勾挨な

農村文学と俳旬
心掛けるならば至難ではな
い︒

幸い当地には日俳中里支
岡 村
春
部あり︑井ノ川桂仙師を長
とするグル︐プがある︒も
﹃俳句は吾國特有の文學と
私は文化祭の出品句を拝 し遠近に拘わらす︑皆檬の
して古來より傳わり︑短文 見致しまして︑吾が中里村 お招きあらば何時でも参上．
にしてその親野の廣．きこと 程俳人の揃つて居る庭は余 お話相手になる事を嬉んで
康則として十七文字に限定 り見受けられない︒
冷約束致します︒
された中で︑森羅万象を最
老年組の楽しみに︑中肚
貝野地匠には古來より秀
大限に取り入れ︑個性を生 句を襲表している俳人が非 年組の親睦に．青年婦人の
かした表現方法により︑自 常に多い︒又田中の泉月師 サークル活動の一環に︑俳
由に誰でも何嘘でも容易に 等も秀句を激多く残し︑私 句こそ最も親しみ易い農村
出来る︒
達後輩によき手本を残され 向の文學であると確信致し
其の中に含まれたもの︑ た事はうれしい︒
ますので︑廣く愛好者各位
叉句を通じて蓮想される風
土倉に慶村先生を中心と におす﹄めしたい︒叉私達
景︑人物等簡潔にして卒直 したグルーブが育成され︑ のグルーブに入会御希望の
であつて︑奥の深い丈學は 毎年の文化祭に健吟を寄せ 方がありましたら御一報下
俳句以外に其の類をみな られることは心強い次第で されば参上し︑御詮明申上
訪る︒只俳句愛好考の聲を げます︒宛先は中里村桂井
聞くに︑現代の俳句は表現
方法が攣り︑取りつきにく
いとの聲を聞く︒私も同感
である︒

§

◆

燐
蔭

舘

．肚

非常に多いが︑ これが解決

現在私が考えている事は

特別会計一一︑九五五︑四七八円

就任日なお淺く︑村勢に
つい て 充 分 な 研 究 と 掌 握 が
出來す︑こ﹂に申上げる適
賞なノる施政方針を申し上げ
ちれないことを冒頭率直に
む詫ぴ申し上げます︒

一．聲

先すどうしても實行しなけ
又御注文を受けている諸
ればなちないことがあるが問題についても今即刻とい
これらは何れも村長である．う課にばいかないが︑逐次
私が考え︑計薔したもので．一歩汝女實行に移していき

います︒その中においても．きたい︒

『
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春

雷

と思ろ︒

るので︑三本位がよいとき
いておりますためして下さ
い︒

三行知識

醤油のカビを防ぐには醤
油一升に焼酎をさかすきに
牛分ほど入れておくとよい

へ
孝

自衛官募集中
．募集要項

問合せ下嘉．﹂

身体検査
⑤試験場所 長岡
⑤入隊
陸上 三十三年六月下
旬 海上 〃七月上旬
航空 七月︑八月︑九
の各上旬
ω詳細は中里村役場係に

用人員は檜加すること
があります︶
②受付期間
三月一日から四月十五
日まで
③鷹募資格
三十三年六月一日現在
年令十八歳以上二十五
歳未満の者
學力 中學卒業程度
④採用試験
四月二十五日〜五月十
一日までのうち一日
試験内箸筆記︑口述︑

①聯難麹

小読類が多く讃まれるの
ノ川桂仙師宛に願います．
三十年を一日にダム守り は何威の図書室でも同じ傾
みそとせ
ひとひ
向のようであるが︑農業図
牡丹雪
書の利用率はわすかに四％
句座和む友も法衣を横に
敏養図書は十七％に過ぎな
置く
い︒新農村建設︑新しい村
づくり等汝と叫ばれている
公民舘図書に
今日一寸淋しい感がする︒
ついて
小読についても︑いわゆ
中里村公民舘図書の現有 る肩のこらないものが多く
冊激は︑約二千三百冊であ 讃まれがちである︒まあ一
る︒ 一日貸出冊数は年間李 日の疲れを癒す意味におい
均して三十六冊であるから て讃むのであるならぽ別に
二五二冊の本が毎日村内の 悪くないだろう︒しかし二
何庭かで讃まれている勘定 十代の青年としてはもつと
であるが︑その讃書暦は二 良書を選揮する必要がある
十代が一番多く八○％をし と思う︒
め︑次に十代三十代の順ど 一生の中讃書に許される
なり︑四十代以上になると ．時期はAそして時間は實に
ほとんど讃んでいない︒
わすかである︒こφこと一
つ考えた穿けでも娯楽物ぱ
かり追うことが許されない
彼岸
噌ことに氣付かねばならない
ほろ酵のほほうつ風や春淺

し

のどの痛い人︑せき

又四十代以上の人等は若
軒だれも終日春の譜を奏で
如月や月踏み埣き徒労の途 一い者を知る上にも肚會の傾
向を知る上にも公民舘の図
紫
江
書室を利用してほし︑い︒
山茶花の七八ッ嘆けり稻名

