蟄
隅騨■■

数
帯

人所価

︑四風5

郎社円

男女計世

縄
集刷

錨

叢

得票数 塚田十一郎三︑七九四票

上野連絡所（旧上野村役場）裏におかあさんたちの夢、
待望の母子健康センター建設が着々と進んでいる。

吉浦浄真二︑六八四票
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幽十二月の行事

上野︑大倉︑田戸冬季分校

越ケ沢冬季分校開校式

開校式

︸日

二日

民主委員会

木落冬季分校開校式

土厚現地視察

下原道路竣工式

施設台帳説明会

︑五日

七日

根深溜池竣工式

六日

＋日

ー︶

豊浦村ラジオ農業学校生徒

出張肝︶

︵役擾︑

交換研修会︵センβ︑

町議会

臼日

三日

．

公ゆ文門心由助膚兄彗︑

ウがツむエくヨゲばイヨギカ

四日 年末調整に関する説明会

二ニニニ十十

たい︒

のも︑みなさんのなみなみならぬ

年賀はがきや︑年末の贈答小包の

日から発売されていますが︑この

お年玉︵．き年賀はがきは去る十

年賀はがきと
年末の贈答用小包

努力のたまものです︒﹂と農林省

差出しについて︑

する受付︑配達業符を州︑一ムーズに

ことしの冷害対策に功労のあった

います︒

轟巴酵題．

ほじ
閻︑

月十四臼ごろ山︑

マ︑にお出

一工 年末贈答用小包は十二

実施するためつぎのように望んで

害齢瀦繍鑓鏡賑麟羅

九十二団体と十二人を衰彰しこo

れた第四回農業祭式典において︑

謝の日︑東京日比谷公会堂で催さ

は︑去る十一月二十三日の勤労感

﹁心配された冷害を克服できた

上野農協

大臣賞に輝く

産経現地視察
ご用納め
悶＝＝＝＝慧＝＝誕目言＝＝＝雲誕鵬薫＝︷⁝藁＝＝誕謂

十十1五三
ノ＼二＝日日

ム

ナノ

ニカメ

踊9

をろわまわる収穫と売り渡し量︑

米質の向上となヂ︑てあらわれ鞠％

むずがしい−︑濠︑義で︑いた防除を

完全にめ︑ってのけた飢孫蓄一の功績

をたたえ︑おし蒜た︑い拍手を送り

﹁市内あて﹂とつての農

こび9

L山野

小寄宿舎に学錫品をプレゼント︒

星名新田の．麗名静江さ・躍︑

寄宿舎のよい子にも

老人たちは大・よろ

ひと足六き︑︶にゃってきたようと︑

たくさんのおみの︑げに︑サ︑．♂タが

ホーム妻有荘を慰問したコ余興や

去る八日︑学級生二＋人が老人

老人ホ馨ムを慰闘した
上野青年学級

の志︶の﹂に分け︑︑︑︒〜
などをかけてお出しくだδい︒

頚︒翻幽⁝

最も少ない病害虫の被害︑平年作

この防除効果は︑近隣の中では

ぢ

一．﹂一うつ﹁6

防除で実施したという完全なもの

む︶計六回をそれぞれ金面共同

回︑穂いもち二回︵航空防除を含

イチュウ㎜回︑葉いもち︸旙

苗代防除二回︑

もとに上野農協が中心にで鯉鼎聴﹄紮h脚鼎．3年賀状を差出す時は︑

防除協議会と密接な連携の閥蘭思満際鯉製山︑きでにお出しくださいo

上野地区の防除は︑町の翻甥一躍閥塑 叉け付けます︒鷲月班白

儀七︶もこの晴の農林＋バ簾講講齢閥璽 しください︒
表彰を愛けた︒
閥幽纏臓摺翻︸急 年賀状は1
2月15日から

コロねロ

離殉窃

編印定

完成待たれる母子健康センター
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ー町議会報告ー

四千八百万円の補正
当初予算以来最大の規模
第＋回町議会定例会は＋﹃月二十九日に招集され︑会期二日間で総
額．四千八百万円にのぼる補正予算︵専決処分を含む︶その他を議決し
た︒

