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昭和三十六年度

とじ

予算編成始ま

規事業として考えられますもの

⑤本町西線街路事業費七百万円

ガス事業調査など主要施黄促進
のため

⑫地方振興費
⑬市営保育所設置四百六〇万円

特別会計におきましても

などが見込まれています︒

◎国保会計は医療費の引上げに

ことは必然廼あり及前年度より

より予算規模は大きくふくらむ
の赤字繰越補てんが約百五十万
円位予想されます︒

事が完了し給水戸数も計画通り

◎上水道特別会計は一応建設工

増加しつ＼ありますが起債償還

都市排水事業三百万円

⑦保健衛生施設充実費百五〇万

しております︒

会計から相当額繰出しを必要と

があり国保水道両会計とも一般

⑥緊急失業対策事業費七百万円

円
⑧国庫補助農業災害復旧事業費

一千五百万円

以上のような状況で目下収麦
を加え予算編成中で市民各位の

⑨国︑県林道事業費五百万円
⑩公営住宅建設費

ます︒

御理解と御協力をお願いいたし

その他市厚生体育舘建設︑市

⑪農蘇業指導費百八十万円

保険料の増額が必要

／

ハ訪レ

8

今年は国保にとって重大な年
付の充実により国の補助金もあ

なってきます．こうした医療給

間中に番査の請求や誤謬訂正申

不服や誤りがある場合は縦覧期

︸

ありますの盃この適正な運営を

知したことになりますから訂正

に登録している事項はすべて承

この縦覧期間が過ぎると台帳

請をすることができます︒

はかるため被保険者の理解ある
で︑きません︒

種

苗

苗代様式別や段播段植により適

鳥網の張り万を完全にする︒又

を適螢かけ簡易折衷苗代では防

籾の完全消毒をけい︑クンタン

の誤りのないよヶにする︐反種

せ︑育苗中の温度管理と除紙期

床作りに意を注ぎ均一に発芽さ

坪当種量を一合程度に減らし︑

水苗代を改良苗代に切換え︑

三︑育

を十分認識して栽培を行う︒

合理的に組合せし︑品種の特性

慮し刈取適期を失わないように

経営︑及び労働条件を充分考

二︑品

除する︒

田は準排水等により地下水を排

て条件を改良する︒憂排水不良

ては客土巫は改良資材か︑施用し

ものを増施し︑不良士層に対し

行い堆厩肥の質のよい

一︑耕土の焙養

指導重点事項

われるが︑浅耕田︑排水良改田

掛流しや︑間断排水がよいとい

をする︒一般に幼穂形成期以降

せる原因となるので努めて換水

し︑根腐を引起し穂重を低下さ

要征量も少く根の健全化か．阻害

類の繁殖を促してよごれ︑酸素

停滞は水温を必要以上に高め籔

田︑不良温田は．夏季面田歪水の

高い水田︑老朽化水田︑泥炭

を図らねばならない︒保水力の

どを考慮して用水管理の合理化

気象や土地条件︑生育状況な

五︑用水管理

止し計画的の穂肥を活用する︒

皿普㎜

⁝及㎜

昭和三十六年稲作技術㎜所㎜

ご協力を望んでおります︒

による増額が予想される状況で

す︒更には医療費の値上げ実施

価格は変っています︒．価格等に

家屋が昨年と変動がない場合も

になりそうです︒何故ならばそ
る程度増加されますがどうして

す︒このように給付の充実を重

を給付する給付拡大でありま

類の給付さらに入れ歯等の半額

れていた入院の食事給付や寝具

す︒もうひとつは給付を制限さ

村でも国保を実施することで

険が完全に実施されど乙の市町
も保険料の増額が必要になりま

た価格が登録されており︑土地

の指示．価格をもとにして計算し

山林︑畷野︑宅地︑塚屋とも県

す︒本年は税法によって田︑畑

定資産課税台帳を縦覧いたしま

