新しい法律

児童扶養手当法支給要綱

婚﹂とは 婚姻離 婚 の 届 出 を し

ある︒

◎施行期日
施行期日は︑昭和三十七年一
月一日とする︒

かはっきりしない人は役場厚生係まで問い合わせ下さい︒︵係︶

思想と死と借金
漕

る︶をこえる所得を有したと 事項のある人等︑個六のケース

たのではないかといわれてい

いうからその辺りに動機があっ

に生きる者とよばれ得るものと

童一人につき三万円を加算す 資格のある人︑又は失権︑停止 り淋しさに酒にひたっていたと

について受給資格があるかない

きは支給しない︒

るような大人物の育成など望み

すっくとそそり立つ理想を求め

地にどっかと腰をすえ︑大空に

極的な防止から歩を進めて︑大

なあわただしい世の中では︑消
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おもう︒

3︑母又はその他の受給資格者

の扶養義務者が前年において

標準世帯にして五十万円程度

以上の所得があった時は支給
しないロ
良B

象の荒女しい年であった︒
ので︑考える暇もない︒

雨︑第二室戸台風など︑自然現 の瞬間が余りにも目まぐるしい

を続ける人物の方が︑現代の日

も︑愚直であっても正しい建設

大豪雪から始まって︑集中豪 構えなけれぱならないが︑現在 得ない︒目先のきく小才子より

伍考

っている子供で ﹁ 婚 姻 ︑ 離

ひろげた︒

選管主催による立合演説会は

葦である︒

子供には不良化の防止だけで

ことをしんみりと考えて見たい
︵筆者は田沢中学校長︶

村長再度当選の感想．

について

多年の宿願

私の抱負と施政方針について

い所存で御座居ます︒

の為に粉骨砕身御奉公いたした

と取っ組み︑中里村発展と繁栄

と共に︑今後予想される諸案件

中里村長高橋幸作

不肖︑過去四年間中里村長と

して村政に携わる間︑村民各位
の絶大なる御支援に対して心よ

α簗

病身の妻と三人の子供が残され
ー弱亨そんなものは全ての一
人間にあることで︑その弱さを ているという︒こ＼ろある人は

げて下さい︒

克服しあくまでも自からの人生 善良な一市民野島さんの家族に
を開拓していくことが我六人間 励しの一言でも書いて送ってあ
の尊い使命ではなかろうか︒

たい︒

血液とはいえません︒

のようなものはあまり健康な

ってまかなわれています︒こ

1献血預 血運動ー
◎血液は身体の各部分に栄養を

はこび︑また老廃物をとり除
く重要な役目を果す︑なくて

血してあぶない命をとりとめ

大ケガのとき︑この血液を輸

せん自分の血液を血液銀行に

血が必要になるかもわかりま

るものです︒いつなんどき輸

災害は忘れたころにやってく

はならないものです︒大病や ◎大切な献血︑預血︑返血制度

ることができます︒

ここ二︑三年の間に輸血の量

◎ふえている供血の量

るとき︑自分や家族︑友人そ

預けておき︑輸血を必要とす

整備されることになり︑．上︑中

田︑松之山︑六日町線は一段と

保健課へ問合わせて下さい︒

運動の実施中です詳細は役場

すことができます︒いまこの

の他指定ざれた人に払いもど

は急激にふえて︑それだけ多
くの人命が救われているわけ
ですが︑もともと血液は︑人
間以外からは得られないもの

です︒現在ではこの輸皿に必

は︑既に立候補の挨拶その他に

要な血液はほとんど売血によ

て皆ざん御承知の事と思います

ので省略させていただきますが 越地方の産業振興と文北交流に

めに悩み︑可愛い子どもを心配

案外少なく︑年女子宮ガンのた

早期発見にづいて注意する人は

ということだけを知って予防や

でありますが︑ただおそろしい

あることはみんな知っているの

乳ガンは最もおそろしいもので

婦人の病気の中で子宮ガンと

子宮ガン
検診結果

洞察下さいまして︑以前に倍し ろこぱしいことである︒

