瘍熊

録音 ルボ

でとうございます︒

う︒そこで提案します︒

いつも私たち仲間で︑ガ
ヤガヤやる工合に︑皆がひ
とことづつしやべる﹁話し
合いテーゾルスビーチ﹂と
いこうじやありませんか︒
︵パチパチ／＼／￥︶

題提起を致します︒

だから︑サンマの干物でお⁝い毎日を︑慰め合い︑辛俸

一岩

もじ
末来のる生活藝術家の爲

てる中で一蓼人週 にカンパィ！

菱盤鋸雑哺鯖鶴︸
入賞者

一 農林産物品評会

﹁生括とぱ何かc﹂三入の方㎜

︵二人うなすく︶ 一

㎝つて峯．

茶漬サーラサラの味氣ない一し合い︑喜び合い︑心を通
生活をしています︒生活と じ合つて生きることだ︒と
は．食うねる所にすむ所︑㎜思います︒どうか熱烈に泌
宥夏秋冬きるものを仙いて一みじみと︐助けり合つて下さ

得る虐奪患室す．噸︵拍琶

獣ノ

皿

ど塑響響ため撞輪銑罫磯襲繍

的に答えて数く問題でした
ね︒私共もそれぞれ自分で 晒金賞桂

︻果實の部︼

︻根菜の部︼
出します︒
木︑．
一しようが︑
欝は僕のもの E 私には﹁どうあるべ
﹁生活とぱ︑いつたいなん
金賞 小原新田大島
たゆ急就難紮霧なたは私のもの・では間 きか﹂を．連べる権利があり︑
堀之内
だろう︒﹂
．
ま
せ
ん
︒
お
二
人
で
こ
れ
か
ら
新しい生活に入られるお二
の
物
墓
活
で
し
よ
う
・
け
れ
醸
で
す
．
や
は
り
天
づ
つ
通り山
築
く姿左．参考にして︑私も
芋 川
人の爲に︑意義ある生活論
やがて實旭に研究努力した
〃
如來寺
4

