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浦田山村留学生の収穫祭（11月23日）
昔懐かしいセンバや脱穀機、トウミ、木臼などを使って元気いっぱいの留学生

降ってもいいように除雪体制
を整備して︑冬に備えていま
す︒

今年の除雪計画

より一・三㎞除雪される距離

が延びました︒

▼圧雪道路関係

除雪路線以外の主要町道・

われる事となり︑昨年より七

集落道の圧雪は二八・六㎞行

百メートル延長されました︒
人口の老齢化また過疎化の

町内の国・県道及び町道・

進行によって隣家との道踏み

集落道の除圧雪については︑
町直営と町内六つの建設・建
なっています︒

る事と思います︒

除・圧雪の充実は︑大変助か

いる今日︑より身近な道路の

が︑冬の大きな負担となって

築会社が分担して当たる事に

▼国道関係

町内を縦貫する国道三五三．
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雪になるとか︑大気中に充満
したフロンガスで地球全体が

原子力発電所の温廃水で大

な小雪でした︒

ては︑最高積雪一・三メート
ルほどと過去に例のないよう

す︒特に昨年から今年にかけ

くの雪は降らないで来ていま

昭和五十九年の大豪雪︑い
わゆる五九豪雪以来さほど多

や大雪かも？
小雪？
でも除雪体制は万全です！
b
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津聾︑︑

穫︑

摩

温暖化し︑その影響で小雪に

四〇五号線の除雪延長は三一・

なっているとか︑雪に関して
は色々な説が唱えられていま

雪が行われます︒

七㎞となっており︑昨年と変
わっていません︒二車線︵最
低一車線︶の確保を目的に除

すが︑どれも信頼性に欠ける

今年の冬に関しても今の所

ようです︒

初雪らしい初雪もなく︑比較
的暖かい日が続いている事か

▼町道等除雪関係

町道松代松之山線などの除
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▲﹁︐幾

ら昨年に引き続き小雪ではな

雪延長が四三・六㎞で︑昨年

いかとの話があります︒

しかし︑雪は降ってみない

戴、

＿

もフ『一

．

、・・

ノ 〆

4観

。き。

1。業

し

い

と分りません︒町では︑いつ

●動けなくなってか
らではもうおそい

ができました

除雪計画
の冬の
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▼ロータリー除雪車

購入
町では冬期除雪体制強化の
な冬には︑なってほしくない

出動しなくてはいけないよう

対に近づかないようにしてく

業中は大変危険ですから︑絶

ださい︒特に作業直後の路面
は氷のように滑り易い状態と

ですね︒

夕方から朝にかけて自動車
一なっていますので︑人・車共
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●車

の放置はみんなの迷惑
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ため︑九月定例議会において
ロータリー除雪車︵ピーター︶

