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も順調に進行しております︒

現在工事中は次の通口であリ
ます︒
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ためにも︑川にゴミや汚物を投
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が︑何卒ご協力下さるようお願

川と人問の暮Ｌは︑古代文明
つながりがあリます︒

の発達をみるまでもなく︑深い

犬小さまざまの河川を水源とす

日本は︑河川の多い国です︒

水門ーケ所

他２ケ所

◎池の則用水路部分改佑
る豊富なかんがい用水が︑わが
を支えてきました︒

国の水稲を中心とする農耕文化

＠中讐校前邊●装工■
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飲料水はもとより︑工業用水
とＬても︑水の需要は年々ふえ
河川の重要性は高まるぱかｏで

河川の流域住民は︑日常の暮

す︒

しのなかで︑いろいろな︸川の
恵み を受けているのです︒

その川はかなり汚れていると
﹁川を

﹁水をき
﹁自然を保謹﹂

いう意識があります︒
れいに﹂

きれいに﹂−−−川に寄せる切
実な声が︑数多く寄せられてい
ます︒

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
川は生さ物です︒自浄作用と
復しようとする努力といえるで

は︑川が汚濁という病気から回

る川を汚濁から守り有効に括用

バランスのとれた自然の生態系

もっとも︑この自浄作用は︑

しよう︒

当目は︑全世帯より出動願い

の中ではヒめて可能です︒あま

たいと思います︒

するよう習慣を身につけて頂き

た︒私たちの・生活の川・であ

日曜の４月２日と決定致しまし

例 年 の 川 凌 いは︑四月の第一

四月二日＾第一目聰︶

河婦の日
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水田利用再編対策
本農業の試練と云われます︒

産再編成を図るためであり︑日

稲作転換については昭和四十

手どもの

むし歯は

■三

り農業生産の振興を図ｏ︑国民

御承知の通リ国は将来にわた

は一層強まっており︑他方増産

続いているため︑その過剰基調

力にもか・わらず需要の減退が

が極めて強い一方消費拡大の努

今迄の二倍を目標に面積三十九

−五十五年とＬて百七十万︑と

として︑第一期を昭和五十三年

国に於いては今後十年間を目標

︒︐を越す剰米となってきました自

たものですが．本隼又々四百万

か︒ムシ歯は放っておくと︑ど

の口の中にムシ歯がありません

お母さん︑あなたのお子さん

お母さんの

食糧の安定的供給を確保するた
の必要な農産物の国内生産は依

をおこＬ︑ 顔は青く︑ほほはこ

として集施Ｌ︑八年間続けて来

五年当時七百万︑︐の過剰米対策

め国内で生産可能な庭産物につ

然として伸ぴ悩んでおリ総合食

んどん進んで自然に治ることは

︵稲作転 換︶

いては極力これを国内でまかな

万一千ヘクタール︑山梨県の目

ール水田総面積の十三︑五％に

及ぽします旦例えば︑ムシ歯が

達にもよくあリません︒ムシ歯

ではどんな寺コにしてムシ歯

は非常にこわいものなのです︒

■

のでしよう︒

から子供を守っていったらいい

大豆︑麦︑そぱ︑飼料作物︑果

一︑特定作物 永年性作物
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樹等︑十アール当り全国収量平

野莱︑雑穀︑農業生産施設等

二︑一般作物

部落別転作目標面積＾含既転作︶

家庭での︑お□の健康管理

つわにムシ歯の予防に心が

