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五︑占ハ年生

な校舎です︒

早期発見のレントゲン

もれなく検診を

じて保存して下さ

臼色で．化粧された近代的な立派

今年も反レントゲン検診が始
ことが大切です．このため一人

になるより早期発見で早く治す

くりはまう環境衛生の完備で

防の第一段階廼す︒明るい町づ

春の大清掃は夏への伝染病予

春の大清掃を

尚︑検珍料は無料です︒

されてあります．

務嘱託員を通じて皆さんに配布

載してありまして︑各女市政事

日時︑場所は個へ通矧書に記

しよう．

残らすレントゲン検診を受けま

まりました．お父さん︑お母さ

ん︑またおじいさん︑おばあさ
んも一八残らす検診を受けまし

レントゲン検診はおそろしい

よう．

す︒結核のおそろしさはいまさ

結核を早期に発見してくれま

んが︑症状が進むと治療が長び

ら申し上げるまでもございませ

きます︒結核は軽いうちはほと

こういうときにレントゲンで早

す︒五月はお天気のよい日が続

んど自覚症状がごさいません︒

ぐ発見し︑わすか数ヵ月で完全

廃車した八は︑業者冥は税務課

原動機付目転車を販得︑譲渡

日以内に申告して下さい．

申告書に記載捺印の上︑三十

標識交付証朋密を返納して下

當の記念日
家の

︵鞠鴨雌嘱厚箸︶
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富︾

歯のいい

さあ
みん殊感

って︑

天蒸くわ疹

火に気をつけよう

市においては二︑五割の．雪

週間︑全国的に展開されること

る六月五日から十一日までの一

④チエーン︑メリケンサック︑
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﹄

一一一

︑
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入選一点︑賞金一万

東京都交豪区元町二

道週間係︒

3︑日△水道新聞社全国水
の2

◎送付先

キャビネ版以上︒

七×三六・四麿︶程度︑写真は

二九・七移︶叉はB四版︐︵五・

枚程度︑図画はな四版︵二一×

交は四百字詰め原稿用紙四〜六

なお標語は一人二点以内︑檸

審査韻は遇って発表

◎応募締め切りは六月二十日

おのおのー千円

長賞と副賞︒佳作三点︑賞金

円︑並びに日本水道新聞社祉

四︑写真H入選一点︑賞金五千

のおの一一千円

賞と副賞︒佳作三点︑賞金お

円等並びに日本水道協会会長

三︑図画

作五点︑賞金おのおの一千円

水道協議会会長賞と副賞︒佳

おの五千円︑並ぴに全国簡易

二︑標語旺入選二点︑賞金おの

佳作三点賞金おのおの二千円

円︑並びに厚生大臣賞と副賞

一︑作交粁入選一点︑賞金一万

すのでふるって応募下さい︒

のような賞金と特別賞を贈りま

国コンクールの形で選考し︑次

二︑三点お送り願い︑ごれを全

うちから優れヒ作品をおのおの

募集を行なうようで嶋すが︑この

作交︑標語︑図画︑写真などの

空気が乾いています
最近各地に頻女と火災が発
生︑郡而内におきまして去る九

日末明水沢村土雨で十数軒が焼

た．また十日午後一時ころ下条

