口

清

稻刈の手つだい
田小六年

樋

またかりばじめた︒もう
一枚がおわりそうになつた
ときは︑もう夕方だつたの
でみんなで稻をリャヵ1に
つけて家へもつてゆきまし

た︒

＝二＝＝二

燈火親 しむ頃

くるときばチビはみんな た︒あまりくらいので六角 ろ・沢山買つてもよか乞 いだから︒
一
などとたいして立派でない
のつていました︒私ものつ をつけたりしてやつた︒
う︒
た︒みんな家へはこんだと すこしたつと月がでてきた
理由が多い︒これは私丈か
i
◇
ー
き︑こんどは稲かけをしな のであかしはいらなくなつ
な？︒私もすぐ嫁の身にな
うちの母ちやんは︑俺が
ければならない︒
た．
本みてると﹁遊んでるな！ る︒もう今をでのように本
下のだんをかけるのと︑上 やつと終つた︒時計を見て
仕事をしれ！﹂と恕るん も譲むことは出來ないだろ
のだんをかけるのとをすれ みるともう八時だつた︒
だ︒そうしてぽ﹁勉強しろ う︒嫁づとめと讃書の楽し
それから夕ぱんを食べて
ばはやく終つてしまう︒
こんつら字諌まんないと みは両立しない︒
もうまっくらになつたけ 一みん馨あく＆しよつ
しかし︑ 一家の主婦は生活
か
あ﹂と時々頭からどなる
どいつしうけんめいにし たかを父が計算した︒
マンガばかり見てるとバ の専門家で︑仕事は複雑！
ヵになるつてのば俺だつて 努力と創意と勤勉と愛情で
◇ー
知つているけど︑長い厚い 家庭を藝術化する雌かしい
本をせつせと讃み通すのば 職業だろうと思う︒
すると余計勉強が必要だ
大攣なんだ︒あんさ﹁本ば
つかり讃んでいんな！﹂ が︑参考になる本や新聞を
だ︒夜起きてれば︑ ﹁子供 沢山讃んで︑毎日の暮しに
この間公民舘へ本を借り一 いさ︑か嬉しい位だつた︒ ば早くねれ︑電氣がそんだ 役に立てたい︒今まで讃箭．日
何本かと云えば﹁宮本賢治 ぞ︒﹂パチンとくる︒冬は 家ぶつていたのがなんだか

一に行つたんだ．ところが償

舘竺

一よ︒

つてるだろう︒彼の作品 秋どころじやないよ︒本嘗

！◇1

達に借りた方がい＼やっ

パチンコ屋に入つたり

なく生活藝術家になれるよ

評するだろうか︒

いつたい本を何んの爲に ろに本を譲もう︒こんな考
えを彼に云つたら何んと批

譲むんだろう︒

見ないと流行おくれみた

ゆおもしろいから
﹁どうやら本を禎んでい
⑭ぴまつぶしになるから︒
るうちに考える力が育つた
㈹知らないと話の種に困る
んだな︒﹂とでも冷やかさ
から︒
傾人が譲んだのに自分だけ れるかしら︒

べ
住んでいる祓會をより住み一村民皆檬の温かい御協力と

う紙のである︒

⁝たことは感謝にたえない︒

互の力によつて作ろうと竺を得て︑いち早く完納でき

神を以て︑お互の福祉を︑お一当を七千圓も上廻る好成績

孫禍黎駕腋蝕雛醐纈難鷲籍解飲

含め︑八百八＋四萬七千八㎝道︑永久橋に封する補助清
百圓を提案通り決定︑累計︸願▽定時制高校猫立校舎建
所民所聞 叫千五百万圖︑特別會計で㎜設促進▽芋川地囁災害復旧
公呼新 は一般．維費で十萬五千圓を．促進▽東田尻︑西田尻︑西
行村届町
追加し︑累計九百八十五萬皿方︑牧畑の雪中汲出校を統
発里印日
団となり︑高道山校改築費﹇合して西川尻に新設するこ

