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おとしよりを慰めいたわりましよう
渋谷区の敬老会

9月17日の午後1時から渋谷区では区

内の77才以上のおとしより達を区公会

堂に招待して敬老会を催した。公会堂

の玄関に飾られた日の丸の旗をくぐつ

て、三々五々家族の方達につきそわれ

て来場したおとしより達はつぎつぎと

展げられるプログラムに顔のしわを大

いにのばして思いがけない年忘れの一

刻を過した。

区内には現在77才以上の方が約630
名程居住しておられその内90才以上は
5名である。最高が安政元年生れの98

才で代々木上原町1149の酒井ゑしさん

次が安政4年生れの95才、猿楽町49の

佐久間さくさんである。当日の来場者

は約320名で教育課長の開会の言葉、

区長、区議会副議長、文化委員長等か

ら御祝いの言葉がのべられ次いで奇術

びわ落語浪曲に軽演劇等が次々と上演

された。お土産には敬老会記念の文字

入り湯呑茶碗が贈呈されたが、当日の
不参加者にも出張所を通じて贈呈され
る。

写真は会場風景



松濤中学校建築に関し
特別委員会の設置をみる

請負契約金21，800，000円で区と福岡
建設KKとの間に本年8月31日竣工予

定で契約が結ばれていた松濤中学校

第2期工事は福岡組が遂に財政上の事
情により完成しないので区長は7月30

日、建築委員会に於いて経過報告をな

し現状打開の対策を協議した。8月4日

議長は全員協議会を開き松濤中学校に

関する特別委員会を設置し、善処する

こととなつた。地方自治法第110条の
規定に基きその根きよを的確にし特別

委員会の性格を権威あらしめるため去
る9月5日の臨時区議会に於いて正式に

議決を経て松濤中学校の解決に当つて
いる。

固定資産税の評価縦覧は10月
渋谷税務事務所では固定資産税の土
地家屋償却資産の時価評価を5日から
実施して8月末日で完了している。こ
の評価について係員が基準地及標準地
価格を基本として8月中に大体の評価
を終了し9月初めから評価員室の指示
を受け倍率を決定し商業地は900倍以
上住宅地は同以下で平均は880倍とな
つている。評価の縦覧期間は地方税法

