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で惜しくも破れ︑準優勝となりましたが︑町

尾・NTT中国︶ がダブルスに出場︒決勝戦

この大会に︑本町出身の森 和栄選手 ︵江

トテニス広島大会が開催されました︒

選手が広島に集い︑ワールドカップ国際ソフ

9月24日から26日の間︑ 世界22か国の強豪

甘畑跡が服

タビューしました︒

㊤

として初の国際大会に参加した森選手にイン

酬野

日高守甘辛ケ＝
たくさんの観客の前でプレイ

ていました︒

初−∵∵二

がでしたか？

大会に参加された感想はいか

優勝︑おめでとうございます︒

際ソフトテニス広島大会での準

−このたびのワールドカップ国

・▲ TT†一丁￣千丁−：
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できて︑たくさんの応援と柏手

とも違う点といえばどんなとこ

−海外の選手と対戦して︑もっ

しまいました︒

が︑今ひとつ思いきれず負けて

金メダルを取りたかったのです

決勝に出たからには︑やはり

いました︒

をいただき︑とてもうれしく思

1 次 り￣
− グで モ ン ゴル に
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いました︒

をはかる練習をしなければと思

私も更にパワーアップ
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︒回

ろですか？

江尾小学校4年生の頃からテニスを
始め、江府中学校では、数々の大会に
優勝する。
根雨高校3年生の時に、奈良国体に
出場し、全国3位に。
卒業後、NTT中国に入社。現在に
至る。
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昭和42年生まれ（26歳）
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国際ソフトテニス広島大会
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国際ソフトテニス広島大会

障沼野皆瀬藍
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−テニスをはじめたのは何歳ぐ
−今まで多くの試合をされたと

した

ま

今︑そのころを振り返っても

時ですね︒

高校︵時
根に
雨奈
高良校
︶
国
体三
に年
出生
場の
した

といえば？

思いますが︑思い出に残る試合

学校の四年生頃です︒
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J 弓さん︶がテニスをして
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いたから︑自然とするようにを
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テニス一色でこれ以上できをい
﹂

′

くらい練習をしました︒
その結果︑第三位という成績

を収めることができました︒

ことんテニスを好きにな
って︑一生懸命練習を積
み重ねてください︒

出口・森
︿NTT中国一

出口・森
︵NTT中国一

モンタトヤ

ゲレレマ

︵モンゴル︶

マリア

パスヤ

︵フィリピン︶

出口・森

︿NTT由由一

芦・鄭
︵韓国︶

◇決勝戦

︵NTT由由一

出口・森

5−3

5−1

◇準決勝戦

5−1

︵NTT由由︶

出口・森

︵中華台北︶

邸悪例

林髭蓉

︵アメリカ︶

バリース

ブスティン

◇決勝トーナメント

ールドカップ国際
フトテニス広島大会

5−0

5−−0

◇予選リーグ 二次B組︶

︻女 子︼ダブルス

靡
こそ金メダルを取ること

ジア大会に出場し︑今度

年︑広島市で行われるア

−ズバリ︑次の目標は？

と

願いします︒

後輩にひとことアドバイスをお

−最後に江府町でテニスをする

今はテニスで精一杯です︒

やってみたいことがありますか？

−ところで︑テニス以外に今︑

です︒

来

ダ ブ ル ス を 組 ん だ 出 口 選 手 （左 ）
と記 念 写 真 。 右 側 が 森 選 手 。

ヽ

らいからですか？

﹃次はアジア大会で
会メタルです﹄

此花βα伊劇

ワールドカップ
国際ソフトテニス広島大会

榔α伊〟砺脚甜此
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▲酒源市長に福田町長からの親書を手渡す宇田川さん（市庁舎で）

