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昨年 五月︑皆様万の絶大な ご
域の意識は．調和のとれたゆと

面いたしております︒反面．地

り極めて困難な多くの課題に百

ついては︑特に深刻なものがあ

私は長い間．懸命の努力を続け

ることから．この墓本的課題に

めた要因の﹃つが交通条件にあ

開発の速度を遅らせ．過疎を進

事業を積極的に進めたい︒また

住宅の推進︑地域防雪体制整備

雪機械の充実＼融雪施設付改良

たい￥雪に強い道路づくり・除

を克服する体制を一段と強化し

はこの豪雪であります︒この雪

であり￥過疎に拍車をかけたの

停滞させ＼地域発展の阻害要因

雪は．産業・経済・文化活動を

即ち︑雪．克服体制の確立．

諮門いたしたところであります︒

年六月．町の総合計画審議会に

光づくり￥まちづくり﹂ではな

とは．行政サイドの﹃万的な﹁観

のであります︒しかし︑このこ

い意味での観光を画いているも

域の活性化に寄与するような広

そのような相乗効果によって地

体が観光の対象となる︒

旅人には住民を含めた松代町全

と接する￥旅を意識する観光を︑

々な施設を利用して＼町の人々

歴史・風物に触れてもらい．様

松代を訪れる人に町全体の景色＼

おります︒観光開発の促進を．

ことは￥まちがいないと思って

て大きな変化が数年後に訪れる

る整備が．今後の松代町にとっ

に控え．国道の拡幅百線化によ

名ケ山トンネルの開通等々．松

十月二十二日＼国道二五三号線

月二臼関越高速自動車道の開通︑

団の松代鉄道建設所の再開．十

のり入れ．四月臼本鉄道建設公

力添えをお願いいたします︒

の円滑なる推進のため一層のお

何とぞ￥町の第四次総ムロ計画

を実施する所存であります︒

出を図りながら．積極的に事業

経常経賛の節減と．効果的な支

きびしい財源難でありますので＼

の硬百化￥特に新年度の予算は︑

ともに．例年のことながら財政

財政改革が強く叫ばれておると

新春

支援とお力添えを賜り五たび町
りと．やすらぎの生活を求め．

てまいりました︒その結果．い

げます︒

知れない愛町精神をもって．町

た︒

立ち．今ここに新年を迎えまし

明日の新しい町づくりの先頭に

積極的な対話を進め．誠実にレ

私は￥多くの皆様万と．より

全を期さなければなりません︒

即応する政策の立案と実行に万

り意識の変化も大きく．それに

時代の変遷とともに．町づく

ると万向付けています︒

連帯感をもって進めるべきであ

更に．生活の安定向上と福祉の

盤路線の整備等であります︒

六線の改良促進．町道・生活墓

鶴首し．併せて国道⁝線＼県道

網の整備で．北越急行の開業を

の墓礎的条件の整備として交通

と思っております︒よって計画

なって工事の再開を実現させた

ま︑北越北線は第三セクターと

する真の愛郷心を育成する教育

を通じて．町の発展に尽そうと

究をすすめ﹁地域を学ぶ学習﹂

経済・文化について教材性の研

なお￥松代町の歴史・自然・

ります︒

なご協賛をお願いする次第であ

せん︒どうか町民皆さんの絶大

がら進めなければ実効が望めま

く．町民各層の知恵を結集しな

﹁豊かな＼松苧の里づくり﹂に

皆さんの創意を尊くうけとめ

代の潮流になりつつある︒

して﹁利雪・和雪・親雪﹂は時

って発進した﹂今こそ雪を克服

ます︒

をもたらしたことは事実であり

大きく明るい環境の変化と改善

ら遠いとはいうものの︑交通が

昨年一二月上越新幹線の上野駅

長に当選させていただきました︒

美しく豊かな地域社会の建設に

謹んで新春のご祝詞を申し上

ここにあらためて厚く御礼申し

代町は高速交通ネツトワークか

行政当局に大きな期侍を寄せら

て清潔￥公正な町政を墓調とし

充実︑商工．農業等産業の振興

を指針とする︒教育文化振興に

上げます︒

れている現実を肌を通じて感じ

て．清新な町づくりに励む覚悟

にもきめ細かな施策を講ずる所

そのためには．町づくりの墓

また￥時代はハードからソフ

り﹂に皆さんから建設的なご発

あります︒このほか﹁まちづく

をお祈り．申し上げまして私の年

ともに￥各位のご多幸とご健勝

力を切にお願い申し上げますと

多くの町民の皆様が︑はかり

きびしかつた町長選挙を経て￥

とり￥その責任の重大さをひし

であります︒

さらに﹁北越急行が実現に向

ひしと痛感するとともに︑豊か

本構想を．国・県の政策にてら

トヘ．開発から豊かさへと変り

想やご意見をいただいておりま

頭のごあいさつといたします︒

何とぞ絶大なるご支援とご協

で住みたくなる福祉社会の実現

し︑あらゆる角度から検討を行

つつあります︒定住促進が大き

して誠に有難うございました︒

献身する覚悟であります︒

に￥決意を新たにしている次第

い．新しい視野にたって．皆様

な目標となっている当町におい

ご存じのように最近殊に．行

力を注がなければならないので

であります︒

万のお考えを盛りこみ．町の第

ては．北越北線の開通を数年後

存であります︒

国際経済摩擦をはじめ．急速に

四次総ムロ計画を策定すべく￥昨

さて．いま国・県も市町村も︑

進む人口の高齢化と財政環境に

が
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高田南城高校通信制

3⁝＝≡＝モ⁝﹄一⁝三⁝≡3一一⁝一一≡＝＝⁝三；≡一一⁝三一⁝一一＝⁝三一⁝＝二⁝＝モ一≡＝⁝三一一E

三年生 市川 三次郎さん︵田沢︶

を

していたのですが⁝⁝テレビで

通信制を知り︑昭和五十八年四

月入学しました︒

科目は︑国語︑数学⇔︑化学︑

英語︑世界史︑音楽︑体育の七

史︶で︑英語と数学が苦手だと

教科で︑好きな科目は世界史︵歴

話される．

学年の始めに報告課題︵レポ

ート︶が渡され︑毎月二十日頃

一︑二年生の頃は︑いやな時

が提出期限となる︒

もあったけど︑要領が分かって
た︒

暇の時は一日中ですと言いなが

入学の動機についてお聞きし

三年生一名︑四年生六名︑計十︸

は米国に住んでいる︒

ら︑私共にレポートを見せられ

︵奥さん

第二の放送を見たり︑聞いたり

授業は︑八時五〇分から三時二

登校は月に三回︵日曜日︶で

た︒

な掛け声は衰えを見せず主催者㌦ 片言でも話が通じれば︵嫁さん
︷

凹

さんがそっとお茶を注がれた︒

たと話される市川さん︑隣で奥

人間としての基礎が出来まし

話に花が咲いた︒

︵三泊四日︶された時の思い出

昨年十月に︑広島に修学旅行

などがなされる︒

ン︑卓球︑テニス︑バスケット

体育の授業では︑バドミント

野︶も入学されている︒

られ︑近くでは中村文子さん︵室

仲間の中には七六才の方もお

学は冬場は大変である︒

