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高校二教室増築など顯
反対意見書

米価すえおき

寺高原炊事場︑トイレ工事
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七月二十二日午前九時下

時松之山地区︑午後二時松

地区︑七月二十六日午前九

、

道の小規模災害復旧費百二

難慧
松之山町議会は︑米価据

ものであります︒

農村の過疎現象を促進する

︐と共に食管制度のなし ます農民の離農を助長し︑

であり︑自主流通米制度の nは︑農家経済を圧迫し︑益
置

くずしを意図したものとい

今農業の実態は︑出稼と

わざるを得ない︒

と共に急速に機械の導入が
に政府は直ちに次の措置を

所得を補償する﹂という食

しつつあります中で︑この
一︑食管制度を堅持し︑

にと︑ 去る六月 二十四日松

之山公民館でおこなわれた

県立高校松之山分校の増

に

出稼者の中には四百名に

外の災害は死亡七万円︑三

未満の負傷二万円︑業務以

一︑昭和四十四年度生産

カ月以上の負傷と法定伝染

やめること︒

価据置きの決定を

過羅警題鉦轍評

月未満の負傷一万円となっ

撤回し︑食管法の精神 一病二万円︑一カ月以上三カ

松之山大会は︑去る六月二

第五回県民スポーツの日

婦人︑︑ハレーボール

青年︑︑ハレーボール

学校の相沢教諭など︑熱心

川

次第に増額してゆきたい構

が増え︑財政事情に応じて

婦人︑︑ハレー会場にあてら

なわれた︒

婦人が参加して盛大におこ

を会場に︑約五百名の青年
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副会長に浦田農協佐藤組合

るなど

1

すっかり楽しし一

︑

モラスな応援団長が現われ

一

あい︑節度ある試合ぶりな

熱気あふる・一日であった︒

ど過疎の暗さを吹きとばし︑

卓球一位︻

は ヤ

三省

一当日の成績つぎのとぢ

の

交通事

災害をうけた場合に支給さ

不幸にして交通事故による

おりです︒

れる共済見舞金はつぎのと

故による

五︑会員証

謄抄本又は住民票の写し

四︑死亡の場合は︑戸籍の

検案書

三︑医師の診断書又は

二︑事故証明書

一︑見舞金請求書

出して下さい︒

るときは次の書類を提

共済見舞金を請求す

さい︒

役場の窓口でご相談下

︵写真は人工ふ化研究中︶

長を選出した︒七月十一日 一四戸となっているQ

︑

ゆエ

な災害をう
くけながら
す共済見舞

五十万円

死亡した場合

全治一︑週間以上

五千円

全治六月以上災害十万円

レカ

全治一月以上災害二万円

全治三月以上災害五万円

を

すうです・

人しない方
るぜカ いよ
き

すから︑

請は簡単で

青紫色六月中旬ごろ咲く︒

花は直径十センチ位で淡

やや高い山地に生える︒

キンポウゲ科の多年草で

ない貴重な花︒

へってもうめったに見られ

ちさらわれ︑し型︑κいに数が

花が美しいため盛んに持

けられた︒

からシラネア乃イの名がつ

たくさん咲いていたところ

この花は日光の白根山に

新田に群生していた︒

ネアオイが大厳寺︑中尾︑

中でもとくに美しい花シラ

数多くあるが︑その美しい

山の花には美しいものが

シラネアオイ群生

■貴重な山の花

写真は婦人バレーボール

松 里

の交通事故などに備え︑血

事務当局では松之山一町

たいというものである︒

にのるなどの事業も行ない ㎝チ巻きと扇を手にしたユー

あったり︑留守家族の相談 一は︑試合開始と同時に︑ハ

液を預託して緊急時に助け ㎝れた松之山中学校体育館で

想である︒また会員や家族

松之山

松之山

布

楽しかった県民スポーツの日

にもと︑づき米価を再検

ている︒この見舞金も会員 ・十九日︑松之山中︑小学校

な人たちと町当局でもぜひ

総△・成績一位

討すること︒

松之山町議会

昭和四十四年六月三十日

七月十一日︑町内のどじ

をよく知って

自分の血圧数

発展させたいということか

これを松之山の産業として

定期的に一定量の出荷をす
ること︑など︑むずかしい

条件もあり︑一層の研究と
関係者の援助を必要として
いる︒なお人工ふ化につい

し︑この面での実験は成功

総会では会長に佐藤町長

