こζ占最付道路を

7348人

りに︑■﹁オラの部落は封建的だ︒

といってすなおに賛成してくれる

民主主義の世の中ですよ︒﹂と叫

境に育った者にはとかくめだた

部分の人から白い目で見られ︐場

人は少ないだろゑこの青年は大

うか︒ジヤーナリズムから大きな

ないことが多いのですが︑わたく

社会問題としてたたかれて日本

高橋子平先生︑と．．仙田の青年講

合によっては﹁アカツポイ﹂とま

﹁なるほどキミの言うとおりだ﹂

習会に出席したことがある︒きょ

したちはこのめだたない郷土の実
態をよく見きわめ短所の︸つ一

されてしまうのではあるまいか︒

でいわれて︑みんなから毛ギライ

んで立ちあがった青年があっても

ねんの八月の末︑長雨のそぼ降る

つを改革してゆかなければならな

甲の世論をわかすにちがいありま

うすら寒いほどの日であった︒

ことができるの廣．青年の若さよ

いでしよろ︒この問題にとりくむ

せん・この土地に生まれ︑この環

﹁青年の若さに期待する﹂と題し

だにゆくえが知られていない︒

家さんだけは．十三年後の今日いま

た講義が強く印象に残っているの

▲若さにものをいわせてハリキツ

しかし︐こんな悲しい思い出も

嫁をもらって﹁とうちやん﹂と呼

ついてきてくれない︒そのうちに

ばれるようになるζいきおい若

テはみても村の衆はいっこうに

これが先生からお話しを聞く最

に向かってすすんでください﹂と

りほかにないのですりどうか皆さ

あのとき﹁これからの町づくりは

人はもちろんのこζ物資の交

諸君の双肩にかかっている﹂と力

さを失って﹁トツツァ﹂になって

れて︑町の産業はすばらしく躍進

後の機会となったことを惜しむ．

これを踏襲して

しま︸2あとにつづく青年たちも

流や農産物の出荷が盛んに行なわ

▲われわれは青年の若さに期待し

﹁信濃川架橋期成同盟会﹂が結成

説された︒そして次のように語ち

ている︒ところが期待するの．あま

され︑五力村で請願運動を続けて

れたことを記憶している︒

七月二十三日の定例県

この橋が貴重な存在となってくれ

するだろ．2とくに冬季間には︑

▲﹁封建性の強いこの地域がもし

高倉分校と橘診療所︵第八号で

詳報︶ができあがったoいずれも

予定より早くしゆん工して︑それ

長い長い念願であっただけに地

ぞれの業務を開始しているo

八月二十一日

一ぺージを加えた意義は深いo

元の喜ひは大きく︑町の建設史に

◇橘診療所

四八四万円

一四︑九平方メートル

︑一三四平方メートル

延べ一二四〇平方メートル

しゆん工式
本舘

︸給食とう

ニ車庫
︑㎜改築費

八月二十二日

三一七︑四平方メートル

︸しゆん工式

︸◆高倉分校
ら

．六二〇万円

屋内体育舘 二一二八平方メートル

一校舎

増改築費

い福を祈りたい︒

ながめていられるであろ．2御め

力している姿を︑︑．先生はしずかに

して地域の改革にとりくみ︑みん
なが協力して明るい町づくりに努

あれから一年︑青年たちが奮起

問題をとりあげてみた︒

んで︑あの日の一コマから現実の

▲かえらぬ人高橋前教育長をしの

ながっているのである︒

ことが︑これからの町づくりにつ

夢と希望をもたせて協力してやる

ヒはヒとして支援してゆくことを
