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棚田を守れるか！
﹁耕して天に至る篇といわれる棚賠は︑寅間の地形を巧み

に開拓し禰作を中心に農業生産を行ってきた生産現場です︒

全薗的には︑約九薫欝町村・二十万診にも及び全國の水
田面積の︷割を占め︑松之山町では︑ほとんどの水朗が棚

1寸O⑩

不整形なものが多い︒

⑤9照不建︑通風不良の照が多
い︒

⁝間が平均より六〇％位多

くなる︒

⑥水穏牽ア ール当たりの労働時

大変である︒

特に蹉畔の草刈りと運搬作薬が

棚田の果たす役割
田んぽの役割は︑米を俘るこ

治山治水

その棚銀が今危機に瀕しています︒山材の遍疎化︑農業

闘といわれるほど全國有数の棚霞地帯です︒

β本の糾は綴の長さが短い翻

に対する働きもあります︒

に標蕎差が大きいので︑もし田

とだけでなく絵山治水など環境

機界的な天候不順や︑人口増加のために将来的には食糧

んぽがなかったら︑超の下流部

従事者の高齢化︑後継者不足などの中︑効率の悪い棚照は

不足が予惣され︑地球幾摸での環境問題が深刻化している

いち畢く減反や︑耕作放棄されています︒

現往︑私たちは棚田の持つ多面的な役割を︑もう︸度見直

ですぐに洪水になってしまいま
す︒たった一アール︵⁝畝︶の
面積の田んぽでも十トン以上の

水︵水深十㎝と換算して﹀を保

棚照の一般的な耕作上の特徴

利根擁水系十⁝のダムの約⁝∵

棚田の特徴

はできません︒

す必要があるのではないでしょうか︒

棚田とは

としては次の穴つの事柄があげ

ヒ倍にあたります︒

学問的には棚繊の正式な定義
はないのですが︑傾斜角度二十

られます︒

函臼本では︑纂積みの棚照が多

てる︒

る渓流水や湧水︑天水に依存し

るため︑水田より嵩い位置にあ

の地下への浸透を防ぎ崩れやす

棚醗を毎年つくることで地褒水

また地渦りの多いところでは︑

体の保水力・洪水調節能力は︑

分の一︵水平画を二十騨進んだ

①用水になる水難が限られてい

水することができます︒棚田全

繊んぼを棚田と呼んでいます．

とき一酵蕩くなる傾斜﹀以上の

く︑東β本では︑土披︵どは︶

す︒土竣の場合は︑崩れるのを

急な角度でつくることができま

みは丈夫で崩れにくく︑かなり

④一匿圃当たりの画積が小さく︑

③農道が極端に少ない．

に張って湿田状態になっている︒

②相水が不是するため︑水を常

さえいわれています︒

滑りの誘発要図になっていると

では︑耕作放棄された棚購が地

い撫が支えられています︒最近

の棚絹が多く見られます．石積

防ぐために急角度でつくること

大気濠化・濃緩化防止

穏は︑慧酸化炭棄を吸収し酸
棄を盈み患す光合成を行ってい

れを食べる動物が盤きていける

物がいます︒小動物がいるとそ
切になってきます︒

という︑自然騨には長い時間を

棚田の応援団
棚田支援市民

お鷺いの猜報・慧見交換をし︑

撫町籾がネットワーク化を謙り︑

会は︑平成七奪に棚田を脊する

町単翌地墓盤
整備事業補助金

浩性化を目的としています︒

都市儘疑との交流により地域の

棚照を濡かした地域文化の発儒︑

は︑棚磯の支援を通して︑都覆

棚照支援毒鼠ネットワークと

に行っていくために設立され松

ントなどの提案や実施を積極繭

材育成︑棚照ゆえにできるイベ

地・農道・用緋水踏等の土地墓

上を図るため来整備の水醗・畑

この補助金は農叢生産性の両

棚顯を溝絹した地域濡挫化や人

られるなど︑いつの闇にか見え

と農村の人々が相蹴に理解し︑

之山町も趣盟しています︒

ネットワ馨ク

また︑地漏の急激な変化を舞
た．ホタルが挫める環境を取り

なくなった盤物も多くなりまし

協議会の呼びかけで︑﹁棚照サ

かけてつくられた盤態系があり

え︑蒸散作用によって湿渡を調

協力し禽える関係を作りあげる

ミット橘が掘銀醐催され︑咋鎌

ます︒簸近メダカの絶滅が伝え

整し︑大蝋の漏獲を下げる働き
藻す動きや︑トキが暮らせる水

です．現樫会興は会袖舞︑学盤︑

ことを渚動懲的とする斎民腿体

は安塚町において行われました︒

ることにより︑塞気を浄化して

をしています．地球上の緑が減
穣の復溝などが今︑購ばれ始め

蕪嫌︑農家など約六十名です︒

ル当たり騰十鷺万円となってい

驚以内で︑巖嵩限度額は十ア⁝

十アール以上とし︑補助率七〇

水灘鵬場整備では︑実施癒積

です︒

盤整備に対して交付されるもの

行している今︑礒本の水醗は森

