では産金で行った方が座いとい

▽仰幕日

丹月二八日
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が立ち新入会
見執迎の辞を

で在席和霊口

られた︒次い

金佐近浮華啓の司会のもとに
まず高密一番の開会の辞で始め

が出席して行われ残

であった血祭

R

C日本代表

中島君日光へ
J

同君は︑．茶校J・R・C団員の

七月十末日から二十三日まで︑・ として行われる︒
日光で鴇かれる常闇畠森十字国際

トレーニングセンターに砦され 一人で博愛・奉仕をモサトーに

辻韮−の曹頭で万才が三唱され︑

午後八陪解散した︒
今回は︑三
田会長が都合
により出席で
きず︑また先
壁の・迫帰も例
年に比べ少な

腋閑に頂上まで挙り︑石群の前で

校歌斉唱︑万才三唱なして下山し
た︒帰りは途中から雨が降ったが

全見解革松川温泉についた︒その

日は松川聾等二旧し二日の十二

時に学校に到革した︒

PTA総会閑かる

去る六月二十七日午後一勝から本
校塗においてPTA総会が開か

総会終了後は各クラスごとに学散

動を瑠解し︑これからの活動の参 三︑その他
考にしたいと思います︒

××××××××××× ■

×

×

×

×

×

×

×

だが︑今は御清潔がモテルの︒

▼夏に向かって︑服装が乱れがも

×

った人はいませんかね︒

すぬ︒四彗五語から四倒玉梨に変

▼三年蕃／いよいよ中盤戦で

×

ったものです︒

ませんご兄りから胸にデッカクな

サボと応援歌練習の関係ではあ溜

▼一撃莞てまた表︑いー島陰

×××××××××××

︑弥∵L∵

が北賓行が行われた．

で五里ハ日の目垣で中学三年生

さ皇ハ月三十昌から七月六日ま

中三北海道旅行へ

なお同者は去年の東もトレセン会が開かれ前期中蘭老輩の濠が
に参加している︒
各々父兄に事匪された†

相姦発表会開催

揮し岩月の野望その他二曲詮
合唱した︒本校の男声合唱は市内
随一で︑場内より万雷の拍手を浴
びたれ

■宕宇山登山
行なわる
恒例の着手登山が七月一︑二の

一∵囲眉姦令亀倉は菱の
㌧昏冨とり入れる︒

われた︒
者の．言は︑下ノ構中で笛
授業︑分科会愚かれ森か急
患に富舞隠者他三菱
潤し肯
この会凝った事は︑■・
一︑百農問は図酔夢笑いに利

国家奮毒し︑本職にも畠箸
百五十名が誓った︒

夫氏が﹃学校回転の梁料の野蛮と
その利用トにつ打て︑筑いて各校

借には︑東北大柴助轟︑督武

四百名が褐まった︒預いて黒愈謙

雷︑市内牒名樫堺等畳が開
かれた︒総免には東北各照代ま的

二日目は教育会館で総会︑記念

て窯慧藁轟の塵芥金を開く︒

笥九回菟北地区学校富農併発 一︑テーマ晶足し囲懲館を利用
大会が七月■一︑二月の二日間にわしては箪なレポートをつくらせ
たって︑下ノ尿中︑敵背会館で行 る︒

図書研修会開催

ったか︑学生
こ巧打は朝から鎮ポ重出には絶 ▼視聴兇教育とかで︑テレビを購
諸啓のなごや 好の登山目刺であった︒柳沢まで 入したが︑〜窪︑霧の墓
かな談笑に包 バスで行き金星有事山神社蓼拝し だけに利用されるだけでは︑テレ
雪へ阿っJ畠発したが五台目あ
ビが乾くというもの︒

