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率ぐ山委翼長から答串が手渡されました

町行政を取りまく現状

地方は今︑少子・．瞬齢化︑蒲報化の一麟の進展︑種民の鋼櫨観の

多様化など︑⁝︑至一世紀にかけての塒代の変事の対応とともに︑地

方分権の推進や園の財政構造改筆など︑新たな政策藁境への鮒搭が

濁化などに伴う財政への調約の趨まりに応じ︑行致の透明盤︑住民

求められています︒また︑超禺齢化絶会の到来により基幹産樂の伽．

さら硫今後︑少子縄齢化︑人鶯の減少が進展することから︑経済

参爾を基本とした公斑で民麗的な行政運営が．麟求められています．

の成長や税収の伸びが期待しにくい状溌が箆込まれます︒このこと

から︑今後の行財政運営につきましては︑中簸期的な視点か︐腰業

暴盤の確立をはかるとともに︑将来にわたって町提の要望に応じた

行政サービスを麦罵的に実施していくことが璽要なことと思われ
ます．

行政改革の必要性

住民サ⁝ビス︑緬値観の多様化に旛えるため︑町民の要望に即し

より醐いサービスを総指す必要があります．

た効率的な行政サービスのあり方と範囲を晃藏し︑少ないコストで

山町の行政改簸について松之山町長から意見を求められ︑十囲園に

事務及び事業の見直し
見がまとまり︑町長に﹁松之由町行政改藁に関する答申﹂を報告し
ました︒

町としては︑この答串を蓉重し︑松之山町行政改華大綱をつくり︑
これに基づき行政改叢を推進していきます︒

行政改革に関する答申の要ヒコ厳

か︑行政が撞うものであつても藏接実施すべきものか︑また︑懲的

どおりの効果が患て効率的にしているかなどの観点から︑審務︒事

薬の発直しを進めてください︒

効率的な組織とするための発癒しを進め︑少ないコストで︑より嵩

町行政の各部門が連携︑協力して事務・事業ができるよう簡素で

効率的な行政組織
くためには︑行財政の思い切った改革が不可欠です︒そのためには︑

れる中︑性民編祇の尚とと欄性酌で活力のある町として発展してい

い行政サービスを擾僕するための組織作りに努力してください．

志が求められます．

が︑町長を始め術政に携わる職興の霞己変■革を含む改革への強い慧

町民一 人 ひ と り の 穣 極 的 な 行 政 の 欝 画 へ の 参 撫 が 必 要 に な り ま す

今田の町行政は︑地方分権購代を迎え町独自の行政運営を球めら

境控行っている事務及び箏薬について︑本来行政が行うべ壼もの

わたり詳しく検討を璽ねてきました．平成十二隼二月二十八臼に意

松之由町行政改藁推進委員会は︑平成十隼牽月二十七環から松之

許
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健全な行財政の運営
①経常経費比率が八牽驚を超えないよう努力するとともに経常的
は︑職繰の能力醐発とその活場を図ることにより定嶽の適蕉化を

経費に大きなウエイトを薦める人件費︑すなわち職籔数について

進めてください．

③町民の納税による費絹賃担の公平化からも︑特罷の驚民の受益に

かかる使用料︑夢数料及び賃撫金についてその料金の見薩しを進
めてください．

葎度鎚幾を過度に残すことの無いよう︑公債費比率の低減に努力

③公塾黒事コストの縮減などにより箏務・事薬の無燃をなくし︑後
してください．

④各種鐡体への補助金については︑欝的を明確にし︑終期の設定︑

廃丘︑統禽などにより補助金のあり方について見薩しを進めてく
ださい︑

通学補助とスク！ルバス等の運行について
ずばらつきがあり︑熱撫の公平の漂則から港えると問題がありま

①浦繊地鼠と飽地爆では︑縄じ中学校に還学しているにもかかわら

す︑

ます︒運行瀞醐に無駄が感じられます︑今後東頸バスに金藤婁駈

②親疲町内でスクールバスと患潔輸送礁︑跳線バスが運行されてい

するか︑町で運転手を轡効利用する中で運行するか攣急に紺策が
必要です．

職員の意識改革及び事務改善について
①庁内の意思決定における簸蕩議決機関である庁議において︑各諜
長虜身の仕事以外のことについても積極的に発欝するなど︑庁議
のあり方について庁議メンバーの意識改革が必要です．
②全て町長に判噺を卿ぎ︑職員鰯々の喪任で政策決定できない状況︑

