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雨あがりのブナ林
巳之下線にて

翻ノ

ブナ林を
もう一度見直そう

ハξ・ダ之ぐノ嵐ン︑

ハ

のです︒また雲は水分補給がで

雲に埋もれていても発芽できる

防止や渇水の緩秘に役立ってい

徐々に河翅に送り繊し︑洪水の

化酸素の雛出量が増大し︑地球

し︑土砂をしっかりと押さえ崩

ブナ林は︑ブナの樹根が発達

木が無くなって︑その後に穿生

ブナの森が伐採されると︑大

ブナ林では︑地中盤物や毘虫
が多数生患するところから︑食

物連鎖により小動物や野鳥の数

最近は暴風雨時に杉林の崩壊

でいえば宵年期であるといえま

齢五十〜七十年といわれ︑ブナ

れに当たります︒美人林は︑樹

二次林の若木

が伝えられる中︑ブナ林等の雑

ブナの樹は花を咲かせるのは

成人したブナ

す︒

木林が見直されています︒

ブナの赤ちゃん

ナの豊作は︑五年に一度ぐらい

の間隔で難作になりますが︑ブ

ます︒八十隼かかってやっとブ

り約八十葬生位だといわれてい

実を付けるのは更に三牽年かか

約五十年盤になってからです︒

美人林では︑探鳥会で約照十

しか巡ってきません︒ブナ豊作

す︒成人になるにも︑寿命を迎

ナの樹は大人の仲間入りをしま

一般に樹木の実は二薙に一慶

種類の野鳥が確認されバード

の翌春は︑稚落は一診当たり二

も叢寓です︑

ウォッチングに訪れる人は年々

十芳本以上発生するといわれて

ます︒残霊が摩く積もった雪の

氏○度から十度だといわれてい

になります︒

けてゆつくり成長していること

えるのも人間の闘焙の時闘をか

増えています︒

水資源の滴養と
ブナ林は落葉鷹が深く全体が

中は摂氏○度なのでブナの実は

ブナの穿が発穿できるのは摂

います︒

られます︒森林は︑様々な機能

スポンジのようになっています︒

洪水の防止

で自然を守っていると欝えます︒

このため雨水を地中に蓄え︑

2
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砂漢化・地球温暖化
の防慮︑大気の浄化

温暖化が環境問題の一つになっ

壊を防比すると岡蒔に︑地褒が

部分は光不建のため八月畷まで

しかし︑ブナの赤ちゃんの大

境に適しています︒

このようにブナは雪國という潔

きるので乾燥を防いでくれます︒

さらに︑地中に沁み透った水

ます︒

は︑自然にろ過されて良質な水

全ての植物は︑太陽エネル
ギーを利用して二酸化炭素と水

源となります︑

松之山町もようやく春らしくなりました︒出の木々も
芽吹き鮮やかな萌葱色を私たちに見せてくれています︒

ています︒ブナ林は︑二酸化炭

えてきたブナの著木がびっしり

み出す﹁光禽成脇を行っていま

から脊機物を奮成し︑酸素を焦

︸番自慢できる季節です︒

特にブナ林は美しく心まで洗われるようで︑松之山町を

累を吸収し︑炭素を綱定・貯蔵

と生えます︒松口の美人林がこ

酸素を生み出し大気の浄化にも

源の濤養と洪水の防止縣︑﹁土砂

に柚死してしまいます︒

松之山町で有名なブナ林は︑松口の﹁美人林﹂と﹁天

止します︒

下蒙に覆われて土砂の流炎を防

土砂崩壊及び
土壌流失防止

水越のブナ林偏ですが︑最近全国的にブナ林が見薩され

防止にも霞献するほか︑大量の

する働きにより︑地球温暖化の

らないことも多いのではないでしょうか︒ブナ林が一番

制定されています︒しかしブナが身近である分︑逆に矩
きれいな季篤にもう㎜度ブナのすばらしさを再認識して
いただけたらと思います︒

環境問題が轟まる中︑森林が
持つ機能︑特にブナ林などの広
葉樹林が涯目されています︒

大きく分けると﹁砂漢化・地

崩壊及び土壌流失防恋愉があげ

球温暖化の防癒︑大気の浄化﹂．

驚

﹁生物の多様性の保全﹂︑﹁水資

鷲美

榊㈹

生物の多様姓の保全

役立つています．

す︒人聞紘会の営みの中で二酸

てきました．町でも平成八年に﹁松之山町ブナ条例瓢が

繋の

ブナの成長娚

吹くとこのような木が倒れてし

ノコ類がはえています︒大嵐が

遊歩道が整備されて森林浴が楽

まで林道が延び︑キャンプ場や

倒木した樹にはキノコが根を

あまりにもブナの立ち姿が美

しめます︒

年にかけて急激に成長してきま

下ろして分解を幕めます︒森の

しいことから﹁葵入林偏と呼ば

まうのです︒

