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均豪費見竈金宿百四拾 設工■の−冊況は左衰の．遭り．
太郎
であります︒ ︑・ ． ．・．
■円也．・

４

カ．．

■高尾
■路︑分部 象司 委．員
カ
沌口・祀夫．．

行政■務の晒嘉化並に竈．
決傲関一蟹会︶およぴ執行機
関︵役場当局︺を通じ地方公

．改．選．さ．る﹂ 皇︑潅済常佳委ｎ会

竈会常任委員

■十九竈四千円を昭和⁝十 ．物価指敷の．変閉に伴ｏて ︒．鈴木 文雌︑■川村 栄亘．
一 年 度 に 邊 設 ず る案を原
一部改正する案を原秦通

．案どおり珂決した︒
り可決する︒■．

一郵改正．担つい■て

二︑西桂町蟹会委貝会条例 七︑西桂町長筆似給与及ぴ
制定仁つい・て・
流費条例の一部改正に■
地方自治法の一部改正に
．つ．いて
伴い従来の■七委員会を四
．前六買ど．伺．じ︒
．委員会制︵＝十条項︶に 八︑
．西崖町納税奨励条例の
改・正する案を原 秦 通 り 司

納税の完納奨励のため■組

︒合長の季当を幻額する秦 共団体の組繊！営９週合合
理化ト晒素能率化を図る■為

鴛．翫舳．舳．碩器

和■良竈路
二平雄饒

・決した︒

＝一︑酉桂．町蟹会々蟹規則制

渡高・

３・

支姶Ｌて居ｏたが︑これ

た︒■・︵委員の順は不同︶

︑凶箔常信萎＾会
︵総務︑財政一般︑消防

田沢

夫．

金金

．妻

目出．計目．策．計

ｏ◎

ｏ・．◎．

つくりに椚進致Ｌ

共々．に生き行く喜

ぴの溢れる住みよ
い町・明をい町の

す︒

．１

．昭 ．．・口支
対仙 む設遙展こそ︑＝日
．入
．崇
科国繰合 科失予合 タの念廣でおりま

和

訓蓑

．一易．

垣次

・﹂宍・

氾．
弘平

前平渡宮竈
井型下Ｐ

讐る︶

田．

■芯の蘭査及ぴ義案︑ 酒出ケ現１・Ｌ２・茂現２・身
竈日︑陳ｎ箒の讐杏を 崖歳箏苗蝸飢算帥１０帥
年入 予１１︐Ｌム 子２ ２︑

ク

４委委
＾
＾長

従来義貝の期末手当一等は．

．十項と同じ︒

■前六項︑．七項並ぴ忙九項

例制定信づいて・

．筆及ぴ旅竈に関する．条

．考男努自婁宴 十一︑西桂町教育長の給与

・を原秦通り可決Ｌたｏ．

正 と 全 時 に 粂 例 化する案

．例制定について

王︑■西桂町艘会の■定例会条

果︑左の■通り決定致Ｌまし

委員会制を四委員会制に過
．．いて
．■前六項並ぴに七項・九項 ぐる九月⁝十目の定例竈会
に於て条例の改正を藏決し
．と同じ﹄
て委貝長・委貝の遭挙の結

．委員会制度の改正に従い 九︑．運挙長等の報酬及ぴヨ 去る第二十四国会に於て地
策刈︑・・蝋・︒・︒下
見なｏ御希婁なり
窺則の改正秦︵九十九条
■用弁む条例の一都改正 方巨沿法が一部改正され︑
御邊日たく御■し
項︶を原案遍り可決した
蟹会の常任．委日会は条例で
について
下さい喧すれぱ撃
四︑西桂町竈会蟹＾の報酬
前六項並ぴに七項と同じ． 入口暇階馬応工一．︒十＝乃事 回︑む殴鴬佳婁﹂司．会
失期 定肌帆肌・．棚酬．羽 甚の至りです︒．
■
．．︵土木︑都市計画︑；纂町．半 醐．．．１︒← 支Ｌ．■
５．
及ぴ期末手当並ぴに賞 十︑各竈委＾筆報酬並ぴに 四以内に改められまＬたｏ
斯くして指町一
﹁第
．宍薫対鴛箏薫に関する ．桂上 鼠０００獅肌 額蜘鮒．肌
用 鐵 償 に 関 す る条例制
︐
用
弁
償
条
例
制
定
■
に
つ
■
当
藏
会
に
於
て
も
従
来
の
七
致
協カの下＾明朗
定について
なる郷土頭窪．の町

．・．を原乗通り可決Ｌた︒

口川

Ｉ１１谷尼

件

．定について．・

分沌極

辺山部

前相市夫高

行

１月２５目発

昭和３１奪１

町
号

（ ）

．︵

税務だよ．り
︑．︑

．硝

・讐
・係・

一劇固．

ようと現隼皮主轟という行
ぎ方をしていますｏ

．三

月．

ｌ１

賢産．

税・・四・

一

↓．所得税聡定

■．崇得税＝三期期

■﹂

．．

﹂．．

．一入残らす．．．

期・

税■西・期■

固・・ｒ定．資産税＝一瑚

固・・定

１町県．１民

■月．■

十一一．︑．月・

一．．一−れから︐の町税．の．．納期ぼ．．．

十

一

＝．弓

⁝月
．Ｌ

納税組一合尼加人し

．町税■・．県税小国税を．■一■

みんな貯蓄により

減姐︸され・てはおりましたが

︸饒関係に共

︒同募金配・分委員会から配分

されることになｏてお町ま

．．・・昭．和⁝十年度に於ける本

．す︒

町共同募金の納入額は六万

分があり．まｔた︒

本年■皮惟国艮たすけあい 七千五百円で芙同募金配分
．共同募金に■ついては︑昨年 ・委＾会から本町不二保青圓
度に比ぺ七の目濠獺⁝が多少 園舎増築に当り拾刀．佃の配

