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加州農務委員會 日本人農家 加州歸還を承認（1） 

戦後に於ける日本人農家の加州帰還は最も必要性を帯びてゐると、加州農務委員会は公式

團体中最初の團体として日系人の加州帰還を正式に承認した。 

右は千九百四十二年の總撤退決議條項中左と項に照し、承認されたものであると、華府轉住

本局は發表してゐる。 

『若し軍部に於て日系人の「立退き必要なし」と認められし場合は、此の裁決に準じ如何な

る團体と謂へ共、人種的偏見に依る加州農産業に對する妨害を許さず』。 

右に関し局長マイヤー氏は、今回の發表は日系人に對し勇氣附けるものがあるであらふが

急に加州に帰還出来得るものと早合點してはならない。 

我々の目下の急務は、他に再転住し一日も早く正規生活に復帰する事であって、今のうち戰

後に備へる可く努力しなければならない、と自己の意見を述べてゐる。 

 

再轉住許可審問 尚百五十件殘餘 （2） 

隔離問題に関聠して既に居住民四百名に對する審問身元調査は完了して居り、殘余百五十

件の審査も毎週二回三名より成る審査會にかけられ、一週六十件の割で進行してゐる旨、ワ

ルター・ノーデル氏は発表してゐる。 

一件の審問に要する時間は大体二十分であるが、本人に對する究極の認定は華府 WRA 本

局より、二週間より数カ月以内に通達されるものである。 

因に審問は左に準ずる事となってゐる。 

●本人が審問される構成理由。 

●所内審問會に於ける陳述。 

●華府よりの判定通牒尚審査を受ける當人が外部に居る場合には、最寄りの WRA 支局員

より審問を受け證言取る事になってゐる。更に又拒否された本人にして、新證據物件を提示

する場合、改めて當人に對する再審問会は開かれる道も講じられてゐる。と 

 

昨年度再轉住者 一千五百三十二名（3） 

去る十二月中に於ける出所者を含め昨四三年度に於ける、自由の新天地を求めて永久的許

可證の下に、亜町を去った者は、合計千五百三十二名に上ったと、ビキオ氏は發表した。 

當局より發せられた旅客統制と農家の閑散期に由来して十二月中に於ける、季節的出所者

は七名の少数であったが、昨年度の季節的出所者總数は一千四百八十八名に達し、十月の七

百五十八名を筆頭に八・九月の収穫期は最も多い月であったと。 

 

共消組合 十二月分賣上 五万三千五百弗余（4） 



亜町共消組合監督ランコーン氏の發表によれば、昨年十二月分賣上高は五万三千五百九十

八弗四十三仙に達し、豫定額を超過する事三千五百弗余の好景氣であった由。 

因に同組合創業以来の最低月額賣上は一九四二年九月の一万一千百二十四弗八十五仙で平

均約三万二千五百弗余の月額賣上を示してゐると。 

 

病院便り （5） 

● 降誕祭の前夜 比賀上山両医师が盲腸炎手術中突然停電したが蓄電池を利用して無事

手術を終了した。 

●看護婦助手講習は本月中に開始すると病院長は發表した。受講希望者は至急登録する様

當局では要請してゐる。 

●降誕祭に當り亜町各學校では聖樹を又婦人聠盟並に G・R・は隔離室患者に贈物、又土井

氏はキヤンデイ十五斤を贈られ、病院では非常に感謝してゐる。 

●降誕祭に際し居住民より寄せられた芳志に對し、病院勤務の各ドクトルは深き感謝の意

を表してゐると竹山ドクトルは語つた。 

 

