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情報公開条例・個人情報保護条例
がスタート，します。
この制度の目的は
町の保禽する情報を公醐し︑

町政に関する町民の惣る権利を

保障することにより︑町民の町
政への参撫をより一麟推進する
とともに︑町政の公班な運営を

確保し︑もって幅祉の増進に寄
与することを目的としています︒

公開される情報とは
職籔が職務上作成し︑または

取得した文書︑嬢票︑図面︑磁

気テープ︑マイクロフィルム等
で管理している公文講をいいま
す．

情報公開を
請求できる人
①町内に住所を禽する人

②町内に事務所または箏業所を
有する鰯人︑法入︑その飽の

随体
③町内にある箏務勝または事薬

所に勤務する人︑町内にある
学校に在学する人

に具体的な利害関係を脊する

④行政が行う事務または︑事業

欄人︑法人︑その飽の醸体

1①ooOI

請求の内容を検討する
結果を通知する

60臼以内に不脹申立てな
纂三者が審査する

い
することができる
酉由町燐輯公醐醐人惰報楳護審資剣

譲羅
蓼＼ 秘

響

概激含 繋、
翻こ麟噛

・綿細書．緯

公開の請求方法

惰報公開は︑所建の請求書を

総務諜に提旛してください︒講

求のあった構報について公闘で

きるかを十掘欝以内に通知いた
します︒

公闘できない情報とは

①法令及び条例により公醐する

ことができない構報

②燗人に関する惰報で︑特定の
欄人が識別されるもの

この制度の目的は

町民の自己惰報の開示講求等

の権利を保障することにより︑

り︑町民の基本的人権である鰯

公正で民叢的な町政の実親を図

人の尊厳を確保することを目的
としています︒

個人情報の収集

収集しません．

③欄人構報を収集するときは︑

その収集の目的を明らかにし︑

本人から直接収集します︒

個人情報の管理

①個人椿報の漏えい︑改ざん︑

滅失︑き損その他の事故防止

に努めます︒

になるよう努めます．

②欄人惰報が正確で鍛新なもの

③燗人構報の保管が必要でなく

なったときは︑確震かつ迅速

に廃棄します．

自己猜報の講求

①自己に関する欄人構報の醐覧

及び写しの交付請求ができま

す︒

違のあるときは︑訂疋を請求

②自己の機⁝報について箏実と相

できます︒

管されているときは︑その惰

③貞己の情報が醗定に反して保

報の翻除を請求できます︒

的外利絹の中疵を講求できま

胴されているときは︑その目

④自己の構報が規定に反して利

業務に必要な簸低限の傭報に

す︒

①欄人情報を収集するときは︑

限って収集する︒

③欄入の思懇︑傭条︑宗教や人

る箏項︑犯罪に関する事項は

種及び挫会的蓬馴の漂霞とな
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出稼ぎの皆さんへ

国保からのお知らせ

さんの魚撫となることもありま
すのでご泓恵ください．

なお︑赴種先の会被では社会

園園團圏國

自治体経営

ら地方への財政棄援は徐々に減

圃函回

政府は難穏に︑地方分権推進

れた予算を効墨的に濡矯して︑

少するものと患われます．限ら

の発展に結びつけるかというこ

いかに往機の暮らしや地域経済

から地方分権型の鰯造を織指す

ことになりました︒十弩には︑

翫爾を麟議決定し︑中央集権型

地方分権推進萎資会の第烈次勘

町村は翻の下講け業務から醐放

機関婁錘箏務は廃丘され︑携

一部壱お据分けしてもらう分権

う憲張があります．麟の権限の

