あつて︑

評睾峯7，096万円成立

長

ー野鳥こけしをー

の特産に

野鳥の宝庫

家庭でいらつしやいます︒

ん︑子供三人︑母親と六人

糸魚川市の出身で︑奥さ

場番所 ました︒

鴛刷

蘭号所町M︒

喩央

佐15奢m印
は第︑発芝

松鮮
野鳥の宝庫松之山の特産
にと︑松之山町民芸品研究

購叢

があつたのち︑各種の連絡 組合長会は四月の下旬に開

事項などがあつた︒尚農家 催される予定である︒

無雪道路の実現を

ー観光協会総会できめるi

場．

・訂
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二︑被保険者が︑受診の際は医療機関へ﹁被保険者証﹂
を必ず持参して下さい︒

下さい︒

一︑被保険者の移動︵出生︑死亡︑転入︑転出又は社
会保険に加︑離脱など︶はその都度必ず届け出て

本手度の重点事業として 意見があつた︒

内
田麦立へ小型ポンプ 三五
用水溜設置補助 二〇

ブルトーザの使用料は、今まで
アワメーター当り2，000円でし
たが本年から2，500円になりま
した。整地、開拓の布望があり

欝

松之山中︵鞭︶東川︵頒︶
中心となつて指導している

委員会︵会長柳政司氏﹀ が

日第一回の集荷を行つた︒

野鳥こけしは去る三月二十一

集荷数は︑セキレイ︑ム
コガラ︑山ガラなど

シクイ︑コルリ︑ホホジロ
モズ︑
約五百点︒

審査にあたつた植木常吉
さんは

の商品を作り出したとい 願います︒

﹁驚く程立派な製品がで
町観光協芸︵会長佐藤重︑ 叉席上︑観光事業は全町
きたことに敬意を表して
孝︶総会は四月七日︑凌雲 の立場から環境条件の整備
います︒特産とするため また島田節子さんは
・ら確定保険税とする予定と
一閣で百十名が出席して開催﹁ に力を注ぐべぎで︑蕩本偏
にはまだまだ研究の城を
﹁婦人が自らの手で一つ なつておりますので．こr承
一された・
重にならないようにという

広めなければならないし

一月十日頃までブルとビー

た︒

大樫の参道整備などをきめ

ことに対する助成及び湯幽

ことをぎめたほか︑松之山
温泉街に︑街灯を設備する

ターによる無雪道路の実現
開催
をはかりたいoこのために
昭和三十七年度初の部落 小委員会を設けブ推進する

部落総代会
一やないかな﹂

と語つている︒

うことが何よりの収穫じ

なんといつても︑各位の
ご理解とご協力がなけれ
ぱ﹂

保険税は当分暫定で

五五

﹂新に統合中学積立百万円
消防小型ボンプと用水池

光問︑松口間の金鉢橋︑ 樋田の走口橋架替 一〇五
県営事業地元負担 一九九 ︵松之山︑越地内の道路
改修︶ 町道砂利敷など 一〇三

附帯工事費を含む︑松之山︑東川ともに二教室増築

松之山︑浦田︑天水島︑天水越四ヵ所開設費

三現場︵黒倉．上蝦池︑浦田河川からの石揚げ︶
人夫二〇〜二五人の賃金

大厳寺︑原牧野づくり 一二六 農道水路補助 四〇
動力撒粉機一五台 六一 植林 二〇

県立自然公園と湯本︑兎口温泉を貫く︑観光道路第
二年度分

難

ましたらご相談下さい。

32

31
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各二教室を増築
議会は統合を議決︑見守る傍聴者
昭和三十七年度予算編成議会は三月十二︑十三日及び四月四日へ第一
回追加予算︶の二回にわたつて町役場で開催され︑総額七千九十六万
円を可決成立させた︒

総予算額では昨年度にくらぺ四百三十六万円の増となり︑一世帯当り
にすると三万五千円となる︒両日ともに︑中学校統合問題のなりゆき
などに関心をもつ︑婦人会や学校後援会の役員など＋数名の傍聴者が

