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をお知らせしますo事業の実施にあたりましては、町戻
のみなさんのご理解とご櫨力をお願いしますα

○。

農林水産業費一一3
山間地域の活性化事業として、浦
を建設し求す。また、特産最の闘発 き
i

にも取り紹み豪す、新潟米盗産体質

◇票営松璽かんばい事業助成金
工，王88万薄

◇握い手支援事業負擦金償還助成金

強化事業では、土地の基盤整備や農

…
業機械の整備を行い濠す．票鴬の農 き
1

〈＞農村総合整備事業（廼浦賠地区で

村総合整備事業では．ヒ・下鞍綴地区を1

公圏整備、集落排水整備など）

i，345万円

き
に営農飲雑縁水施設の整備が蛤まり、i

｝
施設の完成は平成H年度の予定です、i
西浦鐙地区では、公園整備や集落欝 ミ
1

桑，265万鍔
◇農業農村整備事業（松里かんばい
施設整備〉・・…………・5，0βe万円

◇中山間地域活姓化総合対策事業
（農産物撫工施設整備、農道整業、

快適で住みよい環境の町づくりを

〈〉新潟米生産体質強化事業補助金

3，950万円

など逗）整備綻進に積極的に取lll綴み

し、．

ます．また、今年度は、浦懸地区に

消防業務が牽漏町地域広域事務緯

農業機械整備、特産品弱発など〉

i億G，270万円

推進するため、道踏・河絹・下水道

雛一…一消防費一一r

町営住宅（…棟4戸／を建設します。

合に移りましたが、今後も安全な暮

◇県営遂酪整備事業負擬金

らしを簿るために防火、防災施設の

3，5脅0万霧

充実を騒って行きます。

o農業体験宿油施設整備事業補助金

◇広域消防費一…一…49ラ3胴万円

一……・………9……一王，5倉0万Fi

◇防災対策費………………327万鍔

o道路除霧費…一一i億o，○菊万円
φ遭跨維持費…・・……・…3，倉9i万鍔

〈〉交通安全施設費…一・一達05万円

o林業地域総合整備事業（時道松鴬

一災害復旧費一一……招
l

㎜

一……一一・……三，9G4万円

一

〈＞林道舗装整備事業（林道上鍛池線）

ぐー〜ー﹂

大荒戸線〉……………護歩992万円

農業罵施設災害復蔭工事では、天

水越地内と藤倉地内で水踏の復績工
事が行われます。

l

く〉鱗遵新設改良事業（町道冬癩線、

町道五十子平中央線の2酪線〉
4，82（｝万円
o町遵特殊改良事業（臨道浦照松之
山線）・一一一一…・5，｛）3i万門

◇町営住宅管理費……一・・588万円

◇林地林道災害復溝費

＜〉驚営住宅建設事業（浦懇地区）

圭，625万門
く〉農地農業耀施設災害対応対策費

7，890万円
◇克雪焦宅普及縫進事業補助金

・脅一◆一…592万鍔
◇懸体営農地農業馬施設災害復鶏費

66鵬門
〈〉冬獺纂落保安要曼設置事業

憩α万円
○県営委託農業聡施設災害復照費
…一一曹一……・・一…

4ラ109万円

O地すべり災審応急対L策費
………・一一・…脅……i83万円

α町道災害応急対策費……欝4万円

963万円
○下水遵特別会計繰出金

6，650万門
〈〉下水遵特甥会計繰出金（過疎債分）

7，98晒膜

◇灘…階理費・一一一…203万鍔

◇町遵災審復饗費……・・一365万円

2

ーoり口寸1

！

φ農業振興費………・一一728万門

3，茎22万円

費…一一1

5，護00万円

田地猛に農産物加工施設（そば撫工〉 、

◇多議的集会施設整備事業（下鎖手）

：木

下布翅地区営農飲雑罵水整備事業）

｝

水整備も進められます。

ギー……一土

◇察農村総合整備事業負握金（上・

住みよい町づくりを目指し
纈般会計

r…一…民生費

鍔一一一総務費

；

し【．｝．一

ロ

ー

．

1

！

高齢化が進むなか、行政と町民が

若者の定住促進を図るため、今年

健康で快適な生活が送れるよう各

1
き
ン奨励金並びに定住促進企業補助金 i
を設けました春また、雪対策として 監

一体となった人にやさしい福祉の購

種検診の充実を図るほか、健康教蒼、

づくりを進めます。在宅介護支援セ

健康相談など健康づくりを推進し、

ンターを中心に；在宅保健穗祉サービ

疾病予防や軍簸発見に努めます，ま

小型除雪機を購入します．

スの充実を図って行きます。

度は新規就労者奨励金、U・！ター

く〉地方ノfス簿各線補助：金…

・

i1 く〉町社会橿糧協議会補助金
……・一………・一……774万円

1，000万鍔

◇新規就労者奨励金、U・1ターン

◇あったカ〉ネットワーク推う蓮事業補

者奨励金…・・……………μ…50万消

助金………一…… ◎…一驚6万円

◇定佳健進企業補助金一・一40万円

◇シルバ〜人材センター運営費負担

◇交通安全対策費…一一三42万円
◇類黒倉分校塗装工事……2（鴻万円

i

O鞭対策費（小型除雪機整備など） i

470万円

i

315万円

ヂ・一…教育費一…r
し

』

．．．』、

．

．

金一一…………凸…一・翼担8万円
⇔入所捲置委託料…一・一駐1万購

◇預町授産施設負撞金・磁83万円

i

心豊かで躍動感あふれる晃：童・猛

一◆……一……・…L7駐万円
◇津南地域衛生施設綬合負擾金〈火

葬場分〉一一一一……・304万円
◇津南地域衛生施設絹含負握金

一…・一一・・一一4，904万円

◇合併処理浄化槽設置整備事業費補

助金……………一曹ひ…一863万円

季

l

◇成人病予防事業委託料

o患餐輸送車整備事業……質6万円

l

j

進します。

3，655万霧

…
…
…

・

た、ゴミ問題や合併浄化槽整備にも

取り総み、住みよい環境づくりを推

く〉簡易水道特甥会議繰患金

雷

◇十霞町地域広域績合負握金

