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平成四年度の六月定例議会が
万円︶については︑工事発注者

のr事請負契約︵七億二︑一〇〇

頸福祉会のため︑議会の議決を

︵事業主体︶が社会福祉法人東

六月二卜五日開催され︑ト一の
議案が審議されました︒

審議された主なものは︑平戎

一︑○OO万円

ーN爬ー

一億七︑八〇五万四千円を追加

o農村基盤総合整備事業採択申

請計画設計委託料

○町商工会補助金

一︑七二四万円

↓〇五万円

○町道補修工事

ニニ六万円
○下水道整備基本計画・事業認

o舗装用生コン

▼土木費

二四〇万円

し︑総額三一億四︑五〇七万二千
円とする︒

︵西浦田地区︶

二︑四七五万円

▼商工費

▼総務費
o要覧作成委託料 一〇〇万円

必要としません︒

今議会には﹁米市場開放阻止

o浦田地区コミュニティセンタ

四年度の︸般会計・国民健康保

険特別会計・老人保険特別会計
に関する請願書﹂と﹁平成四年

五〇〇万円

などの補正予算を中心に︑条例

補助金

o移動通信用鉄塔施設整備事業

ー改造工事増

産米の政府買入価格・自主流通
対策費ならびにわが国農業・農

の⁝部改正や↓般質問が行われ
ました︒

林の将来展望と米穀政策の確立
に関する請願書﹂が提出され︑

また︑三看万円以上の工事請
負契約関係では︑松之山中学校

▼民生費

可策定委託料

二︑四一四万六千円

▼教育費

○中学校大規模改造工事費増

四〇〇万円

▼災害復旧費

○農地災害復旧工事︵中原地内︶

五五三万三千円

○農業用施設災害復旧工事

︵月池地内︶三五一万五千円

1億7，009万8千円とする。

全会一致で採択し︑農林水産大

465万5千円を追加し、総額

大規模改造工事など四っの工事

〉簡易水道事業

臣など関係者に送付されました︒

3億6．878万8千円とする。

について︑契約内容を確認し議

473万7千円を追加し、総額

一︑五四〇万二千円

〉老人保健

○国保特別会計繰出金

930万2千円を追加し、総額

↓般質問は四人の議員が行い

2億9，537万9千円とする。

決しました︒

〉国民健康保険

▼農林水産業費

三三二万一千円

○交流館駐車場及び周辺整備

○交流館畜舎建設工事増

二五〇万円

天O万円

補正予算（第1回）

ましたが︑くわしくは議会だよ
りで紹介されます︒

と契約

工事︵湯本地内・二六〇m︶

◎町道湯本・兎口線の局部改良

一〇〇万円

o交流館食堂冷暖房等工事

三︑九〇八万円

○きのこ育成施設補助金

料

○林道測量及びCBR試験委託

○森林地域総合整備モデル事業

全体計画調査委託料

平成4年度特別会計

なお︑現在工事が進められて
いる特別養護老人ホーム不老閣

◎湯山簡易水道施設改良工事
︵配水池四十二・六㎡︑導水ポ

ンプ室︑導水ポンプニ台︶

〇三︑五〇二万円で㈱高橋組と契

と契約

〇四︑四五九万九千円で㈱高橋組

︵天水島地内・五二二m︶

◎林道天水島線開設工事

約

〇三︑︸九三万円で㈱高橋組と契

o︑二︑八OO万七千円で㈱高橋組

コンピューター教室工事︶

屋体屋根改造工事九九〇㎡︑

︵校舎屋h改修工事七六〇︐m︑

◎松之山中学校大規模改造工事

糸勺

2

必

各地区三十人づつ参加します

ので︑

トヒ回目を迎える町民体育大

解を求めて右往左往する姿が見

一五〇人もの人たちが正

グランドで開催されます︒

られると思います︒

どのようなクイズが出される

かわかりませんが︑年齢制限な

し︑運の強い人︑クイズに強い

会が︑八月二日の日曜日に町民

昨年は雨のため中止となりま

したが︑今年は晴天に恵まれれ

ば良いですね．

また︑例年七月の最終日曜日

に開催していましたが︑今年は

他の種目については例年どお

人はぜひ参加してください︒

りですので︑選手に選ばれた方

参議院議員選挙が行われるため

八月の第一日曜日となりました︒

幼児レース

参議院議員選挙

10時40分

モグラ競争

10時50分

さあ、どっち？

11時05分

ナイスドリブルナイススローリレー
（地区対抗）

公示日平成4年7月8日（水）

11時15分

砲丸投げ

選挙期日

ノノ

3

2・3キロロードレース

は一昨年の事を思い出して練習

〃

（地区対抗）

種目は昨年と同じですが︑実

10時10分

紅白玉入れ

質今年が↓回目の新種目は﹁さ

（地区対抗）
10時00分

梅雨明け後の一番暑い時に開

9時40分 100m競争 小学生〜高校生

してみてください︒

8時30分 開会式及び体育協会表彰

あ︑どっち？﹂という種目です︒

目

催される大会だけに︑体調を整

種

この新種目はOか×で答える

暉塑塑

えて具合いが悪くならないよう

町民体育大会プログラム

クイズ形式で︑正解すると一つ

愚頓

ヵゴから玉がこぽれ落ちるほど入る紅白玉入れ

十分注意してください︒

一

鰍

前進し︑五間全部正解するとゴ

ールできます．

︑︑伝﹀

聾

小学校1・2・3年生
（地区対抗）

（地区対抗）

小・中全員走

50m〜100m

11時50分

一般100m走

12時50分

頭脳綱引き 小4〜6、中・高女子

13時00分

騎馬戦

13時10分

綱引き

13時30分

長縄とび

自由参加

中・高男子
）（地区対抗）
（地区対抗）

13時40分

民謡おどり・浦田小おどり

13時55分

縄ないリレー

（地区対抗）

14時10介

女子リレー

（地区対抗）

14時35分

男子リレー

（地区対抗）

15時00分

閉会式

平成4年7月26日（日）

◎公示期間中は、役場で不在者投票ができます
ので棄権せず投票してください。

献血にご協力ください
皆さまの献血によりたくさんの尊い命が救われます。
一人でも多くの方の献血をお願いします。

期日7月21日（火）

鋪慰籍：ll」

六月二十日午前︑安高松之山

業案内の﹁会社概要﹂及び﹁経

高校生たちは︑配布された企

企業側のPR活動や求人対策

営方針と将来展望﹂を興味深く

はまだ不十分ですが︑魅力ある

分校三年生を対象とした︑町内

昨年から始められたこの説明

企業になれば優秀な人材は自然

企業の職場紹介説明会が希望館

会により︑今春 は 五 名 も の 方 が

今年の説明会には九事業所が

分たちの会社を熱っぽくPRし

地元に就職してもらおうと︑自

さい︒

ぜひ地元の企業に就職してくだ

さん︑町の将来と活性化のため

二十一世紀を担う高校生の皆

ていました︒

参加し︑一人でも多くの方から

と集まってきます︒

地元に就職しました︒

読んでいました︒

一人でも多くの方から地元に就職してもらおうと
企業の代表者は真剣に説明していました
で行われました︒

」

ンドで︑松里地区体育大会が行

六月二十八日松里小学校グラ

入りゴールヘ一直線︑負けたら

が勝ったら親が持っている輪に

盛りだくさんの競技のなかで

もう一回ジャンケンをします︒

父母のまわりを一回まわって︑

当日は暑くも寒くもなく︑絶

も集落対抗競技が始まると︑選

われました︒

低学年と父母による興味レー

好の体育大会日和となりました︒

手に送られる声援は一段と大き

なお︑布川地区は五月三十︑

スは︑脚力よりもジャンケンの

日︑松之山と浦田地区は六月二

くなりました︒

児童はハードルを飛び越えた

十一日にいずれも小学校の体育

勝負強さが左右する競技でした︒

りくぐったりし︑父母は大きな

畷

館で行われました︒

「お母さん！早く早く！」「ちょっと待ってヨ！」

輪を持って中間点まで走ります︒

親子でジャンケンをし︑子供

声

ーPにー

活気あふれる
松里地区
体育大会

地元に就職してね
町内企業説明会
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君〇二五五九ー四ー三三三六

