讃書に ついて
永 ひさ︾

◎

まX．ン

富

一

これは第二の暴露性が性
紙面が限られていますの
で︑こ﹄で私は特に戦後人 の方面に向けられた場合で
々の間に讃まれた書物を通 あります︒だから取締りと
じて︑そこにどんな傾向が か襲禁をほのめかす場合に
現われているか︵特にベス ぽ野次馬根性が昂じて逆効
トセラーを中心にして︶結 果が生じた︒
第四に傳統的人間像への
論だけを此虚に述べてみま
根深い新近性である
す︒
宮本武藏︑大閣記︑親鷺
第一に感傷性︑これが親
子關係︑家庭關係に結びっ 等︑叉近くは剣豪小読︑こ
れらは長い年月の間大衆に
き︑更に受難の様相を帯び
る時︑最も讃者の關心をひ 親しみ︑またその英雄主義
正義感︑渤善懲悪といつか
くようです︒
所が大衆に喜ばれるであろ
第二に暴露性︑戦時中一
切が隠されていたことの反 うと思われます︒
第五は求道的或いは思索
動も手傳つているが︑元來
事物の眞相をセシセーシヨ
ナルに暴露する事ぱいつの

仲間をつくろま
すろなか

蕊翻款輔越捲一量

泉 芳
煙たき煙突多し冬の月
冬 雪
しんノ＼と木の間澄める寒

場

泉 月

達

泉芳

雄

滑る足へ費り聲からむ雪市

いまくる

です︒

オレしドし

へN

に

ド

さも

一くり套の軌蘂慧新聞より︶

一それ餐んとあな奮づ

酔さめて蹄路細々と冬の月
男
女
の差︑年令の差︑學
紫紅
歴
の
差などをこえて手をつ
成人の今日上り大地踏みし
な
ごうと努力しています︒
めて
貞 湖
六十歳をすぎた老人が十
吹きだれ餅喰て鳥追うとき 代の若い人と．何の遠慮も
の聲
氣象もなく話合い︑議論し
吹雪かき分け汽車吹雪は追 あえるような場をもつこと

の月

同じ條件のなかまという ごうとしますので︑いっま
的な作品への欲求である︒ り出さなければなりません
なかまというものは︑ど のは︑その小さい数人のな でも自分たちだけの中での
以上あげた四つと併行し
て︑愛と認識の出襲︑三太 うしてもはじめはいろんな かまだけで満足して︑型く 同じようなつまらない話を
郎日記が三十年近く諸者を 意味で暮しの條件が似てh 小さくかたまつて︑少しで くりかえしていて︑向上す
る力を失つてしまうのです
持ち続けていゐ点︑また善 ることから︑作られやすい もちがつた條件をもつてい
たえすお互いに向上して
そうな人を なかまに加え
め研究︑人生論ノート︑生 ように思われます︒
いくようななかまでなけれ
きゆく道︑等の哲學的労作
男は男どうし︑女は女ど まいとします︒
ば本当のなかまとは云えま
また︑なかまの外側にい
が諸者に迎えられている事 うしがよいようですし︑若
せん︒
は何らかのモラルを讃者が い者は若い者どうし︑とし る人がなかまに加えてもら
新生活ぽなかまづくりで
求めている証でもあろうと よりはとしよ．りどうしがよ いたいと思つても︐あんま
あると申しましても︑どこ
思います︒
りなかまだけで親しそうに になかまがいるかわからな
いようです︒
以上簡軍に五つに大別し
年令が近い︑性が同じ︑
やつているので︑ただ茨や いような秘密のなかまや︑
たが︑最後の五の傾向は地 住んでいる所が近い︑學︑歴 ましそうに指をくわえて見 お互いに励まし合つて堕落
味であるが我々が心して瞳 が同じ︑考え方が近い︑な ている外︑ないからです︒ しようとしている愚連隊の
を向けなければならないで どと云う條件ば︑なかまづ
こういうのを﹁なかまを
な
か
まを作る事ではありま
あろろと思います︒
くりには一番適しています 作るまいとするなかま﹂と
せ
ん︒
又機会がありましたら流
云います︒
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
同
じ
よ
あたらしいなかまぽ︑い
行歌に現われた戦後の傾向 うな條件の者だけでなかま また小さく固まるなかま
つも門戸を開放していて︑
とでも題しまして趣味の一 を作つたところで︑それは鷺ガ噺恐煙鰺ガ糠ω 入りたいものは誰れでもな
端を書かせて戴きます︒グ
本当のなかまとは云えない
かまに入つてくれと待つて
のです︒
一入つてこようとするのを防 いるものですし︑いつでも
ー
認
外から新しい人や新しい考
えをとり入れて︑それをみ
んなの老えの中でまぜあわ
せて︑たえす更新し︑向上
しようと努力しているもの

