鐵

繍

離縫
螺

藤
緯織

亭︐蚤懇

難

職鱗

灘縫

縦 冗幹汁︸覧

トラスーパークイズ、ウナギつかみどり）

成人式（対象者S39．4．2〜S40。4，1、総合センター8：30〜）

16

心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00）

團

削難」

休日救急医（第2藤巻医院壼68−2018）

碑，

、騰，蕪

、㍗N，購鑛

㈹
商工会青年郁野球大会（刈羽村）
少年の主張、十日町・中魚沼地区大会（川西中学校13：30

21 （水）

23

〜）

母親学紐・妊娼検診（右参照）心配ごと相談日（老人福祉
センター13：00〜16：00）

㈹

高齢者講塵（津南町との交流会10100〜）

灘灘

休日救愈医（中条病院豊57−3018）

レントゲン検診（右参照）

26馬
（月〉

レントゲン検診（右参照）

27（火）

灘
2

（月）

4

（水）

レントゲン検診
8月26日 9：30〜10：40／藤田正重宅前／小原、桂
10：50〜11：50／干溝集落開発センター前／干溝
1：10〜2：10／荒屋神社前／荒屋
2：30〜3：00／芋沢お堂前／芋沢

レントゲン検診（右参照）
心配ごと行政相談日（老人福祉センター13：00〜16：00）

29（木ノ

休日救急医（上村病院魯63−2111）

交通事故穆動相談所（十日町市役所10：00〜15：00）

レントゲン検診（右参照）

レントゲン検診（右参照）
5

（利

心配ごと相談日（老人福祉センター13：00〜16：00〉

6

㈹
休日救愈医（津南病院魯65−3161）

畢簿。

§

8｝

綴耀

9 （月）

10 ㈹

お忘れ怠く

診

母親学級・妊揚検診
8月23日 8：30〜9：00／保健センター／妊娠中の栄養、家
8月23日 13：30〜14＝00／上村病院
族計画

レントゲン検診（右参照）

28（水）

噸確《確癒確《確遙確確礁確確確確確確題確確確慈確蓮確確確確
へo︐一

轟硝欝

飲酒運転遮放の日

へ︒し

轟雛饗竈
趨馨欝鑓

20

田沢本村服部国治さん

村制施行徽1翻二麟流し（P1。参照）｝

15 （木）

いにほうらく芝居︵無料で人に

清田山自然運勘公園まつり（オリエンテーリング）ウル

昭和三年四月︑わたしの父親
が左官業を始めて二十周年の祝

ランド）

見せた芝居︶をやったときの写

14 （水）

国鉄信濃川水力発電唇開発計ロ工事起工式（宮中村民グ

真です︒そのころは︑貝野村に
歌舞伎役者がいましたのでその

12 （月）

一座を頼んできました︒たしか
当時の金で百五十円かかりまし

燃ねる幽

シートベルト・ヘルメットを着用しよう〃

1哩囎
闘継、蚕…灘

た︵当時職人は日当八十銭︶

響i灘休日救急医（津南病院065−3161）
1讐
7レンドシップイン妻有G O（ウオークラリー懇談会）

躍く㌔㎏

二日も三日も前から青年団や

8月11日〜9月10日

灘

、灘

した︒当日は︑近隣の村々から

驚

（1◎

消防団が舞台かけをしてくれま

灘．

で集まってとてもにぎやかでし

●o

マ と

◎

おおぜいの人たちがワラジばき

，

騒 、旨

階審蟻

広報噸

60．8．10

た︒わたしが十九歳のときの思

馨。

349

単執彰きき§ききき単き単響㌻きき勤紘単攣きむきむき歎瓢き単彰き

No．

畿

8月27日

9＝30〜10：20／市之越集会所前／市之越、鷹羽
10＝40〜11：20／東田沢神社前／東田沢、豊里
1：00〜1150／どさんこ前／田沢
2：00〜3二〇〇／如来様前／如来寺

8月28日

10：00〜10＝40／田代生活改善センター前／田代
11＝00〜11：20／下山神社前／下山
1＝00〜1：30／清田山神社前／清田山
1：50〜2＝50／重地中村屋商店前／重地

8月29日

9：30〜10：00／新里集落センター前／原町、新里
10：20〜11：50／倉俣診療所前／倉俣
1：20〜2：10／芋川公民館前／芋川

9月4日

胃藁団検診

胃薬団検診
交過安全家廃の日

9：30〜10：30／土倉分校前／土倉分校生徒、職員、土倉、倉下
10：50〜11：50／清津峡小学校前／清津峡小生徒職員、角間・葎沢

1：10〜1：40／清津峡小学校前／小出
2：00〜2：40／東田尻集落開発センター前／東田尻、西田尻、西方

9月5日

※変更する場合があります。御用の際は担当課で確認を。

■胃集団検診

9：30〜9：50／白羽毛稚蚕飼育所前／高道山小生徒職員
9：50〜10：20／白羽毛稚蚕飼育所前／白羽毛、程島
10：30〜11：30／樋口文市宅前／高道山、朴木沢、朴木沢新田
1：10〜2：00／樋口敏雄宅前／通り山、桔梗原、芋川新田