いささか淋し 二日間︑高校一年の生徒約百七十
い感じではあ 名が参加して行われた︒

かったので︑

二︑同三十四年蓋の件・

わってしっか爪勉強してきたいと 一︑旧型至重要詔の件

たからには各国の人達とも磨く変 れ︑次の槙項が撃れた︒

思っていませんでしたが︑選ばれ

中老玖まったく浩はれるとは

るR本代軒二十名のーつもの一人と 活躍してきた︒
して︑本校二年生の申臨御署が遇

会長た三田さん

東京岩中会閲かる

与え︑同降に赤十字およびJ・魚

∵∵二

び方法密互いに比較し争フ純金を 思う︒また各国のJ・R・Cの活

0弼描胴得滞納0
00
ば
れ
た︒
この曝しには各厨代表五十名が
■2741057542埋3
164
まり︑名園少年の生活鮮験およ

（荘）すべて昨年度の浅
宇頭である。

懲瀾朋蘭朝潮瀾儲Ⅷ瀾儲欄儲蘭︒運

﹁屈牒蓋瀾牒

▽訂彗方コンクールク 十一日
▽儲蒸
ク二言
▽竺︑二人で
ク 二八日
豊堤試験 ．各月十九日

⁝○
いくらでユ轟々の蓼琴にしようと

ーつ奉になったのです．といーユのは 思ったわけです︒

九時以後の外出は琵こなってお

ります︒

†∴∵∴．︑
ませんので特に豊箪習面をてれ

述べると︑そ
からじっく抄と検討し丁実行に移 れに管見で療

田重用君が新

革︑水餌場が所透ること︑徽師

高校の会還著一年壁で終了≒一 したいと思っています︒それにつ

御協力をお願い致します︒

らなければならないので皆さんの

年生は全都間観築牽やる享と外人
入金員か代表
けてもこれらは律窪の自主性によ
教師が苦にある群︑裏目
し﹁羨望の餌
体で遅刻者を調べそれをなくしよ

うとしている革等色々あります︒

旨中金に入金
やきて大変う

茜儀

慮讐
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藤＿沢体育堂

？として見た︒︵主に東北学院高校置中心にして︶

琴計関根絹謹絹

なったものはなんでしょうか︒

服装の点は︑我々よりは
るかにキチンとしています

韓、＞

ている著は見あたりませんでした
新入会員歓迎金色兼ねた阿撃一 た︒
十四年聯豪華責百中金粗金は︑
その披余鍵に入り︑白扇介︑

町慕いてもだらしない睨装老し

惑

今まで生徒会は不活発であるとの
警絹硝摘閑絹 ⁝鳳鮎鍼謂撃か
連発であったので︑それは何によ■

ますミッションスクール
である革︑勝岡でいうと白

十

いうものがあって毎日二班に分れ さる六月十三日︑新浦駅構内の臥 贋の母校の状況都苔︑新人会員
さる六星ハ日︑県公童で盛岡
重畳において︑六十余名の会風
に
よ
る
儲
塵
取
の
披
廓
等
宗
雪
た︒革牧に母校の硬畝が斉唱され 市布彗最速嬰森の音華雲芸
が開かれた︒本校は︑猥川書が指
てジープ等な持って巡視しており

富は墓連築会と

讃饗．

・・「‥・
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のは祓いようです︒

話し合でもって行っていますが︑
それでも萱剛の圧刀といケも

一統で秦正しくそれが生徒閲の

百合学園みたいな学校です︒申商

⁝罫

るかまた他の学校はどのように借 すか︒

金森参観詮計画しておりたん 間しているかしそれらを観て来て
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予算額

と生徒が葦で為義であ壷

クリートで外からは絶対見えない

に整列されている腎壁がコン

工、・−、

㌦∴

9本茎彗妄風食薯がさる6︒
月台
欝の
1仙
−至高︑東聾鷺誓見学し蓑・・0
9た二行は法︵小段︑和山︶藁森沢︑憲︶薫︵坂車篭︵蔑︶歪︵伝⁝〇
〇・ふ木︶愚︵哲囲む︵肖︶︑ぞれに裂の缶先生竿等︑習冨忘の列苧○
9品問霞発︑胃年箕時から冤叢霞農学︑後︑午竺蹄筆意にまわ㌢ひ
？同校象韓警敷設︑警の生簡賢花を緊せ︑6時畏嶺竪昏胃午響0
9一賭達し等苦でこの慧慕睾一宿若毅英醤要にこの蕉空間毒・・〇