組合ニュース （6） 

一、組合では新商館夜番に一般の信頼厚き十二Hの星崎嘉幸及六Gの萩原義人の両氏に御

願ひしてゐます。又センター驚察署より右両氏に對し私立驚官としてのバツジ、笛、棍

棒等を供與されました。今後両氏は組合商舘及び其の周域内の夜間驚備を担当される

ことになりました。 

二、崎山源徳及び井木勝善の両氏が新しく組合の會計監査委員として選抜されました。 

三、組合ではセンター在住の各種專門家を招聘して一般情態と各部の檢閱を御願ひし懇談

會を持って、商業及び奉仕の能力向上を圖る方針であります。近い中に各地方より当セ

ンターへ轉住されし各專門家訪問御願いの予定でありますから何卒宜しく御願ひ致し

ます。 

四、尚今後、組合スクリツプブツク購入の際には會員株券番号を姓名住所と共に知らせて

戴き、株券枚数所有の方はなるべく最初の會員券番号を持参して下さるやう御願ひ致

します。これは顧客利益配当に際し完全な記録を残す最善の方法であります。 

五、組合理髪部では愈々設備と人員の完成を得まして、新商舘内の呉服部裏西側のモダン

式理髪店で今後は奉仕本位で皆さんの充分なる御満足を得るの自信を持つて毎日、朝

は午前八時より十一時半、午後十二時半より夜の八時迄開店勤務し皆様の便宜と御用

を百パセント近いものになさんと努力してゐます。 

 

新人事課長來任（7） 

新春？頭、所内の復雑微妙なる人事行政を担当す可く、ワオルター ニコラス モーア氏は来

任し、左の如く就任の挨拶を述べた。 



「当アマチに於ける有意義なる仕事に参劃する機会に恵れたことは余の最も光榮と思惟す

るところである。」 

新任モーア氏は行政当局に直屬し、職員並に居住民の雇傭事務を掌握するもので所内各課

の職員と面談し、来任早々多忙を極めてゐる。因にモーア氏は多年ミシガンに於て新聞業に

携り、更にユニオン運動にも關聯し、勞資間の協調に盡瘁した人である。 

一九四二年五月陸軍飛行隊に志願入隊したが昨年二月名譽除隊の人員に繰入れられたもの

である。 

 

演藝會（8） 

各區巡業演藝會は本日午后七時半より、8E食堂に於て盛澤山のプログラムの下に一卋の夕

を催すことになり歌舞伎忠臣蔵七殿目も上演する筈なれば多数の来観を希望してゐる。 

 

家長の名儀変更禁止（9） 

来る一月十二日より十月、十一月、十二月分衣服手当に對する家長の名儀変更は禁止する旨

当局より発表があつた。 

 

センター＝展望 （10） 

○ローアー  

時は鹿狩のシーズンで大ミシ﹅ツピ河流域の森林地帯は？？？？？する鹿の天國？？？に

見舞はる勿れと所長は警告す。 

○ポストン 

現在使用してゐる小學校舍を改築してサナトリアムとし、病弱者を収容する案が考慮され

てゐる。 

○ヒラー 

迷彩網基金は委員の配慮宜しく八千以上のチエツキにして居住民に分配された。 

○トーパス 

冬季に於ける遊戯の花形アイス スケート リンクも完成 老若男女も大喜びでロツキ颪

しも何んのその、毎日大賑ひであると。 

 

要求欄（11） 

○コツクとハウスウオク＝夫婦者又は婦人二名。月給二百弗より二百八十弗まで。扶持附。

ロングアイランド市。 

○家庭働き＝ガーデナ九十弗、コツク－八十弗、女中－七十五弗 立派な住居を提供す。ニ

ユージヨセー州プリンストン。 

○家庭働き＝女子一名、良家庭で報酬良し ロツキーフオード 

 



グラナダ佛教會（12）  

一月九日午前八時半 

佛教日曜學校 

 於第一、第二会堂 

一月九日午前十時 

佛靑禮拜説教 

 於第一、第二会堂 

一月九日午後二時 

 第一佛教會堂 

 米村開教使 

 第二佛教會堂 

 白川開教使 

 

森本氏宅より出火し 衣服家財具に多大の損害（15） 

未だ新年の慶びが溢れてゐる去る三日（月）午后三時半、森本スギ氏（11H・6B）宅より出

火し衣服家財具に多大の損害を與へた。家族は皆留守中のことゝて隣人に依り、早速消防局

に通報され、二台の消防車はサリバン氏の指揮の下に消火に努めたが既に火勢揚り、猛煙に

包圍されつゝ全員奮闘し、幸い、他に延燒を見ず鎮火したが、これはアマチ有史以来の大火

であると云はれ、森本氏の家宅は總べて烏有に帰し、文字通りの丸燒けを蒙るに至つた。  

損害額は未だ発表されてゐないが原因は多分漏電であらうと言はれてゐる。 

 

