O内N

じて保存して下さ

と

なみ東北大教授藤田金一郎工博

念日でしたが︑市ではこれにち

表る六月十日は本市の大火記

屋ばかりで危険だし︑飲良︑旅

同様で全体に古い大きな木造家

がれ大火の導きどなる︒商店も

密集地にあって渡り廊ドでつな

で︑工場等においても過半数は

考えられる︒

込まれるので相当拡充できると

四十六年度は四︑二〇〇万円見

四十一年度は二︑八OO万円︑

見てよいと考えられる︒従って

がなされていない︒

消防について

舘等．も防火壁がなぐ防火の措置

消防機関は今尚弱体で二︑三

街が木造家屋で．密集しているた

め極めて危険な状態にあると診

街地の防火施設が弱体で︑中心

断されました︒以下はその報告

うた場合は対処できないだろ

軒の火災なら防げるが大火にな

防火診断について
が是非必農であり︑これによる

すめ程度である︒夏火災報鄭機

内容︒

う︒水利は一般に消火栓の口径

が小さい︒もっと大きくし数も

増やす必要がある︒消火槽も八

非戦災地のため都雨計画がお
通報で消防効果は望楼発見より

校︑工場には一個位あるが気や

十個位不足している︒現任各学

くれている︒道路は新国道はよ

消防予算について

効果が大である︒

消防車は現在三台あるが五台

の輸送など産業発展に麦輝があ

いが旧道は狭い︒このため冬期

り消防活動も不便である︒水道

れるだけでなく︑市民の皆さん

が各種の免許をとられる時︑財
産売買をされる時︑印かん証明

日町市民であることを証明する

が必要な時︑等六⁝あなたが十

必要がある時にはどうしてもな
くてはならないものです︒とこ

ろが近ごろ住民の移動があって
も届出をなされない方︑忘れて

おられる方がふえてきて実際の
人員と登録八員とがくいちがっ

ている乙とが多くなってきまし

た︒皆さんも昨秋行われた国勢

人口とが大きく違っていること

調査の人口と市民課の往民簿の

をお知りのことと思います︒こ

のようなことは決してほめたこ

住．民登録は市行政の大切な基

とが必要です︒近日中にあなた

い申告によってつくっておくこ

とでほなく正確な住民簿を正し

礎資料です︒選挙人名簿︑市税︑

いますからぜひご協力下さい︒

万区内の調査員の方が調査に伺

％であるが一船会計がのび五年

◎工．事期聞

上げます︒

協力下さいますようお願い申し

策を協議した結巣︑今回減らさ

う県からの通知に対してその対

事の対象補助面積を減らすとい

開いて︑十日町小学校第二期工

市では去る九﹈﹈急施市議会を

第三期工事に繰越すことになっ

がもらえなくなるためその分を

れぱ︑本年減らされた分の補助

の場合当初計画どおりに実施す

五十坪に減ゐされたもので︑こ

急対策によって補助面積が三百

四百五十坪でしたが国の中学増

も相当多いようですが︑新規架

と思いながらためらっている方

は出していないが電話をほしい

方が七〇人︑ごの外申し込み書

す︒現任新規加入申し込み中の

話や移転も可能になるわけで

申し込んでいながらつかない電

ご連絡下さい．これによって今

募集
働く年少者の生活を︑写頁に
よって広く社会一般に知らせ︑

者の保護福祉の向上に役豆たせ

その理解と協力を得て年少労働

るものとし︑次のよう写真募集
いたします︒

◎送り先甘市教委柱会教育課
︵一括して労働省婦く

少年局に送ります︶

会を明るくする運動が7月中全県下に展開さ

れます。この蓮動の目的は

1．犯罪者の矯正及び更正保護の実情につい

て地域社会の理解を深め広く協力を得る

2．犯罪の防止、特に暴力犯罪、青少年非行

こと0

等の防止について地域社会の協力を得る

ことo

事務所では7月24日まで、つぎのとおり十日

測量にご協力を建設省長岡工事

町地内信濃川筋を測量いたしますので、土地

