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雨に降られ残念でした︒

松之山部落の秋祭りも

深刻な状態だそうです︒

昨年の半分以下と

米の出荷も

多いと思います

イライラされている方も

思うように進まず

長雨の影響で農作業が

「

lON寸ー

般・国保・簡水の補正予算︒

発防止のための水道整備費と

における食中毒に関連し︑再

まりが︑また︑この夏大厳寺

び表彰関係で三一万五千円あ

仁一郎氏・松口・再選︶と︑
町固定資産評価審査委員一名

町教育委員会委員一名︵高波

い改選が行われたものとして︑

そのほか任期満了にともな

正されるなどしました︒

平成一兀年度九月定例議会が

町教育委員会委員及び固定資

して一六〇万五千円︒この時

金として一︑OOO万円が補

一＋六日・二十七日 の 二 H 問

産評価審査委員の選任︒二年

の賠償補償料として五四万三

より︑その使いみちの審査及

開催され︑昭和六十三年度の

委員会委員の指名︒また︑冬

ごとに改選される町議会常任

千円が補正されました︒

OOO万円が交付された事に

一般二二特別会計の決算︑平

の雪に備えてロータリー除雪

一般質問は四人の議員が行

がありました︒

︵高沢宏延氏・大荒戸・再選︶

成元年度の補正予算︑条例の

車を一台購入する事などが主

観光費としては︑地質調査

改．正などが審議され︑全て．原

総額二四億八︑九六四万九千円に

1，096万5千τ円を追加し、総額2億5，6

案通り可決されました ︒

○事業勘定

o直診勘定

1，997万4千円を追加し、総額4億2，3

28万6千円とする。

22万4千円とする。

◎簡易水道事業特別会計（第3回）

373万9千円を追加し、総額7，308万6千円とする。
天水越地区地質調査委託料

北越急行株式会社増資初年度分

1，000万円

観光施設整備基金積立

詔∴1

い︑町長の考え方をただしま

◎国民健康保険特別会計（第1回）

した︒詳しくは議会報で紹介

温泉脈調査委託料

200万円

査に三六〇万円︑来年予定さ

（林業振興費）

〉教育費

平成元年度の一般会計補正

〉諸支出金

的方法による新しい温泉脈探

〉農林水産業費

に審議されました︒

〉商工費

議案の・一王なものは︑ 一般︒

〉総務費

国民健康保険・老人保健．簡

夜泣き松周辺整備事業補助金（水梨

100万円
360万円
200万円
共同浴場地質調査委託料

140万円
大厳寺水道工事費増

167万円

します︒

〉災害復旧費

れている湯本共同浴場の地質

100万円

調査に一〇〇万円︑建設積立

松之山中体育館照明設備改修工事

予算︵第六回︶の・王なものは︑

150万円

ふるさと創生一億円の残り八︑

松里小浄化槽改修工事費

五つの町条例の一部改正︑一

キャンプ場便所工事費増

1億520万円

町債管理基金積立

8，000万円

ふるさ創生基金積立

30万円

ふるさと創生提言表彰費

329万6千円

易水道事業の決算と一般質問︒

補正予算の主なもの

翻■』9

②

三年度の一般及び三特別会計
入で一三・四％の減︑歳出で

対前年で比較してみると歳

一七九円となります︒この町

九六〇人︶にすると約八万三︑

万円となり︑町民一人当り︵三︑

三千円の合計三億二︑九三九

八％に上昇し︑ますます苦し

なります︒公債比率も一七・

の借金をかかえている計算に

八千円︵対前年一万七千円増︶

これは︑町民一人当り六八万

○歳入■

▼老人保健特別会計決算

一二五円

三億一︑〇二四万九

三億五四七万一︑四

二円

▼簡易水道事業特別会計決算

一一四円

算状況は︑次のようになって

○歳出

○歳出 三億五︑三七八万四︑

の決算が上程され︑それぞれ
一四・八％の減となっていま

民負担額の歳入決算額に対す

い台所事情といえます︒

りました︒

審議承認されました︒

す︒これは︑松之山小学校建
る割合は︑＝一丁二％となっ

九月定例議会では昭和六十

それによりますと︑一般会
設事業と大規模土地改良事業
ています︒．

そのほかの三特別会計の決

計では歳入で二四億九︑八一

因のひとつです︒

の完成によるものが大きな原

五六円

六︑四八二万五︑

三九円

六︑五五六万四︑

○歳入

▼国民健康保険特別会計決算

います︒

高は二七億二︑三一一万八千

というと︑六三年度末の現在

○歳出

9円
費0
4千知
工α 3
商20帆

二

町債︵町の借金︶の状況は

一万四︑三五六円︑歳出で二

7，923万昏＄7謂レ

税金︑いわゆる町民の負担

四億一︑八八七万五︑三八二

円となり︑差引七︑九二三万
状況はどうだったかというと︑

議会費49，520千円（2．0％）

三億七︑九四四万二︑

○歳入

二五五円

（6．6％）

円となり︑一年間の町予算額

56．1％

税収入で二億三六八万七千円︑

を上回る額となっています︒

