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昏社教委員きまる§
中村町長が 委員長に再選

定 価 1部5円
人口の動き

社会教育の基本方針は本紙の第

二十九号でお伝えしたが︑本年度

警の馨資︑窪民と手を2 公民舘長に富永氏

の教育などについてすぐれた指導㎜

ないで︑社会教育活動や公民舘の一

学んだことを家庭にもち帰

って話しあい︑家族︵とくにダン

事業を推進してくれるへに重点

町教育委員会で賎四月一日付

いて理解と関心を深め︑・毎日の暮

ナさん︶に社会教育の必要性を説

勇

登坂精一
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中央公民舘長
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前謬齢鍮

てみると．ナ︑ソコ︑ゴテ︑大将㈹．

だ︒おとなの世界に耳をかたむけ・

しかし︑これはうわべだけのこと︑
ハず

﹁おかあさん﹂と呼んでくれるり

︐

杵渕新治郎

標準語が普及したミ
︒．
力︑ 毎日の

ことばづかいの中で︑いまだに人

を差別するような万言がじつに多

い家がらのアンサ︑もう一つは日

た︒その一つはナナメになった古

の出のいきおいの︑部落でも比較

サを選んだ︒理由は︑わ

ニを選んだが両親はアン

ある場合には劣等感をいだき︑現

﹁自分はこういう人間だ凶と思い．

こうした会話の定育ぞきたQ蜀

げ穣魏辮麹燃

きのようよしの娘に縁談があっ
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仙田地区舘長

で次の人たちを公民舘長に任命し

ある∪選任にあたnては︑①社会

が子をアネサと呼ばせた

がらない人間や︑チヤホヤされて

在の人がらがつくられた︑この結
果︑環境に負けて一生うだつのあ

ことばが︑人間形成にこのような︐

いう例もあるηなにげない毎日の．

温室の花みたいな人間ができたと

アといわれて赤面した人

アニ・アンネ︵アンサ︒ア

トッツア・カッカ ︵オトト・オカ

まま受け継ぎ︑それをいっこうに籔

とだ︒封建時代のしきたりをその

るへ考えてみればおそろしいこ

あったとしても︑その人の人格を

ばは使えるはずであるり人によっ

しか殺相手に礼を失しないこと懲

し
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代はすぎた︒艮識をもと︸3

＆

て︑ことばを使いわけるような時脚

だれカれの差別なく対等で︑＆

無視して﹁家﹂や﹁顔﹂によつて

︵

っ粍子どもは﹁おとうさん﹂

︑．﹂サ建

たしかにことばづかいは艮くな

評価しているからだ︒

しても︑あるいは未完成な人閥で

畷寝繍嚢題議

力︶

人を区別し︑ことばに上下があ

マイナスをあたえたといえるo

ばれ︑大きな声でトッツ

十日町の駅でアニと呼

かったからである莞

教育計画の立案にあたって住民の． 的下位な家のアニだったゆ娘はア
