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人ロの動き
一6月1日現在一
男5，136（＋1）
女5，218（＋7）
計10，354（＋8）

6／10〃ぴ214
発行

川西町・町長根津正三

編集企画室広報係 定価1部5円

世帯数2，352（＋2）
（）内は前月比較
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↑．れだ藷鴨，鷲評，。ア．，レの田植↑
1えもわずか30分くらい。

I

l 大田植えは、一服のひとときがまた格別の楽 l
l しみでもあります。
l
l でも、こんな風景もことしでおしまいかも知 1
：れません。
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6月の休日救急医

早朝マラソン会にどうぞ
今月から，9月いっぱいまで，第1・第5日曜日に早朝
マラソン会を行つています。
早朝マラソン会は

◎総合センター前に5時50分までに集合
◎トレーニング仕度，なわとぴの用意を
◎雨天のときは中止
◎主催は・町陸上競技協会

モデル事業が決りました
このほど︑農村総合整備計画のモデル事業

場誘致などの︑住民の所得向上に

意を用いていた反面︑身のまわり
の生活環境や自然保護︑つまり気

事業の実施は

だと考えられます︒もちろん︑町

から︑各省庁の本来の仕事には手

ながら︑農林省の担当ということ

モデル事業は︑総合的とはいい

この集落は下水溝と公園︑という

その中から︑この集落は道路︑

の意向を聞かせてもらいました︒

皆さんの要望を中心に

だけの責任ではなく︑．石油ショッ

ように事業決定がされます︒

持の安まる施策に乏しかったから

クまでの︑国の高度経済成長時代

をつけられない事情があります︒

福祉国家をうたい︑具体的には︑

定成長︑ユックリズムを目ざし︑

建設省の仕事のため︑モデル事業

その起因河川が一級河川であると

から整備をしてほしいといっても

例えば︑ある集落で水害が起る

計画によるモデル事業にしたい考

か話合いをかさね︑皆さん自身の

今後も事業決定までには︑何回

農村総合整備計画も生まれてきた

では対応できないという制約があ

をお願いします︒

次の日程で﹁広域官公庁合同行

のお知らせ

合同行政相談〃

〃広域官公庁

ります︒

このように︑各省庁などの本来

のです︒

と︑他の事業でやったしりぬぐい

の業務を犯すことができないこと

ができないこと︑などの制約が多

分にあるため︑本当の意味での総

当町の富井行政相談員も参加し

こうした中で︑本町が指定を受

午前十時〜三時まで

・ね・ん・き・ん

くと有利です︒

で︑余裕ができたら納めてお

ができます︵追納という︶の

のぼって保険料を納めること

けた当時の保険料額で︑さか

十年以内であれば︑免除を受

合の三分の一になりますが︑

年金額は︑保険料を納めた場

なお︑免除を受けた期間の

ります︒

年金が受けられないこともあ

納のままにしておくと︑将来

手続きを怠って保険料を未

日︶

手続きを︵期限は七月三十一

すが︑該当される人は早めに

の保険料免除申請を受付中で

四月から︑五十二年三月まで︶

現在︑今年度分︵五十一年

けなければなりません︒

っているかどうかの審査を受

続きをして︑基準にあてはま

この免除を受けるには︑手

の仕組みがあります︒

納付を免除する〃保険料免除

とが難しいと認められる人に

情があって保険料を納めるこ

国民年金では︑〃特別の事

る人はありませんか︒

そうにない〃と感じておられ

年金の保険料を轡けていかれ

事情で〃ことしはどうも国民

◎家計が苦しい：：：などの

災や風水害で被害を受けた︑

さ◎失業して所得がない︑◎火

く 国民年金保険料の免
● 除手続きを・⁝

● 生活の苦しい人は︑

し

ヤ

の導入 が決まり ま し た ︒

これから︑具体的な計画を練りながら︑来
年度以降は︑いよいよ本格的な事業実施とな
のなりゆきとしては︑しかたのな

そうした事例は︑都会ほどでは

他町村のモデル

このひずみに気づいた国は︑安
なくても︑この町にもおしよせて

かったものでしよう︒

川西町では︑

ります︒そこで︑もう一度事業の概要をふり
かえってみましよう︒

合併以来︑豊か

︑事

としての責任も

ておりますので︑国︑県︑町など

政相談所﹂が開かれます︒

しかしながら︑集落の安全性や

の仕事について︑苦情や︑相談が

合的な整備はのぞめません︒

る交通安全施設など︑各分野にわ

