り

ジ村

さ
潔

・・

じようになり︑昭和九十年
には三︑二人で一人目養な
れなければならぬというこ

とになって若い人の負担が

も

q．動罐罐輪業繁離

署

って参ります老令︑擁疾︑

て︑たえず不安な状態のも

死亡といった事故に対し

命幽

昨年十一月から︑七十才以
上の年寄りの方や身体障害
者の方︑あるいは母子世帯
の方に対して国民年金法に
よる福祉年金が支給されて
いますが︑これは︑拠出制
国民年金が始まっても︑す
でに老令であったり︑障害
または母子の状態にあるた
めに︑保険料を納める能力
がなかったり︑あるいは︑
納める期間が短いため︑年
金を受ける資格ができない
人たちに支給される特別な

ものであります︒

・

氏

げ

サ

︑

門

紀．
ト

伽

︸〜；．キ 馬︐州孕叩量器︑満劉︑ハ
し
へ

・？

︸
︑

雰

れらの公げの下網のうち︑
・遣震年金とか留守家族手当︐
をもらえる人掲ち︑それか
ら定時制とか夜間の学校に
通っている人などを除．いた
ｶ︑生徒︑あるいは︑昭

は︑帽き明治四十四年四月一

加入しなければならない人
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な都合で自分で
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次に能力の使い万ですが︑
これはいたって簡単であり
ますが︑この能力の使い方
如何によっては青くにもな
り︑苦しくなるのですがそ
う簡単に片付けてはなりま
せん︒例えばどこどこの田
は水不足勝だから降雨をの
がきず代をあけて置くとか

って行くこくこと︒

域は︑早期水稲に切替ると
か︑どこは湿田だから代あ
け前に珪を塗って置くとか
こんな点から万端にわたっ
て働かせて最も合理的に使

んばいに周到に使途して︑．

晴天の時はどう云う作業を
しいかと云うことは今更論
やって︑雨天の時はどうす
じなくても忙しいには相違
る︑内には可働人員が僅少
だからどうすると︑いうあ

ありません鳥

商量忙しいには忙しいが︑

此の養老期もやり方いかん むだな丸春先から田植
によっては案外さ程忙しさ 了までの準備構作をめぐら

区

箔劉響騰ら警ズ

るものではないかと云うこ
とを短かい十年そこそこの
体験から割幽しましたので

鶏薯嬌給露黙 価急難鯛質蒜

麦刈から田植終了までと︑
稲刈から麦蒔までを農繁期
と称して昔から此の時期に
は猫の手招も借りたい程忙
しい時期と云われています
よくよく観察して見るにζ
の猫程捕鼠以外に役立たな
い動物はなかろうと思いま
すが︑それだけ役立たない
猫の手すら借りたいと云う
程だから如何に此の期が忙

農繁

ただ一つ手間少く金になる
のが梅であります︒収穫は
忙しい時ですが田植の費用
は梅で出来ますので全く有
難い限りであります︑此の
梅の下に池を造り鯉を養っ
て居りますが︑最初のは二

