ました︒昭和二十五年配給制度廃

い処迄追込まれたことでした︒

送に困却し︑経営面でも誠に苦し

になって年末年始のお酒の販売配

めた雪が史上最高と言われる大雪

は昭和十年の十一月頃から降り初

事情もありましたが︑第一の理由

てこちらに参りました︒いろいろ

ノ川酒造場の沼田売場の主任とし

一年︑兄の経営して居りました井

私は︑今から四十年前の昭和十

正田社長の御引立に依り群馬醤油

事かく仕末でした︒その時館林の

れて一時職が無く毎日の生活にも

戦後︑商売は配給制度に切替えら

が発展当時の苦しみであった︒

ても保証人が見つからない︒これ

行でお金を賃してくれる事になっ

難さがわかるような気がした︒銀

を借りるにもその通りで信用の有

前払いで保証無しという有様︑家

か月末払いでは認めてくれない︒

らその自転車を賃借する際なかな

でも知事が新潟県人でその他各地

が見られました︒いまでは群馬県

群馬県の各地に新潟県人会の発 足

人が沢山居りますので終戦直後は

分の一は新潟県関係と言われて居

養蚕や織物の関係等から人口の三

群馬県は新潟県と接している関係

御問屋利根食品株式会社を設立い

切って酒類昧噌醤油を主体と する

められる事になりましたので思い

よ

私は決して商人の仕込みがあった

公団に就職いたし︑事務員として
業 を持つ人が沢山居りますのでほ

た

訳ではありません︒然し一家の興

群馬の醤油配給業をするため沼田

止となり︑いよいよ自由営業が認

廃にかかわるとなれば何がなんで

から前橋まで毎日通勤した︒当時

群馬での新潟県人の発展振りは

んとうに力強く楽しい集いです︒

井ノ川浩次︵淑昧蒋拙曲︶

も頑張らなくてはならない︒そこ

六人の子供がおりましたので一人

6月31日現在

◇口おごり
◇小糖三合あったら養子にいくな

◇親切を仇で

◇一二寒四温
かえす返
◇だんだんよ

りますが︑私のような経験をもつ

に於て有力な公職にある人︑大企

高く評価されて居り︑おかげ様で

歌の文句じゃないけれど越後出る

時は涙で出たが︑今じゃ越後の風
もいやという程群馬にしたしんで
しまいました︒

拶といたします︒

干溝

市之越

芋川

最後に中里村の発展を願って御挨

人生往来
声

南雲 新二

◎産

◇時世と時節

清 信

◇軟化馬の様
◇二束三文

︑︑讐蜘

警

富井裕子 利明
江口有子 一衛

くなる法華の太鼓

たしまして現在に至りました︒

続けた︒親戚も学友も友人もいな
は越後の兄に預け︑一人は家内の

で知らぬ他国を東へ西へと努力を

い︒只雪が無いから自転車でかけ

廻るには好適であった︒然しなが

1，672（一2）

議醤．一

◇着たきり雀

藁羅樽無縁棄禍
◇油紙に火がついた様

◇出雲の帳面外れ

◇噂も方便

世帯数

劾グ
一
5円1
1部
定価

＝
一一

三≡

小柳 定夫採集

村のことわざ

3，673（＋49）

三
＝＝＝二 一

中島

充

滝沢かおる

上原 将

◎高砂
︷新郎山本
新婦樋口

信宏︵二八︶ 桂

上原國由

大島 マサ

井之川福一

廣田義雄

富井

◎昇

惣松

天

只二︶

へ茜︶

︵四︒︶

︵七一︶

へ七一︶

上

倉 俣

本屋敷

小

市之越

山

原

和代︵二三︶通り山

盛夏の中里村成人式
二︑社会的責任の果たせる人に！

一︑健康であれ！

里村成人式が︑今年も七月十七日

三︑頭も良く︑たくましい人に！
四︑情操豊かな人に！

﹁情操豊かな人﹂であって︑真に

︵NHKアンケートより︶
人が揃い︑豪華とは言えないが︑

相手の苦労を理解し︑優しい思い
式典は進みました︒

村長・村議会議長の祝辞を受け
て︑新成人代表︑桑原雅一君が﹁

そして特に成人に必要なことは
①精神的︑②社会的︑③生活的︑

他の人との円満なつきあいがで

である︒

待される人間になるよう努力しま

き︑自己管理ができる人になって

自立

す︒﹂と力強い誓いの言葉を述べ

﹁これからの社会が望む人﹂

ほしい︒

医師︑簡易裁判所調停委員︶の記

行動力のある人︑幅広い知識を

の優れた

念講演﹁二十才になって学ぶこと﹂

調整力

ューターやオ：トメーション化は

人であると言われている︒コンピ

望まれるのは

有する人⁝⁝とあるが︑一番強く
した︒

﹁活動する﹂

進むし︑そしてまた社会構成はま
﹁働く﹂

﹁生きる﹂

すます複雑になり︑そこで必要と

講演の後は祝賀会で︑お互いに

されるのが調整力である︒

切にしてほしい︒学生時代で勉強

た︒

日に向かって連れ立って行きまし

祝福しあい︑同級生等の仲間で明

についてどう願っているか

次に世の 親 はわが子の将来

という気持ちが必要である︒

は終わりではなくて︑生涯﹁学ぶ﹂

のなかで﹁学ぶ﹂という行動を大

﹁学ぶ﹂というふうになるが︑そ

私たちの生活行動を大別すると︑

桑原先生の話

が行われ︑次のような話がありま

ました︒つづいて桑原貞子先生︵

誇りと自覚をもって︑皆さんに期

やりのある人になってほしい︒

新鮮で活気に満ちた雰囲気の中で

たサマースタイルの新成人五十七

花で飾った式場にはスカッとし

総合センターで実施されました︒

例年七月に実施されています中

成人おめでとう

荒重本
屋
屋地敷

◇絵にかいた

ぼた餅の様
◇おっぴっ子
︵背中の子︶ に教えられる

◇おっこうま ︵牡馬︶に仔を生ま
せる様

女

◇娃の子は 蛙

3，622（一45）
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に売却されてしまうということが
則に基づき同資質程度の牛の返納

