〆㌧

≦郵護

鞭灘

辮嶽

慰猟

川西町役場
行所

行者 中村壮吉
集人 金子幸作
刷所 白南風社

肱｛39
ワ．58

計

人口の動き

■4．981

かみしめるふきのとうの

無心に遊ぶ子らのえがかは

待ち望んだ大地のぬくみに

もえいずる若草︑木々の芽

小川の流れの高まるひぴき
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あ

ル

短

衆は容易でないこつた﹂といいな

て立ち上がろうとしても︑﹁役員

がらも︑それぞれの地域ではあら
かたの役員改選が終つた︒

なればいくら理解のあるダンナさ

ることが多くなつて︑それが度重

つぽを向くし︑出歩けは家を明け

▲事なかれ主義でやれば会員はそ

れる場合が多いのである︒

しても︑みんなから臼い目で見ら

︒少しでも新しいことをやろうと

てゆくようになつてしまうという

古いものから新しいものへと切 なかに意欲的な人があつたとして
り替えられてゆくときだけにどこ ？もけつきよく伝統やしきたりにこ
だわつて︑昔からの形でひつぱつ
でも共通した悩みがあつたらしい

が︑とくに部落や町内の婦人会に

とつてはことしも役員選出の苦労

新しい抱負ですすもうとされる

が大きかつたようである︒

婦人会役員のみなさんに︑そして

役員が決まつたあとのホツとした
つて激励のことばとすることがで

会員のみなさんに︑この一篇をも

任期を一年でやめる︑また役員の

んでもタマにはふくれツラをする
こともあろろ︒したがつて二年の
﹁イヤとてもだめです﹂というや

選出に苦労するという結果にもな

▲﹁引き受けてください﹂

きれば幸いである︒

りとりが﹁役員になり手がない﹂

からが本会議だということばがあ

▲婦人常会はハシゴダンを降りて

ようなことはないだろうか︒

とで自らの主体性を失つてしまう

でいいはずの婦人会が︑こんなこ

︑だれからも拘束されずにすすん

りかねない︒社会教育団体として
くなつたとか︑ゆきづまりにきた

といろ声に変つて︑動きがとれな

婦人会だとかいわれて︑毎年の役

にあるのだろうか︒

員選出に苦労しなければならない
としたらその原因はいつたいどこ

▲﹁アナタはまじめでほんとによ

も︑それをどうするという具体的

る︒だれもが何かを求めてはいて

カゲにまわると﹁あの人はヒマ人

なことになると︑とかく発言をた

くやつてくれる﹂といつた人が︑

だからああやつていればいいのよ

めらつたり積極性をかいたりする

たいへんのことだろうがいつも会

人がまだ多い︒役員としては全く

﹂ぐらいにいわれたのでは︑だれ
でもオイソレと引き受けられるも

﹁ア 員の身になつて︑表面のキレイさ

のではない︒﹁ワタシなんかとて
も：：﹂といつて断つても︑

やおろなしの選挙や順番制︑はて

らつたり︑なり手がないままにい

らないことはもちろんである︒

の立場に立つて協力しなければな

このためには会員もまた︑．役員

けて運営していただきたい．︑

ナタひとりに苦労はさせない﹂と よりもウラの声によく耳をかたむ

はオガミ倒しでみつけたりしたと

いろことでどうにか引き受けても

マ

﹁あんた：：どうやつたらいいの

ことで悩んでいるかも知れない︒

あなたの奥さんは︑いま婦人会の

にもお願いしたいことがある︒

▲もうひとつ︑世のダンナさん方

い

大きいのである︒

町づくりにアナタ万の果す役割は

注いでいただきたい︒これからの

い組織の力で明かるい町づくりに

んたのねかいを︑婦人会という強

の

るだろう︒どうかこの共通したみ

動が生まれてこヴκ︑婦人会は前進す

それらを中心としてほんとうの活

いことが多い︒アナタとワタシの
ねがレがみんなのねがいとなり︑

．自分ひとりの力では解決できな﹄

しあわせを求めているのに

同じいこと彦悩み︑同じいことに

ちは毎日同じいような暮しの中で

▲婦人会のみなさん︑わたくした

つてきたことの証左である︒

問題ととりくむ裏．える婦人会に変

貢献しようとする動きは︑現実の

てゆくことによつて地域の進展に．

題をとら貢︑一．⇔んなの力で解決し

学習から生活の課題につながる問

みるがいい︒家族会議やグループ

ごろの婦人会の動きに目を注いで

ら大きく前進したといえる︒この

のあつせんやレクリエーシヨンか

にともなつて︑婦人会もまた物質

学習や話し合い活動へと移行する

▲戦後十四年の社会教育が︑小団

くると思う︒

会が生まれてくることにもなつて

となつて︑そこからよりよい婦人

ひとことがどんなにか力強い味方

やるんだよ：：﹂という励ましの

がら何でも任せつきりの会員︑そ かしら：﹂という奥さんの︑よき
れでいて批判だけはするのだから︑ 相談相手であつてほしいのである
﹁たいへんだろうが︑しつかり

役員の選出が容易でない︑とか

んこれこれのことを；：﹂といつ

▲こうしてできた役員が︻みなさ

ころもあるという︒

雌侮

引き受ける人がいないといわれな

町づくり

舌にしみいるふくよかな味覚は
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収支の調整に苦慮
新年度予算審議始まる

