の鉄道審議がありました︒

≧︻ミ︑

＼

行

館次番
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珀 町 代
萌7代沢

話

頸長
東館電

郡第城

聯9欝松
昭

い申し上げます︒

の一歩手前というところでありま
す︒調査線に決定された事は多年
の宿望が実を結びつNあることは
誠に同慶に堪えないところであり
ます︒鉄道の問題も最後の仕上の
段階に突人いたしました︒
着工線になることも間近いとの
便りもあります︒今までにお世話
様になりました諸先生に深く御礼
を申し上げますと共に松代町のよ
り発展の為に一層の協力により目
的を達成しようではありませんか
今後も爾︑精神的に経済的に町民
各位様のお協力を願わなければな
らぬことも多い事と存じます︒
重ねて皆様の団結したお協同を
お願いする次第であります︒調査
線に決定した記念として簡単に申
し上げまして今後のお協力をお願

≧︾︑︑＼．＼︑︾⁝︺〜〜5多
＼ ＼︐

学校建築始蜜る．

︑

その節︑幸にも予定線に入って
から間もないのでありますが調査
線に決定されました︒この調査線
とはこの鉄道線路について予算を
あげて測量し土地の実情を調査さ
れることであります︒この段階に
入ればや︑一安心というところで
ありますが最後の目的は着工線︵
建設線ともいう︶に決定して願う
ことであります︒調査線は着工線
︑

印刷 松代印刷所

です︒

伊沢小学校ステージ新築は五月
二十八日に入札に付され︑松代の
室岡龍一郎に一七五万円で落札し
た︒工事は七月末に竣工する予定

した︒

松代中学校寄宿舎改築は四月二
日に入札がおこなわれ松代の鈴木
組に四八○万円で落札した︒工事
は六月上旬から始まり八月末に竣
工することになっている︒旧建物
はすでにとりこわされ売却されま

松代中学校寄宿舎等
藍
本年施行されること渓
階整㎜

⁝隻⁝定していた松代中学校寄宿

璽懲難動灘懲灘

になる予定である︒

一禾凹施行されることになってお
一昭皿
り執行については七月下旬

㎜嘘は国庫補助金の交付決定後

ヲ罵小学校の教員住宅薪築

旧学㎜され建築工事が始まった清
㎝度㎜水中学校特別教室の建築は
圃年幽六月四日に入札と決定︑北

ラさゑる

る！

、》、

決

マ︶

に
始点と通過地と終点の地名を法文
化することであります︒率直に申
し上げますと予定線の段階では普
通の第一予選というところでこれ
では皆様が安心しかねるのは︑も
っともの事と存じます︒町民の一
生懸命な願望が達して︑県や中央
の諸先生からお配慮を下さいまし
て去る五月三十一日に今年二度目

上越西線︵轡

社会の発展は交通にあると︑過
去に於て事実が証明し誰もが要求
し誰もが感じた事であります︒
終戦後の急速なる発達とともに
地域の差かひどく分れてきました

交通の便利のよい所は︑ますく
発達し︑不便の所は社会から取り
残こされる感かいたします︒
松代町でも夏の交通は先輩諸兄
の先見の明により道路は四力に通
じバス自動車の発達によってどう
やら私共の足を充分に間に合せて
くれていますが︑いざ冬ともなれ
ぽ有史以来そのま﹄の人の一足一
足によるより外に交通かないので
あります︒社会の移り変わりで人
の出生率は少くなり農村の人口は
都会へと移行され農村の人口が少
くなる状態を呈しています︒
冬の生活の文化も︑物質も人々の
背によって逢ぶに人手のない現状
でありまず︒冬の交通をなんとか
したいと念がけたのが上越西線の
敷設して願いたいとの運動の始り
であります︒昭和七年に始めてよ
りその間色々と﹁うわさ﹂され或
は影がうすくなったりして心配し
ましたが熱心なる町民の皆様方が
たえず忘れずに頑張ってきました
おかげで︑もう新聞等でご存じの
とおり去る三月二十九日の︑鉄道
審議会において予定線に編入され
ました︒予定線とはお案内の通り
全国で各地で鉄道を敷設して欲し
いという申込の線が多くあります
が通常これを請騨線といいますが
その数は百何十線かありますその
中から選ばれたのが予定線といい
ます︒この段階では敷設する線の