利便性︑保健性等を考えた︑集落

ありましたら︑気軽にご相談くだ

管理室による下水溝︑総務課によ
たる仕事を︑総合的に一事業の中

道︑通学道︑家庭排水︑雨水排水

そのほかにも︑

めてきました︒

この二つを一体的に整備し︑農

処理施設などの整備︑なだれ防止

に︑生産の基地でもあります︒

農村は︑生活の場であるととも

抑仕

は

これは︑生産基盤の整備や︑エ

います︒

えですので︑今後の監視やご協力

ざし︑いろいろ

な町づくりを目
の施策を行って

特に最近では

きました︒

業︑第二次農業

県営ほ場整備事

ど一連の経済政

構造改善事業な

策といわれる︑

村をよりよい環境に仕たてあげよ

のない方式がとられるものです︒

で実施しようという︑今までに例

さい︒

といわれるものです︒そして︑そ

大きな事業を進

う︑というのが農村総合整備計画

防災︑交通安全︑街路灯や公園な

のために具体的な作業を進めるの

十日町市役所

法務局︑建設省︑土木事務所︑

三︑その他

二︑ところ

き 今月十八日

そのため︑県下各町村からの指

が︑農村総合整備モデル事業なの

いうなれば︑町民の心の事業︑

されることになります︒

気持の安まる施策が施こされると

ですが︑同時に︑他町村のモデル

けたのですから︑喜ぴもひとしお

なかった仕事が︑この事業で実施

一︑と

学校の統合や︑

定希望が殺到の状況でした︒

どの施設まで︑これまで手のつか

過疎対策なども
です︒

なります︒

としての責任も負わされることに

国︑県税︑郵便業務︑交通︑防犯

︶

など︑国政をはじめ︑地方行政ま

︶

自分の身のまわりを見まわし︑こ

昨年︑皆巷んからアンケートや︑

お年玉賞品引換え

要望書を取りまとめ︑農村総合整

この整備計画が︑国土庁の指定

備計画をつくりました︒

いえるでしよう︒是非この機会に

話はちょっとさかのぼりますが

ありましたが︑

総じて︑今まで
は︑町民所得の

向上を目ざす施策が多く︑これは
態と︑国全体が経済開発の時期に

︶

で広範囲の行政機関が参加︒

︶

午後1時から
役場社会課で

の事業の有効な活用をしていただ

この事業は︑今まで町が取りあ

きたいものです︒

（〃

豪雪︑辺地という町のおかれた状

七月十九日まで

に住民意向の積みあげにより内容

げた多くの仕事とちがい︑徹底的

（〃

を受けたのは︑すでにお知らせの

とおりですが︑この計画書の内容

お年玉つき年賀はがきの賞品引

が決ります︒

去年からことしにかけて︑部落
との話合いを二度行っていますし
アンケート等によっても︑皆さん

（水

あったことに起因するものといえ
ましよう︒

に基づいて︑モデル事業を実施し

てもよろしいという︑農林省の指

期限は︑七月一九日までです︒

き換えは︑もうお済みですか︒

当選番号をお調べのうえ︵近く
の郵便局で︶早めにどうぞ︒

（〃

6月16日
6月30日
7月 7日
7月14日

このような経済開発は︑国にお

この総合整備モデル事業は︑そ

定が︑先月十二日に到着しました︒

いては︑GNP世界第二位の実力
をもつと認められた反面︑公害や

の名のしめすとおり︑これまでの

環境問題︑交通事故の多発︑ひい

ては︑人心の荒廃を招くといった

町建設課による道路や河川︑健康

＼

気持ちの安まる施策を多く

ひずみを生じたのも事実です︒

・

交通事故多発による緊急強化期間
六月十日より六月三十日まで

心配ごと相談
監

生活環境・自然保護など

（2）
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なお︑新たに給水工事を申込ま

ヘ

ロノメリづノニロロロしロ

まマィンノさ コノヲィユノで イロノ

皆さんの周囲を見まわして︑町

いというものです︒

にふさわしい木や花の名前を︑た

ヒユコ

老人医療費受給

者証の書き替え

OOOOO

※用紙︑別に問いませんが
町の木
○OOOO

により書き替え手続きを〃

日から使えなくなりますので︑次

す︒いま使用中のものは︑七月一

老人医療費の受給者証は︑毎年

OOOOO

応募方法は次のとおりです︒

くさんお寄せください︒

町の花

※提出先役場企画室あてか

町の木や花・鳥

応募いただいたものを︑

職業・年齢を記入のこと︒

※その他応募には︑住所・氏名

⁝︒．．．・2●三⁝−一．一＝6⁝⁝−∂．．︒．︒●3⁝︒−一．．．．●．9︒⁝＝騨．．．○．︒⁝q︒一．．．．●．．・⁝一．︒．．．■99．．︒︒3︒．．．●．．．︒．．．．．．．φ一︒．．．一電．．．．．9

