
２月28日 
長沢保育所完成 
（８,１５０万円） 
３月14日 
Ｂ＆Ｇセンター開所式 
４月１日 
農業委員会委員改選 
６月23日 
最上川で警戒水位突破 
７月18日 
農業青年会議所による農産
物直売場が猿羽根山にオー
プン 
８月 
幅に戦没者慰霊碑を建立 
８月 
松橋に多目的集会施設完成
（１,１６０万円） 
９月 
第１回舟形若鮎まつり開催 
９月27日 
県知事選挙 
10月28日 
異常気象農作物被害対策本
部設置 
12月 
新商工会館完成 
（５,０３０万円） 

【生活環境整備を推進】町内の農業用排水路の大部分が自然の土水路

であり、道路側溝を通じて家庭排水や雨水が流れ込み、快晴が続くと

汚水がたまり不衛生となり、豪雨時には畑や宅地に水が溢れ被害を及

ぼしている現状です。この対策の一つとして、集落排水処理施設が長

者原地区に設置されることになりました。今後、各町内で実施してい

きます。 

【Ｂ＆Ｇ舟形海洋センター】事務室、更衣室、シャワー室を完備した

スポーツ施設として、総工費２億５,０００万円をかけ､ Ｂ＆Ｇ財団（

笹川良一会長）の援助で建設されました。町のスポーツの拠点として、

また、新しい交流を生むコミュニケーションの場として利用して下さ

い。 
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12月 
真見祐臣氏に第７号名誉町
民贈る 
３月23日 
西又分校閉校 
４月28日 
長尾に松原鮎センター完成 
６月13日 
県内初のカヌー競技長沢で
開催 
６月29日 
Ｂ＆Ｇ海洋センターにプー
ル完成 
９月20日 
町に初の銀行オープン 
（殖産銀行新庄支店舟形代
理店) 
11月３日 
長沢地区特産物即売センタ
ーオープン 
11月 
野に林業センター完成 
12月１日 
西又分校跡地に集会施設完成 
12月27日 
名誉町民　叶内安彦氏逝去 

【青年団員が老人世帯の雪おろし】２月21日､連合青年団の団員約60

名が、ボランティア活動の一環として､ 10軒の一人暮らしの老人宅の

雪下ろしをしました。お年寄りの雪下ろしは大きな負担であったため、

大変喜ばれました。 

【松原鮎センター完成】４月28日、長沢字長尾地内に松原鮎センター

が完成しました。三光堰土地改良区では、鮎の養殖は始めたばかりで

試行錯誤の連続ですが、なんとかこの事業を成功させようと懸命に頑

張っています。この事業により、鮎の安定供給が実現するものと期待

されています。 

【Ｂ＆Ｇ海洋センタープール完成】６月29日､ Ｂ＆Ｇ財団の援助によ

り上屋根付きプールが完成しました。７月からは一般開放されたこと

に伴い、スイミングスクールなども開講され、水泳の指導も行われて

います。 

【長沢和紙の復活】11月３日に完成した長沢地区特産物即売センタ

ーでは、本格的に長沢和紙を漉き始めました。この程行われた紙漉き

の実演では、長沢小の児童や報道関係者が多数訪れ見学しました。現

在紙漉きは県内では、白鷹町と上山市にあるのみで、新聞報道で話題

を呼んでいます。 
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１月20日 
ロナルド・レーガンが第40代
アメリカ大統領に就任 
３月20日 
中国残留孤児が初来日 
４月12日 
スペースシャトルコロンビアが
初のスペースシャトルミッショ
ンで打ち上げ 
６月 
秋田空港開港 
７月29日 
ダイアナ妃とチャールズ皇太子
がご成婚 

２月８日 
ホテルニュージャパン火災で
33人死亡 
２月９日 
羽田沖で日航ＤＣ－８が墜落し、
24人が死亡 
６月23日 
東北新幹線盛岡駅～大宮駅間開業 
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閉校した西又分校 

