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永年 寿都町の
発展に貢献された
皆様のご功績を
たたえて…

永年にわたり町の振興・発展に尽力された方を顕彰する寿都町功労者表彰式
を、１１月７日に総合文化センターで開催し、次の４名１団体に表彰状と功労
章、記念品を贈呈しました。
片岡春雄町長は｢受章者の皆様は、我が郷土に深い愛着をもたれ、町民を愛
する心情から、あらゆる困難を克服し自己の本分に徹して偉大な功績を残され
た方々であり、ここに、重ねて敬意と感謝の意を表します。｣と式辞を述べ、
永年の功績を称えました。
小西正尚議長が祝辞を述べた後、受章者を代表して、齋藤清子様が｢地方自
治、地域安全、教育行政及び地域振興の活動を続け、本町発展の一助になった
ことが評価され、このたび寿都町功労章を賜りましたことを、厚くお礼申し上
げます。｣と謝辞を述べられました。
式に引き続き行われた祝賀会では、歴代の功労者やご来賓の方々が受章者を
祝福し、和やかに歓談されていました。

●片岡春雄町長の式辞

第46 寿都町
第46回
寿都町功労者表彰式挙行
労者表彰式挙行
自治功労
治功労

公益功労
公
株式会社 吉本組
代表取締役社長
吉本 正則 様
（岩内町）

齋藤 清子 様
（渡島町）
寿都町教育委員会委
員として１６年間在職。
その間、委員長職務代
理者を歴任され、本町
の教育振興に多大な貢
献をされた。

奥村 與吉 様
（歌棄町歌棄）

伊藤 秀壽 様
（大磯町）

寿都消防団団員とし
て３７年間在職。その
間、同消防団分団長等
の幹部として、消防活
動の振興に多大な貢献
をされた。

寿都消防団団員とし
て４２年間在職。その
間、同消防団副分団長
等の幹部として、消防
活動の振興に多大な貢
献をされた。

梛野 秀夫 様
（渡島町）

水産振興寄附金、民生寄附金と
して多額の寄附をされ、本町の発
展のため多大な貢献をされた。
●齋藤清子さんの謝辞

寿都町交通安全指導
員として２５年間在職。
その間、同部会長等の
要職に就かれ、交通安
全活動の振興に多大な
貢献をされた。

寄附採納者
平成
平成２５年１１月から平成２６年１０月までに、町政
に貢献
に貢献された方をご紹介します。

●歓談の様子

●功労章贈呈の様子
●小西正尚議長の祝辞
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階堂 光子 様(東京都)
ふるさと振興寄附金として寄附をされた。
寿都地区プレジャーボート協議会 様(新栄町)
水産振興寄附金として寄附をされた。
寿都町奴保存会 様(新栄町)
ふるさと振興寄附金として寄附をされた。
寿都生コン株式会社 様(矢追町)
一般寄附金及び小学校運動会寄附金として寄附をされた。
札幌寿都会 様(札幌市)
一般寄附金として寄附をされた。
工藤
忠 様(千葉県)
樽岸町樽岸及び小川の土地を寄附された。
上杉智恵子 様(札幌市)
矢追町の土地を寄附された。
小倉 岩次 様（樽岸町建岩）
ふるさと応援寄附金として寄附をされた。
飯田 榮子 様(樽岸町建岩)
教育寄附金として寄附をされた。

●万歳三唱
3
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赤ちゃんから お年寄りまで

寿都町教育委員会
電話 0136ー62ー2100

みんなが、学びの主人公
研鑽の
日頃の 発表！
成果を

第４６回

１１月１日から５日まで、総合文化センターにおいて寿都町総合文化祭を開催しました。
今年も多くの作品展示、物産展、スタンプラリーなど、盛りだくさんの内容でにぎわいました。

