、

、、
忙しい中時間をみつけ︑出席率
は良好︒熱心な受講風景が展開さ

マに行なわれました︒

もの事故︑親子ボール遊び︑−親子

れています︒

子育てについて色々な情報が氾
濫している昨今ですが︑子どもの
実態をしっかりみつめ︑一貫した
考え方で自信を持って子どもに接
することが何よりも大切だといわ

あっ聞こえた！
紙コップで作った電話でお話し
れています︒

幼児期家庭教育学級は︑町内三
保育園で開設されています︒運営
については︑各保育園単位で行な
われる分散学級と町総合センター
で行なわれる集合学級の二方式で
行なわれ年間七回計画されていま
す︒すでに親子朝顔づくり︑子ど

保育所での家庭教育学級

れおいを大切に

㍉
で工作︑じようぶな歯などをテー

11）

Ol）b

瞬・月轡1
第250写

新潟県松代町公民館

松代7−2301番く
電話

産業シリーズ②

﹁芸能シヨー﹂もあり︑会場は︑
約二︑三〇〇人の町民無料招待客で
いっぱいでした︒

り︑現在︑会員二七六名︵会長米
持義一︶により組織されています︒
記念式典にあたり関係功労者に︑
感謝状の贈呈︑表彰及び記念品の
授与がそれぞれ行なわれました︒
また記念アトラクシヨンとして︑
ケーシi高峰︑千賀かほる︑当町
出身の異邦人らによる歌と笑いの

松代町商工会﹁設立20周年﹂
去る八月十九日松代中学校体育
館において︑松代町商工会の設立
二十周年記念式典が︑来賓多数を
迎え盛大に挙行されました︒
松代町商工会は︑昭和三十五年
﹁商工会の組織等に関する法律﹂

が公布されたのにともない︑同年
に設立発足されたもので︑本年で
満二十年を迎えることになりまし
た︒町商工会は︑地域小規模事業
者の経営改善︑普及機関として町
の商工業の振興発展に寄与してお
秋山町長
市川議会議長
前商工会長故藤巻喜八郎
前商工会職員 柳 正昭
の四氏に感謝状が贈呈されました︒

ゆずり合う運転マナーで今日も無事

三︑自動車に乗るときは︑運転
手だけでなく全員がシート
ベルトを着用すること︒
四︑収穫時期を前に車や︑耕運
機の安全点検と安全運転を
励行すること︒
運転者は安全運転を︑歩行者も
正しい歩行を習慣づけて︑事故に
会わず︑事故を起こさないで︑幸
あわせな家庭を守りましょう︒

1秋の交通安全運動
毎年九月二十一日から三十日ま
での十日間全国一斉に秋の交通安
全運動が実施されます︒
ことしは次の事柄が重点目標と
して取りあげられています︒︒
一︑歩行者と自転車利用者の正
しい歩行と利用方法を身に
つけること︒

二︑二輪車利用者は︑万一に備
えてヘルメツトを着用する
こと︒

町内の

状況

交通事故

しよう︒
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﹁事故は償なうことが
出来ません﹂
◎・・

移動交通事故相談所開設日

O●●

︵第三金曜日︶

び用紙代︵約一二〇〇円︶︒

免許証︑写真一枚︑収入証紙
︵一九〇〇円︶︑安全協会費及

・必要なもの

・会場 町総合センタi
・時間 午前八時三十分から
午後四時まで

十一月二十一日︵第三金曜日︶

十月十七日

免許更新日の
お知らせ

10・11月の

無料で︑勿論秘密も守られます
気軽にご相談下さい︒

開かれます︒

九月は十六日です︒町総合セン
ターで午前十時から午後三時まで

O●0 9●． ■●0

転落事故の中には︑耕運機によ
るものが一件含まれており︑これ
から農繁期に向い一層の注意が必
要です︒又︑飲酒運転により一件
で五人の重軽傷者が出てしまった
事故もあり︑飲酒運転の恐ろしさ
をみせつけられたことでした︒
この他に物損だけで済んだ事故
が二十件発生しており︑人身と合
せると実に三十六件となります︒
忙しい取り入れ時期を前に︑車
輔︵耕運機も含めて︶の整備点検
を行ない︑ブレーキ等安全装置を
完全な状態で︑安全運転に努めま

となり︑飛出し︑自転車︑バイク
が半数をしめています︒

ことし一月から八月末までに町
内で発生した交通事故は︑人身事
故十六件︑内重傷者六人︑軽傷者
十三人となちています︒
類型別にみると︑子供飛出事故
二件︑自転車と車一件︑バイク事
故五︑転落事故四︑衝突事故四件

（2）

国民健康保険は︑

をお願いします。

りました︒

ご︑

なりました︒
主な改正点は
税額の限度額は 二十四万円にな

◎国保税条例が一部改正に

あげます︒

家族みんなの健康を守ります︒
国保税の引上げにご協力をノ

が受けられます︒

みなさんが病気やケガをしても︑
病院や診療所の窓口へ保険証を提
示すれば︑か＼った医療費の三割
を負担するだけで︑安心して治療

さらに三割負担が多くなると︑
その負担を軽くするための制度も
あり︵高額療養費制度︶いまや︑
みなさんの健康なくらしに︑国保
はなくてはならない制度となりま
した︒

