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農家の燦さんにご迷惑をおかけしましたが︑まだ︑爾積が確建して

松之山町長佐藤利幸

二十一世紀初頭の
新年を迎えて
茜暦．㎜○〇一年という大きい節闘である︑︸十一世紀初頭の輝かし

この劔度は︑滴費奮である皆さんからも理解︑協力があって成立

いない状溌であります︑

咋年を振り返ると様々なことが思い出されるが︑毒い天候にも恵

したものです︒したがって溝費霧からも評優される交付金の濡用が

い新糞を趨え︑心からお慶び蜜し上げます．

まれ︑︸昨年に続いて獺作は豊作となり︑しかも︑良質の来を滴費

望まれております︒

総み入れて︑地域農叢の発展の基礎づくりに︑その資金の濡胴を図っ

そのために︑交付金の一部をできれば器○駕程度集落協定の中に

てほしいと願っております撃

裏い︑安金で安心して食べられる来の盤産︑縫産物の鷹産に役立て

矯的どおり棚田の保全︑自然景観の維持を図るとともに︑食味の

潔に供給することができ︑欝びに堪えないところであり談す．しか
しながら︑難．作が農承の︑醜得嬬に結びつかないという状溌となって

いることに︑農．脈の心傭を愚つと糊傭の念を禁じ得ません︒

昨年は︑雛劇ブラ・ノ︑大地の灘衛祭や地芝騰サミットなど︑例無

撫を訪れていただきました．特に大地の螢衛祭には長期闇にわたっ

てほしいと期待しております．

にないイベントを行いましたが︑全図各地から大勢の皆さんに松之
て行われたこともあって︑アート作欄の鑑賞に︑特に著人達が大勢

訪れてくれたこと︑そして︑このイベントが顛内各地をはじめ外圃
蜜でも発儒されたことは︑大きいインパクトを与えてくれたものと

思います．展承されたアート作晶のみならず︑松之由の隙然︑厭鰍

格養が燦じないか︑介護認建作業が瀬調に進むか︑介護サービスが

保険が発墨して九カ月となりましたが︑保験料が近隣鰹樗と大きい

鷹療保験鋼度と煎ぶ︑お猛い闘疑が助け合いの精神に墓づく介護
藪た︑地芝屠サ︑︑︑ットについては︑これを契機に郷土虻獣能の復濡

︑値・︑の魅力が各地に発信できたと︑その成墨を評緬しております︒

娠興につながることと︑岡賭に讐術文化のまちづくりに発展するこ

要望に榔じていけるかどうかなど︑心醗しておりましたが︑毒い溌

る綱度に育てていただきたいことを願っております︒

この綱度を十分理解していただくとともに溝罵を図って︑評髄され

翫もなく順調に推移しており︑欝んでおります︒像民の皆さんより︑

とを願っております︒
・︑灘㎜∞麟羅禰灘 載

灘鞍糞訟翻獲溝発建磁癒
鰹年顯月中由問地域実払鰯慶が発足し︑集落総代さんをはじめ︑

2

欝溝簾欝整雛礎鞭鱗驚
都欝往民は︑公薬箏業の縮少を窯張されているようですが︑松之

．野徴紀末の約汽︷年闘は︑経済的豊かさ︑ものの難かさを乗め

ていただく驚になるのではないかと思っております．

遜露特建財源であるガソリン税などの財源を一般財源化にという

る時代でありましたが︑その結果︑地球の漏暖化をもたらし︑ダイ

山町は．豪だまだたくさんの公捜嚢業を必要としております︒

意毘が旗ておりますが︑絶対認めることができないことであり︑声

オキシンをはじめ数多くの及省すべき悶題が盆じております︒

理解をいただき︑此較的願調に進められております．その地︑騒遵

綱道 覧︑．の松之山バイパス︵轟館トンネル︶の整備も翻県の

やすい地域といわれるような地域づくりを麟指し︑努力していかな

とが予想されますが︑松之撫の地域が︑穫⁝鐙紀において簸も往み

一姫紀は︑地球聚境︑エネルギ⁝など種々鰯約される時代になるこ

⁝新

を大にして茂対還動を進めなければならないと痛感しております．

に薩接嬬柵閥係の大きい道路︑農薬基盤の整備︑河川や治山︑地滑り防

瀬〇五弩をはじめ県道の整傭侮進︑町遵の改良鍵進など︑欝常猛漉

す︒

時蔑径位のご脇力︑ご支援をお腰い幽しあげ︑ご挨拶といたしま

ければならないと館顛に轟たり決恵を新たにしております︑

庶など安全で安心して催める地域づくりには欠かせない多くの欝業
めており該す︑

が欝鑓押しの状濁で︑より一麟の娘力が必要であることの認識を深

灘繕灘鱗羅慧撚懇麟動懸
東頭︷城郡六暁柑で町醤A 併検討協議会を昨銀牽二月に発建いたし

ました︑あくまでも環段階では勉強会ですが︑その検甜内容につい
て公闘し︑住疑の皆さんの判噺桝料に提供してまいりたいと湾えて
おります．

毒町耕合鎌は︑考えないで済むものであれば合磁を検討するよう
なことは必要とし豪せんが︑地方分権の時代を迎え︑磁から地方自
で住幾の要望に添える行政を行っていけるかどうか︑財源が確保で

治体に権限を多く委譲されても︑人鑓わずか︑千蕪鷺入穰度の町栂
きるかどうか︑入秘の養成︑職鍛が必要とする数の確保が斑能かな

合磁特侮法は︑平戒牽七葎三月までであり︑今年︑︑月には県が欝

ど疑問であり︑不安を感じざる得ないところであります︒

町村禽併推進についての要綱が添される予定であります︒松之出時
は︑県の立場でどの粥町紺と金餅することが璽談しいとする案が︑箪

されるが︑合併に対する議論が蔑まってくることが予想されます︒

合餅についての判断は︑嶽然住跳が薫体でありますので︑町疑の
皆さんに充分惰報を提供して︑愈併するしないを倉めて議論を職め

3

情報交換ができ︑遠隔地であっ

しみ︑離れた家族や友人と︑欝

④︷父通手段に依葎することなく︑

より︑躍的地に巖適な手段で︑

⑧蕎度な道踏システムの導入に

ことができる︒

蕩いコミュニケーシ還ンを図る

欝だけでなく映像を通じた質の

ネットワークを逓じて職場につ

簸矯の時聞で行くことができ．

ても質の嵩い匿療・介護サービ
傍

ながることにより︑葎齢や性別

渋滞や事故の少ない︑宏全で快

れています．適嚢の農業革命︑

革命のことで第薫の革命と鱈わ

命があり︑轍の中が変わった︒

這絡など叢十葎筋から慶動車革

変わり︑機関箪︑鉄道︑自動箪

に船舶︑航驚が闘発され繊界が

化による︑資源・エネルギーの

郷舗︑経済浩動のネットワ⁝ク

⑥テレワーク等による交逢量の

商取引を行うことができる︒

駆使して自磁に徴雰聯の顧客と

⑤企業規模に関わらず︑王丁を

ティアや祇会貢献濡動にも容易

が容易になり︑各人がボラン

た︑障書潔や鐵齢養の穀会参撫

形成への参漸が可能となる︒ま

自らの積極的な傭報発儒︑祇会

⑨ネットワークを通じて︑焦民

4
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いよいよ工十一轡紀が始まりました︒いったい未来はどのような
継会になるのでしょう︒最近よく﹇王丁橘といわれますが︑このこ
とが進むとどのような社会になるのでしょうかウ