恥ます．4

見るチンパンジーやカンガルーに

︐やって来ました︒みんなはじめて

︐大喜ぴ〃

町内さイぽー急

●●●●︒3．．

剛らしばらくは︑カッパ天国が続き

︽72●・・9・38●33︒︒●・3●●●−033■●8■亀●22・●

︐レ先月上野保育園に移動動物園が

㎞練習をはじめているとか︑これか謬

じ︐．3・り

轍難繍講

のあるものが書き替えです︒

㊧︑圏︑圏︑の表示

・本人の記載のある健康保険証

☆もち物・老人医療費受給者証

☆場所下記のとおり︒

☆期日六月二＋九日

一回書き替えることになっていま

町の鳥

年を記念して︑
〃町の木・町の花・

決めるため︑これ
らの名前を皆さん

投書箱をご利用ください︒

を制定することに

選考委員会で最終決定︑応

※しめ切り今月三＋日まで

つくしみの気持を

㎜も
年の勤続表彰を受けています︒

昨年は︑十日町支部からも十五

募者には薄謝進呈︒

員を務められているもの︒

長をはじめ︑協会十日町支部の役

今以上にそだてた

より︑自然へのい

になりました︒

から募集すること

とご記入ください︒

町の鳥〃の三つを

町では︑二十周

うか︒

〃木・花・鳥〃は
なにがいいでしよ

るにふさわしい

川西町を象徴す

二脩という異状事態が発生しています︒
町民は一層この期間を通じて交通安全の意識を高めて下さい

水不足と物価高が

れる場合︑今までは一律七万五千

今月一日からの水道週間には︑

上野連絡所 上野地区

あ9 ム

諺

り六十円︵旧四十円︶となります︒

燃−・悩みのたねです
水道は︑わたしたちが健康で文
事情をご理解いただき︑ご協力

このため︑町では年次的な計画
円の加入金でしたが︑今後は口径

ない施設です︒

化的な生活を営むうえで︑欠かせ

のもとに水道施設を進め︑より多

八万五千円

全国的に水道の正しい認識や︑資

献血の日程については︑そのつ

よう︒

も︑年に一度は献血をいたしまし

あなた自身の健康管理のために

にしたものです︒

度は献血を1

あなたの健康管理に
年に一
〃献血にご協力ありがとうござい

かねてより︑県赤十字血液セン

ました︒〃

ターでは︑血液型をお知らせする
康管理面を重視した体制をと考え

献血手帳だけでなく︑献血者の健

お願いします︒

どお知らせしますので︑ご協力を

消費者の苦情

ていましたが︑このほど︑その体
制ができあがりました︒

献血された方自身の健康にご注

大白倉公民館 白倉地区

惣多躊

をお願いします︒

くの 人に文 化生活 をして いただ こ
の大きさにより金額が異ります︒

範囲では︑

口径十三ミリまで

〃二十ミリまで

七万五千円

例えば︑一般家庭で使用される

うと努力をしています︒

ところで︑水道は◎建設費や維
持費の増高と︑◎需要に対する水
悩みをかかえています︒

資源の不足︑という二つの大きな
ご承知のように︑年間を通じて

〃二十五ミリまで九万五千円

もこのためであり︑また︑去る三

となりました︒

月には︑使用料の改正を行って︑

当町にあっても︑水資源の不足

源見なおし運動が進められました︒

皆さんに節水をお願いしているの

条例改正による使用料金の変更

先月六日︑新潟市において県水

協会から表彰を

根津さん︵原田︶

水道事業に功労の

をお願いします︒

ので︑くれぐれも無駄のない使用

は年々深刻なものとなっています

健全な 運 営 を 図 る こ と に し ま し た ︒

は ︑今月以降から︑十リ ッ ト ル 当
