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産経委員会．倒保監査

町議会
町議会

三月の行事
二日

仙田地区嘱託員会議

町民雪上レクリエーシヨ

川西中・橘中・仙田中・

ン大会

七旧

六日

四日

上野・橘嘱託員会議

教育委員会

滑行︑大回転スキ﹈六会
総笈土厚委員会

共同納税相談日

一王日

二＋日

＋八日

家庭の日

彼岸入り

三月一日から三月二十田までの

間︑瑠和姻十一年度分の固定資産
課税台帳を関係者に縦覧いたしま
す︒

閲覧により課税台帳の価格仁つ

いて不服のある場合には．不服申

とになっています○

立てをこの期間に限つてできる乙

ことしは前年の評価絡が

据置きとなり︑したがりて

ついて異動がない場合には

この︸葺間に土地︑塚握仁

昭和四十年度分とまったく

記

同じ価格となりますo

響縦覧場所及ぴ時澗

川西町役場一階事務室

︵税務係︶

で毎日午前九時から午後五時まで

ただし休臼は除きます︒

春分の日

通のきまりを教え乙むことが大切⁝

よく守ってくださいo

ようにする○

O道路は右側を正しく歩かせる

をあげて横断するマナーを身

○正しい横断のしかた︑特に手

につける︒

く教えゑ

○信号機や道路標識の見万をよ

といっしょに歩いてみて

○通学道路は実地に子ども

安全な遭路を選ぶo

Oできるだけ上級生といっ

︵小山巡査部長︶

しょに通学させるように

する︒

三月にはいると︑そろそ

ハエの駆除は
いまが最適

ろハエが目につき出します︒天井

や火の気のある暖かいところにひ

るにつれて活動しはじめるのです

そんでいたのが︑天候が暖かにな

ハエのさなきは︑お便所の近く

ンチから二十センチぐらいのとこ

ろで越冬しますから︑土を掘りお

やごみためなどの土の︑深さ十セ

通学する子どもを恐ろしい交通事

ください︒

こして殺虫剤を十分まいておいて

暖かい春の訪れとともに両親の

故からなんとか守りたいというの

このため新入学児童に対して交

が親の願いでありましよう︒

手を離れ︑胸をふくらませながら

新入学児童を交通
事故から守ろう

定例議会︵十九日まで︶

八日

目倉中学校卒業式

＋日

ですので︑みなさんも次の乙とを

＋七日

千手地区嘱託員会議

日日日

＋五日

十十十

固定資産課税台帳をご
らんになりましぬか

一日

三日

圃

ハ

葦

㌔．泰

学芸 会

学
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当初予算審議はじまる
会期十九日の定例会を招集

休会を宣して午後六時散会した︒

おわり︑翌三日から十六日までの

以上でこの日のすべての日程を
に設けられた臨時地万特例交付金

特別交付税の五百万や︑本年度特

には通常当初予算には計上しない

が必要であると強調した︒

向きの積極的な行政を行なうこと

には︑財政の悪条件を克服して前

ものがあるが︑住民の福祉のため

いるo

上しており︑これにあてるため︸
般会計から五十万円を繰り入れて

五千百七十一万六千円で︑前年度

四十一任度国保事業勘定は総額

合計

業務勘定

一四︑四五七

家畜共済勘定

蚕繭共済勘定

四︑九五六

三五一

四六六

農作物共済勘定八︑六八四

e二山ハ一︶

︵蓋三︶

︵＝九︶

︵△莞︶

八︶

勘定区分予算額︵千円︶増減

三百万等もはいっている︒

は︑小規模土地改良費百五十万円

より二百十㎜万六千円の増となっ

されたが︑このうち本会議は一日二日と休会明けの十七︑十八︑十九
日の計五日間で︑三日から十六日までは休会の予定︒乙の間に各常任

三月から開始された常任委員会

一般会計と

おりである︒

の審査日程及び付託案件は次のと

新年度当初予算は︑

いては問題の保険料について国保

委員会の審査日程

百二十六万円等を含む六百九十三

委員会の議案審査が行なわれる︒

四百三十二万一千円で︑前年度に

◎国保事業勘定会計

町道改修費山手線新町地内︑木落

ている︒才出においては総額の約

才出予算の・つち︑前任度仕越分

下原線舗装その他三百四＋四万円

八○パーセントを占める保険給付

二億に迫る

県道改修負担金三百二十三万円そ

費が四千百十七万円と大幅に増加

この中で︑最も重点がおかれているのは︑いうまでもなく新年度当

万円等となっているo

計二十四件となっている︒

比較して二千九百八十三万五千円

比べて二千六十一万二千円の増で

七百四十一万四千円で︑前任度に

まず一般会計は︑総額一億九千

養強化ミルク支給費九十万五千円

へき地保育所費七＋万円︑母子栄

及ぴ盲原田．中仙田に設置される