のパソコン経曲で出來る技衛は

に関わりなく嚇望する仕事をし

適な移動が驚能となる︒

スを受けることができる︒

すでに実絹レベルに達していま

つつ︑龍濡の場を選択すること

今鐡は︑近未来の﹁IT社会砧をご紹介します︒

王丁革命とは
簸近﹁！丁薙命幅という需葉

ができる︑

産業麟臨に次ぐ大きな変革とい

それと嗣じくコンピュ⁝タ︑イ

閥欝年崩くらいに大航海時代

す︒

IT藁命の推進については9

う意味です．

ンターネットなどによる傭報網

に参舶することがで童る．

を群にします︒これは傭報技衛

本は︑アメリカよりも葬常に遅

⑩自宅や職場にいながら︑得政

に闘する惰報が即鰹に手に入り︑

滴費椥翻㎜等により︑獲箋への賃

一つの窓窺で住湧・芦籍・税の

荷を総禽的に軽減していくこと
が可能になる︒

撫欝・納付などの行政サービス

今︑起こってい談す．︑

⑦いつどこにいても︑様々な構

が婁界申に広がり︑情報革命が

報機露を通じて巖新の映醐を鑑

を受けることができる．

れており︑ヨー鶯ッパやアジア

IT革命で
どんな社会になるのか
等に関わらず︑誰もが必要とす

①地理的︑身体的︑経済的綱約
る簸嵩水準の教膏を受けること

②あらゆる美徳作磁︑文学作最︑

蜜し︑人気のテレビゲームを楽

よりも遅れていることにより︑
嚴本政府は王丁戦賂本部を置き︑

五奪以内に徴界簸先螺の構報通
信縫会を普及する計薩を進めて
います︒

惰報化社会とは
は︑私たちが行っている歓会溝

科学技衛を地理的な綱隈なく︑

ができる．

動︑たとえば穏事をしたり︑買

また︑いろいろな人が傭報内容

どこにいても鑑賞︑剰爾できる︒

歓会を憐報化するということ

い物をしたり︑役斯に行ったり

を容易に作成でき︑流還させる

する全てのことを電子窒聞でも
岡じことが患来るようにするこ

③蕉宅患潔の緊急対応を愈め︑

ことができる︒

今まで役所に行かなければな

ネットワークを遇じて︑安金に

とです．

らなかった拳続きが︑金て自竈

慧

︑鑓
梱㎜
輌

鑛・︸

透蠣灘翻翻鱗欝
劃︐

7灘鷺灘輝禦勲醗一
鑛灘鰹灘騰麟㈹諜姦翻難纏縫糞讐灘
輪繍繍 鞭脚悩 ざ蕊−嶺愈燃＾伽＾鰍欄・綴激重蝸

篠懸議繋凝織濃嚢簿慧藤鰍鶏蹴潔驕髭
騨醗狸軸

麟鑛灘瓢i纏魏灘犠嵐、

電子政府の実現
電子政府は︑響政内部や行政

を送ったりすることが︑代識的

霞分の趣瞭や考えを嚢現する

ジツトカード決済が多いですが︑

で毒ます︑支払方法は︑クレ

てるところもあり豪す︑

銀行振込や代金引換などを扱っ

コ蕊ユニケーシ躍ンがとれ談す︒

ためにホームページを作成し︑

ですが︑その活罵方法は無限大

闘設すれぱ︑世界巾の人が見て

蕎度嫡報通嬬ネットワーク範

といわれています︒今劉は僅い

くれる可能姓もあります．また︑

方の叢なものをご紹介します︒

インタ⁝ネットは︑傭報収集

会が︑番愚に訪れるのかまだ実

と翻残・事業著との懸で欝類の

握出や対醐で行われている叢務

のホームページが葎荏するので︑

感として湧きませんが︑最近の

インターネットには撤々な趣昧

携帯電誕の急速な普及や縫雰最

に巖適で︑鹸索サービスを使え

岡じ趣瞭を持った人達が鋳報を

ば︑霞分の難りたい構報を図欝
館に穏かなくても素箪く得るこ

ワークを通じて養雀庁横噺的︑

麟・地方︑体的に憐報を瞬時に

︷父換したりできます︒

をオンライン化し︑構報ネット

爽禽・漉用する新たな行政を実

とができ衷す．談た︑傭報伝達

先端の外團の動きを見ると︑そ

手段としても︑手紙やファクス

ホームページによっては︑商

税するものですぬ

⁝⁝⁝き垂⁝⁝⁝奪多豊﹂

えます︒

1つです・

の審は近い将乗確実に来るとい

1｝

翻の紹介ばかりでなく︑その

1きるなどパソコンをフル活用しています．

ホームページ上で醐鹸の購入を

1民闘鴛数轍り繍競争を生き残るため鵬報

のように︑文掌や映像を送るこ

ようにしたり、観光案内や穣泊予約をインターネットでで

とができます︑好壼な時閥に送

作成したビデオを取り込んで好きなところをすぐ晃られる

これにより誰もが︑團︑地方

多機能傭報媒体（マルチメディア〉化して音声や爾像を爵

が提僕する全てのサ⁝ビスを時

E籍に操作できるようになってきました．今では町商工会で

寧し込むことができます．また︑

が動機だそうです。巖籾は財務会誹などに使絹していまし

信したり受信したりできるため︑

た．それからパソコンも進化して、ワープロ、表計算から

聡的・地理的な鋼約なく濡罵す

小野塚さんは、20年蔚のパソコン創生期当時から、取り

飛行機や新幹線︑ホテル予約が

小野塚修さん

お薮いに迷惑をかけることなく

パソコン教蜜講緬

ることが鰐能となります︑また︑

インターネットを活用して

自慰や職場からインターネット

1をしたいのかはっきりさせることが必要です。そして今あ

を経由し︑全ての行政手続きが

躍的に陶上しますひ

滋時闘驚能となり︑利便牲が飛

インタ︸ネットとは
イ︑︑ータ萎ネットとは︑コン

話回線などで接続し︑データを

ピューター岡窯をケーブルや電
双方でやりとりできる仕組みで

5

︑鑛

し

世雰聯のコンピュータとつなが

iく増やしていくこと漱蹴なってくるそう職

…

これからは、パソコンを使いこなせる入を患來るだけ多

i

す．ブαバイダーに擁入すれぱ

き

湯本（こめや〉
｝

盤蹴

灘編一

ることができます︒

していました．

1

響響

1が・パソコンはどんなことにも牽鞭きるので謝分繭

…

インタ峯ネットで
何ができるの

る技術を使ってそれを爽環させることが大切です．達と話

ぎ

fパソコンを翼っても飼に使うかオ）からない人がいます

i

インタ⁝ネットというとホー
ムページを毘たり︑電子メ⁝ル

授術を使いこなさなけれぱいけなくなってきています。イ

き

艸い

「

糠．餐験灘繍

鍵驚義

甑財繍

礫鞭巌翫、
纂灘灘轍．

轍繍滋雛麟競

鯨臓1も雛慧部 掘、嫉
掌譲謙

き鑑編
磯慧纐磯撫鵜撚燃漁撒騰瀬

難
羅顯
灘鍵