典﹂同募．金・
一〇〇％納入．

ら必ず申告掌ポ⁝

・ぱなヶ喧せん︒．六を伐ｏた 笛総ての福耕

．自家用材も申告←なげれ 業団体並ぴ．に児ｉ福祉施設

−﹂の金ば県吋の社会福祉︸

六︑Ｏｉ．四＝円

．一︑＝八一＝つ円

てＯＯ．一〇円

五︑九五︵竜

一︑・一一五〇円

五︑六九〇円

穴︑〇七一一円
︑八︑四四〇円

．した︒部落別の納入額は

皆様の御協力によウて十月
⁝十日一〇〇％納入致Ｌ玄

安心ｔ■て納め・ましよづ

◎童未を伐深．したら

．が拙来る−﹂とになうており

今度山黎県が池財法の遁用．■

ので︑町で伐現年反の比峻・

る強行堕理も考えち■れます■

らなくたり︑県の係口に．よ．

を受けたので︑■必然的に県
囮和一一十允隼反
が藏収を確保しなけれぱな
．存促期限 十月⁝十一．目

晒型一一十阜皮１． 一﹂
督促期限＝十一月二十目

督促期風を過ぎ■ると︑それ． 的低い陳税と相ま一て時旧
それ納期に逆上ｏ■て延滞金 的ずれの杜い各入の竈済に
が口さ．れまヰ・︵特に蕎の・ 応じ■た少額の■内に整理する︒

ありぎす︶

納税組合＾は分納ｉ約に
より納めて下さい酊

従︷て■昭和⁝十一一・年反は

分納は認めず︑蛙理■の段階

年度末を過ぎると直ちに督
促状を発行Ｌ︑原則とＬて
へ入る予定です︒■昭和⁝十■

．すぐ末材阪引租の．

の引取着が納税義務老です

．素材︵除薪炭材︶．．．．の最初

．■税率■百分の五■

阜告を−﹁．⁝

お忘れた・ く

靱期を

納税貯蓄ｏ合艮会蟹の席上
吸玄ｍの温詞一竈廻合に息謝状竈量／

一﹂完納は．︑
一明るい町政の．．一

ある方ば申竈障より一ケ月 目的を以て︑一・完づ︐隼Ｄ
一・
の延長が認められ宥竈台も の．一００％靱税を我保し．

永田義ｒ外六人

一去る十月⁝十日西桂中学 下■地第＝納税貯蓄組合
校訂堂 ． に 於 ・ て 定 例 の 納税貯

・号．
５．

書組合長会讐が開僧され︑
七■十＝組合長砂大多独及ぴ
．着が出用し︑叉今画は特に

町蟹会総務委員︑役拐当局
．一１

⁝道ｔ．．る．ぺ一

■紺■税は社会人ムしての■

■大月税務暑長︑同徴収旧長 ．一
の列崩︑・中央銀行小沼支店

長︑●１＾協の金融機関の方の

■席上︑設立前の瀦納を完

全に整理■Ｌた八組合促 感 淵

・Ｌた︒

・黎． 参席．も得て盛大に行われま■
公・

︒■．生■指．の．一■．■蔀・︑免醐航ガ下ざい■・
二年度については今から心
掛けて一銭の滞納もしたい
来した額の八＝％と予定よ

働
ｏ．ています︒．．

．」．

合新古下上本柿倉
幕．
屋屋地町 町圓見

■税金は必ず納め注けれぽ

竈稔眠泓

拙税袋

■が︑立木の所有者が特肌徴
方は当時の御行折を−﹂れか
らＬていただくわけに．なり 収義務者上なり︑代金と一
ます︒皆協カＬて町税■１県． 緒．に末材引取税を徴収﹂て
役揚へ申告納入する竈にな■

れていますので順に黎理を
行いますので︑稿納のある

ても相当額が予算に．計上さ

り下廻ｏてい・ます﹄収入が で下さい︒．・
．予算だけ入ら︑ないと折角町 勿論︑潴納繰越分につい

会計年皮（６月〃５月〕

税・国税全部一壕の滞納も
一定期価を定めて滞納整理 たい俺康な町にＬまＬ ５

５１隼口９月迄０

計・

．状及ぴ金．一封が贈呈され︑．

後︑む務違絡・懇談会とた
なちぬものと．い・う︸腕止足︸実

■一﹂やかに遺められ︑犬月税 でちり■︑これを■業計画・

ナ︒・九月末冤在の・納該状況

〇％︑滞納燥越垣の；Ｏ％
併せて一︑言五〇万円を見
込んで予算を立てており青

本年の税収は■現年皮の九

壮ります︒．

活にとけ■こんで︑その一部
とな．ｏて自然に納まる■に

務暑長より国税の納税貯讐 生活設計に撒込み生活費と． で計固Ｌた仕■も出来漬く
．桂． 組合設立届出に関する裏婁 Ｌ︑．すべて国税・県税﹃町 なります〇一〇の御協カを
があり︑納税への；□の努
税を問わず計画的に貯讐Ｌ お碩いします︒
西・ カを約しで閉会←まＬた︒ て竈く．のが本来の姿であり・■ 滞納の悪巡環を絶ち切ｏ
盛謝状贈呈組合 ・■ 必ず納期■には納めるとい５ て税法通りの破収を行うた
大門第一納税貯讐組合
■が蟹務の阯行となり︑常 め．にも︑叉一■昨年より出来
渡辺隆芳 外二十人 に心掛什．て習口ずけれぱ生 た町県民税について邑⁝でも
柿園中夫納税貯善組合
渡辺．賢外九人■・
大椿 納 税 貯 讐 組 合
高尾友一 外七人−
．下宿納税貯蓄組合

