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建設計画決る

全町民の福祉︑社会教育の場

の運ぴとなり︑昭和肥年４月に

の仕上げとして︑近く工事着工

楽室︑調理実習室︑遊戯室︑浴

はじめ健康相談室︑図書室︑娯

この会館の中には︑集会場を

開館の予定になっています︒

である︑待望の総合センター︑

ｖ＾ヤング︶−−＾レディー︺ｏ

＾オールド︶会ｏの建設計画が

この会館は︑国・県の補助＾

決ま１﹈まＬた︒

まで広い範囲で利用できるよう

室などがあり︑子どもから老人

設計されています︒

約五一一︑七〇〇千円︺及ぴ年金

コミュニティ﹂における建築物
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蚕婆無撚導藁一
を防ぐため衛生に気をつけまし
上う︒できるだけ早く床や腰板

の大きさは︑わたしたちの想像
板をあてて補強する︒

■窓や雨戸などはクキづけして

ガラス戸のしなりを防ぐ自

し上う︒

衣類はよく洗つて日光にあてま

し上う︒

たわＬなどで洗い落Ｌておきま

●泥などのついた建具や壁は︑

どで消毒します︒

などを水洗いし︑クレゾールな

を絶するほどに犬きなものです︒

■ガラス戸にはＸ状にポリテー
プやセロテープをはって割れに

台 風 の も っているエネルギー

実際に被害を及ぽすのは︑その
くくする由

■水につかった食器は消毒し︑

としても︑わたしたちには犬き

大雨が降っているような場合

８隣

うちの数パーセントにすぎない

おくとともに︑危険な箇所は土

６． ７．

●家のまわリの排水をよくして

このはかリ知れない台風災害

下暮地矢花の住民の方々は︑

には︑特に︑

下暮地公民館前

な被害をおよ ぼ し ま す 由

盛りなどＬて浸水を防ぎまし上

渡辺英夫宅前

６． ７．

も︑わたしたちの工夫と努力で

５隣

う︒

４・

ある程度防ぐことができます︒

高尾神社

ますので十分な注意が必要です︒

隣

急傾斜地危険箇所になっており

３

電灯の引き込み線がたるんで

小佐野景尊宅前

いたり︑破損していると︑屋根

２・

普段から︑家の中やまわりをみ
て︑台風の被害を受けやすいも

１・

アンテナなどにふれて温電やス

郷田精穀店前

や雨どい︑煙突や煙突の支線︑

上町

５隣

下暮地

うすい別荘附近

５隣

柿

３． ４．

９・ ｌｏ隣

４・

本町

・あげ組

西桂中学校 々庭

町

都

浅間神社

中町 ・金山

西桂小学校々庭

倉見公民館前

のや場所などに眼を注ぎ︑弱い
ところは補強するなど万全の対

この訓練は︑地域防災計画に

にして少Ｌでも被害を少なくす

東

寺

３隣

九月に＾下一斉
防災閉欄を真施
基づき︑大地震により起﹄うる

る恐れのある木の枝などは切リ

るため﹁防災の日﹂を期して︑
県下一斉に防災訓練を実施して

福

２・

パークを起こし︑火事になった

特に︑雨で濡れている場合には

さまざまの災害を想定し︑県・

落すなｏ︑早目に対処しておき

住民の防災に対する意識昴揚を

３隣

」ｌ１村犬蔵宅十字路

策をたてておきましょう︒

テレビやラジオで新しい台風

感電による被害は大きくなりま

市町村・防災関係機関・事業所・

●大工用具を出して︑いつでも

まし上う由

おき︑﹁いざ避難﹂のときは指定

２・

６隣

リ︑感電する危険があリます︒

情報をよく聞き︑必要な対策を

す︒前もって電力会社に連絡し

使えるようにしておく︒

★忘れ５な︑台１のおと蛤末

された避難場所に避難できるよ

三ツ峠駅前
１・

倉見

前田鉄工所附近

園

・１２隣

隣
電話無線中継所

★台凪が近づいたら

たてまし上う︒

て直しておくようにしましよう由

■建物の補強にぬかりがないか

