日ごと夜ごとに寒くなり︑一

通安全の翁まもり﹂を出される

の急務である︒神社仏閣で﹁交

愛の
九六八年も余すところわすかに
なった︒私共の生活も追いつめ が︑人間自らを守る遵法精神を

られ︑気忙しいことである︒そ 養うのが何よりの守護符であろ
れにともなってかどこへ行って う︒たまたま助手台に乗って運

も交趨戦争が展開され︑交通事 転手さんから横断の場合のマナ
故はふえる一方である︒全国の ーを聞いた︒筆者もはじめて教

犠性者の数が︑日清戦争の戦傷 わることが多かった︒そういわ

この頃群馬の方へ出かけたが

いるのが目につく︒

大人より︑正しく規則を守って

死者に匹敵する以上だといって れてよく見ると︑子供達の方が
も 驚かなくなったのは恐ろしい

都会といわす田舎といわすそ

ことである︒

の日のいたましい︑交通犠牲者 ところどころに︑﹁愛の道路﹂

の計数が発表されている︒事故 の標識を見うけた︒登校道や雑

えるほどしかない︒

うである︒趣旨は﹁お互いに愛

死ゼロの日は︑年間を通じて算 とうする場所に︑立てているよ

力と階しみで︑やたらにクラク
ションを鳴．りすのはやめたい︒

る︒大切なのは﹁わけゆく﹂営

ー黎欝︾疑

三年

三年

滝沢 恭子

上原

文江

二年

い融

藤ノ木照子

大島

啓子

雨はれて新わらのにおいどこか

子の名

小巻沢篤

樋口裕美子

新郎斎藤
新婦小滝

部落名
白羽毛
通り山

清田山

角間

中

助崎
干溝
山崎
〃

〃

忠博︵一ε︶宮

瑞穂︵二七︶十日町

町

次子︵二三︶干溝

︑︑

乙

文平︵♂︶神奈川

正平︵二五︶市之越

幸子︵二三︶原

・

新郎南雲
新婦竹藤

気

新郎冨井

◎餅天名

︸ 一年大島晴美 輔ハト

三年中島恵美子

一年

朝はやくぬか焼くけむり秋日よ

らも

士口楽栄山

樋口正子

横字名の菊も混じえしアーケー

︿中学生の部﹀

◎特選
田沢中二年
三年

◎産霊円

樋ロキミ 樋口三栄

子は嫁ぎ紅葉の木曽路安く越す

井之川玉泉

収穫の騒音も消ゆ星静か

句大会

由記一

江口加寿子

とも

広出

文化祭
︿一般の部﹀

◎特選

◎佳作

︑︑
力温暖な︑生

る月か︑或る日 る◎佳作

の或る年か︑或

この地殻変化 一夕焼けのあま￡赤登ちどま

溝が干上ったものだろう︒

一一

奪井ノ川蟹

浪の漁人達が当間山を越えて︑

活し易いある期間があった︒放 ・落ち葉みち抜け毛のひかる友の

一肩

延びた高さと考えてよい︒

ら︑田沢中学校の崖ふちを北へ

いた︒彼等は河原に下りた︒

処には︑鮭や鱒の大群が泳いで

父の名

もいう︒わすか七字に人生街道

古語に﹁荊棘杯中活路通互

﹁

西国四番槙尾山の詠歌に﹁み も路を拝もう︒
やまじや︑ひぱらまつばらわけ

める﹂は人のよ︽知るところ︒

クラクションで︑いやが上にも ゆけばまきのを寺にこまぞいさ
騒々しくするのは愚の骨頂であ

とする車が︑狭い路上で出あっ

みだが︑それは別の路を求める

る︒ともに反対の方向へ進もう 人生もまたひばらまつばらであ

たら︑力づくでは解決出来ない

そのまま︑その場に見つける

のではない︒

いのできる広場を見つけるほか
ことである︒白秋氏の﹁から松

どちらかがパックして︑行き違

︑道路上にあって

はない︒人生

羽鳥海人

風の通る路なり﹂も︑その風懐 一古桶のたが締め秋菜潰け込む妻 咲きみちて昼静かなる菊の花

藤田捨蔵

も︒ときに話し合いのつかぬ正 の林の奥も︑わが通る路はあり 畳職引き締む顔に秋蝶舞ふ

場合もある︒力で戦わすに︑お

反対の意見が真向から対立する けり︒きり雨のかかる路なり松

︸

いとわかりつつ︑害しあわすに

藤田キクノ

愛しあわねぱ︑生きてゆけな 一菊かほる校舎に文化記念祭

互いに食い違いを理解する︒そ として受けとれる︒

して相手の悲痛を諒解し︑とも
に傷つかぬように許しあう﹁愛

さとを凝視して︑風雨のなか

ある程︑清津川の流域は広い︒

したことだろう︒干溝の地下一

もっともこれは図面上で︑海 り︑積り︑川に流れ︑淵に堆り

はおよそ山崎の坂の始まる所か

のことである︒二百麟ライソと 層を形成している︒地名の如く わらべ等が簗める宝もみじの葉

て︑河岸段丘を想定して見た時 麿にこの火山灰が︑水性ローム

毛糸着る母の背中に秋の草

ていた頃︑火山岩︑弾︑灰が降 落ち葉散る秋近づけり空絵の具
広田よし子 ◎高砂

物売りや籾干す庭に話し込み

の広場﹂をつくろうではない は︑詫れない人間の暗さと︑狭 皿
か．

先日上干溝の︑トンネル上か

防止のために︑いろいろと対 庸をもって︑その区間には事故 ら︑一万二千年前頃の土器が発

と火山灰にまみれて︑東北大の

遵法精神の底には︑あたたか 芹沢助教授が発見し︑鑑定した

だという︒

策も講じ実施されているが︑要 を起さぬように一との配慮から 掘された︒地下一層位の︑岩石 抜二百層の標高線をチェックし
は個々人の良識に待つほかはな
い︒歩行者には車の乱暴な運転

