大雨

＝難一三一

口

のー774鉱

叢戴川鵬
川川中金白

耀轟補男女裾

◎町道の埋没欠壊

五〇〇米

一九〇〇万円

◎その他の復旧工事費

＝○○万円

◎国費負担による応急工事費

六五カ所 三五〇米

◎農林道の埋没欠壊︵農林係分︶

◎橋の流失 二︵仁田・越ケ沢︶
◎堤防欠壊 五カ所 一五〇米

八五カ所

の被害 一億円蹴譲難︵舞︶
まった復 旧対策

始
七月十一日夜半から十二日朝にかけての豪雨は︑わが町に空前の被
害を与えて過ぎ去った︒ ﹁またやられた﹂というよりほかはない︒

町では中村町長みずから現地に急行したのをはじめ︑係や議員が現
あたった︒この結果町議会でも国・県・町費の災害復旧補助対策を審

場を視察して善後策を協議し︑役場職貴を動員して被害カ所の調査に

すすめている︒きょろ現在で判明した被害総額を推定すると︑︑農林関

﹁今までの苦労が水のあわ︑あの

被害見込額︵農林係︶町づくり
◎水田埋没

三八・．一ヘクタール

れても︑買い手がつかないといっ

▲村の一級地が格安で売りに出さ

てなげかれている部落があるとい

う︒これまで苦楽をともにしてき

村をはなれてゆくのである︒いっ

◎水田流失

住みなれたふるさとをあとに︑

たいなぜ町を出なけれぱならない

た人たちが︑こうしてつぎつぎと

一家をあげて町を去る人たちがふ

離農転出者に思う

えている︒そしてこの現象は数年

七・八ヘクタ：ル

一四四三石

◎冠水浸水
六八・一ヘクタール
︵一ヘクタ！ルは約一町歩︶

ニニ・二ヘクタール

◎水稲の減収

きをみても︑伝来の土地を売り払

せ﹂を求めて転出する場合は別と

﹁この盆

って転出する人は多い︒

して︑土地の風習やしきたりにこ

二〇〇万円

れ以上耐えきれず︑生活の苦しさ

祖の地を捨てて︑見知らぬ土地に

へと出てゆく農家の人たちである

がいまの半分になってくれれぱ︑

の理由があつてのことだろう︒し い︒いまのオラの村は︑少ない耕
かもそのほとんどが︑町場へ︑都 地に比べて人が多い︒部落の人口

てゆくのだという気がする︒

二一カ所

◎復旧に要する費用︵見込額︶

が終わったら引きあげたい︒﹂と

県費補助事業対象

雄飛するのだという︒よくよくの ▲あるオトトはいう︑﹁これは喜
覚悟が必要であろうし︑それ相当 ぷべき現象といわなければならな
中仙田・小白倉・原田・根深・

◎とくにひどかった部落

野口・木落・大白倉・室島・岩

暗いうちから起きて五キロの山坂

を歩いて︑その上にヤセ地を耕す

ことは九まらなくさみしい︒

瀬・赤谷・寺ケ崎・塩辛

ろうか︒﹂と︒そしてこの夢が実

に心配がなくて︑さしたる労力を
必要としない農業経営は夢なのだ

現しなかったら︑オトトもまた町

場に出たいというのである︒

▲ネコのヒタイほどのせまい妻有
の盆地に亀貧しい苦しい生活を続

けて︑それを宿命だとあきらめて

二十八日号︶︑そこには現代人と

きた農民たち︵十日町新聞・二月

何かがあるのかもしれぬ︒

して生きてゆくための︑必然的な

▲そしてこの何かが︑﹁この土地

押木秀治撮影︶

拓して︑住みよい明るい町をつく
ってゆかなけれぱならないだろう

ら︑わたくしたちはその宿命を開

同じこの川に遊んだ人たちの子であろ

鞭︑

木落にて

