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エビス保育園ひらく
公会堂通り19番地入園お申込みは福祉事務所へ

本年6月末に工事に着手8月末に竣工
していた公会堂通19番地にあるエビス
保育園はこの程園内の諸設備がやつと

整つたので去る11月12日に開園式を行

い同日から園児達を預つている。本保

育園は総建坪77坪2合5勺敷地坪数は34

0坪で平家建木造モルタル塗総ガラス

張りで工費は約190万円、土地の権利金
机椅子等事務用具の他に保育用具給食

用具等で総費用約350万円である。建

物内部は乳児室8坪保育室2室各6坪、
遊戯室12坪となつている。園児定員は

50名であるがすでに満2才から7才位ま

での子供達が32名入園している。近い

将来には乳児を預かる設備をととのえ

て赤ちやん達も入園できるようにする

そうである。なお入園を希望する方は

同敷地内の福祉事務所へ申込み下さい



選挙管理委員改選す
渋谷区の選挙管理委員は11月17日で

任期が満了するので地方自治第181条

と182条に基いて去る11月13日開催さ

れた区議会で選挙が行われ次の8名が

当選し11月18日にそれぞれ管理委員と

補充員に就任することとなつた。

委員

小松崎信常磐松町68

土橋丹三千駄ケ谷4の826

平岩満雄代々木本町730

浦部一次幡ケ谷本町1の10
補充員

角谷輔清猿楽町33

伊藤豊次郎千駄ヶ谷4の746

吉峰誠一中通2の27

小林儀光幡ケ谷笹塚町1，183

教育費その他予算決定す
昭和26年度東京都渋谷区歳入歳出追

加更正予算（第5号）は区理事者と区

議会の間ではげしい論戦が続けられて
いたが、遂に区議会側で否決するとこ
ろとなつたので、区ではあらためて予

算を組みかえ追加更正予算第6号とし

て13日の本会議に上程、可決された。

本予算は教育費として63制整備の所要

経費を追加するため財源を都支出金、
雑収入と一般歳入にもとめ又諸支出金

として区長退職慰労金辞退の減額によ

る予算更正をするため財源を一般歳入

に繰り入れて、所要経費を追加更正す
るために提出されたものである。

昭和26年度東京都渋谷区歳入歳出追加更正予算（第6号）

戸籍事務手数料の値上げ
いままで、戸籍謄抄本等手数料金、

同閲覧や戸籍記載事項証明等、手数料

金はそれぞれ20円又は18円であつたが

現下物価指数等との均衡を考慮して全

国連合戸籍事務協議会ではかねてから

法務府に対して料金の改正を要望して

いた。その結果この程料金の値上げが

決定、去る11月1日から当区でも次の

ように手数料金を値上げした。

戸籍謄抄本等手数料金1枚30円

〃閲覧〃1回30円

戸籍記載事項証明〃1件30円

寄留謄抄本等〃1枚25円

旧京都陸軍墓地の改葬
遺族や縁故者は必ずお連絡を
京都市伏見区深草石山峰寺山町にあ
る京都市深草墓苑はもとの京都陸軍墓
地であるが、こんど京都市都市計画事
業が行われるために移転改葬をしなけ
ればならなくなつたそうである。その
ために同墓地に関係のある遺族やその
他の縁故者は11月1日から本年内に是
非墓地管理者である京都市長に届け出
て頂きたいと市当局がのぞんでいる。
さもないと京都市役所では移転改葬を
した場合に、縁故者の不明な墓所は適
宜改葬しなければならなくうつかりし
ていると大切な墓所が無縁墓所になる
といけません。御心当りの方は必ず12
月13日まで京都市役所へ御連絡下さい

