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千手小にブールを建設
建設費六百万の補正を議決

完成は七月十五日の予定︒

第五回臨時議会

ついて四月二十三日臨時町議会を

来の懸案であ︵たが︑ごのことに

二十一万円と国庫補助八十一万円

この予筑については︑プール建
設費の財源として以上の寄附二百

算を提案した︒

藻して︑町税条例の一部改正を行

五月七日に第五回臨時議会を招

町税条例の一部改正

本文方式を採用

の補正予算を議決した︒これは中

招集し︑建設費として総額六百万

な︵た︒改正の要点は次のとおり
①市町村民税の課税方式について

のち六百四十二万七千円の補正予

村町長病気快復後に持ち越された
この点の是非をめぐ︵て活発な論

のほかは全額町債となっており︑

千手小学校のプール建設は昨年

四十年度新規事業の具体化第一号

ては︑学校教云月上の立場からも︑

千手小学校のプール建設につい
いても整備に努力を要望してこの

つこととなり︑また他の施設につ

については当局の今後の努力に待

議が交わされた︒結局起債の獲得

人税の税率九︑七を一〇︑Oとしたこ

税率2︑三倍を採用したこと③法

②市町村民の所得割の税率は標準

き方式﹂を本分方式に改めたこと

これまでの﹁特例によるただし書

ともい・つべきものである︒

安全教云目︑保健衛生等の立場から

補正予算を可決した︒

補正予算の内訳は次のとおり︒
才入

上けたこと︒

について四十年度分から五割引き

と④軽自動車税︵四輪の乗用車︶

も︑ぜひとも必要であるとして昨
いたものである︒この請願は総文

国庫支出金百二十一万五千円︵

年二月同校愛訟同会から講願されて

において審査の結果︑①プール建

火災は人災なり

●

●

簡

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●漕■■●●●0●●●●●●●●0●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ロ

昨年新潟県に騨催された国民体敦同大会新潟大会では県民二百五

⁝6月6日︻日︼は県民スポーツの日
⁝

輔十万人の総力を結算して今までどこの県にも成し得なか．た天皇伽

⁝皇后杯を獲得する偉業を打ち立てたごとは周知のごとであります髄

が︑この総合優勝を永久に記念するため本年から県条例で六月の⁝
第一臼曜日を﹁県民スポーツの日﹂と制定されました︒
●・

県内を十六ブロツクに分れてそれぞれの地域の実態にふさわし●・

⁝い秤目を四〜五種目実施し︑県民の体位と体力の増強をはかり︑

⁝ロツクに編成され六月六日次の行事が行なわかるごとになりまし●．

舶県民生活を明朗にしようというもので中魚沼郡と十日町市が一ブ川

た．

三十五︑一キロを第＋区間年令別︶卓球︑バレーボールの三種目叩

川 郡市ブロツクでは︑ととし︑駅伝︵中津橋〜川西〜十日町間︑

川を行な︑つ乞とにな︵ており︑卓球は川西中学校体育舘で午前十時

簡から開始さわるごとにな︹ておりますので︑みなさんのご声援を伽
お願いします︒

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●瓜●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

火事が第三位で七︑四パーセント

プール補助金八十一万二千円︑減

るが︑ごの中にも失火に該当する

となりている︒

税補てん債元利補給金四十万三千
円︶寄附金二百二十一万二千円︵

ものもあろうから恐らく火災原因

けれぱならないごと②財政事情及

千手小学校創立九十周年記念事業

の九十パーセント以上が失火によ

設にはまず水の問題が解決されな
ぴ 国 庫補助申講の期限の 関 係 で 三

火事というものは建物だ

火事のうちである︒

これらを全部合計すると

ありたが︑たぱこ︑弄火に王座を

去年︑川西町にあ∩た九件の火

は女性の地位は後退したといえる

わたした訳であり︑火災の分野で

率％
0347218021
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つ
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数1282303276
4737274106

