友への手紙

てないこと︒

しかし親や﹁家﹂にしばら

て

元氣よく切いている檬子
親にハイ／＼とは云つて れぬ獅立した人間としての
も︑心の中で抵抗している 魂を育てたい︑という君の
何よりもおめでとう︒
子供の時から一緒に騒ぎ といつた無駄な神経を使ろ 考えは正しい︒
日本人が自主的な生活態
遊んだせいか唯の友達氣分 ばかりの生活は確かに寂し
度を持ちにくいのは︑親の
い︒
がしない︒
親の子であると同時に肚 干渉が多過ぎて︑子供の時
つい兄貴振つてしやべつ

てはつとしたよ︒

包装改善につい
幡して他人の手を煩わせぬ城

という約束をする︒

春

なつぽくなる謹だな︒

では何か役に立つと嬉し

峰月

そのま︑食べてもよい︒
︻三面から続く︼

そのときになつてからで
はおそい︒

時期の定めはあるが︑立
村は住民の協同の責任にむ
いてなされるものであるこ
とを再認識し︑一日も早く
目的が達成されるよう話し
合いを進めることを期待し
て止まない．

﹁刈取りは適期に﹂田の落 なる︒

うo

更に二枚位かけておくこ

これは小莚一枚に籾一斗
水は出穂後二十五日を標準
とし︑刈取りは出穗四十日 六升位が適当で︑それを二
時間に三回位かき廻すこと
位で︑晴天の日に刈取るこ
と︑稻束は小束にする︒ が一番良い︒
莚干の場合一日干したな
﹁乾燥は充分に﹂ハ挙窒
ら莚をたてにして古俵を二
らくかける事と︑ハザ干日一
枚位を敷いて︑その中に入
激は九月晴天綾きでも十日
れ籾の温度のさめない爲︑
以上︑十月以降には十五日
以上にする︒

くもロ

ロ

く しリノぞ

知つておきたい言葉

どノなン

ハザ入れは晴れた日の午 と︑二日目同じようにして
語き︑最後に二十四時間後
後二時前後が良い︒
ハザの長さは一反歩宛延 籾擢をやる︒籾の温度の高
二一・五間位が良いと思う︒ い内に籾擢すると︑米に胴
乾燥の悪い籾は乾燥機の利 割れが生じる爲である︒
以上の如く心掛け三十二
用︑莚干等で良くする︒
籾の水分は刈取直後は晴 年度産米の出荷には御協力
天の場合一二％位︑雨天の を語願い致します︒

これを四・五日ハザに掛

た考え方で指導に努力致 場合は二三％位である︒
し︑農家の皆檬からも充分

申出受付

あろう︒

とする︒間借りのようにす いんだが⁝⁝君の希望の成
正に精薄見的存在で︑今
るんだ︒もし室が無ければ 功を所る︒
の現歌からしては︑水澤村
一室を牛分に仕切つて自分
も中里村も先細9は必至で
リンゴなます
だけの所と決める︒
あり︑立村の総合計喬も立
◇ そして何時から何時ま
︵
材
料
︶
つ
け
た
リ
ン
ゴ
︑
食
た
ない．
では家の人と無關係の時間
それ丈村はむくれ︑経濟
酢
︑砂糖︑塩少々
︵作り方︶つけた青リンゴ 的に追いつめられていくで

一◇家の中の豆を皇譲

一ような案がどうだろうか︒

今のA君の立場では次の
こういう本を讃むように 七月ごろ食べごろとなる．
なつたんだから．僕もむと
淡く澁く酸味も多少あり

原因だと思うよ︒

から大人にたよらせられる一 ね︒
洗い︑タルづけにする．
ばかりで︑自分の生活を與 それから﹁哲學入門﹂と﹁家
使用するのは固さや味か
えられなかつたのが一つの 庭料理集﹂は中里公民舘の ら云つても國光がよい︒
図書室にある筈だ︒
秋につけ年を越して六︑
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道

心掛けてもらいたいと思い・けると一八％位となるが︑
十日位干すと一六％から一
ます︒
そこで若干氣付いた点を 五・五％位になる︒
それを睨穀して更に晴天
述べて︑本年産米の態勢を
整えて万全を期したいと思 の日に二日位莚干しすると
一五・五％から一四％位に

