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鑛

灘

切な部分の学習が行われて
いました︒

5葎盤のクラスでは︑地
域の人材から郷土を大切に
思い︑より良くしていこう
とする学習が行われ︑3名
の講鎌︵村山祐一さん・村
山英明さん・池繊美佳さん︶

砺號叢題﹁松之出大好き！とびだせブナッ子隠の兜童育成に努め︑様々な醗

遠藤友麗践漏の実経験を墓にした講演も行われました︒

2
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獅潟県小学校教欝砺窺会櫓定の擦建校として︑平成難薙から取り組んでいた

訟選蜘小学校臨︒その醗舞発表会が鐙月3欝︑松之出小学校にて行われました︒

豪養︑讐文部雀

畿鱒藩災な輿践の成果がこの欝発衷されました︒

道徳︑そして地域という土

家庭という小さな集懸での

雛繊慧蓬護の灘欝懸蓼
松之毒小学校で取り組ま
れた遺徳教脊観究は全学年
にそれぞれの基本方針や重

られてきました︒

点目標を定め︑体験や生濡
習憐︑学級環境により進め
研究発表会が行われたこ
の挺︑2年盤︑4母生︑5
年生の授業が公醐され︑そ
の授業では保護毒や地域で

活躍されている3名の方が
参撫され︑気持ちという大

から霞分が思う松之山と松
之由の良さ・松之山への願
いが伝えられました︒子供
達は様々に感じ取ったこと
とは思いますが︑学習の目
標︑﹁霞分の好きなことに
打ち込むことが松之山のた

めになっている﹂という事
を学ぶことができたようで

向けての道徳教膏を行うわ

地の繋がりからの道徳︑さ
らに学校では未来の社会に
公闘授業の後行われた︑

けです︒幅と道徳のあり方の

この研究事業の簡と比べ

お話もありました︒

で以上に積極的になってき

自主的な動きが見られ︑ま
た地域との触れ合いも今ま
ているとのことでした︒

とは家魔・学校・地域が︸
学校でやるものではない︑

体となってやるべきもの︒

では︑実経験からの道徳教
膏の話がされ︑﹁這徳教育

文部科学省初等中等教育篇
視学官の遠藤友麗氏の講演

した︒

触

統計グラフコンク⁝ルと
は︑統謝短識の普及と統欝
の表現技徳を深く簿ること
う想いがありました．この
グラフを作成しお二人はそ
れぞれ次のように感じたそ
うです︒

