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勤苦

−生は
齋
スの倫理学の根本主張である︒
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開拓バイロット

︑︐︵標準工法︶

⑥申込二月二十日までに︑

試験成績の発表

たします︒一束藁をそのま＼か

ぶ過︑先端を折り曲げ︑すっぽ

る︒

大泉
おの江
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氏名
伏も

零
白羽毛

部落

全む

小原

樋ロユシノ

全一︶ 荒屋

山崎

傭八︶

芋沢

恩田ナカ

倹七︶

井ノ川シグ

保坂カン

Q◎︶

重地

西田尻

樋ロハル

〃
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倹二︶
大口仙吉

︵七︒︶ 新屋敷

鈴木 セツ

羽鳥彦市

②貸与予定人数
ール当り三百 咳と判定を受け 傷み︵開田病︶が多少でも発見
五人以内
この三百♂咳を中心に五百 膠 された場合は徹底的に排水し︑

七百壕と施用したが︑収量差 作土中の水を替えるようにする ⑧申︐込み方法

︵疏菜畑︑桑園︑苗園︶により

息だ

場に依顛し︑燐酸必要量を十ア 必要があり︑水管理では特に根

春遠からじ
3U︶つ
今冬は昨年以上の大雪になり
田沢小学校の積雪計は二月十日
現在三厨二十四窄を記録した︒
十日町林業試験場の話では︑

去年の最高積雪よりも二十狩程

械を一部取り入れ︑全量生籾乾 県の除雪費は︑一億五千万円︑

五枚を完成した︒

モチ︑倒伏︑．登熟等の内容から

の順であった︒しかし区内のイ ザロナニ

交通確保にけんめいの一コマ︑

た．

一遣

﹄︵ロ︶身分証明書 一通

なお詳しいことは教曹委員会

︐︑︵ハ︶健康診断書︐

村婦人会・役員

研修会
．．？．月23日公民舘で

村連合婦人会と︑教育委員会
の主催で．左記のとおり中里村

表土扱も床締も無

表土扱の床締区

四九五ヂ箏 とするもので︑講師に県社会教

四八六壕

四五九ヂ撃

五〇七

て︑薪年度の活動に役立てよう

い︑新しいすすめ方を考えあっ

内容は︑地区や部落におけ

婦人会役員研修会を開催しま

表土扱無の床締

◇収量

表土扱の床締無

記

▽場所 中里村公民舘︵旧役楊︶

より

▽日時 二月二十三日午前十隠ー

・さい︒︐

員の希望者︑多数参加してぐだ

員に予定されている人︑一般会

︵部落の役貴も全部︶新しく役

す軌現在︑役員をしている入︑

六九壕・ 育主事高井タケ先生が来村しま

も！豊﹃︸

人︒又は現に大学在学中の人−

︷

ケ先生

．

者で︑大学入学を希望している ▽講師 県社会教育主亭高井タ

これと同等以上の資格を有する

高等学校を卒業した者︒又は ．▽内容 発表と話しあい︑講義
指導

①申込み資格

要綱で受付けております︒

資金貸与希望申し込みを︑次の

昭和四士二年四月からの村育英

中里村育英事業委員会では︑

．末日まで

希望申込みは二月

中里村奨学金

平均

咳 る婦人会活動のようすを話しあ

その他七％と上等米が多かっ

二等米七十玉％︑三等米十八％﹃

乾燥機を用いたが︑検査成績は■

籾乾燥は全量生乾燥で︑平型

きなお研究の要がある︒

取期の不安定な天候を考えると

ンは天候に左石されるので︑刈 事務局にお尋ね下さい︒

バインを使用したが︑コンバイ︑

刈取はパインダーと小型コン

必要である︒

貸与希望者は︑次の書類を添
こと︒初年目の耕慧は大型トラ
は極めて少なく︑三百 屡前後
クターでないと無理である︒代 えて二月末田までに馬村育英番
が適量である事が確認された．
業委員会みてお申込み下さい︒
なお一般的亭項としては︑開 掻も大型トラクターが望まし
︵イ︶資金貸与願 二通
い︒特に土を動かすには大型が
田が必すしも予定どおり進むも

