．ぐく

くとも我が家から火の手をあ

や財産を守るためには︑少な

を消すことです︒家族の生命
われています︒だからあわて

れは一−二分でおさまるとい

どんな犬きな地震も︑犬ゆ
︐少■に

箏七仁︑０８旦徒少で︑筍肋は

す︒ふだんから︑ご主人をたよ

さんが一家のリーダーとなりま

ふためいては︑子供や老人の恐

につけ︑いざというときあおて

怖心をあおることになり︑無事

らなくてもいいだけの知識を身

避難は絶対にやめま←﹄う︒

避難できるのも︑できなくなる

道路が避難者や障害物で混

また︑避難するときは︑当座

雑Ｌますので自動車などでの

の生活及び応急処置に必要な

かちです︒

竈八に︑余１を１■戎Ｌ︑テマに

Ｌ合うために︑家族みんなで月

して︑それに応じた行動を検討

日ごろ︑いろんな場面を想定

最少限のものだけにする︒

よい︒恩いきってかぷせる︒

な行口を

切なことです︒・

に一度は話し合っておくのも大

違わず沈

指示に従って行動Ｌてくださ

から確実な情報を得て︑その

す︒ラジオや消防︑讐察など

事実無根のデマが流れがちで

いか﹂七いう不安にかられ︑

と犬きな地震がくるのではな

地反が起ったときは﹁もっ

火は小さいうちに消火する︒

がなけれぱ布団でも毛布でも

さず消火に全力をあげ・る︒水

もしも出火したら︑逃げだ

竈１仁︑切蠣消火仁合カを

ず行動しましょう︒

び出

げないという決憲が必要なの
でテ︒

爪盛勤

口一一仁︑＾わてて戸外に

反射的に外に飛ぴ出すと．

包守︑ヨｆ丈夫な竈＾など仁ｏ

しかし︑いつか必ず起る地震

屋根瓦や窓ガラスの破片など

位置し︑世界でも有数の地震国
です︒現在のところ地震の発生

そのものを防ぐことはできない

いざというとき家族が一致協

い︒

たら︑丈夫な家具．︵机︑テー

力して対処できるよう︑自分の

す︒とっさに犬きいと判断Ｌ
ブル等︶の下にもぐつこむな

て助け合い︑秩序を保つ心が

分担事項を確認するため家族会

が落ちてきてかえって危険で

リが日ごろよリ地震にっいての

リ︑柱の多い所＾トイレ︑押

けが犬切です︒又︑地震によ

にしても︑被害を最少限にくい

正確な知識を持ち︑必要な準備

狭い路地︑へいぎわ︑がけ

リ上下水道がこわれたリ︑排

火元を消す人︑非常持ち出Ｌの

識を開くのも一つの方法です︒

お互いに他人の迷惑を考え

せつ物の処理が適切に行なわ

ど︒

係︑誘導する人︑情報連絡係な

れない等のため伝染病が発生

め︑水道以外の水を飲む場合

．おく

は︑保健所︑町の衛生担当者

の指示に従ってください︒

竈かめてお二う二れだけほ︑

︿主８の心４Ｖ

ご主人が留守の場合は︑

医薬品ニフジオ・その他

水・食糧・貴重品・衣類・

まし﹄う︒

に︑とリやすいよう置いておき

めにして︑いつもきまった場所

非常持ち出し用晶はひとまと

︿非加持ち出ＬＶ

する恐れがあります︒このた

の際︑切断電線にムれないよ

地震の犬ゆれがおさまった

地の︐水など仁澄竈

竈夫仁︑山む疵︑がけｕれ︑低

う注意をする︒

︿︐な会●と各人の分担Ｖ

を整えるとともに︑地擾が起っ

Ｌ入れ等︺に身を寄せましょ

らいそいで離れる︒また避難

や川ぺり︑石垣のそぱなどか

竈九仁︑秩序壮守︸行生に滝竈

た場合にはお互いに協力しあっ

う︒倒れやすい家臭のそぱは

