四百

の永久橋

︶人人人帯

鷺幸風−き護絶
晒晒轟鴨働佃莞塊

口月

所者長人斬価人1
数
行行町集届
発発︵編印定 ︵男女計世
繁栄のためにと円満に話し合い︑

臼紙のまま北村知事に一任されて
いた架橋位置だったのであるu

このため＋月＋日に知事代理と
して河村道路課長ら一行が来町

適だ﹂という意見が一致した∪

こζなどがあげられ︑

褒術的

削り取られるおそれが多分にある

なりました︒まことに萬感胸に迫

値のある場所にかけられることに

た姿で︑経済的にも技術的にも価

ましたが︑一致協力のスツキリし

縦覧はじまる

選挙人名簿

九月＋五日現在で調製した基本

供されています︒縦覧期間は十一

選挙人名簿が︑いま役場で縦覧に

て︑橋の名のとおりこの土地がま 月十九日までとなっています︒
あなたが確実に載っているかど
すます栄えるこ亡のできますよう
みなさんのご協力を期待してお ・うかをよく確かめてくださいQ
川西町選挙管理委員会

りっぱな橋が一日も早く完成し

るものがございます︒

に見て廿日城のやや下流地点が最
次いで一千三日には橋本橋りよ

う係長らが来町︑同地点を詳細に

う﹂ということで正式に決まった

調査した結果︑ ﹁ここならよかろ
ものである∪

ります9﹂

取妻xxxxxXX茎XXXXXX妻XXXX妻XXXX嚢XXXXX妻X嚢

中村会長の話醐ズレをなくそう にゼヒ：﹂という当選運動ζ漏

萬感胸に迫る

テぽパツブシの

レ

場の声にうなずいたら︑﹁自分轟

としも印刷してくれ︒﹂という町駅

﹁門松なんてむだな忌た︒こ嗣

よこせ︒﹂としった町内がある∪幽

は町の主催じ婆いか︑蒲料鳳

ー蟹の款だ・とはいわ墾がらも−力普通だと思ぞいたら︑﹁こ酬

めにどれほど困難貞を感

ことでも︑このズレのた

広報発行という簡単な

のであ蒐

幽いっこうに是正されようとしない

すポクたち一二＋七枚で書＋幽

夢鐸感循讐・−糊町

あのころ︑畑一畝が一両といわ図
れてましたが︑百姓町人の間では

剰から対坑意識が強くなったり︑姻
図
排他的な封鎖性が︑地域の共同体図
図

町内のまとまりが必要なことは言糊
ビ
をまたない︑しかし︑これらの過幽

ビ
感情で生活するからなのだろう︒團
これからの町づくりに︑部落や嗣

脳ってくる︒︑だからといって低学年 練が少なくて・皇甲心的な部灘

え？何です・て・ポタ図とごとに住民の権利を主張したが

︵写真は室島の小判

撮影⁝⁝⁝保坂国夫︶：

妻萎菱妻塾嚢箋妻XX萎

躯鍛臨鞍緯幽駁超￠く謙軌範鴇

ます・

馨曇鶴鞍響繭れぐらい当たり前だろう﹂逡

川崎さんに伴分ずっ引き取られま幽 ﹁キ︑︑︑たちは公僕のはずだ︒そ

ポクたちはこんど田村さんと 剛や 人の心は千差万別なものだ︒

か・た悲−い時囎・たのです．嗣迦いう声力出るだろ．2いやは

穫れ難縁滋向きに終わ濃﹁もの足りない

銀の小粒と文銭が使われました︒

ん華蝶驚鄭洗糊

ずることだろうか︒ ﹁こ 山から自由に枝を切って飾る︒余期
れが町の水準だ﹂そう思 計な金をかけた紙切れの松はごめ脳
廟
って書いた文章でも︑あ
脳る地域からは﹁むずかしい﹂とい