灘麗︑鋤

霧鍵

パさ

ハき

難 馨

難難茎蓄薯

い

︸

︾

ラフで衷現し︑展示されて

この作最の飽にも︑多く
の生徒それぞれの思いをグ

会で展承されました︒

作最は︑U月4日に行わ
れた松之由串学校学翌発表

思いました︐

方も減らしたいというもの
が多く︑その思いから行動
へ移ってくれると嬉しいと

高橋由貴さん
人嬢の減り方とは対照的
にゴミは増えています︒み
んなのゴミについての考え

灘

蝋旨螺．縫

霧灘鞭樋

練一募 茶
媒・薇麟灘

難難難雛騒駅灘

・︑マ

争

を臼的として行われます︑

命を大切に思っている入

奨励賞を受賞した嵩橋由

貴さんのこの作贔︵虚グラ

フ﹀は︑最近ゴミが塔えて
いる境状と世雰的に問題と

なっている簾境問題につい

て︑そしてリサイクルの現
状等について調べられまし
た︒

この作贔を通して︑みん
なのゴミヘの鳶え方を簿る

てもらいたいと思ったそう

とともに︑ゴミの理実を知っ

この作最を作成し次のよ

です︒

継

緯

滝沢千塁さん

沢千難さん︑志賀恵美さん

が大単だが︑憲外にも﹁自
殺をしてみたい︑してもい

1霧灘馨灘

奨励賞淵増くぞ︶っとするゴミ︵53ご

獣灘灘覇繕
翻 ・灘㈹罫
うに感じたそうです︒

藝麟灘鷲

購

畿欝縫蓄羅織犠

懸

蓬額藤膿腹誘驚勤

今翻簿蓼賞を受賞した滝
の合作作最︵蕊グラフ︶は︑

近年の殺入や自殺といった
ことが多い世の中から︑
い漏という入がいて驚いた︒
また︑命の重さは講れない
ものだと思った︒

﹁人問の命﹂というものへ

の考え方について調べられ
志賀憲美さん

松之山串学校の生徒は少

ました．お二人のテーマの
中には共通の﹁命の大切さ

数派を除いて︑懲分のそし
て飽入の命
を大切にし
ていると感
じている︒

なお︑こ
のお二入の
作贔は︑﹁全

魍統謙グラ
フコンク⁝
ル篇へと出
最されます︒

おめ慧惹うござ恥蒙ず！
の2撫晶溺入選！

講

灘雛薫

いました︒

3

を薦認識してもらう偏とい

県麹事賞聯の重さほ何琴勃

新潟県統計グラフコンクール
松之幽辮挙校
喩の重さは穂毯霜（溝沢筆璽窓ん・志賀憲美さん〉

罫増《ぞ〉っとするゴξミ（53期（高橋歯貴さん〉
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撮

郡展賞
書遂の部

書道の部

﹁漢

審査員特別賞

詩﹄

小谷相澤めぐみ

響難懸難騒騰

鍵雛灘綴灘馨嚢馨懸鰍嚢馨灘鯉蝶難難

欝鎌灘馨懸羅灘灘霧鍵
灘礫

鐡鞭・懸懸懸灘雛鱗饗懇灘懸灘難鰍︑

灘灘驚灘鰯藩灘懇灘懸懸灘職獲纒

騰簸総・讐瀧鐵鐵霧灘・霧簿鑑羅灘纒懸

灘馨総︑纏鞭蘇灘灘雛織饗鎌鑛灘縷叢

懸灘

響蒙難

簸心蓬讐灘羅灘織欝

纏撒騰灘鑑鍛

灘韓蓬灘蓬雛欝購擁灘︐

灘蘇讐︶墨︑騨蓬燧罐熱灘繕簿鞍

灘蓬講鷲藩譲馨磁議護鰹繋纒簗

墾餓減蘇攣蕪簗警鰺纏膿鱗蝋叢鎌．

︑誰嬉誌諺灘纏羅穆総熟蓼劔簿鱗鶴

・糎拳鞍灘講欝灘轟擁譲藩撚難難灘懸灘︑

遭獲藩皿鰭麟羅議縁駿︸∞駿

礫覆︾癖撫︑蟹

蒙韓疹謙霧編懲蟻雛藤難撫灘

惹難勲鍵慧懸羅壌轍灘嚢跡爆籔鵜鎌﹃

難

写真の部 奨励賞
﹁獲ったぞ！偏

水梨

鑛

灘嚢

灘
2 羅 難雛鞍灘欝羅繍轍鐵
曇毒螺

葎

欝

蟹

爆

燭 歩達

水梨 相澤塞見予

4

．雛

．灘灘雛幾謹

霧灘

繍

郡

繊

顯

撚響躍羅謙繰纐鎌

纏鰹矯︑辮襟斜

籍嬉紫麟響織

写真の部

奨励賞

﹁炎の朝し

松之慮

照辺洋一

5

萎︑驚懲・論藩鴬叢縫

湯山 草材美枝子

聖煽慧毅難難

r余 韻」

灘
難、

箸霧屡麟饗織

絵颪の部 審萱黄特溺賞

蓄韓鍵離衡薦臓

蕎寡奪警響嚢

欝懸灘襲鐵 羅織轍難緩羅懸 欝慧難馨髭協饗

鰯

奨励賞
書道の部

鴨霧郵詩3

天水越 滝沢みゆき

麟翻勃翻翻⑳磁麟麗羅・

欝璽

紛縄28懸（臼）．畠然鎌養麺短ンター・聴饒捧蕎館建竃、農業祭・芸能祭薩醐縫されまし麟当臼はいつ降り出

魏彌5鶴懸う腱摸檬。灘厭気蕊蓬くさんのお客さん騰越しく騰り・賑櫛鱒農業祭芸禽際とな
瞬談じ遊、芸能祭て3懲、笛前鱒の演舞や蔑謡、歌舞伎が被露され、華麓避迫力のある演捜と歌簿がお審さんを魅了し

竃騨議し灘ゆ釜後鯵5慰撫森亜叢毒んのお絵かき惣ン慧一ト。テし鍵驚お慧裟みの臨とお獄麟みのお絵かきでお審
さんを笑いの渦へとi巻き込ん懸嚇薮し遊。
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ー憂灘馨・

嚢惹軒に
裏蛇G》烈漫

、瀬

こらあ〜

か畜のお≦

型も色も〜

この溺海町の鍋うんめえよ〜！

驚騰

麟魑鰯購麟翻翻

嚢

馨膳．

頓
盆

1．、磁講翻．t選．亟二す
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達
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i
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願泣はこれを童観しました。