１１月１日

体験教室を実施しました
体験教室を実施しました

午前中は十勝こ
がね・レッドムー
ン・レッドアンデ
ス・キタムラサキ
という４種類の
じゃがいもを湯別
の農家さんから提
供していただき、
スイートポテト作りに挑戦しました。
幼児から小学生及び保護者９名が参加し、最初
に蒸かしたじゃがいもを食べくらべしてみまし
た。「何もつけなくてもおいしい」と、子どもた
ちは味の違いを実感していました。その後はいよ
いよスイートポテト作り。じゃがいも本来のおい
しさを出すため、砂糖もバターも必要最低限の量
で作りました。最後にティースプーン１杯程の牛
乳でまとめ、卵を塗ってこんがり焼きました。
「甘くておいしい」「たくさん食べられる」と、
子どもたちはできあがったスイートポテトをすぐ
に完食しました。
少し工夫すると、じゃがいもはおいしいおやつに
なります。ぜひ、家でも作ってみてくださいね。
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午後からは芸能発表会にも登場した「寿都コー
ラスマリンハート 大地讃頌歌う会」の皆さんに
ご協力いただき、コーラス体験を実施しました。
コーラス団体の指導・伴奏をしている寿都小学
校の田中先生に指導いただき、「ビリーブ」「翼
をください」の２曲に挑戦しました。
最初に簡単なストレッチ・発声練習をし、曲を
区切りながら１曲ずつ練習しました。難しい所は
繰り返し練習し、最後に全員で２曲を歌い上げ、
終始和気あいあいと楽しい雰囲気の中でのコーラ
ス体験となりました。続けて練習すると、芸能発
表会で聴かせていただいたコーラス団体の皆さん
のようにきれい
なハーモニーを
奏でることがで
きるようになる
かもしれません
ね。
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寿都町文化団体連絡協議会功労者表彰
●文化奨励賞 寿都藻潮俳句会 小西惠子 様

１１月２日には、芸能発表会に先立ち表彰式が行
われ、町文化振興に功績を残された１団体２個人が
表彰されました。

●文化賞

寿都藻潮俳句会の発展に長年寄与され、町文化祭
の作品展示にもなくてはならない存在であります。
後志俳句大会をはじめ、様々な大会で入賞され、町
文化振興へ大きく貢献されました。

寿都町立寿都中学校器楽部 様

第３５回全日本リコーダーコンテストにおいて中
学校四重奏の部で金賞を、中学校合奏の部で銅賞を
受けました。
全日本リコーダーコン
テストで優秀な成績を収
め、町文化振興へ大きく
貢献されました。

●文化奨励賞 日本詩吟学院岳風会
小樽しりべし岳風会寿都支部 佐藤 澄 様
日本詩吟学院岳風会寿都支部結成当初から役員を
務め、師範免許取得や小樽しりべし岳風会の指導員
（審査員）も担い、他支部との交流にも積極的に参
加し、町文化振興へ大きく貢献されました。

一年間の集大成！ 芸 能 発 表 会
寿都町老人クラブ連合会

寿都松前神楽保存会

今年で６度目の出演と
なった寿都町老人クラブ
連合会の皆さん。トップ
で登場し、お揃いの浴衣
で町の貴重な財産でもあ
る「弁慶音頭」を元気に
披露していただきました。

歴史の深さと重みを感
じさせる素晴らしい舞と、
力強い演奏に、会場から
は時折歓声が上がり、お
祭りとはまた違った伝統
文化の迫力で会場を魅
了していただきました。

とりっこ

日本詩吟学院岳風会寿都支部

今年初出演。
１歳から12
歳までの女の子９名による
「おおきなかぶ」を披露し
てくれました。最後まで泣
かずに元気いっぱい頑張
り、可愛い発表で会場中を
笑顔にしてくれました。

今年は出演者も増え、調
和の取れた合吟、息の合っ
た連吟、伸びのある独吟を
披露していただきました。
日々の練習に裏づけされた
力強い声を会場いっぱいに
届けていただきました。

寿都中学校器楽部

寿都カラオケ愛好会「ザ・寿の都」

今年は３曲、
全国レ
ベルの音色を披露し
てくれた寿都中学校
器楽部の皆さん。心
にじんわりと染み渡
る素敵な演奏に会場
全体が包まれました。

この 芸 能 発 表 会を目
標にそれぞれが日々練習
を重ね、時に美しく、時に
力強く歌い上げていただ
きました。会場からは歓
声 やおひねりも飛 び 出
し、
盛り上がりました。

HAPPY MOM（ハッピーマム）

寿都コーラスマリンハート 大地讃頌歌う会

今 年はピアノ以 外
の楽器も使い、
じっく
り聴かせる歌から一緒
に口ずさみたくなる歌
まで 、幅 広 いライ ン
ナップで会場を盛り上
げていただきました。

今年は最後に登場
し、
確かな発声と日々
の練習の積み重ねが
感じられるきれいな
ハーモニーで、芸能
発表会を締めくくっ
ていただきました。
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はつ ら つ す っ つ 人

