醗．322

「新春を迎えて誘
〜簿摂年頭あいさつ〜

》・P2〜3

r禽併問題集落懇談会報告」
〜皆標のご慧晃ご質醐に町長が箒えます〜

》・P4〜6

『上鴻手歌舞伎の歩み誰
〜町無形文化財の潅動を紹介〜

籍P8〜9

ギ真新しい集会所で新隼を逢
〜光醐集落センターが籍築され謹した〜

》∫臓O

ギ池脱に薫大広欝塔鵡現議
〜漿翻プラン支援霧薬のアート搾鍼が完成〜

勤Pn

棚照、野羅、ブナーいいな〜1

松之出の自然ll

團逡噛恥＼き§き曳噸

2◎脇

擁

藤

剃

1幸

も

方向を見いだしてゆきたいと考えております︒

は必要なことであり︑グランドデザインを検討し進むべき

います︒合併する・しないにかかわらず松之山町の将来像

ので︑みなさんの意見を積極的にご提書いただきたいと思

と一緒になって協議して方針を出したいと思っております

ありますので︑住罠のみなさんの意向を充分尊重し︑議会

しかしながら︑松之山町の将来を益右する重大な問題で

ではないかと認識しております︒

ないかという不安などがあり︑合併は避けて通れない問題

受け皿として充分機能した住昆サービスが出来ないのでは

方分権の時代となり権限が国・県から委譲されても︑その

憩

滋て

β本経済の長引く不況から明るい兆しが見えることを期待し
ていた昨年でしたが︑相変わらず景気は低迷しており︑今鋒こ
そは展望の持てる年になって欲しいと祈っております︒

羅騰獄轟鱗縫つ鱒て
昨年に引き続いて︑今年も市町村合併が松之山町として

團の方斜として︑欝町村合併は強力に推進すると小泉総

巖大の諜題であります︒

理は明書しております︒それを受けて︑新潟県も合磁推進
要項を示し推進の方両で進んでおり︑松之山町では麟及び
県の動向を受けて検討を進めているところです︒

町の広報でお矩らせしたり︑町毘講座で市町村合併の問
題を組み入れたり︑集落懇談会を開催するなどして︑住毘
のみなさんより論議を深めていただくよう努めているとこ

ろです︒麟及び地方自治体の財政状溌が大変厳しい状況と
なってきており︑町として︸一番大きい財源となっている地
方交付税が年々滅少してきていることや︑少子葛齢化の時

貯

よるとこれまでは実質的には国家管理の色彩が強かったの

続いておりきわめて憂慮いたしております︒
昨年鎗月に今後の米政策改革が宗されましたが︑それに

時に米余り現象が高まって︑今年はさらに滅反を多くしな
ければならない情勢です︒豊作が手放しで奮べない状況が

ことができ毒びに堪えないところでありますが︑豊作と同

た作柄は良好であり︑おいしいお来を溝費者に提供できる

昨年は一昨年に続いて天候に恵まれ︑稲作をはじめとし

麓業懇瀬．露巻構勢
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代を迎え人口の減少が相変わらず続いていること︑また地
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明けましておめでとうございます︒
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調整に取り緯まねばならないという方陶になります︑常に

が︑これからは農業者・農業鐡体が主役となって来の生産

き続いて闘催しております︒昨年は東東・大阪・名畜屡．
束都を会場に︑その入選作鹸をはじめとした松之山の写真

と︑昨年より取り組んでいるフォトコンテストを今年も引

した︒

を展承して好評を得ており︑答地に多くの窟伝がなされま

に於いて取り組まなければならなくなりました︒
米は臼本麗跳の主要食糧であり︑食料の安全保障の爾か

第二翻も更に多くのカメラマンが松之由を訪れており︑

漕費者の動向を泣幌しながら︑生産も販売も農業考の責任

らしてもこのような動両は好ましくないと感じますが︑お

数多くの作贔が期待できるものと思っております︒

松之磁町の歴史・文化・風俗・景観などを﹁五・七・五偏

灘難灘灘麟灘璽添葛躍難の制作

いしいコシヒカリの産地である松之出町の来づくりは自信
を持って取り紐んで欲しいと願っております︒

灘羅懸灘灘醸漿羅の芸術祭の年

の短いことばで表現し︑いろは賜十六枚に納めた松之由

た大会での括矯︑また驚外にも販売し松之由の文化を簿っ

を緩織し浩動を開始しております︒完成いたしますと︑学
校での総合学習に溝駕したり︑普段の遊びや地域でのかる

を作ろうということで︑綱作実行委員会

︵芸術︶作贔であり︑その縫五人の作家の作贔もここに磁

巨費を投じて建設中でありますが︑建物そのものがア⁝ト

ていただくと共に︑子供達からふるさと松之由の良さを再

︒ふる嬰かるた

設されます︒

発見するきっかけづくりになればと期待しております︒

今年は難創プラン事業﹁越後妻有ア⁝トネックレス整備
事業漏の第二翻大地の芸術祭が行われます．松之山ステー
ジの拠点施設﹁越後松之由・森の学校キ3ロ9の建設が

展示の内容は︑一般的な常設展示・企爾展示などその
時々で変わる圃定した展示方法ではなく︑より変化を持っ

た展承手法を考えております︒第二圓大地の芸徳祭期間中
は︑オーストラリア︵松蔦生が海外矯期砺修に行っている
蟹﹀の漂住浅の芸術文化作贔の展承を讃爾しております︒
またポケットパーク事業で︑松代町池慌の対岸に松之山
の案内施設︑幅捻メートル・高さ20メ⁝トルという巨大な
ものが建設されました︒この他にも各地にア⁝ト︵芸術︶

