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︵題寧とも︶

う意洵を泳したことにより︑協議会では中嬰村の動痢を晃守

る状況となりました︒従って︑法建協議会への移行時期は十

二月か一月の予定でありましたが︑議会議決の提案は先送り

かねてから私は︑﹁合併しないで自立篇︑﹁十臼町広域圏の五

となっております︒

箏町料﹂︑﹁津南ないし中漿村を倉めた鷺町村漏の三つの選択

肢があると露ってきました︒中墨村が今後どのような道を選

なると考えております︒

合併を選択する場含は︑期限内含

択されるのか︑松之山野にとって重大な影響を及ぼすことに

併に適胴されるさまざまな支援措置を活鶏することが望まし

く︑法建協議会での協議事項や法的な手続きに要する期間を

考えると︑最大限今年6月までに議会決議を為す必要があり

松之磁跡でのアンケート調糞の結果はすでに皆さんにお知

ます︒

0％を古めており︑従って議会．町長の判
が2

らせしたとおりですが︑﹁どちらにも判断できない幅﹁議会︒

町長に任せる

噺によって方針が決定できる調奮結果であり︑議会．驚長は

重大な責任を撞うことになりました︒その費任を痛感し︑後

撮にも評懸されるような方鉛を選択すべく︑議会と一緒になっ

て検討協議を深め尽力しなければならないと考えております︒
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新年のごあ

ぺ

松貞幽町表祓藤剃を丁
新年・嘱けま乳ておめでとうござい或す．

申璽村では合併及対が賛成を上園り澱・8箔が奮併反紺とい

るためにそれぞれ住疑アンケートを実施しました︒その結果

ことを受けて︑松代町を除く闘市驚栂が建民の意洵を掘握す

あとは法定協議会において協議を進めるという段階となった

門部会︑幹事会で検討され任意脇議会での脇議がほぼ終わり︑

立して協議を重ねてまいりました︒事務段階での分科会︑専

津南町は自立の道を選択し︑残る五市町村で任慧協議会を設

十欝時広域圏六市町村による任意協議会が望まれたものの︑

問題であります︒

今年時政の巖大の諜題は︑昨奪に引き続いて市町粒合餅の

窃鞠麟含欝について

うことを今隼こそはと期待しております︒

だまだ明るさが見えないというのが案体であぢ︑畢く園復に両か

えてきた状況であるとの見方が強いなか︑地方経済においてはま

臼本経済はいま︑長かったトンネルの向こうにようやく光が見

町戻のみなさん︑良い年をお迎えでしょうか︒

も、

蕩の葛い地帯︑また皐稲種にその被害を大きく受けたものの︑

磁敵する作況になるのかと大変心配いたしましたが︑榊部標

昨奪は盛夏の天候が誠に不順であり︑平成五葎の大凶作に

である﹁森の学校篇キ灘ロ鷺を建設しましたが︑一臼に千人

この芸術祭に併わせて︑松之由町ではステ⁝ジの拠点施設

り全圃的なPRができたものと思っています︒

ていただいたり︑アート作藻を鑑賞していただいたことによ

勢の人が圏内を訪れていただきました︑圏域の虜然を評緬し

昨年は第二圃大地の芸術祭を実施し︑二十芳人余という大

讐森の学校﹄キ鷺縫爲について

平年作に近い作柄のところが多くほっとしております︒
今年は米政策改革大綱が実施される俸であり︑農政の転換

今隼は米政策転換の隼

は水照藤積の醗分でしたが︑今年から米の生産鷺の配分とい

期といえる鶴ではないかと思います︒米の隻産調整は今まで

の交流の撚点として濡胴できるかという大きな課題があるわ

を超す入場餐があるなど盛溌でありました︒この施設を今後
どのように浩矯し地域の活牲化に結びつけるか︑都市住罠と

うことになります︒これには実体にあった瀬積の掘握︑基準

瓢年のご挨拶といたします︒

平成ふ⁝六﹄年一月

今年も町行政に何分のご支援ご協力をお願い串し上げ︑

願い串し上げます．

されるよう努力してまいります︒皆さんの何分の．ご協力をお

けですが︑コ⁝ディネ⁝タ⁝の先雀や観究員の皆さん︑運営
委員会の各位のご指導ご協力を猿きながら初期の目的が果た

となる反収の評価など翠急に対応しなければならない問題点

がありますが︑今年も農家の皆さんのご協力をお願いいたし
ます．

松之山町では遇去にも強鯛的な醗分ではなく︑自蕊性を尊
重した配分方法で取り組んできました︒今年も自擁性を蓉重
したいと考えており︑籔本〜の魚沼コシヒカリに負けない良
食味のコシヒカリ産地であることに自信と誇りを持って稲作
に取り組んで欲しいと願っております︒

繰畜漸の統合鵜ついて
松之山保膏漸の老朽化に俸い現姦類保育所の建築を進めて
より︑松里・浦顯爾保曹漸の松之山保育所への統合を計醐し

おり︑まもなく完成の運びとなって移転いたします︒新年度
ています︒統合については委員会を設けて協議をしていただ
る保護蕎の会を持ってきました︒その結果おおかたの．こ理解

きその答串を得たり︑各保育漸ごとに説明や意見をお聞きす
が得られたものと思っております︒ただ︑通園バスの問題で

は保護麿の理解を得た状況ではなく︑安心して通園できる状
態を考え理解を頂いたなかでの統合であるよう努力したいと
考えており︑押しつけの統合にしないよう漉意いたしたいと
思っております︒
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﹁これだけは人に負けない﹂という技を持ったその
一堂に会する名老百選﹁名老の集い﹂が捻月9黛︵火︶

