〆も

萎＝一

萎

多かった無効票

萎

！﹄

肌580人

︵男四〇四三︑女四四〇九y

選挙当日の有権者数 八四五二人

一投募薮

投票総数

V

．六九四四塁
六四四八票

四九六票
︵︶内は全県

璽八五票
二二六竃璽

六九四四票

o県巌会礒員

︵三五三︑三七九票︶

鈴木吉治郎

︵七七脚も六三九票︶

北村鱒男

得票数

扁雛

計

F、肌39ユ人
男

ユ4．9㌘ユ人

女

髪

1酒町役場

O開票の結果︵川西町︶

に『薗一 臼一『｝驚慌㌣瓢驚F一；一轟

知事には北村輔男

権者の自覚はもちろんのことだが

を確認できなかつたものなど︑有

はたして公明選挙

紀号符号や︑皇太子さま梅夫妻を

な一票であるのに︑無効を承知の

ーセント︵県平均は八十三．九︶

あつた けれ ご も ︑ 投 票 率 八 十 ニ パ

のは︑公明選挙運動が徹底して︑

なかつた︵肌西部長派出所の編︶

にもかかつらず︑悪質な違反者が

ともあれ身近な選挙戦であつた

o県

知 ︑事

藤ノ木利一

︵噛9・

町づくり

ち
らんだりして︑思わずマユをひそ

．︑にさわつたり︑獺子かまわずにか

めたくなるような酔つぱらいを︑

のであ奄

われわれはちよいちよい見かける

▲酒飲み同志の争いは別とセ︑

▲∬酒は百薬の長夕とかいわれて

︸酒酔いのすることは若から罪のな

﹁酔っている

購無饗の企ケン霧肇か

か5﹂といい蜘滅にあしらつたり

ける人があつて戦

いものとされてきた轟実際疲れた

ときや︑気分のくさくさしたとき
飲む酒の味は格別だし︑飲めば

ますます増畏させる結祭にもなる

⁝することが︑悪質な酔つぱらいを
ゆう

▲盃を重ねているうちに酔いがま

騒いでみたくもなつてくる︒

るべきであろうか◎

うことのできない︑小心の人と見

▲ところがである︒飲むほどに目 所詮は酒という武器がなけれぱ書

が血走つて見るもの聞くものが気

を見かける◎そしてときにはから

▲われわれはときおり﹁灌酔い﹂

まれてくることがある︒櫓当の牲

会的地位にある人が︑公衆の面前

もしぱしばだが︑一般や子どもた

と人絡を疑いたくなるようなこと

を演じ︑ ﹁よくまああの人が：脇

実つ．て︑国︑県の恩患に浴することがで毒た

ちに与えるマイナスを考えると︑

わつてこの道が整備拡充されれば長岡ー痘江

中に終わつた︒もう一つ仙田橋が永久橋に変

てみたところで︑噛浅ましい：﹂

かり酔つてしまつて：：﹂と言つ

▲﹁イヤアどうも︑ゆうべはすつ

甕

ろ遠い夢ではないかも知れない︒
XX

︵写真は室島橋の全景V

影：；・し押木秀治

・全長 四二米︑ 巾五︑
工費 一千七百四＋万円

搬

XX

﹃である．

︑

あえて痛耳者の猛省を促すゆえん

は絶対につつしんでいただきたい詩

．めいわくを及ぼすような飲みかた

︷うけれども︑無関係な他人にまで

㎜け飲むことはその人の自由であろ

蒙で婁いのである・飲めるだ

う号バスやトラツクが自由に走れるのも︑そ というあの日の印象は終生．消すこ

津間の主要路線として脚光を浴ぴることだろ

荒瀬橋︵松代町との境界︶の櫨修工蜜も匹月 全くりつ然とせさるを得ない◎

仙田地内の永久橋はこれで三つになつ発

のは︑民主町政のもたらした大きなカであ巻

