結婚式の改善を
農家が豊かになるには

漣

一何も云わんものです︒

五︑嫁の迎え女ぽ慶止する 一 しかも農村は経濟には比
六︑結婚式に列席するもの 囎較的鈍感ですから氣付いた
雪の峰追へっ若葉の秀とな
には借金で動きがとれず
は新郎新婦︑両親︑仲入︑親
り
秋 陽
戚総代一名計六名位とし︑ 山費れ︑田費れということ
貰う方でぽ︑新郎新婦︑両 になるんだ﹂といくつかの 茶の花を嘆かせて貧家の中
．
親︑近親者程度︑とする︒招 例を上げて語してくれ︑断 にあり
待された者の手持ぽ金五百 然私も息子の嫁どりには相 δ藥の花片明ける裸婦の像
一 聲
手方にこのことを話して實
円と末廣一封とする︒
七︑式は一日を以つて終る 行することにした︒
娘の世癬も眞赤な蕪買わさ
るる
荷逡りぱ午前中とし︐荷途
田植笠と乳房抱き來る見待
所有地及ぴ耕
り人の祀儀は金二百圓とす︐
つ畦
春雷
る︒午後結婚式及帆宴をあ
作
地
の
申
告
げる︒予定時間ぽ約二時間
背
を
向
け
て
縁
談
は
妹
苺
摘む
式後茶事を行う︒嫁の繭親 農地法の規定により︑毎
惜
敗
の
碁
石
に
河
鹿
の
聲止み
等は宿泊せす︐に帰ることを 年八月一日現在で實施され ぬ
桂仙
る小作地及小作採草地の所 果樹植える果を見る誰かい
原則とする︒
八︑結婚式覗宴の料理ぱ七 有歌況調査が近日中に實施 一つ頃か
品位︑酒三合程度とし︑費 される︒
一
短
夜
の
明
け
黎
讐
編の
用一人當り三五〇円位とす この調査目的は農地法に ⁝
響
紫紅
る︒
現定されている統制を維持
一漬桶のかびを洗いて五月晴
九︑結婚披露場には︑新郎 し︑農地政策の進展を図る
新婦は同席する︒
爲︑八月一日現在の事實に
知
る
ん
た
知
る
田
植
え
に
よろ
十︑土産物は家に封するめ 基いて全農家を劉象とし︑
こびや
峰月
いめいは止めて一家一個と 農地及び採草地の所有歌況
新妻の野良着新らし初田植
する︒
を申告により調査するもの
十一︑茶事に招かれた者の で︑所有制限以外の小作地
桐の花大地を埋めてタ灯り
手持ぽ︑金五十圓と末廣一
及
び小作採草地の有無又は
大 花
封とする︒
許可を受けないで所有椹．
このあと﹁今年は豊作が 債借椹を移動している農地 枝蛙る茂みないて書深し
今のところ予想されていま 又ぽ新たに襲生した小作地 別れ逝く妻に草笛子と吹け
貞 湖
すが︑この機会にこそ改め 等を知り︑これらをそれぞ り
るべきところは改めるべき れ適法に庭理すると共に︑ 絹漉しに雨の甘藷植えて長
です︒
登
疲
各
農
家
の
経
営
歌
況
を
適
確
に
誰も悪い所や苦しい処ぽ
蛙
と
瀬
戸
の
月
下
に
結
ぶ
ころ
把
握
す
る
た
め
に
行
う
重
要
な
見られたくないのが人情で ものであり︑關係者個々の ころと
泉芳
どうにかなるときにこそ断 協力が望まれている︒
振り返える心も持てす豆ほ．
岡改善する力が出︑世間適
じらる

いかるべき事を︑裏でため息 し︑着替は一切しない︒
一をつくと云う結果になり︑
一親も娘もこの悪じゆんかん

︸の蕃で苦労するのが含

反舳灘罐諮馨鋒

参する︒

蝕

灘獅戦
落響杢嘉う折紙至
﹇否推賞しているので︑目下一

︑︐薪蹄鵠温翫臆難騨
﹇光道路の整備を道路公團で⁝

．

ち

︑

⁝︾〜﹀タ〜ラ︻∂︾くン≦伊︷ノミ︑⁝〜︻妻ひ

︺

㌔〜︐︑〜︾︶ぞく〜㌔≧︾〜〜ラ︐〜〜く︽〜︐〜ぐく︷ぜ︑手〜韮乏き︸

︸夏季⑳犯羅㎜

じ

．羅

ヤ

ヤ

ヤ

も

む

開一

襲をまつ清津峡

が多くなる︒

ば︑女の奮憲窒藍

﹇出し等を謀つて女を襲う例

その二は性犯罪である︒
これからお祭り︑映書など
で夜の外出の機會が多くな
るが︑この機會を狙つて不
良等が待伏せ︑尾行︑誘い

る︒

灯などに心掛けると共に︑
刃物︑その他兇器として利
用されるようなもの︑ある
いは金目のものぽ人目のつ
くようなところに置かない
ように習慣づけるべきであ

又屋内は消灯し︑外の点

．ならない︒

一やつてもらうよう道路課長一 ﹁備あれば．憂．なし﹂﹁治に 襲生するのは一般に暑さの
居て乱を忘れす﹂など百か ため服装が解放的になるば
爾販酵ヌ儲齢紅鄭鴎雌ゲ墨
ら
云われているが︑防犯ぽ かりでなく︑身も心もゆる
こO考え方が村の末端まで みを見せ︑わざわいを招く
七月定例記者會見で鈴木 則する開墾︑治山︑治水上 その他周邊にスキー場の心
本当に徹底すれば︑犯罪絶 ．隙が多くなるからである︒
副知事は︑三国国道の燧道 の多目的ダムにしたいと現 ﹇整備︑ゴルフ場の設置計高﹂
その一つぽ戸締の不完全
無も夢ではなかろう︒
が今年中に貫通し︑來年の 在建設省に要請しており︑
である︒戸締りぽ夜寝る前
郵すあられており︑茜
これが照明設備をもつて完 更に三國国道や上越線のス 一費用として縣外資本一億五一 例年盛．夏から残暑にかけ に必す一巡し︑雨戸︑格子
成するので︑東京から新潟 ピードアツプににより清津 ︸千万圓ばかりの導入が考え て忍び込み︑性犯罪が多く． 窓︑湯殿︑勝手場︑横窓等
間はトラツク輸逸で十時間・
錠をかけ︑外部から容易に
外れないようにしなければ