のではないので︑苗代は簡易折
の差はなくなるものと思考する 衷とすぺきであり︑元肥は多く

︵ハ︶表土扱なしの床締区

せす︑ムラ直しをする程度に追

清津川右岸段丘地区の事業もい
︵二︶表土扱の床締なし

行なった︒あらかじめ農業試験 元肥を多すぎぬように注意する

■のであわせて 熔燐の適量試験を

と報告された︒

よいよ三建目に入り︑昭和四十
︵ホ︶肥料試験区

このほか燐酸不足地帯である 肥を行ない︑特に開田前の状況

われることから︑これにさきが ◇供試品種5豊年早生

◇本田元肥︵十アール当り︶

けて県は︑市之越地域に闘田工 ◇苗代様式5水苗代
法別試験圃を設置し︑今後にお

熔燐〜三百

屡

塩加燐安5百♂屡

月二⁝日一

に適した施肥並びに能率的な栽

◇田植

ける開田工法別の究明と︑それ

良普及所の指導と︑市之越部落

培法の確立を図るため︑農業改 ◇耕慧〜トラクター

の協力を得て︑同部落冨井弘明 ◇栽植密度︵一株二〜三本植︶
三＋拶×＋五額

受け実施したが︑試験成績 ◇除草〜ヒエ抜一回

君を担当者として︑中里村が委

ヒエ抜兼除草こ一回

害虫防除〜二回

いじゃないかとのことである︒

度多く︑今年は戦後第二位ぐら

◇病害虫防除

イモチ防除5七回

燥とした︒

それに対して四十二年度新潟
楢等の雑木に混つて生育の悪い

各区の収量をみると表土扱床 三千三百九十万円との話︒

十日町土木事務所管内の経費は
杉が点在していた︒

五月中旬に伐採を始め︑同下

交通確保のため︑二月二日か
・旬よりブルドーザーが入り六月 締区が最高で︑表土扱なし床締
二十日に二十アール区画の開田 なしの標準工法区が最低で工費 ら︑二月四日は民間のブルドー