舞鍵議欝畿纒畿
晦鉱撫

鍵劃鵬輝爆
2轍縄蘇蝿蒸姪・蕨漁舜黛獣軍

糟

榊

榊

鍵

組んでいました。なんとか仕事に落かせないかと始めたの

ンターネットがないと仕事ができない状態になっているそ

桑辮悌 安 郭 貫

冬期孤立簾落や蕩齢化の著
とができ︑住難の安愈と生活環

しい地域に保安要貴をおくこ

境の維持陶灘を図ることが環
的です︒

設置期間

生繕道鶏の安全確保や︑滴防

施設やバス停留勝などの公
塾施設の除辮．時で指定され

自力で象騰のなどの除雲を

た臥醐の圧鍵をします．

1Φooトー

の紹介

この冬の体凝は
罫成12蓉度の保費要麟は娼私
です．うち︑︸．︑︑上巌の運転をす

る人が7名います︒

布趨地匿

松難地区

松之山地賦

地区劉では︑

戚の援助も受けることがで

行うことができず︑集落や親
きない鍵帯の巾で簿が指定し

浦繊地区
となります︒

た椴欝の除鷺を援助します︑

ころで︑救急患潔が発盤した

③道路除欝がされていないと

なお︑この鰯度の運胴にあた

毎奪捻月王揖から翌年3月雛

とき︑医師や滴防署の要請に

り︑今まで地域の行われてきた

されるとされています︒

われることがないように運購

助け合いの精神・協力関係が失
める業務︒

④①〜③のほか跡長が必要と認

より︑患欝の輸送や隊師の往

5325
診に協力します︒

嬢までとし︑地域の状瀧により

期聞を篶くしたり︑艇ばしたり
することができます．

保安要員は
どんな仕事
①難崩除蕪や飛鷹落としなどの

名名名私

③、

冬期集落
保安要員謝度とは

集落の蕎齢化が進む中︑安心して冬期間を過ごすことができる綱度といえます︒

も冬期保安要員はありましたが︑県の補助事業を利稽したもので︑今翻︑疋式に
制度化され︑任務内容などが明文化されました︒

稔月定例議会において町冬期集落保安要員設罎条例が制定されました．今まで

冬
翔

欝

き撫．︑灘

喰

灘．

町村合併について

検討を始めま し た

東頸城郡町村合併検討協議会

地方分権の推進︑麟や地方の財

ら︑まず往民の皆さんが露らの

関わる大きな岡題であることか

町鍬合併は︑地域の将来像に

発建しました．

政の悪化︑少磐・蕎齢化の進展

問題として議論を深め︑地域往

二牽点轍紀の幕醐けとともに︑

まく傭勢が大きく変化していま

などにより︑地方自治体を取り

また︑鷺常の盤溝圏や行動範

ので︑協議会での検寸事項の牽

ることが不可欠と毒えています

民の皆さんのAき慧形成がなされ

醗が時輝の枠を越えて拡大して

す．

おり︑広域的な行政露要も憎大

の対誌・慧見濡父換を行いながら︑

分な構報開承や地域の皆さんと

句

まつのやま文芸
俳

タ月の鱗に柚葉二三救

松之山

短欝や挨拶すれば手で答ふ

く繭

こもれ鵬の申よ尋初雪舞って来し

鑓︶ 蕩沢秀女

補奢から順次盛選人となります。

しています．

松之山︵高松麗︶ 井部朝女

住み古βていても初雲麗しく

政党の当選人の数が淡まり、その串で、投票数の多恥候

新しい地域づくりのあり方と町

党名の総得票数（候補奢欄人の得票数を念融）により各

こうした地域祇会の変化に鮒

名または政党名のいずれかを認載して投票します。各政

轡の将来について 緒に毒えて

すQ

応するため︑地方自溶鉢では単

非拘束名簿式比例代表制の導入

初雪や幼は喜々と登園す

未枯の菊地に伏してほの匂ふ

参議院議員の定数削減と

いきたいと思います︒

創世紀の参議院議員選挙

に地方分権の受け難としてのみ

松之山︵松 娯V 佐藤節女

◆雰拘束名簿践による参議院姥例代表選挙では候補奢

ここに第︸醸協議会の脇議結
果について︑お難らせします︒

決定事項

◆参議醗議員の建数が252人から鍍2人に剛減されま

ならず︑均衛のとれた郷土の発
展とより効率的な行政還営︑行

要があり︑新潟県では合併パ

①協議会名称

財政基盤の強化などを膏える必
ターンを盛り込んだ﹁齋町轡金

漿顛城郡驚討合併検 討協議会
⑫協議会窺約
組織︵構成籔︶︑役員︑協議会

に策建され︑時村倉併は遜けて

轡健進要綱幅が鷹年r月をめど
通れない諜題であると認識して

の任務等を競定︒

③役資体鋼

います．

地域億毘の皆さんもすでに新

会長

矢野学

翻会長 安塚町長

松代職長 関谷達治
ころですが︑東頚城郡町籾会と

闘報道等でご覧いただいてると

翻会長 松代町議長羅野黄一．

東頸城郡鰐村会箏務局

④事務燭体翻

東頸城郡議長会では︑各町栂の

抱えている諜題を明らかにしな
がら︑あるべき町耕奮群のあり
方や将来の見通しなど︑合併の
燵非を禽めて検討するために︑

軍牽再十鐵βに﹁東

︸

7

平成十

頸城郡町村合磁鹸討協議会﹂を

りの選挙管理貫会にお問い合せください。

し

◆來年の参議院通常選挙から適罵されます。詳しくは、鍛

薩
変わります1

︑蝋≦灘

）百牢物語

子から未来へ講をテーマに気運を高め、

︑購

りの8」に記念事業を1実施しiま参

事業勘建の歳入歳出予簿の総

◇鼠罠健康像険特刷会謝補疋

例の一部改疋︑平成牽︑葎度の

◇介護保険特別会欝補正

綴予算の総額に変更なし．

歳入歳患予算の総額にそれぞ

8

1卜oo卜1

月29βの﹁みどりの欝偏には新

薫年物懸㎞をスタ至トさせ︑4

平成十慧葎第闘繕の驚議会定

潟市と幾岡市を会場に大幾模な

植樹祭を行うほか︑単成6年度

例会が十一月︒十矯から二十一

額にそれぞれヂ灘蕩照十．．︑万闘

霞の二灘闘開儀されました．

千円を追撫し︑総額︑億九千七

ムが2月に竣工することから一

薄六牽八万三千円となりました．

に藩手した新潟県総禽スタジア

一つの条例の舗建と十㈱つの条

今餓の議会の説な審議内容は︑

一般会誹と鷹つの特購会謝の補

長岡市での植樹祭には﹁緑の

般公闘することになりました．

少年田﹂︵松之由小︶を先頭に︑

薫多算を申心に行われました．

歳患畢算内の補蕉で︑歳入歳

り︑衆來への夢を託していただ

町内の釜小学校から稀犠巌を募

特劉会誹補疋

◇居宅介護サービス事業

付税について冤町総禽欝爾につ