昭和34年鏡石桜金予算

まれ︑盛会理
れしいこれか
温さない慧はl尉押し通め烏
現された関係だからや腐ろう︒私 であるごお互巌威しながら︑私
らもよろしく
に諾届じた
達が友人を選ぶに畠己の白田な 書 た 雷 魚 の 恭 る の 農 て
れるのであろう︒
■なお今年度
菩びあうとか︑それがやがて墓 ■琶下さい
文学硬をよくするのは訳して単聖だよって選ぶことが出来るし
山と挨拶した
新役員は沢の
なる詩体や紫財だけではなく︑そ 友人となにか蟹するにもお互の百 に出て成功した友邦あれば︑その
我々はここに学校生帯と喬に とするがために︑学概数琶婁け
次いで幹革
謙りっ
れを十分に利用すること已そ重顎 里逢着と頁任とに於いてなすこ 友の幸福急から挙ること等
学校書送っているはす雪
ついて考えてみたいと思う︒
倉長
長の豪
なので︑囲群雄などもっともっと とができる︒私議はいろいろの茨 は乗しい轟である︒また困って
そこでまず私選は何のために学校 このような私選の膵猫は先生の
三田 義一
汐希っているが︑をのいろいろな いる友克てこれか助け励まして 農の挨拶︑辻
利用するべきである︒
に入ったかということ豊克て見 心と生徒の心が一致して回って軌
幹事長
友と日田に行動し︑討論し︑悩み やるのも友情の自然の腎丸であ 烏谷間塾の
こうした蒜藁葺喜障︑針
よう︒いろいろな護を得るため めてなしとげられると翠っ︒
る︒黒柳から助けてもら拳っとか お給しがあり
この点私達の学校生桁に於いて 三欠かすことの出来ない大稿な を話IXqう甲から相手のすぐれて
だろーつか︒学校が護を得るのに
いるところを学びとれ︑．或いは暫 儲切にしてもら奉呈か思って変 その藍奮掌
・五回塵
革は貢野といろいろとでああ
便利だからと云う銭由だろうが︑ もう少し協力的．琶〟匿が必
取瞥幹事 ■
吻からは菅整い体験■靂蓼
節するのは小けないにきまってい中会の紫実と
啓ではないだろうか︒先生の酬修 友人なら何義する筒に息お
息碧入学の筆誓うか妄硬
母校の麓の
．八軒等由也
きなく対等の立場で話し合見ると得ると国際に蓋は学校轟をお る︒そこで学校生活の友の絆し糎
生樺の目的は決してし護や茂術のはただちに崖経済面かして壱
ために︑辻先
くる山猿として知性阜象を学ぶ ︶瞥欝窯の重箱のためにも
ら轟するように促し︑生徒の努 いうこ忘峯隻語は特に︑中学
判得だけではない忘写︒
穿
寿
高校を通して敏も大切な閉榎と宮のに草炭ぐたれた畳にああと 大き整復もつことになるので 寮蓄撃重富した︒■
白的はもっrと深いところにある 刀が先生に威響れると︑先登も
ある︒そこで高校萎鼻しいも
細事はビールを介してのなごや 孝雄帯革 近津親一
竺ピ軍刀せざる亀ない状態に
一夏羊烏はないかー友人同志が 曹見るが︑その装道義にいか
はず唱私湾は護仙幕炒鼻につ
票
最
かな葛の欄に進められ︑金員名
色々の革を施して降には肉親以上 すためにも友人同志お互に跡しあのにするためにもスポーツにまた
けると同時に創恵工夫してそれ老 なって．すべ■ての轟が先生空土
い︑助法って︑撃かな孝嘗活
勉学にと励む恵良箕の友を見る 簿作製の年番値﹂藷の伸︑投
人間社会の葦のために十分に役 台とした翠剣な努刀が墓ぬられるの親レ音感ずるのも乱とか教師
︵ ⊥ 員選挙の件が満場一致で可決され
牢上沢客
から牽けるような圧迫感のない解山量ることが是非とも必要こと ． こ と 姪 タ フ ︒
立てることがで考文物となるケ 私らば︑おのずから労力阻阿■史が

禦学校生活と交友
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装備まま体感でどうぞ
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ミ仙台生は・紳士的ミ
の・一間→答

