月をみ

の名月﹂にあたる︒名月でなく

とも︑釈尊はこよなく月光をこ

のまれて︑しぱし月の夜にしみ
じみと法を説かれた︒

日本人もまた昔から月を愛し
多くの名句や名歌を残している

駈魏婬奪襲誕蕩讐騒鱗襲薯．
い︒

は複雑で︑ヤジゥマ的生っか
風俗等の実態調査﹂というイ

人の人権に関係のある慣習︑

委員会というところから﹁婦

▽蒲原平野のど真ん中︑あ

ろうか︒

ンサの人権はどうだったんだ

ウかなんかさせられていたア

︐婦︑七十四人に案内したが︑

ほど開いた︒︐村内三十七夫

対象に︑家庭教育講座を三回

内の新婚ホヤホヤの若夫婦を

てるために一と結婚一ヵ年以

四町歩つくっていても︑農家

えべかの﹂と言ってくれたあ

﹁やっばり出づらいんじゃね

山田義広
一幸

島田和代
斉喜

藤ノ木晃
小林尚美

一

一関真砂子
山田

山田直樹

恵

◎昇天

山田

氏名
鈴木誠二

宏

島田トクヱ

樋口

一子の名
一
みがこう﹂とは︑自己を内外か一禅心仏心である︒秋月を見るの 百田直光

大島禎子

じり論は慎しむが︑人間が自
カメシイ名前の調査を依頼さ

る町の公民舘主事が︑三町歩

とかにまつわる風習である︒

にはなかなか嫁のきてがない

うな気がするのである︒

るアネサの話もまた本当のよ

え

年令
︵一一︒︶

︵四七︶

倹こ

︑︑帖

きくの

シャトッルを鎌に持ちかえ穂の

たそがれの村静かさや虫の声

重し

由記
加寿子

大根菜を間引くエブロン花刺繍

疲れ身の一針ごとの夜長かな

如来寺

東田尻

トマト割れて朝夕涼し秋近し

海人

阿部清枝

もの言いたげな亡夫の笑顔を

山小屋の昼寝に見たり我見たり

▽短歌

遠花火秋の夜空をこがしけり

す

忘れ笠其のまN捨てNきりぎり

時習

春柳

土倉
土倉

ミチ
キ ミ

厄日過ぎ稲束担う畦刈りぬ

虫しぐれ補乳のビンの泡踊る

えつお

ピーマンの色あざやかにタ日暮

る
大泉

音巨き雲が遮る花火の意志

涼子

三代

いは︑いづれの田にも残り居ら

は︑人影はなし人影はなし

わが鎌の音のみひマく山の小田

﹁五の日﹂は

納税相談日
毎月五日︑十五日︑二十五日

相談下さい︒

も相談できますからお気軽にご

◎原稿募集
公民舘報の原稿を募集してい

お寄せ下さい︒

八年︑村議会議員としては村行 制度の下において制約されなが

賞め

背伸びして日まわりの花なでて ます︒中里村公民舘宛どしどし

栄松

陽の色に秋をみつけてタ暮るる

土牛

梢陽 は﹁税の相談日﹂です︒匿名で

捨てるべき思い帰燕を見し時も

麓の灯杣は芒に繊る路

影もなく形もなけれど亡夫の匂

底抜けの天の碧さヘサルビヤ燃 いて草刈る我をつNみてくれぬ

おの江 どの田にも亡夫の匂いのたマよ

ー1九月投句i

なかさと文芸

る︑この場を浄める心のあるとは絶唱といわれるが︑ここに高

をみがく︑ぼくは︑地球をみが

◎産声

たら︑たちまち薇土︵エド︶にな ﹁吾が心秋月に似たり﹂の一句

大理石の床も︑汚す心が深かっ して再び見へ帰る︒寒山詩の

で︑地球の人のように︑子供を 底知れぬ深さであろう︒美しい字に表わすと︑見から観へ︑そ
殺す戦争なんか︑しているヒマ
がない﹂

﹁お月さまをみがく人たちが

轟鰐装囲魏報灘﹂ ﹂聴猿鶴璽

忙しい現代でも︑いろいろと観 歌っている︒新しい霜月さまが

な し とし ない ︒

仙圧和尚という人が︑子供のい︒わが胸中に尋ね入るべきで

山本寛文

ら観想するしとである︒

は仰いで天辺に求めるのではな

こう﹂ー月腺を地球のように︑

月の催しが開かれるのも︑ゆえ できる︑できたらこんどは地球

しかし︑昨今は月ロケットが

遊びを画題にして﹁目を推せぱあるとの古人の教えを身証した 山田敏広

由にモノが言えるということ
れた︒たとえば結婚とか出産

祝言の晩になっても︑夫に

れた︒このあいだ︑﹁よい家

と︑よく聞く話しを話してく

すかしさを語ってくれたが︑

自由があると︑社会教育のむ

教育には参加しなくてもいい

得ある友人が住民には社会

集まつてくれ魅人ばた︻．た八

いうことを︑しみじみ考えさ

が︑どんなにいいことだかと

せられた︒わたしたちの身辺

の自由はどうだろうか︒チ
ェコの問題とは次元がちがう

が︑﹁もの言えばくちびる寒

なる人を知らなかったアネサ

し秋の風﹂︑そんな現実がな

もさることながら︑うす暗い

いだろうか︒

▽知らなかったが︑今年は

思うま エのこと

社会教育夜話

▽チェコ情勢の問題の背景

冨＝一＝＝陶＝二＝＝二＝＝一認一一＝＝＝昌昌＝＝嵩＝一＝＝＝＝含＝＝一＝一＝一＝＝＝一＝一＝＝＝＝噂＝＝一＝＝雪＝一＝＝＝＝＝一＝＝＝一一＝一＝＝＝＝一＝＝＝＝＝−一一＝＝＝＝＝＝＝＝2＝＝3＝＝＝＝＝＝＝3一零3＝雰＝喚＝一＝＝＝＝﹂3＝＝一＝＝＝＝＝2＝＝＝＝＝︒＝鱒げ

