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ない歌態である︒

老若男女︑皆等しくなげく
所であるらしい︒昔から學
問のつとめや讃書の奨めを
哲人が説いているから今更
私がそんなことを述べるつ
もりもありませんが︑中汝
容易でない︒まことに情け

ある︒

欲する書籍を限定し︑そ
してしぼりにしぼつて一冊
か二冊にしても︑それが中
々購入出來ないのであるか
ら︑いや實に残念な極みで

ノ

比較的に恵まれている文
教關係者でも新聞紙上にそ
の不満を襲表しているから
我女農耕者は当然なことで
しよう︒外国文献の海賊版
が出廻るのも致し方ない︒
その行爲を肯定するのでば
ないが︑正式ルートで入手
ノ

日俳中里支部
泉 芳
苗場白ノ耕頼機の初音かな

泉芳

佳仙

梅一輪日光強くやわらかく
春泥に汚され悪臭猫失せす

佳仙
眠るか酔うか夢夢くて花は

■

ダ
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■プ︐︐︐戸

る︒須川縣衛生部長は︑貧
乏の追放は病の追放である
と云つた︒このことについ
ては肚會政策面で問題もあ
ろうが︑それ等の全ての間
題の基本條件として我六人
間は健康欺態であらねばな
らないのだ︒勿論国家の厚
生行政の貧弱なことがいわ
れよう︒しかしその中で我
女ぱ最大能力をしぼつてや
らねばならないことが無激
にあるのだ︒環境衛生組織
はその趣旨に則り結成され
た．今やみんなが力を合せ
て立ち上つた︒全ての部落
に衛生自治會が出來︑全て

水遊びなど︑いろいろ防犯

や教育にうんと注意しな
ました︒

わ

び

ければならない季節になり

お

ことを深くむわび致しま

このたび色々な行事が重
なり多忙を極めたため︑舘
報の襲行及び配布が遅れた
す︒

音楽︑ダンスを︑文学演劇
を何でもよい︒最も興味の
あるものに各女が眞面目な
気持で自由な意志によつて

を︑テ一一スを︑柔道︐剣道を．

野球を︑卓球を︑バレー

よる﹂と．

然らば如何なる方法によ
るか︒私はあえて云う﹁そ
れはサークル活動の強化に

ものは青年である︒

どして︑更に熱せる一青年 できるか︑衛生面の生活改
としてあくまでも衛生的環 善もさることながら︑精紳
境の整備を願うものである 面︑情操面の近代化︑充實
政府に於いては三悪追放 化が必要である︒
今や我女は法の下に自由
を中心スローガンとしてい
ることぱ周知のことであ であり李等である︒しかし
農村に於ける見えざる精紳
的威墜感︑墜迫感をあるを
如何にせん︒これは主從關
係を基礎とした封建的観念
の残存によることは明らか
である︒これを崩壌させる

一 聲
する
峰月
百坪が土筆が占むる畠かな
一 聲
煙草輪に吹くや春情やるせ
峰月
噂りの散るる空にとびのか なし
げ
秋陽
躍動す若芽墜して春肥くむ
六 花
梅さくや三国眞向秘そとし
て
秋陽
花見たりよろけを見たり瓢
ゆるる
六 花
梅が里月の光も匂ふかに
春雷
陽だまりに囁く如き懇の猫
川 流
春眠の味漸くに債鬼追ろ
紫江
ガソリンの匂ひ懐し越路の
川流
守門晴れ若葉を風の海り來 春
る
紫江
雪割りて子供に三輪せがま
シネマ出て春宥の気を呑吐 るる
ヤ

