《人口の動き》

1月1日現在
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昨年着工しました総合体育館
を今秋完成させる予定です︒

一＝一一⁝一＝冒⁝＝⁝一一＝⁝曹一一一＝＝

します︒昨年着工した名ヶ山ト

の架橋と改良舗装は￥今年完成

一＝；⁝⁝一⁝層一⁝曽﹂＝⁝一＝⁝＝一一⁝一5；⁝一辱＝⁝＝⁝層︸噂一⁝3＝

めの積極的な施策が必要である
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と思います︒

教育の振興につきましては

室野に統ムロ小学校を建築する

ンネルは再来年完成予定です︒

町内では．田沢儀明間の改良が

とともに社会教育についても

農業は．昨年は豊作でありま
したが．米の出荷量は￥割当限

一昨年田沢から着工しましたの

災害から町民の生命財産を

一層充実を図ってゆきます︒

度数量を大きく下まわり︑七￥

で￥早期に完了するよう努力を

三五三号線は￥小貫寺田蒲生

引き続き施設の整備強化を推

続けて参ります︒

農家の方々から米作りに一層力

間の改良舗装を大幅に進捗させ

進します︒

そは限度数量が達成できるよう

〇四六袋も不足でした︒今年こ

を入れていただきたいと思いま

るべく努力中です︒

守る＼消防防災については．

すし．町としても指導と支援を

い厳しく困難な年であります

ムフ年は＼財政的にかつてな

子間をできるだけ早く改良した

四〇四号線についても苧島中

昨年大きな収益を上げたナス

惜しまないつもりであります︒

が．町の行財政の見直しをす

の整備などきめこまかい施策

整備．教育の振興￥生活環境

健康と福祉の増進．交通網の

くりしながら．所得の向上．

意と工夫により￥財源をやり

るなど発想の転換を図り．創

いので．今年は測量にとりかか

国鉄再建監理委員会法案との

く出来るよう努力致します︒

すが．やりくりしてなるべく多

装についても財源難ではありま

町道並に農林道の開設改良舗

りたいと思っております︒

葉たばこ．インゲンそれに畜産
など農業の複ムロ経営化を︻層推

進してゆきたいと考えておりま
す︒

雇用の場としての工場は︑近
年進出の七工場が＼不況下にあ
りながらも操業を続けられ︑す

すので．一層のご鞭鍵とご協

を実施して参りたいと存じま

越北線につきましても一日も早

力をお願い申し上げます︒

兼ねあいで工事が遅れている北
を上げておられる所も多くあり

い工事再開に向けて運動を続け

でに十年以上も定着されて業績

ます．工場側では農繁期でも労

が産業の振興︑その他いろいろ

すると共に特に高令者問題につ

ご挨拶といたします︒

乳

冨・．

ご多幸をお祈りして．年頭の

終りに町民各位のご健勝と

など混乱の様相を呈しておりま

治安不安定．国家間の対立紛争

商工業につきましては．引続

て参ります︒

き振興対策に力を入れてゆく考
えであります︒

町民の健康維持増進対策につ

斐もありました︒最近は当時の

な面で．町発展のネックとなつ

いては￥老人保健法の施行と相

交通網￥特に冬季交通の確保

ります︒

業員を求めておられるようであ

て平均した労働の供給できる従

働力の底下しない．年間を通じ

不況による失業の増加￥物価高

は諸外国が．我が国以上に経済

など経済不況が続き￥世界的に

で諸事業の不振．購買力の底下

輸出業界の不況￥行政改革など

秋山

年頭のごあいさつ
松代町長

新年明けましてお目出度う
ございます︒今年もよろしく
お願い申し上げます︒

昨年は￥世界的な経済不況
の中にありながらも．当町に
とりましては．豊作であり︑

大きな災害もなく￥まあまあ
の年であつたかと思います︒

多く取り入れることが出来￥苫

高度経済成長時代は︑事業も

す︒

雪で比較的温く￥おだやかな

労もありましたが反面￥やり甲

今年の正月も︑幸い雪も小
三が日をお過しになられたこ

事業量を維持するためには．何

ているので￥従来から一番力を

きましては￥検診と指導を推進

天候とは裏腹に社会情勢は

倍もの努力が必要となつて来て

とと存じます︒

極めて厳しいものがございま

侯ってその対策に万全を期して

ゆきたいと考えております︒又

入れて来ております︒

国道二五三号線の儀明大平間

おります︒しかし￥世情が沈滞
ムードの時こそ￥景気浮揚のた
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皆さんのご要望であった総合

