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展示会々場のモデル店舗
合理的な店舗の経営と照明を使つた

多角的な店舗の設計等、商店の経営に
ついての直接的な指導を目的として区

では去る7月3日から7日まで渋谷区

公会堂で「繁昌する店構えと照明展示

会」を開催した。この催しは各方面の

反響を呼んで参観者は毎日絶えなかつ

たが5日間の来場者総数は約800名で都

内23区からは勿論のこと遠くは静岡市

高崎市、福島等又埼玉県茨城県や藤沢

市からも来区されている。

入場者は商店経営者でない人逹も皆熱
心にメモを取つたり出席講師に指導を

受けたりしていたが、店舗設計、経営

についての相談は約50件あつた。

写真は会場に作られた店舗模型で一番

手前はお客を誘導し易い雲形ケース、
その次は洋裁店のモデルで商品ケース

の置き方を指示している。



教育、科学、文化で
世界の協力と友情

ユネスコとは
ユネスコとは教育と科学と文化の面

で国民と国民とがお互いの理解によつ

て平和を進めるためにつくられた世界

組織でUNESCOというのは国際連

合教育、科学、文化、機関という頭文

字をつらねた言葉である。日本はユネ

スコに正式に参加できたがユネスコ本

部は日本のために1949年の春から東京

にユネスコ駐日代表部を設けて活動し

ている。

ユネスコの組織

ユネスコには現在59ケ国が参加しユ

ネスコ本部はパリにあつてハイメ、ト

レース博士が事務総長で次の組織にな

つている。

1．総会各国の代表たちとユネスコ

の最も重要な事がらをきめるために毎
年1回開かれる。

2．執行委員会総会によつてきまつ
たいろいろの問題を実行する計画をた

て18名の委員は総会によつて選ばれる

3．事務局総会と執行委員会できま

つたことを責任をもつて実行する。

本部できまつた事がらは参加している

国々のユネスコ委員会やユネスコに協

力しようとする民間の団体やまた世界

の数ケ所に設けられたユネスコ事務所

によつて実行される。
ユネスコは何をするか

ユネスコは世界平和のため国民と国民

がお互いに理解することを助けるため

に教育、科学、文化の面でその発達の
ために世界が協力しあうこと、またそ
れらが自由に交流して各国民がおたが
いによく知りあい尊敬しあいやがて親
交を結ぶ活動を目標に学者や科学者は
勿論学生や一般の人たちなどが行き来
する仕事もすゝめ争いと憎しみのかわ
りに協力と友情をもつて世界の平和を
築こうとするものである。