◇ 彷いたお金ば食費︑室 を皮をつけたまx薄く千枚
費などきまりよく協定を結 切りにし︑これを塩もみに
んであと自分でやりくりを しておきます︒︵十分間位︶
次にこれに食酢と砂糖を
する︒
こうやつて物・心・時間の 加え味をつけます︒
三面から獅立部分を作るん
このリンゴなますは歯ぎ
だ︒
わもよく︑酒のさかなにし
勿論︑家の人と和やかに てもよろこばれます︒
話し合つて納得して貰うん ︵注︶りんごづけの作り方
だよ︒行動派の君の能力で 未熟の青リンゴを良く水で

米の乾燥とその方
法と程度
膿趣憾籍漸小島芳

般よリニ十万圓計八十万圓でこの度田澤騨に全

一う藍嚢凱

村費四十万圓、寄附で商工会より二十万圓、一

年こそ下だがしつかりし

所民所聞
公唖新
行村屈町
発里印臼
中 ＋

脚醸

麗1置 田P

た考えで生きている君に︑
米俵もその通りである︒

そこで米の商品償値を向
上させる爲︑昨年は包装重
量と︑荷造りの統一の一環
として︑俵尺により俵の長
さと統一を図つて來︑これ
が相当の好評を得たが︑一
部の人は俵の長さにとらわ
れすぎ︑横縄の緊括が粗に
なつたものがあり︑これで
は逆効果となるので︑本年
は横の俵尺も設定し︑検査
に使用される事になつたの
で︑自分の米の商品債値を
向上させるべく御協力をお
願い致します︒

◇◇

舘杜 墾難盤雛辱るもので︑︑︑びに耐えな︑

兄貴面できるかどうか︑と
三十一年藤米の包装改善
にかくよき友として元通り については︑縣が中心とな
宜しくたのむ︑と云つても り食糧事務所と縣産米改良
お互に元よりおとなになつ 協会が協力して包装改善蓮
たね．君はおかしかつたろ
動
を展開し︑生産者もこれ
う．
に呼感して協力下され︑清
﹁あのイクズラ坊主がま 費地の好評を得ましたが︑
じめげになつた﹂と思つて 今更申上げる迄もなく︑今
ね．
日は從乗のように強制的供
だいぶまじめになつたつ 出時代とは違い︑米を商品
もりだが︑元はホラ吹きヘ として取扱つているのが現
リクツの名人で︑君の批判 歌であり︑随つてそれは吾
吾が商店より如何なる少さ
がきびしかつたつけ︒
さて今度は相談相手にな な品物でも︑金額よりも品
物の良いものを見定めて買
れるかな？
君が親とはなれて暮そう うのであるように︑やはり

■

従來本縣産米は乾燥不良 導者の考えが一致しないた
であると消費地の徹底的な め︑誤解を受けた面もある
酷評を受け︑昭和三十一年 ようであるので︑三十二年
﹁今のところ事業内容の詳 度産米は特に乾燥の点に重 産米の生産出荷については
細については縣が獅自で行 点を置いて︑縣下全般に指 今から充分生産者から次の
つているので不明であるが 導されて來たのであるが︑ ことを認識していた穿く必
工事は本村側︵葎沢︶から着 これに封し色々と批別もさ 要があると思う︒
さて現在の米の等級の決
手することになつており︑ れた︒これは富然の事と思
定の大牛は乾燥の良否に依
産業と観光を兼ねているも
りきめられる点が大きいこ
のだ︒﹂と語つている︒
とは御承知のところであり
〜ミ≧き
ミ
ますが︑三十二年産米に於
いては︑現格外米は買入し
ない方針でありますので︑
今後はこれらを充分取入れ

一線本年度着工

塾』』三

十一

権壽…

本年度分は六百万円
十二線が貫通することは
高田より東頸城の松之山︑
本郡豊原峠を越えて鹿渡及
宮中より越後田澤暉を経て
石打︑六日町に通する地方
主要道路貫通の手始めであ
つて︑上中越地方と國鉄上
越線へ直結し︑關東一圓と
の輸逸の完壁と︑産業文化
の交流に極めて肝要なもの
であり︑村民としても数十