この定例会に附議された案件は︸般・特別会計あわせて四件の補正
予算と一般会計の専決処分報告一件のほか︑条例改正︸件︑請願実質
ご件で︑件数としてはそれほど多くなかったが︑補正予算は本年度の
重点事業費を盛り込んで当初予算以後最大の本格的規模のものとなっ

に︑とりあえず年内に仮支給をし

定していないが︑国の情勢とは別

その面における財源の見通しも確

算もまだ議決されていないので︑

④その他︑となっている︒

伴う補助・起債︑負担金︑寄附金

等の臼然増②地万交付税③事業に

才入を大別すると①町税︑使用料

これに対して補正財源としての

臼禽住宅百万円を千手小プール分

万円︵専決︶︑橘中二百七十万円

して災害復旧に六＋万円︑教胃債
として川西中精別教室に七百三十

同共済金八十二万四千円︑町債と

して橘中火災見舞金二＋万五千円

円で︑差引︸万七千円の増︑二曙．引

年度分給付費負担金の減十万二千

は︑

万七千円の増であるが︑その内容

第四款国庫支出金は二百九十九

円︵騨．決分三百十五万円︶シ﹂ブル

まず︑町税の五百七＋五万几千

円︑母子センター建築債百万円の

減額二百万円と差引して百七＋万

時財政調整補助金二百四万三千円

費交付金几＋一万七千円のほか臨

の照庫補助金は︑前記保険料軽減

務費負担金の．増十一︒万九千円と過

項国庫負担金において︑事

たいという中村町長の方針によっ

次に︑産業関係では︑農林水産

使用料百＋万円が臼然増であるが

て予算化されたものである︒

業費の中に異常気象対策費百四＋

が新たに赤早補顯のため交付され

その他の附議事件

千百六＋六万円となった︒

の追加で︑当初予算との累計は五

以上︑才入才出とも二百六万円

て増となっているo

千円となっている︒

その他︑財産収入として土地売

計午六十万円︑寄附金九十六万五

払代五十六万二千円︑前年度繰越

に百＋三万四千円も自然減となっ

たものもあり︑きぴしい不況を反

帯町村民税の中には法人税のよう

映して税収はこれ以上を期待でき

二万八千陪がある︒これはことし

した撒土消雪︑苗代病害虫防除等

春以来の異常気象対策として実施

に対する補助として計上されたも

金百四＋万七千円という数字であ

以上才入才出とも四千五百三十

るし

ないぎりぎりを計上している︒

率を占めている地万交付税は︑特

次に︑才入のうち最も大きい比

のであって︑財源として県費百三

ている︒その他県費に㎝定の町費

四万六千円︵内專決分㎝千五百九

条例改正

＋四万二千円︶でこれまでの累

▽川西町手数料徴収条例の︸部改

別交付税九百五十万円︵専決二百

計二億二千九百三＋二万五千円と

万円︶︑給与改定に伴う再算定分
百二十七万円で合計㎝千百七十七

二億台を大きく上まわっているo

業費補助の百七＋五万八千円があ
り︑また最近の養鯉ブームを反映

万円となっている︒特別交付税と

を加えて支出するものとして養蚕

このた澱第﹃日自は専決処分報告を含めて︸般会計の補正予算審 ー＋七万円の補助が才入に計上され

た︒ ﹄

﹃議に費やされ︑躍保︑診療所︑■農業共済の三つの特別会計と︑手数料

たα結果としては︑専決処分は承認︑四つの補正予算及び条例改正は

