久

﹁中里村立志伝考﹂の構成に

あたつて
氷

︵謙信︶

男

のものが

に

で

一 声
日輪に真向氷柱の命かな
桂 仙
ほんやら洞太古廃嘘の夢趾
清 流
元旦に一年の計あれこれと
蘇 舟

俳句﹁なかさと﹂

参上致します︒

︵謙信︶
第二に新興俳句と申しま まして発足の言葉と致しま
法興和尚は雲洞庵より後 して文字数︑季語等に制限 す︒
お不審の点がありました
信濃国佐久郡岩村田の竜雲 しない俳句︒
寺に移つていたが︑武田信 従来の私達日本俳句は古 ら︑十日町高校︑田沢分校
玄とも接して両雄の長短を
ま を
して る で の関口先生までお問合せ下
さい︒早速返信又は説明に

知つていた唯一の人と云わ㎜雛轍錯毒黎齢胚

村山五郎丘ハ衛について︑立 ア

荻筆脅享

㎜

僧が多くあつたようです︒．

田沢中学校寄宿舎の
開設に当つて

民所聞

行公旺新
村届町
発里印日
中 ＋

︑N︑

と︑学校がそれぐの分野

当日の討議は︑四分科会
に別れてなされたうち︑特
に青年婦人グルーブでは︑
刃物を持つていると目され
る者については︑親しい友
人を通してこれを没集する
こと︒子供達には︑母親の
注意力で小刀︑ナイフの類
を持たせないこと︒学校で
は鉛筆けずりを用意するこ

旨強調された︒

に於て充分に姿勢を正して
立ち向うことが重要である

柔︑剣道大会終る

グループ活動の紹介 O

の動向などについて研究し

農業基本法の問題点や農政

しい養豚技術などを学び︑

畜産経営のかんどころや新

◇田沢地区農研クラブ
農業の近代化に遅れては
ならないと農業基本法の問
題を中心に最近の農政の動
きや︑農業経営共同化の問

事

︵社教係︶

お世話しております︒

題としんけんにとりくんで 自分たち現在の農業経営と
いる学習グルーブがありま
む
すびつけ考え問題をほり
す︒
さげてみてこれからの農業
このグルーブは︑田沢地 経営のあるべき姿を描いて
区農研クラブといつていま みたいとがんばつていま
から二年前に誕生したもの
す︒
で青年団や青年学級のOB
この人たちの学習活動に
ともいうべき人たち︑いま っいて村教育委員会では︑
では各々農家経営の大黒柱 社会教育のカベといわれて
になつて働いている三十才 いる成人教育を進展するに
台の若いお父ちんたちの研 はなんといつても直接生産
究グルーブです︒いま会員 や経済の問題にむすびつい
は二十名︑ ︵リーダーは如 一た課題をぢあげて社会教
来寺滝沢憲一さん︶大体全 育に参加してもらおうとし
員が長期農事講習︵十日町︶ ているので︑これからの成
の修了者でかつては青年学 人教育の一つのあり方とし
て田沢地区農研クラブの人
たちのようなかつての青年
団活動家たちの生産学習の
成果に大きな期待をもつて

級農研コースで和牛肥育や
水稲生育調査などのブロジ
ェクトととりくんで学んで
きた人たちだけに毎月二回
︵十日二十日︶の学習は月
に全くしんけんそのもので
す︒今冬に入つてからすで
に二回公民舘に集まつて普
及員の樋口さんをかこんで

、

B
田沢中学校長佐藤伍 良
待望の寄宿舎が完成し 慕して日々の学業に精進

次第である︒

N︑輝やかしい伝統を創造
確立してもらいたいと思う

をもつて先ず自ら鍛えつ

た︒分校の統合は教育の向 し︑人間としての修養に心︑
上の見地から至当のことで 魂を傾けたのである︒伝統
はあるが︑色々の難問題を の力というものは常に無言
打破してこれを断行するの の教訓を投げ支えるもので
はなみ大抵のことではな あつて︑此の寄宿舎に起臥一
い︒村財政多端の折柄．村 する青少年たちは︑厳しい．
当局︑議会︑教育委員会の 訓練に堪えしのびつN︑共
絶大な御努力のもと︑実に 同生活の真の意義を体認
完備した寄宿舎が新設せら し︑社会のため︑国家のた
れ︑旧来︑分校生活によつ め︑有為な人材になること
て恵まれなかつた生徒諸君 をその信条としていたもの
が︑何らの不安もなく︑否 である︒我校の寄宿舎は実
まことに教育的に配意せら に堂々たる発足をした︒然
れた生活環境の中で集団生 し伝統をつくり出すのは︑
活を続ける事ができるの これからである︒私が生徒
は︑教育当事者の一人とし 諸君に望むことは︑質実剛
て深謝に堪えない︒
健な舎風をつくり︑協力切
磋の生活態度を保ち︑更に
天下有用の人材となる決意

