良い親は︑子供の行

分の私有物とは考えません︒心 福は健康からと考えています︒

一階が六十八・七五坪︑二階六

延一四二・五坪︑教室は四間×

らないこと

︸まだに相当見受けられるようで

ニガクリタケ︑シロタマゴテ憂造防止の繁書いた鰹

十八・七五坪︑中三階五坪︑計 ①オオワライタケ︑ツキヨタケ 薦ますので本婁内の各地

せん︒良い親は子供の健康性を

のうちで拝んでいます︒子供は 心身を健康に育てる事を忘れま

ングタケ︑ドクササゴ︑一本 一を建て防止に努めることにしま
シメジ等の誤食され易い毒き 一した︒法にふれ︑家庭を暗くす

社会の子であり親は社会の親で

なお明年度︑予定される屋体

からブドウの実で酒をつくるこ

のこの形︑色︑発生場所等の る密造酒はやめましよう︒それ

五間︑廊下は九尺である︒

ともどぶろく同様禁止されて︒い

尊重します︒

知識を得ること︒とくに︑つ

ますので御注意願います︒

ある事を忘れません︒良い親は

の建築まで現在の屋体と増築校

ぱ︑つぼのあるテングタケ属

第十一章

良い親は子供を人 に青少年問題対策協議会講演会

︵本稿は︑去る九月四日︑五日

舎との間︵八間半×七尺︶に仮

のきのには猛毒であるので注

子供の社会性を尊重します︒

．間として見ています︒人間性豊 の講師としておまねきした滝沢

れているので請負に付した延総
意す る︸しと

蝕のあるものなどは食べない

④その他︑鮮度の悪いもの︑虫

坪数は一五三坪である︒

設の渡り廊下︵十坪半︶が含ま

であります︒︶

として世の親たちにおくる．葺葉

なお右建築費のほか整地費︑

こと

設計費︑事務費︑それに敷地買
収費︵七三四・三五坪︶等を加

酒類の密造はや

いつも方向を教え

蝶⑭も

9︑

去る二十五日午前︑山崎林屋

をひろい警察にとどけてありま

さん前で女用のレザーのサイフ

さい︒

す︒落した方は駐在所に団出下

歴史を継ぎ歴史を創るのもわれ

のでありたいー

そうした生きた社会を教えるも

灯ム・の灯

公民舘は

少している状態でありますがい

当署管内の酒類密造は年女減

めましよ・つ

えれぱ本年度の総事業費は八．自

六十万円にのぽる予定である︒

とマ
秋のた．へも
のの注立思
毒きのこの誤食によ
る食中毒は︑毎年九月

けて五〜六件の発生が

下旬から十月下旬にか

あり︵県下に於︶しか

もその強い毒性のため
に数人の死者が出てお

灯ハ・の灯

ります︒今年もきのこ 安心を与えてくれる
の季節を迎えこのよう

な恐しいきのこ中毒を 1ー公民舘は

×

わが世代をして新しい美と真理

公民舘は克明に郷土を究め

愛する郷土に加えしめよう／

定資産に受けた損害額が一年閲 0知らないきのこは食べないこ 幾万人かの利益を保証するよう その上に新しい郷土を探究する

あなたの流した汁が

×

繰返さないよう︑みん 郷土の灯台の灯でありたいー
なで次の点に注意しま

心配されること＼思われますの

ています︒

期限を延す等︑その救済に努め
ます︒

得税法による﹁雑損控除﹂とし

うような迷信を過信してはな 1公民舘は

の針をさすと黒くなる﹂と云 幾万人かの汗に支えられている

入
︑五二︑八一八千円

五西︑〇二〇千円

・を占め 三︑昭和三十五年度事業
なり︑才入の四五・五ポ7

特寵噂財源は四︑男

恨りない人と社会への愛情によ
つて

橋︑釜川橋永久橋架設の問．題等