調に工事も進み︑立派な体育館

あり︑幸い天候にも恵まれて順

す︒

を良くするため役立っていま

守るほか︑松代町の公共施設

積立年金は皆さんの生活を

ます︒

によって建設が進められてい

さんの積立年金﹂の還元融資

設財源は国庫補助の外に﹁皆

して峯方地区の簡易水道の建

6年度から継続事業と
昭和5

役立つている積立年金

松代町簡易水道事業に

国庫補助金20，223千円

今年度の事業費

町簡易水道工事費内訳

とおりです︒

三三四︑七二〇千円
・国庫補助金

五五︑七〇八千円
債

ω厚生福祉施設整備事業債

・起

一七九︑．五〇〇千円

＠自治振興資金︵県貸付金︶

昭和57年度

町民体育館建設事業

0月末に完成し︑過疎
体育館も1

ができ︑皆さんの社会体育の場

況

化に ﹁活力と 明るい町 づくり﹂

に︑またコミュニティの場とし
て大いに活用されますので御期

四〇︑OOO千円
五九︑五二一千円

・町財源︵一般財源︑積立金︶

年金融資26，900千円

進 捗 状

を得るために事業を進めてまい
りました︒

待下さい．

建設事業費とその内訳は次の

起債のうち厚生福祉施設整備
事業債は皆さんの積立年金を融
資して建設されるものです︒

積立年金は皆さんの生活を守
るほか︑松代町の施設を良くす
るためにも役立っています︒

51，952千円

計

4，400千円

過疎対策債

429千円

源

財

般

一

体育館は今年度分については
全体の四〇パーセントの実施で

饗
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︿農村地域定住促対策事業﹀

とながら取付連絡農道の開設が

施されておりました田沢部落の

住促進対策事業の一環として実

昭和五十七年度の農村地域定

話柱︑土蔵移転等補

用地買収費︑電信電

で総事業費は工事費

田沢集落内道路改良工事

昔から望まれていた地域です︒

産業シリーズ⑳

各種事業 の竣功
昭和五十七年度の県単ほ場整
備事業として実施してきました

償費全てを合せて二︑

両地区の取付農道は急勾配箇

集落内道路の改良工事がこのた

池尻地区ほ場整備︵写真ー手前︶

たものです︒なお︑

二九三万円で完了し

所全てがコンクリート舗装がさ

この道路は国道二五三号線を

び完了いたしました︒

と深山地区ほ場整備︵写真ー対
れた立派な道路であり春先きの

雪消えを待って昭和

岸︶の両地区が総工事費四︑三

起終点にして部落内を循環する

農作業が今から待たれています︒

生活道路で数年来よりその改良

て全線舗装が計画さ

五十八年度事業とし

六二万円で完成いたしました︒

舗装が望まれていたものです︒

池尻地区は受益
面積一・五㎏︑取

総延長五八Om︑巾員三・五m

池尻地区、深山地区の

ほ場整備事業完成

事完了が望まれております︒

格的な林道で︑全線の早期工

本年度分工事完了

︿林道室野城山線改築事業﹀

馨轡愚馨愚懇愚愚愚愚爵懇懇警懇轡藩愚愚馨愚督蓼馨爵

れております．

付農道一一六m︑

深山地区受益面積
一・七㎞︑取付農
道二八九mであり︑

昭和五十五年度より継続事業
として開設している林道室野城
山線工事の昭和五十七年度

分工事が︑完了いたしまし

この林道は県道月池松代

た︒

線の城川橋より分岐し︑室

野城山の山腹を貫き正面倉

難懸鵜

羅

究

山にむかう全計画延長三︑

五〇〇mの林道で昭和五十
五年︑五十六年の過去ニカ

年間で八六五mが改良開設

鮒

義
讐 騒

されており︑本年度分とし
て事業費一︑六九一万円で

なお本林道の利用区域面

六九五mが開設されました︒

積は約二百町歩に達する本

灘

ほ場整備もさるこ

〈県単、中山間地総合整備事業〉
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国は三年連続の不作と︑米の
政府在庫水準の低下を考慮し︑
昭和58年度 の転作等目 標面積を

