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大自然のなかでスキーを楽しむスキー合宿のみなさん（大厳寺高原）
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雪上レクで友達の輪が広がった
松之山・葛飾子供交歓会

新年あけまして

おめでとう ございます

山村留学の児童・生徒が利用

館﹂です︒

したり︑一般の方もあらかじめ

通り千客万来で︑有料にしたた

老人はもとより︑小・中・高

れないようにしてください︒

上げますので︑住所・氏名を忘

ー2﹄ー

いますが︑おもしろくないとい

ところ良い名前がないかと迷っ

われる方もかなりいて︑目下の

申し込んでいただければ宿泊も

あり﹁庄屋の家﹂と名付けられ

同様の建物が大島村の田麦に

きの施設です︒

日帰りもできる温泉︵加熱︶付

ている状態です︒

そこで町の内外を問わず︑皆

さんからこのホームの名称を募

二月末日までに︑役場の住民

集します︒

いう言葉を知りませんので評判

ましたが︑今の若い人は庄屋と

新年おめでとうございます︒

めの客の減少もまったくなく︑

校生など若い方からの応募を期

さらに︑もう一か所名前をつ

た︑町の二つの新しい施設のネ

以上新年のごあいさつかたが

係へ提出してください︒

考え︑ハガキなどで産業課農林

で︑若い人に受けそうな名前を

応募要項は老人ホームと同じ

は今一つのようです︒

課福祉係ヘハガキなどで提出し

昨年は羊年に似合わず︑湾岸

無料の時よりもかえって入湯者

採用された方にはお礼を差し

てください︒

戦争に明け︑ソビエト連邦共和

が増えましたことは町にとって

さて︑今年の町の目玉事業は

それは︑黒倉に今年の春完成

します﹁ふるさと生活体験交流

卑簗

ρ

π％

ト︑

＼＼

にかえさせていただきます︒

のご多幸を祈念して年頭の言葉

最後になりましたが︑皆々様

ーミングについてお願いしました︒

人四名分含む︶で︑十名分のシ

す︒

けていただきたい施設がありま

一歩一歩近づいているような気

ョートスティ︑十五名分のデー

収容人員は五十名︵痴呆性老

ムの建設です︒

何といっても特別養護老人ホー

待しています︒

国の崩壊に暮れるという︑まさ

るでしょうか︒

地球規模の汚染︑温暖化︑異

がしないでもありませんが︑せ

サービスが併設され︑県内老人

状気象︑地殼変動等︑世紀末に

だ

ところで︑この老人ホームの

松之山町

めてわがふる里

昨年は町史の完成︑温泉セン

ネーミングですが︑他の老人ホ

ρ

︑．︾▽

へ型

︶謎＞

、

る施設にする予定です︒

ターの建設︑湯山の温泉の掘削︑

ームは﹁○○園﹂とか﹁○○の

！

葦髄

ホームでは初の温泉入浴ができ

林道牛ケ鼻浦田線の開通︑上蝦

里﹂とかが多いので︑私は仮の

1ト鶏

けでも安穏の日が続くことを祈

池簡易水道の完成︑下布川地区

名を﹁特別養護老人ホーム不老

斎

りたいものです︒

コミュニティセンターの落成等

閣﹂と名づけてみたのですが︑

なかには賛成してくださる人も

がありました︒

なかでも温泉センターは文字

免

年の猿年は果してどんな年にな

嬉しい誤算でした︒

村山政光

に激動の一年でしたが︑九十二

松之山町長

2

￥ろ㌧￥ろありき）杉
2・1

年

ゆきぐに森林組合発足
町指定文化財として新た

に16点指定
3・31

浦田中学校閉校
松之山診療所竣工、翌日

より診療を開始
4・7

4月から診療を開始した新松之山診療所

新潟県議会議員選挙、村

4・12

松二郎氏初当選
松之山温泉センター竣工

4・27

越後湯沢駅直通バス運行

開始
5・3

成人式（七宝焼で自分の
記念品を作る）

5・8

年金友の会設立総会

6・15

しゆ
チ わがい

⊃

靴

選を飾る

4＼

び

︑．＼

☆鍬︑∵﹃
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1

町長選挙、村山政光氏5

ヘ

8・29 湯山で温泉湧出

．雛．ノ難騨

︑叛rζ−

周年記念大会

8・31

異⁝剛餅霧

馨

1，．、。肇美湾連合会結成，5

筆り凝慧ず躍蛤

17・4 ミュージカル「星と波と

松之山町史出版記念式典

町議会議員（定数14名）

1 選挙は無投票

認秘
菊

多くあ方から読んでいただきたい松之山町史

漁呈萎ll灘難
m．認轍蒲慧
松之山駐在所竣工
10・23

東部地区へき地教育指導

11・13

下布川地区コミュニティ

12・15

上蝦池簡易水道竣工

者講座（25日まで〉

センター竣工、

下布川地区の拠点施設として11月に竣工した

下布川地区コミュニティセンター

3

一般会計
7，073万5千円追加

総額34億2，184万7千円！
十二月定例議会が十二月二十

iO廻ー

また︑人事院勧告に伴う三役

及び議員︑一般職員の給与改定

幅にアップしました︒

れ︑一般会計及び三つの特別会

四日・二十五日の二日間開催さ

計の補正予算︑各種条例の一部

十二月議会で特に注目された

も承認議決されました︒

のが米自由化問題で︑松之山町

改正が審議されました︒

