灘灘滋滋澱滋滋澱滋滋滋滋灘灘繁滋滋撚澱滋滋潔灘潔

轟嚢竈簿轟轟坤
滋滋灘潔灘灘灘滋灘滋滋撚滋灘滋灘潔灘灘滋滋滋撚滋

●六月定例町議会
会期十八目聞

全議案︵十七議案︶可決／
六月定例町議会は六月十六目

以上
＾

示板等の費用が補正追加され早

火水槽築造費︑災害避難場所標

各氏が当選ＬまＬた︒

前田政春

凹桂町一⁝ムー竈＾当止散問旧肥につ

◎目民ｃ竈保険 係は助産費支

定についての件につきまして

◎西桂町●会８口定籔集例の制

急に実現することとなります︒

十七件

◎企︐の鵬致条例の制定につき
を受けた事によリエ業再配置法

給についての一部改正と保険税

は次のように可決されました︒

いて

の特別誘導地域となりまＬた町

ては健康まつり栄養改善実習費

控除額の引上げ補正予算におい

◎

では工業再配置法による企業の

西桂町議会議貝定数条例
西桂町議会識員の定数は地方自

ましては町が繊維産地町の指定

進出と併せ誘致条例による工場

等の予算計上であリます︒

治法第九十一条第一項の規定に

の新設を奨励し町勢の進展を図

◎百柱町監査曇□会曇口齪任に

た坦

る目的でこの条例を可決しまし

附

選挙管理委口会

行する︒

この条例は次の一般選挙から施

則

かかわらず十二人とする坦

武藤晴美氏が

賢氏の任期満了により
倉見四九番地

監査委員に

渡辺

関し同意を求めるについて

◎ｏ村嚢禰合邊ｏじ︐は浪業
振其地城整備計画に基づき生産

条例の一部改正について

○昭和五十三年度南都留郡西桂

基盤︑環境基盤事業を合せ行い

招 集 さ れ ま した︒会期十八日間
として七月三目まで提出された

総合的に崖村建設をするもので

同意選任されました︒

議定について

◎遺む讐邊委＾及び同柵充口の

町一般会計補正予算＾第一号︺

す岨計画は農道︑農用水路︑集

○讐について

七月一目選挙管理委員会を開催

落道の改良整備でありますので

選挙管理委貝に

議会の選挙によって

渡辺鉄郎
小野武雄

小沼一六四〇の二番地

宮下浅治

小沼一〇七六番地

郷田

衛

下暮地四＝二番地
選拳管理委員補充員に

秋

西桂町体育協会

各種役職口名

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

が指定されまＬた︒

まＬた回

して行うので建設費は商工会よ
リ受託事業収入として受入れま
す︺可決Ｌました曲

倉見一一七番地

積極的に進める事として可決し

◎一岨会甘棚正予■︵第一号︺

委員長に渡辺鉄郎氏が就任Ｌま
した︒委員長代理に宮下浅治氏

康保険特別会計補正予算︵第

については︑産業会館︑商工会

○西桂町監査委員会委貝選任に

関し同意を求めるについて
選挙について

○選挙管理委員及ぴ同補充員の

館の建設を町が施行することと
し建設費の補正予算を計上し＾
．商工会館建設は町が委託事業と

一号一議定について

○昭和五十三年度西桂町国民健

一部改正について

○西桂町国民健康保険税条例の

部改正について

○西桂町国民健康保険条例の一

各議案を憤童審議して︑それぞ
れ議決し六月二十八日一般質問
を 行 い 七 月 三 日閉会しました︒
町長より提出された議案は︑

次のとおリ

○専決処分事項の報告について
＾町税条例の一部改正する条例︺

○西桂町税条例の一部改正する
条例制定について

○西撞町特別土地保有税審議会
条例の制定について
○西桂町小□資金融資条例の一

次のとおり

渡辺

倉見七＝一九番地

藤本峻典

小沼一四二二番地

武藤金六

小沼一八三六番地
下暮地四四四番地

永永渡川渡田
田田辺村部村
友
義順
茂豊臭
造
郎三

議会議員よ１︺提出された議案は

一階商工会館︑二階産業会舘︺

産業会館︑商工会館︵併設建物
の建設は七月下旬着工の運ぴと
なり十二月末には完成し町の産

業振興七ンターとして利用が期
■その他交通安全施設の充実︑防

待されます︒

長長

部改正にっいて
について

○元号法制化促進に関する意見
書の提出について

○西桂町識会議員定数問題化つ
いて

定について

○西桂町議会議員定数条例の制

副会

