倉見松久保地区の農業振興を図

完成するよう準備しております

池の頭地内の用水路管理施設及

び水路の部分改修工事を年度末

るため農道拡巾改良工事を施工
します坦計画延長四〇〇ｍ巾員

富十見サイクリングロードの申

工いたしました︒

本年度工事として計画のあリま

◎町道官作線新股工ｏ＾下■地

工事によリ施工したものです回

尚︑一般質間も各般に一旦り町

した︒

◎下暮地水の木川砂防工事が着

二度御覧になってください︒一

延長二十一ｍ有効巾員四ｍ︐Ｈ

本橋は大畠農道橋と合併Ｌて県

ざやかに完工いたしました︒

については年度末完成するよう

地区︺
下暮地大竹・宮作地区に通ずる
幹線道路として新設します︒下

鋼材使用による永久橋です由

した大池樒がグリーンの色もあ

準備しております由

暮地区と協議中であります︒関

四ｍ︑本年実施分延長二〇〇ｍ

地区︺

るようお願いいたＬます由

係各位の御協力によリ実施出来

全員出席して慣重なる質疑︑討

民の要望を町行政に繁栄させる

下暮地尾尻地区の農業振興を図

論の上採決致しました回

よう充分なる討議が行なわれま

工になりました︒
下暮地区より要望があリます水

度より国補県事業として着工に

◎各工事につきまして用地提供

なりました︒計画規模が犬きい

囲に陳情して参りましたが本年

上げます祖今後共御理解戴き御

の木川の砂防工事は数年来県︑

協力下さるようお願いいたしま

等の御協力をお願いＬておりま

と協議中であります岨関係各位

ありました際は振軋訓に御︸Ｌ

す︒又工事につき御気付の点が

す︒大変有難く厚く感謝を申し

の御協力によりまして計画が実

本年度より着工す
．現在下慕地地区

喜ぴ申Ｌ上げます昔

す︒

現出来ますようお願いいたしま

込Ａ下さい由

五十二年度の公共土木︑農業土

−■■■■■−■■■■■■■１■１■１１■■１１■●●一■−−−ｌ１■■■−−−−−

いたします︒

木事業も各位の御協力によりま

昭和五十三年の新春を迎えお

遣に接続し国遺に通ずる道路と

るため農遭拡巾故良工事を施工
します︒この農道は今後小沼農

議会だよ
定例町議会

開催される
十二月十九日より二十六日ま
主な議案は

での八日間開かれま■Ｌた︒

一 ︑ 昭 和 五 十 二年度西桂町一般

会計補正予算議定について
一 ︑ 山 梨 県 町 村総合事務組合規
︑昭和五十一一年度西桂町簡易

約の変更について
水遺特別含計補正予算議定に■

︑固定資産評価審査委員選任

◎富士見サイクリングｏ−ド︑

■■●

ので五午年の年次計画に上リ施
工されます︒本工事は下暮地区
土地所有考各位の御協力により
着工の運ぴとなりましたことを
◎町道一一一ツ峠綜拡巾改良エ■＾

Ｌて着々完工いたしております

本年計画事業の中残る事業も年

●１●■■●−１■■＝●■●●■１■一●■●１−■■■一■■●

に関し同意を求めることにつ

一■

農道大畠線の構梁﹁大池橋﹂完
■１１１−⁝１

町道三ツ峠練は道路巾員狭少の

柿口地区︑下−地地区︺

あふれる汗をほとばせながら

三ノニ

◎全校記録

がえんじられた︒

も飛ぴ︑抜きつ抜かれつの接戦

一万米強歩夫会

恒例の︐西検中学校一万ノー

一■■ヨ■

進めておりますので今後共御協

度末には完成するよう諸準備を