東頸城郡大島村大字岡

東頸城広域組合総務課

▼申込場所・問い合わせ先

平成四年八月十二日︵水︶まで

▼受付期間

年三月卒業見込者を含む︒

までに生まれた者で︑平成五

東頸城広域組合職員募集
東頸 城 広 域 組 合 で は ︑ 二 十 一

世紀を担うフレッシュな力を求
めています︒

やりがいのある職場で︑あな

一般事務

たの能力を発揮してみませんか︒

▼職種
昭和三十九年四月

▼採用予定人員 若干名

▼応募資格
二日から昭和五十年四月一日

▼応募資格

採用日現在二十八

新潟県警察官募集︵高卒程度︶
警察官は︑広く人々から信頼

暑い夏がやって来ます︒

カーボン製の釣り竿は電気を
通しやすいので＼電線に触れる

悶 七月一日〜八月︑ニモ

その他

▼管理人

一人五卜円

村山敏一さん︵松之山・彦八︶

問

八月三目〜二十H

三省プール

▼期

︵雨天時は休みとなります︶

午後一時三十分〜四時

▼使用時間

若井征治さん︵小谷・下越道︶

▼管理人

①午前十時〜十二時

町民プール等に関する問い合

金．

③午後三時三十分〜五時
▼料

中学生以下 一人三十円

県立病院は︑七月から毎月第

一土曜日と第三土曜日の外来が
休診となります︒

なお︑病棟部門は今までどお

り開いていますし︑急患も診察
します︒

▼問い合わせ先

県立松代病院費七ー一二〇〇
県立十日町病院

行〇二五七ー五七r五五六六

費六ーニニ六五

智六±二九四

費六ー．一︑．豆○

松之山分遣所救急係

せんか︒

救急法の講習会を実施してみま

にも︑いざという時に役に立つ

水と親しみ︑楽しく遊ぶため

大敵です︒

↓番水による事故が多く油断は

しかし︑この季節は一年中で

来ました︒

楽しい水遊びの季節がやって

町民プール

町公民館

わせ先は次のとおりです︒

②午後一時〜三時

▼使用時問

日・二十一日は休み︶

一日︵七月二十八日︑八月二

▼期

松之山町民プール

ください︒

般開放しますのでご利用

今年も町民プール︑三省プー

家屋の異動とは次のような場
合です︒

①新築・増築・屋根を改造した
家屋

②一部または全部を取り壊した
家屋

③売買等で所有者が変わった家
屋

なお︑山小屋・車庫・作業所
等の面積の小さい家屋も該当し
ます︒

ルを

とたいへん危険です︒

お子さんにも注意してあげて
ください︒

その他︑事故や台風などで切
れた電線も危険です︒

切れた電線には絶対に触らな
いで︑東北電力松代サービスセ

ンター︵奮七ー二〇二〇︶へ連
絡してください︒

歳未満の人で︑身長一六〇㎝

家屋の異動がある予定の方は︑

平成四年一月より︑今年中に

と期待を受けて︑平隠な社会秩

以上︑体重四十七㎏以上︑胸

ただし︑来春高校卒業予定者
は七月一日から受付します︒

い︒

序の維持に当っています︒

七月七日︵火︶から

役場の税務係に連絡してくださ

察署

町内駐在所または最寄りの警

▼申込場所・問い合わせ先

九月一日︵火︶まで

▼受付期間

囲七十八㎝以上あること︒

テレビのドラマみたいにカッ
コイイことばかりありませんが︑
誇りを持てる仕事です︒

県民の生活を守る︑正義感あ
二十名程度

ふれる若者よ来たれ！

▼採用予定人員

十八歳以上二十七

特別職国家公務員

陸・海・ 空自衛官募集
▼身 分
▼応募資格

▼問い合わせ先

自衛隊高田募集事務所
君〇二五五ー二三−五五一九

岬

歳未満の男女
▼受付期間
年間を通して行っています︒

，
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6月の

7オト

ニュース

1ぎにー

交わしていました︒

たりし︑お互いに喜びの言葉を

東川トンネル貫通
六月九日午前︑国道三五三号

線の東川トンネルで貫通式が行

質通点にセットされた掘削機

雪が降り積る前の十二月には開

車道七m︶︑高さ四・七mで︑

長二二五m︑幅九・三m︵うち

東川トンネルは完成すると全

のスイッチが入れられると︑大

われました︒

きな音とともに壁に穴が開けら

通する予定です︒

行われました

えたいですね︒

このまま無事故で開通式を迎

た︒

ったので順調に掘削が進みまし

から工事が始まり︑土質が良か

束川トンネルは昨年の十二月

れ︑貫通を確認した作業員の万

歳の声がトンネル内に響きまし

貫通点で村山町長と安塚土木

た︒

事務所長が握手をしたあと︑威

参列者は貫通点を行ったり来

五十嵐先生から一人一人に健康指導が

灘駄纂
曽．

ノマ︐

貫通点を通り抜ける参列者
六月十五日から十九日までの

し︑今年は県内でもトップクラ

れますので受診してください︒

で︑自然休養村センターで行わ

二十八日の午後一時から二時ま

なお︑今回胸部レントゲンを

スの八十九％︵事業所検診対象

撮らなかった方は︑十月に行わ

者を除く︶に達しました︒

また︑ガン予防のために胃ガ

現在上越検査センターで分析作

早く皆さんにお知らせするため︑

総合検診の結果をできるだけ

ず受けてください︒

ン検診・子宮ガン検診を受ける

これは検診時間が短くなった

れるレントゲンの巡回撮影を必

五日問︑町民体育館及び自然休

この総合検診はミニ人間ドッ

われました︒

クといって良いほど設備が充実

し︑最新鋭の検診測定機器が使

いガンを防ぐには︑早期発見・

業を進めていますのでもうしば

ことと︑町民の皆さんが恐ろし

総合検診が始まったころは受

わかってきたからと思われます︒

らくお待ちください︒

