去る七月五日・六日︑町子連︑
町公民館︑町社会課の共催で︑頚
城村大池﹁県民いこいの森﹂にお
・いて︑町子ども会交歓研修キャン
プが開催されました︒共同生活に
よる研修及び鍛練を体験させ︑地
域子ども会の中核的リーダーを養
成するとともに︑交歓を通じて地

も会から五一名の参加を得て︑一

．灘深めることをねらいとして行われ
︑︑たこのキャンプには︑一三の子ど

、

昭和55年7月15日発行

新潟県松代町公民館

第248号

松代7−2301番
電話

印刷・松代印刷所

泊二日で実施されました︒
森と水と空︑広々とした施設の
中で熱心なとりくみがみられまし
た︒研修で身につけた力が︑各地
域子ども会で生かされるなら︑ま
た︑大きな前進が期待できます︒
本年度の研修では︑創作活動に
竹とんぼ作りをとり入れ︑地区子
ども会指導者から︑作り方のコツ
を教わりました︒小さな手に︑マ
メをつくりながらの作業でした︒
n

、、

／￥、

保健衛生シ リーズ

⑤酒のサカナにはタンパク質を
要は適当に食べながら飲むこと
です︒それもタンパク質と一緒に
とるのがよいのです︒このタンパ
ク質も動物性タンパクを二︑植物
性タンパクを一の割合が理想的だ
といわれます︒焼き肉や湯豆腐で
一パイというのは大変良い飲み方
です︒

漬物︑塩辛などでの一パイは酒
のみには最高のようですが︑血中
の塩分が増すため更に酒の量が多
くなるのでよくありません︒
強い酒もいけません︑肝ぞうの
低抗力を減らし胃炎︑胃潰瘍を誘
発するといわれています︒ウィス
・み一

︑訟黙寒．﹄☆隷

︑李

ヒ︑︽㌔

キーブランデーをそのま︑で飲む
人は︑なるべく水をのみ胃袋を保
護することが大切です︒
酒のみはとかく食事が不規則に
なり勝ちです︒酒のサカナも大切
ですが毎日三度の食事をきちんと
とることが一番です︒

⑥二日酔にはサトー水
二日酔とは又字通り酔いの影響
が翌目まで残ることで︑酩酊状熊
が去ったあとも不快感が残る症状
です︒

昔から柿が特効薬だといわれて
いますが︑これは柿は果糖が多く
ブドー糖や果糖を注射すると同じ
ような効果があるからです︒ジュ

にご相談して下さい︒

旧陸海軍の看護婦

勤務された方は届出を

に

年金のことでわからないことが
ありましたら国民年金委員に気軽

うです

各部落の嘱託員さんのお宅に︑
国民年金委員 のシールが玄関
口に貼ってあります︒
それは︑あなたの国民年金につ
いて気軽るに相談できるノ
．国民年
金委員さん で す ︒
ノ
国民年金委員さんは︑県知事の
委嘱を受けて国民年金の仕組みや
老齢年金︑障害年金などのいろい
ろな相談にのってくださる方です︒
日ごろ︑みなさんは﹁国民年金﹂
のことでわからないことがあって
も﹁役場が遠くて⁝﹂とか︑ ﹁仕
事が忙しくて⁝﹂などの事情で︑
ついっいそのままになりがちのよ

ご存知ですか

国民年金委員さんを

⑧チャンポンの是非
違った酒同志がおなかの中で化
学反応を引きおこすのでなくアル
コール分のとりすぎです︒一晩に
ビール一本・酒一合・ウィスキー
ダブル水わり一杯・カクテル一杯
のんだとすれば酒四合と同じです︒

