嚢ー慈蒙鍵ー灘︑

初めての蹄耕︵ていこう︶

に番号が押され繁殖牛四十

広い牧場に体重測定とッメ

場技術員の指導ではじめた︒

い新しい林間放牧肥育を役

研究中の屋外肥育法にちか

南−雁ガ峯

新しく津

して開設するものである︒

理局の計画に同協会が協力

その著﹁マリヤ観音︑やそ

については著名の研究家で

能率的にすすめる目的でつ

は︑再診時及び診療事務を

補助事業きまる

は再診及び投薬を受ける時

くられました︒この受診券

をする人のいない老人に町

松陰寺のマリヤ観音像と︑

仏概説﹂の中に写真入りで

︒低所得で六五才以上の世話

行程は︑津南スキ：場か

︵ホーム・ヘルパー︶を設けた︒

ではこのほど老人福祉法による家庭奉仕員

■・一

ら茶屋峠︵標高五百米︶を

・販．

泉までのハ

i松之山温

経て雁が峯︵七百六十米︶

︵同パンフレットの中から

別項に登載︶

同観音像および地蔵は︑

用︶︑

い︒

湯本︑

坪野︑

東川︑

︵診察室へ入る時は不

松之山︑

蔵として住民の信仰が深く

古くから子安観音︑子育地

れ︑魚沼三山︑苗場山をは

雁が峯頂上は眺望にすぐ

る︒

こなわれる

どの診

る時も忘れずお持ちくださ

受診す

療所で

ょうと別項のようなよびか

心となって保存会を結成し

このたび地元の有志が中

くる者もあった︒

魚沼︑頚城一帯から参拝に

また国鉄側では︑春山の

くりたい構想である︒

協会ではここに展望所をつ

ることなどができ︑町観光

じめ遠く善光寺平を望見す

これは︑最近フ・ンテイ

た︒

ことになっ

いなどがお

マリヤ地蔵を紹介している︒ 必ず受付係にお見せくださ

イクコース

次分がこのほど決まった︒

歩で約四時間のコースであ

べり防止二︑一三〇万︵湯

主な事業は次の通り︒

六月中旬に

県が本年度実施する松之

少労力で多頭飼育ができ︑

すべり防止二︑九五〇万︑

◎国営︑営林省関係 △地

︵天水越︶

道路三年間で六︑三〇〇万

︵湯本︶△な

奉仕員は上川手の村山サワ︵五〇才︶さんで六

狭まい畜舎飼育とちがい運
◎土木関係国費

山三八O万︑

頂上から松之山温泉へ︑徒

動をするので脂肪の少ない
△高田松之山六日町線一︑

一部なぎ払

が計画され

良質の肉ができ畜舎飼育よ

越︶舗装︵湯山︶橋梁架換

九五〇万︑道路改良︵天水

︵湯本︶

本︑中尾︑黒倉︶△予防治

り三十㎏以上も重い四百五

アを求める旅行者が多く︑

町観光協会の 秘境松之山

スキーツアーコースとして

新年度に入りますと︑社

保険証を持参してください

︵湯山︑天水島︑天水越︶

も指定したい考えで︑既に

の高田茂先生著﹁マリヤ観

が変更になりますが︑診療

保︑国保共に保険証の番号

また町観光協会では前述

の一部に援助することとな

等に変ったときはすぐにお

た﹁保険証﹂社保から国保

診の方も必ず保険証を︒ま

初診の方は勿論のこと︑再

と︑事務上困りますので

所で変更を知らずにいます

てこの販売代金を保存資金

った︒

出ています

﹁受診券﹂が

←心れず診療所窓口へー

受診券の発行について︑

参加資格は町内に住居又は

す︒

受付で 知らせください︒

発行しておりま丸﹁受診券﹂

三月より診療所

薄隈

ール︑青年バレーボール︑

し主として体育を担当して

勤務先のある人です︒ただ

町の主催で婦人バレーボ

戦でおこなわれます︒

きびしい弾圧の中で保ち続

ポーツをやる日です︒

同じ日にそろってス

軸

卓球⁝ 松之山中

婦人パレーボ：ル

で行なわれます︒

は九時半から各会場

で八時半から︑競技

開会式は松之山中

編成します︒

人会が中心になって

の地区で青年団︑婦

チームはそれぞれ

きます︒

童は遠慮していただ

いる教員と学生︑生徒︑児

卓球の三種目が各地区対抗

