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のこともあるので葉北電力と議を進めていま

い家す損中羅集落までの闇については︑電柱

は電往がないことから︑家だ楽設置になって

ては往がないと設灘できませんが︑学塙の闘に

指摘のように来・設置ですゆ設置するにあたノ︑

ご質閥の東患から中羅の間については︑ご

集落と町が半分ず霧撫して議して蜜す︑

い町が全額負摂して設置．集落内については︑

簡の街灯は︑それぞれの集落からの要望に添

中学生模擬議会
駅一穆十一鷺︑役場議場で松之山申隣．f校︑

年註．十．一人にょる纏擬議会．v醐催され憲し

︑罫監の皆さんは︑鴨︑月

た︒社会科の崖樂の一つとして︑合年籾めて
舞施脳9ノ模擬義ゐ．．

町議会を鋳聴するなどこの研のために準備漸．隔
進めザ︑きました︑

模擬墜ぐは序盤と申盤︑終盤の三つに分
け︑駕徒黛愚が体験できるように義長︑議︐興
ちょつびり竪蝋

までは︑電柱があるので一〜二灯つけたいと

すので︑しばらくお待ちください︒橋の付近

を入れ豪爾えて進めゆれました︒

張ぎみの生徒も︑模擬嚢春が始豪ると愚簸々と

﹁マンガの城﹂構想

の利罵については︑まず第一に廃校禽を荷効

を立てているところです︑鎖東駕小掌校跡地

・こ指摘のよう臓現在︑

意見としてはどのよう鶴とらえていますか︒

また︑反対の意見もあるようですが町戻の

臼的としたものなのでしょうか︒

門マンガの城﹂とはどのようなもので︑何を

旧東川小学校跡地を稠駕するという欝顧の

響えています︒

した態渡︐婁問輩︶考︑佐藤利掌町長りの警
弁に翼姻絆闘き入っていました︒

ノ月．では︑まちづくりのための数多くの
憲箆や提案が綴された撲擬議搬の概要を紹介
します．

町内の街灯はどのような所に付けているの
ですか︒町内綜は街灯がなく夜危ない漸がい

くつかあ纏ます︒中尾集落などは設置の必要

に活用したい弱そして︑布川地域に活性化の

があると思うのですが︒

もとばなる拠点施設が必要でないかという考

えです・このマンガの城ばついては規蕉検討

環在︑それぞれの集落に数多くの街灯が設
豪だ必要とする箇漸があると思います︒集落

灘されていますが︑集落内の道路にっいては
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中ですが︑

⁝つの案としヂ・は︑購〜胤億円の

は︑観光客を誘致したい囎

予雛︑が必要ということ弊︑す︒

この騒酌の篤

とえば︑レストランを造る瓢笈方やマンガや

それから就樂の場が確保や︑きるこレみ︑す︒た

地域の特産等︑ヂのグッズの販︑慰なども響えて

おり︑それなりに働いてもらう場が出てくる
致eきるのではかいかと灘えてい

ということです︒理在の構想では︑七︑刀人の

を

そのとおりですが︑この地域は讐が降る地帯

だ︒観光客の増煎にともない︑衛生面はもち

的によくなく︑また数も少なくたいへん不便

す︒これで十分とは思ってい濠せん︒特に浦

環筏︑騎内には公衆トイレが十力藩ありま

ろんのこと数を多く設澱できないか︒

ですので︑雪を利耀したスポ奪ツ観親しんで
いただきたいと思ってい塞す．もちろん室内
プールなども建設すれば璽ばれる︑轍もあると

っのトイレの建設には一千万円の予算が必要

醗地域には一力醗もないという状溌です．一

思いますが︑この発内プールを造ってそれだ
けの利綿緬億があるかどうかは︑疑問の点も

トイレの溝掃臓ついては︑親在の溝掃園数

行き象せん．今後︑検討させていただき濠す．

とで︑すぐにどこに建設するというわけには

凶千万円が必要と思われます︒そのようなこ

ではないか︒観光地らしいトイレ建設には︑

あるのではないか︒これりの施設は︑広域行
にあればよいのではないかと思います︑

リハビリ施瓢醒については︑獺四在ボ・老燃閣であ・

政圏

る程度やっています︒これ以上のリハビリ一施

観光
ます︒子供たちの遊びの場レ発て楽しん轡︑も

て行けないのではないか︒讐間活力の爾では︑

設は罠闘活力を利壌したものでなければやっ

で検討し︑トイレがきれいになっているよう

った︒蕎齢化︑後継餐難︑握い手不簸で耕作

そこで︑一聴の耕作藤積の半分になってしま

主的に耕作放棄する農療もあり磁五〇㎞そこ

町では菰○○㎞の水臓を確保したいが︑自

衰退している原融であると思います︒

り︑将来の震望がもてない状溌にあるッ︸とが

れないことがこのような農業構勢になってお

められた時代からです︒米を作りたくとも作

これは米が過剰傾陶になって盤産調整がはじ

農業をめぐる携勢はますます厳しい状溌で︑

ださい︒

らしい農業を褒退愚せない対策をお聞かせく

人が減少していると闘きます︒松之出のすば

し今は︑過疎化や蔑齢化で農業を仕事とする

松之由は蕾︑簸業の盛んな筋だつた︒しか

を優先したらどうかと考えてい家す︒

にして行巻たい︒建設については︑浦聡地域

で十分とは需えない状況です︒これから内部

礁蕪嚢

瑛往︑町鶴設置してある公衆トイレは衛生

施設を誘致したいと動いています︒

できるだけ利場させていただきたいゆ豪だ決

らう︑あるいはマンガを通して教薄のひとっ

在の段階で要丁望しないことでも︑

まったわけではないが︑浦田地域に彰人保健

にさせていただきたいという構想です︒
建設には大きな﹁†算が窺謬で︑その予算の
鑓処が立たないと取り組めない状態で誰︑れを
今検討申です．建もえごれた場へ︑糎は︑皆さん

かりおおい鮮利用していただき地域活轍化に
繕びつけていただきたい︑︸期欝し畔丸い豪ゲ．

なにを取り組むにしても︑購炭の爵さノ方
が⁝○○震賛成していただ・・︑というものはほ

とんどないと思います撚大多数︑七翻程慶の

賛瞬を轡られるとすれば取り組んでおくべき

さん︷力が競

では怯いかと考えています︒また︑醗跳の皆

将楽は驚の濡牲化︑地域の瀬性化につながる

べきではないかと考えています︒

ものであれば︑多少︑反対があっても取り組む

松之山町は穫雪が多く︑冬期は室外での運
動ができない︒スボ叢ツ・レク琴ヱーシ糞ン︑

室内プール施設整備事業は検討となっている
が︑現段踏ではどのようになっているのか︒

面積が減ぞきている象実態です．
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また︑濃水プールやリハビリ施設はどうか︒

