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《人口の動き》男2，728（一6）

12月末現在

出生1

女2，767（一7）

死亡4

計5，495（一13）

転入6 転出16

世帯数1，577（一2）

秋 山

町おこしに新たな波を
町長

成果をみた

は

今年は巳年︑すなわち蛇年
蛇は︑十二支のなかの

4．遭珪1珪i珪ii珪珪li≡珪珪：＝6』

の爬虫類ですが︑古くは

現代では亀やトカゲ︑

ワニなどの仲間です︒

蛇と聞いただけで︑嫌悪感

をもよおす人もいるようです
が︑それは多分にあのグロテ

﹁一年の計は元旦にあり﹂と

り申し上げます︒

皆様のご多幸とご繁栄をお祈

新春を迎え︑謹んで町民の

事︑地山治水工事等々数多く

の改修工事︑苧島地区防雪工

良工事をはじめ室野地区濁川

内の拡幅改良工事︑流雪溝改

二五三号線儀明地内︑松代地

県当局のご努力により︑国道

さて︑昨年におきましては

位のご理解と︑ご協力により
全て完了することが出来まし

画がございましたが︑町民各

の開設など盛り沢山な事業計

史編纂︑チベット文化研究所

者︵国際結婚︶対策事業︑町

農林道の開設改良工事︑後継

工事︑池之畑簡易水道工事︑

臓も体に合わせて細く伸びて

ご心配には及びません︒内

はどうなっているのだろう？

あの細長いからだで︑内臓

いからだが︑S字型を書くよ

退化・消失してしまった細長

スクな姿のせいです︒脚部の

申しますが︑三年続きの小春

の公共事業がございました︒

たことに対し厚くお礼を申し

そ・つです︒

位置を占めておさまっている

右にある︑べきものが︑前後に

しん

うにくねくねと動く様子は︑
蛇独特のものです︒

日和の正月を迎え︑私︑町政
をお預かりして二十年目の大

また︑町においても各町道の
ございます︒

いるほか︑腎臓など本来は左

作

み今年は
巳年
上げます．

利
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舗装改良工事︑防雪対策施設

事業
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きな節目のもと︑新たなる決
意で粉骨砕身努力する所存で

公共
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国遁と鉄道を
町㊧武動脈ぽ
線論議の中で︑北越北線が首