h

時代にも護者を呼ぶ︒尤も
一 ご
眞相に封する欲求は正しい
日俳中里村支部
面を含まなければならない
のだが︑此の場合物見高さ なかまづくりをする場合 なつているといわなければ 滑︒べり足らぬ影一つあり雪
あら れ
春 雷
や野次馬根性が大部分を占 に︑ことばが一番大切なも なりません︒
もしもだまつている人が ．冬めきて月は孤猫となりに
のであつて︑ことばなしに
めています︒﹃
けり
秋 湯
第三にエロテイシズム︑ なかまは出來ないと思いま あつたら︑みんなで力を合
せて︑そのだまりやさんに 俗塵を洗い雪路を初もうで
戦時中の検閲制度の屡止さ 一す︒
桂 仙
れた事に依り作家は目由に π人が髪つたら五八が ものを云わせ︑ことばを引
みんなものを云うことが大 きだすように努力しなけれ 五十路を孫の年賀を受けに
なつた︒
けり
一 聲
ばなりません︒
同時に大衆のあくどい欲 切です︒
鶏群の雄姿氣高し初日輝る
求が生じた︒
もし天馨︑だまり三 むりしなくとも︑自然に
葉 舟
引き入れられてものを云う
ような空氣を︑みんなで作 銀盤あまねし寒月冴え渡る

①

1

そしてそれに媚びるよう

へ

一

◇三行知識◇

火■の用心

與するとし償還はか
年から貸與された年﹁
二・五倍の年間に於て﹃
時又は割賦とされ利子ぱ
年五分となつている︒

現に在學している
年度内に三人迄肇
り年間に三万六千

待されている︒
◇制度案の骨子
︑本制度の適用を受け
るものは本村居住呪
弟で大學試験に合．

うと思われるのである︒
八類が自ら作つた文化を たので︑昭和三十年度に一
自ら作つた文明を︑時には 度教育委員會はこれを採揮
原子力によつて破︑壌されな 村會に提出されたのである
い爲に︑自分等の幸福に役
が
︑
財政的な面から保留と
﹃立たせるために︑將來を背
さ
れたものである︑
負う者の果す可き役割と︑
今般はその当時の枇會事
責任は誠に重大であるとい 情とも異り︑且つ予算の効
果使用であり︑渡邊村長も
一えよう．
賛意を表しているので︑今
度こそ實現されるものと¶

の

員の不足を來たし︑その上一しかし乍ら今艮その当
それを機に他郡市から來て時と大きく融会事情も攣化
いた優秀教員は邊地勤務をしたので︑去る教育委員會
きらい︑郡市の李場へと聾において検討した結果︑結
るときには教員組識の質的︸これに要する維費をへき地