③事業についても飽諜との連携がありません︒係長会議を月一園闘

催するなどして庁内の連絡を密にし︑効率のよい箏業運営の確保
に勢めてください︒

④少ない投資で簸天の効渠を上げるべく鍔力が必要であり︑謬業に

ついても援資効巣があるのかどうか精蕊する必要があり求す．

ビス的業種があると漸えられます．サービス業種の低ギを摺かな

⑤時の藁務のうち業種によっては︑企業感覚で推進するものとサー

いよう部内で十分検討してください．

スキ蓄場運営について

ハ轡騨成九年慶から⁝︑駕上が激減しているが少鍛だけの闘題ではない

ように思い談す．宿油施設にも影響が綴てくるので当スキー場も

轄蝕のあるスキー場にしていく必要があります︑

②勉のスキ⁝場はレジャーランド化してきています︑町の観光施設

を繁傭することにより︑スキー場単独だけでなく︑簿のレジャー

産業として舞えていけるのではないでしょうか．

これらの人達が楽しめるコース設建や大会の誘致をするなど条

③スキーだけでなく︑ボーダ⁝やモーグル愛好管も増えています︒
件整備が急務です︒

温泉センターについて

①雰軍の第︑漂鶴は︑畏闘施設が鴬業を翻始したことと︑近隣町柑

で鮒応していくのではなく︑地域で盛り上げていく必要があるの

に綱様の施設が建設されたためと思われます︒湿泉センタ︸だけ

ではないでしょうか︒

輿券を発行するなど︑原則利用鞍負抵にしてはどうでしょうか︒

②泓衆センターの入湯料の無料を無くし︑全驚民脊料化として鶴会

を充実してから値上げをすることが必要です︒

③憾上げをして雰掌を解滴する必要もあるかもしれませんが︑施設

その他の施設運営について

①今後町が施設を作り︑跳鵜に婁譲するような方策はとれませんか︒
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職鷺の責任範翻を掘握し政策決定できるよう職員の欝成及び慧
識改革が急務です．

篠購欝雛鑛購鑛遜鰯縫欝灘灘鐵灘難願鯵欝嬢

搬蟻騰雛嬢醜舗載犠。 鱗灘懸鍵鍍駒懸織縢

討してください︑

②赤掌経営の施設に公的資金を導入するのは︑今後無くす方向で検
③施設灘用が極嬬に少ないブールについては︑廃癒あるいは地域に
移管してください．

べきです．

＠湿泉熱釈駕濃窯は町内で利用できる醸体に黛し出し︑脅効釈用す
⑤公営の発想は︑境鑑町にない施設あるいは籍しい事叢を趨こし︑
成功したら罠問に委譲する方策が必要です．

