帯数

面男女計世

長鉄局に要望

書を提出済であるので近い将
来実現させたい︒

④飯山線の長岡駅乗り入れにつ

いては人的な問題︑給油施設
の問題などがあり現段階では

大巾の改正はないが︑飯山線
の場合︑川口駅の接続は是正

きりした見とおしを述べるこ

従って支線区についてははっ

本線区でも非常にむづかしい

されている．また車両二台を

て期待に応えるよう努力をして

鉄側では︑飯山線の改善につい

ます．

しかも往復をと協力を望んでい

いるので市民の皆さんからも旅
行の際の切符は是非地元駅で︑

以上が概要でありますが︑国

とはできない．

増配置し︑下り五本︑上り六
本にそれぞれ増結する．十月
改正で長野管理局管内の列車

線では減っていない．今後も

十三本が間引きされたが飯山
逐次改善したい︒

⑦電化の問題については現在第
三次計画が実施されており︑

調査対象とされております︒
︵担当調査区︑調査員の順︶

料とされるもので︑全国で七万
調査区︑当市では次の調査区が

しく追加され各種施策の基礎資

通勤時間︑住宅移動の問題等新

に比べ︑土地問題︑増築関係．

な課題となって来ております︒
このため調査事項も従釆の調査

は益々増大し︑住宅問題が大き

ご協力を

住宅統計調査に

五年ごとに実施される住宅統
計調査が十月一日現在で実施さ
れます︒この調査は現在の住宅
や居住世帯について︑その実態
を把握し住宅関係諸施策立案の

長による人口の都市集中化や世

基礎資料とするもので︑特に昭
和三＋年代からの急激な経済成

帯数の急増により︑住宅の需要

橋

㎜
⁝㎜

家庭教育学級

灘堀離麟號

いたずらはよ

㎜㎜

㎜㎜

完成後まもなく入口のとびらの
錠がこわされ︑一部使用できな

くなっています︒近く補修する牒
ことにしていますが︑いたずら㎜

㎜㎜

にこわすことのないようご協力㎜

願います︒

関口幸一▽田中町本通

り 中林勇雄▽旭町 村山吾朗
▽関口樋口町n庭野友一▽栄町
n小島貞治▽昭和町一丁目u服
部泰▽長里控木髄風間剛一▽中

荷町二

第二 小林重一▽谷内丑 西野織
繁▽本町六丁目五 根津ミネ▽牒
稲荷町一丁目 田村政之助▽稲

巴剛

ところ

き

料

教

室

九月十八日︵水︶

芸

﹁秋ものもカーデンガ

午後七時から

教

室

ガンのカギ編み﹂
中央公民舘

九月二十﹃日︵土︶

理

﹁幕の内弁当の作り

午後一時から

方﹂

魚沼スカイラインの予定

九月二十三日︵月︶

蹴O教養講座
九月二十六日︵木︶
町五丁目腸池田定次▽高山第六
午後七時三十分
関口秀夫▽吉田山谷 高橋平
﹁手紙の書き方﹂
作▽北鐙坂 斉木寿雄▽城之古⁝ 0ハイキング

膏少年ホームだより

︑ところ 中央公民舘

と

三二先生

市では市民のいこいの場︑愛−
とき九月十七日︵火︶
宕山公園にさきほど三十万円で
午後七時三十分
モダンなコンクリートブロック隅
闇
ところ 中央公民舘
の共同便所をつくりましたが︑
幼児︑小︑中学生の部
小︑中学生の部の講師
は新大長岡分校押見虎