（1）

カ

最近農業についても撰択的拡大
という言葉が出てまいりましたが
畜産部門について電いえることだ
と思います︒とくに生産部門につ
いては土地の条件︑環境︑交通︑
労初力︑等によりおのずから決め
られることと思います︒

新潟県において本年より畜種別
に数ケ所の生産改良基区を指定し
特にその地域がその家畜の生産改
良に適し又今后重点的に指導して
いこうというのであります︒

当松代町は和牛の生産改良基地
に指定され今后和牛の畜質の向上
生産性の向上等に亜点的に指導︑
又家畜の貸約︑導入資金の融資等
される事になりましたので皆様方
の尚一層の御研究御努力をお願い
これに伴いまして来たる六月二

したい次第です︒

十日︑二十一日の両日に亘与町内
の生産の目的で飼育されておる生
后十ケ月以上の和牛について個体
調査をトリコモナス病検査と兼ね
て実施する事になっておりますの
で御忙しい時季とは存じますが該
当牛飼育の方は御連絡のありまし
た時日にもれなく受検して下さい
家畜市場は既に五月一回開催さ
れましたが出場が十七頭しかなく
大変淋しく絡りました︒購買者は
五十名近くこられ︑皆空車で帰ら
れました︒これについて今后皆様
と大いに考え対策をたてねばなら
ない問題だと思います︒
今年の市場の特徴は価格につい
ては大凡そ昨年並みと考えられま
すが各牛の差が大きいという事で
す︒即ち客の希望は登録証を有し
た生后五ヶ月以上の発育良好なも
のとはっきりしておりますのでこ
れらのものは相当の価格になると
考えますがこれらに欠ける条件の
ものは昨年より安く取引されると
思います︒要は量より質の時代に
なっているといえます︒

象一・騒︾⁝︐働〜︒3亀ぐ︐．．3︾㌔一ρ︑3亀．ノ㍉︐の言φ〜ち．︒︒︾・ゆφブ︵︑・．ち〜・．・の一︑一

ましい︒

的に﹁葉イモチ病﹂が発生するの
でイモチ病の斑点があるものは勿
論苗代は植付前に一〜二回必ず水
銀剤を撒布する必要がある︑
筒本年は田植えが遅れているた
め稲が活着して分けつし始める頃
には梅雨期に入るのでともすると
﹁葉イモチ病﹂が例年より多発す
る心配もあるから六月末から梅雨
明けにかけての﹁葉イモチ病﹂に
は特に注意してほしい︒
ところで近年水銀剤がイモチ病
に効かないという話しがあるが水
銀剤は従来のボルドi液等の銅剤
と違って予防だけでなく治療効果
もあるので発生初期に二〜三回撒
布すれば大体治る筈だが症状がひ
どくなって﹁ずり込み﹂状態にな
るとなかなか恢復しない︒最近抗
性物質のブラエスMどいう農薬が
出ているので昨年松代町で試用し
た結果でも大変良く効き治療効果
も大きいので激発の心配がある場
合はこの薬剤を使用することが望

φ〜φ．．e町㌔﹂覧．︒〜06φφでφ︐・3㌔ノニφ￠．◎曳30．︐．一︵．︒3ゆ﹂ー・︑曜●唱︾．ゆ⁝︑・．︑ ㌦﹂；・

．．〜噸；・ψ︵﹄・＝一

︷これからの 稻作病害︐虫岬

ヤコビゆノゆゆドのリヤニゆしら 〜3．．8

−．・＝φ．く零◆

けられる︒

今年は豪雪のため苗代播種か大
部遅れたが播種后の天候が比較的
順調のため苗の生育は案外良好で
田植も六月半迄には殆んど絡るよ
うてあるか最近各種の報道関係や
農家の経済情勢から梢々もサれば
農業生産意欲が減退し仕事に対す
る熱心さに久ける面が多分に見受

った︒

その現れとして苗代に於ても健
・苗育成の面から簿蒔きを奨めてい
るにも関らず一般にまだ厚蒔きで
中には﹁大入り満員型﹂の超密播
のものが各地に見られ又一部には
苗代床面の整地か均平でないため
に苗ぐされを起し﹁あちやらこち
やら型﹂のご粘末な苗代も大部あ
しかし全般的には苗代障害は少
なかったが一部には新聞等で既報
の動く町内でも畑苗代に﹁苗イモ
チ﹂も発生し又最近の気温の急激
な．上昇と厚まきのため苗が麟弱徒