地方分権に苅し地方電権とい

とが大切となってきます．

てない方は︑園幾健康探険係で︑

論ではなく︑門地域には露らの

露が出される予定です︑

もう一枚﹁遠隔地保験轡譲幅を

される︸方︑自濤体経営の能力

磁稼ぎ先で祇会保険に撫入し

ご存じですか
もう一枚の保険証

健康で安心して働くために
出稼ぎ前に
異動手続き
保験に加入できるかどうかを箏
鵡にご確認ください．

患稼ぎ先で社会保険に糠入す
る方は︑赴任髄に役場醐民健康

健康保険証は

交付しますので︑役場の窓鷺に

ことは自らで決建して実行する

病院窓ロヘ

傑険係の窓臼へお越しください．

徹会傑険への異動に必要な灘類

自櫓体経営といつても︑ヨ一

のです︒根底にあるのは門補完

権利と義務がある︑幅というも

を試されることになります．

といわれるように︑財

健康保険譲は一徴轍に一枚が

︑鷹療機関ハ病院など︶で受診

彗ー︑︐

相談ください︑

この欝類を綴稼ぎ先の会薇に

源の大帯は麟などからの補助金

をお渡しし家す︒

原刷です．しかし︑患嫁ぎや長

難の原理﹂といわれるものです︒

する際は︑必ず健廠保険証を受

補完性の原理とは︑住践鯛人で

縛参し︑会筏から祉会撮険撫入

できることは窃身でする︒鰯人

期旅行︑修学のために飽購町村

公共箏業を胃ってきたのです︒

でできないことを自治体で撞う︒

付の窓欝に提示することになっ

競在︑一部の竃総な麟治俸を除

自治体でできないことを國が撞

の談明を受けた後︑時役場へ送

劉にもう⁝枚の保険証を交付し

いて︑地域経済は公共箏業に依

や交付税です︑それを財源に︑

磁稼ぎなどで﹁灘民健康保

ます︒

霧しているといっても遍霞では

に往むことになった場倉は︑特

は︑皆さんからの轡類が麟き次

鹸しから﹁祇会保険幅に変更と

豪た︑墨稼ぎ先で祉会保険に

ていま す ．

第にご家族から役場にお越しい

なったときは︑その鴇を必ず眠

撫入するとその家族も被扶養麿

付ください︑濁民健康保険係で

ただき保険の異動手続きを蒼っ

療機関の窓欝へ連絡してくださ

器する︒という驚え方です︒

ていただきます︒

あり厳せん︒

往民参擁に基づく地域跳煮憲義

アップ方式へ︒二牽一鍵紀は︑

トップダ！ウン方式からボトム

として祇会傑険に糠入し窪す︒

会靴からあなたの健康保験羅の

藁などの教会資本整備により︑

い．

なお︑祉会保験への撫入墾続

絶に︑家族用の﹁遠購地被保険

が確立するだろうといわれてい

この拳続きが遅れますと病醗
などで受診した際︑保険の適用

意が遅れ籍しい保険羅が漏かな

地域経済は自立酌発展の軌道に

添来のシナリオでは︑公薬箏

が受けられず隊療費の全額が皆

轡溝誠幅

乗るはずでした．しかし︑公赦

また︑七十歳以滋で鷺人保険

総務錬佳厩係︵麗民健康保険

健康保険で不明な点は︑役場

松之山醗でも新しい産業はあま

箏業依存体質が深化したままで︑

思に基づく公共サービス供給シ

ます︒そのためにも︑住撮の慧

の交付を受けてご象族

いとき も ︑ そ の 鷺 を 連 絡 し て く

にお送りください．

を受給している方も傑験談が変

大見

ステムの構築が迫られています︒

東憲事務勝

り膏っていませんし︑人嶽の滅

経済亀機が瞬ばれるゆ︑園か

少も続いています︒

係︶までお問い合せください︒

難6−3王31

わった場合は︑灘療機闘に健康
傑険簸と老人騰療受給毒談を提
承してください．
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敬老の日