1鵬二ll目1後日通知文を配布します・

1Rqo

おおぜいの参加者で盛り

この紅白大玉送りは大変見

上がった体育祭の中でも︑

ごたえがありました︒おお
ぜいの人の手がむかでの足

運んでいました︒

のごとく働き大玉を後ろに

鰯竈総困

いま︑役場では村制三十

わです︒みんなが参加し楽

周年祭の取り組みに大わら

しめる企画にしたいと︑各

種団体の代表者などをまじ

いよいよ︑本番を迎えま

え進めてきました︒

す︒一人でも多くの人たち

から参加していただき︑村

制三十年の歩みを共に祝い

連日暑くてまいってしま

ましょう︒

いますが︑ハンドルを握っ

たらシートベルトを締めて

お願いします︒

心を引きしめ︑安全運転を

O

O

の

の︒力鋸．

いがあるようです︒田舎の

の男性がいるかいないか迷

結びつくため︑自分の理想

の場合︑帰ることが結婚と

いんですよ︒しかし︑女性

にUターンしたいという希
望を持っている人が案外多

出て三年くらい経つと田舎

ネックになっています︒

桑原

んだけれども都会に出てい

一人〜二人は娘さんがいる

んいました︒今でも一家に

職場が無いという答えでし

女性十人くらいに聞いてみ
たのですが︑一番の問題は

樋ロ 村外に出ている若い

が増えているようですね︒

よ︒けど最近は三人産む人

わせてそのくらいの人数だ

樋口

深刻な問題ですね︒

るんですって驚きましたね

歳の独身男性が百五人もい

広田 村内に三十歳〜四十

人口の少ないことが

山田 百姓だって︑何だっ

中里村と津南町を合

Q

若い男女が交流する

研修会を開きました︒この
中で︑農業問題や出稼ぎ問
︑

会とダンスの交流をしたり︑
津南町︑栄村と三町村合同

いたころは︑十日町の青年

なっているのは残念ですね︒
山田 我々が青年会をして

機会が少なくなっています
ね︒村全体の青年会も無く

広田

いるのではないでしょうか︒

男女の交流がうまくいって

んです︒こうした中で若い

大氏を招いたイベント等を
青年会が企画運営している

です︒どういうのかといい
ますと︑永六輔氏や中村八

スムーズにいっているそう

鉢という集落では︑結婚が

ますと十日町の

くところにより

た︒わたしの聞

と思っていまし

嫁不足を考える

O

ング． 健紹 ん刀
O

の模様を紹介します︒

過疎地の多くは嫁不足間題が起っています︒
我が中里村も例外ではなく三十歳〜三十九歳の
独身男性は百三人もいます︒十日町の織物の景
気が良かった二ろはどの会社にも若い女性が多
く活気を呈していました︒しかし︑現在︑村内
に勧める若い女性は数えるくらいしかいません︒
今回は︑嫁不足問題にスポットを当てた座談会