14億214万4千円

税外収入で一億二︑五七〇万

ー

地方交付税

鮒

（10．6％）

潟

2億6，530フラ』円

鮒

3千円

円

（10．0％〉

ω

2億5，073万

翫
円
千

万

労働費

千

（0．2％）

＼（18．1％）

3，912千ll

農林水産業費
437，633千円

入13

他円知
の千8

衛生費

帰

（18．6％）

4，009万1千円（1．6％

収ゆ
産2

県支出金（1・．・％）13・2％

弄金

6，547万3千円（2．6％

四

髄円

そ45L

土木費

（3．9％）

450，431千円

民生費

費謁q

382，575千円

93，523千

公債費

財

・億・・舗1艦翫

158，964千円

（11．8％）／

6

使用料・手数料
国庫支出金そ、の他

︑別担
36負

分

税億金
2担
町

出

歳

総務費 ＼
285，227千円
育8
教2

③

債
町

（15・8％）

消防費

入

歳

八︑九七四円の黒字決算とな

昭縄年度緯癩為

正式

を行った

が︑九月卜口に町民

松之山ライオンズ

今年四月．一卜三日に結成式

クラブ

体育館で認証状伝達式を行い︑
正式に県一トヒ十︑． ︑番Hのライ

オンズクラブとして認証され
ました︒

チャーターナイトと呼ばれ
るこの認証式には︑千葉や群
馬︑県内の三十三クラブ及び

隊山弓霧環獲璽蔓

ーζ寸1

1こン

認ズ

さラ

に升⁝てられてい長りので︑ご

この認証式では︑浦田山村

砲ノ・ださい︒

留学生のr供たちが全Hハで協

ヵをしてくれ︑式典では認証

状を運ぶ役を ︑また︑アトラ

クシノーでは︑．生懸命練習

納．長代理︶や国会議員の方も

の方が出席︑県知事︵佐藤出

へトロフでー・町 仕会福祉協

会へ金メダル・町民体育友会

塔一基・松之山町学竜水泳人

事業として︑松之山町へ時計

仕する﹂をモットーに活動を

は︑これから﹁われわれは奉

ライインズクラゾの皆さん

えてくれ虫した︒

んに披露して︑式典に華を添

を皆さ

来賓として招待されるなど︑

議会老人福祉へ金．封を贈呈

行い︑より柔い町づくりに一

山留太鼓

地．区ガバナー人島宗作氏より

し︑当日村山町長に目録をF

を積んだ

柳靖治氏に認証状

役かってくれる嘔と思います︒

一︑壬．一A

初代会．長

渡しました︒この中の時計塔

人変盛大に行われ︑一．

が伝達され︑一二十二名の松之

％

学童水泳大会にトロフィーとメダルが寄贈されました

このほか町社会福祉協議会に寄付金が︑また町民体育大会と

自然休養村センター入口に建てられた記念の時計塔

は︑自然休養村センター入口

同クラゾは︑この結成記へ．心

世界の仲間人りを︑しました︐

れブ
る

山ライオンズクラブが正式に

参加者を含め四．白三卜名ほど

マレーシアからトニ名の親誇

証ク
チャーターナイト記念事業の目録が会長力
村山町長に手渡される

松之山ライオ

喜びのあいさつをする初代会長柳靖治さん（9月10日）

④

魏〃箸

縣，魍いを表敬訪問

マレーシアの一行十二人は︑

れています︒

証式にマレーシアライオンズ
九月九日の夕方松之山に到着︑

一行はト．一日午前中まで松

「119番」の日です

欝飾㌶饗△翻導

クラブの代表六名と︑現地の
ドゆのしまに宿泊して豪．宙塾

︐この日は浦田渋海リバーサイ

之山に滞在し︑各方面との交

流や視察をして帰えられまし

11月9日は 様

松之山ライオンズクラブ認

日本人学校の学生︵女性六名︶

メンバーと交歓会を行い︑十

日はライ才ンズクラブの認証

H︑このような交流が生まれ

国際化の時代といわれる今

トラクションで踊りを披露す

＼

︵意識があるか︑

▽通報者の名前

出血があるか等︶

▽患折の容態

▽患者の年齢︑性別

▽事故や病気の種類

目標物

▽来てほしい場所の住所と

▽火災か救急か告げる

︽一一九︑番が通じたら︾

番通報してください！

な時︑あわてず正確に一一九

であうかわかりません︒そん

いつ︑どこで災害・事故に

通報専用です︒

一一九番は︑火災・救急の

＼

換が行われました

が招待され︑式典に華を添え

マレーシアとの関係は︑昨

てくれました︒

式に出席しました︒このHマ

た︒

年︑町長ほか各層の代表が同

レーシアの女性の皆さんはア

ラブのメンバーや色々の方々

た事は大変有意︑茂なことかと

国の有名な所を彫り込んだ置き

︸

物がプレゼントされました

○

養

o

o

ρう

・1／

ん、
o

国を訪れ︑地元ライオンズク

るなど︑式典を盛りLげてく

記念品の交換︑ マレーシアから

思います︒

と交流をして来た事があり︑
れました︒

妬

十一日は松之山小学校を見

松之山ライオンズクラブ結成

＿六、ソ嘉1慌冬冴

のきっかけになったとも言わ

大変良い所ですね」と話していました

伽A

ノ

⑤

一

ヒ 魯

田

