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新しい校舎ができたぞ〜

ランドに造成される予定です︒

れており︑来春以降︑広いグ

松之山小学校
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天井の高い廊下で伸ぴ伸びと！

臨︒

測

﹁明るくて大きくてきれいだなあ﹂
旧木造校舎の方は︑皆さん
に惜まれながらも︑現在取り
日関係者︑児童ら約三百名が

新校舎竣工式が盛大に！
参加して竣工式が行われまし

壊し作業が急ピッチで進めら
昭和六十一年から五億五千

び体育館は︑県内でも数少な

この日竣工を迎えた校舎及

た︒

万以上の経費をかけて造られ
ていた︑松之山小学校の新校

舎 が こ の程完成し︑十一月七

いワークスペース︵多目的広

場︶を備えた小学校という事
いましたが︑出来上がった学

で︑計画段階から注目されて
校は広くて明るく︑子供たち
が伸び伸び勉強や運動できる
ような工夫があちこちに見ら
これから町内各小学校の核と

られる素晴らしい学校です︒

して︑いろいろな面で利用さ

本校の児童は︑すでに新校

れる事と思います︒

舎で勉強しており︑新年度か
ら︸緒に勉強することになる

黒倉分校・三省小学校の友達
を待っているところです︒

西沢校長先生が喜こびと感謝の挨拶を行う

児童の喜こびの声

広くて広くて￥

までるお城みナ婁
竣工式のとき全員で喜こぴの言葉を披露しました

坂道をかけのぼる

ブナ林

もあるよ

力べに電燈が付
私

四月からは

分校の友達

ぼくたち わたしたちは

この立派な校舎に負けない

子供になるために 一生け

いていてす．こかったね

たちの笛や歌がきれいに聞

わたしたちの学

んめい勉強します︒

大空に向かってそ

もいっしょに勉強できるね︒
三省小学校の友達もいっ

の中で

しょだね︒

びえ立つ

るんだって．

こえるように工夫されてい

松之山小学校︑四年前

から楽しみにしていた新し

遠くの山がき

この校舎

て喜こんだリ驚いたりして

私たちは 新校舎ができ

れいに見える︒

ダに出ると

勉強に疲れた時 ベラン

校

い校舎ができ上がりました︒

レスト

いっぱい 広くて広くて

ガラスばりの玄関 階段が
まるでお城みたい
ランみたいなランチルーム

いるだけですが

を建ててくださった方々︑

みんなで食べる給食は
おいしいね︒

五年たっても

教室につながっているワー

私たちは

ありがとう．こざいました︒

十年たつても

じゅうたんが

しいてあるから寝転んでも

気持ちを忘れずに

クスペース
いいんだよ．

使いたいと思います︒

引っ越し

大切に

入つた時の

体育館でだいこんぬさや鬼

十月二十一日

をしました︒はじめは本と

だりしておもしろかったね︒

ごっこ すべったりころん

私は︑ピンクや緑の模様

い す

が気に入リました︒視聴覚

ルの袋をかぶって

しょぬれになりながら そ

雨でぐ

椅子を運びました︒ビニー
大事な

物や機械がたくさんあった

室で映画も見たね

のとき 古い校舎が泣いて

トイレもカラフルで気持

こめん

広い教室と広い廊下
すべてジュータン貼
りで床暖房となって

ね︒

いるみたいでした︒

ね

こわすのもっ

掃除の時よくぶかなく
て こめんね

ボールをぶつけて

口は二十七個もあるんだよ︒

たいないね 物置にすれば
また会えるのになあ︒

います。

ちがいいね︒水飲み場の蛇

らべんりだね︒

両方とも教室の前にあるか
音楽室の天井は高くて窓

「

室見

薮拝

「ここで食べる

給食はおいし
いぞ」

一食

べ

緒室

の

が給
童る
児れ

全に

校食

明るく広々としたワープロ広場

君通
ートooNi

理科室、すぐ水が使えるように

黒倉、三省のお友だち

衛生的で健康的な保健室

待ってま〜すノ
トイレもカラフルで気持ちがいいよ

れます︒︐この大会への出場者
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モニターテレビまでついた放送室
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すが︑町民の皆さんからも大
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れます︒︐この大会への出場者

