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保育園見による鼓笛演奏

ll月16日松之山保育園おゆうぎ会より
198812月毎（，、1、、）

12月旧現在□総人・4，026人（一15）□男i，970人（一6）口女2，056人（一9）□世帯数1・201戸（一3）
）内は口月1日との比較
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二路線あり︑住民に密着した

除雪計画路線図

国・県道の

雪に負けない町づくりに向けて
今年度の道路除雪計画発表

松代

生活道路の確保が年々充実し
て行きます︒

ルを町の直営及び︑町内五つ

この四十二︒三キロメート

ために︑国・県及び町では準備を進めております

の業者が委託によって除嘗に

除轡の対象とならない部落

なお︑各町道の除雪・圧雪

郡界

冬期問にお け る 道 路 交 通 を よ り 安 全 に 確 保 す る

が︑このたび︑今年度の国・県・町道の除・圧雪

あたる事になっています︒

これにより第三種除露ではあ

内町道には︑雷L車による圧

▼町道の圧雪体制

りますが︑冬でも大島村菖蒲

雪が行われています︒

この圧雪道路の路線・距離
も年々延長され︑今年度はヒ

十路線︑二十七・九キロとな

除雪路線の総延長は四レ一∵

対象路線の細かい点について

りました︒

三キロメートルとなり︑咋年

町内の一二丁三級町道の

除雪体制

▼町道における

に行く事が吋能になりました︒

計画が出来ましたので︑主な点を紹介します．

▼国・県道における
除雪体制
町内を通っている国道二

本と県道四本の除嘗路線総
延長は︑三卜一・七キロメ

ードルとなっており︑昨年

度より七百メートルほど延

これは︑国道四〇五号線

より二・六キロメートル長く

びています︒

月池・中立山の区問で︑月

よ︑﹂﹄
︑﹄
司カ
︑オ
し
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﹂ヨニ
ート
レ煽
トー
Oこβ
た除嘗会議にて各部落長に伝

んにお用きください︒

えてありますので︑部落長さ

池部落より大島村堺までの

除轡対象の町道は︑松代松

之山線︑湯本兎H線など四卜

至津南

天水越

水
島
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湯本

天水島
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●
なりました︒

道路が今年度より除雪対象
になった事によるものです︒
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今年の冬は大雪
まつのやま②
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道路の除雪作業にご協力を！

◎道路脇などにある破損しや

すいものは︑取除くか︑囲

道路をスムーズに除雪する

ために︑次のような点に注意

ってください︒

◎除雪作業中は危険ですから

してください︒

◎自動車又はその他除雪作業

絶対除雪作業車に近づかな

いように︒

◎除雪直後は路面が非常に滑

に置かない︒

りやすいので︑スリップ事

に障害となる物を︑道路上

◎屋根の雪は道路上に捨てな

故が起きないようタイヤチ

また、年末年始を控えて、どうしてもオーバー
ワークとなり、どっと疲労がたまる時期でもあり
ます。安全運転に心掛けましょう。
◎飲酒運転

いでください︒大雪となり

なくありません。

やむを得ず屋根の雪を下ろ

12月は忘年会などが相次ぎ、ついお酒を飲み過
ぎてしまいます。 ちょっと酔いがさめたから
とハンドルを握り、思わぬ事故にあうケースも少

エーンを装備し︑安全速度

璽

を守りましょう︒

瀞

1月10日

さなければならないときは︑

〜

ノ禽

12月11

必ず部落総代に連絡し︑指

交通事故防止

示にしたがうように︒

年末年始の

神経をマヒさせ速度感を鈍らせる
酒は 百薬の長。などといわれますが、飲み過
ぎればアルコールが神経を麻痺させることは誰で
も知っていることです。

酔うと●注意力が散漫になる●視界が狭くなり、
動いているものが止まっているように見える●反
応動作が鈍くなる……。
こんな状態でハンドルを握ればとんでもないこ
とになります。酒酔い運転は、例年、死亡事故原
因の常に上位にランクされています。
絶対飲酒運転は止めましょう！
安全を みんなでつなごう 新たな年へ

