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若い者の九まり揚
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時代と若い人達
寸

未簿

民 三

ないという大人は是非仲塵う言蒙出るものと磐．

もしじれつたく我慢出來一い者も案外イケルゾ〃とい
たいていの若い人は何も．
信じていない︒彼等は自
らを捨て去つて︑それに
代る何物も持つていない︒
一言にしていうなれば現代
の日本の若い人達の多くは
空虚な魂を持つている丈だ

い．

でそつと暑もらいたい．疋見えな男が仙いて暑 泊極的であるがこう答いた

た日本の億統は急速に失わ
くないが︑いま少しなんと より明るくたのしい雰園氣に入つてもらいたい．
そうすればあなたも集外 れ︑薄れつつある︒
かゆ．嫉らんかなあーと思わす をつくり出していくという
武＋道とか︑名轡とか︑
裏︑振大すれば人造り︑村〃今時の若い者〃について
にはいられない︒
造りに通する何物かがあるあたらしい饗見があり把憂 切腹とかの心理は信じられ
ないのである．でぱ何を彼
と思う︒自穂〃大人〃達も一が晴れ楡快になれるのでは
等ば信じているのであろう
こういう動きにあまり悲槻一ないかと思う︒
したり︑期待したりしない︸ 僕ぽこんなところから目 か︒その問に封して︑私は

公民舘では青年学級を開
講しようとしている︒青年
會では今までの型を崩して
グルーブ一本として進もう
としている︒両方を合流さ
せいよ／＼寳施の運びとな
つた︒頃ぱよしという課で
ロハ野でも一月二十一日より
会場二つで始めた︒
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一つの型であり︑武十道の
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一昨年の事である︒一人 追込まれねば自殺などはし
の農︑家のおかあさんが双の ないであろう︒然しこうし
家へ訪ねて來︑涙を流して・ た自殺ぱ切腹とは違うと思
語るところによると︑娘が う︑背から切腹の行爲は男
中挙を卒業してすぐ親の反 が名興のために行うのであ
日俳中里支部
つて︑切腹をする人ぱその
鮒を押しきり東京にゆき︑
泉
芳
こんどは自殺をしたという 名誉を信じているのであ 餌箱冠り人轡う中夜長
のである︒しかも娘が自殺 る︒
桂
仙
切股は武士道での傳統の 除夜の鐘除く顔包幽の山と

こんな事は書きた
．
未道よし︑書道よし︑グン をしたのはある映識を見た
スよしである︒夜遊びがて 直後のことで︵非︑の映画に

一定の人員とルールによつ に過ぎない︒職を跡せば 大した設備もなく不自山
てやるだけにまだしも︑文 〃ハイサイナラ〃である． である︒小使供の心配をよ
化的な動きは特に乏しいよ 無理もないと思う︒大して そに集つたのは二十三人ほ
うだ︒ 映潅画︑ 新聞︑ ラジオ 魅力がなく︑何をやつても 晒ど︑み壷．砥結構楡快に過し無
本と何でも自由に楽しめる みんながついて来の．仏い︒滲 持がよかつたようだ︒
時︑何も好んで寒い夜道を 加しようがしまいが自由だ 若い者は行動的と云われ
歩いて固苦しい盧へ行くと 幹部ぱ責任という名のも ている︒今までは専ら受身
いう手はないよという意見 とに事業を背負い︑買つて 一本という感があつた︒
もうなすける︒
くれ買つてくれと品物を押 我汝の手で造り出す跡び
砒會が日に日に複雑化し しつける︒みんながソツボ
だ︒身をもつて味う感じ︑
分裂し︑あらゆるシステム を向くのも当然であろう︒ 一
何ぱなくとも若い者が集れ
が網目のように．張りめぐら 僕も青年會の小使いの一人 ば楡しいものだ︒雑談よし
一
︑
されている時︑團結すると 一であり
じ︐ノ﹂o．
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雷一ツ甲︐の野面をかけめぐ
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り
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二十日より議会各常任委員

会を開催︑三月二十日頃

い﹂との方針が の鷺中隊道工事等があり︑

卜3の編肇された

表明され・轟翫欝難離厭燈

に基き各課においてぱそれ
ぞれ編成を本日迄に了り︑ ︸わらす︑本年度當初予算の
村長の手元に提出し︑十七 一三千八百万圓台を川ない健
日村議会財務．黍員會を開き 一奈予駆で組まれる模様であ
更に村長の査定をまつて︑