渡切春外十一人
粕沢■＝■・外九人

ｍ１１閉

伽口

、露』舳
ん・

宮本納税貯替想合

．ますが︑．現年度は納期■の到

ほ暇六月から九月迄の四ケ
月分の予定の航に達してい

本町上組第■⁝納税貯書 組 合 后 下 ■ 図 の 遍 ル 濡 納 糧 邊 分 壮 ■

新田晃英外十．一人

．莉沢仁郎■．一外九人
﹂桂納税貯蓄組合■

乳

４）

第

町
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略郡１ １年１

・号
．

強︑． 化．

．．一的．

・一．吋．■．消＝防・ガ・■

一・飛．・．．．．躍

．当町消防圃現有機械能カ

の宿百⁝が達成出．来得なかっ．

面する経済的饒局のた め そ ．
の止︑深く慮謝の意を表する．−

．各位の衡厚志嵜酎・によるも

今−﹂そ．

・我片■消防団貝は比のｏ秀
．沈る機械を古ｏて

火災損讐を倣底的信圧縮Ｌ
僑でお．

■一坪でも一円でも減少せし
一ります︒．

め注けパれぱたらぬ・

副部長
副部長
副部長
副部長
副部長
副部長
副部長
副係畏

．みん︑な・の．一︑

カ．・で．

．一１

■蕪火．災に！．

西程消防団正副部長改選

帖既に皆様御承知の姐りで
．・＾後距火災期匡向５折柄
の低下に伴■い先年来竈入設 あ臥ます︒
火の元には省．一刀の御注意■
側に関Ｌ邊々協竈を重ねて
■．■二ゆ籔年来の自的が達成
をお顧い．します︒
彦うたのでおり．ますが︑直． 胆来得た■は町内外の有憲

庫卿剛

冊血切し︑協⁝額を

以上の保険関係により■
薫者が不ｏの災竈によ？て
受けるむ失を￡薫岩自体が

碩は八八円ですｏ

貧担す石おけ・ですｏ・■・■■■■■■

・風氷目■︑干竈・■召竃．そ．．の

■．■・﹂．損竈の対象となる竈故は．

他気象上似原因に工る災害

．人為把よる災竈を．除くもの

及ぴ病虫管・．几獣竈・の他︑

．・﹁．．・倶ｏ行生侭．よ切・・．．・

．娼紅熱・様疾患一．■︒

．の豫碗．侭就て﹂・

−﹂のよヲ．な這営方針は￡集 風が多数発生し︑■本年も倫■

■昨年．上り全国各地ｏ小児
帖■放の対象に彼る駅です． 間．に腎炎．を伴う狙紅熟様疾．

る．と共に︑・此のように￡．業

＾あみので左記把＾仰肋一意の上

■広ぐ各地に蔓延する恐れが

災箏補讐法で定めケれてい 引繍喜流行■の徴候が現れ︑・

着と直偵経済的忙蟹ケをも．

い．るｏ昨年の経唆によると
貢症例も多く︑■また死亡例

発病す■るものとが知られて一

筆を■業と・レてお．り︑﹂今後
いる庁症廿状は軽症娼紅熱様
共各位の御協カを墓み︑．部︐ の発診をもりて始まｏ．︑後
落役−貝の山倒 捌カを宙胴５次営川
に冊炎症状を現．わすものと
であります︒
始めかち乃炎症状をもｏて■

昭塾昌十一隼竃＊

．．坪刈成績

肯︑本年反長業・所得墓草

します︒

■本病発見の指擦とＬて︑
扁桃炎・とぴひ・■顔のむく

災竈補＾法に定められてあ
昭和⁝十一年産米￡業所 も相当に．みられるので流行
ります︒西桂町のｏ合︑反 得基草坪刈を去る十且十六 の早期において治療を行う
当掛金給額約一五七円︑国 日セ実施Ｌ音．ｔたが結果は
トＬと〇
一一︑．対
．籏
口負担頼六九円︑￡簑ｉ掘 左記の通りなので御知らせ

￡家よ．り歓収するむが￡薫

近い金獺﹄を

的に政府で掛金の約半額に

一西桂町消防団缶部垣於い ぺが十一丹一目よサ正副部 り団体．ば︐他■の団体信見られ そｏ予防に万全を期せち机
たので島り玄す．ｏ．然しなが
■もので・おウます︒．
．る・し５ｏ．衡︑この症状ｏ息
ては任期に伴う正副都長改． 畏に当遭ＬまＬたので御知 壮い性質を持ｏ．ており︑一組
ら遂に去る十月十四日県下
合の内容が充戻すれぱ我国 岩が発生した場合ぼ必ず町
遺を行った結果︑左記の方︑ らせ致します︒
にその性能■を誇る最隷最天．
︻写其は新鋭を誇る西桂町
．の消防ポンプ自動車を購入． 消防白．動車＝号車と立て 第一︑部長
金井広︑志村．工■朝明
．の＾栄窪港⁝に大い．にプツス 医に診察Ｌて籔いて下さい
菅谷光竈︑小抹 ．敏 される■．と信じて止まない
一＾本病の桟要
し披露式を挙行致したこと
るは⁝滴団長︼
以上水稲に例を取．り胴単■
現在までの調赤・によると
槙田邦夫︑梅原■民夫
武膿金六︑渡辺米＝郎 に説明致Ｌました・が︑．この 本＾胴はＡ群溶遭舳菌感染 歴の
・他︑睦稲・・家畜・建物共済
一都．である−﹂とが判胡して
前田正作︑奥脇 弄⁝
大谷朔司︑遠山 栄男
市川嘉弘︑分部 書⁝
志村秀彦︑土屋．盛之
第＝部長
第⁝部長
第四部長
第五部長
第六部長
第七部長
新章係長

