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ル・トムの

蚕アンク 小説
富 永 ひ

﹁一ρρ小設が導火線に なさんのうちの多くは︑多
なつて︑大きな職孚が起つ 分その小読を譲んでいると
た．そういつても︑小読な 一思います︒
ぞというもの怯ひまな人が 山本有三氏はその著﹁戦
書くもので︑ひまな人の讃 孚と二人の婦人﹂という本
むものだといつている人々
一の﹁ストウ婦人﹂の項錘
には︑とても本当のことと べている．ストウ婦人とぱ
信じられないでしよう︒ま ﹁アンクル・トムの小屋﹂の
してその小設は六人も子供 作者であります︒
史家の詮を借りるならば
のある奥芒んが︑家政のあ
いまに書いたものだといつ この小詮は︑二百万人の民
たら︑ 一暦不審に思われる 衆を奴隷反封論者に導き入
かも知れない．けれどもみ れたという話だ︒ ﹁アンク

一
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口を築くため

ル●トムの小屋﹂が獲表さ． メリカの歴史が示す如くは
れてから十年目に︑アメリ 簡輩に成就しなかつたかも
カ合衆国の歴史を大きく左 知れない︒
南北戦璽中︑ストウ婦人
右した南北戦争が起つた︒
御承知の如く︑南北戦孚は はワシントンに幽た節︑時
奴隷間題を中心として五年 の大統領リンカーンを訪ね
の歳月を戦乱の彼方に忘却 た︒ソンカーンは︑彼女に
させた︒この戦争の起る迄 椅子をすすめ︑ ﹁お﹄スト
の十年間﹁アンクル●トム ウ夫人ですか︒よくいらっ
の小屋﹂は一日の休みなく しやいまし尭︒︐︑：あなたが
奴隷制度の不合理なことを この職争をまき起した本を
お書きになった方ですね．
世人に訴え績けた︒
もしこうしたこの小詮のも どうかまあおかけ下さい﹂
つ思想が︑ 一般民衆に長い と云つたということだ︒
職争は歓迎すべきもので
歳月を要してしみとうつて
いなかつたならば︑リンカ ぱない︒しかし征義と人道
ーンのような偉大な人物が を唱えていれられなかつた
いたとしても︑奴隷制度の 時︑しかも︑相手方ぱ卑劣
解放という大事業は︑ ﹁ア な策謀をめぐらし︑相手方

て濟みません︒美しい五月
となれば⁝⁝です︸ハイネ
のような詩八の訪問でなく
て悪いけれど待つていらつ
してね︒懇愛詩八としか知
られていない先梵者ハイネ
のために彼の優れた肚会槻

を理解なさるあなたから︑

ているのである︒

最近の経濟状勢の元で商
人はデフレ政策が行われて
いてもその原因なり進行の
様子や將來の兇透しにっい
て深く知ろうとしているだ
ろうか︒百姓は政府や縣や

がます攻屡を開始して來た
場合︑それでも銃をとるべ
きではないだろうか︒アメ
リカ北部の人達はこうして
立ち上つたのだ︒そしてそ
の導火線となつたのが︑ス
トウ婦への﹁アンクル・ト
ムの小読なのである．そろ
云われています．

大きいが︑定時制の生徒の
ガンバリと怨耐が高く評慣
されたもので︑主な職場は
東京で給與は七千圓乃至八
千圓といわれる︒

映写機購入／
公民舘では新しく映爲機
を購入することになつた︒

同

人

このことについては昨年か
田沢分校就職
らの宿望でようやく宿願が
百％
かなつた課である︒エルモ
十日町高校田澤分校の三十 D2一セツト一ケースとい
二年度卒業生は三月中旬を うのが特徴で最高級小型映
以て全員就職が決定した︒ 篇機である︒
これは同校の關口主任先生
X
×
X
や︑外職員の開拓の努力も

