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工式を挙行した︒

昭和三＋六年四月に発足した統合川西中は本年度で整備
が完了するか︑さる八月二＋日偉容をほこる体育舘で竣

幽九月の行事

議員研修会︵長岡︶

郡市青年のつどい

＋三日 農業委員会

民主委員会

千手神社祭礼

母子センター入札予定

教育委員会

勤労者野球大会

十一日

種子更新協議会

十四日 国保運営協議会

八日
二日

十五日

﹃日町議会
三日

橘中学再建相談会

土地改良会議
五日

としよりの日
二＋日航空日

﹁四日

六日

二士昌日

秋分の日

国勢調査説明会

七日

まり評価基準を定めておりますか

〜卵
ノの5
〜ノ﹄︷
効用

卵の黄味としろみ︑何しろその ら︑不明の場合は︑税務署へおた
中には新しい主命が宿︵ているこ ずねください︒

ら︑六カ月以内に申告して納税し

とですから︑いろんな栄養素が含 ︑三︑申告期限
まれているのです︒とりわけタン
相続の開始を知りた日の翌日か

パク質は良質で︑鉄も有効成分一

収穫期の防犯

なければなりません︒

よく温かいごはんに生卵をかけ

〇〇パーセントのものです︒

て食べますが︑米に不足なアミノ
農家にと︹ては︑収穫期が︸番
酸を補︵てたいそうよい組み合わ いそがしい時期︑この時期にはい
ろいろな犯罪や事故などがおこり

おもしろいことに︸つ殻の

トのかたがたが安心して仕事が

やすいもので︑警察では農家

せになります︒

なかには︑
し︵ているのに︑黄

んも仕事にのみとらわれず十

ポを強化するが︑蒙の桑︑さ

できるよう︑とくに防犯活鋤

ン
性食品です︒

味は酸性︑しろみはアルカリ

︻相続税︼

報すごしたいものです・

分に注意して農繁期を無事に

被相続人の総遺産額から被

ましよ︸つ︑︑

﹁有線放送

もけやく警察へ騒け出るよう鑑し

よ・つな者がたち中︑臥わ︵たら︑︷刻

とか︐り近便︐の協力でこの

いするキメ手であろ．

た押売りが告臼しているように︑
届け出と連絡が押し売りをげきた

のある所へは行かれない︸と捕っ

け込むチヤンスです︒

農繁期の手薄なときは彼らのつ

早く届出を︒

◎押売りや不審者は︑︸刻も

広◎ア藁予防に戸締りを

税務署では︑時価のきめ万︑つ

続のときの時価によります︒

ておりますが︑その他の財産は相

については︑その評価万法を定め

や定期預金の権利など若干の財産

相続税法では地上権︑永小作権

二︑相続財産の評価

すること︒

との合計額︶を超える場合は申告

相続人数に五十万円を乗じた金額

る基礎控除︵二百五＋万円と法定

し引いた価額が︑遺産にかか

相続人の債務︑葬式費用を差

騨︑申告しなければならない人

も

ス
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萎暴︑副委員長の配分について

蓄華三奮会に肇ので

の申し合わせについて検討した結
果︑これを実情に合わせて二年と

南雲章氏が再ぴ議長に当選した︒

平野圭二

教委に丸山・
水品氏を任命

聾査奮に内罠

高柳町︑川西町︑松代町学校
組合議会議員︵二人︶

章斉覆政良

十日町市︑川西町伝染病舎組

南雲

章 田中与三郎

水落達

川西町国民健康保険診療所運

南雲

営委員

小川溝次︵以上議員︶

小林申㎝ 中村昌平

一

田中

片桐荘太

関口重作

藤原英策

高橋吉太郎

︵以上地元選出︶

凌治

なお診療所運営委員は︑これま

で千手︑橘と診療所毎に各七名の

◎

合議会議員︵ご人︶

◎

︐◎

．事等は次のとおり︒

その他︑この議会で決定した人

殊

会最初の議案として満場一致同一 委員で構成されることとな内てい
たものを︑条例の心部改正を行な

同嚢が奮された．この案は璽

正鱒噂毯二噸︶の震を軍る︸

で辞意を表明していたので︑その冒

高

星

馬場卜禅
九人

田中与三郎

この議会にその任命︸

比較的スムースに認し合いが成立
したが︵て︑今回は委員長︑副委

斉喜政良

山家音平

和

員長を投票によることなく︑指名

委員

委員長

丸山茂吉

桐主昌平

副委員長

中村昌平

和田光興
南雲章

意が与条れ蒙︑新委募両量

一

今回の選任については千手地区の

って両診療所を︸本とし︑委員を
を議場に招いて即刻町長から辞令一
が交付されたことも前例のないこ〜 十名としたものである︒ただし︑

とであ君．

一
一

渡貫軍治

登坂禄蔵

馬場卜禅

茂野倉

富井政

滋野一

小林与作

を有する者の選任は次回持越

なお監査委員のうち知識経験

内山常治郎

区
良
監査委員︵議員選出︶

中村金作

③公益代表︵議員︶

光

川崎信夫

②医師︑薬剤師代表︑藤巻力雄

之助

久保武義

①被保険者代表︑清水周平大

おり︑次回までに選考される予定
◎ 国民健康保険運営協議会委員

丸山富司氏は︑日大商科卒業後﹇ 地元選出委員が㎝名欠員にな︷て

国鉄信濃川工麗島肇選

務﹄輩肇諭会長︑現遜

西建材取締役社長︑川西商工会専一
ハ
務理事︑丸川酒店店主︑四十二才㎜
水品氏は前議員で︑上野村当時一

から通算十四年五月を議録として︸

︻

在職県町村議畏会の表彰を受けて㎝

寒その他消防団翻長︑農協㎜

︑︒

㎜

理事︑農業委員等を歴任︑五十二一

なお︑杉本教育長も九月十五日⁝
をも∩て任期が満了するので︑再︸

才︒
平内山常治郎

任の同意案が提出され︑満場㎝致一

桐生周
︵南雲章は議長としての立場か

同意が議決された︒

︸

︸名欠員という形となろ．︶

ら委員を騨︐退︑土木厚生委βは

斎木定太郎

こととなり

後任として丸山富司︵千手V水品㎜

の両氏は・いずむ農上の理塾

教育委員高橋勇太郎︑上村省司︸

和田委員長

ー町議会報告ー
昌

長南雲儀田中へ両 氏 を 再 選
議

新議会の体制づくり成る
去る八月七日に行なわれた一般選挙で選出された新議員の任期発主
︸
綱

の日 に 当 た る九月㎜日を期して 初 議 会 が 招 集 さ れ た ︒

注目されていた正副議長選挙は開会冒頭に行なわれ︑議長に南雲箪

や︑十日町市︑川西町伝染病舎組合議員の選挙等があり︑町畏提出案
六票

丸山恒正

＋八票 南雲章

任同意の件とこれに伴う条例の︸部改正があり︑監査委員については

︸票

件としては︑欠員中の教育委員の任命同意の件︑診療所運営委員の選
議員選出の委員についてだけ同意を求める案を提出し︑知識経験委員

を

し︑それぞれ次のとおり決定した

常任委員会については︑これまでの四添員会序︑三委員会に改正した ︐することに変更する旨の申し合わ ︸は相当難航するものと予想されて
ので︑委員長の割り振り等について難航が予想されたが︑実際には正 せが確認された︒
餐．ところが︑正副議長が決定
再開後ただちに議長選挙にはい ・した結果︑各地区毎にまず常任委
副議畏が決定したあとは比較的スムースに話し合いがつき︑それぞれ⁝
り︑議席順に堂々めぐりの投票が 員の割り当てを行ない︑その線に
別 項 の と お り決定した︒
ほかに︑高柳町︑松代町との組合立になりている桐谷校の組合議員⁝ 行なわれ︑開票の結果次のとおり ︸添りて話し合いを進めたとこスノ︑