徴収条例の一部改正及ぴ請願の審議は︑延会して第二日に持ち越され

して臼倉地区の養魚施設に二十八

いうものの性格から不確定の要素

消防費百万八千円のうち九＋万

が多いだけに︑これが期待どおり

国保︵事業勘定︶補正予算は︑

それぞれ値上げされたo

フルエンザ予防接種手数料を改正

ワクチンの値上げに伴ってイン

正

万円の補助が計上されている︒

低所得者に九十噂万の
料を軽減

るが︑今回提出された︸般会計補

交付されるかζつかは必ずしも予

才入才出とも二百六万円の追加で

と苦しいやりくりを述べている︒

請願を兼ねた予算措置である︒﹂

大部分に当たる百九＋六万八千円

定︵九万二千円︶のほか︑才出の

．処遇には︑なお多くの不合理不均

︵要旨︶旧軍人等に対する恩給

する請願︵土厚委員会付託︶

▽旧軍人等に対する恩給処遇に関

願

円に︑小中学主五十円を七十円に

二百円に︑＋四才まで七＋円を百

したもの〇十五才以上百五十円を
円は小型働力ポンプ三台の購入費

ついて中村町長は﹄県の地万課か

請
療機関に遠い．︵四キロ以上︶〜ぎ

︻国保会計︼

正予算の中でも同校特別教室の備

らお叱りを受けるかも知れないが

ある︒今回の袖正は職員の給与改

二百十八万二千円︑

地部落の各世帯に無償で配布され

測しがたいものがあり︑この点に

品等内容整備費七十八万六千円︑

き地医薬品配布代二十四万円が新

で︑仁田︑坪山︑新町に配当され
る︒特殊奪ものとして衛生費に〜

これだけくれてもらいたいとい︸っ

いずれも原案どおり可決︑請願は各所管の常任委員会に付託されて継
続 審 査 されることとなった ︒

学校施設に
二千七百万

橘中学校火災復旧費六百六万八千

たに計上された︒これは冬期間医

建設費二百一万二千円等約︸千百

臼倉教員住宅甲

円︑千手小学校プール建設費追加

万円が計上されており︑あわせて

が療養給付費の追加にあてられて

今回の定例会に提案された補正

次に︑事業等の実施に伴︸つもの

おり︑補正財源は金額国庫丈出金

十八万円︶であるo国庫支出金は

者に対する保険料軽減措置を庸︑人施

▽教職員給与費等の国庫負担に関

七千円の更正減でこれは低所得 ㎜出されたいo ︵請願人小川清次︶

︸款の国民健康保険料は几十㎝万 一について関係行政庁に意見書を提

すなわち︑才入については︑第 一衡が残されているので︑その改善

で賄われている︒

としては︑国県支出金︑分担金︑
寄附金︑諸収入︑町債等合わせて

災害復旧補助︑教育費補助︑選挙
費委託金等合わせて五百七＋八万

．︵要旨︶義務教育費個庫負担法

する講願︵総π委員会負託︶

二千五百七十四万円︵専決㎝千七

以上のほか︑各種負担金︑国勢

した結果の減であ嶺︒軽減の対象・

学校施設だけで約二千七百万円と るもので︑県から半額を補助され
合計 して三 千百九 ＋九万 八千円 ︑
るo対象部落は︑桐山︑小脇︑高
それに專決処分として報告された ．なり総額の六〇％にあたる℃
事業費としてはこのほかに現在 倉︑霧谷︑藤沢︑大倉︑大日倉︑
﹃千五百九叶四万円を加える︑と総︑
ニ
建築中の母子健康センタi建設費 小臼倉︑平見︑星名新田︑田代の
六百四十六万九千円や︑二十四号 ＋一部落四百戸で︑一戸当たり六

