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道の傍らにある｡同じ町内に や小学校といった公共施設も坂 必ず坂道がある｡市民センター

う一つの町に行こうとすると､ い地区である｡一つの町からも

い低地の暮しであり､坂道の多 に'もともと丘陵に囲まれた狭

たちまち困る｡田畑への往復､ 老人'脚や心族の悪い人などは れだけ日常生活上不便である｡

れない｡

から'坂道抜きにおやまだは語 町､小山町)万事この調子だ

〔おやまだの坂道は

自然の恵みである

小山卸は地名の暗示するよう

もやたらと坂道がある｡(山田

坂道が多いということは､そ

それ自体運動である｡おやまだ 知らず自然の坂道を歩‑ことは が､毎日の生活の中で'知らず

り'健康づ‑りのブームである 近はどこもかしこも'体力づ‑

もある｡

る｡井戸の中の蛙になる危険性 なり､文化にも出遅れ勝ちであ 悪い｡自然､外出がおっくうに

比べて'｢疲れやすい｣ ｢息切 利用する人は､平地に住む人に

ある実験報告によると､坂道を 同じ効果が得られるのである｡ 時間をかけないで､スポーツと

康､体力の面で優れている｡最 活は'平地に住む人よりも'健 に効用もある｡まず､坂道の生 自然の恵みであって'それなり

する消火活動には随分と能率が 市街地への通勤､通学､急を婁

その一方､おやまだの坂道は

坂道(森田たつゑさんと中野とみさん)

っている｡

がいの支えではないか｡(中村)

など)を築きあげて今日にいた 化(信仰､文化財､青年団活動

るように'それぞれ特色ある文 人は'各町(辛)各話にみられ である｡けれどもおやまだの先 ざす心境には程遠い日々の暮し

ッコよ‑悟り'詩人や義家をめ を萱りながら'軟石のようにカ 治の文兼夏目敢石である｡坂道 る｣ (草枕)とも書いたのは明

った時､詩が生れて､霊ができ

どこへ趨しても住みに‑いと悟

とへ安い所へ引き捜した‑なる｡ にくい｡住みに‑さがこうじる

ば窮屈だ｡とか‑人の世は住み 捧させば流される｡意地を通せ さお た｡智に働けば角が立つ｡情に

｢山路を生りながら'こう考え 文化(精神)にも及ぶのである｡

という｡

減じ､病気にか り易‑なった

もはパス通学によって'体力が のである｡現に'鹿間町の子ど 能'体力づ‑りに責献している

坂道は運動量が大きく心肺機 る｡(科学朝日五 年一二月号) の訴え率が少なかったといわれ

｢肩こり｣腰痛･屑など

れ｣ ｢便秘｣｢胃の調子が悪い｣

さらに'坂道の効用は人間の

坂道の恵みこそ､住人の生き
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くことによって､特別にお金と

の坂道の住人は'日常町内を歩
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小山田地区
連合自治会長
矢

▲
まとまりがよいです｡この特徴 良な人々ばかりで'おだやかで

てきています｡

一
は大きく変わると思います｡

治会運営においても難しくなっ

私の住む内山町をみても'善

存じます｡ 会運営に反映させていきたいと

矢田寺(連合自治会長) います｡ ろいろお聞きかせ願いたいと思

ざる道路が実現すると'小山田 題があります｡地区を南北に横 とつに'｢南北道路｣の建設問 めに､従来から取組んでいるひ

見をお寄せ厭って､今後の自治 いろいろお考えいただき､ご意

司会 矢田正(小p全長)

ただきました｡

ての座談会を開き､ご意見をい

よる'暮しよい町づ‑りについ

さる一月七日に協議会代表者に

り'今回地区広報創刊に際して 諸団体連絡協議会が発足してお

地区の皆様におかれましても､

がとうございます｡

幸

衛

お喜び申し上げます｡ 様には､益々ご健勝のことと､

とご理解､ご協力いただきあり

平素は地区の発展に､なにか

さて'当地区には二年前より

新年を迎え､小山田地区の皆

本日は､地区広報の創刊に際

当地区には'将来の発展のた

さいきん'人口も増加して自

Lt地区の将来や'課題などい

田

へ

と思っています｡何なりと民生

うはたらきかけをしていきたい ついて関心をもっていただ‑よ

矢田み(民生委見合) 通安全に努力したいと思います｡

うに'一層呼びかけを強め､交 会見の協力にて'違反がないよ

後'違反者も減りました｡今後

きましたが､集りもよく'その

矢口勇(交通安協支部長)

ら｡

し合えることが'楽しみですか

てほしいです｡老人は気軽に話 意味で'老人以外からも参加し が､各層の対話が広まるという

昨年'各町で法令謙習合を開

地区の方々に'もっと福祉に

山楽(子供会育成会長) ています｡ 間題に取組まぬばならなくなっ おり'婦人'母親の立場でこの 中学生の暴力事件が表面化して

須藤(老人全長) だけると'ありがたいです｡ 地区全体のバックアップをいた 結びつきが強いと思いますので､

ます｡昨今､青少年の不良化､ 考え方が将来を左右すると思い

い町にしていきたいと思いま+.