図ろうとするものです︒

一般住民相互の協力体制を緊密

ンジスターラジオを用意する︒

■借電に備え︑懐中電灯やトラ

もう一度確認する︒

●家屋がこわれた場合︑さらに

●電線が切れたり︑たるんで建

に掲げた避難所をよくおぽえて
物や木の枝などにふれていない

上う︒

う︑日頃から心がけておきまし

２隣

１１

また︑風で揺れた電線にふれ

■水筒に水やお湯を入れておく

倒れる危険はないか︑落下しな

そこで︑住民の皆様方には次

また︑適当な容器にも水をとっ
■貴重品はまとめておく︒

か確かめます︒

いか︑などに注意Ｌます︒

■医薬品などを用意する︒

■家が浸水したときは︑伝染病

ておく︒

■窓の内側にカンヌキを渡して

★豪ーの■強は早目に

１・

白井一郎宅前

４

善

あけ坂

８隣

天野彦太郎宅前

域

寛
所

町

消防詰所附近

隣

都留信駐車場

使用する
域
１ 隣

避難場所
使用する 部藩

避難場所
部落
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○公共土木工事

月１３ ，５００円→１５ ，Ｏ００円

○保険料も段階的に上ります

工事

月１５ ，０００円→１６ ，４１０円

公益代表

定月

由一

小野敏太郎

敬一

勝俣隆幸

新田

小田切千秋

権守赴夫

保険医︑保険薬剤師代表

〃

被保険者代表

た︒

会委貝の新委貝が委嘱されまし

西桂町国民健原保険運営協議

各租役鐵■名

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一⁝一一一一一一一⁝⁝一一一一⁝一一一一一一一一一一一一一

○老齢年金引上げ（ ．７月から１ ．蜘

車輌の通行量も多く路面が大変

・国保へ加入することになリま

会社をやめた時等︑国民年金

Ｕ生年金︐から脱邊の■合

あなたの国民年金です
〃保険料の納付期限
をお忘れなく〃

りません︐保険料の二重納付・

す︒届出がないと役場ではわか

おそれがありますので︑ご注意

資格が無くなる等︑不利になる
下さい︒

加入Ｌましよう！

與さんも国民年合に

国民年金には︑サラリーマン

の奥さんも加入できますが︑あ

奥さんには︑ご主人が加入し

なたは加入していますか由

の保証もあリますが︑国民年金

ている厚生年金や共済組合から

に加入しますと将来はご夫婦そ

ろって老齢隼金を受けることが
できます︒また奥さんが病気や

けがなどで障害者となったとき

には︑国民年金から障害年金が

支給されます由その他の短期給

奥さんも︑いざというときの

付にも該当になります︒

ために︑そして豊かな老後のた
よう！

５年年金

年

めに是非国民年金に加入ＬまＬ

月３２ ，５００円→３５ ，５５８円

悪くなりましたので︑道路一部
口ます︒

工期

国民年金制度が発足して︑今
年で十七年目︑加入者は︑約二

リ︑この七月から九・四打引き

や母子年金が受けられない場合

遅れると万一の時に︑障害年金

までに納めていますか？納付が

が︑御協力をお願い致Ｌます．

○ます︒

年金一国保から抜けることにな

会社へ勤め始めた時等︑国民

＾生年念箏へ加入の４合

必ず届出を〃一

Ｌて下さい︒

等の制度もありますので︑相談

ず役場に申Ｌ出て下さい︒免除

もし納められない場含には必

忘れずに納めまし﹄う︒

各期ごとの保険料は納期には

あります︒

年金も受けられなくなることも

があるだけでなく︑将来︑老齢

○各工事につきまして何かと御
迷惑をおかけいたしておリます

小回竈金皿竈の
貸付期間が
艮くなリました
町では小□資金融資の利用を
上口進めるため︑七月よｏ貸付
期問を二年に延長しました自町
内商工業者で希望される方は︑
町商工会を通じて申込手続きを
行﹁て下さい︒