所及ぴ各出張所におきまして固

一日から二十日まで市役

異議申立も期間中に

固定資産台帳の
縦覧

﹁﹂﹁﹂﹁︐ノ

士運力

のひとつとして待望の国民皆保

桂新年度の国保の方向H

〜

て保存して下 さい

は︑先す第一に地方自治の本旨
には中学校の牛徒数の激増に対

万円

建設事業の推進
昭和三十六年度予算編成は︑目下担当課で整理︑近日中

に成案が出来る見通しとな︵ています︒昨年の経済界は正
に黄金の年といわれ︑当市の主要産業てある織物界におい

ても未曽有の生産︑販売成績をあげ四〇億のかべを軽く突

であります︒

破し更に上昇線をたどっていることは誠に喜こばしいこと

今年は更に政府の所得倍増計画推進が打ち出され経済の
高度成長が期待されているところです︒然しながら而の台

所は十日町小学校建築の第二年度にあたり更に国保の赤字

◇新規事業

しが多額になり︑画期的な事業推進は困難な現況です︒

補てん︑上水道事業起債の償還など︑一般会計からの繰出

◇基本方針

に則り健全財政の堅持を第一義
する校舎の急増問題︑消防ム部

算策定にあたって新年度新

とし︑新市建設五ヵ年計画を麦
の合理的且能率的な体制を確豆

基本万針として

柱とし︑市民の生活向上と福祉

ている︒女︑児革数八OOを占

上から新庁舎の建設を必要とし

めている市街地の幼児を持つ親

の増進を重点雁策として︑地域

の成長発展に努めるよう特に意

の後進性脱却を目指して市経済

間題解消の一助にと市営保育所
の開設が望まれており︑女工業

の牛産活動への参加促進ど雇用

並びに資金導入を積極的に講じ
関係及び市民生活交化の向上と

をもちいております︒これが実

消費的経費は極力抑制し︑投資

牛範設としての市民体育舘建設

都市ガス事業実現︑勤労者の厚

施にあたっては︑国県の補助金

ています︒

要目標としての国保の役割は方
向づけられようとしています︒

療費の責任の一端をにない乍

こうした中で而の国保は皆様の

ら新年度の計画を進めていま

事業費として予定されている

◇主な事業費

等が望まれている︒

的経費に振り向けるよう努力し

◇要求額三億九
千万
主なものは︑

現仕各課からの要求額は三億
九千百万円で才入財源どして見
す︒来年度市の国保で特に変っ

千万円位の予算が新しく必．要に

︸

よる増加が約四百万円で合計一

想が約六百万円奨受診の上昇に

す︒この拡大の医療費の麦払予

てゆく面は給付拡大蚕ありま

①十H町小学校建築継続工事約

②十日町︑中条両中学校の教室

四千四百万円

込まれる額は三億三千万円程度
となっていますので約六千百万

円も不足を生じています︒これ

増築二百五士万円
③消防庁企愚護費四百万円

頁防

藻戴
鋲

＠
酷

などは︑常に酸素含簾が多いか

では出穂二十五日

ら行わないほうがよい︒

経過後排水し︑排水不良田や降

うとよい︒

水量の多い年は早目に落水を竹

︵特にヒエ防除︶

六︑中耕除草
遅く迄除草機を便用すると生
理を害するから田植後二週閲位
迄に除草機を利用するようにし

う︒ヒエ除章剤は田植前使用の

止草を出穂前三十日前後に行な

ものζ︑本年初めて粥販される

粒状のまま田植後一週間以内に

出現した特にPCPの使用に

除草した直後撒布出来るものが

いように留意づること︒なお二

当っては魚類等に被害を興えな

っては効果の挙る場合のみ使用

四DやMCPの除草剤便用に当

害

虫

するよう計画する︒

病害では︑いもち病︑紋枯病

七︑病

ヒメハモグリバエ等に重点を謎

害虫では二化螺虫︑うんか類︑

き︑早期発見によって︑少ない

同化によって生産費の軽減をは