昨年に引き続き軽減し︑六十万
ヘクタールとすることにし︑各

県へ配分をしました︒それによ
って県は︑去る十二月二十日に

各市町村への転作目標面積及び
︵表︶

産米の事前売渡申込限数量の配
分を行ないました︒

唇にできる︑かゆみを伴ったで

方は︑﹁風の花﹂といわれる︑口

ます︒この様な︑日和見的な出

ウイルスは感受性のある︵抵

限度数量も豊作であった昨年

抗力のない︶宿主に感染すると

きもので︑よく知られています︒
治療については医師にまかされ

◆保健衛生シリーズ

ウイルスの被膜と正常細胞の細

ますが︑主に対症療法として︑

の売渡実績が︑八八︑一三四袋

今シーズンは雪も少なく︑大

胞膜が融合して︑中にとりこま

消炎︑鎮痛剤の内服︵飲み薬︶

もまだ六︑二〇〇袋ほど余計に

皆様の努力をお願いします︒

物質の外用剤︵ぬり薬︶を使用

や︑二次感染防止のために抗生

ヘ ル ペ ス

出荷できますので︑今年も大い

れます︒そして1個の細胞から

でありましたが︑それと比べて

に増収に励まれるよう︑農家の

ですが︑今年は昨年に続いてゆ

変過ごし易い日が続きました︒
東頸城郡は特に豪雪地が多いの

わずか5〜6時間の間に︑約1

万個のウイルス粒子が作られま

します︒最近は抗ウイルス剤を

使用する場合もありますが︑神

す︒さて感染したウイルス粒子

は神経を通って神経節というと

経節段階のウイルスに対して治

ことでしょう︒

ところで最近アメリカで︑﹁ヘ

ころで待機しています︒このよ

療しなくてはなりませんから︑

っくりしたお正月を迎えられた

ルペス﹂が大流行しています︒

うに神経節に待機しているウイ

⑳

種︶も使うことがあります︒

ステロイド剤︵ホルモン剤の一

日本でもポツリポツリと出て来

ルスは︑かぜをひいたりして︑

る神経節から出てくるわけです︒

ているときなどに︑待機してい

び︑皮膚の局所の免疫が低下し

皮膚を日光にあてて紫外線を浴

わゆる免疫力が低下した場合や︑

体全体の抵抗力が弱まって︑い

ています︒

X㊥

○

︵大島保健所保健婦︶

いでしよう︒

健康でいることに︑ほかならな

いよう︑栄養をつけ︑よく眠り︑

ならないのは︑抵抗力が弱らな

師側の役割︒私達がしなければ

しかし︑それは︑あくまで医

辺￥

当町への転作面積は昨年より

ヘルペスとは︑小さな水ぶく
れがたくさんできたものをさし︑
単純性庖疹︑水痘︵水ぼうそう︶︑

帯状庖疹の3種類があります︒
この3つは大変良く似ていて︑

原因になるウイルスは親戚同志

人や︑赤んぼうなどは体内に入

また最初から体が弱っている
いるのは︑単純性庖疹ですが︑

るなり︑ウイルスはあばれ出し

です︒俗にヘルペスと言われて
帯状庖疹をさすこともあります︒

〆

七・六ヘクタール少ない八九・

一ヘクタールの配分があり︑米

の限度数量は︑九四︑三三四袋
の配分がありました︒町ではこ

れから水田利用再編対策協議会
にはかり︑各部落への目標面積

を決めて︑協力をお願いする予
定でおります︒

転作面積は︑昨年の実績より

／◎

限度数量は94，334袋

約二四ヘクタールほど少ないこ

↑り

89．1ヘクタール

とから︑その分の水稲の作付け

0

〃

影復

OO

昭和58年度配分面積は
が可 能となり ます︒

◆

⑳

600，000

国

O《一ノ

t
7，604，000

t
7，750，000

△30，360
630，360

t
590，300
24，200

677，000

77，000

t
605，800

ha
89．1
109

3，880
21，150

袋
袋

松代町

△3，050

95，180

新潟県

57年度
58年度
目標面積 との比較
ha
ha
ha
7．6
19．9
96．7 △
ha

57年度 57年度

量
数
度
限

考
第2期間
58年度 軽 減
目標面積 目標面積 面 積
（B） （A−B）
（A）

参

94，334

25，030

全

転作目標面積及び限度数量
（表）
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新年おめでとうございます︒

