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開場とともにドッと人が押寄せた野菜の即売コーナー（農業祭）
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以Lの人rでにぎわい長した︑

能祭が盛大に開催され︑︑．．㌃人

卜月．畠ーヒロ︑町農業祭∴ム

﹄ン・召焼きいもなどの出店も

玄た︑焼き鳥・焼きトウモロ

︑rム弄の試食コー赤ーもありま

く︑長い伯列ができてい素した︒

野菜の即−冗コ⁝去1は人気が高

．小場が一斉にイーブンし︑特に

国コーナーが設けられ︑民芸品

センダー一階のホ！ルには赫阿

試食はレ．時より行わ須長した︑

より行われ︑F封ちそぱなどの

鏡割りはセンダー玄関．てト時

りを長わりに．漂わせてい女した

町美術展にも多くの力が訪れ︑

わが家の味と．杏り﹂には．．．卜八

毎回友好評の﹁伝えていきたい

ろへいや汁ユの試食が行われ︑

．．階の食推コー距ーでは︑も

した．︐

天候下順にLる野菜の高値が

つノ〆fオオノーf

ノ〜︻鴛

︑．卜六Hから開催されている

点の出品があり圭した︒

続いていまづが︑市価よりも安

絵画・書道・俳句・生花などを

い地元産の新鮮な野旋は次々に
売切れてしまい︷した︒

センター繭の広場では︑r練
餐り旧罫G︑野︑1︶し．隔ナ︑ ザ・．．︐H

へ︸し μ

バザーを角っていました︒

祉会の皆さ疾がささやか？坐用
来場する人々をード﹀ とい

一ブ︑嘉

力作ぞろいの町美術展

H哩

は．r供たちに人気があり︑担当

う友きな音で歓迎する示ン藥．r

していた育年団の皆さんは汗を
町民体育館横では錦鯉の展．小

流しながら頑張っていました︒

やジャンボな食川鯉に歓声があ

即売が行われ︑優雅に泳ぐ錦鯉

町整備裳紐合による除甫︐機や

司．

がっていました︒

トラクターなどの展．小販売も一

い商談が飛びかいました︒

日中続けられ︑冬を前に熱っぽ

〜盛﹃＼

やチマ・矛ーゴリが展．小され︑

丁前九時よ︑り各種即売・各展

出て︑食欲の秋にふさわしい香

な農業祭・芸能祭・美術展
郷土伝承劇「鏡ケ池」を熱演する東川小学校の皆さん

2

心行くまで鑑賞していました︒
ようになりました︒

児童たちはマでクを付けない

で熱演しましたが︑会場の雑音

芸能祭は町民体育館で行われ︑

町内の芸達者の皆さんが口頃の
に声が消され後の方は全く聞え︐

ちご会 の皆さんによる勇壮な

祇園太鼓・蟄年太鼓は︑腹の底
から響いてくるようでした︒

ヒ川手歌舞伎の﹁義経f本桜

ないほどh手で︑見せ場になる

芸を披露し︑会場から盛んな拍

翌日行われた町内小中学校捧．遅

と観客から大きな声援が送られ

鮨屋乃段﹂は村歌舞伎とは思え

東川小学校の全児童による郷
能発表会では︑児童・生徒の皆
ていました︒

ませんでした︒

土伝承劇﹁鏡ケ池﹂は︑中尾に
さんが静かに劇を鑑賞したので

手を受けていました︒

ある鏡ケ池の伝説を劇にしたも

され︑我が子の作晶を見つけて

校児童・生徒の書道や絵が展示

体育館の壁には︑町内小中学

ので︑今回で三回目の上演とな
後の方でも良く聞えました︒

ります︒

来年からはもっとマナーを守

千両役者がそろった上川手歌舞伎

工夫された料理が大人気「伝えていきたいわが家の
味と香り」コーナー

鷺

も

邑匪

鰹隅

㌧縮

り︑静かに鑑賞してほしいと思

難

前の二回と異なる点は︑劇の

り「ヌアーム・センドアン」（美しい月の光）

奮ぶ親の姿も見られました︒

ソーピットさんと保育所のキりン組さんによるタイの踊

います︒

㌣｝

冒頭に﹁石投げ甚句﹂が入り︑

女性の太鼓グループ 浦田い

甑鋤霞・
﹄ド ロ
2

轍

毎

より多くの児童が劇に出演する

禽F

コ
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・夢盛
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浦田いちご会の皆さんによる勇壮な豊年太鼓
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倉

208，389

竹内 多作
山口 長一

525

206，813

〃

524

206，419
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田辺 彦一

〃
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〃

521

205，238
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〃
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200，904