渋谷区監査委員
条例の1部改正

東京都渋谷区監査委員条例の1部が

昭和26年10月25日付で次のように改正

されたが、これは東京都渋谷区職員定

数条例や職員の給与に関する条例、そ
の他が昭昭26年10月25日付で公布され

たことによる。この条例でいう「職員」

とは区長、議会、選挙管理委員会、監

査委員の事務部局に常時勤務する地方

公務員のことで、但し2ヶ月以内の期

間を定めて雇傭される者は除かれるこ

とになつている。このため東京都渋谷

区監査委員条例の1部を改正する条例
が昭和26年10月25日付で次のように公

布、施行されることになつた。第10条

中の「書記3名を置く」が「書記をお

く」に改められ第15条の「書記の給与

は給料、旅費と都吏員に支給すると同

様の諸給与とし、その額や支給方法は

都3級吏員の例による。但し併任の場

合は無給とする。」の条項は削除された

議会レポート

10月30日

運営委員会議会運営に開する件

本会議

11月1日

運営委員会議会運営に関する件

11月2日

教育委員会議案審議の件

総務〃〃

本会議

11月6日厚生委員会

1．23区厚生委員長会々議結果報告の

件2．陳情書審議の件その他

11月7日運営委員会

講会運営に関する件その他

11月9日総務委員会議案審議の件

教育委員会議案審議の件

11月12日教育議員会議案審議の件

総務委員会〃

11月13日本会議

日程第1東京都渋谷区選挙菅理委員
及び同補充委員選挙の件

日程第2議案第42号渋谷区の会計に
関する件中改正の件

日程第3議案第43号昭和26年度東京都

渋谷区歳入歳出追加更正予算（第6号）
目程第4渋谷区立西原小学校火災校

舎復旧方に関する陳情
日程第5号議員提出議案第11号渋谷区
立西原小学校火災校舎復旧方に関する

意見書

歳入

歳出

募金の許可



〝教育文化講演会開催さる〟
16日大和田小学校30日富ケ谷小学校

文化の日記念行事

去る3日文化の日を記念するため区

では11月中を文化の日記念行事週問と

して各種の催しを引き続いて行つてい
るが11月16日と30日には教育文化講演

会が区教育会と区共催で行われる。

11月16日は大和田小学校で午後4時か

ら午後6時まで東洋大学教授斎藤秋男

氏による「新中国の教育建設から何を

学ぶか？」という演題で講演がある。

11月30日も同じく午後4時から6時ま
で富ケ谷小学校で「フランス教育の現

状と課題」という演題で、お茶の水女

子大教授波多野完治氏の講演が行われ
る。両日ともに講演の後で講師を囲ん
で質疑応答を行うことになつている。

当日は父兄方多数御参加下さい。

渋谷区卓球大会の催し
申込みは11月24日まで

11月25日午前9時から鉢山町43の都
立1商高等学校講堂で区主催による渋

谷区卓球大会を行う。試合は軟式単に
よるが男子一般をA級（強い者）B級

（弱い者）と女子一般、満40才以上の

一般に分け個人トーナメントにより行
う。区内に在住、在勤、在学者に限り

参加できるが参加料は無料である。11

月24日までに区体育係又は出張所にお
申込み下さい。

広尾中学校健康優良校
として表彰さる

都教育委員会では学校保健に対する

関心をたかめると同時に健康教育の推

進をはかろうと都下公立中学校の中か

ら学校全体の保健活動の状況を調査し

てその最も優良な学校を選出してその

表彰を行うことになつたが、渋谷区立

広尾中学校が厳重な各種審査を通過し
て健康優良校として選定され去る11月

9日台東区の松葉小学校で表彰された。

第5回区民映画会と
人権擁護スライド

11月14日午後6時から区主催による

第5回区民映画会が区公会堂で開催さ

れたが、その際法務府作製による人権
擁護幻灯画が併せて上映された。この

幻灯画の後で本区人権擁護委員の栗山

力、松尾孝輔の両氏の御あいさつとお
話があり来会者は人権についての認識
を深めた。続いて16ミリ映画会社々長

狩谷太郎氏による「映画の観賞につい
て」と題する講演があり続いて松竹作

品「楽しき我が家」が上映された。

盛況だつた苗木の即売
講和記念植樹運動の1つとして3日か
ら8日迄渋谷、恵比寿、初台各駅前、笹
塚出張所前の4ケ所で行われた苗木の
即売と園芸相談所は非常な盛況で6日
間に取扱った苗木の数は総計2，200本

その中果樹苗は1，500本庭木500本、そ
の他の球根、草花が200本であつた。

庭木の手人れ方法や害虫の駆除方法な
でどの園芸相談の受付件数は、4日渋
谷駅前で行われたNHKの園芸相談室
で取扱つた分も含め120件であった。

西原中学校の火事
去る11月9日朝区立西原小学校で火

災が発生した。当宿の先生が午前6時
30分頃朝の巡視をした時には異常が認
められず2階建校舎の軒下から煙が吹

き出ているのを発見されたのは午前7

時25分であつた。被害箇所は2階6年2

組、3組、1組と階下5年1組の教室で、

損害約200万円である。階下の教室は
天井がもえ抜けたのであるが危険なの

で結局4教室全部使用不可能となつて

いる。そのため従来3年生まで2部授業
であつたのを5年生まで引上げ、職員室

を開放して教室にあてる等して授業を

行っている。火災の原因は不明で渋谷

消防署や代々木警察、学校当局も原因
を調査中である。授業は10日から行つ
ているが職員室を開放した先生方は図

書室、宿直室、衛生室に分散して教務を

執つている。不幸中の幸は登校前であ
つたので児童達に1人の負傷者もなか
つたことである。職員室は火災現場か

ら離れてはいたが行き届いた先生方の
働きで重要書類は全部無事であつた。
なお附近に住む父兄方が非常によく協
力して出火と同時に応援にはせつけ働
いて下さつたが鎮火した時には約70名
位が御手伝いをされていた。