少し︑気濫の上舞で砂漠化が進
ました．

林の緑と銚に自然藁境を守って

サミットの議論の中で﹁棚照を

案が提唱され︑麟でも農業政策

守る農家に直接所得補優する偏

安金で菱瞭しいお米

や長野県八坂籾︑千葉県鴨斑帯

に取り入れる動きが患てきまし

田臨の闘催︑松之撫町浦照地猛

います．

反薦︑用水を渓流水や湧水に

など黒カ所での来作り体験をし

町全体の水田がほとんどが棚

濡動は︑東票での連続講座糊棚

生物の多様性

頼っているため安全な水で栽賠

棚昭では︑耕作条偉が不利な

鰯んぼや水路には︑たくさん

ています︒

グリーンリ⁝ス

た︒

できます︒食物の安全性につい

松之由町とは︑単成七薙に闘

の蛍やヘビ︑︑カエルなどの小動

て闘心が轟まっている中︑棚照

を一奪を通して俸業を支援しよ

ら休耕になる予定であった棚醗

験をしてもらい松之山町を第二

人に農地を黛し出し︑農作業体

町では︑平成鰻薙より都会の

いかと考えられますが︑しかし︑

照を保全することは無理ではな

厳しい今β︑条件不利地まで棚

化︑後継春不幾など農業蜷勢が

転悸の強化や農薬従事煮の篤齢

で栽矯されたお来は安心して食

うと穴月から会鍛が十名ほどで

のふる璽にしてもらおうとグ

耕作条件の農い水照については︑

照といわれている松之山町では︑

二段には牽六名の会鍛が集まり

代かきやあぜ塗りをし︑六月牽

この事業は︑会員より年会費

リーンリース事業を始めました︒

るために様々な事業を行ってい

患來るだけ多くの面積を保全す

︵貸農園︶事業

林業や農業といつた産業は︑

いただき︑田糠え︑離の葦刈り︑

ます．また︑棚鐡の量要性につ

かれた﹁田んぼシンポジウム漏

それ窃体が億産する物以外に︑

地元の人たちと十七アールほど

稿刈りなどの作業を経験しても

いては︑少しずつではあります

に参撫してからの縁で︑今奪か

環境保全や水︑防災︑酸素といっ

の棚闘の細植えをしました︒

らい︑収穫されたお米は全量差

が都市翻の理解が広がりつつあ

べてもらえる憲食といえます︒

ました︑森や泌んぼが産業とし

た儀々な翻産物を鷹み出してき

金国棚囲︵蕃枚國︶

し上げるものです．会員ができ

どうやって
棚田を守るのか

て成り立 た な く な っ た と き ︑ こ

連絡協議会と

ない作業については農家に委託
に往む人ばかりでなく︑都会の

全麟棚照︵千枚照︶連絡協議

棚田サミット

ります︒

の聚境を誰が守るのかは︑農籾

する箏によって収入の安定や︑

人も一緒に考えていくことが大

3

います．

ワークの皆さんによ

国保は助け合いの制度です
保険税は据置
保険証の色は「藤色」になります

保険制度に

6月半ばに購鵯度の筋得が確

年度所得で激算︶を行い︑暫定

入院すると
食事療養費が必要

入院が必要になった方は︑入

院時食事療養費の一部負撫とし

て︑1鶏760円を薩療機関の

に撫入されていた方は︑7月に

0円から650円に減額される

断得の低い徴帯は︑ま濤76

窓口にお支払いください︒

保険税の納税通知が掻く場Aが

翻度がありますので︑詳しいこ

されていても4月︑5月に燭保

ありますが︑お支払いください

とは町役場の総務諜燃斑係にお

気軽に
お問い合せください

悶い合せください︒

ますようお願いします．

保険証は
9月に変わります

麗民健康保険は︑皆さんの保

9月i鶏か5騰民健康保険の

保険誠と退職医療綱度の保険誼

などから分からないことがあり

険です．保険税や医療費のこと

ましたら︑お気軽に撫灘までお

の色が﹁藤色﹂に変わります︒

証は︑8月謙鷺隈りで使用でき

今までの﹁クリ⁝ム魚秘の保険

問い禽せください．

門お問い合せ︸

ませんのでご濾怠ください︒

松之由町役場

総務諜往賛係

集落総代さんを通じて行います︒

鶯6−313王︵内線27︶

保険舐の更新は︑8月来に欝

なお︑㊥・㊥の保険舐の交付を

受けている方も岡時に蔓瓢しま
す︒

新野
4

4

1口OΦー

心がけましょう︒

でいただいていた保険税を溝計

定しますので︑7月に本算定︵紛

の巖腐限度額は︑脇万円です︒

1揖帯当たりの軍間保険税額
また︑斯得の低い轍帯はその撤

算し過不足調整します︒

ご協力ください
帯の総勝得と人数により2舗︑

麟民健康保険ハ籔保︶は︑私
たちがケガや病気をしたときに

5割︑7翻の軽減綱度がありま

が確建していませんので園民健

このため境控祇会保険に繍入