腹ですから田月を刺戟するだけです
ので注意が大切です︒

⑦迎い酒は禁物
昔から迎い酒といわれますがこ
れは逆効果です︒中枢神経をマヒ
させ苦痛を鈍感にするだけです︒
またコーヒーも二日酔のときは空

あります︒

ースや果汁をコップニ〜三杯のむ
こと︒また汁粉もよいしリンゴ汁
の入ったみそ汁をす＼める医師も

⑰
かって陸海軍の病院などに嘱し

⑫
チャンポン悪酔の正体は単純なの
みすぎです︒気を付けて下さい︒
⑨怖い妊娠中の女性の大酒
最近は女性の飲酒もずい分ふえ
半数以上の女性が飲酒していると
いわれています︒毎日のまない妊
婦がたまたまのんだ場合でも智恵
おくれや発育障害を伴う児の生ま
れる危険が報告されています︒妊
娠中の人は酒をほどほどに︒
⑩百薬の長とするために
昔から百薬の長といわれ︑アル
コールが発見された時生命の水と
たたえられたのもその薬効によっ
てです︒

のむ秘けつです︒

だが百薬の長とするのも結局度
を過ごさないということに尽きま
す︒適量の酒は気分をそう快にし
ストレス解消にも役立ちます︒
いやしくも酒のみを自認するな
ら︑どれだけのめばどうなるか知
っておく必要があります︒要は酒
にのまれないことがあなたの健康
を守り︑いつまでも酒をおいしく

て︑陸海軍の看護婦として勤務さ
れた方を︑新潟県民生部援護課で
調査しています︒
次に該当する方がいましたら︑
町役場社会課福祉係へ︑七月二十
五日までにお電話下さい︒
電話番号は
七ー二二二〇 です︒
記
陸海軍看護婦︵看護婦長︑看護
婦生徒を含む︒︶で︑陸海軍の病
院などに勤務されたことのあるす
べての方︒ただし︑日本赤十字社
の看護婦として勤務された方及び
すでに死亡された方は除きます︒

秘密厳守・無料です

心配ごと相談

松代

少林寺

十一時半まで

午前九時から

毎週金曜日

相談下さい︒

生活苦・家庭不和・児童問
題・老人問題・その他心配さ
れていることがありましたら
き

ところ

と

し
曳

ρ」7葡
野

昨年十一月︑又化祭の反省会の
席上話題となった町又化協会は︑
約七カ月の準備胎動期間に満を待
し︑去る六月二十八日午後一時三
十分より総合センターに於て︑関
係者百数十名が参集し︑盛大な結
成大会が行われ︑ここに松代町又
化協会がめでたく誕生いたしまし
た︒

本協会は︑町内の各種又化団体
の連絡統一を図り︑芸術︑又化の
振興と情操意欲の高揚に努め︑も
って連帯感に満ちた地域づくりに
寄与することを目的としています︒
協会内に美術・芸術・趣味・又
芸の四部門を置き︑町内の各又化

団体の関係者及びこの会に賛同さ
れる人たちで組織され︑会長は関
谷甲子夫さん︑副会長は島田健司
さん︑柳浩嗣さん︑理事は各部門
から二名宛の八人︑監事二名︑幹
事二名の役員が選任され︑事務局
は公民館に置かれています︒
現在参加又化団体の数は︑美術
部門四︑芸術部門一四︑趣味部門
一四︑又芸部門三の三五団体がこ
れに加わり︑会員数は八五八名︑
実に松代町総人口の一割を超える
盛況ぶりであり︑今後の地域又化
発展への大きな原動力になること
が期待されます︒

