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灘麟

東京、名古屋から正月帰りに、出かせぎ者の

みなさんが、バス25台に633人が無事郷里に
正月帰省されました。

一帰省者と出迎えの家族たち

975
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外

地造林事業︑浦田小学校グランド

ることになり︑今年五十年度から

ました事業は︑前期の五力年を終

振興計画によって行なってまいり

精励しつつ諸事業の推進のため︑

にむち打ち︑全力を尽して職務に

ますが︑このなかで︑私ども篤馬

でなさを痛感している次第であり

今後においてかなりの成果が期

費の概算は二十三億五千二百万円

この後期五力年計画に依る事業

導とご支援を賜わりたく︑重ねて

持ちくださいまして︑一層のご指

ださるとともに︑愛郷の心をもお

提出議案2件、請願5件、決議案
2件が審議され、いづれも原案ど

おり賛成多数で可決されました。

一般質問では、竹内平八郎、相

滝沢重介、山岸石松の6議員が一

養蚕、過疎、雪害、インフレ、国
般質問に立ち、基盤整備、畜産、

道などの問題について、町長に質

問がありました。

過疎計画の概要（s息｝一畔）

に、昭和45年から過疎計画法に基
町では、皆さんもご存じのよう

づいて今まで前期の計画を進めて

ど事業費総額23億5千万円を、5

て行くことになっています。

．．婆醤
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獣，．縷
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地方財政危機の中にあって
全力を尽して
諸事業に推進

整備事業等々︑昭和四十九年度予

向う五力年計画を樹立して︑これ

松之山町長

した諸事業の殆 ん ど を 実 施 す る こ

算編成に当って︑お約束いたしま

努力することをお誓い申しあげる

ば

新年おめでとうございます︒昭

に従って事業を実施してゆくこと

ど

和五十年の輝しい新春を迎えまし

とができまして︑何よりの喜びと

待できるものと確信し︑ご同慶に

になっております︒これを見まし

んでごあいさつ申しあげます︒

て︑町民の皆様方のご健康と︑ご

昨年は一方ならぬご協力をいた

ても文字通り事業が山積している

力年に亘って、これら事業を進め

これも町民の皆々様方の惜しみ

一人一人が町政に関心をお寄せく

だぎまして誠にありがとうござい
堪えません︒

次第でありますので︑どうか町民
になっております︒

昭和五十年の年頭に当り︑謹し

孝

ました︒本年もどうぞよろしくお

酬改訂など、一般会計補正予算

願い申しあげます︒

備、簡易水道、松里小学校改築な

お願い申しあげまして︑極めて簡

4598万円を始め、議案17件、議員

昨年は東川小学校の屋体︑農村

然休養村の振興、農林道、基盟整

単ながら年頭のあいさつといたし

振興の基本計画として、町道の

ことがうかがえるわけでありまし

特別職の給与改訂、議会議員の報

昨年十月から行な

われた︑赤い羽根と

歳末たすけあい募金

は︑みなさんのご理

解あるご協力をいた

だき︑厚く御礼を申

さっそく県内の社

しあげます︒

会福祉事業のため︑

者︑児童福祉のほか

老人福祉︑心身障害

生活に困っている人

達に慰問させていた

だきました．
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繍

1

重
改良、舗装、冬季間の無雪化、自

て︑地方自治体の財政危機が叫ば

ら新たに5力年計画に基づいて事

ないご協力と︑ご援助のおかげと

局にたたされており︑前途の容易

業を進めることになりました。

存じまして心から厚く御礼申しあ
そ

きましたが、後期として50年度か

ます︒

実施され、町も国家公務員に準じ

ご協力ありがとうございました

しあわせをみんなに

藤

している次第であります︒

に招集され、昨年、国の人事院勧

多幸を心からお祈り申しあげます︒

沢善一、山岸定佐久、村山正英、

れている現状からして︑非常な難
ゆ

町では四十九年度で︑過疎地域

一般職員の給与改訂による差額分

集落センタ：︑克雪センタi等の

12月定例議会は、さる12月25日

げます︒

告による国家公務員の給与改訂が

建設事業を始め︑町道︑農林道の

簗糠

螢簗
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新設改良事業︑里山開発による団
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る年金です︒

