水禍の総額八千五百万円
本腰入れる復旧対策

ー

町は三〇万を負担

100，000

計

939，500

内

訳

わたくしたちの社会生活が︑長い

・とりあげた講演にせっしたことが

とか︑集団の役割りを考えさせる

の歴史のなかで︑発展途上の個人

にある教科書には望めない川西町

身近かに理解させるだろう．すで

ながっていることをこのうえなく

歴史的な経過をたどって現在につ

じめて生活の可能性とか︑社会の

十五万円︑川西町三〇万円の割合

たから︑そのときは理解しにくい

で負担し︑委託料の対象となる松． なり専門的にふかくほりさげてい
代︑町桐山からの通学児童生徒は十

これ以上はない適切な例として︑

生活の進歩にたいする責任感を︑

置費三十二万円がめだつが︑これ

才出の部では中学校のピアノ設

とおして社会教育の場に

かいまみたり︑いろいろな団体を

こんな例は︑社会教育の仕事の

を養なうことすらうかがえる︒

とれるし︑さらに町を愛する気持

かっての町の事実のなかから学び

きが必要なことに考えお

もふれていると︑おぽろ

には十万円の寄附が見込まれる︒

予算の内訳は下表のとおり︒

それもどのようなかた

よぶだろう︒

日招集の町議会で︑別掲のとおり
主要施設は町営復旧工事として実

しれない︒

それなりに角度が生じてくるかも

ちの結ぴつきかとなれば

災農家が経済的に困きゆうしてい

施することにきまった︒

んぬんする考えかたのひとつにな

また﹁学校で優秀な成績だった

ると思うがどうだろう︒

ものは︑とかく実社会ではパツと

しないようだ﹂と︑なにげなく語
られているのを耳にする︒このき

る︒ωもっとも被害のおおい水路

めつけたような表現が︑学校教育

七ヘクタール

町では︑さきごろ丈化財総合調

農業委員選挙

査報告書﹁かわにし郷﹂を出版し

護岸復旧については︑河川にせっ

く考えてのことでなくても︑︽ん

な態度のなかに︑両者の不可分な・

と社会教育のつながりにまでふか・︑

材として学習に利用するような計

ているが︑そんな動きにつれてこ

は︑統一した河川管理ができない
⑧二︑三人の其同施行では補助残． 町農業委員会一般選挙執行の日

ことを否定した意識がふくまれて

もし﹁かわにし郷﹂が︑内容も

ここでは︑ただ両者の実際的な

︑思いをよせたい︒

教育が︑いっそう実を結ぶことに

するなら︑児童や生徒にとって︑

あらたに︑学校の教材として実現

いるように気づかうのだが；：

ざたされていた︒

画が︑学校の先生たちの間でとり

起債が得られない︒㈲⁝二︑三四
年災の工事も完全に終わっていな

どりは五日告示︑八日の立候補〆

無投票ときまる

分野と︑学校教育の結びつきをう

げながらも両者の結ぴつ

は︑よい伝統をうけつぐ心がまえ

橋梁・暗渠

まま忘れたようになっていた︒

五七カ所二八九万円

九名で︑一名あたり一千五百円の

計

九〇万円
OO

五日は地元区長との協議︑一昨八

な復旧工事をすすめるため︑さる

■

町では︑七月十六日︑十八日に

■

道路欠壊・崩土
二一カ所

◎県道

路面流失による修繕費三〇万円
河川堤防欠壊
三九万円

やがて学窓を巣だつ子どもたち

ある︒双万が軍の両輪になっては

五四〇万円

（530，000）

才入では全体のほぼ八○パLセ

以前なにかの機会で︑ ﹁学校教

中学校費

向上がのぞめる︒そんな意味をか

