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園

＝厳戒体制24時間＝

猛雨〃町を襲う潮
七月二十日︑二十一日未明にかけて降った集中豪
雨は︑私たちの予想をはるかに越えたものでした︒
特に二十日には同時刻に数か所から災害が発生︑
消防団をはじめ︑その対応に奔走しました︒
大雨洪水警報が発生し︑解除となるまでの二十四

〇

で注意するようにと気象情報︒

要請との連絡があり︑消防団

しているので町消防団の応援

午後十時三十分ごろ︑武庫

向かった∪

員は土のうを持参し︑現場に

域では集中的に降雨があるの

︵午後九時三十分現在︶

県西部に

の宇田川和範さん宅から宅地
前方が崩れ︑水路をふさぎ︑

その水が水田に入っていると

り︑水が家に流れ込み︑床下

ん宅が家屋の裏側水路がつま

大雨・洪水警報
発令

午後九時五十五分︑県から
気象台発表の大雨・洪水警報

浸水との連絡があった︒

の連絡があった︒
同時刻︑貝田の森田瑚戟さ

の無線が入った︒

が鳥取県西部に発令されたと

まず︑武庫の現場へは建設
課長ほか数人が急行︒役場と

待機していた職員で協議の

結果︑全町に防災無線を通じ

同時に二か所の災害発生に

連絡を取りながら対応した︒

消防団は人員を分散し︑土の

て警報が発令にをったことと

うの確保などに迅速対応し︑

厳重を警戒を呼びかけたのは

午後十時のことだった︒
午後九時過ぎ︑バケツをう

消防団員に連絡した︒

そして︑ただちに役場に集
合するよう防災無線を通じて

午後十時五十分︑本町一丁

どが集まった︒

それぞれの現場に急行した︒
その間︑役場では各課長な
つしたような雨が地面をたた
梅雨前線が山陰方面に停滞
し活発を活動を続け︑一部地

⑳

午後十時十分過ぎ︑小江尾
の仲嶋勝利さん宅が床下浸水

きつけた︒

発令を見込み︑役場職員数人
が待機体制に入っていた︒

両の激しさを察知し︑警報

ヽ一

を増し︑一向に止む気配はを

その雨足は︑段々と激しさ

七月二十日︑午後八時過ぎ
雨が本格的に降り出してきた︒

時間をふり返ってみました︒

⑬▲山崩れした箇所（町道久達洲河崎線）
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目の道下馨さん宅の裏山が崩