また青年︑︑ハレー会場でも

各町村の共同組織として大

日であった︒

おくるもので︑業務上災害

っている︒

きくなってゆくことをねが ﹄たくましい肉体のぶつかり

ら
ぬ

の場合︑死亡十万円︑三カ

エされ ㎜らの人の多くは︑労災保険

よう養殖農家三十数名が出

丁555β5人工ふ化の研究もす・む︑

どじょう出荷組合発足⁝！

たすところまできており︑ 一て﹁出稼者共助会﹂設立案

ヱ

﹁も加入しておらず災害を

出荷組合の設立総会が開催

・席して︑松之山町どじょう

一予算を併せて八百四十五万 一近い縁故就職者もありこれ

でヤ

も
も

名の生徒が学び︑旧校舎で ﹇あっていこうと︑こんと璽 月以上の負傷と法定伝染病
は狭すぎて授業に支障をき 労働対策協議会がよびかけ． 三万円︑一カ月以上三カ月

するの

がねられている︒

まった︒

増築は長い間の懸案であっ

築が六月三十日の議会でき

被服科と食物科の二教室

に

三百四十八平方米を屋体の ﹇た︒工費は当初予算と追加

現在松之山分校には定膨

いま考えられている

どじょうの養殖は松之山

された℃

うけても補償の道がない︒

制度の内容は︑会費とし
て出稼者一人年間五百円で

でも︑はじめての試みだけ
﹁ためになった﹂と好評で

⁝ぞ話され﹁良かった﹂ 十一月一日から四月三十日

に︑方︑かなか話が進まずに
あった︒

いてほしい﹂

先進地視察など︑積極的な

ら︑講師を招へいしたり︑

者数はつぎの

とり組みをおこなってきた︒

ては中学校相沢教諭に依頼

︵写箕は検診会場︶

人工ふ化を自給すること︑

裡にす︑ん でいる︒

しかし実際には︑種魚の

とおり︒

地区別受診

と語っている︒

いたわけですが︑松之山中

迄の冬季間︑出稼ぎ先で災

植など︑稲作管理全般にわ

一理・除草・田植機による田

制・全日制を併せて四百六 τ差である・

稲作講習会
去る七月七日︑松之山公
民館において︑農業後継者
講座︑稲作講習会が開かれ
加者を含め二十数名
が熱心に受講した︒

講師は︑県農業試験場の
国武技師で︑育苗・本田管

登
うち︑検血で不純なもの二

件をのぞいては︑特別異常

れる︒

丁は七月半頃各個人に知らさ

受診者は︑百九十ヒ人で■ な者はなかった︒検査結果
検便︑レントゲン︑血圧︑

検血などをうけたが その︑

ている方が多くいました︒

次検診を指示されて︑驚い

健康診

断の第一馨すから︑日常

るものですし︑

血圧の測定は手軽に︐でき

二百四名が︑第二次精密検

﹁血圧

皿検診をはじめて受け︑第二

っ︐た目黒保健婦は︑

示をうけた︒検診に立ちあ

査をうけるよう医師から指

受診者のうち七十六％の

七十六％が高すぎた

ぜひ知っておこう
七月八日から十一

日まで四日間にわた

り︑大島保健所の協
力をえて︑ 町内四カ所二百

﹄害をうけた人に見舞い金を ・だけでなく︑出稼者をもつ

災害見舞などを中心に

出稼者共助会設立を検討

自主流通米制度をとり

︵写真は当日の議場︶・

田麦立︑湯の島︶

湯本︑上の山︑小谷︑赤倉一

皿万円︵関係部落は松之山︑

一方的に米価を据置くこと

池︑坪野︶町道改良六十三

天水越︑藤倉︑東川︑上蝦

上川手︑曽根︑北浦田︑

十万円︵関係部落は小谷︑

管法の精神に違反した行為

このことは﹁生産費及び ︸進行し︑農薬水利費が増高 とるよう要請します︒

置くことを閣議決定した︒

強い要望にもかかわらず据 一兼業化が進み労働力の不足 置きの決定に抗議すると共

価について政府は︑農民の

昭和四十四年度生産者米

難

諜鍵麟騰灘燕疑糖．

高校二教室
謬縮糞趨獣翻囲纒巴
町

六月三十日開催
された町議会は︑

昭和四十四年度一

般会計および国保
会計予算の追加︑

補正他十五議案を原案どお
り承認したのち引き続き議

員懇談会を開き︑去る六月
十巳教委︑議会総文委合同

統合計画につ︑いて意見交換

会議で話しあわれた中学校

などをおこなった︒

また席上社会党樋口藤夫

議員ほか六名から提案され

た︑米価すえ置き反対の意

た■︒

見書︵別項掲載︶を採択し

予算追加された主 な内容
はつぎのとおり︒

防犯灯設置助成二 十四万
八千円︑︵百十灯分︶浦田保

育所改造助成十万円︒どじ
ょう養殖コンクリート槽九

万円︒林業労務班機械購入

町議会が当面する中学校㎜

の問題︑町の産業発展など

