σ

︸難
⁝⁝昌

一葭

一⁝

すでに二億七千万円
実現した課税の夢
れてことしは二＋周年

課税されない﹂︑という不合理を

このとき ﹁国鉄なるがゆえに

が入ることになつた・

にあたる︒正しい名称

の結果︑国鉄に課税する︐ことなど

ついてたちあがつたのが千手町だ

とした関東一円の電力

思いもよらなかつたのにその夢が

で呼ぶならば︑日本国

供給源として重視する

実現して︑昭和二＋八年度から税
収が得られるようになつたのであ

有鉄道東︑京給電管理事

ばかりでなく︑固定資

る︒きわめて困難なこの運動がみ

と協力して猛運動を展開した︒こ

産税の大口財源として

ごとに実を結んだカゲに嫉関係

つたQ中村町長︵現川西町長︶や
議会が甲心となり︑小千谷町など

わが町の進運に切り離

者のたいへんな苦労があつたこと

務所千手発電区︒・それ

といえるだろ．つ︒

以上を占めているわけだ︒

万円だから︑発電所が全体の六割

体の家屋の課税標準額は二億︑八千

九千万円に評価されている︒町全

現在︑千手発電所の建物は四億

を忘 れては なるま い︒

すことのできない存在

は︑国鉄が東京 を 中 心

干手発電所が創立さ

一

＝＝＝亀

臼発や秋成村の東電をはじめ民

︑の改革によつて一般会社の憤却資

定資産税が生まれたのである︒こ

道など︶が加えられて︑新しく固

別収入合計額は次のとおりである

産︑非木造家屋︵発電所︶︑納酎
金︑その他の土地家屋など︑年度

六千九百十七万円︒大規模償却資

四五二二四千円

価1部5円

栄橋︵さかえばし︶に決まゆた埴
期成同盟会ではさきに橋の名を

町づくり

出かせぎのシーズンに入つた︒

出かせぎと生活文化

県が審査したところ北村知事が︑．

忙がむい農作業が終わると休む間

㎜昭和三一年

紹和三〇年

昭和二九年

四五・九三八千円

二五・︑二〇五千円

二九・三八七千円

三六︒五一二千円

︵金盛鉄工主︶が提供してくれた︒

さん﹂．．と申しあげた．い︒

ヤ

を離れてゆ≦心から﹁ごくろう

のメシを食つてみることはいいー

▲何よりも心配なのは交通事簸だ
町からの出かせぎ者で︑まいとし

数人の死傷者が出ていることをご

つて無数の車がひしめき合い︑ワ

存じだろうか−九百万の人波をぬ

との不注意でも命を失℃よくよ

キ見すらできない現状ではちよつ

▲えてして人間は環境に左右され

く気をつけてもらわねぱならぬ︒

る︒とくに若い人は都会の軽ちよ

ぱかりを吸収するきらいがある︒

う浮薄な風潮にかぶれて︑悪い面

だ9︐たそがれて上野の山が見える

環境の激変から誘惑に負けてしま

とおりだが︑応募者二名以上の橋︑ ▲ことし初旅の人もある︒はじめ

ころは喜ぴと不安が入り交じる︒

︶◎新大橋俵山貞義︵十日町y

︶◎協和橋き斎木みよし︵十日町

るのは︑つどめが人間形成の面に

▲冬働きとはいつても︑最愛の妻
や子を残して旅立つのはたいへん

なことだ︒それなのに心の底には

もしれない︒

安外よからぬ虫がひそんでいるか

がれてもらつては困る︒

とかだ﹂からとて都の花にあこ

﹁一里はなれりや何

赤谷のサイレン

︵写真は赤谷のサイレン
撮影⁝⁝小川広一︶

しいものだ︒

よく手入れをして︑これから
も元気なうなり声をきかせてほ

もくれる︒

・さてそこで︑このサイレンは
赤谷だけのものではないことを
強調レたい︒ハラの虫がグーと
いうころ︑仙田の里にオヒルを
伝えてくれるからだ︒火事や災
難があるといちはやく知らせて

ではどうしたらよいかを協議中だ︒

にいつていらつしやい︒

れるのはあなた方︒どうかお大事

したちに︑春のいぶきを注いでく

ぬ︒待ちわびて冬に耐えるわたく

のあることを見のがすわけにゆか

たらす生活文化に︑あずかつて力

の客が驚くのは︑出かせぎ者のも

化面への欲求が盛んだ﹂と︒遠来

▲﹁山の中とはいえ常識に富み文

多く学んでくれることをねが．つ︒

て話し合い︑良い面をできるだけ

▲来年度のグループ学習が︑出か
あれから二十年⁝⁝︒人の世
せぎ帰りの青年たちを待つわけだ
のへんせんをよそに︑雨の日も
旅先でも︑環境や目的の共通する
風の日も時を知らせている︒
ところが︑このサイレンもく 人とは気心が合うだろうか良と
たぴれてきたという︒いま部落︐ きどきは町づくりの情報交換をし