7！

却資産税ρ牧はあるが︑
他方地方交 税の壇牧を見
込み︑その あらゆる税牧
等を見込んで うやら本年

十一

なむ本年度予算に計上出

於いて最も重点的に︑効果
一的に考究して︑予算の配分
を致した心算であります︒
來ざ︐る取残された激多くの

案件泄御座いますが︑これ
﹇らの諸問題は方針にのべた
通りで御座居ますので何卒
村民各位の御協力を賜わら
んことをお願いする次第で

一峠に有料道路
四月頃調査団
うことぱ︑当
局も全国的に
鈴木副知事は五日東京か ものが八時間に短縮される
もないことで ら蹄り︑ ﹁石打︑角間間八 というもの︒同副知事は去
あると︑驚い キ・のいわゆる＋二峠に道 る三日東京で︑岸道路公團
ている︒
路公團が有料道路をつくる 総裁と会い︑この話をまと
ため︑近く調査團を派遣す めて來たもので︑岸総裁は
るとのことだ﹂と語つたと 四月頃調査團を來県させる
たいと考えています︒
六日の東京新聞に一齊に大 旨確約したといろ．
︐
◇昭和三十三度年の予
総工費は三億圓か﹄ると
一きく取り上げていた︒
算編成にあたつて
この道路が出來ると︑東 いわれる︒
昭和三十三年度の予算編 京ー直江津︑東京−柏崎の
成に当つてぱ︑先す歳入面 コースが長野回りという面
子供のシミ︐渡りに注
から検討するに︑大規模償 倒なコースの必要がなくな 意して下さい
り︑今までの東京ー長野ー
高田−新潟コースで二十時
間︑東京ー長野−十日町− 集会の時間を守ろ荻．
新潟間が十七時間か﹄つた

期間といえど
も︑交通不能
な道路が存在
していたとい

rることになる するような事業を計薔し︑
あります︒
謹である︒
実施する段階に至らなかつ
なお今日冬・

一方歳出面においては︑
住民に封するサービス的︑
建設的な事業は山積してお
り︑然も本年度は貝野小学
校屋内体操場の改築及び十
二線開さく費等多額の出費
を要する事業がありまして
経常的な費目或は義務づけ
られた費目を極度に節減し
ても到底大方の村民が満足

たことを甚だ残念に思つて
度程度の牧入額を把握し︑
歳入合計三九︑OO萬圓を 居ります︒
然し乍ら︑歳入の枠内に
得るに至りました︒

一る鱈諮ぎ邊な

北條が古墳いづこぞ海苔拾
︸山壁の木魂春を歌い初む
の出る人へ
い
峰
月
寒月は傾き臭の聲妖し
秋
陽 懸知りて詩情温む春の雪
野茱のねぎを僥いて手拭
︸目に隈の母に柵火のつれな濾に集ふ覗線を盗む隙間風 いかガーゼに包んでのどに
山ハ
花 當てて語りますと︑ 一晩位
㎝くて
二房が朱を振る園の實甫天葺がりや一の字引いて飛行 ︸でのどの痛みやせきはなお

ヘツリに雪中燧道

生かし︑斬新味．南．加える檬 一老い給うて位牌に物云う春 朝茜紅葉に映えて峰近し

はっきレ織り込む事は絶封 自分は自分としての個性を

︑以上宥夏秋冬いわゆる季を 必要響める︒へ眞似せすに

番重点的に取り上げてある
古來より當地方はほと﹄
日俳中里支部
のは農である︑外に如何な ぎす派が多く普及されてい
泉
芳
る山村と云えども．俳句を る關係で︑やよ古い型はあ
かいさぬ古老は少ない︒
るが︑何も人眞似する必要 銀盤歩す妙高瑞氣滋る
肺社の献灯に︑献額に俳 はない︑古い中に個性を生 雲野原一筋なげて大信濃
桂
仙
句を見ない榊杜は極めて少 かして行く事が出來れば充 一
ない︒それ程農村に愛され 分と考えている︒
然し乍ら俳句といえども
・親ま︐れている俳句であるが
それだけに難かしさもあ 時勢の流れに逆行してよい
．乃︒原則として文字を十七 筈はない．古典文学にも斬
字に限定する︒俳句である 新味を加えることは是非共

いコ古來より農村出の俳八
・が如何に多いかは各位がす
でに御承知の通りである︒
■農村俳人の代表者として
一茶あり︑彼の句の中に一

纏

轍

所民所聞
行公刷新 縣道田代−越後田沢停車 元負捲で延長百三＋米︵サ
村 町 場線の通称ヘツツリに︑縣 サリ沢から大樽澤間︶巾一
発里印日 ・軍事業として雪中燧道が三 ・八米︑︑高さ二米となつて
中 ＋
にむいて開さくされるこ いる︒
十三
になつた︒
この工事が施行されるこ
計画によれば総工費約四 とによつて︑現在冬期間川
百万圓で︑中三分の一が地 原新田を通じての仮設道路
の必要がなく
一般会計三九︑四七三︑八○○円
なり︑交通の
安全が期され

昭和三十三年度豫算成立

條件である︒

寺

雲

雷

へ耐

運行には油という経費が伴
うことであり︑それには余
りにも財源に乏しく︑随つ
中里村昭和三十三年度一 て到底村民の各位に御満足
般會計経常予算及國民健康 を得るような事業が出來な
保瞼特別會計予算ぱ︑去る い現況にあることを非常に
十日より開かれた定例村議 残念に思つております︒
．会に冷いて原案通り決定さ 特にこれらの問題の解決
れた︒これが内容ぱ別掲の に當つては︑小さな問題は
通りであるが︑村長ぽ提案 犠牲にせねばならす︑かと
に当つて︑昭和三十三年度 いつてその大きな問題が先
村民各位の計書され
な
く
︑
の予算編成事情と次の如き
の
見
透
し
の
つ
い
て
い
る
も
の
た
も
のであります︒
﹁施政の方針﹂を明らかに でもないのであります︒
私は即効果を見られるよ
．村民の協力を求めた︒
し
かし乍ら︑これらのこうな問題でなく︑將來村が
◇
方針
と
は何時でも取組む体勢に襲展し︑幸福を招來するよ
なければならないと考えてうな仕事を考えてやつてい