式毒りよく貿いやすい

帽二子専門の店
障子・襟章・各種取揃え
お待ち致しております

国鉄物資部
学生協指定店 ■
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新
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うっとうしかった梅雨もすっか
りと障れ上って︑いよいよ野外
活動の季節となった︒
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量−■ヽ′ヽ′ヽノヽ一■tJヽ一く

■萄滴且の県立蓋
ただ座っていてさえも汗ばんで
くるよーつな崖さが少︒カメラは終

瞥二︑﹂

二二︒

業ベル敬開くとさっそくつ苧薗
酎飾︼へ︒さすがに県郡の厨最
期禾試験中の学撃基って重賞
入館しきれず︑入口に待つ学生が
濠の申瀞英礼して閲覧室へ︒

列をなしていた︒
ぎっしりと余のない軍内はむっ

■■■■

：ト■■■＝．㌧l■⁚

菩攣∴∵十沌

とする位いの暑蔦が当の学生達
は暑さ等胸中にないらし吟

■㍉

カメラと材料各租記念写真と

優秀なD・P・E

アルバム雁製

本店盛岡市菊町TE主三大t
支店盛岡市茅町芸も七四五七

．写真材料部

加藤コロタイプ店

御好評の

プラチナ・オネスト

をどうぞ．⁝．

中屋万年葦

彫刻サービス致します

署甘同の大の仲良自覚時計

時計のデパート

セイコー舎 ￥八百五十円
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本校生は何処に・・・・二・と接してみ
た︒存外少い︒学校囲世銀が葬傭
しているからか︑わずか五革しか

Ⅶ長田通りにて＝トにょれは九割以上の学生が撃空
に入って帯一に見るの蓋だ
ということである︒■
カメラがとらえたのは皇室芸

〝帰りがけにもよゼ〟という額

る︒

店
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絶 賛 上 映 中

いなかった︒
000000000000000

◎いくつになっても寒心は恋し
いものらしい︒桑に克ってかか
○駅の待合室の雑踏の中﹂来着
に費数をひかえている垂二であろ ってこい〝でしょ■品︒せこの学
うか︑こんなところにも勉臆の場 祭なと見たら森生︑・これはと
思いすぐパチリ︒

はある︒

さんがきますよ″とそっといって

私達の隣にいた三十年配のせフリ ◎ こんなところで通草︑このテ りだろうかなかなか離れそうもな
レビというものは何にも学生ばか い︑盾王に開くと〝あなたの学校
に限らず正純みが多く︑終日お客
ーマン凧の男に尋てみた︒〝褒

していらしって︑祭儀生からどん りの足止め∬滞ではない︒翠の

ている︒この高黎遠は宿型一

是がある︒
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今回は新聞部上して秘の試みで
ある茶校生の校外生帯署カメラ
で追って見た︒
この節事の琵詔には学部として

