博自

▽発朋の日︵十八日︶

▽科学技術週間︵十八臼〜
二＋四日︶

議長留任
武志

井川㌧一
一︑建設委員会委員︵七名︶

副委員長

委員長

委員

庭野栄作
尾身美教
一．経済委員会委員︵七名︶

﹁わたしたちを

かわいがって
くださーい﹂
﹁ピーチク

ピーチク﹂

〃

へ＼⑦

う

／

ヨ

一
聯

り

．
一

亀
亀

馳一

中条出張所主事

高橋博三

星野キクエ

杉本美智子

職︺

福祉事務所主事

豊

高橋左一
近藤

池田土郎
中町

由雄

山田熊治

きき

︵以上四月一日付︶

体水道の給水区域を対象にし

ておりませんが供給区域は大

きましてはまだ具体的に決っ

ります︒この事業の内容につ

市を視察する予定になってお

委員が先進地の柏崎市と見附

十七︑八日にはガス事藁調査

実施のため努力研究中で来る

る

税務課固定資産税係長を命す

税務課主事

命する

兼ねて市長室広報統計係長を

市構塞主事

福祉．串務所事務係長を命ずる

市長室主事

市民課相談係長を命する

福祉礁務所主事

税務課市民税係長を命する

市民課主串

︹配置転換︺

︵以上三月三十一日付︶

財政課技師

︹退

市役所辞令

ます︒

利用出来ませんから申し添え

一確実に実施しない場合は御

されたくお願り致します．万

四︑以上三点は確実にお守り下

お願い致します︒

りますので質受けされるよう

は自動的に流質することにな

入質後四ヵ月を経過した場合

則的には認められませんので

ておりましたがこの制度は原

を入金して質礼を曾き替えし

三︑利上更新について利ヂのみ

下さい．

付してから品物を受け取って

の上︑その手続きを取り再交

損した場合は印かんを持参

て下さい︒質札を紛失し女は

て引換に品物を受け販っ

二︑質受けの際は必す質札を持

康保険証等︶︒

証明とは配給通帳父は国民健

係員に提示して下さい︵身分

一︑入質の際は必ず身分証明を

御協力お願い致します︒

＼一／

ます．いづ馨︑農業研究や時
事問題研究などの一般教養︑生

花家事研究等の課目や︑その地
域に即応したいろいろの学習を

区公民舘または開設場所に申出

中ですから︑ご希望の方は各地

いま︑各学習とも学級牛募集

実施する見込みです︒

∠

愛禰卸鷺

柳

宗平

委員長

滝沢忠太郎

石坂正隆

山田正邦

庭野忠正

委員

小海隆三郎

村山政一郎

高田啓助

副委員長

委員長

樋口政太郎

後藤唯七

阿部ケイ

◎臨時出納立会議員

委員

阿部ケイ
斎木正義

みんなうけよう

保坂真平

庭野出・郎

副委員長

一︑文教厚生委員会委員︵八名︶

委員 決まる

桑原

後藤

大島

庭野 出・郎

小海隆三郎

石坂正隆
宗平

片 賢吉 庭野 栄作

◎消防委員会委員

高田啓助

柳

竹内

真

◎水道委員会委員

◎監査委員

一回臨時市議会ー

十日町而議会臨時会は

去る四日開かれ監査委員選任︑

会委員選定などを決めたほか常

水道委員会委員委嘱︑消防委員

員長を決めました︒

任委員会の委員及びその正副委

なお正副議長は留任と決りま
した︒

村山政一郎

斎木正義 井川 修一

畜犬登録狂犬病予防
渡︑下条︑康下組︑川治︑八箇

として中条︑大井田︑新座︑飛

て詳細をお問い合せ下さい︒

︵公民舘︶

参し

大島憲治

一︑総務財政委員会委員︵八名︶

和三†六年度畜天登銀と狂

高山︑山本︑六箇︑吉田︑名ケ

犬病予防注射がつぎのとおり行

われますからもれなく受けられ

成人式のお知らせ

帖を

﹁答﹂牛活改善と産業の合理

︵本町市民︶

かお聞かせ下さい︒

ですが︑どの程度進んでいる

ということ

を実施する

はガス事業

戸︑問﹂市で

り実施させていただきますから

新年度︵四月一日︶より次の通

入質及び質受利上げについて

新年度か・り

入質に配給通

す︒

さいますよう︑お願いいたしま

一般市民の方六からも御参会下

◎なお成人者の祝福と激励に︑

などを授与︒

市議会議長賞︑教育委員会賞

④表彰入選者には︑市長賞︑

ーことしは五月七日
◎■時旺五月七u︵日曜︶午前

十日町小学校下の運動

十時より午後一時まで

◎会場

し
〃

◎常任委員会委員

委員

13角・14

山︑真田︑鐙島の各学級があり

5．

るようお願いします︒

10

尚手数料は今までどおりで登

録料三〇〇円︑注射料一一〇

4．26

副委員長

大島憲治

近藤雄四郎

田

大島昭三

近藤雄四郎

出蜥前巨
吉

1真田小学劇

樋口政太郎
円︑注射済交付手数料三〇円︑
合計四四〇円︵但し集合︑沖射の
場A口︶

主目年学級

開設案内
動労青少年の学習の場として

青年学級を開設いたしますので

昨年に引続き︑十日町青年学

お知らせいたします︒

おこない発足しました︒

級では︑去る四月十日開講式を

学習内容はペン習字︑毛筆︑

生花︑履藁研究︑栄養料理︑郷
土史研究︑牛活研究︑ダ︑学鑑賞

珠算簿記の各コースで︑年間を
通じて実施開設致します︒

そのほか︑近く開設見込学級

11＾プi2

｝12

多い春先の火災
のが沢山あるなあ拳︒

不備な煙突に注意
近年にない大雪もようやく春

簾認饗懇

の訪れと共に消え︑いよいよ火

災の起き易い時期となりまし

なお葎纏溺

罪綿りご雇りであ

纈嫌購

た︒市民の皆さまのご協力によ
りまして昨年の火災は全焼わす

か二件でありました︒本年こそ
は無火災でありたいと思ってお

い火災の原因を検討して見たい

りますが参考までに春先きに多

と思います︒

注講霧隙嚢講

ます第一は気象状況でありま

普通の用．事は 二四五〇番

万一火災のときは二九番

嚇藥難壕

いることと風のあることであり

す︒四︑五日は空気が乾燥して

ます︒第二は︑家の周囲に冬の

雪囲いがあって火がつき易いも

と忙しくなる時節です︒

から十六年四月一日に生まれ

◎該当者K昭和十五年四月二日

場

賊田

5．10
9

n．30

名ケ山小学校隔

4．24
箇

〃

10．30＾

〃

1〃

第二回

︾ξξ
四目に入って長辮解舞れか擦羅一

あるいは通矧洩れもあるかも

市内に任存するもの︵該当者