町民課健康づくり係
電話 ０１３６ー62ー2513

年末年始に向けて「正月太り」注意報！
年末年始はお酒を飲む機会が増え、つい飲みすぎ
たり、お酒に加え、ごちそうを食べ過ぎ、気がつい
たら太っていたということはありませんか。今月
は、年末年始を健康的に過ごすために気をつけてほ
しいことについてお伝えします。
まずは「飲みすぎ」について、
普段よりも酒量が多くなっていて
も１週間の平均が下記の量以上に
ならないよう注意しましょう。下
記の量以上を飲むと、高血圧や脳
出血、脂質異常症のリスクが高くなると言われてい
ます。次に「食べすぎ」につ
いてですが、食事量に気をつ
けることはもちろん食べ物の
内容にも気をつけ体重増加を
防ぎましょう。

☆飲みすぎ防止のポイント☆
①飲み過ぎたと感じたら次の日は休肝日
にしよう
②お酒を飲むときはお茶も一緒に飲もう
③飲む時間、本数を決めて切り上げよう

☆食べすぎ防止のポイント☆
①飲み会、食事会がある日は他の食事を
セーブ、または次の日で調整しよう
②食事のときは必ず野菜か海藻、きのこ
のおかずを用意し、お店の場合は注文
しよう
③揚げものの品数を少なめにして摂取す
るエネルギーを控えめにしよう

種類

ビール

日本酒

焼酎
（２５度）

ワイン

男性

１０００ml
（大缶２本）

２合
（湯のみ２杯）

２２０ml
（コップ１杯）

３６０ml
（１／２本）

１２０ml
（コップ１／２杯強）

女性

５００ml
（大缶１本）

１合
（湯のみ１杯）

１１０ml
（コップ１／２杯）

１８０ml
（１／４本）

５２０ml
60ml
５本）
（コップ１／４杯強） （缶１．

ウイスキー（４０度） チュウハイ（５度）
１０４０ml
（缶３本）

※１種類のみを飲む場合の１日当たり量

＜野菜ひとくちメモ＞

～冬の野菜不足解消～

冬場は野菜の収穫量が減り、価格が上がることから野菜を買い控えし、結果、食べる量が減り
がちになります。そこで、通年同じぐらいの価格で出回っている野菜、乾物の利用をお勧めしま
す。価格が安定している代表的な野菜は、もやしや大根、ごぼうなどありますが、同じようなメ
ニューだと飽きてしまうので、定番の料理以外にもいろいろな料理に使ってみましょう。また、乾
物は、定番の切干大根、干ししいたけの他、最近はほうれん草などいろいろな種類の物が出回っ
ているので、常に買い置きしておき、野菜不足のときに使ってみましょう。今月のくらしのお知ら
せガイドで切干大根を活用したレシピを紹介しています。ぜひ、お試しください。

●価格が安定している野菜●

人参

ごぼう
もやし

平成26
（２０１4）
年12月号
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玉ねぎ

大根
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きのこ

みんなの診療所 No.87
健康で安全な冬の過ごし方
日ごとに寒さが増してきましたね。寒くなると家にこもりがちになりますが、
散歩などの適度な運動はされていますか。今月は、「健康で安全な冬の過ごし
方」について考えてみたいと思います。

適度な運動と保湿 水分補給
適度な運動と保湿、

寺崎美智子

看護師

外出時の５つの注意点

外に出るのが面倒になる季節ですが、寒くても適
度な運動は、筋力低下や風邪の予防にとって大切で
す。屋内でも、適度な運動を毎日続けることが重要
です。
運動するときは室温を少し下げたり衣服を脱いだ
りして、体温調節をしましょう。
また、汗をかいたときはタオルでしっかりとふき
取り、体を冷やさないように注意しましょう。
屋内の湿度は、６０～７０％を保つように心が
け、湿度が低いときは湿らせたタオルをかけるなど
の工夫をしましょう。
また、夏場よりもあまり気に
しなくなる水分補給ですが、冬
場は暖房などで意外と体が乾燥
しがちです。喉の乾燥も防ぐこ
とができますので、こまめに水
分補給を行いましょう。