戸籍の窓ロから
六月受付分︵受付順︶

こけっこん瀦
おめでとう耐衡

隠居

丹保

月日屋

竹所

仙納

木和田原
権限堂

池之畑 した
竹所 向ふ山
千年
元七
室野 はしば

父正治
長男
母トシ子

松代

佐藤正知・柳澤美知子 峠
峠小教員住宅
中村政直・小林こずえ 田代
治郎左工門
山岸和久・中島ふみ子 室野
若美屋

燦

三男

父重又
卓
二男
母明美

離鹸
鈴木

父健作
五十嵐隼人
母涼子

誠

父茂男
室岡伸宏
二男
母久美子
山岸

おくやみ
︵死亡︶

市川トヨ 七九才
佐藤トモエ五三才
嶋田サク 八三才
佐藤直義 七〇才

※先月分おたんじょうおめでとう
の﹁石口絵美父文夫母光恵﹂は︑
﹁石口絵美父丈夫母光恵﹂の誤り
です︒訂正してお詫びいたします︒

亡出計
死転減

23

＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊善︽＊〜＊〜＊〜＊〜＊

つくろう健康・明るい町づくり

3．626 （一3）

数男女計
帯口
世人

一7月1日現在一

推進パワーに期待＝

皆んなで参加しよう

19

生入計
出転増

20
24
（3）

（＋1）
7，199

（十4）

3，573

4

4

1，878（士0）

＝文化の発展 地域づく りの
明るく︑たのレく︑ 元気に

人ロのうこき

町文化協会誕生

（

農繁期休業
小堺トミ子

︵助次郎︶

（

えられるの﹈と長男︒

﹁仕事いっ

んどくさいのに父ちゃんは早く植

私の家は︑五十アール弱の兼業
農家です︒末っ子で甘えん坊の娘
が入学してニケ月ちょっと︒体操
着で校庭を走り回っている姿は︑
保育園時代とはちょっと違う大人
びた気のするこの頃です︒
五月三十一日から三日間︑蓬平
の学校でも田植え休みがありまし
た︒父ちゃんと私で︑子供達の休
みを利用して田植えをする事に話
し合いました︒小学六年︑五年︑
一年生と三人とも蓬平の学校です
ので︑手伝いのさせ方次第と思い︑
子供達とも相談しました︒82才の
おばあさんと高校の娘は家事いっ
さい︒あと三人は山へ行くとのこ
とでした︒上二人は田植え︑一年
生は苗運びと役割も決まった︒服
装もそれぞれ体操着で張り切って
いる上の二人をよそ目に︑スカー
トがいいと言ってきかない一年坊
主︒親二人︑子二人︑人足は揃っ
たけれど︑わく植えの進む本数は
十五本︒植え方を複習して教える︒
本数を調べて根をそろえる︒ ﹁め

蓬平

（

ぱいするすけ父ちゃんは晩酌して

〜

〜

〜

〜

〜

）
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〜
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夢を見る家族
海老
よし

山岸常愛

したいと言う︒

ラ
4

一つ書きますと︑ ﹁長生き﹂した

こんな家の中で暮らしていると
自分の夢も書きたく成るのです︒
私の夢は数多く︑やぼなのですが
い事︒これが一番大きな夢です︒
五︑六十年先までです︒それは長
い事です︒又大変な夢と思います
が︑自分の為︑妻子の為にも一番
幸福な道であると信じるからです︒
今︑当家族は兄弟の様な毎日を暮
らしています︒子供と一緒に成っ
て遊んでいると︑近所の青年に父
ちゃんも子供みたいだ︑と笑われ
る事もしばしばあります︒つかみ
どころのない雲みたいな家族の紹
介をしてみました︒