現場は︑海抜

が頭にくるが︑車に乗って見る い愛の心が流れていなければな ものである︒

小犬が寝そぺっていた︒上り下 百＋癖位︑殆ん

りの車は警笛を鳴らし︑立去る ど清津川の断崖

り

灘灘灘

｛｛｛
き・下さい︒

さぱき所又は郵便局の窓口にお

差し出す場合は近くの切手売り

◎郵便番号がわからない地域に

へん助かります︒

人が返事を出すときなど︑たい

忘れすに書いて下さい︒相手の

◎あなたの住所にも郵便番号を

調べ住所録の整理をしましょう

◎住所が変っていないかどうか

う準備して下さい︒

月二十日頃までに差し出せるよ

月十五日から始まります︒十二

年賀状の特別取り扱いは十二

準備しよ一つ

年賀状は早めに

上山部
山崎落

と︑歩行者の無神経と横暴が目 らぬ︒路のまん中に︑かわいい

ドライバーに ﹁運転免許証﹂

につく︒

この辺の土地隆起は

海抜二百齎ラインと深い因縁が

一般的に︑

が必要なように﹁歩行免許証 までストヅプする︒やがて尾を に臨んでいる︒
を持たせる必要がある﹂と︑あ ふりながら︑走り去った小犬の

るタクシーの運転手さんが話し 横顔が印象に残った︒

の道路﹄をつくったらどうか︒

葦と胸は叢せて菊覧る

勝した︒

﹃行く秋に別れ野華賑

を十時二十分︑いっせいにスタ

市駅伝大会が四十キロ麿︑十一区 役所前ー川西ー下条！十円町市

間にわたって︑選手百九十八人 役所前ゴールで︑咋年優勝した
外丸中に十四秒の差をつけ︑二

当日はろすぐもりの肌寒い日 時間十六分十二秒で倉俣中が優

により力走が展開された︒

自動車ボン．7二台目購入
村消防体制強化lI
一台の消防自動車に団員七人

村はこのほど︑二台目の消防 万円の負担となっている︒
自動車を購入した︒いままでの・

消防自動車と新たに購入した消 からの構成で︑団員は通報をう

自動車で︑購入金額は︑二百十 ︑消防康々庫までだいたい二分程

．防自動車は︑日産ジープ型消防 けてから︑自宅及び勤務先から

識
倹！⊇年
も｛ン令

ド

一万年前の原日本人がどん 峰づたいに山の岬に来たら︑其 一稲刈りの終る田に田に犬遊ぶ

狭い人間関係だから︑衝突する 川が合流し︑こNから大川の名 火山帯が最大の活動をしていた

が︑泥沼地帯で︑信濃川と清津 な生活様態をしていたか︒冨士

警察や学校や社会学級などで

難懸欝灘難㎜

だったが︑津南町運合串務所前

されまい︒

頃︑苗場山︑妙高山︑米山等の

主ブールに︑十麿︑七材円型の

水泳プール完成

山々が︑いろんな火山活動をし

田沢小中学校

去る七月十日︑水泳ブール建

ル建設について︑地域住民か一
設工事清工以来︑七十余日の ら︑話がもちあがっていたが︑ 補助ブ且ルがつくられ︑浄化槽

なおプール本体と給水工事︑

今春以来︑関係者の間で慎重に が完備されている︒

毎年夏になると︑こどもの水 建設計画を検討し︑具体化され

日数をかけ︑この程完成した︒

一部︵プールまでの取付道路と

死事故が多発し︑ゆるがせにで 一たもので︑このプール建設につ 送電工事は完了しているのだが

きない大きな社会問題になって 下ては︑新潟市の株式会社︑福

一である︒

覇齪

懸叢

鞍
去る十月二十二日︑第十回郡 ート︒中里村役場前ー十日町市

郡市中学校駅伝大会

搬，

五万円︑そのうち国からの補助 度でこられる者となっている︒
が六十五万円あり︑村で百五十

手にした選手たち

人生街道にも︑ときには﹁愛 あるようだ︒干溝︑小原の田畑

つ
庚こ

おり︑そうしたいまわしい水難 ︻田組が請負に付したものである 脱衣戸だな︶がのこされており

僻

水泳プール

写真上は賞状カップを

ていた︒ただの笑い話ではすま

田か

事故から子どもを穿り︑暑い夏 一 プールの建設位置は︑田沢中 年内中にはすべて完成する予定

灘

灘囎．
囎鱒

．縫灘

倉俣中が初優勝

瀟怪二壽×圭遜

を健康に︑しかも安全にたのし蕩南側緩し・プルの構

ハ

樋桑荒広貝山鈴小樋
口原瀬田沢田木巻口
裕
沢
美徳桂昌輝耕悦 三
子行子人美作子篤栄
嘉徳 昌洋正新一正
守
英重 伸次八一男平

俳

馨

く︑過させたいと︑伍々水泳ブ

轟

｝

写真下は去る11月5日におこな
われた消防自動車の入魂式

一

万
年
前
藤と
い

りっぽにできあがった

灘

11月1

究

と

大
妻

婁 華
き

携

日現在

定価1部5円

一

雌

、

斉道
藤路
713
世帯数

励

4，070

中里村公民舘
毎月1回15日

女

新潟県中魚沼郡

3，962

一般人が道路を歩くときに︑大 のはやむを得ない︒しかし︑む にふさわしい流れになってい

発行所

男

切な道変法を講習するのは当面 やみに相手を敵よぱわりしたり る︒手曲川がむしろ支流の観が

私たちの村
8，032
人口
第i50号
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さ
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さ
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℃︑婚