一般会計の補正で大きなもの

のような米単作地帯にとっては

833千円

は︑津南地域衛生施設組合負担

○スキー場駐車場除雪委託料

3，718千円

今後の農家経営を左右する大き

○スキー場除圧雪車修繕整備費

金で︑古くなったゴミ焼却場の

○スキー場索道従事員賃金等増

建て替え負担金です︒

〉商工費

今議会には﹁米市場開放阻止

1，022千円

な問題です︒

3，073千円

○林道野々海天水越線側溝修繕工事費

今まで使われていた．コミ焼却

o林道天水島線（開設）

Ir

に関する意見書﹂と﹁コメ輸入

491千円

場は建築後二十年が経過し︑焼

720千円1

○ふるさと生活体験交流館鉱泉導入工事費増

択し︑内閣総理大臣・農林水産

○町農業祭味と香り作品集印刷製本費

大臣・各政党代表など関係者に

24，401千円

レ農林水産業費

送付されました︒

○津南地域衛生施設組合負担金

700千円

願書が提出され︑全会一致で採

○合併処理浄化槽設置整備事業費補助金

自由化反対に関する決議﹂の請

500千円

〉衛生費

却炉の内部はボロボロで︑増え

○下布川地区コミュニティセンター防雪ネット工事費

続けるゴミの量に追いつけなく

400千円

なっていました︒

○広報印刷製本費増

建て替えられた新焼却場は最

新設備を導入し︑焼却効率が大

〉総務費

1，100千円

1〉土木費
○松之山地区駐車場造成工事

1，543千円

米市場開放阻止に関する意見書（抜粋）

○湯本兎口線改良工事（路床工）

1，290千円

農産物輸出国の利益に偏った自由化だけを追求する

○除雪機械修繕料

7，000千円

ものであれば、それは水田農業のみならず、わが国農

○県営道路負担金

1，300千円

業全体に取り返しのつかない打撃をあたえるものであ
るとともに、国民食料の安定確保の道を閉ざすことに

〉災害復旧費
○農業用施設災害復旧工事費（天水越水路）

4，975千円

なり、国民の命と健康をも危うくするものであり絶対
受け入れることはできない。

わが国は、国土保全や、食料安全保障等の農業の果
たす様々な役割を重視し、基礎的食料を自給する権利

がガットルールにおいて認められるべきであり、世界
最大の食料輸入国として最低限の食料自給を確保する
ことにより、長期にわたる国民生活の安定を図るとと
ひ

もに、地域経済や地域社会の維持を図るうえからも当
然の主張であると確信する。

よって、政府・国会は三度にわたる国会決議をふま

えて、市場開放は絶対行わないよう、地方自治法の規
定により意見書を提出いたします。

4

皆さんの善意によって集めら

になり︑参加者も入所者の皆さ

り上がったと思ったら出発時問

時間が短かったので︑話しが盛

○戸別共同募金

のようになっています︒

施設も多くあります︒

き実施している共同募金・歳末

れたこれらのお金や品物は︑大

んも残念がっていました︒

毎年皆さんからご協力いただ

たすけあい運動が︑十月から十

雪警報が出された十二月十二日

八O万九︑四〇〇円

二月にかけて行われ︑大変たく

社会福祉協議会・婦人会・老人

モチつき大会を行い︑正月を迎

施設のなかにはこのモチ米で

○学校募金

一行は松之山町出身の入所者

町内の寝たきり老人の家庭や診

このほか︑上川手の撚糸工場

▼歳末たすけあい募金二〇万円

四万四︑八〇四円

七万八︑六六一円

さんのお金や品物を寄付してい

クラブ・民生委員の代表の手に

▼共同募金合計

〇一般募金︵農協・役場など︶

ただきました︒

える所もあるそうです︒

環として︑婦人会の皆さんが取
にあいさつしたり︑入所されて

療所などにも届けられ︑大変喜

九三万二︑八六五円

組んでいます﹁モチ米一握り・

いる方たちとも気軽に話し合っ

玉

13

195

入院寝た き り老人

11

165

20

141，000

さんより二万三︑六三六円のご

コロニーにいがた白岩の里

50

24

859

269

47

計

合

婦

寄付をいただきました︒

2

24

39，000

在宅寝た き り老人

タオルは町外の施設のほかに︑

タオル一本運動﹂は長い歴史と

んでいただきました︒

特に歳末たすけあい運動の一
よって各施設に贈られました︒

6，000
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寄付していただいた内訳は次

育 所
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100本『
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3，000

13人
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施
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3，000

園
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3，000
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よ