⑥鍵総資料館は︑年々入餓毒が減少しています︑今後自然科単館が
建設予定されていますが︑展︑が物を翻然科学館内に移設するか︑

併設をし︑管理運営を一力断にするよう考えてください︑

麟で十分ですか．事務内容の見薩しをすべきで

担い手公社運営について
①境場作藁職轟は
す．

㊤農薬に圏する知識及び技術を学んできた職貴を現場で挫事をさ
せ︑後継潔を費成してください．

③薦齢奢が多くなるので︑挺い拳公被は今後露饗になってきます．
後継毒育成が愚要です︒

道路整備につ いて

IOO卜1

その他施設の運営状況について

の遜済金や施設の修繕料も損益欝算書の中に禽め︑実際の収斐を

①損益醗算譲を箆ただけでは餐施設の撚字が分かりません．借入金

繊す必要があり茨す．

設の使電料がまちまちで従業鍾の中に不儒感を持っている人が

⑫委託以外の施設の使用料の根拠が明確でありません．そのため施

います．売上額の侮％等振拠を萌確にし︑釜施設問の不公平感を
無くす必要があります．

縛村合併について

町村含俳議論がなされ始めていますが︑合併により褒退するのは︑

松之撫町のような僻地です．合併には議論を尽くし傭念を持って取
り組むべきです．

ゴミ処理に関する補助金について

律爾衛盤施設組合負挺金が葎簡約繭千六樹万珊に達しています︑

今後ゴミを減らす工夫をすべきです．ゴミの奮料化も考えられます

簾ガ門であ

が︑自家絹盤ゴミ廼理機を普及させるため︑これからも積極的に補
助を続けるべきす︒

山村留学補助について

出籾留学への助成が︑二十一入の時も五人の環往も

溝編が必要です︒

適疋化誹爾の中で実施される人員剛減に対旛した組織の発直し

組織の見直し

りますが︑これに対応する対策を考える必要があります．

学撫が來るのではないでしょうか︑二銀後に完全週休二旧鋼にな

②町がもう少し関与した方が︑留学撫が多く醗置され︑質の．醐い留

で山材留学の必要盤について溝灘してください．

るが晃灘しが必要です．今後学校単位での短期擁薦交流が進む中

∞Ψ

儒民の住んでいる漸︑ あるいは盤濡道踏を雛点に改良すべきです．

公共施設について
鷺爆蛇応でない施設が建設されています．設誹の段階で指摘でき

営についても検討の余地があります．

③今ある保袴勝についてもグル⁝プホ⁝ムと一俸化した形での運

作りが必要です．

るかどうか焦民とのコンセンサスを牽分にとり︑住民の望む施双

⑫松之山保欝漸建設に当たっては︑場勝の選建・統合を簡握に進め

る必要がります．

ませんか．また︑醗醐があれば建設のための準備基金を積み立て

麺D

盤幾参画巻墓灘どじ澄籟政運営

劉聴瀧遡鍛繋薄、 畿の高願鱗鰺総灘巻めざし羅
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松之山町

物回專莫

籔蟹曝鰯

︑難警

2ヂ

鱗
繍ヂ

欝

講醸

2Lサイズで磁．ナ轟

簸優秀賞

2点

三点

棚総米30㎏または相当額の商㎝券

棚照来王俵または相当額の商贔券

彰ハ賞繍あり︶

優秀賞

棚欝米m㎏または相懸額の醐蕪券
棚磁寧糞寡集係

6点

袋

平成捻葎鐙月捻欝

タイトル．撮影欝・撮影場勝・擬影賓住穫・氏名7電議番簿
応募締切

②作繍の裏画に次の事項を明記して添付してください．

なお︑応寡作最は返輝しません︒

入選作翻は一人1慮とします．

①だれでも応騒できます．ただし︑旛藝燕数は㎜ 入3点までとし︑

繕募方法

サイズ

テーマ 松之山町内に税存する棚醗で来発表作撮に限ります．

ての棚田など︑棚繊のある風景写嚢を撮ってください︑

思う棚繊︑後財に伝えたい︵残したい︶と愚う棚鑓︑盤産の場とし

窟燃な天水鵬・天水越の棚繊だけでなく︑みなさんがステキだと

れの防ぬなど麟乏撮全にも役立っています．

松之患町の棚欝は︑農叢の恥心を占めるとともに︑洪水や患砂崩

欝

灘

騒灘
灘
縣難欝
繭

入選
応募先

町振興謙内

脅6−3134

備︶千七欝諾十万円▼松璽地区

▼湯之騰地賦簡易水道拡張事業

簡易水遵整備事業瓢︑強八十万円

．願で九燕万円▼湯忠地匿簡易水

門年金資金以外嗣

皿邊数灘備 郵灘驚ハ欝バ十ガ糧

︸般会李

▼町遊松之山繭騰線改喪藝叢飽

町遂︸露線闘千︑欝万簿▼趣道

上餓濾線舗叢工事飽林業脚係鳳

千照欝万円▼農村総合整備箏業

等農業農栂整備璽叢烈千臨十万

題▼スキ⁝場翫薯車購入箏叢︑

畢九再十︑万円▼溝防・跡災施設

整備事業負撫金八欝乃円▼県遵

金︑郷便潟の簡笏保験・郵便葎

みなさんの爆鑑年金や麟幾葎

整備事薬負握金等森林窪問総合

路線鷺蔚八牽万円▼麗麟プラン

九牽万円▼町磁災警復賠事業鷲