輔般質問では︑﹁町村禽併と交

いて幅﹁行政︑財政改革﹂瞥圏道

患予算の総額に変更なし︒

く予定です．

新潟県の発展と豊かなふ るさ

◇簡易水遺事業会欝補疋

〜般質賜など群しい内容は︑

歳繊予算内の補正で︑歳入歳
とづくりを夢に︑鷺牽一世紀記

を﹂﹁中心街の溝性化について偏︑

三鷲﹄讐の歩遵設置と工事健進

﹁議会だより篇で紹介します︒

問しました︒

・人の議嚢が十八項懲について質

﹁︑︑蓬一世紀に陶けて恥など六

念藝業届を金県幾の方々から参

組むことになりました︑

糠いただけるよう︑晦でも取り

愚βは︑県内姦帯町材の参撫

内の伝統︑．駆能のほか︑作翻家さ

今園審議された補蕉予算などは

潔代表による場内パレード︑県

とミュ⁝ジカル﹁緑薫無物総偏

なお︑全て練案どおり可決さ

次のとおりです．

だまさしさんが作ったテ⁝マ曲
が欝と光の欝舞の燐で演じられ

れました︑

るなど多■彩な催しによって﹁み

どりの翅嘱を嵩らかに纒いあげ

◇㎝般会翫補正

︻平成十二年度予算関係㎞

2年後には︑ここを会場に

ることになっています︑

れ九千エ資講十一万闘千円を追

蕊なものは別喪のとおりです︒

六万一千円となりました︒

舶し︑総額三十五億五千百五十

歳入歳出予算の総額にそれぞ
驚でも︑この︸般公鯛に参撫

る予建です︑

雛徴紀を迎え︑覇潟県では次

を稀望される方を次により墓集

サッカ⁝の蹴界大会が闘催され

の欝代への贈り物として︑木を

しています．

陸上競技場に衣替えする。

穂える臨畏運動閥新潟﹁緑幅の

ビッグスワンに
行ってみませんか

催し物の会場となるグラウンド都分は、2002年の大会が終了すると

．鑛

欝難．

お

欝蟻

維齢撚蜷

飛緑ゴ6）
鎖盤紀を選え、集蔑がヂ親か5等へ
決慧を獅たにずるため、4月298「あ

5．395千fq

醐する条例◇職翼の寒冷地手蚤

A醤灘線薫事費

れ六蔵翻万円を撫〜撫し総額一億

松之由小学校大規模改造工事費

の支給に隅する条例◇職澱の特

◇松塁小学校下水道接続工事費

殊勤務乎轟に関する条例◇税条

5，437千円

⁝き

須磁美人林線醐設工事費

八千穴欝九万滋千円となりまし

◇須出地区森林空間整備工事費

午後2時50分︵厳守︶

33，400千円

例◇乳兇の緩療費助成に醐する

◇農地災害復照工事費

た︒

王5，000千円

◇下水道事業特別会欝補正

◇農業施設等整備工事費

る条棚◇ひとり親家魔等の医療

29，098千円

条例◇幼兜の医療費助成に圏す

◇県営串出間地域総合整備事業負摂金

歳入歳出予算の総額にそれぞ

【歳闘

◇欝少年周題協議会設置条例◇

20，500千沼

条例の割定

◇県営中出問地域総合整備事業債

十鷺町地域ニューにいがた璽翻

6．質7千門

◇國体営棚醗地域等緊急保全対策事業補助金30，772千円

ブラン松之康ステ⁝ジの管理及

◇申由問地域総合整備事業分撞金

条例の㎝部改正

lo，32三千円

◇冬期集落保安要翼設綴灸例

◇普通交付税

条編◇ギ水道条例

3，565千円

び運営に関する条鯛◇簡易水道

◇地方特例交付金

◇議会議麟の報醐及び費稽弁儂

【歳入肇

等に関する条例◇職貴の給与に

一般会計補正予算の主なもの

宙然休養穏センター鶴集合

、、、一」

帰り 午後8時発の予定

平灘簸蜘

往復とも県が用慧したバスで

費助成に関する条例◇老人羅療

地盤改良』工事・基礎杭工事

平成質葎度 地上本体及び設備工事

れ千五灘三十暇万八千円を遍舶

し︑総額m億千七薫八牽黒万九

平成9奪度

帰りは︑会場周辺が混雑いた

基本設計

平成8奪度敷地造成

ご乗車いただきます︑

平成6葎度

障窃脅難療費助成に関する条例

建築経過

費助成に調する条例◇璽度心身

約300億円

案例関墜

事業費

千鍔となりました︒

約32。5m
鉄轡造及びテフ〔⊃ン膜構造（観審席の90％〉

しますので︑午後7時鈴分に退

ス9ンド高さ

場する予定です．

40，270鷹

屋根

ウ

◇その地

6，230㎡（約6反歩〉

一般観客席

松璽小学校L

4月29繍隼後6時

傷設施設

◇鍵隣

80，8屡0㎡（約8晦覆歩〉

逢え

8η40㎡（約8蹴反歩〉

9ジアム

新潟県スポ⁝ツ公園内

ヌ

◇会場

延床面積

﹁ビッグスワン篇

鉄骨鉄筋コンクリート造 地上5懲

◇影約の串込

構造・規摸

参撫を稀望される方の集落名

462，000擢（46題2反歩〉

業諜姦みどりの研幅撞嶽係へ電

敷地面積

『1

とお名離と電語番畢を町建設企

ビッグスワン施設の概要

詣でお購し込みください︒

Cから雄分。

3月竣工予定のスタジアム完成予想翻

町建設企業譲ハ費6−2ま6

2︶先藩妬入で締切ります︒

鳥屋野潟の菓辺、車で新潟駅南qから朽分、新潟西l

饗夢ヌマスパ︸ティ
松里保畜所

Iooooトー

保坂久葵夫・麿子さん長男

入のサンタさんに子供たちは︑

リスマスパーティが行われ︑3

つにたくさんのプレゼントが

﹁メーリー・クリスマス﹂と

お鰹寝が終わった後︑子僕た

しそうでした︒お礼に触あわて

乎渡され︑子僕たちはとても嬉

ングルベル﹂の歌を歌い︑簸後

と張り切っています．

来葎はもっときれいにしよう

リ⁝を簸り付けてプレゼント︒

繭に保轡所玄濁に大きなツ

力してくれました︒また︑数欝

みなさんが︑ボランティアで協

業奮のグループ﹁山がさ会縣の

今圃のサンタさんは︑認建農

れしました．

リーの麟で写真を撮ってお別

にきれいに節った大きなツ

ん坊のサンタクロース恥や﹁ジ

ちは︑密分で作った

角耀子を

欝ってお迎えしました︒一人ず

さんが登場すると子供たちは︑

てやってきます．3入のサンタ

認で達絡すると自動蘂に乗っ

翼ちゃん登場 （2歳）

大爵びでした︒

捻月22田に松慰保膏勝でク

つばき

かぶり︑サンタさんを待ちまし

ッリーをプレゼント

父さん、お愚さん」と呼びます．

と呼ぱれています、ぼくは、「お

肉が好きです。いつもすべり含に
好きな食べ物は、麺類と夏腐、