ればならない時期ではないでし

くをかっている﹁青少年非行﹂

在世情を騒がて世人のひんしゅ

自粛した結果だと思います︒現

実りなき暴動に深い反省を加え︑

をまちません︒そしてそこから

心奥深く刻み込まれることは言

は︑無言の教訓として子供達の

その霊に捧げる両親の祈りの姿

にはじない子女を育成しようと︑

家に生れ得たことを喜び︑祖先

これがはってあったので︑ほの

上越市の歯科医へ行ったところ︑

反省ということでした︒十一月

みませんという湿いのある自己

うに代償を求めない愛︑②はす

は親切心で︑親が子を育てるよ

⑦は有難うという感謝の心︑②

を過すための朝の挨拶であり︑

ものだと思います︒

年非行根絶の第一年次としたい

オアシス運動の輪を拡げ︑青少

達なりにまず身辺を明るくして︑

混沌としていますが︑私達は私

不況だ︑社会不安だと︑世情は

行革だ︑国際摩擦だ︑世界的

祈ることは︑一つの節目として

ない学者がいます︒

﹁青少年健

親がいるからだと断言して渾ら

ちな病室が︑明るさを保ち続け

てきました︒兎もすれば湿りが

め十日町病院に十二日間入院し

十二月︑精密検査をうけるた

協力を切にお願いして︑年頭の

と思います︒広く町民各位のご

化の最大にして且最高の課題だ

ならないと思いますし︑地域浄

は親と子の真剣勝負でなければ

の我が子を非行から護る︑これ

混沌とした社会の中で︑最愛

×

ようか︒

は︑ごく自然に︑敬神︑崇祖︑︑
社会愛という人間本来の姿が醸

ぼのとした暖かさを感じたもの

×

新春を迎えて︑一家お揃いで

成されることも明らかだと信じ

×

初詣をなさったことと思います︒

も︑そろ／＼反省期に入らなけ

元旦に当り新たな決意をこめて

でした︒

それなりに重要な意義があるこ

全育成﹂の根源は︑まず︑家庭

ていることに大きな喜びを感じ

問題児の育つ家庭には︑問題

ます︒

とは勿論ですが︑それにもまし

にあるということを︑お互に銘

一層の精進を誓い神仏の加護を

て大切なことは各戸に奉祀して

×

×

×

記したいと思います︒

明るい希望を与えて下さ

ご挨拶と致します︒

ある神仏に礼拝し︑汚れなき敬

集に﹁我が家の歴史﹂を作

ることが最大の原因であ

の献身的な治療によって患者に

ました︒それは主治医の先生方

ってみませんかという拙文

ることは論をまちません

︵註︶高令者教室記念文集等三

我等の祖先は︑只管家のため︑

が載せてあります︒併せ読

の明るい対応にあずかっ

が︑それと同時に看護婦

慶な真心を祖先の霊に誓うこと

す︒幸い会員も増加の傾向にあ

子孫のため︑地域のためにと働

んでいたデければ︑ご理解

昨年中は色々ご指導とご協力を

り︑地区懇談会も︵四ヶ所︶開

らき続け︑節約に節約を重ねて

いたデけると思います︒

ではないでしょうか︒

催することができ︑また懸案で

今日の礎を築いて参りました︒

いたデき︑心から感謝申上げま

あった部会も開くことができま

ことを否めずにはいられ

て大きな力となっている

私達はその血筋をうけてこの世

昨年十月︑等五教区護持会が

ませんでした︒まだ夜の

×

して︑貴重なご意見を承ること

に生を受けてきたことは︑論ず

少林寺で開催され︑布教師︑山

明けきれぬ午前六時かっ

す﹂という明るい声がひ

×

ができました︒来年度事業に反

田康夫氏の法話を拝聴する機会

きりに︑﹁お早うございま

の中で﹁オアシス運動﹂という

びき︑一人／＼に容態を

×

映させるべく︑鋭意検討中でご

るまでもありません︒ところが
新民法の制定以来︑従来の家族

を得ました︒有難い数々のお話
が一変し︑祖先崇拝などはどこ

一節には深く感銘しましたが︑

きき︑検温器を渡し︑励

00
＼㌔