声を十分に反映させてくれる人︑

②その地域に信望があり︑青少年

︵

橘地区舘長

をおいた∪今後この人たちを中心

によって一号委員︵町の区域内に

委員をどんどん利用し︑ご意見

として︑町の社会教育が強力にす

職員をふやし︑社会教育の組織づ

設置された各学校の長︶・二号委

やご希望があったら何なりと申し

らしの中から問題を発見し︑学級

くりをして運営の体制をととのえ

員︵町内の社会教育団体で︑選挙

種村清作

たコ任期は二年である︒

社会教育委員︵公民舘運営審議会の委員を兼ねる︶が決まった︒前

ることを決めたQなお︑ことし実

上野地区舘長

生を中心として︑地域の学習活動
が自主的に展開されていくことを

委員の任期満了︵三月三十一日︶により人選を急いでいた教育委員会

当該団体の代表者︶・三号委員︵

噛つけていただきたいo

すめられていくわけである︒

ねらったものであ菟

委員を中心に
社会教育を推進

が︑四月一日付で新たに二＋名の委員を委嘱したもの︒団体長などの

施するおもな事業として︑青年学
級の開設や訪問集会の設置促進を

この委員は︑社会教育法の規定

ほかはほとんどが再選された︒こんご二年間を委員として︑町の社会

はじめ．社教関係団体の指導育成

動の展開などを審議決定した︒

選挙を推進するための話し合い活

その他の万法によつて推薦された︐ い︒これだけはゼヒなくしたいo

教育や公民舘事業の企画・実施などについて審議する︒
千手郵便局長

婦人学級の開設にはとくに力存
入れることになったが︑これは︑

、、

ネサ︶などという呼び名は︑相手
がいかにすぐれた人間であったと

ジサ・バサ ︵オジジ・オバパ︶

もあるそうなu 気の毒な話補

年

酒井信四郎

存ふくむ︶の中から選んだもので

はこの方針にしたがってまず関係

学級で

学識経験者−町長︑町議会の議員

ことしはまず組織づくり

（町長中村壮吉）

民生委員

農業委員

農業委員

民生委員

調査をすること︒④公民舘事業の

あ

高橋三代治

野沢秀保
片桐荘太
水落達一

教育委員会の諮問に応じ︑これに

企画実施について調査審議するこ

れ鋭袈舘臨凝り、さわやか颯力，辺

野騒

鶏箋，

編 集教育委員会

成人講座や婦人学級の開設︑．公明

川西中学校長

婦人学級の

社会教育委員と公民舘運営審議

開設などを審議

川西普及所長

②定時または臨時に会議を開き︑

育に関する諸計画を立案すること

萎員のおもな職務は︑①社会教

町婦連協会長

川西商工会長

町議ム嚢震

のことを行なうために必要な研究

対して意見を述べること︒③前記

町議会副議長

柔などであゑ
町議A謡員

ことし第一回の会議はさる四月

町議A議員
町保護司会長

二＋四日に開かれ．委員長には中
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が
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オ一次の機構改革