じられ︑願わすにはおられない

月界の近接写真の撮影に成功し よごしたくない︑と詩人には感■
それだけにいままでとは違った
﹁観月﹂も生れてこよう︒素人

の天文家も活躍するだろうし月

界の研究が天文学から︑地質学
へと移りつつあるので︑そうし
た角度の観月も考えられる︒

お月さんの拡大写真を見せら
れると︑昔のように﹁月見る月
はこの月の月﹂と審美一偏倒で

は︑それこそ﹁さぞやお月さん
煙たかろ﹂になりかねない︒

といっても﹁月見﹂ではなく 四
真如法性の﹁観月﹂である︒見

国際人権年だそうで︑その記
︵樋口和一︶

﹁じろ﹂の片隅で︑カンタロ

庭をきすき︑よい子どもを育

念行事の⁝つとかで人権擁護

善善隆正弘 勤 貞澄広
太
作作郎利規 男男栄

ないのであります．従ってか﹄

の努力を傾注する以外に方法は

る観点から教育行政の積極化の
︵写真は︑敷砂利もきれ 符を打つ次第であります︒幸に

部落まであとわすかと︑部落民 行政に十年︑合計三十六年間︑

路︶

いに関心を持ちつNある次第で

が中里村教育委員会としても大

翻って人材を求むるに急なる

あります︒

こと今日程切実なる時代はない

ことは言うまでもありません︒

も︑計圃もこれが具体化︑実行 福につらなるものであることを

何に深還にして高遇なる藩想 して日本将来の発展と平和と幸

今日現在を律するには︑現在の

します︒

清津峡小教頭に

白倉増之先生
白倉教頭先生は︑本村山崎出

去る七月九日︑脳腫瘍のため ました︒

死亡退職した清津峡小学校教頭

います．

霜り︑今後の活躍が期待されて

籔麓溢襲騒
深見保三郎先生の後任人事につ

いて︑県教育委員会ではこのほ

す︒私は旧陸軍の兵器行政に十 教育委員会より教頭に任命され

．職の重大なる理由でもありま 臼倉増之先生を異動発令し︑村

べきでないということが私の辞 ど十日町市立水沢中学校教諭︑

という重要なる職務は長く私す

あり︑その意味からも教育委員

︐公器乙しての機能を果すもので

あり︑その職務内容は︑社会の

は教育に関する村民の奉仕者で

ます︒申す迄もなく︑教育委員

皆様への御恩返しと思っており

与できましたことをせめてもの

教育行政の進展に聯かながら寄

教育委昌連絡協議会々長として

在任十年の間︑新潟県而町村 には限度があります︒さりとて 力説申し上げて辞職の言葉と致

あります︒

敬意と感謝の誠を捧げる次第で

力があったことを思い衷心より が︑現在の制度下においては如 行政の確立こそ村の将来の︑そ

に移すことが可能であります 科学的でしかも愛情のある教育

政の真髄を把握し︑これを実行 教育行政の上にも反映せしめ︑

て始めて大局的見地から教育行 つ愛情乙そして青年のもつ夢を

た︒即ち公選された委員によっ 何卒男性のもつ熱情と婦人のも