◇試験区の概要

みると︑それぞれに見合う施肥

︻写真はブルドーザーにより︑

︵イ︶表土扱いの床締区

二月三日写す︼

をみ しヤタ から

糊霧墜

へ禽

癖鮒山退脇鷺

加寿子

寒風に梢ふるわせ散る雪花

三代

除雪夫に昼の合図の放送歌

由記

四十坂登る静かな除便の鐘

ミ・．チ

書いて消す遠き夫の名雪の文字

春雷

織り高は夫来し日にと鶴に積む︑

えつ葡

この手またふしくれに還れ農始

梢陽

風寒く桐の実の鈴嶋り通し

ほる

退勤バスのチェーン空腹の肋

ぐ

躍る気泡今日を生きべく石油っ

凍子

雪堀りの甘酒あまく薄日さす

キミ

中里文 芸
ー二月投句ー

よりビニールの肥料袋をかぶせ

の目的は一瞬一瞬の生活価値の っと意外の感に打たれた︑と同 あるが︑悲とは互いに同情し憐 り包みしっかりと結ぶ︑その頭

彼は自分だけのことの責任を

ている︒
15−Il

を中心僑最寄りの部落の消火栓

最折猟役場水道係が中央地区．

りがとうございます︒

位より特段の御協力いただきあ

落消防団員各位並びに部落民各

消火栓管理については︑各部

止に協力を

消火栓凍結防

ー

めてゆきたいと心ひそかに願っ

私の社会的実践を．この悲に求

い人間としては尊いものである

慈小悲だろうが︑それでも小さ

くないo人間の相対的愛は︑小

負っているだけであるρ社長は
大悲は持ちにくいとしてもせ
社全体の運営と︑車の運転全体 めて小慈小悲の心はうしないた
の責任を負って苦労している︒

という意味だろうと思った︒労
使協調も︑何れの職場に於てむ

ゆかない︒と大きく拡げて考え

この気分がお互になくてはよく

てみた︒古いいい方だが︑じっ

ても︑泣き寝入りしてもよいと

大悲とか︑慈悲という言葉が
を点検しましたところ︑凍結の

ため︑緊急時に使用困難と見受

けられるものが二︑三ヵ所あり
ました︒いすれもそのま＼雪に︑

来る二月二十五日︑中里村体 に限る︒﹄但し十月町高校田沢分 埋れており︑非常の場合を考え

2月25日︑山崎神社スキー場で

村民スキー大会

に居るということだけでもちょ

愛の基であるというのがリッブ

充実ということである︒それだ 時にまだ日本は大丈夫だと改め む気持ではあるまいか︒同情が

那刹那の生活価値充実こそ︑人

けで生きる価値があるのだ︒刹 て考えさせられた︒

と︑どちらが辛いかと思うか﹂

で﹁君︑君のところの社長さん いっても弱いものが犠牲になっ

今月はじめ上京の折タクシー さいのところ同情と助け合いが
に乗ったとき︑運転手に車の中 人間生活の最後の鍵になる︒と

生の目的をおくべきであると思
二月も中旬になって︑心もち ない︒ただ苦しみ悩むのがよい いついた︒一生勤苦してもよい
日あしも長くなり︑L春も近くに ということでもない︒︸生勤苦 との気が起こった︒そのとき一
するのは︑人の世の定めだが︑
ゃっで来た感じがして来た︒
生勤苦と忍終不悔とが︑人生窮
﹁人間は一生に動苦す﹂とい 願わくぱ勤苦する甲斐のある人
極
の
意味ではないかとおぼろげ
う聖語がある︒これを現代的に 生を送りたい︒これが人間共通
な
がら解った︒とまれここで生
の願いである︒いわば無意味に
人間は一生の間つねに努力し︑
き
る目的が︑一応きまったよう
苦労を重ねるものと読んでもよ 苦労︑苦心︑努力することが目
な気がする︒
い︒たしかに人の一生は︑苦労 的でばない︒結局は人生の価値
と苫心と努力の連続である︒地 を充実するよう努力をしてゆく
位︑富︑和合︑健康など拡それ のが最後の落ちのように思われ
る︒

私の経験によると︑大学に入 と聞いて見た．運転手は言下に はいえない︒みんな人知れす︑

ぞれの格差があっ でも︑大局か

ら見ると︑みんな営汝とこれに
ったぱかりのころ人生問題につ
﹁それは社長さんの方が︑何倍 苦労しているとの理解があって

向って努力している︒

ながら︑深い沈思にふけったこ
とがある︒いまから考えると︑

々が多いb

日現在
1
三年度より一部農地造成が行な

県営総合開拓パイロット事業

清津川右岸段丘地

2月
1＿一．一＿一＿＿甲一一＿＿一一＿＿一一一

1

病者と健康者と冨者と貧者と いて︑底知れない疑惑になやま つらいか解らない︒﹂という︒ 同情しあってゆけぱ︑そこに平
・では︑苦労の程度はいくらか異 された︒人間は何を目的にして 現今こういう青年が大都会の中 和と幸福は微笑むだろう︒