立入等についてご協力をお願いします。

2・測量計画機関一建設省長岡工事事務所

L測量の種類一信濃川三角測量

3・測量実施機関一株式会社協同測量社（長

聴覚障害者巡回診査耳が聞えず困る
野市）

しやぺれない人、顔面に火傷や怪我の痕があ

県立十日町病院耳鼻科医長
「相談担当者」

正念寺
神明町
所
場

人、よく言葉が

つたり、兎唇で悩んでいる人がありましたら

お気軽に相談に来て下さい。

「相談の日時と』場所」

日時6月21日（水）
午前9時から午後4時まで

＋日町消防署

消防自動
車寄贈
にこの倭︑G日本

ら消防目動車一

損害保険協会か

台が寄贈されま

一九六一年式日

した︒この車は

産一四〇型の最

新式で高圧三段
．撒ダービンボンプ

．同署の自動車ボ

臼⁝付です︒これで
壕

ンプは三台にな

金野克、十日町市社会福祉事務所係員、

ったわけです︒

．バスの予裕もありますので一般

現在農業に従事してい

からも募集いたします．

る青少年

◎対象

◎期日碍六月二士一百︵金︶︑

合︵降雨延期︶

市役所前︑午前八時四〇分集

入賞者には直接通知す

◎発表及び賞皿労働大臣賞他︑

るほか報道機関をもっ

事務局︵先着順︑人員︑〆切︶

教育委員会内ラジオ農藁学校

◎申込み匹六月二十日までに市

験農場

南部水稲試作圃ー灘南開拓実

◎コース皿吉田開田事業−吉田

こと︶

◎経費H無料︵但し昼食持参の

て発表予定︒

ラジオ農業学校
現地循環研修
農村青少年︵二千才未満︶を
対象に︑郡而内農藁視察を行い

ますので希望者はお申し込み下

なお︑これはラジオ農．業学校

さい︒

生を主な対象とするのですが︑

計量器検査は八月

にしています︒調査については

地区を一班で全部実施すること

メートル法に切替えよう
固定資産の適正な評価を行う

昨年中条地区の現地調査を終り

ー斥等の併用目盛のはかり︶を

使用すると罰せられることにな
っております︒そこで十日町市

においては今年計量器定期検査
が八月︑頃実施されることになっ

ておりますので︑その検査以前
に併用目盛について非メートル

系目盛の抹消を販纒めて修理願

る︶予定ですので︑希望者は而

の土地評価
い︒

役所商工係まで御申し込み下さ

技能検定
昭和三十六年六月一日から六

◎第一次試験受験申藷受付期間

月三十日まで
◎検定職種

機械工︑仕上工︑板金工︑建
築大工︑左冒︑凸版印刷工
◎第一次試験

調査を順調に進め六月下旬から

ります︒現地立入調査の場合は

始め八月下旬頃に終る予定であ

作物︑畦畔など多少ご迷怒をお

十分注意いたしますが︑田畑の

で︑あらかじめご了解をいただ

かけすることも考えられますの

す． ︵税務課・固定資産係︶

き何分のご協力をお願い致しま

通産大臣表彰
十日町市廿日城有限会社樋熊
機工場︵樋熊栄松氏︶はこのほ

業所として通産大臣から表彰さ

ど丁︑業統計調査の報告で優良事

同七月三十日尚二次試験は九

ら伝達をうける樋熊さん︼

れました︒

︻写頁は村山市長か
まで︒

月二十三日から†一月三十日

昭和三十六年七月二十三日︑

関係地の方女の御協力を得て︑

ため︑税務課では昨年から土地

牛活を情景としたもの

今年は川治︑六箇︑吉田の三地

ました︒

評価を計画し田の評価を開始し

二︑写真の大きさは手札型以上

評価方法は評価基麓によって︑

区を実施する予定であります︒

名の計四名で一班を編成し︑一

力員︑地区補助員︑税務課員二

小字巫は団地単位で行い部落協

年令及び簡単な内容説明を

八月二十五日

ロ咳ー貫︑ヂ馨ーボンド︑キロ4

る計量器︵はかりについては︑

メートル法単位以外の目盛のあ

以後は販引きまたは証朋用には

御承知のように来年一月一日

今年

川治︑六箇︑吉田を実施

◎締め切り日

四︑未発表作品であるごと