位とな0︐石打︑水上間の
トンネル構想が實現すれば．
日蹄りも可能となり︑新潟
ぽもう東京の郊外というこ⁝
とになるので︑清津峡の開一
襲で上信越高原国立公園ぽ．

ら

癬や輕薄2戻劉灘
地帯になろう︒

万李Kwの警所を肇

一

叉縣としても着々これが議

瞠實現への手を打つていると・
大要次のように語つた︒
▽副知專談
︸ 清津川の綜合開捜の一環
刷として東電が二居地先に一

㎜する八木澤のダムは近く着

れ

私達の村の現歌だ﹂と語つ
中里村の農家の牧入は︑
ある︒
粗牧入で一戸當り李均十七
でぽこれを何とかもう少
万二千三百六十二圓である し少ない維費であげられな 二︑結納最高一万圓程度に
いものだろうか︒公民舘で
︵昭和三十一年度︶︒

も細るようなけん約をしている。

Φ涜驕静多融霧騨灘鎌畿灘懸撫鞭懸難灘験

ある︒

しかも被害ぽ若い女だけ
でなく︑中年︑子供等にも
そこで注意したいのは︑
自ら犯罪を誘うような体の
曲線を露骨に出したへ大き︑
く開いた胸︑衿足︑あらわ
な腕︑太腿の出そうなスカ
ート︶容姿をしないように
し︑一人歩きの場合は通る
道が入けのないようなとこ
ろであるかどうか︑若し途
中で襲われたら自力で解決
できるかどうか︑同作者が
居ても頼り得るものかどう
かの反省は必要である︒
その三ぽ暴力犯罪である
警察でも昨年秋以來與太者
の取締りを強力に行つてい
るが︑まだぐ沢由居る︒
お祭り等人の集る場所が
彼等與太者にとつては︑叉
たかり易い場所でもある︒
通行の際﹁顔を見た﹂と
か﹁笑つた﹂とか﹁通行の
邪魔をした﹂などごくつま
らぬことに因縁かけをして
きたり︑不必要に話しこん
でくるものであるから︑こ
んな者には近よらぬことが
第一で︑若し言葉をかけて
きたり︑因縁を吹つかけて
きても決して相手になつて

その原因を突つめて行け はならない︒

一

｝

騨囎

ロ

え

︸酒肴料千圓程度と︑末廣一
これから生産のための諸 ぱ結納から箪笥︑ふとん︑
劃だけとし︑結婚式當日持
︐経費︑労力等を換算し︑差 茶事一切で五万円ならおつ

もの」の金です。こんな人に限つてふだんは身

引いたらどの位残るだろう りがくるという︒
そこでこれについて事務 〆二︑調度品ぱ最高タンス一
か−・：にも拘らす︑一婚禮
局にきいてみたら﹁かける ︹樟︑こうり︑鏡台︑針箱︑
に例をとつて見ても︑平均
もかけないも要は仲人次 へ夜具一揃程度と葛・嫁の
十五万圓はかけている︒
一第︒なんで世間体なんて事 荷物を婚家に飾る事をやめ
これでは食べた﹃いものも
濤
あなた天だけで鐘ぐ る︒
食べす︑着たいものも着れ
みんなが持つている事だと 三︑婚禮の花嫁衣裳は新調
す︑朝早くから夜遅くまで
一云う事を見出せない所に ．を見合せ︑貸衣裳等有合せ
彷いても︑F子供の三人も持
の物を使用する︒
てば一生四苦八苦は當然で 爾礪齢吻陥ガ侃魚聯醐距脚
四︑當日花嫁ぽ式服だけと

噸樋灘聯︑鱒

請・

ノ復餅嵐駕

甲一

趣

峡を含む上信越高原國立公一 られている﹂ど︒
一向が明らかにされ︑更に℃
園を箱根や輕井澤の檬な別㎜ 又清津綜合開襲について ﹃の一︐日県農地部長の清津川 かつたと云う一語につき︑
一
㎝荘地帯にしようという構想一 ぽ七月末に村長が本省に陳 滑岸お他の調蒙行われ 取返しのつかない結果とな
チ
も︑國立公園審議會委員の一 情を行い︑その際本年度中 一る等最近活獲なる動きがみ る︒
由村桂氏や︑下村海南氏あ㎜ に．調査を完了したいとの意 一られている︒

十日町新聞杜

発行所
印刷所

義
麟、
︑著

中里村公践舘

時．

ヤ婚
戸 菖曜

嫁入費用の中でその大牛は「のみく》」と「き

清津峡道路は公団
で開発

ζれでよいのか！
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僻地にて思う

家庭での子供のしつけ

き

鳩
嘱

警舞編濃か蔓左

無輪難麩

蕎発髭べたよう奨
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L

高血塵の入の﹂終
ーーー

﹁食餌療法を紹介
も結構なことです︒

上村病院栄養士奥村皐子
▽食べて良い食べもの

量

位

1◇ー◇i

﹄灘翻

︑麟．癬鷲

牛乳
米飯

一合
二五〇瓦

．

六〇・四〃
二七・二4

蛋白質
脂肪

其の一一

一八六八力・リー
一四八OCC
献立例

熱量
水分

朝 クリーム︵午乳一二〇
瓦︑卵黄一五冷︑砂糖一
〇〃．片栗粉五〃︑エツ

牛乳

〃︑砂糖︶

一合

生トマト
一〇〇〃
糖︶
果物 水密
一〇〇〃
ミルクゼリー︵牛乳五〇瓦
パン︵コツベ 三分の二︾
ゼラチンニ〃︑砂糖︶
昼昌油妙め煮︵マカロ昌1 米飯
一一五〇〃
二〇瓦︑人参一〇4︑鶏
夕
n
ロールキヤベツ︵キヤ
肉二五〃︑ピース五〃︑
ベ
ツ三〇瓦︑人参一〇〃︑
バター五4︑砂糖
グリンビース一〇〃︑ポテ
茄子浸し
ト
五〇〃︑バダー五〃︶
茄子
八O〃
フ
レンチサラグ︵胡瓜三〇
果物 びわ
一〇〇〃
瓦︑白菓三〇〆︑ サラダ
米飯
二五〇4
油五4︑酢五〃︶
一合
夕H冷奴花かつを︵豆腐一 牛乳
二五〇瓦
〇〇瓦︑花かつを二〃︶ 米飯
五六・七〃
煮合せ︵いか四〇〃︑馬鈴 蛋白質
二九・ニノ
一〇〇︐︑いんげん二〇 脂肪
熱量
一八三五力・リー
水分
一五一四CC