パランスのとれた食事を考

特におやつに注意しましょ

■ 早期治療に心がけましょう︒

う︒

■

えまＬ上う︒

●

けましょう︒

■

を忘れずに︒

■

こと︒

定期的に歯の検診を受ける

会を組織し︑部落説明会を開き

均五万五千円︑計画転作加算額

十アール当ｎ四万円

管理転作
いので町が転作出来ない農家よ

等ということで町では農協がな

加算額七千円−一万三千円
耕作者が見つかる迄何時でも

倉見一一︑五ヘクタール既転作一

ヘクタール＾既は五十二年転作︺

はお母さんの貢任です︒家族そ

柿園ニヘクタール既一

ろってお子さんのムシ歯予防に

かれます︒又地域ぐるみ計画転

下募地ニヘクタール既Ｏ・六

努力いたＬまＬ﹄う品

場合の管理費一機械代一は差引

再編計画を作ｏこれによって部

以上協力をお願いＬます︒

なんといっても子供のムシ歯
落の転炸目標が達成された場合

申し込みは四月十日迄に部落痕

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

上町二︑ニヘクタール既一・六

は計画加算金が交付されます︒

事組合又は直接役場へ由

本町一︑一ヘクタール既Ｏ・三

水田利用再編対策奨励補助金額

作として部落ぐるみで水田利用

の場合は二年間のみ︺なおこの

耕作出来る状態に管理する＾こ

計画転作
か︑◎共同利用施設用地とする

口水田を預リ︑Ｏ耕作者を探す

されました︒これは主体が農協

協力をお願いして参りました自
特に本年からは管理転作が新設

の上からも協力態勢を取り協議

制度の堅持︑農業土木の整備等

痛くて夜寝られなかったり︑食

は体格も発育もよくなく脳の発

＼緬菌

当リます︒国の政策であり食管

■任

うよう総合的な食糧自給力を強

糧政策は我が国風土資源に適し

幽凶

６

１

》

喜

化することを基本に総合食糧政

物価スライド７
・・

、

けてしまい ます︒又こんな子供

。

決してあリません︒ムシ歯を放
っておくと色々な悪影響を体に

。

◎勘め人の奥さん 、任意加入へどうぞ
だんな さ． 々． の年金からの 保証だけでなく
自分自身の年釜へ加入しまし上う

・一Ｌ

あり・ ます

ｏ

桂町の目標面積は九︑八ヘクタ

ｏ

さい

保険料 の重複納付 、無資格期間のおそれが

標二千五百五十ヘクタール︑西

◎口生隼金尊の黒聰（加入脱退〕はすぐ届出て下

た国内自給型食生活への誘導を

う

．６％

図ると共に︑自給力向上の主力

福祉年金（５３年８月から）

ます︒最近の

拠出制（５３年７月から〕……・・１

策を展開Ｌてお

。

農 産 物 の 需 給 の推移を見ると米

保険料納付は 、自分の将来 の年金給付に緒
ぴつくものです 。必ず期限内に納付しましょ

となる作物を中心とＬた擾業生

（２５００円へ 、物価スライド分プラス）

にっいては依然とＬて稲作志向

。

◎年金支給額が上ります

・

◎保 険 料
５３年４月から２７３０円になります

４〕
｛
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目的とする︒

二︑会費は都貝一人につき年額

に納入するものとする︒

まとめ︑毎年五月三十一日まで

百円とし︑各部長はこれをとり

成するために次の事業を行う︒

第四条 本会は前条の目的を達

＾事き

部貝を寡ります

西一崔呵文化協会が発足

社 会 教 育 委 員会︑文化関係諸
団体のご協力と︑数度の会合を
重 ね て ︑ 去 る 二月二十四日に︑
西桂町文化協会が発足しました︒

書遣

詩吟

謡

本会に次の部を置く

一部の設置︶

第十二条

Ｈ文化活動の啓蒙と奨励

○文化察及ぴ各種展覧全の開催

華道

西桂町の文化活動を振興し︑

育成するための犬きな動輪とな