戸析箱の窓口から

挽袖

訊開講．受付順︶鹸耐

おめでとう

松代
善宗塚住宅

東建設

松代

吉田明・斉藤ハルェ・蓬平弥五郎
鈴木誠一・村山豊子・松代
はちぜん
おたんじょう

おめでとう
草間友幸父郁夫四男
母サツ子

母元子

堂の下

重円

福島
十二田屋

儀明

鉄道公団

松代

室野

犬伏

守父光雄二男
母和子

八木智行茎志長男

高橋

母正美

若月知広父一二秋二男

佐藤俊之父実二男
母久子

母令子

豊島快幸萎明長男

小堺

長之助

六二才 莇平 庄八
七五才 桐山 松本
七︸才 苧島
沖
七五才 池尻 定いん
六四才 苧島
七五才 千年 伊之助
七九才 田野倉 杉原

梓父繁憲長女
母輝子

︵死亡︶

おくやみ

高橋庄一

小山ハナ
柳富美雄
若井定吉
石田キミ
武田力子
池田トミ

引
742

門

尚、届書の記入にあたり、わからない点に
ついては、窓口でお聞き下さい。
一社会課戸籍係一

ミ

甑！

この大切な国保をささえている
のは︑ほかならぬ︑みなさんが納
められる保険税ですが︑医療費の
アツプに悩む現在︑保険税につい
て︑みんなで考えてみましよう◎
保険税はなぜ必要か？
あらゆる医療保険と同様に国保
は健康な人が︑万が一のために︑
掛金を納めて︑いざ病気やケガを
しても︑そのための医療費の支払
いを心配することなく︑安心して
治療がうけられるための制度です︒
保険税はそのそなえのための掛
金なのですから︑国保をささえる
重要な財源なのです︒

生入計
出転増

14減計

N

1
／りて彦

国民健康保険の健全な運営を行

世人

Z190（一17）

昭和56年3月31日まで△

昨年は二十二万円でしたが今年
度の最高税額が年間二十四万円と

5612（〜16）

融瑚女計

3，578（一1）

八左エ

7死亡
7転出

（3）

1，871（一4）

△昭和55年4月1日から
いうことになります︒
︵次頁へ続く︶

9月1日現在

瓜

ずあ轡

なうため︑今年度は前年度にくら
べて一人平均三千百三十三円の増
額をお願いしなければなりません︒
出費多端の折ですが何とぞ国保
財政の事情をご理解のうえ︑ご協
力を賜わりますようお願い申しあ

人口のうごき

各届書を届出される時、届書に職業（死亡
届の場合は産業を含む）を記入して下さい。
これは、厚生省では届書に書かれた職業・
産業について統計を作成し、国勢調査の結果
とともに、我が国の人口に関する基本的な資
料として広く利用されておりますので御協力

霧、．

＝出生・死亡・婚姻等
届出される方へ＝

税

を1世帯当り12，500円額
は

◎
A

確55年度国保税額一①＋②＋③＋④

め低所得軽減額については前年度の③＋④の合計額の6割軽減と4割
て軽減とがあ1）まして年間の保険税額から差引かれて課税されます・

的とした制度です︒

国保はもともと限られた財源の
中で︑より多くの方に︑必要なと
き︑その必要な医療をうけられる
ようにしようという相扶共済を目

いこまれています︒

このような医療費の増加にくら
べて︑みなさんが納められた保険
税の収入は横ばいの状態ですから︑
国保財政はかなり苦しい状況にお

ております︒

しかし昭和五十四年度にみなさ
んがお医者にか＼った医療費は︑
国民健康保険だけでも実に三億九
千六百万円にのぽり︑昭和五十年
度の二億六千五百万円よりわずか
五年間で四十九パーセントも増え

えます︒

国保にはいっていると︑だれも
が︑いつでも︑お医者にみてもら

良い医療を受けるために1

町村 名
安塚 町
松之山町
牧
村
浦川原村
松代 町
大島 村

◎昭和五十五年度郡内保険税
負担状況

今一度納税通知書を確めて︑ま
ちがいや︑わからない点がござい
ましたら役場の税務係に電話でも
結構ですからご相談ください︒

書④平等割額
六七八八八九平
八五rζ喚衆q均
八〇九一三八世
二〇〇一六五帯
七〇二四八九当
円円円円円円り

3億5千万円

3億円

高額療養費制度
あなたの医療負担が軽減
高額療養費制度はごぞんじのと
おり︑被保険者の一部負担金が︑
同一のお医者さんで同一月に三九︑
OOO円を超える場合に︑その超
えた分について︑あとで国保から
支給される制度です︒

★注意してほしいこと
①差額ベツト 保険のきかない
治療を受けたときの費用は︑高額
療養費の支給は受けられません︒
②入院・通院・歯科は︑それぞ
れ別計算となります︒また総合病
院の各診療科で受けた治療は︑別

保健衛生シリーズ⑲

2億円
1億5千万円

11意円
5千万円

続きしてください︒

のうえ社会課国民健康保険係で手

金三九︑OOO円お忘れなくご持参

ただいた時点で同時申請の手続き
をしていただいております︒
②役場から通知がとどいたら︑
指定の期日に印かん︑保険証︑現

に通知して三九︑OOO円納めてい

①高額療養費に該当するかたは
﹁高額療養費支給申請書﹂をもら
い︑必要事項を記入のうえ︑担当
窓口へ提出することになっており
ますが︑松代町では直接該当世帯

★手続き

々の医療機関へかかったものとみ
なしますが︑入院患者が総合病院
でほかの科で診療や治療を受けた
ときの費用は︑高額療養費として
合算して申請することができます︒

2億5千万円

︵次頁へ続く︶

のみ忘れたクスリを﹃度にのん
だからといって効き目が増すなど
ということはありません︒定めら
れた用法用量時間を守ることこそ
クスリの上手な使い方です︒
クスリの量や種類はその人の年
令性別病状体質に合わせて配合さ
れます︒だからたとえ大人同志で
も同じ病気だからと︑人のクスリ
をのんではいけません︒まして量
だけへらして子供にのませること
は絶対にさけて下さい︒
・錠剤カプセル剤はかまないで
クスリはその作用や性質によっ
ていろいろな形状にしてあるので︑
勝手なのみ方をすると効き目がう
すくなります︒錠剤やカプセルは