畜巴と﹁社会教育﹂の結びつきを

（349，000）

ントをしめる組合費は︑高柳町四

これによると︑才入才出とも総

（13，000〉

小学校費

ことも可能に思う︒

額は九十三万九手五百円︑昨年よ

委員会費

れをしかるべく編集しなおし︑教

三八ヘクタール

をした結果︑ω連続災害のため被

議会産経委員会と合同で現地調査

賜ロ

六一万円

22，000
1．議会費
3，000
2．役場費
3．教育費 892，000

しかし︑だれしもが学校教育を

一五九万円

二〇〇万円

学校教育と社会教育

5．寄・附金

組合費

欄●習校組合予算
高柳町と川西町の学校組合会議
員︑．教育委員の合同会議は︑七月

二十九日桐谷校で開かれ︑この会

議で︑昭和三十五年度の学校組合
予算︵桐谷小︑中学校関係︶が決

28，500

り約二万円の増となっている︒

定した︒

3．委託料
4．繰越金

九五〇万円

二一〇万円

六︑五九三万円

ロ

伽縫灘

流失

埋没
冠水

◎町道

58，000

計算となっている︒

道路欠壊︑崩土

土木関係

◎農作物

所者長人惚講．数
魏
轟騨﹃女鶴

毎年やってくる天災︒七月十三日明けがたから十四日に
またがることしの豪雨は︑町に被害総額八千五百万円とい

過去二年つづいた災害の回復がならないまま︑あらたな

う つ め あ と を のこしてとお りすぎた︒

水禍にみまわれたいま︑早急に復旧が実現化するよう︑関
係者間では準備がすすめられ︑一昨八日開かれた町議会で
も国︑県︑町費の災害復旧補助対策が審議されている︒

これまでに判明した被害の状況は︑農林関係が八千百万
九十万円︶と推定されている︒

一時は離れ小島の観を呈していた

に木落部落では道路を寸断されて

被害推定額・

1．組合費 750，000

資力や考えかたによる復旧方式で

農林関係
◎農地

3，000

2．国庫支出金

切りまで十六名の届出があつたが

した農地の耕作者が︑自分だけの

939，500

計

22，500

4．予備費

額

オ出の部
目
予 算

科

額

オ入の部
目
予 算

七一ヘクタール
六〇五万円

◎農業施設・工作物

三一五メートル︶

水路︵一三︑四一五メートル︶
五︑九四三万円
農道︵

きよう十日二名の立候補辞退によ
つて定員十四名となり︑無投票で
的なサービスが低下する︒
以上の諸点をおぎない︑抜本的 喩当選が確定した︒
φ

一七〇万円p いうえに︑このたびの災害で事務

頭首工︵一五カ所︶四〇〇万円
八O万円﹇

あわ︑また一般家屋も床上浸水三

四カ所︶

橋梁

︵

計

計

科

町づぐり

円︑土木関係では三百八十万円︵県道九十万円︑町道二百

被害 は橘に集 申
木落︑水びたし
直接災害の原因となった十三日
の降雨は︑橘一四九ミリで最高を
記録し︑千手の一〇五ミリがもっ

とも少ない︒この差がそっくり二
日間の倉計雨量の差となって︑地

域別に二五〇ミリから二〇〇ミリ
の 豪 雨の結果が小河川の 氾 濫 を よ
ぴ︑町の北部を中心として︑・橘地

区 に 致 命的な損害を与え た ︒

水田の流失や埋没はもとより︑

土砂くずれなどが続出して︑農家

計

戸︑床下浸水五七戸に上り︑とく

にとってはこれまでの苦心も水の︑

冠埋流
水没失

（毎月1つ日発行）

昭和ろ5年8月↑0日
し

に

わ
カ』

報

22号（鰹講賜罰広
第
（11

報

わ

カ》

しF

広