書き添えること

三︑作品一枚ごとに住所︑氏名

し︑内容を労働または余暇

一︑題材は働く年9者を中心に

◎応募規定

○

ξ﹂5きそ

国民健康保険︑国民甲金︑予防

ておきますので︑この数の範囲

に開通できる数を局別に割当て

内で申し込みの阜いものから開

ごのたび電電公社では三五〇

をも充分考慮して︑次のような

後で一・五倍はますのぴると思

れた分を来年の第三期工事に繰

たものです︒これにより第二期

設は公社の予算の都合上一年間

年少者生活写真

通することになっています︒

〇万円の資金を投じて都市計画

市内電話ケーブル大
増設申込みは早目に

衛生等いろいろなものに便用さ

現在で行います︒

住民登録実態調査を来る七月

い

工事内容でケーブル等の大増設

は六〇名に増強すべきと思われ

を五年後には四〇名︑十年後に

る︒反消防費は現任一般会計予

生じるかと思いますが︑何卒ご

砂ろご迷惑をおかけすることも

は必要だ︒職員も現任の二五名
をすることになりました︒

集している危険な地域は本陶︑

算三億四千万円のうち︑一︑八

このため工事は全市域にわた

高田町︑駅通りなどでいずれも

OO万円で全予算に対し五・三

頃が強風時期で危険なシーズン

われるから消防比率は五・五％
六月九日−十月四

である︒公共建物については高

日
この工事期間中︑現任のケー

を行うため多少の不通混線等の

ブル線を新しいものに切替作榮

越すことにし︑とりあえす三百

工事は十二教室を建て残り三教

賑った市民魚つり大会

が︑その時は速かに一一三益に

五十坪の縮少坪数空第二期工事

室は来年になるわけです︒

赦障が生じることもあります

を進めるごととしました︒第二

㊦魚つり風景

㊤入賞者の表彰式

期工串における当初の計画では

十日町小問題急施市議会

縮少を三期に繰越す

校︑中学校とも防火壁など貧弱

り行われ︑市民の皆様にはいろ

る︒当市は風は弱いが五︑六月

家屋が粗．悪で延焼の恐れがあ

の消火栓が小さく︑一般に防火

住民登録実態調
査が行われます

を招いて十日町市の防火診断を

藤
お願い致しました︒この結果市

田博士 の診断

防火施設は不完全

危険な状態

○
施設がおくれている︒市内で密

一日

脳謬

▽入梅︵六月中︶

環境衛生についてH衣服
具をつとめて日光にあ

てること︒井戸に汚水が

流れこまぬよう水はけを
よぐすること︒産卵期に

入る蚊やハエの発牛防止
に注意すること︒

▽教科書センター臨時分舘
の開舘︵七月十日まで︶

十一日〜七月二十日︶

▽夏の健康を守る運勤︵二

▽貯蓄増強運動︵下旬から

が優勝しました・
の部山田力三（700咳）

キ

う︵一括修理の場合は安く出来

泌尿器科、内科、婦人科

七月末日︶

川治診療所医師 深井勝
専門科 皮膚科、性病外科

▽救らいの日︵二十五日︶

d

「相談の内容」

十日町市社会福祉事務所協議会係員

川治診療所の休
◎顔面の奇形診
診療をはじめました

◎言語機能障害

診により地域の皆様方に長らく御迷惑をおか

6月14日から診療を開始することになりまし

け致しましたが、下記の医師が新任され、去る

た。こXに開診のお知らせをいたし併せてみ

なさまの御協力を賜りたくお願い申上げます

尚、六箇出張診療日は毎週火曜日午後1時

O聖−聰亀亀ー亀−亀馳亀ーー臨亀﹄閣亀亀ーー鞠亀・曉雛睦聰亀睦亀曉睡竜亀隔隔亀麹亀聰閣島亀ー亀畦亀O﹄聰亀亀亀鞠亀馳ー亀亀亀睡ー亀鞠亀亀自弔口亀暑監亀自亀自亀亀壁幽鴫亀亀聖−馳聰亀睡亀隔亀毫鴫鶏口亀亀レ鴨亀蜜﹄﹃覧

より4時までといたします。

第五回市民魚つり大会は去る6月4・6日の両
日市内大池でにぎやかに開かれました。4日子
供の部・6日は一般査それぞれ日ごろの腕を競
いましたが子供の部で村山利弘（750屡）一般

