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昭和四十三

印

鯛和郎町の

般Aπ計予算

帰郷バス

一行は︑午前六時に東京

の上野を出発したもので︑

先生の異動
転出3
8転入3

ようやく学校も新学期を

むかえ︑みんな一年ずつ大

きくなり新しい生徒︑新し

い先生を交えて生き生ぎと

次によぞ︑へ行かれた先生

動きはじめました︒

方や︑こんど松之山へ来ら

す︒

︵再採用の方ははぶき

れた先生方をお知らせしま

ます︒︶

︵松之山小︶直江津市直江

小︶高田市大町小︑秋山洌

︑五諺に生長葉数も六枚と

おこなわれます︒

飲酒運転追放などを重点に

日脳予防注射代など

出稼

四月十四日午後四時・東
京からの出稼帰郷者三十名

をのせて︑到着しました︒

車中は︑いつも健康な明る
い笑い声でいっばいてした

長い車の旅とはいいながら

式

所 了
練
副 修

期 目
短 回

五

三月二十六日︑開設以来

第五回目となった職業短期

訓練所の終了式が︑耗島上
越職業訓練所長をむかえて

おこなわれました︒

訓練所前に建てられた︑
終了記念作品の木造住宅の

でに五十こ名となるので︑

津小︑桜沢淑子︵松之山小

骨組みをみながら︑訓練生 転出男ソコ内は旧任校︶
十五名は︑満足そうてした 竹田功松之山小︶新井市
この訓練所卒業生は︑す 栗原小︑布施和f︵松之山

町では︑この人達の技術を

なり苗床からぺーパー︑ポ

保険税は

・三十一％の

513

3．諸支出金

リツ子︵松里小︶刈羽郡小

松里小︶退職︑井部昌雄︵

国町小国橋小︑植木信義︵

潟町小︑関沢美栄子︵東川

東川小︶中頚城郡大潟町大

直江津市北諏訪小︑

治︵松之山中﹀松代町松代

田中︶西頚城郡能生町能生

高等学校︑吉田千代子︵浦

中︑伊藤昭男︵浦田中︶中

田吉郎︵浦田中︶西頚城郡

頚城郡柿崎町下黒川中︑子

転入芳ノコ内は旧任校︶

青海町青海中

井市平丸中︸松之山小︑若

︶松之山小︑山．石崎淑子薪

山賀昭治嵩田市南本町小

井浩︵新任︶松之山小︑佐

︑岡田和ヂ︵新任︶三省小

藤ユミfパ新任︶松之山小

︑武藤恵宏︵新任︶三省小

町三用小︶松里小︑小海友

︑丸山公子南魚沼郡大和

サチ︵新任︶松里小︑風間

司︵新任︶松里小︑福崎ミ

︑斉木一則︵新任︶東川小

勇︵松代町蒲生小︶東川小

︑大熊文子︵新任︶東川小

︑中村昇︵中頚城郡三和村

小︶浦田小︑竹内ヒサヂ︵

田昇︵西頚城郡能生町百川

中頚城郡頚城村大坂井小︶

郡名立町小動小一浦田小︑

浦田小︑大橋和彦︵西頚城

退職︑︷八田倭又子 ︵浦田一 ︶浦田中︑

宅間静子︵テ日町市水沢中

六日町五十沢中︶浦田中︑

中︑鈴木栄太郎南魚沼郡

魚沼郡塩沢町塩沢中︶浦田

︶松之山中︑三上曲之︵南

松之山中︑池田麗子︵新任

山中︑中曽根勝彦ハ新任︶

中︑石田信利︵新任︶松之

蒲原郡巻町漆山小︶松之山

︶松之山中︑関谷桂こ︵西

小︑岩城一栄藁川小︶中 樋口政栄︵松代町奴奈川中

小︶中頚城郡柿崎町下黒川

頚城郡板倉町豊原小︑小関

毅︵坪野．小︶燕市小中川小

︑清水直之 ︵坪野小︶新潟

︑滝本淳紀 ︵坪野小︶退職

田小︶

市東新潟中︑ 上・沢芳治︵浦

渡部弘子 ︵浦田小

稲田小︑ 滝沢利正 ︵浦田小

︶退職︑

︶退職︑ 秋山孝正 ︵浦田小

坐浦田中︑ 室岡幹男︵松

安塚高校松之山分校
之山中︶ 松代町奴奈川中︑
真っ白だった山々も少し
琵︵カソコ内は新倭︶
引き上げ
工・田弘文︵松之山中︶ 糸魚 斉藤和夫︵県立津川高校︶
ずつ黒い地はだを見せ︑も
川市西海中︑ 山本清︵松之 佐藤五郎︵県立直江津工業
う︑
ゼンマイ︑ワラビ 昭和四十三年度国保会計
山中︶ 中頚城郡板倉町板倉
高校︶鷲尾浩一︵新潟市立
︑ウドなどの山菜シーズン では︑医療費の値上げと︑
新潟L茎局校︶浮須秀樹︵
実藤所嚢・．どのため 中︑横関健一 へ松之山中︶
となっています︒
県立高田農業高校︶品田玉
三島郡越路町越路中︑ 秦
写真は中尾高橋俊雄さん 保険税は前年度に比し︑三
枝︵県立十日町実業高校︶
︵松之山中︶ 十日町吉
転入︵全員新採思
宅の大きく育った葉たばこ← 十一％の引ぎ上げになりま ㎜正臣
した︒国保会計予算のあら一 田中︑ 鷲尾逸子 ︵松之山中 滝沢久代︑梅田温美︑計良
一ましはつぎのとおりです︒
小野島泰 実︑春日 快雄︑日根久志
︸︶新潟市両川中︑