蔽︑沃皇諺專檬

ぼくはひとり者です 一く﹂嬉し旨とばかり星ぎ覆く︑蓬という足

文化祭

﹄舘

肚 にその實績を上げつ﹄あ

物﹂︵荒屋︶鈴木吉次﹁バ

を別に誇とせす︑釜々着実 ◇特選﹁むばあちやんの買

通り山 上原チョノ リンドウに心ひかれる山路返り

音

窓口に列をつくつて順番を待つ子供たち

來る一一十日

算昭和三＋二年

三十二年度に繰越す︒
決算概要ぱ次の通り︒

山本

芳治

八九〇
四七二
〇九〇
五九〇

四＝︑ 五八○
三一〇︑
役場費七︑二壬ハ︑

◇歳出◇

雑牧入

嘲︑四七七︑
縣支出金 八二四．
寄附金
一四八︑
繰越金一︑七二三︑

あ〜愛の園田沢校

嵐を凌ぎ雪に堪え
草木も萌えてさみどりの
妻有李野に春は呼ぶ

深き想をいたしつ﹄
岸邊に立てばろるわしき
不携の曲は耳をつく

流れつきせぬ信江に︐

◇作詞次のと語り
田澤中學校校歌
朝苗場の峰高く
光希望の色に映え
夕清津の星影は
心をうつすますかがみ

鷺費出されることになつ

◇歳 入◇
村税一八︑六二四︑八五二
交付税
一一︑四四八︑OOO
使用料︑手数料
一二一︑五六〇
国庫支出金︵補助金︶

八九︑ 五二五
選翠費
一四九︑ 九五〇
公債費
九〇七︑ 七〇六
諸支出金
六︑ 三九六︑二七〇

統計費

六七六︑ 三七〇
産業費四︑一一四︑ 四八九
財産費
三三二︑ 七七三

三八六
千三百八十四圓で︑残り三 激育費八︑九四〇︑
﹂三三二︑ 三八六
十二万八千六百五十四圓は 民生費
保健衛生費

一︑五六五︑ 四八二
土木費二︑五三九︑ 三〇七

警察消防費

4層 3る審査を経︑歳 議會費

年坊齢會砿脚讐

度聾承畢得ていな

決円諺訣雛激

で︑爾先生ともこの生徒の
態度に深く感激︑快よくお
引受けになり︑市川先生に
は獲表会当日特に出席︑記
念講演をする予定である︒

︵通り

﹁教譜︶臆武田一

なおうではないかと︑ 一寸

無暴に近い計画が決議され
た︒それぽ校歌の作詞作曲
には相当な資金がいるから
である︒

ところが決議をすると同
時に年度の終りであつたが
會費を節約し︑剰余金二万
圓を生み出し︑本年度は全
員が夏休みを返上して藥草
探取を行い︑こ︑に宿望の
校歌が誕生したのである︒
作詞ぽ新潟縣議會議員の
市川俊雄先生に︑作曲は學
習院大学教授小出浩干先生

昭三百四＋九互

郁漕讐離藷

田沢中學校の生徒會では
かつて修学族行に際し︑バ
スガイドさんから﹁サァ今
度はみんな元気で校歌を歌
つてみて下さい﹂といわれ
たが︑ないものは歌えすシ
ユンとしてしまつた︒それ
以後何んとかして校歌をつ
くりたいと生徒会で相談の
結果︑これはPTAや篤志
家から金を出してもらうこ
とでなく︑あくまで自らの
額に汗した勤労牧入でまか

田沢中で校歌つくる

所民所聞 る︒今年こそ貯蓄の年と強
ツー﹂︵通り山︶ 樋口聰 茂﹁ポートレート﹂
公 新
山︶樋口聰
く呼ばれている時︑敢育と ◇入選﹁うちのおじいさ
行村刷町
一實践を一体とした好例とし
発里印日 てこども協同組合を代表す
一
中 ＋
る上原孝良君外役員︑兜童
一及び同校關係者の努力に封
発表会
し深甚なる敬意を表したい

写真展入賞者

こども協同組合

本舘主催の文化祭におけ
る爲眞展にρいては︑十日
田澤小学狡こども共同組 校子ども協同組合が榮誉あ 町市の青山立介氏が審査に
合は昭和二十三年開設以 る知事表彰として選ばれ あたり︑次の通り入選を決
來︑村農業協同組合指導の た︒これは子ども銀行とし 定当日公民舘長より賞欣及
もとに貯蓄の仕事を教育の て本郡には前例のない誠に び賞品がおくられた︒
◇推せん﹁夕日﹂︵山崎︶武田
一環と考え︑無理のない自 おめでたいことである︒
茂
主的な活動を続け︑教育面
しかし子供達はこの榮誉

に多大の効果をあげて來
た︒特に本年度からは貯蓄
部をクラブ活動の中に取入
れ︑螢業日は事務を取扱う
だけでなく︑指導主任瀧澤
先生を中心に村農協職員の
出張を得て経営に︑調査に︑

研究に毎回反省し工夫しつ
︑貯蓄活動に努力を綾けて
きた︒

一生かけての仕事です︒

夜なべ終り銀河を吸いて塵 かな
實際に生きて︑答を出しま 銀賞 上山 上原善五部
地 田中三 大口 洋子 しよう︒
小 原 広田 繁雄
挑ろ
田中
柴陽 女 秋空にはてなくのびる球の F 私に一つ云わせて下
田村 忠藏
〃
兇等まろまろ豊穰の秋三た
さい︒どんな役割でも︑小 ︻種苗畜産の部︼
人 倉中一 内匠
實
さな仕事でも︑人の役に立 金賞通り山樋口 定一
纏豊羅選 び來ぬ
如來寺 池田龍太郎雁とんで行方へも知れぬ旅 つことなら殖打ちがある︒ 銀賞 〃
樋口 努
遠き日の友よいづこに柿赤遠
この仕事を忘れすに︑よき
◇一般の部◇
し
五客 田中三 齋藤 東司
年賀ハガキに
一夫︑よき妻として︑仕事に
天 通り山 上原チョノ
桂
山本 ケン 一昨日は紅葉の山をきわめ
お働み下さるよう所りま
人工の星飛ぴしとか木犀匂
ついて
小春日に柿むく母ぱ孫も呼けり 倉中一 島田 金治
笛鳴つて騎馬戦終る運動会 す．漬茱の切り方一つにも
例年年賀ハガキは各種機關
愛情のこもるチエと手がい
地 桂
山本 ケン
土倉
山本ミツイ
田中三 高橋 訓彦
るんです︒つまり藝術なの 部落の区長等を通じ予約を
刈り了りて化粧する手の分耕騒紅葉か−いし子も乗け詠して破れ裾縫う秋の
とり︑費られてきたが︑今
夜 4出分三 山本 政昭 です︒
厚くて
稻刈の夕日に赤い兄の顔
生活とは︑藝術であるとい 年は予約費出しは原則とし
小出分三 山本佳世子 う︒ほんとにそうかもしれ て行わす︑全部本日から窓
昇葺狩りや人のけはいに振り ません︒難しい根気のいる
ぴ