引き航き

掘削会社の説明によると︑漸

次に新年度事業であります
都圏と北陸地方を結ぶ最短絡

また町活性化の救世主とし

く温泉のある層︑土質にさし

温泉を掘削

が︑昨年来︑国において承認
路線としての重要性が見直さ

て︑町民の皆様からご要望の

蛇は︑古来︑恐れられ排斥さ
い けい
れる一方で︑崇拝と畏敬の対

象でもありました︒日本では︑
神のお使い︑あるいは神その

ものと思われていた様子が︑

古典や伝説︑昔話に多くみら

れます．

ないということです︒いつも

の例は︑まったく知られてい

らないといわれます︒蟻など
のような社会組織や集団生活

あり

ところで︑蛇は集団をつく

とみて雨ごいをする風習は全

例えば︑池や沼の主を大蛇

された﹁マイライフ・リゾー
ト新潟﹂の本格的始動の年で

ありました芝峠温泉開発につ

国的にあるといわれます︒ま

れ︑第三セクターのローカル
路線からスーパi特急化案に

あり︑当町の期待できる事業

た︑白い蛇を家の神とする信

かかったとのことであり︑名
古屋市の須崎さんと相談の結

果︑本年一千二百メートルま

た︒

仰も各地にみられます︒

きましては昨年計画通り八百

町おこしに

で増掘することにいたしまし

一躍浮上しこれの電化︑高速
精力をささげたいと思います︒

化に計画変更されることに全

と

に達しませんでした︒しかし

メートル余を掘削いたしまし
たが予定していた温度︑湯量

といたしましては︑交通アク
セスの要所として︑関越高速
道と北陸高速道を結ぶ二五三

号線の改良舗装工事の予算割

雪

当の増額と︑昨年の整備新幹

利

総意を結集

し︑昨年国において承認され

事業で着手したいと思います

ーを農林省の新定住促進対策

ります︒全国一律一億円の財

るものは︑ハードな事業面よ
りソフト面のアイディアであ
り企業的センスの思考力であ

が松代町にとって︑そして町

最後となりましたが︑今年

る間ずっと成長し続けます︒

で孤独な生活をして

そして今年は︑国土庁の新

ました︑小規模多目的ダム︵ミ

政援助による村おこし﹁ふる

民の皆々様方にとって素晴ら

発育にともなって︑古い皮は
三ヵ月に一度定期的に脱ぎ捨

ひとり

モデル事業︑雪国快適環境総

ニダム︶︑の始動の年でもあり

さと創生﹂にみられるように
今ほど地域の独自性︑知恵を

しい年となりますようにお祈

創意の結集であり︑特にこれ

合整備事業を導入し︑三力年
計画で室野地区に流雪溝︑千

この他︑町民皆様の生活路

問われている時はございませ

さらに今︑一番求められてい

年・松代地区にファミリース

線である町道の改良舗装︑防

り申し上げるとともに︑皆様
の一層のご協力をお願い申し

られるー1脱皮です︒お正月
を機に今年こそは新しい試み

農業の合理化ぽ向げで

キー場とクロスカントリース
キーコースなどの建設に着手
し克雪から利雪︑そして親雪

雪工事︑災害復旧︑駅舎建設

ん︒このため二十一世紀を目
指した人材の育成確保が大切

上げて年頭のご挨拶といたし

いただく若者のエネルギーを

いうことです︒ちょっとさび

います︒そのため︑異性と出
会う機会がたいへん困難だと

る方︑うまくいくといいですね︒

てられ︑新しいのと取り換え

ところで︑蛇は︑生きてい

しい話ですね．

集約したいと思います︒

から町づくりの主役となって

への初年度にいたしたいと思

計画︑農林道の開設舗装など

かと思いますし︑真の﹁むら

をと︑脱皮を心がけておられ

ます︒

います︒

いろんな事業が計画されてお

ます︒

ま た 長 年 農 家 の皆様方 より

おこし﹂運動は議会や役場の

職員だけでなく︑地域住民の

ります︒

ご要望のありました農協を主

体としての大型ライスセンタ
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囲翻繭廓蘭幽繭翻塑麺騰囲堕開囲囲囲盟