本格的な農繁期に入りまし
た︒それにつけこんで押売
りや空巣狙いの横行︑大人
の留守中の子供の火遊び︑

すれば数万圓もする文献が 大いに利用しようではあり のである︒
こんなことを書いている
海賊版で十分の一の数千圓 ませんか︒
で購入されれば無理もな 肥料や飼料は回牧も早く と図書係の御用達や宣傳の
い︒大学教授も一ヵ月分の 利潤も伴つて返つてくるか ように思われるかもしれな
俸給が吹飛ぶ有様であつて ら出費が出費でなくなるか いが︑實はもつと外のこと
みれば︑途に知識欲に屈し らよいが︑この教養とか娯 を書く心算の所︑股線ばか
︵海賊版を手にすることで 楽はその回牧が目に見えな りしていたためにそこまで
あろう︒但しこれを立場を く︑時によっては逆に美に ゆけなかつたのである︒そ
ひつくりかえして海賊版に さえなる場合もあるし︑一 う急ぐ族でもなし︑通りが
された場合のことを考えて 讃して書架に埋めてしまう かりに述べただけである︒
みれば︑抗議者の義憤も然 一のでは勿体ないので︑っい まあ自己の負捲なくして欲
りとするとごろで︑道義の 無覗してしまう︒随つて敢 する書籍が讃めるというこ
問題となつてくる謹であ 養︑文化から遅れてしまう とは讃書子にとつては利便
というような悪循環で︑文 この上もないことであるか
る︒
大分横道に入つてしまつ 化水準を上げ得なくなつて ら︑大いに充實して頂き︑
たが︑人間の欲求を現實は しまうのである︒ 読書ばか 將來ば貸出閲覧と匠分し︑
常にイタチごつこをしてい りが教育シリーズではない 併せて閲覧室でも設けてい
るから︑程度問題であるが が︑我々の生活から文字を た穿き︑出たところには日
生活面から見て高償なのが 除くことは不可能であるの 頃の問題や．懸案を解決し
残念です︒幸い村公民舘に は︑目からの認識が速く誤 たりする場にして欲しいと
一は豊富ではないが︑相当の りの少ないことであろうか 望んでいる次第︒
一冊子を備えてあるから皆で ら︑つとめて利用したいも
農繁期の防犯

へい

しい道をたどりつつある︒

さてわが青年会は今や新 の人女が血と汗の中からお 相集り︑研究し︑練習し︑
互の健康を守るために乏し ・個性的な明るいのびくし
た人間性豊かな人物への努
その第一は︑小柳初代會 い財力をしぼつて蚊と蝿の

う︒

ん︒もとより彼等の比では
ないが︑青年が青年である
限り等しく彼等に習わんと
するのは當然なことであろ

を志すも︑小人如何にせ

①日常生活のしつけといわ 役割の偉大さぱ誰しも認め
ざるを得ないところであろ
れる面
⑧ものごとの正邪善悪を見 ﹄う︒
同じく革命といえば我が
分ける道徳的判断の面
③杜會的民主的な道徳態度 幽の太李洋戦雫敗北の結果
も亦一種の革命とみること
と實践の面
となるが︑これ等のことが が出來よう︒しかし︑この
らをこどもたちの日常生活 場合ぱ︑蓮合國の強制的改
の中からとりあげて︑ー學校 革であつて︑断じて國民の
敏育活動の全体で指導され 熱烈なる意欲によるもので
ている道徳を補充し深め︑ はない︒むしろ當時の青年
叉部分的なものを統合した はその希望を失い︑虚無に
りし︑そして子供の自主︑ 走り︑瞬時の亨楽に酵つて
及び自襲性をそこなわない なすところを知らなかつた
ように細心の注意を梯つて 我々はその時代の青年と
して自ら反省して余りある
ゆく諄である︒
ものではない︒維新の英傑

一日も早くこどもの心情
にくいこんで︑こどもたち
の内面的な道徳性を高める
ためには︑専門家や先生に
まかせておることなく︑我
女一般民衆の協力こそ重大
であると考える次第である

散る

一

・山縣も︑竜馬︑新作も︑あ その性格を異にすると云え
の動飢期に青年として勇し ども各々民衆の中に浸透し
つつあることは嚴然たる驚
く活躍した︒
實に明治維新は時代の趨 異の事實である︒
勢とはいえ︑彼等の果した 私は村民として︑一公僕

適な伸びくとした生活が

力を続けることである︒
長の嚢案とたくましい實行 撲滅に逼進している︒
意欲よりなる衛生組合活動 この熱意をもつてすれば遠 但し︑このことぱ眞面目
の展開であり︑その第二は からすして我が中里村から さを欠く時︑極めて危瞼な
村
山
武
關谷前會長の踏み出したサ 病氣を追放される日が來る 結果をまねく恐れがある︒
我女は誇り高い青年として
新である︒西郷も大久保も ークル活動の徹底である︒ だろう︒私共青年は︑あげ
この二つの青年運動は︑ てこの運動に壼力したい︒ 名饗を傷つけられる行爲を
木戸も勝も︑伊藤︑井上︑
第二はサークル活動であ つつしみつつ︑一歩一歩力
る︒我々がこの山間僻地︑ 強く新しい世界へとその歩
まだ封建的臭氣粉々たる中 みを進めてゆかねばならな
にあつた︑如何にしたら快 いのである︒

