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ひとりでいては
巻

なんにも出来ぬ
鶴

第五の人つまり私は黙つ

会
いて開催

祭りはみんなて
れのしも

くなる︒

晴着を着せてよ・ての若い

その人達とひざを交えて懇 衆にみせたい︒
談会を行つて見たのである というようなおNよそ祭り
統一の趣旨とはかけはなれ
が︑
◇祭り位い楽々やらせても 一た考え方をしている人が少

れぞれ部落のなかに出て︑

このたび公民舘では︑そ ◇せめて祭りぐらいは娘に

一向に話しが進まない︒

らいたい︒
新生活運動の一環として
秋祭りの統一を公民舘では ◇祭日を変更すると︑村に
変りごとが起きるとか︑
すでに三年来から︑ ﹁人．こ
とではない︒あなたのこと ◇神様に伺いをたてたら今
までの通りがよいと言っ
なんだ︒これではみんなが
困る︒もつとしんけんに考
た︒とか︑
えてみようではないか﹂と ◇祭りをみんな一しよにす
ると実家へ泊りに行けな
呼びかけてきたのであるが

菟ノ

ろうか︒

︑℃

たかが年に一度のまつりぐ
らいという気持ちがけつき
よく︑むかしからの古いし
きたりのなかから抜けきれ
ないで自分の生活に苦しめ
られ︑追われている現状で
はないだろうか︒あれもこ
れもと一度にそうゆうなか
から抜けきることはむづか
しいだろうが︑まづ祭りを
みんなで一しよにやること
を実現し切角汗を流して働
いて得た金をもつと生産面
に活かし︑また身もこころ
もすりへらすアネサやカツ
カサ達を祭りの日の過労か
ら解放してやれないものだ

らいたいたいのである︒

る︒人工衛星が飛び︑宇宙
旅行が夢でなくなつた時代
に︑自分たち農村人が合理
的で︑明るい︑豊かな︑住
みよい村づくりをする為に
はまづ一歩一歩無駄な生活
から脱脚するように︑考え
工夫していく人になつても

だけよければいいとは思え ていました︒実はしやべ 私は今の世界観を変えなく くないのにはおどろいた︒
ない︒何かしら人に役に立 り出すときりがないから てはなりませんね︒猫の目 言うまでもなく公民舘が
のように︑風の中の羽のよ 提鳴する祭り日の統一には
つて生きたら︑同じ苦しい です︒
ひとりでいては︑何にも うに変るのはいやだ︒なん ・単に期日を統 するという
暗い世の中でも︑楽しくな
るのではないだろうか﹂︒ 出来ぬ︒という文句を御存 て頑固を言うのはおかしい ことではない︒自分たちの
日常の生活のなかにとりの
続いてもうひとりの人は 知ですか︑私の世界観で でしよう︒
だんみ＼によく変ること こされている︒非合理的な
す︒ ﹁手のひらの歌﹂とい
﹁人間の作つたしやばに︑
が出来る︒我々人間は︑そ 古い﹁ものX考え方﹂や習
苦しいの︑つらいの︑容易 う歌の中にあります︒
第六の人︑つまりこの文 うゆう存在だと思うので 慣︑即ちその生活態度を改
でないのと切ながつて負け
を読んでいるあなたは︑ど す︒・てうゆう人間が多くな めてもらいたいというとこ
ても一生︒
こんな世の中でもよくな うゆう意見ですか︒どれも れば︑今より住み易い世の ろにねらいがあるのであ
るように︑少しずり小さい 気にいりませんでしたか︒ 中になる︒でも︑ひとりで
ことからでもなおして生き 御自分の意見が一番いいと ぽつんと考えこんでいても
るのも一生︒俺は苦しいの 思つていらつしやるでしよ 変化発展出来ないのが人間
ですから﹁みんなみんな手
に負けないで生きてみた う︒私もそうです︒
けれども︑もつといい生 を結べ﹂という文句が好ぎ
い︒だが︑なんぎだなあ︑
酒を飲んだ時は元気がでる き方や︑考え方が生まれる です︒御意見待つていま
かも知れません︒そしたら す︒
がなあ﹂︒

