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調理師試験のお知らせ
試験目 12月1日 午後1時から4時まで
試験地 六 日 町
受験願書受付け 今月18日まで

鐸

10月の休日救急医〜一一〜一ヤ
〜11日

ことし2回目の調理師試験が、次のとおり行われますので、希望
者は十日町保健所へどうぞo

，醐な
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10月13日・20日・27日

11月5日・12日

一日に招集︑二十一日までの会期

第六回町議会定例会は︑先月十

これらは︑いずれも原案どおり可決されたほか

定例会恒例の一般質問も展開され︑冷害をめぐる

全員が加入するということを奨励

の制度には世帯単位で︑世帯員の

今後研究してみたいが︑私はこ

れないものがある︒

物心両面からの打撃は︑はかり知

るが︑しかし︑大凶作ともなると

．サラリーマンの奥さんも

ん・ふ・く・し

◎農業の冷害対策に

したいと思っている︒

◎十日町駅西口実現運動

数藤 亘氏
について

ついて

ん

女性の一生は︑結婚して家

●国民年金にどうぞ

対策本部で適格︑公正な調査を

庭に入り︑家族の中・いとして

その責任度合いの完壁性︑大災害

実態の完全は握で︑共済制度を

共済金を正しく︑早期に支払い

するよう心がけたい︒

＝亀●373︒．︒．3＆一393

いるが︑申し出にくかったり︑行

い︒相談は無料ですし︑個人の秘

ますので︑お気軽にお申出くださ

富井さんが相談相手になってくれ

でも︑是非奥さんを年金に〃

日ごろの内助に報いる意味

除対象となります︒

会保険料として︑所得税の控

納めた保険料は︑すべて社

て納めることになります︒

保険料一か月四百円をあわせ

年金を希望される場合は付加

は二千二百円︶︑より高額な

千四百円︵五十二年四月から

国民年金の保険料は︑一か月

金額の計算には含まれません︶

大変有利です︒︵ただし︑年

の資格期間に算入されるので

入できる期間︶が︑老齢年金

に加入していた期間︵任意加

んは︑ご主人が厚生年金など

また︑サラリーマンの奥さ

障も得られます︒

年金など︑まさかのときの保

くれますし︑障害年金・母子

けられ︑より豊かな老後がお

れば︑夫婦そろって年金が受

奥さんが国民年金に加入す

の道を開いています︒

ーマンの奥さんに﹁任意加入﹂

国民年金は︑これらサラリ

いいます︒

か割り切れないものが残ると

名義というのは︑女性には何

してきたのに︑年金はご主人

長年にわたり︑苦労を共に

一般的なケースとか︒

の年金で暮す⁝というのが

ね働きぞして老後は・︐ご主人

．

の際の高額支払いなどをめざし︑

依存度は昔ほどではなくなってい
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行政苦情相談所を開設

当日は︑富井行政相談員が相談

と き 十月二十日
午前九時〜午後0時
ところ 上野連絡所

になってはいかがでしようか︒

苦情相談所を開きますのでご利用

苦情・要望を気楽にどうぞ
役所や公社などの仕事について

き

行い︑国県への協力要請と︑暖い

異常気象にともなう

援助の手を差しのべたい︒

戸田専治氏
ついて

◎冷害に対し︑行政で暖

農業︵主として水稲︶災害対策に

長

長 労力の損失︑薬剤︑防除

い手をのべるよう努めたい︒

町

町

町でも︑二十日付で冷害対策本

なものとなろう︒対策本部で含め

費の損失など︑今後ますます大き

町の農業共済は︑割合い有利な

部を設置したので︑被害状況のわ
全を期す考えである︒

条件になっているのだが︑しかし

かり次第︑上部団体と呼応して万
園﹂の工事費助成︑川中寄宿舎の

