ームシ歯の予防−ー

生後三〜七年に︑至る間は乳歯

︹C︺乳歯期の注意

歯科医藤田

歯を大切にしよう◎
歯は一度完成すると完成後こ

成後にはその予防対策も︑口腔
んに行われる時期である︒従つ

を行い︑永久歯の形成は最も盛

は︑殆ど不司能である︒既に完 は既に口の中に出揃い噛むこと

れを栄養学的に強健にすること

溜掃による外はないと云うこと

になる︒反歯︑殊に乳歯の形成 て次の事に注意する︒

に富む食物をとらせる︒

は胎生四十日頃より既に始まり ①小児に栄養価高く︑ビタミン
永久歯もこの時期に於ては︑人

大切な時期と云える︒それでは

教えて︑顎骨の罷育を計る︒

為的に歯を強健にするには一番 ②小児によく噛むと云うことを

︹D︺歯が形成した後の注意

以上ムシ歯予防の対策法とし

努めムシ歯の発

如何なる注意が必要であるかと
云うと次の通りである︒
︹A︺胎牛期の注意

歯の形成に必製な栄養物か︑母

成に努め

後天的には積極的に

体に与え︑母体より皿液を通じ ては︑先天的に強健な歯の形
て胎児に供給する︒

口腔清掃法により口腔清掃に

区別しています．

面食物のカスとなり︑病を誘発

種の予防性を有すると共に︑他 6︑胃潰瘍︑通籍腸炎︑＋三

ては︑一般に次の如くである︒

部分︵臼状の部分︶

4︑上下顎の歯が噛み合わさる

主な全身的疾患◇

ひいては身体の健康の維待増進 目をする︒ しかしながら一面食 2︑貧血
物を食べることによりぶ口の中 ︐3︑血管硬化症

越冬バエ駆除
日間において嬰施した越冬蝿退

①去る三月二十日から四月二十

7︑耳鳴︑慢性頭痛︑神経炎

．︑力

森

一の馨バ壼壽高卵葎

一一六匹捕殺致しました︒一匹

治は三十六ヵ部落が参加︑八︑

ω︑筋炎︑肩凝

お

学校林間植
村の将来を背負う土台の如く発

︵薦 刺たるものが印象を深めた︒も

羽地域︶の車入れを行った︒こ しもこの事業に対し近視眼的言

学校林︑及び﹁青年の山﹂

去る五月二十五日田沢中学︑

ら

9︑関節炎︑ロイマチス

8︑視神経炎

十七年度より実施される中学校 な予算を必要とするも近き将来

以上今後教育委員会に課せら

設備費並びに施設費等に要する︑ であると存じます︒

職業︑家庭科関係の実施に伴う に実現しなければならないもの

忙大なる予算が必要とされる段

れた交教施策の推進については

他面公民舘活動並ぴに社会教 理解ある村当局及び村議会の特

階にあります︒

育関係の面に於ても強力に推進 段の御支援と御協力をお願いす

羅略より御願する次第歪あ

社会生活の中餐みんなと協力し
合える八間づくりということで
余暇を利用し一定のルールにし﹃

社会体育﹂だけが販りあげられ．

てきましたが︑それだけにヒャ

待ち致しております︒

へN︑

万匹となる訳でこれに八︑一一

むとして計算すると十五億五千

なり︑悠に二回の一斉消毒をし

六匹を掛けますと天交的数字と

た程の効果を上げた訳でありま
す︒来るべきときは︑全部落参加

反全戸が参加するようにし更に

新購入図書案内

その成果を期すよう望みたい︒

キリスト教入門︵矢内原忠
雄︶東条英樹シ︑太平洋戦争︵佐

一郎︶巣立ちの歌︵永井竜男︶

三︶青春の愛について︵亀井勝

藤賢了︶風流さんど笠︵村上元

まるところなく社会体育の目的

▽会長

︵社広係︶

高橋幸作

気的体制をかためた︒

萩社︶デ

前から︑優秀な先輩により育て

あることは御承知の通りであり

られ︑今日も︑いよく盛んで

先般﹁俳句なかさと﹂創刊号

ます︒

を各戸に配布いたしまして︑同

したが︑今のところ︑応募者が

好者の投句をお願いしておりま

平︑斎藤穴馨

来る六月二十日第二号投句締

おります︒

▽副会長H大島孝平︑高橋源 きわめて少なく︑淋しく思︐て

一︑秀原秀雄︑

佐藤伍郎︑上村
賢造︑大月拡︑藤

田博︑高僑敏子

博︑樋口和一︑

一

▽幹事 井ノ川

村山武

︻写真は協議会
総会風景︼

ち申し上げております︒

広く皆様方の御投稿をお待．

の声﹂欄を新設致しました︒

に村民のものとずる為﹁村民

公民舘報﹁なかさと﹂を頁

﹁なかさと﹂
原稿募集

田五郎︑藤田宇 寄句項き度お願い申上げます︒

斎喜政治︑藤 切りますので︑一般の方是非御

▽理事︵会長︑副会畏の外︶

題協議会﹂設立総会が開かれ︑

㎜

黙難

を出し︑今後の青少年対賢に活

会則の漢議はじめ︑理事︑幹事

中里村公民鋸に於て﹁青少嘩聞

去る五月九日午後一時■より︑

−全機構を動員対策に乗出すー

青少年問題協議会発足

位の御協力をお願いします︒

をよぐ理解していた﹀き︑だれ
第二号発行について
ン活動ば社会体育の一つの方法一
でもがどこでも気軽にたのしめ
皆様方の農民交芸として︑広
ハ る社会体育活動にしていきたい
く全困的に愛好されている俳旬
フォークダンスが比較的住民に︸
とおも﹃ておりますので村民各
が当中里村に於ても︑すっと以