作晶が数多く展示されます︒全園各地から︑また海外から
も大勢のお客様が訪れていただく賑わいの年になると期待
しておりま す ︒

灘欝難灘鎌叢灘灘瞬ストを実施
沼本の原嵐景とも云われる棚田やブナ林などの松之山の
趨然を写真に撮り︑全國各地に松之由の良さを宣伝しよう
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総鎌の墨終判断は
．癒鐵の皆様の意見を尊重

なると法的な準備期問が必要になるため︑

どうしても平成 年3月までに禽併
しなければならないのですか？
含併すること自体には期霞の鰯限は
ありませんが︑合併特例法の支援を
受けるためにはこの期日までに合併しな
ければなりません︒また仮に合併すると
合併する・しないの判断はそう先送りす
るわけにはいかないということになりま
す︒

て方向を決めたいと考えております︒

津南町が合併に積燧的でないのはな
ぜですか？
津南町にしても住毘全てが合併に反
対ではないと思いますが︑人口が1
万2千人もあり財政的にも6市町村では

籍厳疑郡％麗館ガ闘難紳
ます︒

津繭簿が抜けた場合︑ゴミ・火葬は
どうなりますか？
衛生施設事業は協議によって決まり
ますが︑現津南地域衛生施設組合に

の運営になることも考えられます︒

は隣の栄村も加入していることもあり︑
合併後は新たな事務組合を組織した中で

現査の役場はどのような形で残って
いくのですか︒また職員はどんな方

法で減らしていくのですか？
現役場は支所として残り︑窓口的業
務が中心になると思われますが︑住
昆票の発行など現在より不便になるよう
なことにはなりません︒また職員は含併

議会でも住民に考えを示し︑話し合
いをする必要があるのではないです

か？

現在特別委員会を設麗して検討を進
めています︒

合併した場合︑松之出からの議員数
は何名くらいになるのですか？
単純な人口割合で見ると松之山では

1名〜2名程度ということになり︑
極端な例では0名になる可能性もありま
す︒そこで地域ごとに議員数を割り当て
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ますが︑それまでに時の広報などを通じ
て合併した場合どうなるか︑又しない場
合はどうなるかの予懇を︑惰報として皆

様にお矩らせした上でのアンケートにし
たいと考えています︒また設閥はわかり
やすく簡単な馬語を使い︑対象奢全員か
らお答えできるように努めます︒
合併する・しないの判噺は︑アンケー
ト結果による皆様のご意見を巖大限尊重
したいと思っております︒

轍鞭聴村驚の
榛繕みを目指す

時には全職員が薪市職員に移行しますが︑

退職職員の補充を控えるなどによる自然
減員で齪滅していきます︒

町の方針が決まらないのに︑ ﹁みな

すか？

灘鱗鞍灘議藁数は

この懇談会を終えた後︑役場に住民
からの意見や要望を受ける窓口を設
ける考えはありませんか？
窓口を設ける予定はありませんが︑
町独自の合併検討委員会を設置し皆

顯課鰐麸蕪檎協議会
今後実施される住民アンケートはど
のようなものになるのですか？
合併についてもう一度住罠の慧両を
掘握するため実施したいと考えてい

勾

鴨勾 鴨

鴨

面 勾

さんはどうですか？﹂と露われても

瞬ります︒

現荏は6市町村で合併することが望
ましいということで協議を進めてい
ます︒仮に津南町が6市町村との合併に

勾

O

・地域審議会でカバ雛

針を出したいと考えています︒

おっしゃるとおりです︒ただいま準
備中ですが︑畢いうちに惰報を提供
し町民の皆様の意陶を充分お闘きして方

の

加わらないことを決定した場合には︑松
之山では複数の選択肢が生ごることにな
ります︒その場合は住民の意向を尊重し

6市町村の合併ではなく︑4陶村と
か溺な枠組みとなる可能性はあQま
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灘1月29臼から柁月稔臼にかけて、合併問題の集落懇談会を開催しました。購内29会場でのべ547人
の参繍がありました。鐵帯での参加率は驚全体で5肇．7％で、かなり高い参撫率の集落もありました。
多くの皆様から参加いただいたことにこの閥題に対する闘心の高さが伺われました。
たくさん鐵された質悶や意見の中から、より多くの方から寄せられた事項について跡長の憲見を添
えてお知らせします．

誓へp

りある町の
窃寮を考えましょう鯉
灘︑

て選餓する小選挙区麟の導入を考えてい

ますが︑いずれにしろ大編に減員するこ
とになります︒

議翼定数が削滅され︑地冗住民の簿
が届かなくなるのではないですか？
漏市町村単位に﹁地域審議会繍とい
う法的な組織を設麗し︑地域の慧見

を反映することで議員減少をカバーしま
す︒

睡禰縛業像をどう描くかが
叢饗な灘イント
中心部だけが良くな9周辺部は遅れ︑

ます々過疎化が進むのではないです

現市時村．ごとの将来像を基に︑新た

か？

に誕猛する瓢市の建設謙薩を樹立し

た上での合併ということになります︒従
って窃分の驚の将来像をどう描くかが重
要となります︒

合併後の懸市の名称・布役斯の位置
はどうして決めるのですか？
名称については︑弛の新市の例から
も公募で決めるようになるのではな
いでしょうか︒又覆役勝の位灘は合併協
議会で決めることになります︒