総務課長 に田口氏
適材適所の配置換え

強風さわやかな五月一日︑第一次の機構改革にともなう人事の発令
があった︒以来十日︑総員八十九名の職員が新しい決意で︑．それぞれ

の立場から町政の一翼をにないはじめた︒よりよい公僕であることを
支援 亭よせ ていた だきた い︒

自覚し︑ひたすら町の建設にとりくむことあるのみ︑A﹃後も絶大なご

今次の改革によって支所は廃止

され仙田と橘には出張所が置か

は廃止され曳したがって︑夜間

本庁に移されたコ出張所の宿日直

災害復旧係を新設
本紙の第二十九号でお伝えした

れ︑仙田地区の戸籍と住民登録は
機 構 の 改革案亭骨子として ︑ そ の

戸籍係長

数藤

信義︵同前︶

職員の間でも早くからとりざ
丸山精二郎︵議会係︶

小川政一︵仙田︶

哲男︵同前︶

︵二十四名︶

議会係長
◎産業課

たされていたが︑総務課長には前

庶務係長の田口一男氏︑産業課長
土木係長

増田

には前教育係長の高橋友義馬収
災害復旧係長

小野塚孫市︵同前︶

南雲

◎教養課

農林係長

︵十三名︶

春雄︵同前︶

農委係長 佐藤 克平︵同前︶

商工係長

入役室長には副収入役の増田享

一氏が任命さ瑠奮︑財政課長
は押木助役が︑教養課長は杉本教

育長が︑当分の間その職昂兼任す

ることになっ鬼

橘出張所主任

山田喜雄

◎田村広文氏︵鶴吉︶が四月三

＋日付で退職した︒四蕉間を税務

係として働いてくれた奄

電話は左記へ

◎一階−電話一二二・有放一−

税務・国土調査・国保・衛生

◎二階！電話一〇・有放二−庶

魏騰灘羅脚

あがったのだからそれ．

いう大きな集団にふくれ

なりの組織化が必要だっ

たことは︑まずだれしも

首肯できる間題だと思う︒ そして

て庁内事務が専門化していたこれ

組織化の意味は︑ 合併前にくらべ

までの姿のうえに︑さらに職務の

務・戸籍・議会・収入役室・社会

である▲また︑そのねらいとなっ

系列化がほどこされたと見るべき

正治︵社会係︶

◎三階ー電話四四・有放三丁土

たのは︑いわゆる合理化でなけれ

根津

木︒災害復旧・商工・農業委員会

ばならないが︑組織化が進んで︑

金山良晃︵社会係長︶

国保係長 平沢徳松︵国衛係長︶

農林﹄・土地改良−電話四・有放

職務と職務権限と権限のつなが

社会係長

国土調査係長 丸山敬一︵同前︶

二i町長室・教育委員会

りにより強い面があらわれるとき

教育係長

一朗︵同前︶

☆宿直用の電話は一二二番・有

◎四階−有放四・会議室

・

︵二＋五名︶

田口

憲三へ国衛係︶

◎出張所関係

◎財政課

税務係長

星名

こんどの人事について中村町長

︵十八名︶

衛生係長

︻いずれのポストについても

は︑

その分に応じて忠実に勤めてもら
わねばならぬ﹂と語っているu

係長の顔ぶれ
◎総務課

カツコ内はこれまでの職

嗣戸籍の窓から

㎎

魏灘魏顯臨繍灘雛翻濡畿濡顯灘薦趣

務・産業・財政鉱教養の四課と収

｝

伊友から
長岡市から

上野

仁田から

下平新田

沖立から

正己長男

永久公舎嚇ないことももちろんであるから︑

丸山和則 和三郎長男
学校町讐い薯養以前よ藷鐸に
小林悦子 欣造長女 中央町婦なるカもしれない▲そ凶なことは
小野塚直道 潔 長男 山野晶あ窃まえであ︷だれの薯

上野鋸たことになって

機構改革の意味

上野響い面のマイナ鍛とりのぞかれ

正文長男 学校町轡しろい妻での霰のなかに判
正雄長男 小根岸婦然としない風があって︑仕事の系
嚇
量平長男 小根岸碗列ではふくざつだったとした蔭

増太郎長男

晴夫 二男

馬場真理子

守也一一男 仁田婦改革後のプラス︑マイナスになる

光雄長女 元瓢が生きてくる▲つぎは新し旨
室島から

山口

敦
大臼倉

倉嘱のマイナスがとりのぞかれたとい

実．二女 小日畠けれども︑ことばのうえ書い面

藤沢婦かのひとりひとりである︒︵Z︶

嫡舘灘霧蒙蓼額縫灘馳

中仙田婦くる・機構改革︑それは新しいこ
蠕

鋸
中仙田嘱それ以上にこれから問題になって

桐山鰯なければならないと同様へいや︑

藤軸っξその実効箸んごに待た

高

片桐美佐子

中仙田かち

中央町

中仙田かタ

中仙田

高倉から

中仙田

藤沢から

中仙田

大日倉から

室島

東善寺から

穿るいは職嚢はなれたつながり

いろいろな点で形式的なにおいが
仙田出張所主任
斎喜 政良
放︵いずれも三五回線︶は五番り
や日曜祭日には勤務しないことに 庶務係長 小川伊作︵議会局長︶
なったから留意していただきたい￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡￡ρするのも否定できない︒系列化イ
鋸
嚇コール形式化の危険はあると思う
寺ケ崎

高橋氏が

小清小登高高茂小高高川小喜沢数田山清竹上櫃清
林水林坂橋橋野林橋橋崎川多口藤村田水津村聞水
ア
チ
共
ト寛タ敏ハ恒ヤ作サ直工憧フ洋ト洋芳良マ治チ邦
ミ治ツ政ル平子一チ司子男ヂーシ吉子家サ作平吉

