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でスマートな姿︐を緑のブナ 排地の復旧は各地区に茂
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・を︑そのつぎに県道をそし でしたが︑このうち耕地を 上での資料︑自然科学の面

のぴロ

しなかつたことが︑不幸中

とどまり︑住宅地域に拡大．

ヤのベチのぢ

の幸ともいうべきか

一．兀からの動員人員が極めて

郷していなかつたので︑地

達が失業保険の関係で殆帰
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五町歩位︑このほかまだ水・ ・それと対策本部の指揮系 昭和三十八年は農地に六 ％を支弁すればよいことに
田八反畑二反は冠水してい 統がちよつととまどつた感 六・九％〜八七︒二％農用 なつています︒

ますが︑昭和
三十七年及び

補助率は異り して一兀利補給をしてくれま

によつて国の はその起債額の九五％に対

発生した年度 全額を町が国に起債し︑国

匁・災壁口の

らせ下さい︒

て簡単にお知

に対する国の 九年は農地八六・二％の見
補助率につい 込です︒

問 耕地の 施設に七九・三％〜九七・
災害復旧事業 五％となつており昭和三十

・︐㌔﹃魎・︑言．一︵一︑；げ

翫員篠窪よつ扁さ つぶれた耕地については
して編集されるが︑この大
﹃と離備され︑ ﹁ベト﹂への ﹃昨年は待望 ︿しかつた北 ．迎えた事を年頭の斬．Hいとす 一国境野々海高原を開発︑松
災害を忠実にまとめるには
い い
に
を てめれ ⁝越線鉄道の方線が決症され ．べきであるし︑この駅告と τ黙泉ブ・ックと結び︑ くされた排水路は昨年五 下籔池としては一番場所柄
大変な仕事であり︑文化財■
票つた撲に薪しい夢 三秀円の調査費宣痛 松之田湿泉間は無雪道路が 汽南町の観光意慾と握手︑ 月．工事費四千六百万円で前 もよいし︑それに全般的に
調査委貝会は関係各位から
所有耕地がすくないので︑ すつかりやられてしまつた
の御協力をおねがいしてい
出来うる限り耕地に復旧し ものは三戸です︒
るo

＝＝

戸る︑

れヤリすべりが われたの

獲煽鞭藷鰹

象に昨年から開所されたも

﹇

﹃千の坂スキー場
一開き

職業短期訓練所開所式

も議蕪灘霧鵯倣懲て 麟購継購妻

湯を図るために︑昭和三十
導をうけて調査をすすめて

一七年から県企業振興課の指

ぎたものであり︑昭和三十
﹇掘さくが決定︑八月一日︑工

㎜ろ二び

目ド︑この新しい温泉は
地下二百六十三︑七米で十リツトルの熱泉が︑ 吹ぎ ︑旧温呆に増加され︑各旅舘

席して行われたo

業訓練所松之山短
ゴニ面五十万で日本さく泉
期訓練所の入所式
般農家から利用していただ 光開発の一環として充実を ⁝新潟支店の請負で施工した
が松之山町仮設住
く事にたるが︑この管理運 図るよう望まれている︒
て
のである︒
︸宅で︑高松高田職
一期待以上の大成効に地元を 安所長糀沢上越職
一はじめ関係者一同はおおよ

鎌雛撒篠碕薩．醇離鎌鶴靴獣

繁殖供用牛の育成場とし 員一五〇名が出席し︑盛大営を町内曲︑辰業協同組合に委 ︑九軍五月の同協会総会で︑
て更に観光開発の一環とし
て︑大厳寺原牧場造成は去
る三十六年に着手されたが

