が︑町の 教 育 長 と し て 勤 務させて

このたぴ不肖の身ではあります

がめますとき︑そこには幾多の解

であります︒

ければならないと切望しているの

のへの向上を目ざして︑努力しな

r﹄

いただくことになりました︒

決すべき問題が存在し︑まことに

・導︑

中金自

所者人所
行行集励

2；τ

町づくり

高橋勇太郎氏︶で委員の互選によ
り敏育長仁当選した︒

杉本新教育長は十日町市中条の

▲現在の民主政治下では国民のひ

とりひとりが主権者であることを

はじまつて︑ここ数年の間で全国

▲公明選挙運動は昭和二十七年に

ことと︑選挙にあたつては︑政治

どう動いているかを真剣に考える

くしたちの幸福を増進するために

行動に絶えず注意し︑それがわた

自覚して︑政党やその選出譲員の

つて教職にあること四十年にもお

的に推進されてきた︒戦前の選挙

高橋前警長の三年後弩か

よぴ︑数胃にはすぐれた識見と豊

粛正運動とちがつて上から与えら

投票を行うべき義務がある︒

を正しい方向に導いてゆくための

富な経験を持つ人だけに︑いよい
よ多難な町の数胃行政は氏の手腕

・れたというものではなくて︑主権

▲その費任はかかつてわれの轟記

に期待するところが大きい︒

とを忘れてはならない．

くしたちの生活にかえつてくるこ

あゐのであり︑したがつて選挙と

▲川西町選挙管珪委員会でも︑選

望と︑大きな鰐待がかけられた︑

挙の重要な意義を常時に啓発する

者であるわれわれ国民の溝新な希

新潟師範専攻科卒

杉本教育長略歴

昭和四年三月

いう形でわ西K心轟あの代表を選
んだ結果が︑政治という形でわた

町の教育長に杉本春三郎︵すぎ
もとはるさぶろう︶氏が決まつた

昭和四年四月

わめるためには︑ふだんからもの

▲どんな政治がよいかをよく見き

するための一大運動である︒

高橋子平氏の急麺により欠員中

ため︑一昨年から﹁諾し合い澹動

清い︑明るい︑正しい政治を実現

の教育長は︑前中条中学校長杉本

十目町小学校訓導
千手小学校教頭

新潟師範一部卒

目まぐるしい状態ともいわれてい

昭和＋四年四月

中条小学校訓導

面でその一翼をになわせていただ

春三郎氏に自羽の矢が向けられ︑

大正一二年三月

けますことは︑まことに光栄であ

るようであります︒しかしいかな
るときにあつても︑子どもの幸福

大正一二年四月

り︑責任もまた大であることを痛

萎⁝妻㎜⁝

︑馬憾叢ゴ

撮影：：；押木秀治︶

︵写真は千手小学校の入学風景

から町を背負つて立つ人物も出よう︒

今は無邪気に笑つているけれど︑この中

小舟さながらである︒

中学校へとすすみ︑やがて社会にとび立た
するそのさまは︑満風に帆を揚げた

時のながれは早いという︒小学校から

ああ︑学校とは何とすてきな所だろう︒

やさしく迎えてくれる先生：：：

心もはずむ子供たちに両手をひろげて︑

このうれしそうな笑い顔はどうだ︒

胸につけた名ふだに新しいランドセル

新入生が校門をくぐつた︒

ぶなも芽ぶいた春の日に︑三百十四人の

入学式

ばならないのである︒

