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もと思え︒

9●器路

①交通．事故をぜったいにおこ

④来客に対する接待の作法を

器 認闘 脚 駒闘 師鯛騙器 囎器闘認閃 隔岡闘附 器 騎雛 醜器

さないこと︒

▽どこの子どもも自分の子ど

度が身につくように︑しっか

②スキーによる事故を防ぐこ

子どもたちが︑ゆびおりか

いいたします︒

りしつけていただきたくお願

鮒

陥 騎 髄噂9鵬 醜脆

▽夜おそくまで遊ぴに出てい
るのは非行 のもと︒

ます︒

の作法を教えること︒

⑤よその家へ遊びに行くとき

⑥家扇をしっかりやらせるこ
と︒

⑦毎日を規則正しく計画的に
すごさせること︒

⑧学絞からの宿題を忘れない
こと︒

⑨学校できまったきまりは︑
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お知らせ

へ︑婚

ー年賀交換会i

の方は二百円を添えて十二月二

小学校で行ないます︒参加希望

新年村民年賀交換会を例年通
房ス♪︶通り山 り一月二日︑午前十時より田沢

上原ユキ子︵昌四︶荒

俣

樋口

墾墾翼麩墾奏丞ξ塁養塁塁ε丞整諾塁

鐙野ミツイ︵昌O東田尻

地方公共団体は住民に密接し

行政︑教育施設等々鷹接住民の

政をまかされているわけですが
税財源を適確に把握し長期的計
しかし財政面においては苦し 画のもとに︑他市町村にまけす

去り行く昭和四十三年を省り

ています．

すすめることが大事だとおもっ

格差をなくし︑広域的に行政を

たが︑これからは村の中の地域

く︑各種事業もほぽ完了しまし

この一年とくべつの災害もな

っています︒

して対処せねぱならないとおも

な現象はないが︑重大な問題と

ています︒当村においても急激

問題としてクローズアッブされ

方では人口過疎の間題が︑社会

ように︑一方では都市化が︑一

マスコミなどもさわいでいる

よう一層努力したい所倖です︒

生活が心配なく︑楽しく過せる

がたくさんあり︑少しでも冬の

多く︑豪雪には不安や不便︑損失

あります︒しかし︑まだ出稼者も

の生活に耐える時代は去りつx

み下さい︒

山田詳平︵二も十日町 十至日までに公民舘宛お申し込

高橋順子︵一一八︶名百屋

一雄︵三む倉

︷翻

︷雛

斉冨

●o騨

．藷

麟

雛的

改良事業六ヵ所︑橋梨新設一ヵ

｛｛｛｛｛｛｛｛｛｛｛｛｛

クタール完成

五十一万五千円︑十アール当り リユートポンプ一基︑合わせて

設︵変電所︶一式が︑二千五百

にすると十一万五千三百三十四 五千二百四十万円︑特高受電施

円の計算になるoや＼高額のよ

うに思われるが用排水路の舗装 六十二万円︑送電線工事︑鉄と
に︑U字管舗装で︑今後の維持
禰分がふくまれるからである︒開 う十九基全走三・九八〜桝︑三
千五百九十八万円︑朴木沢道路

含め計二億四千六百九十八万二

ここでは本年度実施された同事謹謹伴い地区内験露が 千百二十五層︑九百五十万円︑
酬手三百三・八層︑二千百十五万
用地買収補償費︑換地亭業費を

享実響れ越道の告から

で実施されている︒用排水路共 タールは来春実施︶で五千三百

1千三百五十KW一台︑多段ボ 重なる作付計画を立案中である

地に変えること﹂が市之越地区 十六・四ヘクタール︵内十ニヘク 次に揚水機械であるが︑モータ 及所︑役場︑農協等を中心に慎

ます開田工事であるが︑これ ポンプ場までの道水路︑二百六 千円の巨費であった︒地元関係
目︑開拓パイロット本来の計画
である﹁山林︑原野を農地や草 は︑はじめにも書いたように四 十一層が千三百六十八万八千円 者は初年度が﹁かんじん﹂と普