蕪ひ陶魏魅い鷲儒糊フ

五籔激蟹梅蕩編k

も蓬−いてビ・−崖い痴﹂

は

架維縫韓糊と鰐わの碑墾羅蕪蟹難繍

現場に同行の田甲代議士と慎重な

調宜が行なわれたが︑①上流案ハ

支間の長さ三六・六ズートル が広くかつ乱流しているため

︵ポストテンシヨニング方式︶
橋脚数 ＋一連

は一両なのに︑いまで

んという人の土地でした︒

年間眠っていました︒揺り起こし
てくれたのは田村幸二郎さん︒そ
こは仙田の室島の︑川崎与太郎さ

ポクたち旦小判です︒日本とい
う国の大きな変動も知らずに︑百

1小判のささやきー

ところ︶は水がまともにあたって

こと︑②下流案︵廿日城の岩盤の

数千万円も多くの工事費がかかる

三領から北原を結ぶ地点︶は川巾

が行なわれたQ佐藤県土木部長︵
わったあレ︑地元代議士︵代理︶

をはじめとする内外の関係者百余

名はひき続いて挙行された起工
架橋位置は︑橘地内にある﹁桑

廿日城の下流

電がひろうされる甲に喜びの祝

上建設大臣ほか衆参両院議員の祝

島地内︑対岸は十日町市下条の桑

原であるり県ではさっそく工事に

を運ぶ関係もあq十日町側︵国

着手するというが︑ことしは資材

町の未来を象徴する待望の永久

建設だけになるようだ︒

道から現場まで︶の取り付け道路

橋が︑いよいよ具体的な架橋の段

技術的にも
最適な場所
これまで架橋位置をめぐって・

ともゆずらなかつた地元ではあつ

上流案と下流案が主張され双方
六ズートル

四〇二ニハメートル

階に入ったわけである︒

わかりやすくいうと︑本郡に既設

型巾全

する︒とのことである︒
総事業費
一億三千六百万円・

こんご三ないし四年の間に完成

した永久橋ができあがるわけり

かない岩瀬橋を︑十一倍の長さに

されている橋の形式でただ一つし

た栄橋の全ぼうは次のとおりだが

日町土木出張所長︶が明らかにし

起工式の席上︑木口正雄氏︵十

一億四千万円

総事業費

杯を汲みかわしたのであ覧

原の渡し﹂から約二百メートル上・
流で︑正確にいうと大字木落字前

式︵会場千手甲学校︶に参列村

架橋位置は

知事代理︶ の 主 掌 に よ る 儀 式が終

コンクリート丁ケタ

起工式終わる

」レ1

去る十月三十日︑ 栄橋の架橋現
場︵川西側︶ でおごそかな地鎮祭

栄

トメ

橋
た︒しかしその後に及んで︑郷土

式員長

上部︑プレストレス

G
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広︑

ヤ

売サ渡し四万三千俵
災害を克服した豊作

越えたという︒

優良児が選ばれた砂明後十二日役
富井加代子

︐金沢

中村静子

田口 香苗

水品君子

︸華

賞状と賞品が贈られる︒

場で表彰式を挙行﹂中村町長から

藤巻均
小野塚良二

林和人

坪

山

永公東・

いる場所では発砲できない︒

人家の密集している場所︑群集の

⑲道路や神社の境内︑墓地など

⑭日の出前や日没後︑市街地や

・信治二女

克巳長女
伸衛長女

長女
一朗長女

清

︵川西巡査部長派出所長︶

の免状がなけれぱ狩猟できない．

ど︶乙種︵鉄砲︶丙種︵空気銃︶

①甲種︵ワナ・とらはさみ・な

い︒

ご遠慮なく警察に知らせてくださ

×

×

X

としよりがふたり寄れば

必ず年金の話が出る︒こ

の人たちの第一の関心は

﹁ほんとにオラももらえ

も押えきれないのだ△だから︑﹁

たぬき・てん・むささぴ・りす・ さる﹂とい．つことが︑にわかに信
の狩猟期間は︑＋二月十五日から じがたいのもむりはない︒期待が
来年の二月宋日まで︒
大さいだけに︑もしやという不安
×