「松之山は自然に恵まれ、
センターで行われた歓迎式。

4
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醐

霧 難．灘
愛辮羅

収穫の秋を迎え喜びもひと

ーN≒1

に一

今年から

このほか︑野菜・牛肉の展

か興味が持たれます︒

米代金の部

しおかと思いますが︑作柄の

﹁良質米安定多収穫共励会﹂︒

方はいかがでしょうか︒しか
ます︒どんな成績が生まれる

本化され︑比較検討がなされ

擁蓄展

し︑秋雨の時期とはいえ晴天

がなく︑困ったものです︒農
作業もずい分遅れがぢとなり︑

示即売︒農業や除雪機械の展

︑聾松之鵬論讐オた

し

米の供出が誠に少ないという

示︒毎回大変好評のモチ・お

一

話です︒十月からの天気に期

轡術暖会∴弁講︑

占よ︑卜月二十八日から三↓

︶気ここに濃された詐

塚凱民会讐鞭さ諜一

看旦孝巴濯コ．︒
一

ニ㌧・・ 柱−情旦
︷会画︑彫塑．ー︐ノ ﹁︐︑︐

娼術支化の秋です．薄

h矯されまづ

ハ の

翻される．町美術展︑にも

その技術を競うこ象轡評

んで口の保養はいかがですカ

︑懲鴇薫騒︑捗
々技術が向ヒし素晴しし伯︑．
0

㌻

君畜然休霜センてで

−ます︒

学署っていただきたいと思

ちょっ蓬いですが是非︑混

︶良嫉喪されますので︑

く0作占カーー

10目21日
瓢窒術嘗務薄ソ

直王旦←蓬︑娼

にぎり・手打ちそばの試食コ

今年も一年間の農業生産と

どが披露されます︒

体育館の中では唄や踊りな

など楽しい催し物がいっばい︒

農業・芸能

ーナー︒わが家の味と香り展

しあう﹁第八回
祭しが︑十月二十九Hにセン

センターでは町美術展も同
時開催されていますので︑秋

ター及び町民体育館で開催さ
れます︒前日の二十八口には︑

のくたびれ直しに家族で来て
見てください︒

町内養鯉家の皆さんによる 錦

も行われます︒

一

ミ

郡美術展（松之山会場より）

米生産の意欲や所得の向﹂

（ノ23日

孫しい作副出品される

文化活動の成果を発表・展示

待したいものです︒

一

が生まれています
II・らも四部門に多

多転一

鯉品評会

を目指すため取り組んで来た

更・

ほしい野菜は早めに行かないと
すぐ無くなりますよ

−︒藤雛無

雛譲

一鯖︐〆−
︑癬

灘羅翻臨．警

磯
、塾

講
多
難

欝

繋

0

情や意見・要望等を受け付け

みなさんの行政に関する苦

処分﹂といいます︒︶ので︑ど

てくれない︵これを﹁不起訴

たが︑その事件を裁判にかけ

にあって警察や検察庁に訴え

故︑詐欺︑一おどしなどの被害

皆さんの周囲でも︑交通事

民を代表し︑住民として健全

選ばれた十一人の審査員が国

する国民の中から︑﹁くじ﹂で

検察審査会は︑選挙権を有

ください︒

査会事務局に遠慮なくご相談

泣き寝入りしないで︑検察審

回行政相談週間が設けられて

図ることを目的に︑一年に一

て︑その解決や実現の促進を

うも納得できない︑こんな不

な良識に従って︑検察官の不

税務相談室では︑税につい

カ所に設けられています︒

ての知識や経験の豊富な相談

官が︑皆さんの税金に関する

上越市大手町一−二

六

︵新潟税務相談室︶

費〇二五−二二四ー三七一〇

相談をお勧めします︒

問題については︑面接による

のとおりです︒なお︑複雑な

税務相談室の電話番号は次

じています︒

相談や苦情に親切・丁寧に応

五一六〇番

内電話〇二五五ー二四ー

新潟地方裁判所高田支部構

住所

▽高田検察審査会事務局

ご利用ください︒

切かかりませんからお気軽に

審査の申立てには費用は一

る民主的な国の機関です︒

起訴処分を調べなおしてくれ

満をお持ちの方はいませんか︒

勉

います︒今年は︑十月十五日

から二十一日がこの週間にあ

へ

へ

ぐ

じめ管内の主要な税務署一九

税の相談は 税務相談室

ゆ

．◎

．艦︾

たります︒

町ではこの行政相談週間に
あわせ︑上川手部落と上鍛池
部落のニカ所で行政懇談会と
座談会を行います︒対象者は
部落役員やグループ代表︑一

般の方々と︑どなたでも参加
していただいて良いようにな
っていますので︑日頃行政に

対して疑問や不満︑要望等を
お持ちの方は気軽に参加して
いただきたいと思います︒

なお︑松之山町の行政相談
員は︑猪俣栄二さん︵松之山

税金に関してお分かりにな

ナオヤ︶です ︒

いつでも自宅で相談を受け

らない事はありませんか︒こ

んなとき︑気軽に相談できる

ていますので︑相談のある方
はご連絡ください︒

窓口を紹介しましょう︒

税務相談室は︑国税局をは

⑦

行政相談週問10月15日〜21日

◎◎◎◎

鶴

◎
みんなの声を行政に

月オユ
97二
飾年十月︑新潟県のリゾー
ト構想が国の顔認を曼け︑正
雪

と緑のふるさと﹁マイニフィ

式にス9ートしました︒

けられたこの構想の 一地区に︑

フ・リゾート新潟﹂ と名旬