i
l

ヂ…一…衛生費……r

l

l

多

徒の育成を目指し、いきいきスクー

r一…商

ルステップアップ事業に取り緯みま

工費一r

す。また、祇会教青では生涯学習推

進計薩に基づき、広範な分野の生灘
掌習を推進します。

〈〉老人短期保護委託料…三，5G2万円

〈〉国保保険基盤安定分繰出金

◇由村留学助成金…………30G万円

◇小掌校下水遵接続ヱ事、屋根塗装

一…一一…・i，240万円
◇國保財政安定化支援事業繰患金

工事など一…一…一・略80万円

⇔小学校教育振興費一…448万円
〈〉いきいきスクールステップアップ

運動推進事業（小・中〉293万円
◇中掌校スクールバス運行委託料

（東廻線、浦醗線〉……554万円
◇中学校教鷺振興費………6G8万円
◇社会教鷺、陶警爆焼窯購入

285万円
◇公艮館費…一・……・……556万円
⇔保健体蕎振興費・・……・…3麟万円

◇町畏体膏館運営費………577万円

3

玉，10G万円

◇特刷養護老入ホーム不老閣資金借
入金償還金補助金

一1，979万需

◇高齢者障害者陶け住宅整備事業補

助金……………・…・一…200万円
⇔老人保護措置費…三億2，085万円
◇老入保健特劉会計繰出金

一…一一…・・一3，三22万円
◇老人ディサービス運営事業委託料

2，589万円

観光の振興と濡性化を麟るため、

観光関係者と連携を取り合いながら
を取り合いながら観光施設の整備・
充実や誘客の健進に努めます。

◇地方産業育成資金貸付金

……………600万円
◇町観光協会補助金………246万円

◇温寒スキー場管理運営委託料

・・一……3，986万円
Oスキー場建設費（圧雪車購入、水
蕗工事、重機借上料など〉

3，537万円
く〉温泉センター運営費（管理運営婆

託料など〉……………1，959万円
O露天属呂管理費（浴槽改修事業、
管理委託料など〉…・…・・2菊万円

簡易水道事業

r

安全な水を安定的に給水するため

圃戻健康保険事業の適難かつ安定

水質管理鍾びに浄水施設の保等管理

的な運営の確保を図るため、保険財

の強化に努めます。今年度は松難簡

源の健全化の鑑進、保験維付の適蕉

易水道で醗水池の増設工事を行いま

化、保験税収納率亙09％の竪持など

す。また、下水道事業に対応した本

実施して響きます．

また、医療費の簾減を図るため、

支管の布設工事も行います。

鍔一下水道事業

2億3，三70万円

町の保健事業と連携を取りながら健

・使嗣料、手数料… 蓬億0，2綴万円

康づくll｝を雄進するとともに、被保

・麟鷹支餓金・・……一e・・1，57倉万円

険者の疾病予防と健康保持・増進を

優繰入金………一・……匡4簿245万円

進めて行きます，

象町縫………一…『…一6，8⑳万円

1蟹保事業勘定）

《歳 入》

…

一国民健康保険一筐

﹁Fーー﹂

予算と事業

◆繰越金ほか……一・一・一3難万羅

《歳

《歳 綴》

・蟹畏健康保険税………8，428万ド1

2億3，三70万円

入》

2億諺，9（玲万円

・簡易承道施設費…三億8，607万円

・麟庫支出金………1億三，G69万穆

・公債費…………・一…γ4，382万穆

・療養給付費交付金……三，驚5万円

・予備費一一……一・一玉80万円

6察支餓金………一一…・…30万円
・繰入金・…一……

・繰越金ほか…・・…一……573万円

今年3月に松之由浄化センターが

老人保健

ギ

《歳串》

（下湯）集落では宅地内排水工事が

・保険維付費………聴5，588万鰐

町の高齢者人環はその構成割合が

進められ、供馬が開始されます。天

・老人保健擬繊金一…・7，852万鑓

35％に達し、察i勾でも簸も高い害彗合

水島集落では本管布設工事が進めら

・共岡事業拠癬金…一一・2％1謄導

れ、本年度はおおむね完了します。

となっています。老人贋療受給対象

《歳

者数も年々増加し、それに伴い医療

4億8，800万円

・保健事業費………………172万鰹
・基金積立金ほか…………§85万円

・分撞金及び負撞金……2，鐙3万円

費も増撫しています。健康づくりや

・使薦料及び手数料一曾一1，283万円

各種検診を推進し、医療費の適正化

・圏庫支串金………i億5，00￠万鍔

と籔減を進めて行きます。

（直営診療施設勘定｝

《歳入》

3億4，235万円

・診療収入…・一……3億玉，0雛万円

禦票支出金…一・・……一・…・63万緯

《歳 入》

6億0，4三3万円

・繰入金……………／億4，631万円

・支払基金交付金…4億2，欝9万鍔

・町債………………1億5，700万円

・麟庫支畠金………1億2，鴛1万円

・繰越金ほか……一一……・20万円

・祭支畠金………………3シ030万円

《歳繊》
4億8，800万円
・下水道事業費一4億4，728万円

◎繰入金ほか一一一・・3，ユ22万円

・公優費一一…………・一4，052万円

・医療諸費…一・…・6億9，3勝万円

毒予備費……一……一・一…20万円

量総務費ほか……………一・・92万円

《歳出》

2億4，g鱒万門

・総務費………ワー……・…305万円

・繰入金…一・…㊥一・…・王，850万円

量繰越金ほか…・・壷………至亨3超万円

《歳

鐵》

3億4，235万多：弓

・総務費・・一………1億9，0綴万穆
◎医業費・一………隻億3，035万騰

6億○，駐3万円

・施設費ほか一一………2，至漁7テ円

一

ー町長を囲む会⁝︑

地域懇談会開催

騎影ハを照一む点然ー−地域懇談会が︑

獺鍔二十⁝⁝．欝から煮月九賑まで

この地域懇炎会は購鋭のみな

購内九会場で驕催されました︒

さんから町政に対し︑ご意見な