秋陽

塾」』三

一 一

追加更正予算九百万円

額議．長四百圓を一千圓に︑

口與三郎氏が選任され︑議
會の議員の歳費を從來の月

る馨雛雛露難濤備購篶

常に多力つたことである

一のようなお協力を得て︑目
㎝標の七万一千八百圓を達成

一縣内のトツブをもつて完納

廣田秀太郎

▽畜産品評會
▽映爲会

を含む︶

▽農林産物品評會︵木炭

︵高校を．含む︶

学藝会︑児童生徒作品展

▽學校行事−・田澤小学校

句展

ユア爲眞展︑生花展︑俳

文化祭行事

過し︑結局第三チーム︵芋 ▽走巾 井ノ川福﹇︑吉楽
ひで
澤 田澤︑如來寺︑上山︑
桂︑小原︑干濃地匿︶が第
一チーム︵貝野地匿︶を僅
かの差を以つて振りきり︑ Φ期日 十一月三日
優勝旗︑優勝ヵツブを獲 ﹁②場所 田澤中学校
③行事 ▽文化展nアマチ
得した︒成績次の通り︒

五七八
○一六
点点点

した︒

一
−4
一4

▼街頭募金二三︑二二七圓
一▼映画牧入四八︑九八○圓

﹃計 七二︑二〇七圓
一この募金の目的ば今更申上

（第第第
倉二一三
俣チチチ

副議長三百圓を七百五十圓

土倉校昇降口の改築工事は予算四十
万圓を以つてこの程完威した

な語本友會における優秀
皿げるまでもなく︑不幸な入
乖ち蘇くらかで皐和と 記録者に左記の通り朝日︑
一幸福をもたらす力の一つと 産経︑新潟日報枇よりメダ
一なる距要な使命をおびてい ルが贈られました︒
一るものであり︑自分たちの ▽男子一千五百米

位位位

に︑議員二百圓を五百圓と

織︑

地111
区ムムム

）

引上げると共に︑ 一般職の

職員の給與に關する法律の
一部改正に伴い︑條例の改
正を行つた外︑追加予算で
は一般會計にむいて︑十二
線の開襲負捲金百五十万圓
新農村建設関係費三百五万
五千圓︑清津峡道路改修費︐
二十五万圓︑重地︑小出線

土倉校昇降口竣工

▽土倉地内の道路褻▽如︑
れい
を
皿の
今ば
後か
どり
ので
よあ
うる
にが
虞︑
理こ
して
第二回村民運動会は青年一
九月村議会は去る二十八日会期一日を以つて役
會︑婦人會︑商工會の共催 ▽男子四百米
場に招集され︑教育委員の選任︑議會の議員の 來寺農道︑永久橋架橋▽同︑くかが注目される︒
部落火葬場新設▽市ノ越農
江口清信︑江口貞二
のもとに九月二十三日田澤
才費及ぴ職員の給與改正︑一般会計︑特別会計
校グランドに開催され︑終 ▽女子二百米
︵国保︶の追加更正予算等を審議決定︑各種請
日晴天のもとに夜の旅︑猫 山本道・†
願陳情については︑それぞれ委員会に付託繊績
に
紙袋︑操從競走等の珍レ ▽男子二百米
審議とし︑閉会した︒その主なるところば・⁝−
ースに加え︑各チームの感 田中良一︑樋口勇夫
赤
い
羽
根
募
金
完
納
H
﹇ の改修︑新屋敷地内橋梁修
援合戦が加わり親睦の一日 ▽走高 高橋正利
教育委員の一年委員で任
赤い弱根募金についてはのもとに︑常に縣下のトツ
期満丁となつた山田定信氏 繕倉俣小學校屋根瓦葺き
の後任として︑朴木澤の樋︑ 等その他一般事務的経費を 毎年村民の深き理解と協力 いブを切つて本村ぽ割当てを
皿完納して來たが︑今年も次