葉樹を造林したとしますと
町当り一︑○○○石の蓄積
誠につまらぬことですが左
と見れば山回で一︑五〇〇 十五橿位になり第二年度分
にそれを申し述べて見まし
円にしても輯五〇万円とな は稲田で稚魚を育て池で越
よう︒宜敷く御批評を乞う
り六対四の分収であったと 冬させて居ります︒
次第であります︒
すれば土地所有者の収入は 裏作のナタネと共に幾分栄
農業に限らずあらゆる産業
六〇万円ですからおよそ十 養の自給になり生活の改善
を遂行するには三つの原則
倍の収入があることになる の出来る事をたのしみにし
が必要であります︑ 即ち
訳ですこれがスダ山である て居ります︒
一︑可動力 2︑財力 3
とか現在利用されていない 将来は池もニアール程に増
能力 この三原則を動員し
原野等である場合は更に造 設したく研究申でありま
て始めて産業は遂行される
林の効率が高くなることは す︑小鳥とびこう梅花の下
のであります︒殊に農繁期
いうまでもありません︒分 で鯉や色とりどりの金魚の
ともなれば一層目の三原則
収造林は土地のない人でも 泳ぐ様を見る春の朝は何と
を周到に動員して最も経済
立派に造林の出来る制度で もあらわす言葉もない位で
的に最も周密に機動するこ
す︒将来の生活の安定を図 あります︒
とが肝要だと思います︒
るためにみんなが力をあわ 以上の経営で木足なのが稼
即ち財力は時前において貯
せて一本でも多く植えてお 動力でありこれを補うべく
窪して置いて決して直前ま
機械を入れて層ります︒先
きましよう︒
で財力収集に勤めないこ
づ原動機と脱穀機︑次に飼
と︒
少くなり新山に多い訳です 料の確保と加工をする為に 可動力は耕作反別に応じて
が現在のように杉松の造林 精米機と粉砕機カッターと
増減を勘案すること︒
がはげしくなりますと遠い 婦人の手間を省く攻め電気
尤もこの可動力申には人力
将来には特産品から消去る 洗濯機の順でありますが何
畜
力︑機械力の三道があり
と申しましても働きものは
と思われます︒
ますが︑当柑の様な指差の
そこで私は一年に五人切り カッターであります︒
耕地には機械力は不適当か
程度自家労力で伏臥で居り 仔牛とも五頭分の一日分の
と思いますから人力と畜力
マグサを切るのに二十分間
ます︑次に果樹であります
とを主として行きますが其
が宅地の周辺はすき間なく 敷藁を十分間で切り其の好
の
二丁を並行にすること田
植て居りますが手が廻り兼 め堆肥の切り返しの手間の
前に畜力を減少させない
ね自然栽培の形で収穫も自 省けるのは大したもので ことです︵大牛を小牛に交
家消費が主で大した経済の す︒
換したりしないこと︶
足しにはなって居りませ かくして生み出された時間
で牛の手入と運動を致す訳
ん︒
でありますが私の経営は今
後の畜産の成果が如何に上
るかがカギであり︑更に経
営の合理化に精進する考え

据るように十方隠州もな囲
ません︒町当りの蓄積は普
ておうます ；
ザ 通の所で一八O石位ですか
．﹁分収造畢とは﹂
ら石当り二三半とみて四五
資金や労力を持っている人 〇俵になります︒山手を一
が土地の持ち主との間に契 項仁○円とみれば六三︑○
約を抽んで造林しやがてそ ○○円となりますが針
の森林が立派に育って伐採
出来るようになったときに
その売上金を土地所有者と
造林者間で合けあう方法で
す︒例えば官行造林等も分
収造林ということになりま
す︒

られません︒

造林木を売りはらったとき
その収入をどういう割合で
分けあうかということは最
初契約を結ぶときに決める
もので非常に大切なことで
すが普通条件の場合に土地
所有者四割︑造林者六割ぐ
らいが標準のようです︒し
かし分収の割合は土地の肥
沃度や交通の運否によって
も違うし造林費が多くかか
るか少くてすむかによって
もちがうので一律には決め

前

私の農業経営⇔
迫野内

こうした割合に安全度の高 椎茸栽培を加えて居りま
い疏菜も台風の影響如何で す︒
は収穫が半減致しますので 椎茸原木は非常に株が腐h
更に経営の安全を保つ為め 易く古い山のは一食期毎に

︑

ジ

米

ここで一つ勘定をしてみま
しようか︒怠りに一町歩の
山を雑木のままでおいたと
しますと三十五年の間に二
回は伐ることが出来ますが
収入の方は次の計算で判■

なって居ります︒

﹁分収造林を行うには﹂
分収造林を行うにはまずし
っかりした契約を結ぶ必要
があります︒何十年も長い
期間にわたるものですから
口約束のようなものでは不
十分です︒必ず契約書をつ
くって保管しておくように
しなければなりません︒ま
たその契約書も将来厄介な
問題が起らないようにする
ために適正でしかも完全な
ものにする必要があります
また土地所有者や造林者が
自分たちだけで契約の相手
を見つけだすことは困難な
場合が少くないでしょう︒
このような場合は役場又は
森林組合林業改良指導員が
色々な世話にあたることに