合併による特例償はどのように使わ
れるのですか？
交付税もそうですが︑金併後の新市
の規模に応じた額を新⁝市に短して保

んか？

現往住民から要望の上がっている遵
路改良が遅れることが心配です︑舎

誕する欄度です︒従って使いみちは懸市
の将来縁をどう描くかにかかわってきま
すが︑それにはまず現市町村の将来像を

合併までに完了しない路線について
は︑跨の将来猷麟に載せたうえで合

併前に着手し除雪路線にしてもらえませ

考え︑新市にどう反映するかが重要なポ
イントになります︒

町の借金︵瞬債︶や貯金︵基金︶は

よう協議

どうなサますか？
各市時村が持ち寄り調整して︑新市
に引き継がれることになります︒

癒数該嚢燈スが
後退鞍な

除嚢や総嚢などの雪薄策は︑住属の
最も心配される要件ですが？
除雪などの冬期間の行政サービスが
後退することのないよう︑合併協議
会の中で協議をしてゆきます︒

庁食が遠くなった夢︑公共料金や福
祉面などの住昆サービスが低下する
のでは？

現役場は支筋として残り︑住艮票発
行などの窓口業務は今までと変わり
なくできるようになります︒またサービ
スは蕩い方に︑公共料金などは低い方に
合わせるのが原則です︒全てそのように

することは難しいと考えますが︑サービ
スの低下にならないように努力します︒

餅協議会で協議されることになります︑
財源が不足の場合は合儒特例債を婚りて
整備することが可能であり︑遅れる心醗

はないと思っております︒

合併により地域住民が損をするよう
なことにはなりませんか？
各市町村でのサービス内容がそれぞ
れ異なり︑合併して全てが良くなる
ことは難しい函もありますが︑現状より
後退することのないよう協議を進めてい

きます︒

跡営バスは合併後はどうな夢
ますか？
現蕉は町内だけの運行ですが︑合併

後は新市の範懸内での連絡網となり︑

利便性は商くなるものと思います︒
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憲見や質問・要望

■今回の説明資料について

こんなことも
聞いておきたい
票の出先機醐はどうなり
ますか？
●全体として倉併を推進するための資料

合併後は中越管内になります︒

○将来構想で︑農業・グリーンツーリズ
ムはどうなるのか︒
●将来構想の中に︑住宅を奮む地域申心

轡

紹

ことを強く出してほしい︒
○異体的な説明がない︑調査項目を明確
にした懇談会を願いたい︒

りを目指してもらいたい︒
●露も大きな資源である︑それらの良い

地づくりを考えてもらいたい︒
●著い人が住みたくなるような地域づく

●説明会を今後も闘催してほしい︑

●特徴ある地域構想を出してほしい︒

もらいたい．

○将来構想をしっかり立てて取り組んで

■これからへの要望・意見

ほしい︒

oたとえば蒋来の予想数値など︑本当に
そうなるのか疑問点がある︒
●役所露葉や数字が多くわかりにくかっ
た︒もっと見やすい形にしてほしい︒
o合併すればどうなるか具体的に承して

のように思われた︒

理荏松之山・松代は上越管内ですが︑

米は魚沼米として販売できるように
なりますか？
まだわかりませんが︑岡じ魚沼地域
になることでありJAも岡じですの
で︑魚沼米としての簸売は薄能と考えて
います︒

合併莇に集落再編成の考えはありま
せんか？

います︒

》
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この問題も合併検討項目の一部です
が︑行政が強糊的に進めるものでは
ないので︑集落でも合併にかかわらずこ
の機会に検討していただきたいと思って

二つある漿立病院は存続され
ますか？
病続問題も協議会での検討諜題にな

り︑詳しいことはこれからです︒た
だ各町粒にある病院・診療所は︑廃蕉よ
り充実要望されていくものと思います︒

脚・
讐・讐

轟葺饗

醸

擦

腫勾 鴨勾

鴨の
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①第難回輩8磁広鐵圏盆懲任慧協議塗が難月25臼継》に開催されまず。

当8午前9聴30分から稔聴まで、中望村ユーモール2階大ホールで開催されます。どなたでも傍聴できます

のでぜひお串かけ下さい．

◎事務局驚懲各辮驚繕2名出砲捧劇遊じ．事務所を輩6驚辮内縫移転磁まじ挺。

正式な任慧協議会事務賜の赫段である「設立準備盆」（慧月258／寸け設置〉では、罐縄から各薦麟糧2名管つの
纂務体簿彗になりました、これに合わせて事務勝を、中婁穂役揚から十8鱒爺内の総十8麟織物会餓こ孝多転し調盃

事務などを開始します．

◎各藁購粒から擁ち笥られだ調査頂目慧900項以墨。

今後それぞれの撞当ごとに｛乍業分揮され、調責項目ごとのヂ規混調糞講」というものを作成する作業が始まり蓉す。

900に及ぶ調蛮項目をスムーズに進行ずるため、各市籔梅の職貴に対して調整事務の説明盆を開いています。

◎難月鞭1劃灘絹の分科会がス貌一鯵じま該。

各帯麟村の事務損当レベルの職轟が集まり、捲ち寄った規況調蛮霧に墨づき薦麟栂間の調整原案を作成する

為の分稽会がスタートします。

6

こ

iとしふみ
ゆめ
佑芽ちゃん（2歳〉i利史ちゃん（2歳）
中繕健一・祐子さんの次女ごi巻肥新次・マリアさんの次男
（湯本・中秘や） i． （松之磁・瞬営第2住宅）

；
雲
脚めとって硫しいの．だって3ノ、艦蘇仔でi鰍ぐト汎ピストルごっこや携騰話ごっこが
しょ、はやくお兄ちゃん（功士）やお姉ちゃん（栞）i大好きな硯代っ予です。ロこの麓家族みんなでフィリ
に追いつくように、何でも獣ねして覚えることにして 1ピンに行って来ました。すごいでしょう・どうしてか