36年8月7日から12日まで。

ことしは近．年にない大雪のため雪消えも遅く︑農村部ではまだかなりの残雪があり︑雪

36年4月24日から5月20まで。

には︑個々に通知しますが︑

を割っての農作業が進められております︒

知れません︒この間に生まれ
た方は︑遠慮なくおいでくだ
さい︶

表彰︑記念講演︑レクリエー

◎日程H式興︑生活記録入選者

ション等

生活記録の募集
0内容成八の生活およぴ感想

作π︑日記︑詩など︒

などをつづったもの︒論交︑

②宰数 四百字語︑県稿用紙五枚

四月二†九臼︵当日消

くらい︒

③〆切

︵市長塞︶

一児童憲章から一

▽逓信記念日︵二十日︶

◎検定施行期間

六

念

▽原子力デー︵二十二日︶

◎検定願書受付

｝10

高等学校卒業程度。

▽郵便週憎︑伽手趣麻週間

行われます。

き

て行いたい考えです︒

児童は良い環境のなかで育てられる。

印有効︶までに十日町市公民

児童は社会の1員として重んぜられる。

︵二十日〜二十六日︶

つた者のために大学入学試験を受験できる文

診療所前巨
調査．委員会を設け︑ガス事業

町小学校下の運動場）

月一一日︶

部省施行の大学入学資格検定がつぎのとおり

9【り11
化をめざしてさきにガス事業

児童は人として尊ばれる。

舘あて︑住所︑職業︑氏名︑

童話、紙芝居、童謡など。
容
◇内

▽草の週闇︵二十六日〜五

業又は卒業に要する全科目の履修ができなか

9

を次のとおり開きますのでぼつちや

▽サンフランシスコ講和 条

勤労学徒の勤労学徒について諸
検定試験 事業のための高校卒

4．20

子ども

約発効記念日︵二十八日︶

ております。

治

子供まつり＋日町地区の

▽天皇誕仲日︵二十九日︶

望者には1冊送料共390円各土木出張所で受付

条

尚詳細は県教育庁総務課大検係

▽春の社会融育週概︵二十

ます。なお宅地建物取引員試験の参考書の希

厳所前

◎受験科目

▽国土緑化運動強調週間

受付は県建築課及び各土木出張所で行ってい

評
（雨天のときは＋日
愛宕幽公園
◇ところ

11∩プ12

旧国民学校初等科を修了したもの◎

生年月日を明記すること︒

卒業できなかつた者高校定時制在学者又

九〜五月五日︶

ております。

川

300円
◎受験料

午前10時
5月5目
き
◇と

5．H

は高校が行う通信教育を受けているもの

︵三月から継続五月まで︶

申込の受付期間は4月11日戸｝28日までとなっ

1

昭

唯昭
七三

桑樋片塩竹
原口 川内
惣
武一賢好
志郎吉司真

索副

われます。

〃

んおじょうちやんみんなでおいでください。

〃

も

13

長

譲藩署藩奎

岡 田
張 所
〃
大井田小前
新水診療所前 〃

｝14

〃25
〃25
条

委丁員

正
建物取引員試験ら塒まで新潟市で行

下

まつり

五月︶

新潟市関屋県立新潟高等学校

各二難

樋ロ議長
近藤副議長

禦野蟹齢
出

〃
〃

中

〃

〃

沢
金

市役所
十日町 4月17日

月

〃
！8日

〃

場捌獣医師
9

間
時

ると認められた者又は高校に入学したが

納期4月30日

｝11

日

中学卒業者又はこれと同等以上の学力あ

国民健康保険料（矛1期）

副議
議
長長
昭和36年度宅地5月28（日）午後1時か

十日町市役所
発行所
毎月15日
発行
定価一部5円

昭和36年4月15日（土曜日）

人口45，552
男20，砺7
女22，875
世帯数7，690

固定資産税（矛1期）
▽晩霜の被害防止︵四月〜

◎試験場

地区

◎受験資格

顯鱒牒 ％
0

（昭和32年6月5日第三種郵便物認司）

昭和36年4月15日（土曜日）

ち
ま
か
お
と

報

市

第54号

＿1一

漸次経営規模の拡大と生産性の

農業改良だより躍に代えて︑農業技術や情報を市民の留

様にお伝えするために︑農業改侵版をお届けすることにな

◎林道開設費

二︑七一三︑八OO円

◎土地改良串業補助金

一二〇︑OOO円

◎原野桑園殼置費

五五︑OOO円

◎稚蚕共同桑園奨励費

一〇三︑OOO円

十日町地区農業改良普及所

りました︒皆様と一緒に広報紙を通じて明るい農村を築き

ましょう︒

三四五︑OOO円
◎一般造称奨励費

五︑九〇〇︑OOO円
◎耕地災害復旧費

種もみ消毒はいう詠でもな

く種もみについている病菌を

などをよく守って欲しい

度では同じであるが︑漸し

また液温は一〇度〜一五

︵別表参照︶

い薬は低温でも効果は変ら

殺し︑苗代で種籾から伝染

やるもので︑とくにことし

また薬害の点では種もみ

ないといわれている︒

する病気を防除するために

最毒

の消雪遅延︑また苗代時期 で
の天候不順などを考え．

全

完

後は危険と思われるのでそ

近新しい苗作りが行われる怜凋の挙芽と関係が深く︑催芽

力苗病︑宣枯病が目立ってまれぞれ別表のような基準外︑

ようになってからとくにバ

きたようである︒
みウヌブルン以外は塩水選頂
これらの点を考え︑あらも後に消毒してほしい︑また

ためて今年あたりから考え種液温が高いほ暴害の心配
全前後が安全である・

毒する方法もあるが︑いま

健次に濃厚液で露間蒲

に実施して欲しいものだ︒

直すとともに全農家が完全なも大きいので液温は一五度

その要点は新しい薬剤が

110〜12時間 浸種後催芽前
5錠

浸入前
400倍

︐．．聖

向上を計り農業所得の増大によ

八七︑五〇〇円
◎階段造林奨励費
一五︑＝ハ八．OOO円

のところ喫用的には無理が

でてきたことで︑これらの

薬はウスプルンにくらべ効

力が強いがその反面薬害のお あると思われる︒

水104

︑・．︒

不年度は農榮界にとっては重

土地整備と畜産に重点
三十六年度農業振興策
要な意義を衛つ年となると思わ

の確保を計りたいと思います︒

一〇八︑OOO円

り他産業並の社会的経済的地位

何と云っても農業の改革は農家

◎ボイ山改善その他秣蓼奨励費

れる︒農黄をとりまく条件は大

由化は日 増 し に 高 ま り 食 糧 事 情
各位の研究と努力によらなけれ

きく変っ て 来 る ︒ 即 ち 貿 易 の 自

も大幅に緩和され米の統制にた