Ｂ＆Ｇ海洋センターにプール完成 

横綱北の湖がひょっこり来町 

完成した長沢保育所 

Ｂ＆Ｇセンター開所 

舟形保育所の園児が光生園で運動会 

老人世帯の屋根の雪下ろしをする連合青年団 

復活した長沢和紙 



１月 
幅分校隣接地に高齢者コミ
ュニティセンター完成 
１月22日 
長沢和紙、ＮＨＫ朝のラジ
オ番組で紹介 
１月 
富長小学校児童28名が飯
倉小学校へ 
３月４日 
町農業青年会議所が「全農
新聞賞・若い農業者グルー
プ活動コンクール」で農林
大臣賞受賞 
３月 
舟中・堀中閉校 
４月６日 
統合中学校（舟中・堀中）
開校 
４月24日 
町議会議員選挙 
５月28日 
山交バスが松橋まで路線延長 
８月17日 
全国初の鮎塚建立 
９月12日 
舟形中学校竣工式 
12月 
町保健センター完成 
（１億２,５００万円） 
12月 
南部保育所完成 
（１億３,２００万円） 
12月18日 
衆議院議員選挙 

【長沢駅無人駅に】大正４年の開業以来６７年間、長沢地域の発展に

貢献した駅舎の無人化は人々から惜しまれています。 

【統合中学校】近代的な設備の新校舎は９つの普通教室と１１の特別

教室、体育館と食堂があります。これまでの校舎に比べると、広々と

した間取りで、採光を十分に考えた明るい校舎になっています。建設

に当たっては、現場の教職員の意見を参考にし、使いやすさ、温かさ

を考慮した設計になっています。 

統合中学校の建設は１０数年来の懸案であり、約１０億という巨額の

費用を投じた町の大事業でした。今年度は三校統合になりませんでし

たが、今後もその実現を目指していくことになっています。 
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２月13日 
第９代町長に澤内甚一郎氏
就任 
３月１日 
町施行事業合同落成式（保
健センター、南部保育所） 
４月１日 
農業委員会委員改選 
10月１日 
町民憲章、舟形町の自然が
決定される 
10月１日 
印鑑登録証明が直接式から
間接式に 
10月 
町道舟形太郎野線完成 
11月１日 
町制施行30周年記念式典 
11月10日 
猿羽根山に町の木であるえ
んじゅを記念植樹 

【城南電器が操業開始】奥羽自工㈱、㈱ウツシカワに次いで、町で３

番目の大型企業として㈱城南電器が西堀地区に誘致されました。城南

電器は京都に本社を持つ弱電部門の会社です。町内外から５０名の女

子従業員を募集し、舟形工場として操業を開始しています。 

【雪どけ前に苗の種付け始まる】降雪量が多かったため今年は雪どけ

が遅く、いつもと比べて１週間から１０日遅れています。写真の上部

には、とけきっていない雪が見られます。 

【５月中旬に除雪車出動】昨年から今年にかけて、松橋で最高積雪深

が３ｍ27㎝を記録。雪どけが遅れたため､ ５月中旬にもかかわらず西

又の高原開畑地に除雪車が出動しました。 

【町民憲章、町の自然が決定される】かねてより町民の皆様に募集し

ていた町民憲章、町の自然が､ 制定委員会で慎重に検討された上10月

１日に制定されました。 

【町政施行30周年記念式典】11月１日､ 舟中を会場として､ 300名の

関係者の参加のもとに町政施行30周年記念式典が行われました｡ 猿羽

根山太鼓の勇壮な響きのオープニングに始まり、各分野の表彰、町民

憲章及び町の自然が発表されました。 

【猿羽根山にえんじゅの木】町制施行以来30周年を記念して､ 町の木

に指定されたえんじゅの木の植樹が11月10日に行われました。猿羽

根山に建設中の体験実習館の敷地内に２０本余りを１本１本ていねい

に植えていきました。 
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４月15日 
東京ディズニーランド開園 
５月26日 
日本海中部地震 
９月１日 
大韓航空機墜落事件 
10月12日 
ロッキード事件の裁判の一審で、
田中角栄に懲役４年、追徴金５
億円の有罪判決 

１月18日 
福岡県の三井三池鉱業所の有明
鉱抗内火災、一酸化炭素中毒で
83人死亡 
２月13日 
冒険家の植村直己が行方不明に 
３月18日 
グリコ・森永脅迫事件、一連の
事件は2000年に未解決のまま時
効に 
９月19日 
東京・永田町の自民党本部が放
火炎上 
10月25日 
オーストラリアからコアラ６頭
が贈られ、日本に初上陸 
11月１日 
新紙幣発行｢１万円札福沢諭吉｣
「５千円札新渡戸稲造｣｢千円札
夏目漱石」 
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舟中 (上)、堀中 (右)、両校で最後の卒業式 