副 議畏に 田中 与 三 郎 の 両 氏 が そ れ ぞ れ 再 選 さ わ た ︒

山家委緯長

会の構成について︑これまでの四．

橋惣八郎

委員

副委員長e 丸山憧正

委員長

藍馨常雛べ人

名安信 押木二吉 中村金作

委員

九人

推薦で満場㎝致の決定を見た︒
市川富二

︵ほかに臼票︸︶

登坂敬憧

は 次 回 に 持 ち越された︒

ここで南雲新議長から︑きびし

副委員長

委員

◎総務文教常任委員会

以上のように︑今回の臨時会は議会の体制づくりと︑人事問題に関

い町財政の下で議長の職務を遂行

久井精一

小川清次

長

するため︑重大な決意をもって臨
議長にかわりて議長席についた︒

みたい旨のあいさつがあり︑臨時

滋野一郎

小林与作
つづいて新議長の下で副議長選

小林与作
平野圭二
中村金作
︵ほかに臼票一︶

小林申㎜

係したものだけとなり︑予算を伴う実質議案は次回以降に持ち越され
ハ

あいさつがあり︑つづいて議員の

まず︑憧例により町長の招集の

るこ ととなりた︒

議長等の任期は
二年

挙が行なわれ︑開票の結果次のと

田中副議長

◎産業経済常任委員会

自己紹介︑町長の職員紹介が行な

騰

田中与三郎

おり田中与三郎氏が再選された︒
＋七票

われ︑次いで仮議席が指定されて
︸いよいよ議長選挙の臼程にはいり

︸票

六票

実態に即して申し合わせ・

の調整が行なわれたが この話し

た︒選挙の前に暫く休憩して最後

南雲議長

議．

市川委員長
正副議畏に次いで議会構成の骨︷
格として重視されている常任委昌

指名推薦

正副委員長は

一票

二十六名全員出席の中で︑この

合いの中で︑﹁議長以下役員の任

日の会議は三期連続年長議員とし

ての馬場臨時議長の司会で開会さ

年とする﹂というこれまで

期を一

郷
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激戦あとの疲れをも見せず︑向

長選評でも述べた︒超過したから
になると思りた︒そうでもないか

全焼すれぱ︑そのシゲキが中央へ

にもり︵ぱな︑県下にも例のない

なみならぬご努力により︑こんな

町長さんをはじめ︑関係者の並

ロの

ロ

ロロロ

ロ

ロほじロロ

ロロ

5000

ロヨロロロロの

●●〇一〇600口卿OO口O口6

郡市青年のつどい
ロロ

●O口000■0口O

学校を作りていただきました︒わ

の統合にふみきる絶好のチヤンス

きり︑この地区の統合は永久に不

たくしは︑ほかの学校の校長さん

どれだけの支持を得たかを知るこ

とができたのではないのか︒だれ
可能のことかもしれんからねえ︑

郡市社会教育振興会︑青少年教

こそわれわれが投票でき︑だれが

かが落ちるのは当然のごと︑最後

や地元の人たちが︑あれもほしい

後四ヵ年間の町政をになう町議会
慶のいたりである︒議員各位よう
子どもや町の将来を︑考えれば︑学

がスタートした．まことに︑ご同

みなさんが清き㎜票をお願いした

まで堂々と戦い︑わずかの差で当

九月十一日〜十二日
十日町市民体育舘で

のはついさきごろ︑われわれはみ

育研究部会の主催で︑十一日から

なりています︒

受付︑夕食︑班別話しあい︑続い

第一日目の日程では午後六時から

ダンスとな︹ており︑翌二日目は

てキヤンドルサービス︑フオーク

張﹂入選者の発表およぴ表彰があ

午前六時起床︑朝食︑﹁青年の主

り俵谷先主の﹁男女交際と青年の

たくさんも︹ておられたことをよ

ここも増築したい︑という願いを

中食︑全体の話しあい︑閉会とな

生き万﹂についての講演があ∩て

のほうがトクにな︵たんじゃない

において〃郡市青年のつどいヴが

合宿で二旧間︑十日町市民体育舘

校を㎜つぐらい焼いても結局はそ

く知りています︒それを︑この学
校を作るために耐えしのんでいた

開かれる︒

人百五＋円︑携行品は米五合︑シ

選できなかりた人の健闘をたたえ

だき︑わたくしの学校だけをこの

このつどいの趣旨は︑最近魚沼

ーツ︑洗面用具とし寝具は主催者

その愛町精神をおおいに学ぶべき

纏藤醸︑購徒数は年ねん激減し

ようにり∩ぱにしてくださりたと

地域の青年たちがお互いに交流し

なさんの公約のゆくえ．に注目し︑

暫標麟朧議ている・やがては維

いうことに︑ただただ︑心から感

をとおして親睦を深め︑いろいろ

あう機会が少ないため︑共同主活

が用意する︒

もろ手をあげてバツクァツプして

持管理にさえも手がまわりかねる

謝申しあげたいという気もちでい

な問題をみんなで考え︑語りあい

×

㌧×

カブトの緒をしめて頼みますぜ︒

×

⁝

0
この春︑ある町の
学校の︐一部が焼けた

巴

訓︑ 錫謬騒盤騒 か︑という論である
し
D︸．． 眺衛甥−．唱鯉盤 なるほど︑児童主

時代がやりてくることは必至︑学

りぱいです3︒さる八月二＋日︑

記用具を忘れないように︒

㎜

丁地区のsさんは︑中学校が火事

校が焼けることには賛成できない

川西中学校竣工式の席上で︑樋熊

ながらお互いのむすぴつきを深め

の参加者が予定されています︒

×

だあ︑という声をきいたそのとき

が︑Sさんの考えかたのソコには

校長の述べた謝辞であ∩た︒川西

ていこうというもので︑ことしは
次のような計画で開かれることに

×

一名超過というさぴしい町議選
いが︑と思つたそうだ︒とんでも

い︵そのこと全焼してくれればい

前向きな何かがある︒頭がどうか

よ︑校長の︑この気もちを忘れな

中学校よ︑おめでとう︒生徒諸君

であろう︒

であ︵たが舌戦は激烈をぎわめ︑
それだけに各候補の政見をよくき

ない︑お前さんの頭はどうかして

いのか︒おたがいに︑じりくり考

しているのはこりちのほうじ巾な

いくことにやぶさかでない︒大事

かせてもらうことができた︒だれ

いるぜ︑とい弓たら︑キミ︑考え

送については一回百円

猟︑

蹄灘難騒購

うぶ声1御す二︑群かに

参加者は勤労青少年︑経費は﹃

その他︑運動のできる服装︑筆

へ

八月末日までに当町では二十名

木 落

八四

