似合うきもの
美し いきもの

翫黎批億酬聾述

…ξ…

は︑あつさりしていた方が
よいと云うことと︑何より
もきもののことなどにとら
われないそのあつさりした
中から仕事専一に誠實に彷
いている事が︑むき出しに
す︒

たいでぱ到底できるはすが
ように成りました．
結構なことです︒しかし ありません︒
ある娘さんは︑そういうも 多くの人々は着物を着る
のを讃んだり︑人に云われ つもりでいて︑實は色々の
たりして︑いろ／＼考えて 着ものに着られているので

いるうちに︑ますくわか

ミ

薩……ii

塾上三

糟

舘

杜

所民所聞
公唖新
行 届
村 町
発里印日
中 ＋

新潟県が後進縣であると
同時に︑魚沼における本村
は特にその甚だしきを痛感
せざるを得ない現状で︑道
路においてしかり︑縣道と
は申し乍ら車輔の運行不能
の部落が三つもあることは
衆目の認める処であり︑土
地改良においてしかりであ
ります︒

斯る事の整備が出來て初
一般会計三千七百八十八万五千五百円 めて農村経濟ぱ安定し︑教
特別会計
一千八十二万八千八百円 育の充實も出來︑商工業の
振興をもたらすものである
中里村昭和三十二年度予算は︑去る三月定例村議会に ことは且つ又當然のこと﹄
上程され︑三日間の愼車なる審議を経て原案通り決定 存じます︒
された︒

す︒

本予算編成にあたつては
職員共々このよろな見地に
立脚し致した次第でありま

又今年は新村五力年計謁
にあります高道山小學校の
改檜築を實施致したいと存
じ︑各種予算の切りつめを

しゆくまて…昧わせてくれる。

賛を求めた︒

峯篠

ると，さしもの雪も降り止み．雪原は
自由に歩けるように固くなる。シミワ
タリは冬ごもりから解放された喜びを

紙すき

北村知事が渤告

行い︑これが維費に充当すと存じますので︑村民各位
べき額を一慮予備費に計上 の絶大なる御協力をお願い
致しおきましたが︑これは⁝致します︒
後日教育委員会と共に充分⁝斯る考えのもとに今回は
研究をなし︑將來を見通し 提案せす︑臨時予算として
臨時的感畳に非ざる恒久的㎜四月中に村議會にお諮りす
見地に立つて實施致したい一る予定と致しています︒

る

α〜

▽そんな雪があるとか？
◎何十年も前から積つた雪
があるこてや︑俺の頭の中

﹁俺とこはこれ

にもそこらの家にもなo
﹁昔からこうやんだ﹂つて
雪もある．

慶置分合又は境界盤箔焚更の申

とになつている︒

請を行わなければ︑住民投
票に附することができるこ

分水町に見舞
田沢︑貝野婦人会

できる

本村と水澤村の合併につ
貴村に係る町村合併に關 田澤地塵婦人會では︑去
いて知事より新市町村建設
する計書を定めたので︑ る二日大火に見舞われた西
促進法に基き︑早急に合併
これに基き町村合併を行 蒲原郡分水町の被災者に見
が實現するよう努力された
うよう同法同條同項の規
舞
金品を贈ることを決め︑
い旨の渤告書が村長宛途ら
定に基き渤告する︒
會
員に呼びかけたところ︑
れて來たので︑去る三月十
昭和三十二年三月六日
この程金五千五圓と衣類五
日の村議會に報告︑満場一
新潟縣知事 北村 一男 十点︑米二斗余が集つた︒
致を以て﹁早期合併の實現
とあり ︑法律に知事は町村 また貝野地画婦八會でも
を期す﹂の決議を行つた︒
の規模が適正を欠き︑地勢 同様會員に呼びかけ︑一千
このことについて村長は
交通．経濟事情に照らし合 三百十七圓が集つた︒役場
﹁わが中里村としては村民
併を行うことが町村の基磯
一致の御協力のもとに︑早
的な地方公共團体としての 擁早速分水町宛に逡っ
期に實現を図るべく努力い
たしたい︒從つて三月六日
召集の村議会に於ても︑満
場一致にて早期實現を期す
べく議決してあります﹂な
お勧告書には︑
向學の若人待望の本村の ﹃もの︑叉は現に大學に在學
中魚沼郡
中里村 奨學資金制度が︑去る三月 ﹃中の者で︑委員會が認定せ
水澤村 十日の村議會において滞場 一る者に適用されることとな
新市町村建設促進法第二
一
致
を
以
て
決
定
︑
十
万
八
千
歪いるから︑貸與の適用
十八條第一項の規定によ 円が予算化されたo
皿を受けようとする者は海細
内容については本紙先号㎜羅款瓢蘇醗離勅
り︑新潟縣新市町村建設
促進審議會の意見をき︑ に掲載の通りであり︑今度
内閣総理大臣に協議して 大學の入學試験に合格した 面られるよ畠され奮・