第415条により毎年1月1日現在で土地
家屋償却資産の評価を実施し3月1日か
ら10日迄が縦覧期間となつているが第

416条によつて本年度に限り10月1日か
ら10日までを同期間とする事に規定さ
れている。この期間内に本人の異議申

立があれば再審査を行うことになつて

いる。

議会レポート

9月4日松濤特別委員会

松濤中学校建設に関する件

教育委員会青山高校移転敷地設定並
びに校舎新築方に関する意見書の件
5日本会議青山高校移転敷地設定並

びに校舎新築方に関する意見書の件

松濤中学校に関する事務調査の件

8日厚生委員会請願書審議の件

23区特別区厚生委員長運営会より提出
の陳情書に関する件

8日運営委員会渋谷区民自治擁護連
盟経費支出に関する件その他

10日文化委員会9月中における社
会教育体育関係行事に関する件
文化委員会視察打合せの件

10日全員協議会区民自治擁護23区
連合会大会開催に関する件その他

14日松濤特別委員会

松濤中学校建築に関する事務調査の件
17日土木建築委員会

請願書審議の件その他

ゆりかごから墓場まで
社会保障とは何か？

社会保障とか社会保険という言葉を

最近よく見聞きするようになつたが、

ではこの社会保険、社会保障とはどの

ようなものであろう？終戦後6年待
望の講和条約が締結されたが、国民の

生活はまだまだ楽にはなつていない。

この苦しい生活を堪えて、日本の再建
に努めているとき、病気になつたり、

怪我をしたり、年をとつて働けなくな

り、職を失い、働き手が死んだ時等々

生活に困らないよう全国民と国家が金

を出し合つて生活を保障する制度を社

会保障制度というのである。このよう

な制度は既にイギリス、ニユージラン

ド、デンマーク、スエーデン等の各国

で行われており、イギリスなどでは眼

鏡まで無料で支給されている。

ではこのような制度は日本にはないの

であろうか？全然ないわけではないの

で国が保険的な方法で実施している健
康保険、厚生年金保険、船員保険、国

民健康保険、失業保険、労働者災害補

償保険、共済組合等がありその他国又

は地方公共団体で実施している生活保

護、身体障害者福祉、児童福祉、恩給

等の制度がある。又健康保持の素地と

なる公衆衛生や、保健予防活動等があ

る。これらはすべてこの社会保障制度

を理想として作られたものであるがそ
の利益を受けるものが国民の一部に限

られており、またその保障する内容も

十分とはいえないのである。これ等の

欠点を合理的で一元的な制度にしたも

のが社会保障制度である。この制度を

確立することは戦後における最も重要

な課題であり、国民一人一人がこの制

度をよく理解し盛りたてて行かなけれ

ばならないものである。憲法第25条の

「健康にして文化的な最低限度の生活」

を維持するためには「ゆりかごから墓

場まで」を保障するこの制度にまたな

はればならないのである。

許可された募金



渋谷区民陸上記録大会
ふるつてご参加下さい

渋谷区民陸上記録大会を体育会主催

区役所後援で9月24日午前10時から区

内鉢山町の東急グランドで開催する。

区内に居住したり勤めたりしている方

で陸連や学連の登録者でなかつたらば
どなたでも参加できるが、参加料は無

料で申込日は9月22日までである。申

込場所は各出張所と区役所教育課体育

係であるが、当日も会場入口で受付け

るからどしどし御参加頂きたい。種目

は男子が100m200m400m800m1500m

5000m走巾跳、走高跳、三段跳、砲丸

投、円盤投等で女子は100m200m走巾

跳、走高跳、砲丸投である。出場は1

人2種目に限られ、入賞は1位から6位

までであるが当日の記録優秀な方は明

春開かれる憲法記念大会に渋谷区代表

として推せんすることになつている。

赤十字募金の結果
去る5月全国的に赤十字募金が行わ

れたが当区では募金協力委員を始め区

民の皆さんの御協力によつて次の表の

ような成績を収めることができた。本

年の赤十字募金は全国平均で目標額の

150％の好成績であり、都内の数区で

は200％の成績を挙げた所もあり全国

的に特別な好成績であつたが、残念な

がら当区は目標額

869，000円に対し

募金実績は86％の

747，318円46銭で
都内23区の中でも

下位の成績であつ

た。10月から共同

募金も行われるが

今後共この種募金

には更に一段の御

協力をお願いしま

す。

数々の記録を残して
中等学校水泳大会終了する

本紙既報中等学校水泳大会はあいに

くの天候を気づかわれたが予定通り14

日15日と引続いて

行われた。両日と

もに曇り日のため

秋風ひとしお身に

しみるような日で

あつたが選手達は

元気一杯に泳ぎま

わり昨年の記録で