﹁永久機がほしい﹂というみんなの願いが

・ぴの地元で藍大なしゆんこう式が行なわれた． で酔つぱらつてすごくシユウタイ

待望の蚕島橋が完成した四月二十七8︑喜

室島橋宅きる

町づくりの喜び

︵九︑二二八票︶

一八五三票

六〇〇九票 わつて︑歌つたりおどつたり︑果 のではあるまいか︒
投票者数
六九四四人 有効投票
無効投票
塾西票 ︸ては雄弁家になつたりして︑はた ▲﹁ネエ君︑オレは酔つたから書
︵男三四七〇︑女三四七四︶︐
占めていたのは何としても惜しい
轍票 ︐からながめてもほおえましいよう ろんじやないぞ：：﹂と︑ふだん
窄五〇八人 持帰り
ことであつたし︑臼票やいたずら 案権者数
得票数
︵︶碗は全郡
な醜つぱらいは︑飲むことによつ おとなしい人がガゼン張くなつて
︵男五七三︑女九三五︶
書きが今までよりもずつとふえて
高橋正治
四一五六票
てあすへのエネルギーを蓄えるこ 正気のときはとても纂にできない
八二︑＝ハ％
いることや︑だれに投票したのか 投票率
ことまで全部はきだそうとする◎
とのできる人だう3
︵男八五︑八三女七八︑七九︶
︵＝二︑○〇六票︶

知事県議選終わる
全県民が注挽のう
ちに︑県知奪︑県蟻
会犠員選挙のすべて

欄数2ガ6ワ備

…ミ

が終Dつた︒

氏が︑地区の県骸に

公明選挙運動の再検討や投票所の

再ぴくり返してはならないだけに

管理改善にも︑大きな間題を投け

して︑これかち四
年間の県政をに准う
かけてくれたといえる︒

は高橋正治氏が当選

ことになつたわけで

であつ元かどうか︑

また主権者として行使する貴量

みなさんといつしよ

あ㎏

＼臼刷所自南風社「

…ミ
腰

︑盤．縣麟難

9■

日︑．

．匪

はじめとしてダライラマ︑月形半
平太な4常識ではとうてい考えち

に 町の開 票結果 を検

れない投票をした多くの人たちに

も︑強く反省を求めるの億かはな

をうわ廻つたのは︑県政に対する

選挙の重要性が強く認識されてき

いρ

注目されるが︑昨年五月の衆院選

た からであろう か︒

結果をよく検討して−正しい一票
を投ぜられるよろに期待している

参臓院の通常選挙︵六月二目︶

に比べて五パーセント減ρしてい
ること︑無効票がめだつて多かつ

も近いだけに︑みなさんが今次の

字ではない︒

たことなど︑決して自慢できる数

われわれの動向を示すものとして

はじめ低調といわれた選挙では

上げてみたい︒

討して︑問題点のいくつかをとり

箔・

ム＿、＿
｝一r一

とくに知事と県臓の用紙をまち

発行者 中村壮吉
編集人 金手幸作

s
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ゐ｛鴨
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人口の動き
（5月L日現荘）

、
ミ
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蚕
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がえた投票が︑無効票の過半数を
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（1）

