冬の漬物の作り方

位の軽いものにする︒

鋲升

5絃8

蒔升
5−2

∠U

6

〜

7

〃

〃

〃

〃

3

7

456

654

形形形
月蹄

半馬円
〜

〜飼〜

9mB捗

78只︾

〜削〜

ヨワヨ

79m掃
〜
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辛 塩

活の準備は
①母の健康が第一

菜

別室で寝る事が望ましい

一③鰐縫臆貌黙
る

る︶

る
ロ︑母乳の出をよくする

⑥産湯︵うぶ湯︶未熟児はさせ

ない

▽運動︑赤ちゃんはでたらめ運
動をやる

に見えるのか︑聞えるのかわ

▽聴視︑半年過ぎなけれぱ本当

からない

▽味覚︑高尚な感覚は︑おくれ

いのない育児をするのには︑

イ︑つかれさす

早期離乳︑早く離乳食を上げ

て発達する︒食べ物の好き嫌

ハ︑頭に出血のある事が多い

ロ︑冷え易い

⑦部屋

る事はこの感覚の出来ない内
にと云うこと

イ︑明るい日当りのよい客間用
で人
人の
の出
出入を
のきれいな部屋で

▽赤あざのあるものを血管腫と

云う︒一年半位でほとんど治

させない
ロ︑未熟児︵チイ歩
サイ
イ子
子︶
︶だ
だっ
る

ものはそのまンで治る

▽はんてん︑体にまだらにある

に九〇％治る

▽青あざ五︑六才〜十才位まで

たら柳ゴウリをめ
めば
ばり
りし
して
て六
湯タ
タン
ンボ
ボを入
〇度セ七〇度の湯

れる
ハ︑かけぶとんの下はいつも二

五度位がよい

で整型する

7〜
＋十九
︵生後十八ヵ月
九ヵ
ヵ月
月の
の

首が
がま
まが
がる
る
イ︑頭が大きいのノ
でで首

がよい︶

赤ちゃんを出生する時にこの

付ける︒O型の母体がB型の

そうだと云われたら特に気を

出るのは危険性︑前の子供も

重症黄疽やむくみ等がおき易
︑

同じ位になる︶

レ
▽おへそ特に赤ちゃんの只一つ

ルマトールをつけると肉腫が

の傷であるから注意する︒デ

帯の不潔になることがある︒

がよい︒破傷風や丹毒にも膀

出来易い︒赤チン等の消毒

七︶
︶切
切ら
らな
ない
い方
方
▽頭ハツ︵うぶ毛

正しく寝か港

旧る
る︶
︶出
出来
来る
る丈
丈
頭でなければ治

助者の手からうつる場合があ

二日〜三日おこす︑原因は介

vま
まに
に治
治る
る︵斜 ▽膀帯周囲炎︑三九度位の熱を
▽頭のいびつ︑い

魚と
と治
治る
る
っていても自然

レ位
位型
型が
が悪
悪く
くな
▽耳の型︑すこし

全部そろう

￥と
とも
も二
二年
年位
位で
がよい︑うすく

等は

生理
理︑
︑病
病気
気
◎赤ちゃんの知能匙
︑︑生

きさ
さと
と
中頃にようやく＼
胸胸
のの
大大き

⑨枕はつかわない︵︵
作作ら
らな
ない
い方
方 ▽新生児黄疽︑生れて一日位に

のを選ぶ

る︒早く水が上るようにする ⑧シーツ︑ふとんより大きいも ▽三つ口︑早く専門医のところ

へ︑重石を長くおくとますくな

美味しくなる︒

辛子︑妙りぬかなど入れると

ホ︑だし昆布︑煮干の煮汁︑唐

五分の一位︒

二︑カルシウムは塩の重さの十

て六〜七％︒

ハ︑塩は味噌の分の塩分も含め

酒粕の代りに焼酎でもよい︒

とを入れ押ぶた︑重石をする

噌五〇〇匁︑酒粕類五〇〇匁

ロ︑桶の大きさ位の袋を作り味