◎北越北線の完成などから︑十日

駅から川西までの弾丸道路実現

今後︑共済制度のあり方を検討す

て検討しなければならない︒

町駅の利用はますます多くなる︒

対策に焦点があてられていました︒

国保事業会計︑歯科診会計︑簡易

付議事件は︑人事案件二件をはじめ︑各会計の

野ロ白倉間

のほか︑災害復旧費の追加などが

備品購入︑仙田小用地購入費︑そ
主なもので︑苦しい台所を反映七

たが︑まだ夢で終っている︒

は︑以前にも主張したこともあっ

そのうち︑一般会計についてお

水道会計の四つです︒

知らせいたしますと︑三百四十七

一方︑これに見合う歳入は︑町

ての最少限の補正となっています︒

十日町市の市街整備と歩調をそ

最大限に生かし︑農民に暗さを与

万八千円の追加で︑総額は︑十五

税︑地方譲与税の伸ぴに期待する

えてみたい︒

ろえながら︑大きな課題として考

今後︑収穫が進むにつれ︑さら

る必要がある︒

反面︑町債にも依存しながら収支

億六千三百三十一万四千円となり

歳出面では︑二十周年式典費用

最終日には︑町政に対する一般

に被害が大きくなると考えられる

農家の農業所得に対する

高橋弥太郎氏 冷害対策について

質問が行われ︑折からの冷夏︑凶

が︑町共済でも︑国・県・連合会

町 長

のバランスをとっています︒

人事案件は︑教育委員の任命及

いずれも︑九月中に任期満了を
の計上や︑精薄者更生施設﹁六花

ました︒

迎えるため選任されたもので︑結

です︒

果は︑教育委員には丸山富司氏が

凶作に

これは︑先に県道への 昇 格 が 認

作に対する対策に質問が集中しま

とタイアップしながら︑共済契約

暖かい手を差しのべたい

問冷害・

氏が︑それぞれ再任されました︒

また︑評価審査委員には数藤信善

また︑この議会では︑町道の野

められたことによる廃止で︑県の

した︒質問者は五名︑その概要は

一

が 期待されていま す︒

▲このようにしてほしい

▲説明に納得できない

戸田哲次氏

▲どうすればよいかわからない

交通災害共済制度加

の履行に万全を期したい︒

水落達一氏

入についてのお願い︒

本年度凶作に対する

次のとおりです︒

民健康保険制度の強化に関する意

町 長

▲処理がまちがっている

農業共済の対処について

小学校入学児童を︑町費

町

▲処理がおそい

農業共済でも連日調査を

見書〃や︑給水区域などを変更す

をもってこの制度に加入させたら

PTA連絡協議会などによる傷害

く先がわからない︑といった方は

なお︑苦情や要望は︑いつでも

相手になってくれます︒

保険制度もあるし︑町全体を見た

いらっしゃいませんか︒

こんな苦情や要望などをもって

場合︑新入生に限らず︑身障者︑

児童に対しては︑学校安全会︑

とくに被害の大きいものは︑早

老人など︑その対象は多くなる︒

密は守られます︒

生種で︑反当り一俵にも満たない

このような万は︑次により行政
といった例も聞いている︒

の二割減程度の予想である︒

反収は六・三俵くらいで︑平年作

現在までの調査では︑町の平均

長

る水道事業の条例改正も行われま

続けている︒

▲不親切な扱いを受けた

最少限の補正

一般会計は

した︒

どうか︑とのお話である︒

そのほか︑議員発議による〃国

手で行われる今後の舗装・無雪化

口大白倉線が廃止されています︒

えないよう努めたい︒

ぴ固定資産評価審査委員選任同意

無雪などの期待も

補正予算︑条例︑規約の改正など︒

野口白倉線・町道から県道に

冷害対策に質間が集中
＼夫報 毘
口

をもつて︑ 三日間本会議を開きました︒

議会
補正予算は︑一般会計をはじめ
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町長・組合長を囲んで放談会

