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真夏のような暑さの6月20段、町民グラウンドにおいて・
6年ぶりに町消防大会力噸翻崔されました。
大会に含わせてr編上げ靴」も新調され、気分一新の消防餌員は、家族など

多数の見物人が晃守るなか、8ごろの訟練の成果を披露しました。
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市町村合併の進捗状況は…
5布町村の合併協議が計爾どおり進められており、任
慧協議会では15園の会議で890項目の脇議が重ねられ、
法建協議会では5回の会議が持たれ、ほぼ協議する協定事項は終わりました。
そうした状況から、合併調印式が7月23βに十段町市の「クロス！0∫で、平由知事立会いの
もと挙行される予定であります。

調印式での調印が済みますと、7月28日に5市瞬村がそろって臨購議会を開催し、「廃置分合」
の議決を得たうえで県に合併の串請を行うこととなります。

域協議会と新市の行政組織
合併前の旧市町村の艮さや特性を失わないように、また、中心となる地域以外はさびれるの
ではないかとの不安をなくするために、現荏の市町村などを単位に地域協議会が設けられます。
その機能として、「市長はゼ総合謙繭の策定3、窪公共施設の設置または廃止ふ窪新市建設計画
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の執行毒などの重要課題について、地域協議会の意向を聞かなければならない。」としておりま
す。委員構成については、現在ある地区協議会の数や各種公共的懸体の数などを考盧し、概ね
20から30名程度を目安に：検討されます。

そして地域協議会は市長に、市が諮問したことや、地域内の事務や事業について意見を述べ
ること、また市は地域協議会の活動を支援すること、更にギ支所長」は、地域の振興事業など
について助役と直結した権限をもち、地域住民の意尚を反映した事業を実施することとなります。

なお支所長には、任期2年、巖
長4隼を限度として〜般事務職

【新寮の行政組織のイメージ（中間報皆｝｝
帯

畏

※各支所1こは任期2無で最長4年闘、助役と岡程度の格付け

助

役

となる典常勤讐尉職「参等」が支勝長として醗置され、含併
直後における地域内の総合的な調整役を撞います。

員以外の特別職を充て、合併直後

において地域自治緯織の発展を

収入役

期し、地域内の総合的な調整役を
担っていただくことになります。

また、行政組織での松之山支所
においては、ゼ地域振興課」、f市民

芦i西支駈長

（糊幟・参鰯

灘嬢麟購
26諜
56施設
464入

れる予定であります。

地域振興繧6人
諜

施殺

員は65名から70名程度が配置さ

松之山支所

が置かれる謙懸となっており、職

惚施毅

建設企叢諜6人

保奮所8人
良然料学館4人

〈糊織・参与〉

繰機繊漸

鱒灘蜥

8諜

8罧

8螺

99人

生活諜」、ギ農林課」、「建設企業諜」、

ヂ健康福祉諜講、ギ教委事務所」など

摺西糞欝

松代支所長

中里支漸長
（糊織・参与）

給施設

筆2施設

65人

77人
市昆生活課10人
健康福提諜7人

診療所5人

松之由支斯

6誤
9施殺
66人

農林課6人
教委事務筋4人

3小学校2人

社会福祉協醗会派遣1人

松之由支駈長
（特溺謄参与）

中掌校1人

檀い手公社派遣1人

市の建設計画は…
新市建設計圃に登載される松之山地域内での事業など最も関心が持たれるところであります。

財政謙顧との関連もあり検討中ですが、まだ具体的に公表できる段階にありません。まとまり
次第公表したいと考えております。現段踏での新市建設讃麟は、「合併法定協議会だより特集号ま
をご覧いただきたいと存Cます。
知りたいこと、疑問に思うことなどありましたら、十日町広域圏合併協議会事務局（電話1
0257−52−7725〉または松之山時役場総務諜にご連絡ください。
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合併調印式を問近に控えた6月22日︑

第5回十欝町広域圏含磁協議会が︑松之

山購自然休養村センタ⁝で開催されました︒

合併協定書に掲載する事項の協議としては︑

計画ではこれが最終回ということで︑会

場内には大勢の傍聴者が訪れました︒

難灘霧難灘懸蒙

第5回合併協蟻会の議養役を務める佐藤松之由町長

併の期日が、平成17年4月1日に変更
合併の期臼については、第1回の合併協議会において合併特例法の期限内である「平成貨隼3月31鋤
と決定されていました。しかし、國の合併特例法の適溺期間の延長や、県の合併特例交付金の期間延長など、

合併を取りまく状況変化を受けて、合併の期臼を平成17年3月31鑓とするか平成i7年4月1βとするかを
再度検討した結果、

①4月田に合併すると普通交付税の合併算定替が爽質茎年分余計に見込める。
②4月璽撫は年度始めの日で．行政に隈らず住民にとってもわかりやすい日である。
として、合併の期臼を平成三7年4月1臼に変更することが事務局から提案され、承認されました。

域自治組織の基本事項を協議
新蜜においては、行政と住民の協働の下、地域の倒性を尊重し、それぞれの地域の特牲を濡かしたまち
づくりを行えるよう、また、合併による周辺町村の不安が解溝するよう、各支断などを単位に、「地域自治
組織」として「地域協議会」が設置されることになりました。
「地域協議会」は、地域住民の代表により構成され、その地域の振興全般を協議する機関として位置付け

られているほか、合併特例法に幾定する地域審議会の役割も儒せ持つため、萩市建設議懸の当該匿域にか
かる事項についても審議できることになっています。
なお、地域自治組織や地域協議会の在り方をめぐっては一部の委員から修疋意見が提出されたため、同

意見を踏まえ、引き続き協議を重ねていくことが確認されました。

併協定調印式は7月23日に挙行
合併協定書の内容に関する協議がほぼ終了したことを受け、合併協定調印式

のa程等が協議され、以下のとおり挙行することが確認されました。
麟日

時／平成16年7月23日（金〉 午前10時 開会

雛会 場／十9町毒クロス10大ホール
雛出潔者／新潟県簿事（立会人〉、来賓、協議会委員。地域代表、

関係掻体代表など約700名を予定
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一、市の財政計画の見直しパート2……松之綱の投蜘擁1ま？
圏の三位鉢の改靴鱒新欄政書禰の髄しについてはすでに先胴で蜘らせぽしたが・鯛
はその内容についてもう少し詳しくお簿らせします。

見直しで、新市全体では地方交付税等の減少により歳入が沁年間で260億円減少するとの試算になりま

1
i

轟

『

した．したがって灘綱額削減し想ナればな臆くな味す・そしてそ
、

の潮減は滋に投資的経費で調整することとなりました。
ー

、、．…指

そ睨直しによる肖騰ζ1ま△3鵬事難眈体で492億隔
333億il聖こ、松之山町への配分事業費でみると当初の54億円が見直しで
倶し、この見直しによる影響は合併しても、しなくても受けるものであ

