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飯南町志津見の東三瓶フラワーバレーには、
毎年10月中旬、約100万本のコスモスが
華やかに咲き誇り、「コスモス祭り」では多
くの家族連れで賑わいます。
各地で多くのイベントが開催されます。秋空
の下、家族連れ、友人同士で様々なイベント
にお出かけ下さい。
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1111月9日〜日〜1111月1515日11月9日〜11月15日

「消さないで あなたの心の 注意の火」

1．住宅防火対策の推進．住宅防火対策の推進1．住宅防火対策の推進

２．台所からの火災予防対策の推進２．台所からの火災予防対策の推進２．台所からの火災予防対策の推進

３．放火火災予防対策の推進３．放火火災予防対策の推進３．放火火災予防対策の推進

　この運動は、暖房器具等を取り扱う機会が増える時季を迎え、火災の発生を防
止し、死傷事故や財産の損失を防ぐとともに、高齢者を中心とする死者の発生を
大幅に減少させることを目指すものです。

　住宅火災での逃げ遅れによる死傷者を減らすため、個人の住宅に「火災警報器」
の設置が義務付けられました。

　今年に入り天ぷら油による火災が4件発生し、1人の尊い命が失われ
ています。
　写真は天ぷら油火災ですが、幸いにも発見が早く、また、適切な初期
消火によって、大事には至りませんでした。

　台所からの火災の多くは、ちょっとした油断が原因で発生しています。
　あなたの心がけ一つが、もっとも効果的な火災予防なのです。
●コンロに火をつけたまま、その場を離れない。
●来客や電話などでその場を離れるときは、必ずコンロの火を消す。
●過熱防止装置の付いたコンロを使用する。

　雲南消防本部管内では、「放火」による火災が平成15年から3年連続して火災原因のトップで、すでに
今年も6件発生しています。
　放火対策の基本は、私たち自身が放火への危機意識を持ち、地域全体で放火されない環境を作ることが大切です。
●家の周りに新聞・ゴミ箱・ダンボール・可燃ごみなど燃えやすいものを置かない。
●家の周りに防犯灯などを設置し明るくする。
●不審な人物を見かけたら隣近所で声を掛け合う。
●倉庫・物置・車庫には鍵をかける。

新築新築の住宅はの住宅は平成平成１８１８年６月１日からから設置義務設置義務

既存既存の住宅はの住宅は平成平成２３２３年５月３１３１日までまでに設置に設置

新築の住宅は平成１８年６月１日から設置義務

既存の住宅は平成２３年５月３１日までに設置

秋の全国火災予防運動秋の全国火災予防運動秋の全国火災予防運動秋の全国火災予防運動秋の全国火災予防運動秋の全国火災予防運動

全国統一
防火標語

重 点 目 標重 点 目 標重 点 目 標

住宅用火災警報器

119番のかけ方

携帯電話からの119番通報

出動内容別救急搬送人数 搬送先の人数
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９００

８００

７００

５００

６００

４００

３００

２００

１００

０

（人） 11月9日〜11月15日

1．住宅防火対策の推進

２．台所からの火災予防対策の推進

３．放火火災予防対策の推進

新築の住宅は平成１８年６月１日から設置義務

既存の住宅は平成２３年５月３１日までに設置

秋の全国火災予防運動秋の全国火災予防運動

重 点 目 標

1月から9月の救急車出動状況

119119番のかけ方のかけ方119番のかけ方

携帯電話からの携帯電話からの119119番通報番通報携帯電話からの119番通報

※一般電話での通報は、発信地（電話をかけた場所）を瞬時
に特定します。できるだけ一般電話から119番してください。

　携帯電話から通報すると、場所により
雲南消防以外の消防本部へつながること
があります。はっきりと市町名を伝えて
下さい。その後、雲南消防へ転送されます。
　車で移動中は、必ず付近の安全な場所
に車を停車させてから119番をしてく
ださい。
　通報後、再度確認のため電話をするこ
とがあります。電源は切らないでください。

　1月1日から9月末までの救急搬送人数は1,484人で、昨年同期と比較すると50人の増と
なっています。この要因としては、高齢者の急病が増加したことによるもので、搬送人数の約7
割が65歳以上となっています。
　また、管内医療機関での内科専門医等の不足から、松江市、出雲市など管外医療機関への搬送
が増加しています。

雲南消防119番です。火事ですか？救急車ですか？
火事か救急車かを答えてください。
場所（住所）はどこですか？
住所を答えてください。
お隣は、どちらのお宅ですか？
お隣のお宅を答えてください。
※この時点で場所が特定でき、
　消防車又は救急車が出動します。
【火事】何が燃えていますか？
【救急車】どうされましたか？
（詳しい状況を確認します。）
おちついて状況を話してください。
（すでに消防車又は救急車は出動しています。）

※状況の確認及び消防署からの指導を受ける時は、コードレス電話が便利です。

消防署：

あなた：

消防署：

あなた：

消防署：

あなた：

消防署：

あなた：

出動内容別救急搬送人数出動内容別救急搬送人数 搬送先の人数搬送先の人数出動内容別救急搬送人数 搬送先の人数
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新しい車両を配備　災害支援車

小型ポンプや資機材の積み降ろしの利
便性を追求した特別仕様です。

運搬車及び水タンクを積載した状況

クレーン装置は、資機材（水タンク、
土嚢等）の積み降ろしが効率的に行え
るようにパラフック搭載型（起伏、旋
回同時操作）です。

荷台スライド装置クレーン装置

第１９回少年消防クラブ員研修会第１９回少年消防クラブ員研修会

運搬車・水タンク・小型ポンプ・ホース  

水タンク・長距離送水（ホース）    

ボート・救命胴衣・浮輪・ロープ

エアーテント・酸素ボンベ・シート・毛布・担架・救急資器材

救助資機材・油圧救助資機材・予備ボンベ

土嚢・ブルーシート・スコップ・鋼管   

オイルフェンス・吸着マット・油処理剤

山 林 火 災

無水地域対応    

水 難 救 助

多数傷病者災害  

現場活動支援   

水 害 対 応

油 災 害

災害種別

災害時積載品

積　　　　載　　　　品

手を切らないように！

なかなか消えないなぁ～

　この度、雲南消防署に災害支援車を配備し
ました。
　この災害支援車は、大規模災害時に対して
資機材を搬送し、消防活動の効率化を図るた
めに導入したものです。キャブオーバー型3
人乗り、3t級シャシにクレーン及びキャリ
ア（荷台スライドタイプ）装置を装備してい
ます。

主に山林火災に使用するもので、小型
ポンプ・100m巻きホース・300Ｌタ
ンクを運搬車に積載したものです。

小型ポンプ（自動ホース巻き取り付）

ん～ちょっと難しい
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第１９回少年消防クラブ員研修会第１９回少年消防クラブ員研修会第１９回少年消防クラブ員研修会第１９回少年消防クラブ員研修会第１９回少年消防クラブ員研修会

手を切らないように！手を切らないように！手を切らないように！

加茂小学校　5年
　　　高木みのりさん
　初めて参加して、学
校で教えてもらえない
事を消防署で勉強でき、
とても楽しかったです。
　今後、もしもの時のために、消火
器や心肺蘇生法などをできるように
しておきたいと思います。
　来年もゼッタイ参加したいと思い
ます。

なかなか消えないなぁ～なかなか消えないなぁ～なかなか消えないなぁ～

加茂小学校　5年
　　　加藤　遥香さん
　煙体験、地震体験な
どいろいろなことを学
び、とても楽しい一日
でした。
　毎日研修会で学んだことを思いな
がら生活しています。
　この研修会を通して、消防士さん
の大変さがわかりました。
　来年もぜひ参加したいと思います。

　第19回少年消防クラブ員研修会を
7月26日（水）管内各小学校の4年
生以上179名の参加を得て開催しまし
た。
　研修内容は、昼食用のカレーライス
作りからスタートし、水消火器を使用
した消火訓練、バケツリレーによる消
火競争、消火栓を使用しての放水体験
や救急法、起震車による地震体験、煙
体験等を行いました。
　他の小学校のクラブ員や消防職員と楽しく過ごし、消防への関心を深め、16時過ぎには
修了証と参加記念品を手に消防署を後にしました。

研修会に参加しての感想

ん～ちょっと難しいん～ちょっと難しいん～ちょっと難しい
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島根県消防大会島根県消防大会島根県消防大会島根県消防大会島根県消防大会救急の日救急の日 救急医療週間

