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質間

Ioo寸㊤1

しかしながら︑薮十嵐医師よ
り経営改善に向けて努力いただ

まだ万全ではありません︒︵これ

はどこの電町村も岡じ状況と思

園答

その度数によりヘルパーを利用

いと思います︒しかし︑介護保

で︑現荏より後退することはな

できる騒数がおおよそ決まるの

濤会恥が運営にあたっており︑

この施設は︑社会編祉法入﹁松

町は経営にはいっさい関与して

うな利矯はできません︒介護保

後継春の問題は︑蕊十嵐纏師

いています︒

険に該嶽した人も利胴音負担

園でも法律はつくったが︑細

います︒︶

癒は心配ないと患います．また︑

が健康で勤めておりますので灘

濤園の責任において改善の対策

松之蜘保膏筋は︑来満兜保轡
かい金額的な部分はほとんど来

菰牽嵐医師と相談しながら︑町

が講じられると愚われます︒

介護を受けている人が︑介護保

現荏ホームヘルパーから窪宅

ます︒

が後退しないように険討してい

町では親荏より禰祉サ⁝ビス

禽いで後退しませんか︒

園答

國道三五黒弩商舘トンネル掘

質閲

険のスタ⁝トによって障審の度

︵一翻︶がかかります︒

嵩い人にとっては︑今までのよ

薙二も三局に決定するとしてい

民に不安を停えないように後継

質問

険に該当しない比較的自立慶の

ます︒町では︑来年度に陶けた

瀞の検討をやってゆきたいと思
質問

薯健施設﹁松濤園﹂の経営が一
赤掌になったときはどうするの
脚
ですか．

認定審蚕で介護度が決まるが︑

削に俸い︑残盤運搬のトラック

が多く逢行ずる護とが駈懇され

ます︒黛桜神荏の下から松之出

間の改食と歩遊の設置をしてく

ださい．

この磁賜は︑道幡が狭く大型

園蒼

鶏月十九田よ︾陶内九ヶ漸において︑晦長が直接出講

単独費による改修を予定してい

ため︑安塚土木事務漸では︑県

蔑とのすれ違いが亀険な状態な

き住昆と語る地域懇談会が行われました︒これは鎌肇園

ていますが︑年内藩工に向けて

ます︒藩工は︑登記閥題で遅れ

地域懇談会

町長と語る

もし経鴬が赤掌となれば︑松

で︑改善してください︒

をするには設備に不備があるの

計鋤づくりを始めたところです︑

いません︒

単成十三葎に保育所の改築を

囲答

質闘

ような形で運営できないか︑町

います︒

予定しているので︑未満児保膏

介護保験捌度が平成十二年か

ます ︒

ら始まっても︑ディサービスを

等を現状にあわせた設備に整え

今までどおり続けてください︑

介護保険が始まると介縷認定

回答

質問

保育駈統合の謡を聞きました﹄
︸がへ浦照保育斯は存続してくだ

を受け︑介護保険の被保険音と

られなくなります︒しかし︑そ

ならないとディサービスが受け

園児が一施設十人以下になっ

れでは現窪利用されている方に

さい︒

た場合には︑統合も検討しなけ

とって橿祇の後退につながりま

回答

ればならないが︑今はそのよう

と施設で検討します︒

用皆の負撫をあまり多くしない

す︒今後も こ の 問 題 に つ い て 利

による改築を計醐しています︒

質澗

現在︑松之山保脊所の老朽化

な状況ではありません︒

な保育漸を建築したいと考えて

行われているもので︑最初慌衡の事業についての説明が

瓢の見誉警慈呈湊

健康保険法の改薫による本人

と思いますが︑松之山診療漸の

報醗の改建などの影響もあるか

でもらいうよう要望したいと

備議薩の見直しを行い取り組ん

歩遊設置は︑交通安全施設整

回答

今回は全晦的な質問や要望について紹介し諜す︒

行われた後に住民から質澗や要望が出されました︒

経鴬は厳しい状混にあります︑

準備を進めています︒

負撫の引き上げや祇会保険診療

松之出診療所の経営と後継麿

将来的なことも考えて︑大きめ

います︒

質問

介護保険法が施行になってか
らの町の受け入れ体謝は薄全で

現往圏の指導のもと︑基盤整

回答

備づくりに取り組んでいますが︑

2

建設謙としても緊急惟のあるも
までの補助舗穫が無くなりまし

共岡無霧騎灘場の醸灘は︑今

一㎡巾八十ナノ繕ですが︑津爾

な壌として溝えてい濠す︒その

町としてもその点を簸も叢要

迎えている物もあることは承無

小型投欝機は︑蔓親の縛期を

定です．

を受けて改良工箏を震施する予

