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じですか︒

ヒユーズが切れないとか︑同時に

嘲︑電気器具のうち同時に使つても

ていますか︒

使つたら切れるという計算ぱ知つ

なくとりつきにくいとか︑分りに

﹁あなたは科学や技術の話は何と

くいという気がしますか︒

﹁あなたは科学や技術のことに関

みました︒川西町のおか

﹁あなたは科学や技術のことにつ

心がありますか︒

あさんがた次の問に答え

すか︒

いて知りたいという気持はありま

﹁このなかでお宅にあるのはどれ

てみてください︒

すべて細胞からできてい

﹁あなたは動物や植物は

物差し巻尺

とどれですか︒
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ケツトなどのかんたんな修理をあ

じですか︒

に関する世論調査﹂より︶
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︵科学技術庁﹁母親の科学知識等

知識が必要になつたと思いますか

て︑毎臼の暮らしの上で科学的な

﹁お宅にある電気器具のどれが何

ンペァまでだいじようぶかごぞん

︑お宅のヒユーズや安全器が何ア

なたがしたことはありますか︒

﹁これまでヒユーズやコード︑ソ

︸︑電流は電子の流れであることを

ますか︒

そのうちいくつかを取りだして

調資﹂を行ないました︒

﹁母親の科学知識等に関する世論

全薗の小学生の母親を対象として

つています︒先般︑科学技術庁で

よつて︑科学知識の必要性が高ま

活の面でも電気製品の普及などに

科学技術の進歩に伴い︑家庭生
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三月のくらし
あれこれ
三月は︸日︵月︶の全国緑化運
動から始まります︒