︵写真は信濃川に泳ぐ子ら

孫であろろか：・：も

㎜うか︑

⁝

を出さえすれぱ農村の宿命から解
放される︒﹂という理由であるな

いま泳いでいるのは三十年︑四十住前

古きは去り新し養︑はきたるo

歩をうつして移り変わるo

喜々としてたわむれ水泳ぐ子らも︑時

ふるさとの川o

ス

幼き日︑だれもが訪れた夏のバラダイ

鎌倉の時代に生きた人のことぱである

もとの水にあらず﹂とか︑

﹁ゆく川の流れは絶えずして︑しかも

ような苦労がなくなる︒やりくり

その他の復旧費 三四七七万円

一八○万円

からどうにも動きがとれなくて出

国庫補助事業対象﹂ハ三刀所
いう家も何軒かあるようだ︒
一七〇〇万円 ▲何百年このかたなじんできた父

◎畑作の減収

︵全収量の五パーセントにあた 前からつづいてきた︒春からの動 ▲現状でも食うためには事を欠か
ない農家が︑より以上の﹁しあわ

のだろうか︒

り︑一四四三万円の損失となる︶

◎土砂流入

｝

水泳ぐ各等

：﹃︒〃

）

議して︑これが早急に復旧実現できるよう︑いま関係者の間で準備を

係で七千万円︑土木関係で三千万円︵県道二干万︑町道＝†万円︶合

どをのぞくとさほどのこともなか

計一億円といういまだかってない額である︒

橘︑仙田は被害甚大

った︒とれ秋の収穫だけならまだ㎜
しも︑耕地の大半を失ってどうし．⁝

ったが︑仙巴や橘の被害は大きか

差がはげしく︑千手一〇七ミリ︑

たらよいかわからず︑いまだにボ

この日の降雨量は地域によって
上野一六八ミリ︑橘一＝六ミリ︑

雨さえ降らなかったら﹂と︑文字

鱗燃

∀
の

仙田二一三ミリを記録したが︑こ ー然としている農家も多いという
︵千手発電区︶に比べると︑ざっ

れは昨年九月十二日の一〇五ミリ

である︒

どおり通り魔のうらみは深いわけ⁝
本紙にも仙田のK氏をはじめ︑

と 二 倍 の雨．量であり︑それ だ け に

くずれなどが続出して目もあてら

﹁川西農民にZ旗あがる︒災害に⁝

水田の流失や埋没をはじめ︑土砂
れぬ惨状だった︒農家の人たちに

い姿が見られる︒このさい︑わざ︐

とっては全くお気の毒な雨だった 負けるな︒﹂という意味の投書が㎜
が︑それぱかりではない︒道路が 数通よせられているし︑町のあち⁝
こちにも復旧に立ちあがった力強⁝

でと絶し︑ま夏だというのに離れ

寸断されていっさいの交通機関ま

さゐのご奮闘を期待してやまない

わいを転じて福となすべく︑みな

千手や上野では田代・山の根な

島の悲哀をなげかせたのである︒

r■レ『ワ
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墓菖繁灘驚は暴謙警冨縫懇野腰
数和名名をる必をどの小向合行省こけ

に学に⑭てとま数りれと四

行

い画今が十材うな間内o

業い学るいる学校とし行
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矩優復 ．列 仕ガら擢ジ．

してください︒明るく朗らかで︑

い︒

へ選挙管理委員会︶

めて︑よりょい生活ができるよう 悔のないりっぱな選挙ができるよ
うに︑川西町が住みよい町として
に協力してゆきましよう︑
﹁あなた任せの政治﹂に慣れた 育ってゆくように努力してくださ