上野

壺

産業課長には

〆◎、！◎、／◎￥1◎、／◎、！◎、／◎、〆◎＼／⑥＼ノ・◎・！ゆ

後こまかに検討を加えた結果総
入 役 室 を設置し︑これまで の 十 三
係のうち出納係を廃止し︑災害復
旧と衛生の二係を新設してそれぞ

六六

機構改蕃きつ人輩動慧天2御めい福を新る

ラスや係長存だれにするかという婦丸山

田

れの課室内に統合した︒したがっ

によって教育長が行なうことにな

ことや︑支所の職學本庁に吸収寮林

仁

は︑職員ひとりひとりの個性や能幅戸田

っているが︑設置にあたっては町

たれがどうなるをいうこと蟹坂セイ

癒鮒蝿鴨に馨で深刻灘艶

か、

スイ

て︑これに見合う人事の発令とな

霧＋2薦して︑これまでの蟹崎ナヅ

講蓮熊藍擁謬鰐

ったわけである︒なお．特別職︵
専門的教育職員︶である社会教育

議会の議決が必要であり︑こんど

主事の選考は︑教育公務員特例法

萄

ふる

は、

一

してどのようなポストをあたえる幅田中
婦
といった点については︑人情嘱渡辺

の改革には任用できなかったコ住

民相談室の設置は︑近くに予定さ

田口総務課長

れている第二次の機構改革で行な
われるものとみられているu

ρ
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ロ

㎜㎜研修田で実地指導を ㎜㎜
ぼ

淵

ることは︑町の農業をになう青銭

のためのたいせつな基礎を勉強す

三〇日

二九日

二四日

二＝百

食物の役割りと家計

中耕除草のやりかた

飼料作物を栽培しよろ

病害虫の早期発見

時期に合わせた農作業を

は︑すでに保権者として受給して

②生存している旧軍人について

灘掴薮霜群鰍罐塾

たちにとってたいへん意義の深い
＝二日

助料を支給するということですコ

体行動の中にあって︑おたがいが

ことだと思います︒規律正しい団

以外の人で︑長い間外地に抑留さ

ラジオ農業学校嚢鷺翫

飼料作物の生育調査

いる者は該当しないのです︒これ

一一日

れて復員がおくれたため︑終戦前

◎二任生︵毎週木曜日︶

ては人間づくのへと発展していく

おもな果樹に出る病気

年
力
は
人ち
圃付
だに
た合
ヤめ
銅ば
霧
接渤
ぽ伽

への意欲亭見せておの︑このたく

の世話課へ提出するのがたてまえ

一

甥
総
鞭

などについて普及所の職員から実

ましい農業後継者が︑町の産業発

となっています︒が︑これでは該

会に付託されたということですり

提出︵三月四日︶され︑内閣委員
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昨年開講されたラジオ農業学校
二＋五目には種もみをまき︑村の

せん︒今後もおおい畦このラジ

なって︑有資格者の掌握や資料の

川西町の旧軍人恩給連盟が主体と

の

は ︑ NHKのラジ オ放送に よ る 最
人たちが見学している中で保温な

当予定者の方がたが不便なので︑

ながら．役場にはその資料があり

なわれることになります︒しかし

力して︑事前にその受け入れ体制

係といたしましても同連盟と協

収集につとめております︒
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法律が通ったら申請書を書き︑県

ませんので︑該当予定者が各自で

賎＋月一日かち普通恩給の受給
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ますので次のことをお知らせいた

．旧

新の農業講座を聴きながら学ぴ︑
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こみ︑朝六時三十分にはNHK︵
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︵学校町 星名カズ子︶x る方はなるべく早いほうが艮いと
期
欺思いま竃

シ

×シーの中からしんせつに声をかけ

X

X×XXXX×XXXXXX××XXXコ

燃に乗せていただ煮松葉屋さん前

x

終バスはすでに発車した

農業学校にふるって参加してくだ期

質問に答えて

PCPの使いか元
じょうずな田檀え
裏作あとの稲つくり

x

眼 とし た 学 習 が は じ ま って います

﹁︑一詣

一六日

一五日

◎一葎生︵毎週月・火・水曜︶

今月の放送予定

をお願いいたしまオリ

さい︒みなさまのご支援とご協力欺
黙

︵なわしろ作りの青鉦たちy

正式な開講式は五月中旬にな

ことしは町で研修田を設けまし
た刃放送テキストを中心として普

及所の指導のとおり純なわしろ
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四月＋九日には＋五名の一伍生が
集まり︑上野の平味田地内に研修

