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もそれに似ている︒この方は︑
ある︒

たい︒﹁おりめ﹂という言葉が はだによみがえってくる︒

るよシになった︒﹁おりめ正し・ 置して一陽来復の新鮮な感覚を

の雪女の話より︑テレビに夢中

の現代っ子たちであるが︑小正

妻有にはやっぱり﹁雪んどう﹂

月行事は子どもたちの行事だ︒

小正月︑子どもたちは﹁カマ
レビを見る︒明治百年︑世の中

一▽墓の地萎わり大初日
土牛

透かす躬に力満ち来し大初日

玉泉

初便り友のほくろの目に浮び

㎜て
松香庵
新玉の年の初日に幸願ふ

新しき年をむかえて我は老ゆ

凍子

一すこやかなるはうれしけれども

﹃

古稀超ゆる母の贈れる餅一荷
妻の手粒理で賞味し終る

清枝
正月の帰郷を告ぐる娘の手紙
ふところにして一日あた＼む

キクノ
いにしへの童が遊びし髪人形

に和気脹りぬ

日輸は遍く照し自銀の妻有の春

玉治

一杉の秀護めて初日の名残りの 折り給ふ姑母かたり教えぬ

︸香高き藁靴同士初詣

加寿子 一一一一つの鉢に蕗のとう植う捨蔵

保三郎

鑛鍵馨けさに

ミ

革新の句に元日の灯をともす

キ
寒風に松の葉ゆれる初詣

一

おの江
霧の木々がきらめき唄う初日得︒松の内子の馬となり鞭をうく

教育行政の上で︑へき地校の

けんに考えてみたいものである

清津峡小学校に一 く︑お互いに教育の前進をしん

駿雑髪盤
た︒新年を迎える 多い本村では︑ほんとうの教育

要だと思うのは︑教職にある私

たびに﹁自分はな 尊重のムードか︑より以上に必
にをなすぺきか﹂

という使命感とと 一人ではあるまい︒二十一世紀
ロ
もに︑﹁自分はこ︸ の中里村のビジョンは教育によ

されるであろうと信する者であ

としこそは⁝⁝﹂一 って描かれ︑教育によって実現
隅

という新たな螢

一るにあり﹂という一一一一暴の肇

葱に蓼出してゆきたいもの
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石沢カズ子︵ニニ︶田沢

竹藤レイ子︵ま︶芋川
桑原 重治Qも田 沢

正利︵一ξ︶如来寺

広田 定雄︵二も十日町
渡辺フジイ︵二も高道山

伸介︵二七︶十日町

トミ︵二む十日町

カゥ︵二む高道山
サチ︵一f︶小 原

丈夫9七︶十日町

幾蕃日簡

年令

︵七一︶

︵六七︶

︵六三︶
︵八○︶

︵五六︶

︵七八︶

︵七二︶

︵七二︶

成人式は
七月初旬に

公民舘では︑出稼ぎや農繁期

の関係から昭和三十九年以来夏

今年も例年通り七月第一日曜日

に成人式を行なってきましたが

また六月中旬頃から四日間ぐ

の頃に予定して詫ります︒

古高培雄含匠︶田中 らいの日程で成人講座を開くべ

している人です︒但し村外︑県

一月二日から昭和二十三年四月一

鑑人箋は昭和二士醤

中

安︵二む十日町

藤田恵美子︵一一四︶宮

清滝

その旨当公民舘に連絡していた

ハナ︵二も東田尻 だければ参加できます︒

斉喜貞男︵二四︶倉俣

山本．卓示︵四七︶十日町
山田マツイ︵四四︶芋 沢 外就職者で参加希望があれぱ︑

冨井

原 一く計画をしております︒なお今

︷翻
広田昌伸︵孟︶干溝

武︵一一四︶小

︷翻

江口政利︵二こ上 山 日までに生れた人で村内に居住

服部

︷翻

㎝る．﹁村ぐるみ﹂で﹁人づく 一︷翻

てくだざる︒真に教育尊重︑教 一村民全体が考えてみる必要があ

育者の社会的地位向上を具現す
ることはけっして容易なことで