津田(婦人会副会長)

をもった前向きの人達､若者の

地区の発展は､生き方に自信

子供会活動は'1番地区との

高齢者教皇を行なっています

を生かし､地区の発展'暮しよ

若者が
将来を左右する

面での充実や'心の豊かさがも 市民センターなど利用し'精神 いると思います｡その為にも､ りを落着いて考える時期にきて

す｡

ものをしているように思われま

にみえます｡しかし､何か落し

は恵まれた生活をしているよう

よく見わたしますと'物質的に

小口(保育園母の会長)

ていただいていますが､その実'

たいと思います｡ 通じて健康保持に役立っていき

子供達を保育園などで保育し

子供をもつ母親は､身のまわ

スポーツを計画し､スポーツを 区民が少しでも多‑参加できる

す｡今後は卓球､山登りなど地 に見られがちで'反省していま

矢田幸(休育振興会副会長) た活動をしたいと思います｡

がソ7‑をして遊んでいるよう

体育振興会は'一部の中年層

何か落しものを

います｡

ついて､親の理解も必要だと思 すC もちろん'青年団活動に す んで参加してもらいたいで 出たがらないのです｡もう少し 例えば'市や県の青年団行事に

長谷川(青年会長) たいです｡ 重点に相談いただければありが

自主性に欠けていると患います｡

小山田の青年団具は社交性､

今後はもっと､地域に根ざし

している
1

I

田中(山臼町副自治会長) 願いしたいと思います｡ 保有する郷土資料館の建設をお の郷土資料を集めてありますので､

展することを'期待していま+. 思います.地区が文化的にも発 文化センターにしたいものだと

市民センター界わいを､地区の

なお､昔からの生活用具など

す｡

の活動を棟塩的にす めていま 校pTAでは､学級､学年単位

ってきています｡このため小学

矢田正 ばならないと思います｡ たれるよう努力していかなけれ

自身も研修をせざるをえな‑な 非常に重要になっています｡親 みる時'家庭での子供の教育が

小､中学生の非行化の現状を

また'体育館も完成しますLt

座談会

てい‑必要があります｡

小山田は'市でも二番目の耕

ん｡

また福祉活動をもっと実行し

会も全面的な協力を惜しみませ ていただきたいものです｡自治 て立つ人間が出るよう教育をし 来この小山田から日本を背負っ

近藤(鹿間町自治会長) 向が必要だと思います｡ めていくといった'前向きの方 ころは残し'改めるところは改 の住む町に関心をもち'よいと

せられます｡ から眺めた時'いろいろ考えさ

まず'教育を考えますに､将

将来の地区の発展という観点

ていきます｡

地区の将来を考えても､自分

るしぐさ､環境はすぐにひびい

であり､大人達が不用意にみせ

きたいと思います.

感受性の1番強いのが中学生

んが'中学生に注目していただ

と思っておられるかも知れませ

いっぱいで､他人のことまでは

てほしいと思います｡

中村(中P副会長)

られています｡自分のことで精

中学生閉篭が大き‑とりあげ

中学生に

注目を‑‑

‑‑‑‑‑‑物規事故32件.人身事故14件(死者2人

負傷者28人)

りますが'子供達に正確に伝え のはき違えなどがあちこちであ 杯です｡ぜいた‑な暮し'自由 あるので､ついていくのに精‑
あまりにも急変する世の中で

‑③
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平山(堂ケ山町自治会長) いが大切だと感じます｡

らの伝達だけでは､地区の方々 様になってきています｡行政か

影響が大きいと思います.金八

田中 今の社会はテレビの

丸市(和無EB町自治会長) ならない問題です｡

今日の自治会の仕事は多種多

地区での､人と人とのふれあ

い'生きがいがあると患いますo

というだけで'若い層はやりが でみんなが目を向けているのだ よくならなくても､そういう目

違いないと思います｡すぐには

このことも真剣に考えなければ に農家の方は迷っておられます｡ 不利なため'農業をす めるの 地面横がありながら､地形的に

ことに焦点を向けておけば､間 時'もっと後の世代がよ‑なる

中村 私達が将来を考える

少しご意見をお聞かせ下さい｡ 負う青少年問題について､もう

います｡

りがとうございました｡次代を背 司会 いろいろ'ご意見あ

ような話し合いが基となると思 いくのがよいと思います｡この は'地についた考え方で進めて

な未開発地区をよ‑してい‑に 同じと思います｡小山田のよう

佐野(美里町自治会長) ます｡ 山臼町では団地化をす めてい

くしたいという願望は'皆さん

り入れる必要もあります｡今' 区の発展には'新しいものをと

テレビの

清水(山田町自治全長) かが､心配です｡ の活動が低調になっていかない ん｡今のま では､地区の方々

がなかろうかと'思います｡地 こと､社会の情勢など知る必要

の要望に答えることはできませ

もっと地区の方々は'農業の

お互いが､よ‑なりたい､よ

影響が大きい

十

です｡おのずと体を使わないの

が必要だと思います｡ すぎると思います｡親達の自重 お金を持っており'ぜいたくし

だんにあり'何不自由ない時代 えばよい青葉ですが､物はふん 田中 文化的になったと言 いものです｡ には'なかなか注意など言えな いけないと思います｡よその子 もって子供の監視をしなければ 清水 個々の親が'責任を