り常に主張し続けて参りまし

いということは︑私も同感であ るは教育にまたざるぺからざる

住民から選ぱれることが望まし ものと思われます︒八材を求む

員は以前のように選挙によって

言われる如く︑教育委員会の委

毎日新聞論説委員︑村松喬氏の

さて先般当村で講演された︑

がでぎる次第で御座います︒

ので意を安んじて辞職すること れ︑既に実施中の所もあり︑吾

即ち教育委員会の統合が叫けぱ
くまで切り開らかれた四米道 後継者は︑多士済々であります

いにしかれ︑土倉部落のすぐ近 して︑当村においては適格なる 方策として近時広域教育行政︑

いる︒

は来年の工事完了をまちのぞん 全生涯を行政面に捧げ絃に終止

六百米を残すのみとなり︑土倉 政に八年︑教育委員として教育 らも制約の枠内において最大限

来年度分の砥沢川に僑をかけ︑
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村道倉下ー土倉線
あと一歩
今では︑四米道路に敷砂利も

昨飯までは︑自動璽の入らな． 新しく︑倉下部落を通り抜け︑

した︒

部落であったが︑今年九月現在

辞職の ことま を
郎

土倉部落ま
昨年より三ヵ年計画で始めら

れた村道倉下︑土倉線がいま一

た︒

歩で土倉部落という所までき い部落は阿寺︑西万︑土倉の三
この村道倉下︑土倉線は昨年 西万︑土倉部落のみとなり︑西万

来るのは来秋の予定で︑土倉部

八月中旬に着工し︑十一月末日 部落までの自動恵のり入れの出

までに八百五＋万円の経費で七

五

は見る働きであり︑観は見えて

韓羅鱗

この浄心の成長を念する看に
㎜
になる．こうした観月も︑また㎜おすと︑月が二つ見える︒現代 は﹁三臼月の項より待ちし今日
︸
楽しいではないか︒
・の大人も︑自分の一対の肉眼で の月﹂の古句に︑新しい息吹を
一
地球をみがくとは︑土を浄め一科学的と芸術的に二つの月を見 感じる︒かくて無風流な︑月の
﹁
いつしか夏も過ぎ︑哺く虫の がやく︒フランスの詩人ジャッ
写真の荒い地肌に幻惑されるこ
るともいえよう︒人間の住む場一ようとする︒
㎜
声も秋の深まりをつげるようで ク・ブレーベルに縛章﹁月をみ
をきれいにし︑浄めるのである一この二つの月と二つの目を止 となく︑ことしも尾花に月見だ
ある︒二十日は秋のひがん入り がく子﹂がある︒その一節に
浄土ははるかに還いといわれる瘍し統一する全身莚うけと んごを供えて﹁浅黄に銀の一つ
﹁お月さまには︑お月さまを
で︑旧暦の八月十五出の﹁仲秋
が︑十万億土とは十万億光年でめる︑体験が必要になってくる 紋﹂の楽しい観月を家族ぐるみ
みがく人が︑いっぱいいるの︑
でしようではないか︒
みんな︑みがくことに一生懸命 はない︒距離ではなく汚す心の両眼を隻眼に収納するのを︑文