お楽しみゲーム戒績

ストライカー

参撫轡24名

瞳鑑懲蓬二幾劃璽簾キ・蕪繹1

7

︑螢灘蕪難禰雛繕

筒蘇質の基準は、整粒歩合85，0％以．ヒ、贔質評緬億70以．熱となっています。

農業祭権鐡展き灘羅バ霧ーの駁溢が3護︑720賜
でした︒皆様のあたたかいお心に感謝いたします︒

醗翻奪蝋翻一難『
一蛋鐵

今懸の収益金は︑町の姦宅幅被に漉屠させていただき

（認建農業毒分 、上位4名〉

ます．ありがとうございました．

食殊検定1コーナー結果

灘癒欝
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霞然科学館糊森の学校緊仮称︶

の基本欝爾がまとまり議会全員
協議会で説絹が行われました︒
今穏号では議会全翼協議会の

鉄板を使矯するのか﹂の質
間に手塚さんからは︑﹁雲
に強く自然に溶け込む外観

であり︑コ⁝ルテン鋼はメ
ンテナンスの藏でよい︒世
雰でも歴輿的な建物に使馬

自然科学館

南側立面図

開森の学校鞠︵仮称︶

鉄飯を使硝した潜水艦の

ような建物︒

蕩い部分が30mを超える

展望台︒

碁

され被会的な評緬が蕎い﹄

㍑搬

羅藷

などの質問がありました︒

ii

などをあげ︑鉄板材を使馬
することへの理解を求めま

i i

藤馨鍵翻

い﹂﹁ホ⁝ルには水嫉館に使

テン鋼という鉄板を使いた

鉄板を使馬することで建
設予定地の地盤支持力を心

雪は大丈夫か

コ

講蓉をお知らせします︒

ンペには300作最以上の

また︑﹁鉄板の継ぎ目に

応墓があり︑涯目を集め

われるアクリル製のガラス
で大きな窓を設けたい冤蕩

歪みが生まれないか漏や﹁雲

配する質調もあり︑﹁現蕉

と翻答がありました︒

新は容易なものにしたい脇

い

は︑﹁すでに使馬している
ところの知識を盤かし︑そ
れらを考厳しながら進めた

隆にならないか︸の質悶で

した︒

さ30mを趨える展望台を設

解け水が漫透して重大な欠

8月17β︑議会全員協議
た﹂﹁アドバイザーに池内教

授から関わってもらうこと
になった漏など事業の経遜
も含め挨拶がありました︒

また︑構造と設備関係書
からは﹁建物は鷺材に鉄板
を闘む方法である國設備は

などの説明がありました︒

0m以
地質調奮中である︒3
上の支持杭を打ちたい恥と
灘答︑議員からは﹁松之出
地滑りの資料も参考にして

れました．

次いで︑池内さんから﹁出
発の段階から参撫できて嬉
しい︒自然科学館は文化の
場︑時代の先端になるよう
にしたい冤研究音が一定期

ルギ⁝を重視し︑施設の更

人と環境にやさしい省工ネ

け自然観察の場としたい﹂
など設欝の考え方が説明さ

会が開催され︑里創プラン
推進委員会でまとめた自然
科学館噸森の学校緊仮称︶の

基本謙爾と建築デザインの
内容についての説明が行わ

このβは︑漿翻プラン総

れました︒

たい劉町全体を鑑かすため︑

問薪究できる場も組み込み

施設括動の考え方や建築

ほしい偏との慧見が鐵され

合コ⁝ディネーターの北趨
フラムさん︑自然科学館の
アドバイザーで名畜屋大学
教授の池内了さん︑建築デ
ザインの公募で当選した手
塚建築碕究所の撃塚貴晴さ

する場にしたい賑など自然
科学館での濡動の考え方に

デザインなど一通りの説明

自然科学館が核となり︑町
内全体から傭報を得て発信

山暁さん︑そして町関係奢

ついてお話がありました．

偲

8

一

なぜ鉄板か

が出康しました．

ました︒

邸ゾ

構報発爆の場に

施設の運営については︑

㍉

，1

嘩鍵鐘曝

騒

んとその関係餐︑羅創プラ
ン推進委員会を代表して村

麟然料学熊を

﹁冬期の醐館はどうなるの

か漏や﹁経営瀬が心配だ幅

関する内容でした︒

外壁については﹁なぜ︑

問で多かったのは︑外壁に
使う鉄板材や施設の運営に

蓉絹醗究渚を配置

の後︑議員の皆さんとの質
疑応答が行われました︒質

貫く小道で︑歩きながら自
然の様子を体験できるよう
にしたい凱外壁にはコール

学校授業で活駕

手塚さんからは︑スライ
ドや模型を使いながら建築
デザインの説明があり﹁建
物は木立の間をぬって森を

まず︑北拠さんから喝松
之山町は自然をテーマに全
園でも勉にないものを作り
たい恥など松之毒ステージ
の位置億けのほか﹁設讃コ

i

i

．些隙

マ層

なお︑建物への除霧対策
についても多くの質闘が患

説絹されました︑

館し︑冬の自然も括罵した
い旗小中商の学校授業での

﹁窃然科学館は冬期闘も闘

潜屠やセミナ⁝の醐催も考
えている﹂﹁入館料は1人5

00円で年間5万人の入館

りました︑

度ご検討いただくことにな

われました．拳塚さんから
は︑そこで話し合われた除
雲餐策の問題点について再

されましたが︑全員協議会
終了後に手塚さんと驚内除
露関係書との打含会が闘催
され全員協議会で鐵された
問題も盆めて話し合いが行

籍を見込んでいる﹂﹁含理性

を考え冷暖房などは各室ご
とに行いたい偏など運営や
維持管理の考え方が示され
ました︒

趨然エネルギーを利溺す
る質闘では︑﹁夏期の冷虜
対策として︑部分的に雷冷
虜を考えているが︑雲を保
存するスペースもあり検討
中である漏との園答があり
ました．

