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麺関縮への生物学的干渉（そのD一
こ

まえがき
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騨づけにあるのカざ蹴です・⇒雌綱劇・や溺
集晦が小さいのです魂醐三が小剤才柚じ・その群の

錨ち・・と繊酬しC過蹴働や聯働の・臓は鋤鯉ん・そん鞠廠・と酪姉のか鋤
伴なう実験や陶雛師から壌られています・側を 力し酌で細の搬もういち諏返せると1諭さ姻
やらぬとb嚇とはか剖繍です・妹触く・いらだ 方があるでレよう・でも飾綱蝉の齢頸くな
たしく，なにか空レい鰯に剖ます・でもこの蹴だ れば・蜘眺酬力・かもしださ柚の昧の酬ゆ
い醐気にも鵬してき礼た・日端という気持が継 です・昭不03年の綱総獅うち， 生緯［酬鱗め

て・蜘とい獺度に勤・てき

馴合はじっに働であ。均が

：欝1議篇㌫

⇔

戴li灘難璽

能幽離を脇でいます遮鞠まほく｛まくです・

・とには飛離を継加ことこそが働の酬で樋

養蚕にたずさわる人の眼は輝いています。いくら繭があ

るのです。こんな事実は犯が喋々するまでもないでしょ

・ても足りないとは輌しいことです・この分では当分
は隆齢つづきまし・う・たしか｝こ燃のす酬と繍

う謙く醐し・将来畷計を関儲は粧て紡糧

でし・う・斯鋼女台しているでし・う．でも，嘩か

の進展噸群の鎌をしばらくは儒正してく綱でし らそ礪じ，そ抽已。ている一とは蹴な、ワシ
よう・でも剛入離な・た琳は廿自省する必要が を雛ときどき馴き路のです．そζで，縦禅。
あります。生糸生産が今後増加すれば解消するというよ

う騨純なもので蜘

かいにもしばらくの間，紙面をけがして生物学的の干渉

でし・う・そオ・らの国辻おけ

る斯業の獅速度がすさまじいからです・

とくに蹄し

いのはその真剣さと基礎づけのたしからしさと国と数の

バ・クア・プがあるからです・国の性格とはいえ旧本
￠）養蚕いや農業は全休からみてそれらの国々より低位の

繍みてみたいのです．も路ん，騰嘩職蜘し

ての聯であるζとを断言はす．お前のいうζと賠
り前，先刻承知しているよという方は，「早く引っ込め，

それより齢の頭の・・エでも趣」とい。てくだされば
よいのです。ぞんな人が多ければ多いほど，じつ｝ま私も
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安心なのです。でも，多少でも私の干渉に刺激をうける

です。いまの養蚕技術でなにが学問的分野で・そしても

方は，やっかみ心でなく干渉をうけ入れてもらいたいの

Fっとも直接的なのでしょうか。私はそれが伺いたいので

です。もとより鈍刀，麻は乱れに乱れることでしょう。

す。重要と思われる技術はすべて基礎学の底辺まで降下
しているのです。基礎が大切なことは野球における習志

まず学問的バン時ゆるめよ

野轍やジ。イアンツの例にみ註でもあ嘘せん．こ

一般にくさび型の狡術・学問をもっ人は，それにいち

のさい，上役も下役も，指導者も研究者もすべて学問li内

ずな熱情を示す反面，自負と自愛心が強く，多少抱擁力

バンドをゆるめることです。もし年寄りが昔物語りばか

に欠けるうらみがあります。自己の学問に沈澱するのは

りするようなら，決然としてその人のバンドを切り捨て

尊v・良心ですが，独りよがりになることはいけません。

なさい。30年代の若い人たちよ，こんご10〜20年の問に

養蚕はクワという植物を餌料にしてカイコという昆虫

はかならず養寮革命がきます。あなたはそのとき40〜50

に生糸原料の繭を生産させる技術です。その過程におけ1 @才です。養蚕業をまさしく背負っているのです。だから
る因果関係を究明するのが養蚕学です。農螺：は生物学と

こそ私は多くの期符を30年代の人たもに寄せています。

いう基盤から生えている1本の木です。それには数えあ

げると10以上の分野があります．図のよう畷瞬（蚕
糸学）はその中の一枚の葉です。傑幽．した枚挙生物学
（Enumerated

鞘家にも穴力sある
禾ムは卒業当時はそうでしたが，今は養蚕専門学；皆では

biology）とし・えるでしょう。虫1匹に間

ありません。しかし，専門家がほんとに専r1「1的知織を持

けたくさび型学問なのですから。農学は生命創造の地点

っているかというと・やはり穴があるものです。以下の

に向って根を延ばす一方，基礎関連分野に深く根をはり

質問は養茶技術の上からはなんの役にも立たないといわ

その養分を吸収しています。だからほんとは各弓と問分野

オしるでしょうが，私にしてみればカイコを知る上には常

で境界がはっきりしないのが実状です。この傾向は近来

識的なことで有用無用以前の問題なように思えるのです

ますます強まっています。医学も生物■の一分野といえ

が……。

るでしょうが，もうガンなどは医学にまかせられないと

a）カイコの名前を問う。

ころにきています。ガンというのは本質的には細胞5｝裂

b）日本にいる野蚕の名をあげよ。

のからくりそのものであるからです。カイロの病気も細

c）カイコはどんな点で他の昆虫とちがうか。熊要な

菌学かウィルス学に結局戻っています。人工飼料は栄養

もの3つを記せ。

化学そのものです。飼育原理は生態学の中の個休6董生態

a）

学（Population

口同音です。でも私ならこれでは満点は差しあげられま

ecology）に婦茄します。蚕種の取扱い

は休眠（発生）生理学（Diapause

or

elnbryological

p一

家蚕・βo？功芦別oγiL・答えは異

せん。じっは分類学では成虫の特1｝1（をとって分類するの

hysiology）なのです。もちろんこの辺のことは皆さんは

で，B．勿o）イの学名に相当するのはカイコガです。一般に

承知していますが，さてそれでは飼育技術にたずさわる

はまあカイコでよいでしょうが・家蚕をわざわざカサン

人がいく人生態学会（または個休群生態学会）に河〒属して

いるでしょうか。もっとも多いのは育種に関係する遺伝
学会といわれます。この分野の発展度はかかる積極的な

カイコ・寮

と書くのはいけません。常用和名をかた仮名で書くとき

はかならずカイコ（またはカイコガ）とせねばなりませ
ん。刀．別oがという学名にっいていうと・最近は丑．？｝2ひ

意欲に依存しています。「そんな学会に入会してもカイ

ガ脚γゴを支持する人が多くなっています。この最初の

コのことはほとんど書いてないでしょう」といわれれば

提唱者は石原博士（1941・43）でクワコと交雑してF1

「しかり」と答えざるをえません。真の意味のカイコを

をえ，それらを基礎にして，クワコはカイコの亜種（兄

理解しようとしない人，もしくは理解できない人にとっ

弟）であるとの結論に到達しました。そこで，クワコは

てはカイコ外の学問は時間の浪費や金銭の徒費になるで

8．働0だm伽∂αγ伽α，カイコは8．勿0が別0ガとしまし

しょう。しかし，こうして他の境界域をみずから疎外視

た。

するところに，新規な夢を追求しない昔ながらの恥部が
蚕糸業には存在しているのではないでしょうか。「役に

交雑して子孫を産めば互いにil匝種であるという考え

が多いために，最近では図鑑にまで8．脚が脚γ翻冶
イコの学名としてでています（北隆館の図鑑参照）。現段

立たない研究ばかりしている」と国立の試験場の研究者

階では，ハ2碗を採用しても蜘みmOηを採用してもそれ

をさる役人が叱りました。当時私も同じ試験場におり，

は自由ですが，もしカイコがクワコとはまったく別種で

実際に斯業とまったく迂遠らしき仕事をやっていたいく
人かを知っています。しかし，まず最初に世紀の革新と
もいうべき人工飼料に成功したのもその試験場の人たち

あると考える人は棚がを採り，クワコはカイコと兄弟
分（亜種）であると考える人はぜひ脚が鋤だを採ら
ねばなりません。学者の申にはクワコは別屈である｝二し
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鋤伽とい礪名を働加人もあるくらいです・こ カイ・はそんなときに逆に休1雌を獲得するのです．カ
れだけのことを知・ていて8・勿・哨カイ牢あててい イ・贈・・たく変賭といわ繊肋剖ん。これは人
るならばよいのですが功イ・とク・・はF・もF・もで