たのを受取り︑ホっとしまし

て︑大小の写真を組み合わせ

割りつけ用紙に時間をかけ

囹囹﹂囹囹囹園酬廻編劉囹蘭囹醤昴団圃嬰
しはす

師走さいごの
追いこみ仕事
た︒

きめた場所の木の葉が邪魔で
写真をとってなかったという
ことでした．

この写真を入手したのが一
二月二〇日︒

最後の最後の原稿
TVドラマでもよく小説家
やさし絵画家が期日を守らな

ある先生の遅い原稿仕上げを

も心配しておられ︑監修の菅

あけられぬ状態であった．上
教大の渡辺教授︑天野助教授

困った︒しかし︑病気の高

野先生とも東京と連絡をつけ

ふし
かばっておられた節がある︒

野先生に無理をさせられない︒

のことで︑心の中はくしゃく

日に伺うと︑﹁実はまだだ．﹂と

接行くしかない︒約束の一六

って下さった時は︑嬉しかっ

ましょう一と天野助教授が云

いときは︑私がその穴を埋め

﹁某先生が︑いよいよ書けな

ておられました︒

しゃである︒では︑いつ迄に

たが︑その言葉を聞いて︑も

原稿未納の某先生の所へ直

書いていただけますか︒

う一度某先生を訪ねる勇気が

とにかく出版会社へ一刻も

﹁一九日までには⁝⁝︒﹂では

い場面がありますが︑町史の

湧きました︒

早く︑届けなければならぬの

一九日に伺っていいですか︒

他の原稿は全部印刷会社へ

一二月某日︑高橋徳氏来室

﹁ハイ﹂といわれるので︑一九

執筆者も同じです︒なかなか︑

堂々として遅らせている先生

ても心配がたえません︒

日に原稿をいただけると思っ

一編一章の原稿は依然とし

もおいでです．

が今︑編さん室の仕事です︒

写真のことでは
こんなことも

その後も三枚の催促︒日が過

ものを送ると︑印刷会社から

いのです︒ときに︑受取った

ベルで呼び起こされて︑地質
班主任の高野先生の声を聞き

一二月一四日早朝︑電話の

かねばならぬ︒上越教育大学

あせり︑悲嘆︑くやしさ︒
来るなといわれても上越へ行

原稿をみたいといわれるが果

上教大へ来られる機会に最終

をとりつけて帰るや︑編さん
室で年表の総仕上げを始めま

二六日に仕上げるという約束

ことを訴え︑冬季休業入りの

渡っていること︑関係の先生
方が本気で心削なさっている

日頃﹁徳さん﹂などと親し
く呼ばせてもらっている氏は︑
松代町の気象観測のベテラン︒

松代町史では︑気候︑気象

入の期日はギリギリとなり︑

﹁実は⁝⁝今日︑原稿を取り

一九日早朝︑某先生から自

河川水質関係の白黒写真︑

ついに︑集まった原稿をそっ

に来ないで欲しい︒﹂

ていただけない︒印刷会社納

先生と共に担当してもらいま

カラーグラビア用いただきO

くり印刷会社に運びこみまし

を万羽卓司先生︑久保田吉則
したが︑カラーグラビア用の

Kと思いきや︑三枚が足りな

ぎるばかりで︑当の先生に三

ました︒低い悲痛な声でした︒

の渡辺教授︑高野先生へ電話

高野先生宅で某先生の来宅を

宅へ電話がありました︒

写真を持参してきました︒

早速︑ 編さん室で﹁ さて︑

枚の写真をお願いすると︑

﹁右眼の内出血がおきまして

を入れて訪問の時間を約して

待ち徹夜で書き終えたという

見せてもらうと︑いやi実に
キレイ！

う日がない．

せない︒二七日︑ようやく︑

電話を下さって二四︑二五日

菅野先生も心配のあまり︑

した︒

四ぺージに︑どうやってはめ

﹁イヤi︑関谷さんゴメン︑

ね︒精密検査を受けなければ

直接面談の上で︑対策を話合

なんということだろう︒も

こもうかな♂というんで︑わ

ゴメン︒実は去年写真撮りそ

なりませんビ

原稿をもって︑石口丈夫さん

んだ次第です︒

う以外にないと思い︑万羽伸

幸い高野先生は手術の必要

の運転で印刷会社へすべりこ

高野先生は御自分の原稿の

なしと診断されたが︑右眼を

子さんと上越へ向いました︒

殆んどは出来ていたのですが

の言葉は湿り勝ちでした︒

責任を感じておられる先生

た︒

くどりをはじめました︒

こなって︑今年と思ってたん

編さん室の万羽伸子さんと

冬の景色︑ブナ林︑高所か

だが木の葉は落ちましたか︑

なんのことはない︒ここと

いきます一

⁝⁝︒そう︑じゃ今度とりに

ら見た雲海︑紅葉︑どれをと
っても松代にこんな立派な自

然の景観があったかと思うも
の ばかりで す．

くらしにやくだつおしらせひろばくらしにやくだつおしらせひろ ば

1．何があったのか………火事、救急、災害

2．どこで………………部落、屋号、目標物

3．あなたの名前…………名前または屋号

ですの

︵盈七 ニニニ○︶

垂︑へ

◎事務局 松代町役場総務課

ます︒

でご連絡いただきたいと思い