青年研修

ある人がこういいまし ないことは確かだ︒︑
カと言
た︒﹁今の世は︑民主々義 つてひとりひとりの人間が
だ︒ひとりひとりが自分の 集つてこの世を構成してい
仕事をうまくやつて︑自分 ることを忘れるのは損なこ
の考える通り︑好きなよう とだ︒私は︑自分の食物︑
着物︑何から何まで世界中
に楽しく生きればいい︒
全体主義は︑まつぴら の人と関係があることを知
だ︒個人の意志は誰からも つている︒多数の人達︑つ
まり社会の中で自分が支え
束縛されたくない﹂︒
もうひとりの人はこうい られているのだから︑自分
いました︒

﹁今の世はまだく民主々

義には遠い︒ひとりくが

熱意と希望により八月二十
五︑六日の二日間角間校に
おいて村教育委員会が主催
となり︑公民舘が主管し実
施されることに決定した︒

講師として︑県教育庁社会

この外村の教育委員会︑公
民舘の職員が指導にあたる
研修内容は
◆第一日目 青年団活動と
地域社会とのつながり
他団体との協調について
出稼ぎの問題
公民舘とのつながり
◆第二日目nグルーブ活動
と青年学級
部落青年団活動
地域社会とのつながり
当面している問題点

楽しく生きられるようには
角間校にお
なつていない︒いつ原子爆
弾が落ちるかわからないよ
うな世の中かも知れない︒ た櫛難鍵伽譲静塾
人間のチエで人間が不幸に
なりつつある︒放射能のた
めに︑カタワの子供が増え
ているということだ︒とて
もやりぎれない暗い気分が
する︒せめて俺だけでも無
難に楽して生きたいが︑望

﹁今の世の中は容易で 坂国夫先生等が予定され︑

みを持てない︒不安な毎日 教育青少年係長山田沖哉
をだらだら送つていくだけ 先生︑県教育庁中越出張
所社会教育主事佐藤徳治
三番目の人は言いまし 先生︑県社会体育指導員保