町・松之山町・大島村・安塚

南越後地区があります︒津南

ーの辱ー

これからのリゾート開発

すが＼これからこの南越優地

選が行われました︒その結果︑

則が決められ︑次に役員の人

総会では︑まず協議会の会

南越後地区整備協議会設立

区を︑どのように開発して術

初代会長には松之由町長が︑

副会長には他の三町村艮が就

くかを協議◎る為︑整備協議
この設立総会が九月二十﹇﹁

任する事が￥満場㎜紋で決ま

会が設立されました︒

日￥午後二時から松之山自然

りました ︒

今後はより良い開発方法を

休欝村セ︑ノ9ーで開かれ︑県

参画民間企業などから六十三

く事になります︒

貝い出すべく︑会を重ねて行

の出先機関や四町村の代表・

名が参加しました︒

三四三袋

目一十五臼︑松之山町農協検

部抽出検査に変わり︑袋の臼

検査の万法は．今年から全

りました︒

奮場で行われ︑新潟早生・ア

今年は秋の長雨の影響で米
の出が悪く︑しかも等級の低

野管理官・山岸農協組合長ら

午前九時に食糧事務所の重

祈りたいですね︒

月に入り天候が回復する事を

年も珍らしいと思います︒十

こんなに天気が続かなかづた

下が心配されるという事です︒

が︑初検査の挨拶を行った後︑

員に対して行われ︑作業に楊

早速検査に対する説明が協力

出荷されました︒

︸︑三四一一袋︵三〇㎏詰︶が

しじなど︑早生品種を中心に

開けは必要なくなりました︒

￥

キヒカリ・五百万石・はつこ

平成元年産米の初検査が九

2新米の初検査に

行つ

一ス

町の四町村で構成されていま

4
顎騨を静山

卜

略轟

関係者60人以上が出席して行われた
設立総会（9月22日休養村センター

今年から全ての検査が抽出で行われる
ようになりました（9月25日）

⑧

略ぐ

轟F軋

︑一諺

選り分ける湯之島の皆さん

山村農業活性化事業で山ウド裁糟
の栽培を始めました︑

このぱど湯之臨部落では県

協さんが育てた物を現地で仮

ました︒この苗は松之山町農

が出て苗の植えつけが行われ

薔﹈が

協職員の指導のもと︑

植していた物で￥普及所・

販売により山村農業の活性化

さんも機会があり諌したら視

大変広い団地ですので︑皆

かりで植えっけられました︑

部落をあげて取り組んたもの

思いまず︒

変ですが︑頑張ってはしいと

特産品の開発はなかなか大

察してみてぐ︑ださい︒

ルに共同山ウド団地を造成し

九月十日には部落全戸の万

ました︒

いていたま地二・﹇ヘクヲー

で︑湯之島部落の上の万に空

村農業活性化事業︵県単︶ に

を目指す事を目的とした︐巳

これは︑地域特産物の製造

と町の補助を受けて︑山ウド

ヰ『6『、＿＿＿κ晰＿キ3

松之山部落の秋祭りが九月

途中力ら段々強ぐなり︑予定

やフラスバンドの演奏も︑農

なってしまいました︒鼓笛隊

協前のテントの中と︑本当に

の半分はどで行進が出来なく

での みこし行列 ︑松之山

三日・三日と行われ︑二日の

小学校の児童による鼓笛演奏︑

り打ち上げられるなど︑部落

していた大花火大会も予定通

その雨も夜には止み︑計画

恨めしい雨でした︒

して祭りを盛り上げました︒

した︒三日の臼は公く云堂で大

の万たちは大変喜んでおりま

演芸大会も催され︑取り入れ

二日の日は︑あいにくの雨
模様の天気で︑おみ

．ししの出

は大花火大会が行われるなど

ンド演奏などが︑また︑夜に

松之山中学校生徒のフラスバ

午後には子供たちから大人ま

r﹄

みました︐

みこし行列 松之山秋祭り︑・・びと独︑・・部．．・⁝

仮植えされていたウドの苗を1本i本大切に
発する頃から降ゆ出した雨が

●

蓄籔

雨にたたられた

4

問隔を開けて肥料と共に植えつけられた
ウドの苗「早く大きくなれよ」

せっかくの おみこし も雨でぴしょ
ぬれ、ハッピ姿はカッコイイのにね！

曜
−町
嵐㌶脚漣

鼓笛演奏もテントの中で「残念！」

、懇

騨爵
艶畑

佐藤美穂さん︵松之山中三年︶

が郡代表に！

東頸城地区大会が︑九月十二

もらう︑第十回県少年の主張

かつ建設的な意見を発表して

頃考えている事や体験・清新

郡代表となった佐藤美穂さ

ち時問で主張を行いました︒

発表に立ち︑五分問ほどの持

学校から二名づつの十四名が

この郡大会には︑郡内各中

選ばれました︒

日午後︑松之山中学校体育館

んは﹁ボランティア活動をし

県内の中学生を対象に︑日

で行われ︑郡代表に松之山中

て﹂という題で︑夏休み中の

ボランティア活動を通して感
じた事︑これからやらなけれ

ばいけない事などを発表しま
した︒

なお︑県大会は九月二十三
日に新発田市で行われます︒

華世︵安塚中

佐藤美穂︵松之

郡大会の成績

▼最優秀賞

岡

山中三年︶

▼優秀賞

二年︶▼優秀賞 石塚健太
︵大島中二年︶

︵浦田中

ーミ寸ー

のようになっています︒

安吾﹂の文学記念碑が︑多く

・記念講演

◎実施日 十月二十日︵金︶