スパイクタイヤの使用自粛
県では、スパイクタイヤの使用によって生ずる
道路の被害や粉じんの発生を軽減するために、ス
パイクタイヤの不使用に関する実施要綱を作って、
「12月から3月までは、スパイクタイヤの使用を
自粛する。4月から11月までは使用しない。」の周
知徹底に努めております。
スパイクタイヤ使用については全国的な問題と
なっており、昭和65年12月にスパイクタイヤの製
造を、また、翌年3月には販売が中止されること
が決められています。

ドライバーの皆さん、冬期間はスパイクタイヤ
の使用を自粛するとともに、安全運転に心がけで
ください。

入居者募集
ひとり暮らしのお年寄りの皆さんに、冬期
間安心して生活していただく場を提供しよう
という

シルバーアットホーム事業

。

このほど、その家（松里松寿荘）が完成し、
12月1日より2名の方が入居されました。
このホームに入居出来る方は、在宅のおお
むね60歳以上のひとり暮らし老人等であり、
費用負担は月額5千円となっています。
これから入居してみたいという方がありま
したら、近くの民生委員さんにご相談してみ
てください。
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まつのやま④

新潟県課題図書読書感想文
コンクール

1頃oooりー

小見祥子さん︵浦田小五年︶が

の一人に選ばれたもので大変

祥子さんは︑このト人の内

が贈られました︒

ぐれた作品十編に 優秀賞

優秀賞を受賞

県内小学生の本を読む力・
表現力の向上を口的とした﹁第

価値のある受賞でした︒本当

十七回新潟県課題図書読書感
想文コンクール﹂がこの程行

におめでとうございます︒

祥子さんが感想文を書いた

われ︑その優秀賞に浦田小学

の作品が選ばれました︒

校五年生・小見祥．†さん︵中．原︶

本は︑課︑題図轡十冊の内の﹁良罵

夫とかな子﹂今村葦子著で︑

今回のこのコンクールには
県内四〇三校の小学校から︑

本の内容に白分の経験をおり

章表現で書かれています︒

審査員の先生からも﹁柔ら
かく︑しっとりした文章で書
かれてあり︑人物に対する読
みとりの力が特に優れていま

すね凶と︑誉められたそうで

また︑浦田小学校に対して

す︒

も児童に対する指導力が高く
評価され︑優秀学校賞が贈ら
れました︒

それでは優秀賞を受賞した
祥子さんの作品を紹介します︒

篇1 峯瓢

かな．rと良夫は︑病院でい

さんたちは︑おかしをもって

れた︒向かいの部屋のおばあ

﹁人のかち﹂

ろいろな人に出会った︒よけ

になって︑いっしょにお手玉

遊びに来てくれた︒すぐ友達

浦田小学校・小見祥子

いなころもをぬぎすてたやさ

むかしの区別のつかないおば

かな子の周りには︑やさし

をかまっていたおじさん︒本

たしを送ってくれた︑タイヤ

京でまいごになったとき︑わ

たちとの出会いがあった︒東

わたしにも︑心やさしい人

が︑薬がわりになるのかもし

病院では明るさと︑やさしさ

いくつさは︑わすれられる︒

病院で入院していることのた

みんなにかこまれていれば︑

きな病院仲間もいた︒そんな

夫︒それだけじゃない︒すて

い心があった︒かな子を見守

ごうの図轡館で︑自分の入院

れない︒明るさとやさしさが

っているやさしい家族の心が

と︑生まれたときの病気のこ

かな子をとりまく病院仲間の

かをぬったぬいぐるみのおじ

とを語ってくれた一人の太っ

とりえなんだ︒

イラさん︑f術をして︑おな

たおばさん︒ほんの一しゅん

ー︒お母さん︑お父さん︑良

の出会いだったけれど︑いつ

さん︒

あさん︑点てきをしているミ

をしたりした．

しい気持ちの人たちに︒今と
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ックでおばあさんの記おくは

でも︑ミイラさんの死とい

わたしも三年のとき入院し

よみがえった︒ミイラさんは︑