冬娚間は確かにそうした施設が少ないのは

護
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創プラン㎏のステージを須山地区に造りたい

現在︑十顧町広域圏で取り組んでいる﹁璽

と思っています．

できるか極めて不安な状態です︒そうなると

〇〇簿位の人雛になると⁝︑戯われ︑食糧が確保

の城を逓じて碗在黒牽万人の観光客を六十万

と議を進めていますが︑羅翻プランやマンガ

糧界的な食糧事稿を考えた場禽︑将来は一

必ず食糠不足となり︑いくらお金を積んでも

人位に倍増するように持って行きたいと簿︑え

大厳寺腐療にっいては冬期間は休みです︒

取り組んでいます︒

鑓の財政では取9組めない︒そこで︑國道縢

このよ︶に松之山温瑛の特産贔というもの

施設を造って行きたいと思っています︒

大勢のみなさんからおいでいただけるような

酬したりして冬期闘も大厳轡⁝帯を闘発して

があるという調鷹もでているので︑温泉を掘

と折衝中です︒また︑大厳寺の一角に温泉源

〇五弩を大厳寺鯉りにルート変更できないか

轡効に利絹するためには除嚢が必要騰︑すが︑

ような物を作る欝面ですか︒

松之由では農業縫営の安定化のために特産

ていてほしいと期待しています費

地を保全して行くという考えをみんなが持っ

そのような二とを考えながら︑現荏ある農

食纒を輸入できない事態もでてきます釦

て販売していただきたいと思っています．

晶の醐発を進めているそうですが︑主にどの

農業関係は厳しい状況にあり︑せめて特産

バーできないかと取ウ組んでい憲す．また︑

な画にプラスして出てくるように努力して行

をどんどん闘発して︑少しでも地域の経済的

贔の闘灘に力を入れて農叢収八の減収分をカ

欝総禽計爾の基本羅標の一っ記﹁農業と観光

ここ二・蕊年︑観光客の人数は増叛してい

しないのは︑町駕魅力がないのではないか︒

ら大勢の観光客が訪れる︒なのに駿者が定蒲

スキ韮︑縁︑山菓︑野鳥︑名湯など県外か

が調和して髭展するまちづくりしというもの

ません︒少し蔚は大幡な増湘が見られました︒

きたいと思っています︒

瀾発しザ︑収入増に結びつけるよう︑現在特産

を掲げていますが︑そうした藤でも特産最を
最闘発脊成検討婁轟会で検討を進めています︒

町の対策をお闘港したい︒

スキー場の関係では︑今どの地域において

松之由は輿いところだと思っています．若

そこで︑二こ松之出町に新しい施設を造移︑

町の観光客はここ二・薫年増撫していない

観光客の大幡な増撫をめざしてはどうか︒

野簗関係では︑付撫繊値をつける材料とし
ての野砿菜盗産への取り組み︑家たシシトウや

で一五％程度伸びているが︑これもキャンペ

のが実態です︒今年は﹁ほくほく線篇の開通

ナスなどに本格的に取り綴んでいただける農
雑については農家が減少しており残念です︒

家を掘り謹こして行く必要があります．肉璽

もスキー客が減ってきています︒これからス

ーンをやった影響もあるのではないか︒

兼ねた農産茄工施設を造っており︑ここで趣

望ましい姿です︑浦磁地域に今年︑纂会漸を

キー人鷺が増えることは潮待できず︑隼々減

そばについては︑加工して販売することが

浦閥の月池集落で陶雛に適した粕土が箆つ

薫して奮利簸売に陶けて行きたい驚えですゆ

だけないので︑今後検討させていただきたい

くして行かなければスキー客からおいでいた

スキー場の維持管理も大変ですが︑施設を畏︐

少して行くのではないか︒そのようなことで
簸売したいと考えています︒豪た︑木工最も

かり︑その粕土を刷溺した陶羅を作り灘泉で

立派なものがあり︑漿産して温泉土産齢とし
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うにはとらえていません︒魅力は十分あると