体︶は一月末までに事務局ま

参加してみようという方︵団

をお願いします︒

た︒町内会︑子供会︑職場の
団体等皆様方の積極的な参加

雪の芸術展を企画いたしまし

第二回冬の陣では︑新たに

国の時流となっています︒

用しようとの動きは︑今や雪

雪と寒さを逆手にとって活

くらしにやくだつおしらせひろばくらしにやくだつおしらせひろばくらしにやくだつおしらせひろばくら

障害年金︵旧法︶などが
の二月支払い分から実施され

年六回支払いになります
国民年金や厚生年金などの
ます︒

なお︑老齢福祉年金は︑従
払いをし︑四月・八月・十二月

加入者︑受給者の皆さんの年
金相談や年金支払いなどに迅
速︑確実に対応するために︑
東京の社会保険庁と全国の社

に支払われることになります︒

前どおり県国民年金課から支

会保険事務所を電話回線で結

障害年金・母子年金・準母子

年六回支払いになる年金は⁝

理化が進められています︒そ

年金・遺児年金・寡婦年金

んだオンラインによる事務処
の結果︑今まで手作業による

︵いずれも旧法該当年金︶

支払月は⁝⁝

年金支払いをしていた旧法の

障害年金・母子年金・遺児年

︵偶数月です︶

二月・四月・六月・八月・十月・

十二月

いもお

支払日は⁝⁝銀行支払いも郵

競構舘琶

褻嚇

慧，占

金・寡婦年金も︑昨年十月か
ら社会保除庁での支払事務に
そして更に︑年金の支払い

切替えられました︒

回数も︑今までの年四回から
六回に増えることになり︑こ

第＝一回上石巌杯争奪召務スキー大会

県内六〇〇人の選手が集合
一月二十九日㈲午前十時競技開始
〜町民グランドで行われます〜

斥

会場：町民グランド

3月11日（土）・12日（日）
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鶏シリーズ⑳

リトリi︶を維持するために

必要なことで︑さえずる場所
も︑ナワバリ内の他の鳥から
よく見えることができ︑また

い一一〇番のかけ方

いうと︑巣作り︑抱卵︑育離

りは雄の仕事ですが︑雌はと

かすことができない手段です︒

安全な生活を守るために︑欠

正確に︑はっきりと
一一〇番は︑わたしたちの

すもち﹂は︑ウグイスの体色

ています︒お菓子の﹁うぐい

チョコレート色の卵を四〜六
個産み︑一六日間抱卵すると

ります︒中に一日一卵早朝に

係員に答えてください︒

ち着いて正確に︑はっきりと

容を係員が尋ねますので︑落

通報のときは︑これらの内

ど

6︑通報者の名前︑現在地な

徒歩︑自転車︑バイクなど

5︑何で逃走したか

4︑逃げた方向
東西南北の方向など

人数︑人相︑着ていたもの︑
特徴など

3︑犯人の手がかり

発生時刻︑場所︑目標物な
ど

2︑いつ︑どこで

ど

1︑何があったか
けんか︑交通事故︑強盗な

覚えておきたい六項目

の仕事を受け持っております︒

ところが︑なかには﹁こんな

通報は落ち着いて︑

見られ︑タカの仲間のハイタ

巣作りは根雪が消える四月下

ことで通報してはいけないの

さえずりがよくとどく高い木
を好んで利用します︒さえず

伊藤博文の歌に
カにあっては︑ウグイスと逆
に雌が雄の二倍近くもありま

旬から五月上旬にかけ二週間

況

春来ぬとも 知らぬ旅路の
手枕に聞きて
す︒タカ類は一般に雌が雄よ

永

驚く鶯の声

ほどの間に行なわれ︑地上か

たりする場合があります︒そ

があり︑日本三鳴鳥の王座を

巣を作り︑外部はほとんどサ

ではないか﹂とためらったり︑
せっかくかけても慌てている

体色は︑オリーブ色を帯び

サの葉を編み込み︑内部はイ

ら二〇〜一一〇センチ位の高

すもち﹂とお菓子にまで名前

た褐色で翼︑尾は褐色味が強

こで︑もう一度正しい一一〇
番のかけ方を順を追ってみて

り大きいようです︒雄と雌の
体格のちがいは何を意味する

のついているウグイスは︑ス

ネ科の植物の細い葉︑カヤの

しめ︑﹁梅に鶯﹂の掛け軸や絵

ズメ目ヒタキ科ウグイス亜科

細根︑落葉︑獣毛を使って作

に住み︑晩秋になると高山や
北方に生息するものは温暖な

とちがい︑どちらかと言えば

雛が生まれます︒雛への給餌

o

ρ．．．4も

㌧・つ鱈

く︑淡色の眉斑があり︑腹部
は汚白色という地味な色をし

地方に移動します︒松代町で

メジロの体色に近い色をして

は雌だけで行ない︑一日一羽

に分類され︑日本全国に普通

も︑初冬のころ笹のある薮の

います︒

当りの給餌回数は艀化後三日

八日目三三回︑一三日目三〇

さえずりは︑といいますと
キョと鳴き︑人間が﹁谷渡り﹂

回となり雛の成長に伴なって

目で一四回︑六日目二〇回︑

と名づけた︑ケキョ︑ケキョ︑

