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産業シりーズΦ

水田利用再編対策
転作実施状況
一二〇％

八四・四naが農家数七六七戸の皆

理解と努力により︑昨年の実績面
積六〇・七腹を二三．七m上回る

されます︒

②

米の生産調整は︑昭和四五年度
単純休耕という型で行われてきま
したが︑それがみとめられなくな
り︑昭和五三年度を初年度として
以降約一〇年間を数期に分けて水
田利用再編対策事業が行われ︑作
物転作が奨励されており︑本年が
第一期の最終ラウンドの年です︒
来年度から第二期対策として三
力年計画が開始され増々転作面積
の増加割当がなされるものと予想

それともう一つ重要なことは転
作内訳表からもわかるとおり松代
町においては︑期限は転作々物が
七二・八彩の六一・五naも示めて

いることです︒本年度で三力年を
経過し奨励補助金が打ち切られる︑
いわゆる昭和五一年度に転作され
た作物︵杉・桐等︶が約一七・六
mあり︑この分も来年度上積され
余分に転作を実施しなければなら
なくなり増々困難な状況となって
まいります︒

同

上

ならないと思われます︒

ほ場整備

100．0

このため今からでも︑今後にそ
ない各部落︑各農家それぞれ話し
合い︑準備を進めていかなければ

水田養魚

転作補助金が3ケ年で

この春以来区長さん方を始め︑
農家の皆様方にパンフレット等で
転作への協力をお願いいたしまし
た昭和五五年度の水田利用再編対
策の転作実施状況がまとまりまし

253

た︒

その他
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魚介類養殖

688
862
862
桐・他

様によって転作され達成率にして
二一〇・七％となりました︒これ
は︑昨年度の一六二・六％より低
下していますが︑本年度の上越地
方平均一一二％よりも若干多くな

103

打切られる作物
1，741
杉

っています︒以下主な転作々目の
内訳は次のとおりです︒

梅

今年度の松代町転作割当面積は
昨年度より一八○％も多い大巾な
る上積があり︑六九・九mが割当
され︑目標面積の消化達成が懸念
されていましたが︑関係農業者の

2，358

年性作物

8，437
計
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土地改良・通年施行

転

その他
小

農協等への管理委任、
3力年桿のみ

理
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転作補助金が5ケ年で

たばこ
くわい
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水田預託

管

2，002

（室野部落で田から転作された大豆団地）
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﹁母ちゃん︑

今日朝礼を屋上
でしたら︑とな
りの子が僕の方
へ倒れて来て驚
いたっけ︑教室
へ入ると︑友達

︵

㌔︸

⑨ z θ

＠︶︐

︑＼

きました︒

す︒山羊も七才頃︑知り合いから
種類のいい子羊を世話をしてもら
い︑代つぎを飼いながら十二年続

農作業も機械化が進み三反歩余
りでは手持ちぶさたになり︑子供
達も手離れして来たので簡単な仕
事を持つ事にしました︒食生活改
善推進委員の話が舞い込んで来た
のはその頃でした︒少しでも知識
を得る事が出来るならと︑大勢の
仲間入りをさせて頂きました︒根
っから台所仕事の好きな私には︑
推進委員の仕事は︑私の台所仕事
に拍車をかけるようなものでした︒
山羊飼いをやめて仕事に出るよ
うになると自分の収入はほとんど

◎ところ

らに工夫して︑老人クラブの茶話
会へおばあちゃんに持たせます︒
みなさんの食べ具合が一番気にな
る時です︒よく食べてくれた実態
を話しながら︑婦人会の調理実習
の一つに加えます︒最初のうちは
婦人会のみなさんが実際に料理を
してくれるのが心配でしたが︑こ
の頃では︑スキムミルクはどの位
をどうして使えばよいのかとか︑
バターを使ったら焦げてしまった
などと︑電話をかけてくれる人も
あるようになりますと︑私の声は
一段と高くなり︑自分の失敗談義
が始まります︒

