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▲今年の春は中学校 1 年生♪
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主な内容

■新年あいさつ ……………………………………2
■特集 み年生まれ集合 …………………………3
■江府町スポーツ推進員が全国表彰 ……………4
■ノロウィルス感染に注意しましょう ……………7
■まちの教育 …………………………………8 〜 11
■確定申告が始まります …………………14 〜 15

■まちの人口 3,361人（−１）
男 1,572人（±０）
女 1,789人（−１）
■世帯数
1,124世帯（＋２）
12月末現在（

）は前月比

謹んで新年のご祝詞を申し上げます︒
町民の皆様には︑清々しく新春をお迎えのことと心からお喜びを
申し上げます︒
昨年は︑大きな災害もなく穏やかな １年となりました︒
私事になりますが︑昨年 ８月より ３度町政をお預かりすることと
なり新たな気持ちでまちづくりに取り組んでいるところであります︒
さて︑昨年末には衆議院議員選挙が行われ政権交代となりました︒
地方を大切に安定した政権運営を期待したいと思います︒国政︑県
政の情勢をしっかり注視しながら江府町のまちづくりを積極的に推
進してまいります︒
本年は︑町民の皆様にお約束した七項目の推進を図ってまいりま
すが︑その １つであります教育環境の整備として︑建設から 数年
経過いたしております江府中学校の改築事業を行ってまいります︒
一方︑本町の財政状況につきましては︑平成 年度以来︑町民皆
様と共に財政健全化に努めてまいりました結果︑お蔭様で緩やかで
はありますが改善されつつあります︒
今後も財政健全化を図りながら﹁小さくても元気で明るい輝きの
あるまち﹂の実現のために努力いたしてまいります︒
どうか町民の皆様におかれましても︑より一層のご理解とご協力︑
そしてまちづくりへの積極的な参加を切にお願い申し上げます︒
年頭にあたり︑新しい年が町民皆様にとりまして夢と希望に満ち
た幸多い年となりますよう心からお祈り申し上げまして︑新年のご
挨拶といたします︒
17

50
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新年おめでとうございます
新年のごあいさつ

特 集 み年生まれ大集合

み年生まれ
大集合

今年はみ年。
年男､年女の皆さんの今年の
抱負をご紹介します。

澤田 尚美さん(洲河崎)
梅林 耕基さん(新道)
社会人2年目。技術士目
指して頑張るぞ!

清水 貴世さん(佐川)

家族みんなが健康で過ご
せるように。

勉強をがんばるぞ！

白川 陸美さん(柿原)
ますます若々しくみがき
をかけ美しく輝きます。

筒井 福江さん
太田 幸恵さん (下蚊屋)
ふたりの字をあわせると「幸福」！

田本 章子さん(杉谷)
美容と健康づくりのため
フラダンスをがんばりま
す。

水下富美恵さん(久連)
健康で過ごせますように！

ずっと仲良し、７回目の巳年を元気に迎えることができました。
今年も元気でみんなが元気で明るい年になりますように願います。

三輪 遊大さん(下安井)
長谷川徹之さん(吉原)

健康が一番。ひざをいたわりなが
ら、ウォーキングでも始めようか
なって思っています。歳を気にせず
気持ちだけでも若く、仕事ができま
すように。

元気に過ごします。

上代規知代さん(江尾)
家族と楽しく元気に！

3
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加藤千鶴代さん(柿原)

森田 蒼未さん(貝田)
けがをせず、健康で過ご
す。

今年は中学校1年生。勉
強をがんばるぞ！

藤原 正也さん(池の内)
子どもたちとたくさん魚
を釣って一緒に食べたい!

