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は税務署から送付された納付書 求をされる場合は十一月十五日

豪多少の困難があったが・よ 一か＼りますし︑お互いにめんど 用願います︒
予定納税額について更正の請

当季雑詠

によってつらぬかれることの重

要性が痛感される︒︻写真は村

一景︼

五首以内
締切日一〇月二五日
画題自由︑大きさ六ツ切以上︒

出品点数︑制限なし
締切一〇月三〇日

Fな月でありますが︑十一月三十

重なり納税者の皆さんに御苦労

期限におくれますと利子税額

月一日〜十一月三〇日まで︶が ・いたします︒

す︒

田沢郵便局

をお持ちの方へ
越後

第五期︵十二月︑一月︶第六
期︵二月︑三月︶

なお受信料を六ヵ月あるいは

毒分まとめ萎払いいたy

お支払の期間は次のとおりで

㎝行なっておりますご利用下さい

・◎ラジオの受信料六ヵ月分前納

︵割引額四〇円︶一年分前納

下場合︑毛・円が四七・円
の場合一︑〇二〇円が九三五

皿

一円︵割引額八五円︶
一◎テレビの受信料六ヵ月分前納

の場合一︑八OO円が一︑六

が三︑三〇〇円︵割引額三〇

年分前納の場合三︑六〇〇円

五〇円︵割引額一五〇円︶一
第一期︵四月︑五月︶第二期

す︒

︵六月︑七月︶第三期︵八月
九月︶第四期︵十月︑十一月︶

制度の一部を改めこれまで三ヵ

たから要望もありまして受信料

④保険税決定賦課

③共同保健計画研究会

②共同保健計画

①事務指導監査

鼎○円︶

⑧母子衛生県大会参加

8穐い︸霞u唱ノ︑の醐￥魯︐〃︐

什月肋国保︑衛生

したものを︑十月から二ヵ月分

⑥妊婦検診

⑤栄養改善講習

持ちの方は七七〇円となりま
す︒

⑦滞納整理

たしました︒二ヵ月集金になり

円︶

月分で六〇〇円︵月額三〇〇

が︑＋一月は事業税等の納期が ◎テレビをお持ちのかたは二ヵ

分で一七〇円︵月額八五円︶

◎フジオを拘持ちの方は二ヵ月

いただく額は

ますと一回︵一期︶にお支払い

づつお支払いいただくことにい

月分まとめていただいておりま

おりますがこのたびみなさまが ◆国保

く受信料で放送事業を運営して

NHKはみなさんからいただ

す︒

ありましたのでお知らせ致しま

NHKより左記のような通知が

の集金を委託されておりますが

郵便局ではNHKから受信料

ラジオ
テレビ

の問題ではなく全ての協力精神 書をなくした場合は銀行︑郵便

．催の如何や予算の多少はそれ程 局の窓口に納めて下さい︒納付

尚この種の行事は本質的に主 といっしよに近くの銀行か郵便 までにすることになっておりま ・く場合の割引きをつぎのとおり

為︑スムースに終了した︒

一く関係者の勇の下に行われた ・うになります︒自分で納める時

︻運動会は準備期間のなかったこ・ や延滞加算税など余分な負担が ・局に用意してありますから御利

懸1羅騨1書霧聯妄葦弩糠！…、垂ll箋講象藻

所得税第二期分の納期︵十一 ．日までに完納されるようお願い ◎ラジオとテレビをあわせてお

分納税について

所得税の第二期

俳句︑写真ともに︑宛先中村里公民舘へ︒

月三〇日まで公民舘へお知らせ下さい︒

三︑生花出品点数制限あり︑参加希望者は一〇

二︑写

一︑俳

ります︒尚募集要綱は左記の通りであります︒

生花展に皆さん多数の御出品下さらんことを期待致してお

生活文化展︑農機具展が行われます︒ついては俳句︑写真

たが︑本年も線合文化展として俳句︑生花︑写真をはじめ

が開催され皆様の御協力によりその成果をあげて参りまし

恒例の十一月三日の﹁文化の日﹂記念行事として文化展

文化展作品募集！

り中里村主催による第六回村民

去る九月二十三日午前九時よ 一民運動会における民謡踊り風

口世帯数1．665

・

拝憲騰占袈認
での想なと由

現男4・637
低女4・695
人計9．368

まいりました︒毎年のことです
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検者検診︑及所見者精密検

⑥結核検診︵レントゲン︶末

⑤食品衛生監視介助

④狂犬病予防接種