面積や労力と薬剤費で防除の共

メハモグリバエ防除については

かることが考えられる︒精にヒ

ないものである︒

田植後十日項迄に終らねばなら

乾燥︑調整︑包叢︑容鍬等に

八︑産米改良
一層の注意をはらい︑雇米声価

いものを販売し︑これに次ぐも

を挙げる︒特に食昧︑米質のよ

る︒

のは︑自塚用とするようにす

い

ξり

〜

︸

町小学校女舎一部︵中絞舎西側︶の建物を左記にょりノ

甲︑入札に付する建物

公売いたします︒

︵建坪⁝七七坪︑延坪⁝一五二坪︶

木造亜鉛鉄板葺二階建一糠

︵イ︶所任地サ†日町市辰甲八O八番地
︵ロ︶建物坪数

▽現場説明H午前十時▽入札︵現場︶ 午前十一時

らベルが鳴りません。受話器は必ずよく

により慎重に審議し︑順位が決

ロ災い

二︑入札期日昭和三六年三月三日

があっても話中の状態になっていますか

が調整については仕嶺の重要度

＿

幼
五火

細部については入札当日説明いたします︒ へ照会について

招き、よそからどんな急用や重要な電話

④国︑県道改良事業負担金五百

塁の

三︑契約条項︑その他

方が多いようです。これは機械の故障を

肥

《つ

ハ
ニ春☆
は箭役所財政課にお問合ぜ下さい︒︶

近ごろ電話器の送受話器をはずしている

四︑施

☆繕，
ます。

期植を行うようにする︒

穏幽い
働砂
かけておくようお願いします。

と雪国ならでは

500円の証紙各一部

口動

告
2。受話器をはずし放しにしないように願い

13︾﹂≧ノ多ζ︾き

昭和36年2月28目午後4時まで

ゴ予協

尚開始の時期は決定次第早急にお知ら
せいたします。

定されます︒

場所新潟市、新発田市、長岡市、高田市

心
十日

◎ 春◎◎ま◎◎だ◎
◎遠◎◎し
◎

調理師試験の実施

駄㌫

公
しからずご了承をお願いします。

耕運機で代掻をする時は︑流

ました。かねて準備中の田沢局及び土市

れ︑軒に連なるツララも長く垂れ下って寒気さえかえるこのごろです︒塚のこみ入った路地

れら罹災者に対し下記要領により義援金品を

噸、艶
ら2カ月程度延期される見込ですから悪

水をせす施肥した後行い肥料の

土市局との即時通話の開始が延期になり

立春も過ぎてこよみのうえでは春ですが︑豪雪地の十日町地方では丈余の雪にすっかり埋も

募集いたします。

鴎
管に伴う諸手続が進まない為に1カ月か

流亡を防止する︒牛育を均一に

なる理由があっても還付しない

一！

局との即時通話の開始は郵政側からの移

し病害虫発生を防止のたあ︑全

電話について1．田沢局および

の風景を見せており春の季節はまだまだ還いようで︑す︒

受験願書堤出期限

では屋根から掘り下された男で小屋根の高さまでに積り︒この下に家あり

余りある状況であります。つきましては、こ

深行を

活用︶をする︒契中間追肥を廃

又は営業所において食品調理に
従事し2年以上の経験のあるも
ので高等学校の入学資格者並び

中︶

調理師法施行規則第4条の施設
受験資格

＋九旦

折りから豪雪もあり罹災者の窮状は察するに

三月

ろ
数証明書、戸籍抄本、写

真、
ホセ誰

層または下層施肥︵下層施肥器

に旧制中学校二年または小学
校のの高第科卒業者。
備考・・ったん納入した手数料はいか

医

◎◎

受験願書、履歴書、実務経験年
提出書類

十日町保健所
願書提出先

︵†九日︶

市役所福祉事務所

︵二月中︶

2月3日より2月末日まで

月中︶

た地震は死傷24名、倒壊家屋500戸に及び．

十

期

月

3

予

募集期間

受付窓口

§踊蛎

昭和36年3月26日午前9時半
時
日