ま地をもつてい
rながらいろいろ

造林の出来ない

人や︑広い共有
林︑或いは部落

ゆき届かないま

有林が手入れの

ﾈ森が出来る筈で塊

というようにお互いに持っ
ているものを出しあえば立

る人は労力を﹂

﹁土地を持っている人は
土地を︑労力を持ってい

しょうか︒

．濠

造林をすれ憾立
鍵醍禦額碗璽
派な森林になる

｛

ま放ってあると
ころはありませ
んか︑そんな土地を遊ばせ
ておいたり自然のままにし
ておくことは持ち主にとっ
ては勿論︑村や国にとって
もたいへんな損失です︒ま
た資金や労力があって造林
したいと思っても土地がな
いために造林出来ない人は
ありませんか︑造林は木材
を増産して私達の生活を豊
かにするためにも国土が荒
れるのを防いで災害を少く
するためにも非常に大切な
仕事ですから少しでも資金
や労力に余裕のある人はそ
れを造林に役立てるように
することが得策ではないで

虚を考えて国民年金に加入し

す︒

以上のような人が国民年金
日以後昭和十六年四月一日
の被保険者になるわけです
以前に生れた人︑つまり来
が︑その大部分は︑商業や
年四月一日で二十才以上五
農業︑漁業︑林業あるいは
十才以下の人で日本国内に
自分で小さな事業を営んで
住んでいる日本国民のうち
いるといった人たちですか
厚生年金とか恩給など公け
ら︑これらの人たちがどの
の年金に加入していない人
程度いるかといったような
とか︑またこれらの年金を
ことを︑来る七月十日を基
受ける資格を持っていない
準にして全国的に調査を行
人︑こういう人たちは︑好
うもので本村でも区長︑生
むと好まざるとにかかわら
産組合長さんを通じて村内
ず︑すべての人が加入しな 全世帯について世帯調査を
ければなりません︒
行うことになりました︒
また︑これ以外に︑⑬厚生 皆さんからこの国民年金制
年金︑恩給などの戯けの年 度をよく理解していただい
金に加入している人やこれ て︑この調査が確実に行わ
らの年金をもらう資格があ れるよう御協力をお願い致
る人の奥さん方︑またはこ します︒

第十二回県下金融推進委員
大会盛大に挙行︑第十二回
金融推進委員大会は去る六
月七日組合長さん︑推進委
員の参集を戴き県教育会館
におきまして開催されまし
た︒

盛大に終了しました︒

大会は五〇億運動ニカ年の
最後を飾る農協並びに地区
協議会の表彰を始め︑体験
発表︑講演等を折り込んで

コ

参加された全員の方々が五
〇億の成果を心から喜び合
い三十五年度の貯蓄目標七
〇億の確保を心に誓い合っ
て解散しました︒
サ

ロ

表彰の栄に輝く
コ
東郷村農協並びに
日向地区協議会
東郷村農協ではこの栄誉を
前期大会の席上において東
汚さないよう本年度目標七
郷村農櫨は県下一〇五組合
の中より目標達成率賞とし 干万円とし︑これが運動を
て表彰されると同時に日向 夏の陣と冬の陣に分けて展
す組合員皆様方のより一層

開することに致しておりま
地区の各組合により結成さ
れている日向地区協議会は

す︒

B靱罫〜・μ−㍉獅ド︑艶

の御協力をお願い致しま
して表彰きれました︒
h

昭和三十四年度最優秀賞と

︑4顎

一一一一L』づ』イー

●

霧捕騎誰護蜘

才をこえる人で五十五才以
下の人たちは︑将来のこと

一和三十六年四月一旧に五十

一学

農協だより欺叢

国民年金シリーズ

拠出制国民年金の制度は︑
毎月きまった保険料を納め
ておいて︑将来︑老令とか
障害母子といった状態にな
ってもこまらないだけの準
備をしておくという制度で
あります︒この国民年金に
紳罎恥
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つ♂