あなたはユネスコを助けて平和のた

めに役立つことができる。そのために

はまずユネスコの目的や精神をしつか

り身につけ戦争を心の中からすつかり

棄ててしまつた人間になることがあな

たたちの最初の協力でありその上で1

つでも多くの人達にそのような心にな

つてもらうよう努力することである。

議会レポート

7月2日

教育委員会

区立岩井臨海学園に関する件
7月5日

教育委員会
1．岩井臨海学園の件

2．請願書審議の件

7月9日

全員協議会

特設役員決定の件その他

7月17日

厚生委員会

厚生施設視察結果の意見交換

文化委員会

緑蔭子供会の件

軍人軍属の遺家族調査実施

講和締結を目前にひかえてその折の

資料に供するため戸籍台帳によつて大
東亜戦争に参加した軍人軍属の遺家族
の留守担当者の本籍、現住所、生活状

況と戦没者氏名の調査を目下区で行つ

ている。現在区内の該当者は約260名

であるが、しかしこの調査によつて直

ちにこれら該当者に対して何んらかの

処置を講ずるというような計画がある

わけではないのである。単なる参考資
科としての調査を行つているわけであ
る。

委員会だより

教育委員会

7月5日午後1時から開催昭和26年度

の岩井臨海学園の予算の説明があつた

後中幡、上原、山谷、鳩森各小学校、

笹塚、上原、代々木、鉢山各中学校の

校舎増築に関する請願書の審議が行わ

れ6月13日に次いで第2回目の学校視察

として7月12日外苑中、渋谷小、常磐
松小、広尾小、臨川小、加計塚小、長

谷戸小、猿楽小、鉢山中、大和田小、
大向小、松濤中の12校を視察すること

に決定した。

全員協議会

7月9日午後2時から開催され最初に

教育、土木建築、競馬各委員会の23区

連合会に出席した委員からそれぞれ結
果報告があり次いで議長から区史編さ

ん委員として原一学、小川保、小山謹

言、田中節夫、佐藤サカエ、伊野重次

郎の6氏、消防団の運営委員会の消防

委員として近藤日吉丸、古田金八、青

木武士、春山力造、田尻嘉一、大日方

昇の6氏を特設委員として区長に推薦
する旨の報告があつた。最後に渋谷消
防署長から少年消防クラブ結成援助に

関する説明があつて散会した。

区議会本会議
区議会本会議は7月26日午後2時から

開催される。仰徳小学校復活再建の請
願や歳入歳出追加予算等審議予定

渋谷区青少年問題
協議会の発足

渋谷区に居住する青少年の健全な育

成をはかり福祉を増進することを目的

として渋谷区青少年問題協議会が7月

中に結成されようとしている。
去る6月11日午後1時から区役所第1

会議室で此のための準備委員会が開ら

かれ区関係では区長民生課長教育課長

児童福祉司その他民生委員代表各中学

校代表小学校代表と児童福祉審議会委

員多数や3警察署少年係主任、司法保

護委員、PTA連合会長防犯協会代表

子供会代表婦人会代表少年収容施設代

表保育園代表等多数出席して熱心に討

議が進められ渋谷区青少年問題協議会

規程の案が審議された。

結成されたあかつきは前文で述べた目

的に関係のある渋谷区内の官公庁の他

に各種団体の代表者や民間有識者で組

織されることになつている。この協議

会で行う事は次の通りで、会長には区
長が就任し役員の任期は1年である。

イ、青少年の指導保護矯正及び福祉

増進に関係のある各種の研究調査及び

情報資料の交換蒐集

ロ、児童青少年の指導、保護矯正及び

福祉に関する具体的対策の樹立
ハ、児童青少年の愛護思想の普及宣伝

ニ、児童青少年の指導保護矯正及び福

祉事業に関連ある公私の機関相互の活
動調整の促進

ホ、東京都青少年問題協議会並に関係