い人に魅力がないとのご指摘ですが︑そのよ

えるかをお闘きしたい︒

ないか③町の文化施設の充実をどのように考

り魅力と特色のある蔑校として位置付けられ

年先の存続の可能性はあるのか②岡分校をよ

えています︒

にも重点的に取り絹んで行く必要があると考

考えており︑盗徒の教育の振興にあてるため

著い人たちが魅力を持って勤めていただけ

幾のみなさんの協力があるかないかというこ

うに努力したいと思います︒これも一璽に購

松之山分校の存続については︑葎続するよ

時の文化施設の充実については︑できれば

んで行きたいと思ってい議す︒

校の一つとして︑スぷーツの関係にも取り総

委轟会を組織し検討しています︑特色ある学

魅力ある分校づくり臓ついては︑現在検討

て生濡して行く基礎となる就業の場が少ない

思いますが︑著い人たちがここに住んでそし

るような︑就業の場の拡大をして行く施策が

とになると思います︒昨奪もそうでしたが︑

か財政が厳しく取り緯めない状溌です︒ご理

中央轍文化会館をと思っていますが︑なかな

というのが︑一番の原園だと思います︒

必要ではないかと思っています︒

分にも満たない状況ですと十年︑騨⁝十年はも

中学の卒業生が松之山分校に進学する人が潔

町の文化施設については︑策憲の志賀毘虫

魅力が現盗十分とは考え濠せんが︑騎の自

たないのではと思いますが︑町艮の協力があ

社から﹁蝶の標本﹄をいただいたということ

然を盗かしたことをはじめ︑都会のみなさん
から大勢おいでいただけるような交流の場を

ように努力しなければならないと思います︑

れば存続の可能性があると思いますし︑その

解をいただきたいと思います︒

建着するためにはやはり︑就業の場と鳶え蒙

作って行く必要があると思います︒蒋い人が

先生方も雰常に教膏熱心です︒みなさんから

ない．本校よりも進学率が良い状況ですし︑

縫ができない状況ですが︑できるだけ畢く建

ですが︑町愛篇見てもらうため瓢ぜひ︑文化

町の公衆トイレを調べたら問題颪が挙がっ

自信を持って松之山分校を欝緬していただき

ンの つとして取り絹みたいと考えており︑

設したいと思っています︒これは︑里創プラ

松之山分校は勉の学校と比べて見劣りはし

た︒公衆トイレが汚れていること︒また︑最

たいと思いますひ来年は創立五十周年であり︑

す︒

小隈必饗なものがそろっていないことです︒

記念事業の︸つに短鰯海外留学制度の基金も

トイレの質問は先ほどお答えしたとおりで

ジは︑理科的ステージという位置付けをして

を建設したらと思っています︒須山のステー

須山地区のステージの一角にそのようなもの

﹁蝶の標本﹂を展示する資料館等は︑予算

施設を造ってほしいと思います︒

ットペーパ馨を聯億くことができないか︒

汲み取鱒園数を増やすことや棚を作りトイレ

す︒トイレは頻繁に溝掃を行い︑常に溝潔に

います︒虜然に親しんだり︑学翌の場にして

して置くことが大切だ︒行政だけで対応でき
ない面もあり︑できればポランティアの人た

一聴公闘したい計藪です︒

蝶の標本の一般公開は︑四〜五日の日程で

考えです︒

行く構想でステージづくりをやって行きたい

が︑松之撫のものは︑来奪は下水道につなぎ

松中の体寳館は古く︑芙井が低いことなど

ご指摘の点は改善して行きたいと思います

ちの協力を得られればと思っています︒

っています︒また︑棚については畢速つける

込み豪すし︑改修も暫時やって行きたいと思

少ない︒そこで︑公饒館の図書を工央できな

松中の図轡室は予算が少ないため︑新潤も

不便なことが多い︒体畜館を直してほしい︒

る︒賠者の流出を食い比める方策をどのよう

いか︒①要望箱を拳校や人の藁まる場筋に設

町の人口︑特に著者層の比率が激減してい

ように検討して行きたいと思います︒

に考えているか︒①松之山分校の十年︑二十
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農

では︑中学校と轟校のニカ漸に今月いっぱい

錐離が岡じ位なのにスクールバスを運行し

また︑バスの運行時問を変更できないか︑

と街灯の増設を提案します︒

行するにあたり團の補助金などいろんな問題

政府による在庫処分を菌提に盤

には中間筈申が出され︑来舘九

今検討されています︒十二月中

する新たな基本法しが調登会で

なっています︒

揮して行くことが璽要な課題と

薦的な機能・役翻を持続的に発

環境保全など︑農叢→農村の多

二十︸世紀に陶けて︑地球規

展︑活力ある農業・農村を確立

そのための顯内農業の維持的発

陶け︑安全な食糧の安定的供給︑

模の食糧・人鑓・環境閥題が懸

6
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には設置したい考えです︒休濤貸し餓しにつ

ていないのはなぜかでぐが︑簡単砿震うと踏

松里方薦にもバスを出してほしい︒

頸バスに乗捗遅れると歩くしか手段がない︒

いては職轟の勤務の㎜関係でできませんが︑セ

公罠館図欝の黒夫についての要耀．︑箱の設置

い③アピールして︑利溺者を多くし今後の教

ンターや体膏館で行事があるときは陽いてい

でない場合です︒東趨方醐は路線バスの運行

線バスが通学に便利になっている場禽とそう

置してほしい②休βの貸し毘しを考えてほし
齊鵬生かしてほしいと思います︒

るのでご利矯いただきたいと思います︒また︑

松中入Pの道路が狭く危険だ︒道路の拡張

現在︑町の財政事傭では改築できない状態

を過ぎていても公鋭館に︑電詣いただければ．璽

どうしても僧りたいときは放課後︑午後五時

があります︒教育婁鐘会では全轟が通学しや

園数が少なく︑どうしてもスクールバスを運

お金の工薦をしていますので︑不便な体欝館

道路の街灯については︑改善の購し入れが

行しなければならないのが一点︒ぶ︑れと︑運

あり黒灯ほど囎設していますが︑まだ購いと

すいように考えているところです︒

部活動では不自滋をかけてい蒙すが︑蒋問

のご指摘ですので担当諜と協議しながら⁝再度

を脊効に使ってバスに乗り遅れないように心

確認して改善を検討したいと思います︒また︑

道踏縮が狭いとのご指摘ですが︑道絡の拡纏

がけていただきたいと思います．

念されています︒経済の團際化

思います︒

きたいと思いますので︑協議して決めたいと

度詳しく調べてできるだけ愈理的な方法で行

バスの運行聴間については︑時闘等もう一

は予算の中でも厳しい状況です︒蓋付きの遵

の中で調整し改善したいと考えていますひ

絡翻溝等で編を確保したい︒今後︑道踏予算

中学校では︑松璽方薗にスクールバスがで

のなか肇＼農業についても効率

ていません︒止曜日や冬など︑部活のため東

な対策の実硯を強く要望しダ丸行

化が︸履求められている︸方で︑

経済にとっても重要な役翻を果

︽新農基法︾

きまワで ひ

環雀の需要状況を改善し︑稲

たしてい濠す︒

産調整の拡大が不可避ですが︑

月には塞答聯となり来年士再

食糧生産にとどまらず︑麟土︑

これに取り紹む生産蕎が報われ

﹁食糧・農業・農村地域に醐

今いちばんの問題は︑米の髄

るとともに︑米侮の下落に対応

には法が出来る予定紅なってい

作経営の安定を図るためには︑

格がどんどん下がっていること

する経営の安定対策など新たな

伸

十一月畢で紹介のあったとおり

です鄭麟罠の基礎食糧である米

轟に豊かな圏罠愈活の実環に

の顔ぶれと会の構成で農業婆貴

ます︒

をもって経営に取り組めるよう

ます︒穏作焦産者が展望と意欲

●

米政策の確立が急務になってい

o

の安定生産は︑稲作経営が大量

■

持・発展に不可欠であり︑地域

農業委員会会長葛橋

o
o
■

をなすわが園の舞業・農柑の維

Nα22

場は対応したいと思います︒

ですゆ町関係煮は皐くいい捧脊館にしようと

通
信

会は仕事をしています︒よろし

︽米問題︾

くお纐いします︒

広報．まつのやま﹂十月弩︑

●

ですがもうしばらく安全に濡意して使ってい
ただきたいと思います︒

業
委
口
貝
ム
筑

当面の農業間題

●