件ε4︒aaZZ22L1．

因こ火ろ火ブ類塁関つ

ト火徽

原まんきゴ︵議た

た弄こたス煙放マ内こ

鰍妾

質12345678910

未発表︶の火災件数は︑全

この失火を原因別に追求してみ

無事終︵た︒iかし︑消雪の遅れ

るということを肝に銘じ︑みんな

が二七︑八七〇件であ︵た

王座と聞く︒たばこを吸うのは主

いる︒これは三年前から動かない

忙しくなり︑出稼きや冬ごもりか

燥もしよう︒また︑春耕で一段と

雪が消えて急に温度が上り︑乾

入していなかりた方は︑明日とは

加入しておこ・つ︒出稼きなどで加

火災原因のほとんどが失火であ
国で五〇︑四七八件に達す

いと思われる︒

たことしは五月の方が危険性が高

のに比べると火事も倍増で

本の火事の一割強を臼本男子が製

として大人の舅子であるから︑日

または役場の共済係に︑一︑OOO

円届けてくだされぱ五〇万円の補

いわずいますぐ部落の共済連絡員

償をします︑短期第二種共済加入

らのからだは︑仕事の変化と重労

の︸例である︒

りがたくないが︑数字はウ

化的熱源が町内でも頻繁に使われ

から︶

油︑ガス︑石炭と使い馴れない交

それも農繁期で年寄り︑こどもに

働で身心ともに疲れる︒電気︑石
をつけよ﹂といわねばならない︒

任せがちとなる︒野山で火を使う

﹁たぱこ吸いよ！気

失火の第二位が弄火︵火いたづ

な話である︒

出火の原因はそのほとん

ら︶で八︑三パーセント︑これは

造？しているごとになり︑不名誉

どが失火であり︑火の取り

産業課農業共済係

︵一部共済新聞

扱い不注意︑不始夫から発

ソを申しませんである︒

そして万一に備えて建物共︑済に

とになる︒こんな倍増はあ

池田前内閣に協力？したこ

パーセントを占めて

くなかれ十

ると︑たぱこに原因する出火が驚

聞いている︒

災も全部が失火であ∩たと係から

4．8

ことも多くなる︒

不明3．6877．3
50．478 100．0

言十

0．5

234

天変地異

2．443
る︒十年前の昭和二十九年

昭和三十八年︵三十九年は

出火原因十位まで

がい︵そう火事に用心しよう︒

四月一日からの火災予防週間は

失火44．10587．4％

比率

放火（疑）

生している︒
主にこどもによるものであり︑主
原因不明が七︑ 三パーセントあ 婦の守備範囲のこんろに原因する

十九年度施工は困難である︑とい

けに起るものではない︒山

千手小学校プール建設費六百二

五年前まではこんろが第一位で

協賛会寄附二百万円︑同校愛育会

掘削により一日千二芦トンの供給

万四千円のほか︑終戦二十周年を

るものと思われる︒

う理由から四十年度に建設するこ

が可能となり︑なお︑坦元愛云目会

記今心して戦没者合同慰霊祭を五月

9火事︑船火事︑車輌火災も

寄附二十一万二千円︶町債三百万

から二十一万円︑学区から二百万

五日に挙行するための経費二十三

位

件数

区分

（昭38）

火災件数

● ●
●

●．
●・

● ・．

とが適当であるという報告がなさ
れていたものである︒

円の寄附をプール建設資金に充当

万九千円︑予備費十六万四千円で

円︑計六百四十二万七千円︒
才出

してほしいという申し出も歩︵た

計六百四十二万七千円︒

その結果︑水については深＃戸

ので︑今回補正予算提出に踏み切
︵たものである︒

この結果︑匹十年一般会計の総
額は才入才出とも一億八千三百二
千円とな∩た︒

なおプール建設について四月三

十二万九

会からの寄附二百万円と愛云目会か

日町市の丸山工務所が六百五十六

ま ず ︑ 補 正 予 算 に 先 たりて 千手
小学校創立九十周年記念事業協賛
らプール建設のために積み立てて
きた二＋一万二千四百十七円の寄

万で落札し︑五月三日着工した︒

十日請負入札を行な︵た結果︑十

附採納願いを上程ごれを可決した

つ

・・パバ、うちは共済かけてある

（2）
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パーセントが大平洋側で行なわれ

が︑現在の日本工業の生産の八十

後教云目面からも考えてもらわねば

内につくる乙ともありますが︑今

んについては︑就職する場所を県

第一の理由である教師のあ∩せ

という順にな︵ています︒

③勉強したいから

②伯父叔母など親戚がいるから

①教師がありせんしたから

ます︒しかも県外へ出る理由は︑

であります︒たとえぱビニール︑
化学肥料などは数年前にくらべる

重化学工業の発達にっながるもの

よくな︹てきていますが︑ごれは

が高ま︹てくるわけです︒
また今日農業の生産量が非常に

えれば︑そのためにより生産意欲

ずけるものでなく借りるものと考

金は無意味です︒すなわち金はあ

ですが︑ただ金をためるだけの貯

ばならないのです︒
︵前企画課長︶

立て行なうようにして行かな

でできるものを見きわめ︑計画を

よく見︑考えてその中で自分の所

いうものは︑いまの社会の動きを

要するにビジヨン︑健康診断と

せん︒

れ

いところに建てても意味がありま

からみても︑散歩や軽い筋肉の運

をさしていたのでしよう︒生理学

ながら︑ものを考える学者のこと

れるひとぴとがいました︒散歩し

の哲学者に〃消遙派〃と名づけら

県地方課長
新 潟県のビジヨンという 乙 と で

すが︑県自体としては︸昨年﹁新

に開発計画している︑というのが

ます︒これはアメリ

は〃歩け︑あるけ運

さいきん︑都市で

り変化をつけた歩き方がい︹そう

なく︑歩を早めたり︑おそくした

発にします．ブラブラ歩くだけで

てくれるし︑内臓のはたらきも活

効果があがります︒きようからで

す︒︑風己⇔︑

さあ︑〃歩け︑あるけ運動〃で

も︑一日一時間くらい散歩の時間

カのロバート．ケネ
デイさん︵ケネデイ

をつくりましよう︒

んとい︵ても〃歩く

したものですが︑な

大統領の弟︶が提唱

動〃がひろが︵てい

散歩は疲れた神経をときほぐし

のはたらきをよくします︒

動は脳によいシゲキをあたえ︑頭