金では︑十岬葎慶に園の補助金

か︒③地域内外の⁝般儒民や導

箏を行つて全團に寛伝していく

の施設を使って︑どのような行

事業を盛り上げていくか︒簿に

により︑いかに地域全体でこの

門象が企醸・運営に関わること

ついて様々な慧見をいただきな

上下講辮簡易水選関連で越道

質闘

燐の滋流で取水薫事を行つてい

がら計醐づくりを行っています︒

羅創プラン事業の爽施礁より

質間

ま穿が講癒は牽分ですか．

不灘の藩態に備えて施工して

園簑

津繭衛盤施設緯禽の火葬場建

質岡︑

を先に行う毒えです︒

繍の集落があるため︑その解溝

しています．しかし︑まだ来整

圓籔

んか

思つてい蜜す．

のを儀先しています．改修につ

炉はいずれも達成しています．

地域鰯撫施設組禽の鵠つの焼輝

籏追するような心配はあ磯ま瞳

質澗
いても特に危険な澗飯から施工
た．町では︑新しい補助鰯度が

すれば集客力が高まるか︒②そ

対策として①どのような施設に

ようになつています．

松灘醸浦環線懸敗良サる場金
しています．醒分のない集落が
創設された場禽︑これを溝用し

単成十囎年㈱月から暴準が厳し

圏箸

﹂戴牽欝晦松違磁墓幹交漸の箏
出ないよう往慧していますが︑

て整傭を進めたいと舞えてい濠

園答

ダイオキシンの境行基準は︑

務辮・膚舗の移転は輪簿願にな
待っていただく場禽もあります︒

くなり鷺ナノ麟になります︒綴

の業墜か．
す．

送バス等の麗係はどうなり豪す

踏線バスの赤宰鮒策と患麿輸

質闘

この鰐道は︑松之慮地滑りで

園箸

復欝工事を施工した場漸を改農

することや︑家醗移転を伴い多
額の費矯がかかります︑そのた

町の公数交通機関は︑この飽
にスクールバスがあります︒こ

め町では︑県が工事を行う遜錬
代行道驚整傭箏業での取り総み

いますが︑様々な理鐵からあま

れらのバスが現葎町内を壷って

安塚土木事務漸では︑採択後

り効率の良い運行とはなってい

をお願いしています︒

は五年くらいで完了したいとの

思います．

いますので︑牽分対応できると

町への入り込謬霧がどの程度増
⁝般廃棄物最終嬢分場が竣工し

設はどうなっていますか︒また︑

施設は粥葎使期でき塞す

そこで住民サ⁝ビスの低下を

ません︒

ダイオキシン鮒策は犬丈炎

る勝がほし桝︒輪と欝匿ずること

儒弩付近の改良は巖後になる

ことです︒

カ

たが

どうな？て恥豪すか︒

鍛近﹁アン溝を食べさせてくれ

紹かないよう公共交通機関を総

園答

繍するか興味のあるところです︒

ことが予懇されますが︑実施年

禽的に見臨し︑効率よく運行す

ですか︒

新しい火葬場は本俸度申に紙

が窯要なもので︑秋紅は完了し

海の増設③管理システムの新設

黒箏の内容は︑①取水②配水

に霧れば農業の濡性化縫も役立

し︑農産物の販売がで懸るよう

工業懸地付近に物産唐謹建設
纂される爵醸です︒工箏は六月

麹のではな恥ですか︒

圃答

県営中由間地総合整備事業で

ます︒

簸終処分場は︑第一期分十五俸

ております︒地域で盤産される

発をはかって︑薩販を通じ地域

農産物を原料とした特産最の闘

農産物の撫工販売施設を計爾し

地が確保されており︑岡じく牽

問使用でき濠す︑そこが満杯に

五奪鵜埋め立てることができる

なったら鱗接地に第燃期分の用

灘南町に兜成した一般廃棄物

する予建です︒

中に始まり︑來年の三趨に竣工

湯之鶴簡易水遵の鉱張薫箏は

は今のところ釆定です︒

る体系づくりをめざして︑近く

が多くな瞬ました︒

擬岡

獲蘭

園答

予 建です︒

検討委貴会を発簸させ審議する

磁奮欝集落が疹多︽の資材要
望瀞鐡羅恥るお思恥ま誘︑どの

謀漆建薄醗嬢薫鵜濠ずか︒鷺鶴

勧から要望移餐穂蜜すが︑奪奪
も擁送ら流薫骸豪っだ︒

建設譲で集落へ取り衷とめを

園釜

お顯いしている驚道補修︑補修
資材の要望は︑徳隼予算額の烹

傭から三倍の金額が援出されて
います︒予算に隈りがあるため︑

3

方

回答

1①寸Φ1

を期待します．

薬の推進については︑浅間濡ヵ

契約は ︑ 解 約 の 塑 し 出 が な い

回答

のように利罵していきますか︒

ランなどの比較的生活に密著し

の一部︑及び広域観光︑璽創プ

介護保険︑シルバー人材等福祉

ミ︑し尿︑火葬場︑家畜診療︑

︑ナーが使用しなくなった場含ど㎜

質隅

す︒今年も利用されていますの

限り継続するようになっていま