センス︶

含煮︵里いも八 二瓦︑砂糖︶
残雀 ホーレン草 五〇瓦
焼海苔
少々
ぶどう
一〇〇匁
一合
二五〇瓦
昼 ひらめ卵巻あんかけ
︵ぴらめ五〇瓦︑卵二〇
〃︑ホーレン草一〇〃︑
片栗粉三〇︑砂糖
大根煮付︵大根六〇瓦︑砂

食︵牛乳と野渠食︶を中心と 匙小山一杯です⁝：大匙す 果物 夏みかん 一〇〇瓦 米飯
一一五〇瓦
六〇・二〃
して︑いろくと攣化のあ りきり一杯は一七︑五瓦︶ 米飯
一一五〇〃 蛋白質
る食品を選び︑食べる量を として︑辛味噌ですと︑食 夕Hアジ酢蒸し︵アジ六〇 脂肪
一一九・七〃
熱料
少くし︑刺戟を避けて︑榮 塩の含有量は二●四瓦︑甘
一八五九カロリー
瓦 酢︶
養を維持し乍ら規則正しい 味噌ですと一・四グラムに 酢蓮根︵蓮根三〇〇︑青の 水分
二一三二CC
献立例 其の三
食生活を螢むことが最も望 なります︒随つて味噌汁は
ち
砂
糖
酢
︶
ましいことです︒
朝
n
味そ汁︵大根三〇瓦︑
薄
目
の
味
付
け
で
す
︒
茶
栓
茄
子
︵
茄
一
〇
〇
瓦
砂
味そ一一〇〃 ︑水一合︑粉
r例︼ 甘味噌による味そ汁 糖︶
いわし二瓦︑ 味の素︶

羅纂ポ鰍藁鷲．

ことを忘れてはならないと も．悪いことをする人は激限 私は何になろろかという る間はよい機．嫌ですが︑ 一
ことよりも︑何をなすべき 且認めてくれないとなると
りなくこの耽会にある︒
思う︒
教育が目的の．乎段になつ かということの方が大切で 我慢が出率す︑家に蹄つて
我女個人の成長にしても
肚會の襲展にしても同じだ た結果學問の認識と︑人間 あると思うし︑そういう人 当り散らしたりします︒
土倉中覚張 術
一人つ子はまたその他に
︐が︑一朝一夕に進むもので の成長のコンブレツクスか・ 間が現耽會には大切である
ら生する悲しむべき事實だ と思つている︒
わがま﹄︑利己的︑紳経質
今更私がいうまでもなく ば如何といろことであれば︑ はない︒
このことを信念として敷 臆病というように全く違つ
長い間の少しづつの努力
と
思う︒
へき地とい弓のは︑かたよ
たとえばプライヴェー塑
我々は勿論學問し教育す 育をすれば︑學問と人間の た極端な性質を持つことが
つた︑へんぴな土地という で恐縮だが︑私のように二 の積重ねであると思う︒
意味だが︑へき地であるか 人全敏科措任というような㎜ してみれば僻地に学ぶ子 る以上結果としての目的は 分離というようなことはな 多いと言われています︒こ
いと思う︒
らといつて︑人間がかたよ ことが︑敢訳日予笠の面︵學㎜ 供の三年間の差異がその人 持つものである︒
れ
などはやはり欠点といわ
しかしそれはあくまでも 幸い僻地においては個入
っている課でもなければ︑ 校の敏育施設教材も含む︶一 個入の成長にとつて︑どこ
なければなりません︒
的な接触が多いので︑私は
教育の目的が本質的に他と などで解決できたら︑僻地一 まで障害としてつき．まとう 結果である︒
出来ればもう一人生むこ
我々が大切にしなければ ・それらの生活を通じて︑深
かは甚だ疑間であ︑る︒
違つている課でもない︑
と︑そう ．砥ければ︑小さい
一
と思うのは︑結果ではなく く生徒と理解し合いると信
へき地という既成概怠で で終ることはないと思う︒︸ なぐさめではないが︑立
うちから近所の子供たちと
じている︒
派な教育を受けている人で 過程であろう︒
きめつけてしまうと僻地の 三部復式．杢敏科は軍に教︸
遊ばせるように心掛けたい
教育を考える場合に於て︑ 材研究の不十分というだけ一
も
のです︒
學
校
の
問
く
ら
い
ま
で
で
そ
れ
又教師や生徒を見る場合も でなく︑場合によつては教一
結局お母さんの扱い方如
から先になれば︑必すしも
大きな誤ちを侵すであろう 師の肉休的精紳的な障寄と⁝
何ということです︒
そうとはいえません︒
一人つ子と兄弟多い子との違い
と思う︒私は未だ教師にな もなるウ
先生が募藷めてく屯
つて僅かであるが︑以來色
⁝〜≧〜・ノ︾箋く︽︽♂
一人つ子と兄弟が多い子 のは何でも買つてもらえる
三島郡川け．害崎中學校と︑山
々の人に會う︒多くの人は
一は長い將來で何か違いが出 ことが多いのです︒
海と山の交換一 の
夏季交獣鍛練行事を實施
同じ様に大轡︑な山の中に行 な氣持になつたことも再六︸
そのために我慢したり他
一 て來るかということを聞か
田澤中學校では一昨年來一 し︑集回生沽を通じての就
きましたネという︒
ある︒こんなことぱ私と立
八にゆすることが川來なく
會的公民的訓練と︑心身の
成程山の中にば違いな
なりやはり友だちとの共同
︸場を同じくする者ば︑現猷
鍛練を行うと共に︑手紙の
い︒しかし私ぱ一般の人の では等しく体瞼し←︑砥ければ︷ 云つた學者があります︒
生沽で田ることに 隔はりま
一 一番困ることぱ共同性が す︒
一交換等により友情を深めて
言の如くさして山の中であ 砥らないことであろろ︒ ロ
﹃
來たが︑今年も去る七月二
るとか︑僻地という特別な 〜 私は今こう思つている︒ 一ないことです︒
また大入ぱいつも自分の
︸
感情は持つていない︒
兄弟がないために競．争し ものだといつた気待が強く
僻地であるからと云つて
たり︑共同でしたりする経 て︑學級内で先生を猫占し
・験が乏し・＼そのため羅校 たがります︒廿えつチとい
現肚会から特別遊離してい
コ
る塑陛でもなし︑地域なりの ㎝営ませるための耐会化作用一 にはいつても他のチ供建と うわけです
形で祉會につながつている 豚る︑とヨし髪．し︸ うまくやつて行け←︑砥くなる いつも大人を．絹乎として
してみれば敏育の目的乃 一かし教育は種をまけば芽が⁝ 恐れがあります︒
皿いますから︑溢︑受せに←い砥り
至は教育の本質的な機︑能1 出るよろに︑教育を通して ︸また一人つ子は︑親の世話． やすく一一．．・葉の獲︑達は早いで
ー耽会化作用としての私の 瞬個人を成長させ︑更に耽会． が行きとどきすぎる恐れが 岬すから︑學校の成績はよい．
︸施︑無事初期の目的を遥威
ほうでしよう︒
あります︒
認識は︑山も塁も同じであ ⁝を捜展させろという結果的．
い
㎜して齢校した︒
る︒もし僻地藪肩の振興策
命を持つてい⁝2い﹂ いつも．叫愛がられ欲しいも しかしこうしたよさも小