アリストテレスなど︑ギリシヤ

康法ということができます︒

今後の経済の延ぴをみてもこのパ
ならないのではないでしようか︒

この工場を農業を行なうとてろと

といちちるしい利用があります︒

広報担当職員研修会から

潟県総合開発計画﹂が誕生し︑い

ーセントは変わらない状態にあり

つぎに新潟県は農業県といわれ

新潟県のビジ

ま各個々の市町村でそれを具体的
ます︒

ている︒農業のことについて考え

現在の人口密度をみますと︑都

そこで︑日本海側にある新潟県

市街地などその市町村においても

を別の面からみる必要があります

一般に総合開発計画というと︑

現状とな︵ています︒

三分の一は生活のため︑三分の一

いつしよに設置するよう考えて行

が農作物生産のための生産源購入

くごとが必要となります︒

います︒この乙とをよく考えて新

中心部に人間が集まるようにな︹

六百五十億円あります︒このうち

潟県を発展させる計画を立てなけ

費としてあてており︑残る三分の

てきています︒ごのごとから︑住

てみますと︑農家の年間所得は約

ればなりません︒

一は貯金ということにな︵ていま

あるとい︵て山間部とか入のいな

宅など建設するについても静かで

が︑新潟県の海岸は東京ー1浜松

いままで乙の越後は独立的に発

す︒この貯金についてですが︑た

運動〃はも︵とも手軽にできる健

しかに貯金も良いことですし必要

ことしは︑社会教露目のカリキユ

でてくるのではないか︒

ラムの中に政治学習をおり乙んだ

をどうおわぴしたらよいのか︒

の婦人学級では︑町議会を傍聴す

学級が多い︒すでに︑上野や千手

かれた議会で傍聴者がありたのは

たのはよいが人物を知らない︑だ

町議会を傍聴しよう

展してきていました︒しかし対岸
よりて大きく変わりてきました︒

いま︑国鉄の復線化︑国道ほとん

れに投票してよいかわからん︑と

ることを忘れて︑全町一区にな︵

かた︑きようまでに四十四回の町

心がうすい︒三十六年の九月乙の

傍聴というたいせつな権利のあ
廃止と一般質問を中心に招集され

たてはじめている︒全町民がひと

るための具体的なスケジユールを

ないごとか︑まごとに町政への関
た町議会は︑木落婦人学級生二十

いう人もある︒まりたく無責任な

昭和三十六年十月︑冬季分校の

これらのことから︑ 一︑二具体

議会が開かれ︑そのつど︑わたく

ど整備︑拡張と第二期発達の機運

的な例をあげてみますと︑県外へ

二名の見まもる中で慎重な審議を

話だというよりほかはない︒

にあるとい6てよいでしよう︒

就職する若人の問題が考えられま

したちの選良が︑わたくしたちの

り残らず︑議会傍聴の経験をいち
しあわせのためにホネをお︵てく

も何かが告示されているが︑バス

役場の前に掲示板がある︒いつ

権利と義務を重んじ︑真に町を
は︑原田・根深・下原の婦人学級

現在県内から東京へ就職などで

す︒

れてきたのに︒

どはもつことをおすすめしたい︒

生二十名に傍聴され︑町有財産の

莚盤謬臨陰愛する人はたとえ一
出て行く人が︑年間九万人います

は︑起債や仙田中学寄宿舎などの

処分ほかを議決した︒同年七月に

巴

し

青少年が一万七千人ほどいますが

学・高校を卒業と同時に出て出く

れぱなりません︒またこのうち中

二十名が︑・職員の給与に関する請

八年十二月の定例会は︑役場職員

をのみながら傍聴していた︒三十

建築が審議されたが︑このときは
十八名の室島婦人学級生がかたず

実は信頼のおける︑申しぶんのな

つきと伝わ︵ていくとしたら︑事

うしたいいかげんなささやきが次

しかめてみようともしないで︑こ

なのかど・つか︑実際に傍聴してた

サをよく耳にする︒ほんとにそう

れを選んだらよいかがわか︵てく

うして無責任なウワサがくつがえ
され︑八月の町議会議員選挙にだ

ているかが傍聴すればわかる︒乙

したか︑だれはどんな考えをもり

して︑だれが賛成し︑だれが反対

容を吟味して傍聴につめかける︑

下に公表される︑住民は議件の内

に告示しなければならないことに

会を開くときは︑その三日前まで

教育しているとい・つ考えが出てき

あります︒すなわち︑よそへ就職
させるために市町村で金を出して

る︒しかし︑現議貿が在職中に開

識はきわめて高いようにうけとれ

こう書くと︑川西町民の政治意

いたとしたら︑いりたいその失礼

いり︵ぱな政治家ばかりそろ∩て

傍聴者がいる乙とで審議にハリが

ればシメタもの︑議員にとっても

とぴかう︒そんな臼がこないか︒

係は整理に汗だく︑議場は激論が

な弓ている︒議会のあることが天

目をとおす人はめったにない︒議

これらの青少年に教云肩費として市

願のゆくえを追nていた︒

待ちで立りていたとしてもこれに

町村が支出した金だけで六十億円

めているということに注目しなけ

二十九才までの若人が大部分

しかもζの人の年令が十五才から

■

続行した︒あけて三十七年四月に

たりたこれだけ︑何と申しわけの

大陸との貿易︑上信越線の開通に

間にひってきする海岸線をもって

に入ってきますが︑何のことはな

何か堅苦しいめんどうのように身
い総 合 開 発 計 画 と は 健 康 診 断 と 考
えれぱよいのです︒

すなわち︑ビジヨンとは青写真
とかいうものでなく︑健康診断と

考 え て健康な体にするた め に 悪 い
まなけれぱなりません︒悪いと乙

ところをよくするということで進
ろ を なおし︑健康な体に す る に は
そ の 本人の意志次第でど う に で も
なる乙とです︒そのためには︑長

期計画をしっかりたて陳情︑請願

というものに左右されることなく

計画にそ︵て進んで行くことがも
計画を立てるについて．塾要なこ

歩け歩け，，の健康法

富

噛8 誕堕 話 時間でも傍聴してほ
いまの議会はどう
轟甜纐か脇鵬瀟 ヨ
だとか︑あの議員は︒膿︑ド
ー 5ー︒．︒膿しい︒町長がどんな
コヨココむロ− ㎡勝 ヨヨニコロ ロ
禮艀
−．蕪6醗6．塚提案をし︑それに対
ごうだとカい・つウワ纏纏鴫絵編弼
−鴨6贈
翻艦