どを闘かせていただきたいと昨

葎度から実施しているものです︒

懇談会では︑まず佐藤判拳購

長が新無度の町予算宝主要事業

について説明した後︑参撫いた

だいた町畏のみなさんとの懇談

に移り象した︒

町昆のみなさんからは︑地域

の抱えている諸問題や町が取り

維んでいる下承道事業︑また不

筏地主の土地問題などについて

意箆が出されました︒

町では︑今後も町幾のみなさ

んとの懇談会を計爾しています

ので︑多数ご参加いただき購政

へのご意箆などを聞かせていた

だきたいと考えています︒

4

1寸O寸1

完成しました，松之山・湯山・湯本

入》

…・・3ラ635万円

国道は蝋時通行止め

泌澱騨鋤蟹羅鞠麟
脚貴帯が避難

園園團圏圃

圏函國

東京という

街について

今鰍の地滑り発焦の漂麹は︑

箆ること︑体験することが初め

るとは思っても麗ませんでした︒

のですが︑まさか錘むことにな

ます．その街の景蝕や漂う雰囲

歩いて散策することをお勧めし

ただ︑︸駅くらいの距離なら

強中です．

麟獄まで降り続いた爾と蟹解け

てのことばかりです．

今まで遊ぴに来たことはある
道三鷺三弩の小谷地内で地滑り

てい蒙す．

水で地盤が緩んだためとみられ

鼠︑そこに築まる人たちを観察

が発盗しました︒この地滑りで

フてもらった蒋︑山手線内の街

いままで少ない休鷺の申で︑

雨で地滑りが発猛しやすくなり

一キ買足らずだとは思ってもみ

ものですから︑駅から駅までが

が違つていて︑それはまるで東

学盈街とそれぞれ街のもつ機能

に乗れます︒

すので︑疲れたらいつでも電車

交通機関が張り巡らされてい塞

ぞれの街はその中の専門癒のよ
うです．

そして専門旛化することによ

って︑粟釈中いや田本中の要求
を満たしているのです．

地下鉄は︑山拳線内を蜘蛛の

︷実は道踏の下を定って

厳を張り巡らすように走ってい
豪す︑

いるに過ぎないのですが⁝⁝︶

この乗り方を覚えるとずいぶん

ヂご

島￠

撃

東蒙纂務勝

もよろしくお願いし藪すゆ

保坂

せていただきますので︑今後と

もちろん仕事も一盤懸命鷺さ

お伝えしたいと思います︒

をこれから皆さんに岡聴進行で

初心暫の騒で箆て闘いたこと

︷駅自体が羅ふ八な一プパートでそれ

ませんでした︒また︑至る醗に

秋葉原の電餓街︑銀座の蕩級

内のビジネス街︑そして神田の

繁華街︑霞が関の窟庁街︑丸の

います︒

斯の発見などを行っており︑地

がそれぞれに雰翻無が違い︑そ

す族行しか経験してこなかった

慌ただしくスケジュールをこな

しながら歩くと結構楽しいと思

道は︑職圏道を利粥して迂鰻踏

滑り防止のためには璽要な仕箏

こ紀集まる人も質も違うことに

購任煮から訪問先へ連れてい

が造られ︑鱈月牽八黛の午後烈

驚きを覚えましたの

全鋤通行瓶めとなっていた網

地滑りが発焦した場漸は︑昨

となっています︒

当購には地滑りの発盤が予想

藪す億みなさんも地滑りなどを

めとなりました︒

全藤通行慮めが解除されました︒

時に片傭交互通行が可能とな9

入撚付近︒地滑りの編模は編八

される危陰籔域が多く︑その鑑

これからの晦期嚢解けや降

ら松之慮に晦かった小谷集落の

十メ童トル︑蕎さ五牽メ輩トル︑

発見零れた場愈は︑お近くの巡

絡ください︒

擬興または役場建設課までご運

域を巡視する地滑り巡禰興が九

巡襖翼の業務は危険区域を巡

名委嘱されています︒

¶

m ｝｝ 脚 皿㎜｝｝ ｛軸

深さ十メ套トルで土砂の量は二

した．この地滑りのため︑近く

万九千立方メ⁝トルにも上りま

当購の地滑り巡視蝿は︑次の
みなさん方です︒
門地潰り巡視轟一

▽繊辺進︸︵松之撫・繊乱や︶
▽志賀昭一︵松欝二﹂うぞ畑︶
▽聴月︑︸太郎︵藤禽・両大鑓︶

▽小野塚保ハ蘂川・凝鷺︶

▽村山昭⁝︵坪野・畢場︶
▽糎山林平︵湯塞・薮竃︶

▽佐藤証発︵天水越・多七︶
▽相沢攣夫︵水梨・蟹助︶

嚇 皿 嚇 ㎜ 一 ㎜ ㎜｝ ㎜ ㎜

隼秋に麗通した小谷バイパスか

たため︑遵驚は︸蒔全衝通行止

斜繭の土砂の一部が麟道を埋め

繭月八繊の午蔚囎鱒ごろ︑翻

NG37

鋼

視し︑地滑りや地劉れの発箆︑

︑粘

騨

｝軸 ｝ ｝

楽だというのですが︑い濠だ勉

f

の相沢蕉平さん篭滋遷難勧魯が

藍秘

蝿

地滑り防距施認設の亀裂や撰蕩籔

噌弘

出され一家は選難しました︒

．鍵︑

▽趨橋糞一郎︵黒愈・源治︶

5

籔

佐藤陽子

出岸友和

（災水越・中段〉

（新康・天上療〉

驚

滲

相沢俊幸
（松之康・林）

草村美枝子

大見裕香

小野塚英則

（湯山・箪村屋）

（下籔池・上材〉

（東川・長太郎）

藍

嚇

︷醐

弘︶

3

豫恥
哩劇

〈

高橋憩湖
（天水島・助甚〉

小野塚尚子

福原 稔

（天水島・沢〉

（小谷・干場）

嫌

（藤療・田丸屋）

高橋圭子
（湯本・伊助）

樋P和彦
（松加 型」

驚

簸
久保霞理

調．
繍、

小野塚ゆきみ

鞍施搭幸

（藤倉・上太濁〉

（松之出・並木屋）

鶴

も
福原孝地1
（琳越蒲具衛）！

6

1ゆ口寸1

．蟻

箋

心新たに20歳 の門出

涌井信子
（五十手平・新屋敷〉

五月三賛︑平成九年町成人式が唐然休養村セン

西 ♂＾

ターで行われ︑三十九名の新成人が式典に鍍席し

麟

ました．式典では佐藤利毒町長の式辞︑新成人を

︵敬称略︶

蒜

、嚢

代蓑して編原純︸さん︵天水越﹀が答醇を述べま

村寅松男
（松之出・土橋）

驚

藤

佐藤和世
（天水越・蒲照屋〉

した︑︑

（光間・金塚）

参撫者は久しぶりの再会に話もはずみ︑会場は

灘︑

津端幸茅

