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トヨちゃん・ヒコ

ﾋｺくん： ﾄﾖちゃん

ﾄﾖちゃん： おねぇちゃんのおさがり

家族

ﾋｺくん： 住宅ローンのことだね

ﾄﾖちゃん： うん

ﾋｺくん： そう、選挙前

実質赤字状態

ﾄﾖちゃん：だれもわからなかったの

ﾋｺくん： 職員もわかっていたようだけど

ﾄﾖちゃん：本当の

ﾋｺくん：  今はそれよりも

無駄遣

ﾄﾖちゃん：橋下さんが

求めたし、とよひこも

ﾋｺくん：  そうだよ

てね。でも

ﾄﾖちゃん：家のこともそうだけど

ﾋｺくん：ﾄﾖちゃんの

どをよく考

ﾄﾖちゃん： 観光

ﾋｺくん：長野のある

んだって、

モンゴル国と

「弥彦モンゴルフェア

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

サートなどを開催

将来姉妹都市を結ぶ計画をしている

【豊かな弥彦村を創る会

(株

・ヒコくん 

ﾄﾖちゃん、そのぶかぶかの

おねぇちゃんのおさがり

家族みんなで話

ローンのことだね

うん、でも先日の

選挙前から

実質赤字状態だったことがわかったんだよ

だれもわからなかったの

もわかっていたようだけど

の事を知りたいのに

はそれよりも村

無駄遣いをしないようにしなければならないね

さんが大阪の

とよひこも議会

そうだよ、ﾄﾖちゃんの

でも安全や将来性

のこともそうだけど

ﾄﾖちゃんの家は感心

考え、自分たちでできることは

のことでも、

のある村では赤字財政

弥彦村もみんなでがんばろうよ

との交流を

「弥彦モンゴルフェア

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

を開催した

将来姉妹都市を結ぶ計画をしている

豊かな弥彦村を創る会

株)「弥彦さやや」事務所内

電話・

 コーナー

そのぶかぶかの服

おねぇちゃんのおさがりなの

話し合って節約

ローンのことだね、長い間少

の村議会で

から財政が危ういのではと

だったことがわかったんだよ

だれもわからなかったの？ 

もわかっていたようだけど

りたいのに、だれがそんな

村の財政状況

いをしないようにしなければならないね

の知事になった

議会や「広報

ﾄﾖちゃんの家のように

将来性のことはちゃんと

のこともそうだけど、村のことに

感心だね、家族

たちでできることは

、お仕事にしてもみんなが

赤字財政だったけれど

もみんなでがんばろうよ

交流をはかる

「弥彦モンゴルフェア 2015」を開催。駐日モンゴル国

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

した。小林村長

将来姉妹都市を結ぶ計画をしている

豊かな弥彦村を創る会

「弥彦さやや」事務所内

電話・FAX

コーナー☆ 

服はどうしたの

なの。去年家を

節約をしようと

間少しずつお

で村は前から

ういのではと

だったことがわかったんだよ

 自分の家のことと

もわかっていたようだけど、言うと村民

だれがそんな指示

財政状況がわかったのだから

いをしないようにしなければならないね

になった時に『君

広報やひこ」に『

のように我慢するところは

のことはちゃんと

のことに対しても

家族みんなが家計

たちでできることは自分

にしてもみんなが

だったけれど、

もみんなでがんばろうよ 

はかる第一歩として、

」を開催。駐日モンゴル国

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

小林村長から

将来姉妹都市を結ぶ計画をしている事など

豊かな弥彦村を創る会】事務所

「弥彦さやや」事務所内 

FAX 番号 0256

 

はどうしたの！ 

を建てたので

をしようと決めたの 

しずつお金を返してゆくんだよ

から貯金を取り

ういのではと、とよひこは

だったことがわかったんだよ 

のことと同じなのにねぇ

村民が心配するかと

指示をしたの

がわかったのだから、

いをしないようにしなければならないね 

君たちは破産会社

『過去の豊かだった

するところは我慢

のことはちゃんと考えてね 

しても何ができるか

家計のことを

自分でしなければならないね

にしてもみんなが同じ気持

、村民みんなが

第一歩として、

」を開催。駐日モンゴル国

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

から、ﾓﾝｺﾞﾙ国

事などと挨拶

事務所 

「弥彦さやや」事務所内 弥彦村弥彦

0256-77-8

てたので何とかローンという

 

してゆくんだよ 

り崩していたと

とよひこは言っていたけど

じなのにねぇ 

するかと思ったのかねぇ

をしたの？家電メーカーの

、役場職員はもちろんのことだけれど

破産会社の社員

かだった時代

我慢して、必要

 

ができるか家族で

のことを共有しているんだから

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

みんなが協力して

第一歩として、11 月 14

」を開催。駐日モンゴル国

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

ﾓﾝｺﾞﾙ国ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ近郊の町と交流を図り、

と挨拶があった

弥彦村弥彦 1101

8088 

とかローンという借金

 みんなでがんばろうね

していたと説明があったけど

っていたけど村長になって

 びっくりぽん

ったのかねぇ

メーカーの○

はもちろんのことだけれど

社員だ……』

時代は忘れて…

必要なものでもできるだけ

で話会おうっと

しているんだから

でしなければならないね 

ちでがんばらなければならないね

して明るい村づくりをめざし

14 日～23

」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

ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ近郊の町と交流を図り、

があった。

1101-1 

借金をしてお金

みんなでがんばろうね

があったけど 

になって調べたら

びっくりぽんだわ 

 

○芝みたいね

はもちろんのことだけれど

』と言って職員

…』と言っているね

なものでもできるだけ

おうっと 

しているんだから 村民みんなも

ちでがんばらなければならないね 

づくりをめざし

23 日に 

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

ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ近郊の町と交流を図り、

。 

 

金がないから

みんなでがんばろうね 

べたら数年前

みたいね 

はもちろんのことだけれど村民みんなで

職員の意識改革

っているね 

なものでもできるだけ無駄をおさえ

みんなも村の財政

ちでがんばらなければならないね 

づくりをめざし、借金を返

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

ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ近郊の町と交流を図り、

がないから 

数年前から

みんなで

意識改革を

をおさえ

財政な

返した

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

ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ近郊の町と交流を図り、