るんだ．勉強だってそうだよ．計簿カードなんかすご iというとね、そこってママのふるさとだからです・も
く學いんだから．（めくるだけ・…』・懸ゆめンち濫象iうフィリビンは嚢のようにあったかで、プールに入っ
に近いから、おかあさん達と徳∈3鷹ノ湯に行くんだよ・iたり溝に行ったりで簸高さ。パパも璽休みと勘違いし

ちょっと熱いけどへっちゃら・それから食べ物ではおiちゃうほどだったけど、帰ってきたらおうちの周りは
ゆ

イモ・力蒜ヤ・短漁が大鍵な／礁すごく健i動白でび〜っくり．堺ま卿って患っちゃった．

翻でしょ？川謙と難食汰きくな旋らすて抽寒購は掘罰母講．今鵬規蕊お鵬膿
きなお嫁さんになれるよね。

鄭

iったまろ一っと！ザブ〜ン、，

【お母さんから一書ユ
．
婁【お父さんから一書】
小さい頃は体が弱くてむ醒しましたがすっかり元気；

秘

「わ／tノぱくでも、いい、たくましく蕎ってほしいあ

になりました、，人を思いやる慶しさを持ち、健康な体i

ξそして優しく、健康で……！1
．

でいてほしいと願っています。

，鑛簗緯纒潴藻鱗拳浅つと禦めの蕨文を一
新年明けまして
おめでとうございまず。

本年も皆様がお元気で
お過ごし摂けるよう、

健康面でお手伝いさせ

痒末奪始のお体みが喪く、みなさまにご迷惑をおかけしました。

籏3のお薬は、なるべく髄の8かその8の午前中に注文してくだ

穿鎌繕後襯該察逡緯簿獺ぐださρち

その鳶倉後の聴間においでください、徳たずに診察が受けられ談す。

灘灘難懲顯鍛i縫9縁驚矯認堕擁かレ〃1と緩乙》た癒な？
集

議

効果が岡じ場盒は、新薬をできるだけ藩及畠にして負担を安く
するよう努力していますが、患蓄さんによっては翼合が悪くなる
ことがあるようでず。体の興合は本人しかわかりませんので遠慮

㌔灘

なくご連絡ください。その人にあった薬をお出しします。

黎

難難霧鰹絵謬i欝獄蕪後鰹億雛か5薦診で凱
たいへん串し訳ありませんが、医舖都禽により3月末までの毎
週金曜8は、タ痘4蒔半までの診察となります。ご注憲ください。

7

餐・

さい。

午蔚中は混み合いますが、午後は空いています，）近くの方や都
合のつく乃は、1主診に出かけている午後2聴から3騎楽ころをさけ、

ていただきまず。

類

獲

響

lO卜①1

鍾ヲ

戦髄までは各簾落ごとに盤んに行われていた秘芝態や歌舞伎
蒔代の流れの中でひとつひとつ消えていき︑全国的に見ても
少ない存征になっています︒本来は杓の娯楽のため︑たまに
＠してくる興行國の技を晃闘きし︑妊き蓄達が自分等で作り
げ湊じてきたものです︑娯楽曝好がすっかり変わり︑伝統文化．