しましょう

灘

と

逆︑りおの﹂の実現な

越線小出駅に配置するので︑
新潟支社との応援協力の体制

を確立し︑列車がストップす
ることのないよう最善の努力
をしたい︒

ては中央線から戸狩︑桑名川︑

解決されていない︒

外丸まで急行列車を乗り入れ

⑥ダイヤ改正の間題については
支線の場合︑今回も全般的に

改善には特に努力したい︒

⑤スキー列車の乗り入れについ

国に数台しかなく飯山線に二

置することについては︑現在
国鉄で試験的な段階のため全

なおパンモを十日町駅に配

台配置することは︑現時点で
はむ づ か し い ︒

たい．なお本年七月飯山線沿
線観光連盟の設立を機会に沿
線の観光開発と観光客の輸送

③急行列車の増発については︑

朝新潟発︑夕方十日町発のい
わゆる﹁逆うおの﹂を長野局

新潟支社とも前向きの検討を
進め︑すでに国鉄本社に計画

村山音蔵▽中条島

▽山根 村山貞夫▽ニタ子 山
田賢▽新水 久保田俊作▽高場

美女木

▽四日町第四u小杉秀夫▽高田

本五作▽四日町第二H山田賢一

謎 ．呂

飯山線駿促進期成同盟会
飯山線の輸送改善を促進する

︵会長十日町市︑長︶は去る八月

ため沿線市町村が結成している
飯山線輸送増強促進期成同盟会
三十︑三十一の両日松之山町で

総会を開きました．本会は本年
から長野県の木島本村と長野市
が加入し︑新潟︑長野両県あわ
せて十七市町村で構成していま

当日は本年度の事業計画など

す︒

協議した後長野鉄道管理局から
出席した荒井運転部長︑大沢飯

を要望しました．

事業完了で解散
山本土地区画整理組合
事業を完了しました︒

同地区内には市役所︑電報電
話局︑警察署など主要官公庁が
誘致されたほか︑一般住宅の団
地としても都市計画事業にこれ

器 鴫；

鱒器器騨雛3冨3躍龍引

に

器

山線管理長をはじめ︑関係者に
地元を代表し会長から改善事項

その主なものは①飯山保線区
の存置②冬期豪雪時の列車運行
完全確保③急行列車の増発④飯

はこのほど同会の目的事業を完

貫一郎理事長組合員百三十名︶

山本土地区画整理組合︵野村

などとなっています︒

山線の長岡駅乗り入れ⑤スキー
列車の飯山線乗り入れ⑥本線と
の接続是正⑦飯山線の電化促進

た︒

了したので︑組合を解散しまし

一億二千万円

三十一万平方耕

期待されています︒

からも大きな役割を果すものと

◎事業費

村山徳正▽水沢第一u金井

・毎月15日申込み〆切

◎事業面積

一

在家市之沢H飯塚利平▽新宮第

くわしいことは市商工課、商工会議所へ

これに対する国鉄側の回答は

三十九年二十人の発起人により
十月県の認可を得て設立したも

◎換地面積 十九万四百五十七
平方嫡

啓三郎︒

交通災害共済に加入を〃

捌

捌
第四銀行十日町支店︑北越銀行
十日町支店︑新潟県信用組合十温

で取扱っております︒

撒

るようご協力お願いします．

綿

市報八月号にくわしく掲載い
たしました新潟県交通災害共済

市役所のほか︑つぎの金融機関⁝㎜

なお加入甲込みについては︑

組合設立につきましては︑その
後地区別に嘱託員会議を開き︑

内容の説明とご協力をお願いい

たしましたが︑当市の加入率は
九月八日現在で全市民の十三％

日町支店︑新潟相互銀行十日町
支店︑大光相互銀行十日町支店

淵
一
銘

．働

十日町市農業共同組合．各支所織

と他市町村に比ぺて︑きわめて

各出張所を含む．

に備えて︑一日も早く加入され

低くなっています︒まだ加入さ
れていない方は万一の交通事故

・利率日歩2銭2厘で2力年間貸付

次のとおり︒

ので︑以来市をはじめ関係団体

九千四百五平方材
三万六千三百平方
材

◎公園