統合計画の問題︑過そ対策・ 布川地区︑午後二時上布川

将来のビジョンはどうある

里地区︑なお︑三省︑浦田

︵
ロドロじロロノ

地区は八月の初旬に開催さ

ロ

べきかなど︑広く町民のみ

ロ

なさんと懇談したい︑と六

ロしロドコロじロヨ

㎜出稼 者 健 康 診 断 ㎜

る ロじロロ

れる予定であ る︒

話がすすめられた︒

題字は 佐 藤 町 長
印 刷 あかっき印刷所

診がお こなわれ た︒
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子安観音︑子育地蔵として

をだいたのは一つも無か？ きそしてうるし塗りの立派

合にこの地蔵さまには子供 安土城は立派な石がきを築

つ

がある︒城下にはキリスト

た︒おかしいなと思？たの な建物を建てたという記録

研究しますとますます︑子 教の教えをする学校を築い

が私の動機であηまbで︑

です︒そこで疑問を感じて りして信長は耶蘇に対して

供をだいた地蔵が少ないの たり立派癒教会堂を建てた

でありますが子供をだいた 5蘇は日本の茶道に非常に

ろうかケこんどは仏教から ・の京都におけるお寺もか
ず
見た仏さん仏像を調ぺたの なり立派なものができた︒

をぜ子供をだかせたのであ 非常に力を注いだ︒その当

た︒それを集録しこの年私
は︑国際文化会館で約百点

展をいたしました︒

ほど並ベマリア観音の写真

のです︒日本はひじょうに

冒だろうか︒

一お茶とキリスト教は利休を
ろうかと疑問を持ちまし工
ますます深く研究を始めた 通して結ばれたのではない

にどうしてだかせたのであ

意には無いのです︒な

仏さんというのは仏教の源 心をもち︑耶蘇の伴天連
の は茶道を研究されその茶道
通して布教したのである

と地蔵さんが二体みりまし

禁教令下に生きのびる
物の本から

松之山を
この土地に私がうかがい

子供をだく仏さま

ありがたい国で︑神さまが

ったのでありますが︑雨の

てどこにあるのか知らなか

たのが一番始めでありまし

性質の一頁であります︒日

は日本の歴史を物から見る

ことに入った動機というの

マリア観音の研究という

リスト教でありキリシタン そこで代ったのが秀吉であ

かというころにこれはキリ に織田信長がほろぼされた

とにない仏さま︑それは何

たりした︒仏さまの約東ご

隠れキリシタン

中カサをさして兎口温泉を

本はほんとに豊かな国で石

が動機であります︒その昔

研究を私がいたしましたの

げたいのであります︒

であるということを申し上 るが︑天正十八年までかな

天正十年明習光秀のため

の土地にまいりました始め

看燈籠が仏教に入った時に

その後松之山の湯本の温泉

真に集録してまいりました︒

この発見者であり︑マリ 一供をだいている仏さんを写

は仏さんに対して拝もうと

てもどうしても当時の人達

しないのです︒そこで石燈

そして立派な仏さんを作っ

さんがあるからぜひ見に来

の火を通して仏さんを拝ま

籠を作って火をともし︑そ

伴天連
天文十八年ザビエルさん

しておった︒ところがポル

トガル以外にスペインの耶
岬が入って来その宗旨が少
少秀吉のかんにさわった︒

そこで秀吉は耶蘇追放令を

して中央から耶蘇信者を

エスキリストと解釈しまし

すが︑これをキリスト︑イ

の二つであったのですが︑

しい彫りをされている︑こ

たら成田山止いうお堂に子

私今年北海道の岩内に行っ

ればならなかった︒それか

よう︒そのだいている子供

︑キリシタンと姿を変えなけ

ら後に生まれたのがマリア

などにおかしいではないか

あります︒これはもし役人

おかしいなと思ってちょと

スト︶が少々曲っていた︒

た︒その子供︵イエスキリ

供をだいた地蔵さんがあっ

ど

を退けることができ看ので

と言われた場合に︑いいえ

に子供をだかすことは仏教

観音でありますが︑仏さま

の約束ごとに無いのである︒

ちっともおかしくありませ

が鹿児島につき︑鹿児島か 一ほとんど長崎におくったが
らキリスト教が入り布教さ なにかの手ちがえで二十六

そこで仏さまに子供をだか
あが
せその子供をキリストと崇

ンとまたなおる︒私が調べ

さわっていじりましたらピ

伴天連神父さんが織田信長 康の戦いの時キリシタン大

ばてれん

れたのであります・窯の 膏殉教蓼だした︒関ケ

です︒と言うことができる