てゆきました︒

青児，葬祭，給付費

中之口村中之口南小︑羽賀 上美中︶坪野小︑小川正︵
高田市高士小︶浦田小︑池

チヅ子︵松里小︶西蒲原郡

松里小︶燕市大関小︑高橋

川市上早川小︑和泉慶子︵

︑高橋幸男︵三省小V糸魚

省小︶刈羽郡西山町大田小

山小︶退職︑伊比玲子︵三

︶退職︑御子柴昭彦︵松之

出稼先でも活かされるよう
今後集団出稼のみちも︑考

えています︒

春の全国

交通安全運動

ットのきれいに並ぶ床に一

161

2．保健施設費

場所ほ︑松之山小学校の
円です︒

附近で︑総工費三百五十万

苗代の種まき
上にまかれると ︑その後か

ン
豪雪のため苗代の播種の

つめられてゆくー︒

らまっ黒なクンタンが敷き

ました

思っています﹂と言ってい

才出

登記所は三百五十万円で
登記所︵法務局松之山出

りました︒

田支出

︶となっています︒

八千円︵地元負担金を含む
ホホネホネホホホホホ
︻五百米以上一申立山・田

遅れが心配されているが︑

高橋さんの話では﹁雪消

カ

周囲にまだ一米余りの残雪

しは水のかけ流しによって

さ

のあった四月十九日︑中尾

行ない比較的早く苗代作り

五部落︒

口・湯山・天水越・中坪

︻四百米〜五百米禾満一兎

の高橋英次さん方︵屋号吉

麦立・月池・中原・湯本

七

院︶で保温折衷苗代の種ま

︵上湯︶の

部落︒

新田・坂中・崩田の

︻四百米以下一残り二十六

らとした種もみが︑床土の

2。一部負担金 2078
3．国庫支出金 3433
4．その他
261

は二M川の雪ぶあった↓ヶ月 5月1
1日から2
0日まで︑
牧田貞子︵浦田小︶ 高田市
歩行者の圧しい横断の励行

前播種した︒葉たばこも四

中尾の高橋俊雄さん宅で

葉タバコ
の仮植も

しなどの作業を経たふっく

月十八日頃から始めたいと

がでぎました︒田植えは五

分するものです︒

町が独単奨励金として︑配

塩水選−種子消毒−芽出

きが行なわれました︒

ん
本一本ていねいに仮植され

一般給付，助産

8224

計

7111

1．保険糸合f寸費

張所︶の建設も本決りとな

心に協議しました︒

康躍墾且雲離五月一一日
建物は︑既に設計を終り
大雪にともな5苗代消雪
法務当局と合議中で
促進対策や︑これに対する
補助金の交付要綱などを中

ることになります︒

これがすみ次第︑着手され

一千万円︑大島村一億八千

二億五千万円浦川原村二億

ます︒

他は一般財源五百六十一万

いままでのところに

中央診療所は二千万円で

五百二十三平方米︵約百五

大ぎさは︑木造二階建で
十九坪︶医師住宅八十四平

みなさんが 久しく待ち
いよいよ新築されることに

方米︵約二十六坪︶で︑入

望んでいた︑中央診療所が
なりました︒

六千円で︑このうちレント

院も出来ることになってい

崎設計事務所によって作ら

ゲン機購入百八十万円︑往

がすみ次第︑請負︑着工と

です︒

診用︑︑シープ九十三万円など

︑種をまいた苗代の確認

部落︒

一万八千円︑起債八百万円 補助金額は総額二十万円で

皿般会計から繰入三百万円

内訳は︑国庫補助三百八十

また︑この建設費の財源

いう段取りになります︑

総工費は︑二千四十三万
さんが検討しており︑これ

れ︑目下︑こまかい間取り
などについて関係のお医者

設計書は︑直江津市の山

闘麟責轟

から旧登記所の敷地にかけ

設置場所は︑現在の中央

災害復旧事業

診療所︵松之山部落中愚
て建設されます︒

町で二十万円を

四百米以下

②〃四百米〜五百米未満

①標高五百米以上

高さによって区分する︒

︑町内の各部落を標高の

