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第7回松之山温泉

へ出たのは午後十二蒔鰻十分過

位に入賞するなど︑地元選手も

当臼の強い日差しと照り返し

強豪相手に大健闘しました︒

また︑応援の方もたくさん来

ぎでした︒

スキー選手権大会

クロスカントリー
膏空が広がった囲月十八日︑

リ⁝スキー選手権大会が大厳寺

第七回松之山温泉ク鶯スカント

みんな顔を真っ黒にした一臼で

で︑選手役員および癒援の方も

成績は町外選手が上位を肉め

援を送っていました︒

る部が多かったのですが︑小学

られ︑力瀧する選手に大きな声
公認の大会で︑残り少ないスキ

りですが︑夏場のトレーニング

この大会は新潟県スキー連盟

蕎原で開催されました︒

ーシーズンを舗るにふさわしく︑

掌校五年の鶴照品霜が二位︑中

校男子五年盗以下の部で松里小

ください︒

を 順張って来シーズンに備えて

︑臨

スキーシーズンもそろそろ終

した︒

町内選手はもとより県内の膚力

学校男子一丁狂年生の部で松之

︐

山中学校二年の高橋佳男君が繭

校︑長野県内の奮力校から約四
五〇名の選手が参加しました︒

今年は三月下旬に予想外の大

︑r︑噺誠

急な坂も一気に駆け上がりました
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灘が降ったり︑大会直繭まで寒

獺聾．

物・鋸

い臼が続いたことにより残雪が

3mもあり︑選拳たちは食く整

うに建っていました︒

備されたコースを黛持ち良さそ

競技は午蔚十時三十分より始
まり︑長距離を瀧る成年男子の

部から三十秒間隔でコースヘ飛

選手たちは少しでもタイムを

び患して行きました︒

縮めようと︑鍍きつ抜かれつの

三十秒間隔で二人同聴にスタ

デッドヒートを演じていました︒

ートしても︑簸後の人がコース
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強い爲蓬しを浴びながら飛び出していく選手たち
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簸後のカをふりしぼってゴールする選手たち
、槍
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鷲・56．1