更生相談

第11回新潟県社
社会を明るくしよう

◎耳の病気、聴覚障害

須
寝．

藤田博士

温
蔭

』ゴ』

0

（昭和32年6月5日第三種郵便物認可）

昭和36年6月15日（木曜日）

ち

管
カ、

お
と

報

市

第56号・

＿1一

霞

日の第二回目の山とほぼ一致し

に達したときはちようど六月四

る︑ことしは五〇％の五〇〇頭

ている︒平年は納一千頭でてい

イネの大敵二力メイ虫退治

、＝
．〜

萱

窯
る．なお︑ことしから低毒性の

スト機の場合は二〇〜三〇︵一

〇〜一〇〇掲︵四〜六斗︶︑ミ

は千五百倍にし動力噴霧機は七

はホリドールは二千倍︑EPN

十アール当り三♂撃︑液剤で

ドールかEPNがよい︒粉剤は

原則的には殺虫力の強いホリ

薬剤は何がよいか

い．しかし高温期であるため充

を妨げることがあってはならな

がよい．幼穂形成期以降は生理

に排水溝を屈うて排水すること

し充分な中午不能田は二厨位毎

かし漏水田は干さない方がよい

に乾し上げ徐女に流水する．し

て︑適宜行うことがよい︒徐女

日の中干適期に土壌条件によっ

拠だ︒そこで出穂前三〇〜四〇

して︑イネの株元に葉を吹き

のように苗の徒長気味のものを

草丈が伸過ぎたり交反対に今年

初期 生 育 が よ く 茎 数 が 多 過 ぎ

け健全であることが条件であ

を受けずに日光や空気を充分う

分けつするには葉が病虫害障害

分を越さないようにする︒稲が

る必要のあった場合は草丈の半

させるには浅水として茎にも日

牛産力の高い丈夫な分けつを

んと︑たとえ朝煮炊したもの

んとうは︑よほど注意しませ

くなります︒殊に毎日のおべ

ですべての食物は腐敗しやす

夏は暑い上に湿度が高いの

のもよいと思います︒特にお

ミン源として別に持って行く

鮮な胡瓜やトマトなどをビタ

んで別に持って行ったり︑新

しよう︒干物を焼いて紙に包

うに水分の多い料理はさけま

からいものは塩からく︑甘い

す︒おかずの味付は濃厚に︑塩

てかために炊くことが大切で

ります．

御飯に振りかけても効果があ

ることがあります︒少しでも

おきますから︑高温のために

るまで︑相当の時間密閉して

弁当は︑料理してから食べ

です︒やむをえす宵越しのも

料理レたものを詰合せること

す︒そしてなるぺくその日に

ものは甘くつけるようにしま

それから御飯は水をひかえ

でも︑お昼までに腐敗してい

悪い臭のするものや︑味の変

むれて︑腐敗しやすくなりま

とかお弁当の御飯の中に一粒

を二︑三粒入れて炊けばよい

となって︑御飯やおかすばか

がふたについて︑それが水滴

温いうちに詰めると︑水蒸気

すさましてから詰めること︒

詰める時ぱ御飯もおかすも必

て使いましよう

か︑焼きなおし

も三度煮返す

のを使う時は︑

ったものは食べないように気

す．

お弁当につ いて

これからの

をつけましよう︒

ますお弁当
箱は︑御飯と

別女にして︑

おかす入れを

熱湯を通してきれいに洗い水

入れておくと︑御飯が長持

昔から御食を炊くとき梅午

おかずの材料は腐敗しやす

なりますから︑急ぐ場合でも

りでなく︑細菌もつきやすく

特に気の残らぬように十分乾

いものをさけて新鮮なものを

が︑それは梅．干の酸がある程

ちするとか︑云われています