山
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3，000

24

9，000

モチ米

3
3
3
3
3
3
3

39，000円

入所者数

3本

慰 問 金

名

しめ縄

15，000

ていました︒

平成3年度歳末慰間物資配布表

しかし︑一か所当たりの訪問

5

3，000

伝統があり︑年末になるとモチ

米が来るのを楽しみにしている

民生委員・婦人会・老人クラプの代表が慰間品を持って
各施設を訪れました（ほくら園で）

﹁松之山町の将来を考える﹂
藤倉 小野塚富夫

農業はどうか︒

すべきと思う︒

うものがありその最終章に﹁一

米作中心の現状では米価の凋

中学生の時︑誓いの言葉とい

つ︑我々は日本国を明るい豊か

落は当分続きそうなので︑他に

ー罠トー

があるからであって︑自然の造

それはメーンとなるべきもの

こういう人達にも農地︑田畑

っているようだ︒

景美であり人工的に造られた物

のがあって︑それを大々的に売

り込めばよい︒

要は人をたくさん寄せて外貨

を稼ぐ事である︒

夏山登山で北アルプスには何

大きい事はいい事なのである︒

には何万人観客が入ったとか︑

十万人行ったとか︑東京ドーム

今はないから︑日本一・世界

以上︑かなり抽象的な部分も

夢は大きく持った方がいい︒

一でもよい︑ギネスブックに載

あれば良いと思う︒

︑松之山にもそういったものが

である︒

を使ってもらえる法がないものか︒

農地付きの別荘にするのであ

そして現在ある空家を開放し

る︒

て︑どんどん利用してもらいた
いと思う︒

吊り橋でもスベリ台でも塔で

るようなものを作ればよい︒

ージが強いが︑全国で名のある

たって提案させていただきます︒

ありましたが︑今回の募集にあ

次に観光というと温泉のイメ

そこで︑多種目の農業と観光

も︑何かしら町のシンボル︑観

考えてみませんか︒

㎝
︸

一
サル年を機に︑こんなことも

うか︒

存するのが自然ではないでしょ︸

と人間は適当な距離を置いて共

しいのですが︑やはり野生動物㎜

サルを間近に見られるのは楽㎜

るようです︒

ということが多くなってきてい皿

ドライバーにエサをねだったり㎜

サがなくなったために里に出て︑㎜

人前に現れたり︑開発で山のエ㎜

ザルを見る機会が多くなりまし㎜
え
た︒観光用に餌づけしたサルが㎜

ところで最近︑野生のニホン㎜

る﹂でしょう︒

ているのは﹁サルも木から落ち㎜

ものが多数あり︑だれでも知っ㎜

観光地は温泉がなくても立派に

平成四年は申年です︒サルは

昔話はもちろんですが︑古事

内をする猿田彦命はサルである

記や日本書紀にも登場し︑道案

ともいわれ︑いまでは道祖神と

ああこと

㎜する身近な動物です︒

一ンザルで︑顔とおしりの赤いお

ことわざにもサルにまつわる

してまつられています︒

⁝

ニホンザルは︑昔から日本人

㎜なじみのサルです︒

さるたひ

㎜ 日本に生息しているのはニホ

㎜桃太郎やサルカニ合戦にも登場

に親しまれてきました︒

を結びつけた観光農業を提案し

ハ

㎜

さる

光の目玉となり柱となるべきも

たい︒■

今年湯山にグリーンリース事
業が着工されたが︑大いに期待
したい︒

先日テレビで︑入広瀬村だっ
たろうか観光稲刈りのニュース
が流れていた︒

同じ様なものであるが︑松之

﹁．

やつている︒

活路を開く事が必要である︒

な国にしよう﹂という一節があ
った︒

確かに我々がした訳ではない
が︑日本は豊かな国になった︒

では﹁日本国﹂を﹁松之山﹂
に置き換えてみたらどうか︒

全体の生活水準は向上したが︑

それは近隣の町村と同じ事であ
るから満足という訳ではなく︑

まだまだ課題がいっぱいあると
思う︒

そこで︑今回は少し提案をす

山としては稲作ばかりでなく︑

耕やす土地のない都会人に︑

今年は申年

る事にした︒

業﹂として売り出してはどうか︒

山間傾斜地も利用した﹁山村農

直接現金をもって来る出稼ぎの

畑作でもキノコでも永年作物

今︑松之山で外貨を稼ぐには︑

ほかには大別すると三つあると

農業・観光業と建設業である︒

種蒔きから管理・収穫まで全部

でも何でも結構だと思う︒

建設業というのは︑国・県の

やってもらい︑地元で少しだけ

思う︒

公共投資がほとんどで︑とても

手助けしてやる︒

そしてできれば家付きにする︒

地場産業とは言い難いが︑就労
人口や収入源からしてもなくて

別荘替りに使っている方が一軒

今︑藤倉には空家を購入して
これからの松之山町を考える

あるが︑結構こまめに車が止ま

は獅らない産業である︒

場合においては︑やはり別枠に

ゆ

ハ

皿

｝

…
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年中は学校運懲に格段のこ脇・刀を賜わり深く感

謝申し上げます︒

年頭に当り︑職員一同ご十︸世紀に．生きる子供の

育成のため騎二︐募力ずる所伊でございま一す︒
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昨年中は大変お世話になり、ありがとう
ございました。本年度も力を合わぜてがん
ばります。よろしくお願いいたします。
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、