共産党登封県委員会
（右側が横田さん）

（下安井）

勤務の人や︑農閑期で農民の買

物︑そして国慶節の休日とか︑
それにしても人が多い︒

話は変りますが︑若い労働者

の月収は平均三百元︵日本円で
六千円程度︶︑一番高い収入を

得ているのが通訳もできるタク

どということでした︒

シーの運転手で︑収入は約二千
元︵約四万円︶大学出がほとん

中国版の
大岡裁き

滞在地の済源市でパトカーの

サイレンを耳にし︑何事かと足

を止めた目の前を白バイとパト

カーに囲まれたトラックの荷台

市では︑福田町長からの親書を

の光景に出逢いました︒まさに

〃みせしめ〃 のため市中引廻し

に捕縛された十数名の若者が首

び立ち︑約八日間の中国︑河南

手渡し︑市や県からは沢山のお

こんなに人が多いのか不思議に

林業視察地の萱封県︵小林寺
の寺院があることで日本でも有

高度な林業
技術の習得を

りました︒

会主義の心髄に触れた思いであ

く獄門処刑とか︑はからずも社

訳によれば強盗集団で︑おそら

中国版の大岡越前裁きです︒通

に名札を掛けられて座らせられ

省の林業視察研修へ槙田さんと

いです︒

そして︑パトカーの先導で各

地の視察地へと向かいました︒

高収入は

タクシー運転手

町は自転車に乗った人でいっ

思い︑通訳の方に聞くと三交替

ぱい︒どうして︑こんな日中に

北京から目的地の河南省︑鄭

⑳

州市までは寝台列車で︑昼前に

ことが主目的でした︒

によって︑その活路を兄い出す

林業労働者を中国との人事交流

目的で日本国内で減少し続ける

献による友好交流を図ることが

ので︑人づくりを通じた国際貢

人民政府からの招へいによるも

このたびの視察は中国河南省

土産を頂戴し大変恐縮したしだ

（武 庫）

出発しました︒私にとっては二

そして訪問先の登封県と済源

烈を歓迎に大変驚きました︒

が出迎えに来ておられ︑その熱

事庁︑人材交流センタⅠの要人

鄭州市の駅に着くと︑河南省人

参加者／宇田川潔さん・横田弘己さん

回目︑榎田さんは初めての中国︒

九月二十五日に福岡空港を飛

招へいで

河南省政府の

林業視察団

躍動する
中国大陸にふれて

ト中国リポート1
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ピ竺是認訂
美しい自然や町並み
をいつまでも
ほ害い
雄大な山々、晴らかを川をどの美しい自然や各地
の文化、歴史を刻んだ景観などをいつまでも保全す
るとともに、快適でうるおいのある景観を創り出す
ために制定されたものです。
そして、その景観保全のために行政をはじめ事業
者がそれぞれの責任を担い、力を合わせて取り組ん
でいくものです。