十月二十日午後三時ごろ︑赤谷 ひとは手数料を百円納めたという
地内にほど近い柏崎市︵南簾石の のに︑オラののは七＋円しか取っ

りじヨロヨリロヨコロじロ

千秋

智子

皿

﹁手数料は一人分しか取ってくれ

ない︒納めるものを人並に納めな

いと気分が悪いから．ぜひもう一

ド
q 人分受け取ワてもらいたい﹂と訴

㎜

ロロヨロヨヨロロロぽロヨコロコ

川西町消防団

︸ 火事の親

じ

一

︸

山口

齋藤弘
金崎勉
中條広

にしておくというのも罪な話だ︒
町でも毎月十人内外の昇天者のう

に︑年金支給を三月までおあずけ

のみを待ちこがれているとい．つの

とではない△童心にかえりてそれ

一
えるオジジの心境も決して笑いご

トO1810︐麟曝891111書魯9匿ーーOBO書ト

⇔うぷ声ー御す二やかに
春目ちい・子

数藤ちあき

田中千恵子

山口

田中亮一
上野
上野

上野から

神社町
下原

宮城県から
爾魚から
岩瀬

岩瀬から

小幡博明
田 口浩
太 田修
上村典子
井川清江

青海町から

ごト御円満に

㎜火の子と思うな

ました．来銭の三月＋五日までで 大沢︶の山中で︑九＋五キロのオ てくれなかウたが：﹂と革数料の
す︒次のことをよく守って事故を ス熊が射止められました︒メス熊 差が受給権の確実性の差であるか
起こさないように気をつけましよ も出没している︒といううわさが のように心配顔するオババや︑同
う︒もし違反者を月撃された方は あります．注意してください︒
一世帯で二人分の申講をしたのに

十一月一日から狩猟解禁になり

事故防止に協力を・

一冊から狩猟解禁

三月三十一日までに生まれた赤ち
るのだろ．つか﹂というこ
︸ではど︵な方法でも狩猟できない
④きじ・やまどりの狩猟期間は
車ん︑二百五十九名を対象に︑橘 一 努力︐賞
とだ︒〃うは捨て〃の伝
学校町 三郎長女 十一月一日から来年三月＋五日ま
診療所森永先生︑千手診療所浅井 ︹小海留美子
説を持つ国柄だから︑月
ジ
の
ロ
ロ
先生が乳児検診とあわせて審査を 一桑孝夫小脇 誠一郎長男 一で︑とっても売却してはならぬ︒ 千円というささやかな額だとして
上 野 石三二女
◎穴ぐま・おすいたち・さつね も﹁お上からとしよのに金をくだ
行なったもの︒晴れの入賞雰ちゃ 根津百合子