長の傾向にあるので本田の元肥釜
素が多かったり深植の場合は必然

︵小林︶

BHC︑ハモグリバエにはEPN
を撒布すれば駆除出業る︒
何れにしても病害虫は初期又は
適期に防除すれば効果は大きいが
時期を外すと中々なおらないので
田圃は始終見廻って病害虫の発生
に綿密な観察が大切である︒
紙面の都合上出穗期以后のもの
については省略いたします
︵普及所 若月︶

モグリバエ等があるが泥負虫に．は

次に二化蝋虫であるが松代・山
平・奴奈川の三地域で毎晩蛾の飛
来状況を調査しているがその結果
では五月二十日に初発を見てその
后二十七・八日頃から逐次増加し
ているが現在のところでは昨年よ
り若干多い傾向にある︒
今后の調査結果に基いて防除班
長を通じ防除適期をお知らせする
からその際は適期を逸することな
く短期間に共同で防除し被害を最
少限度に喰い止めると同時に少い
薬剤費で最大の効果を挙げるよう
努めなければならない︒
その他苗代末期から本田初期に
かけて発生する害里に泥負虫・ハ

定であります︒

の東部地区研修会が開かれます︒
これは関東東北︑北陸の十一県の
登録委員が二百名近く松代町にて
研修するのであり︑その際には当
町の和牛飼育状況を視察される事
になっており︑又最終日には松代
高校にて記念講演会が開かれる予

ので検査前の手入は充分にし最高．
の条件で受検されますようお願い
いたします︒又八月九︑十︑十一
の三日間に亘り全国和牛登録協会︑

これらを考え仔牛の飼育につい
ては勿論の事でありますが母牛に
ついても改良される時機であると
考えますので本年も各農協の導入
牛の購入等ある訳でありますがそ
の際には出来得る限り優良牛を購
入される事が特来有利に仔牛を販
売される第一の要因だと孝えます
家畜登録については春の登録検
査が六月十五︑六日に実施され玄
す︒既に受検該当牛については各
農協に申込まれておられる事と存
じますが︑登録点数は牛の一生に
とって最も大事なものであります
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農繁期にはどこでも多いのが幼

團恐ろしい子供の火遊び

被害を受けた方があります︒ウツ
カリ信用してスッカリやられない
ようにご注意が肝心です︒

又︑もっともらしい名刺を振り
まわして皮靴の注文をとり︑若干
の手付金をいただいてドロンとき
めこむ不屈きな紳士？もいます︒
昨年も郡内でこの手にかかって

は禁物です︒

ますがいかにうまいことを言って
も︑この人達の持ち歩く品物は安
いように見せかけたインチキ物が
多く︑うっかり手と欲を出すこと

いろくな旅の行商人が入ってき

生地や反物︑洋服︑布団綿︑化
粧品類など︑これから秋にかけて

囹ゆだん大敵︑旅の行商人

よう．

条件ですが表から一見して留守だ
とわかるような戸締りは改めまし

ま
農．繁期 こ
︷
こんな注意を！

團押売りがきたら

おどかしなどに恐
れず︑必ず﹁いりま
せん﹂とハツキリこ
とわること︒

どんな証明書を出
してもうっかり信用
したり同情は禁物︑

相手にならないのが
第一︒撃退方法とし
て︑有線放送︑拡声
機︑呼笛等を利用するのは大変効
果的です︒

ことわっても帰らなかったり︑
おどかしたらすぐ部落の電話など
で警察へ連絡して下さい︒

囹空巣の被害を防ぐには
郡内でも農繁期になると毎年の
ように︑どこかで空巣の被害があ
ります︒泥棒に入られる約八割は
戸締りの不完全が原因です︒
留守の戸締りは空巣予防の第一

職麟翻歎管い謝絡錨魏

児の火遊びです︒郡内でも今年に
なってから二件発生していますが
二件とも広告マツチ︵たばこ用マ
ツチ︶を持ちだして︑自分の家に

田植から帰ってみたら︑家が燃

火をつけています︒

えてなくなっていたたどという悲
劇のないようご注意を願います︒
團家人は寝ても火は起きている

夕食後一風呂浴びて疲れて眠っ
ていると︑家人が寝しづまったこ
ろに︑ピチピチと風呂場の火が起
きだtて大事になることがよくあ
ります︒

いろりの火︑風呂場の火取灰︑
たばこの吸殼など火のあと始末に
は念を入れ過ぎたとい5ことはな

人間の体でさえ︑目から顔から

いはずです︒

火が出たり︑胸の中が火と燃える
世の中です︒火事の原因も多種多
様︑火にスキを与えないこと︒
︵安塚警察署︶

iよーγ1ーー

公民舘図書部開舘﹁

ちしております︒

冬期間休舘させていただいてお
りました公民舘図書も六月十日か
ら開舘し皆様から利用していただ
くことに決めました︒昨年休舘後
新刊図書一七三冊を整備いたしま
した︒係員も皆様の御来舘をお待