譲って農業をやめた場合にもらえ

後継者や他人に自分の農業経営を

期間等が二十年以上になる人が︑

き←げられました︒
▼経営移譲年金ー保険料を納めた

の給付額が︑従来の二・二倍に引

経営移譲年金と農業者老齢年金

口年合額の大幅な引き上げ

とおり説明いたします︒

したので︑改正のあらましを次の

るよう︑大幅な改善が行なわれま

が安心して︑農業経営にあたられ

充実をはかり︑農業者のみなさん

この度の改正で︑年金をさらに

になりました︒

制度がもうけられて︑もう五年目

昭和四十六年一月から農業者年金

農業者に老後の豊かな生活をと

鞭購．

〇六十歳までに経営移譲したとき

補助されます︒

離農給付金も二・二倍に︑高齢

の他の人は三十三万円に引き上げ

農したときは︑七十七万円を︑そ

のため年金に加入できないまま離

今回の改正で︑出かせぎ期間が

られました︒支給対象も︑今まで

□出かせぎの期間を通算

とになり︑今までの出かせぎ者に

年金受給資格期間に通算されるこ

かせぎ期間との合計が二十年︵年

年金の保鹸料を納めた期間と出

れることになりました︒

て離農した場合も支給の対象にさ

たが︑他の農家に農地を貸し付け

合にのみ給付金の支給の対象でし

は︑他の農家に売って離農した場

引き上げに伴ない︑月額七百五十

になれば年金が受けられることに

齢に応じて五牟から十九年︶以上

対する不利が是正されました︒

〇六十歳から六十五歳になるまで

ります︒

円の保険料が︑千六百五十円にな

．
多

美

子

ぴ勉だいて

施

りしきる雪の中︑元気よく﹁行っ

今朝も︑八才になる長男が︑降

になりました︒

年金には関心をもって接するよう

のありがたさを知り︑それ以来︑

こういう立場になってみて︑年金

は︑町農委会にご相談ください︶

︵今回の改正で詳しく知りたい方

の間に経営移譲したときは︑経営

なお︑国からこれに上のせして

布

□離農給付金額の大幅な引上げ

黒倉

毎暑

保険料の七分の三に相当する額が

なりました︒

移譲したときから︑給付が始まり
ます︒

▼農業者老齢年金ー保険料を納め
た期間が二十年以上に

なる人が︑六十五歳から
もらえる年金です︒

口物価が上がれば年金額
年金額は二・二倍に引

も︵物価スライド︶

き上げられましたが︑将
来の物価の変動に応じて

年金額も国民年金と同じ
ように︑物価スライド制

が設けられ︑年金の実質
価値が維持されるよう改

私なりに精一杯生きてゆくつもり

長するのと︑年金を杖がわりに︑

これから︑二人の子供が真直成

に入るか早く学校に行きました︒

をいただいてきました︒

一人でしたし︑収入の少ない者に

全然といってよいほど関心の薄い

それまでは︑国民年金について
このしらせを受けたときハまさ

納めてさえいれば︑年をとってか

自分自身のことと︑しっかりみつ

りではないということを知った今

年金とは︑お年よりのためばか

です︒

らお金がもらえるとしたら︑若い

とって︑決して安くない保険料を
があって︑母子年金の請求を−⁝

一層の充実期待したいと思いま

め︑これからも︑この年金がより

す︒

は相当な額になるだろうが︑どれ

興味しかなかったのですが︑いざ

位もらえるのだろうか︒くらいの︑

者にとっては︑それまでの積立金
手続を済ませ︑九月中旬だったと

ということで︑早速︑窓口を訪ね

思いますが︑浦田の郵便局で年金

母子年金について話をきき︑請求

それから数日後︑役場から電話

れませんでした︒

かあの人が⁝⁝と︑とても信じら

帰の人になってしまいました︒

さる六月︑突然︑私の夫は︑不

て参ります！﹂との声が︑私の耳

料も︑年金頚二・二倍の

被保険者が納める保険

□保険料の額も引上げ

になりました︒