①交通事故防止のため蛍光色などの明るい色の服装
を心がけ、自分の存在を周囲に分かりやすくしま
しょう。
②帽子や手袋などの防寒具を活用し、暖かくして出
かけましょう。
③冬道は路面が滑りやすいため転倒しやすくなりま
す。時間に余裕を持って行動しましょう。また、
道路状況にあった滑りづらい靴を選びましょう。
杖(つえ)をお使いの方は、滑り止めの付いたもの
を使いましょう。
④建物の中でも、靴に付いていた雪が解け、床がぬ
れて滑りやすくなっていることがありますので足
元に注意しましょう。
⑤携帯電話をお持ちの方で、近所に行くとき自宅に
置いていく方が多いようです。転倒など、万が一
けがをした場合に、すぐに助けを呼ぶことができ
るため、携帯電話は必ず持って外出しましょう。

インフルエンザと風邪の予防

みなさんの
「健康で安全な冬の過ごし方 を
「健康で安全な冬の過ごし方」
教えてください

この季節は、インフルエンザな
どの感染症や風邪が流行する時期
です。予防のために、外出時はマ
スクを着用し、帰宅後は手洗い、
うがいを習慣化しましょう。
また、部屋の換気を行うこと
で、屋内のウイルスを減らすこと
ができます。
インフルエンザの予防接種は、接種後、抗体がで
きるまで２週間ほどかかりますので、接種を受けて
いない方は、早めの接種をお勧めします。

ご自分で工夫している「健康で安全な冬の過ごし
方」はありませんか。ご近所の方とお茶を飲みなが
ら「健康」についてお話するのも、たまにはいいか
もしれません。
ぜひ、寿都診療所にも「健康で安全な冬の過ごし
方」をお知らせください。皆さんで元気に冬を過ご
しましょう。

年末年始の休診について
平成２6年１２月３１日 (水) から平成２７年１月５日 (月)まで休診

となります。

急患の受け入れはしますが、来院前にお電話で連絡をお願いします。

寿都診療所 電話０１３６−６２−２４１１
7
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まちの
出来事＆
お知らせ

体育館、ここまで進んでいます

防災訓練を実施しました

１１月７日、寿
都町総合文化セン
ターにおいて、
（仮称）寿都町総
合体育館の構造見
学会を行いました。
当日は、国や道、
町内外の建設関係
者、近隣の市町村の職員、約９０名が出席し、東野
副町長のあいさつのあと、関係者から新体育館の概
要や地域材の活用、「事業費などについて説明のあ
と、工事現場の見学を行いました。
新体育館は、「木にふれあい、木に学び、木と生
きる」をコンセプトとし、木の良さを生かし、木と
ふれあい、スポー
ツを通じて、人々
の健康づくりにつ
なげる施設として
います。また、多
くの人が木の良さ
や自然環境の大切
さを学ぶことができる施設とするため、積極的に地
域材を利用しています。
新体育館の構造は、建築面積２，０２９．００㎡、
延べ床面積２，３９８．３０㎡あり、木造２階建
（一部鉄筋コンクリート）としています。カラマツ
集成材を用いた頑丈な工法で、カラマツは本町及び
後志管内産のものを使用しています。また、外壁は、
道南杉を使用し、総木材量４８４㎥のうち、３４３．
９３㎥が集成材となっています。

１１月１１日、
湯別地区の住民を
対象とした洪水避
難訓練、１１月２１
日は、渡島町、新
栄町及び樽岸町建
岩の土砂災害警戒
区域の住民を対象
とした土砂災害訓
練を実施しました。
洪水避難訓練では、１４名の参加があり、午後２
時の防災無線の放送を合図に、避難所である農村活
性化センターへ避難し
ました。
住民避難完了後は、
原子力防災における避
難と寿都警察署署員の
説明による災害に対す
る心構え、また、農村
活性化センターに設置
してある無線機器の取
扱いについての防災講
習会を行いました。
土砂災害訓練では、２２名の参加があり、ＤＶＤ
を鑑賞したあと、寿都警察署の協力のもと、土砂災
害図上訓練を、総合文化センターにおいて実施しま
した。
図上訓練（ＤＩＧ訓練）とは、警戒区域の状況を
もとに、災害から
身を守るため、想
定される様々なこ
とを地図上に書き
込み、その災害の
対処方法について
参加者同士で討論
しながら導き出すという訓練です。
訓練では、危険区域ごとにグループに分かれ、危
険が予測される区域と自宅からの避難経路を地図上
に書き込み、非常持出品や避難する場合の心構えな
ど互いに再確認をしていました。
訓練に参加した方は、「各班の意見が大変参考と
なりました。災害
があった場合はこ
の経験を生かした
いと思います。」
と話していました。