苗代の除雪に

山間地帯の稲作の単位面
積当り収量︑いわゆる反収
を現在までに引ぎ上げてき

た最も大きな要因は︑早植

③〃

︑この標高別に種まき時
期を三段階に定め︑その

定められた︑①五日六日
②五月一貝③四月二十八
日までに種をまいた苗代
に限って補助金を出す︒

協同組合・町などの関係

は部落農家組合長・農業
者が当る︒

す︒

15，820円

1世帯当り

万円
2452

才入
1，国保税

439
8224

4，その他
計

一

〇

題

申寧＊噛＊傘＊申
百五十万円︑消防ポンブ自

動車二百万円などかなり大

す︒

担な事業計画となっていま

棄顎域螂内各町村の︑予算

よる橋梁かけかえ工事に二

起債︑

千二百万円︑中央診療所︑

松代町三億七千万円︑安塚町

松之山町二億二千万円︑

規模はつぎのとおりです

婁記所建設への繰り出し六
万円︑牧村一億八千万円︒

一千万円︑辺地整備などに

業による︑町道改良に

禁止する︒

県会豪雪対策特別

30

標高別区分は次のとおりで

中央診療所へ300万
浦田診療所へ200万

1

騙雛
264
217

第字刷

自主財源すくなく︑

傍聴席もこの日は︑数人の

いつもは︑ひっそりした

傍聴者かあり︑各議員の質

才出面では︑山村振興事

寄附金に大きく依 存
の施政方針について質問が
行なわれました︒

算を立てる議

町の 事業と予

会は三月七日

問を︑熱心に聞ぎいってい

×

◆

一︑日本は︑ア．．シアと世界

委員来町

失業対策事業

481
〃
〃補助

、

8

繁雅旧
80
1305

130
1535

農地農業用施設復旧

442
442

43
100

璽器費の

230
70

国保会計へ繰出（中央診療 ）300

150
350

県営事業負担金

200

法務局出張所改築

90
90

便所改築
東川小

年度の松之山

・八日・九日
ました︒

×

才入の面では︑地方交付

×

成立しました︒

年度予算は原案どおり可決

採決の結果︑昭和四士二

行なわれました︒

は︑国保会計予算の審議が

各項について︑また三日目

一百目は︑一般 会計予算

のゴ一日間町役

ました︒

場で︑開かれ
第㎜日目の

長は︑ことし

席上︑佐藤町
の重点事項と

して 松之山中

央診療所︑登
記所の新築をはじめ︑ 山村

道や︑農道の整備をはかる
一千三百十万円︑町債二千

税を一億一千万円︑寄付金

振興法の適用をうけて︑ 町

など︑ ことしの主要事業

六百七十万円を見込んでお

三十万円︑国県補 助金二千

につ いて︑別項掲 載のとお

苦しい財政なので︑いっそ
り︑自主財源は︑僅か三千

り説緊ありました︒また
フ消費的な経費をはぶいて

百四十万円︑その比率は全
で︑町財政の前途はいよい

体の十七・六％と いう低さ
よきびしさを加えています︒

このあと︑︸般質問にう

ゆきたい︑とのべました︒
つり滝沢重介︑村山正民︑

閉会しました︒

ほか︑別項の決議を行い︑

正する条例などを可決した

給条例︑役場内を五課に改

議員に対する期末手当の支

久保田勢策︑南雲終治︑樋
口藤夫氏の順で︑佐藤町長

三月二十七日に開かれた

臨時議会
臨時町議会では︑昭和四＋
二年度﹃般会計補正予算︑

日本の非核武装と核兵器禁

の平和に貢献するため︑核

豪雪被害︑融雪遅延など

止に関する決議

え栽培だということから︑

貯蔵の全面的禁止の実現︑

配のタネになっています︒

代作りの遅れは関係者の心

今年のような豪雪による苗

松之山町議会は︑世界唯

県議会︑豪雪対策特別委

