豚コ レラの予防を

既に百六十頭発病

い︒

◆豚コレラとは？
病原体は濾過性病毒で病
豚の組織か︑血液︑翼尿等
に存在し︑これ等と接触し
たものは全て感染源となる
から恐しい︒また一度発生
すると根強く流行するのも

虎

一っ

治

郎

肚

幸か不幸か今の処平年よ

︵六月一日

を受けることが大切であ
る︒

②豚コレラの予防注射は必
ず受けること︒毎年四月か
ら五月に本県では実施して
いる︒この予防注射の効力

ればならない︒

ω豚コレラの発生地からブ
タや飼料等を移入しないこ
と︒県でもこれを禁止して
いるが止むを得ず移入する
場合は知事の許可を得なけ

◆予防

中■ ＋

所民所開
公 新
行 刷
村 町
発里印日

藷

、嗣

が︑まだくニタリとす

云うことになりそう⁝だ︒

るのは早い︒折角豊作と夢
みてたくさんつくつたタワ
ラを翌年へと繰越ダワラを
しないよう︑フソドシのヒ
モならん︑ ハチマキをしめ

なおしてシツカリ頑張るこ
とにしよう︒

さて先程も述べたように
今年はシソムシが極めて多
く︑しかも発生が長く続く
ものとも考えられるが︑こ
れらの収量に及ぼす影響極

し︑土地の人をつり込み押
されるようにみせて幾手も
打たせ︑一回で何千円もの
金をとるという仕組である
が︑これはいかに天狗様で
も勝てない仕組になつてい
るものであり︑手を出す者
こそ馬鹿というもの︑御用

玄関口に書架があり靴を
はいたまま本を借りること
が出来るのは︑都会の図書
舘ならいざ知らず本舘だけ
である︒これは田圃の帰り
がけ︑買物に出た帰りがけ
に気易く立寄つて見れるよ
うにとの考えからである︒
それかあらぬか利用率は最
近非常に増加して来た︒し
かしここに皆様に反省し協
力していただきたいことは
本をもつと大切に取扱つて
いただきたいことです︒

これは若い人に多い例で
あるが︑四︑五人来ると書
架の中がめちやめちやに乱
れ逆にされているもの︒全
集物の中へ他の本をはさん
だりするものがいる︒又図
書の利用が高まれば高まる
程破損率も多くなることは
当然かも知れないが︑しか
し破損したら繕つて返納す
る位の図書に対する愛情を

は多大である︒

αい

名を書くもの等︑数え上げ
ればきりがない︒更にひど
いのは何も書かずに本を持
つて行く方もいる︒後で票
及び図書の整理をしようと
しても非常に困難であるば
かりでなく前に借用して既
に返納した人の所へ︑返納
通知がゆくようなことにな
り迷惑や手数をかけること

ふきのとう

無
雪のうつ．ろに
﹁ふきのと﹂出てた

﹁ふきのと﹂たちに

じつと つぼみの
顔ふせていた
雪を消やして

そつとひかりを
あびせてやる

さりとてアゼの斜面位︑又
不良草の採草地︑畑の多い
人は畑の一部にも︑特に桐
の木の下など位は誰もが納
出来播かれようと思われ

︵﹁こだま﹂より︶

やわい日ざしに
つつまれながら
きつと可愛い
目をさますだろ

芳

このようなことが度重な
れば貸出方法をもつと厳重
なる方向にもつてゆかねば
もつていただきたい︒
次に図書貸出閲覧票には ならなくなるだろう︒しか
し出来ることならば気軽に
つきりと部落名︑氏名︑年
貸借出来る現行の方法でゆ
令︑借用期間を明記して頂
きたいと思う︒どうか本舘魅
きたい︒
の意図するところをよくお
氏名しか書かないもの︑
汲みとり下さいまして︑明
弟や妹の名を書いてゆくも るく楽しく読書が出来るよ
の︑戸籍台帳に記載されて う御協力願います︒
いる字と違つた字を用いて

