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お茶の水女子大学教授周郷博 一の本からわれわれは何かを書き

集﹂には︑氏の作品をはじめ各国 が﹁宝﹂だということは︑世界

か大切なものを読みとるほうが

してはじめて細かい﹁書き込 りとしている︒僕はもし生まれ
一冊の本として︑読書百遍の労 めぐり会いこそ︑人間最上の幸

深く感激させられた︒わが子を 本﹂即ちよき鰯物とよき読者の

私はこれを読んでなるほどと 葡互いに見直し﹁子供は一冊の
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替って妻を択べといわれたら幾

青少年の不良化の原因には内

のズレも解消しよう︒
︵三面より続き︶

に︑もし吾子を択ぶということ を惜しまなかったら︑時代感覚 福ではあるまいか︒

度でも君のお母様を択ぶ︒同様

よい︒母親は本能的にそういう み﹂いわぱ適切な教育やしっけ
センスに恵まれているはすだ﹂

古来︑読書について行間凝視

もできる︒

必らす君を択ぶ﹂とある︒

が出来るものなら︑吾々二人は

という︒そしてフランスの老生
理学者A・トーリスのことぱを と紙背に徹する透視が必要だと

この一冊の本を正しく読破し

子供は一冊の本でも︑生きた
冨吉君に送．た手紙に暑の

脱皮せねばならない︒昨今比較

吉に今一度この一生をくり返す 不良化防止には種々と方法はあ
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過させたいと︑地域の親たちか

事故から守り︑暑い夏を健康に

子どもたちをいまわしい水難

に請負に付された︒

旅式会杜福田組が落札︑ただち

われた︒その結果は︑新潟市の︸

鈴木カオル︵一ず︶重地 滝沢順二郎

という演題で講演をしていただ一するとともに︑これからの活躍
︷
きました︒なお︑り一︑はに成べ．を穴いに期待したいものヂ︑すっ
となった下年た訂に︑ン︐ん︑−為︑繰

田沢小中学校プール
いよいよ着工

る︒なお︑建設位置は︑田沢中

らもプールの完成がまたれてい

は︑二十五メートル×十三メー

学校体育舘の南側で︑構造規模

ての事業であり関係者の間では
が︑このほどようやく着工のは ぎ以来・嚢計哩ついて慎

田沢小中学校の水泳アール建 一名業者を厳選し︑去る七目十日 トルの主プールに︑十メートル

こびとなった︒

要欝萎れて家︑指

子どもたち待望の水泳ブール

時習

き甲斐のある一生であった︒信 いるように思われる︒青少年の 五月雨や刻煙童のしめりがち

の二十五年の一生は︑やはり生 いことは︑問題の核心を衝いて

﹁親の身として思えば︑信吉 的めぐまれた家庭に問題児が多

らない︒

ミ チ
た信吉氏の生きた身体にほかな の先生にのみ依存する風習より
夏雲の広がり雛の羽根育ち

用紙の一行︑一べージが戦死し 化し︑両親は自信を取戻し学校 花あやめ鯉友転の濁りかな

るという︒氏にとっては︑原稿 る︒社会全体の力で︑環境を浄

由記
これは親族や友人に配った限 的のものと外的なものとの二つ
一株の大輪ダリヤにタ凍む
定私家版﹁海軍主計大尉︑小泉 があるようだ︒即ち社会的環境
キ ミ
信吉﹂の一へージに書かれてあ と家庭的なシツケの問題につき 炎天に稲童豊に田草取る

引いて﹁親と子がいっしょに明 されている︒子供という書籍に

読であり︑紙背に徹する透視は

い思索を意味する︒碁でも将棋

こまごまと書き込んだ人に故小

本である︒だから読み方も︑生 一出征に臨んでいっておく︒吾々

一ぼっぱつにあたり︑出征する令

とよくいわれる︒読みが浅いと 泉信三氏がある︒太平洋戦争の

でも﹁読みが浅いとか深いとか﹂

ここにいう﹁読む﹂とは︑深 絶対の信頼だろう︒

てゆく意味﹂を説明している︒

氏の近著である﹁母と子の詩 込んでいかねはならぬ﹂ー子供 日に向って助けあいつつ︑生き あっては︑行間の凝視は心の黙

かし﹁子供は一冊の本である﹂

詩人の母子の濃やかな感情を歌 に共通した親の愛情である︒し
いあげた七十四篇が収められて

一いる．

いる︒冒頭に﹁子供は一冊の本 ところに︑深い詩情が盛られて
である﹂という作者不明の一篇
がある︒解説によると同教授が 一 教授によると﹁子供は どん 投げざるを得ない︒

したとき︑幼稚園のかべにドイ 本詔である︒母親は本を読んで

方とはいえまい︒深い読み方に 我子とすることを︑何よりの誇

きた読み万でないと︑深い読み 両親は完全に君に満足し︑君を

オーストリアのウィーンヘ出張 な本吉も読みごたえのある

轟墾雛縁かり離

ツ語で書かれたつぎの詩である

﹁子供は一冊の本である︒そ
るだろうが︑しかし最終的には
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ーヒーを与えて勉強させる︒

分の子どもだけには普通のコ

た内容のほんの一部であるが
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る︒はたして都市だけにある

た話であるが﹁今夜はだいじ

長していく子どもたちの人格
問題であろうかと︒すでに村
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㎜ 体ハッキリするのである︒
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る︒

