青少年を

ゆノト

主体に推進

農事放送で基礎技術をの
﹁川西町農集教育振輿協畿会﹂が結成され︑町で農業
に従事する青少年に基礎技術を習得させることになった

本年度は県と協力してラジオの教育放送を利用するほ
か︑町の特殊性をおりこんだ研修会を実施し︑全農家に

7・224人

⑤通算して年十日間︑十日町高

した現地指導を行なう︒
校で実験実習を中心に指導．を行な

ろ︒講師は高校教諭と県技術員︒

研修生を募集
この計画を全面的に推進するた

したがって農事研究熱の旺盛な人W

ならアネサでも参加できる．いま㎜
出かせぎ中のアンサにはオトトか醐
ら勧めていただきたい︒研修生でW

≦

学校統合の

ζ

前進を喜ぶ

上野と千手の中学校を統合する

濃銑観がの趨雅躍馨雛裂雑顯瀞確炉欝顯

コ馨家のみ馨んもゼヒきい冨したが︑ともかく平穏馨ちに

M命とりとまでしわれるほどむずか

●●●騰しい問題であるのに︑何よりも﹁

創

し

ヤンスでもあった︒が︑

つらかった︒

﹁これからの子ども晒

蓬親類関係を断ぞま三絶繍

反対﹂憩えた．﹁雰たち糞醐

よければ：﹂というせつな主義的納
な現在に甘んじて︑少しでも不利嘲

罪霧舞鷲聡幽籏初魏

州

酬

だけを強調した︒こんな目に見え酬

×

州

垂垂塁肇至妻妻妻峯・︐

ただ藪たい︒

いからである︒今後もお許しをい

場で︑常に嚢の改革をはかりた酬

酬

と％饗麗濃難鞭劉醐

×

犠牲にする親があってはならぬ︒酌

の欲から﹁子どものしあわ菖急

危険性がなくもない．感情や目先欄

まかりまちがえばゴハサンという桝

げかけてくれたことを豪．が︑幽

これをきっカけに︑やカては全町舶

爵︑千濡の統合讐ま．た酬

町﹁熱だ﹂と批判するの
郵雛蒜態讐きな醐

は慎まなけれはならぬ︒

合併前ならいざ知らず︑千手︑

上野は町の中心部になった︒それ

だけ社会性に富み︑将来の見とお

職業的な分野から洗練された常識

しをよくつかんでいたといえる︒

﹁子どもたちには十分な教育

をさせたい﹂といろ親心に変わっ

た点を学ばなければならぬ︒

﹁村ギメ﹂といろ鉄則かあって

﹃﹁本校に行きたい﹂と叫ぶ子ども

に通学できる環境にありながら︑

を無視している部落がある︒十分

辺地の分校がある︒統合の一歩前

難産の落とし子として建てられた

まできて︑住民の無理解から夢と

︐Σ︑．

化した小学校もある︒このため村

ス

糊

蹴蘇蔀纏駿魑離籍

拍否とでもいうべきものであった階

ったひとり︑それは︑よその町村糊
でいま見られるよろな︑集団λ学酬

な
筆者もあのころの巻きぞえを食脳

地区さえもあった・

長になり手がなかったほどもめた内

、

懸籔難㏄

hソ

割

、

藻鴛糞霧蕪

てください芝蕩めし蒸嬬し合いが落められた．葺の
テキストもあつせん

㌧サキスト獲業霧かんど榊子ど適の鮪讐慕駿

欝

二＋円も墓本だが嚢警振課蒙葦坪数の誘の一が礪金

ノヤ

のため町でもとくに半額を負担す︸ として交付され 残りは起債が認
められるという最良のチ

ゆくことになる．希望者︵研修蕊

いる︒研修生は自宅でラジオをき るというわ怯本隻の嚢講鷺
きながら前記の指導方法で学ぷわ もあテ灘トを中心にすすめて卿

年令や性別はとくに制限しない︒

講資格は十五才以上の青少年で︑

⁝謹温ユ︑︑

澹いただきたい．

けだが︑県から指導効果を確認さ

このため︑県はNHKと協力し

・懸

づつただろろ・﹁平塁

それだけの理由で統合に
踏み切ることはできなか

め︑町では目下研修生を募集して

W

驚㎜㎜鍵講轟

の普及員が展示や研修田を中心と

女一回の集合研修を実施し︑地区

男

これが本年度の重点事業として推

も呼ぴかけて︑専門的な農業技術を学んでもらおうとい
■

編集人金子幸作
印刷所臼南風社
定 価 1部5円

進されるわけである︒

う計画がすすめられている︒

ことの起こりは︑県
の 農 林 部 と 教 育 委員会

（町長中村壮吉）

れると修了証書が交付される︒受
覧外把鋸曙辮験縷㎜

てラジオによる農業技術の定期放

上町通りにて…・一押木秀治撮影

指導は県の技術陣で

西町かぢも協力してほ

の集会や︑実験︑実習を中心とし

送を行ない︑これにもとづく現地
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が・ 罰新潟 県農業 教育振
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があったことにはじま

とざされた雪のとぴらにいどむ土木の花、たくまし
いブルトーザーのひびきが春を告げる。
冬から解放されるよろこびに、人の心も明かるく窓

興事業﹂を企画し︑川

女
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計
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世帯数2．754世帯

