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盛大に竣工式
手良公民館︵てらとぴあ︶

てらとぴあ
ちか勇壮に太殻を穂かせ祝い
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では︑圏内で新たに共謀罪を制
足しなければならないとしてい
ますか︑それも実はそういう案
件が課されているわけでは登り

ませ布第一︑この条約はマフィ
アなどギャング団などの世界的
な薄綿茅取り締まるためのもの
であり︑テロ防止が目的ではあ

以上の政府の二つの理由付け

りません︒

は︑とうも共謀罪を通すための
口実だということになりそうで
す︒そうであやr守ると︑いっ

この共謀罪の特徴は︑ある団

たい政府は何のためにそんなに
無理してこの法律を成立させよ
うとしているのでしょうか？︒
体なり組織なりが重大な犯罪を

考え共謀︵二人以上のものが︑

に終わった︑ということで嗣せ

強盗︑窃盗など︶をおかしだが︑
あるいはおかそうとしたが未遂

に具体的な犯罪︵例えば殺人︑

単価した段階で罪になるという
ものです︒現在の刑法では実際

しているとして︑それを計画し
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の竣工式が5月1日に現地で

行わを︶烏
地元の関係者や面長など関

竹中俊手良公民館長が仙丈

係者約100名が出席︒

ケ岳をハックに﹁手良の里﹂
を頼8㍍︑縦5㍍の絵を描き︑

唱︑﹁手良太鼓﹂の子ともた

小6年生が﹁手長の歌﹂を合

式典にはその絵の前で手良

講堂の正罵瞳︒
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3，497円
日刊1カ月

赤旗
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公民館壁の描いた「辛皮の里」
られます︒
ところが共謀罪は英行ではな
く︑そう考えて準備した状態で
詞せられます︒労働組合や市民
団体の反原発の活動も︑あるい

は沖縄の彊近灘闘争も︑もっ

第1回轄み動かせ集塵
4月22日の土悶日に手良
公民館の第1回読み聞かせ講

座が﹁てらとぴあ﹂で開かれ
子ともたちを含め約30人が

参印し︶︶烏

国勢i﹂

緒に楽しい時間を過ごしまし

手遊び︑楽器を使ったりで大
人もお母さん︑お父さんも一
た．
後半は読む人の為の勉強の
時間︒本の持ち方など基本か

のために練を正したい︒それ

にしても竹中俊公民館長の播

一h沢山の分野の本を紹介して

頂きわかりやすくやさしく︑

いた棲8㍍︑熊5㍍の大型の
﹁手良の南軍の絵は菜摘らし

い︒館長の強い気概を感じる

楽しく勉強できました︒
経歴は2回目15月27日︑

家庭で子ともさんに︑手良
図書館で子ともたちに︑又学

〜6月24日と続きます︒1

所で新しい息吹を感じる︒期

次第である︒公民館活動も諸

せていただいた︒共謀罪は国

一ページに大きく紙面をとら

待は大きい▼共謀罪について

民の理解がまだ十分に進まな

ならない▼今年も﹁蟹澤桜公
園﹂の桜が少し避かったがき

して声を上げていかなければ

ないため︑私たちはよく理解

された︒藍祝・密告社会にし

い申︑衆院本会議で強行可決

くは図雪館︑﹁て烹ゑ亡
にチラシがあり一︶専一︒議

︶
M
︵

は全会通して500円です︒

お気軽に参加ください︒詳し

本に親しくなりませんか︒

回だけの参卿も可能で手

3回目〜6月⊥0日︑4回目

校で月l回教室での読み聞か
せの時間に︑本をもっと気軽
に︑より楽しく読む為に開か

れたもの手
話師は春日由美子先生︒長
年伊那市内で保育園の先生を

貴下です−︒
当日は先ず子供さん向けの
お話しの時間︒本だけでなく

一児童の代表よりは﹁みなさ一
一んのお陰で安心して登下校が一
一できる﹂などと感謝のあいさ一

一

一

一全体会の後は4地区に分か一

一 つ 鷲

一鷲世を行いまし竜

れいに咲いてみんなの目を楽
しませた︒例年のように野口

﹁態漣公園桜まつりも﹂も賑

高齢者クラブが中心になり

遠くからも見に来る人もいる

やかに行われた︒階を聞いて

の桜が時期をずらして咲き長

ようである︒約50本の態々

い期間鑑賞できるが︑桜守を

ながらのご苦労のお陰であり

初め地元の耕地の皆さんの陰

感謝したい▼手良遺族会の総

会が4月23日に行われ︑そ

没地や険没年などが判明した

の中で保管されていた資料が
発見され︑手良の蛾没書の戦

という話があった︒巌法改定

の実態を明らかにしていくこ

の問題が急浮上しているよう
な雰囲気である︒太平洋戦争
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とは大師なことだと雨確認し
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生活相談はお気軽に
！あなたもお読みく

