中里公民館報を毎月送ってい

藤田
梯一一

ことで︑淋しさ

の草むらを見る
窓辺をビルの走るを兄つつ

卜中近く幼．fのごと荷をまとめ

すら感じます︒

ケン

血縁の愛なき老いを寄せあえる

山本

人間生活の需．要
わらびの國に．西陽かたむく

しかし︑これも

がしからしめることと経済比較

いとしき思いはめぐりて

ノブ

あくる事なし

ひなびたる出湯の里は

滝沢

さい︒この装置のないものは昭

消化装置付のものを使用して下
二火の兀点検に心がけ︑火の用

できないことになります︒

簗い

刈る背に又も雨は冷たく

心をお願いします︒
三度目の︒正直︒

和．五十二年四月一日以後は億用

◇年︵とし︶には勝てない︒

◇出る杭は打たれる︒

損気︒

◇辛抱する気に金がなる︒

◇一を聞いて十をさとる︒

◇朝茶はその日の難のがれ︒

◇のこすんだったらこば育ての

◇七転び八起き︒

うちにのこせ︒

◇いたか︵痛かったら︶こごめ︒

小柳

懐旧流転幾星霜
◇九︵く︶はくったくのもと︒

◇口もききようで角がたつ︒

ない︒

◇昔の人の言ったことにウソは

く︒

◇冷酒と親の意見はあとから効

◇腹はたて損けんかはし損︒

た﹂ということが三回ある︒

食の一生には﹁サァおおご︒っ

定夫−採集−

村の ﹁ことわざ﹂

◇生みの親より育ての親︒

◇牛の糞にも段々︒

い橋は渡るな︒

◇按ずるよりうむは易い︒

く父縁奇縁．

異郷より選びし娘のプレゼント

母の好みに心くばりて

H・s子

むらさきの夕ぐれ雪の音する

葉を散らし風の嶋りいる山肌の

混りてあわき蕗のふくらみ

初雪のドより育き草の葉に

明郷貝野とわに吟ぜむ︒

．題宮中橋
◇親の光は七光︒

玉治

倒伏のドH砧れの稲に︒拝藁なく

詩一一題
井之川
◇鬼も十八番茶も出花︒

橋h暫停萬感新
◇用心にこしたことはねえ︒

古刹鐘韻包葬村

銀嶺蹴雪健児魂

◇笑う門に福がくる︒

信濃の大河せき止むほとり

必ず公給領収証を

◇殺す神あれば助ける神あり︒

明郷貝野永久吟

碧水鷹の巣の巖を映ず

を納めたしるしですから必ず受

八海の曙光苗場のタベ

みなさんには︑日頃飲食店︑

なお︑一定の金額︵免税点︶

け取るようお願いいたします︒

受け取りましょう

覆面の好爺櫓擢を操し

料理店︑旅館あるいはバー等を

宮中大橋雄を誇る

萬緑の涼風城祉を偲ぶ

身魂賭けし激流の渡船
御利用になることがあることと

国道延々母村を結び

紅葉はたかの巣の巖を燃やし

おもう流転幾星霜

信濃の大河眼下をめぐる

銀嶺雪を蹴る健児の魂

かりません︒この場合には公給

思います︒その場合︑十％の料 以下の飲食や宿泊には税金がか

領収証は発行しません︒

幸

作

にあわせて掲載いたします︒

今月号の人生往来は︑来月号

理飲食等消費税がかかり︑お店

公給領収証を渡すことになって
います︒これはみなさんが料金

といっしょに料理飲食等消費税

橋

大減収を余儀なくされ収穫ゼロ

山・同

の農家もみられるほどであり︑

中里村長

階でありますが︑ 我が中里村も

農山村の中里村が一人歩きする

新しい年を迎えられたが︑豪雪

最近における厳しい経済情勢と

経済環境の下において︑住民福

こうした対策は﹁昭和五十一年

いようでございます︒

には本当にむずかしいことが多

祉の着実な向上を図ってゆくた
めには︑地方自治団体における

行財政健全化のための自主的な

温についての天災にょる被害農

六月から十月中旬までの間の低

努力と相まって長期的な見通し

一番望まれることと確信いたし

に関する暫定措置法﹂等の適用

林漁業者等に対する資金の融資

の上に立った地方行財政計画が

ております︒

新しい年︑希望の昭和五十二

と中里村の益々の繁栄を心から

地方公共団体︑中里村としても

により︑現在進めておりますの

祈念し︑謹んで年頭のご挨拶を

い中︑我が中里村も戦後三士．一

めて着実に行財政が推進されて

人くの努力と協力にょり︑極

の安定を図るには今後も幾多の

村民の福祉を増進し︑村民生活

でよろしく御協力のほどお願い

年七〇年代の後半を迎え︑新た

まいり産業︑教育︑福祉と発展︑

方の和をもっての深い理解と一

経済及び財政の厳しい中︑皆様

なる年として︑昨年までの村政

皆様方の一致協力によるものと

向上しつつあることはひとえに

に暮れ︑社会情勢も又︑複雑多

︵二面につづく︶

こうした考えをもとに︑限られ

たいと思います︒

堅実な生活態度に定着してゆき

未来を求めて無駄を省き︑より

感のある生活︑そして︑着実な

し︑経済成長の速さよりも充実

はないところの︑︑ハランスを目指