て漬けると味︑はぎりがよい︒

まにし︑しんなりしたら洗っ

イ︑かぶを取り二日位︑そのま

B︑漬

ないと﹁す﹂がいる︒

よくをよくす
ってこなければ重石が軽いか又 ︑ト︑大根は取り込んですぐ漬け イ︑子宮のしうし壕
す

子供の発達が心身共に順調に

をなすべきかを知能の生理を通

のような事に注意し︑良い育児⑤早期離床︵生後早く床を離れ

︑発育を遂げるには父母としてど④新しい栄養法は特に取入れる

一

︸◎個人蓼よく知つて育てる

◎独立心を育てる

一 されなけれぱならない

◎子供は一個の人間として尊重②衛生上から云っても︑母子が

育児三原則

︵これが理想的な考え方︶

擁讐難麓る鶴雛響んの生

新生児の養護について

B2︑カルシウムがとれる︒

きき・き乏

ん十切で一日のビタミンBl

へ︑表の通りにつけた︑たくあ

五分の一位︒酸味をふせぐ︒

ホ︑カルシウムは塩の重さの十

入れる︒

皮︑干したもの︵五〇〇匁︶

二︑唐辛子︑昆布︑煮干︑柿の

れると甘味づけになる︒

ハ︑渋柿のへたを取ったのを入

しくなる︒

を霧吹きでふきかけるとおい

ロ︑大根を並べた上に焼酎三合

味と色づけになる︒

にし︑ぬかにまぜて使うと甘

イ︑大豆二升を妙り荒びきの粉

⑦おいしくする方法

嚢辮舞饗筋

二月頃食べるのは三分の二

ーたくあん・漬菜ー
A︑たくあん
①干し方

大体漬込んだ大根と同じ目方

陽のよく当る南の方に頭を向 ⑥重石のかけ方
けて干す︒大根を洗う時にサメ
の皮の乾燥したもので首の部分 か五割増の目方︒一週間位する

に浅い傷をつけると平均に乾燥 と押ぶたが樽のフチより下にな

する︵サメの皮をかけるとい り︑水が上ってくるが︑水が上
う︶

②材料の選び方

一本二五〇匁〜三〇〇匁の大
きさが頃向︑四斗樽一本に甘塩
で二五貫目︑辛塩で三〇貫目の
生大根︒

③干し加減︑塩加減
④塩

早出しのものは上等の塩︑お
そ出しのものは下等の塩がよい
⑤潰込み

カルシウム︑ジュガロンを混

イ︑一〜二合の塩にビタゲンM

ぜ之を全体の塩にまぜ︑ぬか
にまぜる︒

ロ︑ぬか床は樽に対し上六︑下

四の割合とする︒
ハ迦五合程のぬか床を底にひき
〜

3

〜

4︐

属ノ

飼

2

1

甘塩

青年学級の現況

へ艶

る︒手洗をよくする︒

イ︑

一ヵ月位はぐるぐる巻きに

▽おむつ

フる

番よいのは毛糸のおむつカバ

只二ヵ月位からサンカク︑ 一

ハ︑おむつはへそから上に上げ
ないでゆるやかに

につけておく

二︑汚れたおむつは早くから水

▽おむつかぶれ

をつけておく

イ︑お湯でよくふきとりパウダ

ロ︑おむつは逆性石鹸などを用
いよく洗う
▽着物

︑

イ︑産着は袖口のせまい方がよ
レ

トロンの着地でまる洗いの出

ロ︑肌着は五枚位作る︑ネルテ

来るものがよくシャツはヒモ

つきでポタンはよくない︵三
ヵ月以上になったら洋服式︶

▽母乳分秘を促進させるには

ると二≧三ヵ月でつかれが取

イ︑昼寝等をトガにし栄養を取

出がよくない︒︵以下次号︶

れる︒つかれているとお乳の

痩

◇お知らせ◇
お年玉つき年賀
はがき発売につ
いて
郵便局ではきたる十一月十五

ねすみは非常に貧食で︑一日 日より︑昭和三十七年用お年玉

③ねすみは飢餓に弱い

に平均その体重の四分の一に相 つき年賀はがきを売り出しま

印面意匠つる刷

