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1其の

を作ることはできない︒

されるということでは自分
で考えることのでぎる人間

であるが︑や﹂もすると公
民舘などの教育機関にもた
れか﹂り︑自主的な学習態
度がない︒教育機関が依存

郡市社会教育大会よリ
郡市社会教育振興会主催
による第四回郡市社会教育
大会は︑去る十月二十六日
田沢小学校で中里村主管に
より盛大に催された︒郡市
内の社会教育関係者団体及
び一般参加者など約四百名

なおこの大会の講師とし
て︑自本社会教育学会々長
東京大学教育学部宮原誠一
教授を招聰し︑社会教育の
反省と今後のあり方につい

行われた︒

るとはいえない︒

精薄児などの特殊教育の
必要なものは別であるが︑
普通の人間の場合でも今日
の社会では中学校教育だけ
では教養や知識が充分であ

われなければならない︒

の人達が集り︑明かるく楽 ②学校教育と社会教育との
しい豊かなくらしができる 総合
社会をつくるために地域の
学校教育と社会教育を別
問題や︑実践のようすなど 個に考えることは誤つた考
について活澄な意見の交 え方であつて社会教育は常
換や話し合いや研究討議が に学校教育と結びついて行

て講演があつた︒

社会教育の反省と今
後のあり方

ならないと

ゆうの

へ

しかしながらいま中学校
の卒業生の就職者と進学者
の割合をみると大体四二％
から四三％が就職し︑五八
％が高等学校へ進学してい
る︒約半数が中学校を卒業
しただけで社会にでている
・が︑少くとも高等学校程度
の基礎教育を受けなければ

愛玩用鳥獣飼養に

も

オ

少年達が青年団でグル！プ る︒いたづらに学校教育のに公教育的な本質と性格を ◎正当な手続を得ないで野
活動やサークル活動をやつ 模倣みたいな青年学級ではもつものであるから︑教育 鳥を捕獲したり飼養すると
てもなにもできないのでは 勤労青少年の教育は満足さ基本法の︵良識ある公民た 狩猟法違反として六ヶ月以
ないかとおもう︒
れないが︑今日の勤労青少るに必要な政治的教養は教 下の徴役．又は三万円以下
本郡市の中学校卒業者の 年の自主的な学習的な学習育上これを尊重されなけれ の罰金に処せられます︒
進学率は三六％位になつて 活動についてもいさxか疑ばならない︒︶というこN 国許可申請の手続
役場に申請用紙がありま
ているがせめて高等学校程 問がある︒
ろ構えが必要であります︒
すから︑印鑑及び許可手数
度の教育を子弟に受けさせ ③社会教育の政治的中立
︵次号へつマく︶
料一五〇円持参下さい︒
てやらなければならないの
社会教育も学校教育と共︑
但し農林大臣あての申請
ではないか︒勤労青少年の
は︑手数料は不要でありま
場合定時制高等学校を利用
す︒
︵産業経済係︶
させることが良い︒また定
言
つ いて一
時制高等学校に行くことが
俳 句 展
できない人達のために長野
小鳥飼養について︑知つ す︒そこで近く一斉取締り ◇小中学生の部︵其の二︶
県須坂市公民舘では青年学
級で青少年に県立高等学校 てか知らねか︑ほとんど無 も止むを得ないと関係機関
の通信教育を受けさせてい 許可で飼つているようで から通知もありましたので
天小串三山本み毒
こ﹂に飼養するにはどうし 草むらにほNずき赤くむし
なければならないかお知ら ばみて
せします︒
地
e野鳥を飼養するには
土倉中三 山田 ハナ
狩猟法によつて捕獲を許 稲刈つてそつと眺める手傷
されている﹁うずら﹂﹁すず あと

土倉中三関沢守

たより書く机に枯葉舞いお

く土倉中三志田ハツ子

へ
め﹂等の狩猟鳥をのぞく一
．小出中三 山田 一恵
切の保護鳥は飼養許可が必
月高く稲を背負つた影法子
要です︒
今後愛玩用として飼養す 五客
倉俣中三 滝沢イッ子
る場合とか︑現在無許可で
飼養している場合は知事に 縁側の雑誌をめくる秋の風
小出中三 鈴木 国雄
願い出て飼養許可を受けな
ければならない︒この場合 柿一つ枝に残してからす鳴
マヒワ︑ウソ︑ホホジロ︑ヒ
バリ︑メ．シロ︑ヤマガラ︑ウ ちる