まで． も な い ︒

ば達成出来ない事は申し上げる

1，000倍一2，000倍、

液温

農業の機械化は最近五〜六年
一五糎位であろう︑しかしテー

えられる︒しかし今の段階では

にくい処に伸びて行くものと考
るが︑耕頼後の肥料の分布をみ

次に一番間題となる施肥であ

而も晩期追肥の効果も高まって

数も一回より二回の方がよく︑

分研究する必要がある︒穂肥回

り穂肥や晩期追肥等について充

いる例が多い︒

ると︑ロータリー耕の場合︑上

一段スキでは上中層に多く下層

中下層に均等に分布しているが

に少い︒二段スキは逆に下層に

耕転時期については︑早い場

差はみられない︑これは耕した

合も︑田植五〜七日前でも収量

潅水耕私の中止が先決である︒

更に最近潅水して耕頼してい

一〇〜一二糎位の浅耕が多い︒

る処か多く浅耕化が問題になっ

米作りの多収技術は昔から深
乾土効果も出にくいためと考え

土塊が細かいので風化されす︑

関係が深いので施肥上よく考え

ている︒これらは肥切れ時期と

多く分布し︑上甲層に少くな︐

いが︑十八糎位ではや＼肥料を

が十二糎位の場合は普涌肥でよ

次に深耕と施肥の問題セある

が︑昨年十目現在三一八台と六

二十八年市内で僅か五台のもの

ている︒

られる︒従って何時耕しても穴

一般に肥料の分解は皐く︑肥

共深くするか︑夏代かきだけで

一般に乾田では耕私︑代かき

増す方が収量か高まっている︒

耕と深く結びついているが︑最
ておくべきであろう︒

次に小型トラクターの利用異

かきは浅い．方がよい．

り︑湿田でけ耕頼は深くし︑代

である︒夏や＼分解のおそい持

も深くした方がよいようであ

続性のある粒状固形や粒状肥料

持ちがや＼劣るので︑元肥のみ

なお粘質の湿出︑半湿出では

でなく穂肥の謝画的鹿用が必要

代かきを簡略にし︑土壌の還元

い︒

る︒それば曾迄の小型機に︑付

される段階に達しようとしてい

時にやる方法は減取傾同が強

かし︑耕新︑潅水︑代かきを同

差はないものと判断される︒し

あろう︒

近の浅耕化の傾向は再考の要が

しかし小環機による深耕も最

以下耕瓶機利用による稲作に

近ようやく研究か進み︑実用化

ついて耕頼施肥を中心に検討し

砕土と穴差が出ていないので︑

少くない︒そこで肥料のやり方

による秋落ち傾向になる場合が

分解が早いので︑後期に肥切れ

かなり少くなっている︒

山間地は運搬がキ体で耕転ほ

と運搬が殆んど同じ位であるが

態は平野地では︑耕頼︑代かき

砕スキ﹂をとりつけることによ

と判断さ軌る︒

耕私代かきの簡略法でよいもの

このように耕私機耕は肥料の

等が効果が高まっている︒

り︑二〇〜四〇．糎の深耕が可能

砕土の必要性については︑無

を高めないようにする︒

の七〇％は小型のテーラーであ

となり︑大型トラクターの入り

﹁心土破

り︑残りの三〇％も一〇馬力以

﹁振動式麻土破砕機﹂

下の駆動型で︑その耕深限界は

市内に普及されている耕転機

てみよう︒

属作業機として︹Uドーザー﹂

るべきものと考えられる︒

法も当殊変った体系が午れてく

力でやって来た場合より︑栽培

したがって琴迄牛馬耕や︑人

ものと考えられる︒

水田の六Q％以上に及んでいる

〇倍に踊進し．︸．〜の耕転面積は

ラーは自重も軽いので一般には

も従来より変えて︑元肥キ体よ

トアマソ

水m6
ウスブルン錠剤

6〜8時間

の間に急速に進み︑特に動力耕

ツそれがあるので︑濃度覧時間

別表）

新機の普及はめざましい︑昭和

耕うん機とイナ作

施肥法に問題を残す

いする批判も出ております︒女

◎動力噴霧器導入費補助

八O︑OOO円

◎農業経営改善事業費

一二︑OOO円

◎冬種展示圃設闇費

二五〇︑OQO円

◎畑作振興費

三三四︑000円

◎採種 圃 設 置 事 業 費

五五︐OOO円

◎自給飼料種子費

四〇︑五〇〇円

◎養鶏 伝 染 病 予 防 費

一〇〇︑OOO円

◎乳牛 導 入 費 補 助 金

五八O︑OOO円

◎優良 種 牡 牝 豚 貸 付 事 藁 費

四三〇︑OOO円

◎農業近代化資金利．＋補給醤

る︒

算の主なるものをお知らせす

つぎに本年度の当市の農抹予

日本の一般経済は警異的な伸長

差は穴きくなっている．

を示し一方農業と他産藁の所得

政府は農業基本法を制定曲り
角に来たと云われる農藁にその

本市農藁は自然的立地条件に

方向を示そうとしている︒

恵まれない極めて不利な状態で

耕地面積出畑合せて約二︑七〇

零細な経営で︑あり︑農業生産額

〇町一戸 当 り 七 反 た ら す 極 め て

については約八億円〃︑推定され

る︒昭和三十五年度の十日町織
物の総牛産額は四十七億円と云
われてお り ま す の で 農 藁 の 総 生
産額は織物の総牛産額の六分の

本年度の本市農業の振興策に

一しか当らない事になる︒

ついては農業近代化推進のため

土地条件の整備と畜産の振興を
重点に畑作山林の高度利用によ

の推進尋国県の施策と相まって

り自立経 営 農 家 の 育 成 と 共 同 化

−﹄

を育成することが肝要というこ

ため牛産性が高められる︒健苗

とになる︒消雪が遅れたからと
いって床作りを粗雑にする〜発
芽を不良にするし厚播すれぱ予
報の五月ま旬は高温であるので

ある︒また五月中旬から低温に

除紙前綴から徒長するおそれが

みを行うと︑更に徒長のおそれ

経過する予報なので深水管理の

しても︑徒長の不健全苗を植え

が触わる︒折角改良苗代を設置

れば隼産力は低い︒特にこの点

ないのは最も栽培面積多く販売

に留意して育苗しなければなら

予約米の多い越路阜生である︒
この品種は徒長傾向があって︑

出芽が他の品種より遅く更に分

けつも遅い︒他品種よりも水管
理に浮意し︑徒長を抑えながら

収量が高まる︒種籾の消毒につ

苗代日数を梢長くして植えると

いては近年消毒を不完全に行う

の現われとして馬鹿苗病が各地

ものが増えてきていること︑こ

に発生するようになったので水

ならない．次に主なる苗代様式

銀剤での消毒は完全に行わねは

別育苗留意事項は別表①のとお

り︑なお参考のため苗代作業計

適期早植と密度

画例を示せば別表②である︒

