者投票制度を活用してください︒

一票を棄権されることなく︑不在

口月673

早生

8．3

や ち
こがね

中生

3．2

米山

中生

3．5

◎町の本年度作付率は銘．6バーセント

忙しいにつきた農繁期も終わり

であり︑また米の過食の健康への．

て来ました︒世界の健康寿命など

害はいろいろとあげられます︒

から︑カレーライス︑肉料理へと

腹一ぱいの一升めし︑一升もち

をながめるとき︑生産する喜ぴ︑
土に生きる生きがいをしみじみ感

っと健康で明るい家庭が︑町がつ

より質への改善がおこなわれ︑も

せん︒都市で二十一パーセントの

栄養障害が︑農村では二十八・八

くられていくことを願ってやみま

早くにろまい新米をたら

パーセントであり︑タンパク︑脂

ているのがダンナサマだったけれ

腹食べるのが百姓冥利だ

肪︑ビタミンはすべて都市の七割

さに弱いという傾向があるだけに

格が小さい︑疲れやすく︑暑さ寒

食習慣が是正されないまま︑体

から九割という統計が出ています

農村を調べたら︑家で一

れている料理研究の発展と成果を

プ︑青年学級で真剣にとりあげら

昔の王者︑モチ︑赤飯類は九パー

期待したいと思います︒

各部落の婦人学級︑嫁さんグルー

セントでようやく四位だったと報

しい新米のご飯に︑豊かな栄養料

スがトツプで三十六パーセント︑

じています︒一方︑戦時戦後の食
糧難の影響や学校給食の普及など

明るい家族︑そこに新しい農村の

理が楽しくにおうゆうげ︒つどう

8オラ子どもは朝昼晩パンを食っ

ることは広くいわれるところです

ると思うのです︒

真のしあわせとあすへの繁栄があ

キラキラ輝くように美しいおい

ン等の混食へと変わってきつつあ

とともに︑日本人の米食万能がパ

二番は肉料理の三十ニパーセント

番喜ばれている料理はカレーライ

去任︑加茂農校で近在

らA君が語りました︒

と顔をほころばせなが

ど自分で作るんだもの︑

変わった農村のし好とともに︑量

い︑まずいお米をいつまでも食べ

じるときでもあります︒β昔は古

供米も完納し︑保有米の俵の山

ます︒

を調べると米食の民族が一番短命

米

七鋸続きの豊作の大きな喜ぴのう

（作付面積より）

ちに農神祭をむかえようとしてい

で水田獺作の垂程度である

二十一パーセントをしめしていた
これはここ数力年︑米質の改善

日本海

について関係機関及ぴ指導者が積

2．5

柵麟野蓑藷鐡

早生

37．6

︸越光

味の

思う

山ひ
ぴき

考

備

に

7．6

極的にはたらきかけた結果である

だが︑今後の問題として川西は

昭和37年度本県産米奨励品種及ぴ

新米

中生

21．0

越栄

と喜ばしい︒

もちろん新潟県の米質は全国の水

−醤雛懸縫轍 い喝
繍 鮮

．灘灘糖朧繍
が暮も土平

灘．欝遊れか音欝
鑛灘難秘牛けおの順

灘購免嚢脾

麟−繋

3．5

こがね
も ち

早生

よい

中生 11．2

％

18落

越路
早生

準を上まわってはいるものの︑品
お米の産どころ︑当町では七鋸 一種が多すぎて統一されていないこ
とに大きな問題がある︒

続きの豊作をむかえ︑どこの部落
でも予約申し込み数をはるかに越

えた供米数をあげている︒ことし

は台風︑水害︑イモチ

49，303臼
1，103

〃多雨による発芽などた
るぴたぴ災害はあったが