翻し，その他の点で酬以して踊とみとめながら・

為腰囚↓・よ。て鵬した幽に相述、セ，り酬ん．酬・

地方ではしブ・が。て林カイ・は2化蹴｝まずです．春

8・卿埴但の蝉名をなにカの符ち・うと蹴いし ク・がイ・1・びてくる齢は脹も畑く気温低いので，
てい姓物三剛酬の欠亥r問 ・榔とい烈・8・脚一そ・・ときふ化嬬カイ・は非綱｝酬1蛾み，その卵か
端採・て嚥すが・それはク・・とカイ・のH・bit・t らふfヒしたカイ・駝んどは眼帳く気濡1硫くなる
（生息域）の違いと飛翔性と群釆性など生態学上の点に

ので，休ll民卵を産むというわ｝ナです。その発現型もカイ

おいて隔差醐ると認めているからで・綱IJ別上の形態

酬微どからで購りません・鶴を醐網
はりクワコとは兄治としてβ・・，…

・1・・醐です．つまり，カイ・で醐1醐令期にうけた

れ牌

1雨矧が渤虫卿1醐じてどこかに酬され成d1

伽ぱ働ざる

をえないでし・う・

釧・1柳管剛レc次f酬のイ木囎戯配するから・eす。

蹴の臨ll醐螂期醐聞長鮒を購されて，す

b）カイコ以外で力和ガ科鋤ゐ獅・・とヤ咽 ぐ次峨蜘・影籾麟筋のです。勘してそうなのか
ユ鯛Sぬ噺伽剛1属するものを普脚畷といいま は判り酬んが，私はど彊、卵（または治）に端ト
す・多くの嫡儲では洞1伽・・し蜘りません・ リプトフ。源色瓢にその謎が鋤店姫いると，眠
ところが日本には他にオ〃・ゴモドキ功ギバモドキ

てしかた・勒酬ん．州雌の少ないのもカイ。の特徴

という種類がいます。後者ではサクサン・ヤママユ（ガ）

ヒマサン゜シンジ・サン

です。多くの昆虫は幼令期には集団性を示しますが，4

クスサンな剖il知です・しか

〜5令という・1．怜になると分散します．食・1城求めるの

し，ヒメヤママユ・ウスタビガ（クロウスタビガ）・エ

に分散が好都合ですから。ところが，カイコはいつまで

ゾヨッメパオオミズアオ（オナガミズアオ）などの種類

も集団性・無移動性です。この原医1はやはり人開の力に

も礪しているのです・ちなみにヤママユガのこと酬
蚕にたいして天蚕とかくのはよし・が・サクサンにたいし
てテンサンとするのは好ましくなく（ヤママユガとか

よるところが多いと思い剖鵬鞭で肋イ咽眞淋
と側本蹴に翻（接触）する｛蝦が強いことがみとめ

られています。なにがそうさせるかは不明ですが，ホル

く）・シンジュサン（樗蚕）のことをチョサンとするの

モンではないので，フェロモンということになるでしょ

は正しくありません・クスサン（輸）4・シ・ウサンは

う．いずれにし．て蛭れが集醐三に関｛糺ていることは

いけません。以下同様です。学名ではヒマサンとシンジ
ユサンとは亜種関係にあることが定説であるのに，前者

たしかでしょう。（つづく）

．．．、．＿＿．＿一＿＿＿＿＿．．．＿．＿．＿＿．

にρ脳゜s励卿嚇・・鋤姥用い・後都こs励・・一 付き己・今蹴ベージの関係でこれで止雛した．なお
吻励力「測をあてたり・またこの逆のばあいがあり 繊このシリーズで書こうと思。ていた噺1は，「文芸
ます。P碗Josα

2桓を用いたら両者ともP柘os助2伍とし

春秋」10月号：182−190P．の1り正Fl昭氏の論著にでていま

Sσタ厄αならそろってSα禰αにしなければ・生物学的知

すのでぜひごらんください。

綱糎が疑われます・名髄知ら加で教師がつとま
らないと同様に・とりあつかった材料の種類が異属なの

・＿＿＿

（継・小1堰雄，イ酬対酬、学音崎26）
一＿＿＿＿．．＿．、＿＿＿＿、．＿、＿．＿＿＿．．

か，同属異種か，同属亜種かも分らないでは，ばあいに
よっては研究内容の比重にも関係し，決しておちそかに
できないはずのものです。

c）

この問題はいざ答えるとなると，急に答

生物標本・採集器具・標本箱
解剖器・スンプ材料

えはでて

きません。すぐ頭に浮ぶのは多童な繭糸を吐日1すること，

飛べないこと，移動分散性が少ないことなどでしょう。

私が3つをあげるとすれば，日長反応性・その発現型お
よび最後の移動分散性です。現在までの研究によると，

学界に定評のある

志賀昆虫普及社

昆虫の中で短日型の反応を示すものはカイコのみといわ
れています。日長が短かいと成熟が起るというもので，

これは本当に珍らしいことです。たいていの昆虫は春か
ら夏にかけて食餌植物が繁茂するとき（長日），さかん
に生殖するのに，そしてそれがもっとも合理的なのに，

東京都渋谷区渋谷］−7−6
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い男であった。

矢嶋良雄君を偲ぶ

（継・のぐち・かつや・三融猷学1搬・鄭）

野口活也

昭和40鞭上購縄戦興鋤成

成果獅

織物構成の整数諭的研究
矢1鳴君

は死んで失った。

疵力塙くて，＋やられたことカ・あるので，極力瞥
戒をしていたのに・や剛2頗の発イ乍が来たらしい・

藤島一千

織物ぽて，，仁こ綬疏としパのいず牙・カ・一加

奥さんの手細・よると念く燃だ・抽しい・「ごン1く変位によ。て繊猷、る．こ輌溺齢て梢ま烈

知の様に・劇突購ので部剛とも信じきれず謙 よこ柵と定…茂し，び、燥合肪樹茂に繊紬瓢
だに撚として胸ます・何からお1云えしてよいかわか ll勺解2鰯逝肌，この耐欄1⊆氾じ壕伽ぶこ
り鯉ん・13轡∬に血・蹄力 らなる繍のため・繊 の変醐ら一般眺普馴物の蹴訓川昭矛・4臨
も大醐・ていたのでし・う・本人伽 樋り戸寸で 聯麟連合満i叙て織）におぽ1旧鋤にした・
誰とも別れの部をかわすひまもなく珊えてい烈し この銚理言命眺酬／酬な蹴にも∫訓す杖と洲
たのが・綱と胤て何よりの心残りでございます」

とある・

，

酬飼・で，これによ。て重ね繊喪の綱（雛報は

鵡た．織卿繊酬擢姻勧らみ浪たて・は

やは蜘醐蹴んでい・て知た・欠ll㈱と氾ラ

スを1司じく・卿も上ヒ

糸乖1訂蹄耽てラ蹴が紬、じζ，よこ疏赫紺融

交欄か・た・郡木曾lllの榊

れ，そ￠閣江したが。て滅勲紺け一なわぽ℃

私は左岸で，30キ剛酬庭があ・た・
よ訓疎が繊さオ。，にの醐は。て織鞭｝蹴1〆
君醐鮮の端場や麟横っとめていて，終鰍引 て耐各rは蝟治となる．こ杣‡2雄の1縣熾り
きあげて渋・その髄当鰍雛1釆そうと珊級の武 したが。てこの麟柵に湖號て・よヒi・端ミ齢
繍棺臓それ鰍も加わ・て走卿・た謝田の く順的1、随し，この醐刷1〕￡によこ椥・よりぱ
淡脚ゆプラタナスのヒ・吐・°とし7こ市ちの悪い 格子へ劇・に7、て概よはこ冊へ鄭kいこ磯
跡を魂秋の嚇を浴び乍ら・矢ll㈱と武欄と私と