・︑
学校ピアノ購入請願﹂であるが︑

千手中学校も上野中学校も年々生

徒数学級数が増加しており︑現在
七学級三〇五名の千手中は昭和三

十七年度には九学級四〇六名とな

り︑同じく上野中学は三学級一四
二名から六学級二〇〇名に増加す

るので︑現在でさえ特別教量の不
足に悩む両校が︑数年のうちに職
員室さえなくなる︵上野中︶とい
つた状態である︒

田小学校田戸分校の統合問題が検

本年十二月宋を期限として︑町長

ちこちでヌカ焼きの煙が立ち上つ

それはともかく雪が消えてポカ

水田単作の経営を行なつている農

民は︑いちど失敗するとすぐあき

らめてしまうという傾向があつて

どうして失敗したのか︑なぜなの

かを深く考えようとしないという

ことです︒これは畑作地帯の人た

てしまいます︒もちろんヌカ焼き

はかりではなくて︑すべての火災

を予防することが町の条例によつ

て規定されています︒

例年ならばもう数件の火災が発

しは嬉しいことにまだ一件も発生

生している時期なのですが︑こと
しておりません︒

うららかな小春愚よゆは悪くい

えば知災昂詣ゆともいわれますo

あまり良いことばではありません
が消防人の間ではよく使われるこ

とばです︒それだけにまたこの季

のうちでも最高を示しているので

節には火災が多く発生して︑一年

す︒特殊の場合を除いてこの季節
を突破すれは︑火災の大半は防げ

るといつても過書ではないでしよ

う︒ことしはゼヒ無火災の町にし
たいものですね︒

︵川西町消防団︶

ちに比べると︑大きな性格のちが

また適地適作の新しい作物を導

いであるといえましよう︒

導に動きやすくて︑農民全体のま

入するときなど特定の人だけが指

第二の課題は︑経済の動揺に劣

とまりに欠けているようです︒

弱であることです︒とくに米の単

作による地力維持の困難なことが

さと︑経済の鋤きによるシヨツク

労働︑土地︑資本による生産の低

あることです︒

を経営全体に影響させるもろさの

第三の課題は︑生産様式の固定

化や封鎖化による家庭内の主従関

ランスを呈していることです︒こ

係が︑新しい経営組織とのアンバ

れがために失敗を多く見うはる現

状ですから︑婦人の生産関係の援

術の介入など︑多少でも自主性の

回復をはかる必要があります︒

また封鎖的な生産関係から福祉的

な面を軽視するきらいがあつたり

保健栄養や育児などがゼいたく視

つている現状も︑何とか打開して

されて︑．過度の強制労齢をともな

といえましよう︒

ゆかなけれはならない問題である

けつきよくこれら三つの課題を

解決するための︑基本的な対策と

一︑各農家が弾力性のある経済力

して︑

を強化して︑土地の整備や経営様

二︑観念的︑形式的な農家生活を

式の再編成をすること︒

改めて︑記録による科学的︑計画

的な生活様式を確立すること︒

㌔

れぱなりません︒ ︵農業委員会︶

などをしんけんに考えてゆかなけ

を促進することo

三︑婦人の解放と生産活動の強化

第一の課題は︑この町のように

三つの重大な課題があります︒

これからの農村振興事業には︑

とうして

討されたが︑その結果に基づいて これからの
農村振興は
二月三日に地元仙田の議員代表並

して︑統合問題について第一回懇

びに田中総文委員長︑教委︑議会
事務局の係が現地田戸部落へ出張

全員協議会

談を行なつた︒

二月六日

①新年度予算の減収対策として
⑭議員報酬の改正は見合わせるこ

置定資産税分増徴の方針を確認し
と︑⑤町職員の増加を押えて給与

更に上野中学校では︑今まで小
学校と共用していたピアノを︑昨

の改善を図り︑課制をしいて繁閑

﹁春は火事から﹂などというと

ことしこそ無火災の町に

いま﹁火事 の季節﹂

を調整する︑等を検討した︒

年小学校舎を新築したために︑事
実上共用が不可能となつたので︑

新たに購入して欲しいといろもの
であるが︑これらはいずれも両校

を統合することによつて積極的に
解決するか︑現状のまま両校それ
ぞれに整備するかという岐路に立
たされているわけである︒

教育委員︑膿員︑関係PTA代表
学校長等を委員とする学校統合研

て見えます−忙しいながらものど

おしかのを受けるかも知れません

究機関を設けて︑この問題を検討

かな風景です︒さてここまでは普

この問題について議会としては

する︑という総文委員会の報告を

通なのですが︑これらの取り込み
に注意しなければなのません︒

ポカと暖かくなつてきますと︑あ

一応了承したが︑なおこの問題は

千手︑上野両中学絞だけに限定せ

川西町火災予防条例第九条の二
によりますと﹁火気使用後二十四
時間を経過しない取り灰などは︑

ず︑川西町の全体について総合的
の計画を立てる必要があるという
ことに意見が一致し︑その線に添

必ず不撚性の容器に入れて風で飛

た場合は条例に違反することにな

ていますから︑ヌカ焼きをした後
二十四時間以内に俵や木箱に入れ

散しないようにすること﹂となつ

つて努力することを申し合わせた

田戸で統合懇談

町議会では︑目下予算編成期を迎えて連目協議会︑委員会を開いて
新年度予 算 と 取 り 組 ん で い る︒

災害復旧等々幾多の問題が予定されているので︑財政支

本年度も渾蓬箋薯︶診療所の肇︵橘︶をはじめ︑懸案の
信濃川架橋
出は相当ふくらむものと見込まれているが︑一方財源については軽便
軌道の撤去に伴う交付金納付金の大幅削減︑国鉄大規模消却資産の消
却による自然減︑準拠税率に基づく町民税の漸減等により昨年度より

約吾五＋万の襲となるので︑新年度の財政収支をどのように蓼

するかは蒼姦みとなつている．このため︑場倉よつて昼謡

一月十九日︻臨時会︼

税婁︑慮しなけれはならないのではないかと︑墓に欝害霧・

学校統合推進を決議

行詰リを統合で打開

千手・上野中の場合

統合聞題を取ゼ上げるきつかけ
となつた請願は︑﹁千手中学校特
別教室増築計願﹂並ぴに﹁上野中

ことにおもしろくない結果になつ

ります．その上火災にでもなれば
議会では︑翌二十臼の全員協議会 失火罪となつて家を焼き︑罰金を
に提案された﹁定校仙田分校奪用 ・納めなけれぱならないという︑ま

繕馨難藷

出す第一歩として注目される︒

は︑川西町の学校統合問題か動き

間題を押し進めよう︑という空気
が議会内に盛り上がつて来たこと

認識を与髪ることによって︑この

ついて一般住民を啓蒙し︑正しい

の面からも︑学校統合の必要性に

そこで︑財政的にも︑教育効果

とではない︒

ることは︑必ずしも理由のないこ

的とも見えるほど慎重な態度をと

局者がこの問題について﹇面消極

にならぬ困難性が伴うだけに︑当

本年度は研究期間

である︒まして︑統廃合というこ

当時の苦い経験を想起すれは十分

ものはないことは︑他町村の例を
見るまでもなく︑新髄中学校発足

しか し ︑ 学 校問題ほどむずかし い

面しなければならない問題である

れの合併町村も︑いつかは必ず直

の眼目とされているだけに︑いず

学校統 合は 町 村 合 併 の 最 終 最 大

は大きい．

れ︑熱心な論議が交わされた意義

上野中学校ピアノ購入請願をめぐ
つて︑学校統合問題が取り上げら

しかし︑千手中学校増築請願と

けで︑時期的にも新年度の方針を
打ち出すには至らなかつた︒

ほかは︑請願六件が付議されただ

臨時会では専決処分の報告二件の

一月十九日に招集されたが︑この

昭和三十四年度第一回臨時会は

O
とになれは新制中学問題とは比較

校舎建築請願﹂をめぐつて︑中仙

！
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︸軒の家の災害にも︑同胞の外
地からの引揚けにも︑いろいろと