国民年金からの
おしらぜ
来年一月から保険料が五十円 額は六万円になりました︒これ

年金額の︑約二・五倍うわまわ

は︑それまで二万四千円だった

現在二百円の人︵二十才5三
った額となりました．これにと

あ が りま す︒

十四才︶が二百五十円︒二百五

十円の人︵三十五才以上︶は三 もない︑百円と百五十円だった

百円になります︒苺月納める保 保険料が引き上げとなりました
険料は︑加入者のみなさんが老 が︑このとき一度に引き上げる

ることになりました︒

として積みたてられます︒また て段階的にわけて引き上げられ

後に受けられる老齢年金の原資 ごとはせすに︑据置期間をおい

国民年金では︑その時その 時の

あげをすれぱ︑国が負担する額

険料が二百五十円の人には百二

を増額するのは当然のことで保

十五円︑三百円の人には百五十
円を国がたしまえすることにな
ります︒

生活水準が︑日進月歩向上し
ていく現在︑老後に受ける年金

は︑非常に重要な役目をもつも
のとなります︒

いま国は︑学識経験者を集め
て︑昭和四十四年に年金制度の

改善を図り︑これまでより一層
大幅に年金額を引きあげること

そして四十二年一月分から百 を検討しています︒
円の人を二百円に︑百五十円の

生活水準に見合った給付ができ
るよう改善される仕組みになう

人は二百五十円に改定し︑四十 備えて国民年金保険料をかけわ

老後に︑そして不時の事故に

ています︒

しかしこの給付額に見合う保 四年一月分からそれぞれ五十円 すれのないよう︑これまでどお

ものです．

険料が必要になるのもやむを得 増額した二百五十円と三百円に りきちんと納めていただきたい
ないことです︒一昨年の法律改 引きあげることが決められてい
正で︑二十五年納めた人の給付 ました︒もちろん保険料の引き
大陸の高気圧が南にかたよって

張り出し︑気温は高目に経過し

すいため︑荒れもようの天候も ましょう︒

北陸地方三ケ月予報
◎全般概況

高目︑降水量と日照は平年並の 水量は平年並︑又日照りは平年

平均気温は平年並か高目︑降

◎一月概況

並か多めの見込みです︒

この期間は暖かい時期と寒い あります︒平均気温は平年並か
時期の寒暖の変動が大きく︑一

◎＋一一月概況

見込みです︒

大陸の高気圧が発達し︑数回

多目となるおそれがあります︒

前半は︑大陸の高気圧が西日

月には平野部でも局地的に雪が

◎＋一月概況

移動性高気圧におNわれ︑秋 本方面に張り出し︑その一部は にわたって寒気が吹き出し平野

おそれがあります︒

晴れの日もありますが︑時々大 移動性高気圧となウて日本南部 部でも局地的に雪が多目となる
陸の高気圧が発達し︑西日本方 をおNいましょう︒
面に張り出すため天候はしぐれ

