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《人ロの動き》

男2，894（一5）女2，932（一3）計5，826（一8）世帯数1，632（±O）

1月1日現在

出生1 死亡6

転入9

転出12
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任命して＼地域防雪体制整備事

員︵県・町単とも︶二十三名を

すがこれでブル十一台と保安要

置しました︒昨年に続く事業で

各地区に六台のブルドーザを配

なお克雪対策として．要望の

として負担しています︒従って

保険特別会計に拠出金︵医療費︶

国民健康保険特別会計から老人

すし＼老人の皆さんの医療費は

が︑年々医療賛が増えておりま

︵国︶的な傾向なのであります

題が生じています︒物質的な欲

町の人ロの老齢化など多くの問

他万では老人医療費をはじめ．

いう︐すばらしい長寿社会は￥

会によって得た人生八十年代と

た厳しさがあります︒豊かな社

また︑貿易摩擦や円高の問題

求の強まる反面＼精神的のうる

も一ケ月三百万円とか四百万円

は私たちが長年つちかつてきた

皆さんから納めて頂く国民健康

次に新年度事業でありますが︑

の高額診療の受診者が増えてお

農林業や中小企業をおびやかし．

業を進めて︑老齢化対策の﹃環

何よりもまずお願いいたしたい

りますので．新年度の国民健康

この社会に深刻な問題をなげか

おいを求める多様化の傾向も一

ことは﹁転作目標面積の達成﹂

保険税も昨年度より更に増加し

けております︒

保険税も増加している状況です︒

であります︒松代町には去年の

なければ運営出来ない厳しい健

としても克雪の効率化を図って

﹃︑五倍という面積の配分があ

康保険財政の状況であります︒

な財政状態をむかえ．税制の抜

段と強まってまいりました︒

りました︒これは六十一年度作

何よりも一層の健康にご留意下

本的な見百しが行われるなど．

なお一般の万の医療賛について

工事の突進︒蒲生地区の早稲田

付面積のおよそ二〇％に相当す

さるとともに保険財政について

いく所存であります︒

大学セミナーハウスの建設．テ

る大巾な増加であります︒全農

ご理解とご協力を切にお願い申
成できない実に難しい問題であ

ここにふりかえってみますと

私は．このように情況が困難

そうした中で国も￥町も困難

がすがしさのみなぎるなかで￥

家皆さんの御協力を仰がねば達

昭和六十二年丁卯歳新春のす
さらに新たな希望と決意をもっ

ニスコfト︵四面︶の竣工は￥
大学との緊密なる提携のもとに

交流が活発化されるものと期侍

ります︒今までは農家の皆さん

戦後の廃虚のなかから立上つて￥

であればある程︑皆さんととも

この完成により夏期交通の利

ければならないと見込まれると

する面積を協力していただかな

ことのない豊さを受けておりま

的には︑かつて私達が経験した

経済の高度成長によって．物質

つ＼難しい変革の時期にのぞみ

事業の徹底した見直しを行いつ

想を新たにして￥引続き事務・

つてまいりました︒

いうべき変革の時期にさしかか

し￥関係各位のご尽力を多とし

の自由申告によって達成できま

営々と努力をつづけて四十余年．

に一致協力して工夫をこらし．

て￥新しい年にのぞみたいと存

新しい年は￥まさに歴史的とも

御同慶に堪えません︒また県代

したが．今年については各部落

この間￥めざましい技術革新．

し上げるものであります︒

新年度早々に．太平〜菅刈間に

行事業であります中子〜片桐山

と各農家の皆さんから︑目標と

じております︒

融雪災害がありました︒国道も

間の天王橋が竣工されました︒

も電話も水道も最悪の状態にな

便は勿論のこと．関係地区冬期

ころから＼町では農協と﹃緒に

さて￥昨年度におきましては．

町道も一時交通が断たれ︑電気
りましたが．県当局を始め関係

交通の難渋が解消されました︒

ここに￥町民の皆様から﹃層

諸機関・会社の多大なるご配慮

のご指導とご鞭錘を心からお願

たいと存じます︒

いかないまでも￥しだいに充実

い申し上げ．新しい年が松代町

す︒そして社会福祉など行政サ
うか何分のご協力をお願いいた

してまいりました︒この輝しき

と皆さまに幸多い年であります

なってこの対策を検討しながら

ーブン．各所管の災害復旧事業

します︒

成果を．次の時代に向けて︑さ

ことをお祈り申し上げて￥年頭

継続事業の室野城山林道の今年

等々．町の計画事業も降雪前に

次に￥町の老人保健特別会計

らに実りあるものに発展させて

のごあいさつといたします︒

により然も悪条件を克服．短時

消下されたとともに．道路は降

悉皆完了しました︒これ偏えに

及び国民健康保険特別会計であ

いかねばならないと思います︒

お願いするものであります︒ど

雪前に復旧︵改修︶をみました︒

町民各位の多大なる御理解と御

ります︒これは当町のみではあ

最近の環境は従来とは質の変っ

度の完成︒城山キャンブ場のオ

ここにその事業の進捗のご努力

協力の賜と深謝申し上げる次第

りません︒郡内各町村とも全県

臼にその機能を復し￥不便を解

に対し謝意を表します︒国・県
に対する公共事業やまた北越北

であ ります︒

ービスの面においても十分とは

線開設に係る用地買収はじめ難

不断：の努力7
室伏重信（むろふし・

しげのぶ）昭和20年1

身分を磨ごう
本大学卒。現在中京大学

助教授。25歳でハンマ

ー投げの日本新を出し、

きなどの細かい点まで︑いろ
んな選手のフォームを何時問

く︑他人のフォームも研究し
ました︒足の運びから目の動

大会（バンコク）以来、

昨年のソウル大会までハ

ンマー投げで5連勝を達

成。昭和61年10月、

総理大臣顕彰を受彰。

ると︑畳の上で回転の練習を

続きました︒そのうちに︑フ
ォームの欠点や長所が分かる

ようになり︑それに基づいて
新しいトレーニング法を採り

スランプ脱出から始まった

重信

入れ︑スランプを抜け出すこ

室伏

とができたのです︒

中京大学助教授
パンマー投げ日本記録保持者

できませんでした︒

︑度は何らかの形

でスランプに見舞われるはず

です︒そんなとき︑私の体験

を通して言えることは︑その
場から簡単に逃げ出さないで

ほしいということです︒あわ
てて結論を出したり︑あきら
めたりしないで︑ほかに何か

方法がないかをじっくり考え︑
工夫することを試みてくださ

い︒新たな方法がきっと見つ

かるはずです︒

あなたにもある

計り知れない潜在能力

私が現在のハンマー投げの

日本記録を出したのは︑三十

八歳のときでした︒そのとき

は︑うれしいというより人間
の持っている潜在能力の大き

さに驚き︑恐ろしくなってし

二十歳を迎えた皆さんには︑

まいました︒

計り知れない能力が．埋蔵
されているはずです︒それを

分を磨いていただきたいと思
います︒あなたがたが社会で

引き出すために︑目標を高く
掲げ︑不断の努力と工夫で自