すそれも町全体から見る

1，229

達と全収量の四・三パー
にセントにとどまり︑関

4，395

区分 個寸率

繊晒翻礫構継

北村知事の辞任にともなう知事
そのできる期間は十一月十二日へ

2，773

品種名

藩難人u男盤

選挙の日取りが決まりました︒次

告示日︶より十二月六日へ投票日

カにより被害を最少に

俵係者一丸となっての努
5とどめ︑豊作となし得
4たことはまことによろ
こばしいことである︒

1，367

県知事選挙

期 知 事 には私たちにもっと も よ い

基本選挙人名簿
縦覧について

数味のよい米をと呼ば

1，152

投票旧は十二月七日

県政を行なう人に投票しましょう

七日

います︒八仙田出張所でも取扱︶

の前日︶まで川西町役場で取り扱

十二月

十一月十二 臼

投票までの諸日程は次のとおりで

告 示目

す︒

◎
投票日

九月十五日現在で調製した基本

ために農協をのぞいてみたが︑越

しめしているかを知る

米れている現在・各農家
供ではどれくらい関心を

光のように味のよい米が三十七・

において縦覧にそなえております

選挙人名簿を左記期間川西町役場

うか見てたしかめてください︒

難

六パーセントで収穫本意の品種が

から自分が確実にのっているかど

欝︵H器

県政

毎日︑午前八時三十分より午後五

る

時まで︒

明

5，298

736
7，033
19，853

3，267 17，311

◎

十剛月二十二日

◎補充名簿の作成について

調製期日現在日

選

県

4，640

36年度における川西町作付率一覧表

町づくり

一，

10，032

95
427

191 ．11，945

田

237

仙

173

9，924

874 3，680 3，120 1，679

264

野

186． 17，402

386

計

（10月31日現在）

各農協別供米高

計

等外
5等

4等
3等
2等
級別 1等

307

上

橘

599 6，218 7，040 2，973

手
千

申請期
製期
覧期

異議決定期限

◎不在者投票の取り扱いについて

確定期

出かせぎの季節で旅立ちされる

い

かたも多いと思われますが︑尊い

し

で挙

灘鰯

灘

﹂

正

潟

蹴

日限か日

0ろ

￠

ら
ら
十十十十十十十
の
ロロ
の の
月月月月月月月
日十十十十
五四ま日九七三
日日でか日日日

日限

七年続きの豊作

4

公明選挙

築・く

新 い

縦調
◎確異

、か

＆

9
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⁝・町議会報告⁝・

追加千二百万円を議決
会期二日の定例会かわる
矛十三 回 町 議 会 定 例 会 は十月三

加等が主なものであるが︑中には

︑教科書︑修学旅行︑学用品補助追
一千二百七十九万三千七十八円で

紙代で︑才入合計は才出と同じく

雑費十二万七千円は国民年金印

あるo

更正減の

十臼町高校千手分校へ定窩︶のミ

役場費七十四万二干円は町長交

ルク給食関係四万七干円等もある

際費五＋万・台風による災害調査

において六万四千四百円の減とな

国保特別会計の追加更正は結果

国保会計

つたものであるが︑そのあらまし

土木費六十七万円は道路維持修

費︑備品費等二＋四万二千電