町簸轟齢のお年欝りは︑天水

分かりました．

健康で働いている方の多いのが

夫婦そろって
元気で長生きの秘訣は
九月十五欝の敬老の鷺に町長
のお年審りの世帯を訪闘しお撹

と保健編祉謙長が八至八歳以上
翻の︑漏橋ツルさんで今年鷺歳に

なっていることが多くなりまし

いの鹸を一人︑人に葵渡し︑摂

今奪の対象轡は七十一人︑そ

でき︑病餓もせず薬も特別飲ん

たが︑食嚢は自分でとることが

なります．簸腰が弱くなり横に

のう零夫婦で八十八歳以上の世

でいないそうです︒

帯が．︸世帯︑本人が八十八歳以

上で醗偶潜が八十歳以tの轍帯

松之山町で兀︑弧なお年欝りが

多いのは︑やはりいつまでも現

が五磁帯ありました．

役で働いていることが秘談なの

襲

松之山町の縞齢化率は︑県下

奪

かもしれません．

㈱ 聯

蕪

で三番目に嵩く︑︑赴鴛・九響で

佐藤彦平・リヨさん

町長が全員を表敬訪問しました

，懸盤㌔
豊鰹織鰹あ
醐儀製重淫念ぞ棄遂案

寿に敬意を表しました．

欝

す︒しかし︑今測八十八歳以上

葛橋ツルさん

天水島（西）

の働帯を愈部懸ってみて皆さん

今隼栂0歳を迎える

88歳以上の方が71人
曝焦、縷

相沢長男・綾子さん

右上 樋鷺義治・トラさん

右

儀

佐藤幸吉・ヨリさん

Fも

なったらおまえがこの家を継ぐ

僕は小さい頃から︑﹁大人に

ことです．

いって現蕉に聚っているという

父母の努力で少しずつ繁盛して

てきたそうです︒しかし︑曾祖

人のお畢伝いさんで細々とやっ

した晦は︑曾祖父と曾視母と数

旅鑓業を営んできました︒騨叢

僕の家は︑曾視父の時代から

こんなどっちつかずの気持ちの

心に巣くってきたのも箏実です︒

が︑知らず知らずのうちに僕の

群んじようと思う安易な気持ち

かなる．幅という︑︸の環境に

努力をしなくても将来は︑飼と

です．また︑その反函﹁特別な

うような 気 持 ち に な っ て き た の

繍勢の可能性を閉ざされてしま

立つのだろうか．なんだか籔分

はたして今後の人坐に塞猫に役

かし︑その大学で掌んだことが

将来を選びたいと思います︒今

ある自分は誰にも左右されずに︑

しました︒そして独自の存征で

い︒偏という作煮の患いに感動

き方を探して生きていきた

る自分は︑﹃自分にふさわしいオ．

に込められた﹁独自の存往であ

という部分があります︒この詩

どんなに風が強くとも

考えなくてはならない

名づけられた葉なのだから

うつくしく散る法を

までは︑幾男ということで︑密

合が製造する手打ちそばで︑欝

深山そばは︑蕗蒲そば盤産組

らたくさんのそば通が訪れてい

ます︒会場では葵打ち塾秘ばの爽

なお︑蕩蒲葛原ベルハウスは︑

演も行われています︒

冬期間鷹を鵜めますが︑萬蒲一・圓

原ふもと碗ばんや亭晦︵鵡蒲廉

集落内︶では︑深由そばを一年

中食べられます︑

もう一力漸︑そばで忘れてな

らないのが︑蟹道︑践︒︸響沿い

の欝晃︒宙場．こちらは舞貰が

たっぶりの﹁舞葦無暮ちそば幅

で︑独特のぬめりと鹸ざわり︑

風味は格甥です︒店内には︑舞
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んだよ︒﹂と雷い顯かされ︑こ