英国の大政治家には︑古
来︑イ！トソ中学校に多く
輩出したといわれる︒此の
中学の寮はまことに古めか
しい建物ではあるが︑生徒
は幾多の大先輩の英風を景

亀1

所舘社

大人
島田 東一
会して戴けると信じて居り い運動﹂協議会が中里村公
そのことについては︑なお お目見えした日本俳句中里 す︒
▽柔道有段者の部
第一に俳句は行き方に於 ます︒娯楽面には余り恵ま 民舘で開催された︒
調査中です︒⁝⁝でこの項 支部は一応昭和三十五年十
一位
阿部 一男
この日関係者多数が参集
は一応終らせて戴き︑後日 二月限り解散し︑新しく俳 て二つに大別することがで れて居ない農村の青年会︑
一一位
樋口 政治
あらためて書き直してみた
句
﹁なかさと﹂として三十 きます︒古典文学を其のま 婦人会のサークル活動の一 中魚沼社会福祉事務所︑小
三位
大島 幸蔵
いと思います︒
六年一月より新しく発足を ま継承して居る伝統俳句︑ 環として又︑教養︑修養の 林主事︑田沢巡査部長派出
雲洞庵の住職には代々名 致しました︒
昔より農山村全国津々浦々 一助として︑部落単位で入 所喜多氏を中心に熱心な討 ▽剣道の部優勝者
渡辺 利弘︵十高︶
次に其の理由を申述べま に残つている俳句︒
会されるようおすNめ致し 議が行われた︒

俳句﹁なかさと﹂発足の言葉

去る二月五日︑田沢小学
は四十世の寿山大機大和尚
﹁死を恐れざるものは安 志伝考の第四話として発表 あると同時に一般大衆に好 カソヂキをゆずりて此の地
大 泉
校に於て︑公民舘主催によ
とも思われます︒ともあれ く生を楽しむものは危し︑ 致したいと思つています︒ 脚かれない俳句となつて参り 去りにける
る柔剣道大会が盛大に行わ
二郎は曹洞宗七十五ケ寺の 強弱進退生死の迷語当れり なお小生資料不充分ですの ました︒そこで︑色々検討
雪
道
の
遠
く
て
思
う
事
多
き
春 雷
本寺の住職となつて駕中の や﹂ ︵和尚︶
で種々の御援助を頂ければ しました結果此の際﹁日本
れ
た︒
俳句なかさと﹂として発足
当日参集者は︑選手三十
人となつたことには異論を
雪
玉
の
如
く
ま
ろ
び
て
孫
の
来
﹁生の中に生なし︑死の 幸いと思つています︒
し内容を充実した上で会員 る
露 丘
名︑参観者約八十名により
さしはさむ余地はないよう 中に生あり︒珍重︑珍重﹂
各位の意見を聞いて何れか 成人となりて逢う日の髪匂 有段︑無段者別れ︑紅白個
です︒なお生家にある寿山
万上部に属したいという事 う
永 流
人戦で行われたが︑村内の
大機大和尚肖像画等によつ
て見れば︑三十九世とみる
烹り芒て今凛足した いも焼きの囲炉裏にはげむ 猛者をもつて自認する者の
子等が甘夢︵ゆめ︶
集りだけに︑白熱的奮戦が
のが正しいと思われます︒
尚発足に際しては公民舘
く
りひろげられた結果︑成
なお雲洞庵の住職となる
会長岡 村 春 雷
事業の一環として取上げ予 刃物を持たない運動
績は次の通りである︒
には︑そこでの修行の後︑
去る一月十三日︑中里村 ▽柔道無段者の部優勝者
越前の永平寺で修行したこ
村内機関紙﹁なかさと﹂ して村内の有志各位の御賛 算化して実施する事になつ
少年
中島富雄
・とが︑想像されるのですが を通じて長らく村内各位に 同を得たいと考えて居りま ておりますので安心して入 主催の下に﹁刃物を持たな