出を希望し・あ綾任す緬として下宿補助を歴し

下宿の學校教職員に封し︑一ては縣立十日町高校の分校

ら蒜慮モ整來借丞あ策資金制度に3

あつても︑優秀な教員の誘一が制度化について要望する
致は出来ないということか一こと﹂なつた︒

構藻礁繍郭飾翻薇舗嬰擁騨灘繕

春は汽車道から

義欝螺灘羅霧霧綴が月︑補

︑
奨学資金制度成るカ

青少年待望

今後の二十年乃至三十年
は本当に彼等の日本であ

一が本村に設置され︑青年達
て約百七十五万人と云われ嚢揮して︑過去日本の踏み る︒
舘 酷
自らの手で︑自らの人生 一の向學の熱が高まり︑制度
中里杜で約百五＋人が推定迷つて來た道︑失敗して來
所民所聞 されている︒
た日本を土台から築き直す を作り上げる重任を背負う 石について讐要望があつ
公り新
のである︒背負つてもらう
ご
と
に
つ
い
て
︑
吾
々
は
彼
等
こ
れ
だ
け
の
青
年
達
が
名
實
行 届
村 町
の
である︒
．
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
︑
行
動
に
と
も
に
一
人
前
の
人
と
し
て
︑
永い人類の歴史︑否日本
発里印日一 各々の地域に叉それぐの 畠協力することでなくてはな
中 ＋ 職域に進出することになる らないと思う︒
の歴史から見ても︑君等の 新聞紙の聞に爲眞をはさ
んでアイロンをかけると貼
のであるから︑實に頼もし 同時に又青年としては︑ 世代は恐らく決定的の危機
父母や長老の行動や意見に とも云ろ︑べき一時期で．あろ りよくなる︒
いことである︒
ついて唯感情的に︑天ぺん
から反封することをせすに
時代と境遇の差から來るも
のを考え合せて︑謙虚な氣
持で學ぶ可きは學び︑取る
可きは取る態度を失わない
ことが望ましいのである︒

英て

彼の青年達は全く敗戦前
の古い環境と違つた新しい
㎡﹂
KF
生長の場で育つた世代であ
教育長
F
立ロ
るから︑彼等こそ日本國民
方に直し︑ 烏帽子を加える 旗理想であ軌情熱であ
長
のである︒
る︒
育
この世話役をするものを 干和國家︑民主國家を建
教
部 えぼし親︵烏帽子親︶とい 一設するにふさわしい資格と
虹
つて︑自分の名の一字を與 一力とを持つ者として︑日本
B
えて其の名前も改める︒
窺來がかけられているも
既に二月も牛ばとなつた
之を﹁えぼし名﹂といx 一のである︒
が︑少しく﹁域人の日﹂に
一︐えぼし子﹂と呼んだので 一 日本の國が︑自分の村が
よせて所感の一端を申上げ
少しでも住みよくなる檬に
ある︒
る︒
父女子ぱ他家へ嫁いで眉 するために︑青年達はその
御承知の通り一月十五日
をそり︑歯を黒く染め︑髪 盗れる精神力と肉体の力を
は﹁成人の日﹂である︒
を丸まげ
新しく満二十歳に達した
に結うこ
青年達の爲に﹁成人になつ
とが男子
たこと﹂を祝う国の祝日で
の
元服と
ある︒
同
じ意味
この様に之を公に呪う檬
のものだ
になつたのは戦後初めて起
と云わ︑れ
つたことであるが︑個人的
て
いる︒
には古く行われたもので︑
今年こ
昔は之を元服と云つて︑男 の日を以
子が二十歳になつた時に行 つて成人
つた儀式である︒
となる者
この時は童服を成人の服 は全國で
に改め︑髪もおとなの結い 男女合せ

成人の日によせ

な作品が多く出た︒

第13号
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昭和32年2月15日

と
さ
カ》
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昭和52年2月15日

と
さ
カ》
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公民舘副舘長

斉

藤

大

幸輻は目前にある

鴇

馨

．死活問題だと信濃川を中心
として︐生計をたて﹄いる漁
㎝業者︵本村關係一〇〇戸︶

ではありませんか︒

自身を大人と思つて居
恩の行いとは何か︒ それは㎜昔の人は申してむります︒
おのれの仕事に魂をうち込 チヤンとした目標を見定 る︑反省のない思い上つた
め︑生れかわつたつもりで 生活態度から︑あらゆる悪
んで彷くことです︒
自分がこれならばと魂を 人柄が深まり︑精紳が高ま 徳が生れるのではないでし
一うちこんで︑眞剣にやれる るような年一にしたらばど ようか︒日々に反省しつ﹂
うであろうか︒
足もとにある幸福を逃さぬ
或人は云ろかも知れん︑
ようにお互一いに注意して︑
この考えを子供じみて居る 今年も叉淺い人生のフイル
と︒しかし眞實なるものは ムにミスのない一コマを加
むしろ子供じみてさえいる えるように努力して行おう
生活態度から起り得るもの
なのです︒

