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理事長小林運美

天行は健。初春の陽射しのなかで，こたつにあ

欲的に働きかけて高きは低きに，低きは高きにと

たりながら，こぞの無事を祝い．ことしの平穏を

いわば地ならしをしているのが結果として平穏に

穏たるはずはない。日がら1日，もしくは年がら
年中無事であり平穏であるとすれぽ・その人や集

か消滅の道をたどるしかない。
千曲会も検討すべき問題が多い。母校にも解決

団はもはや「生きるもの」ではなかろう。1日に

すべき問題が堆積していると聞く。私も微力なが

明暗・寒暖という絶対の周変があり，生理的な補

ら対応の努力を惜しまないが，会員諸兄において

給と消失とがあり，生活として活動と休息をしい

も何とか「動く」姿にするようご援助たまわりた

られている中で，わたしたちはいつも自分に利益

するものに働きかけ不利益するものに対応してい

いと思うのである。

そうして，1968年の年末には，「ああ，ことし

る。こうした「動く」姿こそが人間本来の姿だと

は無事平穏だった」と真底からいいうるようにし

私は思っている。無事であり，平穏であるらしく

たいものである。

みえるのは，それら環境と相互関係に私たちが意

（筆者：こぽやし・かずみ，糸16）
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10〜15％のチップを早急に割り出すのに苦労を与える。

イギリス留学談

イギリスの小学生は3〜4年生で盛んにこの複乗紘お金
武

田

の計算をやらされている。日本の小学生が漢字に悩まさ

晃

れるのに似ている。

イギリスへ

地申海の真上で美しい朝焼を眺め，早朝のロ＿マ空港

ケンブリッジへ

を飛び立ちモンブラウンを左に見下しながらアルプスを
越えると，すぐにフランクフルトに着いた。昨日（昭41．

空港から片側3車線の立派なM4（モーターウエイ4
号）を東に30キロ走るとロンドンの中心部に達する。お

10．19）午後1時に羽田を出発，南廻り直行便での渡英

なじみの赤い2階バス，黒い箱型タクシーが目立つ。東

である。東南アジア，インドで大半の日本人が降り，力

京からずっと快晴に恵まれたがロンドンは霧雨（イギリ

イロ，ローマと1人，2人，フランクフルトで最後の同

スでは11月から3月まで冬が雨季に当り毎日毎日雨であ

胞乗客のオスロ駐在商社マンに「ではお元気で／」と別

気昧の鰯難・あい・・て訓・最後の鰯・は余

繍鷺蕪1叢

難

り食指も動かない。ドーバー海峡を見下ろす頃にはミさ

ていよいよイギリスか／ミと緊張感も最高で，つけても
いないフンドシをグッとしめたい気持になる。
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勇躍降り立ったグレートブリテンの表玄関ヘスロー空
港ではイギリス入り最初の話し相手が入国管理官とは余
りいただけないが「政府命令でケンブリヅジ大学附属研

究所へ家畜の生理学研究のため1年間滞在予定」と申告

し，脹のM。nn博士からの手紙を提示すると，いとも

簡単に12ケ月間滞在のハンコをパスポートに押してくれ

カレ・ジ（学寮）の中庭

る。しかし日本でのような烈しい雨は少なく霧雨，それ

た。次は音に聞く峻烈な税関である。マレー戦の仇をロ

も降ってるかと思うとあがり，あがってるかと思うとま

ンドンでと同胞間に恐れられていた税関吏も今はどうや

一た降っている。女の人はスカーフやフードをかぶるが男

ら栄転とかで，ただ「カメラは何台？シネは？トランジ
スターは売るのじゃないですね，帰国の時持ち帰ります
ね？酒，タバコはどの位？」と念を押されただけでスー

は別に急ぐでもなく帽子も傘もなく濡れて歩いている）。
「ケンブリッジに直行しましょうか」との話しに，そう
遠くないロンドンであれば出て来る機会も多いかと賛成

ツケースを開くまでもなく無事通過，きっと謹厳実直な

する。ハイドパーク脇を抜け，繁華なオックスフォード

東洋紳士と見られたか，あるいはこの風体じゃ大した物

ストリートから動物園のあるリーゼントパーク脇を通り

は持ってるわけがないと甘く見られたか…といささか拍

A10（国道A10号）に出る。やたらと多かった交叉点の

子抜けで関所を出る。さてどっちにどう行ったものかと

間隔がのび美しいポプラ並木を過ぎるとハートフォード

思案する間もなく仏頂面のオヅサンが勝手にスーッヶ一

である。見渡す限りのなだらかな緑の丘陵地，ところど

スを手押車に乗せてサッサとビルの出ロへ，あわてて追
っかける途中「武田さんですか？」となつかしい日本語，

Mann博士の計らいで出迎えに来られた研究所に在滞中
の米国籍の吉永博士だった。「お荷物は？」と云われ，
「それが／」と返事をしぶる間に吉永博士万事を了解，
ツツとポーターのそばに行かれサッとチップ…鮮やか〃
と感心してる間に無事スーツケースが戻って来た。1年

間の滞英中にもしばしば感じた事であるが，我々はチッ
プの習慣がないためか，どうも外人なみにスマートに，

ころに森や人家が望見される美しい田園風景はターナー
の名作そのままである。ミ丘を越えて行こうよミとはこ

んなものだな一と印象深い。途中町に入ると40マイル
（64キ∋次いで中心部で30マイル（48キロ）のスピード
制限であるが，郊外に出るとすぐに制限解除，いくら素
っ飛ばしても違反にはならない。ほとんどの車は100〜
120キロである。後に体験した事であるが，イギリス人は

スピード好み（在米6年の吉永博士の弁）であるが，町
の中や車の多い所での運転を見ていると極めて紳士的，

しかもスピーディに渡すテクニックに欠けている。かて

交叉点の信号は車の為のものと公言し赤でも車が近くに

て加えて20進（1ポンドが20シリング）と12進（1シリ

来なければ歩行者は悠々と横断，車の方は青でも人が通

ングが12ペンス）のミックスしたイギリスの貨幣制度は

っていれば必ず止まる。狭い道を自転車（ケンブリッジ

昭和43年1月1日

は学寮，専門学部，研究所が町中に散在していて学生は
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これらの間を聴講に通うため自転車を利用する。それを
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を使いすぎるから注意するように」とのこと。下宿料は

週8ギニー（8ポンド8シリングで8，420円）。夕食は面

見習ってか町の人達も一般に自転車を愛用している）や

倒がってやってくれるところが少ない。朝食だけだと4

歩行者が通っていれば警笛もならさず（滞英中ほとんど

ギニーが常識。もっとも少々質は下ちるが部屋だけ借り

警笛を聞いた事がなかった）相手が気付いて避けるか広
い所に出るまでは後からノロノロ追従するのみで・間一
髪にスリ抜ける等は皆無であった。つい日本での癖でイ
ライラして警笛をならしたり，スリ抜けたり・割り込ん

だりすると後味の悪い事おびただしい。これらのことは
社会道徳の高さだけによるものではなく・賠償金の高さ

にも原因があるし・また運転者の高年令にも一因がある
ようだ。オジーチャン，オバーチャンの運転が多い。ほと

て2ギニー位の安いところもある。イギリスの朝食は外
の欧米諸国に較べると大i変豪勢，コンフレークやジュー
スにはじまり，目玉焼・ベーコン・ポークソーセージ・
トマトの大皿，さらにトーストにバターとママレートを

ドッサリ乗せて2〜3枚，最後の紅茶はタップリとミル
クの入った大カップ（信州に似て訪問先で紅茶の接待を

受けると1杯で止めずお代りするのが礼儀とか）。これ
だけたべると目本より少々遅い1〜2時半の昼食までは

んどの家庭に車があり奥方用と2台持っ家も少なくない

完全に保つ。ク食はまた大皿にデッカイ肉（羊・豚・鶏

が・一家の中では若い者はテクシーか自転車・高令の者

・牛と交代はするが毎日）と大量の馬鈴薯（ドイツでは

が優先的に利用する傾向が強い。日本も今から20年，現
在40代の人が60代になりミいい若い者が車なんかミと自
ら占有する時代になれば現在のイギリスに近くなるのじ

ゃあるまいか。またトラックは必ず乗用車を追い越させ
るが，これも労働条件や車の構造上の違いだけでなくト
ヘ
ラックの運ちゃんもほとんど会社の往復は乗用車族と云
うところにも一因があるようだ。

ロンドンから100キロ，車で約1時間半でケンブリッ
ジに着く。人口9万ミ大学の中に町があるミとの表現通
り25〜26のカレッジ（学寮）はそれぞれ数百年の伝統を

誇って（もっとも新設のチャーチルカレッジやユニバー
シテイカレッジ等もある）町中に散在する文字通りシッ

ケム川畔にある各カレッジのボート艇庫

クな学園都市であり，また東アングリアと呼ばれるイン

馬鈴著をよくたべると聞いていたが，イギリスでも毎目

グランドの穀倉地帯に位するため附近には工場と名の付

大量にたべる。もっとも調理法は茄たり焼いたりマッシ

くものはほとんど見受けられず静閑そのものの田園都市
でもある。大学以外に私立の英語学校が数多く・ヨーP

ユにしたリフライにしたりで変るが）その外の野菜類は
割に少なく然もトマトに到るまで十二分に煮てしまう。

ッパ諸国はじめ広く世界各地から英語勉強の為に来た留

これらの料理が個人主義の徹底で調理者の好みを押しつ

学生が多く大学自体の留学生1・000名を含めてその数7・0

けない為か全く味が付けてない。各自の好み∫主として

00と云われ，町を歩けばブロンド・ブルネット・東洋人

・印度人・アフリカ人と全く人種の見本市の観がある。

塩と胡椒で味を付けていただく事になる（もっともスキ

焼風の濃厚な味だとこれだけ大量の肉を毎日たべれま
い）。あとはまた大量の菓子か缶詰の果物のデザート・

下宿

それから例のミルク入噛茶．はじめのうちは環境の急

先ずすみかをと大学の宿所斡旋部に行く。主任のブイ

変のためか余り食慾も出ず「そんな事ではイギリスの厳

ップス婦人は50才位の話し好き，「英人家庭で研究所に

しい冬は過せませんよ」と親切に嚇されていただいてい

近く夕食付」と云う注文にすぐさまブレットさんを招介

たが1週間もたつと平気になった。肉や酪農品の好きな

してくれた。「気に入らなければまだ2〜3心当りがあ

者には大変結構で・おかげで食事に関する限り余り里心

る」との話だったが，訪ねてみるとシテイセンターから

も起らなかった。肉・酪農品は原価，特に後者は日本の

はやや離れているが新しい住宅区域で1〜2年の新屋，

半額で，平均給与が日本の2倍と云う事を考えると毎日

おまけ：こブレットさんは好感のもてる中々の美人，即決

これだけ肉や酪農品を摂って平気なわけである。それに

でブイップス婦人のところにお礼に行くと「アイリッシ

反し魚・野菜・果物は種類も少なく割に高価である。一

二なので親切だが腕白盛りの男の子がいるので少々うる

般に衣料をも含めて生活必需品は日本と同等或はそれよ

さいかな，1つだけ忠告するがどうも日本人は風呂の湯

り安い。贅沢品はベラボーに高く，酒やタバコは後者に

（4｝λ島．168
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属し最廉価のウイスキーで2，600円，紙巻｝ま20本入り250
円均一，日本のトリスやシンセイ級が存在しない。若い