失するという大火がありまし

し止めましたが︑ちょっとの油

にボヤが発生︑大事に至らす消

断から思わぬ災難がふりかかっ

てきます︒ちかごろ非常に空気

に火災の起り易い条件下にあり

が乾燥しており︑気象状況は．常

ます︒又農繁期に入りますが農

て家を留守にしがちですから︑

家の人たちには︑特に野良へ出

火気の飯扱いには充分︑注意して

いに気を配りましょう︒

募

水道週間に
賞

集

恐しい火串を出さないようお互

市においては二︑五割の雪

二︑五割の

懸

害控際により二二五〇円

になりました︒日本水道協会︑

第三回﹁全国氷道週間﹂は来

四輸︵貨物用︶のもの﹂4二

することになりましたので．ご協

で︑次のような協賛企画を輿施

力願います︒各水道串業体では

五〇〇円

昨年十二月から輿施している

第二回強調月間

刃物を持たぬ運動

害控際により一八七〇円︒

而において婁﹁五割の雪

〇〇円

四輪︵乗用︶のものー三〇

婁口控際により一五〇〇円

市においては

のー二〇〇〇円

害控際により＝二〇円

二輪のものー1一五〇〇円

うに改められました︒

が︑税法改正により次のよ

に一五〇〇円と定められてい

二︑軽目車に対する税率は一律

ることにしりました︒

対して軽自動車税を課す

のうち︑事業の用に供するも

た三公社が所有する軽自動車

一︑今まで非課税とされていた

税法改正

の中の犬清掃をしましょう︒

きますので︑みんなそろって塚

レントゲンを暖けないで重症

に治ります︒

は車体変更した場合︒

二︑原動機付自転車を譲渡叉

申告してください︒

販得した日から十五日以内に

第闘期工事完成

新校舎で勉強

昨年八月以来工事甲の十日町
小単校新築丁事はこのほど第一
尚引続︷さ第一一期工冨學が山ハ月日†

高学年の五年生と六年生の十一

六曽工される予定ですが︑旧校

変更申告書に記載捺印し︑譲

期工事を完成し︑去る八日から

学級が新校舎に移り勉強を始め
舎︑下の運動場は百四十四坪近

渡にあっては旧所有者︑新所

有看連名で十五日以内に申告

が異った場合は旧標識及び原

であります︒

く現任地に移転を開始する運び

δ承知のように十日町小学校

ております︒

して下さい︒

地方税法改正による軽自
動車税々率等の騨部改正
動機付自転車標識交付．証朗轡

反車体変更により︑総排気量

すが︑市民の皆さまの大きなご

ついて

及び軽自動車税の申告に

総工費一億三千万円の大工事で

新築工事は三ヵ年計画により︑

援助とご協力によりまして予定

ました︒今回の第一期工事は主

に用紙がありますので該当欄記

三︑原動機付自転車を廃車し

を返納して下さい︒

どおり第一期工事が完成いたし

体工事三千百九十五万円と二百

入︑捺印の上串告して下さい︒

た場合

の他と合せて四千六百万円で．鉄

三十四万八千円の水道⊥事︑そ

た場合

一︑原動機付自転車を︑販得し

さい．

反︑標識及び原動機付自転車

筋三階建︑十五教室︑建．坪数五

納税申告書に記載捺印の上︑

ング︑プロック張の床︑外観は

百三坪ですが︑内部はフローリ
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﹁刃物を持たない運動﹂を第十