円︑道路改良工事費として臼倉野

繕費として藤沢千手線十四万六千

は次のとおり︒

の一部改正︑予算外義務負担等が
審議決定を見︑専決処分報告で始

口線改良工事追加二十五万︑下原

十日に招集され︑同日及ぴ三十︸

まった才二日目は︑町有公舎居宅
料条例の制定︑雪中派出場廃止に
橘復旧費二万︑河川管理費一万四

た︒

されたほか︑別項のような町政に

伴う冬季寄宿舎整備の件等が議決

日の二日間を会期として審議され
この定例会の主要議題は︑労乙

人員の配置転換で四十九万八千円

才出︑役場費は機構改革による

日目の総額千二百万を越える心般

その他︑社会及ぴ労働施設費二

千円である︒

ぞれ答弁がなされた︒

対する一般質問が行なわれ︑それ

会計追加予算をはじめ︑服保特別．

のであるoこの案に対して︑

ては三期分を減免する︑というも

いても減免すべきではないか

①住家以外の倉庫︑畜舎等につ

②住家についても原案以外にこ

議決された

条例その他

市町村民税の非課税の範囲︑申

◎崩西町税条例の一部改．正

動車税の区分等について地方税法

告及ぴ徴収に関する手続き︑軽自

れとスレスレのものが多いの

でさらに検討を要する︒

あって︑すでに本葎度の徴税に実

の改正に伴う手続的改正が主体で

等の意見が述べられたが︑①につ

いては別に検討することとして︑

よって税収その他に実質的の変化

施されているもので︑この改正に

結局原案どおり可決となった︒

町政に対する

はない︒

者から．一定の居宅料を徴収し・こ

町有の教員住宅について︑利用

◎町有公舎居宅料条例

改選後初の定例会を機に︑町政

れを住宅の整備のための経費の一

質︑㌦問

につき次の一般質間が行なわれた

の実態を明らかにし︑当局の方針

心般

保健施設費は保健婦一名退職によ

上げにより七十八万輔千円の増o

十八万七千円︑議会費十輔万一干 の更正減︒保険給付費は医療費値
干円等があり︑才出合計一千二百

円︑財産費十万円︑統計調査費八

旨には異存はないが維持管理が十

であるoこの条例については︑趣

分でない現状においては︑まず整

端に充当するため︑新設した条例

④機構改革後の庁内の

田中皇一爺 ①機構改革後の運用

田中金造

③本年度職員の定期昇給について

る減と一般保健施設費の増が双方

金一万円︑被保険者慰安演芸費七

七十九万三千七十八円の追加で当

万円︒

舘の人員補充︵庁内︶について

これに対して才入は次のとおり

状況について ②社会教育︑公民

地方交付税九百四十八万四千円

とも約二十二万で差引五千円の増

三百三十一万九千円で︑室島林道

諸支出金八万円は国保連合会負担

工鶉費を主体とする林業振興費が

十四万六千九百九十八円となった

三十六蕉度の当初予算成立後本

初予算からの累計額は一億二千四

摺 ■ 的 の 追 加 蜷 旺 は 今 回 が は じめて

これに対して才入は国庫支出金

了として︑十一月一臼から適用す

を打っているという当局の説明を

るという意見が多かったが︑台風

が保健婦補助五万二千円の減と差

れてはいるけれども︑目下着々手

被害復旧のため業者の手不足で遅

これは普涌︑交付税の追加分で︑今

滋野一郎⑥職員給与並ぴに議員

結果について ⑤橘︑臼倉︑大沢
線県道編入促進について

回の追加の主要財源である︒

し引きして四十万七千円の増︒繰