でもこんな往来に群られてば通行 くれた︒

な感じを受けますか︑〝シャツに ように重きも平等である︒

人の逃惑になってしょうがないと とにかく週刊誌読みも︑良し悪し

﹃私達医王敵背下にある高校生

同準供血誓書を発鼓した︒

十九年二月に幾成され︑顧間数 的と共に︑金運へのアッrT

石頭裕次郎・浅丘ルリ子・＝谷英明・葉山良二●南田洋子

害

：∴世界を賭ける恋

竜

同時上、映 『事 件 寵1着』

はかってなかった程の労刀と時

いい感じ彦尊兄蓋︒ただ︑一

も聾をつけているのは︑非常に

いうもの︒

間を単やした．愛用のマミヤ超

◎世は正に週刊誌ブーム︑ある

小型カメラをたすさえて鮎姫つ

部公賓毅炒専らない学生さんも

あり︑県体灸茎一宇商攣芳名

いる︒生徒会相互の連絡と団鮭 は︑謁憂げている教習または

の蓼肌を得て︑脹調に寧して

＝廃園駅にて＝ 単校で調査したところのアンケー りいいものがないとみ見る︒

だが〝不屈週刊誌″姦いでいる
＝仁王通わにて＝
ところを見ると︑週刊誌には革ま

たが︑これぞと畢っ患面に雷

見ますね″とのこと︒
◎ とあるバス暖監宅とらえた

なしく足を棒にする日が多かっ
たこんなわけで︑部雇員で

全国運︵念罵響蕎書芸

一喝折からの日和りでつい所か ︑全高速八月結城か

︶は︑﹃平和︑昂三方癒とよ幻
にはる親和考ばかり︑学問の日 社会に多少の靡感を感ぜざるを
よき高櫻生活のために♭という 田を守って︑日田的精神と社会 えません︒墨音義推進と平和
スローガンのもとに桔託された性を装い︑各高校生徒会の健全 な新しい世界を築くために︑現

聾都自営塗で会合︑r金
轟に軽い反目がある︒これら
田の義金なお慶と田帯でつな 二府県が高教組側に支硲されて
ごう﹂と全霊転耶進め金を作 いるのとは反対に︑票はソッ

睦びかけ家行い︑二十余部語 予定も琴孔られている︒しかし
県高校生が︑八月に入って東大 素では認められておらず︑生

大講堂で開かれた第四回原水爆 止貰大会に全国高校年代襲が
葵止嘗界大会を支持する金でも 集まるの定期に織成にの乳忙す

しようとする機運がもり上った
必喫性を認め︑ここ転丁穐会を
のは惑望遠が昨年の五月大
払成し︑三十四年夏を最に金
金で全国組浄結成を全国の高 高遅秋成のため前渡しますb
校生に呼びかける豊写したこ その後準佑金茶部は栗都府︑恥
とによる．同年七月︑蔓
折悪に移される第五回原水爆禁

高校生徒会の全国粗絆を執成 私連帯校生は金団憩欝婁大な

高空達︵帯央l県裔梗年徒金運 な発展を誓うというのがその 代の社会悪を除き︑よりよい社
鳥である︒
会に衣が見る必要があります︒

合︶や︑全量協︵褒徽賢帝

げた着高華︒

中に︑これも同じく買物かごをさ

⑳母の．お使いでしょ・つか︑往来
畠かごをさけたお母さん連の

まわす寝てしまったらしい︒

やっと今画の発行に間に合うこ

︻カメラルポ﹂ほんの断片に過

とができたよ・つなわけである︒
ぎぬが︑つとめて我人の校外生
滞の生櫻なるものな措いたつも
りである︒
学校帰りにちょいと立ち

高校全日制生徒会超合筆
ごろは何んの老一宮なく︑変に刺
激的な場面や文句が堂々と出され

蟹の指導と︑各校長の承認も ル 養 ハ し 這 草 炭 の よ う な

弓

日活 作再再 五五週年記念大作／
目茶で初めて欧州大ロケ敢行

毒
貞

■■■■■■−■−−−●■■■一▲−▲叫

−■●■■■−■一日．■■−■

−一一一一一●−

・】・■▲＝■■●H−■−−一一▲−−■一一…・．・．一m一一

監督 尭潤

、・庶作頭語小路軍師r変と死」より

できることはなかなかなく︑む

000000000000000

だけで自分の見る箇老

ている︒我人の首容は正に遠険
000000000000QUO

な曲角″に来ているとも宮える︒

等でこの運動を積橋餌にすすめ
ったことで︑話しはさらに具体ボを聞かれた形であり︑学校側
化された︒この時︑曇会双
の強い圧力と相まって︑大きな

選択しているようだ︑この

街頭に捧げられたボスタト

大部分の学生はこの政に︑

にパチリ︒

さま彼等に気すかれぬよう

わよく発見︒カメラはすぐ

の薫申らしい本校塵をあ

どの映脚奮見ようかと思策

の前︒

止った街角の映漸ポスター

街角の映画ポスター前で

（虫）
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新

桜
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体操永詠に劇歌
串期待される来沢．㌔

︹写真申オンリピック体辞岩手の
太1フ米沢の重症⑳総A鼻二位の
菊地選玉島水泳草チ高の王座を示
し優勝誤を手にする本校チーム︺

1

●

6

村井5分16秒7︶○富市水産8

1

四︑五日の同日本棟プールにおい 杉村︶旭分亜秒4
▽バタフライ百㍍決膵
て県下高校男女二百県名の繋銃が ∇平準香㍍決勝
◎爵1分18秒7 ◎L車1・
や小鞋24
分秒
52
参潤して行われ
盟・8 ◎網田1・訂・石
∇琵二育㍍蓮
た︒弟︼日日は
∇メドレリレー四百㍍決勝
■○約日
72
■分
秒5
9秒代倉
3・
○語手芯︵鞄田︑小菅︑角掛︑