い以外は資源︑環境ともに不足

豪雪農山村としては︑雪との戦

く努力する覚悟でございます︒

範囲内で最大の効果をあげるべ

るものであり︑苦しい村財政の

県の施策が相まって初めてでき

後とも村民の皆様のご協力と国︑

重要問題が山積しているが︑今

いたします︒

の企画と新らしい計画をより一

油危機を契機とする物価の異常

岐であり︑中里村に対する財政

昭和五十年は不況に明け不況

深く感謝甲し上げます︒

生口同騰により﹁物価安定﹂︑総

含めた就労難等あらゆる大きな

への影響力も大きく︑出稼ぎを
ンフレ抑制措置は経済活動の沈

諸問題がありましたが︑幸い水

に喜んでいましたところ︑昨年

は．転しで異常気象による農作

か︑当村の山間部における被害

も魚沼地方がその被害が多いな

が最も甚大で稲作︑畑作ともに

物の大災害となり︑特に県下で

てその幕調となる国の予算案及

新しい年を迎え︑昭和五十二

び地方財政計画等が未確︷疋の段

年度の予算編成を目前にひかえ

ます︒

点を置いてこられたようであり

次に昨年は﹁景気浮揚﹂に量重 稲は史上最高の豊作で皆様と共

滞と雇用の減退を招いてしまい

需要抑制策がなされ︑一連のイ

顧みますに我が国経済は︑石

と存じます︒

層前進にと誠心誠意つくしたい

国内外の経済情勢は依然厳し

申し上げます︒

年を迎え︑村民の皆様のご幸福

ます︒

明けましておめでとうござい

年頭の あいさ

一移動式石油ストーブは︑自動

では税金を受け取9ったしるしに

橋上暫し停して萬感薪たなり︒

る機会が多くなりましたが︑つ

降雪期を迎え︑火気を使用す ぎのことにご注意下さい︒

自動消化装置付のものを！

石油ストーブは

古刹の鐘韻暮村をつつむ

桜花らん漫堤上の宴

◇短気は

︵横欝鵯住︶
その性で大方の兄当をつけると

これからもいろくの事業や観

でいたし方のないことですが︑

一番うらやましい專は︑夜の
光などの発展で田舎の情緒をい

いうくらいです︒

つまでも残し続ける事を祈って

ただきながら︑今日まで一度も

戸締りにも余り気を使わずに寝

やみません︒

お礼を差し上げず誠に申し訳な
くおわぴいたします︒

なことなどで︑特に懐かしく︑

れることや小川の流れのきれい

最後にもう一度︑感謝と集に

いる﹁なかさと﹂を郵便ポスト

又悲しい事は村の中や村道がき

しかし︑毎月送っていただいて

から受け取る度に感謝の心でい
村の発展を祈ります︒

梅咲くや藁室に通う渡り．石

大泉
信濃大河堰止畔

一月投稿

中里文芸

して山道や山畑のさびれと休耕田

れいに舗装されてきたのに相反

村を離れて四十年になります

っぱいになります︒

が︑今では幼い頃の年寄りの顔
や小学校時代の級友の事などを

碧水映鷹之巣巖

◇借りる時の恵比寿顔なすとき

明郷貝野
八海曙光苗場夕

国道延延結母村

柿の朱吸いこむ空の育さかな

時習
信泊嘩人河巡眼ド

宮実橋誇雄姿
◇来たら日吉日︒

川痩せて狩人渉りし雪の跡

漢雪

師をしたう心消えゆく冬の雨

寂子 白杖もめげず雪路を友兄舞う
菊ヂ

埋れ住む吾れにつめたし夜の箕

カ ウ
絹を織る吹雪の中の幼な妻

涼子 床わらぴきちんと鉢に冬の草
椚陽

迫風

ひと日くに夢ふくれゆぐ

子の待てる上京の日を指折りて

涌井タカ

岩手の農婦の死をおもいやる

手のひらに肉うすき籾並ぺつつ

る国

深雪 相合い傘も描いてください雪降

荒涼と来しがたおやかたりし草

歌

遠い日のすぐそこにあり雪茜

短
広田タマ子

カラス群なし夕空へとぷ

戻り輪描きつつ

おくれ子を待ちてか

岳の雪蝶となり来て碑をめへ︑＼る

桜花燗漫堤h宴

賭身魂激流渡船

覆︒面好爺操櫓搬

おのえ

思い出すたびに︑自分の子供や

玉泉
紅葉燃鷹Z議

萬継湯風偲城趾

孫に田舎の事などを話しては自

ラ

のえん魔づら︒

泥児 行商に渋茶すすめる猛吹雪
栄山
◇窮すれば通じる︒

天心のはやぷさとなり山越えゆ

ド

く

己満足しながら︑終戦後数年間︑

物の不足の時に家内や子供を
つれて郷塁で生活した事など
が︑年のせいか最近特に懐かし

ました︒

く感じられるようになって参り

今でも二年に一度位の割合で
何かの川事ができては帰郷する
のですが︑時間の都八星Wで幼い

し合うこ とができず残念です ︒−

頃の友だちなどともなかく話

しかし︑皆様方の御配慮で︑

こうした立派なよい公報を送っ

ていただくたわ︑吋の康子など
を知ることができます︒

その中でも一番先に見せてもら
うのが人生往来鷺で︑昂天者の
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ミい

