菱六年多具

・ユ

一︑将来仁向って生き甲斐あ；

人生を還奇均に何かの特技を身
につけ昌ための努カを引み上げ
よう︒

以上一二つの生活目標を町民各

位に呼ぴかけ私達を取り巻く巌
しい現実に負けることなく乗越

えて物心共に曲且かな生活をめざ

と自覚の上にた﹁て社会の中の

し︑自主的な活動を通Ｌ︑責任

いと考えて居リます︒

１︐ＹＬＯ会館用地の蔓術と簑

１体仁璽︐

設蕎ｏ査
２︑⁝沼ｏ墓§の拠誠

香む路の蟹術

３︑中世芋＾個入口よ阯

三水道の統合と町首氾倫

入田■道工■の継涜

中学校■螂３夜聞照明設竈

ー︑ＹＬＯ会館の建設と周辺整

五十二年度以降の計画とＬて

でも何処ででも話し合うという

２︑一二水道の町営鵜管と年次計

備事業

一人としての認識のもとに︑四■
．ＯＯＯ人が皆友達であり︑いつ

私は昭和五十一年度の町政の取

めざすと共に︑最近の私達の周

望ましい町民生活態度の実現を

方針が流動的な現時点に於いて

は県の指導方針に基き︑中央の

る為の各種の実践活動︑例えぱ

防ぐための凡ゆる努力をして自
らと家族の健康を自らの手で寺

して︑今や私達は病気を未然に・

ら極めて憂ふぺき状態で有りま

きその重要度により逐次計画し

この外町民の生活関連事業につ

これは主なる事止業でありまして

５︑産業会館の建設

４︑五十一年事業の継続

整備事業

３︑農振地区を中心とＬた農道

は努めて控え目の予算を組み︑

集団検診︑各種医療研修会︑講

実行に移して行く所存で有りま

画による改修工事

別に申述ぺました長期構想のも

演会に参加することによって︑

の増加に対する診療側の不足か

和五十年度の予定事業も極めて

とに事要事業を中心とし︑一﹂れ

予防衛生上の知識を昂めると共

囲の医療間題については︑病人

に即応出来る町政の運用と冗費

予算

ほ大変御苦労の年であった事と

順調に進み事務的処理の面に於

に国及び県の施策との連繋によ
って実施年度を早めると共にそ

すので︑尚一層の御協力を御願

の編成につきましては基本的に．

節約を基本として考へ︑

組み方につき激動する杜会状勢

新年を迎えるに当りまして︑

以着

勇玩長

不況に負けず︑新年に希望を託して
各自の持場でベストを尽そう⁝−・！

存 じ ま す ︒ その中で各種の選挙

の効率を高めたいと考えている

にその実践活動を通じて出来る

当に長い不況のもとで町民各位

目 出 度 う 御 座居ます凸昨年は本

が行われ︑又五年に一度の国勢

画より若干の遅れは有るものの

きましては殆んど支障なく運ぴ
事業的処理の面に於きまして計

もので有ります曲

として次の事を計画し実行した

もと昭和五十一年度の主な事業

．い致します︒

などが計画されて居りますが

めて厳しい財政状況の中で当町

調査も有り︑各地方自治体が極

これにつきましても鋭意目標の

丈病気にかからない努力︑かか
ったら早期発見︑早期治療の原

ための自衛手段を考がえて頂か

則で対処﹂︑家族の中での病人

の回復と社会的邊帯怠竈を島め

の恒康を自らの宇で守香為の実

以上の様な当面の考がへ方の

ねぱならないと考えています岨

饅活ｏ仁参加しよ一︑

一︑痛虹を未然に防ぐため自ら

よう︒

リ越えて失われつ・あ昌人聞性

一︑今の岐Ｌい生活の試練をの

のスローガンとして︑

更に昭和五十一年度町政推進

と致しましては町営保育所の開

、