祖母と孫、的確な連携で大火を防ぐ祖母と孫、的確な連携で大火を防ぐ

　8月5日（土）雲南市加茂文化ホールラ
メールにおいて、約300名の消防関係者が
出席し、「第58回島根県消防大会」が開催
されました。この席上で、8団体と169名
が県知事表彰を、1団体と550名が県消防
協会長表彰を受賞されました。また、消防
の発展を目指し「誇りと使命感に燃え、一

致団結、任務の達成にまい進する」との大
会決議が採択されました。
　この後、株式会社防災＆情報研究所 代表 
高梨成子氏による、日頃からの災害に対す
る備えや自主防災組織の組織化に向けた講
演が行われました。

第５８回

小型ポンプの部
優　勝　雲南市大東方面隊
準優勝　浜田市
第３位　益田市

小型ポンプの部　雲南市消防団大東方面隊 ポンプ車の部　雲南市消防団掛合方面隊

ポンプ車の部
優　勝　雲南市掛合方面隊
準優勝　松江市
第３位　奥出雲町布勢分団

第５０回第５０回 島根県消防操法大会島根県消防操法大会第５０回第５０回 島根県消防操法大会島根県消防操法大会第５０回 島根県消防操法大会

雲南旅館組合 普通救命講習会受講雲南旅館組合 普通救命講習会受講

　8月6日（日）第50回島根県消防操法大
会が、雲南市木次町の斐伊川河川敷で開催さ
れました。
　会場では2千名を超える団員・一般の応援
団が見守る中、出場した団員はそれぞれ上位
をめざし、炎天下にもかかわらず懸命に操法
技術を競い、盛会なうちに終了しました。
　結果は、ポンプ車の部で雲南市消防団掛合
方面隊、小型ポンプの部で雲南市消防団大東
方面隊が優勝し、優勝旗、優勝纏を獲得され
ました。
　特にポンプ車の部では、優勝の他に奥出雲
町消防団が3位で準優勝纏を、木次方面隊が
4位入賞、吉田方面隊が5位入賞と、管内か
らの出場隊全てが入賞と
いう快挙を成し遂げられ
ました。また、ポンプ車・
小型ポンプの部合わせて
6本ある纏のうち 3本の
纏を獲得されました。

成績は以下のとおりでした。
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雲　南　消　防　本　部
Unnan  Fire  Station

雲　南　消　防　本　部雲　南　消　防　本　部
Unnan  Fire  StationUnnan  Fire  Station
雲　南　消　防　本　部
Unnan  Fire  Station

防火クラブ紹介
山根側婦人防火クラブ
（奥出雲町）

会長　田中　智子さん

防火クラブ紹介

島根県消防大会島根県消防大会救急の日救急の日 救急医療週間

祖母と孫、的確な連携で大火を防ぐ祖母と孫、的確な連携で大火を防ぐ祖母と孫、的確な連携で大火を防ぐ祖母と孫、的確な連携で大火を防ぐ祖母と孫、的確な連携で大火を防ぐ
第５０回 島根県消防操法大会第５０回 島根県消防操法大会

　9月9日は「救急の日」、この日を含
む一週間を「救急医療週間」として、
昭和57年から毎年全国一斉に行われ、
応急手当の重要性や救急業務への普及
啓発活動を行っています。

　「救急の日」の行事の一環として、9月
11日（月）、雲南旅館組合（組合長　渡部
一夫氏）では約30名が参加し、普通救命
講習会を受講されました。

　普段から安全で安心して宿泊していただ
けるよう防火、防災等について尽力されて
いますが、お客様の病気や怪我にも適切に
対応できるよう応急手当を受講されました。

　私達の山根側婦人防火クラブは、鳥取県
との県境に位置し、平成5年に会員数19
名で発足しました。
　毎年4月にクラブ会を実施し、昨年度の
反省や社会情勢等を参考にし、年１回以上
の活動を目標に内容を決めています。
　これまでの活動は、消防署の皆様のご指導、
ご協力を頂きながら、防火座談会や消火訓練、
起震車体験、消防庁舎の見学等を行ってい
ます。
　8月には、普通救命講習会を実施し、初

めて見る「AED（自動体外式除細動器）」に
皆が緊張しながらも、とても有意義な講習
会になり、改めて救命の大切さを学ぶこと
ができました。
　また、毎年春と秋の火災予防運動期間には、
毎夜3～4人、各戸へ「火の用心」を呼び
かけながら夜警を行い、防火意識を促して
います。
　これからも私達は、クラブ員の「和」を大
切にし、防火、防災に対する意識や知識の向
上に努め、安
心して暮らせ
る地域であり
続けるよう一
層精進して参
りたいと考え
ています。

　民家火災を早期に発見、初期消火を行っ
たとして、雲南市三刀屋町の木村トンさん
（90）と孫の文也さん（21）に対し9月
11日（月）消防長から感謝状を贈呈しまし
た。
　この火災は、8月21日昼すぎに発生し、
木村トンさんが隣家の台所から炎と煙が出
ているのを発見して、知らせを受けた文也
さんの初期消火で、建物の一部のみの被害

で火災を防ぐことができました。
　住宅密集地で発生したこの火災は、二人
の的確な判
断がなけれ
ば大きな火
災につなが
る恐れがあ
りました。

雲南旅館組合雲南旅館組合 普通救命講習会受講普通救命講習会受講雲南旅館組合雲南旅館組合 普通救命講習会受講普通救命講習会受講雲南旅館組合 普通救命講習会受講
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雲南広域連合雲南広域連合
Unnan Wide Area Union

　雲南広域連合介護保険事業計画審議会委員の定数について、委員の構成人数を見直し、改正をしま
した。

雲南広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例について雲南広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例について

　平成18年8月28日、平成18年8月雲南広
域連合議会定例会を開催しました。今回の議会に
は次の議案を提出し、すべて原案通り可決・認定
されました。

議　会　報　告議　会　報　告議　会　報　告
雲南広域連合雲南広域連合雲南広域連合

議決された事項議決された事項議決された事項

　雲南広域連合の非常勤職員のうち、介護認定審査会委員の報酬について、県内他圏域との均衡を図
るため、改正をしました。

雲南広域連合介護保険事業計画審議会条例の一部を改正する条例について雲南広域連合介護保険事業計画審議会条例の一部を改正する条例について

雲南広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例について

雲南広域連合介護保険事業計画審議会条例の一部を改正する条例について

　一般会計は、歳入総額が85,979千円、歳出総額が81,984千円となり、歳入から歳出を差し引い
た額は3,995千円となりました。
　介護保険特別会計は、歳入総額が5,730,962千円、歳出総額が5,552,944千円となり、歳入から
歳出を差し引いた額は178,018千円となりました。
（詳細は次ページを参照）

平成１７年度雲南広域連合歳入歳出決算の認定について平成１７年度雲南広域連合歳入歳出決算の認定について平成１７年度雲南広域連合歳入歳出決算の認定について

　歳入歳出それぞれを7,672千円増額し、歳入歳出予算の総額はそれぞれ82,476千円となりました。

平成１８年度雲南広域連合一般会計補正予算（第１号）平成１８年度雲南広域連合一般会計補正予算（第１号）平成１８年度雲南広域連合一般会計補正予算（第１号）

　主な内容：特別職（議会議員、三役）に係る報酬改定に伴う減額
　　　　　　特別職（議会議員、三役）に係る旅費改定に伴う減額
　　　　　　派遣職員の人事異動に伴う派遣職員人件費負担金の増額
　　　　　　平成17年度決算に伴う市町負担金精算の償還金の増額

………………△302千円
………………△394千円
………………3,055千円
………………3,995千円

　歳入歳出それぞれを167,166千円増額し、歳入歳出予算の総額はそれぞれ6,249,226千円となり
ました。

平成１８年度雲南広域連合介護保険特別会計補正予算（第１号）平成１８年度雲南広域連合介護保険特別会計補正予算（第１号）平成１８年度雲南広域連合介護保険特別会計補正予算（第１号）

　主な内容：非常勤職員（介護認定審査会委員）報酬、費用弁償に係る補正
　　　　　　派遣職員の人事異動に伴う派遣職員人件費負担金の減額
　　　　　　前年度余剰金の積立て
　　　　　　平成17年度決算に伴う各種負担金精算の償還金の増額

