健康で ある
為に

豆︑大豆製品をもっと利用した

いものである．

更に日常とりたい食品として

ビタミン源として毎食膳にのせ

た蛋臼質︑脂肪︑カルシウム︑
ある︒

込む事が出来なくなるものが

︵ 栄養士・樋熊順子︶

え栄養不足にならぬよう注意し

たい︒

ボリオ流行時の注意

す．

これが駆除方法としては︑清

適する剤型のものを選定する必

以上の事は一つだけ現われる 掃︑乾燥及び隙間をなくするな
たいものです．三度三度の食事
健康とは単に病気にか＼︐て なる働きがあり︑良質蛋臼質の
を家族の健康と結びつけて考え こともあり数種の症状が一緒に どの環境対策も考えなければな
いないという意味ではなく︑そ とり方が︑少いので︑肉質とい
現われることもある︒このよう りませんがやはり決定的な方法
の時に応じて活動能力を最高に わなくとも︑ずぐに手に入る大 蛋臼質︑糖質︑無キ物︑ビタミ
は薬剤駆除です．
ンのバランスのとれた献立を考 な症状が出たら直ちに医師の診
薬剤は使用場所によ︐て最も
断を受けねばならない︒

発揮できる状態にあることをい
う．

それには何といヨても毎臼の

の知識

二士百の三日間清津峡に於て 子学習③婦人活動④公昆舘の役

職員講習会は︑去る六月二十〜 会では︑①青少年教育②成人男 の伸長につれてその占める部分

割⑤マス・コミヘの対拠の問題

公民餌発足以来︑この種行事 が︑か＼げられ︑熱心な討議が

行われた︒

が当村に開かれたのは今回が初 行われ︑変りゆぐ農村の社会教

から補てん投資と新投資をとも

いる．この三兆円は純増である

が陽性であったと報告されてい

ー食品新潟よりー

一

みんなで〃
て

禽︑

しかしここはゴミ捨場でな

分け合つ
大割野から十臼町に至る間︑

流れています︒

ありこの附近の住民は︑これ等

何本かの河川が信濃川に向うて いことは留んな分っている筈看

くい光景を呈しています︒

﹀￥く1妻︵ノ

早く〃
なおしてあげて下さい

昔から﹁塵も積れば山となるレ

の諺がありますが︑これを個女

はないでしよう︒縄のようなも

に分けてみれば量の多いもので

のは積んでお炉て推肥にすれば

村内乳幼児の先天性股関節脱 ていますから︑あわてす︑驚ろ よいでしようし︑紙や木屑類は

と思います︒誰も見ていないか

掻けや手間で解決出来ることだ

このようにお互いが一寸の心

るものです︒

臼︑くる病検診を六月七日︑八 かす家中皆んなでこの子の将来 もやして灰にすれば肥料にもな
日にそれぞれ該当者全員につい のため力を合わせ治療にあたり

て十円町保健所と共同廼全額 早期に完全な健康な身体になれ
◎先天性股関節胸臼

村費担のもとに実施いたしまし るようにして下さい︒

三人

中に捨てるものがあると聞くに

まれるというものです︒近くそ

及んでは︑その人の八柄が悲し

のような処を附近の部落の人達

いますが︑二度とゴ馬ミ山を作ら

から清掃して頂くことになって

ないようにお互いが出来るだけ
注意し合って下さい．

る食糧の不足は国内で生産しな

いま問題になっている農業基 いと輸入しなければならない．

だろう︒

て家の前の側溝やや用水せぎの

診断の結果は次の通りでした 検診を受けたもの︵全員︶ 八 らとか︑自分一人位はとか云っ

た︒

＋山ハ人

二人

の将来を考える時︑また子を持 亜脱臼︵軽い脱臼︶

が不幸にも異常ありと出た子供

つ親の身になって思う時本当に 形成不全のもの

◎くる病

をしましたが︵異常のなかった 未検診のものH六人

したがって何年かのうちには

いない．

株の値で言えばいまが一番農

いまが買いどき

ある︒

れそこには近代化のチャンスも

よう︒農産物のあい路も拡大さ

通しをもった農業になるといン

農家人口が減ってしまう︒なぜ 本法は日本の農業がこのま＼で だから経済の成長にマッチした
そうなのだろうか．原因として はいけないというので制定され 食生活の同上を当然はからなけ
るものと思われるが近代化の方 れば見かたによっては明るい見
次の三つがあげられる︒