『二世の夕』大盛会（16） 

元日の夜高校講堂に於て催された二世タレント・シヨウは、耒觀者二千名を超へ、プログラ

ムは荒井氏の指揮するローヤル・アライアンの布哇音樂、グリフイス、鈴木両氏の獨唱、遠

藤、赤星、佐藤三嬢の舞踊其他盛り澤山で頗る盛会裡に十時終了したと。 

 

戰功顯著なる二軍曹（17） 

戰戦に於ける日系兵士が勇猛果敢である事は周知の事実で、今回陸軍航空隊に属する黒木

ベン軍曹はフライングクロス勲章を又辛本一雄軍曹はパープルハート勲章を授與され夫れ

夫れ勲功を表彰された。尚黒木軍曹は其所属航空隊が英国に駐屯中、英国皇帝並に皇后両陛

下の根據地御巡視に当り謁見の光榮に浴したと。 

 

アマチ ジュニアハイ 學生幹部役員（18）  

會長 奥野チズ子 

書記  山鹿ヨシヱ 

會計 宮島アーサー 



委員 飯田マガリテ、山本カズ、門レイモンド、山本ルビー、田太良、則ライベル、清水

マーテン、貝柱カズ、土井アイリン、米村メイ、谷川ナオミ、藤内豊 

 

二名の二世 大尉に昇進（19） 

伊太利遠征、米第五軍司令官クラーク中尉は曩に日系部隊を訪れ、第百戰鬭部隊の奮戦を稱

揚し、米陸軍の名譽であると讃辞を呈した。更に勲功ありし。百餘名の將士に対し昇級、及

び叙勲をなしたがホノルル出身の福田、オワフ島パールシテー出身の河野両將校はそれ〳

〃〵陸軍大尉に昇級したと。 

 

白色ベツド両脚 間違って配達（20） 

鶴嶺湖より移動した居住者に属する白色ステイールベッドの前脚後脚の一組は移動當時間

違つて所内何處かに配達されている旨、ミッチエル氏は発表した。 

右に就き當所財産課では前記の家具を所有者に返還する爲、目下保存中の者及び所在を知

る者は至急同課迄通知あり度しと要望してゐる。 

 

FFA會員 感謝さる（22） 

當所参事員会に於ては十二月三十日グラナダチヤプスイに米国少年農民聨盟亜町支会々員

を招待し、昨秋収穫期に於ける会員の盡力に対し感謝の意を表した。尚右支会に於てはロー

レンゾ・バーガート氏を指導者として處期の目的に副ふべく努めてゐるが、十二月十七日に

は更に二十九名の新入會員があつたと。 

 

學童歯科治療（21） 

幼稚園より六年級の通學兒童總数九百餘名は今週 8H 区に設置されてゐる歯科クリニック

に於て検査を受けたと、デユマス小學校長は発表。因にジユニア・シニアハイ生徒は次週そ

れ〳〃〵行う由である。 

 

来訪兵士（23） 

橋本マーク 兵卒-----------┓ 

赤木 Y  特・四   ｜ ミシシツピイ州シエルビイ兵営 

三戸辺ローイ 兵卒    ｜ 

唐津三郎 兵卒    ｜ 

豆塚ジヤツク 兵卒-----------┛ 

長本 S  軍曹------------┓モンタナ州レナードウード兵営 

高田トム 軍曹------------┛ 

半田タッド 伍長------------┓ 

加納 N  伍長    ｜ コロラド州ヘール兵営 



渡辺マス 特・五   ｜  

木村トム 兵卒-----------┛ 

汾陽フレッド 兵卒   ルイジアナ州・シュレブポート 

三田ローイ 伍長   イリノイ州・グラント兵営 

古関  伍長   マサチユセッツ州・エドワード兵営 

戸原 Y  兵卒   テキサス州・バークレー兵営 

田辺 K       オクラホマ州 シル兵営 

村元フレッド 軍曹   モンタナ州・クラウダー兵営 

 藤村 Y 兵卒   コロラド州・ブライトン 

灰田 ？ 伍長  カンサス州ライレ兵営 

 

