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試典

来餐を禽め500人が出席

松之由町を私残襟しむか
のように降る露で辺り︸画
純輿と化した3月欝田︵日︶︑

松之山町甥町式典が松之由

山町に甥れを皆げるかのよ

うに︑歌詞の一欝ひζ︑類を

めて力強く歌いました︒

繍みしめるように︑心を込

式典の最後には︑佐藤簿

丁餐に析りたたまれました︒

歴史が闘じるという実感と︑

町長が厳かに驚旗を納め終
わると︑会場全体が静まり
返り︑伝統ある松之山町の

動の式典が終了しました︒

紙焦十鷺時市のスタ⁝トヘ
商かう患いを瓢たにし︑感

2

1卜F創F

︵じゃっきりまる︶を浦繊小

元に伝わる民謡倒﹁蛇切丸偏

民語劇﹁蛇切丸﹂の上演

自然︑食︑入楠など豊かな
地域資源を濡かし︑住艮が
自信を持って︑夢のある︑
ここに建んで瑛かったと盤

アトラクシ3ンでは︑地

える輝く地域づくりに肉けて︑

年寮りから聞いた謡を基に︑

鉾校晃童が演じました︒含
本翻作にあたっては︑子供
たちが地元に残る資料やお

行政と催畏が一体となって
敢り総み︑更に発展するこ
を述べました︒

長と村山議長らの手によって︑

とをお祈りします︒幅と式辞

町政功労者を表彰

結来を変えたオリジナルな
作最に佳江て烹げ︑思いや
りや助け合いの大切さを訴
えました︒当βは︑全校兇
薫麗名のうち5名がインフ
ルエンザで休むという事態
の中︑残った鷺名晃童と職
員8名が力をムわせて晃事
に演じ終わると︑会場から

ゆっくりと町旗が降ろされ︑

町旗が降納される

拍手喝采をあびました︒

松之山町昆歌の合唱

ていただき︑歴史ある松之

の合嘱には一般の方々も舶わっ

式典の終盤には︑時内小
中学校の金兇童盤徒が壇上
に登り︑松之由慰民歌を大
きな声で合唱しました︒こ

・

感動を呼んだ浦田小学校
兜童の饒議潮『蛇切丸3

町民体畜館で罷催されました︒

長年にわたり時政の進展
に功績のあった方々への町
政功労潔表彰ではH名と2
懸体が褒彰され︑佐藤町長
から各々に表彰状と記念贔
が贈られました．被表彰渚
を代表して元助役の鍛辺誠
二さんが﹁これからも︑こ
の感動を胸に︑その本濤を
胆に銘じ精進したい︒守り
続けられてきた松之山の歴史・

伝統・文化・産業の発展を
お衝りしますと共に︑新盤
十縫町欝が力強く成長する
ことを祈念いたします︒﹂と

謝辞を述べると︑会場から

歌詞を嚇みしめながら歌った
鱗艮歌の合唱

式典の最後に薄かに隆納された瞬旗

大きな拍手が贈られました︒
被表彰賓を代籔して謝醇を
述べる田辺誠二元助役

当霞は︑泉醗県傭事代理
の種由秀毒上越地域振興周
長や村松二郎県議会議員は
じめ︑滝沢儒︑十欝町市長
や関谷達漉松代町長など合
磁関係市町材長や東頸城都
内の離町村長ほか︑多数の
来賓や小中学盤︑一般町民
など約500人が患朧し︑
半盤紀にわたる町の歴史に
劉れを儘げ︑松之由地域の
新しい船灘へ講け決慧を新
たにしました︒

式典で佐藤瞬長は門歴史
ある松之由町の名が無くな
ることはさみしいことでは
ありますが︑町犠が無くなっ

礁

式辞を述べる佐藤町餐

ても︑この大地は無くなり
ません︒往民も移動するこ
とではありません．瀦鼠や

灘

鑛
灘

室

鐵

こわたる町の歴史に幕
半
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㈱吉池（國体表彰）

南雲力蔵（交通指導貴）

佐藤大治（元議会議長）

蓑 菱
嚢

韻辺誠二（元助役）

志賀一枝（ボランティア活動）

棄京松之山会（國体表彰）

※村由政光さん、大箆勝平さん、福原一雄さんは、都合によりご欠鷹されました。
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灘町のごあ輪さつ

町政の鋤りをしていただきました佐藤町長淋山議長・小野塚助役・騰育長が・蘭奪合併に弛
3月31田をもって退任されます。長い間のお務め、大変お疲れ様でした。それぞれの方々かb在任中の』
苦労や思い出、合併についての考え、松之山地域の発展に鮒たメッセージ等を語っていただきました・

思い出

looF田F

松之山町長佐藤利幸
あと儀かで粛町村舎併により松之由町が無くなるということになったが︑幕引きをせざる
を得ない立場となり︑歴史の⁝頁をなす今年を町長として迎えたことは︑一抹のさみしさを
感ずるとともに感無騒であります．9年半ばかり町長職を担ったことを通じて患い出となる
にいたします︒

ことは数多くありますが︑すべて記すことはできませんので︑二点ばかりに絞って瀦くこと

松涛園の誘致

浦田地域においては町の施設として目ぼしいものがないので何とかならないかと驚えてお

希望の里

りましたが︐浦田地鼠ご患脅の早川宰夫さんが︑千集県甫川命右住の家政婦紹介所等を経営
り︑何か浦田地域の振興になるものを誘致できないかと︑飯塚さんに相談されていたと聴い

している大熊次夫さんと近しい濁係にあり︑艶川さんは浦田の飯塚暫郎さんと友人郷︑もあ

蚤時大熊さんは︑秋照県内にある特別養護老人ホームが経営破たんに逝影状況となり経営

ておりました︒

簿えでおられたということです︒早預さんの紹介で浦田へ鹿々訪れていただいたり浦田地域

建て醸しを依頼され︑その特別養纏老人ホ⁝ムの運営を軌道にのせ︑更に拡大したいという
のみなさんと講し合ったりした結果︑浦照中学校跡地を活用することになり︑用地は驚で寮
付をすることで議が決まり︑誘致をすることがで窒ました︒

tOO床親模で憩億円を超える投資により簸入保健施設ができ︑理難順調に運営されてお
りますことは︑誠に懸ばしい限りであります︒いつも満床状態であり︑身近に入所施設がで

きたことと岡晦に︑従業簸のみなさんの就業の場を確保したことを裟んでおります．社会編
ホーム・老人保健施設の建設が本決まりとなり喜んでおりますが︑へ︐後も更にご溌展するこ

撤法人松涛会では︑チ策県甫川市に老人保健施設がオ⁝プンし︑また上越帯に特別養護蕗人

松之山バイパスの改良整備

とを祈つております︑

高舘トンネルの掘翻にフいては︑前掻の村由町長さんの尽力により採釈されたものですが︑
し供胴開始できるようにとあらゆる機会を通じ麟や県に要鯉してきました︒バブル崩壊以前で

私が就任してからの鞍薫であり︑町内を縦貫する幹線遵路でありますので︑1庫でも早く貫通

り特に公興事叢の削滅が強調されるような状況となって思うように進展できませんでした︑漸

あれば予算も願調に投資できる聚境にあっただろうと思われますが︑圃の予算も銀々巖しくな

く昨鐸トンネルの貫通式が行われ︑供用闘始も関前となって思い出の︑つとなりました︒数多

舎併し紙テ照町衛が麗集しても︑松之虫地域の大壇が無くなる．㎞とではなく︑住民も移動

懸春はひと足

釆来に海かって・・⁝︒

小野塚良雄

アカショビン．：⁝﹂州秋はもみ

松之由町助役

おくれても⁝こ﹁夏はひと声

じにつ裏れて：⁝二冬は粉・まうけれど⁝こと町民歌で歌われている︑

昭憩3
0年に松之由村と浦繍村が合併し︑町の基礎を作り︑昭憩33葎に町綱施行に

闘季が鮮明で自然豊かな松之山町︒

より松之山町となって︑妬奪と5ヶ月でその歴史に幕を闘じることになりました︑
長薙の歴史を紐解くとき︑﹁陸の孤鶴﹄と称され︑厳しく︑賠く︑ひたすら耐
えるだけの豪雲との戦い︑中山間地域特有の地すべり災審の復照対策︑鷺本の原

風漿棚田の畢魅・冷寵対策︑遍疎化・高齢化・少劉化の波にもまれ︑この間︑多
くの先人のご普労とご努力により︑幾多の蕾難を乗り越えながら︑町民一曳とな
り忍耐強さと協働のカで︑地域の安全と︑住民盤濡の安心・安全の確保に努めな