奨学資金制

水沢村との合併を

ヤ

るら〃 關 澤 重 雄

…、…

これが内容は別掲︵三頁︶ 重点を置き︑民生の安定を
の通りであるが︑村長は提 計りつ﹄その他の予算をあ
案にあたり特に次の如き昭 ん配し．歳入財源三千七百
和三十二年度予算の編成に 余万圓に見合う歳出予算の
當つてと︑施政の方針を表 編成をなしたのでありま
明し︑村民各位に協力と協 す︒

いことは申す迄もないこと︑

◇純農村であり︑かつ新農
山漁村建設計謝村として指
定を受けようとする本村と．
して︑村政運螢の基盤を農
業の振興に置かねばならな

す︒

であるが︑その根源は何ん
と云つても人をつくる事で
あらねばならないと存じま

故に予算の編成に當つて
は先す教育︑産業︑土木に

シミワタリ春の彼1罐すぎ

機能の充分な襲揮と︑住民
の福祉の増進のため必要が皿
あると認めるときに限り︑
渤告が出來るものとされ︑
この勧告を受けた市町村は
渤告の日から九十日以内に

現われている時でありまし らなくなつてしまつたと云
ほ
んとに似合うものや美し が運なんで仕方ねえ︸とい
わたしたちはみんな美し
さて看護婦さんが白い看
つていました︒
よう︒
いものは︑流行や立派な布 う雪もある︒ 一長いものに
いきもの︑自分によく似合 護服を着ている時の方が︑
白い服でなくやはり﹁人﹂ たしかに︑雑誌やシヨー 地や︑よそゆきの形ではな はまかれろ﹂の﹁出しやば
うきものを着たいと考えて 多くの色をつかつたきもの
が問題なのです︒
ウインドーから︑美しいも くて︑木紬を着ても 作業 れば損﹂だの﹁人は人︑俺
います︒
に着かえた時よりなぜ美し
美しいきものも︑よく似 の自分に似合つたものを見 着を着てもあるはすなので
は
俺﹂というコチ／＼の雪
しかし町を歩いていたり いのでしようか︒
合うものも︑それはどこか つけ出すのはむすかしいこ
す︒
だの特に重苦しい雪は﹁家﹂
乗りものにのつていたりし
純白なもの﹄美しさ︑と ほかにあつて︑なかノ＼み とです．
それは人幽のうちにある 制度だ︒何百年間固めて來
て︑たいへん美しく着てい
い
う
の
は
た
し
か
に
あ
り
ま
し
つからないから︑よく似合 似合うもの美しいものぱ
ものが造り出すものなので
ると思う人や︑まあ︑よく
た
雪
だ︒その下では人間な
よう︒
うものや美しいものがない どこから見つけ出すより︑
すから︒
似合つていると思える人に
ん
て︐よっくよく李つたく
し
か
し
そ
れ
で
は
何
で
も
純
のです︒
自分でつくることが大切で
ム
ロ
マ
のるア
あまり合うことがありませ 自で作れば美しいかという
つぶれてらんだ︑
．近ごろは大分︑やせた人・ す︒
︹五面から続く︺
ん︒
と︑そうは参りません︒
に似合う形︑太つた人に似 スマートでありたい︑シ か︒待つていても消えない ▽考えてみりや︑そうだけ
なぜでしようか︒世の中
白い看護服を着た看護婦 合う形︑あるいは丈の低い ーツクでもありたい︑上品で ものはどうするね︒雪ぱ地 のとけない雪があるもんた
にはあまり美人がいないと
人のためなど︑いろく立 もありたい︑目立ちたい︑ 面に積つただけじやないと の︒降つた雪なら陽氣でと
云うことでしようか︒
体的に似合い方も詮明する そしてしつとりともしてい 思うが︑お前た見えねんか けるが︒
しかし美人だと思う人が
◎この雪は春が來てもとけ
≡≡一⁝⁝＝⁝幽⁝≡≡≡≡⁝鵬一⁝＝≡≡⁝⁝一⁝＝≡≡≡≡閣⁝⁝⁝⁝⁝≡陶⁝⁝⁝⁝≡⁝嶋隅⁝≡⁝≡⁝⁝輔騨⁝⁝≡⁝≡髄≡＝⁝
たいへん似合つたものを着
なくてね︒
朝晴れて雪がキラ／＼目に 停年の教師の下着ちやんち
ているとも限りませんし︑
▽﹁紳武以來﹂の雪か﹁軸
よ
か
つ
た
﹂
反射
二年山田利一 やんこ
武以來﹂がはやつたね︒
たいへん美しいという感じ
床についたが眠れない
勇しくなだれした雪黒々と
◎じや流行語でもこういう
が︑かなら歩しも美人でな
父母は夜おそくまで
一年關澤
守
〃
山
田
国
雄
仕事しているのに
やつはどう？︒﹁雪どけ﹂
く︑全体に美しいと感じら
れる場合の多い事を考える 春雨が続いてなだれ注意報雪晴れの崖根からとよで雪
自分だけ休んでいるのはも 小詮の題名からとつたの
山田 千代流す
ク
山田．マスエ
二年山田マスエ つたいない
と︑美八だから美しい着方
さ︒コチ／￥の反封だ︒人
をしているとも云えないわ 退院の姉をむかえて雪深し吹雪く夜は櫨ばたで祖母の 父母は一生懸命仇いている でも明日の學校が氣にか︑ 間の熱い心が冷い古い重い
固い雪を溶かすんだ︒雪ど
〃
志田ハツ子話聞く 三年 山田シゲノ 時計が十一時を打つた
けです︒
け雪どけ﹁心の雪どけ﹂か
また高償なものを着てい 玄關の難のえさ食う寒雀 夕焼の永柱の下をくぐりけ だがまだ父僻ぱ仕事してる 目をとじたが落つかない
私たちのために
〃
山田 ハナり
4
南雲 光夫 小さい妹や弟は
イイナ︒
ても少しも美しくゆ︑妖い人も
▽財布の雪どけは困るども
探検隊オングル島に旗上げ教室でわら沓をほす山の子 すやすや眠つている
たくさんいます︒
夜はおそく朝早く
フ⁝神武以來つてのよ
逆に︑看護婦さんが白い
苦労している
私も眼くなつた
り使いでのある言葉だな︒
看護服を着ている時が︑一 早春や村のようすもはれや節分や新聞投げて父宥寝
母の青い顔が氣にかかる
その時母の聾
す話せる！やつぱ皇ヤだ
〃
小林 久榮
保坂 慶村 ﹁今夜はおそくなるから先 ありがとう
番美しいなどとよく云いま かに
寒月にふくろうの聲三面 寒風や安薩の孫男とか
ねてもよい﹂
㌦まぶたが熱くなる
鷹る・偉い／︐
す︒
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︵三回︶