消雪時期が遅れても田植適期
は例年と変らない．五月中旬と

別表国

芽

地︑床作り

催

苗代作業計画例︵保温折衷︶

縫叡ん書︑一五
田植予定一五

完全に行なわないと馬鹿病が出

婿水を使潔よ奪る．

割以上増加させる必要があり︑

ンゆ

種籾を煮ないように注慧する︒

角時代に添うべく︑クラブ活動
も行きづまりを打ち破る勇気が

市内の農業改良クラブは約三

が五つの他は︑殆んど年長者の

〇あるが︑このうち四Eクラブ

しかし活動の内容をみると︑

クラブである︒

りながら︑栽培技術の試験展示

三十代四十代の営農クラブであ

る︒もっと経営面から考えた︑

圃的な域を出ていない状態であ

と販り組み︑課題︑現状︑問題

般から﹁わが家の農業改良計固﹂

れないものであろうか︑水稲︑

総合的なブロジェクトが何故や

！−−一

り目標を達成出来る計画をクラ

点︑対策をたて︑年次計圃によ

畑作︑円芸︑畜産等農業経営全

他は除草剤を活用することが望
しい︒

うではないかプロジヱクトは固

ブ員みんなで話し合ってつくろ

中耕と薬剤除草の具体的な作
業の仕組は次の三通りある︒

による場合が多いのでや︾密舵

特に越路早生の低収は茎数不足

を必要とする︒栽植様式はいろ

P水溶剤をまき︑一回だけ中耕

0法田植の二〜三b前にPC

定的なものではない︒四Hクラ
があるのでこの程度がよいとい

初歩的なものから上級のものへ

ブ青農クラブも段階を経ながら

がこの作業は中耕と除草の二つ

き以後0と同様に二四D叉はM

肥後一日おいてPCP粍剤をま

①法下層施肥を行う場合は施

化されていない．

学問の場合が多くブロジェクト

はもたれているが︑眼学問や耳

ク．フブでは見学︑講習︑集会

︵集会︶ことが必要である︒

︵見学︶聞く︵講習︶話し合う

するには︵ブロジェクト︶見る

切実なものとして︑計画し塞行

れる︒課題を頭の中だけでなく

じ道のとおった学習の中から生

牛産や社会全般についての︑す

課題︵問題意識︶は︑農藁の

よく知つている事である︒

クト活動であることは皆さんの

いわれ︑活動の中心はブロジェ

クラブは課題解決グループと

年女発展してもらいたい︒

二四DかMCPをまく︒

に分けて考える必要がある︒労

CPをまく︒

撒し①と同様期に二四D女はM

草し二日おいてPCP粒剤を手

②法田植後一〇出位に中耕除

除草して出穂前三〇〜三五日に

いろあるが何れも旋肥法に関係

田植直後の中耕除草

う決定はむすかしい︒

と除草剤
稲作作業のなかで中耕除草は

働の葬産性を高めるということ

CPをまく︒

最も労力の多くいる作業である

を考えると中耕は一回に乙どめ

曲りかどのクラブ活動
して旧い殻をぬぎすてることが

もなれば何日炬も田植を行って

出稼者も帰り︑新入者も加わ

り六月下旬まで並から並低と予

すことはよくない︒多少苗質が

要求され︑団地栽培︑多頭飼育

﹁生きたプロジェクトヘ﹂
考えると経営的︑技．術的にも有

り︑メンバーも久しぶり揃って

このような農榮の大きな曲り

法が制定されようとしている︒

落ちても播種後三︑五日位を経

農業も行きづまりの打開策と

めて活動の季節に入った︒

刹な改良苗代を実行する必要が

する︒栽順密度は︑一般に六〇

して生まれ変わるべく農業基本

株でまの疎植が多いがこれを一

共同化等が叫ばれ︑近代産業と

に行うのであるから︑絶対収量

られ︑クラブも長い冬眠からさ

を上げなければならない︒この

新会長のもとに事業計画もたて

旬は梢低的に経過し五月下旬よ

考

るので適期を失なわないように

びないといって田植を極端に延

備

過すれば︑植えてもよい苗とな

も差友ない気温となる︒苗が伸

四四日行
月期

あると思う︒改良苗代を計画実

想される︒今年は豪雪で消讐が

O日日
そ

〜

〇五五二二二一一
〜 ご 〜

1

酉

梓するには生産性を高めるため

遅れる見込み6あることも併せ

時的に低目の処もある︒五月中

される︒下旬には所によって一

ら五月上旬にかけて並高と予想

の気象予報は気温は四月中旬か

新潟気象台から発表された春

有利な改良苗代で

⁝＝≡≡≡≡≡一＝≡＝＝≡＝⁝≡＝一≡≡聞＝≡三≡⁝⁝⁝一≡⁝≡≡胴⁝≡ロ一≡≡一＝ま⁝⁝≡＝三≡一≡＝⁝≡≡≡≡ロ一⁝≡＝≡≡≡＝口≡≡≡⁝≡＝≡一≡⁝＝≡≡⁝≡一＝≡≡三≡⁝≡一≡≡≡一＝≡⁝＝一≡勝⁝

主なる 有苗留意事項

①発芽適温三〇度C位を五〜七目間持続させ︑発茸整
一にする︒一〇度C以ドにならないよう保護する︒
②床内温度をd中二五度C︑夜間一〇度Cを目標に管
理し︑高温輝害を起さないようにする︒
③本葉三〜四葉から日光に充分あて外気にならす︒

②局温の続く時は早目に除紙︵ボリ︶し︑除紙後は一
時深水とし︑その後︑高温の時は浅水︑低温の時は
深水管理すると共に 育苗後期は徒援を押える︒
︵除紙後の管理不良は立林をひき起す︶
③ポリエチレン苗代は局温緯害を受けやすいから早期
に使用し︑早目に除くこと︒

②豪雨に備え出水口を多く造っておく︒
③くんたんが飛ばされたら補充する︒
④本葉第三葉から床面迄潅水し︑第四葉から除網する︒
①水のかけ引きは簡易折衷に準する

浅くする︒

①潅水︑天候のよい日は苗代の肩迄．嗣蚕天の日は

霧
①高度技術であるから︑ハウス中にお誇ては温度管理
に万全を期し︑特に後期は高温にしないようにして
外気に一〜二日間ならす︒
②畑の仮植床はPHで四・五〜五・五迄の酸性土にす
る︒

農種芽

定

四四二1
一一

ま，

醤晶願
δ1肥犀

五叫四興興明

イ乍
作
消1渇
消 浸塩
1施徳

種

田1油覆幡1催
播

顯嬉

繍

別表O主なる苗代別育苗留意事項
様式別

簡易．

抗衷

垂︑査繍

畑苗代

ール

ビニ

ハウス

苗

概

2〜4時間

150c

塩ホ選後

5錠
メル錠
PNF−2

皿㎜
｝㏄

期
時
間
時

産
濃
薬 剤 名
剤ルペロン
リオゲソ錠
錠剤メル

鯉
③畑仮植の場合は三日前より 潅 水 し て お き ︑ 仮 順 後 は
ビニールなどをかけて低温 か ら 県 護 す る ︒ 仮 順 後 は
畑苗代同様高温にならないよう注意する︒
④水苗幾仮植の場合は︑仮願 時 期 と ︑ 水 温 に 注 意 す る