委員報酬について

百六十六万円︑農山漁村特別助成

分担金及負担金二十四万六午円

越金二万八干円の増に対し︑繰入

ることに決定したo

⑦教員住宅の整備統合

と便用料徴収について．⑧林業振

舎整備について

干手小学鮫平見雪甲派出場及ぴ

◎雪中派出場廃止に伴う冬季寄宿

内山常治郎⑩職員の定年制につ

上野小学鮫田代雪甲派出場を廃止

対策について

⑪公共施設敷地借用料につ

し︑すでに雪派を廃止している星

興対策について ⑨青少年の離農

いて

名新田の学童とともに上野保育所

減となり︑才入才出ともに二干二

いて

いて⑫軌道敷地の早期処分につ

百三十三万六百円となった︒

ので差引き六万四手四百円の更正

内訳は消防施設地元負担金二万五

教育費補助金五十六万五千円︑勧

国庫支出金五十六万七千円は︑

千円その他である︒

登坂敬憧

事業補助百二十七万六千円︑国土
調査費三十五万一千円等が主な内

容であ毫
諸支出金三百八十一万一千円の

金が五十万減と大幅に減額された

勤大きく︑内容も複雑多岐にわた

っているが︑この中には九日十六
臼 の 矛 二蜜筒台風関係の災 害 調 査

並ぴに後旧費︑兇舞金等のほか︑一

川零学蓬築壽への鴛豊 内訳は︑二百五十万円が川西中学
鎚珈ド撹郷巌鞘荊瀞腱盤勲敗脚璽 校建築特別会計への繰出金︑亘二

業費補助金二万六千円︑保育所負

台風関係四十九人
万七千円︶郡養老院負担金︵四万 費負担金で九万円の更正減がある︐に町税減免

担金五万享円等があるが・教育

等当初予算成立後事情の変わった

教育費三百一万円は教育委員会

︶その他各種負担金の合計である

ので差引右のとおりとなったo

らましは次のとおりであるが︑審

林道︑農山漁村振興特別助成等の 固定資産税の減免については︑先

⑭川西中統合後︑旧千手校舎の処
分について

保坂長雄

⑮橘地区土地改良区設

小学︸︑二年の児童を親元から離し

えて上野小学校へ通︑学すること︑

を冬季寄宿舎として収容しようと

七千円を減免する案が議決された

について︑．

て検討を要する点はあるが︑噌応

原案どおり可決されたo

⑰職員給与︑定期昇給

いうものo平見の児童が学区を越

勧業費補助百五十七万円︑国土調

立間題について ⑯栄橋架橋促進

和田光興

⑬職員給与について
及ぴ各中小学校の経費で︑去る八

査委託金二十二万七干円その他で られた四十九人に対して総額五万

県支出金百八十万四壬円は室島

議の結果原案どおり可決された︒

月竣工した橘小学校のステージ建

ある︒

に被害激甚者として見舞金をおく

まず才出について金額の大きい

設追加分七十六万円をはじめ︑赤

減免の範囲はA級については三
期及ぴ四期分を︑B級C級に対し

について

岩小学校や霧谷雪中分校才二冤戸

道地元寄付金その他である︒

寄付金五十六万三壬円は箋島林

である︒

理振法︑産振法による教材費迫加

台風による災害復旧を含む営繕費

ものから拾ってみると次のとおり

産業経済費三百八十五万一手円
その約九割に当たる農業振興費が

て寄宿舎に収容すること等につい

矛二室戸台風の罹災者に対する

ものが織り込まれている・そのあ

十一万一千円が諸費として矛二室
︸
額︑ざれて新たに同額の農山漁村擾 一蔦台風罹災者見舞金︵四十一万四
興特別助成事業補助が追加される︑ 千円︶魚沼学院建設負担金︵二十