を道路上に駐車するのは︑絶
に近づき過ぎないよう注意し

一台を購入する事を決めまし

対止めてください︒また︑屋

雪道はスリップ事故が大変
多く発生します︒チェーンな

ください︒

ど準備すると同時に︑スピー

根の雪は指示があるまで道路

除雪作業により破損しやす

ドの出し過ぎに十分注意が必

に捨てないでください︒

いものは︑囲って補強するよ
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このロータリi除雪車は︑

新潟鉄工所製作のNR六五五
H型︵三〇〇PS級︶で︑価

うにお願いします︒また︑作
要です．

最近は4WD︵四輪駆動︶

車とスパイクタイヤの普及に

より︑冬でも車の量が減りま
せんし︑車の性能を過信して

蜀﹄

ー／︐賢．乙

の無謀運転が増えています︒

今年県内の交通事故による

死亡者は激増しており︑県警
察では非常事態宣需を出して

くれぐれもスリップ事故な

警戒にあたっている所です︒

・月

③

ど起さないよう︑安全運転に
心掛けてください︒

湯之鰹り

動

暴

動

田

山

。
①
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格は二︑七八一万円です︒

でも︑この除雪車がふるに

ロータリー除雪車
（新潟鉄工所製）
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太線部分が対象路線

R655H型
今年購入されたN

もう少しク待つて稔！

町民の皆さんからアイデアを

ま︑九月宋で

葦しました〃ふるさと創生
︶億円の使いみち〃る
告応募が締め切熟く現在集計作
報業●審議委員の委嘱などが行わ
間れています︒決定には今少し時
ちください．

中間がかかりそうですので︑蕃
︵
町内・町外の皆えか曇せ

ちられたアィデア・讐は︑ハー
にして一コニ件ありました︒

みド・ソフトの両面にわたり︑数
￥﹁

し内容も多種にわたり一例唾
使げますと薪しい温泉の噛
の多目的文化．交流館の建設一

年中使えるプル︑行政無携

円設置などのハト妻︑また﹂
億人材育成︑嫁婿対策︑克雪．利

−雪の研究︑文化賞の屡どの

ソフト事業等色々なものがあり

︑

この相反す
開発と自然保護︑

ーoooo寸1

トラが動かす凶器
これから年末・年始にかけて︑外でお酒を飲む機
会が増える事でしょう︒自分の車で出かけると︑帰
りは︑つい飲酒運転をしてしまう人もいるようです︒

飲酒運転の危険は知っているのに︑なぜハンドル
を握ってしまうのでしよう︒

要な判断力や物を見て考える

力はずでに失っています︒飲

酒運転はいけないと知ってい

てもそれを抑制する理性がも

うないのですから︑飲酒運転

をしてしまうのです︒

ビール一本でも

運転に悪影響

健康な大人は普通︑お酒を

で

一合くらい︑ビール一本程度

態になります︒こうなると︑

といわれる状

性をつかさどる部分なのです︒

理性を失うばか駆か︑運転に

ほろ酔い

理性が失われると︑人はだん

必要な能力にも影響が出てき

おちょこ一杯で
理性が失なわれる

いわれてもしかたがないとい

例えば︑外の刺激にボンヤ

ます・︒

だん獣に近くなるー︑トラと

・つわけです︒

お酒を飲んで酔った人をよ

す︒

く﹁トラになった﹂といいま

そして︑このような状態は︑

リし始めて︑目に見えている

この言葉は︑ある意味で正

ものにだんだん反応しなくな

ひ

極端にいえばおちょこ一杯の
ぱ

しいのです︒アルコールには

一つのミスも許されない運

うになります︒

も間違いが多くなっていくよ

ります︒加えて︑その反応に

●お酒で︑誰にでも起っている

茎の中でもまっさきに麻痺す

お酒に強い︑弱いというの

ソ﹂とです︒

脳を麻痺させる働きがあり︑

る脳の部分が︑人が人である

は理性があるかないかでなく︑

け飲んだ程度では︑運

お酒をほんの少しだ

を飲んだらどうやって帰える

ない︑理性があるときにお酒

まだアルコールの入ってい

転が︑このような状態で行わ

転する能力に限ってい

のかを決めておき︑飲酒運転

いか弱いかの違いなの

えば︑まだ残っていま

は絶対止めましょう︒

れるのは︑大変危険です︒

す︒しかし︑運転に必

です︒

函 届︑
カ︑ アルコールに強

ために最も大切なところー理

6
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・

るテーマにどう対処していくカ

が今後の窃鶴題か徳いま
すが・寄せられたアイテ透
2つが町を愛す る 気 持 ち カ ら
生まれて来たもので︑ゆっくり

時間をかけて審議される事と思

﹀︒
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一年目の工事がほぽ完了しました︒

盤族攣漁
あん

ど一年目の工事がほぽ終了し
ました︒
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この工事は︑グランドの暗
渠排水を 行い水抑けの良い多
目的グランドにしようという
もので︑完成すれば一周二〇
〇メートルの陸上用トラック
と夜問照明の付いた野球場に

100図

柳
ぴ
フ

㎞

バックネッ

なります︒また︑グランドの
周囲は舗装され︑ジョギング

一年 目の今年は︑暗渠排水

コースとなっています︒

工事︑グランドの整地︑ジョ

ギングコース︑バック及び周
囲のネット設置などが︑六︑
四〇〇万円ほどの工事詔釦貿で行

われました︒

来年はナイター設備︑管理
棟︑駐車場の整備などが計．画
されています︒
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正月は家族と一緒に〃
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なお︑今年は一月四日の再