我が家の自慢は︑みんなが達者
だと言うことです︒七十三才のお
ばあちゃんは︑新
聞配達から家事︑
野良仕事までやっ
てくれます︒主人
も︑病気で職場を

春代休むことはめった

にありません︒二
人の子供達も︑虫歯もなく︑なん
でもよく食べてくれます︒私は︑
プラス十八パーセントと︑ちょっ
と肥り気味ですが︑体の調子は快
調です︒これからも︑良質なタン
パク︑乳製品を使った献立に心が
け︑家族から魅力ある︑母ちゃん
と言われるよう努力したいと思い
ます︒

旬の野菜が出回って来ました︒
さあ︑ママコックさん出番ですよ︒

相談ください

◎と き 毎週金曜日
午前九時から十一時半まで
松代 少林寺

したら相談下さい．︑

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

お気軽にご

心配ごと相談

じゃがいもなどは︑一年中家に
あり︑油や︑チーズ︑牛乳などと
よく合い便利な野菜の一っです︒
私は︑アイデア料理が出来ると︑
家族から批評してもらいます︒さ

うにしました︒

商品化してしまうのですが︑自家
製品に︑魚肉類︑乳製品︑海産物
をとり入れ出来るだけ手作りにつ
とめました︒先ず我が家から︑年
よりが無理なく食べられそうな物︑
子供達がよろこんでくれそうな物︑
主人の酒の肴にも栄養のバランス
を考え︑偏食を起させないように︑
品物や型を変えて食卓にのせるよ

食生活改善推進委員武田

健康づくりわが家の食卓

﹁お前が︑

でも僕は何ともなかったっ

どうしてかの︒﹂

って︑

が﹃僕も︑ もう少しだったなあ圏
け︑

朝礼ぐらいで倒れたら母ちゃん役
に立たんがね︒﹂と言ったら﹁ふ
うん﹂という返事︑わかったのだ
ろうか︒

戸数八十二戸︑町でも中くらい
な千年部落︒兼業農家に嫁いで二
十年になりました︒はじめて妊娠
とわかった時︑姑は乳の足りない
ほど困ることはないからと︑山羊
を一匹買って下さいました︒よく
年三月に長男が生れ︑五月に山羊
は︑二匹の赤ちゃんを生んでくれ
ました︒姑の感は当り︑家事の手
伝いや子供の世話をしている時は
足りていた乳も農繁期になり︑野
良仕事が忙しくなるにつれ細くな
ってしまいました︒山羊の乳をう
すめて飲ませると︑長男はよく飲
んだものでした︒山羊の好きそう
な草を刈り︑野菜くずや︑米のと
ぎ汁など手まめに食べさせると︑
乳の量も多くなり子供の残り分を
家中で分けて飲みますと︑ご飯が

無料です

蕊

慧
夢諭，

一杯少なくてもいいものでした︒

秘密厳守

、P

天ぷらの衣に使ったり︑米粉と一
諸にこねて︑かりんとうを作って
おやつにしたり︑私の乳製品作り
は︑この頃から始っていたようで
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保健衛生シリーズ

教育扶助⁝義務教育︵小・中

要なもの︒

三︑

学校︶に伴い︑必要な教材費︑
学校給食費︑その他義務教育に
必要なもの︒
医療扶助⁝生活困窮のため︑

医療費の負担を維持することの

四︑

できない者に扶助される︒
五︑ その他⁝出産︑生業︑葬祭扶
助︒

談ください︒

以上︑七っの扶助がありますか
ら︑生活にお困りの方は役場社会
課福祉係︑担当民生委員に︑ご相
また︑直接ご相談したい方は︑
東頚城社会福祉事務所へ電話で︑
ご相談下さい︒
﹁福祉電話﹂安塚局︵〇二五五九︶

二ー三三一一とダイヤルを廻しま
すと︑直接専問の職員が相談に応
じます︒

話です︒

この電話は︑生活にお困りの方
の外︑福祉についての電話ですの
で︑東頚城の皆様方が利用する電
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父嘉 和
齋藤由香里
長女 田野倉
母知代子
源左工門