▼串掌校女受∵鼠年生︵五キε

⑪佐藤友紀︿松之山中︶ 23分47秒4

①丸寓亜美︵大巻中︶

①山本哲惚︵山ノ内東小︶猟分扮秒5

想．0嘆︒9

②藩井涼子盆牽沢中︶

▼小掌校女茅五年生以下︵筑キロ︶

③江村

23︒32．5

▼中学校男手綱隼生︵五キロ﹀

恵︵外丸SC﹀
②酷田

⑲滝沢藁豪︵松之山中︶

︶

22・鰹・2

①丸山愛枝︵常盤小SC︶捻分麟秒玉

▼小学校男子六年生︵五キ

③欝沢健二︵松代JRC︶％・器・2

②江栂浩一︵

①樋鋤大憲ハ灘爾JRε⑱．怖．4

簾︵松羅小︶

③江村笈羨︵外丸SC︶ M・05・7

②鍵場愛く撫ノ内北小︶捻・妬・護

①徳竹灌之蒲ノ内北小︶m・儀・6

▼中学校男茅二・葺年生︵牽ヰロ︶

③溝水雄輔磁ノ内中︶ 綿．雛．3

0・7
︶畑．3

②膏木慶太戴ノ内策小﹀扮・27・0

脇・3

〃
〃 ︶ 絡・給・玉

︵

0

⑮滝沢あゆみ︿松盤小﹀ 欝・U・o
⑯高橋雷織

38

③滝沢光俊︵

33・捻．3

②岡瞬勝巳︵町立妙轟中︶3
3．鷲．9

①松漂洋輔︵大巻中︶

40・7

紺

⑥村出牽也ハ松難小︶

詑

20 忽・6

﹀19

⑳相沢さやか︵松之由小︶ ・32・0

⑲滝沢瑠養︵松麗小︶

⑰佐藤利紹︵松墨小︶

⑦松沢隆嚢︵松之山小︶

〃

▼小学校女峯六隼生︵鑑キロ︶

鷲・20・9

①鐵村直薬︵山ノ内棄小︶n・騒・5

3
4．03︒2

35．44．5

3．7
3
3．5

▼中掌校女子一隼生︵五キq︶

⑱涌井欝央︵松之撫小︶

36．39︒0

④縄橋揮勇︵松之山中︶

3
7・2

鐙・7

﹀

③山燦孝史︵安嫁XC︶
捻

鴛

︶

︶

①春田則弘︿松代腐︶

32︒⑱．2

鎌．54．3

鍍・n．9

狛．鍵．7

o・三
娼．o

賀・52・三

貿．鴛．2

⑪飯塚伸太郎︵〃

49・0

②徳張直子︵六簡小︶

①徳永鄭墨︵十欝購爾中︶鳩・⑳・3

・5

文 ︵六鷺騎憲膨

〃

③高橋哲也︵松代高︶

︵ 〃

﹀3
2・33・6

⑨小林農男︵松之出中教︶39︒⑱．3

③武藤毅︿ 〃 ﹀33．鍵・3

②春繊隆

①関谷修一禽磁欝衛墜綴・53．4

⑤村山亮︵〃︶ 32︒31・3
▼成隼男子︵十キ8

②露沢皿一栄︵津南轟︶

▼少年男子︵十キロ︶

⑮竹内雅子︵

③後藤鹿子︵松代隅︶

②久保鑓祥子︵小患愚

①内由

▼少年女子︵笈キ疏︸

⑯大野簸穏︵〃
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③松漂美鈴︵大巻小︶

扮

②太磁智子蕎灘遊

4ゑ

⑤糊橋催代︵松漿小︶

焉・弱・0

駁・9

⑪高橋沙織︵ 〃 ﹀

23・妬・4

お互いの健闘をたたえあう入賞者

難

騨》4．！

難

⑩村出久美︵松之出中︶

19

③中村美磁紀爺ノ内中︶20・n・0

9︒7
猛︒0

鯉

▼小学校男峯五隼隻以下ハ五キロ︶

紳μ

炉

⑬小照糊美︵松之撫小︶
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しい園兇賑を養た三歳鬼十五名︑

保脊所の入騒式が行われ︑輿新

囎月七欝午醜十時から松之由

さんばかり見ていた園顧川もスク

ネルシアタ⁝が始まると︑お母

いヴついろな動物が轡㎜場するパ

らいて妬を歌い入網式が終りま

慈んたちと一緒紅﹁むすんでひ

簸後に︑キリン組やウサギ組

リーン庫濾鑓してい豪した︒

入圏式が嬌まると園兇たちは

なお︑松翼保奮所の入園式は

した︒

私が入圏しました︒

月七繍で三歳鷺穴名︑来満兜二

一名︑浦繊保育所の入園式は照

四月穴鷺で三歳兇九嶺︑森木満兇

心醗していたお父さんやお母さ

ばれると大きな声で返箏をし︑

また︑保母さんか炉名麟を呼

ていました︒

保母さんの話しをきちんと聞い

行儀喪く醗を肉き︑来賓の方や

した︒

未満児七名が元気良く入圏し家

（松之山保育所〉

んを安心させました︒

1①ロー

縢眉五霞︑購内の臨つの小掌

強してください．嗣罎か・は大

に登校してください︒また登下

きなランドセルを背鈎って光蟹

故に遇わないよう漉慧してくだ

校のときは膚側を歩き︑展蓬纂

東翅小学校の入掌式は午蕾十

校で入学式が行われました︒

父母︑先磁方や覆校挑が拍手で

こしてい濠した︒

教科書や獺テをもらってに讐幅に

入掌式が終ると教蟹ー入り︑

さい凶と議されました︒

蒋より体脊館で行われ︑来蜜︑

迎えるなか︑たった〜人の入掌

生蕩橋直磁暦が入場しました︒

席についた趨橋鷺は︑懲分の

私麟が呼ばれると大きな声で返

金井校長先盆は﹁飼級繊がい

照小掌校縢名です︑

学校八名︑東綴小学校一嶺︑浦

は︑松之由小学校十名︑松燈小

なお︑掌校甥の新入焦の内訳

なくて寂しいかもしれませんが︑

纂をしました︒

お兄さんやお姉さんと仲良く勉

ると大きな声で返事
（東

自分の名前を呼

たった 1 人の

にぎやかな
保育所入園式

お母：さんや、お兄さんお姉さんといっしょに手をたたきました

入学式（東胴・学校）
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オ．長の滝沢大懲が鳶軌科目の英