餅政を有効に活用するため国︑

置かれている諸条件を深く分析

い点が多いと思いますが︑村の

必ずしも充分にご 期待に添えな︐

をもとに中里村としても昭和
し︑研究して長期的な考えで計

県の 施 策 と そ れ に 対 す る ご 指 導

五十二年度以降の事業計画につ
画して行きたいと思います︒

年のはじめに当り︑村政の重

いて着々と進めておりますが︑

農業の 近 代 化 と 自 然 と 地 域 の 特

年頭の挨拶
﹁和﹂こそ村の発展
公民館長小柳定
夫

輝かしい新春を迎え︑村民の

にこそ︑幸福な生活があり︑村の

皿人一人の和﹂が強調されます︑

ご挨拶を申し上げます︒

凡そ平和で村民の融和のある処

点と思考する一端にふれました

みなさんにつつしんで︑新年の

殊性を い か し ︑ 農 業 を 中 心 に 村

あたり﹁巳﹂は金神様として︑

今年は干支で﹁巳︵み︶﹂年に

はおられないでしょうか︒

に遠い未来のことでしょう︒

なものとして理解していただけ

みなさんにも老後や年金が身近

問題などを考え合わせば︑若い

します︒

剤にのた

鼻ム能し
耳一効と
は・の適
てユ等不
いキシを
つ一ムの
にマズも

酸︑ミた
ウ合はれ
ホ配てさ

き稲作がああいう被害を受けた

とになり︑一番安定しているべ

へ．年の農業というか︑村への第

豊作であってほしいというのが

いう立地条件です︒先ずもって

志田義︑郎

謹賀新年
役場
収入役
教育委員会

軍英

巡回の際積極的にそのひきと

教育長斉藤大馨

教員長

村山

○医薬品は︑配置医薬品に限

樋口与三郎

常助

広田宏太郎

貝野

本館

南雲 源︑一

高頭富夫

小柳

定夫

高道山

春次

竹村

江村春夫

中里村体育協会

貝野

倉俣

田沢

山本ハッミ

樋ロミサヲ

南雲ノブイ

鈴木シズ

鈴木カヨ
山本ケン

連合

高道山

ば一日いくらになるなどといっ

のやりくりや子供の躾もしなけ

り︑妻でもあったりすれば家計

てこられない︒私達は益婦であ

年をとった人が多く︑若い人がで

が多いので︑会などがあっても

嫁さん達は職場に勤めている人

我々の後輩を残すだけの信念を

を反省してみて︑私達は本当に

いということです︒自分の過去

に信念を侍った教育者になりた

たのですが︑第一に健康︒第二

せといわれたので次の様に書い

長会三十周年で何か書いてよこ

だと思っている︒このあいだ校

の点もあるわけです︒というの

もったかというといささか不荷

は政治の問題もからむだろうし︑

ても︑勉強は店で買うわけには

などはお圧いに誘い合ってへ︐迄

う︒しかし︑そういうものには

たして私達が本当に叫びをあげ

文部行政のいさかもあったろ

振興会長振興会という立場

思う︒そんなことで︑やっぱり

えたかというと問題があったと

以ヒに多くの嫁さん達からも出

で申しとげると僻地の先生は．︑．

教育者には必要ではないか︒
笛︑︑︑点は︑とにかく校長であろ

地域に基づいた信念というのが

うが先生であろうが︑子どもの

といってもここは本当の平場と

の問題があると思う︒

心に残る先生になりたいという
ことです︒︑二百人の中の一人で

くっていただいて非常によろこ
んでいますが︑これからの↓つ

に残る教師になりたい︒

も二人でもいいから子どもの心

笛四点は︑村も学校も和のある

の問題としては家族もちの先生

で︑教員組織の問題を考えてゆ

が増えるのではないかと思うの

村の協力で肱派な教員住宅をつ

はいい難いところから教員確保

年で引きLげるし︑平場の場合

席していただきたいと思います︒

ゆかないのだか・匁ムがあるとき

ればならないし︑家で機を織れ

︵電︶二四九三へ

一月二十二日までに公民館

娯楽大会の申し込みは

清津峡

婦人会︵長︶

会長古高稔

会長
育年会

清津峡

公民館喪︶

団長

消防団

副委員長大島

委員長斉藤大馨

民生委員会

同代理

委員長 高橋 熊蔵

農業委員会

議長 上村賢造
副議長小林豊政

村議会

りを申し出ること︒

るものと思います︒

しかし︑家族に両親やお年寄り

それらの人の老後の生活扶養の

お知らせ
らずすべて説明書や容器の記

が︑財源とにらみあわせ︑効率
昨年︑県衛生部で行いました

的に運営してゆきたいと存じま

発展をもたらすものであると信ず

処してゆかなければなりません︒
用すること︒

載事項をよく読んだうえで使

を心から愛しあらゆる課題と対

表されましたのでお知らせいた

配置医薬品実態調査の結果が発

す︒経済情勢をはじめ行財政は
過されるように更に又より美し

〇中里村での

東田 沢

調査部落

代
のい︒小

︑二基準外薬残置状況集計表

村民が健康でのびのびと明るく

苗場山ろく 開発事業の 促進 ︑ 農

不自由しない﹂とか﹁蛇﹂の

るからです︒私は五十二年におい

道整備事業︑農業基盤整備事業︑

測されますが︑何を成し遂げる

益々きびしさを加えるものと予

○対象市町村

一調査件数

その上︑今年は﹁巳どしの凶作
挨拶とさせていただきます︒

ご健康とご幸福を願って年頭の

田

へつ表︒

信仰され﹁巳年生れは一生金に

二期山村振興事業︑村道網の
い村であるよう職員と共に努力

村民のみなさん︑特に各種の単位

をして参りたい所存でおります︒

にも村民各位の御協力が得られ
に入れておくと金がたまる﹂

﹁蛇のキン︵脱皮︶を財布の中

夢をみると銭をひろう﹂

整 備促進事業 ︑林道改良 舗 装 促

などと昔からいわれていますが

数三四

↓層のご支援とご鞭漣をお願い

〇対象世帯数

なければできません︒

願って止みません︒

進事業︑ 老人福祉 センタi 運 営

年頭にあたり村民のみなさんの

及び老 人 福 祉 の 推 進 ︑ 認 可 保 育
申し上げます︒

見通しのない不景気の中で暮れ

昨年の凶作と国の経済は先行き

団体︑各種機関のご協力を切に

年頭にあたり一言ご挨拶申し上

﹂などと言われてきている中で

所建 設事業︑歯 科診療所運 営 強
化促進︑豪雪対策︑国道三五三
げ︑村民の皆様に幸多い年であ
りますよう心からお祈り申し上

一二三

号線︑十二峠線の早期完成及び

宮中橋 の完成にと もなう山 崎 ま
景気も又暗いといわれています

意事項

二調査による注

行なわれます︒又︑国民年金に
O長期間︵五

げます︒

こんなときこそ︑一層村民の﹁

ー年金通信−
成人と国民年金
加入してから︑会社や工場など

での改良事業の促進︑県道清津
公園線の改良実現促進︑芋川ヘ
ッツリ地区特改事業の完成促進︑

学校改築事業の実施等をはじ
め信濃川︑清津川︑釜川の右左

れていない配

のさ

年間を一つの

の学生などを除いた二十歳から
いくつかの制度をつなぎ合わせ

に就職することもあるでしょう︒

五十九歳までの人は必ず国民年

岸の幹線 国道︑県道 ︑村道 の 改

二十歳になると︑その日から

金に加入しなければなりません︒

目途として︶

良と稲作以外の農︑水︑畜産業
一人前の大人として多くの権利

き薬︶につい

置医薬品︵置

や厚生年金など︑移りわたった

と商工観光と水資源対策とあら
が与えられ義務が課せられます

そのようなときでも︑国民年金

ゆる広域を考えた諸事業を皆様
て年金を支給 する﹁通算年金﹂

の仕組みもとられています︒

ては︑その使

従って︑会社や工場あるいは官