干五百円︑土木費負担金十五万三

で あ ヅ 黛それ だけに予算規 模 も 相

備を行なってから施行すべきであ

複雑多岐な 一般会計追加

災害見舞金等尾を計上
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オ三回青少年実績発表会

たのもしい青年の歩み

ぎ地帯でありますoこの出かせぎ
問題について発表してもよいので

◎水田におけるPCPの効果
沖立青毎会 数藤 徳義

だろうが︑たまにはもう少し固い

穫の大きかつた郡市青年研修会

ものをー心の糧になるものを読ん

どちらに方向づけていったらいい

めまぐるしくうつりかわる社会

◎ラジオ農業学校に入学して
下平青鉦会 清水 照雄

らいたいものだ︒将来の農村は︑

は︑優秀な男女青年から残っても

の中で︑青年たちはどんな心構え

以上が︑この日の発表内容であ

のだろうかを考えるため︑さる十

とても維持できないものに変わっ

古い融通のきかない考え方では︑

根津ミヨ子

発表に優劣をつけなかったのは

るが︑体験発表をのぞくと︑いず

当町農業センターで研修会が開催

月二十八︑・二十九日の二日間を︑

取安青年会

◎農村と時問

例鉦のとおりであるが︑審査方法

れも個人のプロジエクトが主とし

された︒主催は甲魚沼郡十臼町市

の問題を考え︑努力されるように

はないか︑もっとも身近かな生活

躍町の青伍たちが目をむけている方向はどんなところなのだろうか
を定めて内容を検討した結果は︑

てとりあげられており︑ひとりひ

社会教育振興会︑主管は川西町で

あったが︑全般的にながめてみると︑発表をとおした青年たちのひと

ことしは︑演示部門で参加者がないという︑いちまつのさみしさは

で︑それに質問時間を三分みてい

発表者ひとりの持ち時問は七分

づけとされるはずである︒

りいっそう深めていくような万向

ちのとりあげた問題が︑視野をよ

だけでなく︑内容的にも︑青蕉た

PCPの効用等︑変ぼうする農村

て︑ようやく一般に使われだした

た小海君の動機づけをはじめとし

前中門を改造して作業場をつくっ

ではまにあわなくなった﹂という

反別が増したため︑部落の作業場

本当の姿を見きわめて行動するこ

れわれ日本人は︑その底を流れる

な結果であるかも知れないが︑わ

うことにはじまるひとつの必然的

の変転する社会は︑戦争終結とい

生︵長岡才二嵩校教諭︶は︑現代

開会矛欄番の講義で俵谷正樹先

が参加したo

郡市内の熱心な青年たち約六十名

友を選ぱば書を読みて六分の侠気

年たちに読書することをこそ望む

するため努力してもらいたいo青

ってこない青春を︑貴重なものに

佐野良吉氏﹁二度とふたたぴ帰

設計図をしっかり描いてほしい﹂

されるに足る勉強をして︑人生の

佐藤徳治県社会主事﹁農村胃年

ていくだろう﹂

山内正豊氏﹁これからの農村に

βそれを知るひとつのカギとして︑才三回川西町青少任活動実績発表
もっぱら︑県の発表大会に︑町の

これらは︑﹁開田によって耕作

とりの研究成果が発表されている

でほしい﹂

大会は︑さる五日千手小学鮫で開催された︒主催は町公民舘と青年団
代表をおくるための資料とし︑さ
らに︑今後の指導方針に役立てる

をもって進んでいったらいいか︑

連絡協議会で︑この日は︑特に県教育庁から山田沖哉氏も来町し︑終
もので︑これは︑発表技術の問題

つひとつの思索の中には︑将来町のにない手としての真剣な態度がく

たが︑質問時間がしばしば超過し

されたといえるo

開田ブームのわが町にとっては︑
大きな広がりを持ち得る内容が示

青年団活動や青薙学級の学習を︑

であった︒

の当事者はむろんのこと︑婦人会

て︑審査員のみでなく︑とくに︑

当日は︑あいにくの雨足がたた

大会の意義
また︑今回の発表の中に︑伊友
青年会が﹁農休日﹂を実施した結

とが大切で人間形成の最も肝◎な

をよく読んで︑良き友となるよう

四分の熱という歌があるが︑書物

事の本質を究明していく態度をも

つべきであると述べ︑現代青年の

あるべき姿をしめされたo