碧

．越後田澤停車場線︵ヘツリ︶

となるにもか﹂わら千︑才
般百一一千二年度当拶
川の面において組合立貝野
ゆ
一8 予算を原型とし 學校の屋体の改築の負担
小
金︑十二線の開鰹︑田代〜

紹麗漉撫

予？いては︑去る五 までに成立させる運ぴの予
言ムロ日村長より各係 定となつているが︑明年度
は牧入の面において大口固
定資産税が約九十万圓の減

算度欄糀甦竺

一の中にぱ美しい人間性格の
．特徴が有つたのである︒と
一ころが少くとも今日の若い
匿代の人女の間にはこうし

一員會内育が事業委口員會に申 らふらーと⁝：初めぱここ ついては後で書きたいと思 倫理に於ては名舞が最も．尊 初雪の影の静寂に句を拾う
聯
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㎜出下さい︒
からで良いと思う︒
つているが︶︑この娘が一 ばれ︑偉大なものであつ
貸与申込受付
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一容がどうであろうと自投を
度が出來たことぱみなさん︸ 五日迄︒
従も蓮せない︒
一する．しかしこ2糠例
一長続きさせるという事︑
周知の虞でありますが︑こ． ◆持坐︑品
れが三十三年度の貸與申込一︸ m本人及ぴ親灌者の印鑑 ⁝多くの人が滲加するという
一fζ
︑
みを次により受付しますか 一 ②本人の身分証明書︒
・薯 何んといつてもここカ ﹇實に失望へ︑そして自殺へ
・：
ら貸輿希望者は貸與が決定 ㎜ ㈲保証人となる．宇定の者 ︸ら出襲しなければならない 一
一と全薄可叢癒ると
したときに必要な保証人二 一 の印鑑︒
一よう憲う・我毒んな 駅うことカいい得る
名を選定の上中里村敏育委
﹃ 人間は絶封絶命の境地M

離再…

されたことは︑國策として 書いてありました︒
﹁子供達ぱ鈴敏な直感力
当然のこと＼うなづけるの
をもつて先生の情熱をまつ
であります︒
國民の三大義務即ち納税 すぐに感じ︑まつすぐに打
敏育︑兵役の中教育の耗務 ち返えしてくる︒打ち返え
に剛してはより強化されま してくるチ供︑蓮の心を．感じ
したが︑兵役の義務を免除 たとき︑先生は鞭ろたれる
されたる現在︑案外等⁝硯 責任を感する︒どれだけ熱
されているところの青少年 心に敏えてもまた足りない
の心身の練磨を就会教育の のではないか︒まだやれる
・突焔夕
重大なる一環として取り人 ことがあるのではないか︑
れ︑之が呉休的方策の樹立 という．凝い左生する︒先生
と賓施には深甚なる關心を と生徒との心のからみ合い
教育委員長
必要とすることは私丈の考 が生する︒それが愛情のき
り︑村民各位の稽極的なる えではないと恩うのであり すなだ︒教師にとつては一
つの泥沼だ︒そこまで入り
■御協力と御鞭鞍とによりま ます︒
次に私が常に心にとめて こんでしまうと日夜受持ち
して前任者の方針を踏襲し
及ばす乍ら徴力をつくし︑ 感謝と期待をかけているこ のチ供の姿が眼の前に浮か
敏育行政をよりよく運螢し とば︑挙校教師の学校教育 ぴ︑心を占偵されてしま
再三御僻退申上げました て行きたい所存でありま に劃する熱煮であります︒ う︒怠けることも川来な
学校教師ぱ常に忠坐れぎ︑ い︒息つく暇もなくなる︒
にも拘らす︑この度中果村 す︒
教育委員會の．委員と水沢村 委︑員長ぱ法に定められて る環境下に於いて純梓によ しかも常に自責の念に消い
中里村貝野小中學校組合立 ある通り教育︑委員會を代表 りよき敏師となり︑完全な かけられている云云﹂と︑
敏育委員會の委員に任命さ するものであり︑從つて．委 教育をあたえることに厚念 全く教師ぱこのような崇高
な精紳で教育に専念されて
れ︑双方の委員長に推畢さ 員韓の権眼に鳳する法律行 しているのであります︒
れました︒非才の身をもち 爲をなすものでありますが 朝日新⁝聞の蓮載小詮に最西あで労享が・聚
ましてこの重い責任を捲い 常勤の有能なる教育長の乎 近次のような厭味のことが 一の再建が青少年の教育にか
﹂
ますことは前任者が名實共 腕に期待すると共に︑屋上
に名委員長の誉が高かつた 屋を．築かざるよ5事務の管
現村長の高橋幸作氏であり 理款行に違算なきを期した
ました▽けに︑誠に心苦し いと思つています︒
く且その責任の︑痩大なるこ さて申すまでもなく國家．
一十七年以來敏育委員とし︑委員長であつた高橋
とを痛感し︑私如きがその の與隆は一にか㌧つて誤ら
適任者でないことを恐れる ざる敏育の振興にあるので
幸作氏がこのたび村長に就任︑ 辞任したのでその後
ありまして︑敗戦の結果特
任として藤田五郎氏︵託︶歯科医が任命され︑ 一月三
もの㍗あります︒
然し乍ら一珪就任致しま に義務一教育年限の延長︑教﹄ 十日の村敏育凄員会において委員長に遡任された︒
した以上關係者各位は素よ 育の機．会均等に或点を．指向
一