位の榊三する区域の蹴柵のたて・よこ元。、繊鞭

の3人で歩き・うら淋びしい感じのしたのが吟も目に

。，m調繊。，層の数を，剖一れば。m／P，（。／P）・

浮ぶ・丁蹴糊が牒の重衡こな・たので・昭栄に入
社することができて・硫の保原の酬製造帳に赴fl三

した・

は（たて断駄こ衙）難の欣変城（轍瓢）
で，これ料↓騨位綱頒ね組繊な〜5．普通訓物

の蹴ぱて・よこ両疏とも1・一鞭あ。酩・・が，この

服の頃はぽ鹸う機会が多か・た・雛楓で仕
事継・ていた・私の試験鞭蹴した言耀繰坐を・

嚇素の肋ま雄肪を2胸上とすることが万r栖
重ね繊はこのよう螺∫醐織で珊三疎の鞄・顕数

癖続けて1人ずつ・矯も採肌て畑七たりした・そ 累醒雄同繊層となり，こオ・醐いずれもが，7・，て
．の卒業生が・時欄のところへ約て来て「娠さ燃 よこ臓素麟・位として緬的に撒を。パ・，1轍を
鱈をやり過ぎると思う」とい・てパの繊を心配し

たりした・

。，立体的に累髄，と髄と。m／PP＝鵬（・／P）・P・

＝。・は欲変域側竣］或）の螺∫醐腰域と殻る

剃ばうと泌らず゜にするのは「聾ヒ木さんのおかげ ことができ，これを欲変域とし，1澱胸辮fであ
で」という櫟であ・た・武輔に綱 る馴の念は・ るから醐ド1勺に（たて格鞠よこ柵）瓢となり一
まことに強いものがあ・た・決して一度たりとも「武 次変城における変位の迎縦激ることがで翻。憤
本君」と君呼ばりをしたことはなカ ・た試翻に対し わち欲変域を単枇し，こ畷髄馴漣系売す繊域
てはきま・て「さん」と呼んでいた・君は…寸常人のま

ねのできない緬を持・ていた・

織である。勤組織の搬性から頂V，川徽艮αi

君はキチョー面の反面・ユ｛モラスなところがあった。

時八詮わせる様嬬類吐く・たカ

ね会員アルバム

。m，。・が存z、三し，これが欲変域（酬変域）饅組
位変域）の各層構成の要素格子総数となる。この溺黙．

肪のみいずれ、う・の蝋禍・と姻ことは・ご駄い。

慧繋蕊㌶㌶蕊肇1：1蕊レその変酬1叫；！；：D・な・は変騨｛・
いっも噴

き出したくなるような，写真の説明書をつけて

くる。常に温顔で，一度もむつかしい顔をしたことのな

変域）の変位格子は反対になり，織物梢成の1曽は次；∫日こ

相反的となる。同様に（1ぴP）2はこの．変域の各帰を構成
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す蹴欄：の総数とな脇一プ・のみ峡剥搬な減酬・1脚或）の撒元絢・1数元撒。働数を

ることは剛竺この難の働蔓は（n／P−1）蹄減剛・澱酬剛竣域）墜イ嬬っぎの2鋤
！職物構成の各屑1漱方固・Fl反する．卿酬2次元変

となり

イ：｝三≡はこの変1或の酬…／・−m剛当であ・か

（栂・↓数累1酬謝・（・）1司姿k↓｝｛∫鰍元変位

ら要端二」伽m／・はづの格子（よ乙ま瓢たて）の
変1或において変樹締（プ・て牡は」・・）1…2及び

・妨（たて柵駄こ柵）難のおのおのを鍛

数とする2元2次不定プ地・覧酬証の澱暇・棚、し

P⇒の鍛醐を鍛拠する耳こ蹴鰍がはた同 迦翻各子継鐡として醐する2搬域（疎開変域）
獺融焼変位にお・帽・略働繊（・／・）2は一 を糊・の繊な臓換㈹一変位）または2嫁
フ∫（よこまたはたて）と㌶こと1凝きないでバ吸
位柵（ブ・て寵たは」・こ）ぱ変イ瀕となり・・れ腿

換（順変イ立）することよ。・鳴刷陥泌えら鵬。
（舗・就し詑・・ポ・，石川隠：小脳1業i減細2）

多変数とする不定方裸式が成立する。したがって各屑は

この不定方不ll賦を解し

てえ柵1の］纏拠御今昧いこの

小山長雄先生（蚕26）

格子点を基点としてi変位する。この累屑組織の図〔内解法

においては摺の数Pのいかんにかかわらずli1斑2次元変
城においては醐困ご9・の場合でも図n勺｝・1・・」・平lm・9i

財微である鵬累屑糸醐繊酬勧ら酬の変位
を連続しなければな醐い・この鰯撫卵の悲Eにし

日本昆虫学会創立50周年記念大会で表彰
10川o［1魂蝋1蜘拙・ll・蜘撤化測にお、、・c，

昧昆蝶会脳50周轍鋤・1欄・，その

枯，≧！禅

部側勿学撚：z卜雌耶蝕が鵡多をうけました。

たがい級数の舵して醐・すことができる・酬組織

日・組蝉会ては醐にrlll会組であ減蜘、たいし
は欣変換（靴変換）に剖〕 顕数2蹴伽・m同 て悶・の触学への鰍と，剛ξ会の進歩涜臓つく
数漱元の畷び層の数Pからこの変随計勾：す繊位 した勧と醐の酬卿・ぽて灘さオ、たものでパコ
ユ賭鍛数とする蹴21柄｝湖賦を解いて根の各ホ｛L牙瑚・も心助姓1・ぷびのこと髄叩しあ｝ずます。

の正の酬の働脳膓；1｝鞭樹紆点とし周ミめ，これら

なお，姓醐力三，継がすぐれ翻んが1辰1も駅

の格輔磁点とす醐1糠域酬酬搬・構1齢刷 ご臓に妬てパ猴旧の脚をされ駄棚f。てや嚥
繊酬こ変換することができる・総紅螺1部1剛よ2 せん．
（滝沢）

一養蚕工場の誕生．。〃

：機械化養蚕への出発・〃一
弊社が既に完成実用化した自動飼育機械
・壮蚕用自動飼育装置
半自動式……1人10箱担当，協業経営用

・稚蚕用簡易給桑機
従来の箔飼い，箱飼いの給桑自動化
・自動調桑機（壮i蚕条桑用）

繰もぎ馳式太条部除去
・自動大型改良剖桑機

愛媛県広見田］養蚕改協体年3月設置）

信大繍￡学部磯林省全難，各躯礫轍場の
ご指導とご推奨を賜わっております。
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うがあって沖縄にもどった。これから材の納入用命を受けており品コぐその
の日々は文宇どおり孤軍奮斗，その活仕事に多忙をきわめているのである。
躍ぶりはまことに目ざましく，以来10数多くある大理石中から厳選の上沖細

生きている針塚精神

郁年を経た今日，沖細にお｝ナる実業励腿ばれたことは漸1臥灘石の品質
家のベストテンにランクされ名実共に

が証明されたことだ，一代の伯香なの

荻原清治蜥鯖鞍撚とな。たのである．で立順ものを綱したいど・。てい
ことしは出足の早いことからいって最近氏が綴ってよこす数々の便りには
も，数の上からいってもたいへんな求