月池松代線整備事業負掲金五醤

金などの積立金は︑公薬事業の

鰍羅備童叢粟七千︑︑簾六軒万 門▼共

▼松之街温泉周辺公圏醜発整構

資金として融資され︑往みよい

平成十一薙度では︑年金積立

撫金践蕎六十万円▼減税補てん

事業を支援する道露整備事業負

壕万円︑簡易水

︵遇帖練儲

分︶

バ千黒再十蒼円▼

嬢．蕗瓢十万円▼下水遂肇難

簡易水道箏業︵過錬燈分︶千七

欝烈十万円

下水道事業特別会欝では︑下
簡易水道箏叢特馴会謙

営企灘融資公庫．感り七千九欝十

水道整備に資金運駕部資金と公

乃欝を借入しました︒

▼県申由問地域総禽整備事業負

軍金資￡

事業甥では次のとおりです︒

千九穣十万跨の借入でした︐

万円︑下水道事業特劉会翫で七

遵藝叢特劉会謝で五千五酉六牽

黒億二千八薇

金還．兀融資を倉め︑

一般会欝で

岡欝笛施設整備補助金諾再万円

役立っています
鰐づくりに役立っています︒

住みよい町づくりに

撫金︵と下擶川鴬農飲雑馬水整
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鞍
甥

祝成人
弘
山信
松澤
相
之

天水騒

鷹内秦介

ーFoo卜1

より一人一人に中学生時代
の手形と写真、作文が手渡

輯

介
山雄

松辺
雷
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繍㎜璽

驚︑︑

墾

懸鰯．

されました

灘

き
鯉＿蔓」』

久保肥宙

ヨ

i

五月三臼に良然休養材センターにおいて成入式が

璽媛

小野塚茂雄

橋誌

藤原

人を迎えたのは︑町内出身の三十七名で︑今暇成人

榊■

い

行われました．二〇〇〇葎という記念すべき年に成

憩中磨

式に出席したのは三十㎜名の新成人でした．

上籔池

小野塚農康

午前九時より受付が始まり記念撮影が行われまし

榎本（旧姓小林〉博美先生

西之繭

たが︑その闘も久しぶりに会う︑濁級生と語が弾ん

蓬

L，、｛

でいました︒式の中で中学校時代の恩麟榎本︵償姓

小野塚英之

てほしい︒たとえ霞難があっても乗り越えていける

鷹内寛揮

小林︶博美さんより﹁これからの人隻を精︸杯生き

天水島

した︒その後榎本さんが今まで保存していた中掌隻

鶴
灘．

豊館

ような人になってくださいごという雷葉が贈られま

湯之島

当時作成した手形や作文︑奪糞が︸人ひとりに手渡
されました︒

萎

ハ

之

持って社会へ
佳男
高橋

2000年に
大人としての自覚
撫

∞∞

小山鮎美

小0直葵

之

籔

騨灘『

子
窟圭
塚
藤野
小

穣
由美

松端
津
之

和
由農

蕩由

松辺
翰

実
中久

坂内
難

新由

黒窟

ぎ

天水越

福原

蒙麺翼利筈

洋

擬

纏

灘
等
繕惑

黒施
嶺

天水驕

東州

湯本

高橋恵

小野塚真紀

柑山勝則

湖︐
︑

︑蓬

叢︑
︑

織
由香

湯本

湯沢
滝

嚥
粒由騰美

滝沢

沙織

小野塚由力濃

糧由岡彗

驚製
湯之騒

貝沼巻香

之

海
由菰

天水越

藤内名

松滋
本

穂
下美

坂山
杓

7

漕

上籔池

響・
灘
灘野麟一1

4月6aに町内小中学校の入
学式が行われました︒今回新た
に一年盤になったのは︑小学校
では蔦名︑申学校では泌名でし
た︒

取紐に飼った浦磁小学校では︑

全員男の子の4名です︒入学式
が始まり︑撞任の五十嵐先盤に

鍵い鷹に著くと︑落ち蒼きなさ
そうにイスに座っていましたが︑

1創oりトー

元気に﹁ハイ縣と返事をしてい

です︒分からないことがあった

広い体育館やグラウンドを元

ら侮でも聞いてください．楽し

んもみなさんを心待ちにしてい

気に駆け躍ってたくましく育っ

ました︒校長先生からは︑﹁保育

ました︒小学校は︑夢を叶える

てほしいものです︒ついでに勉

い学校磁括を送りましょう．幅歓

ところです︒大勢で遊んでくだ

強も頑張ってください︒

所にいるときからよく遊びに来

さい︑﹂とお話がありました︑ま

迎のあいさつをしました︒

家ではギななちゃん」と呼ばれ

ていましたね．お兄さんお締さ

一人ひとりの名蔚が呼ぱれると

幸枝さんニニ女
二

遊んでいます．

なり、お兄ちゃんお嫡ちゃんとか

春になって外で遊べるようにi

けっこをしたり、近所のおばさん

と散歩に行ったりできるのでう

テントが所狭しと並び︑轟原は︑

会場には︑各チームが設営した

れました︒また︑ゴ董ル付近の

8㎞︑︸0㎞に別れて競技が争わ

くり︑種目ごとに3㎞︑5㎞︑

して︑3㎞と5㎞のコースをつ