高橋ミイ

友町平落田

渡辺日出夫
上村カツ子

高橋
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な願いをもっているのですが︒

散歩が楽しめる︑そんな夢のよう

地区でも都会的なショッピングや

もつくられて︑一歩歩けばどこの

駐車場

脇には

置や︑

ーケー
ドの設

的なア

近代

商店街の整備もできますし：・︒

れてほしいものですねエ︒伴って

に走る県道の拡幅︑整備に力を入

ろですが︑これからは︑町を南北

備の道も良くなり喜んでいるとこ

ても道路です︒町道はじめほ場整

北村地域の発展は︑なんといっ

し たいの ですが ︒

いった面から︑話の糸口をお願い

早速ですが北村さん︑商工会と

と思います︒

で︑気楽にお話合いいただきたい

司会本日は︑放談会という考え

ぜんありません︒出ばた組合︑内

か失業をしても︑その対策がぜん

をすることもできませんので︑そ

思います︒．私どもが背反的な行動

町長ほ場整備は︑湿田を乾田化

いかがでしようか︒

暗きょ排水の計画は︑町長さん

れなりの同意が必要ですが・：︒

ので︑これからは︑内容の充実を

職組合といったものを組織してほ

なものについては︑私どもも以前

組合長出ばた組合といったよう

することも大きな目的なのです︒

しいですねエ︒

の資材は︑教育委員会と話合って

常に効果がありますので︑それら

に話合ったこともありますが︑中

う意味でのものなら私も必要だと

事をあっ旋していただく︑こうい

お互いに手を結ぴあう中で︑仕

ますので︑ご協力をお願いします︒

後継続して排水事業は進めて行き

改良で調査を行っていますし︑今

そのため排水の必要な所は土地

充実したいものです︒

断してしまい高した︒

なことをお感じですか︒

が導入されて︑兼業農家が多くな

りまし
兼業

た︒

司会南雲さん︑仙田からのご出

ようとしたんですが︑できません

町長モデル事業の中に取り入れ

ててはいません︒

今後は仙田地区の機械化を
は︑地

席はお一人ですが︑仙田地区にも

ればなりませんねエ︒

でした︒将来は︑なんとかしなけ

有線放送がほしいといった声も聞

かれますけれども・：・：︒

といわ

れる織物に従事する人たちですが

に活気がでて喜んでいます︒でも

南雲工場誘致のおかげで︑地域

司会仙田地区に工場誘致をして

けていますし︑文化的︑その他い

最近︑とくに感ずるのですが︑工

ます︒町内でも︑仙田地区だけ有

の両立のため全精力を注いでいる

ろんな

南雲私も常に考えさせられてい

のが現状だと思います︒

面での

この人たちは︑ややもすると︑日

もっとゆとりある︑楽しい生活

いますが︑そのへんでなにか︒

ができるように︑町・農協さんか

線がないということは一貫性に欠
面︑たとえば︑川西中にあるラン

日などを利用して生産をあげなけ

場は農繁期に休むと︑その分祝祭

材的な

ゲージ・ラボラトリーといった相

一歩遅

上村私も農業を少しと︑出ばた

れてい

ように︑工場勤めの人は︑一年中

ればなりません︒さっきのお話の

ゃない

るんじ

農協さんで︑農機具を買い︑貸

休むときがないのです︒

りませんでしようか︒育苗センタ

し出ししてくれるような考えはあ

なものだと思いますねエ︒

りしましたが・：：・︒

ーのおかげで︑田植えは大だすか

へき地であれば︑なおさら必要
りませ

んですが︑一部で遠慮されたとい

組合長昨年そういう話もあった

う話も聞いています︒

早い

機会に

しては︑無線を中継し︑各戸に有

できますので︑私はこの考えを捨

線として引っぱる︑ということも

金をかけないで施設する方法と
業を進

また︑出ばたや内職は︑災害と

めてほしいと痛感しています︒

ますが︑私は︑共同利用といった

機械銀行といったやり方もあり

なければなりません︒

ので︑これからは仙田地区を考え

組合長東部は機械化されました

ん︒

ればな

たの手を休んでも稲刈りに出なけ

とくに︑ことしは雨が多く︑は

をやっていますが同感です︒

じています︒

連絡が

のの充実が必要になると思われま
すが︑いかがでしようか︒

町長第一点の商工業の振興です
のとおりです︒

が︑道路の整備が先決なのはお話

以前に︑この主要道を国道にし
ようと運動したこともありますが

今後︑拡幅するとしたなら︑道

認められませんでした︒

路改良という事業を取り入れる以

外にないと思いますが︑住民の意
志をまとめることなど︑大変なこ

教育のことですが︑町内の学校

とだと考えます︒

かと思います︒

ら対策を構じてほしいものだと感

曜・祭日を返上して︑農業と副業

場産業

の多く

オペレータ不足が悩み

渡辺ほ場整備が終り︑大．型機械

業の状況ですが︑渡辺さんはどん

司会農業といっても︑今は総兼

ランゲージ・ラボラトリーも非

はかりたい方針です︒

統合は一応終ったと考えられます

￥

対教育のできる資材︑そういうも

教育資

からは

これ

ります

してお

り感謝

もに他に類を見ないほど進んでお

町内の学校教育は統合︑整備と

休日でもゆっくり休めない

兼業化は進んだけれど
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協

長長

根津正三
清水儀七

面についてお伺いします︒

灘

（敬称略）

町農

（農協参事）

会
司

田中チヨ
須藤 修
南雲春江
中仙田

北村日出太
山野田

席者
出

睡川lllll川1
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司会あわせて町長さんに︑教育

排水事

このほど、川西町農協の主催により、
はたちの町・これから といったテー
マで、座談会が行われましたo
すでに、有線放送にょりこの内容は紹
介されたものですが、建設的な多くの発
言を、大勢の方々からご覧いただきたい
と、あえて本紙にも掲載いたしましたo
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町長川西町の観光は︑展望の観