すが︑町民の皆さんからも大

大会に出場する選手の方た

会成功に向け︑猶︑︸理解と転︑一協

中学生スキーヤーのトップク

ちは︑十六日の土曜日あたり

は︑男・女合わせて一三五名

ラスばかりが参加する︑見転ご

から来町し練習を開始すると

力をお願いします︒

地区の大会で上位の成績を納

たえのある大会︑です︒

ほどが予定されており︑県内

新潟県中学校体育連盟・県

めた選手が集まって行われち

会への県代表選手を選ぶ重要

日松之山で開催

スキー連盟・松之山町教育委
もの︑で︑クロスカントリー・

っとした心遣いが町の印象を

えてやりたいものです︒ちょ

1月円

員会などが主催する︑第三十

シャンプ・アルペンの三種目

な参考となるため︑選手や大

高めるとともに︑選手の心を

松之山独特の暖かい心で迎

思われます．

一回新潟県中学校スキー大会

が︑それぞれ別の会場で開催

会関係者にとっては一番力の

この大会の成績が︑全国大

が︑ 一月十八日から二十日に
されます．

松之山︑でこの大会を開催す

るにあたり町・体育協会・温

シダウンとならないよう︑町

入る大会かと思われます︒

ペン部門の会場となり︑スラ

泉組合からの後援と︑運営に

民の皆さんと一体となって︑

松之山温泉スキi場はアル

全県的な大会が松之山で開

ローム︵回転︶・．シヤイアン

あたっては松之山・浦田両中

スキ；場にとってもイメー

な隔︑︶ませるのでは⁝⁝︒

催されるのは︑今回が初めて

が︑二日間にわたって競技さ

（火）

（レストハウス雪窄春）

この大会を成功させましょう︒

．

1 月 11：00 女子スラローム

学校・松之山スキー協会の全

（水）

男子Gスラローム
14：30 閉会式

日

20

月 10：00 女子Gスラローム

1

男子スラローム

日

19

この大会は︑上・中・下越

場

松之山温泉スキー場

種

目

スラローム・Gスラローム

面的な協力のもとに行われま

会

の事です．

トスラローム︵大回転︶種目

開催されます．

かけて松之山温泉スキi場で

20
雛凄

（月）

16：30 開会式 選手会
（自然休養村センター）

日

18

月 16：00 監督者会議

1

ノ

●

大会

新潟県中学校スキ

．

／

大会 日程表

う町民の手でノ

融蒼せよ

●
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惜しまれつつも閉校へ
来年四月から松之山小学校

や学校に功労のあった方々

式典は閉校に至るまでの経過
への感謝状の贈呈︑児童全員

三省小学校

慮事峯蓬響蓼奮⁝

閉校式であいさつされる
金子校長先生

へ統合が決まっている三省小

学校では︑十︸月一日の日曜

にょるスライドを使っての思
い出のことばなどが︑淋しさ

と期待とが入り交った独特の
雰囲気の中で進められました︒

金子校長先生が挨拶の中で︑
しまうのは非常に残念だが︑

長い伝統ある学校が閉校して

状が贈られました。

二三年の歴史を残し

．簸遷
日に閉校式と偲ぶ会を開催し︑
︸二二年の伝統ある学校と少
し早いお別れ会をしました︒

三省小学校は︑明治八年に
室野分校水梨校として開校し︑

何回かの移転・改称しながら
昭和十六年︑三省国民学校︑

これからも子供たちのため地

三省の教えをしっかり守り︑

域づくりのために頑張ってほ

昭和二十二年に現在の三省小

学校となりました．この二
の卒業生を送り出しています

んのテーブルスピーチなどが

ョン︑旧職員や同窓生の皆さ

ぶ会﹂がにぎやかに催され︑
児童や地元の方のアトラクシ

閉校式終了後﹁三省校を偲

しいと︑話されました︒

三年の間に二︑二〇〇人以上
が︑現在は在校生九名となり︑
松之山小学校の全面改築と同

時に︑来年四月から統合とな
りました︒

この日の閉校式には︑町長
はじめ町関係者︑教育委員︑

の会ではないようなほど︑盛

行われ︑閉校などというため
り上ったひとときを過しまし

旧学校職員︑地．兀民ら二五〇

人が参加して盛大に行われ︑

ゆ

ゆ

け いねは

「喜1
馨縁葦

ギ ぎ

松之峨三省小鞭融式
長年学校に対し、先生の下宿や除
雪で貢献してくれた方たちに感謝
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9轟

贈鰐︒

中でも︑九人の児童が一生

た︒

けん命練習したという﹁三番
隻・八木節・合奏﹂のできば
えは素晴らしく︑会場一杯の
人たちから大きな拍手が贈ら
れていました︒この子供たち
も新年度から六年生は中学校
へ︑後の子供たちは新しくて
広い松之山小学校へと通う事

