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の人に知らせ︑できるだけ大ぜ

八︑けいれんを起したり︑おぼれ
た人を見た場合は︑大声で近く
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七︑水泳に適しない時刻や長時間
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泳がないこと．
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三三七︑三一六票

現

二九七︑八九七票

三〇六票

三〇八票

三二票

り返さないよう次のことを十分徹
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ー町議会報告ー

会議規則等を改正

法の規定によりて市町村が設置す
ら敷地として寄附する旨申し出が

裏の畑地百六十坪を富井正治氏か

榊︐剛︐慨郎擁︐載︐撫一︐︐︐︐︐︐︐蜘麟雛舞嶺離毒嚇壕榊
ホ

るいわゆる助産所で︑健康産婦の

と岩船郡朝日村が決定していたが

地代に充当してこれを町へ寄附し

に寄せられた香典や共済金等を敷

の場合も議員定数の関係や︑役場

分の二は三委員会であり︑川西町

紳

料
料
料

やんは入れぱだ︒とき

はぼくが︑せい年にな
るまでいきているとい
りています︒おぱあち

＊どき︑入れぱをと∩てハブラシ

ぼくのおとうさんは︑すこし

淋であらう．

琳

料頭がうすくなってきた︒
料 おとうさんは﹁とうちゃんは

料

料

一部拡張したもの︒

れを参議院議員選挙から適用する

昭和三十九年度︸般会計補正

災害復旧関係の起債が六十万円

予算

a

理を行ない︑併せて減額の範囲を

新潟県消防団員等公償組合規

消防団員及ぴ消防吏員が︑消防

り入れ︑分担金から同額を減じた

増となったため︑これを才入に繰

約の﹃部改正

を遂行したために災害を受け︑そ

業務に従事中危険をおかして職務

◎

ため専決したもの︒

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊速＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

うちの妹は二年生だ︒なにか料
ホ
あると︑すぐ︑ぼくにきかせる料
ホ
妹は頭が重いので︑おすと︑す纏
ぐ後へころがる︒たまに︑柱に紳
頭をぷつけて︑大声でな＜︒ 緋
ホ
ぼくは︑よいかぞくがいるの紳
で﹁いいなあ﹂と思う︒
＊
艸
淋

