公民舘活動に想う
山

何やかやと︑騒かにやれ社会

公民舘書記村
公民舘に奉職してよりこの四

模の適正化により農業の近代化
の方同である︒こ・λではそれを

ないか︒唯こうすれば儲るとか 私の思想によれば︑歴史的必然

を促進するという︒更にその近 あ＼すればソロパンが合うとか
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日町中︶

▽倉俣中

の状勢ではない︒せっぱつまっ

をあびることでごまかせる社会 唯︑いつもどこへ行っても言っ

代化により︑他産業との所得格 言うこどで︑個女の農民の注視 具体的に説朋する必要はない︒
差をなくしてゆくのだという︒

萩原密︵青海中︶

これはいちく最もなことばか

◎転入︑新任

︵長沢小︶

南雲昭治︵水沢中︶阿部シズ

ての権利︑法律上認められた権
利は勿論．平等に与えられるべき

ているのだ︒

りである︒

であるが︑更に天地自然の道理
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全戸に

い
健康的な夏を過すことができる

てくれます︒

蝿がいなくなったらどんなにか 会長さんに申出られ︑ば心配し

想像してみて下さい御蚊や 利なものです．部落の衛生自治

発

関谷千枝子︵新卒︶渡辺和子
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にかなった︑当然人間として平 ▽田沢小

に全ての八間は遇進すべきなの

等に与えられるべき榴利の獲得

だ︒人類が︑字宙を旅．行︑できる

ような世の中になった︒
︾︑もあれ手をこまぬいて空を

ない︒下を一むいて働こう︒目的に

仰い盃いても現実は何ともなら

むかってねばり強く働く者のみ

を茶の間として︑今年も新しい

学校教員異動

のなのだ︒目的方向とは何か︒

目的方同に向って突進すべきも 村づくりに趨進致しましよう︒

てしまう︒機 関車はあくまで︑

とちがった方同へ遠く退けられ が勝利者たり得るのだ︒公民舘

月一日をもって満一ヵ年が経過 教育の話し合い︑学習の新生活
私は公民館とは︑かく政治的
農業の構造が改革︑整理され
した︒社会教育法第二十条によ 運動のと︑近来﹁社会教育ブー
自立大農経営の農村社会がつく 経済的︑交化的各面で住民の先
れば︑公民舘の目的は﹁住民の ム﹂とでも呼ぶべきか︑大学の
られてゆくにしたがい︑また産 頭に立って村創りに遇進せんと
先生や︑高校の先生までが農村
ために実際生活に即する教育︑
業振興により農村労働力が他産 する意慾を盛り立て︑審．践なら
学術及び交化の振興︑社会福祉 地域へ流出して来はじめ︑よう
業へ吸収されることにもなろう しめる役割をはたす場所と心得
の増進に寄与する⁝⁝﹂ことな やくにして表面活気を呈して来
がその離農者対策はどうか︒ひ ている︑
0である．この目的に従って公 たようではある︒あるいは慶ぶ
公民舘活動とは汽車にたとえ
民舘は同法第二十二条の七項目 べきことかも知れない︒私の疑 っきょう︑離農人口が低賃金労
働者と化すのではないか︒また れば機関車の部分でなければな
の事業と予算の範囲内で全脳力 問とするところは︑これらの大
十年後のこの国の経済機構の中 らない︒機関車が止っていれば
と全エネルギーをふりしぼって 学の学者の話が農村を指導する
で︑農業の企業としての位置づ 粟客や荷物は動けない︒後へさ
行って来た︒今こ＼で痛感する 世論の先頭に立っている箏実と
がれば粟客や荷物は目的の方向
ことはその七項日の仕事を完全 それにもか＼わらすその論旨の けはどうなってゆくのだろう
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が︑この点どうなのか︑他産業

先日︑某所で某氏の農業経営 に隷属した企業としての農業が

見通しを示し得ない事である．︐

に我等は無力であるということ き︑農民の将来について明るい 独占麦配という現象も出て来る

いったい公民舘の活動にたす

だけである︒

苦しい経営に追いこまれること
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はないのか︑価格友持とか︑価
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全員収容することに決定︑十一
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今年は︑小学校の教科課程の す︒何卒︑大方の御高導を願い

たいと急願しています︒
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広く皆様方や村内各学校の先生 供になる︑そんなところである
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時問と 言葉
ぬ者は他人の人生の一部を盗む