園費として備品購入費百十二万円

五十万円︑千手に設置予定の幼稚

ては︑上野小学校給食施設費四百

また新規事業のおもなものとし

度当初予算の無理な財源事情に比

成することができたもので︑前年

より︑どうやら収支償う予算を編

ったほか︑国庫支出金の改善等に

れによって三百四十五万の増とな

当平均九千七百円と決定した︒こ

前年度より約三割引き上げて世帯

第六款商工賀

うち才出第五款農林水産業費︑

L昭和四十一年度一般会計予算の

五十五万円が計上されている︒そ

等のほか︑役場の電話交換台施設

︵診療所︶勘定会計

◎国保施設

べて一応健全な予算となっている

うち才出第三款民生費︑第四款

L昭和四十一年度一般会計予算の

二件

第二日目の三月二日は午前十時

しかし︑各課から出た予算要求額

度にしぼりたいと言明していた︒

新年度国保施設勘定すなわち診

請願

別会計予算

2昭和四十㎝年度農業共済事業特

議案

容説明を聴取して︑午後五時四十

ある︒当初一般会計の規模につい

十六分に本会議を開き︑前日に引

プ塔載自動軍五十二万円と霜条︑

の他消防の備品として赤谷のポン

ましは次のとおり︒

分この日の会議を閉じたo

て中村町長は︑総額一億八千万程

▽産業経済委員会︵三日︑四日︶

初予算である︒特に二億近い規模となった一般会計予算については審

の増となっている︒各会計のあら

る︒

第一日目

予算関連
×

きつづいて四十一年度一般会計予

中からどうしても計上しなければ

は二億二千七百万円に達し︑この

×

第一日目の三月㎝日は︑午前十

算を上程し︑内容説明が行なわれ

×

時二十五分開会︑まず県の人事委

た︒膨大な内容について説明が終

いて議案第二号として新たに新潟

廃止する議案を上程可決し︑つづ

らは予算全般について総括質疑が

で昼食のため休憩ののち︑午後か

わったのは午後零時十九分︒ここ

この目標額をオーバーする状況と

い新規要求や継続事業等だけで︑

万円余り︑その他のっぴきならな

仕越事業費ともいうべき一千七百

ならない経常費︑前年度施行済の

ては室島林道工事の最終年度分工

百十八万円のほか︑継続事業とし

万円がある︒また災害復旧費千三

水槽その他の消防施設費百四十九

木落のポンプ各一台六十六万円︑

績は逐次向上しているけれども︑

療所運営は最悪の時期に比べて実

百五十二万八千円の増である︒診

千八百三万二千円で前年度より四

療所特別会計は︑才入才出とも二

災害復旧費

衛圭費︑第七款土木費︑第十款

︸件

請願

施設勘定︶特別会計予算

陳情

なお苦しい予算内容で︑才出に見

三件

合う収入を確保することは容易で

3昭和四十一年度国民健康保険︵

事業勘足︶特別会計予算

2昭和四十一年度国民健康保険︵

県町村入事事務組合を設立してこ

行なわれ︑次いでそれぞれ所管の

る︒

事費八百五十万円が計上されてい

常任委員会に分割付託された︒

なってしまった︒このため︑才出

案どわ り 可 決 し た o

つづいて四十一年度国保事業勘

なお以上の予算に計上されたも

定特別会計︑ 同施設勘定︵診療所︶のどうしても圧縮できない部分を

才入額の引き上げによって収支の

の以外に約三千三百万の新規要求

昭和四十一年度一般会計予算の

議案

八款消防費︑第九款教育費︑第

◎農業共済事業会計

▽総務笈教委員会︵七︑八︑九日︶

特別会計︑農業共済事業特別会計

バランスをとらなければならない

があり︑この中には橘中学板の深

一款議会費︑第二款総務費︑第

うちオ入︵全部︶︑オ出のうち第

ないものがあると見られている︒

条例︑

の各予算を順次上程し︑内容説明

結果となり︑遂に総額二億に迫る

新鉦度農業共済事業特別会計予

一般職及ぴ特別職の各旅費

支給条例︑国保条例及ぴ便用料条

と総括質疑を行なったのち︑それ

井戸掘りや千手診療所の自動車購

請願八件

十一款公債費︑第十二款予備費

例の各々一部改正五件を順次上程

大型予算となったものである︒

る︒本年度も航空防除を含む水稲

ぞれ所管の常任委員会に付託した

より二百二十六万一千円の増であ

算の総額は次のとおりで︑前年度

病虫害共同防除に五＋一万円を計

して︑いずれも原案どおり可決︒

ないものがある︒

中村町長は︑提案理由の説明の

したがって︑財源的には相当無

際このように財政的に容易ならぬ

理をした点が多く︑地万交付税等
七千万円を計上しており︑この中

も前年度より一千八百万円も多い

最後に十三件の請願陳情を上程
た上で︑それぞれ所管の常任委員

し︑各紹介議員の紹介説明を聞い
会 に付託 した︒

うべき昭和四十一年度一般会計予

由の説明ののち︑各所管課長の内

算を上程︑まず中村町長の提案理