達成に向って努力中であります血

４

設︑中学校屋内体育館の建設な

町 民 の 皆 様︑昭和五十一年御

７６５４

・１月号１２
５一

桂
西

報
広

謹んで年頭の

お祝詞を申し上げます

皆様方が町の発展を思い町民の

西桂町議会議長滝口
すがすがしい︑五十一年の新
春を迎え心からお慶ぴ由上げま
す︒振り返って見ますと昨年度
は統一地方選挙をはじめに数々

足 並 に 屋 内 体育館の建設其の他

中で町民の皆さんをはしめ先輩
各 位 念 願 の 町営保育所の完成発

諸設備は誠に素晴しく県下に誇

は准当に尊いものであり深く感

なみなみならない御努力と誠意

の選挙の年で有リまＬた︒その

の事業が進めて参る事が出来ま
した︒これも一重に町民各位の

れるものであります由これを広

納税をいただいている現状は︑

絶大なる御協力と御鞭轄による

く町民一般に開放Ｌて充分なる
体力を養い︑健康な町づくりの

議会だよ

＾定期昇給三

︑西桂町消防団条例の

ケ月延伸一

職の給与の改正

●十二月定例町議会より
十二月十五日より二十一日ま

十五日と十九目の二日金議員

で会期七日問をもって開催

一般質問を行い定例町議会が終

出席し︑十議案を審議︑二日目

尚二日目議会を婦人会役員︑

了した︒

傍聴をした︒

︑昭和五十隼度西桂町
一股会計補正予算＾第四号︺
九︑一四五︑ＯＯＯ円追加
公共施設︑土地開発基金櫨
立金︑母子家庭医療費補助
保育所費︑農地費＾工事費一

一部改正

消防団員の削減

︑坦子家庭医療口助成に

閥する条例の制定について

母子準撮子家庭に対する医
療費の補助

︑西桂町立小中学校以外の

者の西桂町立西桂小学校
屋内竈助む使用料徴収条
例の一部改正について

西桂中学校屋内運動場の使

用料徴収条例を決める曲

その他一一一議案を可決

議員提案の付加価値税新設

中止要望に関する意見書提拙

についての議案は︑継続審議

一般質間は︑八名が質問︑

となった︒

町行政︑財政を重点に質問が
行なわれた由

５０年をふり返って／

一年問の主な行幕を月別に拾

ってみました︒

ＮＨＫ放送日芸ムー

成人式

小学校屋体で開かれた︒

町政

防団︑日本消防協会表彰︺

保青所竣工弐＾西桂町消

田時町＾会

町長選挙．

当選議員の初議会を開く回

＾饒委口会委口選挙

取組む︒

小山新町長当選︑町政に

七月

査＾健康まつり開

国勢人□一一一︑九一五人

催一

国際

って体育に親しむ由

晴天に恵まれ︑町民こぞ

町長体青祭

体育の殿堂とＬて着工︒

郡内一の近代設備を誇る

現職委員無投票当選

八月

十二月

待望の完成となる由

中学校Ｅ内竈蜆幻完成

て渚工

農政推進の重要工事とし

■工

十一月 小沼■竈第２年次工■

十月

九月

中学校Ｅ内−聰■起工式

六月

五月

四月

三月

月月

．
，
■

一

■

謝申し上げます︒崖内運動場の

ものと心からお礼申上げます由

町民待望の中学校崖内運動場

一環としていただければ幸いだ

商工会補助金その他支出︒

国︑県支出金︑町債他

収入財源は︑

国民健渋保険特別会計

︑昭和五十年痘西桂町
を新たにするものであリます回

国︑県給与条例に準じ一般

一部改正

一︑西桂町鐵口給与条例の

八一五八六︑ＯＯＯ円追加

補正予算＾第三号

．︑参りたいと存Ｌます︒

克服の為に意欲と情熱を傾注﹂

さんと共に手を取１︺合って事熊