田植休は
七月醐日
中里村の田椿休は七月

尚本舘では︑日どりは

一日です︒皆様方の楽し
い一日であるように︒

今の所未定ですが︑皆様
方の労苦に対し感謝と労
をねぎらう為に巡回映画
を予定しております．巡
回の節は家中こぞつてお
出下さるようお待ち致し
︑

ます︒

七播こうもんならあの人は
ノメシで︑アゼのシヤウヤ
クでもしない︑モツタイナ
イモソだノシ︒﹂と大変だ
と云う︒この部落でもアゼ
草を夏はキレイにむしり取
り︑アゼギワの田圃の土を
とつてアゼ全体に塗つてし
まう︒アゼ塗りから夏のア
ゼの手入から大変な労力奉
仕だ︒地域によつても異な
るが︑アゼは鎌で刈取つて

さて前文が長くなつたが

う﹁o

ギワの稲もろハラシくなる
⁝⁝と私どもも思うのであ
るが︑簡単に出来ない何か
観念的な問題が潜んでいそ

る︒

入れることが重要である︒

その牧草︑オーチヤード
グラス︑クローバの混播で
あり良質な飼料をより多く
生産と家畜を桶り多くとり

も早い︒

畑に反当り堆肥三百〆︑
硫安八〜十二〆︑熔燐八〆
塩加二〆︑石灰三十〆位を
施し︑オーチヤ！ド反当り
四百〜五百匁とレツドクロ
ーバ︑百五十匁位を混合播
種する︒これをこのまま栽
培してもよく︑又秋この株
をアゼ︑其の他のザツ草地
に移植することもよい︒ア
ゼやザツ草地はマキツケよ
り移植が確実であり︑繁植

今がまき時期︑今年は少
しなりともやつて頂きた・
養の高い牧草に転換すべき
い︒もうアゼもカザツテお
であろう︒又畑地の多いと
ころではアゼに豆を作らな く必要もなかろうと思う︒
いで牧草をまき家畜のエサ
に回した方がしかもよいと
思う豆を作らなければアゼ

いる草刈場等︑どんく栄

域に於てはどうか野草の少
い文不良なザツ草の多い地
域に於てはアゼの斜面の広
いところ︑悪い草の生えて

ように良質．な野草の多い地

にキレイに草をとリベトを
アゼ全体に塗つてしまうの
と︑二通りあるが︵外丸も
そうだが︶アゼは田圃のガ
ザリモノでもない︒野中の

オジジ︑オババは畑で草 豆の根元にのみベトを上げ
るのと︑今の野中のよう

頃になるのだ⁝⁝と云うこ 業に熱心︑誰よりも早く新
とになるが︑桂に設置して 技術をとり入れ︑部落内の
ある予察灯からして察する 普及者である立派な有畜農
に一応次の時期を目安とし 家だという︶
話はアゼ豆のことから始
て頂ければよいと思う︒
三十一年の最盛期は六月 まつたのであるが﹁お前さ
ん畑が多いんだからアゼな
十六日前後となつており︑
んて豆をつくらないで︑畑
に豆をつくり︑アゼに牧草
を播いてはどうですか︒﹂
と話せば﹂オラ方ではアゼ
に豆をまかないで︑草なん

三十二年は六月二十日頃と
なつている︒今年は今のと
ころ何時になるかおよそ今
年の気温︑天候の予想から
しても︑今までより一週間

尚薬剤だが︑一回とする 取︒セガレは隣で草まきと
云つてもセガレの播いてい
場合EPN又は︑ホリドー
ルをこの時期にするのがよ るのはザツ草ではない︒モ
ウ君のエサである牧草のタ
く︑BRCの場合︑この時
期よりやN早目に︑しかも ネ播き︑草こそ異なるが対
今年当りはBECの場合二 象が面白い︒乳牛に誘惑さ
回撒布が最もよいのではな れて畑に牧草をまく農家が
かろうか︒二回の場合薬剤 多くなつた︒
先日︑事務所に水沢村の
の経済的見地からしてBR
野中の農家で相当年輩の人
Cをおすすめしたい︒
さてこのように云つても であつたが訪れ︑ ︵後に聞
ではそのガの最盛期は何時 くと水沢村の村会議員で農