す︒

この機会に地震に対する知識
を再認識してみまし上う．

そのおもなものをあげ

・地１が起ったとき︑私たちは
どのように行動したら一番よい

か

ると次のとおリです︒

んでいる人はすぐに安全地帯

山ぎｈ︑がけの近くなどに住

からといって安心できない︒

に一応避難して様子をみる︒
一分１ぎたら皇ザ要心

竈一に︑すぱやく火の始束
﹁ グ ラ ッ ﹂ときたら火災発生

そ の た め には︑はってでも火

を防がなけれぱなリません︒
竈一一一仁︑

見とどけることが大切です︒

避け︑そして周囲のようすを

止 め る た め に︑私達ひとりひと

を■廿呂

婁

を予知することはできません︒

防
て冷静に行動することが必要で

竈ｉ写危険ｏ所から■れ５

台

・ｇ月号１２〕
５１

棲
口
竈

広

皆んなでスポーツを楽しもう〃一

タペのつどい

ゆ酉桂保青所

など七種類のおどりを楽Ｌくお

め︑親子総おどリ﹁西桂小唄﹂

去る八月六日︑俣育所におい
て︑夕ぺのつどいが催され︑園
児全体おどり﹁ジェンカ﹂を始
町民体育祭には︑家中こぞっ

るようにＬたいものです︒

どリました︒中でも︑末満児の
﹁東村山音頭﹂には︑回りで硯

釧タルころがし
血Ｏジャンケン競走

て参加し︑一目の余暇を楽Ｌむ

．体協主催＾会長小山正敏︺の
昭和５１年度西 桂 町 民 体 育 祭 を ︑

ｏヵ安全運転

。

覧の園児やおかあさん達も手拍

」

。

ｍ月中旬に開催 す る こ と を 理 事

。

ゆとりをもちたいと恩います︒

。

１０
岨勃青年六百米リレー

経営安定積立金に
加入Ｌましょう／

会で．決定Ｌました︒

、

済力をつけようではあリませんか 自この制度は昨年来
業界のご 意見等をお聞きし走なかで 、産地としての永 い
体験をもとに体得した生活の知恵ともいえるものです
皆さんの全貝加入を心からお待ちしておリます

手で声援︑最後に︑花火犬全を

畠

ｏ劃手ビッ子六百米リレー

。

０４年令別男手六百米１﹂レー

稿極的に健康や体力づくリの
ため︑スポーツを楽Ｌみながら

。

競技極目は次のとおリです

又スポーツを通しての人間．つく

由

働トンネル競走

セｏ夫婦は仲良し
働アメさがし 働網引き

棚立られた杣立金１ま金融機関が最も安全在方法でお預
叩い牟Ｌます
機業者の 皆さん 、現在の不況は今までとはちがい 機業の
持つ 構造からくるものであるといわれております
国内他産地との競合 、開発途上国の追 い上げのなかで
いかに特色ある産地とＬて生き残るかは 、今後郡内産地
に与えられた大きな課題でＬよう 。先ず産地としての経

月

旬
郡内機業の経営的基盤の強化をめさＬて 、県およぴ町
のご指導と地元金融機関の協力を得て 、経菅安定棚立金
制度 の検討をすすめてまいりましたが此の度 、加 入申込
みの受付を開始することになりました
この制度は織機一台を単位として 、１ヶ 月に１０００
円を３６ヶ月間杣みたてて 、生産調整の際の休業補仙金
に当てようとするものです

０駅伝競走 例玉入れ

仁ｎ民踊︵婦人全︺

心身ともに健康な毎目が送れ

りも犬切なことです回

ヨ

モの特色をあげ皇すと
○共済制度ではなく 、あくまで
皆さんの和立金です
○税立金の１０％の補助金（県と町〕
が加算されます
○子機業者 の棚立金には親機業者が
半額負担Ｌます