う悲しいできごともあった︒

た︒へんとう熱だった︒ここ

自分の死で人々を悲しませた

までも心に残っている︒みん

でもかな子の入院とにていた︒

ので︑自分のめんどうをみて

な︑かな子たちがあった人と

いろいろな人たちが来てくれ

くれた︑おばあさんの記おく

けれどミイラさんの死のショ

た︒病院の仲問たちも来てく

同じだ︒
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過去最高の五︑八九四編の応

されました。

まぜながら︑しっかりした文

本を書いた著者直筆の色紙も贈呈

募があり︑その中から殻もす

受賞を喜ぶ小見祥子さん。

⑤まつのやま

をよみがえらせて︑みんなを
してのかちがあるのだから︒

ない︒みんなどこかに人間と

に明るくやさしく︑ときには

さと子のおばあさんはあんな

わたしは︑人間は人の気持
きびしくかな子たちを見守っ

たのかもしれない︒

ちを理解してあげられるかと
てきたではないか︒

喜ばすプレゼントをしてくれ

いう心のあり方で大きな差が

お父さんがかな子たちを見

﹁あそこはいいよ︒高いネク

て︑言った言葉がある︒

あるんだと思った︒もし︑会
て︑つめたい人だったら︑さ
あそこじゃ何の意味もないゆ

タイも︑ぴかぴかのくつも︑

社でいばり︑いい服をきてい
と子のおばあさんのことを︑
︵ばかじゃないか︒︶■

本当にそうだ︒ここの病院

おばあさんの心は互いにうち

見ると︑そう見えるだけで︑

だ︒まごころや︑じょうだん

るくふるまう︑最高の人たち

をふきとばして︑やさしく明

﹁水道﹂

︐冬の管理は

町営スキi場として営業を

新しいポスターの図柄は︑

和六十三年も後わずかとなり

早いものでもう十二月︑昭

新しいポスター完成

開始してから六年目のシーズ

温泉に入っている女性が写っ

上半分にスキーヤー︑下には

しっかりと！

松之山温泉スキ

ンを迎える

例年寒くなるこの時期にな

ました︒

スキi場という暖かそうなポ

ている︑まさに︑雪と温泉の

︒

今年は待望の初心者川リフ

ー場

年々わずかずつですが訪れ

もう一度確認してください︒

沢山雪が積もる前に次の事を

く発生するようになります︒

ると﹁水道﹂のトラブルが多

のスキーヤーに利川していた

るスキーヤーが増えているス

スターとなっています︒

だけるものと︑期待していま

キー場︒リゾートブームとと

トとゲレンデが完成し︑多く

す︒

温設備は十分ですか︒

o家の中への引き込み管の保

か置いてありませんか︒

o水道のメーター器の上に何
ケです︒

もに︑ますます期待が持てそ

このほど︑その宣伝用ポス
ターが完成し︑主．要な駅や観

光案内所に配布されました︒

欝

と︑思うかもしれない︒でもそ

とけてつきあってみないとわ

瓢．

仲間は︑病院生活のさびしさ

からないのだ︒どんな人にも
たちだ︒

の持つ力強さを知っている人
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れはちがっている︒外見から

．必ずいい所があるのだから︑

o冬期間留守にする家の元栓

はきちんとしめてあります

か︒

なお︑水道の圧が急になく

なったりした場合はどこかで

漏水している事が考えられま

すので︑早めに役場水道係に

連絡してください︒

ク

外見だけでばかにしてはいけ

食講鵬鯵1

年末・年始特別警戒

いよいよ寒い冬がやって来
ました︒何かとあわただしい

年の瀬ですが︑つい忙がしさ
で火9兀がおろそかになりが
ちです︒

ーOooのー

火災予防運動を振り返って
︵十月二十六日〜十一月一日︶

びをいただいて来ました︒

が︑今回はバッチリ聞きま

●咋年は聞かなかったのです

した︒Sはもちろん︑どの

子もみんな可愛い声で良か

ったです︒ ﹁お母さん︑ち

でした︒

と嘗うと︑何かテレたよう