桑原

いるのですが︑雪の多さも

もつ自然の豊かさは認めて

ら言われたもんですよ︒子

も三人は産むように病院か
ている人は︑婿とりが多い
ですね︒家の娘の高校の同

どもを産むころは︑最底で

どもの数が減っていますね︒

そもそもの原因ではないで
た︒高校を卒業し︑村外に

娘さんで地元に残っ

広田
は婿とり一人だけです︒

級生も村内に残っているの

しょうか︒わたしたちが子

そうですね︒わたし

山田
二人くらいになったんです

たちの年代ころから多くて

わたしたちの若いこ

がよくて︑女の人がたくさ

ろは︑十日町の織物の景気

樋ロ アンケート︵P5参照︶

か︒

も男性は男らしさ︑女性は
やさしさではないでしょう

くなっていますが︑実際に

とにも真剣に立向っている

熱を燃やしていれば︒何ご

これは想像していた以上に

の結果では︑農家に嫁いで

るケースが多いですね︒

もよいという若い女性が多
嫁話を持っていくと﹁そこ
の家は農家かい﹂と必ず聞
人に魅力を感じるのではな

ていいんですよ︒仕事に情

かれます︒親の意見と子ど

もの意見に食違いがありま
いですか︒自分のことです

が︑嫁さんを迎えるころは

感じ︑水稲と畜産の複合経

山田

すね︒

百姓で生きようと決めてい

樋ロ

営を試みました︒女房とは

を共同でやるんですよ︒そ

ました︒しかし︑土倉の猫
の額のような耕地に限界を

動に移せない︒積極性が足

内容は百姓の事ばかりでし

二年間も文通をしましたが︑

好きな人がいても行

りないと思います︒

の時︑若い娘さんをもって

家の方では︑田植え

桑原 とってもいい人なん

いる母親が自分の娘は百姓

のところにやりたくないが

た︒

広田 自分から若い女性と

息子のところには農業をし

だけど︑女性から見ていま

とが大切ですね︒チャンス

知り合うきっかけを作るこ

の嫁さんがないのは当然で

に追われている現状ですね︒

んどうするんだいと聞くと

三十歳を過ぎた男性に嫁さ

繰

灘
繍

騨

鱒

﹁いないんだから仕方ない 鞭

よ﹂と本人が投げやりの気
すね︒

二十四〜五歳のころ

持になっている面がありま

山田

あそこの家にいい娘さんが
いると聞いて︑直接両親に

たのみにいったことがあり

多い独身
男性
左表で見る通り︑三十一

は八十五人います︒これを

歳〜四十歳までの独身男性

推計人ロの三十歳〜三十九
すと一七％になります︒ま

歳の男性の数で割ってみま
た︑独身女性を見ますと︑二

十六歳〜三十歳までの人は
なつています︒

三十八人ときわめて少なく

上記の表でも︑二十歳〜
二十四歳の女性が男性の数
す︒それだけ︑若い女性が

に比べて少なくなっていま

村外に出ているのではない
でしょうか︒

年齢別独身男女

末調査

若い仲間が集った若人納涼大会

ロ

題を話し合いました︒当時
も青年会への女性の参加は

少なく︑役員が娘さんの家
に行って親の了解を得て仲
今︑若い娘さんがい

間に入れました︒

桑原

ても︑どこにどういう娘さ
んがいるのかを知らないん

です︒恋愛関係は︑同じ職
場だったり︑趣昧の会など
でお互いの人柄を知らない
とできませんからね︒

にはけっこう若い男性がい

山田 居酒屋やパチンコ店
るんですが︑こうしたテー
ブルを囲んで話し合いをす

が少ないですね︒

結婚は

性がほしいですね︒青年会

は自分で作るくらいの積極

はないでしょうか︒

広田

その男性を好

活動やサークル活動のよさ

桑原 最近︑勤務形態が多

16人

o

を親が話してやることも必

ます︒うまくいきませんで
したが︑男はこのくらいの

卜︐藍

わたしの親類の娘の

積極性が必要だと思います︒

36歳〜40歳

192人 40〜44 197人
ことですが︑見合いをした

桑原

69人

217人 35〜39 176人

男性にことわってもことわ
っても追いかけ回され︑そ

31歳〜35歳

265人

の情熱に押されて結婚しま

38人

1鯉嚢繋

です︒彼氏の情熱はたいし

120人

231人

した︒今はとても幸せそう

26歳〜30歳

♂

F煽』
「㎏

〆

ることなどは敬遠しますね︒
趣味の会にも若い人の参加

成人式に集う若者たち

O

で
195人 25〜29 189人

たもんですよ︒

172人 102人

228人 15〜19 184人

（土倉）

きになること
ですから男ら
しさが必要で

箋︑︒

21歳〜25歳

歳 歳

山田和成さん

女

鱒嚇醸嚇融ら鞭麟講・

璽簗禦

o

227人 10〜14 228人

▲

30〜34

o

様化し︑みんなが一日一日

（上山）

要ではないでしょうか︒

樋口，宏さん

すね︒昔も今

箋

『

男

齢
年

灘磯、

男継

122人

o

ひとつ魅力がないんでしょ
うね︒

真剣に討論する出席者

20〜24
155人．

o

てくれる嫁さんがほしいと
言っている︒これでは農家

贋雛『
δ．

（2）

閥b． 349 60．9．10
60．8．10
349
Nb．

と

ミqo

マ
◎

広報噸
（3〕

ぎ砂．

濠嘱

よい面は見習おうという姿
桑原

な態度が必要ですね︒

自分は自分の立場で

勢が必要ではないでしょう

の気持が大切ですね︒嫁さ

樋口

ことではないでしょうか︒

入ってもらうことも大事な

広田 娘さんの両親に気に

姿勢が必要だと思います︒

一生懸命やっているという

んを特別扱いするのではな
彼女との電話やデートの送

嫁さんを迎える家族

樋ロ

るようにしたいですね︒

くごく普通な形で迎え入れ

か◎

と話しをしますが︑今の姑

山田
ってほしいですね︒

り迎えの際も礼儀正しくや

商売柄おおぜいの人

さんは︑嫁にきたとき姑に
仕え︑今は嫁さんに気を使

要ですね︒嫁と姑の中をう

桑原 お互いにプライバシ

すね︒

樋ロ

まく調整するのも男の役割

話し合う雰囲気が必

っているという話が多いで

ーな時間をもって︑あまり
干渉し合わない方がいいの
に︑嫁さんを迎えたときの

交際をしている期間
広田

て︑若者の声を生かした大

ますのでこのときを利用し

うでしょううか︒

山田
作り都会から若い女性のア

問3 あなたの理想の男性像は？

（40％

圓さん田沢地区鰻
兄妹や親思いの人︑家庭
を大切にしてくれる人が好
きです︒自分の考えをしっ

自分の考えをしっかり持っ

かりもっている人がいいで
すね︒仕事に情熱を燃やし︑
ている人がいいです︒

団さん貝野地区護

レで！饗驚笠欝撃

◎◎◎◎◎◎◎

1◎

竃㈱

蕊7◎◎
鮭
漏

親は身近かな協力者
倉俣斎喜トミョさん

・講ギ

を通わせています︒

夜はお休みの言葉をかけ︑互いの気持

ます︒朝は︑お早ようのあいさつを交し︑

り身近な協力者でありたいと思ってい

な家庭を築きあげるための陰の力であ

親は︑息子夫婦が共に助け合い幸せ

と書いてあります︒

たやすいことは﹁人に注意すること﹂

難しいことは﹁自分を知ること﹂一番

いました︒浬盤の教えにこの世で一番

ネハン

言葉や動作は絶対に慎みたいと思って

を求めていきたい︒自分でいやだった

娘を迎えるのですから︑話し合いと和

二十数年も手塩にかけて育てられた

映qo

います︒

今回の特集にあたって︑

すばらしさを幼いころから

子どもに教え︑自らも農業
しょうか︒

に燃えている人ではないで

てか九割の人が同居を望ん

また︑同居についても︑
夫婦共稼ぎの世相を反映し

アンケートでも︑やはり男

理想の男性像については

でいます︒