0他産業に比べて所得の格差 向に動いているのは微女たるも
があり︑最近の経済データも農 ので体質改善の動きはかんまん

である．いわゆる﹁奥さん農
②労働市場が変ってきた︑め 業﹂的な傾同が全国的に見られ

業に不利なことを示している．

きない︒普通の年で中学卒第生 なく︑就職の機会が平等に︵新 な農藁にさえなってしまってい

か︒四五〇万八を増すことはで 都会や農村であることには関係 近代化に逆行するような原始的

③都会の消費慣習が︑そのま

︵労働市場の均質化︶

近代化に近づく
要素を

いつまでもこういつた形式で

きである︒

れ成長株﹂だといってもよい︒

だ︒農業はいまが底値で﹁出遅

の農業は牛産額を拡大すること

の暗いものではない︒これから

一五〇万人︑このうちことしは 卒者︶与えられるようになった る面のあるというのが現実の動 業は最低の値段にある︒しかし
よく考えてみると決して見通し

十三万人しか農業に残らなかっ

た︒尾徒数のビークの年でさえ

いま異常な時にあり︑今後も長 のものが昔とちがってきた︒

一

はいまはない︒

農業一雇用

と労賃

て使えばはるかに見劣りのしな
いりっぱなものにすることがで

きる．農業人口は減少するが農
労働者の賃金も 家は減らない︒それなのに昔な

農村後継者を作れ
若い人が農業の将来に対する

困る︒農村の近代化を前提とし

絶望から農村を出て行くの6は

て生産の意欲をもち農村の生活
環境を変えてくれる後継者をつ

日本での食糧の需要はいまだ くらなければならない︒農村に

見通しは明るい

できないのではあるまいか︒

農業以外のそれと がらの経営方式だから近代化が
すぐに比較されて
しまう︒だから︑

ところに農村間題をほんとうに

のこる若い人をはぐくんでいく

の食生活の変わりかたは大きく

てやまない︒︵広稿は川西社敦

面廼公民舘の果す役割を期待し

いくだろう︒これによって生す 一育主事金子幸作氏の速記掲載︶

生活様式も非常な勢炬変わって

って食事の種類もふえた︒今後 解決していくカギがある︒この

ではやりにく︑な かってない勢で伸ぴているよう

業をどうするか

った︒これからの だ︒生活や交化水準の向上によ

今までの経営方法

すべきものであろう︒

将来の産業構成から考えて農藁
は︑漸次小さくなり︑他面農業 期的につyくだろう．
乙れらが原因となつて農村の中
﹁奥さん農業﹂とか﹁うけお
人口が激減するというのは底の
と他産業とを︑つなぐパイプは なぜそうなのか
堅となるべき青少年が全部他の
い耕作﹂という規実の問題を農
戦前にくらべてグット太くなっ
浅い評価で︒ある︒ある意味では︐
日本にはいま六〇〇万の農家 産業にいくのである︒長男は︑
協あたりが中心になってうまく
今が買えどき︑やり方によって
た︒
がある︒これを従来の方式で維 あとつぎ二︑三男は外に出ると
やうているところもある︒普通 は見込なきにあらすというべき
いう昔のしきたり の耕作にしても規模を大きくし
であろうか︑もっと高く評価す