牛の返納は不可能であり︑貸付規

時に飼育農家の立場も理解し︑当

当日の分科会の討議内容に触れ

起きたのであります︒このことは︑

事者とも三回話し合ったのですが︑

るスペースがないが︑いずれ研究

またま村有貸付牛が借受農家の不

集録を刊行することになっている
を再三求めてまいりました︒

村有牛の確認点検に回った際︑た

会員意欲が盛んなことの例は︑

勝手な報道等により畜産農家の意

せ会を持つなどして参加の態様を

中里村P連の取り組みの姿勢の中
のでそちらにゆずりたい︒

まま︑審査会の努力の限界を確認

なにしろ屠殺されてしまっては元

にも端的に現われていた︒村内の

充実した気持ちをもち得た雌とい

し︑答申の決定をみるに止むなき

用意な気持ちから︑村に無断で他

単Pごとに運営関係の係分担を決

う感想が︑当日の雰囲気をよく現

て︑この件について是非村民に正

に至ったのであります︒

自ら求めていた︒

第四回郡市PTA研究集会は﹁

めたのであるが︑事務局が追われ

わしていると思う︒

しく知らせて欲しい︑という強い

徹

PTA活動を活発にするにはどう

るほど積極的であった︒また分科

恵まれた未利用資源を活用しな

要望があったのでその概要をお知

佐藤

第四回郡市PTA研究集会報告
中里村P連事務局

したらよいか﹂を研究主題にして

会に参加する会員は事前打ち合わ

がら現在の耕種農業を柱とし︑肉

あげたのである︒

七月十五日︑田沢小中学校を会場

中里村は総面積一万二千八百二

用牛飼育を入れた農家所得の向上
らせします︒

PTA活動が始まってから久し

に中里村PTA連絡協議会の主管

十ヘクタール︑うち耕地面積は約

と豊かな村づくりを目ざす︑いう

に古くかつ新しい︒

いが︑活動をとりまく問題はつね

で︑約四百名が参加して行なわ
十パーセントの一千三百八十六ヘ

なれば将来的希望に燃えた村ぐる

査会の態度を理解しでもらえない

過し︑穏便な解決を基本とした審

を控えて問題解決は不調のまま経

去る四月十四日の村︑及び両農

業が正しく維続

︑ この貸付事
く

私たち審査委員会では前記の如

決ができることを依然として願っ

ります︒審査会も問題の円満な解

に︑円満で正常な回復に努めてお

その後︑村は厳正な態度ととも

ー

協の主催による畜産者会議におい

たのであります︒

しかし不幸にして︑会計決算期

れた︒この度の研究集会から︑県

クタ：ルであり︑清津川の段丘を

欲にブレーキをかける結果となっ

の手を離れて郡市P連独自の計画

中心に展開している典型的な河岸

助言者の﹁活発な討論によりて︑

で行なわれることになったのであ

︑

る︒

であって︑従来の稲

一部のあたかも事実が如き誤った

段丘を有する農山村

みたのですが︑すでに屠殺されて

早速売却された牛の流れを追って

研究主題にそって︑活動計画︑

作中心︑畑作補完に

みの事業である訳です︒この事業

新聞報道等に惑わされることなく︑

教養活動︑広報活動︑校外活動の

四分科会を構成し︑さらに会員規
は限界があり︑農業

が円滑に運営されるために︑村は

ているものであり︑当事者の反省

模別の分散会に分け︑切実な問題
に依存する度合いは低下する一方

貸付審査委員会︵七名︶及び牛の
いることが確認されたのでありま

運営するために

の具体的な解決方策を究明しょう
であります︒地域の農家経営の向