被害一億円といわれた七月の大雨ではあったが︑それも町全体

だから︑多収穫に併行して米質

それを示してくれたのである︒ことしの豊作を解剖してみよう︒

主因は技術の向上
富井義人
秦野道男
戸田

の改善を図ることも忘れてはなら
ない︑経営の共同化が叫ぱれ︑農
業法人といった問題が真剣に考え

藤巻慎一．

石川利文

弘二

に 恵 ま れ たからだが︑これと は 別
あるまいか︒

られる日も．そう遠くないのでは

豊作の原因はまず何よりも天候
に普及所や農協など技術陣の適切

田口信雄
高橋正雄

須藤史子

上村修一

田畑メ繁

一四︑八八七俵

カツコ内は昨年同期の実績

＋月末現在

米の売リ渡し状況

な指導で．肥培管理の技術が著し
く進歩したからだということがで
． きる︒ 品種の 改善や 新農薬 の普及

検査等級が良かウたのは︑①脱

干手
八︑五〇八俵

囹募
︽▽昇天﹂御めい福を祈る
発電所通

四七〇二：
七四．

︵一二︑一二四︶

︵六︑八二三︶

八︑八一〇俵
︵七︑＝三ハ︶

一〇．五三八俵

平野藤太郎

中小岩三
仙
田脇瀬領

にもめざましいものがあった︑

穀調製の時期に晴天が多かったこ
上 野

仙田

橘

と．⑭乾燥機が普及したこと︑な
どの理由があけられる︒

青年層の活躍も見のがすことが
できない ． た と え ぱ 肥 料 設 計をす

農協青年部などの組織を中心とし

︵七︑二一〇︶

沖立
坪．山
山野田

三七七二七三四七五八二木

いる にも︑ 胃年学 級や四 Hク屯 フ︑

て盛んに技術交流が行なのれた︒

計四二︑七四一一二俵．

相崎 仁
中村シメ
齋藤仁太郎

命脚
つし

鶏碓

コ

︿離驚
企難転

ゆたかさ

優

んは次のとおりである︑

・三＋三年四月一自かり三＋四年

ふるさと

の耕地から見ると全収量の五パーセント︑大きな痛手を受けた農

豊作が五年続いた︒どこの部落でも予約申し込み数をはるかに

落町野

家をのぞくときわめて豊年満作であった︑別記の売り渡し状況が

1木新上

章馨竺

︐従来の独善的な方式が．共同研究

︵三三鳥三八四︶

予的申込数 三九︑一四七俵

和久井ツル

村越イネ
高津金治郎

元元仁仁仁塩野木
町町田田田辛口落

という 形 に 変 わ っ て き た の であ る

次は米質の改善を・

︵三六．四〇〇︶

．︑優艮児二十一人

︑赤ちやん㍗砂終わる

星名幹太郎

ツ↑亙幸順

全 般的 に 生 産 が 伸 ぴ ︑ 売 り 渡し

でもない︑しかし︑やがては米が

町の第二回赤ろやんコンクール
で︑男子十三名．女子八名の健康

傘鵬

仁中上元高木塩上仁仁上田塩賞
中
仙 町禽・
田
田田野
落辛野田 野町辛・
ル喜男平

月五日から十九日まで

など引かぬようにして︑せりかく
の年金をめでたく受領されるよう
念じてやまない︑
食︶

ωであるが︑何はともあれ︑かぜ

しよりに不向きの寒期にむか．一︑の

はない△あいにくとこれからはと

というのは当事者だけのあせりで︑

う︒﹁少しでもいいから早く：一

は消滅して一銭ももらえないとい

支給日の前日に死亡しても受給権

が︑老令年金のたてまえとして︑

ち約半数は七＋才以上の人たちだ

下
大元上新平田木仁仁仁仁下神沖
i新中落
社
倉町野町田町 田田田田平町立
喜
政罷幸一健昭太正芳清守忠喜清
吉吉作 一司郎昭男 也吉平治
二二長二長二長長長二三長三長
男男男女女男男男女女女男女女

一

世帯もぐっと多くなった︒農家の・
暮しが向上してきたことはいうま

求される時代がやってくるだろう

商晶化して︑量よのも質が強く要

十

村田幡野

高佐中南
橋藤條
雲
トモ ・
ラン浩隆

金

虎三
勇
馴 睾亨舗購認館麟優

長長長二三長長長二二長二長
女男男男男男男男男男男男男

OO八五七九八〇三八四七

小

園吻園

上山ノ」￥秦
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﹃おらまあ．ウレシくってアリガタくて・．・・．﹄こんなささやさ．

発足した国民年金

申請すでに五五〇人
二

：がしきりにきかれる︒一日から待望の国民年金制が実施されたか：
．：らだ︒ジジサやババサにお上から金がおりる︒まことにけ9こ．つ：

撰勢湾台風の被災地に。町のすみずみ
から見舞品が贈られてきた・

フ）見せた、底力である。

七月災害の痛手にもめげず・川西町民

苦難にあえぐリ災者にとって・いかば
かり大きな励ましとなることであろうか

ケ2台に満載しノた物資が、日赤各県支部
（愛知・三重・岐阜・和歌山）あてに送

見舞金28000円をはじめ・トラツ

られていった。

（耳真は救機物資の山

と思ワて役場まで来たオジジが．
課税台帳の面で十三万円以上の所

げることはできなかつたのである

えなかった例がかなりあつたこと 定範囲などをもう少し拡大してほ してきた人たち︑児童委員として︑
だ︒係がいかに努力しても法を曲 しかった︑老令や母子福祉年金の 子どもたろのしあわせを推進して