してから使いましよう︒

選ぷことはもちろんですが︑

散させて︑さましてからふた

温いものは湯気をすっかり発

佃煮や干物などを多く使い︑

すが︑それと同じ理由で普通

度の腐敗防止に役立つためで

は量を減らす︒

水して施し︑二〜三日間は水口

穂肥を施すには︑なるべく排

よい︒

加四〜六♂︶も一しょにやると

をするようにしましよう︒

煮る︑焼く︑油で妙める︑な

の食酢をうすめて炎き上った

ど完全にして汁気のないよう
にします．蒸物やあえ物のよ

叉元肥のチッソ量が多い場合

過ぎないようにする．

漏水田や砂地の肥持ちの悪い

すか︑中止する︒

は︑時期をおくらせ︑量を減ら

朝露のあるときや︑雨上りでま

すい．

一

が葉について︑葉ヤケを起しゃ

だ葉がぬれているときは︑肥料

をしめたままにしておく．なお

梅雨時になると︑畜舎内の温

う．

生活できるよう工夫しましょ

梅雨どきの畜舎と家畜管理

かんきょう衛生が第

に分けて施し︑カリの追肥︵塩

漏水田︑砂質秋落田廷は二回

普通田よりや＼多目に施す︒

下層施肥田では葉色のみにこ

宜追肥する．この場合リン酸︑

までは︑出た分けつが穂になら

だわらす︑出来具合を良くみて

処は︑イネの出来具合を見て適

カリも併せて施してもよい︒

草剤の活用によって苦痛軽減に

ない無効分けつ期といわれ︑こ

有効分けつ期から幼穂形成期

二︑無効分けつ期

役立たせ︑契除草効果だけでな

ムダになるばかりでなく︑茎葉
がしげり︑日光が当らす病害や

の時期のチッソの効き過ぎは︑

倒伏の原因になりやすい︒

くある程度の遅発分けつ抑制と

穂三〇〜四〇日前に中︑干と併

度と湿度が高くなり︑吸応．屋里

②蚊やハエのぼく滅は計画的に

漏水田︑砂質秋落田以外は追

が発生し︑家畜は食欲がおとろ

ても心要な場合は極少量にとど

じんです︒とくに吸血昆虫は

田植後のイナ作かんりのうち

効分けつ期といわれ︑出た分け

田植後三〇〜四〇日位迄は有

つ期が遅れるの廼出穂二〇〜二

生では幼穂形成期より最高分け

と呼んでいる︒施す時期は︑早

五〇〜六〇％が家畜に適当で

度︑擢氏一八〜二〇度で湿度

ると徒長し葉の下の方が長ぐな

い．それぞれの場所や時期︑イ

とれるというワケにはいかな

肥切れが考えられるが︑これは

極端な早植で表層施肥の場合

れをさせないようにする︒

ど大きい穂をつけるので︑肥切

〜二・三声︵硫安なら二〜一・

ちがうが︑チッソ成分でO・四

施す量はイネの出来方により

と〜二五日前する︒

伝染病にかかりやすくなりま

を害し︑抵抗力がおとろえて

で空気がよごれ︑家畜の健康

す︒畜舎内では︑排泄物から

合
割
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すから常に新鮮な究気の中に

酒の密造はやめよう
自動車でパレード
税務署では酒類密造防止協力

会の協刀を得て︑酒の密造者取

となり︑次の日程により自動

締と防止冒伝に力を入れること

車︑オートバイ十数台を連ねて

密造酒ぼくめつお宣伝を行うこ
とにな妙ました︒なお︑各地区

に駐車して﹁風船﹂や﹁ぬり
え﹂を子供たちにくばります︒

と伝染されてゆくので蚊とハ

に努力したいもの︑まづ発生

エの発生予防ぼく滅には大い

しやすい水溜りや薮などを潟

ことです︒しかし無計画に個

