あ れ こ れ 見 聞 録
犀竜民話は江戸時代に松
本藩で編集された信府統記
旧俗伝︵一七二四︶で紹介
されています︒その概要は
次のとおりです︒

︽新連載︾
民話のはなしとはいえ︑
小太郎が池田町に住んで︑
小太郎を祀った神社が川会
神社であることを仁科・坂
本の両先生とも︑上記の本
の中で述べています︒
特に︑坂本先生は﹁犀竜
民話は元来川会神社に代々
語り継がれてきた伝承なのに︑
他所の話のように語られて
いて大変残念に思う︒何時
の日か︑犀竜と小太郎の母
子が本家の川会神社に帰る
ことを心から願っている﹂
と述べています ︒ ﹁(信濃安曇
族の残骸を復元する ﹂一八二頁 )

︵渋田見

太田 勍︶

昨年︑犀竜民話と川会神
社の関係を記載した標柱が
設置され︑神社の鳥居も改
築されたことは喜ばしいこ
とであり︑関係した皆さん
のご尽力に敬意を表するも
のです︒私も含め︑川会神
社と犀竜民話との関係を知
らない町民も多いと思います︒
このことをホームページな
どで全国に発信し︑﹁泉小
太郎のふるさと池田・十日市・
川会神社﹂を地域興しに役
立てたらよいと思います︒
皆さんはどう思われますか︒

密室での小沢・福田会談
の中身が自民・民主の大連
立構想であったことを発端
とする︑小沢代表の辞任表
明と直後の撤回劇︒何とも
おそまつな顛末に国民は唖
然とさせられました︒
民主党執行部が大連立を
認めなかったその背景には︑
参議院選挙で示された国民
の力があります︒しかし同
時に︑執行部が小沢代表に
留任を求めた背景にはアメ
リカと財界の強い圧力があ
ることも見ておかなければ
なりません︒

衆議院解散で民意を問え！
十一月十三日には新テロ
特措法が野党の反対を押し
切って衆議院で可決されま
した︒
アメリカの意図に何がな
んでも答えようとする自公
政権のねらいを許してはな
りません︒
十一日には︑長野県南牧
村で共産党員村長が誕生し
ました︒国民が政治を動か
す時代が始まっていること
を実感させる快挙です︒

（５）別鍋に(２)のリンゴと
砂糖を入れて蓋をして、中火
の弱で火にかけて、砂糖が溶
けたら蓋をとって蒸発させて
火からおろす。
（６）(４)の鍋に(５)の煮た
リンゴを入れて、中火弱で２
〜３分煮てから(３)のレーズ
ンを入れ、更に２分ほど煮る。
バターをところどころに落と
して溶かし、シナモンとレモ
ン汁を振りかけ、すぐに火を
止め皿に移す。

かんたんレシピ
鶴子

さつまいもとリンゴの甘煮

◆十月十四日に﹁日本の青
空﹂という映画を観て︑忘
れかけている平和願望への
願いを改めて感じ︑現在の
社会のありようを暮らしの
中で考えるきっかけとなり
ました︒
◆日本国憲法が︑アメリカ
による押しつけではなく︑
憲法学者鈴木安蔵を中心と
する憲法研究会によって日
本国民の思いに添った草案
が作成され︑それをＧＨＱ
が手本として採用して制定
されたことを︑この映画か
ら理解することができまし
た︒そして︑歴史の真相に
深く目を向けることがなか
った自分には︑ 日本の憲法
誕生の歴史を改めて勉強する
機会となりました︒
◆私はその昔︑中・高生く
らいまでは祖父母やその世
代の学校の先生から戦争の
悲惨な話を聞かされており

滝の台

Ｍ・Ｓ
︵現在の私の親の姉兄達︶
を抱いている終戦直後の写
真を見ると︑当時の日本が
生々しく感じられる風景の
中にも︑人々が永遠の平和
を願い︑これからの幸せと
希望に満ちあふれた活き活
きした喜びの笑顔を感じ取
ることができます︒
◆戦争の生々しい体験話を
語る方々が次第に減少して
いきます︒だからこそ︑こ
れからの若い世代の人々に
も︑日本の平和憲法の大切
さを積極的に考えてもらい
たい︑そして一人でも多く
の方々に日本国憲法誕生の
真相を知ってもらいたいと
感じました︒
◆そして︑戦後六十年以上
もの間︑かろうじて戦争す
ることなく人々が安全な暮
らしをしてこられたのも︑
この平和を謳 う
(た う
) 日本
国憲法第九条があったから
だと心底から感じました︒