湯山松陰寺で昭和四一年

けられてきた信仰と民衆生

松之山・三省・布川

発起人一同

︵松之山診療所︶

の宣伝と相まって交通の不

音とやそ仏概説﹂を再版し

一行の中の高田茂先先︵元

が来町のときである︒

い︒

便な温泉地へは︑かえって

こなっている︒

去る三月第一回の踏査をお

リシタン

湯山松陰寺にマリヤ観音

立教大総長︶は日本の仏像

ものである︒

に発見︵日本の宗教研究の

活のふれあいを想いおこす

これは東頚城六ケ町村が

大家で︑元立教大総長高田

さえなるのである︒

とき︑私達は厳粛な気持に

懇幽顧
に理解していただき長く顕

松陰寺住職 藤田暁道

⁝⁝松之山小

青年．ハレーボ！ル

総あたりのリ姦5＝

疑播醜回ツ剛
茂氏鑑定︶されたマリア観

ここに賛同の方々の力に
よって保存会をつくり︑伝

統あるマリア観音像の現代

以釆︑徳川幕政下︑激しい

豊臣秀吉のバテレン追放令 的な意義をより多くの人々

キリシタンは一五八七年

信ずる︒

味あいで大書すべきものと

音像の由緒もこのような意

古い時代といいながら︑

けをすることとなった︒

町議会土木委員会は町内

コースをという長野鉄道管

自然を楽しみながらの徒歩

良︵松之山︶防雪︵天水島﹀

△松之山後谷高柳線三〇〇

田地区︶二七日︵松里︑東

道路巡視を五月二六日︵浦

之山︑三省地区︶の三日間

︸川︑川手地区︶二八日︵松

マリヤ観音保存会生る

︵松

之山︑兎口︑藤倉︑新田︑

り防止六︑五九〇万︑

中立山︑日池︶△通常砂防

像が発見されたのは昭和四

新しい観光資源に

◎県

をした︒総額四八七万円で

補修︑災害復旧事業の査定

十年夏︑文化財調査団一行

行ない︑本年度町道改良︑

山六日町線一︑〇六〇万︑

主な事業は次の通り︒

七〇〇万︵東川︶

道路改良︵松之山︑湯山︑

△敷砂利︵一七七坪︶二三〇万

△高m松之

中立山︶暗渠︵湯山︶△大

△段切︑突角︵三ケ所︶三〇万

八万

一四万

島津南線七〇万︑突角︵天

△杭打︵七ケ所︶

⁝△集水枡︵五ケ所︶

△橋梁修理︵ニケ所︶ 九万
防護柵︵浦田︶

◎林務関係国費

七月二日には浦田小学校前

に注目したいのである︒

一一九万 て高く評価されていること

三万

ムヒューム管︵二〇本と三万

△道路側溝︵五五七本︶五二万

△石積︵一六ケ所︶

ムポリパイプ

六月二十六日役場で
NHKドラマ﹁天と地と﹂

の名場面写真︑台本など八

十名の方々から合計三十四

おこなわれますので一層の

で十時から午後二時半まで

入場無料︒

十点余りが展示されます︒

・ニリットルの献血をいた

く御礼申し上げます︒なお ﹁ご協力をお願いします︒

だくことができました︒厚

放牧肥育舎

△地す

水島︶△月池松代線二〇万

費

隔れキ

万遣儲改良︵小谷晃ム地すべ

島津南線七八O万︑道路改

︵橋詰︶突角︵東川︶△大

十㎏位にできるというもの

いる︒

で︑その成果が注目されて

大ごんじ原牧場

△農免

山町関係事業のうち国庫補

めに︑この労務班をおおい

献血者おおぜい
ーゆうあい号−
皆様の尊い善意による献
血が五月十二日松里地区︑

養い︑全町民が一つ

力・協力する精神を県

になって楽しみ親しむため

賞し︑また松之山町が︑史

地となってもらう一助にし

蹟︑伝説ともに豊かな観光
た迫害下にあって︑民衆と

思われた︒しかし︑こうし
とでなく︑戦国時代からそ

迫害の中で︑壊滅したかに

下えび池部落では︑地す助五十五万円︑町費補助七

松里地区では︑七十三名

ゆかりの地であるというこ

森林組合の計画と︑頚城林

べり復旧事業で昨年十ヘク 万円︑となっている︒すで

の行事ですが︑スポーツの

保存会趣意書

業事務所の技術指導によっ

である︒

たいことを︑こい願うもの

表現し守りりつがれてきた

像を子安観音︑子育地蔵と

