ー出稼者の皆榛へ；

マ︑

ロ

が舞い込み︑折角の色紙を
だいなしにしてしまう事も
あった．連日吹きすさぶ吹
雪をガラス戸越しに見つ﹄︐
かじかんだ指先に息を吹き
かけて温めながら一羽一茄
に丹精が込められていった

ド

々に贈られた︑

前述の吹雪σ中に女子学
生が抱えていた包の中味は
こうして作られた愛の祈願
のこもった千勿鶴であった
この千羽鶴は大正医院と松
代病院に入院されている方

められていた︒

﹁一日も早く病気が全快し
家庭へもどって又元気に彷
いて下さい﹂と語る言葉は
少くないが︑渡す千朋鶴と
心の中には無限の祈りがこ

︵写真は入院中の方々に千
羽鶴を︑贈ろ松代高校生−
大正医 院で︶

＝・

ミスの多い性格と
事故を起し易い性格

︑

鑛﹁︐

一一〇〇糎

㎜の︒諜鶴櫨

過しております︒

私は東京の製本会舘で仙い
ております︒朝は八時から
夜は八時半までです︒従業
員は全部で百人位です︒
仕事は手先仕事なので毎日
楽しく過しております︒
月給は手取り五〇〇〇円毎
週公休日があり︑読書をし
たり︑街を歩いたり楽しく

向飯

職人の賃金値上げさる

挽である︒
四百五十円■
︵従来ば四百円︶

去る一月十六目松之山町 続いて一月三十日には松代
・しよう︒
あます期間を御健 で東頸城東部職工組合の役 蒲生︑室野の各支部の役員
．・康にゆかいにお過し 員会が開かれ当面の問題に が集り︑組合の団結と將来・
ついて各種各様の討議が行
下さい︒
の発展向上を目ざして町内・
われたが︑中でも長い間据
出稼先と故郷を結ぶ 置きになっていた賃金の値 の三支部を統合し︑新しく︸
松代町職工馨として発竺
東京のある製本会社
上
げ
に
議
論
が
集
中
し
た
︒
郡
した・同組合では益喜製
郷土の皆様寒い冬の中︑ 内各町村間との釣合い︑工
ゆ
なにかとおいそがしくお過 具類の値上がりその他を考 へのサービスを計るべく努㎜
ごしの事と思います︒
慮して次のように労彷賃金 力する覚悟ですから︑今迄
を値上げすることに踏み切 以上の御協力と御支援をお．
った︒なお値上げした新賃 願いしたいと言っています
金は来る三月一日より適用
解説Uこの組合に所属して
することになっている︒
いる職種は︑大工︑左官︑
五百五十円
屋根屋︵くず屋根︑木朋屋・
︵従来は五百円︶ 根︑トタン屋根︶石工︑木一