クスリの正しい知識
一クスグの買い方
・容器包装表示に注意
容器や包装がいたんでいたり表
示がはっきりしないものは買わな
いように︑古いクスリは効き目も
ないし変質していることもありま
す︒

・劇薬や催眠剤
買受書に住所氏名年令職業使用
目的をかいて押印しなければ買え
ません︒また十四才未満の人も買
えません︒

ければ違 反です ︒

・大道行商人のクスリは禁物
街頭販売は法律で禁止されてい
ます︒訪問販売の置き薬屋は﹁配
置従事者身分証明書をもっていな

ニクスリの正しい使い方

1

141

54年度
53
52
51

年50

医療費
保険税

4億円

安易にお医者通いをしていない
か︑くすりや注射ねだりをして︑
お医者を困らせていないか︑みな
さんも真剣に考えてみてください︒

＊医療費と保険税収入
く ラ

（ ラ

・今

二①所得割額

そのま＼水でのみます︒
・トローチ剤はなめるもの
つばにとかしながら直接口の中
やのどの粘膜に作用させるものな
のでゆつくりなめてください︒
・舌下錠ははさむもの
ホルモン剤︑狭心症薬などに多
い形で︑ほほと歯ぐきの間や舌の
下にはさんでゆっくりとかし︑粘
膜から吸収させるものです︒かみ
くだいたりのみこんではいけませ
ん︒

・水グスリは一回量ずつ別の器で

ビンに直接口をつけるとクスリ
がつばでよごれ変質を早くします︒
必ず別のいれものに分けてからの
・服用時間について

んでください︒

食前とは︑胃の中に食物がはい
っていないとき︑つまりクスリが
うすめられない状態で作用させる
のが目的です︒クスリをのんで少
なくとも三十分〜一時間たってか
ら食事をとるようにしてください︒
食後とは︑一般に食後三十分が
ふっうですが︑胃の中に食物があ
るときのんで食物とまざるように
するのが目的です︒

食間とは︑食事と次の食事との
間という意味で︑だいたい食後二

︑一
■ヤ一

−

■老

噛ダ

亀茎●後

9︑

傘、
之。

1鷺

価

→∩︾

τ︒

｛ 20歳

（切ズ

近ごろは︑わが国も欧米諸国の

せん︒

くまで冷せば︑クスリの味を感じ

切です︒

・クスリをいやがるとき
カルピス・ジユース・砂糖水な
どにまぜてのませます︒どうして
ものまない子どもにこなグスリを
のませるときは︑カルピスの原液
やハチミツで固ねりにして指で子
どものほほの内側になすりっけま

水グスリなら氷を入れてO度近

す︒

ように 核家族化 が定着してき
たことにより︑歳をとっても経済
的には︑子供たちからの扶養はあ
まり期待できなくなりました︒
また︑高齢になれば体に無理は
ききませんし︑働く職場も限られ
現金収入を得て生活することもか
なり難しくなります︒

今日における老人問題は︑どう

みんなで考えてみよう
しても社会全体で解決する方向で
考えなければなりません︒
年金制度はこの対策の主柱をな
すものです︒わが国には︑国民年
金をはじめ厚生年金︑船員保険︑
各種共済組合など公的年金と呼ば
れる八つの年金制度があります︒
すべての国民は︑いずれかの年
金制度に加入する 国民皆年金
の仕組がとられています︒

年金制度は︑これまで個人で行

少林寺

午前九時から
十一時半まで
松代

しようか︒

ラ
幡

ところで︑国民年金は厚生年金
などの他の公的年金制度に加入し
ていない二十歳から五十九歳まで
の人を対象にしている制度です︒
将来︑年金を受けるためには制
度に加入するばかりでなく︑保険
料を一定の期間かけることが必要
です︒だれにも〃老後〃は一歩一
歩確実にやってきます︒
その時になってあわてても︑も．
う間に合いません︒いま︑私たち
は〃老後の生活設計 を自分にか
かわる最大の問題として真剣に取
組むときが来ているのではないで

になります︒

したがつて︑年金制度は勤労世
代が老齢世代を順送りに扶養して
いくことを繰返←ていくわけです
から︑世代間の相互理解と協力が
なければ︑制度は成立しないこと

行といえましよう︒

われてきた親孝行に代って︑社会
全体が連帯して行う現代版の親孝

ところ

とき毎週金曜日

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

心配ごと相談

秘密厳守・無料です

を早くなおすようにして下さい︒

以上日大田村豊幸教授﹁クスリ
の正しい知識﹂からです︒
お医者さんからくすりをもらつ
てのんでいる人がたくさんおりキ
す︒時間や量をきちんと守り病気

てください︒

させません︒

時間くらいです︒

・子どもの手の届かない所に
きれいな色をした糖衣錠・シロ
ツプ剤など︑子どもがいつのまに
か一びんのんでしまったという事
故が絶えません︒どんなクスリで
も幼児の手の届かない所に保管し

