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下原道路立合い

大倉道路調査 箪

町長選立候補予定者説
鵬会

力西中運動会

児童科学研究発表会

体育の臼

＋五日

中仙田小体育祭

町民野球大会

親子体力づくり大会

家庭の日

＋六臼 ．郡市教委連役員会

出かせき座談会

行政相談日

町長選告示

町長選挙投票目

開票

川西町青年の主張大会

日日日日

謂
総
八臼

＋日

十十十十

○県下からの参加者多数︑地元の

○講師松田先生

生態︑鑑別についての講習会

︷臼町信組ホールで︑種類

〇＋月十四目午前九時から

千手城山︑羽黒山︑長福寺裏
山﹄帯で現地採取鑑別

←十月十三臼午後一時から

きのこ講習会

定は十︸月下旬です︒

みねがいます︒予防接種の実施予

鷺鷺．配覧をまつてお申し込

受け付けいたします︒希望

希望の有無を回覧によって

るインフルエンザ予防接種

秋から玄︑にかけて流行す

予防接種

る計画でおります︒

多い町内に優先的に配車す

の検診が可能で︑希塑者の

かたの藍警馨幾役器

の予定で検診車がきます︒約百名

川西町にも十︸月中旬︑こ臼間

置になり︑すでに活動しています

魚沼地方にこの検診車が︷台配

ることが一番よいのです︒

期治療が必要で︑早く検診を受け

尋

きずきましょう︒

天八八黄円

ぜひ密造酒をやめて明るい主活を

を与えることになります︒この際．

きいし︑国の財政にも重大な支障

く︑社会主活に与える悪影響も大

密造酒は不衛生で︑からだに悪

なかば公然と行なわれております

くにブドー酒の密造が一般家庭で

中です︒最近のヤミ酒のうち︑と

ヤミ酒をなくす運動﹂旬間を実施

ヤミ酒をなくす
＋月看から＋看まで爵﹁

つけた︒

戸籍事務につくされた功績
を認められ法務大臣表彰を

籍事務協議会総会の席よ︑

体育館でひらかれた全国戸

さんは︑十β．こ臼東京新宿

総務課戸籍係長数藤信善

﹃法務大臣表彰

で学校を通して役場に寄託したす

百こ十六円の募金成果があったの

8水害地の見舞金として八
8．2

橘小児童会でも

電区永久公舎一同

※現物 衣類六咽包︵国鉄千手発

ります．この病気は︑覇発器

春の検診以来︑すでに手術を終水害義馨︵最終分︶
え元気になられたかたが奨かお※窪金
二八︒円

秋の胃ガン検診

ββββ擢蚕βββ擢βββ謬ββ頚β謬酔津マ診痩頂

ノ￥二＝一九

2・580世帯
世帯数

叢瀧灘欝認踊1耀寄馨器欝言
特

名

益

f

選挙運動とは︑特定の候補者の

書に供託及ぴ受領の証明を受ける

行︶に払い込むことにより︑供託

順位以下一順位ずつ繰り上げて行

︸順位の者を最後の順位とし第二

で決定し︑第二回以後は前回の第

の順序は︑選挙管理委員会がくじ

③最初に行なわれる候補者の演説

が終わったときからとする︒

までに川西町の区域から他の市町

ていても投票臼︵＋月二＋八日︶

い︒しかし選挙人名簿に登録され

登録されていなければ投票できな

たく変わりはなく︑選挙人名簿に

選挙権については今までとまっ

投票できる人

明るく正しい選挙の実現を
当選を月的としマ︑投票を得また
なうことになる︒

選挙運動聾費用

村に転出した人は投票することは

選 挙 運 動・

ことが必要である︒

昭和三十︸年九月川西町発足以来︑四回目の町長選挙である︒今回
必要かつ有利な︸切の行為である

は得させるため直接または間接に

十月二十八日に町長選挙