まで︶

長岡地震義援金品2月2日早朝長岡市

月

日
出

八

念

二

覧

月

き

一
川西北区で発生し
募集について

十日町市役所
発行所
毎月15日
発行

塁鐘喜鞭難旱型欝
）二

）

国民健康保険料（矛6期）

定価一部5円
昭和36年2月15日（水曜日）

納期2月28日
二

幽謝刎蕃盲
4＠野船卿◎昂9
）一
固定資産税（矛5期）

馨鞭辮講且讐）馨馨1贈

％
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黛

（昭和32年6月5日第三種郵便物認司）

ち
ま
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お
と

報
市

第52号
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h雪まつり迫る︑

二 多彩な前夜祭

行われます

グラウンドを中心に撮影大会が

日報歌雁バライティ
午後一時から十日晴小学校下の

松旭斉天洋の奇術その他

運動場で加藤満雄の歌と軽音楽

市民スキー大会

ら橿現山で競技開始

時吉田中学校に集合午後一時か

十日町スキー協会主催で午前十

団など全員で終幕を飾る

絵画展

会も︑−粕

午後六時半から十高グラウンド

◎二月十九日
雪の芸術展

旨 旨織物求評

恒例の第士面鶉まつりは︑

んらんの行事がつぎのとおり展

の雪上ステージを中心に豪華け
時から市役所会議塞で午援四時

二
いよいよ来る十八︑九日の二日

午前六時から審査が行われ午後

宇宙船シリ
などをうたう

O﹁十日町民謡地元十日町繊維

約三百︑五十名を招待して祭典を

午後五時から絨物組合ホールで

雪まつり歓迎パーティ

0﹁フイナーレ﹂モデル︑合嘔

れ男国の夜空を彩る

からスターマインニ発打上げら

O﹁雪上花火﹂午後七時五十分

の焼納が行われる

午後一時から四時きで授賞︑指

午六後時から愛宕山で行われま

夜問スキー

〇材の馨のステージ

︻写真は高さ十四耕巾四

十

富士フイルムのモデルを招き午

高染織科製作肚︼

外の年金制度に加入したとき

年金

届出はお済みですか
H国民

反は死亡して被保険者の資格

一︑国民年金の届出はお済みで︑

しょうか︒当然加入しなければ

つけて二十日女は十四日以内

を失ったようなときは手帳を

⑤以上のように国民年金につい

ましたら肩ちに申出て下さい

④手帳の記載事項に誤りがあり

に届出をして下さい︒

ならない人で未だ届出のすまな

ますので二月末日迄に是非届出

い方は事務処理に困難をきたし

をすませるようお願いします︒

治四十四年三月三十一日までに

尚明治三十九年四月一日から朋

持参し︑失くしたり．破った

て届出や申請には必す手帳を

りしたときは再交付をうけて

生れた方で任意加入のできる人

ないと加入できなくなりますか

は三月三十一日までに届出をし

下さい︒

◎﹁安全運転﹂職業訓練所

◎﹁この年で仏心とは﹂昭和町四
ます．

料の徴収は四月から始められ

雪まつり期間中におけるいろ

動をすること︒

会場警備員の指示に従って行

最も危険性があるので現場の

き厚生年金その他国民年金以

祭署や雪まつり．委員会ではつぎ

せまくなっているため各戸で

二︑市街地が雪のために道巾が

いろの事故防止のため十日町警

の︑事について警告並びにご協力

今年の四月一日以後に満二十

ら御注意下さい．

二︑既に一部の方たには国民年

金手帳をお渡ししてありますが

い︒

この取扱は次のようにして下さ

①手帳の番具︑は一生かわりませ
ん︒