武

前号のように制限しなけ 高血︑墜の食餌として特に
一杯を︑他に煮物又は鳶浸
高
血
墜
症
治
療
食
の
一
日
分
ればならない食べものに到 ・海藻類を忘れてぽなりませ
しに醤油大匙一杯︵一五瓦
して
ん︒
御飯一回の分量二五〇瓦 で塩分にして三瓦︶用いた
㈲野菜類︵刺戟性でないも 海藻はビタミンA︑D︑
︵輕く一一杯︶
としますと︑四・四瓦の食
の︶
カルシウム︑ヨードの給源 お茶にして七勺︵一〇〇瓦︶ 塩即ち︑一日八瓦の使用量
働海そう類
として大切な食べものです コツペパンなら一本の三分 の二分の一以上は一食分で
㊦果物類
から︒わかめ︑ひじき等を の二
使うことになりますので︑
⑭牛乳類及び乳製晶
時々お献立に折りこんでい うどん︵二〇〇瓦︶︵乾うど 全程氣をつけませんと一日
困穀類
んで四分の一弱︶
ただきます︒
の
使用量を上廻るおそれが
等は良い食べものです︒
牛乳は利尿作用があり︑
▽牛乳一一合
あります︒この点十分氣を
野菜ぱ無機・質︵カルシウ 又最も消化の良い栄養品で ▽お魚六〇瓦
つけて下さい︒
脂肪の少い白身の魚︑お魚
ム︑燐︑鉄等︶やピタミン す︒
▽その他
を含んでいますが︑その反 又ソバにぽ血璽を下げる 一切れは約七十五瓦鮭の切
野菜類︑海そう類︑きのこ
面にヵ・リーの少い食べも 物質を含んでいますから利 り身は一切約五〇1六〇瓦
類等は適宣取り合せます︒
用した方がよろしい︒
のです︒
献立例 其の一
▽鶏卵
朝 味そ汁︵わかめ二瓦味
一日中位のもの一個︵五〇
そ二〇〃︑水一合︑粉い
瓦︶
わし二瓦︑味の素︶
▽豆腐
八O瓦
五〇瓦︵縦四糎︑横四糎︑ 煮豆 うすら豆
御浸し つまみ茱 五〇〃
厚さ三糎︶
牛乳
一合
▽果物
米飯
二五〇瓦
リンゴ中一個位
昼巨厚焼卵︵卵五〇瓦南瓜
▽味噌
味噌汁の塩分も一日八瓦
一九〇4︑ 澱粉一一〃︑ パ﹄グ
︵一日使用塩分八瓦︶の塩分
ー五〃︑砂糖︶
二〇瓦
の中に入いります︒ 一日一 御し 大根
合味曾汁をつけますと︑こ 胡瓜舞雨酢の物︵胡瓜五〇
れに使う味噌は二〇瓦︵大
瓦︑春雨五β砂糖酢︶

米牛果
飯乳物

｝

けれども植物性繊維は︑
高血墜症と云う病氣は治
便通を促進するうえになく るまでに永い月日を必要と
てはならない食べ物で︑便 しますから︑毎日食品の目
秘がしば／＼高血墜を高め 先を攣．えるようにし︑全然
る原困となることがあつた 肉をとらないことが余り苦
り︑更に脳出血等を引き起 痛に思われない場合は︑た
す誘因となることもありま まには少量の肉を用いても
すので︑野菜を播ることに 結構です︒
よつて是非適当な便通が毎 その場合は脂肪の少い肉
日あるように努めなければ を︵トリ肉等︶が適します︒
脂肪は血管の硬化による高
なりません︒
その目的を果す爲には︑ 血化に封して悪い影響があ
食品としての野菜の他に果 りますから．要するに高血
物や︑海藻を利用すること 症の食べものとしては乳菜

麟
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了徒
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つの提案

学校や教師の指導からは つである︒
なれて．自分たちの生活を 子どもたちのいたすらは
楽しみ︑自分たちの計薔を 悪意のないことはわかつて
實施していく楡快さは︑彼 いるが︑どうも困つたこと
等にとつて又とないことで である︒時に大それた触法
行爲が起きないとも云いき
あろう︒
それによつて濁立心も養 れない︒そこまでいかない
われ︑自律的な生活態度も までも︑とかく間違いが起
うちたてられのであるが︑ きやすい︒そこで多くの場
大人からみると︑やはり心 合は大人たちは︑あれもす
配がかい無とはいえない︒ るな︑これもいけないと禁
學校がある時と違つて子
一止に出る︒けれども子ども
たちの自律心を育て︑自尊
ども達はひまがある︒
学校の宿題もあろうし︑ 心を満足させるために︑子
家の仕事の手傳いもあるで 一どもたちの暮し方に積極的

