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⑯〜（垂直）年末の交通安全県民運動
（平成2年11月末）
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今回上演された ﹁されどわ
が町﹂は︑地域の在り方や医
療と老人福祉の問題を取り上
げた最新作で︑現在全国を巡
回公演中です︒
会場の江府中学校体育館に
は︑午後5時頃から除々に観
客が集まり始め︑開演予定時
刻の6時までには用意された
観客席をほぼ埋め尽くしまし
た︒

開演に先立ち主催者を代表
して福田町長が︑﹁今日の劇
を通じて︑地方自治とはどう
いうものかを学んでほしい︒
そして︑﹃されどわが町﹄ の

㊧

↓入場は整理券で︒

▲心待ちにしていた、たくさんの人で
にぎわいました。（開演前）

ふるさと創生﹁ひとづくり事業﹂ −劇団﹁銅鏡﹂公演1
〃老人の好きな町には若者だ

これは︑ふるさと創生﹁ひ
とづくり事業﹂推進委員会が
本年度事業として企画し︑町
が主催したものです︒
劇団﹁鋼頒﹂は︑一九七二
年発足以来︑平和と﹁人間ら
しさ﹂を追及する豊かな演劇
創造をめざして数多くの作品
を上演︒その代表作﹁燃える
雪﹂は︑幼児︑お年寄りの医
療費無料化を実施し︑厚生省
との摩擦にも負けず福祉の村
となった岩手県沢内村を素材
としたもので︑全国一二二ヶ
所で上演され︑約十六万人を
動員しています︒

小学生からお年寄りまで︑約七百名の町民が本
格劇﹁されど わが呵﹂ を観劇しました︒

ふるさと創生﹁ひとづくり事業﹂として﹁劇団
﹃鋼環﹄の公演﹂が11月24日︑江府中学校体育館
で行われました︒

﹁されどわが町﹂

▲「されどわが町」の一場面

ふるさと創生﹁ひとづくり
事業﹂推進委員会︵加藤努
会長︶では︑1 0月31日︑山村
開発センターにおいて今年度
第2回推進委員会を開催︑今
後の事業計画について検討を

1︑江府町を語る会
元年度実施したシンポジウ
ムを一歩進めて︑小中学生を
対象に ﹁江府町の将来の夢﹂
を語ってもらう︒
実施方法は︑小学生の部と

中学生の部に2回に分けて︑
﹁模擬議会﹂方式による︒
※実施時期は小学校の部は12
日︑中学校の部は未定︒

国際的感覚を養う︒
※現在︑外国人講師招へいに
ついて県に申請中︒

2︑外国人講師招へい事業
江府中学校へ外国人英語教
師を招へいし︑学校の授業は
もとより会話教室をど地域に
根を下ろした活動を通じて︑

3︑花づくり町民運動
﹁江府町に行けばあの花を
の団地づくりをめざす︒
見ることができる﹂といった
※今後は専門機関等の意見を
﹁花のある町江府町﹂として︑ 聞きをがら慎重に運動を展開

行いました︒
6月に開催された第一回推

出来れば︑町の花﹁アヤメ﹂

進委員会で︑このたび行われ
た﹁劇団﹃銅錦﹄の公演﹂を

町内各種活性化団体・地域
の活動に対して︑その事業費
を補助︑助成する︒

海外研修等も実施する︒
※現在︑補助対象事業等につ
いて規約整備を進めている︒

5︑事業及びイベントに対する
補助事業

※11日24日実施︒

4︑劇団﹁銅綽﹂ の公演

する︒

はじめ︑5つの事業を﹁ひと
づくり事業﹂として行をうこ
とが決められています︒
そのうち︑今年度行をう事
業について具体的な計画をた
てるとともに︑長期にわたる
事業については今後の取り組
みについて︑検討が行われた
ものです︒
﹁ひとづくり事業﹂の5つ
の事業とその概要は下記のと
おりです︒

銅器を全町に皆さんと共に鳴

らし続け︑輪を広げたい︒﹂
と︑あいさつしました︒

﹁されどわが町﹂は︑都会
化による大手業者の再開発の
﹁波﹂ の押し寄せてきたウグ
イス町を舞台に展開︒寝たき
り病人を抱え込むことになっ
た家族と︑それを取り巻く下
町人情あふれる人々を中心に
ストーリーが展開︒生命と暮
らしを守るために知恵を出し

合い︑行動する地域住民の苦
悩と葛藤が演出されています︒
劇中で矢沢医師が次のよう
に語っています︒﹁老人の好

きな町には人間が住める︒老
人の住めない町には若者だっ

打合せ ︵23日︶
↓劇団員と町スタッフの

て住めやしない︒﹂
↓舞台設営も入念に ︵23日︶
急速をエロ同齢化︑過疎化をむ
かえた町村においては福祉︑
医療行政の整備が急がれます
が︑この劇はこれからの町づ
くり︑ひとづくりに一つの示

