かねつきどう

記念樹の落栗拾ひ念入りに

煙突の煙まっすぐ冬日和

千手 弘子

宇野八重子

有川 信子

冬の滝刃物光にしぶきけり

ポン菓子の昭和の音の小春かな

余生なほ一喜一憂木の葉髪

狛犬に貼りつき落葉畏まる

空見てはふっと息抜く大根引

神の池綺羅を枕に浮寝鳥

長副美恵子

小川

長尾喜美江

松岡

日比生利子

建部三由紀

底冷えに下肢の激痛又起こり

山裾に翳る家並みの冬霞

倉石嘉代子

木村

と

さ にわ

かえ

たもとほる万葉の野の冬景色

願掛けの鐘撞堂や小鳥来る

森

大久保幸子

つま

夫を訪ふ病院坂の歸り花

田
弘

玲子

こまいぬ

き
ら

第二十九回 ともしび短歌大会入選歌

大賀 淑子
加治 智子
高橋 成子
手 島みのる
田原 麻子
福田
昌
辻田 幸也
永末 明美

誠一

杉

白石 凡子

かげ

宇治川の紅葉流るゝ速さかな

フジヱ

煖房や身体もほぐれ気もほぐれ

人里を離れし峠の一軒家干し物二枚風に揺れおり
陽だまりに腰をまるめて豆を選る母の笑顔も遠くなつかし
ち ち
灯籠のあかり煌めく夏祭り亡父へ届けよ華麗な花火
小振りなる秋茄子いくつ取り終えて抜かんとするに根の張りつよし
伝統の口説きに合わせ踊る娘の裾すこし乱るる所作艶めきて
と
若きらと並びて弓を執る姿鏡に写る足腰曲がりて
百円のセールのドーナツ一つ喰い照る日曇る日われ詮方なし
彼岸花の朱に染まるか畦に佇ち陽差しまぶしきカメラに向ひ

だい こ ひき

かしこ

蔦枝

長尾 冴子

いで

企画課広報・広聴係
☎ 22‑7766

美術館出て余韻の落葉踏む

昔の写真を探しています！

雪

福智町ほのぼの館▶☎ 22‑6290

あ

吾の狭庭いつもこの頃返り花

▶講師 人材育成コンサルタント 辛淑玉さん
▶テーマ 「人権力を養う〜想像力を養う視点〜」

藤井耿之介

13時開場
13時30分開始
▶会場 福智町地域交流センター

野村 鈴子

▶日時 １月23 日

客車車両として活躍した蒸
気機関車Ｃ−11型車両の金
田駅停車中の様子。伊田線
では無煙化によるディーゼル
気動車導入により、昭和39
年にその役目を終えました。

彼の人は時雨傘差し去り行きし

15

人権を尊重するまちづくりについて考える、福智町人権
講演会が下記のとおり開催されます。一人ひとりがつなが
り、大切にされる地域づくりに向けて皆さまの積極的なご
参加をお待ちしています。

上金田山笠
所有者 ● 松田哲幸さん
撮影日 ● 不明

一枝

福智町選挙管理委員会▶☎ 22‑0555（役場代表）

人権の尊重について考えよう
福智町人権講演会

ゆっくりと刻の流れて浮寝鴨

19時 〜

▶場所 福智町役場（本庁）３階 301会議室

ニュース

け

▶日時 １月15日

インフォ

は

▶立候補のみ認められる人 福智町農業委員会委員選挙人名
簿に登録されていないが、福智町に居住し、平成 22 年２月
７日までに満 20 歳以上で、上記の②に該当する人の立候補
は認められることがあります。※ただし、
投票権はありません。
【立候補予定者説明会】

今井三千代

③

▶投票所 第１投票所（旧金田町地区の人対象）→金田保健
センター、第２投票所（旧方城町地区の人対象）→方城支所、
第３投票所（旧赤池町地区の人対象）→赤池支所
▶立候補と投票ができる人 ① 〜 ③のすべてに該当する人
①福智町居住で平成 21年３月31日現在で満 20 歳以上の人
②年間10アール以上の耕作業務を営む人及び同居の親族、
配偶者で年間60日以上耕作業務に従事する人
③福智町農業委員会委員選挙人名簿登録者（平成 21年３月
31日に確定した選挙人名簿）