七回青少年保護育成運動とあわ
せて第二回強調月間が五月一ヵ

月間実雁されております．何卒
青少年に対して刃物の扱い方︑

各塚庭でも充分なご指導と乙

反不用な刃物を持ち歩かないよ

協力をお願い致します︒この運

おりで．す︒

動の対象となる刃物はつぎのと

飛び出しナイフ︑その他法令

①日不刀︑けん銃︑あい口短刀

刃物︒

により所持を禁止されている

②あい口類似の刃物で正当の理
由なく携帯しいるもの︒

五センチ以下︶ジャックナイ

③飛び出しナイフ︵刃渡り五・

フ等の刃物類︒
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▽愛鳥週間︵十日から十六

月蹴

で
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求めてどこもかしこも大賑わい。

のに

と

②乙種危険物取扱い主任者試験第1類

雛
鷺費捕

嬬酷嘩琵謹z3藷役

▽春の全国変通安全運動

危険物取扱い受験希望者は期限までに

た

O
業協同組合へ申込みください。

器
出

8，510円
o・818胃

平

36・600 29・410△7・1900

︵十一日から二十臼ま癒︶

▽国際善意デー︵十八日︶
▽東京港開港20周年記念出

を12月11日まで常時募集することになりまし

ソ
差引残金30，418円翌年度に繰越
詳細については消防署に照会して下さい。

170，31047，9631△2！，547

ある。

入 16，000

記

ない。

4．維

︵一一＋目︶

たので、移住希望者は市産業課又は所在の農

撮記
影念
入
歳

の収

前年地区労12，000

0△25℃00
0
4，310 4，310
費

奉：纏鵬

16・00011・353△4・647嘉

受験講習の実施
新潟県危険物安全協会主催で5月下
旬以降県下4ケ所で開かれる予定で
②

593 15，407
＆矧繍李錆000入r

計

一

一

予算額

▽国民体育デー︵二十一目︶

者として単独青年760人、夫婦100組、200人

轍馨
70，310 78，381

9。その他

昭和35年度原水爆禁止十日剛市協議会決算書
昭和36年6弓旧（木曜日）

、
口
礪額 比48，478較 内団体5×300雷1，500円

1．会

8・合格の発表
8月上旬

の野山はいまゼンマイ、ワラピと新鮮な山のさちを

鱗欝鶴溜

危険物の規制に関する総理府令第55
条に規定する科目

▽第八回日本体繰祭︵二十

の

5．試験科目

75，000 73，478
25，000

7．願書の宛先
新潟市学校町通り1番地新潟県総務
部消防課

新緑もいつそう濃くなつて五月の太陽のもと、妻有
地
験
試
3

②乙種危険物取扱い主任者試験
消防法第13条第4項に該当する者

歳

受験の制限
同1人で2種類を受験することは出来
①

類
種

1

消防法第！3条の3第3項に該当る者

一日︶

︑

昭和36年度コチア産組このことにつ

○
6．願書締切
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叫軌嗣陰P
・
o脚邸川…
唖■6脚昌巳亀恥6…
軌醐●■■