〇分まで︑バスを利用しての通
側の不安を吹飛ばしてくれた︒

寒い冬に空手着一枚︑しかも裸︸
子の応援に駆けつけた父兄も︑

足で稽古を行うと聞いて︑我が㌦

臨

その元気な姿に早くも将来への鼎
期待をよせていた︒

しかし︑中には雪の冷たさに卍
思わず目にいっぱい涙を浮かべ期
た子もちらほら︒それでも︑最臨

後まで歯をくいしばって全員無訓

事プログラムを終了することが胴
できた︒十四人の豆拳士たちは︑︷

胴

体を震わせながらも一年の精進曜

を誓い合った︒

∠

と︶︒本を購入したりして勉強

く占めているため多少不安が残訓 兼男さんがすぐ出てくれれば良
った︒しかし︑雪の上でも元気副 いのですが⁝⁝英語を勉強して

きました︒教育テレビ・ラジオ

四名であった︒空手教室の寒げ︷
いこは昨年にひき続いて二度目卍

は米国人︶電話連絡の時など︑

市川さんの二男︵兼男さん︶

であるが今年は一年生が半数近胴

小学校一年生六名︑二年生一名︑一

にて行われた︒当日の参加者は︑臨 郎さん宅をおじゃました︒

去る︑一月一日︑松代町空手凶
一月には︑めずらしく雨もよ
教室による寒げいこが松代神社︸ うの土曜の九時過ぎ︑市川三次

⁝一ミ≡言⁝三一一一≡＝⁝三⁝⁝二⁝一も⁝＝一＝⁝一一

ヨ螢

脳卒中は日ごろの習慣が大き
響を与える事が知られてい

ストレスは血圧等に悪い影

義

を〃

圧を上昇させたり︑血管の

とも関係が深いとされ︑血

ょう︒

ぎになるので気をつけまし

同時に水分と食塩のとりす

がります︒又酒類の多くは︑

いて用いる事も必要です︒

入れます︒寝室に便器をお

便器を使い︑便所に暖房を

必要です︒和式より洋式の

酒は家で︑タンパク質をさ

かなに︑2合以内におさえ

C＼

1／⑭

体操︑歩く事をすすめます︒

はちがいますので︑ラジオ

果もあります︒労働と運動

やかにし︑血圧を下げる効

適度な運動は︑心身をさわ

⑦運動

た直後はさけましょう︒

雪ほりをした直後︑飲酒し

時間入るのは避けましょう︒

われています︒熱い湯に長

出たすぐ後は下降するとい

入浴直後は血圧は上昇し︑

⑥入浴

月

ましよう︒又週一回は休み

．Q＼

︵兜︶

8

ましょ・つ︒

4

諏．⑫︒

式ぱ

望

い体

＼の

＼幽に

獄侮

＼

朕あ
④肥満

肥満の害は︑ 軽視されがち

ですが︑ 標準体重の人達と

比較し︑ 高血圧や動脈硬化

症にかかりやすく︑ 死亡率

f

⑩搬

な原因となります︒毎日の生活
／／

高血圧に食塩がよくない事

収縮に影響を与えたりする

轄
ノ

も高くなっています︒バラ

ンス食をし︑運動をしなが

ら︑標準体重に近づけまし
ょ・つ︒

⑤夜間の排尿・排便

排尿・排便時には力む事が

多く︑この時に血圧は上昇

へ

幅⁝鎌灘撫

習慣を再点検し︑日常の健康管
み時間を入れながら仕事を

ます︒適当な気分転換︑休
③嗜好品
aタバコ

呼吸器系の病気と合わせて

は良く知られています︒し

と言われています︒できる

高血圧︑動脈硬化︑心疾患

かし実際にとっている塩の

だけ禁煙しましょう︒

い様です︒又家庭による差

／

量はまだまだ多く︑一日の

a高血圧予防には︑ぜひ減塩

②食塩

しましょう︒

理をしっかりと実行すれば︑心
身の健康が保たれるでしょう︒

悪い習慣を続ける人は︑すべて
成人病など危険な芽を持ってい

るといっても過言ではありませ
ん︒

次にいくつか注意する点をあ
げてみましょう︒

①生活の規制
不規則になると睡眠不足に

が出てきた様です︒松代町

摂取量m9以下にはほど遠

なり︑食事も不規則になり

の目標﹁みそ汁は一日一杯﹂

a生活にリズムを

又神経もおちつかなくなり

﹁お茶の時つけ物は出さな
い﹂を︑守りましょう︒

b酒

酒は血液中の中性脂肪を増

し事故をおこす事が多いの

で特に寒い時期には注意が

、薫』野祁謬脚
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には国鉄経営再建促進特別惜置

その立て直しを図るため︑55年

三セクターによる鉄道の運営に

少し堅苦しくなりますが︑第

することができるものと考えら
れています．

ていることからもうなずけます︒

開業二年目を迎えた今年も︑

初年度に比べて︑若干︑成績は

っいて御説明しましょう︒

しかし︑陸中海岸国立公園と

このようにして開業した地方

法が施行され︑同法の地方交通

青森︑岩手︑宮城三県の太平

いう観光資源に恵まれた三陸鉄

落ち込んでいるものの︑比較的

線対策によって当北越北線は︑

政府関係機関のような公共セク

洋沿岸部を鉄路で結ぶ三陸縦貫

道とはいえ︑前途は決して楽観

鉄道新線は︑現在まで二線あり

国鉄新線として完成させること
ター︵第一セクター︶を民間セ

鉄道の歴史のはじまりは︑明治

されるものではなく︑観光客の

第三セクターという言葉は︑

への道は閉ざされることになり︑

クター︵第ニセクター︶とが共
同で出資設立した事業主体を指

の半ばまでさかのぼることがで

誘致︑特に冬場の観光客を増や

好調な利用状況が続いていると

工事の中止を余儀なくされまし

して使われています︒すなわち︑

0年の歳月を経て︑
きます︒苦節9

すことに︑経営者はもちろん︑

ますが︑そのうちの三陸鉄道に

しかし︑この北越北線は︑魚

第三セクターは︑第一セクター

昭和59年4月1日︑遂に地元の

地元をあげて知恵を絞っており

一般的には政府︑地方自治体︑

沼・頸城および上越の各地方を

のような公益性︑公平性の目的

人達の悲願が成就し︑国鉄再建

ます︒

いうことです︒

連結するとともに︑首都圏と北
陸地方を結ぶ短絡線ともなるも

のみでなく︑第ニセクターのよ

法に基づく全国初の第三セクタ

っいて御紹介しましょう︒

ので︑沿線住民の通勤・通学な

うな利潤の追求︑採算性の目的

ー鉄道として開通しました︒

て重要な役割を果すことから︑

る場合と同様に︑公団の財産で

営する場合には︑国鉄が経営す

国鉄新線を第三セクターで運

二︑六〇〇万円の黒字を計上し

の予測は好成績となって覆され︑

当初予想されていましたが︑こ

の赤字︑黒字転換は7年後と︑

レール意識とが︑こん然一体と

側の努力と地域の皆さんのマイ

達の足を守るためには︑経営者

負っているといえますが︑自分

陸鉄道を上回る多くの課題を背

た︒

どの交通手段としての直接的な

をも併せもって活動する事業主

この鉄路に寄せる地域の皆さん

ある鉄道施設は無償で貸与を受

た︑ということで︑各方面から

なることが最も大切であること

る北越北線は︑ある意味では三

日本有数の豪雪地帯を運行す

利便性ばかりでなく︑産業経済

体なのです．

の期待は大きく︑それは半世紀
にも及ぶ建設運動の歴史ともな