︵とも大切なことです．︑

とは︑人まねをしないということ
その現状を分析しながら進む乙と

自分のも弓ている分野内で樹立し

ところ一で新潟県という県がおか

です︒

れている立場を見ますと︑いわゆ

る桑臼本と呼ぱれる日本海に面し
三 方 は豪雪地帯の山岳に か こ ま れ

です︒

ていることは誰もみとめるところ

裏日 本 と い う 言 葉 は わ れ わ れ に
とりてひぴきのよくない言葉です

、
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た補充選挙人名簿登録申請制度は

従来選挙のたぴに行なわれてい

してみたいと思い︑この機会にす

業がいかにあるぺきかを深く追求

きでもあり他県の農業を知り︑農

について疑問をいだいていた矢さ

を受けたとき︑日ごろ将来の農業

生としてすいせんしたいという話

三＋九年度新潟県青矩県外研修

馬鈴薯

ニ︑疏菜

一︑タバコ

のが特に注目されたo

み合わせがうまく配分されている

を行なつており︑この多角的な組

バコ︑一疏︑菜︑酪農と三本だて経営

していたが︑人手不足の現在はタ

たことは農業に空きようとする私

え方を知り︑経営の実態にふれ得

を一本とした省力経営をしたいと

︵昨年 録申し出のみが取り扱われる事に

いせんしていただくよう霜ねがい

を持参願いたいo

町に住むようになつた者︒

なつたoしたがつて今後行なわれ
した︒

われ ることになつているが︑法律

近く参議院議員通常選挙が行な
十五日以降川西町に転入し︑川西

③住所要件を備えた者・・昨任六月

より廃止され補充選挙人名簿の登

昭和四十圧五月一日の法律改正に

他県の人たちの普段の生活や考

にとつて︑かけがえのない大きな

は︑暮らし全体が前向きで農業を

この土地で︸番強く感じたこと

収穫であった︒

常に前進させようとする意欲に燃

九十アール

南瓜六十アール

により調査し登録することになつ

にレポートを提出したところ︑県
下農業研修生二十人の中の一人と

動のあり方について学ぶため︑県

と市場における品不足に伴なう有

菜で秋馬鈴萸慕多いのは気候条件

三︑酪農

識のなさから︑深くつつこんだ研

か︑農業そのものに対する基礎知

ての共同体制に︸分のスキもなか

えていた︒このことは出荷に際し

白﹂采 三十アール

十アール

⑤選挙人名簿から脱漏している者

たので登録の申し出は非常に重要

して七月に約一カ月間の研修に参

二︑三毛作を行なう

その他

︵昨年十二月二十日現在で満二＋

な手続きとなつたわけであるo
a 補充選挙人名簿の登録申し出

加させてもらうこととなつたoと

基本選挙人名簿または補充選挙

のことであったo

六月十五日までに転入した者は基

選挙期日の公示または告示の日の

る各種選挙の補充選挙人名簿は︑

そこで研究課題として畑作の振

補充選挙人名簿調整現在日

改正により従来と恥り扱いが変わ

本選挙人名簿に登録されてあるは

林の高度利用とあわせて青任活

興︑畜産の導入︑果樹の栽培及ぴ

a

つた補充選挙人名簿の登録につい
ずであるが︑庄所要件としては三

に限り︑公示または告示の日現在

前日までに登録の申し出をした者

補充選挙人名簿の登録の
申し出につ いて

て述ぺてみたいo

簿に登録はできない︶

カ月以上住んでいなけれは補充名

五十アール

人名簿に登録されていない者で︑

任になつた者︑または昨年六月十

をしようとする者は︑川西町選挙

注

川西町に注所を有し伍令満二十年
に達している者︑または任令満二
十任以上の者で用西町に住所を有
五日以前に川西町に住むようにな

管理委員会に対し︑選挙入名簿の

利性と比較的貯蔵がきく︑長期間

で︑またいつかの機会にぜひとも

について学べなかつたことは残念

とした果樹栽培と山林の高度利用

究ができなかつたこと︑研究課題

私の閥題意識の不足とでもいう

つたこ・︑⊆からも伺えたo

するにいたつた者は補充選挙人名
つた者で︑昨年十二月二十臼に確

青年県外研修

を終えて

現地研修の二日目に地元西大寺

研修したいものと思つているo

︵⑥ 誤載者で︑その後登録される

欠格 事 項 に 該 当 し な く な つ た

あらたに庄所要件を備えた者

あらたに任令要件を備えた者

あらたに日本国民となつた者

ぱならないことになつているが︑

し︑または必要な説明をしなけれ

川西町に住所を移したことを証明

ことを証明するため︑前住所から

れたときは︑申し出の事由がある

川西町選挙管理委員会から求めら

とになつているo申し出た者は︑

るが︑補充選挙人名簿に登録され

入届けをする︒転出証明書を持参 のに限り補充選挙人名簿に登録さ
する等︶その他必要な資料を提出
れることになつている︒再度述ぺ

する文書︵たとえぱ住民登録の転

る者は満二十伍以上の者︑または

五月二十六日までに提出されたも

で補充選挙人名簿の登録申し出は

公示の日は五月二十七日になるの

になされると投票日は六月二十日

︹注︺

国会の閉会が五月十九日