◎保留地

七万平方耕

市役所日本間

23，940
26，212
50，152
10，410

⑥1

灘

・一企業者75万円まで

同区画整理組合は︑十日町市
都市計画の一環として去る昭和

強力除雪車バソモを昨年飯山

現在白紙であり︑廃止するか
どうか決まってない︒
②冬期間の完全運行については

の援助により︑つぎのとおりの

◎道路面積

材
三千八百三十八
平方材

関越自動車道誘致対
策特別委員の動き
八月二十三日︵金︶

柏崎・小千谷両市特別委員会
と打合わせ
九月九日︵月︶

柏崎・小千谷両市特別委員会
合同で県知事に陳情

午前10時〜午後3時まで

き手

設備改善資金をご利用下さい

①飯山保線区の存置については

駅に配置し︑本年はさらに上

施設勘定補正予算︵第二号︶
について

定について

4︑市道の廃止について

◎用水路面積
つぎの＋六議案につい

般会計補正予算など︑

昭和四十三年度十日

5︑市道の認定について

ロ︑昭和四十三年度十日町市新
水へき地出張診療所特別会計
補正予算︵第二号︶について

ノ︐づづノづづづ︵憂ヨ2ノノ多ノ 〆づ5ノノ 浸多zノづ髭〆づ55 髪

6︑町及び字の区域並びに名称
の変更について

B︑昭和四十三年度十日町市簡
易水道特別会計補正予算︵第
一号︶について

一千四百九十五

は︑十八日午前十時か

町市議会第三回定例会

7︑字の区域の廃止について
8︑教育委員会委員の任命につ
いて
て審議されます．

◎用水路延長
ら開会︑四十三年度一

9︑教育委員会委員の任命につ

号︶について

応︑昭和四十二年度十日町市水
道事業決算書及び剰余金処分
計算書︵案︶について
掲︑工事請負契約変更について

交通相談日

10月1日

211．44㎞2
積

と

回︑昭和四十三年度十日町市水
道事業会計補正予算︵第一
いて

m︑昭和四十三年度十日町市一
般会計補正予算について︵第

1︑十日町市清掃条例
の一部を改正する条例制定に
ついて
2︑十日町市火葬場条例の一部
を改正する条例制定について

胴︑昭和四十三年度十日町市国
民健康保険特別会計直営診療

五号︶

3︑十日町市消防団員の定員︑
任免︑給与︑服務等に関する
条例の一部を改正する条例制

毎月第2金曜日

（住民基本台帳人口）
十日町市役所
発行所

毎月15日
発行
（昭和32年6月5日第3種郵便物認可）定価一部5円

15
43．9，

143
No．

318一

刈り取りまでには農道を整備
し︑稲架︑脱穀︑乾燥施設の整
備を行なう︒

刈り取り︑収穫の計画は弾力
性をもって作っておき．降雨の
日の稲刈りは中止する︒降雨の
日に刈り取ると作業能率が低下
するばか り で な く ︑ 乾 燥 も 不 充

生脱穀の籾は含水率が高いの

ω変質米の発生

してこの速度で乾燥すると︑

つかえないが︑このま﹂連続

後の乾燥速度で乾かしてさし

けない︒

いては︑屑の多く混入してい
る生籾をそのまx用いてはい

でも時折循環させる立型にお

循環型乾燥機．テソパーリン
グ乾燥機あるいは通風乾燥機

一応締切りましたが︑建設計画

早めに決めること．

乞出稼ぎするには︑必らず職安

を通して行くようにするこ
出稼ぎはグループで行くよう

と︒

にすること︒

4留守家族に農作業の過重の負
担がかΣらないよう︑早めに
仕事をまわし︑また︑来春の
農作業の計画をたてておくこ
と●

乱出稼ぎに対して相談等は︑十
日町市就業相談連絡員か︑市
農業委員会に連絡すること．

茶わんなど敬老
品を贈る
市社会福祉協議会では︑去る
十五日の敬老の日をお祝いして
市内七十五才以上の老人に敬老
品を贈りました．市内の七十五
才以上の老人は︑約千百八十人