た︒本事業も起工後すでに三年 みよう︒

四ヘクタールの美田が完成し 業を事業費︑事業量別に上げて

一枚二十アール区圃の四十六・

年度実施事業は︑市之越地区に 管理の便を計った設計である︒

開拓パイロット亭業︑四十三

菊へ

段丘地開拓．ハ イロット

後の総仕上げという意気込みで ありますが︑各種事業を重点的 政の上でもとりあげられ︑昔の とともにますます健康で希望の
︐
とり組んできました︒このほか ・かっ計圃的に実施したい所存で幽ようにじっとがまんして雪の中 年をむかえたいとおもいます︒

から三ヵ年を経過し︑今年は最 財政運営には苦慮するところで ご存じのように豪鍔対策は国県 みて所感を申し上げ︑村民各位

事業は︑昭和四＋年の災害発生 もしなけれぱということが多く 活する季節をむかえましたが︑

さて︑また今年も雪の中で生

ています︒

を効率的に組入れてはきました 負担の軽減を実現したいと考え

村民各位のご協力を感謝してい い点もあり︑国葡よび県補助金 行政水箪の向上をはかり︑住民

調に進めさせていただいており

業はほぽ当初計画のとおり︑順 てまいりました︒

をあと四分の一残すのみで諸事 車︑患者輸送車購入等々行なっ

さて村としても︑四十三年度 所︑学校ブール建設︑消防自動 経済︑日常生活に結びついて行

だったことであります︒

かったこと︑農作物などが豊作 善亭業一ヵ所︑村道開設および 農業振興とか︑社会福祉︑道路

は︑いちばん心配した災害がな 着進んでいますし︑農業溝造改

といっても喜びにたえないこと 右岸段丘地開拓パイロヅトは着 く感謝いたしております︒

いるこの一年を省りみて︑なん 総合開発のための調査︑溝津川 のご理解ご協力をいただき︑深

鴨 ︒

教えること︒

みがやってきました︒子ども

また︑年のはじめは︑身の
③非行を防止すること︒

と︒

ぞえて待っていたお正月の休

がい︐ぱいあると同時に︑い

たちにとっては︑楽しいこと
ひきしまる思いで新しい決意

ろいろと間題をおこしやすい

▽浪費ぐせは非行のもと︒

おとうさん︑おかあさんへ

休みでもあります︒この休み 冬休みの生活指導
は来客の接待のし万や家亭へ

の協力︑おこづかいの使い方

と抱負を心にきざむ習慣を育

▽かけごとを自慢する家族か

など︑学校では身につけにく
いことがらを︑実際の生活の
てるのに最高の場でもありま

髄

らは非行が生まれる︒

場で教えるよい機会だと思い
す︒
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乳の消費は一日約三百七十キロ撃

