、

雌灘墨麗舗（毎月10日発行）
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ありました。
おくり主は、国際村の村松英子さん（作詞）
とご主人の南日恒夫さん（作曲）のお二人。
去る3日には、声たからかに発表会を行いま
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こあほど盲倉小学校に校歌のプレゼントが
が

．

む

つ

，
一

した。

11月の休日救急医
14日（日）庭野医院2−2711
21日（日）中条病院7−3018

23日㈱大島医院2−2957

28日（日）至誠堂医院2−3276
◎㊥◎④㊥＠⑨一1旧17日・24日12月1日・8日，

来 月五 日 は
です

有権者がこうした寄付を求めるこ

その意味では︑国政に参加する
ている行為を規制したものはない

この改正ほど︑日常よく行われ

とも禁止しています︒

唯一の機会がこの選挙であり︑一

選挙の実現には︑思いきった規制

ともいわれていますが︑きれいな
と︑例外を許さぬきぴしさが必要

正しい選挙知識のもとに︑立派
な政治家を国会におくって︑政治

〜2

拘束されない自由な投票をいたし

投票してください︒

行われます︒まちがいのないよう

のご協力をお願いします︒

正しい選挙と︑棄権防止に特段

ださい︒

今後の選挙公報などにご注意く

補欠選挙も行われる予定です︒

日には︑参議院新潟県選出議員の

なお︑五日に引き続いて︑十二

ましよう︒

一週おいて
参院補選も予定
衆議院議員の総選挙では︑最高
裁判所裁判官の国民審査が同時に

﹃＝一＝＝＝＝＝＝＝＝噛＝一＝＝＝＝＝＝剛＝＝＝隔＝＝＝﹄＝隔＝＝＝＝＝＝＝＝一＝＝＝＝＝＝哺＝＝一＝哺＝＝

戸籍謄本の請求は

﹁使用目的﹂を明らかに

れに応じられないことになり︑ま

目的によるものであるときは︑こ
付請求のしかたが改正されます︒

なお︑郵便で請求する場合の手

十二月一日から︑戸籍謄本の交
改正の理由は︑戸籍を不当に利

数料は︑必ず現金書留か︑郵便局

たまたま今回は︑その切り替え

用して︑住民のプライバシーを侵

とされたからにほかなりません︒

どきでもありますので︑多少の戸

害することのないようにすること

金のかからない選挙をねらって
改正された公職選挙法は︑昨年の

い風習を一掃し︑義理人情に惑わ

惑いもありましようが︑従来の悪

にあります︒

の定額小為替で納めてください︒

本人といつわったり︑うその事

受けたときは︑過料に処せられる

由を示して︑戸籍の謄本の交付を

を請求するときは︑﹁請求の理由﹂

つまり︑何の目的に使用するかを

ことがあります︒

具体的に示していただくことにな
ります︒もし︑その請求が不当な

交通事故でも保険は使えます

保険︶が︑一時立替払いをして︑

こんなときには︑町︵国民健康

もあります︒

でも必ず届出をしてください
国民健康保険の保険証で︑病院に

交通事故でけがをしたときでも
人ひとりの﹁自覚と協

交通事故の責任は︑あくまでも

かかることができます︒

にかわって加害者に請求すること

り︑加害者がすぐ支払えないこと

うことになると︑多額の費用とな

﹁第三者行為による被

害届﹂を提出してください︒

に届けて︑

を受けるときは︑必ず役場保険課

ですから︑保険証を使って治療

になります︒

その治療費は︑あとで町が被害者

す︒

も当然加害者が負担すべきもので

加害者にあるのですから︑治療費

力﹂がなければ達成し
得ないことを︑もう一
度お考えください︒

今回の選挙ほど汚職
摘発の世論の中で行わ

自分の持つ一票の重

しかし︑治療費を自費でまかな
みを自覚し︑だれにも

れる選挙もありません︒

※ご注意ください※

されない一票を投じてほしいもの

を実現するためには︑

法を改正しただけで達
成できるものではあり

今後︑他人の戸籍や除籍の謄本

挙法によって行われる最初のもの

協力﹂ が大切

覚と

です︒

この改正内容は︑すでにお知ら
せ済みですが︑選挙をきれいにす

で︑とかく︑政治家や候補者など

げ

「自

ません︒広く有権者一

国保

ることに重点が置かれているもの

結嬉めお緩い金やお祝い品

いうまでもなく︑きれいな選挙

食事やおみやげ

が︑選挙区内の人へ金品を贈るこ

〆ー〜蓑

愈 鱒

繊
慰

ロ
ラ
︸

とを禁止したものです︒もちろん

瓢＿．．＿ノ

有権者の

となります︒

た︑戸籍の閲覧もできません︒

のたぴの総選挙は︑この新しい選

十月から実施されていますが︑こ

不審の源を根絶いたしましよう︒

票の行使は貴重なものとなります︒

離して考えることはできません︒

私たちの生活は︑政治とは切り

惑わされない投票を！

蟻一

国権の最高機関ともいわれる衆議院議員の選挙
が、来月五日に行われることになりました。
今のところ、投票場所や時間、その他具体的な
選挙日程は決っていませんので、これからは確定
次第チラシなどで周知されることになります。
寒い時期ですが、当日は棄権されることのない
よう、また、明るく正しい選挙に向けて、皆さん
のご理解をお願いします。

禁止されています
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こんなことが

浸年だふ
丘金れ

重倉至し

よでに●
・いもく
益ま来．

最近は︑生活環境の改善や

年金でいまから備えを〃

だれにも来る﹁老い﹂

●

﹁老

老後への備えを固めましよう

いよう︑国民年金でいまから

そのときになってあわてな

い﹂は確実にやって来ます︒

いま若いあなたにも︑

ありませんか：・：・︒

また︑保険料の樹け忘れは

入していますか：・：・︒

はなりませんが︑あなたは加

での人は︑必ず加入しなけれ

金は︑二十歳から五十九歳ま

ところで︑これらの公的年

年金制度なのです︒

帯して行うというのが︑この

いた親孝行を．社会全体が連

いままで︑個々に行われて

対策の主柱となるものです︒

など八つの公的年金は︑この

国民年金をはじめ厚生年金

要があります︒

しても社会全体で解決する必

では︑老人の生活問題はどう

ことです︒したがって︑今日

活することは大変むずかしい

も少なく︑現金収入を得て自

理はききませんし︑働く職場

高齢になれば︑からだの無

意味がありません︒

なければ︑せっかくの長寿も

老人の幸福は︑生活保障が

増えているということです︒

とですが︑このことは老人が

寿命がのぴることはいいこ

命が大変のぴています︒

ね医療技術の進歩もあって︑寿

・ん・き・ん

コ
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十月十日・ときどき雨⁝⁝⁝
でも︑町民体育祭の歓声は︑川西中グラウンドいっぱいに響