てくれる︒

あったらきけや﹂とぼくにい︹緋

﹁晶人しうかりべんきようして緋
ホ
くれや﹂という︒ぼくが勉強べ料
ホ
やでいりしようけんめいしてい＊
ホ
ると﹁晶人︑わからないことが料

ぼくのおかあさんは︑ぼくに料

な﹂とい︵ている︒

すりでもかリマ︑きて︑つけるか料

料

うちの人

の件として提案されたものである

ありたので今回の議会に寄附受納

料い︑十日町へいくと︑ぼくと︑

塁茂野晶入

談その他の保健指導を行なう施設

死去した富井ヒサ保健婦が︑生前

ぼくの︑おぱあさんはやさし

分娩と妊産婦及ぴ乳幼児の健康相

富井氏が寄附を申し出た理由は

母子保健の問題について非常に熱

継

辮

である︒

いては建築費の三分の二の国庫補

任期最後の定例会終わる

助と︑国民年金融資百万円が認め

同氏の妹で︑去る四月二十七日に

例年六月に招集される・二回目の定例町議会は︑参議院選挙その他の

この母子健康センター設置につ

都合により一ヵ月遅れて去る七月二十三日に招集された︒そしてこの

意を持ち︑献身的に奔走していた

ている母子健康センタi建設敷地として富井正治氏から寄附された土
他の一カ所として川西町に白羽の

たいというもの︒

雛離籍い餐

の設置が予定されており︑栃尾市

られる．四十年度は県下で三カ所

地百六十坪の採納についての案件であ︵た︒その他町長提案としては
矢が立うたということで︑急にこ

この日の審議の中心は︑上野連絡所︵旧上野村役場︶裏に予定され

議会が現議員の任期中における最後の議会ということにな∩た︒

ので︑その遺志を尊重して︑故人

専決処分報告が四件︑条例改正︸件︑消防団関係の規約改正一件が提

なお︑この畑の所有者は上野の

の話が進展したものである︒

趣旨に全面的に賛意を表して譲渡

丸山春作さんであるが︑富井氏の
を約したということである︒

常任委員会は三つに改正

ろ︑上野連絡所︵旧上野村役場︶

当局において検討されてきたとこ

それで設置場所と敷地について

出され︑それぞれ承認または可決されたが︑このほか議員提案として
が上程され︑いずれも原案どおり可決された︒

議会会議規則の改正と︑常任委員会及ぴ特別委員会条例の一部改正案

なお︑この日は会議に先立つて県民税納成績優良町村として県知事
から感謝状が贈られたので︑十日町財務事務所長からその伝達が行な
それぞれの遺族に対して行なわれた︒

われ︑引きつづいて戦没者故藤巻常治外十六柱に対する勲記の伝達が

議員提案として提出された二件

の課制との関連による所管事務の

−総文・産経・土木厚生ー

ンターは︑原則として平家でなけ

九条という膨大なものであるが︑

のうち︑会議規則の改正は全交百

＊＊＊＊＊＊＊＊・＊血不＊＊★T★丁累・＊＊＊・累＊山不＊壷丁血不＊＊＊＊血不血不★T＊＊★叩＊＊＊＊＊＊・＊

敷地の寄附を受納
と助産部門に分けるとか︑いろい

れぱならないとか︑保健指導部門

以上の二案については︑いずれ

とな︹た場合において︑これに最

のために死亡し︑または不具廃疾

バランス等から見て︑三委員会が
面的に改正したもので︑会議手続

理由の説明があり︑つづいて事務

も提案者代表の馬場議員から提案

最も適当であるというものである

は︑特別交付金として国から二十

答弁があり︑運営の見通しとして

の細部について規定したものであ

高百万円までの賞じゆつ金を授与 ．特別会計補正予算︒
三十几年度予算の才入に不足を

これは全国町村議会議長会で制定

母子健康センター敷地の寄附受

る︒改正の要点は①議会運営手続

局から内容説明が行なわれたのち

たもの︒

した標準会議規則の改正に伴い全

納の件については︑当然のことな

万︑ほかに県から十二万が交付さ

の高度化②委員会の権限強化③議

質疑︑討論を経て採決を行な︹た

ろの制限があるので︑実際には県

がら寄附受納の可否よりもむしろ

れるが︑他の例から推定してこの

結果︑両案とも原案どおり可決さ

◎

専決処分報告

川西町報酬︑︑費用弁償並ぴに

実費弁償に関する条例の︸部改
正

昭和四十年度国保︵事業勘定︶

となりたので︑これを昭和四十年

生じ︑三百四十六万九千円の赤字

度予算から繰り上げ充用して収支

昭和四十年度国保︵施設勘定︶

を合わせたもの︒

い︑投．開票管理者︑同立会人に

基準に関する法律の一部改正に伴

生じたので︑一千百九十六万円を

三十九年度予算の才入に不足を

議決事件

ついて新しい基準による費用弁償

特別会計補正予算

◎ 国保条例の︸部改正

たもの︒

四十年度予算から繰り上げ充用し

所得税法の改正に伴い字句の整

を支給しなけれぱならないが︑こ

国会議員の選挙等の執行経費の

補正︒

センターの設置そのものをめぐっ

ぴ用語の整理その他である︒

会運営の合理化︑能率化④字句及

もう一つの議員提出案件である

なお二件とも施行期日は四十年

することができる旨の規定を加え

の見込みであると述べられた︒

結局この案件についてはセンタ

まず︑この問題については︑わ
ざわざ多額の経費を投じて新築し

四常任委員会︵総務文教．産業経

九月一日からで︑改選後の新議員

委員会条例の一部改正は︑現行の

から適用される︒

の二の舞にならないようにという

済．社会土木・財政厚主︶を三委

ー設置後の運営について医療問題

要望が述べられ︑敷地の寄附その