どうぞ私の意のあるところを御 大きく役立っことが期待されよ

た御協力と御鞭捲と更に御叱

陀下さいますよう衷心より御
願い申上げます︒甚だ簡単では
ありますが︑当選の御礼を兼ね
て私の当面の感想を述べて御挨
拶といたします︒

十二線開墾いよいよ実現

ぱならない︒いわゆる︑手おく

しながらあの世へ旅立たなけれ

す︒

二線︵主要地方道高田i松之山 ょって工事がおこなわれるもの

つている︒

れ測量もはじめられることにな

気の毒なことであり︑家庭的に

八千人もあるということは実に

i六日町線︶が︑いよいよ明春 で既に年内中に一部資材も運ば れの子宮ガン患者が全国で毎年

拐就任以来︑幾多の重大事業 鷹ながいあいだの宿願だった十 木出張所及び土建請負業者等に
処理に身命を懸けて参りました

村内四ヵ所でおこなわれ︑聴衆 と重要間題が山積されてこれが
は推定延﹃︑五〇〇名に達し︑

た︒

が︑惜しいかな四年間の歳月に を待って開繋される予定となっ
れ︑選挙民の関心をいやがうえ ては解決出来得なかった幾多の

ほかに個人演説会も随所に催さ

たくなかった︒家庭には老母と

◎手当の支給に関する経過措置
◇受付本年十二月一日から
る︒
朝
︑
編
集
室
に
県
内
各
ロ
ー
カ
ル
雲ハ︑降る天気に何のうらみ
思想と人間的弱さの板ばさみ
昭和三十七年一月一日現在で
私はこれを読んで彼は弱い人
なし︒
如水
紙が入って来た︒目を通してい
になって死によって逃避するも
◇支給来年一月一日から
支給要件に該当している者は
ると十六日の三条新聞に﹁野島 間であったとおもう︒
十一月十八日︵在十日町新聞
のは卑怯である︒ ﹁汚名﹂は確
昭和三十七年三月三十一日ま
この法律は︑父と生計を同じ 及び母がないため︑その他の者
社村山武記︶
借金をして自殺する者も世の かに自尊心のある人にとっては
清さんの死﹂という随筆が目に
でに認定請求したときは該当 ついた︒読んでみると野島清と 中には少なくない︒善人であれ
くしない児童について児童扶養 が養育している場台に支給する
忍び難い苦痛であろう︒借金で
公
民舘
の月の翌月から支給できる︒
手当を支給することにより︑児 こと︒
いう人はなかなか硬骨の人柄で ばある程借金には耐えられない 汚名を着ていながら︑大きな顔
村山書記退職
◎認定請求の受付
◎失権事項
三条市議会議員もつとめ事業家 精神的負担を感するであろう︒ してよく太陽を仰がれるものだ
童の福祉の増進を図ることを目
昭和二十八年から九年間︑役
認定請求の受付は昭和三十六
で三十六才の働きざかりであっ 1見も知らぬ野島溝さんを深 と非難される人間も少なくない
的とするのであって︑この法律 ■︑母若しくは︑その他の受給
資格者叉は︑児童が公的年金
年十二月一日から開始︒
その非難と罵倒を敢て黙殺忍耐 場書記として庶務︑厚生︑保健
たという︒
の児童とは︑義務教育終了前の
く想うー︒
を受けているときは支給しな 該当者は忘れすに申請致しまし
しかしまて︑虎造の﹁忠治﹂ して立ち直る力こそ偉大なもの 公民舘係などを勤めてきた村山
彼は青酸カリ自殺をとげたと
者をいうのであります︒
いこと︒
よう︒この制度は︑この期を過 いう︒死因については遺書もな ではないが︑﹁死んで花実がな ではなかろうか︒私はそういう 武君は︑去る十一月十日付で希
◎支 給要件
2︑母叉はその他の受給資格者 ぎると経過期間についてはさか く何も解らないが借金が五百万 るものか﹂私は彼から生きて働 人間になりたい︒
望退職しだ︒
■︑父母が婚姻を解消した後︑
同君は︑十日町新聞社に入社
が前年において十三万円︵児 のぼっての受給は出来ません︒ 円くらいあり︑妻は入院してお く者の幸のために活やくしてほ
私にいくらかの財産でもあっ
父と生計を異にする児童︒離
したもので今後の活躍を期待し
しかった︒それでこそ真に理想 たら三条の野島清さんを死なせ

