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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。
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警戒レベル４ 避難指示で必ず避難！警戒レベル４ 避難指示で必ず避難！
7月静岡県熱海市の土石流災害をはじめ全国各地で豪雨による浸水被害等が続出しました。被害に遭わ

れた皆様に心よりお見舞い申し上げます。ここ数年7月から10月にかけ全国各地で豪雨災害が起きています。
気象予報に注意する事と早め早めの行動で自らの命を守りましょう。
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用水路からあふれた水が道路に冠水用水路からあふれた水が道路に冠水濁川西側より里吉公民館側を撮影濁川西側より里吉公民館側を撮影 里吉公民館東側住宅地の様子（国玉）里吉公民館東側住宅地の様子（国玉）

下の写真は2020年7月25日に撮影。梅雨前線の影響で豪雨となり濁川の水位が急激に上昇、東高校近くにある
濁川水位観測所数値は「非難判断水位」の2.5ｍを超えさらに「氾濫危険水位」3ｍを上回る3.17ｍを記録しました。
玉諸地区は昔から水害多発地区です。避難指示も何度も出ている地区です。あなたの地区の避難所はどこかわかりま
すか？確認しておきましょう。避難所では自治会や組ごとの安否確認等があります。自治会に加入していますか？
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浴室のリフォーム浴室のリフォーム

昨年に続きコロナ禍での夏休みとなりました。様々な制限で不自由な生活が続きま
すが我慢・辛抱ですね。

世界中でCOVID-19(新型コロナウイルス）が蔓延している中で人類がためされているのではないで
しょうか？「千丈の堤も螻の一穴から」ほんのわずかな不注意や油断から大事が起こることのたとえです。
先月号の岩下元校長先生に続き萩原 佑さん、玉諸地区にゆかりのある方が海外でもご活躍されて
いる事を聞き、そのチャレンジする力は人一倍の我慢や辛抱があるから生まれるものだと思います。
私たちも、まず自分でできる事から始め、一人ひとりが気を抜かずこの難局を皆で乗り切りましょう。
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住宅のお困りごとトイレ・キッチン・浴室の改修工事・外壁塗装・屋根の防水塗装・アパート・マンション・事務所
ビルのメンテナンスは創業110年の信頼と実績、安心施工の太田工業株式会社にお任せ下さい。
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リフォームを依頼する際は 必ず見積をとりとりましょう。
市内においても高額なリフォーム請求をする業者があります。ご注意下さい。

リフォームを依頼する際は 必ず見積をとりとりましょう。
市内においても高額なリフォーム請求をする業者があります。ご注意下さい。



大学周辺の様子大学周辺の様子白壁の打楽器ハウス（レッスン場)白壁の打楽器ハウス（レッスン場)

大学院正面大学院正面

ドイツデトモルト音楽大学に在籍している萩原佑さん（国玉町）は、第4回ドイツバンベルク国際マリンバコンクー
ルにおいて1位を受賞し、また同コンクールの特別賞も受賞されました。
萩原さんは2013年（平成25年）第23回山梨県管・打楽器ソロコンテスト高校生の部で最高賞を受賞し、
本紙にも「玉諸地区スーパーキッズ」としてご登場頂きました。当時の記事でマリンバの魅力についての問いに
「マリンバの温かみのあり丸みのある音は、本当に心癒されます。これからもずっと続けて行きたいと思っています。」
と応えていました。あの日から8年が過ぎ萩原さんは、更にスキルアップされ輝いています。素晴らしい活躍にエール
を贈ります。
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ドイツバンベルク国際マリンバコンクール
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この度のドイツバンベルク国際マリンバコンクールで、1位並びに特別賞を受賞することができました。
家族をはじめ今までご指導くださった先生方、友達、多くの方々の支えがあったからこそいただけた賞です。
心から感謝しております。