◎大きな建築物などを建てる
ときは平成5年10月1日から
届出が必要となりました

していますが︑土質と風土から

の桧に似た中国名相の木を植林

とんどといっていいほど感じま

で過去のいまわしい歴史などほ

とにかく︑滞在中大変好意的

名︶ では︑粘土質の土壌に日本

成育は難しいという説明でした︒

中国の林業局は樹木のみでな

く果実や牧草まで扱い︑木も漢

方薬の原料になるものを植えた

り︑日本へ輸出される桐は平草

このたびの主目的である人事

原で植栽されている実状でした︒

交流を考える上で痛感した点は︑

日本の林業のような高度な技術

○屋外の物品の集観・貯蔵

を必要とする労務を行うために

その他の工作物：高さ13mまたは築造面積
1，000がをこえるもの。）

は技術を習得する機関が必要で

電線、索道用架線：高さ20mをこえるもの。

あり︑平成二年より ﹁入国管理

（はり、さく、垣：高さ3mをこえるもの。

法﹂ の改正に伴い外国人研修生

新築、増改築、移転、外観の変更

受け入れ制度の拡充がをされた

（高さ13mまたは総面積1，000n了をこえるもの）
＿○工作物

が︑長期的を受け入れによる実

新築、増改築、移転、外観の変更

施策を今後︑研究しておく必要

』届出が必要な場合
○建築物

▲視察先の登封県で中国
王書記と記念撮影

．凛・i、

（高さ5mまたは：薫れがかわる部分の土地面積

三、去るもの二一または高さ5m長さ10mをこえ

勤ま擁撃を生じるもの）

人の上、必要を凶面などを
地の役場に正本1部、写し
い。
臼から起算して50日以内に

の一端を垣間見た思いがしまし

t℡75−2211）

日本に

◎詳しい問い合わせ／役場企画開発課

▲登封県の植林地

事にあまりこだわらをい中国人

10万円以下の凱金に処せられます。

た︒

⑨届出をしかい方、または虚偽の届出をした方は

今の中国はとにかく

行います。

︵文責・宇田川潔㌔︶

④超大規模な行為については、県の本庁で審査を

見習い︑追いつけ追い越せ″が

その期間を延長する場合があります。
③審査にあたっては、県の各地方機関から説明を
求める場合があります。

合言葉であるようです︒

／√

行います。ただし、やむを得か−理由により、

傘

土石の採取、土地の区画形質の変更

（当該行為に係薫部分の土地の面積10，000nfを

があると思いました︒

さすが大陸性民族であり︑物

○鉱物の撼採

せんでした︒

1，600揃をこえ着払の

6いつまでも
お元気で
＝人間町宝 白寿苫
新見まつ㌔︵吉原︶＝

念品が贈られました︒
吉 原 新見 まつ虐︵九十九歳︶
︵新見 昭三㌔ 母︶

明治二十八年二月九日生

博㍉ 母︶

明治二十九年二月十日生

久 通 水下すみよ虐︵九十八歳︶
︵水下

明治二十九年五月十六日生

本町四 住田ひさよ虐︵九十八歳︶

￠

明治三十一年三月十七日生

︵中村眞佐雄㍉ 母︶

明治三十三年七月七日生

下蚊屋 小椋よしよ虐︵九十四歳︶

︵川上八千穂㌔ 母︶

下蚊屋 小椋あさの虐︵九十六歳︶

︵小椋 喜美㍉祖母︶

明治三十三年八月二十五日生

大河原 亀田 恒秋虐︵九十四歳︶

︵小椋 博㍉ 母︶

明治三十一年六月六日生

柿 原 奥田をたね虐︵九十六歳︶

︵亀田 幸満㍉ 父︶

明治三十三年九月二十八日生

薫㍉ 母︶

明治三十三年十一月二十三日生

吉 原 天野 都治虐︵九十四歳︶

︵奥田

明治三十一年六月二十五日生

明治三十一年七月五日生

明治三十四年三月二十二日生

下蚊屋 梅臼とよの史九十三歳︶

︵天野日出男㍉ 父︶

美 用 川上 りつ虐︵九十六歳︶

︵川上 金子㌔義母︶

明治三十二年四月十七日生

荒 田 井上 桝次点︵九十五歳︶

︵梅田 明美㍉祖母︶

下蚊屋 宮尾美智子虐︵九十二歳︶

︵井上 昭宣㌔祖父︶

貝 田 遠藤くらの虐︵九十五歳︶

明治三十五年二月一日生

茂㍉ 母︶

︵川上 雄右㌔ 母︶

明治三十五年十二月二十日生

本町三 川上 智恵史九十二歳︶

︵福田 正臣㌔ 父︶

明治三十五年十一月三十日生

本町二 福田 岩雄虐︵九十二歳︶

明治三十五年十一月十九日生

本町四 前田久次郎史九十二歳︶

︵藤原 謙治㍉ 母︶

明治三十五年十月三十日生

池の内 藤原 きの虐︵九十二歳︶

︵桑原

明治三十五年十月五日生

大河原 桑原 つね虐︵九十二歳︶

明治三十五年八月十九日生

袋 原 新見 柴子虐︵九十二歳︶

︵小椋 俊夫㍉蟹等一

明治三十二年六月九日生

︵遠藤規短雄㌔ 母︶

柿 原 加藤むめよ虐︵九十五歳︶

︵加藤 毒文㌔ 母︶

明治三十二年八月二十九日生

明治三十二年八月三十日生

本町四 下村一代虐︵九十五歳︶

︵下村 耕朗㌔養母︶

智㍉祖母︶

明治三十三年二月十五日生

貝 田 森田ふでを虐︵九十四歳︶
︵森田

明治三十三年二月二十三日生

大河原 清水 むら虐︵九十四歳︶

下蚊屋 白根 タキ虐︵九十四歳︶

︵清水 降格㌔ 母︶
新町二 手島 清子虐︵九十七歳︶

⑳

下安井 中村 徳代虐︵九十四歳︶

︵仲田 健治㌔祖母︶

明治三十三年六月十六日生
御 机 川上ちとせ虐︵九十六歳︶

︵手島 重敬㌔ 母︶

明治三十年五月二十日生

︵加藤美和子㌔義母︶

明治二十九年十一月一日生

池の内 加藤もかよ虐︵九十八歳︶

︵住田美智恵・ガ 母︶

また︑数え年七十二歳以上のお年寄りには︑記

には介護手当と感謝状を贈りました︒

訪問し︑お年寄りには記念品と日銀︑ご家族の方

掲載の皆さん︶に︑福田町長が︑それぞれのお宅を

数え年九十二歳以上のお年寄り︵二十八人︑次に

［警霊コ
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米寿を迎えた
中尾すみゑさん（尾ノ上原）

白寿を迎えた
新見まつさん（吉原）

米寿を迎えた
小田知恵子さん（池の内）

米寿を迎えた
宇田川まさよさん（一旦）

米寿を迎えた
苅田シゲさん（本五）

米寿を迎えた
長尾正顕さん（小江尾）

米寿を迎えた
加藤八重子さん（栗尾）

米寿を迎えた
山口重夫さん（久連）
、宣J＿

米寿を迎えた
浦部晴子さん（洲河嶋）
米寿を迎えた
徳岡静子さん（本四）

︻主事︼

主事 西岡浩治︵総務課管財

構造改善課土地改良係

宇田川晃

松井英樹

民生課長
清 水

議会事務局長
遠 藤

本

正

司

功

啓

構造改善課土地改良係主事
西 岡 浩 治

膏㌦叫．．い∴．︑

†躯総摘財鞘が成

宮

総務課長補佐兼管財係長

孝

係兼庶務係兼財政係︶

︻主事補︼

構造改善課構造改善係

民生課福祉係

主事補

主事補

とおり人事異動がありましたの

係︶

主任 本高書久 ︵総務課広報

︻主任︼
総務課広報係兼管財係

岡田雄成︵総務課財政
係長兼管財係長︶

︻係長︼
総務課財政係長

宮本正啓︵構造改善課
長補佐兼土地改良係長︶

総務課長補佐兼行政係長兼管財係長

︻課長補佐︼

長︶

大床明則︵構造改善課

構造改善課長兼土地改良係長

佐兼行救係長︶

遠藤 功︵総務課長補

議会事務局長

長︶

民生課長 清水孝司 ︵議会事務局

民生課長︶

藤原昭仁︵総務課長兼

総務課長兼同和対策室長

︻課長級︼

で紹介します︒︵ ︶は旧任︒

このたび十月一日付けで次の

囚囲園囲

米寿を迎えた
山川キクヱさん（新二）

白寿︑米寿をお迎えになったお年寄りに郵政大臣から記念品
．﹂dJJn川Hl

J♂yr

米寿を迎えた
佐々木民子さん（洲河幡）

港・神戸に直垂画チロルの香りがいっぱい
魚崎ふれあいフェスティバルに35，000人が集う

三万人をこえる人であふれ
た川井公園︵神戸市東灘区︶で
魚崎ふれあいフェスティバル
が九月十一日出に開催され︑
本町より伯者天神ばやし︑ア
ルプホルンが参加したはか︑
町の野菜︑特産品をどの即売