西線誘致の間題叉は︑貝野通路

一︑三四〇千円 始め清津川綜合開発事業︑上︐越

才
出

か＼る財政奥情の伸長に伴う 田代林道事業

えられて参ります︒

六︑三七〇千円

今後の展望
村財政︑面における今後の展望

＝︑財政構造
は全国的な経済伸長に平行し︑

みぱのみ

ぞ

九・三％の伸︑長率は及びもつか

主体とする中里村の財︑敷は税収

ど継常的経費に充当され︑建設 は考えられないこと︑国税三税

たが︑一般財源においては殆ん

設要業について列挙いたしまし ものと考えられるが︑単作農を

以上三ヵ年にわたる主なる建 により着干の伸長は見込まれる

簡易水道事業一〇︑八九二千円 ハないまでもヤ

九一五千円

干溝水路災害復旧事業

す︒

五︑八四六千円 もってあたりたい処存でありま

八︑三九五千円 各種事業の具体化については︑
単年度赤字額
一二六千円 された諸経費が︑村財政運営の
尚もその運動を継続し︑皆さん
を踏襲いたしまして︑昭和三十 上において如何に大きいかV考 田沢中生徒寄宿舎新築事業
六︑二七七千円 と共に必すや実現するの確信を

翌年度繰越額 一︑二〇二千円 補助事業に伴う建設事業に投資 倉俣中学校屋体新築事業

才

九一三千円と

て控除を受けることもできます

6

ヨ

生免

Q1

﹇了 一︶ 8

◎住宅︑家財の損害がその財産

︐調ぬ

3

ろ

男女計

三年度より前村．長の理想と新た

に四対六の均衡を保ちつ＼運営 倉俣頭首工箏業三︑六四四千円

経費の配分は︑投資的︑消費的 新屋敷林道事業三︑七一六千円

なる構想の基に︑村財政の効率
的運営に努め︑箏勲．奉に伴う特定

って一般財源も徐汝に進行され 均．額を大きく引きはなして参っ

され︑同一規模町村における平 東田尻頭葭工事業

月貝野村の一部合併と︑県の試

て参りました︒従って

八九七千円

二︑五二四千円

層．．年度繰越額二︑八一二千円 角問−上倉線道路箏業

清津峡橋架設事業

一︑二五一千円

▽昭和三十四年度
小出温泉道路災害復旧事業
然しながら︑新町村建設に対 才
入
七七︑二八四千円

たのであります︒

案に基く合併は徐六に進行し最

との一部境界変．史︑更に同年九 ともに︑諸制皮の改．止等と相傑

に続いて翌三十一年四月津南町 財源が大幅に増額されて来たと

現低人

そしてそれは

与え過ぎました︒良い親は︑子 では早速この被災者にたいして
と

の所得金額の一割以上に及ぶと

よりつまらん者とは見ないで︑

藁一鮭

過去四ケ年における
村行政と今後の展望

ました中部大同合併の問題が︑

未だに実を結ぶに至らなかった する︑各種建設的事業はその許
ことは︑誠に残念であると同時 画に基き順調な進歩を見せ︑つ

才出ヒ四︑四七二千円

後の水沢村との合併をもって中
事業執行の状況
▽昭和三±二年皮
中里村．長高橋幸作
部の大同合併は完結する段階と
才
入
五九︑八八三千円 一︑昭和三十三年度箏業
参りましたことは︑いうまでも なったのでありますが︑はじめ 才
出
五七︑四一九千円 貝野小学校屋体改築事業
に申し上げた通り︑最後の段階
ありません︒
翌
年
度
繰
越
額
二
︑
四
六
六
千
円
高田ー松之山ー六日町線改良事
において今尚実現の域に達し得
た﹀し村民の皆さんと等しく
単年度黒字額 一︑二六二千円 業
一︑五一二八千円
その実現を望み努力を続けて来 ない状況にあります︒