青年運動について

ごれまで多くの議論の的 和憲法及び教育基本法の精
となつて來た小︑中學校の 紳にしたがつて︑人間の尊
道徳教育が︑教育課程審議 重とそれにもとすく︑人間
会の答申にもとすいていよ の暮し方の約束などをはつ
いよこの四月からはつきり きり打ち出そうというねら
とした形をとつて實施され いをもつている︒又戦前の
ることになつた︒
修身の如く上から一方的に
さてそこで父兄の方々に 押しつけるような意図はま
特に注意をいただきたいこ つたくなく︑要約すれば︑
とは︑學校で道徳が教えら
れるのだと安心され︑全て
を學校にまかせきつてしま
われたのでは困るというこ
とである︒今後一暦家庭で
の教育や地域枇会での生活
青年会長
について︑みんなで考え︑
よいあり方を作り出すよう
元來青年はその時代時代
努力してゆかないと學校の に於いて理想に生きんとし
道徳敏育も︑根無し草のよ 熱烈な行動性を持つもので
うな結果になることだろ あつて︑歴史的に見てもそ
の青年の果して来た役割は
う．
今度強化される道徳教育 非常なものであつた．
例を近くにとれば明治維
とは何かというと︑即ち李

、

塾≧三

道徳教育

中学校の

⁝．

＝二
＿＿＿

匠…

過日村公民舘の貸出図書一 ろ知らぬことの方が多かろ
から数冊借用して閲讃して㎜ う︒私は知つていると自負
いる．その一冊に塞誌一 している人は自分が何も知
﹁中魚沼の物語﹂を含めて一 らないと云うことに氣がつ
郷土の研究をしらせた著者一 かないか︒人生や社會或い
小林先生について折にふれ﹇ は宇宙とはこうであると自
目に止つたが與味深く讃ん︸ 己の色眼に映じたところの
だ︒郷土誌は他にも敷冊叢 みに限定している人ではあ
刊されている由である︒恥 るまいか︒大むかし流に表
しいながら私は末だにその 現すれば﹁我こそは大暉智
郷土誌にお目にか﹄つてい 識り﹂と力んでいる人はも
う過去の人であつて︑現在
ない︒
我々ぱものを知るに最も や將來に有釜な人間でなく
箪純なものから︑そして又 なつているのではあるまい
身近なものから知つてゆか か︒實に命絶ゆる迄︑常に
ねばならないと思う︒私自 何かを求め吸牧してゆかね
身は郷土のことのみか自分 ばならないことを今更思わ
のことさえ知らないでいる すにはいられない︒そして
のではないかと疑問をも その我々が必要である認識
つ︒私は常に思う︒人間の の体験︵實験︶は時間と機會
認識は体験と類推である︒ がないと容易に求められな
体験︵實験︶と類推は縄の如 いが︑類推である見聞は体
きものであつて共に相寄つ 験より容易である︒ ︵反面
ていなければならぬと︒
や︑薄つぺらであるかも知
又この目毘しく進歩す．る肚 れないが︶中でも讃書によ
會に於て森羅万象を知り得 る知識の吸牧は︑足が速い
るものではない︒只知る可 ので万人に迎えられる所以
く努力をしているだけであ であろう︒
ところが現實にはそう易
ると︒
いかなる人も知り墨せな 汝と問屋はおろしてくれな
いであろう︒いや知り壼せ いのは私が感するのみでな
るものではあるまい︒むし く︑昔も今も︑叉洋の東西
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直

蘭の愛玩五十年︵嚇︶
柳

ー栽培に自信i−
本屋敷

ない︒

のは蛇皮又ひび皮とも言 O百万円の宝くじ
う︒
ある農家の夕食後の家族
その中で優秀なものは班 會議の模檬である︒話がた
点の大きいのである︒君の まくもし寳くじで百万圓
蘭は剣葉には純然とした縞 あたつたら何に使うかとい

