全面給付実施

え合せ︑こうすることが一
番よい方法であり皆さんの
幸福を増進すると信じ村議

会の皆さんの御相談の上決
めました︒どうかこの趣旨

ただくことになります︒
︵係︶

◇歯を大切にしよう◇
田

◇乳歯とムシ歯◇
歯科医藤
最近歯の疾病により悩む ・①物を噛む機器としてだけ
人が非常に多くなつた︒特 でなく発音機能に対し援助
に子供の層で︑その殆んど している︒この障害は︑消
がムシ歯になつている︒そ 化不良症を起し易く︑その
こで歯科医師である藤田先 為小児の発育は甚だしく影
生にその対策を色々と聞い 響を受ける︒
てみた︒以下藤田先生の文 ②物を噛む時の力を刺激要

保護についてである︒

小児や未だに口腔衛生に
づいて自覚の無い学童期に
於いてこの歯の疾患に罹り
然も保護者に於いてすらも
この疾患に何等の関心も持

◇予防と保護について
ω定期的診査
六才臼歯の出る時期には
少なくとも年に二回以上の
定期的診査を受けることが

たずにいる場合すらある︒
一本の歯と錐も不必要なも
のは発生しない訳である︒

特に六才臼歯は種々重要な
要素をもつていると云わね
ばならぬ︒この為にこの歯
は他の歯に比較して︑それ
を保護することも又一培と
必要である︒次に六才臼歯
望ましい︒

①永久歯の中︑最も早く出 ㈲ムシ歯の発生部位は殆ん

の重要性をあげてみよう︒

R︑

分の清掃に注意すること︒

三回で済む事が多い︒

⑲早期発見と早期治療を行
うことが必要である︒早期
治療の場合は通院数回も二
◇乳歯のムシ歯の 一二大原因
㈲乳歯の表面には凸凹があ

たまり易い︒この為ムシ歯

りここには食物の残りが
が発生しやすい︒

まりやすくなる︒その上︑

㈲乳幼児食物は︑母乳︑牛
乳︑果汁等の様に液体食物
を多くとる関係上．噛むこ
とによる自然的清掃が出来
ないので飲食物の残りがた

以上啄シ歯の原因と乳歯

されている︒

③小児発育期に於ける噛む 母乳︑牛乳︑幼児の食べる
能力は殆んどこの六才臼歯 菓子も粘着性で最も醸酵し
になるものである︒この時 やすい為︑一層ムシ歯にな
期に於ける左右のの六才臼 り易い訳である︒
歯の障害は約五〇％の噛む ⑲幼児は又睡眠時間が長い
力を失うことであつて︑小 という事が︑第三の原因と
児の全身的発育に悪影響を 考えられる︒
長い睡眠時間中には口の
及ぼすことになる︒
㈲最も早期にこの中に出る 運動と﹁ツバキ﹂の分泌が
為︑ムシ歯にか﹂る危険が 滅退され︑口の中の自然的
清掃が行われない︒又睡眠
他の歯よりも甚だ多い︒
時間中︑全く口の運動が静
止する状態に於いては︑最
も口の中のバイ菌の増殖を
助けると云うことが︑ムシ
歯を作り易い原因の一つと

々にして乳歯と間違え︑又
孝卒庭御理解いたぎ御 ている︒
③噛む時の力によつて顎骨 再び出て来るものの如く考
協力を願います︒
の発育︑顔にある諸筋肉の えられ勝ちである︒
︹注︺
7月から医療費は値上げ
①二重加入者とは職場保険 発育を助け頭部の発育にも ②次々に出て来る永久歯の
に入つている人の扶養家 影響して︑脳の発育にも大 歯列びの基準となり︑噛む
ことの中心どなる︒故にこ
三千八百円︑約五百六十万 族で村の国保と両方に入 いなる影響を与える︒
円を税金でいただくことに つている人達を言います ㈲乳歯が早く抜けてしまう れが﹁ムシ歯﹂にょる早期
この人達は今までお医者 ことは︑以上の発育過程に 喪失は︑歯の交換期の基準
しました︒
を失い︑後から出て来る永
又賦課の基準も保険税と さんにかNつても直接お 悪い影響を与えるだけでな
く︑永久歯︵生え変らぬ大 久歯の歯列びの異常を来た
しての目的に添うよう改正 金をお払いする必要があ
す︒更に顎骨の発育不全を
をしましたので四月からの りませんでしたが四月か 人の歯︶の生成に障害を与︐
来たし︑その結果顔面︑頭
賦課される税額は今迄より ら半額を窓口にお支払い え︑歯列も悪くなる︒
◇六才臼歯︵六才頃生える 蓋骨の発育の障害を来たし
大変かわつていくかと思い しなければなりません︒
永久歯︶は何故大切にし 最後には脳の発育にも影響
ますが︑いろくの点を考 ②いまの保険証では四月新
を及ぼす事となり︑又︑胃
なければならぬか
しいものに りますロ
小児の口腔衛生中︑最も 腸障害の原因となる︒
くなつたものは してい
重要なことは︑六才臼歯の