か︑

燃懸

織．

秘

ゆ

︑晦

．・を拡大し︑農家経営を安定させよ
うということが目的だつた︒

㎜地利用度の向上を図つて経営規模

ゆいへ

総工扇費七百万円︑このうち開

癒懸融

蕪懸盤．．釜

ーマ一

︸は転出簸墜密といいま玄異動し

．霧倉は必蓬畠そだ誘

ひ

の正しい呼ぴかた︸ てください︒

︵戸籍係︶

永井︸布︵木落︶小海ツヤ︵小根

岸から︶◎相馬璽敏︵木落︶丸山

ミ窪シ︵新町から︶◎湘久弁娃治
︵木落︶小杉フミ︵十8町灘から

︶◎上杓良治︵上野︶登坂象子︵

島光江︵新町から︶◎押木正人︵

赤谷から︶◎星名健二︵元町︶大

元町︶中村ムツ︵蝉山から︶

ゆ昇天⁝御めい福を祈る

◎星名正利︵四〇︶塁名新田◎小

ヰ︵三九︶小根岸◎野．上リツ︵五

海善忠︵三八︶小根岸◎小海シズ

三︶上町◎増館鎌吉︵七七︶軍鹿

◎繭雲福司︵七五︶中仙田◎川晦

サヨ︵八二︶箋島

⁝作長女︶越ケ沢◎桐生良子︵梅治

から下旬までの季節労務書︵蓑刈

群馬︑長野の両県で︑六月中旬

季節労務者募集

︸三女︶大自倉◎高橋文子︵虎次長

行︵富雄三男︶赤谷◎桑原利洋︵
手続きだけはまちがいなく行なつ ︸国雄二男︶大自倉◎川崎葱子︵耕

登坂恵子︵久長女︶赤谷◎登坂正

ゆうぶ声⁝御すこやかに

︵四月分︶

戸籍の釜から︑

町外︵県内や県外︶に異動する蘭
り
ときは︑転出証明書を持参しなけ⇔

帯台帳に登録されなかつたりして

島

異動には転出証明を轟と菌歪とが勇妾
ロ

異動証明

』

繍

漁

（2）
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︑ノ

︒

﹃

齢鵠鼓舗撚霧貼齢
たい︒

無関心もさることながら︑制限速

通学道路を完全に利用してほしい

しギ手の子ξさん皆輩の

に関係者の意見を伺つてみたo

交通道徳の徹底を
二人乗りを平気でしているが︑こ

とつて

︐ ︷・

麩鯨ポ羅鰭魏睨麟諏

自発的な交通事故防止委員会を作
つていただきたいものである︒

きききセユヨヌごヨ︶
きし
幅の

︵運転者協会・川西支部長︶
コるヨぽぎのききキ
嚇

Tー⁝；ーーー︐︸ーー畢ー⁝︑ーー：﹄ーー

提案︑審譲︑採決はあくまでも法

年十月のこと︒ここで行なわれる

いえぼ踊⑳や歌よりもサカダチを

ようがないデキブツだが︑しいて

ゆかなければならないといえる9

広報紙であつたことはあまりにも

たちはな﹄が︑常に県を代表する

に氏が編集を損当した公民館報﹃

予算決算の叢会が終わつて︑いま

中子遺跡︵上野︶

有名な︑︑簸である︒

一

発掘調査のお知らせ

中子遣跡の発掘譲棄を︑次の要

に替えさせていただきます℃

をつぷしたというエピソードがあ一 はありますが︑本紙をもつて通知

項で実施することになりました︒
どのカタブツ︒かつて行政監査の㎝
おりには︑その整然さに係宮も肝㎜ それぞれ御案円申しあげるべきで

礼の意味で髪い︶とい盆塗

前の仙田村収入役で石部書︵匁

小川事務局長︵越ケ沢︶は合併・

つべきであろ．2

は︑議決と執行のかけ橋とでもい︸

記録の整備に忙しいふたりの職員

霧んで細劣蓬震らつて一

﹄﹂︑

︸庁内めぐりq

議会事務局の巻

︵教育委員会

公民舘︶

メク職員総合長として︑人知れぬ

発掘調査要項

るo勤続二十年のモサは今をトキ

努力を続けてくれる人でもある︒

丸墾郎氏︵琶また姿

打たれるのならい︑妻子に骨拶折

︵中越バス仙田線︑元釘下車︶

川西町大字上野甲二九脚＝．番地

る﹂と顔をしかめるし︑出る釘は ．⑧蓋の場所

︾︾︾︾︾￥心慶応羨塾大学文学部考古学研究量

にすぐれて︑全くナンクセのつけ一 ①調董の主管
ために知恵を出し合う場所です．

らせてまで人の世語はできないと

．運転者⑲住民︑の三者の協力体制・十分達成されるためにということ
心が絶対に必要なのだから︑交通モ から︑議会事務局の法制化が実現
ニター制度を実施してみたらどう ︑して係が事務局に変わつたのは昨

