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松之山町空き缶等の散乱及び

蝶イ捨て防止に関する条例を制定
これからの暑い時期︑冷たい無ジュースやお茶は一服の清涼粥で
す．でも︑飲んだ後の窪き無をあなたはどうしますか？もちろん︑
﹁松之宙

圃収器へ︒でも︑なかには遵賂などヘポイ捨⁝てする入も⁝⁝︒町で

はゴミの散鼠とぷイ捨ての防比︑環境美化を進めようと︑

の籾大ゴミや蜜き奮などが園収

ますが︑今年も約〜・ニトンも

踏沿いの湾擶活動を実施してい

この条鯛は今年十月一Bから施行されますが︑今月号では︑この翻

町窯き無等の散乱及びポイ捨て防丘に関する条劔﹂を髄定しました︒

度の内容をご紹介します︒

まだまだ多い
不法投棄！

生活が便利にな った分︑ゴミ

されました︒

も増大しそれが自然環境の汚染

私たちが住んでいる松之山町

に恵まれています︒しかし︑〜

は︑山や川など簸かな趨然環境

ないでしょうか︒ゴミは私たち

や破壊につながっているのでは
の身近な問題であり︑これから

歩由に入ると家庭から出た糧大
が多く見受けられ︑豊かな美し

めには︑ゴミのポイ揺て防止は

も快適な環境の中で生活するた

ゴミなどの不法投棄された場所
い自然が少しずつ壌されている

自然 環境を将来に引き継ぎ︑快

町の貴重な財産であ．る豊かな

大きな諜題となっています︒

のが現状です︒

また︑道跨沿いや河廻︑公共
き無や窒きびん︑紙類などのゴ

も︑ゴミの不法投簗やポイ捨て

適な環境の中で盆活するために

施設など人の集まる場所にも盤

鶏では環境美化運動の一環と

をなくして行くことが必要です︒

ミの投げ捨てが目立っています︒

して︑みなさんの協力で蘇葎道

顯

不法投棄はや

みんなで

ポイ捨て条例の
目的と内容

ための事業を行います︒

翼傭的挺は︑広報紙や防災無

捨て防慮の呼びかけ︒

線を通じて︑条例の内容やポイ

濠た︑春板の設置やイベント

この条翻綱驚の目的は︑町︑

町罠︑事業者︑占蕎者などがそ

この﹁ポイ捨て防止条例しは︑

購疑岬人ひとりから環境美化や

ポイ鰭ての禁血と回収容羅の

高めていただくことをねらいと

資源の脊効利規について認識を

︷勧禽・命令・公衷︸

設置およびその管理の適薫に違

の醐縫︑各種澗体との懇談会な

︻町戻の嚢侵と義務は︸

及した場倉は︑勧欝︑命令︑公

れぞれの蛮任と義務を明確にし︑

町蔑︵滞雀奢や旅行者を禽み

蓑の規定を設け︑立入調奮がで

ども実施して行く予定です︒

源化︵リサイクル﹀の縫進など︑

きるよう織なりました．

ゴ・︑︑のポイ捨て防止濡動や再資

環境への意識を商めながら︑私

ます︒︶は︑窒き欝などのゴミの

ク琴ーン大作戦

今年も大勢の参茄をいただいた

︵費6−3705︶

ご連絡ください︒

ンタ璽内にある保健橿祉課まで

いての問い合わせは︑購保健セ

ポイ捨て条例︑ゴミ問題につ

ます︒

うみなさんのご協力をお願いし

濡環境の中で暮らして行けるよ

守りながら︑私たちが快適な盗

この町の豊かで美しい自然を

してい蜜す︒

ポイ捨てを禁丘し︑ゴミの持ち

みんなの手で

というものです︒

帰りや環境美化濡動︑聖き無等

たちの生活を陶上させていこう

それぞれの責儀と義務の内容

快適な環境を

ゴミのポイ捨て防魚は︑滋購

の揖纏槻﹃源化ハリサイクル︶に努

を含めた十段町地域広域帯購轡

めること．

また︑購が実施する施策にも

一町の嚢儀と義務は︸

町は︑目的達成のためにみな

協力することが義務づけられま

は︑次のとおりです︒

さんに対して︑環境美化のため

した︒

でに津南購では︑七肩岬︑鑓から

り紹むことになっています︒す

圏で条例化も歩調を禽わせて取

の意識警発と爽化活動の捉進の

︻事業者の嚢任と義務は一

近隣帯町紺で協力してポイ捨

婁施されています．

事業轡は︑町が実施する環境

また︑容罷入りの飲食料を販

て防止に取り総むことで︑その

美化の施策に協力することゆ

売する小売業者は︑回収容羅の

成果も大きなものとなりますひ

ゴミのポイ捨てや不法投棄は︑

設灘とその適正の管理に努める

っています．でも︑規実には不

やってはいけないとだれもが知

ことが義務づけられました︒
糊占有者の實儀と義務は︼

ゴミの不法投棄の場所では︑あ

法投棄が多く箆受けられます︒

霞袴蕎は︑町が実施する環境
美化の施策に協力すること︒

りとあら幽る物が捨てられ︑悪

ま た︑その蒔麿また管理する

臭が漂い︑たいへん不餓昧な光

景です︒捨てる人のモラルが問

土地を適正に管理し︑溝潔にし
が義務づけられました︒

われるところです︒
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て不法投棄されないように努め
ること