足りない労仇力

した︒中山先牛．講演要旨は次の

の問題である．たとえば︑現在

めてyあるだけに村は郡市関係 育の進むべき方向︑路線を探求
機関と密接な連携の下に全力を
通り︒

農村の動きの第一は︑労働力

つくしてこれにあたりその成果

の国民所得を十兆円とするとこ
の十兆円を実現するためには︑

資瓜ほ三倍の三十兆円を要し︑

また︑労働力は四︑五〇〇万人
を要するといわれる︒それを一

長させるためには︑資広三兆円

割増の十一兆円に国民所得を成

これまでの日不経済は︑年四

労働力四五〇万が必要とされて

パーセントぐらいの伸長であっ

太くなつたパイブ

らざるを得ないからである．

その中にある農業が必然的に変

は︑日本経済の成長につれて︑

している．いちばん大きな原因

鍛近の農村は急テンボで変化

変貌する農村

を見たことは誠によろこばしい
ことであった．

本講習会には安沢県公民舘連
絡協議会六長︑県社会教育課長
はじめ︑県関係主事︑郡社教振

たが︑それにも増して地元清津

興会役員が参加して盛大であっ

舘︑苗場舘︑古屋旅舘の三家に犠

謝し たい．

牲的協力を頂いたことを深く感

農

していくとすれば舞二華︑ごういう間題はセッパつま．
鯵持鱗
鰭腰馨講離難霧髄姥
が多いといわれるが全体的に見

尚講師には︑農林省農業総合 たが︑こ︑一年間の統計による なう︒いまの日本では設備投資
と八％の上昇を一．爪しているし︑

招聰し﹁変り行く農村と社会教 この数年間には︑十五％も上昇 るとそれほどでない︒

研究所の中山誠記氏を東京から

であります．

要があります．
①流行地区へ行かない
か
ら発生する害虫に悩まされて
中里村内にも信濃川に流れ出
◆台所からゴキブリ︵油虫︶を
②疲労しないよう注意する
います︒いくら自分の雌りをき
る川が四不あります．そのいず
追放しよう．
③清潔の保持
れもではありませんが通りの下 れいにしても︑このようなゴ︑︑︑
なお感染経路は息者の排せつ ◆きたないゴキブリ︵油虫︶か
捨場が放置されている限り住み
流に面して両側がゴミの山とな
物などにとまった﹁ハエ︑ゴキ ら食物を守ろう
っているのが見受けられ大変醜 よい郷土﹁ハエ︑蚊のいない明
るい村﹂など考えも及ばぬこと

いることがつきとめられた︒

頚背痛︑頚背部などの硬直や 要という結果が出たのである︒

巫しぱし呼吸や食べ物を飲み

みんなでゴキブリ︵油虫︶

を退治しよう
昨年県の衛生研究所でゴキブ

ゴキプリ︵油虫︶を退治しよう

⑤ボリオウエルスは神経組織と ブリ︵油虫︶﹂等に接触した場 ◆小児マヒなとの病魔をはこぶ

の現地調査の結果︑ギンバエが

くに運動神経細胞に親和が強 合の間接感染があるが︑北海道
い︒

麻痺型﹂とある．

人によって非常に差があるよう ⑦ボリオには﹁麻痺型﹂と﹁非 感染源の大きなウェイトを占て

れるが︑その理解される範囲は

雑誌などで多くの記事が見受ら

小児麻痺について最近新聞︑

・小児まひ

十分な休養と栄養が必要であ 牛乳製品︑緑黄色野菜をすぐれ
る．最近は食べものが豊かにな

になってきている︒しかし調査

り︑経済さえ許せばという隠代

では栄養欠陥の病状をあらわす

ものは全広の三十％も示し︑か
たよった食生活をしていること
があらわれている︒

特に農村地帯では臼米の過食

である．

におちいる傾同にある．この害 に思われるので︑ここに防疫情
⑧ボリオの症状として頭痛︑咽 これで予防注射も大切だが︑
は米の主成分が澱粉であり︑蛋 報第二六四号から︑抜華参考に
頭痛︑筋肉痛︑めま砂︑発熱 ギンバエやゴキブリの掃滅も必

臼質︑脂肪︑ビタミン等に欠け 提供することにしきした．
ているため︑しかも重量が多い 0﹁ボリオ﹂﹁急性灰臼髄炎﹂
または﹁小児麻痺﹂は同一語
ので胃腸を疲労させるだけでな

く︑肝臓︑腎臓︑心臓などの働

か︑痘瘡病等と同じように一

きも鈍くなったり︑神経痛︑不 ②この病気はジフテリヤ︑はし

眠症︑脚気︑老衰を早めたりす
闇の伝染病である．

上︑能率上︑絶対さけなければ ③すべての年令に発生する可能
性はあるが︑主として幼児︑

⑤本病の病．原体ウエルスを持っ 伺様に食中毒ゆ消化器系伝染病

世帯数1．664

なお足りない状態であり︑うば ますぐ農村に波及し︑若い人た ゃっているわけではない．
第十回中越地区公民舘関係役 育﹂と題した講演を聴き︑分科 している．いままでの日本経済 いあいがはげしい︒人手不足は
ちがそれに同調して生活意識そ