用をさしひか

が︑国民年金に加人することも

国民年金というのは︑他の公

えること︒

のご協力により完成︑実現︑又

的年金制度がそうであるように︑

○そのような

庁などに勤めていない二十歳を
迎えたあなたは︑大人の仲問入

体で支えてゆこうというもので

だれにも訪れる老後を社会全

そのひとつです︒

わが国では︑だれもが必ずい
として先ず国民年金

証

に加入することになります︒

いろくあるわけですから︑品

りの

種の選定に始って施肥︑その他

医薬品は配置

管理等︑つくさなければならな

国民年金に加入しますと︑老後

は促進されますように︑取り組
みに一段と努力いたしたいと思
ずれかの年金制度に加入する﹁
国民皆年金﹂の仕組がとられて

います︒国︑県事業もその財政

的には厳しいなか︑私も負けず
おり︑．厚生年金や各種共済組合

ののあり方のものではもういら

るんです︒反当七〇万というも

い問題が沢山あると思いますが

箱ごと︑他の

ないんです︒常に作物というも

昨年の様な事でなく︑今年はよ

すから︑若いみなさんの理解と

などの加入者︑その制度から年

のは日本中を 流れ回っている︑

かったという年であってもらい

配置販売業者

それが農業作物です︒従って︑

たいと先ず思います︒

てゆきません︒

中里村としては︑どんな作目を

その他畑作の経営等についても

協力がなければ制度は成りたっ

選んで︑比較的長く続く︑二〜

充分な事を考えてゆかなければ

の所得保証としての老令年金ば

︑二反でかなりの収益を得られる

かりでなく︑障害年金や母子年

金を受けることができる人︑こ

作目を選んでやるという事が︑

過去があって︑現在が

ゆかなければならないと思う︒

定して畑作の経営も安定させて

何はともあれ農業が豊作でなけ

我が村は農業の村なので︑農業

うものを確並してゆかなくては

ということで︑最近にない被害

婦人会長

．の希望です︒

てもその影響をもろにかぶると

れば村の商二業にしても何にし

があったわけです︒

以前には︑婦人会

どうなるか天候を見ないとわか

たまく昨年は冷害というこ

ならないと思います︒

基盤の拡大と安定した生産とい

わけですが︑村長の話しの通り

の中でのへ．年度という事になる

あって︑将来があるという経路

議長

はすすめたいという考えです︒

ならない︒この様な方向で農業

村全体の産業︑農業でなければ

であっても︑

金など︑まさかのときの保障も

小柳定夫

ならないし︑それぐ作目を選

若い人にとって︑老後ははるか

れらの配偶者︑あるいは昼間部

と道ずけを 致しており ます の で
皆様方の特段の御協力を得たい
と存 じ ま す ︒

村財政の面から投資的経費は

春座談会

q︑

中歴村連合婦人会長

也B

中里村教育振興会長

L村賢造

中里村議会議長

高橋幸作

中里村長

座談会出席者

新年への希望
の政策は別としても農業はどう

私達の村は農村であるから︑国

ていただきますが︑皆様それぞ
いう方向でゆくかということが

さっそく座談会を始め

れの役職を通じての希望でも個

昭和昭年度は苗場山麓第．埴区

．番大きな問題になると思う︒

で﹁新年への希望﹂ということ

人としての希望でも結構ですの

でお話しをすすめて参りたいと
ので︑このあり方を︑少くとも

くてはならないとい・忍見悟が第

早い機会に多く執行してゆかな

が倉俣地区として事業着﹇する

新しい年を迎えるから

思 いま す︒

村長
と いうことだ けでなく︑ 年 々 新

中竪村連合老入クラブ会長

鈴木カヨ

それと合わせて旧田沢地区︑旧

村山義平

一だ︒

が積み重ねとなった村づくりを
貝野地区等についても︑当然︑

しい年を迎えるのだから︑それ

しなくてはいけない︒

まだ未開発の地区も相当に残っ

司会

中駐村公民館長

従って断片的に昭和52年度を想

ているので︑観光等がなされる

と想定した場合︑苗場からはお

定するのではなく︑へ．迄の経過

と来年 に 通 じ た 将 来 の 展 望 が 本

鈴木久雄

村にはト四の老人
クラブがあり︑加入者は千入も
ズ年中︑毎月会をひらこ

老連会長
も教育では大事だが︑先生方一

ものでありたいという事です︒

の会合があるというと出席者が

かなければならないと思う︒

少数で︑人あつめに許労するな

何といっても確かに施設や設備
ような事がいわれているので︑

らないが︑巳年は凶作だという

人くが本当によろこんでその

いうことについては︑県との調

んて各地区の役員さんが話して

いては皆様から問題を解いてい

︑︑年も続いてこんな事になった

整の中では完全にできるという

か小規模にするかというのが問

ただくことにして︑それでは昭

題で︑中規模なんてのはありえ

たため余り出て来てくれる人が

自信はある︒この地区としては

とにかく現在いる間は全身投げ

和認年度はどの様な方向である

盤の重点が稲作なので︑稲作の ．地区の婦人学級にも相当出てく

ない︑これでは採算が合わない︒

いない︒八．年もみんなでなるべ

これらのことをやって行かなけ

うってやるんだという恨性をい

べきかという事になると︑︑番

れるようですし︑大会があるな

ればならない︒百町歩や百丘卜

をあげていただきたい︑豊作で

安定経営というか︑立派な収穫

ように呼びかけて行きたい︒

く一生懸命会に出席してくれる

大きな関心である日本の政治の

思う︒そして反当ヒ○万円︑百

かにしてつくるかという事が私

町歩の耕地は充分にできる︒

達に課せられた︑あといくばく

状態とか国の施策というものが

どというと︑そのチラシが間に

万円という目標でやるなら充分

合わない位多数出席してくれて

この地区の畑地の造成は︑又︑

す．それについては︑それぐ

あってもらいたいと思うわけで

h台となり︑村のへ・後のあり方

へ孟辺の経験もありましょうし博

館長 第↓に村の人達が皆ん

に採算が合うという作目もでて

もない私達にとってはそういう

畑地農業のあり方としてはやっ

くる訳ですし︑すでに他所では

なんですが︑私達婦人会の者も

役員の人はテンテコ舞のよう

は︑それに対応した動き・万をし

てゆけるのです ︒畑地経営のあ

それぐ仕妻黛︑特暑い

るよ2な年であって欲しいと希っ

及所の指導もありましょうし︑

な健康で明るく︑伸々とすごされ

そうすると小規模農業でいいと

うとやっているが年をとってき

ちたものの村がどういう風に農

189
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0
0

2
1
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0
基準外薬残置延品目数

ある︑

当の村のつくり方であると考え

9，662
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0
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調査対象薬延品目数
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一
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ら大変だと思う︒従って︑農業基