していただきたいと思います︒

赴任バスも︑一括して十二月
十五日までに申し込みいただ

ました︒昨年の今頃は天皇陛

平成元年も残り少なくなり
も確実に来られるこのバスは︑

の整備によっで︑安全でしか

高速道路の開通や除雪体勢

▼正月帰省バス

申し込んでください︒

利用される方も︑この機会に

意願います︒再赴任バスだけ

対策として︑電話による情報

さんの病気予防や健康づくり

く事になっていますので︑注

下の話しで持ち切りだったよ

○運行日

出稼ぎ帰省・ 再赴任バス運行

うに思います︒

大変便利なものです︒しかも︑
出稼援護対策事業の一環とし

三十日︵二日間︶

東京発 十二月二十九・

ていますので︑聞きたい項目

各曜日ごとに内容が決まっ

開始しました︒

提供﹁テレホンサービス﹂を

上越保健所では︑地域の皆

さて︑出稼ぎに出られてい
ス料金の一部が県及び町によ

口︵一日間︶

十二月二十九

て運行している事により︑バ
って補助され︑列車より安い

名古屋発

る方や︑正月を故郷で過そう
行しています

料金で利用する事ができます︒

正月帰省バス

という方たちの為に︑毎年運

を︑今年も次のような日程及

ください︒

がありましたら電話してみて

◎時問帯

平日

土曜

午後五時〜朝八時三

正午〜日曜朝八時三

レ分まで

＋分まで

◎電話番号

〇二五五−二三1＝二一五

には︑金曜日の内容が流れ

◎ただし︑第二・第四土・日

日

トピックス

ます︒

土

見えない歯石にご用心

五︑三〇〇円

画膨

老人

東京

婦人

○料金

生理不順

より多くの皆さんから利用

水

六︑五〇〇円

母子

名古屋

赤ちゃんの夜泣き

平成二年一月四日

火

○運行日

母子

▼再赴任バス

アトピー性皮膚炎

役場午前八時三

十分

五︑三〇〇円

働き盛り

早ン
月

○出発時間

東京

○料金
名古屋 六︑五〇〇円

十二月十五日までに︑役

◎申し込み〆切

場職業係に現金を添えて申
詳しい事を知りたい方は︑

し込みください︒

︵六i三二一二番︶

役場産業課職業係にお聞きく
ださい︒

〜、。漣

腰痛について

金

容
内

讐＞

冬だ！血圧値の動きに注目しよう

木

テ
レ
ホ
12月・1月分のサービス内容

び料金で走らせます︒
一

1月4日、正月の思い出を乗せて
再赴任バスが役場前を出発する

⑥

国民年金保険料は

で︑月額

七︑七〇〇円

八︑○○○

平成元年四月分から十二月

分まで︑月額
円

内

案
年末年始は、とかく飲酒の機会が多いうえ、
降雪や凍結など道路環境が悪化するほか、気
ぜわしさも加わって交通事故の多発が予想さ

年末調整されます
所得税の年末調整の時期で

すが︑国民年金保険料も社会

今年の保険料をはじめ︑去
←定額保険料を一年間納め

訓練生追加募集

交通事故防止運動
12月1日〜1月10日

保険料として控除されます︒

年の未納保険料でも︑来年三
九万五︑

た場合は︑合計

県立上越高等職業訓練校で

は︑平成二年度入校生を追加
募集しています︒

応募されようと思われる方

続きをしてください︒

は入校願書︵学校に有り︶に

等学校卒業又は卒業予定者を

越高等職業訓練校に提出して

字大豆三二九〇番地の一

必要書類を添えて︑上越市大

対象としたOA事務科・ホテ

ください︒願書の受付は随時

追加募集している科は︑高

ルビジネス科と︑義務教育卒

行っています︒

上

業又は卒業予定者を対象とし

この四科とも定員になり次

直接学校にお聞きください︒

接によります︒詳しい事は︑

選考方法は学科試験及び面

第募集を閉め切るそうですの

君〇二五五−二三−三五九六

た機械科と建築科の四科です︒

で︑入校希望の方は早めに手

また、雪や凍結によるスリップ事故を行さ
ないため、スピードは10キロダウン・急加速・

一〇〇円です︒

う。

にかく︑今年に入ってから納

を合言葉に、みんなで協力して運動しましょ

▽付加保険料

飲酒運転を「しない・させない・誘わない」

めた保険料は全て含まれます︒

四〇〇円

平成元年一月分から十二月
分まで︑月額

四︑八○○円

←付加保険料を一年間納め

た場合

急ブレーキ・急ハンドルは止めましょう。車
間距離を十分とって安全速度を守ってくださ

該当する方は︑忘れず手続き
しましょう︒

ちなみに︑定額保険料額と

※定額保険料と付加保険料を
一年間納めた場合は

合計︑九万九︑九〇〇円

い。4WDの過信は禁物です。

付加保険料額をお知らせしま
す︒

▽定額保険料

§

︑

平成元年一月分から三月分

着

︾

ま

れます。

月までの前納保険料でも︑と

α

⑦
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上越高等職業訓練校

年末・年始の

ま

月オユ

・一ス

iO專ー

長︶では︑地区協議会の応援
頭に立って活躍されていた万

め︑全国一の米所新潟県の先

域の特異な条件を生かした特

真似では絶対だめだ︒この地

見直す必要がある四また︑地

を得て地域おこし講演会を︑

だけに︑その講演内容は豊か

狭い日本の国士に﹄億二干万
人もの人が住んでいられるの

た︒とにかく南場調査︑地道

特に米に関しては︑うまい