ある村の常会風景

よい意見を出された方は︑それだ

け村のために質献したことになる

若い区長が熱心に議題の説明を

も危険性が多いからだ．

藤田省三れは絶対にやめてほしい
運転者はもちろんだが︑一般の

押木精作

しくな9︑撚2し馨猿

悟ると︑発雷することがバカバカ ③土地の所存者
蜜井源蔵 入沢之夫
出るだけが村のためではありませ

のです．区費を納め︑義務人夫に

して聞いている︒説明が終わつた

﹁交通環境改善の徹底﹂という

している︒百人余の区民は黙々と

上村新蔵

ことと︑子どもの路上遊戯をなく ことが︑ことしの県警察本部の重

渡辺金脚駕

歩行者がよく規則を守つてくれる

憲弁隆

今もシヤベリ賃を取られるのが

パカ気だからみんな黙つているが

④調査の期簡

登

富井政治
ん：﹂だがやはり︑牛の角を蜂が

決して葱見がないわけじやない︒

目本考古学協会委貫畏

．

灌水言雄
剰したほどの反応もなかつた︒

とはかつたがだれひとり
答える者がない．

る︒沈黙しばし：；：あちこちか

松本催広

．藤臼亮策

主主義だ︑男女同権だとずいぶん 自分の撰得にかかわる駆になれば一 五月十五日から十九日まで
活発だつたのだが︑いつしか発言 どんな雄弁もふるいかねないでい ⑤発掴担当者

する階級と︑聞いてはかりいる階

慶応義整大学教授

棄京学芸大学藪授

出身町犠がくだけた補

声あり．

6あぐびが出はじめると一偶に

︵常会ぐらいバカ

異蟻なし濯気の皐い連中はもう

向

日本考古学擦会会艮

慶応酸塾大学助教授

任璽・﹂5賛成〃

い者はそれだけ責任が伴つて犠牲

級とに別れてしまつた︒発菖の多
も大きくなり︑比す物は人よりも

らしいもんはないな︶そんな感じ

立ちはじめる．

﹁区畏一

ど発唇を促したが︑あい
︵何か気にくわぬことが

さえ議論でやりこめ．るおた人が増

多く︑受ける物は少なく︑あまつ

環曲！

︵中仙田

小林竹治︶︑

の集落鑓と配石選構

がまたしても区長の頭にひらめく ⑥遣跡の種類
しかも世はあげて罠主主義の狂
編文文化の後期からA曖期前楽

江坂輝弥

あるのかな︶ζんな疑間

すごとに人気はなくなつてゆく︒

一般は騨般で﹃ああいう連中が
いるから村が近ごろめんごうで困

溝水塵二

かわらずノーコメント︑

足鋭明をして︑もういち

v

渡辺
区長は﹁質間や憲見があ

琶てからでは遅いのである︒
︵川西巡査部長派出所長︾

終戦直後の常会は︑自由だ︑民

つたら発表されたい：﹂

点員標になつている︒路上遊戯を

を期することはできないだろうo やめ︑道路上の放置物件を醐掃し

さないか8り︑葛故の防止に万全

臼ごとに交通量が多くなつてゆ て︑お互が正しい交通遭徳を薇立

ている現爽：：●寧が増加するに

くのにもかかわらず︑遵路を利用 してゆくように︑みなさんの協力
する側の考えかたが旧態依然とし をお願いしたいと思ろ㌔事故が起

もらわなけれはならない間題だ●

レたがつて一般か6もよく考えて

とく孚忌露上叢εと神風運転にヒヤ汗

り歩きなど は 取 締 り の 対 象 となつ

田中与三郎

﹃みなさん︑常会は霜互いが村の

でらきようはちよっと説教をする

しかし近ごろは毎度のことなの

が区長の頭をチラとかすめる︒

ている悲惨事を︑歩行番も遮転者

と︑二百三十人の璽軽懲者を出し

全国で嗣日平均二十贈人の死者

ており︑幼児を道路上に放置した
場合は︑録護看護の責任を追及さ

また児 童 ︵ と く に 新 入 学 児 ︾ は

＼

得意？とする人︒本紙にとつても
︸実態︑そして各自のほかとくにめ︑ に適した運営でなけ潔ばならず︑
そのためには常に議会運営の知識・ なくてはならない人だし︑合併前