昭和ろ5年8月10日

に

鷹纈錨鵬）
、

u

■

第22号

騨麗賜麗馨纈罎鶴譜舗窺薯r「町 馨輪畿巻
㌔

r

難講講1婁嚢鱗ll藝讐篁

あ議採施施よ名う

二走走青鯵以奈親す耀四

・3

・

走競

とが

こ勝た

いにもつ

第七謹鮨

＿・ 日 うはつ債
地い，ての

難ぴぴ馨窪さ甕意諾卑箔芸ぎ勇年種
こにめわて各間行たせ
目

競闘米走

に元つく地

1

回町締簸

初は昊・騰奪

優千運鎚騙

手町

らたのス鑛も

復整，

十一rかき

菓麗齪獣籠案窪織青黍
ろふ夢れ・地後なるて団
六二千百 れをる準区にわ十
てお・備とせれ七待駅
莱杢吾蓋 慧壌 垢覆竜ゑ旱男伝

（2》

勇饒堕経羅興摯倉件と
o会築・委採時

δ禦露曇哲華合をす

妻難ll鍵

、

懸豪蕃熱灘彙藤
糊嚢寄謬礎げ礎

趣こ化費室在工れよ費につ．水友

②
①のれ八
分か段 ての よる日期

、護難籍馨羅鱗鱗麟塁

託の位各ク以リははろ才三各で抗千るの）七
員異二種の内レー各o・十種応と手⑨要 日

：覇魍婿○薪墨軍姦皇醜イ爵理論
名し四位は のムご。一下も賞（田

1にた位四禁

ぞとと

才・年を応

九天

お時の

瓢薫讐晶匹呈辛鰐謬爵棄購
o地〇二る
か o種
）一に）つ
そ始は
区 位o

一

目

に才三

窪嘩霧鴫縫砕峨藩嚇鵠言套

イ山

灘盟琶継禦欝季籍弩鯉無田
まい民もが手手てん色が発はか く料め 地

難灘爺噸謡舞鰭霧裂料区

究毫象2ぞ毒葛橘馨髭徐雲曙薯難袈碧i揺バに

繭惚爵猫羅縮騒灘蝿ス
マ
ら援o時は．さ八考す区

なるい。

さくこ

赤キ千桜団

顯融麟曽饗鞭藍
勝顛大鞭漿落離製信声
i

撃撃髪雀元省原原木木盟護霜沖御
沢沢新岸町倉田

田落落兼町条立す

田

1

二

駿文魏茂舅肇畢糠廊や
・ 作
か
長三二長長三二長長長長長長長に

次さ十 男男男男女男男男男男男女女男

い橘

ん楽の 仙の手の席大発後た三し他は

ほ割業・とは精託れて率請口ち
件
しの近総ぴ 粉とる資な願上 件
いの代工粉現加さも材どに村伊

一児籍の窓かり

⑦ ⑥⑤ ④ ③
代 三
名 一

難蟻藝離灘灘鍵

増午い時慮Oに

灘鞭韓難繋癸妻饗
高登さ 雄子久ミナ治キ吉 1

子真江美雄

鰹デ縮仁上三元中坪響高小騰

1嘉翼響警鷲懲1
らに〇四六七八八八二る委．勇姜萎勇
−｝曾 ，辱 曾一齢げ

馨灘1難鐵灘1藝難嚢灘ll難鰐髪誉一
たら困う千整行いのないつつう聞たつはがる旦二けたかたろう南て場昨ほし、と二は士にりし

嶢蒙錆裏誘饅誌鶴…2罷莱◎碇薮碧農覆郭餓隻建写，験酷寺廷

服続工と伴こよ町階根らはことかかに年かて辛十け所流旧最小い端りがとoるんのつなは

曾羅醤軽嚢1纒雛嚢差萎黙灘糠蟻懸輪
）大あての事たるのけえのれしこは捨百な連気成 中に旧来▲状取白ひのはつ度んのにむ題

・広

四の二五〇に住む清水恵子さんと

送り主の名は︑東京都品川区豊町

TV下ラマ 賛臼 壌 ヒ 拝 琵ーi
隔霧は晴れたり﹂がさそケ佳話
二度目のズボン︑セーターヘくつ
下など衣類二十数点後もひきつづ

あり︑この人からの贈りものは︑

へき地へ友愛のプレゼ ント

︸ 東京の

二十六目の二回にわたって︑子ど

すなわち最近では︑七月十五日と

いている︒．

十日町高校定時制仙．田分校がテレビドラマの舞台として全国に紹介
も用の夏服︑女ものの衣類を三十﹄

β一 婦 人

の一婦人から︑数回にわたる贈りもみとなってあらわれたー

ずれも困っている人にという気持