あ8︒

会議は緊張のうちにすすめられた︒ことに中学校統合問題については

議会として決議書を 作るなど 異 例 の 慎 重 さ で あ つ た ︒
この財源と

国保の給付率引上

一松之劇＿

攣 無駕

統合中学建設のための積立第一年度分

財代909250096
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交臨羅

協
等分〃
翫目総村付均百

日

町 定
予市地寄市〃固

項算町方村所資

一39一

して町税二千

佐藤さん着任

さんが所長として着任され ︑賦課算出決定については町．

四八八

五六五

六〇
四六八
二五八
四四
一〇〇

容

万円︑地方交
げ︑保険税は増微
付税三千七百
同日審議された国民健康
万円及び町債 保険富業関係では保険給付
百六十万円な 率を六割に︵現行五割︶助

校庭の春はまだ淺いが （一年生を迎えた松之山小・宮沢一光氏写す｝

どでこれに充 産︑葬祭給付をそれぞれ一二
総代会は四月十六日町役場
当する︒
千円に︵現行千五胃円︶引 一︑保険税の予算額は前年． 民税の所得額が確定しない で開催︑新総代三十七名が
今年度の主 き上げ︑叉保険税を約二十
・度より世帯平均約二割増額 ため算出に期間を要します 出席した︒
要な事業は別 一％増徴することをきめた
と町議会で決定しておりま ので六月過暫定保険税︵三 会は佐藤町長から本年度
表のとおりで
すが︑町民税の所得申告に 月分︶を徴収し︑七月分か 町の 般行政について説明
あるが結局乏
よる変動︑叉は人員の増減
しい 財源の三
登記所長法務事務官
誌管つて各幕毎の畠
一％を教育費
松之山登記所に四月一日 額の増率は平均でなく若干
項
目
予算額
にまわさなけ
︵単位万円︶
ればならず他 から新しく佐藤一男︵葦︶ 一の相甕るもの恵い享
の部門につい

道路維持︑橋の架替

策

中学積 立

ブル1時間2，500円に

較

源

ては経常費の

対

所

中学本校舎及び東川分校
舎増築

育
業

合

興

統

路

ことしの増築は籠齪

思われる︒

振

最少限にとど

②不年行う松之山本校︑

道

まるとい5実
中学校統合推進特別委員会を
情であつて当
三月三十日開かれた臨時東川分校の増築はあくまで
初要求された
土木費のうち 議会では中学校統合を中心︐ 暫定的な措置であることを
二百五十万円 議題として討議を重ね︑起■ 確認した︒
教育費のうち 立採決により統合推進を議 今後のなりゆきとして︑
さきに発表された統合計画
百万円︑産業 決した︒このために
①推進持別委員会を十三 案は財政上の点から計画年
費のうち五百