がら︑松之由町の歴史が築かれてまいりました︒
いよいよ4月1旧には合鎌です︒ともすると合併は︑負の部分だけが取り沙汰

され︑新しい町づくりに獄を向けないでしまうことがあるように思います︒
合鎌は不安がないわけではありませんし︑町践の皆さんに螢担と責任をお願い

しかし︑今回の合併は新しい時代へ新しい藩え方で︑どう地域づくりをする

しなければならない部分もあります︒

か︑松之由地域として︑挑戦することだと思います．
地域づくりは︑顧一的な地域づくりをする必要はないと思います︑それぞれの

町名購えますが︑地域嬉えません︑砦人も変わり喜ん︑新專は幾

良さ︑特色を出しながら︑新市全体として発展するのが理想だと思います︒

資源や地域の宝を大切に︑偲牲を生かした松之由地域の︑あたらしい地域づくり

ハ

・

ぬ

灘∞∞

﹄︑鞭難

遜

8年閥という長い闘︑皆様からいただきました︑ご支援・ご協力に心より感灘

に︑一丸となって蓬進しましょう．

ありがとうございました︒

とお礼を購し上げます︒

鯵

癒雛

鞭

くの思い出がありますが︑限られた紙爾でありますのでその飽は割愛させていただきます︒

く地域づくりに両けて前進することを切に願うものであります︒

することではありません︒夢の持てる地域づくりに︑鴛政・地域が︒体となって協働して輝

鯵4

4

聾
癖

す︒

新たな歴史の第

雛盤紀の我が国は︑世界に類例をみないスピードで人鷺構成の腐齢化が進んで
いるといわれております︒合併と岡じく︑これも避けて通れない道だと思いま

ゆとりと豊かさと活力ある萩市の核となり発展することをご祈念いたします︒

含併が決定した以上︑住昂自ら地域づくりに協働して︑英知と努力を結集して

文化も土地と共に何処にも行きません︒

春夏秋冬の四季おりおりの感性豊かな大自然︑松之山町の優れた人材．伝統．

化の進むなか素晴らしい飛躍的進展を成し遂げたと思います︒

代の町長︑先誰議員︑町罠のすべての皆様方のご尽力と努力で︑遍疎．少子溺齢

0年となりました︒戦後復興から今照までに先人先達春をはじめ関わられた三
後6

交通・通信手段の理由があったにしても︑これが夢や希望・理念に欠けるように
思うのは時代の流れか︑︸抹の淋しさと万感胸に迫るものがあります︒今年は戦

制を施行して松之由町となりました︒含併当時の人照は1万1千人おりました︒
これに比べ平成の含併は︑財政難や少子轟齢化のインパクトを強いることが︑

︵1955鶴︶に松之由村・浦田繕の2村が奮併︑その3奪後のn月1礒には町

的があり進められたのと︑時代の流れもあり暦から町になる期待感というもの
0鶴3月雛β
が︑明るい婚望と夢になっていたのは鮮萌に残っております︒昭涌3

対する新たな時代﹂そして﹁新たな歴史のステ⁝ジ漏への第一歩だと思います．
昭和の合併は戦後の復興を段的に︑中学校を︸つの最低限単位に爾編という目

が︑いよいよ4月1総から新市十β町帯が誕生し︑新たな歴史の一ぺ⁝ジと新市
の第一歩が始まります︒この一歩は覚帳と期待の第一歩だと思います︒﹁新市に

2葎以上にも及ぶ5市町村舎併協議会も3月4βには900近い協議項目のすり
含わせ終了し︑解散が決定しました︒決して平坦な遂のりではありませんでした

恵みのすばらしさと恐ろしさを実感しました︒
0年の松之山町の歴史が一つの節目を迎えました︒
さて昭秘の含併から半盤紀︑5

がします︒しかし︑大地をはじめ自然界の躍動は始まっており︑畢々に桜前線の
開花予想を発表しております︒中越地震の恐怖感があるだけに︑改めて自然界の

珀年ぶりの漿雪は3月に入っても積嚢蝋が4m近くもあり︑春には程遠い感じ

松之山鱒議会議長村山里志
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指導ご支援ご協力を賜り本当に有難う︑ございました︒

鍛後になりましたが︑新市の発展︑町民各位のご健勝はもとより︑今鷺まで献
身的にご蕾労されて町職員に心から感謝を申し上げますと共に︑長きにわたりご

市町越合併に寄せて

松之山町教育長柳

能弘

0年︑そのm無前の終戦から60隼欝に
昭瀦30俸に松之山村と浦国籾が合併して5

松之由町を奮め5市町村が含併して新十揖町市となるヲ﹂とになりました︒
私が昭和3
7郊町職畏に採胴となり42年が経過することになります︒この闘多く

の蓼箋世謡に奢ご揖警ただき大変ありがとうございました．感謝を申し

歴史の無表から見ればミリ以下の線の期聞であると思いますが︑時代変化とい

上げます︒

うか入の考え方の進歩というか町の変わり方は超特急のスピ肇ドであったように
思います・農山村では田畑が生産の場であり職場でありますが．先祖代々嘗り続

昭和4
0年代後半から遇疎と腐齢化︑そして少子化という轟一︑淵葉がβ常語のように

けてきたその基盤が短い期問にさま変わりしてしまいました︒

とした場含に意外と少子化が緩やかなところがあります︒そこが暮らしやすいと

なぞしまぞいますじかし︑よく見れば農由村が毎の状響過疎や少子化
が進んでいるかというとそうで馨ζ﹂ろ麗られます．瞬萬の地域叢位

すればどんな幾づくりをしているのか︑霧ての環境がよいと蓋ばどん焚

問関係が構築されているのかがわかるような感じがします︒
圏と地方をあわせて700兆円を超える膨大な惜金は地方の華備を無視した行

るのだという・補助金を滅らすということは園ではそのための仕事と事薬がなく

財政改薯あ呈す・驚補助金を減ら呈あ額より遙か墨ない税源移譲をす

なるこ彪膏ます藩餐あ分の人件費驚経費の節約があると思いますが見

えていない︒平成憩薙頃︑潟来は地方交付税が近いうちに滅額となりそうだから
財政調整基金は松之山町の場含3億円以上を目標にしておかないと財政運営が出

園するところがあります︑これも時代の流れということで決めつけるにはあまり

来なく馨ことが予警れていましたが現実のものとなぞ裟す．今は犀先
の財政滋も羅でき馨という蒼い状羅あります．爵層合併も財政が起

合倦ついて松嶺町が選択するまで繕︑町民講座を警め自主的濡動の会

にも酷のように思うところであります︒

が提案箏項など議論するための惰報を提供されました︒充分議論が尽くされたと
は書えないと思いますが︑このことは大変慧義があったのでないでしょうか︒
含併後は︑松之山地域の﹁地域づくり﹂は住民参爾型により多くの意見の違う
人々といかに合意していくことが出来るかが鍵を握っているものと思います︒自

ら治める地域づくりで発展することを願っています︑

5

〜長麟聞の護尽勇匿感謝じま蓬《》

小林

一最終縫導に辮ぼ慧て
松之山地区協議会長

︑省魂漏よ永遠紅
正平

門温故知新恥

松婁地区協議会長

久保田

秘夫

松蟹地鼠の広域的な運鰻による灘務の能灘化

と︑相獄の協力により地域の発展に欝与する為︑

地鷺協議会として発建したのが昭秘卿銀︒あれ

Q年が遜ぎ︑この渡の市町栂合併に当たり︑
から3

事の内容を簡単に記しザ︑みたい．

地臥協議会の在り方もまた検甜の必要があるか
も簿れぬので︑き地匿協議会の今迄の粟なる仕

撫町村・憲欝により︑欝地の小集落の要望導は

つき︑門混故恥の瀕に少し触れ州蜘新幅の醸は今

地域や鰐の纂︑禽併後の将來展望などを書け
と煮うことでしたが︑老兵は賜に過宏の入問に

としま・す啓

後を撫う皆樺の御濡躍に獺待潔し上げて︑結び

6
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門︑

︸霧地璽協議会長摺澤

幾多の協議や調整を璽ね︑粁余曲折はありま
したが︑いよいよ親㎜︐↑鷺町撫 になるときを
迎えております︒職の歴史にとっても︑住幾の
坊さんにとっても大きな節類を迎えたわけで︑
不安と稀望が交藻しているのも事実と認識して
います︒然し︑麟・県や町の今後の財政状況や
入爲減︑少掌轟齢化の幾実を昆るとき︑やむを