劉んと見てて聞いたからね﹂

今回初めての試みとして︑

︵保育所の﹁おたより帳﹂より︶

した︒

さんから色々な感想を頂きま

最も火災が多く発生していま

防クラブ員から期悶中︑ハッ

町内四ケ所の保育所の幼年消

また︑この季節は一年中で
す︒火を使う機会が多い時期

見ると胸がジ〜ンとします

●子供たちの一生懸命な姿を

うパッピ︑素敵ですね︒可

●防火週問の時だけ着るとい

一部を紹介します︒

だけに十分注意し︑厳しい冬

ピを着て通園してもらい︑ま

あり︑子供も気にいったよ

愛くもあり︑カッコ良くも

た︑消防車両にも同乗しても

ね︒

をのり超えましょう︒

父さんと一緒に火の一兀点検

ハッピを着て︑夜︑お
ました︒

らい広報に協力していただき

◎暖房器具は正しく使いまし
ょ・つ︒

○給油時には必ず消火を確認

・つです︒

こちらは大人の消火器訓練
（松之山町農協のみなさん）

にまわり︑いっまいごほう

保育園児の消火器訓練「しっかり持ってて」

これらの行事に関して︑皆

麺

して︑その場を離れない︒

、A

○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︒
で使用しない︒

○洗濯物を干すなど他の目的
oお出掛け前︑おやすみ前に

止

は必ず火を消しましょう︒
◎LPGガス容器置場事故防

しょ・つ︒

一

一

○容器を置く場所をえらびま

○容器は格納庫︵囲い︶で保
護し︑絶対倒れないように︒

○周りは常に除雪し︑屋根等

器に直接あたらないように

の雪おろしの際は︑
しましょ︑つ︒

舗

⑦まつのやま

一一人目の

高波仁 一郎さん︵松口︶を選任
︵松口︶が選任され︑町内に

事などありましたら人権擁護

．頃悩んでいる事︑困っている

皆さんへ
国民金融公庫高田支店では、現在「国
の進学ローン」を次のとおり取扱いを行

人権擁護委員が︑︑ 名になりま
した︒

︑．名になった喉により︑今
ま・で以Lにきめ細かい相談に

人権侵宝∵土地・建物．家

年金を受けている

取扱中！

心じられる事と思います︒日

庭・いじめなどH常生活の心

年金を受けている皆さんの
中で住所を．変．史したのに﹁受

ていない方はいませんか︒

給権者住所変更届﹂を提出し

この届書が提出されない時
には︑支払通知書が届かなく

なったり︑年金支払そのもの
ができなくなったりします︒

事故防止のために︑住所を変
更した時は必ず届出をしまし

なお︑氏名を変更した時や

ょ・つ︒

支払機関を変更した時も届出
が必．要です︒誕生月に来る現

況届も決められた期限までに

提出しないと︑支払いが受け

詳しくは︑役場国民年金係

られなくなります︒

または上越社会保険事務所に

おたずねください︒

詳しくは国民金融公庫高田支店（電話
0255−24−2340番）へお問い合わせくだ

︵個人の秘密は固く守られま

〉取扱い期間 来年4月末日までの問

委員の方々にご相談ください︒

財団法人進学資金融資保証基金また
は保証人（1名以上）
〉返済方法
毎月元利均等返済

人を人権擁護委員といいます︒

一進学者あたり100万円以内。

配ごとの相談に応じてくれる

［＞融資額

す︶

〉利用できる方
来春、高校・短大・大学をはじめ各
種専修学校へ進学される方の父母。

人権擁護委員は各町村に一

▽高波仁一郎
松日七七〇番地︵簿助︶

名ないし二名︑法務大臣より

委嘱されて皆さんの相談に応

電妊剛六−一．一四六一番

す︶

︵．電話での相談にも応じま

じておりますが︑この程︑福
原一雄さん︵︑人水越︶のほか

にもう一名︑高波仁一郎さん

悩み・心配事などは

さい。

5年以内
〉返済期間

年5．7％
［＞利率

人権擁護委員に

相談してください︒

っています。

「住所変更届」は速やかに

「国の進学ローン」

に

じ・保証

フオトニュース

11月

灘騒，猶

i卜ooのー

鼓笛隊演奏を初披露松之山保育轟鯉