櫛蓑乃奪

七月受付分︵受付順︶

戸籍の窓ロから

帯口
世人

数男女計 生入計

3，579

東頸城社会福祉事務所
今回︑生活保護法︵公的扶助︶
について紹介します︒

生活扶助．：衣食その他日常生

生活保護法により︑保護を受け
るときは︑その前提要件として︑
資産︵田︑畑︑山林︶︑能力︵労
働等により収入を得ること︶︑そ
の他あらゆるものを︑生活の維持
のために活用し︑さらに私的扶養
︵父︑母︑子供からの援助︶︑他
の法律による給付︵年金︑扶助料
等︶を優先して活用し︑それでも
なおかつ生活に困る場合に︑はじ
めて生活保護が行われます︒
生活保護には七つの扶助があり
ます︒

一︑

︵家賃︶︑

活の需要を満たすために必要な
もの︒
住宅扶助・．・住宅︑

補修その他住宅の維持のため必

二︑

︸1ー＊十＊←←ーー工主ー求泉1ー＊よー＊染←←←←←←←t

年金証書 提出を忘れずに

八月支払の福祉年金を受け取つたら

す︒

八月は︑福祉年金の受給者が国
民年金証書を役場に提出する月で
いたり︑受給者本人にある程度の
所得があるときは︑福祉年金を遠
慮してもらうことになっています︒
そこで︑毎年一回︑前年の所得
などについての審査を行い︑むこ
う一年間の年金支払い額を証書に
記入する必要があるわけです︒
受給者のみなさんは八月期の年
金を受取ったら︑すぐに年金証書
と印鑑を役場の年金係まで持参し
て下さい︒

8月1日現在

■重●⁝口7●！！書冒重！■冒零●！■冒！り■7●■ラ●！■7●！▼●！■冒もー●；●

﹁おはよう﹂と

笑顔で始まる
楽しい毎日
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8
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腕

なお︑その時に︑国民年金以外
の年金︵厚生年金︑共済組合の年
金等︶や恩給︵普通恩給︑扶助料
等︶などを受けている人は︑その
証書も忘れずに持参して下さい︒

人ロのうこき

みんながあいさつをかわしましょう

驚黙蟹て㌘
｝ 噛…

もし︑証書の提出が遅れますと︑
次の十一月に支給される年金が差
し止められることもあります︒
福祉年金は︑その費用金額が国
の負担によって支給されているた
め︑恩給や厚生年金などを受けて

ぎ影

3，6

鋳誘

〆

『

1，875
ぐ
含あ
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革活動を助長奨励するための活動
てするための活動