………△596千円
……………△9,782千円

………………………………………………………2,885千円
……………175,131千円

一般会計

介護保険特別会計

歳入歳出決算の概要について歳入歳出決算の概要について

市町負担金
67,146（78.1%）

総務費
73,606（89.8%）

市町負担金
883,393（15.4%）

国庫支出金
1,566,354
（27.3%）

支払基金交付金
1,696,611
（29.6%）

保険料
799,861（14.0%）683,045（11.9%）

保険給付費
5,254,648（94.6%）

歳入の主な内容 歳出の主な内容

歳入総額 5,730,962千円 歳出総額 5,552,944千円

千円 千円

歳入の主な内容 歳出の主な内容
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雲南広域連合雲南広域連合
Unnan Wide Area Union

雲南広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例について

議　会　報　告
雲南広域連合

議決された事項

雲南広域連合介護保険事業計画審議会条例の一部を改正する条例について

平成１７年度雲南広域連合歳入歳出決算の認定について

平成１８年度雲南広域連合一般会計補正予算（第１号）

平成１８年度雲南広域連合介護保険特別会計補正予算（第１号）

一般会計一般会計一般会計

介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計

歳入歳出決算歳入歳出決算の概要について概要について歳入歳出決算歳入歳出決算の概要について概要について歳入歳出決算の概要について平成
17年度
平成
17年度

市町負担金市町負担金
67,14667,146（78.1%78.1%）

県支出金 8,000（9.3%）
雑収入 12（0.0%）
繰越金 6,095（7.1%）
財産収入 4,726（5.5%）

諸支出金 6,095（7.4%）
議会費 2,283（2.8%）

（単位：千円）

（単位：千円）

市町負担金
67,146（78.1%）

総務費総務費
73,60673,606（89.8%89.8%）

総務費
73,606（89.8%）

繰越金 101,058（1.8%）
財産収入 18（0.0%）
使用料及び手数料70（0.0%）
諸収入 552（0.0%）

基金積立金 8,334（0.2%）
財政安定化基金拠出金 505（0.0%）
諸支出金 92,819（1.7%）
総務費 196,638（3.5%）

市町負担金市町負担金
883,393883,393（15.4%15.4%）

国庫支出金国庫支出金
1,566,3541,566,354
（27.3%27.3%）

支払基金交付金支払基金交付金
1,696,6111,696,611
（29.6%29.6%）

保険料保険料
799,861799,861（14.0%14.0%）683,045683,045（11.9%11.9%）

保険給付費保険給付費
5,254,6485,254,648（94.6%94.6%）

保険給付費
5,254,648（94.6%）

歳入 歳出

歳入 歳出

歳入歳入の主な内容の主な内容 歳出歳出の主な内容の主な内容歳入の主な内容

歳入総額歳入総額 5,730,9625,730,962千円千円歳入総額 5,730,962千円 歳出総額歳出総額 5,552,9445,552,944千円千円歳出総額 5,552,944千円

入歳入総額額入歳入 額額歳 97985,8 995 7, 千円千円歳入総額 85,979千円 歳出総額額出歳 額額歳 81,98488 9 41, 千円千円歳出総額 81,984千円

歳出の主な内容
　主な歳入は65歳以上の方が納める第1号保険
料と40歳から64歳までの方が納める第2号保
険料（支払基金交付金として交付される）、国・
県からの支出金、市町負担金で占められています。

　歳出の大部分を占める「保険給付費」は、要介護・
要支援認定を受けてサービスを利用されたとき、介護保
険で負担するおよそ9割の給付費で、全体の94.6％を
占めています。その他、介護保険に関する事務処理シス
テムの改修などの費用や事務費などが占めています。

歳入歳入の主な内容の主な内容 歳出歳出の主な内容の主な内容歳入の主な内容 歳出の主な内容
　主な歳入は市町負担金が最も多く、歳入全体の
8割弱を占めています。次に多いのが県からの補
助金で、総力結集しまね再生事業として主には観
光・特産品振興関係の補助金8,000千円の交付
を受けています。

　観光・特産品振興事業として、広島地域でのテレ
ビ放映、ふるさとフェアへの参加、広島市内の大型マ
ルチビジョンでのＣＭ放送などを行い、雲南地域のＰ
Ｒに努めました。また、雲南広域連合ホームページに
ついて、観光・物産情報、介護保険情報などの情報
発信を行うため、ポータルサイトの整備を行いました。

市町負担金
883,393（15.4%）

国庫支出金
1,566,354
（27.3%）

支払基金交付金
1,696,611
（29.6%）

保険料
799,861（14.0%）

県支出金
683,045（11.9%）
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雲南広域連合雲南広域連合
Unnan Wide Area Union

雲南地域づくりセミナーを開催します！

広島で『雲南物産展』を開催広島で『雲南物産展』を開催
雲南地域の観光・特産品をPRしています

「雲南物産展」出店者の募集

第1818回 日韓親善「島根少年の翼」日韓親善「島根少年の翼」第1818回 日韓親善「島根少年の翼」日韓親善「島根少年の翼」第18回 日韓親善「島根少年の翼」

−雲南地域から−雲南地域から1818名が参加−名が参加−−雲南地域から−雲南地域から1818名が参加−名が参加−−雲南地域から18名が参加−

　雲南広域連合では、本年度、人づくり事業「児
童・生徒韓国交流派遣事業」として、新しい時
代を担う国際感覚豊かな人材を育成することを
目的に、（財）しまね国際センターにおいて実施
する日韓親善「島根少年の翼」の参加者に対し

助成金を交付
することとし、
8 月 11 日、
雲南広域連合
事務所において、雲南地域の児童・生徒らの激
励会を行いました。
　雲南地域から小学生11名、中学生7名の計
18名が参加し、速水連合長から一人ひとりに
助成金が手渡され、「しっかりと勉強してきてく
ださい。」と激励しました。参加者を代表して、
雲南市立三刀屋小学校5年の石橋昌大君は、「韓
国に行ってたくさんの友達をつくりたいです。
また、雲南地域や島根の良さを少しでも伝えた
いと思います。」と決意を述べました。

参加者激励会で決意を述べる石橋昌大君参加者激励会で決意を述べる石橋昌大君参加者激励会で決意を述べる石橋昌大君

　「島根少年の翼」一行は、県内から計32名が参
加し、8月18日から22日までの4泊5日の行
程で派遣されました。当初、博多港から高速船で釜
山に向け出発する予定でしたが、台風10号の影響
で広島空港発の航空機に変更して韓国へ渡りました。
　子どもたちは、最初、言葉が通じないことに不安
を感じていましたが、慶州、ソウルに訪れて子ども
たちとの交流会、ホームステイやホームビジットを
体験し、韓国の人達の親切、笑顔に直接触れながら
交流を深め、韓国の人のやさしさ、相手を思いやる
心を感じ、また、日本と韓国の生活習慣や食文化の
違いなど多くのことを学んで、無事に帰国しました。 ▲ソウルのトソン初等学校で記念撮影

雲南市立三刀屋小学校　5年
　　　　　　　　　　陶山　郁也くん
　日本と韓国は近い国で、もっと両方の
国が思いやって話し合い、協力していく
ことができると思います。もっと両方の
国のことをたくさん知ることが大切だと
思います。ぼくは、韓国の文化や歴史、
政治などについてもっと勉強してみたく
なりました。また韓国に行きたいと思い
ました。

奥出雲町立馬木小学校　6年
　　　　　　　　　　唐桶　清美さん
　言葉も食も文化も違う両国だけど、笑
顔で話せば、心は通じると実感しました。
少年の翼を通して、仲良くすることの大
切さ、楽しさ、また思いやりの心を学び
ました。今後、日本と韓国がもっと仲良
くしていくためにも、私達子どもからど
んどん仲良くしていった方がいいと思い
ます。また韓国へ行きたいです。

国際交流に参加しての感想

からす やま ふみ や おけ きよ み

雲南地域づくりセミナーを開催します！
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雲南地域づくりセミナーを開催します！雲南地域づくりセミナーを開催します！雲南地域づくりセミナーを開催します！

広島で『雲南物産展』を開催広島で『雲南物産展』を開催広島で『雲南物産展』を開催広島で『雲南物産展』を開催広島で『雲南物産展』を開催
雲南地域の観光・特産品を雲南地域の観光・特産品をPRPRしていますしています雲南地域の観光・特産品をPRしています