■今ですが愛町に燃える町民の皆

にも犬刺激を受けております現

リ騒然たる中にあ﹁て郷土産業

ただし経済状勢は各般にわた

いなる達成と飛⁝雌のために︑心

事に対する希望の町づくりに大

の試練を克服し︑今目を迎えた

本年も又郷土先輩諸氏が多く

と恩います曲

の︷．几成二より西椎町の昭和＾ト

岨

−
．一

一年度の年明けは誠に葉晴しい・

■ものである事を共に喜ぴ合いた
い と 恩 い ますごの屋内運動場は
筍茗吉

議甚

捕

３〕
｛
・
１｝い
５１

西

竈
広
３〕
（

（４〕
・１月号
５１

桂
蟹
広

成いたしてまいりました︒残る

業も各位の御協力により着々完

五十年度公共土木︑農業土木事

喜ぴ申し上げます︒

第一期工事に引続いて着工いた

小沼農道第二■期工事

○今後の子定事業

ます︒

たしました御協力を感謝いたし

来ます︒

確定申告すれぱ所得税が返って

ませんが︑■次のような場合は︑

調整によリ確定申告は必要あ．リ

普適の場合は︑源泉徴収︑年末

サラリーマンの方へ

事業も年度末には完成いたすぺ

したいので地区関係者の御協力

○医療費控除⁝⁝医療費＾自己
負担︺の金額が︑五万円ど所

工事中は大変御迷惑をおかけい

く諸設備を進めておりますので
をお願いします︒

＾源泉徹収票添付︺

今後共絶犬な御協力をお願いし

よリ住宅︑球財に損害を受け

○雑損控除⁝⁝災害︑．盗難等に

○倉見渡場用水路︑小沼用水路

た金額＾保険金等は差引く︺

北富士演習場障害防止事業とし

て二ヶ所の用水路改良工事が県

所得税の申告納付︑住民税

由丁生日は三月エー五目まで：⁝⁝・

歳末たすけ合い

あリがとう二ざ．います

都留仏教会

■六︑○ＯＯ円

吉田公象電話会一〇︑・ＯＯＯ円

○現金を提出された方

二月十三目＾金︺午後一時

○申告説明会
．富士吉田市民会館．

○所得税納税相談＾申告受付︺

大変御迷惑をおかけしますが工

期間水を止める事となりました

水路工事のため止むを得ず長

登記簿謄本︑請負契約︑売買

五血以下︺︒＾．建築確認通知︑

引続き住んでいるとき＾一六

ってから六ヶ月以内に入居し

したり建売やマンションを買

義務教育終了前の児童を扶養ｔ

助成制度始まる／

一二︑〇五二円

西桂小学校児童会

○物資を提出された方

醤油

．三本．

富士吉田日一−タリークラプ

旭極町勧農会 白米一五地

福祉手当支給制凄

昭和五〇年一〇月から

在宅の常時介護を要する重度の

身体︑精神障害者＾児︺に支給

月四千円．

特別児童扶養手当憂給者︑国

されます︒

民年金障害一級︑身障手帳二級

合もあります︒ご相談下さい︒

療育手帳パ︑その他該当する場

乳幼児健康相談室開設

一
︒第一火曜日一午後二時か
一毎月十第二木曜日十ら四時まで一

山梨県医師会・

に寄附した金額が一万円をこ

一＾無料︺
力をお願いＬます︒

えるとき︑そのこえる金額を

一・
した際は振興課まで御知らせ下

一．山梨県医師会館 七階
一 電話０５５２︵蝸︺１６１３

一甲府市丸の内２丁目初の１１

各工事につき御気付の占一ありま

てん＾っめる︶迄の療養費

児童の歯科診療の初期練成充
を受けず再就職してない方由

考証の交付を受けて下さい︒

降嬢蟻ぽほ

該当の方は役場厚生係か・止受給
のある方︒

○所得が余リ多くなく配当所得

○年の中途で退職し︑年末調整．

一一第一一一木買