鐸フレビントされたもので￥

している幼録消防クラブにくラ

とりあえず園児数の

ら松〜山町全保肖園児で組織

かけて︑日頃練習し︵いる歌

松定山保育園が練習・演奏す

町内にある四つの保育所で

や踊りを発表する﹁おゆうぎ

は︑歯年十皿月から十．月に

公−を開いて父用の乃々に見

る串になったものです︒

らは初めてとあって緊張ぎみ

亦と白の衣装を 着た園児た

番多い

てもらつていま◎︒

でしたが︑演奏は大変上手で︑

日月十島パロUにノdわれた松

〜山保喬所の︺おゆうざ会し

父田やおばあちゃんた ちから

十

では︑園児全員による鼓笛隊

た︒

大きな拍︸が送られていまし

の演奏が初めて披露されまし

．﹂の鼓笛演斎に健った楽器

た︒

キノコ工場（天水越）

松2由町森林組合が特用林

この建物の中には︑

います︒

一階に

作業室︑接種室︑培養室など

菌床ナメ︺の生産が術われま

になっています︒

ート職員が生産にあたること

佳扉にも取り組む事になつて

翠

2町特産の起爆剤に！森林組合のキノコ工場完成

や衣装は￥鱒日本防火協会か

立派に完成した森林組合の

初めてにしてはとっても上手でした。お揃いの
衣装もカッコ良かったよ！ （松之山公会堂にて

近代的な機械設備を導入

産物生産施設として建設を進
め．︹いた﹁ギノコ工場﹂がこ

コは年問六十ニトンの予鶏で︑

この施設で生産されるナメ

機械も完備されています︒

し作業室などが面り︑大型の

が︑二階には発膏室︑かき出

この施設は松望保自所餉に

の程完成しました︒

建設さ れたもので︑鉄骨﹃階

﹇名の技術者と六〜七名のバ

部木造￥延べ床面積パ〇
十乃四の施設で︑主に

七Ψ乃メートル︑総串業費約

建

す︒このはか﹁マイ9ケしの

億

卿

、伊『㌦夢

4
望餌
摂搬、薩，

し︑部落の人たちに喜こばれ︑

よる集落開発セン91が完成

県農林水産業総合振興事業に

このぽど藤倉部落に︑新潟

階は二十八田蟹敷の会議室とな

農産物集荷室などがあり．二

㎜階部分には研修室・調理室・

皿五・〇五㎡となつており︑

木造二階建造りで 延床面積皿

も太い材料が沢山使われてい

め︑基礎部分も少し高く︑柱

になっている所です︒そのた

屋根に上らなくて も良い造り

っており︑Ψ常で＝mまでは

藤倉部落に待望の集落センター完成

利用されていま司︒

9ーが出来る予定で◎︒

は水梨部落に新しい集落セン

この事業により六十四年に

ま◎︒

雪おろしを出来るだけ少なく

この建物の特長は︑屋根の

つていま司︒

この藤倉集落開発セン91

管理の施設としては十三番目
◎るために 耐雪構造 と

湯本の温泉街は両方を高い

削り取るという大きな工額と

行くもので︑土量約八月㎡を

均で㎜十m法切でカットして

﹃幕

ヅ茎

は︑去年の中尾部落に続き町

の建設となり款した︒

総事業費﹃︑五六〇万円￥

山に囲まれ︑その斜面は急勾

万円︑今年から六十五年まで

なりま◎︒総■事費三億五丹

配で冬は常に雪崩の危険にさ
らされていました︒

の三年問をかけて滝の上附近

その危険牲を回避◎るため＼
ムフ年塵から﹁地域活牲化対策

行われま◎．

から湯本入目附近までユ象が

ムフ年は︑約六︑五〇〇劫円

緊急整備フロジ■クト郭業﹂

その工郭安全祈願祭︵地鎮祭︶

かけて作業道及び皿月﹇干︑パ

による雪崩段切工事が始まり︑

が十﹃月七日に現地で行われ

の土を運び出◎■串が行
われ⊂いま◎︒

ユ日㎡

近う

4冬でも安全な温泉街にするために！
山取り工事開始

繋
鷺
複

の新しい集落センター

作業道の終点で行われた地鎮祭

な

この1串は串の偵上からΨ

ました︒

弩

3
⑨まつのやま

薫

陶鞠陶噸1レ〆

積雪3mまで大丈夫。耐雪構造づくり

まつのやま⑩

初めての演奏会開催

あなたのやさしさを

忠
ゴ・

ーooooのー

松之山中学校吹奏楽部