だ﹂︒

た︒

……』…・

…雇

藤田委員長

匠誕…

墜上三

勤務評定について

圓團国

灘纏諜糠塾瓢筆灘謹雑

い・よ・着・工

感ヒれこと
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結婚式には御
利用下さい

つて何等かの方法で勤務状 で︑教育の効果をあげる為 その後村長を始め︑関係機 娘さんの結婚準備も進めら
舘 肚
況を評価して人事管理を行 には︑之を行わないより行 関の方︑地元のみなさんの れていることと思いますが
所民所聞 つて参つたのでありまし う方がずつとよいと云う考 一致した努力により︑八百 挙式︑披露は力めて簡素に
公 新
て︑それを今後︑より計画 え方に立脚して行うのであ 五十万円の予算を以つて九 しかも厳粛に行うように考
行 刷
村 町
的に公正に行うことになる ります︒従つてその結果に 間x十六間︑その外九間× え︑工夫してもらいたいと
⁝⁝⁝
思います︒
発里印日
訳でありますから︑このこ ついては︑十分慎重に検討 三間のステージ付のすばら
ρ塞誓
中 ＋ との為に教職員が自主性を して︑先生方の意気を高め しい設計により︑いよく 公民舘での公営結婚Hこれ
なら何んの心配もいらず
失つたり又上司にへつらつ 明るい気分で仕事にいそし 来月初旬着工することにな
経費も少くてすみ︑これ
たりするようになるとは考 めるように︑活用していく つた︒
に越したことはありませ
えられません︒教員の任務 べきであります︒この点に
んが
は教育に専念することであ つきましては︑本県の評定
地理的条件などからそれが
から︑誠実に職務を遂行 内容は日教組の申入れを相
どうしても出来ない人もあ
五 郎 る
教育委員長 藤 田
している人がよく評価され 当大巾に受入れて︑随分
十一号台風の猛威もわが りましよう︒それらの人に
ることは当然であり︑又適 緩和されていることを承知 中里村には大した被害もあ 対しても式用の諸用具︵掛
に摩擦が起つたとしても︑
その都度その障碍を排除し 切な勤務評定が行われるこ 願いたいのであります︒先 たえず︑順調な豊作型のみ 軸︑カソ鶴︑その他︶は貸
般東京都に於ては︑この間
つつあく迄も実行に移すと とによつて教育の効果は高
のりの秋をむかえようとし 出し致しますし︑貸衣装の
題に関して多数の先生方が
斡旋も致しますから気軽に
いう固い決意でありまし まり︑教育上好結果が期待
ております︒
出来るものと考えるのであ 行政処分を受けるような不
た︒日本の教育の中立を現
それと共にこの秋の伜や 利用して下さい︒ ︵係︶
詳事が起きています︒誠に
皇︸皇3Φ零■03＝O零申＝33呂＝＝3＝●O馴餐
実に守るものは誰か︑とい ります︒何事も初めからう
まく行くものではなく︑や 残念のことと申さねばなり
く
らいの気持がなければ叛
現在教育界の重大間題と う事になれば︑結局任命制
りながら改善していくとこ ません︒何卒当中里村に於
るまい︒
なっている勤務評定の提出 であつても教育委員以外に
ろに意味があると思いま きましては︑この問題に関
︹その二︺ 私共は村民の
時期が九月に迫りました ないのであります︒不肖私
去る六月下旬から村民慰
す︒教育の難しいところは しては先生方も村民の皆様
皆様方になるべく良い映画
が︑この間題を続つて各地 も亦本村の教育に関する最
勤務評定どころではありま も全面的に御協力下さつて 安行事の一つとして︑映写 を観ていただき︑楽しい一
で末だにゴクくが繰返さ 高責任者の立場から︑その
せん︒然し乍ら難しいから 不愉快の事熊を起さぬよう 会を各地でやつてきました とときを過していただこう
れていることは︑教育上非 信念を堅持しているもので
︐と云つて教育を行わないわ 切にお願いする次第であり が︑その際感じたことを二 と︑色々と協議を重ねた結
常に悲しむべきことであり あります︒従つて日教組の
つばかり︒
けにはいかないのでありま ます︒
︹そのじ映写会の終つ 果︑予算の関係上︑最少限
ます︒本県に於ても先般県 言い分を全面的に否定する
す︒勤務評定の場合も同様
下の教育委員長と教育長を ものでありませんが︑教育
た後の会場をみると︑もの 一戸当り十円の負担金を各
区長さんを通してお願いし
集めて説明会を行いました 委員会と日教組の意志の不
す．こく汚れている︒ざつと
紙屑だけを集めても炭俵に たのでありますが︑それが
が︑その結論として法律の 一致により︑惹起される事
二俵はある︒これ等の多く 何と集つた金額が戸数の三
定めるところにより︑県が 態はあくまでも県の方針に
は尻の下に敷くためか︑は 分の一にも満たない部落が
立案した規則により市町村 基き︑その障碍を排除しつ
い よ・
き物を包むために持つて来 あつた︒
教育委員会が実行に移すこ ﹂平静の裡に魏然たる態度
映画を観た︑観ないの問
今春水沢村が一方的に貝 校の解消を中里村に通告し た新聞紙であろう︒
とは当然のことであつて︑ で実行に移して行く決意で
題ではない︑現代社会人と
之を否定する何物もない筈 あります︒さて︑先生方の 野組合立学校の︑姿︑安養 たことから︑今年予定され 道徳教育が叫ばれている
今日︑自分で持つて来た紙 して︑何か欠けるものがあ
であり之を実施することに 勤務評定というものは︑今
屑くらいは適当に処理する るのではないだろうか︒
よつて︑万一日教組との間 迄も教育委員会や校長によ

