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坂東太郎利根、，1は

1幅といい、長さといい、その大きさは比較にならなかつた

海外行政視察の報告

員として行ってきました。

そこで、去る6月1日松之山小学校において、町内教職員連
絡協議会の席上で講演した中からいくつかをご紹介します。

IN寸Nー

町長は、4月末から2週間にわたり、メキシコとブラジル方
面に「外国における地方行政」を視察するため、県下代表の一

ら飛行機で立ちました︒

泊し︑翌二十四日に成田空港か

私は四月二十三日に東京で﹄

幾つかのお話を申し上げます︒

印象の深かったことを中心に

イロまでのざっと半分の距離に

たから︑成田からリオデジャネ

げますと︑そこからロスアンゼ
ルスまで﹃万七百八＋キ・でし

オデジャネイロを起点に申し上

これが成田からの一番近いコ

なります︒

ースだろうと思っていたら︑そ

一行は︑町村長が津川と西山

の町長さんと私の三人︑県から

ワ経由の方が約二千キロも近い

ということでした︒これだと片

うでなく︑大西洋を巡りモスク

道一万八千キロほどですから︑

それに秘書課長補佐の合わせて

五人でした︒その他県議会議員

行きはともかく︑帰りはこのコ

知事代理として企画調整部長︑

ラジルでの﹁新潟県人会二十五

ースで帰るように計画したら良

が十六︑七名行きましたが︑ブ

ほかは︑別行動でした︒

周年記念式典﹂で一諸になった

きました︒

に飛行し︑五月六日に成田に着

帰りは︑給油を除いて一直線

ウロに五泊してきました︒

三泊︑マナオスに二泊︑サン︒ハ

かったのに⁝⁝と思いました︒
向うでの滞在は︑メキシコに

◆

予備知識もあまりないまま行

ったせいか︑ブラジルがあまり

にも遠いのでびっくりしました

成田からリオデジャネイロま

で二万三百五キ・あります︒リ

いけにえ をやめれば

免許証の更新も十年に一回とい

に車検制度がないためだそうで

ています︒これは︑日本のよう

ますと︑オンボロ車が多く走っ

メキシコでの感想を申し上げ

二次臨時行政調査会﹀の中間答

が︑昨日の新聞に第二臨調︵第

しても⁝⁝と思った次第です︒
私が言ったんではないのです

のだからもっとその期間を延ば

く︑道路や車の性能が向上した

のように長くて二年に一回でな

太陽は消えてしまう

う︑日本のドライバーにとって

麟

うらやましいような話でした︒

たらどうか︑と書いてありまし

申で︑この二つの期間を延ばし

車検制度がない︑ということ
は考えものですが︑わが国も今

が︑ほとんどが同じ年代に︑全
﹁太陽﹂を

く別々に栄えたようでした︒そ
の大部分の文化は︑

神としたもので︑中に拝火教が
てしまいました︒

あると聞いてきたんですが忘れ
いわゆるエジプトのピラミッ

ドみたいなものが中央の高原地

そして︑今のように近代的な

帯にありました︒

時代になったのは︑どこも一五
〇〇年代になってからのようで
ルテスが︑一κ一九年に六百人

スペインの侵略者エロナン．コ

にまっ殺してしまった︑という

ほどの兵でアステカ文化を完全

南側にあるユカタン半島の合わ

渓谷地帯︑それとメキシコ湾の

た信仰を持っており﹁自分たち

アステカ人というのは︑変っ

◆

ことでした．

行政改革は︑いろんな問題を

の生命の根源は︑太陽である︒

た︒

せて四つぐらいの先住民族によ

んだ︑太陽の正常な活動を助け

ドライバーにとって︑有難いこ

るためには︑生身の血や心臓︑

含んでいますが︑これは確かに

のは︑ユカタン半島を中心に栄

言ってきた﹁マヤ文化﹂という

いわゆる﹁いけにえ﹂を提供しな

る宇宙と︑夜の闇と戦っている

えた文化のことで︑メキシコシ

ければ太陽は消えてしまう﹂と
いうこどで︑毎年そのいけにえ

しかし︑太陽は破壊をつかさど

メキシコはご承知のとおりマ

ティにあるのはいわゆるトルテ

を神さまの一人がやめようでな

をささげてきたそうです︒それ

る文化があると聞いてきました

ヤ文化の国であり︑ブラジル︑

ガ文化とか︑アステカ文化とい
われているもので︑紀元三〇〇

私どもが︑これまで一般的に

南アメリカの国々は︑インカ文

年から一五〇〇年の間︑およそ

じました︒

明の国︑というのが私ども﹈般

そのとき︑神さまは﹁もう一
度必ず帰ってくる︒それは一つ

とでなかろうか︑とつくづく感

的な印象でなかろうかと思いま

二↓OO年ぐらいの間に先住民

の葦の年である﹂という予言を
うことです︒

残して追放されてしまったとい

﹁一つの葦のとし﹂というの

ことができず︑ついにその神さ
まったそうです︒

まはメキシコから追放されてし

いかと言いました︒ところが︑

熊．一／臓i
強く反対されいけにえをやめる
その他カヒン文化︑オロメカ