の現地視察のため︑

町では何とか昨年より遅

当面核兵器使用禁止︑国際

これによって農家の増収意

とおりに決められています︒

被害状況などについて事情 欲が一だんと高められるこ
を聞いたのち︑現地を視察 とが期待されています︒
補助金の出しかたは次の
して︑津南町へ行きました

約⁝時間役場で豪雪による

翌二十七日午前八時半から を出すことを決めました︒

夕方松之山着︒

ました︒一行は二十六日 れることのないようにと︑
苗代の早期種まきに補助金

一員会の一行三十名が来町
する︒

協定の締結を積極的に推進
上記決議する︒

松之山町議会

昭和4
7日
3年3月2

245

備考

一の原爆破災国の立場から

兵器の使用︑実験︑製造︑

ことしの主な事業

禁止をのぞむ︑町民の要望

んな名目でも実験︑製造︑

550
700

27
35

窪鵠
1000

455

1186

県単山村振興事業

劣規離勲
60
60

土地改良事業

50

200

7ミダ堂禰
辺地整備事業

200

86
1100

樋田橘

120

土地改良事業

57

200

消防自動車購入
小型ガソリンポンプ購入

120

536

町道改良事業

〃

建 設 事業

核戦争に反対し︑核兵器の

一︑日本は︑核運搬手段を

沖縄の返還に関する決議

◆

非核武装︑ 沖縄返還を
決
三月二十七日の臨時議会
では︑滝沢重介︑樋口藤夫
両議員から提案された︒っ

松之山町議会は︑沖縄が

ふくむ一切の核兵器を︑ど
上︑記決議する︒

に対し要請する︒

場一致で決議をおこない︑

即時無条件に日本に︑返還さ

にしたがい次のことを政府

それぞれ政府に要請するこ

提案説明は滝沢議員がお

兵器の日本への持ち込みを

一83一
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博

30号

れるよう政府に要請する︒

ぎの二つの事項について満

議

とになりました︒

こないました︒

し
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れたタ

には︑つきそいの父兄もい

教育と高校生のありかた﹂

いっていた︒

っしょに真剣な表情で聞き

前十時から入学式が行なわ

松高で︑百八人の新入生を迎へ
定時制分校から︑ことし
バリ︑ トした真新しい制

今年は昨年に
の小︑中学校
で七学級少く

花見の高田でエレキバ ンド

観光のPR
写真は高田公園で演奏す

した︒

松之山温泉のバンフレット
を手渡し観光のPRをしま

零申零ホ率＊串＊

る松之山のエレキ．ハγド

北浦田小堺清一︑西之前南

丸山辰雄︑樋田高沢静子︑

嘉蔵︑坂中竹内和昭︑崩田

工会有志のエレキバンド︑

に美しくカラ：印刷された

花見客でにザわっている は舞台の前に集まった人達
高田城跡公園観桜会五日目
の十六日︑花見会場内に設

けられた舞台で︑松之山商

雲喜代治︑黒倉関谷勲

本年の稲作から

思いつくまま⑥

樋ロ重雄

農業改良普及員

がよかった

た︒これはいつも水をため

葉枯病の発生もまた多かっ

から起り根腐れによるゴマ

土壌中の有機物分解が早く

夏に雨が続くと遅延型冷

◎青立ちが少なく粒張り

害を受けやすく︑特に当地

区内の方はOわ ー一轟と

になるときは︑あなたの住
所のわきに番号を松之山局

まぶ︑A肇便をお出し

7月1日から
郵便番号制に

﹁郵便番鴛制に御協力を﹂

一ωと忘れずに書いてお出

室野局区内の方はOφ陣ー

郵便物の区分作萎薇械化

に七月一日から全国の配蓬

し下さい︒そうすれば相手