4．159

｛

うであろう︒比較的冨裕と見ら 生きてゆくのか︑とタ陽を眺め
れる経営者や資本家にも︑重い
・責任が双肩にかかり︑楽に遊ん

で暮すわけにはゆかない︒昔か 恩知らすなはなしで︑世の中に

ら大蛇になれぱ苦が増す︑とい は三度の食事に追われて︑それ

女

キミ

うことわざもあるが︑責任の荷 すら考えるよゆうをもたない人

4．044

高野

重は地位が高いほど加わつてく

男

i新潟県中魚沼郡

灘鍵騰
す紘

1，715
；

8．203

i中里村公民綿
8
i毎月1回15日
i定価1部5円

人口
発行所

世帯数1
︐生の杉と︑原野︵一部水田︶に ◇刈取〜パインダー等の収穫機

開田工事前は荒畑に三5五年

◇試験圃 の概要

た︒

の概要は︑次のとおりであっ

託を

︵ロ︶表土扱いも床締もなし 量と栽培法を用いれぱ︑とれら

四

③参加資格中里村に居住する

育協会︑中里村公民舘の共催で 校生徒はこの限りでない．なお ますと誠に憂慮に堪えないよう
る︒しかし︑貧苦に港獅なまれ 自分は毎日孜々として勉強は
風吹く夜受験子包む赤き灯まザ
小学校児童は︑四年生以上とす に見受けられましたので︑保温
春柳
るような境遇は︑なおさら困る しているがうどれほどの意味を 村民スキー大会を開催します︒
る．
等は世来る限りの手をつくされ
だろう︒ここに社会保障の必要 持つものか︒やがでぱ太陽が西 どなたもふるって参加して下さ
④種目滑降︑回転︑距離競 万全を期していただくようお手
も出てくるし︑責任分担の制度 に沈んでいくように︑一生も消 い︒
簑虫の微動して知る鉢の欝
技
記
配の程翁願い致します︒
をとらせる民主主義の行き方も え去ってゆくときがくる︒その
風のヱーを撫で友を避く親心 ㌧
⑤表彰各種目三位まで表彰 なお左記のような保温をして
必要になる︒同時に努力や勤苦 ときいったい何が残ってゆくの ①日時二月二＋五日
する︒なお参加者に参加賞を呈
効
果を上げている部落がありま
午前九時より
の甲斐が実を結ぶような︑社会 か︒そんな疑問を抱いて一年ぱ
．駆−
上します︒﹃
すので︑参考までにお知らせい
を作って行くよヶなことも重要 かり過ぎたとき︑一道の光明が ②会場山崎神社スキー場

ロ

である︒といっても徒らに勤苦 現われた︒今まではあまり結果
公民舘宛申し込み下さい︒
するのが︑よいということでは 論に捉われすぎていたが︑人生 もの︑又は職場をもつている人