コースは︑牧場の箪原を利罵

ようでした︒

一画の露漂で下界とは劉盤雰の

トルを超える積露で︑会場は︑

蕉されましたが︑今葎は︑2メ；

ました︒昨奪は少讐で大会が中

は354名の選手の参糠があり

キー大会が行われました．当欝

盟公認のクロスカントリ⁝ス

て今シーズン最後の県スキー連

4月婚βに大厳寺腐原におい

クロスカントリースキー大会

松之山温衆

好きな食べ物は、鳥の癒揚げな
どの肉料理やチ導コレートです・i
いつもお絵かきや積み木をして

久しぶりに括気にあふれていま

」

の子になってほしいです。

一

場（2歳

菜々美

気者
た︑児童会長の丸山くんは︑﹁人

ちゃん3と呼んでいます。

した︒

く思いやりのある可愛らしい女

懐
驚

尊 就
《

の
数は少ないが萌るく楽しい学校

兄ちゃんお嫁ちゃんと顔を並べ

、認

蟹

囎瓢噸灘錦

響
嚇織響騰

ヒカヒカの一年注

ています。私は、ヂ父ちゃん、母

れしいです。

テレビのアニメが大好きで、お

まる子ちゃんなどは、主題歌をよ

て見ています。ドラえもんやちび

く歌います．

【お母さんから…蓄i

負けん気の強い子ですが、優し

8

クリーン大作戦
4月29段みどりのβに海年燈

例のクリーン大揮戦が町内各所

また︑通学跨標識や街
灯のカバ1など︑長薙の
設麗でゴミ化してし談つ
た物も兜受けられ蜜した︒

総灘で工・3ノ︵燃える

今翻纂められたゴミは︑

このクリーン大作戦は︑十欝
ゴミ565㎏︑資源ゴミ

で行われました．

町広域地域6欝町村で窯き鋳ポ

このカンバンが無駄にならないように

でした︒窒き無窪きビンのポイ

るか︑ゴミ箱が設置してあると

ん︶とは︑会醗大人7人︑罫ど

﹁鼓夢の会幅︵代嚢嵩橋奨子さ

370㎏︑塞きビン圭4

捨ては減ってきていますが︑ゴ

ころまで窺に保管すれば︑ほと

イ捨て条劔ができたことにより

松之山町では︑朝7時に各集

んどの闘題が解決します︒ほん

0㎏︑窪き無270㎏︶

落ごとに徹民が集まり︑準備さ
ミの総量では︑遵に増えていま

岡じ黛に実施されています．

れたゴミ袋を手に持ち︑袋ごと

患したゴミは︑自竃まで持ち帰

に窒き簸︑ビン︑燃えるゴミに

好会です．

も燈人で構成している太鼓の岡

4月に入り初めての窪きビン

館を儲りて遍ユ翻練習を鎗めま

会を発建し︑松懇小学校の体密

の平成5葎には︑松璽太鼓岡好

奏をしたのがきっかけで︑翌奪

ルを確認して︑使い終わったら

資源になります．もう一度ルー

空きビンの色別分刷収集始まる

鯨鰯思うことですが︑自分で

の少しの心遣いが︑自然環境を

分けて遵踏脇に捨てられたゴミ

杯

を園収しました︒幹線遵踏など

は︑瞬く問に窒き餌などで
になつてし譲う所もあつたよう
です︒

この分馴収集は︑塞きビンを透

色劉分溺収集が行われました︒

した︒

くものです︒収集場湧には︑魚

集落ごとの収集場所に持ってい

ちこちから優りていました︒そ

えてもらい︑太鼓もその都度あ

指導鎖から﹁三竃島太鼓篇を教

最初は︑山村留学センターの

すぐ分別しておきましょう︒

分けされたコンテナがあり︑そ

のため夜9縛に練習を終えてか

ら太鼓を返しにいくのが大変で

持てるようになり求したが︑演

理樫では︑自莇の太鼓を2含

した︒

れていました︒また︑化粧品の

奏会ではまだ︑太鼓を僑りなけ

思っています．

ビンは︑埋め立てゴミの臼に繊

ビンは︑斑しく分別すれば︑

ればならず︑愈部揃えたいと

ない物や︑業務期のビンが出さ

あり︑中がきれいに洗われてい

今卿は︑初めてということも

の申にビンを入れます︒

明︑茶饒︑その勉の魚に分け︑

炎水騰集落の秋祭りで太鼓演

守ることになります︒

「鼓夢の会達のみなさん

す︒

漢つのやま

してほしいそうです︒

太鼓の演秦は︑精神が集中し

ストレスの登散にはとても良い

全身運勤であり︑声も患すので

です︑

太鼓を通じて︑子供たちに太

鼓を郷く楽しさや夢を持ち続け

てほしいと願い︑岡好会から﹁鼓

夢の会漏へと嶺称変翼もしまし

た︒太鼓に興瞭のある方は︑ど

なたでも練習に参撫してほしい

町内で活躍している太鼓グ

と思います︒

ル⁝プのA岡演奏会が醐けたら

これからも楽しく太鼓を曙い

喪いなとも舞えています︑

ていけたらと願っています．

覇
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乙
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5月のニコエコ教整は︑櫓拳作