がつくられ︑浄化槽が完備され

の診断をうけること︒

が少しでも悪くなったら︑医師

◎めまいや頭痛がしたり︑気分

完全に処理すること︒

◎特に使用後の容器は責任者が

うにする︒

し︑散布時には吸い込まないよ
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手袋など使用のこと︒
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下さい︒
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公民舘土ハ催で

講座開設

中里村農業近代化
産業課︑
去る七月八日︑役場議場にお り︑村では後継者の育成を最重
いて︑中里村農業近代化講座の 点としてとり上げ︑これら青年

開講式がおこなわれた︒この講 が專従で農業に携るこ〜のでき

の重点施策として﹁農業後継者 結びつけるよう現在苗場山麓開

座は︑村の四十三年度農林行政 るよう生産基盤を確立し生産に

の確保育成﹂として挙げてい 拓パイロット事業等の諸事業を

ンをかねて︑映画見学をし︑三

時過ぎ閉会した︒なお十日町農

業改艮普及所長の講演要旨は次
のとおりである︒

◇第一次︑第二次産業では安い

コ︑・︑をつかって︑農村を惨めに

労働力を大量に必要とし︑マス

描き．若い労働力を都会に吸収
したが︑決して展村はそんな惨
めのものではなく︑やり方によ
っては資本家であり︑実施者で

推進中であり︑後継者の皆さん あるので︑企業的な農家として
る︒その一環としてのもので︑
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ている︒また農家の近代化を推
進して行くためには︑色々の隣

をもって従亭できる青年②近代・ 期待したい﹂という言葉をはじ

めに︑村議会議長ほか多数の来

的 な農業技術を身につけた青年

路があっても若い人の若い情熱

らおうというものである︒また たあと︑中里村出身の十日町農 と説得力で︑これら難事業を完
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します︒

◇中里村水道工事指定店

水難防止についてのお願い
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一説委員兼編集委員村松喬先生を
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いまこそ﹁よい教冒﹂のあり方
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通り結果がでましたので御報告
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明治百年に際し︑新しい昭和の

テーマで講演をしていただき︑

﹁青年に期待するもの﹂という

教育課長︑上村政基先生から しあい午後からは全体討議︑と

の夜は︑十日町教育委員会社会

近くの参加者があり︑第一日目 義﹂﹁地域農業のビジョン一

で︑当日は村内各地から四十名 会に分れて﹁青年会活動の意

くりをはかるという趣旨のもの

宿生活を通して青少年の仲間づ

必要な知識や方法を研修し︑合 しく過した︒

反省と︑これからの活動推進に

青年会共催で︑村内の勤労青少 たいし︑なってもらいたい︒と

われた︒この研修会は公民舘︑

て︑中里村青年研修会がおこな 日本を築いてもらいたい︒いわ

日より発足しましたのでお知ら 一なっておりますので︑中央水道

薪蓼藝ということに

したと乙ろ︑今回さいわいに業 ︸全般︵新︑増設ぱもちろん修繕 ◇月金曜日

水道発足以来︑懸案でありまし

で体育練習又は練習試合を致し 沢小体育舘ー卓球︑剣道
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午後からは︑レクリェーショ

した．

テーマで講演をしていただきま 農業の近代化に努力してほしい

業改良普及所長︑南雲総蔵氏か 成させた例も多くあるので︑皆
対象者は︑ 日常村に居住し農業 ㎜
に従亭する青年で十六才5二十 ら﹁あなたがたに望む﹂という さん方は︑部落の中心となって
五才までである︒

開講式当日は︑村長から﹁農
業後継者の間題が重点課題であ
四十三年度耕
賃料を別表の通

り耕瓶機研究会
で決定したので

お知らせしま
す︒

・その他畑作業
トレーラー共一
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間五百円
・国地十アール

議に諮問いたしましたが決定す一ることにしました︒

月二十八日開催の農業委員会々一るこ乙ができす次回まで研究す

日頃のようすを反 省し︑みんな

て︑講演や実践発表をもとに︑

毎年開かれている郡市社会教 PTAなど︶の方々や学級グル 一ます︒村松先生は︑教育評論家
︸としても活躍しており︑現代の
育大会が今年は︑中里村が会場q ーブの人たち︑一般の方々︑公
当番できたる七月二十一日午前 民舘社会教育関係者などが集っ 一警蟹をきびしく竈され・

十時より田沢小学校で開催され
ます︒

ております︒この大会はだれで

今年の大会の主題は﹁いまの教 も参加できますので︑さそいあ

この社会教育大会は︑郡市社 で話しあい考えあう集会です︒
会教育振興会と開催地市町村の
主催で開かれるもので︑郡市の

いようご協力下さい︒

納められた税金の約三分の二

︵税金の使途︶

場合は課税されません︒

陸運事務所に自動鼠の登録︑

︵どのようにして納めるのか︶

に自動車取得税の申告書を陸運
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騨
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したがって︑販売会社から自

一切委任される方は︑その際税
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この税の概要についてお知らせ
します︒
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取得価額が十万円以下である りますからこのようなことのな
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◇誰に課税されるのか

ことになっています︒

日から自動童取得税が新しく設 ㎜◇何を葎にいくら税象かか

県や市町村の道路をよくする者とみなされ︑購入の時に課税 事務所の隣にある県の自動竃税
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