佐藤 伍郎

二月定例の公民舘腰員会議6

のだと決めつけ︑公会に遅刻し

副舘長

今年の努力目標に時間を守るこ
とと︑冒葉づかいを改めること た者はその会に発言榴なしとの

みると︑子供よりも成八が時間

が決められた．公民舘経費が少 社会通念を持っている︒考えて
いと何かしら︑行事倒れになる

大人は大いに自戒しなければな

傾同はあるが︑日常私共が社会 観念にルーズであるとすれば︑
生活を営んで 行く上に金のか︑

互いの努力で展開していこうで

③発書の簡朋④司会の修練⑤私

①要談先決②議題の事前通知

らぬ改善事項がある．それをお らないことである︒

はないかとの結巣である︒

﹁時間の励行﹂ということは 語の自粛．これらの事は時間の

も大切なことは定．刻厳守の思想

色六の地域で強調されているが 節約をはかる要累であるが︑最

どうも外国に比ぺて劣っている

く行かない．公会の開始時刻の る︒言語は杜会生活上極めて大

ようだ︒特に田舎に於いてうま を各個︿が自覚することであ

は富葉には実に無関心である︒

不合理から︑交通機関を利用す 切なものであるが︑多くの人汝
る入が定刻に集まり得なかった

と教えられているが︑一分間の

と楽観して︑悠々とまかり出る 角︑物も云いようで角がたつ﹂

り︑どうせ遅く始まるのだから 俗謡に﹁丸い卵も切りようで四

のが常識のようである︒顔役が

いように思われ︑定刻までに集 か＞われ︑不用意の発言が晴天

見えないと開会しても申し訳な 言葉の中にもその人の人柄がう

ことも少くない︒

まった人が随分退屈し︑木平を のヘキレキの如き渦紋を投する

鳴らしているのに待ちわびてい

書葉の要素は︑正確と明快と

までもなく︑人生の一部分であ 気品と普遍佐である︒所が田舎

る場合が実に多い︒時間は申す

全額払ってきてあとで役場へ

︵新潟犬附属病院は別︶

春先に半量ほどこしたあと︑下

⑤施肥時期は春先がよく︑また

石灰で中和してからほどこす︒

学生で村外に出ている八には

半額分挽．請求されても︑原則と

ズルのような語感の悪い方言が が続けられている︒所が我が国

ていますが︑その人が学牛でな

6は︑美しい交学作品に残る優 その人だけの保険証が交付され

ナジョ︑ハチャなどの無意味な 秀な国語を持ちながら︑戦後特

あり︑大人の会話にもイッソ︑

の全部を駆遂する必要もないが

ょっと耳新しいというので︑善

奇形語が作製され︑それらはち

か＼る人◇

しての治療代以外は麦給できま
とさらに良い効果をあげます︒

◇遠く︵叉は県外︶の医者に せん︒反県外︵主として東泉方 ⑤下刈は手おくれにならないよ

す早くに役場へ返して下さい︒

接続詞が頻発する︒方言は︑そ に外国語が氾濫し︑俗悪な新語 くなったときはその保険証は必 して旅行中の急病で応急措置と 刈直後に残りの半量をほどこす

通用範囲の狭いもの︑語感の悪
面︶の医者にか＼ろうとすると うに早目に実施して下さい︒
◇使い方

のを追放しなければならな 悪の選別もなく︑流感のように

きはその前に必す役場に申し出
肥料は根にふれないように近

県内の医者にか＼る場合は︑

い︒殊に社会生活が非常に拡大 社会に拡がり結局︑国語の純潔

①植尺は十分に大きく深く堀り

た︒また貝野駐在署も異動があ

犯課勤務の大月巡査が赴任し

務になり︑後任に十日町不署防

た喜多巡査は︑三条署管内へ転

動で長年田沢駐任署に勤務され

十日町警察署管内春の人事移

顛墨が赴任

駐在署の異動

〇入施せます︒

五ケで一臥︵三〇試入︶約＝二

えた年の一本当り︶固形肥料一

くにほどこします︒施肥量︵植

かることがあります︒

必す保険証を提出して自分で払 合は患者本人に名額の負担がか

いことである︒

山紫水明．八情純朴な中里の

ヘクタールにも達しており︑い

ほどこした山林は全国で十数万

づれも良い成長をつ＞けており
ます︒こうして自分で同じ山か

ら一生の間に二度も三度も収穫

があげられますので︑林業は格
段と有利な企業となってまいり

せんか．
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◇施肥方法︵造林地⊇場合︶
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翠るようにしましょう．一
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⑤病虫害の防除
従来なすは茎葉や実の病虫害は
少いが︑ボルドウ︑ダイセンを
撒布予防に努める︒下葉をおと