③百日咳ジフテリア予防接種

②共同保健計画

一①嚢生全国大会参加

◆衛生
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公明選挙運動
一︑民主政治と選挙

れは︑決して蛍なる選挙違反の
あるいは党派︑人の守

この運動が特定の党掃

治に参与することになるわけで

直接には選挙を通じて始めて政

ものであり︑したがって国民は

ロバキヤ︑ルーマニヤ︑ハンガ

ンダ︑ブルガリヤ︑チェッコス

た︵ベルギー︑スペイン︑オラ

＼わらす︑常時行なわれている

ぼくめつ運動や︑棄権防止運動 わけです︒

また︑この運動は︑私達国民 反対を行なうような7
す︒選挙権が参政権とも呼ぱれ リー︑ギリシャ︶などでは︑憲

にとじこまるものではありませ

国では︑このような強制投票の

﹁自由な意志﹂ということを尊

く︑投票にとって一番大切な

れぱならない﹂ ︵憲法一二条︶

としているように国民の不断の

接民主政治が普通と

口を有する国では︑

のような広大な面積

の選んだ代表者の手を通じて行
ットの抜すいである︶

︵本稿は公明選挙連盟パンフレ

なけれは︑すぺての政治が国民 ているものであります︒

って政治を行なう代表者を選は 努力と自覚による投票を期待し

は︑反対に国民がこの権利にょ

務員を選定し︑罷免する権利﹂

る為にきわめて大切なこの﹁公 力によって︑これを保持しなけ

しかし民主政治を成り立たせ 由及び権利は︑国民の不断の努

人権の一つであります︒

を実現する極めて大切な基本的 民の良識を信じ︑日本国憲法が
﹁この憲法が国民に保障する自

を良く表わしています︒このよ 生じやすい強制投票を避けてい
うに参政権は︑民主政治の理想 るもので︑選挙への参加は︑国

一五条︶しているのもこの原理 重して︑この点いろく弊害を

る固有の権利として保瞳︵憲法

が生まれながらにして持ってい

言葉で表わし︑これを国民全部 棄権の自由を認めたわけではな

びこれを罷免する権利﹂という らといって︑決して︑みだりに

参政権を﹁公務員を選定し︑及 制度はありませんが︑それだか

このためです︒日本国憲法が︑

ているところもあります︒わが

ん︒もちろん選挙違反の数や棄 自身のなか＼ら︑自発的に生ま ぱこの運動としては照

規模がコ人の人の

たが︑これは政治の

えば︑直接民主政治

す︒古い時代には︑ど
ど ちらかとい

行なう間接民主政治

民が選んだ代表者2

選挙人の権利義務

るためには︑有権者の一人一人 カ︼ンの言葉などは︑最も広く

大の機会であるといわれるのも

あくま 選挙がこの参政権を行使する最 法或いは法律で投票を義務すけ

でも︑国民自身の自営

権者の数はその選挙が公明に行 れでた運動であり︑ひとえに選 ることになりますの界

挙の公明化を願う純粋な運動で
﹁政治力﹂とか﹁政治的﹂と まうといった問題が多く現われ なわれたかどうかを直接に示す

個人の自由と幸福が保障される

﹁民主政治﹂という言葉は︑

O参政権の意義

二・

あります︒この運動が広範な協 ての一線を画し︑かn
かいうことがよくいわれます︒ るようになりました︒そこで社 ものであり︑それをなくするこ
選挙運動にわたらなL
国や地方公共団体についてはも 会全体の立場からこれらの問題 とは︑公明選挙運動の大きな目 力と支持をうけ︑発展を続げて
いるのは︑実にこの点あるが故 注意する必要があり宣
ちろん︑労働組合でも︑企業で を解決し︑個人の活動を調整す 的てす︒しかし︑公明選挙運動
ることになって︑はじめて真の の窮極の理想は有権者の一人 なのだといえます︒万が一にも
も政党等の政治団体の中でも︑
政治という言葉が使われます︒

のだということが認識され︑国 いう人物を代表としてえらぶの

一人が︑国政や地方自治にどう

この意味での政治とは︑広い意

く考え︑他人の指図をうけない

味では︑一つの団体の意志決定 の活動︑すなわち国の政治が果 が︑最も適当かということをよ
とその実行の指導とをい＼︑そ す役割が高く評価されるように
のような団体意志を具体的に遂 なりました︒こうして政治は積 で自分の判断にしたがって投票