になる訳ですが 三省小学校

での教えを基礎に頑張ってほ

グランドの一角には﹁三省

しいと思います︒

からは子供たちに変わって 三

校跡﹂と刻まれた︑大きな記
念碑も建立され︑六十三年春
省校の建物やグランドを見守
り続けてくれることでしょう

三省校最後の在校生9人と教職員の皆さん

ン
グランドの一角に建立された記念碑

スライドを使って学校の沿革や自分たちの夢を発表した

講

まつのやま（ω

国民年金の保険料は税金の
控除対象になります

lOooNl

集

募
語

標

る方は︑事業所得︑不動産所

青色申告をすることができ

す︒

申告の制度が設けられていま

記帳に基づく正しい申告を！

︐商売などをしている方が︑

自分の所得を正確に計算する

んと記帳し︑保存しておくこ

ためには毎日の取引きをきち

得︑山林所得のある方です︒

また︑青色申告をしていな

とが必要です︒

い方で事業所得等︵事業所得．

記帳にも簡単なものから︑

不動産所得及び山林所得︶が

新潟県では︑ 年金制度の役

各種の帳簿を備えた高度なも

あり︑一定の条件にあてはま

年間

四︑八OO円です︒

わかりやすく表現し

何点でも応募できます︒た

ωその他の保険料

国民年金への加入や

のまでいろいろありますが︑

サラリーマンは年末調整の

だし︑ハガキ一枚には三点

ときに︑農業や自営業者の方

割とか︑

定められた簡易帳簿など一定

る方は︑記帳や記録の保存な

口付加保険料

水準以上の記帳をし︑その記

国民年金の保険料は︑税金

などを︑

詳しくは︑近くの税務署か役

どをしなければなりません︒

保険料を納めることの大切さ

た自作・未発表の標語を募集

る場合には︑所得の計算上有

帳に基づいて正しい申告をす

四〇〇円︒

しています．

一の月

前納・追納・未納などがあ

︒官製ハガキを使用し︑一人

▽応募方法

の所得控除の対象になります︒

は二月から三月にかけての確

る人は︑それぞれ違ってき
※保険料額について︑わから

まで．

﹁公給領収証﹂を受けとりましょう

場の税務係へお尋ねください︒

定申告のときに︑それぞれ申
ます︒

年一年間に納めた保険料額を

ない人は役場の年金係におた

利な取扱いが受けられる青色

告書 の ﹁ 社 会 保 険 料 欄 ﹂ に 今
記入すれば︑全額︑所得額か

ずねください︒

を利用したときに料金と一緒

店︑︑︑ハー︑旅館︑飲食店など

﹁公給領収証﹂をお受けとり

シーズンとなりますが︑ぜひ

これから忘年会や新年会の

役立ちます．

年齢・職業・電話番号を明

ください．

料理飲食等消費税は︑料理

記すること︒

に支払っていただいている県
十二月三十一日

給領収証﹂を渡さなければな

ったしるしとして︑必ず﹁公

みなさんから税金を受けと

場合は︑財務事務所までご連

給領収証﹂を渡されなかった

税が課税される場合で︑﹁公

▽応募先と問い合わせ先
新潟市新光町四番地一

一丁九五〇

二一一︵代︶まで︒

電話〇二五五ー二五ー二

上越財務事務所︵課税課︶

絡ください．

けとることによって正しい納

﹁公給領収証﹂を受

税につながり︑明朗会計にも

また︑

らないことになっています︒

昭和六十三年二月

入選者に直接通知します︒

︒発表

標語募集係宛

新潟県民生部国民年金課

︵当日消印有効︶

︒締め切り

税です．

・ハガキには︑住所・氏名・

ら控除され︑所得税がかから
なくなります︒

納めた保険料は社会
保険料控除の対象に
なります

oo戦の棚蜘

十二月は年末調整の月です

豚櫨．

播〃

／《，巷o、、

ので︑該当する人は︑国民年

金保険料の申告を忘れずにし
てく だ さ い ．

e定額保険料

七︑一〇〇円︒

・六十二年一月〜三月まで
一カ月

︒六十二年四月〜十二月まで
一一カ月 七︑四〇〇円︒

八七︑九〇〇円︒

◎合計一年間で

夢

商工会よりお願い
「鳥の羽を頂けませんか」

使を運す

㊦暖房器具は正しく使いましょう。
・給油時には必ず消火を確認して、その場を離れない。
火をつけたまま持ち運びしない。
・使用中は換気に注意する。

洗濯物を干すなど他の目的で使用しない。
お出掛け前、おやすみ前には必ず火を消しましょう。

㊦LP

Gガス容器置場事故防止

・容器を置く場所をえらびましょう。
・容器は格納庫

（囲い）で、保護しましょう。

・格納庫の周囲は、除雪を常にしておきましょう。

・雪おろしの際は、1容器置き場に直接あたらないよう注意
しましょう。

饗鱒．蝕
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し

松之山の民芸品として人気

の高い﹁野鳥コケシ皿︒その

需要は年々増えるばかり．です

が︑作り手と羽などの原材料

不足で︑なかなか注文に応じ

特に︑鳥の羽はなかなか手

きれない状態です︒

に入らず集めるのに非常に苦

これから寒くなる時期を迎

労しています︒

え︑今まで飼育していたニワ

トリ︑アヒル︑七面鳥など︵鳥

●員に3相談ください。

し消持

お困りの方は近くの猟友会会

なら何でも︶つぶされる方が

20万円以下の罰金】があります。

九

場合は【6カ月以内の懲役又は

ありましたら︑是非︑その羽

し、猟具を使用して見つかった

この季節は1年中で最も火災が多く発生しています。火
を使う機会が多い時期だけに十分注意し、厳しい冬をのり
よ

がない人は使用出来ません。も

季機し器陶引劇物榔

す。しかし、これらの物は免許

を譲ってください︒どの部分

猟具を使用している人がありま

の羽でもけっこうですし︑多

伴ない、わな・とらばさみ等の

いよいよ寒い冬がやって来ました。

え暖給火使洗お

を与え迷惑していますが、これに

火の用心

ま

ヌキ等）が増え、農作物に被害

少汚れていても構いません︒

近年、有害鳥獣（カラス・タ

冬に備えて

越

る時は充分注意してください。

譲っていただける方は誠に

なりました。野山に出かけられ

すみませんが︑商工会の事務

・x・甲

11月15日（日）より狩猟解禁に

︑．﹂﹃︑一︑一︑一︑一．．一︑﹄︻夢︐一．︑6r︑一・︑一・．6r︑一︑一・β・一・一曲r・︑一ρ．一・一・一・一・一一・一・夢ρ■・一・一辱一己︻一ρ一﹄︻一︑一︑一︑一．一︑6

