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県としては砂防課二百三

偏艶贈謄辞晒

いで実施する︒

又応急工事は︑葛畑バく
ずばた︶川の川床維持工事

被害者からの質問

か︒

ありませんが︑今回の地．

答え 法的な補償方法は

おり︑ボーリングは︑正月あ

及び︑土留工事を行うほか 問立退き勧告をうけた者
緊急の場合は必要に応じ杭 が移転する場合に︑何か援
打などを行うことになつて 助をうけられるのでしよう

見通しである︒

けの十H．頃から着手される

のくh夜

恐怖におの

︵五十六才の主人の・・ー

考えられない

稲作をやめることは

⊃一十八才のお なるのか⁝⁝﹁
嫁さんの壬⁝︶十皿

二月下二日︑一
机母がお客の門皿

Lて立退︑きしたものに限

辻りについては家をこわ ﹃ない︒利息の安い金︵近代

雇金︶を本当に貸しても
つキ町から十万円を見舞
晃える深ろゆ．県が駄目

として差し上げることに 一になり 信連力らというが
﹁耕縁機を買つたので大変困
なつています︒

民衆に暖い政治を今こそ

痛切に想う︒

家族が多くて︑よそへ
転出はできない

︵六〇才の老人の話︶

水田は一ヘクタ：ル︵一
つている︒家畜の飼育も相
県からは町が支給した
師の二分の一を補助する 場にたたかれる心配がある 町歩︶あるが︑約O・三ヘ

どとになつています︒

皿くない︒田が荒れたから家

適用を受けてなんとか生活 たQ一〇人家族では町外の

㎜ので手が出ない︒国の災害 クタール︵三反歩︶やられ

が安定するとよいが︒
転出は干上るもとです︒来
年の供米は三分の一位にな
一 欲しい国の政治力
りそうです︒作付計画は来
橡の下にはカマイタチの 春まで見合せです︒畑は田皿

一︵四九才の主人の話︶

畜を飼いたいと思つても置 が出されたつ〆しかんたんに
．場所がなく︑また設備もで ﹇移れるものじやないです︒
きないQ昨稲は実際にどの

牢活醍蒙柄がひどく違

なるだろう︒ほしい低
利融資の生活資金

用水不足で田は荒地に

皿様に地面でバカッと口をあ の三倍も手間がかかつて収
益は少い︒金の忙がしい今．
一いている︒つつかい棒をし
たり土台をなおしたり何と 日では︑出稼ぎや賃労がニ
におののいて毎目をすごす が望みないので園つ．礼いる
﹇
か
し
て
修
理
し
た
い
と
い
う
気
ユ
番いい方法です︒用水不足．
ばかりだ︒一体この先どう 新しい作物を作る計画は全 ︑持がわかつてもらえないも のため︑苗代の不足は畑苗
代でなんとか補つてみたい
のか︒﹃ 立らのきかんこく﹂

むけどこのない怒り簡単に捨て
られない家と土地⁝⁝

住宅移転に補償がほしい

一

結局反別の少ない人は出稼

﹃も出来ないというのに⁝⁝

積の少ない人はタバコ栽培

一ないものだろうか︒耕作面

生活資金の低利融資の道は

が減つてしまうので考えら
れない︒なんとか経済的な
救助方法が立たないものか

外に転かんすることは収入

の早い田とおくれる田が出
て来る︒牛は手放して農協
の貸付牛にしたい︒水稲以

一水の見込みはないから相当
荒地になろう︒来年は復旧

にしても用水が心配だ︒用

どんなに小さく問切りをし
ても水稲を作りたい︒それ

問不足から出来ないことだ

に他の作物を作ることは手

なきゃなるまい︒実際ひど
い被害を受けたが︑その田

通年出かせぎか賃労働をし

三十二万円︒来年は息子は

送りに出たとき
水田は○・六六ヘクタ
ヨハ 位とれるものかわからない つていては︑とても長い間 ︵五五才の主人の話︶
水田はO・九八ヘクター
僅の地而のキズ皿 ル︵六反六畝︶ あるが匪 が少し作つてみたい︒
㎝お世話になれるものでは
を発見した︒そ﹁
一 地がやられた︒ 来年の苗丞
国の災害費用で
一ない︒子供もかわいそうだ ル︵九反八畝︶あり︑その
れが二週問たつ﹁ 計画が用水等と合わせて見一
生活の安定をのぞむ 疑族濫窟し蕪象ん うちO・五ヘクタールほど
た今では︑約三 とおしが立たず困つている一 ︵三〇才の長男の話︶
㎝ばつて修理をつづけても︑ 一やられた︒供米は約五〇俵
雰割督と塞 稲作以外の転かんは考えて一 水田はO・八ヘクタール それに対して一銭も補助を して来たがこの分だと二〇
つて橡の下をとおり︑家の いない︒水田を畑状態にし だが︑どの位やられたか不 見てくれないというのはど 俵がやつとだろう︒粗収入
︵総収入︶は現金にして約

︸反対側にぬけてしまつた︒ ーたままで直播栽培が出来な 明だ︒来春にならなければ うしたわけか︒これでは田

移転世帯すでに五戸

﹇もなお続出の状況にある︒

一

行ー曲印
ロ之

松騨

発論央

に︵裂︶

町は救援資材︑県は調査と応急工事を
昨春兎口部落北西の水田の一角に亀裂を生じて以来︑地辻り
の胎動は俄に 活 濃 と な り ︑ 大 宇 湯 山 地 内 の 県 道 陥 没 ︑ 間 も な く

はこのことを宿命としなければならないのだろうか︒

月初旬から総会調査

﹇兎に角︑冬だけは何とか過

一

山︐

部落︒連鎖して新山︑光間︑松口とその猛威は止むこと
なく日と共に被害範囲を拡大している︒
去る二十一日建設省地tり研究室．長谷口博士が来町し︑遂に
日 本 一 の 地 辻 りとい うことに なつてし まつた︒
地上現象としてはここ数ヵ月とはいい乍ら︑地下胎動として
は︑既に長期 問 に 亘 つ て 脈 動 し て い た こ と を 今 日 に 至 る ま で 予
察できなかつた こ と を 二 十 世 紀 の 後 期 に お い て も な お か つ 私 達

