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社会科のべんきよう

秋晴れの百︑赤岩小学校はコ奪のよい子

たちが︑安藤先生に引率されて町の役場を見学した︒教育長の説明に

｝

ヒトミがかがやき︑夢や希望が無限にひろがる︒

県映画教室

庵十一月の行事
二日

県家庭科研究会 上野小

＋二日

知事選挙投票臼
郡市戸籍研究会

郡婦人会百万人の話し合

年賀はがき売り出し
臼倉教員住宅竣工式

川西中︑赤岩小︑仙田小︑
橘小文化祭

＋七日

橘地区婦人学級

勤労感謝の日

＋ 日

川西中特別教室︑臼倉教員
住宅中間検査

二＋五日

昌‡百

理科教背研究会 手小

い

四日

社教︑公民舘委員会議

農業委員会

＋四日

五日

小臼倉部落は︑＋月＝＋九臼︑

祭の林産物品評会ヘクリの部︶で

月二日弥彦神社で開催された森林

室島部落の高橋重英氏は︑＋一

〜ノ〜〜〜〜〜〜〜〜〜
認林産物品評会で入賞

松之山で行なわれた中魚沼治山林

三等に入賞し表彰された︒

認造林地手入れコンクールで入賞

フサさんの遺志により︑老人ホー

月几＋五才の高令でなくなった母

学校町高橋孝平さんは︑去る九

認暖かい贈り物

小脇部落の斉木利栄氏は︑新潟

中仙田

人たちへとたくさんの菓子を町社

正明長女

会福祉協議会へ寄託された︒

明美

勝子幸太郎長女

岩 瀬

たかさご1御円満に
止町

昇天﹂御めい福を祈る

小川

中村みち︑よ 昌弘ご女 岩 瀬

小林

上で表彰された︒

ムヘ収容されている恵まれ女い老

県造林地まλれコンクールで特選

つくした功績により表彰された．

道協会総会席上で永年治山事業に

窃治山事業で表彰

八日

三日 文化の日

日日

︵知事賞︶に入賞し︑＋一月二日
弥彦神社で開催された森林祭の席

7〜﹂﹃〜︾ノン多多

戸籍の窓から

毒舅長舅

庚平長舅

良子賢太郎長女

学校町

うぶ声ー御す二やかに
豊二舅

徳＝勇
︐五＋川一幸

隆三長舅

㎜郎二男

直樹

春吉ご男

正伸良太郎三男

晴之

良子惣吉四女
正人武舅長舅
浩一榮︸長男

聖籠村から

大渓静雄

佐久間幹子

馬場から

〜〜〜

野

上

下Ψ新田

高野テル子

百践久美子

内山興宣

村上市から
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町議会報告ー

南雲議長が副会長に就任
県町村議長会の役員改選

かる日は＋日くらいおそいと思う

て︑またつぎの日は稲刈をする︒

私は父や母に肩たたきをしてあげ

ので早期実現を願いたい︒

主など常に危険にさらされている

リと夜間のライトで︑通学の中学

白倉小学校

稲そいは父が四そく︑母と兄は三

青少年の問題はすなわちおと

り
メ

なの問題である︒おとなの飲酒運

四︑

碕旧
壬イ

ぼの横の山へあがって︑きのこな

とぱしている︒とうどのあがり酒

転ー1暴走が青少年にドロをはね

私の家は父と母が稲刈をし︑私

稲そいをして休みのときは︑田ん

薫

ぞく︑私は二そくそいます︒

中村

く舗誕歌縫翫ゼ薯牌

どにします．

どをとってあすの弁当のおかずな

運転しない．

や宴会の帰宅など︑酒を飲んだら

稲をこんどはさくどうでこううん

いま家は祖母がねているので︑

・と兄は稲そいをする︒ ㎝日そった

機のあるところまではこぴます︒

去る＋月三＋日新潟市の県自治
会舘で開催された県町村議会議畏

運転者に酒をのませない︒このこ

私はあまり山へ稲そいにいかない

ぼは北山田とむこう山と

とを特に家庭婦人層の協力を得て

二十分くらいかかる急な坂をのぼ

毎︑

しているので早く祖母になおって

