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若い衆に思いっきり投げられた柳幸司さん（湯本の婿投げ〉
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奮名な﹁婿投げ・数ミぬ導﹂が

小肥羅の奇祭として糞麗約に

村健一︵中村蓬︶さんと柳璽司

分ごろ薬師堂の薦で行われ︑中

湯取の婿擾げは午後三時皿↑

きたころ濾氷組瓜蓬の﹁スミぬ

火がつけられ︑火納が鍔まって

村・柳爾舟妻によって際の神に

婿投げの大役を無纂務めた申

欝聾蒲の脊祭婿投げ・スミぬり
⁝摺十五麟︑天水越と湯本で行

り網始採の合図がありました︒
鴫が聞こえ︑観光客る

備のお

闘嬌と岡鋳にあち．協ちから悲

子さんが心配そろみ見つめ︑急

薬師︑︑．の下では祐罵乎さんと隆

きり投げ〆れました︑

ハ柳毒︶聾ら︸んが糖い衆に思いっ

炎水越の婿投げは軒後一時︑

われました︑

．rわれ︑昨無アメリカ

帰圏した津畑⁝男さんが露

か

れました︒

まわりさんも次々にスミを塗ら

した凸
ませんで

十分か

さんをやさしくいたわってい家

斜彌ん転がり落ちヂ︑きただんな

豪た︑逃げまわる纏柑・柳爾

の斜藤に投げられました臼
キャサリー︑．−さんは︑転が斡・

夫妻は集中的にスミを塗られ︑

した︒

矯投げの後は会嶽を上湯寄り

︑の鞭 葺を払お

橿を是けていました噸

顔を轟っ黒にしながら乎鷲い祝

っていましたが︑授

の爾台に移し︑塞の神とスミぬ

うと下で緯

りが縫ダやかに行われました．

落ちてく る ⁝ 窮 舷

げ方が弱かったのか一粥さん重

臨旨臨『謹轟鳶鶴

途中で蹴家ってしまいました漁

スミを塗られて嚢1ぶ子供たち

瓢婚さんもお互いの顔にスミを塗りました

塞の神の火入れを行う中村・柳岡夫i妻

雪でしめった塞の神はなかなか燃え上がり

灘

手薦い祝福を受けた中村健一・祐峯夫妻、
柳幸覇・隆子夫嚢く左から）
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所得税の確定申告