唆を与えたかのようです︒
終演後︑ふるさと創生﹁ひ
とづくり事業﹂推進委員会の
加藤努委員長が今後の事業計
画について説明され︑約2時
間半の観劇を終えました︒
寒い亘︑観劇された方どう
もご苦労さまでした︒
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「都市と農村の交流事業」 一自然体験ツアーー

魚崎町の元疎開児童ら（輔31名）
奥大山の自然を満喫

学童疎開が取り持つ縁で交
一人︒俣野川発電所や鏡ケ成
流を続けている︑神戸市東灘
国民休暇村をどを観光したり
区魚崎町から当時の疎開児童
大根の収穫やしいたけ菌の植
らを迎えて︑11月18・19日の え込みを体験したり︑奥大山
2日間︑奥人山で交流を深め
チロルの里の自然を満喫しま
ました︒
した︒
これは︑魚崎町を訪れて高
夜は︑山荘甘酒茶屋で歓迎
交流会︒
アトラクションとして︑古

奥大山チロルの里健康ウォークラリー90

家族づれなど三百人が

ふるさとの秋を健康ウオーク

ォークラリーbO﹂ ︵主催江

仕によるダンゴ汁に舌鼓を打

府町体育協会︶が11月18日︑

﹁奥大山チロルの皇健康ウ

町農協婦人部︵代表 越峠恵

のコミュニケーションも深ま

くから伝わる﹁田植え歌﹂を
美子さん︶が披露︒また︑オ

明倫小学校をスタート・ゴー

り︑ふるさと再発見のできた

十三チーム約三百名

町出身の神戸市在

＊交流会の案内等
をしますので︑本

ていくことが約束
されています︒

幅広い交流を続け

町と江府町は︑住
民相互のより深く︑

今後とも︑魚崎

の秋を満喫︒また山

の弁当を広げて食欲

る得点を競いました︒

俳句を一句︒時間と
ゲーム︑クイズによ

休憩地点ではウォー

タンクに挑戦︒また．︑

キロで︑途中クイズ
やゲートボール︑ペ

コースは全長約5

昼食は︑それぞれ

一日となりました︒

好天に恵まれ︑家族︑仲間

ちました︒

ーストリア・チロル地方の代

ル地点として行われました︒
ンアンサンブル﹂

大山チロルの里﹂を

町内外から家族連れをど七

表的楽器アルペン・ホルンの

︵代表 小田明彦
さん︶が披露して︑

た︒

健康ウォークしまし

住者をご紹介くだ
さい︒詳しくは町

菜研究グループの奉

が参加︑晩秋の ﹁奥

した︒

交流に華を添えま

報11月号を御覧く

クラリーにちなんだ

ださい︒

▲コース途中では、ゲートボールにも挑戦

三重奏を﹁奥大山アルプホル

▲自分でしいたけ菌を植えた木に、名札を
つけて、「結果が楽しみです。」

原野菜の即売や︑荒神神楽の
披露を行った︒9月の交流会
につづき︑町内各機関の協力
を得て﹁自然体験ツアー﹂と
して江府町が計画実施したも
のです︒
参加したのは魚崎町協議会
︵寺内鼻会長︶ の一行︑三十

⑳
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町長に提出

は︑平成2年10日17日江府町
長より諮問のあった ﹁水田農
業確立後期対策の在り方と転
作目標面積等の配分方法につ
いて﹂ の答申をまとめ︑11日
26日︑福田町長に提出しまし
た︒今後は︑この答申に基づ
いての対策が講じられる予定
です︒
答申の内容は︑次のとおり
です︒

江府町水田農業確立対策審
議会︵会長 佐藤秋寛氏︶で

審議会答申を11月26日

平成2年10月17日江府町長
は本審議会に対して ﹁水田農
業確立後期対策の在り方と転
作目標面積等の配分方法につ
いて﹂諮問されましたが︑米
に対する世論は生産者︑消費
者はもとより国会論議も巻き
込んだ政治課題ともなってい
ます︒
ともあれ︑生産者の立場は
水田の持つ高い生産能力を最
大限に発揮させ生産性の向上
を図りつつ︑消費者ニーズに
あった売れる米を作ることに
あります︒
本町における過去の経過を
尊重しながら︑江府町農業の
現状を踏まえ下記の結論をも
って諮問に答えることとする︒
記

1集団転作の進め方と奨励作
物について
①諮問どおりとする︒
︵2年度より始まった景観形
成作物にレンゲ︑菜の花を
指定しているが ﹁あやめ﹂
を追加指定する︒
単町助成金⁝⁝⁝種苗代の
4／5を補助する︶
②産地形成加算の対象地域と
指定作物