○西桂町企業の誘致条例の制定

施行について

○西桂町農村基盤総合整備事業

正について

○西桂町職員定数条例の一部改
○西桂町災害弔慰金の支給及ぴ
災害援誕資金貸付けに関する

川会

〃

〃

〃

２〕
｛

・７月号
５３

桂
西
箏

振異
昭和五十三年度第二次公共土
木工事は次の通り施行中です︒

請負業者

桂土木工業

桂土木工業

忠魂碑裏石稿工事
石横八三耐

請負業者

一株一

一株一

水田利用再編対策
︵稲作転換︶について
昨年秋以来︑皆様の御協力を

ので︑人畜に色害のない様御協

記

力をお願いします︒

午前五時より

一︑日時 七月二十七日＾雨天

順延︶

一︑薬剤

一︑場所 西桂町内水田一円

ついては︑部落ぐるみのパック

アップによリ百十名の協力を得
て目標に対して百十％の坤出を

貸出します

動力下刈機を︑各部落一台宛

下刈機を

ール当リ三キロ散布

ヒノザン粉剤 十ア

換について︑本年当町に示され

奥秋建設合資会社

た目標面積九︑八ヘクタールに

得乍ら進めて参リました稲作転
工事

請負業者

練石積一九血

＾小工事一六月十三目入札

一山の神

皆様の御協力をお■願いします曲

三ツ峠二号線舗装工事
杜上一

延長六〇ｍ巾貝三■ｍ

貸出しましたの■で︑農作業並に

受けました坦特に本年は管理転■

公共用の場合に限り︑部落農事

上町防護棚設置工事

約二︑五ヘクタールにキャベツ

作として︑鳴沢村の農家三戸が

岳麓土建＾株︺

九〇ｍ

さい由有料です由一日五百円

組合長より借り受け使用して下

二ヶ所

大根等を栽培して居ります︒今

請負業者

後の稲作転換に学ぷ所が種々有

渡辺小三郎

部落農事組合長＾敬称略︶

農薬には

十分注意を

みなさんが目常使いなれてい

る農薬の中には︑毒物︑劇物が

これらの毒物を普通肥料と同じ

がたくさんあります︑
−

ような管理をしていると犬変な

す︒

事故や事件が起る二とがあけま

に利用された例もたくさんあり

こうした．悲劇を防ぐため農薬は

ます︑

となく︑鍵のかかる場所に厳重

物置︑肥料小屋等に放置するこ

︒毛がありますが毒は有１︺ませ

十分辞意して

ンプン化ナトリウムを含

ク目ルピクりレの塩素酸

くださ︑

ときは︑直ちに警察署へ届出て

万一農薬が盗難又は粉失した

に保管してください︒

渡辺茂夫
池田正純

梶原富造
上町

新田静馬

柿園

下暮地

本町

倉見

西倉建設有限会社

謂負業者

水稲空散実施

うございました︒

ると思います︒御協力あリがと

小沼用水沈砂地管理道補修工事

桂土木工業＾株︶

．発群

小学校プールサイド改修工事
請負業者

六月八日

水稲︑イモチ病︑モンガレ病
防除のため次によリ︑ヘリコプ
ターによる空中散布を行います

の仕業と考えます︒

ない桜か出始めました︒．この虫

竿の先に火を燃す装置をして︑

アメリカシ回ヒトリを

防除は初期に糸のついた枯葉を

ぺます︒発生後暫くは葉をくも

除はお互に自分で行って下さい

くださ︑
アメりカシロヒトー﹂は︑十年

の糸の様な物で︑取囲んでその
中に郡棲して居リます︒犬きく

ん曲薬剤で防除する場合は︑デ

有する農藻です由

位前から︑西桂町にも入って来

なると︑糸の巣からはい出して

取リ除き焼きすてるか︑高い所

ました自繁殖力が強く凡ゆる樹

単独行動に移ります︒そうなる

防除しましよう
木の葉を食害する緑の敵です︒

下さい回

プテレツク霜で噴霧して

の虫のいる枯葉は気をつけて︑

発生は六月下旬と八月下旬の年

て終ります︒本年から花の咲か

と大変で木の葉をから坊主にＬ

●

二回です︒サクラ︑クワ︑シラ

焼き捨てる等︑自分の周囲の防

カパ︑カキ等種々の木の葉を食

／

巾員４皿
延長１２３…

巾員５ｍ
延長１５５ｍ

・７月号
５３

桂

拡
３）
｛

・７月号１４１
５３

柱

柵
広

ＹＬ ○会館だよ

トラペルガイド︑趣味書︑文学
ました︒気軽に御利用下さい︑

全葉︑文学アルパムなどそろい

図書室での閲覧は開館時間中
で二六九名の利用状況です︑

どなたでも利用できます︒

四 月 二 十 二 日オープン以来︑大