2月16目〜3月15目

▽確定申告をしなけれ
ばならない入

2月16β（水）〜25叡金）

隼繭9時一午後4時まで

おいでください。

＠住属税（町県民税〉の串告相談と受理

3月1β（火〉〜11β（金）

※例年どおり各地鼠・集落毎に行います。

要横簿であるので︑これを納税

係で行います︒

ら二十煮臓で︑役場二階の税務

録事項の疋確牲を確める調度で

今まで皆さんから串繕してい

ただいた土地慌ついては現況確

認を終えましたが︑来年度以降

する予定です︒

も現況を確認し環溌課税を実施

あなたの所祷地で︑登記地目

します︒

串告は三月来日までにお願い

で請求してください︒

なお︑申告書は役場税務係ま

ください︒

地に限らず全地目︶を串繕して

餐に見てもらう事によって︑登

今年の縦覧期間は闘月六揖か

す︒

頚税務署または役場からの案内遜知により

また︑確定購魯をしなくても
よい人でも︑これらの総収入金

える場合は︑総収入金額報魯書

額の禽計額が三︑○○○万円を超

を提出しなければなりません︒

▽申吉すると税金が還
付される場合
場禽

○住宅を貸ーンなどで取得した

○多額の鷹療費を支払った場禽
○災警や盗難にあった場禽
○年の中途で退職し︑再就職し

ていない場禽
○出稼ぎ先などで所得税を納め

くわしいことは

た場禽

役場2隣

嗣定資産課税台帳は︑圃定資

◎所得税の確定申告と還付車省

産の課税にあたって基本的な重

β程は後βお知らせします。

○事業や不動産収入・隼金収入

などがある人で︑平成五年中
の所懲金額が︑各種勝轡控除
の倉欝額を超えるとき
○給与の年収が︸︑五〇〇万円を

趨える人

○給与や退職斯得以外に二〇万

P』』棚輔胤轍猟覚侵麗P．1『

会場

円を超える所得がある場合
○給与を二か所以上からもらっ

ている人

▽収支内訳書と総収入
金額報告書
事薬斯爆や不動産所得︑山林

鷹〇二五五⁝︸讐了晒⁝七岬

費六i一二一三︸

たは二七番にお尋ねください︒

内一線二六ま

高照税務署︵上越市藤城町三﹀

鑛霧3澱護3欝馨麟騨＄潟鐙謹欝襲

松之山町役場税務係

漸得のある人で︑確定申儀書を

，；d・、、．〜鯉鋤鵜練囎謄本櫛榔・賦卿課繍魂鰯麟む・鰐ノか蝋

提出する人は︑収支内訳書を添

確瀧辮難

納税相談のβ程

と現溌が異なっている土地︵農

3

付しなければなりません︒

奪階と納棚翻糞く．騨繍．

明るい未来の 必要晶一一
一一税金は

税を学んで

することができなくなるかもし

三年A組村山公入
将来︑僕続は禰鮭鯛係の仕纂
税金がなくなったら︑きれい

れないのです貸

そんな中︑この騰に特甥養護
な僕の購もどんな風になってし

に就くという夢があります︒

港人ホ⁝ムが建設されました︒

1①ooF

私達のための税金

草村智子

がどれだけ大切か分かると︑私

三年B組

は自分の無知さを改めて実感し

この事を無り︑税金というの

火事が趨きても消防車がこな

た︒

い︑急病人が出ても救急壌がこ

私は︑この公鋭で税金につい
い何に使われているのかほとん

て勉強するまで︑税金はいった

恥ずかしくなりました．

だなと思うと︑税金がなくては

なに楽しく学校生酒が送れるの

使われていて︑そのため︑こん

にも一人当り相当な額の税金が

それに︑私達学畿・生徒など

ない︑道絡に穴があいても補修

救急毒がこなければ入は助か

ませんでしたの

私はこれを読んだ時信じられ

げてありました︒

されないなど︑ 穴つの㎜項目があ

ど知りませんでした︒

れる方にはすごく敏感で︑何で

その反対に︑溝費税などとら

やはり︑税とは僕たちが駿か

消費税なんてとるんだろうと︑

まうでしょうか︒

家の数も少ない小さな町に︑大

で楽しい盤活を送っていくため

地域によっては︑店の数︑鋭
きな養誰施設ができたのですか

税金というものをとても嫌って

ならないものだという事がよく

に︑なくてはならない大切なも

らないかもしれないし︑消防薫

ら︑郷幾だけでなく勉の市町村

けれど︑税金の勉強が娘家り︑

いました．