した︒

文化などの話を聞いてきました

欄，

一五一九年だったものだから︑

コルテスが来たのが︑たまたま

る﹂そして︑スペインの侵略者

六七年であり︑一五一九年であ

﹁紀元二二六三年であり︑一四

は︑アステカ人に言わせると︑

グ6、

アマゾン川

メキシコシテイ

ホノルル

洋

平

太

マンなどが、台はかりて計り売りされている

の文化として栄えてきたようで

しかし︑行ってみるとメキシ

◆

ユカタン半島
こ》P

￠窃

カナダ
ノくンクーバ

トマト、ナス、ピー
▲サンパウロには野菜の朝市が出る
す︒

コセティを中心とする中央の高

原地帯と︑メキシコ湾の湾岸地
帯︑それにオワハカ漢谷という

ノ

▽
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などが︑お寺の仏画に描かれて

しかも︑日本には﹁地獄の絵﹂

て︑混血人の時代がおよそ百年

ず︑男は現地の女と一諸になっ

ーのマNー

神さまが帰ってきたということ

フリカから奴隷が多く送られて

で︑戦うすべもなく︑たちまち
あんな残虐な絵が描かれてある
て︑その後︑何代めかの混血人が

きて︑それとの混血がまた増え

間続いたそうです︒その間にア

ということは︑日本に生れ育っ

ありますが︑中央政庁の壁画に

した︒しかも︑それは非常に残
た私には理解できませんでした

にして民族が壊滅してしまいま

のインデオがいたうち︑七割近
代に入っていく訳です︒

我々も独立しようと起き上る時

を見ることができました︒これ

r度日曜日だったので︑闘牛

って﹁ば声﹂を飛ばします︒

スタンドの観衆は︑総立ちにな

常に苦しみ︑五万人ぐらい入る

上手な闘牛Lには︑殺した牛

︼通り上映されたところ︑爆発

陽子主演の映画が︑アメリカで

たまたま﹁将軍﹂という島田

◆

の耳が︑また最も上手だった人

的な人気を得たそうです︒その

です︒

には﹁しっぽ﹂がそれぞれ贈ら

の闘いぶりをたたえます︒

に似たような賛辞を送って︑そ

れ︑その持ち物の数によって闘

て﹁エーゾ・エーゾ﹂と日本語

牛はイチコロ︑観客は大喜びし

ら一突きで剣の柄まで差し込み

また︑それが上手だと背中か

は︑山占志村のものと違って︑

それなりの訳があった〃

日本の鎖国政策にも

百人が行き︑女は植民地に入ら

スペイン人は︑男だけ丘︑六

虐な行為で︑当時六︑七百万人
く殺されてしまったそうです︒

また︑メキシコには近代的な
﹁マデロー通り﹂

建物と古い建物が入り乱れるよ
うにあって︑

まの建物が残っています︒

というところには︑全く昔のま

いわゆるバロック調︑ゴジッ
ルネッサンス調のものがあり︑

ク調のものがあるかと思うと︑

さらに近代的なものもありまし

頭の牛を剣で殺す見せものです
そして︑その殺し方が下手だ

人間と牛との闘いで︑一回に六

◆
メキシコの中央政庁の建物は

と︑牛は血だるまになって︑非

た︒

フランスでいうと︑ルイ王朝時

︸⁝⁝

︿遠くブラジルに住んでいても︑ふるさと新潟の佐渡お

下︑ロビーにかけて描かれてい

ました︒その年代はあまり古く

翻訳本が︑どこのホテルの売店

その絵は︑アステカ人を殺す

らいの闘いを見て帰る入が多い

日本からの観光客は︑三頭ぐ

外国人が︑日本に漂流してきた

ットしてありました︒例えば︑

たが︑残虐なシーンはすべてカ

私もテレビでちよっと見まし

にも売っていました︒

シーンであって︑極めてむごい

と聞きましたが︑私どもは一番

し︑いじめる側の歴史が︑記録

民族性があるなあと思った次第

本人に比べやはりかなり違った

言い︑闘牛を見た感じでは︑日

いずれにしても残虐な壁画と

だ首切り︑腹切りなどの風習が

向う︵外国︶では︑日本にま

映されませんでした︒

しまうんですが︑その部分は放

とたん侍はその者の首をはねて

良いものを見たので︑↓頭で帰

私は中国に行ったとき︑その
人たちがいじめられた様子を描

思いました︒

されてあるのはちょっと奇異に

いた壁画を見てきました︒しか

ることにしました︑

ものでした︒

とでした︒

なっているとのことでした．

牛士の腕が評価されるしくみに

を売る「ドロボウ市」がある 物色する人、

県人会パーティて見せるこの姿に満場

たくりが多い サンバウロにはそれらの盗品

の拍手が送られる

▲貧富の差か激しいせいか、ドロボウやひった

けさは忘れない

〜§

灘難
磁・懸繋
嬢繋

かけて描かれたものだというこ

代のもので︑壁画が入口から廊

譲鞭欝

なく︑十八世紀から十九世紀に

買う人でこった返す市場付近
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川ll
II
1
川m川ll川
川1
擁川 ll
lllIl