私が皆さんの御指名により︑

村長の要職につかせて頂いてか

三四八千円

新農村振興那業一︑九五八千円

て才入総額は実に一億円を突破 過年度災害復旧耕地事業

一︑三四八千円

三八八千円 田沢小学校給食施設箏業

二︑昭和三十四年度事業

二︑四〇〇千円

▽昭和三十五年．皮

九八︑二一千円

県弟新農村振興環業

出

単年度甲︑紬字額

翌年度繰越額 三︑二〇〇千円

才

才入一〇一︑三二千円

ぎに述べる財政の動向により御 単年度黒字額

の動きも大きく

行政規模の拡大と＼もに財政

村財政経理の概要

高議決機関並びに執行機関が相 了承頂けること＼存じます︒

ら︑早くも四ヵ年の才月は流れ に地方公共団体相互における最
去ろうとしております︒

4。

▽昭和三十年度

申 、

的事業面に振り当てる余裕は先 の増徴に伴う地方変付税の増額
す考えられない︒ために建設事 は当然見込まれる財源ではあり
待つ外なく︑従って村債におい

と︑請助事業については物価倍

むしろ減額される考算が多いこ

来年度の交付．額は本年度より︑

今年度をもって終了するため︑

業は︑その殆んどが特定財．源に ますが︑合併特例にょる期限が

ては総借入額三四︑〇七二千円
に達し︑未償還額三二︑〇七二

千円となるにいたりましたこと

を申し上げ︑これらの事業が将 増の現状勢から︑国で見る予定

来に及ぼす効果を期待いたしま

担額が当然とし︑増額の見込み

一額を大巾に修正しなければなら
して︑お許しを願いたい次．腸で ないこと＼同時に︑村自体の負
あります︒

等を考えますと︑今後の村財政

を予想しなければならないこと

秘群 究課

この間皆さんの暖かい御理解 提携して調定された︑この間題

すなん

その他の県案事項
村の財政運営の概要について

ぐ法

発行所

自分より偉い点をよく見抜きま

第六章良い親は子供を自分 期限を延長したり︑第一期の納 続を次に別記いたしたいと思い きはその一割を超える金額を所 ②﹁業が縦にさける﹂とか﹁銀 あなたの幸福も

に

円円円円
陳てまは
菟情
す以季
に長が上（7
県行年 ・申貫
道動皆中し正
士をさ里述莚
一共ん村べ崔
線にとのた0
のし共懸と狂
貫てに案こ至
通参運事ろ｝
箋 り動項で
まにとあヤ
をし 、しり