空き缶等の散乱及び

ーO卜寸1

議案審議

されました︒

なお︑すべて原案どおり可決

次のとおりです︒

今回審議された補正予算などは

ポイ捨て防止条例を制定
平成九年第三醸の町議会定例
会が六月二十五田・二十六臼の
二臼間闘催され︑十二の議案な

審議された主なものは︑平成

どが審議されました︒

九年度︸般会欝及び三つの特別

会計の補正予算を中心に︑条例
︹予算関係︺

◇農林水産業費票委託金

◇財政調整基金繰入金

王24，000千円

10，000千円

◇蔚年度繰越金

2三，GOO千円

歳入歳出とも⁝億八千百十

一千円を追加し︑四億九千五

の〜部を改正する条例

▽松之寅町闘罠健康保険税条例

部を改正する条例

▽松之山町奨掌金貸与条例の一

廃止する条例

給与︑服務等に関する条例を

▽松之山町消防國の定員︑任免︑

する条例を廃止する条例

▽松之撫町消防鐡の設麗等に関

︹条例関係︶

た︒

なお︑審議に先立ち先決処分

十六 カ⁝千㎜門

歳入歳出とも一億躍千蒼万

▽簡易水道事業特刷会計補正

千円となりました︒

総額二億醐千六否七十八万照

十一万六千円を減額し︑

嚢業勘定を歳入歳出とも二

▽翻民健康保険特別会計補正

です︒

主なものは︑溺衷のとおり

となウました︒

首八十九万︸千円となりまし
﹁財政構造改

事項の承認など照項目の報皆が

歳入歳畠とも七百八十九万

▽下水道事業特溺会計補正

十万円となりました︒

円を追加し︑三億七千二菖七

30，536千円

六万 千円を追加し︑総額三

▽一般会計補正

◇農林水産業費県補助金

〔歳 出1

◇農林水産業費

◇災害復繍費

︸部を改正する条例

ス事業に伴う費馬徴収条例の

▽松之山町ホームヘルプサービ

ぷイ捨て防止に関する条例

▽松之山瞬空き無等の散乱及び

る条例

の設置に関する条例を廃止す

▽松之山処理区公共下水道事業

に関する条例

▽松之山町公共下水事業の設置

について

」

n，087千円

L』轍脚費

i24，000千円

・簡易水道特甥会計繰畠金

6，045千円

・農業活性化推進対策事業費

15，245千円

・林業地域総合整備事業費

l

l

入）
〔歳
十四億闘千七胃

ついてです︒

の廃丘や一部改正︑翻定などに

一般会計補正予算の主なもの

ありました︒

一般質問では︑

革に町はどう対応していくかし

﹁住艮本

や﹁ほく懸く線闘業後について﹂
﹁豪雪対策について﹂

位の町政と財政についブ︑﹂ ﹁購

観光事業について﹂など五名の

議轟が牽八項目について質問を
︸般質問など詳しい内容は︑

しました︒

﹁議会だよむ﹂で綴介されます．

百二

4

は︑八月三十︸揖限りで使胴で

六牽円から六鷺五ナ円に減額さ

いことは町役場の総務諜住罠係

れる鰯度がありますので︑詳し

にお問い合わせください︒

保険証の更新は︑八月末に各

きませんのでご淀意ください︒

集落総代さんを通じて行います．

一世帯当たりの年間保険税の

険です︒保険税や医療のことな

どわからないことがありました

わせください︒

ら︑お鉦軽に撞当までお問い合

〜主意ください。

借りられたりし、被害に遭うことがありますので紛失にご

＠遠隔地に住む人ができたとき

もう一枚、遠瀬地屠の保険簸を発行しますので、印鑑と

国保は助け合いの制度です

なお︑⑭・㊥の保険証の交付を

納めていただく保険税は︑麟

最高限度額は︑五十三万円ですゆ

院時食事療養費の㎜部負握とし

欝罠健康保険は︑皆さんの保

お氣軽に
問い合わせを

受けている方も岡時に更新しま
す︒

の補助金と合わせて医療費や助

また︑所得の低い撮帯はその盤

松之山町役場 総務課住畏係

︽問い含わせ︾

一臼七百六十円を医療機関

那してください。他人に使われたり、サラ金などでお金を

保険税率は引き下げ保険証の色は﹁桃色﹂

産費︑葬祭費などの給付費驚と

帯の総所簿と人数により二割︑

て︑

入院すると
食事療養費が必要

して使われ︑皆さんの健康を守

五劃︑七割の軽減翻度がありま

入院が必要になった方は︑入

るための貴重な財源となります︒

保険証を大切に保管し、月に一度は薩療機関の窓口に提

燈6⁝313i︵内線58﹀

◎保険証を紛失したとき

漸得の低い世帯は︑〜日七蒼

の窓口にお支払いください︒

交通事故の場合など、必ずご連絡ください。

す．

さい。手続きが遅れますと保険給付分を返還していただく

羅盟︑

ことになウますのでご溝意くださいひ

平成九年度の
保険税率決まる

九月㎜臼から麹昆健康保険の

保険証と退職餐医療鮒度の保険

そのため鷺ごろから健康に心

に祇会保険に加入した誹と一書薩療機関の窓口にお話くだ

ブ

三燈帯当た秘

翻保舗度を維持していくために

新しい保険証が手元に届いていないときは、「△月△日

副

24，5GO円

がけ︑医療費の節約にご協力を

こんな蒔は、早めに属け鵠を行いましょう。

ピ

平成九年度の税率・税額が決
まりました．劉衰⁝をご覧くだ

平等割

健康保険証は
九月に変わります

撫入麿1人分
2入の場合は45，000円

は︑皆さんから納めていただく

＠社会保険など勉の保険に簾入したとき

qか
礎一︐︑

0

さい︒所得翻では︑税率が昨隼

ましたゆしかし︑資産割︑均等

度より○・○潤％引き上げられ

劃︑平等割ではそれぞれ引き下

げられ︑全体では昨年度より引
保険税の額は︑墓本的にはそ

き下げとなりました︒

の年の匪療費がどのくらいにな
るか予測した上で税額が決定さ

22，509円

いままでの鴨浅黄色恥の保険証

保険証を持って手続きにおいでくださ》〉。

国保翻度に
ご協力ください
圏罠健康保険︵圏保︶は︑私
たちが病気やケガをしたときに

安心して鷹療を受けられる医療
保険綱度です︒

この大切な制度は︑皆さんの
ご理解とご協力があってはじめ

れます︒医療費が増えれば︑保

均等割

証の色が﹁桃色﹂に変わります︒

険税も増えてしまいます︒

圃定資産税額
三万陳こ対し4，800円

κ為イン
ノ

〜
o二

て健全に運営されるものです︒

畦8．09／109

野、汐：鑑を

《フ

〜馬

驚ノゴ

お願いします︒

5

，診療を受けるとき

＠第三者行為によ

資産麟

育

保険税が基礎になります︒

並匹塵 瞳．は届．！壁i出隆

600円
筋轡金額
1乃円をこ薄し

6，00／珊
勝得割

畷
説

率
税
分
区

平成9年度国保税率表
則表

o
黛

ム

節水に
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私たちは毎旧の生活で︑水道を使わない欝はありません︒飲み水やお風畠︑

