村づくり家づくり
ー其の一一ー
郡市融会教育大会よリ

ーボーイ︵遊離している人︶

︶ 小集団学習のあり方
②
︑社会教育の方法
Φ 社会教育活動の分化と
小集団学習という二とは
統一
単に小人数のものが集つて
国民が自ら生活に即した も一つの構造をもつた学習
学習をやるということにな 集団でなければならない︒
れば︑多種多様な問題があ 中核となる世話人︵リーダ
るが︑たとえば農村の場合 ー︶と︑積極的に活動する
経営規模の相違︑教育程度 人︵キユーター︶が育つて
の差異等によつても関心や こなければ小集団学習の効
興味を寄せる問題はかなり 果はあがらない︒このよう
違つているとおもう︒本来 なことからすれば︑小集団
の人数は六名ぐらいが一ば
んよいとおもう︒十五︑六
名になると︑しばしばプレ

社会教育の内容はきわめて
多元的でなければならない
のであつて︑様々な内容を
もつていてよいのである︒

しかしそれはお互いにばら
ばらであつてよいというの
ではなく︑お互いに学習の
交流をはかつてゆくことが
大切である︒たとえば政治
の間題︑社会の問題︑個人

の立場としての問題であ

きりさせておくことであ

がみられる︒六名ぐらいで
あれば︑各自がつねに主体
でなければならないから︑
学習の密度も一ばん高いの
である︒小集団学習をすN
める場合︑注意しなければ
ならないことは︑司会者は
自分だけで満足するという
ことに充分気をつけて︑で
きるだけみんなに発言させ
るように努めることが大切
である︒もう一つは積極的
に協力してくれる活動家と
世話人の分野︑役割をはつ

る︒また婦人会や青年団の
なかにグル！ブが生まれた
場合︑その団体の他の仲間
にもたえずその学習の成果
を反映し︑呼びかけること
が大切である︒社会教育活
動の分化と統一という考え
方を団や会のなかで生かす

る︒リーダーは仲間の質問

や疑問に答えるだけにとど い︒また小集団学習では︑
め︑指道．的な態度をとるこ 教材学習が良いか︑話し合
とは慎まなければならな い学習が良いかと一方にき
めてしまうのではな
く︑両方を適当に組

﹂めることが大切である︒

舘が外から入つて指導にあ
たる場合は︑そのグループ
のなかに充分腰を落ちつけ
てやるのでなければ意味は

わが国の社会教育は明治

ない︒

以来やNもすると形式的に．

終つてしまうという傾向が
あることは深く反省しなけ
ればならない︒社会教育は

養老院を慰問して
田沢地区婦人会長吉楽

を囲んでな．こやかに楽しく

※感想

楽しく過してい

次に寮の各部屋を案内さ る中にも一抹の淋しさを抱
れましたが︑どの部屋もき いている︒二の生活が果し
ちんと整理されており︑又 て宿命なのか︑中に憶切実
誰一人として汚れ見苦しい な物語もある︒私はこの人
達の過去の人生を深く考え
者はいないようでした︒
老人達は私共の慰問を待 させられた︒お互に同情の
ちわびており︑知り合いの 心を持つて社会を明るくし

的な設備でした︒

風呂場︑広間︑何れも近代 過して参りました︒

局︑荷物預り所︑応接間︑
院長室︑向つて右に台所︑

去る十一月九日田沢地区 つて︑なつかしさ︑嬉しさ
婦人会は︑土市養老院にみ は又格別の様子で．こざいま
な様の厚いお情けをお届け した︒
次に私達婦人会は︑おと
致しました︒
養老院は︑玄関近くに薬 しよりの少しでもなぐさめ
にと歌︑民踊等︑この人達

ハ ル

写真は宮原誠一氏の講演

上︶

行かなければならない︒︵以︑

霧器難義

また社会教育主事や︑公民

たが失敗してしまつた︒そ
み原因として考えられるこ
とは︑機械的に各部落に共
同学習をもつても中核体と
なる人物がなかつたという
ことである︒そこにあらか
じめ目途をつけないで︑い
たずらに機械的に部落単位
に小集団グループをつくつ
ても労多くして効果はあが
らない︒そのような場合に
は二三力部落のなかからそ
れを見出して共同学習をす

