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東入間地区暴力排除推進
埼玉県消防協会入間東部

東入間地域防犯推進協議
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お気軽に原稿をお寄せください︒
秘書広報室秘書広報係
０-０１９
︵内線３１１︶
夏草や腕白の子等の隠れ蓑
浴衣着てマンボのギャルのよく似合う
短夜に途切れて惜しむ今朝の夢
桑の実やここは安曇野道祖神
さやさやと音なく舞える竹落葉
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久々に梅雨の晴間の庭手入れ

蜘蛛の巣を払えて暗き納屋に入る

和巳
残り梅落ちて黄色に色冴えし

平井

嘉子

鉢合わせする程蟻の列乱る

短夜や瀬に鳴る水の山の宿

正三

暑気払い早寝早起昼休み
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当クラブは︑三芳町内及び富

名︒現在平成

士見市・ふじみ野市に会員がお
ります︒
会員

全員によるトーナメント戦を実
施中です︒

藤久保第六区集会所

入会はいつでも歓迎します︒

対局日時

水曜日︵第五は除く︶︑午後
７時〜 時︑日曜日︑午後１
時〜５時
※集会所の都合により月２回
の時もあります︒
細渕
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０
 ８６１

と﹂︑﹁この人は⁝のようなも

これは﹁知らないこと・知

２７４

ろうとしないこと﹂︑﹁知って



んとよしのぶくんと毎日楽しく遊



んでいます︒たくさんお友だちを

◎原稿募集中⁝●アイドル●こ ん に ち は ！ サ ー ク ル 等
あて先 〒 ８-５５５ 三芳町大字藤久保 １１００番地１三芳町役場

投稿は官製はがきで結構です︒
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大沢黄名子

昌雄

窪田 博吉

●三芳町大字竹間沢五八四番地三

見上げれば旅の城址の星涼し
廃駅を守るが如き花卯木
高原に仰ぐ満天夏の星




268
−

連絡先

三瓶
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梅雨暗し欅大樹が空隠す
ジャスミンの香を焚つぎ梅雨一と日
掛け声も音も聞こえぬ蟻神輿
野仏の墓標を隠し夏の草

2

−

いても理解しようとしないこ

3

作りたいのでどうぞよろしくね☆
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囲碁研修の様子
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