点のほか︑雑誌︑絵本の類が︑い

され︑カメラがとらえたへき地の姿によせるはげましの気持が︑東京
ささやかながらも︑心のこもったこの行為はいまだにつづけられて
いる︒

適正な家族計画を
農村家庭の約七〇パーセントが
町でも家族計画は普及している

子だくさんとかききました．

ようですが︑それも町場
や上流者の家庭にかぎら
では︑昔と同じよろに生

れ︑貧困者や農家の一部・

み放題が続いているので
はないでしようか．

夫の協力が得られない

多くてとか︑着物が買えないでと

会合に出席の時など︑子どもが

ださい．すでに期間のすぎたもの

今後はできるだけピンではってく

とても見苦しいことですのに︑だ

か︑よくグチをこぼす人もありま が︑雨にさらされ風に吹かれて︑
ゆ
うすよごれた後を残しています︒

せん︒因習︑しきたりもさること

す︒ほんとうに笑いごとでありま

指導員とよく連絡をとって︑健

たみにくいはり紙︑ポスターのあ

ながら︑家族計画ほど切実な問題・れもはごうとはしないようです︒
はないはずですー
わたくしたち青年団では︑こうし

︵上野

若い母︶

川西は新生活運動のモデル町村

康で︑優秀な子どもを育てるよう としまつを︑祭りや盆の片手間に
にいたしましよろ︒
みんなで協力しきれいにします︒

︵上野

・千小は九回連続

優良児きまる

きれい好きな男︶

して︑美しい郷土の美化をはかり

ですが︑こんなことを手はじめに

町のあちこち︑いたる所に宣伝

美しい郷土に

の紙やポスターがはられています︒

疲れきった身体で産み続
けるおかあさんたち︒そんなこと

はるなというのではありません︒

ままに︑

から母体が弱って︑保護世帯に転

保坂先生から連絡をうけた町社

ちにそえて送くられてきた︒

会係では︑さっそくこれらの品物

落する例も少なくないようです︒

それは︐雪の難路をいとわない生

集の苦心であり︑昼夜を分か

を仙田地区の貧困家庭にまわすと

ことしの一月も下旬のこと︑定
たない授業に浅献身的な教育者夫

ともに︑清水さんあてには︑社会

ましよう︒

妻の映像を鮮明にうきだし︑その

校仙田分校主任の保坂安太

郎先生は︑見も知らぬ一婦人かち

田中与三郎さん談

﹁学級生は非常にまじめで︑り

ことしの郡市健康優良児童︑同

県の準優良校

じく学校表彰の審査結果がこのほ

っぱな青年たちばかひです︒法規

くし一人で担当していますが︑こ

の意欲のあらわれである︒・

く理論的な勉強も︑といろ学級生

動車︑耕運機が動かせるだけでな

送られてきた雑誌︑絵本の包みを

福祉協議会で感謝の手紙を出すな

いる︒

ど︑たびかさなる善行にこたえて

この清水さんがどんな人なのか

れまでの受験成績もよく︑九〇点

どまとまった︒町関係では︑仙田
小学校 佐藤隆君が児童の部︑千

も構造も実技も︑今のところわた
その一つ︑車がない点を町内有志

あるが︑学習の面で悩みも多く︑

割コことしになってから学科を二

以上をとっているので合格率は十

〃槻械と青年〃力強いことばで
は︑名もなくまずしくとも︑心ゆ

かりの人ででもあるのか︑あるい

ような事情もある︒これについて

となり︑このうち学校表彰では︑

手小学校は学校の部でともに一位

すでに県審査会も終了して︑千手
校は九回連続︑県の準優良校に決

いるが︑車のないのが悩みで︑四

は次のような気持ちをよせている︒ 輪軍はことしもまた北村栄作さん
働