とも大切である︒

齪合わせて学習するこ
とが大切である︒な
お教材については︑
．歪生きた教材について
・たとえばその土地に
直接関連のある産業
経済︑政治の問題な
どについて村会議員
などから話を聞くこ
その他新聞︑雑誌の
切抜きや︑機関紙︑

文集などの交換をや
つて︑共同学習をや
つてゆくことが良い
長野県のある婦人学
級では︑生活のなか
から生々しい問題を
とりあげ︑文集をだ
ているが︑このよ
ヤうな活動を通して教
材を豊かにして行く
・ことが必要であつて
素手で話し合うとい
うことでは学習の効
果はあがらない︒機
械的に部落単位で共
一同学習をやるという

■

︐・︑聾的篁年間やつて見 ︐八を見るよりはやくとびよ なければなるまい︒

︐璽雛蕪継

一

冬期学級講座晒計画

置をもつているが︑︑中里村

！・プ活動と表裏一体の関連

貝野小︑屋体竣工

竣工成つた屋体及びステージ

来よう．

感◇

貧しい農家の子から関白に
なつた豊臣秀吉は︑猿面冠
者といわれる程醜男である
斯う考えて来ると︑他に
も多く数え上げることが出

醜悪な顔をしている︒

る︒又楽聖べートーヴエソ
の写真を見ると︑如何にも

たという事がいわれてい

あつたことも事実である︒
例の聖哲ソクラテスは屠が
厚く︑鼻が低く︑醜くかつ

た人は︑しばく醜い人で

従つて醜い事が劣等感の原
因になることは︑決して
くない︒殊に女子は男子よ
り美醜を気にかけ︑醜婦は
強いひけめを感じ︑屡々ひ
がんだり︑ひねくれたりす
る︒然し歴史を見ると︑大
事業をした人︑社会国家に
貢献し偉大なる足跡を残し

い︒人間として考えて見る︐
ことでないでしようか︒

両親や周囲の者からほめは
やされて有頂天になり︑其
の結果とかく人を見下げる
態度をとり︑年と共に現実
の社会を離れて空想的とな
り︑高慢になる者が多い︒
そして甚だしくは美貌を生
活の中心とし︑美装をこら
し︑美食を好み︑ぜいたく
になり︑その為に心も身も
滅すようになり︑中年項に
なると唯一の誇りであつた
美そのものも衰え︑遂に地
に落ちた天女のようなみじ
めな生活を送る者が くな

美しく生れついた子女が︑﹄

・人問の美醜

◇雑

鶴繍謙葬稀費約八百五＋万円であ

公民舘では︑冬期農閑期学 ㈱学習内容︑生活課題の発
級講座開設計面をたてたが 見と問題解決学習話し合い
実施にあたつては青年団や．
婦人会︑農協など関係団体
と十分話し合つた上で開設
することになつている︒開
設計画の概要は次の通り︒
予ねて施工中であつた貝 校で多数来賓の参列を得て
◇開設計画・
野小学校の体育舘は︑十一 盛大に行つた︒
一︑青年学級について
本体育舘は︑九間張十六
①勤労青年の自主性を尊重 月三十日竣工したので︑・そ
し︑生活の実態や地域の実 の落成式を十二月六日︑同・ 間の鉄骨木造建築で︑村内
情に即応した魅力のある学
級でなければならない︒
②学級編成は青年会のグル
の上に︑地区公民舘設置区
域毎のほか高道山校区︑清

津峡地区に学級を開設す
る︒

③開設期間昭和三十四年一
月 から三月まで︒

④学習内容︑一般教養︑農
業研究︑郷土研究︑家政︑

鑓

の現状は全く低調である︒
それにはいくつかの問題点
が考えられるが︑計画や内
容に魅力がなかつたり︑地
域の実情や生活の実態をよ
くつかんでいたかというこ
とN︑地域の人達が学級や
講座の性格をよく理解して
いなかつたのではないだろ
うか︒