⑳

いっぱい頑張っていました︒

たえて︑参加者は各種競技に力

各集落からの大きを声援にこ

ました︒

に運動公園グラウンドで行われ

大会︵江尾会場︶が九月十九日

晴天の秋空のもと︑町民体育

ト﹁よし︑いったぞ﹂一球入魂のボーリング競技

［竺慧］

いつまでも
お元気で
江尾敬老会 婦人会主催

のお年寄りはいろいろ

行われ︑約二百人以上

は山村開発センターで

の目︑各地区でお年寄

な出し物を見たり︑手

九月十五日鯛の敬老

これは魚崎町協議会結成二

りの長寿を祝っての敬

会も行われました︒

十周年を記念して行われたも

老会が盛大に開催され

▲歌あり、踊りありの江尾敬老会（山村開発センター）
一日を過していました︒

みを打ったりと楽しい

ので︑会場に集った皆さんは

主催による江尾敬老会

をかでも︑婦人会の

づくりの料理に舌つづ

交流は満開に咲いていました︒

けたりと都市と農村をむすぶ

アルプホルンの音色に耳を傾

ました︒

亀

新鮮な野菜を買い求めたり︑

▲にぎわう即売会コーナー

晴天にめぐまれて、楽しい運動会が開催

スポーツの秋に熱戦いろいろ

［竺竺芸這］

九月十九日︑米沢小学校の
運動会のあと︑町民体育大会
︵米沢会場︶が行われました︒
ボーリング︑花吹雪競技を
そして︑日が西に沈むなか

ど和気あいあいの熱戦展開︒
各集落から選びぬかれたスプ
リンターが最後の競技︑総合

一山▲

−〃ず

江

の

一〃やこ

府

から三十日まで

親水公園など

〟交通事故なし﹇圏で〃

で交通安全パンフレットや

豊かな自然環境のをか︑

行われました︒

め町老人クラブ

福田町長をはじ

街頭指導では

ました︒

ますと訴えてい

全運転を願いし

ルを守って︑安

配り︑交通ルー

をドライバーに

手づくりの野菜マスコット

秋の交通安全運動㊧〜㊧

運

全を呼びかけていました︒

の代表もいっしょに交通安

手渡す

﹁交通事故なしでお願い

川に親しむことで︑ふる

来年の夏には︑親子連

町では九月二十

野菜マスコットなど

しまーす﹂ と呼びかけを

がら梨を手渡す

の皆さん︒

交通安全母の会
平成四年度から地域

全国一斉の秋の

九月二十一

づくり推進事業のふる

さとを大切に思う心を養

年度分は町民総合体育

七日︑溝口警察署のご協

力をいただき︑柿原人口

いたる所で見受けられる
ことでしょう︒

れで川遊びを楽しむ姿が

順調に進んでいます︒

ーの間の工事などが今︑

交通安全運動が

さとづくり推進事業で

▲町民総合体育館沿いの日野J服可川工事進む
う場としての川︒

工

スタートした工事も本

町内5カ所
館から老人福祉センタ

かわいい

そのまま、まっすでに」ポーリング義枝
▲ 「

リレーで力走し接戦につぐ接
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園児のあふれる笑顔
親子の歓声いっぱい