撚灘麗懸

春近いころ

か﹄

る︒町では農業講座の開般や青年

たブロツク別の地方研修を実施し
て内部指導者の育成をはかる︒町

建設班の結成などこれまで農業教

育に力をそそいできただけに︑農

では県の企画に協力しながら︑町
の特殊性をおりこんだ研修会をひ

林係や普及所を中心にこの問超を

嘲

聖蛍蟄駆ヒだ毒ム

｛ヒ婆蜜墾…盈コ

驚晒論継畷難構鑛懸

らくことになっている︒
指導は県の農業改良組織を中心
農協・青年団・婦人会・定高・中
学校︶を結成して全面的に協力し に行なわれるが︑期間は四月から

明年三月までの一力年で指導方法

のNnKの第二放送で毎週三回

◎・

写真は2月27日のスナップ
をひらく。

ようということになったもの︒

午前六時半から十五分間を定期放

は次のとおりである︒

礎技術を習得させ︑あわせて一般

あすの農業をになう青少年に基
農家 にも新 し い 農 糞 技 術 を 普 及し

送︵テキストを用いる︶する︒

ごPP・

②町の農業センターで毎月男二

て︑全般的な技術水準の向上をは
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はもす中建建統を

な分用らなといどせ建合惰長

︐ー舌

駐米つくリ県醐をたずねてー

天皇陛下からおことば．

行なわれ︑川西町から参加して個

日午後一時から新潟市の県信連で

董︑

ったわけである︒このカゲには平

何事もキチヨウメンだか︑ときお

驚︑

家も部落の惣代や農家組合長を勤

素のたゆみない努力と︑一家をあ

一﹂を穫婚した人に賞状と賞話が

人︑グル翫プともに﹁米つくり県

︑恕

めてきた篤農一家で︑米つくり技
げての協力があったようだ︒

辱晴れの入賞者は次のとおり︒カ

贈られた︒

のこと︒皇太子プームの延長が昭

昭一氏︵山野田︶は農林係

高橋さんは成功の原因を︑①普

ツコ内は十アール当たり収量︑単

宮

円︶のあっせんに奔走してくれる

術を駆使する高橋さんは︑ことし

耕土培養が先決
及員の指導をまじめにきいてとり

位はキログラムo

の青年部長として活躍している︒

も仙田農協︵星名規矩三組合長y

入れた︒②土つくりに精出して客

皇居に招かれた高橋さん

り的はずれのことをやらかすのま
タ
先生時代︵十目町小︶のクセだと

高橋さん醐家は七人暮らし︑山

施︒④病害虫防除の徹底︒⑦明渠

グループ収量賞
一等賞 仙凪農協青年離

努力賞

一等賞 高橋喜久男

？個人収量賞

︵六五二︑八︶

り

めぐりもれの巻

商工係長・小野塚孫市氏︵上町

︶は︑戦前の配給から勧業︑税務

二雄にその思いをさせたくないか

高橋トシ子さん︵中屋敷︶は農

らと見合わせているとか︒

委の秘蔵っ子︒︐被服科に学んでよ

そおいもムラなく︑くちびるには

歎をもつやさしさかある︒文才も

あるがいけ花が趣味で︑はたちの

小林竹野さん︵中央町︶は出納

青春を人間形成にいそしむ人だ︒

係︒十高時代には県大会︵卓球︶

でもテキパキとやってのけるこの

の首位を争ったが︑ハデなことよ