i防止事故防止のための活動

よくするための活動
羊度に行なう事業は次のように計画されてい

年のつどい（キャンプファイヤー、共同炊飯、創作

粥催、青少年育成を民間サイドで推進する母

が発足しました。

は 広くみなさまの総意を結集し、国・新潟
と呼応して、心身ともに健やかな青少年を育

ノグ

ります。

友綱は次のとおりです。

民体

県成

ま

ラ

ラ

ラ

ラ

催の促進

非行事故の防

会副事

ラ

約照

止活動の促進
5》げます・

び資料収集

・青少年健全育

・環境の改善、

成地域集会開

ご入会の申込み照会等は町役場社会課
で受けています。
みなさまのご賛同・入会を期待申しあ

動の促進

・広報活動およ

れます。会費は1人年額500円です。

。青少年の組織

・財政計画を立

健全育成部会

総務・環境

事務局

会

総

化及び団体活

てるo

経費は会費と町からの助成金があてら

運 営 委員 会

い家庭づくり推進広報活動
をよくする懇談会の開催
年の非行・事故防止実践活動
は賛同する人で結成され、規

松代町青少年育成町民会議
年の社会参加実践活動（公共
清掃美化、交通安全・防火啓

改善部会
，
（組織図を参
運営されます。

（社会課）

社会環境の多様化
考えまして感銘の至りでございま
が最大の理由だと
すが︑これら役職にある方々だけ
思います︒私達は
に頼ることなく︑今後は広く一般
こうした観点から
町民にもお願いして︑又字通り町
町ぐるみの課題と
ぐるみの運動として展開し︑所期
して捉えること︑
の目的を達成したいと考えており
し︑相互に連絡提
ます︒
携を密にしながら
青少年育成町民会議は︑一握り
共通の目標である
の役職員によって計画され運営さ
青少年の健全育成
れるという組織ではなく︑全会員
が何れかの部会︵総務︑環境改善
を達成するため︑
先ず第一段階とし
部会・健全育成部会の二つ﹂に所
て町内の役職にあ
属していたyいて︑我が町の青少
る方々のご理解と
年のために﹁今︑何をなすべきか﹂
ご協力をいたyく
について真剣にとりくむという仕
組でございます︒そのため一人一
こと︾し︑七月五
日付で﹁ご入会の
人が自分の考えを発表しあい︑十
松代町青少年育成町民会議
おす︾め﹂を発送
分に話し合った上で自分達の計画
いたしました︒
として発表し︑実施するという︑
の発足に当って
それに対する反
全町民の英知を結集して青少年問
応は？と案じてい
題に当ろうというのでございます︒
会長 小堺 又 七
全町民各位のご賛同を心からお願
たのでありますが
去る七月一日︑準備委員の一人
二十八日の結成総会までには百四
い申し上げますと共に︑微力な私
として委嘱をうけ︑十三名の同憂
十名という多数のご賛同をいた穿
達にお力添えを下さいまして︑我
の士とともに︑町民会議のあり方
き
︑
更
に
ご
多
忙
な
町
長
さ
ん
か
ら
も
が松代町の将来を担う青少年に︑
について検討を加え一様の粗案を
ご臨席いたダいて盛大に発足でき
大きな夢と︑明るい希望をお与え
つくりました ︒
ま
し
た
こ
と
は
︑
身
に
あ
ま
る
光
栄
で
下
さいますよう懇願申し上げる次
あり感激でございました︒
第でございます︒
このことは︑町民各位が青少年
問題の重要性にづ︑
し
て︑いかに深い認識
長長長
とご理解をおもちか
会局
務
ということの表れと

貴120名の出席を得て松代町青少年育成町

青少年問題が︑全国的な国民運
動として展開されるに至った理由
はいろいろあろうと思いますが︑
従来のま︾の機関や団体がそれぞ
れの立場で実施してきた対策だけ
では対応しきれなくなったという︑

町民会議にあなたもこ入会下さい。

足広応すは責動る止すに
呼ま綱と活す防く度
員開力はとり大り年に行よ年
会を議的策あの誇少全非を5
︑会会目施で動が青健の境5
日総民ののと活年なを年環和
8成町議町こる少全庭少会昭 少等少の動る境少議て
2結る会代〃す青健家青社︑ 青動青設運明環青会つ
月議な民松る進
た ロ 活
施蒙
民よ
345町に
qー
⑫ー
6ー
縫ー
修ますq 2
7会と町・ す推ー

