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■老人福祉大会で表彰

8・2

8水害に義援金

木島子ども会︵代表桑原富夫君

．さる八月二十一日︑高田市厚生

人福祉大会の席上︑多年︑老人福

会館で開催された第三回新潟県老

でください︒

印を持って国保係の窓口までおい

事故の状況を説明できる人であ

はなりません︒

すみやかに届け出てもらわなけれ

療を受けなければならないときは

国保の被保険者が交通事．賎で医

交通事故の届け出を
忘れずに

変よろこばれている︒

．ている現地の状況だけに大

あり︑日用品などが不足し

見舞として衣料品の寄託が

会係にあてて︑水害地のお

くに名を秘す︶から役場社

学校町の二名のかた︵と

とく名で衣料品

おくっている︒

いを出しあって水害地へ見舞金を

寄託した︒同会では昨鉦もこづか

得た四千二百七十円をお見舞と激

会員三十三名︶では︑廃品回収で

少何さ大

郡市社会福祉大会表彰

撲にこ豆祉に功績のあった丸山寛治氏︵橘

の

ればどなたでも結構ですから︑認

一万円を

上町の平野キイさんは︑さきご
の

さんの香典がえしにと︑

ろ亡くなったご主人の平野金太郎

社会福祉協議会に寄付

事された功績に対して︒

ともに︑永鉦社会福祉に従

高橋鉄治氏︵高倉︶

ド金山良晃氏︵役場・霜条︶

されたので︒

地域の母子会の発展に貢献

t ＿＿の母＿功児員氏うら社沼沢
助永高役で子越績保在＿け 会郡小
績鉦倉場o会ケに育任野た次福十学
こ社）・ の沢対に中口。の祉日校
対会 霜 発）しつ ） か大町で
し福 条 展 てく地
た会市開

も中で

筆講麟凱誘塁鷺認請
れに氏氏たの氏た幼委義をか合魚田

崎

橋山

のう断も

久が川六れ月．
が辱で纂蜂
大た、．十さ八

1

高金

帯数 2」588世帯
川西町役場

、9

励の手紙にそえて県知事にあてて

とカミなカ・った。

舗粥磯クラブ︶が晴れの表彰を3

力士が元気にハッケヨイ

もないくらい歴史も古い。戦後の混乱期にも『
ことしはあいにくの雨にたたられたが、それ

一人口の動き一
9月1日現在・

一曽

大会
なるのかにっきりおぼえている人

十王堂（東蓄寺）
毎年8月51日の夜沿こなわれ・ことしで電
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ー町議会報告f