私たちの村
第14G号

昭和43年2月15日 （4）

と

さ
カ、

な
1昭墾37年6月27日
第141号￥第二種郵便物認可

昭和43年2月15日

と

さ
カ、

（、）第141号（羅鑛翻鶉）な

象内

成人病に
注意しよう

に脳出血の場合︶

し

なお本年度の集まりました募

鯖い薙酔課饗C器鹸罷慧

赤い羽根共同募金の村紹と

う人が多いようです︒少しでも が︑これはとりもなおさす︑皆 く養老院に入院している人達等

頭の具合がいつもより異るとい して更に一層認識を得た訳です

り︑そのあと︑なおってもいわ ◎発病直前に手足がしびれたり
ゆる中風の状態が重くなるか︑

敗に一喜一憂し瞬時の油断も出

ると説く人がいるが︑教育委員 小企業の人々は毎日の仕事の成
長である私もそのことを確信し

マや責任は重く社員の肩にのし

ている︒然し仕事の重要さとか 来ない︒大企業でも仕事のノル
仕事の大変さというものにモノ

自分の思う通りにやっていて他

の人達を納得させることは出来 は帰宅出来る︒教室での仕事は

式の誇りをもつものがかなり居 ないであろう︒寧ろ先生は呑気

の干渉は殆んど受けない︒よそ

も言えるのである︒然し︑この

︵以下次号︶

わせて多数ご参加ください︒

▽清津峡地区婦人学級

楽しかった
村民娯楽大会
去る一月二十一日︑中漿村公 された︒この趣旨は健全なるレ

広田

樋口

去る二月十一日︑長岡市坂ノ
上小学校で翁こなわれた昇段審
査に︑中里村体協剣道部より︑

七名出場し︑全員合格しました

初段 田中良一︑村山鉄夫

段位合格者はつぎのとおり︒

樋口哲夫︑大島勝利

田村博康

二段山田正智︑俣坂秀一

なお滝沢一郎君は︑昨年すで
に︑二段に昇格しており寅す︒

〃 ︶

一位 武田 光延︵田沢中︶
二位 大島 芳邦︵

樋口

勝︵通り山︶

三位 滝沢 茂市︵山 崎︶

〃
◎将棋

昭︵小原︶

一位深見保三郎︵角間︶

二位山本

豊子︵程

島︶

三位 鈴木 喜行︵重地︶
◎百人一首

源一︵白羽毛︶

南雲

樋口

カゥ︵山

一位

二位

大島

崎︶

三位

︻写真は娯楽大会︑囲碁会場で
騨の熱戦の一コマ︼

609ーー
1おしらせー
先股脱検診︑クル病検診の結果

めておりますが︑異堂なしの赤

には通知をし︑すでに治療を始

において︑異常のある赤ちゃん
フヨ︵山 崎︶

んは︑いそがしくて葡ごったん

けんこといったって︑かあちゃ

わたしが﹁とうちゃん︑すっ

がね﹂といいます︒

っけんこといったって︑しょう

そのとき︑とうちゃんは﹁す

ん︒

ちゃんには個人通知をしませ

︶

〃

聡︵通り山︶

江村昌寿︵

とうちゃんは︑まい日土しご

滝沢かずみ

田沢小一年

とおちゃん

わたしの

◎囲碁

三位

一一位

一位

◎麻雀の部

次のとおり︒

目一位から三位までの入賞者は ◇去る十二月十三日に実施した

たのしく過しました︒なお各種

好者が集まり︑一日中ゆかいに

棋︑百人一首と五†人近くの同

が聞かれたが︑麻雀︑囲碁︑将

方が気軽でいいぜの﹂という声

が︑﹁遊ぶ時は何か降っていた

ぶるんじゃないかと心配された

日は朝から男降りで︑出足がに

親睦をはかるというもので︑当

民舘主催でへ恒例の村民娯楽大 クリェーションを通じて村民の
会が︑中央公民舘において開催

マ﹁子どもの家庭学習﹂

▽高道山小家庭教育学級
二月二十日午後一時三十分︑

講師高道山小校長高橋又夫︑

二月十六日午後一時三十分︑

公民舘では︑毎年冬期間を中心

けるテレビと子供の問題﹂

教諭竹田基︑デーマ﹁家庭にお
ーマ﹁家庭看護の知識﹂

二月二十八日午後一時三十分 ▽田沢小PTA家庭教育学級
二月二十二日午後七時︑講師

マ﹁子どものための両親の学 とでズボンを︑きったなくして だがね﹂というと

があります︒

れ﹂といったのでやめました︒

いきれねがの﹂といわれること りました︒しいちゃんが﹁やめ

とうとう︑ふうふげんかにな

した︒

うな︑ひっこんでれ﹂といいま

とうちゃんは︑﹁なまいきい

育﹂

ときぐかあちゃんに︑﹁い

きます︒
習﹂

子どもの教育﹂

村正弘︑テーマ﹁農村の家庭と

公民舘︶講師県社会教育主事上 い日きったねくしてきて︑あら

二月二十七日午後一時︵重地 くら土しごとでも︑すっけんま

▽倉俣地区婦人学級

▽貝野地区家庭教育学級

テーマ﹁へき地の子どもと教 県社会教育主事高井タケ︑テー

講師県社会教育主事桑原昭三︑

体協剣道部

昇段審査全員
合格

生係に申し出て下さい︒

われる方は︑役場社会厚生課民

されますので︑該当されると思

される方に十万円の国債が支給

等は含まない︶以上二点に該当

子︑孫には︑嫡子︑養子︑継子

かったこと︒︵自然皿族たる

族たる子も孫も有するに至らな

三月三十一日までの聞に自然皿

②戦没者死亡後︑昭和四十二年

む︶

には嫡子︑養子︑継子等も含

く存在しなかったこと︒︵子孫

以外に子︑孫と名のつく者が全

戦没者死亡の当時︑その戦没者

ございます︒

合せ二百七十一名の人達に︑慰 金と使途は表①表②のとおりで

死亡する場合が多いようです．

様方の社会福祉に対する深いご

戦没者特別給
付金支給

されます︒

に使用される訳です︒才末たす ①昭和十二年七月七日以後戦死

金となり︑村内の社会福祉事業

度の中里村社会福祉協議会の資 該当する方に特別給付金が支給

この赤い羽根共同募金の一部
は︑新たに新潟県共同募金会よ
戦没者の父母︑祖父母で次に

ーおしらせー

話しをさせないようにする︒看 暖かい安全な場所で休むように 理解と温いご協力のあらわれと 問品や見舞金をお渡し致しまし

⑥卒中が軽く︑話しが出来ても そのような症状が現われたら︑

防が︑かんじんです即

共同募金の報告について

させることは勿論です︒

◎発病した場合の応急処置︵特 発病と同時に医師の診断を受け

①安静にする︵見舞客は病人に

共同募金中里分会

り︑配分を受け︑昭和四十三年

思い︑喪心より深く感謝申し上
成人病とは︑脳卒中︑心臓病 ⑧常に体を温かくしているよう 護人を呼ぶ時は︑鈴などを使う 心がけましょう︒
以上について注意を要するが
︒なんといっても︑なる前の予 げます︒