「雲南物産展」出店者の募集「雲南物産展」出店者の募集「雲南物産展」出店者の募集

　雲南地域における魅力づくり、地域活性化に向けた人づくりを
目的として「雲南地域づくりセミナー」を開催します。今後の地
域づくりのヒントとなる講演をしていただきます。
　入場は無料で、テーマに興味・関心のある方ならどなたでも参
加できます。参加ご希望の方は、住所、氏名をファックス、また
は電話でご連絡をお願いします。ご参加をお待ちしております。

第4回は来年2月、雲南市にて開催。詳しくは決まり次第、雲南広域連合のホームページでお知らせします。

　雲南広域連合では、雲南地域の特産品の
販路拡大を目的に、広島市内のスーパーで、「雲
南物産展」を開催しています。雲南地域の
魅力をより多くの人に知っていただこうと、
年4回の開催を予定しています。
　この物産展には、雲南市、奥出雲町、飯
南町の業者、団体に出店いただいて販売促
進活動を行い、売上額の10％を出店経費と
してご負担いただきます。
　これまでに、第1回を 5月 27日、28
日「フレスタ横川店」で、第2回を7月8日、
9日「フレスタ宇品店」で開催しました。
　今度、第3回を12月に、第4回を平成

19年 3月に予定しており、広島市内で直
接販売・ＰＲできる貴重な機会ですので、
ぜひ、出店・ご参加いただきますようお待
ちしております。

詳しくは、雲南広域連合総務課（TEL0854－45－5880）までお問い合わせください。

第18回 日韓親善「島根少年の翼」第18回 日韓親善「島根少年の翼」

−雲南地域から18名が参加−−雲南地域から18名が参加−

参加者激励会で決意を述べる石橋昌大君

テーマ「道の駅を拠点とした地域づくり」

日時：平成18年11月29日（水）
　　　午後1時30分〜3時

場所：雲南市木次町
　　　チェリヴァホール3階大会議室

講師：黒川あや子 氏

▲第2回雲南物産展の様子（広島市南区「フレスタ宇品店」にて）

　10月14日（土）、15日（日）には、雲南地域の特産品販売、観光ＰＲを盛大に行う「ゆうき
の里雲南フェア」を広島市中区の広島城周辺でひろしまフードフェスティバルにあわせて開催します。
2日間におよそ70万人の集客があるイベントで、雲南地域から9業者が出店し、もち、そばなど
の農産加工品の即売等を行います。
　また、平成19年1月20日（土）、21日（日）には、島根県内の全市町村が参加する「島根ふ
るさとフェア」が広島市中区の広島県立総合体育館で開催されます。今回、第10回を迎えるこの
イベントは2日間でおよそ17万人の来客が見込まれ、雲南地域の1市2町と連携して、観光情報
の発信、特産品の販路拡大に向けた取組みをすすめてまいります。

・兵庫県朝来市に在住、「道の駅　あさご」駅長
・道の駅を公民館のように使ってもらったり地産
地消を行うなど地域の人に利用してもらうさま
ざまな事業を展開し、黒字経営を達成されている。

第3回雲南地域づくりセミナーを開催します！

11
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 地方税法上の個人住民税に係る経過措置対象者（平成17年1月1日現在において65歳以上の方で、
前年の合計所得金額が125万円以下の方）

災害で被災された方への支援制度について

激変緩和措置の対象者と年間保険料額激変緩和措置の対象者と年間保険料額激変緩和措置の対象者と年間保険料額

②税制改正により同一世帯員が住民税課税となり、
　本人が住民税非課税の方

措置の対象となる原因

税制改正税制改正に伴う介護保険料伴う介護保険料の
　　　　　激変緩和措置　　　　　激変緩和措置についてについて

税制改正に伴う介護保険料の
　　　　　激変緩和措置について

1717年度の税制改正により、住民税（市・町民税）における高年度の税制改正により、住民税（市・町民税）における高

1818年度、年度、1919年度の保険料については段階的に引き上げ、平成年度の保険料については段階的に引き上げ、平成
年度から本来の保険料を納付していただく措置（介護保険料の激年度から本来の保険料を納付していただく措置（介護保険料の激

17年度の税制改正により、住民税（市・町民税）における高

る方がいらっしゃいます。その対象となる方の負担を軽くするため、
18年度、19年度の保険料については段階的に引き上げ、平成

20年度から本来の保険料を納付していただく措置（介護保険料の激

新たな
保険料段階

18年度
年間保険料額

19年度
年間保険料額

激変緩和措置の対象者

第1段階段階からの激変緩和措置対象者からの激変緩和措置対象者

第2段階段階からの激変緩和措置対象者からの激変緩和措置対象者

第3段階段階からの激変緩和措置対象者からの激変緩和措置対象者

第4段階段階からの激変緩和措置対象者からの激変緩和措置対象者

第1段階からの激変緩和措置対象者

第2段階からの激変緩和措置対象者

第3段階からの激変緩和措置対象者

第4段階からの激変緩和措置対象者

激変緩和措置対象者以外の方

36,000円 48,000円

第
　
５
　
段
　
階

20年度
年間保険料額

36,000円 48,000円

43,680円 51.840円

51,840円 55,680円

60,000円 60,000円

①税制改正により本人が住民税課税となる方①税制改正により本人が住民税課税となる方①税制改正により本人が住民税課税となる方
①税制改正により本人が住民税課税となる方

60,00060,000円60,000円

第1段階からの激変緩和措置対象者

第2段階からの激変緩和措置対象者

第3段階からの激変緩和措置対象者

48,000円
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1

2

3

4

　今年7月の豪雨災害では、雲南地域でも甚大な被害が発生しました。介護保険制
度では、震災、風水害、および火災などの災害で著しい被害を受けた方を支援する制
度があります。申請により保険料や介護サービスの利用者負担分について、広域連合
長が必要と認めるものについて減免や徴収猶予の措置を受けることができます。

※世帯の主たる生計維持者とは、第１号被保険者（利用者負担分の場合は、要介護被保険者または
要支援被保険者）の属する世帯の生計を主として維持する者のことです。

介護保険の第１号被保険者（利用者負担分の場合は、要介護被保険者または要支援被保険
者）や、世帯の主たる生計維持者が、災害により住宅や家財などに著しい損害を受けた場合。

世帯の主たる生計維持者が、死亡した、または、心身に重大な障害を受け長期入院が
必要となり収入が著しく減少した場合。

世帯の主たる生計維持者の収入が、事業や業務の休廃止、事業の著しい損失、失業な
どにより著しく減少した場合。

世帯の主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作や
不漁などにより著しく減少した場合。

った方（ただし、同一世帯に①の対象者以外の課税者がいない方）

災害で被災された方への支援制度について災害で被災された方への支援制度について災害で被災された方への支援制度について

激変緩和措置の対象者と年間保険料額

②税制改正により同一世帯員が住民税課税となり、税制改正により同一世帯員が住民税課税となり、
　本人が住民税非課税の方本人が住民税非課税の方

措置の対象となる原因措置の対象となる原因措置の対象となる原因

1

2

3

4

申請の方法、措置の期間、措置の内容など詳細については、
雲南広域連合介護保険課（0854－45－5803）までお問い合わせください。

税制改正に伴う介護保険料の
　　　　　激変緩和措置について

17年度の税制改正により、住民税（市・町民税）における高

18年度、19年度の保険料については段階的に引き上げ、平成
年度から本来の保険料を納付していただく措置（介護保険料の激

第1段階からの激変緩和措置対象者

第2段階からの激変緩和措置対象者

第3段階からの激変緩和措置対象者

第4段階からの激変緩和措置対象者

新たな
保険料段階

18年度
年間保険料額

19年度
年間保険料額激変緩和措置の対象者

31,680円 39,840円

第
　
４
　
段
　
階

31,680円 39,840円

39,840円 43,680円

48,000円 48,000円

①税制改正により本人が住民税課税となる方
①税制改正により本人が住民税課税となる方

②税制改正により同一世帯員が住民税課税となり、
　本人が住民税非課税の方

60,000円

第1段階段階からの激変緩和措置対象者からの激変緩和措置対象者第1段階からの激変緩和措置対象者

第2段階段階からの激変緩和措置対象者からの激変緩和措置対象者第2段階からの激変緩和措置対象者

第3段階段階からの激変緩和措置対象者からの激変緩和措置対象者第3段階からの激変緩和措置対象者

激変緩和措置対象者以外の方

20年度
年間保険料額

4848,000,000円48,000円
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　福祉用具貸与サービスの対象となる福祉用具のうち、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、