目講演全︑請習会︑懇談会の開

毎年度当初の理事会において決

一一︑部の設置廃止にっいては︑

郷土研究

曲舞踊俳句囲碁合唱

茶道

ることを信ヒて疑いません︒

催
胆軸部活動の育成

しぱらくの問は︑ヨチヨチ歩
きでしょうが︑町民の皆様のご

固その他本会の目的達成に必要
な事項

定する︒但し︑年度中途におい

西桂町女化搦会会則＾抜すい︶

会部全とする目

第九条 本全の会議は総会理事

三︑各部ごとに部長一名副部長

を承認することができる︒

には︑次の理事会においてこれ

て新設廃止の申請があったとき

＾名称及ぴ事務局︶

Ｈ総会は年一回とし︑第四条の

︵別掲︺

支援を得て︑町の文化の中心的
団体になリ得ますよう︑お願い
＾役貝︶

第一条■本会の名称は西桂町文

若干名を選出し︑理事会に報告

︵会議一

申Ｌ上げます︒

化協会といい︑事務局を西桂町

するものとする︒

行事と併せて開催する︒
○理事会は必要に応じて会長が

招集Ｌ︑重要事項を審議決定す
設置については︑現在活動して

＾構成一

教育委貝会事務局内におく︒

いるグルーブを敢リ上げまＬた

以上がその規約ですが︑部の
目部会は各部の部長が必要と認

が︑このほかにもご希望があリ

る︐

第二条 本会は西桂町内に居住
し︐または勤務する者をもって

めたとき開催し︑部全の審議内

各部の役貝さんへご相談の上︑

的にある部へ入会したい場合は︑

に歓迎いたします︒また︑個人

まＬたら︑お申出下さい︑犬い

容の概要を会長に報告する︒
一経費一

百的一

本会は情緒豊かな人間

構成する︒

第三条

第十条

本会の経費は会費補助

像の探求と︑文化団体相互の連

金︑寄附金その他をもってこれ
に充てる︒

絡協調を図ることによって︑町
民文化の向上に寄与することを

前田税太郎 武藤蜻美

小山清二＾町長︶

役員は︑次の通ｏです︑

入会して下さい日

会長

長野茂太郎

ＹＬ０会館竣工配念

酉桂町民小文化祭奏施

副部長

新田裕一

渡辺一夫

小山利子

牛田すみ恵

上小沢律子

町教育委員会の応援を得て︑町

発足第一回の事業として︑町と

館建設を記念して︑文化協会は︑

近く竣工する予定のＹＬＯ会

書道部長

渡辺誠司

茶道部長

副部長

川村幸雄

武藤隆之

前田政治

−

す︒

御支援のほどおわがいいたしま

らせいたしますので︑よろしく

詳細については︑故めてお知

催されるわけです︒

化のセンター︑ＹＬＯ会館で開

を楽しめる会が︑新装なった文

町民全部が︑ゆったりと︑文化

現在︑鋭意各部で企画中です．

教室などがあります︒

囲碁大会︑初心者のための囲碁

俳句部の運座︒囲碁部による

謡曲︑舞踊︑合唱部の発表会︒

発表展示由茶道の実演︒詩吟︑

華道部︑書道部︑郷土研究部の

現在予定されているものに︑

お察りにしたいと考えています︒

実演など︑盛り沢山な賑やかな

会の各部による︑発表・展示・

期日は四月未日の予定で︑協

民小文化察を開催します︒

副部長

白井晴一

小林裕享

一一一枝政利

板田忠男

渡辺光子

新田ふさ江

前田己智男

渡辺とき江
俳句部長

郷田静子
囲碁部長

菅谷春造

渡辺英明

渡辺順子

渡辺五十鈴

郷土研究部長

副部長

合唱部長

副部長

定月恒子

副部長

副部長

舞踊部長

副部長

謡曲部長

詩吟部長

副部長加藤久子

華道部長

副会長
理事

理事

理事
埋事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

９
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桂
靱
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県民のカでなくせ