▽洗叢・は

で⁝

で・：

漏水を調べてみてください

していることがあります︒

たりする場合は︑どこかで漏水

常に多かったり︑料金が高かっ

▽洗濯はかためすすぎ

▽歯みがきはコップに汲んで⁝

︻水の上手な使い方一

します︒

鐵なくなったらたいへんです︒今月は︑ 私たちの狭適な暮らしを支える﹁水遊

洗濯など硬秘ですから︑水遺の水をどんどん使っています︒もし︑水遵の水が

水を無駄に使罵しています︒

近にありすぎるため︑ついつい

らしのなかでは︑あまりにも勢

の水﹂について考えてみましょう︒

心がけましょう

▽風農の残り湯は再利尾を⁝

澄バケツ洗い

に︑私た ち の 手 で っ く り 磁 す も

ですが︑電気やガスと岡じよう

水は無隈にあると思われがち

どこでも︑すきなだけ︑きれい

▽じゃPの翻け開めはこまめに

▽水道メ婆タ嚢で知る

という水の流れるよう

貿6−3−3董︵内線9葉︶

町役場水道諜水道係へ

︽水道に関する闘い合わせ先︾

いつもぬれているとき

・台所などの配管してある壁が

な音が聞こえるとき

ュー

・じゃ鶯や壁に葺をあて︑ シ

▽目や耳で知る

遵メ；ターをみてください

家中のじゃ口を全部闘め︑水

一度︑

な水を送りつづけている水道︒

のです︒水も大切な資源として︑

漏水は大切な水を無駄にする

門簡単に漏水を矧る方法︼

らしのライフライン︵盆命線︶

この水道は︑私たちの生命や暮

も増え︑水不是が心離されます︒

ばかりでなく︑ご家魔での水遵

番を迎えるとさらに水道の利爆

これから梅雨があがり︑︑夏本

漏水に

として︑とても大切な働きをし

しかし︑この水道も毎田の暮

ているものです︒

が使えるよう︑跡水道諜

毎檬︑安全でおいしい水

わずかな漏水でも︑その窟まに

しょう︒

しておかないですぐ礁修理しま

甥にたくさん使朋していないの

みなさんのご家庭で︑水を特
ただき︑水道の水を無駄

に︑検針の結果が使罵水量が異

簾水々紅心がけてい
に使わないようにお願い

ら

みなさんには日ごろか

認を行っています︒

では水質検資や水量の確

料金の負挺も大きくなります．

注意しましょう

上手鱒使うようにしましよう︒

じゃ臓をひねれば︑いつでも︑

＜水道の水ができるまで〉

彌

︑峯

6

施設職員を募集

余の給等燦驚により支給︒

◇勤務場所／精神障轡轡入漸授

資格取得冤込み餐を禽む︒︶

②作業指導簾︵工名︶曜秘訂

﹁徳川家康が

園園團圏國
圏函団

①職蝿採絹試験寧

産施設︵十獄購帯塚原購﹀
◇提串灘類／

葎4月2雛以降盈まれの作叢
療法士の資格を脊する入︵来

東穣の歴史は︑

東京と

江戸城

やビジネス街︑大学になり︵東

窟大掌は︑加賀欝万石で蕎名な

卒業︵兜込み︶証明灘③鈍許︑

繭照家の跡地です︶無計瀬都市

込書②楽樂証灘の写しまたは

といっても過欝ではないでしょ

江ヂ幕府を瀾いて以来においてし

③事務鰻兼作業指導鰻助畢

蜜格を奮する証購書の写し④

春資格取得箆込み餐を禽む︒﹀

返儒期封筒※職鰻採醗試験聯

︵2私︶昭瀦詑館4月2鷺以

養護着人ホーム﹁饗禽荘し内

49−85十欝醗欝掌町

◇辮込先櫛問い禽わせ売／干9

いようです︒

穣る大火で懸とんど残っていな

残ってい家すが︑建造物は魔重

分まで支払われ濠すので︑

鮒と呼ばれ︑今でも赤坂発購や

鶯6−31

不明な点は︑賜役場総務

がその地を与えられて就象麗敷

後︑勤番か﹃呼び漢された家懸

ります︒

東窟事務所

保坂

ったことを実感できる斯でもあ

また︑ここが欝本の中心であ

とができ窪す︒

東窟のきれいな漸を見っけるこ

名な翫がたくさんありますし︑

今まで行くことのなかつた蕎

ません．

するのが︸番近遵なのかもしれ

とするのな．︑難屠周辺を探索

もし︑東窟という街を殖ろう

能を鰹えています︒

東窟は皇履を中心としてその機

と藩われながら︑輿くも悪くも

込激︑は︑松之山驚役場総務謙

︵採用餐は︑採絹の縫か56

江戸城をも焼いた明暦の大火

死亡したときは……

No．39
うΦ

の掌力を轡する人

その滋縛は︑銀灘がまだ海だ

ったということを考えますと︑

ほとんど人工都帯に近いものだ

ヵ鍔は試璽期間V②資格取簿

精神瞳滋餐入勝授産施設建設

そのころできた地名も随分と

ったようです︒

◇幕繋職種︑採胴入蝿／①糖神

見込みで合格した人で資格取

呆﹀〜8月欝獄釜︶まで

◇受付期闘／平成9隼7月憩鷺

聯g月雛瀟︿総︶

◇試験等／第一次試験は平成9

にあり濠す︒

降愈藪れの蕩等学校挙叢穆慶
◇姦職種典通条件／①十響購帯︑

灘網鵜︑絹薦町︑中羅村︑松
代町︑松之由購に往鰹濠たは