官庁、及び団体との連絡

へ、その他必要とする事項

身体障害者福祉協議会の設立
区内の身体障害者は現在167名であ

るがこれらの人々の福祉更生をはかる

ために身体障害者福祉協議会を設立す
ることになり肢体不自由者、ろうあ者

視力不自由者が各々10名づゝ準備委員

となつて準備中で7月中には結成され

る予定である。事務所は区役所内にお

き身体障害者の生活改善とその援護、

官公署の身体障害者の更生福祉施策に

対する積極的な協力、身体障害者の実

態調査とその研究などの事業を行う。

小鳥を飼養するには許可が必要

小鳥を保護する目的のために6月か

らまひわ、うそ、ほおじろ、ひばり、

めじろ、やまがら、うぐいすの7種類

の小鳥に限り飼養許可証が必要になつ

たので6月30日まで許可申請を受付け

たが、7月30日迄に申請期間が延長さ

れたのでまだ許可申請をしてない方は

飼養許可申請書と手数料として1羽に

つき100円を添えて区役所経済課産業
係又は経済局林務課へ提出して下さい

許可証を受けずに飼養すると狩猟法違
反として処罰されるから御注意下さい



楽しい緑蔭子供会
盛り沢山の計画決定

去る6月20日以来種々打合せを重ね

ていた本区の緑蔭子供会は此の程その

実施計画がまとまつた。長い夏休み中

に青少年を社会悪から守り協同生活を

通じて健康でしかも知性豊かに立派な

社会人として育て上げることを目的と

して方針が決定されたが、運営そのも

のはそれぞれの学校とか地区の子供会

とかにまかせるがその予定行事を持ち

寄つて区では日程をまとめたのである

方針としては緑蔭子供会の字句にとら

われず広く青少年の生活指導と文化運

動に重点をおき青少年の地域的グルー

プに対しては建設的な団体活動を促進

するようにし、子供会の内容はリクリ

エーシヨン、体育を中心として教科的

なものにはふれないようにしようとい

うことになつている。

区では巡回文庫巡回夕凉み映画会巡回

童話会その他川の家の集いを行う。
8月25日の最終日には閉会式を兼ねて

子供大会を行いその節優良子供会の表

彰も併せて行う。巡回文庫は図書館に

備付けてある図書から児童向き図書約

350冊を選定して事前に開催学校に運

び図書館職員1名学校先生1名が指導し

児童達が自主的に図書の貸出し閲覧等

の手続を図書館でするとおりに運営す

る。映画会は少年向劇映画1本と文化

映画を上映し童話会では紙芝居も併せ

てみせるがお話はおなじみの八木笠雪

氏と三堀一延氏で紙芝居は石手悟浄氏

が上演する。川の家の集いに出掛ける

子供達は5500名を予定しているが京王

多摩川に3ケ日二子多摩川に3ケ日出か

ける。往復は2輌連結電車2台を貸切に

して1日に600名から700名の子供達を

参加さぜる予定である。川の家では童

話会や紙芝居の後で遊泳リクリエーシ

ヨンを行う。

此の行事対象は小中学校生徒でそれぞ

れの学校子供会単位で責任者が引率し

て行くことに決定している。学校や団

体自身の計画はそれぞれ早起会ゲーム

遊び音楽会とか写生会幻灯会等種々の
計面をたてて子供逹も張切つている。

山にきたえる児童達
箱根高原学園がひらかれる

区では国土計画興業株式会社の好意
によつて今夏は箱根湯の花沢にある同

社の建物寝具一式の貸与を受けたので
山に行きたい子供達のために箱根高原
学園を開くことになつた。場所は芦の
湖から徒歩で20分程行つた山の上であ

るが、区では区長、教育課長、関係職
員等が現地調査を行うと共に児童達の
集団生活に適した施設を整えようと種
々手を加えて7月中には完成させる予
定でいる。箱根高原学園は8月3日から