更新されたもの渋

谷区の分が19都の

分が3という成績

をあげた。

参加した学校は区

立7中学校の他に

慶応普通部、青山

学院大学中等部と会場校の名教中学校
であつたが、その内綜合得点で優勝し

た学校は1位代々木中学校234点で、

2位外苑中学校143点、3位広尾中学校99

点、4位鉢山中学校55点であつた。

第3回区民映画会の開催
区主催による第3回区民映画会が9月

22日の午後6時から区公会堂で開催さ

れる。上映される映画は新東宝作品「

山の彼方」にと東京都ニユースの他C

IE映画等である。なお当日は会場の

都合もあるので混雑をふせぐため整理

券1000枚を発行して各出張所と区役所

で区民の皆さんに差上げることになつ

ている。来場なさりたい方はもよりの

出張所又は区役所へ20日後にお出で頂

くことになつているが、今後も公会堂

で行う映画会等の場合は混雑や災害を

防止するためその都度整理券を発行す
ることになろう。

恒例区民運動会の打合会
秋凉の侯となつたので本年も恒例の

区民運動会を催したいと区では区民運

動会打合会を9月25日午後2時から第

1会議室で開催する。打合せの内容は

主として日時、会場、競技種目等であ

るが出席者は区民代表として各出張所

管内に居住される運動関係者1名づつ

小学校先生代表、中学校先生代表1名
づつ、区体育会陸上部長同理事長の他

各出張所長である。開催日時は、10月

28日又は11月3日を会場は渋谷小学校

々庭か代々木大山グランドが候補地と

してあげられている。

笹塚中学校々庭の整備
区立笹塚中学校の敷地は従来3318．8

坪であつたが、隣接地400坪を買収し

たので、今まで使用していた建坪156

坪の建物「職員室3、教室1、特別教室」

が丁度校庭の真中になつてしまい、生

徒達がグランドを使用するにも大変に
都合が悪るくなつてしまつた。そこで
こんどこれを校庭西側に移転させて校

庭を塾備することになり去る8月中旬

から移転工事に着手している。移転工

事は職員室、教室等の建物の他に便所

7坪と倉庫3．75坪もいつしよに動かす

ことになつている。したがつて9月中

旬頃工事完了の予定であるが、その時

は約1000坪であつた校庭が約1500坪に

払ろがるので生徒達は野球、その他の

運動が充分出来るようになるのである

なお校地整備は簡易公共事業によつて

行つている。

中等学校バレーボール大会
9月22日午後1時から区立外苑中学校
コートで区主催による中等学校バレー
ボール大会を行う。試合はトーナメン

トで鉢山対上原、富士見対松濤、外苑
対笹塚、広尾対代々木となつている。

入賞は1位と2位だけで賞品も授与され

る。

好成績を収めた
アメリカシロヒトリ防除作業

街路樹、果樹の敵アメリカシロヒト

りの防除対策本部が設置され防除機動
班が6月13日に第1回の出動を行つて以
来その後も各所に活躍を続け区内で最

も被害の大きかつた青山学院校内及び

附近、都立一商、猿薬小学校、代官山
アパート、千駄ケ谷鉄道病院附近にも

出動してアメリカシロヒトリをせん滅

し非常な効果を収め附近の区民に喜ば

れた。9月一杯でこの防除作業は一応

打切られるがアメリカシロヒトリを発

見した場合は直ちに区経済課又は土木
課へ御連絡下さい。

但し西原の分は目下整理中につき見込数計上



渋谷の花柳界（一）
渋谷昔ばなし（其46）

区史編さん委員会
江戸から明治へ、めまぐるしい日本

の変転の中に、わが渋谷区もその姿を

脱皮して行つた道程を前に申し上げま
した。そして、今日では大東京の都心

部の郊外との接触地として、専ら生産

地たる性格を放棄して、乗換場、盛り

場、文教地、消費地、住宅地としての

性格を強調し、大東京の重要な一要素

それはかつての渋谷史に見られな

い日本全体の動きに直接つながるもの

としてのになりました。その今の

渋谷の性格の一がある盛り場的消費地

のまた重要な要素に、歴史の表面には

たえず出ないがしかし大切な役割を少

くとも過去には果して来た渋谷花街の

発展を忘れることが出来ません。

江戸から明治へと移つた初、即ち明

治20年頃までの渋谷は全体に江戸時

代よりもさびれました。山手線の開通

があつても却つて渋谷は物貨の通過地

帯となつてしまつたのですが、新東京

の人口のぼう張が進み、所謂鹿鳴館時

代を経て、22年に旧憲法が発布せられ

る気運が進んで参ります頃から、元の

大山街道の道玄、宮益両坂の茶屋飯屋

が附近にふえて来ました官員富豪の別

邸や住宅を控えて次第に又活気を取り

戻して参りました。その頃今の神泉谷、

元のオンボー谷の弘法湯（先出）附近

の掛茶屋や道玄坂上の茶店等に義太夫

や新内の流しが行われ出し、その師匠
の附近に住む者もあつて、追々活気を