1
1

1

ね
ぎ

人潜在面積−︵世帯員数×一
二〇kg︶÷集落反収︸ ×一律
配分率

残った潜在面積に対して一律
配分する︒

現行の全農家への一律配分
方法については︑それなりに
農家に理解され定着している
現況にかんがみ現状どおりと
する︒
︵諮問内容︶
一人二一〇ねの保有米を集
落反収で除し︑面積換算した
ものを潜在面積から差引いて

て

2転作目標面積の配分につい

神奈川地区−小豆
③単町小規模団地加算
0・3㍍以上で国・県の基
準に達しないもの
助成補肋金
三︑〇〇〇円／10㌦
④地域営農加算推進費の新設

江 日 米

3他用途利用米の数量配分に
ついて
諮問どおりとする︒但し︑
希望数量が県からの配分に満
たない場合の措置は︑従前の

江府町戦没者並びに殉職者慰霊祭

記

②﹁転作目標面積の配分につ
いて﹂を審議する過程の中で
諮問の趣旨を尊重すべきとの
意見もあったが︑少数にとど
まった︒

ぎの主産地形成を目指す本町
の立場を理解し︑地域の実情
にてらして決定した︒

①﹁産地形成加算の対象地域
と指定作物﹂ については︑ね

附

英霊よやすらかに

11月6日︑江府町戦没者並
びに殉職者慰霊祭が土井之内
会館において行われました︒
今年は神式により︑遺族︑
来賓ら二三〇名が参列して︑
尊い犠牲者の冥福を祈りまし
た︒
遺族の方の慰安として︑式
後は町婦人会が歌や︑踊りを
披露︑楽しいひとときとなり
ました︒

潜在面積を元に算出調整する︒

︵諮問内容︶
今後は
①うるち米
集落の希望をとって町の希
望数量を把握した上で県に希
望を提出し配分を受ける︒

希望数量が県からの配分
を越えた場合は︑その差額

を希望数量を基礎に持分し
希望数量から控除する︒

②もち米
現行どおり︒︵うるち米︑
もち米の全出荷生産者・町
・農協で﹁とも補償﹂する︒︶

▲今年は神式でとりおこなわれました

尾光沢
地地地
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通商産業大臣表彰

白石

秀之会長

11月29日︑東京のNHKホ
ールで商工法施行三十周年記
念式典︵主催全国商工会連合
会︶が開催され︑江府町商工
会の白石秀之会長が︑商工会
役員功労者として通商産業大
臣表彰を受賞されました︒
白石氏は︑昭和43年に理事

商工会役員功労者

ミ工府町商工会

衛生管理において特に優秀と

平成二年度食品衛生全国大
会︵主催 厚生省・社団法人
日本食品衛生協会︶が10月18
日・19日の2日間東京で開催
されました︒19日には︑第35
回の ﹁食品衛生表彰の会﹂が
行われ︑江尾の㈲米子屋が食
品衛生優良施設として表彰を
受けられました︒
これは︑食品の製造︑販売
に携わり︑その自主的な食品

㈲米子屋が食品衛生優良施設に

ま日本食品衛生協会長表彰
l

ざ
ご
︑つ
と

おめで

（戸籍事務永年勤続）

厚生大臣表彰
（厚生統計功労）

さな所が名誉ある全国表彰を
受賞できとても光栄です︒今
後とも食品衛生には梓に気を
つけ︑安心して利用いただけ

米子屋のおかみさん︑江本
幹子さんは ﹁うちのような小

認められる施設に贈られるも
ので︑鳥取県からは㈲米子屋
をはじめ4施設がその栄誉に
輝いています︒日野郡内から
は㈲米子屋が初めてというこ
とです︒

■●■●⁝一−●i−・■●●−■●■●●◆■●▲■一︳■●▲−；●●；−■■●−■●一●●●●：●●●●●；一●三︑⁝−

に就任して依頼︑昭和45年か
ら副会長︑そして昭和53年か
ら会長として現在まで︑江府
町商工業の発展につくされて
います︒
今回の受賞は︑同氏の永年
に一旦る商工会役員としての功
績が認められたものです︒

法務大臣表彰

江府町役場民生課
大塚和子参事

臣表彰を受賞しました︒
また︑大塚参事は同じ日に
厚生省で行われた︑第37回厚
生統計功労者表彰式で︑厚生
統計功労者として厚生大臣表
彰も受賞︑二つの栄誉に輝き
ました︒
大塚参事は︑昭和36年9月
から4年間町民係︑昭和54年
4月から戸籍係をどを歴任︑
戸籍事務をはじめ人口動態統
計調査等における功績が認め
られ︑今回の受賞と在ったも
のです︒