﹁俳句なかさと﹂

しております︒巡回の節は塚中こぞってお出下さるようお

方の労苦に対し感謝し︑労をね浄らう為︑巡回映画を予定

るように・本舘では日どりは今のところ未定であるが皆様

中里村の田休みは七月一日です︒皆様方の楽しい一日であ

田休みは七月ロ日

早期の増収栽培︵濃辺正︶

ンマーク式養豚︵秣兼六︶早植

社︶啄壽纂嵩︵

電化生活のすべて︵読売新聞

社︶長生きのコツ︵吉田正慰︶

郎︶午どもとともに︵読売新聞

日菰人のたべもの︵小幡彌太

昨日の恥今日の恥︵坪田譲治︶

本清張︶私は二才︵松田道雄︶

︵三島由紀夫︶歪んだ複写︵松

狩り︵曽野綾子︶詩を書く少年

三︶新潟の歴史︵渡辺慶一︶男

交六︶頭の中の歪み︵石川達

里︵円地反子︶虹の工場︵獅子

石︶破戒裁判へ高木彬光︶花散

記︵河合三郎︶禅の話︵臼田劫

ている︵徳川夢声︶魔の海探検

フリード・マン︶私だけが知っ

ル・ドウィッヒ︶追跡者︵T．

ョップ︶ナボレオン仏︵エ︑︑︑ー

ーンが撃たれた日︵ジム・ビシ

残酷物語⑦⑧︵平凡社︶リンカ

の日は晴天にめぐまれ︑若たし 辞を弄するものありとせば︑そ 鞍馬天狗⑨⑩︵大仏次郎︶日本

中里村教育委員会ではこの研

社会体育の意義は八女が自分

のぞまれたということで﹁踊る一

芋が・曇蔑嚢ど隻

するを要し︑職員の増員︑オー ると同時に広く村民各位の御協
トバイの購入が必要急務かと存
じます．

中里村が3
6・37年度県
社会体育指定市町村に
県教育委員会では三十二年か はじめ県下士五市町村に委嘱を

村財政の内にあってよく之をな て地域の社会体育レクリェーシ

おこないました︒

ことになりましたの廼不肖私が ぴに小出の各分校の本校への統

になりました︒

ョン活動を活発に展開していく 究委嘱をうけ︑主として職場体

レクリエーション活動のあり方

ます︒尚︑建設面に於ける今年 県内の社会体育全般の向上に役 を研究すべく目下貝体的に研究

大さは痛感いたしておりますが に深く敬意を表する次第であり 活動のあり方を研究し︑成果を

幸い村民各位始め村内関係各団

体並びに村内各学校当局よりの 度よりの計圃としては中里村中 立せようと二ヵ年づつ研究指定 題目や今年度の重点目標及び活

会体育指定市町村として中里村

のたび三十六︑三十七年度の社 めております︒

御指導と御鞭捲を仰ぎ一意専心 学の中心校としての田沢中学校 をおこなってきていますが︑こ 動組織などについて計画をす＼

諏欝墾翻墾勧

りますれば格別の御高配を賜り

その職務に遇進いたす所存歪あ

指腸潰瘍

◇目然的清掃とは◇

口の中を清掃するに当り各人

◇人工的清掃とは◇

ッバキの分泌︑顎の運動︑歯 する発病性を持っている︒
それ自体の形︑食物等によって
自ら清掃作用が行われている︒

①ツバキの分泌

物を食べる時には︑多量のッ 自らが︑自己の口をある種の用

使用法が正しく行われているか

歯刷子の使用についてはその

一ムう︒

バキが出て来る︒このことによ 具等を使用して清掃することを

って歯の附着物及ぴ口の中の