間八軒半から開

会式が挙行され

岬陸上競技⁝
︵県営グランド︶
決膵荊媒三位以上入評者

∇一同戦野事11⁝0水沢
∇準決勝詩学甲・0番農
∇一同戦

︵盛一体琶館︶

∇二回戦冒手2⁝−楕弼

∇一同厳 君菅Y・0花泉

︵若手大工学部︶

四回戦の浩々決勝で破れた︒

◇個人戦富岡二回戦で︑久保田

∇二回吸 補間4⁝1岩手

∇一同戦 雲丁4⁝1千厩

ム団体戦︵対戦−凝五位︶

︵威商体智廉︶

∇二回戦 星口4・・r岩手

Y一同戦 岩手6・≡0革鮪

．・幻・0 や盛ユ5・別・2
会長挨拶︑浮羽 ∇日影千景百㍍決勝
の若手帯81点
穀の跨筋等があ ○杉村22分か秒5秒安達幻・
幻・1
p牌同工第40
って八百㍍リレ
∇自由形二百㍍沖勝︑ ︹琴弄四言㍍メドレリレー決膵第
ー急場に碍技
⑳角掛2分約秒6㊥村二
上
≡
コー
ス本校︑■趨田から小笹へ︺
が開拓された︒
この日は虐好戯・7
のコンテション∇バタフライ二百射決勝
ではなかったが や癒3分14秒2◎大坪3・
飢・5㊥東谷川3・飴・3
予熱通り粒揃い
■∇自由形四百㍍払勝
で第一日日リー
8安達8分39秒牒◎杉村望
ド︑孝百日も
亜・5◎和田6・0・・8
⁝・■・1⁝−−室 前日以上の好夕
第3部イムの連続で需 ∇評激告別決勝
の小管1分飢秒6
要⁝！寺．篭．二位を四十点∇
も 背泳百㍍決勝
引き離し三適誇︵通算七綬日の康◎姶闇1分幻秒9⑳ハ倉1・
盟・7
▽ヨ最善盟除
勝︶を飾った︒

▽八百㍍リレー涼

揮わず竺戦は一関蘭に唇孟

夢一部の聾蚊は陸上︑ハンドボlは資される︒またバレーは欝外に

ール︑ラグビー︑バレー︑柔道︑

豊︑■直撃バスケヮトの八秤目 ったが勲上︑普田︑村田の得占顔の
が六旦八日か卓二田浦県営グランサーブは決らず︑斎帯のキル・タ
ドを中心に行なわれた︒各部とも ッチでは勝利へ斜びつけるのに難
二二二回戦で敗れ近ごろにない低 しくでFW石︑左の蘭書が敗因か