分かりました︒

せんが︑私たちの親やその催の

ですから︑このよりよい佐活

がこなければ大火事になってし

のなのです．

先撫がくださった資甲料を一ぺー

普段︑電詣〜塞で助けてくれ

私達はまだ税金を納めていま

のバランスを崩さないためにも︑

べき嚢が灘いてありました︒

ジめくってみると︑とても驚く

からも濡目されています︒

この施設も︑税金によって建
てられたということを後で知り

みんなで税金を納めて︑ヒ墾に

のために納税をしているのだと

大人たちは︑私たちを禽む懸本

サ ゆ
家ムレまづ

使っていかなければならないと

るのがあたり麟の事なのに︑そ

それまでは︑税といっても消

その見出しには︑ ﹁もし税金

れがもし来てくれなかっ．たら︑

ました．︑

がなくなったら私と灘いてあり︑

と恐ろしくなりました︒

﹁なんで三％なんて半輪で画倒

近い樗来︑縫たちが成人し働

した︑漏倒だ輪などという考え

これからは︑ ﹁取られて擬を

る廉の中を作っていきましよう︒

れる駈やそのための資金がなか

もし︑地すべりを防疵してく

ないということを婁威鋤しました︒

と大切に有効に使わないといけ

めに酒躍している税金を︑もっ

また︑住みよい縫会を作るた

響えます︒

そのために︑まず醐畏である

いくつかの棚があげてありまし

費税くらいしか知 なかったし︑

僕たちが税を理解し︑認識しヂ︑

いているころ︑嵩齢化祇会につ

ったら︑松之山は大変な事にな

ました︒

な大人への第一歩という気がし

思うと︑税金を納めるのも立派

オ箏をするんだろつ﹂などと︑

いなければいけません︒

また︑私の焦んでいる松之山

いやなイメ⁝ジしか持っていま

いての問題が今よりも深灘にな

﹁自分から納めて住

は地すべり地帯です︒

しかし︑税がなくなれば養讐

を捨てて︑

せんでした︒

施設をはじめ︑消防簸︑救急肇

って︑鍵間の澁目をあびている

そして︑私たちはこの大切な

を維持することができなくなっ

濠た︑私達の掌校の体育館の

ってしまいます︒

の心の余裕を持たなければなら

税金を︑快く納められるぐらい

みよい町づくりをする篇という

屡根の補修や︑コンピューター

でしょう︒

寵なども税金でつくられている

意識を持ちましょう．

自分や回りの入︑この町にと

ことを勲りました︒

そのため瓢︑お罫寄りのため︑

いつかは霞分のためになる鍾会

ために︒

っても大切な税金をなくさない

つたことが起ります．

それ紅︑僕たち掌猛にとつて

だけでなく園夢の人が満足でき

保障綱度をきちんとして︑麟分

たりと︑考え・れないよフな繍

一番係わり深いといえる隼㎜闘教

ないと思いましたゆ

鷺費の補助も出なくなり︑勉強

4

提串してください︒

手蟻は︑必ず就職先の褻業癒に

．

轍
また︑三月・賎月は就職や退 噛
職︑転勤など︑異動の多い蒔期

異動によって園罠年金の撫入■

です︒

の種別が変わったり︑住所を変︑

1著いうちに船入ずるほど、割召1藻険料の籾馬期闘が喪くなり蒙ず。

35歳未満の力韓入矯闘は、約3割引の保険料（特建保険料）となり濠す・

途中で攣蕊鵠議もらえます

●農業者無盆の無金額は、保険織納慰月数鷺膨倒し

は多くなり翫す。

た額となり濠すので、麓入期駕が疫いぼど葎金額

購難

学生の皆さん！就職したら種別変更届を
騨跳年金は︑不薦の事故やお
隼寄りになったとき紀備えて︑

二十歳から穴十歳までのすべて
の方が舶入する年金翻度です︑

二十歳以上の掌生の皆さんも︑

更したときも魍罠年金の手続き

全舜が國罠難金に艇入するア︸と

になっており︑その種剛は第一

夢続きを忘れていると︑将来

が必要です︒

不判になることがありますので︑艸

そして︑卒業後会社などに就

穆被保険蕎となります︒

入すると︑第二畢被保険薯紅変

へρ3

︵嚇

よう盗しましょう︒

速やかに帯町村役場紀麟け繊る

職して摩盤年金や共済維合に加

わります︒

この際︑翻跳奪金の種釧変．更
の屈け出が必要です︒

住艮票のある市町村役場で︑
年金手鰻と繍鑑を持参のうえ︑