らもお年玉つき

◎五円︑四円の二種類で︑どち

い︒

当する食物をとる︒この貧食性 す︒買受け希望の方は売り切れ
は反面飢餓に対する抵抗性が弱 ないうちにお早く翁買求め下さ

ないと餓死する︒

く︑普通六十八〜七十時間食べ
昭和三十年四月倉俣と合併し同年十二月﹁なかさと﹂創刊以

◎五円の料額

ねすみは利巧で用心深く︑

ている

④ねすみの通路は︑常に一定し

ぱしい限りであります︒しかし︑真に住民のものとしてその

の侵入しにくい︑然も食物の得 ◎お年玉の種類および当せん数

巣は必す人目につかす猫や外敵

ンド

八七〇本

八︑七〇〇本

︹三等︺ナショナル蛍光灯スタ

ブル式︶ 二︑六一〇本

︹二等︺日立反射こたつ︵テー

七四〇本

︵ニューデラックス︶H一︑

レス︵S︶グリーンフォ︑ム

︹一等︺フォームラバーマット

ネット

︹特等︺三五ヂカメラキャノネ

色赤紫
内容が充実しているとは未だ言え難く更にく御協力を賜

色赤︑四円の料額 印面意匠

わらなければならないと存じます︒その為︑公民舘に於ては

易い水の便利なところを選ぶと

しめ飾り刷
尚︑中里村本年目標額は一四

常時︑原稿の募集を致しておりますので︑どんな内容でも結

以上の習性からみて︑

﹁コン畜生︑やられた⁝﹂の積 さな気から出入りする︒

るかを︑こ＼にもう一度再認識 ①食物の管理をよくし②近隣が

よう︒

亨−︑茜・︑§本
村においても今月末から来月 ㎜︹五等︺お年玉切手シート腿二

・の侵入が容易に防げる︒

生まれた子ねすみは一応生長 ・にかけて︑一斉駆除を県ねすみ ㎝六︑δ○︑○○○本
千円になるというから︑私たち すると悉く親の繍ぱりから︑放 駆除促進協議会と協同して行な︸

害︑による火災等汝をみると八

に家屋︑植林︑病害︑電線の咬 0ねすみは孤立主義

作物︑衣類︑家具︑什器︑蔵書

荒す損害が約一千円︑その他農 性を持っているか︑以下説明し 尺やすき間を繕うことで家屋内 醤等︺練饗−パーライオ

叉︑一匹のねすみの食物を食い一 しよう︒ではねすみはどんな習 協力して駆除すれば成功する③

に約三万匹がいることになる︒

日本国中で二億七千万匹︑中里 み重ねが如何に大きいものであ

の三倍だといわれているから︑

るのかというと︑一般的に人口 二ヵ年分に必適する勘定になる 自分の体だけがはいるような小

では︑一体ねすみはどの位い 万円となり︑ゆうに村の予算の なことをせす︑人目のつかない

の村の被害額だけでも二億七千 玄関や縁側などから遭入るよう

人家に出入りする場合にも︑

六︑一三〇円であり内歳末たす

円で今回県下第一位を以って納

金風景︼

入された金額の内訳は次のとお
分の二位の

〜垂︻﹄︷

ねずみ退治をしよう

に喜ぱしい．今年も蓬野量か皐蓼してみんなであ天

敵を絶滅しよう︒

いわれる︒

にではあるがその内容が充実して参りましたことは誠に慶

来六十六号を数えたが︑この間︑一般村民の協力により除六

﹁なかさと﹂を住民のものに〃

﹁なかさと﹂原稿募集

週二日平均︑講師を村内外から

て来た︒現在四工場学級生男女 することは︑極めて有意義なこ ものが多いといわれる︒
とであり︑青年学級振興に益女 ②ねすみは縄ばりがあるから移
一五〇人︑学習内容︑生花︑和
動性が少い
洋裁︑一般教養と多彩なものを 我六は活動しなければならない

