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てどもの行事特集号
二子玉川の流れに遊ぶ子供達 （8月1日区主催の「川の家」の際に撮影したもの）

われらは日本国憲法の精神にしたが

い児童に対する正しい観念を確立しす

べての児童の幸福をはかるためにこの

憲章を定める。児童は人として尊ばれ

る。児童は社会の一員として重んぜら

れる。児童はよい環境のなかで育てら

れる。以上は本年5月5日のこどもの日

に制定された児童憲章の前文であるが

児童の幸福を守るために区でも種々心

を砕き苦心をしている。氷川町58番地

にある元渋谷民生事務所跡の建物はそ

のまま子供の家として使用することに

なり、民生事業助成会では約3万円の

予算で下駄箱、机を新調し雨漏りの修

繕等を行つた。広尾小学校の生徒達は

さつそく勉強会や子供会をここで自主

的に行つていた。公会堂通りに建設中

の保育所も竣工が間近く乳児の収容に

重点をおく予定だそうである。



海に！山に！川に！子供の天国！

緑蔭子供会川の家が7月27日28日の両日は京王多摩川で

8月1日から3日までの3日間は二子多摩川でそれぞれ開かれ

よしず張りの川の家で童話、紙芝居、ブラスバンドの演奏
などに楽

しいひと

ときを送

つた。

写真矢木

笠雪先生

の童話に

聞きいる

学童達。

二子玉川

で

今年8月3日から同月末日まで箱根湯の花沢に区の高原学
園が新設された。下の左上の写真は高原学園宿舎の全景。
その隣は高原学園の敷地内にある硫黄の岩風呂。
左下の写真は杖を手に手に標高1．327mの駒ケ丘に登山し