バイ菌を排除する役として︑自
然に防止している︒

②歯それ自体の形が自然に清 どうかの点については可成の疑
掃している︒正常な歯は︑歯 問があります︒
歯の研磨︑清掃する順序とし

汚物が附きにくい性質をもって

1︑上下の歯及び歯グキの外面

の表面が滑かになっているので

いる︒

2︑下顎の歯及び歯グキの内面

難馨繹匙離﹄鑓鰻

③下顎による自然的清掃

の中の不潔物の除去に役立つ︒

下顎を動かすことにより︑口 3︑上顎の歯及ぴ歯グキの内面

特に舌はその活発な運動によっ

て前歯では︑隣の歯との間︒奥

ムシ歯の発牛部位は︑主とし

いる︒

歯では噛み合わさる面となって

て歯の間にある不潔物を除いて

④食物による自然清掃

食物の中で肉︑センイ性食物 いますので︑清掃蒔は十分に丁

鶉ダ磨くだけ要く︑食物を

寧に磨くことが大切です．現在
口腔清掃とは︑口の中及び 及び果物等は︑口の中に残ると

◇口腔清掃について◇

生後一︑二年間は乳歯の形成 努める事が肝要である︒

︹B︺初生児期の注意

は急速に進行し︑漸次歯が出始

め︑永久歯の形作りも漸く活発
いうことが少なく︑しかも噛む

反は八導的に用具を用いて歯及 のに力が要るので︑自然的にそ 一食べた後には必す含漱するか︑

となりますので次の事項に注意 歯を常に清掃することで︑自然
するこ と︒

くこととなり︑歯の面の付着物 ．ています︒

穴になる︒女コーヒー︑茶︑そ

この目的は︑歯及びその周囲 及び︑バイ菌を排除する効果が ◇歯の病気が原因で起りやすい

菱努めるこ菱う．

①母乳栄養の励行︵現在は人工 び口の中に汚物の沈着がないよ れ等食物によって歯の爵面を研 一歯を磨くことが好ましいとされ

混合することが出来る︶︒

一の墾強覆2共霧

栄養の場合でも適当な栄養剤を

と︒

︵口腔清掃の方法︶

5︑膀胱炎︑腎炎

の不潔度を高めることになる反 4︑甲状腺炎

自然的清掃と︑人工的糖︑浦に 面もある︒即ち発病に対し︑一

男4・6弓6
女4・628
計9．294

学校教育の面に於ては昭和三 央公民舘の建設はこれまた把大

十日町新聞社

面に経験乏しく︑今更責任の重 村当局︑村議会を始め村民各位 ためにその地域の実情に即した 育と農村地域に於ける社会体育

もとより浅学菲才特に交教方 し遂げ得たことにつきましては

たがってゲ毒たのし塾

籍轟犠装

世帯数1．664

灘欝鐸黙

殊に十分なる石灰塩をとうすこ を予防し︑尚心身に快味を与え の他の飲料水は丁度洗源剤の役 1︑原因不明な微熱が続く

②母体に十分栄養を与えること

一

また施設の面に於ては独立中 ーッ麺︑揉運動を通じて一

5月i日現在人口

以上のことについては保健婦 を計る所にある︒

しい︒

印刷所

設が決定せられて居ります︒

村山武

さんに良く相談するこどが望ま

一︾蓬

就任御
山軍英

います︒

さて我が中里村は従来教育村
として自他共に知られその施策

はいつも教育優先主義が採られ

の通りであります︒最近に於け

て参った事は村民各位の御承知

