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日本脳炎にかか︵た

に意人の約三割五分が死亡
炎

し︑死なか︵た人の二

脳注〜三割は後遺症にな∩

本ています︒病状は葛熱
日ごをもぞ急に発病︑頭

痛︑臼まい︑吐き気を
起こします︒

⑦夜蚊に

⑥過労をさけす

⑤炎天下では必ず帽

④長時間直射日光にさらさ

③個人衛生に

予防としては︑①蚊の発生防止
注意

②予防接種の励行

れないこと

子をかぶること

6みんを＋分とること

本任は例任にくらべて多発の恐

﹁さされないこと︒

ー八︐

狂犬病予防法第二十

七条に犬の放し飼いは

三万円以下の罰金を課

すると定めてあります

近ごろ被害を受けたか

たは何人もあります︒

幼児にホエたり︑郵便

屋さんに思わぬ迷惑をかけていま

鑑札を受け︑予防注射を受けて

す︒

いても︑放し飼いをしてもよいと

他人の迷惑にならぬよう注意し

いうことではありません︒

ましよう︒

多タタ︾葦︽

なるべくっぶのそろりた傷のな

糖一キロ〜翻︑六キロの

恒ヤ＼ウ一︑八リツトル︑砂

︑ヒし〜︐︑︑

家！〃・岱．F履

4＼広へ︾ス＼▽に対しショゥチュ

諌誘穆☆難

いよくしまりた青梅を
れがありますので︑予
︑ノノ
き＼隻
r＼jj
防注射を必ず受けま へ・
／＼ ／．︐㌻︐ノ！ えらぴます︒
しよう︒

水にしたしむ

候︒特に学童幼

児は水泳の喜ぴの

日が来ましたが︑

ておけばよいわけです︒ニカ月も

割合いで広ロビンに入れて密閉し

庭の方は水泳の前に︑
ください︒

プとなります︒

と︑おいしい梅シロツ

この水をしぽりておく

きます︒

︹こうして水分がでて

ぶすようにしてまぜておくと︑二
週間ぐらいで︑梅がは

ユウを入れずに︑同量の砂糖をま

なお︑少しうれた梅は︑シヨウチ

五度がよいようです︒

五度がありますが︑梅酒には三十

シヨウチユウは二十五度と三十

するとおいしくいただけます︒

も・つ一度子どもの健康に注意して

一︑トラコーマ︑結膜炎︑充血の恐

れはありませんか︒

昌︑中耳炎︑内耳炎の心配はありま
せんか︒

三︑心臓病などの危険はありません

暑さとともに子どもたちの水遊

か︒

ぴが盛んになり︑それ

にうにっれて水におぼれる

健し子どもだけの水泳は

梅つ
う︒

康よ事故が増えてきます．

の意とくに注意し︑おとな
夏注の見張り昂うけましよ

くりかた

女
計

歯の衛生週間

犬の放し飼い
はやめよう
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夏の健康を守る運動

一人口の動き一
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6月のぐらし
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ー町議会報告ー

