数
帯

麟

灘羅騒纏騒轟欝，譲藷、灘

園八月の行事

日本脳炎の予防注射

︵新潟市︶

県青年大会卓球選手参加

秋

●︐0．80 ●O●●●●●●■

民生委員会

■●O■●●●●●●● ●●●OOO

母子衛生事業で

＋七日

同右

狩猟者講習会︵初心者︶

多収穫競作会会員先進地

︵経験者︶小千谷

＋八日

災害入札

家庭の日

二＋日

千手神社祭礼

郡婦人会研修 千手小

視察

季一日

◎ ●

●■●

●■ ●

■

OO■

O O

O● ●● ●0

上野諏訪神社祭礼

●の●●

●●O

■

O●

名来町︵二十八日まで︶

東京都城北学園生徒十五

二±百

一壬ハ日

●● ■

このたぴ︑町の母子衛生事業の

りますので︑事業関係者︑また町

入れてゆきたいと係では語ってお

のために︑まず母子の衛生に力を

おねがいいたします︒

民のみなさんから絶大なご協力を

日の両日新潟市公会堂で開催され

た全国母子衛生大会の席上︑全国

生大臣表彰を受け．

表彰は全国から

ました︒

約二︑OOO名の母

の集まった会場に

子衛生事業関係者

おいて行なわれ．

受賞者の謝辞も町

役︶が代表して申

長︵代理根津収入

この事業は︑い

しあげました︒

仕事であって︑永

わゆる﹁じみ﹂な

年にわたっての医

療機関︑助産婦等

関係者の協力によ

って実をむすんだ

ものでありまして

︸乙んごも︑さらに

者たちでいっばい。

㎜健康な町民づくり

灘纏

受賞十団体のひとつに選ばれて厚

成果がみとめられ︑八月三日︑四

厚生大臣賞を受ける

●● ●●●90 0●●●9●OO●●●●●O●O●●●●●●●O●O●O●●●●●●●O●︐●●◎OO●・●O●●●●

産米改善対策協議会

立

鼻の日
町議会

日日日日
し鴛長受おの子麹 ま生受た日成

5．926人
6．146人

男女計世

糞⁝■

灘、，
鱗覇灘
馨馨

一一人ロの動き一

一り

者所
行刷
発印

編集人 星名四郎

…＝3士＋八七五二

係機に筆ゆこあ一賞い集衛一マ表しフ＼賞全の果こ
母ili
者関わてるのげが代者てま生O彰た臣十国両がの
＿ ：i＝日日

関療年仕わ

一

ハ

獺
覇︑

講、

2．590世帯

川西町く町長
白南風社定価
川西町役場
発行所

鯉
難蝋

想

1部5円

12．072人
帯数
中村壮吉＞

8月1日現在

、

昭和42年8月10日（毎月10日発行）
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騰

義

難

嚢

8月の照りつける臼ざしを受けながら節黒城観光道路（スカイライソ）はハイキングの若

節黒城はハイキングでまっ盛り

●0

●●

量町議会報告 ー

一千八百万の補正を議決
八日に臨時議会を招集

備費十五万八千円等がある︒

円と同校の健康優良校としての整

農林水産業費百三十三万四千円
つきともいうべき事業費補助であ

は︑主として国県補助事業のヒモ
って︑農業振興費五十七万五千円

六万六千円等があり︑ほかに水産

去る八日に第五回臨時議会が招集され︑一千八百万円の一般会計補 農地費二十三万円︑養蚕業費三十
正予算が審議可決された︒補正の内容は別項のとおりであるが︑本年

路工事費九十万三千円と橘地区街

商工費百八万一千円は︑観光道

業費十六万三千円がある︒

んど含まれていなかったのに対して︑今回はじめて本格的の補正が行

度の当初予算が︑暫定予算とが骨格予算などと言われて事業費がほと
なわれたものである︒

路灯補助五十万七千円が主体で︑

道路十万円である︒なお補償費と

迂回路三十七万七千円︑大倉取付

た田代部落集団移住に対して七十

る三月の定例会で請願が採択され