たすけ合いの成果

優勝第三チーム村民運勤会︶

中 ＋
に
ついては︑當初七百万圓︸と▽清津峡橋︵西田尻︶架 なお完納に当つて民生委﹇今後一暦本運動に御協力を
乞見込んだが︑その後追加替促進▽吏地︑小出総の改 員長は御禮の挨拶として︑ む願い致したい﹂と語られ
を重ね︑現計九百五十万圓修縫続・町村道芋澤・山崎 ﹁共同募金につきましては・た．
となつた︒
︑ 上山部
㎜線︵田沢︑如來寺

一

一

…∋㌧一

請願陳情ド．と出る

藍謹…
＝
〜ノ︸㌔モき

、

を＞這

來るけどじきにあきる︒友一て曜馨よ畠奮客

ら生まれた香に高い藝術 傅いして﹁岩波少年文庫﹂
余
り違いはなさそうだ︒
住み古ぎ軒にこおろぎ聞く だ︒彼の生涯そのものが偉 の何か買つて貰おう︒雑誌
これからは︑もつと時間
猫り
一 聾
大なんだが︑こ﹄らの衆で はマンガのフロクがついて ε有効に使馨．嫁に行つ

﹁チユウを一パイ やるよ
やつばり彼も理解しようと． は︑詩も童話も劇も︑論文 は︑今が一番頭の調子がい
・思う仲間があるんだな︒﹂ 風のものもすべて土の中か ㌧んだろうがな︒うんと手 り立．汲だと彼は云つたけど

﹁人も譲んでいるのか﹃

りたい本が出ていた︒しか一 集﹂さ．君ば読んだことが ちよと讃めるけど︑秋は皆 無駄に思いる︒娯楽や耽交
．し幾念だつたとは云わない⁝ あるかい︒詩なら一つ位知 が忙しがつてるから讃害の に談んだのが多かつた︒

◇

子

わたくしは﹁秋がいちば
毎日／＼．稻刈の手つだい
で忙しい︒今日も學校が終 んいい﹂とおもいました︒
ると︑いそいで家へかえつ つかれたので一休みしなが
た︒そしたらみんなぽ田ん らむこうの田んぼを兇ると
ぼへいつたのか家の中はし どこの家の人もせつせと稻
ーんとしていた︒山へ出る かりをしています︒
しばらくすると自動車が
したくをしてカマをもつて
稻つけにきました︒子供た
田んぼへ行つた︒
ちぱみんな自動車の方へと
みんなば忙しそうにいっ
んでいつた︒わたしも自動
しようけんめいにかつてい
車の來た方を兄ると︑組合
た︒稻はサク︑サク︑サク
の自動車だつた︒
とすきとうすような音がす
る︒わたしもいつしようけ
んめいに刈つていると︑お
じいさんがかきをとつてき
た︒たべてみるととても語
いしい︒

歌のおばさん来る
一麟灘撚

NHKラジ才放へ姓で︑ 歌

り

ミ
人馬肥え農道せまき豊の秋
彼
を知つている人が何人あ
のむばさんとしてみなさん
日俳中里 支 部
峰 月
るか︑ 一寸寂しい︒
お馴じみの安西愛チ先生が
大 花 野に放つ牛の背高き赤とん 賢治集を借りて行つた人
秋本京静先生とお二人で︑
ぼ
峰 月
ば︑なか／＼はなさないだ
特に木村において次のよう 夕焼や捻波あふれて道せま
大 花 雨夫りて刀光激し虫の盤
ろうな︒こりや待ちぼうけ
に音楽教室を開設してくだ し
紫紅
を食うぞ︑草煙鈍も倹約し
さることになりました︒入 岩肌は紅嬉に映えて水清し
疲呆けチ忙庁負えて師るや て︑一冊買うことにしよう
斗
喚斗o
ポゆ ホ
か︒それとも公民舘で買い
紫 紅
▽十月十九日午後二時より ・赤子泣くふ母は嫁なり農繁祭り客
．期
秋陽 栃の實を干してさやかの手一瀧哲贈魏融響諜
於倉俣小學校
家村
▽同二十日午前九時半より 農夫の手さらり稻の穗日々
い本は下らん小紛とちが
うらら
一 聲
於田澤小學校