橘中火災復旧対策を協議
急施議会を橘出張所に招集

音楽室︶︑物置︑階段︑便所等の
二階を復元するか︑③撤去して

て平家とするか︑②台輪にして

の焼け残りた一階に屋根存うけ

策を立て︑次の議会に提案する︒

るので︑調査結果を待って具体

から授業を再開したい予定である

事であったので︑十七日の月曜日

影響が大きいので慎重を要する

生の向上お・︑感ぴ環境の改善をはか

り︑国民の健康を維持し︑増進し

生みの親をさがしてーなども

NHK相談室好評

サ鋪蝶報騨藻

へのサービス強化に努めている︒

繍羅講徽難

他校の施設を犠牲にすることは

︵橘中学機の復旧のために︶

七十六・五坪が半焼し︑備品とし

別の位置に移すか︑等のことが

三︑

用可能のほか︑オルガン︑ステレ

についても専門家の診断を要す

考えられるが︑これらの可徹性

てはピアノ︑木琴等を搬出して使

め︑保健室︑小使室︑校畏室の内

オ︑ブラスバンドの楽器等をはじ

五月七日に第五回臨時会を招集

招隻のあいさつが述べられた︒

被害総面積は百二十六・五坪︑

ゆる部門にわたりての照会︑意見

水のシーズン
いつも二ともから

目をはなさぬ
よ・つに

隊く︑︶

＼し

﹁
∫恥︑＼ ︶
＼・

艶
︒署

もよいことになっています︒

愛け付けも口頭︑電話書面なんで

すでに七十件にのぼる県内聴視者

K相談室﹂には︑六月二十日現在

新潟放送局に設けられた﹁NH

ける疾患の予

からの相談がよせられています︒

一︑夏期にお

防知識の普及

っていますが︑その他の中には﹁

二十四︑受信契約八その他八とな

三︑ 夏期にお

場所の取得に関する法律上の問題

年前に別れてブラジルに渡航した

NHKの国際放送を通じて︑三十

内訳は受信サービス三十︑番組

の向上

二︑夏期にお
ける食品衛生

ける栄養の保

﹂

﹁出演者の住所と著書を紹介し

はずの生母を探して欲しい﹂︑﹁

四．夏期にお

これら建設的な意見や希望は︑

り︑係も応待に一生懸命です︒

およぴ児童の． て欲しい﹂などの内容のものがあ

鍛れん

五︑そ族およ

ぴ衛生害虫の

に十分圭かされるので係では﹁ど

すぐ関係部門に連絡され︑業務面

情でもどんどんおよせください﹂

んな小さな恵見希望でも︑また苦

駆除その他夏

の向上

いで︑すなおに︑この好意を受け

も〃父の日〃にあまりてれていな

日午前九時から午後五時までです

開設時間は日曜︑祭日をのぞく毎

あり電話は新潟四局三一︸一番︑

町一の四四NHK新潟放送局内に

なお︑同相談室は︑新潟市弁天

と利用を呼ぴかけています︒

期の環境衛生

六︑一般飲料水

の衛生の向上

ようではありませんか︒
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二十日は父の日︵第三日曜日︶

ということです︒おとうさんがた

ど︑NHKに関することな戸りあら

この運動は︑次のような事項を

旨です︒

答することを建て前としており︑

苦情相談に応じ︑その場ですぐ回

ようとすることが︑この運動の趣

︵楕辱苗︶

目標として実施しますが︑地方で

夏の健康を守る運動

容品全部を焼失し︑損害額の概算きき玄き︾︾︾き

火災になるところ︑皆さんのお
円と報告された︒

は建物と備品を合わせて約七百万

次いで︑羽鳥校長から出火の原

ことを感謝している︒

きようは︑火災後の処理とし
て詳細な報告が行なわれた︒ ︑．︑

閃︑経過︑その後の処置等につい

力で小範囲にとどめてもらった

て︑①特別教室をどの程度に始

四日夜︑橘中学校の火災が発生し

たため︑翌十五日橘出張所に急施

末するか︑②小使室は作らなけ

してから︸週間後に当たる五月十

た︒当日は︑関係者として杉本教

議会を招集してその対策を検討し

実施される場合は︑その地域の実

体云目費等の一部にあてるため︑毎 期における保健衛生の徹底を期す

情に応じて︑これらのうちから重
点をおくべき事項を選んで実施す

衛生思想の普及向上︑とくに夏

年生徒を動員して山菜取りを実施 とともに︑夏期に多い疾患に対す

出火の原因としては︑同校では．

しているが︑当日はことし第二回 る国民の注意を喚起することによ

ればならないが︑取りあえず残

たいので︑以上の二段階に分け

目の山菜取りを行ない︑それを小

っている物置きを使うことにし
てご相談願いたい︒

村両教育委員等が出席した︒

次いで地元を代表して和久＃議︐

使室でゆでていたところ︑煙突が

育長 ︑羽 鳥 橘 中 学 校 長 ︑ 丸山 ・上

﹃思いがけない橘中学校の火災
員から︑失火についてのおわびと

過熱して天＃裏へ火がまわりたも

ます︑中村町長から次のような

で急施議会を招集した︒火災の
消火に対する謝辞が述ぺられたの

そのうち全焼したのは︑用務員室

と述べられた︒

ノ

ることになりています︒

次第については機長先生や地元
ち杉本教育長から被害状況につい

であ︵たことは不幸中の幸いで

これらの報告を聞いたのち︑休

歎

りて︑伝染病疾患の予防︑食鼠衛