の方（要支援・経過的要介護・要介護１）については、身体の状況に照らして、一定の条件に
該当する場合を除き、介護保険での介護給付対象から外れ、利用者の負担となります。（表１）

　この制度の変更は、軽度者の方に福祉用具を貸与することにより、逆に身体の状態の悪化を招く恐れ
があることから行われるものです。
　なお、一定の条件に該当する場合は、引き続き、介護保険での給付を受けることができます。（表2）

この制度の変更について、詳しくは介護保険課管理給付係（電話0854－45－5803）
または各ケアマネジャー（介護支援専門員）まで問い合わせください。

介護保険　福祉用具貸与サービスの介護保険　福祉用具貸与サービスの
　　　　　　　　利用が変わりました　　　　　　　　利用が変わりました
介護保険　福祉用具貸与サービスの
　　　　　　　　利用が変わりました

介護保険事業計画審議会の委員が決まりました

①あお向けに寝る

介護予防体操介護予防体操介護予防体操介護予防体操
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（表1）福祉用具貸与サービスの種目ごとの保険給付一覧表
身体の状況

種　目
軽度者の方

（要支援・経過的要介護・要介護１の方）
中重度者の方

（要介護2～5の方）

車いす及び車いす付属品

一定条件に該当する場合は、保険給付の対象
となります。
該当しない場合は、全額自己負担となります。

保険給付の対象となります。

特殊寝台及び特殊寝台付
属品

床ずれ防止用具及び体位
変換器

認知症老人徘徊感知器

移動用リフト
（つり具の部分を除く）

手すり

保険給付の対象となります。 保険給付の対象となります。
スロープ

歩行器

歩行補助つえ

（表2） 福祉用具貸与サービスの各種目における一定条件とその判断方法
種　　　　目 一定の条件 判断方法

車いす及び車いす付属品

次のいずれかに該当する者
○日常的に歩行が困難な者
○日常生活範囲における移動の支援が特に必
要と認められる者

認定調査結果で判断します。
ケアマネジメントで判断し
ます。

特殊寝台及び特殊寝台付属品
次のいずれかに該当する者
○日常的に起きあがりが困難な者
○日常的に寝返りが困難な者

認定調査結果で判断します。

床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者 認定調査結果で判断します。

認知症老人徘徊感知器

次のいずれにも該当する者
○意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解
のいずれかに支障がある者
○移動において全介助を必要としない者

認定調査結果で判断します。

移動用リフト
（つり具の部分を除く）

次のいずれかに該当する者
○日常的に立ち上がりが困難な者
○移乗が一部介助又は全介助を必要とする者
○生活環境において段差の解消が必要と認め
られる者

認定調査結果で判断します。

ケアマネジメントで判断し
ます。
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　雲南広域連合の介護保険を円滑に実施するための事業計画を審議する介護保険事業計画審議
会委員が決まりました。任期は平成18年9月1日から平成20年8月31日までの2年間
です。

介護保険　福祉用具貸与サービスの
　　　　　　　　利用が変わりました

介護保険事業計画審議会の委員が決まりました介護保険事業計画審議会の委員が決まりました介護保険事業計画審議会の委員が決まりました

①あお向けに寝る①あお向けに寝る①あお向けに寝る

今回ご紹介する介護予防体操は起きあがりに必要な足の体操ですです。

　介護保険制度が「介護予防」と「自立支援」

に重点を置いた制度に改正されてから半年が過

ぎ、新しい予防に向けたサービスも行われてき

ています。

　毎日の生活の中で、ちょっとした時間を見つ

けて介護予防体操を実践し、元気で楽しく過ご

しましょう。

足を伸ばしてあお向けに寝ます。

介護予防体操介護予防体操介護予防体操介護予防体操介護予防体操介護予防体操介護予防体操介護予防体操介護予防体操介護予防体操
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分　野 職　　名 氏　　名 備　考 分　野 職　　名 氏　　名 備　考

議　会 雲南広域連合議会議員 田中　　隆 福　祉 社会福祉法人雲南広域福祉会長 阿川　文雄 副会長

議　会 雲南広域連合議会議員 若月　康男 福　祉 雲南民生児童委員協議会長 佐和田静也

医　療 雲南医師会長 陶山　吉朗 会　長 福　祉 事業管理者連絡会 勝部　一朗

医　療 町立奥出雲病院歯科医師 植田　博義 福　祉 事業管理者連絡会 錦織美由起

医　療 県薬剤師会雲南支部長 菅原　将夫 住　民 住民代表（雲南市） 佃　　征男

医　療 公立雲南総合病院長 大塚　昭雄 住　民 住民代表（雲南市） 鳥谷　忠男

医　療 町立奥出雲病院副院長 和田　成仁 住　民 住民代表（雲南市） 谷戸　仁子

医　療 町立飯南病院長 萬代　恵治 住　民 住民代表（奥出雲町） 稲田　栄之

学識経験者 島根リハビリテーション学院教務部長 喜多　　稔 住　民 住民代表（飯南町） 本間　直子



公立雲南総合病院
Unnan General hospital

“五十肩”は治るのでしょうか？

五十肩

　みなさん、肩の痛みは“五十肩”でいつかは自然（じねん）に治る
とおもわれていると思います。たしかに早期に症状がとれることが多
くて、自然に治ることも多いのですが、時々、“五十肩”と思っている
ものの中にいつまでも痛くて寝られないひどいもの、肩が上がりにく
くなったもの、意外と治りにくく時間がかかる場合があります。どの
ような“五十肩”が治りにくいのでしょうか？外来で多く見かける代
表的な症状2つをあげてみます。

　五十肩の治療は臨床病期に対応して行わ
れます。発症から2ヵ月頃の急性期までは、
病理組織学的に炎症所見である肩関節包に
充血と浮腫が認められるため疼痛が強くな
ります。そのため治療は安静と除痛のため
薬物療法およびステロイド剤またはヒアル
ロン製剤を肩関節腔内または肩峰下滑液包
内注入を行います。
　発症後2ヵ月頃の慢性期には、肩関節包
が線維化し肥厚してくるため肩のすくみが

生じてきます。この頃から愛護的にリハビ
リが必要となってきます。このとき3ヵ月
以上も肩関節を安静にしていると肩のすく
みが進行し、最終的にすくんだままになっ
てしまいます。
　残存した肩のすくみを改善させるためには、
リハビリを根気よく行う必要があり、可動
域の改善まで発症後1年もかかったりします。
肩の痛みが3ヵ月も続いている場合は、一
度専門医に見てもらうことが必要でしょう。

五十肩とは？
肩峰（骨）

腱板（すじ）

肩峰下滑液包

三角筋

上腕骨

肩甲骨

関節関節関節

棘上筋（筋肉）
鎖骨
癒着しやすい場所

痛い！！

癒着すると骨と腱（すじ）が
くっついて肩が最後まで上
がらず、痛みを伴います

五十肩
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公立雲南総合病院
Unnan General hospital

腱板断裂腱板断裂

　腱板は、外から触れてわかる三角筋の奥
に外旋筋群である腱板の4つの腱が上腕骨
頭の周囲におおっています。腱板断裂は主
に肩甲骨の肩峰と上腕骨頭の間にある棘上
筋腱の断裂です。
 断裂は、主に老化による腱板そのものの変
性を基に、肩峰との機械的な摩擦とにより
生じます。腱板損傷の症状は、重いものを
持ち上げた後や肩をぶつけた後に肩が痛く
なりあがりにくくなります。また転んだとき、
肩とは関係のない肘をついた後にも同じ症
状が起こることがあります。腱板損傷は自
然に治ることはほとんどなく、部分断裂で
も完全断裂へ悪化していきます。
　腱板断裂の治療は、断裂した腱板を上腕
骨へ再縫着させることでありますが、肩峰
下に生じた骨棘が腱板と機械的な摩擦を生
じさせていた場合には一部骨を削り、修復
した腱板との摩擦を生じさせないようにす
る必要があります。

　従来、腱板断裂は大きく切って手術する方
法が主流でしたが、最近は肩関節鏡視下手術
により小さな傷で手術を行うことができるよ
うになりました。鏡視下手術は術後の痛みも
少ないためリハビリもスムーズに行えます。
当院では関節鏡による手術を行い良好な成績
を得ています。また山陰地方では関節鏡での
腱板縫合術を行っている施設は数箇所で、当
院はそのひとつです。
（注意：大きく、時間のたっている腱板断裂
では関節鏡による修復が不可能で、7cmく
らい切る従来の方法となります。）