事にあたって実行してきた処世の道が

人ブームである。その条件を見ると例

る。また氏の事業・取ヲ1は日オミばかり
でなく，イラン，パキスタン・：香港，

前記の校訓であることを力強く記され

年のことながら学業成績優秀，人柄，
積極性，ファイト，役にたっ性格など

イタリア，スエーデン，アルゼンチン

ているのである。そしてこの乎紙を轡など全世界の有力な産石固にわたって
くのが殆んど仕事途中の車の中である

が望まれている。そのうち人柄，ファ

いる。石の極類も大理石，御影ηllレォ

とのことであってその多忙さが想像でニックスなどの隅級品ばかり捌及って

イト，積極性が役に立っと言うことが

きるのである。

圧倒的である。苔が校の創立者針塚先

そこで緑聞氏の事業の一端を記して材王ピガヅチ氏（イ1

生は「進当難局，挺身従事」「身にし

いる。先Flも（7−26）イラン川の石

みよう。帰沖当1痔姶めた養鶏業も今は

令43才）が，来島

し・今後益々連絡を密にして相撫1》す

む汗」と言うことを肉体的にも，精神1・｛1」業的となり，主力は石材業である。

ることを約束して帰ったのである。イ

的にも尊いものとして教学の基本とし沖縄には良質の大理石が産山し，その

ランは昔，アラビアン・ナイトの生れ

自らも実践躬行してきた。そしてこの埋蔵量は数10万坪にわたり，氏はそのた国で，バグダット三1三朝の隆盛の頃，

教えこそは習が校の学風として受けつ発堀権を一乎に党握し，その加工と取宮殿には数々の宝石，貴石が使われて
がれてきた。開学以来50有7年，この

引は日本における石材王といわれる閤いたことが記Φ

校訓を実践してきたものは社会の各方
而で立派な活躍をしている。先生逝い

の加工によって生ずる屑は細粉にして

て10有8年，表現こそちがえこの真理

カルゲンまたはトラバーチンの商品名

は生きており，社会がこれらの条件を

されており，ピガッチ

ケ原石材と提携している。また大理石氏との取引材中にもこれが含まれてい
ることが想像できる。先日霧㌦に送られ

て来たテープル川オニックスもその一

として人畜飼料に利用し，良質で高純例である。オニックスは極めて1洞田な

備える人を望んでいることは，昔も今度（カルシゥム98．5％）のカノレシゥム源ものでその爽しさ，優雅さは冨葉に尽

も変りないのである。
／

として好評を博している。この間来田

私はここに先生の遺訓を実践して立
派な活躍をしている一人の青年実業家

せない秘の逸品である。しかもこのオ

した時の話では大理石の下に汕田膚のニックスの極東地区販売権在氏は独古
あることが証明され・これまた大いに取得しているのであ《5。

を紹介したいのである。現在沖縄市に期待される由である。氏の著名な仕事

今・沖縄1ま米国資本が猛攻部をかけ

住む，沖縄関ケ原石材社長緑闇武氏そ

ており・最近の例を見ても・ガルフ社

の人である。氏が本校に入学したのは

としては先年開かれたオリンピック水
泳プールにっかわれた大理石の納入が

（115億）・カイザー（65億）・カルテ

戦争も熾烈となり始めた昭和18年であ

あり・最近は日下造築中の新宮殿の買

る。当時先生はすでに退盲されていた

賓室とPピーのインテリアー関係の石

ので氏は先生を知らず只校訓としてのζ＞W【∨〜へ

」

田〉〜⌒｝

W〜

言葉だけを知っていたのである。氏の1
グ

入学するや，そのファイトは学園の名）
ぺ

ヘ

毎に2位を造かにひきはなして優勝しζ

〜ハ〆ヘハ・

∨ぺ

ノ∨〉〜へ・ハV

小

林

秘を醐麺はもみじ峰に饗臨漣醐銘に駅
しらに

よ

夕日さす山ふところの木の聞より白骨の湯の赤き屋根見ゆ
燧道を出でて開けし絶壁の目前に聾る後立山

も

ていた．し柚継跣足で走・た・と（燃美と人為の技の調和して黒四の秋坪盛り剖
も有名であ。た．19韓卿員を受け1麺傘醐むりし如訓の木の川岨量iつ秋晴の下

織後献幽から裸噴で帰1垂1し，〜キ・ンプ村人跳な儲の力ll綱ち些秋の隙煽
生地沖縄一は立寄・ず剛・もど・

￨認㌫麟麟鶏㌶：：馴蹴

教紙の暖か破齢むかえら牙七て

G糎吐蹴出でしと酬光まばゆく靹酬臼

再入学をした・23僻業し，愛知県の某〜風・ヒ就人の刷ひびく施辿微の順くしき
工場へ就1倣したが，川1もなく思うとこ

「・、一ベー

㌔∧㌢

信州風物誌（二）

る

物であ・た・当時心身微のためにそつ
なわれたマラソンには繧躯の氏が出場〜

ックス社引00億）・エツソスタンダー
ド社（90億）・デユポン社など何れも

｝
コ

へ

勝

〜

べ

（
ぷ

〜
ゴ

〜

ダ

）
）

）

i

）

〉

M■Mぺ．，丙s．蝿〕＾．づ門一へ一㌔〆ハ、びs．へ弓声、．＾．〃、、，冑⇔，へM‥M吟一．㌔，へづ声』d⇒

〆
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100億内外の投賛で石汕コンビナート大敵アメリカシロヒトリの発生は今年女は3人というような訳で，小範囲で

をっくる計画をすすめている・その総も猛臓つくし境個雛大鵬を与は，どう講｛〔しても岬生省の発表数

蹴日蹴醐ガ・ン嚥するとの・えた・・れが蹴についてはヲ茜害醐字に願らず，酬数字のように駆
とである。氏はこのような外資に対し除所が中心になって，あらゆる機開を

てならない。

て一歩もゆずるものか酬惹の髄1云動員した地域ぐるみの働を囎｜，捕◇私は鵠る8脳日に註稀を迎えて
えてきている・そしてその心枇とし殺は祉よりぷ剤轍布批、蹴どどうやら凶・だけでは，老人のイ剛入

て躁蹴康の酬・鞠をll｛峡するの報髄ちい，鋤をつくした．しりをし櫛人クラブ銀にな。ている
上の一乎段であって，第一・に家庭の幸かしこの大自然相乎に人間の手のおよ

ものの，身心ともに何らの老化現象も

福・友人，祉会の幸福，師の幸福のたぶ範囲はしれたものである。そこで防なく，壮者を凌ぐ健康と若さの持主で

めに私は努力し珊張ってし・くのだと除の搬として天敵によることの∬：要醐ミナの点でも弓1け｝諏らない謂
冨っている。このように氏が常に四恩性がクローズアップ
に報ゆると言う清々しい心情は

ll『人・

される。

時そや，小県郡老人クヲプ役員研修会

方法としては天敵として鳥や蜂によ

で，私の健康法を誹演し，巡動を披硲

繰家にはとて醐筋砿い姿であ鋤合も殻ら柄が，・飢以」・徽し舵とがあるカ㍉その

綱髄船

る・そしてその原鋤となっているの翻休病ウイ・以鍵延さ・せることに館下1眠力・，「久棚閲ぱ，蹴じけ
が針塚精神の実践であり，「事業は人

よって，アメリカシロヒトリをたおすのように若く，女にもてる男」だと，

なり」と言い・「常に身をもって琉を乎澱をとり昭和40臼度から研究がっつ紹介して下すって，恐縮した。私の知

率いよ」と訪巡訓麟践しているのけられている．覗地鍋のホ吉粧繍人で，雛「ウソ1：！r制というて剖
である・遠き沖縄の1司窓生にこのよう

と安茂毘，森地区（長野市近郊）のア

年を信川しない。

繍；顕脇・た事業手腕をB絃た酬ンズに醗生し瀦螂対し，ウイル◇紬圭臨胤のつもり畷になく
実酬の翻ことレ粁曲会としての‖きス蹴の端澱のものを20ゴ1・生アン紛ででき駐とは，鰍の弛卿コ
り得る索肌いニゾスである・ ズの木1木け散机たもの剛目目さずに，何でもすることにしている。
榔賦氏よ・いよいよ自館愛されに企滅することがわかり，250倍液の綱ぬ上げ端しなど，よい働だと
醐体内に流れる鋼榊