︺︶︶︶︶︶︶︶
共漬細合兜よｏ・
︵︵︵︵︵︵︵︵
不盧の災讐に傍え
組合・へ■加入を
現在の￡業経済に於いて
間接的に政府と連鶉Ｌてい
る団体は各種あり︑それぞ
れの違営を行ｏております
が︑直接的な繋りをもｏて

反

石蕎一

︵予想︺

収

に泣み為︑上・中・下田の み等の症状が．考えられるの
⁝段略でいずれ毛中位であ で早期治療の普及にようて
讐炎の発病防止を図ること

坪当 罫哨

果０４

誇義

るｏ

冒二︵下暮地︶讐林−壷号

窒曇…署堅株
嚢衰嚢奏株独

５

．．いる固体としては長竈芙済箱互によｏて補箏する−を
．組合以外にないと恩います 目的に政府でも全讐地■へ讐

ると■真大な金額を政痢では・ 前田

栽作者 部落名 昌着名
．金の負担をＬておつますｏ
￡環共済組合の■業はすで
．に御存知の■と思いますが 反当りにすると繕かな金額 川栂︒郭夫＾倉 見︶￡林十由号
例をあげれぽ水稲の場合に ですが︑西桂町の国口負掴 ．岩田栄太郎︵柿・園︶オ
．於いては全耕地を対象とし 額げ九万円強の額が毎隼楡 格守みよし＾柿 園︶４
て︑即ち全栽地へ対して保 助されており︑全国的に見 高目喜太郎＾上 町︶￡林一西号
険関係を成立させる事■を目

︑畠八

︑亮１

︑⁝＝

︑；ｏ

一一■ ，

■

第．

高漬小郷上安渡川
山辺沢田条宮辺村
安正喜米義保竃荘
平平由 幻三葵作

姑日発． 行
昭痢３１年ユ１月

公
町
（５ ）

６

・

一︵

新教育書口
．．き．ま．る
﹂去る十月Ｆ目︑．．山崎助役

﹂御
皿木︐・．文

一挨一．・・．一拶．

籔芦長．鈴
．雄

︑御．挨拶と致しますｏ

三滑９長■・松川社会委＾長 ■今回︑■新教育委員会法の 共に私の目頃．考えておりま
渡辺収入役笥の立会のもと 副定信よ．り︑杜からずも籔． す二との一幻を申し上げて

．．所が艮近申一学校を卒薫Ｌ．共．の人は絶・えず知識を新た．

﹁吻︸鶯人婁．一．月届・で．．し．め

．ちがいないのでーあサますｏ■

．鬼ぱ以止のように信ずる．・に一︑口ゆ．飛口をな﹂得るに

にし進歩向■上する人となり． るで．は．おカます喧いか由．所．．
げ． 梧るど恩ｉのであり童すｏ
蘭凡信貫をそえ允上う忙更

允と．い．いながら︑．・・一．寸し．た︑一

手紙も清足に○けぬ︑．

ぱ文句も意．味ひ了蟹出来た

届人も今目の世の申にはと 婁ではない︒・処世上無堂・で

正幅■過去．に於げみよりぱ犬

後に於て■は︑．学問の■必要は

︑い二とを●ぐヵ今少しカが・ ので上あサ雀すが︑口をたす．
たい・もの・かかなどといわれ 者があ■ｏて■醐 ■などは必 殊庭時邊の掩■移する今副以
もするとありま．す︒せ．めて

・ 争−一ケ
■ムｏでも成功←ている人は
・世の中には忙しい生活拐 用向きの手紙だけは讐遍に■ あるｏ・．某は元ぺ学問などし 在るものがあると息います
︐裡に立ち︑．幾多・の枢画＾の地
■
け
る
位
の
国
帽
の
・
カ
を
讐
づ
允人では■ないが大胆でよく 叉棊氏ぱ〃私は大して勉強
Ｌて醜 ■もしないが︑只平
ヒとが必婁の﹂■つと息．い童■
■人心収竈の楓︑を得ておりｆ

．■命の上からは老むにロプち 位を占め用赫簑多の中に︑﹁・

のが一﹂さいま寺一︒しかＬ拝．

に新籔育委員ｏ任命式が行 育長の婁吸を舞命いたＬ．⁝
おれ︑引き続い．て第−回籔■ Ｌた﹂もとより浅学罪才の．
青委員会■が関伯されまＬた 私︑全く内心じくじたるも

法炉より互還の絵 果 ︑ 次
■・の通ヶ任期●委■畏●委−＾

沌口舵夫
藺尾 隆
川村栄貢
分部豪司
鈴木文雄

後ども何分の御擾助．と御竈
捷をお蹟い申Ｌ上げます．と

−カ・判断カの勝れた人． も︑耽かに読●は処世上一・

ましよ５ｏ

叉︑私の知っている或一

その人に一つのカを与える

ようで島り︑碗か．に︑一・理あ

とする心掛けを持つこと︑
読めちたらぱ新研尭の記■

●がこの人をＬて共の地位 る−﹂とを痛臓すみものであ 貌●などといヶｉ﹂■とは︑︑先 である〃と︒．之も芯かに一
．を得せしめたことでもあり りますｏ鵬の如■何を問わず づ処世上必要ないこ．とと恩 理ちる醜■法虎士思います
読●ほ誠尼大切．なことで︑・． う と言ラ．所はもｏともの 氏■のよラに人に先んじよヲ