映画﹁日本の青空﹂を観て

︽読者のこえ ︾

衆議院をすみやかに解散し︑ 論を一刻も早く大きくしてい
民意を問うべきだという世 きましょう︒

二︐三面に前回の続きを掲載し
ました︒

農業問題シンポジウム

特集

ました︒祖母達の親族が赤子

▼鳩山邦夫法相は﹁Ｇ
ＨＱの親切で厳しい
指導と押しつけで日本
国憲法ができた︒日本
人自身の手で憲法を書き直す
大仕事を﹂と発言︒﹃改正﹄
の時期は三十年以内との考え
を示した▼安倍の﹁五年以内﹂
が押し戻されたと告白した格
好だが︑現憲法の﹁天皇︑国
務大臣︑国会議員︑裁判官そ
の他の公務員は憲法を尊重し
擁護する義務を負う﹂に反す
る︑率先して法を守るべき法
相の違憲発言︒﹁九条の会﹂
の国会請願署名で国民多数の
意思を示し︑将来ともに九条
改憲発議できぬようにしよう
▼守屋の口から久間・額賀の
名が出た︒規律が厳しいはず
の防衛省の最高幹部自らが腐
敗していた︒膨大な五兆円の
軍事費を持つ官庁と業者の癒

有明

＞
作り方
＜
＞
材料

（１）さつまいもの皮を剥き
一口大に切る。塩水に10分く
らい漬けてから水で洗い水気
を切る。
（２）リンゴをくし形に切り
(16片位)、塩水にさっと漬け
て水気を切っておく。
（３）レーズンは湯に3分強漬
けてふやかし、水気を切って
おく。
（４）(１)のさつまいもを鍋
に入れ、ひたひたに水を入れ
柔らかくなるまで煮る。柔ら
かくなったら砂糖を加えて煮
含める。
さつまいも・・・・・800グラム
砂糖(さつまいも煮用)大さじ３
リンゴ・・・・・・・中２個
砂糖(リンゴ煮用)・・大さじ２
塩・・・・・・・・・少々
レーズン・・・・・・適量
レモン汁・・・・・・少々
シナモン・・・・・・少々
バター・・・・・・・少々
約した米民間軍事会社員二万
人が送り込まれている︒九月︑
この社員にイラクの子どもを
含む十七人が射殺された︒こ
うした職業的 殺し屋 を雇
うアメリカの戦争に加担する
日本政府︒戦争はわれわれの
税金を湯水のように使うのだ︒
絶対許すべきではない︒声を
挙げよう︒衆院選は近い︒

着︒何が国を守るだ！ 山田洋
行との関係は氷山の一角︒イ
ンド洋沖での給油ごまかしな
ども含め徹底追及を▼ イラク
には米軍のほか︑米政府と契

コラム

・・景行天皇の一二年まで
は︵約二千年前︶︑松本地
方は大きな湖だった︒ここ
に犀竜︵諏訪大明神の変身︶
というものが住んおり︑ま
た︑東高梨の池には白竜王
︵日輪の精霊︶がいた︒両
者の子を泉小太郎と言った︒
小太郎は犀竜の背に乗り︑
山清路の巨岩を突き破り千
曲川から越後の海まで乗り
込み︑湖は水が引き︑陸と
なり︑松本平ができた︒小
太郎は有明の里︑今の池田
町十日市場の川会という所
に館を建てて住み︑子孫は
大いに繁昌した︒歳月が流
れ小太郎は﹁私は鉢伏権現
の生まれ変わりであり︑こ
の里を神護する﹂と言って
犀竜︑白竜王と同様︑仏崎
︵大町市常盤︶の岩穴に隠
れた︒人々は彼所に川会大
明神の社を建て︑小太郎の
霊神を祀った・・

長野南牧村で三人目の共産党員村長誕生！

呆れた大連立構想と民主党のドタバタ劇

＜

犀竜民話と川会神社

2007年11月

杉浦

第一回

山本久子（61‑1066）
服部久子（62‑4357）

家庭レストラン

雄大な有明山︑連なるア
ルプス︑緑豊かな田園・・・
還暦を過ぎ︑自分の育っ
た故郷を見つめなおしてみ
よう︒そんな思いから仁科
宗一郎先生の﹁信濃池田町
史話﹂︑坂本博先生の﹁信
濃安曇族の謎を追う﹂など
の本を読んでみました︒
その中から始めて知った
面白い話を著者のご了解を
得て紹介します︒

議員連絡先

犀竜民話は皆さんご存知
かと思いますが︑その主人
公の泉小太郎と十日市地籍
及び川会神社とは深い関係
があったのです︒

村端 浩 (62‑8440)

73号

発行責任者

あした天気にな〜れ

いよいよ光る日本共産党の真価
国民が政治を動かす時代ですよ、小沢さん！

池田町
部内資料

日本共産党
池田ファンクラブ・ニュース