識の墓鍵をしつかり勢につけ︑

松之由

楽しい中学校盤濡を送るため自

月六懸午晶酬十麟四力

スバンド部の演奏と抽手のなか︑

中掌校の入塾式が行われ︑プラ

さい︒また癒徒会活勲淀も積極

分に禽った燦繍勤を選んでくだ

ふれあいを大切にし︑蕉しい判
持ら︑帯く中学校になれて勉強

輔職がハ︐ヰ．虹としての澱冤を

大台突破！
山村留学入園式

悶

着た一年鷹三十蕉私が入場しま
的ほ謬撫してください︶と述べ

輿新しい掌焦服やセーラー服を

駈入盆は一入一人蓼醗を呼ば

した．

断で費任のある行動をと彗︑確
やスポーツに︑韻叢りたいと思い

新入虹籔いの︑蘂は︑樋爲大

ました．

かな掌力と強い精神力を中掌校
童す︒一∵三年生の瓢さんいろ

れ︑木沢校長先熟より携人との

で学んでください一と式辞があ

ました︒

繭月圏鷺午後町罠捧欝館で︑

山村留学松之由学園七期飽の入

が松之由へ来た理由と一年間の

今年の新入圏虹は十三名で︑

とだそうです塗

然と太鼓が思いっきりできるこ

で⁝番多かったのは︑豊かな密

山留鷺が松之山を選んだ理慮

目標を力強く語し家した︒

を繍えると過虫販購の二十一名

また︑学園盤の心が家えとし

名でスタ董トした松之山学圏も

③ご飯は残さず食べます︒

②あいさつをしっかりします．

①登下校は歩いて通掌し象すゆ

て次のことを欝いました導

はつい紅二十名の大台葬．火破し

昭秘六牽二年一鴛︑わずか二

となりました穏

昨年から継続留掌している八名

園式が行われました︒

学園盆の心が濠えを全員で朗読しました

昨薙はじめて十名を超え︑A鶴

⑤洗濯は自分でし家す．

④テレビは一照三十分︑

新入園焦紹介では︑一人一人

ました︒
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いヌと教えてください一と額い

生徒代褒歓迎の欝葉は︑盤徒

夢と希望を胸に中学校蛋活が始まりました

りました︒

雛

松之山中学校
入学式

繋．

IO㊤1

で︑ ﹁はばたけ新成人〜醐際的

れました︒

がらおもしろおかしく瀬してく

て︑自分のエピソードを交えな

新しく活黛ある社会を簗くため

会事務賜蝿山麟律子さん︵醸姓

記念講演は新津市麟際交流協

業してから〜鰯ちょっとしか経
木村・元松之山鴎英謡指導助手﹀

として箆違えるほど立派になっ

午繭九蒔三牽分より町艮体欝

ていました︒

館で記念写翼の撮影があり︑来
賓の方々と緊張しながら写って
いました．

撮影が終ると会場を露然休養
村センターに移し︑十時から成

酬

男

櫛

鮮

自分を知るためには︑まわり琳

願

鼎

の人たちから良い点悪い点撫

山鑓律子さん
はばたくチャンスは．篇れから

だけ募鶏繋象り享．購

な
掌んでくださいの
蝸
舗
友達がいっぱいいれば︑それ鼎
醒

臨分自

︑

︑

糊勢を知らなければ躍のチャンス

附侮一測か巡ってきますが

嚇を失うことになります︒
楓

脳 懲分を矩っていれば︑㌧つは
幅ばたけば良いか︑どこまではば

溺

知ろっとす婆力を怠ると論
Mたけば良いかわかります．

くさんつくってください︒

ま
構
部
髄
W
蹴
ヰ

糊

§観幽壌爵峯嚢董壷萎筆葦鼠蚕髭

⑥心からほめる

⑤相蕃の興昧あることを謡す︒瞭
餌
鱒
鰯

③相拳の犠萌を覚える︒
柵
蝦
④よい岡き手になる︒相手にた舗
鱒
くさん語させる︒
蹴

②笑顔

①相手に誠実な関心を持つ

次の六覇辱り麦馨鳥
獅

▼人綜好かれる六漂則

生で損をし豪噴

こかへ忘れ畿られようとしてい

豊かな聴代になったが︑心はど

糊ければならないし︑チャンスを

業い烹

密分の人癒は目分でつくらな

欝つかめるかつかめないかは自分

わず心の豊かさを遽い求めてほ

しいのと成入藩を激励しました鄭

広助さんが﹁激鋤す

これを受けて成人薇を代表し︑
湯塞の蕩橋

る社会の葛興として貰任のある

行動をとり︑地域の後継暫とし
て期待に警えられる蕾者紅なり
たい砂自分を見失うことなく︑

山鑓律子さん

蒔が来ると思うが︑皆さんは迷

る︒近い将来︑物質か心を選ぶ

式典で村山購擾は﹁物質的に

讐纐扇鵡識創講灘ー︑ー峯︑蓑釜ー︑峯︑ー峯磁

っていませんが︑社会人や掌生

新成人の皆さんは︑︑︑閲校を挙

ゴールデンウィーク饗の五月

私

視野をもって生きる〜秘と題し

駄

努力します凶と︑力強く答辞を

謬

れました ︒

転

三鑓︑平成五隼渡成人式が行わ

謬
述べました︒

麟

人式が行われました︒

舗ウ
ゆ

娼姻

や

溺

す

榊 蝋

な

悩

略

幽鱒舗娼激購 嚇舗姻脳㍗置蝋

超

簸

鋤灘魏灘翻纒

享箏

鰯

懸

由Pさんのユーモアあふれる話しを聞く新成人の皆さん
山qさんは韓國の友人からもらったチマ・チョゴ》を着ています

蹴融

曜

撫

一描『

鱒

難
講

榊一

力強い答辞を述ぺる高橋広助さん
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安心して学生生活を送るため
今すぐ国民年金の届け出を：：