議．長を中心に九名で対策委

﹃聖一︵︾●N〜︵噌︶7rI

十六万円を追加して地 虹りに対策している︒

員会を設けるほか︑十二月
このうち十一日現在で立 二十五目には一般会計に四

地辻り総 湯山︑水梨︑黒倉︑曾根︑
面積は五百 の十部落である︒
五十ヘクタ

ールで今後 退き勧告をうけた住宅は松︑
もなお拡大 之山二十二斥︑兎口八戸︑光

するおそれ 間四戸︑松口二戸︑曾根二が

一計糠蝶蚕

がありこの
関係部落は

十九万円︑農地計画課百五 ︻柱はかたむき︑ある戸は上 いものだろうか︶相当に手
一がすき︑ある戸は下がすき 間がかかると思うが︑水田
﹃共にビシヤツとしまらなく を荒地にしたり︑畑地にす
葛畑︵くずばた︶川の応急工事を
一ものである︒
つたo 夜中にピシツ︑ ピ るとこんどは田んぼにもど
﹇ 一方県としては十二月十 百四十六万円の調査費と九
一シツ喜がする・心配雷 ．すのに大変困難だから半作
一
調
査
要
項
は
①
地
辻
り
面
の
ーーi
四日吉沼畠矢事の来町によ 十五万円の応急対策費を計 一調査②地下同部の移動状態
ヲに套れない．馬屋の土 でもかまわないから水稲の
上して救援対策にのりだし
為地下水の状磐ど集− 一台の下に地割れが出来た︒ 作付をしようと考えている
ている︒
一リングによつて明年本工事 一棒をさすとグサツトかるく 三十九年用のスジの予約申
に必要なところから順に急 一突きささる︒唯︑恐怖の中 込には大変困つたが︑なん
一ろいろ御心配のことと存じ
一ることとなりました︒
とか出来秋の注文に切りか
えることがでぎないだろう
立ち退き勧告をうけた三が隣︑親戚の方々の手によ か︒稲作は手間がかからな

㎜しかし現在の対策では被 ますQ何しろ降雪期のこと

藤齢購鑓慧罫

松之山︑兎 対策本部をつくつてとりあ
えず被害状況の掌握︑急救
口︑光問︑

一ぎたいと思つてい噛す︒

くずれる田（松之山地域）

・十六戸のうち十一日現在で一 つて行われているが︑この ・い作物だが陸稲の種子を心
一苦しみに直接お応え出来る 一力を仰いで応急対策をして 移転叉は転出した世帯はつ 賄も次第に派手になる傾向 醇出護いか・部落の果
係では用水費積立を始めた
ぎの五戸となり︑降雪中で があり︑一回二万円位かか
るのではないかといわれて ﹇O・一ヘクタ！ル︵一反歩︶

］『う

『

ぎより方法がない︒

一︻二面八段に3ぐ︼
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一災者の皆様の家量修理︑移 でもありますので災害発生
︸決意を新たにその対策を急 転︑耕地復旧などの深いお の都度︑近所の方々の御協

ご挨拶

新山︑下川 一資材の確保などにつとめて
手︑上川手 一いるが︑町議会でも同時に

一ー︐新年の

樋山滝田若村
口岸沢辺月山
藤恒能実又政
夫治澄三義光

焉いと思つてい享ので

こわれる家（松之山村山政吉氏宅）

題字は佐藤町長

灘隣袈搬塾︑髄

年あらたまるといいなが
いています︒家をこわし︑

ら︑地すべりは休みなく続

冥砥

菱
くなくするよう皆様と共に漏を講えと共垢寺

「

一

松之山

一後全力をあげて調査と災害
ぞ毫喫雫さつて据 一松口柳金作︵金木康︶ おり︑なんとかしなくては 一〇〇円です︒それから土
学校をこわし︑道をこわし
地の固定資産の再評価をも
一拡大防庄策を構じますが︑ ㎜御励み下源嘉﹂いますようお願 一志賀隆弘︵はしば︶村山広 という声がでている︒
謹しんで新春をお祝い申 一用水池︑畑︑林をこわして
一近︵向う︶村山政義︵彦八︶ 光問︑兎口部落では家起
㎜その止まるところを知らな ㎜被災地域は勿論のこと︑そ いいたします︒
し上げます︒
羽度やつて恵いたい．
でない地域の方々も状況 最後に町民各位の絶大な ⁝小野塚ハル︵ときわ屋横浜 しの際はお互いが手弁当で ︸ 家畜を飼うにも
また地すべりのため恐怖 ﹇いようです︒
行くこと︑賄いは一切行わ
置場所がない
の新年を迎えられた御家庭 一 さいわい町内外の多くの ﹇を何とズ︑御理解下さつて︑ 一御理解と御協力によつて︑ 希へ転出︶
ないことを中し合せている ︵三〇才のお嫁さんの話︶
の皆様に対し心から御同情 訪調御ぞぎ︑とりあ 郷土の保全︑町民各位の生 −この大災害に打ち勝ちます
一壽こしの費用を自粛
松之山農協移転
水田はO・六ヘクタール 作付計画は立たない︒農繁 や家や商売がやられても見
を申し上げると共に︑この 一えず県費による総合調査を 活安定の為︑一段の御協力 ことを衷心からおねがい申
ような暗い事態を一日竜早 π月初旬から︑河川の応急 を心からお．願いいたします し上げて新年の挨拶といた 松之山部落の被災家庭で 松之山農協は一月七日稚 あるが︑○・ニヘクタール ﹁期の外は賃労したい︒他のて見ぬふりをするというも
はやられたと思う︒用水池 一作物への転かんは考えていのだ︒
また出かせぎの方々もい ﹂ます︒ 町長 佐藤重孝 は毎日どこかの家で家起し 蚕飼育所へ移転した︒
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松
昭和38年1月10日
①

ー校舎基礎コンクリートにキ裂−

松之山中で分散授業
o し︑
松之叫中小学よ・を 拡大していない
カ所のキズを発見した︒
校の被害は引き し降雪のため地割れは伸び ︵十二月二十六日︶新らし
くニケ所にキズを発見Q地
続き拡大してい ているものと思われる︒
︵十二月二十四日︶校舎基 割れの一本は︑ついに二年
る︒小学校は
︵十二月四日︶ 礎コンクリートに十五ケ所 生の教室の床下にまで伸び
屋内運動場北端 のキズを発見︒本校舎屋内 巾も大ぎくなつて一〇ミリ
の体育用具室の の廊下の増築部分との接続 一位のところもある︒
校庭の東端の地割れは巾