してスピードアップする為

すぐ記入して発送出来ます

局に郵便番号をつけて︑郵

含鉄資材を使った十八点の 便物のあて名の上部赤わく
平均収量は四百九十八キロ の中に先方の配達局の番号

稲作︑畑作の病害虫と青

期待されています︒

1︶が来られ︑御活躍が
λ2

郡能生町から池亀憲五さん

旧ー
ザ︑スプレンダーズの演奏
が︑午後五時から一時間半

使わないもの二十七点の平 を︑青又は黒色で書いてい

薪山山岸恒治︑水梨相沢善

ただいた大倉哲夫さんは︑

少年教について活動してい

を空気にさらす②谷鉄資材

地域ぐるみの豊作に

とくにすぐれた篤農家を

実施する⁝⁝⁝：などが考

なければ効果が期待できな

育てることよりも地域ぐる

にみのり︑しかも粒張りが を入れる③木熟な堆厩肥を
さけゑ剛潅排本を合理的に

階段棚田では水が上の田

え・りれるが︑恒久的には暗

極めてよかった︒

から浸透︵水モレ︶して︑

手不足で男衆かいなくなり

特に近年は農業について

い︒

みで生産を高めるようにし

下の田に出てくるが︑この 渠排水や潅概施設の完備が
水を伏流水と呼ぴ非常に冷 必要となり︑とりあえず実

ければならないだろう︒

行出来るものから手がけな

耕土培養豊兼で松里地区一

たいため肥料の分解も悪く
立現象︶いる︒この水が入

稲の生育をさまたげて︵青

乳

お願いします︒

明渠を堀っているが︑手畦

るが既に集団では松里地区

．が釆年度計画にのってい

して協力することにより作

みでいろいろな問題を研究

こうした中では部落ぐる

にしているが︑今年は当町

稲作を実現することを目的

をつくり︑高反収・高能率

式により技術の受入れ体制

りになって釆たと言えよう 域ぐるみの集団的な栽培方

のためには品種の統丁作

量を狙うものであるが︑こ

五診松之山地区三五参 どうしてもそそうな稲づく るやり方からぬけ出して地 進め︑その地域での最高収
程度で十分な効果が出てい

で十八診その他個人的に

に伴っ工高まろうというも

業能率が向hし生産もそれ

協定・共同作業などが考
ない︒

こうした事業にのせなくて

は各所で今年実施して見て

今年の試験結果では溝が

効果があることがわかり︑

って釆ないように土手側に

の方は番号簿を見なくても

方では日かげになるところ
松之山滝沢利雄︑兎口樋口
が多いことから︑こうした
吉宋︑光間小野塚肇︑新山
山岸軍平︑水梨中島竜平︑ 冷害は例外なく未熟米によ

﹁サクラ﹂

上川手村山正実︑湯山村山

一︑小谷相沢嬬褐人荒戸高

ある︒

全く説明されていないので

なり稲は生理的に弱り﹁秋

さんの名司会で︑

われ好評でした︒小口勝男

ので御手数ですが御協力を

↓二︑湯本村山文武︑天水

沢秀治︑下川手志賀健治︑

落ち﹂につながったものと
思われるが︑いわば湿田に

見客から︑いっせいに拍手

越福原﹃雄︑天水島高橋平

でも又︑谷底の稲でも立派

山谷若井庄三郎︑大荒戸高 る品質低下︵青米︶が著し

がわきおこりました︒なか

小野塚長治︑中尾樋口幸一

吉︑中坪小野塚哲男︑藤倉

郎︑坪野村山基↓郎︑赤倉

上川手相沢末之助︑湯山村
山義勝︑湯本高橋広史︑天
水越佐藤歓蔵︑天水島高橘
広治︑中坪小野塚峰雄︑藤
倉小野塚壮一郎︑中尾高橋
正和︑東川小野塚辰次︑上
エビ池小野塚常定︑下エビ
池小野塚徳栄︑五十子平志
賀勝治︑坪野村山恒雄︑赤
倉村山正︑東山渡辺定栄︑
藤原畔上誠一︑曽根江口照
雄︑新田竹内健太郎︑上の
山畔上幸一︑湯之島山口新
一郎︑中立山佐藤篤治︑田
麦立石塚秀雄︑月池早川慶
二郎︑坂中田中竹次郎︑崩
田丸山辰雄︑樋田高沢静ヂ
北浦田小堺清一︑西之前南