豚續哲学 ささぶね（24） 

 其の三  

何酷い事を言ふなつて？酷い事なもんか。事実ぢやないか。良藥口に苦しで少々苦過ぎるか

も知れないが、爲になる話だ、我慢してき﹅給へ。他山の石だなんて生命の無い石ころでも

役に立てば有難がる君等ぢやないか、苟くも同じ神様から生命を戴いてゐるわし等の哲言

は、喜んできくべきだよ。 

さうだ皮肉を言つてゐる内に思ひ出したが、最近『啼笑皆非』と云ふ支那の格言を題とした

單行本を出し、大人氣を博してゐる林語堂は、此の前に出した『我が国土我が国民』の中に

こんな事を書いてゐる。 

『支那人は時々自分を豚、西洋人を犬として考へる事がある。犬は豚を困らすが、豚は唯ぶ

う/乀言ふ丈だ。然もそれは滿足のぶうぶうであるのかも分らない。云つて見れば支那人は

豚、本當の豚たることをさへ甘んじてゐる。実の所それで非常に満足出来るからだ。そんな

譯で彼はカラアや犬の能率や成功に対しては決して犬を羨やまない。彼の願ふ所は犬が豚

を獨りぼつちにして置いてくれる事である』と。 

如何にも人間には惜しい程人間ばなれのした言ひ分だ。実にうまい事を言つているとわし

も関心してゐる。わし等も君等の飼犬が時々遠征に来て困らされる事があるんだからな。同

病相哀れむで、其所の所の心理はよく判るんだよ。 

 

渡辺正行君  

福田敏子嬢 結婚（25） 

福田壽平氏の愛嬢敏子さんは船井一男、小島豊記両夫妻の媒酌に依り渡辺正行君と去る十

二月二十七日ラマー裁判所に於て判事司式の下に鴛鴦の契りを結んだ。 

新郎は目下格州ヘール兵営に勤務してゐる伍長であり、新婦はモータープールに書記とし

活動してゐた才媛である。 

 



吉岡牧師次女婚約（26） 

8K在住吉岡牧师次女ジヨセフエン嬢は目下シカゴ基督青年學校に勉學中なるが今回同市歯

科大學生倉嶋優君と婚約成立し近々黄道吉日を選び華燭の典を挙げる由。 

 

ブリツジ大會（27） 

當所娛樂課所内活動部の荒谷氏の発表によれば、本月中旬頃ブリツジ・トーナメントを 8F

の小劇部で催す事となってゐるので、参加希望者は至急 8Fの同部事務所迄申出られ度しと。 

 

グラナダ基督教會（28） 

  聖日（一月九日） 

日曜學校 午前八時四十五分 

 幼稚課 8H-9E 

初等科 9H娛樂室 

四年生以上 テリーホール 

早天祈祷会 午前六時 

 （7H・10H・12E・12H） 

N北教会（7H） 

◎聖書研究 午前九時 

『天使の研究』 吉岡牧师 

◎ 朝礼拝 午前九時五十分 

『新生』 吉岡牧师 

◎夕礼拝 午后七時 

『新春の恩寵』 水上牧师 

南教会（10H） 

◎聖書研究 午前九時 

『基督再臨の信仰』 山鹿牧师 

◎朝礼拝 午前九時五十分 

『神の審判』 平田牧师 

◎夕礼拝 午后七時 

『年頭の棚下し』 八尋牧師 

二世教会 テリーホール 

 午前十時十五分 

 説教  鈴木牧师 

------------------○--------------------- 

祈祷会 一月一二日 

 午后七時 



 北教会 原谷牧师 

 南教会 山鹿牧师 

 

日蓮宗修養会（29） 

毎日曜 午后一時半 

於 11H 娛樂室 

来る日曜日 

式後、新年親睦会あり 

会員非会員を問はず多数御来会を乞ふ 

 


