指導者身養成

ま町づくりの途上にある．

て︑生活の課題につながる問題を

中心とした話し合い活動を推進し

導者を養成︑これらの人たちを

央町︶◎南雲

章︵中仙田︶◎高

代治︵田戸︶◎片桐荘太︵木
野沢秀保︵野口︶◎水落達

︵．

ことばが︑ついきのうのように思

中村町長からいわれたあのときの

広報かわにしが生まれてから︑

けることの恐怖︑その責任の重大

なさと︑見えない人たちに話しか

てゆけるだろうか︑という自信の

町づくり

はやくも一年の歳月がながれた︒

さに︑ねむられぬ夜を過ごしたこ

▲ズブのしろうとがはたしてやっ

われてくる︒

渡辺満麿︵上野︶◇団体代表◎高
橋源治郎︵普及所長︶◎清水京平

﹁町だよりがほしい﹂という声が

一︵仁田︶◎馬場卜禅︵元町︶◎

︵商工会長︶◎登坂キシ︵婦連会

ともあった︒メクラがヘビにおじ

▲﹁七月から町広報を発行する︒

扶養し︑規則正しく税金を納め︑

▲よき町民とはー家族を満足に

汗ばむものを感じている︒

はどのように受け入れてくれただ

町の姿をよくお知らせして︑みな

公民舘長
◎中央公民舘長兼千手地区公民舘

さんの声に耳をかたむけてゆきた

ならず︑．﹁町のため社会のために

忠実に投票し︑カンゴクの世話に

ち

長・富永 勇︵千手小校長︶◎仙

い︒企画や構想は一任するが︑だ

氏︵主筆︶から伺った話である︒

ある日の新潟日報祉で︑松井敬

によって示すものをいう

貢献しよう﹂という念願を︑行動

ヤ ヤ

田地区公民舘長・登坂精一︵仙田
中校長︶◎橘地区公民舘長・杵渕

れるように：﹄﹂ちょうど一年前

れからも親しまれるものとしてく

ヤ

舘長・樋口音七︵上野中校長︶

鷺．

治郎︵橘中校長︶◎上野地区公

こしかた一年のあしあとをふり

実つてきょねんは一カ月おきに︑

◇学識経験者◎中村壮吉︵木島町
︶◎田中与三郎︵山野田︶◎太田

清作︵上野小︶

それが新年度から毎月一回発行に

長栄︵中央町︶◎酒井信四郎︵中

﹂をひもときながら︑一字一旬に

長︶◎星名周平︵青連会長︶◇学
校長◎藤本秀雄︵中仙田小︶◎饒

命︵舘長︶したもの︒

西町教育委員会が委嘱︵委員︶任

六月二十五日付で指定されたば

ろうか︒いま︑﹁かわにしの綴り

てやりてはきたのだが︑みなさん

かり︑したがって﹁これからどろ

といわざるを得ない︒

ないのたとえ︑とにかく引き受け

公民舘事業の審議運営をに

なつてゆくことになる︒委員なら

社会教育委員

県新生活運動協会︵会
する﹂という具体的なことは︑こ

公民舘運営審議会委員

主体となって部落︵町内︶ごとに︑ ぴに舘長の顔ぶれは次のとおり︒

の新生活運動モデル地区

わが町が︑県から本年度

長・北村一男氏︶では︑
まいとし中央︵国の新生

んご県からの指示によって決めら

ヤ

ヤ

▲町の姿をよく知って︑正しい判

である︑数えてつきないはげまし

の歴史を形づくることにもなるの

ざれてゆくだろう︒それはわが町

本紙もまた︑町あるかぎり生み出

▲はげしいマスコミのうずの中で

いと思っている︒

ものをお伝えする広報紙でありた

るといえる︒その意味で︑正しい

これをになうのが本紙の役割であ

が民主政治の基本線であるなら︑

考えて︑話し合って行動すること

ない要件なのである︒知らせて︑

町島となるために欠くことのでき

断によって行動することは︑よき

鋪装ま近い道路・木島町にて・押木秀治撮影

深くほりさげでゆく方針である︒

活運動協会︶の委託事業

れこの工事が終わると、町の中心街ユ700メ

女

れるが︑一力年の指定期間中︑県

鋪装されたことになる。

男

として︑県下の二十力町村を新生

の

この先ユ50メートル（伊友の入口まで）の工事力
ているし、上野や橘でも要望がつよいというか
ゆくは町の大半が鋪装した道路になるだろう。

ろはるい年さゆもル真 のことばに︑心からなる御礼を申
木わっこがなの甘．と来定︑とト写 しあげ︑これからもいっそうの御
らり る行どかる 予ら
一
をお願いしてやまない︒