統合中学校 (舟中・堀中) で初の入学式 

バスの開通で６㌔の道のりが解消（山交バス松橋乗り入れ） 

堀内にボーリングピン登場 

広報ふながた３００号を迎える 

５月中旬なのに除雪車が出動（西又） 

町政施行３０周年記念式典（舟中） 

舟小で創立１００周年を記念して校庭にタイムカプセルを埋設 



３月３日 
町制施行30周年記念 
「雪まつり」開催 
３月 
太郎野分校・大平分校閉校 
４月１日 
山交バスに代わり、町営バ
スが運行（上長沢～木友) 
４月１日 
農業委員会委員改選 
５月15日 
猿羽根山に石碑と歌碑建立 
６月 
町営住宅３号棟完成 
７月１日 
猿羽根山体験実習館オープン 
９月16日 
山形県知事選挙、山形県議
会議員補欠選挙 
10月 
太折地区多目的集会施設竣工 
11月 
県営富田地区湛水防除事業
・農道整備事業竣工 
12月 
町内４つの小学校にスノー
モービル導入 
10月１日 
国勢調査の結果、 
人口７,９２０人 

【町政施行30周年記念「雪まつり｣ 】舟形中学校を跡地を会場として、

「雪まつり」が開催されました。雪像コンクール、かんじき競争、チ

ビッ子相撲、親子ソリ引き競争がにぎやかに繰り広げられました。ま

た、歌手の北見恭子さんを迎えてのカラオケ大会も盛況でした。 

【太郎野分校、大平分校が閉校】児童数の減少と本校へのバス通学が

可能となったことから、舟形小学校太郎野分校と長沢小学校大平分校

が３月いっぱいで閉校することとなり､それぞれ閉校式が行われました。 

【県営富田地区湛水防除事業・農道整備事業竣工】富田地区の水田は

肥沃で地形的にも平坦な恵まれた耕地ですが、最上川・小国川との標

高差が少ないために、大雨が続き河川の水位が上がると自然排水能力

が低下し、たびたび湛水被害を被っていました。これを防ぐために昭

和57年から着工し、完成いたしました。 

　太郎野～富田間を結ぶ基幹農道は、幅が狭く未整備のため農業振興

の阻害要因となっていました。そのため、昭和49年度より道路改良、

舗装を実施し、この度、竣工開通ととなりました。 
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２月 
亀割トンネル安全祈願祭 
４月 
三光堰融雪災害 
５月２日 
猿羽根山に斎藤勇氏の歌碑
が建立、除幕式が行われた 
６月21日 
東京日本橋三越本店にて猿
羽根山太鼓披露 
７月６日 
衆議院議員総選挙、参議員
議員通常選挙 
７月16日 
東北中央縦貫道総決起大会
（新庄市民文化会館) 
７月31日 
新舟形ＹＫ１号井（大平地
内）で開抗式 
９月 
若鮎まつりで第１回ミス若
鮎コンテスト開催 
10月24日 
農村環境改善センター完成 
10月30日 
烏川大橋開通式  
12月18日 
堀内小学校大規模改修工事
竣工、舟形中学校給食優良
校文部大臣表彰受賞祝賀会 

【三光堰融雪災害】長尾の国道47号亀割バイパス工事現場付近で大

規模な地滑りが発生。４月17日頃から黒森山の中腹に亀裂が走り、

大きいところで３ｍもの段差ができました。それにより三光堰の農業

用水トンネルが破壊されているのが発見されました。このため、田植

えへの影響が心配されましたが、小国川への水を直接導入することで、

ピンチを切りぬけました。 

【農村環境改善センター完成】10月24日、農村環境改善センター (総

工費２億7,655万円）が完成し、竣工式典が行われました。また､ここ

には昭和58年度に完成した南部保育所もあり､ 今後の富長・堀内地区

の拠点施設として重要な役割を果たすものと期待されています。  

【烏川大橋開通式】“知事さん、私たちが渡し舟で学校に通っている

最上川に早く橋をかけて下さい”。一人の少女の手紙が実って、舟形

町と大蔵村を結ぶ県道福寿野－熊高線の烏川大橋が10月30日に完成

し、開通式が行われました。板垣知事に手紙を書いたのは、馬形から

大蔵村に通う青塚貞子ちゃん、大蔵村の小中学校に通っていましたが、

洪水や風の強い日には舟が欠航し、学校にいけなくなることがしばし

ばありました。  

【堀内小学校大規模改修工事竣工】堀内小学校は､ 昭和46年度に建設

以来15年目を迎え､ 大規模な改修工事を行われていましたが､ この度

完成しました。 
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３月14日 
東北新幹線大宮駅～上野駅間開業 
３月17日 
科学万博つくば'85開催 
（～9月16日) 
５月17日 
男女雇用機会均等法が成立 
８月12日 
日航機墜落事故 
９月11日 
ロス疑惑の三浦和義が逮捕 