ものだ︒

うなる︒昭和十六年の春︑部落
出身の成功者が寄贈してくれた

赤谷のサイレンは大きな音．で

大きな役割を果tすからだρ他人

三十名の受講生が全員︑ことし中には免許
を取碍したいと張つ切っている︒

ノ

．身ぎ

．写真糊醸鐸プ♂

つたり︑転落の道をたどつて家族

をなげかせたりして︑あたら一生

開発とし

︵賞金二百円ずつ︶ しかしもつとつちいのは仕事に入
◎妻有橋へ米山勝︵十日町︶◎ つてからのこと︑ときにはたまらな

ほしい︒

を棒にふる少年少女にならないで

＋日町市上新田

﹁か

︶◎魚沼大橋︑登坂茂︵岩瀬

妻有大橋︑斎藤寿美翁︵永久公舎

☆佳︑作

わいい子に旅をさせろ﹂といわれ

く涙をさそうこともあろゑ

栄橋

ーての旅はだれもがうら悲しいもの

いうことで栄橋に決まつたもの︒
入選︑佳作ともに受賞者は次の

昭和三二年

名は抽せんで決めた︒

合計

まれたのはことしの春︑田中与︑︸一郎氏を講節に︑

予手︑橘の青年学級に︑自動・rコ！又．が生

発車オーライ！

信濃川にかけられる橋の名が︑

開発さんが入選

﹁栄橋﹂に決まる

二六九6一七〇千円

☆入選︑︵賞金二千5

を象徴する栄橋がよかろう︒﹂と もなく七百人に近い人たちが町

﹁平凡ながら︑今後の土地の飛躍

査で六点が選ぱれこれをさらに

募集したが︑百五＋人から九＋三・
種の橋名案が集まつた︒第一次審

世帯数2761世帯

・四四・一七〇千円

（10月1巳現在）

昭和三三年

一人口の動き

昭和三四年

定．

編集人金子幸作
印刷所臼南風社
四二・七四四千円

発行所川西町役場
発行者川西町
（町長中村壮吉）
毎遇一回講造学と交通法規を学んできた．．
学級生のひたむきな努力で︑早くも実習講
座に入ったが︑練習用の自動車は北村栄作氏

西

…望 蚤…i望

産は課税の対象となり︑外丸村の

昭和二八年

14882人

計

〜『

︵小千谷発電所の関係分も含む︶

間発電所の所在町村には多額な金

7555人
7547人
男
女

〜
一
一

誰…塾喝…

が行なわれた︒従来の土地︑家屋
合併前の関係町村分を合算する
税に償却資産︵機械装置や水路燧 と︑七年間で町に入つた金は二億

■ヴプ勧告︵昭和二＋五年︶にもと
づいて︑わが国では税制の大改革

かえってみな
話は九年前にさかのぼる・シヤ

中心に︑税収面のあしあとをふり

そこで︑ 課税実現のいきさつを

藝魑

磯5懸鰯鯛広報かわ1こし昭和34年1・月・・日（・蜘回1・日蜘
第窪2号
1）
（

ー町 議会報 告ー
般ノ

累計一億︵針 計Vに迫る
追加更

正五件を議決

議長以下の役員改選後初の臨時町議会が九月三十日に招集された
この日の主な議案としては︑本年度第一回目の追加更正予算︑一

般︑特別両会計あわせて五件が議決された︒そのうち︑国保と千手

橘両診療所の特別会計については給与の改訂その他に伴つて才出の
一部を更正しただけで︑総額には全然変わりがない︒また︑新農山
漁村建設特別会計予算については事業主体に交付する県費補助金を