癌︑のようなことを一般的に言 に心がける︒

二月一日から予防週間に入っ

われております︒

たが︑年間を通じ︑ 冬期間に一

番この疾病が起り易い︑特に高 近づけないようにする︒安静と
血圧症︑レ動脈硬化症︑心臓病は 他からの風邪などの病気から守
るため︶

その他の見舞

された戦没者の父母︑祖父母で
昭和四十二年度赤い羽根共同 られた当村は︑赤い羽根共同募 けあい募金は︑募金当隼度の十

金︑才末たすけあい募金とも目

災害者の見舞や

原因によって発病し悪化してき ②水まくらは︑座ぶとんを下に

入れ︑その上に水まくらをす 募金︑才末たすけあい募金は︑

才末たすけあい募金の使用内容

①寒冷②風邪③栄養の低下等の

やすい ︒

として知一市町村のトッブを切って・完納
−E

去る一月一一＋ りしている親の愛情について︑

き．ロ﹃﹄﹃﹄Pし﹄胃﹄﹃﹄琴

い羽根共同募金の村

一斎に実施された訳ですが謬赤ハ 特に赤い羽根共同募金は百十五・

︵右半身の悪い場合は︑左頭部 以上の注目を集め︑今年も全国 本年度の募金を終了しました︒

今年もこの病気で尊い命を失 る︒普通の時より頭は高めに 行政管理庁の勧告を受け︑例年 標額超過という好成績をおさめ
なった人︑又発病した人が何人

左の場合は右に︶

か居ります︒この病気は予防に に出血ありといわれているから
よって防げる病気です︒

二〜三個位入れ温かくする︒

◎次のことについて注意しまし ③体や足の方は︑湯タンポ等︑
ょう︒

五日︑田沢小P 身近な事例をとりあげたお話

した︒

に︑みんなが深い感銘をうけま

345，655

︵ヤケドをしないように注意︶

TAは家庭教育
学級を開き︑中

越児童相談所
長︑野口金次郎
先生の講演をき

︻写真は田沢小家庭教育学級︼

288，220

①夜︑便所に起きないようにす

流動食から始め︑消化のよいも

④食べものは意識のある時でも

②水分 ︑塩分を少なくす る︒
のを︒

る︒

③寝具は軽く暖かくして休む︒
いて︶

⑤便器は意識があって︑便所に

︵これはお医者さんに聞

④冷たい水で︑洗濯やお勝手を
しない︒

⑤食事はビタミンの豊冨な生野 行きたがっても．かならす差し
﹁最近の世相

きました︒

間位︶

菜︑大豆︑納豆︑豆腐︑等を御 込み便器や尿びんを使う︵二週
飯の二〜三倍位食べる︒酒は寝
・軽い人程︑失敗することがあ いうテーマでしたが ︑近頃の親
ります︒

と家庭教育﹂と

る前に少しならよい︒

⑥夜ふかしをしない︒

・軽いというので便所に起きた りにも大き過ぎ︑現代っ子の感

は︑子どもに対する期待があま

⑦風呂に入る時︑風呂場の温度
に気をつけ︑着物をぬいでから り︑おかごに起きたりする人は 情は非常に不安定になっている

入るまでの時間を短かくし︑長 かならすといってよい程︑再発 こと︑子どものしつけに対する

計

ずつ ない でお きましょ・り

し︑一週間位の間に段々悪くな 親の甘さ︑自信のなさ︑カラ廻

B
良

表①

に︑学校やPTA︑婦人会と共 講師役場保健婦羽鳥ヨリイ︑テ

さんたちの学級がさかんです．

大雪にもめげす各地区でお母

むかあさんの学級

各地区で

ってしまうこともある︒また中

りが天災で一瞬にしてむだにな しさがあると考えるのである︒

りの心配もある︒長い間の骨折 の自主性にこそ教師の仕事の苦

長い︒その上台風や水害や日照 教師の仕事の自由さというかそ

い所は農家の人達の勤労時間は

も言えるが教師の誇りというも なり居るかも知れないのであ 目にはまことに︑呑気で自由な職
のは︑世俗的な成功とか金もう る︒吾が中里村の如く農家の多 業に見えるのも一応もっともと