準にして改定されること

場合に︑その変動率を基

に五％を超えて変動した

して︑今後一年間または
継続する二年間以上の間

消費者物価指数 を 基 準 に

昭和四十九年度の全国

善されました︒

i鞭

灘葬

は︑六十歳から︑

調難
瞬裳
鳶秀
灘

lII脾II Ill
1 1
50．1．21，1 酢，閣1
1コーホーまつのやま
1

㎜
欄
㈱15㎜
鵬
欄翻1欄随襯㈲ 欄剛繭 醜酬51鵬鯛胤朋馴欄㎜醐闇■髄随囎髄

1襯醐鵬隅鵬鼎贈3訓欄

て圭

−

曲

4
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し

植付け不能
九町歩に

被害面積三千五十九アールで︑
役立てたいものです︒

した︒まだ加入されていない方は

各戸に湯呑を一個づつおあげしま

4

水稲の不作︑畜

産︑養蚕の価格低

迷の中︑四十九年

産葉たばこの収納
が︑昨年一月五日
六日に行なわれ︑

平均反収二十八万

八千円という大豊

作を作りだし︑最
高反収三十四万円
二戸当り平均六十

という人もおり︑

三万円という収納

代金を手にしまし
一日︵八時間︶

た︒

の日当でも三千五
百円以上になり︑

︵灰︶と︑悪条件も重

なりましたが︑見事に

まさに︑生産︑需要

克服してくれました︒

安定作物の強みが︑充

供給と三拍子そろった

分発揮されたといえま

豊作に顔をほころばせ

す︒耕作者の皆さんは

こ耕作に思いをめぐら

ながら︑ことしのたば

しております︒たばこ

います︒従来のめんど

は価格補償も充実して

うな選別もなく︑耕作

床薯委託できます．

方法も簡単になり︑親

ε

何かと制約を受ける

山間へき地農業にはた

ぜ

先ばこ耕作が芝よ2

嫡

ーN寸Fl

この内︑植付不能九百八アールの

三十％︑穂首いもち千百八十ニア

焼山の噴火で
蚕が被害
七月二十八日焼山の噴火による
リほど降り︑真白となって︑桑に

灰が︑全町に一・五ミリから三ミ

アールの二十二 ％ ︑ 冷 害 五 ％ ︑ 水

ールの三十八％︑干害六百七十六

一番がフジミノリで七百十九アー

害四％となり︑また︑品種別では

っても落ちず︑この桑を食べた夏

附着しセメント状になり︑雨が降
蚕四百グラム︑飼食戸数五戸の全

ル︑全体の三十三％︑二番がコガ

ネモチで二百二十九アール十一％

日に農家にお支払いしました︒

金三万六千百八十円を︑十月三十

十五キログラムとなり︑支払共済

戸に被害が出て︑繭の減収量百九

三番がトドロキ ワ セ で 百 七 十 七 ア
被害戸数では三百七十六戸で︑

ール八％でありました︒

減収量二万九千八百三十八キログ
ラム︑支払共済金四百四十七万五

千七百円で︑十一月三十日各農家
農家を守る完全補償運動と取り

部落の嘱託員さんを通じて︑時価

建物共済推進に︑ことしは加入

異常豪雪により︑作付けが遅れ︑

組み︑四十九年度より︑米価によ

額いっばい︑加入していただくよ

にお支払いしました︒

また田植時の干ばつで︑六月十八
で定めました︒

りスライドする告示最高額を条例

昨年の大干ばつにつづき︑春季

六町歩となり︑一部地域では消防

うお推めいたします︒

豪雪︑倒伏︑降砂

菜煮ミ

■

日現在︑枯死寸前︑植付不能が十

災害の補償を完全にし︑安心し
て農業がでぎる︑農業共済事業を

竃fl一盤

ポンプを使用するという非常事態
となった︒

しかし︑七月四日の集中豪雨に

〃◎

の苗も幼穂形成期に入って植付し

／てつ

より︑七町歩が植付けされ︑苗代

索

強
一逼階藷 鯛

ても︑通常の収穫が期待できなく

、、
z｝

七月は不良気候で︑梅雨明け前

7月28日降灰よる被害を受けた桑園
1下鍛池桑園にて）

斗均館一28万8撫