高構村長
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㎜議役消土教砒保産財統選公諸予

︐瞼業
及
会

備卜

費費費費費費一．賀費費費費費金費

900，0《）oi

改し︸女

税税人金料金金金金入
﹄
・〜
ヂー髪璃
奉
狂曳手と出
目ハィ♪
付及及及支 附越牧
富

曾﹃︐：

﹃

一五

五〜五︑一五

︑鳩

才入財源の六〇％余を大

は必至である︒

同組合補助︑商工会補助等
全く万遍なき補助金によづ
てしめられている︒ ︵選
畢︶では﹂衆議院講員︑最
高裁判官國民審盗を予定し
︵その他︶負櫓金で︑貝野
小學校屋休の改築を見込み
︵繰出金︶において︑国保
會計に百万圓︑公債償還に
約百十萬圓もあり︑多方面
に亘る補助金等は鉦凌今後
範園が廣くなるであろうし
それ丈伴わない予算措置に
不満の範團も贋くなること

表にみる通り昭和三十三一朋倉−十日町線の改修︑桔 導入︑牧草改良︑稚蚕飼育
︸
年度の各會計予算は㍉ 一般㎜梗原線及び荒屋−停車場線 共同施設費︑同奨鋤費う伺
会計三千九百四十七万三千δ砂利敷︑田中ー上山線 桑園管理費︑蚕病予防費﹃
余圓で︑これに特別會計国﹇︵騨通りかち稚寮飼育所前 予備蚕兇施晒爽教育情報講
民健康保瞼の事業勘定分九︸を通する︶璽地−小出線︑ 習㍉木茨改良︑種苗改良﹃．

百五西万三千禽嚢鑑山羨の蓬橋梁で

㎜係では︑今秋郡市就會敏育

勘定分二百四十一萬二千圓︸は田所橋︑清津峡橋︵瀬戸
合計五千百四十二万九千余一口︶の改修︑釜川橋︑姥子
圓となり︑本年度より七百㎜沢橋︑堂の澤橋の修理が上
二十二万六千余圓檜となつ︸げられている︒ ︵敏育︶關

た︒

翫懸船響紡椴盃準躰臨磐麟羅

圓の整なつ浜垂禦緊寡馨冬期男月
付税に為いて率の改訂を見㎜間使丁の常雇︑肚會教育に
込剃これによる壇百二十︸おいて映鴇機新規購入︑郷
万圓︑その他國県の支出金︑土室の設置が上げられ︵民

醸惚噂幽嫁郵︸

r藁毒若干窪の部違従養舘

﹃ていても︑村民全体の協力
︸み︵役場︶はそのほとんど濟︶では︑芋澤から通り山
一
−遥 ㎜がなければ出來ないことで
一が人件費と消耗品によつて︑にかけて三六一町歩のゴ麺
振有隼みんなが目箸
﹇しめられている9 又︵泊㎜調査の實施︑宮中地匠の農
一の利や面子を捨て︑大局的
一防︶では可搬式ボンブを二地交換分合を行う外に︑探
な兇地から眞けんにこの機
︸台購入し︑田澤︑貝野に配⁝種圃︑共同雷代設置︑4H
会に考えてみなければなら
㎜置するの外︑火の見櫓一基 クラブ補助︑品評會︑展示

如何に当局がそれを考え

ろう︒

企業︑交付税に頼つている
わが村として．このま︑の
年度より多く見込んでいるで行つていた敬老会を上げ
推移は許されす正に曲り角
丈で︑全く手堅い兇込みで一︵保健衛生︶においては︑
に立たされたといつてよか
︸ある︒反面歳出の部では︑︑傅染病舎の便所改造︑成入

編華雛瓢懇離醗探噛す蕪欝

苗代例の実行方法
方法ノ

通りである︒

㎜を倉俣膜治防網水池を五圃・産米改良・病虫害防除 一ない．這〜函議

苗

苗

代

代 五月下旬

植初めてよい
別 田植の適期 田植を初めて 温
度
よい時期

五︑廿頃から C 一七度

水

一ヵ所塘設する計謁である︒ 農村副業・各種借入金利子
︵土木︶においては道路で⁝補給︑農道橋梁補助︑役牛
十二線の開さく及ぴ改修︑︸緬羊導入利子補給︑種山羊

油紙をかける︒

㊥除紙H本葉二〜二︑五枚
の時がよい︒天候にもよる
が大体播種七〜一一日位で
ある︒除紙直床面に絶封水

を上げないようにするこ
雑草除去睦﹁ヒエ﹂抜きを

と︒

の後一回行う︒

除紙直後一回七〜一〇日位
㈲病虫害防除暫セレサン石
灰二KBHC三％一・五K
をよく摺絆混合し反当二K

季節便り

ています︒

なり︑ポツく売り出壱れ

◇桂︑芋川の三月茱も青く

リ引行列が早朝く︑そして
夕刻みられます︑

横メンツをタスに入れ︑ソ

ら始まりました︒︑・︑ノ笠に

◇深山行きも二︑三日前か

です︒

◇肥引きが始まりまし︑
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ば霜の來ない内に雁木や廊
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も成績がよいのですが︑色 ㎝ 此のように轍回に及ん 一水氣が見えたら引上げて縁 読誉・で蛮つらして生
の故障が起り︑又鉢の表面 ㎜で︑色々の被蛋・を受けたの ・側に置く︒
に穴があるので︑細い俸で
堀つて見れば︑今度は﹁よ
ど﹂が一匹いた︒よし﹁よ
ど﹂なら水に浸してやろう