薄年会は都合により欠席︒

リン

きるかということが自分の指向

反当ヒ○万というのは捨ててい

なくてはい けない︒と いう 事 に

ナフアゾ
ワド

基準外成分等

アセトアニ
リド

ものをいかに後輩に残す事がで
り方というのは︑大規模にする

なると︑それらを兄極めながら

事項

※ホウ酸
アセトアニ

計
（含、耳鼻剤）

淵脇
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地域のヂどものために︑自分は

業のためのすすめ方をとるかと

配置薬分類別基準外薬残置状況集計表

いたんですが︑近ごろは又︑各

ます︒へ．迄やってきた事柄につ

注

て

た

司会

新
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もしようじゃあないか﹂といっ

たいと言ってもト人卜色で何百

えてみると各年代によってやは

か︑もう一つの面は︑戦後を考

な魅力になるのではないだろう

に﹁汝の国の青年を示せ︑その

だがドイツのビスマルクの言葉

かつてこういう言葉を聞いたの

い︑い

る村民ということを仕事を通し

らすというわけにもゆかない︑

人もの人がみんな仲良く毎日暮

ルールのない体育︑それを集会

ている︒それには災難がな♂︑︑■

外へ出ていった人でも︑たまに

た事にもつながると思う︒

あるんですが︑青年の姿そのも

国の盛衰をトす﹂こういうのが

特に高令者︑婦人会の方々の健
り子供は違っているのです︒

のが︑又︑村であり国でありそれ

てすすめてみたい︒第．に私は︑ の中などに組み入れるようにし

そうした事に関連していつも思
いわゆる自分の事だけしか考え

によってその村︑国を占うこと

豊 作であることにつ ながる︒

帰って来た時に俺達の村には︑

われるのですが﹁シコリ﹂が残
ないような子供を育ててはいけ

ができるといっている︒

私達の活動の拠点はセンターな

こういうものがあるからみんな
っているという事です︒

ないと思います︒先ず公的なも

たしかに私もまったくその通り

第︑一により美しい村であるよう

でそこへ行って一つやろうじゃ

選挙の話を出しては失礼ですが
のを第︑に考えて︑しかるのち

康増進に役立たせたいと思って

ないか︑遊ぼうじゃあないかと
婦人層の小さなグループ同志に
に自分はどうしなければならな

ので︑センターの周囲の美化を
いる︒

いう事につながって大きくいえ

っている人達なら気もあいそう

したところで︑選挙で同じく会

明るい村づくりというのは︑い

司会 新年への希望あるいは

何にもならない︑従ってそれが

公民館だけが稔ってみたって

ていくのか︑これは議会︑当局

できると思う︑誰かれが良い悪

うではないか︑そうすれば必ず

か︑だから根づくりを一つやろ

やっても方法はないのではない

はないかという気がするので︑

の一つになる可能性もあるので

を発散する事になれば非行防止

て若い人達がそこでエネルギ：

実現するという事︑それによっ

みんなで英知を集めて何とか

振興会長自分が歩いて来た

てもおぼつかないところです︒

だけでは明るい村づくりといっ

ても︑又︑勉強しても婦人会の力

どうしたらよいかといくら考え

ような事がある︑そうした所を

でなければ気が合わないという

ければいいじゃないかというよ

ともすると戦後は自分さえよ

いかといユ事が分るような子供︒

す︑それから先程婦人会長さん

ないという現状にあるわけです︒

今の主星あ指向がなかなかつかめ

今後もこの場を通じて若い人達

やって行きたいと考えていま

といろいろの面で語らいながら

て村民にいやな気持ちをもたせた

しかに近年あらぬ噂をまき散らし

であろうという事があったわけ

る人がつくるように受けとめて

誰がつくるのか︑それを提唱す

いるがそれでは果たしてそれを

決して今の青年が怠けていると

くりに なると考えている︒

こから出発するのが立派な村づ

ろうとすれば必ず良くなる︒そ

その人達が本当に中駐村をつく

へとへとになるまでやれという

もらって若い者はここへ来て︑

いは︑村民体育館等をつくって

えば総合グラウンドとか︑ある

わけにもいかないだろうが︑例

事だと思うし︑今年すぐという

な気がする︒それには︑大変な

合︑大きく考えれば中里村です

うが今一番身近かに考えている

人会のお母さん方もそうだと思

婦人会長私ばかりでなく婦

業後継者をいかにつくるかとい

楽にくらしていても︑やはり和 業を生かすという事であれば農

事は一けんの家で何不自由なく

う事が︑行政だけでなくて教育

いくべき姿を求める︑例えば農

それにはみんなが考えて︑村の

一つの問題点であると思います

どうしたらよいかというのが︑

って魅力ある郷七にするには

れて来ましたが︑若い者の希望

若い者が大切だという事が言わ

伝っているのが一番よいと思い

はともあれ健康で家の仕事を手

う声が強いので実行したい︒何

又︑宴会のない会にしたいとい

多くの人から参加してほしいし︑

の老人は旅行を好んでいるので

るとかというそんな名案はない

とかああすればこういう和にな

にすれば村民の人が仲良くなる

切なんだ︑これらについても今

和こそ明るい村づくりの為に大

ました︒

ではないかという事と村民が強

などという事はおおよそ不可能

いつも言っている事で

人の事のように考えている人が

いうのではない︑それぞれ色々

ばならないと思う︒先ず何より

関係の面からも考えられなけれ

はいけない事だ︑私は親父から

する芽を摘むような事があって

では決してより明るい村づくり

ですが︑私はそのような村民性

多いのではないか︑そういう事

の事がらが多いのでそっちヘエ

が︑それをほり下げて考えると

も経済的に成り立つかどうかと

村長

者とも語り合っているのだが︑

ろくな角度から見られると思
どういう力から生まれてでるか

道を考えてみた場合︑学校教育

いますが︑現在の中里村がより

てつくってほしい︑そこで若い

やはりこれについてその理解を

是非なるべく近い将来︑村とし

もっていただくその機会が一番

いの問題ではない︒

明るく︑住みよい村となるには
自分で進んでやる事が大切だ︒

具体的にどういう事をやってい
かという事だったんですが︑た

からこの村に和がかけていない

が若いみなさんは精力もあるし
うものを直すには︑学校教育が

りすぎたのではないか︑そうい

多いと思われていたのが︑婦人

先程村長さんが言われたように
大事だと思います︒

うな考え方が日本人には多くな

会であり︑青年会であったわけ
何をやってもうだつのあがる事

いなければ発展するものがない

企業にしろ団体にしろ若い者が

にやってゆきたいと思うが︑今

供︑孫に大事にしてもらい健康

が進展するには地域が進展しな

です︒次が成年層︑高令層であ
ができるわけですが︑その精力

と思います︑そこで考えなけれ

者に十二分に活躍してもらいた

ったらよいのかという点につい

った︒ところが今では蒜年層の

をもちろん若者に限った事では

ばならないのは︑若いものにと

では村づくりも︑国づくりも︑

ような事も必要ではないかと

す︑夫婦でも一年中には互いに