たわれわれとしては︑くの着瀞諸
えかたから脱却して︑正しい畿し
合へ臓轟ゑ政治をうち立てなけれ

い遣産であつた︒いま民主主義下
に主権看としての権利を与えられ

構のなかで︑上から与えられるこ
とに従ろというモラルの残した悪

と考えられてきた︒そ親は古い機

▲臼本人はいままで︑藷し合うこ
とがあまりじようずでない蟹厩だ

たを餐うことにもなるのである．︐

治を考える力となり︑ものの見か

を見いだすことが︑自分たちの政

話し合うことによつて解決の方向

てゆくかを自分で考え︑みんなで

題の一つ一つをどんな方向にもつ

▲わたくしたちの当面している課

ための中心となつてくれるだろう

婦人会でも︑公萌選挙を推進する

鋤﹂はグループや職場︑青年団や

を考えるカを養つて︑しつかりと

﹂を展開してきたが︑この際これ

一壽⁝⁝萎一

した批判力を身につはておく必要
がある︒この意味で﹁器し台い活

岩沢小学校長

萎

挙の公明を確保してゆかなければ

をさらに推進して︑きたるべき選

一萎⁝

中条ム学校長

橘国民学校長

妻一萎妻妻妻

船和二二年四月

昭和十七年四月

妻妻萎

ならないと思う︒

昭和十五年四月

みなさまが﹁子どもをよりよく

莚叢

中条中学校長

て任命することに町議会からも満

幸福にする﹂という共通の基盤に

萎

昭和三二年四月

中村町長が杉本氏を教育委員とし

当町の学校教育や社会教育は︑

は︑変わりがないと思います．
︐子どもの教育は︑本来学校が第

たりましても︑まず粛一に川西町

立つて︑町の教育全般によりいつ

場一致の承認があつたので︑この
ほど開かれた教育委員会︵委員長

をねがい︑子どもを一歩でも伸ば

・教育長に杉水氏

＼

してやることによつて︑世の中を

現今のわが国教育界の現状をな

ていられる当町において︑教育の

﹁新しい町づくり﹂のた戯に︑
あらゆる面で意欲的な沽動を重ね

計 ユ4．99
餐錯数気ワ61

感す るもの であり ます︒

進歩向上させてゆきたいねがいに

一義の任務を負うものではありま

杉本春三郎

教育長

就琶ξ嫁

従前かち着実な歩みを続けていら

・伯﹃翰灘嵩無

行政はもちろん︑現場の諸先生の

すが︑家庭や地域社会の理解と協

れますが︑町当局の御熱心な教育

箇力の結県であろうと︑常臼ごろ

御努力と︑みなさまの理解ある御

教育のよりよい点を維持して︑よ

そうの御理解と︑御協力をお寄せ

げることができません︒

力がなけれぱ︑よりよい効果をあ

り進展しようと思うのであります
時代の進歩はまことに目進月歩

くださるようにお願いして︑就任

いま敵育委員会に席をおくにあ

深い敬意をはらつておりました︒

であり︑教育もまた片ときの遅滞

︑︑︽メ ︑喰■︐︐

ば肖崇

のあいさつといたします︒

じ︐§．餌りょ︷
q

んと

側畠
r』卿
藁，

ノ

を許されません︒常によりよきも
．．3．・鰻醸ひ蘇諸澱一糞︑︸董
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一億三千万円
予算議会終わる