から報告があるが︑いずれにし

の︒幸い発見が早かったことと︑
防火壁の効果で本校舎︑屋体は無

ある︒新しい特別教室を焼いた

保健室︑校長室︑放送室︑宿直室

憩を宣して全員協議会に切り替え

け桑目児指導

持

ての報告があった︒

ことは悲しむべきことであるが

昨年新築した特別教室︵家庭科室

廊下等合わせて五十坪で︑ほかに

覆◇

Qゆ

ても授業にさしつかえない程度

なので︑次第によりては大きな

復旧対策について検討を行なった

出火場所の小使室は校舎の中心

難講醸韓難羅難しギ大難わ纏

全員協議会においては特別教室を

どうするかという点に論議が集中

したが︑結局次○ような結論を得

いたしました乙とを深くおわぴ申しあけます︒なお︑その節はさ
っそくお見舞にあづかり厚くお礼を申しあげます︒事もあろうに

て︑これを本会議に報告し︑全会
一致議決した︒

公共施設から火あ．出し︑皆さまにご迷惑をおかけいたしましたこ

復旧対策
校長室︑小便室︑湯呑所︑便

、』■■』、、

六月のメモから

海

ツ

恩

・とは本当に申しわけなく心から恐縮している次第でございます︒

お陰をもちまして︑各位のご努力により︑特別教室︵音楽室・︐

調理室︶校長室︑公仕室などを焼失したのみにて一般校舎と屋体

は延焼をまぬがれました︒生徒の授業には支障のなかったことを
一︑

新築復旧する︒ただし︑具体案

所︑︑廊下等平屋の部分は早急に

不幸中の幸と存じております︒

早期復旧を念願いたしておりますので︑今後あらゆる面におい︑

待って検討する︒

については専門家の調査結果を

てご指導とご協力を頂かなけれぱならないものと考えております︑
何とぞ よ ろ し く お 願 い 申 し あ げ ま す ︒

川西町長中村壮吉

ノら
、

二︑特別教室にっいては︑①現在

薬妬
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昭和四十一年四月一臼から実施

土地︒建物もメートル法で

た︒しかし川西勢が建斗した決勝
戦は︑近来にない名試合として永

わが国の計量単位を︑すべてメ

つた︒対戦成績は次のとおり︒
①＋日町A ②川西Bチーム

つのであるが︑法律によつてまつ

う方針は︑きわめて古い沿革をも

そして︑その切り替えのために︑

の度量衡法改正によつてである︒

きりと打ち出されたのは大正十年

︵金子︶

津南A︑中里B︑津南Bチーム︒

球

健斗したが三位

をみたが戦争やそれに関運した口

立方ヤノチメ：トルヘ㎝︶

纂立方ミリメζル窟︶

立方デシメートル詔︶

などであるが︑このうち土地関係

の日常便われるものをひろつてみ

川西チームの成績は次のとおり
一回戦

た︒一位は十臼町A︑二位中里B

などの大きな作業が伴うところか

きたが︑土地︑建物は登記︑登録

臼を切り替え時期とし行なわれて

明行為は︑三十三年十二月三十一

ださいました︒発足の動機は︑農

て上野地区に若葉会を発足してく

もいち早く母子衛主地区組織とし

みの親であります︒二十九年郡で

富井さんは私たち︑若葉会の生

計量単位は

と乳幼児の発育の状態指導の両面

導によつて安心して出産すること

ウリ

面積

補助計畢単位としては
にめげず気力をふりしぼつた選手

平方デシメートル留㎜︶

平方センチメートル︵2㎝︶

一目が妊婦相談日︑二十五日を満

会員は毎月十二日を学習︑二十

ができました︒

したのが惜しまれる︒遠征の不利

先取しながら︑ついに逆転をゆる

に拍手をおくりたい︒

アール

ヘクタール

相手となつてめんどうをみてくだ

ますが︑どんなことでもよき相談

︵北村︶

＃

命︶

．二才までの体︑重測定にきめており

＃

︵a︶

＃

平方キロメートル謡㎞︶

平方ミリメートル刃脚︶

をとじた︒渡辺市治郎監督に率い

日にふさわしい熱戦を展開して幕
られた川西勢は︑緒戦まず津南B

という結果ではありましたがそれ

チームを血祭りにあげ︑破竹の勢

ぞれ各選手は自己のベストを＋二

か ら 感 謝の言葉を贈りたい と 思 い

分につくーて下さつたことにも心

だが︑激戦のすえ十日町Aチ童ム

Bチ君ムを圧勝して決勝にのぞん

いをもつて準決勝に進出︑十日町

忙しい時季にもかかわらずご協

ます︒

力 頂 丁 き ま し た 選 手 ︑ 町 民 のみなさ

一〇アールは一反二歩五合

一ヘクタールは一町二五歩である

釆年四月から反︑畝︑歩︑坪は

多嚢︷5

公けの場合通用しなくなる︒

〜

冒の日﹂は

税の相談日

さ

小海キミ

上野若葉会会畏

思つております︒

を︑いつまでも続けて行きたいと

十一年間続いて参りました若葉会

私たち拭富井さんの死をむだに
せずに教えを㎝つ一つかみしめて

なりました︒

対する情熱と人柄のよさが話題に

のときはいつも冨井さんの仕事に

を視察に来てくださいましたがそ

吉田地区や栃尾の方たちが若葉会

品をいたたきました︒また昨年秋

永乳牛よりそれぞれ表彰状と記念

組織として県知事︑県町村会︑森