…驚三…

＿＿＿一

一

⁝︑⁝罰
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遺伝に就
いてO

上村病院長上

ω優性の法則

に譲砂陸詔講謬維溌磯纏鵠

して︑ ﹁メンデル の 法 則 ﹂
としたものであります︒
即ち

此の事について簡輩に解
﹁メンデ
り易く全般的に述べるとい ル遺傳﹂と呼ばれる様にな
う事は非常にむすかしい事 つたのであります︒
そしてそのメンデルの論
であるので︑多少とも参考
になる様な事柄に就いてだ 文中から次の三項を取り出
け述べる事にしたい︒

O遺伝の煮義
普通遺傳と云いますと

く︑遠い皿先から．嗣親に至

表彰さる

︑ヤ

︸も確かに猫立した遺傳質の

崎型のうち遺傳するもの
るまでの全胤先の遺億質を
︵短指︑六本指︑割れ足
含むもので︑その割合は︑
指曲り︑一寸法師︑大男
論上から見て︑二分の一
は爾親から 四分の一は組 白子︑部白子︑蒙古斑分
先から︑八分の一は曾温父 三つ口︑双生晃︶
母からと之に準じて︑一代σ天才と遺伝
り
さかのぼる録に其の牛分を 低能が遺偲する様に才能
減する割合となるので︑吾
一とか︑天才とか云うものに
々の有する泄億質は甚だ複

ムゆ

藍
ロ
八類についても先に述べ
た通り︑動植物と同檬メン
縣肚会縞祉協議会では︑
聯 ところが第二代目の優性 デルの法則に從つて遺傳す
代目には全部一方の親の性
種の間に自花受精を行うと る事は間違いないのです この程共同募金に功労があ
質のみ現われます︒
つた個人︑團体を表彰した
これを﹁メンデルの第一 そこに禺來た第三代目には が︑人類では自山に雑婚を
が︑本郡から個人で役場の
法則﹂とし︑優性の法則と 純優性種のものと︑優性劣 行うとか︑實験的研究を行一
上原隆耶氏︑團体で連合婦
云い︑第一代目に現われた 性の比が三封一に分れ丁度 う事は人の産む子の鋤が甚一
二代目と同榛の分離比を現 だ少激である上に︑ 一回に 入會が表彰された︒
方の性質を優性と云い︑潜
わす不純優性種と呼ばれる 普通一人子を得るのみであ
伏した方の性質を劣性と云
色 盲
ものとの二種が出來た︒
り︑更に子を産み終る迄に
います︒
血
友
病
云
い
か
え
れ
ば
第
二
代
目
雑
は長い年月を要する事︑或
圖分離の法則
先
性魚鱗症
種
は
二
十
五
％
の
純
優
性
種
と
る目的とする遺傳質のある
緑 内
次に第一代目同志の間に 五十％の不純優性種と︑二 者を随意に結婚させる薪は
近覗眼
交配を行い︑第二代目離種 十五％の純劣性種から成る 道徳上不可能な事等であり
先天性夜盲
つくつてみますと︑優性．質 ものでありをす︒
ます︒
バセドー氏病
のものと︑第一代目に潜伏 この中に不純優性種は第二
それで人類の遺傳研究に
脂肪性肥満症
していた劣性質のものが︑ 代目以後に於いても爾性質 はある目的とする遺傳質を
若 禿
分離して現われてきます︒ は分離して行き︑決して融
有
する象族叉は︑家系につ
しかし必す一定した割合に 合するものではない︒
いて現在過去に存した成員一 精榊病のうち遺傳するも
の︵精榊分裂症︑精榊薄
分離して現われ︑その比は 之をメンデル第三法則とし を調ぺ︑統計的研究をする
優性と劣性が三封一の割合 て﹁輩位猫立の法則﹂と呼 のであります︒又一個人の
弱︑躁欝病︑攣質病︑纐
ぴます︒
病性精神病︑老翠性痴呆
に現われる︒
有する遺徳質は軍に其の両
腕豆の丈の高さの遺傳の
この比を﹁メ
親から遺傳するもではな 症︶
横様を示せば次の通りであ
低能︵白痴︑痴愚︑魯鈍︶