さい︒

控除＾寄附金受領書添付︺

■五十一．年一月から

二︑ＯＯＯ円

五〇︑ＯＯＯ円

西桂町役場

事完成のため御理解を賜り御協

ている母子家庭︵父母のい右い

池田博殿

椎進委員会

−午後三時

二月一一十七目＾金︶午前十時

お．気軽にお出掛け下さい由

青色申告の
お■すすめ

特典があります拮簡単な記帳で
始められます︒

税務署又は青色申告■会＾商工

力・をお願いします︒特に火災シ

契約書︑．住民票の写Ｌ添付︺

児童を含む﹂一の医療費の自己負

会内︶へご相談下さい︒

ーズンであ刀ますので各区︑消

団体．日赤︑社会福祉法人等

○寄附金控除⁝⁝国︑地方公共

母子家庭医療費

よういたしたいので各位灯御協

防団の御協力を得て事故のない

の工事として着工になリました︒

轟誰

改良工事着工仁なリました︒

す︒

いたします御協力をお願いしま

四十九年度工事に引続．いて施工

下暮地入出農道水路工事

＾倉見前田東海戸道上線︶

＾完成した町道駅裏線︺

ます由

昭和五十一年の新春を迎えお

葵滋繁滋

桂．

終簑式は
屋 体 で︵中学校︶
去る八月一目着工の中学校屋
巴組

内運動場二一八八平方米︺の
建築は︑請負業者の︑淵
鉄工所の卓越した技術と︑きめ
の細かい回ーテーション＾仕事
の段取り︶によって︑秋の天候

不順にも拘らず子定通り十二月

博・

相沢孝七

経営指導員池田

．〃

西桂町商工会会長小山恵光
・
副会長三枝新治

年

商工会で肚現在事業をされて

宮下やす子

田村

幡野

明代

茂男

堀内

宮下

雪江

秋雄

富下勝二郎

◎７年勤統

．いる方は云うまでもなく︑今後

事業をしようと計画される方の

相談指導にも応じております︒

幸夫

勝俣

又︑町内お子様の将来の為珠算

保良

育成と検定試験＾１級−８級︺

愛子

渡辺 新一

福寿

を実施Ｌ年間約二五〇名平均合

高尾

黄川田．みつ子

格率肪％とな︸通算省の合格証

本会の事業概要ば︑金融︑資

が交付されております︒

一昨年の石油ショック以来総

て新春を迎え御めでとうござい

会員の皆様には益々御健祥に

発展と経営改善普及事業等の推

商工会も稿極的に地裁商工業

情を持って頑張って下さい︒

第一．に工夫研究をねぱり強い根

事と御推察致します坦何卒健康

相談指導︑講習＾演︺会︑説明

色串告会︑建築技能者会の育成■

業︑商業に関する相談指導︑青

談指導︑取引に関する相談︑機

題指導︑労働︑■労務に関する相

高山

川村

森田

喜幹

本山 啓一

関根富士人

滝□

官下新太郎

◎１０年勤統

需要抑制等による物価安定政策

談︑経理．に関する指導︑経営問

金の相談指導︑税務に関する相

が打ち出され高度成長経済から

式は広くて明るい新塵内体育館
・体育器 具 も 超 一 流 品 が 備 え つ

で行なわれました回

利昭

大谷

照子

富下新蔵

会︑研究会の開催︑その他商工

公男

進をはかり皆様方のお役にたち

以上述ぺまして皆様の益々の

︵現在町内事業所に勤務する従

致します由

一月二十二日表彰式の記念講

お知らせ

経済講演会の

◎１５年動続．

たいと考えておリますので何卒

栄作

博道

正喜

星野

業に関する一切の相談指導を行
﹃ています︒尚優良永年勤続従

高尾

御健康と御繁栄を祈念致し年頭

昭和５０年度分受彰される被表彰

業員数は二一五名︺