、

所の方黛︑︸持参ください︒尚︑

お願い

お持ちいただけない方は連絡

していただければ伺わせても

らいます︒

㌔︑一協力いただいた方々には︑

わずかですがお礼させていた

ます︒

だきます︒よろしくお願いし

猟友会より

く》ノ

ケノ
を記念して十一月二日に記念

学校創設四十年を迎え︑これ

松之山町立浦田中学校では
など百五十名が出席して︑四

教員の万々︑地元の万︑生徒

町教育関係者︑歴代校長︑前

にいてほしい︒うまい米作り

どんな小さな棚田でも荒さず

本一うまい米作りに力を入れ︑

式典の後では￥同校の卒業

が三十七名となっており︑昭

現在涌田中学校は︑生徒数

はある凶と話していました︒

をやっていれば︑まだまだ道

浦田中学校は︑戦後間もな
教授の竹内順治さんが︑﹁浦田

生で現在お茶の水女子大学助

十周年を祝いました︒

い昭和二十二年五月︑新学制

和六十一年から進めている︑

式典や講演会を行いました︒

により六学級で開校され︑以

の過去と未来﹂という演題で

しています︒

山村留学生 の増加に期待

来四十年間に多くの卒業生を

記念講演を行い︑この中で竹
内さんは﹁特産品の開発と日

けたりしたほか︑外に出て消

三省で防火訓練

2
分違所諭救急；季のキ旨

﹃蔑

畝置『薩

創立40周年記念事業。多くの方々が

iOONー

浦田中学校で創立四〇周年記念

騒4，導

記念式典には︑町長はじめ

火栓と消火器の訓練も受けま

一人一人が消火器訓練を体験してみる

譜

皆さん消火器の使い万知つてますか！
町消防団では︑岳年分遣所

参加して盛大に行われました。

＼

四邸

や
裂茜

世に送り出して来ました︒

馨

の協力を得て防火講習会を実

した︒

これから暖房器具がかかせ

施しておりますが︑今回は一二

火のため︑消火器はすぐ使え

ない季節となります︒初期消

省地区の万々を対象に￥防災
ました︒

いQ

について勉強してみてくださ

です︒家族で消火器の使い万

る場所に︑そして︑いつでも
使えるよう訓練する事が大切

講話や消火器訓練などを行い

十︸月十臼に三省小学校で
実施した防火講習会には︑婦
人の方を 中心に六十名程が参

加して︑町消防団長 の小野塚
さんや分遣所長関谷さんなど
から講話︑救急法の指導を受

、ソ

4・
憲．＼ト◎

遜鷺
〆〆／

！

一回県農業共済綱引大会
敗れたものの︑三位決定戦で

﹁︑

﹂

︑

げ◎帰

レ〆

疏＝1…曜

．︑血▼

見事3位になった天水島の力持ち

q
｝

第一
町内では圧倒的な強さを誇

十日町市の珠川チrムに勝ち︑

入賞を果しました︒優勝した

天水島綱引きチー

が︑十︸月二十三日︑新

っている

のは横越村の小杉チームで︑

ム

潟而体育館で開催された﹁第

催されることになり︑優勝チ

尚︑今年から全国大会も開

一葎連続だそうです︒

で︑見事三位になりました︒

二回新潟県農協共済綱引大会﹂

各地区の予選を勝ち抜いた
代表二十四チームによって行

天水島チームの皆さん︑こ

ームが県の代表となりました︒

てください︒

れからも全国を目差し頑張っ

われたこの大会︑天水島チー
ムは︑並み居る強豪を次々と

〆

打ち負かし準決勝で惜しくも

難

鴨．o轄︐

供でいてください︒

4松之山保育園でお遊ぎ会
を開

笛年この時期に町内四つの
お遊ぎ会

き︑ 一生けん命練習した歌や

保育園では

踊り︑劇なとを披露していま

松之山保育園でも︑十﹇月

す︒

会を行い︑かわいい歌や踊り
￥

六日に松之山公会堂でお遊ぎ

を披露して見に来た家族の万
これから寒い冬がやって来

たちを楽しませました︒

ます︒雪に負けない元気な子

（！入

鰯

魯

熱戦の様子

天水島チームが三位入賞

3

まつのやま（12〕

鯉︑﹄㌦ー

15Nl

毎度おさわがせしま〜す︒

ったですが︑参加者にとって

はかえってサービス満点で良

して四十人とちょっと少なか
て取り組んでいる肯．

監︑そ

のシリーズ第四弾︒ふるさと

二十三日の連休に行われ︑東