てやっている事︑又︑役場からの鎌週の文欝は︑

創立当祷より︑3集落︵環蕉240戸︶の思
箆・要望の取りまとめ︑関係機関への連絡・協
調︑公難旛設の運営に対する協力と後援等は︑
何れの協議会もやっている郵と思うが︑地匿の
諸魚捉建の譜翼徴駁漆務について事務縄を設け

3班﹀に分別し︑各猟
脇議会で3集落姦班別︵3

の軽減に役立っていると思う︑

長を通じ各班へ醍布している事響である．各種
負担陰の徴収については︑役場より畢く鷺座振
替に切り馨えており︑松嬰かんばい退済金を嫡
め︑小学校給食費︑各種幕鍵等︑協織会騨︑微収
するものは一切矯座擬替で︑班長・鷹長のほ事

今迄と違って行政に反映しにくいと思うが︑︾︑
の為にも松之由︑円の協議会と各地賦協議会の

以上が当協礒会の戴なる仕窮であるが︑これ
らに伴う管理運欝費も飽の地獲より多少は多く
かかっており︑この運冨については今後の検討

存薮が重要になって来るものと思われる︒

諜題であろう．

常に︐催んでいて良かった掃地域づくりを目
指して地域の漉性化を麗り︑住民の相鷺連帯感
を 翼ん中漏に置き活動を続けてきました︑そ
して今︑年々少子隔齢化が進んでいる理状を見
るとき︑この諜題を乗り越えることが鍛大の諜
題であります．今後︑更にお互い助け合〜精神

蜜漏〜ヒ住んでいることは︑

りたいと毒えております︒

いつも誘りに思つており康す︒奮併にはなりま
すが︑今後も州 憲魂しが永遠に受け継がれて
いくことをお互い願いながら︑潜動を進めて参

てきているここ

小規模な地域とはいえ︑幾多の賢入を輩出し

をもっていかなければなりません．

てきたといっても遍︑︐ではないと薫汲ます︒

協議会︑地鼠体協︑分館の3本柱の脇力で︑畢
校があった時と隅繊もしくはそれ以上に濤動し

春の観桜会をはじめ夏冬の体麿祭︑東璽松之慮
会との交流︑校撫︐の跡地利用となった襲慰小喜
市の照際製菓撃題学校の生徒の受入れ等︑地猟

わけです．︑協議会もその豪ま継続ということで︑

の闇校であります．美ま3年の歴史に終止符を
打ち統 すると．奪つことはヨ蒔︑地賑民の蕾渋
の選択で凌り家した．瞬当局と塘獲民の協議の
上︑発展的な統合ということで住鷺が納得した

き︑忘れてな露な聖のが昭和63薙の．一省小学校

わが地区である﹁三省︑㎞を振り返ってみると

碍ない選娯といわざるを得ません︑︑

｝｝

惣広報まつのやま矯がこの轡で︑蝦終弩となると

きびしい時代になスことから︑含併することが

のことで誠に寂しいことでございますが．これ
も︑この松之慮町の人鷺が3千人を翻り︑松之
出溝がます藻す少許溺齢化になり︑財政的にも
松之由町にとっては艮かったことかと獺います︑

松之魚地区協議会は発懲当時︑松之撫地鼠の
皆さんの親睦を深めるために設立されたと闘い
ております．．簿購は︑春の桜の隣期に釜地持ち
懸りで花見大会を醐催し︑皆さんの親睦を深め

ら麟たと闘いております︒その後花見大会は︑
鷺帰り筏察旅費に変わり今に灘っています．今
はその飽︑地区の体欝脇会の皆さんからご協力
をいただき︑湯鴇運動会．校鼠民大運動会響に
には︑擬興藝携駈等に御礼と御．纈いに︑

お蕃伝いさせていただきました︒又︑蘇雑暮れ
趨搬方と翻らしていただきました︒

も含め蒋えてゆかなければならないと思います．

響

維

畢曝

蹄

要

今後は︑籍群になると地形的紅は︑今の松之
撫町は粥の中心部から靖の弩になってしまい豪
すが︑親睦を深めるだけでなく︑取り残されな
いように︑又︑松之磁地域が活性化するように
皆織と知恵を出し合い︑委籔構成と規約の改騰
地獲の皆様︑ご協力を御顯い致します︒

瓢

・灘

議く

饗良郵奮

幣

鼻将

市町村含傍によ琴「町が閉じる3という歴史の大きな節自を迎え、住罠のどな

を難ま鵠縣羨蟹識愁鞭壕藩惚馨ら奮鞍駿黎難騰

地域のり一ダー役として頑張っておられる各地区協議会長さんよ9、それぞれの

地域の歩みや思い嶺．そして合欝後の将来展望などについて語っていただきました。

継
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灘灘蔓
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瀞

醐

︾響熱

︾紗
総

灘轟轡

蝕購
灘

北葎姻地区の発展を賜して
上布娼地区協議会長樋鷺一次
翻線化・構報化といった歓会簾鏡が大嚢く変
化する中︑少子化や嵩齢化簿なかなか簡単には
解決できない様々な糊題を抱えています．46年5ヶ

月で磁緒ある歴史をもった松之由跨が幕を甥じ
ることになり︑縫会傭勢とはいえ誠に残念であ
ります︒

蚤地域の東摺小学校も︑平成9年に全校兇童
が王権台になり︑松之由小学校へ統金しました．
校歌に噸鶴瞬の由並み蔑くとも︑降り積む難は
深くとも︑塗壼ようと自治と協力の行乎さえる

思い鐵と新南の夢
村撫

竪志

石塚

0年
娠りかえつて5

浦爾地区協議会援

幸貞

災審の葎あけて今度は藻蟹に見舞われ︑榊難厳っ

下奮損地露協議会長

単成の倉欝により松之露の歴吏が︑瓢たな患発

て⁝難︑露鰯の運命的な悲哀を感ござるを得ない．
0郊︑ご欝で
浦繊材が松之由に禽併してから今爺で5

夢を灘会に求め多くの著奮が滋っていった．
昭秘の大含償といわれた松之山層との食勝には︑

であり︑﹁暮らしは砥く理懇は蕩く﹄の志を待って︑

しかし私達ふる蟹の山河は︑曹も今も変わることな
く悠々と流れている︒少鶴購代は貧園が普通の盤活

代と共に大きく変化してきたのではないかと思う︑

籍ることできない︑さまざま箏件があった瀞経済の
成長・祇会資本の充実で︑盤活様式も人々の心も時

の第瞬歩として4月三鎧から始まろうとしてお
ります．︸歩には遵なき遺の第岬歩もあれぱ︑牽
塁・膏璽の蕨の第騨歩もあります︒それぞれ綱じ
一歩でも．覚繕はみな違っています︒瓢辮への倉
償も︑今後蟹年・千母と続くかも簿れぬ﹁薮たな購
代を盤き抜く繍ための構勇気ある第榊歩﹄が求めら

昭姦の含轡は︑着さもあって鱗萌に残っており

れているかも知れません︒

ますが︑今の金併と異なり希望・夢があったよう
もありました．

しかし︑週錬と少子化で王06駕の学び禽﹁輝
野小学校幅の灯が滴えた昭秘葡奪3月鐙紹にムー
ドは一変︒公罠餓分館として利薦していたが︑集
落と離れていて利期も滋少し︑冬期闘の維持管理

に感じております︑芦数・人瓢も多く︑鷲さのカバ奪

いることは当地賦の誇りであると思います︒

あまり抵航感がなかったように患う︒今霞と姥べ︑
往段意識よりも政治力が支配していたのかも簿れ
ない．甕聴は︑小学校と鍵駕していた中学校の独立
校禽建設．親鞍の町道浦田〜松之忠線の醐通︑実湧
機能の設罎等が禽俳の粂件であった︒串学校建設は
地域の願いでありながら建設位置について鷲転鰻
転し︑浦鍛地域が糞二つに翻れて混乱状態になり︑
霧葎腿も婦人会も親類も念めて険悪な鷺々が続い
たことが印象深い︒ようやく妥協を鶏ねて建設され

郷かあ愚婦と歌われているように︑癒々に翻ま
れ︑豪磐．畏い冬等︑厳しい環境の寧で膏って
きました︒こうした藥境の串で忍鮒力や銀力が
賠われ︑多くの人達がそれぞれの場で濃羅され
ています．欝に逡立鐵営業毒が多く鱈躍されて

劉でした．筏賀の藏が記憶に残っております︒簸
後まで諦めることなく夢に陶かって進んだ代騰

が麟みでした︒当扇のお骨携りでコミュニティ蓄
センターが建設された時の︑地︑鷺のよろこびは格

上獅綴は境蕪︑戸数王23︑人環2鷺3名で
す．住幾一人一人の鰯穏を大切にしながら︑誕
し含いによって連帯感を講め︑今後の上籍獅地
鷹を特魚ある明るい地域にするために取り綴ん