四年目にあたる本年漸く完
として固定傘る迄に到つで︑

成した︒米以外に某斡作目

で︑和牛の生産を︑強力に推

いない本町農業の現状の中

駐新年に当り紅

町振興の地歩を力強く

十一名うち松代町

・摂氏八＋九度︑毎分三百六一上げた︑ 咋年九月三十日の 一へ配湯するほか︑約半分の 一男氏︵5

多︐糞 雛

さいの神とすみ塗（湯1｛）で

進しようと計画し四年間の

継続事業としてここに完成
この二〇ヘクタールの工

することができた︒

事施行にあたりブルトーザ
ー四一〇アワメーター耕転
機延八四日土改資材七三ト
ソ牧草種子五七九砥人夫一

七三三人を要し︑総事業に
おいては三八七五︑九九九

円内補助金一二六〇︑五〇
〇円となつている︒

去る七月一日 ︵快 晴 ︶ 現
地において中川県議︑上越

支庁内藤産業課長︑柳松代
町長等各団体代表並びに佐

藤町長はじめ町内関係者総

騨鷲纒、
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県外容をよぶ松之山温泉の

いイメー．シに喜び．男んで学 来ぬたくましい闘魂に新し 万屋籍築松之躍帯の
⁝え¶山 浦田と識泉源をも ﹇ある︒一つにかかつて北越
すくなくてどうしようもな
す︒省みて昨年は日本最大㎜ ぶ目々とする事が出来たの
一い明日の松之山をつくる素 一街路︑被災家量の整傭︑役 つ松之山町はこの泓泉都落 ︷線の実現こそ我々の嘱望す
かつたQ
なケースという地すぺりの 一は町民と共に喜ぶ事柄の第 ㎜地が築かれた年であつたと
π勿庁舎新築業大きな問題が の関発で長野の．平緬帽温尿郷︸る葵奄ので脅︑昭和
だから被災者の細かい心
㎜上越線湯沢温泉地帯︑妙高
山積しておる︒
﹃
四
†
第
を
契
機
と
し
て
︑
へ
き
配にもなかなか手が届かず
．温泉郷の中間に国鉄北越線 ﹃地帯松之山振興の夢へ一歩
一従つて執往︑ゆも宣饗も各
色々ご迷惑もおかけしてし
．機関も町民も︑こん然一体 ．沿線温呆郷として杢長観 二歩前進する地歩をかため
者は三十戸で面積は約二十一 ．柔つた訳です︒
となり新しい町．つくり構想 ﹃光地帯の役割を果すに充分 ㎜て行く年として難問山積ヘ

庚と御多幸を祈念いたしま

＝

一

・山

一一

篇

一

「
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一60一

『

へ

下蝦池地すべり

で

一方︑海の街粕崎と結ぶ時 一田建設によつて着工され︑
↑をもたせ︑本郡唯一の温泉 地の一部買収がなされたよ 皿新設されるべきであろう︒
総文委員長本山林﹇
のはな
と
㎜源をもつ町として︑地すべ ．うである︒この鉄道は不幸 婆通が文化圏建誰の主役を
一既に河川復旧は出来上つた
︐一り被災に打ちのめされた中 にも
ゆ すヘロヘりしの 占めるものである限り︑我﹁て繋霧に多くの新を ﹁︑
が 今後護⁝．κ工事が施工さ
林の中に見せて︑生徒がこ
々の地帯は太陽のないへき 一指向さるべ蚤・﹂問題点がある
﹃にも温泉堀さく第二・︑ケ泉を
一ため︑コ7スを北線と決定
こへ移り︑松之出小学校本
れる予定となつている︒
厚設の
あろう︒
瓦力︑新規開発を目ざして 一されたが︑しかし駅 ．の問 地帯で︑あった︑鉄
一
←
校舎の新築しゆん工と黒倉 一ー丁．
下服池部落総代鈴木武信
い
ハぎ へ
ちむポル
・題は飽くま．でも地域︐歩の 実現はこの地帯を一躍世に 温泉があり︑ガスをもち
分校の落成等︑被災︑老朽
一へ大霞黎集すあと 一大局に立って決定を見るよ 〆・㌧パγッフする多くの 石油があり︑亜炭をもつ松 ︵娼才︶さん談
校舎の新築で伸びゆく児童
−
1・ー
ものをもつ地帯にしてしま 一之臣は正に現状では地下資
しては大ごん寺．原牧場の完 皿
は
も めて
一之力強擁︑︑窃ヨガなされま
生徒に隠惨な地すべり災皆
﹁源の豊庫ヘアグラをかいて ﹇四士芦あう霧地関係
成等︑地すべり被災に打ち しマ．本年以篇民．取組んでゆく うであbう︑
新春に当たり皆様の御健 のごとにこわれた夢を新し