人 如來寺 池田竜太郎 りぬ
◇生徒の部◇
遠足のやがて紅葉の果てに
天 田中三 渡邊

消ゆ

五客

塾上三

では︑お二人の新しい生
活を硯して︑ささやかな問

二人して

藍謹…

こども協同組合
表彰さる

…唱

今︑バラ色に見えるだろ
う︑などと申し上げました
が︑バラ色がやがて︑檬麦
な色に憂化して來ることは
賢明なお二人にはよくおわ
かりでしよう︒牛年ほど前

う

…i三』……

しかしつまらん長話を聞
かされる皆さんぱ︑嬉しい
どころか苦しいことでしよ

んとに光榮です︒私は嬉し を願います︒
く
こと それだけが生活でう︒人間は肚會的な存在で いと思つて誌ります︵拍子︶
く︑楽しくここに立つた次
はないと思うのです︒ ﹁二す︒へ夫ぱ妻をいたわりつ 成ほど﹁どうあるべきか﹂
﹁
生
沽
と
は
何
か
︑
ど
う
あ
る
第です︒
べ
きか！﹂
㎝人で助け合つて生きて行一妻ぱ夫に從いてえ⁝⁝それ
A

きようの佳き日に先輩と
して一言述べられるのはほ

なんといつても生活の根一 C 人君︑Bさんの説に が充分に語つて下さつたよ︸ ︻穀類の部︼
﹁生沽とぱ︑そんな甘いも
本ぱここです︒二人者の充一つけ加えて︑入間論をやり うです︒では﹁どろあるべ︸ 金賞 倉 俣 桑原 亀午
サ
のじやない︑．﹂とか話含つて
實した温い生活に︑時六よpます︒二人の生活ぱ︑お互 きか﹂の實際問題について． 銀賞 田 代 桑原 秀信
いらつしやつたことを思い ばれて行ふ国噛たい︒これは感 いに貢任を持ち合うべきで ㎝願いましよう︒
東田澤村山
章

ひろう之んκ
〃

Dさん
いよいよ︑二人蓮れの人
生の並木道ですね︒目下︑
此の世がバラ色に見えるこ
とでしよう︒まことにおめ

守
そのかいあつて︑褻ねて
優良校として候補に畢げら
れていたところ︑今回昭和
三十二年度全国優良子ども
銀行として︑農協關係八百
七十九校の中から︑六こど
も協同組合が地方表彰と決︑
定され その中に田澤小學

池富高高樋南大
田井橋橋口雲島

嚇鰺

……

喜嘉昭文巡海金
茂市一雄一造作
五二
〇六
四六

三石し＞匡

一
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進歩した科学技術

不良天候下に導い九豊作

省㎜

プグ

ダ

プ
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ダ

ダ 一

■グ

礪羅謙羅越︑

ダ

安全であると思います︒

㈲血液型と遺伝

ρ

甲の血液と乙の血液をま
ぜると固まつて來ます︒

傳されるものであります︒

︐︐︐︐

︐︐︐

﹂︐︒︐︐︐︐︐︐︐︐︐︐ρ︐︐夢︐︐︐

升のワリにする︒

コヌカをおなじ割にして清﹂
こむ︒

樽ぱ前もつて水モレ等を
しらべ︑きれいに洗つてカ
ゲ干して語く︑ダイコンを
漬こむとき底塩といつて樽
の底にひとにぎりの荒塩を
牛らにふりこみ︑干葉をし
きつめた上にダイコンを高
低なくきつちりならべ︑塩
ヌカ︵あらかじめ塩とヌカ
を奮ぜて蕊く︶をふり入れ︑
これ交︒五にくりかえして全