所長のMlum

llll吐1：］：繁殖分野（ノ）生化学

∫1とし」τ

㍑嶺で

人にタバコを喫わぬ者が多いが，肺がんの恐怖よりも宏

ある。その深い学識とJlヨこ川満温｝Wll人栢て

計のやりくり上奥さんの恐怖の方が強いんじゃある寸ミい

思わせるがll］「猫硲1日の｛1謝…▲身に！l・めらオ川1い1㍉の

か。食事にひきかえ風禺には参った。入居時の忠告もも

11」うべなるかなと感じた。大学のll刀：撰：パ㍉に2つの研1ゴll

っともで家庭の湯のタンクは余り容挺がなく，臼木式の

所の所長を兼任されP・｜外への出張｛、川：・㍗

流しがないために洗った湯を流し，休に付いた石鹸をお

うQ一般家庭にはシャワーの備えがない。

な中に」、スタッフの研究計1」㌔1．∵リ

一体イギリス

人の入浴法は石鹸付いたままタオルで拭くだけかと了野聞

えておられ，その上に白か1：ジ｛，川ウ把

一見にしかずと思った力奥さんの入浴を覗くわけに橘、り，
・リテ
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ヘクタールだが，その大判：鰍iり、験用の牛川」・羊．・豚そ
れに実験小動物に．占領されてい，研究室は各1名の科学
者（総勢12名）とほぼ1名宛の助手または技術員力ら構

〉〕㌔アッと云う川にすぎてし寵いましン！：か・，膝｛…IJかじ，1

成され，大学院学生4名と海外留学研究員4名が分散所

年間という期限付だったので孟紗；㌃：・ノ℃出1｛

のティタイムの茶の準備それに庭の乎入れ導門である。
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紺；1，1；普i瓢≧；え1㌶㌶㌶

日本蚕糸矛斗学を応用する

の種類及び蚕の品種力9金く異る）等基本1：ユ：6に相泣があ
るむ

場合の問題点

も筋碩綱・胸剛、剛的。繍とし。も，そ
勝又藤夫

眺町おて燃をミ湖絡国唖繍・コ・纏酬

迫点が認められる。これら諸問題を研究す著，ことによっ

『麟一姓紬姻でありながら・燃雛」弛ξ在
糸消搬す細木酬1当鉛・港縄1心している。こ
のことは

田：界のどヒ糸佃i楕・を昂1騰・辻し「め，

て綱釧・砿↓脳川の櫛酬］火する。以日伽…i

遇した2，3の問・髄述べる，，

1旦界各1也に」ξβ6

1朧，恐齪した。・脈人・酷胞滴、・輔アジア勧
に斑遡・1

1発の言r【

∬1

が醗であ〜三・・

樋なる熱罐酬発とその繊

ωFl糠側㈱・於け孝1・棚
1｛）57鰍撫・M・・d・1・y大・跳・1漸1ξUA。。9Th。i11

鵬］ミはり澱σ熾・蹴欄・弥・・と・．・ポた・
ガ11

ヒ脾

タイ

べけ城1はインド

ネジ部α嚇制り

方で醐友500〜70・？1・の商地で岬11納燃」・2・〜

；螂の桑圃llこ・熱糠の㎜・・μ・卿・吐バか剃‖」

入し烈k風1返と洲献■・・，・た。10川1旬、り緋5

ノ］末頃迄はB・・rm・の旙乞期で降爾はなし・．そ・・て※の新

27°C位で丁劇木の9〕］の鰍に脚栂・隔減敦

柵の発1．棚す奴・に酬描O㎝伽滴さに伐採綜、〜二

し峰節（べけムでは｛り］頃・インド市アでは川

共｝嫌園にi撚した。こコ・作賭川23ぱ施fTした、、

頃）を除けば41三間寮の飼育が可能である。間Cれ等地域

その翻果熱帯桑の」励γ堺，zig抱は，よく新納の発汀在

は加獺酬く・癒1・よひ綱1・鞭脇

に意瀞ある・

・・と

』眠搬洲の桑獺・継が，己娘鼠返脳ごく冬腕伸

殴1渦なカ・・た．その烈幽．し牌3川蹴二勤

世界の生糸の竺蹴継t欄3刀トンで・その・1・綱・の
蛾・1：はその60％眺］8・0・・1ジであ1

額3珊ンのd三細二

・願

始めて剤担・猫をll喘した⑪

蜘蹴

M・nd・1・y｝・脚枇綱脚：i・・bり，1胆剥㈱』ll

隅・L刷畷：剥｛・で剃・1林瞬噛は11°C位迦C下す罷と醐るが，多くα・▲給、冬で4、

の中の過半量繊求してい〜・・

15・Cから26・c位で〜P、る。

生膓斜ま元来優美な繊維であり，その消費蹴の消長は各

従来私共の知るところでは熱帯のi、・i温の地では水の補

国輌の経渤輔溺翻ミしている・この：測こに於て近

細本に於け融纐

1費の灘職国螺i勧の醐を

齢え適当なら燥齢工綱1発罰帳摘と教えら9、て

いた．しカ・いこのことは胤帯敵，，いて1証しいが

示しておるわけで祝描すべきことであるが・日本の不足

日フド桑に関しては訂正すべきであると云わねばならぬ。

す融糸剖哺アジアの麟Ub

196膵の冬繊V・it・…のB1・・で上冒己の問題｝、つい

4寺に締1鵬0・・｝・くオ・

ている国柳ら輸入する様｝こすることが出湘・ば一・1本 て狙擦す躍会があ枕．BI・・は北綱徽で耐友700
と糖国との賜［購の改謝・2」：与するとこ路いもの ？・・位剤，緬1｝端低11・C鯨で下る鉄体15〜26・c

と離凱る・

伽E体の9月の搬に似ている．BI、。での鵬で日

酬科学醐本に於てイ醗され発展したもので踊か

オ・から送られた繍路でもイ・1底臨う㍉市・瀬や映

ら，我々日本蚕糸業人がこの蚕糸科学を応用して東爾ア

鼠返ではf可とも決定出来なか・．・た。

ジアの聞発途上の国民に生糸を生産する指塘が出来ビ1な

1967ゴド6〜7月頃111d・）11esiaのBogorで相：びこの問題

らば・その1緬発胞）ために・昧の生糸の不肋を胸

入す欲めに・従・て

を継す磯会があ。た．B・g・・｝踊緯隈飽、ところ

堺人3呈i眺細謬観すため

に極めて髄絃ある・これ｝細本畷繰人1・継ら

れた1齢であると云える・

鯛鞠・昧の酬榊応用上の噸点

B。g。rで6

〜胡の乾期に改風返や1行ノ1頼醐かに1帳一1・る．即

ち徽醐剛められなか・ゾ・・

日本悲業の知識を東歪持アジアの農業開発に応川する場

以上の鄭写ミから常夏 の凍1，㍑アジアでも日オ⊆桑の改良鼠
返の如きものは明かに休眠すζ，場所があるが，又休眠を

舗少のぞごを生ず○とは既に多くの人・によ・て指
摘さ・1・たところである・躰と醐アジァの熱

で6〜8月は帳搬娩蹄きである．・徽700轍で

気4餓Vi・t…のB1・・と殆ど1，1耐ある．

｝鋤と

渤られ加・地方もある．この現紺眼∫1

率（Ph。t．

・p・ri・di・lty）によるも・・で蹴、・かと翫ら煽，，・，

の問には鋤の相遼（乾期と酬1の胸1｝蹴い）・蛾の

昧に方さけ糠樹の桃醐サ・翻究と照合して隙葎に

（6｝．協．168
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決定出来ない。今後の研究にまつ。

ll訓143年1月臼：1

ある。次回からは日本2化・母休，インドネシア多fl二田休

、

共に浸酸して一応この問題はll唯『いた

（2）改朗迦び市ノ糠のB°・°「｝こ於ける獅の根
改良鼠返及び市ノ瀬桑は日本に於ては最も優れた桑1・，
種と考えられる。Java，島に於てもル狗Wsα肪αの1種

｝

後噺しく護‖呈、…し7、二が，イ。内。溺1ヒ靴Uホ，
化蚕の交1個重の遺伝関徽よ普逝のメンデル）買伝把1⇒るが

日本の蚕の場合と異り偲親逝伝三り、1僚1』獄：三ない1ことが惇・翼

に市ノ瀬の名称を与え（日本より輸入した市ノ瀬桑とは

った。

明かに異る）利用している。この日本桑の優良種改艮鼠
返及び市・瀬もB。g・・のラテライト土脚剛強く，肥 （5）S噸n｝こ於てλ？z』蜘〃卿

料齢の欠乱た土地では極めて満根であり，現地

，
の・洞｝1㌃11・端

眠の翻6

種のル20γμs励gγα，」匪．αZ西μ或はハ4．7，2μ妬cαμ〃sと比

非1…蕨蝋の休1眠は幼虫1｝1∫代の日捻に1〕：一㍉

べて想像も出来ぬほど劣っていた。この原因にっいては

このことは田中博士に」：っ℃ぱしく研究され沈膓i泊勺把祝

今後の研究を要する。

った。LondOI1のLeos鵠；は1】1とし℃川中日れ1）川1』iに

・，

・・）綱桑噸判定に・B法嚇
日本で稚茶用桑葉の熟度判だに当り※樹の皮目と腋芽

6㌶㌫灘鍛1梨灘蕊、1；｛㍑

作∫nは日長時開が中1‖1の場合に覗洞t・…1レ｜1し♂二・，

の発育程度により摘採位置を決定するLB法をBlaoの養
蚕所にて試みて失敗した。安は講習生にその講義をして

SaigOnのノ1μ沈oγσoo，）Rツぽmば白繭lllh．；τの1ゴ‖川佃i
f直は大なりと考えll。れる1、払はこの虫の｛」ldjこ：ぐ

桑園に出て実習剖台めたところ・彼‡也の桑条では若い皮

調1占：1。，た

際，伽民力糞倒暇・するλ：の栂Jiによパ！㍑、こ当、≒：品め

目は白色であるが，それが熟すると禍色となり，黄色皮
目を見出すことは出来なかった。LB法のそのままでは

∫ピ白され）1ρ〔、

た。即ち「Saigonの！畑〕仇￠γααP〃y川ω日lsao樹ぴ蜘一
力鋤o∂oγαオα）の党一C飼育すれぱ休1肚現幼1：∵．・｝！ず，年

応用閏来なかった。

中羽化するが，Dau樹（￡）

桝c梛α，ψ8

sα〜《z力

∫）戒は

…；議・繊・・木・化蚕のご一㌶壁㌶61櫟漂llll・・識
3，4月頃羽化する。3月願から9月t‡i｝三三の問筏2ぱ
貝本では1代雑種蚕種の製造に際し，F1卵の化性は

の薬で飼育した蝋は休眠しない」と云う紐果、kな、，た、，

母蛾の化性に従うと教えられていた。1966年1月BaRld一

以上は日本蚕糸科学で説1肌灘v・・熱帯？騨釆．1：μ・1↓〜

ungのLembang養蚕所で品種改良の目的でインドネシ
ア多化蚕と目本2化蚕の間で1代雑種を製造配付した。

3の一ll実である。しかし日オ1郁1■G

鯉［札解決し得

る問題は非常に多い。轡々はユー己の如さ例外的』

その際日本2化母体の卵は浸酸して無事に発生を見たが
インドネシァ多化母体の卵をば浸酸しなかった。ところ

1ゴぼ肖ご集

積して普湿的理論を探すことにょり慨界ぴ1油科学を樹
立すると共にその応用によって人湘の1撒：ぴ1ぼこミ1・生

がその卵は休眠して次代蚕の飼育が出来なかった。日本

産せねばならぬ。

の蚕糸科学に従って行った倒，：力號企に失敗したわけで

（筆完力・つまた・ふじお減漁｛ド・憾i油1叩、耽融）

高級麻雀クラブ

牡

丹
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野
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1；：㌶㌫；㌫

