体育館一杯の
作品展示

１０月１６日（日）、阿波地区との交流ウォーキングが
開催されました。当日は晴天に恵まれ、自己紹介な
どで親交を深めたあと黒岩高原へ出発し、美しい景
色を眺めながら山頂へ。山頂では阿波地区の歴史を

秋晴れの
黒岩高原を散策

学習するなど、楽しい一日を過ごしました。

１０月２２日（土）、２３日（日）の２日間、「もちがせふ
れあいまつり」が開催されました。地域の皆さんの
作品展示やフリーマーケットなど、さまざまな催し
が行われました。また、同じ日に鳥取県民スポー
ツ・レクリエーション祭の太極拳大会が用瀬地区保

「続 用瀬町誌」の発行について

健福祉センター、用瀬中学校を会場に開催されまし

昭和４８年以降の用瀬町の歴史を編纂した「続用瀬

教室や競技会が行われ、熱のこもった演技が繰り広

町誌」の発行を予定しています。現在予約を受け付

げられました。

にぜひご購入ください。
仕

様 Ｂ版

約５５０ページ

表紙クロス貼

価

格 ５,０００円程度
（申し込み冊数により変わります）

申込期限 平成１７年１１月30日（水）
申込み先 地域振興課
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太極拳

発行予定 平成１８年３月予定

健康づくりに

けており、予約数のみ販売予定ですので、この機会

た。２００人を超える参加者・観客が集まり、太極拳

ケーブルテレビ事業のお知らせ
デジタルコースとケーブルインターネットが一層加入しやすくなりましたので、お知らせします。

デジタルコース加入で宅内標準工事費が50％引きになります
平成１８年３月３１日までに引込意向確認書を総合支所地域振興課に提出して、デジタルコース加入を希望された方
が対象となります。
アンテナ不要型の宅内標準工事費

ケーブルテレビの線をアンテナ線に接続する工事（STB１台取付）
29,400円

→

14,700円（50％引き）

※STB２台目以降の取付工事費は、１台につき8,400円が必要です。
アンテナ併用型の宅内標準工事費

ケーブルテレビの線をテレビ１台のみに接続する工事（STB１台取付）
15,750円

→

7,875円（50％引き）

※STBを設置しないテレビでは従来どおりアンテナ受信で視聴。
（注意）
①宅内標準工事費の値引額は最大14,700円までです。
②建物の状況によっては追加工事（有料）が必要になる場合があります。
※ＳＴＢ（セットトップボックス）……デジタル多チャンネルサービスを視聴するための機器です。

デジタルコースとケーブルインターネット両方加入で月額利用料315円引き
デジタルコースとケーブルインターネットの両
方に加入すれば、インターネット月額利用料がい
ずれのコースも通常より３１５円安くなります。

コース名
下り最大２０Ｍbpsコース
下り最大３Ｍbpsコース
下り最大５１２Ｋbpsコース

月額利用料
５，１４５円 → ４，８３０円
４，０９５円 → ３，７８０円
３，０４５円 → ２，７３０円

（注意）アナログコース加入は上記割引の対象となりません。

自宅等のアンテナ撤去費の軽減措置について
このたびの事業期間中にケーブルテレビに加入されると、自宅等のアンテナ撤去費が通常よりも安くなります。
（通常の撤去代金から処分代が軽減されます）
【申込方法】
ケーブルテレビ事業者の宅内工事業者が見積作業に伺った際に、アンテナ撤去を依頼してください。
※詳しくは地域振興課にお問い合わせください。

問い合わせ先
地域振興課

８７－２１１１

市役所第２庁舎情報化推進室

０８５７－２０－３１８８
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田 渕 丹 次 さんに人権擁護委員感謝状

智頭警察署からのお知らせ

人権擁護委員として平成５年４月から平成１７年９月

～飲酒運転の撲滅～

まで多年にわたり、人権擁護活動にご尽力いただい

飲酒運転は、判断能力の低下から、信号や道路標識
の見落としなどの運転ミスを誘い、死亡事故や重大事
故を引き起こし、更には、ひき逃げなどの事件を重ね
ることにもなります。
また飲酒事故を起こせば、その代償は、計り知れな
いほど大きいものです。
飲酒運転をなくすために
☆ 飲んだら運転しない
☆ 運転するなら飲まない
☆ 運転する人に酒をすすめない
☆ 飲酒運転を許さない
の「飲酒運転（四）しない運動」を守って、飲酒運転
をなくしましょう。
罰則の紹介
☆ 酒酔い運転
～３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金
☆ 酒気帯び運転
～１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金

た田渕丹次さん（写真中央）の功績が評価され、法務
大臣より感謝状を授与されました。授与式は、１０月６
日（木）に用瀬町総合支所で行われ、田渕さんは、「人
権擁護委員を拝命し１２年間、皆様に支えられ無事に退
任を迎える事ができました。関係者をはじめ、多くの
方々に感謝しております。」と語られていました。
つじなかえつ こ

また、同日、辻中悦子（写真右）さんが平成１７年１０月
１日付で人権擁護委員に再任され、法務大臣より委嘱
されました。今後、鳥取市用瀬町では辻中悦子さんと
にし お けん じ

