防止工

東急のi眺戦

かりやすく楽しみながら

石鉾めぐみ

事︑蓋視方法などを︑わ

成頭一一徹

笑ってよ、ゆっぴい

掌ぶことができます︒

切り絵工廃

○土砂災轡と地すべり

米磁一彦
馬場篤

︑︹展示内容︺

鐵でクマに会う方法
薬草500種

新潟労働基準局監督繰
燈025⁝266i4164
十獺町労働基準監督署
姪0257⁝52−2079

相続登記の無料
相談会を開催
新潟県司法書士会 僧

紙潟票驚法書士会では︑今年

松高でも
推薦入試を実施

平成九年度入試から︑松之由

分校でも﹁推薦入試しが実施さ
れることになりました︒

推薦しがあり︑松之山分校は松

之山町と隣の大臨村を推薦条件

松之山分校では二肩三目に初

としています︒

の入試願書が提出されました︒

めての推薦入試が行われ︑二犠

スキーで
全国大会と国体へ

松高のスキー部が緊内の大会

で大瀬躍しています︒

三年盗の津端康裕霜は票大会

で好成績をあげ︑二月脳撮から

新潟県教育委費会では︑窩校

八βまで濃手累の安比蕎原スキ

ー場で㎜闇催された第獲十六懸全

への進学を目指す生徒が本当に

できるようにすることなどを目

ン種目に撫場しました︒

圏嵩等学校スキ；大会のアルペ

﹁入りたい葛校﹂を選ぶことが

的に高校の入試翻度を改善し︑

いままで推薦入︵試は︑煎闘通科

県代表として出場します︒

闘催される第五十二回國体にも

賞し︑二月二十臼から秋照県で

また圏体票予選でも上位に入

平成九葎度から実施することに

では行われていませんでしたが︑

︻スキ董部の大会成縷扁

なりました︒

今灘の入試調度の改善で普通科

︽県大会︾津端康祷慧鐡転二位︑

大園転七位︽圏体県予選︾津端

でも実施することができるよう

康裕繋大回転五位︑高橋妙子銭

￡なったものです︑

推薦入試には各学校や掌科ご

大回転六位

とに定鐘の推薦枠が一五％以内︑

に設けられており︑松之山分校

三〇％以内︑五〇％以内の三つ

4・
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綿がかかるしと放置しないで︑
トラプルを起こさないためにも︑