ろものだ。これまでの舗装は粗粒式だつたが、こん
はその上にワービツト（モルタルみたいなもの）を
るので、都会のようにツヤのあるきれいな道路にな

定

の指導助言による新生活運動が︑

かえるとき︑全くもって感慨無量

替わって︑ともかくも第九号を重

計■4．922人
世緻2ン64世帯

村久司︵赤岩小︶◎樋熊恒平︵千

7．362人

この先二年の任期を︑町の社会

ワ．56G人

ねることができたのである︒

（7月ユ日現在）

手中︶◎小川良夫︵橘小︶◎種村

価ユ部5円

数胃に参画して諸計画を立案する

一人口の動き一一一

活運動のモデル地区に指定し︑こ

︐ ソ

れは県の事業で、ユ5G万円の予算が見込まれてい
、このうち町で3割、沿道の各戸が2割を負担して

県がモデ ル地区に指定

㊥長中村壮吉）

町のすみずみにまで展開されてゆ
な期待がよせられている︒

社教委員きまる
町公民舘長は富永氏

一﹂

ぱに鋪装されるのである。

にはこもそのうはれくあがは

島町から高原田までの路上は、いま道つくりに大わ
だ。この間ユ50メートルの道路が、月末までには

合併してから四年︑い

編集人金子幸作
印刷所白南風社

れまで指定町村の指導育成につと
かけで︑新生活運動をりっぱに推

めてきた︒ことしも︑﹁県の呼ぴ くものとみられ︑関係者から大き
進できる町﹂であることを条件に
モデル 町 村 を 選 定 し た が ︑わが川

西町もその中に数えられ︑こんど
の指定を受けることになったもの︒

町に社会教育が進展して︑いた

で︑二十名の社会教育委員︵公民

六月の定例教育委員会︵十日︶

公営結婚の実現や明るい村づくり

四人の公民舘長が決まつた︒

舘運営審議会の委員を兼ねる︶と

るところ話し合い学習が展開され

など︑仲間づくりをねらいとして

任期満了により欠員となった各

たくさんのグル﹃プが生まれかけ
てはいるものの︑反面あれほどは

委員・舘長の後任として︑町内の
っかり忘れられたのではないかと ①各学校の長 ②社会教育団体の

なばなしかった新生活運動が︑す

者 ⑭学識経験者︑のうちか

支援

輔

に指定された︒

発行所川西町役場
発行者 川西町
億か、

〆

心配するむきも多い︒

ら町の教育長が適任者を選ぴ︑川

φ

づく
』

部落に
町ではこれを機会に︑公民舘が

橋三
落）◎

民 新

指

代表
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L町議会報告ー

町政説明会の開催など
全員協議会で検討

に伴って才入才出を専決更正した

庫補助金が減額されたので︑これ

算のうち﹂失業対策費について国
または父に認知されている子を︑
嫡出でない子︵私生児や庶子︶と

を嫡断争といい・父の知れな い子