早期治療がいかに重要であるか

乳ガン検診は七月七日・九日

いろな検診を何回も受けなくて

済むことから年々受診率が上昇

診率が低かったのですが︑いろ

用されています︒

方が増加しました︒

養村センターで町総合検診が行

2総合検診で自分の健康チェツク

勢のよい酒樽が通り抜けました︒

嘉

＿

4

6

金受給者が集まり︑総会終了と
同時に始まった歌謡ショーを楽
していました︒

ゆうこさんは︑会員の皆さんが
知っている歌を何曲も唄い︑最
後は会場に降りて気軽に握手を

6ム

崎松之山町

3楽しい慢談と歌謡ショー
六月三十日午後町民体育館で︑
松之山町農協年金友の会の総会

出演者の三枝純子さん︑早川

しみました︒

六月二十七日午後︑布川防雪
センターで落語会がありました︒
出演者は︑立川龍志・立川笑

志・花島みどりの三人でした︒
立川笑志さんは落語の前に︑
現在住んでいる四畳半一間の生

活をおもしろおかしく話してく
れました︒

皆さんの協力によってきれいな花が咲いています

奇術師の花島みどりさんは︑
紐や紙を使った手品を見せてく

真打ちの立川龍志さんは︑人

れました︒

情話しの﹁鼠穴﹂と﹁紙入れ﹂
を汗だくになりながら熱演し︑
巧みな話術で観客を最後まで引
きつけました︒

花が少しでも長く咲いている
ように︑お盆までにもう二回草
取りと追肥を行うそうです︒
また︑新山をはじめ町内の花

これからも花の管理をお願い

はきれいに咲いています︒
します︒

訳

及び歌謡ショーが行われました︒
会場には約三〇〇名の各種年

4ゆかいな落語会

梅雨空の六月二十三日午前︑
上布川長寿会の皆さんが東川か

5きれいに咲いてね
道路沿いをきれいに萩る花は︑
道行く人々の目を楽しませてい

た花の草取りや追肥をしました︒

ら豊原トンネルの間に植えられ

ますが︑管理している人たちの
苦労はなかなかわかりません︒

7

汗だくになりながら熱演する立川龍志さん

華やかなステージで会員の方たちを魅了しました

集落探訪
歴史と地名
町の中央部に位置し︑官公庁

れるまで︑児童たちは近隣の小

同年十二月四日校舎が再建さ

舎の大半を焼失した︒

附属男子児童便所から出火し校

成した︒

同四十一年八月には体育館が完

は現小学校のグランドに校舎が︑

もたらし︑同三十九年十二月に

山地すべりは小学校にも被害を

安高松之山分校

害と考えられる︒

就学児童の増加と︑昭和期の災

その原因は︑明治・大正期の

1頃にー

学校で分散授業を受けていた︒

られた校舎の老朽化は激しく︑

山分校が開校した︒

月一日︑県立安塚農業高校松之

昭和二十三︵一九四八︶年六

昭和六十二年十一月には現在の

地すべりの復旧工事中に建て

の学校では最初のテレビが設置

昭和三十一年二月九日︑県内
明治二十二︵一八八九︶年以後

モダンな校舎に建て替えられた︒

開校後約十年間は松之山小学

され︑同三十四年には視聴覚教

之山駐在所と改称された︒

改造して移転︑昭和三十五年松

明治四十二年︑当時の役場を

家に設置された︒

浦田口巡査駐在所が松之山の借

明治二十二︵一八八九︶年︑

松之山駐在所

級募集となった︒

月から生徒数の減少により一学

てきた分校も︑昭和六十三年四

町の高等教育を一手に引受け

なった︒

校となり︑普通科二学級募集と

の運動が実り県下初の全日制分

昭和四十三年四月︑町ぐるみ

れなかった︒

日制への移管はなかなか認めら

や校舎の増築が行われたが︑全

進学率の上昇とともに学級増

舎が完成した︒

三十一年十二月︑待望の独立校

校などを借用していたが︑昭和

して建て替え周期が短かい︒

松之山小学校は︑他校と比較

育の成果が認められ読売教育賞
を受賞している︒

松之山村︵町︶の役場所在地とな

昭和三十七年に発生した松之

っている︒

昭和三十七年に発生した松之

．轡

県内でも一番早くワークスペースとパソコン教育が導入された

のある道路沿いには各種の商店
山地すべりは︑民家・耕地・公

昭和六十二年︑松之山小学校

共施設に 大 被 害 を 与 え た ︒

前のブナ林に坂口安吾文学碑が
建立された︒

松之山小学校
明治六︵一八七三︶年十一月
八日︑松之山小学校の前身であ

る観音寺校が観音寺を借りて開

明治八年九月には︑現在の松

校した︒

之山郵便局付近に校舎が新築さ
れ︑校名も浦田口校と改称され
た︒

校付近に明治四十二年︑大正十

昭和62年口月に完成した松之山小学校

が並び小市街地を形成している︒

昭和三十四︵一九五九︶年一

月︑浦田口から松之山へ地名変

旧地名の浦田口については︑

更された︒

浦田の入口に当るところから浦
田口となった説と︑高田から浦
田を経て魚沼へ至る出口の意か
ら浦田口となった説がある︒

文安年間︵一四四四〜四九︶

に陽徳庵︵陽広寺の前身︶が開

山され︑天正元︵一五七三︶年

陽広寺には︑町指定文化財の

には陽広寺が開山された︒

鎌倉末期の鉄造聖観世音菩薩立

集落の上部には鎌倉時代より

四︵一九二五︶年と校舎が新築

その後︑現在の安高松之山分

続いている村山家があり︑邸宅

され︑名称も浦田口尋常高等小

像がある︒

や庭園は大棟山博物館として一

学校となった︒

十三日午前五時半ごろ︑運動場

昭和八︵一九三三︶年一月二

般公開されている︒

浦田口村は江戸時代より松之
山郷南組の中心村として栄え︑

讐
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昭和三十七年の地すべりによ
り被害を受け︑同四十三年十二