中学高校生の夏休みの読書︑勉

頸クラブＬ

が発足Ｌ皇Ｌた︒

︐

﹁図●クラブ﹂

児ｉ館から

ご利用下さい︒

○讐さんの竈肚です︒どＬとＬ

＾十時まで︺の利用もできます︑

会議︑文化活動等団体︑グルー
プで事前に申込めぱ休日︑夜問

ご刹用下吉い︒

盛況です︒．

延六六三名

延 四 六七ん平均二三名
は個人で結構です︑

図書室＾読書︑勉強等︺の利用
屋外遊場は夏の夕涼みに最適で

日

場
内

時

所
容

○映画会

工作教室

﹁指人形﹂

﹁

７月９目 目曜日

ＹＬＯ会館前広場集

午後−時妬分

読書︑紙芝居︑ゲー

合忠魂碑
ム︑その他

ポラン一一

イア寡集

を募葉Ｌています︒

高校生︑

ＹＬＯ児童館では︑子供と一
緒に遊んだリ指導して下さる方

大学生︑主婦︑一般どなたでも

日曜日

午後２時

わせて︑次の西桂をになう子供

けっこうです︒みんなの力を合

７月３０日

室一

日曜日

健康相談を開設

ポランティアを希望する方は

たいと思います︒

ＹＬＯ仁申Ｌ出て下さい︑

印畠登録の

申訓ば本人自身で

ださい︒申謂の際は︑運転免許

新Ｌく印鑑の登録をする方は
必ず本人が登録の申謂をしてく

証等︑身分が証明できるものを

持参Ｌてください︒

ただし︑本人が疾病等の理由
−自ら登録申請ができない場合

ん︒

本人以外のカの讐竈ほでき皇せ

上り︑健康相談を行ないます︒

午後一時

相談には︑町保健婦があたリま

第一．第三木曜旧

達の情操及ぴ創造性を高め豊か
なやさしく強い心を養ってゆき

児童館︵集会︑遊戯

＾ダンポール箱とた

目晒目

たかおう！︺
８月１３目

午後２時

８月〃日

映画会

午後２時１４時３０分

小学生６年の男子で︑ポランテ
ィアの岩田悦男君が指導してい

卓球クラプは︑会員１０名の．

病後︑障害等の為六五才未満の

老人と一緒に遊ぽう会

す︒自由に︸﹂利用下さい︒

方で入浴︑機能回復を利用希望

十五目迄の利用は
老人福祉センタ ー 平 均 三 六 名

の子も︑ＹＬＯに菓合〃一

９月 日 日曜日
を計画しています︒男の子も女

月・水・木曜日の午後
５時−７時まで熱心に練習を重

図■クラヲは︑小学生３年−
﹁紙芝居﹂

６年生の女子で現在運営してい
ます︒

中．です回

■読書会﹂など計画し︑すこしず
つ動きはじめました︒

会■■

異味のあるお友達は一度来てみ

印影の犬きさか一辺の長さ︑

は代理人による申請ができます皿

きません︒

らないものは登録することがで

⁝りメートルの正方形におさま

八ミリメートルの正方形におさ

他悩みについて︑ご相談下さい

す︒健康のことについて︑その

図書室

上うね由

場所

○木陰読書会

＾行■予定ｖ

の午後５時１７時です︒

毎週月・水曜日

て下さい︒みんなで協力して楽
しいクラプ作リをしていきまし

小学校３年生以上中学生まで

ＹＬＯ会館

わています︒

毎週

ます︒

一人二冊

一回一週間

老人福祉センタｉ図書室もｈ

葭Ｌた︒

書などずいぷん蔵書も多くなり

て︑絵本︑童話︑ノン７イクシ
ョン︑日本の民話︑工作︑科挙

エッセイ類︑又︑児童図書とし

科事典︑歴史︑民俗書︑小説︑

一般向きには︐参考書類︑百

貸出期間

一度に貸出す冊数

貸出し日 毎週月・金曜日

貸出Ｌ︐１

蔵書一覧表︵概略︺別紙参照

︹辞典頬等は貸出せません︺

図亡の貸出し開始

込んで下さい︑

の方は地元民生委員を通ヒて申

娯 楽 室 で く つろぐ老人です

六月十七日工一十一日の老人
福祉センター一般公開は五日問

一般 延一四件三〇六名です︒

児童館平均二六名

六月になって更に利用が増え

計延一六〇六名利用

：ハ件 四七六名

一般＾会謙等 休 日 夜 間 を 含 む ︶

児童館

開館一目平均一一二︑六名

老 人 福 祉 セ ン ター

◎利用状況＾五 月 ︺

強︑一般の方の読書にどしどし

・
，

・桂

．靱

いまのままで
あなたは
年金をうけられますか
特例ができました︒この特例は

いえます︒こうした事故からわ

死傷の危険にさらされていると

車に乗る人はだれでも︑常に