5
7奪に32鐸ぴりの復活を粟たしまず︒以後20葎に渡り︑覇内は

す蒸い曲袋蓼薄てき養塞呼びか謹よη昭器

．韓灘紡韓奪餐癖雛難譲票

声轟織㎜

讐1鱒

豊湾留簑で鍵の域震げ蕊ます華唇窪は裂

醐棚

薯養・藤雲塾篇長にお闘きしたことを︸πに上翅議

⁝之由麟無形文化財の認定を受けました．今回は傑穿会の小野塚薦

｝｝

⁝舞伎に触れてみました︒
蒙難褻灘譲霧
拶鐵嚢

纏欝恭翔鞭務

戦．撰叢．灘

れます︒村の渡り芝屠の愛

好会が歌舞伎懸を上廼手に

呼び寄せたことがそもそも

の発端だと思われます︒上

娼手は本来6つの大掌が独

︑肱していて︑それぞれの神

社で歌舞伎が行われていま

の3種の神祇︵諏訪・松

したが︑昭秘3鶴に地域内

芋・十二︶が一つにまとま

り︑現三柱神数となったこ

とを記念し︑その境内で盛
大に行われた舞禽が現在の

上川手歌舞伎の基礎になり

ました︒薫規黍轡年繊によ

って受け継がれた歌舞伎も

戦中・戦後を経て︑昭秘25

年を最後に永い眠りにつく

ことになります︒

獲藩鎌勤

照鑓申家を中心に行われて

上獅手歌舞伎は︑藤内名・

でした︒その前年の大明神

立された松之山町文化協会

きっかけは昭瀦58年に設

瑳穣蒙驚

いました︒ここには天保年

絹水堰普講の場で︑現会

戦萌から戦後にかけての

明濤宋期の醗役名

闘に演じられた義太夫から

畜くからこの地に根付

入れたと晃られる本もあ

の入った奮本や東票から仕

︵故人︶を充て︑8人体翻

し︑初代会長に轡山久一段

として復濡の話を持ち出

始まり

長・副会長をはじめとした
往年の役奢5人組が発起人

いていたことがうかカい短

8

会で初舞台を果たすことに

え︑協会発建葎の芸能発褒

始まり幾多の園難を乗り越

瑠璃の師匠を捜すことから

での出発となりました︒浄

めていきたいとのことです︒

春を畜成して保存伝承に努

にも入会を呼びかけ︑後継

に理解をもたれる町内の方

は集落だけでなく吉典芸能

なり立っていますが︑今後

遜灘㎜灘

獅慈獅難捻

なります︒践謡・舞踊が中
心だった当時︑歌舞伎が観

客に受けるかどうかでもめ
たものの︑メンバーの熱恵

ったら今罠まで存続しなか

のでした︒この成功がなか

たので︑今年はそれに続く

の場﹂一筋に取り組んでき

表を目指し︑柵演目・菅原
伝授乎翌鏡の﹁松王下麗敷

昨葎は窺の芸能祭での発

ったかもしれません︒これ

﹁寺子屋の場偏までとおし

平成竃O隼蓬重月28臼・名畜屋芸衛劇場1こて

14年麟芸能祭でr松王下屋敷の場」を初演

が2欝目の特溺公演という
形で実税し大成功を納めた

までの活勤の中で︑︑平成憩

です．また県内町轡との合

た演目で望みたいとのこと

周公演などにも積極的に参

嬢葎に松之山で麗催された

地芝駿サミットでの経験

簾する考えで︑ますますの

年の愛知県での公演と平成

が︑保存会にとって大きな

激舞伎は自分の生きがいα蓉い鍵代

活躍が期待されます︒

羅櫛レ

自信となっています．

にも魅力を伝えたいと誌ずお二人。

犠繋艦．揃聯蟹
一番の問題は後継潔対策
です︒親樫の役者は小野塚

心です．また歌舞伎では裏

1歳︶を年頭に︑復
会長︵8
浩以箭からのメンバーが中

方もいなくては成り立ちま
せん︒今のところ子供会や

父発達の協力により郷とか

復活後のあゆみ

昭報研年 上掛手歌舞伎愛好会復濡
昭翻総爺 簿浅体膏館で復活後の初舞禽
︵驚文化協会設立︶

三往神祇60周奪記念公演

9年 ほくら圏慰問︵大轟村︶
紹秘5
0年 上規手集会所新築視い公演
紹秘6
2聯 自治宝くじ助成を受け衣裳購入
昭秘6
昭穣63薙

郷 無 にいがたふるさと展︵新潟市︶
岡 銀 五智老人ホ⁝ム慰調︵上越市︶
平成3薙 妻講荘慰岡︵十総町電︶
平成4年 ほくら鴎慰問︵大鶴村︶

ハ松之磁滋泉︶

平成5葎松之出ライオンズクラプ5周年翻念

岡

爺 田蓋釜舞両簡齢毒学級交流ム賀 ︵町・疑体激闘舶開︶

平成5葎 蕩瞬懲衛隊著人を励ます集い︵上越蜜︶
平成8奪素入薫屠大浦安︸座に参簾
く大島ふれあい館︶
平成9銀新潟ネスパスオ⁝プン記念︵東窟原宿︶

平成扮爺讐ふるさとの照楽と歌舞伎噺崩演
︵愛知芸衛鯛場︶
岡 卑 会の名称を﹁愛好会砧から﹁保霧会偏に変更
単成難年 地域瀬性化大賞の門奨励賞﹄受賞
講 年 松之山町無形文化財摺建
緯 年 ﹁地芝屡ワ⁝クショツプ秘撮演︵東窟中野︶
講 年 松涛園慰問︵湯の鶴︶
2年 ﹁第a醸全麟地芝駿サミット沁松之忠蘇
平成1
︵町跳体費館︶
地域懸性化大賞の﹁大賞し受賞
平成羅奪