魚族減少
漁業者当局に

原因ば流水の壇減による取
水調節のため下流の水の増
減甚だしく漁業組合等で鮎
鯉︑ハヤ等年々百二十万理︑
度の放流及び．購化の壇殖か

やつているが︑川岸に打ト
げられる通り夏期︑冬期︵
濁水時にはほとんど水．
されていないという・
な冶去る十五日︑
中の取れ口現在で．
を行つた結果︑一描
に解決策を出すこき
た．

谷文晃の奇智

かと思案した︒

訴える
文晃は西歴一七六三夕
・ぽ國鉄本廃に封し實情を訴
國鉄信濃川稜電所が出來． え現地調査の上善庭される 生れ︑ 一八四〇年に亡く
てから魚族が減少し漁場は ごとを代表者をして申入れ つた書家であるが︑若い名
もない時代にどうしたら楽
に飯の食える謁家になれる

一荒慶の一途をたどり業者の︸を行つた︒

日干しは三十分

こうして見ると︑ふとん
彼
は
年の瀬が近づくと︑
はつくる時から考えねぱな
徹
夜
までして扇子に富士の
らない問題がたくさんある
糟
と︑鷹︑茄子を墨痕鮮や
のでつぎにあげてみる︒
かにかきまくつて大晦日の
まず普通ふとんを作る時 夜江戸の街の辻女に落して
ぱ︑掛けぶとんの方が痛み 歩いた︒
やすいというので︑上質の 元日の縁起をかつぐ江戸
綿を入れるのが常識だが︑ ツ子が早起き初詣で勢いこ
これは大攣な間違いだ︒掛 んで歩いてふと落ちている
けぶとんは敷ぶとんで暖ま 扇子を取り上げ︑聞いて見
つた体温をのがさないため 劇れば一富士二鷹三茄子びと
の役目をすればい﹄のだか 漏の喜ぶ禦書いてある．
ら︑敷ぶとんに上質をつか 署名はいわすと知れた谷
い︑それも一枚より薄くと 文晃︑彼の名ぱ一夜にして

⁝⁝一⁝⁝⁝一閣⁝⁝≡一⁝⁝旧一⁝≡≡⁝一⁝一≡≡⁝≡⁝≡一⁝⁝≡⁝≡＝一⁝＝⁝⁝≡≡三扁⁝＝⁝≡⁝⁝顧⁝≡≡≡⁝⁝一＝⁝⁝

い．

上

せぬと云う事も又非常に大

後二時の間︑あとは雌廉るイキンの心配も割合少い︒

一隅々迄知れ渡つた︒

慧んど一人でゃってい曜ば決して無理に食べ

いこともうなづけよう︒

ないことぱいうまでもな 湿氣の少い午前十時から午しに氣をつければカビやバ も敷ぶとんは二枚の方がよ 江戸中知らぬもの﹂ない稚

上村病院長
に壽命に關係がある︶
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山と海を結ぶ友情
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桂︑田澤︑︐如來寺︑貝野
地碩︒

◆土地改良
農地交換整備事業

田沢農協

肉豚追込舎一棟
新里
共同種付所 田澤養撤組合
共同育雛所一棟
宮中
◆維営
便所改善展示施設
田澤中央部
台所改善 4
〃
稚蚕共同飼育所一棟 貝野

◆畜産

なめこ栽増加工販費
小出地匿
ビニールハウスニヵ所
田代︑小出
水田更作推進モデル施設二
ヵ所
荒雇︑倉俣本村
畑作経螢モデ〃施設
や百合
東田澤
グヤ リ
圃杉雷挿木雷圃窟木組合
バこんにやく
堀ノ内