重野 雄城
若月三太郎
樋口 芳平

ノノ

名

住

所 等

最優秀賞

黒

倉

草村

優秀賞

藤

倉

小野塚富夫

〃

三

桶

志賀美和子

優良賞

〃

〃

松之山町の将来を考える
〃

明日のふるさとづくり

私はこう思う

小野塚千恵

松之山の名物品や建物を作ろう

村山

未来の松之山町

卓也

松里小6年 高橋 佳男
松之山小6年

私はこう思う

滝沢 香織

将来を考える
自

然

東川小6年 小野塚真紀 松之山の将来について
〃

小野塚茂雄

〃

なお︑最優秀賞の作品は今月

ノノ

〃

明日のふるさとづくり

号の十四ぺージに掲載しました︒

〃

松里小4年

保坂弓美枝

マ

優秀賞二点については︑来月

〃

県

ー

以降掲載する予定です︒

〃

埼 玉

好信

テ

優良賞以上の方々の成績は別

氏

名

賞

表をご覧ください︒

松之山町の将来を考える提言・感想文受賞者

ー8﹄ー

黒 倉

ノノ

529

〃

天候に負けた良質米共励会

湯之島

〃

〃

すばらしい作品が多かった提言・感想文

〃

に行われ︑応募総数四十二点の

丸山 正昭
樋口 藤夫

根

による根の活力維持︑有効的な

兎 口

209，571

中から選ばれた最優秀賞﹈名︑

〃

〃

532

病害虫防除などの基本技術を適

曽

〃

圧倒的な出点数︵四十五点︶

実

幅な減収です．

高沢

このような悪条件を克服して

湯 山

〃

〃

春から六月頃までは比較的順

213，510

〃

松之山町良質米生産推進共励

542

ノノ

優秀賞二名︑優良賞七名が表彰

215，480

確に実行し︑地域にあった栽培

547

ノノ

を誇るコシヒカリの平均収量は

コシヒカリ

の長梅雨︑八月の低温︑九月以

230，554

調に成育しましたが︑七月から

590

の途中で行われ︑最優秀賞一名

五百万石

会の表彰式が二十七H︑芸能祭

232，025

されました︒

589

方法で優秀な成績を﹂Lげました︒

232，813

〃

四八七㎏と︑昨年より八十四㎏

237，146円

591

降の長雨と天候に恵まれず︑共

602㎏

〃

コシヒカリ

優秀賞三名︑優良賞十二名︑奨

口

米 代 金

も低くなりました︒

兎

小野塚英男
滝沢
繁

精玄米収量

励会史上最低の成績となってし

天水島

ノノ

1（｝a当たり

励賞十二名が表彰されました︒

優良賞

10a当たり

また︑松之山町の将来を考え

西之前

相沢 一郎
南雲 光利

名

今回入賞されました方々は︑健

松之山

〃

種

最優秀賞で比較すると昨年は

〃

品

まいました︒

優秀賞

〃

品
者
氏
名
小野塚 満
樋ロ シゲ

る提言・感想文の表彰式も同時

最優秀賞

出
住 所
湯 山

苗の育成︑適切な施肥︑水管理

入賞順位

七〇二㎏︑今年は六〇二㎏と大

第8回松之山町良質米生産推進共励会成績

今年の共励会には四十九名の

ー︐︑議

共励会表彰及び提言・感想文表彰

方が参加し︑良質米作りの腕を

競い合いました︒

鐵、

4

農業祭と同じ二十七日︑町民
人たちにソーピットさんが一つ

1が所狭しと並べられ︑訪れた

人による﹁フオン・レップ﹂︵爪

ンさん・スリーラットさんの二

光︶︑タイの留学生ベンチャー

錦鯉品評会が開催されました︒

体育館横の駐車場で第二十三回

農業祭前日の二十六日︑町民

りに会場から盛大な拍手が送ら

踊り︶など︑神秘的で華麗な踊

部門ごとに審査が行われました︒

慢の鯉六十二匹を持ち寄り︑各

高橋平八郎﹁紅白﹂

二部︵二八センチ未満︶

高橋平八郎﹁紅白﹂

一部︵一八センチ未満︶

▼各部優勝

高橋平八郎︵中尾︶

優雅な錦鯉品評会
グランドの管理棟にタイの魅力
一つ説明していました︒

試食コーナーで一番人気があ

れました︒

町内の錦鯉愛好者十六名が自

と文化を紹介するコーナーが設
置され︑大勢の人手でにぎわい

クム︶でした︒

ったのはエビスープ︵トムヤム・

青い空と海︑黄金の寺院︑ほ

▼総合優勝

です︒

このコーナーは教育委員会の

ました︒

ほえみの国タイは︑日本との結

として頑︑張っているソーピット

松之山町の国際理解教育講師

樋口幸雄︵湯山︶

▼総合準優勝 ﹁紅白﹂

久保田寿栄︵曽根︶

樋口幸雄﹁三色﹂

五部︵四五センチ未満︶

樋口幸雄﹁紅白﹂

山岸敬三郎︵新山︶﹁紅白﹂

三部︵三五センチ未満︶

展示された真珠や人形をほし

びつきが強く親H的な国です︒

各部門の入賞者は次のとおり

ソーピットさんが︑タイの大使
がる子どもや︑観光パンフレッ

四部︵四五センチ未満︶

館や留学生の皆さんに協力を求
トを見ながらタイヘ行きたくな

﹁紅白﹂

め実現しました︒

さん︑東京からわざわざ来てく

った人など大好評でした︒

芸能祭ではタイの踊りが披露

一階にはタイの文化をわかり
やすく説明したパネルや写真︑

スリーラットさんといっしょに爪踊りを披露した

ベンチャーンさん指先に注目！

鵠融 蝋む

シ1

﹁紅白﹂

れたベンチャーンさん︑スリーラッ

スリーラットさん

▼ジャンボ賞

のキリン組さんにょる﹁ヌァー

一

され︑ソーピットさんと保育所

副賓爾鳳醸

5

トさんありがとうございました︒

＿−

の民芸品・タイ料理の試食コー

ベンチャーンさんといっしょに爪踊りを披露した

二階にはタイシルクや真珠など

︵美しい月の

食コーナーもありました

ム・センドアン﹂

タイの民芸品やパネルが多数展示され試

ミ

晦

璽

ナー・ビデオ放映・観光ポスタ

誉騨

十月十日の体育の日に第十回

松之山町駅伝大会が行われ︑各
地区代表の七チームが健脚を競

コースは昨年と同じ十四区間

いました︒

ー・41・36
ー・41・53

ー8トー

〃

〃

〃

︶

︶

︶

高橋千春︵松之山A︶⑳7・49

高橋佳男︵

村山忠男︵松里A︶

竹内寛揮︵浦田A︶

小野塚真紀︵布川︶

高橋政信︵

高橋真也︵松里A︶

志賀浩二︵

相沢俊幸︵松之山A︶

▼区問賞

準連覇達成

を流していました︒

時間・分・秒

成績は次のとおりです︒

駅伝大会
▼総合成績
ー・32・50

優勝

松里Aチーム

二五・七㎞で争われ︑午前九時

準優勝 布川チーム ー・36・13

浦田Aチーム

松之山Aチームー・37・56

合図とともに第一走者が旧浦田
中学校前をスタートしました︒

三区中継点では松之山Aチー

松里Bチーム

4・0