の濡性化につなげたいです．事

温 泉 緯 合内で湯鑓の減少の話

十麟町広域圏では︑消防︑ゴ

を聞きますが対策を立てていま㎜

た業務が行われています︒

のところ適当でないと考えてい

等﹀が圏県の出先事務所の溺係

農政・土木・林業・保健・税務

大多数の行政業務︵教育・編祇・

上越広域圏では︑崩記以外の

で︑使用しなくなった場禽の釈

ます︒

用につい て 検 討 す る こ と は 現 在

質悶

もあり行われています︒

回答

集落から陳構︑請醸を出して

萌より減少気味ではですが︑

いますが︑園答を聞いていませ

長期誹醐の巾で︑財政．砺や工

今では安定しています．

法などを検討中です．

ん︒どのように処理されていま

が︑県としては︑徐々に十撮町

に関係しているものもあります

業務によっては爾方の菰域圏

質閥
温泉脈調奮で窒中探鳶を行っ㎜

し

質闘

広域圏に移していく方針です︒

すか︒

團答

r越後葛有8万人のステキ発貝」

天喬く都会の壁は伸びたがる

柳友作品紹介

主似も女将似もある注連の顔

法連に暮れ注連に明けてく冬の四々

し め

木の芽時いつも鎌売鐸来訪する

猫柳活けて微笑む還暦女

まつのやま文芸

写真と畜葉のコンテスト

ささやかな利子にもかかる重い税

幸せが逃げそう膝を崩せない

十β町域広域事務総合企園振興課

薫風のさわやかな季節です。まわりのステキを写真に撮って、短い

電話0257−57−2637

倉︵一枚田︶

草村 正孝

黒

佐藤多美女

天水越︵林︶

お問い合せ

たが公表してもよ揚薩墜
回答

照東絹小学校屋内体欝館に人

要望事 項 の 問 題 ご と に 回 答 を
していないものが多いと思いま

に利胴できませんか︒

工蓬を張り屋内ゲート選ール場

ただいま検討中です︒

す︒要望内容が多額の事業費を

質闘

大厳蕎から中原一帯の開発計

癬答

必要とするものは︑年度謙爾に

組み入れて翫画的に順次実現し

醐はその後どのようになってい
ますか︒

つとしてゲートボール場とした

施設を禽効利胴する方法の一

町長が薩接要望を受けたとき

場合どの程度利用してもらえる

たいと考えています︒

挫会構勢の変化から︑年金保

は︑問題によっては即答してい

圃答

養施設を中心とした当初の闘発

て返箸するようにしたいと思い

かなど検討します︒

ます︒

ますが︑挺当者も内容を検討し

は︑地域の特挫を濡かし︑どの

質問

謙爾は由紙となりました．現荘
ような活駕方法があるか調登検

容を教えてくださ硲．

縫分かれて恥るまずが︑その内

広域圏が上越と桑臼購の蕊つ

討を行っているところです︒

質聞

瞥傭セ蒙淡ー鷹鱒鷺省小学校
校轡を貸す契約を⁝鶴璽新に改
め懸と闘きましたが︑瞥倫鞄ミ

コメントを添えて応寡ください。お待ちしています。

渡留艶
鶴
辺子子

自鵬じた㊦を鱒しよう
短歌
柳
ナ

応募は7月3囎まで．お近くの写真展でも慈募を受け付けています。

4

最近話題議︑−．灘離

ダ轟難難繕シ

ことが必要ではないでしょうか︒

ダイオキシンとは
侮ですか

発癒を押さえるには︑

せたときや︑不完愈燃焼が趨き

の灘宙はこれと此べればかなり

ピコ鼠／㎡程度ですので︑鷺本

欧来の都携地域では︑〇ニ

ダイオキシンを
幽さない対策

ダイオキシンの発鑑源のほと

んどが︑ゴミ焼劫であることか

ら︑私たちができることは︑

①ゴミの総簸を減らすこと．

㊨ゴミを分別すること．

イクルをする︑

③資源の麿効莉用とゴミのリサ

④鑑ゴミは︑水分を切ってから

繊す︒

康リスク騨緬指針憾を五ビコ繕

焼がおきることと燃焼潟度が低

すのは︑水分によって不発金燃

盤ゴミの水分を切ってから患

などになります︒

この数縫は︑辞容隈度ではなく︑

／㎏体重／鐵と設定しました︒

水準として︑ダイオキシンの健

めに維持されることが望譲しい

甜会は︑人の健康を保護するた

環境庁が学識鞍に委嘱した検

いますか︑

私たちは毎鰯どれく
らいのダイオキシン
を体内に取り込んで

蕩いと露えます．

たときに発盤しやすくなります︒

驚以上の灘慶で完愈燃焼させる

ゴミの野焼きは︑燃焼潟度が

ことが漿要になります︒

ダイオキシンが登焦しやすい澱
渡になっています．また︑不完
全燃焼が罎きやすいので︑さら

なり蒙す．

にダイオキシンが発盤しやすく

ダイオキシンに
どれくらい