・はないが︑単なる社交辞令でな ・である︒ ︵角間 深見保三郎︶

村財政については税収入は産

の影響で増嵩の一途を辿りつN

ありますので︑地方交付税の増

新しい年を迎えるに当り︑過

一人が住民の心を心として最大

去の欠点を率直に反省し︑一人

なお皆様のご健勝とご多幸を

いたします︒

お祈りして年頭のごあいさつと

ーおしらせ−
村民娯楽大会
民舘で

1月21日中里村公

来る一月二十一日中里村恒例
の新春村民娯楽大会を左記のと

ことに本村は災害復旧事業第 おりおこないます︒どなたもふ

てまいりました︒

三年度を迎えたとはいいその事 るって参加して下さい︒

ております︒物価の値上がりは 大なご協力を心からお願い申し

活の上に現実な姿として現われ ちろんながら︑地元関係者の絶

という大きな社会問題が住民生 信念のもとに国県関係機関はも

午前九時三十分より
中里村公民舘

人一首

囲碁︑将棋︑麻釜︑百

各種目別に一位より

合わせ下さい︒

なお不明の点は公民舘に間い

三位まで賞状を呈上します︒

考えられます︒物価の値上がり 必すしなければならないという ④その他

の安定に結びつくということも するなかに︑これではいけない

りません︒経済の安定が即生活 にっいては︑幾多の隣路が現存

に村政においても異ることはあ ます︒特に村内の交通網の整備

すことはできませんと同じよう 業が着々として進められており

記
ご承知のように国政もあるい 業量は増大するとともに農業の
一月二＋一日
は県政も政治と経済はきりはな 近代化と構造改善のための諸事 ①日時

たす所存であります︒

にして︑村政進展のため努力い

ることができますよう意を新た

かな生活ができ明るい日々を送 い地方財政の確立が急務となっ

ておるものも村民の皆さんが豊 額等へき地是正等きめのこまか

ます︒私たち村政にたづさわっ

間の計画をお立てのことと存じ

大きな希望に胸はづませて一年 経常費は公定料金の値上がり等

申されますが年頭にはだれしも 期待はもたれす︑加えるに一般

さて一年の計は元旦にありと 業本来の特殊性から伸長という

と心からお喜び申し上げます︒

もお元気で新年をお迎えのこと に望まれるところであります︒

おめでとうございます︒皆さん が深い関心と積極的な協力が特

に旧年に増してご指導とご鞭捷
個人にあることも又しかりです
これら問題の解決には︑私ども をお願い申し上げます︒

るいろいろのことが私ども個人 の努力を払い村政の発展のため

ますが︑その値上がりの根とな

期待することはもちろんであり

ことなので今後の政府の施策に

ロ 住民生活に重大な影響を及ぽす 上げるところであります︒

中里村長高

頭の

鰯・拶

父の名

灘羅灘

大泉 これは誰是れは彼にと想いつN

機音は鼓動となりて雪まぶし

えつお

塚族数の三芽を鉢に福寿草

由

春

もと木材などを切った小口をい

どころに︑入工の﹁おりめ﹂︑

くるかわからぬ不安を︑人々 の

い﹂と言えぱ︑仕立おろしの衣 よびさまし︑新しい人生への決

︶︶

︵︵

進学に瑞気張きる初詣

新春文芸

ったのだが︑のちには物事のく

ぎりの意にも使われるようにな
った︒﹁おりめ﹂﹁きりめ﹂は

あけましておめでとうござい 有の儀式作法と︑それに呼応し ともに庶民の生活のなかから生

なく︑あたりの風物までが︑清
ある︒布や紙を折りた＼んだ境

ます︒このように改まって新年 て発動する人間心理とを重んす まれたことぱで︑それを口にす
のあいさつをすると気分だけで る習慣の意味も改めて考えてみ ると︑なつかしい生活感覚が︑

