尽こうふ
■■■■▲
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待望のチロルの里水処理
センターが︑佐川地内に完
成し︑五月二十六日に関係
集落の代表や工事関係者な
どおよそ三十人が出席して
通水式が行われました︒
この事業は︑江尾・久連・
小江尾・佐川など江尾地区
の汚水を処理するもので︑
平成七年に着手され︑総事
業費およそ二十七億円をか
けて完成を目指しています︒
現在︑佐川と小江尾地区
の一部で利用でき︑平成十
六年には︑江尾全地区で利
用できる予定です︒
本町の下水道普及率は︑
およそ三〇㌫ですが︑江尾
地区全地域で利用できるよ
うになるとおよそ六九㌫と
なります︒
通水式では︑福田町長が
﹁下水処理施設は︑近代町
づくりには︑欠かせない重
要なものです︒当処理施設
が美しい自然と清らかな川
住みよい暮らしに役立つも
のと確信しています﹂ とあ
いさつ︒
その後∵代表者掛処理場
運転開始ボタンを押し︑通
水を祝いました︒

⑳

●江府町デザインマンホール蓋

◎

●オキシデーションデイツチ槽（微生物によって汚水をきれいにざる施設）

持ち込まれました︒

ぬぎの森リサイクルプラザに

燃ゴミに分別し︑岸本町のく

不然物中間処理施設 ﹁西部広域行

政管理組合リサイクルプラザ﹂ と

可燃ごみ処理施設﹁クリーンセン

ターくぬぎの森﹂を視察しました︒

きちんと決められた分別方法を遂行していきたいと思っています︒

今回︑ごみの現状を目の当たりにし︑改めてごみの減量化に努力し︑

です︒

ひとつひとつのものをごみとして出すか否かは︑私たちの判断一つ

て現在のごみの収集状況を把握でき︑大変勉強になりました︒

今回︑はじめてリサイクルプラザでの分別作業状況を視察し︑改め

アジェンダとは ﹁今から取り組
んでゆくべき課題一覧﹂ という意
味です︒
江府町﹁アジェンダ21﹂推進協
議会は︑環境問題について︑二十
一世紀に向けて︑取り組むべき課
題について調査︑研究︑協議・提
言を行う会で︑現在十二名の委員
の方に参加いただいています︒
会では︑現在∵り組むべき課題
として︑ゴミの減量化︑リサイク
ル推進︑地球温暖化防止対策につ
いて︑推進方法など検討しています︒
六月八日に推進委員と住民の方が︑

江府町﹁アジェンダ21﹂
推進協議会発足

始まっています！
少し
循環社会への取組
世界中で︑環境汚染が進ん
でいます︒
今︑人間が生きるため︑水︑
空気などの地球環境保全が強
く叫ばれる時代となり︑その
対策は人類全体で一人ひとり
が主体的に取り組まなければ
ならない重要な課題です︒本

①国道一八二弓沿いのコ三を拾う
佐川地区の取組のようす

10りサイクルプラザで説明を受ける参カロ者

◎

町でも集落単位でさまざまな
取組が行われています︒
今年は ﹁循環社会 捨てず
に生かす新時代﹂ という統一
テーマで︑清掃及び地域美化
運動・リサイクル ︵もう一度
資源として使う事︶︑リユー
ス ︵ものを捨てないで生かし
て使う事︶ 運動・地球温暖化
防止活動 ︵エネルギーの節約︑
効率的利用・アイドリングス
トップ︶ などの実践活動が行
われています︒
佐川地区では︑集落あげて
ゴミ拾いが行われました︒集
めたゴミは︑資源・不燃・可

み雷撃忘声

あなたのまわりの
明るい話題お知ら
せください。
総務課℡75−2211

県の片山知事を招き、御机のエバーランド奥大
山で、西部地区の町村長・議長との意見交換会が、
5月15日開かれました。

●意見交換会であいさつする西部町村会長の福B町長

知事は、「これからは、地方分権。市町村から
県へ、県から国への時代です。住民の要望・関心
に応えられる政策が必要です」とあいさつ。
その後、救急救命センターの設置など医療・ゴ
ミ処理施設などの環境・過疎バス対策など町村が
抱える多方面の問題について活発に議論されました。