最後に︑この定例会の本命ともい

入費等早急に措置しなければなら

酬費用弁償及ぴ実費弁償に関する

次いで予算関連案件として︑報

れに加入する件を上程︑これを原

議案

▽土木厚生委員会︵七日︑八日︶

ついて三月三十︸日限りで委託を

員会に委託中の公平委員会事務に

案件を議決

運営協議会等で慎重に検討の結果

議日数の大部分がこれに当てられる予定で︑慎重審議が進められてい

として計上された千七百万の内訳

三つの特別会計を合わせた総額が

として橘小学校給食関係二百七十

の他百七十一万円︑学校施設関係

一般会計

二億九千百六＋一万九手円とな為

七万円︑千手小学校深井戸工事費

昭和四十一年度当初予算を審議する三月定例会は︑例年より約十日

この定例会に提出された案件は一日現在で︑四十一年度予算四件︑
このうち繰り出し︑繰り入れの重
複分を差し引いた純計は二億八千

早い三月一日に招集された︒会期は三月十九日までの十九日間と決定

予算に関連する条例改正五件︑請願十二件︑陳情一件︑その他二件の

している︒これに対して才入にお

集六
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赤倉の女
軒なみにデバタが普及した︒

と︑始めてよかったぜの︑とクチ
れ︑わたしはいったい︑何のため

そ乙で人主の大半を過ごすことに

なる︒いつしか眼をわずらい︑腰

郵便局から

転居のときは郵便局へ

三月から四月にかけて︑学生の

にハタを織らねばならないのかと
機をムスコの嫁にゆずったとき︑

よかったと思うのはどんな点で

をそろえて答えてくれているo

始めて長かったハタ織りから解放

﹃転居届﹄を

赤倉の女︑という世にも悲しい

進学や就職また官庁や会社の転勤

を冷やし︑あるいは肥りすぎ︑織

話をご存知だろうか︑赤倉に生ま

される︒赤倉の女の︑これが人生

真剣に考えることがあるそうだ︒

毎月ゼニがはいるすけに︑と答え

すか︑ときくと︑ほとんどの人が
れた女は︑ハタ織りを好きでもき

などで︑転居する人が多くなりま

ラ スの鳴 かない 日はあ っても ︑

る︒デバタは︑何といっても現金

のルールになっているという︒

ハ リ の あ る 仕 事 は こ う も人 を

ンカラリの音がしない日はまずな
い︒

らいでも︑中学在学中から母親の

すが︑．転居する万は︑旧住所の受

収入が最大の魅力のようだoそこ

女の﹃生の大半を過ごす仕事場

変えるのだろうか︑ハタ織る婦人

そこは悪い環境であってはいけな

け持ち郵便局へ﹁転居届﹂を必ず

デバタを手伝い︑卒業すると︑い

璽やおうなしに十日町

間が惜しくなり︑朝⁝
コ

﹃転居届﹂の用紙は︑郵硬局の窓

出してください︒

で︑ムリを承知しながらもつい時
の

︐︐ ー階鱈

え︑カタい木の椅子をやめてデラ

たちの表情が明るく︑話もはずむ

られなかった風情︑喜んでいいこ

藻

たつと旧任所へ来た郵便物は︑転

送しないことになっていますから

手紙をやりとりしている人には痛

郵硬局へ転居届を出したあと平素

早目に自分の新住所を知らせて蒲

くようにしてくださいo

﹁現金書留﹂で

現金はぜひ

りだ︒町の寮で生活

が︑冬は暖かく︑夏は涼しく︑ふ

ツクスな腰かけを新調したらいか

ます︒もし︑転居届が出ていない

う一年間郵便物を転居先へ転送し

転居届を出すと︑郵便局では向

口と役場の転出入窓口にあります

事故が起きた場合でも損害が補償

乙とは規則に違反しますし︑万一

にしてください︒

の多少にかかわらず﹁現金書留﹂

現金を郵便で送るときは︑金額

する娘はそこでおとなになり︑花

と機械をとめたとき︑ステレオか

デバタを始めるとき︑あなたは
ど ん な 気 もちでしたか︑とき い て

子どもや家庭のこと︑婦人学級や

らやさしいメロデーが流れてくる
ような仕事場がほしい︒家族会議

と︑郵便初は差出人へ返送するこ

されません︒

始めてよかったとはいうものの

で就業規則を定め︑育児や休養の

い う人が 全体の 六十パ ーセン ト︑

ハタの織れる娘︑が近在農

収用︑法人に対する現物出資はも

ら譲渡益を控除した残額

五万円未満の場合六十万円か

戸籍の窓︑から

ます︒

登坂春彦武雄二男赤谷

高橋佐平

野口

高倉

昇天﹂御めい福を祈る

渋野銀次郎

中條サト 岩瀬
藤巻トキ 塩辛

うぶ声ー御すこやかに

現金は︑ぜひ現金書留でお願いし

家の嫁入り条件の一つ︑彼女たち

ちろ︑ん贈与等のような無償譲渡も

合︑十五万円︒

③譲渡益が四十五万円以上の場

一年

する︒

含まれます︒譲渡所得は主として

なお︑転居届を出しても︑

があるようだ︒雰事や育児はおば

時間を十分にとり︑楽しみながら