撒瓢＝縣

すべって︑ころんくドロンコになっ脚誕．．︑．．．．濫醸購辮覇

猟

・きわたりました︒

磐
が

楽しかった

箆霧邑
島▼

地区対抗

総合得点
1位・上野……………360点
2位・仙田・…・…・……240点

3位・千手……………230点

4位・橘……………170点

激灘

嚢麟鑛

今・回蕎韮野堆区が優勝

予想を越える深刻な被害
初まさりなどは半作以下に
被害の実態は共済の損害評価野

を超えると推定されています︒

来ともいわれたことしの大凶作︒

帳の申告状況でほぼつかめます︒

昭和九年以来とも︑大正三年以
多くの農家に苦い経験と︑物心
両面にわたる大きな被害を残しま

ほ場整備が進み︑生産組織も軌

した︒

道にのって︑いよいよ生産基盤が
定着しようとしていたときだけに

薬や化学肥料も︑自然の前には無

⁝・： ⁝大型 機械も ︑すぐ れた農

1Q25現在
51．

力だったのでしようか︒

農薬や化学肥料に頼りきった稲
作体系への警鐘かも知れません︒

被 災され た皆さ んに心 からお 見

舞を申しあげるとともに︑共済金
の支払いは︑例年どおり十二月な
かばの予定であることをお伝えい

また︑先に設置された冷害対策

ことしの共済引受面積などに対
影響を受ける結果となったのです︒

降り止まず︑全品種にわたって悪

それらの例をまじえ︑全体的な

◎地力がいかに大切であるか

とばかりですが︑

反省をしてみますと︑基本的なこ

にもそっくりあてはまり︑作付面

このことは︑当町の部落や農家

な例もあります︒

積の全部が北陸九十五号だったり

◎無理な施肥がいかに災いしたか

ゼ◎品種の特性が十分は握されてい

◎防除が適期に実施できたか

このように︑全般的な減収のほ

農薬や︑化学肥料万能の稲作が

たか︑等の事項が考えられます︒

初まさりだった農家にとっては︑

かに︑品種による被害と︑作付け

致命的な痛手となりました︒

大被害発生の原因は︑前述で明

大きく明暗を分けています︒

の時期及ぴ出穂の時期による差が

の降雨や低温によって︑授精がで

受けやすい穂はらみ期及ぴ開花期

確保が第一

に受ける農業だけに︑備えの大切

ようですが︑自然の影響をまとも

災害の恐ろしさを忘れかけていた

ここしばらく順調な作柄が続き

反省する必要があるようです︒

所せんは砂上の楼閣であることを

らかなように︑①冷害的な気象条
し︑いもち病の大発生となったも

ことしの水稲は︑田

きなかったこと︑また︑不稔粒の

の︑②稲の一生でもっとも影響を
植期が低温だったため

が︑これを二割に引きあげる方法

超えた部分の補償となっています

また︑現在の共済では︑三割を

さを教えられました︒

な方もあります︒また︑大規模の

著しく活着と初期生成

農家にとっては︑予約米の完納

農家では︑減収量が百万円を超え

はおろか︑飯米の確保すら不可能

①については︑全域に大発生し

発生となったもの︑の二つのタイ

たいもち病︑②は︑早生種を中心

るという人もあり︑家計への圧迫

プに大別されるようです︒

いもち病が大発生︑そ

る軟弱な稲体となって

とした北陸九十五号︑五百万石︑

はまぬがれません︒

梅雨が長ぴき︑いわゆ

れでも︑七月下旬の梅

初まさりなど︑品種による極端な

被害がはっきり
冷害の実状は︑近隣町村の作柄

関係経費の支払いもできない状態

ほ場整備や二次構などの︑生産

ものですので︑技術対策とともに

の皆さんの認識によって対応する

＋日町税務署

いに利用してください︒

これを機会に︑税務署を大