馨

百三＋七米切りひらき︑今年度 落までの村道は︑来秋までには
私事この度︑教育委員在任 る御支援と御協力を頂き今日を
は昨年にひき続き︑三高土木株 完了することになっているが︑
十ヵ年にあたり︑全国市町村教 迎えましたことはこの上なき喜
式会社が講負い︑四百十万円で いまNでなにをするにも︑人の
曹委員運合会長から表彰される びでありまして厚く御礼申し上
四百二十五米切りひらいた︒期 肩ばかりであったが︑この村道
げます︒この喜びの陰には︑学
間は七月十九日から十月三十一 が切り開らかれることによって 光栄に浴しましたのを機会に教
校教育︑社会教育の各分野にお
日までであったが︑今伍は比較 農業︑教育︑産業部門の遅れも 育委員を辞職することに致しま
いて関係各位の並女ならぬ御努

蕪

びに一般村民の皆様から絶大な

茎

む
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高い︒扱巾の大きい脱穀機は各
いから風を送ること︒できるだ

すい︒

に周到な計画が必要である︒

することなくおこなわれるよう

部が広く設計してあり生脱しや け脱敷︑運搬︑乾燥作業が停滞

二︑生籾乾燥

③通風乾燥機取り扱い上の注意
乾燥箱に積み込む籾の厚さは

①変質米の発生
生脱穀の籾は含水率が高いの
で︑そのま﹄長時間放置すると 半乾燥籾では︑四十五糎を限

の流れが悪いため三十5四十糎

必すむれて変質する︒変質は脱 度としていたが︑生粉では空気
ぷ米にとくに発生しやすく玄米
の範囲までとし︑できるだけう

○・一糎︑二・七米四方の農業
用ビニールシート︵苗代に使用
した古いものでもよい︶

この週間は︑住

講魁辮翼攣
◎どうにかしてほしい

でも気軽に利用で

中の行事として特に次のとおり

中里村でも﹁行政相談週間﹂

庁に設けられている制度です︒

十月十八日

で︑霜気軽に御利用下さい︒

◎日時
午前九時より午後五時まで

秘密厳守

◎ところ中里村役場︵相談
室︶

◎無料相談
土をのせて出来上りです︒

たら三百七十五キロに︑水百八十

さに切ります︒乾いたワラだっ

着していた病菌は死減します︒

で十分くされますし︑ワラに附

ことはありませんが︑そのま＼

果実酒の
密造はやめよう■
ぶどうやりんごの季節がやっ

てまいりました︒最近︑ぶどう
等果実栽培の普及につれてぶど

うを原料として︑ぶどう酒を造

けられます︒

ることが一般家庭にもまま見受

果実等を原料とした酒類のう

いことになっているものは﹁梅

ち飲用として家庭でも造ってよ

みかん︑すもも︑さるなし︑か

くわ︑またたび︑とち︑ぐみ﹂

りん︑いちご︑にんにく︑くこ

およびアルコール分二十度以上
の酒︵しようちゅう等︶を原料

れています︒従ってぶどう酒は

として発酵させないものに限ら

梅酒などとちがって法律上許さ

酒類の製造免許を受けないで

れておりません︒

家庭でぶどう酒やりんご酒を造

せて堆肥積みを行なう︒

った二〜三日後に水を充分含ま

す︒これを＋アール分にして下 防止にご協力ください︒