藤原 恵さん(池の内)
笑顔でお夫婦仲良く。

まちの話題
江府町
スキー場開きを開催
この度︑鳥取銀行公益信託﹁とりぎん

奥大山古道の
整備保存のために

月 日︵土︶︑鏡ヶ成スキー場で約 人

青い鳥基金﹂から︑奥大山古道保存協議
決定され︑ 月 日
︵月︶
に鳥取銀行ふる

江府町スポーツ推進委員協議会が優良団体表彰を受

文化︑体育等の社会教育活動を行う青少

現在 人のスポーツ推進員がおり︑各種スポーツイ

ポーツ振興に功績のあった団体に贈られるものです︒

ーも参加して︑歓声

れ︑一般のスキーヤ

付きの餅まきが行わ

ノ﹂も参加してくじ

祭ＰＲ隊﹁トッキー

来年開催の全国植樹

図っている︒活動を理解いただき感謝し

県内外に周知し︑奥大山地域の活性化を

の古道を再生復活し︑歴史的文化を広く

協議会代表の佐々木満さんは﹁文化遺産

助成金を受け取られた奥大山古道保存

の 文化 芸能 の承継 を目 的と した 事業 で す︒

成し︑将来を担う青少年育成やふるさと

クールの皆様によるデモンストレーションや︑ に寄与する団体に社会貢献活動として助

の活動が評価

り︑今の私達

彰を受けた事は︑先輩方の長年にわたるご苦労によ

表彰にあたり︑会長の遠藤敏彦さんは︑﹁この表

動の大切さを伝える活動を熱心に行っており︑当町

通して︑子供から高齢者までスポーツの楽しさ︑運

ベントやレクリエーションスポーツの普及・推進を

▲目録を受けとる奥大山古道保存
協議会代表の佐々木満さん（左）

とあいさつさ

ただきます︒
﹂

尽力させてい

のになるよう

り充実したも

スポーツがよ

らに町の生涯

思います︒さ

の社会体育の推進に貢献しています︒

で賑わいました︒

されたものと

▲華麗なすべりのデモンストレーション

▲トッキ−ノも参加した餅まき

4
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第 回全国スポーツ推進員

研究協議会で優良団体表彰を受賞

江府町スポーツ推進委員協議会

月 日︵木︶︑長崎県立総合体育館において︑

当日の鏡ヶ成スキー場は︑積雪が十分にあ

賞されました︒

年団体︑又は地域文化︑芸術文化の振興

自己の研鑽に励むとともに︑その属する地域のス

これは︑長年にわたり︑スポーツ推進委員として

さと振興部 小野澤弘成部長より︑佐々

10

﹁と りぎ ん青い鳥 基金 ﹂は 県内 で芸 術︑

12

ます ﹂｡と話されていました︒

式の後︑ゲレンデにおいて奥大山スキース

願されました︒

るものの︑あいにくの雨模様であったため︑

会
︵代表佐々木満さん︶
に助成金の支給が

の参列者を迎え︑江府町スキー場開き祭が開

100

木 満さ んに 助成金目 録 が手 渡さ れま し た︒

催されました︒

53

11

12

れました︒

▲表彰状を手に笑顔の遠藤敏彦さん（右）

22

神事を 休｢暇村・奥大山 本｣館で行い︑今シー
ズンのスキー場とスキー場利用者の安全が祈

29

12

まちの話題

ゆずり合う
ゆとりと笑顔 防ぐ事故
年末の交通安全運動

ふるさと納税
福袋抽選会
月 日︵火︶に︑平成 年４月から

冥福を祈り︑安全を誓う

名を対象とした﹁奥大山江府町わくわ

月末までにふるさと納税をいただいた

ったパトロール員４名の冥福を祈り︑追

で平成 年 月末の雪崩事故で犠牲とな

月 日︵水︶︑エバーランド奥大山

奥大山スキー場災害犠牲者
追悼式を挙行

く福袋抽選会﹂を行いました︒大岩観光

悼式を挙行しました︒追悼式には︑犠牲

日︵火︶には佐川ブロック工場前で江府町・伯耆町

学生や歩行者に交通指導を行いました︒

交通安全運動が行われました︒
早朝の街頭指導では︑雪のちらつく寒い朝もありまし

協会長と町長ほか︑町内８名の方にご協

24

たが︑多くの方々にご協力いただき︑町内各所で小・中

18

者の遺族らスキー場関係者 名が参列︒

12

力をいただき︑感謝のメッセージと抽選

10

竹内町長は︑﹁安全で安心してご利用い

20

券をひき︑当選者には︑江府町特産品の

月 日︵火︶から 日︵木︶までの 日間︑年末の
11

合同の街頭広報が行われ︑通行する車のドライバーに啓

職員研修を重ねてきました︒これからも

詰め合わせ福袋を︑また対象者全員には︑ ただけるスキー場を目指して︑施設整備︑

▲飲酒運転根絶巡回

と思います︒心よりお悔やみ申し上げま

悲しみはいつまで経っても消えないこと

づくりに取り組んでいきます︒ご遺族の

柿原の竹炭を使った女性グループお手製

22 12

発物資を配布し︑交通事故防止を呼びかけました︒

ントします︒

抽選会の模様は、江府町ふるさと納税サイトをご覧ください
http://www.town-kofu.jp/p/2/1/3/8/

加えて 日︵水︶には︑忘年会のシーズンということ
もあり︑町内の飲食店及び酒販売店を巡回し︑チラシを

▲街頭広報の様子

■問い合わせ先
３３０５

▲犠牲者の冥福を祈る参列者

19

配布しながら飲酒運転の根絶を呼びかけました︒

企画政策課 ☎

75
−

町民一丸となって安全最優先のスキー場

111 11

﹁スーミーたん﹂のストラップをプレゼ

54

12

12

す︒﹂と追悼のことばを述べました︒

平成25年１月号
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保健・福祉の 窓

銭太鼓ダンス︑輪投げにはまったグループなど本当

来年も︑ほっとサロンに
出かけよう！
今年も高齢者の﹁閉じこもり﹂や 介｢護予防 を｣目
的に﹁ほっとサロン﹂を６月から 月に開催しまし

に千差万別︑活動内容もさまざまですが共通してい

江府町では高齢化率が パーセントを超え︑介護

るのは︑役｢目は皆で上手に分担 と
｣｢にかく楽しい！ ｣
﹁出かけるのが楽しみ﹂な事のようです︒

お茶とお菓子でおしゃべり会や手芸の会︑体操や

た︒参加者３０３名でたくさんの皆様にご参加をい
ただき︑感謝の一言に尽きます︒
さて︑この﹁ほっとサロン﹂には実はもう一つの
目的があります︒それは﹁ほっとサロン﹂をきっか
けに身近なところで高齢者の方の集える場所をつく
る事です︒
身近な集会所へ出かけて︑ご近所さんとの楽しい
おしゃべりや︑色々な活動を行う事はなんでもない
ような事なのですが︑これが閉じこもりの予防や運

予防がますます重要となってきました︒
この事業を通じて︑すべての集落で一つ以上の楽
しいグループが出来ると︑明るく元気なまちへ一歩
近づくのではと感じています︒
■問い合わせ先
６
―１１１

福祉保健課 地域包括支援センター
☎

安
河

動機能の向上︑認知症の予防などの効果が期待でき
るのです︒
そこで参加者の皆さんの力をお借りして︑自らグ
ループを作り︑積極的に活動していただくお願いを
ほっとサロンの場所を借りて行ってきました︒そし
て︑福祉保健課では﹁いどばたグループ支援事業﹂

の
の

蚊

で︑ 歳以上の方が５名以上で年６回以上の集まり
をしていただけるグループへ１万２千円の助成を行
いグループ作りの後押しをしているところです︒
さて︑今年度この補助金をご利用いただいている
グループは グループ︑２３８名の登録者の皆さん
です︒

﹁ほっとサロン﹂後に参加者の皆さんで話し合われ
て申請し活動を始められたグループもあります︒

4
11
12
8
2
11
8
6
6
303

市

（単位：人）

平成24年度 ほっとサロン参加者人数

旦
内
原
詰
口
原
原
成
原
計

一
池 の
尾之上
日 の
深 山
吉
袋
西
大 河
合

8
6
3
16
3
7
7
4
5
12

原
谷
田
井
崎
田
上
前
庫
道

小
杉
貝
下
洲
荒
半
宮
武
新

7
11
8
14
5
6
11
8
4
8

石
川
原
市
原
澤
屋
机
尾
用

女

40

75

11

昨年に引き続き４月から活動するグループや︑

17

美
佐
柿
宮
宮
助
下
御
栗
美

9
9
10
6
9
8
6
4
14
7

本町1丁目
本町2丁目
本町3丁目
本町4丁目
本町5丁目
新町1丁目
新町2丁目
大
満
小 江 尾
久
連

65
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保健・福祉の 窓

11月〜２月に流行するノロウイルスによる
食中毒予防について
ノロウイルスは、人の腸内で増殖し、おう吐、下痢、腹痛などの症状を引き起こします。調理者を介して発生す
ることが多く、１〜２日間症状が続きますが、子どもや高齢者など体の抵抗力が弱っている方は長引いたり、重症
化することがあります。
★感染を予防するためのポイント★
①調理者の健康管理：症状があるときは、食品を取扱う作業はしない。
②こまめな手洗い：特に、トイレの後、調理前、食事前にはしっかり手を洗いましょう。
③調理器具の消毒：熱湯（85℃以上）で１分以上加熱する、薄めた塩素系漂白剤を浸しながら拭く。