１月28日 
スペースシャトル、チャレンジ
ャー号爆発事故  
３月５日 
青函トンネルで本州と北海道が
結合  
４月26日 
チェルノブイリ原子力発電所事
故発生  
６月１日 
上野動物園のパンダ、トントン
誕生 
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三光堰融雪災害 (上)・三光堰導入路工事 (左)

長沢小親子が福昌寺で座禅修行 

烏川大橋が開通し、舟形・大蔵間が近くなりました 

初のミス若鮎 

町営バス運行開始 

農業体験実習館オープン 

新庄･尾花沢道路の早期着工へ向けて金丸信自民党幹事長 (車中) へ陳情 

石油・天然ガス試掘場（長者原） 



１月25日 
第１回新春町民なわとび大
会開催  
１月26日 
国道47号バイパス長尾トン
ネル貫通式  
４月１日 
農村環境改善センターに堀
内支所が移転  
４月26日 
町議会議員選挙､定数が18名
から16名へ(投票率96.99％) 
４月29日 
経壇原に多目的集会施設完成 
５月26日 
伊藤重治郎氏が勲六等單光
旭日章を受章  
７月12日 
新庄市民文化会館で猿羽山
太鼓５周年記念リサイタル
開催  
８月13日 
東京長沢朋の会が長沢の福
昌寺に句碑を寄贈  
９月20日 
第１回東北輓馬競技舟形大
会開催  
10月29日 
最上おこしワイドフォーラ
ムin舟形開催  
11月25日 
舟形中学校に屋内相撲場完成 
11月28日 
長沢あいさつ橋開通  
12月12日 
阿部勤祥氏が勲六等單光旭
日章を受章 

【第１回新春町民なわとび大会】１月25日､ 第１回新春町民なわとび

大会がＢ＆Ｇセンターを会場に開催されました。大会には小学生から

青年男女まで多くのチームが参加し、ぶっつけ本番のデコボコチーム

も有り、充分練習を積んで必勝を期してきたチームも有りで、緊張の

中にも笑いのある、参加者約３００名の賑やかな大会となりました。 

【新生町営バススタート】昭和60年度より山交旅行バス㈱に運行を

委託して、舟形・上長沢間を運行していましたが、山形交通㈱の舟形

・松橋間と新庄・舟形・松橋間の２路線が３月31日で廃止になること

から、それらに代わり町が地域住民の足を確保するために全線直営で

運行するものです。運行するコースは、廃止となる路線とほぼ同一で

すが、長沢方面から堀内方面まで直通で結ぶ路線も開設されました。 

【猿羽根山太鼓５周年】７月12日新庄市民文化会館で猿羽根山太鼓５

周年記念リサイタルが盛大に行われました。猿羽根山太鼓は､ 昭和57

年に佐藤充夫氏の多額の寄付と打ち手として猿羽根山太鼓忍会（代表

曽根田順一氏）が石川県の水舞流宗家、水野幸蔵氏の指導を受けて発

足し、今年５周年を迎えました。５年間の中で、忍会の指導により南

部子宝太鼓（南部保育所）、長沢三吉太鼓（長沢小）、富長若鮎太鼓

（富長小）と猿羽根山太鼓の後継者が続々誕生しました。 

【第１回東北輓馬競技舟形大会】９月20日､ 小国川河川敷千鳥地内に

おいて、第１回の東北輓馬競技舟形大会が開催されました。会場は今

年整備され､ 参加した馬は75頭にもなりました。荷は軽量で約３００

㎏、最重量で１０５０㎏の荷を負いました。輓馬の蹄の音が小国川の

瀬に鳴り響きました。 

世界と日本 

1987
(昭和62年)