才二日目は五十嵐秀太郎氏へ県

努められたい﹂

時代にある青年たちは︑とくに物

勉強が足りないo親たちから信頼

は︑ホワイトカラヨ族にくらべて

みとられる︒

うちに開会o主催者あいさつ︑中
村町長の祝辞のあと︑発表基準と

聴衆と発表者の間のやりとりも多

まじえて︑なごやかな空気の

審査方法の説明があってただちに

くみられたことは前回までの比で

熱心だつた聴衆

発表にはいっているo

た︒

なく︑婦人の質問も目をひいてい

大きかつた

ってか︑集まった聴衆は︑過去二
回の大会にくらべるともっとも少

プロジエクト発表をあわせて十で

しかし︑青任団員︑青年学級生

このほか︑干手中央青

またパネル討議では︑﹁わたく

銭会の演劇︑沖立四H︑

果を発表していたが︑これは︑昨

しは今臼の青年をこのように批判

最近の活動不振の原因について問

りなど︑豊富な内容を

るoすでに︑農休日をもうけたの

という︑りっぱな成果となってい

表が発表だけに終わらなかった〃

がりを見つけ出すことができ〃発

からなる反省をよぴ︑最後に次の

発していることとて︑参会者の心

ずれも真に青任を愛する気持ちに

痛烈な意見からはじまったが︑い

続いての分科会では︑家庭生活

員にとっては大きな価値があった

参加者の大部分をしめる青伍団役

戦後の青焦団活動の歴史から︑

められた︒

のあり方︑考え方﹂によってはじ

年の才二回大会で呼演劇﹁休み臼

する﹂ということから始まり︑青

題点を具体的にとりあげたので︑

社会教育主事︶の講義﹁青年団体

﹂を上演していたことと考えあわ

生活設計をもっていないなどと︑

年らしさがなくなった︑将来への

まじめな研究成果
◎青年団活動とわたしの考え
元町青鉦会 金子 鉄平

活動の歩みの中に︑ひとつのつな

せて︑発表大会と常日ごろの青年

橘︑上野両地区のおど

大臼倉青年団

◎ばれいしょの栽培

秀夫

もって︑最後に山田沖

川辺青年会小海喜久雄

◎前中門を改造してつくった作業

仁田青年会 木村ミヨ子

場

ることを発表していた㎜

したこと︑失敗したこ

だけぱよいので︑成功

ついて熱心に話しあいがおこなわ

胃建としてのあり方︑胃年活動に

通じて︑川西町青鉦学級の多面に

れた︒なお︑この研修会の全体を

わたる協力は︑全参加者から閉会

小川勝次郎振興会長﹁素直な心

うo健康な心をもつことによって

を発揚することが道徳であると思

高橋孝一郎

◎安全で多収な稲作プロジエクト

この種の大会が︑全町的な視野に

伊友青年会

野口青年会 滋野 凱二
◎開田による稲作の栽培

研修会に大きな効果が得られたo

直前に感謝の拍手をうけるなど︑

富永勇公民舘長栖週刊誌もいい

平和な社会に寄与してほしい﹂

赤谷青年会 嵩僑 直孝

である︒

たった問題のスタートの場となり
得る期待を青任たちに課したいの

野︑沖立と数あることを思えば︑

ような青任への要望で結ばれたo

◎農休日
はないかoむしろ失敗︒

談を語り︑来鉦はこう
していきたい例えば︑

わたくしたち農村の山

間部にあっては出かせ

が︑この伊友をはじめ︑新町︑上

とどちらでもよいので

ので平素やっていられ︸ ◎環境衛生をとおした部落活動

保坂
哉氏の﹁実績発表です

クラプの農業クイズ︑

発表内容

ことしの発表数は︑クラブ発表︑

﹂との講評で大会は終了した︒

孝

始なごやかなふんい気のうちにも︑意義ある大会運営がなされたよう

研究・発表・つねに前進

収

ない百三十名余であったo

員も
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研修機関は新品種でないか

稿︐

て育児や産婦の健康について相談

議員が将来のわが郷土を考える時

タ

ン

濡靴詞︾ピ

っていった︒現在も︑そのおもか

もっとこの新品種に目をつけ︑い ・し指導することになりました︒訪
ままいた種が十葎︑あるいは二十 聞指導の費用は県と町で支払うこ

太田白南風選︑■
元町
金子鉄平

ある︒単位農協も︑これとややに