ン
酬

噛

嘉懸

36億円となりました。

輔

秘

り、瀬独の市町越も、含併協議会も当然晃直さなければならないものです。

藤遵路整備事業（浦∈B・松之由線）

嬢スクールバス璽新事業

轡

麟学校グラウンド躇渠排水整備事業

ノノ

（松0・松之磁線）

鍵道路改築事業（西之前線）
〃

懸

ノノ

醗

η

（大荒戸線）

愚瞬萄林保育新櫃委託料
藩國体営ため池整備事業（松之山赤羽根胴水）

齢

η

（北浦∈B・スキー場線）

麟新山村振興等農林漁業特別対策事業

勅

μ

（松之山中央線）

懸基盤整備促進事業（五十五平・三桶地区）

麟

1ノ

（湯磁・沖の原線）

鯵

1ノ

轡

ノノ

ノノ

（中庵レ篭彗シ也嶺象）

（中原・大厳寺線）
（自密・中懸線）

（榮趨㌧ヒ蝦池線）

懸農林水産業総禽振興事業（農林県単）

鯵里地棚田保全整備事業
購繋単農業農村整備事業（松之由地区）

磯松之山温泉スキー場ゲレンデ整備事業

韓遵路舗装事業（一本木線）

藤温泉センター施設整備事業

愚遵踏一部改修事業（藁川・中躍線）

灘松之山温泉街駐車場整備事業

轡町遵天水越・大厳寺線漫彗量

鐙「人形の家」開館事業

働林遵舗装事業（小沢・東由線）

癬松之由温康スキー場施設整1薦事業

麟松之山中学校校舎改築事業

灘松之由中学校体奮飽改築事業

嬉大厳寺キャンプ鵬整備事業
藤ふるさとの木ふれあい事業（松之磁集会所）

灘松之由小学校体蕎館外部修繕事業

鯵クGスカントリースキー：コース・圧雪肇整備事業

鯵校舎防水修繕事業（浦∈B小学校〉

簿高齢者生活支援パウス施設整備事業

麟

鍵建設機械整備事業（O一タリー、タィヤドーザー）

ノノ

（牽公里ノ」、学本交）

麟校舎冶薦施設整備事業
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働

麟

（榮1臣下鰐池線〉

鱒公営住宅整備事業
麟林業経営構造対策事業（特爾林産物生産施設）

曝庁爾顛車庫建設事業

凝、）

※上の表は松之山町の要望事業名の一覧で
すが、概算事業費の要望総額は約57億円

です。したがって、このうち2僕億円分の
事業は平成27年以降の実施となります。

ただ、事業費も概算事業費であり、事業
自体の見直しも今後必要となってきます。

π讃㌘づくり：灘座，
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轡ザ蜜驚辮鷺聲
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澱場／松之蜻自然膿村セン外

ぐ響お誘い呂わせ鉱多数鯵集をお守寺ちしており甑
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灘︑黙

松之霞町野鳥愛護会

●﹁ハチクマ﹂−︑−︒ワシタカ目ワシタヵ科

町史編纂で中村登流先生に岡行した隣だった︒浦

腿のある農道で見知らぬ人がきょろきょろとあたり

を見憾していた︒すると一目散に逢った︒走った先輔

クロスズメバチ︵地蜂︶の幼曳である︒ハチクマは

その鳴き声はトビに似て﹁ピー

ユ⁝﹂と鳴く︒9月中旬からの

渡りのシーズンには大松山に飛

来る︑かも知れない﹄

ハ写真村山祐一・文責村山健︶

麟灘診嬬囎纏謙簾壌

灘

騨

︑麟 び交うハチクマを見ることが患

．

灘が票さく首が細く翼が編広い．

懸かける．器努籍構分か易く︑霧突難

懸トビ位の大きなタカで松悉饗墜奪叢く見

懸

磯．ていた︒先客はハチクマである︒ハチクマの好物は

灘． が先程の巣である︒しかしその巣はすでに就らされ

欝身に梯の轟をつけて︑地蜂がくわえて行った先灘

ー は磁の臨にかけた地蜂の巣だつた︒小さな魚の切り

嚢

騨

響

灘 懸 灘
撫

鄭無羅欝騨醐撫
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議会定例会は6月ηβに召

集され鎖日までの会期で開催

されました︒

βには︑圏民健康保険税

条例の一部改正条例︑︸般会
計や特別会計の補正予算の審

どおり可決しました︒

議等が行われ︑いずれも原案

翌⑱臼には︑5人の議貴に

よる︸般質問が行われた後︑﹁津

爾町︑中婁村︑松之山町を彌
︸関係市購村とする合併協議

会の設置請求﹂が︑町長の門含

併協議会の設置は必要ないも

のと判漸する﹂という意晃書

を付して議会に提案されました︒

禦8の最終Bには︑講求代
表者である高橋主計氏による

意見陳述の後︑質疑と討論が

の結果︑賛成3反対6で否決

行われ︑記名投票による採決

されました︒

鰯
犠

灘1
6月17日〜2薩日

一般質問に対する町長答弁の要旨
懸市町村合併について
①議員定数の問題は提案権のある4人を確保したいと頑張ってきただけに、3人になり大変不満であ
る。ただ、単独での法定協議会離脱は極力避けたい．新市における支所の権限強化（助役レベルの
市所長など）は、松之由町への配慮と受取っている。
②合併協議は時期を失しないように進めて行きたい．仮に工〜2年遅れた合併になると、松之山町に
とって不利になるのでは。
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③現在十縫鰐市で行われている「燗人に起図する除雪経費にかかる負撞」については松之由町には適

爾がないものと思っている。
④新市財政謙醐の見直しについては、決まったものについて広報などでお簿らせする。

馨農業悶題について
①中山聞地等直接支払い翻度は何としても継続して行かなければならない。今後も県や園に要望活動
を続ける。

②ナメコ事業に関しては、町として支援していきたい。

磯医療問題について
①診療所の見直しは、5年後にすぐ絶やすという考え方ではない。登坂医顛から一生懸命やってもらっ

ている。松之由診療所と十欝町病院との連携がスムーズにいくよう努力している。

②分遣所の見直しにあたっては、現往の3人体制から4人体翻にしてほしいと要望している。

3町村の合併協議会の設置についての町長の意見書（要旨）
①十日町地域圏合併協議会による協議が順調に推移しており、7月宋には合併調印式が予定される中で、
複数の合併協議を平行することは、関係市瞬村との聞における責任ある協議の遂行を欠く恐れがある。

②昨年難月の合併に関するアンケート結果や、本年3月のr十臼町広域圏法定合併協議会の翠期設置
に関する要望書」での1，603名の署名、また、先般9会場で開催した地域懇談会において、市町村合
併の状況に関して説明し、意見交換する中で、十爺町広域圏5市町村の含併の推進にご支持いただい
ていると確儒を深めたこと。

③本年3月12臼に、本請求警と岡人から、松之山町、津南時及び中里村を対象市瞬村とした合併協議
会設置講求がなされ、関係2町本重に照会を行ったところ、津南町及び中里村からは、いずれも当簿を
倉む3町村による合併協議会を設置する意思がないとして、議会に付議しない冒の回答があり、3ヶ
月を経過した現在においてもその方針は転換されていないと認識している。
よって、今回請求された合併協議会の設麗については、有効な意義を見出すことができないものと考
えられ、この含併協議会の設置は必要ないものと判漸した。

6

請求代表者の憲見陳述（要旨）
㊤この3町糧の枠組みが良いと考える理由は、
①地縁・血縁者が多く、β常生活圏が同じであり、違鴉感がない。

②津繭地域衛生施設綿合の構成麹治体であり、既に観光爾でも奥信越観光協議会が設置され、合併
により観光客の増撫が期待される。

③3町村とも、農林業や商工観光がまちづくりの目玉になっていて、国道353弩線や国道405弩線が
通っている。
④雪・水・土地・米・畠然など、岡じ条件がそろっている。

など、3町樗に共通の宝物がたくさんあり、これらの宝物を嵩めるため、3町村の合併協議会の設置
を求めるものである。

商工会が行った議会への講願書の件も、審議未了のまま継続審議扱いになっているようだが、どうなっ
ているのか。

1騒難灘，購嚢

町が行った合併アンケートを商工会が独自でア
ンケート分析を行ったところ、5市町村の合併を
求める方が535人、津南町を奮む合併を望む二方
が694人という結果になった。