年々上がり'子供達もたくさん

ドラマが多すぎます｡ 矢田響 テレビで刺激的な いのでしょうか｡

しているようですが､あれでよ

先生を見ていると､〟ざわ 〟

お年玉のことですが､相場が

親が子を
かまいすぎる

ースを経余したことがあります｡ れないし､先生も逃げるというケ 行ってもみんなが相手にして‑

あたりさわらず対応することが

かったことがあります｡

先生が悪い'などと話にならな

こずってしまい'親と話しても

役員の時'登校拒否で先生が手 矢田幸 私が中学校pTA

と思います｡

ことは､将来のためによ‑ない

ます｡私も子供を過保護にする

したが､今は立派に成長してい 然子供をかまわない家庭がありま

矢田勇 私の町で､親が全

と､心配します｡

で､楽をおぼえます｡

うな子供をつ‑るのではないか すぎると思います｡モヤシのよ 矢田響 親が子供をかまい せなければいけないと思います｡
子供達には'もっと仕事をさ

その子は学校へ行きたいが､

要は､非行だから悪いとか､

老人会の大玉ころがし
(
す｡ 思いま

えたらと患います｡

もっと参加者を増やす方法を考

事だと

とが大 するこ

ちで模 た気持 になっ で､親 かい目

人も暖 周囲の 努力し 学校も すが､ 多いで

る時には派遣の対象になり葺 いきませんが'本当に困ってい 度は､どこでもというわけには

も､集まってくる人が少なく' 矢日義 蘇演会など催して かお聞かせ‑ださい｡ んにするには'どうしたらよい 司会 地区活動をもっと盛

矢日み ホームヘルパ‑刺 知られていないようですね｡

すが､読む人が少ないのか案外 な制度は'市の広報にも載りま 伊藤 福祉関係のいろいろ

めに'移動入浴車もあります｡ 矢田み 潅たきり老人のた

ます｡

このさいには'市から手当がで

っては､近所の人にも頼めます｡ 三日ですが介護します｡時によ.

あり'病気になられたら､二･

各層間の交淀を

(座淡会一部掲載) とうございました｡ たいと思います｡どうもありが ると患いますが'この辺で終り

伊藤(母子福祉全長)

きないでしょうか｡ ただける制度を設けることがで のお世話を､安い費用でしてい 津田 地区で藩たきり老人

ぞ｡

げたい問題がありましたらどう

司会 青少年以外にとりあ

母子家庭には'介護人制度が

老人福祉は
知られていない

司会 まだまだご意見はあ

いと思いますが｡

らどうでしょう｡団結面でもよ 一つとして､地区旗をつ‑った 矢田幸 シンボルマークの

のです｡

流を､もっと棟壌的にしたいも

山家 地区内の各層間の交 います｡

くか考えなければいけなL'と思 す｡この層をどう参加させてい や酒など非行に走ってしまいま

さたになります｡つい'タバコ

辛)何をしたちょいか手持ちぶ ん｡中学､高校生はその時(行 がありましたが'今はありませ 各層で地区内のいろいろな行事 てよいかが問題です｡昔は年代 できますが'中間の者が何をし

している人は種々の行事に参加 中村 親と子供とか､安定 とが多くありますから｡ います｡各町の行事と重なるこ には決めておいた方がよいと思 月何日に実施すると'年度初め 丸市 地区運動会でも､何

シンボルマークを

盛脚野押開山甲
仙北fJEi

文責は編集委月全

つ‑ろう

S ･55年中における小山田地区の交通事故発生状況は･･‑‑････.･･
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六名町
文･田中弘治郎