忘れてはなるまい︒青年を理解し

直な意見に耳をかたむけ︑ゼはゼ

ようと努力している︒かれらの率

年たちが︑地域を明るく発展させ

よ・2町の将来をになう多くの青

▲今どきの若い人に目を向けてみ

ではなかったか︒

の歩んできた悲しいあきらめなの

﹂というのが︑これまで青年たち

のしきたりの甲に埋もれてしまう

﹁しだいに地域

るわけだ︒この橋を中心に発展す

議 会 で ︑ 信 濃 川 の架橋︵

︶に引き継がれ︑川西町役場に事

一体どんな結果になるでしよ

東京のまん中に一郭をなしていた

小●林伝司

が託されているのである︒
高倉分校の全景

撮影；

．舗

撮影⁝：⁝：・押木秀治

新装なった橘診療所

川西際伸びる

る町の将来には︑図り知れない夢

きたものだが︑合併後はそれぞれ

るものと思われる︒

近 々 中 に 県 か ら 通報 があ

それだけに架橋決定のよろこぴ

︐鐵鐡

塗 嚢⁝㎜⁝

ら、

務所が置かれて︑甲村会長︵川西

これは県が行なう事業
町長︶を中心にこれまで架橋促進

は大きくこの日のために八年間

を働きかけてきたもの︒

ことはできないが︑こと

の︑人知れぬ苦労があったことを

猛運動を続けてくれた期成同盟会

のため細部について知る

しは七百五＋万円の予算
で取り付け道路の工事に入るらし

の前に駅がありながら︑二つの渡
しを頼る以外には利用できなかつ

ぶんと不便な思いをしてきた・目

わたくしたちはこれまでずい

今後の躍進に期待

忘れてはならないだろろ︒

く︑また︑橋の構造や規模などに

っいてはこれから県で最終決定
すでに測量も終わっているので

がなされるといゑ

こんご三力年計画で工事に着手す

ると いわ れ る が ︑ こ の た め一 億数
千万円の巨額が投ぜられる︒

多年の要望であった信濃川の架
橋が︑いよいよ実現の段階に入っ

たのである︒信濃川がちよっとで

も増水するともう船止め︑それも

一カ月ぐらい続くことがあっな
船頭の山家文作さん︵当時六＋
三才︶が︑満員の船もろとも濁流

にのまれてしまったのは︑昭和二
十一年秋のことだ．八人の乗客は
数日後に死体で発見されたが︑山

コ

闇甲

たわけである・

期成同盟会の
もたらした喜び
この話が具体化したのは昭和二
三力村に仙田︑真人が加わって︒

十七年︑当時の橘︐上野︑下条の

りに批判だけして︑あとはふり向
かないといつた人も多い︒いまか

った︒架橋位置と橋名は

i嚢鐡iiii

川西︑十日町間︶が決ま

ことだったからだろうか︒先生は ︐んは︑全力をあげて封建性の打破

今は昔に替わる目が近い︒この川

青年に理解と協力を

町づく．嬰

14897人
帯数2762世帯

75φ9人

町︵川西︶と市︵十日町・小千谷

三力 年計画で完成

一人口の動き一
9月1日現在）

も︑思えぱなくなられる十日前の

行所川西晦役場
行者川西町
にりっぱな橋がかけられるからだ

1町長中村壮吉
集人金子幸作
刷所臼南風社
価
1部5円

盤
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し
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i町議会報告ー