ホーホケキョ︑ケキョ︑ケ

中で︑チャッチャッと鳴いて
います︒この鳴き声を﹁笹な
き﹂と呼び俳句の季語にもな

ウグイスは雄と雌とでは大

増加しますが巣立ちの前日つ

っています︒

きさがちがい︑雄の全長は約

ケキョ⁝⁝⁝と鳴くのは雄か
ら雌への警戒の合図であるこ

一五五ミリで︑雌はそれより

まり＝二日目には逆に減少す
います︒この間雄はまったく

ることが研究の結果わかって

さえずりは︑ナワバリ︵テ

とがわかっています︒

少し小さいのです︒雄と雌の

体格のちがいは︑他の鳥にも

o

みましよう︒

ため︑通話の要領を得なかっ

松

口正し

さに入口が横に向いた球形の

ウ
のでしようか？

松代踊の
など昔から親しまれ︑﹁うぐい

里予
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はウグイスの隙をねらってホ

いなことかあるのです︒それ

がウグイスにとってはやっか

梅の木が枯れ︑天皇は家来を

エピソードがあります︒それ
は村上天皇のころ︑清涼殿の

ウグイスに関して︑こんな
が︑はげしい戦場でウグイス

国時代に井上若狭守という人

ります︒︵にいがたの野鳥︑風

トトギスがウグイスの巣に卵

呼び立派な梅の木をさがして

スにとっては︑はなはだ迷惑

を産みつけるのです︒卵の色

掛﹂なる役職もあったことが

といってよいほど子育てには

は ほぼ同じ 色であ る こ と か ら

植えかえるように命じたとこ
ろ西の京に立派な梅の木がみ

知られています︒人間に親し

間辰夫著︶また応仁の乱の戦

ウグイスの雌は知らずに抱卵

つかり︑その梅の木を植える

まれる鳴き声も︑その年最初

なことと思います︒

するのです︒するとウグイス

ことにした︒ところが植えか

関与しないようで す ︒ と こ ろ

の卵より早く舞化することか

に鳴く時には︑自信のない声

たという話もあります︒徳川
時代には将軍家に︑ウグイス
飼育の専任の係である﹁お鳥

の鳴き声を楽しみながら戦っ

ら そ の巣をホ トト ギ ス の 雛 が

で︑鳴き出しますがその年の

いともかしこし

最初に鳴くことを﹁初鳴き﹂
と呼びます︒松代町では四月

て不思議に思

およみになっ

けてあり︑天
皇がこの歌を

ろ初鳴きを聞けるか楽しみに

っています︒今年はいつごろ

八日︑六二年は四月三日とな

た結果は︑昭和六一年が四月

二日ころから五月三日ころの

い︑この歌の

し︑木下利玄の歌でこの頃を

如何に答えん

読み人をさが

という歌がか

鶯の宿はと問はば

勅なれば

らよく

える時になってみるとその梅
の木に

独 占し てしまい︑ ウ グ イ ス の

灘

年賀状は筆ペンやワープロ

︵主に一月十四日または十五

ちの間でも行われていました︒

書き初めの作品は︑左義長

ですました人も︑書き初めは
やっぱり毛筆でという人が多

日︶の時に門松とともに焼き︑
その燃えがらが高く上がると
書が上手になるとされていま

が一般的です︒最近は︑

いつて︑正月の二日に︑

試筆︑筆始めなどとも

書き初めは︑吉書︑

に塩︑はまぐり︑なま

もありましたし︑芸事
うた
では︑弾き初め︑謡い
初めが行われています︒
江戸時代には買い初め

昔は読み初めというの

書き初めのほかに︑

一種でもあったのです︒

すから︑新年の占いの

自分の人生観やモット

こを買うという風習も

新しい筆や墨を使って︑
めでたい字句を書くの

ーを書くことも多くな

ありました︒

暢︶

書き初めは︑鎌倉時代から

6．穿動︑
︑e

466︑

為奇ダ︑
概現臼︑3

騰益

外．

昭和二十四年に法隆

たいものです︒

るときなどは︑防火に注意し

わたしたちも文化財を拝観す

の点検整備などが行われます︒

あたります︒この日を中心に
文化財の消防・防災設備など

寺金堂の壁画が焼損した日に

の日は︑

﹁文化財防火デー﹂です︒ こ

ところで︑ 一月二十六日は

りました︒

が増えています︒

り︑書き初めをする人

いようです︒書き初めを書く
のは主に学童ですが︑最近は
趣味としての書道が盛んにな

りました︒また︑江戸の文人た

れていたようですが︑寺小屋
教育の普及とともに盛んにな

年中儀礼のひとつとして行わ

へ
り§リミリミ．リミリミミリ§リミリ§り§り§リミリミ文9ミリ§り§︺ミリ§り§リミリミ黛リミリミリミ史リミリミリきミリ§
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※左義長：・⁝正月に行われる火祭の行事︒お盆ととも
に︑火祭によって荒ぶる精霊を追い 払う行事︒