たのが︑環難の松灘園の場漸である︒

その帯学校も単成に入り松之宙串学校に統舎さ

で︑感謝の気持ちで一杯です︑陶長始め憲馬の暖

みがわびしく建っている︑讃時の紛華が夢の奴く懐

れ︑今は跡形もなく滴えて︑松涛園の横に総念碑の

かいご理解の賜です︑

夢といえばいま︑つあります︒地簸唯︸の道路

合併は時の流れの一環であり︑凝しい時代へ

でいきたいと灘えております．

﹁県遂五十子平〜轟懸線︸の敗農です．蕾の都道で︑

松之出との禽併から畢働紀を経て今度は十鷺町

かしい思い出になっている︒

ゅく変遷．時代は変わっても︑地域の騰吏や飯統は

市となり︑小さな霞治鉢から大きな欝溶俸へと移り

先人達の築いた財麓であり︑失うことなく後鍛に残

禽併協議会で決まった瓢市のビジ3ンや協定窮

してゆきたいものである．

遅れている解も沢由あり︑鰯潔への光を求め地方の
欝を大にして新霧の発展を祈念したい．懸の地絨澗

項を避轡するのは蚤然であるが︑周辺には不便な筋︑

新衛と天下の名湯までを結ぶ巖煙道路として

望が多かったと思い諜す︒

くり壱みんなで響えていきたいものである︒

生や特鼠を湧期し︑地域がカを患し︑元氣な地域づ

として活躍した道跳です︒今改良が進められてい
ますが︑県単審業のせいで粛々と進められており
ます︒代行遊踏の改良の晦機を逸して隣期が悪く
なり︐力不足も痴わり︑あの鍵での完了になると思
いますが夢を更に大きいものにしております︒
合併閥題の議しが進んだ跨も︑この︸本の道が
繋いだのか︑地賦の皆室んは牽鷺町帯との合併希

綱欝は松之山から通じる物資︵特に果﹀の運搬道踏

の鐵発と毒えた

禽糊

いと患います．
侮纂にも替え難

い心安まる松之
霞を今後も大切
にしていきたい

ものです．そし
て︑上衛絹地区
が益慶発展して

たし ます．

いくようにお力
添えをお麟いい

しくなります．

完成を夢見ていると︑来來が購けてくるようで楽
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◆纏移め鵜

シ》一ズ

地球温暖化をテーマとした3回シリーズ。最終園は、

ギどうしたら地球温暖化を克服できるか！」について
お語いたします。

まず、これだけは覚えておいて欲しいのですが、
私たちは無意識のうちに色々なエネルギーを利駕し、

便利な生活を送っています。そのありがたさが一番
分かったのが．皮肉にも中越地震でした。当時、電気、

水道、ガスなどあらゆるライフラインが寸漸され、

一時的にしろ普通の生活が出来なくなり、大変不便
な思いをしました。幸いにもガソリンや軽油などの
化石燃料は使絹可能でしたので代替出来ました。
では、この霞常の生活を支えている大切なエネルギー

と温室効果ガスの関係について少しお謡します。一
般に石炭や石油燃料によって生じる』エネルギーには、

松之山購地球温暖化防止
活動推進員

二酸化炭素などの温塞効果ガスが発生することは理

高橋樹男

解できますが、電気を使うのに何で二酸化炭棄など
の温窺効果ガスが出るの？と疑問に思うかもしれません。電気の発電には水力・火力・
原子力などがありますが、現状では電力発電の主力は火力発電で、CO2発生の3割を占

IO創創F1

める藻大な発生源なのです。このように私たちの生活を豊にするために消費するエネ
ルギーにはすべてCO2などの温窯効果ガスの発生があると書い換えることが出来ると
いう事を覚えておいて下さい。

◇憲都鐵驚書
テレビやマスコミで鍛近良く取り、監二げられるので、

その1つは、第工約束期問の目標達成には、

臼990

誰もが露葉として知っているギ東都議定書払でもそ
の内容を疋確に分かっている人は案外少ないのかもし

隼以降」の「澄接的かつ人為的」なf植林・再植林・

れませんので復習してみましょう。

できる

今年の2月絡臼にこの窟都議定灘が発効されました。
これは地球潟暖化を柳止する勲で歴史的な第…歩にな

るでしょう。しかし各麟が臼標を達成できるか、また

森林減少」によって生じる吸収・排出分に限って算入
とあります．硬い文章で分かりにくいですが

簡単に書えば、その森林を溝生あるいは増やした分の
溝費を換算しても良いということです。

飽には、

共周実施

という方法があります。これ

巖大の温室ガスの発盤蟹であるアメリカが窟都議定露

は先進翻が共1司で温暖化対策事藁1を行うことによって

からの離脱を表明するなど周題も慮積みです。ここで

生まれた排患削減慧を、先進濁の削減目標の達成に算

環奉に患された宿題は

入できる翻度です。

6つの温室効栗ガスを糧90寒

基準（一部は稽95年基準〉として2008鐸から2頓2年
の間に6％翻減する という内容です。

しかし、との穏標達成は簡単ではありません，ちな

それと、

クリーン開発メカニズム

という翻度も

あります。先進扇が技術や資金を提供し、醐発途上麟

でその麟の持続壇能な発展を助ける漏暖化簿策箏業を

みに現在は1990年より温察効果ガスが8％増艇してい

行うことによって甕まれた換患潮滅量を、先進顛の削

ます、つまり、今後3〜7年の賜に現征の湿室効果ガ
スをi4銘渕減しなければいけないわけです。これは全

減目標の達成に算入できる綱度です。

園民が便利なエネルギー一を捨てて、原始釣な盤活を62

聡で捻串害軽当難の・一部を取引することができる綱度です。

欝問行って達成できる数字だそうです。そんなの不薄

潮減目標を達成できない團は、目標以ま二に湖減した先

能ですよね。でも、この麟際的な約束事の申にも取り

進綱から余った麟減分を蟹うことができる舗度です。

排出量取引鈴と纏ぎう綱度もります、これは先進麟

決めやルー一ルがあります。
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では私たちは、潟暖化を防止する為にどんな事が出
来るでしょうか。右のグラフを見ていただくと分かる
と思いますが、家庭が排患する温室効果ガスは全体で
は招％です。余り効果が期待できないので伺もしない
のではなく、私たちが出来る事から始める事が大切で
す。それでは、まず家庭で出来る事で効果が蕎い順に

日恕》二＝葭鰻繍炭灘踏群鰍墜麟老鰭鑑（2002年》

一餐邸門1の蘭接欝繊灘一
蜜爽き蝕鯵瀧鰹｛奪婦第鐙遷＄莇ξ纐4｝

鴨物

麹薫

並べて見ます。

1。電気、ガス、石油機器などを買う時は、省エネル
ギータイプのものを選ぶ．
テレビ、冷蔵庫、エアコン、照明罷異などは省工ネ
性能の腐い製品が市販されています。製最を買い換
えるときには、省エネを考慮して購入します。
購入の目安としてエコマークの付いている商贔を選
ぶと良いでしょう。車の購入に際しては、燃費や赫
気量をよく検討して、必要に応じたサイズを選ぶ事
が大切です。狭いβ本、それほど大型車は必要ない

蒲辮
，2億4800万トン

2002隼
二蒙化炭楽（（Gミ｝
罵生｛簾郷き都鱒

獲叢熱鐡
難蕪籏

換算

纏，8e
欝

省エネ製品に付いている
「エコマーク」

のかもしれませんね。

2．エアコン・冷蔵庫を正しく棄てる。

エアコンや冷蔵庫には、フロンや代替フロンという
温室効果ガスが使われています。捨てるときにはフ
ロンや代替フロンをきちんと回収する業者を選びま
しょう。（フロン回収破壊法、特定家庭期機雛再商最
化法（家電リサイクル法〉〉

3．家族が同じ部屋で団らんして過ごす。
家族が別々の部屋で過ごすと、冷暖虜も照明も余計
にかかります。

4．近筋の人と自動車を共有する。

自動車を綴人では勝禽せずに、近所の人たちと薬有
します（カーシェアリング〉。

5。漸熱性の高い住宅を建てる。
新しく家を建てるときには、次世代省エネルギー基
準を満たす高断熱蕩気密住宅にします。断熱牲の良
い家は、省エネで光熱費がかからないだけでなく、
温度変化が少ないので快適で健康にもよく、結露も
防ぐので住宅も長持ちすると露われています。
他にも考えられる事は沢山あります、エネルギーを
節約する事は家欝を助ける事にも繋がるのです。ま
た節約した分で美味しいものを食べる、なんて事も
楽しく温暖化を防止できるのではないでしょうか。