今思えば︑物事を深く考え︑
ひとつのことをいろいろな角
度から見る習慣がついたから

成人おめでとう︒

活躍するのはこれからです︒

逃げだすな

スランプに陥っても

なぜなのか︒どうしても納得
当時︑私は身体を鍛えるこ

とでスランプが解消できると
思っていましたので︑一日に
三百回もハンマーを投げたこ

ともありました︒しかし︑そ
れでもスランプ脱出はなりま
せんでした︒

思い悩んだ末に始めたのが︑

こそ︑スランプを脱すること

︵談︶

ができたのでしょう︒

スポーツに限らず︑物事を

．畠3器8畠＝冒．呂＝冒．畠器冒．畠3＝．8墨冒．a呂冒．呂3雪9畠3曽．呂一⁝一畠器冒．畠＝冒．畠一＝78薯一78聯＝7昌＝騨733審ム一−37昌＝曽・畠＝蓄・盆呂一733雷・畠騨＝7畠器一7亀一＝7畠雷一7昌3冒ム＝＝7・一3器ム＝零7昌＝冒ム＝37畠旧器7畠3一7昌一轟7昌3冒温一3冒ム3一智盈一一一一7の＝37盆一⁝■亀≡78一⁝ム一一＝78＝騨殉

八ミリカメラを使ったフォー
ムの観察です︒自分だけでな

始めれば︑
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私の二十歳のころといえば︑

の優勝記録を上回る記録が出

そして︑こうしたらいいので
はないかというひらめきがあ

立。1970年のアジア

も見て︑自分と比較しました︒

ハンマーを少しでも遠くまで
投げたい一心で︑ほかのこと

せました︒その後も試合で自

始めるという毎日が約四か月

のは︑高校に入ってからで︑
一年の秋の練習中に全国大会

はすべて二の次という︑ハン

己最高を何度も塗り替えるな
ど︑大学三年の夏までは順調

当時︑私は後にも先にも経

でした︒ところが︑三年の秋

マー投げ一筋の毎日でした︒

の成

よりスランプに陥り︑それま
で出していた距離が投げられ

験したことのない極度のスラ
ンプに陥っていましたが︑私
のいわば ハンマー人生

なくなってしまったのです︒

の記録（75メートル9
6センチ）は38歳で樹

私のハンマー投げ人生は

人式は︑このスランプを乗り
越えたときだったといえるか

も知れません︒もし︑この時
のスランプ克服がなかったら︑

現在の私はありえなかったと
思えるほど︑その後の競技生

活に大きなプラスをもたらし

私がハンマー投げを始めた

フオームを研究

八ミリカメラで

ました︒

自分で塗り替えた。現在
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●成人おめでとう●

0月2日中国生まれ。日

その後、日本記録を常に

松代町教育振興会︑松代町公
民館主催の書初め展覧会が去る

︼﹂

護︾

創

〆卵へ

鱗

一月十日・十一の両日︑町総合セン

騨
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切ρの
出、雛出：

︐の護
ヨロの
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旧昭

q
、聾

ターを会場に開催されました︒
各学校から選出された優秀作
品の中から更に特選・準特選を

拶

選出し表彰しました︒
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穐二

松代小学校

一年生

亮

市川 誠子

松代小学校

二年生

富沢

蒲生小寺田分校

三年生
井上 真吾

松代小学校

四年生
鈴木 圭一

儀明小学校

五年生
村松智恵美

勇

紗

幸︵寺田分校︶
希︵松代小︶

合︵菅刈分校︶

松代小学校

六年生

高沢

松代中学校

一年生

宮沢 正之

二年生

永井

洋美

松代中学校

生

関

川

谷

久美子

はるか

昌

︵寺田分校︶

︵松代小︶

︵松代小︶

小学校四年生

市

上

美

井

市

坂 美 香

川

︵奴奈川小︶

︵菅刈分校︶

小学校五年生

下

︵松代小︶

真規子

高橋︑陽 子

．．習字学習の目的・

㊧墨

習字には︑正しく美しい文

字を書くということの外に︑
練習を通しての精神面での成

長を図るというもっと大きな

でも︑練習中の態度が悪かっ

目的があります︒いくら上手

たり︑道具を粗末に扱うなど︑

︵奴奈川小︶

いえません︒また段級位を追

は︑正しい習字の学び方とは

その行動に問題があるようで

︵寺田分校︶

い求めるあまり︑お手本を敷

︵松代小︶

︵松代小︶

き写しした作品を出品したり︑

にぎりで持ったりするのは︑
習字本来の学び方ではないの

書きやすいからと︑筆を鉛筆
橋

豊

樹

高

藤

将
佐

です．

山

訓

朗

夫

習字本来の目的があるのです︒

いく毎日の練習の過程の中に︑

からぶつかって︑乗り越えて

しかし︑それらの困難に正面

ちは苦しいに違いありません︒

書くということは︑初めのう

れない筆を持ち︑静かに字を

一定の時間姿勢を正して︑慣

字なのです︒子供にとって︑

のを感じる心を養うものが習

喜び︑心のゆとり︑美しいも

日々の練習を通して︑学ぶ

子

秋
柳

志

若井美和子

松代中学校二年生

佐藤 正

松代中学校一年生

小
学
関井高鈴校
六
谷上橋木年
生
睦真 尚
知
美子修徳

松
代
西高村中
学
潟沢松校
陽優美年
美恵生
子子子

松代中学校

三年生
村山多恵子

剛

幸︵奴奈川小︶

樹︵清水小︶

本柳理恵子︵松代小︶

政

小学校一年生

沼

田 辺 一

瀬

川

小学校二年生

市

ノj・

学
米小校
野三
持島年
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0

ネオ

｛

人分

出し汁

大

根

4009

100g

大さじ3

なめこ

み

そ

大さじ2

えのきたけ 100g

みりん

大さじ1

小松菜

豆を妙め、火が通ったら、水溶スキムミルク、さ
とう、みそ、みりんを一緒に混ぜて練る。

4肉葉ぎ油うそ
︵きの ダ

ひ根ラと

し

料豚大ねサさみ

（2）そぽろみそ

（4人分）

1

II

ll

煮

809

しょうゆ
大さじ2％
ね
ぎ
40g
①大根は卸しておく。えのきたけは軸を除き、2
センチの長さに切る。小松菜は、ゆでてから2セ
ンチに切る。

②出し汁に、しょうゆを加え、煮立ったら、なめ
こ、えのきたけを加え、軽く水気をしぼった卸し
を入れ、火を止めてから小松菜を混ぜる。

1009
509
509
大さじ1
大さじ1

③油で揚げたもちを②でさっと煮て、きざみねぎ
を散らす。

塾．癒

大さじ2

①ねぎはみじん切り、大根の葉は、ゆでてからみ
じん切り。

②油を熱し、肉を妙める。パラパラになったら、
さとう、みそで調味し、大根の葉とねぎを加えて
火を止める。

ll

3カップ

さとう

②フライパンに油をひき、せん切りしょうがと大
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種類にはほど遠くなってしま