うか︒為政者の行動をよく見きわ

きれいな水で 手を洗って・

匿名でテレビ七台を寄贈
今度は千手の篤志家が

匹

ギセイの大きい仕事だといえる︒

合併以来すでに四年︑これまで

過渡期だった町の土木行政も︑い

よいよ百年の大計を立てる段階に

拡張のための買収費や物件の補償

斉木三郎氏へ十日町︶は小脇の

産︒かって郡市の青年大会には︑

仙田村青年団ありとはやされたも

のだが︑いまも︑って往時の名団長

曲直をわきまえたシンの強さは︑

山口芳蔵氏へ仁田︶は︑﹁飲む

この人の良さのすべてだろう︒

の管理運営面につきましても︑改

土木費は︑そのほとんどが道路の
修繕改修や橋のかけかえ︑災害復

約八パ：セシトを占める七百万の

し貞九＋ルーメンの輝きもいまひ 造物がつぎつきと生まれるカゲに

係長タイプもすっかり板についた

えることもある︒

櫃間富雄氏へ伊友︶は土木の手

ている︒

を尊重しすぎることのためか︒人

がの：：﹂と︑ときには頭をかか 腕家︒それでいてややお人よしだ
といわれるゆえんは︑他人の意志

﹁ハテ困ったず

は︑氏の人知れぬ苦労が秘められ

めるべきことは改めてゆきたい考

といづたところ・

といきで一ルツクスに切り替わる

つづける子どもたちも︑いつかは

もあるようだ︒しあわせに勉強を

や︑金さえあれぱ何のことはない

上野の一青年へ本紙の第六号︶

あったと思ろ◎そこで︑あれほど

わたくしはここに大きな問題が

﹂と口をそろえて言ったのである

け入れるよりしかたがなかった︑

かった．すべてを夢として︑両親
や村の衆のいうことをすなおに受

はじめてそのむずかしいことがわ

ることを誓い合った︒しかし︑自
分が現実の問題にぶつかってみて

機会に︑わたくしたち青年もうん

幸い県の指定町村になったのを

せて進んでこそ︑はじめてこの運
動の進展が可能だと思ゑ

オカカがよく話し合い︑力を合わ

想期にある青年と︑これまでの生

ないのだが：：︒いずれにせよ理

くしたちが︑まだ弱いのかもしれ

いことだノシ﹂という新生活運動

望する︒

へ小白倉・一青年︶

投書には住所氏名・職業年令を

因習を改めるには︑老いも若きも 明記してください︒ただし紙上匿

いうことについて考えた︒そして

を︑なぜ推進でまなかったか︒と

活に経験の深い年寄りやオトト︑

なかったか︒だれもが﹁それはい

熱心だった人たちがなぜ実行でき

り不可能であることをさとった︒

しかねます︒

を傷つけるようなものは掲載いた

◎事実と違うことや︑相手の名誉

ゼ︒

へ失言多謝︶

いたちをしのぱせてくれるかのよ

いきれいな標準語が︑この人のお

によく勤めるという︒ハギレのい︑

使った︒ここでは土木の花だが︑
あまりの熱心さから要領も知らず

小見可江さんへおみよしえ・永
久公舎西︶は水上温泉でうぷ湯を

れた琢宗禅師に当たってい番︒

︶の弟が︑永平寺貫主として知ら

るセンスがある．商祖母へ四代前

のもちかたいかんではうんと伸ぴ

交家だとはもっぱらのうわさ︑心

なになってきたが︑なかなかの社

んだ青年︑このごろメツキリおと

小川広一氏へ赤谷︶は春秋に富︐

．目かもしれない︒

悔いなしと見たは筆者だけのヒガ

いやだコそうかといって︑これら 間的には不言実行型で︑心の細か
の圧力をはねかえす力のないわた いリコウな人である︒いま青春に

丑募葬・募嚇＃

められたりして︑事務的な面にも

く︑また陳情やはげしい交渉に攻

旧費などに注がれているが︑それ

てくれたオトト︒ずっしりとした 療所建築の現場監督として庁舎に
不在がちのことが多いが︑町の建

増田係長へ室島︶は．合併まぎ ことだけがとりえで：：﹂とひか
わの仙田村でりっぱに助役を勤め えめにけんそんする人︒学校や診

とって最大のなやみであるという

よく理解しない人のことぱ︑理非

入ってきた︒しかし︑いまだに協 ぷりを知る人は多い︒ソツポで気
力性の乏しい地区のあることがこ が強いとはいっても︑それは氏を

庁内めぐりω︵
づくりのツチ音を身じかに感じさ

の事業のガンだともいわれ︑道路

