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舞励嘱縣潮騰一

ち

圖年取りに玄関の
一戸を開けないわけ
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最も大きな課．題であるが︑︑ 皿山あります︒
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自由の為に生きよ
公民会長大島孝平

ωシツチンチヨウ
とハツチンヨウ
昔︑中国にシツチソチヨ
ウという鳥がいて︑日本へ

人を食いに飛んで来まし

α︑︑

す︒ところが︑・てのような

ところもあるのです︒

棚を設けることによつて配
月様が来られるものとする
︻おことわり︼

た︒途中で海の中にいた大 里欄鱒顯．悼赫墾

国保から

きいダイロ︵かたつむり︶の
を掲載致しませんのでおこ■
角に止りました︒すると︑
とわり申し上げます︒
そのダイ・は
﹁日本にはハツチソチヨ

ウという鳥がいるから︑お
前なんか︑行つてもだめだ﹂

最近療養費︵医者にがか
と云つてシツチソチヨウを
つた経費の全額を支払つん
追い返してしまったという
村の国保からその半額をも
ことです︒︵川西町霧谷︶
らうもの︶払件数が非常に
︹かいせつ︺大正月の讐一 多くなつておりますが︑療
の一つとして︑和紙の一枚
養費払は事務を繁雑にする
紙を用いてハツチソチヨウ
という鳥に似た複雑な形の ばかりでなく切角みなさん
がお支払いになつた分につ
切り紙作り︐天井や長押な
いては国の補助対象になら
ど︑室内の高いところから
吊る部落が︑霧谷に限らず ず︑どちらから見ても非常
かなり広く郡内に分布して に損な訳φ．ありますから︑
医者にかかる場合は必ず保
います︒ハチソジョウとい
険証を持つてゆき︑かかつ
う名を用いるところもあり
た分の半額だけ支払つて後
ます︒その形︑数飾る場所
は村の方に医者から請求し
は家によりマキ︵同族︶に
よつてかなりの変化を示し て貰うようにして下さい︒
ます︒中魚沼の正月の神様
は︑年神様は〃年神様〃︑

いといわねばならぬ︒

ものではない︒現にあ．ると

義︑民主主義は﹁己れ自ら
与える以外の何物の律法に
も服従せぬ﹂という．この
崇高な基本的概念は簡単な
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ころの肉体を主とする欲求
でなくて自己の身内に伏在
せる神性が外界の邪魔物を

他を顧みないという事は極
めて自由な立場のようであ
るが︑自己内心の奴隷状態
であつて不自由此の上もな

﹂物をして迎えるのが一般で

年取りをしていると︑突 一きものNご馳走なのです︒ 一〃正月様〃奮と呼ばれま
然︑矢が飛んで来ました． 一しかし︑ーこの伝説は赤谷の す︒そして〃お棚菰〃とい
一敵が攻めて来たのです︒あ 一人たちによつて明確に記憶 う新しく編んだ藁の菰を用
一され︑すぐ隣の中仙田や岩 一いて〃正月様の棚〃を正月
一瀬の部落ではそばを食べて の間に吊つてこ﹂に掛軸を
一年を取つているのだと信じ 吊り注連縄︑飾り松︑供え