五十五年ごろになると︑峰方線

なもんでしようか︒

おいおい進める考えです︒

ますので︑部落内の下水処理も︑

してほしいものだと思います︒

光だと思っています︒

並んでいる︒こんな観光はいかが

町体協で︑さかんにスポーツを奨

的に水道建設を進めています︒

町長町では︑四＋四年から年次

環境衛生の面からも︑是非改善

ということをお考えいただけませ
次第です︒

励してくれており︑感謝している
たが︑韓国では︑道や公園に︑ゴ

くさんあります︒

んでしようか︒

ミ︑タバコクズなど一つも落ちて

形で進 め た い と 考 え て い ま す ︒

組合長先程の話ですが︑機械施
にできあがりましたが︑その用排

司会須藤さん︑ほ場整備は立派

仙田地区の建設も検討しています︒

川西町は︑特殊なスキー場をつく

スキーの話が出ましたが︑私も

のこ狩りなどが楽しめるでしよう︒

須藤どこの生産組合でも︑一番

バスにスキー客が乗って山をグ

のように自動車も通り︑山菜やき
は部落

ったものをいかがでしよう︒

司会北村さん︑観光面で夢とい

はほとんど完了しますので︑お話

や町内

ってはどうかと考えています︒

平場でも︑まだ普及してない部

げる︑

須藤そうですねエ︑うちの方の

で︑〃

北村今はどこでも観光ブームで

思想を徹底した結果によるものだ

たちできれいにしよう︒〃という

ということがありますが︑私は︑

その中に︑中部丘陵地帯の開発

る︑下では︑またバスがまわって

所に下車して︑スキーで下へおり

ルグルまわる︒スキー客は好きな

ったため︑少しきたなくても︑す

こんな︑どこにもないような︑特

来て︑山の上まで運んでくれる︑

町長ほ場整備で用排水路が変わ

この峰方線を︑さらに拡幅整備し

上野の場合は︑副業的なことを

ドライブやハイキング︑そして冬

しろいと思います︒そのときには

殊なスキー場をつくったら︑おも

と伺い︑大いに学ぶべきだと思っ

は︑自動車でスキーを持ってあが

よろしくお願いします︒

れいにしたいものです︒

て来ました︒みんなで協力してき

来年から始まる農村総合整備事
業では︑環境整備を重点にしてい

きなコースでスキーが楽しめる︑

十一月六日〜七日

町教委・商工会等

a会期

総合センター

町美術協会

峨会場

絵画・書道・写真など︑

町民または町に勤務の人

t主催

a作品

一点につき一般五百円

点数の制限なし

学生言円

審査はしない

出品者

十一月四日九時〜五時

には粗品進呈

総合センターまで︒

細部は︑十日町高校川西分校か

9その他

a搬入

π参加料

δ対象

2後援

※出品規定

らせていただきます︒

いました︒このへんで放談会を終

司会いろいろとありがとうござ

うしてくれる静かな民宿が何軒も

所では︑山菜をふんだんにごちそ

さらに︑このスキー場をおりた

そんな夢をもっています︒

れる︑上からは︑仙田・平場と好

ぐ目につくようになりました︒

やりながら︑オペレーターの年間

をしてつなぐ必要がありますねエ︒

は︑そういった共同作業的な産業

雇用を行っていますが︑これから

乙とだ

という

ない︑

の悩みはオペレーターになりてが

美化思想大いに学ぶべき

落もありますが︑来年あたりは︑

なにを
場合は︑用水路に下水が入ってい

自分た

画を進めていただいています︒

す︒町でも︑観光協会を中心に計

これ