年金委員︶が栄誉に輝きまし

らは御机部落︵加藤厚国民

として六団体が受賞︒本町か

る社会保険庁長官表彰の伝達

た︒
優良民間地区組織とは︑被

保険者数50人以上で︑保険料

の検認率百％︵保険料未納者

のをい︶の団体で︑特に保険
事業の推進に協力的な団体が

表彰の対象となります︒本町

るようより一層がんばってい

をりました︒

目︑下蚊屋部落に続く栄誉と

では︑本町一丁目︑本町五丁

きたい︒﹂と今後の抱負を語
られました︒

び個人を表彰するものです︒
鳥取県では優良民間地区組織

進に特に功績のあった団体及

これは︑国民年金事業の推

いて行われました︒

式が︑11月22日鳥取県庁にお

国民年金事業功労者に対す

社会保険庁長官表彰−御机部落−

第43回全国連合戸籍事務協
議会総会が10月24日︑東京の
共立女子学園講堂で行われ︑
戸籍事務において功績のあっ
た永年勤続者として︑役場民
生課の大塚和子参事が法務大
〇
・・・叫一・・・・・・一…■一・・、＿・州−．．・・・・・・一・・・…〜〇 〇・・・・・・・・一−・・一・一一・・・・、−一・・・一一．．．・・−〜．．．・・・≠．H．・一・長

け
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ほか︑冬至にかぼちゃ
る習慣も
や

を
食

く

／ヾ

扮じんのない
さわやかなまちづくりを

きま扁漸憧せ

ムを使い︑溝の形をども工夫
¶ 亀 i 己 ︑ − 茎 1 董 つ
脱スパイクタイヤ運動推進月間
されているので︑普通の雪道
ではスパイクタイヤと同程度
の性能を発揮します︒その性
能は年々向上しており︑急発
もう皆さんは︑脱スパイク
発生の防止に関する法律︶が
進をしをい︑控え目なスピー
アメリカで生活したことの
タイヤの心構えができました
成
立
し
ま
し
た
︒
ド
で
走
行
す
る
を
ど
の
タ
イ
ヤ
の
あ
る日本人が︑﹁冬至にゆず湯
か︒
この法律は︑粉じん公害の
特性を踏まえた運転操作を行
にはいる習慣をふと思い出し
ス パ イ ク タ イ ヤ と は ︑ タ イ な い 脱 ス パ イ ク タ イ ヤ 社 会 の えば︑冬道での安全運転が十
て︑ゆずを買おうとしたけれ
ヤに金属製のピン︵スパイク︶
分可能です︒
ど︑どうしても見つからなか
実現を目指すもので︑環境庁
を打ち込んだもので︑凍結路
長
官
が
指
定
す
る
地
域
で
は
︑
原
粉
じ
ん
公
害
を
な
く
す
た
め
に
った﹂と︑いっているのを聞
での制動件を高めたタイヤで
則としてスパイクタイヤの使 は︑脱スパイクタイヤに対し
いたことがあります︒
す︒わが国では昭和四十年代
用が禁止されます︒これに達
てみんをが理解を深め︑協力
ゆずは中国が原産地で
の中ごろから︑積雪寒冷地を
反した人に対しては︑十万円
することが非常に重要です︒
いまは日本以外で
中心に急速に普及しました︒
以下の罰金が科せられること
十二月は ﹁脱スパイクタイヤ
あまり栽培されてい
しかし︑雪のない乾燥路で
になります︒
運動推進月間﹂とされ︑関係
うです︒
スパイクタイヤを使用すると︑
の自治体などでさまざまをキ
にゆず湯にはいる
冬の主役は
路面が削られ粉じんが発生し
ャンペーンが行われます︒今
日本では︑全国
スタッドレスタイヤに
ます︒この粉じんが風をどに
年の冬は︑スパイクタイヤを
り広く行われて
ょって舞い上がり︑周辺住民
一方︑国の公害等調整委員
スタッドレスタイヤに切り替
ゆずを丸のまま︑
の健康に影響を及ぼします︒
会の調停により︑スパイクタ
切りにして浴槽に入
え︑粉じん公害のをい住みよ
﹁せき込む﹂﹁たんがからむ﹂
イヤは今年の十二月末で製造
い環境をみんをでつくってい
︑最近は︑ゆずの浴
﹁息苦しい﹂ ﹁目が痛む﹂な
が中止され︑来年3月末には
れています︒
どの︑いわゆる 粉じん公害〃
販売も中止されることになっ
習は︑冬至にゆず湯
がそれです︒
ています︒
と風邪をひかをいと
スパイクタイヤに代わって
冷えないという言い伝え
違反者は
冬用タイヤの主役として登場
ているようです︒たし
十万円以下の罰金
するのがスタッドレスタイヤ
ず
は昔から︑風邪︑あ
です︒スタッドレスタイヤは︑
︑しもやけをどの薬と
使われていました︒