ません︒

に衝突されては防ぎようがあり

シートベルトを

乗ったらすぐに
車に乗った・わ︑まずシートベ

ルトを−ドライパーの皆さん
忘れずにいつも着用しています
ドライパーはもちろん︑車に

か︒

一〇〇％大丈夫−とはいえな

シートペルトをしていれぱ︑

帥日までの２年問です︒

お１︺ません︒というのも︑あな

昭和冊年７月−目から５５年６月

◎保険料ば一月四︑ｏｏｏ円

たが︑いくら安全運転のルール

んな願いをこめてできまＬた︒

れる保険料は一月当リ四︑ＯＯ

としをとったら誰でも年金が
もらえるように−国民年金はこ
加入しなけれぱならない人が加
入しないと年金はうけられませ
○円です回まとめて納めること

一一一入に一人−つま１︺︑約十人

いものの︑死亡する確率は九・

がシートペルトです由

ん︒年をとってからあわてても

を守る優秀な運転老であっても

のうち九人までが肋かる︑と警

が身を守ってくれるもの︑それ

遅いのです︒でもあきらめるこ

も出来ますし２年の間に分けて

事故に遭うことがあるからです咀

簾庁ではいっています︒

また︑シートペルトをすると

腰や上半身が安定しますので︑

コントロールを失なったときで

スリップやｏ−リングで運転の

も︑姿勢が保たれていますから

シートベルトを着けるゆとり

事故防止にも役立ちます︒

が︑あなたの生命を守ります︒

よいでしょう︒太い洋射器で︑

そ普通のコップ一杯分と思えば

内の方は献血できません︒

場合︑妊娠中とか産後六ヵ月以

ていることが必要です︒女性の

になる人が多いようですが︑身

血になるのでは︐・﹂とふと心配

そんなに血液をとられると﹁貧

ています︒

七月一日から﹁愛の血液助け
合い運動﹂が全国的に展開され

愛の血液助け合い遣動

献血の輸を広げよう

をする︑いわゆる︑無謀運転考︒

つまリ︑酒酔い運転や信号無視

事故の危険から免れている人は

とはありません︒いまなら国民
納めることも出来ます︒

６０才をすぎた人でも現在他の年

険料が未納になっていれぱその

乗る人のだれ一人として．交通

年金に加入の手続きをＬなかっ

◎ｏｏ才︸すぎた人でも舳められ

この特例でさか上って納めら

たり︑保険料を納め忘れた期聞
を取り戻すことができます︒

最後のチャンスです
国民年金に加入しなけれぱな

未納の保険料を納めることがで

入しなけれぱならない期問の保

金に加入している人でも前に加

らない人が加入しなかったリ︑

険料を納めれぱすぐ年金をもら
で問い合せて下さい︒

◎国民年金に加入Ｌなけれぱな

ます︒できる人の基準は法律で

も︑中には献血できない人もい

献血の趣旨には賛成であって

査．血液型の事前横査などの健

視診︑血圧測定︑血液比童の検

献血にあたっては医師が問診

りませんので︑仕事を続けても

日常生活や健康にも差し支えあ

大丈夫です︐

らないのに加入しなかった人︒

康診断を行います白その結呆．

広げましょう︒

﹁献血を通して人と人が助け

定められています︑簡単には隼

Ａ口い︑つながり合う﹂という精

の未納期間がある人

きないことがあることを︑ご承

不適当と診断されれぱ︑献血で

献血一回の量は二百ｏｏ︑およ

令が満十六才■以上︑六十四才以

女性は四十キ回を超える方で︑

下︑体重は男性が四十五キロ︑

◎とくに砺才をすぎてもとの年
金にも加入していないと加入期

前回の献血から一ヵ月以上たっ

神にそって︑献血の輪をさらに

くなります︑早く手統きを！

聞が不足して年金をうけ・ｂれな

知おきください︒

◎加入しているけれども保険料

体には造血作用があって︑数日
二んな人蛯すぐ芋饒きを／

きます︒６５才以上の人は未納保

保 険 料 を 納 め忘れた人でも︑年
金をもらえるように保険料をさ

えます︒詳しくは役場年金係ま

◎珊年６月帥旦が蠣限

壱

かのぽって納めることができる

で
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｛
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夏の風物詩︒も火掌のもと