者名は次の通りです︒

致正

低成長経済政策へと移向の中に

皆様の商工業の故善︑向上発展

早速二十五目の二学期の終業

もクラブ活動 を 行 い ま し た ︒

けられ︑中学校では正月休みに

中小企業者︑小規模事業者がき

志村

長期の不況の中で︑皆様には常

午後一時よリ中央公民館で開催

業員表彰式を︑１月〃日＾木︶

常事業経営に鋭意工夫︑研究︑

の御挨拶と致します由

さい︒

工費︑設備内容などは︑次号

げ越年された事を御慶ぴ申し上

努カを重ね立派な事業成繍をあ

た坦此の戦後経験した事のない

でイわしく■お知らせす喬予定で

説明し皆様の御理解を戴きたい

尚商工会の推移と事業内容を

す︒

げます︒

中小零細業者の指導育成機関と

昭和舶年６月商工会法に基き

島津

渡辺

淳子

春代

渡辺美代子

宮下多賀子

漉辺絹子

案内改︑．．︑１︐

振って御聴講下さいます様︑御

本経済の動向﹂について講演会
．を開催致します︒町内の皆様方

演とＬて︑ＮＨＫニュース解説

の予算編成は不況脱出を童点忙

年と

真

と思います︒

ったあとになります︑

置き景気浮揚策を横極的■に推進

して設置された本会も満

勇

孤て︑旧年十二月の臨時国会

しぱらくお 待 ち 下 さ い １

するとＬています︒然し何か中

小林

者の村田為五郎氏を招いて﹁目

いずれにせよ︑西桂町にとっ

武藤

◎３年動続

ては︑正月からえんぎがいいわ

の相談の場として現在に至った

なり地城内商工業に関する一切

◎５年勤楡
高尾美智子

浅・川

まぺ経営環境は何かきぴしさを

事は一重に皆様方の深いご理解
ます︒

感じます由皆様には此の不況突
計画し目夜経営に努力Ｌている

とご尽力の腸だと感謝申し上げ

小企業︑小規模事業者等をとり

第でございます︒

町の竣工式は一月末に時節柄
簡素な式典にする子定です︑

破と事業発展の為の方針対策を

い︒ということで喜んでいる次

は県教育委員会の竣工検査が終

ただ︑一般社会体育への開放

す︒

ます︒

生命である床は笠倉式という

の為商工会を大いに活用して下

外役職員一同

丹富

渡渡＝

新

ぴしい不況の試練に迫られまし

謹

工法で特に堅固に張られ︑建物
設備とも県下では一流のもので

二十目に完工しました︒

辺辺野下
雅君花幹
雄代子一

・１月号
５１

酉

靱
広
５〕

■

穏当で平穏なるは他部落より盗
今回区各位の推避を受け区長を．

ます︒

私の略歴を晦Ｌ上げ皆様方の

方針であります咀

宣殻

何卒区の運営につきましては

ご指導とご鞭輸を賜り︑

の挨拶に代えさせて激きます︒

くお力添えを願いまして︑就任

昭和五十一年を迎えお目出度

うございます︒私此の度区民御

巾Ｌ上げま・す

新春のお喜ぴを

号線富十急行練に沿って︑町の

我が楴園部滞は椛川国遭一三九

に立たなかった事を私自身非常

区︑並ぴに皆様方の為にはお役

て努力して参リましたが︑町︑

た岨前任者各位の色々と御骨折

協力を頼りに御引唖け致しまし

すが．浅箏非才であり皆様の御

犬任を任命された次第であリま

え介せるならぱ︑区財政の窮

民の一致する維と思います︒

入⁝農適の完成を願・つ事は︑区

一一一ツ峠線拡巾工事の早期推進︑

の﹈干期蒲工と区負柑の滅額を︑

けれぱなりません︒此の両工事

の発展を期待するものでありま

町当局にお願いし︑下暮地地区