な堆肥が千〜千二百キロ咳できま から︑隣り近所戒め合って密造

水の不便なところなら雨の降 ⑦生ワラ五百〜六百♂屡で立派 ることは︑酒税法に違反します

捌位をかけます︒

②ワラを十︵・三十移くらいの長 ⑥切りかえしは︑やるに越した

ます︒

合同行政相談所を開設しますの

きることを知って

河川︑交通︑国鉄公社等のこと

業︑労災︑教育︑郵便︑道路︑

生活保護︑農地︑環境衛生︑失

えぱ恩給︑年金︑国税︑保険︑

行政相談は︑お役所仕事︑例

れます︒

もらう趣旨で開か

れる方ならどなた 情を解消させるために行政管理

不満をもつておら 等の不平不満︑いわゆる行政苦

お役所仕事で不平 ◎どうしてよいかわからない

識と理解を頂き︑

政相談制度﹂の認

民の皆さんに﹁行

行政相談週間

を生じて滅収する︒

営検査成績では毎時一馬力当り

堆肥ができる︒

要がない︒

易枠の場合は棒を立て枠を支え

③石灰チッソで病菌のない完熟 に木枠を置きます︒畦シート簡 背の高さ位まで積み︑枠をと

ある︒乾燥︐稲の脱穀能率は︑国 まれているから石灰を加える必 ◎作り方の手順

り︑過熟によって穂折れや脱粒 いるこ乙が能率を上げるこつで ②石灰チヅソには石灰が多く含

籾三百六＋キ︒ぞ内外である︒

となる土台をつくろうと昨任十

り︑上掛シ！トを覆せ︑その上に

①下敷シートをひろげ︑その上 ⑤これをくりかえして︑人間の

三︑刈取り作業能郵の向上

⑤大型機の方が生脱穀性能率が

を鰭器譲墾

ーム︑ 三位第三チーム︒

去る八月二十五

に︑藤田博氏へ歯科医師︶西野

結成以来︑田沢小学校を会場

日︑長岡市坂之上 月結成されたものです︒

小学校で剣道の昇

れ︑当村からも田 政男氏︵田沢小学校長︶そして

段番査会が行なわ

沢中学校生徒︵剣 体協剣道部員を指導者として︑

して︑十三名が初 なったものである︒又一年間で

道少年団︶が出場 腕をみがいたのが︑この栄冠と

初段に合格するとはと︑これか

合格者の中に らの活躍が期待されている︒

段に合格した︒

善一︑石沢松夫︑広田公男︑滝

っており︑目頃の練習のたまも 村山博︑上原司︑上原豊︑村山

▽三年生︑服部正栄︑藤田求︑

は︒中越地区で なお昇段者は次のとおり︒

沢恭子︑大島春枝．

初の女子中学生剣士もまじ

婦人会︑小学校︑中学校︑各方

されている︒

のとして関係方面から高く評価

ん︑商店︑農協さん︑青年会︑

は次のとおりですが︑各区長さ

マックス︒各チームの総合成績

百米リレーで応援合戦もクライ

最後を飾る男子八百米︑女子四

ラメッコ︒二十一の競技種目の

督さんたちは︑得点速報板とニ

れていくうちに︑各チームの監

嘗品がつぎつぎと入賞者に渡さ

に紙袋など多種目に山のような

タパコレース︑血圧レース︑猫

サイダー飲みレース︑夜の旅︑

午後からは︑パンくいレース︑

みんなの協力で

たのしかった運動 会
第四チーム三年連続優勝
恒例の中里村民運動会は︑去動会でした︒ ﹁二百十日の風﹂
︸
る九月一日の日曜出︑台風一過が心配されたが︑ さいわい当日