拠出制国民年金
@類叢発足の年
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今年は

虚

来年の四月一日から︑一定 が︑だんだん個人的な考え といった事態については勿
の保険料をかけておいて将 方が強くなってきて︑そう 論のこと︑身体障害や夫の
来年金がもらえる︑いわゆ
いう気持も薄れてきました 死亡というような思いがけ︐
し︑また︑お互いに毎日あ
る拠出制の国民年金制度︑
ぬ事態に対しても︑あらか
わかりやすく申しますと国 くせくとして︑ゆとりのな じめ若くて働ける間に︑自
い生活をしているような状 分の力で咽定の保険料を一
民の恩給制度が実施されま
すので︑これからその準備 態のもとで︑いつまでも今 定旧聞納めて年金をもらえ
を始めることになりますが までの習慣に頼って︑老人 るように備えておくという
なぜこのような制度ができ や身体障害者︑あるいは母 いわゆる拠出制が基本にな
たのかということですの
子世帯の人々の生活を︑親
っております︒
こういう制度は︑すでに外
その醐つの理由は︑日本人 類同志の責任にまかせてお
の平均寿命が年々延びてき くわけにはいかなくなって 国の進んだ国では行なわれ
きたということです︒
ておりますが︑日本におい
r
て年よりがふえてきたとい
うことです︒すなわち︑目 ところで︑このように年を ては初めてのことで︑社会
訓
本人の平均寿命は大正の終 とったり︑身体に障害を受 保障制度の歴史に記念すべ
けたり︑働き手の夫に死な
・
りから昭和の初めごろに
き一ページを加えることに
れたりしたときに国家がそ
は︑大体男が四五才︑女が
なるわけであります︒お互
尉
四七才であったものが昭和 の生活をみてやるといった いが将来何不安なく暮して
制度は︑今までは会社︑工
三十三年には男六五才︑女
いけるよう︑この制度をよ
場︑官庁などで働いている
七〇才というように急激に
く理解し︑心から守り育て
人々に対する厚生年金とか
ていきたいものです︒
東 延びてきております︒
恩
給のような制度だけであ
これはとりもなおさず︑老
って︑これらの制度によっ 国民年金実施のため
人の数がだんだん増えてい
て保障される人々は︑日本
亭くということで︑現在では
全体で働いている人々の三 の世帯調査について
・
占五才から六五才までの生
割にも足らない数でありま
産に従事できる人たちが︑
す︒
一一︑三人で六五才以上の
．・ジ
老人一人を養っているかん 農業や漁業その他の自営業
に従事している大部分の人
︒︑
は︑こういう社会保障制度
から取り残されて︑将来起

@
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優勝旗と表彰状
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一貞軒

ン嵐

組合員の協力で獲得した

@

昭禰35年ラ毎鶏

由として戦後において家族 とに置かれていたわけで
制度が変ってきたことがあ す︒そのようなことで︑数
盆前から︑こういう人々に
げられます︒
・︵
をとったり︑身体障害者 対してもぜひ年金制度をと
になったり︑あるいは幼い いう希望の声が高まってき
子供があるのに夫に死に日 て︑それに応じてできたの
れたというような場台に︑
が国民年金の制度でありま
@．普のように︑親日兄弟その す︒
他の親類の家で養ってもら この制度は広く社会全体の
うということが簡単にでき 人々がお互いに助け合うと
なくなったのです︒昔は︑
いう社会連帯の考え方か
窺類が亙いに扶養し合うと ら︑老令のように誰でもい
・い骸︐ が強かったの饗す っかは行きつかねばならぬ
︑
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l

lb

長期
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囎難業染病舞

画である︒

新名戊君11芸る二十二日ダ

て︑自主的な生活態度を︸

3︑自分なりに計画を立一
身につけることが出来一
る︒

目安がつきそうでありま︸

三頭にのべた欠点に遡

勉強︑運動︑遊び︑手伝
い︑就床その他日常の礼
儀作法等︑一環した生活
項目を順序正しく︑児童
生徒の発達に応じて強調
しなくてはならないと思
います︒新一年生が洗面
を怠ったり︑あいさつが

す︒起床︑洗面︑食事︑

きでしょう︒

●

﹁あいさつ﹂にしても低
学年における形式的なあ
いさつから学年の進むに
つれ自分のものとしての
あいさつになり︑相手に
自分の心情を通じる本質
的なものまで要求さるべ