して行くことが圃幾酌謙題であ
⁝： ： ⁝ 農 地 法 第 照 条

緯総地︑植林等︶する場合⁝
の膚給率は闘二％です︒

いうと二二％︑力冒り峯べース

環在︑私たちが融ごろ食べて

り︑このための粧となる獅たな
▽他人の騰地を蟹愛け又は賃黛
いる食材の多くは世界奮地から

基本法に大きな娚持を寄ぜてい
して転用︵︑強堀︑撫麟︑事務

園園團圏圃

空洞化

圏函団 商店街の

のためには︑家窪で欲しいもの

ます︒

例えば︑松之山町の場禽は蔑

を麓達してくれる方が欝ばれ豪

輸入しています．この輸入食糧
二〇〇万舩の農地を海外に依存

策票でも︑縢千の商店街があ

所用地等︶する場禽：⁝⁝

▽農地の賃貸構を双方の点三恵で

しているということになり︑な

一割

齢化が進んでいます．彰人世帯

新欝以内

り濠すが︑二十葎後には︑

す︒全蟹には︑郵便配達やタク

︽農地移動︾

中心蒲濫街の鯉濁化は︑全國

解約した場禽は︑

んとこれはわが圏農地彌積︵約

しか生き残れないと霞われてい

的な問題となってい塞す︒

に譲業婆照洛︑に通知しなけれ

五〇〇万㎞﹀の〜∵鰻傭に相当

しまい年々耕作放棄が進んでい

ていますが︑ついに麟り込んで

農地を作付したいと懲標をたて

わが購でもせめて五〇〇㎞の

しかし︑製たして地域に密響織

れます︒

できないといったことが上げ・

店の進臨︑溝麟饗の要求に対応

隔齢化︑後継潜不簸︑郊外大型

これから松之由町の中で︑新た

盈まれてくるのですが⁝：；：︒

です．

することができる所もあるよう

シーを利粥して食料などを購入

ばならない⁝⁝⁝：：農地法

ます︒原照としザ︑は︑経営饗の

︽食糧自給率︾

ます︒この流れをストップさせ︑

している商店街がなくなっても

いΦ

電気製論などは︑故障したと

解決していかなくぜしはいけませ

が︑みんなで矩恵を鋤し合って

なかなか難しい問題なのです

か︑まだ確立されていません︒

いう形で溝たして行けば輿いの

に必要とされるサービスをどう

新しいサービスを提供する店が

葉東では︑⁝闘店となった後に

饗本は豊かで多様な食熱濡を

耕作薇積を上陶かせるよう﹄努力

ず農業婁興甕へ鵬け編しくださ

饗規してきましたが︑反醸︑食

畏いのでしょうか︒

全てのものを︑郊外大型店ま

してまいり凄す︑

たどっています︒穀物鍛給率で

で蟹いに行くとなると大変不便

きのアフターサービスなどの問

になります︒

れか禽荊な⁝方を選択し麟又給

六十猟歳に達するまではいず

A 岡じ人が二つ以上の喜奮
を受ける権利を欝た蒋は︑

保坂

本人の選択により︑基本的

東東事務所

題も出てき談す︒

ん︒

すること￡なります︒

り︑⁝週間分の食料を．興いだめ

また︑大型冷蔵庫の普及によ

にはいずれか一方を支総し︑

齢纂礎年金と還族麟猛郷金の

が︑簸後まで無駄なく鍵い切っ

する焦濡が定藩しつつあります

は︑ 覇磁

なお︑ バ幸流歳M以隆

ますが︑老齢基礎無金は減額

ているかは疑問の残るところで

爾方が受給できることになり
されたままの薙金額となりま

簸齢基礎年金の繰上げ講

六十鴛歳に達皿するまでの闘

求を受けた場合︑受給餐が

いこともあります︒

必要オときに灘えるぼうが︑安

す︒少し︑剛くても必要なものを

民係へ費613王3王︵騒︶

詳しくは︑購役場総務謙住

す︒

ます︑

はできないことになってい

は︑遺族爆セ年金との併給

仕組みになっています︒

もう窯かは支給停痛される

したがって︑あなたの場禽︑

糠嶽給率は長期的に低下傾陶を

農地権利を移励する鋳は︑必

します︒

房農地獅積に換算すると︑約一

往六よ丁二

栴44

櫨粥二十︷乗第六懸へ

：⁝・⁝農地法第五粂

▽農地権利の移動及び設建︵売
賢︑贈年︑交換︑騰貸儲等︶
⁝⁝・農地法第︑︑︸条

私は獺

▽自己の農地を転鰐ハ催堪︑単

Q

歳で︑六十歳から

老齢基礎年金を繰
上げて受給してい

ます︒先懸︑夫が

病気のため亡くな

り︑遺族摩盗年金
が受けられること
になりました︒

爾方の年金を受

でしょつか︒

7

けることができる

■￥

v

鍵

撚

灘

鍔老齢基礎年金の一一｝写
L一一一一一繰上げ請求濠

麟・

撒
響

知って得する年金知識

霧覇騒お便りお待ちしています

わが家の人気者⑫

締め切りは、鯨月20獄です。総務諜行

懸体の紹介や写真、絵懸なども大歓迎．

今月は蜜征くんの登場です。家

ンピュータ⁝を縫って翻作した

浦照づ学校の五・六隼蕪がコ

薫夫しながら練つ合い︑物語を

インターネット上で互いに創慧

拷から約一隼聞︒兜童たちは︑

ているほか図黒の授業で描いた

たちりしく霞然がいっぱい入っ

制作された物語は︑山の子供
翼

楽の授業で作った効果憲︑

また朗読や鯛もつけられるなど

絵や

創造力が豊かで衷境が多彩なこ

率隅︑丸 搾諭孝ん窯ぎ

︑讃雀藪溝も5遭

よ︑て．蓄．K灘漕帥貸許攣書栄誉匙

義．↑3︸て姦い懸擶き獲義鉱3し汽

漆擦鴻監窮戚鰍幾礁診畢再もゆ拳

貸寧殖建峯 マ蓼薯γ望卜丸費搾將 ︑
費τ磁激漕贅四窒恋蓄ー孤嶺議㌻㌻

ベザ
遼︑鑓雛鍔縛欝驚簸

裳論マ縄体昭鷲

．糎年弘ご変湾ツアト巻費初

轟斌状

とが評纐されたようです︒

とは︑欝ンビュ⁝タ︸を使って

マルチメディアニノート大賞

を受鐵し憲した︑

97のジ門ご皿ア鑓体部門で大賞

ECマルチメディア・アート大

物語︸︐幻のアケビをさがせしが︑

す。好きな食べ物はラーメンとお

績本霧職株式金役が室催ぐるN

では季ヒロくん講と呼ばれていま

作ったそうです︒

十日町市立飛渡第︸小との共同制作

とぴたり

浦田小が大賞を受賞︵ジ陣薪醇︶

（湯本・柳屋〉

軸︑術窪⁝を作る大瓜︑献で︑第十麟

総数で六︑
三︑七点の応葬︑セミプ欝も藻︑

懲の今鶴は全麟力

今繕の作最は︑牽巌町粥立飛

擁するというものです︒

渡︑粥〜小掌校六銀銚と誌︑飼捌作

したもので︑綱作期問は醜年八
叢

ーマスが大好きでレール・を総み立

て走らせて遊んでいるそうです。

とおばあちゃんの所へ遊びに行き、

憩月には、大阪のおじいちゃん

遊圏地や動物園に連れて行っても

遊園地では、大好きなトーマスに

らい楽しく過ごしてきたそうです。

乗れ大喜びだったとのことです。

牽月二十六繊︑棄窟の赤坂プ

遊びでは粘土遊び、また機関車ト

答えに饅る事もしばしばです．」と

宏征くんです。

お母さん。そんな元気いっぱいの

【お母さんから一一欝｝

松之山の自然の中で、健康での

嬢調登を二十年間続けてこられ

農業経営統讃調資農家として記

相沢さんは昭憩五十二年から

表彰を受けられました︒

の楊沢久男さんが農林水産大盤

﹁制作時問が長

水準の澗建など基礎資料として

策の基礎資料となり︑農村消費

ました︒調萱の結果は︑農業施

子供たちも楽しそうにやってい

うに位置付けるかを苦労した︒

呈されたものです︑

のたび農林水産大獲感謝状が贈

は多大なものであるとして︑こ

広く濤馬されており︑その功績

大賞受鍛おめでとうございま

たいとのことです︒

くり㎞をこれからも進めて行き

った授業など輿特色ある掌校づ

からできるコンピュ︸タ茎を使

浦園小掌校では︑小規模校だ

謡してい藻した．

た︒参癩して良かったですゆと

かったこと︑授業の中でどのよ

清水先生は︑

と感じたようです︒

を晃て︑初めて﹁すごいことだし

が撮影してきた表彰式のビデオ

として長年の功績により︑小谷

ヂ今、どんな事にも興瞭を示し、

かったようでしたが︑溝水先意

農林水産統計傭報業務協力潜

農林水産大臣感謝状

相沢久男さんに

何にでも津どうして？書と聞き、

ちは入賞の連絡にピントと来な

して久保晒輿霧が臨鷹︒兜童た

顧問の清水雅之先盈と兇童代蓑

リンスホテルで表彰式があり︑

魚で、特にお魚の目玉が大好き。

す︒

㎜｝

㎜｝

｝㎜
皿

−櫛

場

広
ご意箆やお優！）をお待ちしてい蒙す。
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榔拳認・隆茅さん長男