道の達人たち︒名老百選に登録されている町の名人が

外吉（85）．と蝦池・中道（R．9）

筒橋 久松（83〉中塵・桶屋（H、王0）

（しめ縄〉 佐藤 丈八（85）天水越・峰（H．n〉

竹内 璽廣〈80）湯之島・下新麗（H．王3〉

小野塚ウメ（75）東川・ノ痢旬〈H．i2〉

．．劇究る

それぞれの分野の認定証が町長から授与されました︒

に開催されました︒今年度は新たに4名が認定され︑

今月暑では︑⑫月99現在町の名老葺選に登録され
ている全66名を部門尉に紹介しました︒新しい年を迎

え益々ご健康でご活躍いただき︑これまで培ってきた

志賀重太郎（87）松口・伝兵衛〈H．2）

≦総簿灘灘壕懲から

趨額緩療費饗篠蚕難

払い鱗趨が輿趨され穣欝雲

現荏老人保健加入者の方も︑外

負握をいただいています︒町では

来受診の際には1割〜2翻の窓欝

皆様の負撞の軽減を鶴る上から︑
各鷹療機関や保険薬馬等のご協力

を得て︑轟齢春の外来受診につい

で済むようにする﹁高額

て﹁窓口負担が一定額縫自己負握

限度額

受領委任払い鯛度﹂を実施するこ

担︒科金

額 で で で で
度 ま ま ま ま

自り院当獲

韻麗雛割割割割

製糟鎌達等蓬2

の険

講響霧盤

担

区帯帯↑α

ノ

葬舞諜課

韻り保諜灘騰

窓

チン〆
＼ゑをましロンミますぎノ

ペ

月40，200円まで

技術や文化を後進に伝えるべき良き指導春としてご尽

（しめ縄）

とになりました︒

ま
男

麟野鱒醐醐鯛瑚

月8，0QO円まで

限 畿籔離齢齢鯉肋

月捻，000円まで

蓬 割

諜税轡帯（一般）の方

割

課税撹帯（土位〉の方

月8，000円まで

等 割

舞課税世帯畷の方

東芦ト中ネ才（H。14）
ノ外蟹野塚餌責子〈70）

達 割

葬課税世帯・王の方

力をいただくことを期待しています︒

興吉（88）湯之島・下大手（H．王2）
山1コ

離3負撞限度額

︻名老否選は町政3
0周無に当たる昭憩63年に制定さ

【野鳥こけし］滝澤きく江（77）松之山・猫沢（H．9）

れ︑それぞれの分野で活躍している70歳以上の高齢者

勝冶（77〉、虹之山・太郎善（H．8〉

小林

三三桶。そ了漂（H．10ラ
永吉（83）
志賀

博（77〉水梨・横手（9．8）
（ミニ俵〉相澤

2

岬〆
〆

−〆

小野塚義数（85〉．と鍛油・林屋（9．9〉
【竹細ユコ

佐藤五良治（96〉天水越・五兵工（S．63）
蔓わら細工3

一郭負獲鑑割奮

蘇得区分

﹄愚齢書傷儲繋

＼

（猫ちぐら）畔上

の中から町の選考委員会で認定されます︒︼

灘騰麟議麟鰹部1驚嚢・

嘘あ達ノヘ た ち
r名妻の集い」に参集した名入たち 前列で謝定証をお持ちの方々が今回新たに名人に加わりました・
左から順番に
ζ園芸｝村山ヤイさん【ゲートボール】小堺春吉さん ζゲートボール】小野塚一男さん 【俳句】村霞三二さん

4

灘衣禽文鑑部1蕪1・

懸農欝灘縣部1讐
［由採夢盆栽肇

〔菊コ

蕩澤

村徴
〔錦

小竪塚熊男〈92）上籔池・重屋（9．2〉

鯉茎

εあんぼ】佐藤

欣響（83〉湯本・滝見屋（鼓．7〉

佐藤ハツノ〈77〉天水越・蔑院（王｛ほΩ

俊治（89）松之1翻武蔵屋（慧．8〉

［和

腐橋平八郎（78〉中罷・吉池（鷺。7）

【園 芸き

ツヤ（87〉天水越・禽峰（S．63）

樋口 真…（80〉湯由・与ぜん（R．9〉

村由 ヤイ（70〉吉戸』・籍屋（H．三5）

裁董料撫ステヲ（90〉橋詰・露屡（R．2〉

［手

芸葺

〔蘇

芋3

［菓

子葦

佐藤トミエ（80）松之由・善助（H．9〉

本山

小山

スイ（89〉籔照・切通（H．9〉

政治（79〉新由・小鶴屡（H．三3）

【またたび董霧施 外二（84）松之撫・並木屡（猟9）
【技衛震1献難

小野塚展太郎（9三）東川・山木屋（9．9）

灘叢霧蓼礫繋婆レ文嚢濤欝董弩

臨耕野期相澤一難く89）小谷嘘屋敷（K⑥

膿翻

鰹史楓幻久保照達司〈86〉新購権翻9．2〉

小野塚薪似鋤劇1噺羅（H灘）

〔炭焼き3
［米〕

一一…一

階闘懸邊誠誤78〉榔珊握（鷺。6〉

蕩橋 亥治（79〉大荒芦・ますや（猟王1）

嵩波仁一郎（8の松篶㍗善助（H．H〉

葛橋 疋憩（81）中羅・中醗敷（H、11〉

懸勢緯と頭脳部1糠・

懸文芸・灘潔．灘讐

囲

碁凄

久保賜光栄（78〉天水鶴・蔵方（H。13）

【短 歌1 保坂 武雄（84）松1コ・三枚懸（H．2〉

［ゲートボールユ

［舞 踊｝ 関穣 タミ（81〉藤禽・忠之助（H。6）

山岸尚三（8三〉新磁・下村（冠．7〉

小野塚マチ（75）東駕・坂本（H．n〉
小蜂塚英治（綴〉藤内名・重屡（R．7〉

禰漂益太郎（78）坂下・せぎ（H．9）
［手 品肇

ε俳

句コ

村山

疋実（77〉坂下㌧東（鰻．u〉

樗由

信治（76）坂下・千代鐙屡（9．12〉

ノ罫璽予塚一一男（77）

相澤葵之吉（75）水梨・坂中（鷺．13〉

村由

警治（83〉松之由・美幸麗（H．5）

島鍛哲夫（82）天水島綾雲閣（9。7）

眠謡］ 樋1コ溝一（88）湯山・判助（S。63〉

ξ歌舞伎3

鐡邊

小堺

三篇（70）観膏轡・金韻屋くH。15）

東舜i・沢〈｝i、IL5〉

春吉（77〉豊韻・赤倉（R．三5〉

灘蟻域の漉盤鑑裟爽献灘遷鷺・
嵩橋

宰作（86〉

樋口

保坂

ヲミ水島・忠助（H．2）

橿原

義治（92）中羅・五院くH．2）

恥衿

文平（82〉小谷・寓坂（冠．王2〉

山岸敬三三撲鐸（80）

新iま1・天印ヒ漂〈｝｛．9〉

村山

濤1橋

平吉〈82〉

天水臨・妊益兵工（｝亙．9）

村慮 マキ（82）湯本・編住館（R．12）

重織ま葦

誼三竪（81〉

相磁 ギン（80〉大驚芦・長鍍（H．難）

佐藤

大治（80〉天水越・倉峰（賛、三3〉

佐藤

橿原

一雄〈77）天水越・酢屋（ト｛．！3〉

吉二（79〉上之山・窪照（H。U）

，

λ侮騨

スキ（90〉湯本・山根屡（H．玉2〉

ノ蹴

翼〜

，1、野賑次（75〉刺。し撫圭3）

藤漂・大＾下（1｛．10）

鍔解欝総
ヤ
、、1

（注〉名繭の後の（〉は葎齢、屋号の後の（〉は認定奪度です。

山口醤搾〈85〉湯之騰・上林（蘇．鴛）

難象となる篶は次の篶で嘗︑

◎﹁老人保健﹂の方

◎﹁国保の前期高齢者﹂の布

︵国保の70歳以上で老人

保健でない方︶

※次の場合は利絹できません︒

轟公費負握医療・漿単町単医療
費助成事業の受給者

鶴交通事故・圏保被保険者資格

艦在宅総合診療科算定の方

証明書・労災保険の方

人保健受給餐は除く︶

癖被絹餐保険︵社保︶繍入者ハ老

この鰯度の利馬を希望される方

は︑医療機関または保険薬局の窓

口にお確し出ください︒

なお︑事爾に鰯度の内容を詳し

くお矩りになりたい方は︑役場住
浅係の園保握当までお問い食わせ

ください︒

獅握当H総務課住民係 高橋まで

電話6⁝313倭
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．麟轍戦

誠司〈8D豊闘・新屋（R。1エ〉

岬

〆

×転
馬

広域圏6市町村で進める
雛

難

雛

︑〜己

叢

聲

欝〆U蝦、1藩繍難鷺響
医療など圏域内すべての諸問題に関わってくることから、産・官・疑それぞれが連携し、飽の地
IoりooOF

域に遅れをとらないように蕩度梼報化の実現に向けての努力が必要となり、何よりも住厩のみな
さんの積極的なご理解とご協力が必要不斑欠な事業です。

広報では、十欝町広域事務組合が中心となって検討が進められているギ十段町地域高速通信体
系整備構想」の内容・進捗状況などを定期的に皆様にお知らせしていきます。今園はこの事業の
大まかな内容を紹介します。