武裕︑野 口

小川ハノ岩瀬

山家 ヰイ

昇天ー御めい福を祈蚤
星名ソノ上野 九一
高橋留蔵高倉 八六

滋野

サト

三五

四〇

五八

七〇

山ロ

清上野

﹃九

七一

数藤龍子悌一長女沖立

星名 善彦信善長男沖

清水

チイ 小白倉

田

片桐

木

仁

丸山 恵子勇 長女木 島
中村 弘美悌二長女坪 山

相崎正美沖立

二女東善寺

喜多

幸子信︒

阿部 聡巖長男中島町

○

一六

恵子

島

丸山

村山 正一 高原田

奈保子忠雄長女元

たかさごー御円満に
木落

原

︵◎新婦

︵◎新婦

◎新郎

◎新郎

丸山

戸

長女下

高橋邦子正春二女田

︵◎新婦

和枝隆

小川美夏廣︸長女赤谷
学新︸二男高倉
齋木

◎新郎

清水信安久︸長舅寺尾

高橋

勝虎次二男高

倉

藤田まゆみ富雄二女根深

田村さち子洋吉二女上 野
押木 和美米作＝女元 町

柳

町

立

︵ている︒

かが辞退ずればよいのに︑という

な︑多難な町づくりの問題が山積︑
みしている︒主権在民をわきまえ

人がまだあ︵たが︑こうした考え

いで勉学に励むことだ︒

えてみたいことのひとつ︒

月額一戸二五〇円

・戸籍の窓から

てもみなさい︑となりの地区には
超デラツクスな鉄筋校舎ができた

がまちが∩ていることは昨年の町

一一〇円

一︑基本料

二︑部落内の伝達事項放

加算する︒

一枚増すごとに百円を

枚につき一回二百円︑

一︑四百字詰原稿用紙一

左の通りとする︒

・有線放送の利用料は

・かに市外通話料︶

者より一回一〇円︵ほ

料 取次申し込み加入

四︑電々公社電話取次

合

助産婦を対象とした場

＊＊＊＊函＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊弗察孝＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊︐＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊F＊＊＊＊＊＊＊＊＊

さあ．

どんど んご利用くださ い
上野・橘に有線放送が完成・
．工事請負人

新潟県経済連

芸る六月八日上野農協で起工式
が行なわれ︑有線放送工事が進め

︵下請・⁝八重電業社︶

電気
．有線放送のコールサインはUT

東芝

・器械のメーカi

られてきましたがこのほど完成し
八 月 二 十八日上野小学校で 盛 大 に

竣工式が開かれました︒この放送
は︸日から開始され利用者は大喜
ぴです︒

Yとする︒■

三六五戸

三︑放送を依頼する人は

．電話の使用料は左の通りとする

上野地区

四七八戸

．総加入戸数

橘地区

所定の原稿用紙により
放送期日三日前までに

五円

利用料を添えて申し込

五〇円

十月〜三月︵八時三十分〜六

二︑通話料 通話噸回

時三十分︶四月〜九月︵午後九時
ただし警察署︑消防本部︑医師︑

むものとする︒

三︑時間外通話料一回

五五万円

から翌朝六時まで︶

八四三戸

輔︑ 九五〇 万円

鰯︑八九五万円

諸経 費

千藁から

沖立

＋臼町から

中鳥町

村松町から

山相中高桐田
本崎林橋主口
ト 道輝
愛清ヨ勇子夫

0際
・／

9

合計

工事費

・ 総工事 費

計

ヱ
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︑に

し農畜産加工青年研修会ー

研修 を振り返︑つ

やしないかということでしたが︑

そんな事もなく研修を終わりホツ
としました︒

わついた落着きのない者として見

対しても真剣になつて考えている

の農業問題や自分運の結婚問題に

者同志の生活は誰にも習うことの

間形成の上から以かよつた環境の

身につく事ですが︑それ以上に人

直言づて講義や実習は学んですぐ

験が出来た事と共に︑この研修会

る事の出来ないであろう貴重な体

にして︑たいした苦痛も与えずに
過ぎてしまつたが︑私は生涯忘れ

出来ない︑自分の体験からだけし に参加するのに協力して下さつた

今の青年が皆そうであるようにう
ているおとなが多いこの頃︑誤解

か学ぴ取る事が出来得ない︑新鮮

四日目の授業に﹁これからの農

のない広い視野でわれわれを見て

業と農村女性﹂という講義のとき
﹁こんな農村に私は住みたい﹂と
欲しいと思います︒

五十川博美

したが︑結局先生にしてもらつた
いうタイトルで座談会がありまし

沖立

ようなものでした︒十時までの予
一︑農休日が欲しい︵週休︶

た︒その中から

内臓等に分離することが出来た︒

四︑共同化︵農作業︶を進めたい

三︑時間にけじめのある生活

共通点がありますので︑いつそう

の人たちぱかりだから︑自分の立

つた生活環境の似かよつた同世代

であつて︑現実とはほど遠いとい

になる︑だがこれらはユートピア

基盤整備のされている所という事

平坦地︑交通の便がよくいわゆる

農業の立地条件として山間地より

では思つています︒こういう点か

鳴出来るようになつて来たと自分

として冷静に︑客観的に批判し︑共

までとは違つたおとなの目︵？︶

である︒農業に対する考え方も今

よかつた︑ためになつたという事

チャンネル権

今日一日の

いいこと

オジイチャン

まかすん

オバアチャンに

ですよ

す︒

︵としよりの福祉週間︶

せめてこの位のサービスを

八目間は微風が吹き抜けるよう

方々に深く感謝しているしだいで

加茂にて七月二十八日から八日
定が午前中いつぱいかかり︑引き

こうなれぱもうしめたものだ︑嫌

五︑若い人も年寄りも自由に話し
あいの出来るところ

親しさも増します︒違う点といえ

なくなりましたが問題はこれから ︑な私にとつてこれが一番の魅力で

たり︑星をつかまえたりして紛争 ールは綿密に立てられ︑勝手な行
・の宋？やつとのことで足をつばり 動は許されない︑団体王活の中で
︐上げ竹の棒につりさげました︒こ﹃ の規律は一人一人守らなければ保
うなると鶏む観念してか騒ぎ立て たれないのである︒合宿の未経験