側パンくい競走

十月

お願い申し上げます︒

暖かい善意をお寄せ下さるよう

意義があることを解Ｌて頂き︑

るところに︑この運動の今日的

祉活軌の飛躍的な強化を推進す

各位には︑この際基本的性格
を再認識﹂︑ポランクり−な福

てお町ます白

祉社会への犬きな推進力とな﹁

リ日

始＊
＊申込受付を

◎来費の宝さがし

赤い羽根共同

募金に協カを

共同募金は︑国民総参加をね

らいとする奉仕運動となリ︑福

■
よ

・９月号
５１

桂
画

竈
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当町消防団

防犯診断実施
あなたの家の戸締りは︑だい

九 月 四 日 ＾ 土︶に当町消防団

ヒ上うぷですか自

独自で防犯診断を実施しました︒

武 藤 団 長 以 下 消防団幹部と当町
で各戸一件一件回リ戸締１︺の不

も知れません︒就寝前にもう一

あなたの家も︑いつ狙われるか

駐在所の市ノ瀬巡査ら四十七人
備なところを点検しました︒

役場職口・臭聰

採用 渡辺清吾さん
８月−日よＯ作業貝とＬ
て採用になりまＬた自
退職 梶原智恵作さん
７月訓日をもって︑用務

員を退職致しまＬた曲
＾朋年−牛月勤務され︑
感謝状を贈呈致Ｌました︶

ます︒

イクリング回ードとなｏます︒
健康増進のため活用をお願いＬ

八月十日完成いたＬまＬた回

今後引続いて計画中の土木工
事施工いたしますので御協力

協カを感謝いたＬます曲

○右■＾ｍ０除仁ついてお口い

一捕獺区域 下暮地 倉見
一捕拉方法 銃器による

下さい︒

○富士見サイクリングロード
建設工事が着工にな−まＬた
＾県工事︺
五十年度に引統いて倉見地内︑
白山神杜前から中央遺パス停前
まで四四〇冊のサイクリングロ
ード＾良道謙用︶建設工事が着

至十月十日

一期 間自九月十日

出来上ると延長一一九五ｍのサ

工いたＬておＯます由

をお願いいたします目

農林産物の実りの秋を迎え一
番大事な時に下暮地︑倉見地区
に猪︑熊が出没し被害を与え加
わうるに人畜にも危害を及ぽす
恐れがあｏますので町の猟友全
貝の皆さんにお顕いして亟除す
ることといたＬまＬた︒事故な
くこの事業が出来ますよう協力

○各工事につきまＬて御迷惑を
おかけいたＬてお︐ますが御

八月三十日完成いたＬまＬた
危険防止対策事業として施工い

８月３０日完成 いたし

たＬまＬた曲事故のないよう︑
充分注意して下さい︒

滝入倣法面工事

度︑玄関︑勝手□︑窓︑縁側な

。

そ の 緒 果 ︑ 住宅や物置等を含
のないよう注意Ｌまし上う︒

は、 同一の病院や診療
別です

どを確かめ．て被害をうけること

す。

めると全体の約三〇パーセント

１つの病院や診痂所に支払 勺た額から
３万９千円を差引いた額 。ただＬ 、差額
ベット代や保険診療外のものは対象にな

まＬた；
。

振興課

○ません

。

施工中の各工事が完成いたし

３、

支給の手続昌と時期
所定の「 高額療養費支給申謂讐 」 ｛領
収書添付〕を提出しなけれぱなｏません
支蛤時期は 、１診癩を受けた月の翌 々月
以後になｏます

○公共︑良業土木工事

支給額
１、

りました由

、

ております︒

皿

最近 あちらこちらで盗難が

８月１日から高額療養費支給対象が
自已負担額３万９千円｛従来３万円〕を
こえる分になりました 由同ヒ月内に同ヒ
病院や診療所に 、ひとＯの 被保険者が３
万９千円以上の自已負担額｛医療讐の３
割）を支払 弓た場合は 、３万９千円を超
えた額は国民健康保険へ謂求Ｌて 、あと
がら払いもどされます二つまり医療費の
自己負担額は月３万９千円までというこ
とになｏます