半ば頃気圧の谷が通ったあと 平均気温は平隼並か低目︑降水

やすいでしょう︒又︑オホーツ 強い季節風が吹き霜が降りやす 量は多目︑又日照りは平年並の

分の反省点を見い出し︑明日へ

くの仲間を知ることによって自

ション﹂等をどのように考えな

土﹂ ﹁青年会活動とレクリェー

﹁恋愛と結婚﹂﹁二十年後の郷

戦傷病者戦没

改正にっいて

者遺族援護法の

戦没者の妻で
﹁昭和二十一年

万一一千年前の

隆線紋土器発掘

土器の破片が二百点も発掘され

まだ完形土器はどこからも出土・ 一氏所有︶で︑表土より四十≧

五十獲齎で礫層とな︐ており︑

とがよくわかる︒

古代においては河床であったこ

出土品は土器のほかに石ヤリ
石オノなど石器類も多く出てお

×

×

を喜んでいる︒
×

×

×

っつあった︒ついに庄屋五郎兵 にあるのだろうか．合社してい 気の毒なるに依り今後﹁年々の

べく阜めにお願いします︒

四年†二月末までですが︑なる

なお︑取扱い期間は昭和四十

求用紙は郵便局にあります︒

取人の声籍抄本︑印章です︒請

年金証書︑掛金領収帳︑年金受

請求手続きに必要な書類は︑

郵便局へ請求して下さい︒

きてしまいます︒心当りの方は

あるため︑住所木明でもどって

戦争の混乱期をへた古い契約で

出していますが︑なにぶんにも

をしています．個別に案内書を

をつけて年金の繰り上げ支払い

金に︑ブラスアルファの付加金

した︒郵政省では︑これらの年

期待にそえなくなってしまいま

変化によって︑すでに加入者の

た郵便年金は︑社会経済情勢の

昭和二十二年以前に契約され

ています

特別支払いをし

古い郵便年金の

×

な0︑調査班一行は発掘の成果

いまから一万二千年ぐらい前 り︑考古学研究に貴重な資料と

去る十月二十一日より十日間 していない︒

二月一日﹂から にわたり︑干溝部落地内中林に

芹沢長介先生一行により︑日本 長崎県︑長野県で発掘されてい

﹁昭和二十七年 おいて︑東北大学文学部助教授 のものといわれ︑わが国では︑
四月二十九日﹂

し︑同期間内に 掘された︒

までの間に再婚 最古といわれる隆線紋土器が発 るだけで︑中林遺跡からはこの

その再婚の相手
た︒

この隆線紋土器というのは縄 考古学界では重要な場所となっ

中林遺跡の現場は田沢駅より

方と死別し︑ま 紋土器よりも古く︑中石時代の

たは離婚した人は遺族任金が支 古代人の使った土器で︑表面に

いのじゃないか﹂という結論を

写真は発掘調査のようす︵上︶発掘された隆線文土器︵下︶

係にご相談下さい︒

れる万は︑役場社会厚生課民生 れた紋様が特徴となっているが 流する段丘上の畑︵午溝江口貫

約四百米︑清津川が信濃川に合

是非ごらん下さい

給されますので該当すると思わ 粘土のヒモを押しつけてつくら

戦没者の遺族の方は

原に引く水を︑水下の田中︑荒

文化二〜三葎の検地ののち六

ろうか︒

め﹂当時の当番桂分山本徳十郎
に渡せり︒その後一同感謝の旨

の成果をもちより︑発表しあお

る︒

てた︒庄屋五郎兵衛時に七十六 通り山樋口伊三郎より土台木

一︑先年右御宮土台替あり当番

をやり︑七時からは︑全員揃っ

クリェーションを兼ね︑清館峡

﹁五郎兵衛大明神﹂の石碑を建

申出たり︒

の日程を終了した︒

た︒

した傾向がある︒

六才に当る︒八十五才の生涯だ

直に快諾挨拶に及びたるに其後

文化九年

一︑桔梗原稲荷神社御本体︵箱 午と旧六月十一百の両度なり参

この稿を終る︒

御厚意に依り四五本頂戴したる
道で通す︒翌六年ついに水が通 わけである︒
次に村山孝三著﹁知恵袋﹂よ 趣礼状申越したり︒︵明治三十
った︒見事な工亭進歩であっ
八年なりときく︶
た︒この年︑正一位の官位許可 り稲荷伸社に関する四項をひき
一︑稲荷神社御祭は毎年春旧初