いつのは全部が全部このように出来

にも向上したよろに思います︒無

ら私は少なくとも成長し︑人間的

︑ないぶきを体内に感じさせる︒

間にわたる研修会に参加した私は

続いてすぐ調理だがその前に解体

だ嫌だ気持が悪いでいても料理が
六︑専業農家に嫁ぎたい

ぱ同県下であつても方言が大分異

貴重な体験だつた

ことを喜んでいます︒これは正し

今までにない貴重な体験の出来た

農村女性を対象とした研修会で︑

出来上つて食べるときのみんなの

七︑近代的な農家の立地条件

のニユァンスが微妙なところで違

なることです︑アクセントや言葉

この研修会は県下各地から集ま

二十七名の参加があり︑期間中合

嬉しそうな顔々々︒幸せがいつぱ

一︑の週休が欲しいには︑参加

二︑休日には家族が揃つて出かけ
たい

・宿する立て前になつている︒内容

いというところだ︒現金なもので

者の殆んどの地方に週休があつた

苦闘の末ようやく︑もも︑首︑骨

は涼しい午前中は講義を中心に︑

ある︒しかしあの時の鶏のうらめも

います︒夜︑床に入つてからの語

がある︒先生の指導のもとに悪戦

午後からは実習というふうになつ

しそうな目︑今思い出してもトリ

り合いは︑単なる方言の面臼さで

くいうと﹁農畜産加工青年研修会

ており︑主なものとして﹁これか
らの農業と農村女性﹂﹁明るい家

いだろうか︒五︑に関しては理解

これは三︑にも関連するのではな

あつたが︑かつ団体生活︑共同生

ないからである︒だから誰もが私

知な私にとつて︑この八日間はあ

長寿おめ

祝菓が贈．呈されます。

﹂といい︑十六〜二十五才までの

庭を築く た め に ﹂ や 一 般 教 養とし
ハダが立つ︒

場や家庭における悩みにそれぞれ

て﹃家庭電気﹂

面きの悪い言葉だが︶段になると︑ 活に不安を感じていたことも事実

です︒いよいよ殺す︵ちよつと人

であった︒また一番心配だつたの

い︑こうなるように努力したいと

たちの時代になつたら︑こうした

まりに得ることがあり︑考えさせ

は

﹁予算主活と家計

簿記﹂実習に﹁鶏の解体とその調

轟いつもごいつも八矢礼︾しりご

はこの人たちとうまく調和してい
けるだろうか︑自我の強い私はす

られる問題が沢山ありました︒正

と、

こんな農村に

題が出て来ます︒過渡期に来てい・

るといわれる農業や農村の底辺を

は片付けられない深刻な悩みや問

えぐるよ・つな問題が展開され︑そ

ある姑のいる所︑農村独特のいや

る︒六︑の専業農家に嫁ぎたいは

れに関しての質問や賛否両論︑意

な風習や因習のない所となつてい
専業︑兼業半々くらいであった︑

見がとぴ出し︑時には笑いの渦を

住みたい
私たちの行動は定まつた時間割

専業という意見の人は田圃の理想

﹁肉類の加工﹂

理﹂ ﹁漬物の作り方﹂加工に﹁ト

に従つて左右され活動する︒六時

耕地が三〇〇〜四〇〇アールに畑

・みしてしまう︑・とは言うものの自

かつただろうか︒このように当面

殆んどの人が思つていたのではな

で4… 、多 一

々トケチヤ ツ プ ﹂

その他﹁働く女性の美容﹂﹁野菜

時から九時までの委．員会や楽しい

起床︑ラジオ体操から夕食後は七

二〇アールくらいという規模であ

ら離れなかつたことは︑参加して

巻き起すこともありました︒この
八日間の研修期間をとおして頭か

二日目の﹁鶏の解体実習﹂は二

人唄組でバタバタと必死に抵抗す■ レクリエーシヨン︑そして十時の

るが︑これはあくまでも平坦地を

の 栽 培 ﹂ eto︑広範囲にわ た る
内容で講師も多彩な顔ぶれでした

消灯︒このように一日のスケジユ

．．倉もそめひとりだうたがとにかく

とが出来なくなり︑わがままが出

ぐ感情的になつて自分を制するこ

目．喝鶏を二人がかηで羽根を押さえ

対象としている︒七︑の近代的な

の 場 合 も 強引 に包丁を押しつ け は

ρ︶〃

0

怒

うζ§鯉

〃

，

ノ

︑報

て

・氣持のいいものではなかつた︒私

ノ 正司母）に県知事から褒状と座布
千手の大井リヨさん（明治8伍1月11日
団が贈られますQ
嶋
9月15日はとしよりの日です。
リヨさんはめでたく88才の高令を重ね、この日知事からお祝いをうけること
になりました。なお、75才以上の572名のかたに、やはり知事からお祝状と