浄化槽大会が東京都千代

す︒﹁地道に続けてきた

いに行われているもので

を普及と啓蒙活動をねら

ん︑お母さんは精一杯の

懸命な演技などにお父さ

一子供の量目が動会一

田区の東篠会館で開催さ

九月二十六日︑真っ青

グランドでの園児たちの

園の運動会が開催され︑

応接をしていました︒

工事費約八千三百
万円︑木造二階建の

向けて︑工事が急ピ

畳︶があります︒

十月一日から町営
︵その部分が隣の世
住宅︵久遠︶の建築工
帯と抱き合せ︶︑二
事 が は じ ま り ま し た ︒ 階は洋間︵六畳ぐら
いの広さ︶と和室︵六

三棟︵六世帯︶ の町
営住宅は一階に和室

ます︒

ッチに進められてい

三月中句の完成に

︵六畳︶︑台所︑手
洗︑風呂そして倉庫

▲町営住宅の完成立面図（1棟2世帯の住宅）

建築工事はじまる〝

町営住宅3棟

ト厚生大臣表彰の受賞報告をする川端さん ︵町長室で︶

厚生大臣表彰に輝く

川端青苗氏

れ席上︑川端香苗氏︵本

ことが認められ︑本当に

な空のもと子供の国保育

を記念し︑浄化槽の健全

五︶が厚生大臣表彰を受

うれしいです︒これも多

と語る川端さんでした︒

助言があったからです﹂

●

年度に﹁浄化槽の目﹂が

●

十月一日に定められたの

この大会は昭和六十二

くの皆さんのご指導・ご

▲お母さんといっしょに球ころがしです（保育園で）

賞されました︒

十月一日︑第七回全国

第7回全国浄化槽大会

全国農業会議所
会長表彰に輝く

眞田良一氏

田良一さん︵小江尾︶が三

このたび農業委員の眞
皆さんにささえられ︑勤

行われ﹁永い間︑多くの

皆生温泉会館で伝達式が

6年間農業委員として

十六年間︑農業委員とし
これからも︑農家の立

めさせてもらいました︒

3

て勤められた功績が認め

椿の葉についた黄色いかたまり

場にたった仕事を﹂と語
る眞田さんでした︒

伺ですか、これは？

られ全国農業会議所の会
長表彰を授賞されました︒
九月二日に︑米子市の

▲表彰を受けた眞田良一さん（役場・会議室）

いったい︑これは何んでしょ

うか︒

俣野から宮市へ向う道路の途

中から江尾に向かう林道沿いに

群生するツバキ︒

そのツバキに黄色い大きな実

のようなものがついているのを

発見︒幅が約十五センチ︑厚さ

五ミリ程度のものでもちのよう

な型をしており︑ナシのような

最初はふくろもち病と思われ

においがします︒

かり︑日野産高で研究飼育︒日

たが︑小さを虫がいることが判

を追って幼虫がたくさん出てき

たことから︑昆虫が産卵して異

常発育した虫こぶとわかった︒

九月一日から始まった

ケア・ワーカー
︵家政婦さんの新しい
呼び方です

福祉共済制度とはア
︻ねらい︼

含む就業中に傷害を受けた場
合の補償です︒

故補償が始まります︒

午後一時三十分
〜午後三時三十分

︻日時︼
平成五年十月二十九日㈲

〒醐鳥取市片原一丁目二〇一

10，000円×0．5％（0．005）＝50円

固定資産税など
の講習会案内

︻日的︼
自治省では︑﹁土地基本法﹂

の趣旨をふまえて︑平成六年度

に固定資産税の評価替えを行う

にあたり︑その目的などを十分

に納税者にご理解いただくため

に行います︒

主催 ︵財︶日本不動産研究所

後援 鳥取県︑鳥取市

講師

滝

自治省税務局長

︻その他︼
参加費 無料

理事

木脇

氏

義博氏

講師 ︵財︶日本不動産研究所

何か﹂

■﹁正規の不動産鑑定評価とは

実

正しい評価とむりない負担﹂

■﹁あなたの国定資産税

︻講演内容︼

︵鳥取市今町二−一五三︶

ニューオータニ鳥取

午後一時三十分〜午後四時

︻日時︼

平成五年十一月九日㈹

古澤徳明氏

︻参加申込み・お問い合わせ︼
鳥取県庁労政・能力開発課
℡ ︵〇八五七︶二六−七二二四

︻会場︼
ホテル

が常勤

︵高田尚文先生︶

整形外科医

日野病院に

︻その他︼
参加費 無料

講師
国際問題評論家

﹁がんばれ︑日本の社長﹂

︻内容︼
■表彰式
■基調講演

︻場所l
米子天満屋 天満屋ホール

︻お問い合わせ先︼

②賃金不払事故補償
求人者の行方不明等による賃
︵中国電力旧鳥取支店三階︶
︵財︶介護労働センター鳥取支部

金不払事故のケア・ワーカー
の賃金の補償です︒
℡〇八五七−二一−六五七一

③賠償責任補償
仕事中にケア・ワーカーが求

▼鳥取県▲

として︑この大会を開催します︒

した労働環境の整備をどを目的

鳥取県では中小企業を中心と

られています︒

など︑働く人々の福祉向上が図

企業においても労働時間の短縮

ゆとりある社会を目指し︑各

︻ねらい︼

第6回

A
X〇八五七−二一−六五七二
︻ト1

⑳ 《捷慰。》 率 掛金額

活力ある職場
づくり推進大会
参加者募集

人者等に損害を与えた場合の
脾償責任についての補償です︒
④休業補償
ケア・ワーカーが病気やケガ
によって入院した場合の入院
期間中の収入の補償です︒
︻掛金などの内容︼
この制度は補償内容を充実す
るために︑サービスをご利用い
ただく求人者の皆様にも掛金の
一部負担をお願いしています︒
ーカーにお支払いいただく賃金