平成26
（２０１4）年12月号

広報すっつ

将来の夢を梁に刻みました
１０月２９、３０日、小
中高生２７８人が、新体育
はり
館の梁に将来の夢を書き込
みました。
当日は、風が強く寒い日
でしたが、全長約７．
５ｍあ
る梁をたて約４０㎝、よこ
約３０㎝に区切り、その枠
の中に、児童・生徒た
ちは、思い思いの夢を
力強く書き込んでいま
した。
皆さんの夢、かなう
といいですね。
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まちの
出来事＆
お知らせ

寿都保育園発表会（11/16）

温泉・道の駅通信

イベントスケジュール・お知らせ

№２１

●札幌市立大学写真部Ｓ
ＥＥＤ写真展のお知らせ
シード

札幌市立大学写真部ＳＥＥＤによる写真展がみな
とま～れとゆべつのゆにて開催しています。今回は
寿都をＰＲするポスターを作り、そのポスターの人
気投票を行う形式になっています。投票は今月１５日
（月）まで受け付けてお
り、投票した方の中から
抽選でプレゼントを贈呈
しますので、ぜひ、投票
してくださいね。

今年も残すところ１ヵ月。皆さん、年末年始の準備
はお済みですか。今年もみなとま〜れとゆべつのゆで
は、お歳暮ギフトの販売をしています。各社自慢の商
品を集めたギフトセットを、お世話になっているあの方
に贈りませんか。詳しくはみなとま〜れ又は、ゆべつの
ゆまでお問い合わせいただくか、店頭にて配布してい
るチラシをご覧ください。
さて、
１１月はみなとま〜れでコンサートが３本。
１１
月９日はおなじみ「ＪＵＮＣＯ」さんが今年３月以来の公

●ゆべつのゆ冬期営業時間のお知らせ

演、
１１日には「Ｍ−ＴＯＹ ＢＯＸ」の皆さんが寿都で

ゆべつのゆは、１２月から３月末まで冬期営業時
間となり、営業時間が短縮されます。皆様にはご不
便をお掛けしますが、ご理解の程、よろしくお願い
します。なお、例年、冬期営業期間中は利用を休止
している露天風呂を、今年度は引き続きご利用いた
だけます。皆様のご利用をお待ちしています。

初めての公演、そして２８日には３年連続となる「ＰＥＴ
Ａ」さんのアコースティックライブがそれぞれ行われ
ました。どの公演も多くの皆さんにお集まりいただき、
出演者の方々も「またぜひ寿都でやりたい」とお言葉
をいただきました。今回出演していただいた皆さんの

●年末年始の営業予定

次の公演にもご期待くださいね。

年末年始は、みなとま～れとゆべつのゆの営業
日・営業時間が変更になります。
（火）
12月30日
（水）
31日
（木）
1月 1日
（金）
2日

みなとま～れ
通常営業
休館日
休館日
通常営業

ゆべつのゆ
通常営業
17時まで営業
通常営業
通常営業

寿都町観光交流センター「みなとま〜れ寿都」
住
所 ： 寿都町字大磯町２９−１
電
話 ：０１３６−６２−２５５０
Ｅ−Ｍａ
ｉ
ｌ： minatoma-re@rondo.ocn.ne.jp
開館時間 ：９
：
００〜１7：
００
休 館 日 ： 毎月第１月曜日

１１日のM-TOY BOXの公演

また１１月１２日には、寿都中学校の職業体験が行
われ、みなとま〜れとゆべつのゆにそれぞれ２名の生

寿都温泉ゆべつのゆ

徒が来て、実際の仕事を体験しました。慣れも早くて、

住
所 ： 寿都町字湯別町下湯別４６２−１
電
話 ：０１３６−６４−５２１１
開館時間 ： 1０
：3０〜２１
：3０
休 館 日 ： 毎月第１月曜日

最後にはすっかり落ち着いて仕事をしていました。今
回の経験を、ぜひ、今後の学校生活や普段の生活にも
役立ててほしいです。
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広報すっつ