1
1
1
1
1
！ ll
lm
1
IIllm川1
川1
1剛
旧111

lll 広報まつのやま
1 1
ll

l川川川lll川
川l
No71

広報まつのやま
lllll
IIll
【5】Illl川Ill

残っている︑と思 っ て い る で し

年もかかって完成した教会で︑

ありました︒これは︑二百四十

西半球の中で一番大きい教会が

知りませんが︑そこに向う人び

に﹁ザンゲ﹂するのか︑どうか

けでした︒それまでして神さま

りでした︒

それを見て︑胸に迫る思いが

とはとにかく貧しそうな人ばか

丁度︑日曜日でしたので︑ミ

しました︒しかし︑一週間に一
度そのミサに行ってザンゲさえ

交互に続いています︒

サがあり︑非常に貧しそうな三

参道は︑石段と平らな部分が︑

ょうが︑私たち一般的にはなじ
まないという感じがいたします︒
◆

このようにスペイン人が侵略
りくと完全な宗教のまっ殺で︑

すれば︑何をしてもよいのかな

したときの模様というのは︑殺
それまでアステカ人が信じてい

十代ぐらいと思われる︑働き盛

のあるカソリックの国でした︒

いずれにしても︑大きな教会

りの男の人が︑子供を二人連れ

なっている占い建物があります

今は土産物やレストランなどに

イルの家﹂という︑昔は教会で

ったのではないか︑と思います

都のお寺などひとたまりもなか

策が採られていなかったら︑京

いずれにしても︑この鎖国政

すが︑ここもあまりにも遠く感

りにあるマナオスに着いた訳で

夜の十二時にアマゾン川のほと

メキシコを朝の六時に出発し

べ︑閉口しでしまいました︒

です︒メキシコでの快適さに比

◆

この街は︑アマゾン川の河口

約百年の歳月を経て出来上った

ました︒

な暑さにびっくりし︑悩まされ

ところです︒しかし︑この川の
落差はマナオスと河口で四十訂

から干六百キ・屑の上流に開けた

の﹁タイルの家﹂にも立ち寄っ

飛行機から降りたとたん猛烈

じました︒

す︒そして︑アマゾン川から昇
る蒸気のためか︑非常に蒸す訳

水の色は茶︑長さ世界第2位

川幅最大㎜㎞︑落差％％

た︒ヒザはすりむけて︑血だら

ある参道をヒザで歩いていまし

て破壊してしまいました

初めはカソリックで入ってき
て︑それが人を殺すような形に

た宗教的なものを︑一部を除い

コルテスがメキシコを占領し

あとも思いました︒

せなかったということです︒

て︑その教会まで五︑六百癖も

そして︑．一︑肖葉も原住語は使わ

〜︾﹄
たのが一瓦一九年ということで

のように情報が進んでいないに

4メキシコシティは高原にある

すから︑丁度そのころは︑日本

しろ︑家康など当時の上層部が

こいの場てある

樹木に囲まれた公園は市民のい

遠藤周作の﹁侍﹂という小説

現在のメキシコは︑メキシコ

二十七日の夜︑ブラジルのマ

にも書いてありましたが︑伊達

れは︑ブルジョア革命的な形で

式社会主義みたいな国です︒こ

なっていく訳です︒日本でも今

た水の便か悪い

で一⁝．︑口えば︑L杉房能公が自刃し

ある程度の情報を得て﹁鎖国﹂

しかし︑機械

文明か発達した今は公園の噴水

た時代と同じころだと思います

に踏みきったものと思います︒

も止めることはないユーカリの

また︑マデロi通りには﹁タ

政︷示の命によってローマに行っ

ナオスに着きました︒

た支倉常長が︑一六二二年にこ
たということでした︒

しかないということで︑どつち

あらゆる基幹産業は︑国有化

でその扇子がボ・ボロになって

から良かったんですが︑二日間

心に成田で扇子を買って行った

した︒

スの街で見る限り分りませんで

に流れているのか︑このマナォ

ということです︒

されています︒農地解放は︑ま

◆

スペイン人は﹁テオチラ﹂と

だ進んでいません︒従って︑後

しまいました︒

私は﹁暑がり屋﹂なので︑用
いう所にアステカ文化の首都を

で行ったブラジルよりも貧富の

◆

置きました︒普通だと政権が代

差が激しいように感じました︒

十度を越す暑さになると思いま

三十七度でしたから︑日中は四

とにかく︑夜の十二時ごろで

ロ川です﹂と言うことでした︒

あれはそうでなく︑支流のネグ

思ってボーイに訪ねたら﹁いえ

ら見える川が︑アマゾン川だと

私どもが泊ったホテルの窓か
のですが︑スペイン人は文化が

また︑カテドラル教会という

◆

れば︑首都も移ることが多いも

変っても︑首都を動かしません
でした︒

苦しめた様子の壁画がある

裸で働く人

▲メキシコ中央政庁の内壁には原住民を

口のベレムという所では三百キロ

二十五から三十キロもあり︑河

アマゾン川の川幅は︑ここで

見ましたが︑このアマゾン川に

帰りに成田の上空で利根川を

1寸苺1

の後には︑着衣した人が棒を振り上けて

もあると聞きました︒直線にす

に感じました︒さすがの﹁坂東

比べたらまるで﹁セギ﹂みたい

きいと思っていましたが︑そん

見はっている

れば北九州市から鹿児島くらい

かなわないということでしょう

太郎﹂も︑これに比較されたら

なものではありませんでした︒