総務費百一万四千円の中には去

戸籍の窓から

うぶ声f御す二やかに

須藤彰芳
山田敦子

羽鳥久仁子

七月十七日新潟市自治会舘で開

和久井智恵

光興︑滋野一郎の四議員が自治功

南雲ルミ子

茂野和夫
登坂弘喜
齋木和幸

振興発展に尽くされた功績多大で

職十二年以上に及ぴ︑地方自治の

れた︒

の臨時議会の際その伝達が行なわ

と記念品が贈られたもので︑八日

以上の四氏は︑いずれも議員在

から内山常治郎︑丸山茂吉︑和田
労者として表彰された︒

十九回定期総会において︑川西町

催された新潟県町村議会議長会第

表彰

内山議員ら四名が

二＋八百三万円となっている︒

円の減となり合計才入と同じく︑

産業育成資金の減で四十一万七千

金二十二万一千があり︑諸収入で

円︑寄附金百二十万九千円︑負担

二百七十三万六千円︑町債二百万

十九万八千円︑前年度繰越金の増

出金三百八万三千円︑県支出金百

七十一万円︶︑事業に伴う国庫支

二百二十九万円︑固定資産税五百

一
あるとして︑南雲会長から表彰状

田中百合子

幸夫長女 室

務

島

三女小白愈

高橋 陽子

昇天ー御めい福を祈る

和久井トヤ

定雄

星名喜佐久

桂作

綾子・

伸昭

関口由警江

埼玉縣から

田 中

野口

高橋武義

たかさご1御円満に

5

げましよう．

真人町から

赤谷

大白倉

千葉縣から

式

正午には

黙とう−を

げ正午には黙とう︵一分間︶を捧

場または家庭において半旗をかか

つきましては︑式典当日には職

が行なわれることになりました︒

武道舘において全国戦没者追悼式

主催のもとに来る八月十五日日本

ため︑昨年に引き続き本年も政府

対し国をあげて追悼の誠を捧げる

さきの大戦における全戦没者に

月

追悼

日全国戦没者

大久保カツ子十日町から

村橋澤越

以上のほか︑農業共済事業特別会計予算の補正︑町道の認定等の件

なっている︒なお︑観光道路には

して沖立線に十万円︑田戸藤沢線

万円の補助が計上されている︒

も︒︑

みんなで泳ごう

元仁岩仁沖木
町田瀬田立落
三四五六八
三三四六五四

博信直ト傳
一子一ミ作

が議決されたが︑これらに先立って︑前回の議会において継続審査と 地方産業育成資金は四十万の減と

なり︑総文委員会に付託されていた請願二件について審査結果の報告

四十五万の県費補助が才入に計上

に十四万三千五百円︑中屋敷霧谷

道関係の補助が主体で︑ニツ家︑

田代部落集団移住
に七十万円を補助

されている︒

があり︑いづれも報告のとおり採択された︒

なお︑この日は開会に先立って県税徴収成績優良町村として町が表

彰されているので︑その伝達が十日町財務事務所長から行なわれ︑ま
た︑別項のとおり自治功労者として表彰された四人の議員に対しても
その伝達が行なわれた︒

線に五万円がついている︒
次に︑災害復旧費三百八十一万

て合わせで．二十八万八千円︑沖立

水上︑四ツ家の野口の水道に対し

＝＝＝鱒＝一＝＝＝一＝＝︸二＝＝＝＝＝＝＝二＝＝＝＝＝＝＝一＝︸＝＝二＝︸＝＝＝＝＝＝＝一

土木費に

四千円は︑工事請負費三百三十六

三領の小型ポンプ三＋万円と室島

消防施設費四十二万五千円は︑

の補助が計上されている︒

の水源確保工事に対して三十万円

衛生費の六十八万四千円は︑水

万三千円︑町費災害復旧費三十五
万一千円等である︒

橘小学校に

放送施設

の火の見やぐら十二万五千円であ
教育費三百七十七万五千円は︑
る︒
ロ
まず施設関係として川西中深井戸
以上のほか︑民生費二十二万円
一
ポンプ工事九十万円︑中仙田教員 予備費五万九千円で︑合計一千八
︸
百三万円となり︑才出の累計は二
橘小校内放送施設六＋一万︑赤岩 億一千九百二十万八千円となった聯