さわやかな初秋の空の下田麩ま
盈朝から絶好の運動会日和り︑
グラウンドで盛天に行なわれま 午前九時過ぎには各チームが勢

揃い︒競技役員を先頭に五百人

昭和三†年中里村が誕生した 近い選手団の堂友たる入場行進

した ︒

年︑新しい村づくりに村民の気 に絶賛の拍手が紀くられ︑各チ

面から協力していただき︑たの

競技はます男子百米からはじ

明朗な少年を育て︑よき社会人

によって心身を鍛練し︑健康で 田村慎治

▽二年生︑村山真一︑樋口正和

目︑とくに今年は村内各商店︑

一日過してもらいました︒

この剣道少年団は︑スポーツ

農協︑各方面からたくさんの賞 まり︑男子千五百米︑暗算競争 しくにぎやかに和気あいあいと
品を寄贈していただき︑いまま 皐かごレースなど︑お昼休みに

▽優勝第四チーム︑二位第ニチ

本を寄贈

してくださいましな︒

なお申央公民舘のほかに田代
部落公民舘︑倉俣部落公民舘︑

ことです︒ありがとうございま

さん万までおこし願いたいとの

した︒

沢駅︑北に信濃川とかこまれ

伝えて来た仕事であったが︑

一顧．鍾隅一冤㎜

境内があるが︑大杉見学の学

の伝えを守っている︒また同

現在はわすかに二︑三軒がこ

じ頃から作られた三月菜も南

た平担地でもある︒米︑杉

郡の大崎よひ先輩が種を仕入

童達が良くオニギリを︑ほお

業生産も多様であるが︑七川

れ現在広く栽培され︑雪消え

苗︑花卉︑タバコ︑養蚕と農
桂は戸数二十七︑このうち

のびて来ている︒

ている︒

︵M・W生︶

も豊作と稲穂は重く頭をたれ

区画整理された美田には今年

実施した土地改良事業︑その

昭和三十四年︑三十五年と

る︒

して売り出されているのであ

の野菜不足の時期に桂の菜と

の水を利用して養鯉も大きく
・︑地番区域は大字田沢戊号

︿部落紹介V
部

明治の末期より桂特産とし

桂

に丁号となりている︒八割が

落

藤原が七戸︑面積はO・四平方

ぱっている姿が見られる︒

畠⁝⁝⁝⁝⁝一⁝⁝⁝⁝§蹉簡︑⁝餌§垂⁝⁝■⁝一一⁝目⁝≡≡⁝一⁝⁝⁝⁝⁝簡︐9輪冒⁝⁝︑⁝・⁝︒ヨ⁝⁝⁝⁝⁝≡⁝一⁝置・・⁝一旧・︒騨昌．一騨・ロ扁脅一＝．瞬顧一一．喝9一一＝一一一の畠一一伺呂一一暉一．

人によって植えられたと伝え

られる大杉⁝誰もが桂に一歩
足を踏み込めぱ目を見張るぱ
かりの大杉にみとれる︒

新潟県天然記念物の指定を

︵イニシエ︶から桂部落を守り

受けて八年以上になるが︑古

続けて来た神木でもある︒ま

のない清水がこんくと湧き

が︑これは農地が少ない所か

ら冬期間の仕事︑冬の収入に

て流球の畳表があげられる

なる副業として先祖がおしえ

農家そのうち半分が兼業農

東に国遭︑西に県道︑南に田

多い︒部落を鉄道が横断し︑

家︑出機や近くに勤める人が

言う︒そのすぐわきに十二社

ている︒水質も他にまれな

たその根源からはつきること

写真は剣道姿もりXしい少年剣士たち
㎜⁝⁝⁝⁝一⁝⁝⁝⁝⁝咽⁝⁝⁝⁝⁝師⁝⁝⁝⁝⁝層⁝⁝⁝⁝⁝一≡⁝⁝⁝⁝一⁝一⁝⁝⁝一⁝一⁝⁝⁝一 一一 ＝⁝一一．．臼＝︐＝一⁝一幡一．麟 闇．＝⁝一葡一．一一．一一一＝噂葡．曽コ一噂一層．．一一＝齢一働噂一＝．一﹃一