目安とするのがよい︒

めて大きいので︑薬剤撒布 内外早くなることを予想1
の適期をのがさず実施して ても一応よいのではなかろ
頂きたい︒特に今年は早植 うか︒
さてこれで大凡の適期は
が多いが︑このような田圃
は薬剤二回撒布は必要とな つかめたものと思われるが
繰越ダワラをたくさん残し
ろう︒
まず撒布適期をつかむこ てネズミに喜ばれぬよう︒
とが大切で︑一回ですまさ ◎ザツ草を栄養の高
せようとする時はガの最盛
い牧草化そう
期より十日〜十五日後位が
津南では酪農の関係もあ
よく︑二回の場合は五日後
迄と︑十五〜二十日後位を ろうが︑畑の多い農家では

心御用心︒

図書貸出に協力を！

普通使用する消毒薬では
の熱性疾患の何れにもあて は非常に高く︒注射後三週
はまることが多く︑又最近 ︐間で免疫効力が現れ︑六〜 ク・；ルクレゾールが最も
軽い発熱︑食欲不振程度か 八ヵ月間は持続する︒肉豚 効力があり︑クレゾール石
らはじまる豚コレラもある は年一回︑種豚は二回の予 鹸液なむ三−五％にして坪
ので︑うつかりしていると 防注射を受ければ大丈夫の 当り五升︵九リツトル︶程
度を使用する︒尚流行期に
とんでもないことになる︒ 訳である︒
養豚はわれく農村に現 までは豚コレラの最も発生
このような類似した症状 ③自衛手段としては︑年数 は畜舎の入口に︑消毒薬に
金をも︑たらしてくれるばか し易い季節であるから︑充
浸
した踏み込みをおくこと
回
の
畜
舎
消
毒
を
行
う
こ
と
が
が
軽
く
と
も
二
︑
三
頭
に
な
つ
りでなく肥料を供給してく 分警戒しなければならな た時には早期に獣医の診断 望ましい︒
が大切である︒

れるので大切な副業であ

る︒その上︑機械化の普及
により牛馬の飼育が非常に

減り︑代つてブタの飼育
が非常に多くなつて来てい
る︒が︑最近豚コレラの発
生により養豚者をふるいあ
がらせている︒

口

塾』』三、

誰でもやれる手合わせを
し︑景品を見せかけに出

馬鹿というもの

養豚発展の成否はブタコ この病気の特徴である︒
普通病毒の発生を受けて
レラの予防何如にかかつて
いるといわれる程で︑苦心 から二〜三十日で発生する
惨胆の末築き上げた養豚経 が︑症状はなかなかわかり
営も︑このブタコレラの為 にくく︑高熱︑食欲の廃絶
に失敗に終つた実例は我が 下痢又は便秘等のように他
中里に於ても二十年程前に
経験していることである︒

豚コレラは毎年本県では

樋

中部地区農改普及所

今月の農事一

薩多……

先日気象台の発表をみた
◎イネの大敵シンム
が︑この六月は雨少なく気
シ！
温も高くツユ明けは七月中
老人日くに︑シソムシの
旬頃の見込とのこと︒
多い年はタワラをたくさん
先程のシソムシとタワラ
つくつて待つていればよい
話
︑又今の気象台の発表か
らすると今年も又々豊作と
とロ

り気温が高く︑

より十日までの気温をみて
も平均より三度高い︶晴天
も多く桂部落の山本春吉さ
んを煩わしているシソムシ
の予察灯に誘殺されたガの
数をみても︑昨年より現在
極めて多い︒タワラをウソ
とつくつて秋を待つて頂か
ないと︑⁝⁝とは云つてモ
ウ今頃になつて何ネゴト云
つている︒ナソテいうごと

得・

新潟市周辺の養豚地帯に発︑

…唱
…∋、…

是非実行したい

……

になろうが︒

．︐一

●無﹄

●

…bを＞彦

近頃村の人達でお祭や町
生をみるのであるが︑今年
は五月初旬に中頸城郡三和 に出て︑．大道五目ならべに
村に発生し︑同郡妙高々原 手を出し多額の金品を巻上
町︑南魚沼郡塩沢町の三力 げられたものが相当ある
村に合計百五十九頭︵五月 が︑このようなものには絶
一日現在︶の発生があり︑ 対に近寄つたり相手になら
しかもいずれも県下からの ないようにすることだ︒
移入豚を初発豚としてい
彼等はサクラと称する自
分等の仲間にイ・イ・な服
る︒
現在なお持続の状況にあ 装をさせ︑さも通りがかり
るが︑梅雨期明けから七月 の人のように見せかけて︑﹃
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鶴巻 さち子