許す

春

雷

同入

櫨火果てて意志強き子に懇

ぐ

雨あがり日輪梅の香をひろ
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︑卜繭に夫婦のた＼く古畳

一

ず

かける基準

れるべき筋合いではないが 論皆無で選畢費用はゼロよ
﹁部落の圓満と平和のため つて開票の結果ぱゼロ票﹂
︵朝日新聞三月二十三日︶
に協力一致で⁝⁝﹂の美名
のもとに一部有力者に動か 彼は﹁完全公明選畢﹂の純潔
され︑私達の自由な梗利の を守り通すために家族はも
行使を抑墜されているとす とより自分の一票さえ自分
れば断じて許されない︒憎 投じなかつた．1笑い話
實や因縁の悪習慣を断ちき ではない私達は手ばなしで
れないところに不満も多く 笑う前に︑攣な感動を覧え
選ばれた代表との結びつき はしないか︒私達はこれか
が稀薄となり︑政治を他人 ら選ぼうとする代表にこれ
事と考える習性が強まるの ほどのことを望まないとし
であり︑これこそ農村の進 ても少くとも選畢活動に劉
展をこばむ一大要因とも云 する誠意をもつた代表でな
ければ絶封に投票しないこ
えるのである︒
﹁A縣の懸議候補者が多額 とにしよう︒
の選畢費用からして不公明 その爲にも﹁完全公明選
だというのでビラは総て古 墨﹂のエビソードは記憶に
新聞︑自鵜車で街頭演詮だ 残らなければならない︒
けやつてのけ︑運動員は勿

税金を

える金額

．十万圓を超

百分の六・○

昭和三十三年度の中里村 にする配偶者その他の親族
の税金をかける基準は次の で︑その前年の総所得金額
が五万圓以下の者に適用︶
ようにきまつた︒
一人につき百圓を所得割額
一︑普通税
・から引いた額と均等割額の
▽村民税 所得割と均等割 合計額に課税される︒
税
摩
額によつて課税されますが・ 所得額
税法で定められている総所 五万圓以
百分の三・O
得金額から八万七千五百圓． 下の金額
を引いた︵基礎控除︶残りの 五万圓を超
百分の四・O
える金額
八万圓を超
百分の五・○
える金額

額にそれぞれ次表の税率を
かけてでた額から扶養控除
︵扶養親族とは市町村民税
の納税義務者と︑生計を一

百分の山ハ・五

百分の七・二

百分の七・五

◇日時 五月三日午前十時
場所 田澤地囁公民舘
︵田澤中学校︶

講演がある予定︒

村ではその年に成人に達
した入たちをお祀いする成
人式を毎年行つて楽たが︑
今年は次によつて行う︒
当日は一六〇名の該当者
に記念晶を贈るほか︑山と
雪の大家高橋喜手氏の記念

ノ そ
成も人
式

の百分の二十五︑世帯別耶
等割総額の百分の十五とし
この合算額が課税される．

標準課税総額は当該年度
の療養の給付に要する費用
の総額の見込額の百分の三
十︑資産税総額に百分の三
十︑被保瞼者に均等割総額

二︑国民健康保険税

日につき二十圓︒

土地家屋にあつては一万圓
償却資産にあつては十万圓
以上に課税される︒税率は
評価格の百分のコハである
三︑目的税
①入場税旺入湯客に税をか
けるもので︑入湯客一入一

二︑固定資産税

十五万圓を
超える金額
廿一万圓を
超える金額
廿五万圓を
超える金額

黄白を忘れひと日を梅探る
秋に﹁手のひらの歌﹂を ね︒きのう﹁フオスグー﹂を 猫柳たむけつく父四十年
同 人
桂 仙
お耳に入れたきりでしたわ 聴いていて思つたこと︒ヘ
明星や茜に消ゆる寒鴉
ね︒．冬中御見舞に行けなく ブ・ンドの髪ふさくと⁝ 探梅や薫りに満ちて影長し
峰 月
同 入
したあなたの髪が羨しい．
父に告ぐ母子無事なり梅の
私は短く切つたとたんに後 師の抱く學童．春みし．雪崩趾
寺
同入
秋 陽
悔して大髪なの︒あなたの
綿雪のとりことなりて池に
優雅な語髪もどうかお大事 朱に放つ園解かれて實南天
六花
同 人 消ゆ
に御恢復を新りつ︑︒
學童の歌水バナとなりて聞
残雪の見える窓邊にて 凍て月の窓に長々職場守る
く
同 入
南極の宗谷か金魚凍結し

り淋しいものですよ︒

泉 芳
たまに私の下手な歌をお聞御じやま致します︒
五月の風を吸つていいお 癒いねども拭歩瓜先は梅の せ︑らぎも月も匂えり梅が
かせするのは楽しみでもあ
里
紫江

頽色だと安心ですけれど 元

伽罷篇坤餓磐離か矯旛議雑勧器

あなたと始めてお合いした彼の詩を讃んで戴いて美し
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美しき五月となれば
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ノ 川