⁝⁝＝⁝⁝⁝⁝⁝一⁝⁝＝⁝⁝⁝⁝一⁝⁝⁝⁝＝⁝⁝⁝⁝一⁝⁝⁝一＝⁝

〃 縮刷 版〃を
友人・親せきの方にも
広報かわにしの縮刷版 は︑意

外に好評のようです︒特に町を離
注文もあります︒

れた方々からの問いあわせもあり

道協会の総会が開かれましたが︑

ら れた友 人︑親 せきの 方々な どに

中屋敷の南雲さんに
県消費生活改善推進員に︑中屋

の血液により︑健康状態︑肝臓︑

腎臓︑動脈硬化などの異状の有無

消費者の苦情︑意見︑要望など

敷の南雲良さんが委嘱されました︒

意いただくため︑今後は︑献血時

にっいて︑詳しく検査し︑異状が

が︑水道事業の功労者として表彰

認められた場合には︑約二週間以

席上︑当町原田の根津亥之介さん

川西町をご存知の方なら︑きっ

根津さんは︑昭和三十五・六年

されました︒

にかけ︑原田簡易水道の実現に力

一冊贈られてはいかがでしようか︒

と喜ばれ︑なつかしんでくださる
ことと 思いま す︒

を受付けてくれますのでどうぞ︒

獺響（白倉

克雪センター

験、

皆さんのご家庭でも︑ 町 か ら 出

名前はなにがいいですか？

内に︑本人あてお知らせすること

●o．1一川o・・9・oo・II・lo．・・●…川

ぐ町の）木・花・烏の

を注がれ︑その後今日まで同組合

所 橘地区

出 張

橘

脇根聴田・

総合センター

噂朧
惣鍵
脚朧
懸癖
噂朧

対象地区
轟饅以外の千手

所

場

時間

ゆ
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（3）第214号

今月十八日に︑NHK教育テレ

攣⁝

す︒時間は︑午前八時から八時三

しきごい飼育の模様が放映されま

ぺージ数が少なく

物足りない

︵撚糸業︶

﹁この人と三十分﹂と題して︑

＋分まで︑

大規模に飼育されている江口定之
さんに登場願うほか︑にしきごい
りを果していることなど︑幅広く

の普及が過疎化防止に大きな役割

映される予定です︒

先月下旬︑三日間ほど滞在して
録画されたもの︑皆さんも是非ご
らんください︒

善意をありがとう

香典返しなど四件
▲原田の丸山英一さんから︑亡く

なられた父寛治さんの香典返しと
▲越ケ沢の川崎喜一郎さんから︑

して五万円︒

亡くなられた父弁治さんの香典返
しとして三万円︒

▲坪山の中村善春さんから︑亡く

なられた父善吉さんの香典返しと
して二万円︒

うぶ声ーおすこやかに

社会福祉協議会にご寄付いただきま
ました︒

夜着︵ヨーギ︶︑うど

︻五月分︼

民俗資料
◎入手品

︑︑

擁壇

太田白南風選

苗の出来ほめて貰いし茄子植える

江口みゆき

せいろ︑茶がま︑祝儀用器物︑角

指太き手にてぜんまい揉みにけり

小白倉

だる︑鏡だる︑木皿︑湯とう︑高

ん製造機︑そろばん︑わっぱ︑角

つき︑二重ぜん︑つづら︑中国製

東

大の字に昼寝している夏座敷

新郎片桐喜久男

小白倉から

小白倉

います︒俳句にはこの季節を表わ

すことばが必要です︒これを季題

日本は変化に富んだ季節をもって

下平新田

ぜんまい︑夏座敷︑日永等がそれ

と呼ぴます︒前掲の句で茄子苗︑

中島町

新郎平野良二
新婦宮内チヅ
新郎上村彰雄

東京から

塩沢から

つ頃のことかということが判り︑

です︒季題があることによってい

うな表現をしていくということで

葉はこれがいきいきとしてくるよ

三領

伊勢平治

上野清水チイ

晩酌ににがみほど良しふきのとう

赤谷高橋笑子

高畦のぬられし裏のふきのとう