温室効果ガスを瀞1減し、さらに省エネルギーが期待
される新技術が実絹化されつつあります、その中のい
くっかを紹介してみます。

まずは照明です。今後…番期待されているのが 発
光ダイオード戚D です。すでに乾電池式の照明には
使われていますが、この特徴として非常にエネルギー
効率が良いことです。このLEDが安価に大量生産され
ると、パネル化され、光る天井や壁の未来型住宅が実
現するでしょう。

次に蓄電池（バッテリー〉に関する技術ですが、今
この分野にも革命が起きようとしています、その技術
は

キャパシタ

シタ

、

イーキャスシ3、

電気2重屡キャパ

と呼ばれています。この新技術は電気自動毒に

は強い味方になる技術です。

自然エネルギーを上手に利壌して発電しようとする
試みも行われています。すでにご存知かと思いますが
風力発電
太陽光発電
バイオマス発電 などが
期待されています。特にこの地域で窃望なのは 雪の
冷熱利絹 タをする事です。これは雲を夏まで上手に保
存して、その雲の冷熱を利爾して、冷樗や野菜などを
保存しようという技術です。

搬
．，〜欄

今まで私たちは豊かさや便利さを追求してきました、その結果生活は便利になった反面、大量にエネルギーカ轡要になっ

てきました．私は蝋顛の夜中に蹴山燈頂したことがあ弦す・標紛・Omから見燐色は今でも忘栃攣せん・
なんと、静岡から東京を中心とする駿河湾一体が夜中にも拘らず、大きな発光体になって見λるのです。夜中でも編んなに
大難にエネルギーを消費し続け、絶え間なく温室効果ガスを撒き散らす文明がいつまでも続く搭ずはありま竺ん。

地球温暖鰯止で履変えなくてはいけなも劇ま瀬たち殊昧の翻では獄・でしょっか諦狂勅意の爆消
費の時代は終わったのです。これからは鰍を上手に糊して、なるべく少ない工不ル熱で泊然にも士癒球環境に磯し
い生活をする事が求められるのです。

今、地球温暖鯛題騰大の環境購です．醐は醐されつつあるこの厄介鯛題も・獄では解決の光が働幌え

たと勧た醸です．私たちがこの危機をしっか騰識し、一人一人が雛や鵬でしっかりと活動し・行政や蝶も積極
的にバックアップすれば、この人類鰍の鰍秘ず解決できる問題だと信じ・このシ肝ズを購とします・

9

繋i霧織欝鱗難灘難i懸嚢鑛灘雛灘灘籟灘繋灘鱒嶽欝醸鑛
新年度から松之山地域にNPO法人ギ松之山いきいき隊」が設立されます。このNPO法入は、高齢化が進むなか地域住昆の
助け合う緯織として設立されます。設立されますと、腐齢煮滋帯の方々などに対して、こんなお手伝いができる予定です。

ヲ
鰯

麗根の雪掘
冬場の道付け
掴人道の確保
冬囲い
農協、役場事務の取次ぎ
運転手業務
水路確保、管遅
障子貼り、襖貼り
イベント手伝い
買い物取次ぎ

枝おろし
由の管理
農道舗装

公力の代理
側溝掃除
秋始末
大工作業

草取り、草刈り

IF創創FI

周り片付け
自給畑の植付等

籟や國鯵からの受託事業

難締勧発潴．事務局へ離．各地区班長隊員へ連緯受注作業実施
後欝、お手伝いさせていただく隊員名簿や料金表等詳しいことを、各戸宛てお知らせいたしますが、

高齢春が安心して暮らすためのもので、多岐にわたり活動します。

馨

嶽

蝦辮嚢灘鱗懸覇

森の学校門キョロロ駐車場﹂

3月26顕︵土︶

時

▼9

0分まで
午鹸5晴30分〜8時3

少雨・小霧決行︒防寒具・長靴など暖かい身

▼集 合

▼その他

ロロでお貸しします︒

支度を︒双眼鏡などがあると便利です︒かんじきはキョ

灘鱗灘鞭難灘黙韓購難購難灘難灘雛騰螺蕪鎌難鑛灘灘講翻灘灘繍鐵灘購灘麟遜繍灘藻譲
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あらた

じょう

丈ちゃ舶歳5ケ月）

新大ちゃ舶歳5ケ月〉

籾宙英明・祥子さんの長男

小林奮昭・さつきさんの長男

（湯本・由根屋）

（上蝦池・中遵）

だちさ．うつぶせで滑ることもできようになったよ！

ボク 5あらた っていうんだ．よびやすい名前で
しょ。 好きな食べものは、パン、焼きうどん、せ
んべい、エネルギー系は十分とっているから、いつ
も元気いっぱいさ！
あらだ昏は、絵本や乗り物
いっぱいの本が好きなんだ。乗り物好きは、パパに
似たのかな？ お風呂も大好きさ。いつもパパと一
緒に入るんだ。パパの大きな鳶中だって、じょうず
に洗えるよ！ 天気の饅い∈3は、ママとお散歩に行
くんだよ，このあいだ雪捨て場で遊んだんだ。雪の
上っておもしろいから、全速力で行ったり来たりさ。
ママは、「危ないから行かないで！」って、ボクを
つかまえるのが大変みたいだったけど……、ママ心
配かけてごめんね！ 写真の笑顔ステキでしょ、）で
もカメラの前でボクがなかなか笑わないから、パパ

【お母さんから一書》

もママも苦労したんだって、つくり笑いは、まだ

愛称は ジョウジョウ さ。お父ざんよりジイに
似てるって、みんなはいうよ。カメラのまえじゃ笑
わないけど、なぜかシャッター音の後で大笑いしちゃ
うんだ。

と

好きな食べものは

かっぱえびせん

、，

いちご

ともなっとう

にんじん も大好き、おか

ずの中からひろって食べちゃうんだ。

遊んでいて

ごはんを食べないと、お鐙さんが「 バアヤにあげちゃ

うよijっていうから、ボクも手伝ってじらバア に
食べさせてあげたんだ．とても霧んでくれたδも
お樗憲は

いないいないバァ〜 レ、ネコのタマにも

「バァ〜！」ってやるんだ！ 天気のいい日はおそ
とで遊ぶけど、雪の日は、おうちのスベリ台がお友

人の悪〔コを言わないやさしい子になってほしい。

【爾親から一言〕

【お父さんから一謝
名前のとおり丈夫な子供になってほしい。

素直で明るく、冗気に蕎ってほしいと思っています。

鰻欝 鰯

5驚

諜

難 灘黙

！「硅
i
l
i
i
l
i
l 1憾無
13無
14簿

簸後の診療翫だよりとなり濠じたので︑私が松之山に

等0罵

来てからの3奪闘︵棉簿〜怖年︶の診療醗会計の変化を

i

弓

図／は収入と支慮の推移でず︒収入が多いからと言っ

応％

図にしてみました︒

レ

i／
1

ても︑患者さんも題の国保の負撮も多くなりまずから︑

り！

12無

■、〆

3⁝ーi

50。至

至2鋒13黛14隼15鋒

O

ノ◎
一

繰越雲破入と支溝差遜か

灘
欝
器
灘

占．鍵馨は謁蜜の坑．％︑租

⑫

！2驚13葎宰4年｝5隼

霧んでばかりいられません︒収支の差が大事でず．診療

o

國2の棒グラフの灰色部分は収入と支出の差︵繰越金

5モ万

所会計の規模は4割弱まで圧縮できました︑

肇臆

額︶で︑白い部分は購からの繰入金額です︒繰越金が多

筆億5モ万

くても繰入金が多ければ当り前だと言われましたので︑

2難

その比を取ってみたのが点線上の黒流です︒繰越金の割

2億5子万

合が多くなっているのが︸目でわかります．

入出
収歳

湘入
倣歳

⑳

（

あ

らだ寒には、むずかしいよ！

夢

誘

蝦
叢
懸

3月号の巻

（麓1α鋳交：農式き享より）

ぎ

麟岬﹄麗

灘

1創創創FI

3月88（火〉

耶編鰹．

｝

鵜灘欝獅馨難⁝㏄馨欝墾馳鞭購

卒業生屑名
いつも明るく前向きに生きてください．今が大切i
一§舜・一瞬力せ大切！

松高・松中の諺奪鑑

3年間のそれぞれの思いを胸に︑新しい旅立ちへ

3月48（金）

卒業生29名
ふるさとを持つことは宝である，替しいときはその宝
を思い出してください．（井上校長式辞より）

3月5iヨ（土）自然休養村セ1ンター

な地すべりとなり悲惨な爪あとを残しました。
あれから40年経ち、悲惨な地すべりの記億も忘れ去られつつあった
§乍年謹0月23臼、新潟繋中越地震が発隻しました。大地すべりに蕃し
められた松之宙住民にとっては、とても他人事とは思えませんでした。