赤十字活動を見たの聞いたりして

︑．．

﹁オレもひとつ宝探しをしてみよう﹂と思われる方
は︑この記事を最後までごらんください︒

あなたのお宅に鉄砲や刀がありませんでしようか︑

福と世界平和の積極的なにない手

つお家の中の宝探しをしてみてくださ

うな名刀︑名剣のあることがしはしはあります．ひと

おのます．つまの山い乙とー1ー 昔から伝わつてきた鉄砲や刀の中には︑美術品として
それは﹁赤十字を適じて人類の幸 価値のある火なわ銃式火器や︑文化財に指定されるよ
である﹂という信念のもとに行わ

今この町でわかつているものだけで

いませんか︒

戸92

又は取りこわしたとき．

ください．﹃税務︵地籍︶孫一

す︒詳細は登記所か役場にお尋ね

︶に対して行うことになつていま

申告は所有者が法務局︵登記所

更のあったとき︒

六︑そのほか台帳の畳録事項に変

ときは申告でなく登記をする︶

更があつたとき︒︵所有権移転の

住所又は氏名及ぴ名称などに変

五︑土地及ぴ家屋の登録名義人の

更又は一部を取りこわしたとき

四︑家屋の所在︑種類︑構造の変ー

きは一カ月以内︒

三︑第一種地の地目変換をしたと

彗）この表は田・畑の合計面積を階層別に区分し、農家数と耕地面積を自小作別に表わし
たものです。r自作農家」は自作地が全体の9割以上、f自小作農家．1は自作地が1
顧卜・5割、「小作農家」は自作地が】割に満た左いものとなつていまナ。

︵︑

知事県議選近づく
話し合い活動〃がすすめら

れてきました︒

して

今から彊い批列力を
ことしは選挙の年だといわれて
いますが ︑ こ の 町 で は 七 月上旬に
れる事業の資本になるのです︒

1．0

みんなで話し合つて世の中を明

1

予定されている千手土地改良区の

1．0

も躍備前長船裕定〃．をはじめ四十振り

1

赤十字は︑人道として苦痛と死

17頂

の排除に奉仕します．人間が人間

8

かるくし︑政治に対する認識を高

﹁オラ家にそんなものはない﹂と思つ

322 38328

2．

194。1

ウ一

4

鎚

773

の名刀があります．

ていても︑神棚の上とか土蔵の中を探
すとでてくることがあるものです●

ところで﹁鉄砲刀剣類等所持取締令

︑鉄砲︑空気銃︑刀︑槍︑なぎなた︑

﹂というむずかしい規則によりますと

短刀︑あいくち︑飛出ナイフなどの銃
砲刀剣類は︑公安委員会の許可または
文化財保護委員会の登録がなければ所

狭別
層
広階
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らしく取り扱われること老要求し
ます．平等として各人に対し差別
し得る援助は︑その人の必要と緊