があるからよい︒蘭︒の葉は うことで︑家族の一人ノ＼

る︒一番初めの葉は牛たけ

◎五十五歳の父の意見

普通は五枚か︑まれに六枚 がそれぐの意見を襲表す
を以つて一本をなしてい ることになつた︒

p

甲︐ノ

しか伸びていない︒之が劒 家の建て檜しをすること︑
葉だ︒一本の事を﹁一篠﹂と 山林の買入れ︒

れ．山の中に生れて︐山の
中の百姓家に嫁に卒て年が
ら年中ぼとく彷き続け︑
ゆつくりした日とてなかつ
た︒善光寺さまも子供のこ
ろ一度行つたが信つきりし
た記憶もない︒直江津とか
へ行くと海が見えるそうだ
が︑この年になつてもまだ
海すら見たことがない︒百
万圓の金はいらないけれど
もみんなのうちの一人でい
いが︑善光寺さま詣りさせ
海を見せてくれないか︒臨
りに一晩でい﹄人さまのこ
しらいたご飯を食べて︑家
内でもいろいろと私に⁝到す

る非難がのしかかつている
︵中略︶職務を果してゆくか

原稿募集
皆檬の舘報﹁なかさと﹂．

い︒

れぐ自分の道徳的判断で

つた個人に横からあ﹂しろ
義的責任はいやでも残る
こうしろと指図しないとい
が︑それは親が自発的にそ
うのは肚會生活上の一つの

批判した︒不測の窮地に立

ろ／＼な人たがいろくに

K激授の態度について︑い どしく原稿をお寄せ下さ

は︑皆檬の聲をお待ちして
親として教育者としての おります︒どうぞお気輕に

てむられる︒

⁝⁝それとも私はゆつくり
考えて決断したい﹂と述べ

一なかさと⁝

◎子が職業︑住居︑生計
についてK教授は
﹁私自身︑公的な場と息子 などで大体凋立した場合に
ときり離して考えよろと努 は︑その肚会的行爲に劃す
力しても︑やはり血は水よ る親の社会的責任は極力う
りも濃い⁝⁝︒子供が四十 すくなるべきものであると
︑五十になつても親は生き 思う︒
◎學内の非難ということ
ている限り︑子供の生活の
シマリをしなければならな もこういう事件で父親であ
いび︵中略︶私は親として教 るK教授を責めるというの
育者として大きな責任を感 はおかしな話である︒
◎生み育てた親として道
じている︒この事件から學

◎中学生の三男の意見 一イセッ爲眞の製造販売のう 感情的には話ぽ違うだろう
た︒
先す植替の時期から九月 野球用具の購入と學校への 落が捻検畢された・これ が︒
より翌年の四月迄蘭は湿り 寄附︒
さて最後にこの家の主婦
過ぎるのを嫌うから鉢の底
一寸位小砂利又はレンガを 母の意見である︒
﹁むれはさき程からみん
細かくくだいたのを入れ︑
その上に繋ねて用意の養土 なの意見を聞きながら思案
を以つて植える︒ ︵鹿沼土 してみたが︑お金は何にも
でもよい︶植方は前号のよ ほしくない︒おまえたちで
うにして植える︒肥料は春 なかよくわけて使つてく
よい︒

先稀薄の尿を一回やれば
梅雨期は湿けがち故成る
可く水は控え目にする事︒

秋雨も同檬です︒夏は鉢
に直射をさける事︒養土は
害虫や虫の卵の撲滅方法を
やること︑年を通じ蓮日の
雨天に露天に置かないこと

前号の詩に﹁雨際護蘭﹂
は此の取持に當るのだ︒
︵次号︶

いのか

一大豆一

一課響虎一

︑幽

のことなんかみんな忘れて モラルであり︑家族主義的
◎あととり長男の意見
誠意をつくせるだけつくす
農耕機械の購入と農作業に ゆつくり温泉にでもつかる 肚會観がまだ根強い日本に のが望しいのであつて︑他
ことができたら︑死んでも 特に必要なエチケツトであ
必要なモークーのすえつ
いいと思つているがな︒﹂ ると思われるが︑成人した 人が干渉すべき筋合ではな
け︒
李凡な話のように思われ 子供に封して親はどのよう い︒等々︒
◎二十三歳の妹の意見
敷師としてのあり方︑學
台所の改善による家事労彷 るが考えさせられる問題が な態度であるべきかという
いろく含まれていると思 ことについて多くの問題を 者としてのあり方などから
の輕減と嫁入り支度︒
一まだく多くの意見が出さ
◎農業高校生である次男 う︒どう考えたらよいので なげかけている︒
れた︒
あろうか︒
◎三十にもなつた息子に 胎動期に於ける︐考え方は
︑の意見
封して親は肚會的に全く責
デンマークを中心に海外留 ◎親の慧見
東大のK教授の長男がワ 任ばないと思う．道義的︑ 考あるべ窪のか．．t⁝．
學による農業研究︒