（・酬をのぞ

︑綿藩難脇雛舞縫糞灘難職灘羅嚢蝶驚騰

としは第二年度をむかえたわけで

すが︑たぴたび間い合わせがあり

漂
驚
轟

酬訟

讃

離鞘
嵐嗣

至20。9，2

はげましあって和をつくり︑やが
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無言の訴えが叫ぱれているようで

同情のほかはありませんu政治的

しかし︑最悪の場合は新旧三校舎

なされる日を待ちわびています︒

生しやす

学習低下を防止しなけ

友情と信頼の度を緊密にし風派

感情を去つて︑ ﹁両田引水﹂の豊 ㎜あり︑理想郷をつくりあげるのは
かなあたたかい感情で乗り切りた ﹃かれらの知性と体力がその原動力

ない︒ 門我田引水﹂のせまい住民 一町昂背負うものは現在の青少黛で

にかく事態が生じないともかぎら ︸ありがたいことですり将来の川西

きった越路町の中学校でさえ︑統

いもので竃せっがく統合にふみ ㎜であります︒
現在の青少年を育成するのは学

ればなりませんuまた保護者や学
区民は所期の目的達成に強固な団
■結をはからなければなりませんo

ようをきたすようになったとした

川西町の町づくりの基本方針は

もので竃

そく進にあるといわれています︒

ら︑せっかくの大事業も九仮ズき︑ 産業経済の育成強化と教育文化の
ゆうじん︶の功を一讐祭いっき︶
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皿働者︵田植えや麦刈の︶を送って

援をいただくことによって︑何とかこの重責を全ういたしたいも︑ ﹃目的に︑町から毎伍多数の季節労
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春の空球音高く澄みわたる

◎機構改革のあわただしさの中

で︑わたしにとっては最後の編集

◎数えてここに三十一号︑これ

を担当させていただきましたQ

までご支援くださったかたがたに

◎毎号の活字に思いが

心から感謝いたしております︒

後とを学んだ三簡でした

コし つきません︒ ﹁書く﹂こ
曇口

集画膿源聰鷺麗

期待していますo

編にし﹂が生まれるこ霧

◎たいせうな社会教育の仕事

が待︵︑ています︑みなさま︑学習

のお手伝いをさぜてください︒

︑

期間 六月十日ごろから一カ月
賃金 食事付き日収五百三十円

ます︒住みよい町にしましよう︒

一生

◎風かおる五月︑すばらしい季

資格 満十八才から五十才まで

を五月のように暮らすことはでき

節ですね︒心のもちかたで︑

にお知らせいたします︒

◎くわしいことは申しこみと同時

喜役場蟻しこんでください．

一りも良くな︵ていますQご希望の

しよろか︒受け入れ条件は昨年よ

察あ兼ねて就労されたらいかがで
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驚贈わ鳶金子幸作即
pちおう解任させていただくことになりましたコ長い間つねにはげ心

ましのおことばをいただき︑不備なものであったにもかかわちず

後任については目下人選中でございますが︑わたくしもできる

ご愛読くださつてありがとうございましたり

だけお手伝いさせていただきたいと考えております︒これまでど

．；

おの︑よろしくご支援のほどをお願い申しあげます︒
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踏青やかかとにうすく草の渋

一即多の関係で教育の実 ︸
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たしま需

の喜びを胸に秘めながら結びとい

統合に焦点孝合わ域町民として

い町が建設されている現実を学校

明るい町政のもとに豊かな住みよ

町づくりの基本方針にのっとり

昂あげ︑よりよい学校づくり︑町
づくいに真価を示したいものです

多即一︑

せん︒ともに緊密な接触を保ち︑

寺山の大樹の中におぽろ月
思うに︑．学校轍育はその効果を −合後のPTAの役員選挙でつかみ 校教育であ咬近き将来のかれら
なさしめんがために賎利用でき あい︑なぐのあいのしゆち態を演 藝成するの箋響とはいう
と殺場の溝に春蚊のたけにけり
小国町
小川黄梅
垂設と設備勢響ある姦 じたとか︑他山の石として今後の 一ものの︑これが運絡がなく︑個々
者と住民︐摺導者である教師と生 ・いましめとしたいことであります ．別々の教育では効果は発揮できま ︸○嘲りや松の切り株匂い来る
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︸川西中学の統合に思う
着1 ．﹇
ガ