選挙人名簿が縦覧されるのもこの期間でナ

得者になっていてダメ西という気

障害福祉年金

にりから．所得申講者の名儀が実
際の働き手に替わりてくるのでは

障害者．︵全盲・全ろいつ・両手指の

︒該当者十六件．日常生活の用を
足すことのできない二＋才以上の

民生委員の任命は厚生大臣が行鳳

な︸つのであるが︑それには．町の︑

れる︒傷害の程度はともかく︑内．

民生委員の改選期がきた︒三年 員は︑定められた機関からそれぞ

でなけれはならない︒推薦会の委

民生委員推薦会から推薦された人

該当者二＋九件︑夫に死別した

改選せまる

民生委員の

とえ︑ころご成長するために＋分 ・この民生委員︵町で二十三名︶
な肥料をそそいでやらねばならぬ︒ が︑法に基づいて全燭一せいに改
選︵十二月一日︶される︒

場合も同じようなことがいえる︒

こられたこれらの方々に︑心から
けだし︑まかぬ種は生えぬ︒のた 感謝の誠を擬げたい︑

の毒な人もかなりある︒ことしは

ないだろうか︒

どうにもならないとしても来年あ

母子福祉年金

全部とか両足首から先のない人な
︶に．年額一万八千円が支給さ

掃影・一保坂国夫》

出しだけ兇てあとはなげ
にする人が多い りしかし︑﹃

ある女教師の手紙が︑毎月実に

役に立つことばだと思う︑

推薦委員の顔ぶれ

この町の民生蓉貝推薦会の委員

④社会福祉関係

業の実施に関係ある者から︑南雲

栄介・渡貫軍治

はって毎臼読み返して︑常に自分何よのもうれしく︑かつまた楽し ろ︑高橋勇太郎︑上村省司 ⑥関
を反省しながら進んだち︑きっと みなものであるこレ〆ほ申すに及び 係行政機関の職員から︑金山良晃
ません︒一交一字を見のがすこと ⑦学識経験者から︑野沢秀保︒星
合委嘱は十月十臼付︶
なく拝読して︑堅実なる町の発展 名照子
かわにし﹂にはそ・ついうけはいが