麺関係者への生物学肝渉（その2）

薄

伽・とが，燗の人胱／二

蝋んプ

・やま・ながお㌶㌶蕊㌶誤
カイ・はどのように進化しているか
カイコがどのような進化の道筋をたどり・昆虫として

で

・〕『。人開の知r瀧lll」緒の80

i現Zl：どのような位置を占めてい託かを知ることは，養蚕
振興になんの関係もなさそうですが・じつは｝：〕

〜

侃醐蹴鵬渕

85％は視覚｛提から入oた

っして迂

3〃。
童ぷ

牝r艮に依存するというくら

遠の寸段ではありません。切歩や糸長を増加させる、とい

い・またi嚇性剛レ澗R踏囎＾るとし

ク脚二三）ン〆．

憤蹴では眼の発達・鋼・麗

いですから（ウドソンの人

い・その他も

20

！ロ

川二1・）；ζ・・剛・脳醗芭

り汰にか耐勧途は・戊・ざ・輔こ

進伽人1欄珊づける｛，

ひ

パテカぶ

／仰λ一』ネアン

ゾ

ラ㌘

し7一ル

F

5°〃ρ3ρ2°，；㍊

頭高の進化

い・てカイコ臥問の初｛1に微たしめる・にう｝こ「靴」

四・ひと姑厩まし・う。しかしな力粘脳力溌達し

さぜC鴎のです・これらα）妬臓あ・・矧：臓・賭う

た代償．とじ醐・・湖蹴｝剛化・退化．珊など醐

1は弾駒ません・

匁・う靭・れ綱・。酬に・丘が姑くな涜り，勘、助力、

酬剛虻大；1姫拝業したけれど，し時く1よ鋤や

は緬たり，立。て脚・ね蹴肋くなぽ、りし鈍、

ソ1コ・ミン学に従肌ぷ￠惜眠酬にな・・レごぽ批

蜜す・す鰍・ち雌化財べて・・鰯｝剛圧・剛行共，

ちのために・今附カイ・α

願酬史端介し・御・もの蹴く・珊助向づ｛ナ瑚㍑厩鰍し綱・。

をど砿うに搬にアブ‥チさせる力池ともに蹴 こ・・よう腿側勺進慨のフ測剛娩の娼勿，，おかれた
てみようと思います・進化…1命を混や忘れた姐ありT｝三 糊と翻勿蹴のあいだ融杣《、姻・舳頴び酬
鱈い・だが，この進化ii命のもつ鯉翻イ・で1まどの

1牌因によ・，矧三起す納質触把。シ．、レによ翻、

ように酬すべき崎知らないでは・知撫完dごに靴

の蹄勾れ・C・・ます．い献とい姓存。ネルギーを

さ栢いるとはい訟いでし・う・

もつ生物がバの。・ネルギ⇒。＿吐

注ず1腿を搬化して」ll！附るためにぶ初・・川の
進化酬にとり・1欠に継プ・イ・に馴していこうと思
い紺・ 舌には肺きカミか鈍ず滅ものレけ・

D燗の進化

・

刷は万物嘘長でい

酬弓｝胴るとき，。たとえ醐

・ドーを放蝸靴すれば，6…、のうち

どれか騨11屯化・退化．変形化す駐と

うぱ駄く生伽進但ゴ・

け繊離に立・てし

いう

の進イヒに訓性勘・て，郷なエネ、レ

は。て幟つぐ妨ので，；一。このこと

ます・でも・燗蹴んでもかん

で端高に進化しているオづけで脇り鯉ん・それは」・

姓伽諭㈱咄極iめて蛾雄、
髄も。ているといわざるをえません。

もに脳（知党酬）の 搬鮒の撤難化畷ホ勺され ， 炉次に，刷が鍛じ，か、曜化を，
まぞ汕の鋤で砒拠もなりませんからぷ磁で シ。ビニの脳を熔す瓢翻を］旨標にしてたどっ
脳弛澱してみると歳1のようになります・
未来人てみると，上1図のよう疏り討。
表1類燃と燗の臓の比較
人類の原人ピテ加ト・プスが発生以来，5。フ珂，畷

一些≡極鑑撒、の騒亙慌i㌔剛・が蹴したが・その後・嚇（今か・・嚇前）た
ゴリラ1．晦130ク9％100厄5r夢元琢1
チンパンジー1．9

オランウー

130

1・5130

7

9

40〜75400

・てネアンデ・レタール人力覗われました・この原人の頭

1〜0．5

754000．5

i・∫の仲び率は15％であるのにたいし，クロマニヨン人は

63％にもなり，現代人にし・たってお1）ます。

δ」旦236°≡」1〜≡二□514旦，巴聖
注：ボルトマンよ妙しく改変・

輸と・・うの｝・ほぼ脳・。の週とみてさしつか訟
し・のですから，いかに脳が進化したか婦かります式

これでみると・刷は生れ抱ボかり馳の動物より休

｛i進化の定向ポテンシ。ル洲肖1にあ。たの噸泣噂

銚脳胸亜：いが珊の割飴はひどい違いはあり紐

数す．さて，ここで湖し、なけれ購らないのは，20

ん・しかし魂人に嫡と脳の害‖合は類ぷの数倍の正

フ5輸力・ら50万剛∫までの伸び・細％であるのに倒

さに勧ます・いわば・人1

1｝姓れたときに将来鵬さ

フ∫雀｝・につき5％）・・フ∫翻∫カ・ら2・万綱∫までは4。％，す一

れる脳璽：に耐えられ〜5ような新生児が用意され・その後

の脚麟率が類嫌のそれよりもいちじるしくよくな

なわち8倍にもなっていることです。この調子でいけば

燗の測まますます大きくなるばか｛戊です．ホ弓デ。

（8）埴．168
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1当士によると，「未来人の頭はわれわれより大きく，反

す。もし，図のような来来人間力ll6冗されるとすれ（lll・

対に顔は小さくなり，歯の数力減り，動作は敏活だが筋

世代という単位でみたときの成長様棚は上に〕

6べた方向

肉が退化，重い物は怜ち上げられなくなる。舟命はいち

とは逆の道をたどらねばなりごEせん・つばり

相λ、杜1二は

じるしく延び，40歳ぐらいでやっと成人に迷する」とい

％，拓…％の経過をたどり，ついに人ll肚1：そのが翻f灘i

っています。シャピロ教授もほぼ同じ見解で，来来人を

脳のために生存しえなくなり〕llす・私日そび）ll：うな・と

図のようにかいています。まるで頭の化物か火星人みた

になるまいと思うので，したが・・1て脳の進fヒ圧か内質的

いです。頭デッカチな人間とはこのことでしょう。

なものに向っており・容積的に「よ宏宛し℃ぶ1い㍍1∀ソ人

・もっとも，ロギンスキー博士らは「人間の生物学l／l勺進

化は約5万年前，つまり氷河時代クロマニヨン人が出現

たいのです。ちなみに，人聞の脳の21§ホ組織ハるノfμ

ンはまだいくらでも情報を受絆しうる潜在ポゾンシ㍗ノ【

したときに停止した」と主張しているなど反対説もずい

をもつているといオ，れていオす（「1ギンス心

ぶんと多く問題のあるところです。

1

｛ll↓）

かくて，図の朱来人の頭商力・一ヅ臣，，1：，タμ㌣二：・1ン小＼

最近・日本でも古代人獺の研究がさカ・んになり，数午

後期からしだい礼ψ1傾して，1，1相こしていll【．い1漏字司￡

年前の頭骨が所々で発掘されていますこれ、によると，頭

曲線（ロビンソン符の戚長llll線に憎1｝似する）になる｛パ）

脳指数となるべき頭高は現代人と大差がないようです。

と思われます。

では・人類進化はロ博士の店刎二説を採るべきでし」：う

以上，人閲の進化の様Jllイ｝ご脳｛棚1：約し

か。しかし，日本人だけをみてもわずか数十年で栄養条

1：：概観してき☆

した。もちろん，見ソ元は人に，｝1りきン：場川、り泣うもシぽ

件のみでは説明できない体格の増進がおこり，さらに顔

思われますので，反諭のあるかたも多ヤ・に存じ念・］。ご

形までも変化してきている皐笑から考えると，脳の進化

意見を拝聴できれぱ「

がおきざりにされているとは思えません。今のわれわれ

締切りに迫られて文脈が雑然としばkしλ二cり㍗，上に」戊i

のほうが圓本開祖人間よりも数等すぐれた頭脳をもつて

べたところをもう一一・度まとめてみまし正弘、

いるだろうことは租々な点から推定されているところで

ドいてれ，

A，人川1は生物の中でT、っとも灘化した蹴ir〜にある。

す・そこで・私は脳の進化ポテンシャルはいまや質附な

13，二εれは脳の欄熔丑μ摺大紛剃二｛噺

」㍍れる、，

充実に指向しているとみたいのです。脳への進化圧はい

そして，脳では進化の位置tづけ世視党器の進化1亙℃推知

ぜんとして進行しているが，これはホ博士やシャ教授の

できる。

いう容積的増大ではないと私は思うのです。その例証を

C，人間の脳の絶対成掻五［は他の動物ぷりも非7i；1∵㍍

ふたたび表1に戻ってみましょう。表1で成人の体重は

い。しかし，脳と休における相』↓成長牢；川1三iが体：．二北し

i新生児のそれの約20倍なのに，脳は約5倍にしかなって

いちじるしく小さい。

いません。っまり・脳は休より相対成長率がいちじるし

D，進化圧は部分的に，ヒ向すら：、。九のか必ξパ澗；分は

く低いのです。成長にしたがって頭の割合が小さくなる

エネルギー収支上，単純化・退化

わけです。このような関係をバクスレー博士は，
γ＝

る

，がぽCあ

る。

κ゜・という武で表わしました。たとえば，瀞辺ミ

児の頭を体長の枇すれば誠長すξ距したがいそ酬

変形見」

E，生命維持のためには，生物のそれぞれ・）｝

；ll））・ヤ機

能は一フ達のバランスが必嬰である。

対比は｝4，％…という風に減少し，身長がおよそ170〜

F，時1賢的進化様相も個体的戒長］ゴi川と、訂｝WしちlS

180《湘に違すると，ついに％になります。これが八頭身

字状曲線をたどるものと思われる。す｝1泊式、，iりめは巡

です。つまり，背丈が高くなれば日本人も自然に八頭身

速，次に急速，そしてまた遅速となるが，伝期：寸二は内質

になれるわけで身長平均160㎝以

ドの現代汝性の大音防

はここ当分八頭身美人をあきらめねばなりません。
頭部の成長がこのように相対的には小さくなっていく

（絶対的には大きくなる）のは，そうあることが生存に

苗iの充9ミに指向される。
さて，これらがどうカイコの進化に敷延され，そし・ξ
養蚕にどんな教訓と指針ないしは干渉を与ぶるここいう｛、｝

でしょうか。

不可欠ともいえるのです。もし，近世代汎世界的に身長

残念ながら紙数が切れまし7こ。次号まて皆さぼ：と｛シ

増大の傾向のなかに，このような相対成長現象がなかっ

に考えてみたいと思います。

たとしたら・人間は頭の璽圧に耐えかね・どんなことに
なったかわかりません。インカン遠からず，マンモスが

絶滅の憂き目をみた原因のひとっは・象牙（キバ）の進
化圧が強すぎ・相対的ノミランスを失い・っいに自らのキ

バによって自らの生存力を失墜したのだといわれていま

（追記）お蔭様で健康もだいぶ圓復し61し・二。蔽芯の
候を無理しなければ，春には｝まぼJE常にな〉：，もいと存じ

ます。多数の方からのお見舞にたいし，紙1☆；1，リピぴ
く御礼中しあげまつ一。

（筆纈：小山長H｛i，日校共湖議据，．細り

昭秘3年1月1日
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層群

柳沢一一郎氏（蚕27）

＿＿

学位を受けらる

仁層
井

柳沢一蝋噸聴蹄｝27回の・蹴で軸，細、・・f硫

地層名

λら168（9｝

∫，〔一｝厚（？rの

入茎石灰岩

78〜190

緑青沢部層

50〜

80

n蒲平層 2500〜3000

球部の選手として活躍，続いて東北大学〕211学部，地質1！τ

三1

な

寿1；質

品質石ソリ岩，ホル

ンフェルス
アクチノ閃石，緑
泥石1†岩
｝1剥況∫石英戊岩・
黒嬰・ll：不τ爽片イ

類

・働｝網こ謝れlll和17竺業さぼ・｝・）識そし噛1…議∬、爾三上位戸i繭三三戸，：元、二暮

て・「1召細輔方訓荻暇1紙の隅酬1醐鋼1三酬こ櫛れている調仙原ll洋聯んど糠成の絶
職・鞍の細酬∫llの」腋ll撤こあて・百6来16年「脱

＊、

1蹴，｜，とすZ、の，。，餅1・，1川酬剛剛ll‖脈酬

昧瓢ヨ芒剛けくオじ珊董ll碑より：1「1在嬬繍で剛 酬，徹微舳鵬を肺 …繍端川1融とし陥
撫吐川ぱお1：び綱姻句べて江醐多胴熟 lll酬との閃係｝止松lll酬と刊、、）八緋灰膿が欄
平市より胎（31酬｝