で一般交通に支障ある現状です

上交通量が増加Ｌておりますの

いて

その他議決 一件

力をお願いします由

すので拡巾改良工事を計画し本

日に実施された︒

トル強歩大会が︐十一月二十一

地元住民より強く要望がありま

◎町道申掌校前線舖装工ｏ

地区︑柿園区と協議中でありま

年度工事を実施する予定で下幕

今後の予定事簑

〇ｍは大変路面が悪くなってお

町遺中学校前練未舗装区間二五

す坦関係各位の御協力によりま
して実施出来ますようお願いい

りますが︑ＹＬＯ会館建設後舗

装工事を施行し環境整備すると

沿道には︑父兄の暖かい声援

全力疾走する︒

コース完走と︑記録を目指し︑

若さと︑エネルギーを躍動させ

＾上

たします︒

町地区︶

◎池の頭地内水路改悔エ＾

一一一ノ一

三ノニ

ニノニ

ニノニ

治茂仁造

共に安全道路とＬます︒

地区︶

…一

川渡白上渡
村辺井野辺
秀 和市精

ついて

し
１

◎ｏ道松久保綜改良工箏 春見

五四三二一
位位位位位

｛２〕
・１月号
５３

桂
広

西．

馨

小山恵光︑川村邦夫

山梨県消防協会長表彰考
○甲種

Ｏ精繍章

○乙楠 梶原治郎︑宮下

けんらんヒ︑たく皇Ｌい障容
町民の生活は守られる！

〇退職団長

一月八目︑中箏校校庭に於い

耀如

渡辺勤一

午前八時集合︑全団員

て︑山⁝初式が挙行されました︒

勇

︑よいしー

もぢをつ
廿よいしーよう

よう︒と可愛いい声援が︑十二
月九臼西桂町立保育所の庭い﹁

保育会役員さんが用意してく

ぱいに広がりました︒

町長や所長︑役場の人︑役買

れた︑もちつきの日です坦

さんが代る代るつきました坦婦
るきれいなもちが︑つき上﹁て

人役貝さんの手がえしで見る見

白井

その他︑東部支部長︑西桂町団

武藤晴美

長︑都留警察署長︑富士五湖消

として︑決意を紅潮させたほほ
大 声 号 令 に 一挙手一投足︑一

に現わＬている凸

行きます︒

防組令消防長表彰が行なわれた曲

る︒開式に続き︑団旗︑日消表

糸乱れぬ隊形︑行動と見事であ

審査会へ槌出すれぱ上いのです︒
詳しく知りたい方は︑審査会に

知っておりますか？
検察審査会制度
交通事故︑詐欺︑暴行などの
被害にあ﹁て警察や検察庁に訴

ない政治的︑公共的犯罪につい
て検察官が裁判にかけない媒件

が負拠し無料です︒

まし

き

つき立てのもちを

たの

べ

ろんだリＬている子︑それぞれ

スピードについていけないでこ

しりもちをついたリしている子

子︑恩うように足が運ぺないで

六人で一胴となってふざけてる

回って氷に乗りきってる子︑五

ピードを加え︑﹈１＋も力強く

リンク一ぱい︑思う存分にス

学校の企画に抽手を贈ります︒

この子等には最適のものであリ

まくる姿は冬のスポーツでは︑

肯空の下で．白由奔放に走り

︑ものともしないで︑はしゃ

もちつきでＬた︒

す由

次は一月二十五目が予定日で

主Ｌた︒

ぎ︐あぱれて一日を楽しく辿Ｌ

ろう！

は︑スケート教室を開きました由

１１月鴉日 Ｈ月６目と西小で

す

・・Ｔ・ｆ・７・７・７・Ｔ・〒・ｆ・丁・Ｔ・Ｔ・７・７・７・丁・Ｔ・Ｔ・７・７・７・Ｔ・７・Ｔ・Ｔ・ｆ・Ｔ・７・Ｔ

おいしかった由本当に楽しげ︑

おやつに食ぺました︒とっても

後で全員

した︒