浩雪 と苗作り がキメ テ か
育

A㌔

（昭和32q』6月5日第三種郵便物認可）
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急．，

心
岬

襯 灘
灘
醗

ち
ま
カ、

お
と

報

市

第54号

一2一

略≒

も≒

︑ 鷲

私達農藁改良普及員
がこの冬部落座談会や
公民舘の会合に集まっ

年粗収入一

五⑫〜一一診

〇〇万円︑

マン︶程度の生活を指している

農業生産︵所得︶を高

ようです︒

がヨぼ

純収入山ハO

のよ暮す概
当

自立経営所
の出来ない

労

﹁肇化︵共者

農雰には炉

同作業︑共景
胴

同化︶﹂を勤
市
す＼めて共都

ー
万

60
5

ハV

朋

胴胴

O
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哨38

法の合理化︑価格の安定︵畜産

まっては大変です︒その実行に

諸施策が︑カラ念仏に終ってし

0
3

0
2

0
1

おきないよう追肥する︒アール

五〜三〇移として点播では二〇

②施肥をうまく

0適期にまきつける

ふやすと多収穫できる︒発芽初

立にするか条まきにして株数を

月下旬以降になったら二〜三本

号﹂は多収性が著しく高いので

いる︑かんしょ﹁検定五十四
②窒素の追肥はおくれないよ

く排除するごと

まきし二〜三怨土をかける︒播

畦巾一層︑播巾三〇移にすじ

形となる︒藷の倒は浴黄褐色で

紡すい形をしており著るしく大

り容易で︑藷の形は肩の張った

重︑塑課題であるから農協ごとに

るとよい︒

のような追肥は越冬作物にや

配しないで追肥してみると︑次

ていれぱ回復を早めるよう心

いと思われるが少しでも残っ

③ライ麦の被害はもっとも多

うにやる乙と︒

まきつけてよく︑マメ科つる性
栽培者の間で好評である︒

刈りとうもろこしなどの間に

の飼料作物としてタン臼質にと

ごの品種の特微は萌芽︑芽の

種期は五月下旬〜六月中旬がよ

肉色は黄臼餉になる︒食味は下

伸びともに良く︑堀販りもかな

い︒早すぎないことがかんじん

で飼料専用である︒女水分が多

うな有望性をもっている︒

み︑今後青刈り大豆にかわりそ

初期牛育がわるいから気をおと
いので貯蔵には注意しなくては

施肥例は次表のようだ︒

肉牛産を目標にする塚畜に好適

採苗者を指定し︑計圃的に大量

ばならない︒また種藷の確保が

から︑育苗には気をつけなけれ

節数の多いものほど収量が高い

節間がつまり︑長さの割合いに

をもっているが︑苗は︑太くて

ても収量があまり下らない特質

ならない︒多少定植期がおくれ

さないでせわした方がよい．

︵アール当り♂咳︶

し曖良品の牛産にかくせない特

二号がよいが︑山地とか︑や せ

く︒

飼料作物の管理をつけ加えてお

①雪消え間ぎわの停滞水をよ

て根の伸びる範囲を広くする︒

年︶耕起︑元肥入れは深目にし

チッソ︵成分︶

一ニキロ

一九キロ

一五キロ

カリ

八月上旬

三回目旺七月中旬

一回目麗六月上旬︑二回目旺

追肥四回

四回目

④レンゲ︑イタリアンライグ

ラスは五〜六月の乾燥期に潅

水してやると収量が高まるか

石灰を二〇貫〜三〇貫入れてお

はうまく行く︑荒おこしのとき

までの日数が長いほどナス作り

くから耕しておいて苗を植える

ら深く耕した方がよい︒畑は早

をよくすることは大切であるか

はり土中に空気を入れ根の発達

深耕しなくともよいようだがや

午の根が深く入る︒浅根だから

ら五寸ぐらいで横にひろがり若

浅く広く根は伸ぴ大部分地表か

ら乾魑のときはやってみる︒

・00⁝Ii

月下旬とする︒初期生育がわる

〇日位おくれた五月中旬から六

前作の残物を整理して石灰を反

リンサン

そ菜畑の準備と管理

いので︑とくに虫害︑皐害に注

に石灰を一五貫まいて整地す

当り一五貫位まいてすき起し更

る︒肥料の吸い方はどの位い施

がトマトの根は好気性であるの

意する︒畦巾一麿株間二五〜三

とし種子所要量は一五〇〜二〇

すかは品種︑十質︑前作との関

元肥のやり万はいろいろある

〇屡看ある︒

く︑とくに石灰チッソはナスの

場合効果が出るので屋くからや

平

均

や智
や砦

した計算廼はチッソ六貫︑リン

すつ吸われる︒藤井博土の調査

なる︒リンサンは軍均にわすか

したがこれからの食生活の変化

以上代表的果菜類について記

合はこれとは別である︒

入荷があるビ・−マンの栽培のあ

にともない市内に約四〜五誹の

ている︒

サン一・四貫︑カリ五貫とされ

発芽温度は三二度以上で．約五

四︑ビーマン栽培概要

らましを最後に参考にしておく

日︑二七度では一二日︑一六度

熱帯性のものであるから高温

生育温度

では二〇日もかかる︒

七五キロ

一一一キロ

一一五キロ

一︑九〇〇キロ

◎県の価肥基準
堆肥

チッソ

石灰

リンサン

一一一キロ

いが適当な生育には二一〜二七

の方がよいように考えられやす

迫肥は四回

カリ

近頃早出しを考える人も多く

と結実数が悪くなる︒

度付近がよい︑高温にしすぎる

なったがナスは低温や霜に非常
に弱い︒もともとナスの根は一

ナスと同様長い間結実を続け

土地条件

七〜一八度以上でなければ伸び

が悪いもの廼あるから︑気象条

リンサン

チッソ

一七キロ

一一一一一キロ

迫肥三回余蒔キュウリの場

る︒

一般にナス同様と考えられてい

肥料

れている︒

光昆・生︑高倉早牛簿が多く作ら

ス栽培は麦配されるとまで言わ

る︒このほか蒲原の平地では緑

で四寸ぐらい牛産力は普通であ

最も代表的なもので果実は短大

生︶

カリホルニア・ワンダー︵晩

くないが牛産力も高く作り易い

果実大きく肉厚く形はあまりよ

︵晩牛︶

チャイニーズ・ヂャイアント

多く栽培されている︒

で生産力も高い後者は家庭用に

前者は古くからある代表的品種

ブル・ノース︵中生︶

ルビーキング︵中生︶

欄径三寸ぐらいになる︒

早生で果実大きく長さ四寸以上

アーリジヤイアント︵阜生︶

・郎種

っている事が牛育結果によい．

ればがなり土壌にしめりけをも

いところがよい．排水さえよけ

たとごろがよくあまり乾燥しな

保湿条件のよいやや粘質がかっ