黒，欄雛．畿響議
囎灘職．．親、熱垂

鑑講、讐鎌愚、盛轍灘
6

子嵩齢化と遍疎化︑地域コミュニティ⁝の崩壊など︑決して

が舞常に遅れています︒このままでは地場産業の低迷や少

私たちの像んでいる地域はそうした構報通信基盤の整備

通信回線で結んだネットワークの整備が必要となります︒

翻整備の鑓醜嫉？例僕科欝安心・安金な地域づく鱒奄欝携し℃レ
触ADSL図濫三︶や﹁ブロードバンド﹂︵漉2︶︑﹁地上波デ

する欝葉を多く葺にするようになりました︒﹁1丁革命︸と

ジタル放送激濫3︶などといった︑近年特に夏丁︵漉4︶に関

呼ばれる急速な祇会の変容が全圏各地で進んでいます︒

理筏最先嬬の工丁を活薦したサーピスを提供することで少

好ましくない状混がまだまだ続くと思われます︒これらを
しでも解漉し︑安心して催み続けられる安全な地域づくり

王丁というと︑自分にはあまり関係がないと思われる方
生活に三丁がさらに普及してゆくと予想されています︒そ

を目指していく必要があります︒

も多いことでしょう︒しかしこれからはみなさんの普段の
してその為にはADS﹂や光ファイバ⁝︵往5︶など︑轟速

闘高速遜鱈網整備警どんな鑑とが署き蚤のか？
に利駕できるようになります︒

理されるため︑どこのご家庭でも簡単

いった姦種公藁施設及び圏域内の各家

O行政惰報の充実⁝⁝圏域内での各種

圏域内の役勝や学校・図書館・病院と

庭が︑大量の傭報のやりとりできる轟

お簿らせや公興施設の利罵状況︑図書

保険蓬療・編被画では荏宅患春の遠隔

一
岬

速通信圃線によって結ばれます︒これ

の験索システムなどがいつでも確認で
きるようになります︒

によってたとえば次のようなサービス
が鰐能となります︒

Gさらに

薩療など︑纒祉︑瀬では︸人慕らし高齢

防災爾では災審購の緊急通報など︑

鷺テレビ放送などの集中管理⁝⁝現筏

し管理しているテレビ放送は︑整備後

春・障審春への安沓確認など︑また地域

㎜灘︑

ノ、
臥鐵警
L延勤
そ
保安雛

欄人又は集落単位等でアンテナを設置

るのでいらなくなります︒

に合った艦弧象情報や論父通櫨憐報などとい

はこの園線によって送られることにな

った様々なサ⁝ビスが塔えられます︒

構報化することにより︑私たちの地

速逢儒麟線に糠入しているもの岡士の

域は将来どのように便利で安心・安金

黛圏域内通謡無料電話⁝⁝圏域内で蕩

の圃線を利馬しての通話が可能となる

電語︵圏域内市内通謡﹀は︑整備後はこ

で嬢せな地域へと変わるべきなのか︑

業の進め方について紹介する予定です︒

※次回はこの構想の持つ慧味・今後の事

様々な襖点での横討を行っています︒

ため︑電話料金は無料ということにな
ります︒

磁全家庭での高速インターネツトサ⁝
ビスの利用⁝⁝現在欄々の契約によっ
ているものが整備後は圏域内で一括管

爾語解細絡説

︵漣遷︶APSL一鋼線ケーブルを矯いて大容

称デジタル繍入鞍線﹄という︒

暴轟速遇僑を行うシステムで︑インタ⁝︑不ツト
などで利駕する園線の王種︒積塞譲では門葬鱈

︵注2︶ブq彗ドバンド膚ADSLや光ファイ
バ⁝など大容量織速通信園線の普及によって実

その上で提僕される類たなサービスを総称的に

理される次世代のコンピュ⁝タネットワークと︑

衷したもの．

に変わるもので︑衛星放透ではなく地上の放送

︵淀3︶地上波デジタル放送榊現荏のV熱F・
UgF帯を使ったアナログ波によるテレビ放送

堪から電波を遊る﹁地上波漏を使ったデジタル

放送のこと．雑膏のないきれいな爾嫁︑膏質︑
視聴畜も番総に参撫できる双方尚サ⁝ビス︑デ

玉環から︑東窟・名古麗・大阪の3大都宙圏で

ータ放送など多彩なサービスが可能．曝葎捻月

放送が闘嬬された︒今後徐々に拡大し︑20！
王奪までには全園すべてデジタル放送に靭り替

インフォメ⁝ション．テクノロ

わるため︑硯篠の設備のま謹では受僑できなく

なる︒

︵注4﹀ーT

に表した絹語︒

ジーの略で︑鷺本藷では憎構報技衛﹂の賭︒コ
ンピテタやデータ通信に関する技徳を総称的

︵注5︶光ファイバー 親蕊もっとも編速のサ
蓄ビスを提供できる通儒籔線で︑奮成樹臆やガ

て伝達するケーブルのこと︒銅線に此較して約

ラス繊維を使鶏し︑電気信弩を光の強弱に変え

千藩の構報を送ることができる︒
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タツプオフ

ケーブル麟

趨業漸得繍窃笥輩糠駆
農業所得の計算は﹃鞭竃灘算偽で
所得税・住艮税の串皆時期が近づいてきました︒農業

なっています︒

所得の謝算も︑︸般の事業所得と岡様に︑収入金額から
必要経費を差し引いて計算する﹁収支計算﹂が漂則と
莇年の農業所得の収入金額が400万円以上の方は︑
﹁収支計算﹂による纈皆をすることになっていますので
ご準備をお願いします︒

夢〆鰐毫

記鰻する習慣を・一ll

ふだんからこまめに

1寸ooOF

役場税務会欝諜費6−3唾25
案内があった場合は積極的に参撫されますよっお願いします・

収支計算によりご自分の経営内容の掘握や分析ができ︑

経営の改善や肉上に役立ちます︒また︑仮に所得金額が

赤掌︵マイナス︶になった場合には︑給与などの飽の所
得と通算することができます︒

収支計算が困難な方は
﹃鞭入金額等のお尋ぬ数を提出して下さい︒
鋳葎の農業藤得の収入金額が400万円未満の方で︑

収支計算が園難だという方は︑事繭に配擶した﹁収入金

額等のお韓ねについて︵園答ごに必要事項を記入し︑
していただくことになっていま

1月7欝までに集落総代に提出

す︒回答していただきました収
入金額から︑園が示した﹁経費
目安劉ム8︵収入金に対する経

費率の目安︶により謙算した必
金額となります︒

要経費分を差し引いた額が所得

／ へ

上段のように、現荘はヂ経費目安割翻により誹算して
前鐸の収入金額が・…・
いる方についても、前奪の収入釜額によって右のようなス
400乃露以上の応……平成鱗鐸分から移行しています。
ケジュールで収支誹算に移行していただくことになってい
300万内以よ：400万需未満のか・・…平成46鋒分から
蒙ず。ご承知麗きの上、ご準備箸をお纐いしまず。
200万融以上300万鶏未満の搭・一箪成47無分から