新な光を霜びてくるのも不思議
目の意である︒それがさらに︑

﹁きりめ﹂をおき︑冬きわまる

流動する自然の時間のところ

で ある︒

物事の境界︑きまりとか︑行

暴風雨や地震などの異変は︑

胸にひそめさせているとはい え

ていることから︑転じて物事の 営みを習俗化した祖先の知恵

服のように︑折目がきちんとし 意をおのすから誘う︑そういう

ところには︑迎春の諸行事を配

概して規則正しい季節の移行に

昔も今も変らす︑いつおそって 儀︑作法とかの意にも用いられ

つれて︑生活の流れのうえにほ

どよい間隔の﹁物日﹂をおいた きまりを守って正しいの意とも に︑もう一度敬意を表し︑本年

︵︵

︶︶

祖先の知恵に敬服する︒正月特 なる︒﹁きりめ﹂ということば も力強く出発したいと思うので

︵︵

M正累月W 船雑WM感W
︵︵
の鳥追いがいい︒冬の夜といえ

ぱ︑夜なべに藁打つ︑ツツの音
がたいて︑出パタのオサの音が

ほ

月も過ぎ︑﹁ハチャまた行って 奪く．しかしあれは﹁オサの
も生まれてくる︒一 る︒
年々才々どこの︸ 管子の﹁一年の計は穀を樹う
くるぜ﹂と父ちゃんたちは元気 蓬などと禧ある音ではな
﹁
るにあり︑十年の計は木を樹う
に出稼ぎの旅に︒﹁たのまれれ ⁝レキカイの騒建．槌の音︑
教育関係の集会で一
一オサの音が懐しいのは年のセイ
も︑来賓の方々は⁝ るにあり︑百年の計は人を樹う
ぱ越後から米揚き⁝⁝﹂明治百 か︒キカイで揚いた餅を食べ︑
一
︸
年︑出稼きの村は変らない︒
デンキのこたつにはいって︑テ 異口同音に教育の重要性を唱え

ゃんもみんな明るい︒そんな正

ちゃん︒子どもたちも︑かあち

明治百年︑この年正月︑例年 いいノシ﹂とトンネル工事の父
になく少雪︒ジョンノビに三ヵ

ちも︑みんな元気に帰ってき

日を過す︒出稼ぎの父ちゃんた

た︒マキの衆に今年もよろしく
と新年のあいさつをすませぱ︑

ますは一パイ︒酒がまわれぱ話

柳
記
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辞

の若い女工さんに仕事をならっ

日現在

藷

てらんだぜ﹂と大笑いする季節 クラ﹂をつくるんだと喜んでい も変ったもんだノシ︒

l月1

う﹂といわなくなった︒冬の夜

1，711

毎定︑

年

工の父ちゃん︒﹁オラあたりよ る︒﹁雪んどう﹂﹁ほんやらど

世帯数l
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高橋熊蔵
を始め我が中里村将来発展の
為︑道路の改修開さく︑環境の整