さんはさらに重ねてきっばりとこ

とわった︒いよく敵わぬとみた

新刊図書は⁝⁝

す︒

貸出は毎月五日十日十五日二十
日二十五日三十日で当分の間夜八
時から九時まで開舘します︒婦人
学級︑青年学級その他団体で一括
して借りたいときは毎月十日二十
日三十日︵この日が休日の時は翌
日︶に教育委員会事務に申し出て
貸りて下さい︒団体で借りる場合
は巡回文庫用箱もお貸しいたしま

大学生﹁こんないい家に住んでい

を受けた警

一方届出

た︒

て立ち去っ

物をまとめ

ふを残し荷

ながら血も涙もないおばさんだ︒
覚えておれ﹂と荒々しく捨てぜり

た︒

︵安塚警察署︶

察では︑すぐにこの男を押売条例
違反で検挙したが︑調べてみると
大学生とは真赤な偽り︑実は四国
生れの二五才の悪質行商人であっ

押売でとらわる

ニセ大学生

師走も間近力に迫って何かと心せ
わしい昨年十一月のある日の昼近
いころ︑こういって新津市のある
農家を訪れた制服制帽の大学生が
あった︒応待に出た奥さん︵五二
才︶は﹁間に合っていますからい
りません﹂とハ
ツキリことわっ
た︒ことわられ
たくだ ん の 大 学
生ここ で 引 き 退
．・っては︑押売り

の面目にかNる
とばかり︑ さらに一歩にじり出て

ー玄関先に並べたのはおきまりの鉛

筆︑石けん︑しようのう等の日用
品﹁奥さん︑僕も物好きでこんな
ことをしているのではありません
よ︒苦労している僕達 の 立 場 に 少

しは同情して︑買ってくれてもい

現代日本文学全集 全九九冊
世界ノンフイクシヨン全集
二七冊
アラビァンナイト千一夜物語
二六冊
小林多喜二集全五冊
その他十六冊

拍一
ρ
、
｝P

一㌔

一

いじやありませんか﹂と︑ジロジ．
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農繁期の防犯−

時間数

五一

二八五

九六

一■一』
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松代町の・⁝⁝⁝・⁝o

回数

一〇

九二

二三七

五一六二一一

延出席数

前年も二十一学級開設され次のと
おりの実績でした︒昭和三十五年
度の秋から開設されるようになっ
た松代町の婦人学級は年々向上し
充実された学習が行われておりま
す︒