さながら人事議．会

八票をもって当選と決窺あいさ
つののち議長席についた︒

小林新議長の下で︑引き続いて
副議畏︑常任委員長の選挙が行な
われたが︑副議長については単記

質疑応答が行なわれたu聴衆はさ

たほか︑疑問の点については別に

1副議長︶田村才︸郎︵産経︶
江口初太郎︵留任︶数藤奥治郎

すがに中年以上の男が大多数であ

野菊の君二；幕﹂をヒ演する

戸籍の窓から

︵八月分︶

うな催しを開催してほしいという

崎妙子︵三好三女︶沖立◎本山百

高橋健市︵徳市長男︶学校町◎相

◎山口ひろ子︵甚平四女︶仁田◎

⑨うぶ声ー御すこやかに

要望が強かった︒

育委員の小幡義布氏︵仁田︶及ぴ

濃川架橋期成同盟会が開かれる︒ 一正作長女︶木島◎丸山喜信︵喜徳
さきに懸賞募集した橋名の第一次 ︸三男︶下原◎田村智子︵伸夫長女

◎きょう＋日は︑川西町役場で信

ちに起工式が行なわれる予定︒

口静子︵定一長女︶小臼倉◎小林

﹄齋禾裕治︵俊雄二男︶山野田◎江

利︵文夫二男y伊友◎丸山和美︵

九月三＋日に任期満了となる固定
資産評価審査委員会委員の小林与

審査が行なわれて六点が選ばれる ︶鶴吉◎田村利男︵二男長男︶発
が︑この甲から県が一点を選ぶと 電所通︶◎田村高志︵昭平長男︶

子︵和夫長女︶新町新田◎高橋正

合子︵行雄二女︶四十歩◎丸山敦

◇町の掲示板◇

をついたものが多く︑毎年このよ

度はきわめて真剣で︑質疑も急所

ったが︑いずれの会場も聴衆の態

︵留任︶和田光興︵産経︶小林
伝司︵財政・長︶

無記名投票により︑八票をもって

議会構成以外に当日行なわれた

議長以下の改選終わる

任委員長については四名連記投票

選挙︑選任同意等人事関係の案件

選︒管・教委は再選

本年度第五回の町議会臨時会は正副議長及ぴ常任委員長の申し

の結果︑産経委員長について同点

は次のとおりである︒

小川駒治氏︵岩瀬︶が当選し︑常

合わせによる任期が満了する八月三十一日に招集された︒したがつ
て︑この日のやまは最後に行なわれたこれら役員の改選にあったが
いずれも無記名投票の結果︑正副議長には新たに小林伝司小川駒
るという一コマがあったが︑それ

者が生じ︑くじで当選者を決定す
ぞれ別表のとおり決定した︒

なお最後に︑各常任委員の選任

作氏︵甲仙田︶は︑それぞれ再任

九月＋五日に任期満了となる教

治の両氏が当選︑四人の常任委員長についても︒異動のなかったの

なお︑当日審議された案件の中には︑このほかに︑任期満了とな

は田中総文委員長だけとなり︑議会構成は二年ぶりで一新された︒

った選挙管理委員と同補充員の改選︑教育委員︑固定資産評価審査
委員会委員の選任等︑人事に関するものが多く 一般議案は給与関

と決定︑また九月＋五日に任期満

◎丸山晴男︵久一郎長男︶根深◎

上野◎田畑正廣︵純一長男︶元町

◎小山橋︵上野1仙田間の鶴吉沢

信治︵松治三男︶甲仙田◎中村き

が行なわれ︑議長の指名により︑
次のとおり約半数が入れかわった

と架橋位置が公表されると︑ただ

橋の名が決まる︒中旬までに橋名

にある︶は︑今かけかえ︵木橋︶

係の条例改正が二件だけというありさまで︑これは臨時議会でなく

員の丸山寛治︵原田︶星名忠太郎

了となる選挙管理委員には現委

吉栄︵元町︶の四氏が︑指名推薦

．︵霜条︶南雲俊平︵中仙田︶星名

工事中︒五日からの諸車通行どめ

よみ︵金＝二女︶大臼倉◎南雲美

新しい議会構成

により選出されたDなお同時に選

＋二日から解除される︾

て人事議会だという声も聞かれたはどであった ︒
その他︑継続審査中の請願七件新規請願二件がh程されたが︑こ
の甲には﹁軍人恩給加算制復元に関する請願﹂のように︑関係傍聴