ーバスで出発した塾生たち︑

二十二日︑東京をチャータ
京方面から四十名が参加して︑

二時間︒午後二時到着予定が

途中の交通渋滞で遅れること
四時になってしまいました︒

地元の方々の暖かい歓迎と田

やや疲れ気味の塾生たちも︑

った今回の企画は︑一年間の

舎︒ハーティーで︑すっか軌．兀

と銘打
塾シリーズのいわば締めくく

酒・地酒

などが用意され︑

とろろごはん・八種類の果実

あんぼ・のっ︒へ汁・鯉こく・

収穫祭田舎︒ハfティーでは︑

り︒それだけに関係者の意気

びに難しくなるようです︒

どこで出すか︑回を重ねるた

込みも相当のもの︒新鮮味を

気を取り戻したようでした︒

ふるさと初雪塾

を十分楽しんで行きました︒

晩秋の松之山でふるさとの味

初雪塾 が︑十一月二十二・

かったのではと思います︒

浦田の青年たちが中心になっ

初雪で作った寧雪ダルマ君。が歓迎役
今回は︑募集一〇〇人に対

なかなかいい手つきですねえ

シイタケの原木切りとコマ打ちに挑戦、出来た物は
持って帰えるとあって真剣そのもの

醒紅碁・噂るざ

ふるさと初雪塾

心

たぞ年4回ノ

収穫祭田舎パーティー地酒でカンパ〜イ！

︑竃

クμ仁や，
．轟

理とともに参加者の口を楽し

地元の方が持って来た重箱料

り班は雪を求めて深坂峠まで

は何といっても初雪︒ソリ乗

命でした︒今回の塾のメイン

参加者は大喜こび︒冷たいの

翌日は前日とうって変って

ませたようです︒

も忘れて遊びに夢中でした︒

十センチ近い雪が積っていて

先から小学校に集合した塾生

雪があって本当に良かったと

登りました︒頂上付近には二

は︑しめ縄作り︑ソリ乗り︑

晴天となり︑午前九時に民泊

キノコの駒打ちと︑それぞれ
思います．

い︑塾生たちは午後二時頃︑

をして最後の︒ハーティーを行

お昼は皆んなで︒もちつき

希望のコースに別れ︑午前中
いっぱい地元の方とのふれあ

しめ縄作りは︑地元老人の

いを楽しみました︒

ていましたが︑最後は正月用

十七日に 第二回豪雪塾 を

年レディー塾

月に独身女性を対象にした

豪雪塾実行委員会では︑正

浦田を後にしました︒

の立派なしめ縄ができ上がり

開校予定しており︑ますます

れました︒大変難しく苦労し

方たちが先生となって進めら

喜こんでいました︒シイタケ

を教えてもらう

︐嘉

︑夙魯

塾生たちは楽しそうにモチつきを︒つき上ったモチは

お母さんたちの手で︑手際よく丸められる︒

こういうように持って

最初はワラを

越

の駒打ちにも八人が挑戦し︑

地区の老人から

しめ縄。作り

︒一月十六・

自分で打ったものは土産に持

張ってください︒

活発化しているようです︒頑

財

響誓輩』遷翻

って帰れるとあって一生けん

深坂峠まで登っての ソリ遊び。
女の子は大ハシャギ

豪雪塾第4弾
勤

まつのやま㈲

松之山と松代の卓球クラブ
︵中二尚・一般︶の人達が親

善を兼ねて行っている︑第六
回東部卓球選手権大会が十一

月二十二日︑町民体育館で開

さん︵松之山︶︑女子の部で山

町民体育館での大会風景

︑≧

艶蹴
馨
黍

公民館

松之山で開催

催され︑男子の部で山岸宗雄

岸正美さん︵浦田中︶がそれ
ぞれ優勝しました︒

この大会には︑中・高．一
般合せて四十五名が参加し︑

予選はブロックリーグ戦︑そ
の勝者が決勝トーナメントに
進むという形で行われました︒

この日は非常に寒かったの

のりちゃんずチ：ム
高校Aチーム

バレーボール愛好会
オール松之山チーム

浦田チーム・高校B
チーム・中学校チー
ム．

ですね．

顛

青

ぎやかな大会が開けるといい

もう少しチームが増えてに

され交歓会を終了しました︒

ことで全チームに参加賞が渡

親睦を主とした交歓会という

後まで勝ち残ったのですが︑

結果的には布川チームが最

熱戦を展開しました︒

ーム同志で対戦し︑それぞれ

目は勝ったチーム・負けたチ

の試合が行われたあと︑二回

布川対浦田の組合せで一回目

やや緊張ぎみ︒松里対松之山︑

は︑交歓試合とはいいなカら

布川・浦田チームの婦人たち