が︑実際において執行の段階に

の

三︑八二三千円

二二〇三
○○〇四
○○〇七
千千千千

と御協力によりまして︑大過な

い一一ま

となり︑国塚的経済伸︑長につれ

り総千三八は
円一〇
す算と八千一
〇を な千円郵

ま決

いたらなかったということは︑

ま端せ
里

才入二九︑七五七千円
才出二八︑〇三四千円

、し

くその職務を執行させて頂きま

し現上

一

供の自発性を尊重します︒

で災害を受けられた方の救済手

一しよ︐つ︒

ひろいもの

かに育てる事を忘れません︒良 先生の親のあり方に関する信条

す︒

い親は子供の人問性を尊重しま

第十二章良い親は子供の幸

田沢中学校
校舎増築工事着工
田沢中学校では︑昨年度︑高 とになり︑去る七月十九日︑役

の価額の半分以上に及ぶ場合で
︵本年度分の所得を除く︶の台

計額が一二〇万以下のときは
﹁災害減免法﹂による滅免を受
けることができます︒

一

2立早
親の在 り方1

滝沢弥平次選修

第七章

を尊重します︒

第一章良い親は︑わかり切 す︒良い親は子供の長所︑美点
った事を子供にくどくどしく申

しません︒あっさりかたすけて

子供の気持を考て判断します︒

育てます︒良い親は子供のため 為を誤って判断しません︒深く・
に明朗性を尊重します︒

第二章良い親は優しい母の 良い親は子供の行為の動機を尊
第八章 良い親は子供という

重します︒

ものを同一のものとは見ており

態度の上に厳かな父性の尊重を

成に厳かな父性を尊重します︒

ません︒子供によってそれぞれ

忘れません︒良い親は子供の育

第三章良い親は子供を叱っ
て心を縮めるよりもほめて子供 心を変えて接することを忘れま
の力を引伸してやることを忘れ せん︒良い親は子供の個性を尊

ません︒良い親は子供を賞讃す 重します︒

第九章

良い親は︑子供を自 一道山分校及び一部学区変更によ 場に於いて四業者による指名競
る西方︑西田尻︑小出各地区の 争入札をおこなった結果︑長岡

良い親は子供を躾け 分と同じ地位に置いて嘱嘩など

る事を尊重します︒

第四章
るにはどうするかという事より 致しません︒心の中にゆとりと 田沢本校への統合による生徒の 市の三高土木に五百八士五万円
で落札した︒工事着工は七月二

急増に備え︑屋体の建設及び普
十二日︑完工十一月十日︒

はぱをもって子供を迎えます︒

建物の内容は︑普通教︑室四教

ているかを反省します︒良い親 良い親は子供の児童性を尊重し 通教室︑特別教室の建設を計画

中のところ︑本年度とりあえす

ついて﹂

っており運悪く災害を受けた場

九月は又台風のンーズンに入

昌二容＝︒ ニのぱアゑマニニヨじきヲムビニニヲ

良い親は︑子供を自 普通教室︑四教室を増築するこ 室︑架間五間半×桁行十二間半

今年も大小幾つかの台風や集

﹁台風と税金に

73昌冨＝雪畠3▼a＝・監二一3言！ 畠㍗高7三零≡＝・ムロ7藍ニニ一⁝ζ盈マ畠顧＝

第十章

ます︒

も︑自分の修養は︑如何になっ

と態度で躾ける事を忘れませ

は言葉で躾けるよりも親の行為

します︒

ん︒良い親は自らの修養を尊重

第五章良い親は子供に知識

で子供の知性を伸してやること

を詰めこもう与えようとしない

い婚、

まめ
らは
れ望

段1村

東田尻堰堤工事

従上り円
貝
つ回
、 、地溺
てる 昭計方
県大阿田
廉

単中寺代
新田林林

といたしましては︑一般財源︑

、時事かし
とた
一1と
考好
二1し業え転

面、て
下・町

、
、
、

、○て

、八

おける村行政の将来に不可思議

青建2留虜
中 設思のり
の たくで

誕

ll三し

、

したこと︑厚く感謝申上げる次 両村住民に一つの疑間と今後に

。どが

生

の

くノ促

てにほ

年

村

旺
騙

農林道道
堆
村道事事
埃
振事業業
ユ
興業
一等
妻 一一二三

、

交税と

伸和

第であります︒

を最範でと分
鞭大囲あいの
っな内り う一