するものであり︑任期満了による選挙とは意を異にするものである︒

の町長選挙は故中村壮吉さんの死亡に伴う悲しむべき結果により執行

早目に選挙管理委員会で不在者投

※

※

※

票を行なっていただきたい︒

十六日役場で

ハロ

ノの

ハ

行政相談所を開設

行政相談週間

馨．1〜2は

行政管理庁では︑広く国民から

できない︒これは法律により定め

を解決するため︑昭相三十年から

行政に関する苦情をきいて︑これ

︐選挙運動には何らかの形で必ず

行歌相談制欝を設け︑また︑国民

費用がかかるが︑その選挙ごとに●

いわゆる衆議院議員選挙︑参議院

が身近なところで気軽に相談でき

がこの運動のできるのは︑立候補

運動費用の最高額を定めて︑その

議員選挙はいったん名簿に登録さ

の届出の日から投票日の前臼まで

範囲でなければ選挙運動の費用が

村で投票することができるが︑川

れた人は︑名簿に登録された市町

選挙に当たって候補者の優劣を見わけることがむすかしいというこ

支出できないことになっておヴ︑

とは︑B常生活においても共通していると思う︒自分自身をさえしっ

して禁止されている︒選挙運動に

それを超えて支出すれば当選無効

することはいよいよむずかしい︒しかも︑町長は向う四年間の町政を

実際に担当し︑運営する直接の責任者であり︑最も身近な人が候補者

者によって収入およぴ支出︑寄附

者を選任して届出をし︑出納貴任

地方選出議員補欠選挙は投票でき

て十︸月五日に行なわれる参議院

票することはできない︒したがっ

転出すると選挙権はなくなり︑投

等︑選挙運動臓ツいてのすべての

なお︑立候補届の際︑出納責任

ところにより実施するものであっ

る人であっても今回の町長選挙は

立会演説会は︑町条例の定める
て︑候補者がこれに参加するかど

立会演説会

の選挙運動はいわゆる事前運動と

である︒したがって立候補届出前

ついては制限や禁止事項がたくさ

かりつかまえることはむすかしいのだから︑まして他人を正確に判断

となるわけであるから︑自分の判断力というものをよほどしっかりと

①供託すべき者は︑立候補の届出
をしようとする者︑すなわち候補

者本人か推せん届出人である︒本

近日中に入場券を配布するから

投票できない人もあるわけである

入場券の行かない者があったら選

︵選挙運動に関する収支報告書︶

記張をさせて輸ぐ必要がある︒

報告書の提出は︑出納責任者の

うかは自由である︒例外的に無投

職務上もっとも重要なものであっ

挙管理委員会に照会していただき

し出をした候補者が一人の場合は

て選挙運動についてなされた寄附

たい︒

票ときまった場合または参加の申
立会演説会は開催しないことにな

いて一定の事項を記載した報告書

及ぴその他の収入並ぴに支出につ

実の記載がなされていることを誓

に領収書の写しをつけ︑さらに真

後六時までである︒投票の時間に

投票の時間は︑午前七時から午

投票の時間
開催計画の内容

つている︒

︒立会演説会参加申し出期限

十月二十二目
・演説の順序のくじ

いから︑せPかくの選挙権を自ら

川西町では︑昭相三十九年から

は行政獺談委員法も施行された︒

として活躍しています︒

太田長栄さん︵中央町︶が相談員

恩給年金︑生活保護︑税金農地

の他︑県や市町村の固有事務を除

衛生公害︑道路河川︑健康保険そ

おもちこみいただいてけっこうで

く役所仕事はなんでも行政相談に

す︒もちろん秘密は厳守され相談

行政相談週間も︑この制度につ

は無料です︒