塩素系漂白剤の薄め方
●便やおう吐物が付着した衣類、トイレなどを
消毒する場合
→500mlのペットボトル

●調理器具の消毒、おもちゃ、直接手で触れる
部分（ドアノブなど）を消毒する場合
→２ℓペットボトル

食

ペットボトルのキャップ２杯分（約10ml）の塩素系漂白剤をペットボトルに入れ、水を満たし、よく振って混ぜ合
わせてください。
※塩素系漂白剤（ハイターなど）はスーパーなどで購入できます。代表的な市販の塩素系漂白剤には、約５％の次
亜塩素酸ナトリウムが含まれています。

す
おす め
改

チャレンジクッキング

（１月）

乳製品やチーズを料理に使うときは、そのまま料理に加えるこ
とが多いですが、今回はカッテージチーズを作った後にできるホ
エー(乳清)も残さず使う料理です。ホエーは、チーズをこすとき
に捨ててしまわないよう注意しましょう！
さて、カッテージチーズは普段あまり見かけないチーズだと思
いますが、発酵させないチーズで塩が入っていないヘルシーな
チーズです。
牛乳の蛋白質を酸で固めただけのあっさりとした味で、サラダ
や料理やお菓子など幅広く使えるのでぜひ一度作ってみてください。
（食生活改善推進協議会）

１人分

エネルギー 382kcal カルシウム
蛋白質 22.4ｇ 塩分 2ｇ

材料（4人分）

チーズボールのトムヤンクン

乳清・カッテージチーズ用
牛乳 １リットル
レモン汁（または酢）大さじ２（30ml）
生姜の千切り………………30ｇ
コンソメ……………………２個
豆板醤…………………小さじ２
ナンプラー……………大さじ２
砂糖……………………小さじ１
白玉粉………………………50ｇ
鶏もも肉……………………120ｇ
えび（殻つき） …………100ｇ
しいたけ……………………４枚
しめじ……………………1/2株
はるさめ……………………40ｇ
サラダセロリ（またはセロリの葉）40ｇ
生クリーム………………100ml

7
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319㎎

カッテージチーズの作り方
① 牛乳を加熱し沸騰直前まで温め、レモン汁を入れて軽くかき混ぜる。
② 牛乳が分離したら、ボールを受けたザルにガーゼをかけて①を
こし、「カッテージチーズ」と「ホエー（乳清）」に分ける。

トムヤンクンの作り方
① カッテージチーズとホエー（乳清）を準備する。
② ①のチーズに白玉粉を混ぜて団子状にする。
③ しいたけは薄切り、しめじは石づきを取りほぐす。鶏肉は一口大に
切っておく。
④ ①のホエーにスープの素と千切り生姜、殻つきのえびを入れいれて
加熱する。
⑤ ④が煮立ったらえびを取り出し殻をむく。
⑥ ⑤に③のしいたけ、しめじ、鶏肉、②のだんごを入れて加熱する。
⑦ 数分加熱し鶏肉に火が通ったらナンプラー、砂糖で味を調えはるさ
め、えびを加え一煮立てする。
⑧ 最後に生クリームを入れ刻んだセロリを散らす。

まちの教育

小地域懇談会を振りかえって ①
平成24年度人権・同和問題小地域懇談会は、10月、11月の２ヶ月
間で計画どおり全集落での実施が完了し、12月18日、懇談会反省会
を開催しました。今年は、「災害と人権」をテーマに取り組みまし
た。ここで、各集落からの意見や反省会の報告をもとに今年度を振
り返り、今後の取り組みへの一歩を踏み出しましょう。

今号では︑各集落懇談会の

からの取り組みの意欲につ
ながった︒
●普段考えることのないテー

７％

マを話し合うことが出来た︒
思わない
●毎年のことでマンネリ化し

年度比１名増︶︒このうち

歳以上が 名で出席者総

数の ％を占めています︒

第 回江府町人権・
同和教育研究集会

月５日︑第 回江府町人

体の ％となっていますが︑

開発センターにおいて開催さ

権・同和教育研究集会が山村

男女別では男性が 名で全

歳代が６名増加し︑また

れ︑

名の参加者が人権につ

女性の参加者が 名増加し

いて学びました︒

︻集落代表者記録から︼

があげられていましたが︑

も﹁出席者が少ない﹂こと

にも︑集落代表者の記録に

は平等な心から﹂と題して人

家の桂文福さんに﹁真の笑い

く学ぶという思いから︑落語

今年の講演は︑人権を楽し

で出された今年度の反省と︑

とを踏まえ︑懇談会反省会

の腹話術で華を添えていただ

師の千田やすしさんにも得意

そして︑この講演には腹話術

きました︒

次年度への課題についてお
知らせします︒

参加者からは肩のこらない

講演で楽しみながら人権を学

べてよかった︑などの感想を

いただきました︒
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記録とアンケート集計結果か
ら主な意見を紹介します︒

︻参加者アンケートから︼
★懇談会に参加してどうでし
たか？

ました︒個人のアンケート

★よかった点

一人一人が人権問題を自分

権が保障された社会でなけれ

ている︒

●身近な問題だったから︒

●参加者の関心も高く︑話し

のこととして捉え︑まずは

考えることができた︒
●近所の方との関係を深める

やすい題材で皆から意見が
●集落の結束が年々薄れてい
るが︑懇談会を機に再度高
めることができた︒
●女性の積極的な発言がみら
★反省点・引継ぎ事項

を紹介しながら話されました︒

ことに一歩近づいた︒

４％

●集落の良さ︑人間関係を再
確認できた︒
よくなかった
●焦点をまとめたほうがいい︒
人権より災害のほうが強か
●参加者が少ない︒

●事前研修会のシナリオどお

れた︒

●話す機会がなかった︒小グ

りに進まず災害時の避難の

った︒

ループに分かれたかった︒

落の人権の取組みに結びつ

方法などに話が集中し︑集
★人権文化のまちづくりにつ

︻話し合いの記録から︼

いか︒

が人権に結びつくのではな

いのでもう少し絞ったほう

●災害のテーマでは範囲が広

けにくかった︒
％

いて︑役立っていると思いま
すか？
思う

●身近な問題で出席者全員が
目標を確認協力しようとい
●集落のコミュニケーション

●参加者の総数は 名で︵昨

う人間関係ができた︒
の良さを再認識でき︑これ

432

次号では︑このようなこ

ば心から笑うことができない︑

140

参加してみることが大切な

％

267

22

聞けた︒

よかった

38

334

と自身の経験や大相撲の世界

●災害のときの対応について

77

62

38

12

50

30

のではないでしょうか︒

82

82

まちの教育

今年はなんと全国で単身世帯がこれまで標準世帯とされていた夫婦と
子ども２人の世帯を抜いて世帯全体の最多を占めるようになったそうで
す。かつ女性は長寿です。だからこそ孤の時代を迎えた今こそ、人とど
う繋がっていくかが大切になってきます。
今月はペンネーム「雪ふらないで」さんから、地縁、血縁はもちろん
大事ですが、それ以上に人として幸せに生きる「友縁」を積極的につく
って新たな事にも挑戦して前向きに生きる心意気のお便りをいただきま
した。ぜひ、見習いたいものです。