松之山ゆかりの文豪﹁坂口

の方々のfによって建立され

昨年の坂日安吾まつりには︑

講師

分

安塚高校松之山分校

大河内昭爾氏

午前十時〜十一時四十五

上越教育大の相馬正一教授を

会場

てから三年目となりました︒

招いての記念講演会や文学パ

o散策

午前十一時四十五分〜十

ーティが行われましたが︑二

回目となる今年の安吾まつり

二時三十分

ゆかりの寺﹁陽広寺﹂・安

は︑十月二十日の金曜日に︑

大河内昭爾氏︵武蔵野女子大

吾碑・大棟山博物館

会場

手打ちそば実演とき

自然休養村センター

午後0時三十分〜二時

o昼食パーティ

学学長．紀伊国屋﹁食の文学
館﹂編集長︶を招いて実施さ
れる事になりました︒

当Hのスケジュールは︑次

内容

のこ料理・そして地

酒三酒の会

方のみ︑会費二︑五〇〇円

※昼食パーティに出席される

必要︵当日納入︶

一人でも

なお︑記念講演だけの参加

も大歓迎ですので︑

多くの方から出席していただ

ければと思います︒

＼＼ノ

▼奨励賞

潔ノ

＼

三年︶・小口悟志︵松之山
中三年︶？南雲広美︵浦田
中二年︶外八名

松之山小学校前にひづそり停む
坂口安吾文学記念碑

学校三年生の佐藤美穂さんが

郡代表に選ばれた佐藤美穂さん

坂ロ安吾まつり

のご案内

⑪

し︑おじの勤める精薄

最後の今年︑勇気を出

なくなると思い︑中学

ままいったら経験出来

ではありませんか ︒

自然に話し相手になっている

そばにいた職員の方が本当に

もしませんでした︒すると︑

の呼でつぶやきながら︑返事

した︒障害をもつ人を特別な

私はそれを見てドキッとしま

れをはずさせまいとする職員﹂

をはずそうとする入所者とそ

﹁職員の髪を縛ってあるゴム

ている光景が目に入りました︒

留鯨讐曇擬㎜

﹁将来︑こういう仕事につく

施設の職員の何人かの方に

決めました．

藷留稲襟護鯵㎜

崩蓑碁頃蓋一難鷺餐韻製麟離

施設の手伝いに行かせ
てこんなふうにできるんだろ

目で見ていたことに気がつい

哉誘バ︑懲ヨほ撚慰傑讃︑︑撚ほ蛙

てもらうことにしたの

う凶と︑そのあまりにも自然

私たちは毎Hの生活の中で

す・社会生活の中で粂が・㎜

に芽生えていることま確かで

﹁どうし

です．

たのです︒

いる私に職員は﹁あの人達は・

﹁人問はみんな平等﹂という

私が施設についたのは朝の

それでも私は食事の時意識

ら園のお年寄りが﹁年寄りは

くしてしまうことです︒ほく

訪問する前もそうだったよう

した︒けれど﹁ほくら園﹂を

を手伝いました︒ところが︑

仕事です︒私はえだ豆の収穫

やびん詰めなどの食品加工の

た︒そんな時︑言葉がはっき

食べる気にもなれませんでし

んにお菓子をすすめられても

でした︒また︑入所者のNさ

自然な心の交流がこのことを

私が見た職員と入所者のあの

ました︒

と言っていたことを思い出し

︸一

㎜

なりたいと田心います． ㎜

した時は︑喜んでごちそうに

くてごめんなさい．今度訪問㎜

ししなと思します︒

激が持権の中になると㎜

㈲

歳以上で他の人の介助がなけ

あの人達なりに充実した生活

施設の職員の人達のような気㎜
㈱

にいた私ですが・何か心の中㎜

れば生活できない人が五十人

ことを忘れているように思い

ら園﹂を慰問しています︒私

九時︑それぞれが決っている

して離れて座ってしまい︑ご

見た目が悪いから嫌だろうね﹂

くれだけで判断するというの

とつぶやいていました︒見て

何でも判断しちゃうのかね﹂

﹁何で人間は見てくれだけで

こともあります︒ある職員が

な欠点を口にして傷つけ合う

惣離鉱

ます︒友達同志なのに身体的

を送ろうと頑張っているんだ

松之山中学校三年佐藤美穂

ボランティァ活動をして

くらい入所していました︒

この施設には︑十八

なやりとりが理解できないで

﹁⁝︑奪︑⁝︑⁝︑︑⁝奪磐碁

﹁きっと何かを得て帰えれ
るはずだよ四

私がこの夏休みに堀之内に

ある精神薄弱者施設でボラン

ティアをすること に な っ た 時 ︑

それをすすめてくれたおじの

言葉です︒

松之山中学校では︑一昨年

より︑生徒会活動の一つとし
て特別養護老人ホーム﹁ほく

は何度か訪問しているうちに

作業をしていました︒それは

はんもやっとノドを通る状態

に︑今回の場合もどんなこと

作業中突然︑意味のない話し

りせず︑自分の意志を伝える

教えてくれたのです︒私は﹁人

は︑人問を差別し平等ではな

もっと違った施設にも行って

自分たちが植えた野菜の収穫

よ凶と教えてくれました︒

みたいと考えるようになりま

をするのだろうか︑どんな人

をかけてくるのです︒ ﹁何︑

こともできない人と女性の職

いう不安があり実行出来ませ

ぎーーーー⁝ーーーーーーーーーーーーー紅rー紅ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー⁝ーー⁝ーーし