（4）
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ありのまま正しく書こう
国勢調査
＋月一日

＊0鵬＊層●＊

昌中仙田小塵

でいてもろくによめやしないし︑

夕がたになるとおばさんが﹁えり

おかあさんとい︵しょにきました

のでつれていきまし把︒

ませて聞いていたら音楽になりそ聖

葱という票した．よく耳をす

一ま∩た．

一子ちゃんもい︵しょにおどりにつ うだ︹た︒その声を聞いていると
れていりてちようだい﹂といりた ﹃だんだんねむくな︹たのでねてし

話もできないみたいだ︒この間私

一めだ﹂などとしらない子がい︵て

がいつものとおり待合室にいこう
夏休みに思つたこと
六年小林その子 汚ると蕎は︑はい︵本︑和だ

でした︒いやになハたので家へか

考えることはほんとうに大切だと

をしていて﹃かえりたかい﹂とい

万と楽毒に待．ていた．夜にな

たべはじめた︒すこしたつと﹁す

はじめた︒私の家では夕ごはんを

えりたらおかあさんだけるすぱん ﹇りあたりがみんなまりくらになり

るのにつめなくて︑ゆり

すい ワちょん

十時にな∩たのでねました︒

ました︒とりてもきれいでした︒

．ちたいと思りた︒

一聞いていた．ほんとうにきれいな

︸りて・ごはんをたべながら静かに

L︶た︒わたしもせんこう花火をし 一いている︒私はとてもうれしくな

た︒にいさんが大きいのをあげま τいう票した・蓬きょう藁

それからそとで花火をあげまし 一！いりちょん︑すーいりちょん﹂

∩て︑うりをき︵てくれました︒

ん

思︵た︒

ぼ

歯医者でもそうだ︒待合室で待

わたしは︑夏休みにいちばんお

お

たりとあかしておきなが

む︑みんながつめればも 一いたほうがいいのでや︵てもら∩
O
みんなが︑ 相手の立場を
りと多くの人がすわられ ている

いつのまにか夜があけて朝にな
わた しがおどるとち︑いさいえり
﹄私をはいらせない︒足でけ︵たり
★丁億o ＊oG ＊ロo＊の願＊曜O＊oo ＊8ロ ＊●9 ＊O唇＊0巳 ＊Oo ・＊a●＊oo＊屡o＊︐目 ←不 ・ 私は虫歯が三本あるので八月の
子ちゃんもまねをしておどりまし りた︒私が起きるともうおかあさ
榔 今年の十月︸日には︑全国いっせいに国勢調査が行なわれます︒国幽 四臼から︑十日町の歯医者へかよ するのでがまんできなくなり︑は
勢調査は︑国のもりとも基本的な統計調査で︑全国はもちろん都道府 ∩た︒行く時もかえる時もバスを たいてや︵た︒い︵きぴだが︑ま た︒長いきものをきるととりても 万は嘉でせ．せとはたらいてい
うれしいです︒学校の前はい∩ぱ 一た．洋服をきかえていると︑ふと
県︑市町村ごとの人口の大きさや男女︑年令︑職業など人口の構成を一 利用したため︑いろいろの人に会 π︑ける︒ほんとうにいやに焦
﹃
§
︑の︷た︒もう︑歯医者なんかいきた＜． いでんきがついているのでひるま タベのすい∩ちょんのこと力思い
萌らかにするため︑五年ごとに行なわれています︒今年の国勢調査は一 りた︒先主︑友だち︑しん るも
人などにあう︒バスはだいたいこ 〜ないと思︻たが︑ちりようしてお のようにあかるくて人もい︵ぱい だされた︒またきょうも聞こえる
大 正 九 年 の第一回調査から数え て ち よ う ど 十 回 目 に あ た り ま す ︒