⑥整枝法を工夫する

さぬことだ︒

一般に三本仕立としたい︑第一

花のスブ下の芽二つを残し他を

を伸ばし結果面積を広げてゆく

阜目に除去する主枝とこの二本

なすは種子伝染による病が多

三︑育苗にはこみなこつ
いからホルマリン60倍液で
二〇分︑ウスプルンで八OO倍
液に三〇分浸債するとよい︒ホ

ルマリンの場合は水洗いをす

十三度近くの高温を要する︒本

る．①発芽にはC三十度以上三

枯病を誘発する︒

葉二枚ごろの床温が低いと苗立

②花芽分化は外界要素のうち肥

きく︑キウリ︑トマトにくらべ

ったとはいえ︐農塚の利用は大 る︒もし年数の短い場合は耐病 で︑とくに速効性のリンサンが

販り︑残 っ

た籾を良く
水洗いして

水を切って
終ります︒

③直播をやめる

より遅く︑広葉二〜三葉のころ

播種從大体四＋日頃歪︑トマト

生すること︑連作が効かないこ

る︒遅播の一回移植か冷床育苗 損傷は花芽分化と苗の発育をい

④肥のやり方を工夫︑

きるだけ五年輪作を守る︒仲間 く︑果菜類中では最も多く施す

か云われていたのは昔のことで
今日では三割の落果をすること

わないようだ︒

はなすの牛理には︑どうやらあ

深根性作物であるから深肥が有 は通念となっていて︑ドドイツ

寿命の延長をはかる

コトワザに﹁百花百成り﹂と

とが特徴である︒

二︑栽培上の改善点
①熟期︑収量面で新品種に更新
するに検討を要する︒

②輪作も年限守る

キャッブをかけるとよい．

に切りかえ︑小苗植にはホット ちじるしく損する︒

だ軽い籾を であること︑青枯潤がかなり発 よい点もあるが非能率的であ である︒強健ななすでも羊葉の

す︒浮かん て本畑期間の長いこと︑高温性

かきまぜま てはるかに多い︑栽培上からみ 方向を変えてやる︒

性の強いものを︑あるいは畦の 豊富にある︒花芽分化の時期は

塩水の中に

なすは最近消費者の需要は減 レイショはこまないようにす 床土は肥えていることが大切

一︑経営上からみた特牲 である︑トマト︑ナンバン︑バ や株間の彰響をうける

ナ

下蓋匁翻．下．

ですから︑なんと素晴しいこと に肥料をほどこします︒
り野上巡査の後任に中沢巡査が
ではありませんか︒今や肥料を ④極強酸性︑強酸性の土壊では 赴任した︒

あなたの手で何度も伐れたらど
普通どおり植えます︒
んなに楽しく張りのあることで
②施肥には鍬や鉄棒で苗木一本
しょう︒これが芯業家の永年の
当り傾斜上部と左右の三ヵ所に
夢とされておりました︒ところ
沢をあけて図に示す位置に肥料
が︑山に肥料をやるという︒今
をいれて土をかぶせます︒
までかえりみられなかったこと
③古い造林地のときには︑植栽
によって夢が夢でなくなったの 列の中央部を通して適当な間隔

あなたが植えて育てた木が︑

山の 肥培管理

う分は半額だけにして下さい．

した今日︑少くとも青少年は流 性が虫ばまれつ＼あるのは悲し 新︑潟であろうと長岡歪あろうと て下さい︒事前に連絡のない場
暢な標準語を使いなれる修養が
必要である︒その為には家庭や

地域がその気持になって言語環 地にも︑言葉に対する自覚が強
境の改善をはかることが肝要で まり︑おだやかな中にも気品の

ある対話がくりひろげられたり

と思う︒

先進国では国語育成という事 此の地域社会はもっとよくなる

ある︒

が叫ばれ︑その国の言葉をもっ

と正しくもっと美しくする営み

必ずノ●
し

ヤ

なされていなかったものがすい

今回の切替えのとき届出で．の

守って下さ

いつも申し上げお願いしてい
ることですが︑国民健康保険の

亡︶届けをする際︑必す保険証

入︑転出ー婚姻を含む出産︑死

役場︑麦所に世帯員の移動︵転

被保険者に移動のあったときは 分ありました︒
必ず︑そして早く届け出て下さ
い．

◇届出に必要なもの◇

ます︒

種籾をざ

ンフ・

浸し手早く

るに入れ︑

〜
ー

をもって一緒に保険の届出をす

◇学生でなくなったとき◇

としての塩水選と消毒は次の方

◇塩水選
塩水は︑うるち︑もち︑陸稲

毒

目安で行い

りません︒塩の量は次のような

によって濃さを変えなければな

◇消

1ウスブルジt水1・㍑（6錠雁轟欝11・ケ12時間

◎転入︑転出︵保険証と認印︶

場保険の保険証︶

ったとき︵認印と国保及ぴ職

るようにして下さい︒
との出来ない尊いものである︒ ける場合が多い︒子供たちの吾 ◎出産︑死亡︵保険証と認印︶
ました︒どうぞ肥料をつかった
︹注︺今後移動の諸届けに際し
それを個人の都合により大勢に 葉を聞いても︑バカヤロウ︑ア ◎他の職場保険などに加入した
肥培管理によって皆さまの財産
迷惑をかけることは非常な間違
とき女はその扶養者でなくな て︑保険証を持っていないと受 をさらにふやそうでは︑ありま
付けられないことがあります︒