西部消防ポンプ操法大会の出場権をかけた
選考会が、6月16日、総合運動公園グラウンド
で行われ、第1分団が、
第2分団（役場職員で

構成）を破り、見事町
代表に輝きました。
西部地区大会は、7月
2日に米子市の県消防学
校で開かれ、上位2チー
ムが県大会に出場します。

＿出ン

塵三

二．′

●訓練の成果を発揮する消防団員

御机の瓜菜沢放牧場で、5月23日から和牛の放牧が、
始まり、いつもは静かな高原が、牛の鳴き声でにぎや
かになりました。
放牧された牛は生育も良く、飼育の手間が省けるため、
毎年この時期から11月初旬まで行われます。初日のこ
の日は、町内外から20頭放牧され、シーズンが終わる
までにはおよそ30頭ほどが放牧されます。
狭い牛舎から、広い草原に放たれた牛は、さわやか
な風を受け、気持ちよさそうに草を食んでいました。
4

■歌うY2K
皆さんはY2Kを知ってい
ますか？
今月は︑今韓国でもっとも
話題の人を紹介しましょう︒
Y2K︑今韓国の若者の間
で爆発的人気で︑服装なども
莫似られているこのY2Kは︑
実は二人の日本人と一人の韓
国人で構成された人気アーテ
ィストです︒
活動の拠点が韓国なだけに
流ちょうな韓国語で歌ってい

前が同じで私も混乱しており
ました︒

⑳

八う八うトキトキ
初めて
子供薩ちと突流

児童に民族服のチマチョゴリ

韓国の代表的な唱歌を歌ったり︑

したが︑五年生児童二十四人と︑

はじめは︑とても緊張しま

国際交流員です
あり︑気持ちばかりのお祝い
を差し上げました︒その事を
忘れた頃に︑丁寧にも︑差し
上げたお祝いの半分相当の品

供たちに︑韓国の文化につい

れている瀬尾先生から︑﹁子

を試着してもらったりと︑私

て勉強させたい﹂ という︑お

江尾小学校で音楽を担当さ

韓国でも祝い事のときにお

話をいただき︑六月五日︑音

物が届き︑とても驚きました︒
金や品物を送る習慣はありま
すが︑お返しをするという習

いかけに ﹁お父さん・お母さ

りますか﹂ のこちらからの問

﹁何か聞きたいことが︑あ

も子供にかえり︑楽しいひと
ときを過ごしました︒

慣はありません︒驚きの気持

楽の時間に訪問しました︒
を友人から聞いて納得

ちからこの ﹁お返し﹂ の由来

﹁韓国は︑どこにあるのです

んは︑なんて呼ぶのですか﹂

か﹂ ﹁キムチはどうやって作

しました︒このような
文化の違いに︑この国

い質問が︑次々に飛び出しま

るのですか﹂などと子供らし

の国民性を少しは理解
できました︒
の人や文化に触れると

感覚を身につけさせようと

学校でも︑幼い頃から国際

した︒
いうことは自分自身を

このようにほかの国

彼らが韓国で活動していく

様々な取り組みを計画されて

・いるようです︒

振りかえるいい機会です︒
彼らにも大いに韓国
しい国際的なアーティ

触れ合い︑職名のとおりの国

や地域に出かけ︑みなさんと

これからも︑どんどん学校
実は私も日本で生活をはじ

ストになってほしいで

際交流員になれればと思いま

の文化に触れ︑素晴ら
めてからとても驚いた日本の

すね︒

くのでしょう〜

が結構おられます︒

文化のひとつが﹁お祝い返し﹂
日本で暮らし始めて間もな

した︒

去年の暮れから今年初めま
で世間を賑わせたY2K ︵コ

いとき︑ある家にお祝い事が

◎

上で︑韓国の文化や習慣をど
のように感じ︑クリアしてい

気持ちが
半分戻った？

●チマチョコリを試着する児童

ンピュータ二千年問題︶ と名

ます︒日本でも知っている方

藤原京子国際交流員

IATlON

明道児童館 75−2624
給食センター 75−2004

総合健康福祉センター

福祉保健課 75−6111
江尾診療所 75−2055

こどもの国保育園 75−2704
カサラフアーム 75−3377
工パーランド奥大山 77−2727

INF：OFIMATlON

INF：OFIMATlON

凶悪犯罪が増えています
困り事があれば、下記の相談電話を
利用してください。

INFOFtMATlON一一lNFOFIMATlON

INF：ORMATlON

INFOFtMATlON

K・F・W・C主催 映画上映
■開催日時

鳥取県警察の各種相談電話
◎警察総合相談電話 ℡0857−27−9110

7月28眉（金）

（緊急時以外の困り事相談など）「＃9110」プッシュ回線
◎少年相談（ヤングテレホン）℡0857−29−0808
（西部少年サボ」、センター）℡0859−31−1574
◎福祉ファクシミリ110番（フリーダイヤル）
℡0120−857−110
◎性犯罪110番（FAX兼用・女性対応）
℡0857−22−7110