また︑施設の運営彌で纏
県の成功している例があげ
られ﹁入館者がいつも多い

湖顛職鱒紬濁及び中子︶に

の構想を練っていました︒

明を受けながら︑それぞれ

いました︑

頑張ってみたい．漏と謡して

のような作最が俸れるか︑

残っているのは貴重だ︒ど

はじめて妻窟にきたという
作家は﹁これだけの霞然が

講じ︑地域纏を霧盧した

様々な提案を婬家から受け

縫け︑公募ぷイントごとに
優秀鶴を選建するものです︒
鐵選拶だ礁家ぽ第2園犬地
の芸衛祭の参糠雑家として

撮顕の見学会終了後︑懇

親会が催され︑アーティス
0猛が集
熱や地禿往浅ら約6

盤置づ嫉られ︑提案プラン
崔協議膨癒が勇鶴鍛滋げま

馨葵の懸墓懸録ぽ難澱総

講︒

まの懇交流を深める岬方︑

灘く獄鋤ープ彰を越えてお
嬢︑発後きらに炎勢の参撫
溺糊徳き職羅頃叢窟︒今曝
嫁翻鎌種物巻僅饗だ鶴鑛提

公墓の登録は規聴煮で鵬

渉蓼癒瞬漢しだ︒

幽菜料理錨地酒に善鼓を

欝讃懸︑灘榊馨繋の提懲ぽ欝

濾齢綴叢癒蓬癒蓼懇お鞍．

灘懸舗疑確審鐵結果溺灘蓑
﹃叢灘叢漆︒

懸鱗羅墾難蕩︑麹懸驚霞

叢難聡羅麟葬舞騰嚢溝簿覇

霧嚢麟懸︑遷載ぽ懸録穫懸

案難馨繋霧羅お珍︑陶芸や
逡園懸蕊震繍参魏が昆迷叢

．碑び撚簗．鰺議霧鱒講望嚢灘濾灘

鷺灘麟婁漆．

︑．糠繋纂蟹鎌灘麟馨鐵辮登羅

醐懇籔襲懸瀞懸．響鍵麟の慧

繁葬の諜細隆蓼瞬驚轍

・︑鐵鎌護鍛灘鰺欝懸譲騒懸説

灘肇鐵娯峯蕩灘懇鼓騰拶饗

難籔饗獺織懸灘灘叢縷懸
難欝嚢磯饗獺叢懸灘葦灘灘
鍛霧灘雛難醗叢灘難懇灘灘

総灘灘毒灘灘懸峯鑛茎議

・③叢

・・嚢鍛錨澱〜

毒灘轟⑳︑趨⑧・至鰍蕪・蓄躍

鍵．・叢寂

︑︑鐵馨奮褻ミ獲羅繍灘鰹︑難

繋茎滋蝶蓄鑓灘擦膨灘ぽ

︑騰叢演︒

灘濾癒懸霞濾縷．﹄︑鰻蒙癒鱗

黎擦麟鑛縫鑛鑛灘綴懸鱗

灘懇檬欝翻灘簸繋懸灘鰹懸．
鑛㎜舞欝鑛雛鱗叢糠鐵灘雛

綴繍鑛纏灘ー繋隷灘欝撚灘
嚢嚢獲灘瀟欝雛縷懸 総疑

難驚鑓雛．灘難欝難鑛灘灘

灘雛難難灘謙縫鱗叢懸難瀞︑

懇懇難難灘難雛灘鱒繋灘鑛
難縫灘難鑛灘縷雛 灘醗鐵
鐵灘鞭鑛難

灘難灘懸鑛難驚灘麟燃鱗懸職

る予定です．詳しい日程等

難難鰹懸難闘職鐵灘灘鑛薦

なお︑U月m鷺には全簿民
を対象にした自然科学館建
設のための説明会を闘催す

驚麟蒙魏響酸欝灘の
i鰹纈灘銘舗が参鞭

は後臼ご案内しますので︑

多数の皆様からご参纐いた
だきますようお願いします︒

鐵

施設は︑リピ⁝ターが多い
ようだがどうしてか偏の質
問に︑池内さんからは﹁い
つも内容を変えている︒露
然科学館には職員として第
⁝線の硫究者を置き︑そこ
で研究テ⁝マを箆つけなが
ら利電奢と 緒に括動して
いきたい﹄と専閉職員を充
実させることで多くの入館
者を冤込みたいとの考えが

9

鍵翻プ鋒翼通揺鞠監26
灘

薫蒙

験塗i議翻灘i魏i
難難灘鰻肇

難難縷灘蕪灘難

灘藻

難難

io肩器g︵火︶

』1
そして︑この鷺贈られた球根は新潟県内の小学校

ら始められたものです．

これは︑段繭交流400周年を記念して5年餉か

310球が贈られました．

松馨小学校にオランダ大使館から花の球根絡種類

わが家の人気者i
y齪翼

この花を綺麗に咲かせて︑蕊んな箏を学んで欲しい

で松盟小学校だけに贈られたものです．
ですね︒

曝歌など︑たくさんの楽しみを勉強されてきま
した．この撫修了表彰された方は駐名︒皆さん

満是な顛をされていました︒また︑県渓いきい
きカレッジの表彰も行われ︑総勢20名の方へ膿

矩事から奨励賞が贈られました．

饗0

1寸㊤ooー

グリーンリ⁝ス憩周年記念式が行われました︑
湯由集落の皆さんのご協力のもと進められて

きたグリ董ンリース．このβ湯由集落の皆さん
とオ⁝ナ⁝のご家族が集い︑獲水越の神楽や深
由太鼓︑相澤江美子さんのホタル舞などが搬露

…l
J

欲しいと思っています。

i

l
き

きょうこ
l今日子ちゃん
月捻鷺︵土︶

Lo

される中︑楽しい時間を遍ごされました︒

てもらえるよう好であってi

5薄から始まった湯鳥大学では︑陶芸や演芸︑

鷺月2鷺︵金︶

楽しむ心いつまでも

i

（3歳〉1き
…
小野塚賢・裕子さんの長女 1
〈湯本・i憩泉屋〉 …i
…
私の鱗は今肝で凱釧
き
んなからヂおきょう葺ヂきょう1
ちゃん」って呼ぱれてます。…i
…
私はヂちちま「かか」って呼ん1
き
でます。好きな食べ物はケーi
ぎ
キとうなぎ、めん類です．おi
…
ままごとと絵本を読むことがi
…
好きです。
i
…
三〇月は私と弟の太郎の誕1
き
甕厳があったので、2園も大i
き
きなケーキを食べることがで1
…
きました。とてもうれしかっ1
も
たです。ろうそくについた生i
…
クリー一ムを王本ずつ愈部なめi
…
て、みんなに笑われてしまいi
モi
ました。
き
〔お母さんから…謝
i
…
心身共に1健康で、いつまでi
…
も周りの皆様からかわいがっi