取ったりできるのはまだこ

ました範囲では付けたり︑

ん︒これは立派な観音さま

っているような準備までさ

の一つはこちら︵湯山︑松

の三つしかない︒そのうち

陰寺︶の観音さんであり一

れている︒要するに子供を

観音さんになり︑キリスト

さんであり．一体は岩内︵北

海道︶の地蔵さんである︒

体は東根︵山形県︶の観音

いずれもかなり豊かな彫刻

をだかせればマリア観音に

う︒これと同じような仏像

その時の作者はされたと思

るからに耶蘇の観音さんら

音さんは非常に写実的で見

④

＠

をされています︒

なるというような心がけを

キリストを退けると普通の

昔の約束ごとにちゃんと載

め観音さまをマリアとした︒

と手を握って︑信長にキリ 名と徳川派と半々に別れた

思います︒

子供をとりはずせ

にある︒これもやはり子供

が山形県東根市高崎のお寺

こちらぽある湯山の観音

を退けられます︒この観

さんは︑子供をだいていま

るマμア像は全国
で三体

奮てこの耶蘇墓部隠れ

デ・

たものを行な ．層建築ではないかと思いま 禁教令を発令した︒そこで
った︒その場

小舎観音山にある石のマリア像

湯本秋葉山入口にある石のマリア像

ましたのは六︑七年前だと
思います︒物の本に松之山
に石の子供をだいた観音さ

キリスト教は︑天文十八 ﹃松之山・湯本・小谷にあ

廻って下におりてまいりま

ないのです︒この石燈籠の

燈籠は世界に日本きりしか

んがある︑それを調べに来

年︵一五四九︶ザビエルが 一る︒この内昭和四十一年発
したらお寺︵陽光寺︶の石

なる

見された湯山﹁松陰寺﹂の

段の下にあった︒それがこ

秀忠の時代に隠
れキリシダンと

マリア観音は︑だいている

大変めずらしく︑まだ全国

入口︑それから薬師堂で子

ア観音の研究家︑元︑立教

ホテル︵凌雲閣︶の社長か

会が行なわれた︒講演内容

いまして又まいりました︒

いと言うようなお話がござ

り秀吉は耶蘇をそのままに

を保護し教勢は盛んになっ

なもの︒

に三体しかないという貴重 皿ての集作でその後秋葉山の

してキリストを禁じた︒

し日本の心を動揺させると

大学総長︑高田茂氏がこの

ら湯山に子供をだいた観音

なり︾．︑．躯信仰の深い底力で

で貴重なもので︑本号にそ

した︒石燈籠には油が無い

は松之山の歴史を知るうえ

そうしますとしごく豊かな

相をされた木造の観音さん

織田信長と
手をにぎった

だが︑豊臣秀吉は︑キリス

この禁教令のためマリア

キリシタン﹂について講演

ほど町を訪れ役場でコ隠れ

の宗教に勝てないのです︒

姿を変え隠れキリシタンと

像が子安観音︑子育地蔵と

どうしても仏教が日本古来

ト教が伝わって仏教と衝突

スト教になりそれを習合し

鹿児島に来たのに始まり︑

子供を取り除く事ができ︑

仏さまになり仏さまがキリ

するところからキリスト教

織田信長は西洋文化を歓迎

講演の高田茂氏
㌦け られてきた ︒

このマリア像︑隠れキリ

守レ

の要旨を特集した︒

（木像）

金環の中央に十字がある。
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鼎『

、

︵松陰寺︶藤倉︵正法寺 ︶

抱いている子供を、取りはずすことがで

難〜

《

シタンのマリア観音が湯山

その力のある︑その上に外 を時代があった︒こんどは
国ρいい所を入れ艶駕の城 大阪の役になると︑はっき

と仕事にならないが︑室町 スト教のいいことを教え世 炉︑徳川はぜったいに耶蘇 マリア観音という言葉は︑
時代に油の無 界の知識を織田信長に伝え を迫害しなかったのであり 永禄時代に京都の耶蘇のお
せいい
なんばんじ
よ
寺︵南蛮寺︶で子供をだい
い地方群馬県 た︒当時の京都というのは ます︒徳川家康が征夷大将
欧州のどの国よりも立派な 軍になった天正時代は一番 た聖母マリアの像を一般の
とか九州地方
都であったということが記 耶蘇が発達した︒関ケ原の 市民は子安観音として拝ん
に石燈籠があ
録にあるが︑日本人は羨 役後︑豊臣家から徳川家に でいた．この言葉をそのま
るんです︒そ
ほど豊かな力を持っていた 政治が転換した慶長初期は ま採って姿を変えて表わし
の場合仏さま
きりしたん
を石燈籠の囲 互あり美織田信長は 省利支丹にはまったく平和 たのがマリア観音の姿だと
りに彫って︑