午後三時半から閉会式とな

共に︑その文化の中に︑民

の伝統があり︑上越地域の

ある生活を目指してこのス

衆の知恵によって︑マリァ

中でもユニークな存在とし

こぞって参加ください︒

ういう名将や︑これらの人

ていると︑いっても過言では

いま﹁天と地﹂が日本国

六十一名の方々から︑松之

ります︒

の申出者中低比重︑高血圧

山地区では百二十九名中百 ない︒秘境松之山が天と地

ポーッの日が盛大に行なわ

にブルドーザーによる造成

三︑五ヘクタール︵三町五になっている︒

対象外となった地すべり地

れることが期待されていま

タール︵十町歩︶の水田が区

ヵ所で実施されました︒

＝

だれ防止二〇〇万︑

月中旬から寝たきり老人の家庭を週二時間づ

に活用し著らいたいので

）
◎農地関係国費

助事業︑県費補助事業の一

︐︑﹃必ζ︐

町有林六十ヘクタールの

係

の造林意欲をもり上げるた

松之山診療所

つ二回位訪問世話することになった︒
．螢．︻

管理と︑一般造林希望者に

小面積の造林でも一応森林

わないので設備費が少なく

この方法だと畜舎をつか

く︒

新しく林間放牧肥育
にニヘクタール開拓され牧

三︑三十九年五︑四十二年

草 地 二十 ニヘクタ ール︑林

大厳寺原牧場で昨年より

野放牧 地 三 十 八 ヘ ク タ ー ル

半月も早い五月三十日横尾

十名が出席して開牧式が行

上越家畜保健衛生所長等二

の事業費で五ヘクタール草

でことし更に百八十三万円

ことしは雪消えもはやく

なわれた︒

バー︑ケンタッキブルーグ

ことしは︑一部の試験場で

法による牧野造成に成功︑

昭 和 四十二年に 県内でも

地造成される︒

ラスなどあおあおと大きく

草のオーチャード︑クロー

その後の気象状態もよく牧

伸びた二十ニヘクタールの

五頭︑肥育牛十六頭が放さ

サクで囲いエサ場にする所

この林間放牧肥育は林を

放牧手数料は一日一頭一

を伐採しこの雑丸太でエサ

れた︒

歳まで五十五円︑一歳以上

場用のかんたんなトタン屋

のワラと朝一回配合飼料を

根の小屋をつくり︑粗飼料

与えるだけで自由にしてお

牧される︒

この牧場は昭和三十六年

六十五円で十月中旬まで放

五︑三十七年七︑三十八年

造林労務班発足

対して︑特定の技術と労働

組合に相談してほしいと期反︶を農家八戸が養蚕組合

個々の造林サービスも

力提供のサービスをしょう

待している︒

下えび池に共同量は葬離総亀八

をつくり協同で桑園造成を

と︑このほど松之山町森林

組合に三班の労務班が出来
た︒

五月十四日松之山地区のニ

一

パ
県国
費庫

画整備したのを機会に復旧整備が行なわれており︑秋 等で不適格の十二名を除き 中のテレビフアンをわかせ 達に影響された文化と生活

鄭†万円で・うち県費補

の、腱本、鰹扶、生保、現垂

廻受診券

麹

じめる︒

三・五ヘクタール

区

第34号
までに桑の植付をすること

当

発行所 松之山町役場

森林組合では︑一般組合員

一91一

旗

出し下さい

カ【9賦愛診の榔らず億口に

田

日

倉

付

．4《，仏艦

衰

栓レ臼憲骨

薦

魑

象｝尺

暑

髭

題字は 佐藤町長
印 刷 あかつき印刷所

て六月の下旬から活動をは

この労務班は︑松之山町

譲
糎

＿
一

一
一
一

「書

きき

マリア地蔵（杖に十字がある）

昭和44年6月15日

広報松之山
34号
（1）

五月二十二日から二十八
日の一週間に四件︑六 月 九

日から十五日の一週間に四
件︑警察のとり扱った交通
事故が町内で連続的に発生し

た︒この内二件は飲酒運転
三件は高校生のバイク通学
の事故で︑飲酒運転とスピ

交通法規に基づき常に細

ードの出しすぎが原因︒

心の注意をはらって運転し

▲六月九日午後二時ごろ小

晶軒籠一 週間に四件