附近の二戸の安否を確認して

洲河崎線で山崩れが発生し︑

敷いていた︒

ど眠ることをく︑厳戒体制を

⑳
れたとの連絡があった︒

警報は解除︑大雨・富・洪水
注意報に切侍った︒

午前三時五十分︑大雨洪水

ただちに︑二戸に連絡を取

ほしいとの連絡があった︒

が現場に急行するとともに役

り︑建設課長と数人の職員が

まず︑副団長︑第一分団長
場から江府消防署に応援要請
つかをいかのうちに︑午前四

を通じて行うことを全世帯に

午前六時︑災害報告を区長

電話殺到

救援・安否の

全国から

しかし︑ほっと一息つくか

の連絡をした︒

現地に急行︑三Hの方に直接
会い︑安否を確認︒卜分に注
時三十五分︑再び警報が発令︒

防団員︒深夜でもあり︑その

びしょぬれ︑泥だらけの消

全員︑役場に集合した︒

ように指示があり︑消防団員

ら消防団は現地を引き上げる

小康状態となり︑広域消防か

午前一時ごろ︑やっと雨は

意するように促したし

町消防団
数か所で
懸命な災害活動
この時点では︑町消防団は

疲労は隠せない︒

小江尾︑武庫︑貝田に手分け
して︑懸命を災害対応に尺︑力

いて︑続々と被害の連絡が入

緊急放送した︒その放送を聞

なるとも限らず︑再び数人で

約二十四時間の警戒体制はひ

午後八時十分︑警報は解除︒

待機することになった︒

の最新気象情報をその都度︑

防災無線では︑気象台から

で通行規制がとられた︒

放送した︒午後一時三十分の

と山を越えた︒

激しい雨が降る見込みである

気象情報では︑夕方から再び
被害状況の把捉かちあらゆ

神戸市魚崎町からだった︒

もっとも早くあったのが︑

国各地の方から電話が殺到︒

けているとの報道に接した全

スで江府町が大きな被害を受

また︑全国ネットのニュー

ってきたし

第二分団蛙長以上六人と役

︵午前二時現在︶

総雨量一七丁︑ヘリ

県下最高画

機となった︒

り︑あとのメンバーは自宅待

場の首脳が待機することにな

していた︒その間︑無情を雨
は止むことを忘れたかのよう
に激しく降り続けていた︒
午後十一時三十分︑仲嶋さ
ん宅から床下浸水はおさまっ
一方︑遺下さん宅の山崩れ

たとの連絡が入った︒

のうを積んだ︒

箇所では流水防止のため︑土
また︑本町一丁目から田口

の対応では限界があるのは当

団長に相談があり︑町長︑助

然︒各部落の自衛消防隊の円

生の場合︑自ら町消防団だけ

一度に数か所からの災害発
午前二時︑鳥取地方気象台

午後五時十五分︑国道は片

とのこと︒まだまだ︑厳重を

役︑団長と協議の結果︑道下

の発表では降り始めからの而

午前十時すぎ︑江府中学校

側通行可能となり︑雨もあま

滑を対応こそ急務ではないか
と感じた︒

警戒が必要だ︒

さんは本町一丁目集会所に被

立は江尾で一七二︑︑りと県下

の国道側の山が土砂崩れ︑国

り降らをくなった︒

る対応まで役場はごったがえ

難するよう要請した︒︵午前

で最高となり︑しかも︑日野

道一八一号線をふさぎ︑通行

した︒

〇時十分︶

川は薄日で警戒水位を超えた︒

午前〇時三十五分︑洲河崎

止めになるなど数か所の町道

しかし︑どのようを状況に
待機のメンバーは︑はとん

の影山頼美さんから町道久連
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▲山崩れで土砂が流れ込んだ家屋、片付けをする皆さん（江尾）