乗ったり、落書きをして遊んでい

ます。

の子供たちにクリスマスプレ

の夜にサンタクロースが町中

鷲月忽欝のクリスマス・イブ

町青驚団

プ撫ゼント

欝鍵の夜に
赫潔ダさんが

家ではザつばさ」とかギつ一葺

けてくれるサンタさんに大欝

子供たちは︑プレゼントを旙

の中を玉件ずつ醸りました︒

プレゼントを灘に詰め込み︑露

今園は︑5人のサンタさんが

うものです︒

ロースになって鵬けようとい

ゼントをイブの夜にサンタク

癒帯に︑事繭に親が買ったプレ

いるもので︑子どものいる希望

たいと梅俸︑町膏年腿が行って

小さい子供たちに夢をあげ

ゼントを駕けました︑

豊田（道徳〉

び︑申には疑っている子どもも

の王欝でした。

【お母さんから一・謝

なってほしいです。

入の心を思いやる、優しい人に

L、．

るでしょう︒

きっと良い思い出となって残

いましたが︑大人になっても

初めて見る魚たちに大はしゃぎ

プレゼントをもらって大よろこび

わが家の人気者
た︒巖近のサンタさんは携帯電

ヂ由がさ会」のみなさんが大きな

スガ
サンクク【コ

町 にやつ1ご采た

先a、水族館に行って来ました。

雲O

鍬叢ー場懇
癒ちつき弐会
今シーズンの松之儒温泉ス
キ⁝場は︑昨年捻鍔中旬の露で
瀬調にオープ︑ノしましたが︑途

中璽が少なくなり休業したとき
もありました︑クリスマス寒波
で︑積鱈も裏メートルを超え︑

年宋隼始は︑たくさんのスキー
客でにぎわうことができました︑

1月2βは︑憧飼のもちつき
大会が行われ︑大勢のお客さん
が臼と稗を使ったつきたてのお
もちを美陳しそうに食べました︒

繰脊鱗建設
検講委費会が
鱒薦保育辮を視察
⑫月22鰻に保膏所建設鹸討委

愚会の皆さんが町内各保欝所を
視察しました．

糞接藁払澄
︑農懸の活牲化
雛霞籾髭の講演会
中慮間地域闘題の第1入饗で
ある小磁切徳美幾の講演会が︑

園園團圏囲

醒です︒﹁これからは︑地方趨給

助教授で農業・農材政策論が騨

小磁切氏は︑ 東東大学大学院

は賛本橋蕩島屡のショーウイン

います︒ 一騰変わったところで

れ︑遜行く人の鐵を楽しませて

ウインドが華やかに餓り付けら

といったイベント時にはシ欝ー

東︑承ではクリスマスやお灘月

うに思えてきます︒

灘えると舞常に潅つい仕事のよ

までの効果を求めているのかと

母けと普段冤ていた物が︑ここ

店内に引き込むか︒単なる飾り

心を勤かすか．そして︑いかに

いかに引きつけるか︒徐々に

﹁PR﹂

農敵の重要度が増してきます︒

ドウは︑マネキンなどではなく

圃因回

直接支払の集落協定締結では先

ホントに人が入り︑ある聴閥が

⑫月3鷺に自然休養耕センター

発事鮒を参毒に知恵を綴し合っ

くると踊り患すといった事をす

において行われました︒

て地域にあった独自の協建を

﹁ふるさとプラザ東東輪にて

駅八麗洲環から徒歩3分泣の

松之由町でもこの王月に東窟
作ってください偏と全圏各地の

シ譲葦ウインド遊利驚しPRを

します．

スキ⁝場がメイ︑︑−となります

が︑道行く人が一人でも多く止

こった位でした︒

め︑一時は通れない状溌が趨

その異様さに皆さんが建を黛

るときもあります．

箏劔を紹介してくれました︒

小繊切幾のように東窟で中山
問地農業を熱心に勉強してくれ

デパートはまさにシ灘ーウイ

保資駈建設検討委職会は︑少

した︑

そして⁝人でも多くの入が行っ

まって箆てくれることを願い︑

ている禿盤がいて心強く感じま

子化の中︑松之由保膏瑛の老朽

ンドでお客さんを撰くといって

てみたいと思ってくれる纂を期

も艮いのでしよう︒

目立つ︑きれい︑欲しくなる︒

化や今後の保育筋のあり方を綾
討するため︑町民の中から委嘱

されたもので︑全貴で捻名の委

東窟へお越しの際︑譲たは東

待しています．

窟にいらっしゃる友人の方か︑b

に行動へと動かしています︒観

ご覧いただ毒︑是舞感懇をいた

翼ってもらう心を視覚から徐々

東事務勝のアンテナシ滋ップで

光藤に於いても幾つかの県の東

だけたらと思います︒鱗り付け

は蘇った人より昆る人がどう感

シ還⁝ウインドを節り︑お客さ

なぜなのかは分かりませんが︑

のですから．東窟事務所滝沢

じるかと諮うことが⁝番重要な

る事は出来ても︑そのイメ！ジ

その幾つかはゴミゴミと込み

んの目を引こうとしています︒

員がいます︒

今翻が2灘罎の会瓜︐となり︑

町内の保膏勝の実構を歎るため
に施設の挽察を行いました︒

委螢の方は︑挺当職翼や傑脊
士の説明を闘きながら︑熱心に
施設を毘てまわりました︒

合った餓り綴けでした︒

⁝⁝ーL

ゆとりくん

事業内容
⁝⁝ー⁝﹂

肇／絡〜2／朽

﹁⁝⁝⁝
三コニコ教室
L＿覧一叩

董月鐸撮︵水︶

自然休養村センタ⁝

一
︸

▼練習鐵

土曜鞘曜獲

も選択・科穏履修撫として入学

れば︑蔦歳以上であれば︑誰で

できます︒

祝祭雛
▼時間

●入学のチャンスは年2闘

午麟9時〜午麟U時

▼会場常設ク獄スカントリ⁝

穣を編成しているので︑自分の

午餉g時〜午繭H時

2月M環く水︶

らいましょう．

．黛まきをし︑いっぱいの禰をも

鐡晶門的学翌を深められるよう︑

堰つとともに︑爽慧活に即した

放送大学の内容を紹介し︑より

いでしょうか．そこで︑今餓は

んでおられる方もいるのではな

す︒また︑実際に学習に取り組

たことがある方も多いと思いま

に学習センターがあり︑そこに

聴できなかった場禽は︑新潟帯

必要です︶都瓜︑により授叢を幾

フェクトTV受信司能な襲罎が

てい家す︑︿侮し︑スカイパー

霞朝6聴から夜鶏時まで放送し

授業はテレビとラジオで︑鰹

㎜
スキー教室
f⁝§

よろしくお顛いいたします．

す．冗気な子どもたちにご声援

のもとで力一杯滑り込んでいま

キ⁝協会や学校の売生方の指導

ある科麟だけを詳欝するのであ

学入学資格を脊する方︑興味の

をめざす方は︑満綿歳以烹で大

入学試験はありません︒卒業

ています．

ちろん烹曝矯・田濯欝も醐飯し