「
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の

松
昭和40年1月15日

ポストが来た！
1婦人会での話し合いから実現−ー

とりつけられました︒また ．造り出していただくよう町．

人会長の村山チキさんは がいしますQ﹂と語つてい

切r︑葉書の弔販売所も︑つ や公民舘の方々はじめ︑そ
﹁くられるとのことです︒婦︑ のほかの団体の方々におね
るo

若人九＋名が

盛大にクリスマ
スパーテi
若い人たちは殆ど出かせ
勤め人ばかりで閑散として

．ぎに行つて町内にいるのは

行政の苦情は行政

童福祉︑精神衛牛︑︑社く︑ム

収となりましたが・眼質にお

困難をぎたし予想以上の減

い︶
害風害による折損︑倒伏と
特に施設を要しないで一作 九月の︑長雨のため乾燥にも

をもつて決算が出来る9

度より品質がよくなり単価

軽労働であるが労力が必要 の面において減収を最少限

制限に耕出米ない︒

耕作面積は許可制であり無 いては別表の示す通り初年

生活保護︑母子福祉︑児 欠点

﹃祉会保障の問題

否鮎雛酷讐

私達は役所のやり方につ

相談委員の窓ロヘ
いて︑納得できないことが
数々あります︒この不平︑

努力の賜と思います︒

一〇アール当り六〇人〜 度におさえた事は耕作者の

七〇人︶

おいても十年〜十五年ぶり
＠昭和三十九年度の成績

機械力竿による省刀に限．度 永年作付している主産地に

があるQ

農地︑治水︑道路︑河川 一以上特質の概要です︒

ワパ．ゆ他の悶題

護

遺家族及び留守家旅の援

衣官及び軍人恩給︑軍人

一保険
不満を解決してくれる﹁行 爵鉱川等の聞題
政苦情相談﹂の制度があり
ます︒どなにもこの制度を
気軽に利用でぎるよう新潟
委貝のところに窓口を開い

行政監察局および行政相談

戸円円円円彫円円Kgル落度

出かせぎの
局長さんは﹁皆さんの御﹄ ﹁学校の坐徒や町へ出る人一
家族に手紙を 要望はえんりよなく持つて︑ や郵便屋︑さんにおねがいし
出すにつけて ︑来て下さい︒局としても五﹃ ていた手紙や切壬をこんど

．冒︑﹂

9千千千千oo李千字髄三

も︑いちいち 十子平にはボストが必要だ⁝ は自分の部落で自分で出せ・
隣り部落まで と考えていました︒婦人会 るようになつてほんとうに．
行かなければ で相談してボストをつける一
﹄ ありがたい︒町や公民舘や

濾離幽

二漢璽六二1蓬9五董

ならないのが

一災害復旧︑曲皿
︑教
ことがありましたら︑ご遠 一 育︑衛生︑登㍗︑山︑税金

謹鐵㌶金金、徽数目

ておりますから︑お困りの

戸㍑鯉K f、・項

いるが︑その人たちが合同

ただし裁判所で行う業務の
撚之ゆ町の行政湘談委貝 ド取扱いはできません︒

慮なくお申し出下さい︒

吾晶毒舖㌶難

何としてもや
つかいだ︒学
校生徒に出し

役場︑郵便局︑農協︑学

してクリスマス・パーテー
を十二月十九日に実施した

たばこ耕作の概要

昭和四十年度は十九︑ニヘクタール

部

収

てもらうのも
いいが︑やつ

ばり自分の部
べりの工事に来ている会社

校︑商店︑旅舘それに地す

︵およそ男女半々︶ほど

の若い人たちなど九〇名

戸納蕊当当代代画マ客

収当当ルル当

落にポストが
去年の冬︑

ほしい︒

特川作物として昭和三十 恥90
八年より新規導入した葉た 利点

地当ルU l納 付

簸糊犠胴罐麟億

従来のたばこ耕作は多くの

今後のたばこ耕作について

御努力を御願い致します︒

全量買Lげと価格が安定し 昭和三＋九年度の作柄は初 ・の不作と聞いていますこれ
に座折することなく一層の

耕一6こ3一一一収総作耕
二陶⁝㍑リニ﹃；騨

一戸平均十ゲラムとなつて

で町内で一番高く掃立量は
いる︒

きましたが﹂

びつこを引き．ながら

ている︒

にしてはいけない
一昇揚と共に耕作︵ワク︶の
出稼へ行く人もある
すぐ真向いの山から炭の 拡大を目標にしています︒
束山から松之山の地すべ
﹃原木を割るオノの音がにぶ たばこ耕作について御意見
り工事へ六人︑このほか県
﹇等ありましたならば係まで
．外へ五人の出稼者がある︒ τ野てくる．
或る家の主人は昨年の出 ﹁ いつか来るよいめぐりを ﹃知らせ不さい︒
稼先で足を痛め︑まだ癒つ ㎜祈念しながらハツシを打ち
ていないのに︑びつこを引 募ろすオノの雍り張り
自衛官を募集し