、醐

した新成人を紹介します︒

総

華やいだ雰囲気に包まれていました．．式典に出席

慧、
議

護

，鵜灘

訳

雛覆

灘

、議辮

繍懲

講
浦

巌

滝沢瓢美
（松之山・木入場〉

小見さとみ

小野塚智葵

（黒倉・達長〉

（湯寅・箏慶〉

（蕪浦霞・ぎえん）

難，
黛︑

撒 漆

妻山
嬬
繕

︑

博蝉

ζL叛

糊灘︑麟

蜜

燃

二全︷露紀．麹訪3マ秘

巻摩牽較戯購

鰭西
》

ご隻き毒ー・

空

擁碍

就 驚

鮮

まぬヤヤゑれ

く天水越・桶屋）
、』鰍

小堺健一

健

門今

醗・

療鱒1

㎜薄発鰻笹癖

㎜

福原真知子

轟一

歳

」

天越

〉鹸醐時

轟

曙璽鞭

・礁

本出

（田変立・下嚢桑）

高橋健太
〈松之邸江戸屋〉

灘
懸
灘鰹

村山宏美

鰍・
欝瀧

（松之山・はば）

中島 良

霧鴛

〈水梨・実増屋〉

姦

醸

訟

小見祥茅
（中原・原）

欝

（霞変立・しなん木）

轟

．難

灘．講
本由夏茅

蝋

小野塚薩茅
（松之凄・疋野屋〉

雛

大見真理子

福原締一

（丁籔池・上段）

（炎水越・弥勘〉

醐懸縫

難
、鱗、、

鷺あおり
L（浦鋤留生）

7

璽野美香手
（上籔池・薪犠）

小野塚輿弓
（上鰯池・嘉六）

小野塚咲江
（策蝶・坂本〉

対由和典
（湯本・橿建屋〉

翻麟灘霞騨お便りお待ちしています

みんな：の
則体の紹介や写真、絵画なども大歓迎，

締め切りは、毎月20臼です。総務課行

ー㊤O寸1

大倫くん登場（2歳9カ月〉

おおりん

志賀幸夫・千恵峯さん長男

（松之出・志賀屋）
大倫くん。最初は行くのがイヤ
4月から保膏斯に行っている

で泣いたこともあったそうです。

二人︶の十流人が浦田小掌校繭

砂会︵会長蕩沢哲治・会蝿闘十

闘月十総︑浦灘老人クラプ高

学校の兇童たちから︑ 燭ありが

われました︒溝掃が始まる と小

除雪︑交通標識の清掃などが行

安全諜長も参加︑歩道の清掃や

ロット地区の指定を受け︑轟齢

溝掃活動を通して交通安全を呼

でもあり︑蕩砂会のみなさんは

遊ぱないこと隔 ﹃歩くときは︑

の高野巡奄部長から﹃道蕗では

まず︑保葎所で松之山駐在所

されました︒

圏兇たちの交通安全教室が開催

闘月十⁝研︑松之由保脊所で

松之山保育所で
交通安全教室

びかけていました．

煮の防犯活動や社会参加瀬動な

誉の全團交通安全運動期間中

が贈られていました︒

から浦購保脊勝までの闘の道酪

今回の活動は︑昨奪度から当

とうございます旛と感謝の灘葉

この紹は安塚警察署の羅生活

⁝環として実施されたものです︒

どに取り組んでいますが︑その

戴

環境整備を行いました︒

浦璃高砂会が
道路の溝掃活動

わが家の人気者⑳
町が警察庁の長寿栓会対策パイ

バイベイ と
でも、今は毎薄

場
広

このコーナーでは、みなさんからの
ご意見やお便りをお待ちしています．

政係広報担当まで費6一駁31

ウル・トラマンエースが好きで

保育所の散歩のとき、みんなで

歌を歌っているそうです。縫曜

せてもらいます。自分のヘルメ

霞には、お父さんにノfイク1こ乗

ットも持っているそうですゆヂ最

高に気持ちがいいようで、 とっ

ても良い顔をして彌ってきます
楽しい交通安全教室でした︒

たり︑また乗せてもらったりと

野さんからパトカーの話を聞い

教室の最後は︑保青断前で蕎

っ元気よく横懸していました︑

しっかり交通ルールを嘗りなが

見て︑左見て︑また薦見てしと

横断歩道では夢をあげて﹁右

が行われました︒

松之由交差点で横断歩道の指樽

と隔などの交通安全のお語の後︑

お母さんと手をつないで歩くこ

手をふって元気に通っています。

ヨ」とお母さん。

しがらないようにと五十子平の

家に遊びに行くそうです。そん

おじいちゃんとおばあちゃんの

賀家の人気者です。

な心がやさしくて、格好いい志

さしい、みんなに好かれるよう

【お母さんから一善1素直でや

な子供になってほしいです。

詳しくは町縫会福祉協議会へ

技能を活糀してみませんか︒

なさんが持っている知識・経験・

的にしています︒高黛齢者のみ

生きがいの充実を図ることを目

隼齢者の就業機会の増大により

シルバー人材センターは︑蕩

振込などの説明がありました︒

運蛍⁝状況や就業に伴う配分金の

ー人材センターの懸村周長から︑

この鷺は︑十欝町地域シルバ

六人から茄入いただきました︒

っていますが︑いままでに二十

ました︒現往︑余鰻の暮集を行

は︑今年の鞭月からスタートし

当町のシルバ⁝人紡センター

会が行われました︒

ルバー人耕ゼンターの事業説明

圏月八鷺︑保健センターでシ

の事業説明会

シルバー人材センター

保畜藪がお休みグ）ときは、寂

8

﹃いこいの場﹂は
催のために無料闘敬していただ

の山さんから︑いこいの場の開

また︑峯後からは松代購禰鶴往

創作活動に取り組んでいました︑

講演では巻いをテーマにした

も行われました︒

るー彰いの鷺童ごと題して講演

住の美濃和英さんの﹁川柳が語

この日は劇作活動で七鰹焼と

いたものです︒

冬期間︑お隼寄りのみなさん
手讐が行われ︑参獺者は熱心に

今年も大盛況
から翻作活動やレクリェーシ滋

天水越︵中

段︶

花に暫くタ目の映ゆる

敏感に風を感じる片票の

小

谷ハ栄

屋V

佐藤

鈴本

退けてゆくなり海をめがけて

じ

春くれば今ありあまる雪解水
相沢喜恵さん

だ
桓

ぶなの穿吹の繭黄の中を

この家の爺は忽然黄泉路ゆく

悼

正孝

松

俊騨

翠子

佐藤多美女

まつのやま文芸
俳句

細流の長閑な音に狩ちており