夏休みに際して

なしい出來事である︒

何百︑何千︑何万という
日本中の青少年のうちから
みれば︑極く少数ではあろ
うが︑尊い人命にか﹄わる
ことであり︑將來長い人生
を生きていこうと丁る青少
年に間違いを起させてはな

いわば子どもたちの問題

らない︒

であるというよりも︑．大人

一歩郡部に目

中里村の如きは青年學級 政者は直接深いつながりを
を中止している現歌だが︑ もつ公民舘當局は︐當の青
同じ校舎で最近ダンス講習 年は先すおそらく一般村民
會を二日間開いたところ集 を除き三者一檬にそれなり
まつた青年ば三百名余で廣 の自己の弁明をすることが

学級をみても振わない︒

を向けてみるにどこの青年

︐るのに比べ︑

鐘
》》

）ゾ皿

舘は何をしているんだ︒肚㎝ である︒

▽養蚕では縣下一の産地中
魚沼︑その中でも本村の特
に田沢地区でぱ夏蚕は掃立
卵量一︑一〇〇グラムとな
つているが︑その中の七〇
％が全滅に近い被審を受け

明るい︒

いすれにしても今夜の天
候如何によつて︑今年の米
作は左右されるのであるが
農家では﹁青作は昔からほ
めるものでない﹂と云いな
がらもあの豪雪による遅れ
をここ迄克服して來た労苦
を振りかえりみんなの顔も

夢でぱない︒

長かつた梅雨もとにかく
二十九日頃からあけ︑氣温
も急に上昇し︑夏型の天候
が現われはじめたので︑こ
の高温が八月一杯つぐけば
その間一部にば葉︑穗首イ
モチの懸念もあるが︑一般
に七月中の悪天候による影
響は消され︑米作ぱ三年連
続の豊作︑正に天照以來も

るか

天照以来と出

い．

反省し︑現實に即して村づ
くりをなしとげてもらいた

會敢育だくと音ばかり立一 この機会に村も公民舘も
て﹄さつぱりこんなことで 青年もそれぐの立場から
はなつていない︒

ときヒくのかぐのこのみ

聯には桃︑ナッ︑︑︑カン︑

︐しよう︒

える國に︑ビタミン．eがみ

ちあふれ︑おだやかな國民
の予ばきつと知らないでし
トギジクノカグノコノミ
．て︑時非香木實の絶え間な 性が育つことなど空想しな
よう︒
ミカンぱ︑冬には必す現れ 一き国︑うまし國ぞアキツシ いと．老い先きが明るくな
ぞヤマトの國は︑といえま らないかもしれません︒
るものと決めています︒

｝

一

一

古い昔の︑︑︑カン渡來記︑今 の悲願は︑今こそ實現され

〜

鯉雛総獺齢盤り讐鎚の輩る

常にはりつめている力はそ㎜ しかし﹁人ぽいざ心もし
一る躍照蒲罷︑羅 つたと思つている︒
雌
生花でよし︑体育でよし れ以上仲ぴることぱ不可能 らす︑果物は金を出さねば
買えぬものなり﹂もつと気
どこまで﹄も出かけないで 讃警でよし︑湯治でよし︑
だが︑享みを彗荏常一
ぱ居られす︑又讐織の知人 趣味で別に何が悪いという により以上に伸ぴられると一 楽に澤山を考えるのは欲張
南 雲
一
︑ 0
の訪間を受けるとやはり見 ものはないと思う︒
唯その趣味におぼれ︑趣
年令八十のこえをやがて一 ノ＼しい氣持の中で眺める て語らねば氣がすまないの
一家は魅力的です︒庭からか
迎えようとしているこの体 時︑また夕に一日の労を終 で︑よほどの用のない限り 味に流される生活であれば みを興えてくれるものだと印
ぐのこのみの生まれる家︑
で︑年に一度も病氣らしい えてこれを眺める時の氣持 そういう時には趣味の時間 それは．百寄あつて一利な 考えられるのである︒
病気も知らす︑こうして毎 は私にとつて全く最上の楽 についやしてしまう現欺で し︑趣味はやはり趣味の位 もうこの年になつては趣 なかく嬉しいじやありま
置にあつて︑生活の中に生 味もそんなに四角張つた︑ せんか︑所が子供がたかつ
日山に田畑に老いを感じな しみであり憩であると思つ ある︒
趣味を通して人と親しま かされるものであると思う 理屈ばつた言葉で表現され て罪作りだとか云つて切る
いで彷きつ﹄暮して居られ ている︒
人が多いのです．
私がこの趣味に頭を入れ れ︑趣味によつてはりつめ のである︒
ることを幸いに思つている
一る内︑讐緯遠くなつてい
子どもは道墨者ではない
一人であるが︑健康は何よ るようになつたのは十七︑ た気持の中にもそれを和ら
日々に新しい丈明を創る 一るのであるが︑とにかく趣
りの幸といわれ︑老いても 八歳の頃と記憶している げられることは︑考えよう 力を持つ入間︑考える力を 一味を持つ生活ぱ老いてのん から︑果樹に誘惑されるこ
とでしよう︒かと云つて︑か
なおこうして達者で過ごし が︑若い頃体が弱く︑毎日 によつては得がたいものだ 持つ人間にとつては先す忘τ皇華虜の帯人の
れてはならないのは︑いや ﹃ものではなく 生きる喜び ぐのこのみが庭から滅るの
でいる私個人︑別にこれが えいくと野良仕事の続く と感じている︒
その秘決といつたものも考 百姓の生活にはた穿苦しみ この趣味をもつて以來五 忘れがちになつているのは ・を最も強く感する．頃の人達 は寂しく心細いことです︒
たかる子供の家に果樹が
えられないのであるが︑言 の他は見出すことかできな 十年︑この趣味に楽しみを 心の憩ではないだろうか︒ のものであると信じる︒
い得るならば︑書謁の趣味 い欺態にあつたので︑何か 持ち喜びを感じ︑誰しも同
あつたらどうでしよう︒
果 物 節 考−
﹁皇．†︑皇女の誕生を就い
がこうして︑健康を支えて 楽しむべきゆとりを持ちた じあくせくとした毎日の中
いでくれる︑これが理由と いと心がけていたのが︑書 に少なくと庵憩を求めるこ
モモ︑クリ︑カキ︑ナシ︑
画の趣味の初まりであつた とができ︑心の休養を得る
しか思われない︒
グミ︑五本植え︑健やかな
ことが出來たことは幸であ
朝起きて一幅の軸をすが かと思われる︒
る成長を所る﹂と云うよう
一
な風習はいか穿︒人口調整
ヨ三⁝5⁝＝⁝一三⁝⁝3⁝⁝⁝一≡⁝⁝三三三＝・一一⁝三⁝三⁝⁝鱒三⁝︒⁝三⁝＝．．．5⁝顧三一5⁝も一三・≡三⁝一⁝覧．三言．
幾年月を報難辛苦やつと サクランボ︑暑くなつてビ 運動と共に︑果樹塘産方策
見ざす寳を持ち蹄つてみれ ワ︑イチゴ︑マクワウリ︑ もたてないと︑今にぴねこ
ば︑永々待つていた筈の君 ナシ︑スイカ︑ブドウ︑秋 びれた年寄りみたいな子君
は 土の下︒
に柿︒リン︑ゴと世界各国の もばかり育つて︑面白くな
香りも高きタチバナを︑ うち日本ほど果物の種類が いことにψ負揺りそうです︒
大子の某前に供えたま︑︑
野に山に︑庭に畑に店先
多く安く食べられる國はな
ガ ジ マ モリ
田治聞守は息絶えたという いそうですから︑田治間守 に︑かぐのこのみのかがよ