さくどうのなかったときは歩いて
により再ぴ郡会長に選出されてい

ってそっていた︒村の人たちは︑

全町の主活運動としたい︒

会理事会において︑南雲章川西町

た︒なお︑県副会長は︑県町村職︑麓いう所へある．北山田は

もらって︑私も山へいきたいと思

で︑︑家でそうじやせんたくなどを

講長が同会の副会長に選出された
県町村議畏会の理事会は県下各

だいたい田んぼの近くに小屋など

暴

走

められた問題である︒

以上が話し合いの中でとりまと

北山のほうへあって家か

︑

います︒私も山へいって父や母が

︑−ヒ．らこううん機でいくと三

笹

ぴっくりするように稲そいをして

員退職手当組合の議員となること

をつくって︑そこでごはんをたべ

となっているほか︑南雲議長は県

をして私たちを育ててくれたので
こんどは私たちが稲刈などをして

木島町が

﹃明るい家庭づくり﹄
重点指導地区指定

よう家族でも親の青任において︑

ほど﹁明るい象庭づくり﹂重点指

こども会のある木島地区がこの

青少年の交通事故防止対策につ

町

家族ぐる︐みの事故防止を

休ませてあげようと思います︒

私たちが小さいころ父と母で稲刈

理解が最も重要と考える︒

このような防犯思想をわかり易く
表現したもの．

川西町防犯組合

導地区に推せんされました︒

で起った交通事故の痛ましさが終

表 入選作品は﹃般︑主徒

求にブレーキをかけることよりも
積極的に免許を取得するよう指導

限り︑むしろ︑青少年の生理的欲

こと︒

ていく最も大切な家庭をなごやか︐

うという県民運動で︑県下三十五

な愛情と信頼にみちたものにしよ

郡市の拠点として木島地区が選ば

免許を取得するまでの練習に

場所を与えずに取り締っても無理

おとなもこどももいっしょになっ

月第三日曜日を﹁家庭の日﹂とし

家庭での努力目標としては︑毎

れたものです︒

ので町有の荒地等を整地して簡単

あってゆ乙うというもので︑各家

庭で思い思いに工夫して︑いつど

て話しあい︑理解しあい︑協力し

してもらい指導を受けること︒練

ょうというものです︒

こでもやっている日常の活動とし

な練習場を町でつくってほしい乙

三︑上野千手間の県道を舗装し︑

街灯を整備してもらいたい︒ホコ

習場での事故も法令は適用される

と︒練習には有資格者に必ず同伴

場などのグランドでは整備上困る

場が欲しい︒これには学校や野球

であるから︑自由に練習できる広

二︑

これは︑青少年をはぐくみ育て

徹底して︸個天の主命の尊さと法

以内とし︑住所︑氏各︑羊

始会議の空気を圧していた中で︑

に多い無免許ーー暴走事故を防止

おのおの︸O点とし賞

するとともに交通法規を必ず守る

との自覚を植えつけてもらいたい

いて︑緊急に︑＋月二十三日青少

令︵学校生徒は学年記入︑

は前日までに二十四件︑そのうち

ことし川西町で発生した交通事故

青少年の事故は＋三件で半数を占
社会係あて．

する対策としては︑

めているとの報告があり︑青少年
十︸月二十五日︵当日

品を贈る︒発表は広報

切

輔︑

2月弩の予定
かわにし1

箪の普及が時代の要求である

消印有効︶

応募作晶はかえしません︒
千手局区内川西町役場

学校でまとめてもよい︶

さる十月＋二日夕刻︑上野地内

四︑応募資格 イ川西町中学校生徒

八︑発

七︑〆

六︑あて先

明記のこと︒

五︑万法 官製はがき﹃人﹃枚三点

・川西町民

律に違反する乙とが罪悪であるこ

川西町分区保護司会

調劉譲
協会議が開かれた︒

三︑主催

のときは一家でごはんをもって稲

たりする︒私の学校は稲刈休みが

横浜

刈をする︒︸臼の仕餌幡終わると

︸週間くらいあります︒稲刈は︑
九月の半ばごろがさかんです︒そ

もる