る建設面に於ては︑いわゆる合

育行政に幾多の業績を残されま 増改築工事︑並びに貝野小学校
した阿部教育長さんがこのたが 及び倉俣中学校の屋体の建設更

編集人

社会体育指定市町村を設置し

に昨年度︑田沢中学︑高道山並

中里村公民舘

そのあとを引継がせて頂くこと 合に依る寄宿舎の建設と苦しい

御家庭の御都合で辞任せられる

発行所
ら

は学校林

博

教育長就任以来我が中里村教 併五ヵ年計画に依る高道山校の

教育長

拶

たぐ御願い申上げる次第でござ

村挨

写真

舞蠣に

㈲
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麟 籠微駆舩講習会開催

新潟県教育委員会︑新潟県公

三︑・王催

六月二十〜二二B於清津峡温泉

来る六月二十日から三日間︑

清浮峡湯本温泉6第十回中越地

中魚沼郡町村会

五︑後援

興会︑中卑村教育委員会

中熱沼︑十日町市社会教育振

四︑主催

区公民舘連絡協議台及び帥元中 民舘連絡協議会︑中里村

なりこ のほどその要領がまとま

軍村の主催で開催されることに

りました︒

この講習会は中越地区の各市
町村公民舘関係者が地域の公民

﹁婦人に社会をみる目をつけ ◎第五分科会

と︑若くは︑経済的余祐を持た れを迎えものは︑同じ成人式を

﹁マス・コミにどう対処する ないものを持つべく仕向けるこ 迎える仲間にも服装に相達があ

いところであろう︒巫︑それの

ることは︑彼女達の楽しみを奪

法としては消極的方法と言え

とに特に熱心なものがあると言 かしい︒けれども経済的ゲ祐の

ちながら︑一つの社会に生きで︑

のことを軍視しなければならな

成人式に於て︑服装などに全

ある︒そのような八にとって拙

くこだわらなかった人は幸福で

人

式

覧 ∂5撃

︵S牛︶

曝■．o・亀f㌔■2●電o監●8霊

事終る

実行に移すべきであり︑今後こ 一なのである︒

成
一﹁母の日﹂記念式典

去る五月四日田沢中学校に於 一去る五月十四日﹁母の日﹂の
いて昭和三十六年度成人式が行 記念式典は︑お母さん約千人の

老

六年度事業︑予算を議決した後

五年度事業会計報告︑昭和三十

に樋口克已氏が選ばれ昭和三十

招集された．当日ます総会議長

於いて中里一村青年会定期総会が

去る．五月十四日︑田沢映劇に

青年会総会

行さ．れた︒

われた︒該当看は一〇一名︒村 参集の下︑山崎大映で廃大に挙

長︑教育委員長はじめ来賓の祝

辞のあと︑津南町︑善玖院滝沢
騰雲先生を講師としてお招きし

敬

る一日を過した︒

置9

︾留＞﹃

員の選出は会︑長一任︑後日指名

り

o

た︒尚新会︑長挨拶は上記のとお

〃●
0

リシロンンヤじもをノノロくミ ヤかまミノヤぞぐ

雰囲気のうちに無事終了した︒

った老八各位にとって心温まる

熱意をこめた協力により︑集ま とし︑午後映画鑑質し︑散会し
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