醤ECマルチメディア・アート大賞︐97で

ひろまき

奪婁海← 由

釜）

（小

宏征くん登場（2歳紅力薄）

舞ホ電蔑抵汽合鉢

びのび育ってほしいです。

相沢久男さん

燈6…3！3三（内線25）
政係広幸溺豊当まで

みんな：の
このコーナーでは、みなさんからの

︿特溺賞﹀静寂

今年︑

﹁第一騒私のすきなー松之山

の自然〜写真コンテスト﹂が町文化協・

会写翼部会主鰹で調催されました︒先
月簿では入賞作最の入賞者をお織らせ
しましたが︑今月号ではその作品をご
紹介します︒

︿ 優秀賞・文化協会写真 部会賞﹀

♂、、｝

繍﹄

コシヒカリのさと松之山
那須蕪胸夫さん︿東窟都親宿区﹀

、プ㌔卜
チ
『、

志賀雅雄さん︵神奈川県横浜市︶

︿ふるさと大賞・

麟鞭
東窟松之出会賞﹀静寂の変装

まつのやま文芸
俳 句

闇汁の異は妻任せと旬座に入る

闇汁や杓子の曲る程の物

坂

はずわ

ア曾 ぎ︶

翻汁や椀に入らぬ物は劔

もな

畦下に喰い込む蓮根ゆらし引く

飴玉をロに受けつつ蓮根掘

蓬根屑種子に埋め置き蓮根掘

よ川手︵金照屋︶

大会の屋台交える舞台裏

帰還する早さ威績言わず知れ

黒 倉︵一枚田︶

祝杯も反省会もおなじ酒

柳友作贔紹介

気を抜いた時から軋み出す甘 骨

やサご

村山

正孝

三二

福原秋静子

草村

9

柳

じれったい夫に妻がしゃしゃ幣粛る

宣煮んか

舞1

火傷せぬ距離から好きになってます

信流葉
子割月

酬榊

志村満枝さん︵埼玉県大欝市︶

灘

鎌
丞

私のすきな「松之山の自然」

写真コンテスト入賞作晶

まちの話題
下⁝川手集落に

新しく集会所が完成
十一月三繕︑下用夢集︑洛に新．

十穆

冠こいがたフェアでお待ちしています一一一

・果．磐八月一繕から十月戸十八疑

まで鳥騰野潟公園︿新潟市Vと
．

ハ
︸

都甫緑化植物園ハ新津市︶を会
場に

㎜

︑粥十鴛醐全簸都帯緑化に㎜
．

いがたフェア臨が闘催されます

︑

㎜

が︑十月︑十繕挙︑のPRのため ㎜

︵キャラバン隊﹀が聴役場を訪

︑
W
晒

に︸︑名のキャ︑ノベーンレディー

れました︒

キャラバン隊は県内に︑一諾巾皿
︸︸
＾
購村葎表敬訪間しており︑．︶の

欝は取後の訪閥鼠︒キャンベー
ンレディ⁝から小野塚良雄助役
にキャラクターの．xスコット人

醤欝

L…一一…一一不老閣で合同消防・防災翻練一」

釜

撫

が行われていました︒

ら本番さながらの消防・防災酬練

施設の職愚と連係を取り舎いなが

難誘響︑逃げ遅れ蕎の救患など︑

分遣斯が不簸閣．到蕎︒放水や避

患火か 約二分後には︑松之由

行動していました︒

輿を使った遊難保護などに機敏に

た参藥して来た職鰻による醗難粥

期消火や入飯脅への避難誘導︑ま

灘潔による通報夜勤暫による初

火したとの想定で譲練が闘始︒積

午後六時三十分︑痴呆棟から出

ました︒

森闘の消防・防災酬練が実施され

ーム﹁不毯闇しで十欝癬消防署と

ミ㌧

♂

十一月十四賦︑特甥養護老入ホ

鱒讐響i−
一㎜

o

IoりFゆー

ト九績︑大島村ふれあ

形などの記念㎜の贈盤と協力蟹

壽

嚢

しく集会所が完成し︑その竣工
式が行われました︒

この施設は平成八年度から実 ．
施している県単林業簗洛活性化 ・
事業のなかの多目的集八．施設と

して今無七月に着工︑このほど
完了したものです．

い館で﹁棄鎖城・う豪い牽自然

頼がありました︒実行婁鍛余で
は︑県内から蕉十万人を動轟し
たいと揺してい濠した︒

縷

鍔火災発生！平常心で機敏に行動一一…一r

この照は︑秋購の鰭のもと集㎜

のめぐみフ．スティバルしが翻■
催され︑東頸城の米や麓産物︑

特産物の良さを地域外に両けて
発藩しようと郡内の農業讐や関

係機関など多数が参加しました．

この席で︑昨年渡から実施し
ている︑スーパーコシヒカリ繊

も

き

会施設の完成を視って地域のみ
なさんが多数集豪り︑お視いム
ード︸色に包まれてい濠した︒

瀞

む﹂
う
穂︐榊︑ーフも︑ ．享f︶
鮫
﹂ σ
譲一肇ヌ
蓮イ透オ
・購ヴ

藤竃麟繍地︵欝中珊動雄代袈︾
が鷺︑擾秀賞伊流又賞︒蕃奄方法は

代褻ほ場の収垂調難と成分分析
結漿︑代表ほ場以外のほ場の成
分分析結果かタ華点評廼された
ものです．昨年度の松嬢繊地の

優秀鎚に続き︑今年度よ翼優秀

賞と轟購の牽の品質食昧とも轟
い評髄を愚たことにな夢塞す︒

一一一一一一キャンペーンレディーが表敬訪問一

舖

簗会施設は地域の発展のため︑

また地域づくりの拠点として利
㌔謡

スーパーコシヒカリ団地表彰事業一」
・』一一

L

鰐されることばなってい家す．
︑

鍔西之前団地が最優秀賞を受賞一一一一一「

商工会蕎年部が
不老閣に寄付
購商薫会欝年部憲催紅よる第
三回騎長杯チャリティ！ゴルフ
隷ンペが醐催され︑そのチャリ
ティ⁝金照二︑五〇〇円が十一

月二十露︑特甥養護老人ホーム
大会は二十二名が参撫︑珍プ

﹁不老翻しに寄付され家した︒

レー︑名プレ⁝の続出するなか
ペナルティーなどでチャリテイ
ーにご協力いただいたものです︒㎜

商工会欝年部では来年も大会

ア
磁

1﹃

二のたび︑山燦英斑さん︵湯
本︶と瀦久井蕉さん︵水梨︶の
お二人が翻治大懸袈彰を受けら
れました︒

山︑鮮さんは昭秘三十八舘十月

から十一無九カ月︑秘久井さん
は昭測一五十年六月から十二年一

カ月という︑長隼にわたり町監糞

展に糞献されたその功緬により

婁愚を務められ︑地方自治の発
表彰されたものです︒

十︸月牽一鷺︑購議会臨時会
が糊催されたおり︑俊藤利毒町

長からお二人に露治大臨の衷彰

受賞おめでとうございます︒

状が手渡されました︒

．蕪
繋

肇

奪

叢野
」
一一一一一一一…一一出村留学松之山学園で収穫祭

を予建しており︑大勢の方から

参触いただきたいと話していま
した︒成績は次のとおりです︒

．

灘灘獺娘

『一「
一たくさんの芯の収穫にも感謝一・

▽優勝蓑佐藤太︸︵天水島︶︑