いて理解と認識を深めていただく

四時まで役場で臨時に相談所を開

ために設けたもので︑当町では︑
とくに初日の十六目午後一時から

おくれると投票することが働きな

捨てることのなり．仏う普段着のま

ら十五目以内︵十一月十二日︶に

選挙管理委員会に提出しなければ

まで︑少しの時間をさいて投票願

＋月二十二臼午後五時から
立会演説会の日と場所

ならない︒収入︑支出が全然ない

喜一郎二女木島のあ恥

ーおすこやかに⁝のうち
大井厚子 善︸郎二女木島とある

九月号﹁戸籍の窓から﹂うぷ声

訂正

もお申し出ください︒

設します︒どうぞお気軽になんで

・十月二十五日

︑

十月二十八臼投票の当臼︑止む

不在者投票

いたい︒

昼 橘小学校
夜上野小学校

を怠つたり︑期日にお

を褐ない用務や事故で川西町の区

大井厚子

のは

域外︵旅行または滞在の予定の者

︶そのころ出産予定者や︑手儀予

くれたりすることのないように注
︵選挙遅励費用の最高額︶

定の者等は︑投票日の前日︵十月

意していただきたい︒

告書の提出

らないことになっている︒この報

場合であっても提出しなければな

う旨の文書を添えて︑選挙の目か

行政相談委員をおき︑四十一年に

るようにとの趣旨から︑三十六厳

し

西町の選挙については川西町から

持っていないと宜伝に乗せられやすい︒ともすれば自分を失いがちに
注意していただきたい︒

んあるので違反のないように十分

選挙の
ま
人が自分で届出をする場合に第三

あ ら
ともあれ︑ぜひとも明るく正し
場合に候補者本人が供託をしても

者が届出をしたり︑推せん届出の

下町長選挙のあらましを述べるこ

効力がない︒数人連名で推せん届

い選挙を行なってもらいたい︒以
とにする︒

出をする場合には︑その中の一人
の名儀で供託すること︒

立候補 の届出 ．

立候補するものは十月二十一臼

②供託は︑告示蔚であつてもこれ
をすることができる︒むしろ告示

︵ 告 示の日︶から四日間 ︵ 十 月 二

後直ちに立候補の届出をして選挙

運動にはいることを考えるならは

十 四 日まで︶に選挙長に 対 し て 届

補がある場合は十月二十六日まで

告示前に供託をすませておくこと

け出なけれぱならない︒補充立候
と な っ ている︒立候補を 辞 退 す る

が望ましいわけである︒

ち︑十月二十一日から十月二十四． ・③供託は︑新潟法務局＋臼町出張

所︵一番近い所︶に備え付けの供

●十月二十六8

昼 仙田中学校
夜 千手小学校

今回の町長選挙の選挙運動費用

二十七駐︶まで不在者投票を行な

①立会演説会の閉償時刻は︑昼は
十三時から夜は二十時からとする
②候補者一人の演脱時閥は三十分

うこと雌できるから︑できるだけ

まりでした︒訂正してふかく遡δ詫
ぴいたします慾
る︒

の濃高額は二＋万九千六百円であ

︒ゑ

とし︑その起算は前順位者の時鷹

厩

場合は立候補届出期間中︑すなわ
Bまでに文書で選挙長に届け出な

ず︑十駐晦出張所で所要の記載を

託書二逓︵正本麟本を︶提出すれ

二万隠 の 現 金 ︑ ま た は こ れ に 相 蚤
婁番額面の隠嚢証書を必ず供託し

して交付する供託書︸通︵正本︶

麟蕊ば辞退することができない母

儘 徳 者届に添付しなけれ は 受 付 け

に供託物を添え︑十8町出張所が

なお︑立候補しようとするものは

愚 こ とができをいから︑ 次 の こ と

落定する臼本鰻得畿理麿︵詫越鰻

はよいoしかし十日晦出張所では
現金または国債証書は渣接授受せ