級

昭和三十六年度実績
学

松 代
みのり会
さつき会

三五
三九一

一二八五

六九七八七〇四六八四四八二〇八OO四五四

ロの
ゴ
ベ ロの

O⁝⁝⁝⁝婦人学級 の状況
今年の婦人学級開設は二一学級
の申請があり︑学級別の学習計画
は次のとおりです︒

部落名
学級生数学習時間
▽松 代
サ ッキ会
一〇
みの り会
七三
生産グループ六九
うまいもの
八
三六
一一
一一

二一

九四
三六
二〇
三二
三五
八六
二八
五六
四一

一七

三六

原

ちどり会
三四
ひまわり会
一六
生産グループ
一五
共同学習二六

原

四七四六四四六六五七六八五八六五五五四六
〇五七九七八〇四二四九七七三九八八七三八

思います︒

一九二

五九一

三三九
五〇九
四三七
一二二六

六二一

四八〇
六三九
三〇〇
三〇〇
七五二
九七五
六五四
三七四
五三四
七〇八

二九六

二九二
一六五三

以上を年度の計画及び前年度の
実績の概略を記しましたが︑本年
度学習の励みのためになれば幸と

助金が交付されました．

以上は昭和三十六年度の実績で
あり総額一三七一〇〇円の学級費
を交付いたしました︒特に峠婦人
学級は文部省委嘱婦人学級として
学習の成果をあげ四万円の国庫補

木
竹室奈福儀蒲小筋蓬会池千下田菅太小
和峠濁
良
荒
田
所野立島明生貫平平沢尻年山沢刈平戸

18

81

31

77

29

59

崩753

％2811弼

妬3

校校校校校
分分
分分
老沢学李代
海滝小み田

ざ
全全 山 あ全

北全

88

50

92

90

158

姐5
0787

0733

58

76

20

22
16

17

92

36

1547

2

13

1

3

1

6

2

只∪

3

厚イ

62

138

清水中学校
山平中学校

28

36

＄

254：

6

121

6

133

93釧

274

全伊沢分校

76

9

46

37

10

131

375

22︑11

弗3312

42

校 校校校校校
分分分分分
菅平丸山尻
小刈蓬屋下池
・小
全全全全全

34

27

532 1，105

575
計

小

90

10

143

奴奈川中学校

64

182
193

松代中学校

37

花

948 2，006
1，060

計

小

244
131

室野小学校

169

33321692263393
711211231121141
461142252265
33321662233353

五五

六五八五四六六
二一四四五二三
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全寺田分校
全儀明分校

68

113

峠小学校

139

62

129
1

78

清水小学校
伊沢小学校

53
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九四
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三五三三三二三
九六二九四四三

蒲生小学校

6
6
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10

221

女

し男

12

220
学

松 代

数
計

員
学級数

児童生徒数
名

校
学

一〇二

儀蒲名筋海会池千下田曙太小
（ 荒共ち ひ
明生平平老沢尻年山沢菅平戸同どグまグ
刈
学りルわル
）
習会1り1
プ プ

▽▽▽▽▽▽▽▽▽文7▽▽▽

学校別兜童生徒学級教員数

レ

︵会沢部落︶の結婚式

去る四月二十日少林
寺で仏前結婚式第一号
の挙式が行われました
新郎は大熊弘さん︵太
平部落・現在自衛隊員
︶新婦は万羽ヒデさん
です︒私はこの結婚式
に臨席させていただき
ました︑そして結婚改
善のかけごえばかりで
実践されていないこの
間題が改善されるいと
ぐちになればと式の模
様について書いてみま
した︒

式は太鼓を合図に控
室より新婦側の親族︑

先導されて入場︑続いて仲人に導
かれた新郎新婦が入場し最後に式
師が人場し開式されます︒式順は

べる︒

︐1︑開会・司会者
献花・新郎新婦が仏前に
啓白文・式師が本尊に式を
挙行する報告と同時に照鑑
を請う献白の言葉を申しの
4︑

5︑

6︑

7︑

、 、

かための盃

印を押す︒

誓の言葉両人で行う9終っ
て最後に捺販し式師の証明

はよい︒

酒水・身を清める行事で新
郎新婦に対して式師が行う
次に三帰礼文を一同で行う
記念寿珠授与・式師より新
郎新婦へ︑次に新郎より新
婦へ指輪を贈る︒ない場合

32

︾は十九歳と三十三歳をそれぞれの
︵厄年だと云われ︑そしてその年の
抑前後を前厄︑後厄と云っておりま
一す︒こんなに厄年が三年も続くこ
V︐とになると厄年の根拠たるや真に

︵怪げなものと云わざるを得ません

︸從ってこれは単なる迷信であろう
㌔と何気もなく片付けて仕舞いたく
〜もなります︒私もその一人〜
︵ですが世問にはこのような﹀〜

になる︒︒

㌔

れて︹女︺になるのは︑男性︵

丁度この年令は精神的︑身体的御
に新しいバランスに入っていくへ
〜
端境期にあたっているので
ある︒女性が︑月経が現わ︾

︾
では︑これには何かの根拠があ一
るのか︑有名な某医学者の言葉のい
一節では
一
㌦
﹁今の医学がら考えてみてもやは〜
う
りかなりの意味を持つもので︑1

戚

！

〜年は私の厄年だから︑或は

〜おられる人もいる事でしよ

︑

へう・
騨 今申しましたように私はい
レ
︾これの迷信論者の一人でし㏄

〜医院において當日ってない胃

溌姦年前︑病して某外圏

山岸茂

︶︑〜く︵！︶ を︒︾︑︵ぐ1〜

ることに思いを致し︑いつも健康一
でそして明るい生活の開拓に努め︾
たいものです︒
〜

の前途源常に災が待ちうけてよ

やく年

〜指折り数えてみました処︑不思議
へにも丁度その時期が満四十二歳と
︸五十日目に当っていることに気が
幅付きました︒だがあの時の病気が
︵厄負けだったと云うことは全く信
漣じられない︒厄年に限って吾々は
㌔病気をするものだ︑とすると厄年
〜以外は病気をしないものだ︑と云
ψうことも理論上成り立つことにな