月︑松之山郵便局の隣に駐在所
が新築された︒

平成三年十月︑老朽化と雪掘
りの労力を解消するため現在地
に克雪型駐在所が完成し︑町内
の駐在所 は す べ て 克 雪 型 と な っ
た︒

より廃止された︒

松之山診療所
松之山診療所の前身は︑平成
二年七月に廃止された湯本出張
診療所である︒

湯本出張診療所は昭和二十七
年十二月より診療が始められ︑

昭和四十四年三月まで松之山診

湯山・黒倉を除く松之山地区︑

に完成した中央診療所は地すべ

昭和三十七年十二月︑松之山

療所といわれていた︒

三省地区︑下布川地区である︒

りの被害を受け︑同四十三年十

松之山駐在所の管轄区域は︑

松之山郵便局
一月改築された︒

昭和四十四年四月診療所の名
称変更が行われ︑松之山の中央

明治十七︵一八八四︶年八月︑

湯本郵便局が浦田口に移転し浦

診療所が松之山診療所となり︑

平成三年三月現在地に新松之

診療所となった︒

湯本の松之山診療所は湯本出張

田口郵便 局 と な っ た ︒

湯本郵便局は明治七年十二月
に開局したが︑通信網整備の関
係から浦田口に移転したと思わ

出張診療所は廃止された︒

山診療所が完成し︑東川・浦田

明治二十三年四月松之山郵便

松之山町農協

れる︒

局と改称され︑以後松之山村の

ヤ

昭和五十五年四月一日︑浦田

松之山保育所

町一農協体制が実現した︒

び

農業協同組合法が昭和二十二

農協を除く松之山・松里・布川

昭和四十二年四月からはへき

地保育所となり︑冬期問︵一月

から三月︶を除く保育が可能と

四十年代中頃から常設保育所

なった︒

を望む声が大きくなり︑昭和四

十七年四月松之山常設保育所が

現在地に開園した︒

昭和五十一年には観音寺のへ

き地保育所が︑同五十四年には

三省季節保育所が統合された︒

また︑平成二年四月からは園

児数の減少により休園となった

るようになった︒

布川保育所管内の園児も通園す

十二神社

十二神社︵祭神・大山祇命︶

最初︑字十二降りに鎮座して

の創立年月は不明である︒

いたが︑地すべりにより現在地

に移転したと伝えられ︑同所に

明治六年九月︑十二神社は松

二十一年二月の社格制度廃止に

之山村の村社となったが︑昭和

より広域的な少なくとも一町一

経済︑社会情勢の変化は著しく︑

設されていた︒

和四十一年まで春・秋の二回開

この季節保育所は好評で︑昭

所々に見える色合いから描かれ

社殿内の壁画は煤けているが︑

より一般の神社となった︒
設立当初の正組合員は一︑○O

農協の実現が強く望まれるとこ

堂に季節保育所が設置された︒

残っている︒

は社殿跡を示す﹁十二大明神﹂

年十二月十五日から施行され︑

の三農協が合併じ松之山町農協

と刻まれた石碑と小さな杉林が

昭和三十七年の地すべりによ

それを受けて同二十三年三月十

が誕生した︒

昭和六十二年八月一日︑浦田

り被害を受け︑同四十二年六月

四日松之山農業協同組合が設立

昭和三十五年秋︑松之山公会

現局舎が完成するまで松之山公

また︑大正十年から始まった

O名を超えていたが︑松之山の

た当時の優雅さが偲ばれる︒

地すべりや減反政策などで昭和

昭和六十年代を迎えると農業

最新の医療設備が導入され住民の健康を守っている

農協が松之山町農協と合併し一

ろとなった︒

鴫蕊

五十年には約五〇〇名と激減し︑

零細農協では経営が成り立たな

平成3年3月に完成した松之山診療所

された︒

くなってきた︒・

」き奪謙・舞

会堂が仮局舎となっていた︒

中心局として次々に取扱業務が

−
■

十二月町内電話のダイヤル化に

拡大された︒

o
櫻

レ

電話交換業務は︑昭和五十一年

9
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陽広寺と
鉄造聖観音像
天正元︵一五七三︶年︑村山
家十四代藤右衛門正直によって