しょう．

▼臼時

て楽しく遊び藻

時渓体轡館

▼期目

午後7時30分〜

5月23獄く火︶

▼会場

講演会

密然休養村センター

︵県社会体簿科指薄霊郵︶

講．師

▼内容

9隣30分

▼時間

です．

公民館の講慶・教蜜のスタート

自磁に襯性を濡かしてトライ︒

﹁ー⁝ーーー⁝⁝ーー⁝⁝⁝

▼会場

▼時間午繭9時も午餉U聴

5月硲繕︵火︶

ちゃをつく

りおもちゃをつくろう恥おも

嘩

︸ニコニコ教室

5／総〜6／欝

事業内容
公民館費6一一22

｛
▼対象者

硯代おやじ学講慶︑成
ノ実用講廃︑湯鳥大学︑

女盤ネットワーク︑陶芸
教塞︑祇交ダンス教窯臨︑

どなたでも参擁できます．

Wr
｝r

親子で自然のすばらしさを満

ます︒売懲は︑改艮薄及所から

楽しい園芸のノウハウを学び

loりoりトー

喫してみ濠せんか．今年の第王

お磁でいただきます．

▼期臼

午︑隅4時30分〜

5月認磁︵懸︶

▼時間午簡9時〜猛時

▼期臼6潟8嬢︵木V

暇は︑美入林で探鳥会です．

▼時闘

改食普及所

▼会場 自然休養栂センター
▼講邸

▼会場美入林

嬬人バレー季ル大璽
り広げます．ご声援ください．

り熱戦を繰り広げます︒

ポ⁝ル愛好著が︑2a闘にわた

町内及び近隣町籾のバレ⁝

閥剛未ん萎︸
6月王欝︵木︶

町内の女性チ⁝ムが熱戦を繰

▼期臼

午後7時〜

6月8段︵塞︶

▼時閲

▼期臼

▼対象者

ハーブに関心のある

方は︑どなたでも参触

できます．

新しい教蜜です．楽しいダン

▼期臼

自然休養醤センター

午後8時〜

6月捻鷺︵火︶

スを学び腕を磨きましょう︒

▼会場

▼時間

▼講鱗 鐵橋美智﹂︵松代町︶

体畜施設︸般公開

鷲⁝⁝ー

一般醐放を6月3磁︵烹︶から

町民体膏館とテニスコートの

午後7時〜

闘始します．

▼会場町罠鉢欝餓

町民体脊館

9黛︵金︶
▼会場

玉＄3位に賞状と賞戯

▼時闘

魔先で咲かせた花や︑由野藁

▼衰彰

︵集舎︶

︵芸衛季節館︶

ください．

須

いことがありますので︑ご了承

なお︑都舎により闘放できな

してください︒

絹については︑公民館に幽込を

7階から9購の2時闘です．利

醐放猿時は︑縁週土曜黛の夜
を持禽窃って生けます︑好評の

▼編成 王チーム6〜捻名
6薄6鷺︵火︶

現地襖察を兼ね︑ハーブについ

女性ネット・成入実用含講で

トワ韮
実周講座

焦け花教察のスタートです．
▼期段

▼時閥 午後8時〜鐙蒔
▼会場 自然休養醤センタ釜

ニコニコ教窒

6月鐙β︵烹﹀

て学びます︒

▼期段

6月のニコニコ教窯は︑﹁美妹

しいだんごつくり︸です．可愛

峯後ま時30分

▼講節

▼会場 自然休養穏センター

▼時間

6月7撮︵水︶

いだんご3兄弟ができるかな︒
▼期β

▼時間午離9蒔〜n聴
▼会場 自然休養層センター

鰭

「
松之山生灌学習だより㎜㎜

…
…

噛 』榊 ｝ ｝

fO

ラン

P聯冨大地の

一一

芸術祭について

今繕はヂ大地の芸衛祭」に積極的に取り総んでいるみな
さんを紹介します。大地の芸衛祭を支えるボランティアグ

津南町

ループギこへび隊感の2翻目の妻有訪問がありました。ま

駒返り

石沢修さん

た、22露には、受け入れ委興会やイベント会議、地元ボラ
ンティア交流会も闇かれ、いよいよ大地の芸衛祭に鹸けて

られる璽創プランのボランティ

穣極的な取繕が方々で展購されています参

置するまでの様々な遍程でお手

7肩20βまで後3カ月あまりと迫ってきました、慰界的
な芸衛家の作贔は、必ず私たちに感動を与えてくれること

・バーク津繭3周辺に作繍が設置

でしょう。親戚や簿人にぜひ紹介していただき、この大イ

して，地域の活姓化の撫点、とし

ベントを成功させましょう吟

聴の美しさやすばらしさを肌で
冗の方々と協力してヂ大地の装

受け入れ委員会・イベント会議開かれる

っています，

4月22欝にク鑓ス欝で、大地の芸衛祭の受け入れ委籔
会とイベント関係巻の打ち合わせが行われました。澗会議

フロッタージュって？

に総勢80名が集まり、交通、宿泊、特産、イベントについ

て打ち合わせが行われました、事務局では、こうした会議
を続けながら、大地の芸衛祭への感心をさらに深めていき

松之由鰐 湯山

たいと考えています．特に記念グッズの製作に、みなさん

，離村慶子さん

から参薩してください．

〉る美衛濁好会です。飼かお手伝

地元ボランティア交流会闘かれる

説明会に繊麟しました．作家岡部

4月22黛、東窺のヂこへび隊」を逓えて地元ボランティ

二いう壮大な搭本に似た作贔作り

アとの交流会が鯛かれました。東1京から5人、地元から40

葭く感動しました。

名が参撫し、熱心な話し舎いが行われました．その後、お

穣こ楽しみながらお手伝いができ

瀬を交えながらヂ私はぜひ作最窪りに参簾したい津ヂアー
ティストと閲津）りたい」『大地の芸衛祭をもっと宣伝しよ

う」など様々な慧見が猷され、今後積極的な取組を誓い合
いました．

，懸み撚わせて

こへび隊とは？
こへび隊は、純粋な意職でのボランティアと機相を異に
します。…般的なボランティアは、甕体に簿してのサポー
トの魚念いが強いですが、こへび隊には主簿としての行動
を望んでいま1す。なぜなら、こへび隊は、徴騨のアーティ