なるか﹂

小生の調査中に出て来たも れている︒
ともあれ︑この五日に亘 て選老の意見としては俳句
のN中で出色のものを上げ
ると︑上杉謙信との親交の つての柳氏の原話の構成に といえども︑時代の流れに
あつた十世の法興和尚があ 当つて︑多くの古文書等を 一即応しなくてはいけない︒
る︒特に高田林泉寺文書に 読めないながらも判読して 従つて表現方法に清新味を
ある︑二人の対話は面白か ゆく中に︑種々の発見を致 ︸加える必票あるとい訳
しましたので︑来月よりそ でお互がありもしない頭を
つた︒
﹁弱きを見て退き︑強き れらについて発表させて頂 ひねつてむずかしい文字を
に対して進む︑逆なるか順 きます︒まず田沢村庄屋︑ 競つて用いた︒其の結果俳

富

慈眠寺を後にした二郎こ
と機順は上田郷雲洞庵に行
．き︑修行したのですが︑小
生種々調査せしも雲洞庵は
度々の火災に会い調査出来
ませんでした︒た父雲洞庵
第四十世住職は中魚沼出身
の者だつたとしか調査でき
ませんでした︒だから︑三
十九世住職寿山大機大和尚
齪

④
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R︑

﹁成人

で一杯です︒

の日﹂を迎えて

舞招喋簿墾

暖難製磧舞著塾
してゆきたいものです︒

な多少の意見の違いが生じ 味からも次の世代を背負つ
て行く私達は偉大な未来の
るのは当然でしようし又︑
歴史の創造者としての誇り
にもえて︑たとい自らの理
想が︑私達の微力では今即
ちに実現され得ないにして
も︑自分の与えられた現実
の場に於てだけでも確実に
大地を踏みしめ着々と躍進

畜舎︑畜舎の内でも︑牛
馬のそれについては大体前
にも述べたが︑その他にも
豚舎や緬羊舎或は兎や狐︑
狸などの畜舎が有畜農家と
して多角的に経営される場
合には必要となつて来る︒
兎は多く箱飼されるので特
に畜舎は必要ではない︒然
し他の畜舎はいづれも極め
て粗未であり︑旦つまた︑

不潔なものが多い︒人間や
家畜にとつて︑保健衛生上
面白くないばかりでなく︑
却つて︑生産率を下げるこ
とがあるので注意しなけれ
ばならない︒殊に豚舎は︑

従来不潔にすることが当り
前であり︑又却つてその方
がよいようにさえ誤解され
ている傾向にある︒然し豚
は元素清潔を好む動物であ
るから︑豚にしてみれば随

◎第一に未熟児
◎第二に妊産婦

分迷惑なことであるが︑と
に角︑敷地内に不潔な畜舎
のあることは︑人間にとつ
ても見のがせない間題であ
る︒畜舎は採光︑通風よく
して清潔にすること︒なる
べくならば︑母家から離し
て建てることをもう一度強
調して置きたい︒

屋外堆肥の場合は︑コソ
クリートで地面に盤をつく
つて汁を溜め充分切返しを
行つて汁を常に堆肥にかけ
るように心を配ばれば︑時
によつては却つて良い堆肥
︸を得られ︑従つて経済的に
ハなることになるのそれであ

額から・必ずしも・高い費

蔵をかけて堆肥舎逢るば
皿かりがよいともいえ←︑ぼい︒

㎜堆肥舎の壁は高さ五尺位
或は石などで積み上げ︑そ

︷迄をコンクリートや煉瓦︑

の上に木造の建築をつく
る︒そうしないと︑積んだ
堆肥のために木部が腐つて
しまうからである︒暖かい
地方で一方を全部開放的に
したものはよいが︑そうで
ない場合は壁に開閉の出来
一る無双窓のようなものをと
︸つて屋内に発散した瓦斯を

堆肥場︑堆肥場や肥料溜 とどめて置かないようにす
というものは︑その本来の る︒
性質からいつてとかく非常 堆肥盤は直接堆肥が雨に
に不潔になりやすい︒堆肥 かNり︑肝腎の肥料として
は農家の自己肥料として最 の価値のある成分を流して
しまうので︑床には必ず︑
も重要なものであるから︑
費用さえ許せば堆肥舎に設 適当な勾配をつけて汁が流
けることに越したことはな れ出ないように溜に導くよ
い︒堆肥舎には︑屋根をかけ うにする︒野天であるだけ
に乾燥し易いから︑度々切
返しをしては︑その汁をか
けてやり︑万遍なく腐熱す
るようにしなければならな
ない︒