秋の夜長に感じる月織

世界
花を通して感じて

女 湯 しぎ催

子 鳥結た

さ瞬：節

の（果 決れ炭月
部 男は めま体17

子次 るし育・
ちなちゃん（3歳〉i1 iユ・の
た館18

勝っても負けても楽しもう

1位位男通
礒心に欝
女り
熱秋て

高橋千春・はる菜さんの長女i

（藤倉・上畑i機欝橡嚢

lP愛の分 ゲさ杯
私の禰はちなです・み麟e好部
1にバ

なからギちな達って呼ばれてi

会）

・
ます。私はゼとおちゃんμかi22
あちゃんDて蹴でま凱i位位

好きな食べ勅はゼンマイの煮

松吉

ムもレ

が負1
繰けボ
りず1
広げ捨大
ル
らい会

之G
喫享ζ黎惚蒲ド膨
襲繋麓
お菓撤鱗と翻

沢出とりました。
【お母さんから一一露達

方露まじりのお喋りがとっ
てもおかしくて、いつも笑わ

せてもらっていま凱蜘楽

薩認塾麹

早く食べたいよ〜

欝月29賑に松墨・浦田保膏園晃が松難保育

灘綴嫌灘醐霧㎜難

いもして大きなサツマイモを

0欝には松之由保膏園晃が餅
勝にて︑m月3
つきをしました︒ 老人クラブの皆さんも茄

i

ミ
をしました、ちゃんとお手伝

わって︑﹁よいしょ！よいしょ⁝漏のかけ声

たり大好きなゼベとわいさ蓬

で餅つきをしました︑患来上がった餅は︑
あっというまに翻兜達の腎袋へと溝え︑満

…

あちゃんと由へ挙掘りに行っi

て欝の葉っぱで傘を作つi

簸そうな顔へと変わりました︒

曝馨6p

を蜘してい瓢かあちやi

んより上手かも？この閥おぱほ

憩月掻欝︵旦

大厳轡職繧において︑きのこ講翼会が闘倦されま

﹃

した．この鷺参繍暫は8
0名．
秋の味覚の⁝つのきのこにも︑知らずに食べれば

饗

全てを学んで楽しむ旬

大変なことに︐この講習会では︑禽毒・無灘のきのこ
を分かりやすく二人の講懸︵翠璃幸一さん・大島欝︑
滝沢博さん∴松之出︶が参撫潔に鋭明・指導されま
した．参撫潔は興駿灘々といった轍子で講購の議に
耳を傾け︑自分たちのきのことりでの成果を恐る恐

嚢犠護︑隔 蟹騒薩■匿懸離簿騨・鋭

る確認していました︑

1わが家の天賭灘

灘難欝災藩防運動
秋季火災予防運動がn月
9欝から蔦霞まで実施され
ます︒

秋は風も冷たくなること

懸纏躾
鑛灘貨金額改正

餐としての陸・海・空曹を

ゴ撫スケ

ホッホ

と︑夜低い声でなく

ホーセ︵糊

干せVとも闘きます︑夜フク螢ウが

フクPウの鳴き声を︑ノリツケ

付け

鳴くと鯛緯は天餓がよいから︑今晩のうち

に淡濯をして干しても艮いという意職であ

ていた．

る︒藩の人は︑鳥の声からも茨蝋を予懇し

フク撚ウの数は大変少なくなっている︑

審ズ箋などの餌が少なくなったことや︑子

鷺竃巻痩る大きな木のうろが減っているこ

Fフクロウ』

松之出町野鳥愛護会

慧鍔鍛鰭盆﹀

探鳥会案内

ぽ獲獄灘餐蒸韓懸．灘黛建戴長奮て親鳥になることを腰う．

蓑ゐ礒髄姿建．集叢嚢認麟匙お無窃鐙達は練轡の手を休めし

叢の懸隷癒講ゐ︒塞の覆に鑑蕊翰⇔っとこちらを冤つめる愛

灘の籔輿は．薫趨拳のゲートボール場に覗れた今葎の難立

叢鱒ぽ餐闘饗も獲鞠懇捕ることがある︒

甕購の発が強霧ぎるので目誉醗じているのである︒．掌袴ての

る︒汐葬跨ウは昼間寝ているといわれるが︑瞬が大きいため

蕊獲原灘があるらし韓︒フク捻ウは︑鷺本全土で繁殖してい

野馬だより

場駈

美人趣駐灘場

簸購30黛

欝議繋時から

須幽地鷹周遊

麟渡頓蕊冬鶏橘の観察

繋ー薫

双鰻鏡癒お欝おの方

爾張懸鯵行輪蜜講︒

ぽ護擁参欝叢騰︒

歪2

1の⑩ool

叢鐵響募集の
お知らせ
防衛庁では︑次のとおり
窃衛隊焦徒を募集します︒

これは新潟県の事業所
養成します︒

趨衛隊圭縫とは︑専醗技術

︵法入︑鰯入を問わず︶に

く平成撮年3月に中学校卒
業又は申等教禽学校の繭期
諜程修了潔冤込の潔を倉︶
◎受付潮闘

し︑平成澱年4月玉檬現筏︑
焉歳以上賛歳牽満の男子

5本園籍を脊

◎応募資格

しょう︒

点検をされてはいかがで

改疋を機に︑巖低賃金の

知らせてる﹂

もちろん織ってる

﹁巖低賃金

を問わず︶に趨駕されます︑

イマー︑アルバイト等名称

︵疋祇費︑臨時︑パ至トタ

雇胴され働く労働者すべて

ました︒

栽潟県最低賃金が9月3
籔より次の額に変更となり

0

﹁⁝ー⁝ー⁝⁝⁝⁝⁝ー⁝ー⁝⁝垂ネ

平成捻年H月5欝〜
平成縫年1月4霞まで
◎試験鷺等次
平成M年ま月6薮
◎試験場 蕎醸駿屯地
◎待遇 4年聞の焦徒諜程
期問の3年教蕎修了時には︑
蕩等学校卒業資格を取得で