が目的です︒

さんに十分知つていただくの

はどういうものか︑国民の皆

ます︒この週間は︑〃税〃と

﹁税を知る週間﹂が実施され

での一週間︑全国いっせいに

今月十一日から︑十七日ま

11日〜17日まで

税を知る週間

ろうかと思います︒

車の両輪として︑検討の必要があ

対応できる農業を

・異常気象に

ます︒

るよう︑関係方面に働きかけてい

め︑一日も早く具体策が講じられ

農家の生産意欲の減退を防ぐた

りません︒

ための施策を最優先しなければな

は︑何といっても︑再生産確保の

これらの農家の救済措置として

となれば︑事態は一層深刻です︒

共済制度は︑これを受ける農家

もあります︒

雨明けとともに︑草た

減収がそれといえるでしよう︒

れをとりもどし︑防除
の徹底もあって相当回

す︒

復したかに見えたので

遅れは完全にとりもど

高冷地の多い津南町︑中里村︑

の傾向がはっきり表われます︒
八月の長雨に遭遇し︑

湯沢町などがもっとも高被害を受

を例にとってみると︑原因別にそ

開花期の稲に致命傷を

け︑次に早生種の作付けが多かっ

せず︑各品種とも出穂

与えてしまったのです︒

た小出町・湯之谷村などがその例

当町も︑後者の方に属し︑魚沼

です︒

このような大被害の反面︑異常

気象下でも被害を最少限にくいと

管内でも比較的被害の多い部類に

とくに︑川口町・堀之内町のよ

げた人たちもあります︒

めた農家や︑前年以上の収量をあ

増しに被害が広がりま

お盆過ぎに中・晩生

たため︑被害程度の低かった幸運

うに︑早生種の作付けが少なかっ

入っています︒

たが︑依然として雨は

種が出穂期を迎えまし

した︒

穂が目だちはじめ︑日

日ころからいわゆる白

早生種は︑出穂後十

期が大幅に遅れたまま

しかし︑初期成育の

品種により

け︑董数ともかなり遅

が遅れました︒加えて

再生産の

件によって︑稲の生理機能が低下

襲った冷雨

開花期を

する農家の被害申告状況は︑別表
この数字から予想しますと︑三

のとおりです︒

割以上の被害面積は三百ヘクター
ル︑支払われる共済金はおよそ六
千万円くらいとみられています︒

生育期間

雨にたたられた

16686

たします︒

9917

1，046．3

ながら︑次年度以向の再生産に向

2079
2628
2176

本部では︑被害の実態は握を進め

野

けての融資制度や︑生産資材の確

2541
上

￠

保などに万全を期しております︒

被害金額は

工721
358．0

田

三億円以上に

被害状況は、町の損害評価と県の修正によって変更することがありますo
注

トソ

手

計

冷害による被害の実態は︑対策

地区別

2507
千

橘

筆数
面積

況（3割超過分）
状
害
被
況
状
受
引

収量 面積 比率 筆数 比率 減収量 比率
トソ
￠
469 187
667 5
L2080
839 2a4
69L7
298 43
472 22．7 322 187
781
3Q7
8658 10Q7 383
956 1LO
22．4
L651
166
70QO
488
5L5 73
3465．5
2806 268 3，223 19．3 2436 ヱ0
仙

本部により調査が進められていま
すが︑被害減収量は︑平年に比べ
・およそ千百トン︑金額では三億円

損害評価による被害状況

（4）
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A、また、幼稚園母の会の協力もあって、入場者は
T
手小P