な研修を継続しその成果をあげ 集合の場をかような研修の場と しく︑その寿命は半年足らすの

にこれを開設しこれまで熱心 一動の不振の中で︑村内青年多数

鈴冨工場︑桃山工場と四職場 るが︑中里村内における青年活 自己の縄はりを守る︒
ねすみの生存競争は極めて烈

お招きして行って来た︒郡内に 遂され︑親は夫女縄ばりを持ち うことになっているが︑充分の
極めて排他的で︑他のねすみが 成果が脊られることを切に望
昨年春より始めた青年学級は おける職場青年学級は︑川西町
侵入するときはこれと斗争して むものである︒
本年に入り保熊工場︑山根工場 にある外︑まれに見るものであ

一

漬込む︒漬込んだら上に一升
程のぬか床をかけ︑干した大
根菜︵あむとよい︶を一面に

のせそのま＼︑一夜おき大根

くら︑渡し板をし︑重石をす

が落ち着いたら押ぶた︑押ま．

翻へ 協力に威謝
幸

O
ノ

構ですからどしく投稿下さるよう切望致しております︒

であります︒

一

けあい募金目標額三〇︑○○○

i口世帯数1。665

りであります︒ ︻写真は共同募

配分が還元

議会にも三

社会福祉協

私達中里村

行きます︒

つかわれて

の強化等に

会福祉活動

窮者叉は社

院︑児童施設︑母子寮︑生活困

げます︒やがてこの浄財は養老

橋

中里村共同募金会長

高

相次ぐ台風と長期にわたる雨
のため未曽有の被害を受けられ一

げます︒さて本年も全国一斉に

た皆様万に謹んで御見舞申し上

十月一日より赤い羽根運動が始

われているのは︑皆様御承知の

まり︑各地に於て街頭募金が行

される予定

，人計9．368

350匁
400匁

ぬかの代りに

村に損害二億七千万円

とおりと思いますが︑私ども中
里村ではお盆の街頭募金及び興

面的な協力のもとに行い十月一

業募金を青年会︑婦人会等の全

日には︑連続十三回目の県下第

現男4・637
低女4・695

や』弓形

匠蘂……

月
レ
興業募金 154，0！0148，200105，810
169，199151，800蝦，399
計

を舞雛駿難暴醜墾鷺
かい御支援の賜と深く感謝申上

んの事︑村民一人一人の温

した︒此の事は︑協力団体はも

一位を以って納入させて頂きま

発行所

耐味づけに
I

畷経費差引額
3，189「葡。¶，勇9
街頭募金

中里村公民舘
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〃
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一

一

〃
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600匁
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昭和56年11．月1r日