「年だから…」は なしで
最近思うことですが、私も60代に入り自分では今まであまり意識していませんでしたが、一人暮し
について考えるようになりました。
江府町に稼して両親、夫、実家の父親、昨年12月に母を見送って息子と二人になりました。その息
子も東京の大学を卒業し、東京で働いているのでこのままいくとたぶん帰らないと思っています。だ
からと言って今のところ元気でいるし、落ち込んでいるわけではないのですが時にはこれからどう過
ごして行くか考えることがあります。
65歳以上の高齢者の人口は2015年には4人に1人、2050年には3人に1人になると推測されるそうで
す。だから世間の老人観も変わって来なければいけないでしょうし平均寿命が延び続けている今、自
分は「年だから…」と言う言葉はなしにしてこれからの第二の人生を楽しく過ごせるよういろんなこ
とに挑戦して充実させて楽しい生活を送りたいと思います。
私の場合ですが60歳で定年以後、今はパートで働いています。職場は同年代前後の方も多く働いて
おられ、はじめは心配でしたが、みんなやさしくて気持ちよく仕事させてもらっています。社会との
かかわりを持ちつつ、少しでもパソコンを使い、空いた時間を趣味に使い、その趣味も長く続けてい
るといろいろ役などしなければならなくて、はじめは断っていましたが、そういうわけにも行かず、
何かと多忙な日々を過ごしています。ですが、それなりに充実しているかと思っています。それも今
のところ元気だから出来ることかも知れません。ほんとうに病気になったらきっと気持ちも落ち込ん
で前向きには考えられなくなると思います。
でも、ほんとうの問題はこのあと（働けなくなってから）なんだと思います。自分がどこまで元気
で一人で生活していけるのか…。ちょっぴり弱気になったりします。
高齢者の一人暮しの人は、自分たちの周りにも多いし、介護医療、認知症等で不当な扱いを受ける
など多くの課題があり、一人一人状況が違いますのでほんとうに難しい問題だと思います。
自分自身これからどうなるのかわかりませんが、日々を大切に「年だから…」は、なしで少し難し
いことにも挑戦して楽しい一人暮し（独居老人と言う言葉は好きではないので）が出来れば最高で
す。
ペンネーム

雪ふらないで

…このコーナーでは、みなさんからの投稿をお待ちしています。教育委員会人権同和対策室までお寄
せください。
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☎︵ ︶２２２３

学校支援地域本部事務局

︻お問い合わせ先︼

ちしています︒

町民のみなさんのご協力お待

きるときに︑できることを﹂︒

お助け隊の合い言葉は﹁で

る方ができました︒

も新たに活動に加わって下さ

また︑週１回の読み聞かせに

「練習すれば覚えられます。がんばって！」

取り加わって下さいました︒

新たに２名の方が九九の聞き

昨年度に加えて︑今年は︑

でした︒

送られ︑子ども達も嬉しそう

覚えられますよ﹂とエールが

だから︑みんなもがんばれば

て覚えることができました︒

の時苦労したけど︑がんばっ

学校お助け 隊だより
月６日︑第２回目の九九
の聞き取りがありました︒前
回は︑九九も途中までしか勉
強していなかった２年生も︑
今回は全ての九九を学習して
います︒今か今かと待ちわび
た聞き取りのようでした︒
２回目ということもあり︑
今回は︑恥ずかしがる子ども
達もなく︑時間いっぱいに４
人のお助け隊の方に九九を聞
いてもらいました︒
活動後には︑ふ｢だんより︑
たくさん聞いてもらえてよか

「上手に言えるかな」

ったです﹂とか﹁間違えたと
きに︑
﹃大丈夫だよ﹄
と励まし
てもらって嬉しかったです﹂
などの感想もたくさん出てき
ました︒また︑お助け隊の方
からも︑前｢回よりもすらすら
言えるようになっていてびっ
くりしました 自
｣｢分も小学生

75

12

保・小・中連携だより

中学３年生と保育園児の交流

いもほりあり︑学校探検ありで楽し
く交流ができました︒

小学５年生と年長児の交流

大きいお姉さんやお兄さんに園児達
も大喜び

す
ま
い
て
し
流
交
も
士
同
達
も
子ど

このコーナーでは︑主に先生方
の交流を紹介してきましたが︑子
ども達同士も交流をしています︒
その一つが︑保育園児と中学生
の交流です︒３年生の技術・家庭
科には︑﹁幼児とかかわろう﹂と
いう単元があり︑江府中では︑生
徒が半日保育園に出向いて保育体
験をしています︒大きな中学生が︑
ちょっぴり恥ずかしげに保育園児
の遊び相手になっている姿は微笑
ましいものです︒
もう一つは︑年長児と小学５年
生の交流です︒これは︑総合的な
学習の﹁保育園児とのふれあい﹂
という学習の一環です︒保育園や
小学校を会場として︑年に２〜３
回交流をしています︒ここ数年は︑
いもほりが定番となっていて︑今
年も小学校の農園で年長児と５年
生が一緒にいもほりをしました︒
５年生と年長児は︑次の年には６
年生と新入生になります︒この活
動がきっかけで交流が深まり︑新
年度の新入生の受け入れもスムー
ズになっています︒
園児にやさしく接する小中学生
の姿に︑園児時代を知る保育園の
先生方からは︑ 立
｢派になったね ｣
という声をよく聞きます︒﹁あこ
がれ・ほこり・やさしさ﹂をキー
ワードに︑保小中の江府っ子たち
も交流を深めています︒
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―浦部翼さん︵江府小１年︶が