毎月十五日迄

要します由

貸付期間二年以内＾据置二月︺
貸付金額五十万円迄
保証人

申し込み日

２５年納付

拡巾改良し︑■舗装工事をしてお

実施設計

延長九九ｍ 路側コンクリー
ト壁︑水路工六六皿

昭和五十二年土木工事を次の
とおリ施工いたＬておリます︒

舗装面積三八四血

十 二 年 度 計 画によリまして造成
日まで

七月一日から八月一一一十一

○公共用地造成工事
公共用地で未造成の個所を五
工事をいたしております︒

千六百五十万人にもな叩ます︒

上げられました︑

■請負業者 西桂町 西倉建設有
限会社
０．今後引続いて計画中の土木工

年金額も物価スライド制によ
事施工いたします由

○忠魂碑参道改良工事
忠 魂 碑 参 道の整備をいたして
おります︒

桂土木工業

桂土木工業

ところで︑保険料は納付期限

実施設計
土留石積 延長一一二ｍ

石積面積 八七・五血

西桂町

工期 七月一日から八月一一一十一

日まで

請負業者

欄干川に沿って石

造成後はＹＬ０会館敷地として

株式会社
使用Ｌます︒

土留石積

実地設計

西桂町

七 月 一日から八月三十一

積をする 石杖面積一九一一
工期
日まで

講負業者
株式会社

○倉見中央道南二号線改良舗装

・８月から）

○老齢福祉年金（無拠出

・７月号１４〕
５２

靱
広

保債衛生だよリ

呂月舶日役場

◎軋児検臓
対象 ５１・９・ 月−

時舶分−２時仙分迄

ごみ収■について

役場前

ンヘ︑︿毎週月・木曜日﹀︑収集指定

△可燃物は必らず指定の紙袋へ
入れて︑指定目時にステーショ

無届けで新増設・改造を行う
と条例違反になります︒

−−に依

⁝Ｌ

○配水管から分岐以後の給水装
．置の故障は業者に依頼して修理
Ｌて下さい︒
工■は竈格＾Ｗあ５

＾申請の時一件審査

◎ｃ■岨合

西倉納税貯蓄組合

◎舳竈蟷合＾

皇Ｌ占コ︒

〇給水管︑ホース等を汚染の恐

をします岨一

時問以降ステーションに置きま
すと︑犬等が食い荒らしますの
で︑絶対に指定時間以降ステー

斉藤

朋・２・３・５・６月生

れ．のあるものへ連結したリ︑入

◎母ｏ掌邊のお知らせ

れ放しにしてはいけません︒

寿

班年

本

町１０年

５年

和５年

豊
５年
下暮地第一５年

柿園第六

親

川村俊夫 町 吏 貝帖年
川村慶蔵 倉見第四 １０年

貢

ションに置かないで下さい︒

９月７日

＾

△不燃物は必らず指定日時に透

８月趾日

９月肥日

役場

おくと断水等の場合逆に吸い込

倉見公民館

○メーター器が管理不充分のた

んでしまいます︺

風呂ヘホースを入れ放しにして

西桂町役場

して下さい由

明ボリ袋へ入れてく毎週水曜日

９月凹日
西桂小学校

め破損したときは有償交換にな
ります︒

八月一日から
三十一目皇で

外無関心でおられる人が多いよ

みんなで使う道路は︑まず白

うです︒

ら不要なものを取り除いたり︑

分の住んでいるまわリの道路か

置かないようつとめ︑さらに積

を実行Ｌまし上う回

極的に紙くず︑汚物などの清掃

みんなの■路﹂

﹃正Ｌく値おう

鯛自

令付
年受

０５５４２（……）１２９８

Ｖ︒商売上の一﹂⁝は適切に処理

９月２０日

水道

ご協力下さい︒

道路を守る月間です

道路を守る月間は︑道路をい

っも広く美しく安全に使用する

いに身近な道路を自分のものの

ため．県民のみなさんが︑お互

ように注意し︑管理してゆく気

運を高め︑住みよい環境■をつく

私たちの日常生活にとって︑

る運動を展開する月間です︒

北富士自衛隊Ｔｅ１０５５５８４３１３５

◎ 校住長む修＾Ｗお知ら廿

９月別日

ｍ時−３時迄

下暮地公民館

一 般 住 民対象

お金のかかった水です︒大切に

■完全な水遺とするため︑全般

検針・集金は２ヵ月毎です︒

使いましユ︑つ坦

的な改良計画のための調査を進

四月から町営になリました︑

○安全な飲料水給水のため︑塩

めています︒

廻っています︒

七月一一十七目午後二時よリ西

会竈開催〃

納税貯吝組合長

素滅薗に職貝が毎日各配水池を
○水源の水質検査︑管末の細菌
検査等定期に行っています︒

５件

桂町中央公民館において開催さ

道路の果す役割は非常に大きい

通学や通勤︑買い物に行く時

ものです︒

自衛隊大月募集事務所

Ｔｅｌ

９月刎日

舳血に協カ下さい〃一
８月鴉日 １０時！３時役場前庭

犬 は 常 時 けい留が義務付けら