され︑轟のFW撃の敬も得点
に帯びつける事が出来心轟をのん
だハンザポールも前半︑気のゆる
みから撃に大息の智慧轟し︑

︵黄金ラグビー畢﹀

各部共意外に振わサ
ー鍔巨叫決勝で惜敗

︵辟閲一整
︷岡停戦
？善人の刀と技の祭典″第十︼同県下高琵合体胃ス金は︑会場と寓院の開県によ里面に⁝0 ∇一間戦岩手亭・・0北上諌
9わたり靡両市を中心に県下簡綬五十八壁芋名が蓼Ⅷして重々しく開会孟た︒第一郡は苧0∇二回取 欝菅⁝0裏口エ
∇三間野 花北署・・0彗志
0畠三十︑l幸吉の卓確監穎技︒琴一部は吾四︑百ゐ水泳覇技︒軍一都は六旦ハ︑七⁝0
望者＝和川︑爾準龍平︑竹
9八日の二二部を除いた全癒目が各々の会場義教の火ぶたが切られ︑■本職からは十表目・d
内︑帝匡
？舌余名の選手が出場した︒第一撃は体操が宮古高を下し三年運輝辟膠を飾った︒特に個人⁝0
0⁝⁚讐七位に入った本竺年の米歪彗事は看護され︑咄景オリンピブク藍選に啓蒙・・・0
9聖藻のホープで体操関係挙が臭いに期管習いる︒第二等無稽茅ピー恕慧苧・〇
？藤左が健勝候補の排球はFWの政撃が琴＼準々決勝轟︒剰迫は末位に食い込んだ︒苧○
？三雷水泳は出思著の八割が予選嘉過し添鱒録に菅︑亨の入革帯上告め三藩し・・．8

Ill日用Itlltllll【mll＝1lt＝111111mllImHlllllml‖lllll【lm川日日1mll川Lll】lllmlL

放れはしたものの後半の婆違び ∇全量手首㍍㊥千田12秒2

雲旦空讐義

セイコー舎新型入荷

伝統と信用を誇る
l−．′■一叫ltll抑仙11叫

紙

品

具

械

洋

はやて奴三廊

月光仮面

幽昆党の逆製

粁凱ス守護′
怒涛の対決・ 里見八犬伝

っ子判包

埠頭の縄張り

摘罷．東映忌
天下の副将軍

793

で乱し

材木町

サカナ町角

TE16569

房

用

村井如■ラ材料店

オフイ・不まで

盛岡市十三日町

和

器

TEL（f闇）310g

1リEl▲

699606996

9た︒水詮七嘗露で雪︒この革実念合窯禁警部北泳除く︶盃の第㌢0
9●是沢ぐ得点重任三の抽象は昨年度の孝一位から霞も下るとい・庭関で雪た︒⁝○

王達．覇成る
5013・

一〇lラ七
九九・二
九八二
九七・四五

∴∴∵・

一的一一品⁚慧岩音

巻輩等蓑欝・6

儲朋が朋朋胴朋⁚

畢金商店 大橋時計月

盛岡市刃直り二丁目−

株会
式社

森沢運動具店

∋防 務

文

事

宰

第41国全国高校野球県大会
レこは是非優勝せられん
ことを御祈り致します

七度目の優勝

二四九・七五 調さであった︒ラグビーは文句な 琶にみると練墓︑闘志に
二三六・八〇 轟臍詮進めたが︑やはり一
あと一歩聖週苛か遊撃三言︑
二三〇・七〇 日の長がみられる農工にかきまわ宝著の徹底さが豊まれる︒

＠署﹇高

㊤雫讃 ■

侵至高

わ縫合得点

冒笥温帯して各会場で争われた
体換は昨年よりレベルが低いがチ

㊥藤岡一高

高体連璽部の体操1豪
整斉三十︑三十言の胃聖︻

ームワークが良く︑しきりに食い

中れ祁
⑳佐々木
例日山

命米沢

∇決勝

∴

∇一同戦 若手2⁝1一関商
∇二回吸 着手写・・0笹口エ
∇三国戦 若手1⁝2︼閑一
∇準々決勝

一警壷攣墓
︵武・徳麒︶

最＿＿＿監

カメラトD・P・E

学校よ一少‥‥‥

岩高の皆様と毎度御
引立を￣いただき厚・
ぐ御ネし申上げます

日本一の東映が放つお盆映画

下る軍ロを牧切些一連勝した？個 わ個人璧目撃州
人では新鋭竜︑佐々木が入質し
た︒卓坪撃奉生の巡幸がいなく
淋しかったが︑三河戦姦れはし

26
51158
85854585
6
16

たものの今後に期待される︒

51505253564352496虫的64
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桜

ユ澤
は慧
方苧
亀の
一0
つと
？・いよいよ明後計よ垂に入るが︑この期間を利用して︑山アや
へ抱と
・

盛岡1畠ロー浄土か浜

感院⊥星口︵国鉄二五〇円︶

宮古1浄土か浜︵バス帥円︶

︹宿泊哲 ■

W森 島∵

気仙琶即の＃贋︑紘脚汐痙
る温手数田河倉島具一章

沢

三

夫

岩手山を中心等て

た︒ひょっとするとあぶり出しち 度の生活を営む絡刺か香し︑豪
やなかろ・泉と思って︑火もかざ と麓に追い廻されるのがまにき
して見ました︒やっぱ邑つて柔ま ずだが︑洋間の自由があり︑野正