果︑応急措置として高校分 冬季約六十名であるが︑地

となつている︒

れを解決して皆さんの良ぎ

程あり而も私達は何とかそ

決意を新にして居ります︒

㎜相談相手にならなければと
⁝ただこの場合でも皆さん一

︸人一人の困難に立ち向おう
﹇と云う決意と努力なくして
一は何事も出来得ません︒他

新教育委員に

されました︒

学校対策

十糎の割れ目があぎ︑さら

増員方を申請してあるし︑

霧厳耀総然嫡

ー野本教育長談−
松之山中学校と松之山小学

なるべく早期に施し︑生徒
に対しては避難訓練等を実

施して頂いて被害を最少限

た︒

先祖から残されたものは

料が得られました︒

一面より続くH

水田をただでなおして

〇才の主婦の話︶

くれるというのは本当か

借金は利息が高い

かQ

しい展開は考えられず︑生
活苦はすべて木を売つて当

水源がやられて

分生活をつなぐ︒

大変困つている

家屋移転に補償費を

らないo

．俗︑習慣について貴重な資 聞いたがほんとうでしよう どのようにしていいかわか

度にしたいと萬全を期して ．このほかに︑天水越の方々
いる︒﹂

町内の文化
財調べ

一す︒

中学生から才
末たすけあい

したQ

現金

現物

所へ移転しました︒

被害明細書の内訳霞は役場の税務係に

備えてあります︒

︻記︼

震災︑風水害︑この度の地辻りなどの天災また
は︑火災などの人為的災害によつて被害を受け
られた人については︑所得税などの救済を受け
らわるようになつていますので不記により被害
明細書の内訳書等を提出して．頂き税の減免等を
受けられるよう御準備下さい︒

地辻りによる国税の減免

方法はないものだろうか︒

住宅の移転費を補償する

外物差し︑えのぐ か︒現在では二頭飼つてい 行けるというのか︒

エンピツ十五本の た人が多いのではなかろう うけましたが︑一体どこへ

一四三〇円

技術もそなわつているので いので︑仮に家を移転する
松之山中学校生徒会新聞
にしても金がない︑耕地復
部より町外の特殊学校で教 一務をあげて稲作りをした 旧する工事でも一割も二割
育を受けているお友だちに
水陸兼用の水稲品種のス も地元負担があるという話
と次のお金と品物が十二月 ジがないものだろうか︒
ですが︑これでは家の移転
二＋七日厚生係宛．持込れま
他の作物への転かんは手 も︑地辻り工箏も出来つこ
間不足で考えていない︒和 ありません︒
牛を二頭飼つた人で損をし 暮に家屋の立退き勧告を

山の田も約八反歩は駄日
一能の巖○．四ヘクタール
﹁苗代がやられ︑作付の川来 になつた︒
正月の二日に家起こしで
る田も苗に困ると思う︒水
稲作付塵備が出来ても用水 す︒来年はとにかく冬うち
．杢足が一番心配だ︒用呉︑ だけでもなんとかすごした

校の被害が大きくなつたが
大切なので︑やたらに人に
︸生活苦はすべて募で ︵兎ロ︑五四才農の話︶
これの対策として野本教育 町内にまだ知られていな
見せたくないものですが︑
夜中にビシン︑ビシンと
長は次のように語つた︒
い文化財を大切に保存する 調査委員は責任をもってあ 一総鐘人と︑︑︑︒才の 家のきしむ音がする︒傍の
﹁十二月二十五日には教育 ために︑まずどんなものが
たりますので皆さんの積極 漂●九ヘクタル︵九反 妻に声をかけると妻も眠つ
庁上越出張所から江口管理 一町内にあるかを調べようと
的な御協力をおねがいしま 歩︶ある水田のうち作付不 てはいない︒
主事と総務諜の 係長がお出 一この春に松之山町文化財調
査委員会をつくりました・
一になり松之山中学校︑松之
一山小学校を視察︑被害対策 この会は町内の珍らしい宝
について話し合いました︒ 物を探し出そうというもの

松之山中学校の校舎の被害 一ではなく︑松之山町の先祖
は二十六日現在︑防火壁を 達がどのよ5な生活をして
はさんで両側の校舎がお互 来たかを研究して昔のあり
いに引つぱられる形となつ さまを知つて未来に生かそ

セフミルクを配給

て防火壁と校舎の間には約 うというのでつくられまし

ユニ

妊産婦と入学前の児童に
妊産婦及び就学児童の栄 に応じ町長が認定すること

とになりました︒

になります︒後で該当者宛
る人が少なくなつたと思う
等を︒
部落を通じて連絡があると
拝圃・ウ学校︑高旧盲学 借金は利息が高いので新ら
思いますので受配されます
校のお友だちに配分するこ

ようお願いします︒なお配

一望者が多数の場合は必要度 機関です︒︶

なおこのミルクは割当数量 差別なく︑その必要があれ べり侭対置して︑三十七年
が決まつておりますので希 ・．ば︑いろいろの奉仕をする 末で閉所になり松代の登記

一上られると思いますし︑そ 一られる人は︑分娩前六ケ月 給は無償です︒
︵ユニセ7とは︑国際連合
こにこそ人間の尊さがある 分娩後六ケ月の妊産婦と︑
登記所が移転
来年度小学校へ入学する児 機構の中の国際連合児童基
のです︒
皆さんが土地や家屋の異
㎜扱て今年は曳年です︒兎 童となつており︑配給量は 金のことで︑世界各国の児
婚産婦一日四〇瓦︑児童一 童の運祉のため人種︑信仰 動の手続きに行かれた登記
日二〇瓦となつております 国籍または政治上の信念に 所︵佐藤一男所長︶は地す

もない走り方をして呉れま 歩と云う日本一の地すべり． だとしても只今現在私達が ﹃ずべり地域外の他の町内の ㎜讐よんぴよん跳ね享が
した︒即ち松之山中央地区 面積も二千何百人と云う災 直面している問題には間に 方々に地すべりの諸問．題が ⁝私達はト調子にはね上らず
の大地すべりです︒これか 害人口も国全体から見た場 合わないと云うことです︒ しわ寄せされないような配 ﹇ヶえられた困難に直面して
らもまだまだ動くことでし 合は極く僅かの災害である それよりも現在ある法律を 慮等︑町議会としてもやら ㎜じっくり肚を据えて行動を
ようが︑歪んだ家に住んで 半面︑日本中に毎年繰りデ ・フルに活用し︑私達の利益 なければならない仕事は川 起そうではあ ませんか︒

（四

水田はO・五ヘクタール ︵一二才の娘さんの話︶
山定男
︵五反︶で全部やられた︒
水田はO・四ヘクタール
︵アイウ順︑敬称略︶の九
どうしていいかわからない
︵四反歩︶あるうち︑O・
氏からなつています︒
一〇アール︵一反︶の小作 三ヘクタールやられた︒被
今までの調査で約二十四
地はかえした︒界になつた 害を受けなかつた水田は沢
点の文化財が明らかにされ
ら通年出かせぎをしようか 田の冷水のかかる田だ︒毎
．ました︒
と考えている︒苗代田も駄 年もち米しか作らない田だ
文書 十二点
一日になつたがら畑商代を作 彼警も現状のままならなん
仏 像
六点
り︑何とか食い分だけはと とか水稲の作付は出来ると
基 石
二点
りたい︒主人は体が弱くて 思うが︑水源がやられたの
槍
二点
畔とりは出来ないので人に で大変困つている︒来年の
土 器
一点
頼んでいる︒タバコ栽培も 作付はその時になつてみな
庭 園
一点
考えてはみたが・−⁝︒
ければ︑どのようにしてい
ブルドーザーで水田を無 いかわからない︒タバコや
の御協力によつて︑昔の風 償で町がなおしてくれると
野菜作りをすすめられたが