所要時間1時間45分であつた。その隣は駒ケ丘頂上から芦の
湖を眼下に伊豆半島を始め遠く三浦半島相模湾、駿河湾ま
で一望の下に見渡し一息入れているところ。

7月17日から8月20日まで千葉県岩井の臨海学園が開設さ

れ学童達は身心の鍛錬をしながら楽しい日々を過した。下

の写真は臨海学園正門

右頁の写真左上は先生の号令に合わせて海へ入る前の準

備体操。その下は静かな朝の海辺で貝拾いや浜辺に打揚
げられた海藻を手に自然の観察をする学童達、その右上は
食堂でみんな揃つて楽しい朝の食事をするところ。



川の家に参加した学童は京王多摩川
延3，100名、二子玉川延2，100名合計延
5，200名の多数であつた。

緑蔭子供会の1つとして8月13日午前

8時から西原小学校で童話会が行われ

又8日18日本町小学校では巡回文庫が

開かれ図書館備付の図書350冊を選定

し貸出しから閲覧に至るまで学童達の

自主的運営によつて行われた。

子供を守るために

渋谷区児童福祉司

終戦後の少年犯罪は、成人のそれを

遥かに上廻つている。

私達は子供達の犯罪化を防ごうとしな
がら、どうにもならないので只なげく
のみというのが偽らざる現状であろう

。何故防げないのであろう。児童福祉
法が生れ、教育基準法、労働基準法が
制定され、形の上では子供達の幸福が

約束されているし、不良化防止のため

に大人が甲論乙駁をやつて一応不良化

防止の方法も結論的には出ている。

併し不良化の傾向は今以つて下降線を

示していない。何故であろう？

それは一部の人のみが子供のことを考

えているからだといいたい。何故多く

の子供を持つ地域の人が団結して子供

を守ろうとしないのであろうか？

「自分の子のことは人にいつて貰いた

くない。同じ地域で悪い子とは遊ぶな」

これが多くの人達の考え方である。自

分の子が悪くなると、悪い友逹に誘わ

れたからというのを理由に他人に弁解

をする。果してこれで良いのであろう

か。いくら進んだ法律が出来ても自ら

多くの子供達のことを考えてやらねば

何もならない。そこで或一定地域の人

達がその地域の子供は我々で面倒をみ

るのだという考え方になつて頂きたい

と痛切に感ずる。自分の子も他人の子

もその地域内の子供であつたら指導し

て行くという気持になつて頂きたい。

つまり子供を守るために大人がブロツ

クを作つて頂きたい。それが子供を幸
福にする第一歩になると思うのである



学校給食の世論調査

学校のパン給食が開始されて一年、

当時は従来の惣ざい程度の給食から一

大飛躍をして内容も600カロリー蛋白2

5gの標準となり質的にもより一層充実
が計られて来た。

今回講和条約其他によりアメリカ寄贈

による粉ミルク或いはパン給食の小麦

粉等の問題から発して一部には学校給
食存続云々の話題もでている現状であ

るが東京都では都下700校の父兄に学

校給食の継続を希望するかどうかにつ

いて世論調査をこの6日に行つた。其
内本区父兄の世論の結果がまとまつた

ので東京都全体のと比較して参考とす

る。

渋谷区給食世論調査表

（1）あなたは現在のようなお弁当をもつ

て行かないですむ学校給食（パン、ミ

ルク、副食物）について、どのように
おもいますか。

渋谷区都全体

イ、継続してほしい72．5％69．7％

ロ、やめてほしい8．8％10．1％

ハ、 やつてもやらな
くてもよい

15．4％15．3％

ニ、わからない2．3％2．6％

ホ、回答不明1．0％2．3％

（2）あなたの御子さんは給食を喜んで

おりますか。

渋谷区都全体

イ、よろこんでいる67．7％66．5％

ロ、いやがつている19．3％18．4％

ハ、わからない11．2％11．3％

ニ、回答不明1．8％3．8％

（1）の調査によると総体的に継続してほ

しい、よろこんでいるという意見が圧

倒的に多い。渋谷区の小学校の内、特
に継続希望の多いところは大向小学校

（93％）常磐松（85．3％）加計塚（79

．2％）の順となり其の他の学校がこれ

につづき本町61．2％中幡63．2％神

宮前65．1％で低調である。

（2）の調査は父兄を通じて間接的に児童

からきいたものであるが、やはり「よ

ろこんでいる」の回答が多く、大向、

常磐松、広尾の順で其他の学校がこれ

につづく。特に中幡、鳩森両小学校の

場合は（1）の継続してほしいの希望はき

わめて低調であつたが、児童の方の給

食希望は著しく多くなつている。

その逆に西原、渋谷両校の場合は児童

達の給食に対する人気は父兄の希望に

反し著しく低調である。次は給食費の

調査についてである。

給食費はどの程度まで無理なく

支出出来ますか。

渋谷区都全体

180円支出するのも困難です

6．6％10．2％

180円（現在の平均給食費）まで

23．4％29．2％

190円まで支出出来る1．6％1．9％

200円まで〃32．8％26．2％
210円〃0．5％0．4％

220円〃0．7％0．7％
230円〃0．8％0．8％

240円〃0．6％0．5％
250円〃11．1％9．2％

260円〃0．1％0．1％

270円〃0．2％0．1％

280円〃0．3％0．3％

290円〃0．1％0．1％

300円〃16．8％12．0％

回答不明4．4％7．8％

以上の給食費の調査事項は今後の学校

給食運営に影響するところが大きいが

今後200円～300円の間で支出できると

回答されているところは小学校20校の

内11校、200円未満までなら支出でき

ると回答されているところは小学校20

校の内9校である。月額300円でも支出

可能の回答の最も多数の所は大向小学

校でその逆に180円（現在の平均給食

費）でも支出困難であるとの回答が最

も多い所は本町小学校であつた。

学校衛生統計調査の結果

この調査は文部省令による「学校身

体検査規程」に基き全国の学校が一斉

に毎年4月行うものでこゝに現れた統

計表は昭和26年4月に実施した最も新

しいものである。検査人員については

全小中学校生徒が対象となるが本年度

の検査人員は渋谷区立小中学校生徒総

数25，940名のうち24，871名に実施し

96％に当る。体位については戦時中著

しく低下した児童生徒の体位も社会情

勢の回復に併いこの表にもあらわれて

いるように（）内の昨年度に比較し

ても向上していることがわかる。殊に

11才（小学校6年）12才13才（中学校

1，2年）の女子の体位は男子の体位を

しのいでいる。

昭和26年度

渋谷区立小中学校児童、生徒の身長、胸囲、体重、坐高、平均

男子

女子

備考（）内は25年度渋谷区立小中学校身体検査による
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笹塚の都営住宅いよいよ竣工
9月初旬抽選か