性五十人にアンケート調査

らしく頼りがいのある人を
求めています︒男性への男
答率五〇％︶

若い女性は農業を好まな
いものと考えていましたが
人が農家でもよいと答え︑

いう人が全体の七割を占め

が︑村内に嫁いでもよいと

これもうれしいことです

昔も変らないようです︒

中でも四人が専業農家でも

ています︒まさに独身男性

います︒

から︑お互いの人柄を知り
合う機会が絶対必要だと思

互いを好きになることです

する必要性です︒結婚はお

ークル活動に積極的に参加

たことは︑青年会活動やサ

今回の特集を通して感じ

になりました︒

村を愛し真剣に考えている
姿勢がうかがわれ大変参考

ですが︑それにしてもこの

考え方が気にかかるところ

アンケートに回答してく
れなかったあと二十五人の

の奮起が望まれます︒

よいと答えています︒何と

この回答を見ますと七割の

らしさを求めるのは︑今も

を実施しました︒︵左表︑回

二十歳〜二十五歳の独身女

自然とともに生きる農業の

しごとはしないようにしようと話して

と姑がケンカをすると中に入って苦し
むのは息子であり夫でありますので隠

まれ趣味に生きる幸せな毎日です︒嫁

嫁と思わずわが子と思い今は孫に囲

ートしました︒

した︒このときから我家は新しくスタ

に聞くことなどいろいろと話し合いま

互いに分からないことがあったら素直

魏欝醜辮難弊露圃葬

こ鱒栃雄飴誓耀骸難賢

け欄＠

地域の行事にもっと青年のカを
・あらゆる可能性を秘めている

だと思います︒

ではないでしょうか︒

ことを家族で話し合うこと

桑原 津南町では︑仲人嘱
きなイベントを試みたらど

ます︒その人の二言が大き

が大切ですね︒

る機会を作ることでしょう
ね︒一人一人の欲求が違う
の若者が都会から田舎へき

な励みになると思います︒
桑原 お盆には︑おおぜい

なあーと思ったとき︑その
ことを相談できる人生の先
輩的な存在が必要だと思い

いことでいがみ合っている︒

山田
広田
ひやってほしい︒

ので難しいでしょうが︑ぜ

若い男女が交流でき

姑にしてみれば﹁昔はこう
渉しませんでした︒これか

わたしのすることに全く干
らの姑は賢くならなくては
やっているそうですが︑行

託員︵九名︶制度を作って

嫁と姑はささいもな

してきたんだ﹂という考え
ちょつと気軽に話し合って
と考えています︒

家のおばあちゃんは

が全面に出てしまう︒もう
ほしい︒

樋ロ
樋ロ

嫁の寒いときは姑も

広田 嫁さんも︑姑さんの
に乗り出してほしいと思い

政側からこの問題に積極的

身男性が百五人もいるのは
ルバイトを募集しました︒

って相談にのってやること

したそうです︒こうした奇

対策として﹁助っ人制度﹂を

桑原
大きな問題です︒早急な取
これに対し︑五百〜六百人

長野県の川上村では

いやりと感謝の気持が大切

寒いんですよ︒お互いに思
農繁期の過重労働と嫁不足

決めた方がいいと思います︒

り組みが必要だと思います

三十歳〜四十歳の独

ます︒

決めたら必要以外は手を出
身内の人が親身にな

嫁と姑の家事分担を

さない方がよいのではない

樋口

ではないでしょうか︒

でしょうか︒

の応募があり︑こうした中
で三十組のカップルが誕生

が一番大切ではないでしょ

抜なアイディアが必要です

い事にこだわらない人が好

親に対して自分の意見を

っぱってくれる人がいいで

スポーツマンで男らしい
人が好きです︒わたしを引

きちんと言える人がいいで

ね︒

うか︒身内の人からあきら
思います︒

めてしまってはいけないと

山田 見えを張ってもいず
広田

自分があの人好きだ

れは分かるんですよ︒率直

すね︒これからはますます
きです︒

すので︑家事も手伝ってく
れる人がいいですね︒

回さん高道山地区−・歳
話題が豊富で︑相談にの

稼ぎに出ない人がいいです

経済力と包容力のある人

団さん田沢地区護

すね︒

すね︒性格は︑やさしくて
気の長い人が好きです︒出

ね︒

團さん田沢地区駕

ってくれるような包容力の
ある人が好きです︒一見し
ぶい感じの人がいいですね

圃さん田沢地区護

共稼ぎが多くなると思いま

電話で聞いた理想の男性像
囚さん貝野地区護
仕事に対してまじめな人

嫌いなタイプは︑やる気の

が好きです︒他人にやさし
く己に厳しい人が理想です
ない人です︒

固さん田沢地区護
気さくで明るい人が好き

圃さん田沢地区−・歳

グングン引っぱってくれ

・活気があり、交通網が発達していて便利

です︒農家でもいいけど︑

余程のことがあってもお

が好きです︒積極的な行動

はいと答えた人の主な理由

﹁俺についてこい﹂という頼

る積極的な人が好きです︒

知
いいえ

りがいのある人が好きです︒

こらないで︑いつもニコニ

・共稼ぎするにも職場がない。

の中にやさしさがある人が

すか。

︑．．！．㌧．．碧・ひ．マL凌ξ曾臣∵・顧9︑．．︾6

・雪が多く良い職場がない。

健康でしかも経済力のある

問2 あなたは夫となる人の両親と同居を望みま

心強いことでしまうか︒こ
の四人を育てられた両親は

いいえと答えた人の主な理由

コしている包容力のある人

．啄ジめ．プ冒気ゆ．㌧3だ毎悪リザ愁．︑︒

ありますか。

団さん田沢地区護

専業農

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
9人（36％）
し、いえ，

いいですね︒

すか。

馨
すか。

人なら言うことありません

17

人㈹

監＝

がいいですね︒あまり細か

（2つ以上○をつけた人がいるため回答者数より多い

経済力のある人がいいで

8人（32％）

はい

・り

1人（2％）

純粋な人

い

7人（16％）

明るい人

ケ

9人（20％）

やさしい人

ヤ
⊥刀
ト
剛

・人間関係のわずらわしさがない。

農業後継者の手で行われている9月の集い
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0人

カッコのよい人

杁知鮎
1㈹で
計 家

18人

頼りがいのある人

︒

ア
の
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10人（22％ ）

経済力のある人

ン

独身女性へのアンケートか1

こんな
16人（64％）
し、
は

3人（12％）
3人（12％）

いいえ

●Oo

あなたは中里村に嫁いでもよいと思いま
問5

あなたは都会に対してあこがれが
問4

徹
い
は

一8人（32％）
し、いえ

4人
兼業農家の方がよい総人
し、
は

あなたは農家に嫁いでもよいと考えていま
問1

●．︒
・
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中里村民憲章
私たちは︑自然に恵まれ
たこのすばらしい郷土に誇

りをもち︑みんなで心をあ

わせ︑中里村の限りない発
展を求めてこの憲章を定め
ます︒

一︑自然を愛し美しい村を
つくります︒

一︑健康で働き明るい村を
つくります︒

一︑愛情を豊かにし心あた
たかい村をつくります︒

一︑教養を深め文化のかお
り高い村をつくります︒

七月二十五日︑午前十時から中里中学校体育館
で︑中里村村制施行三十周年︑中里村立中里中学
校開校︑総合事業竣工の三つを合わせた肥念式典
が開かれました︒この式典には︑君県知事代理︑
高鳥︑自川両衆議院議員︑長谷川参議院議員など
多くの来賓の他︑県の出先機関の長︑村政事務嘱
託員︑中里中学校生徒など約五百三十人が参列し