う

4・受験資格

▽売春防止法制度五周年

ご

用紙は消防署にあります。

記験
試

昭和36年5月25日（日曜）午前9時30分

。・脆岨11
軌．巳脚・・嘱．覧．5・崩臨頴・…噂。・蜘6巳μ鴨■脚・9

ぴ

ロ
し

写真は第一期完成の十日町小学校

≦五月の表情う
から第6類まで
2。試験の日時

納期5月31日

い
甲種危険物取扱い主任者試験
①

し込申んで下さい。受験
主任者試験

軽自動車税

が

甲種危険物取扱い任主者試験
①

︵一一＋四日︶

o

日町小学校1

いて雇用移住
扱移住者募集につて

十日町市役所
発行所
毎月15日
発行
定価一部5円

昭和36年5月15日（月曜日）

人口43，552
男20，657
女22，875
世帯数7，690

温
薗

須
煕欄撚輔灘

（昭和32年6月5日第三種郵便物認可）

昭和36年5月15日（月曜日）

ち

ま
カ、

お
と

報

市

第55・号

一1＿

人記念作

市長賞

佐藤
ん

︒つ

リェーションとして音楽や舞踊

なく頑張りますと︑心の中で叫

この姿を見て下さい︒この醤び

びたい︒そして過ぎ去って行︐

を︑希望を︑何時迄も忘れる事

た思い出が今はたyなつかし

で有 意 義 な 一 日 を 過 し ま し た が

子さ ん ︵ 袋 町 中 区 ︶ の 生 活 記 録

く︑大きな喜びと変っで行く．

論翼入選者市長賞一席の佐藤交

者はつぎのとおりです︒

あ

に

ピ

なよい要持深る・そして

ころがあるがヤ

騨縫るまで実にょく動労
小養人・霧三人の教師
動にいそしんでいるが︑へき地

◎

十日町市街地から田川に沿︐
二級地の格付けの通り︑学校経

韓籍鞍

て東へ向い曲りくねっただらだ
営に︑指導に︑渉外に︑また私

られない想像も出来ない幾多の

生活にも︑種六な面に卑場に見

たえそよ風にさざ波の立つ大き
困難な問題が山積している︒し

りのところに満女と青い水をた

な池がある︑その北側のはとり

小学生八十八人と中学生五十人

教師達は敢然あらゆる障害や苦

幸福にしてやりたいとの念願で

恵まれない子供達を出来るだけ

にあるのが大池小学校である． かしこの困難な条件の中にも︑

いそしんでいる．校舎のまわり

悩と闘い乍らた＞一牛懸命にや︑

が同居しで平和に静かに勉学に

に点女とある杉太立や山の緑に

毎日の仕事しある教育活動の

尽してこそ隼甲斐があるーと︒

命を懸けて子供の幸福のために

与えられた便命である．生涯の

かせながら第二の人牛が始まっ

父母達を助けなければと云い聞

した︒働こう︑そして少しでも

を教えられた︒そしてこの爺の

い今の現状︑牛きる事の難しさ

中のきびしさ︑一秒のすきもな

なつかしい母の顔︑母の胸で

強く生きよ・つ
いつでも定植出来るよう不畑の

が間に合わぬ場合もあるので︑

準備をおやしておきましょう．

っておくことも一方法です．

追肥や中耕などもや︑早目にや

⑤病害虫も続いて発生して来ま

田植えをおえてホッとしてい

す

のです．あらかじめ農協から農

る間に病気や虫にやられ易︑いも

薬を買っておいて︑直ちに防除

です︒稲のイモチ用の水銀剤︑

出来るようにしておきたいもの

馬鈴薯疫病用の飼製剤なと是非

馬鈴署の疫病は花の咲く時期

今から備えて下さい．

から侵入が始まりますし︑稲の

まるのが穴部分です．

イモチは︑厚まきの苗代から始

あノと云う聞に崩れていっ
す．苦しかったあの頃︑しかし

らも生きる喜びを感じていま

ンと病人や入院患者が多くなる

因となり︑農繁期やその後にグ

の過労の積み重ねが︑病気の原

も大変なことになります︒毎日

農繁期に働き手が一人かけて

⑥八間の栄養こそ特に大切

たのです︒皆んなどんなに失望
その苦労は良き体験となっって

日迄二年間︑ミシンを踏みなが

京してきた私でした︒そして今

正月休みも夢のように過ぎて上

りも尊いものだったの6す︒お

がなくともこの愛の喜びは何よ

耐えない．これでいいのだ︒金

も楽しい我が塚はいりも笑いが

素晴しいことだ．貧しいながら

かった．やはり焦きて居る事は

い家庭と変うていたのです︒良

影は一つもない︒かえって明る

解消された︒以前のように暗い

が朕いた︒そして重苦しい心は

なつかしい︒積り積った話に花

らぬ感情におそわれてただただ

しいのか︑悲しいのか訳もわか

と涙を流して迎えてくれた︒嬉

来たネ︒皆んな待っていたよ﹂