町長を会長として
校に一学級︑小学校に三学 七りにより十日夕刻飲料水
に廊下や教室の床も所々︑
小野塚長治氏
級︑屋内体操場に二学級︑ が切れ︑田丸屋さんから貰
波打ち基礎コンクリートに 小野塚正︑佐藤正徳︑関谷
教員住宅に一学級それぞれ
三十日限りを以て町 もヒビが数ヵ所入つている 哲郎︑滝沢正泰︑中山雅一
一い水をしてすごしている︒
分散し︑十一口から授業を この対策については早急 の教育委員︑相沢貞司氏が 状態なので︑このまま更に 野本音治郎︑樋口藤夫可村
再開することとなつた︒同 に町教委で検討することに
一任期満了となつて︑その職 拡大してくれば小学校舎の
校の生徒数は三百七十八名
なつているが︑その水源を をお辞めになりました︒
一部をお借りして拶業をす
七学級である︒
どこに求めるか悩みのたね 氏は昭和三十三年十月に るなり︑一時臨時休業をす
就任されてからこの日まで るなりしなければならぬと
松之山分校の寄宿生は今

高校寄宿舎で断水

の四年間御老体にムチ打つ
し下さいました︒

て︑よく教育行政にお尽く

東川小学校長︑小野塚長治

えされる地震︑風水害︑火一 になる為︑出来得る限りの
事或は交通事故等に依る被 法の拡大解釈を関係機関に
害の総額は実に偉大なもの 訴えることに依て充分とは
であろうと云うことと法治 云えないにしても着実に問

後任には今春三月長い教 非常駈つけの方を用意して
員生活から勇退された︑前 います︒校舎屋根の除雪も

土台石の継ぎ目
ケ
所
に
一
五
ミ
リ
か
む
二
〇
ミ
の最大は五〇ミリ近くなり
のコンクリートに二〜三
リのすき間が出来た︒
流水が流れ込んでいるので
リのキズを発見︒反対側に
︵十二月二十五日︶基礎コ

も同程度のものがあつた︒

氏が十月一口付を以て就任

じた︒

二十センチの間隙を生

十一日から遂に分散授業

校舎と防火壁が離れて

藷麓塗連絡し処置の

ンクリートに新らしく三ケ

︵十二月七日︶本校舎前面

の西端理科室の基礎コンク
リートに割れ目が出来た・
︵十二月八日︶松代砂防事

務所員が来校して︑右記の
三ヵ所は地すべりによるも ー松之山中学校災害概況賜
松之山地辻りが当中学校

を行つてきたが︑一月八日
町教育委員会では検討の結

所の観測所を設け毎日調査

業時間中は同校舎内に十ケ

異常の追川について正月休

がくるつてきた︒

戸廻り至る所︑たてつけ

り屋組みの異状により壁
腰板に亀裂が見えはじめ

︵十二月十九日︶松之山中 本校舎にも影響し初めたの 四︑校舎の床張が太鼓にな

のと認めた︒

九ケ所

学校の敷地に地割れが出来 は去る十一月二十六日でし
それが延びて校地にかかつ たその後被害が漸進し︑十
一二月二十八日現在の状況は
ていた︒
︵十二月二十一日︶松之山 次の通りです︒
一︑校地の亀裂

中学校の方向から三本の地
割れが出来︑校庭を斜断し 二︑校舎基礎の亀裂 五十
三ケ所
て ︑ 中 央 の 地 割 れ は校舎の
十米手前まで来ており︑な 三︑防火壁以東の校舎は沈
下し て防火壁 との問に
お近づぎつつある︒その他

当り

政 光

⁝⁝≡⁝﹄≡⁝一⁝⁝＝一三・⁝⁝三一一一⁝茎⁝⁝︾自⁝一⁝⁝⁝山⁝⁝⁝⁝⁝一・茎⁝⁝︐圭⁝一⁝⁝⁝；⁝一⁝三⁝⁝▼︑⁝垂．︷二⁝蓼⁝⁝閣甲≡⁝⁝＝︶凸⁝⁝︑

新年
村 山

居られる方︑今春からの作 国家は私達の代表である立 題を一つ一つ片附けて行く
付の不能状態について途方 法府が決めた法律に依て政 べきではないでしようか︒
に暮れて居られる方達の御 治が行われるのであつて︑ 耕地︑溜池︑水路の災害復
不安︑御心配は全くお察し 現在の法律が間に合わなけ 一旧の問題︑公営住宅︑或は

（松之山中学で）

防火壁と離れ去廊下

するに余りあります︒あれ れば新に立法措置を構じな 農民アパtト︑共同作業場 ㎜力本願は一切禁物です︒各 養向上のために町では︑ こ
も国家補償︑これも政府補 ければならないと云うこと ﹇等の問題︑完全とは云えな 一々がじつくり考え︑渾身の の度ユ ニセフミルクを配給
償せよと叫びたくなるのは です︒そして前者の一見相 皿い迄叢大限の地すべり防 ︸力を振りしぽつて而も団結 することになりました︒
町民の皆さん︑明けまし 御尤だと思いますし︑そう 反する事実があらゆる被害 止工事の問題︑最少限の所 ㎝することに依てのみ︑立ち このミルクの配給をうけ
ておめでとうございます・ 云う運動に養意を表される を国家で面倒を見るべきだ 一得を如何にして得るかと云
昨年は虎年︑今年は兎年で のも結構でしよう︒然し同 と云う風に立法化すること ・う問題︑そして止むを得な
す︒虎は千里を走ると云い 時に次のことも忘れないで を極めて困難にして居り︑ 下髪・は他の地域への集団
ますが︑昨年は全くとんで 下さい︒と云うのは五百町 若し万一その立法化が出来 一移住等の問題等或は又︑地

議

tこ

長
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風松

みかん畑の真ん中に坑ロ
自すいしながら土方です︒出稼し
なくても生活出来る松之山に⁝⁝
滋賀県︵前田建設︶
稼しています︒皆んな知り 休暇がほしいと思います︒
小野塚徳一︵28︶ 合つた者ばかりで夜は郷里
東京都︵大映東京撮影所︶
松之山からは十八人です の話に花がさきます︒
眸 上 誠 一︵27︶