︵おことわ琶主に対外的な活動を紹介しました．毎葺の
芸能祭での公演は記載してあ琴蒙せん．

欝原伝授手習鑑﹁毒子屋の場﹂

鶯原伝授乎習鑑﹁松釜下麗敷の鑑し︵平成鱗奪初灘︶

義経千本桜﹁ずし鰹の蜷﹂
白波五人男﹁穏瀬籍勢揃いの鵜し

9

福漂莚太郎
劃会畏
小野塚英治
会穫

獄編額鐵㈹

光間に新しい集会所完成

集落民の長年の願いだった光問の集会所が、県単
事業のヂ新潟県農林水産業総合振興事業」の補助を受

規模集落の活姓化を籔るもので、一昨年の下蝦池集

けこのたび完成しました。この事業は20戸未満の小

落そして昨年の東由集落の集会施設も建築されてい

ます。ここを括動の拠点として大いに利期し、集落の

縷潟懸日釜︶
﹁地球環境米米フォ馨ラム﹂を

山臼県に引き渡す

1⑩卜①1

松里小学校児童会
森林の環境保全にと町に寄付金

りを中心に︑各市町村で多彩なイベン

この臼は晃童会を代表して5・6年生が役場を訪れ︑緑

うことで︑臨時の児童総会を開いて決めたそうです︒

になりました︒予想以上の金額をどのように使うかとい

はなんと85︐720綱にも及び︑90︐000丙の収益金

松雛小学校兇童会では︑町の禰祉や環境対策に役立て

トが開催され︑当町でも各國の大使館

の環境保全に役立ててくださいと書う書葉を添えて︑委

ます︒

また町の鰹︑不老麟にはレクリエーション期異を︑松涛
圏には本をそれぞれ寄付し︑感謝の露葉をいただいてい

の括動をたたえました︒

が手渡されました︒晦ではさつそく感謝状を贈り兜童会

員長の嵩橋玲子さんから町長に40︐000購の寄付金

関係者のホームスティなどでたくさ
んの町民からボランティアとしてご

ようとボランティアプロジェクト委員会を結成し︑父母

まれ、時・スキー協会・従業員など関係者一澗でシーズン串の安全を祈

十田町地域広域6市町村で春以来

願しました。安全・親切をモットーとする当スキー場にぜひおいで下さい。

取り組んできた﹁2002地球環境米

この臼を迎えました。当日もときおり雪がちらつく良い（？〉天候に恵

できました︒期問中︵4月からn月まで︶に集められた数

今年で20シーズン目を迎える松之山温泉スキー場。例年にない皐い

や地域に協力を得ながら春以来アルミ無園収に取り組ん

祷雪』の到来に、スタッフはリフトなどの準備に大変忙しい患いをして

ミオン中里蔚の圃場での園植え・稲刈

松之山温泉スキー場で安全祈願祭

米フォーラム血越後妻麿偏︒中竪村の

霧i灘糞鍵環㈱

協力いただきました︒去る駕月6βに
園醐催地の山口県に︑この秋中嬰粒で

東束・国際文化会館において次懸第5
収穫した種籾の引き渡し式が行われ︑

当地でのすべての役劃を終了しまし
に感謝申し上げます︒

次圏は山口緊の萩市・蔑門市・油谷町・臼置町・三隅町で
闘催されまず。

た︒参触していただいたすべての皆様

石：十蹟塒帯擾
左1山口県擾門市長

活性化を推進していただきたいと思います。
延べ面積84．99㎡
総工費17，708千円

『0

が建設されましたし、キョロ臼へのアクセス
広域6帯騎村ではそれぞれメインステージと

援事業として、池晟に巨大な松之山の広省塔
今無の夏は第2園大地の芸徳祭です。十臼購

劉麟魏灘樵騰擬覇麟

p藁

鍵

講﹃い灘

ー矯麹︸・・

■

嚢

・駐朝﹃薫
剛︑
轟駕
．．髄・

難購難響．翻灘欝曝

舳舗昂縮日けの穰騒難姓欝麟縦鉱礪勅

軸謄顯薦際轄灘鎌鱗欝
⑫獅獺罐幽物

この広欝塔は︑里創プランに取り緯んでいる市町

松之山の巨大広告塔完成

騨第

・

つのアート︵芸衛︶としてとらえてレま

塔本淋評ガ契ρメリング霧ランダ﹀

浅 葉

克

巳︵籏本︶

欝野5輪ポスタ⁝など多岐に渡り活躍﹀

広告叛デザイン
輝

澤てどのような感想を持たれたでしょうか？︒

．闘気をかもし患しています︒みなさんご覧いただい

編す︒夜間はライトアップされ昼調とは全く違った雰

磐のものを

艦
・

粥

轟

Vol．38
里創プラン通信

今年は第2回難膿撫の開催年脇
開催期間：軍成搭年7月20日（日｝〜9月6日（土）

、翁灘禦欝濃饗臨織餐肇毫瀦離篶蹴蓬牒轡

，を購して、松之畝テづの蕪施設である 鯛に胤てたくさんのお客様が松之雌

撃犠耀欝徽麟夢貌臨蹴錨》難よ の

儂部資産く営業屠の機械
など︶の納税義務のある方は︑

毎年王月1日現在で所有す
る資産を町長に串皆してい
ただくことになっています︒

該当する方は︑平成15隼
1月綴β︵金︶までに必ず率

皆してください︒また︑儂却

資産に該蚤すると思われる

資産を漸有しているが罵紙
の届かない方︑串省書の記

入方法がわからない方は役
場の挺当までご連絡下さい︒

鋤悶い合わせは

税務会計諜税務係まで

歌6−3三52

さ

1

所得税・住罠税の申吉購期が近づきました。農業所得も一般の事業所得と岡様に・収入金額から実際にかかった費絹 萎
を差し引いて計算するヂ収支計算」が原則です。
萎
前隼の農業の収入が400万円以上の方は、今醸からf収支討算」による嘩密となります。また、400万円未満の方も、ご 1

旅よ臓鋪駄移行していただくことに創ます縁
今跡搬厳割合」により轄される方も・次のスケジ

萎
嘗分の経営内容の把握のため、収支計算による串告をお勧めします。

1
◆農業聯爽が400万円未満で、叡支謙算が囲難な方は……

示した糠目鋼合」1㍉
昨鯛儲様から提㈱ていただいたr収入金欝の構ね」による収入金勲ら働

1
基亮麟穫雛羅欝騰棄畿募濠隆鰍．て，舳、

1

萎

礁乗集以降も徐々に収支群算に移行されます。

1
該当される方は畢めのご準備をお願いします。

牽

t＞織
欄
蹴

なお税務霧・町役場では、今後も収支計算説明会の闘催などを討函していますのでレ〆＿

そして飛び立った後もしばらく

観察を続けると︑メスが先を飛び︑

オスはメスを守るように後方を飛

んでいく姿を見ることができます︒

裕じ

頭上を通過する姿を見上げると︑

村山

腹部の白いのがわかります︒

︵文責

バ⁝ドピア須由︵美人林駐車場集合︶

0分まで
年繭9時〜U時3

▼場

防寒著とカンジキ︒さらに双眼鏡がある

と便利です︒

▼身支度

所

▼R時−月25β︵土︶

纏霊月の探鳥会

や是の儀の違いもぜひ見てほしいものです︒

その姿への強烈な感動が一段落したら︑雌雄のくちばし

の近くには︑地味なメスの姿を見づけられるはずです︒

ることをおすすめします︒美しい舗り羽に彩られたオス

辺にゆっくり近づいて︑物陰から静かに望遠鏡で観察す

それを克服して観察するには︑いることを想定して水

くりと見ることはできません︒

ことや数が少ないなどの理詣で︑なかなかその姿をじつ

中繊会うことのできる野鳥です︒しかし︑警戒心が強い

オシドリは松之山で繁殖しているので︑理掘では一年
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皿、
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農業癒繹の灘る皆様ぺ