は先輩諸兄の意を体し︑行

式辞として︑

﹁わたしたち

開式にあたり上村村長は

村の木・花制定発表が行わ

名誉村民制度の制定発表︑

かに朗読しました︒続いて

年保坂みゆきさんが声高ら

制定発表が行われ中里中三

盛大に行われました︒

治体の本義に基き︑自主性

田五郎氏︑元議会議長斉喜

村長高橋幸作氏︑元村長藤

村政特別功労者には︑元

ました︒

花には﹁ユリ﹂が制定され

れ︑村の木には﹁杉﹂村の

政の見直しを行うと共に自
を重んじ公正を期し冗費を
削減し住民福祉の向上に遙
進する所存でありますので
関係皆様の格段のご指導と

ご協力をお願いします﹂と
話しました︒

子氏の四人が選ばれ表彰状

と記念品が贈られました︒
続いて総合事業経過報告
と中里中学校の経緯の説明

来賓祝辞には︑地元選出

恥ないような校風をつくり

を大事に使うと共に他校に

が行われた後︑中里中学校
じめ新潟県知事︑新潟県教

の臼川勝彦衆議院議員をは

れました︒

をいただきました︒

十周年の祝と励ましの言葉

育長等七人が登壇され︑三

ます已と力強く話しました︒

のシンボルとなる校歌の発

包むさ緑︑清流そそぐ信濃

高鳥修衆議院議員による万

﹁苗場のふもと

表が生徒全員の斉唱で行わ

川︑ああ我等⁝⁝﹂生徒た
ちの声高らかに歌う校歌発

で村の発展を願いました︒

むよあず

﹁三寸流れれば元の清水﹂

といわれたのは遠い昔のこ

とです︒それだけ河川には
自然浄化作用があります︒

役場で広聴会などを開催し

ますと︑必ず河川の汚染問

みますと河川をきれいにし

題が出ます︒しかし︑わた
したちの生活を振り返って
ようと努力している人が何
人いるでしょうか︒清津川
や信濃川などの流量の多い

河川では︑自然浄化作用も

一入一入の

嗣︑
⁝響
韓︑瀧顕鰹．

7

〆γ

を持って実行したいものです︒

ましたが︑良いことは勇気

です︒先般の村づくりフオ
ーラムの中の主張にもあり

ですが実行に移すのは大変

言葉で言うのはたやすい

ています︒

や悪臭につながるといわれ

植物性プランクトンや藻の
異常発生を促し︑生物の死

剤を使用するくらいは心掛
けたいものです︒リン分は

使用を定めています︒わた
したちも︑せめて無リン洗

染を防ぐため無リン洗剤の

滋賀県の琵琶湖では︑汚

なっています︒

込んで河川の汚れの原因と

炊事用の家庭雑排水が流れ

河川の汚れく心掛けが必要

才三唱が行われ参列者全員

式典の最後に地元選出の

表に︑参列者も心を新たに
新生中里中学校の発展を祈

続いて︑中里中学校建築

りました︒

に功績のあった株式会社塚

田設計事務所︑前田建設工
では有限会社星野建設︑校

業株式会社︑総合事業関係

に感謝状の贈呈が行われま

歌作詞・作曲された︑上越
教育大学助教授︑小林賢次
氏と同大学助教授柳沢剛氏

謝辞に立った中里中学校

した︒

﹁すばらしい校舎を与えて

生徒代表︑岡村啓幸君は︑

いただきありがとうござい

ました︒これからは︑校舎

ことのできない自分の人生だから、今を大輪器望罐お死麓
ことのできない自分の人生だから、今を大

政治氏︑上村病院長上村正

窃φ雲誤饗葭艘麗鷲鷲霧1築凝駄考釜重魏寛

この後︑中里村の限りな

のである。自分の命は取りかえのきかない
もの、また代ってほしくとも代ってもらう

い発展を求めて村民憲章の

夏休みです︒子どもたちは︑海や山へと忙しい季
節です︒しかし︑子どもたちの生活習慣が乱れやす
いのもこの時期です︒﹁服装︑髪型等に気を使うよう

非行の原因は

人と二・二倍に増えています︒

に走らせないようみんなで気をつけましょう︒

になった﹂など子どもたちの変化に心を配り︑非行

我が子に限って・⁝：補導

された少年たちの親の声で

非行の原因は︑少年より

大人に

昨年十日町警察署管内で

自動販売機の点検を行う
o

す︒

むしろ大人側にあるのでは

らは︑青少年を非行に走ら

を助長する風俗営業︑これ

低俗な番組︑金もうけ主義
のビニ本︑青少年の性非行

上げるためのメロドラマや

ないでしょうか︒視聴率を

補導された少年たちの数は
刑法犯︵万引き等 ︶ 七 十 三

為︵深夜はいかい等︶七百

人︑特別法犯︵シンナーの
乱用等︶二十二人︑不良行
六十九人となっています︒
この数字は前年対比一三六

せる大きな要因です︒

臨

幹と増えています︒

進んでいません︒

大きく︑目に見えた汚染は

しかし︑わたしたちの家

脅

ン〆

︑賦

ヲゆ
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篇舞
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臓毒夢・ギ『ゲ

の近くを流れる小河川は︑

懸

ら流される多量の洗濯水︑

鑛

当村では︑こうした風俗

切にして悔のない人生を送らなければなら
切にして悔のない人生を送らなければなら
までいち きて生はしまお
ない。決して誤った道を歩いて自分の人生冒離纏顯隷顕
ない。決して誤った道を歩いて自分の人生
に汚点を残さない生き方をしようではあり
に汚点を残さない生き方をしようではあり1うどでつ
いつでり克てつ

ませんか・

流量の少ない所に︑家庭か

凡

ノO茸臆掻鷲軽
ち しのす育中も うど

−／
一「
♂ P
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村民憲章を朗読する保坂さん

必ず栄光が待っている。この栄光を求めて
一生懸命努力し精進し、一日一日を大切に
生きることが自分を大切にしていることな
生きることが自分を大切にしていること引にっけ子し学らでもス