保験綱度です︒

安心して匿療をうけられる医療

﹁嗣もー⁝㍊⁝鋸ー鰍

﹂

す︒

この大切な翻度は︑皆さんの

健全に運営されるものです︒保

ご理解とご協力があって初めて

険綱度を維持していくためには︑

税が基礎になります︒

皆さんから納めていただく保険

暫定賦課と

るかを予測した上で税額が決簸

いただいています㌔

康保険税は︑暫定で麟年度の年

4月から6月は餉年度の所得

本算定賦課

鍛500円

納めていただく保険税は︑園
の補助金と禽わせて曙療費や助

産費︑葬祭費などの給付費矯と

して使われ︑囎保の貴重な財源
となります︒

平成H年度の
保険税率決まる
平成U年度の税灘；税額が決
まりました︒劉表王をご覧くだ
さい︒税額・税率とも平成狛D年

度と岡率．嗣額で掘置となり濠
した︒

保険税の額は︑基本的にはそ

2入の場合は45，0G（）

22，500円

されます︑鷹療費が増えれば︑

の年の緩療費がどのくらいにな

48．oo／三〇〇

税額の捻分のーずつを3カ月間

そのためにも揖頃から健康に

新任されました．

三万群1鵠こ対し4，800建

資産麟

園定資産税額
6．oo／圭oo

保険税も増えてしまいます︒

騒23犠に教育委輿

1撮帯当たり

平等割

所得金額
王万Fiに対し600円

漸得割

繍入毒1人分

均等翻

率
税

分
薮

年度國保税率表
平成

男懐1

ラン
ステキ発見・応募締窮追る
降年8月三βから三年間かけて募集しているヂ写真と
露葉のコンテストー越後妻脊8万人のステキ発見」の慈悪
締切は7月鍍翅です．

アートワークシ召ップに参撫した松之由

これまで撮りためていた地域の素敵な場辮の写真、お祭

小学校の子ども達とヴァラマネッシュさん

りに参繍したときの思いでの写真、ある段儒然発見した

薩臼い風景や妻有の人々の表構などなど、お手冗のアル

ステキな賞品の数々

バムをひもといて、ちょっとがんばって、そのときのこ
とを篶い書葉として添えてご慈墓ください．また、ぎり

賞贔は越後妻鞍のステキな128点。例えば、◎松之磁

ぎりまで越後妻有の夏を写す絶妙のシャッターチャンス

灘泉宿泊付き薮緑のブナ林で森林浴と膏楽浴◎萌木の里

をねらう踏闘もちょっと残っています。

コテージ利絹券◎そば365食◎地瀬セット◎ステキなレ
フト手染めスカーフ、シルクマフラープレゼント◎ブナ
の森の結婚式・フォレストウエディング…等々。
慈墓いただいた作醒享の中からステキ賞（入選〉王0（）点

を選び、稀望賞贔の飽に霧航来（魚沼コシヒカリ）6k瘍を

プレゼント．優秀作贔は、さらにステキ発見賞（ま点）及

び芸衛・一般・ジュニアの姦部門ごとに様々な賞で表彰
します．

花と緑のフエスティバル

写真店でも受け付けています
応募は；お近くの写嚢唐で受け付けていますし、癒募要

領・慈募票も添えてあります。フィルムを焼き増しに鐵
したとき、ステキな琴真があったら、その場でコメント

多くの人でにぎわった

ステキ発見ボランティア桜沢さん

きものまつりで風船アート

ディ賞・お妊きな料理王万円プレゼント◎オリジナルクラ

を欝いて、お艦の方にお渡しいただければ応募が完了し
ます。

郷送される場合は、〒94肝0036柵町獣字二1噺
繊HO

十β町地域広域事務組合企麹振興誤内窪越後妻

禽8万人のステキ発見実行委員会事務周毒（費02S7−5箔

一2637 FAX O257−57−2287〉へお纐いします。詳し
い賞愚内容や慈薄方法の蕪会、資料請求も岡勝まで。

灘︑

雄大な河岸段丘をマウントパーク津南より眺める

花と緑のフェスティバルにぎわう
好天に恵まれた6月6濤、ヂ花と緑のフェステでバルダ

99」が嶺町㈱醜覇2・3丁目どおりを会糠調催され
6，000人の人繊を記録しました．

この催しは、嬰創プラン・花の道事業の一環として、

地域内に花いっぱい運動を広げよう、花に関心を持って
もらおうと降年から闘催しているもので、蛋花や葬ライ
フラワーのアレンジ（生け1花）教室、花のオークション

麟

懸

灘

鰹

（競売）、花の膏楽会、ガーディニング（造園〉やハンギ

ングバスケットの展承など盛りだくさんのメニューが繰

熱

り癒げられました、季節はちょうど春の草花溝闘の購期
で、天然色に彩られた通りはとてもステキな風雛でした・

ゼエデンの魍田（ハーブ園雇へ

ひらつしやい
黒禽地内において、現荏「エデンの棚醗（ハーブ園力
構想が進んでいます。ギハーブ3については近頃よく目に
したり闘いたりしたことがあるかもしれませんが、薬期・