ロルなど︑むずかしい曲から

山用意され︑つめかけた多く

みんなの知つている曲まで沢

す︒

この日の演奏会にはOB︵高

に協力してくれました。

松之山中学校吹奏楽部では︑

日頃の練習の成果を皆さんに

てほしいと思います︒

いい演奏が出来るようになっ

部の団結を強くし︑ますま◎

この発表会を﹇つの励みに

た︒

の観客を楽しませてくれまし

校生︶十一人も参加して︑一

並ルドンのマナティリリック

演奏された曲目は︑R﹄ソ

奏会となりました︒

緒に演奏に加わり迫力ある演

聞いてもらおうと︑十一月二

を開催しました︒

十日に初めての 吹奏楽演奏
会

序曲のほか︑立里謡メドレーや

同校の吹奏楽部は︑新潟県
中学校吹奏楽コンクール上越

クリスマス・ディスコ・キャ

藤倉老人会︵小野塚吉三郎
会．長︶では︑十一月三日に会

員卜六人で部落内の道路と測

藤倉部落では昨年部落内道

溝の掃除をしました︒

と感謝の気持ちをもーて老人

路が全線舗装さオ

十六人が二班に分かれて部落

会で自発的に始めたそうで︑

の上と下半分ずつの木の葉な

どを掃除したという事でづ
いつまでもきれいな道路で

雨の降る寒い中
労さまでした︒

OBの人たち口人も演奏

部員の皆さん

︵男子︶

身寄りのないお年寄りなどに贈られます。
お近くの金融機関の窓口で！

を受賞するなど活躍していま

道路の清掃

大会において︑三年連続銀賞

老人クラブで

平井先生の指揮で見事な演奏を披露する

皆さまからお寄せいただいた義援金は
恵まれない子供たちや体の不自由な方々、

（

今年も〜

ト一月十三口︵日︶︑町民

生

12月1日〜25日まで受け付けます。

の
部

「画K歳末たす砺薩画

▽

5
いい話
ちょっと

⑪まつのやま

第9回町長杯バレーボール大会

一︑﹄
ナ︑メント
三チームはリーグ

優勝は昇勢会チーム

十一月二十日︑町民体育館

れ︑高校生チームと昇勢会で

戦とやや変則な組合せで行わ

第九回
松之山町

において

争われた決勝戦は︑一対○で昇

が行

長杯バレーボール大会

われ︑八チームが町長杯め．さ

ボI
lム

勢会が勝利を手にしました︒

1チムム

して熱戦を繰り広げました︒

「ソレースパイク」
この日はすごく寒かったのですが、
みんなガンバリました。

大会の結果は次のようにな

ラ之校校勢
ブ山一一生会
バ年チチ
レ生レ 1

六人制で行われたこの大会︑

っています︒

ク季公il ∫1〜蓋ケ1髪

高校生チームが二組も参加し

てくれ︑予︷疋より﹈チーム多

くなって良かったのですが︑

が多かったら︑もっとに．きゃ

全体的にもう少し参加チーム

かな大会になったと思います︒

試合の方は四チームがトi

敢三準優
闘｛立月券ll券
優

賞

ノレ

第8回］

NHK学園の

葦毒薄蔓

通信講座で学習を！

松之山町

ピンポン大会

NHK学園では、生涯学習講座の冬の受講生
を募集しています。
〉生涯学習講座（通信講座）

ト一月十三口︵日︶︑町民

体育館において第八回松之山

町ピンポン大会が行われ︑小

学生から一般までの四十︑五人

一一

が参加しました︒

三二

重戦は各年代︒こと︐に分かれ

▽

てのブロックリーグ戦で行わ

れ︑そのブロックで成績の良

の住所、氏名、電話番号をハガキに記入して
の住所、氏名、電話番

かった人たちが決勝トーナメ

〒186−01東京都国立市富士見台2−36
NHK学園8E11係に、講座名およびあなた
NHK掌園8E111糸に

各年代の成績は次のとおり

か。

※詳しい案内書をご希望の方は、

ントに進みました︒

︵松里小︶

です︒

福原

︵松之山小︶

誠

一位

田辺陽介

▽小学生の部

二位

教養と趣味を深めるための書道・硬筆・俳
句・短歌・囲碁など46講座があります。
申し込み受け付けは来年1月末日までです。
○長い冬の問に好きな講座を勉強してみません