それを火とし

の信仰を合せ 一おそらく日本で始めての高 に怒り秀忠の時に吉利支丹

蔵信仰と明り 土の城は七階建の天守閣で 一た︒そのため︑徳川は非常

て信仰した地 を築いたのであります︒安 一りキリスト教が西方につい

一

『
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灘︑
咲

ア罵

が開いた村である︑
う記録が出ている︒

こうい

伴天連は沼田
から越後へ
ばて れん
︑兀和の時代に伴天連が沼

一﹄

木喰上人が子供
をだいた観音を
彫った
さきほど申し上げました
木喰仏︑北海道から九州ま
でまいりまして九州の肥後
国分寺では三メートル以上

約四メートル近くの仏さま

ったりしておりますがその った記録がある︒その後ず

たそしていつまでも迫害

上って来て山口県に子安観

りを通って会津に無事着い 一れたという事ではないので 音を彫刻し静岡に彫刻し︑

方は野反池を通って信濃べ

てここへ来ております︒一 ㎝つど大名は絶対に大事にし っと内地におり西から東に

は渋峠をこし信濃川を渡っ

合村の八高原まできて一方 ﹇を変えて︑例えば炭鉱に入 脚して一年︑護寺如来を彫

であるが︑運悪く打首にな ︸それを住民にうえつけて歩 を四体︑五体彫っておりま
いた場合もあり︑各地に姿 ず︒そこが焼けて長崎に行
っており︑奥方︑母方が六

湯山松陰寺

全国に三体のマリア像

部落にも

群馬 の 山 奥 の
松之山にどうして耶蘇の

観 音 さ ん があるか 非常に私

ていきなりスパット生まれ

疑問を持ってい党︒どうし

たといフ記録があり︑これ 一ありまして︑この付近は天 またこちら︵新潟県︶に彫

ったという記録があり︑ど

うなりまずと六合村の耶蘇 ㎜人々を大事にしなければな にかならず子供をだかして

私は推察しております︒こ 一人でもこういう土地にいる 十三観音に西国三士二観音

たのかという点で疑問を持一 田へ来て沼田から越後に入

この道を通って越後に入っ

が伴天連の道ではないかと ﹃領の地でもあり一人でも二 刻をしている︒この方は三

っていた ︒ こ れ に は や は り

たかという点に疑問を持っ

なければならないと思って
ょりますと︑六合村に入り 疋活が結びつく恵うので

ておりました︑私の調査に 皿の生活︑又松之山の耶蘇の

らないと考えたのでありま いる観音さんを入れるので

この土地に入る何か約束が

いましたが︑今年群馬県の

六合村からこの道をまっす

邦合村で﹁六合村の民俗﹂と

いう本を手に入れたらぞれ

して︑少しぐらい宗教を信 あります︒これ以外はどこ

﹇仰しても心ある大名はみん の観音さんにも無いが木喰
なおこれを証明するのに越 一な見てみないふりをしてい さんの三十三観音にはある

．い﹁ひさご﹂を持っており

ん︑これが単なる耶蘇かと

ます︒ヒサゴとはひょうた

さご︑すなわちキリストは

思っておりましたらそのひ

泉ぽんとから始まって︑洗

ないかと考えています︒

礼の水を称しているのでは

変えて︑見た目にはそれと

昔の人はその姿をたくみに

それを信仰する︑信仰の上

見えないように工夫して︑

があります︒奈良井は鳥井

奈良井に有名なマリア観音

州の高遠の彫刻の記録では

す︒これには地蔵さんの胸

をだいた地蔵さんがありま

っている︒大桑村にも子供

でも非常に苦労している︒

ると思う︒その彫刻師はど

られないのだから︑やはり
そしてキリスト徽を秘かに一
続けて行ったとしうふうに・ 石の彫刻師が各地に来てい

峠の下︵中仙道︑鳥井峠︶

の人が彫ったというような

います︒これもやはり高遠

の所に帯に十字架をつけて

解釈されるのではないか︒

こから来たのであるかとい

この北側にマリア観音があ
たかとう

うと現在の記録では信州の

のマリア観音︑マリア地蔵 希望者は松之山町役場観光

すとますますその姿が盛ん

罷姦天保になりま一

み下さい︒価格は一部七十

の写真入り︑B六版︑二十 協会又は湯山松陰寺宛申込

事を聞いております︒

円で︑この販売代金は保存

ります︒それは高遠の石工

町観光協会

二頁の︑高田茂先生著﹁マ

が彫ったのだと言う事をい

とマリア観音

リア観音とやそ仏概説﹂を

高遠︵長野県︶ではないか

保存会は︑佐

と考えるのであります︒信

藤町長の表紙

馨

犠之嵐駐マサヤ擬音保喜会

渉

資金の一部とする︒

・

︑

再版した︒

︑︑﹁︑﹄弄

繋・﹁鰹︷﹄

題字︑松陰寺

になってきております︒

石の彫刻師は
信州の高遠から︑
又向側から申
しますと越後街道の裏街道﹄

の彫刻と似ているように思．

．薦協潔婆
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高田氏が最初に発見したもの

○ポルトガルの来航を禁ず（鎖国令）

ぐ北上すると野反池︑この

います︒これは今私研究過．

灘瀞窺音婁膨概説

o秀忠が没し、家光独裁となる・

れらしき物があるように出

山︑長岡臼鳥町の宝生寺︑一

山ありまして小千谷の小国

事はできませんが︑︐日で見

程でありますから証明する

た姿が西ごうりの安注寺に

の三件には三十三観音に子

ます︒ここにもあちらの方 供をだかしたものがありま

の姿とが一致しているので

︵群馬県︶にある馬頭観音

いうように耶蘇の集団とい 杏の大木に一メートルほご

とどこでそういう人達が彫

あります︒そういたします

ある馬頭観音の姿と六合村︑

うのは︑いろいろな姿で表 の子供をだいた観音さんを

の宣教師が行っております︒ す︒又立木に彫ったものと

柏崎の西ごうりの安住寺こ

ぞいた・そこで調査に入ヱ 野反池を通って苗場の北側 ﹇後には木喰仏がたくさんあ ㎝たようである︒その一例と のです︒それが越後には沢 六合村の彫刻とそこの付近

記録があるので耶蘇の伴天 ㎜刻に子供をだいた観音さん

秘かに

その外東北の方にもあると しては大清水の大仙寺に銀

を抜けそして信濃川を渡る ㎜りますが︑木喰上人ですね して︑山口県の紫福という
たのですが︑なるぽどお乳﹇
所には非常に沢山の耶蘇の
をのまして子供をだいてい皿 とここ︵松之山︶まで来て ﹇この方は文化年代にこの土
しまう︒又群馬県の塩はほ 皿地に見えております︒文化
る石の観音さんがあった︒
一墓がありま完又そこにも
けいこく
その場所は吾妻渓谷の流れ とんど越後から来たという ︑一年︑三年頃にこの方の彫 子安観音︑子安地蔵があり
﹃