掃して殺虫薬などを撤布する

人個八が実施しても効果が上
りませんから︑部落中が協力

することが必要です︒蚊︑ハ

して︑計画的に一せいに実施

エ等のぼく滅には︑BHCや
DDTまたはリンデン︑パン
ゾールの五〇〜一〇〇倍液︑

ディルドリンの七〇〇倍液を

るときは︑できれば家畜を舎

使うとよいでしよう︒撒布す

外に出し︑壁天井等にも充分

飼槽や飼料にか︾らないよう

薬剤をふきつけることです︒

す蚊やハエのほかに家畜につ

にして撤布することも大切で

三︑﹇体農家はどんな

畜舎のかんきよう衛生をはか

く寄生虫を防ぐには︑畜体︑

ものをどれ位とつてい

▽六月二十一日︵水︶津南町

▽六月十九日︵月︶十日町市内
しいことですが︑高級織物だけ

きたいものです︒

て家畜に良い臥床を与えてお

︵次回は市農業今後の方同︶

大切なことです︒

を充分与るなど家畜の 生理上

飼料をかえないとか︑水と塩

畜はエサに敏感です︒急激に

④エサに注意する︒梅雨時の家

ものです︒

備とするなど心がけてみたい

ャやヘチマをはわせて防暑設

守る準備が必要です︒カボチ

けにかけて︑塚畜を暑さから

③夏を涼しく︒梅雨から梅雨あ

しくし︑一日一回は入れかえ

る乙とです．敷わらは常に新
に経済の好況不況の影響のある

およびのつかぬことがうかがえ

期待に十日町農業は︑はるかに

順です︒農業基本問題調査会の

第4図

答申によると畜産と果樹の生産

るようです︒

るのでしようか
ない問題がひそんでいます︒な
ぜ兼業に走るのだろうか︒あま

りにも現在の農業が自家食糧重
点農業で︑現金の入らないもの

であるかがおわかりになるでし

中︑もう少し金をとる．いわゆ

よう．一にも金二にも金の世の

る商品化農榮へ一歩すつ前進し
てゆかなければならないことは

そさい等の畑作︑畜産の

これは米が絶対多く︑続いて

いうまでもありません︒

伝染病を媒介します︒

梅雨時の伝染病は注意がかん

で︑重要でむすかしいものに追

つは収量に直接ひびき穂数に関

脳炎などが︑蚊により次女

分けつを促進するため出来るだ

肥がある．

係し︑しかも阜く出た分けつほ

鶏痘︑緬山羊の腰麻痺或いは

け昼間は水を止めるよう心掛け

うまい追肥のやり方がきまっ

適な生産を続けさせるためにつ

夜間気温よりも水温が高くなる

ていて︑それさえやればコメが

ぎのことがらに注意しましょう

家畜の能力の減退を防ぎ︑快

えて生産が減少し︑伝染病が流

肥はやらない方がよい．どうし

める︒

はならないことはいうまでもな
い︒

反出来過ぎの場合︑田干しを
して肥効を抑える︒

行します︒

たからといって稗除きを忘れて

ることがよい︒女PCPを使っ

せて︑朝ダの涼しい時に散布す

倒伏防止も可能であるから出

ようにし止草は二四Dなどの除

週間位で始め︑牛理を害しない

めには除草機の活用は田植後二

生産性を高め苦痛を軽減するた

は前に述べた通りであるが特に

田植直後の中耕除草について

◇中耕と除草

給することになるから合理的だ

時の掛流も︑地温を下げ酸素供

う︒巫水量の豊冨な処では高温

や発育を害することはないと思

の形成期穂開花期などでも牛理

とを繰り返す．この程度なら穂

て土壌水分を一〇〇％にするこ

するが堪水することなく排水し

出る程度︶前後にな︐たら流水