な研究が大切との事です︒

下げに︑最大限の努力をすべ

同化を進めるなどコスト引き

米作りも大切だが︑機械の共

ようというのか︑その基本的

は︑米農業があるからだ︒政
府は日本の農業を将来どうし

場特産の開発については﹁人

十﹃月五日の午後︑三省分館
体育館で開催しました︒

殊作物︑それも罠い物を作ら
なければ凶と話しておりまし

分館主催の講演会は春に続
き二回目となります︒

この日の講師は︑前津南町
長で現津南農協組合長︑村山
正司氏︵七十三歳︶で︑ ﹁松

之山で生き残るために何をす

な考えを示さなければ日本の

きだと力説されました︒

町卓球クラフと町青少年育
成町民会議が主催する︑第九

に進みました︒

例年より参加者が少 なく残

稔

敢闘賞

利﹄︵松里小︶

︵松之山小︶

︵松里小︶

力強く説得力あふれた講演をされた村山氏

︵松之山中︶

宏﹃︵浦田中︶

潤

高沢

▽中学生の部

福原

回ビンポン大く云が十

た皆さん︑来年は足非参加し

念でしたが︑今年出れなかっ

三位

日に町民体育館で行われ︑小・

本村

重野

73歳とは思えない講演ぶりでした。

敢闘賞

田辺陽介︵松之山中︶

三位 本山 孝二︵浦田中︶

二位

﹁位

大野

▽小学生の部
﹄位

宏仁︵松之由小︶

大会成績は次のとおりです︒

ましょう︒

人たちが決勝のドーナメント

戦が先に行われ︑勝ち残った

小・中学生ともブロック予

中学生三十名が参加しました︒

月十二

二位 高沢 Ψ

第9回松之山町ピンポン大会

2

べきかしをテーマに︑二時間

農業はダメになってしまう︒

ました

米の食管・流通経路も早急に

が、みんな一生けん命頑張り

半講演をされました︒

村山氏は講演の中で﹁この

で説得力のあるものでした︒

組合中央く云長を十︑一年間も勤

招いて講演会︵三省地区︶

前農協中央会長村山正司を

4

公民館二省分館︵相沢喜会

三﹂

ト

村山氏は︑新潟県農業共同

小・中学生だけの参加でした

ー−

●

いつも可愛い歌や踊りを披
のカワイイ歌や踊り︑うさぎ

一番小さなりす・ひよこ組

松之山保育所でお遊ぎ会

露して父田やおじいさん￥お
組の元気のいい歌︑

﹃番大き

ばあさんを楽しませてくれる

なきりん組は︑ちょっと大人
くなる程表現が豊かになり上

びた演奏や演技と︑年齢が多
手にできるようです︒

今年も町内四つの保育所で

お遊ぎ会︒

それぞれに工夫した楽しいお

ください︒

供は風の子︑元気に通園して

これから寒くなりますが子

実施または計画されていて︑

遊ぎ会となつてい畜ようです︒

松之山保育園では十一月八
目に︑松之山公会堂を借りて
お遊ぎ会を行いました︒

旧三省小学校をセミナーハ

交流を目的に︑学生の農業体

学園では︑地元の方たちとの

かし︑時間が短かかったため

りにチャレンジしました︒し

されたほか︑午後はケ！キ作

の料理などについて指導がな

4啓倫セミナーパウスで栄養と健康お菓子作り教室
ウスとして利用している田中

験などを行って来ましたが︑

みんなで作るという訳にはい

かず￥あらかじめ先生が下準

養と健康・お菓子つくり教室

備しておいたもので指導を受

ナーハウスですが︑このよう

熱心に指導を受ける三省地区の婦人の皆さん

3
今回は婦人の万を対象に 栄
を開き︑地元の婦人の皆さん

な交流を深めながらもっとも

開校してまだ日の浅いセミ・

かれたようでした︒

け︑もっばら試食に重点がお

三十名が参加しました︒

十一月 十九日︵日︶に行わ
れたこの教室では￥国際製菓

にあたり︑午前中は参加され

究家の︑田中清子先生が指導

っと活用していってほしいと

専門学校の専属教師で料理研

た万の皿圧測定や栄養に対す

思います︒

⑨

る話︑また高皿圧予防のため

贋臨講＼≒■」■

聯

田中先生がケーキ作りの指導を

してくれました。

』糠− ■■講騨遭亀、

ひよこ、りす、うさぎ、きりん組の園児たちが、

カワイイ歌や踊りを披露してくれました

性化の一つとして取り組んだ

浦田地区の皆さんが地域活

生二人の合計十名が︑浦田で

学生五人︑中学生三人︑高校

15噂ー

個人研究発表では︑山留生

作劇など次々と行われました︒

トラクションを披露︑一生け

たが︑この中でも山留生がア

を食べる懇親会が行われまし

ん命練習を積んだ〃山留太鼓〃

一人一人が春から今までかか

や民舞を見せてくれました︒

全体を通して︑山留生はみ

って調べた天気や万言︑農機

んな大変明るく活発で︑親元

具の移り変わりなどを大洋紙

しました︒どの発表も地元の

ください︒

これからも元気で頑張って

にまとめ︑それによって発表
で盛大に行いました︒

目のつけどこがちょっと違う

は少しも見えませんでした︒

浦田にいたOBの生徒︑東京

なと感じました︒

を離れての淋しさみたいな所

の本部の皆さんや里親の万々

ような事をテーマしており︑

この子供たちは︑学校での

など大勢の人が集まり︑午前

子供たちが普段気のつかない

勉強のほかに．目分たちの田

中は山留生の親によるバザー︑

この収穫祭には山留生の家

る会︵東京都武蔵野市︶に加
んぽや畑で稲や野菜を作って

浦田地区の自慢の漬け物を集

族や︑三月まで山留生として

入している子供たちを︑親元