で︑知事から茶菓とあわせて湯
呑み茶わんを贈られました．な
おことし満九十才になられた老
人十人には︑知事からざぶとん
が贈られました．

共同募金にご
協力を
目標額薗八十五万幽千円

疲れていますから︑まずビタ︑・・

ソ類ー野菜くだものーをたくさ
ん召し上がってください︒ぶど
うやなし︑中旬からはリンゴも

都会生活では︑月を見ながら

豊富に出回ることでしょう︒
さんま︑秋さばも︑おいしい
季節です︒いずれも値段が比較
的に安く︑脂肪︑たん白源とし
て︑わたくしたちの食生活に︑
大切な役割を果たしてくれます
●月を見る

虫の声を聞くなどということは
おいそれとかなえられなくなり
ました．そのような人たちは︑
なんとかくふうして澄んだ月を
見ることにしましょう︒すだく
虫の声をともに聞いて︑世俗の

耳を傾けましょう︒

チリをおとそうではありません
か︒いなかの人たちも︑ぜひ︑
あらためて名月を見︑虫の声に

月々に月見る月は多けれど
月みる月はこの月の月
という

ります

歌があ

が︑こ
れが仲

なかば

なると
ぽつぽ

月とい

秋の名

です︒

うわけ

つ衣替

意がい

その名

残念ながら九月中にはこの名

えるのは．ことしは十月六日で

月を迎

大仕事になりましょう︒室の模

＝と同時
に 夏もののあと始末が主婦の

月を見ることはできません︒し
かし満月でなくても美しい月が

機の始末などー︒

衣がえでとくに注意したいこ

が洗われます︒本来︑わたくし

美しい月を見ていますと︑心

夜はぐっと気温が下がるという

たち日本人は︑この月のように
清潔感をもった自然に心をひか

と●

ビは三層ぐらい離れて見るこ

らい目を休ませましょう︒テレ

大きさにもよりますが︑六≧八
畳ぐらいの室では︑百ルックス
六十ワット程度の電球を使いま
しょう︒読書や夜なべ仕事で一
時間日を使ったら︑十五分間ぐ

長くなり︑テレビや本を見たり
する時間が長くなります︒室の

れるのです︒

こと︒外出して︑夜おそくなる
と予想される場合は︑必ず︑何
か一枚ぐらい用意して出かけて

●くらしのメモ帳
▽電灯の明るさ⁝これから夜が

夜は気をつけたいものです︒

ろ夜になると︑霧が発生するこ
一とが多いものです．﹁夜道はか
らだに毒﹂とは昔の人の言った
ことですが︑とくに霧のふかい

ほしいものです．また

このこ

器とは︑日中はまだかなり暑いが

ながめられます︒

様がえ︑カーテンすだれ︑扇風

ます︒

そがれ

えの用

すぎに

●夏をしまう
九月

ちです︒

日以後というところでしょう︒
罧雨のさかんな九月下旬は︑と
くに日本列島は台風に襲われが

ないようです︒そのころ日本へ
台風がやってきます︒二百二十

が︑この森雨はそうした風は少

寒い日さえあります︒つゆでは
なま暖かい南風が吹きこみます

雨﹂がやってきます︒ちょうど
つゆのようにじめじめとうすら

日前後からいわゆる﹁秋の長

そんなさわやかな初秋も︑十

●霧雨と台風

づいてきます︒

もそれなりに︑いなかの山野に
はさらに色こく秋のあし音が近

皮膚もさらさらしてきます︒排
気ガスによごれている街路樹に