金をとるウラにはそれなりの苦労

は︑たとえイヤでも︑姑に織って

あまり乗り気がしなか つた人が四

くれと頼まれれば断わるわけにも

十パーセントの率であった︒とこ
シヤラに織機の中ですごしている

だo赤倉の女にならないようにo

あちゃんまかせ︑自分はただガム

ゆかず︑嫁いでまたハタを織り︑

人たちも︑仕事がイタにつき︑毎
と︑いつしか人間疎外にとりつか

ろが︑気が進まなかったと答えた

月きまった金がはいるようになる

資産を長期間にわたって保有した

中央町

ところが三十九年一月一日以・

渋谷理子
南雲利昭
一時に所得が発主するため︑事業

あとで︑その資産を譲渡したとき

元町

清水

作平

寺ケ崎

小川政一 田戸

田口潤治 木落
佐藤松男 伊友

中屋敷

たかさご1御円満に

霧繍

田中ケイ子

仁田から

木落

大倉から

四郎兼

＋日町から

五五五六七七七七八八
六〇三八六一二三八二二
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国民年金保険料
ただし︑障害者︑寡婦︑長期療
養者︑火災︑風水害等の実状に

昇

中仙田

三男新町新田

武勇長男新町新田

春茂長男

正治長女

実長男
弘長女

敏信長男

正治

霜條
吉楽真由美

新町新田

後の譲渡所得については長期

丸山由紀子

渡貫

の︵長期譲渡所得︶と資産を

間資産を保有して譲渡したも

霜條

中屋敷

所得などと同じ課税万法では税負

取得の日から三年以内に譲渡

喜多 晃
星名快枝
上村信之

中村正太郎 坪山
したもの︵短期譲渡所得︶に

貞二長女下平新田

丸山豊次
担が重くなりますので次のような

区分し短期譲渡所得には二分

上村美由紀

留治二女新町新田

神社町︑

譲渡収入金額ー取得価額などの

の一課税の適用は認められま

丸山るみ子

高原田

必要経費ー譲渡益−①

せん︒同じ年に短期譲渡所得

山野田

譲渡益i特別控除額i譲渡所得

と長期譲渡がある場合は計算

万法で計算します︒

−②
譲渡所得×1一2︑課税される所

が複雑になり︑資産を譲渡し

寛進保敏正利久
夫雄夫
長長長長長長二
舅女：男女女：男女

免除申請 受付中

応じ特別認定がされます℃

棚卸資産以外の資

特別控除額はその譲渡益の金額

得金額1③

治一一

昭和四十一年度分国民年金保険
しますo希望者は忘れずに申し出

希望申し出︑問い合わせは係まで

料 の免除希 望 を 次 に よ り 受 付いた
してください︒

ています︒

不動産の売買が目立って多くなっ

ここ数年来土地や建物のような

譲渡所得について

︵社会係︶

お願いいたします︒

から昭和四十二年三月分まで

一︑対象期間 昭和四十一年四月
一︑対象者 所得が少ないため保
険料納入が困難なもの︵※︶

一︑申出 四月十日までに役場社

会係まで印かんを持参ください

産の譲渡によって得る所得を譲渡

南雲也寸志

紀ッ林弘勇
年ネ三子吉

※所得が少ない︑とは︑大旨次
たします︒

て他の資産と買い換えたよう

買い換えの特例など有利な措

換えの特例や︑事業用資産の

な場合にも居住用財産の買い
その譲渡益の全額o

に応じ次のように計算します︒
①譲渡益が三＋万円以下の場合

置が設けられていますo

藤木仁仁
沢落田田

の区分により知事において認定い

﹁所有権︑その他の財

所得といって齢りますが︑譲渡と
は売買だけでなく︑むずかしく申
しますと︑

産権を移転させる︸切の行為﹂を

②譲渡益が三十万円を超え四十

曝肇騰

デバタができるように考えること

とになっています︒

普通郵便の中に︑現金を入れる

みたら︑目分から進んで始めたと

金をかせぎ︑美しくなって嫁入り

嫁修業をし︑ハタを織って結婚資

早くから夜翁そくま・
．些︑輌 讐継︑厭︐題の織物工場へやらさ
畿．隅矯麹罵
れるo部落のしきた
で織るような結果に瓢．
6
鼎藷鯉巴鯉鼎鯉配鯉母胤凹鼎
なってしまうらしい

い︒ハダカ電球を螢光灯に取り換

平場の農家に︑つい数年前まで見

トカ
PTAに出席することも忘れてb

とにはちがいないが気がかりだo

備胴

．

いいますので交換︑競売︑公売︑

総

繍

五人家族の世帯において︑家族
全員の前年度年間所得額︵民税
申告 に基 づ く ︶ が 十 九 万 円 以下
位の 場合に 限りま す︒

小田小山井内
林口幡田川山
弘久千茂泰和
美夫春和弘明

昭和41年3月10日
し

に

わ
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報
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定相続人︵二十才以上︶に贈与し