けられ︑固定資産税についても

の注目を浴びております︒

開業初年度は九︑八OO万円

および観光の開発・発展に極め

って表わされています︒

優遇措置がなされているので︑

先程の国鉄再建法では︑工事

上越線の六日町駅と信越線の

そこで︑県をはじめ︑沿線関

再開することになっております︒

ことになります︒

それぞれの利点の活用が図れる

営が可能ですから︑官民共同で

制が少なく︑一般の会社と同様
に弾力的な事業運営や多角的経

場合のように事業範囲に法的規

用しよう︑というマイレール︵自

自分達の足を守り︑積極的に活

地元の人達の郷土愛に根ざす︑

おりますが︑何んと言っても︑

車の運行も大きな要因となって

利用者の立場に立った柔軟な列

の合理化を徹底するとともに︑

用され︑愛されるばかりでなく︑

地元の皆さんの御支援を得て利

重ねておりますが︑この鉄道が

完成させることに最大の努力を

い︑立派な施設を︑一日も早く

ましては︑皆さんの利用しやす

建設を担当している私共とし

を︑先輩の三陸鉄道は教えてく

犀潟駅間を結ぶ北越北線は︑当

係17市町村は︑地域の皆さんの

また︑開業時の車両︑旅客対

分達の鉄道︶意識が芽ばえ︑育

沿線地域の発展に寄与できるこ

要員を必要最少限にするなど

初︑国鉄新線として計画され︑

熱意を背景に︑第三セクターで

応設備︑保安設備などに対して

くまれた結果であり︑このこと

とを心から願うものです︒

経営を圧迫しないうえ︑国鉄の

昭和43年8月から︑当松代町内

ある北越急行株式会社を設立し

も助成措置が講じられているの

は︑地元利用者が7割前後を占

れています︒

の区間においても48年の末から

て鉄道の運営にあたることにな

で︑収支採算性は︑国鉄が運営

める︑生活路線として支持され

を中止した路線でも︑将来︑こ
れを運営維持する経営主体が免

建 設工事を 進めて おりまし た︒

り︑ここに北越北線は︑国鉄新
線から地方鉄道新線に生れ変っ

した場合に比べて︑早期に回復

許を得れば︑国の予算で建設を

えていた国鉄の経営状態は︑50

て建設されることになりました︒

ところが︑年毎に厳しさを加
年代に 入ってま すます悪 化し︑

続いて︑青少年育成国民会議

う等と話をされました︒

うに高めていくかが課題であろ

六％で︑自主財源比率をどのよ

学する子どもから現在の中学三

です︒六十二年四月小学校へ入

ことが必要と発刊になったわけ

家庭教育の基本的なことを知る

の第一歩であることを考えると

年のごあいさつといたします︒

下されますことをお願いして新

関心を持たれ︑ご協力︑ご推進

どうぞ︑今後一層町民会議に

今後︑二十一世紀に向い︑不
安なことも沢山あるが︑家庭︑
地域が連携して

〜40歳からスポーツを始めて

も老化は防げます︒

一般的には︑年を重ねるに従

って︑スポーツから縁遠くなる

を早めよう︒そのためには総会

歳になっても︑何もしない人の

らスポーツを続けている人は70

人が多いのですが︑若いときか

も早めなければならないので︑

倍の作業能力が発揮できます︒

注目したいのは︑35〜40歳過ぎ

三月末までに会員募集を終了す
る︒

てからスポーツを始めた場合で

す︒中年からでも適切なスポー

各種団体から青少年の育

成について話し合いをしてもら

ツであれば︑その能力を高齢に

図
克服できるであ

う︒商工会からの役員参加につ

いうことはありません︒

ポーツを始めるのに遅すぎると

ろう︒

ω PTAの方々から町民会

師を依頼することが大切では︒

地区懇談会に︑有名な講

なっても維持できるのです︒ス

その後︑家庭

教育の問題で家
族それぞれの立

場と考え方の話

ご意見のある方はお知らせ下

議の会貝になってもらう︒

さい︒三月に六十一年度の事業

がありました︒

偶

いてお願いする︒

努力すれば必ず

きたいものと思います︒

末次副会長より﹁青少年健全育

十二月二十日︑運営委員会を

年生の家庭に配布してあります︒

民会議が設置された経過を述べ

開き︑昭和六十年度の反省を次

成と地域活動の課題﹂と題して

年健全育成巡回キャラバン隊が

た後︑青少年の今日的現状と問

のようにいたしました︒

どうぞご覧下さい︒

新年おめでとうございます︒

来町し︑松代町長に総務庁長官

題点︑青少年育成に果たす地域

講演をいただきましたその中で︑

皆さま︑数年ぶりに除雪の心配
より︑松代町民会議会長に県民

又︑十二月三

国民会議︑県民会議及び市町村

がない結構な正月を迎えること

昨年中はいろいろとご指導︑
日︑県民会議と

部会・地区懇談会の時期

活動の役割について具体例を引

ご協力いただき六十年度の事業
して新潟市で市

ω

会議会長よりメッセージが手渡

も殆んど計画通り実施すること
町村民会議代表

るかがわかりました︒

ができました︒偏えに会員をは
者会か開催され
少年課長より︑

じめ︑町民各位のご支援の賜と

青少年の非行問題は︑全国的

市町村民会議は

県の沢田婦人青

にも︑全県的にも減少のきざし

村において小・

現在︑三十市町

しかし低年令化したこと︑少

家庭教育のこ

教育委員会のご指導で町教育振

中学校区以下の

を組織しているが︑この組織化

興会より︑家庭教育資料﹁ひこ

青少年の育成に︑私ども大人

女の不純異性交遊の増加等はま

と︑地区ごとに地域活動に専念

の責任がますます重大になって

立案の運営委員会を開く予定で

する指導者の堀り起こしを行う

た︒今︑重大視されている子ど

ばえ﹂をつくっていただきまし

とでありますが

我が松代町は︑他郡市︑他町

ことが大切である︒財政では︑

もの教育を大人がみんなで語り

まいりました︒家庭︑学校︑社
会が緊密な連携を保って︑町民

単位で地区会議

村と比べると非行は極めて少な

まだ六三％を市町村等の補助金

合い実践することが町民会議で

す︒

く︑絶減した感さえあり︑町ぐ
るみの運動の成果と感謝する次

に依存している状況であり︑会

総ぐるみで日常活動を続けてゆ

す．

第 であります︒

すし︑子どもの育つ家庭が教育

だまだ憂うべき現象でございま

が見え大変有難たいことです︒

厚く御礼申し上げます︒

げます︒

ができました︒

縷欝鎌糞
用しながら言及されました︒

難欝灘i灘糞

されました︒現今の青少年育成

嚢羅灘鐵驚

年頭に当り︑御一統さまのご

灘難灘

に国や県が如何に尽力されてい

簸嚢雛1

健勝と︑ご多幸をお祈り申し上

嚢灘i嚢

費徴収しているところが四四・

c

糞嚢灘雛鎌
去る十一月八日︑県より青少
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高田測候所︑新潟気象台との