男土工

月三万 〆切十﹃月十五日

三︑山本組

男土工西宮市

男土工 静岡

月三万 〆切＋﹃月末日
五︑村井組

月二万八千〆切十一月末日

岐阜

男ガラス

いては︑各人の自覚と地域社会の

噂︑誘政治的手腕が期待され課った．そのときは今より稲刈にか

め積極的な役割り藁たしていゑどはそ．ていかなければならなか

纒韓糟翻欝饗齢脳脚嚇騰嚢鱒

郡の町村議長会の会長をもって構

一︑趣旨 防犯思想普及のため

青少年の非行化や交通事故は激増

最近の社会環境の複雑化により

南雲議長は︑昭和三＋八年十二

してい︐るが︑これが発主防止につ

〆切＋︸月末
男

現場従業員

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊索・索・＊＊＊＊＊←不索・＊＊翠

月に郡畔村講畏会の会長に就任︑

もの︒

騨働

月二万〆切十㎝月二十三日

二︑横浜かまぼこ
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出稼ぎは
職安を通して
出稼ぎの安全のために縁故の万
も 職 安を通じて就職してく だ さ い
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o・

成されており︑会長は西搬城郡青
6璽
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回欠員中の副会畏コ名の補充和行
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ともに中蒲原郡亀田町の藤田新坪

︑南雲川西町議長と
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なったところ
◎0
0●

ii犯ii
ii標ii

議長が新たに副会長に選出された

il防ll

役場︑出張所の窓口に用紙は用意 ︐四︑藪野建設
してあります︒記入は簡単︑職安
まで出向く必要はありません︒

▽出稼ぎ案内
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とすすめられていたのである︑

いの村づくり運動が︑次から次へ

どの部落へ行っても︑設備のと
とのった近代的な保育園が建てら

ハッパの音がこだましていた︒

ぐれた考えであった︒以来﹂愛郷

時間繰り上げについて澄知らせ

＋一月十四日執行の新潟県知事の投票

以外にないという︑先人たちのす

カヤブキの家は数えるほど︒ほ

秋山をたずねて
子どものころ︑秋山の 話 を 興 味

そのころ︑越後秋山には︑山の

心を育て︑秋山を発展させるため
の徹底した教育が行なわれてきた

いように投票してください︒

仙田地区の投票時間を次のとおり繰り上けしましたから︑間違いのな

屋敷という部落は︑幼児がたった

えが支配していた︒教育しても︑

中の人間に教育は不要だという考

れていた︑戸数わずか三十余戸の
六人しかいなかったが︑そこには

いろどられた屋根にテレビのアン

専任の︑資格のある若い保母さん

とんどがトタンブキで︑赤や青に

テナがはえていた︒カペ板のかわ

利口になって村から出てゆくと思

人も−通わぬ山奥︑住民は無知︑教

育も受けずに原始的な主活を営ん
りにモルタルが使われ︑ブロツク

がおり︑飯山から指導に来たとい

深くきいたものだ︒信越の秘郷で

でいるときかされてきた︒その秋
の家が建ち︑住屠が改善され︑水

午後六時までです

﹁

．⁝

ー︑ーー⁝
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第＋六鑑旦桐山
う︑教育︑経済︑住宅︑遭路︑環
境衛生︑交遵などの数多い行政と

