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目完成
まちのぞんだ東
川小学校校舎が︑

このほど完成し六

1蒜Fl

いと考えております︒

東川小学校の改築に

児童は驚きとよろこびのうちに教

五月からは新装なった新校舎で︑

見るにつけ地域の皆様は勿論です

も順調に仕事が進んでおる様子を

らかに予想以上に︑私達の眼から

いる時︑先生にみられる

な︑はずかしい

と︑こわいよう

ような感じがし

校長先生まで

た︒

早く音楽室のそうじもしたい︒

今日は教務室のそうじをしたが

おられた︒

まわって︑そうじのし方を教えて

いっしょうけんめいに学校を見て

じ

時ばかりはついておられた︒そう

ふつうついておられないが︑この

てなにかやりにくい︒先生がたは

ったから︑なおさらきんちょうし

あげます︒

努力に対しまして︑厚くお礼申し

ねて今日に到るまでのご配意とご

お願い申しあげますとともに︑重

配を賜るよう地域︑卒業生あげて

育委員︑町民ご各位の特段のご厚

ても︑町ご当局︑町議会議員︑教

き続きグランドの整備につきまし

で︑誠に恐縮に耐えませんが︑引

関連した施設が必要でありますの

学校教育の施設にはいろいろと

現実の偽ざる気持であります︒

いつわ

すると共に︑喜びあっておるのが

が︑卒業生ともども心から感謝を

育的な活動を送っております︒

わけ﹂はありません︒必ずや他日

この皆様方の理解あるご努力が

児童の精神に好影響を与えない﹁

町の発展︑地域の発展︑国家︑国

際的に有能な人間として成長して

皆様方の期待にこたえてくれると

屋内体育館の改築につきまして

﹁かたく﹂信じております︒

も︑町の財政多端のおりにもかか

た︑新しい校舎に入って初めてだ

た︒そうしてきれいにしようとし

ない︒私は同じ所をなんどもはい

てだからどうやっていいかわから

ほうきよりは良かったげど︑初め

私はこまった︒前の

かうまくゆかない︑

ゆかをはく︑なかな

んのようなほうきで

最初にぽうぞうき

った︒

みんなには言えない楽しい気分だ

うじをした︒その時の気もちは︑

初めて新しい校舎に入って︑そ

新校舎に入って

天候にもかかわらず︑つち音も高

施工にうつしていただき︑現在悪

とを十分配慮していただいた上で

力とご理解によって︑改築が進

以上な姿で完成していただぎ︑

よって︑地域の人達が予想した

は立派な近代的な建築と施設に

わらず︑布川地域全体の将来のこ

全町民ご各位の並々ならぬご努

ご当局︑町議会議員︑教育委員

際しましては︑ここ数年来︑町

校舎完成のよろこび

に報えることでなければならな

感謝とは誠意をもって︑

一「
︑められ︑本年三月には︑本校舎

教室

月二十日に引こし
が行なわれました︒

ワイショ︑ワイシ
ョと ︑ 机 ︑ 椅 子 ︑
図書を運ぶ力強い

児童の掛け声が回
りの新緑にこだま
し︑モダンな白い

校舎が児童をむか
えていました︒
校舎に入ると︑

景新しいコンクリー

口々にウワー︑ス

全
舎トのにおいがツウ
校ンーとし︑児童は
新
△

バラシーと︑教室
に入ったり︑出たりで︑おちつか

ない児童の顔は明るく︑あすから
の勉強が︑他の児童にくらべて︑
しあわせだなーと⁝：・めぐまれた

施設︑環境の中でのびのびと勉学
にはげんでもらいたい︒校舎建設
の財源は次のようになっています︒

総事業費七千七百五十六万七千円
で内訳は︑町の一般財源千五百三

十万円︒国の補助金二千四百十六
万七千円︒借金三千八百十万円︒

6年樋口世智子

東川小学校後援会長
こ

利雄
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火書庫などをトラックで︑PT