香料櫨物の総称を表す英語です．主に葉や茎を生あるい
は乾燥させて料理に入れたり煎じて飲期したりします．

最近の健康志両からその効能に関心が轟まり、様々な商

黒愈地内に造られたハー一ブ園

品が市場に患醸っています。

農業溺施設を保全管理していくことを考えました。さら

その種類は数薦種類あるといわれていますが、代表的
なものとしては、ゼタイム」ゼパセリ婁ギミン嬉ギオレガ

に、そのハーブ園を訪れる観光客から入園していただき

ノ」ギラベンダー」などがあります，シソ科やセリ科、キ

様々な体験交流活動を展闘しながら、ハーブ苗の簸売や

ク科の櫨物が多いようです。8本でも巷から草餅や料理

ハーブの商贔闘発等、薪たな産業おこしの構想まで考え

の昧醤けなどに野の草花を綾ってきましたが、それらも

られます。

場斯はおふくろ館の裏側で町道黒倉松之由線の沿線に

ハーブというこ二とができます。

黒倉地露では、耕作放棄された農地活構方法として

あります。陣年はその…部の3反歩（30アール〉程度を

ハーブ園として再潜罵しながら農地や周辺の矯水賂等の

整備し試験的に栽培を闘始しました．現荏約30種類の
ハーブが植えられていますのでぜひご覧になってみては

括動はヂ棚磁ハーブの会葦が中心になって行われてお
り、会ではこの構想を実現するために様々な試行錯誤や

餅修を重ねています。会愚は境荏欝名程度ですが、町民
の皆さんからの編広い参癩を呼びかけています。．

お問い合せ先

棚繊ハーブの会事務周長
ぞ穿6−3397

草村好信

（夜問〉

6月議会定例会

単成軒⁝蕉第︑繕の町議会建

名の議貴が︑十鷺項爆について

や補照欝算などが審議されまし

た︒

造i5，200予鶴

質悶をしました︒

＜＞須縫潅美ジ獲壌案線雛1設菱薮事費

審議された主なものは︑単成

鐙ユ，000モ驚

蒙歳聞

十⁝葬度一般会謙及び闘つの特

◇覇鋸度繰越幾

﹁議会だより㎏で紹介します︒

△72，000華濁

なお︑全て原梨どおり饗決され

込捻，曾00牽円

奪財政調整基螢繰天金

例の帰部改蓬と綱定などについ

◇糠易氷道事業蒋鍵会謙繰天登

溺会汁の補漢予算を申心に︑条

△三2，328畢照

ました．

＜〉森赫釜間総食整備事業

てです︑

一般会齢輔遷灘算の主なもの
藍歳淵

砺醸響帽嘉繧細

6−2265（登問〉

＜》県嚢鱒磁間癒域総禽整備事業負握金 △2i，鶉7箪需

3，2獄㈱琢董編とな鐙灘漉。

なお審議に先立ち専決処分肇

王，005誰霞巻減額じ、歳天歳鐡畢算の総額がそれぞれ

項の承認や六項織の報臨があり

補鐙畢算全体癒は、歳入歳轟矛算の総額からそれぞれ

ました． 一般質闘では︑讐行政改

21520華円
3，（1（）（〉千醗

華について︸﹁介護保険につい

2，工鱗予馬

て冤町財政と難創プランについ

＜〉糞雪佳驚普及健進事業補助叢
く＞蕩楼糞叢難期海タ雲砺修事業禰舞お金

4，襲o◎築賜

﹁無散水融鷺について恥など鶯

1

＜》大厳毒蕩康温撮駆養込み薫事費

て臨﹁町民に密著した公共郵叢﹂

く》簡易塞蓮欝翻会欝繰鐡金

2，50Q垂需

．般質調など詳しい内容は︑

登蒙賊灘規聴解潴繋策事業補励継

6
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みなさん

研修中の棚鐡ハーブの会の

山中湖村の花の都公園にて

いかがでしようか、

俳句

永年にわたり松之山町の民鑑

久保田美津男さんより

勘の山口嘉作さんと上蝦池の小
美津男さんより町へ絵函が寄贈

六月十鷺に津南蕪住の久保照

風景画を寄贈

野塚賢子さんに擦盤大距特別賞
されました︒作贔は大厳寺姦原

寄与された功績に対して︑湯之

委輿として︑地域禰祉の陶上に

が佐藤町長から伝達されました︒

の風景を描いたもので︑題穏は

墨雰ご覧ください︒

てありますので︑お寄りの際は

の湯﹂の休懇漸の︑角に展承し

この作最は︑綴衆センター﹁鷹

ヲヤメ咲く腐原噺です︒

昨秋の︸斉改選に雑い退任さ
れましたが︑お瓢人は薬にニナ
一俸聞荏職され︑松之山町の地
域禰祉に積極的に取り組まれ︑

なお︑今醗お二人から繍祇の

多大な功績を残されました．

ためにと町社会橿祉協議会に寄
附金が欝せられました︒

善意に感謝します
町縫会福祉協議会にご寄付が
ありました︒時の荏宅福祉両烹
のために濡罵させていただきま
す︒ありがとうございました︒

蕉○︑○○○円

◆山鶯嶽作様 小野塚賢子様

鷺○︑○○○円

松之由町

いろいろ遊べる

大厳寺高原

松之山︵松 塵︶佐藤

す︒

ループなど大人数で利駕できま

トイレがあり︑ご家族連れやグ

蜜内で︑キッチン・シャワー・

コテ⁝ジは︑ログハウス造りの

訪ずれた入に満星いただけるよ

ロー︑二棟のコテージがあり︑

のテントサイトと戴棟のパンガ

す︒キャンプ場には︑六牽区画

ツを漿しむには︑絶好の季餓で

これからは．アウトドアライ

観光施設があり豪す︒

ぼがーでん・コテージ︶などの

レストハウス︑宿泊施設︵ば⁝

やキャンプ場︑テニスコート︑

す．緑あふれる織漂には︑牧場

がる美しい草原が大厳轡蔑源で

長野県境の芙水山の中腹に広

ふるさと晃て渉記・

父の8の父への供華の宅急硬

◆佐藤肇嫌

東頸城

まだ櫨えしばか鐸の単苗さマ波に

節女

シリーズ砿域広報⑯

うに施設が晃備されています︒
朝女

久保田さん（産）より町長へ渡されました

白牡舟一輪活けし主賓席

松之山︵高松や︶井部

株朽ちて蟻王国を築きをη