そして︑その掛金はケア・ワ

家庭でサービスを行うケア・ワ

総額の〇・五％のご負担をお願

この制度は病院付添いや個人
ーカーが仕事中に事故にあって

は①傷害補償と②賃金

いしていますが︑これ

﹁介護労働者の雇用管理の改

不払事故補償にあてる

も公的補償を行うものです︒
善等に関する法律﹂が平成四年

ための負担です︒
︻実施日︼

度に制定され︑介護労働者の福
祉増進を図る目的でこの制度が
実施しました︒

り︑求人者の皆様の拠

平成五年九月一日よ

︻内 容︼

傷害補償②賃金不払事

出により実施される①

ケア・ワーカーが通勤途上を

①傷害補償

10月1日から開始

3日戎

事業主のみなさん
働く時間は瀾4

0時間に

労働時間短縮助成制度

所定労働時間を二

②計画に基づき︑週

こと︒

時間以上短縮した

間の短縮のため五

書の週所定労働時
百万円以上の省力

みやすい作品︒
●作詞・作曲はオリジナル作品
であること︒

●応募方法

●作詞・作曲をセットした作品︒

ィ
．
甘姉竹即1−
1旧一
一
：
五井命封耶ビル
3断 ．
（
．
〜
耶洲東都桝J納 t拍柘丁
一
2：
1−
5161

用し︑メロディーの下に歌詞

●応募にあたって︑五線紙を使

を記入して下さい︒

紙にたて書きで詞だけを書い

●楽譜とは別に四百字詰原稿用

たものを添付してください︒

●原稿には︑作詞者と作曲者の

住所︑氏名︑年齢︑職業︑電

原稿の大きさはB4判に︒

話番号を記入してください︒

がんばれ〜〃⁚お父さん

て
二
・

︵当日消印有効︶

力のかぎり︵運動公園グランド︶

●発表・表彰

●日時／平成六年三月二十日㈱
午後一時三十分

●場所／県立県民文化会館
梨花ホール

雷その他
●応募作品原稿の返却はいたし

ません︒

●場合によっては︑作品を加筆

企画実行委員会事務局
℡〇八五七−二六−七一三四

県庁文化振興課内
﹁童謡・唱歌ふるさと鳥取﹂

〒柳鳥取市東町一丁目二二〇

■応募作品送付先

属します︒

●入賞作品の著作権は作者に帰

●﹁ふるさと﹂音楽賞︵最優秀賞︶

二曲

訂正することがあります︒

七曲 各一万円

一曲 五十万円
●優秀賞

各十万円
●佳 作

一曲に ﹁田村虎蔵特別賞﹂

今回に限り入賞作品の中から

︵副賞として鳥取県の特産品︶
を贈ります︒

平成五年十一月三十日㈹

■しめ切り

￣√Yも′■

●

︻ねらい︼

化投資を行うこと

コンクール

作品募集

社団法人 日本損害保険協会
鳥 取 自動 車 保 険 請 求 相 談 セ ン タ ー

●子どもたちの夢を育み︑親し

●募集作品

第

回
5 日本創作童謡

﹁ふるさと﹂音楽賞

ご相談

豊かでゆとりある生活をつく

■労働時間短縮実施計画推進援
助団体助成金
﹁労働時間の短縮の促進に関
する臨時措置法﹂ に基づく労

が実施計画の実現に向け︑同
じ関連の個別事業主に次の事

働時間短縮実施計画の承認を
受けた中小企業事業主の団体

すみやかに週四十時間労働制に

に要する経費三分の二 ︵限度

業を実施する場合には︑これ

相談日：
月曜から金曜午前9時半〜12時
年後1時〜4時40分r祝祭日を除く）
◎専門の相談員が親身になってご相談に応じ
ます。
◎弁薗士相談日：
毎週水曜日午後1時−4時
交 通事 故

●ヽ

．−・

￣

一一

るために労働時間の短縮は必要
不可欠の課題です︒
本年六月︑改正労働基準法の
改正により過四十時間労働制が
平成六年四月一日から始まりま
すが︑中小企業などでは一定の
規模︑業種の事業所について平

移行するよう求められています︒

成九年三月三十一日までの間に

そのために︑中小企業の事業

額一千万円︶を支給します︒
①関連事業における労働時間管
理の実態調査

所が早期に実現できるように助
成制度が設けられました︒

②関連事業に対する相談︑指導
助言

中小企業労働時間短縮促進特

︻お問い合わせ先︼

⑨講習会の開催
④その他

︻内容︼
別奨励金
次の①〜⑨のほか︑一定の
事業所の規模により奨励金を

〒柳鳥取市扇町三東栄ビル内
︵社︶全国労働基準関係団体連合

要件に該当する中小企業主に
支給します︒

会鳥取県支部︵県労働基準協会
内︶
℡〇八五七−二四−四一三八

●電話のご相談もお受けします
亡0防ト2 4 −4 2 3 3 （
直通）
無 料

300 7ブ円
150 万 日
50 万 円
支給 額

1人 〜 30 人 3 1人 〜 1〔
旧人 101人 〜300
事 業所
規 模

①週四十時間労働を実現するた
めの計画を有していること︒
13

皆さんのひとことが事件を解
決するカギとなりますので聞込
み捜査にご協力ください︒
■被害にあったときは必ず届出
を／
もし︑犯罪の被害に不幸にし
てあわれたら︑﹁被害額が少な