1回目 午後1時30分〜
2回目 午後7時30分〜
■開催場所
江府町山村
開発センター

◎けん銃・薬物110番＝ ℡0857−26−3774
◎暴力相談電話（フリーダイヤル）
℡0120−19−8930
◎運転免許に関する問い合わせ

1入場料
高校生以上1，500円
（前売券1．200円）

西部免許センター℡0859−22−4607
テレホンサービス（免許試験）
℡0857−28−8843

中学生以下1，000円
（前売券

（更新等）℡0857−28−8883
◎日本道路交通情報センター
℡0857−28−3700

暮お問い合わせ先
大岩酒店

◎自動車安全運転センター（交通事故証明等）
℡0857−28−6221
く相談・問い合わせ先……溝口琶察署
℡0859−63−0110〉

還声甘到「○山

800円）

好評発売中t3品】

「幕取NOuJ」修鳥取県の礫れた自然、歴史、人、
産業、程満、文†ヒ、レジ中一、スポーツなど幅
広い丹野にわたる情報至福載Uた情報誌こす。

TEL

75−2404

FAX

75−3535

病害虫防除についての
ホームページが
開設レました
病害虫の発生予想と防除対策などの
情報がホームページでご覧になれます。
■ホームページアドレス

★定
★規

価1部300円（消費税込み、送料180円別途）
格 A4版 36ページ オールカラー

★企画・編集 鳥取県広報連絡協議会（鳥取県総務部広報課内）
〒680−8570鳥取市東町一丁目220
電話（0857）26−7086ファクシミリ（0857）29−6621
ホームページアドレス http：／／wwwl．pref．tottori．jp／tottorinow／

★発
行 年4回 季刊（3月、6月、9月、12月）
★取 扱 所 県内の主な書店、市町村役場広報担当課、上記事務局
●購読をご希望の方は、上記取扱所に電話かファックスでお申し込み下さい。

http：／／www．jppn．ne．jp／tottori／
■お問い合わせ先
鳥取県病害虫防除所
〒680−1142
鳥取県鳥取市橋本260
TEL O857−53−1345
FAX O857−53−5647
E一meH kttrO301＠sp．5ppn．ne．jp

◎

役場への電話は・・・
『市外局番0859●
ファックス

75−2389

総 務 課 75−2211
同和対策室 75−2211
1NFORMATlON一・′…′lNFOFIMATlON

企画政策室
町 民 課
出 納 室
産業振興課
農林土木課
建設環境課
lNF＝OFtMATlON

75−2211
75−3223
75−2211
75−3222
75−3305
75t3306
−−−−1NFORMATlON

典大山チロルの里交流センターに図書室開設
図書室には、多数の蔵書が備え
てあり、貸し出しもしていますので、
どんどん利用してください。
7月からの開館時間は、次のとお
りです。
■開館時間
午前9時から午後7時まで
（土・日・祝祭日は除く）

■問い合わせ先
江府町役場企画政策室（℡75
−2211）または、奥大山チ
ロルの里交流センター（℡75
−3188）まで。
この図書室は、自治宝くじの普及広
報事業として（財）自治総合センターが
行う、平成12年度コミュニティー助成
事業により整備されました。

奥大山チロルの里せせらぎ公園（あやめ館）

開館時問変更
■開館時間
午前10時から午後4時30分まで
です。
（休館日は火・木曜日です）
公園の特別な使用については届出
が必要です。
『問い合わせ先
役場企画政策室（℡75櫨2211）
まで。

狩猟免許試験受験案内
』実施期日等
平成12年8月1日（火）
午前9時30分から
米子市椛町1丁目160
鳥取県西部総合事琴所
第12会議室ほか
『受験申込方法
平成12年7月21日（金）ま
でに役場産業振興課（℡75−
3222）に申し込みください。
受験申し込み書は、産業振興
課にあります。