受け入れた︑いわゆるトンネル予算であうて︑直接町財政には影響

しないので︑結局一般会計の九百八十六万円が︑今回の追加額とし
て実質的な審議の対象になつたわけである︒

その他としては︑千手及び橘診療所運営委員の選任同意︑継続審

千手舗装工事負担金七十五万円

査中の請願一件が審議され︑ 午後二時過き閉会した︒

災害復旧に
千手グランド貿収費八十万円その

いる︒

以上の結果︑才入才出ともそ
の累計は九千八百八十一万一千四

車と手数料二十円を持参し必ず登

彊禦獣顎午前

△一般◎羽鳥朔市◎田甲俊治◎藤
原英策︵いずれも留任︶

登録しなかった人は︑防犯登録

戸籍の窓から

く九月分︶

⑥・うぶ声i御す．一やかに

◎星名博文︵金一長男︶沖立◎小

なお国保運営協議会委員は法

︶で登録することになります︑

百六十円となり︑一般会計だけで

いこととなったが︑町長において

取扱店︵町内ほとんどの自転車店

九月二十七日に任期満了となつ

︵室島︒

仙田3田戸．越ケ沢︶

農協室島支所前

美︵寅三長女︶仁田◎森永ゆみこ

一長男︶仁田◎高橋恵子︑︵喜作三

︵健市長女︶仁田◎水落豊蔵︵豊

三女︶元

女︶仁田◎丸山康彦︵欽一郎長男

町◎田甲一美︵務二女︶小臼倉

︶原田◎小柳清美︵博

◎茂野宏之︵倉之助二男︶藤沢◎

幸︵良平二男︶藤沢◎茂野宏子︵

絹子︵国永長女︶中仙田◎佐藤伸

桑原京子︵金二長女︶桐山◎樋口

大倉・大臼倉・小日Aδ

赤岩校庭

高倉・小脇・霧谷・藤沢︶
二四日

一勇︶中仙田◎中條浩︵慎吾四

廣治二女︶藤沢◎佐藤行夫︵長雄

︵木島・高原田

役場前

︵二十五日を除

⇔たかさごi御円満に

男︶岩瀬

二五日

役場前

いた千手地区の全部︶

︒◎桑原朝二︵新町︶星名トシエ︵

治

︵仁田︶押木利子︵元町から︶◎

小林欣造︵藤沢から︶◎山中

伊友から︶◎小林房子︵中央町︶

六日にしゅんエした︑県道の本工

◎七月災害で流失した仁田橋が︑

から︶

戸田斯文︵仁田︶星名ノブ︵伊友

◎高橋クメ︵六Q︶高原田◎大久

わけ︒本工事の起工は十一月中旬

◎固定資産︵田︶評価調査︵五日

事にともなってう回路が完成した

から十一月中旬まで︶のた酸税

保まU子︵一︶野口◎須藤キク︵

度予算から支出すべきであつたも

六万円は過年度支出とし て 前 年

支出があるが︑そのうち三百六十

諸支出金四百＋八万円という大口

入金三十万円︑過年度支出分を含

二万円︑国県支出金九十万円︑繰

万円︑地方交付税の増二百万円
消防施設の地元負担金その他四＋

大規模固定資産税の増が百二十六

才入の面では︑財源として国鉄

△議員◎黒島豊二︵留任︶◎沢口

◎橘診療所

△一般◎高橋吉太郎◎甲島久助◎

留任︶◎田村才一郎︵新︶

八太郎︵留任︶︑◎丸山宗太郎︵

るようにする︑②盗難を予防し︑

いつどこでも正しい所有者がわか

体番号︑特徴︑などを登録して

◎清水光子さん︵出納係︶が︑九

支障のないようるす番が残る．

にあたっているv期間甲は業務に

田中ヨシノ︵五∈小臼倉◎中條⁝

平新田◎板場政治︵四一︶上野◎

丞ラ原田◎小川マサ︵七Q︶下

・⑨昇天ー御めい福を祈る

そこで︑町では次の日程により
自転車の蝉せい登録を実施するこ

務係の男子職員が町内で実地調査

ので︑実質的には追加額とはいえ

由蔵︵新︶◎滋野一郎︵留任︶

交通量が減ってから行なわれる︒

とになりました︒この登録は︑

与えています︒

町の掲示型

二七日

沖立・伊友・坪山・霜条・鶴吉︶

︵赤谷・岩瀬

一男皇暑繭郎長男V木島◎高橋豊

林玲子︵初畦長女︶中屋敷◎大井

登録の日程

︵庶務係・川西巡査部長派出所︶

△被保険者代表◎清水周平◎渡貫

◎国保運営協議会委員

次のとおり選任した旨報告された

一億円の大台にあと一息といろ数 ー改正により︑議会の同意を要しな

字となつな

田中︵与︶議員

︵橘の全部︶・

た千手・橘両診療所の運営委員と

橘支所前
二〇臼

︵上野全部︶

︵カツコ内は実施の区域︶

二一日 上野支所

︵いずれも留任︶

△医師代表◎登坂禄蔵︵留任︶◎

二二日