も視聴することができます︒も

テ⁝プが胴悪されており︑侮醐

霊2

1①ooトー

︸スキー講習会及び

㎜ バッジテスト
︸⁝︸︸きし

スキ⁝コ⁝ス︵時鍵グ

松之慮混泉スキ⁝学校では︑

ラウンド周辺﹀

f

シーズン中に3翻のスキー講習

ま葎を2学期に分けて教資諜

会及びバッジテストを実施しま

●幡広い学岡分野の科獄が学べ

・人瀞墜で奏︶ます︒

ヂ⁝⁝⁝
︸
2翔のニコニコ教整は︑﹁鬼は

一

部舎に合わせて4月又は紛月に

す．どなたでも受講できます・の

松之山温泉スキ⁝場

で挑戦してみませんか︑

▼場斯

ます

▼期臼

爾期的な6つの專攻で構成さ

外︑編は内﹂．みんなで冗気よく

2瞳臼 2月欝・U撫

1麟目

▼時間

▼開催臓

3織穏3月k・U尉

町の兇童・麓縫を対療にク欝

一膿の濡用を進めていただけれ

はビデオテープやオーデでオ

●マイベースで学習できる

で︑それをご覧ください．

レットが公民館にござい家すの

しています．詳しくはパンフ

斌い分野の約32Q科揖を馬慧

人文・被会・自然・懸業等の幡

れた教養学部は︑讐かな教養を

いずれも鹸霞︵漁︶午後薄欝

▼場斯

し

スカントリースキー教窯が醐催

ばと考えています︒

﹁放送大学﹂とり2欝葉を闇い

﹁⁝

﹈ーー⁝ーー⁝ーー⁝︸ー誤
疲
送大学
︸

自然休養樽センター

会︑翌撫︵欝﹀午離バッジテス

︻生涯学習情報︼
とは松之由温泉スキー学校にお

▼講習料・検定料飽︑詳しいこ

ト︑隼後発表

1月欝・28欝

︸ニコ麟ヨ教室

モまぎきききミモきまききミミミきげゆ

コ

ハ

されています．3月までの学校

●無試験で入学できます

㎜クPスカントリー

休業βに︑時の蟷設クロスカン

僧6−2三94

盤罪で熱戦が展醐されます︑松

午後3蒔欝分

トリ⁝スキーコ⁝スで︑町ス

ハ

隅い合わせください︒

いたします︒ご声援をよろしく

2月3β蒙︶

お顯いいたします．

▼期β

〜4環︵揖︶
ハ3黛闘会式︑4環競技︶

アルペン

競技午醗9時〜

▼時間 醐会式 午後4時

▼会場

松之山潟泉スキー場
クロカン

町浅グラウンド

ゆ

之山町からも多くの選手が参撫

スキーシーズン到來．欝銀の

﹁⁝⁝⁝薩職沃険﹂

﹁⁝
⁝
㎜第田回
︸松之由スキー

▼場斯

▼時間 午鹸9時〜午離U時

▼期β

しましょう︒

楽しく遊び︑寒さを吹き飛ば

で体操やゲームをやります．

ま月のニコニコ教塞は︑親子

轡

⁝︸呈︸⁝圭．︸圭多季⁝養ー善⁝⁝〜︐茅騨

し

角、、

︑︑ノ

公民館費研2265
軸蝉

し
り

・目笏

り
と

「

｝
酬

髄

噂

一松之山生渥学習だより

二）

ます

るためには︑羅療保険鋼度の安

麗畏健康保険綱度になかった

勉の緩療保険捌腹にありながら

を冤濃すと岡時に︑これまでの

趨するといった観点から︑漂則︑

するとともに︑コスト激識を喚

わしい鷹療が効率的に提供され

単に負撫し︑嵩齢潔によりふさ

税の世簿に羅す
る方等一・650湾

197ト80円

欝町紺跳税葬蘇税の世鱒に属する方等の舞担額は、雛果どおり

1繍につ誉、650湾〈9帳確§域降500鰐〉です．、

他の薩療保験制麓と隅搬、海外で齢療を憂けた場禽迄二は

齢療内容明纈襟鰺を翻跳健康傑険の窓職瓢鍵出すれば、翻髭

なし

健康像険の給岱の範霞で貰給雀憂けることができ裳す￠

墜墜贈蜘黎コ
こ鱒

ニが獅り蜜真＿二⊃

騨

脚

匪療費の筆割
機翻での負摂額が璽か融こ
ただし、岡一の際療萄

・纏欝＞醸雛撫騨…
欄530円
〈潟翻まで〉 籍

・膿瀟羅嚢翻

緩療機驚で暁外
②簸方せんを交付
された方鉱、

に達したときは、その後 勾
は趨ξ3魚撮はあり獣せん◎
茎旧につ懸800隅となり、障か罵瓢5自
旨の趨の5臓國以騰の通熾1鉱勲磁勲蝿はあ曇醸せんゆ
以諏漁蹴した場禽は、そ（
徴服ずあ二とを翻灘欝膿簿轟に麟砂鵠た齢療斯
（濡〉一部興撮禽を竃額で糊

での奥懇麟
★鷺験制4〉齢療解㈱マ

嘱摩，200円

薙浦窮村罵税葬謙税
の鍵帯に属する方警
・ウ霊か藏35、400肖憲で

（魏｝で毯齢綴祉驚金
を憂総している方
・葉臼500糧

ただし、岡一の鷹癬機闘での負揖額が塗か月に37，200F獅遼し
たと黛は、その後は禽ξ三舞撞はあり諜せん鋒
また、次の（∫）及び②の場合には、負擦額が釜か月にそれぞれ以

ド

の麟慌達したと繕は、その後は懲導災撫はありま煙ん⇔
（書）

綜『町ホ嘗鍵税夢糞繰税の難孟嗣撃些こ薦する方等

一24，6GO門

鋤 粛町村毘税弊繰税の繊構に属する方等で、
老齢禰祉隼金を愛給している方

・一15，000再

☆ 特驚疾構の溜鍵を愛妙ている方の暖療機購の窟澱でのご飛鐙は、
これ憲でと変わを灘煙ん暉

一｝

農
食事負担

璽9780円

訪間暦護を
受けたとき

簸人保健の訪閥藩綾に蟹する費駕の屡割
騒料
基本利駕料

ただし、岡一の訪蘭鷺護ス墜一シ鱒ンでの基本莉緯料が領か窮

一
に3か◎00胃に達したときは、その後は基本荊爾料の勲握はあり旗せんゆ

」

煽250R

★楚甑鰯の跡闘薯簸ステーシ鷺ン隙め場禽の暴本潤罵料は掴につ
審600円と鋤ナ、等か湾に6騰以上筋闘灘蟻老蟹1けた場禽は、その鍔の6箆
鶏以降の紡簡囎纏については蕊本剰爾料の舞繊些諜ありませんイ・
（油〉鶴聞覇鰻

ご蟹笠巻搬溺を驚額聯徽鍵皿する菰とを都獄鰐曝鍛舗に綴砂寓た舗

闘灘織スデー一シ藷ン

卵｛一一
〔

蓬か燭瓢30，000円以上の一部興撞金を寅払った諺人が、爾一盤幣億復数い巻
とぎなどは、舎籔して37．200湾を超える額が払い簾されます。
密欝町棚罵税非課税盤幣に鷹する方簿の煽禽彊、鎖．OOQ蹄以上の一部舞撫愈を禽算
して24，600箇を鰭え蚤額が払い簾輿れます獄

薬剤一部負撞は廃止され馨した．

るための嵩齢潔医療鯛度の見直

500拝ヨ）、300需でミす，，

・650需

す︑

蜘蒲剛掘棚鉾謙税鍵鞭奪礪す赫畿②帯剛窪麟聯
螺税の世緬に羅する方簿で鷹齢樋祉無金を愛給してい添方の
＊嶺剛槻税馨銀税
讐馨
鰻灘、蘇どおり、そ紐欄齢懸、6翻く蝦閣取降
の雛帯鉱属する方等