の茶の場などが好みだという︒何

人はたいへんな努力家︑そのしぐ

しとやかな娘さんだがシンは強い

数藤洋子さん︵沖立︶も出納係

さか愛くるしい感じを与える︒

談役として︑国民金融公犀の融資

を歴長してきた入︒業者のよき相

ようだ︒鰻簿の整理にはひたむき

蚕嚢蚕嚢X

長男

長女

口 一郎 長女

貢

町義忠

上野

新

﹁毎臼の仕事

がおに前髪のあど なさガあった

にフアイトがわきます﹂というえ︑

臼が近づいたわけ︒

は︑いま若い世代を生きる︒よく
勤めた実社会の一年生にも卒業の

蔵品徳子さん︵霜条︒社会係︶

にも知性のひらめきがある︒

さが見られ︑ありふれた会誕の中

一千七百万円︶や

︵百二十八件︑

斎藤

野

地方産業育成資金ハ三十件♪百万

若山英夫

操
長女

φ野上徳蔵
五＋君ノイ

小野塚真
田口与三郎

小臼倉

二男・⑨昇天i御めい福を祈る

長男

和五十年には高校の入試ジコク︑・

林二百六十ア迎ルを所有し︑水田

を作って排水を良好にした︒から

小林正二 ︵六七二︑二︶

初入賞で県の一位を

ただいてあすへの努力を誓った篤農青年がある︒昭和三十四年度米多
六十五アール︑畑六十アールを耕
作している︒肥育牛︵二頭︶やニ

だと言い︑

小林正人

：．．．．：．昭和三十五年二月十八日︑米どころ新潟県を代表して
天皇陛下にお会いし︵本県ではじめてのこと︶ 親しくおことはをい

収穫共進会に︑わが町から参加して﹁米つくり県一﹂の金的を射止め

ワトリ︵十羽︶を飼育︵夏季はボ

を改善し︑反収をあげるために︑

た高橋喜久男さん︵蚕島︶がその人︒椿億ころぴ臼梅のにおう皇居に

コサマも︶しているが︑これらの

家畜を導入して耕土培養に努診な

爾雲幸二︵六八＝︑七︶

していかれることをお願いします

収入と併行して常に良質な堆肥つ

︵七四一︶

土をした︒③深耕︒④改良なわし
ろによる早植え︒⑤長質堆肥の増

で くりに力を入れ︑元肥窒素をはじ

﹁金肥を節約し︑米質

農民として天皇陛下にお会

﹄とお話しになられました︒

大内山のみどりが醐きわはえる日であった︒：・：：：・：・：．：

人間天皇を身近に
﹁陛下にお会いしたのは宮内庁

更新し︑これを全耕地に及ぼすこ

︵六三一︑二︶
とがことしの希．望です︒町の金杯

小林元一

入賞した品種は金南風︵きんま

髄度はこれからも続けてほしいと

牡れはなりません︒去年の記録蒼

き︑国民の食糧をあずかる者とし

ぜ︶で︑反当たり五石一斗二合︵

め金肥の節約をはかっている︒

前の北車寄せ︑お出ましになった
て今後ますます努力することを︑

町の審査︶を記録した︒県の審査

米つくり

匠陰6回

陛下はだれよりも先に頭を下けら
心にかたく誓っております︒﹂

ひかえ目にこう語る米つくり県

れました︒代表︵朝日新聞会長︶
の報告をこ熱心にきかれ︑いちい

ら

思います︒﹂と語ってくれた︒

一︑高橋喜久男さんとはどんな人 は三等米以上が対象︵クズ米は含

だろうか： ：：︒

一キロ︵四石八斗九升九合︶を記

ったが︑十アール当たり七百四十