第一弩被保険煮から第甲欝写被保

︒戸2

．ノ

1

ヨ

職峰慶鵬3％、職5簸麟β％〉の樋よ鳳無

濃畿観畿編途飛謝豊萎凝額

飯った構呂
＠ 保験類、痒5i盆額とも驚箪2％（ただし準成3無屡は34％

、
いったん農鋒iに茄入したあと会被勤めをしても、盆社勤務のi

注：⑦ 昭鵜娼葎臓生蔀れの欝の場愈
馨 傑険親は、50鋤になる球で納憾
③ 無金額は、カロ算鑓経営移醸葎金を65轍から8G轍麟で婁け

35鱒唖論く膨す
蜷額瞬騨懸轟ります

でき濠す。㌧

灘4％の所鱒上舞篭蔚捷にし詑誠算

さい︒

』1や

険煮への変．憂手続きをしてくだ

大切な手続きですから︑忘れ
ないようにしましょう︒

なお︑母金手脹は一人江︸冊
で︑︸盆を通じて使絹するもの

摩鋸年金や薬済組禽に撫入す

です︒

ので︑在学中紅受けとった年金

5

る手続きは︑事業烹が行います

）
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1月の
フオト

ニュース

IO寸F

相沢伸夫︵二段・松之山︶

二位 石塚拳慮︵三段・湯之島︶

一位

▼Aブロック︵萄段者︶

三位

二位 久保田光栄︵〃・天水酷︶

一位南雲購夫︵一級・爵之醗︶

▼8ブPック︵㎜〜三級︶

三位

・松之慮︶

ので︑段級差があっても互角の

︵四級以下︶

小野塚秀一︵〃

・東川︶
三位 一禺橋誠漁︵八級・天水鶴V

二位

︸位 小野塚耕三︵四級・上蝦池︶

ック

田辺雅志︵〃

対燭が多く晃られ︑上位餐を次

▼Cブ

成績は次のとおりです︒

松里場所の東方三役揃い踏み

畳食時問も交寸局が続きました
た方は次の皆さんです︒

九︑

伊勢緯屡︶

点

醗内の各場斯で横綱になられ
所は︑カド番大関の欝︑ノ花が十

▼松璽場斯

九三点

顧勝︸敗の好成績で優勝を鱗り

︵天水灘

傍勢海袈裟次

滝見馨

宰叢丸精㎜

栗横綱
強い横綱が誕生しました︒

松墨場所の大納会にはほとん

瀟横綱

中立山義徳

九七点

︿申立山 藤麗﹀

▼布川場駈

九一点

莇騰︶

紙醗︶

憲の花欝美子

︵下鰻濾

東横綱健譲由進九二点

繭横綱

︵東川

▼湯ぬ場筋

どの力士が拳加し︑成績によっ

▼水梨場衝

︵湯山

秘歌早三九子 八九点

て差のつけられた料理や待遇観

横

︵上蝦池下︶

綱 無名山政蔵 九三点

▼上鍛池場所

綱

横

窪韻︶

九八点

隠屠︶

横綱ぽた〜薯ミチ子
▼浦朗場漸

九黒点︵水梨

土俵入り︑不本意な成績に終っ

︵h滋出

窪田山養膿

東横綱
手や獅援が送 れました︒

た出雛力士披露では︑盛大な柏

また︑黒役揃い踏みや横綱の

勝負の厳しさを感じていました︒

繭横綱

ましたが︑溝内の各場所でも力

圏技館で行われた大相撲初場

2盛り上がつた大相撲松之山場所

昼食時閥も対周が続きました︒

また︑参撫者が多かったので

次に破る人もいました︒

一段級藻鷺つき︸目置かれる

田辺啓治︵餌段・松之山︶

鳥ブ ックに分かれて熱戦を展

碁大会が闘催され︑段級ごとに

好蕎の交流と親騰を図る新春囲

一月二十三9︑町内の髄碁愛

熱戦の新春囲碁大会

4
闘しました︒

㎜

6

ア＼／デルセンづくりは︑広告

りが行われ濠した．

峯の穣沈紐のように編んで巣物

の紙を丸めて綱畏い棒を作り︑
ど︑滲加餐の欝︑冤オ尊重した濡

いこいの場は︒．︸月まで続き濠

籠などを作るものです．

浦磁地縫では︑ぺ⁝バー7ラ

動が行われています︒

3楽しいいこいの場
〜月から町内九か所で﹁いこ
いの場篇が始まり︑睾貌バック
細工やヒ黒焼きなどの創作濡勤︑

すので寿δん拳加してください︒

一月十闘鐵艇︑湯山と小谷で
蓬追いが行われました︑

始豪り︑ナ供たちは二繊

湯山の鳥追いは野後バ博．．︸十

分か

に甥れて全戸をまわりました．
．乎供たちは玄関まで︑・︑ると論八

きな伽︑で鳥憾︸い歌をうたい︑家

の人からたくさんの曲菓罫をも

簸後の︸軒が終ると公会堂に

らっていました︒

腰り︑もらったお︑鰻チをうれし

なお︑小猟得は駿．蒙の年取り