1.5

1.5

90

第 回

小谷 駿太さんほか８名全員完走

☆継走︵４ ×㎞︶
○中学生男子の部
優 勝 ソフトテニス部男子チーム
○中学生女子の部
優 勝 チームソフテニ♪チーム
○仲間の部
優 勝 マッスルドッキングチーム
1.2

36

新春マラソン大会開催

林野庁長官賞を受賞しました ―
１月３日︑江尾駅周辺において
第 回新春マラソン大会が開催さ
公益社団法人
れ︑時折小雪の舞う中︑延べ 人
国土緑化機構が
の参加者は︑元気いっぱいに全員
主催する﹁平成
完走しました︒大会結果は次のと
おりです︒
年用国土緑化
☆個人
運動・育樹運動
○幼児の部︵１㎞︶
ポスター原画コンクール﹂におい
優 勝 月城 瑛貴 さん
て︑江府小１年生の浦部翼さんが︑
準優勝 谷田 花奈 さん
第３位 澤田望乃香 さん
準特選︵林野庁長官賞︶に選ばれ
○小学生低学年男子の部︵１㎞︶
ました︒
優 勝 浜田 晃平 さん
惜しくもポスター用原画には選
準優勝 木嶋 亮介 さん
ばれなかったものの︑全国から集
第３位 谷田 一瑳 さん
○小学生低学年女子の部︵１㎞︶
まった６万点近くの作品の中での
優 勝 河上 知奈 さん
準特選は︑まさに快挙︒森に囲ま
準優勝 加藤 花奈 さん
れて︑翼さんの大好きな生き物た
第
３
位
浜
田
優
芽 さん
ちが生き生きと描かれています︒
○
小
学
生
高
学
年
男
子
の部︵ ㎞︶
優 勝 森田
響 さん
表彰は︑今年５月に﹁とっとり
準優勝 井上 颯太 さん
花回廊﹂で開かれる全国植樹祭で
第３位 徳岡
健 さん
行われるとのこと︒翼さん︑おめ
○
小学生高学年女子の部︵ ㎞︶
でとうございました︒
優 勝 小谷 咲良 さん
準優勝 赤井 千咲 さん
○チャレンジの部︵３㎞︶

25

受賞︑
おめでとう！

まちの教育

36

ー先生のほのぼのコラム⑤
ニ
ー
カ
Hello, everyone!
It finally snowed! I know most people aren t excited that the snow is here, but I am. In Southern California, where
I m from, it does not snow at all. In fact, the temperature is always cool or warm. It is never too hot or too cold,
which is why I m excited to see winter this year.
I will be staying here for Christmas and New Years this year. I may visit Osaka and Kyoto, though, during winter
break. I love Christmas! It s a very important holiday in America (and most places are closed that day). I have a
little tree in my house with lights, decorations, candy canes, and many presents beneath it. My family sent me some
ornaments to put on the tree, which made me very happy.
As for New Years, we don t do too much to celebrate it. We may get together with our families, but it s not a
holiday in America. I always watched Kouhaku Utagassen with my mother, and so I will be doing that this year, too. I
hope the girls win!
See you all next later! Stay warm!
Connie
みなさん、こんにちは。
ついに雪が降ってきました!ほとんどの人は雪が降っても何とも思われないでしょうが、私は違います。私の出身地の
南カリフォルニアでは、雪が全く降りません。気温は常に涼しいか、あるいは暖かいかのどちらかで、決して寒すぎた
り暑すぎたりはしないのです。ですので、今年は冬を体験できるのを、とても楽しみにしています。
私は、今年のクリスマスと新年をこちらで過ごし、冬休みには、大阪と京都を訪れてみようと思っています。私はク
リスマスが大好きです!アメリカではクリスマスはとても大切な休日です｡(その日はほとんどの場所が閉まっています。)
いま、私の家には小さなクリスマスツリーがあり、明かりや飾り、キャンディー・ケーンという棒状の飴などで飾り付
けられ、そのツリーの下にはたくさんのプレゼントが置かれています。アメリカにいる家族がクリスマスツリーに付け
る飾りを送ってくれました。とてもうれしかったです。
新年はと言うと、私たちアメリカ人は、お祝いとしてそれほど多くの事はしません。家族と一緒に過ごしたりはしま
すが、そもそも、アメリカでは休日ではないのです。私は、いつも母親と「紅白歌合戦」を観ていました。ですから、
今年はこちらで「紅白」を観ようと思っています。紅組が勝てばいいなと思っています。
では、みなさん、またお会いしましょう。暖かくしていてくださいね。
カーニーより
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鳥取県日野地区連携･共同協議会
このページは日南町、日野町、江府町、日野総合事務所が連携、共同して情報発信しています。（鳥取県日野地区
連携・共同協議会実施事業） 今回は、日野町の観光についてご紹介します。

金運・開運祈願へどうぞお越しください

【金持神社札所（売店）】
鳥取県日野郡日野町金持 1490
電話 0859−72−0481
メールアドレス =info@kanemochi-jinja.net
ホームページアドレス =http://www.kanemochi-jinja.net/

日野町には、「金持」と書いて「かもち」と読む、全国
でも一つしかない縁起の良い名前の神社『金持神社』があ
ります。古事記でも最初に登場される天之常立尊（あめの
とこたちのみこと）を主祭神とし、金運・開運を求めて、
全国から年間およそ20万人が訪れるパワースポットです。
奉納された絵馬には、宝くじの高額当選などの金運祈願や、
商売繁盛などの開運祈願などが見られます。
神社参道近くにある売店「札所」では、お守りや金持神
社祈願済みの縁起物、絵馬、町の特産品などを販売してい
ます。中でも人気があるのは、宝くじを包んでおくとご利
益があるといわれる「黄色いハンカチ」です。札所は年中
無休で、開所時間は午前10時から午後４時まで。無料駐車
場がありますので、皆さんぜひ、金運・開運祈願にお越し
ください。
また札所では、感謝と供養の気持ちを込め、古くなった
財布を３カ月に１度の例祭で供養し、お焚き上げをする、
『財布お祓い』を受け付けています。依頼者には、財布お
祓いの印として金運招来・開運来福の祈祷をした｢金の素｣
を送ります。申込みおよび問い合わせは、金持神社札所へ
お問い合わせください。