赤い羽根
ありがと・り

ございました
十月一日からの赤い羽根共同募
金には︑たくさんのご協力をいた
だきありがとうございました︒

募金結果は︑次のように目標を

その他

四︑五五九円

皆さんのご協力に︑心から感謝

Gl

l

l

1

1

嬉

■

ー

一

−

嘲4

なお︑来月一日からは︑例年の

申しあげます︒

■

1

︷

まります︒

＊一般電話より︑相手の声を約三

ぴ出せます︒

−

一

■

l

q

q曜

6

哩

遠い人に便利です︒

倍まで大きくできますので︑耳の

相手の声が普通のものより十八

階シルバーホーンめいりよう囹

倍まで大きくできます︒

ように歳末たすけあい募金がはじ

⊂

6

再度︑皆様方のあたたかいご理

唱

解をお願いします︒
6

耳の遠い人︑一人暮しの方

音がセットできます︒

普通電話のベルより︑低いベル

■シルバーベル囹︑

まれた電話機です︒

電話のベルと同様に︑ランプが

して過ごしていただくためにと生

福祉電話が登場しました
一人暮しのお年寄りや︑耳の遠

＊急病︑緊急のときは︑ボタンひ

い方のために︑福祉電話ができま

した︒その種類や機能は次のよう

大きく上わまわりました︒

四六五︑五〇〇円

■フラッシュベル囹

☆目標額

なもの︑十日町電報電話局の窓口

三秒ごとにフラッシュしますので

四九一︑四三ハ円

騒音の激しい所に便利です︒

☆実績額

絡できます︒

とつで自動的に︑身内や病院へ連

局へどうぞ︒

︵二ー二六〇〇︶

お問い合せは︑十日町電報電話

に展示してありますのでどうぞ︒

戸別募金四四六︑二六六円

内訳

＊よくかける相手二か所までがセ

この周辺は南朝側新田氏の根拠

ットでき︑押ボタンで自動的に呼

︵せきせきとうば︶とも呼ばれ

一人暮しの方から︑毎日を安心

ています︒ ︵板碑は︑岩石を板

のために戦死した新田氏一族の

知られざる歴史のナゾを解く

ています︒

されたものではないかといわれ

勇者の霊を供養するため︑造立

地となっていたことから︑南朝

︻︼シルバーホーンあんしん圏一

あなたの周辺にも

梵字石︑板碑とも︑碑面には

る︒︶

この周辺の歴史の深さを立証

えるほどになりました︒

状に整形した塔婆といわれてい

学校募金 四〇︑六〇一円

梵字碑ヤ
ひょっとすると︑

皆さんは〃梵字碑〃をご覧に

尊像を表わす梵字をきざみ︑そ

カギ︑梵字碑があなたのまわり

の下に供養文︑造立年月日︑願

連絡は総合センターまで︒

にもあるのかも知れません︒

主名などをほったものがほとん

ど︑造立の目的は︑死者の供養

目を集めているところです︒

そこで︑町ではさらに梵字碑

塔とされたものが主だそうです︒

するものとして︑内外からも注

や略号がきざまれている︒どう

の発見や︑保護にのり出すこと

もしかすると︑それは昔の人

も置きざりにされているのでは

るいは︑皆さんの家庭の周辺に

ま利用しての碑が多いため︑あ

前段のごとく︑原石をそのま

も前︑千三

六百年以上

ほとんどが

れたものの

内で発見さ

また︑町

せ︑たいしたものじゃないだろ

にしました︒

たちの生活をしのぶ基調な資料

ないか︑と心配しています︒

ッ︑と思われるものがありまし

内を調査いたしますので︑オヤ

イ︑と近いうち町

いわれてい

後のものと

百五＋年前

たら︑ご連絡をお願いします︒

しましたが︑この町は︑他に類
されています︒

南北朝時代

当時は︑

たぴ︶の一種で︑自然石をその

いうのは︑板碑︵い

が見つかり︑今︑町文化財に指

ともいわれ

町内さイぽ

まま使っているので︑磧石塔婆

その後の調査で︑さらに二基

ます︒

を見ないほど林凡字碑が多く発見

八月号でもちょっとお知らせ

な覚えはありませんか︒

〃梵字碑〃かも知れません︒

み石に利用したり・：⁝・：そん

うと︑池の周囲に置いたり︑積

石に︑判読しかねるような文字

なんの変哲もないこけむした

なったことがありますか︒

イ
定した林灼字碑は︑二十二基を数

梵字碑と
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10月17日、川西中体育館ではお年寄りたちの演芸大会が開
かれた。