自転車の灯のすすみゆく稲架の道

げをのこす町村が県内にいくつも

導に応じてください︒︵国保係︶

とになっ︑ていますからその点には

いうような人づくり事業はそうい

◎冬期出かせぎ者は

御心配されることなく御相談や指

う認識をもつところにおいてのみ

認識しなければなるまい︒研修と

寺子屋教育から始まって︑私設

始めて可能なのではあるまいか︒

年さきにりつぱに結実することを

の塾を生む︑それがまた小学校に

業研修所といったようにいろいろ

て公民舘・農業文化センター︑農

建物に変わった︒そこへもってき

県教育委員会は昭和三十六年度

☆

ら︑そこに建てられている学校は

なり︑ここ一世紀たらずの間に現

ものにとっては見のがすわけにゆ

集会場∬と名を

な機関ができているのである︒近

☆

目を見ひらかねばならぬほどで堂

へ新潟県農業会議教育情報部会長︶

建てられたか不思議でならない︒

かない︒財政的に力があるから教

ごろ︑はっきり

☆

農村をまわって感じさせられる

堂としている︒もちろん建物と教
状までごぎつけた︒役場の名は戸

ているといってよいだろう︒

の は ︑ どこにも寺院が多す ぎ る ほ

育内容とは必ずしも一致している

いたのだろうか︒何か生産に従事

開祖が︑それだけの財刀をもって

農家が多いからといって︑義務教

育施設が完備するものでもなく︑
庄民税を工面して納入する貧窮な

小川辰治

金子洋石

田中緑風

銀嶺を遠くおきたる菊花壇

大倉

小日倉

秋の取りいれもおわり出かせぎ

野鍛治の火焔上げいる霜の朝

の中間教職員人事異動を十醐月一

と印鑑を持って国保係に串し出て

したので︑入用の方は被保険者証

鉄平氏の炉の句︑立ち去りぬは

纏りくる瀬音夜寒の橋わたる
日付で発令したが︑川西町関係は

てつくってやられることになりま

被保険者証から本人分だけをわけ

の季節となりましたが︑一カ月以
上にわたる出かせぎ者には国保の

越ケ沢

争って秋刀魚焼く炉を立ち去りぬ

裏山へ森つづきなるもず高音

ど建立されていることである︒し

窃町の掲示板口

し︑いまでいう もうけた〃かと

してきてうれしいo

者が固定したがその人たちは上達

馨

※後任をひきうけてから

馨

馨

になります︑︶ただしこれは医師

のこぼれつくして伏したるよへ臼︶

しその実

ていれば出かせぎ先で医療を受け

に見ゆという説明はいらないo作

星名英一︵41︶
大

島 良

中仙田小校長へ下条中︶

◎石油開発その後

さいo

れる場合のみですから御承知くだ

において保険請求をとり扱ってく

半額は役場に請求されてくること

た場合に半額だけ支払えば残りの

まだ弱い感じo辰治氏菊の句︑北

次のとおり︒へ︶内は旧任校
津南町外丸中校長︵仙田中︶

十日町市下条中教頭︵川西中︶

藤 本 秀 雄へ54︶

仙田中校長へ中仙田小︶

登坂精︸へ52︶

ください︒︵被保険者証を持参し

◎校長・教頭異動

いえぱ︑そうでもなさそうである

うった何もかも兼ねた穿集まり場

になれぱ古くから根があったのを

う︒むしろ貧しければ貧しいほど
子弟の育成に︑ありったけの力を

育てあげたのではない︒時代のい

育まで軽視していない証拠であろ

注ぐことになるのであるまいか︒

わば々新品種

とにかく人家のあまりにも貧弱な

ちがいないとしても︑あの建築物
このあたりを︑どのように判断し

うに思われる︒それだけに︑この

所 をつくったところもあるが︑
名称はともあれ研修所ということ

はたしかに驚きということができ
てゆくかは︑やはりほったて小屋

のにくらべ︑現在では斜陽法城に

るであろう︒しかしそれをなしと

がかった開拓地に︑いちだんと高

だといってよいよ

い よ う な要因があってのこ と だ し

げるには︑現代人では想像されな

果によって固定化されたものでは

作︵52︶

広報の目的は﹁行政内

すでに半年︑どうやら六
回の編集を終わりました

容を住民に広くわかりや

えすまでもない広報の金条ではあ

者各位も周知の︑いまさらくりか