るものであるから土壌は肥沃で

件をよく考えて植えるようにす
る︒無風の曇天が一番よいが晴
天でもよい︒苗がよければしか
し雨上りで畑の水分が多いとき
は植えるのをまった方がよい︒

これは土がしまって根の伸びが

三︑キュウリ本畑

悪くなるからだ︒

キュウリの植えつけに向く温

を下ってはならない︑ビニール

度は平均一六度低くても一〇度

トンネル栽培や特別のやり方を
しない限りこの地方では早い年
で五月中旬にならないと安全と

の多いほど多くとれる作物だが

はいえない︒キュウリはこやし

永年の野菜作りで毎年女女多肥
して行くと土壌の悪化やネマト
ーダ等の防除を完全にしなけれ
ばならない．植えだしの一ヵ月

ソを畑全体にすきこむ植える一

前からよく耕しておき石灰チッ

て根を深くのばすようにする︒

吸収力を高めるため深目に施し

深い根は二泌もはいる深くはい

で土壌をぼうなんにして肥料の

万

っているはすです︒よりよい生

のために︑曝︑業という職藁をや

企業を︑もうかる方同にもって

活を営むためには︑農藁という

に次の年度にとろうとしている

しなければならないことになり

定のねらいはこ＼にある訳で︒す

ゆかねばなりません︒基本法制

向をは伊ノきりし︑基本法を生か

から法制定とともに︑経営の方

した農業経営に進むことが︑近

農業経営は何のために行なわ

国のたのの食糧増産という面で

でしようか︒

問題点︶

︵次回は十自町市農藁の現状と

代的農民の大きな役割ではない

じが致します︒しかしよく考え

ないで農業鹿．やって来た様な感

て見ますと︑自分や家族の生活

経営という面はあまり考えられ

れているのでしようか︒以前は

基本法と農業経営

ます︒

確保したり︑円滑な金融を︑措置

施賢を明らかにし必要な予算を

8．8

めるための施策
基本法︵案︶には次の項目が
並べられています︒

といっていますが︑いままでの

①選択的に牛産の拡大をはかる

ように何でもよいから増産を奨

要の増加の多い畜産物や果樹な

励するというやり方でなく︑需

は部落とか農家の中に沙却され
どの増産をはかり︑需要の少い

同施設の利

作物は他に転換させたり︑貿易

用︑年産部当

いままでおろそかにされていた
の自由化にそなえて外国の農産

て︑農業経営者に対する農政は

のです︒

を合理化して︑転換や牛産性を

物と競合するようなものは牛産

います︒

ようとして

門の一部叉別
は全部を共農
別
同でやらせ層
階

リホ

これからは﹁経営者﹂を前面

というものです︒

向上しようとする施策をとろう

におし出す︑個八主義的合理主

ばいけないということが︑農業
②単位当りの収量を増大すると

義につらぬかれた政策でなけれ

共に︑隼産費の引下げをはかる

④価格や販

宗するため

引方法を安

ることになります︒

物安定事業団︶などの方法をと

政府が責任をもつように次のよ

撚

七五キロ

◎県の施肥基準

後期はややにぶる︒リンサンは

〇日前に基肥をやるようにする
変化が少く︑カリは初期には少

って畑を耕起しておくことがよ

ゐα
α

た農家の八達から﹁一

どんなことだろうか﹂

体農業基本法の内容は

﹁基瓜法が出れば︑農

すけを行う理念だったのです︒

基本問題調査会の基本法の方向

農業基本法はなぜ
ことによって︑低い農業の牛産

その他︑他産業にゆく人六が

施策の義務づけ

もはかることになっています︒

の有勘な利用︑開発をはかると

惟を引上げるため︑土地や水利

多くなれば︑農業経営を担当

に︑農産加工の拡充︑流通方

は次のようなものです︒

とともに︑農業技術の高度化を

5．1

﹃九〇〇キロ

れている︒チッソは初期から吸

い︒

ろこしより給与期間が長いこと

石灰

堆肥

二︑ナス畑の準備

カリ

一九キロ

の育ちと平行して吸う量も多く

われ次第に少くなるがカリは木

り全体量も多いのでカリは重要

一一〇キ・

て五〇〇キロ

ナスの根は太い根が数本あっ

農家便覧を見るとよい︒

堆肥

◎県の基準施肥設計では

石灰

α

18．9
17．5

てあとはたくさんの細根である

なことになる︒

肥料のうちではチッソがもっ
三︑ヵウピー

ても収量が高く︑利用期間が長

円

L
1んα
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以
〜

未

30
〜
50
満

藁はよくなるのだろう

けました︒本当に農家

か﹂と盛んに質問を受

にとっては大きな関心

とともに社会党︑民社党案も出

つくられるのか

閥﹁牛活水準﹂の均衡をはかるH

はかることを明示しています︒

ところで︑基本法にもられた

に大切な問題ですから︑基広法

る訳盃すが︑履業経営を行う上

基本法の根本の目的は︑商工

しました︒

の動向や政府のとっか施策につ

うなことを義務づけています︒

いて報告曾を出すこと︑ごれに

する人材が不足するので︑その

をあたえるようにしようといっ

や転職する人六には適当な職榮

は農業の牛産性と農業従事者の

③農藁構造の改善をはかること

どを土台として︑農業経営の近

模の拡大︑分散農地の集団化な

牛活水準について︑政府の考え

生産性を他産藁なみに引上げる

人達の生活水準も引上げて︑他

ていますし︑農業従事者の福祉

力を含むこと︑この報告ととも

ます︑政府は毎琿国会に農業

産業なみの牛活を営めるように
代化をはかろうとしています︒

生活改善︑婦人労働の合理化を

向上のため︑牛活環境の整備や

確保の万法や︑他産藁への就職

であうても︑﹁鳥藁を営む人﹂

闇題の経営規模ですが︑自立

で︑農地保有の合理化︑経営規

に対する政策ではなかったので
しようとしている のです︒その

農家二〜三八の労働力で︑一・

とともに︑農業に従事している

す︒農政の目標は﹁米菱﹂など

の土地に住む勤労者︵サラリi

他産業並みの生活水準とは︑そ

いままでの農政は﹁農業政策﹂

を中心とする﹁物量﹂の増産に

盟農政が大きく変りつ＼あるH

おかれ︑これをヰ産する経営者

小者肺33，3 万円
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飼料作物の栽培
暑消えからすぐ栽培に入る飼
当り施肥例は圭記のようである