税灘役場駕今後も収支講闘会の開倦などを繭してい甑鐵黙灘人諜税部門饗。2昏5234178

松之山町野鳥愛護会

野鼎だより

なか難しい．

蕎橋良岬︶

モ 璽︑

顯本で観察される野鳥の中璽番

鐵に軽いエナガは︑岬糊薫で6〜9

欄︵6〜9グラム︶ほどの体重であ

る︒冬の購れ鶏︑にぎやかに鳴き交

わしながら木の枝売でサーカスを楽

しんでいる鳥がいたら︑それはもし

︵文蛮

かして魚窃のかわいいエナガかもし
れない︒

懸参簿の定倒探騰禽

▼a購1月24撮︵土︶

午繭8時3
0分〜鴛購30分まで

バードピア須出

﹁森の学校篇キ3ロ環駐肇場集禽

▼探鳥地

極

慢．

㍉

︑

動き國っているため︑その姿を双眼鏡に捕らえることはなか

がって木の実を食べている．幹に逆さまにとまるなど機敏に

のバランスをとりながら臨芸纐のように動き︑枝先にぶら下

︵エナガ︶と名前が鍵けられた．その長い屠でじょうずに体

長い羅はひしゃくの穂のように楳羅兇えるところから︑楠長

の中を移動している︒

ジュリリとか︑綱い跨で鳴き交わしながら欝れをつくつて林

の⁝部とお規の紅紫琶が掻をひく︒チーチ⁝チー・ジュリリ

中観察できる鳥だ︒体は全体に臼く︑鷲から翼は黒蝕で︑周

小さくて丸い体に長い鰭の門エナガ﹂は︑松之山では一年

●﹁エナガ﹂

騰籔難灘灘灘灘懸灘灘灘灘灘灘灘繕灘灘懸灘灘難灘

8

藩轟

悲 難

蓑

鐘

膨

爵

捗

鍵麺騨臨
磁 碓窃 輸讐換督食泌

■晃童扶養手当とは……

影 轡

父母の離婚などにより、父と生計を岡じくして
いない児童の健やかな成長を願い、児童が畜成さ
れるご家庭の生活の安定と、臼立の促進のために
支給する手当のことです。

■特別児童扶養手当制度とは……
精神又は身体（内科的疾患を含む。〉に一定の障
霧を有する兇童の福祉の増進を図ることを目的と
して支給する手当のことです。

兇童扶養手当・特別兜童挟養手嘉を受けるためには、認定講求の手続きが必要です。
手当を受けたい人は役場住風係（戸籍の窓窺〉で請求の手続きをしてください。
なお講求する場合は、次の書類等が必要です。詳しくは担滋にお聞きください。
（潅〉住勝地が町外の方は、ご窃分の住所地の市役所・役場で購請してください。

①請求者及び対象兜童の戸籍謄本（外国入の方は外国人登録済証明書）
②世帯全員の住浅票の写し（続柄、本籍の表承があるもの）
③0座振薔申込謬（金融機関の確認印が必要です）
④印鑑、その他請求事須により必要となる霧類や証明謬など
銀口特溺兜童扶養手当は上記の他にヂ対象児童の障害に
・ 関する医緬の診漸書」等が必要です。詳しくは窓q
ぎ

ぜ

・

でお闘きください。

菱の筋得鴛日手当は対象児童の障害状態に応じて、障審等級蓬級
口手当の額は斯径額によって決まります。一定（
以上ある場合は一部支給となり、その額に応1惹じて下榔 又は2級として認定されます。手当の月額は次表の
せ
・ とおりです。なお物簸スライドにより改訂されるこ
記の範翻内で決定されます。
毒 とがあります。
○全部支給の場合……月額42，000円
）円
毒 ○障害等級が蓬級の場合……月額部，給0円
○一部支給の場合一一月額4肇，990円〜9，9紛碧
晦 ○障害等級が2級の場合……月額34，030円
【ポイント】

毒【ポイント】

①よ記は対象晃璽が4名の場合の拳当でず．

窃①土言Bは対象兜藁が4名の揚盒の拳当です．

励藤と婁②狸董が2人の甥合は上記金額X2、3人の場合は上記
②晃童が2入の場禽は、よ記金額に5，000鯨の
慧 金額×3となります．

なります。

こ3，000誕③この金額は単成15鐸4月からのものです。
③晃璽が3入以上の場合は、②の金額にさらに
円がカ§騨されます。

④この盆額は平成循鐸鎗月からのものです、

雲
叢

⑱やかな搬を願って
㊥祉の増進のために
鷺お悶い合わせ先
総務課儀昆係（戸籍窓〔3です）

撞滋：滝沢まで
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・麓熱

http：／／www．mat＄uηoy＆m＆．com／sKl／

訟《ψ凝濃ヌ串一場藩
イベンあガイド
スキー場管理事務駈TEし6−3壌33FAX6−3103

鯵熱と欝盤

碁べん訟ガ縫ん灘一
絹月2霞（金〉
餅つき大会（オモチの無料配布）
難等月η鷺（欝〉

第6圃松之山温泉モーグル選手権大会オンヨネカップ

ゆ鷲講B級公認糠松之燃モ㎜グノレ競技会藩
馨1月隆8鶏（聞〉

スキーこどもの段（小学生以下リフト無料〉
第蓬園SAJ・B級公認千葉察松之山温泉モーグル競技会

i灘轡讐li麟嚇，

お織な癒いんと
ポイントを集めて、食事券をゲットしよう1

◎2月7顧（土〉

蹴 礁懇、・、

IOooOF

⑫リフト蓬8券…一一・窪ポイント
のリフト半8券一・一…0．5ポイント
樽楽々ゆうゆうパツク…0。5ポイント

・覆畿盤難灘総i灘㌶，躍

藤平∈3ワンディパック…0。5ポイント

ポイントを纂めると

・2難繍懸魏

轡3ポイント頑，000陽の食事券
轡5ポイント⇔リフト窪8券
藤7ポイント→5，000円の旅飽利絹券
朝0ポイント⇒40，000陽の魑泊券
または翌無のシーズン券

鰯騨騰，

：：羅轡鍵灘難麟灘

r一一一一一一一一一一一一一一キワト顧ノセン

顧鴨騨㈲心解一醐輸曲囎膚榊㌦

ヨ

第稔園サ鐵モン＆テーラーメイドNSTカップジュニアアルペン大会

辱．ゴ

ま

りわ

1

松之由温泉スキー場カーニバル

i

頓3月2モiヨ（臼）

ロ

蓼

ヂ

辱脅

○費

昌

禽

尋…

。←

曝

夢

識驚藤懸譲叢薯一驚

三リ7卜壌B灘※通常3000円をa50GRに
つ

尊i◆、

筆

マさむ

を

i l

i

考

ニ

ト

裟、寳照騰漏動

スキー子供の臼（小学生以下リフト無料〉

・3翻鍵羅．｝選手権大会 嫌

i論二愚1芸愚叢繭1、よた膿凱勢ノi

轍4月3臼（ニヒ）〜4段（臼〉

第2回SAJ・B級公認松之出温泉翻体メモリアルモーグル競技会

し＿聾9轡響3糞播予9轡弊∫二、．＿．≧∠＿、」

ヂ第2回大地の芸衛祭・総繕報告書逢が完成しましたll
、』多くの方からの臆見が鰍されてし・灘・ 報鵠を護望の方は 襯
芸鱗に関わった関儲（圏域内の業瀞餐集落の参
癩者・県・広域6市時村の職員など〉の声や、来訪看アンケー