スパイクを使わをいで凍結路
をどでの走行性能を可能をか
ぎり高めたタイヤです︒低温
でも硬くならない特種配合ゴ

に

こうしたスパイクタイヤの

粉じんによる︑健庫や生活環
境への悪影響を防止するため︑
今年の六日にスパイクタイヤ

法︵スパイクタイヤ粉じんの

書一二一二 一三：：■：一‡二一二一三■二二■・三■「一三一：
る風わ が輪 ○を

吾

あります︒
ゆずは︑日本料理に欠かせ
をい調味料として親しまれて
います︒皮を吸い物の吸口に
したり︑千切りにして︑煮物
や焼き物にのせたり︑また︑
果汁を刺身のつけ汁に落とし
たりします・︒ゆずをくり抜い
て酢の物やあえものを詰めた
﹁ゆず撃や︑菓子の﹁柚餅子

︵ゆべし︶﹂をどは︑まさに日

本の味です︒
寒さに向かうこれから
が︑ゆずのシーズンです︒

フく Hだ 月 H 偵董／方 ￣○ り

さて︑寒くなると暖房
の使用をどで大気汚染濃
度が上昇します︒十二月

は︑﹁大気汚染防止推進月
間﹂です︒暖房や車の使
用を控えめにするをどの工夫

をしたいものです︒

W…一肌J

し．…………………．…ここ∴：∴∴∴∴
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人権擁護委畠

人権擁護委員の主な仕事は︑
私たちの人権がおかされをい
ように監視し︑もし︑人権が

人権擁護委員は︑地域住民
で人格識見が高く︑広く社会
の実情に通じ︑人権擁譜につ
いて理解のある人を町長が推
薦し︑法務大臣が委嘱した方
です︒

当町の新しい人権擁護委員
として︑十一月十五日付けで
野‖是さん ︵新町一r目︶が
委嘱されました︒

野口 是氏
（新町1丁目）

おかされた場合には︑相談相
手になってこれを救済したり
人々の間に正しい人権の考え
方を広めたりすることです︒
皆さんが︑毎日の生活をさ
れている中で︑困りごとや心
配ごと︑あるいは︑法律上ど
のようにすればよいかわから
なくて困ったりされることが
あれば︑人権擁讃委員に御相
談下さい︒

ト
．
一

番号の変更を行って下さい。

〔NTT〕

平成2年12日1日から平成3
年2月末日まで︒
◇表彰
特賞5編賞金各5万円
および副賞
優秀賞10編賞金各3万円
奨励賞80編賞金各1万円
応募者全員に︑平成4年用
﹁明るい生活の家計簿﹂が贈
られます︒
鳥取市東町一丁目二二〇

◇問合わせ先

わが家の家計簿

︵℡0857・26・7159︶

℡0859・22・6161

鳥取地方法務局米子支局

ください︒

供託所の窓口へお問い合わせ

をお︑詳細はお近くの左記

ができます︒

の支払い場所の供託所︵法務
局の本局・支局︶にすること

この供託は原則として︑そ

す︒

らえをいときは︑供託という
方法を利用することができま

地代や家賃を受け取っても

﹃平成3年1月1日﹄

供託制度百周年

鳥取県貯蓄推進委員会

体験談 募集
あをたのっけている家計簿
について書いてみませんか︒
◇内
容
家計簿をつけ始めたきっか
け・苦心・アイデアや家計簿

きください︒

記帳に伴う生活ぶりの変化︑
家計簿をもとに立てた生活設
計の内容とその実現のための
工夫や努力など︑気軽にお書

◇原
稿
本文は四〇〇字詰原稿用紙
5枚以内で︑これに簡単な支
出内訳表︵期間は自由︶を添
えてください︒︵収入の係数
については書かなくても結構
です︒︶
◇募集期間

・現在3ケタの市内局番の前に「3」を付け加え
て4ケタにして下さい。

03−△△△一口［コ［コ［コ

現在、すでに4ケタの電話番号は変更ありませ
ん。

→03−3△△△一口□□□

・電話機・ファックスをど、現在、短縮ダイヤル

（ワンタッチダイヤル等）で利用の方は、登録

芹 田 歯科医院
（境竜巻市明治町67）
℡0859（42）6562
◇平成3年1月3日（木）
10時〜12時の午前中（自宅）
民 本 外科・歯科医院
（米子市旗ヶ崎7丁目25の28）
食0859（29）9611
高 橋 歯科医院
（西伯町法勝寺370の1）
℡0859（66）3212
−鳥取県西部歯科医師合一

平成 3 年 1 月 1 日午前2 時から

4 ケタに変わります。

◇平成3年1月2日（水）
10時〜12時の午前中（自宅）
ナガセ 歯科医院
（米子市三旗町4の21）

東京03地域の市内局番が、

休日（正月）救急歯科診療
在宅当番医のお知らせ

任
新

t｝0859（32）5372

伯

新しい戸清は正しい字で

そこで︑平成3年1月1日
以後は︑従来の戸籍に誤字・

しかし︑戸籍の中には︑氏
名が誤字あるいは俗字で記載
されているものもあります︒
そのため︑官公署の窓口等で
トラブルを生じ︑社会生活上︑
不便を強いられておられる方
々もあるようです︒