賀

由

定︵36︶
健

一︵32︶

事をやりながら土方です︒一

私は巻赴し

︐ ．■︑ー町︑ρ

噛隔財﹄魅︑

五分もかかります︒

︑﹄﹃隔亀 一 ︵嚥晦﹄

片に居り川献阿工場の用水取

ハ

ロ

せんが︑

すd給で六五〇円位か︑

出稼ぎの皆さんへ

一が工懸鰻糠鱈

山走交吉︵50︶ ます︒全従業員数は百七〇
私達松之山出身著は︑十 人ぐらいと思います︒設備
＝月二十日より佐倉市の臼 はこの一﹈．場は束京でも大ぎ

に出られた人ばかり寒い思

・どくあらされたそうです・

元気に学校へ通つています

では出稼ぎに出られた方

ー鈴木医師担当1

います︒

一般手術及び入院も出来ま
すからせいぜい御利用ねが

二月末日で完了︑婦人科︑

おかけしていましたが︑十

かねて改善中で御迷わくを

︑お知らせ

私は一日中机に向つて事 勤労という辛嚢．痛切に 松之山から季節五人︑通年 いをして働らいて下さつて 々お体に気をつけて︒
冬出︐稼をしないでも生活
一ユーモアのある毎日ー
できる松之山にできないも
．六人が出稼しています︒
奮です．
感じました︒
ほんとうにありがとうござ
さようなら
稟京︵東伸繊維工場︶
のか︒
います︒それに帰つてこら
一C 畑沢登栄子
束
京
︵
岩
井
工
︶
吏
京
都
へ
品
川
燃
料
K
K
︶
ゴ．蔚．県︵東洋紡績工．場︶
布施スミノ︵唱︶
愛知県︵関興業︶
福 原 俊彦︵η︶ れても︑冬働らいた分だけ
志貿武雄︵40︶
涌井ハナ︵？0︶
生活にこまつてい
季節の人が七十人も働い
都内でも南の方に寄つて 工場の中に一足踏みいる 休んでもらわずに︑すぐあ
村山敏定︵19︶
ており︑その中に松代の人 皿四日市に近いので時々ブ
るお友達に寄附金
いるせいか仕事場は潮風が と木材を挽き割る機械の騒 ぜとりや︑すじまきなど︑
松之山から出ているもの
が三分の二も居りますので 〜ラついてぎます︒
大学湯本村山伸三女昭子
いろいろたくさんの仕事を
﹃吹き込み寒い日もあります
は︑十一人です︒仕事は土
署
葺
を
ふ
さ
ぎ
た
く
な
る
程
⁝．一．日葉に気を使う心配もな 私は巻返しの仕事をして 5︑
してもらわなければなりま さん︵松之山中二年生︶は
㎝です︒
工ですが設備はあまり良く
くユーモアのある毎日です ㎜いますが︑設備もよく︑食
せん︒でも一生懸命働らい 一九九五円のお金を拾つて
松之山からは三〇人きて
なくて︑皆んな︑ぶつぶつ
一︒交通も松之山と同じく不 ・事も充分です︒松之山から
てくださるお父さんやお母 とどけ出たが落した人があ
煉炭部と二つに別れ︑私は 働いています︒
言つています︒この地方と 便で買い物にもバスで二十 ㎜詰人です・
さん方のおかげで私達は学 らわれないので︑そのお金
煉炭部です︒工︑程として︑
しては寒い方で︑仕事の方
週休の日は大半の人が映
校へ通つているのですから は昭子さんのものになつた
整型機より出来上つた煉炭 画で過すようです︒食事は
もまあまあ普通と一一．目つた所 えない程で︑松之山弁が通
して今少し配慮してほしい
を乾燥機に入れる仕事から 一満足というところまで行き ほんとうに感謝しなければ 昭子さんは︑ ﹁生活に困つ
でしよう︒賃金は一H八百 ・川しています︒
等︑夜は郷土の話で花の咲
荷作り︑積重といつた仕事 ません・松之山の人は大食 ならないと思つています︒ ているお友達にあげて下さ
円で約束通りは支払つてく
私
と
し
て
は
良
き
職
場
だ
と
くこともあります︒
今松之山はたいへんな地 い﹂と町の社会福祉協会に
です︒中でも積粛の仕事が
い
の
せ
い
か
．
不
足
の
こ
と
が
多
れます︒
思つて斡旋者皆様に感謝し ︒﹁︑畠1︑玄
すべりがおこつています︒ 寄附したので︑年末にそれ
風
蕩
筍
︵
岡
村
染
工
場
︶
一番骨がおれます︒
一いです・
て居ります︒
三省小学校は大丈夫ですが らの子供達に送り︑大変喜
室 橋 信 義︵25︶
横浜市へ丸寿煉炭︶
一 しかし冬期間の働き場所
松之山中学校も小学校も土 ばれた︒
千葉県︵川崎製鉄︶
松之山からは︑五人来てい
石 塚
宏︵19︶ 一としては条件が良い方では
台にひびが人つたりしてい
中央診療所から
自動車の助手をしていま 一ないでしよか︒
ます︒それに兎口などはひ

めしは大食のせいか足りない時も

公休日は百貨店
見て歩き

松之山から十人︑共同炊

柳

東京︵友利建設︶

供達に見せたいようです︒

出入りする有様を田舎の子

が︑仕事場の総員は二百五
ごちそうはありませんが
映画のセツト製作で仕事
十人くらいです︒作業はト 食事も多くさんです︒賃金 は楽です︒
ンネル工事ですが設備の方 は一日九百円ですが確実に
きれいな女優さんが毎日

志

はわりあいよく︑仕事はら 支払つてくれます︒
くですが︑気づかれが しま
静岡県︵前田建設︶

す︒賃金は一日手取り一千

ますが︑一同元気です︒

松之山からは九人来てい

い道工事に励んでいます︒

円ですし会計はきちん と支
密樹畑の真ん中に坑口を
払いますので︑まあまあと 設けた︑東海道新幹線のず
思つています︒

田 中 栄 一︵20︶

静岡︵土建業鈴木組︶

観光バスがひつきりなし

小野塚安次︵36︶

東京都︵前田建設︶

入れ口の．工事に従事してお

公休日には若い人は白動

ります︒

は︑試験所に行ぎます︒

市r免語を取るため教習所文

生徒文集より

休みもやらず
ご苦労さま

︸−沼隊ぎに出られた方々お
冗烹ですか︒私たちは毎日

どぶろく

︸
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に通つています︒

松之山から二十三人が出
まだ本格的に着工出来な
川1
埼市︵食料品店︶
仕事に念を人れています︒
いので汐留の高速道路へ応
渡辺八重子
公休日には別に何をする
援に行つたり︑材料片付け
店内の設備もよく︑賃金 とは決つていませんが︑映
などの仕事を しています︒
画を見るくらいのものです
近日中に下水道工事もは も思つたよりは多い︒
松之山からは大体十人位
東京︵ライカ靴クリー△と
じまり作業もいよいよ忙し