︻写真は全体集会で活発にはな を瀬戸口から揚げ︑崖ぶちは随 の生前に顕彰碑建立の誉を得た
しあう青年たち︼

と思われる．その桐が石の桐と

年前︶であることは前稿で述ぺ

一︑五郎兵衛大明神

入︶は従来自分方に保護し︑御祭 拝すぺし︒

一位稲荷社としての官位許可は

あったろうと想像される︒

桔梗原開田の無事を祈る気持も

これから取りかからねばならぬ 然れども年々の当番願来るは

付泉竜寺へ保護方顛み置けり︒

狐は化かすと

天明六年であることも述べた︒

す︒

あるを明治に入り御宮脇に移

例えぱ何処の郵便局でも取扱

ります︒

ご存知のように︑郵便貯金は ますますご好評をいただいてお

郵便貯金の お奨め
りでなく︑人 狐は稲荷のお使いというから︑

桔梗原開田のおいおい進んで

前︶から三年にかけて検地があ 資金運用部を通じ︑地方公共団

のだろう︒石の桐から正一位の

一畝余と登録された︒まだく 病院︑橋りよう︑道路︑止下水

石の桐へ︑これは何年かかった 三町三反九畝余︑屋敷反別六反 庫等に広く融資されて︑学校︑

未開田地はあったが︑一応の見 道等の建設に︑又災害の復旧

を利用する八ヵ村の人達にとっ

事がつづけられる措置であった

当っていたのである︒田中︑荒

﹁反別四反四畝十歩是は稲荷

の時の文書のうち

私はまだ踏査不十分で︑稲荷

とある︒

っており︑皆様の日々の生活

くり︑村づくりに大きく役豆

に大きな役割を果しておりま

国がお預りするので絶対安全で

只今郵便局では︑十一月から

あります︒

貯金増強運動﹂を実施中であり

むこう三ヵ月間﹁年末年始郵便

のご繁栄のために︑身近かにあ

ます︒何卒︑今後共︑お宅さま
って手軽な郵便貯金をご利用い

ます︒

また郵便貯金はいろくとす ただきますようお願い由・し上げ

す︒

たし︑桔梗原開田の機運も熟し 神社しか知らぬが︑諏訪社は別 ぐれた特長をもっておりまして

ては︑安心してタ方遅くまで仕 より清逮川からの引水を計画し

く旱害にたまり兼ね︑自普請に

であったに違いないが︑入会場 屋新田︑干溝三ヵ村はひきつづ 諏訪社等御除地に可被仰付分﹂

う︒勿論当初はごく粗末なもの

なく桐が建てられたことであろ 原は︑変貌するための陣痛期に

れていた往古︑誰が建てるとも である︒この二十四年の間桔梗 通しはつきかけたのである︒こ 資金に融資され︑豊かな町づ

て薪炭採集場．草刈場に刹用さ 官位許可までの年数は二十四年

撞懊原が八ヵ村の入会場とし

粗末な桐︵これは想像︶から り︑田反別四町四畝三歩︑畑反別 体をはじめ各種公社︑公団︑公 いをし︑利子が良く秘密が保た
れ︑しかも税金は一切かからす

があって︑桐 なづける︒