1、鯵考にしています．
，、…主な内容

大地の芸術籔花の道実腰蝕まで
ご連絡ください。

（相町輸靴際樋振購内〉
TELO257

57蘭2637

大きく分けて、①芸衛祭の開催効果 ②反憲点③次
FAXO257−57−2285
鰍第3園〉に向けての諜題の3献ついてまとめてあ Eメー一ル董漁＠echi9α朧縣「ゆ
ります。異体的な成果、運営上の問題点、今後必要な取り
紐みなどを、客観的な目で述べたものとなっています。

10

灘

魯由 巽・貞江さんの長男
（赤態・柿の木）

ロヂあき」は赤倉では久しぶりの子供なんだ。だから
みんなからとってもかわいがられている．なんかね、
とってもお一きな家族の中1こいるみたいな感じだよ。

纏今ね、納蔓ごはんにずごく夢中になってる。顔中納

登だらけになっちゃうんで、お鐙さんもたいへんなん
だけど。でもお父さんサるいんだよ。ぼくには鰯でも

食べろって言うくせに納藍は大嫌いなんだって。ごは
んの聴だけぽくのそばから離れるんでおかしいとは悪
っていたけどさ、雛ぽくは納豊パワーであしたも雪遊
びがんばるぞ一っ！
【お母さんから一醤ユ

むの優しい笈炎な子供になってほしいです。

なおふみ

直史ちゃん（2歳）
内山素良・希さんの三男
（松之由・窃営住宅第2鰯地）

雛みんな、嫌いな食べ物ってある？ぼくね、全然そう

いうものないんだ、特にママの拳樺リギョウザとか蕎
巻きとか、ピザとか：コロッケとか……も〜、とにかく

何でも大好き。欝おもちゃはね、チョ〔⊃QとかブOッ

クみたいな何となくゴOゴ〔⊃するのが好きなんだ。意
味わかるかな〜．雛ヂなお」の一番のお気に入りはO
一ドスターで逢るドライプさ、なんてたってこのとき
はパパを独δできるんだも〜ん。（競争率激しいデス）

