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弊社は、1912年に太田塗装店として甲府市舞鶴城近くの桜町に誕生しました。昭和48年に現在の蓬沢町に移転し、以
来この地にて建築仕上工事を行っています。「チャオチャオわいわいクラブ」は地域貢献として毎月1日、五味新聞店様のご協
力により玉諸地区へ3000部、山梨日日新聞の折り込みでお届けしています。どうぞお楽しみください。

創業110年の信頼と実績 塗装・リフォーム 太田工業株式会社 ☎ 0120-552-448
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JUNE
令和3年度玉諸地区自治会連合会（順不同）

役職名 氏名 役職名 氏名
地区自治会連合会長 渡邉 康雄 東町自治会長 輿石 和也
国玉町自治会長 伊藤 幸子 七沢町自治会長 宮川 一男
里吉1丁目自治会長 斉藤 英樹 上阿原新田自治会長 小野 正文
里吉2丁目自治会長 桜井 俊式 上阿原中央自治会長 後藤 臣彦
里吉3丁目自治会長 渡邉 康雄 上阿原本町自治会長 早川 勲
里吉4丁目自治会長 竹沢 秀幸 向町自治会長 石村 孝三
グランヴィ南甲府自治会長 山田美恵子 梅ノ木自治会長 鈴木 紀夫
蓬沢町自治会長 諏訪田 博 自治会連合会事務局長 河野 義信
西高橋町自治会長 清弘 智昭 監 事 落合 洋子

令和3年度玉諸地区各種団体長（順不同）
役職名 氏 名 役職名 氏 名

スポーツ協会会長 小池 一男 地区明るい選挙推進協議会会 戸澤 清茂

永田 友美 玉諸小学校校長 山本 英寿

社会福祉協議会会長 奥山 美彦 玉諸小学校PTA会長 後藤 拓

甲府市消防団玉諸分団長 古屋 博樹 玉諸小学校同窓会会長 中込 幹治

文化協会会長 戸澤 清茂 南甲府署玉諸駐在所長 渡辺 直哉

民生委員児童委員協議会会長 池川 睦平 愛育会会長 原 徳男

保護司代表 桝田美江子 ひとり親家庭相談員 植野 美保
青少年育成推進協議会会長 中川 智晴 ひとり親家庭相談員 落合 洋子

子どもクラブ指導者連絡協議会会長 天野 一 ひとり親家庭相談員 小野 のり子

シニアクラブ連合会会長 竹川 森美 食生活改善推進委員会会長 宮崎 芳

主任児童委員 笠井 和子 甲府市男女共同参画推進委員 天野 光江

主任児童委員 小野 正文 甲府市環境監視委員 清弘 智昭
主任児童委員 高根 昭仁 玉諸悠遊館管理人 小野 正文

郷土のまつり事務局長 中込 幹治 玉諸小学校体育館 山口 要一

土地改良組合理事長 内藤 周夫

南甲府交通安全協会玉諸支部長

令和3年度、玉諸地区の様々な運営に携わって下さる事に感謝致します。宜しくお願い致します。
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リフォーム情報

地域情報紙チャオチャオわいわいクラブは太田工業株式会社が取材・編集・発行をしています。

創業110年の信頼と実績 太田工業株式会社 0120-552-448

Before Before Before

After After After

外壁屋上塗装・防水工事リフォーム

新型コロナウイルスと ずーっと 闘っている
医療従事者の方々に

心からの感謝と敬意をおくります。
最近、男女共同参画の推進活動が注目されています。
オリンピック憲章にも権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政

治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる
種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならないとあります。
先日、ふと目に止まった新聞記事に、140年の歴史をもつワシントンポスト紙の編集主幹に初めて女性が就
任するとありました。同じ女性として、エールを贈りたいと思います。日本では男女格差はなかなか無くなりませ
んが、「参画」の意味する計画に加わるは、物事を決定する場に男女がいる事。「女性にとって暮らしやすい社
会」=「男性にとっても暮らしやすい社会」、「女性にとって働きやすい職場」=「男性にとっても働きやすい職場」
です。みんなが互いに思いやり幸せになれる社会が男女共同参画社会なのです。実現する事を願っ
てやみません。

編集後記

～甲府市男女共同参画推進委員会・パネル展のお知らせ～
6月23日～29日は男女共同参画週間です。
甲府市男女共同参画推進委員会は6月21日(月）～25日（金）パネル展を開催します。

開催期間：6月21日(月）～ 25日（金）（市役所開庁時間開催・最終日は13：00まで）
また期間中の22日（火）23日（水）の12:25～12:50「世界一わかりやすいSDGs」
のミニ講演会も開催されます。
開催場所：甲府市役所１F市民活動室（ローソン横）