3町村の合併協議会設逡を求める直接請求は、

現在進められている5市町村の合併協議の可否
を問うものではない。合併協議会を立ち上げ、

3醐によるシミュレ脚ションをし・2つのパ議
ター一ンのうちどちらが良いかを瞬罠から選択し
ていただければと考えている。

簾．．籔顛

覇鍵難i

3町粒の含併脇議会設濃を求めて
請求者代表として意晃を述べる高橋主計民

綴鑛髪灘慧藻雛慧難雛
饗欝鉱鰻蟹簗凝襲講獲麹謝
6月288、未来ある松之由を勧る会（高橋洋一代表）が、

含併に関する住饒投票を求める璽接講求を、再度晦長あ

てに提出いたしました。萄効署名番の数は、前回の
4，444名をやや下⑨り魂，272名でしたが、それでも、蕎

権巻の楽数に近い48。9％の署名が集まりました．

前回の塵接講求は、現在合併協議が進められている5
市購村の合憐の可否を悶う住民投票条例でしたが、今回
の塵接請求は、松之山町が禽併をすることの嬉否を問う
内容になっています，

講
再度住民投票条例潮定を求めて直接講求書を拳渡す
未来ある松之山を麟る会代衰 高橋洋一氏

7

岡条例案は、佐藤麟長の慧鏡書を億け、7月131ヨに
議会に付議され、7月篠5臼に講求蓄の憲見陳述、繋疑、
討論を経て採決されます．

私たちが暮らす現代袖会は、人々の創意・工夫・努力によって大変豊かになりま

した。反面、大量生産・大量消費によってf使い捨て」はあたり前、毎日大量のゴ

ゴミ問題の解決には、住民の理解と協力が不可欠です。どうすればゴミを減らす

ミ︑

ミが携出され、このままでは近いうちにゴミ処理場がパンクしてしまいます。また
大量のゴミは、環境への影響も無視できなくなり、大きな社会問題となっています。

認

ことができるのか、いっしょに考えましょう。

⑳

【人qと：ゴミの鷺・負糧金の推移1
人 口（人〉

ゴミの量（t）前隼対比（％）ゴミ処理負摂金（円）睡翻人劃負握金く円）

42，336ρ00 i

捻，359

45，325，000

14，445

783．9 …

平成ユ2奪度

3，総9

879．4 i

平成爲無度

3，嘆24

963つ

i

1092 i

平成積鋒度

3，06等

1ρ総o

i

105．5 i

48219，000

平成15年度

3，0窪3

電，05α4

103、4

4＆715ρoo

一

1

η2．2

i

…

i

i
i

i

等5，753

一←

i

総，窪68

上の表は、過去5年間における町の人口の推移とゴミの

ゴミの量は783．9トンから1，050．4トンヘと逆に34％も増
えています。

このゴミの中には、一般家庭から繊されたゴミだけでな
く、町を訪れた人が捨てたゴミや産業廃棄物なども倉まれ

協

ていますので、単純に「町民業人ひとりが出すゴミの量が
その分増えた雄とは叢い切れませんが、ゴミ処理にかかる

力

瞭の負担金は年々増加の一途をたどっています。

㊥
ゴミの分別は大変な作業ですが、ゴミ減量化の基本中の基本です。ぜひご協力をお願

︽

★ゴミの分別収集とリサイクル
いします。特にリサイクルできるゴミは分別して資源ゴミとして巖してください。「簸類」

さ

類も、種類ごとに束ねて出しましょう。
なお、「ビールびん」や「一升びん諜は、販売濤に返しましょう。ギ食最トレイ」やギ牛

だ

や「ビン類」の回収は定蒼しつつありますが、「ペットボトル」やギ自色トレイ」はま
だまだナ分ではありません。「新聞（チラシを含む〉ム「雑誌」、「ダンボール」などの紙

乳パック」などは、回収ボックスを置いている膚もありますので、上手に利罵してはい

★生ゴミの減鐘化
水分を多く奮むギ生ゴミ」は、悪臭の原薦になりやすいほか、焼蓬1に多くの燃料を使

馬するなど、処理費の増加につながります。コンポストや生ゴミ処理機を使用して堆肥
として畑に還元するか、水分をよく切ってからゴミを愚すようにしましょう。
なお、松之山町では現在、生ゴミ処理機などの購入に嬉する補助翻度があります。補

い
塵懸霊●

かがでしょうか。

助制度の詳しい内容については町保健センターまでお悶い合わせください。
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10寸FFー

入口は3，246人から3，0！3人へと7．2％減少しているのに、

禽

量との関係などについて表したものです。この5隼間で、

に 嶺 ㌧

鋤

億

i

⑳、

塁

13，58葉

3，246

目

44，085，000 …

平成11年度

濾

度

⁝⁝

年

鋤ま羅鋸響黙灘餓雛離

醗盤欝鄭欝難騰備購纏轍絃羅

4韓磁㌍・朝轟30分から憲逼叢で箋が続叢した．

6獲纐㎏
難鑓臨§イ多奎cBな
鞍艦墓鰹縮熱け翻講的誉鎧肋魏鰻纏賜

︶越地難餓雛欝婿町建遙が

急斜面での園収作業は危険で手間取ります

㊥，．

、識諺叢解．窺獣縫瀞織騨難灘

、藪・鶏綴ジ，麟．1．》聯、

・嘔．夢侃・1㌦

【ゴミを減らす4織（4つのポイント）r
ξ

蕪
きi
efuse（リフユーズ…いらないものを断る） i

き
○糞い物にはマイバッグ（自分の袋）を持参し、レ5
ジ袋はもらわない。

i

●お店での過剰包装を断る。

●霧店ではブックカバーを懸る。
P

ξI

eduse（リデュース…寳う羅や硬う騒を減らす）

i

蛇解

くた澤姫糸転陛

ζ

済

●食料品は買い物メモなどを持参して計薗釣に購入
する。
●料理をするとき、材料を無駄なく使う．

はできるだけ使わない。
1
●食べ残しをしないようにする。
1
●汚れを拭くときは、ティッシュペーパーは使わ
ずに、ふきん・ぞうきんを使電する。
、ン．、藁，峯、・、沸意ぜ；

奄彊将鉾焔冷狩喜翌訣

耐・肯〜彙

傍ン冠

…

●洗剤などは、詰め替え商品を利絹する。

、

●ビールや醤油などは、リターナブル瓶（繰り返しi

使えるビン〉のものを賢う。

1

●多少の故瞳や破損は修繕し、物を大切に使う。

●使わなくなったものは、必要な人に譲る、

ら帝

奄娘熱、

群瑞

ず輩

沸態夢夏昌

ず睦毫熱強塾溜乳≒署』箭

繍灘ecyde（リサイクル…資源の簿利縮）

これ以外にもたくさん考えられます。

徳にどんな4Rが考えられるか、
家族みんなで謡し舎ってみて下さい。 聡

謹

ミ
i

●痩えなくなったものは、他の活綱方法を毯える。

fゴミを減らす4Rjの例としては、

9

1

馨euse（リユーズ・繰り返し僅う）

●分別収集に協力する．
●リサイクル商編を優先的に購入する。

谷底からのゴミの引き上げには、大型クレーンが大活躍

l

O紙コップや紙皿割りばし等、使い捨ての食器類1

う
ミ
！1
，

5

㊥飾齪騨の鯛纐とは・一

概 一猶6．懸麟騰 難 欝騰

嗣︵藩博欝︑︒﹀鞭襲

国民年金には、斯得（収入〉が少ない等で保険料の納付が困難な場合に、本人の申請

によって保険料の納付を免除する鰯度があります。これをヂ申請免除3といい、舞月の
保険料（13，300円〉の全額を免除する全額免除と、保険料の半額（6，500円）を免除す
る半額免除があり、いずれも毎年度申講が必要です。