きます．特劉職蟹家公務賛

俸給月額155︑900円
◎その絶 受験希望潔には

勉強会を無料で行います．

難月器鷺から5籔に分けて
採用試験問題を魔体とした
お問い合せは︑

腐繊墓集箏務漸まで
倣Q255⁝23−55三9

購集期
闘奮籔

なってきます︒また︑落ち

に改琵されました。

から火を使うことが多く
葉も多くなり︑燃え移りや

火を硬うときは︑周辺や

すい状溌となってきます︒

新潟県最低賃金が

⁝⁝筆呈多多ξ⁝餐ー季き手︷︸⁝きき⁝雪㎞

時問額

天躾を十分確認し︑また︑

5，124円
6感1円

β額

燃え広がる状況を想建して︑
清火用の水等を近くに備え

今まで大丈夫だったから

るようにしましょう︒

という濾断が大変な惨事を
紹きます．十分な準備と漉
意に心がけてください．

導奪成圭3年9月30縫より

一

籔雛灘鞍灘の
を希望する人．

申込先
十・縫斑営業所

●万一金融機関が破たんし

ありません．

鞭灘．蟹麟灘蝶繍織繍鱗翻鍵纈鑛欝麟欝懸謙の鞭が趨翻櫛篤たが・

逡覇舞籔叢懇嚢i灘繋澗嚢叢嚢i欝、懸砂叢i達⑳籔藍雛撚協獄i蕎蕊、懸滋癒蕊滋撚癒騨の癒はな鱒でしようか。

簸懸．『繰総鐵縫纐縫縣騰機磁灘露擁懲懸懇購驚濾嚢滋老鷹癒繊繋馨窯供癒場葺餐も遊びながら英譲を翌う聴

闘懇聡懸懸懇覇懸濾懸蟹霧癒．藩譲獲灘鞭欝鐡語の一書護難移罐べら毅る榔紫盤は霧常に少な恥ですが、松

灘露驚磯綴総辮糠懸霧欝灘醐総漏建叢1鱒緬臨のの鍛願儲鍛漁鰯（おはようござい衷す）と書うように挨拶さ

縫驚護蕊鰹灘麟覇繊達め漿譲強識縫感勧鞍叢じ懸。葵講の勉強巻火切にする縫霧のラジオ、テレビや寛伝

漿饗議懇慧i難鎌灘簗鑑が叢蓬慶癒難〉かも影貌叢懸んが、今後益財英会語の知識が必要になることから、英会

建ぽ叢語⑳欝葉鰹譲嚢縷お聡認韓蜜餐の饗鐙盤の畷から英語に触毅る機会があります。確かに、子僕の願は

議遊離ぷ機嚢が繕驚癒く葛が懸鞍灘豪港ん。
暴儀i醸鞍鞭iな嚢、職興の懸めの英会謡教霊では、趣味や族行などを題材に1して、熱心に勉強している人も

糞懸蕉懸磯響漆。欧州の麟煮から蕉ギ鱗スが外騨語に薄してものぐさだと見なされているように今までイギ

済朗に、政濤駒建も鎌一ロッパとの関係が強くなればなるほど外騒語を理解できるイギリス人も必要になり

擁ス懇ぽ英語が議穂識麟鍵雰のどこへ行ってもコミュニケーシ籏ンが取れると予想しました。しかし、経

東北電力︵株︶

惣0257⁝52i3王07

撫馨綴探護の
鍵騒雛変わ継ます

⑫溝就職準備セミナーや各
種講翌会︑または登録春同

た場合でも︑覆金養1人当

登録は4年聞有効で︑費馬

●また︑当座預金・普通損

鞍i灘麟灘懇i懸灘i欝譲議麟懸篠雛蒸羅灘驚灘瀬褻嶽顯漁薩灘畿海奪嶽瀞漿鷺護う饗鱗。臼添太は英譲が議せない

て邊職し︑将来的に爾就職

できます．

○次の支援を受けることが

﹁仕事と家魔を爾立したい﹂

①蒋就職の準備に役立つ情

灘饗欝うイン
﹁もっと安心して働きたい篇

報誌﹁Rε・Bεや事務

士の交漉会に参撫できます．

たり︑建期鎖金等の元本王
千万円までとその利患は来

来年4月からいわゆる翼

鋼えぱ︑

③再就職の準備などについ

年4月以降も保護されます︒

は無料です︒

金等は︑平成錫年3月まで

イオフ解禁恥となります︒

︹畜児惰報︶

ての欄別相談を受けること

●合算して元本玉千万溝ま

漸逢信を送付します︑

後兜童クラブ傭報
ができます．

無料提供します．

︹介護惰報︶

④教畜談練の受講を支援す

という方に脊兜・介護寧家
事サービスに関する傭報を

轟齢春肉け編祉サービス
や介護湧最など
ることができます︒

る﹁翻引券漏の八校を受け

お問い合せは︵財︶雛世紀
職薬財鐡新潟事務勝

全額保護されています．

・銀行︵欝本購内に本旛の
あるもの︶

●鰐象金融機関

費025⁝249−5660

韮欝灘繊難ング
灘験料理教室

・信矯金庫
・信用組含

・儒金中央金庫
日時 平成捻葎！2月6日

・労働金魔

藻載。繍灘リス獄外翻誘を受け入れやすい鷺本から学べると思います。

保費サポ⁝ターや放諜

︹家事代行構報︶

でとその利息は︑あくまで
簸低保障ですので︑受け取
れるのは！千万円だけでは

巻護嬬・家政婦紹介や家
事代行サービスなど
お問い合せは
フレ︸フレ葦二7レフォン
新潟
費025−243i2020

獺馨総の再就職
．懲援します