このフォーラムは企爾されました、

当臼は、地すべりや防災の奪門家によるヂ防災・まちづくり対談」
をはじめ、松之宙地すべりの記録映爾の上駿、体験蓄の生の声、松之
山朗読教室のみなさんと松之由小学校3鋒隻による朗読と歌「おらが
村の杢兵衛さ」などメニュー盛りだくさんで、訪れた約2百名の参趣
蓄は、過去を思い起こしながら熱心に閾き入っていました

朗続と塾お︑顔が村の盗兵衛さ

臼ごろから防災慧識を高めるため、あの大地すべりを思い起こし、
若い世代に語り継ぎ、そして、松之慮から全国に働けて発信しようと、

地すべり体験者の生の声

昭和37年に発生したヂ松之山大地すべり」は松之山中心部を襲い、
その動きが翌年以降も止まらず、約850haに及ぶ他に類をみない臣大

防災・まちづくり鮒談

〜あの松之山地すべりから40年〜

72

繍ゆ

蝋
轡

喰

》

肋とび

騰萌験ん

橿原ちさとさん

（松之由礪脇） （黒窟・九雛門） （天水越耀）

ク鋤ンず説と

おさん騎ること

（総◎鞭）

スキー

騰かくεと

本由 拓案くん
本山 哲広くん
櫨木 翻太くん
小O 紋炉くん
高橋 玲奈さん
（膿立。しなん木） 〈鰍柵盤）
（兎O・植耀） （松之虜・みのや） （天麟こびき〉

スキ崎ること

とびは膨る混

柳依臨ん
舗騰さん
（鵬本。繊麗） （槻醐灘鋤
な枇ぴ

べん灘う嘗る批

舗夏輝くん（天水麟後鞭敵〉
離獄くん

（懲灘・山根）

鷹いいく報こと

福原遅沙さん
（小谷・干蜷〉

だいいくがし薦い

内由

亮くん

（天鵬、雛㈱

甑㌫磐る批

胤、いく驚こと

さ燐彌産翻鍛

滝爆

史奈さん

お甑鯨狩る鍵

醸鯨う

小野塚今8子さん

淑欝る批

椥静饒ん
榊）

（蕩本

（愁越・小坂〉 （潟本・糠屋）

εく胴る批

灘薫継響ま筏蜘

（豊肥蟻徳）

光気な子傑たちからのメッセージを添えて紹介します

保坂翼くん 触恭歓ん 布施転くん

鴨鋤猟

高橋

ちなさん

（鮪撚総〉

佐藤

怜くん

（称越○韓ん）

胤・い⇔る批

たし激鵜瀧

融
榊駒くん
（よ川頚・森下）
しのへ汽きょうずること

歪3

憲駕野酬
高橋優謝ん
（箪州手・大蕊）
（蕩本 桝爾）
薫しさんずるεと

こ（ごすること

高橋朝暢くん
（天水艦。和艦郎）
ワoプ）ンスキーす

ること

本由

箔くん

（田箋立・富下〉

ワーん寄るεと

小野塚雄大くん
（藤麓・豊則）

あ送13｛こと

4月1aより県の地域機関が

一

㌣

十日町地域振興局などに変わります
松代町・松之山町は、県の地域機関は上越地域振興局で担当してい

ましたが、市町村合併に葎い4月！aより十臼町地域振興局に変わり

難醸灘難

灘騒縫麗・

g o

．嚢

羅灘覇

慧，麗

ますのでご留意ください。（ただし、労政に係る業務は長岡地域振興局、

環境及び林業に係る業務は南魚沼地域振興局（六環町）が撫蚤します。）

問合せ先：県総務部新行政推進室TELO25−285−55n（内線2135）

5月1日（日》軟行予定
新r十日町市」市長選挙・市議会議員

一般選挙立候補予定者説明会
市町村合併に伴い、新ギ十環町市」の市長選挙及
び市議会議員選挙の立候補予定者説明会を開催します。

この説明会では、立候補にあたっての必要な手続き
係麿は、出籍してください。

、菱講1灘鞭，

，灘離搏織萎糞

市長選説萌会

市議選説明会

4月4日（月〉

十日町市保健センター

2階集囹検診室

午後肇時30分から

4月5目（火〉
午御時30分から

十a町市「クqステン」
2階中ホール

布議選説明会は、会場の都合が
ありますので、一候補者につき
2人までの出席でお願いします。

温泉センター『鷹の湯』でお申し込みください！

4月から十段町市になることにより、温泉年間入
湯券の受付の方法も変更となります。十田町全市戻
が対象となることから、写真のほかに本人と確認で
きる身分証明証【運転免許証・健康保険証】が新た
に必要となります。また、受付窓口を温泉センター「鷹

の湯オのみとさせていただきます。

年問券は、現金と引き換えとなり、即臼交付でき
ない場合は、引換券を発行させていただきます。年
問券を4月、ヒ旬までに交付希望の方は、3月25臼頃ま

でに串し込み手続きを行っていただき、4月以降の
ご入浴の際に現金と引き換えにお渡しいたします。

温泉年間入湯券
獺嚢蝿鋸／・…

噸

市践用個人券

20，000円

市民用家族券

30，000需

問い合わせ
十臼町布選挙管理委員会

市外罵個人券

25，000門

TEし025−757−3等肇嘆

市民環老人券

5，000円

も

必要となるもの

4月璽日より松代・松之山地域の所管が
『ハローワーク十日町』に変更されます
新潟労務局のハローワーク薄編整備により、4月
王鐵より松代・松之山地域の所管がザハローワーク
十臼町」に変更されますのでお鍛らせします。なお、

①本人写真（縦3cm×横Z5cm〉
※写真の裏面に氏名をご記入〈ださい
（家族券の場合は、一人ひとりの写真〉

②身分証明証
運転免許証か健康保険証
（家族券の場合は、健康保険証を必ず提示）
③現金（年間券料金〉

所管の変更に伴い、労働保険番暑及び適罵事薬主番
鍔が変更されますので、ハローワークもしくは商工
会にご確認ください。

が全電に及ぶことにより、入湯証の発行が園難とな》ました。

携灘覇綱 餌欝．．垂．鞭．十臼町市下川原町43
（十日陶公共職業安定所）

今まで、70歳以上の方には、f老人入湯証達を発行し、提
示していただくと⑯0円でご科絹いただけましたが、対象

rrRO25−757−2407

4月以降は、身分証明証（牽β跡市民でアG歳以上である
ことを証明できるもの。運転免許証か保険簸〉をその都度、
窓口に提示いただき、璽00円でご利絹ください。
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について説明します。立候補予定春、代理人等の関

温衆年閥入湯券（鷹の湯・翠の湯の蔓通券》は

難

16，100円

き．上げられ、平成29年4月以降、王6，9001：Xlで闘定され

肇6，660円

等
璽4，420円

弓〜／o

平成篠7年4月から口座振替早収早割制度が導入されます。

怖、ノし）

の口座振替を行います。
◎帯額免除の方は口座振替は畢割翻度の対象となりませんのでご濾意ください。

固定
16，900円

→
←
16，380円
ます、

市町村合併に伴い︑乳幼兇の予防接種について調整した事項のうち被接種着
ついて留意してください︑

に直接かかわることについてお矩らせしますので︑薪年度か︑bは以下のことに

蕪対象者への通知方法の変更について

①予防接種の欄人通知は行なわないことになηましたので︑接種日程等は
次によりご確認くださ恥︒

轡年度末に健康カレンダ⁝︵新年度保健事業目程㎜覧︶を配布します︒
憩市の広報紙に翌月の鶏程を揚載します︒

②平成欝年4月2β以降に挑まれた子には．予防接種予診票の冊子を送付します︒
︵総子には︑各種健診悶診票も含まれています︒︶

鯵鶏子には︑乳幼児期に接種する全ての予防接種の予診粟が入っていますので︑
小学校に入学するまで大切に保管してください︒
懸上記の対象者以外の方には︑対象の予防接種の爵期に予診票を送付します︒