でヌ

したもので

こ

ることになるロ

たとは

開拓県単嚢として総工費塁ができ経窺蛋大が実現され

去る＋一月＋

九日︑四十三年

名で皆勤者十六名︑精勤者九名

なお︑今年度の修了生は五十

こなわれた︒

沢小学校に於い

︻写真は栄養教室料理コンクー

で半数が受賞しました︒

建設課水道係

水道だより

ルご修了式︼

て︑今までの栄

室普及料理コン

募による栄養教

受講生からの応

養教室修了生や

午前中は︑田

れました︒

一てから．いかにして嚢推進を
了式がおこなわ はかるかと熱心に話しあいが翁

度の栄養教室修

︸た︒修了式後︑三グループに分
れ︑反省をかね︑各部落に帰っ

れに責飼養頭警蓼こと癒イプ輸送嚢の募︶

と推定されている︒中里村では ナ

乳牛は倉俣の開拓地原町部落だ

けであるが︑生産量は原乳一日

屡で村内の需要にも

分は︑村外から移入されている

不足している現状である︒不足

約百五十

が︑今後の一般消費の伸び︑学

それぞれ農家に引渡された︒和 大をはかりたいものである︒ま

牛導入事業は︑昭和四十一年よ た︑近年牛乳の消費は︑著しく

窒

︑

二・一♂層をバイプを敷設し︑

しい料理を︑というもので︑

約三十品の応募があり︑その
中から六品が選ぱれ実演されま
した︒

ては︑どうしたら皆様に御迷惑期したいと思っております︒従 るものであります︒御不審の点

たことと存じます︒係としまし用していただき︑給水に万全を ために量水器の使用をお願いす

た︒以上をよく各部落の区長さ せ下さるようお願い致します︒

をかけないような︑給水が出来来の放任給水の時代は過ぎまし がありましたら．係まで詫問合
るかと日夜検討しております︒

年を追って改善される各家庭ます︒又量水器は︑一個分取付
んだもの︒

さて︑中央水道では幸い水源ん︑並びに管理者の方女から理
いすれも︑アイデアに冨んだ
新
春文芸原稿募集
が豊冨でありまして︑現在の二解していただき︑冬期間には茶
味︑美しさは申し分のないもの
新年号﹁なかさと﹂文芸欄の
倍に使用水量が伸びましても︑ の間の話題に必す水道間題も検
ぱかりと︑おほめの諸好評をい
御迷惑はおかけしないだけの能討していただくようにお願いし 原稿を募集します︒
ただき︑みんなでたのしく試食
力を持っています︒これも量水ます︒尚︑各部落から要請があ ◎募集種目 俳句︑短歌︑詩︑
会を行ないました︒
随筆︵四百字以内︶
器による給水でなけれぱ出来なれぱ︑係もお邪魔して御相談相
午後からは︑役場議場に会場 いことであります︒
手によろこんでさせていただき ◎題 自由︑なるべく新春に因
を移動して主催者の中里村長か

の村営水道に翁きましても︑水水器を使用していただくという 用紙自由︑住所︑氏名︑年令︑

考えられます︒そこで︑各部落のため申添えます︒とにかく量 ◎応募方法

らの﹁生活改善指導者として︑
の生活状態︑それに伴って使用費も含めて三千円位ですが︑各 ◎〆切り
部落でのみなさんがたの御活躍 水量は増加の一途を辿ることが御家庭の負担となりますので念 昭和四十四年一月六日まで
を期待します﹂と挨拶があり︑