あることは御承知の通りであり

・備にとあらゆる努力を傾けつ︑

ますが半年近い雪による村民の

生活の重圧︑その悪条件は宿命
とされて解決蝕極めて困難とさ

はすざましく︑此の悪条件下に

す︒村民一体となってこの有利

であることは事実と信じていま

な条件を良く考え工夫をこらし
そして努力して行くならば我が
中里村も現状からして必然的に
大変革の訪れる日も遠くないと

年の新まると共に折角有する

存じます︒

資源を一日も阜く有効に生かし
夢を実現と化し村の明るい発展
を皆さんと共に望み努力して行

馨

命であるらしい︒その解らぬ未

来に対してはただ希望し祈念し

すが︑中魚沼郡一の多収繭養蚕 するかたわら︑夏専用桑園の設

次に経営改善の経過でありま 農家を目ざし着々と規模を拡大

に健康で誠心誠意私心を捨て地
才であ︵︑た︒

秋蚕︑条桑一本残し法︑鶏糞の

大量投入等による蚕作安定︑桑

度県経営改善共進会二位入賞︑

園能率向上を図り昭和三十八年

本年度は専用蚕室の新設︑老朽

来より一段と増産が可能になっ

桑園の整理等の改善を加え︑従

た︒また古高新蔵さんが農林大
臣賞を受賞したことは︑ただ個

人の技術として埋れさせること
なく︑この高度の飼育技術を中

ていただぎたいと思います︒

里村内の養蚕業の発展に貢献し

東京医科歯科

であった︒また平均流早産回数

数四・二回︑分娩回数三・三回

室︑一宮勝也博 は○・四回であり︑人工妊娠中

大学産婦人科教

・六回であった︒

士から午宮がん 絶の施行を受けたものは平均○
検診の結果につ

宮筋腫三名︵一・一％︶筋腫ポ

管ポリープ四名︵一・五％︶子

筋腫腺子宮五名︵一・九％︶頸

・七％︶膣炎七名︵二・六％︶

いで次のような 子宮膣部ビラン六十六名︵二四

報告がありまし
た︒

中里村当局の

熱心な協力を得

脱及び妊娠が各一名︵○・四

て中里村の婦人 リーブ双角子宮機性出血︑子宮

の集団検診を昭

子宮がんは全例に認めなか︻︒

昭和三十六年以来続けられて

た︒

︵以下数字は平均 いる検診は村当局の英断にょる

︵二千字︶以内︑本文のほか︑

結婚年令二十三・四才︑妊娠回 ものである︒

したもの︶初経年令十五・六才 ものでこの熱意に敬意を表する

生き甲斐があり︑正に之れ進一

一い致します︒

倍しての御協力と御援助をお願

表をそえて下さい︒

名︵ふりがなをつける︶︑職業

②原稿には︑応募者の住所︑氏

年令︑同一家計でくらす家族

︵応募者との続柄︑年令︑職業

名︒

毎年おこなっている﹁わが家省し感じられたことや︑記帳し 就学状況など︶および家計簿記

曲わが家の家計簿床験談募集

第十四回

歩の春である︒

負すぺきである︒ここに人生の 祈念すると共に︑公民舘に旧に 最近の記帳内容がわかる簡単な

現しなけれぱならない︒更に思． かと︑この一日と取っ組んで勝 一本年裳た皆様の万福多幸を

樹木がいかに空高く伸びてい

う︒

っても︑その根は地中に在らね

てゆくという他に道がない︒そ
の祈念が聞かれることもあり︑

置による年間条桑育の実施︑挽

朴木沢新田の とについては村内養蚕農家に自

軸

磁炉

古高新蔵さんが 信を与えたものとして喜んでお

名誉ある農林大 ります︒しかも養蚕は︑先進地
の岩船︑北魚沼郡等を抜いて︑

とは中里村としても︑村内養蚕

とが決定しまし 名誉ある農株大臣賞を受けたこ

臣賞を受けるこ

た︒

こ﹂で古高さんの農業経営の

ます︒

中里村の農産 農家と共々喜びたいことであり
物の中でまゆの
生産が約九％で

ルの経営で労働力は本人と妻︑

このように中里

農産物販売中第 既要を紹介すると︑水田七十ア
二位で生産額約
ール︑桑園六十五アール︑普通
五千万円であり 畑三十アールの計百六十五アー

していつも村民各位の世論を背
父母の計四人で母は家事に専従

きたいと念じて止みません︒そ

景として明るい活発な村政に微 村の重要な農産物の養蚕で農林

を求め︑人材を求むるは教育に ます︒一年の計は元旦にありと 悩んでいることは︑日本は経済事ること嚢するものであ
こそ世界各国が驚く程の高度成 ㎜ります︒あらゆる観点から本年