電話番号
変更のお知らせ
ー電報電話局よりー
十二月から今年六月三十日まで
に︑新設・変更された電話番号を

︵新設︶

お知らせします︒

司工務店資材倉庫
難波淳子
村石 息
池田 進
関川和代
柄沢良子
渡辺正輝

敏

田中健一

佐藤彰一

高橋

第四銀行支店長社宅

七1二二四

七ー二〇六六︶

小野島建築 七−二一一八
東山集落センター
七ー九七六〇 東山
莇平小学校教員住宅
七ー八二〇八 莇平
室野育苗センター
八−四二二六 室野

︵事務所は

南雲和一
七ー二五三四
中屋工業所工場
七ー二二三四
七ー二二六三
鈴木組自宅

した︒

﹁僕の御世女に成ってくれ﹂

当家は夢の多い家庭です︒これ
からそれを書きましょう︒妻の許
子様は岩手県生れです︒こんな所
に︑と思う程の話しのわかる娘で

つね

えいっぱいして晩酌にサイダー飲
もっと凶と六年生︒何んだかんだ
と理屈をつけて口数がへらない︒
植えた苗もしっかりと根をはり
色も出てきました︒腰の痛さも忘
れ一日の無事を感謝して秋になっ
たら又子供達と一緒に稲刈りをす
るのを楽しみに親達二人それ迄の
稲の管理をしていこうと思います︒

〜≡

（ii

〜

〜
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〜
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〜

〜

P

ど

﹁あーい

代

松
︵次頁下段へ︶

太

平

≡）

こんなラブレターの名言に十三年
前に海老まで︑一人遠い所に来て︑
今は二児の母親と成りました︒こ
の人︑月に旅行したいと大きな夢
の持ち主です︒次に娘は中学一年
生で昨年までは早稲田の大ファン
でしたが︑中学に入ると今度は東
大を目ざして︑と大きな夢を持ち
はじめ毎朝スクールバスの来るの
が待ち遠しい感じでございます︒
長男は小学三年生ですが︑未来の
夢を聞くと海老に大きな建設会社
を造り社長と成って一生懸命働き
たい︒そして海老の部落戸数を七
十戸ぐらいふやして︑楽しく暮ら

五五五五五五五五五〇
二二二二三三二二二八
六七八九一二四三〇九

≡）

疲れを直すがそ四と私︒

l l
l l
l
l l l
l
l

〜
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い事聞いた︒そんならおらも田植
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夜空に白球が舞う

1第16回県民スポーツ1

懇＿灘聡護

大会の成績は次のとおりです︒

△優秀選手賞
竹内修一

サーブ賞

△団体戦の部
一位 高校Aチーム
ニ位
〃B 〃
三位
〃C 〃
三位 役場チーム
ム個人戦 男子の部

︵参加10チーム︶

▲一般卓球の部

レシーブ賞
大江寿又 ︵電気屋チーム︶

アタック賞
丸山利久 ︵青友会チーム︶

︵教員チーム︶

ニ位 千年青年会チーム
三位 消防チーム
四位 教員チーム

一位松代OBチーム

︵参加13チーム︶

▲﹈般バレーボールの部

−6月響松代中グランドナィタ歯き−
松代中学校グランド整備事
業が完了し︑6月24日午後7

時より︑ナイター開き兼第34

式が行われました︒

回町長杯争奪野球大会の開会

式典は︑島田教育長のあい
さつで始まり︑テープカット︑

点燈式のあと︑秋山町長︑野
本中学校長よりお祝いの言葉
があり︑最後に︑町体育協会
を代表し︑関谷会長より感謝
の言葉がありました︒

当日は︑町長杯争奪野球大
会参加2
9チームが勢ぞろいし︑
各チーム対抗レクリエーショ
ンゲームも行われました︒

町長杯争奪野球大会は︑第
回を迎え︑関谷体育協会長
の始球式で熱戦の幕がおとさ
れました︒参加2
9チーム︑7
ブロックで予選リーグの熱闘
が連日のように︑早朝試合や
ナイター施設を利用して行わ
れています︒ご声援下さい︒

lスポーツ球

第16回県民スポーツの日松代大
9日松代小学校︑松代
会は︑6月2
中学校︑松代高校︑格技場を会場
に開催されました︒
大会は両種目ともに熱戦が展開
され応援団の声援とともに楽しい
スポーツの日でした︒
スポーッを日常の中にとり入れ︑
明るい生活を過ごしたいものです︒