おにいちゃんとボール
なげしてるの

たきざわゆりさん
（観音寺

μ

丸屋）

きれいな木

むらやまかずやくん
（坪野

がに沢）

あそんでいるとこ

なかじまふみさん
（水梨

土橋）

わたしとゆきといっしょに

チューリップをみてるの

書亀巽ノ

浦田保育所

三十五人

▼入所基準

松之山・松里・浦田の各保育
所では︑平成四年度の入所園児

ア，

象︑

鍛．︑ 謹

でお問い合わせください︒

くわしくは︑役場の福祉係ま

て決まります︒

務者︵父母︶の課税額によっ

準額表による︒世帯の扶養義

国の基準にもとづいた町の基

▼保育料

場合︒

○その他︑町長が必要と認める

児の保育に欠ける場合︒

○保護者が疾病等のため︑乳幼

の保育に欠ける場合︒

○保護者が労働に従事し︑幼児

＼

を募集しています︒

三歳児以上の皆さんには案内
書をさしあげますが︑未満児の
ませんので︑入所を希望される

倒

〆

、

1苺トー

、噸嘲■ゆレ〆

・＝

方については特別な案内は出し

方は一月二十日までに各保育所︑

または役場の福祉係に申し込み

入所決定通知は︑三月初めに

ください︒

各家庭に届けます︒

︑塗

姻・

駕急配

冬』．外蕪羅蕊

▼各保育所定員

頓

4．8

四十五人

7

松之山保育所

r慨甲

四十五人

｝

松里保育所

一。r■1

むらやままきさん
しがこうすけくん

わくいあやかさん

くぜん）
（松之山
（松之山 ますや）
わくい）
（松之山

きれいな木

みみかざりさがしてるの

︑︑うざ寸

膚●

保育所入所申し込み
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まで︑松之山・葛飾子供交歓会

十二月二十六日から二 十 九 日
入りで参加し︑子供たちといっ

モチつきには村山町長が飛び

行い︑午後は大厳寺高原でスキ

二十八日は午前中雪上レタを

ゆるやかな斜面を夢中に滑って

供たちからスキーの指導を受け︑

葛飾の子供たちは松之山の子

ーを楽しみました︒

初めて作るという子供が多く︑

午後はワラゾウリづくりで︑

しょにモチを食べました︒

指導にあたった老人クラブの皆

参加者は町内の五年生三十名

が行われました︒

六年生七十五名でした︒

たり︑履いてみたりとにぎやか

出来たワラゾウリを見せあっ
です︒

し︑友達の輪を広げてくる予定

今年の修学旅行で葛飾区を訪問

今回参加した町内の五年生は︑

いました︒

な一日でした︒

つ丁寧に教えていま し た ︒

さんは︑汗を流しながら一つ一

全員と︑葛飾区内の四年生から
この交歓会に参加したいとい

う葛飾区の児童は多く︑ 毎 年 抽

す︒

選で参加者を決めているそうで

二十六日の夕方︑浦田小学校
へ到着した葛飾区の皆さんは︑

先の方々にあいさつし︑それぞ

出迎えてくれた浦田地区の民泊
れの民泊先へ向いました︒

二十七日は浦田小学校に集合
し︑午前九時より開校式を行い

プレゼント交換では︑松之山

一驚

鞍論講灘秘鋸懸・，

鶴︑

四苦八苦しながらもりっばなワラゾウリができました

村山町長も飛ぴ入りでモチつきに

ました ︒

らは毛糸の帽子が送られました︒

町からコシヒカリが︑葛飾区か

開校式が終るとグランドに出
て︑雪上レクリェーションや雪

子供たちはビショビショにな

参加しました

像づくりを楽しみました︒

っても元気良く走りまわり︑時

3

間になってもなかなか体育館に
入りませんでした︒

班全員で力をあわせて雪像をつくりました

ス

のト一
十二月二十八日から一月三日

どの人が初心者なので緩斜面で

キーを楽しみましたが︑ほとん

二十九日からはスキー場でス

i爲トー

まで︑日本の正月を体験する年

年越し国際交流

越し国際交流が行われました︒

から上手に滑り降りて来れるよ

しかし︑二日目になると頂上

も転んでばかりいました︒

どからの留学生や就労者八名が

台湾・ブラジル・ザンビアな

来町し︑松口の青年の家や四軒

うになりました︒

このような︑心の通う国際交

食べていました︒

料理が気にいったらしく喜んで

ホームスティ先では︑おせち

のホストファミリーでにぎやか

二十八日には︑松口の青年の

な正月を過しました︒

家でモチつきと歓迎会が行われ︑

地元の青年たちと夜遅くまで歓

鹸魏勲〆鑑△、鑑朔
十二月二十六日から三十日ま
で︑山留短期生二十六名が松之

1︐．

は見様見まねで作っていた子供

しめ縄づくりには地元の老人

楽しみました︒

し︑大厳寺高原などでスキーを

キー班一〇三名の方たちが来町

に︑同期間を利用した松之山ス

また︑この短期生たちとは別

ど自由行動となりました︒

り︑スキー場や温泉に行く班な

いた兎追いが悪天候で中止とな

二十九日は一番楽しみにして

め縄を作る子供もいました︒

工夫をこらしたオリジナルのし

グランドホテルではイロリの火を

スキーを楽しみました

たちも二・三本作ると覚えて︑

ーやソリを楽しみ︑夕方山留セ

二十七日は大厳寺高原でスキ
上越新幹線やバスの中で︑指

ンターから浦田地区の九軒の民

山の冬を体験しました︒

導者から松之山の豪雪の様子を

泊先へ歩いて行きました︒

お供えモチは大小さまざまで︑

チとしめ縄を作りました︒

に集合し︑正月に飾るお供えモ

二十八日は浦田克雪センター

聞いていた子供たちは︑予想よ
りも少雪なのに少しがっかりし
ていました︒

山留センターに着くとすぐに
開村式が始まり︑五日間自分が

夜は山留センターとグランド

クラブの皆さんが協力し︑最初

丸くできたのは半分位でした︒

ホテルに別れて泊まりましたが︑

使用する箸を作りました︒

スキー場で地元の青年の方たちと
焚いて暖をとりました︒

2山留短期生が少雪の雪国体験

流の輪が広がれば良いですね︒

噸

、、風，』《4剛7

4
談していました︒

1・さな子供たちはリーダーやおじいさんから
しめ縄の作り方を習いました

月オユ
7−閣

ー2

4

祝賀会は集会所で行われ︑二

ちは︑一階の広問や廊下にまで

階の大広間に入りきれない人た

席を作り竣工を祝いました︒

て︑町内の水道普及率がようや

上蝦池簡易水道の完成によっ

水が出るのと同時に拍手をし︑
く七割に達しました︒

見守っていた集落の人たちは

出しました︒

上蝦池簡易水道竣工