出井さん宅は経営規模︑田四十

でほとんどが京阪神向け鰻疏菜の

水田＋九ア！ル︑畑五十四アール

あつたo農家二月平均耕作面積は

ント︑その他四十六パーセントで

ーセント︑漁業者が二＋一パ！セ

で百五＋戸のうち農業が六＋三パ

戸内海に面した気候温暖な農漁村

ぽうを山に囲まれ︑いつぽうは瀬

され︑放送施設を通じて販売価格

し組合の販売網を通じて共同出荷

同選果し段ボール箱︑紙袋で包装

出荷のときは出荷者が全員で共

されていた︒

ため︑業者に信頼され有利に売買

部分が園芸連を通じて出荷される

般にわたり共同出荷をし︑この大

と感心した︒販売方法は岬疏菜類全

労働力の配分からも当を得たもの

にわたり出荷が可能なことで年間

に考え︑また多くの人たろの理解

いの中から解決していきたいと常

くつくり︑悩み多い問題を話し合

私たろ青年は話し合いの場を多

級の独立校舎のあること﹂であつ

村の嫁の心配がないこと︑青年学

．：．oうらやましいことには﹁農

事者が減少している点であつたが

る︒すなわろ︑年々青年の農業従

団と同じ悩みを持つている点であ︑

市青年団五十余人と合同学習をし

資格を有するにいたつた者っ

やむを得ない事情により申し出た

ル︑山林一︑七〇ヘクタール︑搾

五アール︑畑一︑二〇ヘクター

岩瀬登坂洋二

右に掲げた①〜⑥までの者で︑

以上になつたものである︒したが

川西町に庄所を有してから三カ月

から脱漏 し て い る 者 ︒

た︒

また︑これからの経営の方針・し

に︑青年団活動に主かし︑仲間に

三基︑家族七人︵内労働力三く

この貴重な経験を私の農業経営

して︑ことしはタバコ栽培をやめ

よぴかけ︑川．酉町に前向きの農業

を切に望んでいる︒

一︑テーラー二台︑サイ

農機具及ぴ施設は︑畜舎︵作業

をうちすすめていきたいQ

場兼用︶

搾乳牛を十二頭にし︑一疏菜はビニ

雇用人年間五十人o

以前はタバコ栽培を中心に経営

をやつて行く計画で︑将来は酪農

ールハウスを主体とした集約栽培

乳午三頭︑育成牛二頭︑鶏数羽∪

たとき感じたことは︑私たろ青年

該当のあると思われる者を解説す

者以外の者が申出者に代わつて登

現に効力を有する選挙人名簿

ると

つて補充選挙人名簿の登録申出を

いすゐ︒︵川西町選挙管理委員会︶

栽培をしている︒

②年 令満 二 十 任 に 達 し た 者3 年令

録の申し出をする場合︑これらの

る者︑たとえば同居している親族 名簿に登録されると限らないから
その世帯の管理者等でもできるこ ﹃ご承知の上該当者は至急補充選挙

︵昨

鉦十二月二十日までに満二十年に

とになつているcしたがつて登録

も登録の 申し出ができる 事︒

なつた者は基本選挙人名簿に登録

の申し出をする場合は必ず印かん

人名簿の登録申出をするようお願

されてあるはずである︶

が報告されていたo

が満二十任になつた日以降いつで

久々井部落は西大寺市の南︑三

乳牛三頭︸日平均五十キロ︑荒﹄

簿の登録申し出を常時することが
定した基本選挙人名簿からもれ落

補充選挙人名簿は︑基本選挙人

久々井部落の出井武さん宅に研

閲覧を求めることができる︒以上

できることになつているo

名簿または補充選挙人名簿に登録

出及ぴ選挙人名簿の閲覧は毎日午

修生としてお世話になり勉強した

鉦間延期となり本任一月二十六日

補充選挙人名簿の登録申し出は

前八時三十分から午後五時まで︑

から二月＋五日まで︑岡山県西大

本人が川西町選挙管理委員会に対

に伴い補充選挙人名簿の登録申し

を有する者を補充登録する名簿で
し︑文書でしなければならないこ

登録の申し出の手続

あるが︑その登録資格を有する場

寺
した者であつても全部補充選挙人

︑タグ

合とは次の場合であるo

さ れ て いない者で登録され る 資 格

ちている者V

ころがあの新潟大地震により約半

山

︵日曜︑祭日を除く︑土曜日は午
後零時三十分迄︶と限られていゑ

1。

事情に最も精通していると思われ

⑤者④③②q
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にも春が訪れてきた︒つ

ようやくへき地の部落
ただこう︑そしてより以上にこの
川西町の愛郷精神を植えつけさせ

い︵ぽうの面では町民に覚えてい

富井保健婦さんの死を悼む
富＃さんは昭和十三年に看護婦

てやらなければならない﹂という

れているのなら地区の要望に沿り

んがそれほど地区のかたに親しま

とと思います︒しかし二十八臼の

りません︒本人も残念であ︵たこ

折でありその死亡は惜しまれてな

の慰めでありたと思います︒︑ここ

盛大に行なわれたことがせめてめ︑

ようとの考えで発表したものと思

その富＃さんの﹁どうしたの﹂

く色づいてきた︒と同時

というあの独得の声をもう聞くこ

ぱめが飛ぴかい野山が青

には積極的であり実行力の旺盛な

とができません︒富＃さんの保健

の同僚役場職員の参列により厳粛

十四年に産婆︑十八年には保健婦

おかたでした︒県下でもいち早く