私は八月に韓国へ行ってみまし

町長東部の機械利用組合や︑生
設は︑員外からの利用も含めなが

今後の研究課題にいたします︒

仙田地区へ手を広げる︑というこ

産組合の人たちが︑かせぎ出して

いません︒川もきれいでした︒

すると
るという所が何か所かあり困って

ちの町

っています︒いかがでしようか︒

水という面で︑支障があるとも伺

プラスになると思いますが︒

いって
います︒魚が住めるような用水路

は自分

とはで きませ んか︒ 運営の 面でも

司会生産組合で活躍されている

も︑悩
の完備をお願いしたいですねエ︒

がほしいと思うのですが︑下水道

須藤さん︑いかがですか︒

みはや
はり雇用問題です︒

ら採 をとっています︒しかし︑
手を広

￥

と思い

農協

ます︒

さん︑

川西の観光は
町長田中さんの工場では︑以前

さい。

考えま す︒

から︑からだの不自由な人を雇っ

組合長薬草の話がでましたが︑

ことしも、文化の香り高い町づくりに
貢献するあなたの作品を是非お寄せくだ

司会話を変え

司会社会福祉的なことについて

て更生をしていただいており︑あ

これ

来月6・7日に、第2回川西町美術展

特殊なスキー場を売りものに

に文庫

各地区

んいかがでしよう︒

のお話がないようですが︑田中さ

からは

が開かれます。

そこでお願いしたいのですが︑

社会教育︑文化
や教養

よう考えていただけませんでしよ

あなたもどうぞ作品を〃

て︑高橋さん︑．

面でなにかあり

施設的

ませんか︒

高橋そうです

りがたく思っています︒

おっしやるとおり︑老人や児童

うれし

身障者︑精薄者などは︑みんなの

田中町でも社会教育が向上して

責任において︑重点的に取り上げ

なもの

です︒

いこと

を設置
してい

ねエ︑心とから

ただき︑手軽に図書を利用できる

だの健康という
ことは︑大切だ

うか︒買物がてら︑簡単に借りら

農協の婦人部でも︑町の健康管理

と思います︒

最近は︑なに

老人対

なければなりません︒

しろテレビが全

れるようなものを・：・：︒

特産︑薬草といつたものも研究し

盛で︑頭を使う

向け︑明るい家庭︑町づくりを進

てみたいですねエ︒

めています︒そうした中で︑町の

でしようか︑図書購入の要望があ

めてほしいと考えます︒

司会平場は水道が多く普及しま

室と協調しながら︑健康管理を進

まりないようですねエ︑また︑社

健康管理面でも︑薬草の利用や

いと伺っています︒

したが︑仙田では水に悩む所が多

策や精

頭は︑使うほ

会教育の方と相談してみましよう︒

食生活改善など︑農協さんから中

南雲水道のない部落は︑まだた

薄者︑身障者などにも暖かい目を

ど老化現象が防

健全な身体に︑健全な精神がや

いいたします︒

心になっていただき︑指導をお願

けていますが︑利用者が少ないの

げるともいわれ

どるといわれますが︑私は︑まず

町長このセンターに図書室を設

ていますので︑

健康が第一だと考えます︒その点

っています︒

もっと読書に親

機会が少なくな

しみたいものと

︑︑

文化の秋．です

町当局でオペレータ！の年間雇用

ゴミーっ落ちていない韓国

（4）
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⁝金のかからぬ
きれいな選挙を
確認しましよう寄付の禁止など・・

