モンゴル国
モンゴル国と
との交流を
交流をはかる
はかる第一歩として、
第一歩として、11
第一歩として、 月 14 日～23
23 日に
「弥彦モンゴルフェア 2015」を開催。駐日モンゴル国
」を開催。駐日モンゴル国 特命全権大使ソドブジャ
ムツ・フレルバータル閣下を招いてオープニングセレモニーのほか、馬頭琴コン
サートなど
サートなどを開催
を開催した
した。小林村長
小林村長から
から、ﾓﾝｺﾞﾙ国
ﾓﾝｺﾞﾙ国ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ近郊の町と交流を図り、
ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ近郊の町と交流を図り、
将来姉妹都市を結ぶ計画をしている事など
将来姉妹都市を結ぶ計画をしている 事などと挨拶
と挨拶があった
があった。
。

「豊かな弥彦村を創る会」発起集会を開催
「豊かな弥彦村を創る会」発起集会
発起集会を開催 平成 27 年 10 月 25 日 興善寺にて
午後 2 時より
時より弥彦村麓
弥彦村麓の
の興善寺様の本堂で
興善寺様の本堂で 「豊かな弥彦村を創る会」の
興善寺様の本堂で、
発起集会が開かれました。天気もよく三々五々多くの
発起集会が開かれました。
天気もよく三々五々多くのみなさんからお集まり
みなさんからお集まり
いただきました。唐沢仁幹事の司会ではじまり、
唐沢 幹事の司会ではじまり、五十嵐義之
五十嵐義之後援会
後援会副会長
副会長よ
り開会の
開会の挨拶
挨拶、武田芳久
、武田芳久後援会
後援会長の挨拶、
長の挨拶、つづいて、小林
長の挨拶、つづいて、
小林豊彦村長より村政
村長より村政
報告がありました。近山富士弥幹事長
報告がありました。近山富士弥
幹事長からは、
からは、「豊かな弥彦村を創る会」の
趣旨説明と今後の活動方針が示されました。締めくくりは、青年部長武石裕
之より閉会の挨拶があり、
之より閉会の挨拶があり、会は盛会のうちに終わりました。
盛会のうちに終わりました。村内全域から、
盛会のうちに終わりました。村内全域から、
大勢の皆様から
大勢の皆様から参加
参加していただきました
ていただきました。大変ありがとうございました。
ていただきました。大変ありがとうございました。
発起集会につづいて テレビ東京メディアネット代表取締役社長岡崎守恭氏
発起集会につづいて、
(元日本経済新聞社政治部長
元日本経済新聞社政治部長
元日本経済新聞社政治部長)より、演題「政治の底流を読む」で講演があり
より、演題「政治の底流を読む」で講演があり
ました。岡崎社長さんのお話はとてもおもしろく、またとても興味深く拝聴
できました。「
できました。「安倍
安倍坊ちゃま
坊ちゃま タカ派・ハト派？渋る岡田
タカ派・ハト派？渋る岡田？」「外交に力を
？」「外交に力を
注ぐ安倍はなぜ！石破には旗幟がない！
注ぐ安倍はなぜ！石破には旗幟がない！ 1 億総活躍の加藤大臣は、加藤六
月の娘婿など」時間がすぎるのを忘れて聞きいりました。まさに、その内容
は「政治の底流を読む」でした。政治は誰のためか！を考えるよい機会にな
は「政治の底流を読む」でした。
政治は誰のためか！を考えるよい機会にな
りました。
りました。今後、「
「小林とよひこ後援会
小林とよひこ後援会」は発展的に
小林とよひこ後援会」
発展的に解散し「豊かな弥彦
解散し「豊かな弥彦
解散し「豊かな弥彦村
を創る会」に名称を変更しま
を創る会」に名称を変更します。また、今年
す。また、今年秋に「豊かな弥彦村
す。また、今年秋に「豊かな弥彦
秋に「豊かな弥彦村を創る会」
を創る会」
の総会を予定して
の総会 予定しています。
ます。なお一層、
お一層、多くの村民みなさま
多くの村民みなさまのご理解と
理解とご
ご支援
をいただければ幸いです。
や ひ こ

「豊かな弥彦村
「豊かな弥彦村を創る会」設立趣意書 私たち村民有志は、
「明るい開かれ
た村を創ろう、村政を村民の手に取り戻そう」と 36 年ぶりの村長選挙では
年ぶりの村長選挙では、
改革、新風を訴えて小林豊彦氏が当選を果たされました。私たちは小林村
改革、新風を訴えて小林豊彦氏が当選を果たされました。私たちは小林村
政実現が最終目標では決してありません。私たちの願いは弥彦村を豊かな
村にすること、弥彦村をいつも子供たちの明るい声が飛び交う村にするこ
と、老いも若きも村民全員が安心して住める安全な村に創り変えることで
す。小林村長実現はその第一歩にすぎません。後戻りは許されません。私
たちは、この目標を達成するため「豊かな弥彦村を創る会」を設立し、志
たちは この目標を達成するため「豊かな弥彦村を創る会」を設立し、志
を同じくする小林豊彦村長と手を携えて行動することを決断しました。
たくさんの村民皆さんのご賛同、ご参加を心からお待ちしております。