営業も少なく良い環境が保

からである。しかしこの道を通ったならば

最近の傾向では︑刑法犯

狭くて小さい道はとても入りにくい、そ
の道に入るためには入るべき努力が必要だ

特別法犯は増えていません

に気がつかない。

たれています︒しかし︑現

いからである。しかしこの道に入った人は
自分の大切な人生をそまつにしていること

が︑不良行為で補導される

は努力も、精進も勤勉も根性も何もいらな

在のマスコミの影響は大き

門より入れ、これは聖書の一節である。
広くて大きい道はだれでも入れる。この道

少年は︑昭和五十五年の三

滅亡の道は広くて大きく栄光の道は狭く
て小さい、1栄光を求めんと欲せば先ず狭き

く︑校内暴力などのニュー

濱野孝司さん

百三人に比べ︑六百七十四

泉龍寺住職

一︑創意をこらし活力ある

・手
織な

人生を

村をつくります︒

！蘭詔

悔いのない

◎ マ

広報か

すばらしい校風を・つくりたい
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繍繋︑

︑︑笑いと濃．熱戦
三〇周年記念体育祭

村制施行三十周年記念事
業の一つとして村民体育祭
が七月一・一十八日︑中里中学

記念事業の一つとして早く

校グランドで開かれました︒

から取り組んできたことか

ら千人を越す参加があり盛
大に行われました︒

整然と入場行進が行われ
た後︑中里中学校三年生の

山本秋彦君が聖火をもって
入場し聖火台に火を灯しま
した︒

村内を六チームに編成し
紅白大玉送り︑水くみレー
ス︑長なわとびなど十八種

体育祭に花を添えた鼓笛隊・田沢小

地区︶が獲得し第二位に第
三チーム︵干溝︑荒屋︑山

崎︑通り山︑桔梗原︑芋川
新田︶第三位に第ニチーム
︵上山︑田中︑小原︶が入

りました︒大会に花を添え
きました︒

た応援賞も第四チームに輝

︑幽

や
織︑糠

大好評ソーメン流し（清田山自然運動公園）

優勝は︑昨年に続いて第

跳びあがるタイミングが難しい長なわとび

入れるよりも二ぼす方が多い水くみレース
力の入った腕ずもう大会（七ツ釜）

目に汗を流しました︒

四チーム︵高道山︑清津峡

二十一日は︑三地区でそ

だましました︒

第十五回清津峡まつりが︑清

れぞれウナギのつかみどり︑

七月二十巳︑二十一日︑

津峡︑清田山自然運動公園
各種の催しが行われ︑訪ず

腕ずもう大会︑深山市など

した︒

れた人たちに喜ばれていま

七ツ釜で開かれ︑延三千人

清津峡温泉山車初のお目見え

が訪ずれ素朴なまつりを楽
しみました︒

二十日の前夜祭は︑清津
峡地区で昨年から安全祈願
悪魔払いの行事として︑三
人の山法師による採燈大護

摩がたかれました︒燃える
炎と山法師が繰り広げる神
雰囲気をかもしだしていま

事はとても威厳と幻想的な
した︒また︑今年初めて温
泉山車が登場し︑二百五十
年前に堀られた薬湯をつめ︑

訪ずれた人に少しづつ配り

清津峡小学校生徒と地元

謙鎗

ました︒

毒
襲鼻』
濃

ヤず
ザ
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ガ
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青年たちによる清津峡たる
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清津峡まつり
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広報かかマご

ず
応援賞も母ちゃんのおかげ

ばやしも新曲ができ︑力強
いたる大鼓の音が渓谷にこ

幻想的な雰囲気が漂う

ゆ ハリ ノぼ

ぬ

母ちゃんいくぞ一・ちょっと待って

配鏑■岩■■』盈1

一
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繋

雨にも負けず太鼓を打鳴らす

藩

、

噸縄幽 一羅、．欝響

糠％鞭、．．、鱒騨欝

1良qo

力
口

すのでご連絡ください︒

要領が役場総務課にありま

した︒応募を希望の人は︑

お題は﹁水﹂と定められま

昭和六十一年歌会始めの

歌会始めのお題は﹃水﹄

の黙とうをしましょう︒

分間︑家庭で職場で一分間

八月十五日の正午から一

ました︒

とすることが閣議決定され

追悼し平和を記念する日﹂︑

八月十五日を﹁戦没者を

八月十五日正午〜一分聞

戦没者に黙とうを

ではないでしょうか︒

美しい川はふるさとの象徴

澄んだ空︑緑豊かな山々

すから︒

魅力の一つを奪われるので

見直されているふるさとの

都会の利便のため︑いま︑

です︒公共事業とはいえ︑

につながる何かがほしい所

国鉄が受ける大きなメリッ
トの代償とし︑地域活性化

水の枯渇などを防ぐのはも
ちろんですが︑この開発で

事で貝野地区が受けた地下

予定です︒第一期第二期工

られ︑道路改良が行われる

深沢川と阿沢川に埋めたて

この工事による残土は︑

で行いたいと考えています︒

中−浅河原間を五年の工期

信濃川工事事務所では︑宮

起工式が行われる予定です︒

十二日に宮中村民グランドで

この調印によって︑八月

る姿勢を望む﹂と述べました︒

る︒今後とも国鉄の誠意あ

中で検討を詰めてきた︑こ
こに調印でき大変喜んでい

に至るまで地元や委員会の

合人としてそれぞれ押印し
ました︒上村村長は﹁現在

で交わされ︑上村村長が立

と信濃川工事事務所長の間

覚書は︑村対策委員会長

ています︒

保全などの九項目にわたっ

事発生土の有効活用︑環境

道路の整備︑安全対策︑工

覚書の内容は︑水対策︑

した︒

め二十人の委員が出席しま

員会の南雲宗司会長をはじ

席し︑村内からは︑信濃川
水力発電再開発計画対策委

博所長︑鬼頭誠次長等が出

調印式には︑国鉄側から
国鉄信濃川工事事務所の林

れました︒

も国鉄と覚書の調印が行わ

十日町市に次ぎ︑中里村で

七月十七日︑小千谷市︑

覚

広綴噸かマに

（11）

酬．

ぜ

グリーンピア津南
納入業者選定説明会
★期日 8月12日（月）
★場所 津南町役場大会議室（3階）
★時聞 第1部 10時〜11時
第2部 13時〜14時
★内容第1部については、消費食材
関連業者（生鮮食品関係）。
第2部については、一般消費
関連業者（燃料、売店商品、
酒販飲料等）。
★連絡先電話 0257（65）4611
グリーンピア津南開業準備事務所