する に をすすめ

飲酒運転の追放
を

︸担区分となっている︒
㎜八人乗り雪上車︼

︻写真は

十五万九千円の負

六分の一づつの八

八千円︑県︑村が

四の三百四十三万

のうち国が六分の

五百十五万七干円

なお雪上車金額

というものである

ることができる︒

市町村に貸し付け

する場合に限り︑

の目的の用に供

といった公益上

おける利用

②災害︑緊急時に

修了証書と中里村食生活改善推

対に酒を飲んで運転することの

でヤこの
いて

月から四十四年十月三十日まで ①公共的な目的のための利用

にわ

源の確保は勿論︑第一条件であ騨ことは︑節水を目的とするもの 明記の上︑中里村公民舘宛︒

死産︑人工妊娠中絶の減少は︑

ないように︑皆んなが注意して

㎝ない親切

︸◎一杯位は大丈夫の一杯が話を

これ位は大丈夫だろうと思って

運転することが大きな事故とな

死者︑六人︵八人︶︑傷者百三 りますから︑運転する人は勿論

村は︑このほど八人乗り雪上

豪雪時の急患用に

雪上車備付

てあげて下さい︒

十三人︵百三十四人︶とな︻て のこと︑その囲りの人が注意し

おり︑この事故原因の主なもの
は脇見運転三十件︵三件︶歩行

者のとひ出し二十一件︵十六

スビード出しすぎ十三件︵十五

件︶徐行しない十六件︵十件︶

件︶酒よい九件︵二十一件︶無 車を︑県より借り受けた︒

っています︒

免許二件︵十二件︶その他とな 借受期間は︑昭和四十三年十一

画整理や農道の整備を必要と

近くの人が訪れ夜おそくまで

一E≡≡≡≡暑⁝一欄≡≡≡⁝三＝⁝一＝≡⁝≡⁝≡⁝一≡昌≡⁝⁝⁝≡脚⁝蓑≡曇⁝≡＝偉⁝≡≡三≡≡⁝ロ⁝三一⁝⁝≡⁝剛一⁝＝⁝鷺

毎年小正月の十五日昼年取

花見で賑う︒

とんど全部が松焼の場所に集

りをしてから︑部落の人のほ

村のすぐ下に昭和十五年に

する耕地が多い︒

ために開設さた︑養魚場︵県

一袋雪で作った大きな台に昇

箱︑子供は飴や落花生などを

払いがある︒大人はミカン一

まり︑厄年に当る人の合同厄

この地方の河川の魚族保護の

内水面水試中里支場︶があり

⑥

部落

中年の婦人︑若者︑老人子供

り撒くのだが︑若い娘さんや

っては転びミカンを拾う光景

入り乱れ︑転んでは起き︑拾

は昔からこの部落に続いてい

稚魚の放流や︑鯉仔の配布を

のセンターになっている︒

し︑この地方の淡水養魚振興

事で聯ある︒

る︒正月のもっとも楽しい行
︵Y・U記︶

位の桜が植えで︑あり花見時に

またここの構内には︑三十本

なると︑場内を解放してくれ

﹄⁝⁝一⁝≡⁝≡扁⁝＝⁝≡≡≡≡一⁝⁝一≡一⁝≡⁝爾＝⁝⁝⁝＝⁝＝＝畠≡≡三⁝⁝＝⁝︒≡＝⁝⁝＝＝⁝＝一⁝＝≡≡≡≡⁝一≡⁝≡≡⁝⁝＝一≡≡⁝⁝≡＝≡一＝⁝≡⁝三⁝≡一⁝⁝⁝一≡≡⁝一一昌ヨ一ヨ＝3﹂