筏住済建で通勤可能な人②自

科ソーシャルワーカー︵亙名︶

り蓑した．これは今の上野や爾

後︑広小蕗という火除け地を造

動車運転普通免許を窟する入

昭繍3
7年4月2霞以降鑑まれ

準備室費0257⁝58⁝

園︑浅華紅あります︒

象た各城門は︑交通の要地で

牽払いの無金は︑醗偶潔や

駿海台とは︑療康が隠農所と

闘ツ谷冤鮒として残っています︑

もあり番兵が見張ることから冤
﹁年金受給権蕎死鷹履しの

︿戸籍等︶ が必要になります︒

子などが未支給年金として

なお︑館金は死窺した月

提繍が遅れたり︑忠れていた

諜雛災係家で

して住んでいた駿澱からその死
講求することができます︒

た年金を遺族の人などからお

としたところから呼ばれるよう

明漉以降︑大嶺麗敷後が公圏

紅なりました．

3三︵内線54︶

ので︑速姫か紅籏出をしてく

返しいただくことになります

金が実払われ︑過払いとなっ

りすると︑死むした以降も無

らかにすることができる欝類

の年金証鰍と死襟の藩実を明

◇・縮箏／縫金禰祇法べ妻奮編祉

．

ださい︑

2050

薫簸の蜜格を奮する人︵来春

鰯幾年金から葎
金を受けている人
が死むしたときは︑

亡鵬篇を第購射役

﹁年金受給権煮死

ばなりません︒

場に提餓しなけれ

﹁年金受給権懸

死む霜し砿は︑爆
金を受けていた人
モ 曼■ーき裏

知って得する年金知識

◇採幣／平成m難窪月i欝採絹

一

得できない場禽は採絹を取溝．

年金を受けている入が

の祇会橿縫士議たは祉會福祉

轟施設の職貴を纂纂し藪す．

「妻有福祉会」の

ザ︸乎キ象︑手︸蓬多i︸i⁝iE︐E筆

7

社会福祉法人

霞霞霞灘お便りお待ちしています

舞き餐舞．藷1難難鎧

みんなの
広 場

議一樋

一一贈聖魯3締め切りは、毎肋揖ですよ総務講

イラスト儀藤承子さん繭賠，蓉根1政係広報撮当まで

雛轡碧

驚で、』
−躊陰〜〜

愚

選〉

年

中

毅

譲i橋奈央さん（松之由車書隼）

ヌ優舩

〈入

礫雲

．杁南

灘叢鍵簸亀

わが家の人気者⑳

たく

や

拓哉ちゃん登場（2歳肋月）
小野塚秦手さん長男
（東川・ヤマキヤ〉
掩哉くんはとにかく事が好き、
車の本を読むのも大好きです。

車のオモチャは、小さい車を本
当賦たくさん持っているようで、

どれもみんなお気に入りの華だ
そうです。

本を読んでいて、その本に串
てくる車をみつけては「擁はこ

れと色ちがいのを持ってるネ熱
といって、お母さんも気が付か

ないようなものを見つけては驚
︿叢優秀賞﹀

◇森で小鳥が皆楽会

「ちゃんと・一つ

一つの車を覚えているんですネ」

とお母さん。鋳哉くんが大人に

なったら、どんな車に乗るのか

な？車が大好きで、とっても元
気な小野塚家の人気者です。

すてきな歌を

生かそうね

設楽彩子さん 松之山小5年

選﹀

地球の緑を

みんなで聞こう

︿入

◇考えて

豊かな森林 緑の地球

浅沼紗希さん 浦鐙小6奪

◇守ろうね

ゆたかな緑

松之由小4葎

佐藤恵美さん 松里小6年

中島千春くん

◇みんなで守ろう

かすそうです。

【お愚さんから一叢…

気持ちの素薩なやさしい子に
畜ってほしいです。あとは、ち
ょっとオデプな擁ちゃんですが、

〈入選〉
高橋文多さん
（松之由中3年）

いっぱい食べて元気にすくすく
膏ってほしいですネ。

8

1創卜寸1

綬が

第七回上越グリーンフェスティバル㎞松之山

婁島坤二くん（松之出車2隼）

緑化ポスター・標語コンクール入賞作品の紹介

六月十籏︑ 轟撫明で第︸七回上越グリー

ンフェスティバル︵櫨樹祭︶が闘催さ

れました．実行委員会では︑購内の小

掌生から﹁植樹祭テ⁝マし︑中学生か

〈最優秀賞〉

ら︑穂樹祭ポスター観を暮集︒入賞奢

う

毬ス名錨

は植樹祭の当照表彰されました．入欝

した作騒を紹介します︒

き

無6 3玉31

自）然）だ）い）す）き）

雛灘 鍛

灘嶽 響 雛

鎌… 藁 鑛遜
繋

籔濾 馨綴

花は青蝕のかざり花を家じえ、枝の先に群
がりつく。ヤマアジサイの中でも、北β本、
北海道のものをエゾアジサイとよんでいる。

6⁝313亙︶または︑
県庁広報広聴諜広聴係

当鷺は︑ご参撫いただいた方
方から自磁にご発講をいただき
︵燈025−285−

5511内線2i16︶

たいと思い濠すので︑お餓軽に
お出かけください癖

いしという簡蝋な内容を7潟訂

は﹁当縛︑こんなことを語した

趨できます．送迎の黛を運行し

当臼︑発霧されない方でも参

︹参煎串し込み︶

まで

β︵木︶豪で紅松之山町役場総務

ますので︑町総務謙までお串し

なお︑ご発誘を籍箋される方