之郷六名村字中村と'往古より

い丘に集落があり'勢洲北和田
六名町は､内部川左岸の小高

い尊い神の守護であった｡ に力を添えるのは'目に見えな

えきれない苦しみに堪えぬ‑力

鉄砲水による堤防の欠壊'疫

意によるものといわれている｡

る釈迦仏の功徳と御子神楽の神

事業であった｡ た｡六名町の先祖の果した一大

あらゆる苦難に遭遇していたo

病による労力の不足など'かぞ

宝歴二年正月､氏神'須賀神

てきんたのは光輪寺に古来奉安す

年々歳々上納米の完納には､

に遭遇しても､平穏に乗り切っ

七年後に'現在の本堂が完成し たんLt再建に尽力した結果､ 戸の同行が一致団結'苦心さん

二日) それ以来'信心堅固な

っている｡(元亀二年八月二十

名号をご染筆して'同行に賜わ

むようにと'〟南無阿弥陀仏〟の 巡教の時'光輪寺の宝として拝 派の高僧､真禁上人が当地にご

その後､天保初年の大地裏に

獅子舞神楽

るのである｡ 役を負うだけの力量を､修得す

いる｡(寺宝として現存) 光輪寺同行一同の支えとなって

ょり本堂が倒壊した｡当時‑六

数年間練習をつんで一人前に一 入会して､厳格な指導のもとで 校卒業時)は'必ずこの楽会に

の若衆(昔は元服時､今は中学 舞楽を維持保有するため､各戸

た｡

光輪寺

すがって家庭を守りつづけてい

五百五十余年の昔､真宗高田

をうけて以来'二百三十余年間

ている｡

た｡

な負担を背負わされて'農民は 牛黄米(幕府上納割当)の過酷 早天による不作､疫病の流行､

は､次の十種の舞からなりたっ 笛の引導音にみちびかれた神頭

名と呼ぶようになった｡

言われていたが､いつの時か六

内部川の鉄砲水による水害と､

人役で構成されている｡優雅な 福取､後舞､鼓'太鼓､笛の七 だち

このような祈念の神舞の伝授

古来､六名町が何度か大災厄

生きてゆくのが精いっぱいだっ

生きるために神に祈り'仏に

本取の神旗が完成した｡ そして一年後には今ある椿の一 土の発展を祈ることに決まった｡ 奉納して'神慮をなぐさめ､郷 発案で獅子神頭を造って神楽を 社での神酒直会の席上､氏子の
御子神楽は'神鉾'獅子頭へ

十段目‑(花の舞) 九段日‑七難退散

八段目T‥五穀豊穣 七段目‑万難対向 六段目三郷土の紫栄 五段目‑健康長寿 四段目‑悪疫退散 三段目‑天下泰平 二段目‑皇室のご繁栄 初段目‑大抜

感謝報恩

たものである｡

また当時田畑をもつ農民は､

彼岸会には､庄屋の冥福を祈っ 町歩を贈りねぎらい､年二回の

帰らぬ人となった｡

そこで村人達は'遺族に田一

られはしたが､庄屋はこの地へ

か､後に浄土宗への改宗が認め 戸へ直訴の旅に出た｡そのため 祖父は'村人達の意をうけ､江

るのが難しかった｡

ろ苦心したが'その許可を受け

現在は浄土宗の末寺であるo

浄土宗への改宗を願い､いろい

の後浄土真宗高田派にかわり' の妻帯を許さない雲水寺で､そ 川見山遠生寺とい ､天台宗派

江戸時代'堂ケ山町の門徒は

当時の庄屋､現在の打田家曽

堂ケ山町の遠生寺は'逝水院

遠生寺

盲ケ山町一
文･奥村 武雄

われている｡ 起きているのは正月ぐらいとい

いつも地蔵さんは倒してあり'

てお札を申すのである｡ お供えして､倒した地蔵を起し

参詣により治った人も多く'

けていく｡そして治れば赤飯を 者はその地蔵を倒して'額をか

の参詣者が多い｡ は〟いぼの神きん〟として近郷 地蔵という地蔵があり'一般に

きるiばを治すといわれ'参詣

その地蔵は'人間の身体にで

にて払い下げられたという｡

堂ケ山町山神の山林に'庚申

いぼの神さん

いわれる｡

田畑が小作人に'一反当り千円

しか 戦後の農地解放により

は'年貢米が百俵以上だったと

ため'遠生寺は昭和20年頃まで 小作となる者が多かった｡その それが嫌さに､田畑を寺に贈り

供が義務づけられていた め' 大名への使役として'労力の提

‑◎

地区広報おやまだ

くる.

求めてやって が､この水を

目の悪い人々

われて附近の よ‑効‑とい が目の病気に かわからない

ら不思議な神の水として､飲ま

れている.

堂がある｡

も'滴れたことがな‑ '人々か

‑の坂道に､泉が湧き出る観音

この泉は､どんな早天の年で

また､迷信

しかし一説

かと､いわれている.

親類縁者を頼んで謝ったもので

堂ケ山町北部にある墓地の近

土中からしみ出した水ではない

習があり'その死者の肉と血が

り方がまずい時には'夜中でも

低頭謝ったものである｡その謝

に座らされ'意見されて'平身

もしおならでもしたら､真ん中 拝聴したものである｡会議中に

挨拶し､日若い衆は終始正座し

すると目上に対し'手をついて

からなり'会長､幹事が運営し

青年会の規律は厳しく'集会

眼病の観音さん

うことだ｡

二十五才になると退会する｡

そのものであった｡会合に出席 には金具緊張し'相談事は真剣

にある墓地の水ではないかとい には､この水'五十メ1‑ル上

き日なりC

りのその式をあげさせたまう良

したしき友だちの､をしのちぎ

堂ケ山町は､現在も土葬の慣

(今日のよき日は我々のいとも

祝歌 (.鉢爪謂緒岬)

青年会は元老'中老､日若い衆

えた男子は青年会に入会する｡

明治の未より'義務教育を終

をするのである｡

あい､祝われて成人の仲間入り

喜び歌(後掲)をさ げて喜び

青年会の風習

を訪問し､規則正しく挨拶し､ が結婚すると'全局がその家庭 昔の風習が守られている｡友達

ある｡

今の堂ケ山町の青年会には'