住宅工事追加二十万円等のほか︑

ほらね︑お婆ちゃんだって︑

押小登山
木幡坂口

総総鍮総

8 1

五百六十万
一般会計補正の
あらまし
総額一千八百三万円にのぼる一

般会計補正予算のあらましは次の
とおりである︒

まず︑才出においてはその筆頭
が士木費で︑才出総額の約三分の
一を占める五百六十二万四千円で

ある︒その内容はほとんど道路関
係f︑︑道路新設改良費四百八十三

万五千円のうち町道改修が二百二

十 六万六千円︑県道関 係 の 負 担 金

田中内上田羽星清
口島山村村鳥名水
ミ和弘和智敦彰仁智 勇美広貞賢俊
子幸喜夫恵子芳子子勉二幸子子一治
敏和久雄弥弘荘剛正忠武清一徳一俊
信作 一一一一一 敏一男治策二雄六
長長長長三三長長長二二二二長長長
女男：男男女女男女女男男女女女男男
下新
中高赤藤木仁下木木平町上鶴伊沖中
仙
新新
央
田倉谷沢落田原落落田田野吉友立町

おけいこしてんのよ

中森商冨村

●

が二百二十七万五千円︑町道関係

乙れに対して財源としての才入
の補償費が約三十万である︒町道． 小風呂場等三＋一万五千円等があ
り︑なお︑学校管理費として︑千 は次のとおり︒
机腰掛二百＋組代四＋五万
町税の自然増八百万円︵町民税
改修は︑沖立道路百四十万︑坪山