○

平成12年度
自衛隊説明会のご案内
12年度の自衛隊説明会を実施いた
します。内容については、自衛隊の各
種ありますコース（防衛大学、看護学校、
航空学校、その他）の説明及び試験日
等のご案内、平成12年度のイベント
等活動内容のご説明も計画しております。
本町出身者で、来春高校卒業予定の
方及びその保護者の方。また、特別に
ご希望される方につきましては年齢は
問いません。どうぞお気軽にご参加く
ださい。
■日 時 平成12年7月15日（土）
午前10時〜
■場 所 江府町山村開発センター
■問い合わせ先
役場総務課（℡75−2211）へ。

議会事務局
農業委員会

75−3307
75−2211

教育委員会
公 民 館

75−2223

総合体育館
図 書 館

75−3229

INF：ORMATlON

75−3211
77−2000
−−−−1NF＝ORrVIATlON一一一一一一一1NF＝OR

介護基礎講座 受講者募集
基本的な知識、技術が習得できます。
どなたでも受講できます。
■会場
米子市福祉保健総合センター
「ふれあいの里」
米子市錦町1丁目139番地3

，芸濃平成12年8月（6日間）⑳
』定員
30名（なお、講座によっては定員
を上回ることもあります。）
■費用
無料（ただし、材料費等実費をいただ
くこともあります。）
■申込方法
所定の申し込み用紙に必要事項を
記入の上、平成12年7月17日までに
直接持参していただくか郵送してく
ださい。（FAXは不可）
申込用紙は当センターの他、各市
町村社会福祉協議会にあります。
■申し込み・問い合わせ先
西部地域介護実習普及センター
（担当 岩田・伊藤）
℡0859−23−5470