軍治◎大久保武義◎小林長一

去る七月十日︑新潟市︑日報ホ

藤巻力雄︵留任︶◎森永健市︵

表彰さる
ールで行なわれた第十一回新潟県

留任︶◎名島正太郎︵新︶

才出の主なる内訳は︑産業経済

に対し・百二十五万円の補助が見

仙田支所前

町村議会議長会総会において︑甲

△公益代表︵議員︶◎数藤奥治郎

費二 百 四 十 三 万 円 ︑ 土 木 費百 九十

込まれている︒補助率については

して︑次のとおり選任することに

運営委員ぎまる

七万円︑消防費百十一万円︑教育

昨年どおり︑三万円以上十五パー

同意した︒

二三日

魚沼郡からは当町の田中与三郎議

亮助︵留任︶◎南雲章︵留任︶

自転車の登録

︵新︶◎馬場卜禅︵新︶◎須藤

員︵山野田︶が︑ただひとりの自
治功労者として会長から表彰状を

贈られな
田甲議員は旧千手町当時から連
続＋二年間議員として町政に力を

本月中に実施

は︑七月末に専決処分した仁田橋

．三百四十万

つくし︑現在総務文教委員長の職

の復旧費六＋九万円を含めて︑総

なお七月災害に対する対策費

他である︒

一般会計の追加更正額は︑合計
額三百四十万円が︑それぞれ土木

にある︑

一千百七十一万円余りという額に

費及ぴ産業経済費の中に計上され

また︑発見されたとしても所有者

自転車税の廃止で鑑札の制度が

上り︑︑これに見合う財源九百八十
ている︒ 一般農家の災害について

国保・診療所

六万円との差額百八十五万円は予

は三万円以上の災害二百五十二件

費九十五万円保健衛生費五十一

セント︑五万円以上二十五パーセ

◎千手診療所

なくなり︑自転車の盗難︑紛失に
捜査や発見が困難となりまし発

備費から充用された︒

を特定づけるよりどころがなく
心理的な面でも盗みやすい条件を

万円↓役場費三十万円﹁社会及び

ントの予定である︒

ないものである︒その内訳は干手

めた繰越金四百九十八万円等︑合

◎田甲金造︵留任︶

★．積立貯金 毎月︑お宅やおつとめ先へ集金に伺うので
非常に便利だと評判です︒そのうえ集金による貯金とし

ては︑たいへん利廻りの高い貯金です︒利率年四分二厘
一⁝⁝⁝⁝九月一日から十二月三十廟日玄で−⁝⁝⁝⁝：−⁝⁝⁝⁝−

に早く返るようにする︒⑤売買や
入質などの場合に登録の証明をつ

紛失や被害のとき所有者の手もと

勤めることになったもの︒後任と

士の招きにより︑東京の同氏邸で

月三＋日付で退職した︒猪俣代議

作平︵七山ひ岩瀬◎樋口絹子︵一

◎齋木熊太郎︵七五︶小脇◎小川

九︶赤谷◎田村菊治︵七五︶室島

幸蔵︵七六︶大倉◎登坂トリ︵六

︶甲仙田

して数藤洋子さん︵沖立・十高卒

︶が︑臨時職員に採用された︒

藤防月

謹珊簾︑

＋万円が鮭喬にな2す−

毎年︑利子だけを受け取ることのできる利子分割払式定額貯金もあります．
利率二年をこえるとき 年六分

自転車を所有される方は︑自転

ける︒ということが目的です︒

の

農協有 線 放 送 補 助 五 十 万 円︑小 根

八十五万円は予備費から充用して

計九百八十六万円で︑不足分の百

㌧

★通常貯金 いつでも預け入れや払いもとしができ便利で有利な︑みなさん
の金庫がわりとして親しまれています︒
利率年三分九厘六毛

関口重作︵いずれも留任︶

堅島橋架け替え負担金百七万円︑

岸電話架設補助四十二万九千円︑

△議員◎平野圭二︵留任︶◎小海 ①町内にある自転車の所有者︑車

・

労働施設費二十二万円等のほか︑

（中
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にやつてゆきたい︒

青年建設班

︻︻ー

研修終わる

引引
胃一d

川西町青年建設班の解団式︵九
月十五日︶が行なわれ︑二ヵ月の
研修を終えた青年たちが元気に巣

いつた成功者︒これまでにも学校

分に活用するため︑技術家庭科

せん．こんご実習教材として十

こんなうれしいことはありま

宿研修が続けられていたもの︒

係者を講師に︑農業センターで合

県農業改良課をはじめ郡や町の関

Pレト

ヰ

の取り扱いなど︑︑ニカ月にわたつ

りません︒

かなりしころは中心的な役割を果