高沢

8・25

8・00

小野塚純也︵東川小二年︶

▼小学校低学年の部︵ニキロ︶

7加
＋一区

村山幸夫︵布川︶

平︵松里A︶

＋二区

7分07秒

高沢 平︵松之山中二年︶

▼中学生・一般の部︵一一キロ︶

7分39秒

小野塚良康︵東川小六年︶

▼小学校高学年の部︵ニキロ︶

8分33秒
士二区

村山

⑰⁝新記録

亮︵松里A︶ 9⑰
＋四区

高沢ひとみ︵松里B︶7・30

健康マラソン

一キロ︶

相沢梅子︵下蝦池 ︶4分26秒

▼幼児・一般の部︵

ペコ

磁・
灘

欝肖

不少

35

08

45

13

18

23

50

0

ムが一歩リードしていましたが︑

52447677ラ〉
23

高橋茂雄︵松里A︶ ㊧7・49

田宮晃子︵浦田A︶

ド
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松之山Bチームー・46・02

1

この辺から実力を発揮した松里

浦田Bチーム ー・47・3

搬

親子の参加が多かった健康マラソン
幼児・一般の部

Aチームが後続をぐんぐん引離

し︑二位布川チームに三分二十
三秒の大差をつけて余裕のゴー
ルをしました︒

二位争いは布川・松之山A・

を入れかえましたが︑まず浦田

浦田Aの三チームが激しく順位

A が脱落︒

ぴ

布川と松之山Aは十二区まで

逃げきりました︒

や・榊闘， 馨
じマ

競り合い︑最後は布川チームが

駅伝終了と同時に開始した健
康マラソンには三四一名が参加
し︑秋晴れのなか気持ち良い汗

七六五四三
位位位位位

6

東部地区へき地教育指導者講座
10月23日〜25日・

十月二十三日から二十五日ま
で︑松之山・松代両町を会場に

東部地区へき地教育指導者講座

また︑地元を代表して村山町

あいさつを述べました︒

長が祝辞を述べました︒

作りや音楽集会でした︒

音楽集会では︑ソーピットさ

んの指導によりタイの踊りを全

かりする班など︑児童たちの元

気な声が体育館内に響いていま

授業でも音楽集会が行われ︑各

浦田小学校で行われた道徳の

した︒

見学していた先生方も︑児童

教室では児童たちが活発な発言

員で踊りました︒

に手を引張られて踊りの輪に加

をしていました︒

午後は音楽・体育・家庭・図

発表や研究協議を行いました︒

わり︑見よう見まねで楽しそう

が開催されました︒

二日目の午前は授業参観で︑

画工作・道徳の五部会に分かれ︑

中部の二十三都道県内のへき地

参加者は北海道・東北・関東

小学校に勤務する教員で︑講師

に収穫される野菜や果物を取り

ゲームは班ごとに分かれ︑秋

ながら帰って行きました︒

いる︑松之山町の教育に感心し

でも最大限の教育効果をあげて

参加された先生方は︑少人数

松之山小学校は音楽︑浦田小学

合いました︒

に踊っていました︒

や発表者を含めると三〇〇名以
校は道徳を担当しました︒

なお︑図画工作は奴奈川小学

上が集まりました︒

校︑家庭は松代小学校︑体育は

一日目の午前に開講式と全体
会が町民体育館で行われ︑文部

％

これからも先進的な教育に取

・

組み︑﹁教育の松之山﹂といわれ

−﹄

品物によって得点が異なり︑

孟地小学校が担当しました︒

鞍

噂『、1

ゲームが終ってから品物ごとの

螺螺

繍

︸蜜獅㌧−餌︑

量

松之山小学校で行われた音楽

文部省を代表してあいさつする桜井純子
初等中等教育局視学官

学官の桜井純子氏︑新潟県を代

欄

るよう頑張ってください︒

省を代表して初等中等教育局視

事キ

得点が発表され︑喜ぶ班やがっ

蒸

の授業は︑パソコンを使った曲

欝

表して県教育長の堀川徹夫氏が

・轟叢欝

7

こち

踊る松之山

ヒりタイの踊りを

ソーピツト

割露，郭【．竃．弐

メヘ

10月の

7オト

ニュース
︑蛍

1月六日と十日︑大厳寺高原
前と食べ方を参加者に教えてい

分類するとともに︑きのこの名

ー菖トー

できのこ狩り大会が行われ︑県

卜名・二卜名と団体で来られ

も影響を与え︑昨年と比較して

今年の天候はきのこの成育に

ボ

しみ︑採ってきたきのこは松之

沢さんからきのこ料理の講習を

また︑昼食時間を利用して滝

ぢ︑

雛︐ ．繊さレρ

お

蔑綻

︾鵜．一−

鴇︾M鱗幽

内の方を中心に約二六〇名が参
ま した︒

た方も多／＼参加者の皆さんは

鑑定が終わると︑希望館の二

量も種類も少なかったようです︒

加しました︒

受付もそこそこに山の中へ入っ

山の滝沢博さんと大島村の早川

した︒

階できのこ料理の昼食をとりま

幸一さんが鑑定してくれました︒

する講演をしてもらいました︒

受け︑早川さんからきのこに関

約二時間ほどきのこ狩りを楽

て行きました︒︑

食用・無毒・有毒の三種類に

十〜十四年の三十九名に対し町

用意された六〇〇のイスは満

2商工会創立三十周年記念大会
十月十六日午後︑自然休養村

ック調の美しい曲が流れました︒

商工会会長表彰︑十五〜f九年
協議会会長表彰︑二十〜二十九

曲目はG線hのアリア︑カノ

センターで商工会創立三十周年

午後一時から第一部の記念式

年の二十七名に対し県商工会連

ッパの貴族社会を思わせるバロ

席となり︑会場には中世ヨーロ

典が始まり︑福原商工会長のあ

合会会長表彰︑三十年以上の四

九曲で︑アンコールにも答えて

ン︑アダージォ︑赤とんぽなど

いさつのあと表彰式にうつりま

表彰が行われました︒

十分より町民体育館で行われ︑

場のあちこちに談笑する人の輪

十分よりセンターで行われ︑会

第三部の記念祝賀会は四時三

くれました︒

以上在職した役職員十↓名に功

テレマン室内管弦楽団の優雅な

第二部の記念音楽祭は二時三
労表彰が行われました︒

ができていました︒

永年勤続優良従業員表彰は︑

演奏を聴きました︒

名に感謝状が贈呈され︑二十年

歴代商工会長や特別功労者七

名に対し全国商工会連合会会長

の十七名に対し上越商工会連絡

採ってきたきのこを滝沢さん（左端）に
鑑定してもらう参加者
した︒

記念大会が開催されました︒

r験

V

きのこ狩り大会

︑場−

テレマン室内管弦楽団の演奏

蜘

4
㊥
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いしそうに食べていました︒

十月九日午前︑町内の全保育
形劇を楽しみました︒

所園児が町民体育館に集まり人

人形劇の前に手や指を使った
簡単なゲームを行い︑園児たち
は︸生懸命お兄さんお姉さんの