比べ蚕の飼育率は四十二％ 取り上げてもらえるかどう 働者に変つて行ぎ︑馴れな

町全体では昭和三十年に

る︒

﹁屋根替えに七〜八万円 ぎ乍ら暮に長野県へ出稼し 講隻える醍の柱の一
はかかると思5︑町長さ ていつたというのである︒ 皿っであり︑そこににじむ尊
んには陳情書を出してお 高度成長政策の中で︑零 ﹃い汗の臭を私達は決して無
細農家は余儀なく日雇い労 駄にしてはならないのであ

ンにしてもらいたい
いる︒部落内でmんぼへ
行くのにリヤカ！を使え 部落の中央にくず屋根の小
るのは二戸しかない右様 さなξ中分校がある︑この
くず屋根の改修の時期が来
だから﹂
﹁米のつぎは︑やはり蚕 ているので出来たらトタン
に張り換えたいと部落では
港やないか﹂ともいう
蚕の飼育者分布は六十六％ 衆議一決している︒

﹁私はなんとしても農道 と一同は同意見である︒
の整備が第一だと思つて 雪中分校の屋根をトタ

︵63才︶は

一鞘尊一鱒H■二一
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労力を投入しきわめて集約
協で小生産者に対してコン に激減しているがここの部
一い作業の中で労働災害の被
的に行われて来ましたが最
ニヤクだけでなくて︑ほか 落での養．蚕の足どりは固く ﹁中学生は東川で泊めて ﹃災誉︑年々跡をたたない
⁝近の農業構造が大きく変化
の野菜についても︑種子の 米と結んで農家経済に大き もらつているから心配は 皿ようである．
﹃つつあ窺在蔭こ搾
あつせんから冗い．取りまで なウエイトを占めているわ ないが︑小学生が吹雪中
皿 ﹁農村の不況もザてういつ﹃ついて畠来る藷暑
計醐的に出来ないものでし ・けfある︒
登校すそことはとても無
迄も続かないと思う︒
示を忠として近代化轟
よ5か﹂と切々に訴えてい 賃金︑塚ぎといつても．地の 理だ﹂
一 叉よいめぐりも必ず来る
るのである︒
りからいつて中々いい条件 だから冬季分校は屋根を改︑
皿しすすめ労働報酬を増加し
㎝ ことでしようから﹂
にも恵まれないから
園く結んだ米と蚕
修して存続してもらはねば
⁝なければなりません︒
㎜と年とつた渡辺さんは思い
﹁米と蚕︑それに牛の仔 大変だといっている．
ここで農業を営むことに
一出したようにキセルに煙草 一その皿環として今後電熱温
つい．てもう一人の渡辺さん 取りでなんとかしてゆき 詐校ー医師−助産婦と孤﹁
を固めながらいい︑袷ばあ 薫による苗作り︑集団共同
たい﹂
古
し
た
部
落
の
悩
み
は
比
積
し
︑育苗を推進し葡床と出稼の
ちやんが含い槌をうつ
﹃ 尊い汗の臭をむだ
一競A口をさけ今後耕作意欲の

た︒

二三套二一二昭

三九

流十子平の婦
の遠方からも．雪冶︸を徒歩で

が町内各施から七・八キロ

（

一

若者たちは歌にゲームに ばこ耕作も二年目の収納も
労働投ドの面では稲作と競
バンパンと勢のいい音と フオークダンスに約四時間 終rしたのでその概︑要を︑ 合しない．

やつて来て松之山小学校で． ラツカ7がとぶ︒

会場は花やテープできれ 共に赤︑青︑黄︑緑．白の ばかり寒むさを吹きとばし． お知らせ致します︒

パーテーをもつたQ

山にもこんなに素晴らしい息吹がある（クリスマスパー一テイで写す）

﹃期霧育姥較豊好でし
葉たばこ耕作は本町の畑 ている︒
いに飾りつけられ︑クリス テープが糸柳のように︑無 てはしやぎにはしやいで親
睦と友好を深め一夜を有意 作目として唯一の換金作物 軽労働と構内作業が多く家 たが六月中旬より七月中旬
︒マスケーキ︑果物︑ジユー 数にたれ下がる︒
会場にはどつと若さがあ 義に過して解散していつ として導入しましたがその 族労作が容易である︵年寄
特質を上げると次の通りで 子供等の出来る作物が多
スなど整然とならんでいる