準優勝巽小山溝︵新山﹀︑︑瓢泣

珪長沢牽史︵天水島︶敬称賂

し一………一山岸英司さんと和久井疋さん一」

ヨ
き

幽

叢鍵灘

場︑纈

儒

綾

二鷺目はバザー︑模擬宿が闘

んに拍手が上がっていました︒

作麟や山留太鼓では為薬場かり盤

地域の方霞も取り入れられた創

内容が発表され震した︒また︑

が燗性を盈かして研究してきた

不思議に思ったことなど︑各自

露︒研究発表では松之山に来て

衷や農家体験発褒︑翻作鯛が披

ての神事の後︑山留生の珊究発

初薮は脱穀作業や収穫を視っ

れました︒

ら多数が参癩して盛会に開催さ

で山留生やその父兄︑地元住災

の収穫祭が照浦繊中掌校体欝館

山村留掌松之山掌園第十一期生

﹁︑

、

十一月十五・牽六緯の二臼問︑

㌦

かれ大勢が詰めかけました︒

牽一月二十七照︑当鱒を会場に

瀞平成九年度東頸城農材女性のつ

どいしが闘催され︑約ご一〇人が

この集いは郡内農轡女性が︸堂

参撫しました︑

に会し︑獄ごろの実践瀬動につい

て交換・掌翌し︑今後の濡動に役

今回は︑大鶴村農業振興公祉の

立てようというものです︒

實隅阪いつ子さんが大鶴村に董ター

ンしたきっかけを交えながら︑公

祉での花作りへの取り緩みについ

てなど二事棚の発表や女性グルー

プが作った農産撫工舐の即売交流

も行われました︒

また︑午後に行われた丸山節哉

さん︵松之山﹀の講演でも熱心に

闘き入っていました︒

召

r自治大臣表彰を受賞一一…一一一一㎜㎜i
繊

鯉ご蚤の案践瓢鑑頸、，．開催一1

松之由町生涯学習だより

事業案内㍗㌔
璽

㎜女牲ネットワーク
㎜ 概修会
パッチワークの作り方を掌び

ます︒今回は︑小物作りに挑戦
鴛月捻欝釜︶

します︒

▼期間

午蔚9時〜午後3時
︵都合のよい時間にお

▼蒋間

でください︶

自然休養栂センタ⁝

㎜

が帰塩

闘校式︑葛締区のみなさん

︽捻月29臼︵月︶︾

1噸麟1

介

新刊図書

紹

螢沢貧乏のマリア

い︐

群ようこ

飯野賢治

箕輪直子

平井イサク

木村東吾

木村東吾のカントリ⁝ダイアリ⁝

十烈歳の遺書

アリス・D

やさしいハーブ染め

ゲーム

絵を描きたいあなたへ

永沢まこと

紫環育子

アニメーションの色職人

夏の終りに

臼蓮伝説殺人事件

北垣憲仁

内顧麟太郎

内照康夫

ロザムンド・ピルチャー

うみへいきたい

谷川俊太郎

カワネズミの谷

木はえらい

ウイリアム・スタイグ

ジークの魔法のハーモニカ

楓の行方︵上・下︶

沢村貞子

赤川次郎

佐藤愛子

萩原規子

マドンナたちの殺意

杉本苑子

星野竃弘

老いの語らい

鈴の鴨る道

じじばばの記

いでまゆみ

山照嵐太郎

窒色勾玉

あと千圓の晩飯

松平誠

2

1寸FOi

︸葛飾・松之山

﹁隔婁陵F﹂
今年も葛飾区の小学熱4〜6
年生70名を迎え︑松之山町の5

年生欝名と交流余を行います︒
▼懸程

葛飾区のみなさんが到着し︑

︽鶏月鐙鍛︵金︶︾

罠泊先との対面式

開校式︑嚢上レクリェーシ

︽鷲月27日く土︶︾

獣ン︑もちつき︑ワラぞうり

十段町総合高校C C部生捷

▼場漸

カントリースキーの技徳を習得し、指導者の資質向

︽捻月28鷺︵鷺︶︾

・講舗 庭野鉄雄さん（牽8町総合高校CC部監督）

▼参加費

上と選手の育成を磨る目的で実施します。

作り

・対象 小中高CC部員及び指導者

実費をいただきます

・聴間 午前鴛時〜午後3縛30分まで

縫製胴翼

スキ⁝レッスン︑そり遊び

雪のない場合12月288償）に錘鯛します窃

｝

▼持ち物

・鞘籟12月三4霞（臼）

L＿＿＿

浜川せつさん︵松代既︶

地域の特牲を踏まえ、冬朗スポーツであるクロス

停1、

事せのレシピ

入浴の解体新書

L

驚渓グランド
・場所

会
習

講

燈6−2265
晦43公民館

…

▼講師

クロスカントリースキー

鴨

ゆとり

／こd、㌧

ン

ズラ
︿その3﹀

備もあるのですが︑私たちがで

な行灘にあります︒内容は︑

②ア⁝チストや来場溜の受け入

③地域の物産やレストランの営

②行箏を膚墨企麟運営して行く︒

このように︑すべての事叢に

などです︒

ジ全体の欝爾作9に参艇する︒

⑤施設や公園等の窺町柑ステ⁝

④捧験教室を騨鰹する．

樂を行う︑

①行票に参加する．

れ等のほか︑芸術祭会蠣での

運営を行う︒

きることは︑規在各布町村の個

諸々の作業を行う︒

③醐連イベントを企画運営する︒

入や灘体が行っている﹁花いっ

﹁花の道㌧構想です︒十鷺町圏

産業の方々よ9それぞれに対

④来場餐受け入れのため︑関係

ぱい運動﹂を拡大しようとする

バ帯﹁町村をつなぐ鮪麗を飾りたい

域という家の玄関賑を鱗ったり︑

︵事務騎﹀十撮町地域広域事務組合企瀬振興謙

整備構相心

妻有郷アートネックレス

欄プ・

解創
シ墨
︸⁝レ

年に醐繧される

アピールするものです︒この箏

業は︑平成十

応していただくの

1絹

﹁妻薄郷アートネッ

﹁花の道賑構

紅滲撫する︒

⑤ワークシ滋ップ︵体験掌習︶

22簿 杢兵衛記念韓の除幕式

今翻は︑

と考えています︒

想での私たちの⁝関わつ方は︑

①花を樋える︒

圏域全体のイベントとして盛り

圏域の全鰻から関わってもらい︑
を行う︒

⑥ワークシ欝ップの企画・運営

上げて行くことが大切です︒

て防丘条倒」の施行

クレス整備構想﹂の翼俸的な事
﹁大地の蔓術祭しのプレイベン

後に続く大事なものです︒この

②維持管理して美しく咲かせる︒

ト︵事麟纂業︶として闇縫され︑

事業への関わり方としては︑

などです︒

王o月

この構繊轡は︑ ふ⁝研騎購㎜域六審甲

鑓村の全建鼠の方々から闘わっ

①霧真を撮って溶募していただ

﹁大地の繋術祭娠

騒段 農業委費会委興選挙無投票

業についてご紹介します︒

てもらい︑みんなで作り上げて

薫つ霞は︑