す︒その反癒︑結れ死灘が嵩く

たしています︒キノコによって

キノコは樹を分解する役劉を果

ブナは樹齢醤葎から二蟹五牽

なります︑これは著木の時は密

れるようになりました︒

も岡じ太さで︑鞍々しさと落ち

樹齢は五〇〜七〇葎と︑どの樹

藏ぐに坤びたブナの樹は約三千

このように︑ブナの死によっ

緩選の爾翻が感じられます︒

ます︒そこにコケやブナの種が

て︑また新しいブナの慮命が艇

本あり︑整然と並んでいます︑

美人林の醸積は約黒診︒糞っ

人林

集してはえているために︑成長

の幹は柔らかくtのようになり

倒木の分解が進んでくると︑木

美

めです︒

と共に種内競争が激しくなるた

ブナの欝命

盗します︒ブナ林は︑それ虜体

落ちて勢を出し豪す︒

は紹りやすいといわれています．

ブナの樹は漉質が少なく︑樹
杉などと違い此較的寿命は短く︑

にある天水山の北側に広がり︑

図るために︑﹁松之山町ブナ条

町ではブナ林の保護・欝成を

紹分してください

残したいブナ林を

を箆せています︒

趨然を求める観光霧でにぎわい

バードウォッチングや森林浴に︑

方から闘こえてきます︑簸近は

野鳥の宝庫だけに鳥の声が灘

が大きな生命体といえます︒

著い畷は億の猛物を寮せ付け

﹁聚水越のブナ林愉は︑昭釈

天水越のブナ林

二百〜三再年位です．

ないような物質を鐵しています

鵬せなくなり︑コケやキノコが

が︑葎をとるとその物質を牽分

はえてきます︒

蕊十八年に行われた贈本自然蒼

衝積︸一百診︑樹齢は鱈○〜⁝○

鋼輸を綱定しています︒皆さん

ブナの倒木

○奪で薩径が︸慧を超えるも

から後盤に残したいブナ林を推

選に選ぱれています︒長野県境
くな﹄といわれています︒ブナ

のもあります︑

触鼠の強い段にはブナ林に行

るばかりでなく︑幹金体が倒れ

は風に弱く︑枯れ枝が落ちてく

薦してください︒

推薦方法

われていました︒そのためか伐

かつては︑炭焼きが盛んに行
老塞になると外からは健康に

てくることがあります︒

②漸有響︵集落名・屋弩︶

①勝覆地をで壼るだけ蕉確に

③簡単な兇取り図

ナ林が多くあります︒

天水越ブナ林の下方には大厳

採された低地には死較的著いブ

寺蕩原があり︑大厳寺から県境

り︑幹の内部が瘤朽していたり

している樹があります︒そんな

見える樹でも︑枝が檎れていた

樹にはサルノコシカケなどのキ

3

今なぜ？介護保険なの
私たちは今︑蕩齢化縫会の中
にあり︑二十一慰紀の半ばには

三人に⁝人が高齢者という時代
を迎えようとしています︒

Ioり寸㊤1

介護保険のあらまし
◆渕度の運営霊体︵保険煮﹀は

が受けられます︒

2弩被保険者︶

②40歳から騒歳までの方

︵第

初老期の痴果︑脳廊管疾患

ます︒

た場奮のサービスの額が決まり

実施になりますが︑それに先立

介護保険は平成捻年4月より

認定の申請は
今年⑳月から

状態になつた場合にサービス

により︑要介護状態や要支援

など老化が猿囲とされる病気

◆スタ⁝トは平成犯年4月から

市町村です．

です︒ただし︑要介護認定は

に嘩請された方全輿の調沓と認

ち︑今俸灘0月より来郊3月まで

今年の憩月から行われます︒

まずは要介護認定の

が受けられます︒

寝たきりや痴果の商齢奢が増

◆介護保険に纐入するのは︑40

されると思われる方には︑保健

これから鐙月までの間に該当

定が行われます︒

介護保険からサービスを受け

すが︑そのような方以外の方で

婦等より申請の指導が行われま

申請から
サービスが受けられます︒

るためには︑寝たきりや痴果な

必要です︒この認建によって介

︵この続きは次回に擾載予定︶

は全て細請してください︒

も自分で該嶺すると思われる方

①65歳以上の方︵第i讐被保険

︵要介護状態︶や︑購常盤濡に

︵要介護認定︶を受けることが

支援が必要な状態︵要支援状

常に介護を必要とする状態

麿︶

ど該当する状態かどうか認定

◆寝たきりや痴果などの場合に

歳以上の方です︒

える一方で︑介護する人も蕩齢
になり︑また働きに患る女性も

増えるなど家族だけで介謹する
ことは難しくなっています︒

介護は誰もが直爾する問題に
なっています︒そこで︑介護を

穀会全体で支える﹁介護保険舗
度偏が隻まれました︑

スを受けられる額や施設に入っ

騰鰹難灘漏犠，，す．

護度が決まり︑その後のサービ