真似をしていました︒

ゲームが終わると人形劇﹁人
魚姫﹂が始まり︑人形の動きを

ました︒

興味深そうに見ている園児もい

絵本やテレビなどで人魚姫の
ストーリーを知っていても︑上

手な話術や人形の動きに引込ま
れてしまいました︒

いました︒

出席者は駐在所前で記念写真
を撮り︑小林所長さんの案内で
駐在所内を見てまわりました︒

、

睡

輿琴緬勲

．γ馬笥

ットを着せてもらい︑ちびっこ
消防士が大勢誕生しました︒

人気キャラクターの手作りの

なで協力して組立てていました︒

大きなジグソーパズルも︑みん

されましたが︑園児たちは元気

お昼にはトン汁のサービスが

厳寺高原から町民体育館に変更

保育園児に防火指導

十月七日松之山分遣所の皆さ

良く体育館内を走りまわってい

んが︑松之山保育所の園児とと
もにゲームをしたり防火指導を

雪住宅になっています︒

町内の三駐在所すべてが克雪型

松之山駐在所の竣工により︑

建てられましたが︑手狭になっ

になり本当に良かったですね︒

前の駐在所は昭和四十三年に

あり︑おにぎりといっしょにお

ました︒

ゲームでミニ消防衣とヘルメ．

したりしました︒

あいにくの雨天で︑会場は大

4人形劇は楽しいな

︑〜

︑鼻︽

︽昏

十月二十二日午前︑松之山駐
在所の竣工式が行われました︒

竣工した駐在所は安高松之山

園児たちは人形の動きを興味
深そうに見ていました
たことと雪掘りに大変苦労して

手作りのジグソーパズルを協力
して組立てました

雪掘りの心配がなくなった
新松之山駐在所

鞭

◎翻

松之山駐在所竣工

、

分校入口の近くで︑高床式の克

9
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luDO卜1

いただきたいと思います︒

んから安吾文学に関心を持って

立され︑十月二十日の生誕口を
記念して安吾まつりも行われて

演された︑千賀ゆう子さん毛演
の﹁桜の森の満開の下﹂の一人

も五卜名ほどおり︑自然休養村
センターで夜七時三十分より公

松之山安吾の会結成

十月十九日夕方︑町民体育館
で松之山安吾の会結成式と夕食
きました︒

また︑町外から参加された方

会が行われました︒

芝居を観賞しました︒

文学碑建立から五年目を迎え︑
これを機会に幅広く町民の皆さ

秋の火災予防運動期間中の十
月三十日︑松之山診療所から火

業にあたりました︒

災が発生したという想定で訓練
が行われ︑分遣所・本部分団が
出動して本番さながらの消火作
入院患者を運び出す職員や︑
逃げ遅れた患者を救助に向う消

防士︑ケガをした人を手当する
先生や看護婦さんなど緊迫した
訓練ぶりでした︒

あってはならない火災や事故︒
日頃の訓練を大切にし︑火事
しょう︒

を出さない努力をみんなでしま

農業の機械化で手作業が少な
くなりましたが︑子供たちにと

十一月十日には文化祭と収穫

っては良い体験になりました︒

行われ︑地区ぐるみでモチつき

祭をあわせた﹁さわらび祭﹂が
大会を楽しむ予定です︒

︑﹄

ρ拍

．卸︐

ぞ

ロ転

松之山安吾の会結成式

P T Aの方たちといっしょに

松之山ゆかりの文豪として昭
和六十二年には安吾文学碑が建

診療所が火事だ？

浦田小で稲刈り
っしょに喜びの収穫をしました︒

人が↓生懸命頑張りました︒

パセに架ける者など児童一人一

十月四日午後︑浦田小学校の
約十アールの田に実ったコガ

稲を刈る者︑パセまで運ぶ者︑

ケガをして逃げ遅れた人を救助する訓練

学校田の稲刈りが行われました︒

ネモチを︑PTAの方たちとい

〆

6
7
8

緯蹴躍魏
灘鐵鱗灘

稲刈りをしました

0

10月の
フオト
ニ1ユース

松之山町・大島村境で喜ぴのテープカット

十月二十七日︑大厳寺高原を
出発点とする第一回マントパー
れました︒

タもみじマラソン大会が開催さ

之山町豊田を結び︑幅員四m︑

越と魚沼を結ぶ街道で人馬の往

待望の林道牛ケ鼻浦田線竣工

総延長七︑〇三五m︑利用区域は

要な軍道でもあった︒前を行く

来も多く︑戦国期は上杉家の重

大島工区は延長三︑ヒ五八mで︑

昭和四十三年から昭和四↑八年

道だったので鼻蹴峠と言われた︒

人馬に鼻を蹴られるほど急な坂

二五〇㎞に達します︒

島村長などが喜びのテーブカッ

現在︑鼻毛峠と称ばれているの

業を一層振興させるとともに︑

林道の開通は︑この地域の林

と刻まれています︒

鼻毛の池を中心とした観光開発

にも役立つことでしょう︒

七mが総費用約一億四看万円で

毛峠の由来として︒古来よりL

た﹁鼻蹴峠﹂碑の裏面には︑鼻

林道開通を記念して建ヴされ

開設されました︒

ら着手され︑今年までに三︑二七

松之山工区は昭和六卜一年か

までに開設されました︒

また︑山伏山森林公園をスタ
ートとする八キロコースにも七
十名が参加しました︒

スに男性二名・女性﹈名︑八キ

松之山町からは十五キロコー

にあがり︑牧場の緑と山々の紅

ロコースに男性一名が参加し︑

の小林辰男先生が五十一分十六

来年はもっと参加者が増えれ

秒一で見事三位に入賞しました︒

十五キロコースで松之山中学校
あわせて八十名が参加し︑津南

午前十時︑管理棟前をスター

町の山伏山森林公園を経由して

トした十五キロコースには男女

葉が一段と美しく見えました︒

心配された雨もスタート直前

ました︒

第1回もみじマラソン

この林道は大島村牛ケ鼻と松

いました︒

数がようやく開通した林道を祝

⁝で行われ︑両町村の関係者多

竣工祝賀会は浦田克雪センタ

除幕式が行われました︒

建立された﹁鼻蹴峠﹂記念碑の

トを行い︑続いて林道の途中に

開通式では村山町長︑内山大

の竣工式が行われました︒

之山町村境で林道牛ケ鼻浦田線

十月二十二日午前︑大島・松

9
ば良いですね︒

召

難

ゴールのマントパークをめざし

大厳寺高原の管理棟前をスタート
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集落探訪
みイうしゆ

藤内名と猪之名は名主の名を

ー8Nー

伊勢氏によって再建される以
前は︑真言宗の寺院であったと
言い伝えられている︒

開基の伊勢氏は室町幕府の申
次衆︵将軍への申入れを取り次
ぐ係︶であり︑代々肥前守を名
乗っていた︒

めていたことは︑この地方から

室町幕府の直臣が松之山を治

名主とは耕作地に対する権利

産出する良質の青苧と深い関係

冠した地名である︒

観音寺・坂下・橋詰・藤内名
を強めるため︑耕作地に自分の

︑勲︐