三ゐづ彦
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会

一

1衛

福籏町三十三年度住みよい棚土建股計画

会議その他

市指導者講習会
タを

4一

5輌叢墜蒲騙
会

市推進大会

反 省

ゴ︑・・薩理

省

指導者講習会

市体験発表会

︸

反

便

鼠取計画会

検

反 省 会

薪年度計画打合会

﹇

境

︵指定地区︶
市では環境衛生推進指定
地区を各所に設けているが
指定地の育成には︑技術的
援助を行うが︑経済的援助
を行わないことを原則とし
ている︒だが一般に行われ
て来たモデル地区とその性
格を異にし︑指定地区はあ
くまでも自主活動を主体と
し︑全市組織の中核となる
ように育成指導を行つてい
るのである︒

昭和三十一年十一月現在
の指定地区数をみると︑農
村地帯十四︑市街地四︑計
十八となつている︒
指定地区の一つ福永町︵市
街地︶の年間計画表である
︵参 考︶

▽ゾール剤五〇倍又は三〇
毎朝の五分間清掃
倍でうじ︑ぼうふら︑防臭
殺菌
る︒干すことによつて湿気
▽BRC粉剤 のみ︑しら を取り︑雑菌を殺し︑ふと
み︑だに︑蝿︑蚊を殺しよ んの長持ちが出来る︒
▽道元禅師曰く 一に清掃
せつけない︒
▽ふとんほし 人体から一 二に清掃︑三に清掃すれば
晩にコツプ一杯位の汗が出 蚊も蝿も鼠もいなくなる︒

村民球技大会
幅を広め伽参加数

＿＿i

1

へ・−■

嶽

8
ロ
鋤

・欝

⇔野

球

次の通りである︒

屋敷︑新屋敷︶

一位九チーム︵小沢︑本

小原︶

二位ニチーム︵田中︑桂

之内︑阿寺︶

八チーム︵宮中︑堀

芋川新田︶

崎︑通り山︑桔梗原

三位三チ1ム︵荒屋︑山

四位

尚当日雨天のため︑三位
⑨卓

球︵男子︶︑

決定戦は行われ繊かつた︒

ロ

一位六チーム︵芋川︑倉

誌粋日晶︵轟翫．
田代︶

⑨卓球︵女子︶
一位 六チーム
一二位

七チーム

ニ位三チーム

八チーム

⇔排球︵男子︶
一位三チーム
一一位

溝︶

三位四チーム︵上山干
⇔排球︵女子︶
一位 一一チーム
ニ位 一ニチーム

三位八チーム

⇔籠 球
ド︑東電グラソドの二会場 一位五チーム︵高道山以
南小出を含む︶
で行い︑競技種目は例の通
り野球︑卓球︑排球籠球の 一一位 四チーム
四種目で︑卓球︑排球は男 三位 一チーム︵田沢︑如
来寺︑芋沢y

羅縢

一一−＿＿＿7『

9﹁環蟷群u

組織面をみてみよう︒

環境衛生についての目的
七月二十八︑九日中里村
衛生組合は︑会長以下部 は︑わが中里とほぼ同じで
落代表及び各関係者を交 あり︑又特記するまでもな
いので省かせていただくと
して︑直江津市の場合住み
よい郷土建設運動は如何に
して行われているか︑その

えた一行三十六名は環境衛
生のモデル地域として早く
から知られている直江津市
を再度視察した︒そして環
境衛生の重要性を再認識す
ると同時に︑今後の中里村
の衛生活動に一層の努力と
協力を誓つて有意義なる視