眼病に効く観音堂
在り明治二十九年大水害の際へ

｢当時本堂は舌より字下鹿間に

っており'その一部をそのま

書いてみようo

た当時の再建計画文書が'のこ

けとなった｡

たのは'海草寺と数軒の民家だ めた｡そのため下鹿間にのこっ

一1

り'上鹿間と北山へ'移住し始 れた土地を離れざるをえな‑な 化し住民は途方に‑れ､住みな

りへ家は倒壊流失､田は瓦磯と

震'明治二十九年の大洪水によ

いた｡明治二十六年の美漉大地 部落に大きな被害をもたらして 部川がはんらんしてその都度､ 町にあった時に'何回となく内

この海善寺を上鹿間に移設し

もあった｡

が'時には悪魔のようなもので のにもまして大切なものである

ある時には生活用水として何も

地区の田を潤おす水源として､

部落が､内部川のほとり下鹿

てみたい｡

にか わる地区の歴史を紹介し

端がうかがえる｡こ で内部川

言葉である｡鹿間町にもその一

とは､国政人の後世に残した

古老によれば､内部川の水は

″水を治む者'よく国を治む

鹿間町今昔
文･近藤 正信

るのである｡ 農業の発展を願い､飛躍を夢み

ことな‑ '将来にむかって地域

できない史実がある｡

と闘ってきた､わすれることの

護岸と橋梁の確保など農民が水 部川流域水源地争いや､内部川

私達は先祖の遺業を無にする

りとするところである｡

また私達の先祖の偉業として誇

もので'鹿間町の文化財として かけ現在の海善寺の完成をみた 財により捻工費七百九十三円を

うごかし､六〇余村の協力と浄

う次第なり｣

この願いは'隣接地区の心を

また､天保'安政の頃より内

々に日‑広‑御随喜御助力を請 能はず葱に巳むを‑一般有縁人

を以てしては基の企望を遂ぐる

費多額にして到底門徒の力のみ つ‑して資材を投ずるも何分出 移転の企に着手せり既に全力を

て門徒一同相談し此度上鹿間へ 観また荒廃の運に向えり此に於 便にして来詣の諸人漸く稀に寺 旧地に残存せり爾来門徒往来不 鹿間に移転して当寺のみひとり

人家田園半ば流失し住民多く上

明治四十三年

海善寺世話方一同

(

福祉金庫や'母子福祉資金の各 れ'母子家庭を対象にした社会

ほしいと思いますo

い'健全な家庭をつ‑りあげて 母と子がしっかりと手をとりあ

ますが､これらの苦難にうちかち､ も多くの苦しみがまちうけてい なるとへ 社会的にも'経済的に

コラグの崖という絶壁があり'