い今﹈︑財源も乏Ｌく公共事業

ますが区の皆様の深い御塊解と

す岨

と御理解を頂きま﹂て︑この不

何卒皆様方の絶犬なる御協力

はかりたいと思います︒

況下の中︑区長とＬての實務を

でよろＬくお願い致します︒

果たして参る所存でありますの

し︑せめて勤労奉仕程度で町当

様に考える次第であります︒

局にて推進して戴きたいと︑斯

業等については区の負担を無く

願わくは既に陳惰申請の道路事

又︑区例諸行事に対しまして

は︑■基本的には前年踏襲で参り

御協力を併せ賜リ少しづつでも

等の椎雌も非常に困難ではあり

風も強く回復の見込さえ立たな

が︑工革に伴・﹁地元負拙を考

−動卑があり私共の子供の頃を
．思うと隔世の感がします︒部搭

巾心地より椰留市に適づる長い

迫な状態の中で憂慮して行かな
此の度︑不肖私︑本町区長の

みると何と串しまＬても不況の

大任を撒き何かと不安が多く末

下さった事業を抱えて就仔して

て巡行中であります︒又部落中

派な農遮が各位のご埋解によっ

熟ではありますが誠意をこめ一

に巾訳なく痛感致している次第

水道の敷設それに伴・﹁梢火栓防

生懸命任務を全う致す決意でこ

てございます︒

火水槽の設肚︑公雌館の僅設︑

央を流れる用水路も近く着工改

そして明るい住みよい部落です︒

も満足しているものです︒

区有林の梢林総ての点に於て私

ざいますので︑区役員︑区民の

前進させる覚悟であリます由そ
づイリに努めたいと思います︒

皆様方の二協力を得まして︑明

新設によって活気ある部落です︒
したがって水道の供給︑通学道

又︑区行政と致しましては︑不

て部落の向上発展に貢献された
賜と信じます︒

くの問題があります︒

路︑適路整備用水路の満浄等多

たいと恩いますが︑区民の御意

去る十九日昭和五十年度部落総

況下にあ﹁て財源薗にも苦慮し

れには区自から卒先して先づ生

会に於て一区民より部蒲趾憩の

先輩諸兄の二指導ご協力を得て

ながら年間運営を行わなけれぱ

るい健康づくりと︑住みよい町

家︵仮称︺建設を挑議︑審議の

区民の皆々様の声とご理解ご協

ならない実怖をご了解願いたい

見をとり入・れ︑合議的な運営を

結果出席者の殆が同意可決され

力を得まして明るい住みよい区

と忠います︒

ることが先決であると思います︒

ました︒建設委員を選任﹂早急

の発展向上に微力乍らつとめた

意をも．ｏてこれに．当り椎進する

事業につきましては︑区の総

活改善を心掛け経費の節約を計

に着工の運となる様念じています︒

いと恩います︒

らん事をお願いします︒

区民の皆様には尚一層御協力賜

之も部落民全員の我欲を捨て

修される窮になっています︒
近年下宿地区に分家又工場等の

現布止十一年度完成を目途に立

現布の区の状況を考えますと

しておるものでござい■ます︒

かけ致すのではないかと心配致．

あり何かと皆様方にご迷惑をお

選を賜わりましたが︑未熟者で

此の度下暮地区長とＬて御推

新田

農道の拡巾故修︑河川の改修︑

一同に避ばれて小沼上町区長の

下暮地区士｛

内 に 於 て も 逝路の拡幅︑舗装︑

と推選された渡辺です︒

に勝れていると︑ムっても過︑盲で

ご認識を得たいと存じます曲私

渡辺晴光

つとめる事になりました曲よろ

渡辺忠三郎

新区長
語る

本田Ｊ区長

皆様今日は︑この度本町区長

／

はありません︒終械後文化の山