婚などで夫婦が生き別れにな

髄

藤雑

ないが事実上同様の事情にあ

る場合を含むものであります
2︑父が死亡している児童
3︑父が廃疾である児童

轟縫薙

廃疾程度は︑国民伍金法の障
害福祉年金を受給さる程度で
ある︒

している児童︒

4︑父の生死が明かでない児童 ときは支給しない︒
5︑父が引き続き一年以上遺棄 ◎手当額

年以上拘禁ざれている 児董︒

命のあぶない世の中になった

口世帯数1・6弓5

もそれぞれ活発な選挙戦をくり り感謝申上げるものでありま

現男4・637
耀女4．695
人計9。368

6︑父が法令により引き続き一

佐走

パスカルという哲学者は︑ 本に必要なのではないかと思う
人間界も刺戟が強すぎる世相
■児童扶養手当は︑児童一人に
ではなかろうか︒マスコミのど ﹁人間は考える葦だ︒﹂と言っ けれども⁝㌔
つき月八百円︑二人の場合は
師走は︑一年中のあわてふた
たが︑考えないで右往左往する
千二百円に三人以上の一人に きつい調子には識者も冒をひそ
つき二百円加算した額とする めているが︑街頭を疾駆する車 のが現況だ︒私など逃げまどう 一めきの総決算として︑雪の正月
を迎えたら落ちついて︑浮世の
の氾濫も困る︒
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◎支給期日
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中里村長選挙投票状況

区険

有効投票数

がなりの伸びを示したことは︑

いて村内有志各位の御推せんに 手ざれ︑約五百麿す＼んだだけ で廷長三千五百綴になる︒路線 大学医学部望産婦人科教室に委
時期︑天候などの好条件はさる より︑且つこれら残務を飽く迄 で今日まで甲断されてきたもの の位置は葎沢地内から倉下部 託︑子宮ガンの集団検診を実施
の
ことながら︑選挙民の関心の程 も処理し遂行せねぱならない責 であるが︑この道路の重要性に 落下方約百麿の地点を通って現 いたした訳でありますが︑この

任を感じまして︑敢然と再度立 かんがみ︑その後も再汝開撃実 在の通称十二峠頂上東南の方向 たびその結果が報告されて参り

ましたのでこ＼に公表し︑こん

が現われたとみるべきだろう︒

意を喚起いたし︑この悲惨事か

ごこれが予防と治療に対する注

点として東頚城郡松之山を通り

中︑田沢駅を経て南魚沼郡石

︻一一面下段へ︼

東京医科歯科大学医学部

▽中里村における集団検診

であります︒

十二線開馨にょって高田を起 ら一人でも救いたいと願うもの

つている︒

開票は︑同日午後八時より役 候補の意志を固め先般の選挙戦 現の運動がつづけられてきたも 約八百齎の地点から約九百層の

こびとなったものであるのこの

のでこのたびようやく実現のは トンネルが堀繋されることにな

にして村民多数の御支援の下に
十時半には査票を概ね完了し︑

場二階でおこなわれたが︑午後 に臨んだ訳でありますが︑幸い
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再度当選の栄を得ましたことを

に︑且つ勇敢に残存業務の処理

一隊の施設大隊ブルトーザi七台
︵隊員約七十名︶を主力に県土 打︑六日町に至る主要地方道高

・ここに於いて不肖第二期目の ⁝て実施され︑自衛隊高田駐屯部 本郡の豊原峠を越えて鹿渡︑宮

なお︑前回村長選挙の各候補得 衷心より御礼申上げます︒

た︒

小林豊政一︑五三三票であっ 村政担当者として飽く迄も慎重

票数は︑高橋幸作二︑七一〇票
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告示と同時に予想された三名のが郵送され︑その後は各候補と