仲むつまじいオシドリたちの姿を、ぜひご覧ください
日野町を流れる日野川に、今年もたくさんのオシドリが
飛来しています。
『オシドリ』は、カモ科の渡り鳥で、日野町の鳥、また
鳥取県の鳥に指定されています。オスは秋になると、赤・
オレンジ・紫など色鮮やかな羽毛で美しく身を飾ります。
内側には、イチョウの葉の形をしたイチョウ羽があります。
メスは、全体的に暗い灰色で、目の周囲から後方にかけて
白いアイラインが特徴です。オシドリは夫婦仲が良いこと
で知られ、その姿は美しく、微笑ましい光景が心安らぐひ
とときを与えてくれます。
日野町根雨にある『オシドリ観察小屋』は、オシドリの
姿を間近で見ることができる全国でも珍しい場所です。観
察小屋は３月末まで毎日開かれており、平日、休日を問わ
ず、県内外から多くの人が観察に訪れています。観察に適
した時間帯は朝方と夕方で、オシドリが観察小屋の前で餌
をついばむ姿を間近で見ることができます。また、小屋の
中では、長年オシドリ観察に携わってこられたボランティ
アガイドの皆さんによるオシドリの説明も聞くことができ 【オシドリグループ事務局】
森田勝彦さん・順子さん
ます。
鳥取県日野郡日野町根雨 390−1
これからの季節は、白い雪景色の中で色とりどりのオシ
電話 0859−72−0271
ホームページアドレス＝http://www.oshidori.jp/
ドリが映え、とてもきれいでオススメです。

平成25年１月号
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くらしの情報
information

水道を凍結から守りましょう
〜冬将軍到来！水道の凍結にご注意ください〜

▲凍結防止のための流水は「出しすぎ」に注意しましょう

寒い日が続いています。毎年１月、２月
の厳寒期になると水道管の凍結による破損
が起きやすくなります。
給水装置（水道管、止水栓、蛇口など）
は個人の所有物であるため、破損してしま
うと所有者が修理費用を負担しなければな
らないだけでなく、何より不便が生じます。
寒さに備えて各家庭で水道管の防寒対策
を行うことにより、快適な冬を過ごしま
しょう。

こんなときには注意！
●外気温がマイナス４度以下になったとき。
●旅行などで家を留守にするなど、長期間水道を使用しないとき。
●１日中、外気温が氷点下の「真冬日」が続くとき。

凍結しやすいのはこんな場所！
●水道管がむき出しのところ
●水道管やメーターが北向きのところ
●強い風が当たりやすい場所にある水道管やメーター
●家の外にある蛇口

水道の凍結を防ぐには
●水道管や蛇口の部分を、身近にある布や毛布などで、濡れないように保温してください。
●メーターボックスに保温材（発泡スチロールなどでも代用できます）を入れて外の空気が侵入しないように
してください。
●「水抜栓」による水道管の水抜きが効果的です。寝る前や家を留守にする場合、この栓を使って水道管内の
水を抜いてください。

凍結や破損をしてしまったら
●凍った部分にタオルや布をかぶせ、ぬるま湯をゆっくりかけて解かしましょう。急に熱
湯をかけたりすると、ひび割れや破裂することがあります。
●蛇口や水道管が破裂してしまったら、まずは止水栓をしめて水を止めましょう。破裂箇
所にタオルや布を巻きつけて水が吹き出るのを防ぐなどの応急処置を行い、町給水装置
工事指定店に修理を依頼してください。
●メーターが破裂したときは、ただちに建設課へご連絡ください。
■水道・下水道についての問い合わせ先 建設課 ☎75−3306

鳥取県西部広域行政管理組合の入札参加資格及び入札案件公表について
鳥取県西部広域行政管理組合が発注する指名競争入札に参加するには、組合を組織する市町村（米子市、境港
市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町）のいずれかで、指名競争入札に参加する資
格を有することが必要です。入札参加資格をお持ちでない場合は、いずれかの市町村で手続きをしてください。
なお、組合の入札案件は、組合ホームページ（http://www.tottori-seibukoiki.jp/）にて公表されます。
■問い合わせ先：鳥取県西部広域行政管理組合事務局総務課（☎0859−22−7722）
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確定申告が始まります
２月19日から３月15日まで
納税相談日程表のとおり納税相談を行います。関係資料等を持参のうえお出かけください。
■確定申告とは

個人の所得税については、１年間のすべての所得金額を計算して申告し、

確定申告の
時期だ

納税することになっています。この手続のことを確定申告といいます。
また、確定申告の内容を元に、町や県の税源になる町県民税や国民健康
保険税･介護保険料・後期高齢者医療保険料などの算定基礎となります。
忘れずに正しく申告をしましょう。

■申告が必要な方
主な対象者を記載します。

■所得税が戻ってくる場合(還付申告)
源泉徴収されている方で、次のような場合、所得税

○事業所得（商工業・農林業など）のある方

の還付申告により、源泉徴収された税金の一部が戻る

○不動産所得（地代・家賃など）のある方

場合があります。

○譲渡所得（土地・建物などの売払金）がある方

・家を住宅ローンなどで取得した場合

○給与の年収が２千万円を超える方

・医療費控除を受けようとする場合（参考２）

○給与所得や退職所得以外の所得のある方

・災害や盗難にあった場合

○給与を２か所以上からもらっている方

・年の途中で退職し、再就職していない場合など

○給与の支払を受けたときに所得税が源泉徴収（参
考１）されていない方
○給与所得者で、勤務先から町に給与支払報告書が
提出されていない方
○国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険

（参考１）源泉徴収とは？

給与や年金などを支払う機関が、あなたに支払う前に
あらかじめ天引きをして、国に納める所得税を言いま
す。
（参考２）『医療費控除』のお願い

に伴う申告が必要な方

医療費の領収書は、月別ではなく、次のように分類し

（給与や年金収入のみの方で、支払報告書が提出

て持参してください。

されている方は必要ありません。)
○生命保険や損害保険の一時金を受け取られた方は、
確定申告をする必要がある場合があります。

①医療を受けた人ごと
②医療機関・薬局ごと
◎申告がスムーズにいくようご協力をお願いします。

生命保険料控除が改正されました
●生命保険料控除の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく介護医療保険
料（最高4万円の控除額）が追加されました。
●平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に
係る控除額（各最高4万円の控除額）及び平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保
険料、旧個人年金保険料に係る控除額（各最高5万円の控除額）の合計額が最高12万円（改正前：最高10
万円）とされました。

平成25年１月号
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納税相談日程表
会場：防災・情報センター