）城学の∬聯測1腱徽し，

的酬合に、漏、と繍じて、、署、。

封鋤の川火赫蕊という鋤蹴肪れて川三⑤本臓内では逆断llカw翻｜｜i叫蜥斤可鮒じめ、3の
碑月竺酬ヒ時〕二り：「里酬・閏受

劇したプ刑）り酬。、継。．。い剛べてい著、。そして1，細川闇rゆ

鱈汕氏の縮酬棚1ゾドに紹介す洪うに其1〒界で
眠の蜘ととも嚥鍵・蹄く澗liされて判
・・

ます・

にと剛酬；｛∫」、，酬、学、，、酷1，僻

ﾓ諭文・阿武隈山地南部，鹸山一八茎地域の

地質学的並びに古生物学的研究一要旨

，蝋酬蜘lf個前珊紀（デ、，，。紅醐紀）軸
蹴裸醜

㎡和てll削1してい㍍

◎

士た相罵地城：｝／∫よび；「じ上山地南｝111との地質対比表癒

轍綱鰍隈・」・幽酬市北・・8バ三；耀瓢：㌶麟櫟欝《歴
創1〜雌蹴に分柑るY魅廠ついて醐；腔・部

と剛べている。

からなり，第1網也・2学沸螂踏酬り控諭じて
いる。

@

④捌部剛、てn紬酬の微威｛靴石の柵

より＊1翻‡は桐ロに畳紀の漁暖な気候の下・c生成された

獺部では本地域に獅す る仁荊1囎群とrC創囎 。と赫し，木地蜘、は後；に蹴に鞘する地層醗
群の地層鮫卵および地曇1構髄鵬杖するととも 〕選していないと結んでいる。 （類，石川博）
に変成岩，貫入紮類と地質構造との関係を論じ，さらに
進んでこれら両層群の地質時代を決定ず｝ナこれを阿武隈

山地の相馬地域のみならず北上山地南部の1岨構造とも

佐藤利一・佐藤春太郎両先生の叙勲

対比して論じている。

剃部では商倉山層群の古生物B…hi・p・d，外75種に
ついて検討し，当時の堆積環境にっいても詳細に論じら

れている。

去る11月3日文化の日・生祷の叙勲がおヒなわれた
中で，信州大学名誉教授佐藤利一先生は大学教授として

多年子弟の育成に尽すとともに寮糸教育の振興に寄与さ

①この地域は多く，の逆断層が発達しており，そのため

れた功績にたいし光栄ある勲二等瑞宝章に叙せられた。

プ恥ク化し，その酬・部1こシ細て広く貫瑞が発達し

杜岡F帽州蛸銘愁授佐噸糊ロ先生には大学教

複繊地劉継を肌，∬い変成度の変成岩砿く鋼了 授として子弟の訓育に多年尽プ」さ柄とともに遺伝学の
している。このため仁邦1川脚…からは地質蹴を決定 研究｝こ鰍した功継称えられ・勲講旭帥蹴をた
するような化石が発見されず，高倉山層群との関係は不

まわった。両先生のご栄誉を祝稲し・ご健祥とご多幸を

明とされていたが，この著者は多くの研究調査の結果次

お祈り申しあげます。

のような層序を決定し，2屑群，6屑に分類している。
屑群

地用缶
非〔1

高
倉
山

層

ユド

∫蒋

元村層
入石倉摺

松山沢層

ノ酬㈲
420〜

主竺．竺質＿

530

70〜170
9・〜170

黒色粘板岩

撒脇絶
黒酬i蹴

佐藤利一先生は大正2年東北旅国大学農科大学を卒業
大正5Zl三

母校上田蚕糸専門学校にご来任，以来39年母校

信少卜1蝉において琳綱！学．1雌物学を蛸さオ磁
授と研究に尽された。｝ll和31年退官後は上田高等予備校

を酬されるかたわら上剛綱会役螂市の発展・
つくさ牙L・搬として鶴・㈱⇔猷丹念であるこ

15・・−16・・黒撒≡．とは ]蕊舗㌶隠羊

81才゜

⑩鵡．168

千曲会報

佐藤春太郎先生は大正7年來京帝国大学農科大学を卒

昭和43年1月1日

賞を受賞，表彰状と金メダルを贈られた。

業され，ただちに母校にご来任，37年余母校教授として

新聞協会賞は新聞の信用と権威を高めるうえで優れた

遺伝学・動物学等を教授され，遺伝学者としての業績は

業績をあげたものに対して贈られるもので新聞人の最高

多い。とくに家蚕の単為生殖の研究は目本蚕糸学会賞を

の名誉とされている。林武氏は異色の職域での活躍が実

受賞する栄に浴した。昭和31年退官後は悠々自適の生活

を結んだもので敬意を表しご祝詞を申し上げます。

を送られており，1昨年胃壊ようの重患をのりこえ見事

雛難

，

健康を回復されたが，やはり幾分の症根は残っておられ

＿

受賞の対象となったものは北海
道石狛管内恵庭田」で起った自衛隊

る様子と聞く。82才・

の演習用通信線切断一いわいる恵
正な報道態度，新聞本来の使命と
新聞に対する信頼を高めたことに

北海道新聞社会部員，林武氏（化7・S24年卒）・社

よって受賞された。

会部次長松井淳一氏・社会部員佐藤邦明氏の3人は昭和

因に林武氏は長野県小県郡塩田町富士山の出身，上田

42年10月20日から始まった新聞週間の第1日に東京経団

繊維専門学校繊維化学科卒その後明大大学院法学研究科

連会館経団連ホールで新聞人最高の名誉である新聞協会

終了，北海道新聞札幌本社に勤務。

一養蚕工場の誕生ク
機械化養蚕への出発クー
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

自動給桑機→蚕座まで，一連のコンバイン方式

・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）

隷もぎ励式太条搬去

愛媛県広見町養蚕農協（本年3月設置）

信大繊維学部，農林省，全養連，各県蚕業試験場の

ご構とご推奨嚇わ。て詞ます。

・自動大型改良到桑機

大型醐用

能率3倍以上

その他各種の飼育機械・器具の受注を

致します。

（§信光技研有限会社

長野県上田市常入ll66（産業通り1丁目）

TEL上田②7135②0031（夜間専用）

昭和43年1月1日
ら
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品．168ω
れ

きをして老人となった者の現在の心緻！か，あるいはそこから会員1111志の親ほ

麟闇［苑］題璽。印醐ぽ、諦めで詞。て行、。剛，友購㈱鋼という
諸君に対するご挨拶

かれる酬さえあ牙鵡他剛の鮒Xようなこと欲けれ蹴らないで・防
ありません。これからの命命も知れた

う。上団寸拙を担』］するものとして総

石倉新＋郎ものだかC、長性きたい慾摘りませ会で略代瀕縮時夕擶蹴固、
11月22日突然宇治義春諮

が拙宅に見

ん。ですから思えば仏敦で

えられ・・同年度の卒業生のi滞欝力東海
道蒲郡駅に集合して会磁催すから是非

i

う無慾と

いう心境がこれでしょう。杉えてみる

っともと思う。それにっけても前回ま
で性神とか，上〔［1の大正小路の移り変

と古今・の英雄も芸術の淫人も単に歴史

りなど紹介し・cはなはだ培のないとこ

私も出席するよう｝こと勧誘なされ，驚的語り草σ）主人公以外何でもなく空守
1陽と轡悦の満i・1り1の中に浸された感じで

た空だけでしょう。

ありました。

な気持であった白繋員長よりま、っと内

この頃人間が地ヨ求に居ながら，月や

愉郷狽での生酬り喘・鵠り金星に叶・ト剖「
諸鴛に親しく面鋳し，て懐旧談ができる
なら・日分の老磯したことも忘れ去る

ろ拒ひろうし穴があれば入りたいよう

ほんの僅かなことが知れ、るだけレ（部雲i々

たる日然に文ll

愉快さがあろうと思い空す。然し残念

しては入問の一・1時1「1勺満足

でしかない・生者必滅鍵また

5ミ極ながら・私も田に83才の老齢とな

だこうかと労える。

i竺さて」二：「liiの地で勉強されぱ二謂1兄はか

、らしい。

つて一度は藁川さ跨村￠）ことについて開

私もζ1三きている間が花で・肪丁のり；｛…し

って耳は遠くなり・祝力も薄弱となっ

答を充弐し続編を物にせよ，とのおお

ち上げてみた所・Cせなので今附籾潮弓賠させ℃いた

さを追うだけです。

かれたことはないであろうか。かく言

う小生もきかれあいまいな返答をした

嶽叉議駕㌘炎：㌻竺：i器劉口ぜ描i讐㍑；鋤：窒慧窟蒜霊
接し得る程になりました。その上に以

ぬ家来どもが川覗し，おもしろおかし

・働醐化症・な。・，歩行酬難
であります。

最近の上田（2）

く締す・蹴いたの観，蝶、d、

11月23日木学部第1会1訂淺室において

宇治君は親切にもかい添いするから

とずいて￡1田時代をふり返ってみるこ

千曲会総会が開かれ・小生終1ヨ書記を

とにする。いささかでもrFlj窓諸兄の参

と印されるが・会で｛鋤物ii糖に出逢おおせっけられ各代議員各位の意見を考になれ｝纈いである。
っても顔がわからず，話しが聞えない受けたまわっていたしだいであるが・
のでは・出逢r）た甲鍵がないと思いま