に注憲していただき疋い⑫

触

︷︐

となるおそれがある︒

なると い う こ と は ︑ 大 い に 警 戒 し な け れ ば な ら な い 点 で あ る ︒

られていることであり︑国の選挙

︷﹂一集

職》
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参院補選は十一月五日投票

標語入ρ

録された人は︑名簿に登録された

．試

っては無意味である︒候補者の氏

名を忘れたら投票所内に候補者の

氏名掲示がしてあるからよく確め

ポスタf入選発表

参議院藏員故佐藤芳男氏が八・
市町村で投票することができる︒

不在者投票は早目に

二八水害の集中豪雨の夜ガケ崩の
・投票の時間

ただきたい︒

て文芋を間違えないようにしてい

ため死亡されたことにより行なわ

投票のできる時間は午前七時か
自分が投票しなくとも誰かが投

ご応募に厚くお礼申しよげると

青少年の健全育成︑非行防止標

れ る 参 議院瑚方選出議員補 欠 選 挙

におくれると投票することはでき

ら午後六時までである︒投票時間

いからといって棄権することは主

票するだろうとか︑きょうは忙し

という制度を利用願いたい︒

少しの時間をさいて投票するよう

棄権はやめよう

補欠選挙とも現職者が死亡による
お 願いす る︒

しました︒

図工担任教師を含め慎重な審歪の
や
結果︑次の作品が入選と決定いた

より百十七点の応募を得まして︑

んをはじめ諸先生がたのご協力に

語入りポスターは中学生のみなさ

は十月十三日告示︑十一月五日に

ない︒国民の権利であり義務とし

文字が書けないときは代理投票

投票されることになった．

て多忙であろうが普段着のまま︑

選挙であり︑しかも運動期間を同
︒不在者投票は早目に

治の主人公であるという高い誇り
◎佳作

川西分区保護司会

じくして行なわれるということは

選挙の当欝臼ら投票所に行って

と深い織見をもPて︑正しい責任

一月五日の鐙票臼には︑国民が政

奇しき因縁というべきであろう︒
悲しむべき二つの選挙を執行す

ある票を投じられるよう切望する

ひとりで悩むな家族に話せ

権利を自ら捨てる結果となる︒十

る に あ たり︑心から故人の ご 冥 福

不在者投票を行なうことができる

投票することができない選挙人は

．

川西町防犯組合
川西町費 少協

を灘祈りする次第である︒

ものである︒

投票の注意

のグル暑プが到着しない︒ヤキモ

在中の者③病気などのため指定病

が九人︑二台の車で志賀高原から

その日は︑ごく気の合った仲間

修理しだいに直行するが早くても

たちはいま嬬恋村の三原にいるが
車が原因不明の故障で動かない︑

キしていたら電話があった︒自分

貰二十才以よの日本国民はすべ

院に入院中である者などである︒

臼根山をぬけ︑夕がた伊香保の宿

九時をすきる︑先に夕食をすませ

伊香保の女中さん

て選挙権をもっているが︑選挙人

したがって不在者投票のできる期

で落ち合うことになっていた︒懇

︑川西町の区域外に旅行または滞

名簿に登録されていなけれはなら

間は︑選挙の告示の日︵十月十三

町長選挙と違って︑川西町から

ない︒

てくれ︑ということであった︒

月四臼︶までである︒

二時間

二時間
二時間
二時間

川西中蕊D

中三B

内山

恵子

敏子

丸山ツタ子

ひとりで悩むな家族に話せ

橘

佐藤

ひとりで悩むな家族に話せ

仙田中一B

高橋リエ子

若山

源治

譲介