灘農業騰得の計算はr収支計算で」！

いわゆるダイエット駕健

灘製品に朗する蕃情は
県溝費竺活センタ⁝
豊025−281−55王6

役場総務課行政係
豊6−313i

保険料の納め忘れがあると︑

年金が減額されたり︑もしも

老後の支えとなる老齢基礎

上越保健所

各保健勝へ

雛健康被害に繋する相談は

の中から︑製品に対する著惰

康食品を利罵されている方
や健康被害などのトラブル

年金が受けられない場合が

総

︐の時の障害基礎年金や遺族

上越察税事務所（上越総合庁舎内〉容025−526−9304

が多数発生しています︒團で

纏賜い合わせ先

あります︒このようなことが

むね紛％重くなります。

黎025−624−6133

の納付は便利で確実な口座

平成稔年度・猶奪度に、瓢璽新規登録から一定鐸度（η

十日町保健所

し︑各行政機関と随時惰報交

振替をおすすめします︒

〜欝年）を経過した環境負荷の大きい婁1嵐税額がおお

は﹁健康食贔・無承認無許可

換を行い健康被害発生の宋

口座振替の手続きは︑通張・

その牲能に応じて翌隼度から2葎間、税額がおおむね

ないように︑團民年金保険料

然防止を図ることになりま

届患印をお持ちの上︑金融機

13％〜50％軽減されます。

医薬贔被害防止要領﹂を策定

した︒おかしいと思った時は

関または祇会保険事務斯まで︒

総務課住畏係 由岸まで

ご利環の際は︑電議でご確
認の上お出かけ下さい︒

自勤車税（県税）のグリ謝釧襯制

自動車税を軽減したり増額したりするヂグリーン化税制」

新潟県では撲ガス性能など輿境負荷の優劣により、

を平成王4年4月から導入しています。次に当てはまる
車をお持ちの方は、春の自動藁税納入通知が届いたら
ご確認ください。

侭鱗

團囎

倫

次の相談窓口へご相談くだ

と燃費牲能の繭方に優れた環境負荷の小さい臼動藁は、

密0257−57−2400

平成欝年度・14葎度に新車新規登録をし、誹ガス性能

雛役場への問い合わせは

ご得じτしだか

さい ︒

O25−280。5051（直通〉
B
漿庁総務部税務謬艮

1月稔田︵月︶成人の日

歌6−2240

娯立松代病院費7−2iOO

松之山診療漸

2月2β︵臼︶

2月23費︵日︶

県立松代病院姪7−2100
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町A
）

1㈹

松之幽スギー競按大餐醐会践

2㈱

松之出スギー競技大会

墜15

繭
繍

舞
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㈹

16㈱

3㈱

17㈱1大安1

4㈹

松中全校スキー

5㈱嫡

18㈹
19㈱

6（憩

20（木〉

ほのぼの教塾

ほのぼの教霊

7（劒

8㈹

越後松之出豪嚢塾（〜9臼まで）
チャレンジ蕩籍く圏際交流） 子供広場（公昆館開放）

9（日1

越後松之出豪雪塾（8日よ攣）

風疹予防接種（幼兜）診療勝

信越学童スキー大会

21㈹
22㈹
23（日〉獺

24㈲
25㈹

10（月）
建麺配念銀

12（顔

ニコニコ教甕

26（脚

ほのぼの教室

27休）

松之山小校慶民雪上運動会

風疹予紡接種（幼児〉診療漸

Ioo卜①1

11㈹躍
13㈲
14㈹

ρ

ほのぼの教窒

28㈹

航
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2003年

，羨騨聡耀欝洲穫藩皇鐙鷺瓢潔
欝購灘難難鋸讐姦羅1二轍鱗窯蘂 ＼
鍵磁懲灘雛繊撮譲毒麟攣談鑛

麟

紐6−2265
ぎ4

ゆ

と

鵡蕪露︑より
ニヨ㎜識教窒
2月のニコニコ教塞は︑﹁鬼

松之山潟泉スキ⁝学校では︑

シ⁝ズン中に2園のスキーバッ

みませんか．

ジテストを実施します︒どなた
でも受検できますので挑戦して

▼開催鷺

▼場駈松之撫濫祭スキー場

2園R 3月9鷺く嬢︶

工懸臼

▼期9

午渤9時〜午繭難聴

2月⑫臼︵水︶

せください︒

▼検定料纏︑詳しいことは松之
山温泉スキ⁝学校にお問い禽わ

！月26β︵蹟︶

よく登まきをして︑いっぱいの

は外︑禰は内偏︒みんなで元気

▼時闘

幅をもらいましょう難

驚内に住む海外盤濡経験のあ

︻国驚交流︼

チヤレンジ湯鳥クラブ

スキーコ⁝ス
︵町民グラウンド周辺︶

松之由靱生灘学習だより 公属館 饗6−2265

町内兇童・盤徒および⁝般の
皆さんの書き初め作最を一堂に

展示︑広く町践の方々から鑑賞

る皆さんから︑その麟の様子を

いただきたいと患います︒多く
の方々の出最をお待ちしており
▼場漸

岱6−2194

教わります︒