1生活の中に l

111111111

お

早め に

三七一四三〇一二1一

︵変更︶
万羽五一

関谷熊雄

二四四九二二七二二
一四二五五五五五五
二六一八三三三二二

◎電話工事の注文は

小島良治
山本末吉
山岸幸雄
小山清作
村山正寿
西潟良平
佐藤信忠

八八八七七七七七七

◎遡謂

︵参加7チーム︶
一位 松代Aチーム
ニ位 室野チーム
三位 千年チーム
三位 松代Bチーム

▲婦人バレーボールの部

一位 佐藤幸雄
二位 竹内健吾
三位 高橋嵩一
△個人戦 女子の部
一位 小海美佐子
二位 小堺又江
三位 羽鳥ちさ子

りと置きましょう︒

特に農集電話の場合は︑受話器
外しによる障害申告が増えていま
す︒同グループの加入者に迷惑が
かかりますので︑受話器はしっか

ルは鳴らず通じません︒

受話器を外し放しだったり︑少
しでも外れていると話し中の状態
になり︑相手が電話をかけてもベ

他人迷惑1

◎受話器はずしは︑

又電話の配管工事もお忘れなく︒

タ

決まっています︒

工事日は毎週俸と警陶印に

新築︑改築等で電話機︑ 電話線
を動かす時は︑ できるだけ十五日
位の余裕をみてご連絡下さい︒

竹福室桐蒲 犬会池
ノノ 伏沢尻
所島野山生
（5）
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大改修が行われる松苧神社
郷土の文化的遺産を見直そう

関谷友一郎
町社会教育指導員

松苧神社は以前松苧大権限と呼
ばれ︑奴奈川姫命を杞っています︒
その管理は別当である真言宗林蔵
寺が明治二年まで行っていました
が︑明治政府による神仏混濡分離
の布令により︑松苧神社と改名︑

別当良快も名を松山左京と改め神
主となられました︒

ことにします︒

本又は明治二十一年二月藤井長
裕︑庄田直道氏らによって記され
たものであり︑格調高い又章であ
りますが︑それを現代風に要約す
ると大体次のようになります︒

タ松尾大権現の由来
︵越後頚城誌稿より︶5

幡
上杉謙信・景勝の祈願所でもあっ
た︒

その後︑福島城︵春日山︶主堀
秀治︑高田城主松平忠輝・酒井家
次・松平忠昌らの祈願所として尊
崇され︑宮殿修理など施された︒
当社は松之山郷六十六ケ村の惣
鎮守であって︑山の形は妙義山に
似ている︒

﹁当社の由来をたずねるに︑祭
神は︑中天竺摩伽陀国から五葉松
と叢拳を携えて︑長さ四間︑横五
尺の舟に構をさし︑魚沼郡外丸郷
の辰ノロに舟を翼ぎ止められた・
いまもここは﹁舟繋﹂と言う旧跡
になっている︒そこから獅子を二
騎陸地へ渡された所を﹁獅子渡﹂
と言い︑さらにそこから松之山へ
だと言われている︒﹄