行実現する活動と区別されます 極的に私達の生活をさ＼え︑保 し︑正しく明るい選挙を通じて 私達が毎日必す口にするほどの
日常語になっており︑またその

そのような選挙を実現すること 葉で私達の常識となっていま

した︒つまり︑﹁政治﹂という 代表︑住民の代表を選び出すー 意義についても︑いろくの言

このように︑およそ団体らしい 障する役割を持つこととなりま 真にその名にふさわしい国民の

団体のあるところ必す政治があ
るわけです︒このことを国にあ 骨組がしっかりしていてこそ︑

知られているもの＼一つです︒

ことができるというわけです︒

てはめると︑政治とは国の外交 その中で自由な日常生活を送る

施の指導であり︑これらを現実 こうして政治が分担する分野は
が︑常日頃から政治︑選挙につ

この言葉などは︑民主政治の意

方針︑国内政策の決定とその実

に具体化し遂行するのが行政だ ますく広くなり︑今日では私
いてのはっきりした考えを持つ

の権利を行使して代表者を選ぶ

成り立たないわけですから︑こ

しっかり根をおろしたもの︑自 民主政治を政治の仕組という点 例えぱ知事や市町村︑

こともっと具体的にいえば選挙

公民舘︑地区婦人会共催の中

各地で挙行

敬老会

なわれるところの民主政治が︑

にあります︒
す︒例えぱ﹁国民の国民による
このような公明選挙を実現す 国民のための政治﹂というリン 全部に聞き取れる綿
さ﹂が限度であった

達の日常生活のほとんどあらゆ

ということになります︒

ことが︑それも単に言葉として
義を最も適切に言い表わしな一一．口

る部分に及んでいます︒私達の

O政治と日常 生 活
由な活動を制約するものであり ぐ政治の責任が問われるように
分の身についたものとし︑更に から見ると︑民主政治は国民の 免を住民投票によ2

かって︑国の活動は市民の自 日常生活でなにかといえば︑す 知るのではなく︑自分の生活に 葉ですが︑これと見方をかえて す︒現在では直接民．
国の活動や役割を最少限度に制 私達の生活をより楽しいものと

の任務であり︑義務であるとい

に参加して投票することは国民

間接民主政治は︑

棄権は自由である﹂といわれま 両地区で挙行されてより︑去る

月一日高道山地区十月二日倉俣

すが︑これはこのような参政権 九月二十五日︑清津峡地区︑十
特に選挙権のもつ意義を充分に

だ代表者の手を通じ

わなけれぱなりません︒﹁よく 里村敬老会が︑春田沢︑貝野の

は︑主権者としての自覚と政治 選んだ代表によってすべての政 いわゆるリコール制

われるという政治の仕組である
と︑．．口えます︒

います︒

限しようという考え方が支配的 し︑明るく住みよい社会を作る

とが大切です︒この点︑公明選

る正しい関心と判断とを持つこ

して成長し︑常に︑政治に対す 国民の承認と監視のもとに行な

であり︑またそれでよかった時 ためには︑どうしても︑政治が 的教養とを持った立派な国民と 治が行なわれ︑すべての政治は 極く限られた場合に︑

◎公明選挙運動

す︒

代がありました︒しかし︑その 正しく行なわれることが必要で

後社会の構造が︑ますく複雑

化するにつれ︑一人くの勝手
民主政治には︑すべての政治 なわれるため︑代議

われますが︑この代 表者を選ぶ 理解しない誤った考え方であり 地区でそれぐ挙行され全部完

これについてはヤ

②七十五キロ︵二十〆︶程度の小

上の大貫物はあまり好まれない

一．物や︑百二十ニキロ︵三十〆︶以

乙と︒

の歩どまりがよい︒

価格は一般的には︑八︑九月

に

切だ︒

う任ブタの買入をやることが大

こと︒離乳後六ヵ月聞の飼育で一

経営改釜・
0

こんな借金もある

串しこみはいつでも良く︑

利率や期間は相変らす年五分 負債賓金などです︒
の二〇年です︒誰にでもかせる

金︑

疾病負傷資金︑災害資金に﹇

害が多い︒これはひろくいろん

秋あたたかで雨の多い年に被
いためつけられたが︑立ち直る

って

なソ惚．栄をおかすが︑甘．藍︑自襲

いとまもなくナパに

は三︑ゾ位の黒く光る甲虫であ

る︒大根を始め秋野菜には殆ん

又は水和剤一〇〇〇倍︑デルド

どつく︒防ぎ方はDDT乳剤︑

4︑アブラムシ

リン粉剤などがよい︒

アブラムシも大底の野菜につ
き各種の病気の仲介をするので

C乳剤五〇〇倍︑マラソンニO

防除を忘れてはいけない︒BH

行

メ

モ

O倍液を散布すること︒

一

火力利用は最︑尚三〇度Cま

◎乾燥機

で︒モミの高さは三〇〜四〇

虫の愁である．それにつ峯

磯に︒夜は火の用心第一︒

3︑キスジノミムシ
葉に小さな穴をたくさんあけ

最近︑水田の除草労力は︑除

目方の二割五分位の混合︒

てサイロに詰めこむ︒

◎イモズルは︑一日くらい干し

して

ドギによるものでヤこの

刈取後の牛コ ウゲ防除

るから︑しおれて枯れる︒成虫

スマ︑コメヌカなど︑イモの

ボルドー︑ダイセン五〇〇〜ヒ ◎イモヌカエンシレ︑ジは︑フ

芽が不艮で︑出来ぐあいも良い 悪臭を発生する︒防除は六斗式

白菜や漬菜類は被害は大きい

−︑白 斑 病

の病害虫にとくに注意しょう︒

害虫発生のシーズンである︒次

だ︒今角は秋野菜にとって︑病 OO倍を便用するとよい︒

とは云えない︒全く困ったもの

も︑本年の秋野菜は全般的に発 滞状となり後軟化して崩壊して

の被害が大きい︒病徴は初め水

ぞ

二室−戸台風で秋野菜も大部一

秋野

窒麟虫

麓勲鰹雛騒業奢貝会で受付けておりま

︵団体

とは各種の農研クラブや部落農
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