田沢駅に上屋

−さ

三㌧…

◇◇

歪慧まう

教育委員会に印鑑持参︑申 ロくご ドぞのごじヨンリ ニ ちじニこノ
出られるよう委員会で決つ ▽ミサイル 飛行兵器
▽アイデイア 思いつきと
本村に今年度より大 た︒
學に進學するもの︑ 一貸與される額は月三千圓
又は在學中のものに 一で︑蓮帯保証人二人が必璽一▽アウトラインH概要りん
かく
ついて奨學資金を貸 〒あるから︑それ迄にその
與する制度が出來たことは 一任を受けるものについてあ ▽アジテーシヨンH動接さ
せる
周知のところであるが︑こ 一らかじめ了解を得て︑申出
れの適用を受けようとする 一られるようにしてもaた ▽アツピールn人に訴える
力︑訴求
ものは︑來る二十三日迄に 一いと当曇伎つている・

奨学資金貸与

年來の宿願であり︑戦時中
一部着工したが中止とな
り︑その後再々の陳情請願
を重ねて來たが︑予算の都
合から着工の運びとならな
かつたものであるが︑ここ
に多年の運動が功を奏し︑
この度県当局より村長に差
当り︑昭和三十二年度に六
百万圓の予算をもつて着工
することが明らかにされた

このことについて村長は

顧

一

一

…疇

………

ものである︒

きん造りの上屋を建設した。

つた︒

一
聲蜻蛉の仙壇に居て昼ふかし
會の一員なんだからね︒
職場で切く人間の仲間だ
月見草闇に明るき一ととこ
ろ
煤けたる部屋風鈴によみ返
︑友人として︑グルーブ
自分の足で立つこ し
日俳中里支部盆香のゆらぎ亡母の顔となり
のよきメンバーとして︑よ
秋
陽んぬ
舞
雷垢稜けし齢省の芽と墓洗う
りよき懸人として生きても
とを
泉
芳
アカシヤの花よいたすらに 花嫁のあられなき聲タ立す
いるだろう︒
地這こぼれしき莞爾と廻り
けれど自活するとなると 懇すまじ
A君︑お盆にはほんとに ろと思つたことについて色
栗の花娘二八に懸もなし
経濟画が無理だ︒
油照り大パノラマの如きダ
奇遇だつた．
々と考えてみた︒
佳
仙 ム
紫
紅 む婆々見ゆるかと程茶豆よ
親も大事ないい子を外に
十年振りだもの︑あんま 一につけ︑二につけ﹁親の
り立派な若へになつていて 子﹂﹁A家の者﹂としか扱わ 放したがらない︒君は昔か 虫干や無き人の物動き居り 短夜の明け初む程に輪の響 じ登り
き
大
花
大公望蚊の猛襲に想乱れ
ちよつと思い出せない位だ れす︑個人の猫立意識を持 ら親孝行だからね︒

題
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（1）

農村生活をどう考え
ているか

何時の世においても肚会の
希望であり花形である︒な
かでも農村の青少年は直接
︑0
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農村杜会の原動力であり︑
﹁その生活や考え方がいか
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︻るのが六・四︒︒で．友部分

ならない﹂とキ︑めつけてい

計

はあまりよくない﹂﹁住みに

︸くなる﹂とい席望竃つ
くい﹂というが︑將來の見 一ているのである︒

ノ」弓疹い
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口時問を守らない
1使拐でない
四言葉が悪い

■■娯楽がない

■糧閥登労鈎がきつい
■．お金がない
一不けつてある

口■■■測圏﹄﹄．封建的である

2

0

こで注目すべきことは女

に﹁食うに困らない﹂がとり
えであるらしい︒

る﹂となつている︒要する

然の風光﹂第三位﹁食うに困
らない﹂第四位﹁簡素に暮せ

が﹁生活の安定﹂第二位﹁自

⑬農村生活でよいこと
ところで農村生活で良い
ことはどういうことだろう
か︒第三表のように第一位

る︒

案外多いということであ

ら﹁近所の口がうるさい﹂が

％㎜︑あまりよくない﹂という ということはさることなが

大同合併を促進せよ

■■■■■簡素に暮せる

■■■剛のんびりしている

︐︐﹄﹁

一玉︑

謹雛講饗鴛離嬬篠摺．難の の難めなが

建的である﹂﹁娯楽がない﹂ の核心にはふれなかつたよ
など：⁝これらを一つノ＼ うだ︒
又調停書には﹁理事者及
力を協せて解決して行くこ
とが現在の農村左．少しすつ ぴ議会は︑合併推進の積極
良くして行く︐ことであり︑ 的指導を行うことを誓約す
新しい村を作る一つの力で る﹂とある︒この点につい
ても一向にその指導がなさ
れていないのはどうしたも