8月一杯開かれるが、設備の都合もあ
るので全期間を7期に分けて1期毎に
100名づつ参加させる。

1期の日程は3泊4日で費用は小学生
が600円中学生は650円を要する。又御
米も持つて行くのであるが、小学生は

1升3合中学生が1升4合となつている。
部屋は6畳が12間程あるし御風呂は天
然の温泉がすぐそばの野天に湧いてい
るのでこれを利用する。なお此の高原

学園の運営は一切参加学校で行うこと
になつているので付添え職員は学校の

先生方で総べての指導を行つて下さる
ことになつている。

道路工事の完成
簡易舗装道路復興3ケ年計画による
区内の道路整備工事は目下各所で施行

中であるが、原宿駅北側の東郷神社脇
の道路延長300mが6月末に幡ケ谷本町

工業試験所脇4号橋附近の道路延長500
mが7月10日にそれぞれ竣工した。

好評の成人学校

いよいよ終了
去る7月2日から開校している婦人を

主に対象とした本区主催の成人学校は

大好評の内にいよいよ終了することと

なつた。暑い日、雨の日もいとわず来

聴した参会者はやはり婦人が殆んどで

男子は65才になる方がたつた1名であ

つた。種々あつた講義の中で洋裁芸術

の時間は特に評判がよかつたようで聴

講生の数も一番多かつた。

7月25日には午後4時から閉校式が行わ

れるが、終了証書は区長からそれぞれ

手交される。その他講師、区議会、文

化委員長等も臨席することになつてい

る。（写真は洋裁の講義を熱心にきく

水泳講習会を行う
対象は中学生以上大学生まで

区と区体育会が共同主催で水泳講習

会を7月23日から26日まで開催する。

7月23日24日は代々木西原町の代々木

中学校プールで7月25日26日の両日は

衆楽町にある区営衆楽プールで共に午

前9時30分から午後3時まで行う。
明大水泳部々員5名が講師として指

導に当るが講習生は区立私立を問わず
中学生、高校生、大学生等を対象とし

ている。講習を受けたい生徒さん方は

それぞれ所属の学校を通じて集団で申

込むことになつている申込〆切日は7

月21日である。

なお区では此の高学年の生徒を対象

とする講習会だけでなく、全然泳ぎが

出来ない小学校の生徒達を相手とする

講習会も行いたいものと種々計画をね

つている。

ラヂオ体操の講習会があります
昔懐しいラヂオ体操が久しぶりに復

活しているが、区でもラヂオ体操講習

会を行うことになつた。

7月23日に区内代々木富ケ谷町の富谷
小学校々庭で午後7時から8時30分ま

で、24日には同じく午後7時から8時30

分まで、下通2丁目の臨川小学校々庭

で東京都教育庁体育課の職員を講師に
迎えて行う。学校生徒だけでなく一般
区民の方々を対象に開催するので区で

は多数の方々が参加されるのを待つて
いる。

広尾高等学校の新校舎着工
広尾高等学校の校舎敷地として都で

は先般若木町15の4600坪を1千万円で

売収したが7月16日午後2時から起工式
をあげた。第1期工事として1千100万

円の予算で鉄筋2階建223坪を施工し10

月には完成の予定で第1期工事終了後

直ちに第2期工事として木造モルタル

塗の工事に着手する予定。写真は起工

式で生徒代表が校舎建築に対する感謝

の言葉をのべているところ。

聴講生達）



奈良時代の渋谷
渋谷昔ばなし其42）

区史編さん委員会
渋谷文化の起源から順を追つて、紀
元7，8世紀の古墳時代末までの大体を

申し上げましたが、いよいよ渋谷文化

もその次には所謂古代と呼ばれる。8

―12世紀（奈良、平安時代とも呼ばれ

て来た）に及びます。

646年大化の改新によつて日本の従

来の原始社会の氏族の土地や労働者の

私有は禁ぜられ、反対に国民は確立し

た税法のもとに、土地を均分して労働

の義務が附与せられ、従来の地方豪族

に代つて中央政府の官吏が地方官とな

つて統治しました。この中に於て武蔵

国も4世紀頃からつゞいた兄多毛比命

（えたもひのみこと）の子孫の武蔵国

造に代つて、府中の国府には国司がそ

してその下の多磨、足立、荏原、豊島

等21の郡には郡司が任命せられ、郡の

下には郷、郷の下には里があつて各々

長（おさ）に治められていました。

渋谷区内は、渋谷川とその支流大和

田川の東方は豊島郡に、その西方は荏

原郡に属し、後区内すべてが豊島郡に

属するようになります。

今の渋谷区内は大化改新によつて全

国に行われた大規模の条里制が布かれ
るような広い田甫がありませんので、

奈良時代頃には、あまり拓けたところ

と思われませんし、その名前すら中央

の文書等には見当りません。それでお

そらく歴史の空白時代かと久しく思つ

て参りましたところ、近頃神宮通り2

丁目の長泉寺の裏山から奈良時代の布

目をつけた厚い古瓦が発見せられまし
たので（勿論今の長泉寺は前に申し上

げました如く後世今の場所に移つて来