沢佐．平︑下川罫久保田義輝︑

と出心う一おとうさん． 人の

も個人で改良資材を便って

部落全体の大勢によって解

一人で解決出来ないものも

のである︒

ては語k︒・貸により土地の

になり︑具体的な計画とし

て実践集団にとりくむこと

では﹁光間部落﹂が卒先し

その成果が期待されるので

自主的に運営されてこそ︑

織づくりが自主的に行われ

和性が最も大切であり︑組

こうした集団は部落の親

えられている︒

びつけようとする意欲が見

田の着返りを計り増収に結

はあるまいか︒

から一屑のところで百五十

はこうした形での共同体で

九％増収であったことから

調査をやり︑その中から土

地力区分をおこない︑それ
ぞれに土壌調査・栽培慣行

差が少なかったとはいえ溝

豪雪地の宿命だんか﹂と

いうよりほかに立魯兄は出て
こなかった︒

浦田地域

公平な道路行政を

冬のある期間

は交通の便から見離されて

浦田にもブルを一台配置

しまーつ︑

してもらいたい︒せめて一

道路に陳情はつきものだ

というが︑この部落の人々

ど・暑チグハ

の感じでは︑公平な道路行

政と陳情は

グな行為ではないかという

増える区長の仕事

のである︒

しし
︾︒

︵完︶

多くなった寄付行為

こうしたことよりも

寄付金の頭割りには困る

事前に充分な話し合いを

話がでてくる﹂

事がすんでしまってから︑

が多くなってはいないか︑

最近どうも寄付釜や負担笠

してもらいたいもんだ﹂

﹁どうも近頃区長の仕事が

た︒

切にしている人たちであっ

はり順応してゆかねばなら
ないという自分の殼を 大

とギモンをなげながら︑や

増えて困る︑とくに農協関

てしまっている︒と訴えて

部紳綺付政は第二義酌になっ

いる︒

い山の中重心れてしまって

になる﹂と︒

は︑著しく公平を欠くこと

きても︑車も気楽に通れな

な区長にシワ寄せされる︒

事も︑部落へくれば︑みん

は多い︑タテ割りの役所仕

役場や農協に対して要望

べることもある﹂

をわざわざ区長を通じて調

﹁役場でわかる生年月日

係が多いようだ﹂

が﹂と切実な．要望である︒

岡の中央に舗装道路がで

考えてほしい﹂

のでこれを改良することも

松之山間もカーブが多い

い﹂

と底︸上げを急いでもらいた

浦田・室野間の巾員拡張

道路闘題については︑

かいてもらえば大助かりだ

日一回だけでも松之山間を

ともあれ今後の農業経営

を

に稲作増収実践集団

万トン達成運動﹂の中

決するものと思う︒

町の﹁米五千トン達成運

◎含鉄資材を

このねらいはこれまでのよ

といっても一

よみ﹂を作り︑農家はこの
処方箋によって栽培管理を

なければ地域振興はむづか

うな皿人一人の技術にたよ

つくろうと呼びかけている

になった四十五点のうち︑

番大事だとい

浦田にもブルの配置︑

動﹂の一環として多収穫競
作会をやったが審査の対象

とくに冬の急患輸送対策

﹁．憲上車もあ

たい一といい

てくださるかどうか︑心配

いながらも︑

若返りを

うと．︑その不便さがよくわ

も︑まる一日かかってしま

ちょっとした歯の治療に

今年は．夏あつかったので

◎老朽化した田んぼの

地区分に適応した﹁栽培ご

られる︒

雲機一︑黒倉関谷忠義︑中 田面より三十センチの深さ
原佐藤昭↓郎
の場合︑生育期間の高温で

渋海川の支仏帆か︑ 部落を﹇この部落では昭和三十︑血年

うでに頼っているだけでな

る︒

◎個人の作柄よりも

﹁真赤な太陽﹂やベンチヤ

ておくので強い還元状態と

郵便局から

︵近県版︶をお配りいたし

︑七時から﹃時間の二回行

おねがい

なりました︒全戸に番号簿

101

いいことがはっきりした︒

176

にも含鉄資材を使った方が

31

42

均は四百八士ニキロでここ ただくようお願いする事に

116

これを改良するには①出面

41

おける宿命的なものである

54

比べて町全体

年々︑入学

なりました︒

する児童数が

減るので学級

多くなりつつ