２月１日 
長沢小学校新校舎完成式  
２月７日 
第10代町長に沼澤長吉氏
就任 
２月22日 
新舟形保育所完成  
４月 
斎藤好松氏が勲三等瑞宝章
を受章 
５月 
第39回県高校総体陸上競技
大会で奥山義行選手（福寿
野出身）が日本高校新記録
（200Ｍ) 
５月５日 
消防団長に伊藤昭八郎氏  
６月17日 
三光堰地区地すべり災害復
旧事業竣工祝賀会 
９月６日 
水稲異常気象対策本部設置 
10月 
第43回国体で奥山義行選手
二冠の栄誉に輝く（100Ｍ
・400Ｍ) 
12月18日 
ミュンヘンオリンピック男
子バレーボール金メダリス
ト中村祐造氏来町 
12月27日 
猿羽根山スキー場オープン
（ナイター完備） 

【長沢小学校新校舎完成】昨年６月より着工された長沢小学校校舎改

築工事が完成し、２月１日に完成式が行われました。新校舎は、総工

費３億５千万円､鉄筋コンクリート３階建てで延床面積が約2,259㎡あ

り、どの部屋も明るさをうまく取り入れた作りになっています。また、

３月31日幅分校が閉校となり、４月からは本校に統合になります。 

【町長選挙】今年は正月頃まで全く雪のない日が続きましたが、中旬

頃より降り始めた雪は豪雪を記録する程で、大雪の中での選挙戦が展

開されました。（沼澤長吉　2,883票、澤内甚一郎　2,690票、投票率

95.29%） 

【小国川につらなる“こいのぼり”】一の関町内会で、５月５日のこ

どもの日を祝い、地区の小国川河川敷に１５０匹のこいのぼりをあげ

ました。地区のＰＴＡ、消防団員らが「こいのぼりをあげる会」を結

成し、３月下旬から話し合いを重ね、準備を進めてきました。川の上

にワイヤーを張り、その下のロープにこいのぼりを結び、春の小国川

の上に色鮮やかなこいのぼりをあげました。気持ちよく泳ぐ姿は、多

くの人の目を楽しませていました。 

【国体で奥山義行選手二冠】10月15日～20日にかけて第43回国民体

育大会が京都府において開催されました。奥山選手は、陸上部門での

優勝候補最有力として今国体に出場、見事100Ｍ（10秒55、大会新)、

400Ｍ（48秒17）で優勝を果たしました。 

世界と日本 

1988
(昭和63年)

４月１日 
国鉄が民営化され、ＪＲグルー
プ７社が発足  
７月11日 
世界の人口が50億人突破  
11月６日 
竹下登内閣発足  
11月29日 
金賢姫による大韓航空機爆破事件 

３月17日 
東京ドームが完成 
４月16日 
映画『となりのトトロ』(宮崎
駿）が劇場公開 
12月１日 
パンナム機爆破事件 
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第１回新春町民なわとび大会 

南部子宝太鼓（猿羽根山太鼓５周年リサイタル） 

第１回東北輓馬競技舟形大会 

新しく生まれ変わる“長沢あいさつ橋” 

澤内町長と中村最上町長との堅い握手（長尾トンネル貫通） 

小国川につらなる“こいのぼり” 

猿羽根山スキー場オープン 

第20回町民大運動会（障害物競走） 

新長沢小学校落成 



３月22日 
大太鼓一人打競技全国大会
で、曽根田順一氏が最優秀
グランプリに 
３月24日 
舟形町きれいな水づくり推
進協議会設立 
４月29日 
阿部源次郎氏が勲六等瑞宝
章を受章 
６月 
第４次舟形町基本構想 
｢ハピネスシップふながた｣
策定 
７月 
奥の細道300年記念  
猿羽根太鼓リサイタルに全
国11団体が競演  
７月23日 
参議院議員選挙 
９月 
若鮎まつりに五月みどりさ
ん出演。２日間で１万５千
人の人出 
９月 
舟小相撲場完成 
舟中相撲部全国大会でベス
ト８ 
10月 
県より第１回優良納税市町
村表彰受賞 
10月８日 
県知事選挙 
11月６日 
太郎野分校跡地に記念碑 
12月 
鈴木善蔵氏　勲六等單光旭
日章を受章 
12月15日 
町営一戸建住宅が５戸完成 
12月16日 
和太鼓龍、修練道場設立 
(和太鼓龍･連山順道を襲名)