JR乗車券啓とlさ
江尾駅で購入を〃
特急券・指定券・定期券なども
販売しています。
売り上げの一部が、手数料とし
て町の収入となります。

育推進協議会

謡儀苧研修会開催
五月二十六日山村開発センターで︑

第十九回

劃m劃弟ゾ／＼払一

生涯学習実践研究交流会

役場をクビになります︒参加

と思え︒

必ず誰かに迷惑をかけている

江府町同和教育推進協議会総会・研修
二日間︑第十九回中国・四

者の皆さんは私に声をかけな

一︑好きな事をしているときは︑

国・九州地区生涯学習実践研

二︑仕事を犠牲にしてまで趣

のいくつかを紹介しておきます︒

会が開催されました︒
総会は十一年度の事業並びに決算︑
究交流会が福岡県立社会教育

味に走るな︒

の中でも ﹁これ以上になると

十二年度の事業計画並びに予算につい

ました︒発表では 〝人に気を

総合センターで開催されました︒ いで下さい﹂ と会場を笑わせ

声がかかる人気ぶり︑この会

て承認されました︒また︑十二︑十三
本町からは︑生涯学習まちづ

五月二十日から二十一日の

年度の役員改選も行われ次のとおり決

三︑素人の自信は芸を滅ぼす︒

四︑呼んでくれる人に気を遣

芸ごとは満足はありえない︒

定しました︒

﹁人間関係は気を遣って何ぼ︒

遣おう″ と繰り返し力説︒

全体会終了後︑四会場に分

くり推進委員他参加しました︒

会 長 福田 正臣

︵江尾支部長︶

千藤

尭

副会長

かれ研究発表会が行われました︒ 生活環境が違うのだから︑互

わせない︒

その一つを紹介いたします︒

いに考え方が違うのは当然︒

富 夫 ︵米沢支部長︶

五︑誉められたときには素直

川上

に喜ぼう︒

〟

だから気を遣う︑そして相手

これらは︑見方や考え方に

久 夫 ︵明倫支部長︶

を誉める︒それは相手を認め

よっては︑あらゆることに当

安江

﹁人生は潮干狩り﹂ と題し

ることでもあるから勇気がい

〝

矢野大和さんの発表がありま

るんです︒誉められた人は良

孝治

住田

した︒矢野さんは︑宇目町役

中尾雄三郎 ︵俣野支部長︶

事

場の観光商工課職員〝お堅い

〜

監
川端 雄勇
※副会長は︑支部の役員改選により変

前に発足した素人噺家集団

るアマチュア落語家︒十六年

羽織を着込んで高座をつとめ

れもありますが︑実は着物に

さんの笑いをすべて新たなエ

ち解けさせてくれます︒お客

きたという一体感が︑人を打

同じ空間で同じ話題に共感で

また︑矢野さんは︑笑いは

としていると出せないままで

引き出してくれるか︒ボヤッ

また自ら引き出せるか︑人が

ような場で︑形で発揮できるか︑

かがあります︒それを︑どの

か持っていないすぼらしい何

生まれながらにしてその人し

﹁県南落語組合﹂ の発起人の

ネルギーに変える︒﹁笑いは

人生が終わる︒もったいない
ことだと思います︒

ますよ﹂と口が回る︒

イメージだが裏の顔があります︒ い 気 分 に な る か ら う ま く 行 き てはめることができます︒人は︑

一人でメンバー十八人を束ね

人を癒す︒人を笑わせると自

実家は神社でそこの宮司︑そ

更もあります︒

︵名和町︶ に

る一方︑自分自身もお笑い

分が癒される﹂ときっぱり︒
最後に自分の人生観にもな

総会終了後
研修会を行い︑

﹁部落差別を

︒

題講師団講師
桑本昭さん

鳥取県人権問

なくすには﹂

を仕掛けていく

〝芸人

というテーマ

●

っているという ﹁仲間十訓﹂

なにしろ矢野さんには九州一
円から年間百五十ヶ所以上の

●

で講演をいた
だきました︒

㊤

5月28日、明倫小学校運動会終了後、タイムカプ
セルが披露されました。
多数の参加者の見守るなか、当時の6年生の手に
よって掘り上げられました。
当時のPTA会長が内容物を披露する度、参加者
からは歓声があがっていました。

タイムカブセルとは

当時の在校生は今はPTAとなっており、親子2

昭和49年3月17日に開校100周年を記念して、
西暦2000年の開校記念日に開
しようと埋めたものです。

代で楽しんでいました。

l・・ 一
その中身は？

タイムカプセルの内容品は、教科書、文集、児童
作品などです。

小学校2階七色教室で展示しています。

なかには開封した記念に乾杯をしようとウイスキ
ーも入っていました。味はどうでしたでしょうか？

お問い合わせ下さい。

タイムカプセル及びその内容物は盆すぎまで明倫
詳しくは、明倫小学校（TEL75−2894）まで

主ヽ︑ろがし

開催日L

⑳

第十五回江府町実年ソフトボ

ール大会︵六月三日〜五日︶
優 勝 貝田

準優勝 本町一丁目

●選手宣誓 米沢チーム

大会結果

第三十七回江府町職域野球大会
五月二十日〜二十三日まで

熱戦が繰り広げられました︒
優 勝 江府技研チーム

準優勝 川端組チーム

●江府技研チーム

第十八回江府町ゲートボール
大会兼郡体予選 ︵六月十日︶
優勝 貝田A
二位 助沢
三位 貝田B

開
10：
00 10：
00 10：
00 13：
00 設
i
l
I
I
17：
00 19：
00 19：
00 19：
00 時
間

第十一回江府町職域対抗ソフ

開
設
期
間

▲轡

i 6
7 月
月 26
19 日
具有
杢

日︶

毎週水曜日

右
土記
曜の
・内
日
曜

江府町運動公園プール

休館日

中学校体育授業の日は一般の

方は使用できません︒

8 i 7
月 8 月
！13 月 20
17 日 31 日
具 有 旦末
杢〉
杢

トテニス大会 ︵六月八日〜九

優勝 商工会チーム
二位 JA江府町支所チーム
三位 教育委員会チーム

⑳商工会チーム

◎

ただいま展示中

タ

く俣野地区〉

春の町民体育大会

く米沢地区〉

春の町民体育大会を、米沢地
区では5月28日、俣野地区では
6月11日に開催しました。各競
技に選手はもとより応援にも力
が入り、会場には、笑い声が絶え

入場行進の仮装行列

ない楽しい雰囲気の中で、半日
を過ごしました。

ビール・ラムネの味はいかが？

思いっきり引っぼろう日

あざやかなバトンタッチ！

『亨ヽ、

大きく口を開けてパクリ

■雫冠琵≡莞喜慢彗炉壱薩重森
■

玩：喜一・￣霊＿t藍
■1ニ

まわす人・とぶ人の息はピッタし‖！

どのチームが多く入れたでしょう

明徳学園

⑳公民館定期講座

㊥水墨画教室のようす

5月22日（月）に水墨画教室
が開催されました。初めに講師の
生田硯先生が描かれるのをお手本
にし、その後各自思い思いに筆を
動かし、一時間後には、素晴らし
い作品ができあがりました。
今月の花材はネギボウズ、アザミ、
アヤメでした。