場は爆笑のうず、楽しい1日を過ごしていた。▼

うた、おどり、漫才、寸劇、はては手品までとび出し、会

▲10月24日、総合セソターで交通安全チャリティショウが行
われた。主催は安協千手支部・千手地区交通安全母の会・千

約350人、のど自慢、ナツメロ、民踊などで大にぎわい、純
益は安全指導の設備、備品にあてることにしている。

町内のあちこちをかけまわっ

たことが︑楽しい思い出として

心身障害者

したが︑あのころ使われていた

鶴吉部落へ行ったことがありま

そんなころ︑養蚕で知られる

ました︒

相談デー﹂を開設することになり

次により﹁心身障害者ファミリー

身障害者の雇用対策を進めるため

十日町公共職業安定所では︑心

＊

電話による相談も行います︒

安定所
から

寄付いただきました︒

民俗資料

︻十月分︼

かわ琶

擁壇

太田白南風選

三領たかし

干大根軒に吊してしぐれをり

香典返し二件

み︑せんべい焼き︑すぎの皮むき

う︑木羽槌︵こはつち︶︑火ばさ

わ︑つるはし︑そば切りほうちょ

枯尾花どこまで続く古戦場

秋雨に打たれし菊の伏し咲きぬ

秋風に吹かれて軒の吊し柿

前ぴきのこ大・小︑馬

◎入手品

連山に雪頂きて里せまし

伊友の高橋政一さんから︑母カ

家ばさみ︑手かき︑丸尻せなこう

赤谷登坂酔月

耕くら︑茶がま︑キセル︑開墾ぐ

クさんの死亡による香典返しとし

じ︑桑切りがま︑さいづち︑むし
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三女木落
長男栄町

餌

戸︶︑小林竹治︵中仙田︶︒．

茂野安之重

高橋カク

小川寅松

滋野タイ

たかさごーご円満に

子

田中町

られます︒切字とは文がそこで切

又感動を表わすことばとして用い

や︑かな︑等は俳句の切字として

・﹁や﹂﹁かな﹂の使い方

﹃俳句一口講座﹄㈲

物置けばそこに生れて秋の蔭

松風園南雲文峯

初霜に忙しき母の冬支度

大倉金子洋石

落葉降るかすかな音や秋の暮

新町敏

小白倉片桐玉章

て二万円︒

猫の乗るくせのつきたる置こたつ

善意をありがとう

っきりとお願いします︒

ファミリー相談デーの開設

鉄骨材など︑今ではタバコにバ

残っています地

トンタッチしていると聞きます︒

町の姿に大き
な変化 が

記念すべき二十年︑

元町金子鉄平

お め で と う ございます ︒

養蚕をやめた家では︑畑に桐
＊

第一です︒健康で︑楽しい生活

いつでも取り扱いしています︒

また︑求職相談は今までどおり

◎寄贈者︵敬称略︶︑斉木喜八︵田

焼器︑くそうずがめ︒

イさんの死亡による香典返しとし

野口の滋野薫良さんから︑母タ

・定例相談日・毎月第三月曜日

L相談日・場所

＊

軽にご相談ください︒

就職︑就業問題について︑お気

あんなこと︑こんな

を植えたところもあるとか︑ひ

うそのような話ですねエ︒

いこを飼っていたのに︑今では

ところは︑ほとんどの農家がか

こと︑思い出すと懐し
いことだらけです︒

ちょっと見わたしただけでも
大きく変わった町の姿が見られ

て三万円︑それぞれ社会福祉にご

心身障害者︵児︶の就職・就

の中から︑時代の流れを一つ一

＝一二一二一＝二一＝二＝＝一二＝一＝＝＝＝＝＝＝＝＝一＝一＝＝＝＝＝一＝藺＝一＝＝＝＝一＝＝＝楠＝＝一＝口＝二

●十日町公共職業安定所で

はどうにも生活ができない︑と

業問題について︑障害者本人は

