スポーツ安全保険 の加
入者を受け付けま す

図書 貸出登録証の更新
手続 きをしてください

で︑異 動や進 学等によ り住所 変

図書 貸出登 録証をお 持ちの 方
更され る場合 は︑登録 内容の 更

れる 方

を変 更され る方
ご結 婚で苗 字住所等 を変更 さ

す︒返 し忘れ がないか ご確認 く

用性を 大切にし た特定 銘柄﹁清
里﹂を 真剣に意 識する 必要性が
あるの ではない でしょ うか︒
いま ︑日本で は︑い ろいろな
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外国と の生産条 件の差を 考えた 選択の 幅を広め ておく ことは子
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いため ︑農業生 産環境は 大変な 後継者 になるこ とも十 分に考え
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で保ち 続けられ るように ︑農業 ている ︒地元を 離れる 子どもた
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化学肥 料や農薬 を考え︑ それら 努力す る﹁清里 人﹂に 心から声
の使用 量を減ら したり︑ 消費者 援をお くりたい ︒
住民の 考えを入 れた農産 物の信
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