と
さ

か
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第66号

昭和56年11月1日

と
さ
カ》

な
第66号
｛1）

口

な人かも知れません︒

以上いわば公明選挙心得とも
はならない︒

を持たせることに心を致せ︒社

我女の父や母︑我女の夫の 会教育が︑慶相な枝葉の部分的

は知っているのか︒婦人教育は
﹁老人を敬愛し︑感謝する気持﹂

︵M︶

人権擁護委員の使命につ
いて

事件があった場合︑その救済の

の助長に努めること︑人権侵犯

人権擁綴委員高橋幸作
一︑人権擁護委員の使命

人権擁護委員は︑憲法を以っ

国保︑衛生壮月劒
◇国禦◇

2︑へき地診療

1︑文化祭−保健衛生ー

の父や母︑我女の子供の祖父や なものをなでまわしていると︑

はないだろうか︒

3︑栄養調査

農村の家庭における精神生活は

心は改めよう︒社会教育関係者

び

が

5︑妊婦検診

1︑文化祭

◇衛生◇

2︑小児麻痺予防接種

3︑衛生環境調査−土倉地区

5︑結核検診ー未検者レントゲ

4︑先股脱検診

ン撮影︵於十日町保健所︶

6︑ねすみ一斉駆除

清津峡小︑倉

俣小にピア
ノ入る
子どもの音楽教育の充実に欠
くことのできないピアノがなく

を て困っていた清津峡小︑倉俣小

一勧告を行悪ど適擢処馨講

9︑滞納整理

とを考え︑今すぐに改め惹べき 8︑優良乳幼児表彰

い︒全ての村民が等し≦■のこ 7︑母子大会

それで温かい家庭は生れて来ま 6︑受胎調節指導

生的観念が発達しても決して︑

水道が入り︑栄養の知識や衛 4︑栄養改善講習

ろう︒

冷たいものになってしまうのだ

公明選挙を徹底する一番効果 申しましょうか︑選挙関係人が

いは加担するものがあるからで

万五千円以下の小土地改良だか

ただし︑これは事業費が十二

その上︑ヒザまで泥につかる ら大変便利に出来ている︒

湿田は︑米価がいくらしてもや
り切れたものではないだろう︒

努めることを以て使命とする︒

について

適切な援助救済方法を講するこ

入費は一台三十万円で︑この中

ちをよろこばせている︒なお購

納をおこなったものである︒

学校PTAが各七万円の寄付採

との

く

二︑人権擁護委員の職務

人権擁護委員は︑自由人権思

い長円形の平骨がよく︑丸骨は

はジャリでつき固めしなけれぱ 並べ上に板をかけワラで覆うフ

野外に二列並べとして埋土ま

らないし︑永持ちするから︑同

要点⁝多漏による腐敗防止︑

低温︵高温は中空化︶方法⁝大
量の場合は巾六〇拶︑深さ十薦︑

皮フ皮フは柔かく弾力があ

の︒

ので︑色は漆黒で質のち密なも

蹄蹄は大きく質疏よいも

よくない︒

ならない︒土管のツギ目は青杉 チ際に土を盛る︑又白菜同横溝 たは屋内では︑土と交互に積む よくない︒又︑肢の長いものも

侮ノ

ギ

時に区画整理もやれぱなおさら

コ

する︒カンランは雪中埋蔵もき

イ

を斜めに一列に並べ︑根元は十

二︑背高のっぽや︑ちび
はだめ

い︒

要点⁝乾燥によるス入り防止 の浅溝をほり︑径五〇移大の束 り︑ゆとりがあって薄いのがよ

ダ

く︒

ネ

葉でかこみ︑うめもどしは上流 を堀り︑根を切った球を逆さに 尻を少し出しておくとよい︒

作土をもどす︒

やり方は色女あるが︑土管を から︑心土をつめかためてから 並べ︑生杉葉などで囲んで盛土
うめこむのが手軽るで持ちも良

幹線は︑水量によるが支線と

の調節には︑支線と幹線の接点

の中の水をしぼり集める支線暗 同様か十五移土管を使用し排水

く効果も十分のようである︒土

きよの水を幹線暗きよに集めて

い中に杉葉をハサミ厚積みトバ

排水するのだが︑支線は十移土 か︑幹線の方向の変る場所など 凍結防止︒従来のワラ囲いでよ 十謎見当にゆるくしぱったネギ
管で勾配三百分の一位が作業も に水こうをもうける︒傾斜地で