盤村演劃研究の意義は何かH

﹁山ゆりの会﹂のことなど

−

3

一

劇には先ずすばらしく
東田尻に﹁山ゆりの会﹂
という演劇サークルがあり 人生的な魅力があります︒
ます︒五月五日に角間で二 づ人間が︑舞台で︑人間の
つの劇を上演しました︒若 生活を表現したり︑それを
い熱意が一と月余の研究で 観て味わうことづの中には
早くも初発表会を開いたの噌 単調な日常生活では見逃し
勝ちな大きな緊張感や充実
です︒
演劇には非常に多くのエ 感があります︒劇を観︑演
ネルギーが必要です︒劇は ずることによつて︑自分が
総合芸術ですから︑独りの 生きているこの世というも
力ではできません︒ づひと のを︑改めて深い感動をも
りは皆の為に皆はひとりの つて味い返すことができま
為にタ働き協力し合つて創 す︒若い魂は常に生々とし
り出す大事業です︒金も手 た感動と︑充実した人生を
間も必要です︒無理解な人 追求して行こうとします︒
しかしこの魅力には毒素
からは︑
﹁芝居のまねなんかして何
も
あります︒
の役に立つ！﹂
演ずる人達には︑ タ 現 実
と云われます︒疲れるし の生活ではなかく得られ
気がもめるし全く大変な仕 ない賞讃の拍手や晴れがま
事です︒
し
さに溺れる危険があり︑
けれど︑その大変な苦労
観
る人達には︑現実の息苦
しい不満や苦労をいつとき
や困難を承知の上で︑
忘れるために︑はでやかな
﹁演劇をしよう﹂
と考える人達が︑今︑日 舞台に見とれ︑劇の幕がお
本中に︑沢山のサークルを りると︑元のつまらない日
常生活へと溜息をついて戻
作つています︒
演劇研究には︑すばらし ％魏鋤縞猫御惣一
い値打ちと︑魅力があるか
らです︒

やり遂げにくい﹂

しかつたのも事実です︒

にくいし︑正当な事を正し
く行う表現力や実行力が不
足しているのです︒過去の
学校教育に協同性や行動性
を高め育てる学習の場が乏
さ
あえて農村とは限らず︑

などいろくな悩みをも 私達日本人には自己をのび
﹁よき仲間作りのために﹂
﹁行動的︑社会的な表現能 つて集りました︒まだ研究 のびマ表現する力が足りな
力を持つ自己形成の為に﹂ の第一歩で問題が解決Lた いようです︒考え方や思つ
これはこの地域の青年と わけではありませんが︑五 ていることは︑人間的で美
して適確な目的だと思われ 月の発表の反省会にはタ以 しく立派なのに︑いざ形に
ます︒
前より変つて来たタタ人間 現わすとなると︑鹿爪らし
として魅力的だタ タ行動的 く形式ばつたり︑可愛い我
演劇をやれば︑い﹂仲間 になつたタと評されまし 子を

います︒

そこではつぎり把握して の自分達の生き方を改善し から︑紙の上の文字や画と
毎日の生活を少しづつ向上 は違う作用を持つていま
おきたいのは︑
﹁人間の生活は︑毎日の平 させたいと願う研究態度が す︒
山ゆりの会の青年達は︑
凡な暮しと仕事が本体で︑ ．演劇サークルには特に要求
﹁人前でしやべるのが恥か
されるわけです︒
この点︑山ゆりの会の青 しくうまく云えない﹂
年は︑正しい目的を持つて ﹁外部に責任のある仕事を
それが中心になるべきだ﹂
という事です︒農村の演
劇サークルは︑忙しい仕事
の合間をさき︑眠る時間を
削つて研究するのですから
タ研究は楽しく面白く︑苦
労が苦労でない位に魅力的
だが︑毎日の暮しは灰色で
も仕方がないチと思うよう
な研究ぶりでは︑唯の遊び
それもかなりぜいたくな遊