人間関係が一番難しいと思いま

いう事が若者にとって一番大き

今青年の話がでました

てお話しをすすめていただきた

人がバラバラになっているので

ような場所︑施設が欲しいよう

ないのだが︑どこかで消耗する

部落づくりもできるものではな

ネルギ；がいかないで活動で
思う︑そこへ若い人達が集まれ

おもしろくない事もあり親子で

議長

すが村づくりという事もあるし

いで良くなる事はないと思う︒

はないか︑これがセ体にならな

いと思います︒

あるいは︑何々づくりというよ

い︒自分の住む国であろうと︑

きないという事だと思うが︑そ
ば顔見知りにもなったり︑又︑

もそうですから︑村を明るくし

後社教活動を通じてやってゆき

と思う︒しかし︑やはり学校教

立場というか本来の姿を忘れな

のではなくその中で︑自分達の

といって何もしないで消極的に

無軌道に走る感がある︒そうか

んけども︑そういうような事で

できていたかどうかわかりませ

さっき選挙の話が出ましたが国

いと思います︒

好に持ってゆかなくてはならな

ある程度の事を心得るような格

持って行かなければ︑それは駄

にしていくんだという気ぐみを

一人一人が責任を持っていい村

じ事ですが自分達の村は自分達

青年達ばかりでなく私達も同

やはり一人くの気がまえが大

なのかなあと考えていますが︑

係で張り合いがもてなくてこう

出ないのでこれはやはり人数の関

ますが︑何かのある時でも余り

私も今青年会の男の子が一人い

い努力を発らつとした気分で惜

度とこない︒

二度とない︒今日という日は二

熱気が感じられない︒若い時は

でなければならない︒

て気持よく受けとめられるもの

られる︒言動は相手に割り切っ

具体的にこういうふう

育の中においても︑あるいは婦
い心がけを持つべきだと思うし︑

民の義務ですから選挙しますけ

目だと思う︑他人まかせでなく

切なのだから︑いくら少人数と

議長

たいと考えています︒

人会活動︑農業生産の中におい

そこまでくるまでの間に学校教
黙りこくっているという事も感

れども︑それだけの事を国民が

て我々の力が結集して村はこう

館長

くならなければならないと感じ

村であろうと立派なものにつく

うではなくて最終の問題は︑

あもしようじゃあないか︑こう

そこで色々な話も出たり︑

ます︒

っていこうとする為には︑みん

これを︑つくらないでがわだけ

やはり自分で挑む事だ︑だから

ても︑指導者はもちろん︑みん

育あるいは︑社会教育にすれば
心しないわけですが︑そこらの

するのであって︑それは︑ファ

村長から何といっても

ながその気でなくてはいけない︒

ながその気になってやらなけれ

本人の腹の中にたたきこまねば
調整というか心構えというか︑

という仕事にしても共同でやる
ますし︑しかし︑それが終れば

イアプレーでやれば良いと思い

しい事をしたくないというのが

あれ一つを見るとあんな馬鹿ら

の位の事はいいじゃあないか今

と思う︒うっかりして我々がこ

て︑精神的な問題が大きくある

責任と行 動を

という事が大切だと思うし︑校

てやって欲しいと思います︒

はいっても何かしら目標をもっ

ます︒

しみなくぶつけてゆくよう望み

それと︑婦人会や青年会が協力

なるんだという考えを持たなけ

又︑私は︵農業をやるのにY高

ってしまったのを残念に思って

いますので︑青年会も公民館あ

してやっていた運動会がなくな

たりと協力して目標をもち︑せ

校を出たって︑大学を出たって

ひきつけるものでなければなら

し︑その農業がそれらの人達を

てていったらよいと思います︒

めて村民運動会だけでももりた

婦人会長今青年会の人数は

ないという事だと思います︒

もかまわないと思います︒ただ

れば何事も駄目だと思います︒

百くを悔のな

ば駄目だと思うし︑さっきグラ
ならん事なのだが果してそれが

こに集って他の事を忘れて汗み

泥で運動するという事その赤ら
らな姿でうちとける場面がでて
くれるという気がします︒

長先 生の話で知 識 も 徳 も 体 育 も

原因だったらしい︑そうすると

館長打算的で物事をすっぱ

あの派だ︑この派だという事で

は世の中が違うんだからと考え

りと割り切れないように思う︒

場所があっても︑使わなければ

ど2なっているのでしょうか︑私

なく自分達の考えで投票したの

言うならば︑私達の感じからす

そうだという話がありましたが

年会員がいて︑人数の団結で活

つくってもしょうがないじああ

達若い頃は部落で七十人もの青

ないかという問題もでてくる︑

えてみなくってはならない︒も

だから後の事に根を持つとか葉

るんですが︑過保護を大人が考

いというのは私達の時は国定教

今 の若い人達 の私 達 が わ か ら な

う一つは青年について考えてみ

司会

て来ても何を出せるという事な

今の中里村においてそれをもっ

画を出せといって計画を立って

それではこんど村の生

無雪道路の拡充を！

行政に望む

ると︑若い者らしくない所がみ

あれがあればまとまるんだとい

なければならないのは︑自分の

動していたんですが︒

﹁ヤァi﹂という事

うような話は聞くけれども必ず

﹁ヤァー﹂

を持つという事でなくてもっと

で付き合われる様な格好にしな

育であって全国民がみんなそろ
った様 な企画の者しかできなか

目標を立てて努力できる人間で

てゆくかという事が大人に課せ

達が働かれる場所をどうつくっ

なければいけないし︑又︑青年

しもそうではないと思う︒

くんです︑ですから︑どちらが

自然にそういうものはできてい

やはり︑みんながやる気持なら

くちやあならんと思いますね︒

司会先程から青年層に期待

と思いますね︒

婦人会長 それが一番大切だ

ったわけです︒ところが今はそ

うではなくてそれぞれの考えに

いろんな事が学ばれるという事

よっていろんな教育がされる︒

られた大きな問題じゃあないで

中里村の中でよく言われる事

先行するものであるかさいわゆ

する︒交通も環境を疎外すると

するという話がでておりますが

に都市計画という事があるんで

しょうか︒

よQ

る︑施設︑場を先に得るか︑構え

いうふうにいろいろある訳です

ここで主星層に何を期待するか︑

が︑しかし︑環境を整備するとい

というわけにはいかないし︑そ

活環境といいますか明るい村づ

になりますから考えも全部揃う

くりに関しての村の行政的な立

それには生活防衛とまでいって

これは長い間の話なんで都

議長村民運動会がいつの間
を先に得るのか︑このへんの事

にか︑たえてここしばらくない

をしっかりと若い人達が見きわ

ものがある訳なんで︑へ．都市計

市計画を作る為にはそれなりの

いかお聞かせ願います︒

うのは︑音をなくしたから環境を

どうゆう事をやっていただきた

場から話を進めてみたいと思い

れはそれでいいんですが︑それ

のは村民︑その中心となる若い

境が整備できた︒そうではなく

整備した︑汚水をなくしたから環

が無軌道になるという事がたま

めてから動いていくという事で

ますが︑村長さん︒明るい村づ

期待以前の問題がある︑という

境の整備という事について行政

期待は当然しているが