里吉郵便局では6月迄、フランス直輸入の素材と質にこだわり抜いたデ
パート、有名レストランで取り扱うプロ食材を販売しています。
郵便局にいらしたお客様が、珍しいとご購入され美味しかったと再度ご
購入されるとのことです。商品紹介、レシピ等も頂けます。 陳列棚には、
無濾過、無加熱で作られた黄金色と香り高いオリーブオイル「ボー・ド・プロ
ヴァンス」（パリ全国農業コンクール金賞）をはじめ、保存料を一切使用
せず作られた高品質ジャム、季節の野菜、香草を使用したディップソース
等の簡単便利な万能調味料、７種類のオリーブ漬け、高級キノコ乾燥ポ
ルチーニ、パウダーポルチーニ等々が並んでいます。
お家で過ごす時間が多い今、手軽で美味しい食材は家庭料理をレストラ
ンのシェフの味に変えると評判です。

健康マージャンをご一緒に楽しみませんか

～ 里吉郵便局から美味しいフランスをお届け～

DEDOU

販売元：株式会社デドゥー
輸入食品商社の商品です

Bon appétit ボナペティ

玉諸地区の皆様、初めまして。NPO法人健康麻将kaiやまなしからお知らせさせていただきます。
皆様は『健康マージャン』をご存知でしょうか？

健康マージャンには以下の3つの約束事
・賭けない（お金）・吸わない（たばこ）・飲まない（お酒）

賭け事のイメージが強い麻雀ですが、指先を巧みに使い、戦略的に考える事で脳が活性化し、コミュニケーションツー
ルとしても非常に優秀な事から【認知症予防に効果がある】という事で新たな生涯学習のコンテンツとして大変注目を
浴びています。そんな健康マージャンを皆さんに楽しんで頂きたいという思いから当会を立ち上げ、現在は交流会や初
心者教室を開催しております。久しぶりに麻雀を打ってみたいという方はぜひ交流会にご参加ください。また、興味は
あるけどやった事がないという方も初心者教室で一から丁寧にご指導させていただきますので安心してご参加ください。

開催スケジュール
初心者教室：毎月第3日曜日 13時～2時間 ※受講料1000円
交流会： 毎月第4日曜日 13時～約3時間半

※場所：甲府市里吉公民館（甲府市里吉町1580-2）
※状況により変更あり皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げます。
※コロナ禍ですので感染対策を施しております。

6月の里吉公民館での開催
交流会：6月14日(月）6月27日（日）13:00～17:00頃

参加費 正会員500円 非会員800円
教 室 ：6月20日(日）13:00～17:00頃 参加費 1000円

お問合せ 090-2933-7377
（NPO法人健康麻将kaiやまなし代表：長澤） 里吉公民館で健康マージャンを楽しむの様子

網戸の張替がお得‼7月31日（土）迄キャンペーン‼
LIXIL虫イヤネットの網戸
”薬剤”と”細かい網目”のダブル防虫ネット全体に薬剤が含まれており、虫が止まると薬剤の効果を発揮する。
人にもペットにも安心です。人気の虫イヤネットの網戸他社と比べても驚きの価格です‼

LIXIL虫イヤネットの網戸張替工事
・網色黒 ・網目1.0㎜ ・押え用ゴムは既存のゴムを使用。 但し劣化等で使用できない場合は新しい押え
ゴムにて張り替えます。（ゴム代は別途）・金額は全て税込価格です。
・戸車交換（別途）・引取、お届け別途。（1度に5枚以上注文の場合サービス）

高さ85cm以内

LIXIL
虫イヤネット

\4,730

幅90cm以内

高さ135cm以内

LIXIL
虫イヤネット

\5,940

幅90cm以内

高さ200cm以内

LIXIL
虫イヤネット

従来の網戸張替工事
・網色グレー ・網目18メッシュ（1.4㎜）・押え用ゴムは既存のゴムを使用。
但し劣化等で使用できない場合は新しい押えゴムにて張り替えます。（ゴム代は別途）
・金額は全て税込価格です。・戸車交換（別途）・引取、お届け別途。（1度に5枚以上注文の場合サービス）

暑さが増す前の今が張替時です

高さ180cm以内

\2,970⇒

\1,650

幅83cm以内

幅100cm以上

\3,850

⇒

高さ210cm以上高さ55cm以内

\1,590

\1,100

幅83cm以内

⇒
高さ210cm以内

⇒

\3,080

幅100cm以内

\4,158
\４,950

\8,470

幅90cm以内

創業110年の信頼と実績
住宅・事務所ビル・アパート・マンションの塗装・防水・リフォーム
太田工業株式会社 0120-552-448