切り捨てる︒

生じたときは︑その端数金額を

し︑消費税を撫えた額とする︒

餐鐵

一︑五〇〇円とし︑超過

う使駕料はいくらですか︒

Q︑下水道の僕用醐姥にともな

された使用郵驚とする︒

⑤蕪業購の場禽はメーター紅示

を憐用使用の場禽

三︑町の水道水と幽家尾井芦水

数が生じたときは︑その端数金

蜘算した額に一〇門未満の蝋

ガにつき二五〇円を撫算

の皆さんには︑今後の摘勢変化

A︑処理区域としている区域内

を定め︑読明のうえ下水遵顔入

等を考え︑次のような纂塞箏項

◎鶯座振替を利期すると︑納め
▼保険料の 納 付 が 園 難 な と き は

忘れがなく便利です︒

國戻隼金には︑二十歳以上の

ています．

掌猛も全貴加入することになっ

額を切り捨てる．

能な場合は減額する︒

ζ超過料金について︑減額が簸

②使用料金は一〇醒以下を基本

る磁

へ家問い合わせください︒

くわしくは︑役場の下水道係

闘︑僕駕開娘時点での基本料金

の申し込みを取りまとめている

︸入セガの二分の一を癩える︒

係へお問い禽わせください︑

㎡二

①町の水道使用水量に︑一盤帯

◎親等を含めた世帯の斯得が基

⁝○ガ牽満の場禽は︸○ガとす

あなたはオレンジ魯の年金手
嬢を持っていますか︒

︷︑町の水道水のみの場合

額は︑一〇㎡以下を基添料金の

ところです︒

⑪免除を受けた期間は︑老齢基

二︑五〇〇門とし︑超過水騒一

除を受けることができます︒

◎学盗の間に︑交通事故やスポ
礎年金を齢算する際︑三分の

ガにつき二五〇円を繍算し︑溝

準以下と認められたときは︑免

ーツのケガなどで障警轡紀なっ
に減額されますので︑社会人に

費税を加えた額とする．

▼なぜ茄入するのか

たとき︑障書基礎年金が受けら

ょうσ

なったらできるだけ追納しまし

舶算した額に︸○円未満の端

町の水遵水による使用料の月

れます︒

くわしくは︑役場の圏飛卑金

◎二十−歳から六十歳までの鱈牽

隼閥加入することとなり︑将来
満額の老齢基鍵隼金が受けられ

額を切り捨てる︒

数が焦じたときは︑その端数金

料金︑㎜︑五〇〇円とする︒

③一人世帯については月額基塞

累進逓減した使用承墾とする︑

鷺人以上︸入につき︑月︸ガの

②世帯人数が難人以上のときは

五〇円を乗じた額とする心

帯人数を乗じた水蟹で︑

①使用水雛一人月七ガとし︑盤

い場禽

篇︑町の水道が整備されていな

ます︒

▼加入手続きは

◎住罠票のある帯町村役場で行
います︒

◎住罠票が競元にあって屡往地
が違う場禽は︑親が代って手続

○︑五〇〇円

きすることもできます︒

▼保険料は

です︑

◎翅月から月額

◎市町村役場から納付書が送ら

た額とし︑一〇円未満の端数が

④①〜③の料金に溝費税を翻え

7

れてきますので︑金融機関等で
毎月納めます︒

私たちも
艇入しま〜嘗！

4月の

7オト
し三ユース

粘

』臓

謬鞭竿『

IF⑩1

れて茅り︑地球が破滅の危機に

ぱぺっとの皆さんは︑昨年春

欝しめているのは人聞だという

滋と対決するが︑地球を本当に

アイカは地球を救うため鷺魔

さらされていることを知る︑

から旧黒禽分絞で翻作瀬動をし

アイカは地球を救う唯一の方

ことを知る︒

きなダイヤモンドの話しを闘き︑

法であるミラクル・ホ事ルと大

地球環境の悪化が人間の焦命

死を覚悟して立ち陶かう︒

さえ座右してしまう現実を︑少

池から本部機勤隊へ送水する第1分団湯山班

くす落」
マふろんわ

鴨綻げ諺麺

が行われました︒

の入斯遍鑓や職蝿が参瀦した訓練

の肇︑︑湯山班が本部機動隊の滴

﹁酬練火災篇の通報と岡時に滴

不懸簡から水利の池まで遠い

防車へ︑本部機動隊の消防車か

ける入所蓄を遷難鵜漸へ誘導す

火羅で初購消火鵜滋たる灘︑歩

月七縷︑オープンしたばかりの

特劉養護老人ホーム不葛閣で消

ら分遣所の消防肇へとホースを

ム回行われた消防撫の︑懸結送

氷爵さながらの談練をしました︑

レッチャ淫に乗せて運ぶ幽鶯など

る鱗︑寝た葭りの入所蓄をスト

水はなカなか難しく︑承鐵を︸

でいました．

んは︑職購の素講い対応に．了ん

酬練に参撫した入所蓄の皆さ

また︑縢月三十鑓には不老驚

ていました︐

建に保つため頻繁に連絡しあっ

へ放水し豪した︑

防訓練が行われました︒

開で短聴

醐のうちに放水を娘めました︒

し︑︑郵際良いホース展

分腿湯山班・ポ部機動隊が参r纐

酬練には松之山分遣所︒第一

恐れがあるというものでした︒

購の厨．耀より患火︑麺焼拡大の

今圓の調練の想驚内容は︑ 一

直継し︑不彰闇の羅根や駐康場

春の火災予防運動簸終懸の四

2オーブンした不老閣で消防訓練

いたLと訴えているようでした︒

地球は今︑ ﹁ふメんがすば﹂

轟

魔至ば蕾しめら

しでも多くの人から頬ってもら

いうばばしの

﹁にさんかたんそく︸﹁さんせ

院で恐ろしい夢を晃る︒

ぜんそくにかか・たアイカが病

ストーリ⁝は︑環境の悪化で

先立ち演じられたものです︒

が泣いている！﹂は愈圏公演に

てお鯵︑甑圓瀕じられた﹁地球

料公演が汀われました︒

で︑人形麟団﹁ばぺっと偏の無

闘層二十九繊午後跡幾俸鷺館

人形劇団ぱぺつと公演

4

8