グイスの七種は知事に︒コ

一仕度

マドリコガラ︑オオルク︑シ 寒々と晩秋なげくふくろか
．シユウガラ等その他は農林 な 小出中三 山田ヨネ子
大臣に申請することになつ 稲刈りにあれた手を見てタ
ています︒

中里ク優勝U
﹁郡市柔道大会

蜘腰篠響日町欝鰐隔麓腸㌔顕

衝を続けた結果国鉄側の考 より合併の促進をはかり︑
えも変つて︑何とかすると 県審議会等にも陳情を重ね
云うところまでとなりまし て参つております︒
た︒来年度国県予算編成ま
尚十月七日︑水沢村役場
でに決定を見たいと考えて において両村の連絡協議会
を開き︑十月中に正式な促
おります︒
七組合立貝野小
進委員会を結成する意向で
ありましたが︑水沢村の種
改築工事
年度頭初より幾多の問題 々の事情で今尚その段階に
を起し︑村民の皆さんに御 入つていないことは︑村民
の皆さんに申訳ない次第で
心配をおかけしましたが︑
各位の御協力により去る十 あります︒
その他皆さんの請願︑陳
月十三日上棟式をあげまし
た︒現在八割位の進行状況 情による事業や︑国県関係
の補助事業等幾多の未解決
となつております︒
八中部町村合併の
の問題に対しても︑各位の
促進
御協力により︑逐次解決し
貝野村合併当時の協定に ていきたい考えであります

oと出中と君つし

通促進

なす大て郡 勝く
つる会来代尚を健
たこにる表三飾斗

いたりました︒十一月二︑

三両日企画庁県東北開発事
今年実施分の工事ば︑約
務所開拓課長等来村︑来年 七十︒ハーセソト完成してお

に場越しはた優

れるよう関係官庁と接衝申 現在関係官庁と接衝中であ︑
舘 肚
請中でありますが︑経過は つて︑速やかに復旧工事の．
着工出来るよう努力してお︑
良好であり穿す︒
③段丘地開発事業
ります︒
当村としては︑間断なき 四上越西線
運動をつづけて参りました
関係方面と接衝中である．
去る十月十九日・ 郡市柔﹃ わが中里からは︑ 阿部一
が︑水沢村地区の関係から が解決は仲々困難である︒
道連盟主催による中魚沼郡・ 男二段︑服部猛司︑ 樋口正
その実施は促進せず現在に 五十二線道路の開

所民所聞
公 新
行 刷
村 町
発里印日
中 ＋

一を中途半端で了つた場労青

幸

度より本格的調査に入り︑
ります︑二の道路について
おそくとも昭和三十五年度 は︑郷土の発展上是非とも
より実施出来るという明る 開通しなければならないも
い見通しとなつております のでありまして︑県内関係
三災害復旧対策
町村一丸となつて促進する
今年七月い台風において よう陳情をつづけておりま
七川流域に災害をうけ︑再 す︒
度九丹︑二十一号︑二十二 六宮中えん堤通路
橋促進
号台風によつて︑各河mの
橋梁堤防その他の構築物を 今年三月調印の運びとま
始め︑耕作物の災害を受け でなつたのですが︑国鉄側
からの支障により不調とな
国県施行による橋梁︑堤 つた︒その後五回に亘り接
ました︒

つております︒

防等は逐次復旧
施行の運びとな

ます︒

年度内復旧が不
能の状況にある
ものも多々ある
ことは︑誠に残
念なことであり

旧に対しては︑

尚清津川田尻
堰堤︑市之越護
岸︑道路等の復

（轟艦晶騨）

社会教育の原則について
①国民の自主的学習
社会教育の本質はすべて
の国民にあらゆる機会あら
ゆる場所を利用して︑自ら
実際生活に即する文化的教
養をたかめ得るような環境
を醸成してやり︑国民が自
主的に学習するということ

村政経過報告
橋

文化祭よリ去る＋一月三日文化の日にわ

題
込み
昭和三十三年度も四・二
半期を経過し︑年度頭初に ⑤新農山漁村振興建設事業
そのほとんどは県費補助
計画された多くの事業や︑
ぞの後に於ける新設事業︑ 事業でありますが︑皆さん
国県等の関連する補助事業 の建設的な意欲により︑よ
り効果的な事業を加え︑大
等を常に間断なく計画し︑
又実施して参りましたが︑ きな成果が期待されており
今迄の経過の概要を村民の ます︒
先ず倉俣牧道の完成︑白
皆さんに御報告申し上げた
羽毛種蚕飼育所の竣工をみ
いと思います︒
た外︑各農協を主体とする
一土木産業関係
乾燥施設の完成は︑今後の
ω清津峡橋架替竣功
供出米の質的向上が期待さ
予算額九〇万円
②角間道路新設工事現在施 れ︑皆さんと共に喜びにた
えません︒
行中
何れも新村建設促進法に 二開拓事業関係
よる補助事業でありまして ①球田地区中里地区七町一
県補助が両者合せて約一四 反開田出兀成
②豊里地区開田
〇万円であります︒
農林省開拓事業所の閉鎖
③小出温泉道路近日着工の
見込 み
により︑非常に難色を示し
④へつり雪中燧道工事︑本 たが︑今度特別不振地区対
年度四十五万円着工の見 策事業として︑取りあげら