第4回渋谷区秋季大運動会
常磐松出張所に再び栄冠輝く

悪天候にたたられて延期されていた

第4回渋谷区民秋季大運動会は去る11
月14日区立渋谷小学校々庭で華々しく
開催された。大会は先づ入場式から始

められ区内各出張所は御自慢の精鋭を

ずらりと引き連れて整列した。向い合
つて区体育会役員審判員又区議会関係

者一同を始めとし区長助役課長関係職
員等が整然と列べば、前年は者常磐松

出張所選手団によつて秋空高く国旗が

掲揚された。続いて同じく常磐松選手

団から優勝杯が返還され、大会々長と

して区長、区議会を代表して議長、教育

課長等のあいさつがあり選手代表宣誓
の次に審判長の注意があつて9時から

いよいよ競技が開始された。競技種目
は50m100m400mリレー800mリレー、

綱引き、仲良しリレー、紅白玉入れ、

ビン倒し、点火、パン喰等各種競争が

あり爆笑の中にプログラムは進められ
和やかな内にも各出張所共に火の出る

ような接戦を演じ互いにしのぎを削つ

た。網引き等は選手といつしよに応援

団の力の入れ方は物すごく満場総立ち
でわれるような騒ぎであつた。大きな
小父さん達から小学校入学前の子供さ

んまで賞品を貰つて大にこにこの中に

午後4時再び優勝旗を獲得した常磐松
選手団によって国旗が降ろされめでた
く大会は終了した。対抗種目の得点は
1位6点2位5点3位4点4位4点5位2点6位
1点と定められていたが此の日の各出

張所綜合得点は次の通りであつた。な

お写真はパン喰い競走のスナツプ

1位常磐松27点2位大向25．5点
3位元広尾23点4位初台19点5位

笹塚18．5点6位西原16．5点7位長

谷戸13．5点8位穏田8点9位上原

7点10位千駄ケ谷本町〓共に5点

（写真は駅前のNHK録音風景）

（写真は火災現場）



孝子熊五郎
渋谷昔ばなし（其50）
区史編さん委員会

忠孝悌は仁義礼智信と共に単に人倫
の基礎であるばかりではなく、封建時
代にはその道徳的基磐でもありました
ので、使用人や家臣が主人に誠実をつ
くした場合の忠と共に、子が親に対し
て誠実をつくした孝も政府から行賞せ
られました。江戸時代我渋谷にも所謂
孝心者として表彰せられた者の名が何
人か見えます。

長谷寺門前町熊五郎

彼は当時背虫で3尺足らずの不具者
でありましたが、その上に両足が不自
由で遠方へ歩くことが出来ませんでし
たので、紙入れや煙草入れを縫う仕事
をして居りました。家業には仲々精を
出して良く働きましたが、その父の清
八は91才になりましたが、これに良く
仕えて親子睦じく暮していました。清
八は酒を嗜みますので、貧窮の中から
父のため毎日少しづつを買い与え、そ
の上老衰で我儘を申しますのに何一つ
逆うことなく、好みの品を色々と調理
して食べさせ、自分は残りの物があれ
ばそれを喜んで食べると言うような有
様でした。夜分等は父が寝付きますま