迫田 昌子

７時〜18 時

手袋の右手ばかりを無くしけり

▶投票日 ２月７日

▶不在者及び期日前投票日時 ２月３日
〜２月６日 ８時 30 分〜 20時
▶場所 金田保健センター

皮手袋買ひし思ひ出初月給

▶告示日（立候補受付） ２月２日

①叙勲を手に晴れやかな表情の木月さ
ん︒②浦田弘二町長から叙勲を伝達さ
れる市丸さん︒③伝達式後に町長︑福
智町消防団中村博樹団長と笑顔を見せ
る中川さん㊧︑大久保さんと妻の数子
さん㊥︑松 島さんの妻奈於 美さん㊨︒

福智町農業委員会
委員一般選挙

小笠原雄子

ニュース
ニュ
ス

久松ミサオ

けようとしてしまいがちで
す。しかし、そんな自分の
弱さに「今しかない」の気
持ちで立ち向かっていこう
と朝日を浴びながら決意を
新たにしました。
（昌太郎）

役場住民課環境衛生係▶☎ 22‑7761

インフォ

界を独り占めすることがで
きました▶きついことなど
は、何かと理由をつけて避

２月27日

上野地区全域

千歳飴引きずってをる晴着かな

①

年明けて二羽の雀は夫婦かな

②

け上ると、晴れ渡った空が
出迎えてくれ、幻想的な世

くりや

緑 ヶ 丘 N T 、赤 池 N T 、桜 N T 、生 力 N T 、吉 ヶ
浦 、市 場 団 地 、猿 田 、猿 畑 、春 日、市 津 、石 松 、 ２月20日
8 の 1 〜 5 、草 場 、サンタウン 、工 場 団 地

雨。「今日しかない」と思い
切って登ることに▶頂上目
指して息を切らしながら駆

渡邊

２月13日

さん（伊方）に瑞宝単光章が伝達されました。また、平成 21
年「高齢者叙勲」受章者が発表され、町議会議員に４期 16
年間在職した市丸定行さん（金田）に旭日單光章が伝達され
ました。11月・12 月に役場で伝達式が行われ、受章者に
地域への功績や活躍に対しての叙勲が手渡されました。

気になりましたが、翌日以
降の予報ではずっと曇りと

尾崎 和子

朝日町、中央台、松本町、小藤、小藤団地、花園、
コスモスタウン

11月３日付けで平成 21 年「秋の叙勲」受章者が発表され
ました。町議会議員に７期 28 年間在職した木月繁美さん
（赤池）に旭日双光章が、約 40 年間消防団員として活躍し
た大久保和仁さん（赤池）、中川大三さん（金田）、松島繁光

散るままに落葉屋敷のありにけり

伏原地区、西ヶ丘、南町団地、南町、西町、下西町、
中町団地、中町、東町、北町、新町、下桜、上桜、

２月６日

一刷毛の雲のかがりて山眠る

本町、貴船、旭ヶ丘、暁町、車道、徳人原、ひ
まわり団地、高尾団地、高尾、下寿、上寿、西寿

程

吉村ヨシ子

日

ら登った、日王山からの景
色です。張り切って家を出
ましたが、
当日は霧が濃くて
視界不良でした。「今日は
やっぱりやめよう」と少し弱

花石かほる

区

各分野での功績に対して
栄えある叙勲

▶表紙を飾ったのは、草を
かき分け、朝露にぬれなが

蒸饅頭湯気ごと買ふて帰りけり

地

下町、大和町、東組、中組、西組、岩屋組、岩屋団地、
上の原団地、赤池団地、板屋団地、稲荷町、昭和町、

ニュース

弾む音厨に満たし葱刻む

インフォ

上野・市場・赤池地区の粗大ごみを、
次の日程で収集します。専用シールを
貼り、
午前 8 時までにお出しください。

丸山 鈴子

まちのお知らせや出来事

小場 妙子

２月は上野・市場・赤池地区で
粗大ごみを収集します

ふくち
インフ ォ ＆ ニュース

作り置くおでんにメモの旅支度

ニュース
ニュ
ス

物忘れ一人笑ひの夜長かな

インフォ
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