遭灘慧惣？

態︶になつた場合にサ⁝ビス

講露繰蹴くみですr」

介護保険のねらい
っても︑自立した焦活ができ

1︑介護を必要とする状態にな

｝

るよう︑嵩齢音の介護を祇会
全体で支える仕組みです︒

2︑これまで禰祉と鷹療に分か

れ︑窓口も別々で利期しにく

かった介護サービスを総合的

に受けられる利規しやすい仕

瀟
畢鵬

綴

璽

総みです︒

3︑祇会保険の仕組みにより︑

険料との関係がわかりやすい

受けられる介護サービスと保
仕絡みです︒

含㍗いこほけん」って醐こ？
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松代病院の

現状と将来について
県立松代病院院幾

登坂尚志

慢挫期の方が五翻以上を占めて

群続できても︑松代病院は霧護

ら︑もし今以下になると病院で

病院が必要だとお考えの方は︑

要牲を境します︒東頸城に松代

利罵腹の商さが︑その病院の必

地域の住昆の皆さんの病院の

堰やすことだと思います︒

なくなり︑喬床診療所︵規往の

ぜひ松代病院をご利胴いただき

単位が一単位の簸小病院ですか

潔の診療を擾当するという県

のある診療漸の型︶にならざる

松之山診療漸のような入院施設

います︒

︵病院潟︶の考え方と翼なり︑

これは県立病院は急性期の患

松代病院が地域の特殊性等から︑

町民の皆さんのご脇力をお願

たいと思います︒

一度そのような方鋭が打ち出

を得ません．

急性期の患麿と同時に慢性期の

されると︑いくら反鰐しても撤

い購しあげます︒

持っていることを現していると

懇餐の診療もかなり多く受け

が約駕千人︑建入院患奢数で約

なお︑土・沼曜︑祭鷺は病院

町畏の皆さんこんにちは︑松

は休みですが︑当直医が必ずい

ますので︑急に異合の悪くなっ

圃することはできないと思いま

二千八摺人減ってしまいました︒

今後も東頸城では︑腐齢化が

たときには我慢しないで病院に

す︒そのようなことにならない

代病院院長の登坂です．獲畷は

延べ入院愚音数は遍嚢蕊十奪

よう︑また︑萌述しました松代

思います︑

松代病院をご利絹いただき︑あ

病院の最善の型を震現させるた

きてください︒

ますます進み︑長期入院を必要

めに︑関係各位のご理解とご協

閥で簸低の数で︑騨日当たりの

増擁が予想されます︒

とする蔑齢脅の慢牲期の患巻の

初めて三十五人以下になってし

平均入院患潔数︑︑十照・一人と

まいました︒患奢数の減少と︑

唯一の病院である松代病院とし

東頸城郡内で入院濤療ができる

で松代に来て︑丸幽年になりま
した︒現往の松代病院の抱えて

飽病院に医師の欠貴が出るため︑

ては︑医師をなんとか三名にし︑

りがとうございます︒翠いもの

いる問題点について書かせてい

せっかく増貴された医舗も減．触

かつ慢牲期病床︵療養型病旅︶

27，586人 H2．6人

平成7年

玉3，580人

37．王人

26，219入 106。6人

平成8年

15，229人

4i、7人

30，327人 美2a8人

平成9葎

王3，704人

37．5人

30，020人 122．5人

夜は午後十︸時頃までにお願い

三9．9％

尽くしたいと思います︒

36、8人

します︒

入院期間劉

番大切なことは︑

隼齢別

しかし︑

13，璽6人

滋院の入院︑外来の患奢の数を

平成6年

矯中は何時でも結構ですが︑

表一は過煮五年間の遜院の年

ただきます︒

されることになり︑七月からま

を新設して︑親在の病院で匿師

表2．平成10年退院患者分析 総数346人

力をいただけるように︑全力を

間患巻数の推移です︒平成八年

た以購の二名になってしまいま

二名で急性期の患奢を診療し︑

延患者数 1日あたり 延患者数 三9あたり

繭述の退院患麿分析からも︑

れた影響で︑八年は患書数が急

七月に蒲生の塞岡先盤が闘院さ
す︒

匿晒一名で慢性期病床を担滋す

69．94％

表二は平成牽年︸葎間の嚢院
の退院患毒の分析結果です︒

老

増し︑砥べ数で外來は三万人を

総退院数は三百五十人で︑三

来患庸数の減少では︑医緬の増

超え︑入院も一芳五千人を超え

ました．このため当院の鷹師定

が六十五歳以上の老人保健の方

割が六十囎歳以下の方で︑七割

べくもありません︒

しかし平成十隼度の入院︑外

数が五入から六人になり︑鷹舗