﹁人間はみんな平等なんだ﹂

が入所しているのだろうかと

わからないことを．．．一︑って︑る

一

一

一四

O

一
一 一 一㎜ 一 一一

一

一 一 ㎜幽
助
㎜一

鳥追い地蔵
一つの石に

ーゆ≒ー

二体のお地蔵を並べて彫った

願いごとをするとかなえてく
れる水かけ地蔵などはその一

また墓．石には︑

っとも親しまれてきた仏はお

ものをよく見かける︒子供を

例である︒

私たちの身近にあって︑も
地蔵さんであろうといわれて
しかろうと︑−地蔵とともに供

亡くした親が︑一人旅では淋

しヨレゆの

あ

尊像これある所に︑その後

盗難に逢い右尊像紛失仕り︑

薩の尊像を建立奉りたく︑

只今はこれ無きにつきこの
度諸方の他力を以て地蔵菩

まメハ

むかし兎口に霊験あらたか

とくししう

養したのだろうか︒町内には

いる︒ ﹁左手に宝珠を︑右手

に安座す﹂る姿や合掌像は︑

いま兎口の十二神社には︑

この時の奉賀によって建立さ
れた二代目鳥追い地蔵尊が安

ンチ︑木像である︒しかし地

置されている︒像高約五十セ

郷はもちろん︑参詣人は魚沼

蔵の霊験は変わらず︑松之山

郷からも足を運んだといい︑
﹁南無鳥追地蔵尊守護之札﹂

を請けて帰ったという︒この
お札を田の畦や畑に下げると

いう︒昭和十年の﹁御札受人

その年は鳥の害がなかったと

名覚﹂には遠く長野県からお

な鳥追い地蔵があった︒ 一寸

右奉賀に罷り出で候ゆえ御

ほかにも．r安地蔵や子育地蔵

三分とも一寸八分ともいわれ

鉄仏・木仏・石仏の違いはあ

札を請けにきたことが記され
ている︒だが戦中戦後はお札

奉賀の儀頼み上げ申し候︒

浦旧口村枝
兎 口

安永七年︵一七七八︶

正月日

まと

文責

失つている︒

久保田達司

の変化に戸惑いながら出番を

と

の発行も激減し︑いまは世相

志次第に︑一銭二銭たりと

仰は︑身近な仏としていつも

を見ることができる︒子供の
健やかな成長を願った地蔵信

別として︑田畑を鳥の害から

るこの地蔵は︑黄金のお地蔵
であったという︒その真偽は

語りかけているように思われ

守る地蔵として広く知られて

と
える︒

えた

子供たちを見守ってきたとい

いた︒

る︒このお地蔵は閻魔王の本

庶民信仰が盛んとなった江

地仏といわれ︑常に六道をめ
ぐって衆生を救い︑極楽へと

頸城郡松塀山組浦閏口村枝
兎口地内むく坂と申す所字

鳥追いに使われたお札

戸時代には︑各地で．願かけ地

ド

えム

っても︑お寺や堂で︑墓地や
路傍でいつも私たちに何かを

に錫杖を持し︑イ葉の背逓華

鳥追い地蔵（約50cm）

融

乏

一

導いてくれる︒寺や墓地など

ぐ

！＼

も，

．麟遜郷差

萄翰

ざワ

に︑先年は金仏の地蔵菩薩
の尊像を安置しこれあり︒
右地蔵菩薩をむく地蔵と唱

むかしは当郷に鳥付き︑作

え来り申し候︒

毛荒らし候時あり︒この地
蔵菩薩御出で追い払いなさ

れ候内にて︑むかしより鳥
追い地蔵とも諸人申し伝え︑
甚だ霊験あらたかなる地蔵

ひ
廻
文

弟も

織

蔵が多くなった︒水をかけて

兎口部落の十二神社

に並ぶ六地蔵がそれである︒

鳥追い地蔵が安置してある

⑰

災
予 防
火
運
季
動
秋
日
10月26日〜11月1

柳

黒倉 草村正孝

井部朝女

佐藤民子

高沢ひで女

滝沢流石

谷鈴木俊一

観音寺

束の間や視野奪われて稲架並木
松之山

曼珠沙華ローカル線の錆出でし

日よけにと植えし朝顔丈伸びず
天水越

爆笑のあがりて児童スイカ割り

秋彼岸つりふね草の道細し
松之山

命日のおハギに炊かむ新小豆

刈取の手先なやます雨の秋

利根川の荒瀬も黒く無月かな

上尾の宿一人雨月くやみ酒

ノ

ラジオ聴き綱を繕ふ日焼漁夫

つくろ

山姥の里の狭間に稲の花

やまんは

親不知市振行

俳句

ダイエット希望に胃袋承知せず

台風と別に名雄ふっと消え

川

おとなりに

を置かない︒

○家の囲りに燃えやすいもの

の場を離れない︒

○天ぷらを揚げるどきは︑そ・

ない︒

○風の強い時は︑たき火をし

で遊ばせない．