第二節

の県︑国の賞を獲得した時の指

連絡︑近隣の観測データとの比

旧奴奈川村の極一部の資料な

れました︒

導者竹内実先生が協力してくれ

較︒気象と災害︒郷土の人びと

がら︑現在編さん室にある︒就

松代中学校の科学研究部が数々

ます︒加えて現松代中学校の態

の生活との関係などが討議され

して訴訟沙汰になった事件や︑

療所の件︑医師と村議会が対立

近代の制度改革と郷土

木先生も仲間です︒

学督励に関するものや︑村立診

植物のキャップ山岸先生は蒲

ていました︒

新年早々七日に歴史篇の皮き

徴兵制の問題では出稼ぎと関係

生の産です．

自然篇担当の先生方は︑この

り︑近代班の小堺又七先生が編

地租︑地券との関係で各人の

ように松代とかかわりのある先

印の登録︑再登録の書類等があ

しておもしろいものがある︒

旧松代村︑山平村︑奴奈川村︑

さん室へ来られました︒

現松代町の原点︑郷土の近代化

生方をはじめ︑出身校︑専門分
したようなスタッフがそろった

野の関係を頼って前回お報らせ

きました︒

ふうもざまもかまわねえ︒と

る︒

の

亜鑑幽匿繋霊幽露斐璽蘂鍵亜翫醐
今度︑松代町史に関する欄を
設けていただくことになりまし

へのれい明期である近代は︑幕

く︑今後︑旧山平︑旧松代村の

この外︑奴奈川村ばかりでな

︵保存状態は悪い︶

のです︒

藤田先生の姿は文字どおり︑

また︑これら先生方一人一人

まる︒

府倒壊︑戊辰戦没から記述が始

いうこの地のことばがあります︒

ふうもさまもかまわない︑いま

毎号︑町史の調査の進行状態

た︒

がどうなっているか︒各部門の

から応諾の返事をいただくまで︑

役場文書というのがどれ程ある

直ぐ山林の中へかけ出していっ

小堺先生自ら蒲生村上林︵若

ぐちゃくちゃにこびりくっつき

特長的なとりくみ状態︒ときに

校長先生︵松代小︶には特段の

山氏︶文書をコピーされて外︑
犬伏油屋家の資料がある︒松代

あって保存が悪かろうが︑少し

松縄校長先生︵松代中︶︑田中

そして︑持って来た荷物はす

お骨折りをいただいたこともご

村の資料がないのは残念だが何

てもよい服装でした︒

先生方の素顔紹介や︑先生方か

べて松代高校時代に生徒と共に︑

紹介しておきます︒

は︑調査執筆にご協力くださる
つ

深夜にいたっても調べた野生動

﹁今日からでも使えるように

画を︑当方で会合を開いて作っ

す︒それで今年春以後の活動計

殆んどの先生方は上越方面で

なった︒

著すことができるということに

とか戌辰の役の松代村の状況を

った三人の願いでした︒

でも発見したいというのが話会

といったようなものも

持って来た﹂といっていました

たという報告もいただいていま

か︒たとえ鼠が小便をかけて︑

ぶやき
物の資料でした︒

らも調査過程の中間報告︑

順次掲載させてもらいます︒

とにかく︑ありがたいことで

が︑地元の学校に曽ってこうい

が続くかと思います︒

哲郎

り︑冬期はこのような準備状況

決定する所まで漕ぎつけて終わ

八日は近代の執筆担当を一部

田久先生は︑モモンガi先生と

す︒県立松代高校におられた藤

う先生が居られ︑はるか離れた

か︑官公衛をどこに挿入するか︑

松代町史編纂委員

さて︑第二節以降をどうする

いえば ああ︑あの先生 で知

自然篇で唯一の地元キャップ

などを話会っていると時間がわ

待望の松代町史編

関谷
気象︑気候担当の万羽卓司先生

12月号の

やりますよ︒と協力を惜しまな

翌八日午前中で片付けよう︒

けなく経ってしまう︒

明日又来ると小堺先生の若さに

は︑第二次大戦中から軍の気象

松代高校の発足と同時にお勤

関係の技師を勤められた方です︒

い先生方いる．

地に転勤後も︑松代のためなら

す︒

られた方です︒

動物篇で協力して欲しいとい

うお願いに早速承諾の返事が来

とにかく︑ありがたいことで

構成﹂の中で︑松代町教育長︑

そして九月第一回自然篇会合

ました︒

めになった先生は松代高校に観

翌八日一番早く出席されたの

島田健司氏が掲載もれでした︒

さん︑次に関谷︑早速打合せに

おわびして掲載させていただき

纂事業始まる の﹁編纂委員会

動物篇のキャップ牛木博先生

測の伝統を築かれました︒この

が小堺先生︑次いで関谷友一郎

十二月末︑万羽先生招集の気

ます︒

象班会議が編さん室の隣で開か

入る︒

は感じ入った次第︒

は︑山平中学校時代は昆虫採集

資料が今回大いに役立つのです︒

す︒

高校︶から駆けつけてくれた先

その生態研究に情熱を燃やして

のとき︑西蒲原巻町︵現興農館
生はリュックサックを背負い︑

いた方です︒

河川水質研究班では︑曽って

更に重そうな木箱を 持 っ て よ い

しょ︑よいしょと会場へ上って

︐︐漁嶺

一九八六年寅年の年頭に当り︑
町内各位の御多幸を祈念致し︑
部落紹介を致します︒

大字小屋丸は︑松代町の南端︑

通称南部地区に位置し︑東前方
は︑越道川を境にして︑松之山

町大字坪野︑南西は大字小屋丸

字熊倉︑南原︑トヤ︑後倉の連
峯を境にして松之山町大字松口
の内側に小屋丸部落が存在して

大荒戸となって居り︑その境界
居ります︒

部落より東前方遠く︑八海山︑

苗場山及び魚沼連峯︑近くに海

老山とつづき︑東南方向に松之
山連峯と一眺出来︑自然に恵ま

れた土地と信じ居ましたが︑時

代の流︵現象︶はきびしく︑昭

和三〇年代には二二戸あった戸
数も︑四〇年初期から五〇年後
期にわたり︑十五戸が各地に転

住し︑現在は七戸で小屋丸部落
を守って居るのが現状です︒

今︑残った部落民が︑如何に
して意を強く生き甲斐を持って

居られる事は︑町道松代︑松之
明治三十六年郡道松代︑旧布

山線の全線が完成した事です︒

沿道部落有志の会を重ねての結

松之山町の両町長さんを筆頭に