夢と現実

んな環境で欝ったせいか︑侮の
疑いも︑僻の抵抗もないままに︑
﹁自分は長男なんだから大入に

今薙は︑ぜひそばまつりに出

くさん揃っています︒

葦をはじめ大鶏樗のお烹産がた

かけて︑深山そばをお試しくだ

分の進みたい道があるのに進め

響のそば粉に︑つなぎには玉子︑

され︑上越市や新潟方面などか

さい︒

そば通のお客さんからも満足い

まま時問だけが過ぎ︑自分の将

ないという気持ちがありました

山芋︑山ゴボウの葉を使ってい

です︒

まいました．そんなとき圃語の

来にすっかり無責任になってし

ます︒その喋と独特の歯ざわり

野本 圭介

松之山中3年

﹁これが本物のそばの味！橘と

学校低学年の碩︑﹁将来何にな
りたいんだ．﹂と聞かれたとき

ところが小勤校縞学年の頃か

分にも勇気が湧いてきました︒

が︑この詩をき︶かけに少し自

．rっ たことを

らそのことが徐々に鑑にとって

授業で﹁名づけられた葉︸とい

﹁旅 館の雑 長 し と

大きな鴨悩み鋤となってしまっ

う詩を羽いました︒

この深由そばをたくさんの人

は一度食べたら忘れられません︒

たのです︒それは︑轡分の将率

轟校三銀間でじっくり虜分の人
そして詩の罵即の

ています．そして︑この詩のよ

盤について考えてみたいと思っ

がすでに決められてしまってい

ならない

だからわたし 考えなければ

に味わってもらおうと︑今年も

ること︑そして︑将来の闘分の

誰のまねでもない

れます︒灘欝は︑打ちたてのそ

ハウスで﹁そばまつり嬬が騨か

葉脈の瀧らせ方を

しい人生を歩んでいきたいと患

ばが︑

牽一月︑a︵撫︶蕊蒲腐原ベル

いることに対する興虚しさ睡の

れ方を

います︒

うに︑︑人の人闇として誰のま

ようなものです︑僕は蕎校卒薬

せいいっぱい緑をかがやかせ

ねでもない︑自分だけのすばら

後も大学に進学し︑いろいろな

て

⁝人敵七百円でサービス

ことを勉強してそれを役立てた

刻みのい

姿が境実にもう見えてしまって

覚えています︒

ただいているのが︑﹁深山そば稀

新そばの季節がやってきました．

大島籾
「そばまつり」
忘；れられない昧
深山そば

なったら族館を継げばいい︒﹂

ふるさと晃て渉記・

と思っていました︒ですから小

東頸城

いという夢を持っています︒し

灘

シリーズ広報⑦

﹃ステキ発貝﹄に応募しよう
写真コンテスト始まる

賞繍提供も
お待ちしています

コンテストでは︑この地域の

アイディア豊かなものを賞鎌と

店︑欄人などから無償で提供い

ただいていますが︑提供蒋と提

供叢稲は喝越後妻麿ステキマッ

プ㎞に褐載し︑妻窟のステキを

点が集まりました︒提供いただ

ディア鐙かな簡蔽をご提供いた

ていますので︑皆さんからアイ

賞翻の提供は競在も受け付け

金園にアピ蓄ルしていきます．

なお︑作酷は十紹町地域広域

いた賞贔をいくつか紹介します

だきますようお顧いします︒

考えており︑競蕪までに約八十
組禽へ郵送いただくことになっ

と︑﹁わが家の単し擁脇や﹁う

は︑町振興諜へお闘い合せくだ

霧翼と爺葉でつづる写真コン

作鑛の応募は︑皆さんの身近

ていますが︑町役場振興諜にお

アスパラ幅︑﹁私の作ったコシヒ

ちの野菜おすそわけ・グリーン

さい︒

行委最として協力いただくこと

キ発見﹂の作最募集が︑今年8

にあってステキと感じる﹁も

持ちいただいても結構です︒応

カリ幅などなど身近にある賞最

などがあります︒

月1藏から始まりました︒この
の﹂や﹁場所﹂などを聯輿に撮

募馬紙も絹慧してあります︒

テ ス ト﹁越後妻脊8万人のステ

事業は︑十鶏町地域広域圏︵十
いただくものです．弼えば︑集

り︑簡単な説明文を添えて応募

脅6−313王く内線32︶

賞酷の提供は企藁や繊体︑簡

がたくさん寮せられています︒

ステキ発見について不明な点

欝町驚︑川繭町︑津南町︑中璽

風景︑ブナ林など町内にはたく

落の祭りの横子や棚田・紅葉の

村︑松代町︑松之山町の6市町
域ニューにいがた里翻プランの