の免除申請をするときは必す

②保険料を納めるときや保険料

の芸術展は十九日幕あけします
◎﹁雪の夜話﹂川原町

手帳を持参して下さい︒保険

が十三日現任雲まつり扇務局に
③氏名︑住所に変更があったと

申込んだものはつぎのとおりで

◎﹁シルクロード﹂ ︵絹の道︶

◎﹁富獄﹂諏訪町

◎﹁怪獣黄金時代﹂田中丞通り

ます︒

更に相当数出品が予想されてい

その他本町二︑西．寺町が参加︒

雪まつりの最大の呼びもの雪

雪の芸術

1大作がぞくぞく

前十時から午後四時ま一で十筒

写真撮影大会

導座談会が組合で行われます

初夏︑盛夏織物求騨会

十日町絵画クラブ主催で午前八

間盛大に行われます︒今冬ぽ幸
開されます

半まで開かれます

い雪に恵まれ呼びものの雪の芸
一時頃発表と授賞式

O﹁コーラス﹂午後六時四十分
からNHK久保木アナの司会で

術展は例年にない力作が登場す
るものと期待されております︒

ツ木 の 子 守 歌

東京放送児童合唱団が出演

五

ー︑讐上スターマイン︑東京児

行事は前夜祭の雪上きものショ

雪山讃歌

O﹁雪上きものショー﹂午後七

カ︑

は市民スキー大会︑歌謡演輩︑瓜と

京都︑冨士フイルムからのモデ

時十分から雪のステージで東京

童合唱団のコーラスなど一百目

ります︒一方本年は初夏︑盛夏

多彩な各種行事が計画されてお

工藁労働組合女子職員五十名の

しいきものを紹介致します．

一段乙 賑 や か な も の に な り そ う

出演で十日町サッテモ節︑深雪

ル十二名により十日町織物の美

です︒

甚旬などを唄う

を招き盛大に開かれ雪の祭典は

◎一脚月十八日

織物求評会が関東︑関西の商社

初夏︑盛夏織物求評会
O﹁紋紙まつり﹂午後七時五十

祝う

分から八時まで恒例の級紙供養

午後二時から四時半まで織物組

雪まつり前夜祭
滝反．KK

◎歌麿を描く女﹂高田町三

◎﹁ほんやら洞の春し青年学級

◎﹁真珠一湾﹂水町六

道を広げて通行人が歩き易い

を呼びかけておりますのでお互
に充分気をつけましょう︒

．カウト

◎﹁平和への願い﹂ボーイ・ス

才に達する人は二十才に達し
た日から二十日以内に届出を
して下さい︒

旧軍人軍属恩給

末請求者は届出を
旧恩給既裁定者の請求は昨年

が︑昭和二十一年勅命第六六八

七月末日を以って完了しました

おいて傷病年金裁定の際普通恩

号施行前︵軍八恩給廃止前︶に

病年金の年額が所定の額の一〇

給を併給されることによって傷

は普通恩給既裁定として請求権

〇分の七五の裁定をうけたもの

たします︒

士蒔六分︵十八日のみ︶

のとおり臨時列車を増発運転い

男まっり期間中国鉄ではつぎ

臨時列車五本

四月の新年度単式学習で新し

は学級PTA等で研究協議し︐

についての懇談会を母親学級叉

するための家族会議の持ち万等

で学習をいたして居ります︒

九名︑計二七三名が︑同一校舎

共有であり︑教育上必要である

習生活を送ることが出来るより

悪条件を幾分でも軽くするよう

をいたしまして︑分校に於ける

のあらゆる問題について打合せ

裁定を受けたもの︒

ん

二︑請求書を提出したが棄却の

として返送されたもの︒

局から﹁既裁定の學実なし﹂

一︑請求したが世詰課奨は恩給

記

て下さい︒

いると恕われる方は至急請求し

がありますから庄記に該当して

◎川口発十一時二十分十日町着

二十一時十九分

◎十日町発二十時四十分川口着

◎十日町発二十二時三十分川口

着二十三時二分
◎十日町発二十一時十五分森宮

野原着二十二時二十分
◎森宮野原発十九時二十分十日

のみ︶︒

町着二十時二十分︵十八日