㎜鬼は外︐編ぽ内︑とね︒
少しは︑おたがい同志よく
なれる事を腹の中に誌めた

一い︒

したくなるのがナサケ無

一で︑今度は田の泥土を取つ ㎜此の方法によつて以後は 一などと︑こたつの新聞う
㎜て天日で乾かして粉にし 全く何の故障もなく今ロに つちやらかして考える︒考
えるヒマてばいいもんだ︒
㎜て︑それに川砂を三割程度 ．．至つた．
㎜まぜ合せて置いて︑鉢の底 ㎝次に養土を拓うには肥沃 一とかくヒマだと︐茶飲バナ
．シに花嘆かして︑人をこな
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﹁冬期分校の姿﹂
西方西田尻冬期分校桑療公平
私が始めてこの冬季分校一らのぞかせ︑ハァ／＼云い
へ勤務した冬のある日のこ︷ながら︑みんなで私をとわ
とだつた︒そのHは朝から㎜幽んた︒ 一年生の男の予な

ざは寒さでへ乏も泣き出し

本校への蓮絡を終えた私︸そうた顔をしていたが︑そ
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大攣な雪降りだつた．

西蚤鞭

め

灘︑

は冬季分校へ蹄るべく︑澤皿れでもどうしても一緒に運
山の荷物を背に雪道を憲翌えに行くと云つてついてき
でいた︒しかし出獲する時︑たそ集ある．
謝 滋︑纏

﹁だれだろ⁝

から懸念していた通り
r︑
・
4︐r
の行く道が途中から降雪の一
ために道の形もわからない⁝
位になつていた︒囚つた私一
は背からカンジキをはすし㎜
ボソ／＼とこぎぽじめた︒⁝
すると向うの方から誰か⁝
が一生懸命にこいで來るの⁝

…
創○伽

で迎えに來てくれたのであ．校︑どこに原因があるのだ
つた︒胸まである雪を一生ろうか︒部落には非．冨に熱
懸命こいできた子供達は︑㎜心に見守つていてくれる人
﹁先生！迎えに釆たぜ！﹂一もいる︒毎冬鴛う朗讃會や
と赤いほおをスゲボーシか．PTAには部落の人は︑ほ

』劃

お

ないのでとおくの方にき

﹃した︒
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◇目詩い◇

◇

秀奮田おて︑そうつ癬読霧隼分よ隷

︸
．る︒
り
う？﹂と思いながら︑降り⁝
一下におろすとすぐおきてし一
︑
・
しきる雪の中を凝醍してい︸
一
て
5
一
分
の﹁分﹂もここカらきてレ
ーも 摘ワ
まいまし表 またおぶつて
ると一人や二人ではない︒皿
㎜るのだという︒
皿こんどは妹のかつえと︑り
そしてそれが子供達だとい⁝
子
供
達
の
眞
心
に
す
つ
か
り
︸え子とでかくれんぼをする
う事がわかつた︒
◇
一
感激した私ぽ︑ このめぐま
角間分校三年︒山本
ヨ
．ことにしました︒
れない冬︑季分校の子供達の
そのうちに向うから⁝セ⁝
ぼくは墨校から諦つて︑・ました︒がけのところでご⁝︸ ぼくがいちげんはじめに 一俺は考える人聞になりたい
ンセ！﹂と大聲で呼んで控ために出来る限りの努力を
考えないない人間の生活
るのが聞こえてきた︒
⁝してみようと心に誓つたの 忌んをたべて︑スキゐ≧くと音薙てなが至芝髪茎した︒いくら
りにいこうとしたらおかあるきよつ川を見ていたら︑一さがしても見つからないの 一は毎日生きていても意味な
脚︑オーイ﹂と私も大聾で答だつた︒
えながら急に歩を早めた︒﹁ 毎年々々問題にされなが さんが﹁こもりをしてくれ冬だというのにつばきがあ㎜でよびました︒・もういつか皿 いと思う
ー−︷1・ ●ー1
見ると男の子供が五︑六人皿ら仲々改﹂一轡されない・ぐ李分 やれ﹂といつたので小さいかくなつていた︒かわいい皿いじやんけんをしたら︒か
すけじをおぶつて外にでま花のつぼみでした︒
︷つえが齢にになりました︒ 己は
︾らな． 人のいやがる仕事を
それをおつて鮪︸爾にやつ⁝噂︾ ぼくカとてもみ︶
うカ
した︒外は日がてつていて
とつてもあつたかかつた︒ たら顧爾はよろこんでふつ一 いところにいたのに顧爾が皿 喜こんでするように
やぶにはいつてもどぶら たり︑わらつたりしていま㎜ 聲をだし︑すぐみつかつて．㎜心がける人間になりたい
しまいました︒くやしかつ 冷十日町青年學級﹁︑炎﹂よりい︑