揃つて︑・・ソカそばを食べて 一そばは一般には︑祭につ

ある年の大晦日に︑主従簾にありま究

赤沢城の出城がありまし りはしていられないという
た︒〃年取り〃をしている ので︑この部落では︑︑︑︑ソ
とこの城の殿様が各戸へま カそばを食べません︒ ︵川
わつて来て︑それぞれの家 西町赤谷︶
の
のチヂウまで団子にして食
のご馳走の状姿調べ︑そ一 ︹かいせつ︺実際には中魚
べて来たんだから﹂
れによつて︑取り︒立てる年 沼の年取りの．こ馳走は︑必
でいる土地の昔話を掘り
というと︑正月の神様は
出し︑書きつづつたもの ﹁あちこたねえぜ︵心配する 貢を加減したそうです︒そ ず御飯に塩びきと決つてお
であり﹁つまり民話﹂と ことはない︶私が行けば︑ れで︑玄関の方でガタく り︑そばを食べるところは
と音がすると︑村の人は大 少いのです︒朝や昼に年を
して世に出版されている
雪のようなマソマと︑紅の 急ぎで︑年取りの膳を片づ 取つた部落で夕食に〃年取
ものの中から︑正月に関
ようなトトと︑油のような けて︑ご馳走を見られない りそば〃を食べる場合もあ
するものを抜葦させて頂 酒が用意してあるはずだ﹂
ようにしたそうです︒ ︵津 る程度で︑理由はむしろ︑
いたものであります︶
といつてコトさんと別れて 南町小下里︶
里に降りて来ました︒
ω正月様とコト様
︹かいせつ︺〃年取り〃の
ジ．慶
こんどは︑正月をおえて 最中に玄関の戸に桟をかつ
〃正月さんどつからござ
再ひ天竺に戻る正月さんと て人が来ても入れないよう
つしやつた︒
かみのかみから．こざつし 天竺から里に降りてくるコ にするのは︑二こに始まつ
トさまとが途中で行きあい たというい﹂伝えです︒
やつた︒
紅のようなトト︵魚︶に ました︒正月さんはそこで ③ミソカソバを食
雪のようなゴゼソ︵御飯︶ ﹁コトの神さん︑今から里
べないわけ
に行つても何の御馳走もな
に
旧仙田村赤谷部落︵現川
いぜ．正月の御馳走の魚の
油のような酒に
骨まで食べて来たぜ﹂とい 一西町赤谷部落︶を見下す小
柿．栗︑もちく〃
高い所に︑赤谷の城山と呼
と十日町の山地の方では うと︑コトさんは
ばれる小山があります︒こ
こんな正月の歌を唄つて正 ；正月さん︑あちこたねえ
こには︑室島にある桝形城
商舞誓職パ麓ロ︑昆 の出城の赤谷城があつて上一
月を待つています︒
正月さんは沢山の年玉を
杉
謙信の家臣︑三河玄蕃頭
﹃年取りの時間とそばを作る
もつて天竺から下りて来ま つて正月さんと別れて・
の居城があつた︒
した︒途中で十二月八日の 二月八日に里に降りました
う

コトの神様と行きあいまし

た︵註獲コトの神様⁝二
られている︶

年中の仕事の神様だと信じ

村閏

来るよう努めたい︒新村建 ますが︑国県道の改良拡張
舘 社
設事業として課せられた数 から村道︑林道︑農道の開
所民所聞
多くの事業中︑学校施設の 一さく等︑今後村民の深い理
行公刷新 充実は︑村財政に関連する 隔と御協召待つものが沢

旧芦ケ崎村︵現津南町︶ わてx︑防戦してようやく
．コトさんは
の小下里部落の︑信濃川河 城を守りました︒
﹁正月さん︑正月さん︑
今から里へ行つても何の御 岸段丘の高いところに︑旧 これ以後︑︑ミソカそばな
馳走もないぜ︒私の臼の下 芦ケ崎村の赤沢にあつた︑ どを食べてゆつくりと年取

年頭の言葉
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発量巨日 昨年暮れに竣工した田沢中 一中里村の発展を期し︑村
然しながら︑戦前の強制
p 十 学校の生徒寄宿舎︑倉俣中 欝福祉の増進を考える喜
﹁
的道伽徳を強いるのではな
学校屋体についで田沢中学 ﹇今後為すべ蚤の余￡多 い︒例えば︑国家が個人の
校の屋体︑教室の増築が焦石更渓薯暫す蒙の 道徳の．至上権を左右して無
眉の急に迫られておりま 一であります︒微力ながら献 理強いをする︒又封建的習
慣が其様に人生を批判強制
す︒よりよき生活環境の村
一
募
力
致
し
た
い
患
い
ま
することは民主々義の後退
造りには︑田沢−如来寺︑ 写．
通り山︑倉俣ー芋川の三地 一輝しい中里村を建設する であつて慎しまなけ移ばな
区水道布設に引続ぎ︑普及 一ため﹁全村一致︑和合協力﹂ らぬ︒終戦を動機として︑
を計りたいものでありま 提慢︑皆さんの共感と 膨溌として巻き起た自山主
待申上げるものでありま す︒地域発展の根幹として 蔵
年
︸ 御協力をお願い申上げ︑
交通網の整備が大切であり 頭のことばと致します︒
す︒

清津川総合開発︑高田︑
松の山︑六日町線︵十二峠︶

及び柏崎︑湯沢間産業開発
昭和三十六年の新春を迎 路線の貫通と信濃川架橋の
え︑みなさんに心から御祝 新設︵宮中えん堤付近﹀上
越西線の敷設等対外的懸案
詞を申上げます︒
については︑多額の国費が
伴うので皆さんの御期待に
添い得ないものがあります
が︑今後ともよく国策の動
向に対応し︑各方面の協力

げつNあることは深く御暑び を求めて．これが実現を期
とするところであり︑且っ したいものと情熱を燃して
■皆様の労を多とするもので いるものであります︒

私共︑中里村も誕生以来
六度目の新春を迎え村民各
位の一方ならぬ努力と御協
力により住みよい郷士の建
設に極めて着実な躍進を遂
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幸福である様に社会福祉が
徹底し︑公民舘運動が展開
しても人間の原始的観念で
ある無法無拘束の自由と高
度な自由主義とをはき違え
るようでは駄目だ︒無法無
拘束は動物に似通つたとこ
ろがある︒自分一人の為に