轡謂鯛の対靴な紡
【申講免除の対象となる所得基準（目安〉】
全額免除

半額免除

4入世櫓（夫婦・子2人）

喋64万露程度

285万円程度

（子の1人は総歳以上23歳未満）

（285万円程度）

（424万円程度）

3人世帯（夫婦・子謹人）

葉29万臼程度

215万円程度

（子は絡歳来満）

（208万円程度）

（333万円程度）

婁 帯

轟

数

2入世帯（夫婦のみ）

単 身 世 帯

94万円程度
（葉59万円程度）

35万需程度
（鐙0万円程度）

172万円程度
（271万臼程度）

85万円程度

※金額欄の上段は所得、
（150万円程度）

保険料の免除をうけるには、萌年の所得を確認する必要があるため、毎年贈請が必要
です。免除の期問は7月から翌6月までの間で、申請した月の前月から適用となります。

7月から平成絡年度の免除牢請の受け付けを闘始しています。莇年度に引き続き免除
を希望する人や、新たに免除を希望する人は、8月3蝦までに町役場総務課控民係で手
続きをしてください。

なお、串講免除の手続きには、次の書類が必要です。
懸ヂ年金手帳」またはヂ基礎年金番暑通知書」

麹詐灘

鰯

懸認
印
曝失業等の運由による場8は、ヂ雇爾保険受絡者証」またはヂ雇綿保険被保険蕎離職票」

磐論鶏

㊥霊の締紺どう麗の2

全額免除または半額免除を受けた保険料は、鐙年前の分までさかのぼって納めること
ができます。これを「追納」といいます。追納する場合は、担当までご連絡ください。

なお、追納がない場合は、年金を受け取るための資格期間には参入されますが、老齢

基礎年金の額を算定する際には、全額免除の期間は3分の三、半額免除の期問は3分の
2の納付があったものとして誹算されます。ただし、半額免除の期間については、半額
の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご漉意ください。

IF寸FFI

翻観除傭縦は・一

〜経済的に納付が困難な場合は免除制度を利用しましょう〜

下段（〉は収入です。
②障害者・寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合
③生活保護法による生活挟助以外の扶助を受けている場合
④失業等により保険料等を納付することが囲難であると認められるとき
σ雇鯖保険受給資格者証」または曜用保険被保険者離職票3の写しが必要です、〉

︑叢

①繭年の所得（収入〉が少なく、保険料を納めることが困難な場合

お闇雛奮わ慧 驚役場 総務課像属係《電議596一釧3蓬）
10

．i鰻膨レ蟹塑．
ぐ熊獄筆佳慕iの毘撫絵繭展鐙蹴舞鯛鋤毒＞
日本のファーブル熊鐙千佳慕の、命が宿るリアルな絵の世界をあなたも旅してみませんか？

ぐ難罪のクワガタ・カブ1・ムシ六集合欝欝萎難鯛醐＞
世界のクワガタ・カブトムシが松之山にやってきます1

ぐ婁由の羅磯たち一松之鋤羅撫展瓢講蛾1灘撫鋤
第霧懸璽撫学禽ギ韓撫に患づく毘虫だち講
今回は、講鰍こ石井実（大阪府立大学教授）先隻をお呼びして、松之宙が蕎んだ露然の財産であ
るギフチョウについてのお話を閾き、その後、ライトに集獣る様々な昆虫を先窒と一緒に観察します。
7月348（土）槍：OO〜21二〇〇

講演罐9：00〜20：00、夜の昆虫探検20100〜2／二GO

……………・…・・…………須仙・

・だ・よ・り

初夏の嵐物詩ホタルは、里山を代表する昆虫の一つです。本州で
一般的にホタルと呼ばれるのはゲンジボタルとヘイケボタルの2種

ですが、実はホタルの仲間は臼本には46種もおります。そして鍵
界では約2，000種のホタルが知られております。これだけたくさん
のホタルの申で、ゲンジボタルやヘイケボタルの様な水生のホタル

は滋界でも5種しかおらず、そのうちの4種が田本にいます。この
ように私たちが普通にみてきたホタルは、撹界でも稀なライフスタ
イルをもったホタルなのです。

松之山ではゲンジボタルとヘイケボタルの爾方が普通に見られま

ゲンジポタルのオス（提供：青木由親〉

す。ゲンジボタルは体長約L5〜2cmと大きくて、主に川辺で見ら
れます。ヘイケボタルは体長三〜L2cmと小さく水田の胴水路周辺
でよく見られます。成虫は餌を食べませんが、幼虫はゲンジボタル・

ヘイケボタル共にカワニナなどの巻員をエサにします。そのため水
が汚れたり薬晶などで巻員がいなくなると、ホタルも姿を消します。

巻貝だけではありません。ホタルが生活するためには、ホタルの成虫

がいっくための草や木が水辺に必要ですし、産卵のためにはコケが
水辺に必要です、そのため、ホタルが喪く見えるようにと水辺の草や
飛び交うホタル（提供：欝木由親）

越後松之出r森の学校」キ鷺口q事務編

木をきれいに刈り払ってしまうとホタルはいなくなってしまいます。
葉頸城郡松之由晦大掌松口7絵一2

了εし025−595−8郡簾幹AXO25−595−8320

ホームページh牲の：〃r旨試sqnoy＆ma．com．撒yororo〆

あなたの身近で頼れる消防國

囲本部

國長

保坂久美夫

磁r二叢鮮警（猟幹〉
技術部長

小野塚 茂

予防部長 相沢敏
講練部長

関谷

敏明

繍騰騒蕪1

麟

訟之由町消防大会
〜信頼される消防をめざして〜

6月20日（臼〉午後1時30分より町鋭グラウン
ドにて、松之山町消防大会が開催されました。

真夏を思わせるような炎天下でしたが、6年ぶ
りの開催とあって多数の見物客が訪れました。
参加人員は松之由町消防懸233名、参加ポンプは

消防ポンブ薫2台、小型ポンプ付積載車3台、
小型動力ポンプ3台．

大会は、点検者である松之山町長による、人員・

姿勢・服装の…斉点検、4つの分懸によるポン
プ中継放水訓練の実演、無火災集落表彰（新田
80年、月池・坂中70年、赤倉30年、東川・下鰐漉・

分団長

第1分団

松匙幽地区

翻分晒長
機動隊長

劃機動隊長
第1部長

樋口葱一
轟沢雄基
小堺正彦
村山隆次
山岸宗雄

中立山・田麦立20年）などが執り行われました。

特別アトラクションでは、保育園兇によるお遊
戯や松之山小学校のマーチングバンド演奏が行
われ、大会に花を添えてくれました。

〈兎鷺・光間・新由・湯患斑〉

橿原

諭

（水梨・小谷・大荒戸班）

消防鐡員233名が整列し、
姿勢・服装の点検を憂ける．

1創寸FF1

第2部長

大会に含わせてf編土げ靴」
も新翻、

第3部長

，志賀

誠

（川手班）

第2分団

松塁地区
第3分団

布綴地区
第4分団

副分鐡長

中由直樹
福漂 賢

機動隊長

柳

劃機動隊長

小野塚力

本番さながらの中継放水翻

第！部長

腐澤 利昭（上湯班〉

〈優勝は第2分団）

第2部長

滝沢

第3部長

蕩橋 一…央（天水鶴斑）

分國長

小野塚幸夫

翻分腿長

佐藤正夫
丸山英一

分國長

第！部長

一成

貴霞（天水越班〉

（．東1隼上下蝦池班）

浦田地壌

第2部長

小野塚敬之（藤魯中羅班）

第3部長

由岸

分國長

本山嚢昭
小見毒則
小野塚透

謝分腿長

第三部長

練の実演、頼りになります．

かわいい保奮園箆による
お遊戯ゼ火の飼太鼓3で、

火の用心鰍に一役

．正義（下務損班）

松之山小学校蝿璽による
憩、の合ったマーチングバント

（黒倉・藤原・蓉根・酉之前班〉

第2部長

久保磁達也
（籍揺・上之鐵・濡之爵・餐斑・裳議醗綴〉

難

■鑛

軍瑚 順…
（中立山・照麦立・月池・壌中班〉

灘

第3部長

72

ない乃が震いと患うけど・レー無理かな：。
しいです。

ぼく けんた です。この蕎から保蕎藤に行っ
て濠す．名前といっしょで、いつも健康で元気いっ
ぱい。 保薄所ではお兄ちゃんやお姉ちゃんたち
と一8中走り回ってるんだ．とっても楽しいよ。
あん濠り元気がいいもんだから、先生からは「元
気がいいねえ！」ヂよくかせぐこと9なんて言わ
れちゃうこともあるけどね．あとは、砂遊び、積
み木やブOック遊びもおもしろいよ。 食べものは、
ラーメンとかヂめん類」がだ〜い好き。あとは、
白いごはんに納萱かな。 先8おぱあちゃんが三