ガラスの掃除
歯みがき粉を水でト︒リ

も意を張うする点は私が過どきれいになります︒ため
去ヘカ年の村議會議鼓生沽しにやつて見て下さい︒

癸であ茎すが・私の墨とるとガ一フス覧愛凄

あるのであります︒
3ト冷り︑十秒から二十秒
私ぱ敢育行政に關しては皿くらいでかわいた布でふき

行政制度嵩立するこ乏一と努︑これをガラスにザ

び市町村一体としての敏育

の安・定を確保し四︑國縣及

中立を確保し三︑教育行些

す︒
一化と︑その前進につき村民
申す迄もなく︑新しい敏︑昏位の御理解と絶大なる御
育委員会制度の狙いは一︑一支援をお願いして就任の御
敏育行政と一般行政との調一挨拶と致します︒
和を進め二・教育の政治的一
−ーーiー

の上共完全なる教δを與え 主義の一貫した信念に終始
ることに精励して頂くよう一して居られたことでありま
お願いする次第でありま㎜す︒何卒今後も教育の民主

◆冒▼●▲◆
乞点憲陰晃し︑こ諏村馨位が遊警箋
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三年ほど前には青年 か︑集るとか．同じ方向へ
學級等はなか！＼盛んであ 歩くという團依活動は難事
り︑定高を出たら僕もと期 業この上なしかも知れない
一部の幹部が必死になつ
待していたのだつたが︑近︐
頃ちよっと下火になつたの たとしてもなか／￥くいつ
くはすがない︒幹部の人達
は淋しい︒
野球や卓球等スポーツは も責任の一端を捲つている
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蘭の愛玩五十年
本團齪柳

i愛蘭の動機−

其間僅な縞や虎を見つけ 一が多いと2とでした．山
たこともありましたが︑栽 一蘭の中から縞を見つけて五
培して見ると一年後に若篠 一＋年︑毎年若篠の出る時期
が出たら李凡の山蘭で失望 一にははつきりとした縞を持
してしまうこともあり︑先 一つて伸ぴ泰るところにつ
春
直
輩に話したところ余程古定 ㎝きない興味を感じて︑激鉢
性のないものは攣化するの π植えてラあ手入れ蓑
佛香吐﹂等色女と が普通だと何か外傷がもと
一日を楽しく過しています
にランついて稻讃 で︑その篠だけ攣異を來た 一
︵以下次号︶
せる詩や歌を教わ したので︑山蘭にかえるの
つて︑釜女ランに
鷲 ︸！◎︾轟駄乳〃 慧脳齢齢馳．
興味を深くしたの

︸雑﹇

ダ
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ど中里村からは赤痢患者が もありました︒
叉麻疹は無事すんだが︑
慨なくなりました︒
之は一重に村民の皆さ 後にむできが出來て困ると
ん︑医師︑村当局この三者 頭︑顔︑或いは体中むでき
一致協力のたまものと大へ にして蓮れてこられるお母
ん喜ばしいことと思つてい さんもありました︒
これはあまり汗をか﹄せ
ます︒
次に昨年は麻疹︵はしか︶ た庭へ皮膚が不潔であつた
が大流行し︑お子檬のある ︑め︑あせもがおできにな
御家庭では大攣だつたと思 つたのです︒
末だ麻疹をなさらぬ子供
います︒なかく良く手當
がわかつて居られ︑特に暑 さんをお持ちのお母檬方に
氣に向つてから罹られた家 お願いしたいことは︑体温
が三十八度以上になつたら
水枕をさせ︑着物は輩衣一
枚で澤山︑毛布一枚掛ける
位にして︑適度に風の入る
室に疲かして上げていた讐
き度い︒余り強い光線は目
に毒ですから注意していた