ください︒今回の調査で調べる事

には正纏︑にありのままを記入して

県︑市町村などが︑教育︑住宅︑

圏勢調査の結果は︑国や都遭府
求人求職︑環境衛生︑地域開発︑

いる︒みているとむし弔

ら人にすわらせない人も

出生の年月

っている︑こむのでへやのそとで

はじめのばんはおとうさんとは

もしろかりたのはおぼんでした︒

二年小林京子

配偶の関係

待りている人も少なくはない︒お

くしゃしてくる︒

国籍

勤め先︑業主などの事業

従業上の地位

私が勇気がないからだ︒悲しくな をんとゆり舌んとみち蓄んと

思nても口には出せない︒そ汽は

の気持を考えればいいと思︵た︒

それからおどりにい∩てまち子

がい∩ぱいならんできれいでした

から場所をとる︒もう少しみんな Fまえりにいきました・ぼん腎

を開けると﹁すーい弓ちょん︑す

四年小林保子．

の種類

新潟大学附属病院で医療を受け

いて

国保医療取り扱いにつ

新大附属病院の

また少したつ三すよぎ土

私が︑ねようとして二階のまど

本人 の仕事 の種類

ーい∩ちょん﹂という声がした︒

やでさわぐ人がいるので本を読ん ︸日は︑せんじゆのえり子ちゃんが

・りたけどしかたがない︑︑︑それにへ ㎜いりしょにおどりました︒つぎの

三二億人︶

2最近㎝年の人口の変化

︵世界の人口

九万世界第七位

町の行政に面接利用される︑重要一 参考
な目的をもりておりますので︑本㎜ L最近の臼本の総人口九千七百十

民各位の特段のご協力をお願いい

．調査の主旨をご理解いただき︑町︑
▼たします︒

﹄旧

声だ︒私もあんなきれいな声をも

︐∠

とになります︐︒従りて町ば家族も

七割給付を行な︵ていますので家

族が病院に支払りた五割のうち二

割の額は町から患者に現金でおあ

なお級保険者証を持参しないと

げする乙とになります︒

てに送りてください︒

したらすぐに被保険者証を患者あ

また現在入院中の患者がありま

持参する乙と︒

医療を受けられないことはどこで

た場合︑いままでは医療費の全額

︸部負担金だけ支払えばよいこと

出主一七〇万入 死亡七〇万人
3日本人の平均寿命
男六七才
女七二才

なお︑調査のもれおちを防ぐた
なか︵たり︑調査内容等に不明の

豊かな生活に
結びつく統計

居住室の畳数の合計

居住室数

住 居の種類

世帯の種類

従業 地また は通学地

仕事をしたかどうかの別

一 となの人はねころんだりしている

男女の別

世帯主との続き柄

項は次のとおりです︒
氏 名

をたてる場合に欠かすことのでき

交通など︑いろいろな問題の対策

近︑就職や出かせきなどで農村か

ない資料となります︒とくに︑最
ら都市へ移動する人がふえていま︐

寸ので︑町の人口の大きさや︑男

女︑年令 ︑ 職 業 な ど の 構 成 がかな
り変わ︵てきていると考えられま

す︒国勢調査はこれらの実態を明

各家庭には︑九月中旬ごろから

らかにします︒

国 勢 調 査 の 調 登 員 が お ︾ つ か がいし

て︑調査票への記入をお願いする
ことになりています︒

国勢調査は︑九千八百万人にの
ぼ る と 予 懇される臼本の全人 口 を
全国い︵せいにもれなく調査する
大規横︑な調癒で噂．︑この調査を完

全に実施するためには︑町民の皆
さんのご理解とご協力がぜひ必要

この課査が︑農繁期と重なるため

点がありましたら︑担当の調査員

帯王三割︑家族は五割を支払うこ

ただし当分の間︸剖負担金は世

になりました︒

a一世帯平均人員 四︑五六人

女︸○○人に対して男九六︑五人

4日本人の男女比

受ける場合も同じですが忘れずに

鯉勢調査の調査票に書かれたこ

大変お手数をわずらわすことにな

か︑面接役場︵電話︸○番︑有線
︵千手︶役場二番︶の総務課統計

を支払︵て来たのでしたが︑九月

とは︑統計を作ろために期いられ

りますが︑日本国内全部の人口を

係支でご連絡ください︒

十︸臼から他の医療機関と同じく

課 税 の 資 料などに糊いることは ︑

かりの調査でこの結果が霞の政治

短期日に正確に畢く調査する大が

差引一〇〇万人増加

法律で団く禁じられています︒

め十月五日をすぎても︑調査され㎜

正しい統計を作るために︑諾査票

です︒

一

一

…

、

思

ロ

一

｝
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新町新田明細村鑑帳
︻つづき︼
一．新田開発になるべき場御座無
く候