︵◎印は委員長︑カツコ

改選後の議会構成は次のとおり

出された補充員については︐現員
の平野梅作︵東善寺︶高橋喜栄︵

◎千手婦人会と公民舘共催の敬老

長

小林伝司︵財政・長︶
小川駒治︵土木︶

◎喜多博︵東善寺︶高橋アサ︵

⑨たかさご1御円満にi

︶高橋チヨ︵山野田から︶◎江口

上野からV◎平野徳太郎︵山野田

副議長

議

であるu

人注視の中で無記名投票によって採決を行なった結果︑十三対十一

高倉︶両氏のほか︑欠員の二名に

会は︑士一百午前十時から千手甲
学校で開ぐ・当日は七十才以上の

で採択されるという場面もあり︑開会以来九時間にわたって︑終始

ついては新たに野沢猛熊︵野口︶

内は従前の役職名︶

△総務文教委員︵六名︶

根津英作︵上野︶の両氏が選出さ

津子︵礼三郎二女︶甲仙田

留任ー議長︶高橋惣八郎︵留任

◎田甲与三郎︵留任︶馬場卜禅︵

としより二百＋人を︑慢才︑手品

則雄︵小臼倉︶布施ミヨ︵三桶か

舞踊などで慰安する︒

◎九月十五日現在で︑基本選挙人

れ菟
︵留任︶市川富二︵産経︶

名簿が調製される9次の該当者は

みを一般町民に直接お知らせする

合併三周年にあたり︑町政の歩

ただきたい︒①ことしの六月＋五

もれ落ちのないように申請してい

町政説明会終わる
◎和久井精一︵産経・長︶沢口由
蔵︵留任︶小川駒治︵土木︶斉

ため八月二十四日の臼倉を皮切

△財政委員︵六名︶

子︵松代から︶◎甲村源一郎︵大

ら︶◎登坂侃治︵岩瀬︶高橋美江

文︶平野義一︵土木︶

藤寿美翁︵留任︶田甲金造︵総

き続いて住んでいる者︒②ことし

︶木落◎清水喜作︵五七︶上野◎

一ツ︵五七︶新町新田◎宮 マツ︵
五二︶山野田◎羽鳥八十一︵五二

◎水品ハナ︵七一︶三領◎渡貫ハ

日までに川西町に住所を移し︑引 ︸⑨昇天−御めい福を杭る

りに︑中仙頃室島︑橘︑千手︑
ヒ野の順に町内六カ所において町

二十年以上になる者︒

の十二月二＋日までに︑年令が満

△産業経済委員︵七名︶

◎増田忠治︵土木・長︶黒島豊二

に終了した︒

政説明会が開催され︑八月三十臼

◎橘婦人会主催の敬老会は二十

﹃︵留任︶須藤亮助︵財政︶平野

員が当たり︑それぞれ担当部門に

正副議長・常任委員長及び地元議

説明者には甲村町長をはじめ︑

圭二︵総文︶川崎清栄︵留任︶

滋野一郎︵土木︶小海八太郎︵
△土木委員︵七名︶

留任︶

日午前十時から橘小学校で開ぐ︒ ㎜平野節子︵二二︶東善寺◎野上ト
該当者は七十才以上のとしより百
ノ︵七一二︶田甲◎登坂ヨカ︵七四
六十三名︒橘青年学級演劇部が﹁ ㎝︶
岩瀬◎高橋正吉︵六〇︶高倉

新潟県海外協会選定

ついてわかり易い説明が行なわれ

白倉︶岡島ツタ︵大臼倉から﹀

町選管が配布する用紙に記入し︐

︶高橋信吾︵財政︶丸山宗太郎

は、

緊張した空気の中で幕を閉じたり

小林議長と小川副議長
ととなり︑休憩してその取り扱い
方法について協議が行なわれた︒

常任委員も半数が交替
予定された日程の全部が終了し

欝

0

たのち︑任期一年という申し合わ

ととなり︑午後五時二＋一分再開

せにより︑ます副議長・常任委員 その結果︑議長選挙は原則どおり
長から馬場議長あて辞表が提出さ 単記無記名投票によって行なうこ
れ︑次いで馬場議長から年長議員

ただちに日程に入ったり投票は議
席順に整然と行なわれたが︑開票
の結果︑小林伝司氏︵中屋敷︶が

小川駒治氏あてに辞表が提出され
た︒そこで︑小川臨蒔議長のもと
で後任 議 長 の 選 挙 が 行 な われる こ

︒・小

◎富井正治︵土木︶南雲章︵財政

位入選作品

」
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一千万円の増収成るか
西平野に開田計画

二百五十︵推定︶世帯の受益者を

！

一月上旬までにこの設計が終わる

甲心に︑町はいま開田ブームにわ

国保衛生係の巻

︻その一︼

このほか伝染病の予防対策をは

臣

のベテラン︒九人という大世帯を

平沢係長︵仁田︶は勤続十六年

．いることをお伝えしておきたい︒

㎝住みよい郷土の建設にとりくんで

弼して鶏笙を改善するため

じめ町の公衆衛生推進委員と協

㎜

︑

と︑千手土地改良区の総代会が開
きたっているようだ︒

㎝

〜翼をになって︑ 長い人の一生を管
は

﹁ゆりかごから墓場まで﹂の一

（10》

農林省や県と折衝をはじめている
空前の大雨に見舞われたとはい

︵写真は用水源となる松葉沢た 橘の直営診療所とつねに連絡提携 ︸田から川を越えたムコ︑幼ゆのこ
め池︒この下に川西平野がある畠して︑予防衛生の完．ぺきを期して ︸ろ落語家にあこがれたが︑ハ赤ホ