もあります︒恩えぱ−﹂の魏．

読

然かも多ての●物を読破し す﹄なぜたれぱ︑用■．の手
・その組方の■崇界に蟻飛し 累雑誌のよ５なものでもよ
長蔵務代理者■・籔育長■〃決 新教育法の．理念をよく研修
紙を○くこ．とは目常最ぺ讐 ておりｈ将来益々勢カを得． い■．ので︑新・しいもの１︷︑と
多方面のことをよく知り︑
走を．見まＬた︒
いたＬ︑学改籔育面に申す
．に及ぱず社会籔育面に全カ 大抵のウに対﹂て意見を狩 遍信ぷつかることでおるか る巧おろテ︒叉栞は無掌で 新研究の出るのがおれぱ何
委＾．長
ち︑どケＬてかくも勢カ絶 らであり．ます︒
はあるが勢カ峻傲よく今目 でも見落すま．いと務め︑古■
職務代理
を傾注して知邊の万．一．・に報
倫であるかと竈かされる程
それ．は兎も角としまＬて の地位と■とを得︑人望も いものを基礎と■Ｌ・て新たに
委
員
ゆる考でございますので今
あり今後も大をなすであろ 新たにと工夫を二らし 入
つの強昧を与丸るものでお ５ｏ﹂此箒■の例を以てすれぽ 後に．落ちまい・とつとめるの一

ク

七月十七甘肝籔災ゆため他

た．のであります︒叉他の一． 閑はあるものであります︒

ある所︑載いは文堂さであ 先づ偉いとい５方の人であ 局の別はあケます︒改に各

祖る．セころが．島ｏたたらぱ

み．︑京西古今の知識に於て

を浬め︑．人楮の向上■に資し

之により自身■忙一段の進境

ありましょチが︑何人でも
．て良■に親しみ＾短■時聞づ

つでも︑読●する狂らぱ︑

めて■■でおり︑為に出世 ●であろ５が︑平素心掛け
の緒を得■て︑社会上の地位

■工﹂

も著しく進みま・したｏ
．︑

貫に﹂﹇の成功をとげ︑そ

にも卓越であり︑一其の●く ろ５が︑実学ｏであろ５が． りまＬ上５ｏ
人の掌を実地に后用し筍る
．之箒の人で更に■に窺し 程皮の讐は大いにあるので
文申の引例も︑い■つでも垣 和漢洋好むとヒろいずれの

もないが︑・■その文才は如何

一曇どり号１営協カ会副会 人は／外には左程勝れた点

◇．．．．．．．◇・．

長箏勤めておか．昔したｏ

−﹂こに氏の永遠の山脈路の

︵写兵は敵山中信俊氏︶

就く−﹂︒と十圓余仁して数多 安からんことをお祈り致す
ぐの人把櫨■しまれ・つり去る ものであります︒

のですが︑不宰︑さしも頑
肥を誇る氏も病を得寸床に

■段の期待が寄せられていた

育■に関する経喰を生か﹂■ｉ

ため尽胸⁝せられ﹁■多年の籔

桂町教壱委員会教育長とし
に出て■扁岬励をしておれぱ・随 物に浩然の気を次く嫌いの 向上の工夫をすることは処
●に鶉し．んで讐︸た数理に
・て就任以来︑一去る七月まで 違絡協・竈会改育長部会副会 対する彼のカ︑彼の齪念が 分忙しい−﹂士もあるであり ある人も症いではない︒し
．世上戯．に 昌ぷぺき−﹂とであ
．長 胃都留敬育長部会長︑．．
．
成
功
に
お
づ
か
．
ｏ
て
カ
が
お
ｏ
一．二年存余︑町．の教育舳売展の
芭Ｌ■よ５が︑忙申に於ても かし私■のいラ所の人々のよ りますｏ但し世相は段月と
．叫梨県杜会教口委＾︑山梨
ラたのは人として天分の讐 複雑となり且つ．進歩Ｌて行
・かような時其の人の趣味の かた秀でた方＾で・あるので ぎます︒．独人にも天性に賢

現以中も山理県教青委員会

は昭和二十八■年四月一日酉 を縫て本町散育長となられ

して明治四十置年山梨師晒
い．たが〃好きこそ物の上手・ 社会に虫れ．ぱそれきり読○
い．稀には・例外とＬて世に甘 集にたづさわる人々には特
卒薫後︑県祝掌■︑郡内の各 なれオとの請のよ５に︑何 たどは必要がないといラ人
相当 えている人でぢり壮 に大切なことと思います１
小学校長を歴任︑腿峨後は
．もあります︒しかＬこれは
之を婁する．に︑青午の時
人もが困蛙どする数掌の■●
がらあまり学究的態度に没
本町前教青長山中信俊氏 県竈会竈月︑簑育団体役＾
を
遺んで耽読するという凪 犬吉な頭であると思います するた・め︑其の人をして偏 も叉学校を卒えて社会に出
でありましたが︑此■の独学 なぜなれぱ︑なる帽ど社会 屈にＬ一局部にうずもれ人
・た後も．︑好学読●を喜ぴ︑

■人は︑青年の時か︑
ら多くの ものと信じますｏ所が世の ります甘人物利鈍の分れる
才ｏ
． ■．
数
字を暗算で遠かに計算Ｌ． ．申には学生ぺ活をしている ところ誠に学問のみにはよ を読むとい．ｊこと昧やはケ
．．◇．．◇
得る笏きを持ｏていて・︑平 聞は︑︑いやでも読●をする らないと■︑正にその遍りで 技術経営の点などに於て︑
．氏は本県教育界の．貢鋲と
素先生拡ど．にも誉められて けれども︑．一且学校を卒え あります︒．それのみではな． 絶えず進歩の工夫を裏す■る