生大会にわいて母子衛王．慶艮地区

じく十月には第三回新潟県母子衛

長や保健婦会長から表彰され︑同

優秀であつたということで保健所

而いて母子衛主地区活動の成績が

昭和三十七年七月に十日町市に

くなつてしまいました︒

にその望みを果たすことができな

といつておられましたのに︑つい

全快してみんなと話しあいたい﹂

が病いのため療養中﹁一日も早く

さいました︒その大事な富井さん

気軽に税務署へ

るとか面積の一アールは一〇〇㎡﹃
で︑この大きさは一〇濯の正方形

またはこれに相当した広さとなる

従来の尺貫法に換算すると

一アールは一畝二合五勺

教育をはじめ産業︑社会のあらゆ 〜〜︾妻︷︾︾タ〜5
る面において支持し︑相当な成果
富井保健婦
さんを偲ぶ

粋主義の台頭などのため︑この問

保健婦さんが亡くなられ

十日町会場︵市民体育館︶のバ

たという知らせほど〃︑櫨

レーボールは午前十時からふたつ

子どもづれの観覧者︑女学生の

当つては︑この方針が明確に打ち

四月二十七日朝の富井

声援が目立つスタンドを背に︑試

17i21

ら︑猶予期限がとられ四＋一伍三

家の嫁は家庭にしばられて出る機

たものはありません︒

十・﹈町A2︷21−18︸1川西A

月三十一目が最終期限である︒つ

そして︑一般商取り引およぴ証

別ー17

にうるおいを持たせたいという個

問題を持ちよつて話しあい︑生活

ていないのでお互いにいろいろな

請︑税務︑公けの証明︑業務上の

会が少なく︑勉強の機会に恵まれ

計量行為はすべてメートル法によ

まり四十一任四月一日以後は土地

1

1−9
川西B2︷12−7︸0津南B
準決勝

2

建物についての取り引き︑登記申

Bチームが健斗して三位に入賞し

であつて欲しい〃と願つ

十日町市地区大会においては︑駅伝︑バレーボール︑卓球の三種目が

んに紙上で失礼ですが心からお礼
を申し上げます︒

最後に木落部落で一戸残らず国
会に大きな意義を加えていただき

出されたのである︒

題がとりあげられ︑昭和二十六年
度量衡法に代わる計量法の制定に

繁期の一日が県民スポーツの日にふさわしい明け暮れで終わつた︒以

伝

下川西勢の活躍を中心とした観戦記をお伝えする︑︑

駅
快晴に恵まれた六月六日﹁県民
スポーツの日﹂郡市駅伝大会は無

十日町︑川西と一周して特に感じ

深く感謝いたしております︒

事終了いたしました︒津南︑中里 旗を掲げて下さつたことがこの大
たことは川西町がどこの市町村よ

①津南A②＋日町A③十日町B

︵保坂︶

りも心のこもつた接待や応援をし

里A⑧中里B

④川西A⑤津南B⑥川西B⑦中

婦人会︑小学校の児童︑チ．して

ていた だいた ことで した︒

球

そのほか妊婦相談日を始められ

卓

メートル

富井さんや助産婦さんの親切な指

人個人の盛りあがりと︑疾病予防

卓球会場にあてられた川西中学

長さ

立方メートル︵略字㎡︶

平方メiトル︵略字2m︶

らなけれぱならないのである︒

校には︑農繁期にもかかわらず観

スコアでもわかるとおり︑わが

体積

面積

ユヨ

役員の諸氏︑選手のみなさんから

戦者がぞくぞくとつめかけ︑熱狂

角の勝負をいどみ︑第一セツトを

Aチームは優勝した十日町Aと互

中里B2︷12−31︸0川西B

何度もそのことを聞かされ︑町民

の応援と興ふんのるつぼの中で︑

から若葉会が発足いたしました︒

の⁝人として大きな講りと︑幸福

郡市内七十名の精鋭がスポーツの

︵略字配︶

績はAチーム四位︑Bチーム六位

感にひたることができました︒成

がとうございました︒大会終了後

町民のみなさん︑ほんとうにあり

合はいずれも接戦の連続で川西は

のコートにわかれて競技を開始︒

排

③中里A︑＋日町B︑④川西B︑

ートル法によつて統一しようとい

く記録にとどめるにたるものであ

に惜敗︑注目の優勝盃をさらわれ

ρ

とり入れられたが︑郡市内のずい所にスポーツの意欲がみなぎり︑農

かれ県下十六の地区で多彩な記念行事が行なわれた︒わが中魚沼郡︑

ことしはその第一回目︑さる六月六日には︑柏崎市に中央会場がお

六月の第一日曜日が県民スポーツの日に制定された︒

をかく得したことは周知のとおりである︒この新潟国体を永久に記念
し︑スポーツを振興し︑県民の体位を向上させる目的で︑以後︑毎年

昨鉦夏︑本県で行なわれた第十六回国民体育大会は︑わが新潟勢が
男女ともに総合優勝という史上初の偉業をなしとげ︑天皇︑皇后両杯

卓球＆藍排球濫駅伝髪観戦記

川西勢の活躍めだつ

態
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明るく正しい選挙の実現を
七月四日に参議院選挙

とによつて補助者が立ち会の上で

ない人は投票管理者に申し出るこ

いたかはぜつたいに他言をしては

代りに書いてくれます︒だれに書

ならないことになつている︒これ
に違反すると罰則が適用されるこ

木月十日︶から選挙の期臼の前日
︵七月三日︶までであるび

◎無効投票をなくしよう

せつかく投票しても無効票にな