れた村長選挙は︑十一月二十日田県から田島正止氏の立候補届 前回村長選の投票率にくらべて 決となって参りました︒畏にお て葎沢部落地内より工事が着 路を起点として中里村地内だけ ら︑今年はじめて東京医科歯科

測量計画によれぱ︑道路の幅 も悲惨で且つ︑社会国家として
にももりあげ︑投票日をむかえ 案件が︑しかも中里村の運命を
．この十二線開繋工事は︑去る
去る十一月二十七日︑執行さ立候補届出がなされ︑次いで秋 たが︑投票状況は次のとおりで 左右する大きな課題が継続未解 昭和三十二年に県単独事業とし 員六・五屑︑五％匂配で既設道 も非常な損失でありますことか
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等︑

．第面中里村母子衛生大会
◇体位の向上めざましい

尚︑表彰を受けたものは次の

る﹂﹄と話された︒

◇歯はわ るい
中里村第一回母子衛生大会は
一去る十一月十四日田沢破劇に於
とおりである︒

氏名

蕎水

杉谷

広田
広田
・鈴木

樋口

岡村

大島

柳

小林

滝沢
大島久美子

桑原まゆみ

徳井美恵子

服部さゆり

新生児の養護

堀Z内
桑原ミネ子

南雲佐和子

◎母乳の中に免疲はどのくらい

乳をほしいとは限らない︒

出した︒その他検診の結果︑子

ナス腔炎四例一．六％︑頸箸ボ

宮筋腫二例○・八％︑トリコモ

⑧ねすみとりコンクール

五〜六才になってよだれがあ ④寄生虫駆除

自然の姿勢が一番よい︒大昔

中里村当局の熱心な協力を得
て新潟県中魚沼郡中里村の婦人

の集団検診を﹃九六一年八月施

受診者の総数は二百四十四名

行した︒

で全て既婚者であった︒

その平均年令は︑四十五才︑

平均初潮年令ば十六・一才︑平

均結婚年令は二十三・六才であ
った︒．平均妊娠回数は五・三回

平均分娩回数は四・一回︑平均
流産回数は○・三回︑不妊症は
十名で四︑一％てあった︒

更年期障碍を訴えるものは二
十名︑既に閉経したものは四十

七名で十九・三％であつた︒子

宮後屈は三十八名で十五︑六％
に認められ︑こしけを訴えるも

の四十八名十九︑七％て子宮腔

％であった︒産褥期に母乳の分

部びらんは六十名で二十四︑六

年女︑上昇するガンの死亡率

報出口する︒

こなわれているが︑現在の段階

に対して各分野からの追及が拘

ということがガンに対する唯一

においては早期発見︑早期手術

の治癒手段である︒早期発見が

ことはない︒全国的な規模でこ

行われ＼ぱガンは少しも恐れる

のよう検診がおこなわれるなら

ことは非常に減少するものと詫F

ばガンによる不幸な転帰をみる

もわれ︑この英断を行った村当

◇後

記◇

局の熱意に敬意を表するもので
ある︒

疑わしき者には既に連絡済み

かったことになる︒この検診

で連絡のないものは疑いがな

且つ一人の生命の延長があれ

により多くの人が安心でき︑

ぱ大なる成果といえよう︒

が大きくたたって結果に於いて

二室戸台風︑その後の天候不順

乾燥機の利用が第一である︒

ので︑乾燥をよくするためには

㍉