川柳がたくさん紹介され︑濠た

園児等は道の辺に土筆摘む

明るく生きがいのある生酒を送

その内容 も解説されました．お

リハビリに励む毎田春を待つ

ンなどに参龍いただくことで︑

ってもらおうと実施している戦い

焦寄りのみなさんは︑美濃和さ

春の賓ベストセラーに読みふける

ワ
︸

︶

こいの場漏が今無も購内三十九

んの楽し い解説のたびに笑った

ご利鶏ください

天水越︵林

会場で闘催され︑麺べ六︸○人

り︑うなず6たりしていました︒

キャンプ

短歌

の参撫がありました︒

最後に宇野千代さんの名語録
も紹介され︑

三月十三繊︑今隼最後のいこ
いの場がナステビュウ湯の由を

ち方が大纂です﹂と話されてい

健康で長生きしたい方は心の持

お食事

﹁人間はまず心︒

鑑のみなさん鷺牽黒人が参瀦し

ました︒

会場に調催され︑上・下川手地

ジ白

宿

大厳寺高原の施設がオープン！

刀

ヨ

税はまだ取らぬ空凱に岩清水

柳友作贔紹介

籾

子

戸井田

良

アヤメ

希望館は土・日・祝旧の昼食が
バイキング方式と
ジンギスカン食べ放題に
照月二十七田︑大厳寺商漂の観光施設がシーズンオープン

黒倉二枚園︶ 草村

ほくほくのはずかしが弓やすぐもぐη

この人に二言許して事おわり

しました︒プナに囲塞れた美しい高原で宿泊やお食事︑キャ

のよう臓なります︒昼食はバイキング方式に︑また一踏のジ

婚約者決まってからの親思い

ンプはいかがですか︒希望館は土曜・藏曜・祝沼に隈り︑次
ンギスカンは食べ放題臓なります︒なお︑平臼は今までどお

てっぺんの柿の陽当たり風当たり

来てあげたもろうてやった夫婦です

㈲湯・米・心まつのやま

9

りです︒今年も大厳寺高原の観光施設をご利胴ください︒

一

ました︒会場はナステビヱウ湯
、

「

縢鍔七類︑時購．︑︑つの小学校

で烹鳶韓入掌式が費われ︑ビッ
カピッカのラ︑．！ドゼルを鷲負っ

た︑．駈鶯名の新入掌兇醗がお母
さんと元．恥．祷登校しました︑

浦田小掌校でも午蔚牽蒔三牽
分かり体膏館で式典が行われ︑

今年は本山簿来さん一人だけの

式典では︑丸出健治校長のあ

入 式でした︒

いさつや兜童代蓑の歓迎の欝葉

があり家した︒その後︑本山さ

んに掌校で使絹する親しい教科
盤が授与され︑小掌校での楽し
い新盤活がスタ⁝トしました︒

ートO寸1

地域の施設の衣替えに一役
黒倉集落民がボランティア

藤糞

嘩

闘月牽九獄︑松之山小学校で
兜敦会の錐賛婁轟会が憲催穿る

薫年生を還える会輪が楽しく
にぎやか撲︑︑打われました．

まず︑婁懸禽の代表饗が鴨楽
し みにしていた会です︒一年熱
と一緒に楽しくゲ⁝ムをしまし
ょう漏とあいさつ．ゲ⁝ムでは︑

コ貸鷲 ドカンやジャンケンお

瓢ごっこが行われ︑新一薙盤は

棒欝館の中を兀餓に飛び團つて
いました︒蝦後にプレゼントも
贈られ︑ ︸年盤は﹁これからも

．緒に遊んでください﹂と允蕪
よくあいさつしていました︒

い 飼
w

まおの話題

小さな胸に希望がいっぱい
浦田小学校で入学式

楽しい学校生活を送ろうよ

松之幽小学校で重年生を迎える会

し

旧松之樹小学校黒倉分校は︑

硯在﹁松之爵芸術季節館﹂．

て璽京の懸体が硫修施設として

使用していますが︑ 罫この施

鰻揖鰭一十穴繕︑塗憲籔薫郵を却嗣

設の塗葵黒萎が行われ蜜す．

に黒禽集落のみ．さんが参繍し

て建物の壁板などの汚れ．欝とし

作粟が行われました．作業は特

殊なタワシを使って行われ︑参

擁したみなさんは汚れで真っ黒

になりながら奮闘していました︒

べ⁝ジ訊色に波模様と一新す

る施設は︑五月下旬には衣替え

が終わりお目冤えします︑

黙

獅

松之由⁝分惚還翫﹇と町

消防訓練

繍

ン

にご沖

螺術季節館から火災

意ください静

混となります︒火の︑冗には十分

燥し火災の発盆しゃすい餓象状

これからの季節は︑繋熟が乾

ていました︒

各隊は機敏な勤作で放水を行っ

元の第照分懸第一班も串勤し︑

がサイレンを鳴らして出動ゆ地

娘︒松之山分選所と第一機動隊

発盆したという想．罵で調練が踊

午麟九時︑

から籾めての譲練となりました．

十鷺町地域広域消防に変わつて

この懸の酬練は︑町の溝防が

葵術季節館で行われました．

消防隣による濾防講練が黒倉の

縢月六磁︑

有事に備えて

灘

JO

繍

浬博

︑麟

第舞園松之衷温泉クロスカントリースキー大会

藁

琴羨麺翻騨

き

醸麟．縷

ム

ー繋■翔≠ギ↑見︑．藁

臨騨鞍驚置臨

︽中学男野2・3雑m

徳永郁美︵十

環町蔑︶

欝沢健二︵松代中﹀

年女子5㎞︾1位

㎞︾1位

6位輯鈴木蕉彦︵松之出中VB

位一嵩田昂︵松之山中﹀掻位

滝沢侑︵松之撫中︶婿位け儀藤

・

荏塞介護支援センタ⁝の竣工式

みなさんの懲薫的濡動の場でも

保健センターは︑地域住罠の

状贈盤も行われました︑

が保健センタ⁝で行われました．

に関することなどお気軽確ご相

あります︒健康掘談や保健編祉

照趨三十総︑町保健センター︒

保健センターの建設は過疎と

談︑またご利用ください︒

︑陶齢化が急激に進む中で︑保健・

医療・福祉サービスの一体化と
充実が必要であることから︑．﹂

して建設されたものです心

れらを総合的に行う拠点施設と

式典の中で︑佐藤穂幸町擬は
融長寿祉金を迎え︑まず健康が

第一です．そのために鷹療・保
健・禰祉が一捧となった行政を

進めて行きたい︒この施設を袴
効に濡購し︑また内容を充実し

住幾のみなさん方の幸せ嶺つな

松之山診療所（左）に隣接した町保健センター

俊之︵松之撫中︶ へ中掌翼子三

編原敦悪︵松之礁

滝沢あゆみ︵松之由中︶捻位け