1璽1 ，、試

聴配

植付不能は九町歩にとどまった︒

後︑葉いもち病の異常発生となり

特に晩植田では︑急性型病班が

近年に例のない警報がだされた︒

リコミ症状の圃場が 散 見 さ れ た が ︑

多く︑胞子形成も多く︑各所にズ

八月の好天候と徹 底 し た 防 除 に
より︑穂いもち病への移行は相当
軽減さ れた︒

、，，y 緕ll
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曜鷹塔

○湯田の鉱泉分析表

（一）

その間︑経営者も亀二郎さんが

メチル・オレンヂ

〃

竜風

行遠

大注連の取り替え申す御神樹⁝⁝⁝⁝：小野塚八起

娘に祖母の嘘つかれいて初笑い：：⁝︑︐⁝

嘘ついている娘が可愛い初笑い⁝︐・⁝：：村山

雪の烏居低く潜リて初詣⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

おもむろに大地明けゆく初み空⁝⁝⁝⁝小ロ

冶句

0．2ρ

第一鉄イオン

ら︑湯の島の山岸広さん︵現︑室
されたといわれます︒

アルカリ性

久かたに訪いたる門の初雀：：⁝・︑︐⁝：：−

〃

初雪にいやおうなしの足仕度⁝−⁝−⁝︐⁝樋ロたけし

物心つきし頃よりの板屏風︐︑：⁝⁝−：⁝：

雪囲の奥より聞こゆ出機の音⁝⁝⁝：：−高橋春光子

三ニ

初笑い歯のなき孫のロまろく︐︐︐︐⁝⁝：：−佐藤高歩

今朝の雪野兎の飛躍の鮮やかに︐︐︐⁝⁝：︐

初鶏のしかと聞こえて年明くる︐︐︑︐︐︐⁝⁝

ピンと起つ表紙の固し帳初め⁝︐−︐︑︐︑︐⁝：〃

杭き初めの頂き軽ろくなりしかな︐︑︐⁝・：村山

尾︶

︵観音寺︶

︵天水越︶

︵中 尾︶

︵中

︵戸内名︶

︵戸内名︶

︵橋 詰︶

︵松之山︶

（泉質は塩化物泉と推定）

野中学校長︶の孫じいさんが経営

8．7

水素イオン濃度指数

湯田の鉱泉
平八郎
戦後︑坂中︑竹内重孝さんが温

無臭炭酸味

松の内伝わる行事伝えたく︐⁝・︐︐︐・：−⁝︐︐︐

素

内

作って置いて︑湯をタルで背負っ

味

反 応

フエノール。フタレン

訪う門の奥よりたてる初雀⁝：：・：・：−︐︑︐︐村山 休石

沃

8．2

酸

555．1
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竹
自噴している湯田の湯について

てやりましたが︑不幸にして火災

家を建て︑自噴するガスを利用し
を起してしまい︑また︑再建して

泉を志し︑昭和二十三年ごろから

古老の話によりますと︑明治

です︒

初期︵多分十年ごろ︶に︑樋田部

て︑家の風呂に運び入浴したもの

私の部落は︑浦田の湯の島とい

掘さく数十メートル掘ってみたの

紙面をかりて紹介して見たいと思

え︑この湯が昔から︑自然に夏冬
落に竹内亀二郎という人がおりま

掘さく︵深度︑約二百メ
；トル︶したのですが︑

資金の関係で中止してし
まいました︒

昨年九月十八日に︑角
になられて︑岩見堂附近

屋県会議長さんが︑お出
の元帝石が試掘した跡を

視察された折︑湯田の湯

﹁こんな宝を捨て置いて﹂

を見てくださいまして︑

といわれました︒
ほんとうに︑ もったいないこと

なお︑湯の所有者は︑藤原の本

です︒なんとか地域振興のために

山悌吉さんで︑現在︑東京に住ん

役立てたいと願っています︒

めがよいのでお客があったようで

温泉場を建て︑当時は︑お湯の効
したが︑燃料が容易でないことと

でおられます︒

切り倒して︑湯田に沸湯を志し︑

旅から博徒︵ばくちをうつ人︶が

入り︑風紀を乱すというので︑明
治三十二年ごろ温泉を閉じました︒
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います︒