が目に入つた︒

とんど全．戸から出席してく 分校職員の共通の悩みであ ㎜ 山の方をみると︑暮の光 たがこどもだからしかたが
れるようになつた︒子供達 り︑願いなのではないでし ㎜の中にふきのとうが田のあ⁝ ありません︒そのうちにく
㎝ザ．に三つ四つでていた︒こ ㎜らくなつてき︑急に冬らし
も一生懸命勉強している︒
よ
うン
力ロ
一日中あつちへ行き︑こ ⁝ごなつて手をだそうとする い寒さが夜といつしよにや
しかし私の維験した四冬・
の聞に︑この冬李分校がど つちへ行き︑敏室の中を廻 ﹃と︑ぶ馨んとつよいにおい． つてきたので︒風におわれ
るようにしてみんなで家へ
れだけ改嵜されたか︑と問 つてあるいて指導してやり ㎜がはなをつきました︒
夜も又︑色々と整理に忙し ︸ それをとつてポケツトに ︑入りました︒
われ﹄ば返箏に窮す︒
實際問．題壇えたのは時計 い︒超複式？の授業は河年 ㎜いれました︑ボケツトの中皿
と謄寓板位のものである︒ やつてみても仲々むすかし ㎜はふあーんとして︑春をっ
曾黒板と机︑椅チの教材外に いものだと︑ときどき考え ぢんでいるようです︒
一 三月二十一日は春分の日
らしい教材は全然といって ・える︒しかし二÷八名の子 ㎜ やがて顧爾ははらがすい 一悶民の祭日で農事はじめの
たのかないてこまるので
いい位無い︒なにをするに 供逮は今日も4日みんな︑尾 ㎜
︸お祭りをしたり︑寺やお墓
﹇
≧
も本校から借りてこなけれ ．氣で勉弼︑したり︑人キーに うちにかえつて︑おカあさ ︸に壽滲りするならわしは奈
ばならないのだが︑それが のつたり一生懸命だった︒ 皿んからみるくをこしらつて
一国的にある︒
︑仲々容易ではない︒時々子 毎年冬になれば間題にさ ⁝もらつてのませると︑よっ ︸ ところがそ璽︑春分﹂のい
供達の探究心に添いかねて︑︐れながら．春になれば浦え ⁝ぼとはらがへつたのかすぐ われは︑南牛球を眞上から
︸
苦しまなければならない實． て行く冬李分校問題︑ヘスヰ ㎜のんでしまいました︒
．照らしていた大陽が︑地球
情でめる︒容易な事ではな⁝ も叉︑雪消えと共に忘れ去 一 またおぶつてそとにでま
いと思いながらも もう少㎜ られてしまろのであろう
︐しなんとかならないものだ ㎜か︒
1く馨たのでぎう芒じ謎と務長さ蒲芝な
．ろうか ︒これが私達冬季・

右
浩篠だけが被害を受けて枯 いたし︑中は空洞になつて ︸ないか﹂腹の中のこんな虫 いんだ﹂とよろめく︒全く︸そして︑共同運命体の一員．貝野小學校 同
︸
㎜いた︒これは土にみみすの ︸を退治するクスリが欲しい ．理くつも︑感情もごつちや⁝として協力できるだけの協一倉俣小學校 三月二十三日
死したことがわかつた︒
午前九時三十
それからは十二月になれ 一卵が人つてあつた事がわか ボの蒙な・とつくづく考 万才で考えるから︑爾方浮㎜力をする︑こんな粂持で此︸
分
だる・
で屋内に入れて時折日和の ぢた︒
⁝ばれない︒
㎜の世を生きたら︑我ながら一
よい日には力めて日光にあ 今度は畑の肥土で植えて 一 例えば︑先生方の勤務評⁝ ﹁隣りの倉の立つのば﹂式一いいジサとなりバサとなり一︑角間小出分校三月二十五日
午前＋時
皿の思考のもう一つ︑
上﹁今どきの若え者は⁝﹂と⁝
てるようにしたので︑絶封 見た︒当初一︑二弔はいつ 一定のさわぎだ︒