十二月十五日︑上蝦池簡易水
道の竣工式が行われました︒

念願だった簡易水道の完成を心

午前十一時村山町長がバルブ
を開けると︑消火栓に接続され
から喜びました︒

ゲレンデです

人たちに好評でした︒

のスキーは︑合宿に参加された

然をうまく利用した大厳寺高原

ストハウスもありませんが︑自

スキー場のようなリフトやレ

声が山々に響きました︒

アーの女子高生や子供たちの歓

デになり︑華やかなスキーウェ

ーどがーでん前の斜面がゲレン

旧キャンプ場奥の斜面や︑ば

楽しみました︒

皆さんは大厳寺高原でスキーを

冬休みを利用したスキー合宿の

まで及んだのか年末も小雪で︑

地球の温暖化現象が豪雪地帯

たホースから水が勢い良く飛び

4大厳寺高原でスキー

ば一どが一でん前の斜面が

工事は一日二交替で行われ︑

m︑幅九・三mになるそうです︒

現場作業所が設置され︑トンネ

また︑旧東川出張診療所内に

夜頑張っています︒

ルが一日も早く貫通するよう日
m位掘り進むそうです︒

土質が良ければ一か月平均三十

5東川トンネル安全祈願祭
十二月十二日︑東川トンネル
の安全祈願祭が行われました︒

このトンネルの貫通予定は来
年度で︑完成すると全長二二五

15

一
一一ノ
γ

勢い良く飛ぴ出した水に拍手が送られました

工事の安全を祈願する安中東川トンネル作業所長

3

集落探訪
歴史と地名
町の西部︑渋海川中流右岸に

旧浦田村の中心地だったので︑

位置する︒

ー8﹄ー

現在の校舎は昭和四十七年三
月に竣工し︑翌四十八年四月に
は中立山分校が本校に統合され

学校のみならず地区の活性化に

し︑同十四年五月現在地近くに

徳二郎宅に浦田郵便局が再開局

局舎が移転した︒

役立っている︒

浦田郵便局

一月に完成したもので︑浦田地

現在地に竣工・開園した︒

五十五年四月浦田常設保育所が

育所を望む声が多くなり︑昭和

昭和五十年代に入ると常設保

で開設されていた︒

育所となり︑四月から十二月ま

昭和四十四年からはへき地保

続いた︒

に開設され︑昭和四十三年まで

季節保育所は春・秋の農繁期

季節保育所が設置された︒

昭和三十六年︑大厳寺に浦田

浦田保育所

移転された︒

は道路改良のため現在地に新築

昭和五十八年十二月︑駐在所

室野駐在所の管轄となっていた︒

年七月まで欠員となり︑この問

昭和三十二年四月から三十八

近くに浦田駐在所が設置された︒

一月︑現在の浦田克雪センター

所の受持ちであったが︑同年十

明治三十五年以前は室野駐在

．浦田駐在所

区及び黒倉を管轄している︒

︑現在の局舎は昭和四十三年十

明治七年十二月十日︑藤原の
邨山伴次郎宅︵現邨山正堅宅︶

最盛期には五〇〇名を超えて

た︒

いた児童も︑過疎化の進行によ

に郵便取扱所が開設されたが︑

大正十年十月︑上之山の佐藤

便局が移された︒

同三十四年二月松代町室野に郵

り現在は四十一名まで激減して
いる︒

主要施設がある︒

浦田小学校

り始めた山村留学生の受入れは︑

しかし︑小学校への入学者は

そのなかで︑昭和六十二年よ
明治八︵一八七五︶年四月五

日︑大厳寺を借りて浦田小学校

就学の奨励にもかかわらず少な

が開校した︒・

江戸時代は東浦田村に属し︑

公共施設が多数設置されている︒

上之山の墓地には寛永十二︵一

く︑特に女子の入学は少なかっ

その後︑教育制度が整備され

六三五︶年と刻銘された家型墓

このことから︑上之山地域は

るにしたがい就学児童が増加し︑

た︒

古くから開発されていたことが

明治十七年八月現在地に校舎が

塔がある︒

わかる︒

明治三十二年六月には高等小

新築された︒

浦田小学校が現在地に新築され︑

明治十七︵一八八四︶年八月︑

児童数の増加にあわせて何回か

の高い普通教育が行われた︒

太平洋戦争中の昭和十八年九

学校が併設され︑かなりレベル

昭和三︵一九二八︶年︑浦田

月三十日︑郡内初のプール︵遊

増改築が行われた︒

村は昭和天皇の御大典記念とし

泳池︶が校舎裏に完成した︒

石積みの枠で渋海川の水を利

て︑郡内初のサイレン︵四馬力︶

用したが︑今日のプールとはお

を上之山の招魂社前に架設した︒

昭和五十五年三月浦田支所が

よそ掛け離れたものであった︒

少年隊が結成されている︒

年六月八日浦田国民学校に海洋

このこともあって︑昭和二十

廃止され︑同年四月には常設の

また︑農協浦田支所・克雪セ

浦田保育所が開園した︒

ンター・駐在所・郵便局などの

校舎は変わっても浦田地区の人々の心の寄り所になっている浦田小学校
（西之前側から撮影）

6

寒い冬を迎えても︑十六名の
経済︑社会情勢の変化は著しく︑

昭和六十年代を迎えると農業

より広域的な少なくとも一町一

園児たちは毎日元気良く保育所

浦田農協の正組合員も設立時

n﹄

へ通つている︒

農協の実現が強く望まれるとこ

農業協同組合法が昭和二十二
の約半分となり︑松之山町農協

ろとなった︒

年十二月十五日から施行され︑
との合併は時間の問題であった︒

昭和六十二年八月一日︑浦田
農協は松之山町農協と合併し︑

松之山町農協浦田支所となった︒

北浦田入口の岩の上に金毘羅

しわざに違いないと河童を探し︑

ついに捕らえて大岩に縛りつけ

た︒

河童は爪で大岩に﹁ハマナス

つる

みし瓜に命とらるる﹂と書いて︑

の蔓になりたるきゅうりかと盗

頭の皿の水の乾くまま死んだ︒

二度と悪者が出ないようにと︑

村ではそこに阿弥陀様を祀った︒

金比羅様と並んで建てた阿弥

陀堂は︑大騒動の去ったのち胸

をなでおろしたので︑別名安堵

堂ともいった︒

中世の上杉家に多く用いられ

た墓が家型墓塔で︑松之山町内

各地の墓地に点在している︒

石祠と似ているが︑屋根の感

この家型墓塔は必ずしも全国

じや軸部の模様が異なっている︒

急に明るくなり神の声がしたか

せたが︑八日目の朝︑西の空が

県米沢市や上・中越地方を中心

杉家と深いつながりがある山形︐

的に分布しているのでなく︑上

また︑この金毘羅社と阿弥陀

村人は讃岐の金比羅様が助け

日と刻銘されており︑造立年代

寛永十二︵一六三五︶年九月七

上之山の墓地にある墓塔には

に分布している︒
つめ

てくれたというので大岩の上に

家臣の墓なのかもしれない︒

この墓塔は︑帰農した上杉家

一番古い︒−