なく救護を与えます︒赤十字がな
急の度合に応じてなされます．そ

ります●すべての権力に対し独立

して赤十字は軍事︑政治︑宗教︑
哲学などの分野において中立を守

さねはなちぬと常に心がけており

し︑すべての勢力に自由であり︑
赤十字の事業はすべての人に及ぼ

ちようどいま︵三月鱒日から三十輔日

持できないことになつています．

まで︶﹁潜在銃砲刀剣類発見届出推進

だ許可や登録を受けていない人の届出を勧奨していま

月間﹂でもあります．そして新潟県警察本部では︑ま

このようにして人道的任務の実

ます．

技術を出しあうようになれば︑p社

践のために︑お互いが浄財や労力

申告しなけれはならない︑と土地
家屋台帳法に定められていますが

48
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395

めて住みよい町や県にすおは︑国
は自ら栄えることになるはずです

近く赤十字社員増強運動が展開

す︒

銃砲刀剣類を持つているが﹁ま
だ届出をしていない﹂という方や

現在のとこ岬案申告の土地や家

屋が相当あると思われます．
左記の場合の所有者はすみゃか

に申告をしてくださいo法定期間

を過ぎますと一万円以下の過料に

記

処せられることになつています︒

一︑第二種地︵免税の土地︶が第

一種地︵課税対照となる土地︶

となつたとき及ぴ家屋を建築した

︵家屋の建築

20760

5反｛1町

総代遡挙をのぞくと︑町長選挙も

しかし県知事や県臓会畿員の選

このたび当局から︑選挙目あて

されます．いわゆる全戸の社員加

会はほのぼのと明かるくなり︑人
むものはあたたかい愛情に物心両

駐在所か派出所に届出て︑警察か

と人との近親感が生まれて︑苦し

面からふるいたつてくるでしよう
赤十字社員となるには慈遜徳爵

ら﹁届出済証﹂の交付を受けてく

これから発見した人は︑お近くの

で年額百円以上十年間納めていた

︵川西部長派出所長・教育委員会

土地家屋の異動
申告はこうして

ときは一カ月以内︒

着工届とは別に行う︶

291
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1

二︑土地の分筆合筆及ぴ家を増築

12（泥

383

畿会臓員の選挙もありません︒

挙が四月二十三日に︑参議院繊員
いう達しがありました︒

の事前運動は厳重に取り締まると
な選挙をして︑

・

されていることを忘れないでくだ
みんなでざ拓
︵選挙管理委員会︶

よい政治が行なわれるように努め
ましよう．

日赤社員に

赤十享の話

い醐票を投ぜら汗るように︑今か

この運動によつて︑赤十字は国

ださい︒

なおほかに特別袖島として噸時

だくことになつていますo

に三手円以上︵年三百円ずつ十力

年でもよい︶納めてもらうものと
一時金三万円以上︵年千円ずつ十
力年分︶のものがあのます︒

土地や家屋に異動︵売買とか相
く︐︶のあつた場合は︑すみやかに

どうぞこの主旨を御賛同の上︑
戸ごとにひとりは目赤社員に加入

︵社会係︶

続などによる所有権の移動をのぞ
︑

してくだ﹁さるよヶお願いいたしま
雪ゲ

広狭階層別自小作農家別経営耕地面積かよび農家数

驚

》

す︒
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3反〜5反

128

避挙が六月上旬に︑それぞれ予定
さい ．

県知事や県巌会畿員はこの先四
力年閥県政を担当し︑参儀院臓員
はこれから六年という長い閥︑国
政を担当することになります．

よく見て
よく聞いて
よく考えて

ら十分の心構︑えをもつてください

入を理想として︑すべての人たち

加入しよう

曽避挙は投票によつて行なわれま

が赤十字事業を理解し︑戸ごとに

あなたの信頼できる人に悔のな

のつていなけれはなりません︒

すが︑投票するには選挙人名簿に

︵定時名簿︶を作りますし︑この

ただく運動なのです︒

ひとのは目赤社員に加入して︑事
業資金となる﹁社費﹂を納めてい

このため町選挙管理委員会では

ほか選挙のたぴに補充名簿︵随時

の内外にわたつて博愛︑救護︑厚

毎年の九月十五日現在で基本名簿

名簿︶を作ることになつて6ます

生︑奉仕︑社会福祉などの︑数々
の人道的な仕事を行なうことがで
きるのであります︒

赤十字の﹁社費﹂はこのように

oこの二つの名簿は︑いずれも一
定の期間に縦覧して確定するので

すから︑縦覧期間には名前が確実

して世界を結ぶ組織をとおし︑お

でもよいものにし︑苦しんでいる

互の住んでいるこの世の中を少し

にのつているかどうかをよく確か

明かるく正しい選挙をするため

人︑悩んでいる人を助けようとい

めてください︒

に︑いま全国的な公明選挙運動が

ろいろな事業に使われています6
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銃砲刀剣をさがそう

ぢ

展開されていますが︑その一つと

昌こを讃まないとそんです

、
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珊西町役場事務分掌表闘
の処理③環境衛生④狂犬病予
防法⑤食品衛生法⑥興行場法

昭和三十四年三月十五日現在

国保 衛生係 ︵八 名︶
①国保月報︑統計調査報告②保

●南雲・守
●平沢徳松

係長

②一部負担金◎診療

●小林英一

①係内事務統制 ②国保︑直診の 険給付の審査⑲診療報酬の処理
条例︑予算︑決算 ◎国保運営憧 算定④療養費の支給

報酬の支払

①保険料

議会︑④物品管硬︑発註︑支払︑

◎国保の国庫負担金︑補助金

o田中清美

︒星名四郎

④農業センターの管理︑運営

○小川政一

①新農山漁村建設計画の樹立推進

︵農林︶

②たばこ耕作組合③農林︑農委

●大渓紀
①母子手帳の交付︑⑭衛生月報

保健婦

・富井ヒサ

①保健婦業務の全般 ②国保事務
●臼井キヨ

2

8

8

3

戸

3

①庁奮の清掃 ②各種の連絡

3

た旧の受診証は︑今後一︑被保険

範囲内だけしか利用できなかつ

者証﹂として県内のどこの医療
機関︵新夫琳属病院を除ぐ︶で

も使用できる︒

ない︒

⑦県内での療養費払いは取り扱わ

いままで他郡市や県外で医療費

ら半額の療養費を支給された制

トの全額を支払い︑あとで役場か

わない︒旅行中の急患で応急手

度も︑今後県内の場合は取り扱

たときは例外として︑そのほか

当一回ぐらいの診療を限度とし

口で二分の一の一部負担金を納

は必ず被保険者証を提示し︑窓

めなければならない︒

⑧被保︑険者の調査をしますマ・

い﹁被保険者証﹂の切り替えの

被保険者台帳の再整備と︑新し

ために被保険者の調査をします

して︑各世帯の現在の受診証と

この調査は係が部落ごとに参上

なり︑家族とは別の被保険者証
が交付される︵特例︶

除外などのよくわかる人から︑
受診証と認印を持参していただ
きます︒
︵国保衛生係︶

はあとでお知らせしますが︑当
日は世帯員の現住︑不在︑加入

います︒調査の日時や場所など

台帳の照合をすることになつて

⑥被保険者証は新潟県内一円に使
用される︒
いままで中魚沼郡︑十日町市の

学生は親の住所地の被．保険者に

⑤学生は耕むとが住所

などを資料として認定を行う︒

民登録︑米穀通帳︑選挙人名簿

面から生活の本拠を確定し﹂住

﹁定住の意志と定住の事実の両

④被保険者の住所の認定

い︶

た人︵新規の二重加入はできな

︵職場保険︶の被扶養者になつ

以外の健康保険︑共済組合など

ことしの一月一日から町の国保

︶という︒
険者となれない人

②療養担当者︵協定医︶は︑国民
健康保険医︵又は医療取扱機関

いソつ︒

①受診証は以後﹁被保険者証﹂と

記

のないようにしてください︒

げますから︑よく読んでまちがい

次にいままでと変つた点を掲

実現の運びとなりました︒

全面的に改正され︑国民皆保険が

ことしの︸月一日から国保法が

通用は県内ならどこでも

受診証がダ被保険者証 K

篭国保法改正後の要点ー

②戸籍︑住民登録

⑬喬生統計報告④関係法規の編

京

①社会と厚生

②農林︑農委に関する事務
●上村カウ

o岩田トク

社会︑選挙︑衛生︑統計の連絡
︵戸籍︶
●南雲文八

保健婦

●小川

①配給割当②転入転出⑤各種

︵配給︶

鑑事務⑧国保︑社会の連絡

開始の通知︵税務署あて︶ ⑰印

交付⑥死亡︑失そうによる相続

籍︑住民登録⑤埋火葬許可証の

届書の受付◎戸籍の改製④戸

①戸籍簿︑除籍簿の保管．②各種

さんと保管
・保健婦業務の全般

o押木仲治

仙田支所︵七名︶
支所長
①支所の統轄 ②庁舎の取締
︵出納・庶務︶ ●斎喜政良

③公印︑帳簿冊の保管

●樋ロミイ

橘支所︵五名︶

①庁舎の清掃②各種の連絡

︵使丁︶

・保健婦業務の全般

①現金の受領︑保管︑支払②文 の証明 ④謄本︑抄本の交付
書の収受︑発送③物品の購入︑ ⑦人口動態⑧みどり会
保健婦 ●高橋アサ
保管︑処分 ④庁舎の営繕管理

⑤会議⑥消防⑦遺族会

は伊友

農地基本調査まとまる

一最官岡︵一級地︶

⑤任意給付④被保険者の異動

①被保険者台帳②給付原簿

◎ 保健施設事 業⑦衛生予 算水道
●星名憲三

①保険給付の通知②傷病統計
⑤保健衛生思想の普及
●押木良作
② 予 防 接 種法

⑤精神衛生法④結核予防法
②伝染病発生時

●野沢新一

●山田亀吉

⑮被保

・高橋重英

基礎としてさつそく

税の課税標準算出の ④選挙⑤団体の庶務

みなさんの御協力によつて農地基本調査︵本年度計画分︶の実態が
支所長 ●山田喜雄
まとまりました︒
所得税や市町村民 ①支所の統轄 ②庶務⑤消防

戸

④ 火葬場の管 理

広報かわに
昭和34年3月15日

①伝染病予防法

報分布図（一郁群均

使用されますが︑一 ①出納②税務③国保の一部

級から四十級までに ④各種団体の会計
区分し田醐筆ごとに

●平沢ユリ子
・保健婦業務の全般

保健婦

格付けいたしました ①勧業︑土木②みどり会
いずれ各農家あて

に等級別面積を通知

︒．蕎橋サキ

は部落別に等級の分 ①通信物の配布⑭庁舎の清掃

いたしますが︑上表

上野支所︵五名︶
①支所の統轄 ②庶務③土木
④消防⑤防犯モデル地区関係

支所長●内山恵雄

布状況を示したもの ⑤各種の連絡④その他
です︒部落平均や地

区平均︑町の平均を
点や線で示してあり

ますからよくごらん

︵税務係︶

ください．
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数数長管三あの

理月る二登農五
分録業日・
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会
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■一