女地なら九米位︑平地なら十八
米位で良かろう︒

ないようにするロ

﹇その他コンクリートアゼやネ
仕事の順序は︑先す幹線下流 ズミ尺や下あぜの水もり防止に

▽一月︑冬型の気圧配置で一時

むのも良いようである︒

少しでも作業が楽になり︑稲作 ら︑部落共同でやるような大事 から掘り︑支線も下流からにし 一アゼタイトやビニールをうめこ
掘り上げは作土と心土を別女に
し︑底巾は支線で十八移位に︑

タネを蒔くー芽が出る巡

あり︑雪は多い見込みで月の平

めの見込み︒

も！

一7

噺！

葉菜の囲いかた
カ

要点⁝低温︑多湿︑雪利用︑

へつらな 深さ三〇移巾六〇移の溝を堀る

びたエあの ハ
きがヤケ

量は平年並み︑また日照はや＼ なうまエ

精一杯太陽と土の慈愛を受けて

やさい の貯蔵技術

均気温︑日照りは平年並み︒

下旬気温は低目となる︒月の平 均平温はや＼低い︒日照も少な

旬気温はやN高めの日が多い︒

気温はや︑高めの日が多い︒下 的にはかなり気温の下がる日が

置となる︒しかし季節風は弱く

暗きよは︑作のじゃまにはな 底は平らにするが底の軟かい所

暗きよ排水

も安定するように︑この秋はぜ 業は 又別に計画しよう︒
ひ土地改良もやろう︒

幸い︑近代化資金︵前の農業

長期季節 予報／
新潟気象台が発表したこの冬 ような豪雪の心配はないという

の長期季節予報によると︑県内 十一︑十二︑一月の三ヵ月予報

▽十一月︑中旬まで天気は変わ

の初雪は十一月中旬ごろで平年 はつぎのとおり︒
より約十日ぐらい早い見込み︒

寒さは昨年と同じ程度だが︑十 ■りやすく︑気温は時女低めとな
二月下旬から一月初旬にかけて ・る︒中旬ごろ季節風の吹き出し

このころに初雪があるだろう︒

冬型の気圧配置となり雪は多目 があるため気温は相当下がる︒
の傾向︑しかし季節風や寒さは

的天気のよい日が多くなる︒

あまりなく︑三月になれば比較 月の平均気温はや＼低目で降水

の

▽十二月︑完全な冬型の気圧配一 ってぷのサワヤカさを するロ 一周りに竹を渡し根つきのママ立

ジンは葉付とし︑ゴボウは切る することがよい︒

月以上であるならコ一五些位の

どんなにうまく肥育しても収入

う心がけなけれぱならない︑

◎畜舎のスキマ風をなくするよ

一行メモ

素牛の場合︑最も注意が必要．

も了

三︑選ぶな豚尻︑かも牛

巾も深みも伸びも十分なもの︒

巾のない牛ではいけなく︑体の

ていても︑肢が畏く体の深み︑

ものがよい︒体高が標準に合っ

が少ない︒体高が生後二十四ヵ

肥育モト牛の条件
iとくに資質の間題
肥育の素牛を選ぶ場合︑よく の方行のよいも色は先の方が黒

被毛毛色は少し褐がかった

のあること︒

よくない︒又つるつるした光沢

く︑白角︑飴角︑などは肉質が

太るような体型を見ることも大 く︑下の方が水青色のものがよ
切だが︑高く売れる肉質のよい

牛とはどんな牛かが肥育者にと
っては重要な問題であり︑次に
あげてみよう︒

劇︑毛あじ︑骨あじ︑皮 黒がよく︑まっ黒いのは毛の質
ていのよいもの︒

週間後︑必す虫くだし︒

があらくよくない︒叉褐色す・．︾ ◎仔豚をよそから入れた場合一

牛の資質というのは︑角︑毛︑ るのも悪い︒毛は細く柔らか

は︑エサを煮たほうがよい︒

⊂仔豚は親から離して二ヵ月位

◎隔くあん漬の一段毎に松葉を

入れると︑香料をよくする︒

骨骨は肢の管骨でみる︒尾
入れると変味しない︒
の太さや︑頭の大きさも骨の太 ◎ナスの葉を乾かして一段毎に

る感じのものがよい︒

で︑資質のよい牛は︑一般に肉 長さは短かく︑ビロードにふれ

皮フ︑蹄︑骨あじなどの総称 く︑密生して光沢のあるもの︒