西尾憲治さんが人権擁護委員として活動されます。

年末の交通安全県民運動が
12月12日（月）～12月21日（水）まで行われます。

～みんなでつくろう安全・安心なまち～
事業所ごみの取扱い

説明会の開催について

日か

1

鳥取市では、少量の事業所

4

ごみは家庭ごみと併せてごみ

18

ステーションで収集していま

したが、平成 年 月

ら、事業所ごみの収集を廃止

することになりました。

つきましては、次のとおり

説明会を開催しますので、出

席していただきますようお知

らせします。

なお、「事業所ごみの手引

月 日（月）

10 28

き」をお持ちの人はご持参く

き

ださい。

と

11

午前 時から

午前 時まで

ところ 用瀬町民会館

家庭ごみステーショ

ンに排出している事

業者

容 少量の事業所ごみの

対象者 少量の事業所ごみを

内
収集廃止と今後の処

理方法

問い合わせ先

市民生活課

３
―７８３

87

11

佐治町国保診療所から診療時間等のお知らせ
診療科目

診療日

診療時間

月曜
午前８時30分～正午
医科
水曜～金曜
午後１時～午後５時
(内科、小児科、
外科、放射線科) 土曜
午前８時30分～正午
歯科

日曜
祝日
火曜

月曜～火曜 午前８時30分～午後０時30分 日曜
木曜～土曜 午後１時30分～午後５時
祝日
午前10時30分～午後１時30分 第１，３火曜
水曜
第２，４，５土曜
午後２時30分～午後７時

ところ：佐治町加瀬木2171－2



休診日
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歯科 ８８－０８１８

※１歯科の診療時間が毎週水曜
日は午前10時30分から午後
７時までとなりました。学
校や勤め帰りにぜひご利用
ください。（要予約）
※２医科では人間ドックも受け
られます（毎週木曜日）。
予約制ですので、事前にお
申し込みください。

くらしのカレンダー
11月 （November）

10：00～11：30 用瀬地区保健センター
対 象 乳幼児を保育されている人
内 容 乳幼児の食事相談
（金）

用瀬地区保健センター

13日 元気はつらつ運動教室（第９回）

13：00～15：30
（火）

精神障害者家族教室

13：30～15：00 用瀬地区保健センター
内容は保健師にお問い合わせください

用瀬地区保健センター
詳細は対象者に個別通知します

もぐもぐ相談室

16日

13：30～16：00 用瀬地区保健センター
内容は保健師にお問い合わせください
（水）

14日
（水）

幼児歯科検診および相談

用瀬地区保健センター
詳細は対象者に個別通知します

（水）

佐治地区保健センター

9：30～14：00

2日
（金）

精神障害者デイケア

7日

食生活改善養成講座⑧
育児相談

10：00～11：30 用瀬地区保健センター
対 象 乳幼児を保育されている人
内 容 乳幼児の食事相談

30日 BCG予防接種
（火）

用瀬地区保健センター

13：00～15：30

（金）

10：00～11：30 用瀬地区保健センター
対 象 乳幼児を保育されている人
内 容 乳幼児の食事相談
（金）

乳児・１歳６カ月児・３歳児健診
一般健康相談

9：00～12：00 用瀬地区保健センター
13：00～15：30 社多目的集会所
対 象 血圧の気になる人、尿検査で経過を見るよ
うに言われた人、食事指導を希望の人

22日

25日 元気はつらつ運動教室（第８回）
もぐもぐ相談室

18日

12月 （December）

歩みし若きかの夜

西村

賢一

木犀の香に誘われて肩を抱き君と

薫子

萩こぼるる古道に入りて迷いたり
誘わるるごと枝折戸を引く
田渕

泰子

同期会最後と誘う電話あり八十路
をおもう来しかた想う
塩谷

誘われて「佛と牡丹」の絵を愛で
田村

かよ

て鳴き砂聞きぬ初夏の青谷に

高井

千枝

はまごうのうす紫に降る雨が誘い
てくる黄葉ひとひら

大谷

嘉子

誘導の旗より遅るる弱き足あせる
心に秋の風吹く

淑子

琴の音に誘われたるか山の端にか
かる雲よりのぞく明月
寺崎

節子

獅子舞に誘われ習いし少年がかし
らを舞いぬ五年目にして
西村

直子

台所の明かりに誘われ集ふ蛾にヤ
大川

モリが二匹けふも現はる

静子

フルートの音に誘われて雲払い望
月出でて照りはじめたり
田渕

鳥取市のゲートボールに誘われて
旧八頭郡の吾ら勝ち抜く
西尾百合子
西尾けんじ

犬が猫に乳与えゐる映像がけふ一
番の笑ひを誘ふ

草の実や山の裳裾の夕明り 徳永
鐘楼の反りたる屋根に木の実降る
谷口
吟行の古刹の庭に椎拾ふ
湖山
風の来てコスモス彩を失ひぬ
森田
間引菜をすすぐ妻の手ふしくれて
岸本
西條の熟柿を供ふ母の墓
西村
義歯出来てカラオケ唄ふ秋うらら
西村
老どちの遊ぶグランド天高し
原田
コスモスの揺れて笑顔の車椅子
上紙
境内は銀杏の実を敷きつめて
岸田
田中
山本

一陣の風神苑の木の実降る
会釈の目籠をまさぐる茸狩

東泉

富治
龍尾

早府

宣明
賢一

尚子

菊枝

悦子

弘子
鈴江
子品

夕闇に競う虫の音秋を知る 明石ちよ子
もったいない古い人間かもしれぬ
有本あゆ子
省エネが出来ずに虹が病んでいる
両川 無限
秋が来て頭空洞腹脂肪
安部はつ江
座禅した時は人間らしくする
有田 道子
ライバルに笑顔は少し見せておく
下田茂登子
人間で良かった今日も飲んでいる
山本 鐘馗
脳みそは無いけど度胸だけはある
両川 洋 々
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