次のとおりであるo

まず︑才出の面において最大の

百円となっている︒

円︑県支出金は母子健康センター

に基づく教職員給与費等は︑従前

万五千円が計上されている︒

調査の経費を含む統計調査費や選

となったのは︑板保険者全世帯の

の実支出二分の一を国庫負担とす

台風関係等の災害復旧費百六＋七

また人事院勧告に基づく職員給

建築補助三百四十万円を筆頭に︑

三十八パーセントに当たる七百六

含めて︸般会計補正のあらましは

与の改定もこの補正の重点の一と

＋四世帯である︒なおこの軽減分

として第四款に計上されている︒

︵請願人恩田茂徳外百八十九名︶

るよ・︵・政府に対して要望されたい

養魚事業補助その他育計⁝千七十

なっており︑各款に合わせて百四
＋四万七千円が計上されているが

旧事業分担金＋三万円︑訂収入と

そっくり財政調整交付金の増

異常気象対策補助︑養蚕ツ業補助

比重を占めているのは何といって

交付税増額の請願
を兼ねた才入予算

㎝万六千円︑分担金として災筈復

費．旅費その他となっているり

膨大なものであるが︑専決処分︐螢

の 補 正 は予算内容の全般に わ た る

額四千七百九十四万円となる︒こ

予算の総額は︑﹂般・特別会計を

一般会計補正のあらまし

保険

挙費等の事務費︑土木・農林︑環
境衛生関係事業の補助︑ブル修繕

も学校施設である︒専決処分され

特別会計も含めると約二百万円と

なる︒給与改定については国の予

た千五百九＋四万二千円の全部が

川西中学校特別教室の建設費であ

は、
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ことしも小雪か
小臼倉に北堀松造さんという五

うれしくなってホッとする︒

人をして法印様といわせるゆ

ピレーショ︑ノにもとづいたご宣託

は莞が臼くなっても中は夏皮のま

皮が臼くて冬皮だとか︑大雪の年

人口

万二千百九十七人
国勢調査概要

ころに濃い青色のはん点ができて

まで．青味がかっており︑ところど

北堀さんによるとことしは里型

ロ

コヨリびコ 墾轟2罰

じ

ロ

ほ

ロ

るかのよ︸っ・に︑ちまたでは小雪だ

とりっみかたがしきりである︒第

五十嵐幸男

野 口

和三十五年に行なわれた国勢調査

地区別に比べると別表口のと

に比べ︑一︑七六一人の減少で︑こ

れ減となり特に目立っている

二二人で一四︑六パーセントでそ

減少の理由等についてはすでに報

○人が乙の地区で締められている

い発

であるが︑挙家離村が特に目立ち︑

道機関等で知らされているところ

おり︸世帯当りの人口がわずかで一

また別表eにも示めされていると

はあるが他三地区に比して一番少一
なく四︑五人となっているo

上野地区については︑小千谷発電

当時は一時的に人口の増加が見ら

の減少の大きな理由となっている

七年には引き上げたので今回調査

新郎丸山 勉根 深
新婦浦浪弘子茨 城から

みると︑減少率の一番高いのが村

川西町全体を他の町村と比較して

ll8，9

えんなのかもしれないo

われた第十回国勢調査の概要がこ

この人はヵリウド歴＋五年のベテ

いるとい︸っbまた︑春のだらしの

＋七才の鉄砲ブチが住んでいる︒

ない年は山ウサギの目のフチが黒

のほどまとまりましたo

乙としもあとわずか︑根雪はい

近年にない小雪だという乙とであ

く︑春のキマリのいい年は目のフ

ロ

新郎

東 京から

所の第四期工事で︑昭和三＋五年

高岸登志子

新郎野澤勇造野 口
新婦田中 和仁 田から

れたが︑これら工事関係者も三十⁝

新婦

新郎 星野峰太郎 野 口
＋日町から

新郎丸山富士郎根 深

一パーセント︶町では刈羽郡の高

では北魚沼郡の湯之谷村︵三〇︑

新婦 阿部ヨシエ

新婦田中聰恵貝 野から
新郎藤巻勇作塩 辛

柳町︵一六︑○パrセントVデ︑焦

新婦渡邊 浩子新田新田力ら

︸六一市町村中十一番目に減少率

西町は一二︑六パーセントで︑県下

平均六︑七パーセントを五︑九パ

の高い町となっている︑乙れは県

（2）

＋月一日︑全国いっせいに行な悶 ーセントうわまわる結果となって

ラン︑ぞくに法印様といわれ︑毎