汚染されていますか
ダイオキシンは︑廃棄物の焼

下するのを跡ぐためです︒

ラダイオキシンと︑ポリ壌化ジ

禽物であるポリ塩化ジベンゾパ

います︒ベトナム戦争時アメリ

た灘姓を持つことが解明されて

催膏形轡丁鈍疫力の低下といっ

ダイオキシンは︑発ガン樵・

魚に食物連鎖を通して取り込ま

します︒さらにプランクトンや

きます︒それが烹壌や水を汚梁

は︑一碍に体璽⁝㎏嘉たり○・

取り込まれるダイオキシンの鰍

β奉人の︸般的な猛濡膿境で

驚えられますので控えた方がよ

いため︑ダイオキシンの発盤が

燃焼︑不完全燃焼を趨こしやす

毒牲

めた水準です．

対策をとるための麟安として決

ベンゾフランと呼ばれる化学物

翻としても平成九隼十二月か

いようです︒

また︑ゴミの野焼きは︑低泓
ら憲に髭盤し︑大無中に撫てい

部炉など︑物を燃やすところか

質の総称で︑嶽禦の醍列の違い

れます︒食物からの取り込みが︑

法によって︑焼部施設の煙爽か

ら大気汚染防窺法や廃棄物処理

烈鴛〜認∵菰鷺ピコ麟と推驚さ

体内取り込み灘の大部分を占め︑

ら出るダイオキシンの鮒策を賄

れていくことにより︑愈ての生

その億︑呼吸により窪気から取

カ軍が優用した﹁結葉剤掃の一

り込む︑土が手について取り込

により篇再十種類に分けられま

大都市地域の大気中のダイオ

す︒

キシン濃度は︑平成八薙度の環

でも︑むやみに恐れないで︑し

環に見えないダイオキシン．

かし常に関心を持って鷹濡する

始しました︒

この数纏は︑すぐに亀険とい

ことが大切ではないでしょうか︒

まれる︑飲み水から取り込まれ

物に蓄積していくと考えられま

その飽︑精子形成阻警や子欝

が報欝されています︒

内膜症の発生を引き起こすこと

どんなときに

㎡とは︑一立方メートルの窯気

ら苅策を立てることによって汚

う数値ではありませんが︑今か

鍛鷺輝㎜調盗で〇二牒〜一・六烈ピ

成分にもなっています︒

は十七種類存筏するといわれて

巖近︑にわかに溢目されるよ

います︒

うになったダイオキシンですが︑

中に〜兆分の一グラムのダイオ

る頒となります︑

キシンがあることを慧瞭しま

発生するの
ダイオキシンは︑塩素を禽む

実は大黄から搾荏している化学

ビニ萎ル・プラスチックなど鷺

物質の一つにすぎません︒今ま
でその存樫が簿られなかったの

藥を来然に防ぐことが大切です︒

は︑あまりに微量で分析するこ

す︒︶

颪〜照資℃の低い濃度で燃焼さ

コ暮／㎡程度です︒︵一ピコ＄／

す︒そのうち︑毒姓のあるもの

ダイオキシンは︑筍機塩素化

ダイオキシンの

ました︒これからはダイオキシンについての正しい知識を持つ

指摘され︑ほうれん草などの樋格が下がるという箏態が趨こり

所沢布では︑テレビ報道により農産物のダイオキシン汚染を

りました︒

最近﹁ダイオキシン﹂という露葉を見闘きすることが多くな

懸覇辮撚ぞれは何？

ン

とができなかったからです︑
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ヤ

大倉修吾のミュージツクポヌト

公開録音μ

臨懸，纏

耀．

ラジオの入弧番組である大倉修

今翻の歌認シ漫⁝は︑BSN

ちゃんまと呼んでいます。

アイスです。

ショベルを持っていって遊ぶの
砂場にブルドーザーやパワー

が大好きです．

毎醸「と一ちゃん」と玲くん

とお風畠にはいるのが楽しみで

で夜空に花火が艶やか打ち烹げ

大花火大会が行われ九時過ぎま

わることができました︒その後

虫る人はなく欝期まで無箏に終

がら爾が降り始めましたが立ち

歌謡ショ！の後単では残念な

人の歌に魅7されていました︒

まった︑︑千五欝人の観客は︑

ンジャさんの歌が披露され︑集

後︑永井みゆきさん・キム・ヨ

行事らしさがありました．その

観客から声援が飛ぶなど地元の

詰まる場薩もあり︑知り合いの

挨拶では︑緊張のためか．︑墨に

組合長の挨拶が行われました．

好きな食べ物は、豆腐と漬け物、

られました︒

」

【お母さんからの一書1

最近やっとお兄ちゃんらしく

ます。

なり、弟の藤倒をよく見てくれ

てほしいです、

1おおらかで・優しい子供になっ

会場は大勢の観客でいっぱい

1

し

lOO㊤1

が︑雨のため人もまばらでした︒

爾働にびっしり並んでいました

．駄の﹁ミュージックポスト﹂の

馨難護