十日町新聞社

疑いのあるものH四人

ます︒いかにゴキプリが不衛生 ものには通知省略︶今後の処置 真性であったもの羅三人

男4・667
女4・701
計9．368

労働力のほうはどうだろう

5月i日現在人口

る．栄養のアンバランスは健康

特に三才以下の乳幼児に発生 動しその扁平な体を利して食品

ゴキブリは主として夜間に活 も媒介するといわれて於ます︒

日頃︑脂肪分のとり万が少い

ならないことである．

する︒

ているものは人間であり常に などの病原菌を媒介し更には結

既にそれぞれ該当者には通知 検診をうけた者 八十人

いる一般細菌数は約一五七万 考えています．

た結果によると一匹に附着して この検診を実施してよかったと 再診を必要とする者⊥二人

戸柵などの小さな隙間でも自由 リに附奢している細菌を検査し

が︑依温保持活動エネルギ：と

原体が腸管から体内に入って 物をあさる︒時には八ぷんや喀

なり︑ビタミンAなどの脂溶性 ④本病はウエルスと呼ばれる病 に出入りし汚染された体で食べ
ビタミンの吸収率を高め︑少量
発病する︒

意義があるので少くとも一人一

人から人に伝染する︒

疾なども食ベネズミやハエと ︵六〇匹の平均値︶大腸菌は全部

で︑多量の熱量を出すなど深い

日︑一匙の油はとりたいもので

印刷所

い於・清津峡に集う剛五〇人ー

前進を誓い合う仲間

中越地区公民舘職員講習会

中里村公民舘

核菌や小児マヒ・ビールスまで な昆虫であるかを証明していま については保健婦が相談にのっ

ある．蛋臼質もまた︑血や肉と

＼
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④
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◎

青年会活動方針
高橋 信雄
主目年会長

に取り入れたいと考えます︒
が多い様です︒このことをもっ

近ごろでは︐婦人学級はどこ ．すが︑各地区とも︑ことしの婦

最後に会員の会に対する認識 親まれその学習活動が注目され

でないこと︑と申しますと︑そ つは昔からの青年会の継続であ 状況はあまりかんばしくないよ おられるお毎さんたちが︑僅か

募集する．

んがため国民腱康保険の標語を︐

国民健康保険の趣旨を普及せ

一趣旨

募国民健康
集保険標語

︵係︶

いに地域の人たちから理解され ただきたくおねがいします．

団を作ってもさしつかいないと の町や村でも婦八会と同じくら 人学級の開設についてご協力い

す︒次に学習活動をより積極的 も仕事が違うと入っていない人 職場では︑その中にUつの単位

いと思います︒この場合誤解さ が同じく歓びをわかちあいたい

中でも政治学習をやってみた とみんな廼良く考え︑同じ若者 思います．

先般行われた蚕李定例総会に せるべく努力して参りたいと思 れてならないことは︑ひとつの ものです︒現在の部落膏年会は と貴任をお願い致します︒部落 てきています︒まい日まい日︑
イデオロギーの上に立うた学習 二つの性格を兼ねています︒一