いて︑大きく育つまでの観察

頑張っています︒

から﹃〜二年離れて自然豊か

や︑収穫できたものはみんな

山留生たちの半年間の生活ぶりをテーマとした
創作劇を披露。みんなで考えたという事で大変
おもしろい元気いっばいの劇でした。

山村留学生 ︒財団法人育て

な士地で生活させ︑勉強しな

最後はみんなで作った料理

がらたくましく育てようとい

どうみ・木の麟などを使った

で食べたりしています︒

十一月二十三日には︑自分

古式ゆかしい脱穀作業︑山留

うこの制度︑長野県八坂村な

う﹁山村留学︑松之山学園収

たちで育てた作物の収穫を祝

めての 漬け物祭り などが︑
せんば
また︑午後は干歯や足踏み・

ど全国で何カ所か取り組んで

浦田の山村留学はムフ年で三

生による神事︑体験発表︐創

中学2年生の木村君が神官になって
収穫祝の神事がおこそかに！

穫祭﹂を︑浦田小学校体育館

山留生1人1人が色々なテーマで個人

います︒

︒の︸

ぐ︑

なq

研究を行いどうどうと発表しました。

年目を迎え︑留学生も現在小

幽慈

善

浦田山村留学生の収穫祭

5みんなの努力が大きな実りに

『騨

蝋
爾

●

子供たちの安らかな成長を願い

木として︑多くの方から親し

今まで松之山町の観光的名

が植えられて大切に育てられ

五月に惜しまれながら切り倒
され︑現在は二代目の松二本

の被害のため︑昭和六十一年

水梨出身の相沢伊勢春氏︵束

念がるとともに︑何かこの夜
泣き松の事を後世に伝え守っ

夜泣き松

︵樹齢約六百年︶︒水梨・小谷

まれて来ました

京在住︶が︑この事を大変残

樹の半分以上削られて倒れそ

て観音地蔵尊﹂と﹁夜泣き松鎮

って行ったと言われ︑事実︑

ています︒

をはじめ遠くの方まで︑夜泣︑
きや夜尿症に苦しむ子供のた
めに︑この赤松の樹を削り取

うになっていた夜泣き松︒現
在ほど食生活や医療が発達し

魂の碑﹂を建立しました︐

さ約三メートル︑優しいお顔
の地蔵様に三人の子供がすが

この子育て観音地蔵尊は高

て行きたいと︑この程﹁子育

ていない時代の︑唯一救い神

松食虫

的存在だったのではないかと
この夜泣き松も

建立された子育観音地蔵尊と夜泣き松鎮魂碑

思われます︒

．黛︑

灘魏馴遷

っている︑本当に見ていて心

が休まる何とも暖かな観音地
蔵尊です︒製作には舟橋市の
小野塚石材店さん︵松之山出

賓︑部落の方々多数が出て現
地で子育て観音地蔵尊建立記
念式典を行い︑盛大に完成を

立派なお地蔵尊となりました︒

住職によって子育て観音地蔵
かいげム
尊の開眼が行われ︑名実共に

式典では松代長命寺 本山

祝いました︒

い立ちと人々の信仰の様子が

音︵マリア地蔵︶とともに︑
旧高田街道沿いにまた一つ名

訪れて見てください︒

守り︑子供の安産とその輝か
しい将来を約束してくれるで
あろう︑これらの名所をぜひ

地域の人々の平和と幸せを

三十三観世音菩薩︑子安観

刻まれた﹁夜泣き松﹂鎮魂碑

所が出来ました︒

身︶があたられたそうです︒

書かれた相沢龍雪氏、助役、議長などが出席

が建立されております︒碑の
原文は伊勢春氏自らが書かれ︑
それを水梨出身で伊勢春氏の

また︑隣には夜泣き松の生

I月2日、寄贈された相沢伊勢春氏や文字を

l

甥にあたる書道家︑相沢龍雪

水梨部落では十一月二日に

氏が清書されました︒

相沢伊勢春氏夫婦・相沢龍雪
氏・製作された小野塚石材店
さん︑町助役や議長などの来

0

子育観音地蔵尊を建立

簿

（水梨）

してテープカットが行われました。

まずスイスは︑正に世界の

INO寸ー

登山鉄道︑リフト等を設けて
観光客の便に供し︑一方アル

アルプスの由並みが雪氷に

スイスでした︒

木材生産をはかり︑これらの

プは畜産を興し森林は管理と

西ドイツのリゾートにつ

クアハウスを中心とした

過言でないという事です︒

スイスは州制であり︑州が国
政を担当していると言っても

産業に労働力を吸収しており︑

び︑果しなく広がる整然と管
理された牧草原︵アルプス地

立しているという事でした︒

地域に密着した生活基盤を確

覆われて澄みきった人空に浮

帯︶︑そしてこれらの山すそを

大きく取り囲み︑うっそうと
茂る森林地帯と︑区分できます

ているのです︒．更に建物はア

が︑これらは何れも全体の調
刑を図りながら美化に努力し
ルプスの地帯に点在し︑建物

の規模・色彩等においても全

すべてを含むということであ

ンバルガーヨーロッパペシャ

ーホフヘ宿をとりました︒夕

ります︒一︐流ホテルクテーゲ

に老人がその主体でありまし

食には背広ネタタイを着用し︑

ったが︑入園者の様子を見る
た︒年間五十二．力人が訪れる

バーデンワイラー

という典型的な長期滞在型で

体の美を確保するため︑一定
の規制があり︑住

ホテルの支配人の配慮によ

ビールかワインで静かに食事
を楽しむという状態で大声で

ス︶ 民はこれに協力し

いう認識です︒ここではカジ
ノ︵娯楽場︶が有名ですから

雑談することは失礼になると
ました︒クアハウス周辺は散

あるから入園者の動きはゆっ

ウッ

説明をいただいたが︑まずク

ー氏からクアハウスの内部及
び周辺の施設について案内と

食事後全員で見学して参りま

たりとして余裕が見られ一人
平均十四日の滞在となってい

ハイているのです︒ま