ざいます．

制度が崩壊して家に対する観念

十年程前に︑あれだけ熾烈を

吹く風かと極端な利巳主義に陥

これは誰でも︑いつでもどこで

ましの言葉を与えてくれ

×

極め︑全国民を不安と動揺に陥

もやれることなので︑是非実践

×

れた学園紛争も︑何時とはなし

り︑家も社会も顧みず︑場当り
的な無軌道ぶりを散見するのは

×

に終熔したことは︑輿論がこれ

嘆かわしい限りではありません

るのは︑どれだけ患者を

を許さなかったことも一つの要

勇気づけるか計り知れな

いものがありました︒

願いいたします︒

していただきたいと︑心からお
か︒

㊥はお早うのオで明るい一日

』 』一1』L なんでも要求をかなえてやる

松代町青少年育成会町民会議

因ではありますが︑それにもま

祖先が営々と築き上げた我が

◇子供の言いなりに

新春のご挨拶
して大きなものは︑学生自身が

子供を悪くする親の態度

七

堺又
小
会長
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のし
発覚しています︒

税金動物記

して︑人にむやみに捕まえられ

いため︑国が特別天然記念物に

守りたいと思っています︒

ロゥサギは強暴な動物から身を

ハブは寒さが大の苦手だし︑ク

そこで二匹が一緒に冬眠すれ

ないよう保護しています︒

ところで︑このクロウサギの

るという︑申告納税制度を採用

算して税務所に申告し︑納税す

者自身が正しい所得と税額を計

所得税や法人税などは︑納税

その結果︑長年かかって築いた

懲役刑や罰金刑を科されます．

か︑裁判により有罪とされれば

滞税を納めなければならないほ

もちろんのこと︑重加算税や延

アマミのタロウサギを知って

いったいどうして友達になれる

人間に平気でかみつくハブが︑

に還元されています︒安心して

りです︒ちゃんと私たちの生活

損をしているように思うのは誤

ば︑ハブはクロウサギを湯タン

しています︒この制度は︑納税
社会的地位や名誉を失ったり︑

いますか︒ふつうのウサギより

のでしよう︒

それなりの負担は当然といえま

友達はどんな動物だと思います

者一人一人の良心によって支え
家族を悲しませたりすることに

耳が短く︑毛も黒いあいきょう

しよ・つ︒

ポがわりに︑クロウサギはハブ

られている民主的な制度といえ

者で︑鹿児島県の奄美大島と徳

なると︑ハブもクロウサギも︑

か︒イナバのシロウサギ？

ます︒税金について最も大切な

なります︒脱税は犯罪です︒納
税者一人一人が能力に応じて負

之島だけに住んでいる珍しい動

冬眠のため穴ごもりをします︒

脱税をすると脱税した本税は

ことは公平な課税が行われるこ

担しなければならない社会共通

物です︒でも︑数がとても少な

火災予防シリーズ⑨

、
、

饗

灘心

物です︒答えはハブ︒

共同生活も︑かれらの深い知恵

するのです︒ちょっと不思議な

﹁エッ︑

あの恐しい毒ヘビが⁝⁝﹂って

楽しい生活をしていくためには︑

税金も納めるだけで︑なにか

かうかがえます︒

おく病そうなクロウサギと︑

おどろくのもムリはありません︒

それはこんなわけです︒冬に

正しい119番の

通報のしかた

1．早く確実に通報するため電話機のそばに、

部落名、氏名（屋号）、附近の目標物を書いた

ステッカー等をはっておく。そして事故の内

容をおちついて、はっきりと詳しく通

報する。

（例）火事の場合

「池尻、山田太郎、屋号（山田尾）の台所が

と言うように通報願います。

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

■D臼

を用心棒にして︑お互いが得を

とです︒国税局や税務署では︑

の経費である税金を︑脱税によ