○○さんありがとう

匿名でテレビを寄贈
仙田の三小︑中学校に

ので︑二組あわせて二十四万円も

同時に聴視できるという便利なも

テレビは︑取り付け場所と教室で

たのである︒ゼネラルのこの親子

との生きた遵徳教育だと思う﹂

だからこその善行で︑これがほん

枚でも節約されるような○○さん

も質素な身なりでしかもチリ紙一

ぜいの従業員をかかえながらいつ

旬だが︑﹁六年生が卒業するまで

もあつて正式に入つたのは三月中

になつたのである︒免税手続など

ビが︑匿名のまま寄贈されること

うと思いました︒

どんなにか教育効果もあがるだろ

の中でだれかがいつていたように

台あれはみんなから喜ぱれ︑パス

たのですが︑これからの子供たち

話になつてきました︒そんなお礼

るのは︑部落の人たちからいつも

もうの実況など︑毎臼つめかける

がテレピを通じてたとえ少しでも

は︑今まで某業者の提供したテレ

わたしが今こうやつて生活でき

する高価なものだ︒テレビの持ち

実つた匿名者のねがい

に見せたい﹂という学校側の希望

込まれたのは︸月二十二日︑子供

一月十日夜のこと︑おりからの 人が後を絶たない︒学校では四月
ふぶきをついて赤岩小学校︵校長 から教科時間と番組の偏成を考慮

社会的な視野を広め︑明かるく伸

らですし︑今までにもずい分お世

いるが﹁ただ有難いの一言につき

して有効に活用したい〃といつて

ぴてくれれはと願つています︒

あたたかい心をよせられているか

る︒○○さんは個人的にもテレビ

ビによつてかなえられた︒子供た︐

︶をたずねた人がある︒

鋭村久司ーにようむらきゆうじ氏

のほしい人だろうか︑それよりも

ちの喜ぴはもちろん特別番組やす

その人の名はいえないが校区内

匿名で学校にという心づかいには

赤岩校のテレビ

︻きようあすにテレビが︑しか

﹁匿名でテレビを寄贈したいので

に住む某部落のOOさんだつた︒

たちをわかせた︑匿名人のねがいはいつたい何であつたろうか︒・： ともどもにこう語つてくれた︒

せん︒お願いです︑町広報に取材

わたしは売名的なことを好みま

の意味もあつて寄贈させてもらつ

きました︒しかしこの金は︑わた

てもいなかつたのに︑この地域に

も親子テレビか入るなどとは思つ

：方金だけはいくらあつても足りない〃といわれる世の中に名を秘： たちの喜ぴは大きい︒そして学校
・：してまで私財を投げ出し︑子供たちのためにとりつぱなテレビを⁝ ではテレビの教育放送を授業の面
：寄贈した美しい三つの話がある︒
・： で生かしてゆこうとはりきつてい

いと思つています︒そのお礼にと

しひとりが独占すべきものではな

・：あまりにも暗い事件の多いいまどきちよつと信じられないほど⁝ る︒
なお喜ぴの中仙田小学校長と︑
：め善行だけに︑子供たちはもちろん教師や父兄からもいたく感謝・：
：されているが︑天から降つてわいたような喜ぴで学校や地域の人⁝ 仙田中学校長︵登坂精一氏︶は︑