照月二十八郷午後︑松之山小
あと︑︑v関爾にセットされた信

から交通ル⁝ルの古しを闘いた

低学第は憲所巡奮部長から遵
路・交着点での蕉しい横噺の仕
方︑︑聯贈塾葎は交通指導．興の糞さ

んか・遵蹄の状況に応じた自転

なお︑勉の小学校でも今月中

箪の粟り方を教わりました︒

に交通安全教豊が開催されます︒

捻撒呂繍繍
『ず化更二・ r軸
㌔
I
r

小学校交通安全教室

掌校で交通安全教蜜が行われま

しました．

弩機や標識を使って実地協．習を

松之山駐往駈の．騒所巡鷹部長

した．

照月二十八鷺午後松之山温衆
スギー場の駐車場で︑安姦松之

行われました︒

山分校生徒のバイク実技講習が

指灘餐は安塚警察署の樋鶯交
通謙長と県警の白バイ隊翼二名
で︑一人一人ブレーキ襟作の指
バイクは快適な乗り物ですが︑

導を受けました︒

スピードの出し過ぎによる転倒
譲故も多くなっています︒

制限速度を等って︑無理のな
い運転を心がけましょう︒

の相沢竪君︵松之山小六年︶が

では踊りやカラオケが夕方まで

舞う三番慶で︑乾杯のあと舞台

また︑持ち寄った璽箱や山菜

続きました︒

しい笑い声が聞えました︒

料理を囲んで︑あちこちから楽

︑撫．

舞台狭しと踊った小谷婦人会の皆さん

4松高生のバイク実技講習会

いよう軸化を咲かせ︑遠跨東一蝋か

5三省地区観桜会
幽月二十五欝午後︑憲分館体

観桜会のオープニングは水梨

ら駆け付けた東憲︑︑︸憲△︑．の皆さ

教わηました

鷺館でヤ黛雀地鷹観桜会が行わ

翻限速度順守と上手なプレー一キ操作を

． ．・．』』

轟
んを．醤ばせました︒

体脊館横の桜も小雨に禽けな

9

難

偲佃裡、、 り盟躍跡㎜・『巫
．．』．，、．．楠…脇．＿

3
れました︒

駐在さんから横断歩道の渡り方を習いました

謬

瞬の東部に位置し︑集落内を
国道三五三号線が通る︒

地名は集落を分瞬するかのよ
うに流れる東川にちなむ︒

は

1創㊤

五、

十
名

で
激
減

ま

し、

て

が進み︑同繭十八年三肩東川校

昭瀦三十年代後聯から過疎化

松之山樗では紙綱中学校を小

禽は生徒数の減少によって閉校

瓢築・増築は園難であった︒

掌校に併設することにし︑同鶴

となった．

松之山中学校棄絹校舎も棄川

農業協岡組倉法が昭秘二十二

鷺月一藏鯛校した︒

小掌校に餅設されたが︑教叢や

それを受けて岡二十三年二月牽

年十二月十五撮から施行され︑

教材不建は深刻であった．

昭憩二牽羅年十一月︑東川字

六欝布川農業協同組禽が設立さ

が施行され︑義務教育年隈が九

寺麗敷に待蟹の新校禽が完成し︑

牽七芦︑被災顧積四十二㎞︿下

下獅絹地区の生徒も通学するよ

年に蓮長されたゆ

新学鋼により團罠学校は小掌

五十六﹄年十一月麟繊原トン

校と改称され︑蔚期中等教背を

昭和

ネルが麗通し︑津南方薦への交

れた︒

進行と減反政策で緯禽輿が徐々

い正組合轟がいたが︑過疎化の

昭和三十年代には闘○○名近

うになった︒

麗内運動場︑岡闘十一無八月に

その後︑昭和二十八年九月に

挺う新翻中学校が設立されるこ

しかし︑敗戦により岡罠癒濡

とになった︒

通が容易になった︒

蝦地含む︶の被霧を受けた︒

昭和二十二年照月学校教鷺法

。荏

ひっばく

設された︒

所は好評で︑昭和脳十九年五月

農繁期に竸設された挙節保膏

が闘

の膏楽室を利胴して雛節保青所

昭和三十七鶏秋︑東桝小学校

布川支勝となった︒

欝し︑布川農協は松之山町農協

脇︷松之山・松璽・布湧︶が合

尚畢という浦磁農協を除く三農

昭憩五十五年闘月一総︑時期

準備が進められた︑

︸購一農協体翻をめざして合併

農協絡織整備協議会が設鐙され︑

照秘五十⁝年八肩︑松之山町

成り立たなくなってきた︒

に減少し︑零細農協では経営が

蒙庭科教叢が竣工した︒

多く残っている

なお︑東州という湾規名は松

規
る

が逼追しているなかでの校禽の

後見権現ともいわれる松尾神社
神話伝説「奴奈川姫」にまつわる地名や建物が町内に

明治八︵一八七五︶奪五月七

田︑東斑の小野塚多吉密を惜り

明治牽二年には教舗の櫃溝記

て東拠小学校が開校した︒

竃を借り︑岡十七隼には東川字

最盛期には鷲○○嶺を超えて

糠鞭騨

之山郷の一番東倒を涜れる川か
ら名付けられたと思われる︒

松羅神社の祇殿は集落に背を

るので﹁後見権現しともいわれ

中麗に校舎が新築された︒

あとみ

向け︑豊原瞭に尚いて建ってい

ている︒

るにしたがい就学兇童が急増し︑

その後︑教育鱗度が整備され

による縛高は二十五贋八斗余︑

手狭な校舎では対旛しきれなく

いた兜童も︑過疎化の進行によ

一
講灘購蕩灘験獺鱒襲

天和二︵一六八二︶年の検地
戸数十二戸︑約二〇〇隼後の明

なった︒

月に竣工し︑岡年十一月には体

現在の校舎は昭和閥十九年六

も併設された像

れ︑岡三十五無には蕩等小掌校

土含の現往地に新校舎が建設惑

そのため︑明治三十年藤倉字

治元︵〜八六八︶年の村蕎は繭
十八石五芽余︑芦数四十縢戸と

明治二十二︵︸八八九﹀年四

なつている︒

月町村鰯が施行され︑布川村大

掌東川となり布趨村役場が設置
された︒

べりが発生し︑東趨をせき慮め

奮館が完成した︒

浸水家屋十九芦︑立退き指示三