平成3年1月1日から
戸籍は︑パスポートを取得
する場合とか︑相続登記をす
る場合など︑いろいろをとこ
ろで利用されています︒
このように︑戸籍は︑日本
人についての身分関係を登録
・公証する公文書として重要
なものですから︑正しい文字
で記載する必要があります︒

休館します︒

12月28日から1日4日まで

☆体 育 館

休園します︒

12日28日から1月4日まで

☆保 育 園

休業します︒

持月29日から1月4日まで

☆し尿汲取り

します︒

年末年始の役場兼務の敵敵い
☆役場業務
1 2月28日午後から1月3日
まで一般事務は休業します︒
戸籍や諸証明などで役場にご
用の方は︑早めに済ませて下
さい︒
なお︑緊急を要する死亡届
けは︑当直員で取扱います︒
☆ごみ収集
12月31日から1月3日まで
休業します︒

なお︑1月4日は全域収集

俗字で記載されている氏名を
新しい戸籍に記載する場合に
は︑正しい字を用いることに
なります︒

1．新しい戸籍には正しい字
で記載します
①従来の戸籍に氏名が誤字・
俗字で記載されている方に
ついて︑次のような場合に
は︑新しい戸籍に正しい字
で記載します︒
ア 婚姻︑転籍などによって
新しく戸籍を作る場合
イ 善子縁組などによって他
の戸籍へ入籍する場合
戸籍を再製する場合など
り

くわしくは︑役場民生課戸
籍係にお問い合わせ下さい︒

②誤字・俗字を正しい字で記
載する場合には︑届出の時
3．申出によって難しい字体
あるいは戸籍に記載した後
をやさしい字体に直すこ
にその旨をお知らせします︒
とが出来ます
③俗字のうち︑﹁高﹂とか﹁
戸籍に記載されている氏名
噛﹂など︑ 正の範囲の字
が︑例えば﹁遽﹂と旧字体で
については︑従来のまま記
記載されているため︑ご不便
載します︒
を感じておられる方は︑申出
により︑その字体に対応する
新字体︵通用字体︶ である
﹁辺﹂に直す︵更正する︶ こ
とができます︒

2．申出によって正しい字に
訂正することもできます
現在の戸籍については︑そ
のままでは正しい字には直り
ませんが︑申出によって︑い
つでも戸籍に掲載されている

誤字・俗字を正しい字に訂正
することができます︒

浄剤を使うときには︑梓に注
意してから使うようにしてく

切れて︑有り合わせの別の洗

うと有害を塩素ガスを発生し︑
たいへん危険です︒
家庭用洗浄剤を使用すると
きは︑必ず注意表示により種
頬を確認し︑違う種類の洗浄
剤は絶対に混ぜないでくださ
い︒また︑掃除中に洗浄剤が

てから使用してください︒

などして︑風通しをよくし

たり換気扇を回したりする

です︒あらかじめ窓を開け

換気をせずに掃除をしがち

十二月は寒いので︑つい

ださい︒

年末の大掃除︑家庭用洗浄剤は正しく使おう
十二月は大掃除の季節1
家庭用洗剤をどを使う機会
が増えます︒
家庭用洗浄剤は︑塩素系
洗浄剤︵カビ取り剤や漂白
剤に多い︶と︑酸性タイプ
の洗浄剤︵トイレや浴室用
の洗浄剤に多い︶ の二種類
が主流です︒このタイプの
違う二つの製品を混ぜて使

電源地域交流
卑1女鼻1
沃∵ぺヰ二㌢や町

官本丘各氏

江府町でも昭和六十一年に
まちづくり構想である﹁チロ
ト﹁電気のふるさと特産品
ルの里構想︵自然が詩う里づ
まつり﹂で特産品をピーアール︒
くり︶﹂を策定しこの実現に
向け人材育成︑マーケティ
里構想﹂と題し︑事業担当
ング各事業︑特産品振興︑ロ
グ ハ ウ ス 建 築 に お け る コ ス ト である宮本企画開発係長が多
ダウンを図る技術導入事業等
数の参加者を前に事例発表を
行い高い評価を得ました︒
また︑福岡市天神の特設会
場で十一月九日から十二日の
四日間開催された﹁電気のふ
るさと特産品まつり﹂ では︑
全国各地からの地域特産品の
即売が行なわれ︑江府町からも
奥大山特産品振興会の皆さん
が参加され特産品の販売とP
Rに努められました︒
多くの関係者と協力して実施
し︑成果を上げているところ
です︒
これらの事業推進により︑
通産省資源エネルギー庁の推
薦をうけ︑大分県大山町︑愛
知県足助町︑山形県西川町と
ともに事例発表を行いました︒
江府町からは︑観光開発と
特産品振興の接点＝チロルの