アドた︑住家の窓ぎわ
ク西にはプランターに
な

策を楽しむ場所︑ローマニ下

自然の美しさとしてとらえる
︐ことができます︒

バーデンバーデン
西欧の有名なリゾートであ

た︒

︵次号につづく︶

ームに挑むというもので︑場
内は大変広く迷うくらいでし

た感じでした︒ゲーム台は数
多くありそれを囲んで好むゲ

用してパスポートの呈示を要
する︒これは半ば公営といっ

した︒カジノ会場は入場料を

アハウスの規模の大きさに驚

あるが︑これも町

点々と老木が茂り︑光と影が
調和しており︑一連の各施設
全体のバランスであろうか

■支払い︑背広とネクタイを着

五百人の収容力をもつという︒

広いロビーなどを構え︑四千

ストラン︑ユンサートホール︑

療養施設︑プール︑劇場︑レ

した︒この施設の中には温泉

かされました︒一九六三年着

中を美しく見せる
ための手段である
と聞きました︒

は概念において違っておりま

工︑一九七三年にオープンし
たもので日本のクアハウスと

によるとスイスは
貴族の国であると

小杉さんの説明

模花を植えて飾って

規

大
た
れ
ら
え
備
が
ル

いうことです︒貴

一

族は広大な土地を
有し︑施設の整備︑

フ
温

年の遺跡︑スポーツ施設も整
備されており広い芝生の中に

って町の温泉組合長シマルツ

いて

叢

圏

と
泉

が

山と牧草原」典型的なスイスの風景

●

自分たちで作ったモチ米を

作だったようですね︒

最近は︑家は農家であって
も田植えや草取り︑稲刈りな
どをした事がない子が増えて

おり︑こういう学校での体験
が大変重要な意味を持ってい

察するため︑田んぽを借りて

会の勉強として稲の生長を観

このモチ米は︑二年生が社

届けてくれました︒

に自分たちで作ったモチ米を

町社会福祉に役立てて
毎年年末を間近にするこの
ひと

時期︑婦人会の皆さんを中心
に米一にぎり運動が実施され︑

集められたモチ米は養護施設

品として贈られています︒

育てたもので︑みんなで収穫

鄭偶

二年生の皆さんありがとう︒

ると思われます︒

鍛鎧鶏鰹

や老人ホームなどに歳末慰問

松之山小学校

祭をやった残りを町に寄付し

1

灯

ル

籾

松之山

松之山

小

谷

黒倉

佐藤節女

高沢ひで女

鈴木俊一
しおん

まんしゆしやけ

草村正孝

観音寺

滝沢流石
ムササビの屍埋めて菊添える

・佐藤民子

新涼の恵みを受けてそば実る

天水越

丸山 トミ

田の畦はおんぶ蛙の多く居り

井部朝女

コスモスのやさしき花に小雨かな
見えかくれして木の枝に小鳥鳴く
松之山

落葉焚き寸時ぬくみ背に腹に
か
手ぶくろをして大寺の落葉掻く
冬ざれや墓地の捨猫細長し

野良忙し夫早退の紫苑晴

移り来て散策寺の曼珠沙華

丈高く紫苑を生けて客を待つ
手応えの重き稲穂や刈り進む

木に縄をうって始まる雪がこい
よ
菊切って仏の花になるも佳し

今生に名残りの虫の鳴きにけり

俳句

盃え何をか聞いて見たくなり

荷姿の似た便来るもう師走

ぼ

圏

葉隠れにくるりくるりと蛭かな

松之山

●

2年生
お父さん、お母さんやお世話になった人を呼ん
で収穫祭をやりました（I l月H日）

てくれたそうです︒今年は豊

モチ米をプレゼ

このほど松之山小学校の二

年生が︑町の社会福祉協議会

年生の皆さん

い、い話

ちょっと

的な石︶︑砂岩がこの．順番で

シルト岩︵砂岩と砂岩の中間

った石︶を中心にして︑泥岩︑

る凝灰岩︵火山灰などが固ま

きるはずです︒なぜこんなこ

くずれる黒っぽい泥が観察で

部分の集落では︑ボソボソと

て見てください︒松之山の大

があったら︑あらためて眺め

皆さんの家のまわりにガケ

して泥岩の分布地域に集落が

うからなのです︒では︑どう

す︶の分布域に含まれてしま

黒倉層と名前を付ける予︷疋で

ー8寸ー

ドーナツのようにそれぞれの

とを言ったのかといいますと︑

泥岩と集落の分布

松之山の
地質と化石O
松之山町の地質は一口に言

しています ︒

外側を取り囲むような構造を

図に一︑小したように松之山町の

えば松之山温泉付近に分布す

今回はこのうちの内側から

発達したのでしょうか︒

聾糊濃、馨／㌧
ノ〆㌔、
【、
．

︑つか︒

うな場所でたまったのでしょ

は︑この泥岩はいつ︑どのよ

所であるということです︒で

壌となるため水田に適した場

頻繁におこって常に新しい土

水が溜まりやすく︑地滑りが

の理由として︑泥岩分布域は

を生みだしたことです︒第二

が暮らし易いなだらかな地形

かく割れる性質のために人々

砂岩などに比べ軟らかく︑細

の他の地域をつくる凝灰岩や

理由の一つは泥岩が松之山

ほとんどの集落が︑こうした

主な部落名のみ記載

二番目の泥岩を・王体とする地

泥岩と集落の分布

泥岩からなる地層︵町史では

繧響署㌃
／壁・ ∫一／〉一典

へ︑／監−ーfノ

﹁

／

層についてお話しします︒

︵

t
東山
︑︐／︑︑

￥
＿，r！
、

〆

〜
＼
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泥岩と貝化石（白失印）（五十子平入口）

泥円石の堆積した

m

︶ 5
口 は

一

松ル

︵

石ケ
化ス

の
イ
ガ
ウ
ロ

︑ソ

ン
赤