たのが︑昭和四〇年代に松代町︑

各々町村道とし管理されておっ

であったのが︑郡制廃止により

川線として当時唯一の交通機関

前柳町長さん︑現秋山町長さん

としての大改良工事が始められ︑

当局の甚大なる御努力により︑
国道二五三号線︵松代︶を起点

た︒以来︑松代町に於ては町御

大改良することが約束されまし

改名し︑両町夫々の責任に於て︑

だ姿を想い出し︑無量の感じで

今︑当時の部落民一同が喜ん

った松代︑松之山線小屋丸区間

により︑五十四年度に念願であ

が一連されて国道への働きかけ

9ぺージヘ

小屋丸部落より松代まで車で

れることを願っています︒

度の未舗装が一日も早く舗装さ

松之山地内︵松口︶三キロ程

た意義をつくづく感じて居ます．

に松代︑松之山線の全線開通し

夜大小の車の通行甚だしく如何

五三号線改良工事期間中は︑昼

方面より利用が多く特に国道三

全線開通以来両町は勿論︑各

した︒

線開通の喜びを得る事が出来ま

年の宿願であった松代︑松之山

名が招待されました︒両町︑多

屋丸部落でも︑区長と特に外一

大な催しでありました︒私達小

さん始め︑町当局多数並に関係
部落の代表者が招待されての盛

主催により完成式が松之山町長

同年八月六日には松口部落の

了しました︒

年夏︑小屋丸境までの工事が完

計画で改良が進められ︑五十八

一方︑松之山町に於ても年次

した︒

までの舗装工事が完了いたしま

五十九年度︑松之山境︵松口︶

が見事に完成して頂きました︒

果︑道路名を松代︑松之山線と

いっぱいです．

膨
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五分余︑湯沢駅まで三五三号線

町道の清掃作業等も︑少人数な

春夏秋と定期的に行って居る︑

伝説等を加え紹

がら実施に当り因難を生じて居
熊野神社の由来

経由で一時間程度で到着できま

す︒今後︑三五三号線が全線改
ません︒何れも道路が整備され
の一説は︑今よ

現在は無雪路線とし部落の中
り現在までの一部をご紹介致し

以上を以って昭和三〇年代よ
国時代紀伊の国

り五〇〇年前戦

小屋丸の氏神

良されれば︑一層便利になると
たお陰と感謝して居ます︒

介してみます．

期待して居ます︒

央まで除雪をして頂いて居りま
熊野郷より︑戦

なお天高くそびえて居る︑雄大

永い歳月風雪にたえながら︑今

たが現在目廻り約七・五米あり︑

から聞いて居ます︒また︑伐採

で運搬されたのだと先代の方々

柏崎へと各所リレー式に荷馬車

まで︑松代から刈羽線を通って

していたお陰で小屋丸より松代

した郡道松代︑旧布川線が開通

前に志久見村小山斎作により建

一八六一年︶今より︑一二四年

また︑拝殿の部分は文久元年︑

に建立されたのだと思います︒

前に鳥居の位置より高い現在地

記されてあり︑今より一九六年

現在は当時を物語る唯

なる姿を眺める時︑無言の教訓

した切株を針等を使って数えた

の物証として一本だけになっ

を感じさせられて居ります︒

立されて居ます︒また︑鳥居の
復元は五十四年残った氏子の熱

たのが︑

一円に植林され

野杉の苗を境内

す︒其の後︑熊

れたのだそうで

野神社を奉紀さ

に至り︑守神熊

転々として当地

乱を逃れ各地を

ました︒

灘㎜

︑慧

馨鍵

灘

㎜
∞∞

㎜

生い茂って居た杉も部落の事情

明治四十二年当時境内一円に

きり知る事が出来なかったのだ

判ったが不明の部分もあり︑五

ところ五〇〇年まではどうやら

意により実現する事が出来まし

てて泊り︑三年間多勢の職人が

者は神社の境内に作業小屋を建

の板に書いて取り付けてある物

聞いて居ます︒幸い社殿の棟木

現在の社殿は三回目の復元と

寺御住職監席賜り︑部落民一同

庚申様の供養祭を広徳寺︑長命

月十五日︑六〇年毎に行われる

上に庚申塚があり︑五十五年六

松代より小屋丸入口の町道の

た︒

により︑目廻十米を筆頭に最低
三米合計四十二本を福井市の水

そうです．

伐採作業をやり︑材木の搬出は

参列の上で供養祭を営む事が出

寛政元年九月十六日︵一七八

の下に奉納されてあった御神洒

来ました︒其の際︑六〇年前塔

当時は勿論︑人力馬力以外には

無かった時代なれば大変だった
と想像されます︒幸いにも前述

10ページヘ

九年︶大工︑池之畑仲右衛門と

を発見する事が出来ました︒

〇〇年以上どの位いかは︑はっ

品材木商と商談が成立し︑当業

一

次は古老より語り伝えられた

すので七戸の住民も︑安心して
日常生活が出来ます︒

藻

螺

灘纏ン

饗

／

欝
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他の石像が併立されて居ますが︑

甲子塔大国主命中頭明神︑其の

める事が出来ました︒同所には

を掘り出し︑新しく御神洒を納

て先人の遺業の一たんを守りな

を交いて書いて見ました︑せめ

れます︒以上現況︑伝説私見等

神仏を信仰した事が充分偲ばさ

れて居ります︒古代より如何に

催していました︒

集会をそれぞれ約十一件ずつ開

9ぺ匿ジより

年号等不明の物が多いのです︒

がら︑部落の灯を後世まで消さ

時代

議鰻叢懸饗i懸猿、総

るわが国独自の社会教育施設で

す︒住民が気軽に立ち寄って情

や成人大学講座︑スポーツ教室

のいろいろな学習の要求にこた

などを開設しており︑みなさん

えられるようになっています︒
また︑書籍や雑誌などを備えて

つくって︑母と子の読書活動の

図書館のようなサービスをした
り︑児童図書をそろえた一室を

後押しをしている公民館も少な

公民館の活動は︑できるだけ

くありません︒

みなさんの要望を取り入れてい

ヘヤ︾

︑⊃ヒ

︐●︐・
のら0．・

麟

るケースです︒この場合︑場所

実習の場として公民館を利用す