村長高

が中里村では文化展、特産物共進会、仮装大会等
多彩な催しがあつて約三千の観衆が集り、楽しい
一日を送つた。 【写真は文化祭仮装大会の行進】

（写真は貝野小学屋体）
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犠︑

9￥．

と轡

ことが．でき︑豚の生産費が

までは使つていい︒

二割として一〇〇匁となり

保健婦さんは赤ちやんの
今後の注意としましては
素質や体質︑げてれに家庭の 段々身体的発育に伴い精神
様子︑お父さんやお母さん 的発達に注意しなければな
そして姑さん方の知識程 りませんが︑次してあせら
度︑その他赤ちやんを中心 ないよう少し位遅れてもよ
とした総合的な生活環境な い環窺の中へおけば︑必ず
知らず知らずのうちに呑み よい発達をすると思いま
込んでおられますから︑最 す︒その子︑その家庭に適
も適切な相談や指導を出来 当な方法をとり一歩々々前
るレ．思います︒このことが 進しましよう︒忘れてなら
ないことは予防接種を完了
育児上最も大切なことで︑
今後も迷われるようなこと することと︑三才ともなれ
なく保健婦さんとよく相談 ば子供達は友達と遊．ふこと

の豚で志めればエサの・全体の

残菜は水分︑セソイが多い
割合に養分少ないから︑多
鈷にまぜると発育なにぷら
せる︒まず全体のエサの二
割位というところだろう︒
これも乾物の口方である
から︑生の場合はこれは五
倍量とする︒先程の十三〆

中里村役場衛生係

α℃

良い子に育．礼ようと思えば

を欲します︒自分の子供を

なければなりません︒

やはり他の子供達も良くし

う︒

︵上村病院・古田恵︶

私自身お手伝いさんや近
所の方々の温い御厚意御助
力のおかげで子供を育てて
いるのでありますが︑私も
母親の一人として地域の母
親達が手をにぎり合つて子
供達の健康の上に躾の上に
お互いを育てあつて行くつ
もりで︑子供達の環境をよ
くすることに努力しましよ
＝＝一．⁝三⁝＝．＝三⁝監一一5・＝・．︒⁝電

県下一斉駆除運動は︑そ
うしたみんなの協力で︑自
分自身の生活を︑明るい住
みよいものにしようという
主旨により開始されました
要項によれば︑死鼠一匹
に対し宝くじ抽せん券一枚

一協力をお願い致します︒

さえ唱えている租であり︑
村
と
しては︑無償で殺鼠
事実樺太や瀬戸内海の島で
剤
を
配付し︑各地区毎に︑
鼠の大繁殖により島民が移
区
長︑衛生自治会︑推進委
住した話．題も耳新しい︒
員︑婦人会の協力を求め︑
それはともかく︑われわ 技術指導要項説明会を行い
れは身近にまず恐るべき鼠 十一月中旬を期して駆除実
の経済的損失︑その不衛生 施に入る予定です︒
何卒みなさんの絶大な御

る︒この計算でゆけば︑本
凝蘇麟欝鯖嫉噂

マイモの利用方法を考えて

にドソくこのようなサツ
頂きたい︒

今日から発売
お年玉つき年賀はがき

交化祭

台風一過農夫無言の頬とが

地如来寺池田露丘

与える景は乾物の日方で全 幼名を呼ばれ柿食う里帰り

カがなければ普通の米ヌ 七〜八割与えてもよい︒こ
カでもよい︒米ヌカの五％ のイモヌカサイレージは簡
コロイカルを米ヌカに混ぜ 単で︑しかも豚が喜んで食
ておき︑それを細砕したイ べ︑貯蔵が長く出来︑リツ
モに混ぜる︒この混合した バな養豚飼料だ︒
ものを桶︑ サイロに詰め
尚イモとヌカを混ぜる時
る︒詰めた上にビニールを に若い牧草︑青草等をチヨ
張り︑フタをしてかるくオ ツパーにかけ細砕したも
モシを上げる︒又桶︑サィ のを少々入れると︑全くよ
ロのほか︑○・一︑・・リ以上 い完全飼料となる︒又コヌ
のビニールの袋に詰め︑口 ヵ︑フスマ混合ヌカを使つ