無く候

︸︑．海川船等を持ち仕り候者御座

御座候

﹁海は当村より拾里余︑柏崎に
㎝︑酒造屋御座無く候
軸︑︑当村にろうそく屋御座無候

︑一︑組頭給分は御座なく候︒持高

十荷程︑其外に草二十荷程入れ

︵注︶

ず候

︑他村より越高御座候出作仕ら

無く候

︑当村よの越高御座候入作御座

申し候

余荷来り申し候

．五石諸普講人足夫伝馬村中より
一︑小走り㎝人︑給米只今迄八斗

宛百姓方より出し来り申し候
給金三両を組中百姓が出し申し︑

一︑郷走り︸人︑山谷村に御座候
候

てみるとなかなか面白い︒

るが︑今日のようすと比較し

稲作︑畑作の状況を述べてあ

㎝︑当村に堰守渡守御座なく候
︵蔑︶

格3・：：6十八才以上二＋五才未満の男子

〜r多多タ︾多
自衛官の採用受付中
◎資

※志願手続きのご相談は役場の言衛官募集係﹂まで

赤い 羽根共同募金

います

九千円で﹃世帯平均百二円です︒

ご協力ねが

十月になると農繁期ですので九月

︑雪は霜月の頃より降り︑六七

今年もまた共岡募金のときがや

いずれも︑村役人など自治体

為てきました︒民間社会福祉事業

麹一屋一入御座候

年によσ違い申し候︒例年では

尺よの二丈位まで積り申し候

蕊月下旬より四月中旬までに消

にささえられ公的施策の不備を補﹁ くださるようお願いいたします︒

中にこの赤い羽根共同募金封筒を

︵注︶

いながら住みよい社会建設のため

え申し候

配布お願いいたしますのでご協力

としての仕事を行りている

ものの説明である︒
余荷︵よないVは︑金や人夫
などを出しあうこと︒

消雪が早いように思えるが︑

活動しています︒

一︑献上物と成り来り候品︑当村

は公的責任の転嫁だなどといわれ
ロ
つつも皆さんの赤い羽根共同募金

当村に諸職人御座無く候

㎜︑当村に茶は作り申さず候
一︑たばこ少々︐作り申し候えども

他村まで売り出す程作り申さず
■ に御座無く候

旧暦であるからいまと変りな

候

輔︑浪人︑﹁医師御座無く候

㎝︑公儀より仰付けられ候蒔付植

いことになる︒

いうまでもなく共同募金はたすけ

硬貨を寄附㌧

故人が集めた一円

︸︑当村に市場御︐座無く候︒十臼

十一日病気で死亡した長舅正美さ

※町内沖立の相崎倉︸さんは八月

．古城跡御座無く候

きノ

国においても噛あなたの簡臼分を﹂

あい精神から始ま︹たもので先進

町千手市場に︐て諸用を

︑当村の田畑御水帳之

んが生前集めておられた︸円硬貨
ぎわい︶御座なく候︑

業の施設や団体︑恵まれない子ど

更主保護︑医療保護︑生活保護事

として警察からいただいた現金四

※町内沖立数藤クラさんは拾得物

社会福祉協議会に寄託されました

︸

六百五＋枚を社会福祉事業にと町

．

この赤い羽根の浄財は身体障害者

といわれ共同募金運動は盛んです

続●ふるさとをさぐる

通り用い来り候︑内に
地割仕らず候

相達し申し候

一 ︑当村に何の賑合︵に

付候品︑何にても御座無く候

︑御朱印地寺社其外共に御座な

百四十九円をそ︵くり社会福祉事

資料でみる町の歴史

屋佐助前に切支丹札一

︸︑御高札 場㎝ケ所︑庄

︵注︶

枚火付札㎜枚ー置申候

門︑当村より出し候名物何にても

に配分されるばかりでなく︑町の

もたちその他災害を受けた人たち

夏のつかれを

回復する・︑

新涼︑残暑︑台風と九月の天候

は︑まだまだおちつかないもので