しようお帰りは雪道
を歩く心配はないで

轟．羅欝掘

一一二〇糎

二三五糎

一一二〇糎

二四〇糎

一一﹂○○糎

一九︵∪糎

一〇〇糎
一四〇糎
一八○糎

小雪のようです

どうなるかと心配したが

み

舞

今年は新町村建設の年

−⁝⁝御協力をお願いします⁝

空をおx
いつくし
た一月下
旬の某日

︑オ！．ハ

ーの えり
を立て︑
．ば抱えて

ともすれ．

雪に．取ら︒

る包を吹
れン︑うに
なり屯︐憾が一

らもしっ

の女学生があった︒︐

色々協靴︑敵した結果︑全員が の中から幾ばくかのお金を ある時は戸の隙間から吹．雪

院と人生の不幸にともすれ
ば沈み勝ちた療養中の方々
の心を励まし︑又お慰めし
たいという話が持ち上がり

手飯

※そXかしいあわて性︑せ これに類似したカタカナを ちは仕事も良く出来るがあ
る︐ことでありまして︑從っ
っかψっ
ひらがなに直していくV式 とで仕事にあきが来て注意
て出稼中の皆様からも家庭
※︾︑ざつ︑ ぞんざい︑乱暴 の書替作業テストとか︑知 がたりなくて怪我をする︑
経済と町財政の面からも充
※注意散漫︑ムラ気多し︑ 能的因のすくない簡単な作︐ その他考え事をしていたた
分なる御彷きをお願い申上
不安定
業︑例えば梅の花の完成作 め横重さを欠くといったこ
テストされる就職者
げます︒
※
あ
き
や
す
い
︵
一
つ
の
仕
事
業テスト︒ いづれもべた とが原因である︒
本年は先に述べた通り新
いかに仕事が早くとも︑ 日頃の事務関係とか技術関 を長くやれない︶
ミス多発性をみると同時に このような人は自動車の運
農村建設事業もありますか いたるところにミスがあっ 係︵とくに自動車など交通 お﹄よそ以上に分けられる
性格をも判定出来るテスト 転手ならばスピードをオー
ら出来得る限り部落懇談会 たり又何時も事故をおこし 関係︶で我々がよくいう言 最近あちこちの大工場で採
であり︑ミス多発者の傾向 バして或いは追越するとき
用試験に盛んに使われてい としては筆跡が粗雑である に他の軍にふれて事故をお
を開催し︑皆様の広い視野 たり怪我をしているよ︸で 葉である︒
郷土の皆様毎年御苦労様 連続農作のがい歌があがり 様の︑御協力をお願いする︑から見た御意見など承って は︑むしろ何もして貰わな ミスと事故の多い人の性格 るN式︵クレツペリン式連 とか︑．おのずかぢミスも多 こしたり︑点検不良等が原
町政の上に反映致したいと い方がましである︒これは をつぶさに観察してみると 続加算︶の性格テストとか く常識であるテストの答に 因のようだったりする︒以
です︒多数の出稼の皆様に 増収競作会に︑新記録をう 他ありません︒
︻
ー
ー
f
間違いの多い人は日頃の仕 上の結果からみて結局︑ミス
燃も本年から新農村建設事 心がけている次第で％．︸ざい覧8
いち！＼ごあいさつも出来 ち樹てたのであります︒
二月になると気候
事などやらせてもミスを頻 とか事故は精心欺態が不安
ず︑・・ごぶさたを致しており 農業を基本産業とする本 業を今後三年間に実施する ます︒其の節は何分宜敷く
■㌧剛藩
が
一変し︑四日のカ 発する例が多くすぐに見当 定のときに起り易いことに
まして︑誠に申訳ございま 町では︑増産意慾の高揚と ことになりました︒
お願いします︒
凄 ．
ンアキもよろしくヒ がつぐ︒しかし作業量の時 なる︒又当人の作業能力が
技術の向上に精進されるこ この新しい事業を実施す
せん︒
ブ
ル
ト
ー
ザ
ー
で
冬
季
間
大
トツトビに春が訪れ 間的変化︑つまり作業回線 ︑その職務を果すには余り
皆様が異郷の空での年越 とによってこそ目的が達成 るには︑なんと云っても町 島から浦川原間はバスが運
て来ました︒小雪も の形からミス多発性を予見 にも低く︑そり職務に必要
しも︑またたく間に過ぎ去 されますので︑この点各位 民各位の財政的負担をお願
行
し
て
い
ま
し
た
︒
三
月
下
旬
時にありますが前の
するのにかなりの技術が必 なテンポについてゆけない
りましたが︑我が郷土も春 のたゆみないご努力をお願 いしなければ初期の目的に
様なことはありませ 要である︒
頃お帰りの方は郷里まで自
場合にも発生するものとい
到達出来ないのであります
咋． 々としてまいり︑梅一 いします︒
ん︒
動車でおいで出来る見込で
次に事故であるが事故もさ える︒たyその不安定の性
．本町も昨年一月奴奈川村 近く三十五年度予算案も
軒￠暖かさとなりました︒
二月の積雪量を五
また＼あり天災に近い不可 質類型とか能力不足の度合
今年は昨年より降雪量も多 と合併して二年目を迎えま 町議会にお計りすることに くれ！＼もお体を大切に建
㎜日お砦︑に見ますと︑ 抗力のもの︑わずかな事態 を客観的にみてすべての会
く蕾代消．雪には︑特に御努 したが︑本町発展のために なりますが︑一万四千人の 康な皆様にお会いすること
脚5目一九〇糎︑10日 から大事になるもの︑その 社︑工場の人事課において
はいろくの問題も山積し 任民のご理解によってこそ． をお待ち致します︒
力が必要かと存じます︒
ののハ ロ
ヤ め りぞ
原因の範囲は極めて多い︑ このテストの結果愼重に何
農家各位の努力の結晶は ており之が完全消化には皆 町行財政が円満に遂行され
一般に云われる事故は本人 時迄もそれぐの性格的個
り
＝⁝三⁝三＝⁝岬⁝一⁝⁝＝⁝＝一⁝＝⁝⁝⁝一⁝曽．⁝．一岬三⁝⁝⁝⁝一99⁝三⁝⁝⁝⁝・一＝⁝⁝⁝⁝り帯甲＝隔．・⁝三⁝二膚⁝三＝三⁝三一一＝．騨．⁝三⁝⁝⁝二ご騨⁝⁝⁝⁝二⁝一暢ご⁝⁝三ご⁝
の日頃の性格と態度と不心 性を充分に活用して行く事．
⁝模様です︒
山鳴り
得から発生している︑その であるからこれから新規に
︑．二月も下旬もう消え 例を挙げてみるとまず第一︑ 就職する方＆くれぐも
の音と粉
．る一方で︑大雪もな
吹雪が連
に仕事振りが．モタくして 自分の性格と個性を知って
いと思います今年は いたために機械にはねとば
日松代の︐
置く必要があると思う︒
h冬期間も郡南部はバ され怪我をするとか︑不良
戸職業係︶
スが通って居り︑現
品を多く出してしまうとか
◇
畷．在は大島村役場まで で︑又感がよくて最初のう
◇