では襲熱の始めから水枕を
させ︑汗をか﹄せぬ程度に
が出来てから︑醤師は診察 風通しを良くし︑無理に毛
して疑があれぱ臨状決定 布やふとんを掛けないで︑
︵診察した症歌に依る決定︶ 着物一枚で寝かせて置かれ
で直ちに役場へ通知する︒ た家もありますが︑又中に
役場でぱ直ちに患者を隔 は何枚も何枚も着物を着せ
す暗い寝間の戸をしめ切つ
てふとんの重ね着をさせ︑

子供は高熱とむし暑さの爲
し︑とう／＼死亡された家

に膿症を起し︑肺炎を起

次に最近青年の方女が特

と思います︒

番茶のわかし冷しをつく
つて置いて︑水を欲しがる
時に與える事︑食事はなる
べく消化の良い柔かいもの
適度の栄養もとることを忘
れぬ様にしていた望き度い

離する︑患家の消毒をす 水枕は禁物︑風ぱ禁物をう 穿きたいと思います︒
る︑家族及び近所の人達の
検便をする︑と云つた具合
で村民の皆さんも私共や當
局の云う通りに從つて下さ
るので︑ここ一︑二年殆ん

◇町村 合併◇
一回連絡委員会

殊な疾病と予防︑遺傳と結
第一
婚︑合理的な避姫法︑明る
大同合併實現のための︑ 二回の蓮絡委員會が久方ぶ い家庭生活︑食事と榮養と
いろくな調査研究と融和 りの去る十日午前十時より 云うようなことについて熱
中里村役場に開かれ︑その 心に質問して下さいます
後の情報交換が行われ︑明 が︑非常にい﹄傾向と喜ん
三十四年三月三十一日の合 一でいます︒
併實現を再確認散會した︒ 7上村病院長上村季︶

提携を図るための中里水澤
勘村では各六名宛︵計十二
名︶からなる蓮絡委員會が
設置されているが︑その第

一髄罐縫離舗腰

一
る作物を導入するよう計f
◇
労力の節減と配分合
すべきである︒又部落同一
理化を図る
作物の栽培を図り︑特産化
優れた計書が樹立されて
を計書し︑良い安い商品作
も家中協力し合わねば如何
なる目的でも達成は困難で
た﹄かれるおそれのあるこ あるので︑振與計薔は家中
に納得させるべきである︒
とを忘れてはならない︒

牧

ばならない︒

労力の節滅と調整合理化の
ため機械力︵耕癒機︶畜力
の利用に重点を置き︑前後
作物の組合せをよくし︑畦
巾︑株間を廣げ︑輪化と中
耕除草を容易にし︑生産費
を輕減するようにしなけれ
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⁝作物名一反

何月はどの位の労力がい 叉畑作物は共同又は一齊
◇栽培技術の習得と改
るか︑供給可能はどれ位と で病虫害防除を重点的に行
なるか考慮をなすと同時に 一わねばならない︒

善

稻作栽培技術の向上進歩

病虫害防除の完壁により
畑作物の生産増加が期待し

えねばならない︒

の一部を畑へ廻すことも考

合によつては水田用堆．歴肥

は著しいが︑畑作物栽培技
新農村建設事業を中心と 術は今の処拙劣である︒
して適地適作の奨働に集り 融雪期の遅い地域である
出しているので︑自給上必 が︑完全なる適期作業の出
要な疏渠畑以外と高冷台地 来るよう計謁すると共に各
は商品作物を作るのが有利 作物別栽培技術を習得研さ
である︒或種の作物を激多 んし活用することが大切で
く導入作付すれば︑牧入減
あ
る︒窒素質肥料の分施回
の危瞼は分散する︒
激多くし︑堆歴肥︑燐酸︑
しかし労彷ピーク︵山︶ 加里︑石灰の増施を図り︑
が出来︑労力不足となり︑ 地帯と作物によつては流失
まとまつた牧入が期待出來 の少ない配合や︑化成肥料
ない︒問題点第一の別表を
効果の畢る作物や地帯もあ
考とし︑換金や餌料とな るので︑施肥については改
善を行わねばならない︒場
■ 〆 ダ