のマスコミを通じたり︑社会教育
の面からも話し合い活動を盛んに

などによるイザコザが︑この係に

られた千手は︑いま感謝のことぱ てゆかなけれぱなりません︒
町選挙管理委員会でも今次選挙

捗

えでおります︒

せてくれる係︒毎年度の町予算で

征

きっと︑某氏の御厚意に応えるだ

となって︑この名知らぬ人の善行 の結果を批判検討していますが︑
に報いようとする誓いのことぽで できるだけ世論を尊重し︑投票所

にあふれている︑それはよき町民

さらに菓氏は︑﹁公民教育のた

土木係の巻

忘れられないでいるとき︑またま
したりして︑みんなで公明選挙運

千手中学校に三台・町中央公民舘

﹁こ れ だ け は 記 事 に し て く れ る

に一台︶のテレビが寄贈された︒

あったが︑あえて掲載させていた

な︒﹂という寄贈者の御意向では
だくのは︑みなさんといっしょに
心からのお礼を申しあげたいから

である︒

田］

7．きたるべき選挙は︑わたくした だけ国や県を相手とすることも多

ちにとって一番身近な関心の深い
ものぱかりです︒今から十分に心

四月の統一選挙から六月の参議

が︑その後の新生活運動はどうな
．く同感だ・この運動が叫ぱれたこ
ろちわたくしたちのぜ

り雪いくつかのスローガ
ンをかかげて熱心に呼ぴ

声団でも推董奪く
ー

かけたものだった︒しか
し村のおとなたちは︑青

年の理想を喜んでむかえ
コ

てはくれなかった︑

に推進員だった年上の人たちが︑

青年の夢や主張が︑結婚によっ

部落が一体となって進まないかき 名はさしつかえありません︒

について話し合い︑オラのときは てかき消されてしまうような村は

なでカを合わせて︑村の結婚改善

たことばがある︒﹁あのときみん

とガンバツテゆきたい︑おとうさ
んおかあさんがたの協力を切に希

︐丑算 苛彗・ザ沖募・諾募・苛荘 葬遵ザ叢π咋＃葬書弾丑仙葦丑蕩
もっと合理的な︑簡素な方式でや

しかし一戸平均四百円に近い寄

院議員選挙まで︑三カ月にわたっ

新生活運動に一︑言

付金は︑そう簡単に集められるも

た選挙も終わって︑新しい県知事
県議会議員︑参議院議員がその職

正しか ったか

あなたの 一票は

千手小学校奮永勇校長︶と けの人間に成長してくれるだろう

千手中学校へ樋熊恒平校長︶では

ことしの春PTAが主体となり︑

テレビ聴視施設の実現を目標とし

て︑こ れ ま で 父 兄 に 働 き か け て き

のではなかった︒そこで関係者は

た︒

どうしたらよいかを協議したが︑

務につきました︒

ったか︒と心配していたがまった

たまたまこの話を聞いたのが某氏

わたくしたちの選んだ人たちは
いまどのように働き︑これからど

﹁ 名前を 公表し な

い﹂ことを条件に︑寄贈を申し出

だった ︒そし て

﹃子 ども

んな政治を行なってくれるでしよ

う大 きな贈 り物だ った︒

てくれたのである︒しかも小中学
校に三台ずつ︑合わせて六台とい
は町の宝︑そのためにはよりよい

庁舎の三階事務室にあって︑町

た町の篤志家へ特に名を秘す︶に めに﹂と︑中央公民舘にも一台を
よって︑七台へ千手小学校に三台 寄贈してくれた︒

︐習性を改めて︑政治に関心をもち
たいものです︒そのためには日日

刀

動を推進し︑政治的な需識を養っ

の設備である︒

だと
さき
いは

思いもかけず七台のテレビを贈

匿名でテレビを寄贈した佳話が

くた

一例をあげてみよう︒いつしょ

町の

結婚するときに切々と語ってくれ

◎

教育を﹂というねがいからであっ

こうして干手の小中学校に︑十

たとい︸つ︒

︶が三 台 ず つ 取 り 付 け られた︒運

七インチの教育用テレビヘ東芝製
動場や各教室︐の︑どこからでも聴︑

う

必食
ず前
視できるといういたれりつくせり

．脚謹こ対づ
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実施は十一︐月から
待望の国民年金制度
さる四月︑国民が久しく待望の 制被保険者となる︒しかしこの制