鍵亀

二十九世龍山玉泉︵俗姓保坂・

があったものと思われる︒

豊田出身︶は駒沢大学教授に迎
えられ︑昭和三十三年八月には
駒沢大学総長となった︒

寺宝の木造延命地蔵菩薩立像
は︑桐材をもちいた一木造りで
彩色がほどこされている︒

おおらかな顔立ちや衣紋等か
ら室町末期の作と思われる︒

室町幕府の直臣伊勢氏によって開基された観音寺
木造延命地蔵菩薩立像・庭園は見ごたえがある

歴史と地名
猪之名・古戸の六大字を総称し
みょうでん

名前をつけた名田を所有し経営

﹁卜

気睾

た行政上の集落名が上川手であ
する有力農民のことである︒

古戸については不明だが︑天

る︒

江戸時代中期にはすでに上川

家数二軒とも坪野村の掛け持ち

和二︵一六八二︶年の検地では︑

が︑基本は観音寺村・坂下村と
名子となっている︒

手という名称が使用されていた

いうように村単位であった︒

この家︵戸︶が古くからあっ

たので古戸となったのかもしれ

しかし︑明治二十二︵一八八
九︶年町村制が施行されると︑
ない︒

長禄四年六月︑高館城主伊勢

観音寺

高館城跡がある︒

城跡︑猪之名と五十子平の境に

また︑橋詰と東川の境に橋詰

土している︒

跡があり︑土器や石器が多数出

橋詰字居村には縄文中期の遺

行政上の基本集落として認めら
れ︑これ以後上川手という集落
名は一般的になった︒

観音寺の地名の由来は︑長禄
四︵一四六〇︶年に建立された
観音寺に起因すると思われる︒

坂下は字のごとく﹁坂の下﹂

に居村があったことに起因する

また︑江戸時代から明治初期

肥前守盛富・盛種父子によって

と思われる︒

にかけて︑東山村は坂下村の枝

開基され︑長野県栄村にある常

となった︒

慶院七世智嶽天察大和尚が開山

村となっていた︒

橋詰も字のごとく﹁橋の詰め﹂
に居村があったことに起因する︒

費

また︑本堂裏の庭園には県内

では珍しい舟石があり︑大きな

池には浮島がある︒

﹁浮島や浮

俳人として有名な小林一茶が

観音寺を訪れた際︑

き沈みつ松の影﹂と詠んでいる︒

三柱神社

上川手集落の六大字はそれぞ

れが神社を奉斎してきたが︑協

議のうえ観音寺・古戸の十二神

社︵祭神・大山舐命︶︑坂下・

藤内名の諏訪神社︵祭神・建御

神社︵祭神・奴奈川姫命︶を一

名方命︶︑ 猪之名・橋詰の松苧

社に合祀することで合意し︑現

在地に社殿を新築︑昭和三︵一

九二八︶年九月九日遷宮式を行

社名は︑合祀された三祭神︵三

った︒

柱︶にちなんで三柱神社と命名

された︒

高館城と橋詰城

高館城跡は猪之名と五十子平

の境に位置する標高四二三mの

主郭︵本丸︶を中心に空堀・

山城である︒

削平地などの遺構が確認できる︒

城主は観音寺を開基し売伊勢

高館城は︑松之山から豊原峠

盛富・盛種と伝えられる︒

イ2

を越えて津南町辰ノロヘ至る街

川手分校
明治六年十一月︑観音寺を借

道の監視の大任をもっていた︒

橋詰城跡は橋詰と東川の境に
りて町内初の小学校が開校した︒

も松之山まで通学していた︒

築移転となり︑川手地区の児童

明治八年松之山に小学校が新

位置する標高四五五mの山城で

高館城と直線距離で一・五㎞

ある︒

しか離れておらず︑独立した山

明治三十四︵一九〇一︶年就
学児童の増加により川手分校が

城というよりは高館城の一支城
といえるかもしれない︒

新築され︑川手地区の初等教育

歴史を閉じた︒

は児童数の減少により八十年の

昭和五十六年三月︑川手分校

を担ってきた︒

大明神用水と
水力発電所
安政五︵一八五八︶年︑浦田
口村の田辺与惣治が大明神用水

工事に着手し︑越道川右岸地域

大恐慌・戦時体制強化による
企業整備も乗り越え︑昭和十九

撚糸工場
松之山では︑農閑期に比較的

年ころには撚糸生産額県下一位

の新田開発を始 めた︒

工事費用は与惣治が全額負担
短期間に高収入を得られる養蚕

う

ず

くそう ず

石油と天然ガス
かざくそ

石油は﹁草生水﹂︑天然ガス

スを引いて自家用に使用してい

る家もある︒

上川手歌舞伎

村々をまわる村芝居の影響で︑

し︑延長三︑五〇〇mの一大用水

上川手では明治時代に石油景

は﹁風草生生﹂と呼ばれていた︒

気にわき︑五〇m間隔で石油井

の成果を上げた︒

しかし︑戦後になるとナイロ

が古くから副業として行われて
いた︒

これを生かして︑繭←生糸←

ンをはじめとした新素材が開発

路が完成した︒

明治二十五年以後︑大明神用
水は堰組合の管理に移り︑大正

じられ︑太平洋戦争で一時中断

され︑生糸の需要が急速に低下

上川手では早くから歌舞伎が演

織物という工程を何とか地場産

橋詰発電所は昭和二十五年四

はお互いに協力体制をとり︑松

大正十四年十月︑残った企業

生き続けている︒

苧以来の伝統は人々の心に今も

工業もすっかり変容したが︑青

の石油井戸から噴出する天然ガ

湧出している田もあり︑かつて

しかし︑現在でも黒い石油が

の公演など幅広く活躍している︒

施設への慰問公演・町芸能祭で

﹁義経千本桜鮨屋乃段﹂があり︑

演目は﹁菅原伝授手習鑑﹂と

が集まり復活した︒

和五十七年かつての歌舞伎仲間

につれ歌舞伎も跡絶えたが︑昭

テレビなどの娯楽が普及する

で続いていた︒

したものの昭和二十七年ころま

戸が掘られていた︒︐

七年松之山水力電気会社が設立

井戸で一〇〇石近く産出してい

明治十三年の上半期には十六
このため撚糸専業から兼業が

たが︑埋蔵量が少なくしだいに

した︒

のぞまれ︑昭和四十八年から手

不採算油井が増加した︒

業に育てようと努力がなされて

大正初期︑川手地区を中心に

書き友禅を始めるようになった︒

これらの石油井戸は危険防止

されると︑用水路の大規模改修

大正八年十一月︑出力五十キ

大小合わせて四十軒近くの織物

その後手書き友禅が中心とな

のため埋められたり︑基盤整備

きた︒

ロワットの発電所が竣工し︑待

工場が町内にあったが︑第一次

り︑昭和五十四年十月には撚糸

が行われ発電にも利用された︒

望の電気が家々に送られた︒

世界大戦後の不景気で次々に廃

部門が閉鎖され︑松之山の織物

太平洋戦争中︑企業統制によ

業した︒

の時に埋められたりした︒

月廃止となり︑発電機は佐渡へ

之山撚糸株式会社を設立した︒

り東北電力橋詰発電所となった︒

る

移された︒

43

川手地区の田畑を潤す大明神用水
大正時代から戦後まで水力発電にも使用された
橋詰の地蔵堂境内には「神堰碑」があり、大明
神用水建設の立役者 田辺与惣治を顕彰してい