諜行政係へご連絡ください︒

込みください︒︵建員50名まで︶

9月2鷺︵火︶午後1蒔

牽臼跡南︑クロス鱒

30分〜午後3時30分

◇問い禽わせ先

松之山購役場総務謙︵奮

オオデマリの花

これは見事〃

﹁蜘事とのさわやかトーク﹄

◇沼縛

◇会場

◇参集
繭町︑中墨村︑松代町︑

山地の谷聞に多い落葉低木。薦さ三搬位。

松之山町紅お依まいの

牽田町市︑駕瀬町︑津

め︑牽臼町地域広域圏の毒町轡
を対象続﹁知事とのさわやかト

葉は陶かい合ってつき、形はだ円形である。

人

をお聴きし︑察政に環映するた

漿では︑県蔑の皆様から藁政

蘇

に溺する纈広いご意見・ご提誘

鐵
繊鎌 灘 雛 難嚢 纈 簗
搬
叢 難麗
繊
i灘灘
縷 繋
⁝ク﹂を醐催します︑

「松之山の櫨物」より
〈俗名〉アマチャ

験

まつのやま文芸
鑑

撫繭⑳叢禦醸縷燃葛購くな勢

雑簗豪葵藻壌懸懸葛塞ぬ叢髄

美蝶撚蓼難ぽ逡遊愛雛

鞍蒼姦謙葉藩葉の蔵葛栄

句

來

釜撚栄

松鳶滋轟訟

屋︶

屋︶

薬灘

綾藤

嵩沢

鈴慕

叢灘

簸嚢

秀嚢

擬騨

睡戴琶醒ま蘇顧養緯嚇羅＆

俵灘智⑳群雛巻読載寝爆雛蒸

緋

驚繁爾聾導の満ゆ葛幽職屋

蜜鼎

懸叢蝿鯵滋憲登菊激臓源琶

絵毒出郷南

あみび

梅繭の奪浸幾議琶蒙・騰旅終る

柳

おく糠き蓬添鍵饗送蔭る夏蕨

蝦

撫薫懇鍛驚懸ぬ沼嚢飛獲難蒙購

男姦鐵添蕃絹鰻難濾難驚鍵奪
ん竈のオオデマリが今奪はたく

黒

蕊嫁窓選ゆ濾朝の無巌鷺．

六月︑兎嶽集落の大見ハナさ
さんの花をつけました︒大見さ

欝震簸顧糊
んも﹁こんなに見事に花が咲い

たのは初めてしとビックリ︒昭

真拶罐登な罵騰螢纈詩消蒸慈

柳麦糠贔紹発

赫闘縫滋濤獲轡婁箔瀞鋤き

繋藩欝

欝…

慧
写翼は鑑藤一善さん〈松之山〉

紅

瀦五十年ころ︑亡くなったおじ
いちゃんが櫨えたそうです︒近

赫顔のま毬め鷹磐纒饗鯵濠鷺巌懸糀

9

所の人やカメラを持った人が大
勢花を見臓訪れていました︑

建登i灘

霧難 嚢 態

エゾアジサイ（キノシタ科〉⑳

ち

σ人命と財産を守るために一…
し……一消防國が地域想定演習一一

六皿月t腿︑

㎜明溝防 慰滋よる

﹁溝防の地域懇定演翼﹂が購内
灘か斯で実施されました︑

想定演翌は︑地域住驚から↑
鷺騎地域濾防本部へ火災発生の
通報により演習が闘始︒︑町役場

では消跡本部かた連絡を受け︑

防災無線で町内密地に放送し︑

溝防鑓が出動して瀬火するとい

う︑実践さながらの緊迫した演

町消防懸では賑ごろから各種

習となりました．

講練を通じて︑万一︑の災轡から

loりト寸ー

記念公演では﹁ジャズコンサ
ート﹂が行われ︑黒倉集落や町

内外から約二欝人の入たちが参
繍しました︒コンサ！トでは︑

﹁A列車

照中文彦カルテットと歌手の中
栂まゆ葵さんが出演︑

は行くしや讐愛の講歌秣などが

演饗されました︒参撫餐の中に
は初めてジャズを聞く人も多かっ

㎜

㎜

．

一

術肇節館で盛会続行われました︒

披盤㎜記舟心公演が六月志⁝照鷺に輔蝋

お色直しが兜成し︑その獅壁灘■

黒禽集落にある接術季節館の

綴

たようですが︑一緒紅歌を歌っ

六繊月二牽簸賛︑町跳体畜

舘欄で

允ソウルオリンビックのバレー

ボール選墨の由下箋弥子さんを

迎えて︑バレーボールの実技講㎜

この講獺点駆は︑購バレーボ⁝

習会が行われました︒

ル協会が購内選手の技術の陶上

を図るために闘催したもので︑

町内の中筒生やバレーボール愛㎜

好餐など七十人が参撫しました︒㎜

第一部の中高隻の講饗では︑

﹁バレーボールを楽しみましょ

う﹂とあいさつ︑レシーブ︑パ

スなど汗だくになりながら一流

選手の指導を受けていました瑠

中学三年生が

町議会を傍聴

六月二牽五撫二︸十穴欝の工揃

照凹︑ 町謙鷺欝六月定例点嫉が闘四催㎜され

ましたが︑初βの二牽菰田には松

之撫中掌校三年盆の三十三名が議

会の傍聴を行い濠した︒

申学校の三年生では︑この秋に

議会独特の勢翻餓に中掌集たちも

われており︑ピーンと張りつめた

譲場ではちょうど一般質問が行

ったものです．

鯖勉強として今回の議会傍聴とな

模擬議会を計画しており︑その箏

嚇噸 ｝ ｝嚇嚇

でも︑議黄の一般質問や購長の箒

少し緊張ぎみの様子でした︒それ

｝｝ ｝願｝｝ 一 ｛ 噛

かり勉強していました︒

弁など秋の模擬議会に肉けてしっ

｝ 『一 ｝ … ｝ ｛ 嚇

喚κ〆

たりと楽しい灘ンサ⁝トでした︒・

嚇

みなさんの人命と財産を守るた
めの備えを行っています︒

⁝し

芸 衛 季節館にジャズが流れるr
…
㎜

一新壁面披露でコンサートー」

一元オリンピツク選手から指導ロ