仁
子どもはおとなをそのまま小さ
くしたものではありません︒素人
判断でおとなのクスリの量を減ら
してのませるのは危険です︒
また子どもはクスリの量に一定
の標準がなく︑クスリにょっても
非常に個人差があります︒子ども
は特に医師の指示によることが大

捌よって

四時間六時間ごととは︑いつも
そのクスリが一定量あって効果が
つづいてあらわれるようにするの
が目的です︒食事に関係なく指示
された時間ごとに正確にのむこと︒
空腹時とは︑夜ね惹前か朝早く
ですが︑クスリをのんでから少な
くとも一時間以上は食事をしない
ドと．
饗読藩

私たちの老後を．．．．．．

戦前︑日本人は短命であったた
め︑人生五十年とよくいわれたも
のですが︑戦後は︑日本人の平均
寿命は急速に延び︑世界の長寿国
のトツプグループを形成するまで
に至り︑今や人生八十年といわれ

始めましよんう

るようになりました︒

老後の憤えを

長寿になったことは大変おめで
たいことですが︑それに伴い私た
ちの老後も長くなったわけですか
ら︑その時の生活設計を今から考
え︑準備しておかなければなりま

若し、うちカ』り

﹁明るい家庭づくり﹂
馬場
利貞︵蒲生︶

総叢
運動を推進して
指導員
不足であるというので︑教育委員
の小堺哲夫氏並びに少年補導員・
保護司である倉石義乗氏の二名か
ら指導員に加わつていただき︑町
役場担当職員を交えて準備会議を
開き︑次の事を基本に考えて協議
を進めた︒

者数

青少年を健全に育成するには︑
家庭の果たす役割がきわめて大き
い そのかかわりについての意識
の啓発をはかることを趣旨とした
﹁明るい家庭づくり運動推進モデ
ル地区として蒲生部落が︑昭和5
年度〜55年度のニケ年にわたり県

家庭ぐるみ︑部落ぐるみで︑

一︑ 巾広く︑全階層を網羅した推
進組織でなければならない︒
二︑

老若男女が楽しく参加できる行
指定期間が終ったら消滅した

事とする︒
一二︑

幡
紙面の都合があり詳しくは書け
ないが︑このようにして組織づく
りと事業を計画し︑実施した事業
は別掲のとおりである︒
第一年次を終つての反省は︑
一︑ 経費︵予算︶の裏付けが少なか

ったので事業実施に困難があった︒
二︑ 体育大会や行楽的行事には参

加者が多いが︑文化・教養的な
行事には参加者が少ないことを
おしむ︒

特に中年層の男︑中学生︑高
校生の参加者がほとんどないの
が残念であった︒

ちなみに︑二年次︵本年︶の事
業は反省事項をふまえて次のよう
に計画され一部実施済みである︒
また部落費に明るい家庭づくり推
進費が計上されたことは地区の皆

部落スキー大会

家庭教育学級

講演会
部落体育大会
遠 足

わらび狩

さんの理解と明るい家庭づくりへ
の熱意であり︑本当に有難いこと

六月

である︒

二一十九八
月月月月月

の指定を受け事業を推進している︒
このたび︑青少年育成町民会議
の事業である明るい家庭づくり推
進広報活動としての寄稿の依頼を
受けたので︑初年度の過程を書い
て見ることにした︒