︑︵金盛鉄工所︶の深い御理解と厚

で近く開かれる県大会にのぞむ︒

定された︒なお佐藤君も︑郡代表

十六時間︑実技は十八時間やって

意で︑忙しいなかを貸していただ

次のとおり︒

管内学校別の健康優良児童男女

ラスなことですから︑御父兄のか

技術を身につけるのは非常にプ

しあげている︒

赤岩小中条益治高橋紀美子

仙田小 佐藤

中仙田小

橘小吉井正夫・原世津子

︵・印は郡の準優良児童︶

隆 斉木ユキノ

高橋啓一・小林みさを

たがたからも︑学級生に対して御

臼倉小 江口恒博片桐︐佐代

︵写真は学級生の練習スナツプ︶

理解と協力をお願いしたい︒﹂

勉・高橋 桂子
鉄工所︶の厚意で貸していただい 千手小・増田
．た︒学級生とともに心から感諭申 上野小 清水正樹 富井久美子

が︑この万は平野徳治さん︵平野

です．耕運機の実技を一回やった

き練習している︒ありがたいこと

とながら︑講師の田中与三郎さん

のかたからの協力で解消している

て四十五名が︑夜間農業センタ﹂．︐

は学級生の感謝の気持ちもさるこ

︵写真は贈られてきた品々︶

有志の協力で
悩み解消

たかな人に思われてならない︒

まだわかっていない．川西町にゆ

健康

前にして思案にくれていた︒

そして一カ月たった二月のある
白︾同じ人から送られてきた小荷
吻にこ ん ど は 一 通 の 手 紙が添 えて
あったー﹁仙田の実情をテレビで
ためたこの手紙で︑先生はようや

見た︒おきのどくに思う﹂旨した
く 納 得がいったのである ︒

仙田分校創立時の背景
話しは昨年の十二月︑ 暮 れ も お
しせまった二十一日までさかのぼ

背景には︑授業料の負担にあえぐ

青年学級自動車コース

この日︑日本教育テレビが企画

貧しい生徒の家庭や︑ただでさえ

る︒

したドラマ﹁霧は晴れたり﹂の放

衣食住にとぼしいところ︑終戦直噂 講したのは昨年のこと︒ことしも
後ともなればすべてにことかく寒 このコースはきわだった存在とし

町青年学級が自動車コースを開

送は︑三年前に宮村堅弥氏︵当時

県定時制高校指導主扇︶の書いた

村のようすが︑画面にくまなくえ
がかれ︑見る人に辺地教育の実情

で学科のほか︑ひるまはサージタ

て千手︑上野︑橘の学級生あわせ

昭和二十三年から二十四年にかけ

を深く訴えている︒

同名小説を脚色したもの︒内容は
創 立まもなかった仙田分 校 の 遅 々

るしい機械力伸長の結果︑単に自

それというのも︑最近のめまぐ

受講している︒

ンク・グランドで運転実技を熱心

すでに四回の贈リもの

が︑へき地の教育とどのようにと

ずもへき地の実情に同情をよせた

この放送がきっかけで︑はから

たる歩みのなかで︑︐保坂先生夫妻

りくんだかを︑記録的なタツチで

代表は

徒募

町の声

一

時制高

劇化していた︒

に
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郡市社会教育大会．1七・二四ー

P・TA部会に参加して

親子の
考えかたのズレは

をあげて︑運営の可能なかぎのを ．︐新農村建設青年研修会

は土地調査︑地籍調査の学科︑実

学校のことだけでなく︑生活の

生活できるときであり︑いろいろ

つくして︑夏休み中の子どもの問
十五日から二十三召まで県立加
題にとりくんだと思うが︑ひとえ 茂農林高校でひらく︒対象は十八
にこの期間が一日中子どもと共に 才から二十五才までの青年︑内容