て御連絡いたします︒

いと思います︑紙上をかり

御相談に応ずるようにした

紙等により役場係宛御連絡

々が思案に園つた場合は手

ですから今年大雪だつたら
い方ですからいいと思いま
秀 吉
来年の春またひどくなるか
職業係 津 端
す︒交通の便はとても良い
もしれません︒でも県や町
所で︑仕事は﹁︑手拭一⁝﹁︐ゆ
新年おめでとうございま 談されて社会保障をうけら︑
一かた﹂の型付けです︵板場 す︒お互いに所は違つても れるものについては万全の の係の方が対策を考えてお
ともよびます︶︒仕事が流 同じ昭和三十八年元旦の日 手続方法を構じ問題を後に られますので︑気になさら
れ作業で︑おわれるので一 の出を迎えたことは︑御同 残さない様に措置するよう ないでおもうぞんぶんお働
らきください︒
日がとてもみぢがく感じま 慶に堪えませんo
特に御留意願います︒尚個
す︒
別に揚載のとおり松之山
東京都︵コロタイプ印刷 を中心とする地元りは全国
所︶
にない珍らしい災害だと言
中 島 美 平︵四︶ われるので御同様前途に暗
会社は印刷業者の巾でも いものを感じますが︑お︑互

りましよう︒

上位置であると一一．．目うだけに いに力を協せて災害に敗け
どうぞ御体を御大切にお
機械設備は完備している方 ず︑時局におくれずに頑張 勤め下さい︒

だそうです︒

さて皆様が出稼中︑事業
仕壁の行程は︑事務←復
写原板←製板←焼付←印刷 場において病気︑災害やい
となつており︑私は焼付部 ろいろの事故が起つた場合

炭鉱はケガさえなければ良い所

に居り︑別に辛くもありま は︑事業主や友人とよく相

残すことが楽しみか
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三 』｝すが、通知を受けなかつた方で申告しな 三
多 ければならないかどうか、わからない方は 三
ノ
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三 次にお1削い合せ下さい。
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身体に悪い密造酒
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こちらの方はもう雪が三〇．
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志貿征一︵梓︶⁝ 時にはストープを囲んで
工場の従業員は全部郷土 ﹄各人が存分の意見をのべ︑

矯瀞

晴

れ

﹃を見る程度︑お金ウ．残すこ

多

でしようか︒

男女一晩お
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茨︑城県︵関本炭鉱︶

ます︑言葉の点も束京と思 員されたこと︑出稼者に対 でいませんが︑たまに映画

雪

くなつてきます︒

松之山からは二十人︑交丁 公休日はおきまりのよう

しカなしので

きに交替です︒

酒た︑遥に識呂杢つ

愛知県︵春日非製薬KK︶
村 山 淳 一

三重県︵宮崎清酒部︶

螺躍
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滝沢淺七︵33︶ とだけが楽しみというとこ センチ位つもりました︒天
一日に三名でトロツコに ろか︒
一気のよいnの朝学校へゆく
十五︑六台︵七尺の七尺わ 岐阜県︵興和炭鉱︶
﹇渡︑鼻の禦赤く馨ほ ヘ ドブロクは人Hにつかないところでかくれて造 臨
く一ばいが一台︶を堀り出
ど異︑くなります︒そちらの
るので︑不留な場所が勿く︑身体に害となる︑
・
畑
沢
武
治
︵
3
3
︶
副
します︒
重労働で誰にも出来ると 方は雪が降らないかもしれ
﹁ばいきん﹂がたくさん含んでおり︑叉完全な
一一
炭鉱はケガさえなければ いう仕事でないが︑詰負制 ませんが︑・寒いのに大変ご
お酒とならないのでお腹の中で醗酵して知らず
良い所だと思つています︒ なので張り合いがあります くろう様です︒私たち︑家 副 知らずのうちに胃腸を害します︒ドブ・クは造
つても貰つても重い罰金になります︒
松之山から六人きていま にいる者はお金もとれず︑ ︸
なにもしないのに︑出稼ぎず■
す︒
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…原則として以Lのノ∫菱ですが、該当者には 三
…高田財務事務所から巾告されるよう通知し 多

ニ

来てからまだ一度も休ん

ノ

通の便もよく︑食事も充分 に︑百貨店を見て歩き⁝：
です︒

高沢利保︵30︶

東京都︵矢島建設︶

下水道工事で松之山から
十二人来ています︒

自分の好きなとき休めま 私の仕事は菓子の製造で
すが︑しかし週一回位有給 一すが色々です︒毎日楽しく

いま精米の仕事
一

十二月から賃金の増額を

す︒
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電話（松之山）1幡
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三
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多
ヨ
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ぬ
1個人の事業税の申告は・3月20日までに局田
ヨ財務事務所へ。申告しなければならない方
三 1．商業、製造業、誌負業などの営業をし
多
ている方。
ノ
多 2．畜産業などの経営をしている方。
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賃金は要求中で
埼玉県︵山星酒造︶

二変替利で精米をやつて

高橋安信︵魂︶ ・ 佐藤信幸︵25︶
松之山から二人きていま

いにまわります︒

一つの難ですo
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す︒いま精米の仕事ですが いる︒時闘は．長いが︑機械
これが終ると酒造部の手伝 相手の仕事は楽です︒
公休日はありませんが︑ 要求しているが︑希黒どお
働ぎに来たのですから︑別 りになるかどうか楽しみに

ないのが︑

になんとも⁝⁝ただ帰る時 しています︒
まで賃金がいくらかわから 松之山から七人きていま
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子供 はチ ヤ ン チ ヤ ン コ 運 動
出稼ぎ先から便リがほしい