お礼の誘葉を述べ憲した︒

がるように持って行き孟い臨と

その後︑建設の経過報魯と来
蜜の祝辞︑工事関係者への感謝

式典での町長のあいさつ

年5㎞︾1舷一桑原懐む郎︵水
沢中︶3位

︽中掌女子2・3隼5㎞︾

中︶姶位一小野塚俊輔︵松之山
中︶

工位一駒紺絡子︵町立妙蕎中︶
8位一蕩橋墨美︵松之寅中︶10

小野塚輿葵︵松之山中︶難

第十榊畷松之山温泉クロスカン

彬沢翼磁美︵松之山中︶

位U商波朋美︵松之寅中﹀捻位一

位

トリースキー選事権大会が瀕催

女子1年5㎞︾1位 飯懸知実㎜

晒月二十溝㈲︑大厳寺蕩原で

されました︑今懸は︑購内をは

︵牧ジ溝ニアレーサーズ﹀︽小掌

︵松代小︶5位一趨橋知章︵松⁝

︽中掌㎜

じめ禦内外から約照否十人の選

男葦6年5蜘︾王位 濁谷憩樹
璽小﹀7泣一本山賜総ハ松羅小︶㎜

の大会に熱戦が繰り広げられま

手が参加︑スキーシ⁝ズン簸後
した︒大会の成績は︑次のとお

小堺総

掌糊子5年5㎞︾1位

捻位一彬沢洋平︵松之由小︶︽小

相沢達也︵松

ま位口闘谷鱒擬︵松代小︶2位け

之由小︶ ︽小学女子6年3㎞︾

潤︵松代小︶m位

りです︒なお︑各部門とも1位
︵敬称略﹀

の選手と購内鯛係餐の焉位ま﹂
を掲載しま空︑

︽成年第子憩㎞︾王泣H嵩橋暫

畢川翼融蘂︵松之由小﹀3燈置

毒︵中塾大鷺︽少年鍔子獅㎞︾

松沢優美︵松之由小︶7位 佐
︽小学女子5

玉泣 竹内寛揮︵松代商︶鱒盤口

藤恵蔓︵松臆小︶

1墜にある介護機器蒲一ナー

嬢

椴

灘

㈹嬌僧男く十冒時総点．陶︶婿魚鳳

松沢隆幸︵松代︑︑讐︽成年・少

気ギ＞

μ

葎3㎞︾漂撹一乱由彩子︵津南
JRC︶

医療・保健・福祉の総合拠点へ
磁

︑ー 鐵

シー一ズン最後の大会で熱戦

町保健センター・在宅介護支援センターの竣工式

εゆ諺

ーーーー！︐ーー

え

ーtーーー

事業内容詔
皿

㎜ニコニ識教室

コ

㎜
手重手き手重︸手瑞

親子で自然に親しんでみませ

で探鳥会です︒

んか︑今年の第一魍は︑葵人趣

▼期鷺 6月玉賦︵緯﹀

午繭4時30分〜

▼場所 松鷺 美入林

▼蒔聞

臨圏

蛋け花教室

︸

︵朗羅擁6月8闘︑会場彗轡

▼ソフトバレーボール

海町町艮体鷺館︶

︵朗穣舞6月蔦鷺︑会場嚢獅

▼ペタンク

井小掌校グラウンド﹀

▼錫女混合綱引き

︵期撚舅6月絡鷺︑禽場婆糸

魚規帯幾総合捧欝館﹀

陶圓臨恐繊圏㌧﹂

町内及バ︶近隣町村のバレーボ

ール愛好奢が︑2鷺闘にわたり

6月U揖︵水︶と捻鷺

▼場断

▼蒔間

i〜3位に賞状と賞鵡

町幾体育館

午後7跨〜

▼顛翼

熱戦を繰り広げます韻

畑での野菜裁培について︑お

▼褒彰

ーチーム6〜鴛人

︵木︶の2漂間

謡を闘きます︒講師は丸山簾戯

▼編成

圖圃園肖目ロピ

先焦です︒

▼購込み

コンピュ璽タ︸の初歩的な技
術を5園にわたり楽しく学びま

▼期雛

▼場所

▼時間

町罠体奮館

年萌g時〜午萌慧時

▼期賦6月n醸︵水︶

歩に串かけようしです．

6月のニコ蕊コ教竃は︑﹁散

m国儲劇国口﹂

6月5藻ハ木︶締切り

松之山購公幾館まで

▼時間 午蔚憩時3
0分〜峯後王

6弩5線︵木︶

▼鰯黛 6月2総︵月︶︑．3残

時30分

自然休養村センター

︑⁝事⁝チ⁝⁝多︸iき．ーーt︸﹂

▼場所

す︒講師は︑清水雅之先盈です︒

︵木︶︑9鎮︵月︶

浦照小学校

▼晦賜 午後7謄〜9縛
▼場所

上越スポーツ
フェスティバル

みんなでスポーッを楽しもう

場します︑

松之山町からは︑次の種目に出
▼婦人パレーボール
ージ灘ンプラザ上越︶

︵潮研轄6月8購︑会場鋒リ

2

looの寸1

新潟購擦住︶

硯代お叢じ学講慶︑

登録
▼対象蕎

の生け花教品蟹のスタートです．

き鱒艶けてみませんか︒大好︸評

簿綴熟ない薇荊化申駕ちょつとすザ︑

芦ーー〜ーーーーーーーーーー⁝ーーーーーーー⁝ーー⁝i−i橘

ツトワーク︑湯鳥大学︑

成人実絹講座︑女牲ネ

生け花教窯．︑インター

午後8時〜憩蒋

6紹3研ハ火︶

三ーー⁝⁝iー⁝i⁝i；⁝⁝ー手

▼期黛

r

▼時間

午後7時30分〜

自然休養村センタ⁝

ネット講座ほか︑どな

午後7鋳〜

霞然休養村センタ⁝

▼場所

たでも参加できます︒

午蒲g時〜H蒔

5月2！欝︵水︶

5月のニコニコ教簸は︑ ﹁鵬

▼鰯獲

▼時間
▼場漸 町畏体鷺鯨

驚内の女牲チー／が熱戦を繰

▼蒔閥

鱒幾体脊館

▼期鰻 5鍔22黛︵木︶

り広げます︒ご声援ください︒

▼場所

＾織墨
﹁︑剣民館副︐⁝︐︐⁝︐︐︑︑︑︑論

⁝籔鷹卜騰座輝椿﹂

自磁に欄性を熱かしてトライ⁝

公鼠館の教室・講座のスタート
です︒ご参簾ください︑

▼聴問

講演会

▼期環 5月23欝︵金︶

▼場漸

斎藤良子先生

▼内容

｝

譲

□」

講式綜と﹁親子で遊ぼう﹂です．
周磯㈱騒劇、

田劇削

鷹肉劇

費6−2265
栴36公民館
ゆとりくん

／こd、㌧

純

愚凸

︵新潟嬢りーダーバンク

酌㎜｝い嚇｝

①

とり

・湯
松之1お町生涯学習だより

新たに24入が

松高生として ス タ 葦 ト

った父兄のみなさんからも磁鷲

いままで入掌式に出庸できなか
と激励の欝葉を贈りました︑

お互いの人権を尊重してほしい﹂

増え︑全翻の隼間取り級い荷数

物を送れる毛醗便．業餐の数も

近所の商唐などから気軽に荷

かじめ保険や欄包方法について

やすいものを送るときは︑あら

償ということもあります︒壊れ

きない場合は︑修理代のみの賠

全額が賠償されますが︑確定で

簸後に新入生を代表して︑佐
分校の入学が許可されました︒

は︑十億綱を超えています︒こ