納税者の皆さん︑正しい申告と

2．子供のいたずらは絶対にさせない。

、ア把
献写

いいえ︑あれはおとぎ話の動

申告しなければならないのに申

て は︑適 正公平 な 課 税 を 行 う た

納税をしましょう︒

燃えている，」

脱税は決して割に合いません︒

めに︑的確な調査を行い︑正し
い納税額に改めてもらっていま

す︒特に悪質で大口な脱税者に
目的とした査察調査を行ってい

対しては︑刑事罰を科すことを
ます︒査察調査とは︑悪質で大
口な脱税をしている疑いのある

者に対して︑犯罪捜査に準じた

方法で行う特別な調査です︒脱
税者が︑いかに巧妙に取引先な
どと謀って脱税を企てても︑国

税査察官のち密で系統だった査
察調査により︑必ずその脱税は

119番へ
火事・救急は

申告をしたりする納税者に対し

り不当に免れることは︑善良な

一薗魍曳

告しなかったり︑誤った申告を

ー脱税は割に合わないー

も

，甲

国民を裏切ることになります︒

ト︑

を

望 髪

野

り

したり︑あるいは故意に過少な

頚猛

今目も 今夜も
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銀 行

銀 行

郵便局

郵便局

支払回数 農 協

協

印

鑑 印

懸㈱1、

難齢灘釜

んノー）
あ

、覇

年4回

ヒあ
叢鑛、棄

預 金 支 払
通 帳 通知書

蓼，慈。警 』

印 鑑 印

辮鰯

1羅舞顯．

14日

6日

1、灘灘舗羅、、

預

籍轡蟹、・1
、羅擦鑑、、

鑑

金 支 払
通 帳 通知書

年4回
鐙．鑓

、・

年金証書

欝彗、

騰羅盤聯

11日

印 鑑

年3回

ツ

4

｝

lll

ll

ll8

〆

1

1
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内き摺年窪を

保険料を納めたくて

も︑家計が苦しくて納めら

れないとか︑生活保護を受けて

いる人などは︑保険料の納付が免除

されるしくみがあります︒︵ただし︑任

意加入は︑免険されません︶

また︑保険料を免除された人が︑その後︑

生活に余裕ができたとき︑過去の保険料を納

この追納は︑免除を受けた当時の保険料額

めることができる追納のしくみがあります︒

ができます︒

で過去10年まで︑さかのぼって納めること

追納すると︑以前から保険料を

納めていた人と同じ額の老

齢年金が受けられます︒

5，830円

5，220

4，500

定額保険料

月5，220円

（58年4月から月5，830円）

付加保険料 月 400円

3，770

3，300

2、730

2，200
（

）は35歳以上
9。。1、

II

ゆとりが
でき禽ら追縞

︑︑

ρで︑

1

1

︵農協︑銀行と同様に年金証

し

・騰讐藥灘

年2回

Illl川II

きます．︶

ヘ

、議欝礁斜

鑑

II

9日

6日

麟．鐡縫

ム

て∩寸

へじ

︾

鎚 は︶亀

げ葦㌧
一ψ

年金で孫におみやげ！

農

1

書と印鑑を持参し預金通帳に自

持参するもの

IIlllIII

年金の受けとりは︑農協・銀
行の預金口座を指定された場合

日

1

動的に振込される振替預入もで

払

Ill

は︑直接口座に振込まれます︒

響鐸緯i1

II

郵便局の場合は︑直接窓口で

支

1

1

受領することになります︒

、雛謝翻
驚

II

1・400、
100P『『『

ll製羅450・・呈10，，PP，・簾壽釜保険料需の推移
36．4〜42．1〜44．1〜45．7〜47．7〜49．1〜50．1〜51．4〜52．4〜53．4〜54．4〜55．4〜56．4〜57．4〜58．4〜