スト、建築家、勉分野の專携家、地域の自絵体や住疑と対
等の芸衛祭参撫者だからです．

一般的なボランティアのように指承を待っのではなく、

芸衛祭の理念や運営を理解し、広大な地域において自主的
rヨイショ、ヨイシ紺こんなかけ声が自然と繊てしまう

葎業玉鷺馨でした。私たち上野膏年会では、集落の人達と

一緒になって、芸徳家の松宮欝代勝さんとアート馨贔を
作っています。團道252弩線沿いに除伐紡と陶露を使った

長さ300㍍のとても大きなアート作鹸を作ります。

妻霊

に行動する参撫蕾の集まりをこへび隊と考えています。

お間い合せ先
季欝町地域広域事務総合企薗振興課
丁……し

F

A

X

0257

O257

−57 − 2637

−

57

−2285

学生の圏民年金保険料
納付特例鯛度がスタート
学盤も社会入も20歳になった

ら圃畏年金

園民年金は︐職業や収入に濁
係なく20歳になったら擁入し︑

保険料を納めることになってい

瑠コ
さ ン

待機していますが、受診される場禽は
柔、必ず電詣にて連1
詣にて連絡を

1寸oりトー

、遇33−5045

ださい．

事伴等の傭報を広くお簿らせく

第九管鷹海L保安部

善意に感謝します
町祇会橿祉協議会にご窃付があ
りました．驚の覆竃橿縫陶上の
ために落驚させていただきます︒
ありがとうございました．

▼松之撫 小野塚⁝栄横

一〇〇︑○○○円

園園團圏囲

漏月に藁︑承事務勝勤務の灘令

ていられるんだという喪さを見

だまだ子供たちがのびのびとし

ものを感じました︒松之山はま

子供の遊び場

をいただき︑こちらへ来て半月

圃因回

が経ちました︒

溝任遇初の大きな不安が少しず

分が小さくても広いところでの

やはり子供達にとっては︑自

せられたように思います︒

つ好毒心へと変わろうとしてい

びのび壌来ることは織持ちがい

鎌鷺が新しいことの発晃で︑

ます︒

いものだと患います︒たとえ

少子化が進んでいようとも︑町

この串月の擬で︸番娩めに感

じたことは子供たちの漿境の違

中でいろんな子供逮が仲良く︑

壱悶わず︑これからも見ていけ

死気に駆け賜つている姿を場斯

け園︶ている小学密違ですが︑

東窟勤務は慣れないことの連

たらいいと思います︒

松之山では︑普通に町巾を駆

いでした．

鋼約を受けているのです︒

都会ではなにをするにも簾境の

麟は灘の行き交う道絡︒遊べる

︑歩外に燵を踏み繊せば輿の

に︑今園感じたような小さなこ

任蔚に立てた趨分の懲標ととも

続で学ぶことも多いですが︑鍛

東東事務勝 滝沢

来ればと考えています︑

松之出の良さをより︸麟発箆出

とでも今まで感じられなかった

施設は幾つかあるようですが︑
どれも小幾模なものばかり．

先欝も︑野球をしている小辮

盤を見かけましたが︑その場漸

は町斑体欝館の認分の︸程慶の
広さのところでしたゆ

麟々から簿っていたこととは

いえ︑幼い畷自分が野山を駆け

翻っていたことを潔えると敵め

て都会の便剰さとはまた劉の︑

多供絶会の不便さというような

霊2

ば保険料の納付が必

取ってからお磁かけください．

要なくなるというも
ので︑承認された期

間は︑次のような取
り扱いになります．

◆老齢基礎年金の︑

」
L☆緊急に備えて、次のとおり各施設に
㎜
二休欝当番医く鷹麟）
｝
） か

海難はもとより︑密航・密輸

されました．

6髄 塾楼

年金を受けるため

9−25io測源季
牧麺
．⊥．＿＿

犠D255一

蔭翫畷勝
6脳繭翫
l i

に必要な期間に算
入されますが︑年
金額には反映され

勇駐

竹1

1號摺

ません．

◆期閥中の病気やケ
ガで︑障欝が残っ
た場合や無くな︶

た場合は︑障審基
礎年金や選篠基礎
奪金が支給されます．

◆鐙年以内なら追納できます．

追納すると︑通常に納付した

鞠学癒の圃疑年金保険料納付

のと岡じ扱いになります．

ただし︑学焦は⁝般酌に勝得

きるように緊急通報番ぢが導入

群・事故についてすぐに通報で

5月王嬢より海烹における事

王王8番へ

事敢があったら

の事件・

⁝︷⁝⁝妻多釜ー手多⁝圭︸多拳多ξ

窓鷺まで︑

手続きは攣めに繍疑年金撫愚

が必要です．

特例鰯度㎞は︑本人からの聯w．鵬

ます．

林β診療のお知らせ

が無く︑保険料を納めることが
姻難な場合がほとんどです︒

このため︑平成氾年4月から
学猛本人の所得が⁝定額以下の

場合には﹁学盤期間中は麟畏年

金保験料の納付を必要としな
い恥こととした欄学奮の麟民奪

金保険料納付特鰹綱度臨ができ
ました．

鴨学盤の納付特例鋼度㎞は︑本

迄鑓遡隆ユヱ

｝㎜

費6−313玉
季公之し捻鑓丁マ斐場

人の贈罫携に基づき︑承認されれ

｝
一
唖

内クりニックi22−3330 安塚跨
1鍛｝l
魑｝
一
｝噌㎜W
松。
之出診療湧
i6
6−2240
松之鼠声
6月4
β
I−1
痘
7−20H 松代町
浦1
6月王8灘β露1浦屑漂診療所三τす
憲穣