が確定している町内墓石の中で

くなっており︑村人達は河童の

そのうちに供物がきれいにな

供えてお参りをしていた︒

社殿を建て︑ナスやキュゥリを

の

と思ったら竜の頭の上に大岩が
かっ ぱ

この伝説の要約は次のとおり

昔浦田の里に竜︵大蛇︶が住

である︒

さ ぬき

堂にまつわる伝説として﹁竜の

昭和62年8月1日、過疎化と厳しい農業情勢により、
落ち︑竜は息絶えた︒

松之山町農協浦田支所となった。
尻尾と河童の爪跡﹂がある︒

野の洞泉寺に移された︒

屑縫﹇

それを受けて同二十三年三月十
八日浦田農業協同組合が設立さ
れた︒

設立当初の正組合員は五〇〇
名を超えていたが︑昭和四十年
代以降︑過疎化の進行と減反政

策で組合員が減少し︑零細農協
では経営が成り立たなくなって
むちのかみ

祭神は大穴牟遅神で創立年月

おおな

社が建っている︒

昭和五十一年八月︑松之山町
は不明であるが︑渋海川の氾濫

きた︒

農協組織整備協議会が設置され︑

昭和五十九年十一月︑金毘羅

を鎮めるために建立されたと伝

四月一日︑浦田・松里・布川・

社が鎮座していた大岩が道路改

一町一農協体制をめざして合併

松之山の四農協が合併し︑松之

良により破壊され︑社殿は何十

えられる︒

山町農協が誕生する予定だった︒

分の一にもなった現在の岩の上

準備が進められ︑昭和五十五年

しかし︑同五十四年十一月三

金毘羅社と並ぶように建って

に移築された︒

会では︑時期尚早という意見が

いた阿弥陀堂の創立年月も不明

日に開催された浦田農協臨時総

三分の一を超えて他農協との合

である︒

んでおり︑ある日村人がこの竜

堂の名前のとおり阿弥陀如来

併は見送られた︒

を安置し︑昭和五十年春惜しま

このため︑浦田農協を除く三
農協の合併となり︑目標であっ

の尻尾を踏んでしまった︒

怒った竜は七日七晩雨を降ら

れながら廃堂となった︒

仏像等は本寺である松代町室

た一町一農協体制は実現しなか
った︒

7
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・

譲欝覇．︐騨︑

難ざ翼ぐ蝉鷺

ぎ・・蓋誰臨．輩タ．駿欝霧
㎜︑3藏燃

︑ 懸難

灘懸勲顯灘
彫獺灘

雛鐵雛．鰯欝灘㎜
灘総譲曽蜜．搬嚢

雛灘馨

本格的なスキーシーズンを迎
え︑毎日スキーを楽しんでいる

の方や何年もスキーをしていな

方も多いと思いますが︑初めて

い方も大勢いると思います︒

公民館では︑これら初心者・

ー﹄Nトー

間

平成四年一月二十六日
▼時

午後一時三十分〜三時まで
▼場 所

松之山温泉スキー場

松之山温泉スキー学校講師

▼指導者

家族三人以上三︑五〇〇円

▼参加費︵三回分︶

一︑五〇〇円

二︑五〇〇円

スキー教室の参加者を募集して

初級者を対象にしたファミリー

いますので︑ぜひ参加してくだ

一人の場合

家族二人

氏が行いました︒

化庁から推薦を受けた明珍昭二

みょうちん

くわしくは公民館まで

してください︒

手前で︑リフト券は各自で購入

集合場所は第一リフト乗り場

さい︒

初めての方でも三回のレッス

日︵いずれも日曜日︶

ンで必ず滑れるようになります︒
▼期

一月＋九日

平成四年一月十二日
〃

皆さんは松之山町指定文化財
がいくつあるか知っていますか︒

＊黒倉十二神社の木造狛犬

一 一

＊小谷の大ケヤキ

＊スミぬり

＊婿投げ

＊岩見堂

＊管領塚

一

松平忠輝家老衆定書︶

、ξ上

＊鏡ケ池

雌ぜ

＊西之前遺跡出土品︵町教委蔵︶
おと

＊大荒戸の庚申夫婦杉

め
おりです︒

現在︑町指定文化財は次のと
の大ケヤキや︑県指定文化財の

＊天水山麓のブナ原生林
像

＊陽広寺の鉄造聖観世音菩薩立

＊観音寺の木造延命地蔵菩薩立
像

＊天水越松苧神社の木造狛犬

＊正法寺の木造十王坐像

菩薩立像

＊天水越不動堂︵社︶の銅造地蔵

く十六点は︑平成三年二月一日

＊中尾観音堂の木造聖観世音菩

＊村山家所蔵古文書二点︵堀監

薩立像

などの専門的な最終鑑定は︑文

的な文化財調査を実施し︑仏像

指定前に二年間にわたる全町

に指定されました︒

十四年七月二十五日指定︶を除

定されており︑鏡ケ池︵昭和五

町指定文化財には十七点が指

いと思います︒

町指定となると全部はわからな

れでも知っていると思いますが︑

中尾の大杉︵別名・亀杉︶はだ

国指定文化財の松之山︵湯山︶

①
4

マンツーマンで親切に指導します
（昨年のレッスン風景より）

陽広寺の鉄造聖観世音菩薩立像

48

ことになりました︒

いましたが︑降雪の関係で休む

エアロビクス教室終了
十二月十二日夜︑自然休養村
センターで今年度最後のエアロ

各家庭に取付けられる戸別受
信機は︑役場から放送される電

十二月中旬より集落単位で取

付けが始まり︑すでに兎口・光

間・下川手は取付けが終了しま

次のとおりです︒

◎家族だんらんの場所︵居間︶

で︑柱やしっかりした壁に設

これから取付けが始まる集落

した︒

については︑︑事前に﹁戸別受信

波を受信する装置です︒

この受信機から平常時には一

エアロビクスというと肩苦し

置してください︒

ビクス教室が行われました︒

機設置指定場所﹂と書かれた重

く考えているようですが︑実際

般行政のお知らせ︑災害時には

五月から始まった教室も二十
は楽しく気持ち良い汗を流せる

政係へお問い合わせください︒

くわしくは︑役場の総務課行

クシミρも設置されます︒

◎各集落の総代さん宅にはファ

相談します︒

に設置できない場合は業者が

◎受信状況によりご希望の場所

コードを取付けてくれます︒

けに伺った業者が実費で延長

延長コードがない場合は取付

さい︒

は延長コードを用意してくだ

近くにコンセントがない場合

付いています︒

受信機には約二mのコードが

にコンセントが必要です︒

◎受信機の常用電源として近く

ださい︒

◎テレビの近くは極力避けてく

けてください︒

◎火気・震動が多いところは避

六回目を迎え︑会員の皆さん︑

取付けに際しての留意事項は

よう注意してください︒

ので︑他のチラシと間違わない

要なチラシを各戸に配布します︑

戸別受信機の大きさは︑縦二

緊急放送が流れます︒

十㎝︑横二十六㎝︑奥行き八㎝

スポーツです︒

平成四年は三月から始める予