⑤行事に招かれたとき︑会費以

献金や陣中見舞をすること︒

打撃を受けたこともまれでしよ

▲農家にとってことしほど大きな

の作業のしにくさがつきまとい

してかわくことのない田んぼで

驚．︐

鯉藏

しました︒

本部を設置して︑対策にのり出

九月二十日︑町では冷害対策

町だけに事態は深刻です︒

農業を中心に伸ぴようとする

ました︒

翻

う︒ある人は︑十アール当り一

俵に満たない収量とか︒ある人
は︑六十アールで九俵︑それも
不合格米という質の悪いものだ

大幅な減収︑米質の悪さ︑そ

った︑となげきます︒

《こんなときは便利な機械
ほど手におえなくなりま

〃金のかからない︑きれいな選
に公職選挙法が改正されました︒

⑥お祭りのときに︑お金や花火

外に包み金を置くこと︒

を寄付すること︒

後援会の名儀を用いたり︑匿名

⑦候補者等の財源で︑配偶者や

家庭で︑重度心身障害児︵者︶

そして凶作
そして

町

挙をしましよう︒〃と︑昨年十月

すで に︑皆 さんに は改正 の内容
をご理解いただけたでしようか︒

寄付の禁止など︑もう一度ふれ
てみることにしました︒

そのほか︑候補者等が関係する

で寄付すること︒

氏名を冠した団体の寄付について

会社等の寄付の禁止や︑候補者の

候補者等︵公職の候補者・候補

一︑ 候 補 者 等 の 寄 付 の 禁 止

る者︶は︑次の場合のほかは︑選

者 となろ うとす る者及 ぴ公職 にあ
も禁止されています︒

明るく︑きれいな選挙実現のた

しよう︒

めに︑お互いに十分注意いたしま

の世話をされている保護者が︑疾

▼たものを集めてこの始末ですo

鞭灘

ヤ
ことレはだめだの一
小たばにしてはアゼまで運
ぶ老人の足どりは重い

▲冷雨続きの異常な夏がもたらし

にたちうちできない︑人の力の

た被害︑そこには︑自然の威力

農林省十日町林業試験場の調

弱さすら感じさせられました︒

四百四十八ミリ︑平年は百五十

べによると︑八月の総降水量は

六ミリといいますから︑その量

そして︑九月に入っても︑つ

はおよそ三倍にもなります︒

いに天候の回復はのぞめません

整然としたほ場で︑機械力を

でした︒

ふる回転しようと意気込んでい

ゃぶられてしまったのです︒

た農民の期待は︑無惨にもうち

それでも︑もくもくと作業に

励む人々︑いらだち︑あせり︑

そしていかりの気持が︑ありあ

りとしのべました︒

町内さイぱ

雛

挙区内に寄付をすることができま
せん︒

選挙 民も︑ 寄付を 勧誘し たり︑
要求したりできません︒

ω政党・政治団体及ぴその支部

施策を普及するために行う講習

病︑事故などの理由で︑介護でき

重度心障者を一時
的にあずかります

会︑その他の政治教育のための

せっかくの広い田も、機械が入らなけ
▼れば人力以外にありませんo

◎候補者等が寄付のできる場合

に対するとき︒

③候補者等の親族に対するとき

集会 に関し ︑必要 やむを 得ない

なくなることがあります︒

③もっ ぱら政 治上の 主義ま たは

実費の補償をする場合

度心身障害児︵者︶を施設に収容

一時的ですが︑重

①中元や歳暮︑饒別や入学祝な

した︒

し︑保護してくれる制度ができま

こんなとき︑

どを贈ること

◎禁止されている寄付

②選挙区からの国会見学者や陳