びになつてしまいます︒

▲V→

いと思つたことタ

タ正しい

と考えたことづは︑真直ぐ
に行動に表現されずに︑紙
の上か頭の中だけにしまい
込まれ勝ちでした︒
﹁協同で経営する方が有利

りで︑現実には仲好くなり

う︒

︵三面四段へ続く︶

だ﹂という自覚はあつても かつて中国の名優梅芳蘭
他人との意志交流がうまく 一行が来日しました︒接待
できなかつたり︑隣の倉の した東京の一校長は︑一行
立つのがしやくにさわつた の人達が大変美しい感じな

﹁この気持は利己主義的

だ﹂

なぜ素直な動作や話しぶ
りができないか︑できなか
つたか︑という理由は︑歴
史的︑社会的に沢山の説が
挙げられますが︑この歪ん
だ表現の仕方を捨てN︑心
清と身体が一致した素直な
美しい人間本来の生きる姿
を取り戻すべきだ︑と云う
結論には異存がないでしよ

人間が沢山のチエやエネ が作れるのか︒行動的︑社 た︒彼等自身でもタすべて ﹁この馬鹿やろこい！﹂
と呼んで抱きあげたり︑
ルギーを使つて創り出す仕 会的な人間が形成されるの の点でプラスになつたタ
事︵劇︶が︑本体の生活を か︒とふしぎがる人もいも タ人にすNめたい程の値打 おかしくないのに笑つたり
くだらなく思わせる働きを ことでしよう︒
ちのある充実した経験だづ 歪んだ身体表現がほんとう
に多い事が反省されます︒
と感じています︒
しては勿体ないし︑許され 演劇は動く体を使つて︑
人間の生き方を表現します
農村の生活を分析してみ
ないでしよう︒
遠くの若い美人に憧れる
︻写真は昔話﹁人買い太郎兵 ますと︑今までの農業形態
や生活習慣の影響からタよ
ような気分でなく︑目の前 衛﹄の一場面です︼

−
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早くメートル法に

なれましう

一声和す

轟灘覗鱗畔朧

漏擁曝勃認態穫

六花は全警の楽しみと信じ

ち

う

う

創造です︒何がより真実な
葱坊子丈それぐの風当り寝そびれしギター蛙の歌にを憧憬しつN句作すること
のか︒何が人間にとつて善
なのか︒美しい心とはどん
農の娘や卯花影に鍬洗う
師を迎う事の嬉しき初夏句ます︒
な心なのか︒そして私達人
日俳中里支部
春雷会
六 花 日本俳句中里支部は会員
間がどう生きて行つたら幸

噛鱗誉魂一

じ

桂仙

井ノ川

ロ

ち

じ

う

い

り

め

ほ

あ

ち

ヤ

泉芳空魚籠の心に重き卯勧花灘情の種もむくいず舷︑鰍畿継麺翼 せになるのか︒を︑仲間の
チヤソチヤソコ丸めてなげ葉桜の一歩近づく今朝の試墨染の衣まといて立小便
批判し合い・研究に懸命で 中で行動と体を通して学ぶ
て代掻く娘 泉芳歩
紫江
川流す・心ある諸員の御参加を というすばらしい値打ちが
こもつています︒すぐれた
婆けど山は神秘榔う輝蕨野を歓進僧の吹か勲行田角耀糞勃穆潔希望致してやみませ 劇を観る事も大切です︒す
ぐれた劇を創り上げ︑纒め
千似を掴みて映ゆる岩つN鮎釣の二声三声吊橋揺るN句を取り入れる事は︑一に
るのは一層値打ちのある学
峰月教養を高め︑一には趣味と 日俳中里支部長
桂仙 習です︒づ喜びと悲しみの
るつぼタと云える程︑激し