0

し

き

麟に廼

ラ

ロ

ルヨド

ヨ

最後に﹁現在の農村生活 ︶は﹁今後の農村ぱきつとよ

二藻鑑し露つているか
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生活の安定
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第3表「現在の農村生活で良いこと」

た中部三村のAn併が三年間

勿論何れにも村内事情は
あろう︒事情があればこそ
当初もつとも容易といわれ
も實現しないでいたのであ
る︒それがお互い四園の攣
せんと︑住民の福祉を図る
ためには︑中部合併は絶封
しなければならないとして
あの調停書が出來たのであ
ると恩う︒

ある︒

しかもこの調停書を水澤
中里爾村が認めたから︑蕩
貝野村住民は傳統ある村史
を閉じて村を割つたはすで

︸る︒

︻四面へ続く︼

ク歩ける繰度の水澤︑中里
村が存立していることは︑
不思議なことであることは
誰が見てもいえることであ

名の委員をもつて構成する しかるにその後の︑爾村事
協健廣によい
．殉村蓮絡委員会を設置し︑
情
は
全くこれで合併は終つ
一知人が多い
一爾村間の圓滑なる意志交流
﹃唱Oll﹃ー1！
た
という感を受けるふしが
■■囎■■■査ハうに困らない
を図るものとする﹂とし︑
少くない︒
生活の安定
．ゴ
今年三月六日附知事より．爾 その原因は何れにあるか
■四■翻團■闘自熱の風光
．村に封し︑合併勤告がをさ ば別として︑せまい中魚沼
れているにもか﹄わらす︑ 地匠を眺めても︑六ケ町村
︑ nU 1
ー
ー︐ー︑
3
20︑ーー1
・ 写
ー
その後一ケ年も維過するが を合併しての十日町市︑津
に及ばす︑農村の青少年自 只一回申課程度の会合がも 南六ケ村を合併しての津南
身が良くしていかなければ たれただけで︑それも灰聞 町︑ 一町三村を合併しての
ならないのである︒
するところによると︑爾村 川西町と︑みんな大同合併
︻二面から績く︼
に﹁きつと良くなる﹂と考え ﹁近所の口がうるさい﹂﹁封 委・員の顔合せ程度で︑問題 を實現して︑その基盤の上
に立つて着々建設及振興計
︸研究課題の一つであろう︒ ているものが六八多﹁良く
︸㈲農村生活の將來にどのよ
謁
が進められている︒
その中によろやくテク︑ア
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・のだろうか︒

いが一つの傾向として考え があるが︑第一位﹁近．所の 子では﹁生活の安定﹂﹁のん
一
魂
て頂きたい亡とを最初にこ 口がうるさい﹂第二位﹁封建 一ぴりしている﹂が男子に比
とわつておく︶
的である﹂第三位﹁娯楽がな べて極めて多いということ
◎調査の結果
い﹂第四位﹁労彷がきつい﹂ ㎜である︒地域の特性︑男女の
考えの差がはつきり伺えて
m農村生活をどう老．えてい となつている︒
るか
百姓は﹁︐労傍がきつい﹂と 一面白いことであり︑今後の
︻三面へ続︸く︼
第一表のように﹁わるい﹂ よく聞くが︑ここで注意を