開基され︑松代町松代にある長
命寺四世大翁益周が開山となっ

村山家と田 辺 家
村山家は太祖村山万五郎正実
の没年延慶二︵一三〇九︶年と

あり︑鎌倉時代より現在に至る

ーPにー

明治三十年代以降石油鉱業への
投資でその財産を失った︒

田辺家の屋敷跡には︑いまの
役場が建てられた︒

のファンを持つ︒

松之山地すべり

昭和三十七年四月︑兎口地内

昭和六十二年十月︑松之山小
学校前のブナ林に文学碑が建立

で始まった地すべりは松之山上

の二〇〇㎞が松川方向に︑主地

部で二分され︑一部は水梨地域
文学碑には安吾のレリーフと︑

すべりの六五〇㎏は松之山から

され︑毎年十月二十日には安吾

初期の傑作となった小説﹁黒谷

祭が行われている︒

坂口安吾の姉が村山家へ嫁い

安吾文学碑

村山家文書で最古のものは︑

越道川方向に向かって滑動した︒

まで連綿と続いている︒

永享二︵一四三〇︶年の西荒山

村﹂の冒頭部分﹁夏が来てあの

年・一六一一︶などがある︒

江戸時代には松之山郷を代表

の開発や伊之助用水の開削を行

する大庄屋であり︑南浦田新田

っている︒

明治から大正期には約二〇〇

田辺家は江戸中期以降金貸し

物館として一般公開されている︒

見ると山岳に浸らずにはいられ

十二㎝︑地すべり期間中に約二

松之山商店街付近で一日当たり

であることがわかった︒

地下水が地すべりの要因の一つ

このことから︑町内の豊富な

一六五か所に設置されている︒

集水井の効力は大きく︑現在

どの地下排水を適所で施工した︒

工を先行し︑次いで集水井工な

防止工事は即効性の高い杭打

な額に達した︒

十倍にあたる約二十億円と膨大

時の松之山町の一般会計予算の

この地すべりの被害額は︑当

取壊しは三十軒に及んだ︒

被害を受け︑民家・公共施設の

松之山集落では建物の大半が

住民の救済にあたった︒

県は災害救助法を適用し︑被災

が設置され︑事態を重くみた国

に松之山地すべり災害対策本部

昭和三十七年十二月︑町役場

十m移動した家もあった︒

ない﹂の文が刻まれている︒

すべりの移動速度は不規則で︑

でいた関係から︑安吾は松之山

安吾は豪放な性格と思想から

を何回も訪れている︒

また︑松之山郷が青苧の重要

無頼派と呼ばれ︑現代でも多く

名主職朱印状である︒

な産地であったことを示す堀監

陽広寺に残る由緒書きによる

た︒

と︑陽広寺の前身と思われる陽
物書状︵慶長十二年二六〇七︶

うらうらと浮く綿のような雲を

九︶松之山郵便局付近に開山さ

ぜん

松平忠輝家老衆定書︵慶長十六

徳庵が文安年間︵一四四四〜四

れた︒

その後︑天正年間に陽徳庵を

ぐ

現在地に移し陽広寺と改めたと
だいと つ

十三世大訥愚禅は陽広寺の住

ある︒

職を辞したのち︑東京の吉祥寺
栴檀林︵駒沢大学の前身︶教授

㎞の田畑・山林を所有し︑年貢

せんだんりん

に招かれて学僧の指導に あ た っ

も営んでいた︒

米と豊富な水を利用して酒造業

嘉永五︵一八五二︶年には吉

た︒

寺宝の鉄造聖観世音菩薩立像

で得た質地が増大し︑縮行商人

現在︑邸宅や庭園は大棟山博

は︑鉄仏としては緻密なできで

祥寺三十七世となった︒

鎌倉末期から南北朝期の作と思

へも資金を提供していた︒

幕末には幕府からの献金命令

われる︒

左右相称的な体部から受ける

が何回もあり︑松之山郷内では

田畑・山林を所有していたが︑

明治二十年には約三三〇㎞の

一番多く献金していた︒

端正な印象︑引き締まった顔立
ち︑素直な衣紋などから作者の

確かな技量がうかがえ︑鋳造技
術としても特筆される︒

地形を巧みに利用した村山家庭園は、江戸初期から
中期に造成されている

40

拝二つ以上の年金を

す︒

﹁年金受

給選択申出書﹂の届出が必要で

ようになったときは︑

二つ以上の年金を受けられる

▼受給する年金の届出

受けられるようになったときは狸
▼一人一年金の受給
現在の年金制度では﹁一人︑
年金﹂が原則となっています︒

現在受けている年金以外に︑

支給事由が異なる年金の受給権

支払いが保留されたり︑過払い

この届出が遅れると︑年金の

このような場合は原則として
となり後で返していただくこと

が発生することもあります︒

一つの年金を受給し︑他の年金
もあります︒

係までお問い合わせください︒

くわしくは︑役場の国民年金

しましょう︒

届出はすみやかに行うように

は支給停止になります︒

たとえば︑障害基礎年金を受
けている方が六十五歳になって︑

老齢基礎年金の受給権を得た場

合︑どちらか一つの年金を選択
しなければなりません︒

θ ︑

信販売︑目的を隠して呼び出し

に呼びだされ︑興味半分に出向

が当たった﹂と喫茶店や営業所

ら電話やハガキなどで︑

注文していなかった︒

代金を支払ったが︑結局だれも

でいる︒

悪質商法の被害にあわないた

エステティック︵美顔・脱毛・

教材︑化粧品︑海外旅行会員券・

被害商品で多いのは︑英会話

解除・申し込みの撤回ができま