これらの人々のほんとうの ．私はおもいました︒

ノノ

ノノ ノ

ノノ

日の光をうけ︑いつしよう
けんめいにお働らぎくださ
い︒
二B 樋ロ恵子

できればお兄さんお姉さん

ノ

ノ

ノ

︐︐ノノ︐

もう初宙︐も降りました︒

田心いますQ

の問題ではないだろうかと

なつたりして大変です︒こ
れは今松之山に起つた第一

道路は高くなつたり︑低く

に地すべりが起つています

が降りました︒叉今さかん

ちらの方は︑もうすでに雪

子をお知らせ致します︒こ

出・稼ぎの皆さんお元気で えませんG次にこちらの様

皿と一 しよに冬をおくりたい
一

ノ〃︐ノ

は︑寒いところで大変でし
お身体をたいせつにして働 ようね︒実︑さに負けずにが

大変だろうと思いますが︑

．ます︑仕事がいそがしくて しているんですが︑皆様方

に働らいていることと思い あり暖かいところで勉強を

︑ い冬をおくつてみたいと思 けず︑いつしようけんめい うことがなく︑ストーブが

ちかまえていたかのように けません︒私達は中学生で一 くらすような人々の意志と か︑尊いものであるかを望 ませんね︒私達も︑できれ が降らないけれども寒い風 たちは寒くて冷めたく︑手
いうものはほんとうに心強 く考えるとともに︑改めて ばお父さん︑お兄さん︑お が吹くのでつらいことだろ がしやがみ︑えんぴつを持
いものと私はおもいます︒ 感謝しなければならないと 姉さんといつしよに︑楽し うと思います︒異︑さにも負 つことができないなんてい

す︒一人前の仕事が出来︑

もでき享・留守の問墾

ちこち毒早つて坐 道駿も曇響も蒙事一
露あ綜
楼齢嫉勉

鑛凝鰹簸匙
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このごろの松之山

ノ

へ

ます︒私達はお父さん︑お ㎜うれしく思つています︒

様方のたのしみにしている

のは何ですか︑もうすぐお
正月ですね︑私たちは毎日

指を折りな︑がら︑お正月を

こちらでは雪が降つても

待つています︒

この問三〇センチばかりつ

バスを通・︑1と一生懸命です

もつたとぎ︑ぽくはもう完
全に自動車は止つたと思つ

W

W

ヤ

て︑友達と鼻の頭を真赤に

いつも明るく

㏄ぎ

．苦しいとぎは突抜けて㎜
〜騒ぐときはおおいに騒v

⁝仕事のときは

⁝仕事に熱中し

ボつ萌るく

皿炉灘塾

最後に︑寒︑いですからか

つも．汁にまみれて力のある 一ぜをひかないようにして︑

兄さん︑お姉さん達が︑い

限り働らいていることだろπ芝詮げみ下謙．
一A 村山はるよ

うレ忌います︒そちらは．雪

ーをしている子供たちの姿

雪が降つても バスがとおつ
ています

皆様お元気で御働らぎの

二B 高沢栄太郎

り持つて来て下さい︒

き︑お金をもうけ︑どつさ

ています︒毎日元気で働ら﹁

の御帰えりになる日を待つ

早く暖かくなり︑皆様方

みです︒

るので︑学校に行くときに
バスに行ぎ合うのがたのし

自動車を通すということで
す︒だいたいの時刻がわか

ろまでかわかりませんが︑

ら︑雪が降つても︑いっご

てもがんばるなあと思つた

よう︒ある時は家のことを ㎜花がほころびて︑いよ︑いよ 械
W
考えながら︑叉ある時は仕 さくらの花が咲きはじめる
しながら歩いていると︑少
事のことを考えて︑働らい ．ころ︑みなさんの元気な姿
し変な音がしたと思つたら
ているのではないかと思い を拝見できることを︑大変
ブルドーザーが雪をどけて
いました︒今年は雪が降つ

つぱいにはりきつて︑力の の三月から五月にかけて︑
一けれども一月までブルドー
有る限りいつしようけんめ まだ少し雪が残つているこ
いに働らいていることでし ろ︑そして紅や白色の梅の
ぺ

蕎
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相沢令五

い
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ハ

校への道も︑あつという問 一知事さんも御視察においで
い
い
に四︑五日前から降り出し 一になりました︒これから冬
茎ぐらの生活高じで皿
た雪に真白になつてしまい にむかうため大変心配され ㎜す
︸

二

ております︒
・ました︒
桜の咲くまで
雪深い郷土をはなれてお ︑
ブルトーザーが通つて︑
Wもう一ふんばり
ヤ
バスや色々の車などが︑よ 働らきのみな様︑クリスマ
がんばりましよう
スや年の暮れもせまり︑私 π ペ 松之山中2A
たちにはうれしい月ですが

うやくチエンをはめて通つ

チヤンチヤンコ運動で（松之山中本校の生徒）

皆さんは︑ある時は力い らいて下さいG私達は来年 んばつて下さい︒私たちも
一生懸命勉強をします︒皆

います︒私達は毎臼毎日︑
ちはお母さんを助け︑みん一 心からの希望はなんである 働いてくださる皆さま︑
なで協力しあつて冬季を暮 か︑自分なりに考えてみた． いつまでも暗い日ばかりが 皆さんのことを考えて生活
方でも良いのですが︑松之一 していぎますから御安心下 それは白分たちの生活をよ つづくものではないとおも しています︒
話しは変ります︒
山︑兎口など村の中まで荒 さい︒私たちが寒いと言つ りよくすると共に︑松之山 ・います︒いつ しかきつと︑

夢にみる楽しい生活と社会
がくるにちがいない

働き︑秋のとり入れ︑稲か

いρ噛でもいつま憎飛pゆ
︑箇
めと希望を持ちつづけ︑明

されています︒束頸城全体 てこたつに入つている時で 発展の第一渉ともいえるの 冨ぎつとゆめにみる楽しい生
﹇不安と希望が入りまじつて が地すべりにおおわれてい も︑お父さん方は寒さと戦 ではないかとおもいました 活が︑社会がやつてくるに
いながら私たちのために働 このめぐまれない私たち ちがいないとおもいます︒
﹇います︒これらの ！丁供に︑ るようです︒松之山中学校

聾鄭鱗靱

出稼ぎのみなさんも︑家 一を︑先ず第一にお祈りして⁝

様子に不安︐が見えません︒ 皿者も︑あなたがたの御達苦

︑ますQ

ノダ

でも土台にひびが入つたり いていてくださると思うと 一の生活を少しでもよいもの
一土にひびか入つたり︑地す ㎜感謝の気持でいつばいにな にと働いてくださる人々を
で当局でも早速︑陳情や調 ⁝人々の暮らしなど︑つぶさ ㎜べりらしい傾向が見うけら 一ります︒私たちはみなさん 理解するとともに︑私たち
出稼ぎのみなさん〃
■
一れます・
万簾な姿を待つてい享 皿は働らくということがどん
こう書きながら︑このお便 査依頼を行つて居ります︒ 一に見た儘を教えていただけ
規模が大きいと人間は︑ 一たらどんなに有意義か︑考 自然は美しく最も恐ろし 一 みなさんくれぐれもお身 覆享かしいものである
りが︑松之山のどこの︑ど
﹁
p ：！﹄−
思いました︒だけど私 皿体に気をつけて下さい︒
なたに渡るのだろうと思5 驚いてみようもないのか︑
一えげ︹︑います︑
⁝
三B 相沢誠栄子
学校で見る限りは︑生徒の 家族の方も私たち郷圭の ﹇達は崇︐にも地すべりにも負
と︑胸がワクワクしますQ
最近本校生徒の間では︑