つては無意味である︒候補者の氏

名を忘れたら投票所内に候補者の

な権利を自ら捨てる結果となる︒

責任ある一票を投じられるよう切

誇りと深い識見をもつて︑正しい

勺

．

電

七月中﹁社会を明るくする運動﹂

望するものである︒

の投票臼には︑国民

七月四日
−

が政治の主人公であるという高い
﹁

ことしもご協力を

が中心の犯罪予防活動︑保護観察

が実施されますが︑その︸環とし

活動の活動資金になるほか犯罪対

挙は︵昭和三十七年七月一日︶川

理解を深め︑進んでそれぞれの立

三 年に 一 度 行 な わ れ る 参 議院議

場において力をあわせ︑犯罪のな

計なことを書いたり︑だれに投票

﹁社会を明るくする運動﹂も皆さ

旨のもとに毎年実施されている︑

い明るい社会をきずこうとする趣

施設やBBS会や更生保護婦人会

象者を直接収容して保護指導する

この浄財は県下市町村保護司会

したかわからないもの︑○△等余

ので︑ご協力をお願いいたします

ゆる不在者投票を行なうことがで

計なものや目紙のままの投票は無

すべての住民が犯罪の防止と︑

きるが︑その理由は︑①川西町の

罪を犯した人たちの更生について

者全員の投票参加をお願いする次
区域外に職務または業務に従事中

ていただきたい．

て愛の協力袋募金が実施されます

西町では全国区八十㎝・十五パー

自分の名前を書いたり︑二人以

1愛の協力袋1

セント︑地方区八十一・十九パー

選挙の当日自ら投票所に行つて

上の候補者の氏名を書いたり︑余

氏名等の掲示がしてあるからよく

員通常選挙は︑参議院議昌のうち︑

セントという非常によい投票率で

法律の定める手続きに従つていわ

投票することができない選挙人は

とになつている︒

半数︵地方選出議員七十五名のう
あつたが︑今回の通常選挙におい

が広いとか︑身近な選挙でないと

第である．参議院選挙は︑選挙区

◎不在者投票は早目に

ち新潟県二名︑全国区選出議員五

ても前回を下まわらないよう有権

確めて文字を間違えないようにし

期満了となり︑来る七月四日に執

十二名うち二名は補欠選挙︶が任

選挙が︑十二月には新潟県知事選

行される予定である︒ことしは︑
そ れ 以 外に八月は川西町議 会 議 員

町でも七人の保護司︵会長渡辺

の活動資金になります︒

ご承知のように最近の主目少年非

罪のない明るい町づくりに活動さ

んのご協力を得て十五回目を迎え

行の増加悪質化集団化は憂うべき

◎棄権はやめよう

自分が投票しなくともだれかが

効投票である︒

投票するだろうとか︑きようは忙

れております︒

のため︑川西町の区域外に旅行ま
たは帯在中の者︒③病気などのた

傾向ですが︑本年もこの主目少年の

の者︒②やむを得ない用務や事故

め指定病院に入院中である者など

非行防止と保護更生に重点を置き

か色々あるにしても︑国会の中に

の重要性を考え︑また国民として

しいからといつて棄権することは

おいて果す艮識の府としての役割

投票に対する義務の認識を新たに

主権者として政治に参加する大切

挙の執行が見込まれているので︑

るが︑それにしても大正十四年五

できる期間は︑選挙の公示の日︵

である︒したがつて不在者投票の

満二十才以上の日本国民はすべ

たころだつたろうか︑思わず顔を

さしかかつたのは午後三時をすぎ

曾谷を通つてまもなく︑名古屋に

ごとの月でも見られそうな曲がり

手にした人たちが働いていた︒田

点在する水田には︑牛耕やクワを

ハイウエイ︑国鉄や私鉄線の間に

の農民の姿が見られた︒新幹線や

ぞいの耕地︑そこには︑昔のまま

名古屋から京都までの東海道線

よく守つていたのには感心した︒

小学生が旅のエチケツトをじつに

てくれて感じよかつた︒米子市の

何を話しかけてもハキハキと答え

児島県から来たという中学生は︑

の児重や主徒だつたといえる︒鹿

いた︒そのほとんどは︑修学旅行

ぴただしい人波でごつたがえして

を得た︒学問がなかつたばかりに

ンをわけてもらい︑ようやく今日

じに励み︑主人に認められ︑ノレ

に東京へ出た︒デツチ奉公ひとす

三男の出︑小学校を終えるとすぐ

のである︒自分たちは農家の二︑

た人︑あとつぎがいない︑という

たのは川西畠身の功なり名をとげ

るζとがわかつた︒きかせてくれ

︵川西町保護司会︶

人会︵会長星名セツ︶のかたが犯

月五日に普通選挙法が制定されて

し︑買収供応などの違反によつて

満磨︶の方︑二十名の更生保護婦

丁 度四十 年 に 当 る し ︑ ま た ︑ 昭 和
現したいものである︒

汚されない明るく正しい選挙を実

ました︒

二十年十二月十七日に婦人に参政

選挙の年といつてもよいと思われ

権を与える法律が公布されてから

て選挙権をもつているが︑選挙人

しかめたくなるほどの異様な悪臭

匹その反面︑紙くずを

二十年に当る記念すべき伍である

名簿に登録されていなければなら

が鼻をついた︒それが︑沿線につ

を思いうかべた︒た

くねつたあぜに︑りつぱに耕地整
理された川西の水田