病室に母恋うのたうち彙聞耕中の目に夕焼の映りおりして自然と人との調和を計
く
一 声
峰 月り︑各自の個性により自然

りませんか︒

を研究し楽しむことが︑
私達みんなの幸せにつなが
る様に願い﹁山ゆりの会﹂
たちの発展を望もうではあ

るもの﹂

﹁演劇︑このやりがいのあ

ます︒

﹄火の用心

れ位だと︑実際にその量 この感想はよく耳にしま く火花の散るような体験の
県としては県内の各商店
を頭に入れることが必要 す︒確かにそうでしようが 中で︑励まし合い︑鍛え合
が遅くとも八月か九月頃に
私達はあきらめずに自然な うのですから︑上面や見せ
である︒
は尺貫法からメートル法に
かけでない仲間になるのは
切り換えられるように計画 ﹁今更らメートル法なんて 美しい動きをする日本人に
当然です︒
を進めて︑各市町村︑商工 ！﹂と言わずに何時︑何処 なりたいものです︒
だからサークルには誤解
六月七日は計量記念日で 実に種々雑多な計量法があ 会議所や商工団体等へ協力 ででも使用されるように一
がつきまといます︒
ある︒昭和二十六年六月七 り混乱している︒これでは を願つているのであるが︑ 日も早く慣れていただきた
﹁男と女がおそくまで騒い
日に現行の計量法が公布さ とうてい家庭の合理化等は 一般県民からも一日も早く い︒
人間の生き方を歪めて︑不 でいる﹂
メートル法に慣れていただ
・れたので︑これを記念して 考えられない︒
自然な表現を持つ人を増や
と苦々しがる人もありま
︵二面より続く︶
そこで︑おぼえやすく使 きたい訳である︒
毎年いろくな行事をやり
それには
ので︑その訳を考えてみた しました︒ギコチない表現 しよう︒数々の批判に耐え
計量思想の普及向上に努め うに便利で︑しかも国民の
そうです︒別に顔や姿がキ にょる生き方は︑連鎖反応 て今までの村になかつた新
八十パーセソトが知つてお 一︑換算をしないこと︒
て来た訳である︒
しい人間関係のモラルを創
一メートルは何尺になる一レイな彗隻心の持 式に更に多くのギコチない
と肖 今年はとくにメートル法 りしかも国際性もあるメー
形
式的な暮し方を作り出し り出す場が与えられること
とか︑六十キロは十六貫
の普及宣伝に力を入れてい トル法に統一されることは
人々を不幸にした様です︒ も︑演劇サークルの値打ち
だとか換算するからむつ
る︒これは既に周知の如く 当然であろう︒
がするので美しいんだ︒と 農村の演劇研究は︑このよ の一つだと思います︒
来年の一月一日から商取引 メートル法の実施はこれ かしくなるのである︒
うな不幸な現象を内側から
や証明にはメートル法を使 までに二回ほど延期されて 二．目分量︑手分量で量の 気付いたそうです︒
﹁とかく日本人はコセく 取り除く一つの手がかりを
わなければならないからで いるが︑今度は確実に行わ 観念をつかむこと︒
一
れることになる︒現に来年 味噌一貫目︑醤油一升と して︐いる︒卑屈だ︒動きが 与える筈です︒
あ為︒
ところが我が国の現状を 一月一日を待たず最早実施 いえばすぐピソとくるよ ギコチない︒だから洋画の
演劇は人間の生活の真実
心理学的な立場から見て
みると尺貫法だ︑ヤードポ しているデパートや商店も うに︑味噌ニキログラム 方が観て楽しい︒外人は堂
を追求する芸術ですから︑ も特にはたち前の若い人は
醤油ニリツルといえばこ 堂と振舞う﹂
︑ソド法だ︑メートル法だと 相当ある︒
劇の本質は模倣ではなく︑
心と体の成長のバラソスが
亀■⁝⁝■⁝⁝■一旧⁝一■⁝⁝■一一⁝一■⁝⁝■⁝⁝ー⁝一≡■⁝≡■⁝≡■一⁝≡■⁝一＝ー一⁝一一■⁝≡ー⁝≡ー＝甲⁝■≡⁝■≡⁝■畢
取れず︑スムースな対人間
関係を保てなくて苦しむ事
が多いのですから︑この時
期に行う演劇の勉強がどの
くらい有意義な経験になる
か測り知れないものがあり
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