ー…一一一…一バレーボール実技講習会一一」

∫0

小さな緑を大きな緑の輪へ

ズ素、な幽00本を植樹

第7回上越グリーン

六月十露︑松之由小学校を会
喪溜鰯も行われました︒

功労のあった鐡体や欄人などへ

三稲村長のあいさつ︑小野塚良

スティバル一欝︑次獺闘催地の

その後︑今醸新潟県知事表彰

場に﹁第七回上越グリーンフエ
スティバル﹂が闘縷されました︒

を受けた松鷺集落の﹁藁人林を

インターネット

当縫は︑霧が立ちこめるあい膿
寄る会﹂代表の蕎橋寛︸さんと

校舎の北側で背われ︑爾が降り

ーネツトに接続はできるように

雄助役の闇会のことばで武典を

くの爾模様となりましたが︑来
今年織成した松之山小学校の緑

ガマズミ︑ムラサキシキブなど

しきるなか町の木のブナや桜︑

大きく青ってねと仲輿く植樹

全鰻が参燃しての記念櫨樹は

グランド脇にも記念槌樹が行われました

◇内容舞①メールの使い方②W

町帯クロス憩・各会場7総

0旦土︶︑鍍旦鷺︶＋藏
④8月3

︵火︶川酋町地域活牲化センター

松代溝総合センター③8月漁撮

津南中央公艮館②8月掲日︿月﹀

◇朗臼と会場舞①8月8臼︵金︶

お出かけください︒

勘うぞ都合のよい会場︑蒔聞に

おひとりでもグループでも︑

ンターネット総合講座﹂です︒

なたにこそ参加してほしい﹁イ

わからない⁝⁝など︑そんなあ

プ滋バイダに舶入し︑インタ

総合講座

賓や︸般参加養︑購内小・中掌

の少年鑓代衷養がそれぞれ﹁ブ

闇じました︑

生など約五醤人が参撫しました︒

ナ林保存の欝い﹂を述べました︒

なったけれど︑どうも使い方が

フェスティバル寛欝

武典では︑爽行婁翼長である

約五蓉本が植えられました︒

松之山中摩搬徒による

続いて記念苗木の贈呈︑フェ

求スター、標語の入賞者のみなさん

銭藤利毒町幾のあいさつや来賓

実行委翼長のあいさつ

雨の中、傘をさしての槙樹

ムページ作成の実際など

WWの晃方や検索の仕方③ホー

◇参加資格舞十臼町広域圏にお

僅まい︵お勤め︶の方

◇参加料蓑無料

◇串し込み・問い合わせ先藝十

臼驚市役所企翻人事課企爾室

︵摂当・渡辺︶費0257⁝5

7−3玉王1︵内線215︶

μ

｝い ㎜

㌧｝

の視辞︑象た︑緑化推進などに

麟難

フェスティバルが開催

松之山町生涯学習だより

事業内容触％

友だちでご利胴ください︒

とおり実施します︒ご家族やお

町罠プールの︸般開放を次の

画麟團幽

費6−2265
No．38公民館

1寸卜寸ー

▼時間

松代町町罠グランド

午蔚8時30分〜

▼期臼7眉24旦木︶

鴛蕪蒔醗
2帯ス 霞 場
第連

自然休養村センター

▼時闘午後8蒔30分〜
▼場所

完成までの工程や土のこね方︑

︵保倉

成型のし方など陶羅のお皿を作

ります︒

高野清一郎先生

松璽小学校

8月の鳳コ蕊コ教室は︑ビニ

▼場所

8月8臼︿金︶

8月6臼︵水︶

▼講饒

年後7時30分〜

牛萌9時〜U時

▼期臼
▼期臼

町民体育館

▼時間

▼時間

ールプールで楽しく水遊びです︒

▼場所

び﹀

小教諭︶

8月2・3臼に計薩していま

︿おわ

した大厳寺高原でのキャンプ︵自

完成までの工程や土のこね方︑

成型のし方など陶羅のお皿を作

は︑都合により中止させていた

然体験教室・現代おやじ学講鰹︶
8月7田︵木︶

だきます︒ご了承ください︒

ります︒

▼獺田

午前10聴30分〜

松里小学校

▼時問
▼場所

商野濡一郎先生︵保倉
小教諭︶

▼講節

公昆館泌書に新鷺が入りまし

渡辺淳一
内館牧子

たので︑どうぞご利胴ください︒

★失楽園
★毛利元就

榊厭喜佐子

★徳雇慶喜家の子ども部屋

みつはしちかこ

★小さな恋のものがたり⑨〜⑬

龍屠窃香黒

★星の金貨︵上・下﹀

★エルマ⁝のぼうけん

R・Sガネツト作
R・Cガネット絵
わたなべしげお訳

イ2

▼朗田 7駕23臼︵水︶

▼場所
▼牢込み JAしぶみまで

2圓に分けて押し花に銚戦し

燈7−2002

▼朗鷺討7月まβ〜8月24臼

︻松之山プール︼

▼時間軽午萬憩蒔〜午後5時

午後7時30分〜

を掌びます︒

ます︒今回は︑押し花の作り方

▼朗聞難7月26礒〜8月24日

▼聴問

自然休養村センター

︻三雀プ⁝ル・棄一絹プ⁝ル︼

▼時閥拝午後ユ時〜午後4時

▼場所

う

灘鵜獺鑓

育懸 ま㈲鎗ン

大ノほ驚ド

会

▼期霞8月5段︵火︶

山野草を涼しく生けます︒

小菅久美子︵安塚瞬︶

轄蓬︶

▼講舗

ます︒

▼襯紹 7月20臼︵鷺﹀

▼時間 午蔚9蒔〜捻時
松之山自然友の会

▼場所中原輿
▼講師

JAしぷみ