勤藷
顕＿鑓翻

お知らせ一

■ワ▼」陣

警察留ハ大学卒業者﹀

募集のお簿らせ
新潟県警察では︑著さと儲熱
にあふれた警察窟を募集してい

ます．醐罠の葱濡を守る︑薫義

65名穆度

7月9環︵鷺︶新潟市内で
お問い含わせ

鷺2−0王王0

お透くの駐在漸または

安塚警察署

眠らせておきましょう︒

鵜漂に︑あなたのメッセージを

21無聞松之蜘の大地・大厳謬

爾韓︐

慧あふれる蟹毒を琢集します︑

男性警察窟

鞍干名

採用予建入鰻

女挫警察霧
受験資格

◆妻︑央への感謝の薫縛ち
◆遠く離れている子どもや孫へ

昭瓢総奪4月2欝から昭瀦騒
隼4月遷鑓までに葱まれた人で︑

◆お鍛話獄なつたあの方へ

募集定興
202三円

202i人

串込期限

会

愛

の購の料金で発送します．

2021俸玉月澱鷺には︑そ

次のいずれかに該滋する饗
◆大学を卒業︑または平成捻年

3月雛鱒豪でに卒業見込みの
人
◆新潟県人事委愚会が岡等と認

める轡

2000奪8月鍛鷺
お問い合わせ

﹁雛鍵紀へのラブレター偏

実行委質会
費6−2三65

十鷺町大火嫌周驚記念行事 の
一聚として︑都欝工学の権戯で

ある小患治教捜を迎えて講演会

鱗郷穫大火と

2階中ホール

ク撒ス釦0

午後6時30分より

5月23硝︵火︶

を企爾しています︒
臼時

場撰

演懸

防災まちづくり騒

講麟 東窟大学薫学部

おさむ︶

都瀞工学科教授
小繊冶︵こいで

お問い禽わせ

十撫町地域溝防本部予防諜
励0257−57−1557

5噺

松之山郵便局内

喚孟燃
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女轟

拶

辮姦

5趨8環から6月漁βまで

糠議
灘聡
少隼竿亙

東頸城

ふるさと晃て渉記卜

大島ヰ寸

歴史と自然が織りなず神聖で静寂な空間

・一板山不動奪一

鰹年お盆になると人々がお参り

であるといわれています︒欝は︑

萌蕊は︑目の病に霊験あらたか

う書い伝えがあり︑豪た︑不動

傭度数えても数が舎わないとい

す︒石仏はその数の多さから︑

体からの蕎仏が安置されていま

の中に不動尊がまつられ︑二爺

蕩さ丁八㌶の畢月形水成澗窟

闇欄三十鏡︑輿行き十黛綴︑

春が絶えませんでした︒

近往の人々の儒卿も解く︑参詣

いる板山不動藤は︑欝から近郷

村指建文化財の一つになって

を紹介します．

は︑大島粒から﹁板山不動尊脳

らっしゃると思いますが︑今月

郡内にはご存じの方も多くい

シワーズ広域広報

に行き︑審せ相撲や盆踊りなど

も行われて︑脹わったというこ

とです．

漏窟の膚離には︑不動滝があ

︒輩われ︑

ります︒修験春が往み藩いて修

弩をした場漸であるとも

滴潮な水が落ちる様は︑神麹な

雰翻氣を醸し出してい豪す登

競窪は︑参道や綴が整備され︑

擦鎌夏から秋にかけて紐舎体験

に訪れる子供たちの︑承遊び場

て脹わいを見せています︑

勝や魚のつかみ取りの場勝とし

静寂な窒間で心を落ち蕎け︑

みてはいかがでしょうか︒

ゆったりとした時問を遍ごして

大撫欄封役場総務諜雨父流係

お聞い奮わせ

費4−3玉01内線磁

婁3

第璽次試験

る盈

圃㈹
圃嫌
お

回團

え・うちのおかあさん

む お

令薮ちゃん 佐藤康満・洋葵さん

天水越（朝鷺、屋

樋歳

毒︸

輿一さん

醸

學藤

欝

艘

謹灘

おくやみ（死亡）

相沢搭平くん
松之由（羅張屋〉

松之由（柏葉屡）

お料理をしているお母さんだよ．お
顔が上拳に描け烹した．お母さんの棒
と顔が好き。お料理いっぱい俘ってく

＊4月懸から4月30i嚢蜜での鰯癬分です．

れるよ。

窟広報に載せてほしくない方は、煽磁の翼寺に
窓1二葦にお話ください．

灘灘蕪麟灘灘難麟灘麟灘灘難鱒繋

∞∞

涌

ん

洗い物しているお愚さん、，俸が

黛部

う蒙く描けました。災っているお母さ
導

んが大好き、お母さんの卵焼き1三1一くて
鰻味しい￠）、、

町民憲章舞爾藝葦5こ3｛婁，7葬拷重，1享鉱

わたしたちは松之1、ll鱗民です．郷，．1二を愛し

みんなでよりよい町づくりをしよう。

町民の合露葉
1、美しい縁と露のIl：1で

心難かな入になろう
亙、｝プナの鐸妻爵漁塗：れ脅うよう1こ

i、湧きいづる湯泉のように
劇造のカを麟めよう

281ヨ

松之磁潟泉クロスカン
トリースキー大会

夢矯記より

ようやく沸き立つようにブ

ナの新緑が勢吹き始めました．

今舘の冬が長く感じられたの

は私ばかりでしょうか︒巖近電

しょうか美人林の問い合わせ

誕の取り次ぎをしている牲で

の︑電譜が頻繁にかかってき蒙

撚集落の遵踏は渋滞になるそ

す．これからは休総になると松

うです︑実際に確認するまでは︑

れだけ葵入林のブナは美しく︑

儒じられなかったのですが︑そ

駄

町探鳥会

4鷺 ブナの森コンサート

松編入学式

と岡じで手軽な湊然が︑求めら

箆
5●ZZがG嬬〜㍑驚

欝欝

驚内小中学校入学式

鞍名になっています︑桜の花兇

6月よ

湯

−毒了る

ぎ1休館日
銅1 傑25

◇5月20獲〜6月§鷺の予定

れているようです．

温泉センター

クリーン大俸戦

6覆

慧捜

連体の心をもとう

29羅

◇4月の患来事
5β 町内保育斯入園式

紳

5月〜惣月は第2週・第4週木曜βが林館田です。

（ただし、鉢館賃が貌祭βの場合は、翼βが鉢みと
な委捲ミす。）
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lOoりトー

（）内は鶴鑓との沈較

や劉

総入鷺 3249入軽3）
男 i，566人軽三！
女肇，683人（÷2）

ち保
澄︵
香倉
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