社会教育活動は︑実際生
活の余暇を利用して行われ
るのではなく︑それみ￥の
日常生活のなかに学習をと
り入れてゆくことがのぞま
しいのではあるが︑地域の
実情や生活の実態からすれ
ば︑やはり冬期農閑期を利

残忍

餐墾罷隈農

読書生活記録︑ノ演劇︑書 学習︑AVE等︒
はもとポ郡内看琶れ誉ジ︑便所もつくられち︑
ポ と
三︑定期講座について
道︑ペソ習字︒
所民所聞 二︑婦人学級について
①中里村の社会教育の課題
行公刷新 ω人の話を聞く態度︑人の にあらわれた生産教育の間
村印町 前で話のできる習慣︑人と 題をとりあげ︑農業の科学
発里 日
協力しながら進む態度とさ 的思考を啓発して産業振興
貝野中学校長徳永 泰 三
中 ＋
ら
に実際生活のなかからい をはかる︒
ろいろの課題をみつけて解 ②開設期間昭和三十四年一
決していこうとする態度を 月から三月まで︒
③開設場所︑中里村公民舘
養う︒
要するに幼時に醜かつた
②開設期間昭和三十四年一 ④学習内容︑農業の科学化
女といわず男といわず︑
者でも︑健康美と其の人の
一稲作技術︑農業と気象︑畜 美人であり美男子であると
村づくりや新生活運動を 用しての共同学習がいちば 月から三月まで︒
円満なる性格とによつて︑
すエめるには︑まず人間づ ん効果的であるとおもわれ ③部落学級と中央学級をつ ㎜産と経営︑農業と機械︑土 いう事が処世上有利な条件
くる︒
であると考えられている︒ 精神美を発揮することは決
くりからはじめなければな る︒このほど教育委員会︑
して不可能ではない︒
らない︒青年学級や婦人学
これに反して美しいこと
級定期講座などによる学習
が身の仇となり︑不幸の原
活動もその意味で社会教育
因となる事も世には多い︒
事業のなかで最も重要な位

ことである︒

し

ミ
㈲
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と
さ
カ》

な
第駆号
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と
さ
カ》

な
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生きろ−．−・

中里村大字倉俣字芋川部 りと胸に残つている︒ 開拓
者の中には十八才という年
落の開拓地︒
﹁原町﹂は現在十世帯で未 少者もいたが︑努力と協力
だ電灯も入つていない︒
にょり一掘り一掘りと進め
開拓地といえば誰でもが られていつた︒その土の中
知つているように戦後引揚 には︑彼等の汗の結晶が注
者や︑二︑三男の失業対策 ぎ込まれているはずである
二十三年には戦車を改造
として重要視されて来た︒
当時唐鍬一本で空腹を抱 したといわれるトラクター
え︑素裸で苦斗し続けて十 により樹木が倒され︑ハツ
余年営農の基盤も着々確立 パによつて木の根がおこさ
し︑ともかく供出米をトラ れていつた︒やがて貧弱で
ツクで出荷出来るようにま はあるが家が建ち︑耕やさ
れた後には作付がされてい
で至つたのである︒
私達は︑この人々の過去 つた︒もちろん化学肥料な

四つか五つ位しか実らなか
つた︒それでも芋類から大
豆︑粟まで出荷しなければ
ならなかつた︒もちろん彼
等は残つた収穫物と︑わず
かな開墾補助金で支えられ

など二〇糎︵約七寸︶位で︑

。

一桐＝

古高 繁雄

こ

人

曜

毒灘備羅灘駿肋蝶

日

垣から解放され︑伸びく
るようになつた︒

として喜び遊ぶことが出来

文化展を見て

決算報出・

︵全員一人五枚宛︶

︑へ

一︑五〇〇円
◆生花の部
困窮会員見舞金
点数も多く︑豪華優美で
一︑五〇〇円
宝玉の光を思わすものあり 本年度会計へ一︑二二〇円
清楚にして俗塵を払う風雅
計︐︐一五︑二二〇円