います︒

又︑出稼等で︑家族が少なく

なると︑おかずも少なくなって

きます︒冬だからバランスをと

もちを上手に食べるコツは︑

鉄︶
分
①人
⑭

材料
大豆

み

ll 1 II

上手に食べましょう

変りみそ
火
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毎朝のもちを

って体に気をつけましょう︒

◎必ずたん白質食品と野菜をプ

◎つけるみそを工夫しましよう︒

ラスして食べましょう︒

いと思いますが︑もちにみそだ

豆や肉を入れ︑具を多く︑み

朝もちを食べていられる方も多

け︑もちにしょう油だけ︑もち

そを少なくしましょう︒

◎忙しい時は前日の残り物を利

用しましょう︒

げ

にきな粉だけという方はいませ

んか︒

一つの食品から ︑ 必 要 な す べ

ての栄養をとる事はできません︒

よい献立のめやすとして︑食品

の数は︑一日に30種類の素材を

目標に︑六つの基礎食品を︑バ

ランスよく組み合わせる事が大

切なわけですが︑朝がこれでは
？

I月号）1

r鐡毫）麗，．髪
、、こ＿

㌃磁砕

急
筆☆、赫誹ヤ曝ぐ・

聴欝1㌶な

運営委員会の最後に︑小・中・

出席を希望いたします︒

見もありましたが︑是非多数の

内容からやむをえないと言う意

各家庭の構成︑共稼ぎ︑仕事の

いかに重要であるかを痛感いた

ていない間題や︑要因の発掘が

とらえることなく︑表に現われ

岐にわたります︒現象面だけで

要因はかくされており︑複雑多

現象が表面化していても︑その

関係機関・団体の協働や︑地域

できない空白状態としないため︑

し合い︑子どもの対応策が十分

ているわけです︒両方がけん制

す︒複合的な問題の性格を持っ

らとらえなければいけないので

第二は﹁地域性﹂です︒青少

私たちは︑こういった三つの

高校より生活指導上の問題点を

年は︑その地域社会の環境によ

特性を考え︑それぞれの地域で

の協力体制がどうしても必要と

1︑高等学校では︑喫煙・交

って非常に大きな影響を受けま

り起し︑取り組む課題を明らか

もっと積極的に青少年問題を堀

します︒

通事故︵バイクー同じ人が数回︶︑

す︒したがって︑その問題は︑

お聞きしました︒

2︑中学校では︑煙草及性の

管外での万引がある︒

地域︑地域で︑それぞれ特徴を

松代町青少年育成町民会議の

現実からも︑非行は極めて少な

我が松代町は調査上からも︑

それにかかわってのいたずらだ

多数集まってするファミコン︑

一人

一人が時間的ゆとり︑問題と対

ってくるものと思います︒

長い年月をかけて漸く軌道に乗

や三年で充実するものでなく︑

考える程大きな仕事です︒二年

青少年の育成運動は考えれば

ります︒

しなければならないと結んであ

にしていく努力が何よりも優先

なってくるのです︒

教育︒ ﹁いじめ﹂・万引・物を
大切にしないこと等︒

3︑小学校は何といってもフ

昭和六十一年度事業も︑非行・

く喜こばしいことですが︑問題

以上でしたが︑家庭の教育に

ァミコン問題︑特に留守家庭に

事故防止の巡視活動の一部を残

はないわけでなく︑潜在してい

そうです．

すのみで︑計画は予定通り実施

分な学習と話しあいが必要です︒

成町民会議の運営委員会を開き︑

が︑めまぐるしく変る︑社会情

非行もなく︑穏やかな地域です

松代町のような山間僻地は︑

祉と教育の分野のすれ違いとい

第三は︑

あります︒

て多勢の協力が必要です︒現実

決する姿勢が大切であり︑そし

青少年の非行問題は︑昨秋の

昭和六十一年度の反省をいたし

勢から︑多くの問題が潜伏して

のために︑町民会議の活動がよ

もっており一様ではないのです︒

文部省調査によれば︑1︑登校

ました︒事業が計画通り終了し

いるのではと心配されます︒

うか︑あるいは︑重複というか︑
そのような問題がいろんな所で

り活発に進展しますよう︑ご理

め﹂が相当ある︒2︑校内暴力
﹁荒れる学校﹂のピークはすぎ

﹁複合性﹂です︒福

拶といたします︒

以上申し上げまして私のご挨

どうぞ︑健全な子どもの育成

・つ︒

と遅々ではあるが前進しましょ

らねばなりません︒一歩︑一歩

はむづかしく︑解決策はないよ

拒否は︑昭和六十年度が最高で

たことは確認いたしましたが︑
反省のなかで問題になった一つ

青少年問題に三つの特性があ

問題になっています︒子どもの

解︑ご指導︑ご協力下さい︒

面倒でも︑その地域ごとに問題

﹁いじ

に︑会貝が年々増加しているこ
とは本会の関心度を示す上で誠

るといわれます︵ある資料から︶

問題を考えた場合に︑教育の分

どうぞご利用下さい︒

たが減り方が鈍り始めた︒器物

に嬉しいことだが︑何回かの集

第一は︑﹁潜在性﹂で︑目に

野だけではどうしてもとらえき

うな気がいたします︒しかしや

破損はふえている︒3︑自殺は

会にもかかわらず人数が少ない

見えない場合が多く潜在してい

れない問題があります︒両方か

の実態をとらえる努力が必要で

増加の傾向にある︒そして最後

こと︑顔ぶれが何時も決まって

るものが沢山あります︒かりに

中学生が最も多かった︒

に問題行動は姿を変えながら深

いることが話題となりました︒

十二月十日︑松代町青少年育

大きな問題のあることを指摘さ

郁愚嚇・ ひ齢轍一、繰働

るものがあるわけで︑これに対

殖樹壕☆鋳

することができました︒偏に会

宣ノ・琶☆茅斗訊再き

れました︒家庭の皆さま方の十

1轟・ン奪☆菰・戴

し︑関心を持って対処しなけれ

1聾※掌曾常

ご支援の賜と厚く御礼申し上げ

興螺購

員の皆さまはじめ︑町民各位の

げます︒

健勝と︑ご多幸をお祈り申し上

を迎えることができました︒
ご
年頭に当り︑御一統さまのご

雪も少なく︑暖かで結構な正月

もかと心配しておりましたら︑

三年続きの豪雪で︑又︑今年

新年 おめで とうござ います︒

悉燃φ聡：

ばならないと思います︒

ノ

羅筆趣

刻化していると発表されました︒

﹁ひこばえ﹂もよい参考書です︒
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想い出し︑この様な飛び出しに