　また、肩の疾患には、投球肩（野球肩）、
反復性肩関節脱臼（何度も脱臼する肩）石
灰沈着性腱板炎（石灰が肩にたまって非常
に痛い）など治療の必要なものもあります。
肩の痛み、特に夜間痛または肩の上がりに
くい状態でお困りの方は当院整形外科にご
相談ください。

関節

創の大きさの比較

従来の大きく
開ける方法

関節鏡による方法
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眼科外来眼科外来におけるにおける予約体制予約体制についてについて眼科外来眼科外来におけるにおける予約体制予約体制についてについて眼科外来における予約体制について

小児科

内　科

予約方法予約方法
電話または外来窓口で予約を受付いたします。
電話受付時間：8時30分～16時まで

※久々新患とは、おおむね3ヶ月以上受診のない方

※

　患者様の待ち時間対策として、「薬のみ」
以外につきましては初診及び久々新患の
患者様に対しても電話予約等で対応する
完全予約制を平成18年9月4日（月）
から導入いたしております。

③ ④初診または久々新患の初診または久々新患の
患者様の対応患者様の対応

予約方法

初診または久々新患の
患者様の対応

自動受付機は使用できませ
んので、医事課受付【③番（新
患受付）、④番（再患受付）】
までお越しください。

１．対象者：満65歳未満の方（中学生以下は小児科対応）
※満65歳以上で、且つ雲南市、奥出雲町に在住している方は保健推進課で対応（自己負担
2,000円）（但し、満60歳～65歳未満で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能または人免疫
不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者も含む…身障手帳１級に相当する状況）

２．費　用：4,515円

３．予　約：9月19日（火）～　内科外来　14：00～17：00

４．実　施：11月13日（月）～12月29日（金）

　　　　　　月曜日から金曜日の9：00～13：00（定期診察があればよ予約時間で実施）

自動受付機の変更自動受付機の変更
自動受付機では「薬のみ」
の受付となります。

自動受付機の変更

インフルエンザの予防接種についてインフルエンザの予防接種についてインフルエンザの予防接種について

１．対象者：生後6ヶ月から中学3年生まで。
※13歳未満の小児は約3週間間隔をあけて2回接種です。
※13歳以上の小児は基本的に1回接種で良いですが受験生などで2回
接種を希望される方は2回の予約を受けています。
※卵アレルギーのある小児は皮内テストを実施してから行います。

２．費　用：接種料金　１回目3,675円
　　　　　　　　　　　2回目1,785円
　　　　　　　皮内テスト料金　160円
　　※他院で1回目接種、当院で2回目の接種の場合はコストは１回目として算定されます。

３．予　約：9月19日（火）～小児科外来
　　　　　　予約時間　14：00～17：00（毎週水曜日は除く）

４．実　施：毎週火曜日の午後…10月17日（火）～翌年の1月30日（火）

５．接種人数：40名迄／日

眼科外来における予約体制について眼科外来における予約体制について

予約方法

その他

初診または久々新患の
患者様の対応 自動受付機の変更

インフルエンザの予防接種について
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眼科外来における予約体制について眼科外来における予約体制について

予約方法

初診または久々新患の
患者様の対応 自動受付機の変更

インフルエンザの予防接種について

眼科外来における予約体制について眼科外来における予約体制について

予約方法

その他

初診または久々新患の
患者様の対応 自動受付機の変更

インフルエンザの予防接種について

薬剤科紹介
　薬剤科の主な業務は、調剤、製剤、医薬品
情報、病棟での服薬指導に分かれています。

　処方オーダリングシステム（従来、医師
が紙に手書きしていた処方せん内容をコン
ピューターに入力することによって、薬局
での処方せん処理から医事会計までを電子
化したシステム）により医師が処方した薬
の量や飲み合わせ等を確認後、調剤してい

ます。錠剤は飲み忘れ・飲み間違いを防ぐ
ため全自動錠剤分包機により1回に飲む薬
をまとめて包装しています。患者さまには
お薬の説明書をお渡しし、必要に応じて更
に説明を行っています。

　院内特殊製品（内服薬、外用薬、注射薬）
の調製などを行っています。院内特殊製品
とは、使用量が少なく製薬会社から市販さ
れていない薬や、医師や薬剤師の新しいア
イデアを生かした開発段階にある薬です。

抗生物質と副腎皮質ホルモン剤を混合した
吸入薬や切迫早産を予防する坐薬など多数
調製しています。院内製剤品は清潔な環境
で作られ、患者さまの同意のもと、慎重に
使われています。

　現在当院では約1,000品目の医薬品が
採用されていますが、それらの医薬品の情
報を製薬会社、雑誌、海外文献、インター
ネットなどから収集、整理、保管しておき、
医師や看護師などの臨床現場からの質問に
答えています。（薬の鑑別、副作用情報、飲

み合わせ、注射薬の配合変化など）。また、
薬事委員会の事務局を担当しており、薬事
委員会報告、病院新採用薬品紹介、ＤＩニ
ュースなどの印刷物を発行し、薬の適正使
用を情報面でバックアップしています。

調剤（外来・入院）

製　　剤

服薬指導

医薬品情報（ＤＩ業務）

　入院中の患者さまの病室に伺って直接お
薬の効き目や使い方、注意事項について説
明しています。正しい使い方を知って、間
違いなく薬を使用していただけるようにひ
とりひとりに合わせた指導を心がけています。
お薬に関する疑問、質問にもお答えします。
直接の指導だけでなく、薬歴（個々の患者
さまの薬物治療に関する情報を時系列に記
録したもの）・検査データなどもみながら、
相互作用（飲み合わせ）や副作用などをチ
ェックし、お薬が安全に使用されるよう注
意しています。この服薬指導は、全7病棟
のうち5病棟で実施しています。
　また、初回面談時には、必ず健康食品（サ
プリメント）の摂取の有無について確認し

ています。昨今、“アガリ
スク”が癌に効くという
ことで話題に上りましたが、
結果は新聞報道の通り誇
大広告であったようです。
健康食品（サプリメント）に関する情報で
信頼できるのは、独立行政法人 国立健康・
栄養研究所の「健康食品」の安全性・有効
性情報です。この中には日本で発売されて
いる数多くの健康食品に関するデータが蓄
積されています。すでに服用されている方、
またこれから服用されたい方は、是非ご参
考になさって下さい。
独立行政法人 国立健康・栄養研究所のホー
ムページ：http://www.nih.go.jp/eiken/
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いきいき家族健康教室いきいき家族健康教室 健康医学講座健康医学講座いきいき家族健康教室

レディースレディース ドックドックレディース ドック

健康医学講座

〜間違った摂り方をしていませんか？〜〜間違った摂り方をしていませんか？〜〜間違った摂り方をしていませんか？〜

日　時：11月28日（火）14：00～16：00
講　師：後藤真由美 薬剤師
　　　　（公立雲南総合病院薬剤係長）

日　時：2月17日（土）10：00～12：00
講　師：瀬島　健裕 医師
　　　　（公立雲南総合病院泌尿器科部長）

●受講料は無料です。

●会場はすべて4階大会議室です。

●ご予約、お問い合わせは、公立雲南総合病院保健推進課まで。

日　時：1月31日（水）14：00～16：00
講　師：黒松　基子 会長
　　　　（呆け老人をかかえる家族の会島根支部）

Dr.Jun  Mine

役 職 名

趣味・特技

ひとこと

小児科医師

ウインドサーフィン

若輩者ですが、雲南の子供達の笑顔を楽しみに、頑張ります。

美根　潤美根　潤美根　潤

N�� ������ ������������ 新任医師紹介新任医師紹介新任医師紹介

電話0854−43−2390（代表）

どなたでもお気軽にご来場下さい！

検査内容

健診費用 ￥14,700（税込み）

からだのことが気になるすべての女性に
ぴったりの健診ができました！！

薬と健康食品について
正しく理解しよう！

講　演

「尿漏れと排尿障害について」

日　時：3月17日（土）10：00～12：00
講　師：佐野　啓介 医師
　　　　（公立雲南総合病院耳鼻咽喉科部長）

講　演

「花粉症について」

認知症についての
理解を深めよう！

予約制のため、予約制のため、

1111月2121日迄にお申込み下さい。日迄にお申込み下さい。

予約制のため、予約制のため、

1月2323日迄にお申込み下さい。日迄にお申込み下さい。

予約制のため、

11月21日迄にお申込み下さい。

予約制のため、

1月23日迄にお申込み下さい。

＊診察・身体測定・視力検査

＊血圧測定・心電図検査・胸部レントゲン

＊血液検査（貧血・肝機能・コレステロール・中性脂肪・血糖・尿酸）

＊検尿（尿蛋白・尿潜血・尿糖）

＊子宮がん検診（子宮頚部細胞診）

＊乳がん検診（乳房視触診・マンモグラフィー※乳房レントゲン）

＊骨密度検査

レディースドックの申し込み・お問い合わせは、
下記までお願いします。
公立雲南総合病院保健推進課
電話０８５４−４３−２３９０（代表）

年に１回は健康状態を調べておく年に１回は健康状態を調べておく
ことをお勧めします！お気軽にごことをお勧めします！お気軽にご
利用下さい。検査についての不安利用下さい。検査についての不安
などがある方はご相談下さい。などがある方はご相談下さい。