しよろっ関係者の努力と協力を

ゆかなければならない︒

必要であり︑このためにはまた人 ㎜だろうか︒
星名憲三氏︵十日町Vは下平新
一倍キレル頭で医師に接しぺ千手

え︑このまま順調にすすめぱこと

提供：・富井源蔵氏︑上野︾

︵山地の農民︶

㎏まだ狭くてわるい道のところじゃまな隣家の枝

ヌが悪くて雲らめたさつ︑率

㎜謀型︑何事にも信頼できるのはよ

﹁くよく人ができているからだろう
︸独順民法二亘二十三条に︑﹁隣地 ︸いま職組の副組合長としても活躍

の木の枝が饗練を越えるときは ︸してくれるし︐ヤブ医者のコゥシ
その所有者から切り払ってもらう 皿ヤクはインターンに近い︒
⁝ 南雲 守氏︵中仙田︶はいささ
見にくるからといって

で︑両家とも屋敷︵畑の端︶に木

この場合に︑①あくまでも幹が ︸か気の強い為数学を得意とする

では隣りの屋敷に伸ぴる枝を毎年

あって︑占有者︵賃貸人や土地の ㎜力家だコ勤務のかたわら十高仙田
所有者︶とは一致しないこともあ ㎜分校の講師を兼貧また職組の名

隣地にある木のこと︒②所有者と ⁝だけに頭はチ︑ミツだ㎏働きなが
は︑あくまでもその木の持ち主で 一ら日大の政治経済科を終わった努

が多いようだ︒﹁村のた

切り払っていますが︑隣りでは枝

剛勺⑤所有者から切り払ってもら ︸書記長キbてむ手腕が期待される

け木︑隣りのぱ桐の木で篤うろ

が植えてあります︒うちのは稲か

めだ︒少しでもよけいに

を払ってくれません︒ですから秋

うことはできない︒④相手方が論 ㎜ムな青年︑ユーモアを解する明る

うことはできるが︑自分で切り払

すが︑この場合﹁枝を切ってほし

ます︒今までいいにくかったので

ができます︒あなたの場合先方︸もある︒ 仕事は熱心な努力型で好

求に応じないときは訴訟によって ㎜い性格が︑ときには同僚から﹁年
強制するほかはない︒という解釈 一の割におとなだ﹂と評されること

小林英一氏︵甲屋敷︶はハンサ

持ちは解らなくもないが

補助金を・・⁝﹂という気

ったりして育たす︑しずくや葉が

になりますζマキモノが陰にな

議員はわれわれの代表なのだか

落ちて稲かけや花園にも困ってい
る飾︑あずにありのままを見ても

降れはまた流されてしまろ︒

こんなことで嫉大雨が

を盛ったりして繕うこと

声急いで石を並べた呈

中の道萱そ蓼何日に町禦同ニメートルほどの道をはえことができる﹂毒ってい警．

も多い︒直すのはいつも村のまん

最近は道路がよくなった︒しか

村の有志に一言薮蜷馨鶴魏撃磨合いで解婆

＝＝聯躍顧富＝＝＝＝墨＝審臼騨＝＝轟＝髭＝＝零鶉＝鵬ロ昌膨＝峯富零智隅＝顧＝冒＝3＝騨還鶏＝溶詔＝蟹騨騨＝＝鑑⁝⁝＝＝＝＝＝§一⁝馴讐幽騨呂＝＝⁝嶺毒＝騨 ㎝ドビリアンだ︒それでいて思慮還