ぐメキシコの中央政庁は︑国政の

建物はかなり古く

の長さになると思います︒

心臓部である

とにかく︑中国の揚子江が大

が合流しても混じらずに︑ネグ

茶色︑ネグロ川が真黒く︑二つ

事が進んでいる

写真左上では足場を組んで補修工

それから川幅は︑雨季になる

と水位が十肩も上り︑それによ
銃を手に

︿中央政庁の正面玄関

って広がるとのことでした︒

五千トン級の貨物船が上ってき

そんな訳で︑川下の方から一万

厳重な警戒が続く中を︑訪れる人
はそれほど気にもしなで︑出入り

ますが︑水位に変化があるため

︿吉川さん︵松ロ出身︶の店舗

ロ川から出た水は何キロにもわ

している

岸に接岸することができず︑ド

ラム缶を何重にも積み重ねた桟

橋を作り︑そこに接岸するのだ

また︑その上には給油施設や

そうです．

れも日本人が経営しているとの

製永会社も作られており︑いず

野菜︑袋詰めの駄菓子それに冷凍

たって︑茶色の川に黒い帯を延

川の水と言ったらアマゾンが

ことでした︒

で来た少年の姿は何かを感じ

し

ばしたように流れていました︒

食品まで備ズてある買物に．はだ
させる

る車を開発した︑ということで

この会社が︑アルコールで走

た︒

イの組立て工場を持っていまし

近くに本田技研が︑オートバ

◆

▲アマゾン川の水位は雨季にな

足の長い家が目立つ

そのためか、
ると10mも上る

▲「闘牛」といえばメキシコ いわゆるメキシコのお国自慢の一つ

すり鉢型の闘牛場には5万人の観客が収容できる
である

強い日差しを避けて

〈アマゾン川の島にもバナナの自生地がある

「カメレオン」（点線内）が、一服している

今のカイゼル大統領が︑私ども

が行った十日ばかり前に﹁あり

言っておりました︒

がたかった﹂ということで︑感
謝訪問していったと会社の人が

また︑ここでは船のエンジン

はヤンマーで︑時計はセイコー

とオメガが三対一を占めている

ものの︑故障率からすると反対

た︒

の一対三であるということでし

とにかく︑﹁これらを開発した

日本人はすばらしい民族である﹂

る評判が上々でした︒

とブラジルでは︑日本人に対す

◆

マナオスは︑アマゾナ州にあ

る町ですが︑この州の面積は日

は日本の二十二倍を超える面積

本の約五倍です︒︵ブラジル全体

を持っています︒︶ところが人口は

わずか百二十万人しかいません︒

マナオスの人ロは八十万人で

いるのだそうです︒

半分の四十万人が地方に住んで

川の中に島があったので︑ち

ょっと寄ってみました︒島の中

ぐらいしか住んでいないとのこ

はまだ昔のままで︑人は三千人

私は﹁ここに︑学校はあるん

とでした︒

るにはあるが︑先生が来てもす

ですか？﹂と訪ねたところ︑﹁あ

ぐ逃げてしまうので︑ないよう
なものです︒従って計算も加減

な人と一諸になりました︒

人が多く︑機内で何人かのそん

ですが︑今は商売に転向したと

ころは︑農業を営んでいたよう

1ゆマNー

切徴収していないため︑サンパ

ふるさとの町長が来る﹂と晶．面った

から連れて来い﹂と言われたの

妙高から行った人は︑薬屋を

来てもらいたい﹂そんなふうに

で﹁とにかくト時三十分までに

彼にせがまれて行く約束をしま

彼は翌朝し時に車で迎えに来

した︒

こには市長はじめ議長︑教育長

イタペチニンガに着くと︑そ

てくれました︒

顧問弁 護Lそれにカメラマンが

一ヘクタールで百万

しかし︑三年に︸回あっちに行

円の所ならザラにあるそうです

市長は︑開口﹈番﹁日本の人

待っていました︒

は︑リオやサン︒ハウ・まではど

セニョーラ・

なたも来るが︑こんな田舎まで

村山

﹁昨日は︑日本の天

が初めてです﹂と喜んで

市﹂という市場があって︑引っ

そして︑

くれました︒

来てくれたのは

品物を売っている所がありまし

差があるためかどうか︑﹁ドロボ

払われた感じがしました︒それ

うございます﹂と言われ︑足を

皇の誕生日でしたね．おめでと

ウの多い街だから︑日本の方は

て﹁県人会の歓迎︒ハーティーで

というのも︑サン︒ハウロに着い

の席上︑向うのだれかが﹁今日

は天皇誕生日です︒天皇陛下の

健康を祈って 乾杯 ﹂と︑こ
こに来て天皇づくめだったから

ン入りの額﹂をいただいてきま

土産にと﹁お墨つきで︑サイ

です︒

彼は空港まで迎えに来てくれ

たので︑観光︒ハンフレットが少

入

したが︑私は行く計画がなかっ

し残っていたのを上げたら

ころにどうしても寄って行って

ください﹂実は︑市長に﹁私の

ました︒そして︑﹁明日︑私のと

う町に住んでいました︒

離れた﹁イタペチニンガ﹂とい

このサンパウロから百六十キロ

松口出身の吉川健策さんは︑

◆

い﹂と言われました︒

特に持ちものに注意してくださ

メキシコと同じように貧富の

た︒

たくりやドロボウが盗んできた

また︑この街には﹁ドロボウ

◆

まいそうです︒

円の土地でも結構高くついてし

ったりするんでは︑いくら百万

価格は︑

没収してしまうのだそうです︒