る︒

舘 吐
私達の食べる米も砂糖も
所民所聞 クバコも酒庵その時の政治
公 新
によつて高くもなり安くも
行 刷
村 町
なる・︒物価の事のみならす
発里印日 納税も︑犯罪の慮罰も裁判
中 ＋ も︑私達の生活はすべて政
治と密接な關蓮をもつてい

輕い手藝でも始められる
A さん
山は緑に萌えはじめおそい ようだといいのですけれど
春が過ぎよ．うとしていま まだ安静第一なのでしよう
す．今年の花見は壷坂籔験 ？﹁たまには十日位休んで
記を眞似れば﹁こ﹄らあた みたい﹂と思つたりする私
りは山家故︑雪のあるのに と︑ ﹁せめて三日でいいか
花が嗅く﹂でしたから春の ら一．兀の健康に戻つて初きた
浮かれ心地はひんやりで い﹂と願うあなたと取替え
す．でもねていらつしやる つこしませんか︒Aさん．
あなたに比べれば雪をふん 私の身代りにゆつくり語休
で夜櫻を眺めに行くなんて み下さいな．私はあなたの
ぜいたく加事ね︒お加減い 分も元気よく動き廻る象に
かが？
します もの︒

一婆碕

訪三）眞

明る い豊かな生活−一

…三…

新聞にラジオに近々衆議 もつた恰好で私達は狼狽し 村が農業の振興に封してど
んな手をさしのべているか
院の解散が予想され︑候補 シヨケた︒
者の事前運動？が沽艘に行
よく選果は〃金〃と〃顔 を知ろうとしているだろろ
われていると報道されてい 〃だという︑いわゆる鞄︑ か．私達の代表は大衆の緬
祉を本当に目指した政治活
る．花見︑メーデー︑選畢 看板︑地盤という選畢の三
とあわただしいこの頃︑私 バンだといわれる言葉は暗 動をやつているだろうか︑
達は選畢活動について更め い選畢の現實を畢的に表現 選畢運動にのみ走つていま
て考えてみなければならな している．あるラジオの討 いか．私達は政治の組織や
論會で﹁こうした選畢活動 機構を理解し現實にとられ
い．
ある選犀の機會に私達は の腐敗は今始まつたもので ている政策を知り︑積極的
公明選畢運動をする機会を はない︒暫からの情性だ﹂ に政治に参加する意欲と方
法を身につけよう︒
得た．スビーカーで呼びか と云つた代議士がいた︒
勿論主灌在君の時代では 正しい艮い政治は公明な
けるなかに戸別訪問が行わ︑
れているといつた皮肉な事 再三の選畢浦．止も竜頭蛇尾 選畢からであり︑公明な選
態が兇受けられた︒ ﹁棄権 に終つたであろう︒しかし 果は政治に封する私達の新
防止﹂を呼ぶと○○のおや 戦後︑政治の主樺は私達の しい目ざめからである︒
じは﹁オラ方に有利だ﹂とい 手に託され︑理論的には国 ．普通農村での票は堅いと
︑﹁情實に支配されす正し 家の櫃威は私蓮から稜し︑ 云われている︒この事は何
い政治理念の持主を：：﹂ 国家権力の主休は私達であ と云とつても絶劉的な部落
とやるとx×組合の若衆が つて政治がよくなるも悪く 推薦制を意味している︒．止
昌ヤくしているといつた なるも絡て私蓮の正しい批 しい認識のもとになされた
具合で︑選畢蓮動の爾棒を 判と積極的な閥心にかΣつ 行爲ならいちがいに否定さ
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一