国道埋設本管修理

６件

れました︒

○維持補修件数＾４月−６月︶

町道埋設本管修理

３件

れています︒最近夜間等放し飼
いにする為︑農作物等の被害が
出て︑苦情が出されておリます︒

その他

町税についての主な改正点＾

夜間も必らずけい留しておいて

水むの新︐股改造︑廃止は

町県民税・固定資産税・軽自動

下さい︒

放し飼い︵けい留義務違反︶

目的をもつて行動するときは必

常時各市町村役場又は

兀
納
年年年年隼年

ん︒このよ一﹁に必要な適路も案

１８才 一２４才

受１イ寸

５２５２５２５２５２５

っいて説明等がありました︒
の表彰も行なわれました︒

年令

信

浅

ず道路を使わなくてはなりませ

車税・国民健康保険税・他︺に
から行って下さい由

所有者︑使用者の変更も届出
て下さい︒

空自衛官募集

陸・ 海・

〃

〃
一
〃

衛治敏晟吉
また︑優良組合︑勤続組合長

は一万円以下の罰金です︒随時

９月Ｈ日

午後２

捕狛器によリ捕獲します回

８月９日

不用犬︑不用猫収箏目

特別職国家公務員

豊河三寿平
原和 和
郷宮小志相
田下林村沢

・７月号
５２

西

箏
広
５〕
＝

間題などの正しい事後措置をお

で行なっています︒

甲府市丸の内一丁目六−一

山梨県交通事故相談所

教えし︑また︑必要に応じて︑
関係の援謹機関＾法務局・福祉

〇五五一一−三一一−三七一五

電話

県庁構内南別館一階

へあっせんいたします由

事務所・鮒法律扶助協会など︺

なリ生活の場が家庭中心となっ

交通事故相談所都留支所

トペルト■１■用の推竈

この運動は︑夏休みの解放感

断書事故証明書︑など相談に必

相談にはできるだけ医師の診

したがって家族の方は以前に

都留市田原三丁目三−一一一

ています︒

要な資料を持参Ｌてください口

ゆとリある運転を習慣づけ︑

も増して︑こども達の遊びや行

運転者︑同乗者の安全を確保す

動にっいて特に細かい注意を払

や︑レジャー交通等により例年

る︒

多 発 傾 向 に ある夏の交通事故を
ア︑規制速度以内での走行

飲んだら

飲ませない

飲まない

乗らない

自転車の事故の場合は
○交差点の徐行遠反
○右折の方法違反
などが主な原因となっている
﹁ひとり歩き﹂

幼児の事故は︑
です︒

させないよう心がけまレ﹄う

交通■故相畷の

電話

内線一＝ハ

〇五五四四−三−一五

一一

子ども︷十八才未満︶にっい

の治療訓練︑他の専門機関への

所指導︐心理治療︑専門施設で

ねし上︑ひきつけ︑ちえおくれ︑

悩みごとは︑迷わずになるぺく

早期治療が大切です︒養盲上の

子どもの問題は︑早期発見︑

一番よい方法で解決します︒

紹介︑あっせんなどを行ない︑

おくれ︑学校嬢い︑おちつきが

固く守りますので︑安心して相

相談は︑すぺて無料で秘密を

早くご相談ください由

についての年金︑手当︐諸税の

困﹁た癖︑養育困難．心身障害

ない︑内気︑人に迷惑をかける

手足や目耳が不自由．ことぱの

たとえぱ︑しつけの方法︐お

をうけたまわリます自

ての悩みごとなら︑何でも相談

子供の心配ごと相談のご案内

交通事故の相談を次のところ

電話での相談にも応じます︒

南都留合同庁舎一階

防止するため︑交通安全思想の

乗るなら

乗るなら

談できます︒

つけます由電話で予約﹂てから

時＾土曜日は十一時一まで受け

相談は︑午前九時から午後四

の申し込みなどです自

るために︑児童相談所を気軽に

宝です由よりよくよい子に育て

子どもは次代をになう大切な

減免︑療育手帳や育費の援助等

賠償などの予備知識がないぱっ

交通事故にあわれた方が損害

おいでください︒母子健康手帳

公的援肋の諸制度の相談︑里親

二どもの■故防止

が雀の涙ほどの安い賠償金で泣

かりに相手につけこまれ被書者

案・内

夏休みには︑こどもの交通事

を持毒してください自

．ご

故が多く︑昨年八月県内では九

きわい１﹈し︑または加害者が膨

相談所では︑このようなこと

都留児童相談所

南都留合同庁舎内

都留市田原一一一丁目三−一一一

相談の内容に応じいろいろな

一一一−一五一一

〇五五四四−一一一−一五一一〇

電 話

角度︑たとえぱ︑経過観察︐通

まわります自

ご利用ください︒

十三件が発生し︑一人が死亡︑

のないように︑賠償問題︑更生

又︑電話による相談もうけた

犬の賠償金を支払わせられたと

