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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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1年半ぶり地域の仲間と濁川清掃1年半ぶり地域の仲間と濁川清掃 主催たまもろをよくする会主催たまもろをよくする会

11月23日（火・勤労感謝の日）たまもろをよくする会主催の濁川清掃活動が1年半ぶりに
開催されました。
玉諸地区住民の皆さんや、玉諸地区の社会福祉法人和人会介護老人福祉施設トリアスのス
タッフの方々もご参加下さり10０名程の方が濁川清掃活動にご参加くださいました。
新型コロナウイルス感染症拡大で様々な地域活動が中止となっていた中、11月に入り感染者
減少が続き山梨県は感染者0人が続いていることから野外活動である濁川清掃活動が再開さ
れました。久しぶりに出会う顔見知り同士の笑顔に新型コロナウイルス感染症の収束を願う声が
聞こえました。
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明けましておめでとうございます

皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます

本年も より一層のご支援 お引立てを賜りますようお願い申し上げます

皆様のご健康とご多幸をお祈りし 新年のご挨拶とさせていただきます
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東京地方税理士会甲府支部賞
荻野芽唯さん
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今回、外壁と屋根の塗装を施工しました。
また、２階西面窓に防災・防犯対策としてシャッターを取付ました。
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編集後記
あけましておめでとうございます。 良い年でありますように！

今年は、玉諸小学校が創立150周年を迎えます。実行委員会の皆さんが着々と準備を進めておられ
るとのことで10月23日の式典が楽しみですね。150年前と言いますと、日本の鉄道が1872年（明治
5年）10月14日に新橋 横浜間で開業しました。鉄道の歴史と同じ長い
時間を紡いで来たことになります。素晴らしい事ですね。次の150年、どんな
玉諸地区、日本になっているのでしょうか・・・
今年一年、虎のごとく勢いよく走り抜けたいものです。
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甲府市独自のPCR検査スタート

検査概要：検査対象者
(1)甲府市民・在勤、在学者の無症状の方。
(2)市内への帰省者で無症状の方。
※濃厚接触者・発熱などの症状のある方を除く。年齢制限は
無いが検査に必要な量の唾液が採れることが条件。

実施期間 令和3年12月20日の週～令和4年3月25日
費用は無料（検査実施期間で原則1人5回まで）
但し、入所系福祉施設へ入所・勤務する方、保育園・幼稚園・
認定こども園等に通園・勤務する方は10回まで。

予約の申込はウエブサイト及び専用ダイヤルでの申込となります
が現時点（12/15日現在）では準備中ですのでご利用希望
の際は確認して下さい。

手順：予約申し込み➡検査キッドが届く➡検査キッドの指示に
従い唾液採取➡検査キッドを送り返す➡検査結果が出る
といった流れとなるようです。
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※本紙は発行日15日前後の印刷になりますので原稿内容に
タイムラグがありますことをご承知下さい。
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いますぐ備えよう備蓄品いますぐ備えよう備蓄品玉諸地区食生活改善推進委員会主催玉諸地区食生活改善推進委員会主催
災害・防災ボランティア未来会 代表山下博史さんをお招きし、災害が起きる前にどんな物を準備すべきか、日頃からの心構

えにつての研修会を開催しました。日頃、地域の人たちの食生活の改善に尽力している推進員の方が熱心に耳を傾けました。
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「これだけは備えたい備品」
・飲料水（7日分）
・主食（レトルトご飯 麺
切り餅等）
・主菜（レトルト）
・野菜ジュース
・加熱せずに食べられる物
（かまぼこ チーズ等）
・菓子類（ライスクッキー等）
・栄養補助食品

「生活用品」
・生活用品
・持病の薬
・ティッシュペーパー
・トイレットペーパー
・ウェットティッシュ
・使い捨てカイロ
・ライター
・携帯電話の呼びバッテリー
・ゴミ袋、大型ビニール袋

・携帯ラジオ
・軍手
・懐中電灯
・乾電池
・簡易トイレ

「必要な人」
・生理用品
・哺乳瓶
・補聴器

「その他」
・カセットコンロ・ボンベ
・処方薬・常備薬
・処方箋の写し お薬手帳
・食品包装用ラップ
・ガムテープ
・ローソク
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～お金をかけない防災を～ 山下さんのお話より