手供の行動スタイルを知ろう

うでなくとも︑風が強いと感じ

るときは絶対にしないこと坦そ

発達に応ヒた方法で行うのが理

子供に対する交通安全のしつ
けは︑画一的ではなく︑心身の

うケーヱが多いのは︑青信号に・

ります︒母親といっし上に横断
していて︑子供だけが事故にあ

Ｌつけは心身の発遣に応じて

夕涼みに︑家族そろって花火

のを確認しないまま走リ出すか

なったからといって軍の止まる

花火による火災がふえています
をするのは︑夏の夜ならではの

の特性をよく知っておく必要が

想的です皿そのためには︑子供

取り扱いを一歩誤まると︑火災

適切右消火ができず︑建物に燃

周囲の紙くずが燃え出したのに

子供だけで遊んでいたために

ているときでも︑向こう側に母

踏リ切リで列軍の通過を待っ

︹考え方や行動が一面的︺

出Ｌたようなとき︑そのことで

ウキウキしたり︑叱られて泣き

︹大人が立ちあう︺

たときは避けるのが腎明です︒

や火傷などの事故のもとになリ

え移った例があります由必ず大

ところが︑この夏の風物詩も

楽しいひと時です︒

ますので︑くれぐれも注意して

人が立ちあってください︒

︹気が変リやすい︺

家など建物の密集したところは

まだ火が残っているのに気付

︹水の用意︺

かけ出したりします︒洋意力が

親の姿を見つけれぱ︑一目散に

とに洋意が行き届かなくなりま

顕がいっぱいになり︑周囲のこ

うれしいことがあって気持が．

避けるとともに︑周囲に木くず

しまＬよ一﹁皿

らです由

ください回たかがオモチャの花

あります︒そのいくつかを紹介

火−−とタカをくくるのは危険

花火をするときの洋意事項を

かず︑ゴミ箱に捨てたために火

配分︒する■・﹂とがなかなかでき

です︒

事になったとい一﹁ことがないよ

ません咀

打ち上げ花火・が隣家の屋根に

落 ち た り ︑ 地上を走る花火が近

︹応用動作がきかない︺

いつも通る道路では交通ルー

ルは守れて毛︑初めて通る道で

そのためです︒

地や帰省先での発生が多いのも

夏休み中の事故は︑レジャー

は応用がきくとは限１︺ません︒

は信号が青になれぱ︑車は必ず

︹物事を単純にしか理解できな

す由

や油類など燃えやすい物がない

うに︑必す水のはいったパケツ
などを用意して万一に備えるほ

責色い旗をあげれ．ぱ︑あるい

い︺．

一ヵ所に集中し︑四方に︒適■正

いくつかあげてみまＬた呂

かどうか確かめてからにしてく

か︑マッチや花火の燃えガラの

︹場所︺

︹気象条件︺

ださい曲

後始未を忘れずに︒

ともなう拝意報が発生されてい

止まるものと思いこむ傾向があ

るにつれて︑自転草ドロポーが

最近︑自転車の利用者がふえ

○

けまし上・︑

自転草ド回ポーがふえています
涼Ｌさをお届けするのに

増加Ｌています︒

絵入りはがさで

暑中見舞ば

火⁝火讐報や強風︑異常乾燥に

くの紙くずなどに燃え移って火
災を起こした例もあります︒人

限リある資源を大切に
電力は四年︑

ふさわしい絵入りほがきで

とが予想されています︒八月は

舞用として︑絵入りはがき

しまし上う︒今月の箸中見

までが多くなっております︒

午後二時ごろから午後六時ごろ

害がでています出被害時間は︑

○

自転車店でしましよう︒

夜間は置き放しにしないで

チョットの間でも必ずカギをか

友人や知人に暑中見舞を出

例年︑他の月とくらぺて水や電

二種類が七月一日より発売

水は七年後にピンチ
水不足︑電力不足が年々深刻

されています一

十分洋意しましょう畠

＾自幅■ド回ポーを＾腕ぐためにＶ

○自転革から離れるときは︑

カギはチェン錠などしっか

りしたカギをかけまし上う︒

○