参加（出席

経費ができるだけかからぬよ

るものを選ぶ︒

ということのないように︑将来
部落の年中行事として定着でき
四︑

さいわいである︒

広くみんなの総意を結集し︑行
政施策と呼応して青少年育成を民
間サイドで推進する町民会議の活
動のために︑すこしでも役立てば
うにする︒

4．1月9日 新潟県青少年育成運動推進指導員研修会で実践発表
5．モデル地区指導者研修会に2回出席

地域指定と同時に小堺又七氏と
私は県から推進指導員の委嘱を受

役

1．6月中旬 モデル地区看板作成と掲示
2．7．月7日及び12日 体育大会打合せ会

立案にかかった︒

蒲生地区全家庭

︵長長
長
会長
会校A会
人
丁人
婦学P老
名
2

9
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尉

郡明るい家庭づくり運動推進研究会で実践発表
51月8日

議

︵ 長
長長 会長

12

1

町

名身員
−出導

11
畠島91

181

関連事項

100
蒲生小学校・
岩平スキー場
地区スキー大会
124

148
蒲生小学校
明るい家庭づくり運動推進をかねて
学区民体育大会

400

講演

41
講師 県教育庁主事 大口昭治殿
1：19 家庭教育学級

役員

45
懇 談 会
11巳7
昌

筒井健三郎氏
24

県指定講師

Aと共催
高等学校長ほか職員
T
高校地区P
1
直

儀明薬師峠へ（好評であった）
10128 部落遠足

青年会長

42
「家庭に最ける人間関係をよくするために」

会

区長・班長

51人
指定及び事業案に臓・て説明、組織づくり

6i15 部落民会議

顧問

蒲生地区明るい家庭
づくり推進会

落指長長会会長A会
問部進
年人校丁人
顧︵推区班青婦学P老

事業実績

4

け︑推進組織づくりと年間事業の

町役場社会課

容
内
目
項
日
月

推進指導員

まず︑推進指導員が二名では手

推進会組織

用する交通手段
十二 項目︒

など全部で二

◎ 調査員は︑九月二十四日から
三十日までの間に︑みなさんの
ご家庭を訪問し︑調査票をお配

読取り装置︵OMR︶﹂という機械

にかけて行われます︒調査票の取
扱いや記入について︑以下の点に
ご注意ください︒
ω調査票の取扱いについてのお願い

④汚したり︑折つたり︑丸めたり

④必ず黒鉛筆で記入してください︒

りします︒

ご記入いただいた調査票は︑
十月一日〜五日の間に調査員が
お伺いしますから︑その時お渡

◎答えをマークで記入する箇所

破損させたりしないでください︒
②調査票に記入する際のお願い

しください︒

は︑ワクいっばいに太く︑濃く︑

はつきりと横線を記入してくだ
さい︒

〒942−15

松代町松代5，252番地1
裏締

4

5

昭付〒
送

人口前後に近いものから11名

（ピタリ賞も含む）

ノ●

︐卍判

5

応

広報「まつだい」11月号で発表

働准編

55年10月1日（当日消印有効）

◎文字や数字で答える箇所は︑
点線のワク︵
︶からはみ出

国勢調査は︑国はもちろん都道
府県・市町村のこれからの行政の
基礎となるもので︑国内のすべて
の人が対象となります︒そのため

人口数を記入する。

使用する調査票は合計四︑五〇〇万

9月1日（住民登録）

人

さないように記入してください︒
e誤って記入したときは︑消し
ゴムできれいに消してください︒

8，273人

枚というぽう大な数にのぽり︑積
み上げると富士山の二倍の高さに
なります︒集計は﹁光学式マーク

2740人
国勢調査

r
国勢調査

2

過

総務課宛
松代町役場

もうすぐ十月一日

口数

51す格町人年年年領ハ
5 ︑ ま資代の505要製に切和先9松
和はし募松去455募官面
町募→

昭で集応

に住んでいる人

の行われる日です︒

国勢調査は︑日本に住んでいる
すべての人を対象に︑五年ごとに
実施されているもので︑今回は十
︿調査項目﹀

三回目になります︒

男女の別︑出生の年月︑世帯構
成︑就業状態などのほか︑現住居
への入居時期︑通勤・通学先と利

今年も
元気に大活躍
第5回老人スポーツ大会

優勝は松代B地区
八月八日︑松代中学校体育館で
第五回老人スボーッ大会が開催さ
れました︒お年寄りの健康増進・
老人クラブ員の結びつきを深めよ

0

黒鉛筆をお使い下さい。

うと始められたこの大会も︑年々
大きな輪となって︑今年は六百名
を越す選手︑応援団のハッスルブ
レーと笑顔が会場いつぱいにあふ

（7）

れました︒

表
z発

品
6．賞

年国勢調査の実施にあたり、松代
0月1日現在の松代町人口を懸賞

筆記用具は

来年もまた元気に会いましよう︒

ハガキに住所・氏名・年令を記入し

些1証ろがいル

松代町国勢調査人口懸賞募集
）レー

風船わ

国勢調査にご協力を

愈

愈麟

静翻静

麟

で主人と夜十日町へ行つた︒﹁様子

を見て検査が必要だから入院出来
なければ安静にしてまた来るよう
に﹂と言われた︒三日間激しい痛
みでとても苦しかつた︒仕事の合
い間を見て様子を見に来てくれ夜
も目を覚してくれた主人︑学校か
ら帰るとそばにいていろいろやつ

室野（かすみや）

建築様式は︑故金原省吾氏に

建築でなく︑特異な修験場社殿

内陣に安置されている宮殿も

陣・両脇陣に分かれ︑単なる神社

四︑ 内部は︑拝殿︵向拝︶・外陣・内

造りである︒

松苧神社の社殿については︑去
る昭和五十三年四月﹁広報まつだ
い第二二一号﹂で︑すでに詳しく
皆様にお知らせされていますので︑
十分ご承知と思われますが︑念の

平城天皇の大同二年︵八〇七︶

期︶が出ている︒
六︑ 昭和五十三年三月二十七日文

木組みの手法に時代色︵室町末

五︑

ようだが︑現在の建物は天正七

じて建立されたと伝えられる︒
二︑ その後幾度か改築が行われた

城主樋口伊予守に命じ改築され

午︵一五七九︶︑上杉景勝が直峰

化財保護審議会の答申を得て︑
同年五月三十一日国は重要文化
財に指定した︒等が明らかにさ

に︑坂上田村麿が飛弾工匠に命

一︑

となっており︑全国でも類例の
少ないものとして重要︒

よれば鎌倉末期か室町時代の建
築であろうといわれ︑木柄が太
く︑軒の出が少ないなど︑厳し
い自然条件に耐えられるような

三︑

た︒︵間口五間・奥行八間木造茅葺︶

パーテー﹂をしてくれた︒腕をふ
るった主人の御馳走︑涙の出た子
供達のメッセージ︑楽しそうに歌
う長女︑ひようきんな長男の踊り
にみんな大笑いした︒今日は雨︑
水気を含んでしつとりとした緑の
庭木をみつめながら家族の愛情を
しみじみとかみしめている私です︒

気になったある日みんなで﹁全快

しようと主人と話した︒すつかり元

で立ち通しだから⁝体が資本︑一
つの教訓を与えてくれたのかも知
れない︒お互いに体だけは大事に

時期は朝の四時から夜の十一時頃ま

をしないように言われた︒忙しい

筋が吊り内蔵を圧迫﹂との事︒無理

んだ気持ち私をみんなで勇気づけ
てくれた︒そのかいあってか四回
にわたる検査の結果﹁過労で足の

家族の愛情
ためその内容を摘記再掲しますと︑
松苧神社の社殿は︑

てくれたおじいちやん達︑不安に沈

てくれた長女︑自分の事をきちん
とやつてくれた長男︑毎日電話し

靖子
米持

愈
静
轡
嚇

鮮業仕出し業を営んでいる我が
家は七人家族なのですがおばあち
やんが入院おじいちやんが付添に
行つており家には主人と四年生の
長女来春学校の長男の四人です︒
今年の五月突然の目まいと腹痛に
襲われ﹁検査した方がいいと思乏
と医師から言われ暗く重い気持ち