いては省力農業のために︑区

るが︑整理された楮︑襖原を除

薪地はほとんどが平坦地であ

か杉苗が多く出荷されており

である︒農業は水稲︑野菜のほ

ム︑はたならでは明けぬ部落

通り山

︿部落紹介V

〜三軒︑昭和元禄きものブー

たに関係のない兼業農家が二

だ︒専業農家は四〜五軒︑は

つとめる入がいるかの世帯

出ばたをするか︑織物工場に

数五十そのうち約八割までが

＝≡⁝⁝⁝≡⁝一＝⁝≡⁝≡≡§

国道を山崎からわかれて南

㌦≡⁝三⁝≡⁝一⁝⁝≡≡≡≡＝

へ五百麿も入った所から通り

山の部落だ︒ます最初に住宅

に︑雲の半年間親のもとを離

が少しある所の右手の低い所

れて︑山地の生徒が共同生活

ある︒やがて部落の中心に入

をして中学校に通う寄宿舎が

ると︑けやきの老木が目につ

く村の鎮守十二社があり︑同

てあるのはこの地方では珍ら

じ境内に大日如来が合祖され

しいことだ︒村へ入ると︑あ

ちこちこちから﹁ガッチャ

ン︑ガッチャン﹂とはた織

まで競争するように続く︒戸

りの音が朝早くから夜おそく

と は

進委員の委嘱状が授与されまし

乳幼児︑妊産婦検診の好受診と
下さい︒

一月〜十月末まで︵

劇呼び︑話しがさらに盃を重ねる
︶内は 葡ことになりやすい

各地区における︑母子組織の体

度実績にっいて︑乳幼児死亡 しております︒今年こそは︑絶

り継続しておこなわれているが 一伸びて現任村内だけでもビン詰 牛乳を流し送ろうというもの︒

第八回母子衛生大会開く
r緕も醤︑ー：︑艶

優良児表彰と講演会
き鍵飛幹㍗︐・墾酪︸蓄ぐ
問題︑家庭の医学︑家庭の中の 常の早期発見︑早期治療が出来

去る十一月十五日︑第八回中 においては︑主に青少年︑婦人 重測定等︑この事業によって異 ◎今年の交通事故

里村母子衛生大会が児童舘にお

歳末には犯罪
が多い

なんとなく師
走はあわただし
さに追われ︑落
ち着かないもの

です︒郵便局や

農協への貯金や
払い戻しも頻繁
になる︒とにか

く十二月は記金
がたくさん動く

｝

一

︑筋

畜産振與の芽ばえ
をヨ

和牛二十五頭導入
中魚沼農業を一変させる苗場
山ろく開発構想も蒼々とすすみ 一と餐建今年は初年屡導

のよい子牛が生産されている︒

田が順調に進歩し︑中里村農業

目前には清津川右岸段丘地の開 入された牛から二十六頭の品質

雪の中の牛乳運搬に大きく労力

期出稼ぎ解消をはかってきたが

で︑同部落では乳牛の飼育で冬

農経営の将来は明るい︒ところ

の飛躍的な発展が実現されよう 一導入牛以外のものもあわせると 校給食等の需要を見通すと︑酪

としている︒村としても︑地区歪は三＋鐵上の隼が蓮

一さ鶴欝産の屡年

馴笙警二＋頭・肥育宙

ごとに立地条件を生かして農業
振興計画が立てられているが︑
なかでも畜産振興については︑

米作や養蚕とともに力を入れて ．荷四百五十頭︑一戸当o飼養頭 を要し︑ミルカーを入れても

いる︒その一環として和牛の産 一整頭以上となっているが・飼 飼養頭数を増し︑経営規模の拡

地化をめざしているが︑去る十 料生産基盤を改良し︑立地条件 大をはかることができなかっ

一

一月二十三日︑島根県産の優良 を生かして和牛を経営にとり入 た︒このほどようやく念願D原 クールが催された︒このコンク
今年は稀に見る長期に亘る渇
和牛の子牛二十五頭が導入され れることにより︑農業所得の増 乳パイブ輸送施設を完成した︒ ールは︑農家に普及性のある料
水状態がつづき︑利用者各位にりますが︑来年度を期して水源 ではありません︒むしろ御遠慮
これは原町部落から国道まで約 理で︑栄養があり︑安上りでみ
葡かれましては大変御苦労され確保すると同時に︑量水器を使 なく充分に水を使っていただく

ためがよく︑しかも食ぺておい

普及料理コンク＿ルも

いて開催された︒
法律などを指導している︑三条 た結果と思われます︒︻写真は 前年同期件数︑人数
発生︑ 百三十件︵百十一件 ︶
午前は︑十日町保健所長さん 市の桑原貞子先生から︑幼少年 母子大会優良三才児の表彰︼

はじめ︑来賓からの祝辞があり の育児についての特別講演があ
上村病院︑松沢小児科医長︑藤田 りそのあと﹁母子愛育会﹂の発

の報告など︑お母さん方は一日

﹁中里村の母子実態﹂について

歯科医の審査報告︑つづいて優 会式︑っづいて役場保健婦から
良乳児及び三才児︑五才児︑優
良母子衛生地区組織の表彰がお

なお︑中里村母子の四十二年

じっくりと勉強しました︒

すること︒

その他の盗犯防止を各自が注意

◎火災の予防につとめること︒

◎被害にかかった時は直ぐ警察
署︑駐在所へ届出をすること︒

年末︑年始の交通
事故防止について

年末︑年始は︑人と車の通行
が激しくなり︑しかも天候が悪
くなって︑スリップ事故︑追突
事故が葡きやすい時期です︒ま

た忘年会等で酒を飲む機会が多
く︑よっばらい運転をして︑死

り

㎜
ハ

一

こな われま した︒

午後は︑医師で県の社会教育

12月1日〜1月5日

◎戸締り等を厳重にして︑空巣

月です︒

年末、年始の防犯運動
亡事故等をおこす者が例年発生
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