世界各国の水がずらり展示「ヨーデル瀧」オープン
喫茶コーナーも尭備

七月十五日︑水工場の隣り
に奥大山の水交流センター﹁ヨ

貴ノ花問︑景子さん

上手に着付けできるかを

モデルさんにいかに速く

︵Aグループ︶

︵Bグループ︶

岡田重機A

江府技研

めでとう
しゅうとめ会運動会

育館で姑会の運動会が

競うもので︑あっという

の結婚を祝し各チームの

行われ︑四チームに分

七月十四日︑総合体

かれて十種目の競技に

各国の代表的を水を展示する
ったコーヒーをどを飲むこと

とともに︑奥大山の水でつく

っていました︒

間にベストカップルが誕

は︑貴ノ花関︑景子㌔

生︒大きを声援が飛び交

のできる喫茶コーナーも完備
し︑皆さんのお越しをお待ち
しています︒

㊤

⑳

でも︑ユニークを種目

▲見事な貴ノ花関と景子さんが誕生しました（総合体育館）
取り組みました︒なか

このヨーデル館には︑世界

た︒

ーデル館﹂がオープンしまし

▲ヨーデル館の周辺もきれいに整備されました

ハッスルプレーに会場わく 一第43回職域バレボール大会−

7月8日、総合体育館で、恒例の職域バレーボール大会が町内

12チームが参加し、2グループに分かれて、楽しくわきあいあ

いと行われました。結果は次のとおりです。

小学校連

岡田重機A

江尾貨物藤傾建築

役場A

川端組・日野建協

役場B

シビルマスターズ

江府技研

江府消防署

商工会

役場C

岡田重機B

各チームの技がぶつかり合う
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神奈Jl財産区

俣野小・．明倫小に
テント寄贈

ってくるものです︒そ

七月十六日︑鳥取県消防ポ

唱毘

要員の表情は輝いていました︒引

たものの︑精一杯やり切った

部では第六位と優勝はのがし

部では第三位︑小型ポンプの

江府町消防団は︑ポンプ車の

べて発揮していました︒

員は今までの訓練の成果をす

るをか︑各部門に出場する要

ぶしい夏の日差しが照りつけ

西部大会の時とは違い︑ま

子市︶ で行われました︒

ンプ操法大会が県消防学校︵米

▲いよいよ、これから江府町消防団の操法です（県消防学校）

⑳

交通事故大根ぜつ作戦
〃大根配り
交通安全訴える〟
1街頭指導−

の油断を根元からとっ

ポンプ車の部惜しくも3位
小型ポンプの部6位

七月三日︑十日︑神奈川
財産区管理委員会︵佐々木
正会長︶ は︑明倫小学校と
俣野小学校にそれぞれテン
十日は俣野小学校で贈呈

ト一張を寄贈されました︒
式があり︑佐々木会長から
道下教頭に目録が手渡され
テントには︑﹁緑の大地は

ました︒

つまでも︑豊かを自然を大

宝物﹂と書かれており︑い

一人ひとりに︑地元の

が七月十四日から二十三

特産物︑大根を配りま
﹁事故はちょっとし

した︒

てください﹂と大根の

た心のすき間に忍び寄

の協力のもと︑交通安全

柿原入口で︑溝口警察署

配る意味を訴えながら︑
いました︒

交通安全を呼びかけて

われました︒

その期間中の二十日︑

した︒

日までの十か間行われま

夏の交通安全県民運動

▲「安全運転でお願いします」と呼びかけ
る皆さん

を訴えて︑街頭指導が行
この日︑福田町長をは
じめ交通安全母の会の皆
さんも参加︒ドライバー

墨蔓等 襲撃 宰型

江府町消防団県大会に出場

【l■』■『■l
門■『ll｝剛

一第一分団一

切にしてはしいとの願いが
込められたものでした︒

▲日銀を読み上げる佐々木会長（俣野小）

民生児童委員として
仲嶋眞道㌔・手島恵美子㌔

仲嶋眞道さんと手島恵美

とにご尽力してこられた

して地域のさまざまなこ

永年︑民生児童委員と

力をがら︑地域発展のた

場に︒﹁これからも︑微

日︑鳥取県庁で行われ︑
そのあと︑授賞報告に役

授賞式は︑七月二十四

厚生大臣賞に輝く

子さんのおふたりがこの

めに働いてまいります﹂
と語っておられました︒

されました︒

たび︑厚生大臣賞を授賞

七月九日︑柿原で初

の活性化施設に隣接す
を契機に始まったもの︒
柿原の皆さんは花吹

る所に広場ができたの
今までは︑集落一同

めての運動会が行われ
ました︒

していました︒

雪などの競技に汗を流

⑳

せんでしたが︑上柿原

▲花吹雪の競技に一生懸命の柿原のみなさん

が集まる広場はありま

○

七月二十五日︑韓国の江原

道から県食品研究加工所に研

修生として来日している孔さ

んが水工場と農産物加工所を

視察されました︒

日本の加工技術を学び︑韓

国で新たを製品を造ろうと意

工場で︑製造工程をどを聞い

欲満々の孔さん︒はじめに水

﹁口当たりのよい水ですね﹂

たあと︑奥大山の水を試飲︒

そのあと︑農産物加工所で

と何杯もおかわり︒

は︑わさび漬けについて視察︒
わさびのからみの出し方など︑

メモを取りをがら︑熱心に耳

を傾けていました︒

▲熱心にメモを取る孔さん（左）、中央は通訳の金銀美さん

仲嶋眞道㌔
手島恵美子㌔

韓国の研修生、水工場と農産物加工所を視察
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虫

敏郎飢時価

夏の風物詩となった土曜
ふれあい夜市︵町商工会主
催︶ が七月十五日︑江尾の
本町通りで行われました︒
今年は︑役場職員労働組
合︵森田哲也委員長︶ も参
加︒綿菓子やゲームコーナ
Ⅰ︑焼鳥などの屋台を出店︒
慣れない手つきで︑汗だく
だくとをりながら綿菓子を
どをつくっていました︒
本町通りは︑夏の幕開け
を感じさせるようを雰囲気
でいっぱいでした︒
あいにく︑次の週は天候
の影響もあり︑取り止めと
なりましたが︑また来年も