そうに分けていました︒

といわれ︑鶏一追い︑成塞責め︑

モグラ追いなど騰畑︑関係した
︑仔褻が多くありました︒

ンやレバーを確認しながら爽際
豪た︑二弩牽二鷺には無火災

載水を上げてい︑φした︒

一︑○○○鷺を達成します︒

無火災記録がこのま塞続くよ

翼新された第1機動隊の消防車
この消防車が出動しないよう無火災記録が

ノ醒づくりとアンデルセンづく

繰作方法の説明を受けた機働

なりました︑

てください︒

う︑火の取扱いには十分濫︑鋤し

なります

ノクソノエ︸ン望ノ幽幹鑑︾本蟻肱送

4伝統行事の鳥追い
罵追いの伝統を受け継ぐ湯虫の攣供たち
万円瞥︑︑ポンプの操作も簡単に

5機動隊の消防車更新
一月駈九繕︑町消防餓の第︸

蔓新されました磁

、，欝
鉾蟹

隊興の皆さんは︑︸つ一つボタ

7

機動隊の滴防車が牽七導ぶりに
蒋窺の購入纐格は⁝︑︸一

続くと良いですね

鞍

ペーパーフラワーづくりは指先きの運勤にも

集落探訪
晒圃障嬰陶泌
越道絹上流域．．黒置し︑古く
か ら湯治場 と し て 織 ・ ︐ れ て い た ︒

地名は温泉の源︵本︶に磁来し
ている︒

湯本の温泉は幽北輯聴代甘発

︑い

lF寸F

豪た︑文政十一

八二九︶

年焼失ー︑岡年九鍔醇鷺されヅ︑
いる︑

隣︑月光菩薩︶の創

ーーf︵仏簿・薬師瑠璃光妬
来︑矯光

して薬師媚衷を︷仰してきたこ

：黛鍔も不明だが︑温衆守護と

投げ・スミぬりは︑越後の欝祭

ロ

水池︑蕪造子安観蹴像がある．

境内には︑湯水簡例水道の醗

てン㌧る

年焼失し︑製．．卜︑箏再建され

また︑明治二十鶯黛八九二︶

中撹

とから︑識訪神筏と同︑

水遵が

の創 ︐点と思われる︒

としてム黒闘的に知られている︒

〜ーー⁝ー⁝ーーー⁝髪

驚翻翻割刎加慰﹂
糟ーー⁝

昭秘三十年代に入り筒獲経済
成長期を迎えると︑電瓢洗灌機
等が各家庭絆並及し︑大︑ずの水
を綾うよう瓢なった．︑

そのため︑従来のよ・つな井︑轡

火と入込僚の増撫が契機となり︑

の簡

㎜

ー⁝ー消講濯

︸

．と思われる︒

サ

︸松之滋湯本郵便㎜
⁝局と通話業務 ︸

明治七︵∵八ヒ熊︶甲十瓢埼︑

ヨききまもきききミヂきミきもぎきうチもきぎきききぎぎききモも

嘉沢墨次郎宅に郵鍵取扱漸が麗
粋猷︾︑梅れた︒

明治十七年八場︑．趨儒網整備

浦繊欝

︵現松之由︶へ移転し︑翻

の関係か感．湯孝鄭鱒繍

郵便局となった．

潟本騰律

話が脊養．蒲奨誘が

その後︑職話の癩入蕎が増撫

開餓趣れた︒

し︑昭報九年八月から︑は電話交

紹恕不年岱．入ると︑︑講

幾藁務を取扱うようになった︒

湯本騰の

換黛務は昭穂︑︑一十二

交換奪篶の乱 ．局簾中が行われ︑

年十一月廃窺された．

村遜厩健康保険濃鴬の松之山診

昭憩二十七年十出月︑松之山

︐淵鵜聞粥謝翻醜

一桐傭概レ郵硬獄の増加にと魁︑ない

療所ハ湯添ξ聾シ療所︶が︑現

明治︑．︑新汽年．縫︑濾泉客の

メ配︑ハ一九⁝腿︶年十絹︑

療漸が松之由

︑鋤︷囎

療所となり︑

︑︑︑年︑月．滞威したQ

統禽した新松之由今療断が平成

このため︑聴内の闘診療断を

鴬慮でミなくなってきた︑

化している町内の診療設備では

の進歩と濁穫化は著しく︑彰朽

昭稲烈卜葬代以隠︑鷹療技術

診療紙となるものだ︐た．

湯ポの松之由診療所が湯添患張

蔑

この名称変更は︑松之山の中

れた︑

雑照穆贈療紙の呂称変蔓が行わ

診療膏が欝建落嘆し︑

大地すべりで被垂慶受けた中央

鍵翻鰯十黒範十︸鍔︑松之山

された⇔

寝乃舳雛ゼンター敷地内に闇設

松〜由渇水郵硬燭据溝翻勝した︒

上湯にある諏訪神社
理在の社殿は文政12（1829）葎9月に再建されている

見されたと伝えられ︑鰯ついた
一羽の縢が襯鱗巣遜榊羽夕．休め

醐︹からも好まし・・︑ないこともあ

による水璽ではまかないきれぬ

湯治場としての建展は江獅跨

り︑水道の必要性が講ゆ︑られ始

たことから叫︑麗の湯篇といわれ

酬して

ことが畠・くあ．ったり︑衛生．葎礫

代になってからで︑薬湯レ

めてきた．