戸籍の窓口
戸籍の窓口

新年交礼会

人 口 3,223人（－3）世帯数 1,752世帯（－2）
男 1,583人（－4） 女 1,640人 （＋1）
（平成26年 1 0 月末現在住民基本台帳）

今年度も下記の日程で新年交礼会を
開催します。

～こんにちは よろしくね～

●と
き
平成２７年１月４日（日）午前１１時
●と こ ろ 総合文化センター
●会
費 １，０００円
●申 込 先 企画課企画係
（６２－２６０８）
●申込期限 １２月１９日（金）

そ う た

新 栄 町 大島 楓空くん（11/7 ）卓さん・友美さんの子

～ごめいふくを お祈りします～
樽岸町建岩 鎌田サダ子さん（11/21）90歳

※当日は、樽岸から磯谷方面への送迎
車を用意します。
ご希望の方は、申し込みの際にお申
し出ください。

私の疑問・意見・提案の広場
＜総合文化センターのトイレ＞
文化センターのトイレはなぜ、ウォシュレットじゃないのですか。
ウォシュレットにしない特別な理由でもあるのですか。役場は職員のた
めにウォシュレットになっているのですか。文化センターの方が役場よ
りずっとお客さんがトイレを使う機会も多くて、大きな行事もたくさん
あるのに、不思議です。何か理由があってウォシュレットにしないのな
ら、広報か何かで教えてほしいと思います。よろしくお願いします。

ご寄附ありがとうございました
飯田 榮子 様（樽岸町建岩）
教育寄附金 ２００，０００円
ガイ スタンリー ジョン 様（東京都）
寿都町字樽岸町建岩３４９番の山林
ほか２筆 １０６，１０１㎡

＜町の考え＞
総合文化センタートイレのウォシュレット化につきましては、次年度
以降、順次、整備する予定です。総合文化センターのトイレは、他の施
設にくらべ個数が多く、経費を要することから、複数年での改修を考え
ています。公共施設の整備につきましては、利用される方の声を聞き進
めてまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

たけのぶ

五十嵐 建設 様（札幌市）
ふるさと応援寄付金
（希望により金額は非公表）

工業統計調査のお願い
経済産業省では、工業統計調査を平成２６年１２
月３１日を基準日として実施します。
本調査は、製造業を営む事業所を対象に、１年間
の生産活動に伴う製造品の出荷額、原
材料使用額などを調査し、製造業の実
態を明らかにすることを目的としてい
ます。
本調査は、国の重要な統計調査であ
工業統計キャラクター
り、調査結果は中小企業施策や地域振
コウちゃん

興などの基礎資料として利活用されます。
調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目
的以外(税の資料など)に使用することは絶対にあり
ません。
調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答を
お願いします。
http://www.meti.go.jp/statistics/

経済産業省・北海道・寿都町
胸高に帯を締めたる日も遥か
秋のひと日の虫干しに思ふ

家族居し頃の食卓広すぎて
小鉢小皿を並べてひとり

中村

石橋
典子

原田た江子

佐藤

昭風

ふる里文芸

文化祭今年もお役目果たせたと
かみしめ辿る我が家への道

小西めぐみ

歌

並木路は紅深めたるナナカマド
夕日に映えし君のロマンも

セツ

短

初雪や犬の散歩に行く人の
仲良く並ぶ足跡つづけり

亀谷

峯子

遠き日の友と眺めた紅葉の
う
かぶスポット永遠に残れり

︵老人クラブ︶

スミ

文化祭移ろい見ゆる作品に
華やぐ帯と声澄み渡る

句

松沢

俳

典子

峯子

石橋

妙子

佐藤

志田

昭風

菜園の実りの後や赤のまま

木枯らしや紋次郎になり身構える

中村

節子

舞台より手を振る園児冬ぬくし

小西めぐみ

林原

妻あとの柚子湯こなれて疲れ取る

セツ

まがたま

北斎の波裏返る十二月

亀谷

紀子

遠山の霧のふかさや里遠く

霜月や在りし日思う喪のハガキ

遠藤

生身魂のときには善女ときに魔女 原田た江子

打ちよせる流木に雪まだらなり

スミ

︵老人クラブ︶

松沢

霜枯れて小枝にすがる木の葉かな
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