ふれる︒

一＝
一一
騨一麗層一一申
＝一＝＝一＝＝＝一＝＝＝＝＝＝＝＝＝謡
＝吻
＝＝＝
一一
一一＝

＝一＝一甲＝一＝榊噌＝−＝一一＝＝＝一＝一＝＝一＝噌＝薗＝

上を全員の手から一斎にク

羅隠越謄竺れ鶴継融﹁農

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝器＝＝＝＝＝＝＝＝一一＝＝＝＝＝＝＝

せつかく骨折つて作つ
て訟買い手が一人だから
値売りもでぎず切ない農

＿万万oo分互9三辛
一九
五
益

一

人会で﹁百万人の話し合

それで町の婦人会役員会

腸豫時舗競馨驚謝管ありがとうご

い﹂のとき︑こういう要求
がみんなから出された︒
では︑このことを局長さん

＝一＝＝＝閂＝W＝＝＝コ一じ﹄㍑﹄ニロ＝＝︸

ごらんのよ直作蕃し生活の墨るような状學

一農業をやりながら安心した

す配繹疑手蕪雛紬ゼ無

におねがいすることになり
十一月九日会長︑副会長︑

＝鱒唱需

支部長︑事務局の四人が郵 て大喜び︒
便局 へ行つた︒
一一甲一一一一一一＝顧一囎＝脚＝勒一＝一騨一鱒一＝喝＝一一ロ＝＝一一＝一一一−隔

米と蚕の二本足で︑女衆は野菜の計画栽

炭焼く煙の流れる部落
i東山ー

襲︑河しでゆきました﹂

焼けた炭を中つばり出す 十四人いるが︑最盛期の昭
ときは熱くて水をヨ︐位 和二十六〜七年頃からみる

真つ照．︷にーなつて︑釜から 桧之山町全鼠．で今炭焼きは

仕事たん です︒汗 だくで．

培を希望︒冬期分校の屋根替えを切望︒

この部落の
東側を︑南か
ら北へ下る一

本の漢流があ

皿と三分の一に減つてしまつ
飲んで了う︑︑
る︒これをへ
ここは又場．所が悪いの ているのであるc
だてた真向い
煎落内でコンニヤクの玉
の山か広薄紫． で製・剛が出来ても箪の通
る夏まで抱いで︑いたけれ 作りをするものが四〜五軒
に︑樹々の梢
彪る︒この5ち一軒は四十
ばならないーこ
をつたつて煙
だから炭焼きは若い人には 貫欺売つたということであ
が静かに流れている︒

協あたりで買い取つてく
れないものだろうか﹂

に ついて
して一俵五︑百数十円とい

今秋は一キ・グラム六十七

﹁焼いて詰めで︑北り負い出

し率もいいというとで︑

うことよりも︑日銭にな
る土方仕事の方が籠単だ

るQ
なく四十才から五十才遇y︑5
減つていく炭焼き
今年︵66才︶になるおば
冬に入つての内職に炭を の膏だけになつてしまう︒
そして年々減つてゆくこと あちやんは

焼く煙 である︒

東山でいま炭 を焼く家は

﹁炭焼きも仲々大へんな

四軒で︑今までより本ずつ
と減つてきているという︒
部落長の渡辺勝直さん︵39
才︶は

ています︒

お申込下さい︒

希望者は役場へ

一61一

一六一八五一三三莞二宍二！1，牙

｝

ポストを迎えて

一

か

（第22号）

山
の

松
昭和40年1月15日
③

基本給は昨年の一割増で

語顧麟疵騰魁麺稀翻鱗轄鑛露

と二わねばならなくなつた かつだ︒しかしこれからの
畜産物の価格の変動が激 和碁経営においては︵どの
しいにもかかわらず︑ここ ような経営形態によつて︑

まで伸びてきたのは︑稲作 いかに経済性を高めていく
に支えられてきたおかげと かが︑中心課題でなければ

て︑その役割を果たし得た 飼育規模拡大の問題にぶつ

いえる︒和牛は稲作と補完 ならないQ
的関係に結び合つてはじめ
ここまで考えてくると︑

一⁝三ヂ三⁝⁝﹃二⁝三∫≡三3一三y

だからその生産性が家族労 かるが︑これには︑飼料資
働一日当り労働報酬が一二 源的経営基盤と就業構造の
八円戸三十九年三月︑農林 不安定の二点から考察され
省統計調査部畜産物生産費 ねばならない︒