ら二十四年に短縮される︒

を失った者に支給され︑程度の重

入能力がなく︑拠出年金を受ける

入者を含む︶だった者で保険料納

老令福祉年金は制度

・鉦麺出制の年金

いときは加算の措置がとられる︒
支給額は二万四干円から四万二千

ことのできない七十才以上の者に

障害年金は片手とか片足

円である︒

一万二干円を支給する︒

発足当時に五十五才以上へ任意加

母子年金は一定の期間保
険料を納めた者が夫に死別︑＋八

咋年九月災害のツメ跡が

まだ生々しいのに︑わず

か十カ月後にまたまたそ

れを上まわる大災害であ

まわる巨額であるが︑﹄そ

一兀町 鉄平
る▲被害額一億円といえ
ぱ町の一般会計予算を上 かなかなの鳴けぱせかる︑心地し

の九割以上が仙田︑橘地区に集中

七万円で︑市町村民税の課税標準

﹁国民年金法﹂が成立して︑いよ 度発足当時に五十五才をこえてい
いよ十一月から実施されることに る者は適用を除外され︑五十才か

障害福祉年金は二＋

となった所得平均を越える致字で

これは一世帯当たり約

なっな以下この制度についての ら五十五才までの者は任意加入と 才未満の子を養っているときに支

才以上の入で︑日常生活の用を足

得農家ほど被害の程度がひどい︒

けることのできない者の︑いずれ

ったため︑人命まで失ったほどの

ある▲昨年の災害も川西町付近だ
けの極部的な豪雨によるも砂であ

へ社会係︶

った二十一号︑・二号台風の陰にか

﹁オラ習ったセンセイ﹂っていわ な大災害が実際にあったのかと頭

す︒悔いのない仕事をしなけ をひねりたくなる︒これでは陳情
りゃ︑と思わずにはいられません 攻めに慣れた国県当局を動かすこ

﹁うるさくておおごった．早く との困難さが思われる▲町では異
例の特別迫加で救済に当たること

鰍

中仙田

遊人

月見草月なき夜半の雲厚し

スイツチヨが窓に来て鳴く涼しさ

正風

洋石

にはヤみ

でも︑夜のとばりが明け

編◎じっとりと汗ぱ窒︑

させてもただきました

集依頼状灘塁て︶を

後ら魏牝轟袖轄の

記な嚢のお手もとに届け

くもナピ

さんあてに郵送いたします︒

発行日の前日︵毎月九日︶嘱託員

◎ζんごは一部の地域をのぞき︑

︐お礼申しあげます︒

た干手郵便局のみなさまに︑厚く

ました︒これまで御尽力いただい

◎本紙は七月二十日付で︑長野郵
政局から第三種郵便物に認可され

アルバイト続b日やけて逞しく

大倉

さえずりの窓に朝の刻うつる

・学校町

岩瀬
桂 子
ある︒おまけに昨年大きい痛手を
受けた震家や︑条件の悪い︑低所 萩の花たれいる月の水辺かな

発生し臼た︒

給される︒額は一万九千二百円か

されている

一万八千円を支給する︒

すことが不能な程度の障害者に︑

概要を述 べ て み る ︒

が二人以上あると加算がある．

ら二万五干八百円まで︒前記の子

︑現今ほどんどの人が働くことに ︐保険料は二十才から三十四才ま
よって生計を維持し︑家庭建活を で月額百円︑三十五才から五十九

遺児年金は父母に死別し 母子福祉年金は夫と
た十八才未満の子に︑七千二百円

老令年金は保険料を二＋ 寡婦年金は＋年以上婚姻

も二十五才以上の子がいない場合

・拠出制の年金

営んでいるが︑老令になったり︑ 才までは月額百五十円である︒
思わぬ災害で一生なおらぬケガを

関係にあった妻が︑必要の保険料

文字どおり踏んだり︑けったりで

を納めた夫と死別したとき︑六十

ない﹁おとなの先生﹂をみつめま

を維持しながら拠出制年金を受

五年以上納めた者に六十五才から

る︒

にかぎり︑一万二千円が支給され

死別して︑現に銭務教育終了前の
子の生計を維持している者や︑生