のですが︑学校生活の場合と異

色々な計画を前に犬変楽しいも

いう例がよくあります︒

百十二人がけがをＬまＬ．た︒

１休み中の

相談は無料です︒

昂揚を図り︑県民総ぐるみによ

わなけれぱなリません由

歩行中の場合

○車の直前︑直後の横断・や︑

○

こどもの事故は

イ︑歩行者とくにこどもと老人
ウ︑わき見︑過労運転などの防

身体障害者等の安全確保

る正Ｌい交通ルールの実践を習

慣づけることを目的として実施
止

○

実施期間は

されます︒

着用を習慣づけよう

が多く

びだし

特にシートペルトは︑高速道

蠣ま置い
岨ませない

幼児のぴとリ歩きの際

路︑長距離運転の際は必ず着

ユ︑シートベルト︑ヘルメット

一︑歩行者︑自幅■利用者とく

この運動の重点としては︑
用しまＬ上︑コ

昭和珊年７月１０圓＾目︺から

仁一−どもと老人の■故防止
一一一︑ 飲栖﹁−１缶の竈滅

８月引回＾水︶皇でです︒

とぴだしや︑車の直前︑直後

家庭・地域・職場ぐるみで︑
ア︑

飲酒運転の絶滅をはかろう︒

の横断などによる事故や︑夜問
における事故防止

１ら直Ｌ、

曇る纈ら
素るなら

﹁三ない運動﹂の徹底■

ア︑夜問外出時に﹁目だつもの

﹂の蒲用を習憤づけよう
利用

イ︑自分の体にあった自転車の

蜆〜だ邑

…眉い，舳 一

一一︑ゆつくリ■帳の励行とシー

畝酒■田個螂

６〕
＝

・７月号
５２

桂
報
広

夏の性犯罪を
防止しよう
夏には︑ ﹁ちかん﹂などの性
犯罪が多くな １ ︺ ま す ︒

昨年一年問で警察に届出のあ
った惟犯罪 は 四 十 八 件 で ︑ そ の
ほとんどが開放的となる夏に発
生Ｌています︒

。

る︒

○暗い夜道のひとリ歩きはさけ
○しっかり戸締りをする︒

以上のことに注意Ｌて︑夏に

多い性犯罪の被害にあわないよ
うにしましよう旦

水の享故を

防ごう−

みなさんも次の事項に十分注

ける遊泳中の事故等です︒

意して悲惨な水の事故を防ぎ楽
Ｌい夏を過ごしましよう︒

水に入る前には準備運動を

十分に行なう

○

身体の具合が悪いとき︑疲

労しているとき︑酒を飲んだ

○

危険な用水路や川等の近く

ときは泳がない︒

楽Ｌい訓練

ばんごう炊さん

中学生が

田んぼの草取リ

中学校生徒全貝による田んぽ

の草取リが︑七月九日に実施さ

これは毎年行なっているもの

れました︒

一緒にそれぞれの学年ごとの田

で︑一年から三年生まで男・女

んぽに入り︑先生や用務員のお
じさんから指導を受け︑イネと

○

幼児に一人遊ぴをさせない

夏の到来とともに水の事故が
○

で遊ぱせない

多くな１︺ます曲

。

萄
劃

、

危険な用水路︑堀等には防
ポート遊ぴ中︑ふざけたり

アルカリ性

酸性

。

富

で︑八ヶ岳自然の家において林

その予行訓練として七月九目

間学校を行ないまＬた︒

に校庭において︑はんごう炊さ

んの訓練を実施して︑自分達で

たリして本番さながらの楽しい

飯を炊いたり︑カレーをつくっ

炊きあかった︑はんごうをさ

ムードでした︒

ふたをとり︑うまく炊けている

かさにしてポンポンたたき︑

と犬喜ぴ︑まっ黒に焦げ付いて

小学校生活での貴重な・体験︑

いると犬笑いしていました︒

ていつまでも心に残るでしょう︒

また︑楽Ｌい思い出の一つとＬ

と恩います︒

まい米が食ぺられることだろう

とたくさんの稲が頭を垂れ︑う

を取った田んぽには︑秋になる

このようにＬて︑みんなで草

なっていました︒

いっし上うけんめい草取リを行

穂ぴえの区別を教わりながら︑

○

謹棚を取リつける由

○

がついて行く︒

泳に行かせないで必ず保護考

子どもだけで︑水遊ぴや水

小学校五年生八十二人は︑七

昨年発生した水難事故の状況
をみますと︑県内で発生Ｌた事

被害にあった原因をみますと
﹁ 見 知 ら ぬ男に誘れドライプに

故は三十四件︑死者二十七名で
十四名と半数以上を占めていま

健康であることは 、人間の最高のしあわ
せです
Ｌかし 、日ごろ 、自分は健康であると考
えている人でも 、夏になると「からだがだ
るくなる」 「 疲労を感じる」「 食欲がおと
ろえる」 等訴える人がいます
このような場合 、偏食を避けて食欲を増
進させて 、体力をつける工夫が必要です
それには何といつても栄養的にパラノスの
とれた食事をとることです
例 足ぱ 、猷立を考一疋る場合 、肉 魚 ・卵
大豆等で良質のたん白質をと■ 〕、 また 、野