人命の尊さを守るために制定さ 一いわくを及ぼす違反者には︑︑相互

度をはるかに越えた神風運転にも

うになつたの壁二才四カ月の坊や︑運転者はかくいう筆瀞蓬していたりす養の
族の心痛を思うと︑身を切られるよりもせつなかつた︒

者である◎痛いめをした坊やに対してはもちろん︑御家
ヒャ汗三斗の思いがするo

干手地内の大通りは時速三十キ

幸いなことに軽いケガですんだけれども︑場合によつ
ては命を失つたかも知れない︒坊やもすつかり元気にな
ロの制限地域であるが︑バスを除

以上と推定される速度で疾走して

一くほとんどの象︑箋五‡ロ

つたいま︑身をもつて体験したあのような事態を︑絶対
にくり返してはならないと肝に銘じている︒ほんとに人

ごとではない◎いまとこかで：：あすはアナタが：：大

ケガをするかも知れないのだ． ﹁ワタシにかぎつて・．： ︸いる◎まさに殺人行為に等しい無
暴操縦である︒

卿

帯

いつたいごうしたら交通事故を防止できるのかoここ． 事故の防止には①取締関係者② ⁝ 町村自治に対する議会の使命が

﹂とはいつても︑それを断書できる人はいないだろろ懲

それには各地域．各部落ごとに︑

れている交通法規であるのに︑対 に警告し合い︑注意し合つて語し
四月六日の夕方︑町の菓路上で遊戯中の子ごもがおり． 面交通が完全に実施されなかつた 合いを行なうことにし取締官はこ
から進行中の軽自動車に触れた︒危いところでひかれそ︐ り︑路傍に幼児のひとり遊びをほ ．れらを基礎として生きた民主的な
指導を行なつてもらいたいと思う