正当な婚姻によって生まれた子

います︒この場合すでに死亡した

記載して︑訂正することになって

職権で︑身分事項欄にその事由を

ものは︑関係者の申し出や町長の

なお旧法によって記載してある

宏︵利和二男︶永久公舎◎小海早

高橋昌江︵重四女︶坪山◎清水和

◎高橋一成︵信太郎長男︶坪山◎

辛◎丸山早苗︵捷輯長女︶東善寺

︶沖立◎藤巻勝美︵由雄二男︶塩

男︶伊友◎五十川葉子︵磯吉長女

もの︒

人や︑婚姻︑養子縁組などで︑他

に入籍された人も訂正することに

苗︵量平長女︶小根岸◎高橋芳子

父または母のいずれかを同じくす

◎藤巻 透︵重二長男︶塩辛◎鈴

うぶ声−御すこやかにー

︵悌二二男︶沖立◎高橋久美子︵

沢三郎︵野口︶野沢ミツ︵北蒲︑

倉︶保坂茂子︵小国町から︶◎野

学︵小白

銀一長女︶上町◎中村由美子︵健

ヨ︵木落から︶◎片桐

◎清水松次︵下平新田︶和久井キ

・たかさご1御円満にー

赤谷◎佐藤友栄︵賢二長男︶小脇

女︶桐山◎登坂康幸︵幸雄二男︶

平長女︶高倉◎川崎幸恵︵寅三三

十三雄長男︶藤沢◎斉木澄子︵芳

︵已＝表︶甲屋敷◎佐藤忠雄︵

して数．えます︒すなわち﹁長男

続柄は︑父母たる夫婦を基準と

いいます︒

新たに生活保護を受けるようにな

町税減免は町条例に基づいて︑

請願については新規の四件は委員

四月以来各種選挙に引き続いて
った八名に市町村民税を︐また災

なのます︒

︵戸籍係︶

長女﹂コ．一男︑二女﹂と記載して

ですから先妻の子と後妻の子は︑

る子は︑その算定には入のません

木恵子︵春蔵二女︶中島町◎星名

戸籍の窓から

条例の改正は︑診療所関係四件

別々に﹁長男﹂﹁長女﹂と定めら

数えかたは出生の順に従います︒

ほか一件でいずれも法律の改正に

れることになります︒これは家を

︵米三郎長男︶小白倉◎柄沢敏幸

礼子︵富一長女︶伊友◎田中直樹

度の廃止と男女平等の趣旨からい

一二女︶坪山◎野沢サユミ︵惣一

紫雲寺町から︶

﹁男﹂

また鱒出でない争は︑

っても︑やむを得ないことでしょ

︻山ハ月分︼

伴う字句の整理程度の改正である︒

中心とし︑父を尊重した旧法時代

父母との
続柄の定めかた︐

ー新しい戸籍法からー

とはまったく違うもので︑家の制

減免したもの︒

病気等の七名に固定資産税を

農繁期に入ったため︑長い間開か． 会付託︑継続審査中の六件のうち
れなかった町議会は︑去る六月二． 四件は採択︑二件はさらに継続審

なお本会議終了後から翌二十＝二

十二日約三カ月ぶので第三回定例⁝ 査となった︒
会が招集されたo

提出された案件は︑専決処分⑳ 日にかけて全員協議会が開かれた
報告︑農業センター管理条例の制 が︑この協議会では町長からその
町税減免︑条例の一部改正五件等． の︑ 一般町民に対する町政説明会