なかで子どもとの問題をとりあげ

習です︒希望のむきは農林係へ．

9

話しあってゆける機会︑子どもた

良
るのもPTAの学習活動にとづて

ちの世界にとびこんで︑︑その考え

杵 淵 新．治
この大会は﹁郡市の社 会 教 育 関

かたや︑ものの見かたを観察する

出所はなくなり︑あらたに川西巡
査部長駐在所︑同巡査駐在所を併

八月機構改革で千手巡査部長派

警・察異動

かたにずれがあって︑親はすくな

いただきたい︒

自然の機会であることに心がけて

大切と思う︒たとえば親子の考え

が嘆かわしいことすらあろろ︒﹁

からず憤りをおぼえ︑時代の推移

互の気持にもとづいて︑目的をも
った活動であったかどうかを考え

れが子どもの幸福をねがう会員相

てみる以外にな い︒

係者や一般のかたが集まづて︑日
ごろの悩みや︑実践のようすを話

◎水泳◎生活規律の問題がある︒

航わにし

厭

壇．笥・て㌧︑

辰治

金山柏樹選

越ケ沢

小臼倉

香坊

名月に蚕飼の灯うすよごれ

植えし田の大夕焼けとなりにけ

を具体的に研究されたことでしよ

九月四日川西町でひらく︒講師

郡市青年学級生大会

年額改定請求を

勤務した実在職年は︑すべて通算

です︒

☆

遊人

正︑信

☆

緑風

鉄平

臼濤

せりがさきになったよう

ーに気おくれがして︑あ

みごとなからぶりです︒
広報という名のピツチヤ

◎結果はごらんのとおり．

フアイトはもってみました．

カ月間ケイヤク結婚した︒そんな

らも︑社会教育と学校教育が︑ニ

たようです︒ピンチヒツターなが

を︑本紙の編集に生かしておられ

◎金子さんは社教という仕事がら

☆

熟れ桃を月のむささぴ盗み食う

霜条

蝿の声しきりなる山下る

一兀町

蝿だせかる︑こ㌧ち馬草刈る

小臼倉

つぎつぎと畑胴なくや西日中

小臼禽

中仙︑田

り
◎宿題の量◎学習と家事の手伝い

置︑橘駐在所は仁田駐在所と改称

﹁封建的﹂ならばど

合歓の花映りてゆるき流れかな

古い﹂といわれて︑それでは何が

︵上野︑仙田はこれまでどおり︶
五日付で千手巡査部長藤田省三

生をあゆみ︑深い体験にもとずい

う．それがいま実践されているの

う考えるのがそろでないのか︒こ

新しいのか︑

遊ぴの問題もある︒これらはすべ

氏は十日町本署勤務︑後任には大

な方法のなかから順序をきめて︑

た自信をもって︑考えかたのずれ

越清作氏︵土市︶

のことは親として苦悩にみぢた人 ︑て各PTA︑学校ごとに対処万法

一歩一歩確実に進めてゆくのがカ

活動や問題解決には︑いろいろ

要求される

話しあいが

しあい︑これからの活動やくらし
に役立たせたい﹂趣旨にそって︑
結論をいそがず︑できるだけ話し

あいをおしすすめてゆくことに力

PTA活動は

がそそがれていまbた︒．
︵主題︶

こ の ま ま で い いのか

日は町学級生大会を千手中学校で

は物色中．これにさきだち二十三

この方は山田沖哉氏に講師依頼中

みせること︑不幸に泣く一人の子

をもなくするところにPTAの活

です︒子どもたちが健全な成長を

動がある︒そんなことが痛感され

が調整されるとき︑子どもたちの
である︒その過程にPTAの場が

精神形成には大きい力になるから
提供されるのはじつに重要とする

ギで︑そこには会員がよく事態を
される︒話しあいの要求されるの

理解し協力をよせる空気が必要と

もじつにこの点にあって︑親とし