ら奥赤になって力もちをつきま

よ・﹁︑きわを支えてもらいなが

けどいつの日にか立派につける

さんのようにはいかないぞ︑だ

﹃まくつけるかな︑お家のお父・

昔あ︑今度は圃児の番です出
︑頑張れ︒と保母さんの応援︑．

た

みんな楽しそ・つに︑宙十おろし

〈

彰旗が︑へんぽんと翻り入場︑

分列行進と行事は進み︑来賓の

各表彬があリ︑服装︑器﹈六点検

祝辞と激励があり︑式は終了︑
行い︑ 一年間の無火災を誓い合

午後より︑佃例の部落内放水を
って華やかに終了した自

えたが︑検察官がその革件を裁

照会されるとすぐお知らせいた
します︒また直接の被害者のい

ている方はいま廿んか︒

きます︒

について納得できないと投書が
あると職権で審壷することもで

判にかけてくれない︒どうも納
得できない︑などの不満をもっ
そういう方のために検察審査会
があるのです︒みなさんのまわ

そういう人にもこの検察審査会

お気軽に審査会にご梱談下さい

巾立てや審査の費用は一切国

▼費用等は

１︺にも検察審査会を利用すれぱ
よいのに︑その圭ま泣き寝入り
している人はありませんか血

制度の音ることを教えてあげま
▼乎続きは

都留一一一−二一八五

しよう血

電話

▼都留検察審査会は
都留市中央二丁目一番一号
甲府地方裁判所都留支部内

特に定まった申立の様式はあ
りません︒書而に記載して検察

し

・１月号
５ヨ

桂
広
３〕
（

商工会だより

謹賀新
沢

孝

七

副会長一一一枝新治

西桂町商工会会長小山恵光
相

岩田悟︑渡辺安太郎

田節子︑柏木守光︑渡辺正一∴︑

千︐管一沼勝雄︑植辺みち子︑前

した曲

な溝演由﹂との︷が多く山⁝されま

熱心に聴講され今後もこのよう

油会を閉催︑受講者一二六名は

ひで了︑持凹喜広︑宮下藤雄︑

子︑杉本光江︑色川蜻男︑佐藤

渡辺八重子︑権正好子︑渡辺啓

＾鉄工業外−業関係︺血操界にお

枇界縫済の発展に伴﹃諸工業

い事ぱかりで︑個人的秘密を守
﹁て柵談すると言弓業務遼行に

困難を来たしており︑会買の皆

◎五年勤繍

代会にて協議︑昭和五十︑一一年度

和五十年丑月の第十土回通常総

加藤則蔵︑宮下義朝

天蜥茂︑奈良光吾︑渡辺春代︑

様のかねてからの懸案でありま
した︑会館鑑設について去る昭

を目標に決定されました︒その

の頃地戚内岡一業者間における

ける流通機構等の激Ｌ今日︑二

経理に関する相談指導一現花
青色申告者数一一六事業所︺
＠経営間題に関する相談指導＾

艦物であリ城でありますので︑

何卒︑私達商工業者一人一人の

わて参りました曲

来目的達成のため研究努力を重

三︑志村国治︑高山喜幹︑尾曲

新田八郎︑渡辺ひでｆ︑勝俣孝

◎十年動読

宿下政與

辺滋子︑新田重治︑沼沢敏雄︑

会長︑高尾金雄︑副会長

致しました︒

く事を目的として昨年十月発足

の場とＬて今後一層発展して頂

梱互協力により工業部会を設置
し話し含いの場︑研究︑研修等

工簑部会が発足

後︑本会と織物協−司細令の双方

◎七年勤棚

西桂町商工会

合同役員会にて検討協灘を重ね

男︑宮下やす子︑堀内雪江︑渡

高尾美智子︑田村明代︑幡野茂

皆様方には益々御満祥にて︑
昭和五十三年の新春を迎えお慶
ぴ申し上げます︒
店舗︑工場等の診断︑事業連営
に関する相談等︺︑＠労働︑労