東部剣道大会・

◎東部剣道大会

鈴木奈穂子他女子一名

七級 鈴木正和他男子五名

郡市剣道大会終る
十一月十三日︑秋の日ざしの
差し込む松代小学校体育館にお
い て︑東部 剣道大 会 ︑ 並 び に 剣

道教室昇級審査会が行われまし
た︒

今年から始めた剣道教室も︑

子供達の熱心な活動により︑週
一回 の教室も二 十四回を重 ね︑

毎週かかさず参加した十六人の
豆剣士達は︑父兄の見守るなか
団体 準優勝
吉越

◎郡市剣道大会

同じ日に︑昇級審査会の後︑

個人 三位

無事昇級審査を終了しました︒

東部剣道大会が行われ︑気合い
の入った熱戦がくり広げられま
した︒

又︑十一月二十一日には︑

十日町市立川治小学校におい
て︑郡市剣道大会が行われ︑

五十七年最後の大会にふさわ

明るい選挙推進標語

うこととなりました︒

桐山寺崎熊次郎さん作品

清き一票金で選ぶな人選べ

直江津簡易裁判所の

したがって︑同日以後直江津

ことになりますので︑同裁判所

簡易裁判所では事務を行わない
この度︑直江津簡易裁判所︵上

事務移転のお知らせ

起市西本町三丁目一〇1二︶で

判所へおいでください︒

に御用のある方は︑高田簡易裁

電話〇二五五㈱五一六〇

高田簡易裁判所

取扱う事務が︑十二月一日︵水︶

から高田簡易裁判所︵上越市大

手町一丁目二六︶において取扱

赫繋

父春男 母和美

悔み

︵長男・松代・善宗塚住宅︶

相沢智之

⑥釧ゆ⑨⑥㈱⑨鵡⑨⑥㈱⑨鼠⑨⑤㈱⑨⑤∞∞⑨⑥∞∞⑨⑥∞∞⑨餓⑨懇餓⑨◎㈱⑨⑥寄⑤㈱⑨⑥の船⑨⑤㈱⑨鼠⑨愚⑤㈱⑨畠⑨⑤∞帥⑨⑤捌ゆ⑨⑥㈱⑨⑤㈱⑨⑤㈱⑨穣⑨轡

戸籍の窓ロ㎝
＋二月受付分

麟御結婚
相沢清信・井上栄子

醐舞

美濃和タケ84歳

関谷正太郎 67歳

蓬平

犬伏

平＋郎

金八

善八

奈良立上ノ山

田野倉

福島 福田屋

かみえん

松代

※先月号の御結婚の部の中で︑

﹁平澤建一・富澤吉恵子﹂ は︑

﹁平澤建一・富澤志恵子﹂ の誤

りです︒訂正すると共に深くお
詫び申し上げます︒

がスタートします。

午前樋時 斜2時

いただき、正しい診療を受けて下さい

名平、寺鼠、諏訪峠、

しい︑去年を上回る好成績で

︵松代・カプチーノ︶
︵犬伏・治郎善︶

柳秀昭・淺川眞由美

錫御出産
市川泰子 父正雄 母洋子
︵長女・田沢・与右エ門︶
小林幸典 父幸夫 母さつき
︵長男・松代・善宗塚住宅︶

2月『1臼

配布いたしました冊子をよく読んで

蒲生の一部

64

2月1日から
『老人保健制度』

僚電のお珍彰せ、

74

歳歳歳歳お
74 63

魁

〈国民健康保険係〉

蕎畑、儀賜の全部

した︒

尚︑各成績は次のとおりで
す︒

文彦︵松小︶

高橋秀征

鈴木 眞人︵〃︶
柳
伸介︵〃︶

小島

◎昇級審査会合格者
五級

六級

鈴木洋子他女子三名

勉

個団
人体
三三二優優
位位位勝
勝
柳柳尾小
崎堺
一清久
茂則美夫

Illlll
IllllI
1
III
III
IlllIllll
II
III
IIllIII川II
IIlillllIIIIIIIII
II川II
IIlliiIII
IIIllIll
IIllIIllIIIIllIlllIll
IllII
IIII
II
II川IllII
III
III
Il
IllllIllllII川iIll
Illllllllこうほう・まつだいlllll川1
IlmIlll9111111111
mIll
1