伊友山田舟波

畦外の小さきふきのとう残しおく

下平清水吉雄

水の辺に並ぴうつれるふきのとう

とが

ふきのとう香りとほろほろにがさ

千手丸山与喜

以下はふきのとう会員の作品です︒

句の面自さが生れてくるのです︒

沖立から

だから一つの季題に対して他の言

な短詩型にまとめていくことに俳

す︒季題を生かしそれが判るよう

そこから季節の観賞が広がります︒

＋日町から

学校町

新郎桐生重夫
新婦成保初美
新郎高橋敏夫
新婦椎名幹子
新郎丸山和昭
新婦相崎ユキ
新郎星名弘
新婦藤木栄子

伊勢平治

熊本から

茨城から

三人

昇天ーごめい福を祈る

村上

新婦佐藤壬思

新郎

＋日町から

新婦内村まゆみ

大白倉

・季題があること

余白をみて簡単な講座を続けます︒

俳句を作ってみたいという方に︑

﹃俳句一口講座﹄ω

初孫に会いにひげ剃る春隣

元町金子鉄平

病室に鶴折って居て日の永き

根津浩︑正治︵上野︶

春︵田戸︶︑清水弘文︵上町︶︑

戸︶︑平四郎︵越ケ沢︶︑高橋正

◎寄贈者︵敬称略︶押木富男︵田

小白倉片桐玉章

文芸の会〃ふきのとう〃では︑

のかみそり︑絵紙︒

〃ふきのとう〃
会員募集中

かわ膨

きあっています︒

イ

毎月例会をもちながら︑腕をみが

第四回の六月例会は︑十五日夜
七時半より︑上野連絡所で︒

なお︑引き続いて会員を募集中

陽子

里から

新婦 片桐ミョシ

＝＝＝＝＝一＝噛＝輪＝＝＝＝＝一＝一＝＝＝一＝＝＝＝＝＝口＝一＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝繭＝＝＝一＝＝＝簡＝一＝

ですので︑お気軽にどうぞ︒

勝間

東善寺

辛から

三郎

中

中 里から

和子新町新田から

神社町
中 里から

野から

渡貫イミ子新町新田から

高橋正一中仙田

村山貴代美

小海博

渡貫

羽鳥忠義中屋敷

藤ノ木知代

高橋福男高倉

阿部テル子

高橋清一坪山

高津 恵子 塩

平野

京から

羽鳥政史仁田

たかさごーご円満に

譲◎6、◎譲◎6、◎譲◎譲◎6◎《強◎6、◎譲◎譲◎6㌔◎

ビ﹁現代の農業﹂で︑小白倉のに

噛＝一＝＝＝一＝＝嚇＝＝＝繭＝＝＝

住民が気楽に
登場できる紙面を
清水チイさん鰍

▲ニイマル会より︑桜祭りの収益

上野

▲良く読んでいる︒議会関係など

田口秀正さん㈱

金五千七百五十八円を︑いずれも

木落
▲昔︑機関紙づくりを手がけたこ

家にいて︑遠くの部落のできごと

は︑どうしても関心がうすれるが

なども知ることができ楽しみ
▲ぺージ数の少ないのが︑な

だ︒特に戸籍の窓︑俳壇など
んとなく物足りない︑紙面を

ふやし︑活字を大きくしたら
はないだろうか︒

戸籍の窓から

ともあって︑広報への関心は強い︒

うが︑時どき特集ものを扱っ

▲お知らせ的な広報に終わら

てはどうだろう︒

ぐ露麹6嬉調 灘遡

▲限られた紙面で制約も多いと思

一こいに餌をやる江口さん録画風景一
なお︑親しみやすくなるので

八八八七七六六二
五一〇五二一一五

ず︑住民が気軽に登場できる
紙面づくりも大切︑各地区に
︵農業︶

発電所通

越ケ沢

中屋敷

木落

坪木坪木
山島山落

小白倉のにしきごい

一考だと思う︒

田から

野から

町から

＋日町から

辮ヨ茂政善春富順
市一
治シ七平吉

8日のテレビに
駐在員みたいな人を置くのも
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