変らず湧出ているところから︑湯

ですが資金の関係もあって︑中止
なお︑大正十一年ごろ

して現在に至っています︒

した︵現︑亀太郎さん宅︶︑亀二
懸羅購馨繋

の島の名がつけられたといわれて
います︒

西潟氏︵松代町福島︶が

泉質は︑松之山温泉や兎口温泉

現在︑湧出している上の

ヱ∠ノ／ノ、、血

方に約百メートル離れて

とは全く異質のもので︑アルカリ

郎さんは︑大切な自分の林の木を

・湯田の鉱泉

泉で︑ラジウムを含み︑温度は二

十五度︑湧出量は毎分︵素人の測

います︒

定ですが︶約三十リットル位と思

3ン、血1

湯の島地内・

昨年八月︑新潟県庁に依頼して
分析してもらいましたら︑次の表
のとおり︑数多くの成分が含有し
ています︒

昔から子供のオデキのようなも
のには︑非常によくキクといわれ
て い ま す ︒ ま た ︑アルカリ性分の

で︑村中の人が洗濯に行き︑農耕

ため︑石ケンのない昔から最近ま

馬を洗い︑また︑各自が湯タルを

ド【【1
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素晴らしい可能性を秘めた

る牛が多いと思いますので

現在︑妊娠後期に入ってい

昨年春の種付けによって

要である︒良質の乾草やサイレー

で︑カロチン含量の多い飼料が必

物体内で︑ビタミンAに変わるの

欠かせない管理である︒

障害を防ぐために︑牛の日光浴は

子牛め発育障害や︑成牛の繁殖

じこもるので︑これが不足する︒

ーoう寸FI

でも︑そのたびに

ジ︑野菜クズなど与えたいもので

▼皮膚を守る

こともありました︒

思うことは︑子供達
次の点に気をつけてくださ

ある︒

の為の保育をという

▼無機物の補給

ったりすることが多い︒牛の体表

シラミが寄生したり︑皮膚病にな

牛の体が不潔になりがちなので

い︒

ことです︒そして︑

冬飼い期には︑ぬか類など濃厚

〈財産の状況では＞ 建物は、

幽

そして︑かわいた敷わらを入れ

上げ﹂をしておきたい︒

分べんが迫まらないうちに︑﹁肥

を支えているのでよくない︒

特に妊娠後期の牛は︑重い体重

れているのはよくない︒

舎内に︑きゅう肥が堆積さ

に⁝⁝

▼牛舎内は常に乾燥した状態

とが大切︒

をブラシでこすり︑清潔に保つこ

飼料に頼りがちなので︑カルシウ

．ら携怠し髭い

で︑特

蘇鞭
発育
に必要

・イカルを一日当たり︑子牛で二

霧 触簡り㌦吻

葬袋り

ムが不足する︒これを補給する方

松代分遣所、消防本部等の建築費

にビタ

牛に必要なビタミンの中

▼ビタミンAの補給

この子らと共に学び

とです︒

歩んで行くというこ

未来からの使者と
もいえる︑素晴らし
い可能性を秘めた 子
供達︑その子供達の

個性と素質を認めて
あげ︑のびのびと︑

あり︑

十から四十9︑成牛では五十から

法は︑農協などに売られているコ
また︑いろいろな病気に対

七十9くらい濃厚飼料に混ぜて与

たいと思い︑努力しております︒

する抵抗性にも関係がある

頚北、頚南、東頚消防署。名立、

は保育所へ元気にやってきます︒

います。

て︑暖かくしてやりたい︒

7576万円の基金になっています。

その創造力を育むようにしていき

からも︑いろんなことを勉強し︑

ビタミンAは青草に多く

▼日光浴

えるとよい︒

基金では、職員退職基金4829万
円、財政調整基金2727万円の合計

︑ リンゴの
﹁先生︑おはよう！﹂

他の保母さんと仲良く手をとりあ

含まれるので︑夏季には欠

調整基金費130万円などとなって

まだまだ未熟な私ですが︑これ

そんな子供達のけがれを知らな

って︑頑張って行きたいと思いま

乏の心配がないが︑冬季間

支出のおもなものは、職員給与
費など一般管理費が4億7832万円
退職手当基金費2100万円、財政

色の手をしながら︑今日も子供達

い︑きれいな瞳を見ていると︑思

﹁風の中︑子らと歩まん︑広

ビタミンDは︑カルシウムやリ

す︒

の組合の借入額となっています。

わず﹁私もガンバラナクチャ﹂と

欝

ンを骨にしたり歯にする重要な働

施設整備事業債として、6242万円

は欠乏しがちである︒

車輌では、消防ポンプ自動車18

ような真赤なほっぺと︑寒さで紫

の状況をお知らせします。

決意させられます︒

万円でした。

ぎをするが︑冬季︑牛は舎内に閉

4641万円、このうち収入済みが2
億8946万円、支出済みは2億3095

植物の中のカ・チンが動

だくために、49年度の9月末現在

りとします︒

台、指令車10台など40台です。

（保母）松沢ひろみ（21才）

布道﹂と︑詠ませていただき︑終

消防事務組合の財政状況を、組合

そのような毎日が︑早いもので

管内の皆さんに良く理解していた

二年間を過ぎようとしています︒

19市町村で組織している上越地域

町の奨学金をお借りして︑二年

47年の7月、上越を中心とする

間の保育専門学校を卒業し︑不安

組
院

消防

〈地方債の現在高では〉

と 希 望 に 胸 ふ く らませ︑松之山へ

机上で学んだ
ことでは︑処理

できないような

新

よ漬冶

券）額面金額2240千円。

子供達の為の保育を

甲鴛

︑

5億
〈予算の執行状況では〉

帰ってきたあの頃は︑ただただ︑
無我夢中でした︒

・

問題もたくさん

ありました︒保

︻ 母としての自分
に自信をなくす

7145万円。有価証券（電信電話債
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