以下直江津市の衛生活動

察を終つた︒

状況を少しく紹介しよう︒

地区衛生委墨
町内衛生委員会数

町内 会長
一二院
四五〇

村駿難鑓肱聖酔雛簾講罐盤犠効

直江津市の世帯

「
一』

し
ほ
ん
と
ふ

←（一斉駆除）

一㎜惟
薬剤の合理的使用
一一一一

一（隔週）→康
1
（環境駆除）→1

ねずみと

り

掃
清
曜

障

一世帯︑四一 仁︑ 二八八人 つた︒途中夕立に見舞われ一が多数の為︑田沢校グラγ 一女ともこれに参加︑戦績は

数及び人口数は八︑五〇

︵参考︶

衛生指導員数

償数一

専問部制

9百 8 7 6
il40
12

1
釧 2

（兼6）8

一石「 九

日
←（適宣）一一

｝

︵ 直江津市︶

件のもとにある︒

直江津市は海陸交通の要
地であり早くから商工業が
発達した地であるが︑町村
合併により出来た新しい市
であるから︑農村地と市街
地に分けられ︑又海を控え
ているので複雑な地理的条

︵衛生活動︶

織︶

右のような地理的条件で
画一的なやり方では衛生効
果は上らない訳で︑その地
域に適した方法をとつてい

︵組

繍欝獺曝
i九

員年人長

生係団

ようになつた︒

当地のように畑地の多い
地帯には問題も少々あろう
が︑畑地の少ない農家に於
ては今後水田裏作を大いに
採り入れて経営の向上をは
からねばならない︒その水
田裏作の対象作物は何か⁝
⁝それは何はともあれ家畜
のエサであり︑家畜のエサ
の自給度を高めることによ
つて有畜経営の安定が約束
出来得る︒その家畜の種類
は今度は役畜でなく用畜
︵肥育牛︑又は仔の生産又は

サ

う◎

それで当地の水里畏作に
家畜飼料と云えば︑レソゲ
草︑麦の青刈等今まで多か
つたが︑その外に今後入れ
たいものに︑イタリアソラ
イグラスと云う牧草と︑飼
料かぶである︒この二つだ
けは未だ充分栽培方法が普
及されて居らないので次に
栽培方法の概略記してみよ

なけれはならない︒

工

イタリアンライ
グ一7ス

不要︒

蒙舞権羅

一

璽獲雛襯駕糞

響糧努蒙が最至

②苗床 畑に四尺の研冊を
作り︑八月中︑下旬頃播種
反当播種量四〜五勺でよく
苗床に三寸の条播をなし︑
二回間引して三寸間隔とす
る︒反当苗床面積二〇〜二

について

▽長岡若草寮▽中魚沼養老
院▽内野新潟学園です︒

な事業に使われています︒．

さて本村の昨年の募金総
はみなさんの御理解によ
約七万三千円を全部消化
︑配分金として三万八雫
を受けています︒
この配分金は村の福祉協
議会事業費として次のよラ

▽施設収容者保護費
▽季節保育所
▽才末援護費
▽浮浪者費
▽その他保護費︵身体障
害者︑未亡人等︶
毎年行なわれる共同募金 ︸を受ける施設事業はといい デソマークやスエーデソ
の使途は一体どのようにな ︸ますと︑国を除いて県だ．け では一人一人の国民が必ず
つているのだろうか︒それ 一でも次のようになつていま しも上流階級の生活をうら
やんでいないそうです︒
は誰でも聞いたり又知つて ㎜す・
十五ケ所 二れはこれらの国の社会
いなければならない事だと 一▽養老院
一▽︑医療施設 ・
七ケ所 福祉行政の行き届いた結果
ヤ
の
それではこの募金の配分 皿▽更正保護事業施設五ケ所 檸であろうと思う
田心います︒

○○〜二一〇〇貫位︒

⑤播種量 反当四〇〇匁
かぶは水田裏作の場合︑
一毎楡穴鶴筆壽て・
⑥播種法 落水直後タテ︑
移植栽培でないと出来得な
ヨコに数等分して播くか︑
一
その中に肥料を入れ︑苗を
いむその なは
ノコクズ等で増量してムラ
植える︒施肥量反当硫安一
のないよう田一面に均一に
く その他︑畜試丸かぶ︑ 〇〆︑熔燐六〆︑塩加二〆
播種︒
石
灰三〇〆︑追肥に十月中
下
総
か
ぶ
︑
小
岩
井
か
ぶ
等
も
施肥量 反当硫安五〆︑
下
旬硫安四〜五〆︑収穫は
よい︒
十一月下旬頃︑又雪の下に
し春先消雪直後収穫しても
よ︑し0 秋収穫して冬期間の
牛の肥育︑豚などの飼料に
は極めてよい︒反当収量八
る︒