竃︑寒中の套さで軟蓼

㎝

足のひつはりつくら
−ーコタツ瞑想録ー

DDT乳劃を薄めて︑績け −鉢を三分の一のところ迄水 ㎜自信を得て毎日楽しんで居 ﹁文化とは考えることから
三月頃になつて日光浴をさ
︸其の原因髪えて是ら㎜ て二 三回灌いたので完全 中に入れ︑五︑六時間も置 ⁝るようになつた︒
始
まる！﹂か︒こたつで水
せたり︑灌水をやるべく．雨 一あまり強い日光にあて︑鉢一
に撲滅することが出来た︒ くのである︒鉢の表面に迄
ぱなたらしてたつて︑バカ
戸をあけてよく見ると︑若 一がかんノ＼に焼けて根が枯㎜
匠するない︒
一篠の根元に黒い斑点がある ⁝死したことがわかつた︒ほ︸
Q
︸
﹁隣りの花は赤い﹂し
〃
一
︷
︸
のを見受けた︒おかしいと ⁝んとにカつかりした︒
一
㎜門隣りの凄飯﹂で︑とにか
思つて．乎をあてると直ぐ挨 ㎜共の後再三繭をよわら竺
⁝くよそがよく見えてしよう
心けてしまつた︒よく調べてふらす怨肥誘土嘘堂
︸がない．だから自分のとこ ㎝田沢中學校 三月二十日
い
籟ると葉鍵饗青いが・ ⁝
せんと堆肥の廻りの■細かい﹃
﹁隣の倉の立っのは自分の一﹁教員の勤務評定を何故政 ︸ろをよくしたらよさそうだ
一土を以て殖替をやつたため． 家の火事よりくやしい﹂と一府がやりたがるか︑そのわ ⁝が︑やたらにヨダレぱかり一倉選欝午前計時
履元は皆黒色になつて．情れ ︸
︸
一初めの内は大分成績がよい⁝ いうことばを思い出した︒ ⁝けはこう／・︑しかじかで︑ ．たらして羨ましがるつきり
モいるの纂がつ逐．
㎜只野中學校 同
右
一額のの錬露欝窺袋 ︸と思つて︑ 一隼も経つと鉢︸ ケチな根性だが日本の山．
⁝
先
生
達
た
ち
が
収
到
す
る
の
も
↑
だ
︒
足
許
お
留
守
で
﹁
ね
た
︸土倉分校
三月二十一日
一の炎面に穴が幾つか穴があ㎝ の中には︑まだたくましく皿馳無理はない﹂とそこまで批一み︑そねみ﹂と來る︒
一
午
後
二
時
︸はないので楽しみにしてい ㎜るので︑見れば鉢の中に害︑㎜生きている生活感情らし ・判してきて﹁だが⁝⁝﹂と㎜人は人︑俺は俺︒といい
一
馬
⁝來る︒ ﹁だが︑ごうぎな先一意味での個人主義的猫立精 ︸高道山小學校三月ニヨ四日
芳．七月蹉なつたら浩篠 ．虫がいるのではないかと撲 ⁝い︒
午前＋時
一が芽を出したのでほつとし ㎜いて見たら︑案の條み箋す ＝︐人が不幸になると︑さも 生も居るぞ．勤務評定も仕㎜紳を持つて︑學ぶべき点は ︸
た︒其の後よく調べて見た 皿が三︑四匹もいた︒根を喰 一自分が幸せになつたような㏄﹃方ないて﹂となつて︑つい⁝學ぶ︒自分の仕事をよく眺 ︸田澤小學校 三月二十五日
午前＋時
㎜たのか大憂に根が破損して 一嬉しさをヒソカに感じはし に︸︑勤務評定はした方がい㎜め︑工夫をこらす︒

いもんだ︒そう／＼いつか
だいるのかと今度ぱ農藥の 蒙にする．終つたら蕎 ︸こうして漸く蘭の培養に 讃んだな︒

｛

り

下に取入れて置くのです

する︒

薔養魏穣がま⁝

が︑自分もその例にならつ
て書院の縁側に入れて冬越

ハ

鉢全体を水中に入れ︑葉だ 一に砂利を二寸位の厚さに入万老多ン板撮くひろ
﹇に傷める事ぽなかつた ︑
け出して一昼夜置き︑翌朝 ︸れ︑蘭を鉢の眞中に直立さ ㎜げて︑夏の晴天に二︑三日
㎜ 又八月の或る日︑鉢の蘭㎜
見れば﹁よど﹂が四︑五匹 ㎜せ︑根の廻りに用意してあ
㎝の葉が皆赤黄色になつて︑㎜ 鉢の表面に浮いている︒こ
㎜る養土を入れ︑ゆすりなが
︸葉の尖端がしおれ︑生氣が㎜
れで大丈夫と水中より引上 一ら根の廻りにすき聞のない ︸及び田の泥土をよく乾して
一ないので︑叉何か傷害でも㎜
げて廊．下の縁先に置いて︑ ㎜ようにゆすり／￥土を入れ ㎜作ること︑どちらでも同じ
あるのかと鉢をさかさにし︸
罰■朝見れば又穴がある︒ま ﹃鉢のふちより一寸位上の所 ㎜く成績は良好でした︒

春

Nい

晴天の日には雨戸をあけ
て日光をあててやる︒或年

［

｝

一一

一

（4）

昭和55年3月15日

と

．樹

正

ハ

さ
カ》

な
第23号

昭和33年3月15日

と
さ
カ》

な
第郎号
（5）

八の彼にとつてぽあまりに い﹂
と︑つい反換したくなる︒
も痛傷が人きすぎるのだ︒

吹．雪の夜

礒蹴瓠継響遭一

ごつた返すような葬儀もよ た︒そんならそれでよい︑ ほこりを持つて取り組みは
うやく終つた︒となりの叔 一寸だめし︑五分だめし︑ じめたのである︒
それから三年︑ようやく
母さん達が﹁︐あんなにやさ よくく俺がヘコタレルま
で悲運の榊に立ち向つてや 曲りなりにも人並に生活で
ろう︒どんな嵐になつても きるようになつた︒そして
よしんば踏まれても蹴られ その生活を維持する爲に毎
ても若芽は必歩盛り返す力 日を一時のゆるみなく仙き
を持つているように︒そう 績けている︒
だ俺ば若芽なんだ︑西も束
一年中家族四人で伽き通
もわからない反面︑世間に して︑十俵の米と十貫の繭
不足がちな純心という美し
さを持つている筈だ︒弱い
葦も立ち直ることを忘れて りの金で文化生活なるもの
を追つかけてゆかねばなら
ぱならない︒
そう考えてようやく家へ ない︒
三太ぱ氣が小さい︑滞納
露りかけた時ぱ︑既にとつ
を恐れて今日も明日も明後
ぶりと日ば暮れていた︒
どん底にある者の喜び︑ 日も吹雪をついて日傭に出
それぱ上に登る可能性が他 かけてゆく．
1泣くより歌う方が好
の誰よりも多いということ
だつた︒長い將来にとつて きだ1
朝の出掛に夕邊の肺路に
ぱ今の試練が必すしも不幸
でないことに一種の喜びと 大聾で歌を唄いながら⁝︒