て効にまこを
勇果おすとも
をいがは実
申挙て 、 、現
上げ如限誠出
げる何らに来
てべにれ残得

一︑七二三千円 するにいたりました︒その財．源

し年三二一ま

て度九四

お

村見基ど
町

翌年度繰越額

長三五付収レ
を十五税
た

示二

二なは
、い大

ノ限

口世帯数L665

三三四八
九二九二
四九一〇
千千千千
円円円円

前村長故渡辺利三氏の後を受 の念を抱かせるに至ったのでは

、営財なかい

中里村公民舘

和度度
和
三赤繰出入三
十字越
十
二額額
一
年
三三年
度、
一三四度
、
、

ないかということであります︒

署新寺窪茗

ロ

＝F

で
は
一、進
法

を忘れません︒日本の親の多く 中豪雨で各地に多大の彼害をも

きのこの中毒を防ぎましよう

所得税の減額承認申講書の提出

は︑子供に命令︑禁止︑訓戒を たらしたのでありますが国税庁 合税金はどうなるか等︑色女と ◎また住宅︑家財︑事業用の固

ら

を

一

一

▽単翌才才▽
昭年年
昨

け︑氏の高遊なる理想を踏襲し

伸し政こ つて
才 、のとた何

たとはいうもの＼︑その結果に 以下順を追って経過の概．要を申

く運た念なお

④
昭和56年9月1日

と
さ

か
な
第64号
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1》

上暑率で特に土倉は九十八︑

気の人等あり百％はほとんど望 鼻腔だけが侵される場合は鼻が が忙しさにまぎれお名前をおき

九％︑倉下は百．％の結果が出ま 果が上がったと考えます︒それ して恢復まで十二週位かかると

予防対策としていろいろあり

いわれています︒

上って下さった部落の人達の熱

した事はあそこ迄機械を持って と同時に今年の失敗はくり返す
3︑妊婦検診

4︑育児担当者育児講習

5︑栄養改善講習

ことなく十分の反省の上に立っ

百日咳に対して抵抗力を持たせ

て来年の検診に備えたいと考え ますが何んといっても平素から
ております︒

今年ははじめてのことでお出

るようにしましよう︒

人も受けない人も毎年受けられ

え方でおりますので今回受けた

村としても今後継続実施の考

3︑結核精密検診

2︑共同保健計圃

接種

1︑百日咳︑ジフテリヤ予防

◇衛生

8︑共同保健計画

7︑三才児検診

6︑滞納整理

一︾たずね

ド病んで泣くより先づ予防

接種が最も有力である訳です︒

ておくことでありこれには予防

意のあらわれとみられ大変力強

く敬意を表するものであります

について

現在の段階では老衰の人︑病

百 日 咳
婦ンフ一アリヤ

2︑赤ちゃんコンテスト

する︒湿度七〇％の空気を送り一気ではその危険が多い︒

こんで乾燥の進まない籾も︑湿三︑籾の厚積はキンモツだ

ったので来るべき時は今回の十

す所存でおりますのでご理解︑
ご容赦下さい︒

◇早期発見i早期治療

ミミペイ

︻一面より続く︼

済の振興を図り︑他産業に比し
非常に低い農業所得を引き上げ

る主旨から︑村としても今後各

して︑国立公園と数汝の景勝地

の振興と相侯って観光事業の推

があることであります︒商工業

進が︑観光地中里村に与えられ
た唯一の村外貨導入の道であり

ます︒それには観光客誘致の条

でもなく︑その施設の点も充分

件として交通網の整備はいうま

考えなければならないことであ

四季を通じ朝に夕に景勝地に

ります︒

ことは︑景勝地処在村の住民と

都塵を洗う憩いの場を開発する

して十分考えてこの事業を進め
て行きたい処であります︒

向についてその一端を申し述ぺ

以上経過の概要から今後の動

おわりに

拠いたしまして︑地勢的に適用

方面から具体的な指導方針に準

たい考えであります︒

した方法を立案し執行して行き

の御要望にお応え出来なかった

て参りましたが︑村民の皆さん

中里村における産業の開発も 数六の仕事が未だ残されており

三︑構造改善