短歌

芸
論x凋

1

＼♪

流 転
野石浪曼

冬せまる山の紅葉の露霜にくま
なく晴れし朝の陽のさす

時季の花咲き継ぎて満つ絶え間
なき流転の中に我らは居らむ
山深く舗装の道となるにつれ
過疎となりゆく部落の多し

そに気づかぬも世のあわれなり

他意のなき言が意外に気に障る

父母在りし時に繁れる庭の松
うら枯れにけり夕月仰ぐ

道の辺の地蔵も杉の切り株も
なべ ては白 き雪を か ぶ れ る

しぶみ句会
12月10日・闇汁句会

終バス の尾灯 枯野 の 闇 に 消 ゆ

大炉焚く禅寺に来て大掃除

六 花

目貼りして妻と二人の居間とな

水

訪う人擁ず今朝の霜話しけ諮
短日や推取り入れぬ口実に
枯

短日や包み背にして老夫婦

り
古暦弱き陽差しに蝿一つ

降りたちし親子揃いの雪眼鏡

園芸一ロメモ

松代園芸愛好会

マツ︵松︶について

一五〇m︑一般には五〇〇m〜

一〇〇〇mの亜高山地帯で尾根

筋や岩壁上の乾燥地に自生する︒

松苧神社峰々が海抜三六〇mで

キタゴヨウの自生地としては意

大盛りに話のはずむ闇の蝉舞 活で松の関係していないものは

故里の冬菜の賞味たより来る

歌謡行事そのいっさいの日常生

以北北海道まで分布する﹁北五

通五葉・姫小松・南五葉︶中部

関東以南鹿児島﹁五葉松﹂︵普

五葉松の系統と品種

義あるものと思われます︒

子持ち杉またぎし靴跡雪の上

ほとんどないと思われるぐらい

静風

色あせし暦しみじみ粉雪ふる
嫡 史

冬木立あらわとなりし峯の家
悠 歩

壁を打つ雨もしたたか冬立てり

日本人の生活・歴史・文学・

標をつばいて雪を待つばかり

貼りかえし障子の部屋と妻の顔
紅 茶

かんじさ

炉火近く賀状仲々はかどらず
一 元

山さびて霜に落ちけり柿一つ

まか

雪雫雨かと紛う寺の坂

茶水

菊刈って今日の夕日を明るくす

蒲生句会

師走の山蕗のとう摘む暖かさ
八千代
師を囲むお国誰や一葉忌

気遣いて打つ鶴噛や冬椿

雪催残る一卜葉も散りつくす
きく代
雪降りし連山一夜で花盛り

爪は厚く土方で暮れる五十年
鉄 堂
柿一つ ついばむ鴉年暮るる

縫物の手も急ぎがち年の暮
喜 沙
注連くばる一軒一軒福運ぶ

仙

便りなき子の送りくる歳暮かな
耕 人

常

折れ蓮の小風にゆれて秋深し

年忘れ李寿の友の艶歌きく

会長が師匠

さん

よき出来の野沢菜漬は母の味
嘉 橘

屋根裏につがいのむささび冬籠

く

橘

竜 峰

河豚ちりや子と呑む酒の酔い易

ふ ぐ

黄落激しモネー見て来し昂りに

嘉

老クの注連作り

雪混じる越後路の空低く垂れ

り
草 人

山寺の屋根に初雪薄化粧

六地蔵ほどよき落葉にぬくもり
除雪して冬季分校開きけり
公 明

ます︒正月にちなんで松のこと

国民の心身のうちに浸透してい

で松苧山の北五葉は次のどの系

自然の場合変種が極めて多いの

葉松﹂に二大別する︒両方とも

マツ科マツ属

統になるのでしょうか︒

植物分類

マツ

八房性

荒皮性の持にはぜのよ

芽吹き多く倭性玉形

姫性 葉の長さ二・五㎝内外︑

ねじれ葉が出ない︒

錦性

になる︒

いものを錦性と言う︒これはき

不老長寿

日本に植裁されている松は黒

わめて少く五葉松の逸品である︒

姫小松︑姫松︑五

m︑最低は山口県城山の

士山北面の海抜二五〇〇

いる︒自生地の最高は富

児島県の高地に分布して

多い︒北海道十勝から鹿

ので﹁姫﹂のついた別名も

で五葉松︑短葉で小さい

針葉の数が五本あるの

本松．

別名

◎ゴヨウマツ︵五葉松︶

ハイマツがあります︒

鮮五葉・高山に自生する

松・赤松・五葉松・流球松・朝

花ことば

よい所を好む

裁培の特性 日当りよく排水の

原産地 北アフリカ︑西インド︑
マレーシア以北の北半球

について書いてみます︒

◎一◎窃◎登縦肇づ◇づ概奄◆繕◇◇づ◇づ・◎づづ◇◎概◎観◇づ繕◇◇窃◇づ谷

叉
めくら汁大笑いする女かな
淡 水

ぬ
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