元気に遊ぶ子供達を見るときは

を奪う憎い交通事故︑連日のご

4

おさなあね

妹の髪を静かに撫でながら︑﹃O

ちゃん︑起きなよ︑目を覚まし

幼姉であろうか︑目を開けない

見分途中︑﹁被害者死亡﹂の連絡

なよ︑一緒に遊ぼう︒﹄と︑何度

して立ちすくんだ運転手からの

が入った︒臨場係員のどの顔も

も何度も︑呼び掛ける姿にコと騰

見分終了間際︑娘は両親に抱

よる事故に遇うことのないよう

その顔は︑きれいで傷もなく︑

ているのを見聞きするや本当に

とく幼児らが輪禍の犠牲となっ

つミ．リミ．リミ．リミ．リミ．リミ．リミ．リミ．膨総
撚
醤
昂
捌

人べ

一……一…一昭和62年交通安全スローガンー一一一一

事情聴取︑実況見分をはじめた︒

みな何ともやり切れない表情と

年頃の娘を持つ一父親として︑

と悲しい話であろう︑私は同じ

皆の涙を誘うばかりでした︒何

事故の概要は︑保育園帰り︑

なった︒

出迎えの祖母に手を引かれてい

とてもいたたまれず︑つい目頭

毎日のように発生する死亡事故⁝⁝︒その一件一件に
悲しい結果が生まれています︒
今月号から︑事故発生直後の生々しい現場やその後の
捜査の過程を通じ︑現場の警察官自身が涙を流し︑何と
かして死亡事故や重大事故を減らしたいと願って記され
た交通警察官手記集﹁おじいちゃん︑ただいま﹂を掲載