ずまいには︑日ましに秋の気配が

すが︑雲のゆきかいや草木のたち

の八月にくらべて︑ぐんぐん能率

濃くな︹てきます︒仕事も︑猛暑

もあがりてきました︒

い︵ぽう︑この月は老人の臼や

秋分の日など︑なにかと行事もあ

とは︑暑さでいためつけられた体

ります︒しかしいちばん大切なこ

力を︑まず十分回復させることで

おいしいくだものや野菜がたく

す．

さん出回わりますから︑た︵ぷり

召しあがりて夏のつかれを取りも

※

※

水鉄砲時にカンナの垣を越ゆ

※

どすことがかんじんです︒

俳壇

太田臼南風選

背なの子に廻し見せをり日からか

小林たみい

さ

庄屋佐助は︑現在の内山常治

く候

れました︒

業にと町社会福祉協議会に寄託さ

右は当村高反別御水帳之面を以て

於ても昨年度は＋六万円配分され

社会福祉協議会に配分され本町に

︵注︶

一畝一歩の所にても隠し置かず︑

御座なく候

ありていに書きあげ申し候︒諸色

金子

夫帰る時刻心に水を打つ

十薬の湯に東京の客来たる

清水

洋石

ケイ

夏葦に羽たたむ蝶吹かれけり

夏の雨上がれる月とをりにけり

良子

明である︒変うたものはひと

以上いずれも特殊な産吻の説

贈呈︑災害見舞︑身障者の体育大

清水

禁じたもの︒火付札は火の用

切支丹札とは︑キリスト教を

子ども会の育成︑米寿者の座布団

才末援護︑季節保育所の保母講習
如何様の曲事にも致さるべく仰せ

去る八月四臼川西中学校で開催

社会福祉にはげむ人々

品之書上候通り︑少しも相違御座

︸︑田には稲箪かる子三七借銭な

会︑母子福祉︑職業補導費等に使

心を命じ︑放火はとくに重罪
とする旨が記されていた︒
︑大肝煎給分の事︑今までは十

寛保二年九月

つけられ候以上

された郡市社会禰祉連合大会の席

トヨ

寝つく児にしづかな団扇風送る

台風来る予報の空の天の川

蝸や大陽風呂の栓をぬく

江口．凡石

白井

転出届は郵便局へも3⁝

民生委員の南雲源次さんがともに
表彰されました

ゆ

さんが表彰されました︒なお永年
勤続者として役場の北村秋江さん
転出入届の窓口にあります︒

念

⑧

届け用紙は郵便局の窓口︑役場の

︐

当村の土地は黒軽土に御座候︑ なく候︒もし偽り申し上げ候はぱ

郎町議会議員の祖先︒

〉

﹃と叢の月見草咲き無人駅

努力しておられる木島町小林健三

用されております︒

し庄内作り申し候︵注︑どれも

所

上で公務の余暇︑子ども会育成に

稲の品種名︶︑但し輔反に種籾

百姓代 伏五兵工

助

組頭 利右工門

役

酒井蔵之助

庄屋 佐
大肝煎

御

︵此の項終り︶

本年の川西町の目標額は二十六万

れ．外に高百石に限り八両宛百

㎝斗ご升より四升まで蒔き申し

候︑麦作い︻さい仕らず候

姓万より出し申し候
︑ 当 村 に小庄屋網人︑給米 高 に

一︑畑にはひえ︑そぱ︑小豆︑大
根︑胆芋︑大豆を作り申し候︑

五厘宛を百姓より出し︑此の外

此の外粟︑ 住草など少し宛作り

軒より手間人足四人宛を

庄屋万へ遣わし申し候︒も︵と

百姓一

申し候

︸︑田一反に付乙やし下肥膓肥三

柏崎

．日町大割元と公儀米三十俵下さ

一。、

報ー

（ン）

つもなか︻たわけ︒

かセレ

。⇔、

、
⇔

一、

も人足賄え儀は庄屋万にて仕り

候

6
第83・号

（繁畿嗣1器）
し

に

か

広
β召禾口40年9月10日