りと責任について自覚を高めるための活動

青少年育成町民会議から

青少年育成はみんなの力で

を競いました︒

区から選手︑応援団二千人余りが
参加し︑7チームにわかれて得点
心配された天気も︑熱のこもっ
た応援合戦と︑白熱
したゲームや競技に︑

聾
按

7日︑第一回町民体育祭が
7月2
松代中学校グランドを会場に開催
されました︒前夜からの雨で実施
があやぶまれましたが︑7つの地

︐．錘鐵灘

選手を代表し
↑
瀬沼町青年団長が宣誓

遜
︵マラソソ協会︶

↑第1回優勝は奴奈川地区

董火入場ランては堀川選手

．灘

騨

礁

ラ
6
太陽もときどき顔をのぞかせる運
動日和りとなり︑22競技で熱戦が
繰り広げられました︒

総合優勝は︑奴奈川地区がかざ
りましたが︑各チームとも心を一
つに大ハッスルでした︒

靴族

尾）旅

輝行

湧

5位松代B
6位南部

7位峰万
は

っ子までが﹁よかったねωと言葉
にしたときは︑仕事をやりながら
親子のふれ合いが自然に深まるの
を感じずにはいられませんでした︒
秋の収穫もすっかり終り家庭サ
ービスのつもりで家族旅行を計画
し︑学校の休みを利用して一泊二
日で親子交流の場をもちました︒
子を持つ親になってから十四年間
家族全員で出かけたことが一度も
なかっただけに日程を決定したと
きには︑子供達より親の方が楽し
くなったほどでした︒

キロにもなっていました︒

当日は稲刈り頃の悪天候とは逆
に旅行日和りに恵まれました︒り
んご狩りから浅間温泉︑信州路を
経て富山県の黒四ダムで晩秋の立
山連峰の美しさを満喫し︑糸魚川
から上越に向うころは日も暮れ︑
家に着いたときは全行程四百七十
年毎に忙しくなりゆく社会情勢
の中での二日間の旅行は親と子の
心の触れ合いの意味では非常に効
果が大きかった様に思えました︒
今年も稲穂が出初め今日晩秋の旅
行をみんなで話し合って︑ぜひ実
現するよう心がけています︒

鞍

鍵

↑スマートな人はやっぱり有利？

醐

きません。

でも思ったほどうま

つ

4位山平

3位松代A
2位伊沢

鷲灘灘禦繊議雛鐡灘難麟

ほ

子供達に何かしてやらなければ
と思いつつも︑少々あった余暇を
子供達に廻してやれぬまま早いも
ので中学三年︑二年︑小学校四年
に成長し︑親としての認識をどう
やら感ずる様になってきました︒
昨年は天候が不順で雨が多く農
機具を利用できず農繁期休業︑日
曜日等子供達にも作業を分担させ
た年でした︒苦労した後の秋の収
穫の喜びを家族で味わいながら末

7）

峠｛
一家

灘 薗聾 瓢

懇 織

﹁蒲響

亜高山帯の乾燥しやすく︑土壌の
うすい急傾斜の尾根や︑母岩の露
出した斜面に生育するもので︑こ

o憲く貰・需日巷菖一ξ︶であり︑

﹁キタゴヨウ︵℃一〇岳℃働円＜ζア

の五葉松は︑

昭相四十八年八月新潟県教育委
員会が実施した﹁松代・松之山又
化財総合調査﹂によりますと︑こ

しています︒

たる五葉の老松数千株︑断巌絶壁
の間に点在し﹂と東頚城郡誌は記

引いており︑その峯には︑

﹁松苧山は犬伏の正北に魏立し︑
西南は抜川︑東は渋海川環流し﹂
とあるように︑その三方を川でめ
ぐらせ︑これらの川から厳然とそ
びえ立つ山は︑北東に長く尾根を

いるものと思います︒
その松苧山︒

これは︑松代小学校︑旧松代中
学校︑現松代中学校︑県立松代高
等学校々歌のそれぞれの一節です︒
松代に生れ育った多くの人びとは︑
七つ詣り︑そして小学校︑中学校︑
高等学校と生れながらにして︑人
格︑情緒形成の上で少なからぬ影
響を松苧山から朝な夕なに受けて
おり︑必ずや心の奥深くこのお山
が︑大きなウェイトで生き続けて