るようになつたり

全翻灘艮欝付一の上位に嶺を連ね

岡

湯本では︑登秘．一牽九驚の大

湯本は上湯

一環として町内翅

ていた︒

とし︑湯治場の発展につれヅ︑湯

を本村

宿が櫓えてくると︑湯治場をド

建駅された．

十灘年に新町村建設牽醐﹀

湯︵下湯本︶と︑呼．︾レ赤うになっ

薬騨堂

懲ー⁝︑⁝⁝；ーー⁝⁝
㎜
諏訪神粒と

㎜

灘訪神ほ譲締・建郷名方鐙︶

F⁝ーーーiーー⁝ーーー⁝ーーーーーーー篇

数八郷︑約二〇〇年後の明治元

ことから中世の醐

紀後聯の省文盤︐に集落名がある

の創 壕月は箏明だが︑卜闘鷺

舞年︸穆十汽績に行われる婿

余︑．轡数バ獺︑戸となッている︑

︵一八六八︶年の栂．購は闘○揖

紅よる緯圃は一六石︑︑斗余︑廼

天秘．︵．六八二︶年の検地．

丈
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松墨地感の懸療を撮ってきた

湯茶串張診療所は︑潟泉センタ

隼七潟廃止された︒

ーと露師住竃建設のため平成二

婿投げは︑江戸時代か・天水

越に伝わる小疋月行事で︑近隼

れかれとなく互いの顔にスミを
塗りつけてまわる︒

無病息災と家業の繁栄を祈る
素朴な行事だが︑この奇習がい

湯本の温象街は︑大董二年と

︐れたかは不明である︒

つ︑どのような形で湯添に伝え

昭秘二十九年の二瀬大火に襲わ

陣ぷい

わ れ て いたが︑いまは十五騰の

近隣の集落からもポンプが集

動だった︒

で︑もっばら入力に頼る濾火活

当聴の消火雛舞は腕縄ポンプ

した︒

共闘浴場周辺の家麗五軒が全焼

大班二年十一月六欝早朝︑織

れている︒

までは藪入りの翌十七籏朝に行

午後︑天水越公金鴬の近くで行

湯本の婿投げは天水越から伝

われている︒

えられたといわれ︑スミぬワと

ともに全圏的に短られる観光行
事とな っ た ．

湯本では十五欝の午後︑着い
衆が蔚年結婚した婿を繕箪に乗

まり︑必死の溝火活動が続いて

った︒

被災暫は松之驚温泉箏業脇同
組倉を設立し︑柑の援助を受け
て全力で復興に灘った︒

また︑長年の懸案だった衆源
地と温泉の権利を村禽とするた
め︑所鞍蕎の赤羽茂一郎氏と何
餓か交渉が行われた︒

このため︑温撮街を見下ろす

筒奮に火伏せの秋葉神縫が肥辞
れたものと思われる︑

昭憩十三鰯一月︑松之出温泉

一畢井の掘灘が始まった︒

掘蘭以蒲は︐禰閥から湧き出る

せ︑温東街のはずれにある薬麟

赤羽氏は潟東の復興に役立つ

いた午蔚闘時ごろ︑．講鳴をとも

温衆を使胴していたが︑湯量が

堂までつれて行き︑婿を豪懐ば

のであればと泉源地の譲渡に塔

少ないため金蕨館への供給は不
昭瓢二十九年八月十九臓早朝︑

じ︑繕憩二十九年十二月︑村は

多少麓っぽい祝禰だが︑元来

可能だった︒
みロすへ

一︸四万門で集源地を購入した︒

掘酬は順調に進み︑同甲八獺

き上げた．

つおむ

秋葉神社︵祭神の迦興葵智命

上旬温泉が二〇搬の．㈹さまで瞳

当濤は台風の影響でフェーン

旅館では浴驚の新設が進めら

く

縢共岡浴場周辺の家麗十一軒が

は火伏せの神︶の創立年月は不

説には略奪結婚の名残りで︑よ

懸に創立されていたと思われる︒

明だが︑大正二葬の温泉大火以
象が続いてお旭り︑ 風速難︑ 六

一規

そ者に餐の娘をとられたという

mの風にあおられた火はたちま

驚者の腹いせがこの行事として

ち燃え広がった．

天で水量がなく︑家騰二鰐を破

水利となる湯本絹は連黛の炎

がる危険性が出てきた心

火災が発盤すると大惨箏につな

谷内に宿麗が増燃し︑ひとたび

り︑岡年九月一繍約九〇℃の温

平成三年幽月︑簸朽化してい

東が懲穰してきた︒

た共岡浴場にかわり︑類湯本出

の湯﹂がオープンした︒

張診療所跡に温穣センター﹁魔

文政元︵⁝八〜八︶俸の温泉

衆源近く紅あった目分の店を建

騒動は︑湯憲の蕪簾九郎兵衛が

代宮勝は近郷の蕎力轡を仲裁

て薩したこと臓よる︑

人に指名し︑翌年には憩解が成

畷濾六︵一八七三︶年の温泉

立した．

源地の所蕎権争いである︒