ら朝にかけて︵ピッタリだった︶

る︒初雪は＋︸月＋一日の夜半か

つだとか︑雪は多いとか︑あるい
は少ないとか話題にのぼるころに

年の根雪や積雪量をよくあてるこ

なったoサッテモ節の交句どおり
とで定評があるoはじめは半信半

半年を雪にうずもれて暮らすわた

ロ

乙の︑北堀さんの説をうらずけ

それによると川西町の人口は︑昭

ヨコヨ

チが臼くて黒味がないそうだo

疑のわたくしであったが︑乙こ数

ヨ

耀縛壕獺娠心難撫帽騰熱鞭︑翻味難蟻舗隣

コ

年間をじつにピッタ塾﹃鶴偏盤露結騙嘘錫毬碍︑釜︐藷謬したことはなく

その後数回にわたって降るがたい
︑年

したち︑世界の動きや国の政治は
ともかくとして︑この冬の降雪量
に最大の関心がよせられていると
いえる︒いったい．．この冬の雪の

一に︑ことしの初雪の降りか北が
里型で︑黒姫山への雪のかかりぐ

先 に 窓の外をながめ︑臼 く な っ て

をとがらせている︒毎朝いちばん

新郎野澤 博野口
新婦佐口幾代静 岡から

⑳

⑳

六︑五パーセント︑上野地区が三一

むかえる︒しかし︑一月はろくに

あいも小雪の年を表わしている乙

一番減少率の高い仙田地区につい

おりで仙田地区が七八○人で︸

言に耳をかたむけるようになった

降りもせずへ二月になって乙の冬

が上部から枯れ下がってきた乙と

膿露盤6膿6階そのまま新しい年を

気象庁そこのけの予報の根拠は

に降らず︑晴れぎわがよく︑きま

最高の雪となり︑三月はわりあい

いつしか乙の人の予盤酵樽編盤腫騙巴

毎日の足を車に頼っているわた
一冬に約七・

内四四︑三パーセントに当る七八

ては︑川西町一七六一人の沢少の

山ウサギの毛は毎年おおむね＋

それにしてもどうなることか︑予
言がはずれたらごめんなさいo

し

発電所通り

．慕畷．辮隷鷺︑q︑黙酎

一月の末に臼くなるが︑ことしは

毛変わりがおそいわりに中のウラ

の

発電所通り

＋日町から

新婦青柳和子
新郎八子 繁

寺尾

発電所通り

6新婦村山和子︑ 川治から

ロ
新郎星野魅．一

ヨネ子

四郎兼

山谷から
山から

下平新田

れぞ

ゆ

く し は ︑乙の乙とに人一 倍 の 神 経
山ウサギだという〇

第三に︑ムジナがまだチョロクラ

あれこれがよくわかるそうだ︒非

のウサギの皮をはいでみると雪の

田

第二に︑赤谷の大ケヤキの葉

八＋の山ウサギを射止めるが︑そ

していること︒などが理由だとか

量はどうなのであろうか︒

れを

りがよくて春が早いといろo

いない日はヤレよかったという気

八七

八一

八六．

新婦宮

ロ

新郎大井昭一

新郎田邊利吉

新婦蔵品智恵子 霜條から

鶴吉

新婦太田チイ子 芦ケ崎から
新郎田村

新婦林田

新婦春日
新郎仲嶋

⑳

⑳

中仙田

新郎登坂靖男 赤 谷
東京から
新婦走出文子
ロ

貝野から
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（峯叢鰯昌）

︸旅稼ぎのいましめ

これではへ農事だっておろそ︑かっても︑農事をおろそかに考︑えて㎜

㎜酒井雰文書︵＋日町市山谷︶のになってしまうのは当り前で︑どいくのでは︑自然と地味が衰え︑︸

本人のことばかりでなく︑それ

㎜中に﹁文政七月二月︑旅稼二付被うも近年とりわけ悪作になって来ゆくゆくは大きな害を招いてし嵐
㎜仰渡御趣御請書﹂がある︒
たのは︑このような気持で働いてろo
︸
︸ 旅稼ぎ︵いまの出かせぎ︶が多いたからなんだと思われる︒この
︷くなって来て︑他処の浮かれた風ままでは︑農家の衰えを招く基にぞれの村の為にもならず︑まこと⁝
㎜俗を持ちこんでくるので︑だんだなってしまう︒つい四年ばかり前に不本意のことである︒各庄屋ど⁝
㎜ん本業の農業がおろそかになってにも︑同じく旅稼ぎについての心もはこの点を十分に教諭いたし︑皿
︸しまうおそれがある︒このままで構えを諭したばかりであるが︑こ小前や水呑に至るまで︑民家の本㎜
︸

⁝は︑将来とんでもない結果を招くこでもう︸度気持をあらためて︑意を失うことのないようせいぜい︸
⁝心配があろうと︑幕府が代官を通取扱いをしっかりするようにしな努力しなければならない︒