四月から村の国民健康保
険とほかの職場保険の両方
に加入していた︑いわゆる
二重加入は認められなくな
りました．したがつて村の
国保の被保険者は世帯人数
ともに大巾に減少しますが
今迄負担を制限していまし
た入院した時の食事代︑寝
具代︑歯の補綴︵有床義歯
架工義歯︑金属冠歯︑冠継
続歯︑口蓋補綴︑顎骨補綴
など︶についても負担する
ことになりました︒

又育児手当金も支給する
ことにしました︒近頃年と
共に皆さんの医者にかかる
回数が多くなり︑よい医療
が行われます関係で負担す
る費用︵皆さんに代つて国

保が医療機関に支払うも
の︶も七月からの医療費の
値上げも加えてかさみ三十
六年度はその額が壱千万円
近く見込まれます︒しかし
これをみんな税で賄うとい
うことは容易でないことで
すので︑村の一般会計から
も︑多額の金を入れてもら

社

牙

か当初予算に盛られなかつ
たのは甚だ遺憾とするとこ
ろであります︒
その他通常的行︑政費につ

∩U 0
42
り
8
0
3 8
つ
2

いては努めて節減してあり
ますが︑最少の経費にて最
大の効力を得るよう努力す
る考えでおります︒
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10，594，640

（施設勘定〉

素として︑噛むことにより て来る︑しかも生え変る事 ど大多数が歯と歯を噛み合 等の重要性を書きましたの
ったり未納税等の徴収をし を掲載しよう︒
てこれに当てることにし︑ ◇乳薗は何故大切﹃︐ソなけ 歯の骨︑顎骨の発育に刺激 が無い︑これは乳歯分後方 わせる部分︵臼型の部分︶ で︑今度はムシ歯の予防に
ロ
を与え︑その生成を援助し ︸に早期に出て来るのでバ︑征 である関係上︑殊にこの部 ついて書いてみます︒
ればならぬか︒
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十二線の開さくについては
国の道路整備五ケ年計画に
編入され︑こ移が実現の曙
光が見出されております︒
教育関係にっいては田沢
中学校増改築が大きな問題
でありますが財政事情から
して巳むなく四教室だけし
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︑ 就中農業振興事業 ︵
昭和三十五年度に於ける あるが
事業は一応終止符が打たれ に於ては︑最近の農業政策
ましたがその間村民各位の に現れた近代農業化への構
絶大なる御協力に対して深 造変更に伴う種々の情勢に
﹂207﹄9つ50362﹄
0徴8．0
甚なる謝意を表するもので 少しでも対応し得るよう特
に中家畜．林業振興に力を
あります︒
扱新しく昭和三十六年度 加えた︒尚今後の課題とし
に於ける施政方針の一環を て段丘地に於ける畑地灌概
申述べて各位の弛まざる御 兼水田造成と国有林野の払
支援をお願い申上げます︒ 下げによる放牧事業を計画
ろ
ハ アロもむコ アハづ ゴ
まず当初予算編成に際して している︒士木関係事業中
の抱負を申上げますと︑予 主要幹線である国県道は近
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年2
1
し事業の確定次第追加の予
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昭和36年度中里村国民健康保険特別会計予算総括表
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︸雑感