旅で拾つた話

ない︒

づく近代設備の科学工場からとわ

日に第一回の衆議院議員総選挙が

施行せられ国民が始めて参政権を

それまで︑強い光をそそいでいた

住宅街が次つぎと広がつていた︒

にはたいして身を入れていないの

んあがる︑そういつて︑米つくり

よい︑地代はどんど

だ耕してさえいれぱ

東京の高校生もあつた︒彼らの行

をからかつたり︑考えさせられた

てさわいだり︑女性

のめいわくを無視し

散らばしたり︑他人

ヤジの商売をつぐのはごめんだと

ところが︑卒業したむすこは︑オ

の思いをさせまい︑そう考えてム

苦労したが︑子どもには決してこ

戦後二＋年たち︑終戦の年に主

投票の注意

行便してから七十五周年にも当る

◎投票の時間

かつたころ︑車窓には団地や新興

におくれると投票することはでき

太陽は輝きを失ない︑いつしか︑

関西︑東京方面を旅行した︒木

まことに意議の深い年であるとい

・投票のできる時間は午前七時か

だけでなく︑明治二十三伍七月一

える︒

ら午後六時までである︒投票時間

ある︒この年に行なわれる選挙は

ない︒せつかくの選挙権を自ら捨

名古屋の空は鉛色におおわれてい

◎投票のできる人

するところまで成長しているので

まれた子は成人して選挙権を獲得

ある意味では戦後二十任の間培つ

ろうが︑普段着︑野艮着のままで

てる結果ともなるから︑多忙であ

ではないかという気がした︒それ

地の人にどのような印象をあたえ

動や態度が︑見知らぬ観光客や土

いつてサラリーマンになつた︒苦

ゆずつたらよいのか︑こういつて

なのに暮らしは川西よりもラクな

るのか︑かかつて教師の指導︑統

かのように︑農村をあとに︑都会

ようす︑地の利を得ていることに

たつけ︒こうした汚染空気を慕う
へはしる人が伍ねんふえている事

結構である︒少しの時間をさいて

実︑躍進という名のカゲに︑ラー

あつた︒︑核的家族が︑これまでの

直系重世代家族を圧しはじめた︑

なげくケースが多いということで

も︑わが町に共通したなやみのあ

率にあると感じたことであつた︒

京都︑奈艮︑伊勢は︑どこもお

だと思えてならなかつた︒

まわる大都会が気の毒に思えた︒

ジ︑ビリージといわれてのたうち

加え︑頭の便いようでこうなるの

投票するようお願いする︒．

自分で書くのが原則ですが︑身

◎字がかけないとき

体の故障があるかまたは文盲のた
め候補者の氏名を書くごとができ

東京のしあわせな屋根の下に

労して築きあげたこの店をだれに

リして大学教育まで受けさせた︒

挙のあり方の成否を試金石ともい

て来た民主主義︑明るく正しい選

前回投票率

うべきである︒

八十一パーセント強
参議院議員選挙は︑従来他の選
挙に比較して投票率が低いといわ

れている︒前回行なわれた通常選

リイ、，

戸籍の窓から
うぶ声ー御すこやかに
蔵品 和紀 友二長男 霜條
悦子和三郎長女 学校町

相崎恵美子 朝生長女 中島町

落

文夫長男

直利長男下平新田
木

正文

孝雄

旭春男二男霧谷 ︑繍

昇天−御めい福を祈る

仁田

坪山から

木落

中新田から
戸から

走りた︒グランドは大へん広くて
その中には野球場や陸上競技場そ

んてだいきらい︑おかあさんのほ㎜

おこるとわたしは﹁おとうさんな㎜

といいます︒でも︑おとうさんが⁝

橘小学校から

れにテニスコートやプールもあり

下平から

小脇

小白倉から

てもとれそうもなかりた︒また他

大きい海そうは深い所にあってと

いっぱいに海そうを集めた︒長い

いた︒私は持ってきたビニール袋

くたぴに静かにゆらゆらとゆれて

べ物など柏崎名物がいりばいなら

りて人形や貝で作うた貝細工菊︑た

番神堂で遊んだことです︒鷹もあ

つかまえるようであった︒第三に

るしてまるでうなきを

いた︒海そ︸つはぬるぬ

がぎっしり岩について

〃甘言苦言ミ

おとうさんよりおかあさんのほ㎜

うがすき﹂という︒

柏崎旅行

ました︒私たちの学校にもこんな

﹄プールがあるといいなあと思いま

あさんはうちの中ぜんたいのしご⁝

うがやりぱりしんせつです︒おか

五ノ三田口直子

した︒これから帰えりのコースで

たくまでやすむひまもないほどい㎜
そがしい︒毎日いそがしいおかあ

す︒長岡の大和デパートに寄りま

が時問が三十分間でしたのであま

そこでも少し買いものをしました

レゼントをしてあげた︒

さんに︑わたしはおせんべいのプ

五月十四日の朝七時︑みんなと

ったりとてもにぎやかだりた︑車

りえらぶひまがありませんでした

おかあさんはこういった︒ ﹁まあ

元気よくバスにのりた私は幸子さ

しようさんもたいへんしんせっに

柏崎旅行での思い出をまとめる

まあ︑ありがとう﹂わたしはとて

わから︑おせんたくにごはんのし㎜

田戸

してくれてとてもうれしかりた︒

と第一に水族舘で見たいろいろな

もうれしか︵た︒

とをしてくれる︒わたしたちのせ㎜

埼玉県から

でも少しよった人がいたので自分

﹁めぱ

校の三︑四年生にも会い二した︒

高倉