懇羅器餐い童

していないが︑県から七月 三年度より重んだ根拠を示 ムの放水によって学童の渡 したが認められなかった︒
四日頃始業式を実施するの してもらいたい︒
舟に危険であったときいて 中学校も本年から急増し教
で準備しておく様通知があ 村長巨調査は岩畳物別に実
いるが︑この対策について 室の不足を生じているの
った︒希望者は六十九名で 施したが︑集計を一括して 窺いたい︒なお気象台では で︑中学校の増築と併行し
身体検査の結果四十余名が
いるので作物別に整理して 本年は異気象ではないかと て検討しなければならない
合格している︒ 国の認可は一いない︒ 後日整理し報告す 発表している︒これらの情 と考えている︒
毎日十五名が就労できる見
る︒
報等︑災害対策について窺 杉浦義十看 県道仲ノ原幸
D浦治郎吉君 現在伝染病 ︑ ︐︼︑ o
込である︒又事業予定地は
脇線の改良工事については
しナし
第一に大谷林道の改良工事 患者は直診の一般病棟の一 村長11二十二日の放水につ 先般出県の際六月申三遍に
で第ごに深瀬赤井笠線の開 部を隔離病室に改造し収容
いては︑大内原発電所長を 実施調査の上計画する旨︑
さく工高を実施するよう謝 しているが︑便所︑炊事場 呼び覇情をきいたところ︑ ・県土木部長の確約があった
画している︒
か一ヵ所で種々障害がある 当日は安保批准反対二面に がその後どうなっている
次に面診の運営については
のではないが︑別に隔離病 よる﹁スト﹂で電話が通ぜ か︑次に耳川の電源開発計
毎年二百万円も赤字がでる 棟を建設する考えはないか ず警察電話をもつて通知し 画について九電宮崎支店次
ようであれば︑根本的に改 次に現病棟には植樹がされ たとのことであるが︑通知 長は六月中旬迄に通知する
革しなければならないと考 ていないため︑特に夏季は のあった時は既に舟四隻が と確約したがどうなったか
えていたが︑最近極めて好 患者がこまっているのでは 流失していた︒然し放水に 窺いたい︒
転している︒今後更に運営
﹁ないか︑環境整備について ついて九電は下流に対し通 村長11第一点については未
改善に努力すると共に村民
知の義務はなく県と契約の だ調査していないが近く調
の協力を得るよう努力して
通り執行しているとのこと 査をなし計画をたてるとき
いきたい︒次に村民税は本 ⁝増加の﹁途を辿っている︒ である︒これに伴う被害に いている︒第二点について
人の申告によるほか︑村自
⁝この原因は︑戦後優秀な三 ついては宮崎支店とも打合 は︑当時の次長が本店に転
体に於ても所得調査を行つ⁝品の出現によって・伝染病
せ回答するとのことであっ 勤したため未だ回答に接し
ている︒三十四年度の総所⁝に対し一般の関心が薄くな た︒今後関係機関とも充分 ていない︒後任次長が連絡
得は︑三億五干六百八万二胃っているのではないかと思 検討し対策を構じなければ をとり回答するとのことで
千円で三十三年度より二
う
︒
御
説
の
通
り
診
療
所
の
病
あ
る︒なお前次畏に対して
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
て
い
る
五︑二％所得が延びている 棟を一部改造して収容して 次に災害対策については︑
は村長議長名をもつて公文
寺原勝美君11︵関連質問︶
おり心配しているが︑隔離 県︑郡︑村の段階に於てそ 書を提出することにしてい
農業所得二十二％の延びは 病棟は一般病棟と異り相当 れぞれ対策が構ぜられてい る︒
何か
経費がかかり診療所自体に る︒
若藤稔君11安保改訂批准反
税務課長ほ米の所得を三十 於ても給食施設等の問題も 黒木利男君11寺迫小学校は 対について各労組が統一行
三年度は石当り︑七千百八 あり現在の処︑建設の計画
一教室に二学級の児童を収 動をとっているが︑本村教
十円で算定したが︑＝︒十四 は考えていない︒従って保 容しているが︑これで完全 職員の当日の状況はどうか
年度は政府買上げの三等米 健所の指導等をうけ充分対 な教育が行われるか教育長 又今後の指導等について窺
︑ ︐匂︑o
価格一万四百円から必要経 策を構じ発生の絶無を期す に窺いたい︒
しナし
費三千百六十円を差引き更 るよう努力したい︒次に病 教育長目寺迫小学校は学級 教育長μ六月四日︑十五日
に藁の所得を反当八十把五 棟の環境整備については︑
数十 教室十で︑校長︑職 差各職場に於て集会をもち
百七十円を加算し七千八百 昨年西病棟を植樹した︒本 員は小使室等の一部を使用 その決議を総理大臣等に打
十円で算定した︒なお各産 年は東病棟に植樹するよう しており教育上の影響も心 電することになっていた
物の増収によるものであり 予算措置をなし善処する計 配されるので︑現講堂が危 が︑本村に於ては何も行な
険校舎のため教室兼用の講 われていない︒二十二目も
堂建設につき県当局に折衝 統一行動が行なわれたが本
調査の適正に努めた︒
寺原勝美君11産物毎に三十