子供の国保育園

夜店がいっぱい

七日二十六日︑子供

この夜店を出店し

ずらりと並びました︒

夕涼み毒

の国保育園の恒例の夕
保育園の庭園に机を

供たちに楽しんでも

たのは役場職員労働
組合の皆さんで︑子

涼み会が行われました︒
並べて︑カレーライス

を食べたあと︑金魚す
らおうと企画︒子供
く い ︑ ア イ ス ク リ ー ム ︑ たちは︑夏の夜を楽
しんでいました︒
グレーブをどの夜店が

県下トップ

投票率8

3％こえる

政党等の得票数

参議院議員通常選挙終る

七月二十三日︑参議

スポーツ平和党 四九

平和・市民

憲法みどり農の連帯四
青年自由党
五

五

が行われ︑即日︑山村

院議員通常選挙の投票

開発センターで開票が

行われました︒

が︑そのをかで鳥取県

の投票率となりました

新党さきがけ

国民党

さわやか新党

農民連合

三一

一〇

一六

一〇〇六

六

は第一位となり︑更に

自由民主党

みどりといのちの市民

江府町は県下トップの

全国的には過去最低

83・13％の投票率でした︒

三
一九

平成維新の会
第二院クラブ

各候補者をどの得票

世界浄霊会

日本共産党

新自由党

七三四

二

七一

二八

七

日本社会党

ラブ

七五六

は次のとおりです︒

全日本ドライバーズク

新進党

選挙区
投票総数二︑九七六

有効投票二︑九二五

五八

候補者の得票数
吉田達男
九五〇

五一

こむら勝洋

日本世直し党

新しい時代をつくる党 四

無効投票

常田たかよし六四〇

日本福祉党

教育党

﹁開日生論﹂のUFOの党七

六

小野ヤスシ一︑二七七

一八二

比例区
有効投票二︑七九四

無効投票
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楽しい催しを計画するよう
です︒

︑
・
ム

▲本町通りは、人ごみでいっぱし

▲「ぱくにも、させてよ」「とれた、とれた」と楽しそうな園児たち

第47回山陰少年ソフト フ￣
＋

会が小学生の部は七月

ソフトテニス選手権大

第四十七回山陰少年

した︒

十六人の参加がありま

九十七チーム︶ 三百六

夏の陽差しが降り注

ぐ中︑選手は元気いっ

二十四日 ︵月︶︑中学

生の部は七月二十七日

ぱいプレーし︑観客か

ら声援を受けていまし

︵木︶開催されました︒
今年の大会では山陰

た︒

ーム ︵小学校の部八十

各地から︑百八十三チ

六チーム︑中学校の部

1．

ス

選手権大会

夏の陽差しに負けない
テニスボーイズ

平成7年7月24日 小学校の部
27日 中学校の部

＋

▲力強いフォアハンド

大 会
小学校の部

＿

▲集中しています

結 果
中学校の部

く男子の部〉
優 勝／鳥取県江府町立米沢小学校
川 上・中 尾 組
準優勝／島根県出雲J．S．T．
鎌 田・周 藤 組
第3位／鳥取県溝口町立日光小学校
兼 田・田 村 組
第3位／鳥取県江府町立俣野小学校
藤 原・加 藤 組

く男子の部〉
優 勝／島根県横田町立横田中学校

く女子の部〉
優 勝／鳥取県日野町立黒坂小学校
生 田・梅 林 組
準優勝／鳥取県日野町立黒坂小学校
安 達・谷 口 組
第3位／鳥取県日野町立根雨小学校
伊 田・佐々木 組
第3位／鳥取県日野町立黒坂小学校
長谷部・牧 田 組

く女子の部〉
優 勝／鳥取県日南町立日南中学校
高 橋・田 中 組
準優勝／鳥取県日南町立日南中学校
西 村・笹 野 組
第3位／鳥取県日野町立日野中学校
村 上・田 辺 組
第3位／鳥取県日野町立日野中学校
長谷部・牧 田 組

伊 東・番 場 組
準優勝／鳥取県江府町立江府中学校

大 谷・各 務 組
第3位／鳥取県日野町立日野中学校
木 山・高 橋 組
第3位／島根県横田町立横田中学校
足 立・安 部 組

ビス︑迫力あります

▼ナイスボレー．′

「」皇身
▲やった−
（8）

¶

キリがをいくらいです︒

験でき︑思い出していると︑

本場のキムチにびっくり
唐辛子が丸々一本
れと名字で金︵キム︶ さんが

また話をする二人の顔を見

次へと話が出てきました︒

思い出が多いらしく︑次から

二人の話を聞いていると︑

丸々一本入っていました︒そ

韓国の中学生との交流では

多いことです︒

ョンしました︒

英語と漢字でコミュニケーシ

ていると嬉しさと楽しさが入

り交じったようを微笑みが︑

いっぱい楽しい思い出がで
きました︒そして︑たくさん

印象的でした︒

り変わりはありませんが︑山

でした︒

きを友情の輪が広がったよう

韓国と︑一つの船の中で大

の友達が韓国と県内にできま
とてもいい研修旅行だった

した︒

んどを船の中で団体生活する

ら行ってください︒必ず心に

は岩が多く木が少なかったで

−川上菅平君−
韓国の風景は︑日本とあま

のでみなさんも機会があった

ことにより︑協調性を養うこ
とを目的に行われました︒

残るものがあると思います︒

鳥取−韓国を八日間
ほとんど船で生活
七月十日から十七日までの
八日間︑鳥取県洋上国際セミ
ナーが開催されました︒
本町からは︑中学生二人︑
高校生二人︑青年一人の計五