も少し気持わるくなりたがなんと

魚などでした﹁うまづら﹂

した︒長岡旅行に来た私たちの学

高倉から

かがまんができました︒窓を少し

る﹂など私の・︶らない魚がいっぱ

んと久美さんの間にこしをおろし

中仙田

あけるととてもすずしい風がはい

いいました︒第二にくじら波海岸︑

た︒みんなうきうきして歌をうた

室島から

りてきました︒歌ったり︑しゃべ

なのか︒ほかでもない︑迷えるヒ

ろうとしていたがとれなかりたら

のグループなどもその海そうをと

えたい︒実は︑人材もよい指導者

姿を現わしてくるのだ︒

で︑人材と指導者は︑その本来の

この模索をくりかえしていくなか

はお家の人のみやげに貝序．きれい

堂に小さな出店もありました︒私

ぴりおこりりぼいところがある︒

わたしのおかあさんは︑ちょり

農村から人が出ていく︒農業か

のこの農家の気持ちを 浮きぼりに

も︑彼自身迷えるヒツジとなりて

指導者とは︑既成のものとして与

にそめて色をぬったものを賢いま

わたしは︑おかあさん︑おこる

﹁おかあさんなんて︑だいき

う︒

おかあさんほんと︸っにあPがと
中仙田

で海そうをとったこと

ツジの群れ︑彼ら全員なのである

です︒砂浜を歩くまる

撚
りたり外の景色を見たりしている

いう高いところで叫ばれている︒

ではまた︑その機会をどうして作

べられていました︒

で足をひきずられるみ

農村はいま︑人手不足だけでは

しい︒また番神堂はむかし広かっ

そこでみんなが懇い思いの物を買

くじら波海岸はまだ人も少なく

なく︑人材不足が急を告けている

るのか︒群れ全員で︑道をさがす

たらしいが今は家やたてものなど

弓ていました︒柏崎旅行はほんと

うちに目的の柏崎の海岸についた

のだ︒迷えるヒツジの群れは︑い

ができてたいへんせまくなったよ

うに楽しいいろんな経験をしたよ

たいだった︒小さい貝

てがない︒農家のあとつぎがいな

ら人が離れていく︒農家へ嫁のき

よいよ迷いに迷うて︑その群れさ

知恵を出しあって話しあうのだ︒
思考錯誤が何度もくりかえされる

い旅行でした︒

青い水のそこにかいそうが波の動

い︒i：これでは農村はどうなる

えも失いかねない︒しかし︑人材

うでした︒よその学校の生徒も来

たかさご！御円満に

のだろう？農業はどこへいくのだ

だろう︒しかし︑実はこれが機会

見せてくれるのが静岡県藤枝市北

その群れの中にいるのだ︒

えられるのではなく︑集団が学習

した︒一時問ぐらい暴神堂で遊ぴ

ここで楽しい中食にしました︒お

高校の農家出身の女生徒＝二四名

彼は彼本来の姿を現わす機会を与

と行動の努力のなかから︑みずか

三年戸田るみこ

からとった﹁農村生活を改善する

えられずに群れのなかに埋もれて

には﹂というアンケートの数字で

らい︑おとうさんのほうがすき﹂

と︑

おかあさん

はほんとうに不足しているのだろ

大白倉

温海から

藤澤

中仙田から

冨山県から

條から

戸

戸

戸

またバスに乗りこみました︒バス

に

じ

一年すとうつかさ

あめがやむと

にじがでるよ

ぱくの

きんぎょばちの

みずのなかに

にじがうつった

なったよ

きれいないろに

とりても

みずが

！倫，＿

石新郎
．◎新婦

下小小大漏藤中中室中喜高埼田冨田霜田田田中木坪仁

も元気よく公認グランドに向って

！

8噂

高橋キヤウ

旱霧難馨艀讐残罐鞘鉄鰻多貴薙
ら作りだすものなのである︒

では︑その機会を作るのはだれ

いるのだ︒

が専業では四位︑兼業では五位と

ある︒﹁よい指導者を求める﹂声

闘

キ

紀

ヨ

ろう？この大きな疑問に︑明確な

らららららららららららら

ていてとてもまんいんでした︒私
たちは柏崎の海岸を見降しながら

び◎⑳《チ◎◎r◎◎ヂ◎《ゴ◎◎ヂ◎◎ヂ◎◎ヂ◎σ◎◎廼◎廼
なのだ︒全員が群れを崩さずに︑

長仁貝新根下霜下中下四中高木伊中大神沖沖ケ坪高坪
町平平平日屋崎 央社 崎原
岡田野新深新條新條新町敷市島友町倉町立立市山田山
か か田か田か田か田か か か か か か か

・つか︒この疑問には﹁ノ：﹂と答

學欝購拳皇篠章難務チ鐸錘鶉睾裳義

．つか︒よい指導者はいないのだろ

八八八九
一四六〇

ばかりだ︒迷えるヒツジさながら

護鶴諮馨捕嘱璽蘇麟篠簾繋騒幕

ξ一

答えはなく悩みはいりそう深まる

高橋ベン
冨＃ヒサ

新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新
婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎
田佐江片三茂小小増小斎高米高府押丸青星高大田中水
中藤口桐浦野林林田林木橋川橋録木山木名橋渕口村落
ミ

総 総 総総
総蕪雛

総癒総

佐山西丸
藤家山山

登登若田佐高太
坂坂山村藤橋田
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国民年金法の改正福祉年金が増額
からは二十二万円に引き上けられ
ました︒