定とこれに基づく運営委員の選任㎜ 後の町政について詳細な報告があ

のほか︑請願の新規受理四件︑継 開催の件や︑柏崎ー十日町ー湯沢︑
続審査中のもの六件であった︒こ ︸線鉄道布設請願の件等二十五件に

だくさんの事項が欝さ

わが国の戸籍制度が︑現在のよ
うに世界にも例のないのっぱな身

変わのません︒

ても︑自動的に保障され︑掛金は

◎加入後に生まれた子が何人あっ

常喜︵五五︶木落◎田中富吉︵六

◎小海ノイ︵三四︶小根岸◎田口

小白倉◎和久井仁吉︵六五︶木落

八○︶神社町◎田中ミヤ︵八○︶

◎平野正吉︵五八︶中島町◎野沢
ヨネ︵二六︶仁田◎春目万太郎︵

・昇天ー御めい福を祈るー

◎契約者の保険が満期になったの

郎三女︶仁田◎羽鳥茂継︵徳一長

万一のこと︵死亡︑廃疾︶があっ

または﹁女﹂と記載されます︒

郵政省では六月一日から︑全国

〇︶仁︐田◎須藤トセ︵七五︶下原
◎増田キヨノ︵六二︶室島◎佐藤

全面的に承認したものである︒

を了として︑議会としてはこれを

すことができません︒

理解と協力があったことも見のが

◎農業センター運営委員
馬場卜禅︵議長︶和久

この﹁家族保険﹂は︑簡単な手

残っていて︑その後の掛金のお払

偶者と子の契約はそのまま有効に

正二︵二︶藤沢◎小林フヨ︵七三

ヤゆ

ロ

ことしは赤痢の当たり年

ムム

︶甲仙田

将来の明るい︑楽しい︑堅実な

い込みはいのません︒

ことができるようにと︑日本で初

続きと︒もっとも安い掛金で︑ご
家族こぞって保険の利益をうける

ど有利になります︒

現在の戸籍制度は︑人の身分関

の郵便局を通じて﹁家族保険﹂の

て保険金をお払いした場合は︑配

①町議会

一ロでみんなを保障

係を登録公証することが︑第噺義

発売を始めました︒

は戸籍制度に対する国民の︑深い

権利義務の関係は︑戸籍によって

的な使命であるといえまし﹂2
従ってすべての身分奥財産上の

会その他農業団体

旧戸籍法では家に属する親族共

立証されることになのます︒

家庭を築くための生活設計にご利

︵伊友︶星名規燈三︵田戸︶⑲青

尾︶上村常助︵上野︶星名与三郎

めてつくられた生命保険です︒し

用になるには︑うってつけの保険

一つの戸籍を編成

たがっていままでの保険に比べる

同体をもって︑

︵戸主を中心︶していましたが︑

ことしは赤痢の当たの年だとい
われています︒町でもすでに七名

登坂キシ︵岩瀬︶藤田義幸︵根深

の患者が出て︑うち一名が死亡し

といえましょゑとくに保険に未

加入のご家庭は︑この機会にぜひ

ました︒頭痛：：発熱：：下痢・
ヤ
ヤ
の症状はいちおう赤痢と考えて︑

と︑全くその内容が違っています

ご加入なさるよろおすすめします

さっそく医師の診断を受けてくだ

新戸籍法︵昭和二十三年一月一日

郵便局では︑七月末までを募集

︶山岸真治︵霜条︶数藤伸治︵沖

の運動期間として︑みなさまのご

◎一口の契約で︑家族全員︵夫婦

主な特質をあげてみますと
と子︶を保障します︒

以降︶では家の制度が廃止されて

◎掛金は家族数に関係なく申し

立︶田中義勝︵下原︶高橋準一︵

従って三代戸籍︑すなわち一つ戸

﹂とで編成することになのました

さい︒

︵国保衛生係︶

協力をお願いしています︒

酒井信四郎︶

まのますので︑家族の多い家庭ほ

込むときの契約者の年令だけでき

︵千手郵便局長

ませ〜

籍に孫などが在籍することはでぎ

▼●

須藤茂一︵ 新たに﹁夫婦と氏を同じくする子

専決処分報告は︑三十三年度予

◎その他の議件

仁田︶高橋源治郎赤谷︶任期二年

田戸︶④ 学識経験者

年︑婦人団体星名周平︵元町︶

齢勧め

白井源次︵寺

多の変遷を経てきました︒これに

完備されるまでには︑これまで幾

分公証制度として発展し︑整然と

莚萎

ろ。

のうち議案九件についてはいずれ

も原案どおの可決または承認され

可決された川西町農業センター

管理条例は︑昨年来懸案となって

いたもので︑今回ようやく成案を

得て上程されたものであるが︑そ

の内容は農業センターの管理運営

使用 基準 ︑ 職 員 の 任 免 等 六 力条か

われる︒

らなウておの︑今後農業センター
の運営はこの条例に基づいて行な

なお︑町長はこの条例の規定に

よの︑ 議 会 の 同 意 を 得 て 十五人以

ターの 運 営 に つ い て 諮 問 するこ と

内の運営委員を委嘱し︑農業セン

となっているが︑今回最初の運営

委員として次の十五氏が選任され

た︒選任に当たって︑特に︑進歩
的で実行力に富む青年︑婦人の代

害、

井精一︵産経委員長︶⑭農業委員

青年婦人代表が半数
農業センター運営委員きまる

薙櫨の

今夏初の水難事故

表を多くしたいという当局の要望

家族保険の

第9号（2）
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こんな悲し

先輩の招きで南米へ
金子君︵岩瀬︶近く渡航
川西町から初のブラジル移民を送ることとなった︒しかも︑そ
れは本紙の編集長金子幸作氏の実弟に当たる仙田地区岩瀬の金子
国栄君︵一八︶である︒南米移民については昭和三十一年五月︑