接触十日間のケガ︒

ガケ下に転落︒

谷地内で乗用車が十八米の

．面吋一二LT

ろ光間地内でバイクの高校
▲ムハ日月上−一口口午必剛

△五月二十八日午後三時ご

生が帰宅途中ライトバンに

分ごろ湯本地内で飲酒運転

の乗用車が停車中の車三台
が転落︑車は炎上した︒

もありません︒今日も遠慮

ます︒この家のいろりに再

中尾

がいくらか不安です︒

我々としては︑将来魅力あ

いと思います︒今まで米一

る松之山でなければならな

高倦胴シマ ︵43才︶

いま︑中尾〜外丸問に道

のない発言をお願いします︒

つでここまで来た松之山の

▲六月十五日午後六時．ころ

この道が完成すれば︑飯山

路工事がはじまっています

に追突︒

主人は昨年横浜

りながら語るのである︒

び火が燃える可能性はない
ロ
んじゃないかな﹂と指を

に出稼しました︒

かって二十数年前︑石油

価のすえおき︑と米一本で

農業も︑米の生産過剰︑米

︵司会者のあいさつから︶

線に最も近い道となり︑中

バイクが追突︒

食事はまあまあで

尾もずっと便利なところに

松乏山地内で停車中の車に

十二年間に十二戸と

したが寮がバラッ

▲六月十五日午後二時ごろ

百十一人減

クで困ったようで︑ なるというのでみんなよろ

大厳寺で松代町のトラック
の掘さくが行なわれ︑部落

四十四年三月末現在の統

ております︒

民にも働ぎ場所を与えたこ

計には︑人口二五〇︑世帯

今年度よ
年間の主な活動は︑稲作

荒戸はいま︑いろいろな面

とのあるこの部落f︒大

になって行くと思います︒

上げろ事が出来る出来ない

やるかが農家の生活水準を

一本の農業からプラス何を

す︒これからは今までの米

︐準に水をあけられて行きま

はますます都市との生活水

り志農者講

地視察︑一般教養並びにキ

畜産︑養蚕等の講義及び現

数五六と示されている︒十

こんでいます︒

座から農業

で多くの問題をかかえてい

ばそれぞれ一一一人︑一二

二年前の三十二年に比べれ

ャンプ研修などとなってい

不足な飲料水に悩み

る︒

現状では︑真剣に農業と

ます︒

す︒この先何年つ

後継者講座

︑に変更し︑

講百＋名の対

戸の減少だ︒減少率はいず

山村振興法︑豪雪地帯特

するか︒魅力ある松之山の

助金を支出し米プラス何に

資金だけでは出来ない事も

そこで国や県の後継者育成

から健康のことについて充

づくかわからない出稼です

その様な場合思い切った補

多く出て来ると思います︒

れも町の平均より高くなっ

ているが︑人口の三割減に

よそに現在全国的に過疎︑

別措置法などの法律の力を

村山昭雄︵22才︶

比べて案外に戸数が減少︵

と思っています︒

分対策を考えてもらいたい

︶しないのは︑家族

出稼ぎ問題は深刻化して来

ために我々青年に大きな夢

構成員の減少と老令化とい

ています︒松之山もその例

接触ニケ月の重傷︒

﹁飲み水が不足なのには一

のは春先だけ︑一週間も風

取りくんでいる人々が団体
で研修等を受ける機会がす

呂の水を替えないことだっ

者象者をもっ
継て開設致し
後ました・

しての意欲を益々向上する

くないのですが︑農業に対

てあるんです一水不足の深

夏も主人は土木工事など

にもれず町当局も対策に頭

おおいに．こ利用ねがいます︒ 刻な話がまず持ち出された︒

ために︑農業後継者講座を

番に閉口します凶﹁十分なの

農は・＋八〜

業この講座
二十五才ま

に出るので︑農業は私一人

きたいと思います︒

をもてる様努力していただ

での青年男

にまかされます︒米がだん

すがこの松之山に永住する

を痛めていることと思いま

歩行者も正しく通行し事故

いえよう︒

だんいらなくなって自主流

最近の事故概況
▲五月二十．︑日午後︑↓時．．一

うかたちをまねきやすいと

高校卒業生で農業従事は一人