一回六月二〇日

九寸×六寸︑坪当り六六
・七株︑一株二本植︑出
來るだけ淺植︑中耕除草

﹄

■

l

︑もLL︑し血月

一︑塁一一︑昌〇四

産業育成資金
▽歳 入

今年の農作業について

見込んでいるものである

に計上したので特に目新し
い事業もなく︑内容も昨年
度と各課とも大差がない︒

交通網に重点

町線の東田尻地域︑羽倉︑

五升焚きで四千五百圓︑
五升と三升同時に焚かれる

諸支出金の大部分を占め

がある︒

l

1

1

1

−

I︐ t︑ヤ︸︸

否われく百姓も十月に

うか︒

がしてならない︒

期そう︒

今からでもおそくない︒
消雪作業︑苗代等に万全を

ー〜Io
ているものは︑貝野小学校
の負婚金で︑金額も二百二
十一万三千円と計上︑特に
この予算の中に公債償還金
が約百万円もある事には注
目しておくべきであろう︒

つて︑これらが一檬に一般
會計からの繰入金を以つて
運螢されているという現歌
即ち赤字蓮螢には一人本村
だけではないが︑ 一日も早

く解決出來るように研究
外に理解と協力の今後の課
る︒

成人式
五月三日に
本村で昭和三十二年に成
人に達するものは百五十名
で︑威人式は五月三日に全
村一ヵ所で行う予定のもと
に進めているが︑當日は成
人者に記念品を贈る外記念
講演等が計謁されている︒

◇三行知識◇

る︒

農業委員会の選羅が予定さ
新しい七りんは塩水の中
れ︻その他︼町村合併の促
進︑越後田澤騨上屋新設等 に一昼夜位つけ弱い火で徐
々に温めて使うと丈夫にな

いる︒ ︻選畢︼關係では村

︻民生︼の部では︑季節保
育所五ヵ所開設保瞼衛生︼
に語いてぽ傳染病棟便所改
装と環境衛生︻産業経濟︼
では此庭では農村だけに貝
野地囁耕地一六三町歩の土
壌検査︑桂︑本村︑如來寺
地区の農地の交換分合等農
業振興を図る外︑養蚕︑林
産物︑商工等万遍なく指導
及び補助計薔がたてられて

が︑歳出の面では村長の予 制度．土倉校昇降口の改築
算編成方針で︑昨年度富初 貝野地匿へ柔道場の設置︑
予算の五％減とし︑高道山
小學校の改築を他日臨時費
として起す含みで︑予備費

︻教育︼關係では奨学資金 題であり大きな問題であ

高道山校の
櫓金︑小出温泉道路災害復
旧工事︑都市計謁が上げら
右の轍字でみられる通り
本年度予算は昨年度予算に れている︒
比べると五百七十一万圓の 補助計画
増加で︑これは歳入におい
農工商振興の
て大口固定資産税の増牧を