ください︒

捻月はクリスマスをテー
マに桃戦！燈葬お串し込み

轟橋みどり先生

爾就職の準備を長期的に
支援する讐蕩就職希望登録
蓄支援事業砿をハ財︶綴鍵紀

講締

・全圏儒用協岡組合連合会

職業財闇新潟事務所が行っ

・労働金庫連合会
等にお問い合せください．

詳細は︑金融機関の窓口

東北電力︵株︶
0段︵金︶
U月3

十饗町営業漸

会場

串込締切

ています︐

○薄象巻は︑妊媛︑出産︑

欝兜又は介護等を理繭とし

妻3

霧灘鞭郷蛾㈱鮫瀬〉
．．灘羅擁灘

』、 鞭撒灘髄纏
、、霧難鰯製麟諺

鞍糠騰警の種別が変わったときは
穫鑓簗蘂の漏欝が必要です
團民年金の被保険管は︑

馨織轍毅轡に堀第2畢被骸盤．第31墾瀦i

職業などによって︑次の︑蔦

診療所轟ユース

◎薬の注文について
ー︑薬が無くなる繭でも淫文を受け付けます︒
無くなる2〜3鷺渤に電話をいただければ︑手の
窒麟たときに薬を作ることができます︒待ち時問の

24

ー⑩㊤ool

獺際タラプ今回は
無霧羅ンと和食﹂
第2測﹃園際クラブ戯の
催しとして︑参撫養持ち寄
りによる﹁ワインと秘食の
の参舶をお待ちしています︒

会﹂を計帖滋しました︒皆様

蟻縮のためご協力をお願いします︐

次のようなときは漏出が
必要ですので憲れずに播撮

慧月鶏蒙︵月︶

懸撚．覇灘灘糠嚢溝総懸灘霧︒

鞭灘鰺綴嚢瀞綾鑑欝叢懲灘⑳懇︑瞬の癒懸ざ輯談くだ

懸鍛総欝機謬の結繋︑精密検叢の必要が盤捗た繍人

癒溝灘磯懇懸叢縷懸︒

鷺鎌鎌叢詣鵬．畿膿懸総懇灘講ラで見る︑内視鏡検

㎜⑨鴬犠鐘羅鱗釜楼該麟驚

灘灘獲叢訟鱒嬢お嚇懇鞭懸巻漢うお願協いたします︒

⑤獲撞登の賓訟構縫蓼憾て
薬懇郷送耀後場懇饗獄取蓼養場奮は︑都合を慰けて

獲錫の篠薩蜜匿畿迄癒おきます︒

奮ぽ︑鱗役場建鵡移癒お麟て下さい嵐と霧って下さい︒

率欝廼懸︑都念驚夕方5時拓分までに来れない場

3︑緊慈晦は粟霞でも役場に薬を鐵しておきます︒

叢寮輪と露って下さ恥︒

溢擬がらは雨や雪で是下が悪くなりますので︑薬
獄郵硬懇もお送穆します︒電話で﹁郵送でお願いし

2︑郷硬饗もお送のします︑

騨穆ます︒

午後7時

種類に分けられます︑
9時

しましょう︒

饗される醗蕪な3たとき．．斗墾被購第蹴刻

①第荏号被保険者
﹁⁝﹂⁝

●あとで鷹療費を返さないといけないことがあります。

β添蟹内に住む20歳以上

酬｛㎜
｝締｝｛㎜

電謡で﹁窮臼取りに行きますし﹁明後9取りに行き
まず輪と書って下さい︒できれば電話も午後にお願

O薩療費を全額畠己負握しないといけないことがあります。

会場 自然休養村センター
お問合せ・串込は娠興諜へ

﹁⁝⁝

●保険料をさかのぼって払わなければならないことがあります。

歳未満の密営業者・学生

き．．

届幾が遅れると、次のようなことがおこη蒙す。

ド⁝ー⁝⁝⁝⁝

国保の手続きが遅れた場合

等．

②簗2被保険餐
摩生年金保険の被保険煮
及び共済緩合の組合興
③第3号被保険者
第2号被保険妻に挾養さ
れている配鵜者で︑20歳以
上60歳未満の方

就職・退職・結婚などに
よって種別の変わる方は︑

種劉変更の麗患をしてくだ
さい．

また︑第3弩被保険潔を
狭養する春が転職したとき
︵撫入する銀金翻度が摩生

†

、

㎜

「

第3弩被保険者ゆ第i簿被保険煮
扶養春（第2暑被保険奢〉が退職し 1

i
被保険著あ覆i魂『

i

．、上腿鐡艶第3遡劃
読誌嚢職睦と

年金から共済年金︑共済隼
A鴛か・ら皿畿ハ済年A餓鱗野に変κわっ

届出が必要となります︒

たときVは︑引き続き第3
簿被保険者となる場合でも

熱繰難灘÷黙欝三第塁被辮
構
萱

卿

ト

』 涯
一麟出が必要なと蓬
f

60

確⁝⁝︷⁝⁝ー⁝垂⁝︷︸
事業内容︵η／樽〜η／9﹀
ゆ
と
り

松之由晦箋獲学習だより

⁝；⁝⁝⁝i⁝⁝⁝i；⁝き⁝⁝峯きーき⁝︸︸も養⁝︸圭美︐⁝⁝⁝⁝ー⁝諒

U月認欝︵木︶

費6−2265

▼潮β

公農飽

▼時闘

午後6時〜
休養村センタ⁝

藻灘馨膨欝ワ蓑ク
▼場駈

ウん﹀

︵らたご義せ

▼講舗

イ⁝タさん

捻月6鶏︵木︶

おいで下さい︒︶

浜翅せつさん

裁縫増異

ます︒

▼場漸 休養村センタ⁝
▼参癩費 爽費をいただき
▼持ち物
▼講緬

︵長岡衛︶

て︑民俗資料館を冬期闘館
します︒今年は特劉展とし