道路三十八万八千円︑田戸藤沢線

手小の

（2）
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峯，

暑さのお
この月の特徴です︒

一編獣豊継轄一

とずれとと
もに︑水に

にはいりま

い乙と︒

献血に感謝と
お 願
い
七月二十四日猛暑の中︑木落公
︐による愛の献血をお願いしました

◎水泳指定場所以外では泳がな⁝ 民舘前に於て日赤﹁ゆうあい暑﹂

志のあそぴはさせない︒

◎幼児のひとりあそぴ︑幼児同．

親しむ季節． 分守りましよう︒

学校の夏

した︒

休みの解放

上野地区

農業センター

仙田地区

橘白倉地区 橘出張所

×

仙田出張所

協力をお願いいたします︒くわし
いことは公衆衛生推進委員にお尋

×

新築・増築・改

係までおいでください︒

なお︑九月六日以後は役場社会

×

ねください︒

︿衛生係﹀

老令︑障害︑母子

福祉年金を受け

に︑一般の方︑三領︑小根岸︑遠

す︒証書をお渡しいたしますので

九月六日は福祉年金の支払日で

しようとする方︑また改築される

家を新しく建てられる方︑増築

ているみなさんへ

をはじめ橘地区の委員の方々とい

くは三箇の公衆衛生推進委員の方

印カン︑保管証およぴ受領証書を

方がたは︑一〇平方メートル︵三

木落婦人会︑寺ケ崎婦人会を中心

といっしょに泳ぐこと︒

ろいろの人々のまご乙ろを積んで

持参のうえ︑次の場所へとりにお

坪︶以上届け出なければならない

◎かならず︑泳ぎのできるひと

どんなに泳げるひとでも︑ひとり

車は帰りました︒乙れらは大きな

いでぐださい︒

感から︑水
泳事故が多
で泳がないこと︒
◎集団で泳ぐ時は︑救

手術の人のために︑交通戦争の犠

日時九月六日

築されるかたへ
おねがい

くなるのが

急法の心得のある者が同

牲者にと︑何人かの命を救ってい

時間 午前八時半ぞ午後四時

参ります︒仙田地区の皆さんのご

次回は八月二十四日︑中仙田へ

千手地区

いようですので︑新築︑増築︑改
川西町役場社会係 ㎝築される方は工事前に届け出るよ

最近乙の届け出が守られていな

乙とになっております︒

行するとともに︑バデー
システム︵二人一組︶で

るのです︒みなさんほんとにあり

にならしてから泳ぐこと

◎泳ぐ前に必ず準備運

がとうございました︒

○

歯を食いしばり︑ケツを思いきり

両手を上にあげ︑両足を開き︑

すぐ引き起こし︑オスタップの水

る者が出た︒気を失って倒れると

が︑それ以上たたかれると失神す

兵隊なら十回くらいは耐えられた

若さと体力と精神力で︑普通の

たたくのだから痛さは格別だった

出撃するまでにいたらず︑こうし

がれの練習生にはなったものの︑

引き渡たすのが例であった︒あこ

の箱に納め︑病死の扱いで遺族に

あと同期生の手で火葬にし︑白木

まもなく死ぬ︒形だけの告別式の

きかえすとまたムリに不動の姿勢

に頭ごとつけこむ︑それで息を吹

人の練習生の・つち一人はあった︒

て若い一生を終わった兵隊が︑百

こと︒

がおそう︒ごう書けばハハアと合

ブイ音がし︑いたたまれない激痛

をとらせ︑ふたたぴ

織灘

︵帰りは行きの倍つかれ

㎜点のゆくむきもあろう︒その昔︑

一

る︒︶

◎練習をするときは︑

灘瞬灘鐸皿
くりかえして徹底的

失神させる︒これを
する乙と︒

胸か肩の深さのところ鱒︑一 帝国海軍が兵隊に気合いを入れた

のねらいは︑戦場におもむいても

にたたきのめした︒

．ときの︑バッタという制裁だった
バッタは︑別名を軍人精神注入

仮死状態になるとやっと許され

平気で人を殺せる人間をつくる乙

死を恐れず︑命ぜられるがままに

◎けいれんをおこした㎜

つり床の中に寝かせられた︒クチ
岬ケヤキかカシのような固い木叫︑作

んな毎日がつづいてやせ細り︑や

起きあがることすらできない︒こ

B二十九やロッキードP三十八

とにあったのではなか︽︑たろうか

棒といい︑対島沖でバルチック艦

も喜．︺けず︑食事もノドを通らず︑

り︑おぽれたひとを見た

とに知らせ︑おおぜいの． たものといわれていた︒おもに︑

場合は︑大声で近くのひ． 隊をせん滅した東郷元帥が考案し

・りれており︑長さは野球のバット

がて病室へ運ばれるがそのときは

にいじめられた︒グラマンF六F
機銃掃射を毎日の志つに受けた

ひとの協力を求める︒

ヘ＼らい︑警察官が持つ警棒のよ︸っ

もう．手おくれだ︒打たれたときの

．りで︑大の男が力いっぱいケツを

ら・ない︑﹂︑わるふざけを︸

へ︑ρ㌃禽︑︸︑ ︸レ丈︑渓お︑︑ こ
ぐヤゆヘノセさヘナげトロもオチ しゅノ ハ

ず

な太さであった︒そういうしろも

☆ ☆

内出血がもとで肺浸潤を併発し︑

しないこ﹄︒

☆

なお︑すでに建てられた方にっ

・うにご協力ください︒

︿土木課建築係﹀

きましてもすみやかに届け出をし

てください︒

個人事業税

納期限のお知らせ

い︒

︿十日町財務事務所﹀

ましたら遠慮なく申しでてくださ

納税についでご不審の点があり

または財務事務所の窓口です︒

納税の取扱いは︑銀行・郵便局

さるようお願いいたします︒

みんなそろって期限内納入くだ

におとどけいたします︒

納税通知書は八月十日ころまで

期分の納期限は八月三十一日です

昭和四十二年度個人事業税第一
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ハッと思い︑ヒヤリとして敵機を