◎母子衛生優良町村

ンジン四台をフルに動員し︑日に

われるが目下一台二〇〇馬力のエ

すく︑親切に広報し︑そ
れによって住民の理解と

た︒なお︑この日の母子衛生研究

人が︑試作甲だといってもよい︒

なく︑おたがい︑それに従事する

新品種は︑まだまだ完全な試験結

☆

くがんじょうな寺院が屋根を見せ

☆

．た時の事情とにているような気が

坪山の平見地区でいまさかんに

協力を求め︑行政の成果に大きく

発表には上野若葉会の中島キヨさ

さらに最近は︑どこも︑かしこ
も市町村の庁舎が生まれかわりつ

ても研修所という新品種は︑なか

がっているのである．いずれにし

☆

ことももちろんだが︑わが国の自

つある︒これは一般の事業場とち
がって︑単なる快適な職場たらし
ち
めることだけではない意味をもっ

米を一 戸 平 均 百 俵 も 売 る能刀 を

地帯 がみ す ぼ ら し い こ と で あ る︒

山村のものがデラツクスで︑平場

り座敷あたりが利用されたのであ

のできる人物があって︑さしあた

った．多くは︑その家に読み書き

政と事務のはじまりは︑民家であ

治の歴史をかえりみれば︑その行

て生み落されたのである．職員が

しながら生まれるべき理由をもっ

と感じだしたころであろう︒しか

ちようど創生期の苦悶をしみじみ

がらにもっているようだが︑いま

なか普及しにくい性格を生まれな

合二回以上︶助産婦さんが訪問し

間に二回︵医師が必要と認めた場

ちゃんが生まれてから二十八日の

児童福祉法の一部改正により赤

ついて発表︑万場の拍手を浴ぴた

んが出場し上野地区の育児活動に

試掘する予定であるo

らに綿密なる地質検査を実施して

事は一応中止し︑場所を変えてさ

もし湧出しなかった場合はこの工

リングして︑本月の二十日を目標

三十ないし七十メートルずつボー

なって冬仕度にも︑Oせかれます︒

多彩です︒

学芸会︑勤労感謝の日とこの月は

※文化祭︑実績発表会︑展覧会︑

訪間指導にづいて

六人三交代で突貫工事を続行する

一日一日と風が冷たく

りますが︑行なうはがたく︑期待
にそえ得る広報への道の遠いこと
う
を痛感し︑努力を重ねたい念願で

もつというのに︑そこの小学校は

それに対する自覚をもつこと︑も

に二︑五〇〇メートルまで昼夜兼行

老朽校舎で︑体育舘は大農の作業

るoそして新築というようなこと

ちろん必要であるが︑首長や講会

す。

◎新生児の

場に毛の生えたようなものすら見

はほとんど行なわれず︑たいてい
は民家の空屋が買われて役場にな

いう五反百姓地の山間でありなが

うけられる︒ところが水田は俗に

☆
小学校︑甲学校というのは︑新

☆

に ︑ 当 時にすれぱ最高学府 だ っ た

軽べつの意味もふくまれているの

いわぱ時世と人心との協和の現わ

として県より表彰

後の進行状況は︑十輔月二日現在

掘削している地下資源開発のその

いうことは編集関係者はじめ︑読

寄与しようとする﹂ことにあると

れが︑あの物的なガランだといっ

十月七日新潟日報ホールにおい

で深度一︑八二五メートルでこの間

☆

て開催された矛二回新潟県母子衛

油もガスも湯の気もなかったとい

してならない︒

生大会において川西町は母子衛生

てよいようである︒こんにち︑よ

るいは技術の基本的栄養素をもっ

加うるに新品種は人間の心の︑あ

優良町として県知事から表彰され

く寺子屋教育というが︑これは︑

口あたりが在来品種よりかなりち

ているにもかかわらず︑食味や︑

編集後記

潟県のばあいひとことでつくせぱ

にちがいない︒

被保険者証を持参し
てください

かもその部落の発生とほとんど歴

しても︑いまでは︑あたりを払う

長役場の名ごり髪とどめているに

吉

ことにならないが︑こういう差を

惣

少なくとも社会教育に関心をもつ

沢

して︑あのような大ガランが当時

中

史を同じくしているのだが︑どう

寄
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