九月＋五日現在でみなさんから

川西町選挙管理委員会

金︑公務扶助料︑恩給等︶を受け

けている人で︑公的年金︵遺族年

老令︑母子︑障害福祉任金を受

さい︒

川西町役場社会係までおいでくだ

民年金証書尊用の印鑑を持参して

しい証書と国民年金証書およぴ国

なう必要がありますので︑その新

ている入は︑郵便局で新しい公的

福祉年金受給権

＋月︷日をもって公的年金額が

年金証書を受け取ったら︑公的年
金︑福祉年金の併給調整事務を行

てぜひ縦覧してください︒

役場へ来られる機会等を利用し

i間L竺LL間i間璽i間岡し

者の皆さんへ

︾ノタ

嚢購i警隣際i讐1禽

︷季．上野．橘地掻ぴ中仙田．田戸．越ケ沢は午前七時から︑︸

山 郷 を︑つい最近はじめ て た ず ね

遭が引かれ︑タイル莚盤盤膠鱈臨 8艦艀︐膿蟻讐錘う先主をかこんで︑
題叔 強 噺
暫塞禦書識融9 覇o詔

にあまんじていた地域である︒

ることができたが︑この目や耳で

禦がの赫︒ 儲臨藩欄鞭躍綴隷鞭麟謬罐協誘郵

っていた︒こうした考えから︑昭
和＋二年まで義務教育免除の指定

きことをつぎつきと知らされた︒

ぼ
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第＋一投票区一室島・霧谷・藤沢
㎜

一霊！︐⁝！暑⁝⁝嗣⁝⁝⁝︐ー︐︐ー蜜

幽第＋二投票区︷赤谷．岩瀬

廉繭翻簗、劃纂

たしかめた秋山で︑じつに驚くべ

に立たされている︒わが家の︑部

わが町もかっての秋山という岐路

いま︑変ぼうする社会の中で︑

．越・後秋山もかなりすすんではい

の要所には消火栓が膿轟︒酷§．墨慧駿．膿騙．膿際を学んでいた・

たが︑信州と比較するとおくれが

秋山の中心は︑大割野から中津
秋山小学校は完全給食︑子ども

とりつけられてあった︒

めだった︒このちがいはど乙から

川ぞいに約二十四キロ︑戸数三百
の体位が向上し︑地域の食生活が

のうち信州秋山がその半数を占め

改善されたという︒全戸に有線放

落の︑町の未来をになう子どもた

奥︑川︸すじが県境だが︑そこに

る︒信州秋山は越後秋山のさらに

きたのか︑それを考えたとき︑教 ちに魂のはいった教育をすること
育の偉大さを改めて感じないわけ ︑そのために︑まずおとなが勉強し
社会教育活動をもりたてていくこ

㍉住む人たちの考えかたや主活又化

にはゆかなかった︒信州秋山に小

つとめであるような気がする︒

とが︑わたくしたちのたいせつな

送がとりつけられ︑村当局の指導

のこと︑村を発展させるには教育

学校が創立されたのは明治十三年

万針がフルに︐主かされていた︒新

通道路がまもなく完成するといい

潟県をオミツトする︑本村への直

の ち がいを︑これほどハ ツ キ リ と
見せられたのははじめてであった

基本選挙人名

信州秋山では︑越後とはケタちが

て政治に参与する意義は極めて大
きいと思います︒殊にわれわれの

ますます深いつながりをもってい

ーー⁝⁝−⁝⁝鼎
⁝轟⁝⁝⁝⁝⁝ー
︸

満二十才に引下げられ︑従来なか

ることを考えると︑日常において

簿を縦覧中

った婦人に始めて参政権が与えら

提出していただいた有権者調査表

における各種選挙に用いられるこ

毎日の圭活が︑国︑県︑町が行な

れ︑舅女平等の普通選挙制度が採

政治に強い関心をもつことは勿論

によって︑基本選挙人名簿が作ら

とになります︒

隔は膿準朕⁝ー停ー︸﹂

告 示されてからすでに二 十 日 ︑

用されてから二十周年に当る意義

でありますが︑政治に参加する唯

れました︒この名簿は公職選挙法

覧に供することになっております

五日から十九日まで

その選挙運動期間中︑それぞれ個

深い年に行なわれる県知事選挙は

︸の万法である選挙を通じて︑棄

公 約 に対し︑意中の人を 検 討 中 の

知事選挙の投票日です︒

人演説会や選挙公報また新聞︑テ

明るく正しく︑各候補者は掲げた

﹃

レビ等 により ︑各候 補者の 政策︑

の規定により＋︸月五臼から＋九
日までの＋五日間川西町役場で縦

ことと思います︒

公約を検討して正しい投票を

間中に申し出て訂正してもらうこ

もし脱漏や誤認があれば︑この期

明治三＋三年︑衆議院議員選挙
法 が 施行されてから七十 五 周 年 ︑

公約によって正々堂々と選挙戦を

大正十四年には︑選挙権拡張の大

改正が行なわれ︑いわゆる普通選

権をしないこと︑違反をしないこ とができますが期間が経過してか
と︑われわれの代表としてふさわ らではそのような取扱いは認めら

この名簿は十ご月二十日に確定

改定になりました︒

して︑効力が発生し︑その日以後

れません︒

農開してもらいたいものでさりま

切望いたします︒

をもって投票していただくことを

挙が採用されてから四＋周年︑昭

県内約﹃五〇万人の有権者が︑

しい新潟県知事を選ぷ勇気と英知
選挙という具体的な手続きによっ

す︒

って︑大巾な選挙権の拡大が行な

和 コ ＋年︑大平洋戦争の 終 結 に よ

われ︑選挙権の要件である年令は

d二i二に日｝i−1た轡
蹴時i螂剛時1時…時濫

L二二。レ，

毒

l

l

L一ユ

雛鵬ロニ

意義深い選挙の年のしめくくり

いよいよ十一月十四日は新潟県
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その頃江戸へ上るなどというこ