年に１回は健康状態を調べておく
ことをお勧めします！お気軽にご
利用下さい。検査についての不安
などがある方はご相談下さい。
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受付時間
午　　前

 8時 30分 ～ 11時 00分 （初診の方）
 7時 15分 ～ 11時 00分 （再診の方）

午　　後  1時 00分 ～ 4時 00分 （診療科については下記の表をご確認ください。）

休 診 日 　土、日曜日・祝日・年末年始（12月30日～1月4日）
　※尚、急患の方はいつでも救急外来にて診察いたします。

面会時間
平　　日 　午前11時00分 ～ 12時 00分／午後3時00分 ～ 8 時 00分
休 診 日 　午前11時00分 ～ 午後 8時00分

　※上記以外の面会は診療に差支えますのでご遠慮下さい。

上段 (　　　) は特殊外来等の名称

診 療 科
月 火 水 木 金

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

内 科

一　診
(再診：予約）服部　修三 － 千貫　大介 － － 服部　修三 － 服部　修三 －

二　診
(再診：予約）山本　　俊 － － － 濱本　幸子 － 濱本　幸子 － 山本　　俊 －

三　診
(糖尿：予約） － － － － 大学医師 大学医師 － － 大学医師 大学医師

六　診
(初診） 千貫　大介 － 服部　修三 － 山本　　俊 － 千貫　大介 － 濱本　幸子 －

循環器外来（予約） 金築　一摩 － － － 今井　健介 － － － 織田　禎二 －

小 児 科
一　診 根冝　由実 根冝　由実 根冝　由実

インフルエンザ
外来（予約制）
14:00～
(H18.10.17
～ H19.1.30)

根冝　由実 予約 :乳児健診
14:00～15:00
予約 : ワクチン外来
15:00～16:00

根冝　由実（根冝　由実）根冝　由実 美根　　潤

二　診 美根　　潤 美根　　潤 美根　　潤 美根　　潤 美根　　潤（美根　　潤）美根　　潤 大学医師

外 科
一　診 末光　浩也 － 大谷　　順 － 末光　浩也 － 大谷　　順（予約：ストマ外来）

（第2木曜日）
末光　浩也

末光　浩也 －

二　診 澤田　芳行 － 澤田　芳行 － 須藤　一郎 － 植田　宏治 須藤　一郎 －

整形外科

一　診 松井　　譲 － 田中日出樹 － 松井　　譲 － 江田　有史 － 田中日出樹 －
二　診 沼本　邦彦 － 大畑　範英 － － － 沼本　邦彦 － 大畑　範英 －

三　診 江田　有史 － 松井　　譲 － 田中日出樹 －
田中日出樹
（予約：リウマ

チ外来）
－ 松井　　譲 －

脳神経外科（予約） 安東　誠一 － 安東　誠一 － 安東　誠一 － 安東　誠一 － 安東　誠一 －
産 婦 人 科（ 予 約 ） 川上　伸兒 － 川上　伸兒 － 大学医師 － 川上　伸兒 － 川上　伸兒 －

耳 鼻 咽
喉 科

一　診 佐野　啓介
（予約・一般）
14:30～
佐野　啓介

佐野　啓介 － 佐野　啓介 － 佐野　啓介 － 佐野　啓介
（予約・一般）
14:30～
佐野　啓介

二　診 －
（予約・一般）
14:30～
大学医師

－ － － － － － － －

眼　　 科（ 予 約 ） 石原　美香 － 石原　美香 － 石原　美香 － 石原　美香 コンタクト
外来 石原　美香 －

泌 尿 器 科（ 予 約 ） 塩野　　学 － 瀬島　健裕 － 瀬島　健裕 － 塩野　　学 － 瀬島　健裕 －
麻 酔 科 大学医師 － － － － － － － － －
皮 膚 科 千貫　祐子 － － － 赤木　竜也 － － － 千貫　祐子 －
放 射 線 科 　福庭　栄治　「紹介患者のみ」
リハビリテーション科 大畑　範英「紹介患者のみ」江田　有史「紹介患者のみ」大畑　範英「紹介患者のみ」大畑　範英「紹介患者のみ」江田　有史「紹介患者のみ」
精 神 科 原　　陽一 － 神尾　　聡 － 代務医師 － 山田　武史 － － －

平成18年11月1日現在

〈所在地〉
〒699-1221
島根県雲南市大東町飯田96-1
Tel 0854-43-2390㈹
Fax 0854-43-2398
〔ホームページアドレス〕
http://user.yoitoko.jp/unnan-h/

●眼　　科：木曜日午後のコンタクト外来（受付時間　午後1時30分～3時30分）
　　　　　　第1・5木曜日　シードコンタクト
　　　　　　第2・4木曜日　日本コンタクト
　　　　　　第 3 木曜日　サンコンタクト（チバビジョンコンタクトも取り扱っています。）
●外　　科：肛門外来・乳腺外来・甲状腺外来は毎日、禁煙外来は毎週水曜日午前診療にて行っております。
●健康診断：人間ドック・政府管掌健診・企業健診等一般診査をはじめ、その他脳ドック・骨粗鬆症検診・肺癌検診・前立腺

検診を予約にて賜ります。お申し込みは保健推進課までご連絡ください。

診療「予約」・人間ドック・健診等に関するお問合せは（0854）43－ 2390㈹までご連絡ください。
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11月2日（木）　

松笠素人芝居2006

雲南市掛合町

掛合町松笠　松笠小学校体育館

2006

11
月 火 水 木 金 土 日

6
13
20
27

1
8
15
22
29

2
9
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3
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24
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5
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26

7
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21
28

11月5日（日）

第24回きすきがっしょ祭り

雲南市木次町

雲南市職員駐車場周辺

11月11日（土）

鉄の歴史村フォーラム2006

雲南市吉田町

木の国文化館

11月19日（日）　

北そばまつり

雲南市大東町

ふれあい交流館（大東町北村）

11月19日（日）

アスパルウォーク
　　　　＜秋晴れコース約2km＞

雲南市三刀屋町

雲南市三刀屋文化体育館アスパル

早朝のさわやかな空気の中、一緒にウォーキング
で汗を流してみませんか。毎月第３日曜日に開催。
開始時間 7:00、アスパル玄関前集合、参加費なし
★雲南市三刀屋文化体育館アスパル
TEL 0854－45－9222

11月12日（日）　

第6回ラメール小中学校
　管打楽器独奏コンクール

雲南市加茂町

雲南市加茂文化ホールラメール

練習・演奏時の有効な方法など個人の演奏
レベルにあわせた助言がもらえる小中学生
にお勧めのコンクールです。
開始時間　9:00～、参加費一人あたり
2,000円、入場は無料
★雲南市加茂文化ホールラメール
TEL 0854－49－8500

11月18日（土）

しまね映画祭2006　韓国映画
　　「うつせみ」「マラソン」上映

雲南市木次町

チェリヴァホール　2Ｆホール

11月11日（土）

海潮温泉　神代神楽の夕べ

雲南市大東町

古代鉄歌謡館

11月10日（金）・11日（土）

たたら製鉄「近代だたら操業」

雲南市吉田町

和鋼生産研究開発施設

11月4日（土）・5日（日）

第5回シニアソフトバレー大会

雲南市三刀屋町

雲南市三刀屋文化体育館アスパル

ソフトバレーを愛好する60歳以上の男女が
各地から集まり、楽しく交流試合を行います。
★雲南市ソフトバレーボール連盟
事務局　高野繁子さん
TEL 0854－45－5322