ー￣l

5月19日（金）に日輪闇で、講師に広
島県総領町教育委員会教育長の和
田芳治氏をお迎えし「光齢者は光楽
歴」と題し、講演をしていただきました。
健康長寿PPK（ピンピンころり）運
動を通して、現在の子どもをとりまく大
人のありかた等々、笑いの中にも考え
させられる事が多くあり、時間の過ぎ

●講演のようす

るのも忘れるほどの講演でした。
午後からは、それぞれの専門課程
にわかれて学習活動を実施しました。
本年度は、新たに手工芸、花木園芸、
健康スポーツを専門課程に加え、楽
しみながらも、真剣に取り組んでおら
ー′〕二⊥ニ云よ

れました。

●健康スポーツ
0

「二2ナ舷紆象担う費卿妙に存批二二］

まず、大人ができることから
はじめましょう
青少年育成県民会議、江府町民会
議は、青少年の心を育てるキャンペ
ーン「大人が変われば、子どもも変
わる運動」を推進しています。
「子どもは、社会を映す鏡」そん
な考え方に立ってみると、私たち大
人がしなければならないことが、た
くさんあります。
・生き方を見直し、子どもの手本と
なること。
・子どもたちを温かく見守り、心の
よりどころとなること。
・子どもたちと正面から向き合い、
対話を深めること。
・子どもたちが安心して過ごせる環

⑳

青少年育成江府町民会議

おける青少年の非行が凶悪

地域︑家庭の役割を具体的

●研修会

総会・研修会開催

犯罪の激増︑低年齢化しっ

十二︑十三年度の新役員

中村眞佐雄

は次のとおり決まりました︒

三好
環

会
長

副会長

征夫

つある現状︑それに対する

手島

に話されました︒

大人の二戸で救われる子

副会長 圃山 湧一

副会長

﹁青

どもが多くいるのではない

総会後の研修会は︑

かと考えさせられました︒

少年の非行について﹂ と題

の落合節子さんが講演され

して米子サポートセンター

ました︒現在の鳥取県下に

⑩

に委嘱状を交付した後︑前

年度事業︑決算の報告︑今

⑩定期総会

五月二十九日 ︵月︶ 山村

開発センターで︑青少年育

国民運動推進期間」です。一

年度事業予算の審議︑役員

−7、8月は「青少年を非行から守る

改選が行われました︒

子どもたちを非行や犯罪から守る近
道です。

成江府町民会議定期総会︑

こんな親や大人の心がけと姿勢こそ、

研修会が開催されました︒

総会では︑推進員の代表者

境を整え、事故や犯罪から守ること。

高齢者の骨折
◎榛骨︵とうこつ︶末端骨折

6 月 分
黄

金

就業 時 間
6 30 一
、
一
15 3 0
8 0〇一
−
−17 0 0
9 00 ノ
ー
ー18 0 0
7 3 0〜 16 30
8 3 0〜 17 30
16 30 ・
〜 9 30