．あけましておめでとうござい

岩田満蔵

しくお願いいたします凸

倉見部落は昔より何事によらず

柿園区長
上 と 共 に 世 柚も変り今は電気︑

Ｌ町区長

・１月号１６ｊ
５１

桂
西

報
広

艮

昨間三千男

昭和五十一年西桂町戒人考
倉見

川村寿美江

和江

高尾

由巳

森島豊子

道高

信夫

乙顔

小林

武藤

正造

弘美

田村

小山田文子
良子

川村美津子

滋子

本町

渡辺
小川

博

裕二

正子

志村三枝子
渡部
渡部

権守

一よ

上町

下暮地

︑

︑

︑

滝口

田辺

操

定春

池田比呂晃

渡辺

厚子

清江

芳子

岩田まさ子

正志

滝□

律子

豊秋

渡辺

菅谷

渡辺市怯子

定月

高部

希代玲子

占崖

常ｆ

保信

小野

洋子

睦子

智子

仲野

杉田まさ子

中沢慧美子

絹子

前田みどり︑ 山□

恵子

永田孝子

小林

立川 真澄

新田

宇

新田

■

●

．一

■・１﹈
■＾ 一

田

一

Ｌ

＝宇〇一１
咀 ■

ユ

和江

新田

い必︑ま一にす３
て︑ずり仁くや︑

うツそ
そマつ
つずいす一反

．あトう

つをあ

くまカ
かきた
た敷つ

．

一しく

君正圭益晴茂秀栄敬好正
子代一義彦夫子一子夫芳

︑

忠吉

晴努栄信造

除除除除昏除亭亭除昏亭亭俸降昏亭降降除除除昏昏亭序除亭

志村

火の元優良の家表彰

昭和５１年消防出初式
去る一見四日＾日一に西桂中

見

横田

倉

柿園
安留 正道
渡辺米二郎

学校校庭において︑恒例の西桂
町消防団出初式が行なわれ︑富

本 町
上 町

茂

士土湖消防組合消防本部のハシ
ゴ 付 ポ ン プ 自動車も参加して盛
三枝

政利

下暮地
山梨県消防協会長表彰︷乙種︺

小川

敏彦

川村美代子

渡辺

み

、

この式において︑衰彰を受けた
前第一．部長

柿園

５ちむ約

。

大に行なわれまＬた︒

た方勾は次のとおりです︒

前第二部長
前第三部長
前第四部長

タタましいす知か
ココプとかまのん
気気Ｗつづき活せ
。

○電ｏｏよだで生ま

◎

ヶ月に一度く らいは

渡中乙勝渡重小乙森小高
辺沢顔俣辺森山顔島林尾
は
田
る道成 京正文弘豊道由
江子一博子恵子美子高巳
荒乙小高遠権重藤権梶漉

。

丼顔林山山守目ヨ江守原辺

◎使用中の注意
０源はコンセントから…… 電源は 、必ず
］ンセントからとって下さい 、電灯ソケッ
トからとることは 、たいへん危険です二
洗たく物ほ入れないで……衣類や洗たく
物をやぐらの中に入れないでください 白加
熱して火災の危険があリます
◎上手な使 い方
マツトを肱いていつそうあつたかく……
こたつの下には 、必ずマットを敷きましょ
うう 。熱を逃がさず 、いっそうあ ったかく
節電にもつながります
珊除も二皇め仁…… 掃除はこまめに行な
いましょう 。とくに反射板 、赤外線ランプ
はホ コリがつきやす
いものですから 、３

小林

。

本年も相変らずお弓１き立ての程
お願 い申し上げます
東京電力佛富士吉田営業所
◎０気 コタツを正しく上手に値いまＬよう
電気 コタツは 消費電力も大きく（普通は
５０皿Ｗ〕
また 、使用時問も比較的長 いため
ちょっとした使 い方の工夫で大切な電気を
むだづかいしなくてすみますし 、経費も節
約できます
生活の知恵として上手な使 い方を覚えて