呈しはじめます。その頃は道玄坂附近

で酒宴等がある場合はわざわざ目黒不

動から人力車で芸者が来たりしたので

したが、たまたま20年過ぎ、市内新橋

で芸妓屋を営んでいた者や、又新橋を

放遂せられた芸妓等が遊芸師匠の縁で

渋谷道玄坂上に来住することになり、

明治25年にはその営業者十数名になり

芸妓数も3，40名に上りました。彼等は
いづれも料理屋と芸妓屋を兼業し内箱

でありましたが、追々玉祝儀の制度も
協定せられ、今度は逆に人力車で広尾

附近や、目黒附近にまで出稼ぎをしま

した。しかし、その妓品は低く芋掘芸

者とか，泥芸者等悪口を言う者もあり

ましたがこゝに渋谷花街に一大発展の

機となつたのは明治27・8年の日清戦後

の勝利でありました。渋谷を中心とす
る郊外が発展したことにもよりますが

一種のインフレと戦勝気分は自然に量

的にこの種の接客業者を増して行きま

した。そのため明治31年に至り料理屋

と芸妓屋とが分離して、はじめて組合

が設けられました。そのうちに明治37

・8年の日露戦争が起り、大山街道の沿

線に各兵科の陸軍部隊が設けられます

と、宮益坂や道玄坂に軍人相手の小料

理屋がふえますと同時に道玄坂上荒木

山の花街は更に発展する機会となり、
自然の必要はその下の大和田新道には
私娼が集結して一特殊街をなすように

なり、後之は弾圧せられ、大正2年1月

7日渋谷三業組合として15，000坪の地
が許可せられ、芸妓屋24戸、料理屋42
戸待合茶屋13戸、芸妓60名が集つて正
規の渋谷花街が出来上りこれが発展し
て終戦時に及びました。続く

赤痢に御注意！
渋谷保健所では赤痢の最盛期である

8月から区内の各小学校で赤痢予防の

巡回幻灯会を実施してきたが、秋口に

入つてから食慾の増進と共にまだまだ

赤痢の発生が多く9月14日の区内の患

者発生数は1日だけで19名で本年の最

高記録であつた。1昨年から本年まで

の9月14日現在の患者発生数は24年52

名、25年122名、26年246名で同期の都

内発生数は昨年6，470名、本年11，095名

となつてをり今後も激増の徴候がある

から充分御注意下さい。

秋の予防接種実施
9月25日から

9月25日から10月15日迄毎日午後

1時～4時までジフテリア、百日咳、種

痘の予防接種が次の日程で行われる。

種痘は25年8月1日から26年9月末日ま

での出生者、百日咳は25年7月1日から

26年5月末日までの出生者、ジフテリ

アは25年4月1日から2月末日までの出

生者で手数料は種痘が20円、百日咳は

初回115円追加32円、ジフテリアは初

回50円追加20円である。

国土緑化運動歌謡曲の歌詞募集
観光日本、文化日本再建のため全国

土の緑化をはかる目的で昨年1月中央、

地方を通じて国土緑化推進委員会が生
れそれ以来全国にわたつて広汎な緑化

運動を行つてきたがこんど同委員会で

は農林省後援の下に広く国民に愛唱さ

れるみどりの歌として国土緑化運動歌

謡曲の歌詞を募集することになつた。

募集要領は次のとおりである。

1．歌詞多数斉唱にふさわしく簡明に

して語調よくみどりの歌として国民に

親しまれるようなもので章節は3乃至4
節とすること。

2．締切期限及び送付先締切期限は
10月15日迄で東京都千代田区永田町衆

議院内の国土緑化推進委員会あて送付
し封筒には応募作品と朱書すること。

3．形式用紙は半紙型とし住所、氏

名を明記すること。

4．審査結果の発表及び表彰応募作
品は専門家による審査会で審査の上そ

の結果を11月中旬に農林公報その他に

発表し入選作品は1点である。

身体障害者の方々へ慰安袋を
渋谷区商店街連合会から

渋谷区内に居住する身体障害者の方

達は去る9月15日に渋谷区身体障害者
福祉協会を結成したがこれを伝えきい
た渋谷区商店街連合会では不遇の身に
もかかわらず雄々しく立ち上るこの方
達の意気に感激し何か慰安の意を表し
たいと同日併せて区主催で行われた激
励慰安会の際に障害者1人づつに慰安
袋を贈呈した。慰安袋は会員6名で1袋
づつ250個作成し内容は約300円ほどの
販売商品であつた。
なお区商店街連合会は現在27支部で

会員1529名である。

保育園だより
開園2週年を迎えた渋谷保育園
渋谷保育園では

同園が開園されて

から2週年目を迎

えたのでこれを記
念する行事を9月1
6日午後1時から園
児のお母さん方を
招いて同園で行つ
た。当日は原まさ
る先生の記念講演
もあつて、お母さ

ん方は深い感銘を
受けたようであつ
た。園児の遊び、歌
等の他におみせや
ごつことかおしる

こやさん、みるく
やさん等の可愛い
い模ぎ店もあつて

先生方がお母さん方のおもてなしをし
た。なお現在渋谷保育園の園児数は90
名でその内乳児が5名程である。