をあますこものは15闘に，500f音液のものは20思。ている。努めて動Jくζとは酬健

となく実践・i剛錫し・ともすれば安易

日目にいずれも全滅している。しかも

上よいと，周常生活で痛感している。

な日常生活を望み易い後躍を奮起させ森地区は養蚕が盛んな地帯であり，ア随って，我家では，決して，私を老人
る手本として益々活躍されるよう心か

メリカシロヒトリが発生しても薬剤に扱いにしないし，私自身もされたくな

らお祈りし・誌上を通じて紹介する次よる駆除ができないでいた。この方法い。家族には，枇間一般の老人のよう

第である・僅者おぎわら・きよはを用いると蚕には全く糖がなく，今1こ，頭髪が白くなったり，禿げ灼，
る・母校繊維工学科・糸12）

自然とのたたかい

後の害虫防除に朗報をもたらした。

眼がかすんだり，ショボショボしたり

ともあれ科学の偉大なる進歩によっ

皮膚に鍛やシミが出たり，耳が遠くな

てあたかも人間が自然を制するが如きったり，腰が曲ったり，腰，脚が重く

小林

勝観を抱く反面・こんな融題区除にさえな・て・獅タ鑓をするよ冗な
手をこまねいている様を見ると，片手

現在，生物学においてBiological

c一落な人間の知慧の弱さを感ずる。

ont「01（生物的防除）なる分野が脚光

った時を，老人だと思うようにいうて
いる。

（錐者：こばやし・まさる，母校繊維◇我家の系統では，最長寿者は祖父の

をあびている。ウイルスを使って害虫農学科，学蚕8）

従妹である。私の子供め頃病気もせず

を撲滅する方法は，農薬の場合に比べ

に，老衰で92才で死去したことを憶え

他に無害で効力が持纐勺で〜ちるという齢を忘れた古希漫談

ている。

母の系統では，宝歴年細こ，

特点があり，関心が寄せられている。

、

96才（信濃人物史で知る）で，死亡し

・励面で一佛仕事をされてい

久保田昌人熾祖がある、と剛り，酬勺にも

る長里予県蚕業試験場の田申茂男技師の◇日本人の平均寿命は，戦後急速な医長寿の可能性を認識し，大巾に寿命の
仕事が新聞に載り（蚕糸新聞27／1，19薬の改良進歩と栄養の改藷向上とによ
67）興味をそそったので，ここにその

大要を紹介し，併せて技術時代のいま

って，男は68才，女は73才を越え，ど

うやら欧米先進国なみになったことは

なお・以前と違った形で自然とたたか宮ばしい傾向である。然し，

延びた覗在，120才を目標に，生き抜

くよう，今後更に健康管i理に，＊I」進す

る決意である。

私の住む◇私は，戦争中，国策会社華中蚕糸公

っている様を展望したいと思う。緑の45戸の小部落で，男は70才以上4人，

司に，転出するまで・片愈工業会社に

⑧品…67
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一
18力鞠務（内本醐翻力年勤務）かと，自鋼で案内してくれたのが上◇綱・古櫛人蝉｝北思い・漣
した鰹の持主である。

海のべピー炉デ揃の物醐院だ・蹄をいだいている蹄剛1輸1尺大

◇片鱗祥の工場川岸にかつて勤務した．治療して下すった方は，開瓢で学障部継見込みの次り肪外継
たものだけで，組織している片倉（∋会化学療法に見切りをつけ，物理療法に専攻するとのことだから・1宏院を開設

の例会に，始めて案内を受けたので，輸しているという変唖で，私の勤したならば・その隣りに・働餅1

漸

本南月1田珊醐所醐1輸胱会務していた翰酬、の庶灘長田梛を併設しも一般燃の健酬殿指
館に1土洞した。当ll寺，私の部下だった氏の令弟だったことも奇縁だった。そ導に当り・班に過去30力年の休II5憶生
諸君も，多数出席して，懐旧談に花をの治療は，円形の管から出る多数の短かし・］・旨圧治療に・挺巨才したい覚悟で

咲かせた愉快な佃だった。私が，30い金針で，・休に刺激鶴える胞糠法ある。過去に於て・［欄額名・1林
年前と較べて，休は68沖と痩せたがで，瓢洞鵬，15分1脆だった．治最大の製a「夕舗働：役以下5輌・宇喘
顔など，チットモ変りないと，皆ビヅ療費は，1回2FI（当時上海ではトル痛，リウマチを全治させた捉組から見
クリしていたようだ。そこで，老化し

コ凧呂2円）で，随分高いように感じ

ても・必ずや人か1う書ばれる老後の牡

ない秘法があるかと質ねられたので，

たが，回を矩ねる侮に，休調力よくな会泰仕になると確信する。

噸力年間の健康髄ぬ賜ものと答えり，2瑚程の通院で，1緬［な後迎・三◇私の馴鵠イ也人に迷蹴かけない
た。彿の健康髄で，30年の歳月をを企治させた。鉄は熱している1紐に鍛ご随・翻：・魚鋤で漏・杣賠il］1；
経ても，さほどの老化現象もなく，若えろ，といわれているが，病気もその

さと元気が失われていない姿を，認Rl鴇櫟の通りで，

しまず・趣味を満喫したいこcと宥白信

f醐でも耀1性の内に条としている・脚：と脳剛・・卿

されたことは，古希を迎えた年の忘れ治すことは，絶対に必嬰であると，私親んでいる。せめて一＾峯kの醐に・…度，
得ぬ思い出になるだろう。

の休験から断言でき著）。病気にもよ著，値1：道展に入選して見たいと，箔は毎

◇私は，過去70年間に於て，リ1クマチが，瀧という信念を持ち，治すとい旺るように・心担1けてい〜1・・糎・数

性馴啖で2回，虫鹸で1回冷せう努加すべきで醐るまいか．

力嬬｜澗・柳1だけは・lq脚ずに冷

て3回の入院醐者なのは，余りに誇◇禾ムは，現翻徽湯腺で沖風，リ篇隈肖で謝：いている・
りにはならない。妻を亡くした翌昭和ウマチ，神経痛などでなやむ人逮の指◇哲学者デカルトが・いうたとか「わ

14年1月，41才の時，巾国上海に於て圧治療に当っているが，中風の如きはれ思う・ゆえに・われあり」は・尊い
出張先で引いた風邪から，胆のう炎と発病当時の主治医の処置の良否と早く

が・これに加うるに「わ牙珊IJく・ゆえ

なり，これが原因で全身のリウマチ性行うリハビリテーションの施術とが，

に・われあり」というべきであって，

関節炎を併発し，四肢の自由を失って後遺症の軽重に関係泣，ることは，多数身心ともに・老化を遅らせ，動きのよ

蜘関節痛で［・申吟した．何しろ38．9度の人達の湖鞍通じてよく半・］る。

い体を勧・健康でパ融相の生涯

の高熱が10日以上も続いたので，肝炎◇私は，前述の如く，入院の休験3回を送るよう・心掛けたいものである。
を気遣われ，亡妻の後を追うのではな

で，無病息災とは，いいかねるが，55

（筆者：くぼた・まさと・久保田式健

いかと悲観したが躍い主治医の適切才から5年間に，私の創始による健康康法普及会鑛・蚕7）
な処置で・快方に向い，39目間の入院法を実行して・健康作りに成功した。
で，どうやら，歩けるようになったも60才台は，薬局調製の駆虫剤を二服飲
のの，永い間￠〜服薬で，食慾はなくなんだだけだったのに・本年7月チョッ
リ，極度の便秘となり，あまっさえ，

トした油断から，風邪を引き，高熱を

肩甲骨に後遣症が残り，腕が上がらず出し，4日医師の厄介になった。現在
したがって洋服が着れず，生涯を通じ

・一一

ｯんび鏡
カ

メ

ラ

光学測定器
電気計測器一一一

身長170センチ，体重68キP，J血1．圧最

て，この時ほど病気のつらさを感じた大140，最小80の体力の持主である。
ことがない。旧約聖書の中にある「健◇私の健康法は，昭和37年5月には，
康に勝る宝なし」とは，正しく至言で
ある。

産経新聞に，41年3月には，休力つく
り国民会議の機関誌総健康つくり（現

北信理化学有限会社

◇そこで，後遺症を治すため，医薬の在は休力つくりに改称）に，本年6月
服用を止め，毎日，マッサージ，鍼，

には，日本老壮福祉協会の機関誌老壮

灸の治療を受けたが，私には何の効めの友に，更に9月には，全国老人クラ
もなく，困りぬいていたところへ，友ブの機関紙日本老友新聞に，紹介され
人が，ダマサレタと思い行って見ないたことは，終生忘れえぬ欣びである。