㏄の約ニキロ位の上に部落が﹇

たのですが︑観音像のわき一 達に次々と布教しながら旅

一三つの部蓼歩い重

︑点在していてこちら︵松之一 連さんは︑この道を通った ﹇地蔵さんがあります︒
山︶より不便な所です︒私一 んだなと解釈している︒そ
うなれば道々この山間の人
道すがら
プ

尾

○踏絵をはじめる。

刻をしたのかというと︑そ

和

O長崎において55人の殉教

に私木喰さんのイエスキリ

水

○京都のキリシタン信者を処刑にする。

元

○幕府キリシタンを禁ずる。

後

O家康キリシタン禁教令をだす。

面には出ておりませんが内 彫っております︒この場合

1610

布教しながら

府ひらく。

成

O江戸幕府最初の禁教令が発布される。

に子供をだいた地蔵さんが皿 をつづけて行ったというこ

陽

○徳川家康、征夷大将軍となり江戸に幕

浸

．纈

教する。

いかにして信仰を守るかと ストと仮定する像はたいが一 んなに大きな物は持ってこ

文禄

O長崎でフランシスコ派宣教師ら26人殉

面的に信仰を守っている︒

○秀吉、大阪城をきずく。

一

O宣教師の活躍によりポルトガル船、平
戸をさけ福田浦に入港する。

㎝

改名する。

耶蘇は金鉱だとか鉄を作

156（1

かと思う︒幕末に小．栗上野

○ザビェルが大内義隆の許可をえて山口

とが証明されるのではない

o秀吉、伴天連追放令を発する。

正

○伴天連沼田から越後に入る。

ないようにし

破る。

一

いう事をしかもそれが分ら
Oザビェルが鹿児島に上陸し布教を開始

二2つ の薯にあ る．な一

る知識をもっておりまして

城に入る。

活ほく面白い所だと調べ一 介︑これは徳川大名の遺臣

○ポルトガル船種子島に漂着し鉄炮を伝

二てみましたら︑木曽の落人

その時分の代

いように信仰

える。

後

天

（信長、信忠死ぬ）
o本能寺の変

官にわからな

ことが当時の

表

年

て徳川幕府や
釈杖はとりはずすことができる
（木像）

マリア観音とやそ仏概説発行
○武田信玄・上杉謙信死ぬ。
o信長安土城をきずく

可
一

松之山陽広寺にある石のマリア観音

O島原の乱

明

するかという

皇

元亀

○関ケ原の戦

長

を与える。

禄

O家康内大臣となる

慶

O秀吉死ぬ
後

人達の信仰の

○長尾景虎が関東管領となり上杉政虎と

永

1600

で布教する。

弘治

保

1

正

1630

文

1620

町

1580

O信長の鉄砲隊、武田の騎馬隊を長篠に
親

○信長、将軍義昭フロイス布教の朱印状

正

Oザビェル大友義鎮から布教の許可える
O長尾景虎が入京し将軍義輝と面会する
良

する。

奈

○長尾景虎が兄晴景の養子となり春日山
天

1590

号

1550

天

年
西暦

中心ではなか
ったかと思う︑

1570

棚
お
ハ

罵

馨

（

駆

釈杖の先端に十字があり、この

く

縣
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第五 回
盛況に

最優秀

春以来︑郡内で婦女子に ため六月二十三日から当分

日後

られたらポリオキシンを落

ける︒

早期発見︑早期防除に心が

︵枝梗いもちVの三

竹内与

一︑穂肥の注意

みきこ号

者の賃金をもおさえてゆこ

ウンカ類は

村山重平︵27才︶

松之山

様散布する︒

最近︑当町では︑交通事

金曜日
なお五十嵐先生の入院加療

ことにいも売り︑そばやは

けてもらいたいと思う︒

ですが︑私は年令段階をつ

一律の推計をやるのだそう

えるために︑出稼職種毎に

役場では課税の所得を押

ができるからだ︒

と話しあいにふれあうこと

なくいろいろな人達の生活

けて下さい︒

③これからの除草剤の使用

お被害が広がるところでは

水して株元に散布する︒な

病害虫の発生の有無︑今後

する︒

察はつぎのとおり変更にな

回で防除もれのないように

す︒

対する犯罪が︑起きてい の間松之山診療所の出張診． 穂肥をするかどうかは葉色

モンガレ病は発病が認め

②モンガレ病・ウンカ類・

は薬害の危険があるのでさ

竹山号

の気候予報等を総合的に判

穂ぞろい期後に同薬剤を同

優秀

山口新一郎︵同︶ きたひ
女性の夜道の一人歩きや りましたから御了承をお願

この頃の幼穂は一〜ニミリ

は高度経済成長の中でも︑

うとしているのです︒農業

は出穂二十日前が適当で︑

断して決めるが︑その時期

に伸長し肉眼での判別がで

戦後日本の経済は

産業の基本としての役割を

火曜日

きます︒今年の稲の生育は

目を見張る発展を