のいろいろな相談にものってく

を借りられるというだけでなく︑
グループ活動を進めていく上で

例えば︑指導者をあっせんし

れます︒

てくれたり︑適切な教材を紹介

れたりします︒

してくれたり︑グループ活動の
運営の仕方について助言してく

くことになっています︒O△の
講座を開いてほしい︑○×のよ

用した人は︑全国で一億七千五

用してほしいものです︒

生涯学習の拠点として大いに活

ービスを行っている公民館を︑

いくと考えられます︒みなさん
のためにさまざまな学習援助サ

ます︒しかし公民館は︑さらに
多くの人に利用されることによ
って︑内容がより一層充実して

百七十五万人︑一館当たり約一

昭和五十八年度に公民館を利

うな企画を催したらどうか

万三千人が利用した計算になり

自主活動の場
としても利用を

かがでしょうか︒

このようなあなた自身の意見や
要望を公民館に伝えてみてはい

情報交換の場

地域住民の

報を交換したり︑グループやサ
ークルが会合に

利用したり︑さ
まざまな学級や

講座︑講演会を
受講することが
できる
公民

㎜館は︑まさに地
︐域の生涯学習センターとしての
ょう︒

㎜役割を担っているといえるでし

盛んに行われる
講習会や実習会
全国の公民館が︑どのような
目的で︑どのくらい利用されて
いるかを調査したものがありま

一方︑公民館は︑みなさんの
自主的な活動を受け入れる体制

学習︑文化︑スポーッなどの

これによると︑一年間に公民館

実習会を約二十件︑体育祭や文

グループやサークルが︑研修や

も整っています︒

化祭といった体育・文化関係の

一館当たり︑講習会︑講演会︑

す︵文部省・昭和五十八年度︶︒

●

乙

■

このほか公民館は︑婦人学級

また︑部落中央には 道 祖 神 二 十

ないようにと念じ紹介を終りま

生渥学画の

公民館は︑市区町村が設置す

10
公民館と生涯学習

瓶

三夜塔が併立されて 居 り ︑ 正 月
す︒

欝灘
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十 五日に は神社 参拝 と 併 せ て お

参した習慣が古くよりつづけら

饗
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いじめ匿亟］

観衆と傍観者

■大人の世界を反映している子

い

の中に

います．

傍観者

供のいじめ

や

は︑自分の胸の奥にひそむ

観衆

■いじめを防ぐには観衆の傍観
者の協力が必要

いじめが表面化したときの親

女子栄養大学教授
食生態学

たまには意見のくい違いなどで

ふだんは仲のいい家族でも︑

話し合う機会や顔を合わせる機

のぺースができるので︑親子が

いの年齢になると︑自分の生活

足立己幸

じめっ子を見ていることがあり

気まずい関係になってしまうこ

会が減ってくるものです︒だか

事ζぞ罠灘しφ劇
族の拳巻

ます︒また︑自分では直接手を

とがあります︒改めて向かい合

を投影して︑い

くださず仲間をあおっていじめ

って︑正座しながら話し合うほ

いるのでは︑親子の触れ合いは

らといって何もしないで待って

じめの気持ち

﹁そのとき︑おまえは何をして

させていることもあります︒こ

ど深刻な問題ではないし︑そう

ますます希薄になってしまうで

と子の会話ー1︒

いたの﹂

のような態度が︑いじめをより

かといって仲直りのきっかけも

しょう︒

かったわね︑第三者で﹂
観衆

でいてくれるのな

められるのも困るが︑

いじめっ子になるのも︑いじ

﹁よ

エスカレートさせてきたといえ

なかなか見つからないll︒

﹁ぼくはカンケイないよ﹂

るでしよう︒

や 傍観者

粉がふりかからない限り︑ヤレ

ホンネのようです︒自分に火の

供の世界というのは︑結局は大

あまりにも問題は複雑です︒子

ひずみといって片づけるには︑

のではないでしょうか︒

体験的に知っていらっしゃる

交わせることを︑多くの方が

用すれば︑ごく自然に会話が

こんな時︑台所の空間を利

たり︑外出がちなお母さんに

そこで︑特に仕事を持ってい

いじめの問題を︑単に教育の

ヤレ安心という気持ちになるこ

人の世界を反映したものだとい

ら安心1ーこれが大方の母親の

とが多いようです︒

わが子が中学生にもなると﹁

一年半ほど前︑横浜で︑中学

われます︒

とかく︑いじめっ子といじめら
れっ子の関係だけに目を向けが

どうして止めなかったの！黙っ

生が浮浪者を襲って殺した事件

トン︑トン︑トン⁝⁝と包
丁の音を立てながら﹁さっき

ちです︒しかし︑加害者と被害

て見ているなんて︑ひきょうで

は︑こんな提案をしたいので

片つけなどの台所仕事は︑で

台す冠理の下準備や食事履

のきるだけ子供の生活ぺ支に

つ合4てやるようにしよう−
はご免ね﹂と切り出してみる︒
ーと

く影響していきます ︒ 否 定 的 な

いじめそのもののあり方に大き

ん︒周囲の子供たちの態度が︑

にいることを忘れてはなりませ

ぬふりをする．傍観 者

めの特徴でもあるのです︒抑止

にもいかないのが︑現代のいじ

的に

といって責めるわけ

ます︒しかし︑そのことを一方

たいへん少数派になってしまい

の存在を子供に期待する親は︑

事件が起こったと見ることもで

学生1ーこうした背景があって

気持ちと︑それを感じとった中

といった浮浪者に対する大人の

汚ない︑不潔︑排除してほしい

現象といえなくもありません︒

がありました︒これは︑ある意
味で大人の世界のいじめの投影

厨房としての本来の役割のほか

このように︑台所の空間は︑

るのです．

やりとりが︑ごく自然に交わせ

と声をかけてくるーーこんな

背中越しに﹁まだ怒ってるの﹂

ふりを装いながら︑こちらの

ときなどは︑水を飲みにきた