期待しています︒

実際には十五万立方メートル以上 馳葬鍔砿賑穐露翌

のため池は︑旧上野村の﹁松葉沢

あ喬しかし︑現在の貯水量では

万三千立方メートルで︑これは坪
山沢のため池の半分でしかないが

なるのは用水源だが︑この計画で

あるものと予想され現在八＋ヘ

ため池建設委員会﹂が︑五年がか

騨縄磐騰霧

蟻灘難懇螺町蟄
なため池であることが保証されて

い魚

開﹁由は

㎜㎝

ロ

ではないでしようか︒

によく話せぼ切り払ってくれるの皿感のもてる人だ︒．﹁とても御清潔

で尊敬できる方﹂という女性が︑

サ

ぜ

い﹂ζこっちから請求すること

︵農業委員会・沢口富士雄︶

ができるでしようか︒

︵上野・TK生︶

いを︑することはかえっていい効果
を生まないだス︑↑？補助金の獲得

らったほろがよい︒特別のUづか

九月下旬から開始する︒そして十

すでに土地改良協会と委託契約

㎝

噺

︐もうとこかにいるような気がする

｝

どこの開田でもいちばん問題と

る︒郡内でも五指に数えられるこ

は松葉沢のため池を水源としてい

大きなプラスとなってくれるで㎜早期治療に努めることが何よりも 葱碧係長といりたら怒ら懇

︸﹂のころにさかのぼりたいが︑ ﹁
農協には︑年間七百万円︵現在㎜っている・
の二＋五パーセントにあにる︶ ︸ 国保運営の成否は事務ヤによっ ︸古キズにさわってくれるな﹂と釘
︸
の売り渡し代金が入ることにな
て決まる︒といわれるほどむずか ㎝を打たれてしまった︒．飲めぼホド
りますから︑農協の運営面でも㎜しい事業だけに︑趣旨を普及して ・ホドに酔い話せば口が達者・弥あ

に前進するのはうれしいことで︸職員が国保と衛生に分かれ︐ 一致 一腕のさえどころを見せてくれる︒・
す︒このほか再建整備中のヒ野︸協力して住民の健康保持増進を図 皿この人を語るには﹁天に代わりて

町の農業が︑ こうして飛躍的㎜理してくれる係︒ ここでは九人の Fく吉まわ受キビキビした

・南雲農林係長の話

海

L亘j

中魚沼郡川西町大字霜条

かれて︑事業計画と予算が審議さ
しい明るい話題であるで

︵積雪寒冷地帯振興臨時措置法︶

新農川西町の︑とれ秋にふさわ・

れることになっている︒この結果
旧上野村の地域が千手土地改良区

三十五ヘクタール︵一ヘクタールは約一町歩Vの水田といえぱ︑
米にして百五十トン︵一千石︶とれる︒年間一千万円を増収すると

事業として四割補助︵補助の残

とりあえず三十四年度は積寒法

すめられるごとになりそうだ︒

いうこの計画には︑町でもたいへんな力の入れようだが︑どんな計

…寮

クタールの七野平野に給水しても
なお余裕をもつほど大きなもので

だ︒最終設計書による貯水量は四

りで昭和二十六年に完成したもの 非補助︑八割融資で実施するため

工事を行なうが．開田整地工事は

額は八割融資︶でため池と水路の

用水源を

画で︑どのようにして田をつくろうとしているのか調べてみた︒p

伊友など︑川西平野一帯の畑地である↓．

がすすめられてい︑る︒開田予定地は︑元町︑上野︑下平新田霜条 土地改良区の事業として開田がす

上野地区︵千手の一部を含む︶に三十五ヘクタールという大規 に編入されることになれば︑ただ
模な開田が計画され町の農林係を甲心に︑いま関係者の間で準備 ちに事業の認可申請が行なわれ︑

川

松葉沢に

大
i承

ノ

も終わったので︑本格的な測量を

補助と融資で

町 の
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に
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て