る型が最善と思われます︒

定数の墨数以上を確保するため︑

員も︑慢性期病旅の新設も望む

30．06％

5a9％

39人 n．3％ 6，647段

慢性期（3姻以㈱

砥入院鶏数

実人員

2，456資

248入

71．7％

急携鰍幼鰐痢）

でした︒また〜カ月以内で退暁
された方︵悪性期の患書︶が七

一般（64歳以下〉

入（65歳以上）

27，345人 ln．6入

平成隻0年 12，442人 騒．ま人

来
外
院
入

昨年五月から医舗が一名増翼さ

それどころか︑現樫撫茂市で
問題になっている病院縮小の問

れ︑三名になり豪した︒また念

題が出てこないとも限りません︒

翻強で︑三カ月以上入院してい

た方︵慢牲期の懇餐︶が一劉強

願でしたX線CTも入り︑今隼

しかし︑翠成十年度は︑いろ

一月から順調に稼働しています︒

擁茂病院は中蔑模病院ですから︑

病棟の潮減ですみ︑病院自体は

でした．

すと︑急性期の方は二謝弱で︑

5

しかし延べ入院総数から見ま
いろな原因があると思われます

が︑八年度に比べ延外来愚者数

表肇．年間患者数の推移

町内各小学校
松之山中学校
松之山分校

⑳彦＠
縢月バ研に町．内小磁

校と中学

校の入学式が︑九撫には安塚腐
等学校松之由分校の入学式が行
われ訳した︒

小学校二十掘名︑中学校二牽
闘鶉︑松之由分校一ナ六名の新
松之山小学校の間轟校長は︑

入坐がそれぞれ入響しました．

義ドンド︑ノ︑ニコニコ︑ビカ

ピカ隔な子供になるように教脊
したい︒﹂と謡され︑松之山中
学校の小笠漂校長は︑﹁単校︑

友達︑先佐︑地域を好きになろ
﹁①学習を精〜杯してください︒

う偏また︑安塚蕩等学校校長は︑

③生活習横を確立してください︒

灘縣

ー寸寸㊤1

2歳
ちや ん 登場

小野塚修・真智子さん長女

松之山（町営住宅〉

人を作ってください︒︸という

ほしいものです．

みんな元気に伸び伸び成長して

松之由分校では︑紙入盤から

式辞の露葉がありました︒

学時に私たちにも尊えています︒

蓼彙

鋼服が変わり︑新鮮な感じを通

・

人になってください︒⑤真の友

鶴
さい．④國際祇会に貢献できる

③目標を明確にして盤きてくだ

置

かあちゃん」と呼んでいます。

ています．私はゼおと一ちゃん、

バーグと付け合わせのモヤシの妙

好きな食べ物は、手作りハン

積木が大好きで、今はヂバンビま

のビデオが大のお気に入りで王欝

に3懸見ることがあります。

町内小学校

め物、煮魚・焼き魚が好きです。

づいたことはすぐ漉慧してあげ

学校ばかりでなく地域全体が気

苧供の安愈については︑親や

確認の量要挫を教わりました︒

進︑禽図をする前の後方︑蕊右

た︑また︑霞転簾逢行では︑発

認をして渡ることを教わりまし

弩を確認し︑手を挙げて蕊聡確

横断歩道の渡り方では︑膏磁︑群

いただきました．

方などを論父通指遊藩興より教えて

准折右折の確認・舎図の仕

の渡り方や︑自転車定行時の停

ため︑各小学校では︑横断歩遵

兜童の臼転醸での濡動が繕える

薪入鑑が入り︑また︑春になり

で交通安全教蜜が行われました︒

眼月鷺十顯より

交通安全教室

家では「ことちゃん3と呼ばれ

ることが大切です︒

【おかあさんから一書】

親ばかですが、娘の行動は想像

ー

醐

以上におもしろくかわいらしいで

幽

鑛

難

灘
難

簸近岡じ鐡地にお友達ができて

うれしいです。

ーし

て、ありがとう，

■

コ コ や
翻
難

す．毎鷺楽しい気持ちにしてくれ

6

牽．︒．欝に松之山小学校

入団式

緑の少隼団

贈月

において緑の少俸麟入麟武が︑行

われ︑新入焦に簿して聞網子が

懸︑

照月二十九鷺みどりの田に蝋

クリーン大作戦

例のクリ⁝ン大作戦が畢朝七時

癒メ

照月五鑓︑中立撫集落の廓栂

山籾留学生入園式

留学センターにおいて入欝のつ

嶺犠はあいにくの灘で．皆さ

より谷地区ごとに行われました︒

ん爾興を用意しての溝掃濡動と

この春は︑萩入翻盤がいない

どいが行われました︒

のではないかと心配されていま

なりました︒

参舶された方は︑麟遜沿いは

したが︑黒嶺の新入園癒が入り︑

曄奪度と岡様金鍛で灘名になり

沿いは比較的少なくなってきて

いるのではないかという瀬をし

どうしてもゴミが多いが︑町遜

いての期待が述べられました︒

に分けて︑町叢と往民との慧見