㌔の大手術を受けましたが︑
〜厄年のことなどは勿論全然
︸気が付きませんでしたが今

そろ肉体的な活力が衰えて♂
ふけはじめてくる︒それがハ
一
コニ十三﹂だとみられてい︷
た︒また男は︑ふけるのも︵
女より十年位おそく﹁四十V
ら
二﹂が︑動脈硬化とかガンゾ
㌔
などの命とりの死病がそろ漣
そろおこってくる年令だとい
考えられていた︒﹂以下略内
とこのように述べています︒ でψ
すからまんざらでもなさそうです
が︑まあことの起りは何であろう
と又厄年であろうとことさら気に︵
ゆ
することはないことですが︑吾々︾

次訴舅︺鋲凌阜逞煮
麓蒜霞搬牒鰹 雑翫
繋盤護飯

γ許2は云え喜ん・今︸

るから極めて安心して暮せることV

﹂篭3◎㌧p．丸．噂ち 〜9．侮・・ 一・︒︑＝・一一︷Q3も〜9．︒；奄！・・．りσ︑3φ．一ノ㍉鱈︒；σ〜亀・．︒㌔ノ
もノ
．畷
・︑
：︐ち
︑ψ
．．︒ちノρφ．■︑㌔﹂霊︐＝〜働3︑ψ﹂﹃ら監◎＝︐もξ●︑3亀陰ρ一

討男は二十五歳と四十二歳を︑女

新郎側の親族並に来賓が司会者に

ニー………一一…一＝一一松代・s一一一…一一一
し

一−〜2㌔．〜箋︽︷ぐ〜2ン︾︸．︵ノン︸︾︑︽︷︵・ごノる

8︑式師訓告
9︑祝電披露・ない時はよい︒
m︑一同おめでとう
11︑閉式・司会者

以上で式が完了しました︒
休憩後披露宴が行われました︒
初の試みでもあり町長さんに来賓
として出席して戴き祝辞を頂いた
のを始め多くの有識者から祝福を
受けた意義深い結婚式でした︒
以上式の概略について記しまし
たが︑結婚式の簡素化のあり方と
してこの仏前結婚式は全く良い行
き方だと私は思いました︒
先祖の霊前で誓い交した新郎新
婦は今後一層幸福な家庭生活を営
なんで行かれるものだと確信して
おります︒なお少林寺様では今後
も希望者があれば研究改善を加え
益々有意．義な式となるよう考えて
いるそうですので申添えます︒

NHK
テレビ相談を見て
NHK新潟放送デレビの周波数
変更に伴う受信相談が四月二四︑
五日の両日行われた︒相談といっ
ても実情調査と言った方が当るか
も知れないが︑それについて二︑
三書いてみます︒

雪道のため二日の日程ではわず
か七部落見たに過きず︑雪が消え
た五月中旬頃また出かけて来るこ
とを約束して帰ってもらった︒
アンテナを変えるとか部品の取
り付け等で見える所はそのように
業者が実費でやってくれることに
なっているが︑その程度ではどう
にも見える事が出来ないところは
共同鼎視施設を設けて共同で受信
されることを希望していました︒
共同聴視は二十一台以上まとまる
とNHKから助成金が貰えること
になっているが︑小数の場合二︑
三台で共題を希望される部落も多
いと思います︒この場合︑今のと
ころはつきりした助成の方法がな
いが︑約一ヶ月にわたって行った
NHKの調査結果と聰視者の皆様
方の要望︵投書︶いかんによって
は二︑三台の共恥でも助成が貰え
るようになるかもしれないとの事
（5）

r…佛前結婚式に臨席して＿…

》

へ

一

〜

べ

噺

でした︒それにはもっと世論のも
り上がりが必要で︑このまN漱っ
ていたのではNHKもわからず︑
あの地方はあれでいいんだと言う
ことになるそうです︒茶飲話し程
度にあれこれ言っても中央には通
じませんので︑被害者の一人一人
が直接NHKへ要望︵投書︶する
ことによって世論をもり上げてい
ただきたいと思います︒世論が強
ければNHKもなんとかしなけれ
ばならないと言うことになりそう
ですから︑被害者の一人一人が直
接︑新潟市NHK新潟放送局長宛
このまNでは困るからなんとかし