界されました﹄■享年六十■六

・山中前教育長．の死を悼む

教育長

二一四…四
年年年年年

）
第５号

公
．町

西
昭和３１年１１月２５目発 ・行

︻第．穴頁．〃御挨抄か．つづき︼

つくられ大いに．利用ざれ︑

お互の進歩向上を図り︑■楽

■婁すｏ■宰．い当町に．は県庁の一Ｌく一明るく十＾か准町の．

得ぺきは．疑い壮い所と息い

︒時的把気温が下ｏた

もあ 七た︒︸﹂れぽ竈豪個．︷切竈．．

．近代凸甘愚営上︑一・肴竈虫．

．のと凛ぐ臓聰致しま十も

りまし﹁たが︑前紀迄の天■候 垣的な防除と各都落共済組．
を漂合すると決﹂て黒ぐ・な・ 含長．の口身的指むに上るも．

■．以上卑見の﹂■瑚を申し述・

除も過去＝・⁝年繍いた絞 防除は欠くべからざるもの．・■

設にむ進しｋうではあり・ い・と恩いぎ■ヰｔ．竈子︸旧毒か一
■巡回図●狛セもい５ぺき自こ．
ま世．んか︸．・
軌車文口伊みどか号グム移．
ら始まる町計薗砂．病箏虫防

りますＬ︑町公民館図●も

８目．．

本牟度米作の田植後よ︸
竈揃顛億至る胸の天倶を老
考迄に睨せぱ
一．

発生密贋からして︑来年度

．用し各戸の田畑の土堤■

．

⁝．穴八讐

．八月上申包本年約．一町五．

．．．．．七九反七二〇． 反歩．の苗末子約．をなＬ∴症

．．姻

．．

■質が欧らかく加工した蜴合

を加工したものであｏ︑肉

．口用君でほたく生食用白桃

■■■従来の桃竈詰はこう冒う

どし．て・おりますｏ．一

ーコペ．き気￡が．盛り﹁上．がろう．

・こに新Ｌい竈簑芭．命ともロ

年を期す渇者多滋を見︷．︒■亡

・小作切約を女○化■←な．小も■お．笛木■口．から止むなぐ翌■
の

・一．．．一〇竈一．．一

．＝．二反五〇︒０■．

．．．思・・︑・．．六五讐．．．

畑・．．

⁝兎反ＯＯＯ

査の︷■き束関魯■の．土地は政

．さい︒

１■＝■■■■■■■■１；

ており．ますから．御君知く．だ

■⁝ｌｌ１ｌｌｌ．．・１．

罰し．い■．薫

．注甘される．．

おｏた︒竈桃阻これを改良
しｔもので弾カある硬質で
肉色は主担責色で酸床が強
く生麦垣は至ｏて不味なも
のであり主す︒製昌は廿味

■自で香気が少い等の薫点が．

濁を生じ饒床が．少く味が淡

分もあり︑︑理昌は紫とか自

．する．−﹂と．になりました︒検肉が崩れ色が白色で紅い部

．最近開蟹成功桟杏を実施

．．︵下■地オ区︶・

未墾地■に■グ・．い．て

石

︐垣等虫の越冬する場所の焼．
抵い．を実行噴いたい︒

田

一五〇九反六＝一■■

総面竈

■︑四〇八 杢を笑施す
︵八月一目現在︶

一．反二〇八

八件■一反穴Ｏ⁝

■畑．一〇八七︑七＝Ｏ
◎目下提出申のもの
自作地面竈
田 三件． ○反四＝四
国 ＝六八五讐■
本年も愈貞汗の繕晶が刈 よう正耽に■し︑予定目に胆．
畑 ⁝件 ・て九一一
＝＝〇一反一＝五
ヅ取られる収竈時になりま 必ず⁝四荷してくださいｏ
▼法第＝十条関係
畑 四九八五竈
した︒各位にはさぞか・しお
︵讐地返珊︶．
▼□︐竈︵四月む十且︺．−
一九七⁝反Ｏ００
忙 Ｌ ぎ ■ と 思 い ま す ︒ 身体
◎許⁝可のーあｏたもの
小作地面竈
農地の移動．につい■て
田 六件
一．反八二一
■を犬切に・大いに御■聞願い
田
四〇五竈
ます︒．
▼法第⁝条関係︵売口︶
畑 ⁝件
．一︑＝ＯＯ・
＝Ｏ八反四二六
政 庵 へ 売 渡 す 米 の 予 約 者 ◎許可のあｏた．ムーの
◎目．下提出中のもの■
畑
四七﹂八
．は特に天候に気をつけて乾
田 −件
Ｏ反亡〇三
国＝六件■二．四反八Ｏ■九
二四反七＝Ｏ
．畑＝一件 ・七︑六〇一 ．﹂．畑・一件・ Ｏ︑一〇〇
燥Ｌた時期に脱蝦し︑萩の
小作契約を更折したもの
一■繁調査にグいて一
醐整を念入に包装等注意し ◎目下提出中のもの
田
三四〇讐
て親格を上げて芋取の刺す
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▼法第五条関係・︵む魔︶．

■畑六件

．リカが嚇出しており︑−﹂の

．■その内穴百万ケース︒は７

迄をゴ目靱セＬておりますの

県の計画で．は楓高七百米

れておりま．すｏ

■鴉所管内に■⁝十■町歩の新

︻第七頁へつづく︼

・当町では古屋部藩が限．

で

於ても・︵鮨桃＝号竈川熟財

桓希婁を見︑．我が西桂町に．

と予定し︑近くは都留普及

先がけて旦−ぐ産地化Ｌよ■う

■各地の○薫振興の慾求と相． カから買入希塁が有る止口
倹ｏて全国的な栽拮熱を呼 うから輔出面に於て有婁で
ぴ︑＾秣省に於て千町歩を 島り︑﹂叉葭内消費も従来の
叶画し︑山梨県ではその⁝ 自桃鰭詰と入れ変り国内消
分の．て⁝百町歩を全国拒 費も増Ｌ宥国 なものと．冒わ