館に集合した松之山．松里．

十一月四日の夜︑町民体育

を確かめ合いました︒

通して親睦と日頃の練習成果

って交歓会を行い︑ゲームを

楽しんでいる四チームが集ま

町内で婦人バレーボールを

町婦人クラブ
も交歓会開催

lNONー

第八回松之山町長杯

したが︑どの試合も緊張の中

合わせて十一試合が行われま

予戦リーグ︑決勝リーグと

バレーボール大会開催
十一月八日︑町民体育館に
おいて第八回青年バレーボー
ル大会が行われ︑のりちゃん

に和気あいあいとした部分が

沢山あり︑楽しいゲームが多

ずチームが初優勝しました︒

この大会は六人制で︑中学

かったようです︒

時間がないなど選手の皆さん

なかったり︑審判の方は休む

続でゲームをしなくてはいけ

出場チーム数が少なく︑連

生から一般まで七チームが参
加して︑にぎやかに実施され
︒ました．

ですが︑男・女共好ゲームの

参加してくれるなど明るい材

には大変でしたが︑中学生が

で優勝した山岸正美さんはま

料もあって︑意義ある大会だ

連続でした︒特に︑女子の部

だ中学二年生ですが︑先輩の

ったと思います︒

勝

▽大会成績

を期待します︒

来年は︑もっと多くの参加

高校生や一般の選手を破る活
躍でした．

成績は次のとおりです︒

望︵浦田中︶

佐藤裕子︵松之山高︶

村山

本山直美︵松之山高︶

参四三準優
加
優
賞位位勝勝

▽男子の部

久保田吉弦︵〃︶
佐藤幸雄︵松代︶

イ立｛立イ立

︶

一位山岸宗雄︵松之山︶
位

二 位 村山恵一︵ 〃

三
〃

一

三 二

山岸正美︵浦田中︶

▽女ヂの部
一

〃

情報

東部卓球大会

⑯まつのやま

第四回親子ソフトボール大会

ソフトボール大会が︑十一月

今年で四稠目を迎えた親子

た試合展開で︑五対五の同点

逆転につぐ逆転と大変白熱し

戦となりました︒試合の方は︑

ムがそれぞれ勝 ち 上 が り 決 勝

6

計
松一里

O

0

O

5
0

10

2

2
0

0

三省

3
O

本）

（湯
思

松里チームが優勝

＋四日町民グランドで開催さ

のまま延長戦に 入 り ︑ 松 里 チ

れ︑四チームが参加しました︒

ームが再逆転で 勝 利 を も の に

しました︒三省チーム惜しか

小学生︑中学生とその父親

ったですね．

5

防ポンプ自動車を
使って消火訓練
新しい

でチーム編成した三省・湯山・

の日のために一生けん命練習

松里・浦田の四チームは︑こ

▽結果は次のとおりです︒

〃

して来たということで︑随所
松里チーム

4

にナイスプレーが見え︑なか

も実戦さながらの訓練ぶりで︑

分遣所︑第二機動隊の方々

訓練の様子が伺えました︒

日から一週間行われ︑この間︑

非常に頼もしい感じを受けま

秋の防火週問が十月二十六

いろいろな防火に対するピー

した．

この日出動した第二機動隊

たが︑湯本温泉街でも十月﹂一

十九日に火災想定訓練を行い︑

の消防自動車は︑十月に九二

アール・訓練が実施されまし

分遣所と第二機動隊が出動し

消防署に通報︑お客さんの避

で︑非常ベルが鳴ると同時に

この日の火元は﹁千歳館﹂

備を整えた車だけに﹁いざ﹂

方が良いのですが︑最新の設

てでした︒出動する事はない

車で︑実戦出動は今回が初め

〇万円で更新したばかりの新

難誘導︑屈内消火栓による放

という時︑大いに活躍してく

ました．

水などの訓練がテキ︒ハキ行わ

れる事と思います︒

静かな温泉街にサイレンが鳴り渡る

れ︑従業員の皆さんの日頃の

ピッカピカの消防自動車が第二機動隊へ

三省チーム

湯山チーム

3

浦田チーム

2
チ1ム

回数

なかの試合ぶりでした︒

｛立｛立｛立

決勝戦

トーナメント方式で行われ

一里

たこの試合︑三省と松里チー

5

1

3

湯山

田

三省

浦

松

4
12

2
11

5

松里
10

まつのやま⑯
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いま手もとにある太子講の