西桂町長感謝状
前第五部長

しも願
ま年お
け本

明
明けましておめでとうございます

白井

望月

田辺山原村
和 芳富慶
嘉静男造蔵

川田川渡川武
村村村部村藤
英
尚弓一真明之
恵子彦二弘
東電コ」ナー

特別功労章表彰
優良団貝表彰

小山忠彦︑渡辺晴明

＾技術部︶前田太万亀
新田吉道＾交通部︺川

村義正︑川村誠二部
︶高尾正之︑三枝柳太
郎︵二部︺漉辺源喜︑■

前田高梶」■１

利

戸

。

高山武＾三部︺渡辺康

岩

小渡木小山
野辺暮林田

やわらかい 乾いた布
でふいてください
熱効率がぐんとち
がつてきます

。

雄︑梅原勲︵四部︺勝
俣宗明︑前田秀一＾五
部一

十年勤続表彰

川村誠︑渡辺和男︑渡
辺良一︑小林一夫

十五年勤統表彰
佐野滴明

堀口富夫︑高尾嘉一

雄勇

・１月号
５１

桂
西

報
広
７〕
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．西

へ︑

西桂中学校ＰＴＡ＾会長井上
八郎︶では︑ＰＴＡスクールを

第二回目は︑十

に︑これからの性教育の考え方

の人間関係と題して︑ＰＴＡス

︵七十名︺による︑絞外実習として﹁さつま芋

去年の十月二．十七日︑西桂小学校四年生全貝

一月十日に︑家庭における親子

と親の役割︑

クールで学習をしました︒

開催し︑保謹老から好評を得︑

第三回目を二月十三日＾予定︺

役割を認識さ札ての協力こそが

今後の発展は各保謹者が立場

倉見の川村邦夫さんが耕作し小学生に農業を

だ﹁た︒

教室に持帰リ︑試食と舌づづみをして大喜ぴ

堀﹂を実施し収穫を楽しんだ︒

開催の準備を進めています由

と題し︑これからの成長又家庭

犬きな力となり限りない発展と

青年前期の心理

や親とのあり方を学習Ｌたい方

テーマ・

向で︑全員出席を呼びかけてお

さいました︒

春の婚礼シーズンに先がけて早

次のように行なわれます︒

万円の予算によりテレビ放映吻

一一一〇秒提供

１０チャンネル番組

一月五目より一一月十七日まで

十三時シ呂−

毎週月水金

十三時十五分−十三時五五分

▼−業委＾会よリ

一

帯一
世一

９一
８一

１

﹁水仙﹂

町の花

身をもｉて体験させてやろうと畑を提供﹂て下

甲州讐物＾婚礼用夜具︺

州総物の需要換起のため郡内産

み

あなたの剛坑をよ二Ｌます︒
ごみは捨てるものでなく︑出す

ＰＲのためテレビ宣伝
賓施のお 知 ら せ

日にきちんと⁝して下さい︒

上う出

◎薗の好む砂糖分・を制限しまし

が残らないよう︑食後必ず□

ゆ歯の表面に砂糖分や食ぺかす
をすすぐか歯を磨きまし上う︒
＾食後３０分間が薗の一番活動

町県の補助により︑千三百五十

ものです︒ルールを守って収集

ご

★あなたの拾てた

なる事と思います︒

薗が食物中の砂糖を栄養に繁

むＬ茜の原因ほ

です︒

三才児で十人中九人がむし歯

なくそう／

彗；ヨー︐；；︐ 一−言︐︐⁝５︐︐５⁝５⁝︐
童童期は特に気をつけましょう
むし歯を

地問屋︑業老をキ体として五市

が

︸ます︒

尚第一回目は︑六月二十七日

水を大切に／
労力の金のかかった水です︒

塩素減菌︑役員による補修等

ない瞳みは同ヒであったが︑区

酒

字川村貢

水を犬切に使いましょう

むだ使いはやめて

に立派に保存でき︑消防史資料

長その他の御厚志が写真の上う．

第二都においても︑廃品でき

ブの処置に苦慮している所です

も︑前時代活躍した︑腕用ポン

消防設備か近代化し︑各部と

ありがとう ご ざ い ま す

建設費ご寄附

沙

に■役立つ犬きな力と思います︒
﹁ご寄附された方々﹂
一．金七万円

木材一式
清

施 工 料

︵当時の消防役貝︺

副部長高尾孝寛︑給
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部長梶原富造︑副部長高尾穫

農地の転用には許可が必要で

す︒無許可転用の無い様農業委

するときです︒︺
＾子供のおやつＶ

西桂町の

殖します回糖分や食ぺかすは︑

粘着性をおび酸化されて歯が浸

土づくリの推遣仁ついて

員又は事務局にご相談下さい︒

類のカロリー源︑たん白質無機

時問と量を決めて︑穀類いも︒﹂

予防方法蛯

による収奪が繰返されて来まし

農地は最近二十年位化学肥料等

た出豊かで生きている土を維持

して行くため有機物＾藁︑落葉等︺

植物体を土に施すよう心掛よう︒
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人］

蝕されむし歯になります皿

質の多い牛乳︑乳鯉品︑卵︑ビ
ー１
夕⁝ンの多い果物︑野菜を多く

やめまし上う︒

与え︑歯につくキャラメル︑チ
ョコレート︑ガム等はなるぺく

○丈夫な歯をつくりましょう
パランスのとれた食事で丈夫
な歯をつくることです︒

歯の基がつくられる妊娠中︑
．歯が育つ離乳期︑幼児期︑学
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