この ま ま で い い の か と い う 表 現
のか︑その一部についてかはとも

大会PTA部会の司会を担当︶

旧軍恩受給権者は

町の掲示板

とんど大会役員にまわりますから

十五日︑十六日にきまった︒十
七日は町民運動会で役場職員もほ

これまで裁定になっている恩給

して恩給が支給されます．︐

一助料．の裁定を受けたかたは︑この

颪れて︑譲馨は蓮

講演会のお知らせ

たびの恩給法一部改正で︑軍隊に

おふくみください︒

以上の算入されていない軍隊勤務

◎立秋︵七日︶がすぎた
それはこよみのこと

保存食の作りかた．

ラジオ農業学校

一般の参会をのぞんでいる︒

ろう学校長︑福本万尚師︒会員︑

てから︶は︑はやめに申し出て請

︵いま請求中であれば裁定になっ

これに該当すると思われるかた

のです︒

秋来ぬと目にはさやかに見えね

ろ︑しばらくおしのぎください︒

がちらほら咲きそめるのもこのご

暑さはいまが盛りです︒ でも秋草

といγつのに︑

ことしの稲のできぐ

る

︵古今和歌集︶

ども 風の音にぞおどろかれぬ

◎二十五日

︵社会係︶

◎九．月五日
あいをみよう︒

求手続きをとってください︒

から中央公民舘で︑講師は元長周

主催の講演会が二十一日午後一時一
れば︑これを加えた年額
が本年七月かぢ改定支給となるも

町身体障害者互助会︑みどり会

や扶助料の在職年のほかに︑一年

役場のお盆休日

昭和二十八年に旧軍人恩給が復

︸

︵筆者は橘中学校長︑社会教育

たようです︒

が︑PTA活動の全体をみてのも

いま学校は夏休みである︒PT

夏休みの問題

て可能となる︒またPTAの自己

卒直で具体的な話しあいの場にし
研修のための活動も︑子どもへの

の否定︑このふたつの面が含まれ

ているように思う︒ひとつは現在

A総会︑役員会はいうまでもなく

ー

「㎝

かく︑いまのままでもよいとする て︑教爺としての立場で︑子ども
肯定の面︑これではいけない立場︑ の幸福を思う心が結ぴつくのも︑

の活動をそのまま進めてゆくこと

部落PTA︑学年PTAなど組織

し

つ．な脚
り

黒しと
くをひ

ノ
匹た
で の
び
力 姫のっ

協
の

遠兆う

てカそ
らむさ
は

詩蹴趣職

ががなの

バをっめにが

う
ンロ会
たぽキ
味ピ

商

一会

ロエ
ガ
と

く

愛情にねざしてこそのぞましい︒

がPTA本来の目的にそっている

とみてであるし︑かたや活動はし

ていても︑なにか満足できない態

度をしめしている︒もちろんこれ

はそれぞれのPTAによって異り
時期によって違ってくる︒

あるいはPTA自身︑問題により

俳

編集後記

㎜』
年数があ

これはむしろPTAがどんな団
休か十分に知ることが必要で︑一

め

前方に妻有の平野を
みをのぞんで、たえ
若人にとってはキャ

物にで望なプ
風跡が一まン

（ガロー（2酵男×3酵翁）

般に父兄と教師の会と呼ばれ︑教

﹁活動は

夏の、

育団体として子どもの幸福をねが
う 自 発的な協力から︑家 庭 ︑ 学 校 ．

社会において︑子どもの身心を健
ること に 目 的 が あ れ ば ︑

全に発達させ︑その福祉を増進す
これでいいか﹂という問題は︑そ

節黒城、北端の城郭

第22号（4）

（累瓢霧瀦2認昆）
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