とは足で土を踏んで水がにじみ

する水分が八O％︵水分八O％

量の八O〜一〇〇％の間に維持

ないから︑土壌水分を土壌容水

の働きを阻害する場合が少なく

分な水分供給が堪水になって根

〜二斗︶にして平均に散布す

バイジット乳剤が市販される︒

防除の重点
一︑必す重点防除を行い無散布
田が残らないようにする．

つけるようにしてまく．

二︑均一散布する︒吹込散布を

適期である︒早過ぎるより︑や

まくこと︒

三︑散布時期︑量を間違いなく

︑活曽後適当な温度︑水分︑養
分に恵まれれば︑順調に葉数が

ら︑分けつが遅くなったり伸び

る．深水では葉が水中であるか

を数適期に揃牙るには︑先す初

てこない場台が多い．

期の牛 育 を 順 調 に し な け れ ば な

る．特に高温廼あれば排水する

光︑空気をふれさせるようにす

位の考え方が必要だ︒中干頃

らない︒先ず地温︑水温を高め

浅水として夜は深水とする︒晴

ろ高温となり土壌中の酸素不足

出穂四〇日前頃になるとそろそ

が目立つようになる．土壌中の

の日のダ方は気温が水温より早

早く高くなる．このため日の出
酸紫不足は根の活力が悪くなり
ムダ茎を多くしたり穂を小さた

したり︑下葉が枯たり病気の原

因になったりする．日申葉が巻
くのは根の働きが弱っている証

正しい追肥のやり方
三︑幼穂形成期

防除適期はいつごろか
時だけ水を掛けるほうがよい︒

いえるのではないか．

り下葉が枯れて︑下位からの分

であり︑元肥との関係も大き

ネの出来万に合うやり方が必要

％
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五キロ︶とし︑時朗のおそい場合

のガス︑水蒸気︑ほこりなど

▽平場地域︑早植地域︵五月

なるばかりか生理障害の根腐を

このグラフが示すとおり︑経

穂肥までのツナギ肥とし︑やり

けつが妨げられ茎の充実が悪く

い︒

中︶H六月二三員〜二七日頃

営耕地の少ない農家が非常に多

農1

図
5

業昭
農

第

稲作68．6％

こ♪ほ考えて置かなければなら

す︒農村の冬の副業として喜ば

11．1％

引起す原因にもなる︒深水にす

﹁農業基本法﹂が曲

る農家の経済は裕福ではないよ

多いのです︒農藁経営によって

う6す︒働けど働けどの農家が

りなくなる．そこで山林を切る

得た収益を家計費にあてると足

とか︑出稼に出るとか︑賀バタ

を織るとかしてッヂツマを合せ

ている家が大半で兼業農家の多
いことがこれを示しています︒

最近特に十日町の織物の売行
良好から農家の賃バタ織りが多
くなって︑山地でも織機の音が

昭34
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日町市．農業の

りなりにも国会を通過
く︑仮りに一・五盤以上の農家

状を 見る

しました︒これに関係

すか四・一％︑一五八戸︑他の

を自立可能の農家だとするとわ

農家は共同化によらねばならな

されて初めて︑ここに

農業革新の第一歩が
いという勘定になる訳で︑農業

ある諸法律の制定がな

踏みだされる訳ですが
の合理化︑近代化に近ずくため

ちたいが︑耕

をよけいにも

﹂として悲鳴

作は出来ない

でしよう︒

259，953円

しないところはないくらいで

10．7％

蚕

勉