信州上田といえば翼田巨同寸の城の泣》

その申で特にきもにめいじたのは会員

す。だから甚だ齢ながら蠕を見合5祝の鍋の未納の件

ったところですねといわれ苔，ほど上田

醐る。全会員願陣附でもっている。ほかにとい

せすることにしました。どうぞ然るべ5000数余人の20％前後しか納入していえば知らぬ仏のお崖、さんときめこむく
くご諒察願います。

所感の和歌をお笑いに。

ないとの話であった。納めていただく

のは会員‖祝の師憾志かも知オ砲い

らいがせきの山であろう。

それは徳川秀忠の箪3万力叉中∫樋を

今こそはほがらの秋よ繰ならば膓う㍉いずれにしても千曲会は卒業生み通過する際この地で真田蜘。ずか2，

友をたつぬる旅にたたなんんな叫のなんだ・という会にならな3千でその大罫芝を阻み，関ケ原の戦い
図らずも古き知りあいたずねきて
昔語りに心がおどる

うがどうであろう。それは学会の如く

刈り芝に翻いμ1る虫は小蟻のみ

鳴く瓢は影さ棚せず

ければこの悪循環はたち切れないと思におくれさせたという世に言う上田合

㍗∨

戦により世に知られている。しかし徳

会に所属していれば利益が得られると川の大軍が真田によって繋退された戦

…

o

抱

s…φ

……〜

∨w・

・

一・甥

学園スケツチ（1）
〜
．．
こぼやしまさる1

千1
一・勺活
躍蜘り心から繊剛えな噺であ

今轍眠主時代となり酬がづ一・（爪かじりたどたど鋼解きている受験生一人に思い舗する

｝

か・酬燐止千万の蹴・でi㌶㌶蒜蕊駕言ミ譜讃曇灘皇、ず

1

す・だが燗として搬人に対する障紺るしし白蛇のま翻ら割｛舎てむと持てば織のすζ，
度は変らない．そ欄諸君がすでに経1学業はその働伸び｝・かかわらず自働く獅苦心灘ロは

｛
1

験・・ご承輪と・私の・・に長・ヒL蕊二搬鷲蕊蕊鰭惣こ蕊黛繊鞭㍍〜＿、コ
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が実は2回あったことを知るものは案田氏に代り上小地方
外少ないのではあるまいか。前述の戦の実権を握ったのが
は第2回目のもので，実はそれより15真田氏であった。
年も前に徳川勢は真田のために痛いほ

そこでっぎに真田

ど打撃を蒙ったのである。この戦ほど氏の祖先はどのよう

真田の真価を発揮したものはないであであったか系図をた．
ろう。このため第2回目の上田合戦にどってみたい。
おいても積極的に徳川は攻撃をしかけ

いまから1000年前

ることなく関ケ原に向い家康は秀忠がすなわち平安時代東
遅れたため気嫌をそこね会おらともし信濃に滋野氏という
なかったといわれる。

一大豪族があり，祖

それにっけてもこれほどの軍略にた先は中央から派遣されてきた地方官が

県下一の新市庁舎

けていた飾氏はどのような径路をたそのまま土乱壕族にな。たものと醐町力・ら公園へ行く途中職判所
どり戦国時代に信濃国に台頭してきた考えられている。この滋野氏は海野，
のであろうか。

あとに県下随一といわれる新市庁舎が

祢津・望月の三流に別れ，現在の地名

できあがったのは去る7月のこと，旧

今から400年前それは諸国の豪族がの地に根拠を置いた。このうち海野氏市役所はいま年の瀬とともにあわただ
実力による斗争にあけくれわれこそはの勢いはとくに強大で一時は全信濃を

しく取壊されて行きます。

天下を統一し諸公に号令をかけようと手中に収めた事もあったほどである。

懐しき旧市役所は明治32年，当時の

いう気運にかられていたいわゆる「戦真眠の祖先はこの働氏で鎌倉の上田尋常離小学校好部の齢とし
国時代」であ・た・その頃信濃にお・・初めの頃・醐氏宗家に瀦報なる嘩てらました．以来69年，当時は新
ても村上氏・諏訪氏・小笠願などの武将力・あ・たが・その孫轄が真田の文化の香り高き殿堂も今は老い，明治
嚇がにらみ合・ていたが・いずれも地に住んで蜘氏を称したということをしのぶ映画に出演する栄によくする
甲斐の武田氏の勢力下におかれ，そのが史料に見える初めてのもので，現在までになりました。

勤鯛は甲斐・酷の全域から駿河われわれは飾氏といえばまず真鴫そこで，醐を噺し躍てられた
遠江・二河に及び鹸の上杉氏と対立幸・信之・謝などの名を思咄すがのが，彦紅費約4億2千万円激地面
する屈指の豪族であ・た・

それらの人・よりもすでに30・年も前積7，50・。6（25。・坪）地上6階，地下2

永緑10年（1567）塩田町下之郷にあ

に上小地方の一豪族として名を成して

階という新市庁舎です（上の写真）。

る鵠鵬神社に当縮撒おける数いたのである・この真田氏が上小地方地下・階に峻堂瑚り，「香酬干」
多くの武将たち埠納した起徹が8い・おいて名門の出であり，信用を得て出弓長で営業しています．ちなみにメニ
余通保存されているが・いずれも武田

いたということは，とりもなおさず後

氏に忠誠を誓ったものばかりであり・

ユーは定食80円，カツ弁130円，カツ

にこの地で勢力を結集するに当り極めランチ200円といったころです。各階

武田氏の勢力がこの地方に及んでいたて有利な条件となったことは疑う余地の一隅には無料でお茶が飲める湯沸装

ことを物語・ている・それによると上がない・
小地方に勢力のあった土豪には東部地

置があります．いぶか。て職員に溺・

その上戦国争乱のなかに，この一地ねると答はこうでした。

方の千曲川沿いには海野氏・大屋の岩方豪族は真田昌行という人を得た。こ

「市民の皆様のため，仕事の合理化

下に岩下氏・祢津に祢津氏，また川西れが今後の真田氏の数奇な運命を左右を考えています。新庁舎へ移ってから

地方には小泉氏・趨氏・漸氏などする鍵をにぎる行動をとるのである一ま，好職員による・日銅のお茶汲
があって・それぞれ自らの縄張りを支
配していた。

真田昌幸は真田氏の当主幸隆の三男みは一切やめにしました。飲みたい人
として生れた。長兄を信綱，次兄を昌

はあの湯沸を使います」

ところがたまたま武田氏は天正元年輝とし・う・網は海野氏の出であるか近fヒ的な胎に見合う近代的な仕事
（1573）信玄を失いっついて天正10年ら海野氏の血を受け継いでいる。そし

の合理化という訳でし」二うか。

その子勝頼が天目山の戦いに破繊田て真田は真田郷松尾城にその本拠をお
氏が滅亡すると同時にその支配下にあ

（中沢）

いた。昌幸のまずねらったのは鳥居峠

った各土豪は互に同盟を結んだり・あを越えて展開する北上州の沃野であっ会費（500円）亨「

誉鷺巖㌶㌶裏㌫；巖r嘲三代驚ミそれを忘れてご㌘
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月7日から10日まで

；撒議鍵蝋鞍iぽ≧㌫：τ
校舎の窓から雪化粧した菅平が眺めの日米科学協力研究
られる季節となったが，上田市は日本「環太平洋地域F2⇔

中でも上から2〜3番目の乾燥地なのαW吻菌の分類学的
だそうで青く晴れ渡った上天気の日が及び生態学的研究」
続いている。今年は北アルプス八方尾

を推進するためであ

根スキー場も半月程雪の降るのが遅れる。4日間松尾研究
ているとかで，スキーシーズンを控え室にとどまり，その
て積雪量を心配しているむきも多いよ

ごは松尾教授の案内

うだ。スキー，スケートに関しては信で本邦各地のF％sα一
州大学出身とあれば無論マスターして

γ飢勿研究室を訪問

いるものと・他国の人は思うらしい。

新営成った工業化学科研究室

し18日に帰米した。

それかあらぬか1月に入って開催され

に行なわれた本学部修士課程大学院の

なお，松尾教授は本年3月下旬に渡入学試験の結果，下記の18名が合格者

る恒例の教職員を対象としたスキー教米し，3ケ月間Califomia大学で研究
室や学生を対象としたスキー実習は大

に内定した．

し，つづいて約1ケ月をアメリカの東

繊維農学専攻

変な人気で，前者は70人，後者は百数部地方を経て，ロンドンでのF媚αγゴー繊維工学専攻
十人が参加・大いに地元の利を活かし

2鋤協議会及び国際植物病理学会議に

ているようである。
秋から今までの間，

繊維機械学会信越支部会

信大繊維学部大学祭

広橋満，村出一之，小笠原健二，

川村長蔵

学部からは高木，村上，久間，篠原，

上田名物のこ

落合武次，青山明

子，中島暎子，宝永嘉男，豊島剛

11月11日

総会（別頂）など多くの行事が行なわれ朝より34番教室で研究発表会があり本
たが以下その主なものを挙げてみる。

坂本敏夫

繊維工業化学専攻

出席して帰国の予定のよしである。
学校では千曲会

箱山晋，丸山泰男

繊維機械学専攻藤本功，季成一，

石川の諸先生方が発表されたが，長野

井上統允，森

の祭は10月31日から11月5日まで開催女子短大生80人を含む熱心な聴講者で

繊維化学工学専攻

修，藤井直

竹島幹夫

翼‡麗璽蕊麟6袈蓼三㌶皇難徽篭校内各駅騨
首相の国葬と日が重なり1日送りとな授による欧米の繊維機械の現況と題し

「上田寸描」「学園あらかると」の好

った。行列は明るいうちに終った様子ての特別講演があり，映画会，懇親会

評に答え，ことしから編集部は校内に

で・昔・夜もおそくまで街角で踊りま

と続いて有意義な1日を終えた。

くり・生まれて初めて飲んだ気付の冷

秋の防火訓練

バスを乗り入れ，各駅のただずまいを

この学部も高層建築紹介することにした。学校はここ数年

酒に腰を抜かして羽織袴を汚したりし物がふえたので防火の面でもこれに適外観的にも内観的にもいちじるしく変
た先輩諸氏の目からみれば当節の学生応した訓練が必要となってきた。12月

貌した。久しぶりに訪問された方はひ

はずい分とおとなしくなったと思われ8日の14時50分に大地震のため火災発としく「これがわれわれの学んだあの
るかも知れない。上田も自動車がふえ生との想定のもと，学生を含めた全員センモンか」と昔日の感に打たれる。
て交通が混雑し，学生の方も教養部で

がこの訓練に参加したが，こういうこ

一年をすごして来ているだけに昔より

とは常時訓練して体でおぼえておくこ「遠くなりゆく母校」をみる人もある。

ずっと大人になっていることも原因の

とが大切であろう。

一つだろうが。

学内人事

一方，大学祭と並行して11月3日か中沢
ら5日まで修己寮の寮祭も行なわれ，
名店街，ファイヤストーム等にぎやか
であった。

賢

中村和男
表

彰

また直線化した建物に新しい学園の息

42年10月1目発令
講師に昇任

助手に採用

校門から見はるかす風物の異質感に

吹きと現代性を感知する人もある。人

（繊機）

さまざまは世のならい。でも母校は卒

（繊工化）

業生にとって母校でしかありえない。

野口，呉両先生には昨年3

月，定年で信州大学を退官されたが永

そこにはよき青春の記憶が刻まれてい
る。具体的である必要はないのだ。あ

W．C．Snyder教授の来学California年の御苦労を感謝する記念晶の贈呈式なたももう一度われわれと一緒に母校
大学（Berkeley）の植物病理部主任教が10月28日行なわれた。

授WilliamC．Snyder博士が，昨年11

43年度×学院入試合格者

という記憶の場を一巡して，新奇な発

10月5日

見や意外な刺激を感受されたい。

⑭

λ品．168

1戌通講座

千

曲

会

報

昭和43年1月1日

つとめて㌫幽座

鍵部上蹴臓

4、鞭、醗給にともな。て鍬の小屹雄（こやま・な棚）・搬
糖が松本に1酬したが，このさ磁上田麩陣，49才，農巨

繊松欄合のさい，1り1卿・枚酬

・，旧化学本館に移・ゾ・が・笑際に眠日1の本1榔に

名の縮醗留，母休となり，こ剛（鉄筋）1胸一室とその外σ・・平聯と跳り・松本ではここ礼卵嚥畷
座が繊された．囲。ば教養統合の落実糎，動物の那撚とくに複眼鱒養脚綱鱗を脳されてい微人￠1
し子である。一般教養部と遼うところ攻だが，感覚行動を通して】1く近は生物先生がおられる・