と思う︒戦争はも︾っこりごりだ︒

残った者に課せられている努めだ

国にすることが︑あの戦争で生き

成者を育て︑二度と戦争をしない

たい気もちがわく︒平和日本の形

ない世代からよく理解してもらい

悲惨さ︑むなしさを︑戦争を知ら

戦友︑知己をしのぷとき︑戦争の

ギセイ者のめい福を祈り︑往時の

なおこんな思いにふける人は多い

あれから二十二年を数えても︑

だった空の青さが忘れられない︒

日本一長かった終戦の日の︑静か

いかど︸つか死なずに復員したが︑

真剣に考えた乙ともある︒そのせ

った︒何とかして生き残りたいと

れてはいてもやはり死が恐ろしか

った︒そんなとき︑ふだんしごか

イ打ちするアメリカ兵がよくわか

見ると︑ニタニタ笑いながらネラ

≡≡≡≡≡≡＝一≡＝≡≡≡≡≡︸一二≡≡≡⁝≡⁝＝︸一≡三≡≡＝≡＝︸一≡＝≡≡二⁝≡一≡＝≡≡三≡≡一⁝≡⁝⁝ ＝⁝＝一≡＝≡＝≡≡⁝＝三＝三＝三＝﹇＝

動を行ない︑からだを水
◎からだの調子が悪い㎜

うしろに突き出す︑トタンに︑豊

終戦の日に思う

◎初心者は沖にむかっ

かなシリの肉に食い入るようなニ

食事の直後には泳がない．

ぐ乙と︒

て泳がず︑岸にそって泳

ときや︑疲れているとき一

場所

泳ぐこと︒

何とでも見て
いただきたい漫画

なくそう

察
〃

ご注意・ママの立話

の

水泳事故を一
怒鷺〆
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しておりことにコガタアカイエカ

アセモの予防について

いように注意をしてください︒

小さい子どもは特にカにさされな

いたいと思われます︒

乙としは︑日本脳炎が流行する
ナハマダラカ︑ヤブカ類が関係あ

が最も重要ですがアカイエカ︑シ

気はカが媒介する乙とがはっきり

恐れがあるという乙とで全国的に

日本脳炎を予防しよう

も川西町でも随分予防注射のくす

中仙田小学校の
教育キ

ヤ

ンロ
フ

神聖なふん囲気の中で儀式的な火

スポーッ少年団︶

去る︑七月二十五日︑六日一泊

からはじまりボンファイヤーで楽

︵

からだは汗でぴっしょりです︒子

二日で中仙田小学校スポーツ少年

ると思われます︒

予防対策としてはまずカの発生源
どももおとなもアセモを作ってい

毎日続く暑さのために私たちの

どうにか全町の希望者は一応終了
をなくすること︑又力の駆除をす

︸

年団の子どもたち︶

例の渋海川ダイナマイト流失事

故により子どもたちは水泳を中止

は子どもたちにとっては印象深い

させられていたので乙のキャンプ

ものになり喜ばれた︒

しないでそのままたまり炎症を起

る人が随分見受けられます︒
アセモは皮膚面に出た汗が蒸発

もとに大自然の中でテントを張り

成の一環として︑全職員の指導の

ンプを実施した︒青少年の健全育

団︵団長山崎俊一︶では教育キャ

の役員をはじめ地区の人たちも多

地区では珍らしかったのか婦人会

りひろげた︒

しいつどいを約二時間にわたりく

きまして七万六百三十一円の浄財

と乙ろ︑たいへんご協力をいただ

協力沿礼

開眼愛のリレー

こす状態です︒ことに七月は空気

正しい計画と指導のもとに共同生

数見学に集まった︒

第一に︑夏場だけ流行するという
病気です︒

第二に ︑高熱と神経症状の強い重

㎜促催媛だより㎜

︵写真は炊飯をするスポーツ少

◇

◇

︿衛生係﹀

丁

清水やす

子

南雲文峯・

梅干の赤く干上る土用晴

十日町病院

うす虹のかかり青田は暮れんとす

小白倉 江口凡石

眠い子を抱きて緑陰そぞろ行く

発電所通り小川越人

夕立の土のにおいを残し去る

仁田

もろこしの葉裏大きく吹かれをり

中屋敷

あじさいのうつれる色に雨注ぐ

寺尾白井すみえ

夏休校ただひろぴろとせみしぐれ

幼な子の絵日記朝顔日々つづく

嫁く心きめしこよいの天の川

大倉中條夢人

太田白南風選

セ肇堰苧

◇

げます︒

の暖かい志に対し厚くお礼申し上