新しき世代に応え︑璽に前向き

一同

て参り昭和五十二年六月会館建

本商工会も皆様方の御尽力に
よリまして年間連営咋算額も一
等に関する事務手統き︑雇用問

務に関する相談指導︵労働災害

外役職員

設委買会︹肥名︺が発足して以

千二百十七万円となり一千万円

新田新一郎︑速山茂︐拮−一

尚︑特別表彰として︑十年の

勝俣孝三氏に西桂織協理事長表

表彰︑一一十年の天野正雄氏︑小

導員が渚任致しました曲

端員職員として︑天野弘継営指

本商工会に昨年七月一日付で

小

◎十五年勤浦

員に選出されました︒

林賢三︑草野富三郎の各氏が役

一丸となって建設し大いに事業

小侠一基︑前田芳一一一

常下新一︑高尾孝寛

横田

を大きく上回りまＬた凸

な業界発展の礎と﹂て皆様方が

き等一切︶．◎取引に関する梢

◎＝十年動続

披︑理革

題︑労働保険に関する事務手続

係芥位の御上援と深いご瑚解の

ありませんか︒

発展の場として活用しようでは

◎昭和五十＝年度

韓︑十五年の小俣一某氏︑前田

本会では︑地区内事業所に勤

十吉田ｏータリークラプ会長表

笠原進氏に山梨県知事表彰と富

芳三氏に山梨県商工会連含会長
務する従業員が永年勤続し当地

以上四十一一名の皆様方が商丁

彰がありました︒

会畏より表彰されその表彬式記

念講演として︑一般の聴講老を

と今後の見通し﹂と魑し維済講

郎先生による﹁日本縦済の鋤向

含めＮＨＫ解説委員の中村泰治
◎一一一年勤楡

受彰を受けた被表彬者又は次

岩田はる子︐土屋敏明︑佐藤兼

の通りです︒

催致Ｌました由

十一月一一十九日中央公民館で開

纐を讃えるため︑表勒式を昨年

商工業振興のために尽された功

擾良永隼勤続従簑口
表彰︑県知ウ表彰実施

天野正雄︑小笠原進

研究会の開催︑その他商工業に

関する一切の相談指蝉等を行な

談︑◎講習＾洩︺会︑説明会︑

工業発展のため維営故善普及事

﹁ておリます︒

る方は言うまでもなく︑今後事

商工会では現礼廓業をされてい

薬等の推雌をはか１﹄︑指蝉育成

展開して行く析存でございます︒

業をしようと計画される方の相

機関として充 実 ﹂ た 事 業 活 動 を

何卒皆様の商工業の改善︑向上

談指導にも応じております由

商工会館を

昭和五十三年度には

発展のため商工会を大いに活用
して頂きたいと思い

指坤をする事を目的とし︑ｏ金

融︑融資に関する柚談指尊︑償
展に勢めて参りまＬたが︑

地域商工業の中核体として発

数五一二事業所中政府資金利用

の多様化︑運物の老朽化と︑全
業務の内容は個人的問題点の勢

還金の取り扱い事務＾現在会員
者三六二作︑貸付残高一一一一億一干

万円︺︑＠税務に関する相談︑

○新入維営指導員の紹介

蝪だと感謝巾Ｌ上げます曲

二れも一重に 皆 様 方 を は じ め 関

広報西桂
今後なお一帽 ︑ 横 極 的 に 地 敏 商

力

１月・ 号
・

５３

６〕
｛

西桂中学校田の収穫も終りま
した︒各学年で思い思いに献立
学年別に新米を味わいました︒

給食とは違って白分違でこし
らえて食ぺると云う楽しみに︑

﹃行く年Ｌ

行く年のぬくもりを拭く火消壼

行く年の声抜けてゆく竹林

行く年の織済講話搦れ聞く
行く年の膝打ち対す能師弟
取り入れと︑それぞれ一こま一