に畢式及び披露がなされ

資したい︒先づ基本的な．嗣

た結婚式があつたので︑そ
れをここに御紹介し参考に

はやらない︒

家の申合せとして
①式︑披露宴は両家合同で
會場は村の公民舘とし家で

②持物その他は中里村の結
基準による︒
▽準備

一噛ゼ

・﹄q塾覧

行われた︒
一▽親族の盃

亀舞

一一

一■

．砺顎●

．馬

て

壌
e

．9

0﹃﹄り

▽茶事

きまり盃︵三献目︑五献
．目等﹀は一切塵して行われ
た︒所要時間二時間

当日婿方では定めの時間
に近所の人の茶よびをなし

た︒

▽経費

事は︑一人七十圓︒

壇露宴に要した経費一切
で一人当り六百五十圓︑茶
▽施設

公民舘は三十二餐で全部
本床が敷込まれ︑これは四
つに仕切られるよろになつ
ている︒この外新婦の控室
もあり必要器具は取揃えら

は御美肇奨働する一助と

器具の．持込の必要 年の堕落傾向の記事は東都
の新聞紙上︑日日敏件を見
はない︒
二階でお茶も出せれぱ酒 ざる日も無き折から︑かく
のカンも出來︑全く事務室 の如きは正に頂門の一針と
等には氣兼ねいらす︑氣楽 も申すべく︑又中魚沼の世
にやれるように出來てい 道人心に及ぼす好影響は極
めて大なるものと信じ．實
る︒
又公民舘当局も気楽にや に楡快に堪えないところで
れることをモツトーとし準 あります︒
ついては御多忙中の貴肚
備後片づけ等心配はかけな
を煩すことは恐縮千万です
いという方針である︒
これと共に村内關係業者も が︑御助力下さるよう御願
全面的にこの趣旨に賛同し い申上げます︒これは私と
協力してくれ︑自分の家で しては甚だ輕少ではありま．
行うより煩堀︑がなく労力的 すが︑御貌を兼ね多年の労
にもハブケ非常に安く出來 苦をね癒らい申し度くかつ

好評を得ている︒

く︒

︵後略︶

も致し度く︑ここに八百圓
封入致しますから︑得つい
での節に当人に私の意のあ
るところを御傳い下され度

危﹄険な遊び
最近各地で子供が人工衛

空ビン﹂や﹁土質温度計のカ■

つめてセル﹄9イドを口火と

努力は勿論︑級友諸チの友 して点火し︑空中．に投げた
情等は近來の美談とも申す り︑飛ばしたりして遊び事
．︑へく︑近時青少年の暴行犯 事故を起している様ですが
罪等憎むべき意志と︑青少 特に注意をお願いします︒旨

に及ばす︑−御両親の愛情と

バ︸﹂洋傘の柄﹁万年筆の
當人の決心と努力は申す 軸﹂﹁鉛筆のキヤツブ﹂等に

項です︒

﹁明るい笑顔で卒業﹂の一

近來にない楡快を與えてく 用の李玉紙雷管を買い︑こ
れました︒それは第三面の の火藥を取出し﹁虫外し用

者を感激させている︒
星やロケツト︑大陸間弾導
︵前略︶二十日の新聞紙ば
弾の打上げに刺激︑され玩具

町新聞社長を通じて逸られ
当人はもとより両親︑關係

中山先生よりおほめ

努力︑愛情友情

れてあり

噂穐顎︑

結納を交すところ

前号で倉俣小學校の鈴木
▽仲人の訓示
▽結納の式
新郎新婦に封し門出にあ ．茂之君が小見麻痺による肢
当日式場にて交換するこ
体不自由という不運を背負
とxし︑．爾家の参列者は所 たつての訓示あり︒
定の時刻に参集︑一慮それ 以上を以つて式終了︑この いながらも︑爾親の愛情︑
友達の友情に包まれてこの
ぐの控室に休憩︑その間 間所要時間五十分︒
ここで一旦控室に休憩
たびめでたく︑極めて優秀
に別室に式準備がなされ︑
な成績をもつて卒業したこ
爾家参列者全員列席︑仲人 ▽記念撮影
新郎新婦丈のものと︑参 とを掲載したが︑その後こ
の挨拶に引続き婿方から嫁
方に嫁方から婿方にと交さ 列者全員のもの二組撮影︒ れが大きな反響を呼び十日
▽披露宴
町新聞にとりあげられ︑は
れた︒
爾家の主人によつて司會 からすも東京にて療養中の
▽三献の儀
仲人の宣言に続き型通り され︑仲人より新郎新婦に 前十日町市長中山竜次先生
御援助を願う旨の挨拶があ のむ目にとまり︑次の一文
と茂之君にはお祀いが十日
つて宴に入る︒

をした︒

▽親族紹介
仲人によつて婿方より嫁
方の順に参列の親族の招介

に限定された︒

爾親と新郎新婦の間のみ

簡素な披露宴

▽高道山小 後藤貞二︵南 ▽組合立貝野中稗柳林太郎
︵外丸中︶生越英︵加茂
魚石打小︾

簡素で嚴粛

両家からは公民舘の使用
公民舘でぱ敏年來より新
生活運動の一環として︑冠 を甲出た丈で︑後は仲人と
婚葬祭の簡素化を課題とし 公民舘の間で進行︑料理︑
て提供し︑中︑でも結婚の合 引出物等きめ式場披露の會
理的簡素化について強くみ 場その他については一切公
なさんの創意と工夫を促し 民舘が行つた︒
て來たところであるが︑こ
のたび村の公民舘において
極あて合理的にしかも簡素