⁝ ﹁個々の者にとってはたとえ当地が足らないようなところでは︑

⁝じて︑各村役木にその取締り万をければならぬ︒
皿言いつけたものである︒
もし︑村の状況が人数多く耕作

呼んで︑耕地を持ち年貢を狸

に対していわれたことばであ㎜

小前・水呑などは︑本百姓⁝

⁝

㎜座のためになるといっても︑本業村役人たちで研究のうえ︑
㎜をおろそかにするようでは村の為して仕事が十分進められるように

めて︸人前の農家と認められ㎜

︵注︶

㎜にならない﹂などという箇所は︑ 対策を樹てなければならない︒こ

たもの︒小前・水呑は百姓と⁝

る︒本百姓とは帳付百姓と乱

㎜いまでも県庁や町役場などで出かの点は︑よく御役所へ連絡をとっ

しても村の住民とし㎜

㎜

ても最低位におかれ︸

ていた︒

まだ︑時によって聞⁝

㎝エレキブームやカッコのいい青年

ミズノミ百姓はなどというの㎜

︾︵小前者の転設︶は﹂とか㎜

かれる﹁オラみたいな︶痴測

稼ぎについても︑本業の農事につ

︷わせて︑なかなか面臼い︒

いても＋分言い聞かせを行い︑前

㎜

︸たちに眉をしかめる老人たちを思て旅稼ぎを願い出たものへは︑旅

㎜申渡しの趣

﹁親類・組合までも越度に﹂㎜

㎜自然とこの禁をやぶる者が出て来合があった場合は︑村役人はむち

一旅稼ぎなどせぬようにと前々からないよう注意してやらなければな
㎜申し渡してあるにもかかわらず︑ らない︒もし此の点について不都

罰せられることo百姓たちぱ㎜

人組の仲間︵隣近所︶までが㎜

一︑村々小前の者共へ︑みだりに記のような軽はずみな結果を庄じ

㎜た︒近年あちこちのようすを見るろん本人の親類や組合までも越度

このような連帯責任で毎日の⁝

とは︑本人ばかりか親類や五㎜

㎜と︑男でも女でもこっそりと他国を申しつける︒

㎜へ出稼ぎにいってくるようである︸︑いろいろ耳にすることによれ
㎜そして︑他国の風俗にかぶれて帰ば︑旅稼ぎは銘々の本業であるべ

坪㎜
・上野・祖師・下㎜

山．霜条．鶴吉︒伊勢平治︵⁝
以上千手︶

．・DlI・ooI．︐畢．1・︐8曾︐．一︐5・︐︐・一呂．o．ー︐塁i︐︐9耳・89︐8︐雷︐eー．︐1尋8︐

・●oo・．1︐・彫ー1昼．σ一︒﹃．︐ー︐ー﹃﹃．︐﹃8■︐ 醒﹂ー﹃e﹃

7ρ7﹃﹃︐︐ー﹃

a●＆・●ー．鼻o置一．8﹃︐臨︐夢﹃．．︐σ膠ー9︐88︐ ∬伊￠oo5559恥

上上野︶木落︵橘︶であった㎜

⁝至るまで為体立派を相好み︵格があるようだ︒甚だ心得違いのこ

﹃．9■曹08︐唇o︐．■39一；5．e■506︐

たとえ当座の為になることであ

平新田・新町新田・三領︵以皿

p8﹃9￠置﹃一︐﹃5︐

㎜の風儀を失って来た︒

⁝好のいいものを好むの意︶︑農民とである︒

︸村し︑帰ってからでも髪かたちをき農事を次にして︑当座のヤリク
⁝はじめ着用物ならびに履物などにりばかりを考えているような傾向

山野田︒中屋敷・高原田

くらしをおさえられていた︒︸
り
川西町の中で﹁申渡﹂をうけ皿
⁝
た村々は︑東善寺・水口沢・

︐

ある︒

は︑この時代からのことば盃

それでも止むを得ないこととし

︐㎜のを好み﹂などというところは︑て行うように︒

．せぎ対策に苦心している

難鱒毒幾誰の歴史

し

に

わ
カ、
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防犯標語入選発表
川西町分区保護司会・防犯組合
で募集した防犯標語は皆さんの絶