数も少くなり
小規模学校が
ある現状につ
いては︑大い

に考えなけれ

19

昭40年

しい︒今年は︑夏暑く︑雨

ーズの﹁ブルーシヤトウ﹂

などおなじみの曲が次々と
エレキで演奏されると舞台

にはこのエレキリズムに合

．前に集まった約五百人の花

りました︒商工︑会青年部で

せて踊りだす花見客もあ

東川小野塚辰太郎︑上エビ

村山里志︑東山渡辺定

見経次︑五十子．平涌井兼太

池小野塚和男︑下エビ池大

栄︑藤原畔上誠一︑曽根江

ひらく

部落総代会

四月十二日新しい部落総

口照雄︑新田竹内健太郎︑

から本年度の施設概要につ

いて説明かあったのち︑関

口新一郎︑中立山佐藤篤治

上野山畔上幸一︑湯之島山

代会が開催され︑佐藤町長

係各職員から山村振興事業

に十︑五戸あった養天嬰農家も

くて婦入も金になる仕事が

必要のようだ︒

このたび西蒲原郡巻町の巻 一考えても型だけのものでな
地区農業改良普及所へ転勤 く︑もっと徹底した明渠が

新しく池亀さん

普及員さんの異動

田麦立本山健一︑月池保坂

・上木事業・国保事業など
について連絡があった︒

新しい部落総代
農家組合長きまる
松之山山岸繁勝︑兎口樋

部落総代

現在．一戸に減っている︑

したい．内職のホール作り
もよいが︑集団で働けると

されました︒後任に西頚城

三つのブロノクにわけてい

﹁とても養蚕をしていたん

目寿．︑︑光問山岸政栄︑

るしかしこの中心から約

では凌げない﹂からだとい

かる気かする︒

ニキロ離れた修業者部落を

年金の給付年令さげよ
含めるから実際には四ブロ

について

例えば給付年令の引きさ

充実を考えてもらいたい︒

﹁それより国民年金制度の
﹁働きたくても仕事がない

二ろがほしい﹂

のだから︑失業保険かもら

ソクということになる︑

﹁その点︑牛は地道だか冬

りかたいが

の内職と考えれはやめられ

将来はとうし

昔からこの川に冶った一

げはできないもんでしょう

てもヘリコフ

帯は地昧がよく︑梢農がそ

えるようにしてもらえない

か︒冥土へ行く年になって

ない﹂

ものだろうか﹂
と︑一人のご婦人は語気をつ

と︑細くてもいくらか金に
なれは家計の役に立つとお

よめて主張する︒国会では

ろっていたとい︸か︑時代
の移りの中で︑養．蛮−和牛

ー出稼へと農家のスタイル

かあさん方も同じ意見であ

年金をもらっても有難みは ターで︑高田
うすい﹂と︒農民に対する でも新潟へで
社会保障制度が全般にうす︑ も運べるよう

〇

季節出稼者に対する失保打

も大きく変貌している．

すぎる︑というのである︒

にしてもらい

でもないことだと皆んなは

なから︑一同

ら︑と林しく

は夢物語かし

笑・フ︑

だとみんなは云っている︒

ここで茗医
だろうか﹂去年出張してく
ださった先生がことしも釆 療対策がなん

するようにしてもらえない

﹁歯医者を一人浦田へ常駐

歯医者を一人ほしい

切りが閲題になるが︑とん
訴えている︒

説明されない農業者年盆

はこんなこと

農地

は︑産地の干棄では︑

かどんとんつぶされていも
と︑ここでも高度成．長の︑

の入手か困難です﹂

ひずみかシワ寄せていると

属茎星金は︑署名を
やれということでハンした
がど・2なっているのか﹂

この制度のねらいがどこ
にあるのか︑一般農家には

急患輸送はヘリで

出稼は確実に金を掴むから﹁ ﹁私はいも売りですが近頃

牛は冬の内職
つい先日︑出稼から帰っ

は︑

たばかりというおとうさん

語っていた︐︑

﹁地元で働き場所がほしい

失保打切り反対

働きたくても仕事がない

﹁私は土方ですが︑今の世

の中では出稼か一番りつか

いいと考えているり養蚕も

ボーキ鉄・鉄元

ル

カ

珪

鱒

鱒

算

1
いヱ⁝でどうも﹂

耕土培養資材の施用量（トン
も少なく奥地の高いところ

婁

県下 初めての全日 制分校に

服姿の新入生男針五十四人

式のあと新入生たちは記

昇格した︒県立安塚高等学

女f五十四人計
をほころばせ︑喜びを分か