ンデル比﹂と云r

景旨す．

志の間に

策二代目の劣

風個単位性独
援立の法則
応

っいて兇ますと．

縦←來た第三代日に

動交配を行つて逃
︑﹂

混全部劣性婆得

9灘馨

い

｝

．

〜ご

コ＋供が親に似る事﹂と申
元来遺傳質と云うものは
しまが︑もつと学間的に云
えば︑唯表面的の性質︹だけ 二つ宛︑封をなして居るも
でなく︑生物の性質を現わ ので︑白に封して赤︑大に
す遺傳質が︑親から子に傳 封して小︑長に射して短︑
わる事を云うのでありま 有に封して無とと云う様な
す︒そして動植物も人間も ものであります︒
すべて生物の遺傳は﹁メン
デルの法則﹂に従うもので 鰯︑潮
あります︒
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﹃自給を図つて居る農家がす すれば家畜に必要なビク︑︑︑ まく家畜が稻籾︑大豆等

ついて

＠．遺伝する疾︑病に

雑なものである串がわかり
蕊鴬加畿盤甜瓢
ます︒
一
窪晃謂し誤喜
辺︒

理．

保村
誓
般正

塑■

x
1
箱一代目…・一・一・高
1

所から兇て︑之 ．㊨人類の遣伝学
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て來るわけになる︒

I
l

ωメンデルの法則
について
これについて簡軍に申し
上げますと．オーストリャ
のメンデルと云う人が今か
ら九一年前に腕豆に就いて
八年間も研究を．績け︑捜表

したのですが︑その富時は
余り問．題にされなかつた︒

ところがそれから三十五年
后の一九〇〇年になつて始
めて何人かの学者にメンデ
ルの研究は確かなものであ

l
l
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これからの家畜管理
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その他畜舎について考え 石なく芙部盆その都度 ンを冬期でも常に與えられ を盗食して死亡するという
例も少くないから充分の注
る事は冬期間の運動不足を 一確保している斌態で︑これ ると云う特点がある．
サイロの積込みは出來る 意が必要である︒尚これか
補う方法として出來得る限 一で壕畜椅時も片寄つた
◇先ず充分の栄養を与える◇
ら濃厚飼料を與えることが
ゆ廣さを與えることで︑こ エサを喰つていなければな だけ晴天の日を選び雑菌の
◇ための飼科設計を樹てる◇
れは中家畜以下の畜舎であ ︸らない︒今後は出來得るだ 介入を防ぐこと︑重石を多 多くなつて來るが︑家畜が
十二分に榮養を吸牧したり
間代をかけれ 一け飼料設計を樹てるようつ く上げる︑亦最近コンクリ
◇ことが肝要
◇ ・ばれ出ば來少るしはのす手で
食欲を増進するために食塩
ある︒亦大 ㎜とめ︑常にエサの内容は数 ートサイ・を築造せすピ昌
中家畜の場合は秋充分に運 ㎝多く與えることが肝心であ ールを利用する方法もある を少しづ﹄毎日與えること
天高く馬肥ゆる秋といわ 場合でも必すしも現在のも
が︑何れも良質のサイレー を忘れてはならない︒
動させ冬期に起る障害を未 ︸る︒
れる通り︑家畜も酷暑より のを取潰して理想的な畜舎
ヂを作り家畜に與えること その飼料管理の問題とし
﹁
解放されて年間を通じ一番 を作つてもこれが自分の経
と︑積込材料は甘藷蔓︑残 て秋は脆穀︑調整等の塵が
環境の良い時期となつたが 営に結びつかなかつた盤
桑︑玉蜀黎︑又．豚︑鶏には 皮膚．汗腺に入り易いので