まない︶というキビシイものであ

ちうなずかれる陛下から御仁徳の

﹃米つ くり に 大 き な 成 果 を あげ

偉大さを身近に感じました︒

篤曲唇孜術を駆使する人

録することができた︒共進会には

昭和三十四年度新潟県米多収穫

とができてうれ

高橋さんは大正十五年三月十八

三十二年度から参加してきたが︑

た人たちに会う

しい︒国民の生活に重大な関係の

日︑篤農家で知られた藤沢の佐藤

．．県一表彰式

ある米つくりに︑これからも努力

共進会報賞授与式は︑さる二十四

長男﹄戸田智恵子

二男

XX萎菱XXX藝XXXXXXXXX釜XXX菱萎涛X嚢XXXX菱XXXXXXX
長男 滋野 美代

初入賞で局時に県の一位をかちと

から︑かせぐことでは谷一︵仙田

戸籍の窓蓼二月分

ゆたかさごー御円満に

一︶といわれた藤沢で︑幼少から︑
すでに篤農精神を学んで成長した

わげである︒仙田小学校︵高等科
り

︶を終え︑郡支部の長期農嚢講習

を終了すると内原訓練所で脚力年

◎新郎 渡貫五十二 新町
新婦 藤巻 チイ 塩辛がら

沖坪伊平高
原
立山友見田
憲富良孫幸

間を学ぴ︑指導的な立場で戦時下

洋公松・春

ゐ食糧増産にてい身した︒

ゆうぷ声−御すこやかに

二男 高橋ひとみ

野野戸高高高斎高清川中喜高田
澤澤田橋橋橋木橋水崎村多橋中
智
ひ
正恵久と映隆次 明一春智健
悟春子子み子士男晃彦英二子一
野野仁仁赤高高高寺木坪東学下
善校
口口田田谷倉倉倉尾島山寺町平
寅正守久秀栄良壮元敏善信英軍
雄夫多治一一之六三雄春一雄平
二長長長長長長二三二長二長長
男男女女女女男男男男男男女男

長男．高橋久子

一治二一二

長男野澤正春
長舅野澤 悟

高茂青川田
橋野木崎中
ツヤ富清キ
マス平作ヨ

戦後は部落の青年会長などを勤

﹄§

一一男男修

◎庁内めぐりはこれで終わった︒

気の弱い編集子が︑︸年有半にわ

たって七十三名をめぐりつづけた

わけである︒とかくきれいごとに

願わくば職員各位︑いよいよ公

終わったという気がなくもない−

スの向上を期せられんことを︒

僕であること自覚して住民サービ

喰

9一臨

木野上田
落口町中

高藤田桐
倉沢戸山

めた模範青年︑昭和二十八年に釜

島の高橋峰吉さん︵屋号まつえん

どん︶から養子にむかえられ︑現

在はアサ夫人︵保健婦・仙田支所
．

勤務︶との闇に二繊︑がある︒高橋

七八五七・七八六三七

七一七五一二三二→

家︵久左右門︶に︑父久平︑母ト
キさんの三男として生まれた︒昔

喜ぴの高橋さん一家
左端が喜久男さん

星中佐市丸
名村藤川山

昭和55年5月10日
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ー町の声特集﹂①

建設的な意 見 が 半
まだ多い匿名

憲曳v﹁・ ￡・層ξ等

︒

の投書

毎月七件︵平均︶の投書をいただく︒内容を︑建設調︵四六％︶攻
撃調︵二三％︶質問調︵一二％︶論文調︵一〇％︶文芸調︵九％︶に
大別でぎ．る︒匿名の寄稿者が大半を占め︑本紙を﹁かわにし新聞﹂と