卦

午前八時三〇分より

午前十時から正午まで

午前九時三〇分まで

牛後一時から

牛後一一時まで

午後四時三〇分まで

午後二時一一一〇分から

で■お早目にお出かけ下さい︒

目申請手続は︑こみ合いますの

居地の讐察署で交付します︒

○新しい免許証は︑指定日に住

枚

方は住民票一通・写真二

オ︑本籍又は氏名の変った方

る方一

工︑申請タイプ代︵希望され

ウ︑更新手数料一一一一〇〇円

入者は一一枚︺

イ︑写真一枚＾県外からの転

ア︑免許証

Ｈ携行品

議習

畳付

午後の部

講習

受付

午前の部

○申請受付及ぴ講習日時

．の毎日

毎週月曜から土曜＾午前中︶

Ｈ講習日

郡内に居住する運転者全員

都留分校の開校

安全ｏ
転学校

皆様待望の安全運転学校都留

分校がこのたぴ完成し︑運転免

許証の更新およぴ講習は次のよ

部門布下谷

昭和蝸年４月−日から

うに行うことになリました︒

校
４所

■臼

±■１ ■■■ 由一＾

昌一 分リ

死亡事故〃一
しよ・つ

１１春の交通安全運動実施Ｈ
この運動は︑交通安全思想の

周知徹底を図り︑県民総ぐるみ

ど

１キせは」

○飲掴■嘔描減竈』
畝掴■嘔！
畝む人も畝ませ看人も

の実践活動を推進することによ
って交通事故を防止しようとす

るものです︒
︼

■±１

ます︒

行動半径のせまい子供の

事故は︑自宅近くが最も多

危険

く︑特に半径五十メートル

以内が

低年層になれ

地帯︒です︒
ぱなるほど︑

とを︑お母さん方は覚えて

自宅附近での事故が多いこ
おいていただきたいもので
す︒

抽

奏応珊

誰帥昌から︑月乃日騨

１±＾

走郡西

日曜日の発生が目立ってい

る

備門聰

■

一ｒ 彗校

畠一

︻■ｏの□点︼

ム

１；

吐喘部

受

一︑歩行者︑自転車利用者とく

に子供と老人の交通事故防止
飛び出しや車の直前・直後の

横断などによる交通事故防止
二︑夜間における交通事故の防

止︑特に飲酒運転の絶滅︑夜

間に多い無謀運転︑特に飲酒
運転による事故を防止する︒
一一一︑ゆっくり運転の励行︑特に

交差点及ぴその附近における
交通事故防止

運転者︑同乗者の安全を確保

の着用

四︑シートペルト・ヘルメット

のゴールデンウイークに集中す

ヘルメットを着用しよう︑

するため︑必ずシートペルト・

﹂と﹃竈の一戸﹂を呼ぴかけま

おっけてね一﹁安全運転してね

外出するときなどは﹁車に気

旅 立 ち ︒ に 終 わったら−ーモう
です︑ハンドルを握る方はくれ

くの家族ドライプが・天国への

るのです︒楽Ｌいはずのせっか

二十九日から五月五目にかけて

ど交通享散による死亡者が四月

亘︒といわれています︒それほ

︐黄金週問と天国週問は紙ひと

芦
ぐれもこ用心を︒

を

１阻掌臼省

口
け

只

及
ぴ

易校■

方

１安ｏ
…金竈
昌、…■帝

講
習

■

山厨
梨
｝

更
新

オａらう責金；口問
夕Ｉ…補 １，， カ
１１

・３月号１６１
５３

桂
靱

広

青少年
全な白

ともに健やかに成長することは︑

県民すぺての願 い で す ︒

青少年を健全に育成するため
に︑青少年が悪い影響を受ける

ことを防止し︑社会の悪風にそ

まらないよう︑県民一人一人が

力を合せ︑青少年をよくない社

＾抜すい︶

会環境から守ることをわらいと
しています︒

条 例 の あ ら まし

◎青少年とは
この条例の対象となる青少年

改正されました

独立心と依存心が同居Ｌ︑イラ

に考えると︑感情的に不安定で

いて︑子供の気持を上手にコン

す︒両親は︑子供の特性を見抜

︵旧条一
何人も︑青少年にみだらな性