で足や腰をさすり、父が寝付いて後は
夜更けまで煙草入れを縫つていました

又夜中に父が寝小便をした様な場合に
は朝早く起き出て人目にかゝらないう

ちに洗濯をして仕末すると言つた有様

で孝養の限りをつくします。父は老齢

のため立居不自由でありましたが、近

所を托鉢しますがあまり遠方へは歩き
まわることが出来ません。それでも父

が帰つて来ますと喜んで出迎え、足を
洗ってやり食事をすゝめ、足をさすり

等しますし、入浴するにも不自由であ

りますので、自分の不具をもかえりみ

ず面倒を見ます。こんなにしてその孝

行が評判になりましたので、町奉行は
父の存命の間は毎日米五合づゝ生涯下

賜することになり、熊五郎の負担も大
変軽くなりましたが、文政元年6月1

日には町奉行永田備後守から彼を呼び

出し褒美として銀5枚を与えました。

しかし文政3年にはその父も熊五郎の
手篤い看護中で永眠いたしましたので

熊五郎は父の菩提をとむらうために出

家いたしまして孝全と改名し毎日を仏

事に送ることになりました。
以上の話は町方書上の中に出て来る

渋谷を代表する孝子熊五郎の話であり

ますが、其他に青山五十人町（元渋谷

領内）の勝五郎、原宿の政次郎等がほ

ゞ同じ程度の孝行者として町奉行の表

彰を受けて居ります。その行動は言つ

てしまえば、封建家族制の維持のため

の孝行奨励かも知れませんが、しかし

やはりどんな時代に於ても孝は百行の
元で、人倫の基本であることに変りが

あろう笑もなく、今でも一の美談とし

て尊ぶ可き話であると思います。

江戸時代、渋谷でも町と呼ばれた宮

益、広尾、青山、道玄坂等はこんなに

して町奉行の支配を受けていましたの

で、その町の書き上げ書によつて庶民

生活が比較的詳細に知ることが出来ま

すが、しかし村方はほとんどその記録

が残つていませんのは残念に思います

街のたより

少年音楽・舞踊・映画の会
11月1日から18日まで青少年保護

育成運動週間なので原宿地区内を一丸

としている原宿保安協会の婦人部では

本週間の行事として11月7日の午後2時

から区公会堂で「少年音楽、舞踊、映

画の会」を催した。当日は原宿地区内

にある区立小中学校児童生徒の他に渋

谷保育園の園児達も参加してそれぞれ

斉唱、遊戯、劇、ピアノ独奏、舞踊、
バレー、合唱等が行われ、又間で神宮

前小学校児童達が中心となつて全会衆

が「少年の歌」のおけい古を行った。

保育園々児の劇や千駄谷小学校児童出

演によるバレー等は中々の好評で、公

会堂に溢れた子供達は親切な小母さん

達の心尽しのプログラムに楽しい半日

を過した。

善行少年達の表彰

区内羽沢町や若木町に住んでいる鉢

山中学校生徒富沢利夫君（14才）等そ

の他小学生を交じえる21名の子供達は

今夏休暇中自発的に若羽会と名づける

自治会をつくり、お互に話し合つた結

果、最も手近かなよいことをしようで

はないかということになり、まづ家庭

と直接結びつきの強い街の美化作業を

実行した。それは上級生が班長となつ

て指導し全期間中一日も欠かさず毎朝

6時から2時間、道路や下水の清掃作業
に奉仕したのであつた。ところがこの
ことが街に反響を呼び、遂に感謝の声
となつてあらわれさきには渋谷区長や
保健所長から他の少年達の模範として
表彰され又地元文化団体である財団法
人若羽クラブでも去る10月30日前記21
名の児童生徒達に記念品と感謝状を贈
呈した。

渋谷福祉事務所開所式を行う
10月1日から発足している福祉事務

所はこんど同事務所建物の補修工事が
終つたので11月14日午後2時から同所
で福祉事務所開所式を行つた。当日は
都知事代理のあいさつがあつて後、猪
鼻所長が開所の言葉をのべ事業概要の
説明、各課長の紹介と今後の執務方針
等を説明した。

続いて厚生省社会局庶務課長、区助役
区議会議長、区議会厚生委員長、民生
委員連絡会長等が来賓としてそれぞれ
祝辞をのべた。最後に区議会副議長の
音頭によつて万才を三唱して午後3時
閉会した。

冬越しのはえと蚊のぼく滅
来年春の大量発生防止の為に
はえは成虫とさなぎで冬越しするも
のが多く、さなぎの冬越場所は日当り
のよい厨芥の捨場や便所附近の土砂中
牛馬のふんの堆肥場所などである。
成虫は比較的温い室の天井裏板、日当
りのよい廊下の下などにいる。蚊は環

境によつては卵、幼虫（ボウララ）や

成虫で活し成虫は暖かみのある縁の下
くて風通しの悪い湿気のある縁の下、

地下室、防空ごう、穴ぐら、戸袋、台

所流しの下、風呂場の附近、物屋小屋

ごう舎、マンホール内壁、枯葉の下、
材木置場などで寒い冬を越す。

さなぎや幼虫は流れの悪いみぞ、池、
水槽、使用しない水がめ、竹の切株、

樹のうつろ、墓地の花立、落葉の積つ

たところ、空びん、空かんや肥料だめ

汚水中等をさがすと発見できる。

駆除法としては、以上のような場所を

丹念にしらべDDT油剤をまくことが

良いのであるが、水分のある場所には

除虫菌乳剤をまくのも非常に効果があ

る。はえや蚊が春に大量発生するのを

防ぐため、今のうちに努めて駆除する
ようにいたしましよう。

街頭紙芝居業者コンクール
入賞者決定す

去る11月2日に行われた街頭紙芝居

業者のコンクールは予定通り区公会堂

で午後1時から5時まで行われた。区教

育会社会部、文化部、婦人団体代表者

や、P、T、A代表者、児童代表6名学
識経験者等16名からなる審査員の他に

大勢の児童生徒、父兄達の見守る中で

22名の業者達は実演時間8分間をぎり

ぎりに、それぞそ名調子を張りあげた

賞状と賞品を受けた入賞者は次の5名

であつた。

1位新美祐松くもの糸

2位清水泉秋空晴れて

3位小野塚実長鼻物語

4位小野塚道郎母を裁く

5位八下田茂紅雀