た孫娘が道路をはさんだ自宅前

？．﹃ 6．篤

ヤル
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4

．必

かれ二度と︑はしゃぎ廻ること

祈る気持で一杯になるのです︒

っ込み停止した一台の普通ライ

まるでぐっすりと静かに眠って

残念でなりません︒こうした悲

』あ鯛駄鯛駆伽』駄撒』ハ卿響 耀四

響 ︺§︺彗り§り§り§︺ミ！り§璽ミ助
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り

や

します︒

できるだけ多くの皆さまから︑この実態を知っていた

が熱くなるのを覚え部屋を出る

ばれたのですが皆の願いと︑手

今でもこの光景がはっきりと

しかありませんでした︒

して来た車に跳ねられてしまっ

ら速度を落とすこともなく進行

へ駆け出したところを︑右方か

た祖母の手を振り切り︑国道上

たのであろう︑いきなり握られ

その懐に飛び込み抱かれたかっ

ゃん︑ただいま︒﹂と︑一刻も早く

を見つけ喜び一杯で﹁おじいち

において︑店番をしていた祖父

こんなことに︑私は悔まれてな

一交通警察官として︑こんな

い命は無念にも︑はかなく燃え

当ての甲斐もなく︑その細く短

たのです︒娘はすぐに病院に運

可愛いい命を奪った憎むべき交

らない︒

通死亡事故に遭遇してしまった

いきなり道路上へ駆け出した︒

九月○日︑ ﹁U村地内︑国道

のない自宅に帰り︑可愛いい花

私の脳裏に焼き付き︑道路端で

上において︑子供が車に跳ねら

柄模様の布団に寝かされていま

に︑何と憎むべき運命の一幕で

トバン︑また︑道路上には二条

いるがごとくでした︒しかし︑

惨な交通事故を一件でも︑二件

こんな幼い可愛い盛りの生命

この数

この幼目は二度と再び開けるこ

した︒

あろうか︒ 皮肉にも︑

の大きなスリップ痕︑それに幼

とのなかったのです︒泣き叫ぶ

そこには︑道路外の住宅に突

通報．

れ意識不明の重体の模様一との

尽きてしまったのでした︒

のです．

一瞬に

愛娘はその短い生涯を閉じたの
です︒

もっと友達と元気に楽しく遊
びたかったろう︑︑もっともっと

秒の 車との出 合いがな ければ︑

子の小さな靴の片方が⁝⁝︒﹁も

おさな

おしゃまで可愛ざかりのこの娘

しや︑﹂と︑何とも云えぬいやな

でも防いでいかなければ⁝⁝︒

おさなめ

は⁝⁝︒幾多︑事故を防ぐ方法

家族の中にあって二歳程年上の

両親らに甘えたかったであろう

ご8

い

田
じ、

だき︑同じような過ちを犯すことのないよう祈念します︒

﹁おじいちゃん︑
運転免許課
﹁あ︑おじいちゃんがいた﹂︑

夫

そこへ一台の車が⁝⁝︒

孫娘は︑家で待つ祖父の姿を見

和」

して二歳四ヶ月の可愛ざかりの

つけるや︑祖母の手を振り切り︑

ま

予感を抱きながらも︑顔を青く
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灘懸

峰方村・伊沢村の三ヶ村が合併

十四年十一月一日から︑松平村・

蔵ヲ含ム︶ヲ松代信用購買販

ノ上ハ役場使用ノ外其一部︵土

之山町︶村山眞雄氏所有の旧酒

本郡松之山村大字浦田口︵現松

あるが︑昭和二十四年六月三日

但︑当分ノ内若干ノ使用料

売組合二貸付スル事︒

九年十一月まで存続することで

ヲ徴スルモノトス︒

間此の建坪四拾弐坪︶を買収し︑

類販売店舗︵間口六間︑奥行七

して新しく松代村となって大正

あるが︑それでは峰方村︑伊沢

松代村大字松代字前田二千九三

番地の四︑柳宗一郎氏所有土地

由

現在ノ本村役場ハ明治三十二

を借受け役場庁舎を建築するこ

理

のか︑皆目その文書が見当らな

年町村合併前ノ建築ニシテ庁舎

村の両役場はいずこに存置した
いので︑古文書がありましたら

とを議決されて昭和二十四年十

一月移転をする︒この建築工事

狭隆ナルト大正六年︑附近火災

請負費は六六万四千円である︒

拝見させて頂きたいし︑言い伝

為メ家屋稠密トナリ且ツ倉庫ヲ

現庁舎建築の昭和四十年までの

外二庇四坪︵長四間︑横壱間︶

五百拾六圓弐拾壱銭弐里︑役場庁舎新築工事費︵松平村︶
今から八十七年前︑明治三十

有セス一朝非常ノ場合二際シ遺

約十五年間の町村政の沿革につ

えでもありましたら教えて下さ

次は︑大正九年八月十一日に

憾ノ虞ナキヲ保シ難ク前記田辺

位置は︑今の松代幹部派出所で
おりであります︒また当時の村

このような諮問が決議されてい

い︒

◎ 当松平村ノ役場ハ明治十七
の事情もあり︑役場庁舎新築だ
る︒

あり︑本体工事費は見出しのと

年以来連続今日マデ民家ヲ借
けでなく︑郡費の負担増や農業・

いては記憶に新しい︒ご存じの

土木事業費増のため︑今の言葉

就中土蔵ハ堅牢無比ノ構造二付

館シ来レリ︒狭隆ハ疾クニ之

倉庫ハ隣家二相当ノ距離ヲ有シ

ヲ告グルモ事情ノ存スルアリ

ぐるしい役場であった．

幾つかの境界変更もあって目ま

新といってもいいかも知れない︒

バス開通⁝⁝︒ともかく枚挙に
いとまないが︑松代村の昭和維

併︑伊沢校の新築︑清水方面ヘ

村が町となる︒奴奈川村との合

ように︑山平村との村合併︑県
立松代病院の誕生︑村立松代高

一︑本村役場ノ位置ヲ松代村大

﹁庁

金五千円ニテ買収スル事︑但

字松代地内字前田二千九十八

そして同年十月十三日︑

前記代金ヲ以テ売収スルハ有利

で町民税の増徴を行っている︒

一︑松之山村田辺正胤所有に属

︵原文のまま︶

テ︑新築見合セタリ︒目下沈

それは﹁地租制限外賦課議決﹂

する田辺松代倉庫建物二棟及

諮問案

勢時季二際シ余リ好シカラザ

ということで︑ ﹁地租壱円二付

び五号金庫一個︵建物坪数︑

舎位置変更二関スル件﹂が議決

等学校が新潟県立となる︒松代

ルモ耐忍場合二迫リ︑本年融

キ拾銭増額ヲ以テ賦課スルコト

事務所及附属三十六坪八合︑

された︒

ノモノト思考シタルモノナリ︒

雪次第︑エヲ起シ度存ズルナ

ヲ得﹂とある︒そして一般寄附

土蔵及同附属二十四坪︶ヲ本

前述のように明治十七年以降

買収費ハ村基本財産ノ内金五

村役場二使用ノ目的ヲ以テ代

ノ為メニ一朝類火災厄等ノ憂

役場は民家を借りているという

いる︒

モアリ他二適合セル民家モナ

前記のような時代の流れに沿

千円ヲ五ヶ年償還ノ計画ニテ

番地二移転セントス︒

ことであるが︑その役場は︑小

に行政機構組織の改変等により︑

って町村規模の拡大強化ととも

︵前記のとおりにつき略す︒︶

理 由

ケレバ︑本年度二於テ新築ス

二︑現在ノ役場建物︵建坪三十

繰入スル事

考えられるし︑明治十七年以前

︵11ぺージヘ︶

二万円である︒

昭和四十年三月九日︑ニケ年継

そして︑同年十一月十五日に

続事業として庁舎建設を議決︑

新しい役場建設の動きが高まり︑

巡査部長派出所及同巡査駐在

移転した︒位置は︑現在の﹁松

︵これ

邸でなかったかと思う︒

所二充当スル目的ヲ以テ大字

翌四十一年七月竣功となる︒規

二坪︶の代金八百円ニテ松代

荒戸の富沢庸次氏邸であったと

賛成ス︒ ︵以下︑略す︶

そのような経緯があって︑明

は︑古文書がないので推定であ

代町消防庁舎﹂及び﹁松代第一

治三十二年十一月に役場を新築

スル事

年間︑役場庁舎として続くので

以来昭和二十四年までの三十

松代有志惣代関谷謹吉二売却
りますが︑明文がありましたら

︵収支関係のため︶

四︑前項の建物ハ増築工事竣功

三︑略

区民会館﹂のあるところである︒

築であります︒そして︑明治三

以上が松平村役場の最初の新

した︒ 規模は次 のようで ある︒
木羽葺二階造庁舎 壱棟
横四間︶

比建坪弐拾六坪︵長六間五尺

教えて頂きたいと存じます︒︶

模︑鉄筋コンクリート造り四階