臼までに各集落総代までお届け下さい。皆様から

休養村センター

ま月掲段︵土︶

次第皆さんに連絡します．

たくさんのご応募をお待ちしていまず。

ます．

▼期臼

〜20黛︵月﹀
午離9鯵〜午後4時

肇2月に：全戸に醗布した応募尾紙に1より、嘩月饗4

どこの園になるかは︑決まり

▼時間

次鍵代を担う子供達への伝承と︑町外に肉

いろは妬枚

のかるたを作成し

山の輿然や歴史・文化︑また風俗・風習などをテ

けての松之山の傭報発信を目的として︑松之
⁝マにした

今園はかるたの読み札の文面を︑五・七・五の

ます︒

読み札が決定した後︑町内の小中学生から募

俳句形式を原則で公募するものです︒絵札は

◆第2園大地の芸術祭開催記念
◆松之出町文化協会創立20周無記念

▼期臼 2月8戴︵土︶
▼ 時間 午離 鎗 時 〜

午後7購〜8時

集し︑今年6月中に完成させ一般販売する謙

◆越後松泌出r森の学校葺キ…顯臼開館記念

休養樗センター

休養層センタ⁝

の指導を受けながら︑毎週楽し

▽時聞

休養栂センタ⁝

爾になっています︒

関連記念事業

▼場筋
▼場漸

く英会詣の学習に取り緯んでい

町の兇童・盤徒を対象にクロ

スカントリースキ⁝教室が開催
されています︒3月までの学校

ます︒いつからでも始められま

瞬の團際交流員ペッキ⁝さん

休校鷺に︑町の常設クロスカン

▼期8

す︒ぜひのぞいてみてください︒

す︒元気な子どもたちにご声援

▼場筋

毎週木曜貨

もとでカ〜杯滑り込んでいま

トリースキーコースで︑町スキ
ー協会や学校の先盤方の指導の

をお願いします︒

▼会場 常設クロスカントリー

▼練習a 土曜・日曜・規祭黛
▼時聞 午酸9時〜午醜n時
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締曲切り間近
葦灘』趨

修＠麟ひシ艶⑨曇
松羅保奮筋 箏さぎ総

おめでた（出生）
な

む

な

奈々ちゃん

し縫

軽，

ヤ

ゆ

偲職鰻

・

爵聰撫き測

あ

樋口幸宏・清美さん
湯 出（弥えん〉

おくやみ（死亡）

睡期葛職＼漏蕊遂餓圃晦峯恥嶺鞘

小野塚榮太郎さん 57歳 東 濁伽満露屋〉
95歳 中立出（繭〉
佐藤 彦平さん
92歳 松之山（後〉
昭邊 ハルさん
85歳 中 麗（磁中〉
樋獄 ミヨさん
86歳
藤
倉 （」王法寺〉
佐藤 スミさん
74歳 小 谷（箱や〉
相澤
進さん
88歳
松之郵嚢 （武蔵差藍）
村磁 千代さん
83歳
坂
中（中子親家）
紹中シヅエさん
97歳 湯 由（五郎畜〉
小林 ミサさん
58歳光問（大、ヒ）
由岸 松三さん

たきざわゆいさん
（芙水越・小坂）

わたしご轟ちゃれ（ゴ窃⑨さ：れ亡1

各φぢちゃれご、おεれ霞ひっこ

べOべO‡や》ヂイー食べこる亡2ろ。

＊捻月蝦から王2月3囎までの届繊分です。
＊広報に載せてほしくない方は、届鵡の蒔
に窓口にお謡ください。

鴫蟻誌も亀婚歎蕊油淘職麺幾懸赫魯魯︾瞬漫再息蒔弾沁

四②麟蔭

．．讐灘鍵磐
漁

轍

懇聯，〆，羅

王2月3工鷺現薮

1①卜①1

総人1二1

3，096人〈一5〉

男！，502人（一3〉
女 王，594入（一2）
世帯数 1，鐙2戸（＋i〉

さとうかけるくん
（天水越・朝9麗）

（〉内は醜月との比較

町民憲章

昭騰欄定

わたしたちは松之山町践です。郷土を愛し、
みんなでよりよい町づくりをしよう．

ぽ（（じ窃⑤されご窃ち｛憲爆をザしこ
藩h．そ｝し、るご2ろ。

窃⑤εれ游れ乙（れるガらだんひ窃き。
磯鐙織愚鋳灘曝麟鱒韓懸轡磯藤鱒働鐘趣鋳魯鍛懸盛魯鞭麟鯉癖愚麟曝懸

羨h稔雛鴨︑鋤もる〜糞XO題総守雛藁

町民の合露葉
三、美しい緑と零の中で

心豊かな人になろう
／、ブナの梢が触れ合うように

連体の心をもとう
1、湧きいづる湯泉のように
翻造のカを蕩めよう

ド

灘晦

獅

ヘぼ ド

〜

♪ 温泉定傭
／

温象セン9−l

撫識︑＼潔測赫匙魯漆麟総麟難

／4醤細週欄ミ
達2！20松之山像膏勝にて

醗

膿畷けましておめでとうござい豪す。今隼も講題購

載σ）広報を籍搬し豪すα）でご愛談をお顯いします・
纏族行談売醸版被が艶催した事にっぼん澱県邊産鐙恥に訟之慮
濃泉が選ぱれ家した。食醐3千余りの温衆の中から、効能や歴鰹姓・

地域振興に集たす役翻などの基準か詳紛0籔駈を選ぶものです・
磯こんないいお湯に漫れてしあ零）せli
（中編》

町の編祉事業にと審付をいただきました。ありがとうございました。

◇株式会雑クq一バフォー（頸函町〉様
金壕0万円（会社麟立5周隼記念として〉
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