上に人類はいなかったことに

泥岩のたまった時代には地球

なります︒

の昔にたまったことが判って

は今から八百〜四百万年前も

で新しそうに見えますが︑実

岩は軟らかく︑崩れやすいの

これまでお話ししてきた泥

在水深百〜数百メートルの海

種類を調べていきますと︑現

などが出てきます︒貝化石の

る貝化石やクジラの骨の化石

か︒泥岩からは海に住んでい

な場所にたまったのでしょう

では︑こうした泥岩はどん

います︒私たちヒト︵ホモ・

時代と場所

サピエンス︶が出現したのが

られます︒例えば︑写真で示

しましたトヤマソデガイ︑ア

底に生きている種類が多く見

前とされ︑私たちの大昔の祖

バイなどがそうです︒また︑

イカワロウバイ︑エッチゴウ

古く見積っても四十万年ほど

ス︶がアフリカに出現したの

町史の調査中に発見したニッ

先猿人︵アウストラロピテク

が四百万年前のことですから

からしますと︑松之山の泥岩

です︒こうした貝化石の種類

シロウリガイ類の近縁種なの

発見ざれ︑脚光をあびている

五百メートルより深い海から

深海艇による調査などで水深

ポンシロウリガイは︑最近の

達と私たちの歴史や生活が密

のようなことからも大地の発

めであると言えるのです︒と

ルの古日本海の海底だったた

百万年前頃に水深数百メート

理由の一つは︑実は八百〜四

に集落の発達したおおもとの

とを総合しますと︑松之山町

これまでお話ししてきたこ

合などで親睦を図っています︒

と秋一回づつ集まって交歓試

ボールチームの皆さんは︑春

町内に四つある婦人バレー

けてほしいと思います︒

きなバレーボールをずっと続

ますが︑選手の皆さんから好

らみると淋しいような気がし

育館で行われ︑高校生三チー

会が︑十一月二十六日町民体

杯争奪六人制バレーボール大

た結果︑バレーボール愛好会

たニチームで優勝決定戦をし

ロック予選を行い︑勝ち残っ

この日は四チームずつでブ

れます︒

ムを含む八チームが参加しま

チームが優勝しました︒

▽大会成績

二位

高校一年生チーム

昇勢会Aチーム

一位バレーボール愛好会

っているのが気になります︒

三位

昇勢会Bチーム

しかし︑高校生チームが出場

れるなど︑明るい材料も見ら

〃

年々参加チームが少しずつ

伝統あるこあ大会ですが︑

した︒

今年で十回目を迎えた町長

バレーボール愛好会チレム

優勝は

町長杯バレーボール大会

ぜひ仲間になってください︒

﹁バレー大好き﹂という方は︑

松里チームが一位

日の夜︑町民体育館で行われ︑

各チームとも二試合づつ対戦
しましたが︑松里チームが二

勝して一位となりました︒以

下二位・松之山チーム︑三位
．布川チームと浦田チームと
いう成績でした︒

町内で四チームというのは︑

灘

町内婦人バレーボール交歓会

を主体とする地層は水深数百

接に関係していることが実感

メートルの海底でたまったこ

とになります︒これは現在の

今年の秋の大会が十一月八

ウバイ

できます︒︵文責・天野和孝︶

（下段）左オウナガイ中アイカワロウバイ右エッチュ

新潟県の十〜二十キロメート

泥岩層から出た貝化石（スケール5cm）

『

じて元気なプレーを見せてく

減

かつての婦人バレー全盛期か

N

㊧

中ツキガイモドキ類
（上段）左トクナガキヌタレガイ
右トヤマソデガイ

ル沖合の深 さ で す ︒

適

ー蕊寸ー

例えばある家庭の火の不始末から両隣が類焼
してしまった場合︑当然火元は両隣に対し賠償
責任があると思いますが︑自分の家だけでも再

お答えします

の他にもう二軒も賠償など︑

配されているように自分の家

では被害の拡大が大きすぎる

東頸地区親善

ポーツとして人気の出て来た

配の方まで楽しめる新しいス

使用する事から︑子供から年

柔らかくて大きいボールを

た︒

之山五チーム︶が参加しまし

館で開催され︑十七チーム︵松

ボール大会が松之山町民体育

東頸地区親善婦人ミニバレー

婦人ミニバレーボール大会

ミニバレーボール︒

第2回
十一月二十三Hには郡内婦

の既婚女性が対象というこの

郡内に居住する三十歳以上

Cブロック

浦川原農協婦人

部チーム

フレンド5︵松
代町︶

Bブロック 松里チーム

Aブロック

次のとおりです︒

各ブロックの優勝チームは

した︒

接戦で好試合が多く見られま

ただけでしたが︑どの試合も

ブロックごとの優勝者を決め

今回は親善という事で︑各

ました︒

かれてリーグ戦形式で行われ

A・B・Cの三ブロックに分

試合の方は︑十七チームが

ています︒

う事で大変参加しやすくなっ

大会︑一チーム四人編成とい

人の皆さんを対象に︑第二回

i7チームが参加したミニバレーボール大会

建に大変の中︑両隣への賠償は無理かと思いま
す︒このような場合法律はどうなっていて︑こ

︵いつも留守にする主婦51歳︶

の辺︵郡内︶ではどのように処理されているの
でしょうか ︒

方が考え心配している事だと

相当の資産家でない限り出来

町民の多くの

思います︒

るものではありません︒

よって他人の権利を侵害した

事などから︑失火でも︑もら

これは木造家屋の多い日本

﹃民法七〇九条︵不法行為の

件︶では﹁故意又は過失に

者は︑之によって生じた損害