時忘れ蟻と遊びて母を待つ

松之山︵南 懸﹀商沢秀女

翰は野鳥の声で欝を覚まし︑

ブナ林の中を巡る遊歩道を散策

すれば︑大霞然を思う葎分満喫

また︑八月十囎鷺には︑保存

できます︒

した露を利用した﹁真夏の雲ま

つり﹂があります︒馨上ステー

いろなアトラクシ欝ンが行われ

ジを会場に︑綱引き大会やいろ

ます︒夏の陽尉しの下︑蟹の冷

です︒

たさを味わえる贅沢なイベント

今奪の夏は︑暑くなりそうで

す︒ぜひ齢度大厳寺藷原に避暑

に訪れてみてください︒

大厳寺高原キャンプ場の様子

小野塚賢子さん（上鰯池）

由q喜作さん（湯之島1
掃き寄せし落葉久かな香瀞あ鐸

山欝喜作さん
小野塚賢子さん
厚生大臣特別表彰
を授与されました

まつのやま文芸

甫田地区

灘・騒
叢讐

この黛は︑天︑獣も農く浦田小

チゴやミニトマトを食べたら、

その鍛と早さに家族もびっくり

です。

歌と踊りとドラえもんが大好

きで、音楽が闘こえてくるとす

ぐ踊りだします．

4月から保育1翼に行き始め、い

バ月十九鷺に自妖︷休養村セン

健康マラソン

納磁や果物が好きで、特にイ

全貴無事に晃逢しました︒

お父さんお母さんと一緒に癒り

運動が得悪な子も蕾離な子も

分かれて行われました︒

一キ滋コースとニキロコ⁝スに

種目は︑斑道巳のド線を毒る

どもが参撫しました︒

た︒一番小さい選手で︑．︑歳のす

れ参加選曇が続々と集まりまし

午後一聴︑新分より受付が行わ

名の参繍がありました．

生︑大人まで脅わせて樹礪垂闘

保膏園兜から︑小学盤︑中罫

ぶりの実施となりました︒

い松之撫町は雨が晦らず︑︑奪

れました︒予報は雨でしたが毒

タを会場に健康マラソンが行わ

れています．

大鷺険です．

ろんな行事にも参加して毎βが

1お母さんからの一一誘1

ない子ですが、お友達やお姉

ちゃんと仲良く強くてやさし

い子にと顯っています。

灘鰹︐

頑張っています。人見短りをし

偏

義難曝 鰍

難獲

礫雛

難

8

繕懇．畿

保畜園では、小さい体でよく

1トのΦ1

いました．競技も全離で二十濾

学校グラウ・ノドは．鷺中喚．押で

﹁みんなでぞろぞろムカデ戦

区はそれぞれの特磁を繊しなが
ら大会を盛り上げてもます．

すが︑それを跳ね返すほど孫地

チームの︑大逆転があり会場が

が︑最後には簸下僚からの教員

が是を結んで⁝斉に壷るのです

争鳳の競技では︑汽入一チ⁝ム

種目と盛りだくさんで︑役輿の

湯本〈中対屋〉

チーム編成係の人が⁝坐懸命参

中紺健一・祐子さん長男

にぎわっていました．簸近過疎

家ではヂこうちゃん」と呼ば

ムカデ競争では教員チームが大遊転

し
こう

化に伴う少．愛化がいわれていま

功士ちゃん登場（2歳〉

舶を呼びかけていました︒

まり競技に参擁したり応援して

十．︑名ですが︑家族や親戚も集

浦繊小学校の晃癒は全輿で二

た︑

に地区民総出の大会となりまし

りゃそれでいい﹂をス獄1ガン

ということで﹁みんながんば

浦田地区では︑夏挙体轡大会

体膏大会が行われました．

地猛が︑十︑︑鷺には浦繊地鷹で

六月六鷺に松墨地区と松之山

ハ
わが家の人気者⑳i
大いに盛り上がりました．

雛

繍

簿 』』翼

爵

醗蹴

議

地区目総出でにぎわい
・囎、雛響繋羅
鍵

体育大会
饗

いっしょうけんめい応援する子どもたち

基本検診 1，7創
胸部検診 1，880
霧ガン検診 743

町総禽険診が六月十煮βから

十八鍵の翅鶏閥︑町民捧欝館を

蕎校生への

この検診は︑照牽歳以灘の全

を対謙に地冗企業より乗人読明

﹁僑望館偏において松為．闘校生

六月二十醐嬢に大厳導商．漂

企業求人説明会

驚民を鮒象としています︒各集

六月十総より2縫闘にわたり

』灘㌢

会場に行われました︒

落よリマイク臓バスなども運行

に︑大勢の人が受付の︑削建並ん

私で︑鍛初にハ撒⁝ワーク上

での纂水的な墨順・心構え偏の

越の小林さんより﹁就職決定ま

その後の企灘説明会では︑金

講詣を受け濠したの

懸釣な不駅気は松之山も例外で

ましたが︑常に膚い世代を求め

町・民バレーボール大会が町民体

町民バレーボール大会
六月二十六撮に町内4カ所に

たら来てほしいと瀬していまし

ているので︑だ非︑希盟潔がい

はなく︑厳しい状溌が説明され

行われ濠した．

今蹴は︑女惟ブロックと男む

育館において行われました．

せて九チームが参触しました︒

た︒

で放送︑第一分漁と本部分騰が

轟校生チームや︑松代時から参

男女混合ブ欝ックに分かれ禽わ

出動し﹁放水始め幅の伝禽によ

撫したチームもいて︑欝頃の練

した．

習の成果を試禽にぶつけていま

優勝

興勢会

男子・勢子混合ブロック

松漿チーム

女子ブ償ック

切なのもです︒

した︒

の演謝に轟剣に取り総んでいま

参擁した鑓員は本番さながら

を予測できない災審から守る大

消防濡動は︑往民の甕命財産

り一斎に放水を闘始しました︒

あ通報により︑町の紡災無線

した演翼では︑午崩八蒔火災発

町登住難付近の撫林を火点と

おいて町溝紡腿地域想驚演習が

消防地域想定演習

鹸診の結聚に付きましては︑

でいました．

来年挙藁聾建の︑︑︑年盗は．セ

会がありました︒

本番さながら

されでいて︑バスが到着する度

」

後欝各集落ごとに保健婦より結
いては︑受診することも大切で

羅読明禽を賜きます︑挨診につ

すが︑その後の受診結粟により