ひなまつりに初めて蕎物を養せてもらったの。
うれしかったわ。どう？ まお の騰れ巻姿キレ
イでしょう！ まおは果物がだ〜い好き、だから、
ごはんをいっぱい食べた後でも粟物なら平気よ。
女の子はセンイ質を多く取らないとね。 好きな
お遊びは、ままごとやブランニ〕。でも／8番は歌
にあわせて踊ることよ。rと一たん（父）」もrあ一
たん（罎）」も、上手だって嚢めてくれるわ。 ま

輪車を翼ってくれたんだ。とってもカッコイイん
だぞ。ベルの琶も気に入ってるしね。まだ一入じゃ
こげないから、パパやママから押してもらってる
けど、あさ翠起きして特訓しているし、すぐに藁

のマネをしながら覚えてるけど、ほかの人ともオシャ

れるようになるさ！
【お母さんから一謝

【お父さんから一醤｝

好奇心いっぱい、元気いっぱい、やさしく思い
やりのある子に欝ってほしい。あんまり気が強く

笈達を大切にし、健康で明るく冗気に蕎ってほ

︶女鋤
歳長翻
2の2
︵ん第

（小谷・ま：二F場）

縄縫禽談擁る紫鑛線ぽ勢藁類蟄解︑ひ澱孫揚禽罎ぽ震翼が薦蓬裂
き趨蓬籔隷薩︒鎌藁矯勢留薮書萎滋繁の識の事の謙姦驚葦樫︑男

醗

鑑の薄が叢難議㊨難灘瀬高齢の隊︑歎牲謙嬢麗躰驚の活動騰間鰹

懸つ楚懇嚇⑤廼嫁ロ

餓縫髄が漏疲賦の灘る男権ぽ︑諜99盤無蓬盆OO愛無饗200儲罎

鑑漁塗供鷹惹ゆ蒸嚇箋戴慈影響懇訪頓濠咳︒禅擬鼓嚢の調養灘まる莚︑

③

長︽︑総焼嫉鑑嶽毯雄愚習縷が灘隷鯵な鵬建め惹患物魏隷蕎．羅

の巌︑男盤の薄懸紫鑛線簸薄婆蕎脱の感受権が高縢諜勃驚董︒紫鉢線綜

捧内廼の罎蓼譲ン麟傑翰蓬鵬麟議叢饗︑纏総鷺樋鈴ぽ覆騒難縫轡縫鷺ぽ

謬ぽ霞蕉お嬢蒙灘鵠薦ウ

継線懸︑撚麟鎌蓬麗焼麟礁猟饗憩ぽり離養羅覆が驚き諜該︒長禰

鴬縫顎翰隷

鎌鐙ξ欝勧携蒸麟議謬︒麟タ漣翌＠ぽ懸の成長蔭影響懸議嚢鰹︑馨供癒
懸総

蓬養るの懸有魏悪豊︒梅藝・毯悪随禦灘が懸な㊨違騰謹騰︒麟騎驚

の揚盆︑鮪禦率ぽ絹麟錨︑緯8Q艶︑撚鯵灘叉曇痴麟麗鶉覆なつ懇験蒙薩︒

毯ぽ濃縢懸選随禦効果ぽ高︽．腰霧の癒菊総の霧灘漁ッ恋綜懸酸漏覆紫
銚線鑓海ッ欝誉総談該︒ぬ癒る葱隣禦甥果ぽ低蒸麟嬢議蕎か騒︑藩簿驚

魏 穂鎌︶撚寧シ慈販燦甥蓬犠驚樋︷歌簸ゆ

ぬ犠楚窃蓄薔叢鷺欝懇農繍廼鞍蒼⑦．畢盤の蕊筋葱臼差雛か騒懸蕎︑隠

焼勝鑑猟ぽ顎S欝欝猛琶欝褻髄懸鏡蒸選び諜菩︒屋欝驚の活勤が釜

糀ぽ繧多︽な総な窃＄欝露縮磁癒蘇鐙饗蕨︒直径甥惣︾鎌弱の嚢

珠蒙盤禁鐙潅盆度塗㊧ゆ謹薩︒薄嚢磁る還魏案翻響減霧るの驚︑2農濾

鯵鷺籐綴④離蕉額懸肇S霞欝鈴≦＄0の懸の砦嘆鑑ぽ農縢驚鐵浅．蓼︐罷鱗
の目焼隊嚢縁罎隊︑繋供麟震灘が弱戟感の驚抵潮激犠の萄の蓬︑灘蓼か毒

の灘儀縫麟ゆ瀞ー黎ー鱗錨ー繍蓼緬葺の趨の蓑漢脇蒙鞍蛋蓼︑落惹奮聴
隊羅懇⁝簗漣羅り捜醸禽談慰鷲愚き取鰺︑葱憐ン遜軽︽漉薩遷脇驚織巻
竃箏さ騨︒

防羅羅覆擬饗き濠骸︑灌が認楚ら愚験蒸︑籔〜3購闘蓬欝蜜罐灘㊨直鞍

楚︑紫欝線ぽ密魎簿簿の爵の病気慈誘発麟諜薩︑鶴の紫躰纏釜賄
嬢鱗ン獄籔叉は魏粟麓饗婆懇︑形賎漢つ饗隊勤果麟撮麟粒凝諜

薩︒認⁝鑓撫の謙う縫圏の横縫黒籍窯懸鷲謹膝撚︑顔の形縫盆3縫懸の灘

毯遜ぽく︑鏡髪鏡羅盧欝の翻懇騒鑑蕎泣の濃叢の濾が農験響鞍蕊翁︒

浸撚驚鞍謀う．膨潔業の濃誉ぽ紫鱗線短鍵懸葱無関縣なの廼︑あ漆鯵濃騨

13

お桜欝
ま舞瑠
健太ちゃん（2歳）

斡

麟

麟

愚

議

賢・三代子さんの畏男
福原

た
けん

ベリもできるようになったわ。おにいちゃんとか
おは、とっても好奄心いっぱいの女の子．鑛近オシャ

ベリがしたいな。盆ったら声をかけてねi 何で
も自分でやらないと気がすまないタイプなの。将
来はしっかりものの奥さんになれると思うわ．

7月号の巻

塾響3畷｝隼窒が衛窒籍穀蓬晃学

難

磯6月408（本〉

6月窪0臼、断内3・4痒生（松之由小学校は4年空）の蝿
童29名が、被会科「住みよいくらしをささえる」の学習で、

訪

騎の水適浄水場、下水処運携、津爾鐡にあるゴミ処運霧を兜学
しました。

繕

鑛初の晃学地ヂ松之出浄水湯」は、群簿窪月に晃成した水適
施設で、鱗内各地にある配水池の貯水騒や流入・流串簸など以

松之出浄フ

テレメーターやコンピュータでいつでも確認できます。子洪た
ちは、覇役場の職曇からヂ水道水のできるまで」のお話しを闘
いた後、施設内の「沈澱池」や「ろ過機♪r滅菌装置」などを