朝夕︑めっきり涼しくなりま
す︒空気中の湿気も少なくなり

度三十五度c以下︑湿度三十 ・ ●秋のおとずれ
％以上になるようにすれば安
全である︒

と︑必ずむれて変質する︒変
質は脱ぶ米にとくに発生しや

胴割れの発生が多くなる︒含
水率十六乏十七％から十四％

の場合︑あらかじめ選別して

で︑そのまN長期間放置する

すく︑玄米の表面が褐班とな

までは毎時乾滅水分を○・八
％以下にしなければならない

屑を取除くことが必要である

④循環型乾燥機

ってあらわれ︑精白しても消
えない︒変質は気温．湿度等
によって異なるが︑十八％以
上の水分の籾を堆積したとき
実際に運転する場合には︑

当りの風量を増加し︑上下の
乾燥むらを少なくする．
生籾より含水率十六〜十七
％までは毎時乾減水分一％前

に生ずる危険がある︒含水率

これらの操作をおこなうこと
は面倒なので︑送風空気を温

稼ぎについて的確な出稼ぎ先

市農業委員会では︑今冬の出

出稼ぎはグループで

とくにコンバイソ収穫モ︑︑︑

の高いほど︑堆積が厚くなる
ほど︑変質を生じやすい．
③生籾の一時保存

変質を防ぐには︑脱穀後の生
籾を乾燥機に入れて︑常温で
もよいから風を送ること．で

分になる︒

生脱穀を行な〜場合︑夜を越
きるだけ︑脱穀︑運搬︑乾燥
作業が停滞することなくおこ

︵事業所︶を紹介し︑出稼ぎ者
に有利な事業所に就労していた

だくため︑このほど十日町職業
安定所調査による出稼ぎ求人一
覧表を︑各農事連絡員に配布し
出稼ぎ先を早めに決めてもらう
など︑つぎのことについて要望
しています︒

委員会の調べによると︑昭和
四十三年度の求人数は約四千人
になる予定ですが︑出稼ぎに対
して注意したり︑準備すること
として
自分の出稼ぎ先︵事業所︶を

県住宅供給公社の中条旭ケ丘

戸数にゆとりがございますので

中条旭ケ丘団地募集中

︿分譲住宅V

るだけうすく積込み︑単位籾

気の流れが悪いため︑三十〜
四十秀の範囲までとし︑でき

としていたが︑生モミでは空

半乾モ︑ミでは四十五㌢を限度

乾燥箱に積込むモ︑・・の厚さは

⑥通風乾燥機取扱い上の注意

も一つの方法である．

存する︒戸外で莚干しするの

︵十㌢以下︶ひろげて一時保

る場合は︑莚の上にうすく

なわれるように︑周到な計画
が必要である︒収容しきれな
いでやむをえず生籾を堆積す

して地干しすると胴割れが多く
なるので︑刈り取り当日処理す

に排水溝をほり︑あるいは落水
期に小溝を掘って積極的に排水
るよう注意する︒

排水不良田では︑中干しの際

O刈り取り作業能率の向上

下する︒

刈りおくれると︑倒伏しやす
くなり︑過熟によって穂折れや
脱粒を生じて減収する︒また穂
発芽や胴割米︑茶米が増加して
米粒の光沢がなくなり米質が低

下して収量が減ずる︒

未熟粒が多くなり︑千粒重が低

作業計画も事前

適期刈取りと適正乾燥
県農林部では︑ことしの順調
な稲作から成熟期がいくぶん早
まるものと予想し︑特に極早 生
品種の作付が増加していること
もあって︑これら早生品種の刈
りおくれを防ぎ︑また乾燥の適
正化をはかるよう︑つぎの資 料
を参考にするよう呼びかけてい
ます︒