記事を書かせないでください

です

は︑同校出身ブラジル移民第一号

地元赤岩小学校及ぴ仙田中学校で
が︑わたくしは必ずしもそうは思

強調されているきらいがあのます

では︑ブラジルのよい面ぱかりが

な意義がある︒世の甲から犯罪が

りあがる礎石となることに︑大き

を深めて︑金国的な運動にまでも

の人たちの深い埋解と協力で︑明

くなってゆくものではない︒地域

した役柄の人だけでは決して明る

している︒しかし世の中は︑こう

少年の不艮化や社会の浄化に挺身

これからがいちぱん危いと

として︑盛大な歓送会を開いて激

にか明るくなるだろうo

なくなったら︑この社会がどんな

にし〃を通じて︑正しいブラジル

らすことになるのである︒

する運動﹂に︑大きな効果をもた

ていくことこそ︑︑﹁社会を明るく

いるが︑そのうちで犯罪は最も大

の姿をお伝えしたいと思っていま

きな不幸だといえるだろう︒つま

封筒募金にご協力を・⁝

である︒しかしいくら犯罪者を刑

した人たちの更生に役だつ︑たい

これは補導施設や︑あやまちを犯

募金が行なわれることになった︒

ことしも法務省の主唱で︑封筒

いずれか社会に復帰する︒要は犯

務所に入れても︑そのほとんどは

を破壊し︑平和をおぴやかすから

社会生活に基本的な﹁協同﹂の力

す︒なお︑これが一つのきっかけ

・保護司のねが︑い
いま﹁社会を明るくする運動﹂

ひいては世の中の犯罪を少なくし

生活が送れるよろに努めることが

︵川西町保護司会︶

いしてやまないo

みなさんの理解と︑協力をお願

せつな基金となるものである︒

って︑それだけで

ちがなく︑社会に適応した明るい

罪者が真に更生し︑二度とあやま

唱したからと

ていくことになるのである︒

が実施されている︒この運動を主

口U罪者が更生の意欲にもえて社

て︑じっくの構えてゆくつもので

すぐに良い社会はできないかもし

ぢ会に帰ってきたとしても社会

す︒

れない︒しかしこの叫ぴが︑町民

◎県道中条新田ー高柳線上の︑上

行く先はサンパウロ市の西南二

ルなどの民族に負けないように︑

ひとのひとのの胸の中にしっかの

かった魚かれの前途はどうなる

があたたかく迎えてやることがな

ものである︒

ロという町で︑原沢氏の知己であ

日本人の体面を保って仲よくやつ

といだかれ︑みんなの理解と協力

雛
タ

メートルに拡張するものだが︑で

現在五メートルの道巾を六五

社会に復帰した犯罪者の更生を導

月末までには完成させる予定︒

きるだけ交通制限をしないで︑＋

だろう︒それが少年の場合はとく

き︑犯罪予防の啓発のために更生

工事費三百万円のうち町で負担す

◎町︵商工係︶では︑次の日程で

費用でまかなわれる︒

るのは二十一万円︒あとは国県の

に世論の啓発に努めたのして︑保

竃八月一日︵仙田小︶8二日︵中

仙田小︶8三日︵橘小ら︶3四目︵

計量器の定期検査を行なワ3

上野小︶3五︑六日︵町役場︶

護観察の実行機関として活動して

よって︑深く地域にくい入ること

人的でない一般の人であることに

××××X××××X×××X××××××XX

町の声︑庁内めぐり︑休みます︒

おことわり

X××X××X×X×X××××XX×××××

た対象者の更生指導に尽くし︑青

ノされていて︑それぞれ受持っ

ー西町にも七名の保護司が任命

をめざしているのである︒

いる︒そしてその職柄身分が︑役

よぴ更生を助け︑犯罪予防のため

保壌噌観罐鶴鐸魏

保護に当たるのが保護司である︒

に影響が大きいのである︒そこで

◇町の掲示板◇