しかし︑午後六時遍ぎ位から

始めに関係煮の鏡割り︑潟泉

を包みました︒

妙な司会で熱やかな簾いが会場

大倉さんの下越弁を交えた軽

公闘録脂︑田かねており︑歌事もキ

場から無料送迎バスが戯されて

﹁ナステビュウ湯の由﹄の駐葦

巌の混雑が予想されたため

雨も上がり午後七聴からの歌謡

天水越（幸蕎）

ム・ヨンジャさんと永井みゆき

佐藤璽幸・葵子さん長男

ショーと大花火大会は予疋どお

がい

さんが来てくれました︒

凱ちゃん登場2歳

り行われました︒

のテ︑︑ートは︑潟泉街に磯かった

県道傭に猷置されました︑．露店

良工壌を剣で行っている関係で︑

会場の特眠ステ⁝ジは︑道踏改

止になってしまいました．

兜行興やブラスバンド演奏は中

あいにくの爾で︑疑の部の稚

した︑

特設ステージにおいて行われま

泉まつりが︑松之山潟泉駐車場

汽月ト汽・十六猿に松之撫撮

わが家の人気者⑲
好詳でした．

ます。僕は、ゼと一ちゃん、か一

家では、fがい」と呼ばれてい
熱唱するキム・ヨンジャさん

蒙霜の話題

総之山温泉まつり

大倉修吾さんの司会で楽しいおしゃべり

キム。…∋ンジャさんも来ました

す．

6

都会の中学生が
越後田舎体験
五月ヒ蹟から十嬢の鋤雛闘︑

として︑

榊畢頸城郡

穴町村

東駅離戯藏野衛の藤村女．†中学

験倉

校の 葬磁七十闘名が︑

次箆に霞然に興味を持ちだした

り︑野鳥の︑輝に葺を澄ましたり︑

咲いている植物の花を観察した

も東東より少ないそうです︒

本の傷みも少なく︑薬粥の滅り

剤の交換が溢な作業ですが︑標

今翻の作叢は︑防搬剤と乾燥

湯鳥大学開講式

よう です︒

山頂で一休みした後︑難の斜

園園團圏囲

囲因回

あ・上野駅

ではありませんが︑忘れ物の件

スクは︑ご多分に漏れず売上︑漏

駅の売店で鋪られているキヨ

欝汽郵件も

数です．

烹野駅は切符の売上が一鷺八

全体では対醗年比八二箔ですが︑

︑獲欝均

にいられないという位︑地方か

謡だそうです．

あり︑鍛近特に多いのが携替魑

飲むと必ず︑この歌を曝わず

鷺月バ鷺に懲然休養紺セン

上野駅です．

ら都会に綴た人が患い慕う駅が

り悲鳴を乱げながらやっと降り

ターにおいて︑公民餓で醐かれ

癒を降りる聴は︑みんな転んだ

蹴後は︑ブナの幹に聴診露を

る各種購座・教蛍．︑の一番巖初に

千五鷺万円くらいです．例蓼に

てきました．

蕩鳥大学﹂の翻講式が行われ

比較すると⁝欝約七百万円の減

おり店舗錬の売上では︑

効率の悪い店舗をリストラして

﹁越後闘禽体験篇に参加し譲し

が今年から始めた体験礎ツァー

覇てて︑水を吸い上げる欝を聞

少です︒この減少の原鵬には︑

た．

今年の参擁潔は五十五嶺で︑

旅行客︑家族連れの滅少が箆ら

櫨えやブナ林ツアー︑そば打ち
ました．

この湯鳥大学は︑卦︑月まで

ています︑その反画通勤客は増

の景気がそのまま売上に反映し

酸の増強など︑業績肉上に努め

態度︶︑みどりの窓農への女惟職

サービスの改善︵笈顔︑挨拶︑

ました︒

そのうち㎎年綴の方が︑︷九名

いて生繭の神秘さに感動してい

もいます︒闘講式の後︑時助役

おもに松之由町に．禰在し︑照

など︑田會でなければできない

に七翻行われ︑璽︑獣や健康づく

頒しています︒

バブルの時期だと思いますが︑

ています︒

上野駅の超蕩屡ビル議爾構想は

の闘は︑今のままの駅を利胴で

現在は凍結状態ですので︑当分

が︑

一つや．つ上聾駅に思い出

松之出町のほとんどの皆さん

きます︒

東窟名物通勤ラッシュは︑八

かつては︑終電甫に醇っぱ

ます︒

の通鋤客が上野駅を利胴してい

時〜九時の聴閥帯に照万．︑一千入

とがあるそうです︒

鷺海で闘億七千万円に上ったこ

ちなみに適畿巖窩の売上は︑

りなどの講義を受けます︒

巖近の駅は︑駅内外の美化︑

飯近増

体験をしました︒

れ︑特に斑上減が大きいのはグ

ブナ林ツア⁝では︑眠い目を

撫傾陶にあります︑

から﹁町の事業牽醸∵予算につ

リーン券で︑六︸器と︑鰍の中

こすりながら大厳讐醐漂に集貧

し︑遊歩道を歩きました︒登り
遵は大変そうでしたが︑途中に

志賀夘助さん来町
蝶の整備点検

上奈した際には︑普の思い患に

佐藤

を残してあると思います︒今度

東窟事務所

浸ってみてください︒

らったサラリーマンの乗り過ご

忘れてならないのが︑駄瀬落