罠⁝⁝二三＝⁝

怠つてはならな㌧だろう

種ガ

も冒︑

これからの営農は個人の

高く評価することがむつ力

の施用と良質蒲の準噸餐のみであつて蕩謬

りの施肥にとどめ含鉄資材一

﹁腹八分医者要らず﹂どお一 りながら実施して欲しい．

⁝⁝＝⁝⁝イ三一三イ三三︐⁝三一輔ぎ三＝⁝三三三噌三一⁝⁝二⁝＝⁝

︸や重大な段階を迎えている 調査︶という低収益でもよ
≡⁝⁝三噂⁝ヨ⁝⁝一＝︑⁝⁝⁝三⁝一

ロ 重 雄
全国的には史上二番目のぎく︑ 本田の作業計画が立

農業改良普及員樋

ら感じたこと

ことしの稲作か

琶イ＝⁝多⁝⁝鴫＝ ≡≡＝ど＝三9三⁝∋働三＝蓄

ルメラを暗かせて十五年︑ 七％の増加で︑年率一一︑一褒救ずものとして注目して ．優秀賞︑子牛の部に優秀賞
人さまの考えている程もう
二席︑本年十一月に大阪市
一％の伸び率である．この㎜よい．
からないし又楽でもない︑ 取
引金額の伸び率は︑全．国一県で優秀賞二席に
食肉卸開市場で開催された
早く足を洗おうと思いつつ
の肉用牛の生産の伸び率一 また︑さる三十八年十月 ﹃第九i新潟県肥育牛共励会
又今年も十年以上のベテラ
︵三＋年から三十八年ま︵︑7新発田市で開かれた第五回 で優良賞にそれぞれ入賞し
ん諸君も今年も健在で上京
の八年間︶一一︑二％とコ新潟県畜産共進会に出品し たことなどは︑松之山和牛
保健所などの手続も終りほ
致している︒
一たSさん飼育のよしえ号 史上に特筆されてよい出来
つと一息︑叉新らしい商売
この家畜市場で認定して一へ黒毛和種雌牛︶がみごと 華あろう・
コース開拓に一苦労︒夜道
で迷子になり用圃の中に出 いる〃くびき牛〃の入場頭鳥．秀賞二席に入賞したこと薪牛も昊姦階に
てしまい︑はてここも東京 数に対する割合が︑三十六︸同じ年の＋月と十一月に新 一 このようにして︑総家畜
かなと思う程淋しい所もあ 年の五︑一％から三十九年．井市および糸魚川市を会場 単位数の八O％以上を占め
るようになつた和牛も︑今

ります︒話しに聞く越後人
東京足立区
は生命より金だなんて云い
高沢鉄夫 ますが︑そうかんたんには
東京の夜の星の下でチヤ 掴めそうもありません︒

はあるが一般的には不景気 事です︒会社には鉄工組合
でレジヤー等金の出費用途 と云うものがあり︑その組
大阪市浪連区河重産業株式会社
も仲々計画的になつていま 和で作つたものを我々寮生
すのでこの程度で仕方ない が食べるので︑残業も終え
雄
竹
内
文
と思つています︒ボーナス てです︒だが食費は安くあ
まりわがままも云えず何と
ここは商都 も我もなかりけりなどと二 は一月に支給されるが配月
かうまく食べる工夫をして
つた主柳もある位で御睡知
の
売
上
威
積
に
よ
つ
て
増
減
が
大阪︑毎日忙
のごとくふぐには有毒なと あるので張切つて劃いるが います︒故郷のみなさんと
しい仕事は明
は花の便りがある頃︑元気
暮れて新春を ころがあり命を落とした人 吾々季節は何としても不利 な姿を夢見ております︒
も大勢居ります︒しかし現 なところも多いのです︒だ
迎えました︒
チヤルメラを
在では衛生設備も完備し有 が今年こそはとみんな頑．張
朝は十一時三
泣かせて十五年
毒箇所を除去さいすれば絶 つております︒各地で御活
千分出勤夜の
対に大女夫と化掌的にも解 躍の皆様又雪深い故郷で留

十一時迄が勤．

明されています︑技術経験 巣を守つている皆様御健康
務時間である
年数等給与は異りますが茎 で幸福と．平和な年でありま

ほか五名

新潟からは正 本給で昨年の一割増のべ！ すよう御努力あらんことを
月一ヵ月間の スアッブに落付ぎました︑ 念じながら筆をおかせて頂
短期就労者を 物値の高謄からして当然で きます︒