思いきり泣きたかった︒﹁良く

秋︑足利の親戚の家で働く話が

を後に今迄とは打って変った生

急激に決った︒十月七日・散郷

た．父の知人の紹介で撚糸会社

人になる自分が嬉しかった︒フ

待と夢が広がっでゅく様に力強

活が私を待っていた︒仕嶺の期

に入祉し元︒学生生活から社会

ァイトと期待に胸がふるえるほ

いものがあったのしかし遠く離

どだった︒働く気持︑ある意味
では楽しい︒働く姿こそ美しさ

一言一言がなつかしく淋しいも

れてみると父や母が言っていた

のだった︒仕事をしてもあの淋

を感じた︒働く者同志の幸福の

話もする．みんな働く者にとっ

るようで頭からはなれない︒三

しそうな弟や妹の顔が目に見え

願い︑友ある時はお互いの体験

て今日より朋日を︑と幸せを求

十三年も暮れる頃︑家が破産と

めて刀強く生きようとしてい
る．青年学級に通い始めたのも

じられない気持もつかの間︑ま

された︒破産︑と聞いた時は信

るで積み重ねた石が目の前で音

いつ大きな運命の曲り角に立た

方を語り︑心の知識を広くして

云う事を深く感じ︑青春の生き

明るい生活にしたい願いで週に

た︒十年間住みなれた我尿も

を∬てて崩れて行く様に思え

働く中に希望と夢が必嬰だ︑と

うになる心も勇気付けられた︒

二回だったけれども︑堕落しそ

若人の夢がはじけそうに思え
し悲しんでいるかわからない︑

同じ仲間が孝ぼうとしている︒

た︒

といわれています︑忙しさにま

歩ふみしめて努力して行きたい

い︒しかし私は負けない︒一歩一

ンズメなどを利用するのも一方

おきましよう．農繁期には︑カ

カズなどを食べて栄養をつけて

おくことが大切で．す︒

極力さけるように今から直して

④畑作物の管理を前もって輝備

しておきましょう

なお︑体の具合が．悪いことに

法です︒

医師の診断を受けたいものです

﹁所し一

て行くように感じた．その後︑

力いたしましょう︒

疏粟や畑作物の定植と田植え

有難いことです．

栄養ある

が︑牛馬にとってはこの上ない

飼料と︑滑潔な宰入をやること

す︒牛馬にも歴情を

を無理づかいしたがるもので

作業が聞に合わぬ．そこで牛馬

よう︒自分の手順が悪いために

葉はこ＼では農繁期のことでし

﹁牛馬の如く使う﹂という言

⑦家畜の栄養も忘れすに

によいことです︒

グッスリ眠ることが︑体のため

に仕事を切りあげて︑早寝して

が一番つかれるものです．阜目

おそくまで仕串をしていること

めには︑早起き早寝です．タ方

疲労を最小限度にとyめるた

いものです︒

返しのつかぬことになりかねな

かまわないでいるうちに︑駁り

気付いたら半日位の暇をさいて

作業の計画が次六に狂って来ま

匿

一年で一番忙しい時期となり

いてもう一度点検し︑忙しい盛

す︒その他いろくの資材につ

及

ました︒この農繁期をきり抜け

りにあわてないように今から準

備すべきものは準備しておきま
しょう︒

③用水路等は完全に

田植えの最中に大雨が降った

えた苗が完全に活着しないこと

り︑水不足が起ったりして︑植

四十日目が田植の適期ですから

被害は全域にわたり甚大なも

にして︑水害や阜ばつの被害を

が往々にあります︒水路は完全

マイマイガは昭和三十四年三

肥料をまく時期になって予定

らかじめ定植されるものはやっ

カぶつかりやすいものです︒あ

②資材を一応点検しましょう

の肥料がなかったり︑田植わく

にも相当の発生が予想され︑す

がいたんでいたりしたのでは︑

のがありました．本年度は当市

ります︒早期駆除が必要です︒

でに各地域に幼虫が発生してお

十五年の両年に亘り︑新潟県全

でその留圃を実施するために努

等の目程計画をきめて︑みんな

ばならない代掻き︑施肥︑畦取

心出をきめ︑その前にしなけれ

家族で話合ったうえ田植えの中

が︑種まきしてから三十五日〜

その計画がたっていることです

こと︒これはすでに苗代期に

田植えの日販りを先ずきめる

①作藁の計画をたてる

です︒

るためには︑こんなことが重幾

注意で切抜けましょう

農繁期をこんな

何ヵ月ぶりかで帰省した︒

︵卵や肉︶油物をつかった︑オ

から心がけて︑動吻質の蛋臼

これからの私を刀強くしてくれ

なに不自田ない生活だったの

る心がまえで前進して行きた

と思うと今にも飛んで帰って力

貧困の嵐

に︑運命のいたすらか︑今は心

合って行かなければ︑もう二度

ぎれて粗食になり勝ちです︒今