へ戯鍵馳べし渋海川
松苧の山をみはるかす

へ古るき又化の香を残す
松苧社叢のけだかさよ

へ雪深かけれど又化埋れず
松苧の森かげ緑すがし

へ朝に仰ぐ松苧山
かしこ
神のみいつの畏さに

あした

鵬蟹
盤
灘

のような所は︑風も強く生育する
には強固な根とがんじょうな幹や
枝を必要とし︑上越地方でのキタ
ゴヨウの自然林は︑火打山の海抜
一七五〇mの地点にみられるが︑

松苧山の場合︑海抜四〇〇m以下
にみられ︑注目に値いすると同時
に貴重な群落である︒しかし︑近
年このキタゴヨウ群落は枯死の傾
向がみられ︑自然︑更新もあまり期

強調されています︒

待できないところから︑早急に天
然記念物として保護﹂する必要を

なお︑同調査においては︑当地
方のブナ林についても特異な存在
として︑特に一節を設け次のよう
に述べています︒
﹁本州中部地方におけるブナ林は︑

ています︒

垂直的にみて︑海抜六〜七〇〇皿
以高に成立しているのが普通であ
り︑犬伏︑太平︑松代のように︑
海抜二〇〇皿くらいの低地から成
立しているところは珍らしく︑有
史以前には当地全体がブナ林でお
おわれていたことを物語る証拠と
して貴重であるが︑近年このブナ
林摂伐栽され︑年々その姿を消て
いくことは残念﹂であると嘆かれ

事実︑松苧山の北五葉は老松で
あり︑立ち枯れが多く目立って
来ました︒実生二〜三年の若松は
老松下方の急傾斜に若干みられま
すが︑なぜか︑これが雪を越す高
さにまで成長していません︒松苧
山から松をとり︑苧をなくしたら︑
その名実も︑その景観も一挙に失
ってしまうおそれがあり︑いまこ
そ︑科学的な保護の手をさしのべ
なければならないのでは︑と思い
ます︒

なお︑ブナにしても同様であり︑
このままブナの乱伐が続き再成機
能を喪失するに至るとしたら︑や
がて春の風物詩︑残雪の中でのブ
ナの芽吹きも見られなくなり︑松
代の情緒を半減しかねないことに
なるかも知れません︒

のように描写しています︒

いずれにしても︑前出の東頚城
郡誌は︑松苧山の春秋の風景を次
﹁春は百花燗漫として百禽枝頭
に嬌音を競い︑萬緑千紅画図の如
く︑秋は満山紅葉し︑宛も蜀錦の
斜陽に映ずるが如く︑四方の巌壁

6
削るが如く︑屏扉錯別の條を為し﹂
うたい
と謳い上げています︒

色畿駄竣貌響臨閣続

せます︒

を飾る老松北五葉は︑風を呼び雲
ひようひようさっさつ
を巻いて︑瓢々颯々の譜を奏で︑
いやが上にも白銀に映えて他を寄
せつけぬほどの厳しさと神々しさ
を示し︑見る人をして︑自ら襟を
正さずにはいられぬものを感じさ
春は優しく︑夏は緑蔭さやかに︑
秋は錦して︑冬はあくまで厳しく︑
四季折々に姿を変えるこの山の一
角︑海抜三六〇mの山頂に松苧神
社は位していますが︑海抜四〇〇
皿くらいの比較的低地にありなが
らも山容︑そしてここに生育する
草木も︑優に深山幽谷︑神霊の相
を示すものがあります︒
新潟県は昭和三十四年十月二日
この地一帯を県立自然公園に指定
しています︒

この号は︑東頚城郡誌および新
潟県又化財調査年報第一四にもと
ずいて︑松苧山全体が私たちに与
える無言の又化的語らいと住民へ
の精神的影響力について︑いささ
か触れてみました︒
松苧山︑松苧神社は私どもの幼
少からの﹁心のふるさと﹂です︒

電話局からのお知らせ
◎料金着信払通話サービス︵コレ
クトコール︶の開始のお知らせ◎
eコレクトコールとは︑発信者が︑
通話料金を着信払いにしたい時︑その
申し出により交換取扱者︵電話局︶が︑
着信者の料金支払意志を確認した場合
に︑その料金を着信者の負担で通話で
きる制度です︒