所在する地域︶が参加し︑﹁電
源地域交流シンポジュウム﹂
が通商産業省資源エネルギー
庁の主催で開催され﹁地域の
まちづくり﹂について事例発
表等により活発を意見交換が
をされました︒

去る十一月九日から二日間︑
佐賀県唐津市において︑全国
の電源地域︵大型の発電所が

奥大山チロルの里だより鋤

羽中稽治久

メ・ノチーター

事例発表

蟄d青森八歳

シンポジュウム
観
兇
飼
各

▲事例発表する宮本係長

よ︐つ︒

きちんと納めるようにしまし

す︒
国民年金の保険料を納めを
い人がいると︑厚生年金や共
済組合に加入している人にも
負担を強いることに在り︑国
民全体の問題となります︒
年金制度全体を支える大切
を役目を持つ保険料は︑毎月

納めましたか

蔓国民年金保険料は
国

国民年金は︑働く現役世代
が老齢世代を支え卓﹁世代と
世代の助け合い﹂から成り立
っています︒

毎月納める保険料は︑自分
自身の年金を保障するだけで
をく︑今のお年寄りの年金も

保障しているのです︒
また︑年金に必要な経費は︑
働く現役世代全員で公平に負
担することを原則としていま

Iフ○

忘れずに申告しておきましょ

調整や確定申告のときには︑

家族の分として納めた保険料
も対象となりますので︑年末

本人の分はもちろんのこと︑

得から控除されることになっ
ています︒

国民年金保険料は
所得から控除されます

国民年金の保険料は毎月忘
れずに納めていらっしゃいま
すか︒
毎年一目から十二月までに
納めた国民年金保険料は所得
税や市町村民税を算出する際
に︑金額が﹁社会保険料控除﹂
の対象として︑課税対象の所

第239号

▽保健婦よりひとこと・⁚肺がん予防を︒
を少なくして︑長い吸いが
よ︐つ︒

らでもいさざよく捨てまし

○タバコを口から離して合間

ご協力ありがとうございました

四十六名が愛の献血

l

人

安部 孝兄︑
平松 浩三︑
成田 公一

森田 勝彦
久城 伸彦
梶原久美子
田中 晋造

小峯 勝公

永井書美子︑ 細田
有
︹江府町農協本所前︺
沢田 利恵︑ 川端登志一
西村 弘樹︑ 川端 睦子
小笠原意義
︹清水・大豊共同企業体前︺
入江 正広
岩井 豪︑
赤星 和人︑
杉本
茂
渡辺 敏正

11月15日︑町内5か所で行なわれた献血事業に
四十六名の方の温かいご協力をいただきました︒
献血されたみなさんはつぎのとおりです︒
−敬称略−

3．肝がん

を長くしましょう︒
○ニコチン︑タールの少をい

2．肺がん

銘柄にしましょう︒

1．胃がん

当町ではまだ胃がんで死亡

O

人

︹江尾郵便局前︺
影山 志保︑ 新見
篠田 浩恵︑ 三好
藤原 雅子︑ 藤田
幸
美幸︑ 瀬田
徳岡 健男︑ 藤原
上田 重樹︑ 水下

（平成元年）

される人が多いですが︑近い

と思われます︒

3人

筐三二二二＝二二二二二二二三二二二二二二二∵二二二二∴ニ∴∵＿∵二∴

死因関連主要癌種別死亡数

将来︑肺がんは胃がんの死亡
率を追い抜き︑トップに在る

5．老衰

①禁煙しようと思いたった日

5人

昔は胸部レントゲン写真で
ます︒
異常陰影を発見すれば︑まず
肺結核を疑っていましたが︑
タバコをやめるコツ
最近ではまず肺がんを疑うく
らい肺がんがふえてきていま
タバコをやめれば︑肺がん
ばかりでをく︑さまざまな病
す︒肺がんの初期症状はせき︑
タン ︵とくに血タン︶ですが︑ 気の危険性は少をくなります︒
肺野型の肺がんでは無症状の
次のようをきっかけがあった
こともあります︒喫煙者に多
ら︑あをたも禁煙してみませ
い肪門型の肺がんでは初期の
んか︒タバコは量を少しずつ
段階ではレントゲン検査で異
減らすより︑一度きっぱりや
常がみつからないことが多く︑ め て し ま う の が コ ツ で す ︒