郵便貯金にはいっさい税金がか

受講生もこれを機会に同志会

ことをきらいな世話役型の人とな

たしてくれた人だ︒オモテに立つ

悪友だつたこともある︒

りがうらやましい︒温泉めぐりの

を結成して︑情報交換や研究発

くむことを誓い合つています︑

受講者は思つたよりも少なくま

二︵沖立︶◎大塚甚一﹄︵伊友︶◎

◎内山重義︵新町新田︶◎相崎熊

者は次のとおりである︒

と島根のなでしこがずいぶんとあ

ません勝つまでは﹂のころ︑やま

チヤンピオンだつた︒

田中清美さん︵下原︶はうま

﹂といつた感じがする︒

予防衛生にとりくむ﹁仕事のオニ

カドのない円満な人格者といえる

ぴか死線を越えてきたこの人嫉

﹁ほしがり

た︑災害などのため途中で欠けた

山崎長一︵寺ケ崎︶◎丸山栄︑一郎・ こがれたらしい︒それだけに幾た

高橋重英氏︵竪島︶はアバンの

萄した班員があつたのは遺憾だつ
︐たが︑それだけに終始真剣な態度

︵年令順︶
︶

︵厘田︶◎今藤已四司皐見︶

◎高橋功︵坪山︶

庁内めぐり

国保衛生係の巻

イプで︑働くことの中に魅力を感

ずたゆまず仕事に精出すと℃っタ

じさせてくれる女性︒心身ともに

︻その二︼

押木良作氏︵里δは筆者にと
つてなつかしい杢かつては教職

リーダ格でもあるようだ︒趣味は
生け花︑池の坊は皆伝の腕前をも

ふくよかなこの人は︑女子職員の

とによつて二ヵ月間の勉強が

に在つたし・仙田村青年団はなや

たかい心で受け入れてくれるこ

生かされることになるでしよう

部落や町のみなさんが︑あた

次のように謡づている︒

と起居をともにした星名四郎氏は

補導員としてニカ月間〜受講生

住民の理解と協力を

が見られたのはうれしかつな

☆ニカ月間の努力が認められ﹂中
てくれることになう2
農閑期をねらつて実施したのに 村町長から修了証書を授与された

さつそく授業の面にとり入れる て高度な知識技能を習得したが︑
︑べく企画中だが︑十分に活用して こんご地域の進展には︑これらの
よその学校にヒケをとらないよう 青年たちが中心的な役割を果たし

厚意で実現できたのはうれしい︒

利子は半年複利で︑預け入れのときにさかのぽって計算されますので︑ながく預けるほと利廻りがよくなる貯金です︒

杵渕校長はよろこびの表情を包
立づて行つた︒

建築やピアノ購入など︑ことある

の男子向き機械面の課目を中心

養のほか︑測量の実習や機械器具

つている︒

組合だより﹂三十数種を読んで見

上町︶は職場のミス︒

置き替えて見せたのである︒以来

××X×V父×××XV父×××6◇父×X×舞◇父X×XXX×××

つかり多いことか︒ボクトツな川

かに線の強さがある人だ︒ひつそ

くやさしい﹂とはいつてもどこ

アンテナの復活を望む

西町民の︑横顔のスケツチに代わ

ところが第八号から︑この﹁ア

﹁おとなし

ら飯にパクつくように︑裏の﹁ア

るものとして﹁アンテナ﹂の復活

大渓紀さん︵おおたにのりゅ
ンテナ﹂を見てから表の諸記事を・

を望むや切である︒

好きなおかずで食欲をそそつてか7 るに︑何とくぎ食うようなものば

ん濫である︒ありきたりのことで

見るのが例だつたが︑旗着な読者

ンテナ﹂がとりのぞかれてしまつ

できるだけご期待に副えるよう

岩田トクさん︵十日町︶はファ

きおり目を伏せることがあるコ

娘さんは︑うれいがちな表情でと

味だといい︑あまりオシヤベリは
しない︒日本人形を思わせるこの

りと映画や読書にひたることが趣

硫不感症になつている現代人の

﹁どうしたら読ませるこ

にζあらゆる面から検討を重ね

︵甲仙田・へらず口︶

注意を引くことはできない︒した はわたしだけでなく安外多いのを
知つて微笑したものであ喬
とができるか﹂というこ

と心配でならない︒もともと決ま

有編集子が疲れたのではないか

かの女は社会教育の協力者でもあ

示してくれゑよく学ぴよく動く

てみました︒しかし︑これ以上の ．イトのある保健婦︑日衣姿のよく
連載ものを設けることは︑B五版 にあう人袴若年ながら業務の全
四ぺージという現在の規格からい ﹁般に︑昼夜をわかたぬ活躍ぶりを