は，各専門学科に密着する共通的基礎工学プ訓1の研究もしている。生物学・羽島不二夫（はし寸いふじお）牧撰

学を教授する点である．所属す騨三ヒ剛姓］姓欝・生】娠戦脳。鰍蝉・61才・脇淋貧［｛1階酬1
韻をも泣いところは搬撚酬1に繊猷（たきざわ・たつ」・）撚頒隅の一勤洲究鐵・W眠伽鵬ξ：・批
相似する。近来すべての応用学は基礎信大繊維茶（専攻）卒，32才，小山教授担当は1さイツ語。
学が重視されてきており，その意味に授の研究を補佐するとともに，生物栄

島田詔子さんが研究補仇・

おいてこの講座の存在価微大きいカ1劉舵指導してい〜5梛獺ブーマは鮒六男伽枷い章：・つお）粕駕乏
設置後間もないので不備不足の点が多生物の光沢｛生。
い。現在独立専用の迎物もなく，各研

東大卒・57才・問館2階1制則の〜

窺に

他に春原八重子さんが実験補佐をっlil院室をもつ・鍍タセ：q司二くにシ瓢

究室はあちこちに分散している。＿日

とめている。

も早くこれらが充実され，設置の本義
が達成されるのを期待してやまない。

ス

ピアの研究・英語担9i。

飯塚英策（いいつか・えいさく）助教授

山崎響録（やまざきφしょうるく）助

東教大理卒，36才，鯉博，1日来から存教授・上田蚕：晦：糸卒

57才・中村氾1難

舗座は4っで定員は下記の通り，助続している物理学教室が研究室パ：］｝分の向い側に研究鐙がある゜※語会話と
手庄員が1名もないのが注目される。

応用騨

教授1助教授1

応用数学

教授1

工業経営学

教授1

くにイントネーシコンの研究烏なし，

鉗肌てレ・る。授業科目は伽鱗・・物英澱遡当・

一助教授1

生物・化学

手化学が専門で現在は絹糸類の構造を

理学演訟ど。

助教授1
助教授1

応用理学講座

剛減鮒として古川幾代さんが勤

物理案験は教養の内藤氏カミ補佐して務している・
いるほか，竹内淑子さんが実験の補佐飯島俊明（いいじま・としあ｛めi；X師
にあたっている。

佐藤良泰（さとう・よしやす）教授・

工業経営学講座

東教大休育卒

31才，事務系木館ぴ）1

階西側の一室が研多じ室・サッカーが：｜ll：

東北大理卒，48才，工博，研究室は旧小泉所（こいずみ・ところ）教授

門だが・最近はスキーにたいしても意

林（転）研，酬論が専門で，とく献締（蝉院）卒，61才，蔀・務系欲をみせている・
にプラスチ。クやゴムの徽物性，充オ・館の2階東南隅・）謹｝こ粥縢があ以上の他に，内醐之氏がおり揃
戊醐補ヨ鋤果などについて研3田礫る。農業経済にかんする了醗鱒門Σ述のように物擾群期1飾鋤搬）
科目は数理物理学，統計力学概論など。し，農業経済学・産業構造論・金融論の補佐をLレごいる・
桜井正幸（さくらい・まさゆき）教務

員

などの諦義を担当。

信大教育理卒，27才，佐藤教授の

横沢芳江さんが研究の助けをしてい

原画を謹呈します

研究を助け，同じ分野の研究をしてい

る。

る。助教授は現在欠員である。

宮坂正治（みやさか・まさはる）助教授

木号第1頁所載の「猿り己二二態」の

東大経済（大学院）卒，44才，小泉研

色紙原画を希）鍵者に部艮します。

応用数学講座
大安和彬（だいやす・かずあき）助教

授

と同じ階上に研究室をもつ・専門は経

阪大理（大学院）卒，35才，事務済社会（市場）における企業経営政策

系本館の2階の東方の一室が研究室，

で，地域経済の構造・計画の研究など

数学から物理学とくに理論物理に属す

に従事している・授業科犀1は工業総営

る素粒子論（火の玉理論）に研究を展

学・生産管理・労務管理など。

開している。授業科目は数学・数学演
習など。

北村洋子さんが研究の補佐をしてい
る。

この講座は教授の定員がないが，来
年度はこれが充足される見込みである

希日

1者はハガキに「原廻∬稀趨u

と

かき，住所，氏名を明記し，千曲
会編集部に申込んでください。

締切1月末日，蒲塾多数のばあい
お
は抽せんで決定します白ただし，

ql込者は会費42寮たは43年度完納
者

にかぎります。

共通講座の事務は富山秀蔵氏が撫当

ちなみに，原匝肖の鐸）i者は・母校共通

し，この事務室は事務系本館の2階東

講座教授小LL卜長雄先生ですO

この他滝沢洋子さんが研究の補佐を側に設けられている。

聯1143年1月1Fl
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第28回定期総会記事

名誉会長あいさつ

勤糊辮三麟1瀾瓢
纐｛で開かれた・出1

幣は301鹸から

代議｛い投nぞ1計7〔；｝

譲任状け

学部剛沢延房

こθ減会に刊姶れ）∫ll遜硫発表会も・bこな身，洞三す。このほか，

劇1奇支前でご支援をたまわっておりま・rこと

フ長外27メζ会であ・二・た・1

を深く御礼中しあげます。また，会員

総会次第

、旭．16805）

探検クラブはで3月にフィリッピンの

アポ山に京頂し，イli民の生活を見1用し

の皆さんがそれぞれの場一e，力強く発叉化を交流し，動植物の採集などもな

1・1｝膝の二と｝・ll旧1・1・り」i1Pll：

展され・Cし・るこ賠大慶のいたりと存し，多大2賊果紬nめ，41帥：帰校しま

2．

理事長拝拶

じます。

3

名誉11長ぽ拶

小↓｛ミ運美哩！hl艮
1〕1‖沢↓1！i房繊維

長
4・

議㍑捲出

5・

肚

γ1部

さ℃，

，

した。

｝部は近年になって鉄筋惣築

物がぞくぞくとでき，火分榔了・もi変仁

永井r治議長・

学部」、1近立部省か￠の研ノ費が少

ないため，困却しておりますが，三ドい

って波いりました。創立）11時から｝1｛1樹父兄の・トli様によりて1

池川俊郎副；i∫覧長
告

に穎ご用いられたヒ輩のご努力により

｝ζ：生後援会を作っ

ていただき・実験実ll掃

就職運動など

深みのある弓ξ：關〕二なっておξ，ことは木にご支援在願つており士1−。一・・方改新

ω一般会務服告

1則り火］i∫劇ゴ

（2川生部報告

〜1川二ありがたいことと思います。姑物期成lir鼎1会では荻金副洞1t｛重3000万円

川Fl亮平副甥！『ll：長は入口かξ奥へ機械・化学工学・工学α）ところ，現在までに9000万11：1が集ま

（馴順澗｛！〜川・1！軌1卿：
（4）会、1欄報告

㈲刊川部報告

後の再帽の間に縄。1燃T字形に走っぱしゾ・・。木会蜘鱗蹴il韻の木内

小lll艮雄鯉1！事

・ております。工学化、杉科の鑓物は狽在四1］1｛先4

不∫川博Jl肺1

進行中で本年lllには竣工いたします。

㈹糀校火災復興旋金寵告

eすが・藤金にまいり寵した

さいば心からなるご便llをiiトっていた

改新10城伺盟会のご援助をうけた高分だき恐縮してこloり正す。また，繊維科

ノ1淋侮一駆1

子工弓矧究施設はそれらのさ蹴こ東側弓・・捌膝からま湖獺城金の支川さオじ

（7）財隙献」：田季蹴科学搬膝報｛1二にあり弼・。麟・科の秦勤のみが旧熊鱈てとはlll・銘彊・ところです。
北条箭想理事

6・議．事

依然としており撒すが，これも立部省

こうして学部もしだいに発展してき

に早く新憐す元1，よう働きかけているとており，5月には27大学工学部長会≠菟

（1）昭和41年度歳入；災川決算について
体部提猴）

ころです。

教官数『よテE員81r名で，現在72名（9

9月には日本化学奈3地区大会・1ユ月
には「1木機械輻：会中部支部大会がPl］催

｛2）ll細刷寝歳入歳1情符にっいて名欠員），学如：碇員81酩のところされるなど充実と活動の一一面揃せて
（木部提案）

216鮪が松木の教護部に，599f｜が学部おります。

（3）定款〃レ部変卿こついて

で勉学にいそしんでいます。このうち

（本部提案）

女子学生は40名を教えます。大学院修す。蚕糸にっいては3大学統合案が文

（n△n｝1簿発1了について

士コースは定員48名，現在1年次に23部省から打ちだされましたが，木学部

（木部提案）

名，2年次に171．1おります。入学志願では統合が｜三1木の蚕糸に資するなら基

面鷲助員の推薦；こついて

者は41年度はかなり…多か．うたのですが

（イ部提案）
⑥千山会寵発行について

（愛知支会提案）
（7｝会費徹収にっいて

・

（愛知支会提案）
（8）会員の表彰にコいて
（本部提案）
⑨其の他
7．

閉会のことば

最後に学部の将来について一冨しま

オ的には賛成する線がで雀した。しか

42年度はやや減少し主した。就職状況

し，京都は反対，東京は日工京へ集まる

は木年度は好調で，全員が内鑓してい

ならば賛成との意向であったため，現

る状態であります。

在足踏みの状態になっております。木

学生活動にっいてみますと，クラブ年度は43年度に環境工浮：科と蚕糸生産

が42あり，それぞれ顧問教官をいただ学科を要求しましたが，残念ながら文
き活発にして明朗な活動をっづけてい部省を通過しませんでした。新設学科
ます。教室と栄生との連絡は密で，マ