建︑建築費︵含備品等︶は八二

の役場は︑菅刈の関谷延八郎氏

ルノ不得己事ト考フ︒因ッテ

論タリ︒殊二当家ハ人家稠密

△ 役場庁舎新築ハ数年来ノ宿

リ︒

として三〇〇円也をお願いして

二年の頃の昔話になります︒

ゆ

ノ後︑街屋ノ構造二変リアリシ

剰墾璽鋼璽堅墾璽璽璽堅璽鋼璽璽璽璽墾璽璽墾剴堅璽堅璽璽副

難灘

然も︑豪雪地における降︵積︶

いてもデラックスな庁舎であり︑

建設当時は︑東頸城郡内にお

しつつ︑町︵村︶民と共に築い

変遷とともに新しい息吹を吸収

の建築と移転をしたか︑時代の

八十七年の間︑役場庁舎は四回

（臼本の約1．36倍）

人口密度1㎞〜当たり102．2人

（目本は約320人）

言語タイ語

（信教の自由は憲法で規定

されている）

1
6

いわれています︒

タイと日本は︑一説によると
六百年も前から交流があったと

な味覚が楽しめるのです︒
▼十六世紀に存在した
日本人町

人口 約5．254万人（1986年6目）

十六世紀ごろ︑まだシャムと
呼ばれていたこの国には︑すで
に日本人町ができていました︒

御朱印船︵渡海免状を持つ貿易
船︶による交易も盛んで︑タイ
の王室と徳川幕府との間で献上
品の交換も行われていましたが︑
一六三六年の鎖国令によって︑

交流はしばらく途絶えることに

▼百年間維持してきた
友好関係

ところで︑今年は日本とタイ
の修好宣言調印百周年に当たり

好宣言は︑両国の新たな外交関

ます︒一八八七年に︑タイのデ
ワウォング外務大臣と青木周蔵
外務次官との間で調印された修

係のスタートを意味するもので
した︒また︑これは日本がアジ

アの国と最初に結んだ修好宣言

この百年問日本とタイは変

でもあります︒

わらぬ友好協力関係を維持して
きました︒現在︑タイにとって
日本は最大の貿易相手国︒また

タイは︑開発途上国の中で日本

が最も多額の援助をしている国
の一つです︒

今年は︑タイの美術名宝展や
物産展が日本各地で催され︑タ

いくことでしょう︒

として︑日本とタイは友好関係
のきずなを今後さらに太くして

する記念すべき年でもあります︒
修好宣言百年を一つの区切り

車の犠牲に

毎年七十万人が

今や国民の二人に一人が運転

免許証を持ち︑家庭や職場には

車があふれる時代となりました︒

しかし︑便利で快適な車も︑そ

れを操る人によっては凶器とも

なりかねません︒現に︑毎年七
十万人近くの人が車の犠牲にな
っています︒

交通安全についてどんなところ

し合ってはいかがでしょうか︒

に気をつけているか︑どうすれ
ば事故に遭わないですむかを話

ドライバーとしてのお父さん︑
ミニ・バイク利用者としてのお
母さん︑歩行者や自転車利用者

としてのお子さんやおじいさん

など︑それぞれ異なった立場か

ら話題を持ち出し︑どんなこと
に気をつけなければならないか︑

日ごろの反省を込めて確認し合

ってください︒また︑正月だけ

し合う習慣を身につけたいもの

でなく︑いつでもどこでも機会
あるごとに交通安全について話

交通ルールとマナーをしっかり
身につけ︑事故を未然に防げる

つながるでしょう︒

家族のきずなを強めることにも

です︒このような話し合いは︑

のチャンスに︑お互いが日ごろ

し合われることと思います︒こ

正月は︑家族みんながそろっ
て︑今年一年の抱負や計画を話

反省を込めた話し合いを

かどうかにかかっています︒

ていくかは︑一人一人が正しい

上演されるなど︑数多くの記念
わたしたちは︑このような車
行事が両国で行われる予定にな
社会から逃れて生活することは
っています︒また今年は︑タイ帖 できません︒いかに車と共存し
のプーミポン国王の還暦を祝賀

イでは日本のオペラ﹁夕鶴﹂が

今年1年の交通安全

︵10ぺージより︶

雪を考慮した建築であるといわ
てきたその足跡を偲び︑先覚者
方々の偉業を讃え稿を閉じよう︒

れたもの であります ︒

回顧すれば明治三十二年以来
Ψ爪y爪y爪Ψ曇爪y爪Ψ曇爪米Ψ曇爪＊爪Ψ曇爪Ψ︷爪y爪y爪y爪米y爪米Ψ爪Ψ曇爪Ψ爪Ψ爪Ψ爪y爪Ψ爪Ψ爪y爪Ψ曇爪Ψ曇爪Ψ曇爪Ψ曇爪

タイの中心を流れるチャオプ
ラヤー川︵外国人はメナム川と
呼ぶ︶は多くの支流を持っ川で

すが︑この国の農民は好んで川

仏教（95％）
宗教

51万4，000㎞2
面積

水田地帯に憲まれた国

のそばに家を持ちます︒それも
川をのぞき込むようにして家を
建てています︒

川が近ければ

田畑に水を引く
ことが簡単にで

こ おざ

す︒広大な水田地帯に恵まれた

という諺があるように︑タイに
は飢えた人がいないといわれま

﹁川に魚あり︑田に米あり﹂

かずが手に入ります︒

先から釣り糸を垂らせば晩のお

料理が食べたいときは︑家の軒

後で水浴びするにも好都合︒魚

きますし︑ 一日の仕事を終えた

r

首都 バンコック

なりました︒

①

広大な

この国の人々は︑いつでも新鮮

一●

タイ王国
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上石巌杯争奪松代町クロスカントリー
スキー選手権大会のご案内

期

日

会

場

昭和62年2月1日（第一日曜日）
東頸城郡松代町クロスカントリースキーコース・松代町総合体育館

日程受

付9：00〜9：30

開会式9：30〜10：00

競技開始

表

10：30（競技順小学生男子→小学生女子→中学生男子→中学生女子）

彰 各組毎に競技終了後行う

閉会式14：00予定
組 別

中学生の部

小学生の部（4・5・6年生）学校長の許可がある場合は3年以下も出場可
種目・競技方法

中学生男子10km・中学生女子5km・小学生男子5km・小学生女子3km
競技規則

全日本スキー連盟競技規則最新版及び本大会申し合わせ事項による

表

※本大会は、クラシカルテクニック方式で行います。スケーテングは禁止
各組優勝者にカップ及び賞状と賞品を授与する（優勝カップは持回りとする）

彰

尚、各組ごとに6位まで賞状を授与する
上石

参加者全員に参加賞を授与する

巌先生のプロフィール

★★

上越市出身

明治41年1月11日生

（78才）

役職 県スキー連盟顧問
★スキー歴（主なるスキー歴）

◎大正12年

全日本選手権大会出場

◎大正15年〜昭和6年

松代小学校勤務

◎昭和3年〜昭和5年 3年連続全日本選手権大会出場
30、40km優勝・16kmリレー優勝

32kmリレー2位
◎昭和7年第3回冬季オリンピック（レークプラシッド大会）
50km 17イ立
◎昭和26年

第6回国体、全日本選手権出場

◎昭和35年 全日本選手権大会出場
◎昭和39年 S A J視察団長として、インスブルックオリンピック施設見学
◎昭和30年〜34年

県スキー連盟会長

◎昭和23年〜43年

全日本スキー連盟理事

主

催 松代町教育委員会

主

管

松代町スキー協会

後

援

松代町教育振興会・松代町公民館・松代町体育協会

協

賛

新潟日報社・カザマスポーツ販売（株）・東頸新聞社・松代ライオンズクラブ

1

1

11311111111
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あなたの
は2月18日から直接
（AM10：00）

県警本部通信指令室につながります。
いままでは、I

IO番をかけますと受持ちの警察署につながりました

けんか
よっぱらい

交通事故
曳●

○

曾

〆■

警察本部

．

＼

●事件・事故見たら・聞いたら一

z〕o

ザ話

︑

OPσ

◎非常の場合は、110番を活用してください。
110番通報は、派出所・駐在所に届けるよ1）も全県下への
手配が早くな1）、事件・事故のスピード解決につなが1）ます。
◎110番のかけかたは簡単です。（いままでとかわ1）ません）