その口まで満ち兄りたと
はいいないまでも︑とにか
く父母の愛情のありがたさ
も︑生活の手段も何もかも
忘れていられた程の幸福な
毎日であつたのに︑突然明
日からこの小さい腕と︑わ

聾で泣いた︒

しくて人の爲によく尽して
來た人が︑何故早く逝かね
ばならないのだろう﹂と︑
三太は父の死んだ盈日強 ㎜りの︑ちらかし放題の履物 過し日の後々を激々語りな
いて鼻唄を唄いながら下駄 6整理が漸く終ろうとして がら泪ををこぼしに来る日
箱の整理をしていた︒家の ︸いる時︑母が台所で仕事を が敷日続いた︒
中は親類の人で一杯であ 一しながら三太の唄聾を聞き 三太は人にいたわられた
る︒夕邊一晩泣き明した目 一つけてとんで來た︒
り︑なぐさめられたりすれ
を人に児せまいとして大勢 一コニ！今日あたり歌を唄う ばする程愈々人に弱味を見
の人をさけて玄關へ逃げて ︑なんて︑なんてこつた︒入 せまいとして︑小さい胸に
いるのだ︒逃げるというよ ︸前もあるからそんな大胆な 悲しみを深くおしかくして
りは︑っい昨日まであんな
お
くのだつた．
蔽
騰
榊
鍵
鎌
訂
霜
ど
に元気で朗らかだつた父が
たつた一度だけ︑たまら
今朝ば眞白な布で雀かれた 一島いて⁝響から需 なくなり泣き伏したことが
棺の中に入つている姿を見藪れから筆の氣髪つ ある︒埋葬を終り︑大勢の
焼香が終つて飾つていつた
せつけられ︑とりまく人々 てくれ⁝⁝O ﹂
後︑たつた一入杉の木の陰
のたく香の紫の煙をじつと と︑たしなめた︒
見ていることは︑わすか十 ﹁そんなことわかつてら から眞新しい墓の前へとび
出して︑色のあせたすすき
の花を前後に感じながら大

i達1記

泣いたつて仕方がない︑黙 一 ーお母だつて泣いてい
一
︑︑
つていれば自然に想いば現 一たじやない力 俺だつて同
實を否定しようとあせりな ⁝じこつたい1
がらも︑結局これが自分の 一と︑臆病な予供が夜の林を
現賞なのだと知らされて泊 一通る時・握りこぶしを振り
しながら大盤で歌を唄う
が押え切れない租落ちてく
る︒しかしその旧を誰にも ⁝のと同じ心理だ︒誰に理解
見られたくなかつた︒それ 一されなくともよい︒現在の

いのちの倫理︒

どうにも出來ない
一瞬の静寂にたえかね
全身をかけて働こくする
不安と

悔恨のたむけではないが
どこにでもころがる安易

理想もない情熱もない者 合の團体であればある程︑㎝君にこのことを訴える機會
を如何にしてりードするか 組織的行動の意義は重要性︸を得て光栄この上ない．よ
をおびて來るのである︒ ㎜ろしく御批判をこう︒
私は自分自身を含め︑諸︷

悲しくも悶える風
ヒヨウ ヒユウヒヨウ
とらえることの出來ない．
明日への不安︑
㎜
ぬぐうことの出來ない
昨日への悔恨︒
㌧

お

＝

ぽ人間の意地と︑幼い時か 鷺扮硫苑肋勧似け静鍛篭昂
菰ばかりの田圃に頼つて
病弱な母と学校へ通つてい
ら見せつけられてきている
人間の弱みにつけ込む入の 一思いながらもやつぱり一慮 る三人の弟妹とを．抱えて生
世の哀しさを．おぼろげな ㎝残された一家の主として︑ きてゆかねばならない． 一
がら感じていた心がそうさ 親戚に挨拶したり︑お寺様 休どうやればいいのだろ
の懸待に出たり︑今後の方 う︒神ぱよい人間の必すし

る

ヤぜん

秋の農繁期の終つたばか 針について相談したりして も味方でないことを感じ

せるのかも知れない︒

子

，
リ
の

、

重要性は充分に認識される

いたからである．
い︒その日六の亨楽にのみ 事であり ︑情熱をもつて實
青年會は村の御用機關で 一うつ﹂を抜かして事足れり 践することであるとすれば
まさしく青年会の使命は邊
あつてばならす︑利用され一 としているのである︒
團体の汚名を返上しなけれ この歌態で何ができると れた農村の獲展に積極的に
︐ いうのか︒この現實の認識 貢献することである︒
ばならないことは勿論であ
る︒關谷會長の理想はその ・を誤る時︑如何なる理想を グループ活動は極めて重
点にあったのだと解糧した 持った指導者といえども︑ 要なことであるがその一反
い︒
・運動の成功に導くことがで 面︑強力な組織力による團
体の力を我々は見のがして
てはならない︒實生活に於
いて組織的行動の必要性︑