趣味に生きる

育成のためを考えれば人件 お盆下駄も買えないと主婦
どに時々活動の一面が流さ い運動場も押すなくと賑 予想される︒即ち曰く
◆村当局者ぱ−i一体公民 費等は物の激でぱないはす 達は徴いている︒
れ︑ますく注目されてい わつた程だ︒

の問題として考えて見なけ
ればならないことである︒
八月二日付某新聞紙上に
夏休みは暑い期聞に学業を
休ませて︑心身を休養させ 十日町青年學級は開設して
るというのが最初の頃のね 丁度十年目を迎え縣下でも
歴史と内容の点でモデル學
らいであつたであろう．
級といわれ︑現在男女合せ
て二百敏名が籍を置き︑七
ツのコースでそれぞれ勉彊
し︑NHKのラジオ放邊な

警

一

最近はそうした消極的な
ことよりも︑この期間をハ
イキングやキヤンプ︑登山
海水浴︑水泳︑旅行︑動植
物の採集などを通じて︑積
極的な暮し方︑すごし方が

私広こ﹄で一つのことを ◆公民舘はーこの職員組
堤案したい︒それは︑子ど 織では何んと云われても手
もたちの話し相手になつて も足も出ません︒お金を敷
やることである︒朝飯の時 いても人間がなければ道路
に︑タ飯の時に︑子どもた が出來ないと同じ理です︒
ちのやろろとしていること ◆青年はーダンスが何ん
や︑一日の生活をチどもた で悪い︒これも肚會体育で
ちのよい友達になつたつも あり︑山ヱ派なレクリエーシ
りで語り合う機会をもちた ヨンだ︒
いものであるということで こういわれてみれば全く無
ある︒
理からぬいやごもつともな
それによつて︑子供達の ことのようにも聞かれるが
夏休み中の生活を善導し︑ もつと根本的に欠除してい
事故が防止でき．楽しい生 るものがないか︑青年学級
活を過させることができる の學習過程ぱ公共肚会の課
なら︑ほんとうにうれしい 題解決の過程である︒
こと6ある︒
学級生の學脅活動ぱその
︵かのう・としお︶ ま﹄生活活動であり︑その
生活を通じて肚会全体の生
ダンスが悪いというので
はないが︑文化果つる村を 活領域にぴろげる一つの活
振興させる原動力となるべ 動であるはすである︒
その場に青年が集らない
き青年たちにはもつと大き
く果さねばならぬ責任があ ということは凋り公民舘の
るはすである⁝⁝﹂とこの 責任ではなかろう︒
問題意識を持たないこれ
記事の読後感はどうであろ
うか︒一般村民は村の爲 らの青年に意識を持たせ︑
且つ求めに慮じて指導助言
が出來るような職員組織の
充實こそ急務である︒
舘も金も八によつて活きて
くる︒次代を背負う青年の

あろうが︑それとても︑そ に参書し︑大人は大人の知
う負担に堪えないほどのも 識と経験を生かして指導し
ていく方法がとれないもの
のでもなかろう．
いき語い遊びについやす であろうか︒
時間が多くなるのである︒
毎日のように小中学生や より多く奨励されてきてい これが又大人や教師の立場
からみると︑心配ごとの一
小さな子どもたちの水死が るようにも思われる︒
報道され︑夏山の登山中の
遭難が新聞紙上に見えてい
る︒時には少年の鰯法行爲
が私たちをおどろかす︒
例年のことで︑あまり氣
にもかけない人達もあろう
が︑然しこれはほんとにか

駅
て行うことになりましたの 商橋百合校︵倉俣支所︶
西九州水害に
鈴木善雄︵新探用︶
一で．これが趣旨に賛同の上
▽税務○鈴木惣勝︵倉俣支
七月二十五日西九州一帯を
︑募金品に御協力下さい︒
襲つた豪爾は長崎︑熊本︑
一所︶
佐賀その他︑近縣に莫大な被
9︑国瀦︑蛮二醜蝶
人事交流︵役場内︶ 一▽柔生
▽
厚
○井ノ川友ズ仙健
害を與え数十万の罹災筈者
衛生︶
が明日への生活に困窮をき
渡邊村長は農業委■員會の
▽保健衛生○上原隆牛︵厚
たしています︒
統合を機に人事の交流を行
生︶ 井ノ川稔︵税務︶
今回縣及日赤等が主体とな
つて振く縣民から義損金品 う旨言明していたが十日次 ▽倉俣支所○高橋．庄．己︵土
木︶ 島田悦チ︵総務︶
の募集をすること︑し︑本 の通りの配置替いを稜表︒
O印係長カツコ内旧任
▽敏育委昌ハ會鈴木寛己︵倉
村においても民生委員会が
俣支所︶
主体となり︑婦人會を通じ皿 ▽総務 村山武︵保健衛生︶