︵らんかん︶修理に封する負 業育成資金︵商工關係︶であ

二︑9へ一覧璽〇 十日町線の橋梁工事︑田代
赤宇の解決
一︑七八四︑八一七 越後田澤停車場線の芋川地
︻特別会計︼については國
七覧五八一︑一一︑晶七 域の堤防工事︑釜川橋︑大
沢檬．稻荷川橋︑清津川橋 民健康保瞼及び診療所︑産

三︑七一五︑OOO

なつて︑このつばめのよう
な歌況下におかれそうな氣

割明ア︶ ︑︶

よいとわかつても手が出な
いと云う人があるが︑よい
ものが高いのば当然だし使
用したらむしろ安いという
かも知れない︒十日町と千
手に特約店があつて夏なら
トラツクでいける所迄は無
料で運ぶときいている︒

ろう︒

本年の積雪ぱ二十一年度 ら實施計書を樹てられ︑万 二聯式は七千圓前後︑籾が
らを焚く場合は一千圓増で
来の古家雪であり︑しかも浩 全を期せられたい︒
次に直桜關係のある産業 ある︒同じ米をますく食べ
雪期の三月末から四月上︑
中旬に亘つての天候不順で 予算をお知らせ致します︒ させる主婦と栄養償値満点
杏︑80圓 にして卓上を賑す主婦とで
李年より相当消雪はおくれ 野ソ騙除
種子粉消壽
宍︑さO円 ぽ結論に於て比較にならん
る公算が大きい︒
のではないか︒ ﹁不出來の
︵反当り九〇圓︶
いきおい農作業の遅延は
爵︑80円 ますい御飯でもだまつて食
免かれない現況にあり︑消苗代消毒
︵反當りきO圓毛町︶ べる子供が良い子です﹂と
雪促進に最善の努力が必要
いもち病防除
茜六︑08円 いう様な躾は今時はやらな
です︒
今年の氣象條件は概して ︵．反当り60圓︑全耕地︶ いのです︒無駄を省いてよ
い台所用品を備付けるζと
不良でありますので︑村に 二化めい虫︑うんが防除
毛三︐︒8圓 が大切ではないでしよう
おいても今年の稻作に万全
か．
︵板橋︶
を期すべく︑今年も共同防 ︵反當り60圓︑全耕地％︶
茜OO8円
除機具︵動力散粉機︶五台 防除機具
う
多
〜
︽︽︽毫⁝
︵動力散粉機吾O円︶ 火
の 用 心
購入︑病害虫の共同一齊防
さ七︑八OO円 f〜〜5きくξ5﹀ミ〜
除を行うため︑防除費の一其の他
計
一︑八C七︑・8円
部助成も計書致しておりま
ツバメは来たけれど
︵役場農事係︶
すので︑部落防除班も今か
四月中旬と云うのに国会
檬になり︑買うことに大反 内で豪雪の現地調査だ︑作
封した山の紳も近頃は無煙 付はどうなると心配してい
かまど禮賛に攣つたからこ るのに︑四月九日朝軒下に
れ以上読明しなくても賢明 ツバメを見る︒
積雪量はとみたら一米九
なる讃者は推察出來るであ
十五糎︑可愛そうにこのツ
だた値段がや﹄高いので バメ果して営巣できるだろ

繰入金
村債
雑牧入

▽歳出

商工振興費
公債費
諸支出金

改築含み

一︑七三︑82關係でぱ田中〜上山線︑荒
昌︑OOO︑80 屋〜桔梗原線︑通り山ン芋
三㌧八六六︑昌三七 川新田線︐重地〜山出線︑
七︑葦八一︑一一三七 越後田沢騨通り線の道路改
修及び高田︑松之山︑六日

リート鉄板で造られている
は全く出ないだろうと思つ
か
ら堅牢であるばかりでな
たら一寸当が違う︒杉の葉
く︑重いが移動が出來るの
や細い薪を沢山くべると煙
で台所の改造の度に竈をこ
は出るが︑ 之れは比較的で
わす心配はいらないわけで
よい薪の場合は殆んど出な
ある︒
い︒ 煙突ぽ九尺位あればよ
御飯が煮えたつたら燃え
いのだが︑私は屋上迄伸ば
淺りの薪をとつて火口を閉
して使用しています︒
新案特許品だから内部の じ淺火で蒸すのだが︑一寸
構造は不明だが余熱の利用 慣れると百襲百中實にうま
や燃焼効果が百％であるの い御飯が出來るから︑めつ
を見ると︑ なる程とうなづ こ飯で家内喧嘩をする心配
ける点が多々ある︒ 外部は はない︒子供達迄御飯だけ
タイル張りだから体裁もよ は暖櫨寵でなく無煙かまど
い︒材料は耐火煉瓦コンク にしてくれと注文をつける