橋

信

−青年会のことi
高

雄

私は確信致します︒何故な
らば︑それは︑その運営上
の問題だからです︒即すべ
ての会議が︑民主的かつ︑
自主的に構成されているか
らです︒自分達の仲間の代
表が︑その部内でのすべて
の事業を計画します︒会員
はこの代表を通じていかな
る意見も主張することがで
きます︒これを天下り式と
見るのは︑民主々義のルー
ルがどこかこんがらがつて

はならないと思います︒こ
のことを解決することこそ
今後の我々の青年会の進む
べき道が開けて来るのでは
ないかと考えます︒具体的
に申しますならば︑部落内
だけに活動の重点を置くの
はすでに時代遅れだと云う
ことです．しかしこの解決
はこの立地条件では容易で
ないことは確かです︒これ
は青年というエネルギーに
訴えることにします︒理想
的には農村の生活が向上し
て若者が皆んなバイクでも
持つようになつたら案外簡
単に解決すると思います︒
これ等のことは平場の農村
地帯の青年活動が活発にな
つて来ていることでも立証

いるのではないでしよう できると思います︒
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致します︒

今年は下記の事業を実施

ます︒

全戸の御加入を御願い致し

が達成されるのですから︑

貝野農業協同組合
貝野農業協同組合婦人部
では此度養兎組合を設立し
家兎の品種改良と大増殖運
動を起しました︒婦人の皆
様の片手間で家兎を貝野の
特産物とし年間十四羽金額
にして五十万円︵米一二五
俵分︶を生産目標として居
ります︒各戸で義務的に最
小限度二羽以上を飼有して
もらう事によつて此の目的

関係︑内容の問題︑といろ 云うことは裏を返せばいつ 技となでいわれているスキ
いろ問題がありますが︑そ でも駄目だと云うことでは ーがあまり普及されておら
れ等のことはここではふれ ないかと思います︒村内に ず︑小︑中学生は別として
ないことにして行事あるご 統一された農休日でも出来 とかく不振がちな冬季間の
とに出席の悪い点について たら︑今よりぐんと出席は 社会体育活動の進展を図る
一言ふれて見たいと思いま よくなると思います︒この ためにも︑大いにスキーを
様なことも青年の力ならば 普及し天恵の雪に親しむこ
す︒
こそ︑実現出来るのではな とを望んでいる︒
もしほぎずロヨヘきじメ
いかと思います︒明日への
養兎の組ム・
村造りの原動力となるべく
設立について
青年の自由の広場を築きあ
げようではありませんか︒

まず青年が食わずぎらい
だと言えましよう︒一つの
集団の中で︑生の人間的ふ
れ合いの意義の深さ︑その
喜びを知つたものには︑常
にそれを求める気持がある
と思います︒次に農民に定
つた休日がないことが上げ
られると思います︒百姓や
つている者は︑無理をすれ
ば︑いつでも集まれる⁝と

盛況だつた

醍醐味を満喫した︒

尚︑村教育委員会では今
回はじめてスキー大会を催
したのであるが︑従来これ
ほどの雪に埋もれながら県

ほえましいことだと思いま
した︒このグル：ブの運営
はみんなが輪番制でリ！ダ
ーになつて今の世話役をし
ていますがそれだけに協力
性と自主性のある仲良しグ
ループです︒今回のリーダ
ーは南雲マツイさんと南雲
ハルイさんでした︒また月
一〜二回の集会︑の外にノー

トを回覧して生活記録を書
きあう﹁らくがき帳﹂をも
つています︒このノートに
は主婦たちが子供のこと生
活のことなどについて真剣
に考えている様子について

︑

一一︑

三︑

四︑

五︑

かさと

発刊

十日

締切り

雷

各偶数の俳句な

各奇数月の二

村山窒日記

記
当季雑詠 五句以内
用紙い官製ハガキ又は
幸便
宛先u中里村公民舘

るようお願い致します︒

俳句﹁なかさと﹂と致し
まして今後特別の支障のな
い限り一月置きに一般村内
有志各位の投句を募り公民
舘御推薦の選者に依頼し選
句の上村内機関誌とは別に
各御家庭にお届けするよう
計画を進めて居りますので
忙中に閑を見出されまして
出来るだけ多数御投句下さ