通米制度が出来たりで将来

家畜の飼育にも支障

が天水田︒一昨年は干害で

﹁戸数を確保しても︑そ

女を対象とし︑年間七

すぐれた農業経営及

町中がさわいだが︑この部

の起きないよう お互い の 努

び︑農家生活のために

した︒部落民の水に対する ︑と︑出て行く農家よりも︑

落だけは冷静に干害に対処

大荒戸の水田のほとんど

必要な知識並びに︑技

いたい﹂と︑建設的な意見

して休めるようにしてもら

回開催します︒

術を習得し︑農業後継

が︑湯山まで歩くのはたい

大夫でないせいもあσます

力 が 強 く の ぞ ま れ て いる︒

十分ごろバイクの高校生が

﹁今まではわりあい離村で

ければよいが⁝⁝﹂しかし

ないから︑火災は絶対に出

﹁ とむずかしくなってくるの

り合わせの婦人が初めて発

したいし︑そのための余暇

﹁スポーツに親しむように

てきたがよいことだと思う一

容易でなくなりました凶

﹁冬の堺松までの道つけが

の内容が問題じゃないか凶

帰宅途中松之山地内でジー

けられるのも当然であろう

むしろ残る農家へ心配が向

さないことが何よりの対策

高校を卒業して農業に従事

に行ったこともありました凶

言した︒ ﹁湯山へ下宿探し

ではないかなごという意見

する者はことしも一人もい も出された︒田畑などを高

ハレーボールが盛んになっ

だといえよう︒消防用水も

ふさわしい能力を身に

近代的な農業者として

といい︑家畜の多頭飼育も

ませんでした凶とある婦人︒ く売って資金づくり︻たい

祈しい感覚ものぞかせる︒

をつくる努力をしたいぽと

また﹁産婦人科の先生が

﹁入院してお産がで

園も桑の仕立て方がわるか

す一と部落長さん︒集団桑

たがーごと婦人たち︒

えられない夢と思ってまし

きるなんて︑こ・ではかな

した凶

来られたのが大きな喜びで

入院出産によろこびを

﹁スクールバスが

とを指摘したのであろう︒

家族そろって生活する場

と︑それに必要な所得を求

集団桑園に意欲を〃

しかし︑こ・にも夢がある︒

という︒

まち

五〇アールを耕して︑長男 にも︑買い手がつかないこ

﹁農

を街ばへ送り出してしまっ
たというこの婦人は︑

める場とが︑同一の場であ

﹁大荒戸松代線の建設に

い今︑生活の基盤がどっち

﹁保健婦さんが来られた

保健婦に大きな期待

は大きな期待をかけていま

つかずの宙ぶらりんな所に

った・め︑除草︑収穫など

親しまれてきた三省小学校

〃雪派〃の名で部落民に

も思うようにならなかった

足の悪条件が重なって収益

ュース凶と︑みんなの気持

ことも︑何よりうれしいニ

せっば

雪派は閉さ

置き去られようとしている

に機械力が使えず︑労力不

る︒しかし︑それができな

ることをみんなが欲してい

大茎尺松代線に期待

欲しいぼと希望を述べる︒

もとび出してきた︒﹁婦人の

注意心が被害を未然に防い

っけることを目標とし

どうしても手でやるように

豊富な水を必要とするから

るという︒電気洗たく機も

当然水というカベにつき当

せし︑みなさんに理解して

か仕事のこととかをお知ら

農村の都市化・近代化の

なるという︒

波に洗われながら今なお︑

っていますが︑直接︑住民

いただくという役割りをも

の生の声をとり上げて報道

き過ぎる凶のだ︒

くには部落の仕事として大

そうかといってあの水を引

の水がうらやましい﹂が﹁

在しようとはー︒

するという使命もあわせも

もその

飲料水不足に悩む部落が存
うわゆ
﹁上湯
部落探訪

っています︒

この

ようなねらいで企画されて
いるもので︑一部には﹁毎

回同じような題材が多く暗

空家は七軒も

部落ひとりの力ではどう

過疎

ないか﹂という声もあると

訪問への準備に忙しい毎日

を代表した発言︒いま部落

﹁それでもメンバーの

が︑