非常に多く発生しています︒

古額漬竈口の支給が
変わリました

４〕
〔

・９月号
５１

桂
西
靱

全目一斉に

行政相峨辿固

公庁含同行政相談所を開彗ます
．のでご利用ください︒相談は無
料です︒

日＾土︶まで行政相談週間です．

また︑当町においても行政相談

リ午後三時︑都留市文化会館

○官公庁合同行政相談所
十月二十日＾水︺午前十時よ

行政相談週間は︑行政相談制度
を毎月二十日︑行政相談委貝に

なお︑相談は無料で︑ 秘密は
固く守られます︒

十月十八目は

抗肚の日です〃
きたる十月十八日は第四回統
統計は︑一見私達の生活とは

計の日です︑

ちですが︑私達の生活に密接に

− 娑

無縁な存在のように感じられが
また︑ごく身辺に反映されてい

ます︒例えぱ︑道路︑福祉事業

りて︑残るこの土地のことを人

さて︑右の弐千五百坪の御屋

皆吉田御殿といいＬとかや︒

のも続計の役割です︑調査事項

吸をぱ佐らや志ぎと呼ぴかける

るうえでのデーターを提供する

は︑完全に秘密が保持され︑統

など︑各種の行政施策を決定す

計以外の目的に利用される事の

﹃か
のち年をへて天樹院殿に遣わ

そもくこ婁方ほ︑時罵

されけｏ︒

軍家光公の御妹君一正Ｌくは︑

∴粛

いまだ家光公御代には︑天樹

院殿御年漸く三十の内外たリＬ
が︑いと＾非常に︶好色の御心
畠
深く︑誠に悪しくて︑いたづら

人なつ︒

淫乱なる御方と申Ｌ伝う︒
⁝ら
右吉田の更屋敷︵建物のない
圭
屋吸の事︒︺の依にて御守殿に

肥い蓋

けられ︑早速出来︑この所に住

下され︑結構に御普謂等仰せ付

み給う︒

彼︑吉田犬膳亮が組の︑上り

屋籔故吉田御殿と申Ｌ合ヘリ．

肥い︷⁝九

是れ台徳院＾秀忠︶の御息女

１−

秀忠の娘で千姫のこと︺なり︒

古き人の俺なる噺を聞け肌︒

さて又︑天樹院殿には︑飽迄

婁

にて︑犬阪の城主摂阿口三国合
せて箔坊石の大守︑登臣秀頼公

荒淫の女性にて︑多くの男と女
上
行淫Ｌ給う事能く人の知る所な

套

の搬中＾夫人︺たりしに︑元和

御守殿の小路町を往来する若

り︒

ぱ御守殿の二階よりあまわく招

待又は町人等のうるわしき男を

きあリて︑鱒弘の女中の猷鰯を

ら関本の家臣︑坂崎菜助け参ら

出Ｌて招き給うに︑好色の男招

の振舞多かりけリとなリ︒＾続く︶

き入られし者︑その男と女行淫

再縁あられ︑本多平八郎忠勝の

い︑天樹院殿と申しける︒

嫡男美氾守の婁に下されけり︒
美氾守死去Ｌて後室となリ給

せし後に︑江戸に帰リて後年御

いし折から︑城中の猛火の中か

節︑・秀頼公︑利を失い︑饒び織

元年同二年の犬阪両度の合戦の

均＾

又

十月十七日＾目︺から二十三

について広く国民に周知し︑そ
利用ください︒

竈圧内のも助二とは

豪■相峨室

よって行﹃ておりますので︑ご

■の理解と認識を深め︑本制度の
利用を促進Ｌ ︑ も っ て 行 政 の 民
主的な運営が 図 ら れ る よ う 全 国
．一斉に行われます︒

役場の仕事について

○処理がまちがっている

﹃月■８に螂臼○靱所Ｌの

○処理がおそ い

○説明になっとくできない
︐■拒螂■へ〃一

ないよう法律で定められていま

都留裁判所では︑毎週月曜日
に婦人調停委貝によって︑家庭

となり︒

○このように改めてほしい

く住みよい社全を建設するため

す︒正確な資料を作成し︑明る

や相続︑又は扶養︑夫婦問の間

内のもめごと︑例えぱ遺産分割

方は気軽に行政相談を利用しま

の統計調査にご協力ください︒

あリＬ音召Ｌ上げられて︑その

然るに︑屋吸坪数弐千五百坪

いしと︒

小姓組の屋吸に御小姓組五人住

一家光公御代︑五番町御旗本鯛

天螂艘■・守口讐コ

讐町皿屋吸側

■永年痘版

★■８

題等について︑親身な相談に応

などの苦情や意見をお持ちの

からない

○どんな手続きをするのかわ

○

御小姓組は赤坂にて代地を織わ

澱 奮

暫

●

■

−

し占︑

ヒておｏますので︑遺慮なくご

ｏ

おんぷでも 、だ つこでも
いいよ 一えっ 忙しいの一
駄目だなあ 、あたしを少
しかまって＜れないかなあ
「ねえ ・カメラさ一ん」……

行政相談週問行事とＬて︑山

梨行政監察局 で は 次 の と お リ 官

、

こうよ

・９月号
５Ｉ

着
広
５〕
＝

圓園團囲団
去る九月十四日︑敬老の日に
あわせ︑町長が個別訪問Ｌ高令

者 に 町 ・ 県 の 敬老年金はもとよ