など以上の事が響え・れます︒

行く︑そんな壌叢です︒
く︒

て防止条例」が麟建

8月

﹁饗膏郷アートネックレス整

それは︑圏域の住罠だれしも

が妻脊郷アートネックレス整

﹁懲然体感型ふれ

あい文化施設︵ステージごと呼

鰻つ目は︑

ナーレと呼ぱれ︑三無に⁝痩︑

です︒これは︑ア⁝トトリエン

備構想偏の喪役であり︑舞台の

7月

傭構想﹂には︑鰯つの憲な窮繋
運営などを行う︒

②実行婁轟会紅参撫し︑企醐や

れ紅設欝される交流の拠点とな

ぱれるもので︑六箏簿村それぞ

る人を楽し憲せるようなそんな

「空き無等の散蹴及びボイ捨

があります︒

ものです．運営には実行婁興会

麟際警術祭を闘縷しようとする

り︑

箏業にして行きたいと思ってい

などが考えられ濠す︑みんな

③脇賛いただく︒

ステ⁝ジとなるものです︒ここ

貴が楽しみ︑そして訪れてくれ

裏方でもあるのです．圏域の全
があたり︑イベント期問はおよ

での私たちの関わり方は︑この

﹁大地の叢術祭﹂のメイン

の難恵とカを出し禽つて作り﹂

の関わ9方は︑

松之山小で第7翻上越櫨樹祭

258

﹁妻奮郷八万入の

8臼 湯本郵便燭の落成式

そニカ月間に及ぶものです．こ

王黛 小野塚良雄氏が動役に就任

保健センターの業務闘嬬

棄斑小が松之出小に統倉

溝防行政が十β町地域圏へ

3膿 保健センター竣工式

ます︒

扮臼

一つ目は︑

9月

げたいと思います︒

4月

ステ葦ジで開催されるさまざま

イ3

下趨手集落集会施設の竣ヱ式

3臼

林道隼ケ鼻浦賠線の竣工式
30饗

「窒き簸等の散翫及ぴボイ捨
工臼

野村万｛慨氏らの猛書公演
2霞

松之山浄化センター通水式
22罎

小谷地内で地滑蓼が発蕊
8β

下水遵箏業で〜部供罵開蛤
3漏

志賀郊勤氏から蝶の標奉寄贈
26譲

ほくほく線が麗通
22揖

町内初、緑￠）少無懸が結懸
30獲

ステキ発箆鼠仮称︶です︒

8臼沖縄漿との交流（25名が来町

①実行婆興 金に参撫し︑企醸や

6月

これは︑饗樽郷のステキ︵霞

3月

撮ってもらいコンテストし︑﹁妻

器欝 東趨小で簸後の卒業式

然︑人︑食︑行事等Vを写真に

20弱 譲i館トンネルの起工式

．．︶躍は︑ 嚇︑交流の道幅です︒

2月

これには︑道踏整備や溝趨整

i月

脊郷のステキ鉱を圏域の内外に

偲97年（憂年〉
町の一年を振り返って

5月

償却資産の
申告は忘れずに
総務課税務係
償部資産︵営業潮の機械など︶

の納税義務のある方は︑毎年至
長に串告していただくことにな

月1獲環在で所禽する資産を町

県立松代病院に
泌尿器科外来を開設
県立松代病院長
平成9年m月3獄︵金﹀か・窯

院に泌厭器科外来を淵設しまし

（運動のスローガン〉

1 合い書葉

し．

4

lOFOl
繊︵土︶の2鱒間︑午萌中は外来

その飽︑不曝な点は県立松代

診療を実施します︒

徹7⁝2王00

■きき一筆︷多善一；蓬−重墨﹁き§■響§︸き1斗戸き︷⁝i︷⁝Iiー多多i︐5■F−F

病院へ

十貸町労働基準監督署

県産業別の
最低賃金が改定

このたび︑新潟県産業魍最低

たので︑ご利罵ください．

︵月2〜3園︶午後2時から

ト

◆診察麟擁一週間おきの金曜臓

改驚された産業別最低賃金は︑

一

臓保育料

賃金が改定されました︒

ー⁝

ので、入斯を籍望される方は三月掻

◆完全予約鰯舞事繭紅内科外来

次の表のとおりですひ

お問い禽わせ先は︑牽撰購労

軸

働幕羅州監督署へ燈0257−5

︸

凸／︸⁝20︹19
﹁︐ー善i︑ーー手ーー

③その飽、驚長が必要と認める場合

に電霞予約していただくか︑

着しくは内科に受診していた
泌尿

だき予約の上お越しください︑

箪田茂徳

◆緩師葺県立十獄溝病院

雛科鷹幾

惣7−2100

◆その飽巽不明な点は県立松代

病院へ

年末年始の
休診と診療体制
県立松代病院長

いては特劉な案内を差し上げません

年未の交通事故防止運動

によります。世帯の扶養義務餐（父

の総務課住民係までご連絡ください。

つています︒

総︵金﹀までに必ず噂趨してく

長くなり豪すが︑期聞中の2欝

麟の基準に基づいた町の基準額表

沼㈱までに各保育漸、または購役場

該当する方は︑平成鐙年1月

開は従来の緊急体割を増強して︑

今蟻渡の年来舘始は9連休と

また︑横却資産に該当すると

ださい︒

思われる資産を研禽しているが

②保護餐が疾病などのため、乳幼晃

2歳児以上のみなさんには案内書

詮ぐ

の保育に欠ける場含

を差し上げますが、未満晃の方につ

櫛o￡
保鷺に欠ける場合
います。

葉2月の交通安全
キャンペーン

平環育所入所園児薩集

絶対しないが

30名

ほぼ平常どおりの診療体綱をと

惑院の年宋年始の休診並びに

ること続なりました︒

︻年末奪始の休診と診療︸

診療は次のとおりですれ

緯動車部曇彊墨髪辺・望墜L．．、．．去．．．．…．．

飲晒運転

浦懸保育斯

①保護者が労働に従事し、乳幼晃の
に入所を希望される園兜を蓼集して

内線（58〉

30名

絹紙の届かない方︑申魚毒の記
入方法がわからない方は役場の
総務諜税務係へご運絡ください．

◆問い合わせ先鐸時役場総務繰

◎綴即鷺ハ烹︶〜三月4録︵鷺︶

i繭辮）・潔i，1、円細肖i軍繭月2詣

お知らせ
税務係 費6i313玉︵26︶

ただし︑急患捻診療します簿

i︑

i6∫融5、389円呼成9轍1月2禰
l、．．
i

飲酒運転を追放しよう
璽入斯の基準
購では、平成憩年4月から保膏所

詳しくは、町役場の総務諜住昆係

松之醸精所4銘

l

12屑1旧〜12月31日まで

母）の諜税額によって決まります。

嬢各保育藩の定眞

一‡
l

l

へ問い合わせください・費6｝鍍31

松里保膏所

l
l
i707円i5・656円i平成9年U月22揖

費6−3玉31
松之巨．1購役場

麟