彰もつい儲して㌔

、

o何が（強盗・交通事故・ドロボー等）

110
あなた・ダイヤルする人

Oいつ（何時何分）

県警察本部

oどこで（町名・道順・目標物等）

o犯人は（人相・服装・車のナンバー等）
oあなたは（住所・氏名・事件との関係）

リロ蚤私・霜馨する人

新潟県警察本部

O番●

●一一〇番あなたと警察のホットライン●

が、これからは県警本部の通信指令室で受付けます。通信指令室で
は最新の機械（コンピューター）を使い、熟練した係が皆さんから
のHO番を受理し、無線で指令し近くのパトカーや、警察官を現場に
急行させますので事件事故のスピード解決につながります。

辱

趣毒軽毒≒軽茸§灘奪毒奄⁝毒葺華奪箋亀奪奪書壽舞ミ奪ミ毒奪き奪導奪桑亀験

ごぞんじですか！

受けている人︒

口老齢基礎年金の繰上げ支給を

合の組合員︒

口厚生年金の被保険者や共済組

いる人︒

韓﹄璽 き■ヲも毒箋権
要毒
毒も癒
箋毒毒軽毒馨韓辱軽毒ミ毒奪籍毒鼠導毒き3奪毒﹄層毒軽

の任意加入﹄

﹃六十歳からの国民年金へ
韓奪も璽⁝⁝ミ藍羅

新年金制度では︑六十歳から
六十五歳まで国民年金に任意加
入できますが︑加入できる人や
受給する年金は次のとおりです︒

◎加入できる人

しやすく︑特に降雨後やフェ

騰母胤奪履載蹴繊庸心

※表層なだれの注意

ーン現象等で気温が上昇した

あなたの一年間︵1月〜12月︶

◎確定申告とは

なだれ発生前に雪割れや雪

の所得を自分で正しく計算し申

時に多発します︒

く︑特に常習的に雪庇や吹き

ひだの兆候が見られますので

急傾斜の斜面に発生しやす

任意加入した人は︑それまで

だまりができる斜面に多発し

O

まれた人で︑老齢基礎年金を
加入した期間とあわせて︑それ

防火の大役

あなたが主役

岬

脚火の用心をお願いします︒岬

脚

︸

・つ︒

口

受給できない人や満額の老齢

生しやすいものです︒特に降

零度以下の低温が続くと発

生しやすく︑特に一月︑二月

過去になだれが発生した斜

気温が上昇する春先に発生

いものです．

O

⇔

以上︶

確定申告特集

きミをミミミミミ

広場二月に掲載します︒

は︑おしらせ

ている人︵年調済みで20万円

○給与ごニケ所以上からもらっ

超える人︒

○給与以外の所得が二〇万円を

超える人︒

○給与の年収が一五〇〇万円を

りません．

次の場合は申告をしなければな

年末調整で済まされていますが

ません︒一般のサラリーマンは

税の確定申告をしなければなり

控除合計額を超えたときは所得

除・扶養控除・基礎控除などの

算です︒所得の金額が配偶者控

告することです︒ 一年間の総決

︵ただし︑その年金額は︑満額

なりの積雪の上に︑短期間に

その変化に特に注意しましよ

②大正十五年四月一日以前に生

の老齢基礎年金の額を超えるこ

多量の降雪があった場合に発

①の人には︑改正後の制度が

り始めからの新雪の深さが一

気温が低い時︑既にあるか

まれた人で︑老齢年金か通算
とはありません︶

少額の 老齢年金か通算老齢年

適用され︑六十五歳から老齢基

口

老齢年金を受給できない人や
金を受給することになる人︒

口

合には大変危険です︒

日以内に50㎝を越すような場

適用され︑六十五歳から老齢年
金か通算老齢年金が支給されま

②の人には︑改正前の制度が

礎年金が支給されます︒

※①︑②とも︑加入期間や保険
料納付期間が短かかったり︑

免除期間のある人が該当しま
す︒

③の人には︑改正前の制度が

に多発しています︒

時点で︑厚生年金の老齢年金

適用され︑六十五歳から老齢年

す︒

や共済組合の退職年金を受給

金か通算老齢年金が︑厚生年金

③昭和六十一年三月三十一日の

している人︒

の老齢年金や共済組合の退職年

度の木の無い所に発生しやす

面や山服傾斜角度35度から45

※全層なだれの注意

ただし︑次の人は任意加入で

金とあわせて支給されます︒

きません．

O国民年金の老齢年金や通算老
齢年金の繰上げ支給を受けて

鴇

ます︒

購
洞

ぞれ次の年金が支給されます︒

◎受給する年金

無

基礎年金を受給できない人︒

①大正十五年四月二日以後に生

継

蝋

霧

叢

韓 灘
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原因は、対人関係がうまくいかないことにあ
ります。 「だれを見ても、いじめられるのでは

㊨腫躯る分
■

II

ないかと思ってしまうJとA君は言います。体
そのものが、いじめられたことを覚えていて委
縮してしまう、こわばってしまうと言うのです。

削庭

また、職場の同僚たちのなんでもない話も、自

いじめの後遺症

分のことをのけ者にしようとしているのではな

「いじめ」は、程度の差こそあれ、昔もあり
ました。今に始まったことではありません。お
父さん、お母さん、子供のころのことを思い出
してみてください。思い当たることがたくさん
あるはずです。 「今のようにひどくはなかった

います。周囲の人との人間関係がうまくいかな

いかとも。

心の不安が顔に出ているような状態で生きて

繍，，

ll鞭灘i

ものの、いじめは昔もあった」というのが、大

欄グ

方の意見です。

■後々まで影響するいじめの

破壊力

では昔と今とでは、いじめの何がどう違うの
か……現代のいじめの特徴としてよく言われる
のは「陰湿」ということです。カラッとしてい
ない。後に残らないどころか、いったん、いじ
められっ子のレッテルをはられると、その後ず
っといじめられる。だれもかばったり仲裁して
くれない。周囲の見て見のふりの中、一方的な
いじめが続く
。歯止めのきかなくなったい
じめは、いじめられっ子の心に大きな傷を残し
ます。小・中学生のころにいじめられた子が、
大人になってもその後遺症に悩まされているケ
ースが沢山あります。一度きりしかない人生そ
のものをも左右しかねないほど、子供時代のい
じめは

破壊力

い、周りに適応できないことから、トラブルに
なる以前に、その場から身を引く……このパタ
ーンをいつも繰り返しています。
自ら積極的に相手との関係をつくっていこう
という気持ちより先に、自分の体がいうことを
きかなくなるのです。いじめの後遺症はこのよ
うに深刻です。子供の世界のいじめられた経験
が、彼の人生に大きな影響を与えています。

■もっと大人が知恵を出しいじめをなくす
限度のないいじめは、いじめられっ子を時に
は非行に向かわせたり、発散できないまま内に
こもって、最悪の場合は自殺にいたることもあ