黒倉草村好信

いわ
某人曰く﹁町の行政に事務屋

に思う︒・

私はこう思う﹂

﹁明日のふるさとづくり︑

誰もが現状維

−

町の人口は？
持は出来ず︑減少の一途をたど

パソコンの時代︑委託出来るも

一は必要なし︒コンピュータi・

のは委託し︑住民と共に動ける

ると考えているのではないだろ

それに老齢化が加わる︒

うか︒

人材が必要である﹂︒

すべてという訳ではないが︑

こんなふうに思うと︑何をし
おっくう

たら良いのか何もかも 億却にな

やはり地域からの盛り上がり

可能な面もあると思う︒

︵もちろん

ルを組み︑自然の中での食と生

め︑

水越側︵おりひめ︶にホタルを集

と共に︑浦田側︵ひこ星︶と天

1卜Oトー

の触れ合いから生まれると確信

活の体験を深める︒

﹁日本銀座・ホタルの七夕

雪国の生活体験も行う︶

以上のような事から︑いくつ

する︒

こいツアー﹂の実施を企画し︑

会を主体に︑

材育成とグループ構成により︑

それぞれ三・四人〜十人位の人

これらの第一〜四については︑

う︒

舞㎞松之山﹂を企画し誘客を行

山野草による自然への楽しみ・

月一回の企画から週一回の企画

第四に︑山野草園と自然友の

見つける楽しみ・収穫の楽しみ・

へと回数を増やすことによって︑

かの町づくり企画を上げてみた

と乗馬コースの併設を行い︑キ

料理の楽しみ・食べる楽しみ・

都市と農村の交流を深めると共

一を含む︶に︑オートキャンプ場

﹁山野草なんでも

ャンプをしながら乗馬を楽しめ

い︑自然志向・健康志向を体得

振る舞う楽しみを体験してもら

い︒

る平担コースから︑地名鼻蹴り

第一に︑鼻毛池周辺︵大島村

︵鼻毛︶に相応して起伏の激し

に温泉利用客の増加・産地直送

岳線沿いの平担区域を利用した︑

活性化が期待される︒

の農産物販路拡大へと︑地域の

第三セクターによる温泉掘削と

第五に︑大厳寺高原及び菱ケ

してもらう︒

たくゑ

い難所コースを設け︑武将逞し

く馬を走らせた自然の地形を体

第二に︑須山地区を松之山町

験してもらう︒

本社会に於て︑遊び心に掛け

以上︑働き・：・：と言われる

緑地楽園︵日本老人ドリームラ

上越公共職業安定所安塚分室（費2−2039）

⁝したい．

また、相談・お問い合わせについても、お気

る︒

カルチャーゾーンとして︑セン

活文化・自然知識︵町の生物観

軽におたずねください。

が大切であり︑それに手を貸す

察等︶の啓蒙と高揚を行い︑更

この機会に雇用保険制度を正しく理解し、不

しかし︑生きる為に何かをや

農業と自然を生かした︑観光

正受給をなくしましょう。

ンド基地︶ゾーンの整備を行い︑ 一る行政の人材育成と援助に期待

地としての町づくりを目指して︑

正しい申告をしなかった場合は、不正受給と

ターを建設し文化文芸作品の展

いろんなアイデアが発想され︑

く申告してください。

かたちで人作り・グループ作り

企画と分析がなされ︑それぞれ

米は作れば良い農業から作って

ギングコース︵八〜十㎞︶を整

就職、アルバイト、内職等働いた場合は正し

このチャレンジの気持ちがふ

の分野で実践へと移される︒

売らなければならない農業に︑

備し︑冬期間はクロスカントリ

給を受けられません。

︑らなければならない︒

それでは︑どんな事が考えら

一極集中による大都会化と︑さ

して厳しい処分をうけます。

総合的な町の観光施設地とする

日

示・交流を行い︑松之山町の生

れるのか︒

らに広がる乱開発が豊かな自然

第三に︑現在進められている

ーコースとして利用する︒

雇用保険の失業給付は、事業所を退職し、働
く意思、能力がありながら、まだ仕事が見つか
らないときに、再就職のお手伝いをすることを
目的として支給されるものです。
したがって、働く意欲がない方や働くことが
できない方、また就職、就労を行った場合は支