ゲー拳ボール大会
技とチ⁝ムワークでプレーボ

糠凝離

町内紅自生する櫨物を観察し

翻縷
ール！

夏の

う﹄

門、、

・・ll笏，

り

鴨

ゆと

のビゑ

狂書師野村万作ζこよる

薪のある狂言

鼎2日仕、真夏・笑い察集
β本を代表する獲書騨章野村万作

、N簸K連続テレビ小護

ぎ

「あぐり求出演中の博村麟〃を中ら・騨ぶきの能羅で
幻想的なたきぎ狂書が演じられます。

◇時

問

昼公演

、

午後2時翻演

夜公演 隼後ε時舘分弱演

◇会 場松之出蹴の上の能楽堂

◇料金藷鷲鴇灘館・，，，，懸

鋤．．
◇晦込み先

男蕊驚㌘1

干9毅一ヱ4

新潟県東頸城郡松之山聯松之山

松之由町役場振興課内
まつのやま芽吹会事務局

費02559−6弓140
（夜閥・休日

豊6−3欝1）

FAX O2559−6−2255
◇予約方法聯・FAX・ハガキど縫醐．鮒後、チケット．
振込馬紙などを送ります。
◇その地

①越後のうまい漕コーナーや屋台も予定．

②アルプホルンやほら員の演奏も予定。

コ

遊

蟻撫ー丞

夏の夜空に映える花火︒最近

の花火は輸入品が冒立つようで

すが︑打ち上げ花火の技術は臼

本の自慢⁝〜涼しい溝原で浴衣

がけで︑うちわ片手に花火を見

﹁あそこの花火大会は 尺玉

る・．⁝・︒まさに日本の傭緒です．

が上がるからすごどなどとい

という

う冒葉を聞いたことがあるかも

尺

しれません︒これは蕾からある

醤葉ですが︑今は

単位は使いません．いまのとこ

ろ︑国内の花火大会で最大の玉

は︑小千谷欝の片貝祭り花火大

会の鱈○畢玉です︒

打ち上げ花火の見事さの基準

は︑まず打ち上げられた玉が︑

上窒で︸瞬停止してから闘くこ

と︒上昇中や下降しながら醐く

き︑そして消えるときは一斉に︒

のは駄目︒次に星が真ん丸に開

こういうことを知っておけば︑

花火をより︸屡楽しく見ること

ができます．

囎

3

警察官B︵高校卒﹀

を募集します
安塚警察署

0懸︵黛︶︑欝黛
▽選行猫襲7月2

なりますので︑より一屡のお引

業見込みの人を除く︶▽受付期

薩米由⁝900円︑笠鶴⁝98

賃等︵まつだい駅からの運賃︶

町1−5燈0257−52−

業所

苧948 十臼購市宮磁

ちの更生について理解を深め︑

それぞれの立場において力を禽

わせ︑犯罪や葬行のない明るい

﹁地域

祇会を築こうとする全蟹的な運

本隼度の重点目標は︑

動です︒

犯した入や葬行薩陥った少年の

佳罠の理解と脇力により︑罪を

地域に腰り︑地域のπ興として

犯罪者や葬行少年もいずれは

麗生を支える﹂です︒

約容量の変翼などの簡易な購し

から︑その更生と樵会復帰が真

生濡していくことになるのです

※なお︑お引越しの連絡や契
式会社営業闘発室岱0257⁝

込みは東北電カサテライト︒サ

類潟地方法務総合庁舎

新

会を明るくする運動﹂事務局

潟保護観察所調登運絡課内−被

購

▽照会・連絡先藝新潟帯茜大燭

解と協力が不斑欠です︒

職場・学校・地域社会などの理

本人の強い意志と併嚇︑家庭．

に実効あるものと獄るためには︑

70−2820へ

社会を明るく

﹁祇金を明るく

の運動は︑すべての園戻が犯罪

する運動﹂の強調月閥です︒こ

毎奪7月は︑

新潟県実旛委員会

する運動

第47園

2王59︶でも承ります︒

ービス店︵小野島電気唐鶯7−

東北電力㈱から
閉店のお知らせ
策北電力株式会社
長い間ご愛顧いただきました
東北︑電力松代サービスセンター

は︑平成9奪8月1揖をもちま

なお︑今後のお客さま窓鶯は

や弊行の鋳丘と罪を犯した人た

して闘庸させていただきます︒

東北電力十縫郷営業所に変更と

イ4・

lO卜寸1

の皆様の利便を図るため︑JR

東鷺塞新潟支社と共岡で夏の海
水浴シーズンに禽わせ︑海水浴
列箪﹁霧い海﹂を運行します︒

︵祝︶︑26β︵土︶︑27礒︵欝︶︑8

ぜひ︑ご利粥ください︒

窟β︵商校卒程慶︶を幕集を行

月2β︵土︶︑3総倉︶︑9漿土︶︑

新潟県警では︑今年度も警察

ってい濠す︒県戻の隻濡を守る︑

鐙鷺︵獄︶▽運行獲襲六欝購㎜駅か

駕義感あふれる鷲煮を暮集しま
す︒

駅まで▽窯な海水浴場雛米由︑

立てを賜りますようお願い購し

らほく砥く線経曲で信越線糠騎

名程度︑婦人警察窟3名程度▽

笠鶴︑鯨波︑柏備▽運転時刻︵ま

▽採絹予建人g講興舅男子警察窟30

受験資格藝昭憩菊年4月2繕か

上げます．

◎新しいお客さま窓口︵平成9

つだい駅のみ蝿載﹀嚢往蕗⁝9蒔

間鷺7鶏8繊︵火︶から8月掲旧

G円︑鯨波と柏綺ー王060円

時35分着▽運

県では繋機の方々紅県関連み

▽その地藝焉名様以上で事蔚に