しが行われることになっていま

円
禰76G円

今後は年々増え続ける薬剤費

緩療費の璽翻
一邸負握金

1月1日から

欝本は世界⁝の長寿麗．その

ています︒

建冷㌻な運営が大きな繰題になつ

葭a褻撮

重臼フ60円
＊窃鰍蝦税葬灘

国保と老人保健の一部が改正されました

われています．舗齢麿の曙療費

嵩齢化のスピ享ドも徴界︸とい

﹁海外緩療費綱度㌫の懸設など

建率王翻負撫とされました．

今鐡の改疋では︑所得のある

を中心に蟹畏隊療費も舞年王兆

おレバO．000円です，，

や鷹療費の算建方式の改藻︑羅

繍幽團鳳劇

・24，600円〈従集どおり〉

☆ 犠建摸網に認：竃されている欝の葭灘負撞限魔額は、從薬ど

療費増纐の簸大要照となってい

・一70，800円

○礁購材疑税灘線税の繊籍1に薦ずる方簿

も纐えられています．また︑老

（）」ヒ位漸系響趨許のフ惨

人保健では定率負擾鋼をとって

税葬繰税

雛轍こ1 鷹する方

・一35ビ41 oo鯨

《1驚聞に4園以上交サ象と稔る鳩禽、4翻鍵から》
○一般の方
・37，200丙（綴率どおり〉

とともに︑轟額の羅療費がか

r晦栂髭

oo円

方には旛分の蟄撫をお纈いする

3S，400円ぐ従蘂どおり〉

，カ1
月

63、6｛

こうした中︑今後とも︑麟跳皆

締の等 ．

高額療養費

⇔掬町粒鍵税募繰税の搬帯稀幡する方鯵

円程度の勢いで増えています．

。42・1，800円遷一（蕨療費一609伊OOO円）×O．O壕

鷺負趨一張度額

る灘人羅療費を︑國民全捧で公

○一般の方
・63，600円十（擁療費一3⑱・000再）×0・01
（）上位漸縛麿（蕾礎撞除後の筋欝が670万円超1の芳

いる著奪巻とのバランスを毒懸

＿

かったときの露巴鏡撫の隈度額

、

㎜ 葭

一

保険を維持し︑食質な匿療を守

璽

嘩勢嘆勢

︵株︶モリタの濾火講で︑平成

捻奪1月初旬から⑳月中旬まで
販売された清火欝の内︑ 一部の

濾火露でホースの取り外しの時
に本体に圏蕉されているはずの

キャップがホ薯スについたまま
になってしまい︑薬痢が放出さ
れない可能性があります︒

事故の繧薦にもなりますので︑

拳持ちの滴火羅を点検し︑該当

する場含には購入した業春か溝
防署に連絡してください︑

︻対象消火量

メ蓄力⁝株式会歓モリタ
フリ⁝ダイヤル

費〇三20−390735
形式 粉宋滴火羅︵ABC︶

⁝ξ⁝⁝ミ董

裂

⁝︑

●爾就職支援体削整備奨励金

欝時

2月25β︵欝︶

午飼鐙時匁午後4時

質025−229−936王

帽談料無料

饗4

う藝灘叢等に対する助成描置が
翻設さ勲ました．

助成制度の概要は

●求職漉動支擾給付金

事薬主が︑離職予定書に対し︑

﹁翼就職援助爵醐篇に基づいて︑

求職懸動のための休暇︵年次霧

給休暇として与えられるものを

溝就職相談窯の瓢設・改善︑

法書士による

県甥法書士会会麟が電話での無

重債務羽◎番
等雇用安定法の改薫により︑疋

業奮を経ないで雇い入れて︑相

再就職援助謙鱗の対象潔を失

︵財︶教膏資金融資保証基金

当期醐膿駕することが見込まれ

欝⁝ワ妻クまでお問い禽せくだ

譜しいことについては︑ハ
商無齢癬︵妬歳以上65歳来満︶

儲金返済でお悩みの方︑新潟

または保舐人︵玉名以灘︶

の履規を確保するよう︑事叢鷹

年の引きLげ等による衡歳まで

料相談をお受けし︑法徳的なア

返済期間

る事業窯に対し履い入れ王人当

鎗年以内︵在栄期問内擬置︶
お閣い舎せ

園民焦活金融公庫燭繊甫店
僧0255−24−2340

増茂

鶯0255−23−612ま

撞憲 腰用指導宮

さい︒

り︑あわせて︑再就職援助を行

誹爾を承していただくことにな

等に対して鰯別に醇就職の援助

また︑離職が予定されている

に努めていただくことになりま

し☆雛雌蟹霧塁讐邊講墨雛菱劃

IO①卜1

痛ましい犠牲者
すでに4人
牽黛町地域消紡本部
牽鷺町︑地域では︑今年捻月3
β現蕪で卿件の火災が発焼し︑

昨年の火災の総件数が鍛件︑焼

除く︶を与え︑かつ︑通常の賃

4人の方が窃くなられています︒

死轡は0でしたので︑眸年を大

金の額以灘を支払つた場合に︑

火災の斑な漂騰は︑そのほと

5千円︵上限蔦万円︶が支給さ

事業窯に対して1人1黛漫たり

幅に上回る状況です︒

んどがちょっとした火の不始来

これからの季節︑火気を取り

再就職先の開拓貴の設置等︑再

鷹 繕諜ヰ1三貌雛illl

2月4ぢ1（鋤
2湾U観（1ヨ〉

形式番弩 溝第憩〜22︑︑

14〜ウ

0弓0奪

製造期間 平成捻年1月〜
お問い合せ

十欝町地域滴防本部予防諜
⁝ξ⁝ ⁝

費0257−57−1557

園の教育ローン
利期臼的

入学時の費用︑篠学中の費用
︵授業料︑下宿代︑通学費など︶

対象考

修学校︑各種勤校︑予傭綬な

扱う機会が多くなります．特に

就職援助謙磁の支援体翻を整備

れます︒

どに入学・嶺サされる方︑ま

スト⁝ブの上での洗灌物の乾燥

から発生しています︒

たは︑外蟹の嵩校︑大学など

は危険ですので︑十分泣慧をお

大壕︑短大︑轟校︑蕩専︑専

に留学される方

する中小事業兆鐡体に舛し︑必

万円︶が支給されます︒

要経費の2分のー︿上限三〇〇

願いします︑

融資額

1耀購て︑

●窪職求職嵩薙齢潔等受入給付

王簿28疑（撫）

ドバイスをいたします︒

薙2・4％︵闘建金利﹀

200万円以内

学生・生徒三人につき
利率

月 鷺（曜段）

たり3万円が支給されます︒

単成珍奪鐙月から︑轟葎齢春

ユ月20撮（段）
した︒

保証

コ

蜀

「

鶯略一綴31
松之山町役場

ドやリ

ヘ

ド

ロ

ヂ

お知らせ
36㎏︵CO2搬騰式︑
鉄製︶

金

−舗欄、，

博

﹇樹慰劉劃創韻︐︐⁝
鹸察審癒会は︑選挙権を霧す

2級の状態になったときは︑

表して︑穣察窟が被疑煮を餓判

険察審蕊鰻が︑いわぱ翻浅を代

態になった場含に支給される年

に蓋しい鰯限を受けるような状

傷により障霧となり︑鷺常癒濡

1級または2級の状懇になっ