に施行した︒その受診者総数は

％︶が認められた︒

長をとげつ＼あるに拘らす︑こ の日本の展望も決して明るいも

和四十二年八月

発展の為︑本年も微力を捧げて ありますが︑新年になると何か

ありの信念をもって地域教育の いう言葉も聞き古された格言で

二百六十七名で全例既婚者であ

大
ぱならぬ︒鳥がどれほど雲のう

さらに世界平和建設の動きが

り︑この平均年令は四十二・八

れに伴って人間の徳性が向上し のとは考えられませんがお互い

ような現象ばかり続出している 一んことを切望致しまして年頭の

せん︒一年の計は無鉄砲でいい 低下したのではないかと思える露展と国覆のため嚢せ

相変らぬ一層のご鞭鐘を頂きま えるのは不思議に思えてなりま たかという点になると寧ろ逆に

参りたい所存であります︒何卒 しら新年に相応しい言葉に聞こ

目出度うございます︒年頭にあ すようお願い致します︒

さて昨年は国内国外共に多事 訳はありません︒昨日の失敗︑

の春
藤
聞かれないで失望落胆すること

いが︑なかなかそうはゆかな もある︒現今は個人的にも国際 え高く飛んでも︑雲の上に巣を
こんでいる︒祈り希望すること

如何なる高い理想を実現する

作ることはできない︒

は数限りなくある︒一ぱん大き にも︑眼前の小さいことから始

い︒もっと大きいところでいえ 的にも︑種々様々の間題を抱え

がする︒これは全く人間心理の はおそらく世紀末のたそがれの

に六八年の新春を迎えて︑私ど

（…）、

そこでただ．今日一日︑現実のこ

の一日を︑如何に生き抜くべき 終ったところで︑みなさんが反

剣道熱ますますさかん
田沢小︑剣道少年団

習にはげむ豆剣士たち︼

など︑家計薄記帳に関するも

明記して下さい︒

④応募原稿はお返ししません︒

昭和四十三年二月二十九日

・しめ切り

七編

三編賞金各三万円

・入選

特選

賞金各二万円

秀作

入選者には賞金のほかに記念

佳作四十編程度賞金各五手円

﹁あかるい生活の家計簿﹂をさ

央委員会作製昭和四十四年用

しあげます︒なお︑入選編の著
作権は主催者に帰属します︒

昭和四十三年六月中旬︑本人

・入選発表

新潟県貯蓄推進委員会

・送り先

い︒記帳経験の短い方でも︑予 送などで発表します︒

にご応募下さい︒使っておられ

都道府県貯蓄推進委員会

店内
主催

貯蓄増強中央委員会

新潟市寄居町日本銀行新潟支

算生活に至らない方でも︑気軽

でも結構です︒

れる家計簿はどんな形式のもの

①本文は四百字詰原稿用紙五枚

︻写真は寒さも吹き飛ばし初練 ◎原稿

たのもしい若者の正月の一コマ

んぱろうと励ましあっていたが

でべんきょうにも︑練習にもが

ときを過し︑今年もみんな元気

いっしょにお汁粉で和やかな一

いこのあとお父さんお母さんも

かり緊張した表情︒一時間のけ のなんでも自由に書いて下さ に直接通知するほか︑NHK放

ビした練習ぶりに親たちもすっ

りを一目見ようと︑お父さん︑ ⑥家計簿をもとにした︑これか
拘母さんの顔もみえて︑キビキ らの明るい生活設計︒

れた︒会場にはわが子の上達ぶ ょり︑うまく乗り切った体験︒

⑤最近の物価高を家計簿記帳に

化︒

た結果︑消費内容に生じた変 品を︑応募者には︑貯蓄増強中

④家計簿によって予算生活をし

ダ︒

③家計簿で発見したムリやム

方々の協力の模様︒

②家計簿をつける喜びや家族の

帳上の苦心談︒

①家計簿をつけ始めた動機や記

◎内容

募下さい︒

の家計簿﹂体駿募箋本鐘ている間に体験されをとがら 帳年数を記載して下さい︒
︷
の今日一日は︑無限の過去から は昭和四十三年二月末しめ切で を︑なんでも自由に書いてご応 ③封筒の表面に家計簿体験談と

もの心も新たになったような気 ぱ人間が二十世紀を迎えた時に

で出発し︑哲学でも思想でも当 和が早く実現してほしい︒小さ

問題に帰する︒昔から心︑心とた 後で︑大きな希望と明るい気分 なところでは各国ともに真の平 まらなけれぱならない︒新年頭

えす強調されるが︑やはり心の

力強く伸びて︑人類の将来に永

らである︒

人間の歴史の歯車は︑軌みな

を衝撃しつつある︒

がら︑苦しい息使いで︑一歩一

みたい︒

思えぱ今年は明治百年の春を

今後は真に独立無伴の国家を実

一拘舞難計簿をつけ

持ち万こそ︑人間生活の大半を 時のものは︑とても明るい希望 な利害や︑技術間題にばかり囚 無限の将来へ続く一連鎖である

現代は大国の方が概して力を

各国同志が覚醒すべきである︒

に充ちたものだったようだ︒し れないで︑大局的見地に立って

だといっても︑何の変りも特色 第一次大戦が始って︑欧州の天

時間の刻みからいえぱ︑元旦 かし十五年も続かないうちに︑

動かしているように思われる︒

蜘
心

年頭のソ﹂ あいさつ
村議会議長

明けましておめでとうござい

ます︒村民の皆様には益々御健 れて居りますが今や人智の進歩

とお慶び申し上げます︒

勝にて良き新年をお迎えのこと は急速を遂げ機械力による仕事

に必要な労働時間は一・九時間

百四十四キ︒響一キロ馨を生産する

十ニキロ屡︑十アール当り収繭量

十八箱とって︑総数繭量九百四

人は三人で︑年間掃立卵量は二

しており︑農業に従事している

讐

汐

大臣賞を受けることが出来たこ

よき年でありますよう心からお

力を奉仕致したいと存じます︒
過ぎし四十二年は当方にては ある我が村も世に出る機会は年
本年こそは︑各位の身の上にも
さしての災害もなく︑非常に天 と共に近くなって来た感じが致
候に恵まれ農作物はいすれの作 します︒幸い我が申里村は都市 我が中里村発展のためにも益々