親子テレビに大喜び
仙田中学と中仙田校

こんなのつぱな人かいてくれて︑

学校の気持としてとてもできませ

校長さんは︑いくらきいても匿名

ように努力してゆきたい﹂と話る

にしないことを誓いたい︒〃○○

衆に代つて︑あなた方の善行を無

よ︑喜びの子供たちゃ感激の村の

ああ︑かくも心の美しき人たち

ないでください﹂

贈り主のわかるような記事は書か

時代の進運に遅れないような子供

テレビによる教育効果を生みだす

手放しで喜んでばかりいないで︑

するのは良いとしても︑内容から

いつては何ですが︑これによつて

どうも：：せつかくの御厚意を名

上かつてつきない︒学校としても

ふるさとから︑少しでもよ喚よい

にしようとしてくれることに︑た

も公表しないで受け入れることは

感謹．とはまた別な尊敬の念がわき

人間を庄みだすことができれは幸

だ感謝の嗣曙があるのみだ︒

者の名を明かしてはくれなかった

﹁さあ︑匿名ということになると

﹁毎月一万円ずつ送金するから

いです︒村の子供たちが大きくな

すがだめでしようか﹂

子供たちのために有効に使つてほ

つて︑わたしのように村を離れて

﹁何とかならないものでしようか

た校長さんが驚いた︒名を秘して

あくる旦罰沢教頭から話を聞い

校のβ家庭通信タでもテレビかほ

ていた矢先でしたが︑ちようど学

すめられて︑どうしようかと思つ

そのころ家でもテレビ屋からす

へ

までテレビを寄贈したいというO

1町の人口動態1

さんありがとうグと︑心から感謝
せずにはいられないのである︒

ん﹂

ざとの有難さを︑ふるさとσ楽し

生活するようになつたとき︑ふる

いるんだという感激がつよい︒大

ても決してふるさとを忘れずに︑

東京に住む中仙田出身の成功者
さを︑ほのぼのと思いだせるよう

臼本の子供として大きく成長して

某氏︵とくに名馨秘す︶から︑

な入間になつてほ

そしてようやくのことでたずね

中仙田小学校長︵酵本秀雄氏︶に

﹁十二月の末に十日町まで出かけ

つてくれたのである︒

テレビの果す視聴覚的な効果はす

たとき鳶これからの学校教育に︑

﹁まあ︑待ってください︒あまり

にも突然のお話でわたしの輔存で

はらしい

ははからいかねます●あした校長
とよく相談の上でお願いに上がり

が語し合つているのをききました

と下バスの中でだれか
ます﹂

Oさんの話が全く晴天のへきれき

しいと訴えていることを知つて一

＝顧
＝組

一月男0件女八件
二月男五件女五件

◎昇天i御めい福を祈る奮

一月
二月

◎たかさご竃御円満にー

◎
う

わたしも寄附をあきらめます﹂

あてた筆者に︑○○さんはこう語

あててこんな便りが届いたのはき
しいのです︒こう
レ
いつた気持をもた

贈できないというものでしたら︑

話があつてから︑毎月きまつて一

よねんの正月だつた︒そしてこの

でも多く育てあけ

せる人間をひとり

てください︒それ

目 には光 るもの が

﹁せっかくの卸厚憲だ︑喜んでお

だつたに違いない︒

女女に

が十カ月も続くと︑校長さんはも

どうしても名前を出さなければ寄

この里で育つた人は大きくなつ

てもらうては困るー﹂

しい︒ただしわたしの各を公表し

ゴ

万円ずつ送つてくれる某氏の厚意
うじつとしていられなかつた︒

某氏との間でこんな会話がかわさ

あつた⑫こうして

こう語る某氏の

れたという．

中仙田小学校と仙

から︑それよ珍もむしろ学校に醐

し︑たとえ家に取り付けたとして
も一部の人しか見られないのです

晩中考えました︒わたしはテレビ
を入れるような柄でもあゆません
こうして天から降つてわいたよ

受けしよう﹂ということになつた
うに︑ナシヨナルの十七インチ︑
十一万九千円というりつぱなテレ

勇戸壽よ
男男御 1かろ
＿
一一すな』
譲忌しぴ

捨みも
一1も

七四
件件

がわたしの願いで
す﹂

﹁仙田でもテレビが写りますか﹂

である．そしてこのとき︑東京の

PTA会長の小林さんといつルよ
に︑御礼言上のために上京したの

﹁東京よりもよく写ります﹂

チの競子テリビが

田中学校に︑思い
もかけず十七イン
一組ずつ取り付け

﹁じゃわたしが寄附しましよう︒

られることになつ

だか名前だけは公蓑しないでくだ
さいoわたしは今までに︑わずか

〆

﹄で噛盤の中の金を濃め蚤τとがで

《

…

写真は中仙田小学校のテレビ

｛61
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就職へ

もりあがる学習意欲

ヘヘネ
．壁（全日制）129劉521璃

蔽（墜劉）∫・331釧42ユ2ユ

職業学拠帽判2・∫a8

向をほり下けてみると次のことが
い勇るようだo

全日制高校への進学希望者は例

の竸争率は一段と激しいものが予
想される︒また働きながら定時制
高校で学ぼうという男子が目だつ

て多くなつたことも︑ことしの特
色の叫つであり︑看護学院などの
職業学校に進んで︑特殊技術を習

らない︒

口2ン
店
則2固酬猛
で
家事見習l lユ21ユ2

〜管

と反対に縁故就職者の割合が高ま

噛︑︑

がれた今では︑町の自作農家も一

千五百二十四世帯︑全農家の七十
ニパーセントとめざましい躍進を

とげてきたが︑それだけに農地貿
売のいざこざや︑維持資金を借り

土地には水がつきものとかで︑

ようとする人など︑ここをたずね
る人がひきもきらない︒
ここに勤務する四人の職員は︑い

ずれもひとり平均九百ミリザツト
ルはペロリというほどのつわもの

それでいて﹁オラの係にも女子職
員がひとのほしい﹂といういじら

しい願いを︑決してロに出すよう
なことはしない︒

係長佐藤克平氏は藤沢の産で︑

大がかりな国土調査を目前にいま
テンテコ舞いといつたところ︒歴

本部付だったというから︑軍隊で

戦十年︑インパール作戦では大隊
も町役場の係長以上にエラかつた

のこと︑氏のおおらかな人となの

も少なくないがそれは仕事の上で

マレー

はだれからも好かれているようだ

丸山敬︸氏︵根深︶も︑

やビルマなど︑アジアの全域をか

けめぐつてきたさむらいで︑どん

な仕事でもテキパキとかたづけて

ら受ける感じはシンのある人間︑

・ゆける人だ︒不言実行型の風格か

加えてよろめきわれ関せずといつ
た印象がつよい︒

沢口富土雄氏︵下平新田︶は中

税金によつて作られたもので・そ

ふと赤トンポにっながることもあ

ソンしてはいるがなかなかのハリ

るという︒無芸大食で困るとケン

キリ型︑まだ若いだけにこれから

伸ぴてゆく人だろう︒

凍死寸前を救助

水落さんら五人を表彰

東京から帰郷の途中ふぶきにあ

い︑凍死寸前の人を救つた五人の

の難にあつたものとわかった︒

園幽

ふぶきにあい︑疲労と空腹．からこ

下車したものの︑なれない雪道で

るばるふるさとをたずねて岩沢で

く東京で鶴いていたが︑この日は

木芳雄さん︵四十四才︶で︑長ら

なお助かった人は元町出身の押

贈られた︒

警本部長から人命救助の感謝状が

五人の善行が知られ︑水野新潟県

抱きこんで救助したか︑このほど

一キロ半の難路を協力して農協に

雪の中に倒れている人を見つけ︑

んら五人は︑野口地内の県道上で

子雄︵上野︶山家文夫︵木落︶さ

野口︶田中富土雄︵仁田︶小熊与

さる周月十八臼夜のこと︑橘農
協の水落伊作︵仁田︶星野浅由︵

国全土に転戦︑かつてはウースン 農協職員が︑人命救助で県警本部
の攻略にも参加した名射手であつ ﹄長から表彰された︒
た︒そのかみ特高人として漬躍し

たことを知る人は少ないだろうが

この人のもつヒユーマニズムは︑

こういつた経験かち生まれたとい

和久井守氏︵木落︶は予科練で

つても過言ではないかも知れない

しぼられたひとり︑今はピカピカ

のバイクで通うが︑軽快な爆音が

ています．適当な場所がないのでわたくしたちが電話の取り扱いを

土地のもつれからニクマレルこと

ぜ

○本紙の第六号はB五版︵いまの

に発行いたします︒

規格︶四ぺージとして︑匹月十臼

るだけハツキリとお書きください

ふ勇てきました︒住所氏名はでき

○薯で馨糞る方奮だつ工

つと貴任のある行動をとつてくだ

支所や学校︑センターな審借りしま髪・薔にあたつた人麩
て週二回ぐらい勉強していますが
マージヤンをしたり︑騒いだりし

勤務時間の終つた職員が居残つて さい︒大事な町の建物はみんなの

つて︑ほとんど半分に近い数字を
占めていることは︑卒業生のこれ

を与え︑おたがいが先輩としての

あたたかい心で︑迎勇励ましてや
ることを忘れてはならないだろう

庁内めぐり5き
︵

農業委員会の巻
歴史的な農地改革を断行したか
つての農地委員会が︑食糧翻整委
員会︑農業改良委員会と合体して
新しく農業委員会として発足した
のは昭和二十六年七月のこと︑