請求ください。
まき
ぽし
ノママ

一一

▽

．二、二

一一

▽

二』1一 一

▽

二二

一畠

▽

琵位一位位高位位高位，位中位位忠
ナ股
季交
†交
f首
ゴ・
佐間（ノ）小ぞ、：・

石山

・

重小生佐竹生

︵男子︶

︵浦田中︶

︵松之山中︶

︵女子︶

︶

︵男子︶

︵女子︶

ニリ

︵松之山中︶

藤嶋部野井一塚岸一野野の藤内の
ナ家
舟斐1克宗ミ飛投せナ家音区2§11二部
至正 美恵美の久雄0）い尚
ホ支 部
音区 子・未 ＿ 雄智
『
（
︵〃

ロトヒ

ー牛−唇−羨．−

■界障一

辮糖⁝離藷

ドはゆらむヨるげいドド

二

﹂﹄葺

隷．割麹⁝兵．碧一守轟

F

・ください。

蝋．謡

尚、どんな講座があ
るかなど簡単な事は
役場広報係にお訪ね

行草編1

且測画由．熟

（案内書は無料）

松之山の石油

ーOooのー

とある︒

小谷村誌︵明治十五年六月
て︶によれば︑

﹁字狭田草生

卜六日付新潟県令永山盛輝あ

録

区 坪

数 鉱

山

之

〃

〃

〃

篤

権

〃

者 住

浦田口

坂

業

ド

浦田口

大荒戸

〃

権

〃

四四五︑八九六 宝田石油株式会社 長岡市城内↓

〃

皿四八︑三三〇 高沢

四一︑四二六

鉱

〃

所

者

H本石油株式会社

〃

篤

篤

田辺卯八郎外一名

高沢

八九石七三 日本石油株式会社

一四石二

一 L︑L︑ーし一・曽 高沢
一
ノyそノ三

坪数 四＋四年鉱産額

．冗九︑五六五 福原伊三郎

区

五〇︑○八五

一七︑︑入O

︸八︑OO七

一六︑ ．一6

五九︑八﹃七

二︑二︑七五〇

名 鉱

山

J

︶

業

五六三︑三↓四 田辺正胤

年 鉱

O試掘鉱区
登

朋治四卜＝

ー畦

坊

松

鉱

ω採掘鉱区

〃

〃四卜四

〃

〃

分といえども皆同質にして旦

水は本村元標より四町束の方
立し︑明治九年には製洲所も

つ美なりて︑特に明治六年癸

〃四十五 二九七︑六〇〇

一︑古老のお話

できて︑大変な石油景気に湧

字狭田にあり︑区坑甲乙の二

﹁石油工夫とソリャエー

百κ拾石余︑代価金六百六拾

一ケ年出高およそ

電灯がともると︑ランプ川の

を発掘す︒

いていた︒

おてんとうさまは ハイハイ

ハイハイ
ドッ

しかし︑人正九年︑各戸に

西本村の相沢．長平初めてこれ

なけりゃこの世は
ソリャー

コイサノショウ﹂

一円五拾銭︑内百四拾六石余

L 川不採位露戸七又匁κ、三刈別村運元
とに断掘あ出草襲一正五μ ∫羽所松L和

云自ま近五石大＿り十三村郡之八ば録
々家で年升油荒一〇五卜＿）木月r

しんのやみ

は年々輸出の分︑参石は年々

明治卜二年には川手方面で

を呈していた︒

居村に耗す分﹂とあり︑目本
石油株式会社と連携して活況

次々と櫓が消えていった︒

城以草老六那や

灯油の需要と産出冠の減少で

，麟鞭縫癖

明治から大正時代にかけて
タタラを踏みながら石油を汲
み上げている工夫が︑こんな

うたを歌っていたと︑町名老
百選の高沢寅治さん︵大荒戸︶

二百坑︑年産︸萬石︒水梨油

之 山

（小谷白山神社）

田は二十坑︑︑一頁石内外︵郡
松

少

も正徳五︵一七⁝五︶年に運

魑

誌︶であった︒水梨の草生水

石油精製釜

ている︒

毒

露口7暮﹃

藩搬滋磁旋繭盗

』

慌〜・

卜金を出している記録が残っ

郡誌では明治

三︑松之山の石
．〜︶

ー耳︑イ 田σ

一ー5し．L︑

・文

は五区
次年
の七
よ月
次

うになっていた

区十鉱

金
子
潤

0鉱四油

責

が甜ってくれた︒

郡L水〜 ・一、i、占村
｛共汲にりし召ラ三三徳（分一一君卜）束運五に誌
し取至てll水・年三と分）赤頸L年よの
りる 々に）年あ銀金川城松）オし記
石油採掘坑の跡（大荒戸）

大荒戸から小谷にかけて︑

高さ十三メートル位の櫓が林

興鱒欝
鍵て

まつのやま⑫

⑬まつのやま

意藁醸石騰禦騨・癒ぽ
担当者が責任をもって回答させていた