村︶で取り組んでいる十磁町地

☆作品に対するコメント（ステキの内容）

さんのステキがあると思います︒

皆さんが知っている﹃ステキ㎞

☆希望商贔の番弩〈複数可〉6と38

一つとして行われています︒

を写真に撮ってどしどし応墓く

◎応募票は作最（写真〉の裏薗に貼り付けます。

写真コンテストは︑十藏町圏

☆住駈ぞ
☆電語Ol

域内のステキ︵いいなと恩う場

歳まで﹀

年齢40歳性甥

う松之由町松之由

ださい︒

応募方法
☆ジュニア部門︵

☆お名前ス

所や物︶を写輿に撮り︑その写
真に簡単な文章をつけて応寡し
ていただくものです︒

プリント厚翼︵サ峯ビス判〜

圏域内はもちろんのこと県内
や広く全國にも応募を呼びかけ

キャビネット判︶とコメント
☆一般部門

プリント写真︵サービス判〜

☆塚 真 は カ ラ ー ︑ モ ノ ク ロ を 閥

目本一！うまいんだよ

棚濁でとれるお来は

ることで︑越後妻樽の地域を全
園に紹介し︑簿名度を嵩めよう
というものです︒

キャビネット判︶とコメント
☆芸術部門

いません︒ただし︑未発褒作

松之撫町茱水島

☆撮影場所

照樒えの終わった棚懸

☆作贔タイトル

票

応

妻有ステキ発兇

越

身近な糊ステキ発見㎞を

どしどし癒幕ください

撫してみませんか︑その方法と

品に隈ります︒

とコメント

プリント写真︵サイズ自撫︶

して︑まず作畠コンテストヘの

フ

皆さんもステキ発晃事業に参

作贔応墓と賞贔鍵供︑そして実

作品の応募（例）

ゆ目笏

〜

事業内容
沁／

／拓︶

女性ネットワーク
研修会
手軽にできる︑水彩爾の描き

▼期鷺

H鍔5鷺︵木︶

行います．

▼期欝

驚民体欝館

午後7時〜

U爆搬田︵火︶

葛コ言整

U月のニコニ灘教窺は︑紙を
▼期鷺

H月員鷺︵水︶

使って楽しく遊びます︑

▼時闘 午麟9聴〜

▼場漸 雛然休養村センター

蔵人実馬講座

成入実用講纒︑現代おやじ学

を使った調理の仕方について︑

講鰹璽岡で行い漢す．地域索轡

理を溝に懇親会で講座をしめく

プ滋の技を手ほどき．できた料

くります︑

▼鵬断

▼縛闘

▼期鑓

滝澱博さんへ松之撫人

窃然休養粒センター

午後6聴〜

B矯B鷺︵叢．﹀

繕バンク︶

▼講鎌

．から地域に伝わる子供の遊

びや方法︑玩鑓の作り方につい

▼期欝

B月応繕︵a︶

て楽しノ〜︑遊ぽう．

▼晦閣

繍然休養村センター

午︑瞬9勝〜n縛︾Q分

学校教諭﹀

鼠照篤先生︵松之山小

▼場断

▼講師

8

1創①OI

鵜月器β︵鑓︶

午蔚9時〜午後4時

▼場所 獄然休養村センタ⁝

▼時問

町罠体脊館

湯鳥大学
町掻より講話をいただき︑一

▼期欝

午餉10時3
0分〜

響間の学藁をまとめ︑溺講式を

▼期繕

▼時問

方について学ぴます︒

▼時闘 午後7時3
0分〜

▼場勝 灘然休養醤センター

紛月禦撮︵水︶

▼講師 藁秘慶子さん︵松之山

▼場所 自然休養村センタ︸

婦人バレーボール交換会

▼時閥

人材バンク﹀

鰐内の女挫チームが熱戦をく

郷土の肉然の中をハイキング

▼場所

繁

りひろげます．

や認識を深めよう．美味しいみ

英会議教室

することにより︑密然への愛鞍
そ汁を駕恵し濠すのでおにぎり

籾心費の方を中心に︑楽しみ
ながら英会誌に縷れることから

謙三

北方

籔丸

天樹

金田一少年の事件簿〈露祭殺入事件〉

木村

鷹書からもらった薬がわかる本

技衛評論被編集部

かんたんW癒（lows98

▼期鷺 勤D月潴資︵L︶

自然休養村センターに

午蔚9階〜

後藤照正購

脅6−2265
麺o．53公観飽

圓蔭腿膣…㌧

三國志（1〜i2）

を持参ください．

▼時醐

構と理（上、下〉

吊

由鐵太一

『 』｝

嫁ぐ嬢・嫁がぬ嬢へ

、＿』

し
ゆとりくん

り
ハ、、

︑︑ノ

▼場所

まで実施します︒

始めましょう︒簿月2醐︑捻弩
U月m鷺・器鷺︵火︶

▼譲師 ピータ蔓・ドカティ