かまど狂の記録

︵手取り︶二回七月二日
︵除草機V三回七月十三
日︵手取り︶病虫害防除
坪当り二合︑反当り一五
穫 標高五〇〇米埜
イモチ消毒五回︑反当り
坪︑肥料坪當り硫安九〇
セレサン石友一回一袋撤
匁︑過石二二〇匁︑塩加
布︒灌水法冷水による生
九〇匁︑除紙五月十日︒
多作り期間が短く︑氣
育障害を防ぐため早朝灌
二︑本田
水を行つている︒刈取り
稻温︑水温の低いため
耕起五月二十日︑代かき
ヂ生育をおくらし︑稻
十月六日調製十一月二十
五月二十八日︑元肥堆肥
水 熱障害や︑青立ちも
日︒
二五〇貫︑石灰窒素四貫
みられ︑その上秋⁝洛地帯な
硫安二貫︑過石三貫︑よ 以上が藤ノ木君の稻作り技
うりん八貫︑塩加三貫︑ 術の概要ですが︑外に土地
ヶイサン石灰四〇貫︑追 改良として︑昨年は︑反當り
肥硫安二貫︑塩加二貫︑ 三︑○○○貫以上の客土を
過石一貫︑田植六月八臼 やつています︒

ので︑こういう高冷地の悪
條件をどのようにして克服
し︑隻全多牧が出來るかと
云ろ事は︑私達研究會員十
五名みんなで考えているこ
とです︒

﹃

一︑C杢︑一δO

「

こうした考えから︑会員
全員が研究田をつくり︑試
験した結果︑會員藤ノ木記
大
正
釜
︑糠がま︑暖濾竈
林君が反当牧量三石八斗と
煉
瓦
竈
と次々に使用して其
いう高冷地の嘗地としては
の
何
れにも一長一短があつ
飛躍的な増牧をみました︒
て
満
足出來す︑ 最近費り出
部落李均反牧は二石位に過
さ
れた無煙かまどを買つた
ぎない︒
ものだから部落の人達は私
しかもこの牧量が偶襲的 にかまど狂という尊．稠を奉
に生じたものではないこと つた次第である︒
扱て使用一力年其の感想
は︑彼の過去の實績からも
明かです︒﹄以下藤ノ木君の を書いて若しこれが皆さん
イネ作り技術の概要紹介を の参考になればと筆をとつ
たわけであつて︑ 製造業者
いたします︒
一︑苗代
品種越路早生 のお取持をする氣は毛頭な
い事を断つておきます︒
苗代種類保温折衷苗代︑
無煙かまどというから煙
暦種期五月二日︑播種量

4︐

2年度中里村
昭和3
公債費

六︑四八○︑四8
玉︑一喜一︑杏O

「

O六〇〇〇
O

歳入歳出予算︵単位円︶
︻一般會計︼
▽歳 入
諸支出金
三︑四六六︑四8 予備費

三︑80

一︑08

昏O︑琶O

四︑七幽︑80

使用料︑手勲料

計

計

村民税

＝︑08

七8．08 一部負担金
六七︑岩O 財産牧入

一︑60︑08 保瞼税

︻特別会計︼
固定資産税
き︑四三︑吾O
自轄車荷車税
究一︑80 ▽歳 入︵事業勘定︶
たばこ滑費税

電氣ガス税

木材取引税

入湯税

奎O︑08
一合．08

六査︑OOO

釜幽︑一〇〇

美二︑OOO

奮法による税牧入 き︑8
地方 交付 税
九︑吾O︑OOO
財産牧入
二︑80
分担金
一︑08
使用料及手敏料 一茜︑08
国庫支出品
縣支出金
寄附金
繰越金
雑牧入
合計
三七︑八八五︑里OO

四三四︑五〇〇
手敏料
国庫支出金
診療牧入

一︑一一四七︑八OO

七︑三五九︑六〇〇

六八王四︑七〇〇

二亀昌杢︑二8 一部負担金

菱て・汗を流しな鰹心は黄金波打善き蕊壽壽慧露

二︑六八玉︑OOO 財産費
一︑80
先す歳入の面でば前途の
一噛践三︑08 公債費
五︑08
固定資産税の五百五十五万
至O︑08 諸支出金
昌九八︑OOO
圓の壇牧が目立つのみで︑
二︑∩8
予備費
一60︐0QO
他
は
昨年度並歳出の面6主
三〇〇︑08
八︑四四五︑八OQ
な
ものを拾つて見ると︻消
一︑80
直営診療所︵施設勘定︶
防
︼關係で中部消防演習を
五︑OOO
▽歳入
本村で催す計謁の外︑可搬
一一︑三八三︑OOO
式ボンブ三台購入︑用水池
五ヵ所設置があり︻土木︼