部漬けこんだら上に干葉を
ならベフタをして重石をの
せる︒

重石は水の上るまではダ
イコンと同じ重さのものを
のせ︑水が上つてきたら八
割位の重さにした匠うがよ
い．

干葉はダイコンの間につ
けこみ︑こまかにきざんで
漬物としても︑味噌汁の身
にしてもおいしい︒

またククアンの色つけに

いようである︒

◇三月から四月ころまでの
カキの葉︑皮︑ナスのへ
ものは︑弓形か︑中干とい たなど使う場合は粉にして
つて丸く曲げられる程度の 塩︑ヌカにまぜて使うとよ
ものに︑塩三升〜三升五合
コヌカ七升︒

うにされたい︒

不良色素の代表的のもので
あるから︑絶対使わないよ

使われているオーラ︑︑︑ンは

コヌカ五升︒

◇五月〜六月頃までのもの
は中干をつかつて塩五升．
◇七月から八月以後に食．．へ

︑

るものは上干といつて︑ダ
イコンが結べる程度に干上
げたものに塩五升〜六升︑

00AAOA

あるから︑これによつて配
偶者の選揮︑職業の決定︑
入物探用試験︑入學々校の
選定等に参考にすることは
輕卒であるが︑多少うな事
ける点もある檬思われます

▼O型の人︵意志型︶

9に乏しい︒

意志強固︑進取的︑自信
力強く沈着︑果断︑感情に
動かされない︑その代り強
情頑固︑個人主義で融和性
▼A型の人︵消極型︶

血族結婚が人生に如何な
る影響を及ぼすかは古くか
ら注目され︑血族結婚を綾
ける時は︑子孫に体質の虚
弱な者を出し︑生産力減退
し︑往々不具者︑崎型見等
を生じ︑人類襲達上非常に
有害不利な影響を及ぼすも
のと信じられ︑成るべく之
を避けるようにされ︑特に
最近青年子女の方女は非常
に血族結婚をきらう傾向に
なつて來ています︒

るものであります︒

慎重︑従順︑犠牲的︑李 しかし血族結婚の結果が
和を好み思索︑熟慮に富む 不良となるか否かは其の家
その代り小心翼々として決 系中に流れる遺傳質の良︑
断力に欠け︑隠道的︑苦労 不良の如何により決定され
性︑感情に動き易い︒

一故に双方の家系中に病的
この血液型でも一定の法 ▼B型の人︵感情型︶
則︵メンデル︶によつて遺 快活︑氣輕︑肚交的︵その 一素質を含む人達は血族結婚
代り誇張的︶︑猫断的︑惜 ㎜は避けた方が安全である︒
血液型に關する親子關係 愛の情に強く感情に走り易