よろこぴとかなしみの幾年月がな

て備ろろとしたらもう﹁

ほんのΦし5間だつたのに︑終つ

自転車で支所まで行きました︒

あるときレントゲンを撮るため

官庁の泓員に望む

〜多タ〜多〜

といわなければな

て学習の妨げになつて昏ます．こはわたくしたちを代表する議員

い人でもこつちで頭を下げたら・

て︑学習のときは遠慮したの︑会礼を返すように心がけてください
何となく近づきにくいのかこう

︵匿名希薯︶

持のよい明かるいものになると思

す．それで︻いまるすです﹂と︑います．

を飲んでいて中にいなかつたので

電話がきたのですが宿直の人が酒 ださい︒そうすれはおたがいに気

ある夜こんなこともありました 民からの意見などもよく聞いてく

理や火気には＋分注意いたしますすか毯つと親崔窓つて・町

のしてください︒もちろん後の整 いつた官庁の職員です︒お願いで

場をお願いしたときは快く借した

ちのすることをもつとよく理解し

とてもだめなのです．わたくしたて通り過ぎますが︑たとえ智な

あたりが賑やかですと気が散つてまた朝夕あいさつをしても黙つ

討論藷し盒蓬発髪つてもの集まるところξあ裟す・

学や就職の状況は別表のとおりだ
ともあれ希望にあふれてスター
が︑今までと比較したことしの傾 トする夢多き世代によりよい環境

うである︒

から歩む道が︑必ずしも安いつを

23∫ン

曲り角を歩んできた日本の激しい
得
しようとする女子の多いことや
世相を物語ることにもなろうか︒
いろいろな事情から進学を断念し
晴れの卒業式留目の前に控えて︑
た人たちの多くに︑ホームルーム
今はりつぱな社会人として巣立た の学習をそのまま青年学級や青年
んとするこれら若い世代の︑卒業 団︑グループの共同学習などに求
後の動向に目を向けてみよう︒
めようとする意欲のみられること

よ も時われに利あらず︑歴史の

減少という数字は〃生めよふやせ

比べて六パーセント︑二十一入の

前三年度を平均した卒業者数に

であつたといえ る︒

まで 健やかに育つ てきた子供 たち

まで︶あの荒れ梨てたいくさの庭 年よりぐつと減少したが︑これを
に生まれてから敗戦︑吹きすさぶ 全郡布からながめた場合の希望者
世の荒波にもまれながらもきよう は逆にうわ廻つているので︑入試