支給されませんでしたが︑五月分

精薄弱省に障害年金が支給される

各福祉年金とも年額二千四百円

場合六十五万四千円から七十一万

応じて緩和し︑扶養親族が五人の

限の限度額を︑その扶養親族数に

扶養義務者の所得による支給制

a扶養義務者所得による制限

は︸万五千六百円︵旧一万三千二

六千円に引き上げられました︒

3公的鉦金との併給制限

百円︶障害福祉年金は二万四千円
︵旧二万︸千六百円︶母子︑準母

子 福 祉 隼金は一万八千円︵ 旧 ︸ 万

給される扶助料︑遺族年金︑傷病

戦争公務による死傷によりて支

月分から支給されます︒

疾病年金に対する福祉年金との併

年金が支給されます︒

されます︒

万円︶に引き上げ十月分から実施

童扶養手当法︑重度精薄児扶養手

三福 祉年金支給 制限の緩和
今まで は 受 給 権 者 に 二 十 万円以

四︑国民年金法の改正と併行して児

給限度額昂．十万二千五百円︵旧八

二︑障害年金に精薄．者も

五千六百円︶となり︑ことしの九

した1。

役場よりの支払いについては特
しておりますが︑現金で直接振り

川西中学校で

川西町商工会では次の新役員が
きまりた︒

濱水京平︵清水薬店︶

小川清次︵小川製材︶

丸山富司他十九名

高橋関太郎・藤原英世

生産技術研修
会のお知らせ

農業振興のにないてたる︑中堅

の促進と︑近代的な農業経営に必

農村青少年の︑自主的な集団活動

o

女

交通安全

手ぎわよく
ライン引く手に

白井

トヨ

太田白南風選

寺尾

洋石

代掻きのえつぷりの泥畦を越す・

苗代を作りて花にかかわらず

ひとところ空の明るき若葉雨

ヒヤシンス香りて花の日を続け

選者 太田白南風

田植笠畦に腰かけ乳呑ませ

大倉金子

手をのべてふれんばかりや花の枝

中屋敷白＃スミイ

春風や笑いの多き少女達

ひろぴろと桃咲く畑を耕せる

星名新田 渡辺チヤウ

ミシン踏む青田の風のここまでも

O植．え終えし田の面へ水の広がりぬ

か

支払いについて
郡市社会教窓目振興会︑青少任教

込み以外の送金の場合に︑若干日

青年の主張︼を募集

育部会では︑働く青少年を対象に

数がかかる場合がありますので︑

定のものを除き口座振替支払いを

広く﹃青年の主張﹂を原稿募集す
ご了承願います︒

零

中越体育指導研修会

︵出納係︶

ることになりました︒

これはじりくりものごとを考え
あう機会が少なくなっている昨奏︑

て現実の声を地域に投げかけ︑多

青年たちの主張をきくことによっ

県教育委賛会︑郡市社会教育振

れますから︑希望者は早めに産業

講師として︑別表のように実施さ

に県の専門技術飼や学識経験者を

くの人たちから青年の悩みや願い

の中越二市三郡体云目指導委員研修

興会︑川西町教云目委員会など主催

要な生産技術の研修が︑部門ごと

を知りてもらい︑相互の理解を深

これは二市三郡の祉会体調肖の振

の−いr︑きお知らせします︵産業課︶

ら二十五才までですが︑詳細はそ

参加年令は原則として十六才か

課までお問いあわせください︒

興をはかるため︑関係市町村の体

学校で行なわれる︒

会が二十穴︑七日の両日︑川西中

めて行こうというもの︒

テーマは①働きながらこのよう
にして学んでいさたい②職場の中
のように生きていきたい④農業に

本年度県社会体諏目の基本万針に基

本目指導委員およぴ関係職員にょる

で考えること③私は農村の中でこ

中で私はこんな青年になりていき

づく理論と実技を研修し︑今後の

生きる私の苦しみと欝ぴ⑤塚庭の
たい⑥地域や家庭の中でおとなた

社会体識目の普﹃及や指導にあたろう

四月一日より郵便貯金最高制限

郵便局から

れている︒

というもの︒講師は梅本二郎県教
育庁保健体育課長ほか十名予定さ

ちに望むこと⑦私はこんな仕事に
一生を捧げたい⑧私は男女交際を
こう考える︒

以上の中から一つを選んで四百
字詰原稿用紙六枚にまとめ︑必ず

住所︑氏名︑年令︑職業を明記し
公民舘﹁青年の主張﹂係宛申し込

ただいま郵政省では百万円貯金運

額が百万円に引き上げられました

て七月二十日までに十日町市中央

から十点夢．入選作として記念品を

動を実施しています︒ボーナスは

んでください︒なお応募作品の中
差し上けることになりています︒

合わせください︒

詳細は窓口または外務員にお問い

てください︒

無税で︑利率の高い郵便貯金にし
ほかの．又給制限なども国民年金と

庄！拠出制国民年金の年金額並ぴ

に保険料は昭和四十一年度より引

︵社会係︶

き上げ改正が予定されています︒

商工会新役員

同様に緩和されました︒

千二百円︵旧千円︶になり︑その

φ亀φ萎ψφ

が増額されました︒老令︑福祉年金

一︑年金額の引き上げ

ことになりました︒

任金法改正によりて福祉年金の

ートル、工費714万円で永久橋として完成

年金額引き上げ︑支給制限の緩和

昭和39年2月5日、渋海川に架る赤谷橋が

L受給権者本人の所得制限

九月からは精神薄弱者にも障害

【

△老後のしあわせ国民年金▽

蚕業試験場

風積鷲のため落下したが、このほど長37メ

当法も改正され︑手当ての月額は

家

年 の

青

r

■

一 畠

』

一 一 ■』

農業教育センター
同
上
同
上

き球根術と経営

男・女
男・女
男・女
男・女
男
男

食品研究所

ろ0

農業教育センター

50
30
50
50
30
30

㌻女壽

依

・女

と水田経『
百
上
加工技術と食生活
酪農 術と経営
蚕 技術 経営
養豚技術と経営
養鶏技術と経営
簿記と農業経営

舘 稲作

50
研
50 趾

研彦
場
会
日数人

時期

8
8
7
7
9
9
8
8
8

6月下旬
2月下旬
農畜産加工 7月下旬
酪
農 8月上旬
養
業 8月上旬
養
豚 8月下旬
養
鶏 10月中旬
簿
記 11月中旬
花き 球根 11月中旬
研修種目
水田作矛1回
水田作オ2回

竣功式は5月22日

上の所得がありますと福祉年金は

監理副会
会
事事長長

昭和40年度生産技術研修実施計画

成
完
谷橋
赤
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