臨月牽闘縫より会場を八カ所

はじめに町長より﹁介護保険

か．

ことが嬢も点ではないでしょう

ゴミを捨てない気縛ちにさせる

することも藁要ですが︑簿民に

この濡動は︑驚内をきれいに

ていました︑

﹁隠分で決めたことですから︑

きちんとした盤濡をしてくださ

松之撫町は︑人間の成長のた

交換の場である︑地蛾懇談会が

い︑﹂というお講がありました．

んから確認されていました．

めには良い所であることが皆さ

地域懇談会

また︑轡木簿てる群学園藻は︑

ました︒新入園葱の挨拶では︑

縁の少年繊は︑森林愛護漬動

一人一人に渡されました．

町長と語る

それぞれ松之由瞬での盤濡につ

校兇麓で結成されたもので︑美
人林の清掃や︑花壌・菜園つく

り︑学校林の整備︑自然体験学
習などの澱動を行っています︒

松之山小学校では︑ブナ林に
囲まれた目然駿かな環境の中︑

それを大切にする教轡にもカを

鰯度貼﹁璽翻プラン幅﹁農業恥な

ク縫スカントリ蓬
スキー選手権大会
照月牽八欝に大厳．響高漂にお

行われました︒

いて第十黒園松之山濃象ク欝ス

がありました．その後住民より︑

載する予建です︒

詳細については︑※月霧に蝿

いました︒

並びに随行の繰長狐名が答えて

質問意見︑要墾が出され︑町長

どの大きな事業についての説明

雛越之

︑麟繊

承

︾影

講

縫

鱒

カントリ⁝スキー選墾権大会が

この大会は︑県スキ⁝連盟公
認のク鑓スカントリースキー大
会では︑一番遅い大会です．

選手蕊管鷺十三危の参擁で︑

成年から小学五奪生までそれぞ
れ︑十㎞︑八㎞︑五㎞コースに

麟

行われました︒

鶴・

学鴎
留攣

騨 v

松之由温泉

を通じて︑健康で豊かな人問性

窒

の陶上を図るために松之山小学
ずぜ

分かれて競技が糸われました︒
聯

入れています︒

響

り

と

乙
︑︑ノ

事業内容
︵5／η〜6／絡﹀

二議ニコ教室

1口寸㊤

親子で自然を楽しんでみませ

んか︒今年の第︸剛は︑美人林

初級

ライブラリー

6月3日・10鷺︵木﹀

▼時間

松之山中学校

午後7時〜9時

▼期段

▼場所

少

6月7鷺・澱鷺︵月︶

上級

0総︵鷺︶
▼期段 5月3

での探鳥会です︒

▼時聞 午前4時30分

5穏のニコニコ教察は︑﹁闘
講式篇と﹁名餉点呼柘︑新聞紙

紀

婦人バレーボール大会

6月3磁く木︶

午後工時30分

▼
︶︑騨

◎

︑︑ノ︑2ノ

▼場漸美人林

6月−嬢︵火︶

▼会場 自然休養村センター

▼時閥午後8時〜沁時

▼期黛

の態け花教窯のスタートです︒

敵に生けてみませんか︒大好葬

なにげない草花をちょっと素

を使って楽しく遊びます︒

町渓体育館

午蔚9時〜U時

6月9賛︵水︶

▼期旧 5月19獲︵水﹀

▼時闘
▼会場

臼由に欄姓を生かしてトライ︒

公毘館の講座・教室のスタート

町内の女性チームが熱戦を繰

▼期旧

雑後7時〜

り広げます．ご声援ください︒

▼晴問

楽しい園装のノウハウを学び
ます︒先樵は改良普及漸からお

▼会場 町鋭体膏館

5月飢環︵金︶

です︒

出でいただきます︒

▼期β

▼期疑6月3黛︵木﹀

午後7時3
0分〜

▼蒔欄

9購30分

自然休養樗センタ⁝
一

午蔚m晦30分〜

講演会
外ノ池

自然休養桝センタ⁝

︵ジャズダンス︶

女性ネットワーク
概修会

▼内容

講師

︵瓢潟県リーダーバン

軽やかな膏楽に禽わせて楽し

年後7時30分〜

6月4β︿金︶

パソコン教室

▼期潤

ク登録︑頸城村︶

パソコン教室がスタートしま

▼時間

く身体を動かしましょう︒

現代おやじ学講座︑成人実

れ各五回にわたり学びます︒

▼場所 窃然休養耕センター

9時30分

す︒今隼は︑初級・上級に分か

上級上越視聴覚

講騨 初級 大館宗雄

駕講座︑湯鳥大学︑女姓ネッ

きます︒

ン教塞億︑どなたでも参加で

トワ⁝ク︑陶芸教蜜︑パソコ

▼対象春

▼場斯

▼場所

▼時問

実

質6−2265
No．55公民館
ん

し

自笏
松之由生涯学習だより

町昆バレーボール大会

町内及び近隣町対のバレー

り熱戦を繰り広げます︒

ボール愛好麿が︑29問にわた

▼時悶

町民捧育館

午後7時も

員欝︵金︶

▼期臼6月⑳欝︵木︶

▼場漸

▼衷彰 1〜3位に賞状と震赫

▼編成 玉チ！ム6〜捻猛