て日光の直射を防ぎ切返し
を充分にし︐汁の逃げない
ようにしなければそこで良
質の肥料を得ることは出来

必要性︑薄着の指導等︒

妊娠したものは︑おそく
とも四ヵ月までに医師又は
助産婦の妊娠証明書を添え
︻優良乳幼児の表彰︼

一て届出をしてもらう︒

会などを行う︒

︷ 前年四月から毎年三月迄
未熟児．妊産婦︑肺炎 ︑◎第三に肺炎気
︻妊婦の健康相談及び検 に生まれた乳幼児の一力年
気管支炎︒
の状況について︑次に該
中里村が統計上◎乳児の
診︼
死亡◎雄娠中絶◎死産が比
妊婦は毎月一回助産婦の 当する乳幼児とその母親を
較的高率であるという県の 診察を受けるように勧奨す 表彰する︒
地区診断により︑昨年八月
＠特に心身共に発育優秀な
る
︒
︻受胎調節︼
母子衛生特別地区に指定さ
もの
少なく生んで完全な育児
れたことは既に新聞紙上︑
一◎年間＋回以上受診し発育
その他で御存知のところで をすることが経済的にも母 一良好なもの
ありますが︑今後︑村にこ 体の健康のためにも最も理 ︸◎母乳不足のため．混合栄．
れが対策協議会を設け次の 想的なので︑家族計画を立一 養︑人口栄養︑又は早産
ようなことを強力に継続し て欲しい時だけ受胎し欲し一
奮︑育児げ菌難な条進
て推進することになりまし くない時は雄娠をさけるよ． の中にあつて保護老の努
たので︑みなさんの御協力 指導する︒
力により良好な発育をみ
︻育児担当者の指導︼
をお願いします︒
たもの
即ち子供を直接世話する
先ず︑根本的な対策とし
︻母子衛生大会︼
ては
ものの指導であるが︑乳幼
毎年一回村一円とした大
児の精神衛生︑早期離乳の 会を開催︑講演︑体験発表

1村に対策協議会発足ー

母子衛生対策に乗りだす

︻乳児の定期検診︼
がはつきりしているので︑ 五反︑畑三町二反で本年の 県の近代化資金や農協から
何人かが力を合わせれば現 計画田一町二反を飼料栽培 借り入れて経営する計画を 従来年二回全部について
実施してきたが︑今後この
在よりは経営も合理化して に廻して飼料の自給を一番 見せて貰つた︒
経営の全部が共同なので 中の要注意見については︑
生活の安定ができるだろう 強く打ち出している︒来年
と︑五人で最初は豚の共同 は更に田を減らして牧草栽 毎月家族一人当りいくらと 毎月医師の協力を得て検診
生活費が支給されている︒
及び︑相談を行う︒なお︑
一飼宴相談し合つたのです 培に切りかえるとかー︒
これで浮いた労力は明年か 男七人︑女七人の労力もそ 来検診者については家庭訪
が︑自給飼料の栽培やら︑
飼育労力等︑計画を進めて ら畜舎の二階に鶏二千羽を れぞれ係を決めて責任を持 一問で指導する︒
行くうちにこれだけでは反 飼育する計画だそうだ︒豚 つ仕組みになっている︒
一︻発育不良児の健康相談︼
﹁これまでになるには計 一家庭訪間で指導するよう
つて
が ることがわか は本年一三五頭︑明年以降
つたので︑経営の全部を共 五百頭を出荷すると意気込 画は勿論大切だが︑心のつ にする︒
ながりがもつとく必要で ︻妊婦の早期届出につい
同化することにしたわけで んでいる︒
一す︒﹂ 五人の耕地は田五町
これだけのことをやるに した﹂と組合長は語つてく
て︼
は資金も大変で約五百万円 れた︒ ︵農改だよりより︶