は政府米の検査成績によると昨

一診の結果一例に疑わしきもを検

︸ガン検査でスメア法及び結織

①防除体制を強化すること

これは︑本年のような天候不

②防除機具の整備

それは︑

リープ三例○・四％等を認めた

るのはノイローゼ︑慾求不満

勝也

産婦人科教室 以上簡巣であるが検診の結果を

︻一面より続く︼

ともいう︒

水鼻は大きくなってから出る

暉典

は大人も腹パイ︒外国では胸

一宮

医学博士中井

医学博士

等︑化膿菌に対しては零に近

が丈夫になるといっている︒
◎母乳栄養は
母乳の中には大腸菌を食い殺 ◎腹バイの効果
①頸部が強くなる

②三〜四ヵ月の子どもは顔を

ひっかかない
③おムッかぶれもしにくい
◎ミルクの濃度

ミルクはカンに書いてある濃
度より濃くしてはいけない︒

ミルクを濃くすると︑熱をお
こし易い︒

︵於県母子衛生大会︑関東逓信
病院︑中村先生の講演より︶

計二朋国保︑衛生
主なもの
泌良好なものは百七十二名︑七
・十三・五％︑不良なものは六十

二名二十六︑五％であった︒ガ

②健康部落調査︵土倉地区︶

懸

年五〜六回︑風邪を引くのが ③妊婦検診

は風邪にか＼り易い時期で︑

◎生後六ヵ月〜三才位の子ども ①栄養症候調査

ヵ月位にやっても反応がない ◇国保

反応がなく︑ツ反等も生後一

ちがい︑ヒフが未熟のために

◎大人と異り細胞のつくり方が

ればその効果がない︒

ゃんの十倍くらい飲ませなけ

児の場合︑三ヵ月以上の赤ち

生後三ヵ月−生ワク︒新生

果がない

生後三ヵ月からでなけれは効

を早くしてほしいというが︑

この頃のお母ざんは予防接種

◎予防接種は

どもは︑お腹が丈夫である︒

す乳酸菌があるので母乳の子

い︒生後一週間位しかない︒

る子︶

◎赤ちゃんの姿勢︵腹バイでね

もの︑二本棒は悪い︒

或る種の免疫は母の胎内から ◎鼻だれ

あるか

ある︒泣いたからといってお ◎よだれ

田代
渡辺利枝子

一美

南雲ひろ子

上厚由美子

朴木沢

山崎
堀之内

滝沢
①脳炎

如来寺

中島あき子

受けられる︒たとえ ば︑

山崎

高橋富子

③ジフ一アリヤ

②小児マヒ

浩

松井裕史
赤沢

小原
山崎
▽三才児優良表彰

村山節子・

樋口茂士・

宮中

小原

桐生茂夫

井ノ川一司

森喜代美
村山律子
大口裕子

如来寺

田中
田沢
重地

阿寺
桑原喜代江
富井孝男

田代
如来寺

原町
南雲正志

高野京子

実

高野

如来寺

白羽毛

倉ー下
小巻沢知

▽三才児口腔表彰

通り山

その一一

かった︒苗代期間の問題点を拾︸

除草剤PCPの使用法につい

にある︒病害虫予察の進歩によ

にしてぱ

ヤ

なっている今日︑防除実施の段 ころ︑等級別にみて今年は規格 をみると︑中里村八％︑水沢村

の検査結果についてたづねたと ら実証される︒乾燥機の普及率

たので省略するが︑効果につい することの二点が進まないこと 年度を下回る成績に終っている 順な年でも乾燥機利用者が比較
食糧事務所水沢出張所に今年 的よい成績を上げていることか