熔燐六〆︑塩加二〆をイネ
刈取直後に撤布︑又石灰二
十〆位もやる︒春消雪直後
硫安八〆程追肥︑畑地は二
度刈出来るが二度刈の場合
は一度刈後硫安二〆位をや

⑧管理秋タテ︑ヨコ排水

すぐやるか︑エソシレ︑ージ

肢体不自由施設一ケ所︵は
まぐみ学園︶があり︑その
中現在中里村の人で御世話
になつている施設は▽新潟
あけぼの学園▽長岡母子寮

③種子の予措 一昼夜水浸 にするのがよい︒又乾草も ．五坪︑苗床の施肥量坪当り一 其の他授産施設︑公益質屋
堆肥二〆︑硫安八○匁︑熔 更正指導施設等がありま
し後水を切りムシロ上にひ よい︒
ろげて明るい場所で芽出を このライグラスは春耕起 燐七〇匁︑塩加一〇匁︑石 す︒この外児童福祉関係施
設として児童相談所三ケ所
家畜の
あ際細かい根が一ぱい張つ 灰二〇〇匁位︒
し
︑
根
が
伸
び
な
い
う
ち
に
播
保母養成施設一ケ所︑助産
㎝ているので大型の耕転機か ③本圃︵水田︶ 定植期は九
く◎
技 帥
㈲播種期 八月下旬〜九月 一畜力でないと耕転が困難︒ 月中旬︑早生稲刈取後︵苗 施設一ケ所︑乳児院三ケ所
中部地区農業改良普及所樋
床に約二十〜二十五日育て 養護施設五ケ所︑精薄通園
上旬︑遅くとも九月十五日
機械化が促進され︑水稲 家畜︵特に牛︶の減少が目立
た苗︶水田耕転機で耕起︑四 施設一ヶ所︑教護院一ケ所
頃
ま
で
に
イ
ネ
の
落
水
直
後
︑
の栽培技術︑特に早植技術 つているが︑誠に困つたこ 又イタリアソライグラス播
〜四尺八寸の畦を作り︑株 母子寮十五ケ所︑保育所二
が普及され収穫が早くなり とであり︑より以上に機械 種後︑イネを二週間以内に 霧霰唯が．ソゲ草よ 間八寸位の二〜三列植とな 六二︵十日町三ケ所︶
極めて水里畏作が出来易い を駆使して︑家畜のエサの 刈られるようにすること︒
︑飼料かぶの栽倍
自給を図り用畜を盛んにし
口

育成︑豚︑緬山羊︑鶏等︶
栄養の高い一年性のイネ 溝︵深さ四寸︑巾五寸位︶を
である︒
堀り︑根雪前セレサソ石灰
﹁この牛はオトナシクテ︑ 科の牧草であり︑葉が軟か
トツテモよい牛だから﹂な く家畜が非常に喜んで食べ 撒布︒
⑨刈取 一度刈の場合五月
んと云つて使い牛に家族同 る︒
下旬で反当八○○〜一〇〇
構何年もツナイで置くのは ω適地 当村の平場の排水
少々考えもの︒肥育にする 良好な水由︒レソゲ草より 〇〆︑二度刈の場合五月上
旬頃二寸の高刈し︑六月上
か︑仔の生産をやるか︑ 雪に強い︒
中旬もう一度刈つて反当一
何れかに廻す必要があり︑ ②整地 水田裏作の場合︑
それにはエサの自給度を高 イネ早生種の立毛中にレソ 〇〇〇〜一三〇〇〆︒
ゲ草同様播種するので整地 ⑩利用方法 青刈で家畜に

最近機械の導入と同時に

めると云うことになる︒

｝
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