新農村建設計画

ゆ6

瓦塗︑擾生徒会論厚

霧難黎鴇力ら

田澤中學校と三島郡出雲 出雲崎町長さんから寄せら 暴風浪による被害ぱ甚大
崎中学校とで︑昨年から海 れた︒
なものがありましたが︑災
謎んで頒春のおよろこび 害封策本部を町役場に設け
と山の夏季交歓会を實施し
子供等は共に合宿︑その後 を申上げます︒昨年八月に 町民一丸となつて復奮に努
も手紙の交換等行い︑友情 は當町中學校生徒が一方な 力しておりますから︑他事
を深めているが．昨十二月 らぬ御厚意に預り︑厚く御 乍ら御休心下さい︒本年夏
日本海岸を襲つた津波のた 禮申し上けます︒去る十二 も是非海水浴に御來町下さ
め︑友人の多くの家が被害 月五日︑日本海岸を襲つた る様心からお待ちいたして
を受けたと聞いた生徒会で 暴風浪に際しまして︑貴校 おります︒末筆ながら︑生
ぱ︑ー早速見舞歌を途るやら 生徒會からあた﹂かい御見 徒會によろしくお傳え願え
自分達の小遣いを節約して 舞をいた穿き︑心から御禮れば幸に存じます︒
雲崎町長小林 謙治
途つた︒ところが今般︑次 申上げます︒
お見舞金は中学校生徒に田訳中學校長殿
のようなてい重なる禮状が
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切なことであります︒
一
こんな鰯が母を若くして一 自分の腹呉合を見て︑も
以上の如くす︑べて中廠を
一う少し位たべても良いがと
旨として︑大自然の揚理に いるのだと思います︒
叉私は氣持を若く持ち︑一いうところで止めます︒
順感した生活を螢む事が天
︸ 以上申し上げまして少し
寿を全うする唯一の道であ 取越し苦労をしない．
いやな事は出來るだけ早︸でも皆様の御参考となれば
第二には栄養尚題も大切 ると思います︒
虞で私共の老化防止及び く忘れる様につとめる︒ ⁝幸せと存じます︒
でありまして︑老人にぜい
喝
たくな食事をする事は禁物 若返り法︑健康法と申し上
で︑脂肪分や肉類等の過食 げますと︑私の母は灘父母
を常にすれば︑必す動脈硬 父母共に七十才︑八十才と
化症を來たし︑脳出血死の 非常に長壽の血統である事
政府の重要施策として︑ ◆農林漁業
原因となる事は︑既に皆檬 肉食は余り好ます︑特に過
共
同
集
荷
貯
藏
所
一
棟市ノ越
重女御承知の事であります 食をきらい︑殆んど野茱食 昨年より實施されてきた新 同
右
倉俣農協
が︑といつて余り粗食をす で︑ごはんは二ぱいとたべ 一農村︑漁村建設総合指定地
一域に︑本村が昭和三十二年
る事も栄養．不良となり︑老 る事なく︑殊に甘藷が好き
衰を早めますから考えもの で︑おいもの時間になりま ㎝度に指定され︑
すと︑殆んどごはんをたべ 一左の如き事業を優先實施す
であります︒
㎜ること㌧し︑この旨縣に申
第三にぱ生活環境にも中 ません︒
庸を保ち︑殊に精紳的の安 又非常に仕事好きで現在 ．達︑認可があり次第たぜち
離を保さ︑余計な心配をさ 豚八頭も飼育していますが に實施計書に入る︒

老化防止と若返り法㈹
それではその壽命の主な●

壽命が長い︶

せん︒

然し﹁年寄りの冷水﹂と
云われる様に過労は老化を
促進する原因となりますか
ら避けられなければなりま

あると考えられます︒

即ち︑肉体的︑精紳的に
衰えて行く老人の精力を如
何に活用して︑健康を計る
かと云う事であります︒
それには先づ第一に︑老
人には老人なりに成し得る
程度の肉体的並びに精紳的
の労伽ぱつとめてやるべき
で︑無爲の生活に安すると
云う事ぽ一種の自殺行爲で