活動方針と致しましてそのア

つています︒

会長会などの種女の会合に出席 家庭や野良で忙しくはたらいて

於て私の様な若輩が︑会長とい

や﹁食生活のこと﹂や﹁政治や

ないでしようか．現状では農村 映しないことにもなりますので 學習していることは︑﹁婦人が

り︑従って会員の意見が会に反 社会のこと﹂などをしんけんに

員の意見を無視したことにもな

う重大責務をお＼せつかった次

うは思っておりません．間題一

りましようが︑しかし私は︑そ です．こ︑に問題があるのでは

︵たとえばグループ活動など︶

れは意味のないことだ︑あり得 り︑一つは新しい青年会の性格 うです︒このようなことは︑会 の暇を利用して﹁子どものこと﹂

部活動を中心に活動を進めて行

をつぐっていろいろの機会をと

らえしんけんに勉強してきてい
ますが︑教育委員会では村の婦

もの．

国保＋日町麦部

十日冊市十日町財務事務所

昭和三十六年七月三十一日迄

入選作品は二十点とし記念品

人教育の振興をはかるため﹁く 五︑褒賞及び発表
らしに役立つ婦人活動﹂として

まい日︑炊事や子どものこと なさんのこえを十分きかせてい 婦人学級がもっとも︐とさかん を贈る︒発表は新潟日報︑十日

ついて

のお母さんたちが学習グループ 五︑宛先及び締切

題をうんぬんしているところも せになるためにはどうしたらよ

御指導と御鞭捲の程をお願い申 して入りたいと思います︒そし です︒マスコミの発達によ︐て とがある様な気が致します︒一

ます︒新しい村造りのエネルギ

算額より知られていないと思い

一つについてくり返すことを省 の予算がいくらかなどは国の予

現在の青年会活動を極く大き

り上りだけを待って役員が︑曇 略させて頂きます．

姿なのではあるが︑下からのも

然としているのも︑その運営は

よう．どちらかと云うと現在の 建設して行くべき源泉をますも

係と云うことになりまし ているのです︒それを方向づけ

うまく行かないものと思います く分けて考えますと依育関係と ーが我女青年に大きく期待され

それ赦出来るだけ多くの会合を
持ち皆様の御慧見を良く聞き︑

います．

少年期

飼育のカナメ

級づくりの準備をすすめていま

各市町村長丸びに各新聞社長

かいもの︶︒生草でこの少年期 気が悪く︑気温は低目ですが︑

iバのようにセンイが少なく軟

山ハ︑審査

︐てくみとりたいものと思いま や︑せんたくなど忙しい塚事に ただいた上で学級づくりや学習 になっていくことを期待し︑お 町新聞︑越路新聞に掲載︒

あります︒もっともっと交化活 す︒一人一人が自分なりきの考 追われ︑その上︑田植えや養蚕の 計画をたてていくことになりま 母さんたちの学習活動に対して

会の活動に反映させて︑より民 活動は少し片ちんばなきらいが
主的に会の運営を進めて行きた

動を進めて行かなくてはならな え方をはっきりと持つ様になっ 仕事でほとんど休む暇もなく忙 すが︑婦人会や各種の婦人を対 できるだけのおちからぞえをし

三十六年度も阜三ヵ月を過ぎ

いものと思︐ています．

すでに︑貝野地区では公民舘︑婦

いと思っています︒このことに てこそ︑はじめて良い政治がな しかったことと思いますが︑よ 象とする学級や講座︵PTA母 ていくことにな︐ております．

生活改善講習会など︶の関係者 人会の呼びかけで県教育委員委

されるのだと思います︒青年会 うやく農繁期も一段落しました 親学級︑ラジオ生活技術講座︑

あって︑背のびや︑ムリのない く社会についていける農村主婦

じめたいと思います︒お母さん ともよく連絡をとりあい協力し 嘱婦人学級として︑﹁うっりゅ

次に会員の構成について見ま たちが多ぜい参加して下さるよ

るべく期待しております︒

に︑まだ活動が軌道に粟ってお 体的に述べて見たいと思いま 活動が村造り運動にまで発展す のでことしもまた婦人学級をは

ようとしております︒それなの ついて私なりきの考えを少し具

らす胸中あせっている次第です す︒ます広報活動を活発にし︑
が︑総会のあと︑すぐ農繁期に 会員の意見交換や主張︑役員会

㎜養皿

㎜豚㎜

どです．同じ部落に住んでいて 婦人学級をはじめるまえに．み

る．中干は穂バラミ期の一週間

行うと根を切断するから注意す

深水管理に移る︒然し︑この頃

前になったら中止して︑以後は

稲は隼埋からして︑幼穂形成

穂肥に注出恩を

断潅水を行うようにしたい︒

いから︑温度が上ったら必ず間

飼料高の関係︑草の利用がメ

二︑草と墾豚

養が不足せぬよう思う葎分体格

ッキリ増えた︒結好ではあるが