支給する︒額は二万四千円から四

べ膏であった年金の半額を支給︒

才から六十五才まで︑夫の受ける

から一万五百円まで支給する︒

を失って母子家庭になったり︑と

万二千円コただしこの制度発足当

したり︑鱒家の中心である父や夫

いった人たちに年金を支給して︑
その生活を保障しょうといのうが

時三十一才をこえる者は︑十年か

この制度はあらかじめ一定の保

した︒若い命にだれも責任をとろ

育は︑もう絶対に強制されてはな

規模でありながら︑その直後に襲

この国民年金制度である︒

険料を納め︑それに応じて年金を

・制度のあらまし

受ける仕組の拠出制を基本として
いるが︑現在すでに老令・廃疾・ゆ

の姿だと教えられたからです︒ま

教え子を死地に届けるような教

﹂胸に泌みた決心です︒

きないので︑これらの人には経過

なが︑しあわせに働いて生きるこ

らないはずです︒わたしは﹁みん

終戦のラジオ放送を︑わたくし

じめな生徒でした︒

ることと している︒

夏休みは教師も両親もめいめい役

学校が始まれぱいいがんに：：﹂
家庭鋤育喪失の時代のようですが
﹁死なない

きる子も弱虫の子も︑大柄な子も

は病 床で聞 きまし た︒

とを教える先生﹂になりたい︒で

で生きてゆける！﹂ということが

これまで各年金制度からとり残
されていた国民の︑大半を占める

となったといっても︑町自体の力
には限りがある︒景気のよい所得

農民6自営業者・零細企業の被用

のはヘタ︒︑だからといって︑放っ

の減免だけではどうにもならぬ﹂

を示す老人や︑﹁水稲共済金や税

どはいかがでしようか︒

ったがんでノシ：﹂と遠い過去の
↑れさせます︒寝冷えもないでくだ
例を引いて︑早くもあきらめの色 ・さい︒早起きして︑ラジオ体操な

るころは︑うだるような暑さを忘

たらかしやなりゆきまかせは罪悪

E

杉の葉に朝霧たちて日ぐらしの
声いさきよき朝ぼらけかな
へ直好︶

とかできないものだろうか︒

と嘆く若い農民の現在の苦境を何

鋳ゆき︶

です︒子どものしあわせは︑おと
なたちの手で与えていくんですね

数胃キヨウイクと神経質になる

倍増論もさることながら︑ ﹁うち

送りだして和りたい︒そう思うと

信じられないような喜ぴでした︒
チビ君も︑めいめい自分の能力を
手のひらを返すように先生たち 最大に生かして暮らせる世の中に

の貧乏は水押し︵水害︶からであ
は︑民主々義と人間性について説

八月は胸に泌みる月なんです︒

職場のようす︑友人のこと．︑なや

お盆休みに︑教え子たちがよも

割りがあることを︑改めて考える

ごだれでも︑年金を受けられるよ

者などが︑この制度によってこん

やまの話しをきかせてくれます︒

ちやいとこたちが若い命を散らし

・適用対象と保険料
この制度によって︑満二十才以

．︑社

たてとについて︑何ひとつ説明し

希望など︑幼なかうた

上ホ＋才未満の全国民はすべて強

て

よ

ろ・るさと

いい機会でしようね︒

うになったのであるり

人もの学友が病み倒れ︑友の兄た

明しはじめました︒わたくしは﹁
学校﹂をはげしく疑いました︒何

的︑補完的に無拠出年金を支給す

又は母子の状態にある者や︑保険 あのころ︑わたくしは生徒でした
料を納める能力が乏しい人は︑こ 大君のため国のために命を捨てる
の拠出制の年金を受けることがで 気でしたσそれが人間として最高

ひどい﹂と思いました︒引あんな
責任な先生には決してなるまい

うとしない﹁おとな﹂の社会を﹁
思い出の八月十五日がきました

渓

計

れま

無

み．、

（4）
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