海難鍵

夜遊びをしたりして悪習

2︑ ややもすると家庭生活⁝4︑一日中家庭の一員とな︸
態度までこわされせっか一 つて︑家族の楽しい雰囲一
くのしつけも不規則にな一 気にひたり︑家の仕事を．
一
りやすい︒
理解し︑協力する態度を一
3︑暑さのためのみならず
作る機会ともなる︒
一
不規則な生活から健康を こう考えて見ると夏休みの
生活のあり方もおのずから

害することもある︒
4︑無駄づかいをしたり︑

送らせましよう︒

1︑毎日規則正しい生活を

よう︒

を考えればそれでよいので一
はありますまいか︒その三一
として︑次にのべて見まし

爵瓢魏塗雑肇

、

慣を作る機会ともなる︒
次に長所をあげますと︑

1︑学校の日課から解放さ
れ変化のあるのびのびと
した学習や生活をするこ
とが出来る︒

2︑好きなことを思う存分
やってみることが出来︑

出来なくなったり︑勉強
規則正しい生活を送るた
がいやになったりするの
めには子供と一緒に日課
も夏休み後によく見ちれ
表を作り︑過重にならな
ることです︒
いよう相談して専ら実践
夏休みはこの様な欠点に
に重点をおいてその計画
陥ちないように注意する
に対しては家中の人が尊
だけでなく︑それらの生
重し子供をはげましてい
活態度をより深く自分の
ただきたいものです︒
ものにするための家庭実
習期間と考え下さってし 2︑学習と研究を怠らない
よう気をつけましよう︒
っかりしつけていただき
たいものです︒夏休み申 イ︑一般学習
朝の涼しh．5ちに学年に
に︑両親へのあいさつが
応じ能九一応じて時間︸
出来るようになったとか
きめ馨行させていただ・
簡単なことでもよいから

とめたい︒

︑

村の職員は参加していない
このことは各校長の指導と
教職員の良識によることで
今後も教育者としての使命
観に徹していただき一人の
法違反者も出ないようにつ

矢野通11役場庁舎新築事業
起債八百万円はどうなって
いるか︑又八百万円獲得で
きない場合の対策はどうか
村長11起債については五百
万円の決定通知があったが
なお三百万円不足するので
県地方課長に枠外起債につ
いて折衝中である︒又先般
上京の際︑奥野理財局長に
も強く要望しているが︑今
後更に強力に折衝しなけれ
ばならないと考えている︒
なおどうしても狸得できな
い場合は別に財源の見途し
をたてなければならない︒

三浦治郎吉君11︵関連質問︶

本村の上流には数カ所のダ
ムが建設されているが︑若
しこれが欠壊した場合の対

策をかんがえているか︒
村長11将来起るかどうか予

測し難い災害であるが︑過
去においてフランスでアー
チ式ダムの欠壊があったと
聞いている︒電源分水対策
特別委員会に於てこれが対

策について検討したい︒

▽△

以上七重の議員の質問︵関
連質間二︶に対して村長の
答弁を終り︑午前十二時閉

会された︒

▽△

一潜ゲ誰筋鶉鑓

いものです︒

以上いろいろ申し上げまし
たが︑九月一日始業式の目
には︑色黒々とした児童生
徒が︑にこにご顔で充実し
た夏休みをおえて︑全員一
人残らず帰って来ていただ
くことを心からお祈りした