仙田中二A

橘

中二

押木

星名

樋口

隆夫

小林百合子

秀子

益夫

戸田久美子

親と子の愛のきずなが非行を防ぐ

◎秀作

川西中一

わが子にくはれ目と心

川西中二A

わが子にくばれ目と心

仙田中三B

わが子にくぱれ目と心・

仙田中二A

金子

カ

親と子の愛のきずなが非行を防ぐ

仙田中二B 高擬 芳夫

一人で悩むな家族に話せ

◎特選作品として︑赤岩小学校六

年生登坂正美さんの標語﹁わが子

厚生

やる前に良いか悪いかもう﹃度
橘 中︸
相久井孝子

ひなで表現した川西中学校︸年生

たづけは私ですからねえ︑と︑そ

たかしれませんが︑給仕やあとか

る彼女︑旅館も悪評をかっていつ

気になったかもしれぬ︒そうした
幸運の可能性をみずから捨ててい

りポスターとして印刷する︒

にくばれ目と心﹂を主題に親鳥と

親と子の愛のきずなが非行を防ぐ

桑原

れはすごいケン︐マクであった︒

伊香保はいま深劾な女中不足で

やっとのことで来てくれる女︑少

すと主人は語る︒ムリして見つけ

にあきれてものがいえなくなった

ぐ逃げられてしまうそうだ︒それ

しでもしつけ的なことをいうとす
日を楽しみにしてい

立腹した女の顔ほど見にくいもの

し︑夜もすがら飲み︑知らない宿

を恐れてついあまやかす結果にな

たことを思うとバラ

竪の今にも泣きそうな

にまどろむスケジュールだった︒

バラに食事する気に

ささいな一例だろうか︑今後の

も従業員の強くなる時代がくるこ

ではない︑働いてやっているんだ

というような︒労働者の天下にな

とは必至である︒使ってもらうの

るのはうれしいことだけれど︒

もし︑彼富︑か文句をいわずに接

めて︑だれかの嫁さんに世話する

ずむつもりだった︒その人間を認

待してくれれば相応のナップをは

事も彼女のケナでむなしかった︒

分なマスクだった︒けっきょく︑

り︑お客さんにめいわくをかけて

旅するときのダイゴ味は︑まず

なれなかρた︒帳場

後続部隊の到着が九時をすぎ︑夕

しぱらくすると︑受け持ちの若

フクレつらも︑発言

宿に着いたときの︑女中さんの三

にしたいと話したら︑ええ︑よう

に電話し︑しかじかで夕食を十時

い女中が顔ふくらませてやってき

の憲欲を失うのに十

つ指つかえたイラッシヤイマセに

まことに板についており︑しつけ

も︑フロントや女中さんの応待は

しまいますと恐縮していた嶋
はじまる︒夕がた︑六時半すき︑つ

いつき︑より以上に︑雇い主より

の良さが一流の旅館を思わせた︒

ひとフロあぴて夕食の予定にな
っていたが︑いくら待っても後車

ちの自由時間︑それを夕食だなん

た︒お客さんたち︑いったい正気
なのですか︑夜十時すきれぱ私た

かれた足でたどり着いたその宿で

社会にこうしたアンバランスがあ

「

ございますわ︑と快く承知した︒

︑ この女中
はない︾カ

として相い手の顔を見ているうち

こっちはお客だぞ︑そういおう

しか客足がとだえるであろうに︒

て非常識です︒帳場はハイといっ

親と子の愛のきずなが非行を防ぐ

川西中一

星名益夫君の作品が選ぱれ︑色刷

太田

、嘱

優子

川西中二

美しい強い心で元気な子

美しい強い心で元気な子
惰 中三
佐藤

川西中三C 田辺．恭子

悪の芽をつんで良い芽を育てよう

川西中二

悪の芽をつんで良い芽を育てよう

川西中二

家庭の日みんなで話そう楽しもう

〆

食は十時になり︑楽しいはずの食

そういわれても︑みんながこの

意な旅館もあったのだが︑何かと