これは︑県内の中学生から
青年までを団員として︑韓国

人の参加がありました︒
貴志君と川上哲平君に今回の

そのうちの︑中学生︑三輪

との交流︑また八日間のほと

鳥取県洋上国際セミナーにつ

す︒

した︒

を人が多く楽しく交流できま

韓国での交流では︑積極的

チが食事に出たことです︒

初めに驚いたことは︑車が

いて︑感想を聞きました︒

日本と反対で右側通行だった
ことです︒それと︑毎回キム

韓国の第一印象は︑風景が

−三輪貴志君−

くて活発でした︒それとバス
びっくりしたことは︑キム

たくさん︑楽しいことが体

トこの船で韓国に行きました

（9）

が速かった︒
チが辛かったこと︑唐辛子が

▲行程図

日本とよく似てて︑人が明る

▲三輪君（左）と川上君（右）

町内の各小学校に︑

電所建設所から江府

いなどのボランティア活動を

神社の清掃や︑道路脇の缶拾

いろいろをことをしています︒

設所では︑毎年地域のために

﹃中国電力俣野川発電所建

環境問題に関心を持

中心に行っていました︒

中国電力俣野川発

ってもらおうと︑環

心が向けられる
といいですね︒

環境問題に関

峰男さん︒

発電所建設所︑
事務課長の倉本

中国電力俣野川

りました︒﹄ と︑

に関する本を贈

うと︑環境問題

を持ってもらお

小学生から関心

きた環境問題を︑

るようになって

今年は︑近年関心を持たれ

境問題に関する本が

トみんな読んでね

㊤

高松宮賜杯第三十九回全日本軟式野球大会全国大会出場

と︑リトルボーイズ

の選手は現在バッティング練

ます︒﹄

習に汗を流しています︒

五月号でお知らせしました

町内の野球チーム ﹃リトルボ

県桧山市で行われます︒

二十三日までの五日間︑愛媛

全国大会は八月十八日から

ーイズ﹄ の中国大会での結果

中国大会での成績は︑二試

が入りました︒

合を行い︑二試合とも勝ち︑

全国大会への出場権を獲得し
ました︒

﹃うちのチームは他のチーム

と比べると攻撃力が少し弱い

と思うのでバッティングを中

心に練習で強化したいと思い

第五十回日野都民体育大会
今年は総合三位でした︒

七月十六日 ︵日︶︑日南町

で第五十回日野郡民体育大会

が開催されました︒

開会式に先立ち︑平成七年

度日野郡体育協会スポーツ賞

の表彰式が行われ︑江府町か

らは︑特別表彰として井上健

︵本二︶︑功労表彰として前

治さん ︵一旦︶徳岡健男さん

されました︒

田寿信さん ︵小江尾︶が受賞

郡民体育大会の結果は︑二

年連続して総合四位でしたが︑

⑳

▼特別表彰の井上健治さん

▲バッティング強化中
▲総合開会式

贈られました︒

中国電力俣野川発電所建設所から本の寄贈
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ださい︒

平成七年度同和教育講座
七月十四日︑午後七時三十

めに﹂をテーマに開発センタ

は

﹁身近を差別をなくするた

﹁たんばぽ学級﹂ の第一回

て ﹁たんばぽ学級﹂が開催さ

分から︑開発センターにおい
れています︒
﹁たんばぽ学級﹂は︑従来

お願いしました︒講演の概要

ーで開催されました︒
講師には︑日南町社会教育

広い視点から人権問題を学習

指導員の足羽隆先生に講演を

しようと︑計画されたもので
を紹介します︒
﹁人は︑人間として生まれ

から開催されていました ﹁同

す︒誰でも自由に参加できま
た以上︑誰もが幸せに生きた

和教育講座﹂を︑さらにより

すので︑お気軽にお出かけく

いという願いを持って

足羽先生の講演

人々の思いを学び取ることが
大切です︒
そして︑差別がいけないと
く︑行動に出せる人間になら

いうことを理解するだけでな
なければなりません︒

ところが︑多くの人

います︒
々の意識や行動の中に

て学習している自分自身を見

さらに︑人権や差別につい

は︑時折︑差別の心が
現われることがありま
す︒

別をしているのではないだろ

す︒自分も日常生活の中で差

つめ直してみる必要がありま

は︑差別する側からの

うか︒

差別を無くすために

です︒

見方・生き方を築き上げてい
かなければなりません︒

自分自身を厳しく見つめ直
すことによって自分のものの

自己点検と学習が基本
そして︑歴史や事実
をただ知るというだけ
では力にはなりません︒

そのことが ﹃確かを出会

へとつながっていきま

い﹄を呼び︑﹃確かを感動﹄
を生み︑そして ﹃確かを変
革﹄
す︒

同和教育とは︑同和問題に

限らず︑すべての差別をなく
しょう﹂

六

すための人権教育といえるで

文化財シリーズ
指定文化財

洲河崎のカツラ

これからの予定

﹁たんばぽ学級﹂

☆八月二十五日 ︵金︶

テーマ﹁こころ豊かな子育て﹂

☆九月八日 ︵金︶

テーマ﹁女性の立場と人権﹂

時間・⁚夜七時三十分から

場所⁝本町五丁目集会所

十八m︑枝張りは三十mあ

り︑この地方が鉄山で栄え

た昔から︑鉄山の守護神﹁金

屋子神﹂ の宿る木として大

鳥取県内では河原町の﹁落

切にされてきました︒

さの巨樹です︒

河内のカツラ﹂ につぐ大き

カツラの木は洲河崎の後

山︑久遠地内の大谷から二

︵鳥取県指定天然記念物︶

kmはどの山中にあります︒
目通り十一m︑高さ約二

（11）

まず︑部落差別の厳
しさとその中で生きる

洲河崎のカツラ

求
を
私

㊥㊥
今月号から二回にわたり水

﹁水の目﹂︒そ

について考えて見たいと思い
ます︒
八目一日は

して七日までは ﹁水の週間﹂︒
これは︑水資源の重要性や
水の貴重さについて国民の関
心を高め︑理解を深めるとい
う趣旨で昭和五十二年に閣議
できめられたものです︒
水は動植物のからだをつく
っている細胞の主成分でもあ
り︑人体の三分の二をしめる
水は体温の調整や血液として