報を伝えたことや︑役場の寮にい

あとで︑中学校の宿直が正確な情
るさと﹂をはじめ︑いつも心よく

す．

﹁ある女教師の手紙﹂や﹁ふ

したちに強い指針を与えてくれま

・泣いている日本刀

昌平◎小日倉・片桐増美

◎岩瀬・中条僕吾◎大臼禽・桐生

沢・小川熊治◎赤谷・畏谷川儀平

太平洋戦争中︑南方海域に散っ

以上

た職員が活躍した話をきいてうれ
読ませてくれることを感謝してい

た人たちの遺品である軍刀が︑持

︵伊友・星名正樹︶

て︑やがては住みよい町がつくら

ます︒広報かわにしを原動力とし

しかった︒

なげきの白鳥

主の遺族を捜して泣いている︒

奈良カトリツク教会のトニ喜・

れてゆくでしよう︒今後の発展を
祈念してやみません︒

はるばる川西に飛来した臼鳥が
心ない人に打たれたことを悲しく

僧︸

元町

．．

鉄平

金山柏樹選

トド濁＆

潮わにレ称︑

に

越ケ沢

辰治

O炉辺にいるとて頬被りそのまま

つもりですが︑■夜間十時から翌日

るだけごめいわくをおかけしない

ー服務の変更で︑三月六臼がら電
話交換手が減員されました︒でき

・県代表に北村君

てに照会していただきたい︒

しいと日本に持ち帰ったもの︒
心あたりの方は町教育委員会あ

本刀五十七振を︑遺族に渡してほ

ニユージランドなどで見つけた日

雪止みて大八海の指呼にあり

撮線のくっきり雪の嶺晴るる

し

昔かたぎのたわごと
正月がなかはを過ぎるころ︑毎
年公民舘の主催でカルタ会があり

ます．せ っ か く 当 局 か ら 心 配して

ることがねらいだとは思うが︑ク
︵赤谷・長谷川福松・新聞店主︶

スリがききすぎても困る︒

火の元に再確認を

やれはよかρたのに：・：・︒
︵四郎兼・愛馬子︶

編集印刷に努力のあと

ゆ町の掲示板

年団長︶が県代表として出席する

岩瀬

来風

小臼倉 緑風

放課後の校舎の廊下冷えぴえと．

野

口

寅夫

春立ちてそまの音する芝峠

蔓X

◎学校統合問題の経過をお伝えす

蓑X萎

学童に遭をゆずりて雪の朝

るが㍉うち一名に北村君が選ばれ

るため︑筆者におことわりして︑

XXXXX蓑XX蓑X萎

たもの︒会場は国立青年の家︵富

休載させていただきました︒

ふるさと︒ある女教蘭の手紙︒を

本県から二名の研修生が送られ

仁子

七時ごろまでは︑応答や電報の受

国勤労青少年研修会に︑町教委職

がありませんでしたが︑先般の第

士山ろく︶で︑期間は三月十四日

でて

さかんとすなり山桜花
︵牧水︶

うす紅に葉はいちはやくもえい

が感じられます︒

日焼けした人の顔にもたくましさ

の山のかなたから春がきました︒

◎もえたつようなみどりの空︑ あ

かせてください︒

ほどのみやげばなしをき

らお待ちしています︒山

元気でお帰りの日を心か

もうあとわずかですね︒

◎出かせぎのみなさま︑

りがとうございました︒

一応完結といたします︒こ支援あ

から十九日まで︑受講後は県下勤

上野ー十日町間の除雪は二月二

バスが運行している︒橘・仙田方

・嘱託員きま．る ②

下原

故郷を去ってから二年︑音信も

員の北村準一君︵千手地区連合青

雪へりて畜舎に日ざしのぴてき

目一日と少なくなってきたこのご

しれません︒ご了承ください︒

け付けが遅くなる場合があるかも

グリーン神父が︑オーストラリア

ろ︑町のようすを知り得ることは

︵元町・金子鉄平︶

在京者として非常に楽しいことの

思いますo臼鳥はもろ来ないかも

保育園にボヤがありました︒大

一つです︒第一号以来接する機会

◎住民と役場の結びつき︒をねら

千手局のお願い

事にいたらなかったのは幸いで嵐

十六号を拝見に及んで︑編集︑印

労青少年の指導育成に協力する︒

しかし︑よく考えてみてくださ

しれません︒みんなでいたわって

いただくのに︑ことしも出席者が
もしあれが︑園児のいたときだっ