再起を誓い善行奉仕
ニッ屋の俵山さ

遭難者の救援に応援出頃の腕前

中のところ折良く帰省しており

ように整備しておくこと︒

昨年十二月二十七出より穎潟

三︑人出の多い場所にはスリが

地方を襲った豪雪により国鉄ダ

ランドが数万の観衆で埋まり

一︑前夜祭当夜は食場の十高グ

ま餐に熱心に治療につとめた︒

俵山芳一さんは俵山増太郎さん

を発揮凍傷者に対し医師の到着

呈しましたその時当地方の旅客

一一十三日たまたま山梨県に出稼

の五男で去る昭和三十四年一月

ぎ県営発電所のダイナマイト作

の一行三十五︑六名が十二月三

イヤの混乱立住生により正月

心︒

四︑まつりには塚を留守にし勝

ち︒戸締りを忘れず︑空巣や

業に従串中事故により気の毒に

十一日塩沢より栃窪峠越えを強

り遂に遭難事故を発生し正月元

行積雪のため歩︑行困難に落ち入

れしましたが部落民の温い同情

両眼失明一時は悲嘆の涙に明暮

火の元に注意すること．

おりますので︑交通道徳を守

五︑市街地ではバイクが走って

防団︑十日陶病院等救援に趣い

旦禾明十日町警察署︑十日町消

マッサージの技術修得に努めて

に再起を決意場伍前記光明景で

て感謝状を贈る予定です．︑

おられます︒市ではこれについ

ごのとき六箇ニツ屋部落俵山芳

京光朗療マッサージ堂園に勉学

一さん︵二五︶は東京杉並区国立東

て遭難者の救出を図りました︒

りケガの無いよう特に小さな

い希望を目ざして仲間作りに努

特別教室も殆んどなく図書舘は

して運搬していただき︑その他

生活指導の面では︑兎角山間へ

に努力をいたして居ります︒叉

不明の点は福祉事務所迄御問合せ下さい。

おりますからフトコロにご用

◎﹁七ッ釜の伝説﹂高田町一

月16日迄ですから該当者は至急請求して下さ

ヱ供のいる家庭では気を配り
ましょう︒

六︑インチキ露店商に引っかか

らないようにいたしましょ
う︒

ので子供逮は一日も早くバスの

力した︒四年牛以下の午供達は

当校の教育目．標である﹁進んで

尾内運動場︑音楽室礼法室は

す︒ た ﹀ 今 市 当 局 の お 力 添 え に

開通をまちわびているところで

学び︑正しい言葉を使いましょ

階段下を︑保健墨は廊下の一隅

分散して複式学習になるので︑

う﹂のねらい酉ある﹁よい子﹂

十二月にはいると四つの校舎に

﹁できる子﹂﹁つよい子﹂の育

ますので数年後にはバス開通も

教師の指導上にも︑子供の学習

成に努力を重ねて居ります︒尚

より市道の整備が進行中であり

実現 す る こ と で 乙 ざ い ま し ょ う

ので︑幾分でも其等を軽減する

上にも︑その負担と障害が多い

ああゆる面にお力添えをいただ

六がダ食後の懇談により朋日へ

に入居し︑共同炊事を行い︑各

いのですが幸に教目住宅の二棟

らの者であり︑単身赴任者が多

奨職員は殆んど．区域外の遠万か

ように努力いたして居ります︒

い︑民主的な雰囲気を作り出す

六の連絡打合せと研究討議を行

終礼は同時に実施し︑毎日の種

の如何にあるので︑職員の朝礼︑

和の精神と小︑中学校の一体化

当校の教育の成果は職員の大

て居ります︒

一名で毎日同じ教務室不響頑張っ

名︑中学の分校は四名︑計十

ざいます︒教職員は小学校は七

を活用しているような実状でご

ら翌年三月末までは︑

面では︑幸に各部落に同一回路

巫本校と分校との連絡打合せの

されるので．十二月か

では国語︑算数のほかは一︑二

ようにと念じて︑教育課程の面

の電話があるので︑これを活用

は四つの校舎に分散し

年庄︑三︑四年生の二学年づつ

仲よしであった子供達