千手陣屋のこと︵つづき︶
書うといった様子になると︑何の

言だばこう書い︑こう書えばああ

った．

出来ごとで︑三国峠は雪も深かっ

帰郷した︒暮から正月にかけての．

簡易生命保険等の還
元融資で建設した川
西中特別教室

総工費︑千四百九十万円ア建築さ

ただろうし︑たいへんなことであ

その後も同じように公儀からは

決できなくなってしまうのは︑昔

何ひとつハッキリした裁定がなく

万策を持たぬ役人ではどろにも解

また

とは大変なことであり︑また︑地

代官も＋臼町陣屋の手代も

も今も変りはない︒馬場新右衛門

元の代官を差しおいて︑直接に訴
えることなどは厳しく禁じられて

ところがー1ー束た︑ところが
であるが︑いつの時代にも横車を

にくれてしまった︒

証があって︑川浦陣屋で︸応の決

双万共帰国︑八月に代官の実地検

手で面接の取調べとなり︑七月に

ようやく五月十七日に関係奉行の

積立資金のうちから融資されるこ

円は︑簡易主命保険や郵便征金の

︵上の写真︶

れた川西中学校特別教室がりっぱ

錘糞孝嚢華

押したり無理矢理に仕事を進めよ
着が申し渡された︒

数度の陳情合戦が繰り返えされた

げようとする川西村々では︑命が

うとする実力行使派があるもので︐

可する︒しかし︑十日町陣屋につ

を置くことを望むならば設置を許

裁決を下すべき江戸の役人も途．万

けを承知で代袈を江戸へ送った︒

﹁新陣屋設置がいつまでたっても

しかし ︑ 陣 屋 設 置 を あ く まで遂

ところが︑これはまたどうした
靖があかず︑ぐずぐずと決定が延

る．

また＋日町の下風に立つのがイヤ

で︑同じような辺地の診療所に勤

つかった︒という記事を先日読ん

無医村に︑やっと新しい医師がみ

ていく原因存．︑そこに見たような

まだ浅い纏験だが︑医師が離村し

民たぢの不信は根強い︒しかし︑

所の医師は交代がはげしいので住

︵＋㎝月一日付︶

需8需

総務課庶務係

湖月

太田白南風選

岩瀬金子

よいよ著手するということにな

との証文まで㎝通頂戴して︑い

ない︒本当に陣屋を造っていいな

いうような言い万をするもんじゃ

公儀からは︑ ﹁イヤイヤ︑そう

書が出され︑とくに六月の際は川

七月廿六日と相次いで直接に歎願

月九日︑七月三日︑七月十八日︑

翌年四月廿七日︑五月＋八臼︑六

なことだらけである︒

したのに︑習日くすりもとりにこ
ず︑それっきりの患者︑不可思議

者︑夜中に高熱だというので往診

かち︑試しにかかってみたといろ患

容体をきけぱ︑新しい医者が来た

流れた︒遠く離れた村に往診して

してよく助かったといううわさが

とめた時に︑診療所なんかにλ院

として永くお勤めいただけるよう

もの健康のために﹁よき相談相手︸

働いていただけるよう︑わたしど

ろか︒診療所の先主から気︵刀よく

れるものがあるのではないでしょ

たかどろか︑いささか反省させら

いわれているよろ撫乙とがなかっ

欄にのっていたもので︑この中で

これは十月八臼朝日新聞ヴ声〃

木島数藤ひさほ

サルビヤの燃えたち朝の冷やかに

トヨ

りました︒まったく全く︑私ど

どと言ったのでなく︑現地の手代

東組の四人は牢舎につながれ︑七

寺尾臼井

銀杏黄葉はらはらコーラス校舎よ

丹楓の︸葉㎝葉が目にありぬ

需

関口靖夫

新採用

※庁 内 人 事

ことしのお年玉つき年賀はがき

﹁お年玉つき年賀はがき﹄

阜一月十日から

とになった︑

この財源の︸部町債七百三十万

こ と なのか︑千手陣屋設置 は ま こ