．範

見学して回りました。

設を毯運している職轟から、①汚水のゴミを取り除き、奢空気
を送りながら萄機物で分解し、⑥沈澱池で上澄み水と汚泥に分

け、⑤上澄み水は消毒して瀦こ流し、⑥汚泥は號水して搬出す
る、という下水処運のしくみを闘いた後、施設内を鏡学しまし

た。処躍後の放流水はヂ飲んでも大丈夫なくらいにきれいだ」

融麟携驚過総．．菰

という説明に、子供たちはとても驚いていました。

津爾町にあるゴミ処理場の鏡学を含め、その臼子供たちは3つの衛生施設を見学し、たくさんのことを勉
強しました。施設内ではいろいろな人が働いていて、維持箆理に多額のお金がかかることも運解できたこと
でしょう．これからも、水を犬切に使うことやゴミを減らすことなど、環饒に気を醗ってくださいねi

覇嚢1バレー・ポール大甕
獺6月擁5∈ヨ（火）穫6日（水）

6月45・／6臼の爾8、恒例σ）騎渓バレーボール大会が騎属体蕎

館において開催され、町内と松代麟から宙場した8チームが戦い
を繰り広げました，。

熱戦の結果、女性ブ〔⊃ックはヂ松里婦人バレー」チームがみご

と栄冠を勝ち叡り、男性・男女混合ブOックは、男性チームのヂM

AXjが優勝を果たしました。
各プOックの成績は次のとおりです。
1鞍雛二穿灘ツク

優

勝…松璽婦人バレー

準優勝や
第3泣・一F

松代スクラップママ
l

ne

第4位…松之山婦人バレー

優

勝・一MAX

準優勝…毒GUY
第3位…松代バレー愛好盆
第4位…蕩鳥くん

ア4

Ioり寸FFI

擁灘灘騰難

次の見学地r松之山浄化センター」は、家庭などから流れて
きた汚水をきれいにして自然に返すための下水処運蜷です、施

f蒙類蠣灘毅甕纏糧黄甕鈎徽之幽鞠で闘縷
綴6月穆68（水）

本格的な少子・高齢社会の到来や、次の聴代を擾う

猫婁・蕎少箪を取りまく礫壌の変化など、多様な福祉
二一ズヘσ）適切な対癒と、共にいき、其につくる、21

慰紀の明るい地域社盆を目指して、郡社盆糧祉協議会

が主催するr藁頚城郡社会禰祉大会」が、6月裕8に

雛

松之山鋤で闘催されました。
4奪笹の開催とあって、会鑑となった鋤罠体薄鰍こは、

郡内の饒生委韓兜璽委轟や老入クラブ盆轟など約260
名が趨鷹。霧頭、主催蓄である郡社会幅祉協議盆長の

松之山町長より「東頸城地域が、2煙嚇εを迎え希望の
捲てる豊かな長欝社余の実現とともに、世代を超えた

運解と助け合いのもと、宋果を託す子供たちが、希望
を蔓、って盗き盗きと蕎っていける地域社会を目指して
いかなけれぱなりません．」とあいさつがあり獣した，、

式典では、地域禰祉の鴬上に欝献があったとして、
民生1委費睨童委費など23名に対し表彰が行われ、松之

山麟からは、罠隻蝿璽委曼の高橋歌子さんと輕由尚子

さん、心舅障霧者蕊祉会の中栂健一さん、老入クラブ
連合盆の小野嫁一男さん、綱人ボランテイァの志翼㎜
枝さAノの計5名σ）方が表彰を蔓けました、

引き続いて、新潟県立誉護大学学長の中驕紀葱子さんによる「健やかに老いるために3をテーマとした記
念講灘が行われ、r奪齢を璽ねることは進歩することである。高齢社会を元気にのりきり、麟つくりのリー
ダーになろう。」ヂ農由輕は、男女が共に生涯にわたり働ける良い地域である。j r騒泉に入ると免疫力が高ま

るといわれている．温泉に入るプOグラムを取り入れてはどうか。」などと話され、参力幡も顛をうなずか
せながら熱心に葺を傾けていました。
この大会が東頚城郡としては羅後の入会になると懇われることから、串席番全曼からご起立いただいたう