になる︒次に資質の各項目につ

質もよく高く売れるということ

いてあげてみる︒

角角の太さはなるべく細く さと関係がある︒骨は細く︑横
丸いのがよい︒額がしまり︑角 からみて太く︑前後からみて細

鱒

雪は平野や山間部とも平年よ⁝ 少ない見込み︒

りや＼多めとなるが︑ことしの

一

一，

題︑

公明選挙運動
人に

的で能率的なのは何と言っても 選挙に際し守るべき基本線を述

投㎜老

感謝の気持ちを

女は反省してみれば老人をあま

よぽしているかを果して当事者 にもこのことを強く訴える︒

祖母︑この老人の幾星霜の労苦
前号で民主政治における選挙 選挙の本来の目的があるので 立侯補者側で不公明な選挙運動⁝ べました︒
に我女は常に感謝の心を持って
をしないということです︒
の重要性︑選挙権について解説 す︒
温かくいたわってあげようでは
しました︒本号に於ては正しい ①政策や公約以外のことを考え
ないか︒重ねていう︒新生活運
選挙は如何にして行なわれなけ に入れる必要ありません︒
動もよかろう︒封建性の打破も
れぱならないかを述べたいと思
の
以上三つの心構えに徹すれぱ
ロ
よかろう︒しかし封建性の打破
稿㎜
います︒
それ以外のことを考えたり︑行
が老人を粗末にすることに結び
贈
第一は正しい選挙とは何かで
っ
た
り
す
る
労
を
心
要
と
し
な
く
な
ついてはならない︒社会教育が
あ0ますが︑一言に言髪ぱ正し るはすです︒親類縁者だからど
先日の読売新聞に正宗白鳥翁 庭の年長者︵少くとも明治時代
い選挙の範囲は最低は公職選挙 うとか︑義理があるとか︑一杯 が随筆を書いていたが︑その中 の人々︶を唯過去の時代に生き 家庭の中にどのような作用をお

法に違反しない選挙であり︑最 飲ませてもらったからどうとか で老人は如何に温い家庭の中に たものであって今日の新時代に
高は︑その選ぱれた人がその職 そんなことはいつさい考える必 はぐくまれていようと︑死期に はそぐわないとして一蹴し去っ

近すくにつれてだんく精神的 た結果︑反動的に老人は益々卑

って︑およそみじめな生活をお

に孤独になっていくものだ︒老 屈になり︑劣等感のとりこにな

人が︑だれからも話しかけられ

今日の所謂嫁は強すぎて老

選挙人だけに氏しい選挙を行 なくなったり︑自分の頭がぽけ くつている︒

善意が問題となろう︒

第三に当然候補者側の良心と

に適し︑その効果を選挙人が十 要ありません︒
分に享受できるということであ
るかと思います︒

第二は選挙人の側で正しい選
てしまって一人前にしゃべるこ

効果を期待することは無理であ とができなくなったりした時は 人はその尻の下にうすくまって

挙をする為の心構えとして考え うよう啓発したとしても百％の
られる主なものを上げますと︑

①選挙の目的をはっきり自覚す る︒選挙人の中にも色々の人が 生きているのがいやになるもの 唯︑おどくと気兼をしている

選ぶのかということ︒そしてそ か不正選挙運動を助長させある 時は舌をかんで死んだ方がよい

ること︒即ちその選挙では何を あって意識的にか︑無意識的に らしい︒岩野泡鳴はそうなった のみ︒あわれむべきことだ︒我

の目的に最も適当した候補者は
ある︒政治意識の低い人女はこ 痛かろうと結んでいた︒

農村の我等の老人はその少 及び︑幸福追求等の権利が侵犯
年︑青年︑壮年の時代を厳しい されることのないように監視し

熱は関係機関に対して告発︑

といったが︑舌をかむのもさぞ り無視し︑下げすんでいる傾向 て保障されている我が国民の基 ︸ために調査及び情報の収集をな
本的人権即ち我女の生命︑自由 一し︑法務省人権擁護局への報告