犯罪をどが多発するとともに県
いから﹂ とか ﹁めんどう﹂をど

それは︑第二︑第三の犯罪を

います︒
生むことになりますので必ず警

の理由から届出をされをい方が

警察においても︑最新鋭の技

の傾向にあります︒
術をもって捜査を進めておりま
察に届出をしてください︒

指名手配犯人検挙にご協力を

﹁小規模企業共済制度﹂は︑

か分りません︒不審な人や車を

犯罪はいつ︑どこで発生する

は積極的に通報を／

■犯罪について知っていること

きました︒どんな小さを情報で

り五十七人を検挙することがで

国の多くの皆さんから通報があ

追跡捜査を実施したところ︑全

二人です︒昨年の十一月ごろに

められた共済金が支払われます︒

第一線を退いたときに法律で定

たり︑役員を退職したときをど

ことによって︑事業をやめられ

月々掛金を納付していただく

職金制度です︒

目撃したら︑ためらわず︑どん

もかまいませんので警察へご一

ださい︒

金融機関で詳しくはおたずねく

最寄りの商工会︑商工会議所︑

■お問い合せ先
報をしてください︒

⑳

●10月30日比午後3時から

●山陰放送テレビ

全県公園化・景観形成
シンポジウム

なささいをことでも結構ですの

■聞込み捜査にご協力を／
事件が発生したとき︑捜査員
が皆さんのお宅を訪問して情報
収集いたします︒︵聞込み捜査︶

テレビ放映

で警察に通報してください︒

手配されている犯人は二千八百

んのご協力をよろしくお願いし

ト小規模企業共済1
いわば国がつくった事業主の退

事業主の退職金制度

平成五年七月一日現在︑指名

応援します、ゆとりある人生

ます︒

そこで︑次の点を中心に皆さ

ご理解とご協力こそ欠かすこと
■﹁事件かな？﹂と思ったら迷
ができをいものとをっています︒ わず一一〇番を／

があり︑皆さんの犯罪に対する

すが︑警察の活動のみでは限界

境をこえた凶悪犯罪をども増加

最近の犯罪は銃器を使用した

＝警察からのお願い＝

犯罪捜査に
ご協力を

‖凹

▼中小企業倒産
防止共済制度▲

取引先倒産の
場合資金手当
をいたします

この制度は加入後六カ月以上

たって取引先事業者が倒産し︑

売掛金債権をどの回収が困難と

なった場合︑掛金総額の十倍の

範囲内︵最高三千二百万円︑残

高ベース︶ で無担保・無保証人︑

無利子で共済金の貸付が迅速に

受られます︒︵ただし︑貸付を

受けた共済金の十分の一に相当

する掛金額に対する権利は消滅

します︒

は取引先企業の倒産の影響を受

ずねください︒

工会議所そして金融機関におた

詳しくは最寄りの商工会︑商

●お問い合わせ

けて中小企業自らが倒産する事

﹁中小企業倒産防止共済制度﹂

態の発生を未然に防ぐため国が
つくった制度です︒

︵米沢小学校で︶

元気一杯に入場行進です

第2 8回鳥取県小学校教育研究会日野都部会
平成五年度鳥取県日野郡江府町学校教育振興会

中田武仁氏

研究大会

来町〃

国連ボランティアとしてカンボジアの選挙
監視業務中︑殉職された中田厚仁さんの父

■場所／江尾小学校（体育館）

ンティアの重要性は高まってい

勢のをかで︑ますます国際ボラ

ボジアで選挙監視業務中︑殉職

ボランティアが一三〇数カ国で

派遣された八千四百人を上回る

以来︑今日まで世界各国から

を創設しました︒

田さんは﹁中田厚仁記念基金﹂

その活動を支援するために中

る現状です︒

なお︑駐車場がありませんの

でお寺でのご来場はご遠慮くだ

皆様もどんどんご参加ください︒

研究会日野都部会・平成五年度

さい︒

興会研究大会を開催するにあた
り︑﹁ボランティアの尊さ﹂と

ア計画が﹁開発への青年の参加﹂

一九七〇年に国連ボランティ

国連ボランティアは今

鳥取県日野郡江府町学校教育振

て第二十八回鳥取県小学校教育

このたび︑江尾小学校におい

﹁ボランティアの尊さ﹂を語る
■日晦／10月25日的）午後2時30分奇

主催／鳥取県小学校教育研究会日野郡部会
江府町学校教育振興会

昭和12年大阪市生まれ、55歳。昭和36年に大
阪市立大学経滴学部卒業。
平成5年4月8日、カンボジア国コンポント
ム州プラサットサンボ郡で、殉職した中田厚仁
（当時25歳）さんの父親。殉職した息子の遺志
を継いで、貿易商社マンとして32年間のサラリ
ーマン生活をやめ国際平和のためのボランティ
アとしての活動をスタート。
そして「中田厚仁記念国連ボランティア活動
支援事務所」を設立。

題して講演会を行います︒
講師は﹁中田厚仁記念国連ボ
ランティア活動支援事務所﹂代
表の中田武仁氏を迎え︑〃ボラ

されたご子息の中田厚仁さんの

開発協力に大きを貢献をし︑世

の中に創設されました︒

ボ ラ ン テ を推進する中核機関として国連

ことやご自身が国連ボランティ

界各地で人道的救援活動にも積

などについて︑カン

ンティアとは何か〃

ア支援活動に携ることになった

ィアの心〃

動機などについて語っていただ

います︒激しく変化する国際情

極的に参加して高い評価を得て

入場は無料ですので︑町民の

きます︒

中田武に氏のプロフィール

画碗阜

（15）

（16）

食物繊雑たりてますか
（国保カレンダーより）

食物繊維で碑ガンを防e・5
食物繊維は便秘の改善に即効性
がありますが、肥満、糖尿病、高
脂血症、高血圧、大腸ガンなどの
危険性を低下させる働きもありま
す。
食生活の洋風化で、日本人の食
物繊維をとる量は年々減っていま