変りました

嘱託員︵区長︶が

たします︒

四月一日から各部落の嘱託員が
次の名簿のとおり変りました︒
今後皆様と町役場との連絡等にい
ろいろとお世話をおかけすること
になりますのでよろしくお願いい

﹁この

て欲しいと実情を訴えていただき
たいと思います︒
二日間の調査の結果は︑

地方は共視ですくうより他によい
方法はない﹂ということにかたむ
いたように思われました︒
二十一台以上の共視は五月中旬
頃今年の実施要頃が決まるから放
送局へ申し込めば送ってくれます
申請書の受付けは七月二十五日迄
です︒放送局へ申請する前に長野
の電波管理局へ届出をする必要が
あり︑ごれは一日も早い方がよい
その部落で一番よい受信点﹁共同
アンテナを設置する位置﹂は手紙
一本出せばNHKの係員が来て無
簗でさがしてくれます︒

五月中旬に来る時は主に小数︵
二︑三台︶の共視の指導をします
テレビ業者が二日間NHKの係
員と行動を共にして色々と対策に
つき指導を受け智識も充分得てい
ますから︑疑問の点は業者に直接
相談されることもよいと思います

根や門門八門地上浦も助門工居屋門脇ぼ原ば

ノめ彩些ノ松髪灘の緊し
山あ源助久半石最小し藤太長隠上市林宮下ほ

灘鍵麟雛嶽鷲鋤亮鱒繍鑓酬
木藤田月田山沢岸田岸堺潟徳藤条藤田野
斉柳斉池若池小桜山武柳山小西柳佐中佐牧石

原

木

松代町消防団に栄得
松代町消防団は伝統ある歴史と
嚴正な規律訓練によって県内にお
いてもその声望を讃えられていた
がこの度次のとおり表彰を受ける
ことに決定しその歴史に一段の光
彩を添えることになった︒

消防協会上越地区

竿頭綬を授与さる

二月十一日︑日本消防協会から

三月八日

支会から無火災二
年により竿頭綬を
授与さる︒
四月二十八日新潟県消防協会か

ら表彰旗を授与さ
る︒
以上のことは消防団員の平素の
努力によることは勿論であるが一
般住民の深い理解と防火思想の高
層の協力が望まれている︒．

揚によるところが多いので今後一

役場職員の人事異動
町役場の職員に四月一日付で次
の人事異動がありました︒

旧任職

氏

名

新任職

佐藤政行 出納員

奴奈川支

︵戸籍︶

総務課

︵国保︶

社会課

社会課長

副収入役

出納員関谷昌憲

︵産業課︶

雇採用

勉

関谷トリ

税務課

中

︵部落︶

山岸トク 蒲

斉木

誕か︶樋昇男

︵社会福社︶西潟福平︵国民年金︶

社会課長井上政喜 副収入役
社会課
社会課

餓灘︶高橋秀夫
税︵務
課高橋幸雫
徴収︶

鱒辮︶池田猛
0
57
34
98
1554561
3
41
37
14
13

中苧田仙田筋小諏寺名小蒲儀福奈室竹

子譜納代平轟田平池生明謹野所濁峠細

堂ん屋居院段屋門吉保京謹ハ手家饗方望

月ぜ田
祁
のん っ郎
エ
風き太隠与上新大庄田天八四横本池ば西あ九

春郎一郎作雄平次栄一勝郎郎八初一雄近蔵松

︵保健婦︶
︵産業課︶

〃

柳

︵順

カオル

教育委員会高橋嵩一
︵社会課︶

生子

不松筋松
同
）代平代

轟皇常文軍轟栄政籔金広真貞正嘉鶴

・橋沢藤川川沢橋鑑出蓄缶本月藤
樋高富柳市柳市宮高小五秋小若山村山若柳佐
％456．43571067憩98185413
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囑託員氏名

字名隣組数

屋号
囑託員氏名

字名隣組数

代戸平刈沢丸畑山年尻沢水山平山老伏地融沢
荒
屋之
木
松小太菅田小池下千池会清桐蓬東海犬．孟片滝

や

昭和37年囑託員一覧