葬儀がご親族の他地元婦人︑県下

います︒そうでなく単に発表した

の資格を得られ︑看護婦としてま

上野地区に若葉会とい︸つ育児会を

ことにな∩たものでした．

ものであれぱいまさらとやかくい

あと︑昭和二十五年十月から当時

た小学校助教諭等をつとめられた

ことでそのまま上野にいてもらう

に出 稼きの アン ニヤ︑ お

わないけれども︑東京方面からの

﹁また︑そんま忙しくなるノシ﹂

ぎやかにな︵た︒

ま少し考えてみてはもらえないも

な反響をおよぼしている現在︑い

のべられ︑また︑町全体にも大き

して全町民の健康管理と保健指導

併後も引き続き町の主任保健婦と

の上野村の保健婦となられ町村合

しいものがあり︑昨年は県の表彰

力をいれられその活動にはめざま

紬織し︑その運営と指導には特に

さらに今後の活躍を期待していた

業務に残された功績は実に大きく

んでご冥福をお祈りいたします︒

に故人の功績を讃え死を悼み︑謹

富＃さんは女性には珍しい業務

とうも帰︵てき て ひ さ し

郷土出身者からも後援の手がさし

に不帰の客となられました︒

ぶりにいろりのそばがに

︻そう だ て ︑ だ ん だ ん が ︑これか

︵国保衛生課長︶

ら 二 ︑ 三 日 休 ん で そ れ か ら春木を始

●或る一時間

﹁では︑この絵のお話ができる人

の上に本を並べた︒

り休めば良いがノシ﹂・⁝

昭和40年度農業労働賃金協定

地区ごとの農業関係の賃金を下記の通り協定しましたので
お知らせします。
（千手地区）

上・円円円r 円興

男
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子㎜
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p−4f﹄︐3 Fも

﹁⁝さん﹂とか

﹁ハイ﹂五︑六人ほど

がみつか︵たらしい︒みんか︑が机

ているうちに︑どうやら国語の本

﹂ ﹁ハイ﹂

手があがる︒

あ︵ちからも乙︹ちからも元気よ

また﹁ハイ﹂﹁ハイ﹂と手があが

けるとニコツと笑︵てそれりきり

く手があがる︒﹁鉄棒﹂

﹁絵をかくこと﹂

﹁うた

︵こ﹂﹁運動会﹂﹁休み時間﹂
﹁勉強﹂

をうたうこと﹂

お話をはじめる︒教師そりちのけ

ん﹂とかけると︑ゆうゆうと出て

なら楽しいのだがと感心する︒

こんな子どもがも∩と大勢いた

の名語り役︒

をやめない︒教室が一せ

のなんか﹂

きたくねい﹂︑﹁いやだ︑字かく

ト

翼

〜

︑

■

蝋桑

・灘杉︑

に

り

酬 岱

愛

ま パ
週お5
パ

闘皿

舶

．灘醗灘癬

嵌動ジ︐熟

いので︑おだてて書かせる︒

でも︑何とかして書いてもらいた

︵こが出るの﹂ときくと﹁おまえ

本かい﹂

﹁先生どの本だい﹂ ﹁先生︑この

﹁では国語の本出しましよう﹂

イツ﹂と返事をしてニコツと笑う

呼ぶ︑みんな緊張した面持で﹁ハ

それからひと︑りひとりの名前を

ね﹂

という︒﹁あ︵︑そうそう︑っい
つい話がはずんで忘れていました

きようまだ名前を呼んでないぜ﹂

﹁先生︑か

﹁では昨臼のっづきのひらがな

私の前に出てくる︒おし

のうちにkがつかつかと

●ひらがなのおけいこ

沿︑85
6︑8一⁝
⁝p−

︸円円円︸円一円⁝一
50⁝⁝

﹁先生︑かかんねい﹂
0
50．50︑0

コ
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︸
り
し
■ま
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へ

ゆ

そ通璽

⁝﹃﹄㎜︐唱離

︑86⁝量
4皇
か

⁝石︑500ゑ

︸⁝円㎜円．円㎜円一円⇔
0ハ0㎜0㎜0り0

面

をおけいこしましよう﹂

いににぎやかになる︒そ

鵜鋳⑰繭峰論綜

るが二名ほどにへった︒﹁○○さ

﹁おにご

●■

うしろをむいたり︑横をみたりし

を受け県下の各方面から視察が参

﹁学校へきて︑何が一番おもしろ

子

一ねん学級だより

に日夜をわかたず︑お勤めいただ

また業務の都合で富＃さんから役

いですか﹂

上野小学校

いておりましたところ︑本年一月
に病いにおかされるところとなり

き上野地区の婦人たちが大勢町長

場に勤務してもらうことにしたと

のごスノうか︒

ました︒療養中もなお∩て働くの

●●●● ●●

﹁ハイ﹂ ﹁ハイ﹂ ﹁ハイ﹂

めようと思うガン﹂ ﹁ああ︑冬の

灯の消えたようにさぴしく静ま

だと全快を信じて︑病床では職業

さんのもとに押しかけ﹁冨＃さん

うち働いてきたがんだが︑ゆ︵く

りかえ︹た村もようやく活気がみ

柄とはいい模範的に医療には十分

⁝月月

；

円円⁝円㎜

−﹂ー⁝r⁝

8．6︑57

ヤド

20．0
2㎜20綿
一

−．−．
﹄−・︑

∩こかなと思︹て﹁おし

︸oo︸oo︑oo㎜︵ oo㎜oo．0
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円㎜円一円﹃円㎜