近年︑都会では飲料水の水

ボランティア募集

ちろる文庫は︑子供達に良

ちろる文庫

の安全を保つために使う消毒

い本を届けたいという願いで

源である川がよごれ︑水道水

用の塩素の添加量が多くをっ

を汗や尿として体外に捨てる
などの働きをしています︒
この大切を水の恵みも︑ほ

て︑まずい水や塩素が水中の

活動の内容は︑毎週土曜日

5年前に文庫が始まりました︒

て次第に損われてきています︒

ハロメタンの発ガン性が心配

有機物と反応してできるトリ

かをらぬ人間のしわざによっ
幸い︑日本は国土の約七割

読み聞かせや︑クリスマスな

午後二時から︑図書館で本の

水に恵まれた本町ではこの

会員にほどをたでも怠るこ

どの季節行事を行っています︒

とができます︒会員になって

文庫の活動に参加できる人︒
︵会費・月二百円︶

文庫に参加してみませんか︒

関心を寄せ︑安全で美味しい

◎活動会員

防止をどに大きく貢献してい
ます︒そのはたらきを金額に

加入できます︒公民館へご連

ちぎり絵の講座はいつでも

ができるか楽しみですね︒

一枚の和紙から︑どんな花

︵会費・月二百円︶

は︑℡七五−二〇七八の
上原へご連絡下さい︒

くわしい話が知りたい人

える人

資金面から文庫の活動を支

︵毎月︑第二金曜日午後一時三十分〜︶ ◎賛助会員

＊ちぎり絵講座

水の恵みが続くよう環境保全
について考えてみましょう︒

林のはたらきについて一層の

﹁水の日﹂ にあたり︑水や森

されています︒

を占める森林のおかげで︑水
資源に恵まれ︑森や水の有り
雉さを強く感じることは余り
ありません︒
昨年は︑めったにをい猛暑
であちこちに水不足をもたら
し︑町内でも連続三十日に及
った農家もあり︑水の有難さ

ぶ無降水日で潅漑用の水に困

日本では︑雨は梅雨や台風

を知らされた夏でした︒
に集中して降り︑時に大きを
災害を起こします︒
しかし︑森林はそれを防ぐ
のに大きく役立っていて森の
樹木や下層の土に受けとめら
れた雨は︑厚い落葉層をどに
吸収されて土や根のすき間が
スポンジ役となって地下の水
源をつくり︑それをゆっくり

見積ると年額三十九兆円に相

絡下さい︒℡︵七五l二二三︶

流し出し︑あたかも森がダム
のように︑水源滴善や洪水の

当するといわれています︒

⑳

l

l

栄養分を体内のいろいろの器
官に運んだり︑不要を老廃物

㊤

▲どんな花になるのかな

▲船谷川清掃風景

▲定例会には、親子で和やかに
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終戦五十周年
昭和二十年八目十五日正午
昭和天皇の肉声により︑ラジ

の戦いの最中︑極限に追い立
てられていった人達の心の内
と重なり合う部分があるよう
に思われ恐怖を感じます︒
ともあれ︑お盆をむかえて
先祖の精霊が家族のもとに帰