2相談対象

たとえば︑田の形︑畑︑野山
したが︑時代の流れとは︑全く

こぼしていたおじいさんもいま

金のいる時代で︑百姓だけで

わたしも︑いつかはこうした

んからの相談に応じます︒

もとより︑家族︑関係者の皆さ

いつ︑なにごとがおこるか︑

わからないものです︒

河川の流れ︑学校のプール等々

世の中になると思っていました
が︑こう早く町が変わるとは︑

3その他

懐しい思い出話といえば︑以
つ見つめてゆくことが大切だと

た表現を調えることです︒又︑け

れる働きをするもの︑句が独立し

本から

木から

大白倉

群馬から

上野

中仙田

＋日町から

室島から

小白倉

二つ使うことは句がそれぞれ独立

ます︒一句の中にこうした切字を

してしまうから避けることが必要

の使い方はしない訳です︒

です︒即ちやーかな︑やーけり等

赤谷登坂翠月

ふきのとう会員作品

千手丸山与喜

桐の葉の露をふくみて窓に落つ

大倉金子洋石

そちこちに煙り静かに落葉焚く

室島

七時より赤谷克雪センターにて︒

◎ふきのとう例会︑十一月二十日

落葉して明るき峰の木立かな

柏崎から

長岡から

り︑等も切字として感動を現わし

津南から

山から

発電所通

静幸純佐洋丈由徹公武紀茂貞光美齊繁正
子雄子一子夫枝 子良子美子夫代 子一
柏室長小室中十上群大栃原熊野坪発津田

それにしても︑健康なからだが

前にわたしは︑広報かわにしの

長女発電所通
長女発電所通

長男新町新田
中島町

神社町

鶴吉
岩瀬
木落
沖立

野赤藤伊
口谷沢友

礁岩縞齢柳酵舷礁暴麟鍵
万

思いもしませんでした︒

取材をやらせていただいたこと

小包は早めに
包装も完全に
小包郵便物を年末おしせまって

下平新田

元町

山野田

塩辛

中屋敷

昇天ーごめい福を祈る
南雲嘉男
藤巻重正
平野三代吉

小林寅治
西山チセ

総器器器鍮器器総翻

ます︒

㎜

⁝⁝≡

痛感しています︒

とじて保存している

㎜

㎜

長二二二三二
女女男男男男

がありました︒

中断しましたが︑

スペースを見ながら

高倉斉木イツさん圃

㎜から差し出されますと︑年賀状の

㎜処理とも重なり︑年内の配達が困
・政治 ㎜難になることがあります︒

●よく見ている︒とじて保存し︑
読み返えすことも・：：・

㎜にお出しください︒

できるだけ︑十二月十五日まで
とはに

的なこ

また︑包装の不完全な小包もか
㎜なりありますので︑包装はしっか

がてな ㎜
ので︑

⁝⁝≡⁝⁝⁝需⁝⁝⁝⁝⁝一︸≡⁝⁝⁝⁝一噛⁝

わかりやすい︒

写真を多くのせてもらった方が︑

●今のままでよいが︑できるだけ

ヨ⁝⁝⁝置≡⁝

どうし ㎜りと︑住所︑郵便番号も正しくは
ても町

内のできごとといったものが中心
でるの で楽しみだ︒

になる︒ときどき国際村のことも

肇清整再縫駅難患更

八八八七
四一一九

口

田

読者に聞くを続けま
す︒

質問内容
一︑広報かわにしをよく

読みますか︒
二︑とくによく読むもの

は？
三︑紙面づくりをどう感

じますか︒
四︑どんな内容を望みま
すか︒

となど︒

孟︑その他広報に望むこ

六六六六四
九七四二六

び

磯綴撰惑
∞

相関春小田清中田高大田
崎口日川村水條中橋久口
保
亜
亜
友希敏恒恵孝克希和恵雅
香子明範輔 敏子美輔子

年の回 想
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