いただけるよケになりました︒

これからは分校の校則に従い︑

れだけの荷物が動いているので

藤利昭さんが噸伝統ある松之山

ました︒会場紅は紅臼の幕が張

と欝いの欝葉を述べ濠した︒新

松蕩生として灘張って行きたい㎞

宅醍業潜に問い合わせておきま

入掌式は︑隼蔚十時から校魯

られ︑新入生は来蜜や保護蕎の

すから︑蒔にはトラブルが起こ

校で入学式が行われ︑新入生二
式ではまず︑入掌許可として

ました︒

二階の椀聴覚室を会場に行われ

拍手の中緊︑張の灘もちで入場し

入撫は伝統ある松高猛として歩㎜

しょう︒

新入生一人ひとりの名前が呼び

た場禽は撰審賠嬢を求め

の限度は業餐によって異

荷物が紛失してしまっ

上げられました︒次いで︑松村

四月九薦︑安塚蕎校松之山分

ることもあります︒

十鱈人︵第七人・女十七人︶が
忠昭校授が式辞の中で﹁末発の

我を発晃し︑そのオ能を生かす

なります︒繭もつて賠償

綴しました︒

努力をしてほしい︒︸人ひとり

65歳からの繰上げ請求

リボツクスを設けている

簸近は宅配物の受け取

ことがあります︒

に時間がかかったりする

り改めて届けられるまで

不盗票に餓づかなかった

持ち帰りますが︑相手が

を残して荷物をいったん

場禽︑宅醗業者は不荘票

艦け先のお宅が留守の

ありません︒

起こるトラプルも少なく

麟け先の不鷹によつて︑

み繊しました︒

校猛として新たな一歩を踏み

ることができますが︑そ

松之山分校の入掌式は︑昨葎

が自ら掌ぶという行為をとおし

超える蕎価なものを送る

と 緒械入学式を行ってきまし

て他餐とかかわり︑互いに掌び

場合には︑宅醗便でなく

家で安塚町の本校禽で本校生徒

た．しかし︑今年度からは松之

普通貨物便を利絹したり︑

は賠償請求が必要になっ

方が賢明です︒発送の際

鋼に保険をかけたりする

い︒お互いの人格を大切にし︑

限度額を確認し︑それを

㎜
㎜

合うという関係を露覚してほし

⑤欝箋ハ蒙劃㌧
ている人は︑六十五歳までど

たときのことを考えて︑

は︑送り先にあらかじめ連絡を

い物や急ぎの荷物を送るときに

㎜

ちらか一つの年金しか受けう ．

荷物の破擬も損書賠償の対象

入れておく心配りも必要です︒

れません．

⑥六十五歳になるまでに就職し︑㎜
蔑
皿
摩盗年金に舶入しますと そ

になりますが︑輸送中の事故か

六十五歳ま

ことができません︒講求は慎重

ケースもあります︒そんな場合

荷物を﹁鑑定﹂します︒萌らか

は︑専門のスタッフが破撰した
詳しいことは︑役場年金係へ

に行いましょう︒

ておきましょう︒

礎年金が受けられません︒

そうでないかがはっきりしない

が︑

で支給停止になります︒

職拙ハ済年金︶

④特別支給の老齢簾生年金︵退

なくなります︒

いったん講求すると取り瀬す

．カ
昏︐︑まだ普及して
家もありまサ
いるとはいえません︒ 傷みやす

荷物の賠償限度額を確かめよう
の間︑支給淳止になり濠す︒

必ず荷物の内容を伝票に明記し

L宅配便のトラプル防止一

③寡婦年金を受けることができ

②万︸︑障轡になっても障害基

ることになります︒

①一生︑減額された年金を受け

なります︒

いくつかの鰯限を受けることに

入学式を実施することになり︑

知って得する年金知識

山分校は松之山の校舎で独自に

嬢は六十五

老齢基礎年金の

支給開

歳です︒しかし︑
六十五歳晶削でも希
望⁝すれば︑六牽歳

から銀金を繰り上
げて講求すること
ができます．

年金を繰り上げ
て講求する鋳には︑

慎重に行わないと︑

ビ

に郷送中の破擬と認められれば

13

論渦

「

「

ー多拳ーミ 季重

乏−手⁝iFミー51i■5■i

き一撃■モE

髪

埼

商業統計調査に
ご協力ください
ミ

総務諜財政係

手

F

芝

重

商簸統計調奮につ．いての問い

しくお顯いします︒

いただいた調査票は後黛回収に
調甕票の秘密は厳重に嘗られ︑

偲います．

﹁週偲時間労働制﹂

カスタートしました

十8町労働基準監督署

弔成9年4月三田から︑特例

捲置対象肇業場︵商業︑映画︑

週窪0時間労鋤翻定蕎のための

詳しくは十獄町労働基準監督

署謙でおたずねください︒

費0257−52−2079

ミ

避

罰︷がノ

︵■

3

φ入︶

㎜ーi−i⁝ー⁝i！⁝⁝⁝

＠事でのお客様にはお酒を戯さ

ない。お瀬を出したら、車で

高蚤営林署

4

1①の寸ー

近隣県・県内斎鋤村等の表敬訪

5擁30鷺▽硲募資格擁平成9年

新潟斎新光町4⁝童

51ぎ︸︷︸■ξ−︸‡きーま︷■憲i■iiiii一−撃レさ■き⁝ii⁝ii⁝訥iiミ

叢の嚢業のうち︑健業興が鎗人

演劇業︑保健衛生業︑接客娯楽

来満の規模の事業場︶を除き︑

ただくため︑

業場で定める︸週問の所．磁力働

国立療養所酉新潟中央病院

を開催します

﹁てんかん講座﹂

一！■誓

﹇05・墨−

新潟県庁内鶯02 5⁝285ー

広報諜

いがたフェア実行婆．興会事務局

▽応募・問い瓜わせ先舞緑化に

単成9年5月30鷺︵金︶必藩

を郵送または持藻．ウ応幕締切嚢

写響添付▽応暮方法韓応．弊熱類

応童柑難類蕪衛販の履懸蕪※全勢

健康な女性︵高校生は除く︶▽

8月玉瞬現筏で︑満蛤歳以烹の

問や各種醐連箏業での獣活動▽
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含わせは︑役場総務謙財政係ま
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民岱資料館は
毎週火曜日を休館に
松之出町公民館