だれであるかを選定することで
のような人によって幾分かたぶ

秋の風が冷たさを加え︑紅葉

す︒

②公約と政策をよく吟味するこ らかされることが考えられるし 色深まる頃ともなれば︑兎角セ

と︒どんな候補者でも政見や公 またこれまで事実であっだ︒候 ンチメンタルになる人間の習性 生活苦︵経営生活の苦しみと対 若し︑これが︑侵犯された場合 ハすること

最近の風調として老人を邪魔 守り且つ築いて来たのだ︒

にこのほど︑ながい間の念願が
約を掲げますが︑その政見や公 補者及び運動員は︑当選への熱 であろうか︑私も老いた父母を 人関係︑特に家族内における封 にはその救済のため︑すみやか 葎するために訴馨する必要
約が理論的にも実際的にも一貫 情をみなぎらせて可能なあらゆ 見るにつけ︑さめぐとあわれ 建制に苦しみ︶に耐え忍び︑そ に適切な処置を採ると︐Nもに常 ﹃がある場合に民事上の損害賠償 かなってグランドピアノがそれ
して子供を育て︑土地と財産を に自由人権思想の普及︑高揚に ㎝請求その他刑事補償の請求等に ぞれ購入され︑先生や子どもた
になってならない︒

しているか︑矛盾はないか︑実 る努力を致すでありましょう︒

現の可能性があるかなど︑よく しかし選挙法に違反することは

幾十年の風雪に耐え︑老境を

です︒不正の選挙運動までしな きおろしたりする傾向が強いよ 静かにおくろうという老人を︑

勉強することが大切です︒そし 悪いことであるからやめるべき 者扱いしたり︑一言の下に︑こ
て︑その政策が︑自分とどうい

一

一

ほ

良い︒

公約させ︑実行させるところに は公職の地位に座するに不適格 ︑の権利だけを啓蒙し姑やその家 家族の構成員の一人でもとって また民間にお﹂る人権擁護運動

とやり方

小土地改良の
資金

農業改良普及所

五移程度軽く土寄せする︒覆土
は高低差十〜十五移位毎に︑水 かけをやることだ︒
し易いようである︒
あまり大きすぎる牛は︑肉の
が深いと熱をもち伸びを阜める
ニンジン︑ゴボウ
土管の深さは地表から一米位 平水こうか落差付水こうで土の
みのりの良い穂が︑ドロにう 改良資金︶を農協へ申しこめば
要点⁝乾燥によるス入り防止 この上にワラ十五窄ほどのせて 歩どまりが悪く肉質も一般によ
まって青い芽を出している稲刈 年五分の低利で︑二年据置き十 間かくは︑土質によってちがう 中の水のしぽり具合を調節し︑
くない︒逆にあまり小さい牛は
年償還で資金を貸してくれるか が︑粘土質の所は四米位から段 かわき過ぎ︑しめり過ぎになら 方法⁝ダイコンに準する︒ニン おく︒大根は六〇日以内に収獲

りは今年 だけでもう沢山︒

中部地区

一

鶉稼ることを以．て職
う関係にあり利益になる政策を ければ当選の自信を持てない人 うだ︒社会教育と称して所謂嫁 足げにするが如き態度をその 想に関する啓蒙宜伝をすること

「

②
昭和36年11月1日

と
さ
カ》

な
第66号

昭和56年11月1日

と
さ
カ》

な
第66号
（3）