これからの要点
料作物について要点を考えてみ

二〇

〇咳︑畦巾一厨の株間三〇〜四

播種量は実販りで一五〇

〇〜二五〇解︑ばら撒きでは八

〇移︑一粒まき︑青刈は株間二

いのでかならすつくらなくて は

には青刈りとして︑牛産刀が高

OOぜ一︑OOO望とするが六

0倒さない

にはアルドリン︑アワノメイガ

めから牛育初期のハリガネムシ

膿瓢

ならない作物．栽培要点は

豚とにわとりには実飯を︑牛

一︑とうもろこし

る．

33．6

とも大切でチッソ成分の量にナ

るとチッソは初めから多く吸い

3㌔

0㌔

青刈なたね

ることは乾燥にも強くなり草勢

係等一様でないが吸収量から見

5㌔

が弱らない畦巾その他の耕程は

塚畜への利用上の特性として

3㌔

イタリアン

2㌔

青刈ムギ

いが果実の太るころから多くな

一面刈りができること︑とうも

〇移に二条千鳥の二〜三粒まき

畑は休栽年限を守り︵四〜五

一︑トマト畑の準備

4㌔

実取大ムギ

などが上げられる︒

県の農試で選抜した﹁サンマー
クイン﹂という品種は︑耐皐性

い優良品種だといわれている︒

がつよく︑多収で︑おそまきし

灰

30

30．5

29．8
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業に比べて非常に低い︒農業の

﹁基本法﹂案にもられた内容

46．2

のねらいについてのぺることに

つくされてよりよいものが出来

ていますので︑いろく論議が

52．1

硫安追加肥量アール当㌔㌘
消雪してすぐ 春の二回目

作物名

④ひでりを防ぐ
などにおくとよい︒このため品

収穫は青刈りでは雄穂抽出期

徴がある︒いもおよび茎葉ども

四︑かんしょ

が収量多く︑家畜の嗜好もよい

に多収で︑環境の変化に鈍感．

にはBHCかEPNがよい︒

が︑以後茎が硬化して喰い残し

毎矩多収穫できる品種がよい︒

牛

しい種を購入していくとよい︒

が多くなる︒エンシレージにす

二︑テオシント

産したほうがよい．なお越冬

るときは糊熟期に収穫するとよ
昨年から十日町にも普及されて

実取り品種は長変二〇二号︑交

るのでそちらをえらんだがよ

地空は比較的交二号の方がと れ

い◎

種は一代雑種をえらび︑毎年新

青

い︒飼料用では︑長交一六一号

交一号がえらばれる︒やせ地 は

牛に給与して効果が高い︒ごの

青刈り専用のイネ科草である︒

播種期は五月上旬からおそく
作物の栽培法は青刈りとうもろ

長交一六一号がよい︒

も六月上旬までにはすませた い

1．5

加

231．57．5

肥

種時期は少しおそ目がよく︑一

こしと同じでよいが︑特性上播

種する揚合は異なる︒

もの︒ただし青刈用で年数回播

肥料は︑充分必要とするが︑

深耕︑堆肥の多給を基礎にして
行えば多収穫できる︒実販り の

ときは︑とくに幼穂形成期︵本

17．5

葉十〜十一枚頃︶に窒累欠乏の
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騒一灘馨｝ 農家所得
Il