念撮影や教科書の購入に顔
ばなりません．
下のグ︑ラフ

はその資料で・
す︒

小学校児童数の捲穆

説明されない農業者年金

校松之山分校で四月十日午

可宣言のあと︑

明るい選挙の

の新入生︒

写真は︑真新しい制服姿

ちあっていた︒

百八人の入学許
町長︑ 学校長︑

祝いのことばを

教育委員長らが

述べ︑新入生を

美子さんが﹁学

一つた

入選は竹内さん
明るく正しい選挙を推し

すすめようと︑町の推進委

日︑この発表会をおこない

って歌詞を選定し︑四月︸

員会でこのほど︑広募によ

会場は浦田 小学校で︑集

まし た︒

まった婦人方約百名は︑指
導の滝沢しず子先生を囲み

和子22

浦田にもブルの配車を

M5 蕊
認

良いか確実に現金を掴むと

口

製謬

代表して志賀由
校の規則と学生
の本文をまもり

立派な学生にな

ります﹂と宣誓
をした︒

﹁高等学校

宮部校長の

中卒者集団就職
自家居残りは七名
した︒曲も明るくうたい易

熱心にうたいつづけていま

ールする方針です︒

来るだけ町民の中ヘアーピ︑

いので︑同委員会では︑出

うち一．F六名は︑集団就職

者全員の壮行会を町で催し

出発しました︒

安定所の職員に引卒されて

ハスで︑二卜三日の午後︑

ことしの中学卒業者は二

職者は百︑一名でした︒

百五f四名で︑二のうち就
就職者のうちわけは︑繊

発表会の席上︑歌詞に応

維関係が一．トヒ︑店員↑八

下段中央出発
募し︑入選した湯の島竹内

写真は

清司さんに賞状と記念品が

調理見翌 ト．なとの順 とな

す集団就職ハス︑松之山

早川

たいと思って います︒

青年団としてもやりたい
し．それか駄目なら︑婦人
会の方と共同でやらせても
らうなど︑何とかやって見

いどいうことです︒

次には個人的なことかも
わかりませんか︑私の希望
は生花と料理の勉強かした

たい︑︑

無雪道路の実現について
本気になって考えてもらい

りは雪の中で劣．

病人・大事のときなと大
へんです 無雪道路か叫は
れてからでも︑数年になり
ます︑よそでとんとん車か
通っているのに︑浦田はか

進歩もありません︒︑

遭路はかりは昔から何の

の︑つは道路問題です﹁．

浦田に住む者として︑セ
張しなけれはならないこと

北浦田

仕事ではありませ﹁ん︒だれ
でも出来る内職かほしい．
そんなに多く金が入らなく
てもいいから︐みんなが出
来る内職を心配して下さい︒

おくられました︒

っており町内自家に残る者

東川 福原サダ子 53
布川に診療所かできてあ
りかたいか︑医者か来てく
れるの は月に三回︑あとは
るすで す︒冬か心配なので
看護婦さん．人たけでもい
いからいてくれて︑半素の
めんとうを見てもらいたい︒
応急手当か手おくれになら

ら︐上手に使・．てもらいた
いとゑいますねり

それは何の為に入れたのか
とのように使うのかという
二とを︑もっと岡民全体に
明らかに してもらいたいと
思います︒なんにしても少
ない大切な町予算なんだか

最近は雪L卓か入りシーフ
も何台も人っていますか︑

は僅か七名となっイ．います︒ かしわや前で．︒

相沢 幸成53

三月十︸日は︑この就職

水梨

なんといってもとくにむ
ねかい したい二と は︑冬期
間における〜供の通学道路
の安全対策と︑病入か出た
時の対策を早急にたてて仕
事を進めてもらいたいと思
います︑通学道路について
は︑ナタレ防止の上事をや

次に内職です︒今のと二
ろ野鳥二泳しもホールもだ
ちんとりもみんなか出来る

人かいます︒

六時間後に死んてしまった

えないまま︑たおれて五︑

きの晩に︑医者に来てもら

ってもらいました．法律の ないために︑二の二とを切
ことはわからないのですか︑ 望します︑この二目︑大ゆ

しても役場かたよりです︑

あんな高い所にタン切りを
しても︑その下の雪かとん
とん落ちて来ています︑そ
れから病人か出た時のこと
ですか︑とくに冬は若衆は
全部出稼に出ているしとう
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