相続登記は単めにすることをお
勧めします︒

2月1蹟から2月28照までの

︸か月闘︑櫓続に関しての無料

相談を行ってい謀すので︑最寄
りの岡法藩士事務所へぜひお餓
軽に．こ相談ください︒

詳しくは︑新潟県弼法鍛士会へ

997フラワーウェーブ新潟

度も2月の一か月間を﹁相続登
記はお済ですか月闘しとして無
料相談を実施しています︒

親がなくなり︑土地や家麗な
がちです︒相続登記はいつまで

どを横続しても登記はつい忘れ
しなければならないとの定めは

新潟辮産業振興センター

ー●O

ぐ

導
2％

週法定労働時問 輪
が胡時間制に トト
荻潟労働基準局 奮

ありませんが︑しかし蒔問が経

過しますと︑楊続人が続けて死

一部の特例

業種を除き全薗的に週法定労働

亡したりして樵続関係者が贈え

4月王欝からは︑

時間40時聞鋼が適罵されます︒

たり︑また書類の取りそろえや
その地で複雑になりがちです︒

※詳しくは、購役場産業課農政係へ

交通安全協会まで

各事業場で定める 週間の所
定労働時闘は40時間を超えては

譲倒だ︒縁起でもない︒費

入場料・葡売券 駒醗i

反躰材が必要な方は

3月7臼・8段・9臼

とこる

反躰材を身につけましょう

なりませんので︑翌急碓認の上
対応をお願いします︒

◎特例業種としては︑次のもの

が定められてお9︑漫藤の間週
蒔聞とされています︒

出願資格は平成九隼三月に県

は五〇％以内を採薦しています︒

濠端康裕君

商業︑映薩・演鋼業︑保健衛
食業︑接客娯楽業の事業のうち

内中学校を卒業する晃込みの人

で︑荏学中掌校長の推薦を得た

入となっています︒また﹁地域

（松之由・糖神壕）

花・華・英の祭典

費6−3131

従業鐙m人未満親模の事業場

困曝1

封A糧A

松之街町役場

なお︑詳しくは労働基準局・

ずねください︒

守りましょう

とき

歩行者は関るい服装や

お知らぜ

最寄りの労働基準監督署におた

歩行者も交通ルールを

ハナ

纏な

、漁鞄，

の
カ
40

係へ問い倉わせください︒

は松之山町役場往驚謙騒戻年金

蟹幾年金について︑不明な点

いします︒

ので︑みなさんのご理解をお願

国民年金の保険料が変わります！
麟疑年金の保険料は平成九年
騰月からご︸︑八○○円に改定
でと岡額の臨○○円です︶

されます． ︵付頒保険料は今ま

國驚年金は︑被保険潜が老齢
費6−3三31内線54

礁問い合わせ先：新潟票N号流患濾災害薄策本部 総務班

園園團圏圃

因函団

東窟には大小さまざまな博物

叢獲繍懸轍雛

動物や魚にしか寄盈しない珍し

いものもある︒

からくりミュージアムは目の

たり︑角度をかえて見ると長さ

錯覚を利罵したもので︑平面に

や袈傭が変化する絵など見てい

特に上野公圏周辺の博物館は

策察國立博物館や翻立薦洋美

脊名で︑修学旅行などで〜度は

術館などは建物からしていかに

のであれば策窟國立博物館が最

臼本の歴史や文化を矩りたい

て楽しくなる︒

園も博物館の一種だといわれる

とができる︒

東奈事務所 鶴藤

いった一級最の美を堪能するこ

適であり︑團宝や璽要文化財と

どの博物館も常設展だけでは

と驚いてしまう燃

子供たちに入気がある上野動物

も博物館という感￠を受けるが︑

描かれているのに立体的に見え

館がある．

賛o、34

是を運んでいると思う．

費025−285−55n内線6030

金係

12，800霧

になったとき︑事故や病黛で万
一の障審の状態になったとき︑

亡くなったときに︑ご本人や遺

（

新潟県災轡対策本部
1玉94282
普通預金
◎第鰻銀行票庁支店

旗紅生活の支えとして支給され

OG69G−7−2348倉 薪潟嬢災害対策本部
◎鄭便局

る大切なものです︒その銀金の

4月からは

）

支払いに饗する財源は︑被保険

マンネリ化してしまうので年数

園は特溺展を醐催し︑榊人でも

多くの客を呼び込もうと努力し
ている︒

変り種の博物館としては目黒

寄生虫館・砥の博物館・からく

りミ訟ージアム・太鼓館・臼本

灘

者のみなさんが納めた保険料と
國庫負懇金でまかなわれていま

鵬蔑隼金舗度を健全に運営し

す︒

ていくための保険料の改定です

ん鵬

目黒寄生虫館の目玉は体長約

玩具資料館などがある︒

こんなグ糧テスクな寄盗蛍が人

九メートルもあるサナダ搬で︑

体に寄生していたと思っただけ

展示してある寄生蜜はあらゆ

で気持ち悪くなる︒

る分野にわたっており︑特定の

5

■馳麟

軸ゆ

箏

です

した。

萩潟票災審対策本部は、義援金受け入れのための口座を、次のとおり鷺設しま

振り込み手数料は無料です。銀行には専門の振η込み罵紙が備えてあります。

圃圏回團

ぽくの絵わたしの絵

ぽくたちわたした
書い

おめ蟹麺《翻盤》

松之山保育所

灘．・、

鵬ちゃん騰守峰鶴子さん
瞥根（市兵工／

かずさ

一季ちゃん

涌井 智・淑江さん

藤倉（保家〉
お《紗融《鶴麿》
山醗

儒義さん

77歳

湯本（玉城麗〉
妻鵯 簿ネさん87歳

縮鹸さん轟磁くん繍襲さん穂錨鍵さんたち

湯之鶴く溝九郎）
小野塚鹿蔵さん 蟹歳
久保磁

稔さん 73歳

瞥根〈治衛〉
佐藤 リヨさん 86歳

天水越（上隣／
村山

幸栄さん

72歳

古戸（下）
小野塚センさん 8i歳

藤倉（豊則〉
湯本〈沼の患屋〉
※1月工臼から3葺…までの窟患分です、
※広報に載せてほしくない方は、屈出の
ときに窓資姦こお話くださ、い。

設桑震手さん

町の動き

（松之出・設楽）

薙＆蓬書さん

〈大荒戸・下中村）

（蕩由・俸助）

28日
1月のできごと

組

（松之由・駐荘漸）

冬期講座が蛤まる

2劔ヨ

農業委員会総会

男玉謁68人（一2〉

3臼

温泉スキー場オープン

2麹田〜3趣8βの予定環

女王，770入（一21

6沼

官公庁仕事始め

i6日

上薦IU地区雪一Lレク

量帯数1，焉2芦（ 0〉

娼鷺

17日

納税相談の闘始

15鶏

（〉内は繭月との比較

購選挙管理委員会
婿投げ、すみぬウ祭り

23臼 地区スキー大会

19臼 購新春囲碁大会

議会定例会（〜頚臼予定）

編集室から

今月号でデイサービスセンタ

ーを紹介しましたが︑私もお年

寄りのみなさんと一緒に一沼を

こで感じたことは︑利罵してい

過ごさせていただきました︒そ

らしかったことです︒みなさん

るお隼寄りと職員の笑顔がすば

のすてきな笑顔で︑私の心も豊

1

憩目

かになりました︒▼そういえば

・驚

國保運営協議会
広報挺当になってから︑毎臼鷹

飼L

27臼

のことばかり︒これではいい広

3月16・董3・27

安高松之由分校卒業式

間にしわを寄せ︑頭の中は原稿

1月16・肇3・2・・27

1罎

報紙が作れません︒これからは

瓢 温泉センター

高館トンネル起工式

噌笑顔があふれる法報紙hを目

温泉建休8

（松之山・松里・浦綴）

20欝

指し︑まずは私から笑顔に⁝−︒

なハ

講爵暴箕くん

こよみ

2月1霞現在
総入口3，438人（一4〉

鑓愚影藁さん

翠の湯は冬季休業です
∫6

1⑩oり寸1

柑由 美代さん 鶉歳

レンダーです〃︵う警組︶

（松之出．くぜん〉（坪野．角燈〉（鮎名．とな、｝）（水梨。坂中）カが

ま：蝦漉（吉兵工）