んど見られなくなったようです︒

五謄月六欝より八醸の三総問︑

・鳩凝

しも相当数いましたが︑こちら
離躁糀欄

名誉町競の志賀棚助さんが︑ご

湯鳥

も景気と比例してか簸近はほと
畢轍主

子息の志賀盛久さん夫妻と共に

整備に來町されました︒

晦ぼ欝贈された蝶の標本の点検
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No．62

いて恥の講演がありました．

ブナ林の中、自然を楽しむ藤材女子中攣校のみなさん

首笏

り

︑︑ノ

午後7〜9時

▼期績︽初級︾

上級は表計算・インターネット
について学びます．

6月坪穀︵木︶鍛縫︵木︶

7月︸日︵木﹀
︽上級︾
6穆雛欝︵肩︶28欝︵月︶

7月5U︵月︶

7蝿員鷺︵田︶

6月23猿︵水︶

7月n濤︵鯖︶

▼場漸
▼講師

松口地内

6月認臼︵月︶まで

公民餓へ

▼購込み

が冗気にスポーツを楽しみます︒

おじいちゃん︑おばあちゃん

土のこね方や成型の仕方など︑

午潮m時30分〜

▼聴闘

町民体膏館

午鹸8暁30分〜

▼場所

▼聴闘

▼期廼

飯塚秀樹

自然休養村センター

午後7時3
0分〜

7月澱田く水︶

︵松代中学校教諭︶

▼講師

楽しい歌声でリフレッシュ⁝︐

女性ネットワーク研修会

▼種饅運動会

▼場斬

▼期臼 7月⑫9︵月︶

声援ください．

郡大会に出場します．どうぞご

各種臼の優勝チームは︑8月の

7得爲獅︵火︶

午後6時3
0分〜

9時3
0分

自然休養村センター

▼晦間

一郎

自然休養村センター

7月のニコニコ教寵は︑﹁お散

▼期鶏

騎民体育館

午繭9〜n時

7月栂翅︵水︶

歩に旛かけよう註です︒

▼場所

▼時問

町民体膏館

名を訂距しお詫びします︒

コン教塞講緬大舘豪雄に民

湯鳥だより五月弩のパソ

訂正とお詫び

心をひとつにして︑楽しく

▼会場

▼時間 午後7時〜

▼期縷7鍔2繕︵愈

てみませんか︑

ジャンプ！長なわとびに挑戦し

︵能焦窟立能生小学校教頭︶

午後王時3
0分
▼講師

▼場所

▼期総7月−旧︵木︶

ます．

成灘までの仕方など作陶を学び

完成までの工程や土のこね方︑

▽場所

▼時問

▼期日 6月29鷺︵火︶

しょう．

作陶の基礎技術を楽しく学びま

＿」

休養村センターに集合
観察地

自然友の会

㎜陶芸教室

｝輔
㎜

8

lFOΦ

欝然体験教室
①渋海川に焦息する水慮焦物の
種類︑癒態について観察します．

午爾9〜駕時

6月20旨宿︶

▼時間

▼期欝

▼場階

休養栂センターに集舎
渋海趨

声田一弘先盤︵ぬ越市
繭本町小学校教諭︶

観察地
▼講舗

②ホタルの種顛・生態について
▼期欝

休養轡センターに集合

午後6時3
0分〜

観察しましょう．

▼場勝

松口地内
自然友の会

観察地

▼勝問

▼講．師

︵父と子の体操教窒︶

家庭でできる親子体操を楽し
みましょう︑親予で参糠してく

▼期縫

午後7〜8時

ださい︒

▼時闘

▼会場 町蹴体育館

︵ホタルの観察会︶

▼講師 ﹁エリアドウ2王﹂

越道川でホタルの種類・生態

▼期旧

午後6暁3
0分〜

について学びましょう︒

▼時聞

ゆ

植

事業内容

▼時間

松之由中学校

パソコン教室は︑初級はマウ

▼会場

㎜健康マラソン
さわやかな初麗の風をうけ︑

6月欝鷺︵土︶

午後工隣30分〜

︵爾．天中感︶

▼時賄

自然休養臆センタ⁝

配廊するチラシによ
る︒当繕も受付ます︑

▼串込み

2㎞鴇小中校焦・一般

▼種裂 王㎞縫幼児∴般

町遵巳ノ下線周辺

▼場飯

▼期臼

でも気軽に参櫨できます．

いい汗を流しましよう︑どなた

＿」

｝

6／π〜7／絡

㎜パソ欝ン教室

慧ー

」

スの使い方︑文章の打ち方など︑

僧6−2265

一

し

乙

｝

No．56公民露
一 一
皿

「
松之由生濾学習だより

麟鋤鱗……灘鱗議

、蕪・i灘／叢難難

離成繕蘂鮭鶉撚藩
5月簿では介縷保険のあらま

しについて書きましたが︑今繕
は保険料はついて特集します．

保険料は40歳以上から

異なります．

健康保険組合や共済線
合に加入している方

します︒

松之山町の保険料が

いくらになるかは︑
まだ決まっていません

て5段踏に設定されます．

鋼えば松之嶽町の保険料が玉