はっきり記入Ｌましょう︒

白転車には︑住所︑氏名を

○ 自転草の防犯登録を近くの

家のなかに入れましょう︒

化していることは︑みなさんも

力の消費量が急激に増える時期
です︒いまや貴重な資源とな﹃

局

当町においても︑かなりの被

は昭和六十年には︑全国で年間

よくご存ヒのことでし上う︒水

た水や電力を︑なんとかムダな

郵便

は︑七月十九日までです出

年頸はがきの賞品引換え

二十億トンが不足すると子測さ

く生かして使いたいものです由

は︑深刻な事態がやってくるこ

れていますし︑電力も四年後に

山の端に
空港に手の

水持つ月や
昏れのこる

時烏

−秀逸１

ゆく春の
畦に立つ

昭和五十二年分所得税の特別

日ごろ支給されることになリま

臨時生活福■祉給付金を八月十五

した︒

＾ただし．六千円

給付金の額は︑一人につき︑
六千円です︒

には支給されま廿ん︒また︑特

以上の特別減税を受けられる方

父親参観

あなたも自衛官に

人生の基礎作リに

＾保■所︶

六月の第三日曜日に︑保育所

では︑子供の保育所での生活を

を︒

○公務員としての安定した明日

した身分︑勤務を通ヒて技術の

特別国家公務員とＬての安定

あなたに自衛官を︒

Ｌた︒また︑子供の成長ぷリに

ねください由

四二−二−一一一九八︺へおたず

自衛隊犬月地方事務所＾〇五五

くわしくは︑役場総務課か︑

めします︒

若い方々に︑白衛官をおすす

▽堅実な人生プランを求める

官はあなたがいつでも選ぷこと

修得ができる陸︑海︑空の自衛

までおたずねください︒

くわし■いことは︑役場厚生係

の支給を受けてください︒

金の支給申請等を行い︑給付金

支給 され ます

臨時生活福祉給付金が

目を細めていました︒

クダンスをして︑楽しく過しま

参観してもらおうと︑父親参観

石田よし恵

うらな心

農鳥に

若竹の 残照にあ１﹈ 浴後かな

を催Ｌました︒

渡辺あや子

渡辺あや子

静枝

滝□

初夏の夜半

子が戻る

背に遠く 郭公を開く 田植かな
タ風に閉じ

この目ぱかりは︑子供といっ
し﹄に︑体操したり︑絵を書い

チュウリリプ

時のみ流れる

青き雫の・︒風邪心地

句に座せど
青梅の

影法師

蚊遣香 吹かる・未の−■黒き梁

作−

芝桜多たみに母の
１佳

草の餅

高尾樽子・

丹念にこねる

余生なお
春子

堀内

減税に見合う措置として︑福祉

小林傑子
石田よし恵

若葉光

櫛田由幾子

朱膳に映える

初孫も 知恵づきてあり 五月鯉

憎房の

年金︑児童扶養手当︑特別児童
郷田

前田

飛泉

水無月の 風は木の葉を 裏返し

露地にむずかしの

ネクタイ少し派出目に

雇不同一

六月分を受給されている方々に

扶養手当︑福祉手当などの本年

今朝の

雌でも兄繧仁︑投■下さいｏ

締切り八月二十目由

と﹁ゆかた﹂です︒

風棲めリ

桐咲いて

杜若

静波

子等の 手も慣れて総出の 田植笠

陽のあたる 石碑磨いて 五月晴

妹病みて 看護疲れや 雨蛙

乳母車 むずかる吾子の 夕蛙

高尾

樋田由幾子
トホ
栄
戸
寿
イ一一

静飛
波泉

たリ︑帽子を作ったリ︑７オー

田田
博子

郷前

俳句ができましたらＹＬＯ会館までお持ち下さい由

ついては︑その差額が支給され

別減税の額が六千円未満の方に

なお︑この事務は︑役場を窓

ます由一

口として行われますので︑給付

身だしなみは

伯ト

稿

投
町
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栓
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〃︑