い生活をお‑りたいものです｡

をなす夫に離別して母子家庭に

に使われている｡ 神明社の祭礼の時刻等の知らせ 十センチのほら貝があり､今も

ートル'巾約百五十メ1‑ルの

私達はいつも明かるく'楽し

しかし不幸にして生活の中心

年々､社会福祉制度が充実さ

る胴回り四十五センチ'長さ三

その昔'当地に高さ約三十メ

小山町に古来よりつがれてい

ほら具の口伝

小山町
文･豊住 勲

小山のほら貝
軽にお尋ねください｡

山田町 伊藤江美℡⑳ニ牽 堂ケ山町 市川えっt]⑳三〇二

力月がご相談に応じます｡お気 がありますので'左記の母子協

ります｡

その他､いろいろな福祉制度

庭に介護人を派遣する制度もあ

種の貸付制度があります｡

より'日常生活に困るような家 る制度や'母親の一時的疾病に 支払った自己負担分が助成され
また医療面では､保険により

流れずにすむといわれている｡

危険な時に'吹き鳴らすと橋が 召集にも使われ'洪水で橋梁が

いる｡

また､ほら貝は､町民の非常

枚が棲んでいたと'伝えられて ているが'当時は､耳のある大

うである｡この井戸は'今滴れ 井戸へ､一日一回練り込′缶んそ

と､にぎやかに天白川の水源の

ピービIt ドンドン､プ‑

ともに'ほら貝を吹き鳴らし' 神事をしたもので､笛や太鼓と

の貝として伝えられている｡

りかたがた身を休め'雨乞いの 代に'早天つづさの時は神に祈

明治'あるいはそれ以前の時

泣いたそうで､それ以後小山町 てみたら〟小山へ帰りたい〟と

で流され汲木町で拾われ'吹い こから出土したほら貝が､洪水 の大洪水でこの洞穴が崩れ'こ

の崖の中腹に洞穴があり'往年

を経て汲木町に至っている｡そ

その下を足見川が流れ'山田町

地区広報おやまだ
とに世間体を気にしすぎる｡こ

きたのだと思う｡

人柄だからこそ､受け継がれて

‑ '先祖を大切にするといった

すぎない｡

絶やすことな‑受継いでいるに

という特色もない｡ただ昔から

森林に囲まれた町｡地味でこれ

それは人々が温厚で人情に厚

反面へ 融通が利かず'ことご

〟田舎だなあ〟と思わせられる｡
〟小山田茶畑と稲EB.そして

景が変わることなく､やはり､

とする今日も､ほとんどその情

である｡しかし10年を経よう

もしれないと､想いかいた絵

いつの日か薄汚れた町になるか

rlO年後の小山田)と題して書い

た絵を'思い出した｡

クローズアップきれ､小山田も

◎一丁‑

四日市の公害問質が'大き‑

小山田が好きである

灰色ばかりで塗りつぶした

坂 徳子

青年会パン喰い競争
いこと‑ 'なるがま に‑

̲∨

ヽ ○

し'強い関心をもったこともな

うのと'考えてみたことはない だけど改めて小山田をどうのこ

きたのだから‑‑｡ かな‑≡‑ずっとこ で育って

私の根本は変わらないと思う｡

カ‥‥‥

こんな気持ちでい のだろう

小山田に生まれ育って二十年｡

自分にとっては､どうでもい

一番似合っている｡あたりまえ

好きである｡また私にはこ が

青年団の魅力

るo

だろうか｡興味深いものであ 活にどのような影響を及ぼすの

の道がこれからどのように変え ほ 中央に広い道が通じた｡こ

ていくか｡もしかすると穏やか

らないとも限らない｡我々の生 な人々が'熱くならなければな

いずれにしても､私はこ が

もしこの他を離れても､やはり

多くの人がそうではないだろう

かo

ういう点は'私の両親に限らず

小山田に'何年がかりかで､

0

森田有子

声‥

､

しいと思う｡

強く､もっともっと頑張ってほ

らしい｡彼等の存在はとても心 ち ‑ そう､彼等の熱意は素晴 動をとても大切にしている人た

の ‑ この小山田を愛し､団活

たことと思う｡

え'何らかのプラスになってき

それは自分に何らかの影響を与 の1連合青年団 ‑｡

あると思います｡ 用するには本当に立派な施設で

動や､誇浪合等が行なわれてい を見ますと､色々なグループ活

そう″なるがままに〟 ｡

とはありませんが'地区民が利

市民センタ‑の手lJ用

センター発行の｢おやまだ｣

そんな かで自分が知ったも

連合青年団を通じて知ったも

瀬古
私はまだ利用したこ 会議室があります｡ に調理室･図書室･

階に広い和室'二階

した｡駐車場も広く

利用しやす‑なりま

した｡

ーとして建設されま 新らし‑市民センタ

昭子
役場(出張所)が､ 民に親しまれてきた
長い間'小山田住

建物をみるとt I

れる老人稔合福祉施設が､川村 区には､県下でも初めてといわ

た｡

と思ったことはありませんでし 健康で過せることはありがたい｣

たが､この時ほど私は｢毎日が

老人の福祉については､当地

と'老人福祉施設を訪問しまし 案内で'市内の各地区婦人全長

ございます｡ 解'ご協力いただきありがとう

か｡

平素は地区婦人会活動にご理

先日､市の社会福祉事務所の

動に参加しょうではありません

ます｡ 方も､多‑いられること 思い

どっています｡私と同じ考えの 夜に行なわれているので'とま

‑れると思います｡

字を習いたいと思っていますが'

でも'勇気をもって色々な活

なnt 少しでも楽しい日々がお

を問いたりすれば､心も豊かに

ります｡

っていても､参加するには勇気

がいりますし､家庭の協力もい

いように思います｡

も共働きが多くよいこと わか

色々なことを習ったり'お話

私は字が下手なので､ペン習

谷ありで活動には少し条件が悪 センターまで行くにも山あり､ るようですが'当地区は広‑ ､

そのうえ､昔とちがい'家庭

豊かな家庭は

樋口よしゑ

健康から

‥

りませんか｡

い健康な家庭をきずこうではあ には'横極的に参加し'明かる

から生まれてくるといわれます｡ 個人の肉休的､精神的な健康 健全な社会､豊かな家庭は個人

ン検診など､常日ごろ健康診断 タ‑での主婦検診､農協でのガ

毎年実施される地区市民セン

す｡

ます｡ ので'身近かに買うことができ

大切に生きてゆきたいと思いま 読書の重要性を認識し'毎日を 視野に立った人間になるため'
家庭を守る主婦として'広い

っており'配達もして‑れます でしょう｡今はスーパーでも売 雑誌の価値を何倍かにすること

り取って残してお‑心がまえが,

ょう｡これはと思う記事は'切

患います｡

くりかえしみることができると

中を通りすぎてい‑だけでなく ておきます｡そうすれば'頭の

ものを感じます｡

れており'私達地区民は心強い 耕造先生のご熱意により設置さ

します｡そして'そこで感動し 分残しておいて後でまとめ読み 時間がな‑読めない時は'数日

は重点をお‑べきでしょう｡今' 化'教育､家庭欄を主婦として

ものではないでしょうか｡また

しかし､健康は自分でつ‑る

ったら､ちょっとした紙に書い

た文や覚えておきたい知識があ

雑誌も同じことが言えるでし

ヽヽヽ

かめばよいとして､文

で世界の動静を大体つ

と思います｡

新開の場合'政治面

開の例で考えてみたい

どうすればよいか､新

しい本に出合うには' た｡このように素晴ら けた文章に出合いまし

ノ

レ

ク

ロ

ド

で素晴らしい感動をう

主婦と読書

先日'ある本を読ん

矢田日出子

‑⑦
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園(和無田町自治会長)