砕し︑イモの二割の脱脂米 時は稚少なく魚カス等を之
ヌカを混ぜる︒脱指米ヌ に少友加える︒肥育の時は

生イモをチコツ︒ハーで細 量の七〜八割程度で仔豚の

よう︒

むしろ少なめの方が無難で の割合論ぜて詰めるイ恐 型のものないくつか作り︑ 昭和三十四年のお年玉つき
次友に使うのがよい︒大き 郵便はがきが︑本日十五日
ある︒脂肪が厚すぎると値 ヌカサイレージ︒
引されるし︑とくに枝肉精 ⑤畑から収穫したイモとッ なものだと︑空気にふれる から郵便局で発売していま
等方式の共同出荷の場合な ルをともに細砕して約一割 上層面が広く︑いたむ量が すから早目にお買求め下さ
多く︑豚がいつも変質した
ど不利になる︒
の
ヌ
カ
類
な
ま
ぜ
て
詰
め
る
︒
︐
い︒四円と五円︵どちらも
ツルや残菜︑又は草類は などの方法がある︒農家の ものを食わされやすい︒
くじ付︶
多量にやつ︑生産費を下げ 条件によつていい方法を選 だから口径一メートル︒
たいが︑豚の食うことので べばよいが㈲⑤の方法がよ 深さニメートル程度の円筒
形コソクリートサイ・がよ
いだろう︒
きる量はきまつているし︑
俳句展入選句
次に最も今後普及性のあ い︒これだと内容三四〇貫
◇一般の部︵其の一︶
る㈹の方法︑イモヌカサイ 〜三八○貫位入り︑肉豚︑
天荒屋樋口無芳
レージの作り方な述べてみ 三〜四頭の肥育に使える︒

mそのとき細砕あるいは千 大きさはおよそ二十五セソ
チ四方の長さ一メートル位
切りして詰める︒
②丸のまま生デソプソカス のものがよい︒出来上りは
一〜ニヵ月理度︑使いはじ
とまぜて詰める︒
③蒸してつぶしながら詰め めてからもなるべく表層を．
空気にふれさせないように
る︒
ビニ！ルをピツタリ張つて
㈲細砕又は繊切りし︑イモ一 おく︒養豚川のサイ・は小
一〇〇にヌカ類一一〇ぐらい

にすることをおすすめした㎜ を結び︑納屋などの冷所に てもよい︒
以上サッマイモと豚につ
穣むこともよい︒この袋の
い︒
いて述べたが︑飼料の自給
率を上げ︑養豚経営の改善

一村でも毎年喰害だけでも六

ければならない︒

住民の日常生活に極めて 百万円の損失を繰り返して を引き換えたり︑駆除成績
優秀な部落に対する表彰等
身近であり︑被害が多大で いることになる︒
もありますが︑何れにせよ
東大の岡田教授は︑その
ありながら︑直接的苦痛が
一斉駆除は︑明るい話．題と
ないために従来︑駆除の徹底 鼠繁栄論において﹁人類の
して皆さんの口にのぼらな
次には鼠の世界が来る﹂と
を期しがたかつた家鼠に対
し︑県下一斉十一月十日よ
り十二月十日の期間に︑そ
の徹底的駆除運動が展開さ
れることになりました︒
県内二千万匹の推定生棲
数をかぞえ︑被害は驚くな
かれ三十億円といわれてい

﹁駆除しょう

皆んなで鼠を﹂
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わが国の育児問題で︑昔 点にこだわつて心配する必 しながら︑立派に育ててい
ただきたいと思います︒
から今日にかけておそらく 要はありません︒
将来も大きな問題は離乳期
昭和三十三年度中里村健康優良児の表彰式が︑十一 の育児でありますが︑離乳
月九日︑田沢地区公民舘で行われ︑二十五名が表彰さ ばかりでなく︑子供の発育
れた︒この日検査及び審査にあたつた上村病院の古田 というものは︑個人的に大
きな羨がありますから︑そ
女医先生は次の如！︑・審査報告をされた︒
の
体質や素質に従つて大体
の．標準に身心共に発育して
優良乳幼児審査報告 一 選外とし︑大きさの順位は
村の公民頷と国民健康保皿 上の方でも筋肉︑皮膚の緊︑ いるならば︑あまり細かい
険が一体となり︑毎年優良⁝ 張度︑既往