なくても︑橘診療所その他既存の
かどうか︑また運営について国県

施設を利 用 す る こ と が で きないの
の助成や町財政との関係等の見通

員会︵総務文教・産業経済・土木

いて設置できる常任委員会の数は
四以内であるが︑県下町村の約三

その他の

ものについては満場異議なく可決

厚生︶に改めようというものであ

動機は
富井保健婦の遺志
母子健康センタ1は︑母子保健

る︒その理由は︑町村の議会にお

された︒

しはどうか︑といりた質疑に対し
て︑既存の建物を利用する場合は

建築に対する補助起債がないこと
はもちろんであるが︑母子健康セ

3。

4，

れた︒

ほかに町費四〜五十万程度は必要

下にもそういう事例はないという

ホ

て質疑や意見が集中した︒

上野に母子健康セン
ターを建設

一

料

＊

1。

（2）
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こども会を

﹄し

﹄

校︑青少協などの人たちで︑直接

イ︑顧問的指導者︑児童委員︑学
うに思われがちですが︑このほか

と指導者があればやウてゆけるよ

をご紹介させていただきます︒

の子どもは実にかわいそうだと思

ぬ間にりりぱに成畏しております

らです︒

した︒この間︑地域のみなさんの

生活に導いてあげましよう︒

子どもは日百とおとなの知ら

落単位でPTAなどが中心にな∩

あたたかいご協力と心からの深い

小林健三

性を育てる機会を失ってしまうか

にこども会をや︵てゆくための経

この大切な時期を逃がさず︑集団

います︒せりかくの子どもの社余

こども会の仲間入りはしないが︑

費の心配や︑ふだんのこどもの生

木島子ども会が誕生してから︑

こどもに

︸歩はなれたところから見守り︑

活をみまもり︑みんなでこどもの

もはや三年を迎えることになりま

幸せを与えよう

援助育成の万法を配慮する立場に

会が必要です︒これも町内とか部

健全育成を進めるために是非育成

てもら︵たらよいと思います︒

こども会の中に

はいり︑こどもと一緒にな弓て活

翁こども会発展のために

ロ︑直接指導者

ある人たちです︒

動する人で︑プログラムの編成や

よく伸ぴ伸ぴと活動しております

で一人の﹃ひねくれ者﹂や﹁非行

力いただいておりますが︑その中

ども会が誕生し︑その育成にご協

ご理解のもとで︑子ども会一同仲 のみなさんの深いご理解ありて子

幸い︑木島子ども会は町内全戸

が思いうかべられます︒それほどこども会はどこにもあり︑こどもの
行事活動の進め万についてこども

子どもたちは子どもたちの社会で

者﹂もありません︒子ども会が生

そして︑実際私たちの川西町でも︑木島こども会では父兄が育成会

こども会の目的は︑こどもの健
全な成長のためにあるわけですが

遊ぴ︑その中で︑尊い社会生活を

まれてまだ日の浅い会であります

す︒PT瓦がこの役にあたります

更におとなのためにも必要である

身につけます︒それが︑家庭環境

会幹部の相談相手となり得る人で

誉専門的指導者 社会教育︑公

と思います︒こども会がりりぱに

行に走る傾向があるようです︒も が︑その実績は多大であ∩たとい

や地域環境によりて︑人嫌いや非

をつくり︑その中に良き指導者を得て︑大きな発展をとげつつありま

年問題協議会でとりあげているこども会の育成について考えてみたい
と思います︒

民舘主事︑学校生活補導教師など

つてゆくような地区は︑おとなも

次の世代をになう川西町の子ども

りても過言ではありません︒

育ち︑すぱらしいこどもたちが育

﹁自分の子どもだけよけれはそれ

し︑校外集団活動をすすめないで

こども会には接触しないが︑必要

て行くようになると思います︒

ふくめた︑地域全体が進歩発展し

あり︑こどもたちの遊ぴを中心に
力する人です︒．

に応じ技術的︑専門的な立場で協

蓼こども会とは蓼
のこどもたちすべてで組織し︑そ

その遊ぴを通じて年のちがう地域

たちに一時も早く地域子ども会を

るという信念をもりていた︒学級

社会教育のネライは政治教育であ

︻てからのB町は︑住民が身近な

事実︑C君が社会教育主事にな

剣なまなざしでありたという︒

のは︑学習に参加する人たちの真

けたかりたが︑年令や家族のこと

ぱり︒いつまでもこの仕事をつづ

てもないことじゃないか︑の一点

ラクだろう︑キミにとウては願り

？

社教主事C君のこと

や講座やグループやサークルで︑
政治学習の行なわれない社会教育

9◆◆◆◆◆◆

つくりてやりましよう︒

こどもの生活の場を考えると大

二︑こども会育成会

でよい﹂といりた利己的な考えの

のなかでこどもたちが︑いつも自

しめくくりに木島こども会の指

主的な生活や創造の意欲をはぐく

導者である小林さんのアツピール

の三つに分けられます︒家庭には

こども会に

両親︑兄弟︑祖父母などがいて﹃

家庭がありたとしたら︑その家庭

先日︑A県B町のC社会教育主

を批判し︑建設的な意見を述べる

部落や町の政治に目を向け︑現実 も考え︑このへんがしおどきだと

◆◆◆◆◆◆・◆◆・◆ ◆◆◆▲▼◆■◆◆◆◆▲▼◆◆◆◆◆◆◇◆ ◆◆◆・・◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆6◆◆◆