会の力で︑適当に処理され ないよう︑常に視野を大き
て来ました︒けれども﹁こ く持ち良識と知性を持つた
の日﹂を境に今までのよう 人間として生きてゆきたい
な他人まかせの暖昧な態度 と思います︒又一方︑これ
は通らず．︑何事でも自分で からずつと私達が歩んでい
やつたことの責任は︑自分 く未来には︑私達の将来を
の両肩にか︐Nり︑自分の判 左右する大小様々な困難な
断に負うべき事が生じた場 事態が沢山横たわつて来る
合︑それを決定し︑やり遂 でしようが︑それらの障碍
げるだけの判断力と覚悟が を一つ一つねばり強く克服
一大切であります︒そのため し︑前進してゆかねばなり
にも私達は︑今まで以上に ません︒家族や先輩や友人
それ等を自分のものとする の温かい愛情の中にあつて
よう努力しなくてはならな もなお︑世の厳しさを忘れ
いと思います︒
ず常に切磋琢磨精進の心が
こういう心構えで接しな けを持ちつ讐けたいと思い
ければならない事は勿論で ます︒
ありますが︑成年者として 時に私達はドライだと言
欠かすことのできないもの われます︒事実年輩の人と
に選挙権があります︒この 私達とでは．日常の会話の
中にも何かと﹁ズレ﹂が生
選挙権が得られることは︑
大きな喜こびです︑が共に じています︒それはいつも
緊張も禁じ得ません︒何故 止むことなく移り変つて行
なら︑今までに何回となく く社会に於いては︑この様

かれたロ

施設の 改善ω

解し難い問題をたくさん持 そうでなくては進歩もない
新屋敷羽 鳥 ヨ シ 工
つ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
ま
す
︒
と
田心います︒
た父私達が忘れてならな
︵大人の世界の一面が如実
きる︵公共の福祉に反せず に現われています︶こうい いことは︑今日のこの社会
法の範囲内において︶自由
は私達の先祖によつて引き
う
状
態
の
中
で
︑
私
が
一
成
年
権が認められることになつ
継
が
れ︑築き上げられて来
者
と
し
て
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め
ら
れ
︑
政
治
に
たのですから︒
た
長い歴史の所産なのだと
が
す
る
で
す
か
ら
ヤ
今までの私達は︑自分の
いうことです︒そういう意
欲望や︑行い発言に対する
責任は未成年者という名の 自覚して他人の甘言に惑わ
下にある程度︑保護者や社 一されて︑後で悔いることの

昨年の今時分の私を振り
返つて見ますと︑確か﹁成
人の日﹂を興味なく見過し
ていた様に思いますが︑そ
んな私が﹁成人式﹂に参加
する事になり︑何やら訳の
解らぬ気持ちーうれしいよ
うな反面︑不安な気持ちー

いている人も多いことN︑

私達同年輩の人の中には
内心こんな複雑な気持を抱

です︒

想像しております︒でもこ
のような心の動揺はさてお
いて︑こ﹂に﹁成人の日﹂
を迎えることができたこと
は︑非常に意義深い事であ
り︑又これまで育てN下さ
つた周囲の多くの人々に対
し感謝の気持ちでいつぱい

さて私達は﹁この日﹂か
ら︑成人として法的に認め
られ︑社会から私達が一個
の人格者として扱われるこ
とになつたわけで︑誠にそ
の責任の重大さを今さらな
がら痛感致します︒なぜな
らば﹁成人の日﹂を迎える
ということは︑他人の力を
借りず︑もしくは妨げられ
ず︑如何なることも実行で

畜産共同経営
i現地ルポi

に

一

l津南町米原ー
大割野からバスで開拓実 ﹁私共のような環境の悪い
験農場入口までーそれから 所では︑どんなに考えても
段丘地の急な坂道をアエギ 他の産業に従事している人
アエギ登ること約三十分で や︑都市近郊の農家のよう
頂上へ出る︒こんな山の上 な生活ができないばかりか
によくもこれだけの平担な ダソ／￥遅れてしまうこと
土地ができたものだと感心
する位の広い耕地が展開さ・
れた︒標高四六〇メートル㎜
ともなれば︑吹く風までが
涼しく汗ばんだ肌に心地よ

実験農場の赤い屋根の向︑

！＼しみ通る︒

うに瓦屋根の大きな建物が
見える︒これが︑話題の共．
同経営の畜舎だ︒．

近づくにしたがつて巨大
なサイロがハツキリ見えて
来る︒畜舎の入口で真黒に

巖辮皿論膿餓墾
つた・﹁居るわく﹂婁

にある

褐や混りのものが︑四間二︸
十間の豚舎の区切．られた房
の中に奇声をあげながら動
き廻つている︒
﹁現在百拾頭居ります﹂
と説明してくれた︒一まわ
り見まわしたところで二階一

い。
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