目においても大豊作の声を聞き

漂野潅人々の求めても得

竃
と抜群の好成績であります︒

の経済成長といらんども財政硬 て始めて省みて悔いなき年を送 一に関しては政府も苦慮しつつ
ることが出来るのではないかと 一あり乍ら善処し得ざる現状に鑑

直化に関連して宮沢構想に見る

っているようであります︒頼み をたつべきであります︒かくし 係ありと見るべきでこの問題

憂慮すぺき多くの難関が横たわ 把握し賢明なる考慮を加えて計 戦後の政治姿勢の歪みと重大関

は︑将来に大きな夢と希望をも ます︒

出荷量も好調にかってない快事 られなレ資源を有して居ること 祈り申し上げ新年の挨拶と致し
を記録致しました︒村において

は清津川右岸段丘地の開発事業 てる力強い立地条件を有する村

B
良

朴木沢新田の古高新蔵さんが

体脅糊犯卵欝服如頒細蝋齢群腋 灘麟辮

もないが︑年が改まるという気 地を震憾した︒それから一休み 頼み︑競争意識に自らを巻き込﹃

で平和の力にもなっているとい

分だけで︑自然も見変えるほど して︑また第二次世界大戦へ突 んでいる︒中小国家の方が賢明
初々しくなったように感ぜられ 入している︒いよいよ人間相互

る︒時間そのものに刻みをつけ の信頼を失ってきたのが︑大戦 う奇蹟的事実がある︒利害に囚
て︑気持ちを更新してゆくのは 後の状況である︒最近は東西両 れないし力も強くないから︑平

れがほとんど心の働きになる︒

すぺての人．間がやることだがそ 陣営の相互不信が︑新しく世界 和の役割を果すのに好条件だか

だから心の持ち方が︑すいぶん

大きな影響力をもつというべき
である︒

を念願する︒又自由化の波を乗

歩と坂路をよじ登ってゆく︒登 久．平和の礎えを築いてゆくこと

正月になっていろいろ希望も るときには長い時がかかるが一

出てくるし︑自ら大いに反省す たび転落が始まると︑実に急速 り切って︑高度経済成長の安定

ては交通安全︑公徳心の発達︑

になってほしい︒社会問題とし

ることも多い︒新年は希望と反 度で逆転する︒人道も何も踏み した歩調を進めてゆくような年

い︒人聞は何かの希望をもって 顧りみるよゆうがない︒今任で

省の時だといっても過言ではな にじり︑驚くぺき破境を行って

たい将来はどうなるか︒それは

出発するが︑それがいろくな 戦後二十有余年になるが︑いっ 青少年の道徳心向上︑などを望
壁にぶつかって︑影が薄くなっ

てゆく︒途中で情けないと思ラ 誰にも解らない︒ただ未来とい

うヤミのなかへ︑解らないまま 迎えたのである︒祖国護持︑文

が運ぶものなら︑何も心配もな 一い・それが人震せられ鐘

最初の希望どおりすらすら人生 に突き進んでゆかざるをえな 運興隆の志念切なるものあれぱ

ことが︑次ぎ 次ぎに出てくる︒

㊦噸く琳
中里村における子宮癌
集団検診結果について

農林大臣賞受賞

上げます︒旧年中は教育行政に 多難の年でありましたが本年も 昨日の成功も参考として現実をことであります︒か＼る問題はご挨拶と致します︒

たり皆様益々御清祥お慶び申し

一

年頭の
教育委員長

田挨

p関し種々御支援を賜わり感謝に 如く危険信号さえ出ており安如 思う次第であります︒それにつ ︸み︑速かに明確なる具体策を樹
たえません︒国家の興隆は人材 たるを許さないのが現状であり けても教育の責任者として常に 一立して慢性化せしめざる処置を

アぐ

明治百年の新年明けましてお

拶
五

『

ロ

一

一

藤」

齋歩

百八つの除夜の鐘の音ととも

進

（2）

昭和43年1月15日

練N

と

さ
カ・

な

第140号（雛畿鰯鶉
昭和43年1月15日

と

さ
カ、

な
（署i翌麗箋＆易器昌）
（3）第140号