不在にすると︑その土地を国が

でもあるが︑国の政策で三年間

まだ土地が欲しければいくら

やっているとか聞きました︒

ら市長が﹁それなら是非会いたい

ウロから飛行機で買い物に来る

の人は︑占川町と妙高村から行
った．．世帯で︑向うに移住した

のことでした．

ことでした ︒

日本の古い風習が

のある町、と姉妹都市になりたいと話した しかし・一…

帯ほど住んでいました．新潟県

そのまま残っていた
サンパウロには︑夕方六痔こ
ろ着きました︒

ここには︑新潟県人がしト世

▲イタペチニンガのアントニオ市長は風呂か好きなのか 温泉

算ぐらいしかできません﹂との

◆
それから︑ブラジル人は非常
に時間が不規則で︑困りはてた

会社では時間を 決 め て ︑ そ れ ま
でに出勤した者に﹁朝食をサー

﹁ホン

ビスします﹂ということにした
ら一斉に守るようになったとの
ことです．

ブラジルの人たちは︑

ダ﹂などのマークが入ったTシ
ャツや作業服を着ていることが

意気に感じているようなことを
言っていました︒

また︑ブラジルは国の政策で
外国から企業が入ってくる場合
現地の人を九丘％採用すること
を条件にしていると︑冒っていま
した︒

ここは︑卜六世紀ごろポルト
ガルが占領し︑それから百年ぐ
らいの間は︑スペインなどの領
土にもなったところです︒

スペインの領土になったとき
国五は︑その国土があまりにも
広いため諸候に分け与えたのが
連邦制や州制度になったきっか

外交と軍備は︑中央政庁が掌

けであるとのことでした．

握し︑その他のことは各州が行
っている︑日本とはやはり一味
違うお国がらでした．

マナオスは︑香港と同じよう
に﹁自由港﹂であり︑関税は一
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た︑

の町の賓客としてお迎えし︑こ

内容は﹁セニョーラ・村山をこ

ことでお願いしてきたら︑その

訳してもらってきます︑という

訳はできるが︑日本の文字を忘
のことを町の歴史に永久に残す

を見て︑﹁松之

山に温泉があるんですか︑ブラ
ジルにはないし︑姉妹都市の関

れてしまったということで︑近

浴シ！ンの写真

係を是非結んでいただきたい﹂
くに日清紡の会社があるから︑

ことをお約束します﹂というこ

となh・に居た占川さんは︑通

と突然言われ︑苫しまぎれに︑
てこに最近越してきた人の奥さ

んに頼んで市長から頂いた額を

旧歳になる長女は親元を離れて大学生活を送っ
▲吉川さんの家族と一諸に彼の応接間で

ている

◆

ヂ

ン
ニ
チ
ペ
タ
イ
の
ロ
キ

60

そ
よ

お
℃り
か
ロ

ウ

oノ
￥
ン
サ
本
家
の
ん
さ

年前にブラジルに渡りましたが

の家庭に二度ほど訪間して感じ

それを見て日本は︑ なぜ西洋

吉
▲

農業と電気のない生活を十年間

ったのかなあとつくづく思った

法律相談

と思います．

ことを結びに私の話を終りたい

から男女のキスしか導入しなか

いたということです︒

それは︑私どもお客が行くど

一門一族を挙げて歓迎してくれ

人権・土地・家庭・損害賠償な

る風習が残っていましたし︑ま

どで日ごろ悩みをお持ちの方は

彼が今居る所は︑松之山で言

ぜひこの機会をご利用ください

が開かれます

額に﹁キス﹂をします一テレビや

法律相談所

映画で西洋人がやっているのは

とき：⁝・9月17日㈲10時〜15時

まってきて︑お互いに手の甲や
スは売れるということでした．

だそうです︒一日に千六百ダー

同志が︑目前でそのようなこと

見たことはありますが︑日本人

た︑驚いたのは︑子供たちが集

一ダースニ百円ぐらいの値段

なお︑これは無料であり︑相

ところ⁝町自然休養村センター

にあり︑一番売れるのは﹁生卵﹂

ということですから︑年間売上

でした︒

をしているのを見るのは初めて

行われています︒

なっているせいか︑極く自然に

向うではそれが日常の習慣と

4︶です．

雄さん︵天水越・酢や君213

町の人権相談委員は︑福原一

談の秘密は守られます︒
ます︒

吉川さんのところに一度︑ほか

サン︒ハウロに五泊したうち︑

◆

げは︸億円程度になるかと思い

えば郵便局がある四ッ角の場所

雑貨店を経営しています︒

ペチニンガに移り︑現在は日用

その土地を売り払い︑今のイタ

の占い風習が︑そのまま残って

がという所にある、そこは四ツ角に面した交通の要所でもある

たことはいずれの家庭にも口本

懸

送り︑子供たちの教育を考えて

それから占川さんは︑二L二

ました︒

員数の少ないことにびっくりし

いずれにしても︑日本より議

ました︒

人という議会構成であると聞き

のうち与党がト人で︑野党が五

万人で︑議員の数はト症人︐そ

イタペチニンガの人口はトニ

とが菩いてありました︒

﹁帰って議会と相談しまして：

⁝﹂とその場をしのいできまし
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新潟県市町村職員
共済組合の宿泊施設
﹁妙高山荘﹂では︑