万円︑社会労 名で構成し教育委員会と密一 ．次の延長︑校舎を鉄筋にす

されたも ので

業

業置
光

予

纏
設
事
産

年度

歳出はどうなつてきたか

事が
項あ

町

壷
働費のうち九 接な提携のもとになるべく る永久律築にするなど︑相
十万円が削減 早く統合を実現する︒
当の修正は止むを得ないと

失保
観

（第15号）

山
の

松
昭和37年4月15日
（D

冬の消防態勢に一役
つた﹂

と石塚さん︒

﹁学校建築をはじめ合併の

もらつているし︑支所の

約束事項は着々実行して

ています﹂

廃止もやがてくると感じ

かわる機関がないと困る

﹁支所を絶やしてもこれに

少サれば建物はいらない

﹁連絡所のように規模を縮

・もかNるのでは﹂

戸籍抄本をもらうに半日
・は多額であつたが︑今では

というか本知れないがあ
ほしい﹂

の建物はそつくり残して

町道中道線に砂利を

建設的な要望もあつた︒

でこの道には町から一つ
ぶの砂利承貰つていない
今年はどうしても砂利を
もらつて敷きたいもんだ

羅︸︑療

でも︑部落民

日王鍛池部落

出で︑部落ス

百五十名が総

班の勢揃い︶

真は松之山一一

あつた︒ ︵写

い競う一日で

腹の底から笑

心にかえつて

日ばかりは童一

年寄達もこの

リでクスぶる

催︑日頃イロ

キー大会を開

ザ喪

乙擬

一㎜穴

心ギ

類又

蝋剛

−藤ε

藻蟻

と念願しているの略．㌧す﹂

と部落の不満を代弁してチ

を知らない仇き者である︒

︵写真は湯の島︑区長宅で︶

雪中標識を愛護︑

有難うを忘れずに

つてきます︒しかしこれは

陽あたりのよい橋の上は
子供達がこのんで遊びに集

お互いに強く注意したい

．危険きわまりないのです︒

やがて土木出張所や町役

もの⁝⁝Q

一が部鷺の労苦を映して光
つて見え︑東洋的色彩の美
明るい気持のよい雪道の
児童扶養手W
しい平隠な集落である︒
交通は互譲の精神で︑老齢
いつの日からか流れ続け 者︑病弱者︑荷物を背負つ 恵まれない子供に児童扶養
て変らない渋海川の流れと た人達には進んで道をゆず 手当が支給されます︒
共に人々も叉素朴でよどみ り︑譲られた人は感謝の気 該当になるかどうか︑ギモ
持で﹁有難う様﹂済みませ ンの方は厚生係に問い合せ
稲作−畜産ー出稼と部落 ん﹂を忘れずに⁝⁝︒
て下さい︒

み話でうつすら聞いた程度
道路標識がデタラメに立 場などによる除雪がはじま
で何の関心ももつていない てかえられたり︑他の部落
ります︒道路上に物を置い
という︒
に越境したり︑槍投げよろ
たり︑汚物を捨てたり︑雪
辛苦を映す農道
し
く
雪
中
に
突
込
ん
だ
り
︑
こ
を投げ出したりしないよう
岩見堂から見おろす湯の んなことで毎年の例として
に︑明るい気持のよい春を
島部落は︑一昨年完工した その半分が紛失又は破損さ
迎えるために⁝⁝o
千百米の農道︵胃四十万円 れています︒お互にもつと
道路工︑手 小野塚態次郎
標識を愛護してほしい︒

えろ︑引き抜けで﹂
農業基本法については茶の

面白くなかつた︑共済も
名ばかりだし︑政府にも
ダマされてきた︑桑を植

暦﹄﹂匹

り手︵諸掛り︶が多くて

だろう︒
をもつている﹂
腰まで落ち込むことがあり
一同はこの部落にも夢が ます︒又よけてもらつても
﹁私は当才を二才にして
田荷する飼育をやつてき あるという︑それは岩見堂 道にお尻を．突き出している
たがへたするとスマ代が の下に噴炎する天然ガスと のは感心できない︒
湯田のお湯だ︑というので
損になつてしまラ﹂
﹁養蚕も長年やつたが取 ある︒

と思う﹂

畜産︑出稼ということだ
か︑洪ではない︑彷く農民 れからの融雪期には︑道の
﹁私は肥育牛にまだ魅力 自か・らの手で守るしかない そばでモジモジしていると

水稲︑畜産︑出稼
﹁結局この土地では水稲

ヨツピリo

しかし住めば都︑雪の日 意義な半日をすごした︒
又去る十山ハ

をもつて楽しみをなす︑三
蔵︵四九︶家号かちや︑は火 耕作し︑五人家族である︒
という要望がある︒このほ
﹃
．
﹁
ま
だ
記
帳
の
経
験
本
浅
い
か
明るい話題二つ
一月二十九日松之山部落第二
この消防の為︑浦田小学 ら︑購売品代の二重請求 か町役場附近と︑湯本温泉
災により全焼した︒
長い長い冬︑しかも大雪 班五十名は文字通り家族ぐ
があつた際ほんとに役立 に共同便所がほしいという
だつたことしの春の訪れは るみのリクレエーシヨン大
会を開催し爆笑のうちに有
おそいようだ︒