平成25年(2013年)
期日
曜日

２
月

３
月

19
20
21
22
25
26
27
28
１
4
5
6
7
8
11
12
13

火
水
木
金
月
火
水
木
金
月
火
水
木
金
月
火
水

8：40〜11：00

1階会議室

13：10〜16：00

池の内
池の内
久連
柿原
本一
本一・本四・大満
貝田
貝田･助澤
下蚊屋
宮市･宮市原
尾之上原
日の詰・深山口
洲河崎
洲河崎･一旦
佐川
佐川
本五
本五・新二
大河原
吉原・西成・袋原
新道・高谷
荒田・半の上・宮の前
杉谷
美用・小原
新一
小江尾
御机・笠良原・栗尾
下安井
武庫
本二･本三・美女石
農 業 青 色 申 告 （ 終 日 )
農 業 青 色 申 告 （ 終 日 )

営庶業･譲渡所得･山林所得のある方へ
町の納税相談では、簡易な申告のみ受け付けます。
上記所得のある方は米子コンベンションセンターでの
申告をお願いいたします。米子税務署が受け付けいた
します。

米子コンベンションセンター BiG SHiP(ビッグシップ)
(米子市末広町294番地)

期間：平成25年2月12日(火)〜3月15日(金)土･日除く
時間：9時から17時（受付は9時から16時）
【問い合わせ】米子税務署（☎0859−32−4121)

｢e−Tax｣が便利です！

24時間対応

税務署等に行く必要がなく、
自宅等のパソコンを使って申告するシステムです。
利点１

最高3,000円の税額控除

利点３

還付金がスピーディー

今年初めて申告される方は、所得税額から最高３千円の
申告書は早期処理されます。
税額控除を受けられます。
（３週間程度に短縮）
（平成19年分から平成24年分の申告で１回のみ）
利点２

添付書類の提出省略

詳しくは、国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp

医療費の領収書や源泉徴収票等は、記載内容を入力する
ことで、提出または提示を省略できます。
(３年間は保存してください。)
e-Taxので利用に際しては、電子証明書の取得、ICカードリーダーライターの購入など事前準備が必要です。
電子証明書の取得するためには町民生活課で申請して下さい。交付には２週間程度かかりますので、日にち
に余裕をもってお越しください。
■申請に必要なもの
・住基カード交付手数料 500円 ・電子証明書交付手数料 500円
・写真１枚（縦4.5cm×横3.5cm、上半身、無帽、 正面、無背景で6ヶ月以内に撮影したもの）

■問い合わせ先
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鳥インフルエンザに注意しましょう
鳥インフルエンザは、大陸から日本国内にカモ類などの渡り鳥が運んでくると考えられています。これから渡
り鳥が飛来する時期を迎えることから、以下の点に注意しましょう。
１．鳥の様子を毎日観察しましょう。
２．野鳥との接触を避けるために
(1) 放し飼いはやめて鳥小屋の中で飼いましょう。(2) 鳥小屋は防鳥ネットで覆いましょう。
３．鳥小屋は清潔にして、定期的に消毒しましょう。
４．餌や飲み水は毎日新鮮なものを与え、野鳥が飛来する河川や池の水を与えることはやめましょう。
５．原因がわからないまま、次々と鳥が死んでしまうなどの異常が鳥に見られたら、下記まで連絡してください。
なお、鳥インフルエンザは鶏卵や鶏肉を食べることで人が感染することはありません。
■問い合わせ先
・江府町役場農林課
☎75-3222
・鳥取県西部家畜保健衛生所
☎0859-62-0140
・鳥取県西部総合事務所生活環境局生活安全課 ☎0859-31-9320

あなたの気になる年金記録、もう一度ご確認を！
いまだ約2,200万件の持ち主が確認できていない記録が残っています。
ご自身の年金記録に「もれ」や「誤り」があるのでは？とご心配のある方は、ご確認下さい。
■こんな方はぜひ、ご確認を！
○転職が多い
○姓（名字）が変わったことがある
○いろいろな名前の読み方がある
■確認してみたら…
○若いころに勤めていた記録が見つかった。
○結婚前の旧姓の記録が見つかった。
○名前の読み方が誤って登録されていた記録が見つかった。
■問い合わせ先 米子年金事務所（☎：0859−34−6111）

♪江府町立図書館♪開館時間

新着図書案内
＊郷土
米子・境港・西伯・日野の昭和／杉本良巳[監修]

＊歴史
拉致と決断／蓮池薫

＊芸術
着物いろは事典／着物屋くるり

＊文学
9旅猫リポート／有川浩
64／横山秀夫
七つの会議／池井戸潤

＊ＹＡ（小学校高学年〜高校生向き図書）
よこしまくんのよこしまな毎日／大森裕子

＊児童
レイトン教授とふしぎ！なぜ？科学の話３年生／栄光ゼミナール
犬のことばが聞こえたら／パトリシア・マクラクラン
くろくまレストランのひみつ／小手鞠るい
ひめちゃんひめ／尾沼まりこ

＊絵本
バナナじけん／高畠那生

平 日
土日祝
ピックアップ

8：30〜19：00
8：45〜17：30
（75）2005

『 64 』横山 秀夫
警察職員二十六万人、それぞれに持ち場
があります。刑事など一握り。大半は光の
当たらない縁の下の仕事です。神の手は
持っていない。それでも誇りは持ってい
る。警察小説の真髄が、人生の本質が、こ
こにある。

『 拉致と決断 』蓮池 薫
監視下の生活、偽装経歴、脱出の誘惑、
洗脳教育、 94年核危機と開戦の恐怖、検閲
を潜った親父の写真、飢餓と配給、電撃帰
国の真相……感涙のドキュメント。

★ 特集＊ウィンタースポーツ ★
新しく始めるための入門書、上達のためのステッ
プアップ本、指導のための指南書。また、競技の世
界で活躍する選手たちの手記など、ウィンタース
ポーツに関する図書を特集しています。ウィンター
スポーツをする人も、しない人も、ぜひお手に取っ
てみてください。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
平成25年１月号
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行事カレンダー 2月 F E B R U A R Y