灘接種会場について

が異なりますので︑健康カレンダ茎又は甫報等でご確認のうえおいでくださ寿

①新隻奮総︑松富涯の方は禽慧と馨ますので︑予防接警と懸場

②接種は荏住する支勝管内の会場︵松代・松之山︶で受けることが墓本になります︒

※但し︑お子さんの体調等が整わないときや︑支所管内での接種機会がない場含は︑
勉の会場で接種することができます︒なお︑会場を変更する場合は︑必ず前旧まで
に接種を受けようとする会場の支所へ連絡してください︒

鱗麻疹・風疹の個別接種について

D松之出支漸管内に荏建のお子さんが麻しん・風しんの予防接種を受ける場合︑
︵松之出診療漸に限り︑1歳過ぎたら随時予防接種の串込みをすることができます︒

※接種を受けたい時は︑直接松之由診療駈釜596−2240︶に連絡︵予約︶をしてください︒

②松之撫診療所以外での欄刷接種を希墾する場奮は︑支所へ接種の辮込み︵春．徹災施︶が必要です︒

※4月董臼以降は松芝幽叢駈の健康福祉諜へ籔596羨漂69︶

麟聞含嚢先輯松之幽驚保健慰ンター保健緬求饗徳596−370諺
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蓬4，700円

毎隼280円ずつ
「 アップ

緩難霧霧灘難駿簸懸雛

現金納付の劃引額2，890円と比べて530円お得です。

嘩5，540円

考
→
壕
で5，820円

月からは！3，580円となり、その後、毎年280円ずつ引

、」

※現筏の口座振替はユヶ月遅れで引落とされています。（例14月分は5月末引落とし〉
◎お串し込み後初回に2ヶ月分の保険料く割引のない保険料＋40胃劉引された保険料）

山岸
役場担当／役場総務課住民係
◎6か月箭納でも口座振替がお得です。
◎すでに口座振替で箭納をご利矯いただいている方は漏出不要です。

穫
褐，980円モ
循，260円

園罠年金の保険料は、現荘三3，300円。平成王7年4

〈社会保険事務斯に行くことが難しい
場含は役場担当までご相談ください。〉

串し出先／社会保険事務所国民隼金課

ロ座振替で1年間の保険料を前納（まとめて先に納めること）
すると、年間の保険料から3，420円割引となります。

璽3，860円

州
遍
14，140円

国民年金からのお知らせ

喋3，580円

毎月の保険料を早期（当月保険料を当月末引落とし）に振替することで40四劉引となります。

＼

J芝ノ

麹葡

濱ンノ
2流蔵ナ

﹃松之

由町生獲学習だより 公浅館 瘤596−2265

膿慧難劃

昨年秋から鰯作してきた木羽屋根

＼

蓬き替え作業のビデオがr雪国木羽
屋根物語達として完成しました．町
の図欝館と公民館で貸し患しします
のでご利用下さい。
『−

グ
＼1し＼1一ん＼＼ヲ／

醗幽鴎鵡幽鵬

ストヤーノフさんの楽しいピアノコンサート

が自然休養村センターで開催されました。当
段は大雪にもかかわらず会場いっぱいのお客

1寸創qFI

﹁杢べえさんの音楽翻﹂

ヂ杢べえさんの音楽麟」と松代在住のボイコ・

松之山小挙校3・5隼生による

2月26臼、松之山小学校3・5年生による

さんにおいでいただき、小学生の透き通るよ
ボイコ・ストヤーノフさんの
楽しいピアノコンサート

クした「冬のソナタ講のアレンジ翻も聞かせ

﹃．

みんなで合嘱したり、韓国映画で大ブレイ

弛︑

快で楽しい曲まで盛りだくさんの内容でした。

灘

膏楽家の紹介を交えながら、美しい曲から愉

曲鞭齢

また、2部のボイコさんのコンサートは、

織

露

送られました。

㎜繋

うな歌声と杢べえ伝説の熱演に大きな拍手が

ていただきました。

黎籔欝一騰一・一i…繋欝鎌鍛i籔一

灘弦の穏・一一一一翼・尋一一一一一一賦礁翔餐難．

嚢鵜霧灘ぽ癒懸

箋鎌懸擁一一…．・・灘一一一鍵・・難一糠慈懸濠霧．．

鶯襲鐵難源霧鰹語・・

簿駿1鰯・

一俵 灘灘．

i颪鐵一廼灘綴議一 一織

i癒鴛

諜叢藝灘雛鑑・ 一・・￠灘繍懸鑑鱗撚一』饗

灘欝懸懸繊総＠鑛鱗難叢鐵懸灘麟驚一灘鰯秀類霧
趨i霧慰蜷鐵網麟鑛纏i樽叢簿叢懸馨鍵一懸欝養i繍懇、

濠建i嚢態鶏の叢麟一一一…繍一藷編雛講議慧顯難
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陶灘騰穴蟻﹄薄
驚講樵灘餓

平成η年度腐齢者学習講座﹁湯
鳥大学﹂の受講生を募集します︒

4月初めに門教室講座案内﹂を

対象は65歳以上の方です︒

発行しますので︑その内容によっ
てお申し込みください︒

月1回

自然休養村センタ⁝

▼園数

0分
午蔚9時30分〜U時3

︵5月から始まります︶

▼時闘

▼会場

4月28段︵木︶まで

▼交通 往復とも町営バスか︑
自家駕車でおいで下さい︒
▼持ち物 筆記鵬具︑受講季緩

▼申込方法

に町公民館へ︑電話か申込票

にてお串し込み下さい︒

▼問い含わせ 町公罠館まで
倣596−2265

ゑむ
いじ
ト
ぎぺ

難難難難柵醗灘

月絡日
〜4月おβ

．︑鱗灘．擁き⁝︸︐︑

大厳寺高原
クロスカントリーコース

学5年︵男子・女子︶

▼期8 4月抑β︵弩︶
▼時問 午甫8時30分〜午後2時

▼会場

▼種目

②小学6年︵男子・女子︶
③中学1年︵男子・女子︶
④申学2・3爺︵男子・女子︶
⑤少年男子︵高校生︶
⑥成年男子
⑦商校生女子・成年女子
★︵2005年4月2ほ現筏の年

齢・学齢とする︶

★学校長の許可があれば︑小学
4年生も出場可︒ただし5年

町公民館

生の部とする︒
▼申込期限 4月5段︵火︶厳守

▼申込・連絡先

B596−2265
▼参加料 1︑000四
▼表彰各組1〜3位トロフィー︑
1〜6位まで表彰

①小

轍鰍

．表

鯉︾

翼

聖η

倒−

義
ぎ戴
諺評

恥麟．

購ノ

舞難
難

饗

懸獺霧蕪

曲講

讐影蓋

㌔難鰹

趨轟

漁
揖曝難

ヂ
璽謬蹴

欝
欝

撒講

驚影

馨皿鑛燃

σ

δ

N、

今年のセイント・パト》ックス・デイに俸って保育園と小学校向けの塗

蚊

翰絵葱ンテストを開催するところなので、皆様にこの添》ヂーを説朋しよ
うと愚う。

さて、3蝿i7臼はSt．P厩rick

sDayだ。セイント・パト瞬ックス・デ

イと恥う臼はアメリカ・イギリス・アイルランドでセイン熱・パトリック
と磧うキリス振教の襲人を概う段だ。学校ではゲーム懇遊んだり、お菓子
を食べたりし癒がら、アイルランドの文化を楽しむ臼だ。バ擬ンタイン・繁イ（爾欧で「駄Va1ε撲熱ざ
sD＆醐みたむ》に、ちゃんとしたホリデーじゃないけどね。

セイント・パトリックというのは、もともとアイルランドにギリスト教を布教しだ人だ。等》ス欝
教の紳様を説明誘るために、クローバを使ったので、蕃から今臼に翌ま餐クローバがア〜郵ルラン欝と
セイント・パトリックス・デイのシンボルと認められている。

ク滋一バの影響で、グリー一ンという色がアイルラン欝塗桟表寮る蕊とになったから、セ4ン欝・パ
トリックス・デイの日にグリーン色の洋脹を藩るのが幸福と1藩わ総驚鱒る。ちなみに、海外ではセ綴
ント・パトリックス・デイの日にグリーン毯のものを藩な鱒太がツ羅ら耽ちゃう、と嶺う紙統がある1
クロー一バの他、アイルランドの蓄からの伝説懇伝わっだ難￠p驚C姦徽藤猿プレ籔ン）がセイン孫・パ

ト覆ックス・デイのイメージだ。撫プi2羅ンと弊うのは、小さ癒老太の姿を骸だ妖精だ。蚊の麟溢溺
で黄金の：宝が待って樋ると噂されて、レブ琵澄ンはζの宝壱嘗るものだ。だが獣
金の霊鶏セイン藤・パトリックス・デイのイメージとも癒る。