いるときを選んで︑料理の下

もり・子供が独り養事をして

議ノ分かっていれば︑その時間を
見計らって片づけものをした

のではないでしょうか︒

となのです︒

る場所にしていこう︑というこ

い 温かさ をもち︑その上で
多様な行動の組み合わせができ

母と子にとって︑台所がほどよ

と言っているのではありません︒

いる時間でできるだけ長くしろ

子供に迎合しろとか︑台所に

準備を始めてみるのです︒

例えば︑子供の帰宅時間が

態度をとれば︑いじめは確実に

力としての存在が︑いつ︑いじ

きます︒大人自身が社会の一員

反対に相手のほうが謝りたい

減少していくでしよ う し ︑ 逆 に

められっ子の立場に立たされる

に︑家族の触れ合いの場として

しょう﹂といった抑止力として

をおくるよ

も機能することが多いのです︒

と︑見て見

面白がって

か分かりません︒いじめをやめ

ことこそ︑いじめの問題をよく

としてもう一度よく考えてみる

が周り

うだと︑ますますエスカレート

させようと立ち上がっても︑周

否

しかねません︒抑 止 力 と し て は

拍手

たらくか︑加勢する側にまわる

りの 観衆 と 傍観者 が同
調してくれなければ効果をあげ

子供も中学生から高校生くら

台所仕事は子供の前で

かII周りの子供たちの存在が︑

ることができないからです︒

深く掘り下げることにつながる

いじめを左右するカギとなって

観衆

者のほかに︑はやしたてたりし

いじめの問題を考えるとき︑

ノ

て面白がる

所

一
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る場合があります︒

もう一度内容を確かめて正しい
申告をいたしましょう︒

◎申告相談日のお知らせ
O高田税務署では2月17日から

◎納税︑還付はロ座振込みで

○住宅取得控除︵最高！5万円︶

住民票︑登記簿謄本︑融資額

坪未満の家であることです︒

対象となる住宅は12坪以上50

振込みが便利です︒あなたの使

の償還金等証明書等の添付書

安全で手数のかからない口座

用している銀行か農協などの口

類を用意します︒

に支払った領収書の合計が五

りません︒

博＼

！．・紹

ていない場合は控除部分はあ

を超えていることです︒超え

が五万円以上又は所得の5％

領収書などの負担した合計額

ん金は除く︶医薬品等の

医師等の領収書︵保険金など

○医療費控除︵最高㎜万円︶

座振込みでお願い致します︒

相談日には︑通帳をお持ち願う

か口座番号を間違いないよう書

3月15日まで毎日行います︒

但し︑土曜日は乍前中︑日曜日

いて来てください︒

松代町役場で2月17日から2

戻る人チェックポイント

◎確定申告をすると税金が

は休みです︒

税の確定申告をしなければなり

月28日まで行います︒

○出張納税相談

ません︒一般のサラリーマンは

前年納税者には事前に相談日

F

じ︑ り

も り

．艶

o給与所得の﹁源泉徴収票﹂を

○税務署からの書類を熟読して

万円を超えていること︑五万

︑6︒・

必らず添付します︒

○雑損控除

火災水害は罹災証明が必要で

から書いてください︒何も書

円以下は控除分はありません︒

す︒雪おろし費用の場合は他
○正しくない申告をすると5％

かずに持ってくる人が多く見

︒も

書いてください

◎申告書は自分で

をお知らせします︒

年末調整で済まされています︒

申告をしなければならない人
o給与の年収が一五〇〇万円を
超える人

o給与以外の外得が二〇万円を
超える人

○給与を二か所以上からもらっ
ている人︵年調済みで20万円
以上︶

◎無申告は大きな損です
03月15日を過ぎてから申告す

ると通常の税金のほか5％〜

の加算税が課税されます︒

られ︑他に迷惑をかけています︒

10％の加算税が加税されます︒

○故意に不正申告をすると3
0％

◎確定申告とは
あなたの一年間︵1月〜12月︶

○事業所得のある人は収支内訳

韮し疑申告
〜35％の重加算税が課税され

補て

わが家

＼螂

＼

−

胸はる

1〃耽後

＼

の所得を自分で正し く 計 算 し 申

○医療費控除のある人は︑領収

書を必らず提出ください︒

○所得税がかかるのに申告しな

書を整理し合計額を必らず正

ます．

算です︒所得の金額が配偶者控

いと税務調査で﹁決定﹂され

確に書いておいてください︒

一年間の総決

除・扶養控除・基礎控除などの

無申告加算税10％が課税され

告することです︒

控除合計額を超えたときは所得

ク

Z

ク

9
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守っていますか

防災
ツト

040

〜⁝

○対震自動消火装置はいつもセ

石油ストーブの常識
○カーテンやふすま︑障子から
離しておく︒

o人の動作とあまりぶつかりあ
わないようにおく︒

○火をつけたまま移動や給油を
しない︒

確かめてから︒

○ 給 油は﹁ 灯油﹂ で あ る こ と を
○外出︑就寝は﹁消火﹂を確か
めて．

○洗濯物を直接かけて乾燥させ
○上部に洗濯物を干さない︒

ない︒

の

住宅金融公庫融資をご利用の皆様へ

住宅金融公庫北関東支所

回物干場として使用するため︑

る雪除室

全域︶に一戸建及び連続建の住

冬期間のみ建具を取付ける

このたび︑豪雪地帯︵新潟県
宅を建設する場合で︑次のもの

＠除雪器具等を収納する物置

戸籍の窓ロ

＋二月受付分

げんきなよい子に︵誕生︶

石口和父松男母寿子

︵長男・松代・藤次郎︶
数井正憲 父憲一 母和代

父順一

母よし子

︵長男・松代・善宗塚住宅︶

佐藤佑毅

︵二男・孟地・はば︶

仲村祐太朗父利一

特別割塁一酵万円︶付き！

れるもの