る臼本人二世の経営する大きな製

てゆきたいと思います︒マスコミ

捧一

イタリヤ︑スペイン︑ポルトガ

茶工場へ迎えられる︒当分の間は
この製茶工場で家族的の待遇を与

☆モグラ横丁︵雛胎遭醐齢ヨ骨鴫鯉動︶

﹁またいやな運動が始まったんだ⁝⁝﹂

を三

繍︑

雅 篠 諺霧・

百三十キロの地点にあるレジスト

るい社会生活の基盤を守のつづけ

っておのません︒現地をよく観察

像もつかないような未知の苦労が

昔難無蓮韓斌て

して︑機会があったら〃広報かわ

あることは︑重々覚悟しておのま

︵丸山記︶

となってわたくしのあとに続く

﹁ブラジル移民史をひもといて

おのます㌔﹂

のそれは直接の被害者だけでなく

した例があるが︑合併後は今回の金子君が第U号で︑年令的にも
みると︑先覚者の並々ならぬ苦労

社会を

青少年が続出することを期待して

前途に富んだ同君の渡航は︑とかく移民についての後進地域とい
が忍ばれ︑わたくしが今日ころし

はずかしくない後董を招きたいと

すが︑常に先輩の苦労を肝に銘じ

明るくしよう

われている当地方の青少年に対して︑海外発展への意欲を促進す

・機で︑金子君に自羽の矢が立った

．いう希望を母校へ寄せたことが動

ない気がいたします︒日本では想

て移民できることは全く申しわけ

に語っていた︒

金子君は渡航の決意を次のよう

他民族に
負けない努力を

励することになっている︒

き

野︑元町間で︑いま四百二＋ズー
トルの改修工事が行なわれている

渡航予定は八月ヒ旬で今春卒

月で摂氏三十度ぐらい︒最も寒い

／

えられながら︑紅茶製造の技術面

の五男で︑今春加茂農林高校を卒

業した同級生三人とともに出発す

ことになっている︒

業し︑ 事 実 上 は 家 を つ ぐことと な

てちょうど地球の反対側に当たの

る︒プラジルといえば日本から見

加茂農出身者で南米に移民した

のが七︐八月で︑本県の十月下旬

一

に従事するが︑将来は独立できる

に踏み切ったのは︑母校加茂農出

半球だから四季も臼本とは全くあ

船で約四十日かかる︒もちろん南

っていたものであゑそれが移民
身の先輩で︑加茂市からブラジル

者はたく寒んあるが︑相当の成功

金子君はプラジルに骨を埋める覚

くらいの気候だということである

ロ町付近は︑最も暑いのが一︑二

べこべで︑金子君の行くレジスト

に移住し︑現地で大きなコーヒー
園を経営している原沢和夫氏の招
きによるもの︒

もその一人である︒多数の現地人

て渡航の準備を進めている︒なお

悟を固めておの︑目下一家をあげ

者となっている者も多く︒原沢氏

して︑信頼できる︑日本人として

を使用している関係上幹部要員と

讃

彼地へ骨を
埋める覚悟

るものとして関係者から大きな期待を寄せられている︒

旧橘村根深から丸山静男さん︵四三︶一家五人がブラジルヘ移住

L・

膨

凶

劣

診 ・一
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金子君 は 父 権 三 郎 さ ん ︵五八︶

金子君
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．読まれる広報紙を

ばられた広報紙が︑おヒルごろに

また編集子に望むことは︑みん

はもう子供の菓子袋の代用をする

なに待たれる広報紙︑みんなに読

あるいは町民お互いの深いつなが

藻きいといえよう．町政と町民

でもない︒町当局も広報の重要性

まれる広報ということを︑まず考

ようなことでは︑まことに張り合