事から一通のはがきをもら・︑た︒

町づくりのために正しくないと判

は無意味だと考えていた︒ゆえに

◆◆◆

．・私こと社会教育を天職と考え︑

むようにしむけられ︑話しあい活

浅学の身を終生この道にご奉公い

ようになった︒ここ数年の間に︑

動を続けながら︑よりよい民主的

町内とか部落単位に︑小学生か

断したことは︑学習の場で遠慮な

前向きな考えをも︹た有権者が多 思えなか∩た︒社会教育をトコト

いるし︑学校は教師およぴ施設が

ら中学生までとすることがよいよ

たす覚悟でおりましたが︑このた

く問題にした︒理事者や議員や教

の育成は十分守られています︒問
題は地域社会の場であります︒社

です︒

わがことのようにガクゼンとし

在職中は公私ともお世話になり．．

命ぜられ過日着任いたしました︒

ず︑つねに正論をは

ねず︑地位におごら

れても︑権力におも

育長にとやかくいわ︑

・ながるものとしてう になう立場を自覚してのりこえる

ちに反体制運動につ れを︑わたくしは︑町政の︸翼を

ことが︑一部の人た

くなりた︒こうした ンまでやろうとすると︑ 一度は必

C君のサセンは決して人ごとに

︽ ︒こどもの中の リーダー

た︒東京の大学でともに学ぴ︑勇

いてはじない℃君であ弓た︒

︽︒︒こども会の会員

翁こども会のしくみ鯵

な人間に育てようというものです

ぴが主体です︒こどもたちは集団

会の場におけるこどもの生活は遊

うです︒人数は二十人から三十人

ぴある事情により︑○○支所長を

整えられており︑ここでも子ども

の中で遊んでいるあいだに︑いろ

．ぐらいにすると活動しやすいよう

境が不健全であつたり︑危険が伴

ダーがいますが︑こども会をや∩

躍して同じ道にはい6たC君が︑

習集団から助言を求められるまま

こども会の活動をうまくすすめ

資格者を見つけたからひと休みし

るとからだによくない︒ほかに有

なく︑社会教育を何年もやりてい

教育長に抗議したら︑夜も昼も

かしさを身にしみて感じている︒

はいうのだが・・︒社会教育のむず

くたちまわりているからだとC君

な主事は︑自分かわいさに要領よ

うした問題にまで発展しないよう

こんどのような結果になりた︒こ

ことができた︒C君は︑自分の信

イクで飛ぴまわりた︒夜十二時を︑

なさい︒支所長とはいつても課長

念をあくまでもつらぬこうとして

すきて帰宅するような日が毎晩つ

待遇だし︑自宅に近いから通勤も

けとられ︑こんどのような事態に

とは思づたが︑さ︵そく︑くわし
いことを知らせてくれるようにと

づいた︒たまには家族の不平もき

なりたのだとC君はいう︒

ずこうしたヵべにつきあたる︒そ

うたり︑そのほか望ましくない状
態があ る 場 合 は ︑ 健 全 な 成長が 妨

ていく場合に一番重要なのはこの

あきらかにサセンされたと直感し

こともあろうに天職をうはわれ︑

に︑合併後の広い地域を自分のバ

こどもの遊ぴの中には必ずリ！

げ ら れることになり︑場合 に よ れ

リーダーです︒リーダーはこども
会の行事を計画したり︑実際の活

たからである︒ついにヤラレタな

るために︑どうしてもおとなの見

く︒そんなC君をささえてくれた

数日た︻て返事がきた︒C君は

いう意味の手紙を書いた︒

C君には昼も夜もなか︵た︒学

ことにもなりかねません︒そこで

ぱ不良化や︑反社会性が芽生える

動をすすめてゆく責任者です︒

守りと援助が必要となるのであり

が必要です︒指導者には︑

ていくにはこれを世話する指導者

△こども会の指導者