リ︑九十才以上の方には﹁赤チ
ャンチャン﹈と帽子﹂︑また︑

八 十 才 以 上 の夫婦の方にも記念
当 町 の 最 高 令者︑渡辺のぷさ

品を贈呈Ｌ長寿を祝福しました︒

ん＾九十九才︶は町長から贈ら

れた赤チャンチャンコに帽子を
かぷｏ﹁今後も身体に気をつけ長

﹁いつまでも一家仲良く︑楽﹂く

長生きしますＬと︑きっぱリ目

なお︑滝沢さん一家は︑西桂
町唯一の三夫婦世帯です︒

町敬老年金と記念品贈呈者数
ＯＯ才以上の長寿者

５組

５人

一︑記念品

昌Ｏ才以上の長寿夫婦

皿人

鵬人

二．町敬老年金

跳才以上

ｍ人

ｍ人

和才以上帥才まで

跳才以上

三︑県敬老年金
禍才以上帥才まで

また︑富士ドレス織物協同組
合におかれては︑敬老の日に︑

長寿のお祝いとして︑八十八才
以上の高令者十人に掛け布団を
寄附Ｌて↑ださいました︒

・・８◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

帆保讐術生だより◆◇
・・一◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇・

〃

ＤＯＧ

１１月８日役場

５・７・８月生
◎■＾団饒膝
犬犬上＾犬上＾犬夫犬

斌犬冊
禁犬奏萎犬

役場前

◎１竈及び匿犬■予防撞躰
実施日及場所
１０月１５日

狂犬病予防注射を受けないと
三万円以下の罰金です︒

◎不用犬及ぴ不用狛
いらない犬及ぴ猫は収集日に
出して下さい︒

何れも午後２時肪

不用犬及ぴ不用猫収巣日
１０月螂日

ｕ月ｏ日

分−２時４０分迄＾役場前﹂

献血された方一五一一茗

自術官寡纂〃

昭和五十一年度の自衛官募集

を次のとおリ実施Ｌています︒

年令

鵬才−刎才未満

三︑自衛隊生徒資格

受付ｕ月−日ｉ旭月鮎目

５２年４月上旬入校

肥年４月上旬入校

受付ｕ月−日−１２月肪日

自衛官は陸海空にわかれ︑男女 四︑看誼学生資格
いろいろなコースで募集してお
年令 珊才− 才未満

リます︒自衛官は特別国家公務

年令

珊才−別才

五︑婦人自衛官資楕

貝であリ︑生涯の職業とＬても

国を支える若い力︑国の独立

安泰です︒

５２年３月下旬入隊

受付１０月−日−１１月３０田

岨才−別才未満

月募集事務所一電話〇五五四二

五五二−五三−一五九二︑犬

自衛隊山梨地方連絡部＾電話〇

総務課＾電話二二＝︶又は︑

その他細部については︑役場

と平和を守る原動力の若人よ︑

一︑二等陸海空士資格

自衛隊で青春を楽しみまし上う︒

毎月入隊

年令鵬才−拠才
受付常時

年令

二︑防衛大学生資格

自分自身及ぴ家族の為にも進

ださい︒

−二−一二九八︶にお問合せく

献血手帳を病院や診療所に提示

るようお願いします︒

んで︑献血︵預血︶をして下さ

肋年４月上旬入校

受付１０月−日−１０月３０日

給が受けられます︒

すれぱ︑優先的に保存血液の供

去る８月蝸目西桂町献血椎進

はくあい号＾採血車︶により献血

協議会と三ツ峠ライオンズクラ
ブの共催で︑県血液センターの
を行い︑町民各位及ぴ事業所の

協力によリ醐名の方が献血＾預

１０月旭日役場

１０月２０日皿

Ｏ才児

◎予防竈１のお知らせ
■ヅ■反

人回と世帯数

ＢＣＧ

昭和５１年９月１日現在
西桂町の

生きします﹂と大喜び︒長寿夫
婦の筆頭︑滝沢金吾ご夫妻は︑

血︺をされ深く感謝申Ｌ上げます︒

輸血用血液は︑県内で年間約

帳が交付されます︒

には県血液センターよリ献血手

初めて献血＾預血︶された方

１１月９日役場

目役場

５０・８−５１・７月生

■性灰自■炎
対象

インフルエンザ
ー１月４日

一般住民

六〇〇〇リットル必要です︒献

対象■

血＾預血︶は必要とされる方の

・４００５人
男 ・１９５２人
女 ・２０５３人
世帯数 ・９◎４世帯

人□

１０月５日役場

とする事故や災害にあ﹃たとき

自分自身︑又家族が輸血を必要

為になることはもちろんですが・．

◎子■がん槙膨

５０・１１・皿月刷・４・

１０月鴉日役場

◎一一一才児Ｏ﹇膨竈１０月〃日役場

◎二才児○に砂竈ｍ月Ｈ日役場

対象

し

◎軌児槍膨

（写真は献血風景〕

〃

＾
｛長寿を祝福されたご老八〕

６〕
｛

・９月号
５１
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