オで国民に向けて戦争が終結
したことが伝えられました︒

いで︑亡くなった人達を偲び

る日︑行事として終わらせな
生きている者の足元を確認し

今年は終戟五十周年を迎え
ており︑マスコミなどでも取

てみることが大切だと思いま

りぎたされているところです

が︑半世紀を過ぎた今︑当時

す︒足元が確認できれば︑ど
くかが解かろうというもので

う根を張るか︑どう延びてゆ

には語られなかったことが公
の場で議論されるなど︑今昔
の感があります︒

江府町立図書館では︑第二

す︒

を好む人など無いはずなのに︑

次世界大戦に関する書籍を︑

平和を心に誓い合い︑争い
昨今地下鉄サリン事件など不

説︶

新着 図 書
︵小

︵児童書︶

○はるかをる黄金帝国

○とんび島が火をふいた

○オオカミにそだてられた子

○銀のうさぎ

○冬の刺客
澤田ふじ子
○物書同心居限り紋蔵

佐藤 雅美

○ぶらんこうさぎ

OSOSなぞのパソコン塾

○学校へいく道はまよい道

平岩 弓枝

陽

○お吉の茶碗

津本

○大わらじんの男 ︵三︶

山藤

章二

赤井 英和

︵春〜冬︶

○はじめてあう俳句の本

〇二ころのひみつ

⑲うるさいんだよ母さんは

⑨占いラッキーデー

⑧遅刻ゲーム

⑦ミスタークエスチョン

⑥いやを奴

⑤ママの敷いたレール

④ふれあいを求めて

③愛なのかそれは

②おれたちのマネーゲーム

①ああ三者面談

ONHK中学生日記

○消えた夜を追って

○リトルツインズものがたり

○恐ろしい幽霊の話

○ともだちはあぶをい幽霊

○まはうつかいのじてんしゃ

○ぼくと兄ちゃんの大旅行

ジ ェ ー ム ス 二 二 木 ○娘よ︑ここが長崎です

〇八代将軍・吉宗︵中︶

天樹 征九

○金田一少年の事件簿︵2︶

榎本 膵起

〇平成人生川柳︵2︶

選四番打者

○平成サラリーマン川柳傑作
︵エッセイ︶
○英和辞典

NTT

ONTTふれあいトーク大賞
学︶

︵九︶
︵雑

○イルカが人を癒す
小田原泰久
芸︶
フ ィ ク シ ョ ン か ら ノ ン フ ィ ク ○花づくり大百科

︵園

隠な世上の中にあり︑人の心

〇病気と害虫120 NHK

江尻 光一

○失敗しをい園芸のコツ

田淵 増雄

ションまで数多く揃えており
ます︒ぜひお出かけ下さい︒

の強さや︑逆に弱さを見せつ
けられることがありました︒
地球よりも重いとさえ例え
られる生命を︑宗教の名のも
とに捨ててしまえる心理状態
を想像してみる時︑五十年前
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き
生涯学習基本テーマ

MFO良川AtllQ吋l

…琵ニ

お知らせ

●日時 平成7年8月18日（金
〜20日（日）

ほほ0胤帆AT10サl

18日：クリニック・交流パーティー
19日：クリニック
20日：クラス別レース（小学生〜一般）

●場所 広島県西城町道後山高原
クロカンパーク
●参加 小学生 3000円 中学生5000円

安倍安人二人展−

（版画・書・やきもの）

問罪垂藤池篭芸〒

魚のつかみ取り、バーベキュー

●日時

平成7年8月29日

料金 高校生以下7000円20歳以上12000円
（交流パーティー会費を除く）

〜9月3日

●日時 平成7年8月27日（日）
午前10時開始

＠ 芸慧ニ；悪霊芸≡行委員会

コミュニティセンター

●入場料 高校生以上1500円（当日2000円）

道路や河川に落ちている空き缶

●入場料 無料
●お問い合わせ先
横田町役場企画振興課
℡ （0859）52−0461

5個以上を拾って持参してくだ

FAX（0859）52−0461

（℡08248−2−2121）
●場所 日南町生山（江府消防署
生山出張所前河川）

●場所 島根県横田町

小学生以上500円（当日1000円）
●参加資格

さい。

●お問い合わせ先
日南の水を守る会事務局
（℡0859−82
007）

県境サミット共催

書は、中国山地がおもしろい〝
＠

＝イベントいっぱい＝
1995東城ジュ
サッカー

事二三ペース・オブ・スリ

フェスティバル
●日時

空間，3 靡

PACEOFTHRE

〉12チーム）
（4県の12チーム）
平成7年8月19日出

〜20日（印

●場所 広島県東城町（東城中央
運動公園サッカー揚）
●お問い合わせ先
東城町役場産業課
℡08477−2−5111
FAX（08477）2−5

000

一池田満寿夫佐藤

陽子

トーク＆
コンサートー
●日時 平成7年8月28日（月）
午後7時開宴
●場所 島根県横田町
コミュニティセンター

儲簿蚤

●入場料

高校生以上

2000円

ペ ア

3500円

中学生

1000円

事務担当職員・その家族はご遠慮
ください）

増㌫。は何人？
●ねらい
本年10日1日に行われる平成7
年国勢調査に対する県民の認識を
高め、調査がスムーズにできるよ
うに鳥取県の人口予想募集します。
●問題

（ただし、l等から3等までの入
賞者が中学生以下の場合は賞金額
に相当する図書券とします）

■募集期間
平成7年9日1日励〜9日30日
什）当日消印有効
■賞金・賞品
1等 5万円（1人）
2等 2万円（2人）
3等 1万円（3人）
記念品 テレホンカード（50人）

■入賞者の発表
入賞者の発表は本人に直接お知
らせします。
■お問い合わせ先
〒680−70鳥取市東町1丁目220
鳥取県企画部統計画人口生計係
℡0857（26）7105

平成7年10月1日国勢調査による
鳥取県人口は何人かを当てる。

●職種
■応募方法
応募される方は、官製はがきに
次の事項を記入してください。
ひとり1枚1回答とします。
①平成7年国勢調査の鳥取県人口
予想数（
②住所
③氏名（ふりがを）

④年齢
⑤電話番号
■応募資格
鳥取県内に居住する方。
（ただし、県・市町村の国勢調査

一般事務・保母
●受験資格
・一般事務
各町村在住者（出身者を含む）
で昭和44年4日2日から昭和53年
4日1日までに生まれた方。
・保母
各町村在住者（出身者を含む）で
昭和44年4日2日から昭和51年4
月1日までに生まれた万で、保母
の資格を有するか、平成8年3日
までに取得する見込みのある方。
●第一次試験