免許申請用往復ハガキは警察署の

試験場で施行されています︒なお
下流のかたのことを考え︑無理の

これから先︑雪消えまであ互い

学校町

神社町

昭和四十年中 に 親
た場合その贈与税は一応計算され

族その他の個人から

中屋敷

中央町

ますが︑将来相続のときにその農
︵土木課︶

昭和四十一年

たします︒

ない流雪をして︑住みよい町づく

家や土地などの不動

地を相続財産に含めて相続税を計

流雪溝の活用に
っいておねがい

受付と駐在所にあります︒

産や︑株式︑現金と
からないときは贈与税も納めなく

算し︑相続税と精算︵相続税がか

りにご協力くださるよう蒲願いい

いった動産その他の

この冬は思わぬ大雪で︑皆さん

財産で四＋万円を超

がありますので︑くわしいことは

てよい︶する納期限の延長の特例

町政事務嘱託員
△千手地区
中島 町
鈴木春蔵

高原田

ましたが︑お互いに交通道徳を守

交通もまあまあというほどになり

装もようやく道巾が増し︑自動軍

入 や ︑ 同 じ 人 から四

三月十五日までに税務署にご相談

える財産をもらった

ください︒

大変お困りになったことでしょう
ここ二三日の暖気で本通りの舗

十八年の三伍間に一

十年︑

三十九任︑三

伍について二十万円

交通関係 改正の
お し ら せ

を超える財産を二年

宮佐一郎

浩

甲く 畠公

高橋陸三郎

藤田宏太郎

伍取りや齢寺を︵寺尾︶尊敬す

山崎

丸山

丸山

滋野

秦野

藤巻

田口

地区

ホズ

ネヨり

内山常治郎

沢口武三郎

発電所通り

e自動軍運転免許証の更新及ぴ再

それは側溝を和用し︑雪を流し一

永公西組
永公東組

下平新田

上野
新町
元町

水品正一郎

山野田

交付の手数料はいままでは免許証

日も早く道を出したいという気持

鈴木 操
田中福次
高橋 宏
目黒太一郎

△橘

星名新田

田代

三領

い︒次に彌願いが一つあります︒

月一日から︑三月十

交付のとき納入したのですが︑三

ニ百メートルとしもへ行くにした

は十分わかりますが︑百メートル
がって雪のかさが増し︑

丸山和夫
太田由松

小海正太郎

って事故のないようにしてくださ

五日までに贈与税の

月一日から改正されて︑申請のと

以上もらった人は二

申告と納税をしてい

きに四百円を警察署の窓口に納入
することになりました︒

た町内がありますo

路上にあふれ出し︑大さわきをし

坪山さして舞いおりる
鶴は千年亀万年
千任万寺とこしらいて

沖立︵起きたて︶寝たで稼がれ・野

木島でみがいた乙の腕で

小根岸

△上野地区
根津

が三万円をこえる場合で一時に納

ただく乙とになりますo贈与税額

付することができないときは申請
イクの免許試験は廃止されて長岡

⇔十日町警察署で実施していたバ

ついに道

により五年以内の年賦延納をする

田代いいとこ菊僧︵聞く︶なる

φ

〃 畿
︑証

こどもはボール

いつどこへ．

わかりません．

とぴだすか

︶

けま覆勢

親も車も

膠

臼日
倉倉．倉倉谷

ことができます︒また︑農地を推

霧谷たとえ深くとも
藤沢︵富士山︶日本一の山

出たや

除夜の鐘鳴る寺ケ崎

高倉茄子ぴと初夢を

うたで つ づ る
おせち料理の塩辛や

この坂道を越ケ沢

平見て喜び勇みたち

川西町
仁田︵煮た︶黒豆の味のよさ

川西地区石工組合︵会長羽鳥寅

ああうまかった原田いこ︵腹太

野 口に入 れて舌 鼓
鼓︶

峠田戸水︵辿れ︶ば里近し

る 二月二 十 二 日 千 手 に お い て 四 十

太 郎 ︵ 伊 友︶会員二＋四名︶ は 去
一任の総会を開いた︒

下原

田中

みんな仲よく中屋敷

寺ケ崎

文化がすすみ新町と

中仙田

△仙田地区

その名も古き元町に

根深いねぎもつややかや

山野田田中の稲の穂は

水口沢々水たんと

坊や下原︵腹︶大きいぞ

六十三才︶が川西全地域の部落名

よくもこんなに下︵した︶平ら

四郎兼︵しろがねy黄金の波を

上野の町はよくできた

老杉古松友重︵とも茂︶る

﹇打つ

ことしは稼いで倉建てよう

大倉たてたと岩瀬︵いわせ︶ま

観音様のご利益で

大日倉 や小日 倉
し ょう

を蒲り込んだ詩を披露し︑満座の
以下その原文をご紹介する︒

川西めぐり

然︶寺

日本国中照らすなり

あの上新井の発電所

官舎︵感謝︶するのは東善︵当
神の恵みの有難たく

明るいわれらの川西よ

なし

高天ガ原は高原田

輝くわれらの川西よ

伊勢平治︵威勢平時︶．と変わり

仙︵千︶田万だと金貯めて

霜条山田の観音様の

だろう

ふところ温むか室島よ

晴れて鶴吉二羽三羽

赤の谷ん︵赤の他人︶もほめる

州 西細かにも うそうなら ば
ああ小根岸に宝舟

桐山ほどに積みかさね

小脇に汗を流しつつ

寺ケ崎藤巻立吉作

三領︵ 三両︶残した 年の暮

0

」

ノ」￥大高大霧

〃

紗

彪

憐涛仇

≦

作暖

久武忠英永利清悌

文

之治司一勝一一助治

金小茂川高斉川米小
子川野崎橋木崎仙林
芳角松富鉄婦清一猪
英治平雄栄輔栄郎作

〃

高市田星中高星丸小小羽小吉
橋川村名村橋名山林林鳥林楽
芳
一彦一一一一茂礼重 三徳友清松
郎平策正一三吉勇郎司市吉雄

田中
村島

拍子を あぴた ︒

席上︑寺ケ崎の藤巻立吉さん︵

深田口田辛落

岩赤藤越田小桐室
ケ
瀬谷沢沢戸脇山島

ρ

田未高中佐
橋条藤
常
喜
代銀一
茂定吉平郎

中

根原

贈与税の申告と納税
木落取り︵今日任・取り︶だお目

