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始め ます。
て同青少年 の家では、市内
の青年会議所、 J RC （日
本赤十 字少年団 ）ボ ーイス
カウト、 ガール スカウト、

年の家 」は、六月一 日開所式 を行ない業務 を
「国連青少年 の家」は、
とくに青少年 の国際理解 と
地域活動の推 進を はかり教
育と文化 の発展に 寄与す る
ねら いで、四
月早々 から準
備 をす す め
ていたもので
す。
整備の 終っ
た国連青少年
の家 に は事
務室の ほか、
あわ せて、三
十人収容で き
る研修室 二室
一一十
人宿 泊
できる宿泊 室
もあ り、三人
の職員が常駐
しておりま
す。
完成によっ

世の中のさわぎも雑念 もここに はない
川は悠 々と流れるの みである
よしきりが朝露を ふるわ せて
けたたまし い声をは りあげる
それがいっそう静寂 を強 調す る
無念無想に糸 を垂れ て
こころの憩いのひとときを過す
ふんまんもいらだち もいつの 間に か
なにごともな かったよ うに消 えてゆく
赤 い浮子がぴくり と動き
川面に小さ な 波紋がひ ろがる

す。当支店で は、修学旅行

てもらおうと費用の 一部 と
して七十四人に総額十 六万
一千円を払 い出しします。
市内の生活扶 助家庭の児
童、生徒 は七十四人 おりま

にことしも楽し い旅行 をし

善意銀行 五所川原支店は
生活扶助家庭の児童、生徒

今 年も 楽し い旅 行
善 銀で 旅費 を助 成

ります。

連ム ードを盛りた てます。
国際知識を高めるためにも
市民の 皆さんは気 軽にお立
ち寄 りくだ るよう望 んでお

し、玄関前に は国連旗 と国
旗、市旗 を常時掲揚し て国

ているほか 「佐藤 尚武」 「
外国関係 」 の資料室を併設

てとくに青少年の海外派遣
の紹介、推せんを行なっ て
行き ます。完成した所内に
は国連加 盟の国旗を掲 示し

人を講師に招き映画や スラ
イドで「外国を紹 介するタ
べ」の催も計画し ているほ
か、外国旅行の窓ロを開い

利用されます。同青少年の
家で は、今後「外語教室」
を開 いたり外国から帰っ た

川原支部など、国際関係団
体の例会や研 修会 を中心に

口ータリークラ？フ、ライオ
ンズ クラ？フ、国連協会 五所

月なかばに かけ学校や 保育
所ご とに支払 われます。

円で 四万二千円、中学校が
ひとり 三千五百円で十一万
二千円のあわせて十六万一
千円です。修学旅行ッ ーズ
ンに入った五月中旬 から六

学校がひ とり当り一 千五百

シーズン に入り旅行費用の
一部とし て助成する もので
市民の善 意に もとずき予託
された予託金のなかから払
い出しします。 払 い出し 金
額は児 童 館、保育所がひと
り当り五百円で 七千円、小

三 （みなみ） ママさんコー
ラスの メンバーがさっ そく
感謝 を こめ美し いハーモニ
ーを披露し ました。

ノー台を寄贈し ました。贈
呈式に は市長も出席、 三七

五所川原ロ ータりークー
フ
ー
フ （菊池清助会長）は この
ほど、市教育委員会にピ ア

ブビ アノ 寄贈

ロー タリ ークラ
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市民の国際感覚 を養う目的で 全 国初 の施設 と
して市内末 広町に 設置が決 まっ た「国連青 少

（青轟県 ) 五 所

③

》 〇…ぐづ ついた空模様
《もようやく晴 れ間 をみせ
）た五月二十 三日、市の 田
》植と共同炊事の激 励班が
？農村一帯 を巡 り 励 まし
一 〇…
集会場 や公民館 を
ーあてた共同炊 事場で は、
一あね
さんか ぷり の主婦 や
【おばあ
さ んたちが包 丁さ
ーば
きもあざ やかに、そ の
一朝買い
入れたば かりめ ホ
ーッ
ケや山菜を手早く料 理
一「
台所仕事の手間もはぶ
ー
け、う まくて栄養 ッコも
一満占ご と受け ていた o
〇1 昼食どき、 田圃 の
一

と大喜び。

【
あぜに円陣を組んだ農家
一の人々は、佐 々市 長ら 一
【行の
激励を受け るとコ ツ
【プ
酒 をさし出し 「良質米
【
づく りにが んばります 」

栄養 満 点のおいし い料理 作り に主婦
た ち もよ ね んが ない

苗に 願い を こめ て

ことし も豊 作を ／、 一本一 本植え る

苗の伸びがよく、はかどります。苗とり作業もまた楽し