くりといいますか村民の生活環

事は期待しながらもさっきから

すが︑私は決してしょうがない

いる環境整備の中には道路も整

村長

いう事であったという事なので

人達がやってもしょうがないと

ものを見失なわないでやるとい

もあるが︑その前に望みたいの

備されなくてはならない︒もち

振興会長 青年に望みたい事

う自覚を持ってやってもらわな

話がでているように︑何かがあ

の側でどのような考えをしてお

たまあるわけです︑自分という

ないといけないと思う︒

いとばらばらになってしまって

られるかお話願えますか︒

ろあるもので︑痔も環境を疎外

んです︒h下水道といってもそ
やはり村民の和合の場所である

事ではないと思います︒あれは

と考えますし︑ああゆうものが

一部を含む山崎くらいのものな

は︑今の大人が一体青年を過保

年々盛んになる事を希望します︒

れが可能と思われるのはL山の

護に育てなかったかというのを

のは物質だけの問題ではなくっ

言いたいのです︒過保護という

ろん汚水その他充分に処理をさ

ればそのようになるかというと

いうのがあったが︑後々日が経

れなくてはならない︒

そうでもない︑例えば運動会と

つと運動会もたえてしまった︒

環境というのはいろい

てしまいます︒私達もそれぞれ

ら︑概に良いとか悪いとかいう

の考えもありやっているのだか

村長

行動ができないという事になっ

｝

もちろんそれが全てではありま

青年層に期

ウンドの話も出しましたが︑そ

﹁あ

その運動をどうやって展開し

老連会長私は老人として子

うな事はいつも言葉では言って

くてはならないと思います︒

自分としても色々と職場の中の

だという事でこの中に入って︑

にも関連のあるものだと思う︒

ば村民の福祉というようなもの

にしたいと希っている︒それは

よ

やりたい︒又︑折角確保してある

り

どこでも笑顔で挨拶が交わされ

■／

広場を整備して︑広々とした︑

く

る村がらであり川をきれいにす

づ

一人一人のカの結集で

村

いという気がします︒

／／

せんが︑みんなあつまってやる

待
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なるほど

ならないのです︒結局農村は農

全村にわたるところの計画には

んです︒そうすると︑これらは

やっていくのが私の考えです︒

で︑国︑県の補助事業を用いて

も︑やはり村の財政も苦しいの

独のものと分かれているけれど

道の悪い奥のところほど無雪道

うな事も聞きますので︑冬季間

行きたくてもいけないというよ
にあるわけですが︑冒頭申しま

河川がたくさんあり︑水は豊富

山の原へ行ったら杉の木が多く
あるわけでございます︒かつて

もうごみの川というふうな中に

したようにその川は︑せっかく

村としての整備のあり方がある

識長

植えてあって︑たいへんうらや

につか．づていたわけだが︑魅それ

はせぎ等の水はほとんど飲料水

業もあるんですが︑これらを広

り道路をつくったりしていく事

ろいろあるんで︑街灯をつけた

してもらいたいと思いますけれ

国︑県とのつながりをもって整備

らのことは村長が中心となって

問題に含まれるのですが︑それ

そうで︑みんな環境整備という

ということはこれからの社会で

ないかと思うんです︒道路行政

のおお元は︑やはり道路じゃ

それからもう一つ︑村の発展

きたいという気がしました︒

むしろ緑をふやすよう進めてい

私も行政の中にいる訳ですが

入れてもらいたいと思います︒

というふうに行政の面でも力を

しても河川をきれいにしていく

をまき散らすような中で︑どう

らはもうどうにもならない公害

を集めているにもかかわらず︑

という事については︑今村長か

ましく思ったのです︒私は中里

村の人がお金を多くかけてごみ

路にしてもりいたいと思います︒

んです︒だから私が四十四年に

らも話があったようにいろんな

村から緑を失ってはいけない︒

・︑︑とり入れて︑もちろん山村振

ど︑やはり先程から話にあった

つされる村民というような︑い

村民誰かれとなく笑顔であいざ

じつはこの間︑L

言った農村整備という事業があ

道路の問題についてもそうだし

興も同じですが︑そうして中里

は文明ではなくて文化の問題に

振興会長

ったのですが︑こういうような

学校整備の問題も︑医療関係も

村というものが今のこういう状
ように環境という事になります

なるわけですが︑われわれの生

村内の環境をよくする

境を整備していくと︑それはい

ものを見せながら今より生活環

態からいくらかでも他の町村と
と︑村民の和合というものが環

とも合わせて物的な環境整備を

います︒ですから︑これらのこ

境をよくする最大の要因だと思

したが︑なんといってもこの地

いので申しませんけれど︑そう

路行政という事なので︑村から

活環境をあげるにはやはり︑道
うことに力を入れてもらいたい

それから先程から話にありま

ってゆきたいと思います︒

わゆる村民性というものをつく

なければならない︒それにはい

出るというように改善していか

していくぺきだと思います︒具

比べて損色のない環境が生まれ

ろいろの事業があるわけです︒

体的な事は︑私はその立場でな

いま山振の二期があります︒

ゃないかと思います︒

いう心むきで進んでいくべきじ

ち台所のゴミも集めていただく

婦人会長 昔に比べれば私た

俣という所は︑かけはなれた所

思います︒その一つの例は︑倉

しっかりやっていただきたいと

路は雪にうずもれているという

ンやこどもだけという中で︑道

いる︒家はとしよりとカアチャ

冬季間の無雪道路の拡充とい

また生活道路の整備は村道整備

と田心います︒

それをとり入れることが必要だ
域は豪雪地帯でございます︒

林道整備というそれらのもので
と思います︒親父は出稼に出て

ができないように︑また夏でも

へん喜んでいるのですが︑冬︑村

し︑道路もよくなったし︑たい

やっておいて冬期間の孤立集落

交通ができるようにして
のように感じるのですがあそこ

今︑私も一つの事業をかかえこ

るとは限らないので︑そういう

の奥ほどどんな火事や事故があ

ではないですが︑みんないつで

に橋をかけて︑村民運動会の話

りであり︑このことは村を暗く

事では︑ほんとうに心細いかぎ

やるのも急務と考えています︒

む準備をしているし︑それ以前

の仕事なんです︒そのようにし

が︑半年は雪の中にいるわけで

しかたないと言えばしかたない

なっているのですが︑奥だから

時場所のいいところは道はよく

るといいのではないかと思いま

村民が一堂に会することができ

も集まることができ︑いつでも

いと思います︒

よりいっそう努力してもらいた

のを開設していただきまして︑

せてもらいました︒今円の意見

としてたいへんよい意見を聞か

思っています︒公民館長の立場

紫鑛と坤韓謡﹁

る︑この点が大事ではないかと思

いますが︑その中にスポーツを

老人会の人達もたいへん喜んで

を大事にして星兀からしっかり

無雪道路の拡充ということに

て今日より明日へ進歩していく

そういった時に雪のために自動