お願い申上ます︒

﹁なかさと﹂二月号を通
じて俳句﹁なかさと﹂新発
足の言葉を述べさせて戴き
ましたが︑其節申落しまし
た事を三月号の紙上を拝借
致しまして村内有志各位に

重ねてお願い
岡 村 春

俳句﹁なかさと﹂よリ

よいことだとおもいます︒

だけが孤立していることは

などととも交流しグルーブ・

睦会や鳳人会︑農協婦人部

して下さい︒

追記辱めす兎の飼育者は早
急に種付をして仔兎を出産

④優良種兎の導入︒
⑤飼育管理の講習会︒

また滑降スキー大会は変 ①種兎の登録制を実施し品
化に富んだ拡大な鷹羽の山
種の改良をなす︒
々を雪質のコソデイシヨソ ②仔兎の村外販売︒
にも恵まれ︑自由にシユプ ③成兎の共同販売
ールを描きながらスキーの
八月と十二月に共同出荷

けた︒

上級の三段階にわかれて受
講者たちは熱心に指導を受

鷹羽滑降スキー大会

前述のことに関連して会
員の構成を考えて見る時に
同じ村内に住みながら︑部
落内での活動に重点が置か
今冬は近年に稀な豊富な
れるために︵このことは︑ 雪に恵まれて︑各地のスキ
お際り青年団的なところが ー場はスキー客で賑わつた
今だに強過ぎることにもな が︑村教育委員会も去る二
ります︶︑同じ年齢層の人 月二十六日︑鷹羽で村内小
でも︑職場上加わることが 中学生︑定高生︑青年会員
困難な点があつたと思いま 一般など約百五十名の参加
す︒このあたりをもつと考 者を得てスキ！技術講習会
え直して︑工場や商店で働 を兼ね︑滑降スキ！大会を
く人も︑加入される様に改 催した︒技術講習会には講
めるべきと思います︒
師に田沢中吉川先生︑六箇
この他活動資金のこと︑ 中樋口先生︑十日町小井ノ
青年学級や農協青年部との 川先生を迎え初級︑中級︑

6へ曾

青年会活動がどうのこう
のと云われるのは︑いつの
時代にも共通していること
の様に思われます︒それに
しても近年の活動状況は︑

ますくもつて衰退して来

︵それを追求する

ている事を認めざるを得な
いのが現状と思います︒こ
のことについては役員が寄
る度に︑その原因分析︑そ
の対策について話し合つて
いますが︑これぞという画
期的な方針も見出せずにお
ります．

分が青年なんだと云う考え か︒活動の不活発なること
方もありましようが⁝・・︶ の原因に︑内部的なもので
しかし昨年の九月︑臨時 なく外からの影響も考えら
総会に於て組織が変革され れます︒ ﹁オラ方は何せ人
ました．このことがまだ細 数が少くて何もできやしな
部に行きわたつていないの い︒減るばつかだもん﹂と
は誠に残念なことです︒そ 良く聞きます︒どこの部落
の中で一番大きなものは︑ に於ても以前にくらべて青
年層の薄くなつたことは確
かです︒この原因はこNで
申すまでもなく︑そして今
後の農村構造を考える時︑
増える見込みのないことは
明らかです︒こNに問題が
ありこれを﹁それじやしよ
うがないな﹂とあきらめて

グルーブ制が部制になつた
ことでしよう︒これは同じ
ことの様に考えられますが
未端活動が常に上部組織に
つながりを持つと云うこと
です︒こう申しますと︑天
下り式と評される人もあり
ますが︑そうでないことを