麓今シーズンいよいよスキーデビューの予定。スキー
場で見かけたら癒援してね！
【お父さんから一欝】

大きなケガや痛気をせず、元気に奮ってほしいでず。

榊読

鐵難．
新舘お灘癒覆う憲ざ灘議雛

総譲幽診療辮羅緬登叛尚慈

鑛集懸塞覆移惹お願鱒鱒膨難嫉織嚢

し

難隊禦顛撚き㊨羅叢瀦蝉の霧秘の難麺︑難罵黍罎還繕懸逓輔飛巻

螢
穰繧薩麟嬢諜籔蓬︑灘馨鰯懸麟翁懸壌麟濃蛮鰻賑徳議諜嫉．＄鶏⑳

蘇︒議懸霧懸お難懸慧縷隷嚢㊥懸謙騒籔護欝願瞼禦籔盤麟蕊．嫉獅︑

叢麹薩叢曜懸翻曜懸罐一翻撫灘藩総驚燧総羅︑嚢酒薮圏驚縁鱗鎌薙縫

懸癒懇幽悪蒙團圏㊥餐懇麹鍵諜鰹︒論般醐罐麟雪麟繊麟験病慈農

麟
騨の廼麟螢籔懇︑灘譲⁝鑑関係巻の纈ぽ果幾※譲⁝懸誕きる叢彊

騨談驚ぽ積趨蓼惹懸鐵縢遷気纏叢諜灘巻羅遷遜膨謙幅蓼︒談縫︑雪の硬

④遊禁罐羅聾黎癒墾勤慧類霜璽騰炎鴻＄灘．鶏S螺趨話題罎葱翁驚き蒙

蕊綾︒欝罎雪懇隣瞬盤漏燧後縫編黎翌鐵懇灘慧懇箋嚢麟鰺

膨燧麟︑基黍醗麟暴賄灘策叢醗懇麟銚翻後㊥霧洗騨灘強難饗鰻叢事遷

誘 欝鎌騨灘灘灘醤難灘難難纏繰

蒸繋鯛霧慰勤の病懇鏡蓼慈鰻講縷燧︒︑霧講叢済謬︑総髭気

縫過謹叢糀驚縢隷叢︒．残絃麟懸騒検蓋聴蔭鞍悪罐進縁癌

驚・蓬︽癒騒籍縫濾懸数餐縢騒蓼麟類縢議縷縫︒羅の課鱒蓼
嶽濾懸饗然進縁癌薩嶽馨爾饗麟麟叢︑懸藝漂潮鷺癌の騎獺

懇お鰺諜灘︒

＠懸麟麟羅難欝醜難蝶難灘醗鎌

燧懸禦⁝⁝叢思禰篠騒灘養罐検蓋毯璽麟薫護耀謹騨︒

蒙嚢ゆ雄鱗蓬﹄糧⁝懸麟㎜叢選叢柵騨︒

彰黛
麹織餐鞍熱

瑛晦管蕗銘類鼻燈⑳奮藪怒飾艇溝拶嬢部敬臓斜禽愈攣努軸船愈戦嬢轡魯漁尊壌粥憩様虜傘⑫秦電尊懸奮ゆ働略撃激騨僑喚

あきひろ

8召シ告ちゃん（2歳〉

絵肩4日導入

撃・鍛

諜 ・

識

アルミ驚集めによる収益金で︑毎

年町内の編被施設などに物最を贈黒
﹁森の学校﹂キョロロに車いすをプ

している松之慮小学校では︑今園は
レゼントしました︒是腰の悪い方が

不自鑓しながら晃学している姿がた

びたび見られ︑毒いすの設置は醐館
入り口付近に羅いてありますので︑

馨奮以来望まれていました︒

ンぜひご嬉くだ蕊．

手渡されました、

簿内の小中学校の兜鍾鑑徒

が﹁森の学校﹂キョロロに集

まり︑夏休みに餅究した成果

を発褒し合う︑第i園こども
漿鶏学会が鴛月4覆に闘催さ

れました︒会場のキョロロホー

ルには研究結果をまとめたデー

タがびっし鮎られ︑発表潔は

おのおのデータの繭に立ち︑
霞分たちの研究について熱心

会場からは学会ならではの爽っ

に発表しました︒

込んだ質問や提書も出され︑

の磧究に陶けて大きな収穫と

返答に詰まる場瀬もありまし
たが︑子供たちにとっては次

なったことでしょう︒

12

1ΦooOF

7重津

ますようお願いします︑ハリフトからの救助翻練︶

◆万︸の購にはあわてないで︑職興の指示に従っていただき

鍛鶴

松之由潟泉スキー場では︑

皆様から安心してスキー
を楽しんでいただくため
に揖頃から救助・避難譲

練を行っています︒捻月

がすぐに確認できることや微

義
寵。

8鷺︵月︶には︑うっすら

中でオーブ︑ノに備えての

松之山診療所では︑レント

調整が溝能であること︑また
遍去に撮った写輿が簡単に検

覇
毒

と霧化粧したゲレンデの

救助講練を行いました︒

消火譲練とリフトからの

ゲン撮影したフィルムを直接
暗蜜で現像する今までの方式

索できることから︑取り藏し
や待ち縛問が少なくなり患毒

㌻参ン簿難デジタ簿化籔呈髭

に代わり︑コンピュータで画
像を処理するデジタル撮影方

の負担も軽減されます︒

第難遡こども璽晦学会が闘穰

肇灘磯構

欝

式になりました︒撮った写真

◆デ⁝タを縫来のフィルムに
焼き付けを行う器械

◆稔月4a、松之山小学校にて
代表して兜麓会養の村山館貴さんから

籍趨葬
讐轟一源総
◆撮影デ⁝タをデジタル艇理する罷械

車いずをプレゼン1磁
ト

スキー場で救勘講萎鰯

聯
き

藤

松之撫小学校がヂ森の学校」キ灘鑓鷲に

り

ぐ

o

町体禽協会は︑地域で健康と体力づく
りを組織的に推進し顕著な成果を上げて

黒禽・赤倉に集会施設が完成
集落集会施設は町の整備讃画に基づき噸次整備が進められて

上鱗油集落で

鰯翔鰯︑

長年の夢が実現

出で完成を祝いました。

いるとして︑この度県教育委員会の推薦

以降急速な機械化時代へと進む中、道賂の舗装

難．瞳騨

で完了し、12月8弱（月〉の竣工式には集落総

いるところですが︑今年度は黒禽と泳倉に建設され︑爾施設と

も集落総出で竣工を祝いました︒集落活動の拠点として今後大
いに活絹されていくことでしょう︒

はし

たした林道上蝦濾線が騰通したのが昭稲47年、

を経て文部科学大︑疑賞を受賞しました︒

健康・体力つくり運動

授賞式は宏るU月22薮に東窟都庁で醐催

された﹁第妬醸

昭憩溺年︵町民体育館雛館の年︶に発

椎進全爾大会嘱で行われました︒

建した町体膏協会の長年の繕動はもとよ

騨欝
捻新儂縁㈱

施工業著1㈱飯塚建殼

たものでしょう︒

賞我

響難嚇

難鮮
綴

訟￡山物体書悔金殿

◆集落総嵐でテープカットに参列

『3

建施

化が集落の長年の夢でした。単成9年から始まっ

た舗袋工事は今年ついに念願の約3km地点ま
上蝦地集落の農業・林業に革命的な役翻を果

竣事

事業名1木造公共施設整備事業

嚢揚食猛儒汽賜俸ウ鴨5︾

：駐篭墜童反鵬ウつ寡

（林業纂務駈斯管・麟庫補助事業）
建築費133，449，850円（建築講負費のみ〉

︑灘逢寒．㌢ム饗鍛な或累を

竣工式：稔月稔醸（金〉

り︑それを支えて来た町銭全てに贈られ

松之織町体育協会が文部科学大臣賞を受賞

翻暑の
の第

）慧灘憲髪襲
難酒遣法では、年閤の製造見込み雛が6キ
鑓リットルに満たない場含は醸造が謙め
られていません．今園の特区による規綱緩
和はこの製造灘についてのみであり、税法
に定められた酒類製造免辞の取霧や納税
串吉手続きなどは鍵来と変わりません。従
ってこれらの手続壼を踏まない場禽はギ密遣」

となり罰せられるので注意が必要です。

契約に閲するトラブルや悪徳商法の ●鐵曜欝の相談受付時鷺
被審でお囎りの方の相談に旛じている購
隼繭沁時〜峯後4時3G分
費生活センター達では、黛曜環も電謡穏

談を受け付けています。相談は學いほう
が解決がスムーズになります、お気韓に

電認 025−28駈徽96
●土・祝縫・年末隼鯖は休みです。

懸クッギングヒーター一

体験料理教室
火を使わない電磁調理を体憲貧して
ください。今墜のテーマはヂお正月

驚の編祉事業にと寄付を
いただきました︒ありがと

うございました︒

◇㈲松之山撚糸工場
金20︑OOO円

ご利矯の際は︑電話でご

確認の上お繊かけください︒

松之山診療所

9墨月質臼︵呂︶

容02559︐6︐2240

松之撫診療勝

ロー月25β︿β︶

容G2559−6︑2240

県立松代病院

ロ2月絡β︿臼﹀

鷹Q2559−7︑2100

囎騰ず

ご棉談ください．

（電詣相談のみ〉

躍馨懇

騨

累材をアレンジして！3
◆83寺

4月308（叢）

午酌槍聴から午後漂聴
◆盆鑑

榮北電力㈱十8購鴬業断
◆参力轟費

500円

◆嘩し込み
博月26臼獣でに電語で
僧0257−52−3蓬07

『4

1卜ooOF

区認§どぶ

一鷺曜疑もお気軽にご柑談ください一一

戯盤灘鍵舞魅熊難諺難舗

纏問い合わせ先
穴総町健康編勉翼境箏務漸 興境センター環境諜 宏02鉦772憾婚4

議麓

・ダ瓢︑ろく特屡︵酒税法特例措置︶が認定されまし

雛臼 鋳 平成16銀2月19露〈木〉 午後1縛受付〜午後4時30分
麟会 場 ニューホテル越跳荘（六β町）

域勘どを併設し蕊震霧裏栽漿書ぶ

この事業の・一環として、今無舗魚沼峰劔磯区で凝の報管会醐催
します。覇段は新潟総報学芸部記煮の基調講演や、箏業春・溝費鞍・行政の
各分野で取り組んでいる皆繊の箏鋼発表を行います。ぜひご参加ください。