◎東川出張診療は︑毎週の

できおくれの傾向があり︑

△交通事故防止について

故が︑急増しています︒

はたしてきましたそれは食

食管制度の堅持こそ日本農

管制度があったからです︒

に迄のし上って来

いては世界第二位

います︒

えめとし︑早まらないよう

歩く蘭売ですから︑老若の

ものと確信しています︒こ

す︒過疎対策のことですが

格差は自らできてしまいま

業のあすの進展を約束する

とげ総生産高にお

熟や酒酔い運転によるも

先生は目下新潟医大で診療

いるので︑量は例年より控

のです︒

に注意する︒なお今後の気

のような事を考える時労農

には労働者の犠牲

また不良気象が予報されて

車を運転する人は絶対酒 をうけておりますが︑経過

的な貢献を見のが

中学の集団就職はむしろ町

提けいによる強い斗いが政

府自民党あるいは資本家に

っている︒どうしようもな

外への流出を促す結果とな

すことはできないのにもか

猛省を促す事となるのでは

二︑病害虫防除

ないでしようか？

すでに葉いもちの発生が確

合いたいものです︒

τかるからということでは

現状てはないでしようか︒

か︑ぶっつけどころがない

が︑ではどうしたらよいの

て不合理な話だと思います

米価の据え置きは︑極め

えています︒

しいものにできないかと考

ってもっと節度のある︑楽

の農作業の時間も研究しあ

松之山に頑張りますが︑山

ないものか︒私は伜と共に

の辺になんとか対策がでぎ

いといへばそれまでだがこ

① いもち病

皆んなで考え皆んなで話し

ることも必要である︒

を残し二〜ゴ︑回にわけてす

象変化に対応できるゆとり
せがはいっています︒

をのまないように︑又の は極めて良好だという知ら
ませないように︒

このほか特に高校生のバ

イクのスピードの出しす
ぎなどにより事故が起き

軟弱ぎみな生育状況から

もし︑事故が起ぎたら︑

認されており︑今後気温の

ています︒

後日後遺症が︑出ること

L昇とともに被害の急激な

難踊織奪難
もありますので心ず︑警

ちは急に広がることや︑穂

拡大が心配される︒葉いも
今年は異常気象で日照不

の追求は外米を輸入しなが

いもちへの移行が心配され

るのて早期に発見し徹底的

ら米があまったとうそぶき

つながっています︒

弱ぎみな生育をしています

に防除する︒また穂いもち

農民を苦るしめながら労働

資本家達のそこ知れぬ利潤
から穂肥︑病害虫防除︵特

う︐偲そろヒ︐月恩穂ぞろい十

病防除時期は①穂はらみ期

足︑低温の影響から稲は軟

察へ届けることにいたし
ましよう︒

五十嵐先生入院中

にいもち病︶には十分な注

ら﹁やはり農道だ︑．車の通 ．中で思いながら実現できな

れた︒人手もさることなが 最近部落のだれもが︑心の

くあった鼻毛の耕地は︑荒 なところへ移転できないか﹂

日清日露から大東亜戦ま

るQ

での戦没者をまつり︑いわ

⁝﹇ー◆ー
の伝説ゆか

ば北浦田部落住民の心のよ

る道を鼻毛にもほしい﹂と いでいる︒ ﹁共同してもっ
いまでも古

な意気込みである︒

﹁湯の島へ出る橋がほし

まらない現状なのである︒

話が出てもなかなか煮つ

若い頃台湾まで開墾に出稼 といい火葬場にしたい﹂

四分の一が深山

出ていないことのひとつで

離にあっても︑宿望の域を

い﹂手をさし出せば届く距

容易でない︒

口をひらけば過疎対策が

ある︒

も離れた深山にあることは

水田の四分の一が︑八粁

したというご老人はさかん

りどこぢとなっている︒
という家に

蛇骨のへん
りんが大切
に保存され

伝説にい

ている︒

水田の

坂︵家号︶

りの部落で

蛇切り丸

五十嵐先生が病気入院の 意が必要︒

出張診療日変る

ました︒そのかげ

そのほとんどが︑運転末 期間は約六ヵ月間となって

いたしましよう︒

けるように注意 ◎湯本出張診療は︑毎週の

極端なハダの露出や︑う いします︒

ま

市︵浦田︶

・上越支庁長賞・農業委員

ここれらの方々には町長賞

佐内伊盛︵同︶

の関心が集まっていた︒

品︑ぎくよし号に︑みんな

め号

め県家畜登録協会理事の小

員の近藤審査委員長をはじ

が贈られた︒

﹁ちよ

っと目をは

が

その殆んど

えています︒

事故が︑増

幼児の水死

止について

△水死事故防

会長賞・郡畜協会長賞など

町・農業委員会・農業協

︵上位入賞のみ︶

審査結果は次のとおりで
ある︒

志賀

優秀 ふ・

ゆきひさ号

▽第一部経産牛
最優秀

かた号

幸一︵下川手︶

よし

高橋さんの養蚕所

きである．

△性犯罪防止について

へ連絡いたしましよろ︒