し引き四亘二十万円の増徴となる

o国民健康保険総額二王二

この条例については︑．提案に先 薔二十三万九午円で前母度に比べ
立つて自治庁︑︐県等の憲向も打診 で三窟五万七峯醤円の増である︒

三十三年度分追加更正

つ元が︑みなさんから多数の入場

保の被保険者を慰安することにな

を藍んでいる︒

午后一時よの

毅入では法改正に伴う国躍補助金

︵上野︑権︑仙田の人たちに︶

︵千手の人たちに︶

・ヒルの部

の増並ぴに

一︑とき四月十九臼

し︑慎重に検射されて来たもので

の大幅増等があるが︑繰入金の大 ㎜療所両特別会計について次のと霜

・ヨルの部午后六鱒︑よの

三十三年度分最後の追加更正予

新年度予算の成否を左右する猛要

部分は橘診療所の改築費並ひに千 ︸の議決された︒一般会計の追加は

したがつて．質疑︑討論も活発

手診療所自動車購入費等に充当す ︸二百三十万で︑その累計は九千六

般会計からの繰入金 ︸算は一般会計並びに国保︑千手診

誰案の醐つであつたわけである︒

で︑真剣な審畿が行われたが︑提

千手中学校体育舘

分の⇔︒六に改のたもので︑これ
によつて約七百十万円が増徴され

税務係の清水光子さん︵上野︶

⇔庁内人事

＝二︑演芸灌︑灘曲︑薙衛︑
慢談奇徳 楽臼演葵など

︵屋外に変更することもある︶

二︑ところ

一年中の予算や︑予算に伴う輔連

窺士誇とな2．追加の主

るたの︑両診療所会計へ繰の出すr
ものである︒

局原案ど霜の可決されたものであ

⁝なる費目は︑消防費七十三万︑土
一木費四十一万︑有線放送補助五十

案者の強い決憲が確認されて︑結

o千手診療所総塗手二

つて国鉄分については百分の一・
ち︒

十八万五千六十円で六十一万五午 ㎜万等で︑財源は地方交付税八十三
円の堆である︒増加の原因は人件 ︸万︑上野小学校旧校舎売却代百四

費の自然増と自動車の購入費で国 ︸万その他である︒

八百二十一万五千七百十円の大幅

初予算に比較して一〇パーセント

並びに所管事務当局と三者の合艦

の意見を取の入れて︑・町長︑議会

たので︑原案作製の段階から議会

十万円等がある︒

円の繰の入れのほ力

としては覆会計逡一一重一午互花園文子一行を招く
︑

と︑星野︸枝さん︵発電所通の︶

千手診療所会計は右の八十万円 ．のふたのが三月末で退職した︒
清水さんは七年︑星野さんは二

㎜繰出したもので総額に変わのない

︸保会計から百十四万円を繰の入れ ㎜ 国保会計については歳出の一部
一を更正して千手診療所へ八十万を

o橘診療所総額享四百

割増
費の百三十万円増等となつている

四十五万二千円で︑約三百四＋四

前年よリ

一般会計八千入百万

五を適用することとなつたので差

ることになるが︑ただし書きによ

件を議決し︑次いで上

れたが︑当目は町税徴収条例の︸
部改正案

程された三十四年度一般会計予算
について総括質疑を行つた後散会

三月二十七日に議決された昭和

これらの予算原案は︑前後ニカ

て収支を合わゼてある︒

三十四年度川西町一般会計予算は

月にわたる研究の宋練の上げられ

し た ︒ 翌 二十目から二十六日 ま で

は議案整備のたの休会︑二十七日
に 再 開 し て予算審議を続行︑ 翌 二

十円である︒これは三十三年度当

総額八千七百七十四万七千八百二

万円の増である︒橘診療所は本館 一を繰の入れて︑住宅貿上代︑建物

十八日までに各種予算案十件︑条
と 十 九 件 の請願全部を議了し て 会

増となつている︒その原函を費目

の建築費が増となつたもので︐財源

の改築を行ろこととなつたのでそ ．修繕費等に充当したもの︒

例の改廃六件を含む二十七の議案

たものであるが︑特に本年度の場
合は収支の均衡調整に難点があつ

期 の幕を閉 じ た ．

別に見ると︑歳入では︑町税が三

きよろ十臼は皇太子さま御成婚

年︑公務員としての本分にもとる

花咲く春にさきがけて投場を去

ことなくよく勤務してくれた︒

つたおとのたちには︑それぞれの

・しあわ琶がまつているが︑職場の

くなったことは寂しい．

幽琵といわれた明るい壌が見られな

総額六百五十万噛財源としては国︻ の日．すつかの春めいて間もなく ︸ なあ後任として上村カゥさん︵
庫補助八＋万︑ 蝉般会計からの繰︸桜も満開とあって︑ このところ町 皿上野支所︶が本庁勘務に替わつた