響静嚇辱嚇
鯵
静 轡
嚇
静奪

8
れていました︒
なお︑いま進行中の昭和大改修
の設計書によりますと︑天正年間
の改築を明らかにするものとして︑
昭和三十年七月︑故斉藤秀平氏の

調査によるとして︑次の棟木墨書
のあつたことを注記しています︒

銀

得庵︵花神︶

筆者南北涌田ロ

布施彦左工門

薔手横尾蔵人佐重網

のビ

権大僧都真栄︵花神︶

祐右工門

諸旦那藤田源次郎

御代官須釆女正秀信

ヌゑぷロ な

歪＋八磐
三月吉日

奉再建松苧山大旦那越景勝

所生

この修理の後︑貞享元年合六八五︶
及び享保二年︵一七一七︶の葺替修理

についても︑小屋組内に同一年に
書かれたと思われる墨書を注記し
てあります︒
この墨書には︑材木の提供者︑金銀
や縄や枝及び飯米・炊出の提供者等の
名前も見え︑年行事として宮沢播磨︑
宮沢山城守の名前もみえます︒

以上を併記してみて感ずること
は︑天正七年上杉景勝により改築
が始まり︑右の棟木墨書の天正十
八年に改築が終つたものとすれば︑
実に十一年の歳月を要したことが
考えられます︒もとよりこの推測
は私見の域を出ないもので︑識者
の考証をお願いしなければなりま
せんが︑松苧山頂附近に改築に必
要な用材︑特に樫材などの堅木や
杉等︑現地で調達できるほどの林
があったとも思えず︑これらの用
材を麓から上げたとしたら︑当時
の運搬用具はせいぜい地車や櫨ぐ
らいで︑すべてが人手にょる改築
であり︑筆舌に絶するものが想像
され︑世は正に戦国時代のことで
天正十年︵一五八二︶本能寺の変があ

天正元年︵一五七三︶室町幕府滅亡︑

保より吉益伯老日守が小森沢犬伏城

り︑一方︑越後では謙信なき後︑
上杉景勝は甲斐の武田勝頼と組み
景虎は関東の室兄北条氏政と結ん
で謙信の両養子が相争い︑天正七
年二月︑景勝は犬伏城主小森沢政
秀をして︑景虎に味方して兵を挙
げた刈羽の北条輔広を攻めるため︑
刈羽北条村に出兵させており︑同
年の松苧神社改築の際は︑松之山

︵次頁へ続く︶

主の留守中の城を天正八年まで守
っており︑天正九年には小森沢政
秀は主君景勝とともに越中小出城

で織田信長の軍と戦い︑政秀は討
死するという時代背景下にある︵

交通事故についての相談を無料
平日は午前九時半から午後四時

で行なつています︒

自動車保険請求
とおり

場所は次の

ら四時迄です︒

談に応じる日
は︑毎週水曜
日午後一時か

弁護士が相

す︒

親身になつて
相談に応じま

門の相談員が

半まで︵土曜日は正午まで︶で︑専

木目談は

ならなくても︑いつでも都合のよ
いときに貯金通帳を支払郵便局に
お持ちいただければ︑お預りの金
額をすぐに記入いたします︒
もちろん︑その場でご入用の金
額を払い戻すこともできます︒お
気軽に郵便局へご相談ください︒
引

ますと︑支給日ごとに自動的に通
常貯金に振り替えられますので︑
お支払日ごとに郵便局へおいでに

振替預入の手続きをしておかれ

ります︒

郵便局の﹁振替預入﹂で
年金︑恩給など自動預入を
郵便局では︑年金・恩給などを
支給日ごとに郵便貯金に振り替え
る﹁振替預入﹂の取扱いをしてお

の貯金は国のものとなってしまい
ますのでご注意ください︒

この通知をお送りしてから二か
月以内にご利用のないときは︑そ

知をいたします︒

郵便局では︑十年間貯金の預け
入れや払いもどしなどのご利用が
全くない場合には預金者の方に通

古い郵便貯金通帳

忘れていませんか

皿〇二五二ー二五1一八五一

新潟市本町通七番町一〇八二興亜
火災新潟支店ビル五階自動車保険
料率算定会新潟調査事務所内

交通事故の

松代町郷土誌参照︶な︑ど︑山奥の

七月︑元新潟大学教授金原省吾氏
の実地調査に始まり︑次で昭和三
十年︑斉藤秀平氏の現地調査によ
り︑松苧神社が新潟県史および新
潟県郷土アルバム等に掲載される

関谷友一郎︶

tzンターへ

松之山郷も決して下剋上の戦国動
乱の圏外におかれてはいませんで
した︒これを考えあれを思うとき︑
幾多のアクシデントのあったこと
が想像され︑改築工事の中断も十
分考えられて︑工事が十一年の長
きにわたったと推測できないこと

ところとなり︑それまで信仰のみ
の対象であった神社を︑その文化
財的価値に着目して広く世に紹介
され︑今日の重要文化財指定に至
る道程の端緒を開かれた功績は絶
大なるものがあると思われ︑私た
ちは︑これらの先覚者に対し︑敬
慶な感謝の念を捧げなげればなら