花づくりの基礎について︑お

話を闘きます︒講師は改艮普及

▼期日

6月H鐵︵金︶

斯の先生です︑

▼場所

臼然休養村センタ享

▼時聞 午後7時3
0分〜

体育施設︷般開放

町浅体育館とテニスコートの

一般㎜開放を6月5段︵土﹀から

解放欝時は︑錘週烹曜旧の夜

闘始します︒

利矯の際は︑公民館に一毒か

7時から9時の2時鷺です︒

なお︑都合により解放できな

けてください︒

いこともありますので︑ご了承

ください︑

8

里創プラン通信
三月︷9に開催された十段町地域広域事務総合第︸画定例
会において︑平成十︸年度の里創プラン関係予算が議決され

ました︒予算規模は︑ソフト事業㎜億千万円︑ステージ事業
費七億五千九菖万円の合計八億六千九畜万需となっています︒
今園はこの事業計薦のあらましをご紹介します︒

鑑五千人の箏翼騒動の展開

月二十八〜二十九日︶︑小中学

回発行します．

りアートネツクレス通信﹄を闘

儒を行うため小偲子門越後妻蕎

⑤松代ステージ

︵事業費二億千五百万円V

⑥松之山ステージ

今松代駅から松代城に至る窒

令松口地鷹の森林内に森の広

︵事業費七千八欝万四︶

間にポケットパークを整備

場︵第一期︶を整備

ながら花の道モデル箇漸の整備

◇花の専門家や地域と関わり

藁由のテラス︵節黒城跡キャン

の整備

翻︶に光の館を建設︑取付道路

大地の芸衛祭実行委贔会に委

⑤普及啓発
︵事業費照蕎万円︶

團内外に讐創プランの梼報発

鴎副艶

．幕輪響輪

．醜綜軸難餅痴響

＼

統擁

〆︑

凌

鋸0257−57−2285

蹴0257−57！2637

企麟撮興繰

牽巳町地域広域箏務組合

お問い合せ

娘十田町傭報館南翻・光の広場

︵事業費二億九千八蕎万円︶

②川︑廼ステージ

にア蓄ト俸錨の設置

︵事灘小費六一十万円﹀

①十臼町ステージ

◇応募作品の審奄︵地域審糞・

審糞麟審糞︶︑表彰・発表イベ
ントの闘催︵九月︶︑巡騒展︵十
一月︶︑賞晶の発送

ひ入賞作編を掲載したステキ
マップの作成と配擶︵幸⁝月︶

③花の遵
︵箏業費千万円︶

箭圏域全体の花の遵整備事業

て︑大地の芸衛祭を広め︑応援

◇地域︑アーティスト︑専門家

プ場︶にコテージを建設

今丘のテラスハなかまの家茜

囲を募るためのプレシンポジウ

などと共岡で花のワークショッ

の策定

ムを五会場で調催

プの闘催

計圃﹁花の道マスタープラン届

◇平成十二年夏の本番に両け︑

登金園の葵術兜進都市におい

運営体舗の整備やボランティア

◇楽しい花のイベントやガー

発信する広報戦略を展開

の暮集︑地域行事と結びついた

ディニングなどの講鷲会を闘催

①大地の芸術祭

◇ア⁝ティストが集落や場所

託して次の事業を実施します︒

イベント の 構 築

︵事業費七千八酉万糧︶

と関わりながら︑地域のシンボ

嬰創プラン各事業を統輔姓を

︵事業費千万円︶

④総合コ⁝ディネ⁝タ⁝
ステキ発見実行委員会に委託

︵事業費八酉万円︶

②八万人のステキ発見

ルとなる場漸︑β常の焦濡窒間
にアート作最を割作・設置
今アーティストが地域︑学校︑

るため︑総合コ⁝ディネイト業

保ちながら総禽・一体的に進め

湧体などと連携しながらスタジ

◇ステキ発見の作酷募集活動

して次の事業を実施します︒

の醐催︵五月二

務を委託して実施します︒

オを設灘し︑作昆潮伶にも結ぴ

◇英坤三騨真塾

応幕〆切七月三十︸一撫︶

つくアートワークショップを数

◇広告関係の薄門家とのネッ

んぼ一を撮る

回闘催

トワークの中で︑ポスター︵臼

牽二〜二十蕊沼︶︑県嵩文連写

妻有の春﹁鑓

本繕版︑英語版︶や広密出稿︑ダ

真専門部技衛講習会の誘致︵五

丁

F

No．4

イレクトメールなど事業を広く

く

第43回

このチケットでは︑牧村の湯

の璽﹁深山荘しと大島村の大山

温泉﹁あさひ荘幅︑松之山町の

の芝蝶温泉﹁レストビレッジ

松之山温泉﹁鷹の湯﹄︑松代町

峰﹂︑安塚町の菱ヶ儒ゆきだる

ま温泉﹁璽の湯﹄︑浦用癒村の

霧ヶ繕温泉﹁ゆあみ﹂の六つの

きしかも︑通常入浴料︵入場料︶

濃泉施設をそれぞれ一回利規で

に比べて大変格安の一枚千六酉

円︒中学生以上を例にすると︑

千菖五十円お得となっています︒

なお︑粟通入浴券は︑それぞ

この興通入浴券を利用して︑

れの温泉施設とJR東段本のみ

東頸城の私湯めぐりの簾をお楽