含

専業農家

翻︑︐︑欄問﹈

92戸

農家所得

業を従とす震業を主とする兼藁農塞

二五％

iil

をあげること

二︑農家

の経済は
四六髪

金
収
，入
＋額
日別
町
市農
農家
台家一
戸
讐数

日町市の山間地では一・五診の

20，1％

隔
l！i

には︑いかに問題が多いかがう

5ぴ〜1加

14％

十目町而農家戸数三︑九三六戸︵農業センサス︶

劃圃薗

養蚕、

2，271B

業の実態を昆ることに

3．6％

第3図農外所得の占める割合

第2図

その前に十日町市の農

30末

かがえ る こ と で し よ う ︒ 反 面 十

加〜1．5加

脚︑農家の経営

＼

致します︒

い8・・％

足なものの少い現状から﹁耕地

＼

44．2％

3．854
130丁〜50】

耕地をもったとして︑農道の満

昭3濃家台帳

の大 き さ は ど の 位 で し

農家戸数

／

よ︒つか

3．6％一」二70、5・ぎ

農外所得
71，682円

．家る二九％一

現

1，482戸
iil

ど・つでし

市内におけ

よ・つか

専兼業戸数

現 十
2hα以上
1・5〜2悔

十日町9戸ランダム

初旬︶π六月二五日〜三〇日

▽中間地域︑普通植地域︵六月

①畜舎の空気を清潔に︒舎内温

このようなことを一応基準に

温度を商く保っために深水過ぎ

この時期の追肥を一般に穂肥

して︑ことしの二化メイ虫の防

一︑有効分けつ期

除適期を推定すると次のことが

五日前とし︑中晩生では︑二〇

ない︑漏水田は冷水害をさけ︑

るがら掛流しは分けつ期によく

滞すると急に暖くなるものであ

かく暖かまりにくいが一度停

る．叉水は動いている時は︑な

深水にし夜間の保温につとめ

が昇るようにし午後から次第に

と共に漸次水を減らし早く水温

く低くなり朝は気温が水温より

る水のかけ引きは階天の日中は

る︒むだ茎を少くして必要の茎

増え分けつも増えるものであ

植えて葉先が枯れ好ましくない

分けっ期の水のかけひき

れてい る ．

や遅目の方が効果があるといわ

められる頃がホツドールの散布

もよい︑被害茎が畦の上から認

虫被督状況にようてやるのが最

り農家個汝が自分の圃場のメイ

駆であって︑適確な防除はやは

これはあくまでも大ざっぱな基

るので は な い か と 考 え ら れ る ︒

がおよその防除時期の中心にな

旬〜七月初旬

▽山聞地域︑晩植地域躍六月下

頃

︷一簸︑．．．．．

いてはr想は平年並みといわれ

ることになる︒また発牛量につ

べ最初の山は約七日早くきてい

目の山がきている︒平年にくら

後減って再び六月四日頃第一面

蛾搬盛期をむかえている︒その

は五月二十四日に第一回目の発

生を見︑十日町︑島の予察灯で

す︑平年にくらべや＼早目の発

大敵二化メイ虫も乙他聞にもれ

順調にでてくる．なかでも稲の

た︒春の天気がよいと．虫ケラも

の天気がよく︑苗できもよか︐

ことしは大雪の割合いに春先

、●・＝

ている．

タ

・二懇

防除適期は六月下旬か
震業経営シリーズ（2）
笥薯図農業経営の大きさと農家戸数

（昭和32年6月5日第三種郵便物認可）

昭和36年6月15日（月躍日）
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