久連7

調理員

18 〜6 0

120，
96 0

久遠7

介護職員

18 〜4 0

120，
40 0

久連7

事務職員

2 0 〜5 0

12 2，
40 0〜 15 3，
000

8：
3 0〜 17 ：
30

久連7

看護婦 ・看護士

18 ・
〜6 0

14 4，
9 36〜27 0，
00 0

8：
3 0〜 17 ：
30

有限会社

沢

玉

組

小5工尾3 −10

土木普通作業 員

18 〜5 2

172，
80 0〜25 9，
20 0

8：
0 0〜 17 ：
00

有限会社

沢

玉

組

小さ
工尾3 −10

建設機械運転手及び見習

18 〜5 0

17乙80 0〜30 2，
40 0

8：
0 0〜 17 ：
00

有限会社

沢

玉

組

小江尾3 −10

土木施工管理技術者及び見習

18 〜5 0

15 1，
20 0〜38 0，
00 0

8：
0 0〜 17 ：
00

有限会社

江

川

組

5工尾4 7 −9

土木一般

18 〜5 5

16 8，
0 00〜35 0，
00 0

8：
0 0〜 16 ：
45

佐川 10 0 2 −1

移動式ク レーン運転手

18 〜6 0

153，
0 00〜20 0，
00 0

8：
0 0〜 17 ：
00

江尾貨物自動車有限会社

◎脊椎圧迫骨折

重い物を持つ︑しりもち

転倒した際︑手をつくと

発生します︒症状は手関節

をつくなどの動作で発生し

ます︒症状は背部痛︑腰痛

の腫れ︑痛みです︒治療は

2つです︒保存的にはギプ

です︒治療として安静が第

ため体幹ギブズ固定︑コル

ス固定を行います︒骨折部

年 齢

保存的治療と手術的治療の

セット装着などを行うと同

にずれがある場合は整復後

㊥

一で︑骨折部の安静を保つ

時に消炎鎮痛剤︑カルシウ

にギプス固定します︒手術

種

ム剤などを服用します︒注

職

の適応は︑整復後にギプス

固定をしても再びずれる場合︑

（
㊥

意点としてまれに骨折部が

脊髄を圧迫して下肢に力が

以上︑高齢者によくみら

れる骨折を3つ紹介しました︒

㊤

入 り に く く な る こ と が あ り ︑ 粉砕骨折などです︒

その場合︑手術することが

あります︒

骨折を予防するためには︑

食生活でのカルシウム摂取

動により骨に刺激を与える

◎大腿骨頸部骨折

腿部痛などです︒治療はほ

ことも必要です︒

︵魚類︑海藻類︑豆類︑乳

ます︒﹁なぜ高齢者は骨折

とんど手術を行います︒理

最後に︑骨折は対処が必

所 在 地

多くは転倒により発症し

しやすいか？﹂ 最大の原因

由として長期間寝たままで

要です︒もし思い当たる症

求 人事 業所 名
社会 福■
祉法 人 寿耕 会
（
チロルの里）
社会 福祉法 人 寿耕 会
（
チロルの里）
社会 福祉法 人 寿耕 会
（
チロルの里）
社会 福祉 法人 寿耕 会
（
チロルの里）

今回は高齢者によくみら

は骨粗餐症 ︵こつそしょう

は床ずれ︑肺炎など様々な

状があればすぐ病院受診さ

製品︶ を心がけ︑適度な運

しょう︶ です︒ ︵骨粗餐症

病気を併発する可能性があ

れることが重要です︒

ます︒症状は股関節痛︑大

とは骨量が減少した状態で︑

ります︒早期に手術するこ

れる骨折についてお話しし

レントゲンでは骨が透けた

状態で写ります︶ 骨粗髭症
とでそれらを予防すること
に な る と 骨 は さ さ い な こ と ができます︒手術は骨接合術︑

でも骨折します︒

◎

人工骨頭置換術が行われます︒

㊥

日野病院整形外科
上山高尚医師

（
男女雇用機会均等法の改正により、
性別を問う求人募集は原則禁止となりました。今後お知らせする求人は全て男女不問です。）
● 求人 情矧 こ関 する問 い合 わせ先 米 子 公 共 職 業 安 定 所 根 雨 出 張 所 （T E L 7 2 −0 0 6 5 ）

l

※ 呵報掲載時までに充足済等により求人が取り消 しとなっている場合がありますのでご了承ください。

⑬

人の動き5月届
（敬称略）

◎お誕生おめでとう

・・・あごのギョウザ・・・

（住所） （氏名） （性別）（保護者）
シュウへイ

佐

川

東

本

一

梅林

修平
優衣

男

春夫

女

明宏

◎ご結婚を祝します

譜表）

江尾
米子市から

諾加葦警）

溝口町から
美用

◆材 料（4人分）

◎ごめい福を祈ります
（住所）
本 三

（氏名）（年齢）（世帯主）
河上 操男 53歳 順書

荒

阿部

田

親雄

83歳

作り方のポイントは、野菜の水分をしっかり絞ること。
たねが、ベタつかず、じょうずに包めます。
魚嫌いの方にもおいしく食べていただけます。

朝親

新 一 川端 哲雄 68歳 京子

◆作り方

あご
3009
キャベツ
1409
にら
80g
干ししいたけ 109
生姜
10g
塩
小さじ1／2弱
しょうゆ
小さじ1
ごま油
小さじ1・1／3
片栗粉
大さじ1
ギョウザの皮 40枚
サラダ油
大さじ2
酢じょうゆ
しょうゆ

禽こうつう禽
●交通事故発生状況【町内】
人身事故 2件（6）
死 者 1人（1）
重傷者
0人（0）
軽傷者 1人（7）
●飲酒運転検挙者数【町内者】
0人（0）