だきますので、どんな事でも結構です
かビ）お寄せください。お待ちしています。

近年︑松之山町独自の特産品開発

が話題になり︑各方面で色々試験的

に取り組まれていると聞きますが︑

主婦︶

現在町・農協などで開発・検討して

︵上川手

いるものにはどんな物があるのでし

ょうか︒

既に市場に出

お答えします

値の増大に努めます︒

大などにも力を入れ︑付加価

ちなみに町では九月に︑特

ている特産品としては︑ナメ

コ缶詰︑ミニトマト︑原木・

産品開発を気軽に話し合える

85歳（小 谷）田中
91歳（小 谷）十一屋
村山久市郎さん 79歳（湯 本）宮下
相沢 善一さん 68歳（水 梨）五郎院
※11月1日から30日までの届出分です。

菌旅ナメコ︑木工品などが挙

1歳（東川）中新田

場として﹁特産︑品開発懇談会﹂

相沢清吉さん
田中ハヤさん

87歳（田麦立）上

げられます．

石塚 マサさん
小野塚夏紀さん

を発足させました︒町民の皆

窃《馨》み （駕亡）

試作の段階から販売ルート

健伍ちゃん 高橋政信さんの二男（天水島）
よなみ
愛美ちゃん 岡田一行さんの長女（新 山）

さんも建設的なご意見をお寄

けん ご

にのせようというと︑ころまで

︵産業課 農政係︶

おめでた（雌）

来ているものに﹁玄米がゆ缶

す︒

紘紹肺壕・！タ﹄

アb滋舞

戸籍の窓

せ．トさるよう︑期待していま

現在試作中のものでは︑高

詰﹂があります︒

齢者の皆さんが力を入れてい

る黒文字揚枝︵くろもじよう

じ︶があります︒婦人の知恵

から生まれた﹁漬物﹂にも注

目︑特産品化を狙います︒

このほか︑山村農業活性化

事業︵天水越︶で設備した﹁み

そ加工機﹂の活川により︑将

来的には﹁特産みそ﹂を売り

出したい考えです︒ウドの栽

培団地の造成やそばの作付拡

詳

亀｛（ぐ4

「パイ、県くらしのダイヤルですり

県消費生活センターでは、日常の生活に役立つ色
色な情報の電話サービスを実施しています。
聞きたい項目があったら気軽に電話してみてください。

○ソーセージの試買テスト結果から

12月12日〜19日
○歳末お買物情報

12月19日〜26日

○ホームフリージングの利用法

12月26日〜1月4日
○和服の手入

1月4日〜9日

○消費生活相談事例

1月9日〜17日

○雑菌が多い「カット野菜

1月17日〜23日

○広告チラシの上手な見方

1月23日〜30日
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除雪総代会
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保安．要員打合せ会
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人会
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会事務局まで︶
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口編集／議会事務局

口毎月−回10日発行

良い年をお迎えください︒

ます︒

ップが踏み出される事と思い

また新しい町づくりへのステ

今年を一つの契機にして︑
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協力をいただきながら︑一年

え︑町民の皆さんから絶大な

ったでしょうか︒松之山町は
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ってこの一年は︑どんな年だ

てしまいました︒皆さんにと

和六卜︑︑一年も残り少なくなっ
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たが皆さん冬仕度の方は闇に
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