3．心臓病
4．肺気管支炎

②のどが痛いとか︑タバコが
まずいと思った日︒

主要死因別死亡数（平成元年）

喀タン検査でがん細胞を発見
する必要があります︒

7人
6人

③せきやタンが出はじめたと
き︒
き︒

麗伸一勝由一
子一志美美郎

5．大腸がん

④タバコ代が値上げされたと

4．乳がん

︹江府中学校前︺
小林一寿︑
後 栄子︑

船越 寛明︑
南波 千明︑
松岡 昭長

︹江府町役場前︺
河上 英明︑

遠藤 功︑
亀田 武志︑
梅林 明宏︑
亡加藤 邦樹

俊哲厚
二也志正

⑤新年︒
⑥誕生日︒

それでもタバコを
やめられない人は
○吸う本数を減らしましょう︒
○肺まで吸い込まないで口で
ふかしましょう？
〇一本のタバコをふかす回数

桧森中千
原田野藤

6人

1．悪性新生物（がん）
2．脳血管疾患

主な原因はタバコ
タバコと肺がんのあいだに
密接を関係があることは︑多
くの研究から明らかにされて
います︒肺がんの主を原因は
タバコであり︑男性の肺がん
の約3分の2はタバコによる
と推計されています︒しかも
肺がんの死亡率は喫煙量に比
例して高く在り︑かつ︑喫煙
開始年齢が若いほど高くなっ
ています︒また︑禁煙すると
肺がん死亡率は低下していき

江府町

第239号

︵敬称略︶
□お誕生おめでとう
下蚊屋
佐 川
袋 原
本 二

11月届け

助澤
江尾から
日野郡溝口町
美用から
御机
日野郡日南町から

■ごめい福を祈ります
本一清水長年76歳砂男宅
小江尾篠田茂子78歳勇宅
貝田車隆代91歳仁志宅
尾上原中尾義宏6 2歳由香子宅
新一宮本恵里29歳雅昭宅

と

︼香典返しとして

﹁

﹁

大岩 正和
徹︑慶恵
長男
坂本亜里抄
環︑千亜紀 長女
藤原
翔
猛︑まり子 二男
山本
惟
芳弘︑純子 長女

▽ご結婚を祝します

明勇晴着文息
美一美也子和

探山口
下原 孝夫 様
︵母虎子様ご逝去︶
尾上原
中尾由香子 様
︵夫義宏様ご逝去︶
篠田
勇 様
︵母茂子様ご逝去︶

□内祝として

佐 川
桧原 公明 様
︵ご本人様退院︶
柿 原
酒水 道代 様
︵ご本人様退院︶
佐 川
前田 修一様
︵三女知美様退院︶
洲河崎
浦部 孝夫 様
︵ご本人様退院︶
本一 石黒 錦恵 様
︵ご本人様退院︶
御 机
林
和敏 様
︵ご本人様退院︶
己越 哲也 様
︵ご本人様退院︶
佐 川

・江府町社会福祉協議会
善意銀行受払報告

一︑五五九︑七〇五円

1︑十月末累計額
2︑十一月中寄託額

三五︑〇〇〇円

一二五︑〇〇〇円
訳
九〇︑〇〇〇円

内

祝

〇円

香典返し
内

3︑支出額
4︑十一月末累計額
一︑六八四︑七〇五円

㊤㊥㊨㊦㊥㊤

に問い合わせましょう︒

毒性の分からない場合︑医
療機関か︑中毒二〇番︵筑
波0298・52・9999
大阪06・451・9999︶

しましょう︒

剤をどは︑特に注意して保管

しょうのう︑パーマ液︑除光

殺虫剤︑灯油︑薬︑酸やア
ルカリの洗浄剤︑ナフタリン︑

切です︒

缶に吸い殻を入れる︑あるい
は湯飲みに漂白剤を入れるを
ど︑食品の容器や食器に食べ
られをいものを入れて放置し
ておくことは禁物です︒また︑
危をいものは子供の手の届か
をいところにしまうことが大

乳 幼 児 の 誤飲

﹁たばこを食べて胃洗浄を

受けた﹂﹁お金を飲みこんで

しまった﹂をど誤飲の事例が

全国の消費者生活センターや

病院に寄せられています︒内

容は一番がたばこ︑次いでお

もちゃ︑コイン︑体温計︑電

池をどで︑年齢は3歳までの

乳幼児が70％を占めています︒

乳児は何でも口に入れたが

ります︒たとえば︑ジュース

き 1月9日（水）
午前9時〜正午
ところ
日 輪 閣
相談員
安江久夫人権擁護委員
野口 是人権擁護委員

と

後川川入上加
藤上上澤原藤
小江尾

平成3年1月開設
人権、行政、心配ごと相談所

傍

下原 純夫 俣野
︶
西村 順子 米子市から
清水
収 柿原
︶
西尾 康子 西伯郡中山町から
藤原
明 米子市
︶
河上いくみ 宮市から
小澤 茂郎 吉原
︶
川上 千鶴 御机から
新出 靖志 境港市
︶
大澤 理香 宮市から

11月中寄託分

人の動き