口取扱い範囲は︑ 一般電話・地集電
話のほか︑街頭用公衆電話・店頭用公
衆電話からかけられますが︑公衆電話
︵街頭用・店頭用など全ての公衆電話︶
に着信するものは取扱いできません︒
口申し込む時は︑ 一般電話からは
﹁一〇六﹂︑地集電話からは﹁〇一〇

四通話料金は︑現行の一〇〇番通話

六﹂をダイヤルして下さい︒

面サービス開始は︑八月一日からです︒

料金のほかに︑ 一回の通話ごとに九〇
円が加算されます︒

くわしいことは︑電話局へお問合せ
下さい︒TEL 七ー二二〇〇

皆さんのこ理解とこ協力を
お願いします。
一国勢調査シンボルマークー

容を他にもらしたり︑統計を作
る以外の目的に使うことは決し
てありませんので︑安心してあ
りのままの申告をしてください︒
一〇月一日から五日までに︑調
査員が調査票の取り集めに伺い
ます︒

②国勢調査は︑法律に基づいて国
が行う調査で︑わが国全体の人
口を正確に把握するためばかり
でなく︑都道府県や市町村ごと
の人口︑あるいは男女別︑年齢
別︑産業別︑職業別などの構成
を明らかにするためのものです︒
とくに今回の調査は︑高齢化社
会といわれるわが国の実状︑U
ターン︑﹂ターン現象といわれ
る人口移動の実態︑さらに母子
家庭︑老人世帯などの把握に重
点をおき︑現在わが国が抱えて
いる様々な問題を具体化し︑そ
の解決策を検討するための重要

す︒

集

警察官︵B︶
募
一︑受付期間

す︒

旧奴奈川地区全域が停電になりま

12時から皿時まで

9月9日

停電のお知らせ

に生まれた男子
※高等学校卒業程度の学力を有
する者
※大学卒業又は卒業見込みの者
は受験できません︒
三︑詳細については︑警察署︑派出
所︑駐在所へおたずねください︒

※昭和28年4月2日から
昭和38年4月1日まで

二︑受験資格

8月12日〜9月9日まで

中

4今回の国勢調査は︑国連のすす
めでアメリカ︑イギリス︑ソビ
エト︑中国など世界各国が参加
する﹁一九八○年世界人口・住
宅センサス計画﹂の一環をなす
ものであり︑国際的にも重要な
意義を有するものです︒皆さん
の理解あるご協力をお願いしま

な調査です︒

き

儀明こども会交通安全活動で
優良団体表彰を受ける

れ︑国鉄北越北線儀明トンネルの
工事用道路が部落を縦断して大型
車輌が引きも切らずに通過し︑更
に国道二五三号線も部落を横断す
ると言う交通環境の中にあって︑
交通事故に会わないために自主的
に交通事故防止看板を製作して掲
示し朝日新聞新潟版に紹介される
等活発な活動を続けて来たことが
認められ今回の表彰となったもの

去る七月三十日︑新潟市公会堂
で︑交通安全県宣言十八周年記念
県民大会が盛大に開催され︑席上
交通安全優良団体として﹁儀明こ
ども会﹂が新潟県交通安全対策連
絡協議会長表彰に該当︑合計十の
優良団体代表として登壇の上受彰
当町では︑松代町交通安全母の
会︑松代町立室野小学校に次ぐ受
です︒

しました︒

彰です︒

αきたる一〇月一日︑ ﹁昭和五五
年国勢調査﹂が全国いっせいに
行われます︒国勢調査は大正9
年︑ 又明国への仲間入り を
ノ
合言葉に第一回目が実施され︑
以後五年ごとに続けられて︑今
回の調査は第一三回目に当りま
す︒国勢調査は︑法令によって
全国約三八○○万世帯︑約一億
一七〇〇万人の方々に調査票を
記入していただくことになって
います︒九月二四日から三〇日
までの間に︑約七五万人の調査
員が︑それぞれのお宅に調査票
の記入のお願いにあがります︒
②調査票に記入していただくのは︑
皆さんのお宅にふだん住んでい