雄
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大根づくりの要点
山家技
師

ーゼと豊富なビク︑・・ンを含

きつけておかねばならな

み︑葉も食用となるので︑
い︒本縣の奨働品種には美
︵ビク︑・︑ンA︑Bを多量に ・濃早生︑青首宮重︑理想改
良︑赤塚大根の四種類であ
るが︑この外二十日大根︑

時無︑聖護院︑膠青大根等

この封策として︑ます何
と云つても自家用井戸を掘
ること︑或は共同で簡易水
道を作ることであるが︑そ
れがうまくいかなけれは︑
私は家庭に於て小規模のろ
過装置を作ることを提唱す

る︒

すなわち風呂桶位の水槽
︵コンクリート叉はレンガ︶

断したらよいのだろうか︒
道ぱたを流れる水は不潔
であるということは誰れで
も知つている︒知つている
のに改めないのはなぜだろ
う︒井戸を掘つても水が出
ないのか︑出ても金気や荻
分が多くて︑飲用に適しな
いのかもしれない︒だから
こうして不自由をしのんで
いるのかも知れ劾い︒

の中に砂礫︑木淡を一ぱい
に詰めて︑水を通過させれ
ば忽ち清浮になり︑危瞼度
は根當減つているものと思
われる︒

た経験がある︒

私はかつて非常に悪い湧
水をこの式で淫化して用い

が入つて來た︒

播種期は二十日大根は週
年で︑時無しぱ大体四月か
ら六月にかけて︑美濃早生
は七月下旬又は九月上旬︑
太Lへ根は八月初旬︑普通長

〜じ

r し︒

ρ

農業委員次

へ婚

り入れて﹁ジヤム﹂を製造 である︒
していましたが︑今年も時 桑原秀雄︵田代︶ 高橋忠雄
期を迎えて︑その探集が夏 ︵芋川︶ 廣田要吉︵小原︶

里三貫︑このうちチツソは
に
する︒追肥ぱ問引き除草
．
と
き
三
本
く
ら
い
残
し
︑
第
二
三〜四回に分けて施す︒人
を
行つたあと︑土寄せをか
回
は
本
葉
七
〜
八
枚
の
と
き
一
糞尿は必す完熟のものを施 ﹄本立とする︒
ねて畦の片側から行う︒こ
す︒未熟のものは害虫を呼
﹁練馬大根﹂でぱ双葉が のころまでバイラスを傳染
び︑襲芽障害︑腐敗病を誘 正ハート型のものぱ根部が するアブラムシ︑腐敗病の
起するからである︒
整形で︑タクアン用として 被害を助長する各種の虫の
又反當堆肥ぱ元肥として 一番よいという︒だから間 襲生が多いので︑マラソン
全量二〇〇貫をし︑下肥は 引きのときは正ハート型の かテツプ濟で消毒する︒こ
四〇〇貫︑元肥五〇貫︑追 ものを残し︑丸︑角︑長ハ れは大きくなつてからはや
肥一回目五〇貫．二回目一 ート形のものは間引くよう らない︒
〇〇貫︑三回目一〇〇貰と
分けて施し︑硫安八貫︑元
る ㎜
肥一貫︑追肥一回目一貫．
二回目二貫︑三回目二貫︑
四同目二貫︑草木灰一五貫 農業委員会法の改疋による一他を審議決定した︒
は全量元肥としてなし︑過︷ 初の委員選墾は無競雫に終冒．会長 廣田要吉◆會長職
・石五貫︑石友二十貫ぱ共に ．り︑推せん委員と共にこれ 務代理者齋喜政治羽鳥隆
元肥として全量施す︒
が第一回委員會が去る七月 吉◆縣農業会議艮廣田要吉
饗芽したら間引を行う︒ 二十二日役場に開催され︑ ︵郡市協義會代議員 江口
第一回目は本葉二〜三枚の 役員の選出職員の任命その 李五郎
なお委員氏名は次のとおり

︑一

ノ︑

〆〜夕

6！〜

1︑

重地︑牧畑︶

︑−！へ

︵清田山︑田代︑下山︑

二位第七チーム

ム︵芋川︑倉俣︑本村︶

▽卓球︵男︶一位第六チー

︵宮中︑阿寺︑堀之内︶

三位 第八チーム

︵芋澤︑本村︑如來寺︶

二位第一チーム

！︑ρ！〜のノ〜−ノ〜ノ︷ーノ〜ノ

ない︒
近頃建築ブームに乗つた ◎置き場が廣く要る︒

餐躯額蟻究さ㎝

いくら植木しても︑木の ︸

ないのではないか︒

︐一 プ ︑︐〜 〜毎一

村内球技大会挙行

籠球の技量向上著し
を行つたが︑再々の降雨に
もか﹄わらす．熱戦接戦で
仕合は続行され︑午後六時
無事全仕合を終了した︒︐
各競技の成績次の通り

▽野球一位第ニチーム
︵田中．小原︑桂︶

二位 第四チーム
三位 第三チーム

︵高道山以南︶

位位位位位

︻爲眞は熱戦の籠球︼

ム
ムム ムム

1
11
1

二位第九チーム︵本屋数
新屋敷︶
公民舘では青年会と共催 三位 第三チーム︵山崎篭
通り山︑荒屋︑枯梗原︶
で去る七月二十八日︵丑祭︶
第四チーム︵上山︑
に村内九チームにわけ︑田 ．同
店溝︶
澤校グランド及倉俣校グラ
ンドで村内第二回球技大會 ▽排球一位第ニチーム

第第第第第
五三一六九
チチチチチ

1

べきものであろう︒

それは井戸水をポンプで
水槽クンクに汲み入れ︑タ
ンクの底からパイブで炊事
場に引き込み栓をひねれば
まるで都會の水道と全く礎
らぬ便利なものを作つたこ
とを思い出し︑敢えてみん

球

だがもう止めるべき時期
だ︒だい﹄ち放射能雨は危
瞼であみ︒放射能はどれだ
けわれノ＼の肉体に害毒を
與えるものか︑今の所われ
われにはわからないが︑ま
あ危瞼と見て絶封に警戒す
次は農藥である︒猛毒パ
ラチオンを使用した田の水
が流水となつて混入して來
ることは︑これは避けるこ
とが出察ない︒これを炊事
や洗いものに使うことは危
瞼きわまりない︒