成人病の原因の一つともいわれて
います。
こうしたことから、成人病を予
防するためにも食物繊維は1日当
たり、20〜30gの摂取が望ましい
とされています。野菜、いも類、
果物、海藻、豆類などを毎日食べ
ていれば必要量はとれます。

す。食物繊維の不足した食生活が、

しっかり食べよう

野菜類
豆類、きのこ、海藻類
は高繊維食品。こまめ
に食べる。

野菜、果物、いも類な
どは不足なく食べる。
できるだけ皮つきのま
ま料理する。

穀類は未精製か精製度の
低いほうか食物繊維か多
い。

l、

◆日常食品1食あたりの食物繊維ベスト10◆
食

品

（g）目安

干し柿
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ひじき
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40
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3．84
3．77．

＊ファイバーパンはとくに食物繊維を入れたパン

一

いんげんまめ
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4．92

l

70

7．56g
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栗（甘栗）

2個

繊維量

〜

祝します

隼結婚を

板井

文佳

山西 克己

美用から

岡山県玉野市

綱川紺⁝郎︶紺摘用町

ln

世帯数1，219世帯（＋3）

口4，536人（一1）
人

い福を
祈ります

前月比

2，176人（一3）
女

2，360人（＋2）

⑳
男

御机小倉清春81歳巧
新一岡崎みち子7
御机加藤あい83歳厚

ていません︶

ありませんでしたので︑掲載し

︵九月届では赤ちゃんの誕生が

3歳萬

佐川本田三智雄57歳本人

︵住所︶︵氏名︶︵年齢︶︵世帯主︶

平成5年9月未

⑳

間分の数値に近づいていると思
われます︒

基本的にこの町報をどの配布

物は毎週金曜日に発送し︑土曜

区長さん︑珪長さん各位のご

ると聞きます︒

いと思います︒

苦労に心よりお礼を申し上げた

国や県そして町からのお知ら

せも皆さんのお世話があって︑

日には各集落の区長さん宅に郵

はじめて︑伝えることができま

す︒防災

長さんの手で皆さんのご家庭に

無線で聞

送された後︑仕分けされて各班

います︒

配られて

かれた情

見識
錮謂㈹n
﹁ 戸当たり60
年間六

十枚針

なります︒

枚は各戸に配布していることに

すると︑月で五枚︑ほぼ毎週一

わかりやすい情報を提供できる

るべく︑まとめて簡潔にそして

です︒

認するためにもお知らせは必要

一度︑確

報をもう

昨年度︑皆さんのご家庭に届
けられた配布物は一戸当たり約

各戸が密集している集落もあ

布物だと

六十枚︑回覧文書は十二枚︵そ

れば︑そうでをい所も︒雨の日

ように

もうこれで限界だ〃

思った時がチャンスと決め頑張
ってほしい︒

と

︵係︶

﹁四十歳に在ったら︑自分の顔

アメリカ大統領のリンカーンが

お年寄りのおだやかを表情に

に責任をもて﹂とは有名な格言︒

▼お年寄りの顔には歴史がある︒

大いに期待したい︒

て帰ること︶してくれることを

ダルを胸に凱旋︵いくさに勝っ

会で世界の頂点を目指し︑金メ

されたものです︶

︵表紙の写真は十月一日に開催

受けた︒

一喝をいただいたような印象を

がちな日々を送っていることに

むかえた自分自身が惰性に流れ

出会い︑人生の折り返し地点を

のスポーツに全力をかけ︑自己

習した﹂と当時を語る︒ひとつ

まさに人生があるように思う︒

そして︑森選手にはアジア大

私たち情報を発信する側も在

の他にもあります︶︒本年度は
九月末で︑すでに約四十枚︑回

いります︒

B後説﹃
▼世界の強豪と対戦した郷土の
星︑森和栄選手︒
インタビューのをかで思い出
にのこる試合はとの質問に奈良
国体のことを取り上げておられ

の限界に挑戦する︒常に自分の

﹁これ以上できをいくらい練

可能性を信じて︒町内でテニス

た︒

にはげむ多くの後輩も森選手の

ように日々努力を積み重ねてま

行政との大切なパイプ役

には配布物がぬれないように工

区長さん、班長さん

夫されて配っておられる方もあ

お世話になります

の公報を含めると昨年度の一年

いつも

覧文書は六枚︒これに選挙関係

・
二
二
き
て
縫 豪…
；：
JJ

発行・江府町役場

● 編集・総務課 印刷・富士印刷

〒689−44 鳥取県日野都江府町人字江尾475
℡0859︵75︶2211 FAXO859︵75︶2389

繭曽i恥号ヨ呆唱呆＝町内いたる所で＝
実りの秋というにはあまりにも厳しい季節。例年だと農機具のエンジン
音が勢いよくあちらこちらで聞かれるのに、心をしか、エンジン音も元気
がなく聞こえるようを気がします。
そんな暗い雰囲気を道端で咲き乱れるコスモスが秋風にゆれて、赤やピ
ンクの花びらをはためかせ、道を通る農家の皆さんに「頑張ってください」
とはげましているようでした。

（主要地方道岸本江府線・袋原周辺）