三日︵ 水 ︶ は も も の 節 句で︑女
のお子さんのいる家庭では︑︑この

日はたのしい忙しさで過されるこ

前略

だけこの唄を聞いたきりです︒せ

次に川西小唄について私は︸度

きたいものです︒

つかぐ︑ごんな美しい文句がありな

固定資産課税台帳

私は第一斜︑発行︵昭和三十三年七

たします︒発行すること七十五号

がら飾がわからず残念です︒これ

むようにおとします︒

月十玉臼︶より七十五号まで大切

も頃に川西町の民謡で終わらせる

予防運動はこの日を中心に行なわ

ぜひごらんになっ
てください

に保存しておりますが︑保存する

本臼は広報紙についてお願いい

三月︸日から斎月二十臼までの

そのあときれいな水で︑ぼかすよ

間︑次の場所で昭和四十焦麿分の

れる予定です︒＋八日は彼岸の入

不用となつたふとん類があつた

たものをレコードにして町民の一

ことなく︑レコード歌手に唄わせ

うにふきとり︑日と風にあてると

ら︑ほぐして︑ワタはよく日に干

場合に不優︑を感じており

りで︑二十一臼は春分の日となり
じで︑この日を境として臼ごとに

固定資塵課税台帳を関係者に縦覧

さつぱりします︒

昼が長くなり︑あたたかくなるわ

し︑ふとんがわは︑洗張りにして

ます︒この日は昼と夜の時間が同

けです︒

人︸人が唄えるようにしてほしい

ます︒

そこで私はこの広報を

いたします︒閲覧にょり課税台帳
の価格について不服のある場︑合に

整理しておきます︒

冬着のよごれ

ですが︑やはり町全体共通なおど

いおどりをおぼえるのもけつこう

りというものがあつても良いと思

と思います︒毎年盆おどりで新し

︸ぐきたら町から広報を保

安易に保存できるように

存する帳面みたいなもの

は不服申し立てを受けつけるごと

ことしは前年の評価格が摺屠に

います︒そのためにも毎年おどり

とでしよいつ︒同じこの日は︑耳の

あたたかな日ざしが︑急にたん

なることです︒したがつてこの︸

を各戸ごとに配布していただいた

広報にノツク穴をあけ︑

日でもあります︒とくに新入学の

ぜんやはんてんのよごれを目立た

年間に土地︑家屋について異動が

になつています︒

子どもは︑一度よく耳の検査をし

●春といつても︑まだ日射しもよ
わく︑部屋にこもりがちになりま

んあたりに協力していただきこの

の先生をしてくださる小川益栄さ

日もあることなので︑これらの冬 ︐すが︑幼児にとつておそろしいの

全部が大切に保存されるのではな

ない場合には昭和三十九年度分と τ玩もつともつと便利でしかも町民

くなるこのごろ︑できるだけ︑戸

です︒日ごとに春めいてあたたか

▲縦覧場所及ぴ時間

記

でしようがぜひ実現させていただ

いでしようか︒予算の関係もある

います︒︵仙田S︒S︶

川匹小唄を普及させてほしいと思

まつたく同じ価格です︒

えりや袖口の油性のよごれはベ

は︑クル病にかかることです︒ご
れをふせぐには臼光浴がいちはん

たせます︒といつてまだまだ寒い
着に︑簡易クリ：ニングをほどこ

ンジンでふきとり︑たもとやひざ

し ておき ましよ う︒

が︑春の息吹きを感じて︑地上に

といつ て ︑ 地 中 に も ぐ つ ている 虫

う◎

外に連れ出すようにいたしましよ

会長の職についた︒全会員が条件

こう云つてふたたぴ上野地区婦人

五時まで︒休日は除きます︒

川西町役場税務係午前九時より

を︑タオルなどにひたして︑つま

をはつきりさせ︑役員のありかた

運転はぜったいしないよ、

のあたりのよごれは︑中性洗剤液

トケに会うたとえのようにありが

わかってる、よbぱらい

はい上る臼とされています︒七臼

ゆく冬のカゲに

寒い時期の安全運転

をのみ︑一致協力を誓い︑新しい
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を知り︑新時代にふさわしい活動
をしていくことがねらい︒三十名

佐藤愛子現会長をはじめ︑開票の
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たかつた︒中には︑雪のノホリ坂
の途中でわざわざとめてくれた人

婦人会づくりにとりくみはじあた

小雪 を 印 象 づ け た こ の 冬が︑後

の役員が弁当持参で︑ヒトミを輝
かせながら勉強している︒﹁わた

た登坂こまさんは︑その場でいと

会長の選挙に圧倒的多数で当選し

小さな親切ほどで

もあつさりと会長を引き受けた︒

会則にしたがい︑仙田連合婦人
くしの任期が終わつたとき︑苦労

もあつた︒大海さんや高橋さんの

こともある︒よけてやつてもあい

しないでバトンタツチできる会長

ブルトーザに便乗して帰庁できた

関係者の努力により︑主要路の無

さつはおろか︑平気でドロをかけ

役員が出てくれる会にしたい﹂と
いう丸山操会長のこ

てもみなかつた︒にもかかわらず

雪が確保されてまずまずの春をむ

て行く車もあるというのに︒

半になつてこれほど降るとは思つ

かえたといえる︒出歩くことが商

売のわたしがワカノクボを歩いた

の間に感嘆の声がながわ︑万雷の

結果にかたずをのんでいた全︐会員

ような拍手が鳴りやまなかつた︒

とばが胸をうつた︒

﹁もう一年︑わた

婦人会の前途を思う登坂さんの熱

きないもの だとか︑

くしにゃれとおつし

のはほんのこ︑三回だけ︒それと

やるなら引き受けましよ︸つ︒その

情と勇気が︑まつたぐ心ニクイほ

しかし︑こうした善

れるかきり︑血のかよいあう︑ほ

お百度．まいりか．する慣もな＜︑わ

どによくわかつたシ〜ンだつた︒

いうのも︑親切な人たちのご厚意

のぼのとした町民性が培われてゆ

かわり条件があります︒それは︑
こ崩までの婦人会を根本から考え

ずか︸時間の総選挙でかんたんに

意の人たちがいてく

とから来た車のほとんどがとまつ

くだろう︒ゆく冬のかくわた善行

改善を行ない︑来年からは︑だれ

なおし︑新しい視野に立つた体質

ふぷきの道を歩いていると︑あ
てくれた︒中仙田の高野木材店︑

をひとりじめにしたくなかつた︒

もが会長や役員になれる婦人会に
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にあまんじた からであつた ︒

マルカ農機︑上野の喜久屋簡店︑

婦人会は変わる

普労しない前例がつづ︑くだろう︒

ださいますか﹂

富＃たきさんは

千手の松本警店︑金盛鉄工︑十臼

町のヤギヤ商会らのご主人がであ
橘婦人会が毎月︸回の役員研修

を行なつている︒会の性格や任務

するということです︒協力してく

決まつたのである︒ことし以後︑
仙田の婦人会には︑会長えらぴに

る︒﹁乗つて行かんかの﹂と声を
かけてくれたときは︑ジコクでホ

わが家の標識

の8曜臼は消防記念日︑春の火災

六臼︵ 土︶は けいち つ︵啓 塾︹︶

ごしていることが多いものです︒

てもらつておいてください︒耳の
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