議会役員を全面更迭
議長和久井・副に平野氏

二票

市川

富二

一票内山常治郎

一票丸山惰正

正副委員長は
委員会で互選
正副議長選出ののち︑常任委員

九月一日に第六回町議会臨時会が招集され︑任期二年という申し合

わせによる議会役員の全面改選が行なわれた︒その結果︑議長に和久
会の正副委員長から提出ざれた辞
ち︑昼食及ぴ協議のため休憩には

任願いを上程︑これを許可したの

井精︸氏︑副議長に平野圭二氏が当選し︑今後二任間の議会運営を担
鷲．任委員会についても︑別項のとおり全面的に入れ替えが行なわれ

当することとなったo

した︒

新しい常任委領会の構成は次の
とおりである︒◎委綴長 ○副萎
員長

△総務文教委員会

いった︒

休憩中常任委員会の所属変更に

定数九︑欠一

正・副委員長も産経副委員長の丸山茂吉氏が再選されたほか︑全面的

ついて協議し︑別記のとおり新し

に交替し︑議会の人事は全く︸新ざれた︒

その他︑教育委員の任期満了に伴う任命の同意︑同じく診療所運営

山家音

い委員会の構成について合意に達

○小林牢︸

した．︑惹いで委員長︑副委員長の

登坂敬憧 内山常治郎︵以上公益

員研．修会が︑ことしも九月七日の

例庄行なわれている県下町村議

議員研修会

長岡で

代表︶

丸山茂吉 斉木定太郎 馬場卜

数藤孝平 田中

禅丸山憧正︵以上議員︶関口重

作 高橋吉太郎

藤原英策 片桐荘太︵以よ
地元選出︶

凌治

大久保武

△国保逢営協議会
委員

清水周平 渡貫軍治

◎小林与作

事務的なものとしでは︑税条例の一部改正︑無事もどし金の交付︑退

委員の委嘱に同意を求める件等︑人事に関する案件が大部分でありた

麟節︑・

︑・卜

評論家大河魯敏夫氏︑講演の題名

老後

楽しい

つくろう

みんなで

敬老の日

は﹁内外の政治情勢について﹂︒

協〆

獣

！血

和田光興

．ρ︶

ゑ ロぺ

奪＠

︑舗マ︐7

小林申一

れ︑議員多数が受講した︑講師は

義

ひマ

師代表︶

同じ臼に長岡市厚圭会館で開催さ

平

中村昌

定数八
○高橋惣八郎
小川清次

茂野禽之助︵以上被保検者代

選出方法についての協議に移り︑

信夫 富井政t︵以上医師︑薬剤

表︶ 藤巻力雄

○丸山茂吉

定数九

△産業経済委員会

市川富二

職手当組合の加入？脱退等のほか︑請願一件が審議された︒

禅 和田光興 登坂敬惰鳥二は

①一従来どおり蝕髭別にそれぞれ

◎中村金作

豊名安信 押木二

桐生昌平

平

③委員会毎に正副委員長を互選

◎田中与三郎

丸山憧正

診療所運営委員等

登坂禄蔵 川崎

︸応次の三つの方法にしぼ︵て検

二票差で和久井氏

和久井議長の委員辞退によるもの︶

のポストを割り当て︑その線に従
︵て議会で選挙する︒

あいさつがあ︵たのち︑新議長が
ただちに議長席についたo

補者として議会全員で投票し︑・最

②各委員会の所属委員全員を候

副議長は四票差

る当選告知が行なわれ︑当選者の

この結果について当選考に対す

討された︒

が当選
正副議長選挙の経過
この日の会議は︑午前十時に南
雲議長の手によって開会された︒

水落達一

内山常

告 平野圭二

次いで︑新議長の司会のもとに

し︑その結果当選七た者を議会に

治郎

田中副議長の辞職願いの許可を議

おいて指名推選により選任する︒

野一郎

雲章斉木定太郎桐圭周平滋

長とする︒

高得藥者を霞員長︑次点を副委員

税条例の︸部改正等の事務的の議

決したのち︑副議長の選挙をβな

法を採用することとなり︑各委員

まず︑退職手当組合関係の案件︑

案を議決︑次いで教育委員丸山宗

い︑次のとおり無野圭二氏が選出

会毎に互選した結果を本会礒にか
平野

けて︑指名推選により正式に決定

婚蓉

』

9

△土木厚生委員会

太郎氏の任期満了に伴い︑再ぴ同
された︒

圭二

南

氏を任命したい旨の提案に同意の

一三票

副議長選挙開票結果

田中与三郎

以上のうぢ︑協議の結果③の方

め︑田中副議長が議長席について

九票

議決をしたのち︑休憩にはいり︑
議長以下全役員の辞表を取りまと

れ た 議長辞職願いを上程 し た ︒

教賛委員のほか︑この譲会質︑そ

の委嘱に同意した診療所運営委員

及ぴ町長から報告された国保運営
協議会委員は次のとおりである︒

△診療所運営委員

、〉

』

忍

馬場卜

田中土厚委員長

萄

牽

再開を宣し︑南雲章氏より提出さ

議長辞職の件を許可する議決を

笥z野副繊長

閃
交

敬

小林総文委員長
斉喜政良

中村産経委員長

西4／

したのち︑ただちに後任議長の選

挙にはいり︑堂々めぐりの投票を