これから多い交通事故

危い！道路上の遊戯

関係者はかく訴える
れることになる．

奪一

黎

の 声

町
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昭和34
し
ぴこ

わ
か

報
広

第7号
（3）

猛新表配法への放雷雛 ⑤

目標は漢字全
心配もない︒すでに二百五十年前

で短ザクを讐かな累ばならない
書きとがある︒当用漢字・現代か

できるζとに左検書きと︑分かち

に新井臼石は国字改良案としてカ

置飾

＼．

〜・良

＼−ーー窪

孫の望碧このときとぱかりに．

すらすらと榊誉したためて進上し

・たが︑おじいさん醗むなりカンカ

ところできようは米寿の電

つた輌生をつらぬいてきた鉢

者がいるし︑現在の中国が漢字の

方法ではないの区切り層つけて癬

また分かち書きといつても特別の

よろこぴにあふれていた︒

おじいさんの顔は︑包みきれない

とおりの儀式が終わつてほおえむ

な：﹄おじいさんがキゲンをとり

松︑かすみぞ野辺のにおいなるか

歌で﹁のどかなる林にかかるお庭

彼の説明によるとこれはめでたい

のがかえつていけなかつたらしい

みゃすいようにとかな書きにした

ところが丁君︑おじいさんの読

ンにおこつてしまつ尾なんとそ

ある部落のおじいさんぱことし

＼︑

についてはきわめて消極的である

なるかな﹂と書いてあつたからだ

れには﹁のぜ棚蝿蚤畢晩にかかる
鬼は待つ︑カスミソのへのにおい

なづかいの採用にはあれ億ε穫極
的であつた新聞・雑誌も︑この面

てからきようまで︑波らんの多か

八十へ胆治三年の臼本に生まれ

横粗み見出し層︑ページとは逆の

タカナ左横書きを提嶋し︑慶応二
年には前島密が漢字廃止の建白書

ことも不町解だ¶右縦書きに左横

を幕府に出し︑明治に入つて福沢
×
漢字が過去において文化のにな 諭吉は漢字制限論を発表している
また漢字の本家本元である中国に

方向に読ませる矛履を生んでいる

丸

書きを併用するという現在の奇妙

固定した習慣の中で見過ごされ

なやの方が︑二ぺージにま元がる

中国は必ず滅ひる﹄と嘆いた先覚

おいてさえ﹁漢字が滅ぴなければ

制限やローマ手化に積極的である

﹃ワシもきようまで生きて︑一門

仮りに漢字を廃止することによつ
て︑日本の文化のある面が滅ぴる

からこのようなお祝いを受けてた

将采もそうであり得るかどうか︒

としても︑漢字を温存することに

ぐというに過ぎないことで︑世界

その代表的なものかも知れない︒

人工惑星や月ロケツトが飛ぶ現在

各国どこでも実施していることで

ゐ手で書くというやり方などは︑

話したり︑読んだり︑考えたりす
まごすると︑日本が世界でただ一

ことは周知のとおりであるまご

さてそこで︑仏壕に手を合わせ

もどしたことはいうまでもない

よつて文化の進歩を妨ける損矢と

いへんうれしい︒そこでごうだろ

引き換えにしてよいだるうかの

あ蒐

ろ︑ひとつめで驚い歌をよんでは

のだという考え方こそ問題にされ

漢字廃止ー国字表音化への地なら

エジブトの場合と違つて︑目本

つの漢字使用国となりかねない︒

なければならない︒いや︑現に記

ニククテ祈り殺す気か﹂ともとれ

るアネサを見たオカカが﹁オレが

ものはとりようだというお蕎

サだ﹄ともとれるというもの︑

るし︑逆に﹁信心深くて良いアネ

金曳柏︐樹選

△中村町長の達筆に成るりつぱな

XXXXXXXXXX萎髪XXXX蚕XXX

学校町・正鼠

庵・も塾4︑・11にい

ヤジ

漢字廃止はもはや暴論として一笑

録の機械化は着々進んでいるのだ

の二つは早急に案施されなけれは

もらえまいか・：・：﹂

には千年以上の歴史を持つカナと
いうりつぱな表音文字がある︒だ

ならない◎

︵おわり︾

かわにし一俳壇﹁

し︑という面を抜きにしても︑こ

から︑たとえ今すぐ漢字を全廃し

漢字を廃止してもしなくても︑

×

ても︑夏目漱石の作品を味わえな

必要であり︑かつすぐにでも実施

×

つて︑手で書いていたというよう

から︑読む早さの十倍以上もかか

くなるわけでもないし︑ローマ字

×

ろう︒しかし︑そのためには表記

んて遊ぴごとだ︒なまけてるんだ

親しみの多い月がきました4

じゃないかと思われます︒

ればならない︒印刷や記録事務の