の四種にわけます︒

爾親の血i出来得る子供
液型
1の血液型

難縣講

グ

たくあん漬の

二

の生棲客度が高くなり穗頭 ようである．ウンカはいた の幼徳始原体の分化期に特
に移行の懸念があつたの る処震生は認められたが︑ に低温の影響があつて︑昨
で︑イモチ病の特効藥であ 防除をしなければならない 年に比し粒数の減少が考へ
るセレサン石次等の水銀粉 激嚢とはならなかつた︒其 られることや遅植と冷水灌
反㎜ 本年璽一尿雪は近年 〜四日早植となつた︒本年 剤の一齊共同防除を部落毎 め他例年激襲する紋柚病や 厩田︑湧水田︑日蔭田簾一
稔費障害を引起し糀の多い
程早植の効果の塁つた年は に實行極めて大きい効果を 砺緩病・青呉泥豊・
ない︒早植によつて高温時 舞げた︒二化蜘虫︵心虫︶は一三イ等予想外乗少 ・地帯がある︒作柄は品種栽
培披術等により個八差を生
に生殖生長を行はしめ穗数 激嚢の傾向があり︑本年は ﹃く経過した︒
比し十五日もおそく︑又昨 粒数の︐増加と稔實の良化に 特異の襲生で稜蛾のビーク その他早期に第一回除草 じているが︑健苗による早
よつて．増牧し品質の向上も ︵山︶が田植後の一化期に二 がかなり行はれ生育が促進． ・植︑推肥の合理化︑適期除
年より十二日も遅かつた︒
梅雨期や七月の績いた低温 認められた︒又雷代期のみ 回あつて︑BHCやパラチ されたことを見逃すわけに ・草︑病虫害早期防除等一連
八月のフエン現象︵高澄︶の 天候順調であつたため病虫 オン剤の撤布は一回では効 は行がない︒総じて稻作期． の農作業の計画をこれから
轍日︑九月の低温等全く異 害障害を被らす苗不足をも 果が少ない地帯もあつたよ 間中低温であつたが一般に 一迎えようとする冬季間にゆ
つくり樹立して︑來年の稻
うだ︒出穗前後の二化期は
歌氣象であつた︒昔から ・なかつた︒
作を又豊作に導きたいもの
﹁さる﹂﹁とり﹂の凶年といは 二︑稻根が健全であった︒ 喰入場所が株際で稻の茎の
凶作型の短程多茎に経過 太さが太いことや︑其の他 一日前の花粉母細胞減敢分裂 です︒
れていたように昨年同様．不
︵高非技師︶
良天候に襲はれて昭和二十 した低温の七︑八月︵中旬 で防除効果が畢らなかつた画轍＋八主＋三晶
八年のような冷害を予想さ 迄︶は高温障害である根腐
◇一月〜二月頃までに食べ
れたのであつたが︑豊作に の襲生もなく︑どんノ＼新
コツ
根が深暦に伸びて肥料分を
るものは生干といつてダイ
導くことのできたのは全く
吸牧した︒特に八月中旬末
コンがやわらかになつてい
進歩した科学技術の勝利で
フエン現象も三〜四日続い
あつて他の何ものでもな たが︑ 一般に八月は夜闇低 また漬物を漬こむ季節が 一 この邊では普通練馬︑宮 るが︑弓形に曲げられる位
重ダイコンが多く使われて に干したものに塩二升〜二
い︒そこで壁作に導いた稻 温であつたため根腐障筈を 來ました︒
いるが︑ますダイコンの葉 升五合︑ コヌヵ七升から八
栄養がないといつても︑
作経過のあらましをこ﹄で 引き起さす例年見られる胡

房馨とつてきれ違洗

日本入の食生活には欠かす をおとし尾の細い部分やヒ
述べて見たい．
麻葉枯病等秋落の症歌が少
ことのできないもののよう
一．︑改良苗代で育苗し早植
く
︑
全
般
的
に
鮮
麗
な
熟
色
を
で︑どこの家でも用意す 一う．
が行はれた︒
呈するようになつた︒

次に十本位づつナワであ
改良苗代である保湿及び 三︑病虫害防除が完壁であ る︒
さておいしい漬物という んで漣にし︑陽あたりのよ
簡易折衷︑畑ビニール︑ビ つた︒
ニールハウス︑催芽各苗代 本村では昨年の約倍農藥 のは香りをよくしてくれる い場所で干す︒乾燥期間中
等が昨年の約二倍取り入れ を使用し農藥豊作とさえい 酵母と︑味をよくしてくれ に凍らせたりρ雨や夜露に
られ︑健苗の育成が行はれ はれている︒今年位病虫筈 る乳酸菌が適当に繁殖しや あてないよう夜はムシロな
早植と關蓮のある自動耕陪 の襲生による防除を行つた すいようにしてやり︑酵母 どをかける︒
機が多轍導入利用され更 年はないといはれる︒多稜 と乳酸菌を食べて漬物をま 干上り程度や塩の配合は
に早花の効果を認識されて したのは何といつてもイモ すくする腐敗菌の繁殖を防 食用期によりちがうが︑四
豪．雪ではあつたが農作業の チ病﹃で葉イモチは六十％の ぐような漬方をおぼえるこ 耳ダルに士へ貫のダイコン
進歩をはかり︑昨年より三 耕地に襲生を見︑圃場に菌 とがコツである︒
蓬波善ものとして
蜘