えで、松之山駒残空兜麓委轟協議会長の編原利義さんが、穴会蜜奮（案）を声高らかに読み上げると、満錺
一致で採択され、盛盆襲のうちに終了しました、

鞠ゲー一ト銅一ル弐盤
懸6月251ヨ（劔
6月2α3、第2博回を数える松之山麟ゲートボール大

盆が闘催されました臼あいにく朝から雨のため、盆場
を織民グラウンドからゲー1一ボールパウスに移し、競

技内容も雨天聴親善競技の「ゲートとおし」に変璽し

搬

溺
嘱

鑓

て行われました、，

絡チーム8／名の選手の中には、器段とは勝手の違う
競技応法に今ひとつ調子の上がらない人もいたようで、
あれあれ？といった錺面も聴々見受けられました。でも、

ゲ＿
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醐穂わず粗粕

仲間と会話しながら一8楽しそうに競技していました。

へ争−
⑫

ハ愚

献血にご協力ください
日時：7月22日（木〉
午前9時〜12時まで（午萬申のみです〉

会 場1松之山町役場
種 類：一般献愈（200m1・400m1〉

Q

お問い合わせ1町保健センター（電話596−3705〉

十日町地域広域事務組合
消防職員採用試験
職種：消防士（上級及び初級〉

仲間をさそって

交通安全チャレンジ100

に参加しませんか！
職場・地域・家庭・高校生など5名でチームをつくり、

採痢予定人員：著干名

9月23翼からi2月31日までの100日間メンバー全員が

受験資格

無事故・無違反の達成を目指す、ドライバーの交通安全

①．上級1昭憩54年4月2β以降に甕れた者で、学絞教育

法による大学を卒業した者又は平成鴛年3月3蝦ま

イベントです。町内では毎年20組ほど挑戦しています。

串し込みは8月3細までに専罵はがきで行います。

下の者）

ださい。なお、各事業所には別途ご案内します。

②初級：昭頼54年4月2饗以降に生れた者で、学校教育

ー寸寸FFー

でに卒業見込みの者（平成算年4月玉召現葎25歳以

はがき付の案内は町役場にありますので、ぜひご参加く

お問い合わせ先：町役場 総務諜行政係まで

（電話：596−3！3D

法による高等学校を卒業した者（短期大学等の上位の

学校卒業者又は在学者を含む〉又は平成17年3月31日

までに卒業見込みの者（平成17年4月1欝現在25歳以

来春入隊の自衛官を募集します

下の葡
【注意｝上級有資格者は、初級試験の受験はできません。

③上級蓼初級共通事項

轡身体強健で、大型自動車運転免許取得驚能な者
轡採罵後、季藏町地域広域事務紐合管内（十段町市、

規酋町、津南町、中里材、松代町、松之由町〉に居

住可能な者

試験の期日及び場所
①第等次試験：平成16年8月29獄鋤
②第2次試験：平成工6年9月中旬〜下旬

採用の鼠

募集繕綴

癒蕪資穰

一般曹嫉補学生 嘩8歳以上
8月2鎖〜
（陸・海・空〉
24歳未満の者
9月8日
蕾候補士
（陸・海・空）

航空学生
（海・空）

（陸海・空）

9月18段（土〉

旛歳以よ
27歳来満の養

8月2臼〜

9月璽8B（±）

〜8歳以上
21歳未満の者

8月2臼〜

9月23日（木〉

9月8a
9月8臼

8月28〜

男子
9月25日（±〉
又は
9月26日（黛〉

8月2臼〜
9月8賛

女子
9月27日（月〉

男子2士
2等陸海・空

講験鶴

藁懸期澗

18歳以よ
9月89
27歳未満の餐 女子2士

平成鷲年4月1β（予定〉

申込書受付期間
平成絡年7月i観（木〉〜平成驚年7，月30鶏（金〉まで

試験会場

受付時間 平翼の午前8時30分〜午後5隣焉分まで

※志願票（申込馬紙〉、パンフレット等は窩懸募集

お問い合わせ先・お申し込み

事務所まで
詳しいお問い合わせ先
防衛庁 新潟地方連絡部 高懸募集事務所

〒948−0036新潟県十欝町市大字北新懸1番地の10
十霞町地域溝防本部総務諜庶務係

陸上自衛隊高照駐屯地（予定）

電議：G257−57一圭556FAXlO257−5㍗8499

〒943−0832上越市本町6一工一23腐田館ビル2F

ホームページ嬢tp：／／w脳へv．tiara．or4P〜firen9〆

電

メールアドレスず隻re難9＠m綴r、tiara，ne．lp

UR1、；http：／〈ん脳rw．難iigata．9p主○δda。gOjp

善香025−523−55玉9
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新潟アジア文化祭2004

家庭教育・子育て電詣相談
『すこやかコール』

事業概饗・日時・会場

轡オープニングフェスティバル
・オープニングセレモニーと講演会く講騨：梅療猛（作家・哲学者〉〉

8月5日（木）／朱鷺メッセ（新潟市〉

鯵アジア文化体験広場

む
・アジアの民族芸能等のワークショッフ

乳幼兜期から思春鰯の子を持つ親等の、家纏教
育や子育て全般（しつけ、学校生活、親自身の相談・

育兇姿勢など）についての様々な不安や悩みに対
して、電話相談を行っています。秘密は堅く守ら
れます。一人で悩まず、まず糖談ください。

8月6臼（金）／県内3簡解（柏鹸市、新津市、層上市〉

麟ファンタスティック

電話相談

ステージ

．．．．

025−283一壌葉50

・アジア各國（中園、モンゴル、ウズベキスタン〉

の属族舞踊によ芸能の祭典

月曜日〜金曜艮

8月7鰍土〉／萩潟県昆会館（新潟市）

樵談員が直接電謡で応じます。
この時闘以外は、FAXで対応します。

8月8黛（β〉／上越文化会館（上越市〉

FAX相談

轡コーラスステージ
・アジア各圏の若春で結成するアジアユース

合唱磁によるコンサート
8月14田（葉二〉／長岡リリックホール（長岡市）

8月播日（臼〉／りゅ一とぴあ（新潟市）
8月17臼（火〉／新発鐙帯罠文化会館（瓢発田市〉

主催／新潟アジア文化祭輿行委員会
轡問い合わせ先
担当部諜係名1県蔑生活・環境部文化振興諜文化事業係

午後輩時〜午後9蜷

025−284−6019
月曜段〜金曜臼 午後9時〜翌日午後葉蒔
この鋳閻は、FAXでの相談を受け付けます。
相談員が後霞FAXでお応えします。
※プライバシーは堅く守られます、お気軽におかけください。
（土慣・祝9・8／窪3補5・12／29〜1／3・3〆29〜3／31は体み）

問い禽わせ先
擾当部課係名：教脊庁生涯学習推進誤脊少年家庭教育係

担当者名：安達

撞当者名：長谷川靖

電話番弩（直通〉：025−280一駁39

電蕎播号（直通〉二〇25（280）56三7

難鱗議諜鐵．麟撚難鐵綴藤難灘藤1麗1簗
県では今隼も7月から⑳月（予定〉にかけて、

県立試験研究機関の一般公開を実施します。

この公開事業は、地域に闘かれた中核的技
術闘発硯究拠点である、ま2の試験研究機関にお

いて、これまでに実施されてきた地域産業や

鶏驚3鰍欝

工叢雛購総禽鱗讐醗（新潟市）丁旺025−247−1303

窮辮鰯編〉

★みて、ふれて淡水魚を知ろうi

窪繍鱗翻

鯛鮮露雛墾

鯛窪鰍麟

県民生活に役立つ試験、研究、指導等の様々

な活動を、子供から大人まで県民の皆様にわ
を深めていただくために行われるものです。

奪鯛鰯磁鎖

今年度は別紙のとおり公闇を予定しており
ますので、ぜひ見学に来てください。
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藤魏翻難／織観敷ン禽一（長岡市1驚し025魯3鵬47
★ミニ講演会．礒究ほ場案内、体験実験
醸遣雛験蠣（新潟宿）驚し025抽222鯖4568
★お酒造りの科学、顕徽鏡による徴生物観察、場内毅備紹介など