また︑山に﹁明神船道﹂という
黒岩があり︑黒姫山の頂に﹁船久
保﹂という所があって︑この明神
船道の岩は︑黒姫山の船久保から
明神が船を着けられた船繋ぎの跡

と︒

松苧神社を松尾大権現として

きたいものです︒

叱声︑御感想を公民館にお寄せいただ

などでありましょう︒
ξ何卒︑読後の誤り訂正および御

こと︒

の又献では祭神を大山咋命︑市
杵島姫命の二柱と考証している

あること︒
五︑ 約又には触れなかったが︑こ

又化史を考える上で欠くことの
できない﹁弔﹂を携えて来られ︑
越後布︵縮︶の発祥地がここで

れていること︒
四︑ 祭神が︑当地方の政治︑経済︑

や︑旧跡の由来が興味深く記さ

三︑

当地方ゆかりの地名のおこり

経る路順と︑もう一つは︑黒姫
山から直接松苧山の明神船道に
着かれた航路とが考えられるこ

その一は信濃川から辰ノロー
松之山i千年︑松代︑犬伏を

いること︒
二︑ 祭神ないし神社が松苧山に至
るまでの順路に二説があること︒

あること︒特に苧が尾になって

一︑

以上が﹁越後頚城誌稿﹂に掲載
されている松尾大権現由来の大要
で︑原又の一部を割愛してありま
すが︑原又章が持っ格調および優
雅さ並びに壮厳華麗さにほど遠い
約又に終ってしまいました︒
この又献が発する話題の要点は

5文献が持つ意義5

ある︒

例年祭礼には一郷の村落から参
詣者が群集して尊崇しており︑今
も昌盛している浄地であり霊社で

山越えの頂上で叢じ名解き休まれた

所を﹁解藁峠﹂という︒峠の麓︑
東川村並びに猪ノ名に暫時鎮座さ
れた所を﹁西所の鎮守﹂と申され︑
それより山路を越えて千年附近で
休むとき二匹の神狗が現われ︑お
供に加わった所を﹁飛岡の松﹂と
言う︒そこから千年︑松代を経て
松尾山の麓でしばらく鎮座され︑
神狗をここに止め置かれた所を︐
﹁犬伏﹂といい︑犬伏から磁騰を
越えてお山に踏み入られ︑丑寅高
座に鎮座されて︑いまもって国土
を鎮護されている︒

このようなことから︑当山は五
葉松が繁茂し︑青操古今に秀で︑
松尾山の名称に相応しいものがあ
ふぎようのたき
る︒また︑山間に﹁不行滝﹂があ
さら
って︑飛流は直下三千尺の布を曝

当山最初の社殿は山の東北の頂
上にあった︒大同二年丁亥︑坂上
田村麿将軍の祈願所として西南の
頂に移され︑飛騨の工匠が造営し
たと言われ︑年代は甚だ古く︑風
に磨滅され︑雨に洗われて光彩す
でに色を失ってはいるが︑さほど
の傾きもなくしっかりしたた︑ず
まいを示す古色ある霊堂である︒
中古︑鎮守府将軍源義家公の祈
願所︑次で延徳年間足利将軍義尚
公の祈願所となり︑また︑天又年
間上杉家幕下大熊備前守朝秀︑針

す風情がある︒

これらのことについては︑号を

生藤兵衛尉久吉らの祈祷所となり︑
さらに長尾為景・景虎らから関東
出陣の折︑所持した軍配並びに波
平太刀一振りの奉納があるように︑

つつ︑何回かに分けて話題を提供
してみたいと思います︒

追って触れることとし︑取りあえ
ず松苧神社の由来について︑その
又献の一つである﹁越後頚城誌稿﹂
中の﹁神社号﹂を取り上げてみる

重要又化財である松苧神社の社
殿が︑いよいよこの七月一日から
一千年に一度の大改修が行われま
す︒地元民として郷土の文化的遺
産を見直す意味からも︑認識をさ
らに深める意味からも︑松苧神社
に関する又献のいくつかを引用し

〜〜松苧神社考 その一〜〜

町の文化財紹介①
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について

交通安全スリーマンス︵三
ケ月︶キャンペーンの実施
新潟県と町の共催で夏の交通事
故防止を目的に︑七︑八︑九月の
三ケ月間を通しての運動︑スリー
マンスキャンペーンを実施するこ
とになりました︒