昭和三十九年幽月下蝦地地す

い り

O

なお︑布川へき地保育所は闘

からはへき地保育斯となった︒

昭和鰯十六年七﹇月︑東川に郷

央診療所が松之由診療勝となり︑

闘奪十月竣工︶裏の蕎台にある

精趨防蟹センター︵昭憩五牽
帯と槙騎帯を結ぶ路線が國遵三

昭搬五十年賜月︑群馬県渋絹

建立したものと思われる︑

手院御は︑策撮村にいた信者が

湯本の松之山診療所が湯本出張

薬師堂には︑薬蔀瑠璃光妬来・

五三号線となった︒

頓
灘

ており︑ドライバ！や観

目を楽しませている．

光客の

松尾神歓︵祭神・鞍粥姫凝︶

の創立年月は不明だが︑明治十

九︵一八八六︶隼改築されてい

松罵神袖の祇殿は集落に背を

る︒

るので﹁後見権境﹂ともいわれ

両け︑豊猟峠に陶いて建ってい

ている︒

ぬ

なかわひめ

松尾神祇臓まつわる神誌伝説

が﹁奴奈翔姫﹂であり︑次に関

課八蕾︑西頸城の﹁うど蝋の璽

係する部分を要約して記載する︒

ため信濃規を渡り山頂でしばら

は︑いやな求婚相手から逃れる

に住んでいた奴奈川姫︵布拠嫡︶

時や地域億罠は豊漂蝉のトン

姫の一行は﹁おとみ坂︵後見

麟﹂といい︑今の豊原瞳である︶

姫はここに僕の暫を一人残し

ず坂︶﹂を下り東桝村に着いた︒

らわかる︒

肉けている理曲が以上のことか

った理由と︑歓殿が集落に背を

松尾神紙の祭神が布川姫にな

理︵松羅神社︶﹂と呼んだ︒臨

後にここに宮を建て﹁後晃権

追手を見張らせた︒

自動車道全遜により酋都圏との

ササユリとオオルリが彫刻され

岡トンネルの津南倒入欝には

した．

二月に藩工し闘照年十二月竣工

東海トンネルは︑平成三年十

ルの交通量は年々増加している︒

交通が便利になり︑豊原トンネ

幹線開業︑同六牽年十月の関越

昭和五十七年十〜月の上越新

ンネルが完成した︒

ネル化を求めて陳構を行い︑昭

津南側入qにはササユリとオオル1ノが彫刻され、
ドラィバーや観光客の自を楽しませている

く休まれた︒ハこの地を﹁解き藁

平成4年12月に竣工した東川トンネル

租五十六隼十︸︸月念願の豊原ト

馨

校と復った松之出中掌校東川校
それまで布川地区にはプール

艮第ニプ⁝ルが完成した︒

町艮第一プールや松羅プールを

がなく︑水泳の授業は松之由の

昭稲五十無代鑓入ると通隼保

舎を秘糊していた︒

が多くなり︑岡五十七年吸月窃

ができるようになり︑策川小学

町鋭第ニプールで水泳の授業

利欝していた︒

育が可能な常設保脊所を望む声
川常設繰膏所が環荏地に醐設さ

しかし︑園晃数の減少は著し

れた︒

校の兇童の水泳能力はめざまし

薬編堂の創立年月は不明だが︑

も薪記録を出す活躍をしている︒

総焼けした東趨小兜童がいくつ

童親善水泳大会では︑真っ黒に

徳年七月宋に開催される町学

く陶上した︒

＼平成二隼照月からは休園と
なった︒

昭和三十三奪牽一月︑東川出
闘設灘初は松之山診療所︵醸

張診療瑛が開設された．

湯塞出張診療漸︶の所管であつ

たが︑昭和縢十照隼四月の名称

変更と同時に所管も現筏の松之

診療所となるものであった︒

十王鯨・子安地蔵が安■置されて

仰されていた︒

吉くは薬舗鷹王堂として広く儒

布川地爆の医療を撫ってきた

おり︑草むした境内には千手院

しかし︑冬期間は霊崩の危険

南方膨を結ぶ璽要路線であった︒

かった︒

姓が嵩く富動毒の通行はできな

千手院は江芦時代光聞村にい

修験道の痕跡を今に伝える千

教活動をしていた︒

た修験者で︑松之山郷各地で布

豊漂峠は︑古来より松之山と津

岡麟道の難所の⁝つであった

東川出張診療所は︑紙松之山診

碑︵鞍碑︶がある︒

この名称変更は︑松之山の中

山診療勝に移った︑

購

療所の完成により平成三年四月

なお︑暇東川出張診療所の建

一欝廃止された︒

物は昭和鰯十二年十⁝︸月に竣工
している︒

召

乏剛遡
灘螺

ノ

懸

夢成烈年度の町連合婦人禽代
心が豪えとして次の八際を強調

著井さんは︑ボランティ．−の

Ioり㊤ー

議麟瀬が繭月九繕麗鰹され︑今

佐藤
索枝︵湯之酷︶

灘ナハ天水越︶

⑥掌習をし︑蜘識︒技術や人問

⑤秘密を守ること︒

④約束を守ること︒

③細く長く無理をしないこと．

るこレ㌔

②欄率が飼を求めているかを類

きる仕購をすること︒

①霞分に合った仕事︑目分にで

しました︑

丸山

山鑓
トメ︵天水酷︶

澄涯︵上・之山︶

会 長
小撒八露子︵松之撫︶

無一臓の役興が決まりました．

翻会．長

〃
〃︑

蔑橋

九︑．︑窯で今年も顧張りますので

︑

各簾落役翼⁝十七名︑撫興一
⁝
皆さまのご協力をお瀬いし豪す

性の陶と㌔努力すること︒
⑦謙虚であること．

闘菱秀疋太

また︑代礒興会終了後︑ほく
ら網の主任盤活指

⑧家族や取場の理解と協力を得
ることα

郎さんから︑ボランティアにつ

町内の欝壮年及び︒陶校生チー

いて講演していただきました︒

松之由・松塁・窟川・浦照地

ムが参舶する︑購畏バレーボー

曄年度紅引き続き︑親子自然

縢目は﹁野鳥観察しで︑

体験教室を肩一餓開催しますの
第

烈月二十三顧︵鷺︶に欄縫し蛮ザ︑

区の婦人バレ！ボールチームが

各回とも楽しい企遜となって

ル大会︵バ人鯛︶が行われます︒