ものです︒

ません︒一つでも︑二つ イ︑伝染病についての予防
でもよいから十分時間と ロ︑水泳上の諸注意
ひまをあたえて実施さし ハ︑体の弱い子供について
て下さい︒
毎日うだるような暑さが
子供が板ぎれをあつめて
続きます︒丈夫な子供も
木陰で箱作りでも始めた
まいる位です︒この時に
生れつき比較的弱い子供
ら御協力下さい︒のこや
かんなもいためない様に
もいます︒これ等の子供
注意して貸して下さい︒
に対しては保養第一にか
んがえていただきたいも
彼等は興味にまかせて︑
のです︒又治療を要する
ありだけの頭をしぼって
子供には休みを利用して
作ります︒そして出来上
十分治療し︑ゆっくり休
﹁りをながめて満悦してい
養させていただき来る第
二学期には他の子供と明
るく学習が進められるよ
う心掛けていただきたい

工作の時間に出会いまし
た︒朝顔を植える鉢を作
るのです︒上の方が広く
下の方がせまくなってい
る鉢を板で作るのですか
ら技術的に非常にむずか
しいわけですが時間の来
るのも忘れ夢中でやって
います︒こうしたところ
に特殊技術とか︒趣味と
か︒ち密な研究態度が生
れて来るのではあります

ハ︑不得手な教科の学習

まいか︒

頬徳碑の建設︑村章の法

低画学では不得手である
ことを意識させず︑興味
をもたせながら指導しほ
めてやって下さい︒高学 ◇役場庁舎竣工の記念事乗
年では自覚させて努力さ として色々なことが企てら
せなくてはならないと思 れたがその中︑村政功労者

います︒

二︑宿題は休みのおわりに 足︑名誉村民条例の制定は
あわてないよう一週間か その最たるものである︒
﹁碩徳の碑﹂は庁舎落成の
十日おきにみて上げて下
日に除幕されることになっ

さい︒

け〜

臨

小・レて青田の風に吹かれ

たい︒

◇一村民から編集子に﹁台
風時に気象庁が円建何度︑
北緯何度と発聞するが地図
がないとさつばりわからぬ
ので台風期にもなったので
村酒に刷りこんでは﹂との
要求があったが印刷の郁合
で﹁謄写﹂で本号の付録と
して各戸に配布するので
々御利用願い︑台風被害を
最小限にとどめていただき

まぬ︒

名誉村民条例は村民の在り
方の理想を示すものである
﹁名誉村民﹂の称号を受け
る村民の出現を待望してや

に具現したいものである︒

3︑明るい家庭の一員とし ている︒
ての手伝いをきせましよ 村章は応募数三六三点中か
ら二面掲載のものが選ばれ
．つ︒
た︒みるからに清楚で気品
があってすがすがしい︒本
村の象徴として敬愛し︑村
章のもつ意味を日々の生活

家庭生活を明るくするた
めに家族全貫がその持ち
たいものですρだいたい
場持ち場の仕事を理解し
一年で三十分以上︑五六
子供は子供なりの手伝い
年で二時間以上は勉強さ
をするよう仕向けたいも
していただきたいもので
のです︒そしてその手伝
す︒ ︵これは都会の学校
いは自主的であり協力的
の軽い一例です︶︒この
学習については学校から
であり︑奉仕的でなくて
課題があると思いますが
はならないと思います︒
これだけを強要せず︑こ
大人のこどりであったり
れだけに終らず能力に応
命令服従であっては家庭
じた勉強のさせ方をかん
生活の理解はのぞまれま
がえなくてはならないと
せん︒輔つの目的のため
思います︒宿題が親の子
に家族全員が努力し協力
供に対するきめ手になら
する態度こそ大切である
ぬよう気をつけていただ
と思います︒子供の一番
きたいものです︒
ロ︑自由研究としての学習 いやがる仕事は﹁何しな
さい︒かにしなさい︒﹂
見学︑旅行︑調査︑飼育
栽培︑実験観察︑動物採
とあてもなく次から次へ
集︑模本作り︑模型作り
とあてがわれる仕享です
図画工作︑日記︑作文︑
節度のある手伝わせ方が
手紙の交換巧いろいろあ
大事であると思︑−ます︒
ります︒これはどれもこ 4︑農生活︑安！蝕活に
れもと言うわけには行き
ついて
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夏休みはとかく生活が不
規則になりがちでありま
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