一

です︒

術其時十日町吉
田屋さんに縞蘭の
あることも聞き︑
旧田沢村に急性傳染病の
又上野村朝日屋旅 隔離病舎が併設されてから
舘にランのあるこ 六年になる︒
明治三十七︑八年頃雇人 とも聞いたので︑ 直様朝日
当郡は毎年女女赤痢患者
を連れて山の小杉の刈彿を 屋旅舘を訪問して御主人の が績出し︑死亡者は出る︑
やつた時︑縞のある山蘭を 面会を得て︑色々とランの 重症者は多嚢する︒
見つけて喜んで持つて來て 説明を聞き︑又見事なる愛 夏になると私共もはらは
鉢に植えて楽しんでいまし 蘭も見せてもらいました︒ らしていたものでした︒
其後十日町の吉田屋さん 御承知の様に赤痢は潜伏
た虜が︑ある日非常に盆栽
に興味を持つ帥職がこれを を訪問したが︑皆支那の蘭 期︵うつつてから襲病する
見て實に優秀の品だ︒外で で恵蘭や金竜邊等で日本の までの期間︶が李均三日で
あります︒
も見たことはあるが︑これ 春蘭ではなかつた．
是より釜女ランに興味を 医者が診察して赤痢の疑
程の縞でなかつた︒ランぱ
古來より盆栽の四君子の一 深め︑暮の薪切りの時には がある︑便を取る︑保健所
に数えられ︑広く世の人に 昼食後の休みには毎年一時 へやつと検査していた讐く
愛観せられ．其の高尚にし 間位というのでランをざが 之は培養しなければならぬ
て其の優雅なる事愛蘭家諸 して山や嶺をかけすり廻つ ので︑返事が來るまでに三
萱の常に座右に欠くことの て︑春の長い日の傾くのに 日か﹄る︒
出來得ない趣味深いもので やつと気がついてやめて露 赤痢と決定する頃には同
あります︒ ﹁四君の詩に雪 つて児れば三時過ぎと云う 症歌の患者が澤山出ている
後尋梅︑霜前訪菊︑雨際護 事もあつた︒秋はきのこ狩 と馨たことを繰り返して
一
蘭灰外聞竹﹂又﹁蘭美山石 に小一日は．毎年でした︒
一いたわけですが︑隔離病舎

畑作の間題と

計画は早く

ヂ

畑作振興方法
適作物を作ろ

第三の問題は畑作物の大
部分が外國産と競合してい
ること︑世界的に農産物が
過剰傾向にあつて︑畑作物
が急に外国産で慣格の面で
封決という冷たい外氣にさ
雪國の冬は長い︒ 豪雪でを栽培した場合︑仇いた一 らされ︑僅かな保護政策で
もないのに安閑として暮し r日當の所得とある作物の反 ぱ間に合わないようになつ
春を迎えることは誠にもっ ．當粗牧入が別表のように低 て來た︒
たいない︒遊んでいるわけ 一位にあること︑労牧入が低
にはゆかないと云つて藁細 ．位にあるが︑故無意識の内
工仕事の少しで過してしま ㎜に熱意が不足がちとなつて
うのもよいが︑この長い期 一いる︒第二の問題点は畑作
間に今年の畑作経螢をどの ︑栽培技術が遅れていること
ように改善するか﹁ジツク ・耕地が分散していて地味療
リ﹂考えるよい時期であり簾土覆禦脅︑酸度
叉考をねばならないのでは
誕
罐叢系繁高お
一に加え︑堆．厩肥の施用が少

なかろうか︒

薔簿し晃鑑よ鼠

そこで園藝作物等を含む ㎝ないのも手傳つて︑栽培技
畑作の振興計画樹立上の参
考になることについて述べ 年遅れている︒

〆

一

得られるものであり︑又飼
料作物を採り入れ︑畜産と
の結び付きをよくし︑地力
の壇進をも図らねばならな

。

愚

」

威

い．

瓜黍種．7．づ薯藷豆草、屡稻

藍ブト ろ茱参

鈴

蜀
マ

「

てみたい︒
又市場に遠く︑資金不足
◇畑作の問題点は大き 等の原因も加わり︑畑作に
い
消極的が技術の遽れとなつ
第一の問題点はある作物 ているようだ︒
﹂

懸
昔︵今から七百七十年前︶親
慈
︶ が越後に配流されゆるさ
滴 ポ㎜尉れて京都に蹄る途路︑上山
㎜尺の大杉如來様の大杉と共に

冨︑︑一㎜30植えたものといわれ︑昨年
︐︑・︑装⁝潤の縣教育委員會による中魚

㎞佛沼地匝文化財綜合調査に際

㎜杉し︑調査員の新潟大學江村
㎜大教授よりこれ丈のものは全
癖 ．㎜の国的にもめすらし・＼天然
ト福柱記念物に指定されること受
簸潔詰
合いと大鼓判を押したもの
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