であるが田四反︑畑三畝を 躍感謝されている︒

原因はアンカの過熱であ 校の五︑六年生が出稼で不
る︒田中さんは目下出稼中 在中の消防団員に代つて活

東洋的色彩の美しい部落

﹃で特色ある出稼である︒

嫁衆は若葉会︑家計簿

大きく前進した︒

﹁浦田地区全般の公民舘と

﹁五︑六百米位です︑今ま

﹄﹁上納が一番多いんじやな
部落の中央を縫つて二本
いか︑﹂
の道路がある︒一本はバス
﹁いや衣食生活がパカに多
道路で︑一本は町道中道線
特色ある出稼︑夜なきそば
一 いもんだぜ﹂
である︒この中道線も米の
ヤ ヤ
地道に働く若葉会
とも㌧5 まだ経済的分析 積み出し︑肥料の運搬など
特色ある夜 当りの農産物販魂額は十四 ゑとい−ところ議程
部落の殆が関係する重要な
なきそば
万九千円で町内では八番目 遠いが︑こxでも男達は年 道である︒

﹁そりや商売 という上位にあるが︑農機 年兼業に流れ︑女達が次第

諒隣
甕り
きのそ
ば辱ある．
樋田部落とならん

一が非農家である︒農家一戸

一総幕七＋吾嘉吉

と山口さんはこ

しなくては﹂

なれるように
追い追い努力

経営の・王体と

代は女も男衆
に代つて農菜

部落に四十才までの婦人
の政治に倦んだ越中の豪族 臣︑乱世の好雄たる長尾為 るのを認め天水まで引返し
が集つて若葉会
は同盟して古国府城を襲う 景は︑上杉家の家老として た︒逃れて歩卒に捕われる
たが︑房能公は智勇の家臣 政治に参画し︑其上に身七 よりは︑自殺するに如かず というーサグル
を作つている︒
長尾為景に命じ︑精丘︑ハ三千 芸に精通するため︑自ら道 と決意し︑甲胃を脱いで︑
﹁これからの時
を率えて永正二年通襲せし 七と称した程の傑物であつ 傍の桜樹にかけ腹掻き切つ

本号から﹁松之山物語﹂
る︒房能は勤王の志厚く︑ 越中の士豪の乱を平定して
越後︑越中の守護として明 から︑益々勢力を増した︒ を続けて掲載することにし
応︑文亀︑永正に渉つて十 遂に家臣長尾為景が︑政治 ました︒古きをたずねて新

の費用として献上したが︑

二年間伏木執政中︑後柏原 を専断しているので上杉房 しきを知るという意昧では
のサークルに由
天皇の文亀元年十二月十三 能公は快々として楽しまず ない︒メカニカルな現代生
因を説明する︒
日に︑金五十貫匁を御即位 養子牢実に自分の娘を．嬰せ 活の中で凌々としてよどみ
アソケートに

て隠居して︑安塚の直峯城 を知らなかつた郷土の歴史 よつて事業計画
に居つたが再び春日山城主 の流れ︑そこには何人も抗 をきめるという
とならんと計った︒為景は し得ない社会発展の法則が 面白いやり方を
房能の養子定実を擁して直 あることを忘れたくないか とつているが昨年は子供連 して︑結婚式場にもした
峯城にある房能を攻めたが らである︒町内の知識入か れで温泉へ一日行楽にいつ い﹂
房能敗れて︑武蔵国に赴き ら毎号執筆をお願いするこ てきた︑若い嫁さん連中の という︒役場の太庁はなぜ