これは県の事業として行われる
もので︑すでに今月一日から実施

情者に︑食事を提供したり︑み
やげを持たせること︒

詳しくは︑役場社会課へお問い

されています︒

あわせください︒

し《

lll

③名前や写真入りの う ち わ ︑ カ
レンダーを配布すること︒

④他の選挙の候補者等に︑政治

すo
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ときを忘れた︒

物でお茶をのみながら︑雑談に

東京 儀

川西町役場での
私は︑昭和二十一年
一月に沖縄から復員し

数藤・小林さんが
老人交通安全推進員に
このほど︑沖立の数藤亘さん︑

が︑県の老人交通安全推進員に選

中屋敷の小林作一郎さんのお二人

いたので都会に出るの

た結果として︑ようやく司法試

からの格別のご助力をいただい

乙の年の秋︑私は周囲の方々
れる老人に︑安全思想を普及し︑

通上とかく弱い立場にあるといわ

老人交通安全推進員は︑道路交

ばれました︒

をやめて︑四月から仙

験に合格し︑翌年三月末に退職
また︑事故防止をねらいとして︑

＊

田村の役場職員になっ

つくられている制度です︒

＊

た︒

することに決ったので︑新庁舎

まだマラリアが残って

十年半勤めたとき︑川西四か
に移ってからの数か月は︑浮き

所は︑行動範囲を考え︑通行人や

故がおきています︒犬をつなぐ場

多く︑町でも九月に三件の咬傷事

て二万円社会福祉に︑それぞれご

昂さんの死亡による香典返しとし

上町の小野塚清さんから︑長男

仙田保育園用務員 小林正信

◎採用／十月一日付

▽庁内人事

寄付いただきました︒

瓢 も

腎

亀

亀

噺 亀

鋸

剛

6

竃

腎 覧

も 鋸

腎

山岸直人
丸山健

村越望
角谷直

里芳高志

鋸

亀

覧

噺

︑

魁

鋸 馬

魁 剛

うぶ声ーおすこやかに

亀

訪問者に迷惑や︑危害を及ぼさな
い所を選ぴましよう︒

つなき放しにすると︑犬は欲求

三︑しつけ及ぴ訓練

不満となり︑ほえ過ぎ︑逃げ出し

し

咬傷事故の原因となります︒

魅

善意をありがとう

三件の香典返し
カタさんの死亡による香典返しと

中仙田の小林正治さんから︑母

剛 鋸

畷準罵轟繭譲麟畷雛

町 村が合 併とな り︑私 は総務 の

を飼う人

浮きした日日であった︒

世の中は︑犬を好きな人ばかり

これだけは守って〃

犬

庶務係と決められ︑旧千手町役

私の川西町役場でのこうした

＊

生活は︑一年七か月であったか

＊

雪の降るまでは仙田からのバス
ら長い方ではなかった︒

場だった木造二階建の庁舎に︑

通勤︑雪が始まると同僚四人で

小川ゆかり

仁田の戸田ミチさんから︑父忠

喜多村咲子

富井亜紀
高橋里美

して三万円社会福祉に︒

他人に迷惑や︑危害を及ぼすこ

して二万円町会計に︒

太郎さんの死亡による香典返しと

ではありません︒

とのないよう︑飼い主は︑十分な

馬

かわ拶

俳壇

太田宙南風選

新町敏子

田中緑風

俳句は短詩型

新郎

高橋 茂

修練が必要である︒感動を一点に

川崎榮

中仙田

仁田

越ケ沢

夜七時︑赤谷克雪センターにて

◎ふきのとう例会 十月二十三日

のぴて来し葛の葉蔭の野菊かな

伊友羽鳥静波

菜を間引く手先冷たく秋の雨

下平清水よしを