後援会の方は教務室の机や耐

なく安心と喜びがあふれているよ

回る人々の顔には︑作業の疲れは

地域の皆さんほんとうにありが

ててくださった町当局の方々や

新校舎に入って

わたしたちの学校は︑町の人た

ちからとてもいい学校を︑たてて

もらいました︒すこしまがってい
ーム色のかべ︑大きなロッカー︑

てとてもきれいなこくばん︒クリ
六月二十日にひっこ

してまだこしたばか

りなので︑三階まで
いかなければならな
いのに︑二階でとま

ぐ音楽室

ぶきだ︒おんがくしつには︑あた

ぎょうしつもろうかもみんなから

いる︒きゅうしょくしつのどうぐ

らしい大きなピアノがきふされて

もみんなあたらしくなった︒こん

おばさんがたり

きゅうしょくの

たくさんあって

あらうところも

で三階までくる

どきゅうしょくは︑エレベーター

ぐ廊

下

新校舎は︑せつびがよくてつか

りする︒べんじょはすいせんべん

うのが︑もったいないようなきも

ないようだ︒

じょになった︑みんなよくなった

ってほかのきょうしつにはいった

児童数

よろこんでいる︒

するが︑でもほんとうは︑とても

Aの方は︑児童の机︑椅子など

移転の一週間ほど前に全校で新

うでした︒

しい子どもになるためにがんば

し上げます︒この校舎にふさわ

る︒そうじようぐもよくなった︒

のに︑つくえといすがまだまえの

﹀理科室

だれもかれも汗だくになりなが

うれしくてじっとしていられな

上をころげまわる子もいました︒

広くてまい子になりそうだ﹂と

階まで何回となく見て歩く子﹁

かったのでしょう︒一階から三

らにこにこ笑っています︒次から

次へと運びこまれる荷物で教室が
いっばいになります︒

が校長室に納まって運搬作業がや

十人もの男の人の手で耐火書庫

六月二十日︑いよいよ新校舎

いま体育館の工事が進めらて

いう子も何人かいました︒

いますが︑それが完成したらす

を背負って運んでくださる︒全

校舎の見学をしましたが︑子ども

ろうと︑みんなで固く約束しあ

ます︒こんなりっばな校舎を建

ばらしいと毎日楽しみにしてい

校児童は小さくたばねた図書や

たちの喜びようったらありません

っています︒

とうございました︒深くお礼申

文書綴︑学級備品などを運ぶ︑

でした︒そーっと壁に手をふれて

ふきながら新校舎をゆっくり見て

できたぞ新校舎

へ移転する日です︒PTAの方

全員のほか︑後援会の方
もトラックを持って応援

にこっと笑ったり︑教室の床の

と同じものなのでがっかりしてい

人63

4

現在

いようにそっとおろしています︒

Ei塑体、態。。万円で建設］
っと終わりです︒そのあと︑汗を

東川小学校長
佐藤 靖夫

品物を置く時も床板を傷つけな

してくださいました︒

東川小学校
5年 若月由利子
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おります。

よう真剣に考えて見なければなら

同じような悲劇を繰り返さない

病害︑倒伏︑登熟の低下など

からといって︑単に施肥すると︑

どが家庭内またはその周辺で起き

幼児の水死事故は、そのほとん

ています。浴槽、池、川、下水溝

せん。

など、例をあげれば限りがありま

目の前で水におぽれている人を

発見した場合、その場の感情にか

重遭難の心配があり、非常に危険

られて不用意に飛び込むことは二

です。

そこでこのような場合、どうい

え適切な方法をとることが必要で
う方法で救助するか、とっさに考

□救助する方法
あります。

いものです︒

・一プなどを利用して救助する

助する。小・中学生年代のこども