することになると思います︒

政策を進めていきたいと思って

車もきかないで医者のところへ

の問題としてやっているのが今

います︒この事業については︑

すの

国︑県の補助によ喝ものと村単

います︒それから二番目は青年

とり入れて︑これもたいへん喜

司会 どうもみなさん今日は

やっていきたいと思います︒

現在の中里村の人

員では満足にできないと思うん

なり地域の有能者を公民館がい

ばれています︒そういうふうに

振興会長

です︒できれば︑やっぱり教育

かに動かしていくかという事が

公民館でいろいろな行事をして

う方向づけを中里村の住民と公

いうものはこれで行くんだとい

あるのではないだろうかbやは

に受けとめていないという事が

っているけれど村民はそれまで

．皆さんは日夜骨身をおしまずや

いう気がするんです︒公民館の

ていくような方向で進めていか

考え方というのはだんだん改め

だ︒お金もただだというような

何でも公民館がやってくれるん

活動にたずさわって見ると一つ

それから公民館運動や社会教育

老遮会長

と田心います︒

かしていくかという事が大切だ

ある大きな目標と組織をどう動

す︒公民館活動というものは︑

生などの協力も大切だと思いま

嚢をとり入れてもらいたいと

れからもより盛大にこういった

いただいて喜ばれています︒こ

りがとうございますた︒以ヒで

おいそがしいところたいへんあ

中里村公民館活動だ
教育課がバチンといるというよ

委員会の中に社会教育課と学校

えています︒もちろん学校の先

大事じゃないかとこんな風に考

う︒中里村には中里村固有のも

りある程度計画をつくってやる

うな体制が必要だと思うんです

司会それでは時間も経過し

のがあると田学つ︒

館活動︑社会教育活動に対する・ 民館が行なうことが大切だと思

ましたので最後に中里村の公民

謙長 公民館活動というと︑

ないと公民館活動が動けなくな

お聞かせ下さい︒

年四月から高A暑学級というも

公民館長

社会教育即公民館活動というふ
うな形になっているとこのように

祈るのが村内一般にある︒

守様︑観音様に奉納して平ゆを

いますb婦人の研究会も一年を

支で﹁巳﹂という︒そして﹁巳

A．年は﹁巳年である︒﹂蛇は干

いうのがある︒倉俣重地の観音

七倉の家のhに﹁へっぴ山﹂と

島の大沢のヒ流に﹁へっぴ沢﹂

凶作﹂︑更に火と結んで﹁ジロ

様﹂とか︑

﹂

というのがあるが︑この縁起は

様の庭に石宮で通称﹁へっぴ塚﹂

でヘッピを焼くと鍋が割れる﹂

﹁俗信﹂で﹁巳年の

か﹁蛇のキン︵脱皮︶を財布の
中に入れておくと金がたまる︒﹂

って水のでているところがある

昔︑寺尾というところに穴があ

蛇を極度におそれた︒

なる﹂などといい︑入問社会は

﹁ヘッピを火にあぶると大蛇に

訳です︒そのヒ現在公民館で婦
人︑バレー大会などをやっている

夢を見ると銭をひろう﹂﹁

ようにたやさないで︑これから

バレi大会などは村民運動会の

ん達が出席できるよう︑せめて

待ち﹂といって十二月の﹁巳﹂

とから﹁蛇﹂は金に結んで﹁巳

が入る﹂などという︒こんなこ

へっぴの夢を見るとその日は金

ろいろ災難へたたり︶が起った

きな蛇がとび出し︑以後村にい

燃やし一服していたところ︑大

が︑ある家の作男がそこで火を

一月末には実波の襲来が予想さ

すい天候がつづいていますが︑

のですが︑私達より若いお嫁さ

も真剣に若い嫁さん達に機会を

の日に恵比寿様や銭箱のヒにご

に建てたものである︒

の蛇のたたりだといわれ︑供養

すありがとうございました︒

防ぎましょ・つ

おくとたたる﹂ ﹁へっぴの夢を

又︑ ﹁へっぴを半殺しにして

わけで︑思っただけでうんざり

根の雪掘りに追われる事になる

れています︒そうすると又︑屋

りの電気会社に連絡するように

置しようとしないで︑必ず最寄

線の事故が起きたら︑自分で処

故が起きやすいものですが︑電

していて電線を切ったりする事

意して下さい︒又︑雪おろしを

王田﹂という一等田地域がある

あれば私ども役員も公民館から を祈る︒又各地で︑清田山に﹁龍

見ると長あんめえ︵長病︶にか

今のところ雪の少い︑過しゃ

雪ほりの事故を
与えてほしいと思います︒下か

はんを桝に盛りヒラなどのご馳

指示があったという事で村の若

この外七ツ釜︒通称として田︑沢

みてもらったところ︑それはそ
らの盛りヒがりという事も大切

走をしてあげ金のさずかること

座談会を終わらせていただきま

村長社会教育というものは
言葉は悪いかも知れないがやれ

婦人会長 ただいまのところ

べきではないでしょうかっ

希望というものがありましたら

年々変ってゆき︑その方向も変
ば際限なし︑やらなければそこ

公民館と婦人会は結びついては

﹁諺﹂にも﹁蛇ににらまれた蛙

うんです︒どことどこに絞るん

通じてそれも何同もあり︑そう

は金神様だと信じられ﹁巳年生

巳年にからんで

中里村の現況は︑

っていくので一概に言えないが

そこにお茶をにごせるというか

ことは︑ほんとうにうれしく思

なれないんだという気持がある

田心います︒

公民館活動というものは︑これ
っこうでは ないかと思うわけで

とうに苦 労 し て い る に も か か わ

だというものがなければむづか

いうものは公民館を通さないで

﹁へっぴが鎌首をもちあげた

ではないかと思います︒という

県からの直接の連絡で出席する

のよう﹂とか﹁へっぴの生殺し

のは︑教育の効果というものは
しいと思うんです︒だから︑こ

ぶっ たところが 腫れるとい っ た
ものではないからだと思う︒

しかし︑公民館が住民の中に
入っていくとき︑いささかでも
住民に抵抗しようとするという
か気にさ わ る よ う な こ と が あ る

と大きなはねかえりが来て公民
館活動は挫折してしまう︒そこ
をどう克服していくかが大へん
だと田心・つ︒

だけれども公民館からの指示が

い人達に呼びかけますので︑公

かる﹂ともいい﹁まじない﹂に

会教育︑公民館活動への力の入

なことをやっていて︑国︑県の社

村に派遣してまでもというよう

壼︑︑年なり四年計画で立ててや

本村の信濃川べりに﹁蛇釜﹂が

その他の地区は 一︑ご︑冗へ︒

貝野地区は十日町局︵七︶三δ七

して下さい︒電話は︑

民館の方でいいど思つことがあっ

故も案外多いものです︒充分注

そして︑雪掘りにともなう事

しそうになります︒

れ方はほんとうに大きいわけだ

たら呼びかけてもらいたいと思

へっぴにたたられたといって︑

らないと骨ばかり折っても効果

たや沢︶や︑小出の芝倉沢︑程

﹁十二頭﹂の蛇の絵を書き︑鎮
います︒

がhがらないという格好になっ

ずもって中里．村の公民館活動と

てしまうのではないだろうかと

が︒しかしそれも結構だが︑ま

現在県では社会教育主事を町

「蛇の

あり︑如来寺七川の奥支流へい

ういう事をやるんだということ

れは↓生金に不自由しない﹂と

らず何も出てこないというもの

老人会としては去

を司どるところの人たちがほん
す︒それだけにむづかしいと思

ということを

快適な
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