で主として屋外から使用さ

テラス等

をお造りになるときは︑その部
分を一戸当たりの床面積に含め

したがって︑公庫融資がより

ないことといたしました︒

広くご利用しやすくなりました
のでお知らせいたします︒

個人向け住宅︵建設・購入︶融資

母三枝子
1月9日〜3月5日

︵長男・儀明・儀平︶
小島心貴 父政博 母則子

なお︑この取扱いは︑昭和六
十年十一月一日以降に設計審査

も受付中

中古住宅・住宅改良・財形住宅

父康也

母真喜子

相澤チナ

75歳

69歳

75歳

室野

室野みやきや

菅刈

81歳

70歳

幸院

米持政隆

峠福田屋

86歳

石口寅蔵

テン
クロスー0

田端

東屋

小堺庄作

75歳

牧田

西片昌吉

関谷廣次

小島音次郎92歳

7
4歳

清

ご冥福を祈ります︵死亡︶

︵長女・松代・善宗塚住宅︶

石塚有希

︵二男・松代・県営住宅︶
ます．

住宅金融公庫

﹁自い

期間中

テン

池田龍春

8
4歳

小堺孫一 75歳

市町村の物産展︵実演即売会︶

柳キクノ
2月9日㈹

ミミミミミミミミきをミを

松代町からはひようたん﹁花
ミミミきミミ
ひさご﹂出展
郷土芸能と民踊の祭典

物産展クロスー0内で10力

お祭り広場

雪の芸術展

の申請したものから適用になり

ω出入口に接続して設けられ

雪上カーニバル

インドの代表的建

市営城ケ丘球場

7時55分

2月8日ω午後6時15分〜

雪像舞台

チーフに製作

造物﹃タージ︑マハル﹄をモ

故が相次いで発生しております

きものショー

松本伊代ほか

各種ショー
うよう心がけて下さい︒

作業にあたっては特に慎重に行

また︑屋根雪除雪での転落事

扁ヨ⁝⁝ 圧出思

冬季間はいつどこでナダレが
発生するかわかりません︒歩行

中あるいは︑住宅に面する斜面

シリーズ⑭
……望，D

柵

雪・雪・

v｝き

今夜も
に注意が必要です︒

仲島

杉原

いもぢ

中屋敷

新舎

忠院

孟仙松儀菅犬菅
地納代明刈伏刈

o
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、
も
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雪の村
佐藤悠歩
老杉を照らす篭火初詣

前を行く子等黙々と初詣

茶

傷の肩撫でて湯宿の隙間風

柄史
楕くべて腕組みて立つ男かな

枯水

今年また一軒去りて冬ざるる

雪吊りの縄をにらみて抜歯する
六 花
雨音の消えししじまや夜の雪

園芸一ロメモ

松代園芸愛好会

松柏盆栽について

その

樹々は日本の風土に深く根づき

わが国の風景に欠くことが出来

ない添景物となり︑私達の生治

にさまざまにかかわって︑日本
人の郷里をしのぶ心を永遠にそ

そり続けています︒

この風趣を盆上にとったもの

が松柏盆栽です︒

松柏盆栽はいつの時代にも︑

した︒今でも松柏類は全盆樹の

盆栽の王者の地位を占めてきま

一年を通じてつねに変わらぬ

五割以上を占めています︒それ

闇汁にろれつ怪しくなりにけり
耕 山

緑をたたえた常磐木には︑比類

きわぎ

二度二度隙間風きて停電す

っさりした渋味を強く感じさせ

なえていることとともに︑年間
を通じていつでも鑑賞すること

な力強さと神秘的な森厳さ︑あ

と

庭さきに水出すことも冬構え
淡 水

人

は︑この樹々が独特の気品をそ

折

ふさ女
帰省子の長き足あり切炬燵

堂

座蒲団に炬燵の灰や猫去りぬ

鐵

人

年酒や嫁となる娘が客となり
大寺の囲炉裏火赤く灰白く

折

雪暮れて幽かなる灯の睦み合う
鼻先に妻内職や炬燵酒

山・

響

．襲鞭

馨

いるからです︒

格が増すという特質を具備して

ができ︑盆養すればするほど風

その典型的なものが︑マツ︑

ます︒

見下ろせば冬の野尻湖水蒼し
日

スギ︑ヒノキですが︑これらの

にんにく

目も口も閉じて挨拶吹雪道

月

ストーブに大蒜のせて冬籠り

蒲生句会

のない高い品位があり︑男性的

逝きし友めぐり会う友盲汁
立 石

雪催い野沢菜採りか頬かむり

二日はや床を離れて背のびかな
日焼田に水たくわえて冬に入る
公 明

菊花展終われば冬至芽手入れ哉

初御空

山枯れてなりわいの日々機の音
冬囲い紫式部のみ残し

る

去 水
初雪に喜ぶものは犬子供

耕 人

道踏めばリズム決まりて雪は鳴

月残る鶏足山の初御空
も

早朝に何焚く煙か枯野原

喜

沙

熟れ過ぎの柿の実一つ村さびし

と

古暦捨てるに惜しき印あり

とし

小春日や孫の爪切るなごやかさ
着ぶくれて老母健やか針運ぶ

八千代
初雪がとけてふたたび庭仕事

煮こぼれの匂いあふれて年の暮

俳友一人逝きて師走に入りにけ

こ

津幡龍峰

元

元朝の村おだやかに人ゆきき

ぞ

た

一

り

こ

だい こ

除夜第九どよめき芋の皮を剥く

裸木や節々太し冬の月

膳刻む大根香に顕つ大晦日

なます

去年今年

松籟の音色も楽し大炉燃ゆ

手枕にテレビも虚ろ屠蘇の酔

宮灯り油酒いざなう年男

古島六花

四日はやテープ鳴らして販売車

裸木に囲まれし村静かなり

菩提寺に寄進参らす玉菜ニケ

紅

土工我れ馴れぬ仕事に炬燵寝す

闇汁の鍋借りに行く星月夜

瀞舟

雨上がり落葉きらめきつつ落つ

会

煙草屋に招き猫あり小六月

句

る

み

根深汁添えて野鍛治の終い酒

ぶ

語無く足る除夜成人の二人子と

草 人

耕

一

門松も印刷となる雪の村

し
余後の身に冬服重き歩みかな

鱒

障郵
＼

r
瀞

一

残月に空澄みわたり初鴉
は

難

∈麗凝

雪搬ねて小躍りしばし杉小技

難

灘

婁

欄

盤

講

文
芸
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