板や丸太、浮輪などを使って救

を持つ親や、指導者的立場にある

方は、常にこれらのことを考えて

た管理を行うよう︑心がけた

おくことが大切です。

安塚警察署

る。手や足を伸ばしても届かない

場合、直ちに上衣、シャツ、ズボ

ンなどを脱ぎ、一方の端をしっか

りにぎって、それにつかませる。

薬繰

秘画 車 古鉱
β止

1ゆoりFI

用が間題とされているのもその点

数が確保でぎそうで︑葉色が

に大別されます︒①目標の穂

穂肥のやり方は︑次のよう

境が良好ならば現状を保持し︑不

田植後の三十日間は予想以上の

の弊害を生じてきます︒

籾数が多くつくと︑登熟歩合は

好天気に恵まれ︑全体的に︑面積

にあります︒

下る傾向が常に強いので︑登熟歩

当りの穂数は充分過ぎるほど確保

いある

0

考寒イ聴を

なた
艦 ︷

飲酒運転による死亡事故

松之山町交対憾

安塚警察署

り楽しい夏を過しましょう︒

が事故のもとです︒飲酒運転を守

が増えてぎました︒まあイッパイ

最近︑

のむな︒

のんだら︑ のるな︒のるなら︑

〃甑

食 運 事労
N

良になると︑減少します︒

合八十％を一応の目安として︑面

さめている時は︑予定どおり
施す︒②穂数がたりなくて葉

されているように伺えます︒

しかも七月中旬において︑葉色

期を早め︑追肥を多くする︒

色がさめている時︑穂肥の時

肥量を減らすか︑穂肥をはぶ

場合は︑穂肥をおくらせ︑追

以上のように︑穂肥の時期

ぎます︒

一つのパターンのように感じ

安塚署管内では、今年になって

島ご

積あたりの籾数を調節したいもの

穂肥は控えて︑出穂後に肥料をや

が非常に濃いということ︑つまり

です︒籾が充分につくと見たら︑

一般的に知られているとおり︑

プンは︑Nと良好に結合して︑ア

診沸かちあノ稲鎌管理

③穂数を確保し︑葉色が濃い

イネ自身が光合成して作ったデン

こと︒④粒の目方が重いこと等で

数が多いこと︒③登熟歩合が高い

すが︑穂数は田植後三十日間に形

︑・・ノサンからタンパク質とな怯︑

ておりますが︑あくまで イ

成され︑籾数は出穂前三十二日か
上になるような場合は︑穂肥とし

分げつ体構成に共されていると考

ネのことは︑イネに聞くにし

かにしていませんか。

れぞれ決定されます ︒

すでに3件の水死事故が発生して

いるのが︑山間地棚田稲作の

ら二十日ごろまでに︑登熟歩合は

えられ︑したがってN肥料は︑そ

までに︑大きな壁が存在して

出穂前十三日から五日の間に︑粒

これは普通︑下位の枝梗に多い

て主にN肥料を施します︒

れ以上に土中にあるということに

かず〃の原則に従って︑生き

□家庭の周辺には危険個所が一ば

重は出穂から刈取までの間に︑そ

弱勢籾の養分を補う上から意義が

なります︒

松之山の七月は籾数が決定され

忙しさから、つい子守をおろそ

穂数と籾数の決定については︑

のはありません。

長も大きくなります︒

口幼児の監護に手ぬかりはないか

成育環境が良ければ増え︑悪くて

も減少はしませんが︑登熟歩合と

幼児の水死事故ほど痛ましいも

このような場合に穂肥の時期だ

あり︑一穂の総籾数が増加し︑穂

□だれでもできる救助法

ります︒①穂数が多いこと︒②籾

り登熟歩合を 高 め た い し ︑ 籾 の つ

上衣や釣ざおを利用して救助す

きが少くて︑登熟歩合が八十％以

ないと思います。

増収には次の四つの構成要素があ

考−

農 業
こどもを水から守るために

、

4M㈲酬脚ll旧勲閣
頗匹II翻四
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松之山温泉
の地に強いインスピレ！ションを