本年初めから工事に取りかかつてい

た幡ケ谷笹塚町1132番地から1189番地
へかけての都営佳宅24戸が、7月初旬

に竣工して8月18日施工者から引継を

完了した。

此の住宅は9坪24戸12棟で2戸建であ

る。総工費349万8，660円で日吉建設K

Kが工事を施行した。

御多分にもれず資材の値上りのため会

社側は非常な苦心を払つて赤字を克服

しながら遂に工事を完成させたので、

関係者一同は非常に感激している。
住宅使用についての申込や抽選は9月

上旬に都内各区の完成した住宅の分と

一所に行うことになつている。

講和条約調印時間に
黙とうを

日本国民待望の対日講和条約調印が
いよいよ来る9月の初め頃行われるこ

とになつたが、東京都ではその調印の

時間に戦争犠性者のめい福を祈るため

に黙とうを捧げようではないかという

計画がある。国家で何か記念行事の予
定があればこれに同調するのは勿論の

ことであるが、何も行われないような

場合でも都下23区3多摩地方に3市を加
えて都だけでも行いたい意向であるが

その際一般工場で汽笛の設備のある所

は汽笛をならしてもらおうでわないか

と呼びかけることになつている。

その他国旗も掲揚しよう記念講演会

も開催したいと種々計画をたてている
ようである。

議会レポート

7月30日教育委員会視察

神奈川県湯の花沢夏季施設設備の調査
8月2日文化委員会視察

二子玉川川の家視察

8月4日全員協議会

8月8日厚生委員会

委員長連合会報告その他

8月9日松濤特別委員会

松濤中学校建築促進の件

8月10日高山学園視察

箱根高山学園視察

8月15日松濤特別委員会

松濤中学校建設に関する件

8月18日全員協議会

1．都区調整問題
2．渋谷駅中野沢間バス開通に関する
件

3．国民プールに関する件

4．松濤中学校特別委員会中間報告そ
の他

8月21日教育委員会
青山高等学校移転に関する請願書審議
の件

8月22目松濤特別委員会
松濤中学校建設に関する件
8月23日経済委員会
工場経営指導に関し工場協会幹部と合
同打合せ会の件

都営住宅を建設中
幡ケ谷中町に

幡ケ谷中町1，410番地先に現在9坪型

の都営住宅6戸同じく10坪型を15戸建

設中である。9坪型の住宅は2戸建てで

10坪型は1戸建てで8月20日現在の工事
進捗状况は5．9割である。9月下旬には

竣工する予定であるから竣工のあかつ

きは又申込みをうけて抽選で入居者を

決定することになるであろう。

簡易舗装道路完成す
代々木新町から西原まて

代々木新町84番地先から代々木西原

854番地に至る延長880米の道路が8月

20日で簡易舗装工事を完了した。本工
事は7月中旬に着工したもので工費予

算77万円総面積4000へーべである。
なお本紙前号で計画を発表してあつ

た南平台54番地から桜ケ丘5番地に至

る延長930米の舗装工事は目下工事中
でこれも9月上旬竣工する予定となつ

ている。舗装面積6000へーべで予算は
92万7千円である。

区民納涼大会を開催
歌と映画の夕

8月27日から8月30日まで渋谷区が主

催で毎夕午後7時30分から区民納涼大

会を行いビクター専属歌手山下智子嬢
の歌や映画、エノケンのホームラン王

文化ニユース、その他CIE映画等を

上映する。

会場は8月27日中幡小学校、28日千

駄谷小学校、29日上原小学校、30日臨

川小学校である。雨天の際は順延とな

るが区民の方の多数御来場を係では待

つている。

緑蔭子供大会と
閉会式がありました

去る7月21日から続いていた今夏の

緑蔭子供会も8月25日でいよいよ終了

することとなり同日は有終の美をかざ

る区主催の緑蔭子供大会が渋谷区公会