行なりた結果︑次のとおり和久井
和久井精一

精一氏が十四票で当選と決定した

南雲

章﹃

一二票

㎜四．票

和久i井議長：

（2）
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二十八万七千五百四十円

赤い 羽根共同募金
ことし

研修費に五万円使用されています

昭和二＋二年発足当時は戦災と

まり社会連帯の精神にもとずき積

国民一人一人のたすけあい︑つ

赤い羽根が社会福
祉の世論をつくる

インフレのため︑国民の貧困対策

障制度を築くための原動力となっ

民意欲的な支えがよりよい社会保

極的活動をしていますが︑この国

いまでは国民全体の努力がみの

万七千五百四十円と決定されまし

今鉦の川西町の目標額は二十八

ています︒

対策等に力を入れ大きな役割を果

．例圧のとおり赤い羽根共同募金

達成をお願いする次第です︒

た︒皆さんの御理解により目標額

次のことがあげられます︒
をお願いします︒

封筒をおくばりしますので御協力

お知らせ

新潟県職員採用
初級試験について
新潟県は左記により職員採用初

級試験を行ないますので︑受験を
希望される方は︑新潟市学校町新
潟県庁内新潟県人事委員会事務局
宛申込用紙を請求して下さい︒

朱書し十五円切手をは︵た宛先明

﹃

町の社会福祉協議会に配分され

記の返信用封筒を必ず同封のこと
受験資格

す︒

地域の社会福祉向上に役立ちます

昭和十九圧四月二日︵二十三才

申し込方法
封筒の表に﹁初級用紙講求﹂と

昨年の町社会福祉協議会の配分

︶から昭和二十五年四月一日︵十

一般事務㈲

試験区分

ツ

は二十四万二千円で才末法外緩護

七才︶までに圭まれた者

万五千円︑老人福祉二万七千円︑

⑥は

九万六千円︑児童福祉二万円︑母

災害対策一万四千円︑その他各種

一般事務⑧

子福祉一万円︑身体障害者福祉二

日常生活に結ぴつ
い た 活 動 を します

より目標額を設定する計画募金で

共同募金は福祉計画の積重ねに

共同募金は計画募金

行なう︒

るので共同募金会一本にまとめて

なうと︑大変のムダや不便がおき

要としますが︑それを無秩序に行

民間社会福祉事業には寄付を必

寄付募集の合理化

赤い羽根共同募金の特徴として

たしております．︑

︵児 ︶ と か 児 重 対 策 ︑地 域の福祉

たのにつれ赤い羽根は心身障害者

り︑公の施策もかなり充実してき

が最大の課題でした︒

ん の 協力で年々発展して き ま し た

たすけあい赤い羽根運動は︑皆さ

多くの人々に親しまれてきた国民

〃共同募金〃のシンボルとして

の目標

ぜ

土木︑農業土木︑農

新鋭消防ボンプ

シャシー

ニトン

日産パトロール︵ジ

木村氏を再任

最大の特長とし

員の委嘱を受けられましたのでお

五日付で法務大臣より人権擁護委

仁田の木村正吉氏が去る八貝︑十

人権擁護委員

て全輪駆動で積雪

なぐ必要がなくよ

に置かれているものですが︑次の

由人権思想の普及高揚を図るた沁

れている基本的人権を擁護し︑自

人権擁護委員は︑国民に保障さ

一㌃︑ツせします︒

り阜く適格に蕊作

から安心してお気軽にその曇宅へ

にもれることは絶対にありません

問題でお困りの方は︑無料かつ他

小型のため小路

わりないなど︑町

の侵犯︑その他お函りの問題︒

犯︑酷硬慶待︑差別待遇︑主活権

強制圧追︑教育を受ける権利の侵

私的制裁︑人身売買︑村八分︑

相談にお出かけください︒

んと強化された︒

の消防力がいちだ

性能は大型車とか

縦横ゐ活躍がでさ

等の走行が容易で

威力を発揮する︒

でき︑初期消火に

管八メ⁝トルでつ

吸水管はソフト吸

時の活動ができる

森田式︑放水量毎ガ

ープ︶百三＋馬カ

黛間本部で使用されましたが︑第
三分団︵橘地区︶へ配車がきまり

ポンプ

は次のと諮りです︒

ました︒新消防車︵写真︶の性能

乳

別だが︑この魚屋さんの目的をき
くと感動せずにはいられない︒

るという悲劇の一家だった︒

ショックがもとでまもなく他界す

うことが︑何よりの供養になると

そろって本山におまいりしてもら

どうか︑名前だけは公表しないで

筆者と同窓のこの魚屡さんは︑

考えた︑というのである︒

夢を断たれ︑両親の安否もつかめ

くれ︑自分は岩瀬のことが忘れら

魚爆さんが矩若くして大陸での
岩瀬の旧家に生まれ︑育∩た人︒

な﹄まま故国の土をふんだのは︑

この魚．屋さんは︑大正の末期に

人学級︶へ︑浦和市に庄むある魚

こ・声したいまわしい世相のころで

ないが︑昔お世話になった村の衆

れない︑べつに金があるわけでは

そのころ︑父君は仙田村役場に奉