曝年の大窟︑には八チームが参

なお︑くわしレ鷺程は後田チ

った方もぜひ参繍してください．

いますので︑簿年融︑舶されなか

茄し︑そのうち脳チ⁝ムは高校

参糠する︑嬬人バレ⁝ボール大
会︵九人翻︶が行われ家す︒
この大∠︑︑は親護を大きな繕的

試倉は︑紀目に予選トーナメ

熱チームでした幣

h越大蛮にも畿場し牽すので熱

烈月二ふー六柵︵水︶

町蔑捧袴館

夜七時から

戦・三位決建戦を行︶郵罵です．

階↓

六月十田公爪一﹀︑ 乱ー︸

多数の参加をお願いします︒
▼賃

籏︵金︶︑夜七瞬から

▼場 勝 鱒毘体樗餓

小中掌焦とその親

︵子供だけでも可﹀

込んでください︒

▼申込み 公畏館へ畿漸で串し

▼対象考

ラシでお郊らせします︒

〆ト︑二紹目は準決勝戦・決勝

としていますが︑上彼チ⁝ムは

論論一

戦が期待できます︑

家族そろってお母ごんの応援

所

時

をしてください︒
▼臼︻

▼場

｝、
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づいて人権擁護婁興綴度が設け

昭籟二十三年にまず政令．︸蓬

ことを︑私たち全騨が願ってい

人権を守つて明るい社会を作る

今年は懲罪人権︑講繭牽五周

ます︒

権擁護覆興法が施行され︑麟鰻
爺に迂たり︑人権擁灘に醐する

られ︑翌二十難年六月一鷺に人
の基本的人権を擁護し見嘗る︑
織運が隔塞ってきています．

僧六ー二︸三四し

費穴⁝駕鰻六一︶

いて餓軽にご樵談ください︒

たとえば︑次のような事につ

ください︒

く守られますので覧軽紅ご楊談

なお︑獺談は無料で秘密は竪

鶴劇助

高波に一郎さん︵下絹︑郵・

酢︸殿

橘原 一雄さん︵天水越・

の方たちです︒

松之山鱒の人権擁鷲婁蝿は次

いわば鰻間人による人権の爵人
の機関が纒餐したのです．

これが人権擁護委趨鰯慶の始
豪りです︒

人権は︑人闘が平憩に繊きて
いく上で︑鰻も大切な権利です．

密 分だけでなく︑あなたも私
もみんな人権が藏嚢されなけれ
ばなりません．

躍の内外を問わず︑お互いに

平成五年閥月一鷺付けで︑松

之山の猪俣栄二さんが行政相談

麟の仕箏や︑騨かタ県や帯瞬

川・年金・燈記・醐税・交通安

村に委託された仕蟻︵道路・測

婁饅に再任されました︑

行政相炎婁愚は︑皆さんから

全︒亦獄など︶裟ついて説明を

役場や公被についての蕃傭・要
望を受けて︑その解決や実現を

受けたが納得できない︑処理が
遅い︑このようにしてほしい︑
などの場合です︑

なお︑獺談は無料で秘密は守
られ ま す ．

ナオヤ

費六⁝二煮三七︶

猪俣栄二さん︵松之由∵

町の環境美化運勒として建着

ご覧ください︑

醗布しましたチラシの裏講を

ださい︒

ミ・その勉に分けて捨ってく

の．聡ミ収集場斯に置いてくだ

等を回収しますので︑各集落

②轡年鴎の皆さんが捨ったゴ︑︑︑

総代さんの指示によワ班編成

さい︒

▼実施方法

農作業シ⁝ズンで忙しいと思

窺き憲・箆きビン・ゴミ等を

時

▼注意事項

①笙き藩・窒きビン・もえるゴ

瀧慧してください．

③交通事故にあわないよう牽分

を行い︑各コースにわかれて

▼臼

ら八聴まで︵雨災決行︶

五月十六欝︵鷺︶︑午晶嗣七時か

▼集合場勝︵集落単位︶

活動をしています︒

ある愈活と温かい人間性や︑連

もまして︑心豊かで盗きがいの

年齢・性馴・職業を問わず︑地

受動的に享受するにとどまらず︑

これらの警術文化瀬渤は単に

▼特溺賛助会員

▼㎜般会員

化協会に触入し濠せんか︒

あなたも豊かな心を求めて文

帯感に満ちた地域社会づくりを

域歓会を基盤として︑町罠の︸

役翻を演じています︑

求めるようになウ︑それにとも

人一入が餓軽に文化活動に参触

六月中旬までに集務局︵公鼠

▼納入期礒

個人二︑○○○円以上
法人五︑○○○円以上

一人七〇〇円

なって讐術文化活動への志陶も

松之蜘町文化協会は今無で十

できるような総織が必要です︒

芸徳文化の果たす役翻は︑傭

館︶へ納入してください︑

また︑岡じ鷺慌嬬人バレ⁝ボ

⁝年懲を逓え︑部門︵美術・釜

⁝ル大︑厭がヒ越毒で︑男女混禽

能・趣味・文警︶ごとに濤発な

ソフトバレ⁝ボ；ルめ球は︑

襟豊かな人間性を闘発し︑翻造

バレ！ポールの球より少し大き

れ寂す︑

綱引薫大欝が糸魚揖帝で醐縷戴悔

六欄月軒三購︵欝︶︑上越㎜地区ス

ボーツツェスティバルのソフト

めで︑ゴム製の柔らかいボール

闘催地でもあり豪すので︑皆

さん餓軽に謬撫してください．

をお願いします︒

滲触し豪すので︑皆さんの灘援

松之山町からも代表チ！ムが

なので初心藩でも簡単に競妓で

バレーボール大為瓜が︑松之由

民体海館で闘催されます︑
選手構成は脳十代男女姦〜嶺︑

チームとなります︒

きます．

町

性を蔑めるという極めて雛要な

急遼紅高まってきました︑

近年人々は物質的な豊かさに

拾つてください．

い濠すがご協力をお願いします︒

六黛の輯実施されます︑

したクリーン大作戦が︑五月十

醐聯欄
副纏『 一岬
偶耀
鞭甜
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図る争伝いをしています︒