一、ミG郵

平鶴霜坪伊沖木寺
見吉条山友立島尾
仁塩木

田上東四下
中 善郎
町町寺兼平
て
る

．（4）
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﹁それっ﹂

﹁ウワーイ︑大きくなったぞ﹂

＼＼

消防記念日︵3月7日︶

︑

＼

﹁雪がなけりゃ寒い冬でも笑っ

・匿卜ードきーー・ ーき・﹄ξセ⁝腎季︾

てゆける

lf

屋根の上から︑東京の空に向っ

がいたらなあと思う

■﹃ーlp！︸・ーー・1ー撃F

でもオレはいつも思う

ー！18吃賃鴫︐5ヤきー塵

オレは東京にオレの姿を見せに

なる

雪よ聞いてくれ

雪よ聞いてくれ

くれ﹂

返事をしてくれ﹁うんといって

もくもくと降りつづける雪よ

ご入学おめで
η§

9

︑1

と㍗つ

午後一時から

午後一時から

午前十時三十分から

午前九時から

午後︸時から

午前＋時から

それは︑いつもわけへ

だてのない愛情と︑正し

い知識とをもって子ども

このため︑ 家庭の日に

を育てるということです

は︑夜はテレビをとめ︑

コタツをかこんで話しあいをする

ことが大切と思い︑母親も父親も

で気をそろえてすすめることにし

禎父母戦家族の人たちがみんな

すo

︵霧谷 花子︶

ような家庭にしたいと考えていま

中にたのしい笑い声がこだまする

これからもくふうし︑いつも家

しい家庭の日にしています︒

たので︑乙れを利用し︑家中を楽

村で去年から農休日ができまし

励ましあっています︒

中の誕生日を利用し︑家族が祝い

よい子どもになってほしいと家

中が明るくなりましたo

考えるようになり︑それ以来︑家

正しい家庭教育が必要だと真剣に

おかげで︑子どもを育てるには

ていま竃

午前＋時から

についてお話しをききましたが︑

雪 ほりをした

蒲まえたちのためにどんなに多

×

22

乙としの小学校新入生は二百二十八名

響入学式の日時

四月四日

雪がなけりゃ寒い冬でも明るく

千手小学校

四月四日

と呼んでみたがその声はむなし

橘小学校

上野小学校

一番好きなとうちゃんがいない

冬なんかきらいだ

四月四日

四月五日

四月四日

でも︑いなくなるとさみしいも

仙田小学校

中仙田小学校
んな・3：己と︑そしてまたこ

四月四日

四月四日

B

赤岩小学校

の

白倉小学校

庭

﹁雪おろしをしながら考えてみ

た︑とうちゃんと︑この雪を投

家

ういった

おこってばかりいるとうちゃん

ておとうちゃんおとうちゃん

オレは働きにきたんだ

きたんじゃねえ

夕暮の空に消えてしまつた

三BS
朝早く

ねむい目をこすりながら

ひとりでなにを考えているのだ

雪ほりする母の顔

度もないや﹂

げたことなんか思い出しても一

わたしは︑わが家の家庭の日をこ

ある日の婦人学級で︑家庭の日

おまえたちのために多くの人が

ほってもほっても少しも減らな

くの人が苦しいめをしているか

石焼きいも

×

んなふうにきめましたo

雪よ聞いてくれ

さぴしそうだった友だちの顔︑

ろう

ちのことか

父のことか︑それとも子どもた
母はやっぱりさみしいんだな

泣いているのさ

いし︑汗は額から流れて目にし

してくれ

三BA

みんなおまえたちがにくいんだ

みる︑おかあちゃんの額にも玉

雪よ聞いてくれ

太陽の見えない空に願ったコ

二B白井しず子
オレは︑あまがっぱ一枚で

の汗が浮んでいた

おまえたちのために︑どんなに

﹁早く消える﹂と返事を

朝かち晩まで︑石焼きいも1石

隣の屋根では︑Kちゃんのおと

冬﹂から転載︶

︵以上︑いずれも文集﹁仙田の

×

焼きい も ー と ︑ ど な っ ている
東京の人たち︑オレを見て笑う

いるか

多くの人がさぴしい思いをして

オレの姿は︑そんなにみすぼら

雪よ・；＝・友だちはいった

うちゃんが雪ほっている

｝

1︑1〜
﹁しめた﹂

2

﹁出かせきの父によせる﹂

出かせぎのおとうさん

醐A登坂和
﹁おとうさんお元気ですか﹂

でも︑オレも人間だ
ちったあ︑はずかしい

﹁元気です﹂

同じような手紙のやりとり
おめいたちの︑顔さ︑思いだす

でもな︑家でオレを待っている

ると︑

十円でも︑よけいもっていって

なんとなくうれしい

なんとなくおちつく
やりてえからな

おめいたちの︑喜ぶ顔が

おかあ さ ん も う れ し そ う な た め
いきをつく

はよう︑はよ交みてえからな

・ S

一罪々として︑降りつづく雪

雪が降る︑灰色の空の彼万から

三AM

おとう さ ん の 帰 え り が 待 ち ど お
しい︒

二A小川裕子
ふきのとう土手の道から顔出し

て摘みつつ思う働く父を

癌

そして︑もう終えると乙だ
し い かな

（学校別・男女別）

18

11

7

臼倉小

抽・
5 15

赤岩小 10

10

5

5

54

15

上野小 19

11

11

仙田ノ」・

じ

しかし﹁元気﹂というのがわか

枝
ああ︑私の家でもおとうちゃん

よ

中仙田小

45 52 77

千手小

言十

女
男

学校名

27 27 54

小

橘

D
きょうもまた︑おかあちゃんと

K
N

喝 不注意

描棉
父はりつぱだ

く

朝
雪

と

雪
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夫食不足の村柄にて︑柏崎より
場を表立ってつくるような気配さ