八年四月二日かち十九年四月︸目

十六 人︒思えは 十五年前︵ 昭和十

立つことしの中学卒業生は三百四

終つて︑この町から実社会に飛び

長かった九力年間の義務教育が

五
十
きよう現在で予定されている進

在自劉6刷剣ユユ。 3よ8
ニ捌26！56182

は︑まことに喜ぶべきことである
笥

自転車がないのです︒

それから一時間も待つ
て︑午后の勤務時間に
かつたので玄関に出た

ちこんどはあのました

自転車の後にちやんと
部落や名が書いてある
のに︑何の断のもなく

乗つていつた職員︑し
かも相乗軌で笑いかが

欲にも芽てあるグループに参加し

わたくしは今︑学ぼうといろ意

ち町夕行く職員もあるのです︒

町 の 声

昭和ご4年3ん．ゆd

〜

許さないことを示しているかのよ

ト

ことしの中学卒業生

が
防

就職状況につい
てみると︑ナベ底
景気といわれた業

界の7振か影響し

てか︑今までと比
べて予想外の困難

があつたようだが
従来どくに多かつ
た 紹介就 職者︵ 公

共職業安定所の紹
介で就職する者︶

が減少して︑これ

劇
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方に︑一定の期間だけ働きに行く

剰労働力のある地方から不足の地

語りは続くはずでしよう︒
出かせぎというのは㎜般に︑余

・〃かわにし俳壇〃のうち︑当用

す︒それを句帖に書きとめます︒
︵原文のまま︶

えたりして十七字にまとめるので

象を思いつめ︑また文字をおきか

にそこに心をまとめでそれらの事

千枝子はことし二十一才︑ナント
カスタイルのよく似合う東京ツ子

お茶目で近代的なセンスをもつ

なります︒そこで︑その時は一途

経済的な活動であるはずなのに︑
ごの地方ではどうもまだ昔の江戸

漢字や新カナづかいによらないで

めこがれの江戸ゆき
行きの伝統が残つていて︑まず一

駒

村から逃けた若い衆
のは当然でいつも目を光らせてい
度は東京の空気を吸つてこなけれ

さと し

おじいさんに聞いてみてくださ

かと前々からその準備をおこたら

る︒若い衆は気づかれてなるもの

形

い ︒おば あ さ ん で も た ぶ ん 知 つ て

それはともかく︑こうして老人

ゆ

のかしら︑ことばのやりとりがつ 轡
ながつているのよ︒でも急にそん 撚
繍

なこといわれたつてむりだわ﹂

﹁わからないなあ︑じやあしたま

﹁ろん﹂

で宿題にしておこうか﹂

雪をふんで帰る千枝子さんの胸に

．あくる目は晴れた︒しろがねの

蔵王や志賀高原あたりまで出かけ

母をはぐくんでくれたこの里の印

黒い煙を上げていた川口行の機

ろう︒

象がほのぼのと迫つてきたことだ

ていたが︑母から﹁ことしは越後

へ行つてみたら﹂といわれてみる

と︑まだ見ぬ母のふるさとが急に

に三臼ずつ︑それに帰りが一目と

︻あたしずい分考えたの︑でもゆ

である︒

夜の上野をたつ宅湯沢といなか

大きくうかんできた︒

喚編集部選

いうプランも︑清水トンネルを越
えるともう慕わしさザこみあかつ

きて︑祖先の歩いてきた道を知る
手がかりが得られるのです︒

の方言だわ﹂

キヨトンとするK君を手まねきし

うべの宿題ねえ︑やっぱり民謡調

は見送りのK君にこういつたもの

小白倉 秀峰

て︑スキ︑1場は累懸雛にして川西

関車がボーツといつたとき︑やお
ら窓からのり出したこの東京ツ子

冬おわる明かるさもてり遠き雲

の里にやつてきた︒町といつても

活態度や物の考えかたが浮かんで

今日の生活の中に残つている前か

寒林の中の鴉も夕焼けおり

て﹁Kさんコイテバ﹂という︒

ワカノクボを越えてからそのまた

先の︑雪深いカヤブキ屋根が珍

鉄平
官庁に臨時勤めの初日記

思わず︻ナシタテガンダ﹂と駆け

生活や歴史を知ろうという学問を
民俗学といいます︒

やすさから得意になつて方言を使

竹治

しかつたし︑母の実家だという気

中仙田

をかわしたものである︒
﹁チコちやんははじめていなかに

なら中学生の年ごろで︑遊びのガ

清子

相対し語らず蘭にしたしめり

新町

バスゆき︑するニン月や雪少な

親切で︑思つたよりも文化的で︑

案外雪が少なくつて：それから﹂
﹁それから﹂

﹁そしてねえ︑いなかのことはつ

恭庸

新晦

てよくわかんないけど︑とつても

﹁っまりねえ︑何といつたらいい

﹁それどういう意味なんだい﹂

の﹂

ロマンチツクですばらしいと思う

暖冬にしてゲタばきの初もうで

新町 若草

国生

咳しつ︑おそくまで夫俵編み

高倉

柿赤く取り残されてみだれお惨

−ー〜

︵家隆・新古今集︶

鶯さそへ春の山風

谷川のうちいづる波も声立てつ

た数

忘れずにやつてきまし

の里にも四季の変りは

雪に閉ざされた川西

う︒

だことはだつたでしよ

どんなにかまちあぐん

とかいわれなからも︑

例年より一カ月早い

順冬来りなば春遠からじい

貨客混合の列車は遠ざかつた︒

見送りオキニオキニ：：：﹂
カツクンときたK君をあとに︑

﹁アイコリヤコリヤヨシタヨシタ

よると千枝子さんすました顔で︑

だりしているうちに︑いつの間に

つて笑われたり︑スキーを楽しん

みぞれ降る少年土工に声のむち

小白倉 玉章

立枯れの大樹あられのた︑きいる

か一週間が過ぎてしまつた︒

そしてあした帰ろうという晩の

おちこちに織音かろし雪解町

こと︑いとこのK君とこんな会話

恵風

野口

水仙や日ざし明かるき事務机

に残つたのはどんなことだつた﹂

きたんだけど︑6ちばん強く印象

桂子
来風

岩瀬

さえかえる窓に手機の秤がはずむ

岩瀬

で出かけた若者は︑今はまさに将 いそうすると誰しもがその感じで句

せせらぎを濁しわずかの芹洗う

にも一人前として参加できる︒今

す︒ですからすでにいい古された

を作るようになるものです︒しか
しこの感じは誰も大拶同じもので

しかしなかなかまとまりません

その時は更に別の角度から十七字

﹁そうねえ︑みなさんがとつても

の子供ではないぞ︑嫁だつてとれ

且つ経験したことを回想して句に

つた証拠の婁なのである；：：．．

そうすると漸くまとまるように

にまとめて見るのです．

小臼倉 凡石

軍然として迎えられるのである︒
再ぴ家の敷居をまたぐ若者は〃昔

んで作句することです︒

山ある季題の中から任意の題を選

題詠ということを申します︒沢

じ
金山柏ぎ樹

俳句とは

元町

らのしきたりを調べて︑昔からの

の話を聞くことによつて︑昔の生

だ︒毎年会社の休みを利用しては

い る人は いると 思いま す︒

・次号のシメキリは9序乗帥です

掲載したものがあります︒

見計らつて逃げだすのである︒

後で家の衆はそれに気づくとさ
これをオイツト︵追人︶といつて

つそく後を追つてつかまえに行く

んでいるように思えます︒

ば一人前になれないといγつ︑一種

年のころ十三才〜二十才ぐらい
に 家 の 衆 にコツ ソリと抜け出 し て

の若者ガ︑秋のいちはん忙しい時

して江戸に逃げていつた話をです

︑仲間とかたつて三国の山越えを

る︒途中でもしつかまろうものな

上州境までオイツトが行くみであ

﹁ああ︑それは江戸行きのことだ

﹂とからかわれるから逃げるほろ

ら︑部落仲間からは﹁タツケナシ

︒五十才以上の人たちなら︑

にちがいありません￠そして次の
は一生懸命だ︒

ろう﹂と︑すぐ得意の話が始まる
ように話は続くことでしよう︒

春の節句に帰つて来る時は︑だれ

こうして一冬を江戸で過ごして

仲間とコ ツ ソ リ 相 談 し て ︑ 江戸 行
一大感激とな6のである︒わずか

もが生がい忘れることのできない

﹁十三︑四才ぐらいになると︑

一冬を江戸で働いて︑翌春の節句

きを計画し始める︒秋に出かけて

〃を着︑絵紙などのミャゲを持ち

な給金で買つた〃トゥザン羽織り

さつそうと部落の入口までくると

のころに帰つてくるのだが︑一冬
その若者は一ちよめえ︵一人前︶

〃江戸行きか来たヂ︑！〃と人々は

を江戸 で送 つ て 帰 つ て 来 た 時に は
として取り扱われるのだ︒

、

ない若者が︑山賊も出るという三

口々に叫んで迎えに出る︒夜逃げ

伽わ邊零

の成人への通過儀礼的な意味を含

＼

ず︑夜中に家人の寝静まつたのを

＼

キ大 将ぐら い が せ き み 山 か も 知れ

近所︑友人をよんで〃江戸行き祝

して見るのです︒そしていろいろ

もその題に対して過去に見聞し︑

ものになりたがります︒それより

実は早く一人前になりたいと顯つ

い伊が開かれる︒もちろん若者は

それから︑ヤゴモリ︵同族︶や

るんだぞ〃と瞳を輝かす︒

たからなので︑庄屋のアニでも︑

とあちこちから句にまとめて見る

の長途を夜通し歩み続けたのも︑

国隙を越えて︑はるばる江戸まで

水飲みのオジでも︑敢然と試練の

よかつたなあ蕊︑あの時は︑それ

のです︒

βトウザン羽織りがを着て正座に
すわるのである︒一ちよめえにな

秋の取 り 入 れ の い ち は ん 忙 し い

琶鼻に論ぴ こ ん で い つ た の だ︒

時に飛ぴ出すのだから家の衆は困

にしても今の若い者は・：：︒﹂
と︑長々となっかしい年寄りの物

つ て い る から︑行かせたがら な い

るし︑また︑まだまだ子供だと思

愉︸

編集後記

村の祭りにも︑部落の寄り合い
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