をよく理解して︑これを伸ばすこ

えてもらいたいと思う︒内容の充

りが︑こうした広報活動によって

いから︑御役人様に面談すること

率直にいって広報かわにしに望

とに十分留意していただきたい︒

いのない話である︒

が少ない︒したがって﹁何某は何

より深められてゆくことはいうま

広 報かわにしが生 まれ て か ら 一

役だ﹂だけではものたりない︒こ

脚交通機関の発達が地球を
脚狭くしたといっても︑ジ

㎜エツト機で地球上狭しと

飛ぴまわることができる

㎜のは︑ほんの一部の人た

導あぞ︑川西町に住

脚 んでいるわれわれにとっ
ニぢ

く感謝している︒ここに代表的な
教えてもらうので︑御役人様とわ︐ いう仕事の困難さを︑多少でも味

の欄でその人の個性や住所なども

わったことのある者にはよくわか

の意味からいって︑

﹁町の歴史資

朝一夕でできることではない︒そ

こしたことはないが︑なかなか一

編集のうまさが︑一致するに

八才という若さで地球の反対側へ

途に上る金子国栄君の場合も︑十

ではない▲近くブラジル移住の壮

人が江戸へ出た以上に容易なこと

て︑外国へ行くということは昔の

のヂノづ

御意見をお伝えして︑ますます努
ることだが︑血のにじむ思いで編

ヤ

力してゆくことを誓いたい︑
ヤ

れわれとの間に明るさを感も渇ま
うになってきた︒編集子もニクマ

ろうし︑同君を手放す御家族のそ

永住しようと決意するまでには︑

などはおもしろく読まれた︒また

ない︒その英断に深い敬意を表す

搾

駕

．金μ柏樹選㌦％

大倉 洋石

桂子

セルを着てそぐわぬ一と日農休み

草よりの風そう暁の蚊張す讐し

岩瀬

越ケ沢

辰治

螢火をしずめて草の深さかな

中仙田

竹治

大掃除鼠のひきし繭一つ

学校町 正風

にぶき灯や桑の葉匂う蚕のさかり

中仙田

遊人

牡丹に霧がふれいま雨となる

元町

鉄平

校庭のどよめきを背に田草取る

たい▲ただ︑同君を送るに当たっ

て青少年を鼓舞する意義を強調し

田の﹁K生﹂さん︑編集部あてに

◎千手の﹁貧しい老母﹂さん︑仙

＝＝＝一＝﹇二＝＝ニニニ＝二⊇一＝ニニ

れはいっそう深刻であったに違い

を失ってしまう︒わたくし

毎号の﹁町づくり﹂も︑変わった
あげて読ませて

て心したいことは︑悲壮感過剰の

なかった願いや夢をわが子に託す

親というものは︑自分の果たせ

いうことは︑日本人であることを

とだ︒金子君がブラジルヘ行くと

を押しつけて本人を束縛しないこ

新しい企画で︑ふたたぴ

いう御意見がありました︒こんご

ら︑﹁アンテナの復活を望む﹂と

◎仙田の小林さんほか六名の方か

住所氏名をお知らせください︒

くれる だ る つ ﹂ こ れ が 町民一般 の

て︑殺風景きわまります︒

ないし︑みんな黒服ぞろいだなん

ラクに体を動かせる仕立では

黒い学童服は気づまりな着物で

自分たちの生活や心を改善してい

で︑自然を少しずつ変革しながら

しい説ですね︒大自然に負けない

合わなくちやなりませんわね︒
ゆ
おたがいがます︑〃何よりも子

なんて四角ばらずに︑気サクに話

﹁親に︑教師に︑もの申す：：﹂

が︑金子君はもちろんその一方に

でブラジルにも残っているという

いますもの︒子どもたちの可能性
無限だろうと思うんです︒

夏の夜はまだよひながらあけぬ︑

す︒

つけて︑元気に過ごして
よき日本人であることが同時によ■
きブラジル人であるような生き方 ㎜ゆきましょう︒夕涼みや訪問集会
により︑お互いの人間性がジカに など︑夜に親しむのもこれからで
どものしあわせをねがう気持で︑