・場所 米子市
●第2次試験
第1次試験合格者のみ、10月下
旬〜11日上旬に行います。 ⑳
●受験手続
・申込用紙は平成7年8日4日か
ら役場総務課または西部町村会事
務局にあり、平成7年9月1日（金）
までに西部町村会事務局に提出し
てください。

●お問い合わせ先
西部町村会事務局
（℡0859−22−2049）
米子市椛町11￣目160

・日時 平成7年9日17日（日）

行事あれこれ8月
日 付
8／7 （
印

行

事

予

●

定

三町衛生施設組合議会
8 伏） 県森林土木協議会役員会・総会
高校総体登山競技歓迎の夕べ
9（
姻
高校総体登山競技閉会式
10（
杓 臨時町議会
郡企業連協議会
11（
金
栗尾行政座談会
1 2出
13（
日）

（15）

日 付

行

事

14（
印
15伏）
16（
姻
17（
杓
18（
金
19出
20（
日）

江尾十七夜
西部町村議員研修会

予

定

人の動き

イベントいっぱい

江尾十七夜

7月届
お誕生おめでとう

8月16日圏
AM9：00〜 船谷川マス釣り（船谷川）
AMlO：00〜
日野川マスつかみ取り（日野川親水公園）

発行・江府町役場

（住所）（氏 名）（性別）（保護者）
尾上原 山本ほたる 女
優
新 一 岡田 千里 女 三穂

8月17日園
少年相撲大会（江美神社境内）
江美城太鼓（町内打ちをがし）
オーレンジャーショー（江尾駅前特設ステージ）
伯者天神ばやし太鼓（江尾駅前特設ステージ）
裏大山踊り（上之段広場）
二輪加（町内ねり歩き）

PM2：00〜
PM5：30〜

ご結婚を祝します

PM6：30〜
PM7：00〜

霊宝）

牛JLhJ・−
守美正 つ

錦織
竹内

本山 口 野
松片砂天

芸慧

屠㍉∴ト㍊

前崎
吉田

米子市
江尾から

PM7：00〜
PM7：30〜

出雲市
江尾から
日野町

PM8：00〜
PM8：30〜
PM8：30〜

広島県東広島市から

PM8：30〜

臨時バス

弼

・大平原行 PMlO：30 農協米倉庫発
・尾上原行 PMlO：30 国道181号線江尾下町バス停発
・大河原行 PMlO：30 小江尾入口発

再

唯美柿佐洲佐

崎川

（氏 名）（年齢）川蝉主）
用 下垣美代子 73歳
茂
原 奥田 嶋代 86歳 敏明
川 清水喜代治 70歳
明

河

∴主上㍉∵

ご冥福を祈ります

本洲御

◎ 編集．総務課

90歳
89歳
61歳
58歳

俊六
武美
本人
久人

小峰 きぬ 79歳

繁

机 岡

ちびっこ神楽（上之段広場）
船谷川灯ろう点灯
火文字点灯（久連山）
花火打ち上げ
こだいぢ踊り（上之段広場）

PM8：00〜

宮市から
吉原

浦部 久吉
下村きすよ
深山口 下原 道男
藤田 益子

納涼カラオケ大会・水の銘柄あてクイズ（江尾駅前特設ステージ）

PM7：40〜

アヤメ園に苗を〝

船谷せせらぎ公園

アヤメ園に苗を提供してください。
町では、完成間近な舶谷せせらぎ公園にアヤメ園を整備することにし
ていますが、このアヤメ園には約5万本の苗が必要です。

康幸 59歳 本人

アヤメ園の整備には、県の支援による「わが町を美しくする」事業に
よリー部の苗を購入し、町民参加による植栽イベントを計画しておりま
すが、相当数の苗が不足します。

●お問い合わせ先

編集籠

▼﹁雨足が激しい︒

万一のことを考え

て︑待機しておこ

う﹂︒午後八時ご
ろ︑ちょうど選挙

の準備がほぼ終っ
たころだった︒

﹃ ⊂
吾■■

﹁どうせ通り雨︑少し待て

ば︑止むにちがいない﹂と思

ったが︑雨の勢いはちがって

いた︒そして︑警報発令︒電

話の応対︑災害活動などをど

結局︑朝まで︒人命にかかわ

いか︒

る災害がなかっただけでも幸

▼ ﹁熊が出た﹂との通報︒即

座に防災無線で連絡した︒
古老に聞いても︑熊が出た

朋

ということはかってをいとい

う︒県︑役場そして猟友会も

現地に赴いたが︑今だに発見

されず︒人を襲うようをこと

がをければと祈るばかり︒

▼それにしても︑今年半ばに

して︑かつて起ったことがを

いことが次々と起っている︒
何にもをいのが︑いいわけ

だが︑何かあっても︑どっし

り腰を落ちつけて対応したい
もの︒敢然郎軒なり︒

印刷・富士印刷

このため町民の皆さんから苗の協力をお願いします。ご提供いただけ
る方は左記までご連絡ください。

役場企画商工観光課
℡0859−75−2211