す︒

意欲は大変に旺盛であって︑資料

また︑郡市各単位PTAの参加

いて非常に活発な討論を行なった︒

互いが感じている切実な問題につ

と事情が似ているところから︑お

牛の貸付を分担して︑四十九年に

付事業を︑村はその元となる繁殖

つとして︑農協は肉用肥育牛の貸

り組んで来ました︒その中のひと

倉俣両農協も真剣にこの問題に取

こうしたことから村も︑中里︑

解決してきましたが︑昨年十月︑

なる審査により一件の異議もなく

によって︑多種多様な問題を公平

これまでに借受け者からの報告

てまいりました︒

心して牛を育てられることを願っ

員会等を設置して︑飼育農家が安

ある貸付規則の正しい運用と︑同

ればならない︑村民との約束事で

の会議を聞きました︒守られなけ

決で正常な姿に戻すべく前後六回

わけです︒しかしながら穏便な解

ですからことはややこしくなった

かも屠殺されてしまったというの

て止みません︒

温かい理解と御協力を心から願っ

興を育てるために︑この事業への

和やかな村づくりの方向で畜産振

正しい判断によって︑一歩でも心

です︒住民はすべてを正しく知り︑

村は村民を訴えてはいないはづ

育に力を注いでいただきたい︒

飼育農家は自信と安心を持って飼

ります︒﹁村は村民を訴える﹂とか︑

と試みたのである︒とくに本研究

上を図り︑生活の安定のための対

の価値を高めて行くために評価委

資質を守り向上させ︑産地として

と善意を強く期待しているのであ

集会の特徴は︑会員の規模別分散

が叫ばれて来ました︒

策の重要な一環として︑畜産振興

も事態を重視し︑

会を構成したところにあって︑参

提供なども積極的に行なわれ︑そ
三十八頭の和牛を導入しました︒

が県大会への出場権を獲得した︒

服部勝志君︑三段跳で高野和巳君

た選手六人が参加し︑三種競技で

曜日︑体育館では練習が行われた︒

だったのだ︒入部して毎夜︑毎日

てもやりぬくという精神力が必要

の私には何かに向う姿と︑苦しく

そうにないことでも努力なしにあ

常に目的が必要であり︑少々でき

かまだ分らない︒けれど人生には

れるか否か︑自分に合った道なの

標はもっているが︑それが果たさ

いこうかと考える︒今︑新たな目

会

なお他の種目では︑田沢中の剣

うまくできずに涙まで落として

大

七月十七日︑小出町を中心に県青年大会・中越大会が開催さ

道部︵男子・女子︶と籠球部︵女

きらめないことである︒苦しけれ

青年
れ︑中里村からは︑郡予選大会を勝ち抜いた野球と籠球の二種

いっぱいだったこともあった︒自

ば苦しいなりにその人自身に潜ん

しまったことや︑悔しい気持ちで

分でもどうしてこんなにもやるの

でいる力が出せる︒若いうちに自

子︶︑それに倉俣中の排球部︵女

か考える余裕もなかったし︑分か

分というものを鍛え︑うんと経験

子︶の中越大会への出場が決定し

二十年間生きて︑実際真剣に自

らなかったけれど︑へたくそでも

を積んで自分の考えを主張できる

目に参加し︑籠球は惜しくも敗退したが︑野球は順当に勝ち進

分自身や社会のことに目を向けは

とことんやってみよう︑途中で止

ている︒

じめたのは六〜七年位前になるの

ローゼというものも自分を主張で

人間になりたいと思う︒受験ノイ

︵ば成ると思った︒

⁝Ω◇︿不幸だと思ったがそう考えた

﹀ σバ

﹀

ければならない︒それと時にはゆ