障書認定欝︶に障欝の程度が

審認建ほが20歳以後のときは

には︑20歳になったとき︿障

程度を建める欝のことをいい

灘轄醗覆彗講灘灘蕎継鞍・灘灘欝一・倉鷲繋一・灘薄灘一瀦灘一・・一一一峯麟翻騨…

し︑障鰍の穣度が王級または

にかけなかったことの善し悪し
金であり︑障轡の程度により三

ていれば︑瞳審基礎薙金が支

20歳蔚に初診鷺がある場合

蹄磁基礎葎金が受けられます．

を審糞するところで︑珊纂黍続
級または2級の障警基礎禦金に
総されます︒

障窯嫉礎年金とは︑疾病や負

きの中に翻罠の一般約な農識を
鑑劉されます︒障審基礎葎金は︑

る醐民の中から選ばれた難入の

反映させ︑より良い卿事司法を

る病気・ケガでま級または2級

欝民年金に擁入中に初診蟹のあ

靭めて匿渚にかかった鷺︵初

ます︒その繕は︑障漁．蹴の漂照

診鶏﹀から圭奪6カ月を経遜

の障審の状態になったときに皮

﹁障灘認定田偏とは︑障審の

ものです︒

実理するために設けられている

審奮の串立には︑費粥は⁝切
かかりません︑また︑串豆人の
ただし︑60歳以灘65歳来満で

となった病餓・けがについて︑

繕本綱内に住んでいれぱ︑癩入

総されます．

資会の窓鷺では︑零姦について

をやめた 後 の 病 気 ・ ケ ガ に よ る

た鷺︵症状が周胤したβを禽

した研か︑その期間内に治っ

秘密は園く守られます．検察審
相談を受けていますので︑詳し

ものでも受けられます︑

該当すると思われるときは︑

むVとされています︒

程度が︑三級または2級の状態

麗浅奪金撫当窓鐵でご相談く

また︑懲瞳鍵認建研偏に灘憲の

．岡繊検察審沓会

になった人が︑ その後邸歳にな

い禽せください︒

鶯0255−24⁝515の

ださい．

藝鶉．醗

るまでの闘に︑ その症状が悪化

真
鴇
ず

糧鑛瀞
騰．竃

野聖ンさん

んな繭んぼで取れるのか行っ

︵灘の撫﹀

てみたい鳳︒﹁あん蜜り美味し畢︑

上州手

結婚して︑牽数年︑その爾か

うな由藥だったから︑食べるの

諭

ら︑盤まれたときから︑いや盗ま

が勿体ないから絵に描いてか

㌻農〜

なく穴十俸近くに︒なめ・ました．

ら食べました︸と霧ってくだ

れる箭から農から離れること

さったお客さん．顔の知らない

んがいらっしゃいまして︑その

減反政策が嬬まって三牽蕉︑

人の欝うには﹁奉物のコシヒカ

来緬を下げないためにと協力

ラーメン一杯一⁝十五館箭の

リを求めて魚沼コシヒカリと

人からお歳暮が麟く︒また︑ソ

値段だったら簿倍食べられる

いわれる穴摂鰹︑〜鵬沢︑津繭︑

してきたのに︑米緬は．壕五黛

だろうか．農家の入だけ瓢牽五

小千谷とみんな食べてみた．

ソバ遜ならぬコメ通のお客さ

奪離の値段で物が賀えたらい

やっと本物に出会えた．来永い

バ通という書葉がありますが︑

いですね︒そしたらお父ちゃん

お付き禽いをしたい︒奨職しい

の産叢なんてあるだろうか︒

磁晩勅身付きで一杯飲めるし︑

来は欝の中に入れたその瞬問

離と岡じになった︒鶯十五葎鹸

れいになっていられる︒快適な

にわかる縣お鷺辞灘分かなと懸

お舞ちゃんもおしゃれしてき

住堀にも催める．そんなことが

域を︑町を大切にしながら︑も

そんなお客様を︑家族を︑地

・つ六牽歳じゃなく漢だ六十歳

いますが︑嬉しい雷葉でした︒

きるのになあー．欝から﹁農業

と思って︑農の夢を追い続けて

一世紀に︸度でいいから来た

は盤かさず殺さず﹄と誘ったそ

ら︑少しでも夢■のある農業がで

うですが︑今まさに殺されそう

にお渡しします︒

次は松之山の丸山節哉さん

ゆきたいと思っております︒

そんな中︑特馴栽培牽のお客

ですね︒

様に﹁こんなおいしいお来はど

f5

蜘難劉㌧…

くは叢欝りの検察審鷹会にお問

醸撫綴獺i駿

圃團國團

え●うちのおかあさん

おめでた（串生〉
友哉ちゃん 魯山昭夫・購美さん

灘

湯本（坂中〉

つなのす

実徳ちゃん

村由祐樹・一子さん

露戸（森下／
おくやみ（死亡〉
粒山幸蔵さん90歳橋 詰（、上之山）

臨藤ノイさん78歳天水越（松餐ヱ門〉
趨橋清吉さん82歳 天水島（中 由〉

竹内費晃くん
湯之島（うすや〉

ノ嚥

お鐙さんが劇い長靴をはいて抜いた大

醤山庄窪さん83歳湯 本（大販屋）

橿を手に持って謬んでいるところ。

＊捻月玉罎から鎗月31田までの漏出分です、
＊広報に載ぜてほしくない方は、罷患の時に
窓口にお話ください．

欝

王2月3三欝環樫
総入口

IF①卜1

・灘

⑳◎麺㊧
3，2欝人（一6〉

男玉，5駐人（…3）
女

ま．662人（一3）

縫徽王，獅聾D

（〉内は繭月との嬬較
お母さんが金の蝦鏡をして、棄敵なド
レスを籏てパーティに行くところ．

町民憲章碧鷺琴1季53、｛，7ヌ齪
わたしたちは松之由町民です．郷土を愛し、
みんなでよりよい町づくりをしよう．

町民の合灘襲
工、美しい緑と

あく7）中で

心覆かな人になろう

玉、湧きいづる湯泉のように

翻造のカを嵩めよう

蔦旧 婿投げ・スミ塗り

14目 郡町村合併促進協議会

玉、ブナの植が触れ合うように

連体の心をもとう

◇1月欝9〜2月9βの予定

◇稔肩の出来事

313

設立総会
絡鷺

スキー場オーブン

28欝

御用納め

松之由スキー競技大会

茎繕まで
︑︑

諮喫日記より

ゑ

㎜

．〆

ハ

ぼ

㎜
い
飢挺紀が始まりました．みん
なが瓢しい時代に期待する気㎜

ゑ

気がします．その速い流れに取㎜

持ちが︑変化を艦み趨してもく︸

ぼ
り残されないよう努ヵしなが︸

ハ

らも︑自分というものもしっか︸

ザ

最近︑人聞ドックを受けて爾一

リ持ちたいものだと思います︒ 一

㎜した．あまり無理を患来ない年︸

嚢査が必要になぞし議ま㎜

㎜代になつてきました．瀬とたば㎜

盤濡を送っているのですが︑飼皿

．こを禁止され︑とても健康的な︸

の楽しみを見つけなければと⁝

編
＼

﹇︑＼

﹄か陳気ないことも確かです︑劉㎜

！

〆思います．
〆

翠の湯は冬季休業となります。
霊6