雛Ra懐ck

ン7

sP鰹楽しんでね1

蟹馨麹樋簗簗切鰯欝

骸プ膨謬ン・蛭・

謝欝修
難 嚢

馨

ペント情報
難

融

松之山の名人たちが、伝統工芸の技を12月〜3

キョロロの食体験工虜で各集落のけん

月まで毎週9曜9沁：OO〜絡：00までキョロロホー

︶︶

f

ちん汁を定食でお出しします。（一食600円）

ルで披露します。とくとご覧あれ！

3月王9β〜21沼には、上蝦池集落の

3月6日：民家

けんちん汁が楽しめます。

3月13日：野鳥こけし
3月20日二桶

無

醗

3月27日：桶・ワラ細工
毎週欝曜鷺には、蒼懐かしい地頬（いろり）端で、あ
んぼ、せんべい、焼餅などの実演サービスをしています。

肇・潔働略をo繋タ

雪解けのころになるとあちこちで見られるのがユキムシです。松
之慮では「ユキムシがたくさん出てくるようになれば、雪は大して降
らない」といわれ、春の使者的な存在です。霧上で漉動する「ユキムシ」

にはセッケイカワゲラのように体長が1センチ以上になるものから
トビムシ類のように体長数ミリ程度のものまで、いろいろな虫がい
ます。ここでは須山でみられる代表的なユキムシの紹介をします。

IO

雪上活動するトビムシには、県下でも7種

qF

がみつかっています。須山でもババユキノミ・

、
諾

コシジマルトビムシ・ボクシヒメトビムシの
3種に加えて何種かのトピムシが雪上で活動
しています。これらのトビムシの歯活史はわかっ

ババユキノミ（体長約砺蹴）

セッケイカワゲラの仲闇（体長1〜2㎝〉

ていませんが、
雪の上では樹

㌦

皮や落ち葉な

賃本ではセッケイカワゲラ属とセッ

どに集まり菌

ケイカワゲラモドキ属で8種以上が知

類を食べてい

られています。秋に川の中で育ち、冬
になると雪の上のエサを食べながら成

ます。

虫になります。早春に交尾・産卵します。

ポクシヒメトビムシ（体長約1．5鰍〉

コシジマルトビムシ（体長約2脇）

τ襲025−595・83ηヂAX

〜松之山の2年間の
感想を二爵〜

松之山に来てあっという問の2年

間でした︒松之撫の自然の豊かさ︑

人の温かさ︑雪との付き合い方を知

東頸城郡松之出晦大字松Q712−2

りました︒﹁冬は︑雪がなければ雪ほ

いし︑夏は草が生えなければ草刈り

りという仕事がなくてすることがな

という仕事がなくてすることがない︒

そう思って︑あとは腹をたてなけれ

ば︑長生きできる︒篇最近︑あるお

じいちゃんから聞いた書葉です︒松

之山人の気質がよく表れている書葉

だと思います︒働き者で我慢強い松

之山人の気質を︑ここにいる問に少

しでも身につけたいと恩っています︒

松之由豪霧文化展︑棚田再生事業

などをはじめ︑キョロロの濡動にご

協力してくださったみなさんに︑こ

の場を借りてお礼を申し上げます．

か不安もありますが︑お客様に喜ん

合併後︑キョロロがどうなっていく

でいただけること︑自分にできるこ

彩︶

とを精⁝杯やっていきたいと思って

︵畑田

います︒平成葺年度もよろしくお願

いいたします︒

越後松之偽「森の学校』キョ瓜口事務局

O25−595−8320

ホームページ縦tPl〃揃atsunoyama．com．／kyσroro／

8

14㈱
15團

松、
、コV，

レンダー

16は3簾饗讃灘饗識調籔鵯落名集合〉

2005
18側
19㈱

1團瀦僻購一，5まで

2繊

20〔水3

4捌犠邊欝灘軽者醐会（相購蘇健センタ＿）
5〔知雀叢鞍議談立候瀞定鰍明会（ク。ステン）

6囲春の鋼交通安鑓動一闘まで

21図
22團
23繊

7鵬ポリオ予防擁（松代総禽セン外〉

8團
9脚
第嬉躍松之由温東ク鶏スカントリースキー選手権大会（大厳寺高漂〉

燦炭撒き〈キ華Q澱の田んぼ）

11棚融松之由分校潮

25謝
26脚
27図
28瑚
みどりの鐵

12【知BC蒔職楓松之山診療所〉

クリーン大作戦

松之山診療漸休β当番匿

戻総資料館オ』一プン

30出鍛灘農籔籍曹舗蟹雰婁鐘嚢繋薮峯雪智警）

13鯛
ゼ森の学校建キョロ滋

硝3嬢｛齢会場驚昆鉢驚館
4擬葦讐銭縫（土）触欝葦萎29欝《3勲）

期間中は、バードピア須山で撤
策会を闘催し、山藥の観察と野
外で調理して味わう関連イベン

jをスローガンに、今

年も地域内一一斉にクリーン大作戦

トも行われます。

※詳しくは

願いします。

償595−83ま1

囎》

期顕／4月2劔ヨ（金〉みどりのβ
時閲／午箭7時〜8時（爾天決行）
持ち物／ゴミ袋を持参して下さい。

※詳しくは松之山公筏館へ

容596−2265

19

鯉

ギわたしたちの地域をみんなの力

で美しくl

が行われます。道踏の窒き岱やゴ
ミ拾いに、大勢の方のご協力をお

ヂ森の学校」キ3

簸．

継︐

本地域の魅力を再発見しましょう。

ハ

．灘

松之山の多様な山菜の、実物
や写真と調理法などの解説を展
示します。山菜の宝庫としての

第紛鐡目となる璽山学会は、職
本の漂風景を守る（仮〉3と題し、

松之山の羅山の緬値とそれを守る
方法論をテーマにシンポジウムを
闘きます。講師は鶯谷いづみ教授、

長濱建一郎氏、山本徳覇先生を予
定しています。

※詳しくはギ森の学校凄キョ鑓ロヘ
容595−831隻

、一

1 ＾！∫バ、

梵プいつ硫励うさぎ組㊧碑う

く診妙竃）爵3聯⑨ε導
松之山保奮所
おめでた（出生）
たつひろ

龍大ちゃん
村山一司・程代さん（北浦田・羽場〉

嶺嶺題＼瀕蔑慧癖Q面圃oo恥激鞘

園

おくやみ（死亡）
山岸

剛さん

80歳 新 山（元桶屋）

擁簾雛郷羅籍

灘鞍誘／
あみい

＊2月蝦から2月28濤までの届出分です。

布施葵さん

＊広報に載せてほしくない方は、届患の時

（黒倉・久善）

に窓口にお話ください。
軸なわ（じび

トランポリン
好きなお遊び

しこひる（じ2ろ

すること

圃＠斡毯

ズぜ

ぺ

き

4月績樹▽

2月28日現往ゆ

鑛灘

燈帯数 三，088戸（一2）

（〉内は前月との比較

町民憲章

懸

1㊤創創Fー

畷籔箏蔵篭糞論漏海騒一幾麩再ミ鳶坪晦蓮再息鳶︑婚ら薄爲蟻︑総傷︐象象糞XQ題︐逡q︑融蕉

鱗解醐ノi
−〆

総人口 2，987人（一2）

男1，454人（一2〉
女1，533人（±0〉

圃㎜噛〜も
も

ヘヘなウ

昭租，，年，月縦

わたしたちは松之山町浅です。郷土を愛し、

暖かくなってくると火の扱いに気がゆるみます。
暖房器異の取り扱いには特に注憲しましょう。

みんなでよりよい町づくりをしよう。

ズ

ヘか

＼、
4月6醐、i
轡翔5磯ノi

町民の合書葉

1、美しい緑と雪の中で
心豊かな人になろう

＼駄一＿＿〆

、難．η

1、湧きいづる湯泉のように
創造の力を腐めよう

特暫欝獣ま
銅い0・24柊融獅

撫嵩＼愚再ミ趨漆編灘誘鞭

4自1霊4・281開胎冨は未定です

11

へ乃〃

1、ブナの梢が触れ合うように
連体の心をもとう

温泉建傭日
1温熟2ン9−1翠の湯

／

交齢1こ／

鑑慧．譲；灘麗騒灘
町福祉事業に役立てていただきたいと、町社会橿祉協議
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。

赤
倉
．千葉県船橋市

村山孝子様
灘山健治様

金5千円
金1万円

瓢羅灘灘驚灘蕊灘襲騨
3月3・目（水〉午前9時一騰
■
松之山町役場
齢鍮曝

馨

※全血（200mト400ml〉献血です。

20