悠濡改善することがより大切で
す︒読明会へは必ず行くように
しましょう．

町総食検診では︑大勢の

秀々から受診麟ただき宍変
ありがとうざざいました︒

検診の運営の巾饗︑不楡侠
な燃がか懸ηあつたかと思
恥まず︒ゴ意見︑ご要望を
恥ただ琶改善すべきものは
鋭慧努力麟瀧しますので．

樂鶴もよ頓多くの秀々から

保健福祉諜

受診磧だ蓬き漢ずようお願
恥魏業す︒

難

今

坐

名名名

総合検診

の方が受診されました

り

乙
︑︑ノ

詞
3ゆ罎

事業内容
き

7／お〜8／朽

作陶の棊礎技術を楽しく学びま

土のこね方や成灘の佳方など︑

露然休養栂センター

▼罐師

▼場所

▼時賜

被教指導籔・轡由悦炎

町内

午繭シD時出髭

8月4鷺︵水︶

7月綿鷺︵鶏︶

0分
午後7時3

松之撫保健センター

︵月により変更することがあり

▼場所

▼晦間午繭9時〜午蔚難時

︵毎月第4水曜9の予建です︶

▼期環7月爲g︿水︶

て交流を深めましょう．

族のガを対激に鐵月i蹴集まっ

保膏所入断鹸のお子さんと家

教諭︶

自然休養村センタ毒

提案いただき

▼場所

らいだ名称とわかりやすいスローガンにする

▼晦賜

地区短抗の競技牲は秘らげ誰もが参糠できる種

飯塚秀樹く松代中学校

し、健康な捧を作ろう。

▼講師

1韮年にi囲くらいは驚罠が一専堂に会し楽しく過ご

30

loo口㊤1

▼場所 町践グランド

▼時間 午後1時〜

故︑山摩芳震先熱の霧への思

しょう．

︵爾天時町民体脊館V

い入れを形にした約鮪年間の選

⁝

作品の︑部が公開されます．お

▼時闘 午後6購30分〜

8月欝日︵火︶

7月認慕︵木︶

▼期潟

8月M〜協臼

場料は無料です．

▼期鰻

▼場勝

g時30分

隼後4時3
0分

霧婁重一郎︵能旗町立

▼鋳糊午麟9時〜
▼講師

申能焦小学校教頭︶

自然休養村センタ⁝

皿︵罷おや學蓬︶
﹁ー

繍塞海で楽しく海水酸と水族
館晃学で適ごします︒後欝配郵

︸︸⁝︷t

ヨ引言教劇嶺﹂

8鍔のニコニコ教黙は︑ビ

ニールプ⁝ルで楽しく水遊びを

f

薫越南︵谷浜・帯立水

▼期鷺

楽しい歓声でリフレッシュー・

女性ネットワ妻ク砺修禽

▼場漸 町践体膏餓

▼縛開午麟9時〜U聴

センター纂合

轄峯あり

▼期欝 8鍔5総︵木︶

のみ対象です︶

で案内します︑︵湯鳥大学受購潔

時内嶺勝めぐりをガイド付き

▼参繍費

▼場所

しますチラシをご覧ください．

7月鍛欝〜8層認繕

した．この名称の変更については昨年来数園の検討委
します︒

▼時問午繭8縛灘然休養村

7趨王鑓〜8月認繍

午後墜跨〜午後4跨

町民体膏大会が町民湯鳥大運動会に名称が変オ）りま

▼期償8月篇鷺︵水︶

▼期欝

▼期

鷺省ヅール・東川プ⁝ル

▼時聞

おじいちゃん︑おばあちゃん
が元気にゲートボ⁝ル︑ペタン
ク競技に挑戦します︒

7月欝欝ハ金︶

どうぞご声援ください．
▼期鑓

縫）午欝1∫8舞寺30分

族博物館﹀

▼時間 午醜m時〜午後5聴

松之由町跳プ ー ル

族やお友達でご利用ください．

を次のとおり鍵施します．ご家

今年も町民プールの⁝般醐放

町戻プール︸般開放

▼場断

﹂

盆休みに燈非ご覧ください．入

r

弼岸芳雲遺作展
難6−2265

公民館
No．6壌

ゆとりくん

し

首痂
松之山生涯学習だより

ます︒﹀

必要に応じておやつ

7月綴揖︵土︶

▼期絹 7月圭繕︵木﹀〜

園園團圏圃
圃国回

人は見かけに
よらぬもの

3
α

6

N

ラリーマン時代のネクタイ姿に

な格好には家族もついていけな

惚れて結婚したのに簸近の派墾

いで囲っています．特に灘木賞

を取ってから益々エスカレート

いきました︒私の知っている入

と子供を受験戦争に駆り立てて

していますが︑実は霧少舘の更

茂田幾は︑あんな派拳な格好を

外なことが紹介されました︒志

しかし︑その後罵会潔から慧

た．

してきました︒幅と講していまし

で一流大学を出て縢十代後肇で

盤をボラ︑ノテでアでされていて︑

供だけは一流大学に入れたい撫

リストラにあった人が︑まだ自

派墨な格好は︑﹁人に馬鹿にされ

先鷺︑ある薩木賞作家の講演

行ったら︑突然トイレのドアが

分の子供に騰いい大学へ行け輪

ても立派に生きているんだ幅と

欝少奪の健やかな成長を願っ

闘いたので患わず振り返ると申

と欝っている．それが本愚に挙

いう誠をそのような少薙たちに

講演が娘まる鹸にトイレに

から出てきた勇控は︑ジ⁝パン

供のためになるのか疑問に持つ

見てもらうためだそうです︒

会に出廟する機会を得ました︒

︵あなたのまわりの鞍審図諜・

を畢分に切った半ズポン姿で︑

ことがあります︒露分がリスト

な簾境整備に努めましょう．

轡害︑玩異類・ビデオテープ等は

その下には黄魚いタイツをはい

ラに会いながら︑まだ子供を受

て私たち大人が潟かい心と健全

管理されていますか︒︶

を赤・黄・緑・霧の鐵色に染め

ていた︒顔を見上げると髪の毛

醤段テレビで拝兜している印

か︒今の子供は︑牽年鴬十年先

と思いました．しかし︑私欄人

後の鑓会煮の説明で﹁なるほど幅

乃繭アサアサ

は親のエゴではないのでしょう

験戦争に駆り立てている︒それ

職貴だったのでいろんな所に移

の懲存競象を癒き残るには︑

としては︑男があそこまでしな

花散る畷の殺太

た志茂園景樹氏でした︑

り住んだ焦い立ちの謡から始ま