入って各人で再建しており︑

い火でも︑日分の家は自分でと

失火の責任に関する法律で﹁民

賠償というような事は郡内は

を賠償する責に任す四となっ

法第七〇九条の規定は失火の

もとより県内でも例を見ませ

いう事で︑各戸で火災保険に

場合には之を適用せず︑但し︑

ん︒

時節柄降雪期を迎え︑暖房

﹁取扱い﹂に

器具等の使用が多くなってま
いりますので︑

はくれぐれも注音心くださると

﹁ 重過失﹂であ

については︑

ともに︑お．互いに隣近所に迷

の用心﹂をお願いします︒

るか ないかが． 要 件 と な っ て お

るときだけ不法行為の責任を

東頸消防署松之山分遣所

惑をかけないよう一層の﹁火

負うという事ですので︑ご心

り︑即ち失火者は重過失のあ

このような事から﹁失火﹂

定しております︒﹄

時は此の限りにあらず﹂と規

失火者に重大なる過失のある

ておりますが︑失火の場合は

要

⑯

る翻一

隷魁

曝遡瘡務
第44回新潟県高校駅伝が、10月28日新発田市で行われ、

，

ど

⁝イ緬．

鰯

〜

鹸甥

逃して来ただけに、うれしい初優勝となりました。
全国大会は12月24日に京都市で行われます。

松之山から福原基裕君（湯本）が出場するほか、松之山
分校陸上部の3人も同行して、いつでも出場出来るように
準備するという事です。

勲禽
瀕o

良い成績が出せるようみんなで応援してください。

安高陸上部！

ガンバレ

おめでた（出生）
もと

き

泉季ちゃん 布施 清さんの二男（黒 倉
り な
梨奈ちゃん 竹内健吾さんの長女（坂 中
ともひろ
朋宏ちゃん 相沢恵一さんの長男（松之山

紀

白2と眼を取りにくれば黒3と打ちます︒

詮密ψ︸⊆N︑

田κ︶卜﹂ソ

白4と眼形を奪いにきても黒5までで生

︑⑱

ノ
多み︶た
．．
忍淋︵
砧船

織︸

L

玲響

思い・．︐

岡

窃《薙》み（死亡）
石塚

サキさん

89歳

（湯之島）金 八

高沢

安子さん

78歳

（大荒戸）杉

保坂

武重さん

83歳

（松

原

口）蒲田屋

※11月1日〜30日までの届出分です。

3分で初段

有段をめざして

黒先白死（1手だけ）
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若井千代松さん（小 谷）
村山
伸さん（湯 本）
久保田光栄さん（天水島）

脚
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T

詰碁の解答を募集しています︒

⑤ぐ4）（一〕

12

月25日までにハガキなどで役場広報担

●●O

当まで︒正解者には粗品を進呈︒

十●（⊃一
●③（ひ一

11

月号の笈﹃λ

＋〆い︑

騰囎

黒1のトビが︑気のつきにくい好手です︒

きです︒

i

●し○

布施さん残念でした。

●

安塚高校陸上部が非願の初優勝を飾りました。
安塚高校は毎年上位にいながら今一歩という所で優勝を

薪潜麟翻

むらやまたくやくん
たきざわすすむくん

講穫織望鷲鰐．、2擬

すべり台で遊んでいるζころ

2日

轡轡誰

ー鴇寸ー

までにお願いします
12月末

先月号でお知らせしましたが、固定資産税
先月号でお知らせしましたが、固定資産税
の土地現況課税を平成2年度も引き続き実施
除雪総代会︵センター︶

町例月監査

冬期保安要員打合せ会

議会産業経済委員会

町ピンポン大会

〃総務民生委員会

議会建設委員会

︵水梨︶

子育観音地蔵尊建立

▼11月のできごと

◎平成2年度の申込みは

郡婦人ミニバレーボー

町長杯バレーボール人

ル大会

麟1難1慮
▼12月の予定

31

会︵六人制︶

H

します。

松里かんばい委員会
民生委員会

スキー場オープン

までの予定︶

︵詑日

スキi場安全祈願祭

会

∂

勘マ，

今年申告されなかった方は是非、来年度分
として申告され、確認を受けるようにお勧め
26

754
日日H
2114
日 日

固定資産土地現況課税
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日

17
20

1三］ 止

23

1ヨ

りゆ

や

お遊ぎ会、うさぎ組のうた

ふくはらまいさん
j・さなお花の子をおどっているところ

蜘μ
幅
、騨．蝋蝶強警蒲
デ

、
お

ド

賦

磨奮賀㍗

します。

編集後記

﹁十一月中には雪が降らない

のでは﹂と思っていたら︑二

卜九Hの夜から本確的な雪︒

あわててスノータイヤに換え
た方も多かったのではないで

今年も小雪な冬であってほ

しょうか︒

一九八九年も残す所二十日

しいですね︒

この一年は皆さんにとって︑

ほどになってしまいました︒

どんな年でしたか？悪かった

という人は︑来年の午年︵う

年末・年始︑飲み過ぎ︑食

まどし︶に期待してください︒

べ過ぎ︑交通事故に十分注意

い︒

して︑良い年をお迎えくださ

十二月一日の人口

総人口／﹄一︑九三九︵▲四︶

男／一︑九三〇︵一︶

女／二︑OO九︵▲五︶

世帯数／一︑一九一︵▲一︶

︵︶内は十一月一Hとの比較

▲は減

広報まつのやま十二月号
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