この先︵六月十日発行の篤八号か

手ぬぐいができまし︷傷

ない．クサビ形文宇の廃止によつ

そらく相手にもされないかも知れ

階では︑漢字廃止を唱えても︑お

まがケンプ︵絹布︶．のハツと︵被

日の丸の旗を出す

ふたり寄つたらデイスカス︵餓 歌い︑子どもと歌いするような町

﹁ひとりのときは読書をしよう 器じいさんたちも︑おとな仲闘で

いで蒐憲法発布のBを﹁天子さ ことを今でもよく考えるので竃

目︾ただそれだけみた

論︶しよ蒐

ひと株のつはきまつかに昼静か

いたいけの子に鍾まれて金魚亮り

中仙田 遊人

石圭あく蓋し叢よつくしも
一え
元町 鉄平

小臼倉

凡石

春昼のウインド拭くや唐に嫁し

大禽

洋石

一かさ召して静かな月夜蛙なく

㎜

︸◎住斯と本名を腿記の上︑畷西町

になれないものかな：：﹂そんな 言蓼む肇毒§つつ
︑一 x x x

夢を見るので寛まず若い青年た

．︵白秋︶

ちるがいとしく寝て削るなり

⁝んだ五月の風でし㌃
葦わか葉色鉛筆の弥き趣の

編集子のメモ軽にも︑強くしみこ

︑野も出もあざやかなみとりで蒐

△大地にクワ振る季翫︑

を厚く御礼申し上げます

まし砺嘱長い間の御執筆

本号をもつて一応完結し

新表記法への放書﹂．は︑

△丸山精二郎氏担当の﹁

けることにいたしま冗

かぎり︑一本ずつ差し上

のうち︑本紙に掲載されたものに

ら︶投書や寄稿︑投句をされる方

桑とけばしばらく影のはずみたる

機械化に漢宇がいかに不向きであ
るかということは︑いまさら繰り

てエ ジブト 文 覗 が 滅 ぴ た こ と を 鋤

治の話︒今はそんなわけのわかち

．︶を下さる8だ﹂と思つたのは明

実に楽しい文句です㍗歌うこと ちが︑歌のある生活を作りだレて

三人集まりや歌をうたえ；：﹄

竹治

一群の風次々と菜の耗に

にとつてβ日本の文化は漢宇によ

ぬ人縫いないでしようが︑日本国

中仙田

と子どもの日がありま蒐

憲法記念日には全有権者と生徒 ﹂と考貞喝汰ガいま喧︑︑宙灌飲ま
大地に種まく月︑若葉の月です﹁
メ董デ警が磨ります︒憲法記念日 たちが︑憲法を読み返すよろな憧 なきや歌わない︒歌えないという
﹁麗し 例行事でもあると﹁忘レター憲法 おとなは︑あまり幸福になれませ

返す必要はないが︑オートメ書シ
ヨン化が高度化すればするほど︑

この年のみじかき冬やむしろ織る

ですのに︑憲法記念日

鷲福難姥額蕊

んでし志3これから育つ者には
き五月となれは：：﹂詩人ハイネ ヲ思イ出アス：﹂んですけど燕
歌の好きな先生だナ董︑といわ ゼヒ︑︿ちぴるに歌をもつ明るい
ならずとも︑思わずらいさんの声
を上げたくなるような季節で蒐・ 勝れそうですが︑成人式のときに︑ 暮しかたをさせてやりたいもので
子どもの日纏毎年賑やかなこと ある社会教育主事が話してくれた す噂教師の私はこれ以上どうにも
よくならぬとしても︑子ど

ただ︑郵政省を遜信省の昔に

・はどうしたものでしよ

つて築 かれ た 漢 字 文 化 で あ る か ら

家の基本になる憲法を︑本気で翫

うしたいと思つています︒

漢字を廃止することは日本交化の

﹁P警Aのとうさん︑かあさん

滅亡を慧昧する3と極論する者も

︸役場円金山柏樹あてに投句してく

灘蕊．シメ孝リ毯蘂歪

編集後記

文字の優劣が決定的要素となる⑳

で︑い やで も 漢 字 に つ い て 最 終 的

決断を追られる日が来る に違いな

もどそうとする役人がいる今の段

、
難、朧

﹇ミ︑ー難翼・︑穎璽聖×難︑

、

んだ人は少ないようです．という は体にはもちろん︑精神衛生にも ゆけは：：と思います︑私も応援
この私も︑あらかた忘れているの いいんですけれど︑﹁歌つてるな しますけど：：：︵花村ゆき︾

、

﹁日本の漢手制鍛蕊ついて﹄︾

、

う。

ある︒ ︵四月十六Bニツポン放送

．≠

仙

｝

法に徹底した改革が加えられなけ

なことは︑やかて昔語りとなるだ

に付すべき段階ではない︒

ると同 じ速 さ で は 記 録 で き な い も

一

い手であつたとしても︑果たして

山

殴

ものがある︒︑文字を一字鵜字人間

輪

ている中には︑ずいぶん矛盾した

x 「
郎

・精廃

い。

（4）
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