昨年暮︑都留文科大学の篠原

自然界﹂斡旋

﹁三ツ峠の

図●

が犬切です︒

トロールしながらつきあうこと

イラしたりカッとなる時期です︒

周囲は次のような点に気を配

行為や︑わいせつな行為をして

■はれものに触るような扱いは

って下さい︒

避けて︑自由に自然につきあう︒

何人も︑青少年にみだらな性

はなｏません︒

たリ︑見せてはなリません︒

行為や︑わいせつな行為を教え

■子供扱いはやめ︑自分で貴任

をもってやりとげる︑がまん強
さを身につけざせる︒

博先生が︑三ツ峠の自然界とい

青少年によくない書籍︑雑誌

ダメ﹂という前に︑子供の気持

て再刊されました︒三ツ峠を朝

う本を二十年ぷりに訂正増補し

﹁これも

ちを理解し︑自分で考えさせて

■﹁あれはいけない﹂

絵画︑写真︑映画７イルム︑録
音テープ︑録音盤等は条例によ

判断力や自制心をつけさせる︒

ぱしい次第です︒内容は三ツ峠

夕仰いでいる地一兀住民として喜

指定されたこれらのものは青

のよりどころを求めていますか

一一一ツ峠の植物︑一一一ツ峠の歴史と

の生いたち地史︑一一一ツ峠の動物︑

■反抗はするものの︑子僕は心

やる︒

限定版ですので御希望・の方は役

伝説等︑百六十頁に及ぴます︒

金は一冊九〇〇円です︒

場振興課へ申込んで下さい︒代

﹄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

し方は︑子供の性格や能力にマ
ッチしてこそ効果があるもので

扱い方ですが︑子供に対する接

以上は一般的な反抗期の

ら︑親身になって相談にのって

はならないこととなり︑これに

り有書なものとＬて指定します︒

非行の芽は︑

に︑望まＬい親の態度について

の人が心得ておきたいチェック
ポイントを紹介しましユう︒特

少年の非行を防ぐため︑周囲

早めにつむ

少年に売ったり︑貸したりして
違反すると罰せられます︒

◎ 自醐販売機による有害図■
類の販売の制限 ＾５条の２

自動販売機が屋内に設置され
管理措置が講ヒられている場合
のほかは︑指定された図書類を
ません︒

自動販売機に入れることはでき

指定された図書類を自動販売

ヨウニ

とは︑満旭才に満たないものを
いいます︑

﹁非行の芽﹂を早いうちにつん

述ぺてみます︒

なるわがままではなく独立心の

ることがあ叩ます︒

機で売っているときは︑知事か
ら撒去や必要有措置を命ぜられ

芽生えでもあるわけですから︑

つけが大切です︒反抗期は︑単

◎ 有害刃物類及ぴ有害がん具
類の所持制限等
︵個条︺
青少隼によくない刃物類やが

でおくには︑特に︑反抗期のし

ん具類は条例により宥害なもの

のです︒

第二反抗期＾中学生期︺を例

せてくれました
危なっ かしい 足どｏでとても可

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︑

。

◎ 有害な図ｏ類の指定と︑販
売又は貸し付けの禁止＾５条︶

夢
謄

として指定します由

広い心で受けとめるとともに︑
がまんする強い心を育てたいも

指定されたものは青少年に売
ることはできません︒

いん行わいせつ行為の禁止

。

チユカレタのよ…・・…・
「ママ見てよ 、千 ヨウヅデシ

次代をになう青少年が︑心身

青少年保護育成条例が

の

◎

よっとひとやすみ

・３月号
５３

桂
西

靱
広
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讐

ＯＯＯ円

学できます由

三︑勉強Ｌたい教科だけでも入

だれでも入学できます︒

二︑年令制限があリませんので

ん︒