☆トヨ
トヨちゃん・ヒコくん コーナー☆
コーナー
服はどうしたの
ﾋｺくん
ﾋｺくん： ﾄﾖちゃん、そのぶかぶかの
ﾄﾖちゃん そのぶかぶかの服
はどうしたの！
てたので何とかローンという
がないから
ﾄﾖちゃん
ﾄﾖちゃん： おねぇちゃんのおさがり
おねぇちゃんのおさがりなの
なの。去年家を
を建てたので
とかローンという借金
借金をしてお金
金がないから
家族みんなで話
家族
話し合って節約
節約をしようと
をしようと決めたの
してゆくんだよ みんなでがんばろうね
間少しずつお
ﾋｺくん
ﾋｺくん： 住宅ローンのことだね
ローンのことだね
ローンのことだね、長い間少
しずつお金を返してゆくんだよ
り崩していたと
があったけど
で村は前から
ﾄﾖちゃん
ﾄﾖちゃん： うん、でも先日の
うん
の村議会で
から貯金を取り
していたと説明があったけど
になって調べたら
数年前から
ういのではと
とよひこは言っていたけど
ﾋｺくん
ﾋｺくん： そう、選挙前
選挙前から
から財政が危ういのではと
ういのではと、とよひこは
っていたけど村長になって
べたら数年前

実質赤字状態だったことがわかったんだよ
実質赤字状態だったことがわかったんだよ
じなのにねぇ びっくりぽんだわ
ﾄﾖちゃん
ﾄﾖちゃん：だれもわからなかったの
だれもわからなかったの
だれもわからなかったの？ 自分の家のことと
のことと同じなのにねぇ
びっくりぽん
するかと思ったのかねぇ
もわかっていたようだけど、言うと村民
ﾋｺくん
ﾋｺくん： 職員もわかっていたようだけど
もわかっていたようだけど
村民が心配するかと
ったのかねぇ
をしたの？家電メーカーの
○芝みたいね
だれがそんな指示
ﾄﾖちゃん
ﾄﾖちゃん：本当の
の事を知りたいのに
りたいのに、だれがそんな
指示をしたの
メーカーの○
みたいね
はもちろんのことだけれど
みんなで
財政状況がわかったのだから
、役場職員はもちろんのことだけれど
ﾋｺくん
ﾋｺくん： 今はそれよりも
はそれよりも村
村の財政状況
がわかったのだから、
はもちろんのことだけれど村民みんなで
無駄遣いをしないようにしなければならないね
無駄遣いをしないようにしなければならないね
』と言って職員
意識改革を
になった時に『君
破産会社の社員
ﾄﾖちゃん
ﾄﾖちゃん：橋下さんが
さんが大阪の
の知事になった
君たちは破産会社
社員だ……』
職員の意識改革
かだった時代
…』と言っているね
広報やひこ」に『『過去の豊かだった
求めたし、とよひこも
とよひこも議会
議会や「広報
時代は忘れて…
っているね
なものでもできるだけ
をおさえ
のように我慢するところは
我慢して、必要
ﾋｺくん
ﾋｺくん： そうだよ、ﾄﾖちゃんの
そうだよ ﾄﾖちゃんの家のように
するところは我慢
必要なものでもできるだけ
なものでもできるだけ無駄をおさえ
のことはちゃんと
てね。でも
でも安全や将来性
将来性のことはちゃんと
のことはちゃんと考えてね
ができるか家族で
おうっと
のことに対しても
ﾄﾖちゃん
ﾄﾖちゃん：家のこともそうだけど
のこともそうだけど
のこともそうだけど、村のことに
しても何ができるか
で話会おうっと
のことを共有しているんだから
しているんだから 村民みんなも
財政な
家族みんなが家計
ﾋｺくん
ﾋｺくん：ﾄﾖちゃんの
ﾄﾖちゃんの家は感心
感心だね、家族
家計のことを
みんなも村の財政
でしなければならないね
たちでできることは自分
どをよく考
考え、自分たちでできることは
たちでできることは自分でしなければならないね
気持ちでがんばらなければならないね
ちでがんばらなければならないね
にしてもみんなが
ﾄﾖちゃん
ﾄﾖちゃん： 観光のことでも、
、お仕事にしてもみんなが
にしてもみんなが同じ気持
みんなが協力して
づくりをめざし
返した
だったけれど、
ﾋｺくん
ﾋｺくん：長野のある
のある村では赤字財政
赤字財政だったけれど
、村民みんなが
して明るい村づくりをめざし
づくりをめざし、借金を返
もみんなでがんばろうよ
んだって、弥彦村もみんなでがんばろうよ
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