長野llj中央通窮｛日ln汀
電■1占0∫

（6）
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…鍵肚耐描ミ鷲蹴麟韓：驚㌶蕊隠；鷲1：1まあ
ので，本館は戦後とはいえ新

二子塚発掘計画

設の姐物

諸兄のなかにはコンパのあとひやか

にくらべれ噸段の見おとりがする・しにでかけ・そでをたぐられてあが・
入口にあった寮はこわされ，休育館も

た方も何人かいるであろう。時計を置

上1三日地方にあ砧墳のうち前微円運鰯のすみに改数・て1多転し・校いてきたとか，玉代を鮒てもら。た

竺じ醐・拠

肚IT1献星勅門を入・燃・は数・轍で当鍬でとかよくきいたもの榔吟では下道

：澱訓内に5端・る蛾のうちい擁でいたもの｝・わて齢剖の変の方が材ンまたたき麟賑やかであ
っと ﾁ棚献叉かげ⊃は聴り・う・眼をみ…り・・蹴の学生麟・る。きくと・うに・・と現在の学蜘
にも縦されてい嫌どC・考譜者せ斑あ／れて脚・れ砂も紬なこちらの．・一やキ。ルー倣もしろ

にと・てはこの岨の撤を矢ロる」・にい・

いらしい．とまり木に腰かけて大紐

顛嫌繊蹴するものと1購され馴力・ら徽蹴科の31・｛ξ地ンク払う醐・の学艇・畑というべきか。

て1：そ禦剛つ蹴・

・ノー融築・餉ぱ・・しない・・一酬へ上り獅麟どたた・・て4囎

一野駒つく疏たイ1三側は・きりそれ・ち・・と間をおいてT剛の3とし・れこ頒んで喘醐・の獅あ
しないが冷1絡地眺のと1・1じ古墳蹴剛物・真・ll嚇縫齢さんでろう。
継につくられたものというの脚ま繍・僻・郷｝と蹴工榔剛酷そ『
のとこ賄力醐とな・ている・

Iの逝り噸道18酬髄り，良e

が・もる・明る剛じである・m・i・・t一業道靴称するものが上撫ぬけて、：

規模は396悟中心曙境iでつくら・・e・をはさんで4蹴の繊順靴学る．繊の勲逓り現輪とんど醐
れた肪後脚が蹴籾・これをと科の糠蹴のほとんど完酬近誕噸・でうま。て・・る．寮の2階か躍
りかこむように鴎のすみに円墳ヵぷ物議恥らみ砒酬が上｝・かて灘で常1側鋪）穐さぐり，ボート

地揃綱噸の北側｝こもや助円い酷め硫トのように蹴る・をただ剰すると、溺。けにもい臆
墳がある・この5つのF瀕を噺∵かと壁醐色か珊る晒にしていただくな。た。
呼んでいる・ふつうこ酬ずか｝こは中きたい・その勧疏分子工瓢働細ゆ上の畑地，すなわ駄蜘の
心の蹴埋葬された人醐オ・れていた26継嚥物があり・踏と酬の対ス・一プは鶴裡藷となりこ泌ら醗
人がうめられている・
照がよろし…その榔・は硫し醐展づ一るものと購されて蝿．このす

この塚の由にある・醐によ・て・こ室赫る・

そ野舗帳帥掘搬獅擁と称して

の古墳にうめられひの醐のプ・きさこうのべてくるとおよそどのように温腋獅1はうとした詠顕のと
や魂位が紘そ熾される・ 変・てきたか想像できるであろう・な。てし飢それがたた。たのか魚
この野塚がこの麟撒つくるた樹11］をでておやと思うのは常入の旧の顔をした社会党の小山帳に変。て
めとりこわされるそうであるが・考古国道のさびれ方である。中心へでるに

しまった。

糖の卿を弓kよう拙土品醐れは焔れの臓通う鞭を右に見て根のいこ・・の獅剖酬も整備
ばよいが・酬に鵬したい・
最近の上田（1）

横町へでるぼへゆけば醐刊しば上され，公鑓蜥しく酬剛物も多

田駅であるが

三ちらはさておき右1こくなつたようだが

場所が拠

のか気

曲ると大門町海野町で譲うる・海野町がないのか小諦の懐古園には遠くおよ

会蹴兄のなかには上田を巣立・て松尾田∫の鍛点にはHデパートが現刷まない訟園内の趣も酬力・つ、、た

から・かって学んだ蜘の地へ足をは増築工事をしている・畑6万ばかりのので陵の夜懐噛燈を急に照ら破
こんだものが何人いるだろうか・鯛土士也でももうかるとみえる・牛肉などの坐態を探さくするという話もきかれ
県内に就職されこの地におられるもの

よく食ったと思うがK肉店も都会なみなくなった。大変結構なことである。

あるいは時々商用等で来られる方を除になった。筋向いの郵便局は原町のは

なお戦前は千曲川を渡ると飛行場が

いて都の上田とその近辺がどのようず猷正小路の入・・に移・た・松尾匪1丁あ鵬嚇とんぼ梛。ていたが今で
に変・たかを未だ来られてい加 方にも搬工事猷蹴んだ・商店齢合は県立千【嫡校とな。ている．まあ，
紹介したいと思うがどうでしょうか・
しばらく紙面をけがしたいと存ずる。

1司で店舗をつくりお客をよびよせてい筆者の考える範囲はこの程度であるが
る。上田ではこの附近を繁華街という

次号には上田近辺の様子を紹介したい

何といっても…番の変りようは当学べきか。市役所も改築し他の都市なみと思うが，読者の賛成が得られれば幸
部の建物であろう。旧館で残っている

になった。1京町をのぼってゆくとかつ甚と思う者である。

ところはほとんどないといっても過冨ての色街大正小路が左に入ったところ

（平林）
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文部省在外研究員

昭和42年11月1日
前報でもお知ら

鐡厨董鷲覚萎i灘㌻欝肇璽竺巖1㌦㌶
が9月29日にイギリスのリーズ大学へ昭和42年度山陽支会総会の報告
前期の試験も終り10月から後期の授それぞれ出発された。留守宅および出

山陽支会の会員は東西405㎞に亘っ

業が始まった。繊維工業化学科の建物張先は下記の通り
は完成も間近く，それに伴なう工事な

て・東から岡山県に50氏・広島県に34

後藤春雄教授

どで学内は土の山や溝だらけといった留守宅

上田市常入500信大官舎

感じだ。11月に入ると各種の行事が行渡米先
なわれ学部祭も例年通り計画されてい

Haruo

A．

Department

of

会総会を1カ所で開催することは会員
T．

じめ各学部および長野国立工専の10チ留守宅

Ree

の参集に無理がある故をもつて・この

Chemistry度の支会総会は次の2つの会場で開催

U・・vers・ty

…学㌶驚議品1t

現有勢力を持っております。従って支

Gotoh

c／oProfessor

る。

1訓大学繊員・ク・エーシ。ン大

氏・山口県に23氏・合計107氏と云う

・・U・・h

しました・、

、

Cit∵：⊇㌶竺；㌘罐
長野市中御所748番地

＿ムで，本学部は弓道で鞭勝パ念合出8銑Aki「a

Shin°ha「a

点で6位となった。なお得点にはなら

c／oP「ofesso「P・Gosbev9・

なかったが柳沢学部長が囲碁で優勝さ

DePa「tエnent

of

Textile

、

Industries，

れ7こ。

The

第16回信州大学総合体育大会大学

University，

Leeds，2

ENGLAND

主催の学生の体献会が今年は本学部・・年度大学院・蹴朋・昧広島会場

灘㌶㌶：灘隠翼籔箕璽㌶≧嶽灸籔：㌶呂：；・麗㌶1
球馴馳 @

名，繊機・名・繊工化12名・繊化工・参鰭本剛理報田。

日本化学会東海関東
合同上田地方大会

近齢支部名の計23名であ・た・

前報にも予告した学部改新期成同盟会理事会開催

亮平・

支会長（社）山陽醐r振嵯
6月

専務理事

江野村一雄（紡

7）

が9月28日から30日までの3日間1こわ5昧会館会絵にお・・て学部改新期総会世話人鴎県制、蝶課長
た・て開かれた・この3つの支部だけ成同盟会碑会が開かれた・柳沢健太
赤尾文顕（糸24）
で同会会員の大半を占めているだけに郎副会長外理事出席・次の報告事項お同
研究発表も多く・当学部からも多数の