ごう考えれらよ

て︑あ︑蘭があるね︒あの
叉新潟縣には春蘭協會が
鉢を持つて來て見たまいと あるという事だけ聞いただ
いうから之を手渡すと︑あ けで︑會長さんや︑所在地
︑これはよい覆輪だなと云 を聞いて置かないのは今に
う︒
なつて誠に遺憾である︒此
葉の爾へりに元から尖端 の時宥蘭の作り方について
まで白い縞のあるのが覆輪 色々と読明も聞き指導も受
肇︑整然と白い縞のあるの け︑くわしく教えてもらつ
が縞蘭というもので︑虎と
いうのは豆粒位の白い班点
が所々ににあるので其の中
にも粟粒位の小班点のある

軒端に蘭鉢のあるのを見

今から三十年以上も前の 云うのだ︒是だけの品だか
專であろうか︒郡農會の斡 ら蘭の會に入りなさい︒
旋で貝野村で柿の接木をや ﹁国香会﹂と云う全国を一
圓とした會で︑東京都下谷
つたことがあつた︒
その時の技師が︑接木の 旺天王町二〇朝倉熟内に會
時私の宅へ雨やどりをした 費二圓を添えて逸ればよい
ことがあつた︒その技師が とすすめたが自分は入會し

春

題

早植問題を中心として

圓一

ムゆモ

恐ろしい日本脳炎

火の用心

又早植すると︵特に畑苗︶ 巾三尺︑株間五寸前後に一 移植後︑氣温の高くなるま ︑故に襲病しないからと云
初期生育が極めてよく︑無 〜二粒播きがよく︒施肥量 で敷ワラの代りに古ピニー つても知らないうちに感染
効分ヶツが多くなり︑うつ 反當硫安二〜四メ︑熔燐八 ルを敷くピニールマルチン している人は莫大な敏にな
中部地唾農業改良普及所
かりしていると秋落して減 〜十メ︑塩加ニメ位を標準 グが極めてよい成績を上げ る謹で︑この感染者のうち
治 郎
樋
口 虎
牧となる場合多く︑從つて とし堆肥︑石荻ば耕起前全 ている︒植付初期に古ビニ 抵抗力の弱い年少者が最も
特に湿田︑老朽化水田︑漏 面撒布︒播種前大豆にBH ールを敷き︵溝だけば敷か 多く恐しい病気にかかつて
この記事が時期的にみて の地帯では一般に一口に早
水田等には元肥重点よりや C︵︶・五％粉剤をまぶせて なく畦上のみ︶活付後氣温 いるのである︒
間に合うかどろか︑いささ 植と云つているが︑．從來の や追肥重点に考えた方がよ
防
播くと︑初期虫の障害が が高まつてから敷ワラに攣 予
か心配もあるが︑皆さんの 田植時期からみて︑早植と
いと思われる︒しかし之は 少ない︒土寄は三回位がよ える︒地温が高まり︑苗の
病氣にかからないように
頭の一隅において頂けるな 云うより適期植と云う言葉
チツソ質肥料と云うことを く︑第一回は本葉三葉の頃 根づき︑育ちがよく︑土の
す
る
の
が最もよいのは当然
らば幸いと思つて筆をとつ の方が要當と思われるが・：
特にことわつておきたい︒ 子葉まで．第二回ぽ本葉四 水分が蒸嚢しないので灌水
で
あ
るが︑ではどうすれば
⁝とに角︑今までの田植よ
てみました︒
第二に栽植方法は出來得 〜六葉頃初葉まで︵子葉の は少なくてすみ︑雨や灌水
よ
いだろうか︒
り少し早くなつて來た事は
るだけ並木植をやることが 上の葉︶第三回ぱその後十 などで表土のかたまるのを
第一に病気の仲立をする
確かであり︑少しでも早く
日〜十五日にして︑第一本
望ましいこと︒
防
ぐ
の
で
︑
以
上
の
結
果
根
は
蚊を退治すること︒
植えたものは︑大部分の農
稻作の新技術として︑最
第三に︑田植後︑活付ま 葉まで土寄すること︒土寄 早く多く出て深く張り︑ 一