【幅神楽復活】５月15日、幅の熊野神社の祭典が行われ､ 同神社の境

内で幅神楽が披露されました。幅神楽は、昭和３０年代まで引き継が

れていましたが、その後３０年間中断されていました。昨年の長沢小

学校の落成式で、地区の人の指導で必死に練習した同小学校の児童に

より復活されました。このことがきっかけとなり、幅地区民が保存し

ていこうと立ち上がり、地区の祭典で披露したものです。 

【猿羽根太鼓リサイタル】芭蕉奥の細道紀行３００年を記念した羽前

の国舟形・猿羽根太鼓の第１回定期公演が６月24日、25日の２日間、

長沢小学校で開かれ、合わせて約千人の観客が太鼓の技と勇壮な響き

を楽しみました。公演の模様はＹＢＣで放送されました。 

【ふるさとまつりで仮装コンテスト】８月10日､ 第13回を迎えた“ふ

るさとまつり”が町民グランドを会場に行われました。グランド中央

には５ｍ程のやぐらが組まれ、午後６時からチビッ子レクリエーショ

ン大会に始まり、婦人会、そして恒例となった仮装大会には１７団体

が参加し､ １,０００人近い人達が１０時半頃まで、真夏の夜の盆踊り

を楽しみました。  

【相撲場完成】舟形小学校に待望の相撲場が完成し、９月２日に土俵

開きが行われ、安全祈願・土俵固めの後舟中相撲部による模範試合が

おこなわれました。心と体を鍛え、これからも優秀な成績をと期待し

ております。 

世界と日本 

1989
(平成元年)

１月 
県内初の地籍情報管理シス
テム導入 
２月18日 
衆議院議員総選挙 
（投票率89.53%） 
２月27日 
第１回猿羽根山スキー大会
開催 
３月31日 
ウド山斎場完成 
（舟形町・大蔵村共立) 
４月１日 
農業委員会委員改選 
５月８日 
中央公民館にエレベーター
完成 
５月13日 
東北ダートトライアル選手
権開催 
９月11日 
県営ため池整備事業完成 
（用排水施設整備) 
11月30日 
農業構造改善センター完成
（馬形) 
10月 
国勢調査の結果、 
人口７,８０６人 
11月 
過疎地域活性化計画策定 
12月 
第１回猿羽根山ナイタース
キー大会 

【第１回猿羽根山スキー大会】２月27日､ 猿羽根山スキー場で大回転

競技大会がナイターで行われました。上々のコンディションの中、選

手は小学生から一般まで９０名近くエントリーし、巧みな技とスピー

ドを披露してくれました。 

【終焉の場が新たに】３月31日､総事業費１億９,９００万円をかけて、

待望の舟形町・大蔵村共立火葬場が完成しました。両町村で協議を重

ねながら運営管理にあたります。 

【中央公民館にエレベーター完成】５月８日、中央公民館にエレベー

ターが完成しました。これで障碍のある方や高齢の方も３階までらく

らく移動できるようになりました。 

【東北ダートトライアル選手権】’９０ＪＡＦ東北ダートトライアル選

手権第三戦が､ ５月13日に１６０台の参加を得て一の関千鳥河川公園

において開催されました。一日中車のエンジン音と、車がゲートを通

過するたびにまきあげられる土ぼこりと、若者達の熱気とで、いっぱ

いになりました。 

世界と日本 

1990
(平成２年)

１月７日 
昭和天皇崩御、皇太子明仁親王
が即位し今上天皇となる。新し
い元号「平成」を発表した 
１月８日 
元号が「平成」に改元される 
４月１日 
消費税開始（３％） 
11月４日 
オウム真理教によって坂本堤弁
護士一家殺害事件発生 
11月９日 
ベルリンの壁崩壊 

１月13日 
第１回大学入試センター試験実施 
３月３日 
ポール・マッカートニー初来日
公演 
７月28日 
アルベルト・フジモリがペルー
の大統領に就任 
10月３日 
東西ドイツが統一 
12月12日 
秋山豊寛TBS記者、ソ連のソユ
ーズ宇宙船で日本人初の宇宙飛
行士となる 
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ウド山に新しい斎場が完成 

第１回猿羽根山スキー大会 

移動系防災無線車により迅速な情報伝達が可能に 

猟友会に仕留められお手上げの熊 

全国大会でグランプリに 

３０年ぶりに復活した幅神楽 

舟小相撲場完成 

東北ダートトライアル選手権 