感じられたのでしょうか︑家持は

人皇五十代桓武天皇の天応元年

又一説にi⁝
杉︶の木の下でお祈りをしてみょ﹂

﹁この丘の下東山根の椙︵三本の

なり︑そして最後の夜︑夢の中に

この里の薬師如来に人の世のため

︵千四百四十じ大伴家持︑征夷
との薬師如来のお告げを受けられ

にと心をこめて七日間お祈りに

のみかどを後村上天皇と申し上げ
大将軍として越後の国松之山にお
ました︒家持は大変喜ばれ︑さっ

野 本 音次郎

ます︒この頃湯本川︵今の町なか
出でになって此所にお住みになり

今からおよそ六百二十年前︑時

やを流れている小川︶の上流の大ぎ
のた杉の木の上に︑鷹が巣を作って
そく名木のもとに座をかまえ︑ひ

る日も︑同じ小川のセセラギに降

ますと︑こんこんと

温泉が湧出たの︒であ

ります︒家持はいう

までもなく︑村人一

同の喜びがどんなで

・あったかがうかがえ

これが松之山温泉のはじめで天下

□あなたはこんなときどうした

詐欺︑おどし︑交通事故な

らよいか

ど犯罪の被害にあって警察や

分などもして議決をします︒検事

を起訴すべきだと考えたときは起

正はその議決を参考にして︑事件

この他検察審査会は︑検察庁の

訴の手続をとります︒

仕事のやり方全体について改善す

検察庁に訴えたが︑検察官が

その事件を裁判にかけてくれ

べき点があれば︑検事正に改める

よう建議︑勧告を

ない︵これを不起訴処分とい

することもできま

2㈱す．

雛纏謁

難曝購

蕪縷馨灘伽

屡．

老︵士人の検鷹府

のや劣を審査する聯半の

月︶が検察官の仕講ち

種六議ぬ

饗

︑慧影糠蒸起

︑荘

ための制度であり︑継つし

ド

堆識響講

鰹賜鄭翻麟︑∞ ・淑
護救済します︒

r

餐熱樟頓ム．わせく

言口

上越市大手町一番二六号

〒九四三

高田検察審査会事務局

新潟地方裁判所高田支部内

二四ー五一六〇番

電話上越局︵〇二五五︶

な仕事です︒検察審査会は検

たり︑場合によっては実地見

べ︑必要に応じて証人を調べ

察官の作った不起訴記録を調

よしあしを審査するのがおも

検察官のした不起訴処分の

ころか

轟

．雛野鞭 麓鰯襲

底深ぐ掘り下げられ

のあった杉の近くを

日の明けがたお告げ

した︒そして満願の

たすらお祈りをしま

ました︒家持は大変あわれみ深い

︑︑

まおりました︒ところが︑どうした
輔

ホのカ その一羽の鷹が足を傷め︑
一大変痛々しげに見え︑来る日も来
り立って︑水に浸っていました︒

そして幾日もの後︑その鷹は元気
に羽ばたきして空高く飛び去りま
した︒これを見た付近のお百姓さ
んたちは︑不思議なことに思って

そのあとを調べて見ますと︑お湯
がブクブ汐と湧いており︑村人は

皆なで小屋を建てて︑その湯に裕

なやむ人々をお救い

場として広く病気に

﹄・ますαこれから温泉
︐景

泉 なさいました︒その

温後今の中尾に居を定
之められたということ
村麿将軍が当地に来

でありま﹁す︒坂上田

おる人達を救わねぽならぬと思い﹂

三名湯︑有馬︑草津と並び称せら

方で︑﹁どんな薬を用いてもなお

それには温泉がよいと気付かれ東

れて︑今日に発展して来たことは

大いに語り合ったということで︑

夷征伐はうまく行かなかった罪滅

この伝説からもはっきりとうかが

られた時︑両人とも温泉に浸り︑

しもあってか︑美しいながめの山

えるのであります︒

らないというような難病で困って

鯛
鵬1
断甜陥lm

馳剛剛

囲

（1）

に囲まれ︑清い流れの湯本川のこ
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ごの湯のきぎめであるとさとって
しだのがはじめであると伝え与れ
﹁鷹の湯﹂であります︒松之山の

﹃ています︒これが今の松之山温泉
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季節移動労働者
技能講習会の実