月十三目から十五．日の二油三目

○

で就寝してしまい被害にあった

行き被害にあった﹂ ﹁開け放し

﹂など︑被害者にちょっとした
油断がある場合が多いようです︒

すが︑これらの事故の多くは︑

うち夏季には発生十七件︑死者

夏に多くなる性犯罪を防止す

む竈

立ったリ︑ポートから飛び込

。

親の放任による未就学児童の用

ｏ

るには

白

三ノ目１は冬季の３倍必要とされています
割小麦や胚芽等で補 いまＬよっ
さ■に 、カルンユームや無機質を多く含
んでいる牛乳やチーズを多くとリ 、カロリ
ーの高 い油を便 つた料理でスタミナをつけ
るようにしましょう
なお 、食事をする場合には暴飲暴食を避
け 、何んでも食ぺるようにしまＬよう
邊
そして 、１日の活動に備えて朝食は必ず
するよう心掛け 、夕食はゆ っくり楽しみな
か■一家団 ｂんで食ぺるようにＬましょう

冒
賀

日刊

莱を十分食ぺてビタミンを補給するよう１こ
しまＬよう
また 、夏に食欲がなくなる原因として
ビタ…ン 不足があげ ｈれますが 、特にビタ

誼

糀講封

。

みはしない︒

ｕ話⁝Ｈ

回

水路へ転落事故︑湖沼︑池にお

甜

。

○甘い誘いにはのらない

６夏の栄養６
ザ

・７月号
５２

桂
報

広
７〕
〔

他人を勧誘し︑販売組織に加
盟さ廿れば謝礼がもらえる︑商
−トがふえるという商法︹マル

品■の卸売価格が安くなる︑りべ

マルチ商法につ

ては

﹁訪問

以上の事柄をよくふまえた上

す岨

しあわせを

山梨県貯蓄推進委員会

ーに依存ＬておＯ今後クー−
ンなエネルギー源として電力
需要は増大の上昇線をたどる
こと舳問違いなく︑経漬成長
率を二十％上回る電源設備を
開発しなけれぱ需要に対応で
きないのが実態です

のうち一一一十％が電カエネルキ

あすに希望と

ユニオンズチーム︵ソフト︶
連続七回・通算十二回目優勝／

田村

→バレーは柿園チームが連覇ｆ
西桂町体育協会＾会長
順三︺主催の町民ソワトポール

チ商法︺には︑注意して下さい︒

普蓄

．で︑皆様方においても︑業者等

の勧誘に対しては︑廿一言に惑わ

このマルチ商法は︑多大の利

されることなく︑よく実情を理

ール大会が︑去る７月３日好天

せて︑勧誘しますが︑実際には

魯貯

商品が売れず︑借りた金の返済

とともに︑被害のあった人はす

にめぐまれ小︑中学校の校庭ど

次いでいます︒

ぐに︑もよりの警察︑市町村︑

特にＯＬ︑未成年老︑学生そ
して家庭を守る奥様方において

︵電話〇三−五〇一−一六七八一
にご相談下さい拮

現在︑日本のエネルギー依存

れております︒

今日を﹁石油時代﹂と呼ぷ人
もいますが︑実際石油がな叶れ
ぱ︑現代社会は一日も支えられ
ないのが実情です︒日本のエネ
ルギー依存率は九十％で︑この
︷ち石油が七十四％です皿Ｌか
も火力発電所で使われる石油は
四十％にもおよぴます︒有限な
資源とくに石油消費底下のため
世界各国がエネルギー源の代替
えの探究に懸命な努力が進めら