他の市町村に転出した人︑または

・無効投 票をなくしょ う

ら

午後
カでら
1四時ま

繰上げした

せっかく投票しても無効票にな

他の市町村から川西町に転入した

人であっても︑いったん名簿に登

参議院地方選出議員補欠選挙

か

時ま

カ、

午後
時ま
前四時
かで

午後四七

午z四ま

投票の時間

投票時間繰げお知ら

脇

投票区名
第 十三投票区
第十．四投票区

高倉
倉

第十五投票区

内
名及

大

臼臼 落

第＋六投票区

でら
ら

部区
」、
ノ」・・

便利な農協観光のテケットを利用

日︶から選挙の期日の前日︵十︸

・ 投 票 のできる人

に職務または業務に従事中の者
②やむを得ない罵務や事故のため

が︑その理由は①川西町の区域外

川西町長選挙並ぴに参麟院議員

申しよげます︒

ともに賞品は近く学校長あて送付

㌧璽

権者として政治に参加する大切な
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一︐

ク
コ

秋の全国交通安
全運動
の

1月2日〜
リ

ー月3日

ことになりました︒

り大会﹂が開かれる︒

蓼あ饗饗議碧逡茎母馨対薯す至撃体力づく
．歩薯の正しい横断の励行およこれは︑体力ぞ晶蓬動の
ぴ横断歩道における保護の徹底呼ぴかけに川欝が湊れξの

とりいれも終わり

？寒さが身に

しみるころになると︑カゼをひい
たという人が多くなってきます︒

わたしたちは︑寒さに出あうと

してください︒

もしカゼをひかせたら︑それは
だれかが外からカゼのビールスを

寒さにあってカゼをひくのでな

わけです︒

け︑十分に眠り︑栄養をとη︑過
労をさけるようにしましょう・

窃健康メモ

重い病気や手術のあとにシヤツ

○シャックリの止め方

クリが出てなかなか止まらないの

は赤僑嬉︑で医者はひどく気にしま

す︒しかし︑ふつうのシャックリ

いして気にすることもありません
できるだけ長く息をつめるのも

は単なる横隔膜のケイレンで︑た

︹翻樹．

りや赤ち巾んのいる家庭では注慧

って感染するもので︑とくに年寄

うではなくビールスという菌によ

．通学通園警醇る安全の確保で︑へき地響象らは善のバ カゼをひくと信じがちですが︑そ

．土砂等運饗書蜜の安蓬スで輿貧讐フンドに参讐

くりをすすめようというものです

新潟県︑川西町

く︑からだから熱を失い︑鼻カタ

ひとつの方法です︒冷水をすする

舌を﹃︑こ分引っぱって﹄崇︑首

ルやノドのカタルをおこしている

だけなのです︒赤ちゃんは体温の
秋の狂犬病予防注射の日程が次 調節力が弱く︑寒さにあうとすぐ

のアナに紙よりを入れてクシヤミ

をするなどが効果的︒いきなり﹁

ワッ﹂とぴっくりさせるのはキケ

︒ンですからやめてくだざい︒

乗ったらすぐ進行方向にそって

○乗りものに酔わないコツ

席にゆったりともたれ︑目をとじ

るか︑同乗者と気らくにおしゃべ

りをするのが良く︑窓外の風景を

おったり︑動くものを見るのがい

ちばんいけません︒車中の謎書も

空腹︑満腹いずれも不可︑いつ

酔いのもとになります．︑

げて乗車するのが安全で︑脛﹄眠不

もの半分くらいの食事量で切りあ

足もっともいけません︒乗車三＋

分前ころヌルマ湯で酔い止め薬を

今月の相談日

飲むのがいちぱんよいわけです︒

江ロ凡石

川

子

稔

越人

菜を間引く母の腰やや曲りたる

発電所通り．小

稲こきの終わりし虫の声多し

山門と庫裡の間の大稲架

寺尾白井トヨ