78−0943（寵橋）
範話
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． 手製鼠好子．薪炭﹂
室﹁わいわいくらぷ﹂一
︵産休・育休中・保裔一

4月26日の午前中に⁚

国へ入国する前の子と一
もとお母さんの集い︶一
の開校式︑顔合わせが一

﹁てらとぴあ﹂のプレ一
イルームであり親子1一

〇 萱 信 ⁚
公民館長より﹁

いに教え合い助け
て﹂とあいさつか
ました︒今後毎月
水田日の午前⊥0

園長先生一方のサポート

幹部・新入団員紹介︑感謝

きし亀

状贈呈︑来賓祝辞の後は年間
貌業計画︑予算の説明があり
頭薬計画では6月ll日に
IA手良支所駐車場でポンプ
10月中旬に手良地区防御訓

摸法大会・ラッパ吹奏披露︑

また予算では地元負担金は

練︵火災楚訓練︶がありま
︒
す

⊥戸あたり3．400円です︒

鷲飛びついてきたが家

誰もいない︑犬のクッキーだ

かっだった自分の行動茅反省し一

言つ讐あまりにもう一

封謙語郭誹一

1⊥時に迎えにサ＼から向処に

んなら可撃てう蜜じゃあ

の中卜基質憲子はない︒
仕方なく車に戻ってようやく

も行かないで待っててねと約東

宮 へ

その時間に間に合わせようと 気 が つ い た そ み 纏 蛙 ノ ル ツ
ハイマiたっ藁

てデーサービスに行ってしまっ

今朝︑約束した事なんて忘れ

大書自分の仕率を済ませ1

ト一馬こ煙愛しウロウロしてい

た︐叙生やっぱり偏気は進んで

1時に家の前頴きてホッ

る賀鴛舟汝あ︑︑

いるかもしれない︒今夜はどん

蟹︑︑︑俺
待ちくたびれで瞑りこ︐叙大のか

大きな声で呼︐筆港記かない︑

俳句

マレットゴルフ

蜜 軽 骨

申坪米盾穴にある満水雁の保

存会︵酒井忠魔会長・会員23

祭法要の後行われました

2一Dの総会が5月⊥崖翌日

保存会は由横ある潜水歴を末

永く保存するために皇室心によ

在は無人寺となってい︶︶手下

り麗され暮し碑濁水庵は現

回収物を小学校のグランドから

雨のため瓶類駕ないように

に変更して行いました︒

JA手良支所の集荷場の屋根下

向山忠男

甫譜謳鷲幸註追

コ恕糾い﹁Iiii﹂

灘艶

﹁割引
王国薄縁套翼長・

仕事の参手伝いに行くから迎え

酒井要子

全損28着・協力会員14名︶

聾

の総会が4月23日に行われ
手良地区の戦没者は126

柱︑その遺族は90名︒総会

の鰭経基茅行いまし肴
保管されていた昭和62年

度の91名の会員名簿が発見
され︑事務局により駿没地︑

m擬態翠多いのは中国・フィ

戦 没 軍 曹
多いのは⊥944・1945・

リピン・本土など︑戦没年で
1943年でしだ

﹁憩いの家﹂か平成30年
には取り壊しになり︑更地に

して地主に彊することにな
るので招魂碇もどこかに移設
しなければな一hないなどが話

的r丼汚■焉

穐鱈は手き谷田の

塞墨書褒
消防団手良分団の定期総会
が5月14日の夜︑市役所手
良支所てらとぴあで開催され
ー
︶
篇
た
︒
分団長あいさつでは2部

︵野口︶毒3部活駒︶
で2名の団員の加入があった

け九＼軌＼くらぶ」開校式

開園﹂㈱﹁同油綿謂瑠結i翰欄鼠観的摘綱醜
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