たぱこは 町内
買つ
愛煙家の皆さま︑ ﹁たばこ﹂は

町内の﹁たばこ屋﹂で買ってくだ

さ

い

ってくれるでしようp

たなら︑町税に大きなプラスとな

愛煙家の皆さまはきっと愛町
チ

﹁たぱこ﹂

は町内の﹁たばこ屋﹂で買ってく

家でもあるはずです︒

︵税務係︶

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

ださい︒・
〃

消費 するとしま すζ

今春から︑新大付属病院をのぞ

☆国保だより

て﹁た ば こ 屋 ﹂ の 宣 伝 を してい る
いた県内の医療機関全部に︑川西

こんなことのないように︑

﹁必

ず被保険者証を提出して︑支払い
は半額にとどめてください︒﹂

今後このようなときは︑療養費
として半額の払いもどしは扱いま

桐

寅夫

︑︑
金山柏樹選

聡に．奮

わがはいは近く生まれよ

うとする橋であ奄なま

えはまだない︒これまで

口

野

俗に下条橋と呼ばれて来

恭庸

たが︑こんど誕生日を前

元町

桂 子

鉄平

の朝草を刈る鎌の音近つけり

岩瀬

●ちかちかと浅瀬の底の砂涼し

新町

●朝つゆのこぼるるなかや蝉うま

めてもらうことになり︑

▲この中からいったいどんななま

にのぼる橋名案が集まったという

る

にして正式のなまえをき

ころ︑延べ百五十人から九十三種

期成同盟会で一般から募集したと

せんから注意してください︒

は例外として取り扱います︒

ただし︑旅行中の急病で︑帰宅
までの応急処置に要した費用など

浅井医師着任

飲みたりてふきの葉すてし清水

バスに乗る前に︑町内の﹁たばこ

かな

喜美子

遊人

えが選ばれるのか︑発表が楽しみ

岩瀬

甲仙田

でもあり︑また一面心配でもある

千手診療所に

台風のそれし安堵や大昼寝

町の﹁国保被保険者証﹂が使用で

希望の一端を申しヒげて︑当局の

そこで︑命名についてわがはいの

きることになりました︒したがっ

千手診療所に︑内科担任医師と

屋﹂で買い求めると川西町の税収

して︑浅井信夫先生が着任︵八月

たしております︒

︵国保衛生係︶

・みなさまの御来診脅お待ちい

神経科を専攻していられます︒

ほしい︑というにすぎない△なあ

しい漢字を使わないなまえにして

耳で聞いてよくわかqωむずか

まずくても新鮮なるを望みます︒
︵柏樹︶

・俳句は写生を尊ぴます9叙法は

ことになるのです︒

を払って来てあとで役場に療養

かな

まわり来て吾子あやしゆく踊り

費の請求をする人があります︒

ても︑きわめて平凡なことで︑ω

がたとえ一個の﹁たばこ﹂でも︑

準として役場に納税するものです

﹁たばこ﹂の︑小売価格を課税標

の﹁たばこ小売店﹂に売り渡した

からです︒この税金は﹁たばこ消

割を一部負担金として︑医療機関

て支払う診療費は︑そのうちの五

．二十一日付︶されました︒

費税﹂といって専売公社が町内

の窓ロヘ支払うだけでよいわけで

となり︑反対に十日町で買えば︑
百六十五円の税金が町から逃げる

このほか旅行や所用など︑年間

みなのですが︑まだ治療費の全額

す︒このことはすでにお知らせず

ご一考をわずらわしたい︒といっ

を通じて町外に出る延人員ははく

出先きで買わずに町内で買い求め

﹁みどり﹂

労させられて︑それでグチこぼ 合わせて︑勝った負けたもさっぱ
りと楽しんでいますもの︒生きた
されるのなんかやだなゐ﹂

かないようなのは︑どんなにりっ

見たのではどう読むのか見当がつ

ないようなのや︑逆に文字だけを

かし︑文字を見なければのみこめ

ち秀句︵●印︶だけにさせていた

記念品は︑一本号か自入選句のう

◎﹁かわにし俳壇﹂でさしあげる・

くたになってたいへんですけどい

といわれたそうです・すっかり盲．総合学習です9実際は指導でくた

集．

に及ぶご寄稿がありまし
たo紙面のつごうで︑こ

こに掲載できなかったこ

とを深くおわび申しあげ

ます9

う秋風にかわりまし瑞

◎きぴしかった残暑がも

−