いです日

済といっても過言ではないくら

電カエネルギーの将来

東冒コーナー

晦する人が後をたちません︒

安易に加入して窮地に陥り︑後

又は︑通産省産業政策局商政課

中学校体育館において熱蛾が■く

ユニオンズ ９００１０５Ｘ

キ一フーズ

＾決勝戦︶

解され︑熟慮されることを望む

大会と第二回家庭婦人パレーポ

語

標

に苦しんでいる等被害届けが相

療 毒勢勢勢勢勢勢繁鈴毎魯

リひろげられました︒

ソ７トポール犬会では︑二十．

五チームが参加し︑Ａパートで
はキラーズがパースを７対５で
が桂友を８対Ｏで破りそれぞれ
決勝に進出しました出
優勝一記録を更新Ｌようとするユ

パレーポール大会では︑六チ

ニオン︑スと︑それにストップを

かけようとするキラーズの戦い

２−Ｏで破り︑下暮地が倉見を

ームが参加し︑柿園が上町Ｂを

２−Ｏで破リそれぞれ決勝に進

ついたキラー︑スでしたが︑その

出しまＬた由

は︑六回の表に１点差まで過い

七回連統の通算十二回目の優勝

裏 ユ 一 一 オ ン ︑スが５点を追加Ｌて

○と柿園がストレートで勝ち︑

柿園と下碁地との戦いは︑２−
昨年︵第一回︶に続き二連覇を
達成しました古

目が三位でした出

なお︑三位決定戦は上町目と
倉見の間で戦われ２−Ｏで上町
＾決勝戦︶

柿園一舳＾丁地

くわえて

た

益が容易に得られると信じこま

をしまＬた︒

２０００３４０

１５９

僚

毎

略勢魯 脅

７月号｛８〕
・

５２

桂
報

範

夜蛙の

秀邊

−竈

一
人の数

部−

まだと・のはぬ

声荒々し

南風の山

考幸里

梅雨河原

くわ１︺を白く

鯛嚢の慧一抜けゆ１鷹言
風足の

測量の

病棟の風

金魚売つ

光リ木の葉を

昌．；

足裏やわらぐ

郷田

前田

静波一
い出し︑□謂んでみる事です︒

それを暗記し︑折．に触れては思

でも気に入った句があったら︑

研究Ｌてみて下さい自他人の句

〃一

一

度を十度℃以下に保つとともに

す︒余韻とか余情とかは︑辞書

する人が多い■ようですが︑冷蔵

ておけぱ安心﹂と一一冒﹃た考えを

しかし︑まだ﹁冷蔵庫に入れ

に気づかず︑かえって危険で

安心﹂ていると︑庫内の不潔

脱臭剤を使っているからと

かどうか点検しましユう︒

五︑庫内に臭いや残つ物がない

ること︒

四︑容器は清潔なものを使用す

ら入れること︒

流を阻害します︒

詰め込み過ぎは︑冷気の対

二︑詰め込み過ぎないこと︒

れましよ・﹁︑

包装７イルムに包んでから入

め︑フタ付き容器に入れるか

冷蔵庫の正しい使い方

夏になると︑冷蔵庫を使用す

派な句が作れるようになります︒

を防ぐことが上手な使い方だと

内部を清潔にして微生物の繁殖

冷蔵庫は︑一般的には庫内温

る機会が多くなります︑

さて︑今日は︑俳句の余韻︑

を引いて見ると︑音の消えた後

庫の過信はしないようにＬまし

冷蔵庫の使用法としては︑次

﹄う︒

迄残るひぴき︑転じて﹁言外の

れた事柄以上の事柄や情趣が︑

ます自即ち︑十七文字で表現さ

意味﹂．というように書いてあつ

余情について︑一寸触れてみま

所謂︑自己暗示の上達法です︑

風もそれに似てきて︑いつか立

そうしているうちに︑自分の作

〃

飛泉一

一

す︒

の点に注意を払いましょう︒

一︑食品は︑むき出Ｌで入れな

その俳句から感じ取れるような

いこと回

投

庫内の掃除をしまＬ上う︒

聰 率

八四・八．％

参邊院邊貝遍常選拳終る〃一

め︑また庫内の臭気を防ぐた

六︑食品の整理と点検を兼ねて

人の心を打つ秀れた句にな１︺ま

無くて・雛を飾って・とせがむ

食品は︑水分を失わないた

場合︑余韻のある句といわれ︑

す︒

秀箪﹂︑これは私達の会

﹁せがむ子の無くて一つの雛
飾る

ものもないが︑自分が嫁ぐ時に

﹁子供が

糸江一

の人が作った旬です︑

前田

保子一

親からもらってきた雛を出﹂て

小林

堀内李一

渡辺拳一

醜多邦

渡辺ギ一

梅雨の道

灯を消して
願いこめ

一

一

句鵬父貫糞白き椅子子新婁子一
範

蝕

眼帯へ

−翻髄野鳥には野烏の一裏桜桃忌 ・ 一
伯範豚え受と茅買い来・目簿 槙田由撃一
鰯

梅雨明けの

鴛雛るド簑ろ浦耐雛一一蔑〃博子一
鋤

秀邊

＝：郁コ

湯帰りの
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町鰯鯖け は 帖 鵬 て 月 舶 坤 雲
豊︒黎巣立ち待っ宴雨し言
終いの風呂の