321
㎜ 野﹃﹃4⁝11．4H

．月月

㎜
12・
1
︶⁝．10．31
㎜〜〜皿
区・酌〜⁝僧〜
地・月月．月月

狽月月月
03

の陳情があり町長さんも﹁富＃さ

∩ている状態でした︒

なきり︑秋の収穫高を夢見てその

の相談相手にしてもらいたい﹂と

はどうしても上野において私たち

700円 150円1850円

うまくやれるかどうか心配だ︒

︸

（仙田地区）

⁝

5q血円1、．■50円、◎鉱g円、．坦月禦、灸月

しかし〃ヤツタルデー〃と大きな

希望を持∩てきようも山に出て行
く ︑ 土のにおいそして手 に さ わ る
四年 間士と 共にし なか︹ た

せてくれる︒誰にも負けないうま

こ の 手 に新しい精気をよ み が え ら
い米をつくるんだと意気ごみ︑き
仕事 を続けて行く ︒

ようも明臼も土と話し合いながら

︵小脇若い衆︶

川西小唄について
お答えの記事にっいて

円円︑円㎜
0 0︸0︑

88■︸

女

普︑取︑ ︑普．苗⁝︸

通樽

4︾35．

1除一雪作業一

あの記事によりますと名もない

oo
特殊作業

人の作詩作曲であるが故にレコー

ド化に反対したということですネ

真5q円記、．￡⑳t日、、、．．、、、

男子挽一一一・

75q円4月鋭藁月

五αρ巴、、、蝿．9円

通

並、
女子藩

そう考えるべきが当然かも知れま

せん︒しかし︑作曲までして発表
し︑そして役場の二〜三人の人に

よって唄われている︑じゃなぜこ
んなデタラメな乙とをや︹たのか
レコード化を前提としなくても︑

子
男

650円 璽5．，q円！8Q々円1．β月禦工蓄月
550円 類9円i．70Q円、1．12月僧2．月
750円
襲型理、 1量0円1』βo岬，、＿．．．…＿、．一
通
普