○子供は︑マッチやライター

あげる安心 火の始末〃
この運動は︑火災が起こり
やすい時期を迎えるにあたり︑

地域住民一人ひとりの防火意
識の高揚を図り︑火災による
死傷事故や財産の損失を防ぐ

火災の大半は︑ちょっとし

ことを目的としています︒・

た不注意から起きています︒

○風昌の窒だきをしない︒

半鐘は朝7時と

﹁我が家から火を出さない﹂

夕方6時に鳴ります。

Qストーブには︑燃えやすい
ものを近づけない︒

巡
②

を合言葉に次の点に充分注意

1

グ

しましょう︒

○寝たばこやたばこの投げ捨

て

♂

・ −〆
．〃

＼

㌔

層、
グ

ρ㌘一

・ζ

お
受

●

7

町議会の一般質問というの
は、どのようにして行われる
のですか。

皆さんからのお便りをお待ちして
松之山部落一青年

して各課長・教育長など必要

ーO卜寸ー

お答えします

な職員を︑議長が議会に出席

松之山町議会

の定例会が年四回︵三・六・
を求めます︒

一般質問をする議員は︑質
問の要旨など詳細な質問事項
を記した︸般質問通告書を︑

議長に提出します︒これは︑

議事の整理と明解な答弁を求

事ですが︑町議会議員が執行

部に渡し︑執行部では議会ま

す︒議長はその通告書を執行

9月定例議会において議員さんが
一般質問をしている所

旧月m日は

ぶ

︶

︑

このまま放置しておくと︑

﹁目の愛護デー﹂
四卜歳をすぎて︑物が見づ
らくなってきたと感じたとき
には︑ぜひ一度︑眼科に行く
ことをおすすめします︒

老眼になってしまったと頭
から決めつけずに︑きちんと

血液の流れない区域が広がり︑

綱膜への栄養補給が絶えてし

した検査を受けましょう︒

目だけの病気だとばかり思

・

まうため︑失明してしまうこ

とすらあります︒

っていたら︑糖尿病や高血圧

などの成人病の合併症だった
というケースも少なくありま

高血圧の方は眼の血管が動

○高血圧・動脈硬化と眼

号

健康の信

であることをお忘れなく︒

四十歳からの眼は

十月十日は﹁目の愛護デー﹂

しよう︒

に負担をかけないようにしま

大切な五感の一つである眼

状態となってしまいます︒

霧の中で物を見ているような

出血が多くなり視力が落ち︑

そのまま放置しておくと︑

︐斑が見られるようになります︒

はん

そうなると眼の中に出血や白

くなったりしやすくなります︒

脈硬化をおこし︑切れたり細

せん︒︸方︑目の検査を受け

ることによって︑成人病の早

期発見につながることもあり
ます︒

では︑成人病と︑その影響
を受けやすい目の関係につい
て見てみましょう︒

眼に影響を及ぽす成人病
o糖尿病性綱膜症
糖尿病にかかっていると︑

綱膜の毛細血管に小さなこぶ

ができ︑血管がいたみ︑血液
中の成分がもれて︑しみ伏︑

まだら状の出血がおこりやす
くなります︒

●

00

九．卜二月︶開催され︑その

ほかに臨時会が何回か開かれ
ますが︑その定例会の時︑︼
般質問が行われます︒

皆さんご存じのように︑議
会は町の決議機関ですし︑町

部の町長に行政の在り方︑考

でに検討を加えて︑議会当日

める為に︑事前に出すもので

え方︑その他について質すの

答弁するものです︒

長以ド行政が執行機関という

が︸般質問といいます︒

それには︑詳細な説明員と

轡

建齢舶伽瘡の

而村索一

暖かいご寄付
ありがとうございました

ワ

．腕誕彫

このほど、松之山町社会福祉協議会に心暖まるご寄付が
ありましたので、紹介させていただきます。
本当にありがとうございました。
〉1金 35，270円

D︶

松之山町商工会婦人部

い

（松之山祭り時のチャリティバザー収益金）

〉1金100，000円
松之山ライオンズクラブ
（結成記念事業の一環として）

︑凝

談爾

鍬勉努

．露

蜘磐愈馨
孫牽《鐸熊
滋汐ζζ

牌廊曳慧

訪

ア

覇

迅

こうたろう

航太郎ちゃん 南雲 司さんの長男

（西之前）

※9月1日〜30日までの届出分です

奮諺

◎訂正・お詫び

η・

グ〆

＝鼠ノ触︑

ノ

ごま小tマ／ 菟