て浮世絵展を昨年に引き続

▼時閣

▼期9

リスマス大会です︒

ンタがやってくる楽しいク

灘鐵叢覇教窒

いて溺催することができま

▼場藩 休養柑センタ嚢

午晶削9時．〜

捻月鎗欝︵水︶

鶏月のニコニコ教室はサ

した︒来年度もさまざまな
企爾を馬意して皆さんのご

纒繋灘欝
灘携韮壌ール大会
だれでも気軽に楽しめる

ク︶

布のアート﹁パッチワー
捻月圭臼く土︶

ソフトバレ⁝ボ⁝ル大会に︑
▼畠膚期田

2欝く疑︶

▼隣間 午前鐙時〜
午後3時
︵都合の良い時闘に

▼時闘凹 午晶削9時ズ﹀

▼期賛 n月23ほ︵金︶

之山時で闘催されます︒

伸闘でチ⁝ムを作って参癩
してみませんか︒今年は松

ク篇に挑戦してみませんか︐

︵バツチつ

繊蟻蘂雛欝ワーク

來館をお待ちしております︒

R月26臼ハ月︶をもちまし

簸︑糠資欝館閉飽

︵町麟際轟父流婚興︶

▼期β U月鶏段︵木︶

休養村センタ⁝

▼鰭懸午後8時から
▼場斬

難灘災翻
灘欝餐繊韮ル大会
都内の男子バレ葦ボ蓄ル
愛好音による郡のナンバー
ワン決定戦です．今年は安
n月25藏︵臼︶

塚町で賜催されます︒
▼期B

▼鋳間午箭8時30分〜

繊灘．蘂翔講座
︵鵜理で箇際交流︶

町の圏際交流員イ⁝タ・
マックマーンさんと楽しい
お喋りをしながらイータさ
んの出身地イングランドの

郷土料理に挑戦してみま
しようρ︒

を作ってみましょう︒ぜひ

魚んな魯や形のキャンドル

親子でご参擁下さい︒

午後2時3
0分
松之山町民体脊館

▼場駈

☆ファミリ⁝の部︵東頸

▼競技方法

▼期β鴛月8薮く土︶
▼時間 午鹸9時3
0分〜

▼場漸 休養村センタ﹁⁝

ルール︶

☆女性の部︵全國ルール︶

灘麟碁羨会

▼期β

午融8時3
0分〜
午後4時まで

U月器環︵鷺︶

電議§ー2265

懸欝灘鎖︽

叢灘︑繋鋤お問麟合わせは

︿翻碁岡好会﹀へ

までに簿振興諜
南雲晴夫さん

▼串込み 難月焉臼︵木︶

▼参癩費 三︑600円

▼場斯 浦川漂村公筏館

▼時闘

んか︑

醗碁愛好家の皆さん︑郡
大会で腕試しをしてみませ

☆男女混合の部︵40歳以
上の部︶

☆男女混禽の部︵年齢麟

郡内屡住で︑男女
ーチーム8名以内

限なし︶

▼資格

簸懇懇広場

線月第2土曜欝を子僕達
のための遊びの広場として
休養村センタ⁝を闘放︒

イ⁝タさんの英語教室︑
読み聞かせタイムや蕎遊び

コ⁝ナ⁝など︑好きな時聡
に自由にご参撫下さい︒
午晶國9時〜

▼期日鶏月8鷺︵土︶
▼時㎜闘

休養村センター

午後4時
▼会場

灘縷コ欝灘騨ン

㎜湯鶏クラブ

︵キャンドんを作ろろ︶

クリスマスに肉けてオリ

ジナルのクリスマスキャン
ドルを作ってみませんか︒

15
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圓圃回團

え・う奮のおかあ毒ん
簸

おくやみ（死亡）
出摩 トメさん 86歳

湯之、傷（糀

膣〉

縞／

＊欝月王沼から雄拷雛欝までの縷患分です』
＊広報に載せてほしくない方は、煽出の時に
窓繊こお謡ください．
イヤヘヤ

…

｝き

き
多
i》

とめ

が

ンノようわ

志賀祥和

（松之由・志賀屋）

⑳◎㊨㊧

かあちゃんとゴンが散歩
しているとこ．

三1月1蓑1現往

総人鷺
男

かあちゃんの顛が好き、、

3，焉9人（一2〉
ま，5三8入

かあちゃんのハンバーグ
がうまいんだ．

（一工〉

女ま，6覗人（一⇔
盤帯数 三，難4戸（

0〉
i卜㊤ooI

（〉内は蔚月との比較

一鮎

町民憲章、，琶琴，鵬、，g糀

∫

、

わたしたちは松之山町民です．郷恋を愛し、

蟹

みんなでよりよい町づくりをしよう．

重、薬しい緑と磐の中で

福原千晶
（小谷・干場）

心豊かな人になろう
ユ、ブナの梢が触れ合うように

連体の心をもとう
三、湧きいづる湯泉のように

創造のカを蕩めよう

壌2月13・271休業
砥

麟嚴

撫聾懸霧

町渓の合露葉

お縁さんとりさが；お花髭てる
ところ．

いっしょにボー、ル遊びして『く

れるお母さんが．大好き。

鳶、懸灘灘難．欝鞭灘灘、1

発行β／単成爲年慧月王0鷺

編集・発朽／松之山町役場総務諜
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