られると思う︒古くさい老えと な商売だ等と思っている人もか

には﹁武士は食わねど高楊枝﹂

の＼軽蔑ではない︒日本の教師 別のものだということは︑多く 師は夏休みもあるし大体定刻に

ているのであって︑教師そのも サシをあてて︑教師の仕事が特 かNっている︒そこへゆくと教

警委員長藤田五

正月休みに東京都前教育長小

尾庸雄氏の著書を読んでいた

けにあるのではないことは確か
ら︑一般社会の人々が教師とい
ではなかろうか︒戦前までは若
う職業をどんな気持で見ている
干押しつけのきらいはあったに
かを面白く説明しているのを見
せよ ︑教職の特性を自覚すると
て感心した︒私も大変参考にな
いう態勢は十分あった︒それが
ったのでその要点を御披露した
戦後になって教師も一般の勤労
いと思ってペンをとった︒
者と何等変ったものでないとい
外国の映画を見て感じること
うことが強調された︒要するに
は︑牧師に対する尊敬である︒
戦後教師の 特性の方が棚上げさ
ギャング映画や西部劇等を見て
れて︑職業人としての一般性の
も悪人共は牧師に対しては特別
方 が強調されたのである︒然し
扱いで手を出さない︒明治︑大
て戦後色々の思想対立の中で教
正の文学等を見ると教師に対し
て同様なことが言えるようであ 職観というものがとまどいして
いるのが実情のようである︒一

る︒教師を鹿馬にしたような小

般社会の人々は︑教師はわりに 催で社会教育学級を開いていま

すが︑今年も田沢小︑高道山

倉俣地区︒．清津峡地区で婦人学

いと思っているのではないだろ 級を開き︑毎月一〜二回集まっ
て︑子どもの問題や家庭生活︑

二月十九日午後一時三十分︑

て︑しんけんにべんきょうして 講師十日町保健所長丸田貞介︑

さて︑大切なことは教職の尊 社会問題︑保健衛生などにっい

うかというのである︒

います︒

講師貝野小教．頭内川養吉︑テー

二月下旬︵未定︶午後一時︑

テーマ﹁子どもの健康﹂

でなし﹂という川柳も教師の世 さを強調する場合︑教師の仕事

二月の各学級の計画は次のと

間知らすをあざけったものと思 が子供の一生を左右する重要性

けた︒﹁先生と呼ぱれる程の馬鹿

尊敬する心を国民の心に植えつ

の権威は︑いや応なしに教師を

士族群によって樹立された教師 に乏しいが頭や人柄は割合にい

は少し変ってきたが︑明治初期 世間知らすでひとりよがりで自
に救世済民の道を教職に求めた 尊心が強く︑悪く言えぱ協調性 小︑貝野地区で家庭教育学級︑

説は殆んど見られない︒最近で

ら

た教師像への敬愛の気持を含め にならぬ位骨の折れるものであ おりです︒となり近所さそいあ

われるが︑一面名利に情淡とし をもつもので︑他の職業と比較

l9・、9

93，390

l

70，000

133．4

才末たすけあい

（16％）
（7。3％）

間（32。3％）
（44・4％）

93，390円（100％）
額
金

募

の慰間

設入所者の慰間

田沢小PTAで講演

l二5．61％
I

252，265円
218，220円

赤い羽根共同募金

目標額に対する割合

実績額
目標額

被保護世帯

要保護世帯と長期
自宅療養患者の慰
医療機関及び施

現代っ子は不安定

な

湯をしない︒

飼犬
カ㍉

教師の責 務の重大性ω

、

表②
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