とうていこれらの制度を有効適 限られた財源のうちに︑どうに

ないことは︑いうまでもありま 念頭にありながら思うように出

切に活用して行かなければなら か御期待に添い得たい事は常に

策がとり上げられ︑立地条件を
で一朝一夕一入の力によりて出

ております︒総ての事業は決し

せんが︑地形的に最も適した政 来なかったこと誠に残念に存じ

生かした方法として未開発地域

ます︒

なった協力態勢によって始めて

の開発が︑主な急務と考えられ 来るものではなく︑村民一丸と

でありますので︑今後とも皆さ

その運営方針については︑皆 出来︑良い結果が得られるもの
さんと共に研究して行かなけれ

ばならない課題であり︑広範な んの心からの御協力と御支援を

ょう︒

農村文化教会の新しい図書が

図書紹介

ですから︑倒伏稲は注意しまし

又︑台風も二つくらい来そう

う︒

乾燥には充分注意が必要でしょ

曇雨天が多くなりそうで︑稲の

春の予報どおり秋りんもようで

しかし︑後半は残念ながら︑

ます︒

面績を効率的に活用することが お願い申し上げて結びといたし

めであると思います︒

地域的に与えられた私どもの勤

購鐵

それと同時に恵まれたものと

⇔癖

の増進をはかってやる︒

っては果柄も自然と南方に伸び

ーその秘密はー

の嫁入り︵定植︶

ωこれだけは忘れるな

稲の二倍と考えてよい︒こ＼数 おいでになるなり︑又はハガキ

られる︒

イチゴを南側に揃って出るよ 市場でも人気もの＼筆頭にあげ
うにすることが大切で︑花梗の

二〇〇円

二〇〇円

二〇〇円

◎野菜の農薬知識

◎養豚相談室

二尺×八寸一条植で七〇五〇本 らしい︒新鮮でビタミンCの多 に後届け致します︒
◎ケージ養鶏
いイチゴはみんなに親しまれ︑

三尺×八寸二条植で九〇〇〇本 年イチゴの伸びはまったくすぱ で御申込み頂けぱ普及員が直ち

旬としたいものだ︒

この地区の時期は︑九月中ー下 ることになる︒肥の反当標準は 入りました︒農業改良普及所に

イチゴの定植がやって来た︒

イチ︑︑コ

れるよう︑部屋を暖かく︑夏の

鵜㎜鱗

積込み高さが高いほどむらが多

一四︑過乾燥はやめたい

一

乾燥が進むことになる︒火を使謄く高さの限度は三〇移とし十分

度五〇％の空気を送風すれぱ︑

だ︒

うには・次のよ悪慧が塾な雛碧えてやることだ．

一︑温獲げしく上げない平蓮過薯立・てきた
送風温度を上げすぎると胴割れコニ三年度で二％︑三四年度で

て農村の生産向上により農村経

て
めぬのが実情ですが五体の完全 つまり血のまじった鼻汁が出ま きしないで今日に至っておりま
が制定され︑地方公共団体の適
なる人達はこれだけ恵まれた機 す︒
す︒
正規模の確立が進められたこと
甚だ恐入りますがハガキでも
◎百日咳は百日咳︑恢菌の感染に
を生じさせたこと︒それに伴い 会を逸することは深刻に考える
は︑地方の市町村形態を大きく
よって起る乳幼児に多い急性伝 何でも結構ですが寄贈者は住所
受付事務の簡素化の必要がある 必要がありましよう︒
変革したことはいうまでもあり
区長︑婦人会︑衛生自治会員 染病で主症状は特有なけいれん 氏名︑ぞの化石の出土地を教育
こと
ません︒この限時法も建設促進
その他細部に渡れば数多くあり を始めとして全地区の人達の建 性の激しい咳であります︒発症 委員会宛お知らせ下さい︒
法に切り替えられ︑型造された
ますが︑大体以上のようなこと 設的協力でこうした結果が出た は徐たで経過は長く病気は①カ
地方公共団体の質的向上にその
ことは非常に喜こぱしいことと タル期︵前馳期︶②けいれん期 幼月肋国保︑衛生
は各地で受けた印象です︒
指導が向けられたことは︑政策
︵発作期︶③減退期︵恥復期︶
−主なものー
受殊．砂率は各地区とも九十％以 思います︒これのみに満足する
上当然なことであります︒農業
◇国保
ことは出来ないが今年は一応成 の三期に分けることが出き発病
基本法の制定もその具体法とし
1︑国保郡市事務担当者会議