流大学を患るだけでは通駕しな

くとも飽に方法があるのではな

蕩柳艮炎

ア⁝ノル欝・﹂・トレンビー
叢婦の漠織

いことを難っています．その人

いかと思いつつ帰ってきました．

酋野綾子

野磁萬斎

りたいという飼標があったので︑

り︑薯い畷からいつか作家にな

の能力や欄性が大切であること

恥樋太をやめると楽になる

象とは違い︑まじめな講演と巖

大看輿

普は職を変えるとよく露 われな

を子供たちの方が知ってい豪す︒

講演が始まると践の父は麟鉄

盤越欝鍵編さん萎貴会

大人たちは喝自分は頑張ってき

歴慶の醗號2〜3

野地穣嘉

かったが転々と変えました︒今

たのだからお餉も頑張れ輪では

憂遷灘髭ー欝戦離

則編3藩政資料

﹇少隼A輪蓬の子を盤ん懇

﹁昭翻三十奪代頃から︑β塞経

民を囲んでパーティが行われま

らい講演された後︑志茂繊景樹

こんな感じの内容で瓢時闘く

皿

土越覆吏

﹁少集鐵輪の父母

タ⁝で︑今の鞍蕎は︑経 済が不

風にいうと私が︑元被フリー

違ってきています︒し

駄翻です︒晒値観はどんどん

香疹と花のハ葦ブ図鑑菖00
萬斎響ざざ蕎

9漆のおがま第ま縁

幽溺鄭羅

景黛だから仕方ないが無翻的の

き︑役職も学騰が重饗視されて

済は極端な右覆滋がり現象が続

催藤

鋳シート

渡迦淳一

小野不麟美

重松溝

した︒奥さんが挨拶の中で﹁サ

東束事務漸

源氏に愛き脱瀧女だち

松岡鑑祐

催眠
怒濤のむ蕊く︵鑑下︶
工藩鐸

屍蒐霊下︶

いました︒その結果閥自分の子

鐵灘榊郎

フリ茎タ⁝が多いです︒﹂

花参くη入闇

新しく入2髭公民館図書

▼欝ち物

◎名
（

津南地域衛生施設
組合職員の募集
採朗予定人員

工名

①︸般行政職盆としてゴミ処
理︑し尿処理業務V
昭頼50年4月29から昭和5

葎4月王嚴までに盆まれた麿
で︑嵩等学校箪業程度の学力
を筍する書

お間い合せ

松之出町保健禰祉諜
費6−370詠

新潟県警察富募集
男牲警察霧
著干名

掲名穣度

採絹予定人員

女牲警察憲
受験資格

昭秘覗葎4月2費から昭釈5

薙4月1欝までに盤まれた人
︵大学を挙業︑または卒業箆込
みの人を除く︶

受付期間

7月6霞から8月16旧
お聞い含せ

お近くの警察署・駐筏所

十ヨ町地域広域事務組合

消防職貴採灘

禽格毒には確請により職業謂練

放送授業はスカイパーフェクト

をしますので︑ご鷺望の方は資

料を請求してください︑

募集学生

︵挙薬を懲指す学慮︶

全科履修撫

選科履修生

︵三年間狸学する学懲︶

科穏履修焦

︵6カ月樫学する学盤︶

旛歳以上の方なら誰でも入学

出願資格

できます︒︵選科︑科目の場合

は︑路歳以上の義務教脊修了

奢も入学できます︶

8月欝撮まで

f2

1①の⑩

中璽村︑松代町︑松之由町︶

TVで視聴できます︒

建築科

①醐連学科及ぴ指灘方法を実施

する職種

②指導方法のみ実施する職種
圏芸科飽茎2玉職種
9月繍鷺︵金︶

受験期臼・試験地

新潟欝・援岡市・窯越市
8月鵜〜23研

お聞い合せ

受付期問

県簡工労働部

職薬能力購登諜指導係

費025−285−55i王

︵内線2823﹀

放送大学学生募集

放送大学新潟学翌センタ⁝

お問い合せ

出願受憾

利用して大学教欝を行っている

費025−228−2651

火災や救動崩動が発甕すると

疋幾の通信翻4俸盤大学です︒

放送大学はテレビニフジオを

第2学期︵紛月入学﹀の募集

指導麟免許証が交付されます︒

8月認〜29欝

8月綿〜鍛縫

上越帯凱簡繊図灘館

学科試験

に羅住鰐能な蓄
受験串込書

松之撫分遣所に糟意してあり
ます︒

牢込受付期間
7月圭5鶏から8弩6臼

十旧町地域広域事務組舎

お問い合せ

簸025門︷57−0119

新潟県勤労者藁術展

上越地区展作品募集
応募資格

上越地域︵三甫三郡﹀に 麟住
または勤務する勤労奢︵自営
業︑憲婦・退職膏等を奮む︶

部門
鷺本灘︑洋画︑彫塑︑￡︑蝋︑

書道︑簿︑輿

開催臼

採驚予定

膳募期間

会場

潴防窯6人程度

②一般行政職︵説として火毅業

受験資格

救助等のお闘輪合わせは滋認奪

王名

お聞い合わせ

7月三βから災審霞動案肉裟

務︶

4月2欝以降に磁まれた轡

罎が設鍛され蜜すので、火災・

①嵩等学校箪薬欝で︑昭和49年

葎4月王欝までに生まれた潔

上越労政箏務漸
鶯0255−26−943ユ

職業訓練指導員
試験受験案内

て斡求す．

昭繍蕊年4月2撮から昭和5

︵平成捻年4月王欝親登25歳
以下の巌﹀

②身体強健な脅で︑視力は爾眼

の場合0・8以上︑1眼の場
禽それぞれ0・5以上︵矯斑

罵電謡にお願碑します。

で︑蕩等学校卒業程度の学力

を喬する養
試験時期及び試験場

綴含において爽施予定

この試験は︑職薬能力醐発健
進法に基づき職業酬練指導農の
資格を敢得するための試験で︑

鴻防奉部ではその講癒に蕩嶽し

0

9月中旬に津南地域衛盤施設

視力斑︶で儀神疋常な煮

︵十臼町市︑規晒町︑津南町︑

1漁番に、闘麟念わ絃が多くあり

松之山町役場費6−313蓬

7

7

③牽鷺町地域広域事務総合管内

慰0257−50−5031

幽

画接試験並びに作文試験を行

試験内容

います︒

火災・救助出動等の
お問い合わせ電話を
設置しました

お知らせ

二十歳になったら
團浅年金に加入しましょう
﹁老後はまだまだ先のこと︑ま

えている著奢は多いのでは⁝︑