小さいことでも︑駐在所

もし︑事故が︑起きたら

施錠いたしましよう︒し

．月締りは︑ぎちんとし︑

放的になります︒

暑くなり︑戸締りが︑開

△盗難予防について

十分注意いたしましよう

ます︒

におきてい

ふく号

竹内

なしたすき﹂

▽第三部肉牛

増太郎︵浦曝

︵浦田︶ こうら号

池︶ よしこ号邨田藤一郎

重野徳野ズ下エビ

優秀

小野塚

若月喜一郎︵浦田︶

つている婦人もふくめおよ

日ごろ牛の飼育にたずさわ

会場には出・品者をはじめ

が審査にあたつた︒

衛生所の小野島課長ら六人

林恒治さん︑上越家畜保健

同 組 合 な ど 主 催 の 松 之 山町

肉用牛共励会は快晴の七月

・境内を会場に開かれた︒

一十四日︑北浦田部落の神社

共励会は三十八年に第一
回を開催し四十二︑三年と

休んでいたが︑肉用牛は米
そ百二十人の人たちが熱心

▽第二部未経産牛

に見学していた︒また︑最

最優秀

に次ぐ 作目であり︑その 生

産改良に共励会の果たす役
優秀牛の予想票にも多勢が

中でも三十二年島根県産

つかさ号

割りは大ぎいとして 再開
与吉︵藤倉︶

でことしまで十年連続して

た︒

参加し関心の深さが示され

第 一 部 経 産 牛 九 頭 ︑ 第二部
子牛を産み特別表彰を受け

この日に出品された牛は

されたもの︒

牛十四頭あわせて四十一頭
た浦田の久保田友栄さん出

末 経 産 牛 十 八 頭 ︑ 第 三部肉

審査には県畜産専門技術
侵入を防ぐためである︒
﹁天敵は蛙と蜂だ︑蛙はい

っぺんに五︑六匹ものみこ
んでしまうから﹂という︒

たばこ︑農薬もこわいがこ
の場所なら大丈夫だ︒

高橋さんが長い経験の中

三人で一

﹁山小舎に寝泊りして︑一

晩中蛾に悩まされていた﹂．

かしここに住む多くの人々

論じられる昨今である︒し

新しい時代のために︑た

もつ暗さはひとつもない︒

からは︑過疎という言葉の

﹁朝早く出て夜おそく帰る

毒で﹂とおかあさん方︑し

かし今は自動車や耕うん機

一96一

野外養蚕の
高橋さん
．．．十グラムと毎年同じ位飼

育されている︒

で覚えた桑の雪囲いのコツ

桑の冬囲い

経験で覚えた

﹁集団桑園やハウス飼育も

近代化養蚕

ムダの多 い

視察したが︑私の立場から

がある︒それは雪が一．︑尺積

あぜ道をはさんで︑

みればもったいないほどム

うめてし

中に桑を

の積雪の

った頃こ

にだんだんの桑畑︑

﹁森宮の原までマユ籠を背

ダがある﹂と指摘している︒

る︒

その頃飯山線に﹁かいこ列

負っていったこともある︒

日かかっ

からないが

う真否はわ

浦田地域で

火葬場を共同で

母親の毎日は子供達に気の

きな忠こん碑が鼻毛の頂上

あったとこ

も古くから

ろで︑昔はもっと川っぷち

部落の真ん中に火婁パ梅が くましい生活設計の息吹き

ある﹁場所が良すぎて困る さえ感ずるのである︒

がこの距離をぐっと縮めて

また

他部落とも共同して︑適当

にある︒﹁明治三十九年に大

農道がほしい

に点在していたらしい︒

慢のひとつに語りあってい

上げた﹂と年寄り達は︑自

四︑﹄五年前まで三町歩近

くれている︒

この部落だ廿で建てた大

自慢の忠こん碑

きな岐ぞりを使って引き上

深山の田かき

濃緑の田んぼがつづい て い

2才︶の
高橋喜作さん︵7

バラックづくりの養蚕所

まう方法

二十銭ということもあった﹂

たものが

車﹂が増発されて盛況なも

養蚕所といっても︑ぶな

ことしの価格の見直しに

と高橋さんの養蚕歴は古い︒

僅か一人

野外養蚕所はこのあぜ道の

である︒

の丸太と竹を 縄でしば っ て

ついて︑高橋さんは﹁三千

のだった︑また一貫目二円

骨組みにし︑屋根は波トタ

円位だろう﹂といっている

ゆきどまりにある︒

ンとビニールシートをかぶ

半日で 片

今まで

せた十二坪位のバラックで

昨年はt千九百円であった︒

というべ

活の知恵

れしい生

ある︒う

まうので

付いてし

ある︒

りと︑どっこいどっこいの
収入です﹂と自慢である︒

それでも﹁せがれの稲つく

和三十五年に松代蚕業指導

天敵は蛙と蜂

高橋さんの屋外飼育は昭

所のす・めではじめられ既

養蚕所の周囲によしのす

三十万円を目標で

に十年になる︒毎年の飼育

はられている．捺の蛙の

だれがぐるりとすき間なく
き立ては春三十︑夏二十秋

〜北浦田〜

湯の島へ出る橋

天

目標はお金で三十万円︑掃

宿願は火葬場移転と

水
島
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