猪俣栄二二さん

第2回福祉機
新潟県托会癌繊協議会では︑

お年寄りや障警を持つ方々の薦

常窓酒をより快適なものにする

図るための便利で使い揚い︑新

とともに︑介護響の負撫軽減を
しく工央した作繍を募購します︒

▼癒募対象

①新しく闘発した姦種福祉機雛︒

②各種の燗晶・機雛を上手に黒
央して使胴している入︑または

使絹することによって︑お年寄

1寸ω1

なお︑臨舞作最は返都します

秀な作鼠は褒彰します︒

また︑轡門家の審奄により優

げます︒

応勢餐全．興紅参敏翼を差し上

くふうコ ンテスト作品募集

段に㎜︑反化した人︑

▼応募資格

偲入・グル⁝プなど︑どなた
でも欝幕できます︒︵企業は不婿︶

▼応募期間

が十一月の展承会後となります．

予九鷹︸

▼施募・問い合わせ先

平成五葎七欝鷺十一田まで
▼応募方法

そのような巣は安全な場斯に

停電になることがあ夢ます︒

も︑カラスや小鳥の巣が原國で

焦活になくてはならない電餓

叡○二鴛ー二二三i灘⁝六五

漸潟県高齢煮総合相談センタ⁝

新潟県社会禰祉協議会

漸潟市東中通一⁝八六

①応暮胴紙に癒募作姦と蜜糞を
添えて応幕してくださいひ

②熔募作翻が提出できない場禽
は︑ビデオを提餓してください︒
▼その穂

珍しい鳥を見つけるため︑あ
なたも参加してみませんか︒

参加申し込みは購振興謙へ︒

▼野鳥集会
〇五月二十九総︵土﹀

移しますので︑電桟の上の鳥の

巣を見かけたら︑その場漸を東

夜七聴三十分〜 湯本福住館
▼探鳥会

北電ヵ童で連絡してください︒

幽磯三十分

ンタ！

費七⁝二〇二〇

◎東北電力︵株︶松代サ︸ビスセ

費〇二五七⁝五一丁三一〇七

◎葉北電力︵株︶十鷺購営業所

○鷺月三十環︵鶏﹀

美人林周辺

朝闘蒔十烈分出
発︒松印諏訪禅祇

温搬駐箪場

集合．探鳥∬ース

参癩蕎に﹁野鳥のしおりし贈羅

篠

・瑛聴︐

斐云

へ

Y⁝⁝ー

もや

みずみずしさの縁濃くして

たり

き

小

対に生活の音甦る

ぴ

麺V

谷 鈴木

草村

俊幽藁屋︶

正孝︵一枚曲︶

テでコウに持ち込みます︒

黒ユの切りから3︑5のハネア

方としては単純です︒

か生きる方法はないわけで︑考え

けですから臼④の二子をねらうし

この黒は︑左側に一眼もないわ

黒 倉

ひやかしの客のつもりが買わされる

盗へ散る花びらも酒が好き

販売機十賜是りぬとなぜ言えず

﹄月

ヨ

ぷな勢吹き桜も咲いて山里の

君俵む家の灯がぽってりと

集鳴く夜はぽうぼうと霧深し

ムちへ

水仙の勢がつんつんと9毎伸び

短歌

贋

〆

正解者久保霞光栄（天水島）

りや魑磁淵を持つ方々の焦濡め格

纏繋灘蒙簗霧懇態鑑
県艮の生活を守る︑疋義感あ
ふれる着煮を葵集します︒

▼募集区分︵Aは大卒程度︶

男子警察窟A・女子驚察霞A
▼応募資格︵男女共通︶

昭稗隅十⁝鶴閥月二揖から岡
照牽七年顯月︸黛までに盤まれ
た人で︑閥年翻大学を卒業また
は卒業見込みの人︒

薪潟県警察奉部・讐察署・駐

▼闘い合わせ先
荏所など

〆

器

イ4

滲票

や村

謝而

ざ

糖褄

o

、

安塚地域福祉センターをよろしく
4月から東頸城社会福祉事務所は、安塚地域福祉センター

撫1
騰ウ
のう

と改称されました。

どうぞよろしくお願いします。 費2−361王

松之幽温泉まつ9

曳

＠

嚇zxめ塚汚ギ
なぐノ

盛蒙錘こ得わ鷲豪濁の聡家旗そろっ蒸お欝が観く慧寒鴇。

○）、、、、、

＠套 場

、7 シ婁

ノノ

松建霞潟祭街及び駐箪場

レじ

＠賛 程 5月焉鎌鋤
O集後2磯〜 管領塚僕養・松璽漆鼓笛隊パレ｝ド

紗

t

多

観発松叢幽の一大疑ベントとし認驚鞍じ旋松違幽温寂豪つ吟が、今集も

︑︸﹂

褻難ジ

o奮後2聴3砂発〜・松璽保羅爾園髭維晃蕎列

O集後3鱒隔 松趨幽蜷ブ鷺菱魏鷺繍部演奏・出菜衛
○釜後魏讃）

子僕みこ￠・温蒙張鼓行進

○察後7時30分〜 調講帯の子僕柔鼓￡艶翼会」

ぺ〃1

o蕪後8聴鋤発邸灘驚火大会く雨張順麺）

嬢

※ヲ藁震など1庭塞勢、蒔間力㌻若帯変更されることがあります。

1奪声享塁（1

ジンギスカンまつり
新緑がまぶしい大厳寺高原でジンギスカンが食べ放題！

︑ ︸▼

のノ

3

戸

カラオケ大会・紬選会もありますので、ぜひ参加してください。

ち

⑦

董

＠会

場

大厳寺蕩原（希望館〉

＠β

時

5慰6呂〈鼠〉午灘0蒔〜

＠参力麟小学生i，000円中学隻以上1，4GG円

、

＠串し込み先 松之山驚観光協会（費6−3磁il

W
︸

㎜

ーキャサリーンさんの随筆コーナー﹂

待ちに待った春

このわずか一粒の種から︑何舳

︸

⁝いると︑今まで覆われていた霧

︷ 車で松之山の町を滝ウ回って

積何千という種に殖える自然の
神秘性に驚く︒
一
い

一が溶け地画が顔を出し︑さまざ

︸

噛

窃然の馨簿る人響︑鷹

精を出す︒

｝

今まで何度も通っていた道の
になると朝早くから燭仕事にと︑皿

い

︑まな真新しい嵐景に出舎う︒

︸

また︑平地で車の駐箏場かな

㎜

より多くの収穫を求めて仕事に皿
内

一規であったことに気づいた︒

一

︸傍らで覆われていた雪が溶け︑

︸と思っていたところが環んぼで

㎜

私達は一月中旬にこちらに来

るのは私岬人ではないと思う︒

ザ
春は松之山にとって︑長い冬押
飼
を耐えてきただけに︑ひときわ︵
い
心躍る思いがする︒
︸
ゆ
道ばたで見かける讐の下から一
ザ
咲き出した一輪の花に︑感動す︸

ザ

あったことに餓づいた︒

︸たので︑雲解けによって見る松
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︸之山は鐸か弛の町に来たかのよ

冬のシーズンも終り︑ふとん

︑

ノ雌︑

︑○

﹀︑魯り

詫

㌔吻

，

写に思える︒

一

が

中や洗濯物が気持ち良く臼光を浴

wびながら巻風にゆられている︒

人々は春の欄櫨えにそなえて

春の季簾は眠っていた生命が

㎜匿しそうだ︒

︸

一再び躍動し始める季節です︒

㎜ 〜粒の種が芽を出し根をはり

いし︑花が咲き実を結ぶ︒

一ながら︑やがて茎が伸び葉を出

〜

その実の中には多くの種が播
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編集後記︸

．コ⁝ルデンウィーク渤半は爾㎜

Uたた説︑難しε蕎業

や
．を取りやめた寿もお鰯れるレ鷺
い
㎜
ハ

さて︑運れていた農作業も本㎜

・います︒

い

蕃を響︑霧き感樒釜墜

㎜豪した︒

・の幸も欝りたいぽど忙しくなり㎜

また︑山菜採りで山に入る機㎜

㎜

皿

サ

佐藤㎜

︵三六︶

女／︸︑八⁝ハニニ七︶

男／⁝︑七八六二難︶

総人環／三︑六縢八登 ︑﹀

薫月一総の人鶯

．⁝⁝ー⁝ー⁝⁝ー⁝⁝L

㎜てくなεひ

解簸騨︶︑事故を起さ麓よう︑︸
㎜牽た遇わないよう十分黛をつ鯵㎜

浅慧一秒ケガ⁝焦という諺を㎜

■超えてし豪いました︑

㎜年より㎜か懲も畢く一〇〇人を︸

県内の交通霧故菟亡饗は︑沸鳳

万さいウ

皿てによる出火事には濡憲して／︑㎜

い

ザ
献撫︵役場﹀

中掌校入界式

不響翻竣工式

日〜ε月雄賛の予定

滴防懸分懸長等会譲

人形倒縷ぱぺっと公演

鍵生委轟協議會

老人クラプ会蔑漁議

農業蚕愚会総金

集落総代会

カントリ⁝スキ養大会

第7回松嵐山温泉クロス

皿会が多くなり窪すが︑
㎜
い
㎜での転落事鹸︑タパ澱の投げ捨︸

購内⁝小磁子校入愚子式

不港閣オープン

▼4月のできごと
玉
5
6
15
王．8

▼5擢

松之山温衆まつり

︸︑︸ヒ○

㎜︵ ﹀内は脳月一漏との比較

︸広報まつのや濠五月写

㎜平成鷺年鴛肩十欝発行

一
皿
㎜

㎜
一
窪．箋去滋︑．︑喝㎜

㎜発行／紙潟県松之山購

㎜
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皿
皿 FAX窯︑︑舞−六− 戴慧
︸

論集／総驚諜

㎜
㎜
皿
｝
㎜■
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わたなべあいさん
5・4・23
黒倉（中村〉

クリーン大作戦

ジンギスカンまつり

︵大厳寺嵩漂︶

親子鱒然体験教室

サハビリ教窯ハム岡︶

婦人バレーポール大会

野ー簗会︷湯本禰嫁館︶

探鳥会︿美人林周辺︶

リハビリ教蜜︵すこやか﹀

︵夜間・H服も禽︶

町跳バレ⁝ポール大く器

㎜
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㎝
■
■甲・
■一
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願
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皿㎜
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5・4・4
天水越（与醗）

おねえちゃんとあそんでいると二ろ
上根）
（東山
曳山 誠一さん 68歳

lO⑩1

〉．躍
蕪舞

輔

世帯数／

軸

サ

㎜

皿

噌

5・尋・29
東綴（新任）

5・4・5
天承越（照之屋〉

紹1ヨ環鼠1繍

欝鼎績5総照繊灘ll馨蓑・1
欝

礒

葺l i・鷺

5・3・29
松之霞（わくい〉

29 28 27 26 20
！6 王5 董、3 ▼ 3（｝

2623
i三1 揖

1083029

りす組
93歳
マンさん
蕩橋

縫藤llE徳・恵子さんの長女
坤香ちゃん

うちのひととゆきほりをしているところ
新屋〉
〈猪之名

（態年朋／
おめ罎た《灘》

＼

搾
＼

麟
…1
i

i

一
1一一洲

ミ

ユ

べいいハ

コい

け

湯

1濫泉センターi翠の

ソ1

いしづかたかしくん
》す組

沙羅ちゃん 涌井信栄・輿子さんの三女

※4鍔1総から30総までの屈出分です。
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