～防災用グッズは多数ありますが、お金をかけずに工夫～
家具の転倒防止、天井に突っ張り棒を設置されているお宅も多い事と思います。
新聞紙を片側に厚みを持たせて折り畳み、ガムテープで止め家具の前側に挟み込みます。こうすると、家具がやや壁
側に反った形になり、これだけでかなりの転倒防止になります。災害時、一番困るのがトイレです。災害に備えた段ボー
ル製の物が市販されていますが、家の中にある物を活用してみましょう。例えば、バケツやゴミ箱、これにビニール袋を
掛けて使用しその後は袋ごと処理します。この時、袋の中にトイレットペーパーを入れておくことをお忘れなく。こうすれ
ばビニール袋さえあれば何度でも使用可能です。自宅非難の場合は洋式トイレの便座にビニール袋を掛けて使用す
ることも良いでしょう。このように、少し考えただけでも私たちに出来る事はたくさんあります。日頃から防災について考
える習慣を持つことが最も大切な備えと言えるでしょう。
災害時にはお風呂に入ることが出来ません。体を清潔に保つことも大切な事です。ウエットティッシュは大変便利で
すが、災害時では介護用のものを準備しておきましょう。これは1枚で全身を清潔にすることが出来ますし、水洗いも
可能な場合があります。また、アルコールはスプレー式ではなくジェル状の物がお薦めです。授乳中の方においては、
母乳のみでなくミルクも飲めるように日ごろから少しづつお子様に慣れさせておくのも大切です。非常時には母乳の味
が変わってしまい赤ちゃんが飲まなくなった例がたくさんあります。この時、衛生面を考えて個包装もしくはキューブの
ミルクを準備しておきましょう。

～参加者からの質問、「正常性バイアス」につて～
正常性バイアスとは、「自分は大丈夫」 あるいは、「そんな事にはならないだろう」と思ってしまう気持ちです。
同調性バイアスとは 「みんなと一緒だから大丈夫」「これまでにそんな事なかったから大丈夫」と思ってしまう事です。

これは、私たちが生きてゆく上では大切な気持ちです。例えば、仕事でミスをしてしまった、
この時働くのが正常性バイアスです。このくらいなら大丈夫と思うバイアスが働き人は難局
を乗り切れるのです。でも、災害時となると、この脳の働きは私たちにマイナスの効果を生
み出します。日ごろは大切な能力ですが災害時では負の能力となってしまいます。人に
はこのような脳の働きがある事を認識し、日ごろ、災害からいかに身を守るかを考えておく
ことが最も重要です。
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不凍栓とは、立ち上がり部分
の水を完全に抜く事の出来る
水栓です。また、既に設置して
あるお宅では、不要期間に使っ
ていなかった不凍栓、水抜きが
出来ているか確認しましょう。うっ
かり閉め忘れると凍結の危険性
が高まります。注意しましょう。
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機器内に残る水が凍ると故
障の原因になります。冬季は、
電源プラグが差し込まれている
かを確認しましょう。追い炊き付
きの浴槽は夜間お湯を抜かず、
循環口より5ｃｍ以上高い水
位にしておきましょう。こうすること
で、機器が外気温を感知して
自動的にポンプ運転を行います。
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ご自宅のカーポートの耐荷重
を確認しましょう。しかし、雪の重
さは含まれている水分量により
大きく違います。積雪量だけで
安心するのは危険です。補助の
支柱を建てる事が効果的です。
また、新規にカーポートを設置さ
れる場合は積雪の多い寒冷地
対応のカーポートを選ぶのも良
いでしょう。
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樋樋

樋は雪害が以外と多い箇
所です。
積もった雪が屋根から滑り落
ちる時に樋を壊してしまう例が
多く見られます。破損個所を
確認し早めの修理をお勧めし
ます。破損部分があると、そこ
から被害が大きくなる恐れが
あります。
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根回りは普段気にして見な
いので注意が必要です。
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給湯器の凍結防止のために、浴
槽の湯を抜かずに循環器口より5㎝
以上の水位を残しておくこと、給湯
器のスイッチを入れたままにしておくこ
とを知らない方が大勢いらっしゃいま
す。ぜひ覚えておいてください。
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玉諸小学校創立150周年記念誌作成に関わる写真の借用について（お願い）

新しい年を迎え、玉諸地区住民の皆様各位には益々ご健勝のこととお喜び申し上げ
ます。平素より、玉諸小同窓会や150周年実行委員会の活動にご理解ご協力をいただ
き感謝申し上げます。
昨年度は地区住民の皆様や卒業生の皆様、地区に関わる多くの皆様より150周年を

実施する貴重な醵金をいただきまして重ねて感謝申し上げます。
きょきん

式典関係の総務小委員会では、粛々と準備が進んでいます。また、編集小委員会では150周年の各種イベン
トが終了後、醵金者名簿に沿って記念誌もしくはダイジェスト版を令和５年３月末までにお手元に届ける作業に
入ります。そこで、令和４年の新年を迎えるにあたり玉諸地区住民の皆様のお手元に保存されている玉諸小学校
に関わる昔の写真で、校舎の様子や修学旅行など学校行事、各種イベント写真のご提供をお願いします。
役員会や編集小委員会で協議して印刷所に送付し、思い出に残る記念誌作成に役立てたいと考えています。
皆様からご提供頂いた大切な写真は記念誌作成終了後に責任をもってお手元にお返し致します。
つきましては、令和４年１月から３月末までに玉諸小同窓会常任理事や理事に手渡していただきたく存じます。
結びになりますが、紙面にある写真のとおり本年は念願の各種イベントが執り行われます。
何卒、住民の皆様のご理解ご支援をよろしくお願い申し上げます。
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今年の気象予測は・・・・・冬は寒く、大雪のおそれも予想されています。水道管の凍結、給湯器の凍結、大雪によるカーポートや
樋の崩落などが考えられます。大事になる前に、出来る対策を行いましょう。
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