賭マ芳＼
餅
擦

9月号の戸籍の窓欄で久保田雅夫さんのお名前が雅雄と
誤って掲載されていました。また9頁の写真が上下入れ替
わっていました。訂正してお詫びいたします。

脚
1

置
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融彊

謝創

水

小天

︵
んん

黒先白死（3手まで）

ダメヅマリをねらいます。

（3分で初段）

有段をめざして

詰碁の解答を募集しています︒

10

月25日までにハガキなどで役場広報担

当まで︒正解者には粗品を進呈︒

9月号の答え

レ

ささ
松栄
代光
︑者千田
解井保
正若久

黒1とふところを広げ白は黒の目を防ぎ︑白2と

置き︑黒は白の目つぶしを考え黒3と置きセキと

ありました︒色々な手を考えてみてください︒

なります︒残念ながら最初の一手を間違えた方が

●

窃めでた（幽生）

∞∞

∫繍沙

膣r啄勲
、罵暫
暗馳マ
暢
｛
h榔
の砿 ル紺
髄 鷲

照

冗侍 布一

▼布川保育所全員で〜す。

よろしく！

蜘
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会委決 ズ

相役 1評之，議

共同募金
10月1日〜12月31日
思いやりは

糸念垂ミ鱗｛ク言炎亡適イ曲口i士そ

会会監

ラ

＿会

査ブセ
ン
認
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，証夕

29 28

23 22 20 16

H H日H口H

打員長
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町町留町坂町口 1り、妻大ソ町の消森で9ス

農美山消口消）中厳ン駅予防林）月キ
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芸＿竣会祭H校の会長役、読運
能30工
訓 長こ ・ 会員 会膏
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練
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で
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業会4 イ）務林 稲会内
委運会
オ
総組
損＿正
員
営1言ト
ン
合 合
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︑感︑適

H

む

1日

験

▼9月のできごと

日1
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なくてゴメンナサイ，、カメラマン）

20191110864
農議町式ラ1法森会水修郡

玉

熱

5しょ！

熊︑講︐

驚

巳生と自分たちを書きました

ハ編

戴．

。

︐■

／

会狩 健 、義会
＿り ム廷

松大 ラマ
之会

＿委

停電のお知らせ
》10月19日（木）

午後1時〜3時まで
》湯之島部落の一部が停電

27員

一東北電力より一

ま H会

編集後記

こんなに天気の続かない年
は︑大変珍しいと思います︒
天じょく相手の農家にとって

﹁米が出ない︑米が出ない﹂

は︑何とも恨めしい秋となっ
てしまいました︒皆さん農作
業の方はいかがでしょうか︒

す︒

と農協の人がぽやいていまし
たが︑九月末で去年の半分位
しか供出されていないそうで

しかし︑セ月になれば秋の
天気も出るでしょう︒収穫・
芸術・スポーツの秋です︒寒
くなる前に思いっきりやりた
い事をやっておきたいもので

す︒食べ過ぎには︑ちょっと
注意を：：！

＋月︸日の人口

男／一︑九⁝一三︵＋一︶

総人口／．二︑九四五︵＋三︶

女／二︑〇一四︵十二︶

世帯数／一︑一九五︵▲一︶

︵︶内は九月一日との比較

▲は減

広報まつのやま十月号
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