﹃
学校高倉分校改築のたのの予算で

o学校建築これは仙田生

彩な祝賀行事

なお︑前後三目の会期中に議決

れた．したがって本会謹における

ともいうべき異例の措置が採用さ

国庫補助七一

成立した予算のうち︑三十四年度

わらず︑地方交付税が四百七十万

二日間にわたる慎重審醸の後︑原

審畿もその線に添つて進のられ︑

十六万円減になつているにもかか

円増のほか︑ポンプその他消防施

分一般及ぴ特別会計七件を含計す

設の地元負担や保育盤の保育料︑︑

ると一億四千四百万円の巨額に達
する︒このうち繰出金等の重複す

失業対策事業の地元負担金等二百

事業費は国の補助額決定後追加計

事務費十五万円を計上したのみで

桜行事も次のよろに決藪つた繍

と根まつて︑干手地区商工会の緩

名士のかくし芸大会

昆謡大会

ンドの一行を擢き︑次の予定で国

なお時では花麟文子とレデイバ

・町︶高橋トシ︵中屋敷︶さんの三

の入れ金二百万︑起僕三百七十万 ︸内では多彩な祝賀行事がくのひろ ︸ほか︑昨年十日町高校を卒業した
一小林竹野︵甲央町︶大渓充子︵上
案どおの可決されたのである︒

千百八十万六手円で︑これは川西

の増 等があ げられ る︒

二十七万円の増︑繰越金九十万円

統計調査費︑諸支出金の三項目だ

聞題等であつた●

歳出では︑減つたのは財産費︑

けで︑あとの十騨項目は全部増と
なつている︒中でも災害復旧や土

ダンスパ妻テイ

◎一四・一五日

これは町

◎︸．八日

雲月十九日開会〜昏頭上程され

一

一して採用された︒

一人が︑臨時職員︵匹月一臼付︶と

㎜おしらせとお麟い§

前号で銃砲刀剣類の届出を勧奨

︷しましたら︑六十数件の届出があ

︸

︵⁝川西部長派出駈長︶

してすみやかに届鐵てください︒

嗣じく取の扱い蒙すから︑よく探

璽した．甕萎妻と

上される︒

o産業育成資金

＠一六・七R

◎一六臼 子どもの宝さがし

特別会計六件

の商工業者に対する融資のたのの

地改良費を含む産業経済費の二百

特溺会計で︑財源は︸般会計の繰

た町税賦課徴収条例の醐部改正案

第二回定例会で成立した三十四

は︑懸案の固定資産税の税率を改

設費の百四十五万円増︑役場費の

入金三十万︑県からの借入金五十

のる条例であるが︑こ准が本定例
会の可決第一号となつたo

年度特別会計予算は次のと霜ので

万である︒

ある︒

．
万円増︑教育費の百万円増︑予備

六十七万円増が最も多く︑次いで
保育園費を伽えた杜会及ぴ労働施

増徴条例を可決

る︒

町の住民り人当ため約八千円とな

一げられている︒
な尉︑審議の焦点となつた主な である．
すでに盛大な∬たちばな祭の〃
点は︑追加財源の見通し︑上野農 o新叢山漁村建設 本年度一
協再猿整備計画に三十万円の町費 は西部の仙田地区がこの事業の指︸ ︵四月三臼︑橘叩学校で開催︶が．
を支出することの可否︑学校統合 定を受けているが︑今回の予算は︸ 幕をとじたが︑長者ケ原に咲く桜

る部分を除いた純計予算は一億三

多

や

り

へ

㎜

り

〜

百三十九万円増︑消防費の百十四

ズ

㎝

こ の 第 二 回町犠会定例会が招 集 さ

である︒ことしは三月十九日に︑

へ

の議案を審譲する最も重要な議会

毎年三月に行われる定例議会は

総町
議
額会

改正の蟹要は︑従来百分の一・

ー歓魅

鷺

猛
四であつた固定資産税の税率を百

≠

（2）
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分が確実にのつているかどろかを

から︑申鯖がなけれは名簿にのめ

四月二＋三日︵木曜日︶は県知 ら四年間の県政をになろ二とにな 確かめてください．
るわけです◎わたくしたちの生活 ⑤補充選挙人名簿は申鯖主義です

をよのよいものにし︑よい政治を

知事と県議会麟員にそれぞれ脚票行つて︑ますます栄える県にして ま煙ん．
くれるよろな人を選はなければな ⑥参犠院犠員の逓常選挙は六月上
旬の予定です．この穏か選挙につ