700円 200円1900円『4月〜11月
600円！200円1800円i12月〜3月

ましたところ四月二十七日早朝遂

留意され︑病床でも育児指導や保

（橘地区）

健婦業務の相談もしたりしており

… 普．、通編s・円．1、…巧珊．7Q、q円・グ．一
務王噛、＿．取』砧o劇．」、憩蛍『⑳鱒㌧』＿一㎜二lli

も 田 圃仕事をしていない ︑ だ か ら

ll男 、．、芋β9・曲2血・嘆・Q如円1・．簸間一、

下準備に余念がない︒私は四年間

歪『蔭葺搭一『舐備．一』『蓋ll！
『1勇ザ『一葺『
ド置

感触、

昭和40年5月10日
し
に

わ

か

報

広

（驕1灘環診
第79号
（5）

続ふるさとをさぐる

友重村村誌︵つづき︶

・没収とされた︒

松平肥後守は会津藩主︑将軍
家光の弟保科正之を組とし代々
肥後守に任ぜられた︒

︵道路︶ 略
︵社︶

大山紙神社
神明神社

自衛官志願案内
△四十年度第一次

二等海士

二等陸士

約一︑OOO名

約一︑一〇〇名

約五︑三〇〇名

略
略

﹄二等空士

・採用予定人員

長徳寺本村中央ニアリ︵中略︶

︵寺︶

上古開基不詳︑真言宗ニシテ竜沢
・受験資格

預り地とは︑幕府の直轄領地

を附近の大名などにあずけて管

山宝鏡庵ト号ス︒天叉弘治ノ際火

︵区域︶ 略
理させた土地のこと︒
川浦陣屋は中頸城郡里五十公

古クハ某氏友貞ガ管理シテイタ

︵管轄 ︶

ガ︑弘長年間ハ朱印地︑貞治年中
野村にあ∩た︒

松平越中守は︑奥州白河の領
ノ弟子トナリ改宗ス︒天正七年二

災ニアイ殆ツド衰微ス︒元亀年中
住職存作ハ曹洞宗二帰依シ長福寺

志願票が役場へありますから︑

・志願の手続き

中学校卒業程度で簡単です︒

・試験

主松平定信のこと︑白河楽翁︒

十八才以上二十五才夫満の男子

ヨリ慶長初年二至ル間ハ上杉氏︑

豊臣氏ノ時︑慶長年間ハ堀左衛門

督秀治ガ領シタ︒徳川氏二至リ同

︵里程︶
称ス︒

シテ︑アラタメテ白雲山長徳寺卜

いつでも説明いたします︒

＋五年二松平上総介忠輝ノ領︑元

東南平ラカニシテ田畑アリ︒本

︵地勢︶

長福寺六世ノ住職ガ宝鏡庵二隠居

和二年ヨリ同八年マデハ不詳︒同

小．千谷陣屋二属シタ︒嘉永年中ニ

間二再ビ松平肥後守預リ地トナリ

ソレヨリ代官地トナツテ︑天保年

享保年中二至ル間ハ松平肥後守︑

炭魚鳥二乏シ︒

通ゼズ︒陸運モマタ不便ニシテ薪

テ信濃川支流アリトイウモ︑舟ハ

至レバ水害アリ︒東北五六町ヲ経

シテ耕地ヲ潤ス︑然レドモ梅雨二

西ニワタル︒中腹常に冷水ヲ湧出

村ノ南二位シテ一小山アリ東ヨリ

近年二当地方ノ霊地百カ所ヲ選ン

例トスル︒

同作デアル︒三十三年毎テ開帳ヲ

ニアル清水寺ノ本尊観世音ト同木

伝エラレタ︒山城国愛宕郡音羽山

セルモノデ︑坂上田村麿将軍ヨリ

作︒或ル時霊夢ヲ見テ楠木二彫刻

二大和国高市郡小島寺ノ僧延鎮ノ

本尊ハ千手観世音菩薩︑宝亀元年

これをお使いください︒
記

ましたので左記参照の上なるべく

郵政省推奨の封筒規格が決定され

郵便差し出しについてこのたぴ

略

九年越後中将光長領︑天和中ヨリ

マタ代官地トナリ川浦陣屋二属シ

其ノ色淡黒︑其ノ質粗悪︑小砂

︵地味︶

ダトコロ第十番二置カレ︑ソノ詠

寛保元年二至ル︑友重村同所同年

75270579
10619662

㎜

千手郵便局だより

．料︵六︑OOO円相当﹀

＝一︑八OO円衣・食・住は無

︑慶応元年ヨリ出雲崎陣屋二転属︒

石マジレリ︒田地ノ多クハ深田ナ

歌ガ作ラレタガ不詳︒拝殿二水月

わ︑ 二白川二層シ松平越中守ノ 管轄ト
か

法

色彩が濃いと文字の判読が因難
なので色をっけたものはごく淡色
のものを使∩てください︒

富＃正治

新任

米消防団人事︵四月百付︶
消防団長
オヨソ金百三︑四十円︵この項終﹀

〃副分団長

第一分団畏

本部分団長

副団長

丸山准二

星名虎雄

平野肇

小林申一

清水守平

たち職員︵診療所．保育園も含め

えます︒その間︑町に勤務する私

川西町発足以来早くも十年を迎

町民のみなさんへ

消防団長

前消防団長丸山准二さんは昭和 は常に地方公務員としての自覚の
二十七年入団以来十三年︑その間 もとに執務能率向上に努力してき

＋年を消防団長として︑団の発展 た所存でありますが︑・反面︑町民
とその目的のためにつくされまし の皆さんからの批判も数多くあろ

︵四月一臼付︶

意見やご希望を拝聴したいと思い

私たちはさらに前進するため職
員に対する町民各位の建設的なご

ます︒直接お聞かせくだされば一

番良いことでありますが︑それも
できない方のために町民の声︵投

︵三月三十一日付︶

川西中養護教諭

のでご利用くださるようお願いし

書箱︶を役場玄関に設置しました

で．よりよき奉仕者となるよう心掛

皆さんの声を参考に研修を重ね

ます︒

︵四月＋日付︶

橘診療所医師

︵四月二十七臼付︶

国保衛生課衛生係

川西中養護助教諭

事

た︒その功に対し感謝の意を表し うかと思われます︒
ます︒

・新採用

※人

星名イシ
高尾ヒサ

・退職

富＃ヒサ

わ

依岡省策

﹂

し

㌧

︑

︑

㌧

㌧

璽

︑

野山のみどりにかこ

まれ︑野鳥は森林や田

期を短かくしたり︑か

るのです︒鳥をとる時

畑の害虫も食べてくれ

㌧

わぴいたします︒

㎜二

を

すみ網の使用を禁じた

りして︑野鳥を保護し

ています︒
7
7
﹂
五月十日から一週間
7

団

が巣をつくりそうな枝r

は︑〃愛鳥週間〃で︑
全国の森や林の中で鳥

に巣箱をかけてや∩た

りして野鳥の保護をし

てやりましよう︒

トヨ

雪割れば水仙の芽伸ぴていし

木島数藤ひさほ

○かげろうや花嫁見る人だかり

・中屋敷小林たみえ

○春耕の鍬の先よりもや立ちぬ

中屋敷臼井

淡雪をかむりて若菜みずみずし

雪解の庭の大きな牡丹の芽

木々の芽の太々として春の雨

小白倉江口 凡石

ササかげに地桜の咲き春の雨

窓近くうぐいすの来し目覚めかな

氏のまちがいでしたので︑深くお しくお願いします︒︵役場職労から︶

先月号の故押木三蔵氏は三喜蔵 けて行きたいと思いますのでよろ

お

び

・給与

ナリ柏崎︑陣屋二属シテ慶応三年二

リ︒稲類︑野菜オヨビ桑茶麻寓丁二

︵ 朱 印地ニオイテハ貞治二 年 ヨ リ

至ツタV

場ノ額アリ︑桑名少将楽翁殿ノ直
筆ナリ︒

適セズ︒水利二便ナク︑春冬ノ候

毎年七月十四日ヨリ十八日二至ル

︵市ハ古来ヨリ開設シタルト見工

ハ年々積雪ヤ寒サニ苦シム︒

間ノ五日間ヲ開設スル︶
五十四戸

×2

明治元年二越後府管轄︑次イデ

柏崎県二属シ︑同六年新潟県二属

︵戸数︶

︵税地V 略
︵貢租︶ 略
平民

︵学校︶

官立八番小学校附属学校一カ所︑

本村字干場ニァリ
︵民業︶

男︑農業ヲ事トシカタワラ雑事二

及ブ︒女︑縫織紡績ヲ事トシカタ

洋形5号95 ×2
洋形6号98 ×1
洋形7号92 ×1
年々縮布三十反余ヲ販売ス︑代金

︵物産︶

ワラ雑事ヲ営ム︒

角形4号197×2

角形6号162

×1
洋形2号114

シタ︒

︵注︶堀秀治は上杉景勝が会津

ぺ移︵たあと春日山城に入りた

二十七戸

二戸雑社

本籍

社

︵慶長三年︶︑四十五万石︒

松平忠輝は徳川家康の六男で

一戸

二十二口︵此人別ハ戸主

曹洞宗

寺

平民

︵人数︶

慶長十五年に信州川中島から移
︵て来た︒七十五万石︒

松平光長︵越後中将︶は将軍

同家族男四十五口

ヲ言ウナリ︶

封ぜられた︒尾張︑紀伊︑水戸

女

秀忠の孫で幼少の・つちに高田へ

の御三家に次ぐ名門で︑高田城

＋八口

を築き︑在封五十七年におよん

︵山︶ 略
︵川︶ 略
︵溝︶ 略
だが︑後継ぎがなく︑世に越後
騒動︐といわれる混乱ののち領地
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騙縛

長形4号84簾×2
長形5号84 ×2

退新新新新
職任任任任

愛

＝野鳥に

寸

形号

ノ

、梶，，棚榊

櫓徒

（6）

第79号

（驚畿錫鶉）
し
に

報
広
昭和40年5月10日