働鮒昂伽昂渤島茄劇，』『刷〔砺一鰍』酌一伽，伽−脚』肺，働御』、棚臨P嗣詠〃』齢「』臨一伽』隔」廓ゲ酬胴幽

』師』瞭』脇齢伽』勘擢噺』幽』齢盈、伽〔催D伽』M層V陥盈、謝〔刷齢』齢」駄

雛は解化せず育たないという

懸 灘
灘

間に初鳴きをするようです︒
筆者が桐山で過去二年間調べ

したところこ

うぐひすは

終ります︒

紀貫之の女︑

の梅の持主は︑

鳴きすましおり
頂上の

笹原照りつ曇りつするも
今年もどうぞよろしくお願い

o

ことがおきるのです︒ウグイ

態︐

紀の内待であ
ったことがわ
いに後悔した

します︒

かり天皇は大
という話があ

ム

鑓
懸

騨
灘搬
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ぎれ る

濃
駕

にご尽力されてきました︒

長︑助役として町行政の要職
を歴任するなど地方自治発展

産業課長︑総務課長︑町教育

筋にご活躍され︑在職中には

十五年問にわたり行政マン一

に役場に就職されて以来︑三

島田さんは︑昭和二十八年

した︒

三十一日をもって退任されま

真︶が︑昭和六十三年十二月

町 助 役 の 島 田 健司さん︵ 写

島
．岨聯

あざびろ

莇平の先生︑
やりましたね〃

地域に根ざし

の個性的な実践とし

活動の記録が
た教育

て高く評価され︑このたびの

受賞となったものです︒

教育新聞社︶と﹁さようなら！

なお︑この実践記録は﹁ク

せ︑牛と子どもと先生が地区
住民の温かな心の輪の中で得

子牛のモグタン 牛たちの卒

います︒

され︑町内書店で販売されて

業式﹂︵㈱借成社︶として発刊

ラスメートは子牛たち﹂︵日本

はじめ先生方による﹁クラス

た記録を直接体験学習の実践

莇平小学校の柳沢校長先生
メートは三頭の牛たち﹂︵過疎

中で︑子どもの 生きる力
と学習意欲の喚気を希って展

きびしい自然と社会環境の

教師の部︵集団研究の部︶五

T・Y・Y・γ・Y・Y・Y・Y・V

︑︑

駈

︾どもたちと牛の愛情物語が
一冊の本になりました

M

東京・世田谷で行われる雑居

帥く
μ
㌔

町ジュニアリーダーズクラ

まつりで松代の素朴な特産物

ツドプロジェクタi︑文字図
形投影器︶部門では︑高橋ハ

ロ．
︵

ブ︵中︑高校生リーダー育成

を選び︑作成︑調達し都会人

ツさん︵松代︶はじめ八名に

リ

った莇平小で︑新しい仲間と

講座受講生︶のビデオ作品︑

に販売してきた活動記録等が

よる松代町中央婦人学級生が

また︑OHP︵オーバーヘ

入学 さ

︒おれたち松代族！

一本のテープにまとめられ︑

蒲野奴奈川小教頭先生指導の

して三頭の子牛を

覚ライブラリー主催の第二回

撮影︑挿入歌︑ナレーション

創造力と独自性に富んだ優

が優秀賞を受賞しました︒

池づんね古

れた作品と評価されてのこの

︵下山に伝わる民話︶

﹁見つけよう 地域を︑生き

度の受賞となりました︒

県のコンクールで松代町の
作品が二部門で受賞する快挙

となったわけです︒

池の昔話

方を︑やさしさを﹂をテーマ

受講生の子ども達が﹁自然

言っているのが印象的です︒

に︑年間活動として︑二泊三
日の人里離れた地で自給自足
サバイバルキャンプ ︑

の匂いのする松代が好き﹂と
る

の最低限の食糧の中で行われ

最優秀賞を受賞しました︒

が県視聴

映像作品コンクールにおいて︑

映像作晶如しで受賞

き

もとに作成した

池づんね古池の昔話

おれたち松代族

．Y．Y．Y．V．Y．Y・Y・Y・Y・Y・Y・Y・ T・Y・Y・Y・Y・Y・Y・

開された地域総ぐるみの教育

論文は︑昭和六十二年度に