井ノ川桂仙

日俳中里支部．長

十月村の身体傷害者福祉
協議会では︑その事業資金
にあてる為︑映画を行つた
その益金の処理は次の通り
定期貯金 一〇︑○○○円
村の年末助合運動に寄付
一︑○○○円
年賀はがき購入三〇〇枚

な感に打たれた︒終日の労
失われたことも︑未だ生々 る︒
された︒
を生花によりねぎらい︑機
咋年から五ケ年計画で︑
こうしてどうやら陸稲を しい傷あ．ととして残つてい
作るまでに至り︑そして自 る︒しかし努力の甲斐あつ 開拓営農振興臨時措置法と 械文化と合わせて生活の向
分で作つた米を食べられる て近頃はすつかり民家とい いう大々的な計画が立てら 上を期待する︒
尚花を花屋に依存せず︑
う感じが出て来た︒真新し れた︒
ようになつた︒
尚寒冷地牛乳としては県 手元のものを利用出来得る
現在は乳牛の飼育もやつ い畜舎が建てられ︑北海道
ているが︑これも最初は山 にま．でとりに行つて来たと 下一である︒学童が十人程 よう希望する︒
羊からはじまり︑緬羊︑鶏 いうホルスタイソがその感 いるが︑登校前に牛乳の配 ◆俳句の部
一般と学童と分けて行う
達をするのが彼等の仕箏で
和牛︑豚と変つてきたので ・をよく表している︒
人口四十三人︑その半数 ある︒今年は雪中派出所が 応募作品数も相当多く︑自
ある︒当時の年間収入はわ
ずかに二万五千円程度だつ は子供であるがみな健康で 建てられて．雪の中を二時間 然︑人情をよく誠詠し︑格
たといわれるが︑その中か ある︒赤子の時から土と遊・ もかかつて登校する負担は 調高き作品多く︑作家の風
ら償還金を払わねばならな び︑疲れてはウネを枕とし 解消された︒そして更に来 格を偲び︑今後の中里民族
年は電気を引こうと意気込 文学に期待多きものあり︑
かつた︒組合でも年間二百 て育つたのだ︒
益々御健吟を祈る︒
五十万からの借金返済に四
昨年は耕転機も入つた︒
んでいる︒︵芋川M・S︶
◆写真の部
苦八苦だつた︒
一戸平均約一︑五ヘクター
竹垣から解放
技術構想の把握︑芸術境
冬はまた夫は出稼ぎ︑妻 ルという耕地を︑爆音高く
の進歩をみせているが︑数
は豪．雪と戦つて飢えをしの 耕やすさまに村人達も羨や
開校以来の懸案であつた
の少なき点︑書道とともに
んでゆかなければならない む程である︒
士倉校のグラγド拡張問題
一抹の淋しさを感じた︒今
農林省でもこの開拓地に
のである︒
は︑土地のせまい地域のた
後の御健斗を祈る︒
一億．五千万円の建設費をか
め︑表面だてN叫ぶことも
け︑．更にこの津南開拓に対 出来ず︑奇蹟を待つの状態
して﹁集約酪農指定地﹂いわ
に
あ
つ
た
が
︑
こ
の
程
山
田
弥
ゆるモデルケースとし．て仕 吉氏の全くの犠牲的理解と
身傷映画益会
立てようと期待をかけてい 地区の人たちの協力で拡張
が完成︒子供等は今迄の竹
二十三年四月の台風で︑
被害を受けた芋川部落の二
世帯が新たに入植者に加つ
た︒だが二十八年八月の烈
しい落雷によつて尊い命が