堂で午前8時から開催された。

当日は会場の収容定員の関係もあつ

て区内小中学校や子供会から30名位づ
つ参加するようにしたのであるが、黒

く丈夫そうに夏の陽にやけた子供達が

大勢集つて中々賑やかであつた。沢畑

教育会長のあいさつや童話、紙芝居、

音楽等又永住子供会による遊戯等で楽

しく大会を過した後いよいよ閉会式を

行つた。渋谷区長や来賓のあいさつの

後で優良子供会の表彰や児童生徒代表

によるお祝いの言葉がのべられ渋谷区

子供の歌を合唱して後教育会寺谷文化

部長が終りのことばをのべて36日間に

わたる緑蔭子供会をめでたく終了した

屋台飲食店街誕生
東横百貨店前に

区内の露店整理の問題は代替地のき

まらない業者のみが昨年10月1日から

午後からの営業を許可されていたが露

店業者の内、道玄坂、栄通、恵比駅寿

前の屋台飲食業者

40名の代替地とし
て区の斡旋によつ

て上通2～68番地

の東横百貨店前松

本マーケツト裏の

空地100坪が決定

し8月8日から毎日

午後5時から営業

している。敷地の

整備やコンクリー

ト工事、配線、排

水工事は飲食業者
によつて行われた

ものである。

区では屋台飲食店街が相当の発展をす
るものと期待している。

なお飲食業者以外の他の露店業者は

近い将来に実現する駅前地下道に吸収

されることになつている。（写真は繁

昌する屋台飲食店街）



江戸時代の村々
渋谷昔ばなし（其44）

区史編さん委員会
大永4年渋谷氏が滅亡しました後は

小田原北条氏によつてその領内は分割

されたと思われますが、下渋谷の一部

は北条氏の家臣となつた太田新太郎康
資が領有し、又、世田谷城に居つた吉

良氏も北条氏に臣属しましたから、あ
るいはこの吉良氏も渋谷川の西岸に領

土をひろめたのではないかと思われま

す。しかしこの中世末期、即ち戦国時

代は渋谷の歴史で一番良くわからない

空白の時期でありますが、いよいよ天

正18年小田原の北条氏が豊臣秀吉によ
つて亡ぼされ、江戸に徳川氏が入りま

すと、渋谷附近も江戸の郊外地として

歴史の上ににわかに重要性を増して来
ます。「天正日記」には天正18年6月

10日、道玄坂を中心とする渋谷の下検

分に、甚之丞が立会つて徳川家臣を案

内していることが見え、更に天正18年

の9月には渋谷の所々に地割が行われ

て、武家屋敷地と寺社地及び天領が区

別されたことが知られます。其後も区
内の屋敷地はしばしば所有主を変えま

すが、しかし水田、畠地、山林は大し

た変化がなく維新まで続いたと思われ

ます。その村々の区別と、それに属す

る小字名（屋敷地以外の土地の字名）

を表記して今の忘れられた地名を記念

することにしましよう。

上渋谷村
道玄坂町、上知組、吉川屋敷、ち

んころ屋敷、外がわ、原、六反田、

幸螺尻、北谷、した村、小平、宇田

川、丸山、下田、道面、すわ山、清
水窪、清水谷、長塚、赤羽根

中渋谷村

鉢山、神泉ケ谷、堀ノ内、大和田

宇田川、並木、神山、深町、六反田

下渋谷村

広尾町、道城池、猿楽塚、上知組

野崎組、源蔵組、広尾向、四反町、

永谷戸、伊東前、田子免、伊勢山、
笄、八反丸、欠塚

上豊沢村

した村、小平、宇田川、丸山、大原

原町通、道玄坂通

中豊沢村

猿楽塚、神泉谷、鉢山、新林、大
山、小丸、平代、宇田川

下豊沢村

宮益町

穏田村

道前、庚申塚、大原耕地、前耕地

源氏山、耕地、赤羽根耕地

原宿村

青山久保町、青山原宿町、長者丸

羽根沢、五反田、山尻、竹之下、灰

毛丸、石田、中台

千駄ケ谷村

千駄ケ谷町、神明門前、瑞円寺門

前、聖輪寺門前、大番町、新町、北

脇川向、下道、南前

代々木村

一本松、代々木新町、八千山、地