の期侍は大きく︑この大荒

若い保健婦︑目黒さんへ

ないといったようですー︒

待ちどおしさをかくしきれ

を過していることを話すと

聞きますが︑これは住民︵

過疎

脱落者もないし︑所得増大
問題が出された︒

にもならない︒もう一つの 業を継ぎたくないというむ の大荒戸雪中派出所は︑六
すこの言い分を押える自信 年前に閉鎖された︒ ﹁こと

町民︶のおかれている社会

楽しみに

だ︒

にとり組みたい凶と意欲的

﹁小谷の保育所︵三省小︶

﹁湯本にヘルスセンター

く迎えられようとしている︒

戸部落の人たちにも︑暖か

温泉とスポーツを

をつくって︑農休日などに

倉庫に山と積まった米俵 へ園児を送るのも容易では

むずかしくなる離村

﹁出かせぎの季節になる 実は全くなかったんです﹈

がそれである︒

と消防の半天をあずかるん

かも知れません︒

的環境が共通しているため

こういう話し合いの場で

です一と一人の老人の弁︒

出かけて行って気楽に入浴

六十才をとっくに超えたこ が何十回︑何百回︑茶の問 ありませんぽとある婦人︒
あきや
の老人は続けて︑

事実

出されたみなさんの︑こ意見

なっている家が七軒もあり とか︒ ﹁空屋がまた増えな 学へ入れていますが︑体が

﹁空屋に のテレビに映し出されたこ すると﹁家では女の子を中

努めていることは申すまで

を正しく報道する ことに

を記事にする場合︑

一人です凶という︒

は︑農業の将来を考えると し春の新入学児童はたった

い記事になりやすいのでは

いとじくねて困った﹂と隣

心︑社会協調の精神等

われることになっている︒

なお本年度の白遠州の価

四万円になる見込みである

へ出張相談をすることにな
っている︒

そうで︑学校へ行きたくな

者としての誇りと自立

がトラソクにハネられ一ケ

十分ごろ松之山地内で主婦

月の重傷︒

ろ浦田地内で保育園児が︑通

△五目二卜四日午前八時．こ

学途中の高校生のバイクに

醗麗 躍蕪難糞藤韓翻続 翻 難 難 難 醐 鋼 鍛 闘 鐘
艶薦鞭懲鰯朧難難難鑑鵡羅雛朧難 義麟熱

．幾確礒鷹総罐穫︑

格は︑前年比で九・六︑ 二％

引きあげられ︑反当り二百

すめるために︑雪中におけ

葉たばこ新規耕作の希望

るのて︑代金は七一二からト

六七からヒトキ・見込まれ

る播種も多段式の共同育苗

今後は省力化をさらにす

力されてきた︒

州が導入されました︒この

相談は役場産業課に⁝・：︒

者︑又は明細についての御

価格は︑毎年耕作許可申

きたが︑これからはちょっ

△ 五月二十四日午後一 時 三

広報は町の壬算のことと

撫

プと正面衝突︑︑一週間のケガ︒

格引上げの申嗣会議が行な

一七％

髪1昇屠

一農業後継者講座一
［
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松之山で真剣に沓辱糊讐
戸く咽

レ大 荒

反当十 三〜四 万円見 込む
昭和四十四年作より︑今

品種は今迄の白ダルマ︑白

などをすΣめたいと計画し

幹刈乾燥︑調理機の使用な

までの品種︑白桐から白遠

桐にくらベヅ＼育苗及び︑

災害補償は︑掛金なしで

なお︑希望があれば部落

収穫︑乾燥などが容易にで

平年作・︑過去三ケ年問・の

ている︒

又︑腐敗性の病害に強く︑

七割まで交付される︒

ぎる多収性のたばこです︒

ず ︑反当四十〜五十キ ロ の

病害防除等の手数がか﹂ら

増収が見込まれている︒

⁝の前に決定されますが︑

驚騨
二の価格決定より収納が始

まるま での間に ︑経済成 長

されてから︑七年目になり

率が五％上がると︑再度価

当町にたばこづくりが導入

にならないほど︑大幅に省

ますが︑耕作当初とは比較

る

（2）
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