自分たちの役割についても考えな

れからはもっと社会に目を向け︑

って人生をおくりたい︒そしてこ

から脱して︑自分なりの目的をも

てきている︒私も学歴とか世間体

近少しづつ個性の尊重が重視され

きないことからのものだろう︒最

きない弱さと︑世間の目に対応で

めることは自分に負けることなん

そして四年目にはついに県

だろうか︒今の私は以前には全く

σ︵

だと言いきかせていたようである︒

だった︒友達と話していても︑

針に支配されているような感じ﹀◇◇σ◇バくいかないこと続きで自分は

目とただ時間に追われ︑時計の﹀ ◇σ◇バとなっている︒時には︑うま

こでは高校を卒業までの四年間﹀ σ◇バ 今の二十才までの自分には
V
︿
の生活があった︒一年目︑二年﹀
バ四年間の生活が大きなプラス

初のきっかけかもしれない︒そ﹀

社に就職が決まった︒これが最V◇◇◇︿大会優勝︑嬉しかった︒成せ

いる︒中学卒で神奈川のある会＼ ＜

考えてなかった道に進もうとして

み︑県大会への出場権を獲得した︒
︑﹁ 一﹄
一
勝った野球部は一
八一
月二﹈尋

レ一日岩船郡で開かれる県大会に
出場する︒

法務局職員

迅凪只

相談担当者
人権擁護委員

籠球は大会日程の変更

無 料

轍纏誘弊難擁轍
中学生体育大会

3、料金

野球はエース大島が絶

へお出掛け下さい。

中学生の体育大会では︑先に陸

中里村老人福祉

雪辱に期待する︒

身のまわりの問題で困って
いる方、相談内容は秘密を守
り、絶対他人に洩れることは
ありませんから気軽に相談所

ような毎日が繰り返されていた︒4＞＞◇＼の身についていくんだと思う

とのできる余裕を持っていこうと

や︑自分のまわりを改めて見るこ

っくりと自分を見つめてみること

ことにしている︒働きながらゆえ．

そして三年目︑そんな自分が見

私なりに精一杯やってきたつもり

今はその人達に感謝したい︒私は

思う︒

に時間を有効かつ大切に使うこと

たのは先輩達のボールに食い付く

だし︑悔いもないと言いきれる︒

費所間

中里書道会

夜︑七時〜九時
中里村総合センター
七百円

第二︑第四水曜日

会員募集

きっと後になって後悔する事にな

姿だった︒私にはバレーボールの

しかしこれから私はどう生きて

会場時

もできた︒多くの友と先輩と恩師︑

経験はなかった︒しかし︑あの頃

ると思った︒

何かやらなければ︑このままでは

会社にいても︑学校にいても︑ ﹀ σ◇バら本当にそう思いこんでしま

午前10時から午後3時まで

◎籠球中里村54−64小千谷市

妙なビッチングで相手を

かれます。

＜

上競技の中越大会が開催され︑田

センター
2、場所

◎野球中里村5一一2三島郡

灘繋雛麟
新潟地方法務局長岡支局・
人権擁護委員協議会主催によ
る人権相談所が下記により開

◇．

何もかもものたりなくて︑同じ﹀ ⁝Ω鱗う︒だからあれもこれも皆私
﹀ ◎バ

人権相談の
おしらせ

rl蜘

県大会へ出場

のことがまた分散会の討議をもり

村の財産が無断で売却され︑し

加された会員各位は自分のPTA

、

沢中学校から郡市予選を勝ち抜い

記

里村4−1十日町蹄
中

（1、（

1、

緊
緊
繍

1なバッティングで圧勝した︒

8月26日（金）
1、日時
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