山の神の雀二引いて舞一︑
紅つ︑ヒ
手に豊作の

飾ってみた﹂という句意ですが
淋しいとか︑悲しいという文字

は次のとおリです︒

議員通常選挙の当町の投票状況

女

男

○投票者数

女

男

○有権者薮

七月十目に行なわれた参議院
はどこにも使﹁ていないが︑子
供のない女の雛祭の淋しさが︑
側々と感ヒ・甘れて︑胸がしめつ

これが﹁言外の趣﹂︑所謂余韻

けられる思いがします︒即ち︑

謹評

余情といったものなのです︒

松川樹海

二一三 八三一
人人人 人人人

苗植えて

一 ︑酋黒樽ザ縛れけガ一

品のどこが秀れ︑又自分の句が

一叩を何度も読み返し︑他人の作

添削されて︑どう変化Ｌたかを

今月号は︑秀作が多く︑特に

た︒初心者の方も︑これらの作

第一部の作品は充実していまし
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欝﹁戦争 と酉桂﹂の

地を個人別に収録︒

戦没者氏名．戦没日︑戦没

さい︒

の鎮魂のために︑是非杜備え下

のうちに暮せるように︑戦没者

すが︑一冊千七百円位になる予

追って詳しくお知らせいたしま

申込方法︑値段等にっいては

西桂出身兵士二十二名の戦

昭和十二年から二十年まで

没地レイテ島の戦い由

の応召兵個人別名簿︑編入

せ．

部隊名︑応召日︑兵科など

発刊のお知ら
今後恐らくこのような企画を

個人別帰郷届︑抑留地︑部

兵役関係書類の焼却命令︑

体験者の寄稿から

隊名︑復員年月日など︑

不安の軍用列車

定です︒

明治から終戦後までの︑戦乱

一家に一冊は是非お備え下さ

立てることは不可能でしょう︒

なお︑町出身の方で︑他府県

掲敗戦︑復員︑抑留

十頁の単行本とＬて発行される

他市町村に住んでいられる方々

第二部

五分聞の面会

Ｈ入隊

防火管制︑食糧難

目苦闘するふるさと
松根油

ふるさとの︑たけのこ生活
寒さと飢と死

固戦争はあってはならぬもの

兵役個人別調査一覧

第三部

一一一六一人

○二

時代の西桂村の一記録が︑四百五

現在︑山梨日目新聞開発局お

るようお勧めいたします︒

よぴ︑ ＾株︺サンニチ印刷で︑

にも勧めて頂きたいと存じます︒

運ぴになりました白

編集︑印刷を進めています︒

発行は．九月中旬の見込みで
すが︑カラーの西桂町全景を表

ーギニア︑グ丁ム．真珠湾

満州︑支那︑レイテ︑一一ユ

おもな内客

去る六月一一十一日に︑遺族援

紙として︑写真十数枚︑イラス
第一部

○戦場

護会︵会長・古屋古志氏︺と寿
ト︑地図等が配されてあリ︑ケ

簡閲点呼＾上吉田浅間神祉︺

攻撃などの従軍記録

クラブ︵会長・川村栄重氏一の

争と西桂とのかかわりあいの中

南都留郡在郷軍人会模擬演

軍隊と在郷軍人会

○在郷軍人会

西南の役従軍者

日露戦争の叙位叙勲者

明治末の徴兵検査の緒果

Ｈ明治の兵隊

定です︒

ーズ入リの立派な図書になる予

行ないました曲

して︑戦争という犬きな渦巻き

戦争の是非とその功罪は別に

また︑七月八日には︑寿クラ
プの方々によｏ︑桂コ⁝ユニテ

の中へ︑否応なく巻き込まれて

これで︑来年も又︑桜の花や

で︑事実にのみ基いてまとめた

いった当時の西桂村の姿を︑戦

つつじの花が美Ｌく咲きほこり

昭和七年の徴兵検査

側徴兵検査

して目をそむけることなく収録

も悲惨な蛾争の実態を︑事実と

目犬正の兵隊

習＾谷村工商学校︺

私たちの眼を楽しませてくれる
ことでし上う︒

この記録の目的は︑こんなに

ものです︒

んきれいになリました︒

ィの草取リが行なわれ︑たいへ

方々が合同で忠魂碑の下刈リを

︑ご苦労さまでした

／ウニ；〆へ
１公共物を大切に

固昭和時代

検査のしくみ

ないもの︑と訴えようとするも

して︑戦争は絶対あってはなら

今次犬戦で軍隊へ入った人は
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徴兵検査の個人別緒果を中

敗戦の年までの二十年間の

最底でもニニ一一回名前が出てき

戦後も三十年をすぎて︑戦後

心に当時の世相︑将兵の気

ます白

のです自

生れの人が︑全人□の半数を上

持などの時代背景を︑役場

る為に︑子や孫達が永遠の平和

戦事の惨禍を︑子に孫に伝え

まわった現在︑今ならまだわか

の往復文書から収録︒

閑還らざる人々

るという時期的な要求もあって
まとめたものです︒
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