ああ︑嚢る白田の四よ︒犠
飛警著の抑行する固

讐旅∵ 践

・H・ランカスターが際化した

ジ才ン・ゲイと共同晶色し︑H

︹コースと憲横間︺

富士山に似ているので南都嵩士︑
署串か闘士の別称がある︒

⊥軒宇山頂上︒

燕嗣1囁沢・痢沢無手山神社︶

ガを−−・雷深いある苦レ

一回掛けれ媒但します

あなたのお好みの刀メヲを

藤

田

今すぐ湖相談においで下さい︒

文具店

盛閑市仁王通
で 七一八五

屋▼

軽くてわれないメガネ〃
プラスチックレンズで運動しましよう

否 中の湛通り
支店 申 劇通 わ

■水 晶堂 へ

メガ東は専門店の

6ヽ610

T El．

王

仁

一九五八年耳管脚である︒

りた観に感ぜbれます︒

行出来ました轡は︑我々の荷が降

■
・
■
穣

これだけは忘れずに

三光社カメラ店

今評判のカメラの十回月賦′

宇ぬぐい︑タオル︵汗をふいたり なお︑この新聞に対す壷や批
警りましたら︑お寄せ下さい
手長う博に︶

ます︶

安全ピン︑ヒモ︑小冊︵役に正も

か代用︶

麒間−雫石−発 石ぽん︵泥中はこ豊薄れた讐
慰所−網張温泉 ナイフ︑カン切︑せんぬき︑笛︑
⊥聖犀撼⊥貯 はし︑フォーク︵忘れたら木の叢
石竺⁚
裔−溜沢︵買
鉄三〇円︶︒蛇

趣味の持ちもの

鱒よ票︵国鉄
マッチ︑針泉︵マッチはカソに
四〇円︶噸右−
入れとくとよい︶
西山薙蔑斯︵中
ホークィ︑菅︵キズ輿︑帯出︑
央バス五五円︶
滑蒸用︑顧顔胃購肌執薬等︶
︹指演掛り
ビニール︵敷物︑雨具償用︶
網張狙泉︵一泊
ローソク︑懐中篭灯︑非常質料︑
二食付四〇〇円
朋回︑磁石︑遊び讃呉︑その他︒
自炊l00円︶

州＝暦華

カメ■フファンは
写番
．詮誉∵
女日︵オナメ 頭 人 間 欝 は
︶岳︵＃常一六

カメラ・写真材料・D f■E

る︒なおこの外ゴイサキ等も議雅

︹80㌦萱付せしめる盛
哲基している︒
ヨーヌ蓋諾開﹈
錦岡上官−嚢巾義博l姦出

主演はD・カしっでヘイワース 夕方︑そのホテルの外の等︑
椿の名所として知られる野島と
って
いう
9向している在和生のために︑大体のコースと蟹誓載せてみなま
し
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象め観田となった大独占資本は瀞 の解釈を数えたのかもしれません かってしまって︑声炒藩して痘
竜山1もみ山川託−整−茶目
して城中開く開展められた蟹也 近頃は子分の隣組竺軒して︑東
刀併営露″の領をしているので Ⅲ1塁砲⊥配太重責−陵墨
を救い出したり︑￥蒙者の穏阻し 嶺の良いほらを吠貴所けています 休されてしまったのでありますト私は郡刊の社義の級別獣の雲
キもあの先年ほ併慾のこもった声 のとこ皇蔑んでいました︒おか しょうか︒断じてそんなことはな
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今の世の中に忍術使いかいると 閃玖政慕らめて引下るに速い
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うか︒それとも不思態な︻窓mにか壁甲ふ誌丁大更1度由−鉱山
使いは氷近火準の術を使いこなし らめるところでなく磐笹繋笛 患藁したのであります︒今や慨 るとあの先壷に間道つた腰故
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