鍵、．，．・．．．』、、『♂、、，・☆・，鰐劉駿獣計薦難蝶
計

▽歳出
村議會費
役場費
消防費
土木費
教育費

一昊︑三〇〇 診療所費

⁝ハ七︑一δO

四︑七三八︑六〇〇雑牧入
一昌六︑三〇〇 計
▽歳 出

一︑一6︑九8．繰越金

肚会及労彷施設費四互︑一δO 繰入金

保 瞼衛生 費
産 業維濟 費
統計調査費
財産費
選畢費

プく

四夷＿昌四垂晃
套ら始まる・うららかな日射し齢び夷全肉

O O
O

O

Q

O

8つみのりの秋の夢で杯一だ。

費
費 たい肥はこび

ニニ

農家の春の農作業は「こいひき」か

金費
脳無鰹欝・嚢嚇撚鰍灘…難付出
設・㌧『

一
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窓口払実施に当り

ヌL上

ソh

一

慧雷講塗讐蝦畏導碁漫縣

萎職。村羅繧。覗鞭難
焉ζ鼻総爾鱗翫。恕総

紳武以來の大異動

粥

上原光︵十日町中︶保坂

中︶高橋憲治︵宮ノ原小︶

學校教職員の異動は四月◇高道山小 安達校長 ︵南
魚大月小︶山田ヨシ︵南
﹃日︑四日︑十一日の三回
魚赤岩小︶樋口一正︵退︶
に亘つて焚表されたが︑本
村關係は實に全職員の三六
今田淳一︵退︶馬場喜久
％の異動で︑分校によつて
子︵退︶河本ワキ︵退︶
は全職員が攣るというとこ
高橋三千代︵退︶︒
ろもあり︑正に紳武以來の ◆倉俣小n石井富子︵南蒲
管谷小︶高橋忠雄︵退︶
大異動である︒その内容は
高橋三男︵退︶上村キノ
次の通りである︒
★輔出退職の部
ィ︵退︶朋鳥夏子︵退︶
◆田澤小旺江ロリョ︵北魚 ⇔田澤中 白倉増之︵仙田

下条小︶秋山ミイ︵退︶
据澤英男︵退︶︒

フ3差重

行詰り 打開せ

安尻元二︵西蒲米納津中︶

︑い

いものになると思います︒

た酌面を．露呈しているとい

︵十日町小︶岡田悦子︵川
塩浦達洋︵新卒︶︒
このよろに政府の考えて
治小︶柳澤義秀︵下條小︶◆定時制高校 各務建策 いること﹄︑吾々の身邊に
行われている現實が矛盾し

イ・17

卒︶林正子︵新大卒︶外
山寛子︵新大卒︶未定一
名︒
◆田澤中H森忠︵見附中︶
村山昭子︵十日町中︶松

︵東頸三省小︶田村八郎
︵中津中︶西脇翻子︵古
志竹澤小︶村山恵美子︵新
卒︶山縣知恵子︵南蒲三
沼小︶南雲昭治︵貝野中︶

のペ

て行うことの難い﹂は世の
能
であるから︑祭りに飲む
常であるが︑誠實と信念に
酒
を一升か二升瞼約すれば
燃えて行う事業で︑不可能
藥
・剤の費用は捻出できるこ
なことはおよそ無い︒
とになる︒これは不可能な
現にお隣の中國では大き ことではない︒
な街に︑しかも以前はハエ
結局は最初に述べた通り
の多いことで世界的に有各 公衆衛生は大衆運動であり
であつた街に︑ハエを見た 大衆運動の成否はそれを構
くも見ることができないと 成する個人と個人が如何に
云うことは︑中国を硯察し 一致團結して︑熱心な協力
て蹄つて來た八六の口を 態勢にもつて行くことがで
揃えて語るところである︒ きるか否かに懸つているの
否︑外國のことで夢みた である︒
いなことだと云う人は行つ
村民各位の衛生組合の運

衛生組合はそれが早く納
税組合の如き︑理想的組織
形態にもつて行くことをあ
くまでも理想とし︑叉漸じ
てそれが實現されなければ

てみて驚くだろう︒
動に深い理解と協力の下に
我が新潟縣の直江津市の 推進され︑私達の健康な明
隅の農村地帯では︑盛夏に るい生活環境が實現される
ハエ一匹見ることが出來な ことを所つて止まない︒

かったではないか︒

又日本国内に何と二万三
千八百二十四の地優にぱハ
エが居なくなつているので
ある︒厚生省環境衛生部の

ならないことを強調して筆
発表である︒
一︑ハエの居ないのに越し をおく︒

︹貞ハ面へつづく︺

◎という暮し方がよくな
い︒待つていりめ消える

うo

いりや雪も消えるでしよ

▽やつと春ですね︑だれだ
のア﹁まつと冬でもいい︑
茶ばつかにてすらいらねす
け﹂なんて云うしよはマ⁝
春はやつばり春だぜの︑第
一食いもんからして青い葉
はいいがの︑いづくら冬が
長いたつて︑じつと待つて