＜松代高校生の愛の千羽鶴＞

かりとだきしめつN ︑大正
霞院 と松代病院 に向う二 組⁝

吹雪の中に咲いナこ心の花

患者の方々の喜びと感激 一月二十目現在の積雪は
飢日
この人達はい︑づれも松代．
は申すまでもないが︑この 一・一米という歌態で小雪
飽日
高等学校家庭 クラブ︵女子
美挙を我々関係者だけの間 だ小雪だと喜こんでいまし・
23目
学生が全員所属している︶
に止めておくのは惜しいと たが︑二十一日より降り出．
鋭日
の生徒達だ︑発病︾︑しイ︑入．
％日
この度︑大正医院の院長先 した雪は一週間も降り続き
一羽一羽に病気全快の祈願 出し合って色紙を購入︑来
2s日
互からお話しがあり︑こx 次の記録と写真で見る通り
をこめて作れる千羽鶴を折 る日も来る日も寒さと斗い
29日
に禍載する運びとなった︒ 家屋もうずもれる大雪でさ
あ大変と留守宅のみなさん
30日
を心配させました︒
肌日■
※積雪の記録
2月1日
って贈ろうという事に意見 ながら︑思い思いの心をこ
・が一致︑お亙に乏しい財布 めた鶴が作られていった︒

柵
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し

賞品審贈御耽

卒業期を控えた家庭へ

1温い注意の目を忘れずに

砺

一

灘灘簸難藝藝灘

奪購蕩蕪辣

るでしよう︒︑それに必ずし

欝貧霧謙鹸

輔うこし︑あた︑かく導いて

︶ 晴れた日には戸な

︵佳︶．髪蓼放しまし
︵
よう．︑ワてうしてタ

タミの汚れやガラスのくも
りなど気のついたところが
ら搭除して家具などの配羅

どはいかy鴫︑すか︒自分4︑

もかえ気分をよくしまし．
う．︑窓際には鉢械の草花な

か！＼よい象︑のです︒

手が3︑閣花を見るのもな

◇−ー◇

榊

の

ー ー■ー■1・量ー﹂

全町スキ1大会に賞
．品を御寄贈下さいま

赫灘輪馨

です︒

学年のしめくNりをする ころであろうと思いますが 肉休も急速に伸びる時期で
三学期もあと一ヵ月で経り 動掘期にある生徒の心情を す︒その反彌︑とかくバラ
ます︒子どもたちは︑進級 よく理解して︑温いいたわ ンス淋とれず心の動指が激
・進学・卒業・就職などで りの気持で相談に乗ってや しく︑問題の多い時期です
喜びと期待と一まつの不安 りましよう︒また親のみえ 脾特に卒憎一木学鉱ゐ生徒は︑軸．羅
から進学や就職にむりな注
文をするのも避けたいこと