分発︑復踏ー

施設や事業の冤学を通じて︑県

︵月︶までの間▽第一次試験藝9

十揖町営

政への関心と理解を深めていた

得欝β︵鷺︶新潟市︑長岡市︑上

3まハ︾7

奪8月1繍から﹀

噌醸政ナーマバス㎞

聯込みをした場倉は鐙％の醐体

北越急行株式会縫では︑地域

東北電力株武会社

だくため︑

趨灘▽問い合わせ舞詳しいこと

に根差した鉄道として溢線地域

の広報撞当濠で︵内線25︶

551王︵内線2112︶︑ま
たは松之山購役場総務繰行政係

広報広聴諜徹025−285−

絡します︒▽問い舎わせ兜難察

復はがきで漿広報族聴謙まで︒

北越急行株式会社

﹁青い海﹂を運行

ほくほく線海水沿列車

で

折り返し︑繊発場所などをご達

霧利襯など▽傘し込み方法軽往

福祉への対塔︑地球にやさしい

高齢挫会への対癒︑心身縫難欝者

爲︵烹︶までの計憩織▽テーマ彗

▽臼程碁7月詑田︵火︶〜鐙月H

事樂を次のとおり予定してい象

れた人︵大学を卒業︑または卒

ら昭秘5
5庫嘆月1撫までに生ま

むにゆとりのある
運転を心がけましょう

翻引︑詳しいことは北越急行株

県広報広聴課

7丹

は︑お近くの警察署・駐筏斯ま

58

お知らせ
す︒ご参加ください︒

調磐㈱

第︸園十段町矯正展
︵飛務斯作業製贔展示即売会﹀

新潟溺務駈
ック等︶④木彫製最︵狸︑親子

バ⁝ベキ嵩ーセット︑バケツ等﹀

セット等︶②金羅製品︵穂木台︑

①家興製品︵各種タンス︑応接

ループ︵企業は除く︶など︑どな

品・機盤▽応募資格舞欄人・グ

活が格段に変化した方とその罵

罷を上手に工夫して使鰐し︑盆

のものに限る②各種の罵舐・機

たでも応募でき窪す▽応葬受付

③革製繍︵紳士靴︑婦人靴︑バ

亀等﹀⑤その他の珊務作業製最

期閥襲8月H嬢︵月︶〜器鷺︵金﹀

7月珀臼・20礒の︑爾臼︑十段

購甫で第〜鐡十臼購矯正展︵飛
の展承即売会▽主催舅新潟珊務

▽応募方法墾搭墓胴紙に応暮作

務作業製舐展承即売会﹀を闇催
します︒ぜひ︑お越しくだ愚い︒

定︒簸優秀賞1点︑優秀賞2点︑

舞専門家の審資により各賞を予

デオを提出してください▽蓑彰

新潟ユニゾン

作鹸が提繊できない場合は︑ビ

︵写真は簸低4枚︶椿幕

奨励賞3煮︑おもいやり賞︑応

さい︒

お奪寄りや障審をもつ方々の

募着全員に参触賞▽応幕期紙講

熱と写真を添えて郷送してくだ

より快適な総常食酒や介護煮の

求・閥い合わせ先舞新潟県縫会

▽霞時嚢7月欝鷺︵土︶隼蔚鉛時

業振興センター︵牽臼町毒本町

臼間▽場漸馨十田町地域地場産

いやすさを考えくふうした作鹸

負撮軽減を園るため︑便利で使

福祉協議会華950新潟市

から午後6時まで︑7月 20黛︵臼︶

6丁目︶▽篠物内容難網務作業

を広く募纂します︒

上勝2−2−2

及センタ⁝ 徹925−281

福鮭の陶上のために活罵させ

寄付がありましたウ購の雀宅

40，000円

松之山町祇会福祉協議会

診療開頬となります︒

奨購江灘

県立中央病院

愈
庁
酷
ぬ

〜燗

JR篇鯨駅

鷹燃獄餓

隔ーし

藍瓢鉢

撫務諜

た︒紙病暁は8月−欝に醐院し︑8月4鷺から通常

まいりました紙病院もこの5月宋に竣工となりまし

成6年7月から約2隼間にわたり建設工事を進めて

上越地域の住罠のみなさんの熱い期待を集め︑平

◇高橋虎雄様（中羅〉

遣

新潟膿縫会福祉協一議会

製舐展示即売会︵全圏の矯疋施

▽応募 舛 象 韓 ① 新 し く 醐 発 し た

象にして︑癩常生瀬で使綿また

⁝55ワ臼5

新潟曝介護実翌・普

は酬練する胴錨・機羅で未発表
雨晦弘
・多警簸為

今畠．㎜習讐

毯篇サ．徽

μぜ奮ギ

ございました。

が

の牛莇鎗時から午後3蒔までの2

設約3
0施設から3千点出最V

各種福祉屠翼ーお．年寄りや障轡

プラザ内

ゆ蔽

現中央病院

烈．蕊

哩

をも？万々のすべての障書を薄

．嚢 ノ〜

認

−響織
ー

購社会編掻協議会に善意の

新中央病院の斯在（位置図）

善意に感謝

獲

一

｝榊

一

ていただ蓉ますウありがとう

爺

添．遜，

ん勘

馳麟
蕊．急︑

畿 欝，

累樫厚

イ5

／

新病院開院

8／1 県立中央病院

斯

調襟

嚇
γう

圃圃回圃

松里保育所

ぽくの絵わたしの絵

翻め欝驚《臨縷》

聡
無
購

雛ちゃん志賀誠憾繋ん
ン
閣下
﹀向
﹀瀬
屋
老
不大綴久
︵ ︵ ︵
山麟本詰
之
湯嚢湯橋
歳歳歳歳
︾ 3G 57
鴬8787
擁んんんん
さささ壷ご
み明子ネブ
糟貞Wキノ
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