▼場漸 驚然休養村センタ葦

▼時購 午後7購3
0分〜9勝

▼期欝

集禽ください︒

特産鹸の販売︑試食灘ーナー
欝遂や絵繭︑写輿︑生け花な

などや民繕︑舞踏の発喪︒

ブティック挫
ハ獄一キティの撃俸り小物

忠明
脇本
ダイオキシンの正俸と危ない話

瀬押内寂聴

源疑物語（4〜三〇巻）

シドニー・シヱルダン

女鴎（帖ヒ、ギ）

フレッド・1エクハード地

鍵饗ビール大落科

佐々木懸ニ
1聾一証券 突然死の真相

切

︵▽．．

のうえ︑お出かけください．

どの展承．ご近所お講い禽わせ

マ

｛
松之由生涯学習だより

｛〉へ〉〆、V（、／｛＼＼＿＼／ハ＼〉／一＼＼／（＼一で＼v一〉イ、〉 バ、

1，》》喫縣難締

＼

松之山町心の教膏振興会議会長加藤宏一舩之繭教育委員会教醸

地域とボランティア

わって町の方々と欝びを分か亡

れ︑コンサートが大成功に終
禽い︑ボランティアの嵩校生も

あいさつの声が弾む
浦鎖保育所

ます︒いい表蒲を見せてくれる

子供たちと︑やりとりしている

し物などに︑積極的に参加する

保脊漸では地区の行事や︑催

時は︑ほっと心が釈みます︒

玄関に患り込んでくる子供たち︒

ようにしています︒

﹁おはようございまーす︒偏と︑

野村万作公演には引率の先熱

ちゃん方が︑ていねいに頭をギ

送りのおじいちゃんやおばあ

大溝建でした︑

一名と焦徒十黒名が参撫しまし

りなどを手伝いましたが︑今年

います．

あいさつをする姿を兜て資って

げて﹁おはようございます脇と

を続けています︒

ハビリ教富の皆さんとの交流会

また︑不老鵬の皆さんや︑リ

た︒昨薙は全校盤徒で灯縫づく

は予舗の会場づくりや道驚の摘

備会場の町幾体脊館に移動した

夜の公演は爾にたたられ︑予

一つとして︑その時その蒋を大

にしています︒あいさつもその

嚴の盤濡の中で身につけるよう

β常の盤濡に必要なことを︑毎

町内の︒力勝の保育所では︑

機会を大切にして︑地域の皆さ

これからも︑いろいろな場や

紙を贈ったりしています︒

八十八歳になられた方に絵や手

てもらったり︑敬薯の疑に毎薙︑

診療所の待A釜に絵を展示し

掃︑観客の誘導︑受付などに大

ため︑雛くから並んでいた人の

と思います︒

んとのふれあいを続けていこう

忙しでした︐

中には︑ボランティアの盆徒に

切にして圏わっていくようにし

松之出分校

不溝を漏らす人もいて︑一つの

地域鰹解の㎜環として︑町の

イベントを行うことの大変さを

行肇などには腐検生も積極釣に

朝八縛から夜九時までの十二

春︑家庭に協力をお願いする

ています︒

時間以上の労働で︑特に︑観客

郊ったようです．

難も︑ブナ林コンサートや︑野

かけても︑ニコッと笑うだけ

きました︒祷めのうちは︑声を

一緒にやって

村万作公演などのボランティア

の誘導は大変だったようです．

を出していたのですが︑この頃

だったり︑健されてやっと︑辮

プリントを配り︑

などに取り組みましたので︑そ

活動︑町幾体欝大会の運讐参繍

もおもしろかった︒﹂コ．囲の弁

しかし︑﹁公演が冤られてとて

ているおじさんやおばさんに
﹁こんにちは﹂と声がかけられ

は散歩に繍かけて︑農作業をし
今後とも︑不老閣でのボラン

く見ていると︑その時の気分で︑

るようになりました︒でも︑よ

当がおいしかった︒篇と生徒は

ティアなどにも積極的に取り総

感想を誘っていました︒

の先愈一名と鑑徒が十名ほどが

み地域との結びつきを大切に濡

うな﹁おはよう﹂の声が聞かれ

せん︒気分のいい輔は︑歌うよ

りで︑まだ︑習懐づいてはいま

あいさつをしたり︑しなかった

た．ステ⁝ジの設欝︑受付︑案

動したいと思います︒

は残念でしたが︑購天にも恵ま

サ⁝トを見る余裕がなかったの

した︒入場脅数が多くてコン

内︑後片づけなどに汗を流しま

ボランティアとして参撫しまし

美人林コンサートでは︑樹率

思います︒

の薫な内容を紹介してみたいと

参触するようにしています．今

、

まちの話題
中学生﹁不老閣﹂