農道を︸直線に鬼やんま

朝顔の小さくなりて秋の行く
発電所通り 平 野

大﹃︑並子洋石

客塒弊︶入る＼間もなし稲の山

大倉中︑条鉄女

ほうせん花散り敷く土の秋深し

長雨に色襯せし稲架並ぴをり

仁田■丁

愚い出の数々残り菊枯る︑

−町長さんの別れを惜しみてー

小臼倉

︷聯︸働一獅軸h⁝⁝⁝⁝馳⁝⁝⁝⁝⁝韓⁝⁝⁝⁝輌⁝⁝⁝⁝⁝胸⁝噸諜⁝計︹軸葺諭一騨⁝⁝

いる︑目を指で強く奥へ押す︑鼻

のうしろを水で冷や愛・︑㍉ぞおち

に枕を強くあてて腹ぱいになって

注射を受けさせてください︒今回

のとおり決まりました︒生後九＋ からだが冷えてしまいます︒外か
一臼以よ経っている犬は必ずこの ら帰ったらウガイをする習慣をつ

■注射日程

狂犬病予防

主催

ところ 刀西町鷺因公民館グラ おみやげに持って帰ってうつした
ンド

とき＋旱看午前蒔より

ぴ自蓬の安藝の確保ンを楽しみ︑明るく攣体聖

一人︸人が交通規則をよく

十月十五臼︵日曜臼︶に町内六

大会

親子体力づくり

しましょう︒

守って事故のない明るい町にいた

以よ︑

動の積極化

︒交通事故被害者に対する輻談活

．道路交通環境の整備改善

．車両の完全整備の励行

全運蕃理の確保

︒自動車の適正な運行管理及ぴ安

・蟻露機墓及莚郵鰍攣襯︑藩

﹃

ことしの全国の交通事故者は十
一万三千九百四人という史

月四日午後十時五分︑ 一万二人と

なり︑

よ最高の死者を記録しました︒昨

年は九月二十五臼に心万人を超え

ており ま す が ︑ こ と し は昨年に 次
ぐ史上二番目の早いぺースとなり
また負傷者は九月末で昨年同期よ

り︑二 ︸ ・ 一 パ ー セ ン ト も激増し
四十五万七千五百三人となってい
ます︒

自動車が激増しているとはいう
ものの︑まだまだ私たちの注意に

より交通事故は少なくできるもの
と馨b． ︑︑︑︑ ・幽︒． ︑国・県 ・町・そ の．

くずれやすい秋空⁝遜し

は時間︑会場数とも切りつめて実 犬はほかに三百円必要です︒
施しますのでご注意ねがいます︒

4748

つの保育︑所及ぴ幼稚園の全園児と

一

墨蘭中︑次の重点項

木落

幸雄三男

田口

寺ケ崎

田・町長職務代薯︑幕霧趣

雄︑内山常治郎両氏の立会人及ぴ

月三十且付川酋町監査委員蔵品茂

代理者となり︑事務引き継きは九

き副収入役増田享氏が収入役職務

よつプ︑地方自治法の規定に基づ

て退職が承認された︒

身よの都合により九月こ十臼付に

川西町収入役根津正三氏は︑

根津収入役退職

しょう︒

一〇月一九目前九時〜一〇時
い秋購れの日がつづくかと懇うと
東山公民館前
急にくずれるのが秋空︒行楽には
前十時半〜十一時半 天気予報によく注意してでかけま

川西町役場前

後一時半〜二時半
よ野連絡所前

後三時〜四時

橘出張所前
︸○月二〇臼前九時半〜十時

室島公民館前

前十一時〜十一時半
仙薦出張所前
後︸時半〜二時
赤岩小学校前

後三時〜三時半
臼禽小学校前

﹃

（第マ期末9月50日現在）
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口

新軟．；交

相代儒長女

五十嵐裕子

柳

学校町

＋日町から・

沖立

たかさご喜ご円満に
︵ 霧郎

◎新婦

ぬ

塩辛 一
石川県袈

た︒

最寄りの会場へおいでください 長等参席の上︑引譲霧完了し︷
注射手数料は二百汰十円︒未登録
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