越響さめ ぶる＋五日︑大雪の跡

をさせていやがらせをみせ︑生徒

折衝のために他町村に集団移入学

︑四月一臼に発足した川西中学校

蔓いとも厳禰に面期的な開校

の

学校運営がはじまりましたuθ当座

ら︑︑二首十五名の生徒は三つの寺

制も考え︑しばらくの不都合は耐

さまで︑簸近その一部は隣町の地

院で不自由な寺小屡授業を余儀な

えしのぶ覚悟がなければなりませ

のと新しい希望をわかせておりますu

︐

．でも︑浅学のわたくしがもっともっと勉強し︑みなさまからご支㎜

を一歩でもあやまれば︑将来とり
．︒︑§豫一ウハ︾蔭臼翁紺︾§乱︾麗組︾かー壱
かえしのつかない大事をひき起こ 勘 今次の機構改革にともない︑社会教育の仕事に専心できること︑
皿
になりましたりとうていその任ではないような黛もいたします︒

とはいうものの︑この期間の運営

他をねたんだり︑あなどったり︑
それにひかれて保護者まで心の動

が不幸なめにあっている例は数少 徒をとのまく三つの総和が︑欠く
X肉
×
×
なくありません︒かかる学校紛争 べからざる条件となりま魂した ︑﹄川西中学校の統合は町内の学校
イ
の一例からしても︑わが川西中学 がって︑統合校舎建築前の施酸と 統合の先べんであ．機今後の統合
校の明るい統合はまったく画期的 設備の不備は︑ほかの二者で補知 φ試金石であります︒仙冊中学第
な事実であり︑学区民いな町民全 しな弔弟はなりません︒川西中学 一分校や︑田戸分校の本校への統
体の誇りであり︑ここに生活する・ 較のことこ世帯はすでにはじまり 合が為後にひかえていますで地区
生徒にとってはこの上ないしあわ㎜ 三とこ世帯がおこるかもしれない 民のせまい感情をとりさって大
とき︑校舎別の生徒がおたがいに ・．同団結で子どもの幸福のぬめ︑よ
りよい教育環境をつくりあげたい

の

・せのことと思いますu
×

すでに職員組織もでき︑二とこ

X

×

︑葱残ずむら消えの中に建つ手手校

ザまルた潔わずか二葎たら
ずの短時白のうぎに円満に統合に
ふみ實㊧︑︑欄鮫式のはこぴにいた

の結巣であり︑他にあまり例を見

慮こ憲肇蒔づくりの糞
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画期的な事実として 御 同 慶 に
メ
たえませ徳一
ぽ ヘ

ヂ﹃ さ

ま

．h周じく都を処する環学区民や

敷灘を経過する今日いま

小なりの学校紛争が・ 世帯という不都合きわまる当座の

︑市衡一村賞澗の複雑な感惰のもつれ
のぎ
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だに双拍がつかず︑純情な生徒が
レ
い た ずらにおとなの政争 の 犠 牲 と
rなbている実情がほうぼうに見う

けぢれます︒その顕著な一例侵

すかもしれません︒この当座の墨
間こそ︑両学区民にとって信頼と

X

南蒲は中之島蔚北中学の統合問題

X

のい︑ブルのこだまに作業開始の

すでに敷地買収の手はずがとと

X

友愛の必要なことはありますまい

欝融騰離

があめます︒新学制発足以来︑懸

だに小学校の間借り生活を続け

三つの小学校に分散しているあり

蔵堂中学に委託入学をさせようと

に向かって実のある学校づくのが

合図存知る日もま近なことと思い
㍍
ます︒できるだけ軍急に一世帯と 0
して︑学校長を中心に︑教育目標 9

く声れて嚇るのが実情であります
﹃中学校時代は二度どこない︑わ

ん︒複雑な環境におかれれぱおか
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れるほど︑教師や生徒はますます
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