戦前から続く松笠素人芝居。昔ながらの芝
居小屋の雰囲気のなか行われます。
開始時間　19:00～（予定）、参加費なし

★雲南市掛合総合センター　自治振興課
TEL 0854－62－0300

毎月恒例の神楽公演。
雰囲気たっぷりの舞
台をお楽しみください。
出演：小河内神楽社中   
開演 20：00～
高校生以上500円、小
中学生200円
★古代鉄歌謡館
TEL 0854－43－6568

「奥出雲たたら経営の特
徴」と題し、島根大学教
育学部相良英輔教授に
講演いただきます。
基調講演14:00～17:15
パネル展示13:00～17:15
★（財）鉄の歴史村振興事業団
TEL 0854－74－0311(吉田)

①「うつせみ」14：00～
寂しさを抱える2
人の男女の幻想的
な愛のファンタジー。
②「マラソン」19：00～
20才の青年がフル
マラソンに挑戦す
る愛と勇気の物語。
１作品　前売券
1,000円、当日
券1,200円
★チェリヴァホー
ル事務室
TEL 0854－42－1155

地元産そばを地域おこし
に結びつけた交流会。そば、
饅頭の試食、木工、野菜の
即売等が行われます。
★イベント責任者　新田英夫さん
TEL 0854－43－3260

大人 3,500円
小人 2,000円
大人 2,000円
小人 1,500円
大人 　200円
小人 　150円

１日券 ………………

回数券（11回）……

回数券（１回） ………

大人 2,500円
小人 　800円
大人 2,000円
小人 1,000円
大人 　200円
小人 　100円

１日券 ………………

回数券（15回）……

回数券（１回） ………

大人 3,800円
小人 3,300円

3,000円
300円

１日券 ………………

回数券（11回）…………
回数券（１回） ………………

新企画「がっしょでぎばめ！ウルトラクイズ」
など様々なイベントやテント村、文化展など
を開催します。

★がっしょ祭り実行委員会事務局
　（雲南市木次総合センター　自治振興課）
TEL 0854－40－1080

鉄の歴史村フォーラム同時開催。たたら共
同実習生とたたらの準備から操業まで行い
ます。7日～9日 準備作業、10日～11日 
24時間操業（見学自由）

★（財）鉄の歴史村地域振興事業団
TEL 0854－74－0311(吉田)

11月5日（日）

大出日山 登山の日

雲南市大東町

大出日山（大東町小河内）

登山を中心に都市住民との交流会、地元特
産品の即売などが催されます。
★登山の日実行委員長　新田幸雄さん
TEL 0854－43－3689

①①

①②
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11月23日（木）

第17回出雲追分全国優勝大会

雲南市加茂町

雲南市加茂文化ホールラメール

12月15日（金）

奥出雲町ふるさと祭

奥出雲町

奥出雲町 町民体育館

ＮＨＫラジオ第1「ふるさと自慢うた自慢」の
公開録音にあわせて開催され歌謡ショーが
行われます。
開場 16：45、開演 17：40～ 入場整理券必要
★奥出雲町地域振興課
TEL 0854－54－2524

12月23日（土）　　

餅つき体験

雲南市吉田町

吉田グリーンシャワーの森

お正月用のお餅をみんなで作ってみませんか。
出来立てのお餅でぜんざいを食べます。
参加費　2,000円、時間 13:00～17:00
★吉田グリーンシャワーの森
TEL 0854－74－0210

12月9日（土）

緑の森のジャズパーティー

雲南市吉田町

吉田グリーンシャワーの森

生演奏を聴きながらの立食パーティーです。
緑の森のジャズパーティーに参加しませんか。
参加費　男性 5,000円、女性 4,000円
時間 19:00～21:00
★吉田グリーンシャワーの森
TEL 0854－74－0210

12月31日（日）

峯寺　除夜の火祭り

雲南市三刀屋町

峯寺～峯寺遊山荘

鐘桜堂で除夜の鐘をついた後、参拝者はたい
松を手に遊山荘まで行列し、新年を迎えます。
★峯寺
TEL 0854－45－2245

1月28日（日）＜予定＞

第20回音戸町交流カキまつり

雲南市掛合町

道の駅「掛合の里」

11月19日（日）　

ミュージックコパンコンサート

雲南市三刀屋町

雲南市三刀屋文化体育館アスパル

「コパン」とはスペイン語で「仲間」という意味。
近隣の音楽の先生が集まって行う演奏会です。
開場18:00、開演18:30～、参加費500円、高校生以下無料
★雲南市三刀屋文化体育館アスパル
TEL 0854－45－9222

三井野原スキー場

12月23日（土）<予定>
奥出雲町八川

国道314号、JR木次線が通り交通が
便利なスキー場。ゲレンデ面積の6割
は初級者向けというファミリースキー
場です。スノーボードの滑走も可能です。

奥出雲町地域振興課
TEL 0854－54－2524

オープン オープン

琴引フォレストパークスキー場

12月16日（土）<予定>
飯南町佐見

国道54号からゲレンデまで3分！宿泊
施設・温泉あり！初級・中級コースに
人工造雪ゲレンデがあり、シーズン中
はいつでも滑走可能です。

琴引フォレストパークスキー場
TEL 0854－72－1021

赤名スキー場

１月初旬<予定>
飯南町下赤名

初級から上級者向けのコースやソリ専
用コースもあり、家族で楽しめるファ
ミリースキー場です。

飯南町政策推進課
TEL 0854－76－2214

オープン

初代出雲愛之助により
完成され、唄い継がれ
た出雲追分の優勝大会。
平成元年より開催。
★出雲追分保存会（ラメール内）
TEL 0854－49－8500

大人大人 3,500 3,500円
小人小人 2,000 2,000円
大人大人 2,000 2,000円
小人小人 1,500 1,500円
大人大人 　200200円
小人小人 　150150円

１日券１日券 ………………………………

回数券（回数券（1111回）…………

回数券（１回回数券（１回） ………………

大人大人 2,500 2,500円
小人小人 　800800円
大人大人 2,000 2,000円
小人小人 1,000 1,000円
大人大人 　200200円
小人小人 　100100円

１日券１日券 ………………………………

回数券（回数券（1515回）…………

回数券（１回回数券（１回） ………………

大人大人 3,800 3,800円
小人小人 3,300 3,300円

3,0003,000円
300300円

１日券１日券 ………………………………

回数券（回数券（1111回）……………………
回数券（１回回数券（１回） ………………………………

大人 3,500円
小人 2,000円
大人 2,000円
小人 1,500円
大人 　200円
小人 　150円

１日券 ………………

回数券（11回）……

回数券（１回） ………

大人 2,500円
小人 　800円
大人 2,000円
小人 1,000円
大人 　200円
小人 　100円

１日券 ………………

回数券（15回）……

回数券（１回） ………

大人 3,800円
小人 3,300円

3,000円
300円

１日券 ………………

回数券（11回）…………
回数券（１回） ………………

広島県音戸町か
ら直送された新
鮮なカキが美味
しい、掛合町の
真冬のビッグイ
ベントです。
参加費　なし
★雲南市掛合総合センター　自治振興課
TEL 0854－62－0300

12月31日（日）

仁多乃炎太鼓「大晦日年越演奏」

奥出雲町

仁多集合庁舎前

恒例の年越炎太
鼓ライブです。
2007年に向け
て23：00より炎
太鼓でカウント
ダウンします。
★奥出雲町三成　山田幸之助さん
TEL 0854－54－1076

①

①

雲南地域のゲレンデ情報
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：〒690－2403　島根県雲南市三刀屋町下熊谷1773－1
　http://www.unnan.jp/

：〒699－1221　島根県雲南市大東町飯田96－1
　http://user.yoitoko.jp/unnan-h/

：〒699－1311　島根県雲南市木次町里方1100－6

TEL 0854－45－5880　FAX 0854－45－5887

TEL 0854－43－2390　FAX 0854－43－2398

TEL 0854－40－0119　FAX 0854－42－1911

・

・

・

発行

雲南広域連合

公立雲南総合病院

雲南消防本部

　深野神楽沿革の詳細は明らかではありませ
んが、弘化 3年（1846 年）の神能記が残さ
れている事から見ても、かなり古い時代から
盛んに舞われていたと考えられます。
　深野神楽は、深野神社社家を中心にして氏
子によって組織され、氏神様の例祭に舞うほ
か、近郷諸社の例祭などに奉納されていたよ
うです。