⁝美f〜︸︾
家は檜牧している︒
の牧量に及ぼす影響は大き 方肥料の分解も早く育ちが
も普及し︑あらゆる稻作農
で
夜
は
深
水
︑
日
昼
ぱ
淺
水
と
この早植栽培︵一感ここ
業の︑又経営全般に対して
し活付促進をはかること︒
い︒
早
ま
り
牧
量
が
多
く
な
る
︒
では早植栽培としておこ
改革するものとして期待さ
第四に︑活付後はときど
其の他︑果茱類の最近の
き
う︶の目的がこの地帯では
れているものは︑育苗技術
き排水なし︑根の伸長をは
技術が多いが充分研究早く
第二に日本脳炎の予防ワ
今では檜牧技術としてのみ
の進歩からしての︑早植栽
かり︑倒伏防止につとめる
果茱類に最近の新技術の とり入れることが望まし クチンが最近出來るので︑
とり上げられているから︑
培問題でありましよう︒
こと︒ ︵早植は茎敏多くな
い︒
一
つ
と
し
て
︑
古
ビ
ニ
ー
ル
を
予
防注射を受け免疫になつ
今年は中部地区に於ても 中晩生の品種が多く採用さ り倒伏しやすい︶
ていることである︒
早植手段としての育苗檬式 れているが︑今後増牧のみ
第五に︑早植にはつきも
でなく︑経螢の改良技術と
予防接種の受け方
の一つであり︑今後最も期
してあらゆる産業面に展開 のの病虫害︑二化メイ虫︑
待されている畑苗代が非常
初めての人は初回免疫
モンガレ病に注意︒この防
してゆくことがより現在重
︵二回接続︶前年予防注射を
に多く取り入れられた︒
要であり︑皆さんから研究 除にはBHC粉剤︵二化メ
うけた人は︵追加免疫︶一回
して頂きたいところであり イ虫︶モンゼツト粉剤︑そ
日本 炎という病気は残 仕末の悪い悪質な傳染病で をうけることになつてい
御 挨 拶
銅
剤
︵
モ
ン
ガ
レ
病
︶
で
万
全
を
ましよう︒
念ながら現在特効的な治療 ある︒
る︒この副作用ばなく︑県
中部地区農業改良普及所
流
行
特にこの地帯としては︑ 期すること︒
法
はないと云われている︒
では六月に各市町村に於て
樋口 虎治郎 畜産面への關運を考えなけ その他こまかいこともあ
この病氣になると三分の 日本脹炎の流行期は夏から
予防接種が實施されること
るが以上のことだけは充分
一は死亡し︑幸い死を免か 秋で本縣では特に七月下旬
津南地唾農業改良普及所 ればならない︒この問題は
になつている︒
注意して項きたい︒
れ
ても二十〜三十％は悪質 より十月中旬に獲生し︑蚊
に九ケ年近く勤務いたしま いすれ書くことにして︑こ
特に中學生以下の年少者
な後遺症が残る︒小兄マヒ が媒介するのである︒
して︑五月より︑中部地匿 の早植をやつた場合︑やる
ぱ︑マヒによる不具だけで
東京都の調査によると︑ は一人残らす予防接種を受
農業改良普及所に勤務する 場合の︑田植前後の重要事
けて︑恐しい日本 炎から
深耕し︑出來るだけ早播 あるが︑日本 炎はこれを サカリ蚊の三分の一はごの
ことになりましたが︑何分 項を上げてみよう︒
・体を守らねばならない︒
共よろしく︑御指導の程を 第一に施肥量は一般にぱ とし︑播種密度は一坪當二 加えて智能の障害を残すの 恐しい病氣の毒を持つてい
梢多く必要とされており︑ 十〜二十五株位がよく︑畦 で︑この点小兄マヒよりも たということである︒
御願い致します︒
こ

⑧
昭和35年5月20日

と
さ
カ》

な
第25号

昭和33年5月20日

と
さ
カ》

な

（3） 第25号