精米は楽な仕 事です
愛知県西城市神杉酒造株式会社

就学者相沢久男

ン

蓼ギ

ロサ

2

含め四十人余

り働らいてい
ます従業員は百七十点︑和

食寿司うなぎ︑ふぐ料理

害た
リ

被鋤

コ万新新新越

ア

リリ生号号号栄

フ

ノ カ早
ミャ
レコ
ジ シ代

10

％

ただきたい︒

たい︒

の点から期待がもたれ︑浦

はないが傾向として見てい 体の生産の向上と産米改善

ていないので確実のもので を計画しているが︑地域全

うち何割位あるかがわかる 中坪では部落ぐるみの
が共済対象にならない即ち ﹁集団栽培﹂に踏切り共同
表面に出ない面積が含まれ 苗代の設置を始め作業協同

︵共済対象︶か作付面積の

であるが三割以上の被害 業で事業を持つことを進め

︵表三︶は人為災害の結果 しく︑地域ぐるみで或は協

ハツメノリ

罫田嘉えること髪りや

4

10

大豊作といわれながらも悪 ．たないままに苗代を急ぐこ
天候に災いされ︑満足すべ 一とは︑ややもすると伸び過

4

十和田

しかし︵表一︶がしめす 一すいので順応性のある薄ま

3

10

き結果は得られなかつた︒

一②栽植密度

一たいし

一めて健苗をつくるようにし

よ5に︑ここ数年売渡米は 一き苗代を奨めたい︒また苗
数字の上では増えているが ㎜の良し悪しは作柄に大きく
必ずしも手離しで喜べない ⁝響くので水苗代は絶体にや
ところに問題がある︒

作柄は地域により個人に
より不安定であり︑折角盛
一上つで来た農業に対する意

分数上株株下

区辮以墾以

S〜39品種別被害状況

一 以上いくつかの問題点を 田地区でも渋海川沿岸一帯
上げたが︑これからの稲作 にかけて﹁稲作総合改善
を推し進めるに当つては︑ 地﹂を設け地域の安定稲作

0322

m株〜〜株

方 042
平3

③耕土培養

3

13

などの綜合食堂で私の職種

れは年
率二︑
七％づ
つ伸び
たこと
になる
馬は同
じ九力
年間に
一六三
頭から
一割弱
の一二
頭に︑
めん羊
は五五
二頭か

臥絵

一動しているよ岳菱る

ていねいにそして細かに植
三ちやん農業は益々強くあ えるようにしたい︒
らわれ後継者対策にも悩ん

﹄最近省力ムードにのつて
ら一割
五分の 欲も最近は自然災害により ︸か疎植が口立つているが多
或いは農業政策によつて浮 下田控手間家けても・

戦繍轡が裁潔鄭
農業の変動は実に目まぐ

＝

最近兼業化が進み農業労

られなければならない︒

が技術と並行してとりいれ

はいろいろあるが︑土の 時に︑生産費を減らし労働 きがあり︑これからの四方
の価値を生み出す創意工夫 箋として期待している︒

中の養分不足も見逃せない

一つであろう︒

ノは地力で﹂とは昔から

の言葉であるが︑最近新し
働力が不足になるにつれ省
い肥料が出て金肥さえやれ
は米は多くさん穫れるとい 力栽培かとりあげられ︑不
間違つた考え方がある︒ 耕起移植栽培︑直播栽培な

えて指導者と十分連絡をと

は土地環境や労力条件を考

そのために思わぬ人為災 ど普及して来たが︑これら．

噛し

縫難確い経験の﹇

一62一

3

16

5

日本海

8

3

17

2

千秋楽

17

の
の

被 害 の

106
100
1 93

105
100

8 1

被害

多かつたもの
被害

品 種

％
20

藤坂5号
たかね錦
五百万石
初祝もち
山ひびき
もち66号

松之山の皆々様お変りな
はふぐ解体調理であり新潟
の人達の多くは季節的ナベ くお過しのことと存じます
料理として寒い冬に熱カン 私たち一同も元気で仕事に
で一杯やりながら独特の風 励んでおります︒ここ愛知