◎刈取りの適期

刈取りの適期は大部分の穂の
八十％程度の籾が黄変した時で
◎生籾乾燥

お願いします︒なお切替えを行
なうときは︑工事担当者がその
つど加入者の皆さんに電話で︑
ご了解方．こ連絡いたします︒

なお山本分局は︑局舎ができ

あがり現在クロスバー交換機な
ど各種機械の取付工事が行なわ

れており︑サービス開始は明年
二月の予定ですので︑しばらく

分譲住宅募集は︑去る四月末で

ていますから︑募集内容その他

追加募集をしています︒申し込
みの窓口は市役所市長室となっ
についてお間い合せ下さい︒

ーム9hサ
老人に若がえりの促進をと︑

市老人クラブ連合会と︑社会福
祉事務所では︑去る五日︑市民体

育舘で等三回老人体育祭を開き

九種目に熱戦をくりひろげまし

たばこすい︑ビンつり競走など

白にわかれて︑アベック競走︑

ます︒

赤い羽根共同募金は︑ことし・錺 ●食べもの
も十月一日から実施されます︒ ㎜⁝ 秋は︑食べものの季節．秋に
十日町市の目標額は︑百八十五 隅なると︑にわかに空腹を感じま
す︒もし食欲がないというなら
万一千円で︑各町内を通じて募
からだのどこかに故障があると
金が行なわれますので︑市民の
考えてください︒
皆さまからのご協力をお願いし

⁝㎜ いままでの暑さで︑からだが

に楽しい一日を過しました︒

たが︑各レースとも珍プレーが
続出して終始笑いと拍手のうち

ました︒この日市内五十二の老
人クラブから約千名が集まり紅

3。

を計る︒

このほど完了し︑いよいよヶー
ブル切替工事実施段階になりま

話がストップすることがござい
ますので︑なにぶんのご協力を

電話が五分間スットプ
ル切 替 工 事
十日町電報電話局山本局新設

け︑実肥の施用などのため極早
した︒

や

一般に出穂後成熟に達する日数
は︑おおよそ極早生三十五日︑

早生四十日未満︑中生四十日未
満︑晩生四十五日程度である︒
作付全筆を適期に刈り取れるよ

し．事前の計画を周到にしてお

うに刈りはじめの時期に注意

生品種が刈りおくれて収量の低

これまでもケーブル工事によ
り交通等にたいへんご迷惑をお

による︑市内ケーブル工事は︑

下や米質を悪くしているので極
早生品種は早目に刈りはじめる

特に ︑ 最 近 東 北 系 品 種 の 作付

くo

こと0

0早刈り．運刈りのへい害

かけしてまいりましたが︑これ
からの新設ケーブル切替作業に
伴い︑一時的︵約五分間︶に電

刈取りが早すぎると︑青米︐

フ

お待ち願います︒

ー。

こ

ー十日町電報電話局ー

一一老人体育祭一

北陸地方三ヵ月予報︵九胡月︶

て通り時々晴れる日もあるが︑

◎十一月
前半は移動性高気圧が北偏し

日照は平年並の見込み︒

りの日が多くなりそう︒平均気
温は平年並︑降水量は多めまた

が比較的多くなる︒下旬はくも

九月に引きつづき︑くもりの
日が多い見込み︑中旬頃からは
移動性高気圧が通り秋晴れの日

◎†月

込み︒

ー新潟地方気象台発表i
九月はじめは暑い日もあるが

◎全般

その後気温が下り︑くもりの日
が多い見込み︒秋晴れは十月中

旬に多くなる見込み︒十月下旬
はくもりの日が多く．また十一
月は前半はときどき晴れる日も
あるが︑後半は例年のように︑
冬型の天気が現われる見込み︒
◎九月

初めは暑い日もあるが︐中旬
頃から北偏した移動性高気圧の

は︑平年並か多めまた日照は少

影響で気温は低めになり︑台風
は一之二個間接的に当地方に影

ための見込み︒

半ばすぎ頃から大陸の高気圧が
発達し天気はしぐれやすい︒平
均気温は平年並か低め︑降水量

めまた日照は多少．少なめの見

響するものがある︒月の平均気
温は低め︑降水量は平年並か多

一319一

し・

ぱ
つ
㌧・

楽 し さ

ケ

＿2一
昭和43年9月15日（日曜日） （昭和32年6月5日第三種郵便物認可）

ち
ま

か
お
と

報

市

N吐』143