ます︒ここに﹁こども会活動﹂が

望ましい状態に整えられ︑導かれ

こどもの社会主活の場が︑健全な

われます︒そして︑その遊ぴや環

思りた︑とむすんであ︹た︒

いろな規律を身につけてゆくとい

応こどもに対する配慮が守られて

は会員と︑こどもの中のリーダ1

きくわけて家庭︑学校︑地域社会

の専門的な指導者で︑平素は直接

す︒このたぴ︑木島こども会から報告書をいただいたのを機会に青少

問題に関心をもつ人ならは︑その育成を考えるのであります︒

こどもの健全育成とか︑地域活動とかいえば︑まずこども会のこと

育てよう
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日可

月物

年郵

戦没者の遺族に

⇔戦没者死亡後︑氏を改めな

親等間︶と婚姻した者

O戦没者死亡後その遺族︵三

㎝︑配偶者の場合

⁝〜

特別弔慰金支給
このたぴ戦没者の遺族に対する
特別弔慰金支給法が本伍六月一日

この特別弔慰金は額面三万円の

公布施行になりました︒

円ずつ＋任間にわたつて支給され

を初回として以後毎年六月に三千

慰金を受けた者

位の遺族が他にいないため弔

に遺族以外と婚姻したが先騨

の昭和二十七年四月﹃臼まで

い婚姻した者

るものでありますが︑遺族全部に

無利子の国債で昭和四十一任六月

対して支給されるものではなく︑
Ω︺ 年金等を受けていたが︑成

二︑子の場合

遺族のうち誰も公務扶助料等
の任金を受けていないこと︒

年金を受けていないこと︒

概略は以上のとおりですが︑く
ねのうえ該当する人は来る九月一

わし．いことは役場社会係におたづ

等の三親等内の親族の場合
日より請求手続きをして下さい︒

四︑兄弟︑姉妹及伯叔父母︑甥猛

遺族のうち誰も公務扶助料等

全国戦没者追悼式

戸籍の窓から

うぷ声−御すこやかに

徳平長男

正一長男

徳義長男

清長男

寅治長男

鐵平長男

健長女

田中江利子米三郎二女
いたします︒

小川悦子充長女

昇天ー御めい福を祈る

誠金二長男

正信長男

桑原

小林

ノ
信也
三︑受領証の記入内容及ぴ注意事

す︒

とき記載例をもつて説明いたしま

項については︑用紙をお渡しする

正午には黙とうを

福祉年金を受け
ている皆さんへ

柄澤幸作沖立九二

新潟へ電話をおかけになる皆さ

四︑本人に代わつて他の人が代理
で受け取る場合は代理人の印かん

︵現在︶

申し込みください︒

︵9
2日から︶

二＋九日以降は新しい局番でお

︑

老令︑母子︑障害の福祉任金を

も必要です︒たとえぱ︑隣の分も

に変わりました︒

ま︑新潟局の市内局番が次のよう

役場社会係

いことと知つていて下さい︒

けません︒安物はまざりものが多

たかさごー御．円満に

金井フヂエ

室島から

高橋清治室島

今藤 清坪山

大熊ハル四日町新田から

松代町か

北堀益男 小臼倉
片桐澄子 小臼倉から
羽鳥卯吉 木落

富澤與利子

志げ

太田白南風選

黒島

寺尾 白井

夏木立匂ひ立ちたる夜の遭

凡石

艮子

ケイ

トヨ

寺尾白井スミイ

ることも大切︒冷蔵庫の過信はい 雲の峰三番除草すすみをり

心して食べられます︒早めに食べ

もので一カ月以内のものは一応安 胡瓜柴張られ巻蔓増えてをり

るもの︑製造伍月日がいれてある 宵闇にうつ然とあり夏木立

中屋敷 清水

米とぎて今日も終りぬ遠蛙

中屋敷南雲

風鈴や田原の中の一軒家

農薬に襯せたる耕衣秋近し

小臼倉江口

．干梅の土用三番に色づきて