若い人たちが健康作りに頑張っ
てくれました︒

定ですので︑皆さんも一度参加

です︒

各戸に取付けられる戸別受信機

してみてください︒

讐三

参加者のなかには︑冬期問も
教室を続けてほしいという方も

教室に参加されている皆さん
前列一番左が講師の高橋トモ子さん

話しに終ってしまいましたが︑

ため︑事業所側からの一方的な
ていることがわかりました︒

名の方が真剣にUターンを考え

所得税 ・消費税の確定申告と

んにお知らせすることとし︑U

早めに準備し済ませましょう︒

六日から三月十六日までですが︑

また︑町では﹁若者Uターン

係の皆さん︑住民の皆さん方の

地元事業所の皆さん︑教育関

身が︑税法に従って自分の所得

を最もよく知っている皆さん自

所得税は︑自分の所得の状況

申告のとき持参してください︒

れがちですが︑大切に保管して

年金や給与の源泉徴収票は忘

源泉徴収票﹀

︿﹁年金﹂や﹁給与﹂の

を採用しています︒

納税するという﹁申告納税制度﹂

納税は正しくお早めに！

とに驚いたとbう意見もあり︑

ターン志向者への町内や近隣の

所得税の確定申告は︑二月十

たいとの思いから︑松之山ライ
企業側の今後のPR活動や求人

求人情報・広報紙等を今後お届

促進事業﹂として︑町外に勤労

ご協力と．こ指導をいただきなが

と税額を正しく計算して申告︑

お忘れなく﹀

個人事業者の方の消費税の確

定申告は︑一月一日から三月三

消費税の課税事業者に該当す

十一日までとなっています︒

る方は︑できるだけ早めに済ま

申告に関する不明な点は︑役

・せてください︒

場の税務係にお聞きください︒

土地や家屋などを相続して

ければならないとの定めはあ

すと相続関係者が増えたり︑

りませんが︑時間が経過しま
税金の申告が済んでいるか

書類の取りそろえなどが複雑

も登記はつい忘れがちです︒

らといって︑相続の登記が完

になりますので︑相続登記は

早目に済ませましょう︒

了したわけでもありません︒

相続登記はいつまでにしな

20

ー舘トー

町では新規学卒者などの皆さ

町内にも多くの職場があったこ

測懲襟蜥渤欄轍灘囎
んから︑なんとか松之山町や隣

オンズクラブの皆さん︑高校の

対策への努力が一層望まれる感

けしたいと考えています︒

調査結果については後日皆さ

接の通勤可能な職場に就業願い

先生方からご協力をいただきな
じを受けました︒

五月末には松高三年生を対象
されている若者の方々の住所を

ら︑町ぐるみで若者と労働力の

︿正しい確定申告を﹀

がら話し合いを深め︑就業対策

に︑町内企業の職場紹介説明会

各家庭からお聞きし︑町にUタ

確保につとめていきたいと思い

事業を始めまし た︒

を大厳寺高原で開催し︑生徒二

ーンしてほしいとの 願 い か ら ︑

1（1い

︿消費税の確定申告を

十八名全員から参加していただ

二〇三名の方にUターンアンケ

＝二

一＝︸

きました︒

なお︑Uターン情報等は役場
の職業係︵丘六−去二一三︶ま
949︶

さ

ます︒

回答率は三十三％︑六十八名

ートを実施しました︒

の方からお寄せいただき︑十五

話しを聞いていました

会場までの道中︑町で計画し
ている特別養護老人ホームの敷

真剣な表情で事業所代表の

地とその温泉源等を見学しまし

でお問い合わせください︒

a籐

ワ

相続登記はお済みですか

r

た︒

町長からは特老ホームの求人
見通しについて︑町内八事業所
代表からは熱い求人ラブコール
がありました︒

十一月末には松高二年生を対
象に︑企業訪問と企業説明会を
開催し︑町内九事業所を訪問し
ました ︒

昼食後︑六事業所代表の方々
からそれぞれ自社宣伝を行って
いただきました︒

いずれも時間的制約があった

ン
野彰画

▼一人一年金の受給

たとえば︑障害基礎年金を受

な場合には︑どの年金を受給し

厚生年金を受給中に遺族基礎年

を得たり︑あるいは三級の障害

年金︵退職共済年金︶の受給権

給したいと届けますと︑届け出

齢基礎年金・老齢厚生年金を受

いる障害基礎年金に替えて︑老

たとえば︑以前から受給して

せん︒

たいのか届け出なければなりま

金・遺族厚生年金︵遺族共済年
をした翌月支払分から老齢基礎
一＝

6025−283−5252

◎お問い合わせ先

新潟＋日町土木事務所

師

闘

9＼．

￥

至湯沢．糞

の

亀票．焦

魚野顕

割ノノ
ンエ丁〜

︑

ラ＞＼讐

レニ

関越自勤車道

関日本道路交蘇報
届

ム覧驚棚

覆β・257−57−5525
十日町警察署
β0257−52−3171
團

セン外（纏）

雌

給中に老齢基礎年金・老齢厚生

金︶の受給権を得る場合などが
年金・老齢厚生年金が支払われ

でお問い合わせください︒

くわしくは︑役場の年金係ま

ます︒

あります︒

このような場合には︑原則と
金の届け出を受けて︑いずれか

して受給権者から受給したい年

一つの年金を受給できる仕組み
となっています︒

例外として二つの年金を受給
できるのは︑遺族厚生年金︵遺

族共済年金︶を受給中の人が老

齢基礎年金の受給権を得た場合
などです︒

なお︑この一人一年金を受給
する原則は︑昭和六十一年三月
以前から︑たとえば︑国民年金
の母子年金を受給中に障害基礎

た場合にも同様です︒

年金など公的年金の受給権を得

このように︑一人一年金の受

▼受給する年金の届け出

⑦

24

給が原則となりますので︑二つ

以上の年金の受給権を得たよう

の

1

02

匂

及び点検に努めましょう︒

9

殆

これらの配管︑煙突等の保護

発生が心配されます︒

冬の火災予防運動
例年この時期には︑洗濯物の
乾燥や燃焼中の給油など︑不適
切な取り扱いによる暖房器具か
らの火災が多く発生しています︒

暖房器具は正しく取り扱いま
しょう︒

また︑これからは雪によるプ
ロパンガスの配管からのガス漏
・ れ や︑煙突の損傷による火災の

6

4シ2

また︑町民の大切な文化財を

火の元には気をつけましょう︒

文化 財 防 火 デ ー
文化財には︑国が指定した国

火災から守るため︑定められた

宝や重要文化財ばかりでなく︑

県・町が指定した郷土の文化財

ルールを守り常に火の始末に気

ぬ

ド・・億L

響遭兎

を配るよう心がけましょう︒

もたくさんあります︒