その事業の成功を期待し︑皆さん

りくむことになろ︸つと思いますが

ない人の検診︑手術︵開眼︶にと

これにより県では早速目のみえ

を納めることができました︒

レーによる募金をお願いしました

るため︑皆さんから暖かい愛のリ

新潟県開眼対策事業の資金にす

中の湿度も高いために生じやすい

活の楽しさを味わった︒特に二十

脚⁝三⁝三⁝主一一三⁝三3三⁝一⁝三⁝三⁝︐⁝三⁝舳

八月十九日

セレモニヤファイヤーは︑仙田

を行ない汗を流して皮膚を清潔に

季節です︒日中何回か入浴や行水

五日夜のキャンプファイヤーでは

畠一一一一曹．昌＝一一9■働−幽幽IOo■りゅ一一曹・畠一 辱OO9一一一一一7一騨0のぽ

次いで予防注射によってからだの

してやってください︒行水ができ

−

五分が死亡するという恐ろしい病

篤な症状を呈し罹づた人の約三割
です︒最後に個人予防の面として

中に免疫を作っておくことが大切

ない時はタオルをぬるま湯でしぼ

﹄﹄O餌聖マニ躍一一︸．呂醸一一曽■呂一一南甲9■一一儒

気です︒もし死をまぬがれたとし
従来より炎天下に帽子をかぶらな

って︑よくふきとってやることが

1
開

ても二〜三割程度が運動や知能の
いでいるという乙とが誘因として

大切です︒厚着をさせないように

しようか︒

障害を残すという後遺症がありま

意味があるとされており又︑過労
や不摂生が抵抗力を一般的にへら

す︒

橘地区

八月の健康相談日

し涼しくしてやってください︒

発病者は主に子どもや老人に多く
どもの養護に十分気をつけてもら

すものと思われますので夏季の子

乙の日本脳炎とはどういう病気で ρることが主体となります︒

一

しゃすいとされています︒この病

錦
巳

しました︒

り がたりなくて困難し ま し た が ︑

ヤ

又体力が弱っている場合には発病

の話を聞いて︑他人に及ぼし︑社
会に広げなければウソだと思った

すでに地元の千手小学校では昨

××××××××××××××××XX××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

すすめよう

年十二月より先生方全員が加入し

毎日新聞社社長 上田常隆

ています︒去る一二月第一回﹁小さ

ありがとう

学童の﹁小さな親切﹂を推せんし
な親切﹂運動全国大会には室岡教

﹁小さな親超を
町青少協では明るい家庭づくり

愛の協力募金
非行のない明るい社会をつくろう

頭先生が県の加入小学校を代表し

青少協では委員の団体加入を機

と︑町民の皆さんに愛の協力をお

青少年の健全育成の面から実践運

会に全町にこの運動を拡げ︑明る

願いしたと乙ろ︑八月一日現在︑
総額七万九百拾九円となりました

青少年をす乙やかにはぐくみ︑

い町づくりをすすめようとしてい

て参加するなど︑今後の成果が期

ます︒﹁小さな親切﹂実行者があ

乙の浄財は県保護司連盟に送ら

動として﹁小さな親切﹂運動をと

この運動の目的は﹁小さな親切﹂

れ︑一部は川西分区保護司会の活

待されます︒

を ︑社会のムードとし て 盛 り 上 げ

つ︑どこで︑どんな乙とをしたか

りましたら︑実行者のなまえ︑い

なり︑七月二十五日付で団体加入

﹁小さな親切﹂を社会の慣行とし

動資金として︑青少年の非行防止

りあげ︑このほど全委員が会員と

ようというもので︑会員は﹁小さ

を町青少協︵社会係︶までどしど

いた し ま し た ︒

な親切八力条﹂を守るとともに一

活動︑犯罪予防活動に活用されま

︿川西分区保護司会V

ここに報告申し上げます︒

す︒皆様のご協力に感謝いたし︑

しおきかせください︒

らさず︑と考えてきたが︑茅さんー

私は少年時代から善行は人に知

すすめのことばー

般から﹁小さな親切﹂実行者を本
部に推せんし︑実行章を贈呈して
敬意を表し︑運動推進に協力する
ことになっています︒

かわに

（
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