結核検診終っ
結核検診の指定を受け如何に
して百パーセント完遂をするか

保健所の助言を得たり係内でも
何回か討詩がなされた︒

結局今年は期問等の問題もあ
りみんなが誠意をもって一致し
て当り対象者の理解と組織の協
力のもとに実施することになっ

た︒以後ッベルクリン反応検査
BCG接種と一連の作業を通じ

機運を徐六につくり嚴整的に区
長︑婦人会の皆さんの協力を得

延日数二十五日を費し八月三十
一日をもって村内の全計画が完

了しました︑この検診に立会っ
て感じたことは

ます良かったと思われた点

計画でいますが︑この病気は共

峯∂6G606

近くその結果も出︑個女に通知

大学に検査を依顛しましたので

査を要する人も多くあり引続き

八月二十五︑二十六日の二日

を了て

子官がんの検重れ熊欝で羅覆

一︑各部落全般にわたって全員
今月から来月にかけて百日咳 膜等の粘膜も侵れ舵状は発熱︑
一一昨年と記憶していますが教
の意識が目ざめたこととそれに とジフテリヤの予防接種を行う のどの痛み︑咳などがあり声が
︸育委員会に立派賛の化石を二
かれ犬の吠えるような咳漕する ︐個寄贈下さった方があるのです

伴い協力的であったこと
二︑区長︑婦人会︑衛生自治会 に乳幼児を侵す急性伝染病で就
員の積極的な協力があったこと 中︑生後半年から二ヵ年位の間

ことは御承知のところでありま

三︑保健所より検診の機会を多 の子供が罹患率も死亡率も高い
く得たこ・乙
㎜す．

一以下魑をの蟹について

四︑個ム．廻知書の発行で検診の

義務性を夏に徹底出来たこと

検診を担当された中井先生の

での方にいろいろ不都合が多か

間東京︑甑科歯科大学の産婦人科

教室に委託︑村内の三十五才か

されることになっています︒

一◎シフテギ

五︑P・R︵広報活動︶が盛ん 訴してみることにします・
であったこと

分の反省の上に立って実施いた

一

欝顯難韮講㌍肘鰍講雛

次に余り芳ぱしくなかった点
︸期は晋通二〜五日でもっと長い

︑病．原体はジフテリヤ菌で潜伏

一︑双方︵受検者と被受検者︶

稲の 総仕上げ
雍＼

を多くし︑死に米やヤケ米を多一三三％︑三．五年度では三九％の

くする︒籾温をC三〇度以内に・乾刻が入れられる今年は大きな

保つ位の注蓼すると案﹄魁となっている・

二・湿箋しく下げない鋤の水分は一四％以羅か
湿度の少奏婁溢す莚す必盗ない・

鰐霧講幾暴慰損失であり︑米質

︵アゼ廻りには

その一

ことになった︒

一〇〇円

は卵をよく生まない︒

▽八月頃より羽ガワリするトリ

後十八ヵ月頃からがよい︒

▽牛の種付は発育がよければ生

▽ナタネの直播は九月中旬︒

果︑忌避効果の高いドリン剤

▽臼菜︑大根の害虫は︑ガス効

マ一フソン

▽ウンカはBHC︑ツマグロは

▽稲刈は穂の八割がみのったら

一行メモ

◎和牛の肥育

◎農業経営の進路︵四巻︶
出かたがマチマチであると他の 水沢地域はイチゴ基幹団地県指
一一〇〇円
株のカゲになったり︑後向に出 定をうけ︑組織の確立共選共販
◎もうかる和牛の肥育二〇〇円
て日が当たらなかったりして熟 体勢についてメスが加えられる
◎何が農業基本問題か二〇〇円