この金額が轟ん中で︑簸低の人

カ月2︑500円とした場禽︑

の人は︑3︑750欝が徴収さ

は︑1︑250簿となり︑巖嵩

にしてください．﹀

れることになり談す．︵嚢を参湧

◆健康保険料及び共済組禽の掛

鎌拷の保験料は︑勝得に応じ

保険麟はみんな燭額ですか？

金として〜揺給与から天引き
されます︒

◆40歳から劔歳の妻など被扶養

賓の分は︑各医療保健の糠入

■給付水準の低い策町赫

奮がみんなで賃撞してくれる

第1号保険料の決まり方

繍一基鞭×届墳糊藤幅も・繭村

ため︑新たに保険料を納める

l馨鷺鴛緩綾箏ぞ欝奮

必要はありません︒

馨 往浅税諜税者瓢基準額×】

門被保険者の所得段階によってU

暮第毒段踏④

◆事業奢が半分を負拠します︒

2撮餓鞘

一

｛畔

圏民健康保険に

r＿r

250万円以．『L〉
奪
（年勝得250万円以上〉
繍繭劇醐一，螺鵬鞘鞘瓢轍嶺鰍嚢
毒鱒鶯轍轍篇繍繭劇醐＿螺
騨欄

茄入している方
◆網民健康保険料と一括して町
に納めます︒

ます︒

◆世帯薫が滋欝鍛の分も負撫し

◆㈱が保険料の半分を負撞しま
す︒

騰歳以上の方
ハ第1畢被保険者︶

◆漂則として老齢・退職薙金か

。踏基ビ

れ得け

嚢

（年藤霧250万円未満〉
250万円未満〉

介護傑険料は︑麟畏の40歳以

上の方全籔が穏くなるまで納め

囎歳から腿歳までの方︿第2

るのら勝に準ス

塁

葦
奪

撃第5段鷲⑤ 〉

醸男一一

鰍§皿

拳1
議霧割i

藝濃額

ていただくことになります．

ら天引きされます︒

◆年間欝万円以上年金をもら
っている方は︑年金を受け取
るときすでに保険料を引かれ

墨濃額

姻

ゆ

姻

弩被保険春﹀は糠入している緩

療保験︵園民健康保険や祇会保
険等﹀に上乗せして祠抵徴収さ

嚢

嚢

れます︒

嚢

はげりリワやぴワでゼ
ド
ヘず カ

き簾鹸韻

ウ

ていることになります︒

◆保険料の全額を撫入養が賃握

・講（本人〉鱗醗賑ξ舗腿長
〉

1究農劣ε楚農蓬梨墜

毒第3段階③
藝 儒民税葬謙税毒（本人〉鐙
華

保険料の猷算の仕方や金額は︑

）
葬 雛くつれ断縢み分
1臓税鎌縮曝鞭＞
灘纏鞭xL251鶴猜鋤マ

磐

住疑税葬諜税髭帯罵基準萄
課税髭帯罵基準額×α75馨謹く低剛料弩決の段

嚢

ロはり

ぬ

ロ

ほはの

鞭
捕入している緩療保険によって

糞 老齢橿祉葎金受給毒瓢墓蝉

1第鍛翻 l

ロゆ

1第椴蜘 1葎金受給考瓢墓準Xα，i襟馨纏鱒
し

の？

里創プラン通信
平成十一年度の越後妻有アートネックレス整備事業がスター
トしています︒また︑平成牽隼度に工事が進められた規西ステー

ジのコテージなどがオープンしました．今画は︑ステージの取り

紹みや締切が迫ってきたステキ発見のイベントについて︑写真特

道で結ぱれた山の須には︑柳健

大地が連絡道で結ぱれました．

きます︒また︑節黒城跡と中子

なり︑この祈顯祭をあわせた﹁信

闘セ人が参加しました．

一月の

加蕎もいて︑妻鞍の季節移行の

安斎重勇響輿塾から続いての参

のプレイベントが煮

濃廻物滋︑

夜の厚欝談義や交流会をはさん

で郷土食づくりに挑戦したり︑

体験したり︑中仙照︵川繭町﹀

柚本又︵牽田町市︶で田植えを

鮮やかさに驚いた様子でした︒

月十︑一灘︑ミオン中騰駐壌場で
嗣催されました．

会場には︑今年ミオン脇に整

保膏園の蕊歳兜︑新六人が広い

どのデザインが展示され︑群璽

で︑妻祷の﹁田んぼ﹂をカメラ

騰を予定しているア⁝ト作晶な

キャンパスに絵の魏ハで絵を描く

におさめました︑

会が越後妻鞘を会場に開催され︑

茎真専絹部主催による技術講習

には︑新潟戯．等学校文化連盟

また︑澄月ニセ八〜．︑軒九欝

フィンガーペインティングを楽
しみました︒

英伸三写真塾を開催

りの人々・花の番り・川の畜を

徒・先生がこの地を訪れ︑﹁妻有

↑蔽校一欝棄︑︑︑人の盤

﹁妻禽の春欄繊んぽ睡を撮る﹂

茎︑．承興伸．︑氏を講師に迎え︑

行いました︒

馨そう﹂をテ⁝マに写輿撮影を

県内

が鷲舞．卜瓢〜一．十三欝にかけ

ステキ発見事業の一環として︑

て醐催され︑関策方薗を中心に

プ
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嚢
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霊0