私は大学卒業後、ドイツにありますデトモルト国立音楽大学大学院に入学し2年が経ちます。
デトモルトは、ドイツ連邦共和国ノルトライン＝ヴェストファーレン州オストヴェストファーレン＝リッペ地方（デトモ
ルト行政管区）のリッペ郡に属す市で、豊かな自然と美しい街並みの音楽大学を中心とした音楽の街です。
こちらでの暮らしは、素敵な音楽仲間と出会い、たくさんの刺激をもらう充実した日々を過ごしています。

今は憧れのマリンバ奏者布谷史人氏のクラスに在籍しています。
自身の音楽を大きく変え、心豊かにしてくれた布谷先生には心からの感謝の気持ちでいっぱいです。
私はこの夏修士課程を修了し、10月からは先月無事合格できた国家演奏家資格課程(音楽科博士号)に進
みます。これらを新たなスタート地点とし更に精進して参ります。
聴いてくださる方々の心に伝わりいろんな感情を抱き、感じてもらえるそんな演奏のできる演奏家になりたいです。
そして、地元山梨の音楽文化の発展に少しでも貢献できたら嬉しいです。
※Facebook、YouTube、更新していきますのでよろしければ覗いてください。
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・・・・ご存じですか？ ヤングケアラー・・・・・・・・ご存じですか？ ヤングケアラー・・・・
ヤングケアラーについてご存じでしょうか？
現在、ヤングケアラーについて法令上の定義はありませんが、本来大人が担うと想定される家事や家族の世話を日常的に
行っている子どもたち（18歳未満）の事をいいます。ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェ
クトが、これから各都道府県で実態調査が行われるようです。ヤングケアラーの子どもたちは、自身がヤングケアラーだと気付
いていない事が多いそうです。家での仕事、役割分担として見過ごされてきたヤングケアラーの子どもたちは、学校生活にお
いて遅刻、早退、欠席が多く、放課後の部活動、同年代との交流も出来ない事がわかってきました。家庭内の事なので周り
に気付かれにくいのが問題とされています。
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家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、カイゴ、
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甲府市男女共同参画推進委員会が誘致に至るまで汗をかき甲府市が開催地に立候補
し、他都市と競い合い誘致が決まった日本女性会議。参加には申込が必要です。
日本女性会議は、男女共同参画社会の実現に向けた課題の解決策を探ると共に、参加
者相互の交流の促進やネットワーク化を図ることを目的として開催されます。
この目的を基本理念とし、男女共同参画社会の実現を目指し10の分科会で様々な課題
を考えます。
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「日本女性会議2021in甲府」大会の申込がはじまりました「日本女性会議2021in甲府」大会の申込がはじまりました

1日目 10月22日（金）YCC文化ホール
アトラクション➡開会式➡基調報告（内閣府男女共同参画局長）➡記念講演（林真理子氏）➡
シンポジュウム日本女性会議38年目の総括と未来（上野千鶴子氏 他）
2日目 10月23日（土）山梨学院大学
分科会（第1部）➡分科会（第2部）➡アトラクション➡特別講演（橋本聖子氏）➡分科会報告➡閉会式
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申込先 東武トップツアーズ（㈱）甲府支店 「日本女性会議2021in甲府」係
☎055-222-0381 FAX055-226-0318 e-mail:jwc2021kofu@tobutoptours.co.jp
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分科会紹介
第1分科会 多様な性と家族・パートナーシップ
第2分科会 ジェンダーとDVに敏感な視点で日常をみる
第3分科会 It Takes a Village.村じゅうみんなで
第4分科会 ダイバーシティ・インクルージョン働き方改革と男性の在り方
第5分科会 女性が起業するワケ

第 6分科会 これでいいのだ、私の人生。私がわたしの未来を創る
第 7分科会 未来へつなげる「農業・食」の魅力
第 8分科会 環境から考える地域の未来
第 9分科会 生まれてから死ぬまで地域でくらすために
第10分科会 ”私らしく生きる”ためにあなたは？地域は？
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