＾

ｔる忠魂碑の下刈ｏも行われま

プと遺族援護会の総勢六十人に

また．七月一 一 一 日 に は ︑ 寿 ク ラ

になｏました︒

ウポゥの場所もすっかりきたい

役貝十四名によリ行われ︑草ポ

六月十三日に寿クラプ違合会の

桂コミュ一一ティの草取りが︑

ご音労さまでＬた

１讐 へ二》、
した︒

．．保ｏ術生だより
︑

一・１

・︐

・︐！１︑

■１⁝

．︑︷︑

十

．︑︷︑ ・

︸︑ ︑ ︑ ︑︷︑ 一︑

税金が遺付亨れます・．
︑

た人吐どは枕務署へ還付講求を
してください由この場合︑昭和

一・ｊ一・・

今回︑昭和五十一一年分所得税

．・・．

の特別減税が行われ︑次の金額

していない人は︑期限後の確定

五十こ年分の．確定申告書を提出

・１

役場

三種混合ワクチン接種一期

が還付されることになりました︑

︑︷１

７月ｕ日
役場

◎ 予防蟹１のお知らせ

８月１０日

申告をＬて︑特別減税を受ける

還付される金額は︑本人は六
千円︑控除対象配偶者や扶養親

くわしいことは︑税務署へお

ことになっています︒
たずねください︒
．︑
⁝⁝一一一⁝＝■一−一＝

⁝＝一＝⁝⁝一⁝一一一＝⁝一一⁝⁝＝一＝一一一＝⁝一一

犬月税務署口量豊＠一一：五一

真澄

渡辺由美子

一出生

一敬称略一

戸箱の窓一５・６月一

おめでた

川村

陽介

倉見

勤務先から還付されます由

漉辺
柿園

志村広美
奥秋美鈴

智子

美一且

本町

滝沢

渡辺

これに同封してある還付請求書

お知らせが送什されますから︑

税務署から特別減税についての

て納税した人は︑六月末ごろに

ｏ■︐所讐岩などの■合
事業所得者など確定串告をし

ラリーマンは︑六月−七月ごろ

年と同じ会社に勤務しているサ

本年六月一日現在において昨

○サラリーマンの■合

は次のとおりです︒

なリます︒還付方法とその手続

少ないときは︑その税額までと

和五十二年分の所得税額の方が

算Ｌた金額です︒ただＬ︑昭

族は一人につき三千円として計

役場

蝸・１０−５０・６

１一１︷１
．６
５

役場

９月皿日
対象
５

８月疵日

９月４日

朋年９・１０月鵬年２３５

乳児楡膨
６月

◎倒螂讐扱
９月ｕ日

役場

９月妬日

子宮がん検診８月７日

役場

成人痂予防

８月２日

舳皿

９月珊目１９月別日

住民桧臓

７月別日！７月跳日

用紙に所要の事項を記入して︑

利信

二郎

上町

安留

そうＬますと︑税務署から還付．

税務署に送り返Ｌてください︒

金の支払通知書が送られてきま

武藤由美

滝口

幸男

２男

本町
岩田 吉江

外川なをの

︵届出人一
岩田 安昭

上町

撮夫

正治

外川

義雄

とく

宮下

富下

熊雄

利夫

澄江

富下

宮下

人人人帯
Ｏ１９世
２７４４
０９０１
４１２９

岩田

岩田

おくやみ．＾死亡︶

ムリなく

口男女数

人

人口と世帯数

蚊とはえの一青咽除

不用犬猫の収＾旦

８月筥日
９月ｕ日

て郵便局で還付金を受取ること

広幸

すから︑この支払通知書によっ

下暮地

滝口

西桂町の

象

ごみ収纂のお旧い

になります︒

今年になって五月末までに退

９１４世帯

世帯数

帯

世

１

○せの他の人のｏ合

職した人や︑昨年中途で退職し

山梨県貯蓄推進委員会

１９７１人
２０４９人

男
女

１

長長
女男

ムダなく
計画貯吝

４０２０人

口

人

２３２

女男男

役役役
場場場
役役
場場

ユ期特別貯蓄１助

昭和５３年７月１日現在

長長長続
男女女柄

彦雄

２長

夫男夫

女女
政利

正勝正交
弘男造名
信治邦
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