きのふこそ早苗とりしかいつの

︵古今集︶

間に︑稲葉そよきて秋風の吹く

い日が続くわけです︒

秋の川西郷には︑これから忙がし

食欲の秋︑さわやかな季節︑とれ

﹃編

がって︑できればかな書きのなま．

けたい︒万やむをえない場合でも

後の一線としてぜひ守ってほしい

︵M︶

﹁再軍備と防衛問

だきます︒ご了承ください
◎甲村良一氏︵前社会教育委員長

てやらなくては︑角をためて牛を学習をやめてまで︑どんなために

果を待つべきであろう︒

つつある現在︑安んじて発表の結

字崇拝がすでに過去のものとなり

体が 認識不足の取り越し苦労で
あったのかも知れない︒極端な漢

毒難鐸驚耀鞍蘇灘継縫鱈る羅齢
裾 ﹁先生は︑とおし男の子って

ですって︑これには参りましたり

の色の服ばっか着てくるなあ︒﹂

なる勉強をやうてるのかと思いた
といった理由で︑運動会はいいくなります︒味気ない詰め込み教

あるおかあさんが戦時中の苦し殺すことになります︒
い生活を綴ったら︑むすこに︑

︵花村ゆき︶

﹁おかあさんはその戦争に反対ものだと思います︒どの子もみん育で︑干からぴさせちゃ申しわけ
×X

題﹂という︑延べ一万字

ぱ獄いわくいんねん故事来歴が

えにしたいが︑それがだめなら漢

おとなときたら〃雨が降る！道 いですね︒お招きしますからあな

は九月入学の所があるとか︒日本 がわるい！すると長ぐつをはきそ たもどうぞ1ビリになってもリボ
でも八月に大学︑高校の就職試験 れっきり1〃みんなで上等な道に ンをさしあげます︒ ﹁ガンバレエ
ガンバレエ﹂ζ応援する顔をな
などしている近ごろですから︑新 変えようとする気はわかない？
子ども時代のすぱらしさは︑ど がめただけでも何年分か若返りま
学期変更論を提唱する必要があり

字を音読するなまえはなるべく避

前町議︶から︐

す︒子どもの運動会でおとながて

あったとしても日本語としての

ますね何かにつけ慣例やきまり こへなくしたのかと思われます︒

当用漢字・音訓表のワクだけは最

適格性そのものが疑わしい△した

子どもと聞くζすぐよい子わ れくさがってるうちは︑日本も川
ごとを固守して︑案外不自由な思
西も住みよくなりませんですわね
るい子しか連想できなかったり︑
いをしてることが多いようです︒
勉強時間がつぶれるとか言って
そこへいくと子どもは新鮮です おとなの気に入られそうな優等生

た二学期が始まりまし膳外国で

んだといわれるかも知れない︒し

一個につき五円五十銭の割合で︑

一八○円

何やら一学期のやりなおしめい 点をつかれた形ですわね︒

璽薦織繍欝撚灘
三十一年度 一六三；二三〇円
一五八四︑

︵四月から八月までを含む︶
三十二年度

三十三年度 二〇六一二︑八五〇円

レ篠も
ところでこの税金も︑皆さまの
心がけ一つで増収することができ

ます︒増収と申しましても︑これ
は市町村 民 税 や 固 定 資 産 税の税率
を引き ヒ げ る の と ち が っ て︑住 民
のふところに直接の影響はありま
い価格の﹁たぱこ﹂を︑必ず町内

せん︒ただどこで貿っても同じ
の﹁たばこ屋﹂から買えばよいの

・

したの？ 何も努力しないで苦な活気があって︑知恵と体と気をないですのに：︒
××X×XX×××XX

後記

←町
皿∞

です．さてそこで次のことを蕊

嚢◇．

個につき三円三十銭︑

先生は東京医大出身で︑内科

皆さんが町内の﹁たばこ屋﹂か

大な数になりますが︑この人たち

六十五円になります︒これを毎日

ふるさと

ら﹁たぱこ﹂を買うζ﹁光﹂一

一割一分が︑町に税金として入る

一カ月で百

る人が︑一日に﹁いこい﹂一個を

たとえぱ十日町へ毎日通勤され

えてみてください︒

だで

のではありません︒たばこ代金の

さい︒と申しあげましても決し

く

（4）

第竹号
し

に
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報
広
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