悉

土砂災害
みんなの気配りで
土砂災害（土石流・地すべり・がけ
崩れ）は一瞬のうちに尊い命や貴重な
財産を奪ってしまいます。

薬

闘b．

60．8．10

Nb．

し、家庭に設置しておく義務はありま

記
★応募受付期間
7月12日（金）〜9月7日（土）
★受験資格

★日時 9月10日 午前8時〜12時
上山、山崎、田中の各一部

あい
︑
有ん杁燃サ

痛いね

午後1時30分〜5

時まで

のでお申し出ください。

事後重症

十日田丁警察

イ↑︑！口ちん・

ノ5︶﹄

勧勧．︽ろのヒ

わぜ姪趨

現行の厚生年金保険制度では、障害
認定日には障害の程度が軽く、障害等
級表に定める障害に該当しない場合で
も、その後障害が重くなり、初診日か

消火器の悪質
セールスにご用心
消火器は、火災のときの初期消火に
大きな効果をもつ消化用具です。しか

この作品は山田まゆみさんの協力で

害に該当するに至った場合（事後重症

★資

ます。改正後は、この5年という制限
が撒廃され、何年後に障害が重くなっ
ても、65歳前に請求すれば 障害厚生
年金をうけられることになります。

★香典返し

山田範茂氏
山田勝義氏

1万円
2万円
小原 井ノ川友春氏 5万円
下山 山田賢松氏 2万円
荒屋杉谷仁作氏 10万円

格●自分が住むための住宅を

新築する人で土地の準備
ができている人。

★選定方法 選考により行います。
★申込み場所 公庫業務取扱金融機関

（村内では中里農協）
◎詳しくは、住宅金融公庫北関東支
所までー（0272）32−6655

NHK学園

秋の通悟講座受講生募集

N H

K学園では、昭和60年度秋の「

生涯学習講座」の受講生を募集してい
ます。講座は書道、硬筆、楽しい母と
子の書き方、簿記、俳句、短歌、古典、
美しい日本語、文章、絵画、囲碁、英
語、数学、国語、ファミリー写真、ビ
デオカメラ、の16講座50コースで、自
分の力量に適したコースを選ぶことが
できます。

★受講資格 どなたでも

検察審査会は、選挙権を有する国民
の中から選ばれた11人の検察審査員が
一般の国民を代表して、検察官が事件
を起訴しなかったこと（不起訴処分）
のよしあしを審査するのを主な仕事と