炎大に休まぬ蟻み行き来かな

青田風うけつつ畦の草を刈る

伊友

鍵討9

受けている皆さん︑次の支払いは

の印かんも必要です︒

預つて来るような場合は預つた人

郵便局で支払いの取り扱いが今

九月六日からです︒

五︑国民任金証書及ぴ受領証用紙

四時まで次の場所でお渡しいたし

は︑九月六日の午前九時より午後

後次のとおり変わりましたのでお

て郵便局でお金を受け取るとき

千手地区

橘出張所

上野運絡所

ます．

知らせします︒．

では郵便局の方が受領証を代

押印してくれましたが︑今後

上野地区

器羅 顯瓢

7便
和3
昭第

のであります︒

鉦となつたため受けられなく

次の条件の人たちに支給されるも
支給条件

なり遺族りつち他の誰もが伍
金を受けていない場合で弔慰

遺族援護法にょる弔慰金︵五万
円 ︑ または三万円の国債 ︶ を 受 け

金を受けた者
弔慰金を受けなかつたが弔

た者︵本人と同順位者のものを含

⇔
ている場合は戦没者の子に限

慰金を受けた遺族がなくなつ

む ︶ で昭和四＋年四月一 日 に お い
を本人を含めて誰も受けている遺

り転給される

て︑公務扶助料遣族年金等の任金
族がないという場合で次の区分に
三︑父母︑孫︑祖父母の場合
ぼ
備預金口座から振替によつて納⁝

税するという現代の新しい墨

は受領証の記入及ぴ押印は︑局の

ハムソーセージは腐敗

橘・臼倉地区

しやすい．．切り口が変色した

窓口で受け取る人が書いて差し出

六︑証書専用の印かん及ぴ保管証

仙田出張所
すことになります︒したがつて︑

を必らず持参してください︒

仙田地区

鞍難襟られ㎜

今までのように受領証の書けない

組合長

り︑ねぱりがある品は危険です︒

電報電話局か
らのお知らせ
八月二＋九日

新潟市の市内局番が変わります

ら押してみて弾力のあ

七︑九月六日に都合できない方は

てあげて下さい︒受領証用紙は九

︵社会係︶

当日は任金を受け取ることができ

◎今月︵8月︶は個人事業税の納

二︑としより︑盲人などのため臼

上野納税貯蓄組合

清水京平

人が九月六日に郵便局に行つても

方法を八月から採用実施するよ

桐中岩小仁元田高鶴沖沖
仙
臼
原
山田瀬倉田町中田吉立立
σ◎
σ燈
数川丸藤平高大山
藤崎山巻野橋久田
喜
保
輝徳源平ミセリリ
夫恵一治キキンヤ
沖新根塩上中野仁
町
仙
立新深辛町田口田
田
三四六六七七七七
二九六六四六八八

6645442322
局局局局局

千手商工会納税貯蓄組合．

65432

よります︒

県税＋日町
財務 事務所

◎県税に対する川西町のみなさま

の日ごろのご協力を深く感謝申
し上げすばらしい納税成績に敬

敏 和道正正久
江哲彦弘彦徳徳

局局局局局
後目役場までおいでください︒

組合長

意を表します︒

扁輻礪纏

の

ませんからご注意ください︒

橘納税貯蓄細合

分で受領証を記入することのでき

十日町支店長 中山 貢

ない方には家族が前もつて代筆し

の組合長さんの深いご理解によ

月六日に一月︑九月期の分とも三
枚を国民任金証書とともにお渡し

清水信驚

新潟県信用組合

組合長 永井正雄

関口重美

こぞつて納期内に完納下さいま

期ですから31日までの間に全町

すようお願いします︒

＄

千手支店長

包装の上か

か

8月15日

りまして納税貯蓄組合が納税準

◎納税者のみなさまならぴに左記

筆し 今ま

（4）
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