薗(稔務部長)
で､床下浸水が絶えない｡ 和無田町の排水整備が不十分

ていく考えはなく､木造教皇 いつまでも､この方法をとっ

を考える｡ の改築とあわせて'排水経路

㊨(教育長)

薗(小pTA会長)
しているので抜本的対策を｡ 小学校の汚水排水は山林に流

○防犯灯は'地元で

設置した場合'一部助成する｡

○信号機は､今は難 請する｡ 置できるよう県に要 また､美里町にも設 道を設置する予定｡

しいが､県に要望す

る｡

にもう一箇所横断歩 〇六名町の既設の他

囲(小pTA会長) がなされました｡

層(市民部長)
で通学上危険箇所が多い｡ 分場の開設により交通が頻紫

③適所に街灯設置

圃(中PTA副会長)

堂ケ山'和無甲鹿間各町か

園(市長)
がつかない｡上水道となった

場合､消火栓の設置を｡

簡易水道の容量不足で消火栓

域に計画説明会を行う｡

うに地区にあまり利益になら

ないことはない｡近々関係地

らなる実行委月会を組織｡

なものである｡東名阪国道のよ

ミルクロードのよう

薗(産業部長)

で'市道ではなく' 建設省､農林省所管

‑関へ通じる道路で 六名町‑鈴鹿‑亀山

薗(鹿間町自治会長)
画内容は｡

小山田の人口は5,429人です｡ (S.55.10国勢調査概数)
●町別人口と世帯数
町名

)

山田町

#

内山町

3

堂ケ山町
美里町

涛

和無田町
ﾃ#3R

r

76

涛

行っている｡

お別れ会など各町独自の活動を 盆踊り､クリスマスパーティや 生歓迎会､夏休みラジオ体操'

まれており'一歩前進したと

今年は国土庁の調査対象に含 展のためぜひ誘致したい｡ 市は少なく､文化都市への発 二十五万都市で大学がない都

実施している｡

防火ポスターコンクールなどを

るが'その計画はどのようか｡ 桜財産区に大学誘致の話があ

センターへ申し出てほしい｡

自治全長と相談していただき

どもの育成を目ざしている. つけさせ､心身ともに健全な子 団活動によって､社会性を身に

おける年令の昇った仲間との集

薗(婦人会副会長)

薗(市長)

について相談したい｡ 現地を状況調査のうえ､整備

薗(センタ‑館長)

た防犯灯も｡ 除草回数を増してほしい｡ま

ルタ‑西山町間の道路拡幅と

216

189

Cr

475

田R

141

鼎SR

201

2,572

○開催日を八月第一

ら地区の芸能等をもちより' 大四日市まつりを'市全域か

550

"

443

桜財産区は､アスレチック' 思う｡

スポーツ､レクリエーション

土･日曜日を含む三

薗(遺族会長)
交流を深めるまつりに発展を｡

608

涛r

228

r

鹿聞町

92

大学の他に土地は十分にあり

施設を考えたい｡

日間｡

闇(産業部長)

1,937

2

104

鼎2

o各地域の芸能等参

o文化都市四日市をつ‑る大 設け改善を行ったQ 大四日市まつり企画審査会を

合計
c"

258

295

鼎r

六名町

汁

ﾃ

加させる｡

○幅広‑各町からの代表者か 四日市まつり｡

人口

傚r

875

西山町
小山町

B

*

鼎CR

フラワーロードの計

昨年八月二十六日'市民セン

①堂ケ山町からの横断箇所

園(消防団長)

わかりました｡

ターにて､市長と地区の自治会

に信号機を｡

歩道棟を｡

を｡

らの中学校通学路のうち'ミ

②美里町からの横断箇所に

のあと､次のような質問'答弁 開催され､市長の市政概要説明 長､諸団体代表による懇談会が

ミルクロードは､南部埋立処

898
B

ﾃゴr

415

5,429

前回(S･ 50)より2 2 2人の人E)増､市で12番目の増加地区

テーリング大会'地区運動会や

キャンプ'ハイキング､オリエン

てソ7‑､フツーポール大全､
地区子ども会では'年間を通じ

また'各町子ども会では新入

子ども会活動は､地域社会に

』年令階層別人口

子ども会活動

いしたい｡

大四日市まつり参加の鼓笛隊

験のある方はぜひ協力を'お願 青少年の育成に興味ある方'経 いきたい｡そこで子供会活動や かい人情のなかで見守り育て

いる｡

小山田の豊かな風土と'あた 担い手となる貴重な宝である｡
子どもたちは'将来の地区の

4､少年消防クラブ 3'バトンクラブ

2､サッカー少年団

1'鼓笛隊

する次のクラブ活動を行って に､日常の練習や訓練を主体と

一方､これらの行事活動の他

子供会育成会

o民生委具合 o消防分団 o保育園母の会 o体育振興会 ○連合青年会 o小学校pTAO中学校pTA

o子供会育成会o交通安全協会 o母子福祉会 o老人会 o連合自治会 o婦人会 ことを目的とした協議会です｡ て､地域社会の発展に寄与する 進する母体で次の団体が加入し