もありません︒

もしこれが事実とすれば︑当時
の人たちの物心両面のご苦労と費
ないと思います︒
前出の天正十八年改築の棟木墨

書のうち︑天正＋八年磐とあるのは︑

㈱

し売︑エネルギーは絶大なものがあ

り︑最大級の敬意を払わなければ
なりません︒

︵公民館

天正＋八顛ではないでしょうか．
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さらに︑いまはいずれも故人と
なられていますが︑昭和二十八年
嚇韓韓嚇韓赫韓蓉韓韓韓
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松苧神社にスッポリ工事用の屋
根がかけられ︑その中で社殿の解
体が行われています︒

↓野地（ブナ枝が使われていた）
↓小屋組

四百年前に改築されて以来の神
社の全貌が白日の下にさらされ︑
綿密な調査が同時に行われており
新事実が次々と解明されることが
期待されます︒
かや

写真は茅の着物が取り払われ︑
屋根構造を現わしたお社です︒

り

茅め
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どんとこい けいこは十分．

↑室野9月4日︵小学校で︶

8月30日・公民館前の特設舞台で

ヤもノザ

3．

↓↑小荒戸

︑会

ま
す

収穫の秋，ノ今年も町内のあちこちで、趣向をこ

らした秋祭演芸会が賑やかに行われ、また行われ
ようとしています。

ここに紹介する5つの部落でも毎年恒例の祭行
事として皆さんの期待を集めています。
歌あり、踊りあり、笑いあり、涙あり。忙しい
中練習を重ねた成果を披露。会場はどこも拍手と
歓声でいっばいでした。

花

のあがり？

︑︑舞

拶

楽
神
の
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笠おとり

苧島8月26日

と

↑1公民館前に舞台を作ってー

千年9月6日︵遊園地で︶

どこも気になるのは蟻客の入り

翻
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されます︒
二︑ 短期在職者の最低保障に係る

あなたの恩給が改善されます
恩給法の一部を改正する法律︵
第砂号︶に基づき旧軍人にかかる
あなたの恩給が改善されます︒主
なものは次のとおりです︒

昭和五十五年四月から
恩給年額が昨年の公務員の俸給
の改善率に準じて増額されました︒

六年区分が新設されます︒
⁝短期在職者の最低保障額につ
いては︑九年以上と九年未満と
に区分して保障していましたが︑
短期在職者の実在職年の平均年
数が六年程度であることから︑
九年以上の最低保障の適用を受
ける者が少ないこと等から六年

◎以上の改善については︑恩給局
で皆さんの改定証書を作成し︑
十月支給日までには郵便局を通

区分を設けることとしたものです︒⁝

引き上げられました︒

じてお届けするよう準備してお

昭和五十五年六月から
公務関係扶助料︑普通恩給の最
低保障額︑傷病恩給の年額など
が︑更に引き上げられました︒
昭和五十五年八月から
普通扶助料に伴う寡婦加算額が

昭和五十五年十二月から
ります︒

◎旧軍人期間が三年以上ある方に

一︑ 五十五歳以上六十歳未満の者

に係る加算恩給の減算率が撤廃

て観賞し合ったものです︒

最初は︑会員の募集から始まり
ましたが︑当初は︑まあ仲間にな
れば総会で酒の一盃も飲めるだろ
う︑そのうち旅行ぐらいはできる
だろう︑そんな興味が優先して一︑
二年で会員がどんどん増えてゆき
ました︒

そうこうしているうち︑会員の
県外の親類で﹁さつき﹂等盆栽で
はその道のベテランの人がいて︑
この方に講師を依頼し︑毎年競木
を配布︑品評会を開いて各人の愛
好心と意欲を増して行き︑年一回

上・中・下越の盆栽植木の主産地
﹄に視察見学旅行︑帰路は柏崎の﹁え

んま市﹂と趣味の慰安を兼ねて行
事を拡げ︑文化の日の松代会場を
始め︑地区小学校の運動会場にも
﹁さつき﹂の展示場を設けて各自
が出品するまでになり︑現在会員
は四十名︑競技会では︑優秀者に

ト・フイーを贈ったりして年々発

は恩給等が支給されます︒請求
手続はお済みでしようか︒ ︵た
だし︑旧軍人期間を算入した共
済組合法による年金をもらつて
いる方には支給されません︒︶

ン

現在七十七歳以上の旧軍人恩

の

次の方の旧軍人の加算年計算への
算入は︑本年九月三十日で時効と
なります︒請求手続はお済みでし
よう力

一︑

内線三八二︶

︵㎜皿〇二五二−二三−五五一一

給受給者︵明治三十六年九月三
十日以前生まれの方︶
二︑年令に関係なく︑増加恩給︑
傷病年金及び特例傷病恩給受給
者で普通恩給併給者
くわしいことは
新潟県民生部援護課恩給係

て

〒95新潟市学校町通一番町六〇二

おたずねください︒

松代町役場︑社会課社会福祉係に

停電の

十月一日︵水曜日︶

午後一時から五時まで
太平・田沢部落が停電になりま
す︒

十月二日︵木曜日︶

孟地・苧島・中子・片桐山・滝

午前九時から午後一時まで

つたのが︑仙納部落でも参加して

お知らせー

1電話局からの

沢部落が停電になります︒

何よりの収穫は︑この会を通し

最近︑コードのない電話機︑コ
ードレスホン︵無線電話機︶が市
販されているようですが︑これら
の機器は︑電話局の認定を受けな
ければ︑電話回線に接続して使用
することはできません︒お求めの
前に電話局にご相談くださるよう