昨年よりご日早くなりました︑

は︑十﹃月＋日から売り出します

だし︑虎の威をかりて少しはトク

務する医師として考えさせられた

い関心がある︒たしかに辺地診療

診察した患者がどうなったかに強

纏なのか︒医師はだれでも自分が

．悼

とにアッサリと許可された︒命が

引じてしまいましたので︑設置願

いての諸掛りは妻有村々全部で差
ら
し出し︑千手陣屋の掛りは川西だ

宝永元年︵一．七〇四︶のことであ

けの意気込みは︑喜んでとぴあが

けで賄うように﹂ということであ

立たない︒いろいろ騒ぎた

ったところでほとんど役に

これでは川西に陣屋を持

﹁千手に陣屋

るというよげ︑むしろ拍子抜けし
いを出した者どもが︑暮ににわか

った．

に雪を堀り割つて新陣屋をつくっ

に竣功した︒

いた．

辺地診療の医師の悲しさ
八王子市合田速志

﹁こんなことを許しておくので

をしてみたいと考えたからなので

三人の医師がつぎつぎにやめた

てしまったようでさえあった︒

てしまいました一との事態を招い

ふるさとをさぐる

資料でみる町の歴史

続

これを耳にした川東側では︑も
ちろん黙っていよう筈がな
い︒とんでもないことだと︵
大急きで重ねての反対陳情へ

てたのも︑一出来れは諸経費

は︑無理が通れぱ道理が引っこ

あろうが︑＋日町と千手の双万の

の支出を少なくするのがネライで

出かけて参りまして︑御代官様

むと同じことじゃございません

てしまった︒

にどのような勝手なことを申し

か．妻有郷のおさまりなどは何

﹁千手新田の者が先般江戸まで

にかかっ た ．

あげたかは分りませんが︑この

33才︶

程新陣屋設置のお許しか．いただ

︵医師

●：・︵中略︶．．3着任して間もな

も百姓にとりましては迷惑千萬

共へ︑妻有組の村々の中で川西へ

月三日には奉行へ駕籠訴まで行っ

みません．

志げ

洋石

凡石

さぴて行く紅葉に強き夕時雨

小臼倉江口

新市区の土蔵の多し楠紅葉

大倉金子

連山の紅葉はるかに豆打ちぬ

伊友黒島

段丘の下にひろがる里の秋

寺尾臼井スミイ

葦の実を髪にとどめて薪負女

夜仕事の針になじまず農婦の車

でございます︒﹂

ころ悪いところはどこかを調べて

陣屋を置くとしたら都合のよいと

り

このような︑皮肉タップリの言

※

い 万 をすると同時に︑﹃万 で は 絶

遠路いとわず往診するごとだけ

︵国保衛生課長︶

に︑心かち︑のご協力をねがってや

が︑また応急処暦和︑するだけが準

辺地診療所の医師に課せ外れた任

けず進められた大喧嘩は︑いった
いどこに真意があったのだろう︑

ている︒多額の訴訟費用にもおじ
止むなく川東側代表は正月六臼に

ったような分らぬような回答で︑

賛成と反対が相半ばして︑ああ

みろと言っただけなんだ﹂と︑分

※

嵩背出

議した．

※

気がするのだが︒

諸樹りを支弁するのならぱ︑損ば
なってしまった︒一同ガッカリし

時になっても出来つこありませ

いて帰ったとのことでございま

川東側も薗接江戸へ出て︑火の

ん﹂

く︑急性肺炎の患者が︸命をとり

す︑また︑それだけアなく︑川
東村々より新陣屋設置について

ついたような意見書が出された︒

り重なって何の利にもならなく

一切差出口など串してはならぬ

てしまったのも当然である︒
この訴訟事件は︑その後も＋月

か

対 に応 諾 書 に 捺 印 し な い こ とを決

か

（4）
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