こんな動きがあります︒

﹁チヤンチヤンコ運動﹂で 族と離れて働らいて居りま

の．シヤンバーやナイロンの

いて居ります︒赤︑青︑黄

す︒上着の袖にチヤンチヤ す︒あなたがたの土地で働 次に︑お便りをお待ちし
なつかしき郷里をはなれ えば出かせぎに出かける︑ いらつしやいますか︒私達
ンコ運動と書いてあるので らいて夕に家族のもとへ戻 一ています︑できたら︑実社
す︒ ﹁寒さに向つて重ね着 る町の労働者と︑労働の意 会に問もなく飛び出す生徒 ﹇働いてくださるみなさま毎 あくる日もあくる日も仕事 ㎜松︑乙山中学生も元気です︒
においまわされ働らいてく 一皆さんはいつも汁をながし
して来るものに困るから︑ 味が違うのだと︑生徒に教 一の沢出いる中学ですので︑ 皿口．西気でおすごしでしよう・
ださる皆様方に私は心から マ働らいていることと思い
家人が作つてくれたチヤン えて居ゆます︒
一何回かの文通が︑春の訪れ か︒い妾︑がしさの中にもぎ
﹃ます︒私達はいつも皆さん
私の教えている中学三年 マでに行われ奄素晴らし 一つと心の奥深くには︑家族 感謝いたします︒出かせぎ
チヤンコを恥ずかしがらず
に行く人々︑家族と離れて 婿︺と憲うと・感謝にた
の六割が︑今大半就職選考 いと思います︒
一のことや村のことがうかび﹄
にみんなで着ようという︑
思い出されることとおもい
卒先した呼びかけのワケで を終わつて︑四月の出立つ
一
お
願
い
で
︑
き
ま
せ
ん
で
︑
し
ょ
︑
を待つています︒進学する
一ます︒
ね〃こということです︒
うヵ？
雪どけのうららかな葎︑︑
松之山中学校・教諭
そういえば︑年々︑生徒 人も遅れてやがて出村する 一
一
B
関谷哲良
の着るものは流行に追いつ ことでしよう︒若い彼らは
一スジをま妻去目て︑ 田桶一えを
され︑夏の暑さにもたえず ーカサカサと落葉を踏んで ﹇ります︒

いと

り︑稲あげ︑冬じたくと︑
やつと大仕事もおえ︑少し
の秋黄色に実の つた稲を喜 でもやすめる日が⁝とおも

学校の土台にもヒビ︑ 地す
べりは姿なき怪人

冬季出稼に出られた方々

J

ぎのこ取りに林の中をかけ 私たちの学校はまだだいじ
回つて遊んだのも︑ついこ 一ようぶですが︑家が危険な 皿 もぐらの生活 皿
の間のようでしたのに︑北 いため︑たちのき命令の出 嘉せ薯2なさ㌧
・風といつしよに又雪の季節 た家もあります︒測最の人
︸ごくろ墓毒す皿
へ
々が毎日のように見かけま
がやつて参りました︒
では
い
しも柱を踏んで通つた学 す︒十二月十四臼には︑副

ノ

ちは︑まだまだ冬の入口で お働らきのみな様には︑一 下⁝ーーー5ノーし
すが︑また北風といつしよ 年のうちでももつともいそ ㎜ザーで雪割りをして︑バス

モいます．で叢が通るう

稀

事でしよう︒冬の寒さも一 皿が見うけられるようになり
段と厳しくなり︑ 働らく皆 ました︒毎日毎日北風の中
さん化は大変な事だと思い一 でいつしようけんめい働ら
ます︑ 松之山も二︑三口前■ いてくださる皆様方を思い
の降雪で三〇センチほど積 ながら︑いつしようけんめ
り襲︐だ︒あちこちにスキ いに勉強をしています︒私

一48一

一
ノ

に沢山の 雪が積もるのもも がしい月でしようが︑お元 を通すそうです︒こちらの
気でお働らきくださること 方も．雪が降らなかつたら出
うすぐでしよう︒
ラジオやテレビで放送さ を︑私たちは雪深い郷土︑ 一稼ぎなどにも行かなくても
れておりますが︑松之山町 松之山にておいのりしてお よいのでは？と思います︒
しかしこういう気候にめぐ
の中心部では︑旭すべりが ります︒
一B 高沢和代
まれない以上しかたがあり

︸おこつて大変臥扁されてお

一

室内着︑それを着て来られ
る生徒は︑晴れやかです︒

だが︑家計の都合で着てこ

びながら刈つ
れない生徒も居ります︒ひ お元気ですか︒
中学校の運動場はいつも たゆきがヤそ

け目を感ぜずに︑チヤンチ

ヤンコを着よ5という運動 元気なかけ声と︑くつの音τて今ま喜
は︑私にも心暖いものを覚 で一ばいです︒松之山では 一心してこれま

初雪が十一月二十一日に降 でに土を肥や
えさせます︒
あなたがたは︑地辻り前 り今二五センチから三〇セ し︑一生懸命
ンチ積つて︑すつかりまわ 労働をつぎこ
に︑今の＋︑地へお出でし

うか︒或いは御存知ですか りを白くしてしまいました んできた土地
テレビでも最近四︑五日は みなさんの方は．雪は降らな が︑私たちの
いかもしれませんが︑私た 手を見すてて

連日のように大松山北側の

︐写直ハは

地辻りを報じて居ります︒ ちの所以上に冷たい風が吹 残酷にも赤土
何軒かの農家の土台が︑ くことでしよう︒ほおかぶ を出していま
何十糎も下りました︒
りして少し肩を縮めながら す︒とり入れ
兎口︑松之山︑湯山︑光 仕事に出かけてゆく姿が目 が済むのを待
間という部落にまたがる大 に浮かびます︒本当に御苦

規模なもので︑深さも三〇 労様です︒

一学校スキ唇
大会の日に
こ︻︑松里で

今松之山で一番大きな悶

も聞きます︒それやこれや 題は﹁地すべり﹂です︒

米程の深層辻りということ

｝

｝

④
（第18号）

の

松
昭和37年1月10日