一貫になったが︑この人はとほう

あぞ︒両親を失い︑自分もハダカ

職し︑国策にそ︵て大満州建設の
一翼をになっていた︒そうした父

だ︒あす十一日から二泊三日の予

君の影騨を受けてか大陸に夢をい

だき︑

主まれたとき︑父君はその人とな

ので︑さきごろ越前の大太山にお

ことしは父の二十三圧に当たる

数任の後︑満州る仙田開拓団が

したのであ︵た︒

一夜を坊にやどり︑翌円は本山

と共に大陸に渡︵た︒が︑王道楽

りを慕われて団長に選ばれ︑母君

こうして毎圧︑お盆がくると亀楽

そくまでじつによく働くそいつだ︒

人といっしょに︑朝早くから夜お

てが質素で清貧型︑岩瀬出身の夫

んの日常生活はつつましい︒すべ

る︒人づてにきくと︑この魚屡さ

でもらえれぱ満足だ︒と語ってい

うらこんどのことで少しでも喜ん

定で︑全員を︑福井市州︐W近くのあ

うのである︒老人たちにとりては
天から降︵てわいたようなありが

たい話︑この魚爆さんの善行を︑

いま︑とれ秋にせわしい村の衆が

を参拝︑見物し︑兼汰公園を見て

感激のルツボでつつんでいる︒

金沢の宿にくつろいでもらうとい

たという︒近づいた敬老の日にふ

会に︸万円ずつ贈ってくれてもい

この︑魚屋さんにつづけ︒

さわしい心あたたまる話題である

の家もない︒父の墓を︑とも考え

たが︑それよりも︑生前の父をよ

入され︑責任を一身に受けた父君

は現地でかえらぬ人とな︵た︒よ

く知︵ている村のとしより衆から

土の実現を目前にしてソ連軍に侵
を計算するとぱく火な金である︒

うやく引き揚げた母君も︑敗戦の

ラックスな旅行︒いりさいの費用

売名や宣伝がネライであれぱ話は

う︒ご老体を考えて往復特急のデ

まいりした︒そのとき︑岩瀬に家
があれば法事をするのだが今はそ

中心街て沈きな魚屋をしている︒

驚羅麟騰麟．諜蘇

る宗教の大本山へ招待する︑とい

屋さんから耳よりな話がまいこん

岩瀬の亀楽会︵会員七＋名の老

ある魚屋さんに学ぶ
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なお︑いままでの消防車は＋一

おいて盛大に挙行いたしました︒

入魂式はさる四3中央公民館に

を行ない︑納車を完了しまし↑笥

十三日︑役場前において性能鼠験

急いでいた町消防団では︑八月二

本部の消防ポンプ自動車更新を

自動車設置

課庶務係に照会して下さい︒

その他の事については役場総務

その他〜

印のあるものは有効︶まで︒

四十二年九月二十三日︵当日の消

昭和四十二銭九月︸臼から昭和
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男子だけ︒
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も

夢︸

驚

健康メモ

が少しもよくならないという人が

肩こりを訴える人の多いのにお

貧血からくる目まいには鉄剤を
のむことがたしかに有効といわれ

肩こりの原因と予防います︒
どろきます︒わたしたち白米食国

次のような点が健康のひとり診
断に役立つでしょう︒

︵良いしるし︶嘱体重がふえもへ

らがなく快活である・朝起きたと

りもせず安定している・気分にむ

ツルツルしているが︑じつと脂が

きそう快である・朝︑顔を洗うと

ができるようにしてあげたいとい

の老人が参拝においでのとき休息
う話しがでてまいりました︒

これを区長会が中心となって計

画をすすめ︑全地区民をもって橘
予算を七＋五万円として寄付をね

地区戦没者慰霊奉讃会を結成し︑

という多額の浄財を得て︑これま

がったところ七十六万八千二百円

ツメの変形などがいっしょにくる

のってなめらかである・食事が楽

六坪の拝殿をつくることになった

での納骨祠を奥の院として︑前に

工事は順調にすすんで八月十臼

・ツメはきれいな桜貝・坂や階段

完成︑十六日には竣工式にひきつ

ない・グナや悪口があまりでない

しい・雨が降っても気分がめいら

ますが︑耳なり︑ドキドキ︑手足
腰の冷え︑肌荒れ︑つかれやすい

低血圧はなくても内耳の関係や

場合が多いようです︒

一酸化炭素中毒からも目まいがす

でたいして息切れしない・足どり

づいて全遺族と地区民が参集して

にお参りし︑静かに語らいもでき

戸籍の窓から

うぷ声ー御す二やかに
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︸位一点蜜金三十万円
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蝿じぐれ抱きよぐ吾子の重きこと
八︑ 入選