が鑛囎あ特羅嚢塔叢餐至フンな

県では、県浅一人ひとりがごみ減鷺に取り綴み実践することを目指し、平
成13年度よりヂ資源翼盤・ごみ奉減戦賭」に取り絶んでいます。

地鰯ろく︵難藩馨墓馨箋鴇葎

南魚・中魚地区ごみ半減県民運動実践漕動
報告会が開催されます

鯉粥く
れることを猟いとしています︒

ド買い鞠で暮らし登変えよ朝

東頸城

に定めた製造量に満たなくとも可能となるも
のです︒この特鷺による規飼緩秘により︑農
家観宿などを営む上で〜綴の都粛交流が図ら

﹁︑〜〜

グ

境征主流の﹁税抜き緬格表示﹂では︑講求されるまで

〜 ㍉︑

灘鯉鱗轟翻幾

紫
鷹
訟濫』

』訟聯．

いくら支払えばいいのかわかりにくく︑また﹁税抜き緬

き

格蓑承﹂と﹁税込み極格表示篇が混荏していて︑価格の

i鵡欝鋤i

総＞繋慧．、

轡誌．．趣

︑〜ノ

鞭簸

鱒難、

ドいキ

比較がしにくいといった状況があります︒このような状

鴇

ワぼロハドハ

も膿蘇磁鷺鷹ε継ガ
籔毒麟驚潟ガo嬉
範潮簗わ酬

混を解酒するため︑鷹舗・カタログ・チラシなどで商酷
の緬絡を表示する場合は︑溝費税を含んだ価格を表示す
る﹃総額表示方式蝕が義務づけられることになりまし

が義務づけられます！！

た︒お鷹によっては4月繭に税込み価格を表承する場念

霧嚢難馨轟嚢難馨馨

職遷罐欄

もあります︒皆様の．こ理解をお願いします︒

難
平成16年4月から
商品を緬格表示する場合は

聴できます︒
◇学費が安く︑入学試験もありま

フェクTVなどを利胴して槻

平成欝葎獄月焉露︵澱︶〜
畢成絡奪2月29臓︵揖︶
鷺糖徴
◇鶴完でCSデジタルやスカイパー

○大学院修士科目鑑
議出願期闘

環生﹀

郷募集学生
○教養学部︵全科盤・選科盤・科

です．

総務雀断管の愚規の通傭綱大学

﹁放送大学﹄4月入学生募集中

卦霞町地域広域箏務組含では︑

も︑だれでもが学べる文部科学雀・

放送大学はテレビ・ラジオで授
業を受けられ︑いつでも︑どこで

平成照薙度採用職翼として獣医
県内では単成拓年5月理瓶で定

県内の公立轟鱗界校m校では︑
平成絡隼度入学の定蒔鰯譲程・通
繕諜程の生徒を暮集します︒新潟
時凝・．濾信綱禽わせて5︑876
嶺の生徒が学んでいます︒

綴定時麟藤穆を募集する高校
︻単位翻による学校︼

○新潟翠江趨校・囑之内轟校・
鴛絹蕩校・長岡明徳蕎校・患雲
綺腐校・縞繊南城嵩校A以上県
立蕩校6校﹀ ○瓢潟欝立明鏡
醐校く畜五高校三校︶
︻学年制による学校︸

○新癸照薦商校豊浦分校・三条
蕎校・牽覇町腐校
綴通儒綱譲程を募集する高校
○新潟翠江轟校・高田南城轟校
膿出願資格

い分野の約300秘目を麗講

せん︒
◇入文・往会・自然・産叢等の幡広

◇各種蟹家試験受験資格取得あ
るいは一次試験免除に必要な
単位の一部または全てを取得
できます︒
鷹資料講求︵無料送付﹀と問い含
わせ先

電話025−228−265至

〒95！−8王22
薪潟衛魁町通集−754
放送大学新潟学習センタ⁝

かわいらしい動物の星跡や冤たこともない冬景色に出会えるはずです！

εれがスノーシコ⁝でず︒
ぜひお猷しください︒

鰯︐

83僻AXO2559嘱5猟832。

越後松之山r森畔校』キョq藤漏予942一剛顛城翻之醐大孚松・7璽2−2Tεし・2559炉5

師三名を募集します．受験資格等
は次のとおりです︒詳しくは事務
局までお闘い合わせください︒

口採駕職種及び人員
獣鷹締 王名
口受験資格
ω昭憩48隼4月2繕以降に甕ま
れた春で︑獣匿師の免辞取得餐

または平成婚年度の獣匿麟麟
家試験により免詳・取得見込み

の煮

松代瞬・松之山町︶に屠建可能

②十残町地域広域事務緩合管内︵十
繕町帯・川源町・灘爾町・串里村・

な畜
議試験の期日

第一次試験

中学校又はこれに準ずる学校
に挙業毘込みの者で年齢牲別は

平成16年2月扮翻︵木︶

〜2肩器段︵月︶午爾難隣まで
○通信翻単成播年2月25臼︵水︶

〜4月2購︵月︶午後4時まで
肇問い合わせ

○出願手続き 出身中学校へ
○学習内容 出願する轟校へ

○その他全般一県教膏庁商等
学校教麿繰

しています隠
◇県内では約玉︑700人が学ん
でいます︒

を野業した煮︑及び平成絡葎3月

第二次試験
平成路年2月下旬〜3月上旬

問いません︒また単成焔年3月に

単成絡年2月婚環︵霞︶

嶺受験手続き

卒業見込みの麿には撫薦選櫨が
あります．

ω所定の採湧試験串込欝を事務

口出願期β
○推薦平成絡年1月銘欝︵水︶

燭から取り窃せ︑受付期間内に
提出してくださいむ
の受付期間は平成雑年生月5黛︵月︶

○定時制

〜達月30疑く金︶午潮U蒔まで

から平成絡年1月30黛︵金︶午
後5時欝分まで︑郵送は1月30

霞の滴印まで衡効です．︻締め
切り厳守︸
3箏務周での受付は︑平繍の午髄
0分から午後5隣婚分ま
8時3
でです︒
繊問い合わせ 先
〒948−0036
牽欝町帯大掌 北 新 田 1 − 1 0

15

辛950−8570
新潟帯新光町4⁝ま︵県庁内︶
電議025−285−5511
︵内︶388i︑3882

あけ窪しぐおめでとうごごぎ蕎雇甕漢F蒙

饗劉難

十嬢町地域広域
事務組含事務局 総務謙
7−1556
電話0257−5

今奪もよ1ろしくお瞬蔓いし蜜す・、、

鵜

累

署跡

とは簡単にいうと瀬洋のかんじきのことで、これが今ジワジワとウィンタースポーツと
スノーシュー一

驚 響響
骸

」

讐

巌

あ

動

黛 嚇篠 議

懸
覇

卜

鰹耀曝

懸騰謄
（

（ラ

して流行りつつあります。そのスノーシューを履いてキョロロ周辺〜美人林の雲の上を歩いてみませんか？

纏編塑譲繊霧馨籔一・

絵之1蔓欝く澱ゐ賜へ磁R
確定申吉開始（3月焉βまで〉

1（日〉蹴松之由スキー競技大会

16（月〉

2㈲

17㈹
18㈱
19㈲鍛 醗募建大会
20働
21㈹

※役場での寧魯β穆は後霞お知らせします。

膝の学校」休館9

3㈹

r森の掌校」休館臼

4㈱
5㈲

ほのぼの教室

6㈹

22（縫〉

7db繭
8（B〉

23（月〉1大安1

9（月〉

24㈹
25㈱
26㈲
27働
28㈹

ニコニコ寧囹 風疹予防接種
r森の学校」休館田

29（日〉翻

織鑛鷹爆動会

ニコニコ教室

f森の学椥休館a
建国記念段

ほのぼの教塞

13（銚安1

14㈹

越後松之山豪雪塾（浦圏地区〉

15（日〉

越後松之由豪雪塾〈浦田地区〉

ほくほく線曖国体験ま

越後の壱祭

ほのぼの教窒

松里地区雪上運動会

竈槻曝拳縫携
駒内外からたくさんの選手が参船し、臼銀の世界に
熱い戦いのドラマが展開されます．選手たちの活躍に
ご声援をお纐いします、

今年も3人の婿さんが盛大に投げられます。
期藏／澤月循日（木〉
時 間／2時半より婿さん握ぎ出し、

期β／2月旧（顕）

3時頃よりむこ投げ
会

ーooooOFー

10㈹
11㈱
12㈲

時 間／
競技闘始はいずれも

場／松之山温泉街奥の薬麟堂境内

隼莇9時30分より

護

多

■，

婆

一

，、

会場／

アルペン：松之由温泉スキー場

顎奥、

クロカンニ町戻：グランド
轟

醐ヒー講

歯場選手の申し込み期限

菱、 颯1灘

購灘灘蕪難難

麟懸箋騨・、1

嚢

締め切りは蓬月総費（金〉です。

問い含わせ先

クロカン1騎公戻館

僧6−2265
※投げられる婿さん惰報……高橋伸幸さん（湯山〉、
永野鵠搏さん（キ3口口職員）、菊池稔さんく瓢潟布）

アルペン：長沢毒史
B6−2544（天水島・明星療館〉
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嘩ヤ激駝考多