．あり︑目本の製品が決Ｌて
れ︑い．よいよ本年より一般
アメリ．カ製品に劣らぬと冒
普及段階に入っ■た全く新し
い呆実であ■り︑これが金国 ラし︑．叉夫欄出国の７ リ

拐に於て昭和二十四年頃よ
り試作交配の繕臭︑目本に 内百万ケース舵け食込む籾
適ナる理想的品竈が育成さ 合に千町歩の栽培が必要で

るもので︑讐皿杯〃１各地︑試鹸

■．を加えて煮て製しますｏ
纏一桃栽■培．
諸団体■と協隆の結果速かに これを以ｏて薬代に振向け．
■．将来性に於ては輸出面に
．斉防除が行われ破竈も＾ 役員が価阜に防除が実施出
−﹂れは果果そのものが商⁝ 期待されます︒例えぱイギ
少限度に喰止る■が⁝四来ま 来得るよう念眉します︒
品ではなく箔詰原料として・ リスでは年︷千万ケ﹁スを
義培して竈詰エ拐に売却す 諸外国より的入しており︑

近年にない〃ツ守．グロ旦ヨ
荷︑来隼度防除箏偏とＬ
パイ の大発生を見るに至 て各ｏ象より此秋竈れる米
ヴ共々狼狽し︷直ち信関係 の■饒出へ三乃至四升︶を願い

しかし台風九号の．蟹来と
其の後の里冊状た気温により

待Ｌたのであり．ます甘

ら又︷昨牟同様な＾作を期

○た■と磁ｏし︸此の分■た 稲作には相当．〃ｏするもの
府が口戻しをする法になｏ
と感ずる．ので冬の期 を利

旨虫の舳免生■もなく効皿＾が血あ

乾擾不充分だ士変色もＬ︑
て遭期に票施され．る■よ５に やはり遭期に﹃斉に行われ
叉虫も附易い似で注竈Ｌ首． 症Ｏ︷Ｌたｏ来年度も一．斉 るのが最も効臭的且つ優済
Ｌようｏ．
防除の形で敏回防除し当時 的だと思いますｏ．まして今
に於いてはこれと口︷た病 年■度のツマグロ．目コパイの

一﹂ざいます﹄何卒忙申閑を べまじで衡．挨拶と致します 盲に．刺戟され︑昨今では旺■
■■と考え︑叉多少なり■とも毎
歴な讐寮の防除川臥と相僚ｏ 年防除が擾返される．たらぱ

・勧覧・よリ．

︼︼■﹂︼︼

︻︻︻︻︻
・■今年良病害虫

防除について．
．雨蛆
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■日御著労様です︒此の 秋 の
．天侯は降り続く雨の為取入

れ 及 ぴ 麦 蒔 讐 息 う よ ５ に進
まず穂体的に大分運れてい
るよ５ですが︑叡の保存に
ついては充分乾燥の上で保
存するよ５御勧めＬます︒

６目
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第 六 頁 ． 〃 陪 桃 栽 椿 グ ■ ． ． りづき

．み．に出せる・篭で︑一貫は五ヲ

しても確かｏと生産組合を

組舎の設立に因ｏ■て計画が

︑
﹁
．一わ．れる訳油んでずよ﹂．

るだけ詳しく恩い出Ｌて．
ね︑改印■届と可時﹂に紛失
盾も出すんですから﹄・童・．

．

は随分大きな金額信なる・

伊すれぱそれで柾朋惟出

春■子．﹁そうですか︒．一■■年で

．でし．上うね﹂・

惰して．紛失し．な一いよ矢に
︒することですね﹂ト

きるんですが︑．まあ大切

■係﹁まあ■町の予算の全体か
ら見机ぱ大﹂た．−﹂とはな
．いんですがね︒．今年度は

．といラ所で．Ｌ﹂うね﹂

が印鑑証明を欲Ｌいだけ
れど︑層けてあるハｙコ

．へ戻りますが︑田蟹証明
の■ことで私ね︑お父さん

■術は他﹂の果笑・爵菜箒の栽 春子﹃判りまＬた回叉始め

■である為園婁作物中初心老 芸に成功する拐合ゆ￡薫技

．に比岐的作︒つ易い︒立地と

﹂

れど︑俺をよく知ってい

・分のは証咀﹂■て呉れたけ
．るく．せに煩まれたのは証

■町鑑証明を正しぺしましよう．・

Ｌては全国の製艦能カの甲 培に応用され廿現在より一■
靱を宥する畷岡県に隣接し 段と高度た纂約＾業に発展
．することが予想されます︒
て出荷が ラックでパラ竈
．一

