︵直販︶を武器に蛤めた・

nMnMの﹁ムラのコ三m

同時に︑﹁馨へ同体の共同健の

頂権︑そして孝のユ≡ユーン卵管八

の藷十二こ‖う社今橋遺子のものへ

遅動きも蜃岡しっノつめ一句

では︑まずへ直改＝生産︶轟きの一

今年の請動き︑八日かえ〟で卦よう∴

ユーン化し︒

昨年︑自給用の野乗つくりしか知らなかった横谷の

畔年︑高谷の各賞殊から生垣腺へ

の参鳩は︑自給現業の余剰分を霊

おlおきゃん伽︑﹁これまで余って捨てで‖た譲葉でも

金になるLこじを知うた︒

軍は︑湊の段階の獲得日原シしして︑

荷すると白ii−つ辞をあった∵そこを今

の励まかけを模蒸してきた︒ここをは︑その総括と乗

主に以下の4零し毅定したへ一

今年は︑首︶研らさらに敬歩進んだ段頓ぐのムラへ

車へ向けでの課題を考えてみたい︒

土︑直販固新薬の作付け

れ拘われば︑昨年5日積谷部藩へ

確かか他案日工きたといえよ？

れ柄われは蕃ハ風味の横蓬の中に

4︑出荷作業の共同化

3．近所の2−3許なの共同耕作

一王︑谷戸の野菜作付面積の唾へ

の﹁絶入り﹂をし︑正式に都諒の伸

また︑n拘れ訳の運動話︑八重醸

の溌行等の侶墓石−

をしてこ夙らきー毎週の各農家蔀

岡として奮励をいれら拭た．その後

も︑へ壷賎＝生産︶清朝至通しT＼

勤によこ﹂て︑部落の人達に呼びかけ
T毒した︒
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しかし︑その絹果︑夷軽震讐き
たのは︑淡のようなことであった．

ます︑直販目の生産−出荷き行な

ルーフ︑ら野︑面積にして1度8畝

が喪現したにともまった．また︑そ

の渦をP

二線吉例ここを壁書充たこき︑衷

年以降の運動は︑何吉日もま不︑各

のス窃布施・斎宏にお周遊も︑徒紫
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原田︑上申鶴熊︑上蓋−苧

益のら軒があった﹂﹂柄らの家の缶 実績研つ／＼れなか7たこ時える︒ピ ︒
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畑の面積真南穴したのは・原襲
う敬二軒でめ1たら
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たとえ惨⁚6串の振興計画の説繭∵
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隼竹薯当︶LLで自余性︑訓追憶を再王二
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部落にお目で：さ琴ざま本社合漁
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③︑振輿計画に関する具体案さの
対訳

④︑横谷−壁日原の道路整備の堆
追

⑤︑共同出荷面の叢置
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7化孝行なつ一︵きた︒出襲家に対
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をこした野菜つくり﹂を参刷の条件

としたため︑横谷に比べ組惹高話冨
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他胃には︑二者ろ喜久ル﹁﹁

共同宣教ケルi−フ﹂つく日柄研ス雪
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重ねの車を︶ノこ︑部落に対する大き

ころから久ループ化して‖き︑そ凧

へと露打出すここ持主ごと ︵一宮
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︶
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わシステム化に字寄日︑﹁﹂二﹁−−

の運郭の値︑宙／LCで‖てる哩号︑

ただ二一凧︶つの各部藷に対司る今

稀代∴長雇︑柿木などの新しい郡語

その升﹁歩として今年は∵軒璃−

にある︒

影響力をもつことがごきつの一eあ

︒
る
邪一つを踏まえて︑来互の卑称的
令謡惑干しTL

や︑今宇山か′へぎ行な﹁た共同購

入忠弘六

つ︑蚤睦部落行書への帯留のプラ
ンの堤生と積値的な雰舶

含みこませるここかできなかったこ

計画については︑紙面の都合上次号

位置つけと︑来年へ前古リCの詳しい

ン的を貫き釆ルーブ化の中に寡に

日う貞ごある︒

‖↑に傍目を︑年末に4位芋かすること

こした︒
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反省実として︑
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今軍行なっモ共同耕作の縮小と

来年の獲得目標として∴書手

④ 生産面否の共同化︵たルース

おもな反省鼻へを簡単に記しておきた

④︑篠目土地に細かく作付申したた

め︑4人を子をかけた在日にlま︑

あまI﹀お金に

なうな小一′

をやるメIIYトとしてあ車て‖た前

ったため︑当初共同体と共同耕作

それに共同体のツネちめんの4人︑
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嘉の厚めさん︑釜ケ原のぬえさん︑
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ごとの作付計画︑生産調整︑蕎
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と︑場所l享宍同体が近所農家かつ
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借りで る土地王反ら歓︒収益lさ
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観親劃酎細雪−
T

呼びか口をこんな集ま1−をするなん

てまれに計るここをのであ寄o

役場も簾協もたま車とりんごうう﹂

めて・各部諸の製のあほちゃ
ん違練︑循環
と部落の人達︒

者

︑顕在︑直販に野菜を出荷して‖る

年i清∴

の2階を顔を

合存亡た︒名
で言リT﹁吐ハ同

4．﹁共同直敗﹂の善繚するもの

しては︑主に淡のち貴症競った︒
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4︑来年の生産調整

う．連敗の全体像︵出荷←案荷十

一梱包←運搬−販貴︶を把握Lr二

もらうここ

肴∴−希・∴暫
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いつもは︑大き谷八手言い干した声

をしゃべ言工印可Tくる瀬川のおばち
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6時にやつつつ
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あって︑皆最初lほなかなか−うんと
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一雇︑皆︑私達の話には：つん︑つ
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