［酢
ラー5由

きゅうリ
プチトマト

5月中のまとめ（）内は平成12年間累計

①あごは3枚におろし、皮と骨を除き、
包丁でたたいて細かくする。
（むキャベツは茹でて水気を絞り、みじ
ん切りにして、さらに蒸交る。にらは
小0切りにする。干ししいたけは水
で戻してみじん切りにし、生姜もみ
じん切りにする。

二∴二、：＿∴二￣二軍
する。さらに10個ずつに分け、全部
で具を40個作っておく。
④ギョウザの皮の中央に③の具をのせ、
緑に水をつけて二つ折にし、中身が
出ないようにひだを寄せて包み込む。
（9厚手のフライパンにサラダ油をひき、
ギョウザを入れる。焼き色がついたら、
水1／3カップを注いでふたをして火
を弱め、水分がなくなるまで蒸し焼
きにする。
⑥ギョウザを皿に盛り、斜めの薄切り
にしたきゅうりとプチトマトを付け
合わせ、酢じょうゆを入れた小皿を
添える。

党春一〇メモ
高血圧の予防、改善のために
『3gの減垣』にチャレンジしてみましょう！
たとえば今の食生活から…
・かけしょうゆを1回やめると、約0．4〜0．8gの減塩
・みそ汁を1日3杯から2杯にし、約1．5gの減塩
・たくあんを2切れたべなかったら、約1gの減塩
・めん頬は汁を半分のこしたら、約3gの減塩などなど・‥
自分自身の健康のために、減塩の食習慣を身につけましょう。

担当：食生活改善推進協議会（武庫・洲河崎地区）

また新しく下水処理施設が︑
佐川に完成しました︒町内では︑
農業集落排水処理施設・林業
集落排水処理施設・公共下水
道処理施設と名前は変わっても︑
同じ種の施設が次々に誕生し
ています▼わが集落でも︑3
年前にできましたが︑それは
すぼらしいものです︒トイレ
の水洗化はもちろん︑家の前
を流れる川がとてもきれいに
なりました︒以前は︑台所や
風呂からたっぷりの洗剤を含
んだ泡ぶくぶくの汚水が流れ
込み︑池の鯉が死ぬほどでし
たが︑今ではサワガ二や小魚
を見かけるほど澄んでいます︒
子供たちがそれを追いかけ︑
はしゃぐ姿も見られます▼下
水処理施設は︑決して派手な
存在ではありません︒でも環
境を守る︑一番必要な施設の
ような気がします︒

⑬

春の交通安全連動
7月10日（月）〜7月19日（水）
くスローガン〉

停まってね あなたを
信じる 小さな手

もうすく十代とも訴別れ
やlきりまむしいですね。
エバーランド奥大山勤務

川 上 佳名手さん（美用・19歳）
●仕事について教えてください

。

勤め初めて4カ月。フロント業務や伝票整理など
をしています。まわりの人がやさしい人ばかりな
ので、毎日楽しく仕事をしています。
雪の多いところなので、冬場の通勤が大変でした。
●休日の過ごし方は

。

家でコロゴロしているか、遊びに出ているかの
どちらかです。土曜・日曜が仕事なので、友達と

●．慧諾慧慧」。
早の不自由なお客さんが来られたとき、うまく
応対できなかったので、手話を身につけたいです。
●理想のタイプの男性は

。

明るく・楽しく・元気な人

クラブインタビュー5

リトル・ボーイズ
監督 白石威志さん（佐川）
5年前に野球好きの若者が集まってチームをつく
りました。メンバーは、19歳から29歳までの17人で、
ほとんどが、学生時代に野球経験があります。
平成7年には、鳥取県代表として高松宮賜杯全国
軟式野球大会に出場しました。残念ながら、1匝l戦
で敗れましたがいい程験になりました。
現在、鳥取県軟式野球連盟C級リーグに所属して
います。早く実力をつけてB．A級に上がりたいです。
今の目標は、10月に開かれる西日本軟式野球大
会出場です。
毎週木曜日の夜、総合運動公園グラウンドで練
習しています。小・中学生も練習に参カロしてみま
せんか。

元気で−す！ヤングとワイウイクラブインタビュ
ーのコーナーに出ていただける方やグループを大募
集しています。自薦・他薦を問いません。
希望の方は、役場総務課まで連結ください。

世帯数1，209世帯（＋1）人口4，164人（＋6）男1，971人（＋2）女2，193人（＋4）（）は前月比 5月末
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