番︑ム有線放送三十二圃線ノ一を

いての間い合わせは△電話千手十

の投票用紙は赤インクで印剛して

名簿の申請を受付けます．この名

四月十三日まで
・時閥︑午前八時半

から午后五時まで
・場所︑川西町役場

ならぴに各支所︑

は次の条件が必要

⑭補充名簿にのるに
です︒

イ︑昭和十三年十二

月二十二日から十
四年四月十一臼まで
に生まれて︑川西町
に三カ月以上住所の

者は基本名簿にのっ

ある者︵それ以前の

ロ︑昭和三十三年六

ている︶

月十六日から︑こと
しの一月十臼までに
川西町に住所を移し

こ

﹂

㊥公民舘だよサ

︒㌔︼︷

ことしの成人式は五月五日︑午

騨鈍

μ

︵

付することになつています︒

恥鯉馳鈍コ

叢林係の巻

庁内めぐりω
碧器

庁舎の三階事務室を一度でもた
ずねたことのある人は︑豆カレン
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星名仁作氏︵上野︶は三年麗の

つぽい：：﹂と評する人もあるも

■︷＼

合併以来とのくんできに新農村

現役生漬をのぞくと︑紹和十三痒

建設五力年計面を推進して︑町の

振輿を園ろうというこの係には︑

さらにまたここをたずおる人の

むずかしさがある︒

山家五作氏は木落からバイクで

のオニである．

多くが﹁何をやるにも補助金のカ 通う︒おおらかでそのく誓ハニカ

クトクが先だ﹂という襯念を捨て ミヤだといろ人もあるが︑川辺の
てくれないかきの︑係長には心の 村に生まれてからきようまでの生

やすらきが生まれないといつたら 活は蒙じめそのもの︑それだけに

よいムコグチを持ちかけられるこ
南雲係長は千手の産︑役場きつ ともしぱしばだが︑蒼をタテに振
失書だろろかo

ての老い係長だけにその手腕を高 つたごとがないという理由をだれ
ダ書からコケシにいたる無数のコ
レクシヨンが︑情緒豊かにつの下 く評価する人も多いが︑十六才に も知る人はいない︒
高嬌功氏︵高原田︶はひたむき
がつた机上を驚きの目で見はつた Fして大陸にあこがれ︑満洲で学ん
だ八年の農業技術が大いにプラス な努力家︑いまどき珍しいほどの