集

安塚職安では︑季節移動労働者
㎜の皆さんの︑ 技能の向上をはかる

㎜ため次により︑技能講習会を実施
㎜いたします︒ ご希望の方は八月十

璽

㎜日までに︑ 各町村職業係へお申込

︐︐︐︐︐︐ー二＝口︐﹃ ︐︐−一︐郵

コ﹂一

㎜みくださいO
一

㎜□講習種目および人員

○ガス溶接技能講習⁝⁝三十名
㎜□講習会実施時期および会場
○八月下旬か︑九月上旬で四日

問位︒

O上越南職安安塚出張所で実施
□受講費用

IOoつPI

︑ノ
霧灘

○講習会に係る資料代︑諸費用
は無料︒

通勤常用就職
コ！ナ：のご案内
上越南職安安塚出張所︑松之山

維関係︑電気関係の産業等が経済

六ヵ月に改正されたのは生きてい

たが︑先の失業保険法の改正で満

予想されます︒

毎年コンスタ ントに︑今年も昨

社で出していただくように︑正月

の労災六割にとどまらず四割を会

す︒

O

−−：

︵職業係︶

O：−：：

免許証の有効期限

﹁免許を失効﹂さ

せることになります︒

っていると︑

自動的に誕生日になると思

▽このことを誤解して︑有効期限

有効期限となります︒

を更新して︑初めて誕生日が︑

証をお持ちの方は︑その免許証

▽有効期限が︑誕生日でない免許

日﹂までです︒

免許証に記載されている︻年月

▽免許証の有効期限は︑あなたの

を確かめましょう︒

もう一度

1失効させていませんかー

﹇蕨揚藷灘﹈

−：○

すます強化して行ぎたいと思いま

援護対策につきましては︑今後ま

なか容易なくなりますが︑これが

ます︒今後出稼については︑なか

ますので︑来秋からの適用となり

変動の影響を受け︑求人の減少が

このような時期にどうかと思い

ましたが︑出稼の皆さんも人間的

な生活をするには︑どうしてもた

びかさなるリーダi会議で話され

た事柄について︑会社側から実行

してもらわなければなりませんの
で︑要請文を発送いたしました︒

年も良かったのいう出稼はなかな

帰省の旅費およびお餅代の支給︑

内容につぎましてはハ労働災害

ーナー﹂を開設いたしました︒通
勤範囲内で常用就職を希望される

かございません︒ニクソンショッ

また中間帰省の有給問題と主にこ

町︑松代町に﹁通勤常用就職者コ

方は︑ぜひ一度お立寄りください︒

クにオイルショックと︑最初に波

の三点を要請いたしました︒

詳細については︑安塚職安へお問

を受けるのが出稼者となります︒

○ものがつかえる感じがする︒○

い合せください︒

い︒○耳なり︒

雇用保険法案は廃案となりまし

断は︑積極的に受けるようにした

■過激な仕事でなくても次の症状

今秋の出稼も︑自動車関連︑繊

いものです︒四十才をすぎたら︑

全身にだるい感じがあり体重がへ

○食欲が増し︑ことに甘いものが

る︒

が出る︒

○こうふんしやすい︒○夜間二回

欲しくなる︒○のどが非常にかわ

■そのほかの症状
以上︑小水におきる︒○眠れない

糖尿病にでやすい症状

年に一回なり︑せめて二〜三年に

す︒

断法として︑次のようなものがあ

○尿量が多い︑尿が甘すっぱいに

おいがする︒○おでぎが出きやす

く判断がにぶる︒○眼のつかれが

くなかなかなおらない︒○頭が重
○胃病︑食後や空腹時に痛む︒○

に出やすい症状

く︑イライラする︑疲れやすい︒

晩が多い︒

正確な診断とはなりませんが︑医

師の診断が必要かどうか判断に役
立ててください︒

高血圧にでやすい症状

小川保健婦

はげしくなる︒

る︒○黒い便がとぎどぎ出る︒O

胸やけ︑すっばい水があがってく
○心臓がドキドキする︒○息切れ︒

■次の症状がしばらくつづく︒

胃︑十二指腸かいよう

ります︒一応のめやすであって︑

自覚症を利用した自己の健康診

が乱れる︒○手足がむくむ︒

健康診断﹁健康を確かめて安

定期的に健康状
態をチエヅクし

てもらうことを
健康診断といい
ます︒

自分の体の健
康管理は︑自分

身体検査をしてもらいたいもので

○肩こり︒○首すじが張る︒○脈

●9

にかかわらず︑

一回は︑人間ドック式のくわしい

●￥

心しよう︒自覚症状のある︑なし

健康メモ

E型稼叢蕪コ

杯になる︒○食事の好みが変る︒

しょう。

、犠＿＿ノ

食欲はあるが︑食べるとすぐ腹一

町のたばこを

施

）

●●

が、

｝

醐

○心臓部の痛み︒○頭痛︒○めま

買いま

聾

自身が責任者で
あるべきですか

ら︑いろいろな

機会に行なわれ
る定期の健康診

町外にお出か
けのさいも
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