記録は明治三十四年松里地区
のもので︑以前には天水島・

越の太子講が別だったという

は︑聖徳太子︵五七四〜六二

大工や左官などの職人たち
れる年貢割付状︵徴税令書︶

課せられていて︑村に交付さ

は大工役という年貢︵税︶が

二十一日︑松錐地区三十四人

われる︒

子講が行われていたものと思

れ以前か︶には松之山でも太

から︑明治初期︵あるいはそ

二︶を職業神として祀り︑縁
に時おり見ることがある︒ 一

の職人が一堂に会し︑協議の

太子講は江戸時代に入って

郡長の発行する鑑札を必要と

ったものか︑大工職は東頸城

つぎのように決めている︒

上この年の賃金と製品価格を

職人日当の部

んだ︒これを太子講といった︒

自分儀︑大工職営業仕りた

渡し下されたく︑この段願い

厚薄 雨障の一 一
一
料
月冗
日

四
六五十七五品 牙㌔・十手て三日二
十十銭十十売八五六四飯で十雇十
銭銭
銭銭渡分銭分銭日二一二
1茅突1
し左反 板
雇銭日銭

御鑑札願い

していた．

代の太子講の記録は発見され

奉り候．以上

く候に付き︑免許鑑札御下げ

つぎに職人たちがなぜ聖徳

もわかっていない︒

︐明治十四年十月十四日

ておらず︑当時の職人の実態

太子を職業神としたかについ

東頸城郡五十子平村

涌井寅吉㊥
東頸城郡長川上直本殿

志賀和平太 ㈱︶

右戸長

前書きの通り相違無之候

也．

−書面願いの趣聞き届け︑

川上直本 ㊥

鑑札下げ渡し候事︒

＋一月＋一日

東頸城郡長

金金金金金諸 金分金 金 金

．れるが︑松之山町ではこの時

全国的に盛んになったといわ

ともあれこの年︑旧正月の

日︵一月または八月二十一日︶

てからもこれに類する税があ

種の営業税だが︑明治になっ

（その1）

に集まって賃金協定などの申

講1

し合わせを行い︑会食を楽し

子・

ては︑・太子が中国の文物の導

き え
入につとめ︑深く仏教に帰依

9し︑現在世界最古の木造建築

物といわれる法隆寺を建てる
など︑高度な建築技術をもた
らした太子への畏敬の念が︑

職人たちの信仰を集めて神と

れている．

して敬うようになったといわ

ところで江戸時代の大工に

米；卜
孝免ぎ
｛免
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当時の日当が書かれた
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馳誓凶を偽︽ー驚︑

濤鳳

太5

こびき

職人日当は大工・左官．屋

根職・木挽や石工などに適用

されたが︑日雇い一日料二十

二銭は仕事先の賄い付きをい

憲めし

い︑三食が賄われた︒これを

先飯などともいった︒これに

対して手飯は弁当持参︑その

めである．

差が十銭と大きいのはこのた

こく

ちなみに明治三十三年の米

価は石二五〇キロ︶当たり

十四円台︵東頸城郡誌︶︑ 一

升十四銭前後であった︒

またこの日の会合には酒や

兎汁が振舞われているが︑そ

二十四銭

豆腐二箱

兎一羽

二円七十銭酒一斗

の内訳は次のとおりであった︒

四十八銭

八 銭 塩ます

当時酒は高かったというが︑

ご覧のとおり稼ぎのよい職人

でも気軽に飲めるものではな

明治四十年になると日露戦

かった．

後の影響からか︑先飯二十六

銭・手飯三十九銭と高くなり︑

米価も石当たり十七円七十銭

を記録している︒

07）まつのやま

月 日
−月10日まで

ルールを守って

ました．

スピードの出し過ぎ︑車間
距離の確保︑すべり止め装置
の早めの装着︑急発進・急ブ
レーキの禁止などに注意して︑

スリップ事故の防止に努めて

道路除雪の障害となる路上

ください．

駐車は︑絶対止めましょう︒

ルを守っτ

ロリロ

年くる年
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導
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1◎相談・お問い合せは