結婚式は公民舘で
婚

4

生育を中止し過湿であると とし短冊形とする︒短冊の 種した上を板か何かでかる 又の上まで土を寄せると白
根部の病害︵腐敗病︶の原因 巾は三尺とし條播とする︒
くた︸きその上に籾殼かす い茎の質を悪くし成育が悪
になる︒
酸性を嫌．うので木荻か石 ぐりワラをむくとよい．す い︒又のびてから寄せるこ
中魚中部地区農業改良普及所長
品
種
H
葱
に
は
黒
柄
種
︑
合
友
を
充
分
に
施
し
肥
科
ぱ
速
効
ぐ
り藁をおいた場合は後で と︒軟白期間は粘質壌土で
柄種︑赤柄種とあるが︑黒
庚
一
山
家
藁を抜き取つた方がよい︒ 三十五日︑砂質壌土で五十
性
の
肥
料
を
用
い
る
︒
播
種
量
柄種は疾害虫に弱く︑赤柄
畦巾株間は自分の牧穫の 日位となる︒畦がせまくて
は
坪富り一︑五〜二︑五勺
本年度は長葱が大憂安い の気候を好むことになる︒
種は成育があまり良くない
位
とし︑少し密植にした方 目標によつて適宣定めるが 土寄せに土の不足の場合は
葱は百合科に屡する多年 ので︑此の地方は合柄種が
ので買つて食べた方が良い
が成積がよい．苗の成育は 普通李均して畦巾二尺五寸 藁束枕をするとよい︒牧穫
と言う方があるがも知れま 性の作物であり酸性を忌む
最
も
よ
い
︒
本
県
の
奨
働
品
種
七月月初めまで﹄あるので 株間三〜四寸位とする︒南 の二十日前ころになつたら
せんがしかしごんな安い事 連作をきらい三年位おいた は︑石倉葱︑五千石葱︑砂 其の短かい期間に苗を大き
北畦は西日を抱いてよろし 頭から土をかぶせて葉の先
は絶封に績きそうもない︒ 方がよい︒健胃︑健 ︑発 村一本太葱の三種である︒ くすることがネギ作りのコ
く
ないので東西睦がよい︒ が出ている程度にすると商
逆に今度は高くなり品不足 汗剤として医藥的効能が大 但し夏ネギ︵葉ネギ︶は別で ツである︒植付當時の苗は
肥料はN六匁︑P三匁︑ 品慣値が上る︒
になるこ乏はうけあいと思 である︒土壌は肥沃の沖積
長さ一尺位とし充實したも
あ
つ
て
︑
こ
れ
は
四
季
を
通
じ
K
五
匁
が
標
準
で
あ
つ
て
ほ
ん
土が一番よく排水良好にし て栽培ざれる品種的には今 の︒葉は互生し葉の分岐点 ど追肥にする︒
家を建てよう
う︒︑︐
勲はシベリヤの原産であつ て乾燥に失しない肥沃な壌 のところ何が良いとも言わ の丸味をおびたものが良
定植期は八月一日か二日
とする人は
て勃が国には支那を経由し 土︑埴壌土がよい︒粘質が れないが九條系のものが良 い︒根元の表皮の附着した 頃がよい︒成育の初まるの
ものはむきとつたがよい︒ は八月八日〜九日頃からよ 一︑着工除去届は必すして
て入つた来たもので︑何時 かつたところは成長はあま 下と思う．
頃入つて來たかはわからな りよくないが︑よいものが 一播種期 四月上旬雪消早 反営り苗床は一五坪〜二〇 うやくはじまるので余り早 下さい︒
坪とし種子は反富三合〜四
①どんな建物でも延面積が
いが︑大分古いものと想像 得られる︒適地は適度な湿
く植えることはよくない︒
一々︑葉葱は秋九月上旬とな
出來る︒叉ツベリヤの原産 気を有し︑しかも排水良好 一る秋蒔を長葱として使用す 合を必要とする︒襲芽に要 管理Hネギは盛夏中は生 三坪以上の工專は届け出な
であるため炎暑に弱いこと で乾燥に夫しない肥沃の土 一るのは質が悪くなつて誠に する日籔は六日〜十日か﹄ 育を中止しているので︑そ けれぽなりません︒ ︵設計
は考えられる︒從つて冷涼 地となる︒乾燥に過ぎると ︸よろしくない︒育苗は冷床 るQで乾燥を防ぐために播 の間長葱にするのはかまっ 士の印が必要︶
②延面積が三十坪以上にな
てはなちない︒植付の場合
︐学校教職員異動 ▽倉俣小闘吉田公子︵刈羽 中︶伊藤巖︵田澤中︶金 ▽組合立貝野小匙佐藤ハナ は根に多く土をかけてはな ると必す二級建築士以上の
︵田澤小︶島宗仁︵下條
鵜川中︶外山寛子︵三島 安ムツ子︵長岡太田中︶
設計と工事監督が必要です
らない︒根元の見える程度
小︶霜鳥孝雄︵新卒︶
縣教育委員會は三月三十
與板小︶岡島利方︵小千
退 職n
③改築取こわし工事には除
とし畦に立てかけておけば
▽田澤中n若月義郎︵東頸
谷市川井小︶
▽倉俣中＝大島宇内
一日︑四月一日︑五日の三
却
届
をして下さい︒違反す
松之山中︶伊藤嚴︵貝野 よい︒成育を初めると一人
回に亘つて縣下教職員の異 ▽組合立貝野小H中田釜
猛轄新任
る
と嘘罰され︑建物の取こ
でに直すぐにむきて來る︒
中︶畠山尚︵新卒︶
︵川西町上野小︶西脇静 ▽田澤小紐上村二郎︵十日
動を襲令したが．本村關係
わしを命じられることもあ
町小︶井川セツ︵下條▽倉俣中 高野孫↓郎︵田 土をかけ過ぎると根元が曲 りますから︑必す事前に役
子︵田所小︶
は次の通りである︒
り嚢育が誠に悪い︒第一回
中︶笠原大︵仙田小︶石
沢中︶萩原密︵新卒︶
▽田澤中駆高野孫一郎︵倉
場の係まで申出て下さい−
餌輔 職H
の土寄せは九月に入つてか
俣中︶宇野弘︵東頸城松
黒カヅ︵新卒︶安藤芳伸▽組合立貝野中H阿部和孝
二︑建築資金の借入につい
▽田澤小昌石澤義郎︵津南
︐︵新卒︶
︵芦ケ崎中︶三五忠彦︵倉 とし八月中は絶封に土寄せ
ノ山中︶
町寺石小︶中澤一郎︵長
現在住宅のない人で手持資
岡市才津小︶佐藤ハナ︵貝 ▽倉俣中n三五忠彦︵貝野 ▽高道山小回清水八重︵田 俣中︶長谷川喜代子︵新 をしてはならない︒それま
では追肥をどん！￥︑行つて 金だけで貫家がたたない人
澤小︶
卒︶
中︶奥村廣次︵東頸奴奈
野小︶．清水八重︵高道山
▽倉俣小H高橋英彌︵古志▽定時制高校 藤木隆男 太くそだてることが大切で のため膜住宅金融公庫か
川中︶
小︶
竹爆小︶唐津美恵︵新卒︶ー︵新卒︶山田豊道︵津南 ある︒又土を寄せる場合は らの資金の一部が貸出され
山田洋三︵新卒︶
高︶
必す枝下でとめておくこと る制度もありますー
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中里村結婚式基準