当です︒食事もよく毎晩の

人は釜やさんで米を蒸す担
晩酌をやりながらふるさと

︵表二︶は浦田地区農研ク

一でいる︒そうした中で今年 ラブで毎年坪刈調査をやっ

の作柄を反省しながら来る ている水稲多収穫共進会の
地位が高まる畜産収入
農業収入に占める畜産収年の重点をいくつか拾つて 成績から抜粋したものであ

るしいが︑なかんずく畜産
は他の追従を許さない存在 を物語るものであろう︒
である︒技肉キ一当り四百

ゼ

るが近年の疎密傾向が現わ えでいるQ
れており密植の方に収量が

（表3）

1

55
28
10

96

45
37

100
91

味を食通の間に知られる︑ 県は今︑三月頃の気候です
ふぐ料理に関係した仕事に ここの酒造会社では松之山

働らいています︑いま大阪 から六名来ておりその作業
でこの種の店が七千軒と推 は精米機を便い精米をする
定され︑ふぐ汁や鯛もある ことなのですが仕事として
のに無分別にふぐ食えば仏 は楽な方です︑このうち一

躍進する松之山高校
進学︑就職のため普通科も設置

昨年より不景気

二一︑一％︵二五︑九六七

人の割合では︑ 三＋七年の 一見たい︒

調査点数i収量比率 調査点数1収量比率 調査点数1収量比率
1
7％1 117％
13％い06％
10％1
110％
「

52 1107

29
6

39

〜

S

38

〜

S

36

S 〜

嶋

25，095！

田台のものが︑数ヵ月も・
だないうちに二百円台に暴

32，5181

①苗代
千円︶から三十八年の一 一
一苗代時期の気候変化は大 多かつたこともこの表で教 米が多くさんとれない要 土地の生産性を上げると同 推進を本年から取上げる動

3・，4181

の端的な例である︒

しかし畜産は︑絶えず変 二︑八％︵二八︑八八五千

売渡し俵数1摘要
Sへ34 39，8321

落するといつた︑豚肉がそ

栽植密度の変化と収量
（表2）

●

現在
灘

つている︒

36，e46

円︶へと︑その地位が高ま

Sへ36

松代家畜而場の取り引き
松代家畜市場の子牛取引

1

37，6281

因
う

成績の推移をみると︑取引
頭数では昭和三十年の四一

35，1ε81

S、38
s、39
Sへ35
8へ33
S〜30
S〜32

六頭から五九七頭と四三︑

五％の増加で年率四︑八％
の伸び率︑取引金額では︑
一︑二九八千ヨヘと九九︑

一〇︑六六八千円から二

1

S〜3ア

﹁松之山町は︑日本一のための普通科も設置された の話しに花を知かすていま
地すぺり地帯としてつとにことでもあり︑もつと町の す︒ ︵写真は神杉酒造︶
有名 であるが ︑もう一 つ日高校 の発展の ため︑ひ いて
本一を誇るものがある︒そは地すべり災害より立ちあ
れは高校における大学進学がり︑町を再建させるため 名古屋市KK八木製作所
佐藤文和
率で喫る﹂ーこれは新潟に町の高校をみつめ少ない
ほか三名
日報が県干のすぐれた小︑ 経費で︑しかも自宅から通
中︑高校を紹介した﹁話題学でき︑定時制とはいえ全 松之山町の皆さん今年こ

な鶴畦聴蟷麓筋斎繧獅舞杯雛舗綾

．す︑少し気になることは食 比二一四︑O︶に増え︑こ

の学校﹂の書き出しである日制同様な課程と運営で摺 そ地辻りも止り明かるい年 動を繰り返しながら︑一歩
が︑県下七十五の定時制分
年間で実質的に卒業でき︑ をお迎えのことと存じます 一歩前進してきたo松之山
校中最高の職員数と生徒数
卒業後の資格も全日制と全 名古屋の八木製作所より便 町のばあい︑昭和三十年か
をもち︑生徒の学習成績︑
く同じく︑その上農家では りを差し上げるものですが ら三十九年までの九年間に
スポーツ︑産業教育とも県
下屈指の存在として知られ農繁期休暇︵春秋合わせて 涌井︑山ロー田辺︑故郷の 和牛の飼養頭数は七七九頭
たびたび新聞に報導され・ 七週間︶で農業を︑非農家 ことを想ひながら天気にて から八八七頭に︑対三十年
TVにも紹介されている︒ では保育所保母などの手伝 頑張つております︑仕事は 比一二二︑九に増加し︑年
電機︑架線︑金物の製造が 率一︑五％で伸びマ．きた︒
主でありますが︑昨年より 家畜単位数でみると︑八三
っ町の高校へ入学させたい やや不景気のようでありま 〇から一〇二九・対三十年

昨年より大学進学や就職の一ものである︒ ︵高校より
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