一生懸命勉強しよう︑そして親

迄も貧しくなってゆく自分をど

か．難関が待っているかも知れな

に立たされても打ち勝って行け

孝．行もしようと思った︒今考え

い．これから先にはもっともっ

る様に思うのです︒どんな苦境

て見るとあの時︑もっとやらな

に︑何の為に生きて居るのかわ

うする事も出来ない悲しい気持

張ろう︒と新たな希望が広がっ

だ者こ・て人以上に努力し︑助け

くてはならない亭があったはす

からなくなる時もあった︒撹の

なのにと後悔する︒しかし幸せ

は続かなかった︒研究科を中退

囲まれ二年中林間学校の様な っている︒教育の仕事は我等にノ
平供達も部落をあげて雨街地

ものである︒

との交流が密なので︑それにつ

れて町の空気を十分吸い︑町の

先づ生活指導面では︑各学級と

しては複式編成の長所を生か

中から二︑三ひろって見ると︑

し︑学校全体としては小中一体

祭りともなれは家八に連れられ

比して割合に進んでいるところ

化を図り大池校は九ヵ年である

て出掛けるなど︑山地の条件に

もある︒生活は一般にじみであ

に緊密な連携を保ち無理のない

という考えに立ち︑たてによこ

については︑昨年社会科︑理科

の努力を払うている︒教胃課程

画︑指導︑整理記録等女に最大

さっている問題たあり︑その計

然と動いている︒住宅が与えら

らダ食時まで一日中時間的に整

職儲は毎日起床時刻のベルか

ている︒

の基因である︒

ブラスであり芋供達の真の幸福

ていられる事は︑学校の大きな

心として地域の建設発展を考え

沈みつ全く長閉な風景である︒

浮子がびょこんぴょこん浮きつ

りはなれたり︑一心に見つめる

活動等においてや＼円滑を欠く

等数学の教科について︑交部省

れ四六時申学校の構内に同居し

大池よいところ︑春はもえる

くい上げる壮快な場面もある︒

よせバケッを総動員して手です

秋は全山紅葉の中に涼風に乗っ

も高く︑夏は緑の杉木立や大樺

ことによいところ︑是非是非︒

て散策に釣に︑冬はスキーとま

新芽に残雪を写しご山菜の香り

の影をおとして︑小波豆つ水面

に出来全目九人が同一塚族の様

にいとも静かに釣糸をたれる大

ているので︑お互の連絡も簡単

に心易く牛活出来るのはまこと

公望︑笠の上にとんぼが止った

ランを立て鍵施して見たが︑一

年間の見通しの上から結果を反

の計画をたてるにも︑今日の仕

に結構な亭で︑ある︒明日の指導

の計画例を参考にして当校のプ

道路校庭の清掃等は小中一体で

省して見る時なお今後研究を要

の研究の余地がある︒男割作業

やるが︑︐各種行亭の企画︑役割

ぬところが多いので︑この面は

する個所や改割しなければなら

学習指導では︑複式の次点を

は小中の関係通学距離の差等は

い配慮が必要∈あるが︑当校で

複式褥藥は計画立案に特に細か

すること︑第二に時代の変化傾

構えとしては第一に条件に適応

地域ぐるみの進み方で︑先す心

で︑学校経営の在り方としては

以上の様な教育的条件の下

ある︒

失敗談も出る︒和やかな風景で

キングの計画が．昔の苦心話や

が咲いたり︑時には休日のハイ

たり︑甲論乙ばく教育研究に花

上の間題点については話し合っ

れば︑まことに話が早い︒指導

事の反省をするにも︑夜ともな

る︒何といっても小規模なので

本年度の重︑袈なる実践的研究課

補うこととその長所を生かす事

相当合理性を考えないと円滑に

題として取り上げていきたい．

を図る︒同時同題材指導の形式

に重点をおき︑学習能率の向上

重点に徹底を図り︑学習活動の

処理し．隼活と道徳等各領域は

協力的で︑あり︑学校教育全般に

ある．学区の人達もよく学校に

せす改善していくということで

向の移り変りと相侯って機を逸

にして効果的な学習を進めるか

能率化と同上を目指して努力し

各種の行事は有意義能率的に

運ばない．

という事は︑指導の教師は勿論

亘って援助を惜します学校を甲
全職員の脳裏に何時も覆いかぶ

う困難なる条件のもとに︑いか

をとっているが︑複式編成とい

る︒

命令系統はまことによく徹底す

大池小学校H

地域ぐるみの学校経営

等は中学生がリードする様にな

点もなきにしもあらす︑今まで

時にはダ豆の後等鮒の群がおし

る︒しかし年齢の差もあり目発

施策のもとに指導に当ってい
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ておくことがよいのですが︑苗