〜

安全運転

ゆく年くる年

重点事項
▼飲酒運転の追放

十二月から一月にかけては
忘新年会・クリスマスなど︑

お酒を飲む機会が非常に多く

なります︒飲んで車を運転す

車を運転する人には酒をす

る事は︑絶対止めましょう︒

すめないように︑すすめたあ
なたも同じ罪にとわれます︒

▼歩行者の事故防止

雪が降ると視界が非常に悪

一9一一．

飢

多

1

または役場総務課まで6−3131

1

妻嶋タカさん 91歳（田麦立） 向
※11月1日から11月30日までの届出分です。

九

署名、押印しない

l
l
1

』

l新潟県消費生活センタ＿
l
l T，ELO25（285）4196

（死亡）

お《や》ゐ

くなります︒運転する人も歩
行者も十分な注意が必要です︒

道路でのスキーやソリ遊び
は大変危険です︒安全な場所

輩
r

で遊ぶよう指導してください︒

降雪や凍結時のスリップ事

滝沢 渡さんの長女（観音寺）

友理ちゃん

lいもの、現金で＿括払し、した場合はでl

おめでた

（出生）

1◎クーリングオフ
1
倉
l
l 購入の申込みや契約日を含め、7日間はl
l 無条件で解約できます。 （指定商品でなl

戸籍の窓

一 ゑ口

挽1

⑤代金の
全額払いはしない

④うかつに

②買う前に家族とよく話し合う

つ
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③契約書はよく読む
0いらないときは
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lきないこともあります。一聴
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▼スリップ事故防止

故が多発する時期がやって来

越
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まつのやま⑯

落葉と遊ぶわたし

1寸8ー

議会産業経済委員会

▼十二月の予定

スキー場安全祈願祭

スキー場オープン
町ピンポン大会

民生委員会

議会定例会︵24日まで︶

今年は初雪が比較的遅く喜

こんでいたら︑時期が来れば

やっぱり降るんですねえ︒で

も︑一回降ると不思議と落ち

淋しい行事が沢山あってぺー

十一月は︑目出たい行事︑

つくのはなぜなんでしょうか？
事業

ジ数が多くなってしまいまし
た︒本当は︑今年一年の出来
町内婦人バレーボール

松之山小学校舎竣工式

大会

青年バレーボール大会
議会総務民生委員会

にします︒

雪の便りとともにやって来

るのがスキーシーズン︒一月

応援をお願いします︒

之山で開催されます︒ぜひ︑

には︑県中学スキー大会が松
除雪会議

部落総代会

淋しいですね．

出多い校舎が失くなるのは︑

り壊しが進んでいます︒思い

松之山小学校の旧校舎の取
保安要員打合せ会

口発行／松之山町丘㈲3131

□編集／議会事務局

広報まつのやま8
7年12月号□毎月−回10日発行

農業委員会総会

と初嘗塾︵23日まで︶

東部卓球大会・ふるさ

親子ソフトボール大会
議会建設委員会

事も掲載したかったのですが︑
新年号の一部で振り返える事

町内テニス大会

浦田中学校40周年記念

日

13122
日 日 日

2318

蘇矯警澱

桿

▼十一月のできごと
三省小学校閉校式

鳳圃

︸L︒

本年も残すところ後わずか

となりました︒例年この時期
には︑心のスキをねらった窃

盗︵空き巣・忍込み︶︑詐欺
︵悪質商法︶︑暴力犯罪など
の発生が多くなります︒

このため警察では﹁年末年
罪や事故の防止に万全を期す

始の特別警戒﹂を実施し︑犯
ることにしています︒

皆さんの一人一人が防犯に
心掛け︑地域全休で楽しい正
月を迎えましよう︒

▽期間中の重点項目
・金融機関に対する犯罪予防︒
・少年非行の防止︒

・交通死亡事故の抑止︒

1
日 H

12月11日〜1月10日
・飲酒運転の追放等︒
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なぐもあゆみさん
〈ぽたしのぶさん
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落葉のようふく

いいづかだいごくん