巧ア測
︑
．㌧

r一ノ
㌧

一日一日の業績について注 どはおまじない程度だつ
目しなければなるまい︒
た︒よく﹁線香ソバ﹂と云う

終戦直前︑食糧生産の急
激な低下に対し︑食糧増産
緊急法により県開拓事業農
協によつて増産隊というの
が生れた︒まもなく敗戦で
危機迫つた現状に立ち︑昭
和二十一年ここに芋川部落
二︑三男八名は黙々と開墾
ていたのである︒
くヶ︽・

裏作等も考ることもあろう
又第三例として︑ 水田︑
畑共に多い経営の場合︑

＼1

が︑全く線香作物で︑大豆

に立ち向つたのであつた︒

二十四年にはこの大原の
当時未開墾地であつた︑
二〇ヘクタール︵約二十町 開拓地六ケ村が﹁津南開拓﹂
歩︶という地に︑唐鍬を振 となり︑組合を結成︑県立
り上げて開墾をしていたあ 農事試験場が設立され︑．土
の姿は︑﹄子供心にもはつ営 壌の研究及び作物の研究が

平年作アタマヒやイケナイ

今後の肉ヅケ
田︑肉牛両方︑ 基幹部門と
︑
してとり入れ︑ この場合勿
論牛は年二︑ 三頭肉ヅケし
畑には徹底的に牛のエサを
作り︑肉ヅケの為の購入飼
料を減らさなければならな

買つた方がトクな野菜は作

O

い︒この補足部門としては
自給野菜を最少限度作り︑

、

や﹂と言σた父と兄は﹁そ
ナソデモ︑ カソデモ︑
やるのか︑ 補足部門の存産
しかし肉ヅケをやる場合 の一部にエサを作り︑
ソ︑冬は
うだそうだそれがいい
なのかドウカ・⁝；︒
旧来の経営方式を変えない 肉ヅケをやり︑
入新しい 間の食うものはイッサイ︑
︵以下次号︶
や﹂と笑つて仕事に出て
で︑そのままの中に牛の肉 牛を入れる︒
絹野菜も ガツサイと云う自給自足的
な多角経営では今後絶対ダ
いつた︒
ヅケをとり入れた農家が多 少々作る︒この場合口こ
この
の牛
牛
僕は急に面白くなつた︒
節門
門に
に対
対
いと云うことだ︒とにかく と野菜は先の基幹部
一
まず一番はじめに肉と玉
農家は技術だけでなく︑生 し補足部門と云われ︑
孔︑この
ねぎを買つて来て︑家にあ
活様式に於ても︑旧来の型 牛は肉ヅケ年一頭位楓
でで
︑︑野
るじやがいもと人参を洗つ
を変えないで︑そこに新し 菜も自給野菜の一 部とな
た︒じやがいものかわはな
いものをクツツケたがるク る︒基幹部門と云う
︐も
もの
のは
は
田沢小学校六ノ一
日め
．最
取少
セがあると云う︒であるか 基幹部門を伸ばすため﹄
かなかうまくむけなかつた
今朝起きて見たら霜がおり 供なのでよくおとす︒ おの︶が︑てまをかけてむいた︒
ら︑経営︑生活の．中に全く 限度にとどめる︒
入つてゆかない︒こんなも 第二例としては︑ 畑が多 ていた︒きんじよの子供が てからおしりをまわした
玉
ねぎも切り全部じゆんび
らら
︑︑肉 大ぜい集つてフラフープを でみんな大笑いした︒
のをフブツキ農業と云うそ く︑水田が少ないかか
が出来た︒それからなべに
門と
とし
して
て まわしている︒ 僕も行つて ころフラフーブはだんだ
うである︒だからコブはす 牛を経営の基幹部門
油
を入れて︑材りようをい
徹底
底的
的に 廻した︒僕はこしでまわし はやらなくなつたがまだ＋
ぐ落ちてもまたもとに戻 やり︑その畑には徹
ためだした︒よいにおいが
る︒牛の肉ヅケもこれと同 牛のエサを作り︑ 年二〜三 てみたらまわされた︒ 手で 々でやつている︒ 今はね︒
家の中一つぱいになり油の
じこと︒
頭肉ヅケをする︒ ︺の場合 もまわされた︒ お母さんが んも安くなつたそうで大諏
けむりや野菜のにえる音が
い高
高度
度の
の 出て来て
肉ヅケをやる場合︑この 肉ヅケのより新しい
いのが二百円で買われる︒
してゆげが出はじめた︒
仕事を経営の如何なる位置 技術をとり入れ︑ 一頭当り ﹁しげお︑ お前もまわした 僕も正月になつたら買つ
におくか︑充分経営を整理 の生産費を下げ︑ 市場競走 んか﹂といつだ︒ 僕は﹁う もらいたいと思つている︒ 次々とざいりようを入れて
いつたけど︑とうとう水を
にし
しな
なけ ん﹂といつた︒ 商会のかず一家へ帰つてごはんをた
して考えることだ︒
に対応出来るように
たくさん入れすぎたり︑し
の場合水
例えばその一例として自 ればならない︒
分の家では水田が多く畑が 田は補足部門とし．工し
おをたくさん入れすぎたり
慣償き
き︑
︑
少ないから︑農業所得の基 更に基幹部門を仲ば
して︑学校でつくつた時よ
ばす
すべく