冬期闘閉 飯 し て い ま し た 松 之
撫町艮俗籔料館は︑今年度4月
照にオープンしました︒

鍵俗資料館は昨隼度まで夏期
は無休で醐館していましたが︑

今無度から毎週火曜欝を休館麟
火曜欝が祝祭露の場合は翌摺の

とさせていただきます︒なお︑

商業統計調資は︑全國の商業

水曜霞が休みとなります．
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を㎜開催します︒どなたでも参加

なりませんので︑確認の上︑対

時間は法定労働蒔間を超えては

法定労働時問﹁週40縛間﹂が全

できます︒入場は無料です．

面的に適用となりました︒各事

▽揖時蓑平成9年6月28醸︵窯︶

讐てんかん講座﹂

平成鎗年に新潟県で第15縢全

午後2時〜3時30分▽会場軽筒

助成金綱慶も創設され豪すの外＼

てんかんを正しく理解してい

國都市緑化にいがたフェアが開

▽講纐舞長谷驚精︸翻院長︵園

ー

票の記入をお願いし︑記入して

催され濠す︒実質婁貴会では︑

ご活胴ください︒

緑化にいがたフェア実行委

統計作成以外の欝的鷺は使溺さ

にいがたフェアを燭知していた

立療養欧茜新潟申央病院︶▽演

費0

応をお顯いします︒

れません︒また︑この調豊に従

だくためのキャンペーン活動に

病院

上越帯灘城購

事する餐が職務上難りえた秘密

▽主催鋒圏立療養斯繭新潟中央
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購公罠館まで

畏俗資料館の問い合わせは︑

︵卸売業・小売業︶を含むすべ

ている調奮です︒

ての事業所ハ商窟︶を対象とし

商業統計調奮蝿が皆様の店舗

睡騰蝋

公募します．

キャンペーン
レディーを募集

抹鑑交鞍全は糀かり

携わるキャンペーンレディーを

に偶って︑6月1研現梅で調奄
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を勉に漏らすことは︑法律で闘

募集要項は次のとおりです︒
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てんかんセンター
すが︑ご協力くださるようよろ
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◎家族みんなが交通事故を起こ

なたの不涯慧が国罠共通の財産を

蝿・さないことを響致1藪しましょう。

火災から守って伸びる木神びる国
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ご存じですか
雇用継続給付制度
上越公共職業安定鱗
覆携保険の難期継続給付綱度
について︑お簿らせします︑

資兜休業醐嬉繍の翌翼からm

︽欝兜休業給付︾

銅以内に鰯出が必要ですひ
︽蕎鎌齢腰駕継続給付︾

①嵩無齢雇絹継続基本給付金
6脅歳になった懸の翌罎から

鐙爲以内紅︑鰯出が必要です︒
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松之山温泉
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なった場禽には賃金の登録の鰯

ご利用ください
地方産業育成資金
振興諜商工観光係

県地方藤業欝成資金の貸付利
率が改蕉され︑硯行の3・25

％から改燕後は2・90％へ引
ご活用ください︒

き下げられました︒欝成資ハ金を

松之由町祇会編後協議会に善

闘い禽わせは賜役場娠興謙へ

慧のご寄付があり蒙した︒在羅
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労働保険の年度更新
手続きはお早めに
牽田町労働基準驚督馨
労働保険の年渡斑新の弁続き
は︑お済みでしようか．

隈です︒豪だお済みでない方は︑

0醸ハ火﹀が鯛
は︑今年農は5月2

禰縫の両ぬのために瀬粥させて

購儀灘の提出と像険料の納付

お畢めに手続きを行ってくださ

いました．

いただきます．ありがとうござ
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大花火大会など
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町の實伝に活爾ください
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松之山温泉まつり
観光名刺が
新しくなりました

②腐年齢再就職給付金

付を受けていた方を︑支総残

い︒なお︑挙しくは労働纂準監

60歳以烹65歳未満の失業給

臼数獅獄以烹の時点で雇絹し

蟹署におたずねください︒
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た場禽︑麓出が必要です．
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1製

時の賃金を比較して︑いずれか
蕩い方を蓬に央漿給付を憂給す
ることができますので︑60歳に

︑駆βポ義

谷

擬晦線

糠轟鹸

詣︐ぢ毛

携む

養押

気3ぞ

瀞

スキー場

葵しい棚照

李

＊ント濯

4

ん勘

嚇麟

醐

ン岬

5

葡穆

・

う

回圏回團

ぽくの絵わたしの絵

松之山保蕎所

窃め蟹驚《翻箋》

辮』

溺釜ちゃん 中村健…・祐子さん
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わかばちゃんとはるなちゃんと
わたし力睾コイのぽりのしたであそ

天水越（脇〉

入、でいるところです。
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※4月王繍から3（）漏濠での麟出分です鄭

※広報続載せてほしくない方は、鰯繊のと
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響、蕪口曜

5月1鰻親奮

総人口3，399入（＋4〉
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小林虫実ちゃん

女三，7妬人（＋2〉

くもをみながら、じゅんきくん

世帯数i，156簿（＋玉6〉

とコイのぽりのしたであそんでい
るところです。

（ 〉内は莇月との比較

町民憲章，潜矛1等53犀7月簿彗定
わたしたちは松之山購艮です、郷土を愛し、
みんなでよりよい町づくりをしよう漁
購鋭の含讐葉
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i、薬しい緑と難の中で

心豊かな人紅なろう
ま、プナの櫨が触れ禽うように

連帯の心をもとう

1、湧きいづる湯譲のよう看こ
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9臼 安高松之山分校入学式
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照鑓探鳥会
松之山小掌校区大運動会
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8紹松里地区体育大会
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▼藩葉が菩吹き︑新緑

室な呈した．籍蟹

いと感じ家す︒今銀は

集なく吸ぞいる窪訟
編特にこの蒋期警℃

鷺泌えが翠かったため︑例年に

なく新緑の挙簾が待ち遠しく感

じられました︒山はいま︑著葉

で萌え行楽には絶好の季節︒今

壌の休みは︑カメラを片手に新

おわび

緑の山に旛かけてみようか︒㊨

鰯月弩の八ぺージで平成九年

県欝初展の受賞者を紹介し濠し

軽

鱒選挙管理委員会

大厳寺高原スキー大会

たが︑準特選で松之山中学校︸
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驚溝防団分鑓長会議

年の滝沢優嚇さん︵松之山︶の名

5月18 22r530

5月穏臼〜ε月栂疑の予定

3臼 晦消防邸半露翻練

蔚が記載もれでした．おわび申

1温泉センター1翠の湯

保健センター竣工式

21購 集落総代会

し上げます︒

温泉定休日
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創遣の力を蕩めよう

ぎ

4簿のできごと