に行政の援助が必要となる︒

地域活性化と言われる中にお

に触れる場所をなくし︑観光客

ふるさと体験交流館を主体に︑
農業体験ゾーンとして整備し︑

食の安全を求めた環境知識を農
業体験により︑農業を学ぶ楽し
み・作る楽しみ・食べる楽しみ︑

など︑年問を通した体験サイク

さらに小動物を飼育する楽しみ

受給推進月問です

るさと作りの第一歩である︒

いて︑町でもいくつかの計画と

は集団移動の形態から︑マイカ

に林問を散策する遊歩道兼ジョ

実践︵特産品・貸農園・ふるさ

これらは物の豊かさから心の

i・小グループにと多様化の様

これらは行政指導の断片的な

豊かさへの転換であり︑心の豊

相を益々強めている︒

ものであり︑大切な人づくりと

かさは自然との 触れ合いによっ

と会員・山村留学等々︶が進め

グループの構成が出来ないため︑

て得る体験と︑そこに住む人と

られている︒

行きづまり状態と成っているか

11月は雇用保険さわやか

轍

4

こんなとき
国民年金には︑全国民に共通
⑥死亡一時金

こんな年金が受けられます
人の妻または子に支給します︒

警察からのお願い

るいは逃走していく犯人を目撃

にお知らせください︒

ことでも結構ですからぜひ警察

1犯罪捜査にご協力を！

最近︑幼児等を対象とした誘

どの凶悪事件が多発しており︑

拐事件をはじめ︑殺人・強盗な

年金を受けないうちに亡くなっ

事件解決には皆さんのご理解と

保険料を三年以上納めた人が

付加保険料を納めていた人が

たとき︑その遺族に支給します︒

④付加年金

③遺族の基礎年金︑また︑第一

老齢基礎年金を受けるとき︑老

の給付として①老齢︑②障害︑

号被保険者︵自営業者や学生な

れる場合は︑死亡一時金は支給

て﹁暴力団が活動できない社会

めには︑県民の皆さんが結束し

き寝入りすることなく︑みんな

暴力団の脅しや嫌がらせに泣

暴力三ない運動

○暴力団を利用しない

○暴力団に金を出さない

○暴力団を恐れない

根絶するため︑ ﹁暴力三ない運

や窃盗・詐欺などの犯罪を犯し︑

殺人・強盗などの凶悪な犯罪

身分を偽るなど巧みな方法で社

見かけたり︑あるいは噂を耳に

指名手配犯人に似ている者を

逃走している者は約三︑四〇〇

知らせください︒

した場合は︑ぜひとも警察にお

逃走じている犯人の多くは︑

人に上っています︒

全国の警察から指名手配され︑

会のどこかに潜伏しています︒

5指名手配犯人の検挙にご協力を！

動﹂を推進し︑強力な取締りを

警察では︑社会の敵暴力団を

ことが必要です︒

環境づくり﹂を強力に推進する

実施しています︒

轡鞭

で暴力団を追放しましょう︒

暴力団を社会からしめ出すた

2暴力団をしめ出せ！

係すると思われることはどんな

した場合はもちろん︑犯罪に関

でお問い合わせください︒

くわしくは︑役場の年金係ま

されません︒

犯行現場で不審な人や車︑あ

ご協力が必要です︒

齢基礎年金に加算して支給しま

たした夫が年金を受けないで死

て遺族が遺族基礎年金を受けら

ど︶の独自給付として④付加年
⑤寡婦年金

す︒

ただし︑その人の死亡によっ

金︑⑤寡婦年金︑⑥死亡一時金
があります︒

国民年 金 保 険 料 を 納 め た 期 間
亡したとき︑その妻に六十歳か

老齢基礎年金の資格期問を満

や免除を受けた期間を合わせて︑
ら六十五歳までの間支給します︒

①老齢基礎年金

原則として二十五年から四十年
ある人に︑六十五歳から支給し
ます︒

②障害基礎年金

国民年金に加入している問に
病気やケガをして︑障害の程度
が一級または二級の障害者にな
ったときに支給します︒

また︑国民年金をやめたあと
でも︑六十歳以上六十五歳未満
の間に初診日のある病気やケガ

で障害者になった場合は︑支給
することになっています︒

③遺族基礎年金

国民年金に加入している人や
老齢基礎年金の資格期間を満た
した人がなくなったとき︑その

イ5
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なお︑参加チームの実力差は

準優勝

ーooOトー

ムのうち四チームが決勝トーナ

ほとんどなく接戦が多かったよ

三

松之山チ⁝ム

平成チーム

／︾噺

おでん・焼きそば・焼き鳥な

や民舞の発表もあります︒

また︑山村留学生による太鼓

予定です︒

食品などが超特価で販売される

日用雑貨・文具・食器・衣類

穫祭・バザーが行われます︒

山村留学生の皆さんによる収

鞄

優勝浦川原Dチーム

メントに進み︑地元の力を他町

うです︒

十月二十一日町民グランドで︑

第五回東頸城郡ゲートボール選
村に見せつけました︒

草村慶子﹁日を浴びて﹂

位

手権大会が行われました︒

菱里に勝った黒倉キングスは︑

決勝卜ーナメントの一回戦で

参加し︑松之山町からは六チー

二回戦で浦川原Cに負けてしま

郡内六町村から三十チームが

ムが出場しました︒
いました︒

二回戦で平成︵黒倉︶と川手

午前は十のブロックに分かれ
て予選リーグを行い︑同一町村

Aが対戦し平成が勝ちましたが︑

い︑三位決定戦に進みました︒

のチームが同じブロックになら

一つのコ；トを二つのブロッ

松之山は二回戦・準決勝と勝

準決勝で浦川原Dに負けてしま

クが使用するので︑予選は昼食

ち進み︑決勝戦は浦川原Dと対

ないよう配慮されました︒

時問をとらずに午後一時過ぎま

戦し二十三対十四で惜しくも負

郡美術展に出品された作品は

けてしまいました︒

で続きました︒

松之山町から出場した六チー

十月四日︑松之山スキー協会

十月十八日から二十日まで︑

が社会体育優良団体︵クラブの
部︶として文部大臣表彰を受け︑

町美術展にも展示され︑多くの

た︒

方々から鑑賞していただきまし

牧村民体育館で第十回東頸城郡

松之山町からも多数出品され︑

美術展覧会が開催されました︒

東京で行われた表彰式には柳靖
治会長が出席しました︒

松之山スキー協会は昭和二十

山

草村友明﹁自画像﹂

松之山町関係郡美術展入選者
特に絵画部門・書道部門の活

湯

山

大変高い評価を受けました︒

成果が受賞に結びつきました︒

躍はめざましく︑書道部門の奨

湯

四年四月に設立され︑次の活動

①冬期間における唯一のスポ！

励賞は独占してしまいました︒

▼絵画部門︽奨励賞︾

ツとして積極的な普及活動に取

ので︑家族そろって収穫祭にご

ど︑子供たちも十分楽しめます
田麦立

来場ください︒

▼書道部門︽奨励賞︾

ん．友明さんは親子で奨励賞を

天水島 高橋千津﹁風信帖臨﹂

また︑絵画部門の草村慶子さ

②松之山スキ！競技大会など大

受賞しました︒

③協会による大会の企画・運営

も︑佐藤明彦さんが見事奨励賞

出品数が一番多い写真部門で

藤内名 佐藤明彦﹁夏休み﹂

▼写真部門︽奨励賞︾

場所旧浦田中学校体育館

前九時三十分〜十一時

日時十一月十七日︵日︶︑午
等が他のクラブの模範となり︑

を受賞しました︒

天水越 高橋トメ﹁劉長郷詩﹂
活動も年々活発化している︒

本山一夫﹁李白詩﹂
きな大会を長期間開催している︒

り組んでいる︒

適』、

6

わずか五秒差で優勝しました︒

57・3

58・08
1・㎝・43

間三十九分三十三秒の大会新記

潟市︶で︑東頸城チームが十時

た県縦断駅伝大会︵新井市←新

十月十九日・二十日に行われ

の大きな原動力となりました︒

原基裕さんが出場し︑三位入賞

の相沢義和さん︑．湯本出身の福

校の小林辰男先生︑下蝦池出身

松之山町からは︑松之山中学

40分13秒

新潟県福祉人材情報センター

行っています︒

祉サービス実施機関への斡旋を

希望する人材の登録を行い︑福

福祉人材確保のために

ヘルパー等の在宅福祉従事者や

くわしくは︑県福祉人材情報

では︑今後必要とされるホーム

するため︑県内各地で各種の講

福祉施設の寮母等従事者を確保

潜・

タオル
町婦人会では．歳末助け合い

運動﹂璽環として季米とリ
オルを集め︑松之山町の方々力

入所されている県内の各福祉施

費〇二五−二二三−一〇六四

一本

瑳リ運動

︐

瀞

なお・婦人会痴盟している︐

集落につきまし毒例箋り
ます︒

役員が各戸を回らせていただき

▼期日＋亘壬日悉︐

布川防雪センター

小谷蕩さん宅

霧所役場・犠塗蚤
会﹂を計画し宣管使想

浦田克雪センター

坪野福石屋さん宅

﹂凶

るタオルは窃後畢れてし

箱亀意いたしますのでご協力

．響場質米讐タオルを入れる

窺つきましては︑下記の期日及

と思います．

設にモチ米とタ禿を贈りたし

消今屠皆蒙の善意をお寄せ
響た髪できるだけ多くの魂

ます︒

施設ではこの米で．餅つき大

設に贈っています．

い︒

センターへお問い合わせくださ

の掘り起こしや養成を図るとと

習会等を開催するなどして人材

十月二十二日︑上越地区中学

もに︑福祉サービスヘの就業を

十一チーム︑・女子は二十八チー

松之山中学校からは郡大会と

ムが参加しました︒

同じく︑男子三チーム・女子ニ
チームが出場しました︒

男子の松之山Aは一時間二十
八分四秒で五位入賞を果し︑十
一月九日新潟市で開催される県

大会に出場することが決まりま
した︒

県大会も頑張ってください︒

38分47秒

▼第七区︵曽地←大積︶
五位 小林辰男

福原基裕

▼第九区︵長岡←今町︶
八位

▼第十二区︵加茂←新津︶
⑳53分02秒

︵⑮は区間新記録︶

一位 相沢義和

麟ヨ

︸儀翁講菊

校駅伝大会が行われ︑男子は三

上越地区
中学校駅伝大会

□郡中学校灘駿き一位
第二十八回︵女子第五回︶郡

さんは十二分二十七秒の大会新

また︑ 一区を走った田宮晃子

れ︑男子は県立松代病院前をス
記録を出しました︒

中学校駅伝大会が十月三日行わ

タートし安塚中学校ゴールの九

▼男子成績

時間・分・秒

区間︑女子は大島村役場前をス
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松之山C

松之山B

牧

安塚A

松之山A

優勝
準優勝
三 位

五位
十位

松之山A

松之山B

録で堂々三位に入賞しました︒

今年の東頸城チームの前評判

▼第五区︵米山←柏崎︶

区間成績は次のとおりです︒

は高く︑あと十七秒で二位の新

⑮42分09秒

一位 相沢義和
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タートし安塚中学校ゴールの四
区間で健脚を競いました︒

男子は十ニチームが参加し︑

予想通り松之山Aと安塚Aの争
いとなりました︒

位

三位牧A
六

1

県縦断駅伝で松之山の選手が大健闘！

争いとなりましたが︑安塚Aが

子と同じく松之山Aと安塚Aの

女子は十チームが参加し︑男

時間・分・秒

00

▼女子成績
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中盤以降は逃げる松之山Aを
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一歩のところまで迫りました︒
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潟チームを抜くところでした︒
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昨年︑スパイクタイヤの使用