丁度この時はあらゆる農産 亦其れに伴ろ管理技術がな㎝
藷糠サイレージと云つて甘 時折手入としてブラツシを
物が牧穫されるので．やや
け
れ
ば
や
が
て
は
こ
の
畜
産
維
一
藷七︑米ぬか三の割合で積 掛け新陳代謝を旺盛にする
ともすると多忙のあまり家 螢が崩れ去つてしまう︒要一
ことも必要である．これは
・込んだものが最も適する︒
畜の手入れを怠つたり︑ま は現在のもので改善出來得■
然も今後は小さいサイロを 人間の入浴と同じ意味を持
た畑作物等の副産物である るならぱこれをいかすべき
．．倭 三つ程度作り材料別に積込 つわけだから︑家畜もこれ
薯類等を飼料償値高いとば である︒改善とは必すしも㎜
−
・
け
み
給與の際に混合して與え から家族の一員として愛情
かりに多量に與え︑最も多 新規に設備したり金をかけ︸
つ
るように改善する︒サイレ を持つて手入れをやつてや
い消化器病︑特に膨張症︑
ることでない︒この点改善㎝
火 ーヂ給與に當つては仔畜︑ らねばならない︒また牛年
食滞等の病氣を引起し思わ の目標は家畜飼養で最も大㎜
姶畜に與える場合注意を要 一近く雪の中で過さねばなら
ぬ損失を受けることがある 切な日光が充分に入つて居
する︒これは下痢を起した再で露髪夫壕つた
ので︑これからの家畜飼養 るかを考え︑特に富地は雪
り流産する原因となるから 一め秋のうちに完全に創蹄を
管理について簡・・早に述べ参 が多いため冬期間紫外線．不一
である︒與える場合は過食 行い資質の保全に努める必
足で骨成分となる要素︵紫
考に供したい︒
せしめることのないように 要がある︒
先す家畜の管理上特に考 外線︑カルシユウム︑ビタ一
︵農協・清水技師︶
．する︒
えなければならない点とし ミンD︶が不足し骨硬症．
次に秋は畑作副産物とし
て︑畜舎の環境條件︑家畜 難産︑産前産後の麻痺症等㎝
加藤完治先生講演会
の種類別による飼料設計及 の原因を起している例が多㎜然に防ぐ墓が大切である︒ ㎜ これからのエサの與え方 て醗酵し易いエサが多い時
給與歌態︑環境衛生等であ い．この様な事から考え冬次に畜産経螢に於て採算の ⁝﹃としては秋の穫入れで自給 期で︑甘藷蔓等が代表的で 農業の父として︑また内
つて結論から見れば即ち︑ 期に入る前に高窓を作るよ一良否を左右すると云われて ㎜飼料のものが豊富であるた あるが︑こういうものは必瞭訓練所長として智発
自分で飼つて居る家畜に就 う計薔する︒窓の大きさは大きな使命を持つ飼料の問 ⁝めに多量に與え易いが︑や す切つて與える様にずる︒ ．加藤完治先生が︑來る＋一
いて経螢的に診断分析して 厩屋の床面によつて異るが︸題であるが︑重要な事がわ ︸がて冬に向いエサの不足す 即切らなかつたり︑多量に與 月十日來村され．開拓地の
覗察を行うと共に︑同日午
始めて改善が出來︑完全の
大
体床面積の十五分の一と㎜かつて居つてまだ／＼家畜 ﹇る時期が來ることを考え︑ ㎜えると恐ろしい食滞症︑膨
後一時より田澤小學校に
管理がなされるものである
さ
れて居る︒例えば六尺必に必要な年間需要計．画︑こ サイ・等を利用して越冬飼張症を引起す場会がある︒
六尺の床面であれば二尺四︐れに伴う畑地の高度利用︑ 署に振向けるよう慧す ︸このような病気の一番多く おいて﹁日本農業と農民敏
畜舎について考えてみた 寸李方の高窓が必要となρ飼料専用圃の設置等による 一る︒サイレLヂとして貯藏 出るのは秋期であつて︑た ︑育﹂と題し講演会を行ろ．
と考えられる︒
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