よび議案を・審議決定した。

研究成果が出された。また6つの特別

報告事項

講演・化学映画・東海地区化学教育研（1）昭和41年度の収支決算報告について
究協議会の科学の進歩に対応する化学

（2）現況報告

敦育と題するパネルディスカツシヨン

上

広島通商産業局技術課長
村本

才登（紡

菅尾

源治（紡

山村

が行なわれた他・最終日には裏浅間一 @

っいて，＠学部への寄贈機械器具

福山工業試験場長

自根山一志賀高原一長野とバスで1周

について，内寄附金の申込ずみ会
社について，⇔寄附金の未納金額

しくこの学会の幕を閉じた・地方都市

について㈱各年度別寄附金の入金

でこのような学会の開かれたことの意

状況について

義は大きく・今後もますますこの種の
行事が計画されることが望ましい。
学内人事

協議事項

42年8月1日発令

（1）募金計画について
（2）昭和42年度改新資金の使用計画に

土屋

幾雄

講師に昇任

（繊

工）

柄沢

昭生

助手に採用

（繊化工）

15）

太陽紙器（株）

（イ）昭和41年度の寄附金入金状況に

する見学会（エクスカーション）で楽

］9｝

（株）菅尾商店

下田

洋介（糸

統夫（紡

22）

18♪

門司植物防疫所下関出張所長
松吉

博隆（蚕

25）

広島鋳物技術相談所
石松

博（糸

24）

三菱レイヨン（株）大竹工場
柳沢千代茂（化

ついて

広島女子大学助教授

（3）その他

近藤

2）

義和（学化1）

昭和42年11月1日
倉敷会場

千曲会報

もって両機関の発展に寄与するため

時7月23日（日）14．00〜18．00に。
所

倉敷市向山

参集者

本部理事
支会長

八光苑

北条

任。選任土岡光郎・江野村一雄

〃

米治（紡

〃

副支会長

は両会場に参集された本部役員のお導

市川

なく達成することができました。

安倍正純（学糸9）

事務局長

然しながら会費の完納達成，高年令

駒津

〃

滝本

7）

達夫（学化10）

〃

山浦

道雄（学化1D

（蚕20）

桑島新一郎

（蚕3D

小平

（蚕3D

一彦

英雄

桑島新一郎

総会を契期として一段と成果を挙げな

（蚕3D

（蚕31）

（中島・山口両教授を迎えて）

ければならないことを参集者一同で確

帝人（株）三原工場
満佳（学化10）

信一

（紡12）

るキメコマヤカな同窓会活動は，この北海道支会だより

寿昭（学化11）

西川

一男

神林

倉敷レイヨン（株）岡山工場者，中途退職者の就職斡旋を始めとす

〃

大森

きと併せて支会員の協力によって遺憾

昭（学糸7）

那須野昭文（化

江野村一雄

ついて過鞭に遡つて督促し・そ2輔離されなか。た袖舗馬

以上の期待される本支会総会の目的

企画部次長

松田

山陽支会長

に努力するために・会費の未納に群馬支会だより

19）

荻原博文（紡27）
〃

洋介

ことを念願するものであります。

2・会費の納入についてその完全化

7）

西田正（蚕21）

高岡

山村

旋本部厚生委員の本支会委員の選会活動を展開して，その成果を収める
7）

東洋観光（株）社長

±岡光郎（蚕

第3地区

これからは，この5氏の力添えで，

1・高年令者と中途転職者の就職斡本支会が（社）千曲会のモデル的同窓

箭正

江野村一雄（紡

品．167⑬

紅葉にはまだ少し早い9月12・13日

認いたしました次第であります。

の両目北海道大学獣医学部で全国大学

そこで前記しました本支会の地理的農水産学部長会議が開催されて宮崎大

条件を克服して，所期の支会活動成果学から中島茂農学部長・信州大学から

〃生産技術研究所（三原）を収めるために，次の通り本支会員へ山口定次郎教授が出席された。ここ札

小泉幸道（学纐o）のサービスのため｝こ3ブ・・ク別に世

よ

騒il＝舗i議li三iii三鞍薫宏竃
期待＿曝1‡化14）；：1㌶；鷲麟・を簿竃塁
（1）若い同窓が夫々の企業或は機関内

ることが議決されましたことは本支会

で期待・れる発展をスムース・進めの前途を謝・明…た・申蹴

毘t

u

〜

カ

②議璽i隷三㌔：：鷲墾竃熟持
の伸展を期待するために。
（3）高年の同窓が一段と高い飛躍を遂

げられる対し，支援をおくるために

県の周防地区
第3地区

山口県の長門地区

めに。
本部の動勢と母校の動向を伺い，

絶％

ピ

幌でお迎えしたのは北大農学部助教授
の勝野貞哉氏（蚕35）医学部の金子光

次に3地区の世話人を次の方々に依助教授（蚕34）と筆者．それに宮崎大

併せて後輩の誘導に期待致したいた頼しました。
㈲

｛

第1地区
第2地区

学の同窓会支部長の小城氏，小城氏を

藤田六五生，高岡
赤尾

文顕，村本

米治除いて皆さん学者の先生方に混って筆
才登者一人が20余年の昔に学問の世界から
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足を洗って俗世界に住み俗世界に安住に袴をはかせて紅燈の巷に一夜をあか
の境地を求めて生きているのだから皆し・翌朝袴を探して歩いたが小さいと
さん場違いの男の出現に面喰ったこと云っても上田市・電柱の数が多くて困

は疑いない。

った等と云う話を後になってこれはあ定款変更について研究会ひらく

とは云っても筆者にとって見れば中

る千曲会支会の席上で聞いたことがあ

コ

本会

の定款変更についての研究会は9月27

島教授は小県蚕業から旧上田蚕糸にかるけれども，これは勿論両先生などの

日学内理事および香山理事参集して開

けての同期生で20余年振りの再会，山関知するところではない。

催された。この研究会は先の理事会に

口教授は1年後の卒業の母校の大先生

この辺で一寸札幌の千曲会のことに

おいて定款中第37条会計年度を変更す

で女房の兄の友人とあれば場違いであ触れると現在の支部長は前記の勝野貞るか・第28条第2項の総会開催月日を
ろうとなかろうとお逢いしないわけに哉助教授・現在会員は蚕5の長瀬深見変更するか検討の結果・会計年度を変
はいかないし，逢えば生来の多弁，こ

氏，蚕日の池田正五郎・蚕17の本間国更することに内定していたので・この

ちらのペースで物を云い，学問の世界夫氏・細0の岡田幸一氏・教3の倉田際定款中不備のところを改正変更する
から遊離した馬鹿噺になっても仕方なてる子氏それに御出席の金子助教授とため定款を逐一検討して9ケ条にわた
いであろう。

層

いうところ・何れも既に遠く在学中の

って変更する原案をねった。

それにしても吾々の学生時代が如何専門をはなれ千曲会的範疇から遊離し

常任理事会開催

10月5日常任理事会

に呑気なよい時代であったかは筆者な

た者ばかり・折角先生方が来札されて

は田口亮平・母袋忠右工門副理事長・

ど上田蚕糸の入学試験の受験準備に3

もお迎えする人数がこのように少ない外常任理事出席して11月23日開催に決

週間しか勉強しなかったこと，入学早のは申し訳ないけれども・これは母校定している第28回本会定期総会の本部
々の和田教授の英語の講義に使われたの性格と北海道の体質から来たもので提出議案について審議した。
名著「セルフカルチュアー」に一頁80仕方のないこととお許し願いたい。

本部提出議案は①昭和41年度歳入歳

的な話では，故原田教授の物理学は当

は監査会を11月中旬監事の都合をはか

幌の会議を終った後，大雪国立公園，

時最も難解で吾々の仲間のBはその学阿寒国立公園を観光されて1両日に宮って決定すること。
期末試験に失敗し，追試験をお願いす崎に帰着される筈。山口先生は拙宅に
るつもりで教授室を訪問したのだが・