でもビニール使用による改良苗一 ては︑すでに本紙面に述べて来

ってみると警が︑そ塗

したロ

のは五十三名二十一・七％存在

は三回〜四回位になる︒︐八〜 ◇衛生

ン素因を三親等以内に有するも

がうので赤ちゃんのほしがる

普通であり病的でない種類は ④栄養改善講習

でお乳がはいるとのどが圧追

赤ちゃんは︑のどが短かいの

百種以上もある︒入学する頃 ⑤滞納整理

お︾うがいや食後ガーゼでふい

養に注意すれぱ相当妨げる︒な

こし易い時期︒

九才リウマチス︑腎臓炎をお ①種痘及び検診

けをそれぐの機関を通じて強

力によびかけて来た︒

であること︑春先きの人手不足 に実施するためには機動力を発

この点︑この地帯では十日以

のだと云っている︒

を出来るだけ緩和するため︑来 揮しなけれぱならないが︑その 降の天気はそう期待はできない

である︒又︑一斉防除を速やか

ニールの更新をはかりたい︒

粒剤PCPはことしは品不足

お米の乾燥についてはとくに

6︑乾燥法の改善

ではまだ充分とは云えない︒

立ち枯れについては土壌酸度 年度はもっと普及しなくてはな ためには現状の防除機具の整備

のため︑農家の要求に応じきれ

らない︒

生が多く︑保水性︑通気性の良

が関係深く︑アルカリ状態で発

否を充分考えて苗代設置場所も

に推奨したい︒

っとり早く使用出来るので大い

心もかつてないほど高かった︒

ことしは農家のこれに対する関

なかったが︑農家にとって︑て やかましくいわれて来たため︑

健苗育成につながる︒

ー§●§

然し乍ら︑収穫期に於ける第

流の苗代管理をやらないことが

3︑早植と施肥の合理化 5︑防除組織の強化

過ぎの稲がことしも見受けられ

あるが︑これは立地条件からし という性質のものではなく︑あ
地区に於ける主要品種の作付
て︑手放しに喜んでぱかりいら くまでも穂肥期のの生育状態を
比率は別表の通りである︒これ
れない問題である︒即ち︑早播 見極めて決めたい︒元肥にNを
によると︑奨励品種の作付比率 き︑早植えを行なえぱそれだけ やり過ぎて︑穂肥できない出来

ぱしいことである︒即ち昭和三

が年毎に高まってきたことは喜 高度な育苗技術が要求される︒

里恥亮

助

の改善をはかりたいものだ︒

拶

目

つきません︒職員から今迄の事

私にはどうすればよいか見当が

十一月一日付をもつて小出地 あるか︑地区の実態の分らない

当地区に赴任いたしました︒

区農業改良普及所広瀬文所から

御指導を賜り現実に即した普及

着任に当って一言御挨拶申上 を教えてもらうと共に︑皆様の
げます︒

農業改良を実桟するものは農

す︒

国︑県の施策を吾女に有利に 活動をしたいと念願しておりま

す︒抽象的な論議だけでは何も

展開させねばならないと思いま

つめ︑その中から具体的の問題 もありません︒私達普及員は皆

が長びいて穂首に移行したこ 一 当地区在任中︑氏の卓越せる 進展しません︒実態を正しく見 家の皆様であることは言うまで
と︑気象条件が関係するが︑何 指導により地区の農業経営は新

尚︑新所長に広瀬支所より目

を祈りたい︒

農業の正しい在り方を想定し

す︒

活躍が期待される︒

れにはどのような活動が必要で

思っております︒

一同と共に卸期待に添いたいと

を有効に役立せて下さい︒職員

れななかったことが大きな原因 新任地で一層の御奮斗と御健康 つさなけれぱならないと思いま 行き方であります︒どうか私達

といっても防際が徹底的になざ しい分野に展開し姶めた．今後 を提起し︑計画化し︑実践にう・ 様に対して協力するのが本来の

病害虫防除の徹底化は毎年叫

であろう︒

どおりには行かないものである

の

十五年度は奨励品種の作付比率 播種が遅れたが︑田植えは昨年 に穂肥の出来る作型にもって行 けぱれて来たが︑なかなか思惑 黒亮助技師が赴任された︒今後 現実をそれに近すけること︑そ

ことしは雪消えが遅く一般に たが︑来年は一つ元肥を控え目

中魚中部地区農業改良普及所長

が必要である︒出来るならばビ

全に取り除くまで細心の注意 最も若痛をともなう作業の一つ

年〜三年目︶使用の際にとくに 戸数にし蚕そ四︒︒戸逡 階でつまづいているのが現状で 外が全体の約八％に及び︑ほと 六％といすれも一割にも達しな
起り易く︑この場合ビニールを にすぎない・除草は稲の栽翌 一日も早く解決のせまられる点 んどが第二期出荷以降に出たも． い︒来年度は共同利用の利点を
考慮の上︑もっと普及して乾燥