しかし︑これらの文化財の多
くは木や紙・布などの燃えやす
い素材でつくられています？

火災に遭ったら︑あっという

火災や震災などの災害から文

ーaトー

短

歌

︵福原康博夫妻を見送りて一首︶

幾人も親しき顔に死に別れ

生き別るるや雪のタ暮れ
︵良寛さまの歌に倣って一首︶
うるき

世の中はなにやかにやと煩しも

独りあそびの歌や句を詠む

鈴木俊一

防寒服に雪ふりしきる

混沌とソ連崩壊群衆の

小谷

よ

刻々と降り積む雪に餌場無み
さま

軒場彷復うセキレイ哀れ

そ

今一条の朝陽射し初む

︵栄屋︶

ダイヤモンドダスト掃きたる如き雪面を

倉

む そ じ

草村

正孝

︵一枚田︶

松之山 丘山 司郎︵高校︶

黒

来年は今年こそはで未だ鳴かず

手をつなぐなぞは苦手な六十路坂

柳

匝］

譲難
ヌ

携

謙

間に焼失してしまいます︒

化財を守るために︑文化財の所
有者や管理者の方はもちろん︑

文化財の周辺に住んでいる方も

・

俳

句

霜月やからからと鳴る芙蓉の実

北窓を塞ぎて隣の遠くなり

松之山

高沢 秀女

幾度も風呂吹温め帰り待つ

むしろ

豊の秋日射しを追ひて幾鑓

佐藤節女

娘の婚に雪来ぬ日和を願ひゐし

冬ばらの菅のままに峡の庭

松之山

朝女

あくびする髪置の子が撮られおり

参道を髪置の子と歩を合わせ

井部

新館に赤富士の額年忘れ

松之山

ひと筆の墨絵や雪の松之山

松之山

し

丘山

司郎

メサイアも第九も無くて過疎の町

と

仁

除夜の音に心あらわれ年齢をとり

初もうで卵野の鋤献の杉並木

初夢は七福神の舞い踊り

曽根佐藤

︵南田︶

︵松屋︶

︵高松屋︶

︵高校V

︵沢︶

なお︑難解な漢字にはふりがなを付けて

多くの方のご寄稿をお待ちしています︒

ください︒
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鞭．糎瘡承

rり「

8

￥﹄︶のを

・ヤ3魅︶

り−イど

がビ

勉強乏9

119番は火災・救急・その他の災害の発生を通報する重要な
電話番号であり、通報の遅れから尊い生命・大切な財産を失うこ
とのないよう、また安全な生活を送ることを目的として設けられ
ました。

群7＼

消防署では、町民の皆さんにとって、頼りになる119番にな
りたいと思っております。

ノ

いざ！という時の正しい通報「あわてず」「急がず」「正確に」連
絡してください。

︵㌦

ネち
ぢ

さんすう3

協凶．乞
がんま︸︶

㊨⑪

基環

ノ

召

「119番の日」です

今年こそは、無火災・無事故でありますように！
功

東北電力からのお願い

〜

1、雪おろしの時に電線に雪を投げ当てない

・

でください。

こくごでは

ζ﹂う渉ん

停電の原因となります。

＼ノ
、

2、変圧器や電線に触れますと、感電する恐

れがありますので、付近で作業する場合は

り

長−てかりし︑ヤく

むビうコ

臼頃別変じん

⇔

十分注意してください。

畠
9．o

％

3、電線が切れて道路に落ちていても絶対に
さわらないで、最寄りの東北電力へ連絡し
てください。

︑

ノ

〃
6

幽

曳

◎

十日町営業所 行0257−52−3107
松代サービスセンター 費7−2020

㊥？

︐翻

−

5

1

久保田光栄（天水島）

八 七六 五

正解者

擢月号の答え

4ノ

先月の出題はナカデの問題ですが︑これは

三目ナカデで︑黒1の置きが正解です︒

白2︑4の抵抗には︑黒3のハネから5で

三目ナカデの死に︒
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2

四

イロハニホヘトチリヌル
黒先白死（1手だけ）
詰碁の解答を募集してい
ます。1月27日までにハガ

キなどで広報担当まで

正解者には粗品を進呈

賢

熱魂麟

震美鵜響欄欝，
騰難欝1轡り

彩美ちゃん 山岸治二さんの長女

良子ちゃん 設楽長栄さんの三女

高橋ミヨさん 73歳（天水島）忠助

3・12・30
小野塚ヤイさん

集落総代会

▼12月のできごと

日

4日

官庁仕事始め

日 農業委員会総会

日 ムコ投げ・スミぬり

︵19日・26日も開催﹀

ファミリースキi教室

選挙管理委員会

対策協議会発会式

松之山町大島村広域過疎

日

9日

7日

▼−月の予定

︵1月3日まで︶

年越し国際交流

官庁仕事納め

験︵30日まで︶

山留短期生松之山の冬体

︵29日まで︶

松之山葛飾子供交歓会

農業委員会総会

︵1月8日まで︶

湯沢直通バス運行開始

議会定例会︵25日まで︶

上蝦池簡易水道竣工式

東川トンネル安全祈願祭

スキー場安全祈願祭

2524151293
日日日日日日
26

2827
日 日
12

29 15

ーO㎝トー

3・12・25

3・12・29

購膿灘耀ぞ手いるところ）
88歳（藤倉）風張

82歳（松之山）彦八
村山正義さん

、真 ．．、、、「・ζ躍蘇鋪葬轟矯．擬i繍翻

3・12・6
志賀ユウさん 73歳（松口）伝兵衛

りす組
（死亡年月日）
お《鞄歓蹴》

3・12・13
（松之山）町営住宅

乞
Rや
89歳（天水越）弥助 3・12・4

誉．畿
1諏3聾．
3・12・12
（大荒戸）下中村

もとやまたくとくん
（湯本原）
福原ナヲさん

（生年月日）

おめでた（出生）

※12月1日から31日までの届出分です。

編集後記

新年あけましておめでとうご

年末年始は暖冬少雪で過しや

ざいます︒

また︑帰省された方も多く︑

すかったことと思います︒

にぎやかな家庭が多く見られま

さて︑昨年は土地・株などの

した︒

バプルが崩壊し︑今年の日本経

これとは逆に︑年々景気良く

済は先行き不透明です︒

忘年会から新年会へと酒の回

なるのがお年玉だそうです︒

数が益々増えますが︑胃腸のた

本格的な降雪シーズンを迎え︑

めに無理な飲食はやめましょう︒

スリップ事故などを起さないよ

佐藤

う十分気をつけてください︒

一月一日の人口

総人口／三︑七四六︵▲五︶

男／一︑八三三︵▲二︶

女／一︑九二二︵▲三︶

世帯数／一︑一五八︵▲二︶

▲は減

︵︶内は十二月一日との比較
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