1創のΦ1

照騰一九︶までお顯いします︒

が︑これと連携した建設省の築

した藝業展開を爵繭しています

漕津川︑釜想でア⁝トを串心と

として︑水をテーマに信濃川︑

申璽ステージは﹁信濃川物語隔

中里ステージ
サブイベントを開催
コテージB棟

堤工事が一部蕎￡されることに

展望台から魚沼三三山を望む
フィンガーペインティングをする園児

集でご紹介します︒

川西ステージ
コテージがオープン
盟創プラン・ハード事業の第
一暑として︑川鱒ステージの籔

黒城跡キャンプ場にコテージニ

まっています︑このコテ⁝ジは︑

棟が完成し︑五肩から利馬が始

て︑燗性的で発信性に欝み︑周

建築面でのアート濡溺施設とし
辺壌境にマッチするよう工央が

司氏︵アーティスト﹀による購

コテージ一棟の使用料は︑︑

凝らされています︒さらに遊歩

つの展望台が設置され︑越後三

泊は施設料金が七〇〇〇轡︑一

人当たり料金が一〇〇〇附︑旧
帰り施設料金が五〇〇〇円︑一
人当たり料金が一〇〇〇円です︒

予約・お閥い合せはサンパレス
ナカゴ︵電話○二五七−六八−

・轟締

ぐ

纏醸．

煮繁盤㌶聡
締難鉾・耀難編睡

No．6

磁をはじめとした絶景が展望で

コテージA棟内離

松之1、嚢町役場 倣6一綴3工

費6−2330

第3回十撮町矯正展
︵刑務作業製贔展示即売会︶
目鋳 7月10嬢︵土︶・員︵譲︶

予餉鐙時〜

場所クロス沁
展示品 ．承鐡製葦・金霜製繍・

雛製叩木彫製享など

自衛官募集
防衛庁 で は ︑ 次 の と お り 自 衛
窟を墓集します︒

00円と単身の塚輿︵横3梗ン×

試験

男罫
女子

9月即嬢

または9月26旧

9月勝鑓

⑱歳以上欝歳牽満の蓄

8月2欝〜9月紛鷺

受僧期間

十欝町地域地場産業振興

対象

◆二等陸・海・窒士︵男・女V

みください︑

縦5磯︑︑︶王枚を添えてお串し込

受講希望欝は︑受講料3︑2

防火管理者資格付与に
関する講翌会のご案内

齢

期日7月8欝〜9獄
会場十日町布本町6丁目王
セ ンター

◆曹候補士︵男・女︶

綿歳以上貯歳未満の餐

喪

繋欝瞬

試験一次9月爲β

王次

⑱歳以上騒歳釆満の蓄

◆⁝般曹候補挙生︵男・女﹀

対象
9月爲欝

試験
◆航聖学生︵男・女︶

卒︵兇込み︶の蓄

対象 娼歳以上翫歳来満の︑醐

試験 1次 9月23縫

お問い合せ

自衛隊嵩田募鎚藝務所
費0255−23−5519

朗読教室まアロビクスの

毎月第3金曜β

欝程変更の案内
朗読教窒
変蔓箭

4

変更後 懇月第3水曜日

エアqビクス
変更麟 舞週木曜欝
変蔓後 纏週金曜欝

β9

漉力
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お知らせ
受付期闘6月8臼〜30βまで
串込先 松之山分遣所

雛繋…、…，1

東頸城

ふるさと晃て1歩言魯

牧村

やすらぎの里州辺

ン濁辺大祭恥を約照百名の参撫

め瀾業イベント﹁撫き盤き獄マ

ろん上越地域にPRをはかるた

賜月 垂九ωには村内はもち

ます︒

理運営協議会が溢体となってい

織する牧村ふれあい俸験農園管

管理運営は地元の皆さんで組

があります︒

るように擬修施設や会議叢など

ました︒いろいろな体験ができ

建物で︑今年の︑月に闇設され

築された交流施設の拠点となる

溝胴農業構造改善藝叢により建

これは︑馨成十俸度農轡資源

ます︒

﹁やすらぎの墨濁辺恥を紹介し

の跡地に建設された交流研修館

今月縁は︑牧村の欝漂小学校

シリー一ズ菰域広蝦⑮

をいただき︑にぎやかに闘催さ

れました．なお︑この施設はま

だ一部の闘︑雌であり︑平成十一

る輯周⁝︑再醗のふれあい広場や︑

年度以欝はサッカーなどもでき

昭灘初期にこの地域では石漉の

採掘が盛んに行われ︑天然ガス

を利用したガラス工場なども

あったので︑石漉や天然ガスの

採掘を行い︑それを利用した養

きる体験工房・南麟の植物など

油の採掘小騰やガラス細瓢ので

一度見学においで

を植栽した漏富建設などの講爾

ください︒

があります︒

ふれあい交流研修館

お問い合せ

費0255−29−3150

圃圏回團

書薯・

嘉嵐

轍i

い慰
おくやみ（死亡）
鐵岸

ッエさん

77歳

嵩橋
村出

縁

㌧

丸由 義雄さん80歳 藤 禽（織 屋）
猪俣輿一郎さん 83歳

熱驚

そ蹴

、鰍、

松之出（中沢屋〉
松之磁（猪礫呉驕）

誹一さん79歳 実水島（大海屋〉
正さん 66歳

坪

聾（下

沢〉

＊5月ま9から5月3珊までの雇出分です。
＊広報に載せてほしくない方は、届爵の時
に窓口にお話ください．

たかはしふみやくん

たかさわ砂ようへいくん

⑳◎動㊧
5穆3玉縣現在
3，276人（一2〉

ろを描きました。枝が」、二手にで

でき家した。

きました、

男 王，596人（一一3〉

お母さんの得恵な料理は．わらび

女三，680人（＋1〉

と竹の子の煮物とハンバーグです、、

樺帯数

1，工22押（÷4）

（）内は繭月との跳較

木と木が；お散歩しているとこ

まいちゃんが砂場で怒っている
ところを描きました．蔭1が圭：二手に

お母さんの褐意な料理は、1ヨ

玉焼きとパンです．

お母さんのやさしいところとお

散歩に連れて）てくれるところが

けつが好きです．

好きです。

町民憲章垂，翻，5：ヨ彗，7環縦
わたしたちは松之山町民です．郷土を愛し、
みんなでよりよい町づくりをしよう．

こよみ

◇6月稔田〜7月9βの予定

町驚の合郷薬

工、美しい緑と欝の中で

心豊かな人になろう
ま、ブナの梢が触れ合うように

連体の心をもとう
玉、湧きいづる湯泉のように

翻造のカを轟めよう

欝黛

浦闘地縫体膏大会

松之山温泉まつり

19鷺

健康マラソン

王6鷺 大厳寺高療ジンギスカン

26藏

潴防闇地域想定演習

◇5月のできごと

蔦β

2疑

まつり

長なわとび大会

4蓑1 郡膏年大会（松之由町）

30猿 探鳥会〈美人纏〉

夢海記より

人間誰しも行き詰まったり︑

をして輿いのか分からなくなり

壁に当たることはあります︒締

ます．そんな時は︑新しい目標

を晃つけるか︑初心に返ってみ

ることも大切です︒農き先輩に

相談するのも一つの方法でしょ

しかし︑解決方法は一歩一歩

う．

しれません．

進んでいくことしかないのかも

最近︑自分の才能のなさに

ちょっと失望しています︒なん

とかこのスランプから脱出しな

ければと思うこのごろです︒

歪2

Ioりの⑩1

総人口

天水島（喜楽）

湯本（谷》