1月 J A N U A R Y
日 曜日

行

事

名

場

所

時

間

14 月

17 木

公民館講座（大正琴）

防災・情報センター 10:00〜12:00

公民館講座（写真）

防災・情報センター 13:30〜15:30

明徳学園

防災・情報センター 9:30〜16:00

公民館講座（陶芸）

高齢者創作館

補聴器修理相談会
（トーシン補聴器センター）総合健康福祉センター

もの忘れ外来
18 金

事

名

13:00〜16:00
13:30〜15:00

総合健康福祉センター 13:00〜16:00

公民館講座（フラダンス） 防災・情報センター
公民館講座（生け花）

14:00〜15:30

防災・情報センター 19:00〜20:30

21 月
公民館講座（押し花）

防災・情報センター 9:30〜17:00

公民館講座（パッチワーク）

防災・情報センター 13:00〜16:00

公民館講座（大正琴）

防災・情報センター 10:00〜12:00

23 水 公民館講座（樹脂粘土）

防災・情報センター 13:30〜15:30

離乳食教室

総合健康福祉センター 10:00〜11:30

所

時

間

総合健康福祉センター 13:30〜15:30

3 日
4 月
5 火
6 水
7 木
8 金

20 日

場

2 土

19 土

22 火

行

1 金 ぼちぼちクラブ

15 火
16 水

日 曜日

公民館講座（大正琴）

防災・情報センター 10:00〜12:00

公民館講座（押し花）

防災・情報センター 13:00〜17:00

家族の会

総合健康福祉センター 10:00〜12:00

もの忘れ外来

総合健康福祉センター 13:00〜16:00

公民館講座（いけばな）

防災・情報センター 19:00〜20:30

広域隣保活動(元気クラブ) 本町5丁目集会所

9 土 三町交流学習会

宮前隣保館

10:00〜12:00
9:00〜12:00

10 日
11 月
12 火 公民館講座（パッチワーク） 防災・情報センター
防災・情報センター
13 水 公民館講座（書道）

13:30〜15:30
13:30〜15:30

24 木
25 金 広域隣保活動(元気クラブ) 本町5丁目集会所
第38回奥大山スキー大会

奥大山スキー場

10:00〜12:00
開会：9:00〜

26 土 公民館講座（グラスアート）

防災・情報センター 10:00〜12:00

公民館講座（和紙折紙）

防災・情報センター 13:30〜15:30

公民館講座（押し花）

防災・情報センター 13:00〜17:00

27 日
28 月

《1月の納税は》
公民館講座（絵手紙・油絵） 防災・情報センター

13:30〜15:30

29 火

国民健康保険税８期
介 護 保 険 料 ８ 期
後期高齢者医療保険料７期

補聴器修理相談会
（中国補聴器センター）

総合健康福祉センター 9:30〜11:30

消費者相談

役場本庁舎

9:00〜16:00

山村開発センター

13:30〜16:00

納期限は１月31日(木)です。（口座振替は１月31日）

納付期限 １月分 平成25年２月28日まで

日 本 年 金 機 構 か ら 送 ら れ ている納付書を添えて金融機関でお
支払いください。
なお、口座振替の方は、左記期限が振替日です。

30 水

31 木 農地相談会

今月の国民年金

延寄付金額 230万円
（前月比＋92万円）
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人の動き

186件

（前月比＋79件）

月届 ︵敬称略︶
◎お誕生おめでとう
住(所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
袋 原 福井 悠人
男
修一
男
由則
半の上 德岡 大翔
男
由則
半の上 德岡 稜斗
◎ごめい福を祈ります
住(所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
歳
喜八
佐 川 清水 瑞香
貢
歳
晋也
洲河崎 三好
歳
吉正
美 用 下垣亀美江
宮 市 中川 正美
歳
郁子
歳
要子
池の内 加藤 和久

1 1

延申込件数

ご寄付

年
平成25
月 日
現在

社会福祉協議会に次の方からご寄付を
いただきました︒︵ 月分︶敬称略
◎見舞い返しとして
貝 田 遠藤 愛子 本人退院
下蚊屋 宇田川昭人 父助二退院
◎香典返しとして
新 道 石原 忠哉 父明哉死去
尾之上原 山本富裕栄 父重治死去
清水 喜八 妻瑞香死去
下垣 吉正 母亀美江死去
吉田
奠 妻弘子死去
加藤 要子 夫和久死去
三好 晋也 父貢死去

ふ る さ と 納
税

佐 川
美 用
新町二
池の内
洲河崎

応援ありがとうございます！

12

85 82 78 91 80

地域の子どもは地域で守ろう

1月誕生 地域の宝物
（保育園編）

かとう

うだがわ

あかりちゃん(2才)

写真を募集しています。住所・お子さんの生年月日・
保護者氏名を記入のうえ、30字程度のコメントを添え
て総務課まで郵送、持参、メールをしてください。

ごうちゃん(4才)

もりた

ねんどでいろいろなものを
つくってあそびます。

そとであそぶのがすきです。

もりた

発行月に誕生日を迎えられる満５歳までのお子さんの

こいずみ

れいなちゃん(6才)

なおちゃん(6才)

ともだちとゆうぎしつでパ
カポコではしったり、おか
っけこをしたりしてたのし
いです。

おおがたつみきでおうちを
つくってあそぶのがだいす
きです。

しょうごちゃん(4才)

パズルがいちばんたのしい
です。

みずした ゆうさくちゃん(6才)
ねんどで、きょうりゅうを
つくってあそぶのが、だい
すきです。

保育園での
遊びで
好きなこと
やまおか

あいちゃん(6才)

おえかきがだいすきです。

〒689−4401 鳥取県日野郡江府町大字江尾475
TEL
（0859）
75−2211 FAX
（0859）
75−2389
ホームページURL：http://www.town-kofu.jp/

町民の安全と安心を守る

発行／江府町役場

決意新たに 消防出初式

１月６日︵日︶︑町民の安全・安心
の確保と消防関係者の士気を高めるこ
とを目的として︑消防出初式を開催し
ました︒式には︑来賓︑消防団員など
関係者 名が参加しました︒
来賓として参加した江府町議会議長
は﹁消防団を取り巻く環境も年々厳し
さを増し︑団員の確保︑資機材の確保
など課題を抱えていますが︑災害から
町民の生命財産を守るために頑張って
ほしい︒﹂と祝辞を述べられました︒
式典後は︑観閲と分列行進が江尾郵
便局から本町４丁目交差点まで行われ︑
団員の覇気を感じさせる勇敢な行進と
なりました︒
被表彰者
○江府町長表彰 勤続章
第２分団︵団員︶松原 順二
○西部消防協会長表彰
功績賞
第１分団︵団員︶川端 陸嗣
︵団員︶篠村 友紀
勤続章
第１分団︵班長︶大岩 一彦
︵班長︶白石 耕路
○鳥取県消防協会長表彰
功績賞
第２分団
︵副分団長︶
小林 健治
○日本消防協会長表彰
勤続章
第１分団︵分団長︶遠藤 敏彦
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