については今・後さらに継続要求をいた

ラソンペ球技大会をやったり，またエ

したいと思いますが，日的達成のため

母・袋忠右工門副ユ浬クスカージョンなど学内外を通じ怠志皆様の何分のお力添えをお願いいたし
｝『長

の疎通をはか・っています。10月に大学

ます。簡単ながらこれをもってこあい

総会終了後，香青軒にて懇親会がお祭・寮祭なども催され，総合体育大会さっに代えます。

こなわれた・

（18ページへっつく）・美術展なども開かれ，〕圧く総合音楽

伎貢：編集部）

⑱
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ll、｛和43年1月11：1

総会識鵬㌶蕊澱総；三㍍ご刑仔｝i≡ぽ晒
議長選出は事務局…イ1：0刈ψ議により

繰入として扱うようにする。「

永Jl疏長，採決の結果川7／c決定。抗

議長に安筑支会長永井千治氏，刮1議長

かくして識案1は可決決定，永ハ

に上小支会長池i：1、1俊郎氏が選ll］された

長茂案2はとんで3定款の一・部変刀』に和42年1変歳入歳川予！l｝ll：につし、トC、ヒ｛㍑

議事録醤名負には扱口育三三氏，山崎嘗

浪i款の…・部変更力・決定したの輻1議案㍑）昭

ついて上程，関』王劇1：説明一一一一：祖11法人

録氏，平林潔氏が決定した。報告事頂

説川，小林間±川h：，山款変「↓⊥〔に」二

事業｝、艮沓を年度終了後2ケ戊1以内に川

について各部担当理二事から詳細に行わ

る昭和43年41」1日かじ9月：：川1∵｝〔

来る」こうに会；il川度をi変班するか，総の中川予算に・戊いて〔［1i川，

れ議｜「にはいった。

会の月日を変班するか研究の結果会1汁

昭和41年度歳入歳出決｝li：について小

41度を変更して10月1「1に初セり∪イト発行，本ノ叉は支完b㍍ll・」汕1：ミ開催0）場

林li一理事から説明あり，北条：11．郎右

9月30日終るに変り三する。

lj門監皐から監望1報告があった・

合補助す《：・，研1，1；費・1凋査費，ノ・・費

理事会定款変班lill究会において定款花増叉は新規i1こ事

質問，上小支会猪坂匝［一氏，予算に

中不備のところもこのさい変班するこ

対し決鍔〔額が少ない・ことに会費の納
入が予算より223，710｝．Ll減ぷζいるの

1パ沼／予算

を増した千曲会fl1の6i：実，懲U名い！）

態斗る・二」二にLゾ：こ・，

瀧営の1ミズ：c財源である．1ミ費の納人1川i1｛1

とにした。その1は常務川事叱L設けた保して己れらの小：惣；ご活『∫産．．したいc、
こと臨ll●総会を1｝i・｜く場合（1）理ll汕ξが必

永戊1疏長，採決∂1結果

はどうしたのか会の沈1帯を意味しない要と認たとき，（2）別小：現泊数o）2う｝の躍4号・
か。

上小支会山崎弘f氏，沈滞していると

U竹簿菰ξifに・・

ll∫決決ノt三ζ，識

いて上程ξ，

1以．ヒから会疏の1｜［1勺たる事項を膓1ミし

説nル川中茂光」！川1：⑨昭印4：年ま㌢

て請求のあ・）たとき・（3）nl議』↓☆が！IZ

に会員名簿な発わ㌧小る，∫

員動静の把

きついた，会費納入は4人に1人しか要と認めたとき，（4脱1事会が職務）帥1∫握をjE確t二し横lllA5版上質刮ξむご仙川
おさめていない，これは会費が年額30上必要と認めてilll求したとき臨時総会
Ol：qから500円に上昇した］1‖！由にならな

い，会費納入をいかにしたらよいか。

して体裁のよい立派2C三もめ癒：11嚇，，ii

を聞く昏とCこ変更した。以上10ケ条にiiillll鰍別紙のとdoりてあ〜1｝，頒仙は送］

亘って定款の…・祁を変更す〜：ノことにし

田F暗腿鯛帳，41イド度はこ、費納入がた。
少なかった，繍」部も反4甘している，

1

辻含んで500円とした。払告；藤集に・ノ

いて各支ζミで管内会tl：広｛知戊ご幹旋願

質問，」ソ］、支会冴野功氏・常務理事し、たい。1ム告判1p80（）0川とし，〃・：告

千曲会員であるために恩恵をうけるよ

び，シ1三貝を15人以内としてあi

が何人以募旅乎萎kWは広告料の（m％な支∫ミに還

うにならないと活発にならない，こα）上何人以内とすぺきでえCいか。

ように努力してい翻つけである゜厚坐

関螺事

部の発足によ・：・て会員の禍利厚生を｜聞

る。千曲会報についても新しい会報と

元したい。

そのとお膓1である，従つて

理事30人以内は20人以上30人以内に変

質問

愛知支会林臨と氏

…般漏卜

よりの宇1｝i助にっいて，，

班，常務理事10人以上15人以内に，監

上小支一、町ll1博氏，計lllllて前1卜度『籔

して行きたい。このようにして会費ピ事5人以内を変更して3人以上5人以越を25万としてあるが250．g18，｝二・」・ぺ

出せる会にしたい。

内に変班する。

質問，竜川支会1駒二函i太郎氏，会員

きでないか。

永井議長，採1火のlc果決定。

神元ミ川支三、高稿英氏，・拓簿ソじ砿につ

名簿発行について年々5万ずっ積立て

上小支会蒲生俊興氏，第12条役員の

いて，支会でdlとめて発必した1：，どう

43年名簿を発行することについて。

選出について理事，監事および評議員か。

関理事，名簿発行準備i費として41年の選出を2項，3項を同じ字茄］にすべ
度末で15万円あり，42・4341三の積立で

きでないか。

25万を発行準備金として明年度10月に
新しい正確な名簿を発行することにな
っている・

兵庫支会望月弘氏，ζこ力叫肖息㌫烈1

確にすること，プラン：ケにな．．．てい〜1，

香山理事レ定款の変斑についてなる
べく今迄の条文は生かすようにした。

上小支会猪坂直一・氏・膓玉款第1条，

もののないよう良く調査して献、いた

い。

1⊥1陽支会江！llf村一一・雄氏，学会名簿作

竜川支会野口新太郎氏，1寺別会計残第2条の蚕糸業・繊維二￡学ならびにご成のように住所は問いliEし』Cもらいた

額を一般会計へ繰入金とし叉会員名簿れらにとあるが，これにとすべきでない。
発行費で一般会計

繰入としてあるがど

うか。

白井理事・第27回総会で特別会討

いか。
これに決定・

は

廃止して残額を一般会計に繰入するこ

日中理事，名簿発1∫にっいて毎年．
般会計で積立して現在15万ある，こオ・し

小林運美理事長，定款の一部変班に

に今後の積立を入れて25万となる。計

については主務官庁認可叩μ1初さい字画では名簿売上1ヒが…般会計へ20カヌ、

とに決定している，39年発行の名簿克句その他細部ついて変班があるときは

ることになっている。

・

昭和43年1月1日

千曲会報

El井ヨ鍵劇i：，名簿発行の計画予算の前る。赫みの日に支会総会をやるそのと
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針である。

イ11度繰越金150・918プラス10万・計250・き会費を集める。千曲会に何を期待す

静岡支会山田良人氏，滞納金額を根

918円については趣旨はよくわかるがるかこれがわかれば即ち自分が主役に気よく通知してほしい，納入があった
計画として25万とした。名簿発送をななれば良いと思う。山陽支会では会員

らそれ以前の分は不問にし，その後納

るべく支会へ一括して発送するよう願への封筒がいっでも出来ている，納入入するようにしてもらいたい。従って
いたい，この場合一括発送料と1冊に状況票で納めていない人にはすぐ連絡滞納分は支会に・督促してほしい。

つき400「II解ll紙とぱ・・」1三
簿とするように支会，会員に連絡して

鰍名する・

∬lj〕2脚，］蜘・会で8舌し合って善処し

愛知支会小山〔［1峻氏，会員は現在300たい，期待される午1‖1会にな…5円よう努

〕Eしい名簿とする。千曲会報に苗媚鱈り名で斡事は約1割，5地区に分けてあ

告の聯圏臥しゾこい・

ﾍしたい。

る・各地劇郷がイ固々にまわって名簿諏1訪絵，桧総塒に銀行に。

永りト・憾・採決にU〕・総鋤灘をっくりなおそうとしたところ200ノ鴻工担、う1梛納錨｛を知脚鍋紬］
し歳15蜘∫」n推｝撫こついて
1珊！：籾憶1

位か腿

｝1：が来ている．皮会総劔鰍毎入するよう搬し，そ￠・綱撫大瓢

棚・繊維隅科1ヨ樫侃年U月賜｛；2週の日曜に1、1くことにき好であった。

教授，共迎i；1姻沮．物化学の飯籏英qミ助ま・コている，租｛躯的に会損1人1人が

・搬ぽ網醐

永井議長，いろいろ貨策なご意見を

r州臓会計1経の3忍濫吐駄うにす三1・講入蝋か剛輌た．鮒1鉢烈賠姻籾1棚で

氏推挙。

集金をあげたらどうか。

舶三にて灘した・

あるから支会で納入幸1の向上するよう

i麟支斜肋幹隅本藷llで劔1聯内一一段のご協力を願いII標以上燃した

説明，愛知支会小山川峻氏，議案（6）㍑iがどのくらいか知らせてイ10年まで荊IJ場合の交付還元については理ll：会で研

千曲会報発行にっいて，鋸艮を4回発入してもらいたいと返lilをとるよう｝こ究することに決定。
行して内容を充実するようにとなって

したらどうか。

議案8一ン会員の表彰にっい℃上程。

いるが勅変っていない魂f了・内容加礪囎事長，愛タ波会の：組も・⊃測1，田1・醐・脚痴午1膿の海力
編錐方針，今後の動向にっいて間う。

ともである，振替用紙，滞納状訪己を通に尽力している会員を談彰したらどう

白井理事，昨年から編釆i黍員が新し知するようにしたい。

かと理事会で提案された。よいことは

くなり小帳雄締涙餌・とに記輌・近畿支会醐虎7榔氏，瓢納入カパit速本鞭か巌彰を行な。てはと思
内徽増し委飽）分鵬き凝・読み易く100％以上にな。たらそ￠攻会で舳う。
1
親しみ易く読・者欄も充実したものに新に使ったらいし・ではないか。
鮮味を加えたが，予算の関係もあり会

白井珈1：，支会扱いの場合会費の30

螢成多数で漏忍。
Zlll奈川支会高橋英氏，真体り」に111；し

員読者に充分でなかったが極力趣旨に％を支会に遠元交付する。何％以上にていただきたい。
そうようしたい。

なったら交付率をどうするか鯉事会で

永井議蜘r熔の娯醗〕逡唖確検討することにご一倒・恥たい．
を期することで議案決定。第7号議案
会費の徴収について上↑。

田口副理事長，表彰規定を理事会で

話し合ってきめたいカ・自然と世諭班

南佐久支会前島正直氏，金額より収映した表1彩規泌を考えたい，ここて表

（愛知支会めなければならないその気持が大事で彰したい人は山陽支会癬．1二野村一雄氏

提案）

ある。学部の統合II］題で上田から蚕を愛知支会長祷掛久±；1ξ氏の両氏を推薦し

愛知支舗海恒久氏説fり］・

消すのに賛成という芦；が2鞠揃にあたい。

1王1口測理事長，昭痢142年度会費納入

った，今年は蚕糸生産科と環境工学科

企会非直呼で決定した。

状況は現時点で納入者100名，会費12万をつくるように文部省、L提案している

神奈川支会高橋英氏，厚生部の利月］

程多い，会費徴集力法を検討したい・

は千曲会の発展に期するところ大きい

この学校の方針こそ千曲会員のメ嚇に

新入会員から入学時2000円徴収していつながると思う。
る・終身会費として会費を微集したら

と思う，本部と支会の関係を具体的に

田口副理事垂も農学教育の問題の一一説明願いたい。

という意見もあるが入学時は困難な事環として蚕糸が登場したが農学で蚕糸

田口訓理］1：長，中高4壇の再就職に

情もある。卒業時に徴集することは検を行うのが妥当であるという線から検ついては検討している，住所の近くで
討を要する。支会別の徴集成績はまち討して来た，来年度の概管要求で出し就職したいという希望があると思うの
まちで大変よいところもある。
山陽支会江野村一却i氏，千曲会員の

たように2e科は教官会議で承認されで支会の管糖内で考えていただきたい
ている，繊維農学科は蚕糸を主軸とし

就職にっいて木部で援助できるような

ものだという目覚があれば集まると思、た学科と環境工学科を川した学音1；の力場合は理事が出向き連絡をとりたいと
う。会員が話し合い，批評する会であ針は工学部のlllに蚕糸を残すという方思う

旅費は将別活§誠」資金を当てたい。
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神奈川支会高橋英氏，会員の社会的
地位向上にっいて学部から同窓会員の

，

動静を伺ってほしい。

。

荻原顧問，繊維工学関係は8月に全千曲会総会出席者（順不同・敬称略）は25名で，うち8名は初めて出席され
員決定した。製糸関係へは3人行く事望月
にきまっている。求人は全部で240ケ鈴木
所からあった。白動車関係だけで60ケ菅原