蔵窪、本村、山谷、富ケ谷、深町、
初台

幡ケ谷村

新町、原、笹塚、本村、山谷、

（地名の重復してあるのは一字で二村

以上にまたがつてあるもの）

食品衛生調査の結果

東京都公衆衛生課が6月下旬から7月
上旬までに行つた検査によるとハムベ

ーコンなどの肉加工品の原料肉の細菌

数と大腸菌数は、検査数に比して100

％の高率を示しており、製品も40％が
不良品になつているそうである。アイ

スクリームについては都内164軒の製

造工場について調べてみたところ標示

違反のもの68％、大腸菌の検出された

ものや細菌数が規格以上に多いものが

55％もあつた。その他、取扱店の無許
可や不潔なものによる運搬などにより

更に高率へ移行するおそれもあるので

警告と検査を引つづき行つているそう

である。

渋谷駅から中野駅まで
バスが開通しました

京王帝都バスが国電渋谷駅南口前か

ら同中野駅まで8月21日から開通して
いる。バスは駅南口前を発車してから

松竹前を通り富ケ谷、代々木八幡、八
幡下、グランド横から幡代へ出て甲州

街道ぞいに幡ケ谷駅前、幡ケ谷原町か
ら新山通へ折れて中野本町通を経て中
野駅前に出る。全線2区で渋谷駅から
の場合は幡ケ谷原町まで1区、中野か
ら来る場合は幡代まで1区となつてい
る。1区間は10円である。

保健所だより

日本脳炎の流行
10才以下のこどもと婦女子に多い

東京都における昨年の日本脳炎患者数
は1，318名でうち死亡者は323名であつ

た。本年8月14日現在の都内患者発生
状況をみると32名となつているが途中

病名変更が19名で真性患者が9名疑似
性患者4名となつている。幸い渋谷区
では現在1名も患者が発生していない

が、本年の暑さは例年になくきびしい
から不養生にならないよう摂生が大切

である。日本脳炎という病気は例え治
つても足が思うように動かなかつたり

智能が下つたり、あるいは耳が遠くな

つたりすることもあつて非常に恐しい
病気である。

この病気にかかるのは10才以下のこ

とに男の子に多く大人では婦人が多い

致命率は大体年令の増加とともに高く
なり、とくに婦人の方が高い傾向にあ
る。この病気を媒介する蚊はアカイエ

蚊、トウゴウヤブ蚊、小型アカイエ蚊

等で罹病すると前駆症状として全身倦
怠頭痛食欲不振、小児は不機嫌不眠興

奮不安等の脳症状を起す。大体7日間
位潜伏して発病するが悪感または戦慄
をともなう高熱が出て40度41度にもな
ることがある。平熱に復するには3～4

週間位かかるが首の後ろが痛いのも特

徴の1つである。

日本脳炎の予防としてはまず蚊の発生
を防ぐことであり、あらゆる水溜りを
なくすことである。水をなくすことの

出来ない下水のような所はよく流れる

ように常に清潔にし蚊の発生を防ぐよ
うにする。泉水防火水槽などには金魚
目だか等を入れておくとぼうふらは発

生しないのである。とにかく高熱で頭

痛がするような場合は早速医師の診断
を受けることが肝要である。

CIE映画祭

商店街が行う夏祭の1つとしてCIE

映画祭が渋谷区商店街連合会の主催、

区役所、教育庁の後援、民間情報教育

局の協賛で8月15日
から19日まで5日間

毎夕7時半から10時

まで渋谷駅前と道玄

坂上の2つの会場に

別れて行われた。会

場ではCIE映画3本

の外に駅前では区在

住芸能人による多種
多彩の芸能コンクー
ルが行われ、道玄坂
上では円山芸妓手踊
の外に盛沢山の行事
が行われた。15日は
都知事のあいさつ16
日は区長のあいさつ

もあり連日多数の観衆が押し寄せ大盛
況であつた。なおこの催しの宣伝の為
に刷つた50万枚のビラを米国軍用機が
空から撒布して民間のための初の協力
を行つた。（写真は駅前の会場で）