一●
Oo

o乙儲建除な
1．σ00δ円

巡査の言葉でした︒

﹁この様な教室が各地で行なわれ
るといいと思いますね﹈とは大坪

強されました︒

許はあるけれど︑乗ったことがな
いんです︒﹂と言った︑おもに主
婦の方十八名が参加して熱心に勉

小山甲七氏を迎えて行なわれ︑﹁免

講師には松代幹部派出所の大坪
巡査と県交通安全協会認定講師の

あること︒

しかし︑夫婦の間での居住用不
動産などの贈与は︑次の要件のい
ずれにも当てはまれば最高一千万
円の配偶者控除が受けられます︒
④ その夫婦の婚姻期間が二十年
以上であること︒
◎ 贈与を受けた財産は︑自分の
居住用の不動産か︑これを取得
するための金銭であること︒
◎ 贈与を受けた年の翌年三月十
五日までに︑贈与を受けた居住
用不動産に実際に居住し︑その
後も引続いて居住する見込みで

なければなりません︒

この配偶者控除は一生に一度し
か受けられません︒また︑申告書
に①戸籍謄本と戸籍の附票の写し
②贈与を受けた居住用不動産の登
記簿謄本③住民票の写しを添付し

事故例の話を始め︑記録映画の
観賞等により︑皆んなで安全意識
の高揚を図ることは大変大事なこ
とだと思います︒
集まりには婦人の方やこどもさ
んの外に︑日常運転にたずさわっ
ている壮年層の方や青年の方の参
加を是非お願いしたいと思います︒

ます︒

全部落で︑年に一回は交通安全
について︑又青少年の非行化防止
や防犯全般についての話し合いの
機会をもって頂くようおすすめし

施されました︒

今年も希望のあった部落に警察
と町共催で﹁交通防犯こん談会﹂
を開いており︑すでに四部落で実

開催について

部落交通安全教室の

ます︒

され事故を起こさない︑合わない︑
安全運転者になって欲しいと思い

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

贈与税は︑個人から一年間にも
らった財産の合計額が︑六十万円
を超えているときにかかります︒

騰囲騰臓囲

松代町で︑昨年一年間に起きた
事故件数︑物損事故二十六件︑人
身事故十八件を数え︑人身事故の
半数九件が夏季に集中しています︒
本格的な夏を目前にして︑特に
次のことに留意して事故に合わな
い注意をしましょう︒

原付等二輪車を運転する時は︑

装で︑反射タスキを活用する︒

一︑ こどもや︑おとしよりに︑交
通のルールを教える︒
一﹁ 夕方の外出は︑目立つ色の服
三︑

危険防止のため必ずヘルメット
をかぶる︒
四︑ 酒を飲んで車を運転しない︒

自分ばかりか︑他人までも事故
にまき込むことになりかねない︒
五︑ バイクはもとより︑車もスピ

ードを抑え︑安全連転を励行す
る︒

﹁交通安全各月のテーマ﹂
︿七月﹀
家庭で交通事故を起こさない︑
合わない誓いをしよう︒
︿八月﹀
いねむり︑わきみ運転をやめよ
う︒

︿九月﹀
こどもや︑おとしよりを交通事
故から守ろう︒

蓬平で

響蜜響冒7響ー冒冒響冒1ー暫響﹃■

バイク教室

／

●、。
．・。●

これとは別に︑安全協会二輪車
部会では︑新らしく免許を受けた
人で︑ひと通り車の操作を覚えた
方を対象として︑毎月第三土曜日
の午後︑松之山町自然休養村セン
ター前の駐車場で実技の講習会を
行なっておりますので︑是非受講
（7）

去る六月十五日︵第三日曜日家
庭の日︶に︑蓬平小学校庭で初心
者向けのバイク教室が開かれまし
た︒この教室は安全協会の蓬平代
議員の小堺美雄次さんが中心とな
って計画されたものでした︒