群飼育によい

デン7ーク式豚舎
中部地区農業改良普及所

で︑豚房に排糞場を仕切

これは豚房の清潔化とと
もに管理作業の能率化や畜
舎費の節減などを図る目的

とするもので︑

り︑肉豚の群飼いを行わん
一頭当り一坪と云われたが
この様式で群飼いすると一
頭当り○・四坪となり︑

飼いが単飼に此較して建物

史し嫁ま成さでこ解出れ問運な

︵材料費 三二年四月に誕生して以来
士・楽 四年間農繁期を除いて毎月
古材を購 一回〜二回の集会を部落の
建坪当り材 公民舘でおこなつていま
す︒グルーブのメソバ1は
建築ににあ 十五〜十六人︑大体二十才
台〜三十才台の若い主婦た
ちの集りで育児の勉強とか
﹁家の光﹂の読書会︑衣生
三あつた
活
の食生活の改善工夫など
にっいてみんなで話しあっ
たり︑実習をしたりして勉
強しています︒今月は・ー
マ字や日常つかわれている
今後の農 英語くらいはわかるように
なりたいと中学校の鈴木先
生を囲んでしんけんに勉強
しておりましたが子どもの
学習を理解するためにもほ

欝講翻艦雛介

の所要面積を減じ︑

の節減に貢献することは勿
論である︒デソマーク式豚

0

この会 記録されてあります︒また
時折︑となり部落の倉俣︑

一

豚房の後方に︑

なま今い1らこいが婦でどたと

写

あ

舎は説明図の通りであり︑

」姐ちずろっ》 斤鑑かよ

。会

た︒

かし回とブずとる割が玄いグい紹

及う学養か育養。とな今でつ色費 友ま坪P
びoぶ豚つへ豚吉もる後あて々含二さず当，
豚（べのたのか楽こ箇のる助 み階ん）り
舎記き進こ経ら正こ所設が言設一建の中
』
の事とむと営
友にも計 指計万で場里一

はやたルせいて庭主うなまうの

省合数方今のチなて三たし行築な坪古山（
略でゑ向傍確にジお寿りでかにつ当耕 耕1
。をたがはもこもものと

戸に

ぐ

曲り角に立つ農業と云わ
れ︑国に於ても新しい観点
から︑農業の基本対策が考
えられ︑今後の日本農業の
青写真が出来あがろうとし
ており︑当地の農業経営も
今後の成長部門としての畜
産熱が極めて高くなり︑共
同化︑多頭飼育で畜産所得
の増大への新しい息吹きは
盛んで︑養豚の多頭飼育化
の傾向により漸く︑従来の
ブタ小屋から︑豚舎の改善
がシソケソに考えられてき

薩騒講譲殿醸繕…箆盤翻婁務轟離躯誹所

口
及

遵と吃葎輩管際を欝蓄排豚へな聾出あクと畜てδる彩置肴を君花花

そこで中部地区普及所に できるだけの巾︵B約三尺︶
於ても︑豚舎にとつて必要 を残し︑約四尺巾になるよ
な各種条件を具備し︑群飼 う間仕切りAを設け︑
い方式に適したものとして を排糞場とすれば︑
デソマーク豚舎の普及につ 潔好みの天性から︑
とめた処︑昨年農業改良資 をこの排糞場にきめる習性
金等の利用により︑地区内 をもつている︒
に二戸の建設をみた．その 切扉Cを回転してBをフサ
後も現在︑多頭飼育の傾向 ゲば︑豚は豚房に追い込ま
からこの豚舎に関心がもた れ︑排糞場はブツ通しとな
れ︑新築︑改築の動きが多 り排糞搬出用の一輪車を引
くみられてきたので︑御紹 き入れられ︑
介すると同時に︑今後普及 率を格段に向上する︒
につとめたいと考えてい は後傾斜六十分の一とし排
糞場は豚房より二寸程下げ

髪縢騨殿2砂繕1
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尺豚ながにと半のは
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豚ら安三サすク割径焼にす飼をのの・
二黒
で一い本クこりを八土足る槽斜第み1
階沢 八○◎用はと1使寸管をこ上め二敷：
ん水

話とまつたし
くいあましせ婦
をいつい仲反
和ていれあづ人 」レ

図のこべは基ヂさあ二に完導
円
合村万／
面都ろき
盤ミんげ あ成を建と建
上円
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古

ぎか究良覗びう話幸近グ

沢 入上一と直いよる殖きるよク定焼こる・
建経れ出豚丈径◎うと豚さこりをす土の 。
一費る荷房夫位又によははと
斜る管豚ワ
さは。近にでの すく一肉が豚めこの舎ラ
としつかり いがつの々人い
世あてらすしま仲と学にのう最
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