綱2姻、㈱・、 ★砺究成果紹介，砺究ほ場案内、塵芸相談、子供鉢験コーナー

萄顯麟纐

していただけるものになっております。

鶴承藻旗騰試験爆（長岡市）TεLO258−22

灘i籔醗愛ン外（ゴ騰原郡饗籠題）TεLO254・27−5555

かりやすく紹介し、科学技術への関心と理解
開催内容も体験しながら、楽しみながら理解

★碕究発表会漸内晃学無魑サンプル試験実験体験コーナー

鱒解麟鱒

奮灘膿：館ン憂一（繭蒲原郡下鮒〉Tεし025646｛3等03

★搾乳体験、バター作り体験、動物とのふれあい
森躰購鷺鱗（密船郡朝臼村〉

Tεし0254一ア2一

ハ

★樹木と野生きのこを学ぼう？
鼠轟欝鷲驚ン夢一（簾茂布〉Tεし0256一絵0448
★食に関する講演、ポスターセッシ碧ン等

問い合わせ先縫響鴛響聾業振興課技衛癬
電議番弩篠通）二〇25−280−5244

14団
山

真夏の雪まつり（大厳寺高原）

ソV．

16測

レンダー

．1．7煕．矯熊璽室難㌣配ごと＿

2004

18囲三種齢瑚妾騨療駈〉
。19￡木1窒鵜懲灘テトボールノ ウス）

2捌

20薗

3【火］婦人検劉保健センター〉．＿一，．＿＿＿＿＿。＿

21【鶉松之艸学校空き翻収

11141函II墜難鐵振饗饗ゑ辮5il鰭轡．…．．一．．…一…

．．5．．㈹．繋赫騒鍛顯魏姦鴛鰍欄難ぞ二と23興
．、◎．．睡乳．懲灘蝋詑之測杏ゑ熱甑2働燃餓
7［幻親子陶芸教劉ゲートボールハウス〉

24図
25煕．燃1燃鰍焦と潤桑漁熱甑甘餅撫璽、

9繭

27輿．難璽蠕焦と潔舶熱甑巳鰍撫鯉．

10㈹

28団

11【水…

12［絹

30￡刷

13【釧顛の笑い祭鋤野村万｛乍公演融の上の能楽堂）

31㈹
真夏の笑い祭典

●β

時18月篇露（日） 午前10時3Q分より

●会

場：大厳寺高原特設会場（雪広場）

●悶い合わせ；町役場振興課Ta596−3134

野輔万欝の鐙堺
・臼時：8慰3日く金）午後7時開演
●会

場1松之山町山の上の能楽堂

O主 催二真夏の笑い祭典実行委員会

▲

丁εし596−3011
18
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26因

︻ゆとり陶芸︼

7月29猿︵木︶

蕩齢者洵けの陶芸教室です．

▼β蒔

午後1時30分〜4購

▼会場ゲートボールハウス

紬土代実費︑タオ

の2階︵ふれあい交流室︶

▼持ち物

ルなど︒

︻一般陶芸︼

⁝般勘けの陶芸教室です︒

身の園りの小物や置物など

を作ってみませんか︒

2時間

▼日聴 7月！6日︵金︶

午後7賭〜

▼会場ゲ⁝トボールハウス

の2階︵ふれあい交流室︶

▼持ち物 粕土代実費︑タオ

ルなど．

︻音楽教室︼

小学校曝歌・歌謡繭など歌

つて替を思い出しましょう︒

事業講容

7／遷6〜8／15

、」豊薦

戯勧
羅・〜
▼期9

午繭9時30分〜

8月58︵木︶

︑︑二一大地の芸術祭をやって

4縫︵水︶

▼内容

松代農舞禽と城山散策︑

松之山吉道を歩いてみよ

う︒上杉謙信が通った道を

昌︐松之宙麟生涯学習だより一 一公民舘⁝叡596暮2265⁝

▼購闘

自然休養轡センター

いるよ︒
6田︵金︶

難時30分

▼会場

蜜沢教頭先生

雛

歩きます．

︻ゆかたの著付け教室︼

お盆に両けてゆかたの藩付

▼講鱒

職︑・

︻手作りカヌ董体験︼

自分たちで作ったカヌー

7月25β︵撮︶

に乗って遊んじゃおう！

▼期9

▼時間午前9時

けに挑戦してみませんか︒

頸城層大藏

休養村センター集合

▼場漸

②8月5弩︵木︶

9時30分

▼期日①7月22日︵木︶

午後8購〜

②カヌー遊び

▼時間

休養村センタ⁝

▼内容①カヌ⁝作り

▼場所

憲沢恵子

③本物のカヌ⁝にも

︻シリ遷ズふるさとめぐり︼

▼講舗

乗っちゃおう！

8月4欝︵水∀
6日︵金︶

感

▼持ち物 ゆかた︑帯等

▼期臼

午後王時

無 灘

▼時間

休養村センター集合

▼場所 松代町

漁俵

灘覇懸擬饗嚢ゑま麟境め，議、、蓑語毒蓬直鐘ば蓑搬磁、iC蓬，難ll媒難塗le，，溢8鑓1遺、ge葦墨鱒形

講馨

一

る

，難讐〈謎わ灘塀鱗蠕縦ね）・齪鎌弾く認醐羅嚇醗麓強強麟要繍

灘灘繕猟＿灘顯謎ぽ灘轍灘．舗、響楽の鞭薬語の蕪の穗繍購簾騰議繍翻

嘩擁締1鷲、うかf搬鱒3慧英語のネ叢滲嫁＿麟
＿

慰繕く

搬一葺

（無理勲タ騨麟る灘》酵ン懸織る。齢麟麟騰が自分の獄魏顯・
麟語㈱ズムは赫凝騰鱒欝齢麟る。し力賎英謝翻一マ凝書く瀦鮭
瀕ブル蝋る．劉旙語剛ズム1羅界碗の霞欄と齢癒い・躰入力灘灘灘懸

が薩からな鱒諜うに、英語の審イティブは日薦語のり撚滋建した英藩が分か壌癒麟諜。瞬添
議の罫響ず雄凄職esU達と蟹う感じだ。また英諮の逡おわざにじ懸ら露ng臨難磁ove＄㈱

膿翻e説ofa嬢iffere撤δru鶏撚er。

鰹

そ載饗は英語のネイティブは一捧何を考えて騨る（よくある質問〉？シラブ鎌の塞婁の分
巌欝が説明しがたいが、英語の露葉を爲にしな潜疹黍拍灘繊ると感犠る。譲拍羅懸数詫職ぽ
臼講語と英語のリズム感の違いが分かる。例えぽ、霞講語の魔んにお1調ぽ鱒灘衰鰯蓬麟ζ
懸5ハタだ。しかし、シラブルは3つしが懸騨。ど渉ぞ、譲鶉蕃やっ蒸み癒響き嶺！

騨灘醜、rr瞭蜘は錨郷輔礁2鋭う鋤議纐騨瑚醜朧．醗

蝋複耀照ま3ハクじゃな縦一つの瀬鋤総譲も灘繍論う灘駒醗が疑騨・

読脚麟關難く騨ト燦捗薫も・購磁鎌鮮漸継懸陣霧ク㌘
騰癒嚢購え灘蜘雄願発響が瞳蕊陣驚・臓認説麟搬欄鱒麟

醸搬圭。饗ず掌。

プ9

餐霊馨簿繍2蓼糖ハッ欝

鱗

鞠

繋 繰 縫 韓︑懸 総

いつも元気：なうさぎ組

松之ω保奮斯

おめでた（出生）
な
星那ちゃん
鶴漂薙樹・明子さん（下川手・福徳崖）

おくやみ（死亡）
87歳

村山 珠子さん
樋臼 トラさん
瞬邊 ナミさん

65歳 湯

本く新

宅）

駿歳 中

尾（五

院）

裏易

55歳

漆こ（

湯

下駄擁護ラ

本（8の磁屡〉
慧謬た
遊ぶこと

＊6月王旧から6月30βまでの儘出分です。
＊広報に載せてほしくない方は、綴出の將

鶴蒙なお遊び
輪そフ潟クで

︷ ／し＼

80歳 松之山（住田屋）

坂肥
呆豊

撫潮恥︑＼漏熱瀕③穣N迦矯通融識

高澤鐵炎さん
志賀秋夫さん

犬ちつれこお謙歩しこし、る（じ2ろ

に窓ヂ遷にお話ください。

四＠動臼
公山
潅
卜㎜

隻，4（擬3ノ＼

三．537人で一6〉
ま、｛）91戸f

ぐ…4〉

／内は蘭月との比較

昭和，、年，月希、」定

町民の合、…1葉

（小谷・上干蝿）

好きなお遊び

みんなでよりよい町づくりをしよう。

ぷどか
円香さん

福原

﹁おにごっこし

わたしたちは松之1蓬、1町民です。郷土を愛し、

1⑩寸FF

（

町民憲章

ぐ±0）

して遊ぶこと

糞︑調漏湘繍戴幾獣六再理．魯︑遷魑麟一再息N鴨隅吋嚇

口男女数
入
帯

甫鳴鉱幅夷心織邸

嚢

曜愚へ

6月3（｝賛葦麗撫三

3，003人（一6）

窃花ち翰こいるζ薫3ろ

1、美しい緑と 甜の中で

麟ゲ

●識

算
趨麟

輯

羅㎜

凝

三L議昂

嚢鱗

．︑毒鶏
︒サー礁
︑︐鱗癬

連体の心をもとう
1、湧きいづる湯泉α）ように

醸︑
叢瀦
寮礁

N鶴q鳴軌蜘矯軌−恥嘱魎繍

心懸かな人になろう
1、ブナの梢が触れ合うように

創遭のカを高めよう

︑︾×q沁街−蜘矯偽・隔嫌〜蟻

スピードの出し遷ぎや、 無運な逓越しは璽大事故に
つながります．

制鍍速度を嘗るとともに、

十分な車間距離を取り、ゆ

ζ

とりとやさしさσ）蓬転を心

8・221

8胃ξ32。261

35・3霊

妻8・32

7月に入って、蕪だるような懸黛が続いています．
もう梅雨明けも闘近なのでしょうか。

5灘瞬紛奮併脇灘竃蠣鰐こ進み、今月23鰯こは平
由征襲新潟醸知事立会いの下、倉餅脇建調邸式が挙胃されること
になりました．…方、合併がらみの｛盈幾直擾講乗も次々と出さ；れ、

敗めて松之由時幾のパワーを憾じている今鐙このごろです。今年
の夏も暑くなのそうな予感がします合

がけましょう。

（大鷺〉

璽麟鷹感

翻糠・激鞘＼逢赫匙§海編灘︑麟黙

＞7目ξ

町σ）編祉事業に役立てていただきたいと、町祉

会編祉協議会にご寄付をいただきました。誠にあ
りがとうございました。

淋榊林轍《Y、、

1、、、ノ

金20珊

鰹黙〆
20