知するだけで︑無条件で契約の

て八日以内に書面で相手方に通

契約・申し込みをした日を含め

これらの悪質商法については︑

めに︑また被害にあってしまっ

痩身︶・ビデオテープなどです︒

﹁景品

契約させるアポイントメントセ

いたら長時間説明されしつこく

訪問販売︑電話勧誘による通

ールスなど︑私たちのまわりで

契約を勧められた︒

たらどうすればよいのか考えて

︵クーリング・オフ制度︶

▼SF︵催眠︶商法

しかし︑一部を使ってしまっ

す︒

みましょう︒

タダで景品がもらえるという

などについては適用されません︒

た消耗品や︑クーリング・オフ

手をあげていろいろな物をも

くわしくは︑県消費生活セン

ので︑近所の人たちと連れ立っ

知人や友人から﹁すごくいい

らったあとに︑ ﹁健康によい磁

ターへお問い合わせください︒

る消費者トラブルの例です︒

話がある﹂というので聞いてみ

気マットレスが欲しい人﹂とい

制度の対象となっていない商品

﹁この商品を買って︑だ

君〇二五−二八五−四一九六

て集会所に行った︒

ると︑

うので手をあげた︒

入っていいアルバイトになる﹂
と誘われた︒

やってみたが簡単には紹介も
できないし︑誘った友達からは
恨まれてしまった︒

さらに商品を売るだけでなく︑

格で販売します﹂といわれ︑つ
い契約してしまった︒

被害商品で多いのは︑羽毛布
団︑磁気マットレス︑電気治療
器具︑健康食品などです︒

︵ネガティブ・オプション︶

▼送りつけ商法

被害商品で多いのは︑羽毛布

知らない業者から商品が送られ

頼んだ覚えもないのに︑突然
浄剤などです︒

家族のだれかが頼んだと思い

てきた︒

団．化粧品・宝石・浄水器・洗

販売員になるよう勧められた︒

﹁会場の五名の方だけに特別価

れか友達を紹介すれば紹介料が

▼マルチまがい商法

次の事例は︑最近多発してい

います︒

被害商品はあらゆる物に及ん

いろいろな消費者被害が起きて

煽繍一一
幽
』剥 』納隔
▼アポイントメント商法

応募した記憶のないところか
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六月三日夜︑町民体育館で婦

した︒

人バレーボール大会が行われま

大会は四チームによるリーグ

戦で︑お母さんを応援するチ供
たちの声が体育館に響いていま
した︒

実力の伯仲しているチームが
多く︑一点を争う好ゲームが続

ートに墨

ル大会が行われました︒

夜︑同体育館で町民バレーボー

大会には八チームが参加し︑

tムでした︒

そのうちの四チームは高校生チ

試合はト！ナメント戦で行わ
れ︑一日目は準決勝まで︑二日

三位決定戦が行われました︒

目は決勝戦と敗者復活戦による

が多く︑スパイクやブロックが

H頃から練習しているチーム

成績は次のとおりです︒

きました︒

︑二位

二位

昇勢会

MMBC

一位松代高校バレi部

成績は次のとおりです︒

おもしろいように決まりました︒

浦田チーム

松之山チーム

一位松里チーム

︑︑一立

また︑六月卜一日とトニ日の

四位布川チーム

町内文化財

・ρ

先人が築きヒげた数々のすば

をコースとする健康マラソンが

六月二十七日午後︑巳之下線

梅雨空を吹飛ばし
た健康マラソン

らしい文化︑何千年という風雪

行われました︒

史跡めぐり

に耐えた天然記念物等を見てみ

も参加し︑親子仲良くゴールす

一キロコ；スには小さい子供

町文化財委員が案内します︒

ませんか︒

る場面もありました︒

員

四十名

八月十九日︵水︶

走る下級生もいました︒

り︑上級生に負けまいと必死で

小学校低学年からニキロにな

視察地については︑締切り後

▼定

▼期 日

七月三十一日までに

昼食代等若干あり

参加者に連絡します︒

う︵深坂峠︶

野鳥観察︑秋の渡り鳥を知ろ

費

公民館へ

もぜひ参加してください︒

で︑十月十日に行われる大会に

今回参加された方は三四五名
▼申込み
センター︶

楽しい竹とんぽ遊び︵休養村

◎十一月二十一日︵土︶

▼会

◎十月十七日︵土︶

秋の量座を見よう︵大松山︶

◎九月十九口︵土︶

植物・昆虫観察︵大松山周辺︶

◎八月九日︵日︶

ホタルを見よう︵水梨地内︶

◎七月十日︵金︶

▼日程

親子自然体験教室
松之山町には豊かな自然が残
っています︒

公民館では白然友の会・野鳥

愛護会・山野草友の会などの協
力を得て︑親子自然体験教室を
開催することになりました︒

知っているようで知らない自
然の美しさ・厳しさを︑親子で
体験しませんか︒

んでください︒

公民館へ喧話で申込

︵ヂ供だけでも可︶

▼対象者 小中学生とその親

▼申込み

噸
〜
臨

♪

｝矧噸

シーソーゲームが続いた婦人バレーボール大会

♂2

婦人会コーナ翔

日夜︑天水越集会所で松里地区

時 折り小雨のぱらつく六月五

と感じました︒

ということを肝に銘じなければ

火災は天災ではなく︑人災だ

松里地区防災講習終る

防災講習が行われました︒