，Wi
のまとです︒この法案は政府案

農業経営シリーズ（1）
青刈り
実取り
元肥 追肥 計 元肥 追肥計
肥料名

（昭和32年6月5日第三種郵便物認司）

昭和36年4月15日（土躍日）

ち
ま
カ、

お
と

市報
第54号

一3一

む事務の機械化
①加算に関する予算は国会を通

辮回

に提出されたばかりでどんな内

過したが法律案は三月三自国会

られませんが︑法律が公布され

容であるかという事は申しあげ

がつづき︑新緑はいっそ

くらべると︑五月はよい

スビーデイなサービス
ると必然的にこの裏務が行われ

県世話課に行き調べてもらい︑

役所になく該当予定者が各自で

気候の定まらなかった四月

がこれは市税．国保︑給与など

動タイプライターを入れました

る事となります︒その資料は市

わけです︒またこれと併行して

書管理が極めてスムーズになる

くなってきます︒月は．

十日町市では一咋年八日窓口

のゴールデン・ウイーク

事務を中心とする新機構による

世話課に提出する事がたてまい

交書の印刷浄書事務の集中化に

て︑ビニールの袋を利用して
ものはこうすると子どもさ

店先に並びますが︑酸の強

す︒

ル石けん液を加えて混合し

虫剤なら三％ぐらいクレソ

とは限りません女消毒剤と

虫剤はにおいが強いから効

するのは有効です．分量は

などには殺虫剤を加えて散布

るようですが︑ゴミ箱や下水

虫剤を混同している向きも

︑いまがヤマとなります．

住◎カやハエの発生予防

たようにおいしくなります

たっていただくと︑昧が違

砂紹をふりかけて一時間ほ

ない場合でもきれいにほぐ

で処理するのもよいですが

にも喜ばれます．ジューサ

さらにシリカゲルなどの防
剤を封入すれば完全です．

してやりましよう︒もうフ

◎子供さんにパジャマを工

ンから乗り出してしまうこと

をつけ︑上曽にホックで止め

が多いの廼︒ズボンに胸あて

るようにしておけば︑手足を

動かしても蟹心です．できれ
ば︑ズボンの万は二枚つくっ

ておくと︑汚れた時にはす

食べものの

の色が豊かになり︑魚屋さん

す．八百屋さんの店頭は︑緑

月岬といってもよいくらい︒

三拍子そろって

食五月は野菜︑果物︑魚と

用品や五月人形のあと始末

れます︒体の動かしやすい

それでは該当予定者の方々が

法律が通ったら申請書を書き県

よりタイプライター並びに電動

す︒このように機械化で出来る

期で︑つい過労になりや

にかえられます．

って有資格者の掌握及ぴ資料の

のですが︑食べ物の豊富さ

脱ぎすてた衣類の整理が

集収につとめております︒社会

て事前にその受入体制を整えて

の上着のエリ︑ズボンのヒ
行楽のつかれをいやすために

ます．不健康な梅雨を前に．

一輪ざしでも︑切り口を焼

◎春の花は盛りです．たと

あて︑背広のソデ裏など

バケッにたっぷりの水に一

が違うものです︒このあと

めとして︑魚が出そるって

軍八恩給連盟の役員に申し出て

て︐取り合わせを上手に︑・

も︑豊冨な妥いものをねらっ

ると思われる万は同事務所反は

おきたいと存じますので該当す

下さい︒軍歴の調査はなかく

スはノリ目をきかせて︑ロ

べ木綿のブラウスやワンビ

ます︒なお雨期にそなえ

からでも着られるように
◎夏みかんはいま時を選ば

養をつけるときです．
お結構．

三十分つけてから生ければ

まで被害をあたえ︑森林全体が

中で増殖し︑やがて健全な木に

日誌やメモ︑反省記録の

活用をはかるよう努力して居

しょう︒

処理して大切な森林をまもりま

ので雷おれの木は消露後速かに

大きな被害をうける場合が多い

置した場合には必す各種のキク

各種のキクイムシは損傷木の

事例からあきらかであります︒

の種害虫の習生と過去に於ける

きくするようになることは︑こ

イムシが発生しさらに損害を大

れだけにとどまらナ損傷木を放

早い方がよいと思います．尚参

はつぎのとおりです︒

㎜⁝雪おれの

なかでも農林業の雲害は甚大な

働︐

昨年春からの雪は平場部に於

の被害は雪どけとた．もにさらに

ものと予想されます．これから

増穴しつ＼あります︒被害はこ

ては七十六年振りといわれる豪

うて男害をもたらしていますが

雪です︒このため各方面にわた

しないよ

木は放置

考に従前の加算の内容について

あげましよう．すい分︑も

とか・たたくとか面倒をみ

当予定者が有りますがなるべく

困難な仕串で県下約葦万人の該

でも目に青葉のカッオをはじ

福祉學務所と致しましても資料

手早く︑そして暖かさとと

の計算事務に今後大いに役立う

事務組織で市民課を．新設し︑市

仕箏はどんく機械化してスビ

②生存している旧軍人について

も阜くはありません．白

十分に利用なさ︐て下さい

軍八恩給連盟の方汝が主体とな

ものとして期待されておりま

民の皆さまから親しめる市役所

よりまして職員各自の交害印刷

謄写機を整備しました︒これに

ている者には該当しないので

はすでに既保権者として受給し

衣◎夏の衣類を出してみる

集収については同連盟と協力し

不便なので今から十日町而の旧

しんだあとは︑ビクニッ

として出発いたしましたがその

考えております︒

ーデーなサービスヘ努めたいと

となっています︒

後も事務の改善と機械化合理化
の孚 間 が は ぷ け て 仕 事 の 時 間 が

オ等で報導されておりますが未

いうこと︒

ございますのでお知らせ致しま

に抑留され復員がおくれた為︑

す︒それ以外の人で永い間外地

たものに対して既裁定者と同様

終戦前恩給の請求ができなかっ

0昭和三十六年度の国家予算で

す︒

だ福祉事務所に問合わせが多数

このことはすでに新聞︑ラジ

旧軍人恩給の加算

務の集中化をかるため加算機連

増すわけです．このほか計算事

による能率向上を期して順次事

事務の近代化を進めるものには

務の近代化を推進しております

まして現任皆さまが市役所にお

何といっても機械の力でござい

出になって色汝変った諸機械が

とと思 い ま す ︒ 市 で は こ の ほ ど

事務室にあるのにお気づきのこ

して国から百万円の補助を得て

昭和三 十 五 年 度 施 設 整 備 事 業 と

した︒

これら事務の機薇化をはかりま

ます窓口學務の総合による帳

ーダーを設備しました︒これは

票カード化によりビジブルレコ

変えて事務処理のスビードアッ

従来の 台 帳 を カ ー ド シ ス テ ム に

つぎに交書串務の能率化をは

ブをはかるものです︒

かるため交書保管︑管理の集中

化を目的とするファイリング

給受給極者の遺旅︵復員後一般

は三十六年十月一日から普通恩

しょうということです︒

な方法で加算を認め恩給を麦給

馬鹿にされまいと校舎内外の

待ち致します．

り下さいますことを希望致しお

の場所として市民皆様がお立寄

ますが︑どうぞその節はお一服

軍八は1ケ年警祭職員等3年・その他公務員は4年間引続

ビネットです︒これは今後一切

の病没︑事故による死亡者の遺

となる各種の実賎活動を計画

郷土︑明るい郷土建設の素地

美化には相当に力を入れてき

はいたるところ児重の生花作

視し赤十字少年団として交通

品があります︒清掃作業を重

球

1副3110二10（2ケ月）
島

侃

1塁杢含：3躍（2ケ月）
千

族︶に普通扶助料を麦給すると

さを利用し行動力をつけよう

する︒

ります．八簡諌越しのハイキン

全校作藁等々小さな学校の良

としています︒本校児童は男

②継続実践の営みを重視し実

グコースは絶好のものだと思い

クになります︒勿論．新しい教

欠けるもの沢山ありますがこ

も女も一年生から十日町小唄

践記録の活用をはかる︒

るつもりです︒

の山の学校でこれだけの設備

を踊ります︒ホ・エましい姿

の多い分野ですが本鮫は中魚

ているのが最大の悩みですが

新生活合理化の問題点ですが

記録を重視することも今日の

各種の活動分野で実践記録を

これで八箇小学校の紹介を終

のできたことば当局の御苦心

ということに致していますが

十日町地方に数少ないJRC

小さい学校︑僻地の学校とて

を御想像下さい︒

校の営みの中心ですが大自然

四︑教科学習は何といっても学

たり︑教材園の討画しtり︑

たと思います︒花壇をつくっ

六特別教育活動はとかく問題

公民舘でよく会議があります

二︑学区の戸数百十戸︑学校が

童会を組織し︑児童の自治活

和な部落です︒学校には八箇

がなかなかまとまりの良い平

動力をめざして

生花クラブを組織して校内に

に加盟し八箇青少年赤十字児

あります︒それがわが八箇小学

職員が関係致します︒学校教

農榮専門学級が併設され︑全

だいているので学校として常

育には実に良く協力していた

力を養うことを目．標に﹁動考教

生懸命がんばっているつもりで

保健衛生方面は昨年よりミル

ましょう．

①生活を合理化し︑住み良い

七︑実践上の努力点の中に

するようにしています︒

動の中心を赤十字精神におき

安全や公衆衛生面に留意協力

全国の少年赤十字を友達と致

に努力致しています︒児童は

ク給食をはじめ衛牛室の完眉

に感謝しています︒僅々百戸

しています︒しかし加盟後三

す．﹁なぜか？これでよいか？

嬉しい姿で．す︒言語の方も大

ない活動をするのが何よりも

年目にしかなりませんので今

の冬も流感は八箇に来なかっ

常に九九％以上の出席郵でこ

のところで年々十万円のPT

分良くなりましたが此の地方

後更に活動の余地がありま

Aの決算をみてもうなづける

特有の⁝だベェのことばが肌

す︒道徳教育も赤十字糟神を

とよく考えよう﹂﹁わかったら

身にしみついている様です︒

どこまでも正しくおこなおう﹂

五︑実践上の試みとして全校合

が多いのが当面の問題です︒

たようです︒ただ姻虫保持者

三︑学級は複式学級を一つもっ

絞舎校庭は児童数に比して非

る成果をあげるぺく野心的な

基調にし校外活動もこれによ

ます︒少し具体的に御紹介致し

一︑一級の僻地校になっていま

同学習を随時取入れていま

室︑図事室︑資料室︑衛生室

全校舞踊︑全校一斉テスト︑

体操︑全校訓練︑全校発表会

のですが︒

す︒例えば全校粘土細工学習

生はここから十日町市御自慢

校庭も一周百五十厨のトラッ

等女特別教室は恵まれており

全校音楽︑全校写生会︑全校

しています︒音楽室︑理科

ことです︒

深い思考力︑強い行

の中で純情そのもの＼ような

意のあらわれと信じます︒

と部落民のすぱらしい教育熱

育課程の要求する施設備品に

（中）ビジプルレコーダー

このキャビネットに交書担当課

バスは十五分で旧市街に通

頂上までは約五・七チです．

じ︑道路の良い乙とも︑治山

治水に金をかけたごとも︑各
部落に電話が入ったことなど
も学校環境をより良いものに

（下）フアイリングキヤビネツト

児童ほなかくかげひなたの

しています︒

写真説明（上）加算機電動計算機

で体系 的 に 保 管 さ れ ま す の で 交

O

④

八箇峠の麓︑五学級の児童一
．一二〇余名︑職邑︻山ハ名という学校

ミ買

の交書を分類表によって整理し

電動謄写機
常にゆとりがあり︑がっちり

のスクールバスに乗って川治

台湾、朝鮮、関東州、棒太・南洋諸島1ケ月に付0．5月但し
註）

ド穿鐸鐸 i塁1洛2（3ケ月）
難

塁1乏：3二ll（ノモンハン雌3ケ月）
なる）

へ

すが雪さえ消えればバスは学

というのが合い言葉になってい

育﹂と名づけて皆でそれでも一

校で す ︒ 深 い 思 考 力 ︑ 強 い 行 動

が八箇入口から五

のところに

§§§N

校のすぐ下まで来ます︒中学

中学に通学します︒八箇峠の

満

皇捻二脇（3ケ月）塁18昴（2ケ月）
印
仏

州

縣錨（1ケ月半）塁1蝿1騰鼓蜘ケ月
（地域により異

皐9摺（3ケ月）塁器3牌暫鶉墨霧
h§目

◎旧軍人恩給の加算
地
域 加算の内容（馳鞭聡煕難静9不目遅）
：支
那
皐1＆編（3ケ月）動隼説日（2ケ月）
（除く満州）
ミNミ

きその地に動務した場合に附す。
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