は一日︑二〜三キロが適当︑今後 これも中間にはおさらばで︑あ

養豚には是非ラジノクローバの とは夏型の気圧配置になり︑夏

三︑群飼育について

上旬がよい播き時期だ︒

多頭飼育者も大部見られるよ
草は濃厚飼料に比較し︑栄養少

器 醐器

一頭当りの面積も少なくてす

♂箏を巾一二〇〜一五〇移の短

育苗のカンドコ

◎仔ズルの育苗

仔苗を苗床に仮植する時期は 冊にまき︑よく鋤込んで土と混
七月だ︒露地栽り歪は第一か第 和し床を作る︒仮植床は本華四

〇咳液を二回程散布したい．薬

ことだ︒九月上︑中旬の定植朗

い︒

にがっちりした苗を送り出した

◎深植えは絶対禁物

今月のお天気は︑前半分がッ

Aッ月の天気
する苗床面積は一〜一・三アー

ユの雨つづき︑後半分が夏天気

すから充分注意して下さい

並︑雨はや＼多く︑

1︑膠
9

されている︒

力で︑

造︶が水沢村︑

二︑県内でもメズラシイ

それぞれ会場で開かれる︒

日︵水沢︶︑五日︵倉俣︶

︵荒屋︶︑三日︵貝野︶

今月のお知らせ

うになったが︑一つの豚房に五 少ない見込です︒

一︑給与飼料

なく︑その上消化率が低いので 〜一〇頭の飼育が発育がよいし

隠鷺認器臨醜器

即ち風乾飼料として日量一・

認

む︑この場合︑体重の差は少な

撮詰器認 H

O〜一・八キロ︑配合割合は︑イモ 全飼料の二〇〜三五％位までは

認器U 踊盟醐躍

い程よいが︑大体一計以内︒
●睡
0胃蕗o

類四〇％︑魚粉二〇％ヌカ類四 草歪代用出来得る︵ラジノクロ

給与量には限定がある︒従って

エサは一日体重の四・五％︑

を伸ばしてほしい時翻である︒

ラツ︑ワンパク小僧の時代︑栄

栽培をす＼めたい︒肥育豚一頭 らしいお天気でしよう︒
には梅雨が明けて晴天になると
豚も生後四ヵ月になると体重 ・O％位を目標︵いもは上記の目
当
り一アールをつくれば全飼鹿
土中の有機物が分解するため酸
方の三倍量︶
の二〜三割は代替できる︒九月 け頃大雨の降る所がありそうで
素が不足し︑根腐れを起し易す 三〇〜四〇計に生長︑元気ハッ

︵その一︶

入り︑すべてがストップの状態 員のつながり︑会員の会に対す すと︑農業従事者が︑そのほとん うのぞんでおります．もちろん ものにしていきたいとおもって になろう﹂という目標でいま学
でした︒．早く活動を軌道に乗 る関心と認識を深めたいもので

増収のキメ手
布基準は次の通りである︒

幼穗形成期の管理1
稲は栄養生長が終ると生殖生

長へと移りかわる︒この時期を ②水和剤

幼穂形成期と呼ぴ︑止草︑申干
るのが健全な生育といわれる︒

二・四ーDソーダ塩︑四〇〜 期に入っていくぶん葉色がアセ

生長にその多くを使い果たし︑

八O〜一〇〇屡︑水中二・四ー これは元肥に施した肥料が栄養

二・四iD散布︑穂肥など肥培 五〇屡︑二・四1Dアミン塩︑
管理上極めて重要な時鶏である

幼穂形成期は出穂前二五日と D二五〇〜三〇〇屡をそれぞれ
云われ阜生︑中生︑晩生により 水七〇〜一〇〇齎にとかす︒

なくてもよい場合も考えられ 防除に徹底を甥されたい︒

は注意すべきで︑穂肥を施用し にあるので︑毎目田圃を見廻り 三︑平方屑当り四鳩の水に尿素一

多少肥切れ現象を現わしている
するので十分注意が肝要だ︒と る︒最後に梅雨時は日照不足と 雨の内に仮植すると活着もよい
ものである︒この時に肥料養分
くに田植が極端に遅れたところ なりイモチ病が発生し易い状態 活曽後の手入として追肥は三・

三・O〜四・○キ塁を散布す を与えて︑幼穂形成期以降の生

いくぷんズレがある．この幼穂 ②粉状二・四ーD

形成期を境として︑その前後に

水し︑雑草を露出させる散布一

通であるが︑効果の期待できる

剤では班点病だが四ー四式ボル
穂肥の適期は幼穂形成期︵出
ドー三回︑ウドンコ病では︑カ
急げ〃 イチゴの団地化
穂前二五日︶と云われる．然し
ラセンの二︑○OO倍液を︑赤
今年のように田植の遅れによる
口
ダニ芽線虫にはホリドールニ︑
苗の立ち直りの遅い年は稲の生
OOO倍灰角カビ病にはなんと
あわただしい中に出荷を終リ 仮植二週間前に三︑三平方層当
冑が乱れがちで︑穂肥の適期が
云ってもトリアジン五〇〇倍散
つかみ難くい︒適期はあくまで ルビーのような鮮レイな色択甘 り︑完熟堆肥七〜一〇3屡︑鶏
布がよい．三・三平方焼当仮植
生育状態によって決定したい︒ 配適度な︑した︑るような風味 糞または油粕O・八〜一キ嘩︑
本数は一三〇本程度にして︑仮
穂肥は窒累肥料を施すのが普 をもったイチゴともお別れだ． ﹄尿素O●一一♂膠︑草木灰O．六
植後防旱として敷ワラを忘れぬ