きれいな良い水だと保健所は

出て︑部落水道の水源となっ

⑤

持ちを一つにしようとはじめら ーム白熱の運動会の幕が切って

要

N︑帖

良質米に
仕上げる ために
る︒

に刈取ると作業能率が低下する
政府は事前売渡申込制による一
米穀の買入れについて従来五等 ばかりでなく乾燥も不充分にな

以上の外︑等外葡よび規格外米

の表面が褐班となって現われ︑

労力を計圃して労力の過不足
すく積み込み︑単位籾当りの風

四︑その他

取り扱ってきたが︑本伍度産米
精白しても消えない︒

についても全量を買入れ対象に

については五等以上の正規な等 対策を講じ順調に収穫できるよ

少なくする︒

量を増加し︑上下の乾燥むらを

れたといわれている

又畑作に対する施用
効果は特に顕署であ
る︒そこで石灰チッ

②下敷ンートと上掛シート厚さ

米の声価はここに生 の畦シートでつくった簡易枠︒

ない︒かっての魚沼 さ四糎︑巾四十五糎︑長さ七米

肥をつかわねばなら 三＋〜四十糎位の木枠或いは厚

は︑何といっても堆 ①堆肥枠〜一・八米四方︑深さ

うまい米をつくるに ◎用意するもの

丈夫な稲︑そして ◇石灰チッソ堆肥の作り方

籾を乾燥機に入れて常温でもよ

変質を防ぐには︑脱穀後の生

②生籾の一時保存

乾燥の適正︵生籾乾燥の注
意︶

︵災害等で政府の指定した場合

級格付に合格するもの以外は うにとくに留意したい︒

一︑生脱穀

しを行ない乾燥作業の能率化を

刈取後の稲はできるだけ地干

は別︶買入れしないことにした︒

一

そこで良質米に仕上げるために

貼腱刎鵬
はかる︒

できるだけ均一に脱穀すること

①脱穀はひかえめにし︑しかも

刈取りの適期は大部分の穂の
八十％程度の籾が黄変した時で

が大切で無理をして脱穀機械内

穂の茎部に数粒の緑色籾が残る
頃で ある︒

に多くの労力を要する︒

肥料の多少︑気象条件で遅速 に詰らせると︑その清掃後始末

る日数はお＼よそ極皐生三十五・ ②わら︑及び籾表面の露を完全

を生じるが︑出穂後成熟に遷
騨

で

ソ堆肥の作り方を︑
こと︑脱ぷ粒の増加︑選別不良
③石灰チッソ十アール当り半袋 ⑨切ったワラを枠の中に二十〜 さい︒
︵産業課︶
日︑晩生四十五日程度である︒
機内における詰りを生するので 却＼＜りしみなさんの積極的な
へ防散石灰チッソなら一番よ 三十糎位積み上げ︑踏みしめな
二︑早刈り︑遅刈ηのへい害
堆肥づくりを期待したい︒
にと 芋川部落公民舘︑上山部落公民
注意する必要がある︒
い︶
がら表面が黒くなる程度に石灰 ︐読書の秋
刈取りが阜すぎると︑青米︑
舘︑宮中部落公民舘などにも三
◇石灰チッソがよいわけは︑
④ワラ十アール当り五百〜六百
チ
ッ
ソ
を
ふ
り
か
け
ま
す
︒
未熟粒が多くなり千粒重が低下 ③各銘柄指定の主軸回転数を守
十冊づつ寄贈していただきまし
①石灰チッソの働きでワラが早
るc
︒
咳
︵
生
ワ
ラ
な
ら
一
番
よ
い
︶
上山︑日高屋さんが
④
枠
を
上
へ
す
ら
し
︑
そ
の
上
に
ま
して収量が減する︒
去る九月初め上山の上原武男 た︒それからいま二︑三ヵ所部
⑤畦シート簡易枠の場合は長さ た切ったワラを二十〜三十糎位
刈り遅れると倒伏しやすくな ④多少容量の大きい原動機を用 くくさる︒
一米位の棒五〜六本用意する︒
氏︵日高屋さん︶が公民舘の図 落公民舘に寄贈したいとのこと
積
み
上
げ
踏
み
し
め
な
が
ら
︑
石
灰
チヅソをふりかけます︒
書にと︑小説など三十余冊寄贈 で︑希望部落があれば︑日高屋

日︑早生四十日未満︑中生四十 に落して作業するようにしない

10月14日（》20日
キ

れた村民運動会も今住で十三回 おとされました︒

翼3名が剣道初段に
初

㎜ 今から八百年前︑親らん上

騰畑■■監罰妻願・顕騰脚「㎜聯瓢嚇ン鰍隔
写真㊤婦人会民謡おどり㊥自転車
おそのリ競走㊦ヒ：ンつりレース

でにないにぎやかなたのしい運 は︑婦人会の民謡おどり︒
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