次の要領により応接

ー㊤寸Nー

住宅資金の貸付

最高0
0万円・年利6％
4

▽利用できる人⁝⁝次のすべてに

該当する人です︒

に勤務することにより︑学費の貸

付けが適当と認められる人

③他に資金の調達が困難で︑貸

いない人︒

②現在この貸付制度を利用して

は購入する人︒

①県内の中小企業で働く人で自

員を募集します︒

女子︵住

の健康な

女チ2名

この制度は︑毎日新聞の販売所

採用人員

働きながら大学へ

分が住む家を新築・増改築また

す︒

与はじめ奨学金の支給︑生活費の

込み︑通
応募〆切

▽貸付け条件

万円から四百万円まで︒

▽貸付額⁝⁝十万円単位で︑三十

①利率 年六％程度

現在︑約五干名︵女子二百名︶

一切が保証されます︒

勤いずれ

︑毎日育英会でノ
〆奨学生を募集︑

応募先〒951新潟市医学
県自治

県市町村職員
毎日新聞社では︑首都圏への進

の奨学生がこれにより勉学と仕事

等返済︒ボーナス時増額返済も

②返済方法＋年以内の元利均

を両立させて頑ばっています︒

来年度の奨学生をいま募集して

学希望者に対し︑奨学生制度を設

います︒詳しい案内書をご希望の

金融機関の定

けています︒これは︑毎年のよう

③保証人・担保

可熊てす︒

に高騰を続ける学費や生活費など

方は︑住所︑氏名︑高校名︑電話

めるところによります︒

▽申込み受付期間⁝⁝昭和五十六

年十月三十一日まで︒ただし︑

新宿区大久保3の14の4毎

期間内でも枠が一杯になれば︑

毎日育英

日新聞社早稲田別館内

2493︶へ

︵上越市中央三ノ一一ノ六含㈹

▽詳しくは⁝⁝上越労政事務所

ことになります︒

応じて︑全額㎜回払いで借りる

▽貸付時期⁝⁝借入れ希望時期に

えてあります︶

行の各本・支店︵申込み書も備

行・新潟相互銀行・大光相互銀

▽申込み先⁝⁝第四銀行・北越銀

その時点で締切りになります︒

会K係 奮03朔1711

〒

求ください︒

番号をハガキに書いて左記にご請

の父兄負担を少しでも軽くするた

：ロと
0﹈OH・13
ーき
ノ3
四寺
p
からロと．︶ろ十日町訓

練校ロ試験科目現代国
語︑数学− 面接

105︶

校︵智02575の1

航レH町高等職業訓練

詳しくは⁝ ⁝卜H町市学校町︑県

選考−

円もの費用が必要とされています

ミ︵葦

門学校の場合︑二年問で約四百万

費を合わせて約七百万円︑各種専

学した場合︑四年間に学費︑生活

例えば︑私立の文科系の大学︵進

めに作られた制度です︒

に生まれた人で︑高卒者

一般教養・作文・身体

安定所へこ提出くださ

応募方法− ⁝入校願跡などを職業

程度の学力保持者

応募資格⁝ ⁝高校卒業者または同

ー十日町職業訓練校−

あなたのセンス

もっと伸ばしてみませんか

費0255㈲3801

の20直江津海卜保安署

42上越市港町1のH

申込み用紙請求・問合せ先 〒9

検査及び人物調査など︒

試験科目

の人︒

又は来春卒業する見込み

智0252幽3015

共済組合福祉課あて

会館内

町2の10の1

も可能︶

歴問いません
面接のみ

昭和56年9月17日

30歳未満

学
採用試験
昭和56年10月1日

地方公務員に準じま

の学生を募集しています︒

受験資格 昭和36年4月2目以降

9月29日まで

昭和56年9月16日から

受付期間

海上保安庁では﹁海上保安大学﹂

▽海上保安大学△

﹁大学生﹂を募集

待

受験資格

池の平「妙高山荘」

採用月日

「応接員」を募集………女子2名
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㌦﹁青年の主張﹂

1いま︑学園︵職場︶から訴え

3ひとつの出会い

る
2わたしの挑戦
4同世代への提言

40歳から

か︑役場・福祉係にお訪ね下さい

マさん︵小谷・竹本台3488︶

害救援基金﹂を設け︑育英資金の

付をすることになりました︒

新潟県でも︑広く県民の方がた

からこの趣旨にご賛同いただき︑

募金のご協力をお願いするため﹁新

を発足させました︒

潟県犯罪被害救援基金募金協力会﹂

賛助団体として①新潟県②県防

なってご芳志を公募することにな

全協会⑤県警友会連合会が主体と

犯協会③県公安委員会④県交通安

った人には︑国が給付金を支給す

下さるようお願いします︒