︑生れた時⁝
非常に小さ
く︑現在も
標準体重に
なるかなら
ないかのと

その他に

す︒

げられたも
のもありま

乳幼児審査並び曇彰が玉 藩催瓢
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児検診姦しました親旦

嶽灘騰綱瀦亜
月から︑本年二月迄に出生
された百四十三名に対し︑
関係者が集りまして書類審
査をし︑男女各三名を入賞
とし各々九名づつを入選と
致しました︒

マ

審査の方法としましては ころである
先ず標準以上の身長︑体重 けれども︑
をもつていること︑特に体 一家の育児
重に重点をおきました︒こ 的関心が強
れは乳児において体重が現 ノ＼ノ︑ トンごリい
則正しく増加しないという ながらも順
ことは︑母乳の不足︑調乳 調な発育を
なら量又は質︑或はその両 示し健康で
方の不適︑養護の不良︑疾 来られた赤
病等を考える必要があるか ちやんも努
力賞として
らです︒
こうして先ず選び出され 一名加えら
た赤ちやんの中から︑体は れているは
大きくても平常病気ばかり ずでありま
しているような赤ちやんは 一す︒

とサツ

優良乳幼児表彰式記念写真

芋ヅルの利用法
この割合というのは︑乾 生で五倍量の五〇〇匁位と
芋ヅルをはじめ︑四季を 物の目方だから︑生サッマ なる︒
通じての残菜類は︑ドソ ．芋の場合ばこれらの三倍の 養豚用サイレージ

的でない︒

粉質は豊富だがタγバク質． 下げられる︒このサイレー
が非常に少ないから︑これ ジの方法はこ の紐佼に述べ
を補うものを適当量まぜな る︒芋ヌカサイレージ等と
いといけない︒タソパク質 同時に最近︑チヨツ︒ハーを．
を含むエサで豚に最も利用 利用盛んにやられる︒
率の高いものは魚カスと大 芋とツルを使う限度
豆カスである︒生魚クズで 芋は体重八貫以内の幼豚
もよい︒これらは単価は高 では全部のエサの二〜四割
いが効率がいいから︑結局． 十六貫ぐらいまでの中豚で
安くつく︒従来使われてい は四〜五割︑それ以上の肥
るヌカ類主体のエサは経済 ．育期には五〜六割から七割

っ蓄ごに︑サツマ仕干はデソ
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匁となる︒サツマ芋の給与
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て三一〇匁となり︑これを
中部地区農業改良普及所
生芋でやる場合三倍して九
虎 治 郎
樋 口
三〇匁となり︑即ちこの豚
ば一日量︑イモは九三〇匁
豚は元来︑多汁性のエサ は多量に食べにくいことと
を好むし︑やわらかで水分 残菜類などは貯蔵がぎかな ということになる︒
あまりこの量より多く使
の多いものがよく消化され い︒
うと脂肪がつきすぎ︑赤肉
る︒だからサッマ芋を与え
＃﹄が︸︺れを︑チヨツパ ーな
る場合︑生のままでもよい． どの機械で細かくすりつ．ふ の割合が少なくなるから︑
が︑できれば粉砕したりサ・ してド・状にし︑豚の好む
イレージにしてド・状にす一 芋や魚粉と混合すればらく
るか︑又は煮て︑甘さと温． に豚の腹へ入るし︑このす
かさとやわらかさを同時に． りつぶしたものに適鼠のヌ
兼ねそなえた形にすれば一 カ類をまぜてサイレージと
すれば︑年間を通じて使う
層豚が好む︒

豚

ドソ豚のエサに活用すべき ・目方やつてよい二とにな サッマイモはそのまま貯
だ︒
蔵すると腐りやすく︑とく
る︒
しかし．豚は牛などと違つ 例えば体重十三〆の豚に に収穫期のキヅイモや多収
て七ソイを歯でかみ砕く力 は乾物の二非で一日最は体 穫性り品種は貯蔵に上る損
が弱いから︑芋ヅルや残菜 重あ四％位で給与量五二〇 失が多いから︑サイレージ

人 新屋敷 羽鳥 海人
月澄んで帰らぬ夫を慕いけ

り

五客 貝野 石沢天来子
出稼の夫の便りや秋灯下
田中 岡村 利雄
就職の朗報湧く秋刀魚の餉
田中 関口 竜子
浮雲に乗るが如きの鷹の舞
桂
山本ケソ子
想い出を辿る坂道柿落葉
小原 岬樋口 修三
交配る白衣の胸に秋日満つ

り
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