騒動は︑地券交付紅ともなう泉

泉源地の翻衡化はまぬがれた

に褒ろうとしなかった︒

ものの︑もつれた糸は容易に元

明治七年十月から岡九年十二

月まで︑被密・原魯澗鷺とも借

東窟上等裁判勝の判決は︑代

財を璽ねて裁判を続行した︒

代繊瀞役を納めてきた村慮恭造

しかし︑この裁判が残した傷

の所脊権を認めるものだった︒

不動滝下にある二穆井の楓削

羽茂一郎氏に断脊権が移った︒

移り︑大薙八年には松本衛の赤

れた土地建物は次々に田辺家に

はあまり鱒も大き／＼砥当に入

は昭稲三十九年八月上働紅始ま

が全旅館に入った︑

れ︑岡年十一趨紅は待望の温東

か

この行事は嫁を追い出すことを

全半焼した︒

なう大雨が降り出し鎮火した︒

不動滝

禁じた行箏ともいわれ︑また一

雪の斜面に段げ下ろす︒

地すべり災審復渇工事によりできた
江戸蒋代中期になると狭い嫉

残ったものだともいわれている︒

壊して麺焼を防ぐのが精︸杯だ

スミぬりは︑塞の神の灰と霧
﹁おめでとうしと欝いながらだ

を混ぜ合わせてスミをつくり︑

9

、．灘騨購灘離欝雛灘一

⁝月二十鷺類午後︑おふくろ

1創寸F

や特産繍の販売を通して都会と

綴禽轟へ還元して三割は地区の

地元から購入し︑利益の七割は

また︑料理の材料や溝耗酪は

交流しています轍

この集会は︑爾瞬村の交流事

集会が行われました︒

館で松之山町・大篇村広域交流

難の実態や目的を理解するため

﹁門出ふるさと村組禽

りくりなどで︑今後の謙題とし

の共存共栄︑忙繁期の人黄のや

問題点としては︑勉の施設と

箏業に使っているそうです︒

に迎え︑

村組合長の矢代保治さんを講踊

︸人一人が憲役という参加意識

ては︑抱の観光地の翼似をせず︑

今醸は高柳町の門出ふるさと

かどいザヤ

定期的に開催されています︒

の活動と地域活牲化﹂について

動を続けていくことだそうです︒

を持ち︑自分達のカに応じた活

講演していただきました︒

門出ふるさと村綴禽は︑バラ

戦と力説しました．

最後に︑村おこしは論より実

バラの活動をしていた各種グル
ープを一つにまとめたもので︑

かやぶきの璽の憲泊施設の運営

ッスンが受けられると好評なフ

一回分の受講料で︑灘回のレ

蒸灘簿教窒

瀦灘難繊肇

文化財防火ヂーの一月二牽六

とクラシカル十五㎞︑竹内さん

績︑分遣断の皆さんが疋法寺で

ァミリースキー教室が︑

▼寓橋佳男くん︵天水島・由繊︶

リ⁝十㎞です︒

放水誠練を行いました︒

がリレーとクラシカル五㎞︑フ

は︑二月二βから照照まで輯黍

▼小野塚学くん︿天水鶏・親家﹀

十王像のほかに黒観膏像や子安

籏法毒には︑騎指箆文化財の

れた保薄園児など十六名が参繍

賜粥催され︑お母さんにつれら

六田・二十三日◎三十撮の三獄

一月十

県の安代で調催された︑第三十

▼小野塚釈生惑ん︵ 〃

進さん︵湯由・藤屡︶

﹀
︸圓全麟中学校スキ⁝大会の男

▼渡辺

から十繍まで群馬漿の片舐で購

れる︑第脳十九圃園艮体膏大会

八日まで窟城県の鳴子で開爆さ

世の人々に伝えていくためにも︑

級巻はぜひ参加してください︒

を瀾催しますので︑初心者や初

来年もファミリースキ達教蜜
催されたインタ⁝ハイに出場し

火の冗には十分漉意し︑文化財

出場種膿は村山くんがリレー

ました︒

冬季大会の大回転に患場します︒

から丁蜜姦指遜を受けました︒

れた参湘嵩は︑スキー掌校講麟

レベルに合わせて三班に分か

しました︒

膏像が安綴されています︒

掌くん︑中央大掌三年の小野塚

れています︒

のとても燃えやすい材質で作

安嵩松之山分校三年の小野塚
▼竹内雅子さん︵難田・どろの木︶

渡辺さんは︑二月十五厳から十

和生さん︑高懸養護学校教諭の

夷くん︵湯本・大阪屡︶

松代高校黒無の村由くんと圃

▼村山

子十㎞の部に患場しました︑

松之山中学校二年の高橋くん

矢代さんの話しを熱心に聞く参加者
を守り続けましょう︒

長隼嘗られてきた文化財を後

校二年の竹内さんは︑二月六β

文化財の多くは︑木や紙など

観・

O