排除する事である︒

新しき三十六年︑夫は個
人としても社会人としても
自重︑発展すべき年中の御
協力を感謝し各位の御健斗
を切に御祈申上げて新年の
一辞と致します︒
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昭和三十五年は災害の発
あります︒
然しながら中里村には←．娠︑ 生もなく三十三年︑三十四
年と続いた災害の復旧に努

お幾多の重要な懸案事業が
山積し︑これが処理につい
て今後一層みなさんの心か
らなる御協力と促進を御期
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新年の御挨拶
村議会議長斉喜政治
明けましておめでとう．こ す︒昭和三十六年度は内部
的機構の整備は勿論更に進
んで対外的の諸問題解決に
大いに努力いたさなければ
ならん事を痛感するもので
あります︒此の点私共は村

ざいます︒新春を迎えるに
あたり︑謹んで全村民各位
の御健勝をお祈り申上げ併
せて所懐の一端を申述べさ
せていただきます︒旧昭和
三十五年度は我が中里村に
於きましても大小幾多の問

題や事業が御座いました

当局と充分なる連携のもと と表現するときにはこの
更に全村民各位の熱心なる ﹁少しお目出度い﹂気持にな
御支援とによつて益々平和 ることが実態ではないでし
な住みょい郷土を造る為に ようか︒殊に文化の進んだ
微力を捧げたいと念願する 現今のお正月は以前のそれ
もので．こざいます︒何とぞ に比較しますと楽しいこと
皆様方の絶大の御協力をお だらけ︑目出度いことだら
願い申上げます．いさNか けです︒お酒は呑み放題︑
蕪辞を述べ更に皆様の御健 ラジオあり︑ テレピあり︑
勝をお祈りして年頭の御挨 アンスもよし・スキーもよ
し︑映画︑旅行と思うがま
拶と致たします︒
まです︒特に青年男女の美
しい服装︑伸々とした態度

一は誠．の青年時准藝ま

すと隔世の感がありま

す︒実に颯爽たるもので
す︒愉快で愉快で︑目出度

一くてたまおとい藁黛

﹂

一はないでしようか︒その意
中には﹁正月なんか目出度 味に於でお目出度いお正月
いどころか叉︑一つ年を取 を謳歌し︑お正月が終りま
したら︑又大いに緊張して
らされるかと思うと糞面白
︸活躍しようではありません
くもない︑正月なんてもの
一か︒では皆様うんとお目出
は何年も来なかつたらさぞ
︸度いお正月をお過し下さる
目出度かろうに﹂などと飛 ︐ることをお祈りしまして新
んだ︑愚痴をこぼす方もあ 年の祝辞と致します︒
るかと思います︐成程﹁門
松は冥途の旅の一里塚目出 H時事用語u
度くもあり︑目出度くもな ◎自然増収
し﹂という有名な狂歌があ 年度当初見積られた租税
る位ですから︑一応うなず 収入を超えて国庫に入つて
けますが︑そんな天邪鬼を 来ると見込まれる収入︑す
なわち何等かの事情によつ
きめ込むことなく︑人並に
て当初の見込より増加する
﹁大いに目出度い﹂というこ 一
部分を自然増収とよんでい
とになると少しお脳が弱い るのです︒今国会に提出さ
意味に解されて穏かであり れた補正予算の財源の大部

教育委員長藤田五

が︑就中教育関係では田沢
中学高道山分校の統合に伴
う寄宿舎の建築︑清津峡小
学校の独立︑倉俣中学の屋
内体操場貝野小中学の給食
新年おめでとう︒こざいま
室の設置等︑又産業面では す︒昨年は教育行政の面に
新屋敷林道千五百米︑田代 於きまして大変多事多難な
林道八百米等︑尚土木産業 年でありましたにもかNわ
両面に亘る幾多の災害復旧 らず︑村民各位の教育優先
事業の実施及び︑衛生関係 主義の熱意により大過なく
の村内三地区の簡易水道の 新年を迎えることができま
布設等共の他の種々の設備 したことを厚く御礼申上げ
ますと共に本年も何卒よろ
事業も︑ございましたが︑
しくお願ん申上げます︒
村当局の御努力と村民各位．

さて毎年のこと乍らお正
の御協力とによつてそれぞ
月は大いに目出度くお過し
れ実現の域に達しましたこ 預きますと共に一年の計を
とは御同慶の至りに堪えま 立てN︑悔なき一ケ年を過
せん︒此処に衷心より感謝 すことのできる十分なる心
の 意を表します︒
構えをせねばならぬと思う
しかしながら︑我が中里
の
であります︒
村前途には未だ幾多の諸間
お正月とはめでたい代表