一泊され登別，洞爺両温泉を経て16日

そのとき気の弱いBに同情し7こAは親までに帰田されるとのことであった。

切にも同行して口添えをして呉れるこ

とになった。

北国の秋は短かく，これから紅葉のすること。昭和43年度後期予算（43・
ブを焚きます。それから永い冬を経てすること。本会事業を活発にする予算

しろAさんよりも良いですよ。勿論お一陽来復を待つ次第，両先生の御健在
Aさんが携帯便利と答案に書かれた空

更が総会において決定の場合・昭和43

年度前期予算（43・4・1〜9・30）を編成

季節を経て10月になればもはやストー10〜44．9．30）は1ケ年分予算を計上

結果は「Bさんは良くできました。む
二人とも追試験の必要はありません。

②昭和43年度予算については定款変

を祈ります。

を盛り込むこと。
③定款一部変更については第1条・

なお，両先生来札中の御接待はすべ第2条，第11条，第12条，第15条，第27

気寒暖計はこれですよ」といとも大型て吾々の誇る新進の学徒勝野，金子両条．第28条，第33条，第37条，第39条に
な機械を示され大いに面目を失したわ助教授がして下さいました。口舌徒ら

けであるが，この時のAとBはクラス

わたって改正変更の原案を決定した。

に多く，両先生御招待の席でも，その④会員名簿発行については昭和43年中

メートの誰と誰であったか，こんな詰前後も甚だ勝手にかつ多弁に振舞いま

に新名簿を発行する。会員動静の正確

らないことでも話題として成り立つの

と丁裁等よい名簿を発行すること。

も40年の歳月のせいと思う。

した段今にして悔いております。これ

も老いのなせるわざ，平にお許し願い⑥賛助員の推挙については本年度母校

然し当時め学生の行状のうちに電柱たい。

（1967．9．18一池田正五郎）

教官職員に新任の教職員を推挙する。

昭和42年11月1日
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社団法人千曲会第28回定期総会開催のお知らせ
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1働1の社団法人酬会第28臓㈱会・・a轍・・1月・・鵬馴の・午前10・鮪母校第1会⊇お、、て1
｝開齢たします・本縮案は次のとおりです洛支会から糖・て蹴を1是肝さるようお願いします．当日は）

1役員ぽ会派遣噸員はじめ噸会恥醐ご出席下さるようお待ちいたはす．
｛
1本部提案灘（1）昭納年度歳繊鰍欺ついて
（・）噺・43年麟入螂予算について i

｝

（3）撤一部麺について

（4）会員名縫行について

1、
（5）鋤員の撚について
i報告卵（1）珊会務報告
〜
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蚕20（S8）茨

城
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社団法人酬酬張桝木甦

鋤戊県立笠間高等学

商冷1

進

（S

11）近

畿

日本勧業銀行大

野2031の30

蚕25（Sl3）東

京

川手麟鞭7（S34珊川淋1

組合包装流床資材協

細豊端9（S36）愛知愛知↓繊業総酬

賜（愛知鞭酬｛畝鞠岩作）（住按獅古

県上益城郡甲佐町仁田子

井町南畔7

酪鉄郎蚕33（S20∈丹グ・ゼKK生縛業
部原糊（綾部情酬六反田）
蚕35（S2D東

京

貞哉

大井

武俊

岩田

静男

蚕37（S23）近

畿

町

A−4号

越坂邦彦（近藤）轍11（S38）（住）長酬若穂川

大阪市立港申学校

（大肺紘入棚1−8）
学蚕1（S28）南佐久

坪内歎学蚕10（S37陵矢｛1愛畑隈鞠酬
糊経潮艦（住）肥農蹴給試鵬獺公舎

農林省蚕糸局技術改

臨（住）鯨都醐訓了内藤2−35−2
竪谷

・轍（｛主）

長野県下伊那郡売木村申央1299−1

会（鯨者陣央鯨橋2｝6京ピル91・皆

威

也試験地（住）岐阜県大野オ｝ll丹生川村小木曾

校（長野県上水内郡111条村）（住）長野市松代町消
蚕23

鵠昌翻（S18）熊本酒瓶K（fセ）燃

高橋

1

須田雅彦継7（S34）北信蜘側，条蹴学

限店（｛主）大1鮪寝馴了1∫束鯉園町13−6
矢野

〜

山㍍漂慧：鷺r謬町L鞭蹴場

南友部
時久

｛

母校火災復興資金報告
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校長（茨城県笠閻市）㈹捌戊県西馴微部町
宮城

l
〜

（4）会報音‖報告

利用部報告

会員動静
堀川

（・）その他
（・）厚螂報告

（3）動静部報告

｛

ξ

田2799

富山甑端12（S39）群馬昭酬糸KK畑

佐久市岩村田相生

出張所（太田市寺井828の1）

清水昭典蝦（S23）上小蜘｝燥融酬財

学蚕2（S29）南佐久佐久中学校西中学

政課（上田市前田町）

ざロの

ミ

第1線監督者の技術指導のガイドブック
モダンエンジニヤリングライブラリ＿

F103繊維試験法
著者技術士熊田喜代志（化2）
B6判
発行所

251P

定価500円

東京都新宿区牛込中町15

地

人

書

館
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ほ

ノグぷめ
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リワダオぴヴロ

ロオびプリリのガベグベガ

コロブノリグの

ロワク

へ

い㌫㌶瓢≧嶽蓮蚕1
1科に入学・学働員にて1眸10月前橋陸聯備士官i
l学校に入校，20年4月（推定）東部37部隊へ見習士！
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昭綱2年1刷日
特許・実用新案・意匠。商標

山願・訴訟・錨定

信大教科書

浜特許事務所

闘然科掌書

東京都港区新橋1の15の4．

堤第一ピル4階
京 （591） 0764・0765

凍

工学書協会特約店

株式会冠西沢書店
上田原町TEL②0024

弁理士
弁護士

浜
中

猪

香

同

長

谷

之

三
助

千曲会員福島銅治郎

実

高級麻雀クラブ
皆様の百貨店

牡

上田・中央⑧信争咽跨

丹
上田市横町
TEL（2）8080

編

海外に飛躍する

集

後

記

深みゆく秋，冷徹な頭脳を想わせる秋，私どもは秋に
自省し，考え，心を深めるのです。お互い様，忙しい日

北野建設株式会社
販締役社長北野次登

々です。でも私たちは平穏であることを希求しながら，

じつは流動をこいねがっているのです。無為はいけませ
、ん。収穫されてしまったあとの風物に似ています。秋こ
そ流動をねがい，飛躍を企図しなければならないでしょ
う。そんなあり方の自省であり，思考であり，修獲をし

長塁野市」占t田∫524
凍京都中爽区銀座1の5北野ピル
大阪市北区堂島浜通り1の25新大阪ビル
松本・商田・ジャカルタ

たいものです。

ときにはi変貌しつつある上川を訪問して，El分の転歴
を考えるのもよい手段です。どうか，総会にはフ∫障繰合

わせておでかけください。少なくとも，あなたの心には

千曲会費完納者

追憶というあたたかいひだができるでしょうかC）。

会費通算40回完納，内規により会費免除となった会員
、は次のとおりです。本会向上発展のため多大のご協力を
いただいたことを感謝します。

上林多兵恵（蚕7・愛知） 小1⊥1憲治（蚕15・］i漏）
池田 俊郎（蚕21・上小） 小山 長雄（蚕26・上小）

酬鉄郎働

分なものができかね，蜥塊に思っています。でも，病床
のつれづれ草という鈍刀舌L麻（2）が寄せられてきました。

ご批判をお待ちしています。
編集委員

三丹）依田虻介（糸lo企鯨）

謬栄露；1慧曝劇s召：認

宇都宮

編集長は7月初句から心冠不全で休養中で，会報も十

正（化5・諏訪）

小山剛，襯1昭，4、林勝

滝沢劃；縫蹴・平林潔
巾沢

賢・西沢

正一，白井

要範