池田利八

ていろいろな面で親睦が深まり︑

地域の問題についても建設的・協
力的な方向に進んでいることです︒
物言わぬ盆栽︑そして美しい花
が人々の和を作つてくれた一つの
見本︑本当に楽しい会︑それが私

お願いいたします︒

会員

ご相談はお気軽に次へどうぞ
皿 七1二二〇〇
松代電報電話局
D
q

達の﹁松波会﹂です︒

めば我こそ日本一の盆栽づくり︑
と話のはずむ昨今です︒

﹁生みの親より育ての親﹂とか︑
手潮にかけた盆栽は﹁きりよう﹂
は悪くても各人自慢の種︑一盃飲

くれて盛会です︒

発会当初は︑田野倉部落だけだ

展しています︒

お知らせ

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

松波会

盆栽の愛好会を作ろうと︑二・
三人の同志が誘い合ったのが︑昭
和五十一年の八月でしたが︑その
時の会員は僅か十名でした︒
一応︑形を整えて会名も﹁松波
会﹂と決めて発足したのですが︑
専門的な知識を持った者もなく︑
我ながらお粗末な一鉢を持ち寄つ

町文化協会
シリーズ
①

句

会凝嵐

差4

さびしさや天地に虫鳴き澄めり
満月を上げて城山虫時雨

鷲．

村あげて庚甲祭や梅雨晴れて
朝顔の大輪ゆらす蜂の来て

悠

歩

仙

禅寺の庭に広がる踊りの輪
むらさきに染まりし茄子の一夜漬
六 花

夕風に風鈴の音の涼しけれ
寺守の草むしりする暑さかな
常
蝉鳴いて雨あがり知る昼の床
西瓜切り涼しき夏をうらむなり
草 人
けやき

金

橘

男

そのままに秋の樫となりにけり
鶏頭花父の瞑想まためぐり

縁日を団扇片手にひとまわり
そよ風にゆれて涼呼ぶ糸柳
嘉
ひぐらしの音なつかしや故郷の山
母の忌やぺ
4雨そぽふり桔梗咲く
八千代

盆踊り駒下駄の音揃うとき

茶
なつかしき顔あり踊りの輪をぬけ
山峡の百合の香おくる風もなし
孫浴衣身丈あわぬもほほえまし
喜 沙

淡

無精又風流
池之畑

文

嘉 橘

定

雄

真の調和と進歩
蒲生

小堺章光

なってゆく人々の暮し
然し斯の様な進歩の一方の巷に
交通事故︑公害︑秩序の
混乱が起り
人々の悩みや苦しみが
多く生れてくる
あるものは進歩いたすが
一方では停滞する
その様な日々から真の
幸せは生れて来ない
人々よ社会の各面に
この町全体に
平和の為の調整を
はかつてゆこう
調和のなき所に真の
進歩がないのではなかろうか

みち溢れる自動車
交錯する道路
年毎に豊かに便利に

器マ

型

線
無合

機格

註﹁八︑九十年前には日光参詣するに

①備

九月は
不法電波一掃月間です︒
トランシーバー︵無線機︶を使
うときは免許を受けて下さい︒
免許を受けないで各人が勝手に
くさむら

いおり

は尾瀬沼を通ったそうだ﹂

父祖よりの賜いし庵護りしに
艶みすは屋根吟鷺靡けり

電波︵不法電波︶を出すと︑免許
を受けて正しく使つている無線局
の通信や︑テレビ︑ラジオの受信
を防害しみんなの迷惑になります︒
免許を受けて正しく伎いましよう︒

倉裏に刃物及ばぬ叢を
藤に葛とで紫衣に飾れり
盛夏にも袷離せぬ 底冷えに
豊凶を憂れう 老農のあり

亡き父が日光記念の水芭蕉
落葉の陰に今年も匂へり

痴 老

車窓どこも同じ風景ぬるビール
龍 峰

労働の後のうまさやビール呑む
静 峰

一息に呑みほすビール汗ひけり
泥 水

す

酒もよしビールもよしで夜を更か

饒舌となりゆきビール林立す
耕 山

17697●多●曇るそ2董3●6塁！！！！︸！！！■76暑る0手6

蒲生句会
八月十五日
於蒲生生活改善センター
ひと知れず道ばたに咲く月見草
道ぶしん背よりも高き草を刈る
静

日

刈草の野積みもありて施餓鬼寺
杉森は昏るるに間あり蝉時雨
龍 峰

席題﹁ビール﹂
月

■冒蚤●！！！

水

水

雨とぎれ蝉急きこみて鳴き始む
草引くやあそび手に這う虫ありて
枯 水

せ

雨多く早稲刈る日取り定まらず
雨強く夕顔瓜棚くずれけり
立 石

八月二十八日
於室野克雪センター
螢かと思えば露に月宿る
下駄の音過ぎたる後の虫の声
紅 茶

識芸

桐の葉を一枚落とし駿雨去る
縁側に投げ出す足や初螢
月
稲の花水面にうきて秋立ちぬ
︐むし暑く稲の花咲く真昼かな
泥 水
せせらぎを見つめて河鹿石の上
川原をかわせみが飛ぶせわしさよ
嘉 橘
干瓢に剥れてくねり正される
全身に舗装工事の汗噴かす
耕 山

峰

日

α21

團

ちゆ

溜飲を下げるが如くビール呑む
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る