はもとより農作物にも及びその

町を中心に猛威をふるい︑森林

域にに異常発生し昨年度は津南

マイマイガを駆除しよう

と立ち上がる事は出来ない︒頑

づけてやりたい︒貧苦にあえい

しかし︑その夢も苦しみに打
ち勝つ事が出来なかった︒生活
は苦しくなるばかりで塚庭はま
るで︑暗やみに入って行くよう

と今にも爆発しそうな暗い毎日

に感じた︒ちょっとでもさわる

で不安の中にまきこまれてい︐

がらも﹁気持だけは常便になっ

た．店もさびれ父は常便をしな

てはだめだ︒みんな貧乏に負け
ないで頑張ろう﹂と何時も言っ

れば父に手伝った︒みんな苦し

ていた︒弟や妹達も学校から帰

なる事もあった︒女朝五時に家

ら働いた︒暗くなりがちな牛活

みに負けまいと励まし合いなが

だけが望みだった︒二年前迄は

を明るくしなければ︑⁝とそれ

かあった︒冬の五時はまだ暗
て通してくれた母︑その度に

い︒雪が降りしきる中を雪ふみ

を出なぐてはならない時も何度

し︑冬は雷の為に汽車が不通に

今想えば一番幸福だった．しか

と近くの山や︑名所廻りした︒

に居ても楽しかった︒臼曜は友

らいでふっ飛んでしまう︒どこ

だった︒毎日の疲れも歌声とわ

ん世の中の事や苦労知らすの私

学校に通った︒その頃はもちろ

中学を卒藁すると長岡の洋裁

希望に燃えて

くれた︒

い出とな︒て今日の私を語って

が出来た．想えば昨日の事が思

は共に成人の喜びを語り合う事

えて前進した︒その友とも今日

っしょに世の中の冷い風にも耐

れた．遠い空ぐも︑手を取りい

ことによって慰さめられ励まさ

して友に便りをした．そうする

を見て自分に云い聞かせや︒そ

い時は何時も遠いふるさとの空

足利に来て三牛目になる︒悲し

た．

さまざまな歓びも悲しみもあっ

をご 紹 介 し ま す ︒ 尚 各 賞 の 入 選

▽而長賞一席コ佐藤交子︵袋町

風問栄光

︵八箇長里︶▽議会議長賞一席

中区 ︶ ▽ 而 長 賞 二 席

今井紀夫︵訳通り︶▽議食議

長賞二席﹃山田栄子︵下条山
阿部

公︵川治北新田︶▽教育委員会

際︶▽教育委員会賞一席

賞二席﹃徳永ミネ︵関芳織物︶

いた扉が打ち寄せて来る飛沫の

ように砕けて行くように感じ

人生の歩み︑今迄固く鎖されて

し︑青 く 澄 ん だ 限 り な い 空 ︑ 胸

る︒そしてこれから歩もうとす

春の光が庭いっばいに広が

いうぱいに故郷の空気をすいな

も︑成人の歓びを感じている︒

る道を見つめる心は不安ながら

私も今臼から一人の成人として

い山六．その山に向って叫びた

いよ5な︑⁝そして両手いっぱ

って下さった父や母に心から感

い．そして今日迄やさしく見守

謝したいかお父さん︑お母さん

誰にも恥じないように努力髭

うな気待です︒成人式を迎える

いに広げてこの気持を風せんに

この喜び︑希望︑限りなく続く

して空 の 彼 方 ま 歪 飛 ば し た い よ

がら︑はるか彼万に見える美し

り︑緑が目にしみるような陽ざ

成人の 喜び

行われました︒午後からはレク

活の記 録 ﹂ の 入 選 発 表 と 爽 彰 が

の言葉のあと成人記念作交﹁生

町市長︑樋口雨議長らのおい祝

七三名︑計八一六名で村山十日

該当者 は 男 子 三 四 三 名 ︑ 女 子 四

大に行 わ れ ま し た ． 当 日 の 成 人

る七日︑十日町市織物会舘で盛

昭和三十六年度の成人式は去

本年度の成人八 ＝ハ名

に交

ら坂を登っていくと︑六〜ばか

貧

さ
し

成
り盤質は素朴で行動面に重いと

q自
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