箪を明記してください︒

地位︶等をできるだけくわしく
在学中の方は学校名︑学部︑学

七︑

氏名筆︑記載事項

の消印のものまで受付けます︒

午まで︑郵送のときは当臼づけ

六︑

してください︒

小白倉江口凡石
官房文書広報課あてに︑郵送ま
大海を横切って星流れけり
たは持参してくたさい︒
郵送のときは︑封書に﹁二十 踊れ踊れ踊れ夜もよし作もよし
大倉中條夢人
麗圧記念懸賞論文在中﹂と朱書
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四百字づめ原稿用

つけられても結構です︒
三︑応募資格 どなたでも応募で

の場合︑内容を表現する副題を
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五六七七ノ

民のつねとして︑B足りんが多い
からでしょうが︑これはビタミン
B剤だけでは解決しないようです

柔かく大きな枕に肩をうめて寝
るようにすると肩が冷えず︑肩こ
とができます︒

りのもとである血行障害を防ぐこ

にでない︒乗り物の中でいねむり

これで永圧の念願も達成し︑遣

ました︒

慰霊祭をとりおこなうことができ

が軽く︑立ち止まってもアゴが前
などしない︒

ひとくちにいえば︑健康とは安
定して波風立たずといった姿だと

ることになり︑心からよろこんで

不1坂村名
英友光洋
和夫弘介

齋保」⇒星
を論ずるものであれは︑地方自
いは都道府県や市町村の組織・

治全般にわたるものでも︑ある

におげる民生・衛主・商工・水

機能・税・財政等を論ずるもの
でも︑あるいは地域開発や地方

喜、

虫歯も肩こりの原因となりやす
いし︑変化にとぼしい仕事を続け

るし︑年ごろの女性だと︑神経過

る職業の方なら︑ちょっとした時
間に背のぴをしたり︑腕をふった
敏による目ま︸vもあるようです︒

自分の健康をしっかりたしかめ

族も︑命日にはここで戦没者の霊

て︑秋のとり入れにガンバッテく

思います︒︑

健康の自己診断

おります︒

応募．要領

主催

テーマ ﹃あすの地方自治﹂

〜

ますが︑内容は地方自治の将来

主題はこれによっていただき

昌︑

など六団体

蝉．

自治省ほか全国知事会

地方自治法施行
二十周年記念懸賞・
論文を募集

橘地区戦没者慰霊奉讃会

者︸同深く感謝しております︒

地︑備品等の御寄付に対して関係

全地区民からの御寄付︑また土

ださい︒

〃光陰は矢のごとし〃とか︑そ

二＋三日午前中

の後いつしか二十年を過ぎました

橘地区

今月の相談日

自分の健康状態が良いのか悪い

医師にみてもらってください︒

あるし︑ガンコな目まいはやはり

このほか︑更蕉期症の目まいも

りして肩の筋肉を動かすことが大
切です︒

また︑ メ ガ ネ の 度 が 合 わ な い と

ゆっくりと入浴して体の血行を

肩のこることもあります︒

よくし︑すぐ床にはいってやすむ

気でも早期発見︑早期治療ができ

のか確実につかめたら︑どんな病

目まいのいろいろ

温熱療法が効果的なようです︒
て安全です︒

できあがった境内を︑橘の殉公基

0●

目まいがするので鉄剤をのんだ

づ多

地と定め︑納骨祠を造って各戦没

が︑昨年から︑拝殿を造り︑遺族

二十年の秋であり

者の霊位をおおさめしたのが昭和

十六日を例祭日と

冬

納骨堂に立派な
拝殿が完成︐

して今日におよん

その後︑毎年八月

橘地区では︑昭和十八年に忠霊

︵橘地区︶

塔建設を計画し︑境内の整地等が

でおりました︒

各種の事情から一

納骨祠は当時の

できたところで終戦をむかえるこ

坪の小さいもので

﹃とになり︑連合軍の指令により忠

しかし︑当時の状況としては戦

霊塔の建殺ができなくなりました

まかなわれ︑時期

の寄付等によって

をみて築増をした

経費や用材も有志

ので︑ 村 民 で と お 亡 い 戦 没 者 の 霊

い考えであった︒

など悪いもおよばない時であった

をなぐさめ︑また戦没者の精神を

没者むのおのの石碑をたてること

敬仰していきたいということで︑
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