︵安塚警察署︶

何とぞ最寄りの駐在所へご応募

りました︒

などにより死亡した人︑重傷を負

﹁通り魔殺人﹂や﹁爆弾事件﹂

町内各駐在所

募金ください

あなたの篤志を
犯罪被害救援基金へ

歳までの

力婦の方が

病気になり

近所の方な

や身のまわりの世話をしていただ

5国際社会と青年
応募方法⁝⁝右の課題から一つを

どから食事

NHK新潟放送局では﹁青年の

これは︑新潟県母子福祉連合会

K新潟放送局﹁青年の主張﹂係︹な

しかし︑それらのために遺児と

ることになりました︒

なった子供たちへの救済が︑遅れ

ていることから﹁財団法人犯罪被

京子は︑いつもこの鏡を大切

りませんでした︒そのころから

ましたが︑ついに京子は見つか

の母は︑気が狂ったように探し

いました︒これを知った二度め

にしていました︒そして︑母に

難

詳しくは町母子福祉会長相沢ハ

て︑鏡を京子に渡しました︒

会いたくなると︑この鏡を出し

家持には京子という心のやさ
しい娘がありました︒京子は︑

池の中の小さな島に︑一本のベ

めの母を持つことになりました

えて︑朝な夕なに京子親子のた

めの母は︑それから心を入れか

く咲くようになりました︒二度

ニスイセンの花が︑かわいらし

てはのぞきこんでいました︒

母が亡くなるとき﹁これは︑お
かあさんがいつも大切にしてい

この母は︑何かにつけて京子に

めにお祈りをしました︒

帰ることになりました︒二度め

やがて︑家持は許されて都へ

しかられ︑ひとりで庭の池のほ

ったら︑これを出して版︑﹄らんな

た鏡です︒わたしに会いたくな

んで︑池の中に飛びこんでしま

子は思わず﹁おかあさん﹂と叫

が見えるではありませんか︒京

と︑そこにやさしい亡き母の姿

残していったといわれています

心を哀れに思い十一面観音像を

とになりました︒家持は︑その

め︑一生この地で京子を弔うこ

の母は︑髪を切って観音堂に納

の池に橋をかけ﹁かささぎの橋﹂

ようになりました︒そして︑庭

さんに会えるでしょう﹂といっ

さい︒きっと若いころのおかあ

︵松之山の自然より︶

いては︑都︵奈良︶を思い出し

そして︑ふと池の水面を見る

とりに逃れてきました︒

た京子は︑二度めの母にひどく

に向って亡き母に語りかけてい

つらく当りました︒ある日︑鏡

ところがその後︑京子は二度

小さいとき母と死に別れました

いました︒

許されて帰る日を心待ちにして

コ

人暮しの力婦﹂の方たちにとって

が主体となって行うもので︑

は60円切手を同封してNHK新潟

放送局にご請求ください︺

池の中へ⁝⁝

皇のころ︑大伴家持といって︑

大変歌詠みが上手で︑学問と武

給

と名づけ︑いつも池の周りを歩

彼は名を 変 え て ︑ 中 尾 に 住 む

あって越後に流されてきました

海道︶を征伐したとき︑失敗が

天皇の言付けでえぞ︵今の北

勇に優れた人がおりました︒

耳よりの話だと思います︒

お︑詳しい応募規定をご希望の方

送り先〒950新潟市弁天1NH

した︒

選び︑5分以内で発表を終える原

ています︒

応募資格⁝⁝県内に在住で︑昭和
組年1月16日から昭和41年4月1

日までに生まれた方で性別︑職業
学歴および国籍は問いません︒
締切⁝⁝10月23日㈹当日消印有効

ことしの課題

繋鋤

おかあさん〃と叫んで

灘懸

い︒

いた場合︑一日当り千五百円程度

K
H新潟放送局
N

65

主張﹂の原稿を次の要領で募集し

小谷・相沢ハマさん

の介護料を支給することになりま

病気になったら
この方に……

稿︵千六百字程度︶を送ってくださ

力婦の方！ノ

秘山鏡

今から約千二百年前︑桓武天

京子のおかあさんは死んでしまいました︒そして京子は：

撒

羅聡
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何

そ

薬草

1卜寸NI

﹁オウレン﹂栽培の

視察に参加して
松ロ・保坂武雄

必要事項をこ記入のL︑

山をぬい谷を渡りて急坂を

登りっくしてオウレン地着
急坂を登り標高し百の

山面をうめてオウレン占し

．︑一百町歩の山を開きてオウレンの

佳代へ友水島二行の長女︶

樋口愛由嚢︵田麦ド
存正和の長女︶

健︵西之前・英春の長男︶

和昭︹田麦疏・昭の．長男︶

堅︵水梨・成一の長男︶

良太へ田麦疏・春夫の長男︶

尚美︹松り

石秋の．︑女︶