利発そうな青年でＬた竈 一 伸

貞会話もテキパキとＬてい

て聞いていてほ悟えみの．浮

■んで来るのを禁じ得ません

でＬた︒以下その会話を御

税金の督促手数料︑土■地

台帳や土地工の図面なゼを

把犬切な■もので︑それだ．

場へ動める前峰役場ｏ

ましたよｏ史ち︑．それは

て固書﹂い所だと思ｏて

・とで﹂上うね︒・宍印です
からねｏでもさがＬて■も
見付けようと■Ｌても無い

らしいと言ヲことを出来

眉を胆すんですね︒そ．の
時は何時どこで紛失Ｌた■

言うこと■から本人以外は

その他の重婁な用件に使
いますし︑何Ｌろ実卸と

■見る場合．の閲讐手数料た
■ど色共あるんですよ︒−﹂
れらのお金は当然の−﹂と

ですが＾町の一般財源へ
繰入れられ税金と同様︑
学校を作ったり︑適路を

一一・．奮こ■寓ｏ店

・窪明出来な．いのが立前な

んです︒伺で︑なけれぱ
いいんですが何か聞違い

︑があｏた時の■を考える

と決心■て親蟹の症から上
い︷て証明出．来ないんで

・．す﹂．．．．．．∴・﹇

．すので宙砿てお庸小し遂

まあ・ザ甘ト．こんた．会話で．し

係﹁景知しま﹂た﹂

た︒御凄考・にな・サま七たら

任．状．

別記．．︹例︶

宰で．す︒

委

私は西雀町倉見田中﹂一郎

■を代理入とＬて左の■を

・すよね１だからぞｊ．いづ 委佳しをす
．記

昭討皐呈年︸丹一目

．印爵湿明︑

洞＾を洛・つて

■中田＝郎＠

■・西桂町柿園 ■

二通■■

一すね︑貨ｏ■て来てくれれ

場合旭当人の委任扶をで

ぱいいんです︒都会の区
役所・市役所なんかでは

．どルたに困ｏた理由があ
○ても本人なり委任状な

．．りを持参しなければ亟明．

Ｌ董せん．でし上５よ﹂．

．半紙でも便艶へ■でも■い 公報に致Ｌ反く存じま．す＾．

■すねえｏこんな風にわら

詳Ｌく柑伝え致・し度い．と念

易らない時はお伺い﹂ま 願しておサます︵鈴大生︶．

春子﹁よぐ分り．ました︒■叉

．んに療Ｌ玄Ｌたｏ．

兎も角︑印醤症明は御存
てハンコを■押してくれれ ○新町長も決つ︑町も陣審
知のよう■に不動産の登泥
ぱね﹂．と口ｏて別・証のよ をととのえ︑多薫た将来に
．とか︑営薫資金の僧入れ
．うな文句を竈いて春子さ 向いますｏ．皆様の公報たる
ぺく町の団きを出来るだけ
よくＬたりする冒用に・使

時は仕方がないから改印

ですね︒手数料は一部三

春子﹁印鑑証明を．貰５ 場 合

．十円だそうですが︑その

被露致Ｌましよう︒

．けに紛失されたら困るこ

○槙田町長・山申籔青長の
人頼．みは曇佳朕でもむい口切い．たＬま世加
春子﹁だっ．てあれで﹂上︒
．その委任状にだつで型式
．町．
死去ｏ教育委貝の改選︑消
やら用紙があ てうるさ 防ポ．ンデ＝号卓鴉入︑その
いんでし上？．結局一．つ 他不幸やらお祝いやら公報
桂．
．のことをやｏて貫う信は
発行も伸ぺの仕竈です︒不
戸竈・佳員の￡祀とともに大切てす
幾皮も役幻へ通わたけれ 肖愁が山申籔育長に引・き綾
ぱならないのね﹂
き■公報発行の■を命ぜられ
係﹁まあまあ待うて下さい まＬたｏ飴■めての■とて憲
・金はどんた方面へ使われ が無くなｏて困ｏたと言
■明←て呉れたいん柁︒■忙
．そう悪意にとらないで下 を尽←鴛︷せんでＬたが︑
Ｌくて行けないのに全く
るのですか？Ｌ
○ているのを聞いたんで
或︒る日の．こ︸︑役場へ
．すけれど︑おあい５．蜴合 話の分らない所だ〃．とく
ざいよ■︒本人が聴かに委■ 今後芙御支授御腹養をお廣
係﹁そうですね︒手数料と
﹁一寸お伺い﹂ますが⁝﹂
やんでい．るのを聞いたけ．
どうＬたらいいんでＬよ．
任します上冒ラことが分 い申上げます︒
いｏ■ても︑印鑑誕明だけ
．れぱ．いいの■ですから︑−壇
と冒ｏて見えた人がありま
れど﹂．
うね？﹂
○用紙も保存に楽なよ５に
ではたいんですよ︒転出
す︒名は春子さんと■言い︑．
係・﹁眉けてある印鑑は非常 係﹁成■る程ね︒私自身も役■
詐⁝明とか一戸籍の手数料︑
当な文旬でかまいません 変えて見まＬた︒記■の内
ですよ︒それは そうで 容・．形態簿につき御意見あ
らぱお寄せ下さい︒生きた

望

を頼まれて行ｏ■たら︑目

．一応九万唱千円を見込ん
ですが︑将来に於ても■百 進められておりますｏ
■春子﹁ええ﹄それからね﹂
．．栽培面に於ては何を於て で歳入予箏に組まれてあ
．とた．めらい勝ちに⁝：・
円は維持ざれ老ものと冒わ．
﹁一．寸１い仙いんですが︑
れ︑虞収六百〜千口と言わ も適期に遁作菜を行い︑従一 りますが︑．−﹂の金頼だけ
役幻という所は何だか私
・来の柿・すももに対す■る考 入らたい時もあるし︑−﹂
れます町鳴長は樹勢が強い
れよ﹄多い拐合もおるん
ため比籔的地カの低い傾斜 え．をは全然異ｏた洪心で取
．迂︑とつつきｏくてね︒
．ですが︑年悶八〜九刀円
そラ︑つい此の問も或る
地．にも栽培出来︑叉原料昆 組むこ止が必要で︑この園
人が〃自分の也ついでだ
からといｏて︑印蟹証明

く．堂価百八十円だ■う■たそう

・ら五千汀租度の収穫Ｌかな・都留市に於ては既に強固な

副⁝県で試作に櫃えたものか 統制︑を図ｏて行ぐ亡どで︑．

．︵
立・てて犬会杜との契．約栽培
で
し
上うｏ
■現在・の取引価格は本年山 によｏて県下生蔭組合との

・．８．尉位で安全かのは下五都．藩
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