体重は九三八竺︵二五〇匁︶と 期が遅れる︒南側に花梗を出す

ることは︑生果加工ともに向く︑

この地区で品種統一で考えられ

ダナーを拡大生産することが望

方法に

〇匁︶︑三ヵ月とした場 い※苗の根際は必すワン曲し

A7月の天気

ましい︒

同鑓のエサで増体重七五九解 ニツあるから注意された

合六七︑五咳︵一八○匁︶となる ている︒このワン曲して突出し

つまり肥育期間を長くすると︑

ている側から花硬が出る︑この

一︑肥育の意味

エサの同量に対して赤肉︑白肉 突出している方を南に植えたい

いよく︑お天気が一番気に

今月の前半分は︑八月の引つ

されて︑うれしい事です︒

すれぱ︑エサは多く必要となり ナーによって発展した方向に花 期予報で︑九月は一般に秋雨も

るように植えたいもの︒そして

生する苗の親に近い方が北とな

肉をつけることである︒

なる︒

．飼料経済の面から非常に不利と 梗が出るもの︶︑ランナーから ようだといわれたのは見事訂正

肥育の期間は普通二ヵ月が限

二︑肥育の期間

方で︑不足分の赤肉と十分な白 叉︑反対に肉の付き方を同じに ※イチゴは親株の反対側︵ラン なる稲刈りの月ですが︑春の長

に特別の期問を定め︑特定の飼 の付き方はだんだん少なくなる

肥育とは︑肉豚を出荷する前

間より特別の飼い方をする︒

出荷予定を定め︑これまでの期

︵一六−一七︑八貫︶となり︑

月経過すると体重六〇ー七〇♂ なり︑二ヵ月肥育とした場合︑

生後六ヵ月︑乳離れして四ヵ

あらためたい肥育の考え方

肥育期のカナメ

至いか扇の史入．て見て 生じやすい優四︒籔下の空一

まきましょう︒

でしょうから早く見つけて薬を

い葉の色のこい所には必す出る

ウンカは︑日陰の風通しの悪

i落水と刈取
春以来の汗の結晶も見ごと に

みのって︑いよく刈取を待つ
ばかりになりましたが︑出来具
今はいががですか︒

長い問の努力を︑最後にしく

咋年は︑とかく刈取がおくれ

じる事のないよう︑総仕上げを 一下さい．︶
﹃しっかりやりましょう︒

海︑五百万石越路早生など︑刈

が多かったのですが︑特に日本

ます︑落水とウンカ︑それに て︑折角の米を大なしにした例
上手な刈取ですが︑田の水ば品
種によって出ホ期がまちまちで
すから︑一度に水を切る事のな 一おくれ水で品質が落ちてしまい

壽羅雛鯉噛

いよう︑ぜひ出ホ後二十五日は

水分があるようにしておかない

また︑倒伏した稲は仕方ない

︸さい・

と切角の米がホソクなってしま 一三日早めに刈取るようにして下
います︒もちろん湿田は︑いく
ぶん早目に落して︑刈取りまで

豚てしまいましょう・

に充分田をかわかしておきまし から芽を出さないうちに早く刈
よう︒

火力乾燥の注意点
火を使って籾を乾かす原理は・の補給のない限り︑温度をC一

ハコに送り込む空気の温度を上度上げることによって︑関係湿

三︑肥育の環境

り発育も良好︑また結果期に入 較的多い見込のようです︒

肥育の環境はウシと違い︑ブ 春陽は心芽に直射すること＼な づきで︑残暑のきびしい日が比
サ三︑八キロ︵一貫︶に対する増 タは非常に脂肪がつきやすい︒

肥育を一ヵ月とした場合︑エ

げることによって︑空気の湿度度が四％下がる︒湯度C十五度 度で︑理由は次のとおり︒

りこむことである︒空気は湿気脚度にすれぱ湿度は五〇％に低下

ね

農業改良普及所

を下げ︑つまり空気を乾して送麗度七︒％の空餐温度c二︒

（二一

中部地区

こともあるといわれ︑この菌に したところ受検者が二百三十三 ないもので理想として六ヵ月毎
の時間が守られなかったこと
二︑受付が︑長びいて行列を作っ 一侵される場所としては咽頭︑喉 名もあり如何にこのことについ に検診をうけることが望まし
ロ
て待たせたりして時聞的にロス 頼撚が繋多くその他黙 ての関心が高かったかが想像さ い﹂とのことでした︒

一

豚
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