齋木兼松︶

︵國立新潟療養所内

庁内めぐり休みます︒

おことわリ

ほとんど感じられない︒実にうま

たい記事だ︒ふるさと︑をはじめ

後略

良く書かれている．︑仕事に忙しい

などをふんだんに取り入れ︑読者

に思いをはせております︒
く編集してある︑それとい．つのも

ら

父や母からもゼヒ一読してもらい

籍桑響離町の声1

伝達のほかに町の声や町内の美談

やり

るわけである．

したがって推薦会の委員は真に
はげしい社会奉仕の熱意にもえ
て．常に陽の当たらぬ場所でカゲ 利害得失をはなれ︑常に地域住民

く敬意を表したい

に応え︑これまで活動実績を積み 委員に人を得ると否とは︑この推
上げてこられた民生委員各位に深 薦会の︑委員の責務にかかってい

了となる︒地域社会の儒頼と期待 になっているが︑推薦される民生

の任︐期がこの十一月いりぱいで満 れ二名以内を町長が．委嘱すること

科的疾患が原因で人手を必要とす

金山係長は語る

るような人は該当しなかった︒

一万二千円︵子が二人以

加算される︒．二＋五才以上の子が

上の場合は一人につき月二百円が

かをよく審査して．これまで県に
進達した請求申請は五百五＋八件
いてはダメ︶が支給される．

ずべη出し第一年度の状況はいったいど．つだったのだろうか︒：

＝：なご時世とはなったものだ︒しかし．年がくればだれもが無条件・．
．：でもらえる︑といつことにはならなかったようである︒
．．

：

ニカ 年間は
無拠出制だけ
にのぼウているが．県の裁定があ

法葎ができたことは．社会保障
制度に一新紀元を画するものとい

ここで注目したいのは．暮しに
こと欠かない未亡人がもらえると

月︶の年金が支給されるわけた︒

制へ保険料を納めて年金を受ける

備な点も認められる︒たとえば傷

の力となり︑喜びも悲しみも共に の福祉を念頭において︑責任をも
って推薦にあたることが要求され

をしっかりと引きつけているから町の掲示板・庁内めぐり・戸籍の ている︒だからその委嘱もきわめ

・つべきだが︑発足したばかりで不

いうのに︑その日の生活にあえぐ
未亡人が．子どもの仕送りよりも

害福祉年金の場合︑傷害程度の認

況 は次の とおり である ︒

り老令福祉年金

かわにしを読んで

収入が少ない︒とい．つ理由でもら

しから実施されるのは無拠出制へ

金を 納め な い で も ら え る もの ︶の
福祉年金 Ω 伯 令 ・ 傷 害 ︒ 母子︶で

変わったゆきかただが︑川西のよ㎜号興味をもって読んでいる︒
うに広い町では役場に面接でかけ・ 編集後記に︑その季節の和歌を

窓からなども変わ刀た記事で︑毎 て慎重になされねばならない︒

る人が少ない︒そついう人にも喜取り入れてあるのは感じが良い︒

だろ・つ︒広報紙としてはちょっと

号﹃広報かわにし一を送ってくれ

東京にいるわたしに︑知人が毎
る︒読んで最初に感じたのは︑役

七十才以上の人に︑年額一万二
十三件あった︒自分ではもらえる

のゆきかたが一番良いと思・つ︒

んで続んでもらうためには︑現在

千円が支給される︒該当者は五百

しみがある︒とい．つこと

＋月号の﹃出かせぎと生活文化
﹄は︑これから都会に出る人に良

場が発行する広報紙とは思えぬ親

官庁で発行する印刷物

だった．

く読んでもらいたい文だと思った．広報でしのぶ町

前賭︑遠く異郷の地におります 団体の代表者から．丸山豊太郎・
いの注意しかせず︑見． ︷︑た︒初旅の方々は日記帳にでも と︑ふるさとの報に接することが 登坂キシ ⑤教育に関係ある者か

わたし自身も何回か読み返した
イものだ︒一般の人たち
も﹁アアまた来たか﹂ぐ・ が︑何固読んでも味のある文章だ︑

は︑とかくトツツキニク

町民と役場を結ぶ．﹃かのにし﹂ は次の士二氏である︒寝会係︶
⑭議会議員から︑平野圭二・田
の︑今後の発展を祈ってやまない
村才一郎 ②民生委員から︑高橋
︵杉並区阿佐ケ谷一ノ七六五
とらや市川金平︶ 与平・大久保武義 ⑮社会福祉事

が続いた︒受給資格があるかどう

ある︒このため九月から講求申講

れはそれぞれ年三回︵一・五・九

ど

もの︶の年金が施行されるのは三 ただし本年度は︑粛一回分︵＋一
＋六年四月一日からのこと︑こと ・十二・一・二月︶を来年三月に
もらえるとりつ︒種目別の印請状

＋一月 か ら と は い っ て も︑拠出

者に年額

を行なってきた社会係は︑ひきも
きらない来訪者にてんてこ舞の日

救援物資ぞくぞく
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だれもかれもみんな良い人ばか

ぼくも盆おどりをしました︒
郵便局︑銀行︑裁判所︑映画舘な︸力を入れていますが︑なにせまだ
ど︑外国風の美しい建物が整然と ⁝来たぱかり︑よく見て歩いて概要
●
●
レシーフェには一週間滞在しま︑ 並んで︑すぐそばを川が流れるひ 董知るために憂懸命ですQ
っそりとした町であります︒

えられるだけあうて︑全く絵に書

した︒ここは世界の三大美港に数

こちらに来て︑自分の心がたい ㎜りでとても親切にしてくれます︒

三十階のビルが︑港のすぐそばか

いたような美しさでし尾二十階

へん狭かったことを学ぴました︒ ﹃食事もぼくは日本食で︑渡伯して
ブラジルはいま春で︑毎日二十 ︸から四十年になるという老夫婦が
六度C内外の︑ちようどよい気候 ︑毎日おいしいものを作ってくれま

らそぴえ立っています︒巨人︑小

とんどの大人がヒゲを生やしてい

＋月二臥無事目的

人︑黒人︑混血︑金髪︑黒髪と㍉
全く人種の展覧会のようです︒ほ

です︶夜になるとたくさんのホタ
すuNHKの南米向け放送もよく
ルが飛んでいますが︑とても大き ︸きこえます︒台風が暴れて困った
くて頭が光ります︒南十字星もよ ㎜ものですね︒仕事のことや細かな
印象は︑もっと落着いてからお便