を使用するときは︑散希前に落 れる肥料が穂肥である．

行う稲作管理の上手︑下手がそ る︒散布後は深水に保つ水和剤 殖生長を盛んにするために施さ

止め草は早目に

の年の作況に大きく響く．

と︒水中二・四ーDは︑や＼浅

稲は最高分げつ期を過ぎると 日後水を入れて雑草をもぐすこ
発根刀も劣え︑除草による断根

稲は水を生育の全期間必要と

水のかけ引き

時の状熊を保つ︒

の被害が大きくなる⑦で生理上 水にして散布を行い︑散布後一
止め草は遅くとも出種前三〇日 昼夜位は水の流れを止め︑散布
には終えるようにしたい．

二・四ーDの使用については
除車の外︑分けつ抑制と倒伏防

止の効果を上げられる時翻にし するのではなく︑活碧期と穂バ

することも忘れてはならない︒

なくてはならない︒使用適期は ラミ期以降に最も多く必要とし ところは加里肥料を併せて施用

有効分けつの終りから幼穂形成 その他はそれ程要求量は少い︒

施用量については︑生育状態 二節位の苗が良好だ︒第一は親 枚位のものを親株に近い方に仔

量を決めること︒穂肥を必．要以

葉の部分が土をかぷると枯損

って有効分けつが終ったら︑中 元肥施用量などを考慮して適正 に近いだけ勢がよい．本畑に要 ズルを三移位残して切る︒

期直前である︒早生は七月に入 従って出穂前三五ン四〇日にな
って︑分けつ本数が十分になっ

ル位であって︑水利管理に便で

が多くなるから注意したい︑梅 という事のようです︒

中干の程度は田の表面に軽く 上に多く施用すると倒伏︑イモ

ヒ︑vが生じる程度におさえ強く チ病その他病害虫の発生を促進 連作地や乾燥地はさけて設ける

たら早目に散布する︒中︑晩生 干しを必ず行うようにする︒
は晩くとも七月十五日には終え
るようにす る．

ll灘箋纏婁雛繋茎難

、愚、静・

散

達

交化関

ことしの婦人学級に

ならぬと思うし︑また望ましい ど思いますが︑こ︑でその一つ はないでしようか︒たとえば村 おります︶村の中にある大きな

し 上げます ．
て部はある程度その独自性を持 国の政治はよりよく知られてい つの部落に対象となる青年が少 あるようですが︑そのような問 いかを考える﹂ということだろ
三
︑
応募方法
青年会だけでなく︑いかなる たせます︒全体事業と致しまし ます．それに比べて自分達の住 ない場合は︑二つか三つの部落 題はその中だけでなく︑連青の うとおもいます︒
官製ハガキ一人一放三点以内
団体に於てもそうである様に役 ては︑総会の時に議決された事 んでいる村のことについては一 が︑集って一つの会を作り︵清 会合にその問題を提起して研究
中里村餐も︑田沢地区のお母 住所︑氏名︑年令︑職業を明記
員だけが︑動く活動であっては 榮計画にそって活動を進めたい 般的にみて案外関心が薄いので 浮峡青年会は三部落で構成して し︑解決するべきと考えます． 壱んたちはじめ各地区で多ぜい
のこと︒

つ︑一つについて考えることに の構造の変革から︑会員は減じ このような場合は︑責任者は代 自から考え︑行動できる人間に
テランであり︑私をカパーして きたいと思います︒
二
︑募集標語内容
下さることと思います︑会員諸 この場合役員が浮きぽりにな します︒中でも村の政治につい ても増さないでしよう︒このこ 理を出席させる様お願い致しま なる﹂ということだとおもいま
国民健康保険制度を表現した
氏をはじめ︑村内指導関係者の らない檬にその活動の中に分担 て︑会員の関心を高めたいもの ことについては前にも述べたこ す．それから︑連青への加入問 す︒つまり︑﹁いまよりもしあわ もので解りやすく明るい内容の

員諸氏が︑その道にかけてのベ

致しておりますが︑幸い他の役 た規約に基づいて部制を確立し

て今更その責任の大きさは痛感 と思います．まず昨年改正され ないことだと申される方々もあ

第ですが︑もとより浅学鈍才に ウトラインだけを述べてみたい
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