チャル︑ゲェニ︵多く︶汽車が

うな下品な叫び言葉が多く︑ブ

五二♂

「一㎜一

毒に便う農薬の便用量︑時 致命的な青．枯病に対しては︑で 効である︒なすは多肥栽りで良

六五〇♂ 間などは次のようです︒

＝一盃♂

？聾賜奄1腕合）1塩水選i6−8時間

マ︑ベラポー︑チクショーのよ

ドイッでは︑時聞の約束を守ら

青草

配合割合はいも五〇％︑ヌカ

でありヤせ

類三〇％︑魚粕︵大豆粕︶二〇
二六〇キロ お

◎繁殖豚︵体重一五〇ー一八O

二〇計

水苗代はもうすっかりやめよ
う︒今年あたりむりである．

魚粕

四五〇キ︒
驚ば︑肉豚一一一頭は飼うこと一
一︑九〇〇キロ が
るロ

♂で年二回分娩︶

とかく︑今迄畑苗代の流行か

糠類

﹃本 田ド
ら︑若苗の早植が多く︑草出来
いも類

の一番最初で一番大事なことで 標にして下さい︒冷たくとも十

良い種制を適ぶことは稲作り 消毒液の温度は十五度Cを目

スジあらいのやり方

だけは日本一だが穂になるのが
少く︑おまけにみのりが悪かっ

たが︑これは若苗のせいが多い

から︐苗代は四〇日位の成苗を
使うようにしよう︒

又︑窒棄質肥料は幾分ひかえ

充分かけよう︑保温は少し堅め 更よくなろう︒

こく類三〇〇ヂ︵．玉蜀黍

魚粕︵大豆粕︶

糠類

いたしましょう︒

姫藁モグリの出る処は消毒を 法で︑必す皆が実施するように
忘れずに︑ヒエ退治のPCPの

濃厚飼料の七五〇キロは︑米糠

サの自給から

工

隼

︑大豆粕一五〇キ︒と

七五ノ︑フスマニニ五♂︑こく
類三〇〇

のは

なり︑自給栽培計画の必要なも

♂でもよい︑大豆粕も大豆を栽

一︑一三〇キ︒ ．麦︶であり︑これは甘藷九〇〇

エンシレ監ジ

◇ 豚

ニ︑二五〇ノ 培自給する︒
七五〇〜

が多いが︑夏季肥育の場合︑一
部青刈飼料︵特にマメ科飼料︶

，，㌧吸ダ，、

凝》
一縁
メル11，…家。。。倍直後12−4時間
○剤メル1（水1升に10）

いである︒正確を何よりも尊ぶ

篶及砂総占9
今年の長期予報と
稲作
り

先日発表になった︑今年の長 る︒改良苗代︵保温か簡易︶に

配はなさそうである︒

今の技術を充分コナシさえす の床にスジをすりこめば土はい
らない︑畑苗代は簡単な様でい

れば︑今年も巫豊作であろう︒

魚には注意しよう︒

使い方も間違わないよう︑特に

育

◎濃厚飼料

冬置乾草︑ワラなど

七︑五〇〇

夏⊥野草契は︑青刈類

◎粗飼料

◇肥

家畜のモウケは

してやろう︵温度とツユ■︶︒

ただ問題なのは︑この大雪で春 て仲汝むぷしいから充分注意

が向うへのびるのはたしかであ
り︑長期予報によると︑伽月が

昨年みたいに︑残暑がなく秋雨

模様で︑早冷気味だというから
結局︑おそい春と早い秋にハサ
ミ打さになって︑短かい間にナ
ンギしなければならないという
亭になろう ︒

四五月の気温は︑時々低温は
あるが︑平年並かヤヤ高めで︑

六七月のツユは︑入りも上嘩σ
平年並で六月には中休みがあり

反︑上りぎわに局地的な大雨が
ふりそうである︒

ツユ朋け後八月の盛夏期は︑

代ド

いも類

辱7ノ

濃
名
品

＝ 国 保 ＝

一時的に低目になることもあ巻
粗飼料は殆んど野草︑ワラな ◎肉豚︵離乳後より一〇〇キ︒に
が︑大体平年並ということであ どで栽培計画の必要性ない場合
するまで︶
る9

﹃苗

何といっても阜くまく事であ の必要がある．

（400〜470匁）

（5升5合）

陸 稲
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（5升5合）
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食塩の量
消

薬

り︑しかも金銭では販り戻すこ に入ると特に気品と普遍性に欠

いも

期予報によると︑そう大した心 芽出しをしてまさ︑クンタンは 目にし︑下層施肥が出来れば尚 す︒良い種籾を選ぶ方決の一つ 度以下にならないようにして下
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