して年金なんて協こんな事を考
でも︑誰にでも老年を逓える
翔が来るのです︒

に届け出て保険料を納めること

騰浅年金の撫入と保険料の納

になっています︒

付は20歳からの義務です︒

20歳になったら︑鼠浅奪金に

撫入して︑皆さんの人盤設讃の
確かな基盤をつくりましょう︒

滋の欝町樗にわたる場合は︑

対象とする森林の区域が2以

4月1欝以降︑都道府県から

紛奪以内︵往学期問内搦置﹀

従離と講様に都道府繋矩事ま

市町村へ変更されます︒なお︑

受験シーズンになりますと窓

たは農林水産大翫となります︒

または保証人︿1名以上︶

環が込み合いますので︑志望校

詳しくは︑建設繰林業係まで

返済期間

が決まりましたら︑畢めにお幽

お問い合せください．

永村かおり

お闘い含せ松之山中学校

し込みください︒ご騰望の時期

僧6−2034

入栄時の費用︑荏学中の費薦

に禽わせてご利爾いただけます︒

使用目的

園の教育ローンのご案内

︵授業料︑下宿代︑通学費など︶

戦没者のご遺族の皆様へ
翻践金融公鷹糊田支店

お問い合わせ

大学︑短大︑蕩校︑高専︑奪

倣0255−24−2340

利罵対象者

修大学︑各種学校︑予繍校な

わくわくクッキング
飽校のお友達と交流し︑仲良

どに入学・窪学される方︑ま

戦没蕎死亡当時の鷺親等内親

後になってあわてないために

く︑楽しく献立を考えたり︑そ

たは︑外園の蕩校︑大学など

族で次の要件を全て満たす方

学盗・盗徒三入につき200

受給権を取得していないこと

①第6翻特別零慰金圏庫債券の

支給されます．

されることになります︒本法律

遺族年金等の受給権を筍する

②平成U年4月現葎︑公務扶料︑

雛﹂が︑本葎4月三9から施行

対象者

特別弔慰金が

れを料理して会食します．自分

に留学される方

昨葎LO月鍛鑓に交付された

も年金は︑著いうちから備えて

老後の老齢基礎年金はもちろ

の健康づくりに関心を持ち︑簿

﹁森林法等の一部を改駕する法

おくことが大切です︑

ん万⁝︑障害となった場合も障

各々の保護渚

ユートピアくびき

の施行に俸い︑次の事務手続き

支給内容

園懐

額画忽万円︑6年傾還の記名

地域森林計画の対象となっ

総務繰住饒係

講求窓蔚

平成14年3月瓢懸

畢成U奪4月1黛〜

講求朗闘

及び変更購請書の提綴禿が︑

森林施行計顧の認定串請欝

②森林施行計圃について

市町樗へ変更されます︒

4月1黛以降︑都道府県から

ている伐採届出書の擾患が︑

伐採する場合に義務づけられ

施設地鷹を除く︶の立て木を

ている罠有林く保安林︑保安

①伐採煽出書について

遺族がいないこと

で︑森林瓶祷膏の皆さまには十

が変更されることになりますの

蟻辱彗鑑罷9
⁝⁝㎜㎜㎜⁝．．．．蹴剃

！

分ご瀧慧願います︒

利率 年2・3％︵鐵定金利︶

解臨．

ρ

旨

蘇

鵠磁

轟灘・

勘

︵財︶教膏資金融資保証基金

保証

万円以内

建設課からのお知らせ

害基礎年金が支給され︑あなた
みんなと︸緒に体験します︒

会場

募集定員

融資額

8の食生濡に実践できるよう︑

20歳以上60歳未満の顕本園内

に住んでいる全ての皆さんは︑

幕望蟹

このうち︑自営業春︑学生な

7月娼欝

3︑000講

小学校5・6年雄

どは︑蟹艮年金の第⁝弩被保険

参加費

転

践．雛蘂灘

申込期限

國戻年金の被保険音です︒

期β8月欝≦20臼︸婆百

の将来に安心を約束します︒

し

参．

そ書亀も彩

嫡ξ跳

曝遷麟罫
4戸

勢鎗想
遠届

︐

鋸轡

春として︑ご自身で市町村役場

績

︑．

鍔
︐鞭G︑

妻3

奪

圃圃回圃
ゑめでた（出生〉
史人ちゃん

小野塚康彦・紀久江さん

湯

簸麟欝撚

由（ヤマキヤ〉

桃果ちゃん 保坂美智男・友美さん

繕離響撫，
欝鵜蒙雛熈灘麟難欝購瞬鰭i雛蜘轍鮎

松之鼠1（｛果屋）

おくやみ（死亡〉
鈴木 罠弥さん83歳

湯 由（不老韻〉）

＊6月王βから6月30嚴までの鵬出分です貸
＊広報に載せてほしくない方は、麗綴の時
に窓鷺にお謡ください．

ながさわひろきくん

たかはしさやかちゃん
天水島

⑳◎勧㊨
6ナ1叙）1鷲躍ll

総人鷺

〈倉〉

天水島 （みはらし〉
水族餓でカニを捕まえた

さやかとれながぺろぺろキャン
ディをなめているところです．

ところ。おひさまが叢く描

3．28玉人（遵・5）

男

けました、

（＋6）
（｝

驚
麟
』軸轟

ま〉

（ ）内は餉月との姥較

町民憲章葦…欝蒙達5：3｛毒、7葬萎季養，1緊芝

みんなでよりよい町づくりをしよう．

町民の舎議葉
1、美しい緑と 難の申で

心豊かな人になろう

麟

王、ブナの嫡が触れrうように

連体の心をもとう
王、湧きいづる湯衆のように

奪1造のカを轟めよう

ひろとお母さんが海に入って

叢
灘義蟻轟嚢議姦鍵

カニをおいかけているところ︒

鍵

わたしたちは松之廊町厩です、郷紅を愛し、

湯本︵柳屋︶

王，686人
王，122ノ・−

やなぎひろまさくん

女
撤帯数

IO⑩⑩ー

1，595人←一1）

こよみ
◇6月の出来事
難8 津南衛隻施設組合

◇7月の田〜8月鱗黛の予定
箋2疑

町濃i齢春スポーツ大会

25購

町艮湯鳥大運動会

15欝 総合換診隻8鷺まで

27濤

野轡万作公演

268

隻4、欝

斎場安全祈瀬祭（津南町〉

清防地域想定演習

真夏の雪まつり

駄
34