ボランティア体験
九月二十一鷺より一週聞松之
山中学盤により︑特別養護老人

ンティア体験をしました︒

ホ！ム﹁不老閣﹂においてボラ

生徒は︑施設職量の説明を聞
作成︑食堂での食事運搬と食箏
おばあさんこれからもず⁝っと

とうございました︒おじいさん︑

いた後︑施設の清擶︑﹁清拭布﹂

介助︑入所毒の車椅子での散歩

峯き義

しい人になってほしいものです︒

この経験を大切にして全鰻縷

し．榊．巣をかけていました︒

と暖か

長生きしてください︒

ろいろ教えてくださり︑ありが

盤徒は︑初めての経験に﹁い

を手伝いました︒

気者⑫

Ioり①OI

くるみ

高橋春雄・佐千枝さん長女
天水島（千倉〉

と呼ばれています。好きな食べ物

きり逢って転んで足は傷だらけで
外で遊ぶのが好きなので思いっ

す．

最近サントピアワールドに行っ

来や衣類を送るなど様々な奉仕

リティバザー︑去年は北朝鮮に

フィーの贈量︑農薬祭でのチャ

大会においてメダルやトロ

らも期待されています︒

先駆けとなる組織としてこれか

すが︑ライオンズクラブはその

の理解が得られようとしていま

ティア濡動は最近ようやく社会

てきました。ブランコのぐるぐる

濡動を行ってきました︒ボラン

不老閣横﹁おもいやり坂﹂

はガム、アメです、

らし家庭へ掻食サービス︑省種

豊かな挫会﹂を

家ではみんなからヂみ一ちゃん3

合い欝葉に︑敬老の麟に一人暮

﹁身近な奉仕

松之由ライオンズクラブは︑

ました︒

対しても一〇万円の欝付がされ

を整備し︑町社会橿祉協議会に

老閣﹂の中学校側入り口の歩道

詑念箏業として特老ホーム﹁不

足してから十葎を迎えました．

松之山ライオンズクラブが発

鐙周年記念

松之山
ライオンズクラブ

胡桃ちゃん登場2歳

回る乗り物に乗りたかったのです

ができなくて残念でした。初めて

の遊園地は楽しかったです。

【お母さんからの…一書1

一人で何でもできる立派な子に

なってほしいです。

約六十点あまりの作編が松

皆さん是非ご覧ください︒

泳されることになりますので︑

した︒写真は︑町の各施設に展

之山に寄贈されることとなりま

り

承した写輿の寄贈の潔し出があ

雄氏より写輿展の際のお礼に展

﹁中山間地の記録恥の作奢柴秀

松之由を題材にした写輿展

写真の寄贈

柴秀雄氏より

が、まだおチビちゃんで乗ること

κ）

労働保険の加入は
お済みですか
﹁労働保険

確かな婁︑心ゆとりの心漏
十月は﹁労働保険適罵健進月

まだ撫入灘続きをとられてい

とのできない醐度です︑

煮が安心して働くために欠くこ

育園晃絵爾展示⑪はしご乗り

験⑧防災指遵⑨救急指導⑩保

メ⑤風船⑥紙芝屠⑦溝防出体

試乗③ちびっ子救助隊④綿ア

涯慧しましょう︒

などを安易に

いためにも不審な物︑捨った物

あなたが箏件に巻き込まれな

全圏的に発生しています︒

ない事薬主の方は︑近くの労働
⑫鬼おとし⑬火おこし⑭らく

由衛隊生徒募集

露衛隊鷹捷とは

専廻技術麿としての陸︒海．

蜜曹を欝成するため中学挙業

焦を舛鍮とした綱度です︐︐

昭秘欝奪4月29から昭和9

応募資格
お問い倉せ売

遇

できます︒

時に蕩等学校挙業資格が取得

4奪賜の教育期閏の3葎終了

待

費0255−23−5519

上越市本町6丁羅

趨籍隊蕎照募集事務所

試験会場とお閾い舎せ先

平成H葎王月5織

一次試験

平成雛年1月4鷺まで

平成紛年n月4臓から

受付期問

れた男子︒

薙4月玉磁までの間に挑ま

芸などの鷺常の暮らし全般の猟

税金︑相続︑教寳︑健康や園

︵相談料無料・手紙での相談︶

暮らしなんでも相談

費025−285−551玉

新潟県編祇保健部

お謡ししてあげてください︒

謹た︑お子さんには特によく

にしないように

基準駿督署または公共職難∵安建
がき

③働藤や容羅に異常がありませ

せんか︒

②奥いにおいや︑刺激奥がしま

違う魯だったりしませんか︒

①いつもの違って濁っていたり︑

ちょっと待って