或るオヤコの対話

雪どけ

になりましよか︒︵三︑八︶

を固めるしかてはないこと

ついて廻るものと観念の︑瞬

結核予防法︑生活保護法
母予福祉法︑身体障害者福
祉法︑養老院法等々一蓮の
法律ぱ結構であり︑法治國
の面目躍如たるものがあり
ますが︑その何れを見ても
内容ぽ貧弱に近いもので︑
国民の要望しているところ
とは相當の懸隔があります
が︑これも国家の現歌では
いかんとも成り難いのだと
いうことになれば何をか云
わんやであり︑貧乏は終生

あります︒

つには︑此．一か面痒い現歌で

何れにせよ福祉國家と銘打

︹四面からつづく︺

か︒国による施策の貧困に
よるものであろうか︒或は
又吾々国民の努力の欠如に
蹄す可き問題であろうか︒
︹五面へ績く︺

町下組小︶m村音八︵新◆只野小 校長石澤藤榮 うのは何が原因であろう

︽輪麟鐸吉鞭艸騒久子︵和

？︷二噛

よ

今後我々がこの運動を襲 と乱舞し︑昼寝するにはヵ ㎜で︑もしこれらが各人悉く
展させて行くには︑大衆運 ヤをつらなければならん程㎜ に充足していたならば︑森
．のうちに︑あるいぽ冬のう
動に訴える以外にないこと のハエの王国と化す︒
毎年そうであるが︑その ちに予防手段を取るだろ
を冒頭明記する︒
さて組合はかxる理由に 時になつてノコ／＼と一升 う︒そして夏のハエ王国を
よつて誕生したわけである ビンを持つて役場に來て︑ 阻止できるだろう︒
が︑それではこの組合は何 DDTを買つて行つて撒く こう考えて來ると︑根本
的問題点はカ︑ ハエ退治
を使命とするのか︑という のだから徒労である︒
ことが第一番の問題となつ ﹁おら方は明日祭だスケ蝿 技術の科學的知識を普及す
て來る．
を追つぱらつてくれ﹂式の ることであるということに
我が中里村に於てこうい 考えであるから︑徒労に終 なる︒そこで組合では雪が
滑えるまでに部落の青年諸
う全村的組合として納税組 るのは当然である︒
君から︑その知識と技術を
合があるが︑納税組合は︑
科学的知織を
納税成績を向上させる目的
充分に修めて頂くことであ
こ釦はどこに起因するか る︒
でつくられたものであるこ

現實が証明している︒

衛生組合蓮営の指針

こ︑で一々本年度の衛生
そして村民全体に如何に オコタネエが︑オラみてい
組合が實行する事業にっい したら有効適切︑合理的に な貧乏百姓ぽ金のか﹄るこ
て述べることは紙面の都合 ハエやカを退治することが とはダメだて﹂と云う人が
で出來ないが︑ 一言にして できるかということを深く あるかも知れない︒
そしてこの運動の困難性
組合は我々の住む場所の︑環 認識して頂き︑次にそれを
若々しい青年の熱と力に とは何人も認めるところで
徹底的に實行する段階とな
の
中心は︑實にこ︑にある
境
の
浮
化
を
主
眼
と
し
て
︑
カ
よつて︑公衆衛生事業は年 あるが︑それと同じ意味で
る
．
の
ではあるが︑そう驚くに
と
ハ
エ
︑
あ
る
い
は
ネ
ズ
︑
・
・
︑
々その成果を畢げて來てい 衛生組合は︑我が郷土の清
ブ
ユ
の
撲
滅
に
遇
進
す
る
と
い
は
當らない︒
実
行
の
困
難
性
るが︑今年に至りついに組 潔化︑村民の健康増進の爲 うことである︒
紙面の都合で具体的︑騙除
織強化がこの運動の行きづ に︑環境衛生事業を推進せ
口ではいくらも云うこと 方法を書くのは次の機会に
今日力やハエが恐ろしい
まり打開の先決條件として んが爲に︑科學的精紳に盗 悪性傳染病の傳染を媒介す が可能であるが︑この徹底卑 譲るとして︑経費は合理的
取り上げられ︑本年活動に
れ
︑新生活樹立の夢を胸に るものであることは十議の 的實行こそが最大の難關で に使用すれば一戸五百円か
先行して衛生組合を結成し
勇
躍する青年達が自発的に 童兄も知つていることであ ある︒ ﹁云うことの多くし ら千円もかければ︑騙除が可
たわけである︒
立ちあがつて實現した組合 り︑從つてこれを退治する
組織の充実
であり︑その使命の重要性 ことぱ衆人の一致した願望
からすれば︑納税組合と比 である︒
政治運動も文化運動も全
較され得るものではない︒
て肚會大衆的運動はます組
織の充實から始めなければ
ならないことは︑公衆衛生
運動についても︑その例外
それなのに︑夏ともなれ一 と云うと︑科學的考察力と
でないことは過去の事實と
ば家々にハエ様がワン！＼． 衛生観念の不足によるもの