衛生組合が結成されてよ
村心があるか︒否
動の理想的歌態はグループ
日く彼等に人生目的ある り二年︑少くとも青年は熱
活動であると説いて來た︒
か︒否
心
にこれと取組んで来た︒
その理由は青年はその欲
口く彼等に改新意欲ある
序
々にではあるがそれは見
するところに従い︑各自そ
か︒否
えない力となつて︑青年會
の個性を助長し︑技術を屠
曰く彼等に不言實行の誠 の活動に貢献し︑村民の生
くことがかんようであり︑
健全な潜々しい農村文化を一 實さがあるか︒否
活の中に根をむろしつ﹄あ
曰く彼等に協力精神ある る︒このことが偉大な事實
育てるものは自由な青年の︑
か︒否
楽しい集りであり︑催しで⁝一唯目先の利害に汲々として でなくて何んであろう︒
あり︑研修であると信じて︸ 何の爲すところを知らな 青年の特徴が理想を抱く

うられるであろ︒

私も一つの方法を提示し
諸君の訴える︒即ち組織的
共同協力的福祉活動︑これ
である︒それでは組織的共
同協力的福祉活動に如何な
るものがあるが．その一つ
として環境衛生活動が考え

至難な問題であろう．

さ送

一
に

雄

武

レじしロさ

ニ
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青年会は組織面を考えよ
μヨ

ひy而
1ちi
耀

ほ髭太
1縄i日
、沢 1

ひ

垣．

村

逝

な安協
白い祭壇︒

そして

ビアノの鍵を

﹁茂之

あることを茂之君は見事に
くちびるに歌をもて︑心﹃之君でぱあつたが︑その勉 立証してくれた︒
掩太陽をもて！︑茂之君︸強振り︑その行動共に全校 ﹁僕は大人になつたら︑宇
の口からは今︑静かに国語⁝見童の模範であつた︒
宙を征服して︑宇宙日本國
教科書の最後の一行が流れ
議長︑委員長︑部長と與
をっくる︒それがだめなら
出している︒・最後の総仕上えられる︑璽責の総てを手ぎ
げなのだ︒
わよく片づけていつた茂之 衆議院議鎮になる﹂と優等
賞を片手に卒業する茂之君
鈴木茂之君は︑倉俣小學君︒

た︒子供は︑家庭と學校と
の︑たゆまぬ協力によつて
のみ立派に成長するもので

教育に熱心な父兄は多い
教育に關心を持つた父兄も
多い︒しかし︑茂之君の両
親ぱ特に致育に熱心であつ

つた︒

まれて︑茂之君は一度も學
校をいやがつたことはなか

り迎えされる．爾親の愛に包

雨の日も風の日も︑熱心
に足の不自由な我が子を逸

た．

たしかに︑茂之君の成長
には︑クラスの友情が大き
な力となつていたが︑その
裏には︑む父さん︑お母さ
んの並女ならぬ苦心があつ

た︒

かるく素直に伸ぴていつ

君にやるんだ﹂と浜の砂や
海草をナイロン袋につめる
子供達の中で︑茂之君は明

達の友情があつた．

茂之君に封するクラスの友

よろこびの修學旅行︑そん
な思い出の中に︑いつも︑

いた︒

どうしたと言うのか
冬の日の突堤に風をさけ
日ざしにぬくもりながら
セーターを編む
女の類ぱ暖くいきづいて

だが

た︒

大磯の海ぱ荒く静かだつ

反歌

はしなくも逝く︒

その不協音の中に
若いいのちの
新しき倫理が
ともすれば
吹雪の夜の風に

たたく︒

思いきり

もういやだ︒

慣脅︒

いやしく輝く
好氣と
怠惰と

物知り振つている瞳．に

四十の無爲の歳月の積戴
に おつにすまし込んで

うのか︒

そのいのちをかけた
働こくが幾度あつたとい

いのち

ぱしなくも
若い娘の訓というが
四十の母の
黄色な肉塊に
なおく そしてなおく

題
が欠けている︒その熱意も 校の六年生︑小児麻痺とり﹁お＼しよつばい﹂と日 の腕は︑大きな希望に心ふ
︑薄い．前述の如き青年の集 う不運な蓮命を背負つた茂︸本海の荒波を古で味わつた 一くらんでいる︒

現在の青年會にその訓練

．べきである︒

爲眞左から四人目が茂之君

あ

き
川

三
昨年青年会は組織再編成 た者の一人としてρこのこ
し︑グルー．フ活動を車点的 とが深く感ぜられてならな
にやるとの關谷会長の構想 い︒
即ち農村青年の特徴につ
の下に運動を開始した︒
私もその意見に双手をあ いて︑最も悲観的認識の立
げて賛意を表した一人であ 場に立つものである︒
る︒私は從來から青年會活 日く彼等に愛國心又は愛

i鱒

の
歌
は
今
は

藤
、二

」

しかし残念なことにその ㎜きない︒最も車要であるべ
後の運動の現實の動向ぱ決 ．ぎ幹部の中で︑逃げ足の者
してはかばかしいものでぱ・ があるときくに︒至ってはも
なかつた︒むしろ停滞のそ ．はや言葉が出ない．
井ノ川福一霜は本紙前号
しりを免れなかつた︒
その盲点はどこにあつた︸ でさすがに彼らしい態度で
か︒私はかつて小柳前会長 一基本的段階を示しておられ
と共に︑活動の内部にあつ ︷たようである︒

一

㎝

5
茂之君おめでと

嫡

16）

昭和35年3月15日

と
さ
カ】

な
第25号

昭和55年3月15日

と
さ
カ》

な
第25号
（7）