真︶

受賞の栄誉に輝きました︒︵写

〇七点の作品の中で最優秀賞

十二回日本標準教育賞小学校

と題した教育実践論文が︑第

として発表されました︒

最優秀賞受賞

地にたくましく生きる子ども︶

日本標準教育賞

等全て自作のものです︒

おいて新入学児童がゼロであ

鞠
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新春

雑感
子

ですが︑私にとってはなくて

はならない町です︒

戸籍の窓口

︵12月7日〜1月5日受付︶

昨年を振り返ってみていろ

んな事がありました︒温泉開

婚︑その他いろいろな事業が

清

病院通いをしながらの会社勤

始まり︑松代町の飛躍の時が

田

めでした︒又︑通勤する時も

来たような気がいたします︒

武

私はこの町で生まれ高校卒

電車で通っていたのですが︑

今︑松代町も人口流出が続い

松山邦夫・大村百合子さん
︵犬伏・松之屋︶

幸せ多い人生を︵結婚︶

ですね︒私はこの﹁広報まつ

業後︑こんな雪の降る所はと

これも悲惨な事に毎日毎日︑

て過疎化となり淋しい感じが

小堺正行・佐藤みえ子さん

発︑チベット文化︑ミニダム︑
越後まつだい冬の陣︑国際結

だい﹂でま ず目につくのが︑

思い︑東京へ就職することに

ギュウギュウ詰めのラッシュ

いたしますが︑比越北線が開

いました︒

︒ヤング広場

し喜び勇んでゆきましたが︑

に遭い私は人ゴミは苦手なも

雪が少ないおだやかな正月

楽しく読んでおりましたが︑

三年間働いて︑Uターンして

に住み︑働ける事を大切にし︑

どちらにも一長一短がある

目を覚まさぬよう．平静 に

へいせい

ようです︒せめて北風子僧の
座りっぱなし︶︒

過ごしましょう︒

関谷

彩ち︒ん裕之・八重子さん

さやか

︵三女・松代・利乃屋︶

正好さん

︵松代・文甚︶

71歳

︵室野・大坪︶

高橋 藤一さん 71歳

ご冥福を祈ります︵死亡︶

鈴木

げんきなよい子に︵出生︶

︵儀明・三枚田︶

伊野清春・小堺玲子さん
︵儀明・前田︶

︵自分が書く事など想像もし

んで︑こればかりはどうしよ

通し︑スキi場も出来るとか
でだんだんこの町も少しずつ

の欄で︑いつも

ていなかったから︶自分に順

うもなく苦痛でした︒

良くなると思います︒

ているのではないかと思いま

誇りをもって頑張って行こう

私の三年間の都会生活経験

す︒松代の自然の良さは季節

と思います︒

自然があり長閑な町だけに︑

のとか

それに比べ松代町は静かで

二年になろうとしている現在
です︒都会での生活は私が考

番がまわって来て参ってしま

えている程︑良いものではあ
りませんでした︒

なもんでした︒松代町に比べ

でもわかるように︑春には山

からして︑自然が多いこの町

都会は 空気・水・環境・自
然 が違い︑私は皮膚が弱い

菜取り︑秋には紅葉︑冬は雪

私にとってこの町が一番合っ

せいかアレルギー性でなかな

が降るという毎年の繰り返し

最初の一︑二ヵ月間は悲惨

か都会に合わず体調を崩し︑

§ミ︑

られない︶︒

にもなるんですから︒

ーションが発達する︒︵この広

くなる︵雪がもとで隣の人と

の晩酌で効き︑長く起きてい

誰ですか？﹁たまには屋根

報がいらないくらい町の隅々

もケンカする︶︒

①コミュニケ

に上がらないと体がナマッち

の小さな事まで知ることがで

お茶飲み

﹁雪が少なくていいあんばい

ゃう﹂なんて強がりを言って

きる︶②肥満と高血圧症が増

②顔がおっかな
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