弘（兵庫）

山田

良人（静岡）た方である。この数年は，若い方がよ

正悟（三重）野口新太郎（竜川）く出席されるようになった。
吉隆（官城）森

力男（三丹）

員から各支会の運営状況等にっいて発石坂虎治郎（近畿）土屋茂一郎（北佐久）

表があり初めての試みとして大変参考相場実志男（北佐久）戸塚

一（北佐久）

になった。ついで会員表彰式にうつり

義臣（東京）まず岩本賢次支会長の挨拶に始まり，

。

、

伊藤

博夫（北信）

斉藤

小林

運美（東京）高橋

英（神奈川）支会の経過・会計報告などが規定通り

塩入

勤（茨城）宮城

博（更埴）に行なわれ，それぞれ承認されたのち

北条五郎左衛門（上小）笠原正已，蒲
醐

順徳次保鵬人瀦坂直＿，池1且ついでぽ会韻の改選が行賠れ
箋

，

田口亮平副理事長から母校の近況・本

生俊興，母袋忠右工門，香山清和，倉会の活動等についてお話があった。

艦．
※

総会は，小山彰一副支会長の司会で

．俊郎，佐藤一，西沢正一，田ロ玲，箱下記の通り決定した。

｛

山住夫・山崎寿，茅野功，井沢喜三，

直ちに懇親会に移り，恒例の自己紹

受賞者山陽支会長江野村一雄氏，愛知和田晋，島田林助，伝田静夫，上平恒介の始まる頃は酒量もふえて過去から
支会長沓掛久雄両氏に小林運美理b：長一・塚田光弘
から表彰状と記念品が贈呈され，江野柳沢延房（学内）白井美明・竹田寛，
村氏から挨拶があった。このあと山口

現在へと話に花が咲き・酒宴が盛りと
なるにつれて，独身者の結婚・高令者

大谷隼人・田口亮平，．関博夫，島田潤の就職等のお世話にも力をいれて取り

定次郎教授の日中蚕糸技術交流代表団一，押金健吾，山崎嘗録，小林爾一，

組もうなどの話もきまり・同窓会なら

として昨5月文化大革命下の訪中視察三石賢・美斉津利正，矢彦沢清充，桜ではの真情があふれでた。
報告があった

（詳細は千曲会報166号井善雄・町田博・石川博・富士谷武・

に掲載）かくて総会全日程を滞りなく

新役員

平林潔，清水滉，荻原清治，北条箭正

終了，閉会のことばは母袋忠右工門副小山長雄，山口定次郎，柳沢幸雄，大

支会長

岩本

賢次（糸21）再

副支会長

小山

彰一（糸36）〃

理事長によって行われた。このあと5井英資，小林勝，土屋幾雄，松尾卓見
時30分から市内香青軒で懇親会が催さ

白井要範，青沼茂，伊藤博夫，遠藤恒

れ6銘力W，席し盛会てiあった。

久，武井隆三

佐藤正明（紡28）〃
幹

事

木村

里

正美（糸

26）新

憲郎（紡26）再

（2ヵ鵡．168
宮入

治男（糸

35）〃

石井

昭衛（糸学6）〃

昭和43年1月1日

岡本両君より挨拶があり，終って宇治

畑鰐（糸38）

昭和3年卒業生の集い

千曲会報

君より恩師石創、沢両牡のこ蹴
の有無にっいて経過報告があった。石

倉先生には齢既に80才を越えこの頃で

関西雄細回の集い

学校を出てから35年，今までひたむ
きに前進し，波瀾の中を泳いできた人

は恥遠くなり搬歩行梱轍ご様生の齢も漸く定まりかけ，子縫も

天高く馬肥ゆるの候10月28巨（土）

子にてどうしても出席出来ないとの由

17時より天下の名勝地蒲郡市三谷温泉又小沢先生には相憎く埼玉県における

次々と独立してゆき背中の重荷も一つ
ずっ下されてゆく・漸く人生を振り返

千鳥別館において昭和3年卒業生の集国体でどうしてもこれまた参加出来な

る余裕もでて来たという年輩に我々も

いを催したところ東西各地より馳せ参いとのことで残念ながら両先生には接到達したのだろうb
じ（蚕）では浅野清志君（糸）では伊することが出来なかった。両先生には
藤敏之君，岡本栄一君，宮城長雄君，

黒岩氏からの近況報告がきっかけで

この上とも一層健康にご留意いただい関西在住糸19回が集ったのは10月29日

笠原正已君（紡）では宇治義春君・安て何時までもこ長命であられることをである。関西の秋も正に酎わという好
井健一君・江野村一雄君・坂本政雄君祈念して止まない。
それに小生と計10名参集したが・平素

季節・林秀門・小関両氏の斡旋の一茶

荷当日の会合に対し特に石倉先生よ

席は京都は東山青蓮院のすぐ傍で実に

り私どもに下さった書翰があるので出落着いた所で故旧を語るには誠にふさ
1席できなかった同年度卒の諸兄にも読わしい所であった。
んでいただきたいので本紙サロンに掲
岐阜からは梅村氏も馳せ参じ，集る
載することにしたがご了承願いたい。

もの林秀門氏（京都）小関氏（大阪）

さて会場であるが，これは当旅館随一中尾氏（旧姓吉川，奈良）黒岩氏（尼
，の見晴しのよい大島と言う名称の座敷崎）望月（神戸）の6名である。
であったが遠くは渥美半島，知多半島

卒業以来初めて顔を合せるという面

頭の手入れがよいのかホルモンの加滅近くは大島，小島の各島々が点々と散々もあり・お互が波欄の35年・無為の
なのかは医者でないから解らないが中在する景が眺望され先ず以て申し分の35年を語り合い・その労苦に感嘆し・
には頭の毛の薄くなったもの，はげ上ない部屋だった。料理は申すに及ばず無為を却って賛え・懐旧談に酒は一段
ったものもあるかと思えば逆に青年の山海の珍味揃い，それに酒はよし，お
如く房々と黒髪の連中などもおり種々互に指しつ指されつ若き日の学生時代

とはずんでいった。
併し現在糸で飯を食っているのは望

様々であったが心臓だけは何れも一騎の懐旧談やら叉孫の人数調査まで飛び月だけということて・卒業以来の年月
当千の勇士揃いで誠に頼もしい限りで出す始末，しばし時の経つのも忘れ酔

あった。

も偲ばれるが蚕糸界の大戦以来の有為

も廻る，何時の間にやら夜の散策に出転変の激しさも今更のように感ぜられ

この催しについては最初（紡）の安るもの，叉談笑耽けるもの夫々思い思たのである。
井君が過般母校来訪の際発案，上田在いの自由行動となったが一同10時過ぎ
住の（糸）の笠原君と不肖私に幹事を静かに眠りに就いた。
やるように仰せつけられたのだが，上

京都の夜は次第に更けてゆくが話と
酒は仲々尽きない。遠寺の鐘が聞えて

翌朝は台風一過お天気は上々，三ケ来たのを汐に一向心暖まるものを感じ

田では乗り物が不便だし交通に一番便根山にドライブするもの，竹島にドラ

ながら別れたのであった。

（望月記）

利礁蜴い飾駆で開く・とが1薗イブするもの，舵するもの等三班に 〜欠鯛衛も東京
当ではなかろうかと相談の線そのよ分れたが鋼来年の再会を期し・時半 蹄畔被㈱
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♪6崎徹靴4（S31）更埴醐膓燃ノ井繕］・

片倉工業1｛K人宮

学校

研究所（住）埼玉県与野了｛了上落合7−8・9
金m醐1元⊆3（S42）「静岡興1；膿紙KK（静
小関悦郎糸19（S7）近畿P寸外61」］繊1 Kエ（
剛17肚了砒奈450）

常獅綱㈱1槻）（住）大1姉馴帽購 酬汀」輝農2（S23は筑長酬松筑地輝
町2−4
務所（松刺丁）
｝＋

V瀬茂糸2・（S9煉京K隙急工一ジヱ

秋［Ll俊，と提4（S25）．1、ノ」・蜘肚田保健所

ンシ｛聯澱（東》；τ都渋谷区大矛口田1町73菊i渋谷ビル

（日三）」，［肺

⑱隙欄順鞠・rr6−一・6−17
描］撰糸23（S・・）北リエ秋剛1漆蹴

賜

城田茂穂4ミ馴S22、諏訪卿蝶KKI瀕

」場（1順献竜1‖∫）（壬1三）鯉隙上1洲ll］r

長．（秋田県湯沢市東松沢80）

．

塩入酬糸26（S・4）埼玉‖畑毛糸繍KK
コ揚長（住）埼玉県卵∫刺ξ7−1−57

輪1齢糸26（S・4煉京鋤rのと杣
（住）鯨都1畑谷跡堤1−24−8

細増郎糸30（S・7）兵庫グンゼKK湖1工
場（兵庫県城崎郡日高町久斗）

辰野町

平出1237の1

卿・・子教4（S・・ぷ京（伺，）涼都世田
谷区鎌徳寺1−6＿20

梛溺醐・」2（S28）埼玉蜘製糸KK埼玉
1・暇所陳松削了若松町仁18＿30）

鎚豊子養5（S・2腰タミ‖鞠1県硫1・調麟
務所統計課長（名古屋］iゴ中区南外堀町）

糖通夫糸34（S22）東京ノ捻工業K鯉糸
部（東京都中央区京橋3丁目2）

日ll犀llr∫3398

（住）神奈川県1菖1

測徽糸32（S2・）北佐久長‖源北佐久ゴ肪
事務所所長（佐久市寿彗村田）
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目精の射出成形機は

あらゆる産業で活躍しています
膓

刊溺

欝
射出成形機の総合メーカー

雀笥日精樹脂工調緯麟鑓舎1
本社・工場

五野膓1｜！坂城川丁王江上1牌隔67

営梁戸｝1淋・：ぷ4・稲屋弓跳・μ：島・富山
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編集後記

川ぱしておめでとうござい綱

，、本年も」：うしくお

順いいたし詑す。

昨年の総会のさいiよ刊瞭｛願：IRこついてぼ指摘あ
りがとうござい寵した。編集部llilごλ硯ごllヒ声川｛・し三

1

工学書協会特約店

株式会祀西沢書店
上田原町TEL②0024

−・生懸命や・，・てレ・くつもりて寸・さいこ〜・・i｝i｛i場れご

感想はいかがでし西｝玩忌｛脳ぱいご品1汝仰き〆パ

思いま寸。

∴：霊嚥諾：ll懸≧言

＿＿＿一一＿一一一一一一」かできぬも卵三．。「欄第二に隔澗輔
がそ剛瀞となってい剖べ。せめて恥池P！l〔翻」の点

特喬午・裳用新案・意匠・n≧i糠

は会1］のご支援によら楓土なりません。そ四：川こ℃約二

｛h願・訴訟・鑑定

らはそうした活発なそして1］1揃きなご意見をもパごレ・る

浜特許事務所
東京都港区新橋1の15￠）4
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弁理士浜

弁護士中
千曲会員 福
同

長

ノレ
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1：皆

☆報は皆さんのもので寸【。皆さんて育てていか；｝轍な
りません。新春に翻

ピ戊ご多幸を：祈るとi二もに，ご捜稿

拘涼しています。

．0765

三

猪之助
島 鋼治郎
谷

方舟に，まず「行って」捉、いたいヒ願ぺこいllミす。

爽

小山長雄・篠原

lll｛・小林

勝・滝沢1担こ

小笠原真次・平林

涛・；・中沢

賢・西沢］ll−・

白il卜要範