中には指定地域に指定された所

されましたが︑近隣の市町村の

罰金が科せられることになりま

ヤで走行すると︑十万円以下の

スパイクタイヤの使用が制限されます
により発生する粉じんを防止す

今年の冬からは︑できるだけ

すので十分注意してください︒

たとえば︑十日町市・上越市

スタッドレスタイヤを使用しま

も多くあります︒

が指定する地域では︑平成三年

などは指定地域ですので︑スパ

しょう︒

る法律が制定され︑環境庁長官

四月一日から︑スパイクタイヤ

イクタイヤで行くことはで きま
松之山町に隣接する町村で︑

せん︒

の使用が禁止になりました︒

また︑タイヤメーカーもその

スパイクタイヤのまま行けるの

日以降︑スパイクタイヤの販売
を全面的に中止しました︒

は次の町村だけです︒

南町の四町村︒

松代町・大島村・安塚町・津

▼スパイクタイヤの使用が規制
される地域︵指定地域︶

新潟県の場合︑平成三年二月

定地域内の積雪または凍結状態

プ
＾場γ

日額4，184円（引上額196円）

￥フ
下記のとおり改正されました。

平成四年四月一日からは︑指

指定地域として指定されました︒

にない舗装路面をスパイクタイ

に入学・在学される方の保護者

大学・高専などは

新潟県最低賃金が10月1日より

二十五日付けで︑九十市町村が

松之山町は指定地域から除外

国の教育ローンのご案内
◇融資額

◇利

学生・生徒一人につ
き一五〇万円以内︵在学中の費

◇返済期間

年七・七％
用については五〇万円以内︶

六年以内︑高校・短大・専修学

率

◇使いみち 入学時の費用・在

︐校などは五年以内

くわしくは︑国民金融公庫高

学中の費用︵授業料・下宿代・
通学費など︶

田支局へお問い合わせください︒

費〇二五五ー二四−二三四〇

◇利用いただける方

大学・短大・高校・高専・専
修学校・各種学校・予備校など

齢β溝．
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523円（引上額24円）
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短
む

力

歌

な

むささびの鳴く産土神の森
小 谷 鈴木

もみし

松之山
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俊一︵栄屋︶

司郎︵高校︶

丘山 司郎︵高校︶

倉草村正孝︵一枚田V

松之山

丘山

輪を描きつつサシバが渡る
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渡らずに旧友峠を越えたとか

あい

此の一戦手抜きを悔む友え詫び
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虫の音も途切れ途切れに夜寒かな

猫額の田毎の稲は刈られけり
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上昇の気流に乗りて大空を

燃ゆるが如く我が目射つなり

原生の撫の林は紅葉して

ぷな

月夜にも木の葉を降らす大棒
うぷぜ

芋豊年と言はるる秋ぞ

芋の子を親から離すぽきぽきと

芋に大根南瓜ごろごろ
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ハローワーク上越（上越公共職業安定所）では、

県内雇用促進

の一環として「Uターン事業」を重点施策に掲げ、積極的に事業の推
進を行っております。

この登録制度は、U夕一ンを希望される方に対し、地元企業の求人
情報の提供や、就職あっ旋を行う制度です。
一人

ネコ浄

斗q3よ

返事

ブ・

廼、4

を合い言葉として総力をあげて取り組ん

寄せています。

今一度、お子さん達とよく連絡・ご相談いただき、ぜひ登録を勧奨
くださいますようご案内します。

う蕉モ・

1くしノ／

f

登録手続きは、各市町村に設置されている「Uターン情報コーナー」

もしくはハローワークに「Uターン登録カード」を用意してあります
のでご利用ください。

また、文書や電話による受付も行つていますので、気軽にお問い合
わせください。

お問い合わせ・連絡先

吻

既・N

軸擁
ζ躍

ハローワーク上越（上越公共職業安定所）

〒943上越市大字大豆 上越地方合同庁舎君0255−23−6121
ハローワーク安塚（安塚分室）

〒942−04安塚町大字安塚

賢
●

イロハニホヘトチリヌル
黒先生き（1手だけ）
2図

ます。11月27日までにハガ

本島
水
湯天
伸栄

光
田

者山保
解村久

正

詰碁の解答を募集してい
キなどで広報担当まで

正解者には粗品を進呈

有段をめざして

ー図

月号の答え

10

費02559−2一一2039

八七六五四三

−図︵正解1︶

愚形でも黒1と打つのが必殺の一手︒これでど

詰碁は形よりもヨミがものをいう分野です︒

う打っても︑白三子は助からない運命です︒

白2のツギには︑黒3のホウリ込みをお忘れな

く︒白4の取りを待ってー︑

2図︵正解・続︶

黒5とアテれば白はaとツゲず︑一件落着︒

9

でも多くUターンを

でおり、また地元企業も人手不足の解消策として大いに期待と注目を

11月9日・23日（祝日）

12月14日・28日

※出生・死亡・婚姻の届はできます
．﹄

︶︐

︵︵
へ︵

脅越

1●

4グ

伝続工芸晶月問

1

︐ユ︒

づ

西野勉くん

3・10・1
吉川コトエさん 74歳（湯 本）吉村屋

懸

3・10・23

▼10月のできごと

きのこ狩り大会︵10日も有︶

2日 農業委員会総会
6日

日 駅伝大会・健康マラソン
商工会創立30周年記念式

典︵管弦楽団来演︶
郡美術展︵20日まで牧村︶

安吾祭り︵一人芝居公演︶

林道牛ケ鼻浦田線竣工式

松之山駐在所竣工式
東部地区へき地教育指導

リハビリ教室︵さわやか︶

町民バレーボール大会

リハビリ教室︵すこやか︶

ター竣工式

下布川コミュニティセン

婦人バレーボール大会

農業委員会総会

▼11月の予定

小中芸能発表交歓会

もみじマラソン

農業祭・芸能祭

町美術展︵28旧まで︶

献血︵東川・役場V

者講座︵25日まで︶

日

日

日 行政相談

日

日

10

磯

※10月1日から31日までの届出分です。

灘㎜

3・10・2
高橋勘次郎さん 84歳（大荒戸）吉賀屋

lOζー

文化祭に展示する文化祭のポスターを16時間かけて
（死亡年月日）
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日

論年
︐4

（曽根市兵工）

お《摯み（晃亡）
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顔の表現や躍動感を出すのに苦労しました。
二人とも野球が好きで、福原くんは巨人、西野くん
は阪神のファンだそうです。

39歳（松之山）二枚田
広文さん

（天水越桶屋）

髪
繕

汽
福原政男くん
冨￠

描きました。

田辺

爺

呼

︷︑︾
土曜閉庁・

編集後記

山々を彩っていた紅葉も散

り始め︑冬仕度の忙しい季節

を迎えました︒

今年の紅葉は長雨の影響で

していた方はがっかりしたこ

あまり美しくなく︑楽しみに

とと思います︒

野菜の出来も心配ですが︑

越冬用の野沢菜やタクアン大

根ぐらいは十分な収穫量がほ

しいですね︒

日に日に寒くなってきます

が︑カゼなどをひかないよう

い．

佐藤

健康には十分注意してくださ

十一月一日の人口

総人口／三︑七六三︵▲こ

O︶

男／一︑八三八︵▲一︶

女／一︑九二五︵

世帯数／一︑一六四︵○︶

▲は減

︵︶内は十月一日との比較
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