る方全員−旅行などで一時留
守にしている方︑長期間滞在し
ている方︑生まれたばかりの赤
ちゃんも含まれますのでご注意
ください︒下宿や間借り︑長期
入院している方は︑自宅ではな
く︑その場所で記入していただ
きます︒記入していただいた内

（9）

唖璽

儀明こども会は五十年に結成さ
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堕唖唖

支
芸

瓢
らふ

ぎ気
ヤ︑

しぶみ句会

ノ
4

霞︑

七月十五日
於室野克雪センター

大寺の梅雨じめりせし土台石
草刈りし後に残せし忘れ笠
六 花
万緑の山映したる山の溜
宿題の子に焚いてやる蚊取香
淡 水

ー沖縄i

れ

木

夏草や摩又仁の丘に追憶す
木下闇健児の塔をさすりみる
悠 歩
草刈るや蛍袋を刈り残す
巣立鴨鳴き習いつつひるかえる
茶 水
干草のにおいが包む立話

埋

歌のくずかごより
下山
か

−庚申塚祝いー
つ

逢えがたきこの庚申塚祝い幼きに
逢えて再び迎えむとする
六十一年廻り来る世に骨朽ちて
故里山の栄え祈らむ

境−

ひろ

離疇唾りす日も近からむ

ー老

暮
嫁よ頼むぞ 心寛げて

仙
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初夏の句
松代 常
焼酎を暑気払いと冷し飲み

た ち

氷やの硝子すだれの音涼し
は

ラムネ抜く音のなつかし二十才頃

心太す︑りて夕立さけて居り
我が部屋もサマーハゥスに仕上た

牛池と言ふ古池に藻草浄き

り

ひえぬくや大梅雨腕を滴り落つ
枯 水
スカートも梅雨しめりして行く如し

喜

沙

ともし
長梅雨に葉草ピカピカ夜の灯
紅 茶
ネムの花咲く村を過ぐバスの旅
梅雨晴間縫って建前 槌の音
公 明
青田風ふところに入り憩いけり
旅人や雲遊ばせて銀山湖
金 男
バス停に月美草咲き風そよぐ
子つばめの羽ふるわせて親を待つ
八千代
山あいも梅雨にけむりて黒くぬれ
あじさいの葉裏で仮り寝のかたつ

むり
短冊がゆれて涼しや釣り苺
汗ふいてそうめんうまき母の味
嘉 橘
見渡せば山にかさなる雲の峰
涼しさや蒼い吉野のうちわかな
草 人

蒲生俳句
七月十二日
於蒲生集落センター

青芒田の跡形を埋め尽くす
路ゆずる蛇全長の過ぐるまで
耕 山
地にはずみくぼみにすわる柿の花
蝉の音もいつしか遠く昼寝かな
紫 煙
ほ
杉秀まで絡みて藤の花盛る
葉がくれの蛍火妻を呼びて見る
泥 水
な
花萎えて昼寝の窓のかきつばた
降りしきる長梅雨ねむの花を見ず
鉄 堂
青梅をすっぽりぬらす梅雨かな
梅雨の川釣り糸垂らす日曜日
静 峰
荒らし田に蓬猛りて閑古鳥
くちなしのほの白く闇匂うなり
竜 峰

：・農免農道・．・

南部線

0
旺

県から町に移管

昭和四八年度より県営農免農道
整備事業として継続実施してまい
りました南部線︵松代源太〜下山
間︶がこのたび県より町に財産譲
与︑管理移管がなされました︒
総延長四〇四〇m︑工事費一八
二︑一一四千円の改良︑舗装工事で

ガードレール︑ガードケーブル︑
反射鏡などの交通安全施設を備え
た立派な農道です︒

しましょう︒

ブルトーザー等︑重機械で路面
をこわさないよう大切に使用いた