かユ

ヤ

昼間勤めに出ている方が多い
ので夜の講習となりました力

松之山分遣所の方から消火器
の使い方を習い︑消火器で実際
約七十名の方から参加していた
だきました︒

に消火してみました︒

次に︑防災と急救についての

火災の原因の一位が天ぷらな

き︑熱心にメモをとっている姿

あさん方からも参加していただ

咽

地域おこし講演会
高齢化が進む中で少しでも地区

ダーとして活躍し︑雑誌﹁現代

長野県内の地域おこしのリー

州大学名誉教授︒

の活性化につながればと︑今年

農業㌦﹁農業新聞﹂など多方面

公民館三省分館では︑過疎と

も地域おこし講演会を開催する

で執筆中．

所長．

どなたでも自由に参加できま

土舎

地域おこしの拠点事務所 風

ことになりました︒

講師の玉井袈裟男さんの略歴
は次のとおりです︒

う

長野県須坂市生れで︑現在信

お

七月十八日︵土︶

すので︑ぜひご来場ください︒

時

場 旧三省小学校体育館

午後一時三十分より

▼日

▼会

師

玉井袈裟男︵信州大学名誉教授︶

▼講

▼演題

活きいきと生きるために

へ

世まで残ると良いですね︒

数人しかいませんが︑何とか後

町内でも苧績みができる方は

器用さと根気が必要です︒

いて糸にする作業で︑手先きの

苧績みは青苧の表皮を細くさ

あおそ

間国宝級ともいわれています︒

績みをしており︑その技術は人

山口さんは子供のころから苧

ました︒

︵柿の木・九十五歳︶を取材し

す目的で︑藤倉の山口トメさん

伝わる苧績みの技術を映像に残

今回は松之山地方に古代から

町されました︒

越視聴覚ライブラリーの方が来

世に残そうと︑六月二十五日上

地域に伝わる貴重な文化を後

苧績みの技術を映像で後世

青苧から極細の糸が魔法のようにできました。

また︑日頃留守を預かるおば

べの油︑二位が暖房器具による
が印象的でした︒

スライドと講話を聞きました︒

もの︑三位がたき火やタバコの

地区・集落に伺いますので︑こ

分遣所の方は気軽に皆さんの

電話や人が来たりした時は必

のような防災講習を開催してみ

火の不始末ということでした︒

ず火を止める︑ストーブなどの

ませんか︒

ない︑たき火は空気が乾 燥して
っM

まわりには燃えやすい物を置か

いるときや風のあるときは絶対

にしない︑タバコの投げ捨ては

危険だということを痛感しまし
た︒

亡

懲聡

・姻、

たとえは悪いですが︑泥棒は
物を盗んでも家をそっくり持っ
て行きません︒

しかし︑火災は大切な家や財

まいます︒

3

産をあっという間に灰にしてし

嵩，羅

てください︒

10

4♂

また遇わないよう十分気をつけ

お互い に事故を起 さ な い よ う ︑

一人一人が交通ルールを守り

事項の推進

三︑市町村の実態に合った重点

止

二︑子供と高齢者の交通事故防

放

一︑飲酒・過労・暴走運転の追

げています︒

重点事項として次の三点をあ

夏の交通事故防止運動8
夏の暑さによる疲労︑学校か
らの解放︑帰省やレジャー交通
の増加等による交通事故が毎年
起きています︒

特に若者を中心とした過労に
よる居眠り運転・飲酒・著しい

速度超過等の無謀運転が多くな
ります︒

新潟県ではこれらの事故を防

心にゆとりと

止するため︑スローガンとして
ひとやすみ
思いやり

﹁行方不明の人を捜す相談所﹂開設
でください︒

相談所では︑全国各地で亡く

警察では︑八月を行方不明の
人を捜す重点月間と定め︑各地

◎巡回相談所

写真などを用意してあります︒

なられ︑身元のわからない方の

︵無料︶

で相談所を開設して皆さんの相
談に 応 じ ま す ︒

皆さんの家族や知り合いの人

後七時まで

○八月五日︵水︶午前九時から午

○病気を苦にして家出をした︒

o上越北警察署

で︑

○外出したまま行方がわからな

なお︑新潟市にある県警察本
部では︑常時相談所を開設して

くなった︒

○出稼ぎ先から便りが途絶えた

いますのでご利用ください︒

智〇二五ー二八四ー三二一二

ゆ

司郎

︵高校︶

︵一枚田︶

小谷鈴木俊一︵栄屋︶

正孝

俳句

客ありて座敷に初夏の風通し

高沢

蕨採り鼻蹴りの碑に一休み

田

哲山

珍客の夏炉をほめて茶を飲めり
豊

花吹雪つきて米寿のつかいあり
いしばとけじがん

駐車して降り侍つ一歩花吹雪

滝沢

流石︵丸久︶

石仏慈顔にかかる花吹雪
親音寺

まぶ

夏至過ぎて尚も低温注意報

ウインブルドン眩しき若さ躍動す

だ

︵藤助︶

松之山 丘山司郎︵高校︶

はさ

梅雨空を見上げて狭田に水をかけ

仁︵沢︶

ガラス戸に虫追うカエル腹白し

タ闇をほのかに照らす螢道

曽根佐藤

4

ーooにー

うず

短歌
のこ

青春の思い出疹く数々の

歌を遺して八大逝けり

と

六甲おろし紙吹雪舞う甲子園

丘山

新生阪神タイガース翔ぶ

松之山

害鳥のレッテル張られたカラス殿
馬鈴薯荒らしもお主の仕業か
さゆらぎの牡丹の花を見ておれば

色香こぼるる女体の如し