いずれ適当な時期に︑新しい企

つてムリでした︒

つたデスクを持つている者が︐本
業の余暇にタルミなく編集を続け

答当分は現状のままで
印刷する以上︑読んでも
﹁広報かわに

たりの連絡員を置いたら︑新鮮な

ようとすることは︑どだいムリな
話なのである︒町内にひとりかふ

目を通して﹁アンテナ﹂にいた

り︑根はやさしいキヤンドルサー
ビスに徹してい蚤

画で復活することを考えてはおり

ますが︑当分の間いまの紙面構成

五号に掲載してあります︒

紙面にユーモアとウエツトのた

︵編集彰

◎この係の職務分担は︑本紙の第

ください︒

を続けてゆくつもりです︒乙了承

ネタも集められるだろうと思う︒

に感服したものだつた︒役場の掲
示板をかつぎ出したぞと︑見る間

に︑ヒラリと川西町の風俗写真に

だよう印刷物は読まれ︑それのな
いのは捨てられる︒郡内県内の﹁

つたときわたしは編集人の有能

変わりがない︒

し﹂も大新聞社のそれと

の苦心は︑

らわねばならぬ側として

とばかりに頭を悩ますで

がつて編集者も執筆者も

とにかくおびただしい活字のは

麦を続けながら町づくりにとり

粛定額貯金 まとまったお金をお預けになるには︑もっとも有利な貯金です︒六ケ月たてばいつでも払いもとせます︒
六ケ丹以後は普通の貯金をしているのと同じで︑しかも定期ものと同じ高い利子がつくわけです︒