︻二甑奪スぷ董ツ︼

寒い冬ですが︑スポーツを

して捧を濾めましょう︒床の

バッヂテスト
2園目3月7総︵鷺︶

検定料など詳しいことは︑

松之山潟泉スキ⁝場では︑▼問い舎わせ完

シ⁝ズン中に2購のスキ⁝バ

ッヂテストを実施します︒ど松之宙濫泉スキ⁝学校へお闘
なたでも受験できますので挑きください︑

4趨憾8︵8︶

難6−2王94

鐙期8

臼然休養柑センタ⁝

午後燦躇〜午後4聴

上のカーリング﹁ユニカール隔

松之山湯泉スキ茎場

藤揚所

鹸聴間

をしますよ．

▼場莇

大勢の皆様のご参加をお待ちしておηます。

戦してみませんか︒

また温泉客の皆様にも呼びかけたいと思いますので、

4段︵烹︶
1月2

町民体欝館

を使っ

▼期臼

▼場 所

9乍年発1行された「松之由ふる里かるた」

てかるた大会を行います。子どもからお年寄毒1まで、

▼時間午蔚9時

▼講麟 金子禎人藻灘霧璽羅

燃簿書き祝め展覧会

町内兜童・生徒および洲般

の皆さんの書き初め作撮を一

ます︒多くの皆様の出錨をお

堂に展承しますので︑大勢の
皆様から鑑賞頂きたいと思い

待ちしております︒

1月貸霞︵烹︶

午麟9時〜午後4縛

▼期日

▼時間

自然休養村センタ⁝

〜欝鷺︵月︶

▼場所

紛鵯喫響馨

まザ、第鞭松之麟ア測力銭感謝祭の鋤賭の皆様に深く感謝を軌銀難麗思う・

タヴ

，勝

づ

、敷で

国際交流念

惣料理熱ら

皆様の援筋と櫓灘がな瞳載ばあ醗ほ霞繁購らし恥経験にならなかったと愚って麟る。
懇は、叢竃蘇さっだ張がi気づ縢懸かどうか分からないが、禽卓に畿ているものの辮1こは鳶鍛
驚一蓼の獲鹸が感謝祭の墓纏料理漆らず難て恥た。二3ッギだったね。七瀬鳥老はδめ、クう
診べ》一ソース、驚ッシ瓢溝灘卜、バンプギンパイなどの料理が相灘アメリカの儀統的な料理

窃聴がら、一纏勘膿ぞっく蟹列アの殊の藷ッ艇いうノ転タが齪の鵬うか？
案ぽ、蒸籔ロパッ欝家饗は蕪薙食べるものだ。4タリア系鶯鍵の雛愚が、霞分の搬母から習っ
懸骸鋳毯一を使っ薫逡分の孫匿イタリアの稼を伝驚る。蕉タリアの黛拷ちも入っで雛るが蓬ん
懸よう癒凝まはなんとアメリ幻っぽレ球。従っで、松建繊町までこの習擬を移動と奮るのはあ
る程度霞分の家族の伝統を守るようなことである…秀・段本人1ここのようなアメ》カを昆懸る
もう一つの役翻があった。

叢灘ッギがイタリアの伝統的な藤だと書ったが、透駿も少じ闘違っで騒る。確がに轡総イタ
リア料理という書葉がパスタと獄マトソースのイメージ登思鱒嵐さ懸るカがおるが曹からそう
だとは思わな恥で下さい。実はトマトが一もともとアメリカで溌発穆だものだ。蕊箪ッキの第

一一の欄のジャガイモもア刈力の発勲斗猿べる灘騰貌（醐獄誠こ磯蜘翻
に繍タ1タアがら懲分の食文化を奪うこと鞭はなく、燕だ外國から魚んな秘料を取っ羅露分の特
講交駕を翻る遇程が樵雰櫓にはゼこ懸難あるものだと承誘つものだ。
簸後の椀を挙礒載ば、繍タリアの一番欝犠なパスタ欝あるスバゲティが、醐売の六礁よっ薫

輯か嚇っ驚だ、そう燃麟と聾メ謎躰から麟餉こう騰る鞍膨のスパ

ゲテ婦が仲賜だ。

『7

ザ雛了齢鵜鵬1ロバッ葬

趨ひっ翫難鱒謎総膨醗1

修妙9爵》臣⑪暑
㎜麟曜叢

おめでた（出生）
詩ちゃん

小野塚雅志・幸代さん
（上籔池・峯段）

おくやみ（死亡〉

覇癒

繊違田傑奮勝

佐藤作太郎さん 87歳 天水越（登1⑳

瀬鞘如＼職戴蕊鋳触迦偽恥嶺溝

竹内 リフさん 90歳湯之島（峰〉

り き

福原墾沙さん

＊i2月Mヨから王2月3鷲遷までの旙出分です。

（小谷・子蜷）

＊広報に載せてほしくない方は、届出の時
に窓欝に』お話くださいゆ

わたし￠な獄φちゃれがひっしホに

郵◎謬麟

シやポ）玉翰こる亡2ろ

男

，驚欝灘

三，482ノ＼ （一IL〉

女 三，557人（一！）
欝帯数 王，097声（一1〉

〜

1①000FI

懸義禽教

ラ

ん宅
さ俊

魯海営

讐囎図闘圏

跨民の合議葉

︵ やるんだよ．

みんなでよりよい瞬づくりをしよう。

山
︑
橋之 おにごつこ

わたしたちは松之1．麦1時民です。郷慮を愛し、

豫

』職繋撫

（ 1内は醗月との此較

町民憲章 昭鱗7朧

髪

き

高松みんなで

噸壌等凝聴熱論髄類鞭電幾礎再息魯丼晦蓮再匙醸弔鳴 弼麩嫡逡︐⑰︑象題

王2肩3玉鷺現在
総人1コ 3，039人（一2）

eし、〔2ちゃれぐ：わたしガ
し、っし嵐にされ1ましこし、る（じ2ろ

i、奨しい縁と璽の中で
心豊かな人になろう
圭、ブナの梢が触れ合うように

連捧の心をもとう
王、湧きいづる湯泉のように

翻造のカを窩めよう

糞×Q鎗総︒鯵恥黛娩

温泉定傭日
温烈2ン9一
重自

8・16・22・29

2目

5・12・19・26

翠の潟
冬期闘鎖中肇

磯鞘＼︑選再疑零漆麟鞭麟難

（オータケ理谷館、松之山〉稔月24日撮影
【お詫びと欝正ユ

捻月弩で潟泉センターの等月林露臼をゼ毎週木曜鷺」と鶏鐵しま
したが、上記のとおり訂疋します，ご迷惑をおかけしました。

醗

あけましておめでとうござい康す。縁鰯〆雛に邉
われながら二1禰麟の縣藩を避えました誰曇樋糊り上

がり壷縄ては、こうしたら瑛かった、ああすれば畏かったの繰り
燃しです． でも反霧って進拳している縦髄じゃないか……と
思いつつ、今年もがんば善）ます。
越嵯）

緋

＝紫

一

録

耀

獺＝

騨

噂

8

齢

ゆ

欝町村禽併のこと、編祉や医療のことなど何でも結構で
す。捻月簿に綴O込んである用紙を使ってお出しください。
折りたたむと簡易麺筒になり、切手は不要です。
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