歴史を閉じました｡ ためへ取壊わきれ五十三年間の 屋内体育館を建設中です｡この 環として'本年三月完成予定の

地区諸団体

地区内の諸団体の連けいを推

思います｡ かすかすの思い出があること

このたび'学校施設整備の一

卒業されたみなきんにとって' た役割は､大きなものがあり' 五十三年間小山田の教育に果し 学校長は辻幸四郎先生で'以後

もありました｡

当時の村長は市川己之松氏'

くの人々が見学に来られたこと

しては近代建築で､近郷から多 しました｡この建物は､畠時と

千二十一円)昭和二年三月落成 画が立てられ､(総工費t万三 に雨天体操場､兼講堂の建設計 御成婚記念事業として､小学校
大正十三年へ ときの東宮殿下

思い出多い

連絡協醜会と5･‑

講堂姿消す

一地区広報おやまだ
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‑地区市民センターのご案内‑
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EgEl市市は11線と太陽のある豊かなまちづく

恕ヱ

り〟

を

推進するため･対話と調和のとれた地域社会づくりの
拠点として､従来の出張所と公民館機能をあわせもつ

小山田地区市民センターを､昭和53年度に発足させま
した｡

その業務の概要は､行政一般の窓口サービス､地域振興業務､

改築された小山田地区市民センター

社会教育業務で､行政とみなさんの出合いの場､地域の諸活動
の場として発足以来その利用も高まっています｡
●学級･講座 おりです｡

市民意識をもった人間になるよ 術や教養を身につけ､社会性や は､私達は常に新しい知識､技 雑で'人間性を無視した社会で

務です｡

を進めてい‑のか'社会教育業 たり､自主的な地域活動の育成 広い学習と活動への機会を設け

ーツ､レクリエーション等の幅 ただ‑ために教育､文化､スポ づ‑りに'す んで参加してい

従来の地区市民センターは老朽のため､昨年4月に小学校跡

★社会教育業務

みなさんがよりよい地域社会

その美希の主な内容は次のと

今日のように変化が激し‑複

地に消防分遣所とともに改築しました｡施設の主な内容は､一
階に事務室､会議室､和室､二階に大会議室､図書室､調理室
等となっています｡
今後､よりよい地域活動の場として大いに利用されることを
願っています｡

っていた戸籍'住民登録､印鑑

税等の行政窓口業務です｡ 証明､国民保険､国民年金'市

いま で出張所として取り扱

貸出日

いきますのでご利用‑ださい｡ 書数をふやし内容を充実させて

貸出しています｡今後'順次蔵 (川村文庫)を'昨年6月より

お気軽にご参加‑ださい｡ 講座を実施しておりますので､ 身近かな問題をとりあげた学級､ 健康の知識や地域共通の課題等 いただくよう消費生活の知識' 家庭'社会での生活に役立て

●図書貸出 お寄せ‑ださい｡

供から成人までが楽しめる国書 本に親しんでいただ‑ため'子
ひとりでも多くの人が､よい

また､内容についてのご意見も

★窓口サービス

務です' 社会づ‑りをす めるための業

さんの参加をえて個性ある地域 推進'援助に重点をおき'みな 地域の連帯に根ざした諸活動の

して'地域の課膚への対応と' さんの集約きれた意識を基調と

広聴活動をすると もに､みな

への参加を求めるための広報､

ぎすため'各種の相談や､行政
よりよい地域社会づ‑りを目

★地域振興業務

う心がけなければなりません｡
そこで地区市民センタ‑では､

‥

りますのでご覧下さい｡ の最終ページに見本があ

ください｡

学していただき入会 ています｡一度'見 主活動を定期的にし

のなかで､活発な自 つつ和やかな雰囲気 プが'親睦をはかり

ーにありますが､お急ぎ 用紙は'地区市民センタ することになっています｡ 本人が自筆にて全部記載 は委任状にかわるもので なお'代理権授与通知書

③印鑑登録手帖 (代理権授与通知書) (登蘇者)自筆の委任状 ①代理人の印鑑 ②本人

下きい｡

のが必要ですのでご留意 人がするときは'次のも 請を本人にかわって代理 印鑑登録証明書の交付申

●グループ活動
七つの同好グルー
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のときは､印鑑登録手帖

成人‑日･祭･土 子供‑火･金曜日

(下表参照)
を除‑毎日 曜日の午後

ましたら投稿して‑ださい｡

う頑張りますのでよろしく｡ご意見があり

ありませんが'今後共､ご期待にそえるよ

皆さんに満足していただ‑内容のものでは

■グループご案内ト

地区広報第一号をお届けします｡とても

あなたもどうぞ.〟
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