安に利期できる︑共通入場券湯

回は郡内各町村の潟泉施設を格

事務局僧2−2042

東頸城広域町づくり委員会

棄頸城郡町村会内

お闘い合せ

業支店で販売しています︒

どりの窓欝・びゅうプラザ・営

会が発行しているものです︒

織する東頸城広域町づくり委興

規いただこうと︑関係町糎で組

を︑より多くの皆さんからご利

の各町栂の効能豊かな温衆施設

このチケットは︑東頸城郡内

巡りチケットを紹介します︒

今月は︑浦川厭村の当番とな

共通入湯券

しみください︒

郡内温泉めぐり

の甜題を摘載していますが︑今

ふるさと晃て渉記＞

ります︒舞月︑それぞれの町醤

シリーズ菰域広報⑭

fO

1⑩寸⑩1

◆ハガキの差し出し窟効期限は︑

来年3月鐡欝までとなっていま
すので︑すぐに捨てないようお
願いします．

松之由町探鳥会
野鳥集会

司法書士による
借金返済でお悩みの方︑新潟

クレジット・サラ金＝○番

矯縛 5月29揖︵土︶

午後7階も9時

場断松之山温泉
潟泉センタ⁝

の相談をお受けし︑法律的なア

県欝年司法霧士協議会が電懇で
0撫︵鷺︶
5月3

探爲会

日時

ドバイスをいたします︒
6月6撮︵鷺﹀

午繭憩時〜午後4蒔

相談料

無料

025−229− 5736

電話番弩

沼時

午蔚4時30分〜

集合 松之由温泉駐車場
美人林駐車場

午繭4時播分
環地集禽

午餉4時30分
参撫料

骨髄バンクドナー登録

無料

広報まつのやまへ

までの健康な方

0歳
歳〜5

午荊m時〜午後2時

アコ⁝レ

ジャスコ上越店と

休日受付します

対象

繕時6月27瞬︵揖︶

場所

ご意見をお寄せください

三圓にわたり︑広報紙に付いて

広報まつのやまでは︑今年度

行政相談興は︑皆さんから︑

いるハガキ に よ り ︑ 皆 さ ん か ら

倣6−2537

圏や特殊法人などの仕事につい

ご慧見ご要望を今後の町づくり

方法

に濡かしたいと蓄えています︒

◆お寄せいただいたハガキは︑

電話予約

0255峯24⁝6133

上越保健駈

⑳ccの採魔をします︒

◆説明を受けたが納得できない︒

町三役及び関係各諜等で園覧し︑

また︑広報紙についての感想な

ては︑広報紙で紹介します︒

◆全晦的︑建設的なものについ

本人宛に園答します鎚

◆処理の仕方が間違っているの

などについてお気軽にご相談く

ではないか．

醸答を要するものについては︑

決を図るお黍伝いをします︒

て蕃情︑意見を受けて︑その解

行政相談員とは

松之撫︵なおや︶

猪俣栄二さん

の方です ．

松之山町の行政相談貴は︑次

行政相談員は
猪俣栄二さんです

僧6−31緻
松之1！．1町役場

なお︑ご相談は無料で︑秘密

ださい．

は守られます︒

どもどんどんお寄せください．

東頸城
兎口温泉翠の湯

20

お知らせ

6月貿鶏︵木︶談で
第ー次試験

十資町市字宇都嘗9

労働基準鑑督署

督署におたずねください．

『越後妻有8万人のステキ発晃』
O

饗0257−52−2079
旦￠

園園團圏國

因国回

縢月の異動で︑東東事務所勤

あいさつ

都会鷹潜経験のない私にとっ

箏務所にお雛認になっています︒

まわりに講し合える相手がいな

うに発えるが不安感の方が強く︑

い場所にいることは︑気楽なよ

松之由を離れだれ一人知らな

議す．

て︑こちらの盤濡にまだ慣れな

人と入と語し合えるようにな

いということは寂しいことです︒

るには一寸したきっかけもある

いので華いものがありますが︑

ら︑せっかく与えられたチャン

いの挨拶から始まると思います︒

こちらから挨拶しても︑返事

かもしれませんが︑やはりお互

が返ってこないと葬常に気分の

スをプラス志陶に考え︑趨己研

ます．とは露うものの︑まだ半

人は岡じ人に三度挨拶しても

悪いものです．

遜事が返ってこないと︑その人

にも地図を見ながらになります︒

特に地下鉄は本数が多く便利で

を無視するようになるそうです︒

岡じ職場︑隣近所が狭い町では

りにくく︑今更にして自分の方

なおさらお璽い気をつけたいも

のです︒

東窟という大都会は︑︑葎大な

憐報バンクであるが︑自分の足

せん︒企業の持っている傭報・

で稼がなくては何も見えてきま

の の

●．

．V︑

顕督

㍗︶

県一辱．．

①＾㌔

人脈はまさに東窟ならではと感