とになるので︑ございま

て︑学校牛活を過すこ

下條の山地にある

過ぎ平部落を左に見て漉野部落

き開設いたして居る次第で乙ざ

にと努力をいたして居る次第で

い。本年5月17日以後は無効でありますから

帰省の旅客に対し天変な状況を

◎﹁雲嵩石窟し稲荷町三

雪の芸術展懸賞募集
一︑要領規定の投票用紙に金賞一席の作品番号もしく
は作品名を明記︒住所︑氏名を記入︒

二︑投票所駅前案内所・＋日町新聞社前
︵投票用紙は石にあります︶

三︑〆切二月＋九日正午まで

賞⁝一二十名

品一等ム名︑二等⁝一茗︑三等⁝＝茗︑残念

四︑発表十日町新聞社前・鱈まつり事務局前
五︑賞
尚賞品引換は商工会議所内雪まつり事務局︑正解者名数の
場合は抽せんにより決定します︒

引揚者遺族給付金の請求最終期限が本年の5

しつつ︑教職員に協力して下さ

して学校教育の向上充実を切望

いますの炬︑小中学校の職員の

尚反職員の気分転換のために

日町力面ヘレクリエ！ションに

して︑よりよい東下組の午供達

和と教育愛どを基盤にいたしま

て居る次第でございます︒

に成長するようにと祈念いたし

地ぼけ﹂をぶっとばして居りま
す︒幸に子供達はや＼積極性に

轟

︑灘朋︑

域社会も教育優先をモットーに

乏いが︑従順で明朗であり︑地

出同いていただき︑所謂﹁へき

土曜︑日曜はつとめて長岡︑十

︽霧§︑態§︑ミ回§§hミhミh§h§旨§§︑ミいミいミ§いミRミ﹄ミい︑ミ噛︑§hミいミh§ミ．

にある︑東下組小学校

部落一五戸︑慶地部落

は漉野部落三六戸︑︑平

四四戸︑二平部落五四

戸︑願入部落二七戸の
す︒

いたしまして︑時間を定めて相

東下組小学校のあれこれ

互運絡と協議を行い︑毎日の学

に至ると︑緑の森にかこまれた

き地の午供は闘いのない心の持

ございます︒

磐陶

東下組小学校全景

計一七六戸の子供達を

ご承知のように冬季

の指導内容を統合いたしまして

習指導上の問題︑翌日の予定等

分校は施設設備が極め

ては 不 適 格 で あ り ま す ︒ 分 校 開

たしまして︑楽しく分校での学

A年度用とB年度用とか．構成い

へき地一級地に認定さ

収容する学校で昨年度

り︑校具や整具を本校から分割

設の 前 日 に は 父 兄 の ご 協 力 に よ

て劣 悪 で あ り ︑ 教 育 の 環 境 と し

下条から続いている細い高低

極めて環境のよい高台に昭和三

います︒誠に地域性から受ける

ち主になりがちのようであるの

．くw

れた学校でございま

のある市道を辿り側之山部落を

十年度増改築された学校がさざ

制約 に は 今 の と こ ろ 解 決 の 出 来

の活力を充実させて居りますの

います︒更に市道は漉野︑平︑

いのある学校であるように﹂と

で︑常に﹁明るい伸女とした潤

で相互の人間関係が深まり︑人

ない多くの問題があり︑是等の

は山ハ学級で児庫里数一

問題が午供達の成長に瞳害のあ

りつつある次第．︑︑﹄ございます︒

されている︒小学校

願入部落へと三方向に通じて．︑

は三学級で生徒数九

の和が愈女好ましい万向に高ま

谷をわ た り 北 魚 堀 之 内 町 に ︑ 山

家庭における八間関係を明るく

七四名︑中学の分校
す︒

ることを懸念いたして居りま

念じて︑子供達の躾の仕方や︑

います︒未だバスの開通がない

♂
、論繭騨

す︒

請求はお早く引揚者給付金及び
製轟

鱗
F穣鱗

冬季分校が3力校開設

を越えては小千谷市に隣接して

中学の分
校が併置
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