かも知れない︒ごの下に働く五人

しているよろだ．

﹁まじので仕 まじめな青年で︑黙々と仕事にう

の職員は名を農林係といい︑これ

紅一点の黒島ナオさんは撰友の

腐がきれいでホンのちよつと忘れ ちこむタイプには好感がもてる︒

女牲だが︑観蓄様にあやかつてか

感じは︑おとめのみめよくとでも

明るい性格から受けるその溝潔な

き

ー戸降羅湾ー﹇

そんなものがめ刀たかと︑いま いろべきであろう︒
さら首をひねら農ては園る．新生
ゆ ひききしきロ

新生活運動はどうした

︵千手・貧しい老母︶

貧しくて︑子供のおおぜいある家 娘︑青年学級のリ毒ダ婁絡として
人間性の向上をおこたらない農村

も決して少なくはないでしよう．

から忙しい活動期に入る︒

ところが最近の結婚式は決して
改善どころではなく︑ますます豪
しやになつてきたのではないかと

つてくる結婚式です︒みんなから

祝福されて喜ばれる結婚式を︑し

に四年︑みんなのもの上がる力が

活運勧がとの上げら職てからすで

よろこびも
かなしみも

三月男一二件女一七件

の
◎うぶ声聾−御すこやかにー董

り

れほど間題が出されているのに︑

われてきたのに︑与鹸鰯査からあ

らも︑参考になることや聯手本に

ほかではいつこうに．実行されてゆ

団体やグループは刷として︑その

町の社会教育や公民館係の方か

必募言壽つぱく馨§い

ができる結婚式を︑轟んなで真剣

蹴やちで︑この町でも今月

ニ

総は数十組の結婚があると

㎜か聞いておのますし︑役
翻場でも幾人かの方々がお

いただきたいと存じます︒これか

なるお話しを︑たくさん聞かせて

も

示しになつてください︒

らどうやつていつたらよいかを霜

忘れかけた新生活運働をむう一

度思いうかべて︑みんなで明るい

・三月男五件女四件

◎舞天毒ー御めい福を祈るー婁・

◎たかさごーー御円満にーー
＝戸 六件

生活改善が叫ぱれてか
らも︸つ十年にもなるそろですが︑

してゆきます．わたくしのよろに

なく︑みんなで力を合わせて協力 庸をつくつてゆきたいと思う．
︵上野や一膏年︶

わたくしたちもただ聞くだけで

手手でも数年前に﹁結婚の簡素化
﹂がとのあげられ︑貸衣しよろや

公営結婚が実現してわたくしたち
はたいへん喜んだものでした．

かないのはどγつしたことだろう︒

めでただとか伺いました

りり

に考えてゆくぺきだと思います．

越 ことしは結婚ブ璽ムと かもむだなお金をかけないでそれ

の

躍申しあけるひとのの老母
蹴でございます．

っているきよう︑塞太子さまの御 思われてなのません．これからの
成婚をつつしんでお祝い 若 いみなさまに︑一度は必ずのぐ

日本中が大きな喜ぴでわきかえ

老いたる母の願い

つられるな

売るなくれるな

この一票

利用してください．
︵川西町選挙管理委員会︶
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④補充名薄の申鯖期蘭中に︑今で 前十時から千手中学校で挙行さ菖 常に企画性が必要であの︑土地改 このか驚簸業土木の遂を歩いてきー
蓉ている選挙人名薄蓼よく見て自 ます︒該当者は三百三十三名です 良区や農業団体とのつながのを保 たペテラン︒︻タイプに似合わず
が︑ことしも﹁青年の健康を守る ・ちなから︑それぞれの事業をすす 親切な方﹂とはある女子職員の弁
運勧﹂を実施して︑健康手帳を交 めてゆかなければならないという だが識心身ともにたくましい仕事

ちになつている者嬢

ハ︑今までの選挙人名簿にもれ落

引続いて住んでいる者魯

『

あのます︒まちがつて投票すると①投票するには選挙人名簿にのつ
無効になのますから注意してくだ ていなけれはなのま運ん︒
さい◎
②名簿にのる資格のある人で名簿

投票してください．

県知事の投票用紙は黒インクでのま豊ん．よく見て︑正しく鼓判
昂刷してあのますし︑県犠会犠員 して︑ひとのの棄権もないように

を投ずることになのます︒

この選挙は局応愚挙ですから︑県

事︑県譲会犠員選挙の投票日です

ヂ⁝⁝⁝⁝・⁝D・︑⁝行使するためt⁝乳

．

⁝二十三︐日は選挙の日㎜

⁝⁝清き 票を⁝⁝⁝⁝⁝⁝；亀⁝：＼3

《

わたくしたちの投票によつて当 にのつていない方のたのに︑補充

0

08

襲
鐸

憲
60

妄

誌

蔦、

r
選した県知事と県議会犠員は︑わ

公嘲選

一目

均率率
票票
投投
平卿如

魂票

％髄9

声

の

，r一

〜

町

〜

嬰

︐齪

滋

卜︑・嘱

篇

23456789／0〃／2！3！4／5！6
翻7

川西町投票区投票率表

たくしたちの代表として︑これか 簿の受付期間は次のとおのです．
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