じる場断が多く︑少しでも自分

O

ロロ

︽9一

りに役立つことができればと︑

の視野が広がり︑明臼の町づく

心

洵音痴が身に沁みて分かります︒

すが︑その分乗り換え等が分か

月建らずなもので︑どこに行く

修させていただこうと思ってい

しかし一度しかない人隻ですか

務の辞令を受け︑御徒町の吉池

No。59

警察富A︵大学峯粟奢︶

募集のお知らせ
新潟市内で

7月難欝︵蹟︶

詳しいことは︑お近くの駐荏所

薮潟県警察では︑著さと鋳熱
にあふれた警察宮を寡集してい

安塚警察署

または︑

65名程度

めに手続をしてください︒

まだお済みでない方は︑お早

慶は5月20門︵木︶が期限です︒

の提出と保険料の納付は︑今年

は︑お済みでしょうか︒確管書

労働保険の年度更穎の手続き

事業主の皆さんへ
労働保険の年度更新
手続はお早めに

に︑おたずねください︒

簸2−0王10

ます︒

勢牲警察窟

著干名

採題予定人員

女惟警察宮
受験資格

昭秘妬年4月2田から昭和
53年4月1欝までに盤まれた

人で︑次のいずれかに該当す
る巻
①大学準業︑または平成捻年3

月議臼までに楽業見込みの人
②新潟県人事委麟会が岡等と認

める春
受付期間

写真と雷葉のコンテスト

嚢㎜禦
毫 汐

燕

自分が感じた㊧を応鍬う

繋
騰惣っ疑纏鑓

5 魯
7

勝

なお︑詳しくは︑労働基準監

簸︑

今田も鞄一つぶら下げて事業駈

を訪問し惰報収集に勤しんでい

窪

箕

1鼻「『

噂

庫

搾渉
ハ羨鷲

5月7弱︵金︶から

7？1

醗銘
畷麟

・騰麹

圃圏回團

一・、

鋤

糠−

、＿

踊

で

．

麟獣

おめでた（出鱒
がくと

緩人ちゃん

小野塚報生・多美子さん

湯本（親家）

簸辮購畿繍鍵

、．策、凝、難，』燃嬢殿

おくやみ（死亡〉
大見

ヨシさん

95歳 下籔池（下千場）

佐藤

芳夫さん69歳

鱈之繭（上之山〉

布施

智敏さん72歳黒

江黛

ヨキさん93歳 霧

倉（大秘屋）
根（長

院）

簿4月王βから4月30擶までの溺鐙分です．
＊広報に載せてほしくない方は、綴出の時

さとうふみちゃん

むらやまあかりちゃん
湯本（繍霞屋〉

に窓口にお話ください。

天水越（林〉
お舞さんとよしくんと私が散歩

お母さんとゆうきと私がトンボを

4月30薮1環宿三
総人欝 3．278人（①

しているところを描きました，

お母きんの得憲な料理は襲玉焼きと

お母さんの得意な料理は、シチュー

野菜妙めです。トンポをいっぱい携け

とハンバーグです。お舞さんのきて

たところが良くできました、

いるスカートがよくでき憲したサ

男 1．599人（＋2）

女王．679人（一2〉
餐業帯数

王，王王8∫5 （＋i）

（〉内は前肩との惣絞
町民憲章…，菱孝牽琵s3、葬7ダ多海、圭定

◇5月絡田〜6月

◇4月の幾来事

わたしたちは松之山町民です、郷hを愛し、

51ヨ

町民の合霞葉

6β 小学校・中学校入学式

三、美しい緑と霧の申で

9戴

心豊かな人になろう
三、プナの穂が触れ合うように

町内保鷺所入園式

6臼

スキー大会

連体の心をもとう

集落総代会

翻遣のカを轟めよう

2913

クリーン大作戦

時民バレーボー一ル大会

夢β記より

勇と女は勢体の仕組みも驚え

方も違いますから︑お互いが理

うと努力しない眼りうまくいか

解し合おうとか︑いたわり合お

女は永遠の謎であるといわれ

ないのではないかと思います．

ますが︑簸近は全圏的にも︑離

砥

婚が増えています︑それも理蜘

⑩塑115・30

、

は大したことはないのですが︑

6月

壌7・31

きっかけで破燭につながってい

13・27

鐙β

長葎の積み璽ねがちょっとした

5月

てきています︑それが﹁きれるし

翠の湯

ます︒勢も女の忍鰯が無くなっ

抽勲ンター1

という欝葉となってきているの

温泉定休β

でしょう．

｝

探鳥会（美人林）

松之山・松里地区体育大

会

2313

垂

大厳寺高療ジンギスカ

ンまつり
301ヨ

大厳寺轟原クロスカントリー

ま．湧琶いづる湯泉のように

ダ

路鷺

松之出分校入学式

玉8β

βの予定

婚撫松之由温象まつり

みんなでよりよい町づくりをしよう．

ρ毒

婁2

1卜寸⑩1

⑳◎㊥㊨

捕まえているところを描きました．