二年間政治を行つたが︑彼 ．である︒然るに︑治世の能 川原に雲霞の如き敵軍が居 遠慮なくお聞かせ下さい︒

帳もす﹄めている︒

×
支給額は
唯一の息抜きだつたという 一か入りにくいという︑今ま の人達が設計するこのケー
土御門天皇の明応三年に越 即位式典に際し︑聖徳枯骨 兄の上杉顕定の許に身夕寄 にしました︒
中の守護を兼ねて 射水郡 にくだり︐正四位を贈られ せようとしたが途中矢筈の
本欄についてご意見︑ご 又このサークルでは農協 一での慣習ということだけで スが農業基本法を押し出そ
道を譲る人は思い切つて の人の場合月
八OO円
伏木町め．国府城に在往し十 其の忠義を追賞せられたの 山上を辿つて行くと︑信濃 希望︑ご質問があつたらご の指導をうけて家計簿の記 ︒なくやはり気軽に上りこめ うとする状勢の中でどんな 横に一歩開いてよけると余 一︑一人の場合月一︑二〇〇

る機関讐うして毒しい 形で守られてゆくのだろう りどぶりません︒ことにこ 三人の場合月一︑四〇〇

り

一。

②一

四月六日北浦田︑田中慶

北浦田で火事

町消防団としては他地城 方︑給することになつている

浦田地域で婦人消防隊編成の動き
最近出稼者の激増と共に

塚は︑永正四年越後守護で

殆ど全戸にビニールの温水︑
器が備付られ生活の改善へ

の崩費をしてきた閏係も
πし︑まあ馴れて−れば あるか一体に経済もちの
収入も割合多いんです﹂
よい部落じやないかな﹂
と竹内さんは若い時自分も
とい︐つ︒
験したこの道の苦労話を
全戸にビニール温水器
聞かせてくれる︒
長年の念願であつた水道
一湯の島から昨秋の出稼者
が昭和三十五年に完成︑こ
は四十七名でその5ち二十
の負担の一戸当り約二万円

﹇都合で早く⁝m稼はできな

メだし︑それ いう低調である︒
に家の什事の 元町議の若月さんは
﹁今まで農道や水道で多く

は辛いですよ 具などは全体の八十％が共 に生活のやりくりの担い手
だか年をとれ 有であり︑一方テレピの普 となつて行くのであろう︒
やがてくる支所のはい
ば奉公勤はダ 及率は全部落に僅か七台と
止︑しかし連絡所と建
物は残して

【湯の島】

冬季問における町の消防態 でも婦人消防隊がうまれる
ことを望んでおり︑隊員に

睡

はスマートな制服と制帽を

鶏

るo

騨購編講麹餐

勢は大きな影響をうけてい

各団では団員が出稼中の

代理者をきめるなどその対

に備えてその態勢の補強に

策を講じているが︑人員の
絶対的不足から万一の事態
は共通に苦慮．しているよう

町当局では目下予備団員

だ︒

萎灘磯嫉博蹴．蓑、配．

灘

一兎口で一

苗代いそぐとき

の編成をどうするかなど研

究中であるが︑これに先が
け浦田地域で婦入 消 防 隊 編
成の動きが具体化している
二十五才から三十五才ま
での婦人層で約五十五名が

その構成員としてきまつて

夏期は火の元点検や火災

いる︒

予防思想の普及活動を主と
に代つてポンブの操法まで

短

めたので︑越中の士豪は大 たから︑何時しか人望を一 たので従臣も悉く殉死した
敗し︑魚津城主鈴木大和守 身に集め︑往々主家を凌ぐ のである︒
︵筆者は町教育長︶
本戦場の露と消えたのであ 状態であつたが︑永正二年

野本音治郎

一40一

終．

『

一

するが冬季ともなれば男衆

る︒

勉強しようと張り切つてい

（1）

あつた管領贈正四位上杉房
他国では国役未進のため︑
能公の墳墓の地である︒上
御即位の大礼は御延期とな
杉房能は房定の子で︑山内
管領顕定の弟で兄定昌の後 つた︒然し房能公の誠忠は
を享けて越後の守護となつ 永く記録に存し︑畏くも大
たが越中を克服するため後 正四年十月十日大ル天皇御

一

劃騨灘夢撫甥
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管領塚の由来

松之山町天水にある管領

融ヤか蜘活
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