〃赤十字社員

昭和四十一年度
日赤県支部重点事業

六百年会︵川崎信夫会長Vでは︑

このほど町の恵まれない万がたに

を中心に﹁黄色い血﹂の追放を目

荷物場あらそい
このままでは︑山野田・三桶村

診療所で病気治療中︑医師をはじ

ます︒

標に強力に献血預血運動を推進し

増強運動〃

は︑駄賃が入らぬのに任貢だけは

め職員の万がたの献身的な看護を

え見えて来た︒

登りは野口仁田両村︑下りは山
納めなくてはならないという不合

感謝されて五百円を︑いずれも町

十日町上田郷へ通行の道にて︑

野田村より大沢村︵刈羽郡︶へ

日本赤十字社では︑赤十字百周

社会福祉協議会に寄託されました

〃

4

グ

4

〃

ヴ

〃

出て

戸外に

陽を
あぴよう

奉仕活動の強化

民間篤志家を組織し奉仕活動を

4

赤十字三大講習

青少年赤十字運動の育成強化

鮮提げて急ぐ家路の雪解霧

日井ト

こまごまと針箱整理針供養

自南風

雪壁のネオンの色に爾立ちて
月あげて雪野の起伏あきらかに

玄関へ雪道よりの雪の階

深雪中

冬越しの鉢庭に出し春の雨

田中翠畝

積み上げた雪壁にやや日射伸ぶ

江口凡石

炉ぼこりを髪にとどめて雪暮し

ヨ

数藤ひさほ

除雪軍のわだち大きく行き交う

雪めがねかけて腕臼盛りなる

小林たみい

太田白南風選

か喪し俳壇

事業︑国際活動︑その他

a 在外同胞応急援護・社会福祉

める︒

どを通じ赤十字精神の普及につと

無料診療な

5

強化します︒

3

期します︒

生かし一層災害救護対策の万全を

新潟地震︑上越水害等の教訓を

2災害救護

日赤血液センター及ぴ︑献血車

農業だけで暮していけない百姓

の継場乙れあり︑御公儀役人様

任を記念して赤十字精神をひろく

上血液事業

たちにとっては︑それがどんなに

も設備も無駄になってしまう︒あ

理な結果になり︑従来のしきたり

と︑五千円を︒

小さい収入であっても︑必死にな

御継立これあるまで︑諸荷物継

は勿論︑諸家様万御通行の御用

浸透させ︑ますます強力な活動を

また︑匿名の㎝町民から︑町内

ってとりついていかなければなら

らためて強い陳情を出すといっし

行なうため︑全世帯加

にご協力を！

ない︒

ぎ送り︑右の助成を以て相続罷

入を目標に運動してお

〃

ヴ〃〃

k

たとえば︑荷物送りの駄賃かせ
ょに︑四分峠へ小屋揖けして番人

本赤十字社の事業は︑

みなさんの納入してい
てささえられており︑

ただく社員社費によっ

い︒

ヴ

〃〃

意
4

春が来た

を置き︑大沢・赤谷分の荷物を差
ります︒

らず︑古来之通り山野田村迄継

〃〃

あいつぐ
ツ

町内の有志のかたが
九が結成している二千

︑漣

りあり候﹂

押えするという強行手段に出︑た

当川西分区において

という状況であったo

と乙ろが︑どのような理由があ
いへんな騒ぎになってしまったo

は た い へん貴重なものであ っ た ︒

ぎなどは︑街道筋のものにとって

関 東 か ら越後にはいって来 た 諸 荷
ったかは分らないが大沢村と赤谷

ご理解によって︑昨任．

物を柏崎へ届ける経路のひとつに

左衛門代官︶・松平越中守領のい

すでに全世帯加入が実

は︑町民のみなさんの

りまじったところで︑役所側の取

現されております︒

関係村々は︑幕府直領︵里見源

リと﹁作場道切り広げ︑馬足相立