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平成緯年 2月2露から

郵便番号が

鼎にお建まいの方︑光闘の番地
で松之出にお建まいの方︑など

の場合は行政鷹︵実際にご欝分
のお住濠いの簗落︶の番弩にな
り濠す．

奪岬＼肇能力検定試験

類聞等で語題の今鐸度第3園

千円︑準三級⁝5千円︑2級・：

受験も斑︶◆検建料雑1級．︑．6

の準儲をされていることと慰い

◆検定級籍三〜7級◆鰯鷺・会

指して︑奮って．こ参繍ください︒

︸般常識しといわれる2級を露

陰』1麟鰻蕉i霧

締！9揖、、、＋五壕1黙42㎜、砺，

剛難離ll婁

阪『冠

酬，鴨榊肺・嚇酬・願嚇』嚇軸

畦 『1魏r謝

叢

し込み方法擁指定の薦紙に必要

事項を記入し︑検建料を添︑丸て

提礁ください◆購し込み締め切

り銭捻月蔦縫︵月﹀◆問い禽わせ︒

申し込み先蓑松之由分校・慶井

濠で︵敷6−2今25︶

◆馨簗職種麩烹木技術︵鉄道施

次のとおり職興を募集します︒

6ε

い◆問い合わせ先蓑ヂ949−

切拳を添えてお申し込みくださ

0円
要項は︑北越急行総務諜へ8

北越急行株武会

幽一魚沼郡六β購ふ八瀞畢穴繊

設等の保守・管狸叢務︶◆薄集

購137−2

社総務部総務謙へ

松之山町敏会編祉協議会にご

先月畢︑P4で湯本簡水の綴

げ濠す︒

でした︒訂慧しておわび麟し上

んは欄村撫亜紗美爵ん痴の誤づ

灘項目の哩0痴が落ちていまし
た︒家た︑P9の柑由亜沙美さ
ございます．

金 ○︑○○○円

▽瀬弁俊二さん︵中窟学醗大掌︶

垂榊δ︑○○○円︵香典返し︶

．−

▽中島ご一三さん︵水梨︶

寄付があり濠した︒ありがとう
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工務区◆募集要項彗詳しい幕集

成憩年4月王獄◆勤務地彗松代

人数難2名程度◆入社時期蓑平

奪北越急行社員

◆受験資格轟鰯限なし︵複数級

4千円︑3〜7級⁝2千円◆略

陣文部雀認簸・漢字能力検定試

ますが︑今園藩し繍される年賀

場轄三月

酬■記ミ︑甲事 モ

状から差し繊されるご密分の番

山分校︵2〜7級﹀︑玉月25鶏

レ

憲で松之由郷優驚灘達地域は

yは︑新郵便番畢をお書きにな

p

騰9護2⁝14㎞︑驚野郵綴縄灘

り癩拳の方紅お難らせしてやつ

﹁祇会人の

達地域はざ4ラマー謹噛︑し

︵日︶上越商陽会館︵王・灘王級︶

験細が行われ家す．

これは郵便物処理の機械化を
たが︑その次頓ほぽ大掌ごと続

てください鄭

新葎駕陶けて薙舞状差し繊し

が

ケタ数が多くなりお手数を象

7ケタになります

拡大し︑入力頓依存する舗
2ケダの数掌がつけられ窪した様

かけし謹すが︑平成m年2月2
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松之由購の郷硬番簿は︑これ
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i籍しい蚕財褻番・弩・は

圃圏回團

ぽくの絵わたしの絵

松之山保蕎所

毒め欝庭《翻縷》
康太ちゃん

鑓緊磯

本由義昭・儒子さん

懸麦立（窩下）
エい

と

瑛入ちゃん

柳

一一成・明美さん

湯本（予歳〉

ヤよし か

佳花ちゃん

竹内…義・美霞紀さん

湯之鶴（大下〉
窃《摯勧《認電》

保坂 イトさん

中鶏

マツさん

村細

禦メさん

，認

．鐡鶴

〈うさぎ紹＞
あいざわ

87歳松之由（保屡〉

77歳水梨（土橋）

（松之山・尾彊屋）

おゆうぎ会でたいこをたたいているところ

89歳 松之山（くぜん1

池脳叢シノさん94歳湯撫（不老醐）
久保懸榮治さん 85歳 嘗 根（上〉
※玉（｝月30麟〜n月30段議での鵬出分です分

オぐら

相沢庫くん

たいこをたたいているぽくとともだちの資が
じょうずにか砂たと思います。

※広報に載せてほしくない方は、麗繍5）

ぢ

ときに窓口韓お話ください．

鯵・

町の動き
轍・

12月1誕1環筏

くうさぎ組〉
ひ ぐち

樋瓜あかねちゃん

男i，639人←一7）

饗篠

鐵懸、

〈松之出・町営住犠〉

女｝，7震入（一9）

おゆうぎ会でおどっているところ

鐘帯数王，M3戸（一7）

おどっているわたしたちのスカートとぽうし
がじょうずにかけ豪したひ

（）内は蔚月とσ）比較

町民憲章穫季葦，53葎7月瀞茎定
わたしたちは松之i．雄町鶏ですか郷漁、を愛1．、．

みんなでよ紅｝よい町づく弓をしょうω

町驚の脅這蘂

ま、美しい緑と紛中で
心難かな人になろう
1、ブナの穂が触れ奮うように

創造び）力憂隔めよう

3繍

下絹手集落纂会施設竣ココ

ま韻議会定例会（〜王9欝予定）

6繕

湯鳥大学闇講式

229 小・中掌校終業式
26臼 富庁穂事納め

議会臨蒔会

5臼

官庁仕事始め

欝黛 名老再選の集い

7嬢

中掌校始業式

2頒除雪会議

8類

小学校始業式

編集室から

▼今︑窓の外にはこの冬初めて

白いものが舞っています．いよ

いよ︑冬将軍の到来です︒この

蒔期になると流行するのが︑イ

ンフルエンザ︒禽︸激な発歎㈹や頭

痛︑筋肉痛︑捧のだるさなど全

身に症状が親れる辛い病黛です︒

予防対策には︑﹁うがいをする︑

十．分な睡眠や休養﹂などが必要

のようです︒▼牽二月は忘年会

など不規則な盤活で体調もくず

舞

亙3霞

しやすくなります︒十分にご淫

1月1掛2㍗2gl冬騰

滋寒スキ・一場餅つき大会

です︑新しい寅年をみんなで元

251冬轍

2輯

慧ください︒今郊もあとわず︑か

欝1温泉センター1翠の湯

i圧i中学生が模擬議会

餓に迎えたいものです︑

温泉定休日

砥

◆穏丹欝爲〜摩月沁臼の予定

丹のできごと

8籔 湯本郵便局落成式

連驚の心をもとう

とか
1、湧歴いづる湯祭のように

呵

2細農業委員会総会
◆

6

1⑩Fのー

総人鑓3，360人（一三6）