要素について述べてみます
以上の点についてしらべ
れば個人々々の壽命も予め
と次の如くであります︒
一︑年令と性︵現在幾つで 測る事が出來ることになり
男か女かに依つて余命が
ま
す︒
わかります︶
そこで誰しも不老長壽は
二︑体育︑榮養︵肥満体︑ 望むところでありますので
或いは極度にやせた体は 本日の本論の老化防止を若
壽命を短かくします︶
返
り
法に就いて簡輩に申し
三︑現在の健康歌態及び現
上
げますと︐之にも刺戟療
症︵現在の健康歌態の良
法とか︑ホルモン療法とか
否︶
色々ございますが︑最も大
四︑過去の健康歌態と過去
切な︑そして根本となりま
にか﹄つた病氣︵風邪を
す事は︑中庸生活でありま
引き易い︑胃腸をこわし
す︒
易い︑かぶれ易い等︶
五︑遺傳關係︵雨親が六十
才以上生きた人はやはり
六︑職業︵英国の統計では
一番長生きするのは農場
の管理人︑最も短命は錫
銅鑛夫︶

七︑生活歌態及び生活態度
︵就會階級の貧富︑衣食
住が壽命に大いに關係が
ある︒生活態度としては
煙草をのむ人と︑のまぬ
人では正比例にのむ人が
壽命が短い︶
八︑住地の良否
九︑杜會保障︵これも大い

子

鉱生かさ第ているので

そこで普通は日干をしてだけ毎日でも風通しのよい
ひと晩ねると人間の身体
す︒
綿の繊維の間に空氣をつめ所で陰干にすること︒
私どもはその目前にある からはコツプ一杯牛ぐらい
これも出來ない家でば︑
幸福に氣づかないで居るの の汁が出てふとんに吸いこ るわけだが︑これもあまり
長く干すと脆脂綿歌になっせめて朝起きてすぐふとん
です︒先へくとばかり急 まれる︒
綿が上質であれば脂肪分 て︑水分はよく吸うがはきをた﹂んでしまわす︑敷ぶ
ぐために眼前にある幸福を
とんの裏を出して風にさら
が多いので︑ この水分も朝出す事が出來ない︒
獲見せすに終つてしまうの
までにはきれいに曼に淀ぎ
です︒
本当のことを云えば︑私 こんでしまうが︑普通の綿
どもは立身出世のためとか を標準に考えると︑かなり
あとの三十分は風に当てる程度
成功するがために生きてい の水分がふとんに含まれた
けつきよくふとんの裏側すぐらいの注意がぼしい︒
ま︑だということになる︒
るのでぱないのです︒
次に押入れにはスノコを
こんなふとんにねたので を一心一十分日に当て︑あと三
私達が今日こうして生き
ていることは︑自分一人で ぱかえってふとんを暖める 十分ほど風に当てる程度が敷き︑天氣の良い日ぱふす
生きているのではないので ようなもので︑保健上よく よく︑それも週に一︑二回まをニヵ所ほど開いて風通

幸福は目の前にあるので

両親のむかげと︑耐会の 一仕事を探してやることで
﹁なぜお前はそんなに先
へ／＼と急ぐのか︒幸福は 語かげで今日生かされてい
一す︒それがそのま㌧世のた
決してそこにはない︒幸福 いるのです︒したがつてこ
一め人のためになるのです︒
はお前の目の前にあるの の生かされている自分とい ︸しかもそれがまたほんとう
だ︒たじお前は︑その幸福 うことがわかれば︑それを 一の成功なのです︒
を襲見する技術を学べばよ 有難いと感謝すべきが当然 お互い誰もが幸福を願わ
いのだ﹂とゲーテはいつて
で
す．
ないものはないでしよう︒
しかし口さきや筆さきで 正月も濟み︑一落着した
居ります︒
ほんとに考えさせられる 感謝するのであつてはなら 一庭です︒愈々本年こそは何
言葉です︒とにかく私ども ないと思います︒感謝の心 一もかもよりよく前進する年
は成功とか︑幸福とかいう ぱ︑必らす報恩の行いとし
一であつ匪しいと念願する
と手の届かない︐遠い向う て現われねばなりません︒
一の寂のみではない意わ
の岸にある様に考えがちで 報恩の行いとならない感謝 れます︒
ぽ︑ほんとうの感謝とはい 一﹁道は多い・され羨の
す︒
しかしそれはもとより︑
えないのです︒それでは報双むべ藷墜つ嘗﹂と
認識不足であります︒事實
一

一

一

村
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