贈与税の
配偶者控除

支・芸
しぶみ句会

る

紅 茶

子の下宿に泊り春愁何やかや
浮苗を畦に吹き寄すほどの風
枯 水

水豊か深沢名物禧霧
万緑の中に消えゆく街宣車
立 石
天秤棒押問答の金魚売り
うつぎ散り田の水枯れて人もなし
草 人
かけ水のかぼそくなって梅雨近し
巡り来て著義の花々まっさかり
八千代
夕焼に矢車だけが光り居り
ぽつぽつと降る雨うけて著義の花
常 仙
咳去って体は軽し椿咲く
桜湯を二人にすすめ妻古りぬ
きく代
ニッ三ッ闇を照して蛍とぶ
香りをば慕いて来しや夜の蝶
嘉 橘
くるみ
胡桃花白く目立たず長く咲き
針運ぶ手も軽やかに夏近し
喜 沙

6月7日
於 克雪センター

牛鳴けば牛が答える春野かな
草も木も牛も包みし春の霧
悠 歩
初蝶の息づき長し石畳
ほととぎす谷は夜明けの霧まとう
茶 水
紫陽花の大きな毬よ雨後の色
スギナ草雀かくれに風光る
公 明
廃屋の残りし桐の花盛る
柿若葉分教場はいまはなく
六 花
明け放つ窓に溢るる青葉かな
補植苗残して早苗捨てにけり
淡 水
卯の花の流れて来ては田の中へ
吸いつきし縞ヒル丸めて何処へや

茶水

︵六月十二日・大平首相死去す︶

夜間開設

町民プールの

な

ほと︑ぎす声もかすれて夜明けか

草刈るやほたる袋を刈り残す

さやけさや谷を埋むるぶな若葉

若葉風ダムの礪灘日に光る

水におく影の木の芽も太りゐつ

あじさいのまるみに遊ぶしじみ蝶

柳

初夏雑詠

埋れ木

歌のくずかごより
下山
米余る世論の中にともかくも
生産のひじき谷間にこだます
力駄フミラーに映る吾が影曲りしとも

思はざる腰曲りてありき
た ね

鴬の初音をき＼て種子蒔けば
早植えませとほと︑ぎす鳴く

況
ご

池之畑

文痴老

七十二才と心の中に熱唱し
腕をまくりて苗代に入りぬ

近
ま

町民第一プール︵松代︶

みやこより孫女のみゃげは山なせと

中に輝く暫祖黛趣の榛柑
なムつき

は左記の期間夜間も
開設しますのでご利

投げて興ずるシャンシャンアババ

夜7時から9時まで

8月ゆ日まで

7月創日から

用下さい︒

七ケ月で三貫男の子の買いおもちゃ

疲れると悟りながらの寝せ起し
もりは静袖黛験か穿卿かと
わ ら
冷笑はる
久方よ共湯と願い入れにしに
りき
力む噴水外へ滝なす

さい︒

〒一六〇

へ連絡して下さい︒

・シンナーや煙草の臭いがする︒
などの状態がみられたらすぐ警察

る︒

・大勢の少年達が出入している︒
・昼間からバイクや自転車が沢
山止まっている︒
・少年達が深夜までさわいでい

が多くあります︒

アパート・下宿先で飲酒︑喫煙︑
不純異性交友などを続けている例

りましょう︒

子供達が学校から解放される夏
休みは特に問題の多い時期ですか
ら︑家庭での注意を一層強めると
ともに地域ぐるみで良い環境づく
りに努め︑少年の非行防止をはか

非行防止を！

よい環境づくりで

三ー一四ー四
毎日新聞社早稲田別
館内毎日育英会K係

東京都新宿区大久保

現在︑来年度の奨学生を募集し
ております︒詳しいパンフレット
を無料でお送りしますので︑左記
の事務局まで︑氏名︑住所︑電話
番号を書き添えてお申し込みくだ

要の奨学金支給のほか︑生活の一
切を保証するものです︒

毎日新聞社では︑働きながら︑
自分の力で進学できる毎日奨学生
制度を設けております︒
この制度は︑大学生︑短大生︑
専門・各種学校生︑予備校生にそ
れぞれ各コースの奨学生制度を適
用し︑必要な学費の貸与︑返済不

8）