★受付期間 8月1日〜10月10日
◎詳しい案内書ご希望の方は、お近
くのN

H Kまたは、下記へ講座名と

氏名、住所、電話番号を書いてハガ
キでご請求ください。案内書は無料
です。

犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・

〒186

告発した人から、検察官の不起訴処分
を不服として、検察審査会に申立てが

東京都国立市富士見台2−36

NHH学園CT係

電話 0425−72−3151（代表）

、欝 識

盗 綴

会

七月二＋二日︑午前士

総合センターで︑国道一
七号線改良に伴う地元説面

長岡国道工事事務所の拙

会が開かれました︒

明によれば︑清津川橋か・

での一．五嵯を昭和七十年

明一一一一﹂紡0勤声﹄﹁一一1

ー

★越後湯沢←野沢閻バス開

通しました︒一日三往復し

層

ていますが︑その内の二本

層

層通

一

一
七月一日から越後湯沢か
一 ら野沢温泉までのバスが開

一

は越後交通・その内の一本

★覚書調印

は長野電鉄によるものです．国道二五三号線の交差点・

︵車道幅員七斌︑歩道幅H

ろまでに︑道路幅員十七一

監誰、 晶篇i

8

層

七月十七日︑役場議場で

国鉄信濃川工事事務所林所

両側三斌︑堆雪スペーろ
側二后︶に改良したい考・

一

一 長と中里村信濃川水力発電
層 再開発計画対策委員会の間

です︒
予定では九月中に測量畑

層

一

層 で調印が行われました︵関
層 連記事八パ︐︶

胸曄一﹂恥嚥畷眼囁一喉暖睡曲嘘旺酔酵え賢

村制施行三十周年記念事業の超目玉事

里村民体育館︵旧田沢中体育館︶と田沢

業である三〇周年祭がお盆の十五日︑中

す︒この事業は︑全村民が三〇周年を共

小学校グランドを会場に盛大に行われま

に祝し︑村づくりの意識を高めるために
行われるものです︒村民挙げての祭典に

中里村民体育館

したいと思いますのでご協力をお願いし

ます︒

⇔プログラム

0︾
3

◎昼の部︹演芸︺会場

︽3
1 00〜1
3

★清津峡たるばやし愈雛騨数名

く田沢小器楽部生徒六＋数名

30〜14 0
2︾

★器楽部演奏

中里中吹奏楽部生徒三＋八名

︽13

★吹奏楽部演奏

Wモアモア

︑
演奏者4山先生他十三名

漫才

玉川カルテット

奇術松旭斉美登

アクロバットジャグラ

日の出舞踊団

清ギター演奏く中里村出身者

30︾

︽14 20〜15 0
0︾

★小山

︽15一〇〇〜17

00︾

★演芸歌揺舞踊ショー

1
0〜2
0

◎夜の部︹民謡流し﹀会場 田沢小グランド

︽20

2一30︾
0〜2

︽21日0

◎出店︵田沢小学校グランド︶

︵江東橋三丁目商工会青年部︶

みな︑さんの参加を

三〇周年祭は︑おおぜい

︐フ︒

︽12日30〜1
2 00︾

★東京店

★妻有会．

★中里村商工会

★中里農協

★中里村観光協会

の人から見ていただいたり
ん
さ 実際に身体を動かしていた

の 謡流し︑盆踊りにと汗を流

純だこうという禽です．民

者
役 して︑ふるさとの人情昧や
砿心の豊かさを見つけましょ

し

★盆踊−︿欝欝

あん寵：が空役30周
民踊流しの立役者のみなさん

台0258−35−2141

するところです。

ありがとうございました。

葦 難

長岡市三和3丁目9番地28
裁判所構内
長岡検察審査会事務局

60年8月15日（木）〜9月

ご存知ですか
検察審査官

れました。

土倉
程島

障害年金をうけられることになってい

鷲

掲載しています。

君52−3171

次の善意が社会福祉協議会に寄せら

ら5年以内に、障害等級表に定める障

検察官がした不起訴処分に不満を持
っておられる方や、検察審査会につい
てもっと詳しくお知りになりたい方は、
お気軽に左記にご相談ください。
相談や申立てについての費用は一切
無料で秘密は固く守られます。

10日まで

善意をありがとう

と言います。）は、その者の請求により
一
へ

★受付期間

る人Q

受験申込み用紙は十日町警察署、
最寄りの派出所、駐在所にあります

厚生年金保険の改正

ともあります。

●一定基準以上の月収のあ

10月下旬〜11月上旬
新潟市 長岡市 上越市
★申込み手続き

如来寺の全部

あったとき、審査を始めます。また、
検察審査会は、被害者などからの申立
てがなくとも、進んで検察官が不起訴
にした事件を取り上げて審査をするこ

住宅金融公庫
個人住宅建設資金のご案内

（2）第2次試験

の全部。

・土地にき裂、陥没、隆起が生じたとき

いします。

新潟市長岡市上越市新発田市

通り山、芋川新田、桔梗原、朴木沢

・雨が長く降り続くときや大雨のとき
・川の水、井戸水、湧水の量が変化し
霊霧 たり、濁り出したとき

毎年この時期になりますと打上花火
が多くあげられますが、打上げの直前
になって申請し許可のできない事例も
見受けられますので、許可申請をする
十日町土木事務所に提出するようお願

卒業程度の学力を有する者。
ただし、大学（短期大学を除く）を
卒業または卒業見込みの者を除く。
★試験の日時・場所
（1）第1次試験
9月22日（日）

停電のお知らせ

2週間前までに

場合は、余裕をもって2週間前までに

昭和33年4月2日から昭和43年4月
1日までに生まれた男子で高等学校

たら中里村消防詰所（a・63−2536）まで。

（1①

打上げ花火の許可は

募集します。

消火器等のセールスマンの手口は、
とても上手ですのでくれぐれもあとで
後悔しないよう注意してください。
消火器の訪問販売に疑問を感じまし

畏Qo

広報噸かマと

60．8．10

つぎにより新潟県（警視庁、埼玉県、
神奈川県共同）男子警察官（高卒）を

ようにしましょう。

9月10日

349

警察官（高卒）募集

せん。消火器のセールスマンがきまし
たら必要ないとはっきりことわりまし
ょう。しかし、消火器は、家庭にも備
えて置くことが万一の火災に大きく役
立ちますので、その時は、地元の消防
団員を通じて信用ある店から購入する

■

は非常に危険です。
「危ないな」と思ったら、まず避難を
しましょう。
日ごろから家の近くの山、がけ、川
などをよく点検し、いつもと違う点、
おかしな点を見つけたら、すぐに役場
建設課または十日町土木（砂防）事務
所（含57−5511）へ連絡しましよう。

349

、諾謂』」㌔ノ

I

鍔鼓ゆ幽ρ6膨硬

霧謄

指揮者の大きな声に合わ

た︒村からは︑村の予選で鎌

駐車場で第十四 回 県 消 防 協

台が出場し練習の成果を競鎌

︑ポンプ四台︑小型ポンプ五ハ︑

が出場しました︒この大会§
には︑四市町村から自動車職

と倉俣チーム︵小型ポンプ︶ハ・

会︑中魚沼地区支会ポンプ

六月のはじめから毎日の

い合いました︒

ような練習の成果が実つて

嚢叢棊

．嚢．〆

ッとしているようでした．懸

後は︑どの団員も一様にホ緋

緊張した大会の終わった

ました︒

俣チームも三位と大健闘し

当村の自動車部が優勝︑倉購

鎌

操法競技大会が 開 か れ ま し

き回ります︒七月二十八日︑
十日町市の生鮮食品市場の

優勝した自動車部Aチーム照

相手への要望は……リベリーグッド言うこと

笹竹を割って押した模様︶

やコンパス紋︵竹を使って

円状に線を引いたもの︶が鎌
出ています︒これからが本糖

また、ヤマメを持ち去つたのです。翌日は、

イワナとニジマスにしたら、やっばりニジマ

念でした︒

．薄轟
剛 遊

縛﹄

町警察署長から受け取りました︒村
内からも十人が参加し︑交通指導所
では﹁シートベルトを着けて安全運
転をお願いします﹂とドライバーに
呼びかけました・ドライバーの中に
は言葉を無視する人もいてとても残

スー0で一日交通課員の委嘱状を十日

七月二十六日︑郡市交通安全対策
連絡協議会主催による一日交通課員
が開かれました︒郡市内の三十九校
から七十八人の生徒が参加し︑クロ

トンビが急降下した後にニジマスが残ってい

ムニ百人が参加しました︒

七月十六日︑宮中村民グランドで
中里村老人クラブ連合会によるゲー
トボール大会が開かれ︑村内の十五
の老人クラブから合わせて十七チー

スが残されました。空で見分けるのか、つか
無鱗
縣

羅
i難

が、7月30日から3日閤高道山小学校に泊

鞍身︑︐

ができませんね。ワ接客は難かしいけれど

せて操縦員がキビキビと動

互いに協力し合ってできる所がいいですね。
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村への要望は……ワ親子で楽しめる企画をど
青山学院大学児童文化研究部の16人の仲問