橘中に 自動車を寄

育を痛感した学校側が︑幼少から

教育課程の改訂で産業技術面の教

自動三輪車が贈られ︑本月甲旬
落︶を通じて︑ ﹁自動車がほしい

同氏と親交のある山家誠二氏︵木
﹂と訴えたことからだつた︒

木落出身の丸山伴四郎氏が︑・﹁

字弟の教育に役立ててほしい﹂と

子弟の教育に専心

台を持つ神和交通︵本社は足立区

みきれず︑その感想を次のように

ごとに大口寄附をしてくれた篤志

七月＋日に結団式をあげて以来

家で知られている︒

に︑いま︑指導のカリキユラム
︵教科課程︶を研究甲です︒

新農村の指導者に必要な一般教

話のおきたきつかけは．運転免
許を習得のため丸山氏を頼つて上

仙田小にテレビ
増田さんが寄贈

されたo贈り主は︑素封家として

﹃仙田小学校︵加藤越郎校長︶に
十七インチの教育用テレビが寄贈

増田さんは︑以前から数えきれ

知られる室島の増田克治さんだ︒

旧仙田をはじめ︑同校の教育上に

ないほど多額の金品を寄贈され︑

著しく貢献されている人である．

加藤校長 の話
懸案のテレビが︑ 増田さんの乙

町の声

合つています︒

丸山さんのご厚意に答えるよ

佐藤教諭撮影︑
■
︑

ヘ
ノ

京する村の若い衆に︑氏が日ごろ

語ってくれた︒

︶の常務敵締役だが︑ほかに自動
軍練習所︵荒川区︶も経営すると

丸山氏は湘東京でタクシー数百

寄贈してくれたものである℃

はるぱる東京から学校入りをする

橘甲学校︵杵 渕新治郎校長︶に

東京の丸山伴四郎氏が

菌日

う︑全職員が一丸となって︑子
弟の教育に専心することを誓い

仙田小学校にて

（1．1

貝

から心を動かされていたことと︑

雛
テレビ に見入る子ら

（
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回る現状

1出かせぎの道しるべ

求人がう

ということを︑ひとことでよいか

に役場あて申し込めぱよい︒

︵人をあっせんするに

東京の求人状況

てほしい︒

ら十日町公共職業安定所に連絡し

と

る

七月災害以来約三カ月ぶ

が成った．次には県道の

りで旧県道仁田橋の復旧

本工事であるが︑おそら

くことし中には完了しな

の成功者がめだっている︒一覧表

連絡を受けた職安では︑出かせ 門︐康涼方面からもたくさんの求人
ぎ先の職安を通じて適切な事業所． が毒ているが︑この中には町出身

長野県との対照において聞かされ

命的であることを︑いつも隣りの

は︑必ず職安を通さねばならぬ︶

によると︑女甲︑店員︑出前持ち

経由が先決
であるかどうかの調査を行ない︑．

紡績工︑運転手︑食品関係配達

が悪いことは伝統的・宿

いという△新潟県の道路

り︑保障制度の面がおろそかにな
よりよい条件で︑まろがいなく働

三千五百円まで︑日給制︵平均し

せるという状態は︑長野県ではと

ない所で五・六十キロも平気で出

雑役などが多く︑本人の希望なら ⁝てきたものだが︑信州から来るり
永年勤続も可能という所もある︒ 一んご屋の話によるζ近乙ろは少
給与は年令や経験に応じて︑月 ㎜しく事情が違うらしい︒ ﹁新潟県
の道路整備はすばらしい︒舗装し