一

（

籠

さ
▽

％ゆ

㍉古

▽會 長藤ノ木三代国
▽副會長 鈴木 国重

が︑去る七月十六日このこ
とについて総会を開備︑満
場一致統合を決定︑會則の︑
決定及役員の選任を行つた

合について話合つて來た

角間︑葎澤︑小出部落の
青年会は︑お互に共通する
問題をか﹄え︑これを解決
するために部落青年會の統

清津青年会誕生

第である︒

この設備費は七︑八十万
圓位は要るので︑個人企業
でも成りた﹄ないことはな
いが︑それよりむしろ農協
とか︑部落協同の副利計画
として最もふさわしいもの
ではないかと思う︒敢て好
事家の一考をわすらわす次

である︒

製造して供給する仕組なの・

から人造木炭や︑人造薪を

じて︑モ︑︑︑ガラやオガクズ

近頃市場に費り出されて
いる高圧燃料製造機を備え
つけた小さな作業場を設け
農家や製材業者の委託に懸

のでぱないかと思う︒

そこでこの籾毅か鋸屑か
ら人造木淡︑人造薪を製造
して︑これを農家や工場に
還元したち大いに農家経濟
をうるおし︑大愛喜ばれる

用いられないようだ︒

などのことがあつて︑廣く

郎ヒ原国一樋口定行

以下推せん委員
江口干五郎 服部佐一 鈴
木謙吉 吉楽角太郎 羽鳥
隆吉 高橋熊藏 鈴木勘七

酉︵軍地︶ 齊喜政治︵倉俣︶

原常三︵東田尻︶鈴木亡己

村山博︵田沢︶中島虎雄︵本
．の高原に楽しく繰り援げら
屋敬︶服部喜一郎︵如來寺︶
．れ︑加工がなされることに
南雲長壽︵堀之内︶ 吉楽時
．なりました︒
李︵上山︶ 廣田常作︵高道
學校では︑施設設備が不
山︶ 山本敏夫︵小出︶ 山
田寿治︵角間︶服部政李︵荒
屋︶ 樋口省三︵宮中︶ 桑

・十分なのが残念だと云つて
れもがすぐそれと気付くこ・
むり︑製品はなお試作の域
とでしよう︒夏日︑山野に
遊ぶハイヵ1たちの目を慰
を出ないのだそうですが︑
め︑口を楽しませてくれる・
各方面に紹介されて︑その
赤く小さな實は︑わが村の
優秀性ぱ多くの人々から推
高原一帯に限りなく散胤し
．奨され︑今後一屠の改善と
足の踏み場にも迷うほどで より未利用資源開襲の一環 相侯つて︑將來はこの地方
す︒
として︑これの加工に着目﹄ の特産物として世に出した
倉俣中學校では︑かねて し︑職業家庭科の實習にと いものと張切つています︒

﹁イワツコ﹂と呼べば︑だ︑

なれないことばでしようが

﹁あかもの﹂f何とも耳

﹁あかもの﹂ジヤム

未利用資源の開発

大根の直根の生長点が下
の化学肥料や︑末熟堆肥に
ふれると︑根の先が死んで
マタ大根になりやすいから
である︒施肥料はチツソ五
〜六貫︑リンサン三貫︑加

である︒

大根は八月中旬で反當播種
量は五合．畦巾は二尺五寸
株間は七寸位が適当で︑淺
地の場合は高畦にする︒元
肥ば出來るだけ淺く施す︒
しかし肥料の上に種子がお
かれないように注意が必要

はほとんど受けなかったが、これ
から穗首イモチやウンカの襲生が心配されている。氣をゆ
るめすに防除に力を入れよう。

大根は晶質共に世界に︑
ので︑秋作がよいわけであ
日本の右に出るものはない る︒しかし︑適温で太らせ
といわれ︑強力なジアスタ るためにば︑夏の終りにま

イモチ防除共同防除の力で幸い葉イモチの害
一相嘗作られ︑最近大藏大根
へ

の提

含む︶捨てるところがなく
切干大根は海外に輸出され
寒暖何れの時期にもつくら
れるが︑冷涼の気候を好む

つ

一なにおす﹄めする次第であ
わ
けでもなかろうが︑製材
護
箏
ん
歪
早
碧
の
で
日日
る︒
︸
な
い
か
ら
︑
年
を
途
う
て
き
ゆ
が
至る所で行われているが
1高堅薪淡ー
そのオガ屑がほとんど捨て
﹃
う
く
つ
に
な
つ
て
い
く
よ
う
栄 二
上山 中 越
農家が一年中に消耗する ㎜だ︒
て顧みられないことは惜し
燃料は莫大なものである︒ ︸ 話はとぶが︑農家が精米 い︒オガ屑というやつは︑
撒年前までは只傳染病予
ーー自家水道f
何しろ年中イロリの火は絶 ︸する際出てくるモミガラは 全く厄介なもので︑肥料に
まだこの地方に流水を炊．F防の立場からのみ流水使用 えたことがないのだから
石とかもつと有効的擾う もならないし︑燃料として
事場に引き入れて使つてい をやかましく去つたものだ
春先に山の木をきつて一年 ㎜法はないものだろうか︒カ
も
あ
ま
り
よ
く
燃
え
な
い︒
る家がかなりある︒他の場﹃ が︑今はもうそれだけでは
中の燃料を作るわけだが︑
︸
マ
ド
に
燃
す
に
し
て
も
︑
友
に
﹁
×
×
合︑相當生活程度が高いと なく︑より重大な危瞼が迫
そ
の量は全額にして見れば 〜して肥料にするにしても︑・
私はモ︑・・ガラやオガクズ
思われるのに︑唯一つこの つているのに氣付かなけれ
どこの家でも最底一万圓は
ぞの間もつともつと利用価． を冬のストーブに用いるこ
ことあるのは︑ 一体どう判 ばならない︒
下らないであろう︒
︸値を高めるべきだと思う︒ ともい〜とは考えるが︑何
×
×
いやそれよりも︑あれだ ︸稻は﹁米﹂叢るの菅・ ︐しろこれは︑
けの山の資源を年々減らし
㎜的なんだから︑わらやもみ ．◎乾燥するのがめんどうで
ていくのは何んとしても勿
ある︒
君
ら
ぱ
ど
う
で
も
い
箋
わ
け
で
体ないし︑第一あとが続か
◎ホコリが立つて衛生的で
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