︸

一

︑土産物は家に封すろめいノ＼はやあて︑一家一鯛とすろ

おつつきはしない︑お茶及茶菓子程度ごする

結婚被露の場には新郎︑新婦同席するこマ︑

一人當参百五十円以下と．■る

結婚式︑就宴の料理は七品以下酒三合程度εし︑費用は

式に一日を以つて絡る︒荷迭りは午前中とし︑荷途人の
就儀は金 百円とする
午後結婚式及祝宴を挙げる予定時間約二時間︑式後茶事
な行う︒嫁の雨親等は宿泊せずに帰るを原則とする

結婚式に列席者は新婦︑雨親︑仲人︑親戚総代一名計六
名位とし︑もらう方ては新郎︑雨親︑近親者程度マ︑する
招待された近親者の手持は金五百円と末廣一対丈とする

嫁の迎え女は廃止すること

当日花嫁は式服だσとし︑着替えは一切しないこと

婚礼の花嫁衣粧は新調を見合わせ︑貸衣粧等有り合わせ
のものな使用ずるこご

調度品は最高タンス一樟︑行李︑鏡︑針箱︑夜具一揃え
程度ごすろ︒嫁の荷物を婚家に飾るこごはやめる

結納は最高壷万円程度に酒肴料千円程度と末廣一対丈マ︑
し︑結婚式当日持参する
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十二︑茶事に招かれれもの・手持は金五十円と末廣一肇とする
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