ふ︑

ったりしてあとで困ったという
けるように配意してくれるという

出かせぎを十年続けた人は︑

先で五年間暮らしたに等しい︒
例も少なKないようだ︒

たによっては軽視できないものが

﹁長くて

わめてあたり前なことだが︑ 見か

がいというべきだろう．

も六ヵ月だから漏といって︑軽く
考えてしまうのはたいへんなまち

縁故就職でも

︑・・カンもぎはいかが︑

の場合 は ︑ 人 格 の 形 成 面 にも大き
な影響を与える︒働き先は慎重に

て三百円ぐらい︶のところもかな
りある︒いずれも往復の旅費を支

決めなけれぱならないだろう．
の町にも十六人︵男十一・女五︶

静岡と神奈川の両県で︑ミカン
もぎの労務者を募集している︒こ

の割り当てがきているが︑食事付

うてい見られない凶と︒おまけに
ゆ
﹁県境を越えたとたんに路面が一

職安pへ

作の年には出かせぎ者が多いとい ⁝

給するほか︑保障制度が完ぺきで

職業安定所の統計によると︑豊
う︑なぜそうなのかというキメ手 一どんの世話で東京サ行った﹂とい

︵月額︶で男子六千五百円︑女子

﹁オラどこのアシニャ嫡OO

はないが︑食うにこと足りると﹁ 一う話は毎年きかれる︒何ともほお

越ケ沢

辰

︑ 大倉 洋石

●草に鳴く虫しずまれる夜雨かな

小臼倉 基

●分校の鐘澄み朝の霧晴る㌧

小臼倉

凡石

●西日甲色あざやかに葉鶏頭

元町

鉄平

笑み栗の落ちなんとして川の上

甲仙田

遊人

いささかの稲干してある温泉町

掃き寄せしカンナの花や秋深む

俳句も詩です︒ふう詠です︒内

容に詠嘆がなければなりません︒

れの持っていた観念をそっくり裏

きりしたものを喜ぴます︒︵柏樹︶

気になったんですよ︒ところが金

の研究は︑あなた任せにできませ

いっしょに苦しまされます︒内容

非知性的であのすぎます︒朝令暮 ︑他県人に指摘されてはじめて気づ
改の中では︑教える者が子どもと・ いたということは︑はなはだ申し

舗装にしても︑改良にしても︑遅
れていることでは全国でも指折り

壷

簡監ロ

りこし︑

◎稲刈りが終わってヤレ

さを忘れさせます︒

本読む楽しさは夜の長

教養を身につけましよう

◎読書の秋です︒うんと

で四円となっています︒

降の送料は︑百グラムま

いてください︒第十号以

八センチ以上の帯封を巻

◎知人あてに郵送の場合は二つ折

きました︒うれしいことです︒

◎町外在住者︵川西町出身qで︑

りお金集めがせつなくありません

と暇がないのでね︒学校にいたと

ん・慎重に衆知を集めて︑爵爵の

ノ

天候に左右さ．れる農業生産が︑技

たいないことをしたな︒先生って

きはなまけ放題で︑ほんとにもっ

だみの教育を工夫すべきでしょう

だという︑さてこそ路面だけでな

かげを一変したようだ︒これまで

術の助けで一定量を確保できるよ

者は︑もっときぴしいほうがいい

ね︒親しょも〃お上任せ〃でなく

道路として欠くことのできない要

く︑災害に対する備え等も︑よい

本紙を瞳読される方が多くなって

うになると︑豊作貧乏の心配がま

．と思いますよ︒﹂ごもっとも︒

をする親しょでないと親づらでき

子どものめんどうをみて︑しつけ

にした関係者の苦心を知らずに︑

近の県道特に川西線は︑昔のおも

説明ではいけません︒しかもすっ

変する﹂という点までが︑われわ

︑︑嬉

とした▲そういえば︑たしかに最

会係︵南雲直秀氏︶あてに問い合

−鵬瀦鐵

されても学ばせられたほうがあり ︑決めなさったことだ︒きっと必要
な単習府容なんだろう︒﹂式では

返しにしたものであったのにア然

週休制のところが多い︒詳細は社
わせていただきたい︒

五千五百円往復の旅費を支給す

︒葡麩響襲誕齪駿た

︷飴ど

オレもひとつ東京へ：：﹂という 一えましい状景ではあるが︑この場
物見遊山的な欲求が起きるのはい
﹀・

なめな い よ う だ ︒ さ れ ばとて貞安

いうもの︒そこで︑ことしの傾向

えしのつかないことにもなろうと
ノ

た出てきます．でも︑ここ当分は

﹁ではピシピシ教えましょ．う︒

豊作だという年は︑ス作の年よ ．﹁おれ︑社会に出てから勉強する

就職希望者よりも︑求人者の数

米作り農業にひどい波はこないだ

﹂なんぞと早がてんできません︒

や求人先にスポツトをあてて︑問
題点の幾つかをとりあけてみな

がうわ 回 っ て い る の が 現 状だ ︒し

ろうとの話︒山村の先生たるもの

件であろう︒りっぱな路面の下に

は︑それにふさわしく︑どんな災

ヤレ︑ぽんとに乙苦労なことでし

﹁秋

た︑祭りぱやしのきこえるころは

︵新古今募

夕日さぴしき山のかけ橋

旅人の袖ふきかへす秋風に

わぴしい季節でもあります︑

始末の手伝いのこづかいもらって 害にも耐えられるしっかりした基

読むんだ・﹂

ほめほめ使う名人です．働いて励

まされて学ぶ子ども︒この子はし

にこたえているが︑ああいうこと
︵M︶

字引きを貿うんだ︒冬にうんと本 礎がなけれぱならぬ▲あの七月の
S夫君の両親は 豪雨で町の交通が寸断されたとき
の不便・不つごうは︑お互い骨身

S夫君がこう書いてます︒

わけないことである▲しかし︑統
計的にはまだ新潟県の道路整備は

ーたがって縁故関係で小さな所に

﹁ハーモニカ貿わせようかな﹂と
か︑

見きわめないと︑あやまちの多い

となり肉となる学習かをよく捜し

文部省は︑学習指導要領を次々

教育になってしまいます︒︑

ません︒先生任せは危険です︒

かち希望の職種や条件のよい所を

選 ばれ る わ け ︒ こ と し は 求人者が

たい﹂とか考え出すものです︒

﹁辞書くらい︸冊ずつ持たせ

多いだけに︑恵まれた冬働きがで

教育漢字も八百字ですから︑だ

ところが︑出かせぎ者の約半数︑ いぶ楽にはなりましたけぐ毎日
ゆ

少しずつ覚えていかないと〆変し

教浄は︑強制することには違いな
いけれど・何が鈴要争乙とか︑血

動めるよりも︑数ある求人者の甲

見通しは明るい

がたい〃という村のMさんの話︒

易な考えで出かけたのではとり力鱗XXXXXX遷父×X×XXXX×XXXXXX××妻X×XXv諌×︷︿妻ズ双×××・箋×X×吝XXとX×XX×X××X萎
人の子の師たるも．の． ﹁お上の

たがろうと︑必要なこと碇強制

八日ごろの予定だが︑二十日まで

るのが普通のようだ︒出発は二十

額︵手取り︶最高一万円から最底

含 まれ て い る ︒ と く に それ が青年

職安

さ

蒙き難鋒麹擁鷺．再．．．返．．︐．．

と変えてきて︑ことしは大々的な

グ

治

1

い変しいR子様〃だの︑〃脳まし
い〃手紙を書く青年になってしま

か

己

後

難

鱗灘

を

きるのは 喜ばしい︑

が安定所をトンネルにしている︒
とく に 縁 故 就 職 の 場 合 は ︑ 話し合

いだけで出かけるので︑万一のと

きに労災保険が適用されなかった

夢

集

報

話

編

墾のわ
・
難雛鍔薮

（4）
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