︐けについては︑古ビニール︵二 は

病が間題にされた︒ビニール焼 る︒地区に於けるPCP普及率 り或る程度適期に防除が可能に

焼け︶畑苗代における立ち枯れ ては割合い良い成績を収めてい

代における高温障害︵ビニール

②インフル筈ン管・防注射

訟時間制限などは不自然で

一年で大幅に普及率が高まって

％

うアう
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早ガ0
3万び

生光栄海生ネ号石き

代チ新百ひ

本コ2

路

早
ヤ中五山

4︑PCPの使用

時にゆっくり腹一っぱい飲ま

て婁とによづて予防でき

来年への備えに

今年の稲作反省

に於いては︑相対的に︑昨年をや

や上まわる成績を収めたことは

なら ない︒

ます→︽︑の出来ぱえと云わねぱ

この一年を振り返ってみるに

いろく反省すぺき諸問題が多
越越越日

》

完

︑決めること︑いすれにしても我

及ぶ災害に悩まされたが︑結果一 いる︒なかでも越光︑越栄︑日︐

豪雨︑第二室戸台風など数度に

ことルの稲作は︑八・五集中 に於いては八三％となり︑この

中部地区

ウンガの大発生により昨年は
早植えをやると生育期間が長
本海の伸びが目立ち︑逆に新7
■捨奨励品種の作付
宕同野所長転任
なるので︑勢い施肥量を多く 魚沼一帯はいためつけられたが
号︑新2号︑オクマサリ等の品
作付品種の選択は農家が最も．
昭和三十一年より︑当地区の
種は年女減ってきた︒三十七年 施したくなるのが人情だが︑多 ことしも発生するかにみられた
関心をもつ一つであるが︑これ
度は山ひびきの伸びが最も大き 肥で倒伏させ失敗したのが多か が小発生にと＞まったことは幸 農業改良普及事業に努力されて
は農家だけでなく︑県︑国に於
った︒とくにこの場合︑N肥料 いであった︒その代り穂首イモ きた︑高野林平技師か︑十一月
いと思われる︒
いても産米改良を推進するため
を合理的に行なうことは難かし チの大発生と来た︒ところにょ 一日付で北魚︑小出地区農業改
．2︑育苗技術の向上
の方策として︑優良品種の作付
田植えが早まって来るにつれ いが︑穂肥施用のうまさが増収 ってはそうとうの減収を免れな 良普及所広瀬支所長に栄転され
播種期も早くなって来る傾向に を約束させる︒穂肥は必す施す かった︒これは葉イモチの終偲 た︒

かった︒こ．れらの諸点を指摘し

比率（昭和36年）
率
口
名

脚
昭和36年12毎鐸箕
詫嬰れ︑村崔婦︑助
一の杉谷美沙さんのそれぞれの立

脚産婦の南雲ヤイさんへ駒母さん ▽乳幼児優良表彰

㎜健斯予防課長の﹁乳幼児の冬の

︸腸からの体験発表や︑十日町保

一衛生について﹂の特別講演があ

り︑引続き三十六年度秋季赤ち

車んコンテスト︑三十六年三才
一児コンテストの表彰がおこなわ
︑れた︒

席上︑審査にあたられた財団
．法人上村病院の麻生先生を代理
．し上村院長は﹁赤ちゃんコンテ
められた頃に比し︑

一般に体位の向上はめざまし
い︒これは育児について みんな

が一生懸命になっていること
を示しており︑非常によろこぱ
しいことだ﹂︑◎と語うていた︒．

更に三才児の歯科を担当され
た藤田先生は﹁百四十五名の該

赤ちゃんの育て方

⁝嘩頒選②舞ポがち

いものはたったの一 人で一本あ

当者についてみたが︑虫歯のな

栄正昭茂立 正有政雅清
子美夫徳士剛志海文秀之
農業改良普及所

されるのでぜいぐいうが・

については︑妊娠中に母親が栄

二本以上であった︒幼児の虫歯

った適のが二人で︑あとは全部

田田牧重土白本田上芋山山山荒部
主要10品種の作付

七五％であったが︑三十六年度 に比較してそれほど遅れをみな くようにしよう︒

一

く
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落
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