ことと思います︒

9

〆〆〆ノノヨ！多ち三ノ三多！三三！三多三多ノノノ三ノ三多！三ノノ三ノ三チ・三三！づ5ノノノぢ三ヨ

︸中学生は・生徒の舞も一い伊芝い意いま兎

鍵攣樹蟻

小学校には進学上め問題 も当人の希望どうりにいか
特に最終学年の生徒は︑
進学や就職の間題から︑あ はあまりないわけですが︑ ない場合だってあり5るの
せりや不安にかられ︑悩み やはり学年相応に一年の学
にたえきれず︑家出や自殺
など思いもかけね行動に出
石や負揖をかけすぎないよ

〆〆ノノ〆〆

諏矯鎌誘婁け
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㎜3月の衣食佳ハ
．

・

）すし五が慣トのの日で三みしスたま

第闘回晒馳軒特衝舞麻勤縦大会

オィ﹂

と思い
出され
る事で
しよ・︶

3月という言葉を聞くとンバク︑脂肪を多くとり抵
実は去年の六月
なんとなく明るい気持にな抗力をつけましよう︒
．十九日に長野篠
の井方面に妻刈
り︑日も長くなり梅のつぼそろ！＼でまわる青野菓は
と田植労務として赴任する 業に従事するのが普通であ みもふくらむこの月は雪国多少たかめでもビタミン袴
道中直江津駅にて心こもっ りますが︑長野県の方は逆 の春を迎んる準備の月です給からぜひたべて下さい︒
た弁当を頂いている姿です に主として女子の方が農作 ︾
ポカ！＼と暖かくそれに食ぜんに春近しを藝
何ともいえない明るい感じ 業に從事し︑男の方は大半 ︵衣︶なるとニリやソデじ明るく気分をひきたたせ

ら

｝

一一

※肚年の部
となりました︒このためや
①矢代午三︵町︶②樋口政 むなく順延︑翌々目の十六
信︵町︶⑧富岡正英︵中学 目は好天候前目少し降った
︶④相沢忠三郎︵小学校︶ 雪のお蔭でコンデイシヨン
⑤関谷安平︵⑭︶
は最良各レ！ス共に熱戦︑

58h亀』
口，。

馨ハ・

1い・

が致します︒此の方々は冬・御存じのようにりんご売り ︵
のよごれが目だちます︒
覇間は山口県へ炭鉱労務者 に出掛ける仕末でこちらか ます︒衣類の手入れをいた
どして仇きに行かれ︑ネコ ら援農に行かれた労務者は しましよう︒毛糸も
の手も借りたい忙がしい自 全員男の方ばかりで︑求人 ので︑エリまわりの
︑冠嚢
一分達の田値えも早く済ませ 看としては最初のうちあま ゆるくなったものは 鰻︐凝
ドタ
舜り長野県迄御足労援婆p り期後されず︑なか／＼引 チエーン・ステツチ 謙轟・
義・ヌ
・さいまして本当に御苦労様 取手がないように伺われ︑ でしめなおし︑ソデ
でした︒処でこX二︑三年 困った様子が見受けられた ロのゴムあみはあみ
前より夏季労務の求人求職 が︑来人者宅今てれみ＼職安 なおす．︑又三月は冬
が軌動にのり︑多くの人々 及び普及員︑農協等の職員 物の買どきです︒
ぢ
に喜んで頂き感謝されて居 に案内されて行かれたので
ります︑善光寺平の田植は すが希望は﹁早乙女﹂だっ
北長野より長野へ又篠の井 たのです︒然し結渠では︑
地区に次ぎからノ〜へと短 不馴れな土地でありながら
い期間に青田にして行くと ﹁早乙女﹂同様に仇いて頂
同時に傍く方々も同じ農家 き非常に感謝され︑長野公
とでしようが︑まだ 饗き灘︑嗣
に住込んで援農するのでは 共織業安定所の丸山所長さ
百匁は三七五グラム ■製
謬導
なく︑何軒かの農家に移動 んは来年は是非松代の方と
などと換算している
して伽いて頂く事で変った 五八名の倍を要求されてお
︵︐漁だ艇暫
哩盗夷のもとに色々得る事が りましたどうか皆さんこの 方もありますQ︾︑の
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