を経て四十日後に最終寄港地サントスに上陸︑

ロです〇

﹁日

地レジストロの山本製茶工場に到着した金子君は︑ 出発に当たって

本製品は優秀だ﹂といって時計や

ます︒これらの外人たちは︑

いたるところに公園が嶺り︑太

一クルゼイロが日本の約

二円五十銭ですが︑ 一時間違って

●

も価値に変動があります︑
●

ぼくの勤める山本製茶工場は︑

量質ともにブラジルで一番大きな
ものです︒そのすばらしさにビツ．

クリしました︒いま紅茶の栽培に

りします︒皆様どうぞお元気で︒

あたたかく激励してくれた故郷の人々に対して心から感謝しながら

い真直な椰子の木にトカゲがチヨ

しかけて来まし尾

︐．万年筆を交換しようとしきりに話

九月十二日午前十一時に赤道を

︵丸山︶

川西町の皆様︑その後お変わり

わけである℃以下︑同君の 渡航第一信を紹介しようり

ございませんでしようかQぼくも

●

ぼくの住むレジストロは教会

●

ロチヨロしているのに驚きました

通過して︑南半球に入りました︒
赤道祭には劇や仮装大会︑それ

にお国自慢の民踊などが次々と繰

．元気でブラジルに着きました︒

出発に当たって︑甲村町長さん
り広げられて︑実に盛大でしたu

た皆々様 のご厚意に︑

●

のことばを申しあげます︒

●

︻町の掲示板︼

欺◎四地区の公民舘で図書の一部を
何かしらが大きく狂っているよじまって以来︑こんなに大きな危かします︒﹁母親こそ教育を支え．

繋灘灘．難擁難雛纏

はじめ︑ぼくを励ましてくださっ

あ多横浜

saopau1・窪

××

XX

︑× ××

×XX

×

XX×××

×

××X××XXXX×X×××××

X× ×× ×

︵花村ゆき︶

剛の機会にハラの虫を根絶したい︒
××X××××××××××XXX××XX×

冷静な理論家の彼を泣かした映でしたけど：：：︒

あほう鳥など︑たくさんの動物た欺ませんり目的は﹁どうすれぱほん おかあさんたち︑うば車を隣に置勉強をしてるんですねえ︒親もろ欺◎四日からはじめた全町の検便は
ちがなぐさめてくれまし発
燗とうに良い教育ができるのか・﹂ いて観てる人もいましたり忙しいったあ知っとかないとどうも：﹂欺月末までかかる℃係とはいえほん
．
．
欺それだけしかないと思うのです︒ 母親たちが︑ムリしても観ずにはですって︒ほかのみなさんも﹁オ欺とにごくううな仕事︒検査日︵通
今年は八且＋日を二回やりまし欺 ：教育のために生がいをささげ いられない何かをもっています﹂ ヤジ学級がいるなあ﹂ということ潮知ずみ︶に忘れず便を出して︑こ

この間はじめて学習参観に来た期＝二万円のうち補助が由パ四万円で
群遠くで潮を吹く鯨鳥を思わ燗ところは︑ この闘争に勝つとか負すめています︒目から出ると鼻か
x
剛
せるような飛魚︑千鳥︑かもめ ×けるとか︑そんなことではござい らもで困りました︒観客の八割がSさんは︑﹁今の子はめんどうなxあとは起債︒入山沢から揚水する

からクリストバル︑

肉︑ 藁潮影癬購騰鱒雛欝鷲叢響伽羅蟻議撫叢剛鱒

らロサンゼルスまで二週間︑そこ燗

Yamamoto

く見えますo通貨単位はクルゼイ

南＋字星またたく新しい天地で︑新しい生活へのスタートを切った

横浜出港後大平洋を越えて北米ロサンゼルスに寄港︑ パナマ運河

去る八月四日︑ 故国をあとにしてブラジル移民の途に上った岩瀬
出身の金子国栄君から︑ 現地だより第一信がとどいた︒

南半球にホタル飛ぶ春
在ブラジル金子国栄

大な赤道 祭

皿

成
た︒日付変更線を通過した日です燃るというほぐわたしはけなけな

鉄平

金山柏樹選

元町

下原

仁子

O百舌の群村のうしろの山ひくく

野

口 寅夫

○県境のここ風つよし紅葉晴れ

越ヶ沢

辰治

水道の蛇口にも虫鳴きすめり

岩瀬

桂子

鋤きおこす土新しや鳥渡る︑

大倉

洋石

夕焼の明るさ稲を刈りすすむ

●

●

新郎にたよるこころや蒲団縫う

再度︑俳旬は傳荘と申しあけま

すu机上の作はさけてください︒．

冬も実施することができませんQ

◎例年の部落別成人講座髪との

編集という仕事は︑こうも心に安

◎﹁たまには出かけて来い︑話が

らぎを与えないものでしようか︒

みなさまの︑ご期待に添

ききたい︑﹂そう言ってくださる

うことができなくて残念

です︒

◎そのかわり︑

薪古今霧

かな︑都もかくや秋は悲しき

夜半に吹くあらしにつけて思ふ

いました︒

山かげのあぜ道に野菊がゆれて

らと音もなく散る木の葉ですり

◎やがてくる冬︑ひらひ

ております︒

生みだしたい︒﹂と考え

育の進展に役立つ広報を

﹁社会教

記
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