刷に驚くべき進歩のあることを感

︹千手地区︺◎木島・小林健三

った庁内めぐりは︑本号をもって

をとりあげているが︑主な意見を特集とした︒

少なくてさみしい気がしました．

たらと思うとリツゼンとしました
原因は煙道の過熱だとききました

じました︒ご努力と意気こみのほ

◎沖立・数藤奇兵児◎高原田・高

・橘︑仙田の除雪にブル

誤解していられるむきもたぶんにあるようだ︒広報にふさわしやもの

カ ルタなど は も う 古 く さ く て︑現

が︑たとえどんな理由でも焼いて

ます︒わたしもあと一カ月を余す

どがしのはれ︑感服いたしており

之男︹仙田地区︺◎中仙田・南雲

橋英治︹上野地区︺◎田代・中島

兵七

代の青年たちには輿味がないのか

からではとりかえすことができま

のみとなり︑弁護士廓務所も大略

三 嶺

もしれません︒そんなものよりも

せん︒学校などの火の元はだいじ

決定しました︒黄金の年に新生の

俊平◎量島・増田忠治◎桐山・桑
原国光◎小脇・斎木誠一郎◎高禽

面の雪割りは︑二十日前後で︑いず

十七目に終わった︒三月一日から
︵東京都北区中十条ニノ七・稲

高橋秀政◎鋤谷・市川宗平◎藤沢

れもブルトーザーが出動の予建︒

叫町づくり﹂は毎号適切なもの

干手保育園の出火︵二月十一日午後七時二十分ごろ︶を
深くおわぴさせていただきます︒
幸いみなさまからさっそくおかけつけをいただき︑被害
を最少限にくいとめることができました︒まことにありが
たく︑心から御礼申しあげるしだいでございます．
原因は︑炊葛用カマドから屋外に通ずる煙道の過熱で︑
屋根ウラの木部に延焼したものと確認され︑ただちに復旧
整備いたしました︒こんご火気使用につきましては十分な
予防査察を行ない︑ふたたぴかかることのないように留意
する所存でございます︒

茂野間治◎田戸・高橋国治◎越ケ

垣方・儀同

をとらえ︑民数育にいそしむわた

〜︑〜︐

保・司法修習生︶

第一歩を踏みだすつもりです︒

全国青少年問題協議会主催の全

スキ璽や映画︑テレビやダンスな
ど にうき身 を や つ し て い る ことの

ようぶなのでしようか︒この際当
局は︑公共建造物の安全を再確認
してください︒

ヤジ馬はいなかつた
も
．火事さわぎはとかく人心が動揺

︵千手郵便局長・酒井信四郎︶

ほうがた の し い の で し よ う ね︒

︵中屋敷・丁子︶

い．菅からカルタが情操教育の一

役をになってきたということを：
若いみなさんの間に恋愛がお盛ん

なと ころを 見 る と ︑ 百 人 一 首が今
日まで命脈を保ちつづけてきたカ

る心をおさえ︑情況を冷静に判断

今まで知らなかった町の動きを

．町づくりに強い指針

ギも︑案外このへんにあるような
気がいたします︒カルタにも良さ

して警鐘を打たなかったのはエラ

広報という教科書に教えられてい

するものだ︒本部の警鐘係がはや

のあることを忘れないでください

かったーわたしは当夜現場にとん

ます．二月十日付の十日町新聞︵
茶ばなし︶を読んで深く感動しま

︵霜条・大海目濤︶

川西根性とはヒドイ

だが︑①天じようウラの火を早く
発見して急援を求めたこと．②授

が︑大喜をくいとめた原因だと思

．編集子よ︑川西根性とはひどか 業中の定高生がいちはやくかけつ した．あの記事で目がしらがあつ
った．が︑お説にはまったく一言 けて活躍したこと︒⑧消防団の訓 ︐くなり︑編集という仕裏の困難さ
練がゆきとどいていたこと︒など に頭が下がる思いで一ぱいです︒

う︒ヤジ馬はひとりもいなかった

もない︒そのとおりだからしかた

た点なきにしもあらず︒ピンとく

レ

喫

ネ

配

後

編ら集

し㌧

数

がないとしても︑いささか強すぎ

転﹂

睡

出火のおわび
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