遺伝につ
上村病院長上

一

｝

︸療によつて︑恵まれた環墳 をなす等︑間接の害も非常 を参考まで
BB
BB
一の許に療養させているので に多く︑精紳病家系や︑犯 に一不します
誤
A
ム
A
一現在の全国らい患者激は一 罪家系の調査に常に強酔者 と︑次の通
B
︑
︑ ・
ABBO︑
㎜五︑○OO人であるが︑他 が現われる事によつても明 りでありま
A BOBB
︑ ︑ ︑ ・ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑
す︒
国から患者が侵入して來な らかであります︒
次に血液
い限り︑五十年後には日本 そして飲酒癖が︑遺傳的
のらい患者は一人も居なく のものである事は明らかで 型と氣質に
ありますが︑その遺傳檬式 ついて参考
闇なる計算となつています︒
がどんなものであるかはは までに申し
一梅毒もスピ・へーク・パ
上げますが
つきりわかりません︒
りーダと云う菌によつて起
又銘酊中に出來た子供が これは 一部の学者の力読 い︑物事に出過ぎる︑
る傳染病であつて︑生れな
劣等であると云う確証も無 することで︑氣質と血液型
▼AB型の人︵中間型︶
いが︑優秀であるという証 との間に特別の關係がある
長所も短所もすべて型A
と云う読には．多くの學者 とB型との中間にある︒
可も脅婁ん．
︸そして飲酒中受胎した子 は賛成し象ねているので ⑯血族結婚について
供が劣等でないと云う實験
もないことであるから︑酒
の身体に及ぼす害を考えて
銘酊中の受胎は避けた方が

一

如来寺の火葬場

如來寺部落ではこのほど予算約四十万圓
を投じて立寝棺兼用の釜を備え近代的な

然し之は二人の血液を一
緒にすれば必す固まるので
はなく血液には凝集元AB
と凝集素翫bがあり︑それ
ることによつて襲病するも がらに遺傳梅毒兄として生 の混合の具合によつて︑あ
れて來るのではなく︑母の る場合ば固まり︑ある場合
のである爲であります︒
只︑結核と同じように︑ 体内にいる内に胎盤内傳染 は固まらないのであります
此の凝集元と凝集素の分
布歌態によつて．血液型を
△型︑B型︑0型︑A齢型

B×ABI

子

らいそのものは遺傳しない ・が行われるのであります︒
としても︑此の菌に犯され ㈲酒と遺伝
易い体質の遺傳と云う事は 酒の害として常習的の深
考えなければならぬと思い 酒は︑直接アルコール中毒
によつて一種の精紳病を起
ます︑
然しこのらいは︑国家で すばかりでなく︑他の精紳
莫大な費用をつかつて︑特 病を誘捜したり︑癌の基因
殊部落︑特殊施設︑特殊治 となつたり︑犯罪の手引き

ム．B×AB

正仁）

等

O×B
O×AB
A×A
A×B
A×AB
B×B

0

0×0

村て

のが子孫に突然現われたり
倒結核と癌と遺伝
結核は結核菌によつて起 することがしば／￥あるか
る傳染病であることは元に らであります︒
これはらい菌は長年月潜
周知の事で︑遺傳病ではあ
りませんが︑結核菌に劉し 伏している性質があつて︑
て犯され易い人と︑犯され 一度だけでなく敏回侵入す
にくい人のある事も確かな
事で︑従つて結核素質の遺
傳と云う事だけは認めなけ
ればならぬと思います︒
又癌に就いても其の原因
については色女の詮はあり

ぬと思います︒

ますが︑結核と同じように
癌になり易い素質即ち︑そ
の素質は遣傳的のものであ
ると云うことも︑一つの家
系に何人も癌が出ていると
云う事實から認めねばなら

ω 癩と梅毒と遺 伝
癩は天刑病と云つて︑昔
から非常に恐ろしい遺傳病

として忌避されて來まし
た︒然し一八六八年にハン
ゼン氏に依つて癩菌が襲見
されてから今日では傳染病
として誰も疑う人は無いと
思いますが︑癩血統と誤ら
れた理由は︑この病気が家
族的に現われたり︑時には
二〜三代前の組先にあつた

0xA

㎜

火葬場を新設した。
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