だいじょうぶですか？
その食べ物・飲み物

漸で煽入墾続をお願いします︒

お周い合せ先

嵩照労働基準監督署

費0255⁝24−2王1ー
ハ償ーワーク上越

僧0255−23−612王

消防ひろば
小さいときから楽しみながら
火災予防に関心を持っていただ

郵便ですので︑お忙しい方に

がお手紙で相談にお筈えします︒

み・トラブルについて︑専門家
④いつもと違って欝い味がしま

んか︑

せんか︒癬がしびれるような

鍛適です．相談内容は秘密厳守

くために滴防ひろばを闘設し議

時 紛月慮日︵研﹀

昧がしませんか︒

いたします︒お気軽に．こ相談く

す︒

午繭鎗時から午後3蒔まで

和歌由帯の薬物中毒事件を初

羅

所 松代驚役場駿箪場

闘観です︒労働麿を〜人でも麗

場

相談内容と返僑罵鍔簡岡封し

場 漸

臼 聴

キコエ補聴羅

保健センタ謹二階秘窯

帯醜紛時より鍛時鋤分

絶月留欝︵火︶

ボ茎ナス鶴3翻交給

補聴器相談田

俸給月額欝万醗

特馴職麟家公務貴

て相談を郵送願います︒

身分

懲衛隊鑑徒募集

灘﹁暮らしなんでも相談室恥

︵財︶新潟県勤労奢橿祉摩生財

費025−228−34工圭

新潟撫寄鷺町332−38
労愈本店内

筆95i−8三13

相談兜

ださい︒

容

硝している纂業窯は︑労働保験
く麓馬保険・労災保険︶に撫入
しなければなりません︒

藝弊遵

めとして︑身近な食編や飲料水

内

に宿癒薬酷が混入される箏件が

織蕉

労働保険は箏業窯の雇罵の安

①ミニ滴防磁運転②はしご毒

麟

松之山驚役場 簸6一謙31

定のための各種支援勉置や労働

ゆ謬職塑

お知らせ

圃圏回團

さとうひろひとくん

おめでた（串生）

蕾根（沢）

セヌな

理沙ちゃん 橿原 論・千津さん

小谷（干場）

もずか

はしご毒が患動するところ

毒争蚕：ちゃん ネ廓為昭夫・購美さん

翻

湯本（娠中）

ふみな

史楽ちゃん

馨．雛、

滝澤豊秘・優子さん

o燈

天水越（小坂）

庫9月ま5から9月30βまでの届鐵分です。
寧広報に載せてほしくない方は、麟出の時に
窓欝にお簸ください．

7

王0月1樋環征
総人口
勇

3，鍛0入（＋2）
王，627入

（一1）

なぐもひろみくん

女ま，7欝入（＋3〉

照之莇

轍帯数 三，欝2芦（一2〉
〈）内は賄月との辻較

1寸①口1

町社会編祉協議会より

轡

二五︑五〇〇鍔

⑳◎⑳⑧

一〇〇︑○○○円

議ぞ

善意に感謝します︒

佐藤敏雄さん72歳 曹根（源二興衛）

松之由ライオンズクラブ様

紹住民諜職員互助会様

おくやみ（死亡）

みんなでおにごっこをしているところ

町民憲章，難辱，53、葬7月糀
わたしたちは松之由町疑です。郷土を愛し、

◇⑳趣磯〜舞趣3βの予定

こよみ

みんなでよりよい町づくりをしよう．

町厩の金雷葉

至（）鶏

259農業祭

玉、美しい緑と露の中で

心豊かな人になろう

◇9月の畿来事

1、ブナの糖が触れ合うように

31β

娠潤 敬老の8町長表敬訪問

連体の心をもとう

219 議会定例会

1、湧きいづる湯泉のように

22段まで

春の美しい景色は︑心をウキ

ゥキさせますが︑秋の景懲は岡

じように美しくても︑どこか寂

不瀬の翻には作柄はそれほど悪

しさを感じさせます︒夏の天候

くはなかったようですが︑皆さ

今年は台風の数は少ない翻に

んはどうだったでしょうか︒

た︒改めて自然のカの大きさを

は︑全瞬的に災憲が大親模でし

懇い︑入問のカの小ささを愚じ

嫉

16

ます．私たちは︑もっと自然に

12・26

対して謙虚になることが大切な

慧月

15・30

のかもしれません︒

1温泉センター1翠の湯

8・22

晦劔施行40周年

記念講演会

温泉定休臼
10月

松之山分校

鉛周年記念式典
8沼

翻造のカを窩めよう

欝

湯鳥駅転大会

夢
β

記
よ
り

・縫1
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