たような動作 明神に移行したことは容易にう いった文化二年︵百六十二年 国の重要な資金として︑大蔵省

を小馬鹿にし 狐を敬遠した桐が正一位稲荷大

いう迷信ぱか

い︒とりわけ 属することは前に触れたし︑正 冥福を祈る気持もあったろう︒

八月建立 元上山分地内山崎に
ていたらし 荷の社殿は︑明治以降の建築に ては︑工事中の犠牲者に対する の仰せなりしも自分長岡転住に

り毎に水下八ヵ村当番借り受け
が多く棲息し 桐がそれである︒現在の田開稲 なかったのか︒五郎兵衛にとっ

もともと狐狸 た︒現在の田開稲荷神社の裏の から正に油ののり切った最中で

の話からして

宮の名︑古老 なったのが宝暦十二年︵二百五 である︒庄屋五郎兵衛時に四十

桔梗辰はお

信をもうて実践活動をすればよ

発表し﹁慣習打破は︑勇気と自

二日目の二十日は︑分科会で 探勝をし︑午後一時過ぎ解散し
千余曲折はあったが︑天明五 才で︑庄屋役は養嗣子利兵衛に 三四本所有の通り山持林中にて
年用水路工事薄工︑清津川の水 譲っていたが︑五郎兵衛は︑そ 御附与願度旨長岡迄願越しに付

話しあったことを︑全体集会で

会においてのはなしあいで前半 体集会を終え︑その後全員でレ 三ヵ村の皐損を救う目論見であ

てのたのしいタ食︑そして分科 うじゃないか﹂ということで全 屋新田︑干溝に延ぱし︑併せて 〜七年︑文化九年に通り山村が

がはじまり︑自己紹介︑歌など 身で実践し︑来秋には︑各自そ 桔梗原新聞を引き受ける︒桔梗

当日は︐午後の五時から受付 見い出し﹁これから我々若者自 衛が︑頸城郡の庄屋仲間と共に まは稲荷神社だけになったのだ 当番に引継保護することと申定

あッた︒

ク海方面で︑低気圧が発達しや くなる見込みです︒その後は又 見込みです︵新潟地方気象台︶

慣習打破は

勇気と自信と実践で
津南︑中里青年懇談会で
去る十月十九日タ方から二十 今回は新しい試みとして︑講師

日にかけて︑第四回漂南︑中里 を呼ばす﹁慣習と青年﹂という
青年懇談会が︑清津峡古屋旅舘 テーマにもとすいて古いものと
でおこなわれた︒この懇談会は 新しいものとが入り乱れる転換

どう変るだろうか︑又まだ根強

昭和四十年より毎年一回づつお 期において︑これからの郷土は
こなわれてきたもので︑躍南︑

の成長のためにはばたく力強い
ければならないか︑などを話し

く田開稲荷神社補足＞

などを建て︑人間の方から敬遠

清津峡小学校阿部九二三郎

中里の青年が語りあい︑より多 く残る古い慣習にょって我々は

青年になろう︒という趣旨で︑

一一桔梗原一
蝿甥古
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