籾い

励まされるは年少のわれ

ご自愛をご健吟をと句の友に

力

ロ

老木にゲートボールの花咲かす

倉 草村

青空ヘデッカタ開けてにぎり飯

黒

※

、

等で︑その後消息が知れずお困
りの方は︑ぜひとも相談におい

魏・

嘉難

春譜，孝霧瘡・醤．

萎

た
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ダ
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グ
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過薗
汐

松之山町職員募集

ロ

●

種
人員
［格

一般事務
若干名

4月び験

定資43年時次験験

●

年4月2日から昭和50年4月1日までに生まれた者で、
3月卒業見込みの者を含む。
及び試験会場

及試日場法発試法

平試qD

予験和5日1試試方合2方
用 昭成験第−
第o

● ●

痢｝

職採受

ヨ｝

争

丞 ／乏 ︒︸㌧

ロノ
劉易

︑︒

．ク

︐

恥マ︑5﹃ミ

畜ける

︑弘鯛﹄ ．

詣

納薗4︑

碑厭寒
捗蔭

勇駐．

姿・こY

すメ︽

面対宗力
霧凶

O試験日

平成4年9月20日（日曜日）

o試験場 上越市立城東中学校（上越市本城町）

表験

次

幻

o方 法 一般知識の筆記試験並びに作文試験
O合格発表 平成4年10月上旬に発表し、合格者に通知します。

次ま験

第施び

ロ
す
場年

1次試験合格者に対し、面接試験、身体検査を実

○試験日及び試験場

貸多

・ゲム

平成4年10月下旬頃、松之山町で実施します。
役場の総務課行政係に受験申込用紙を請求してく
ださい。

●受付期問平成4年7月10日（金曜日）から平成4年8月14日
（金曜日）まで
くわしくは、役場総務課行政係（費6−3131）までお問い合わせ

ナ＼

毒

ゆ

ゆ

乃

ください。

嗣
三二

2

2図

a

ノ七六κ

1図

b

6月号の答え

−図︵正解︶

イロハニホヘトチリヌル
黒先生き （1手だけ）

4
正解者
久保田光栄（天水島
高沢 哲治（豊 田

3図

沈着冷静な黒1のマガリが唯一の生き筋です︒コンパクトな

2図︵正解つづき︶

生きの代表的スタイル︒

黒a︑bなどと広げようとすると生きることができません︒

白2のオサエには黒3とすぐに眼を持つことが肝要です︒

3図︵1図より続く︶

白2置きが眼をとる最強の手段ですが︑黒3サガリで広さを

確保できます︒

5

・矛

ゆ

乙

○

●申込み方法

詰碁の解答を募集してい
ます。7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

月月

11日・25日

土78

●・ 軌聞

※出生・死亡・婚姻の届はできます

へ

一
欄
！

、

ρ

大海屋）
（天水島

（湯本坂新）
（生年月日）

山でお魚つりするお父さん
卓哉ちゃん 井川勝博さんの長男

3日

婦人バレーボール大会

▼7月

町高齢者スポーツ大会

日〜8月10日の予定

農業委員会総会

健康マラソン

6月定例議会

町消防団半日訓練

親子映画の夕べ

特老ホーム地鎮祭

総合検診︵19日まで︶

献血︵安高松之山分校︶

2日も有︶
︵夜間・1

町民バレーボール大会

東川トンネル貫通式

ぺ
瓜
9日

▼6月のできごと

額三

集落総代会︵転作︶

日

n日

12

日

ーρにー

たかはしのりゆきくん

おめでた（幽生）

r
i
議−

8日・22日

15

18

4・6。19
（新山）

29 27 25 24 20
日 日 日 日 日
16 15 14

リハビリ教室︵合同︶

第十七回町民体育大会

乳ガン検診

学童親善水泳大会

参議院議員選挙投票日

献血︵役場︶

リハビリ教室︵合同︶

親子映画の夕ベ

綱引き大会

デイ・ケア

日日日日日
21

2826
日 日

52

日日

曜閉庁

ー

りす組
たかはしれいかさん

だっ二してくれるお父さん

幽
7月1日〜8月20日

自然に親しむ運動

媚蔭

りす組

編集後記

七月を迎えても寒い日が続き︑

稲の成育状態もあまり良くない

また︑梅雨明け前の大雨によ

ようです︒

稲が順調に育つよう梅雨が早

る災害も心配です︒

く明け︑暑い日が続くと良いで

さて︑26日は参議院議員選挙

すね︒

当日都合の悪い方は役場で不

投票日です︒

をせず投票されるようお願いし

在者投票ができますので︑棄権

8月2日には町民体育大会が

ます︒

行われますので︑体に十分気を

一︶

佐藤

つけて頑張ってください︒

三︶

七月一日の人口

男／一︑八〇三︵

総人口／三︑六七二︵

二︶

女／一︑八六九︵▲二︶

世帯数／一︑一五二︵

▲は減

︵︶内は六月一日との比較
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