大なご協力により六六︸の投稿を
得て︑去る︸日関係者の慎重な審
査の結果次の万がたを入選者と決
定しましたのでお知らせし厚くお

礼申し上げます︒なお︑賞品につ
いては近くご送付いたします︒

川西町分区保護司会

川西町防犯組合
＊︸般の部入選

．非行化を勇気で防ぐ町ぐるみ
．語りあい築く塚庭のよい環境

木島小林健三

．青少年責任もって明るく進め

庭

中仙田南雲直秀

．話し合い子どもを守る明るい家

下平新田清水広治

．防犯で明るい郷土おらが町
・さとすにもほめる真心忘れずに

元町馬場光雄
中央町 太田ケン

．歳末防犯楽しい正月

中屋敷小林タミイ

．防犯は明るい町から家庭から

叱るひとことおとうさん

・ほめて育てておかあさん

中央町太田長栄
．暖かい心で摘もう悪の芽を

田戸押木良作
＊中学生の部入選
小川ナオ子．

．防犯は親と子どもの合言葉
仙田中︸A

．防犯ベルを心にも

仙田中︸B木村早苗
．犯罪は心のスキから油断から
仙田中二A畏谷川としい

．小さいうちから正しいしつけ

を

継田中二A斉木弘子

仙田中二A登坂六栄

．出かせぎのあとを守って心に鍵

橘中︸年村越交子

．防犯は明るい塚庭社会から

へ 橘中三A相馬多美枝

・これぐらいと思︑っ心が大きなπ

平野洋子

．防犯を防ぐ心よりおこさぬ心

川西中二B

清水︸枝

．犯罪をなくしみんなで家庭の日

川西中二B

川西中二C若山 悟

．防犯ば地域ぐるみで家庭から

い

．夜遊びはやるなさせるな誘うま

川西中二C 小林春子

．守れ信号︑標識注意

川西中三D大島㎝夫

上村百合子

．若い芽を明るい社会に育てよう

川西中三D

星名美佐子

．負けるな誘惑︑強い心で

川西中三A

．悪はやみよりまだ暗い

樋口悦子

善は花よりまだ清い

川西中三A

川西中三A 小林隆一

・だんらんは非行防止の第︸歩

川西中三C

清水

泉

．親切にひとこと注意不良化防止

川西中三B

藤田和夫

・これくらいと思う気持が事故の

もと

川西中︸B

田辺恭子

．道徳を守り守らす良い家庭

川西中﹃B

平野幸枝

．犯罪の芽ばえつみとる家庭愛

果報

告

赤い羽根共同募金

結

＋月︸日全国いっせいに行なわ

ました︒ここに紀集をご報告し厚

二八五︑九六一円

七四バ七一円

︸六︑九六一円

一︑二三五円

五一︑七四三円

三五︑八八二円

三〇乙三七月

七五︑一三二円

くお礼申しあげます︒

千手地区

蚕戸別募金

橘地区

上野地区

仙田地区

その他の募金

学校募金

計

助けあい運鋤育成費

合

青年学級生が

共同募金にひと役

川西町青年学級生は歳末助けあ

い共同募金に協力して来る＋九日

れない人たちに楽しいお正月を﹂

街頭に立ち﹁歳末をひかえて恵ま

繋

．馨

ております︒ご協力をお願いいた

と呼ぴかけ浄財を集める箏になっ

藤

します︒

かわ5俳壇賓競

太田白南風選

小臼倉江口凡石

節黒の道をせばめて枯尾花

初雪のうすくかかりし万年青かな

岩瀬金子湖月

大輪の菊の据えられ大広間

銀杏散り掲揚塔に月あけし

小臼倉 江口あい子

木島数藤ひさほ

夫出稼にきぴしき冬にたちむかふ

犬の日の炉を開きたる火の少し

蔓もどき活けし西窓冬日射す
巾崖敷 小林たみえ

寺尾高橋輩子

菊作る腕のたしかに孫多し

つわの花小窓閉ざせしままの軒

れました赤い羽根共同募金につい

＋月九日早期に目標額完納いたし

てはみなさんのご協力をいただき