題が山積いたしておりま のようなものでありますが ませんが︑一面お目出度い 分はこの自然増収です︒
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勝辿律幸
操叡蔵治治作

… 》零
繍難壷

・て仕事をする時は︑之に一 なれば．なるだけ︑取扱いが 一定の場所をつくることに
寸位加えたものにする︒之 臆劫になつて︑却つて思つ 主眼を置くのであつて︑た
とえば︑流れ水で口まです
より低くすると︑仕事をす たほど有効ではないから︑
すぐような原始的な風習を
いつまでも続けていること
はやめたいものである︒洗
面器は勿論︑手拭迄共同に
使われているのが普通であ
るが︑トラホームの患者な
どが発生した場合は︑厳重
に警戒して伝染しないよう
に全然別のものを使うよう

本年は村内三地区に簡易 潔︑整頓に都合のよいこと︑ る時に腰を曲げなければな 考えものである︒
★洗面所
水道が布設された︒小規模 仕事に便利であることなど らないから︑疲労が多く︑
洗面所は井戸の附近に適
づつではあつたが︑年々布 であるが︑これらのことに 保健上よくない︒時には膝
当な場所を選んで設ける︒
設されて来たので近年よう ついては既に度々述べて来 を床につけて仕事をするよ
風呂場を利用し︑脱衣場に
やく進展を見せ︑住民の生 たから︑ここで再び繰返す うな低い流しをみることも
之を設けてもよいが︑採光
活改善︑ひいては新生活運 必要はなかろう︒然し︑炊 あるが︑之では仕事の能率
動の為︑活気的段階に入つ 事場の設備については︑こ など殆んど問題にならない ︐を充分考え︑不潔にならな
いようにする︒だが特に一
たことを示すものとして︑ れまで︑余りふれることが し︑特に妊娠した時は困
室を設けることをす﹂める
未来の農村発展の為︑輝か なかつたので︑特にそれに る︒こんな流しはよく足洗
わけではないから︑井戸端
しい現衆と見るべきであろ ついて述べることにする︒ 場にも兼用されるが下流し
ならばともかく︑上流しの の下流しに洗面台を置いて
うo
★流しの高さ
場合は絶対にやめる習慣を
本年︑田沢ー如来寺︑通
炊事場として第一番に必
り山︑倉俣ー芋川の三地区 要な設備は流しである︒流 つけなければいけない︒
に於て︑速かに簡易水道が しには上流しと下流しとが 木製の流しは腐れが速く
布設されたことは村民周知． ある︒下流しは多く井戸端 不潔になり易い︒そうかと
の事実である︒我々は︑新 にあつて土のついたものを いつてコソクリートや石製．
しい生活運動こそは︑まず 洗つたり︑釜や鍋などの下 のものは︑器物を破損し易
施設の改善からと考えるべ 洗いをしたりするものであ い欠点がある︒然し耐久力
きであり︑本年度︑簡易水
る
から︑高さは殊更に高く があるからどちらかといえ
道施設により︑台所改善︑
な
くともよい︒流れ水を使 ば︑多少高価でもこの方が
風呂場︑畜舎等の改善は︑
つている地方では︑そこが 喜ばれる︒この時には底に
必然的に行わなて来たこと そのまN下流しの役目をす 簑の子を部分的にでもよい
は．否むべくもない事実で る︒上流しは都会のもの﹂ から︑敷いて置けば︑破損
の心配は多少なくすること
あつた︒なおも三十六年度
よ
うに狭くさえなければ︑
以降はこれら事業が進行す
大
小あまり気にしなくとも ができる︒
よいが︑高さは問題にな 流しの下は空けて置くと
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要件は︑明るいこと︑清 ︸が︑土間などで下駄をはい はあるが︑例い方が複雑に 営林署田沢担当 星 清司

却つて掃除が行届かず︑不
潔のものとなるから︑戸棚
などに利用してその下をふ
さぐ︒都会風にそこを冷蔵
庫にするとか︑木炭入れや
米入れにすることは︑日常
使用上︑一寸便利なようで

書

辞

◎

故に心ある諸氏は一年の る︒縁の深さは︑はねた水
計を立てるにあたり︑この がかからぬように︑手前の
正月に︑じっくり考えて頂 方だけでも四寸位は欲し
く為︑以下に参考資料を提 F︒そして底の高さは︑床
の上から︑二尺一寸位にす
供する次第︒
e炊事場の改善
る︒之が立つまΣで仕事を
炊事場としての一般的な するのに便利な高さである

副会
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