をもっているのです。

■体がいじめを覚えている

ります。

A君
18歳。小学校のころからいじめの対
象にされ、中学時代は3年間を通して出席日数
は3分の1にも満たない。高校進学はあきらめ

いじめをなくすために大人がもっともっと知
恵を出し合い、健康的な子供の世界を取り戻し
たいものです。

ざるを得ず、今は家にいてブラブラしている状
態。就職はしたものの続かず、アルバイトは何
度やっても短期間でやめてしまう。

野・（月
・母出受

i右右新富新春亡道千生付

先津）分
）江

児籍の惚

歳歳歳72歳歳り女父い
・豊子十
蓬儀莇松千松す室彦に二
新屋敷

昌男

げんきなよい子に︵出生︶

春美屋

正樹

北村

父豊彦・母千津江

松代

新屋

佐藤ゆたか

67歳

千年

武宮

72歳

本因坊

八段

飛桂

︵二女・室野・道先︶

樋口利春

8歳
7

㎜皿卿一！若小高関若樋

ご冥福を祈ります︵死亡︶

若月キヨ

2歳松代 富屋
関谷ジョン子7

創

莇平

…

高橋チョ

ρ

出題

以上︒

出題

ます．︑

持駒

●ヒント⁝Eは1筋で詰み

團

10分で2級︑4分で初段︒

一二三四五六七八九

雪
ヨ 望
↓ 嚇 鯖
竜

皿岬㎜…酬

雇■田i井堺橋貸月口ご

聖

角 と

皿一皿4

白先黒死・七手まで
●ヒント⁝隅のマガリ四目
3分で初段︑1分以内なら三段

16，、，21

…

蓬平勝右エ門

一岬訓

儀明浅右エ門

僧環

7
7歳

…

2歳
小堺タケノ7

一㎜

若井藤吉

㎜心 摺｝

圏

r

岩佐壽夫 家庭ケースワーク研究所所長
東京都世田谷区教育委員会生活指導相談員

口

盲 汁
関谷

郵

立石

山眠る一村四軒残るだけ

しぶみ句会
落葉焚く火勢気遣う老母の居て

枯水

着ぶくれしままあがり来て地炉

端へ
囲い木をはみ出して居る実南天
初雪や雪国の人落ち着く日

白々と月冴え渡る寺の森
暖冬で赤芽柳がほころびぬ

喜 沙
大寺の暮れの煤掃き十五日
師走にも武蔵の原は日和して

元

園芸︸ロメモ

松代園芸愛好会

は︑利尿︑腎臓病︑リゥマチ︑

す︒昔は︑このツユクサの花か

あせも︑かぶれ等にきくようで

らとった青い汁で布を染めたと
つ
ころから︑着き草といったよう

です︒この色素は︑水にとけや

すく︑消しやすいので︑現在で

一
高齢者教室という着ぶくれて

紅茶

も友禅染めや︑ししゅうの下絵

この花は朝開いて夕方にはも

うしぼんでしまうはかない命で

す︒茎ははじめ地に伏していま

すが︑やがて先端をもちあげて

立ち︑節をつくるようになりま

す︒葉はたがいちがいにつき五

書きなどに使われています︒

闇汁の報らせがありてより浮か

六

薪積んで長き越後の冬籠り

淡

小春日に孫の手握るやわらかき

静かなコバルトブルーの蝶形

れ

昌 弘

の花を咲かせる一年草です︒

菊の花文化の日とて輝けり

たけお
伐採の木々みな抱きて山眠る

大寺の地蔵を抱く冬樫

道路巾示す標柱冬支度

年の瀬や土工封じる雷雨来し

一人居の大浴場の冬景色

廃屋の潰れしままに冬を待つ

深坂なる峠に雪見て冬講え

蒲生句会

病窓の裸木に雲垂れ初めし

年忘れ異郷の月の唯白く

鐵堂

眼つむれば六十五の秋出湯の宿

千葉市

年の瀬を締めくくる雷轟けり

灘

去 水
闇汁の宿してたのし月明り

〜八センチのたまご形になり︑

無毛で竹の葉に似ています︒

ン

根がらみの芹のはみ出る盲汁

菊根分け

こぽ

闇汁の味わすれずに集う友

箸先の酔うて数の子零しけり
耕 山

聾聾

〜

佐藤 公明

鮭の鰭ととのえ供う恵方棚

からしあえ茎の二杯酢花のサラ

騒

〈解説〉3二飛を同玉なら4二角

ひれ

老いの身に今日も温しや眠る山

呑みかけのお茶も冷えたり寝正

ダ等です︒又薬としての使い方

｛

〜

瀞舟

煽られて冬田に鴉おりにけり

日

おいしい食べ方は︑油いため

冬至芽の菊根分けして旅に発つ

月

白1のオキが手筋︒黒2のツキ

︿詰碁正解﹀
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︸

Qり

のとき︑白3とオサエ︑
以下7までで黒死︒

﹂

め。

月

先輩も逝き老いの身や闇の汁
柄 史

せわしなく品定めする歳の市

ふさ女

短日やあと一と縄の手くらがり
農機具を納め初冬の納屋狭し

−

二飛成、同歩、1五香まで9手詰

｛

入賞の菊を愛でつつ独り酌む

高窓に走る光りや雪起こし

伝承の子供神楽や菊日和

根

いつ見ても花艶やかにシクラメ

小春日の高齢教室人溢れ

美

降りつもる雪払いつつ葱を抜く

ン

年酒のこぼれひろがるこたつ板
折 人

出稼仲間

たまゆらの冬陽に浸る老夫婦
千登世

明けやらぬ早出に温し根深汁

月日

日暦の数の減りおる師走かな

街中のこんな所に枯尾花

山岸

木枯しや烏舞い交う宿乞うか

国立市

北風に体温さらわれ足場組む

世香
軒下に小雪喜ぶ実南天

水

焚火囲む出稼仲間ズーズi弁
それぞれの故郷の話 根深汁

子の寝息障子を締める手を止む

泥

大鍋の湯気に冬菜の動きおり

ワ4

｝

｝

塁

Ill川

ケーキ待つ子なし聖夜の煮凝よ
龍 峰

鱒

一

1川II

冬なれど日和たまわる三日かな
草 人

げますが、桂捨て竜捨てと好手を

｝

成以下簡単です。当然1三玉と逃

ぐ
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〈詰将棋正解〉3二飛、1三玉、

2五桂、同桂、1四竜、同玉、1

6さ灘叢

1

枕辺にみかんこぼして眠る友

篇

〜

連続し、1二飛成と香を取って解

髪
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