らないで買うことだ︒

L

た︒でもみんな喜んでいる
のでうれしかつた︒
僕は二れから．も家の人の
手助けをしてやろうと思う

としたが僕はのまなかつ

﹁ライスカレーは繁雄にか
ぎる︑こんど作るときはお
前にまかした﹂と言つた︒
僕は．こはんのあと家の人
にお茶を出してやつた︒家
の人も時計屋のおじさんも
喜んでのんだ︒時計屋のお
じさんは僕にものませよう

母は

しようと思つた︒

僕はこの次に作る時は︑も
つとしおのがげんや︑水の
かげんをよくしておいしく

のおじさんがやつてきて︑
﹁繁雄︑おまえは栄養士に
なつたな﹂と言つて笑つた︒

メだと云うことだ︒ ニツ手 をおこる︒大てい兄と口げ りうまくいかなかつた︒
そのケち家の者が次々と
もサツチもゆかなくなリソ んかをする︒今日も又やつ
の生産部門もうまくゆか昏 てしまつた︒．
帰つて来た︒ぼくは少しば
﹁繁雄ばつか遊ばしてお ずかしかつた︒
くなる︒
ればつか遊ばせねんだ
いよいよたべるときが来
自分の家では以上のうセ
た︒家の者は食べ始めた
どの方式に入るのか︑ こγ
な﹂と言う︒父は
﹁繁雄は小さいから遊ば が︑ ﹁しよつぱい︑しよつ
をハツキリして︑ 経営を溺
せらんだがな﹂というと ぱい﹂と言い出した︒
準化し︑ 何れかの位置に止
母は
僕はこの間学校で作つた
をおかねばならない︒そ・へ
﹁繁雄︑お前この間学校 時︑しおが少なくてしよつ
でないと︑ 肉牛は経営の由
でライスカレーの作り方 ぱくなかつたので︑今日は
に入らなく︑ 何時になつイ
をならつて来たねーか︑ 少しよけい入れすぎたの
もソγをする︒ ェサをうz
今日は一つ作つてくれ だ︒でも家の人はうまそラ．
と自給して基幹部門としイ
にたべたので安心した︒カ
レーライスが少しあまつて
あすの朝食べようというこ
とになつた︒そこへ時計屋
水

土
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◆今後の考え方
牛の肉ヅケをやる農家が
最近多くなり︑又消費も多
くなり︑今後生活の向上と
共に一層肉の消費は多くな
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ワ〜

手

にの
幹部門としてはイネ︑
4︑基幹
である以上色々の新
耕し
しい
い技
技
鳳的にこ
術をとり入れ︑
れを伸ばさなければ昧な
なら
らな
な
い︒更にコメの生産
鹿を
をよ
より
上げるべく︑牛を飼い
則︑
い︑畑
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