毎日通学をする必要があリませ

りを通して学習を進めるので︑

通侶制課程の案内
◎１佃側 程とほ

学習のしかたは全日制︑定時
制とはちがうが︑学習の内容や
卒業の資格はま﹁たく同じです目

ことはもちろんですが︑特定の

また︑卒業を目的に入学する
科目だけを勉強することもでき

◎竈仙ｍ８椙の特臭

です︒

二︑卒業を目的とする入学生に

は全貝︑二年次からは一定の単
が無償で給付されます︒

郵便物は︑百グラムごとに八円

一︑報告課題などのきめられた

ます回

◎ｉ旧側蠣程の特色
一︑学校との報告課題のやりと

三︑山梨県通信制課程修学奨励

位修得著には︑教科書︑学習書
しまＬた︑

当町初のスキー教室を開催いた

事業所に勤務する人々で四十五

等が審査のうえ貸与され︑阿部

すれば返還免除となります︒

好評だつた
スキー教室

名が参加して行なわれまＬた︒
現地では︑午前中︑教育事務

ます︒

奨学金は︑審査のうえ給付され

金が審査のうえ貸与され︑卒業

去る二月五日︵日︺に長野県

所の先生方の指導によｏ︑初心

五︑国鉄︑富士急行電車の五割

参加者は︑町の佳民と町内の

の草山高原スキー場において︑

礎技術を教わり︑牛後は自分達

者と中級者以上に分かれて︑基

Ｈ明るい社全づくｏ

郡内推進協議会吉田支会
Ｈ慰問援謹物資

白米一〇地

二︑募集期間は︑三月一目から

一︑募葉人貝は普通課 百名

★−＾

四︑日本育英会︑山梨県奨学金

一二個

三〇︑ＯＯＯ円

るとき利用できます︒

Ｈ西桂町勧農会

以 上 の 募 金 や慰問援護物資等

﹁もう一日ぐらい滑りたいな﹂

三︑出願書類は︑入学願書︑卒

四月三十目まで

帰る頃ほかなりヒようずになリ
と︑スキーの楽しさを知﹁たよ

は生活困窮者や︑わたきり．一

うです︒

出身中学校交付︶

業見込証明書又は卒業証明書＾

にそれぞれ贈呈させて頂いた事

れからも続け︑日帰リではなく

町では︑このスキー教室をこ

を報告すると共に︑衷心よ叩感

人暮し老人︑重度心身障害者等

初めてスキーをはいた方も︑

引回数券が︑面接指導に出席す

ＯＯＯ円

３月１目から富士吉田テレ

で午前中教わったことを基に︑

意

ただきました︒

Ｈ都留仏教会

Ｈ県共募

●ＮＨＫテレピのＶＨＦヂキ

自由に滑﹁ていま﹂た︒

生徒会 七︑四〇〇円

Ｈ西桂小学校

ＮＨＫトピックス
付一

四︑成績証明書一出身中学校交

にして 、ｕＨＦダィヤルによ

電話・甲府ゆ４４１２

甲府市飯田五丁目６１鴉

県立中央高等学校通信制

八︑問い合せ

っています︒

は︑保母さんが子どもをあずか

親のために︑スク一リングの際

七︑日曜託児︑子どもを持つ母

金その他︑約六千五百円

六︑経費は︑一年間の学校納入

が学校まで持参する︒

五︑出願方法は出願書類を本人

テレピ山梨（ＵＴＹ〕３３ｏｈ

蜘人人

１９６４
２０４９
９０６

男
女
世帯数

４０１３

口

人

〃
誠にありがとうございました目

一泊二日亡らいで行なえるよ︑つ

にしたい⁝とのことです岨

■新しいチャンネル

人口と世帯数

六〇
小山清二

２９曲

ＮＨＫ教育

１１出

Ｓ〕

Ｂ

山梨放送（Ｙ

３１ｏｈ

ＮＨＫ総合

。

放送されています

自

る選局で見てください

西

謝 を 申 し 上 げ ます︒

西桂分会長

共同募金会

これからはチ ャンネルをＵ

昭和５３年３月ｉ日現在

Ｆチャンネル

ビ中継局のＶＨ

ャンネルで

Ｆチ

Ｈ

が止まリＵ

。

ンネルが止まりました

呂）
｛

・３月号
５３
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広