法要の墓石にしとど秋の雨

赤谷高橋笑子

ふきのとう会員作品

現するかに省略の妙味がある︒

集中してそれをどういう言葉で表

戸田忠太郎

丸山博
小野塚昂
上村スイ
清水テル

昇天ーごめい福を祈る

遠田 節子 十日町から

判ればそれ以外は省略して纒める

である︒他の言葉で情景や感動が

約しなければならぬ︒これが省略

であるので選りすぐった言葉に集

＊省略ということ

とうまめの丈高くなり秋近し
﹃俳句一口講座﹄㈹

元町金子鉄平

萩の花廃居の隅に咲き盛り

廃道の小さき野菊の咲きつyく

赤谷登坂酔月

米不作噂気にしっ鎌を砥ぐ

今日厄日事なき大根蒔きにけり

三領たかし

赤とんぼキャンプのテント蛇ぴたる

秋の水色あざやかに錦鯉

小白倉

コスモスや尼寺の昼静かなり

たまたまの晴れ間野沢菜を間引く

赤とんぼバス停のある村はづれ

小白倉片桐玉章

枯草にかくれてどこか水の音

晴れわたりただ一筋の秋の雲

満月をかかげて暗き神の森

郵β
新婦

神社町

たかさごーご円満に

藏品芳一
春日裕美
柄澤信也

心くばりと︑正しいしつけが大切
です︒

合併当時︑中堅の働き手であ

情に詳しいようである︒

の方が︑今もって役場の内部事

むしろ︑五か年間も勤めた妻

千手に下宿した︒雪の深い間は

＊

千手の高校分校の先生もいっし
ょであった︒
＊

った人たちも︑定年にたっし︑

年を越して三十二年春からは
新庁舎建築のため︑千手小学校

放し飼いは︑咬

ません︒

一︑放し飼いはいけ

二十年がたったのだと︑改めて

傷事件のもと︑ま

それを思うと︑もうあれから

やめられた人が多くなった︒

上にのぼると︑ここから眺望で

ときの流れのはやさに気付くの

休憩時間に︑新しい校舎の屋

旧校舎の一部に役場は移った︒

容は︑今でも鮮やかに記憶の中

します︒

けんか騒ぎをおこ

犬同志やねことの

た︑畠などを荒し

きる雪を頂いた苗場や八海の山

受給者へ

㊧老人医療費

である︒

にある︒

その秋︑現在の庁舎︵ただし
前の半分︶ができあがって︑わ

いは︑飼い主が罰

郎

小林カタ

一六五六五〇一

無責任な放し飼
いままで社会保険加入者が︑医

注意ください︒

せられますのでご

二長長長二長長二長二二長
男女男女女女女男男男女男
下
沖栄学四元上赤上霜平野仁
校，郎
新
立町町兼町野谷野条田口田

九八七五五四；二

たしたち総務課は︑一階の奥に

た老人医療費請求書は︑今月一日

療機関にかかるとき提出いただい

場所を移した︒

この年の冬は︑後ろ に 引 い た

一一︑犬をつないで飼

旧庁舎の二階に︑仙田と橘から
の職員が合宿し︑食事は近くの

うときは

おとなしい犬で

なお︑整骨院等にかかるときは

から必要なくなりました︒

従来どおり︑医療費支給申請書が

店から毎食運んでもらった︒

ふろは︑近所の知人 の 家 に も

撃的になることが

聾雛士覇購薙弘弘葉

上上上根
野野町深

保
も︑外来者には攻

ください︒

⑳

同年

必要ですので︑社会課までおいで

このほど韓国の青年7人が川西町の農業を視

20年の回想
らい湯にまわり︑野沢菜のつけ

察にやってまいりましたO（川西ダムでの一行）
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