りあつかいも難行したり︑現場で

村︵仙田︶とが協調して︑コツソ

て︑追々継荷等仕り︑赤谷小臼倉

は全く双万の言い分が逆であった

︵千手 ︶ ー 上 野 ー 仁 田 ・ 野 口 ︵ 橘 ︶

ー赤谷︵仙田︶ー三桶︵刈羽郡小

両村に荷継ぎ仕り﹂するようにな

上 州 i 三国越えー ＋日町ー 山 野 田

国町︶←柏崎の線があった︒ 一種

った︒荷送りのヤミ取引をはじめ

ご承知のように︑日

の公用道路で︑以前に本欄でとり

やかな論戦はもとより︑

解決までの間には︑賑

発展した︒

りで︑三任にもわたる争いにまで

たわけである︒もちろん本街道を

資料でみる町の歴史

百円の社費を納入して

ふるさとをさぐる

あげた﹁上野の大工殺し﹂のとき
などは︑三桶の渡しを越
復している︒

えて 何度も 柏崎 陣屋へ 往 続

い︑道の損壊や蒲どかしなどが繰

現在︑当分区では年額

通行するわけにはいかないので︑

いただいておりますが

実力による荷物の奪いあ

場 が 設 けられ︑荷送りの駄 賃 は 継

農道を修理したり︑橋をかけたり

やがては三百円に切り

乙の道筋に沿って荷継
場に指定された村々の貴重な財源

替えをお願いすること
また︑四月になりま

り返えされたが︑ようやく安政二
任︵一八五五︶十二月に証反を取

すと︑いままでどおり

り交わして終結した︒

以後相手万︵大沢・赤谷︶ニテ

﹁それぞれ事柄が相分り候二付

の社費納入をお願いす

して︑荷送り賃の横取りをねらっ

ビツクリした山野田．三桶両村

荷物継立て致すまじく︑以来異

るとぞんじますが︑何

となっていた︒もちろん︑その収

は︑さっそく関係村へ抗議すると

論之わ無きため議定左之通り︑

分ともにご協力くださ

しかし︑その後のようすを見て

立て︑それより三桶へ順々継送

も見込まれています︒

平野圭二氏︵千手︶高橋源治郎

役人の出張があって︑幸いにも双

同時に︑幕府あて陳情を行なった

々へ継立て候御荷物は勿論︑商

柏崎辺より妻有郷ならぴに外村

たことになる︒

氏︵赤谷︶所蔵の古文書中に︑上

万の調停は﹁大沢．赤谷村では荷

入には当然余計な任貢が課せられ

述の街道に齢ける荷継争いが詳し

継は行なわない﹂と再確認されて

とするのでなく︑荷を送るという

いると何の変わりもなく︑﹃其後大

咳

村に一切附送らざる筈⊥

●

左

＼＿
＼

一．、

翼

ている︒

こ がケン カ し た ﹂ な ど と ︑ 今 ご ろ

く述べられているoー﹁どことど

円満にもとへもどった︒

人荷物二至る迄︑上り荷物之分

になって古いことを取りあげよう

ことにこれほどまで執着しなけれ

沢村のもの共︑規定相破咳赤谷

大沢村より赤谷分へ一切附け送

ばならないむかしのくらしを振り

小目倉両村へ荷継仕り︑剰え下り

て︵油野囲−三桶︶慈愛を以て

れどころか︑こんどは堂々と荷継

うに約束を守ろうとはしない︒そ

且つ下り荷物之分は当万に
善

かえってみたいからである℃

荷仕り候﹂と︑相手の万はいっこ

荷物の分は右両村より大沢村へ継

﹃私共両村は︑高弐百石余家数

三桶 村は︑

荷継場ときまっていた山野田．

月々下十五佃之分は千手判より
赤谷分迄附送り︑止十五日は嗣

百軒余︑人別多く山中にて開作

＼

（6）
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