意見を述べ合う気風〃をつくるこ

理解できる新しいモラルの開拓を

．信する︒

︵M︶

︵深養父︶

るを︑雲のいづこに月宿るらむ

態は︑﹁話せばρかる﹂ことが︑・ 前途に富む金子君に期待すること

︵花村ゆき︶

んあるようです︒

￥

は決して無理な注文ではないと確

とにしましょう︒いまの日本の状

食べもの飲みものに気を

に負けないでください︒

いよ夏がきました︒暑さ

◎もうすぐ十七夜︑いよ

考えております︒

愛読していただくことを

やめることではないとしても︑決

まま持ち込むためではないと思う

して日本人という固いカラをその

あしたはPTAです︒お忙しい

いまだに勝ち組︑負け組という形

▲過去の日本人意識の偏狭さが︑

イのわたくしも似ています︒

でしようけど︑たまには学校教育

ものだそうですね︒この点センセ

〃風土がそこに暮す人ぴとの性格

を︑じかにごらんください︒

考えかただったようだ︒しかしこ

のは︑てんでん勝手に生きる人間

個性をのばしてやりたいと思ろ

植えおえし苗やわらかく吹かれけ
︵原田・丸山一徳︶

日本人意識や︑過大な精神的負担

大事なことである︒朝く

のヒマワリの感じを︑子どもたち

父××X×X×X

分も人もそまつに扱う心情に通じ

がもつように：：︒﹂ 古風な感

いろとりどりの夏服に囲まれて
はいいな﹂と思います︒

授業をしていると︑しみじみ﹁夏

雪国の冬の重苦しさも︑楽しむ

を形成する〃というけ︑れど︑この

ことができないものでしょうか︒

してくるようで︑こっちものぴの

自然主義的な人間観はすでに弱々

たわたしのねがいです︒

ると思うんですけど：：︒

て内容を豊富なものにすることが

・ることや︑部落の記事などを出し

露にできる男といろのはそれ
務である．意見奮んどんよせ

るとともに︑今回の壮挙が丸山静

容易ならぬ精神的試練を経たであ

︑鷺︑・教師の蕪紙．

男︑丸山惣吉両氏の前例とあわせ

料から﹂の一連の記事や︑ある女

報かわにしを読 ん で

﹁夏はいいな﹂と思います︒な

広報かわにしはみんなのものだ︒

教師の手紙︑アンテナ︑ふるさと

これだけはゼヒ続けてほしい︒

︵仙田・K生︶

広報を育てよう
合併後まだ年も浅いこの町で︑

しなかった．だが︑広報かわにし

ぜかというと︑男の子も色とりど

くれる︒編集子よガンバレ︑

反応がないのでは︑前進の足

発刊以来の広報かわにしを保存
して︑とにかく熱読している︒小
刷りではあっても︑町が生まれて
えてくれるからだ︒自分の部落か
広報かわにしのもつ役割はまこと

からのできごとを大なり小なり伝
ら町議が出ていない点もあって︑

議会人もよく教えてくれなかつた

こそわ た く し た ち の よ き先生だ︒
六月号の一億四千万円のゆくえ

し︑いままで自分から聞ころとも

は︑ま ず な る ほ ど と ろ な ずかれた

りの服を着てくるかちですの︒教

から納めている金が︑優いみちざ

ぴした気分になります︒

うしたかわにし紙上によってハツ

に育てることではないのです．自

﹁町長さんがすきなように使つて

キリ明示されてこそ︑尊い税金が
どのように使われたかを知ること

分をはげしくたいせつにする人こ

風な観念では︑現代をよりよ

﹁わぴ︑さぴ︑無常感︑といっ

妻

く生き抜く力がもてない︒強烈な
ざしに花ぴらを光らす大輪

加担するために行くのではない︒

ができ︑納税の張り合いもつくの

そ︑やがて他人をもたいせつにし

く気ハクと知恵が︑次々に育って

だとつくづく思ρた︒

また︑庁内めぐりを続けてほし

穀離鰐鋤麓擁綜紙嚢敷離眼臥

し

たくさ

す。

り

本紙によせるちまたの声

いただいてきたことを︑ありがた

年：：︒つねにたくさんの投書を

ヴ

集し︑発刊しても︑良いとも悪い

みたいことは幾つかある︒編集と

みるさこ

レルことがあるかもしれないが︑

実と

傷家だっ

えわからず︑納めてさえおけば︑

て︑滞納はしまいと乏しい生活費 室の中が︑がぜん個性的に動きだ

納税は住民の一大義務だと覚悟し

とも

は

た古
夏のひ

編集後記

嚢嚢◇

がかり
何よりも

広

（4）

第9号
し

に

わ
か

報
広
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