教脅長さんは今までのいきさ

松之山町連合婦人会の現状について
饅瞬から︑婦人余活動にご協
つを瑠解しており︑

各集落で譜し瓜

︶ていただきま

安全不確認や屠職り運転︒

糞通事故馨撰嬢懸う

単成五年の交逓事故発生状況

お互いに事故を趨さないよう︑

酬人一人が交通ルールを守り

松之山購は人身事故件数が落

また遇わないよう十分氣をつけ

がまとまりました︒

干減少したものの︑負傷者数は

てください︒

不名誉な伸び率を記録し豪した︒

敏し︑郡内ではワ峯スト一位の

物損事故件数は二倍近くも増

莇年と同じ十二人でした．

し倉いの結墨を尊璽しながら今

二月には役貴金を開催し︑語

した︒

後の方陶を決めたいと思います︒

﹁これから

の盈涯掌習の瀬からも︑侮か呼
と脳るので︑姦集落に一人づつ

びかけをするにも連絡愚ハがない

は人身事故が︸件︑物損事故が

昨庫一月は人身・物撰事故と

繭件にも達しました︒
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速禽婦入会も年を追うごと続

モチ米︸握り・タオル一本運

ぶりがわかると思います︒

も皆無だったので︑今年の激増

事故原霞のほとんどはスリッ

十2
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力をいただき心からお礼購し上

会轟の減少が目．ぢてきました︒

動にご協力いただき︑大変あり

月の発磁状況

の簸務や指響は公跳館で行い︑

連絡舜をこち から婁嘱し︑そ

いたらどうか︒そして︑嬬人会
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昨舘十二月九澱には各施設を

さ・に︑今無
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歳末慰問のお礼
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連念婦入会とは︑各地区・各
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なお︑寄せりれたモチ米とタ

ても欝んでいました︒

オルの配布先は広報一月畢をご

また︑昨年発盆した交通事故

速度超過が目立っています︒
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︸︑力置ブ事故
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時役麗会でも︑嬬人会の総織

じ
妻％霧
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多くなってきたため役愚の選出

役薦閥題でこれ以上の混翫を
避けるため︑何か良い方法はな
いかと教欝長さんにアドバイス
をお願いしてみました隠

鴛＝

病気の予防や健康づノりに投
立つテレフォンサービスです︒

サ⁝ビス時間帯は︑単獄午後
五蒔から翌鷺の朝へ鋳三十分︑

土・郷曜鷺と祝環は終鷺実施し
ています︒

なお︑電謡番槻と二・三月分

の内容は次のとおりです︑
姪〇二五五⁝︑一三⁝一黒一五

◎火曜沼⁝受験期の食事につい

◎月曜a⁝野供のやけど
て

＠水耀細⁝寝たきり・痴呆にな
らないために

国の教脊滋嚢雛を馨翻⁝瀾嚢雌毒糠
子供が大掌等に合絡したが︑

入学金や授業料をどうしようか
とお悩みの方に朗報です心

鰯蔑金融公庫が取り扱う﹁麟

Ioり寸F

◎木醒揖⁝餓になる花粉癒
◎金・土・鷺曜醸
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知ですか
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／、灘琴
3β・組9・17目・24日
2月

※翠の湯は冬期間休みです

些タす組

1哩予塚大地くん

〆卦野塚タケノさん 52歳

大荒戸（谷の下）6・い26

※王瑠ま籔から綴霞までの．麟綴分です．

∫4