二︑三行つてきた調査の一 中間型が七〇％である．
例を紹介し︑青少年自身も・ ﹁よい﹂といい切れるもの
大人の皆さんも一緒になつ が四％に過ぎないが︑要す
て考え︑新しい村作りに努 ・るに農村という所は﹁まあ
力して頂きたいと願うもの 必すしも良くもないが︑そ
である︒
う悪い所でもない﹂という
◎調査の対象
考えのようである︒このこ
中里村︑水澤村︑川西町 一とは︑別表﹁女子青年の結
千乎の青年學級生︑青年囲 ︑婚について﹂を見てもうか
員などで︑年令十六〜二十 穿えると思う︒
五才男子十六名︑女子三十 ②農村生活で娠なことは
一名の計四十七名である︒． そこで農村生活で嫌なこ
︵封象が少ないので結果が とば何かというと︑第二表
必しも正しいものと言えな のように随分と数多い不満

え考えているだろうか︒

村生活をどのように見︑ど ．ときめつけている者が一七 引くことは﹁労鈎がきつい﹂
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生ぬIiで嫌な1ことは
第2表「現在の農村

調査の一例から

2︑

i査想鰯ても改善叢蹴ことだ力無1わからない

塑融

（5）結婚改善についてどう考えているか

榊顕蝶醸服永井技 師 にあるか﹂は︑今後の農村
就会に大きな影響力を持つ
﹁農村に生れ農村︸ れるべき肚会の力であり︑
ているのである︒
に育つてきた若者も 未來に封する可能性を代表
さてこの新しい村を作る
農村を嫌い都會に憶がれを するものであると同時に︑ 推進力の青少年が現在の農
2名
1名i

抱き乍ら只なんとなくその
日／＼を途つている﹂と聞

（2）農家へ嫁いで不安と思うことはどういうことか
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おり︑奨働金は米の本代金︸ 級別基準慣格は一等四︑一 期別奨鋤金を加えた金額で
に含めて支挑いますので︑⁝ 二八圓︑二等四︑〇四八圓 支払われるわけですから︑
早出米 日までを一期とし︑コ期は 検査を受ければすぐ手元に⁝ 三等三︑九六八圓︑四等三︑ 早く出荷される様希望致し
と云う制 十月十日まで︑三期ぱ十月 入るので︑早く米を政府にり 八八八圓︑五等三︑六八八 ます︒
度は四︑
二十一日まで︑四期は十月 費渡すことにより農家とし一 圓となつており︑それに時
五年前か 三十一日までとなつて語り
て癒來る磐馨早植逮
ら實施さ その時期別に奨励金が支払
培等により︑早く牧獲期を﹁
れて來た われる事になつておりま
迎え︑高温期内に出荷する㎜
が︑目的は消費地のはざか す︒
ことが望ましい︒
㎜
中部大同合併の前提であ
い期に備える爲に設けられ その金額は九月三十日ま
の
と
ころである︒
本年産米に於いても昨年㎜
たものであつて︑今年の米 で石当八OO圓︑十月十日
り︑漸定虚置として︑昨年
当時の合併調停書によれ
償は多少上りますが︑奨拗． まで六〇〇圓︑十月二十一 と同じに時期別に等級別贋︑ 九月貝野村の一部と合併し 一ば﹁昭和三十四年三月三十
金については昨年と同じで 日まで四〇〇圓︑十月三十 格が違いますので︑誤解の︑ 新しい中里村として再稜足
一日を大同合併の實施目標
時期別については九月三十 一日まで二〇〇圓となつて ない様に︑術本年産米の鄭 したことは村民等しく周知
とし︑合併實施に關する事
h一■≡⁝■≡§■＝一⁝■■≡⁝■■一⁝一一■⁝≡■⁝⁝■＝一一⁝■⁝三■■⁝⁝一ー⁝≡一≡⁝■国＝㎝⁝■護⁝■⁝≡■■≡葦口■⁝⁝ー＝︸⁝面■＝︒
項の調査研究のためと︑中
里水澤全村の融和提携の事
．項の調査研究のため︑各六
（〜、の未記人1
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rT｝｝一』

親の云う通りだ

項目嗅鰹厩通慣鱗羅せ簸わからない

︸1﹂

（4）結婚の相手を決めるにどうするか

毎月収入わから
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青少年は新しく建設せら

（1）農家へ嫁ぐことについ｛どう考えているか

｝

（3）サラリーマソに嫁ぐ魅力はどういうことか
4二り

←あまり・

別表「結婚にっいてどのように考えているか」
（女子青年のみ中間の集計）
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この地帯の青少年は
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（A）
第4表將來の見通しは？
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