久保田有庭︵曽根・薫り．女︶

春美︵ド鰍池∴治り︑女︶

智チ︵坂中・敏雄の︒．．女﹀

一成の．．女4

貢︻松之山・．花昭の．︑男︶

明美︵湯山・

美幸︵友水島・栄蔵の二女︶

喜夫︵丘トチ弔・政司の二男﹀

おくやみ

小野塚信忠㈱︵光間・大ド︶

Lじ川ー︑

スギ働︵天水越・あめや︶

η︵松口・水上︶
シスσ

順次閣︵湯山・倉︶

セノ㈹︵藤倉・新宅︶

定義㈱︵田麦立・滝のL︶

政信⑳︵三桶・宮ド︶

吐巳ー〜

占川−︑

涌一1
お
︻

小口

マセ伽︵松之山・綿屋︶

当イナ

山岸

植木シゲノ8断
5︵兎口・植木屋︶

寅占㈲︵湯山・田中︶

和久井卯三郎伽 ︵水梨・前田︶

高沢

修↓︵松之山・彦八︶

△薩新三︵薗腎︶ー

小野塚与一翻︵湯本・和泉屋︶

久保田百合子劉
ー︵松口・外林︶

朋・士︵猪之名・きぬや︶

村山

眞︵湯本・下駄崖︶

高沢

△轡溜却電●元院︶

高橋 敏夫︵天水島・土原︶

尚子︵松之山・正の二女︶

うぶ声

△・
蔵品由美子︵津南町︶

滝沢

保⑳︵北浦田・隠居︶

進一㈲︵黒倉・中屋︶

丑三㈹︵水梨・金塚︶

ふく圃︵湯本・上土橋︶

キサ㈱︵新山・向山︶

芳雄働︵湯山・元院︶

⁝根・⁝
江口喜志子︵曽
と−
うー
み︶

滝沢

新婚さん

︵福井︶で栽培ホを視察

聞きて占きオウレンの咲く

何のへんてつもなき山々を

敷きつめて占し既に花散る

自然林の木陰を開きオウレンの

苫行いよいよ地につきて広し

山を聞き山を生かしてオウレンの

組合長は熱心に説く

木もれ陽と通風L壌細々と

聞きつつドるオウレンの山

栽培広く︑︑億円越ゆ
権第組合長の説明を

︹応．︐♪月

紙は︑ハガキで協会にこ硝求

にお送りください︑

ください︑

12月L旬︑本人に直接
通知があります︑

▽発表

−h星Eプ

▽表彰伝達 昭和57年−月器日
一．r膚化﹀襲京・新︷栢

ラザホテ凸で︑行います︑
▽請求・応募先 〒m乎代田区

妻相南石高

必要な方は．電話帳係﹂までむ
申出ください︑作品は未発表の
ません︐作者の︑︐・襲として

ものとし︑応募作品はむ返しし

日本損害保険協会
これは．家庭で一番火を使う

機会の多い奥さまこそ家庭の防

ことしでト回めになります

火管理昔にふさわしい という
趣旨から毎年選んできたもので

して︑奥さま防災博Lが中心と

神田淡路町2の9

こ応募いただいた方

日本損害

なって︑その地域全体で防災意

保険協会﹁奥さま防災博士﹂
の係
に援助しています︒

▽その他

の中から抽選で︑蜘名の方に
﹁ラジオつきライト﹂がプレ
ゼントされます︒

1，7、し沢雲塚橋

電話帳・表紙の

﹁デザイン﹂
電々公社
を表現したのかLを別に菩き添
えてください 作品の版権は公

募集します

で︑身近なテレホンガイドとし

デザイン①50音別電話帳／便利

索羅、藤愈、下鰻瀧

高小村南鈴、占

社に帰属します︑
消印有効︶

締切り昭和56午9月2
5H︹当日

ネスのガイドブックとして︑と
市大字南長野一．．．．しの症信越

広募︵問合せ︶先〒380長野

て②職業別電話帳／暮しとビジ

もに明るく︑親しみがあること
電気通信局営業部︑電話帳係

応寡資格新潟県内在住者︒

規格など①大きさ︵タテニ十九
賞金入選：15万円ハ各一点㌔

あて︐

自由③写真及び風景画は除く．

佳作：2万円︹各し点︶参加賞

．七㎝Hヨコニ十一㎝︶②用具
応募作品二つともタテ型とし︑
：応募者全員に

愈．叢幽、棄醤1、墨蝦萢、

接本へに通知します

入選発表昭和瀦年m月中句：直

タイトルはヨコ書きとします．

タイトル・公社名・公社マー
クは︑公社に用意してあります

麟薄発閥、澄租手、下

なりました

奥さま防災博士を募集します
日本損害保険協会では︑消防
防災活動を実施しています．

自動車の寄贈をはじめいろんな
﹁奥さま防

騰欝、遜張畢藥、難野、赤

橋目山雲木賀

高関中村山渡
沢谷島山岸辺

その一つとして︑

纏；藪o〜15葱㊤

募左▲
用記大
野
市

識が広がるよう協会では積極的

昭和56年10月31日

応募要領は︑次のとおりです
▽募集期限

所定の応募用紙に

︵当日消印有効︶

▽応募方法

1

剰騰力
老き鰯2鋸㈱

△

災博士﹂をことしも選ぶことに

鯛鞠擦驚
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