蚊蝿の撲滅の爲に

︵三畠塚山小︶岡田聖司

の
コウダと患者の皆様に御珪．㎝ にパツとはしませんけれど⁝てあろうか︒これらの事象 多いというので．農村振興
惑を．かけたりすることにな︑ 一珪鞍急といろ時にこそそ一が個々に現われて來た結果 策として實施されたもので
㎝りますので︑大切な紙面を一 の有難味が生じるというもであろうか︒或は又幾多の あつたが︑末だに国保のな
上村病院畢長上村賢
一割愛していたたいた次第で一 のでしよう︒村の国民健康﹁事情が璽り合つてこういう い都市も多いし︑又都市周
一す・
⁝ 保飯が赤宇の累積で困つて⁝仕衷になつたのであろうか 邊の比較的富裕な農村には
國民健康保︒隙の加入者は﹇患者自体ば直接に療養指当
一今更云うまでもないことい いる欺態ですが︑これも一 等々：：：今後の窓口徴牧に 實施されておりませんが︑
診療を︑堂けた場合に︑その．者に支梯う必要ぱなかつた ．ですが︑保防⁝の根本精紳は．
﹃ 部負婚血の滞納がある爲と當っても︑蚤要なことであ 政府はこれら未加入の都市
費用の串額は保険税で賄い一のでしたが︑今度四月一H 一
⁝相互扶助にあると思い蛮雫 云われておりますが︑まさ置るので︑色汝思案して見ま 農村を全部加入させて︑昭
残りの牛分を一部負循金と皿からこの一部負捲金︵診療
Db U
︸
㎜す︒お亙がなまみの身休で・ か横清をきめて一部負捲金しても結局は原因の解明は 和三十五年には国民皆保．瞼
して本人が負捲することは⁝費の大凡牛額︶を窓口に於
︸あつて見れば︑いつなんど一 の納べを怠つている不心得私にぱ．下可能でありまして に持つていこうと着々準備
皆様御承知のところであり㎜て患者が直接に療養措当者 ︸︐
置く ︸
ますが．その取扱方法は私一に支梯わなければならない ．き病無に罹らないともh識 の人建ぱないと思いますがたた現實に直面するだけで をしております︒
ところが政府の意図して
一出來ないし・自分ぱ頑健だ︸ それにしても滞納の累積と一す︒
達の村に於てぱ昭和二十九一ことになりました︒
はどうした結果だろろか︑㎝ 現在の国保は昭和十七年 いる国保と︑現實行われて
年度以來全額を組合で一括﹇このことば役場の方から 満病番豫がない︑と
一誰も断冒川來ません︒不応⁝ 本富に負指する力がないの．十二月頃に實施になつたよ いる國保とは︑大部うらは
して︑療養指當者︵医師又も印刷物で配布され︑大方 一
一
は歯科医師︶に支払い︑そあ人は知つておること﹄は ︸の災雌ということもありま一 であろうか︒或は叉徴牧方うに記憶しております︒
らなところが多くなつてい
㎜ 法に不備の点はなかつたの これは農村部に於︑ける不
の後に一部負櫓金として患皿思いましたが︑兎角取扱方 一す．
ます︒
食費や初診料を給付外に
者から役場へ納八して貫う﹇法の改正などで徹底を欠き 成程保険というものは︑⁝ であろうか︒税そのものに一況が甚だしく︑しかもその
ことになつておりまして︑一ますと︑窓口に於てアアダ 積極性がないので︑華やか． 当初から不合理があつたの↑中で腎療費の占める割合が するなど︑大部分嬢貌した
ものになつています︒
問口ばかり廣くて一向に
塚山小︶佐藤喜代知︵新
井頼︵南魚五十澤中︶干
井貞子︵中條中︶桑原久 奥行きのない建物は一度強
大後卒︶加茂澄夫ハ柏崎
風に煽られΣば倒潰するハ
︵貝野中︶高野清︵北魚
短大卒︶︒
ゼのようなものであつて︑
校長二︑醐般教員三二名
◆高道山小H校長田中富士
廣瀬中︶質張術武︵新卒︶
間口が廣かつたならばそれ
松︵束頸圷野小︶高野松◆倉俣中 關口絹子︵新卒︶ に相当した奥行があつてこ
郎︵北魚朋川小︶峰村智
奥村廣次︵北魚小禺中︶ そ立派な殿堂として揺ぎな

◆★ ◆
◆
◆ ◆
田螂小只（南蒲畠三貝津條定中倉（中慶
澤入）野南雲三紳省野端分時）俣退島松
小の桑中魚久沼谷￠小弘）制翰中二桂（
日部原 大ヱ小小 ll之姉高木
子退
峰 久南崎τ」））廣吉（崎校ツ大 （）

幅
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