血く年の陽を背で止める猫二匹

︐圭

郷田静波

新冊まち子

イ．一

句

評

﹁行

松川樹海

一年も終りに近︑つくと︑

く年﹂をなつかしむ人︑やれや

れども︑そこに山艮愁といったも

れと思う人等︑欄々ではあるけ

﹁行く年﹂十五句には︑ど

のが誰の胸にも去来するもので

れを取って見ても︑そうい﹁た

す︒

人々の感概がこめられ︑︷のよ

うな佳句になっています︒

山宋ｒ

飛泉

のものが目立ちます︒併し︑そ

現実感に乏Ｌく︑衷傷的な句法

十

前田

静枝

ト木

滝□

の中にあって飛泉さんの旬は︑
︑ ・︸
一読して︑神域の子洗の前に席

それに較ぺると﹁若水﹂の句は

高尾ひろ子

るような錯覚を起こさせ︑千に

渡辺あや子

高尾

推山かな﹁若水﹂を汲むような

行枝

横⁝血幾子

新⁝一多忠ｒ

飛泉

は得雛い旬を得たものだと思い

吾々は︑おＬなぺて︑蝋で考

ます︒

えた句を作り勝ちです︒炬燵の

継験を躯使して︑あたかも見て

中とか︑寝床の中とか︑臼常の

新ｍまち子

迫力というか︑それは口然の中

を作﹁たつもりでいます︑併し

衆たような句を作ります︒不句

櫨田曲幾ｆ

作句したものには遠く及ぱない

瀞波

︷市戸

郷冊

沽々Ｌさです︒ ﹁若水﹂とＬて

ま・ならぬ思案のま・に年の幕
︐看水Ｌ

若水や手漉しされる竹柄杓
恭水や神橘苔を厚くして
茄水の寛は谷を渡り来て
︷圭旺止一肯

若水や鶏鴫けぷる籔の奥

恭水や衿あたらしき山容

ト木

になリ︑炬燵の中で考える句が

と思います︒冬の間は︑山⁝不精

風坦きて若水を汲む姓の下
荒水や寛の音もたしかなり

若水に托す人拭の乱れ髪

したいものです︒

い変化等にも眼を一ｍけるように

に身を置き股で見︑耳で聞いて

その句が内臓する力というか︑

高尾行枝

多くなり勝ちです凸天気の上い

深磨山の風入れ若井汲む

渡辺あや子

一

若水を五臓にそ・ぎ富十に侍つ

高尾ひろ子

日には︑外へ出て︑白然の細か

ｆ

若水の溢れて孫のきおいかな

静枝

オ

若水やあけぽの月の澄み渡り

滝□

﹂

若水や墨あぎやかに初便り

犬の耳ぴんと立ちたり培水汲む

前田

行く年や三十代を憎しみつ・

軸く年の静寂の中の終い風呂

↑ｆ

行く年や街賑い■の昨日今目

機音も鈍き響きの年は行く

行く年や諸療片付かぬ筆不精

今日の日は来らず行く年胸に秘め

こま努力した事を⁝⁝⁝

その甲斐あ﹃て今臼の感謝察
ができたのです由

学んだ事はこれからの人生に必

働く事．物を穫る又︑食事の
Ｌたく等︑生きた教育を身体で

みを先生方にして頂く事にし︑

皆んな大張切１︺で実習し︑あヒ

ず役立つ事だと思います凸
〃よく食ぺて学ぺ︒止目のことわ

結果として︑優秀な折紙付きと
なったようでＬた由

ざにもあ１︺ますが︑男子の食欲

ました坦

．

それはそうであろう︑時間？

り替え︑またたく間に平げてし

もたいしたものだ︒次々とお盛

と︑費用？は大巾アップしての
ます由

自衛隊大月募集事務所
丁。１０５５４２◎１螂

まった︒感謝察もＥＮＤとなリ

作製の賜であったか・■だと思い︑．

常時各布町村役場又は

〃

〃

各白舌づつみしながら食べま
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