たのですから、この瓦は長泉寺のもの

ではありません）我渋谷区内にもこの

頃都内にあつた様な国分寺、国分尼寺

深大寺、浅草寺等と同様の瓦を葺いた

寺院があつたのではないか、もしそれ

が寺院の址でなくても、此等寺院へ瓦

を供給した窯址（かまあと）があつた

のではないかと考えられるようになり

ました。事実渋谷附近の丘陵下の薫白

色粘土は瓦の原料となり得ますし、こ

の古瓦の出土しました代々木丘陵の斜

面は当時の登り窯を造るのには最適の

地形をしています。いづれにしても渋

谷区内が奈良時代の進んだ文化と全然

無関係の地ではないことが知られて大

変興味深いと思います。

それと同時に当時の一般庶民の住宅

址と想われる遺蹟が、東渋谷丘陵上の

広尾中学校、国学院大学を中心とする

附近、幡ケ谷丘陵上の甲州街道沿いの

各所に点々として発見せられて居ます

それ等は石器時代と同じく竪穴を地面

に掘り凹めた家ですが、平面は方形に

なつて居り、柱には鉄釘で木を打ちと

めたらしく、その釘も発見せられてい
ますし、又、床の中央の「ろ」の側か

らは海のアカニシの半ば焼けたのが出

ています。アカニシは古代灯器として

油を入れるのに使われることが多いの

であるいはこれもその一種かと思いま
す。要するに文書には見えなくても奈

良時代の渋谷地方は、一種の地方文化
として、前から引きつゞいてむしろ平

和なところであつたと思われます。

愛の手を日雇労務者にも
渋谷公共職業安定所で扱つている日

雇労務者の数は昭和25年6月25日現在

で3090名あつた。これは失業保険手帳

の所持者数である。本年6月25日現在

では日雇労務者としての登録者数が37

14名でその内不適格者を除くと有効登

録者が3260名いる。男子労務者は2419

名女子労務者は1111名で婦人労務者は

全体の30％もいることになる。失業救

済事業に働いている日雇労務者の中に

は事務的にも技術的にも優秀な人が相

当いるので求人の場合等この人達の中

からも選ばれる様御理解が願いたいと

職安の係員は望んでいる。写真は失業

赤痢疫痢の予防対策
協議会を開催

渋谷保健所では7月11日午後2時から
保健所講堂で区各出張所長伝染病予

防委員や清掃事業部渋谷出張所長の参

集を願つて赤痢疫痢の予防対策協議会
を開いた。都衛生局予防課の山口虫疫

係長や永井保健所長、同予防課長等が

赤痢疫痢予防についての講演をそれぞ
れ行つた後質疑応答に入つたが、中々

活溌な意見が出て意義ある討議が続け

られた。終つて区教育課の協力で伝染

病予防映画3本を上映した。

本年の赤痢流行状況は皆さんも新聞

ラヂオ等で御承知の如く例年の約3倍
も患者が発生しているが、これを昭和

24年以来渋谷区だけの数字をみてもそ

れがよく分る。昭和24年7月1日現在患
者発生数15名同年末70名、25年7月10

日現在37名同年末190名、26年7月10日

現在96名となつている。毎年の例によ
つても梅雨あけの患者激増が予想され
るので、此の際区民の方々の一層の御
協力が望ましく伝染病発生防止に努め
て頂きたいと保健所では望んでいる。

食物は清けつな店から
必要なだけを

食中毒の予防
夏の食中毒はその原因が殆と細菌に
よるもので食品そのものは本来有毒で
はないがその取扱の不良によるものが

多い。夏の食中毒を防ぐにはこの点に
ついての注意が一番重要のことである

かびの生えた食物はそのまゝ喰べない
が細菌もこれと同じに繁殖しているの

だが、眼に見えないので注意する人は
少い。かびは空気中の湿度の高い時に
繁殖するが細菌は食品中の水分だけで
繁殖しこれからの気候はこれらの細菌
にとつて実に居心地のよい温度となり
食物に細菌がつくとどんどんふえやが
て食物を変質させてしまい臭いにおい
とか酸い味などに変える。こうなつた
食物を喰べる人はいないがもし食中毒
を起す細菌とか伝染病の細菌があると

食物が変質しなくとも喰べた人は食中
毒を起したり伝染病にかかるわけであ
る。この予防にはまず食物にこれらの

細菌がつかないようにしなければなら

ない。そのためには

（1）食品を買う時には清けつな店から

差当り必要な量だけ買うこと。

（2）買つた食品は縄帳などに入れて縄

や鼠から守らねばならない。

（3）食器は勿論料理する人の手も喰べ
る人の手も清けつを保つこと。

（4）すでに食品にこれらの細菌が附著
しているかもわからないので出来るだ
け細菌の居心地を悪くしてやることが
必要。それには

a、冷蔵庫その他を利用して低い温度

で保存し細菌の繁殖を防ぐこと

b、生ものを喰べることを出来るだけ

さけて煮たり焼いたりすると安全さら

に腹工合の悪い時に不消化物を喰べる
とか夜分に冷たいものを喰べ過ぎるよ

うなことはさけること。

対策事業に働く人達の就労風景と完成

した道路


