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新成人おめでとう！
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■まちの人口 3,357人（−４）
男 1,568人（−４）
女 1,789人（±０）
■世帯数
1,123世帯（−１）
1月末現在（

）は前月比

新成人・20 歳の春

輝きあふれる笑顔

46名出席し成人式

新成人者のみなさん︵敬称略︶

海﨑
細田
須藤
坂口

春樹
浩太
絢臨
里奈

竜紀
明伸
瑞貴
彰吾

下尾 賢二

小倉美恵子

安田紗弥香
川上 裕子
大岩 祐子

清水 博文
後藤
凱
己越
南
加藤 慶恵

篠田 慶一

川上
中前
西田
八槇

小林 良太

平成４年４月２日から
平成５年４月１日生まれ対象 名

本町１丁目

本町２丁目
本町３丁目
本町５丁目

新町１丁目

新町２丁目
小江尾

佐 川

柿 原
袋 原
宮 市
貝 田
助 沢
下蚊屋

御 机

美 用
下安井
武 庫
新 道
池の内
日の詰

森
剛大
森川耕太郎
山本 瑞希
中川
結
澤田 泰夢
村上 成文
藤原 美緒
松本なつみ
宮尾 和季
清水亜利沙
永井 邦明
坂本 悠典
下村 彩乃
前田 綾香
奥田 美里
清水保菜美
原田 美紀
藤原 侑真
加藤 怜子
梅田 大輝
梅田 啓太
川上 柊維
加藤
翔
三代いつみ
久木 菜生
西村 恭彦
梅林 麻衣
加藤 俊二
遠藤 和幸
加藤 美樹

2

平成25年２月号

平成 年成人式が︑１月 日 日( )
に山村開発センターにおいて開催さ
れました︒
当日は色艶やかな振袖姿やスーツ
姿の新成人が集まり︑久し振りの再
会と 歳の門出をともに喜びあって
いました︒

式典では︑来賓や町関係者の盛大
な拍手の中を成人者が入場︒竹内町
長が
﹁新成人のみなさんは︑
多事多難
な時代に
﹃成人﹄
という大きな節目を
迎えられ︑人生の喜びや楽しみとと
もに悩みや苦労も多いことだろうと
思います︑それゆえに新成人の﹃若
さ﹄で頑張って欲しいと思います︒
また︑消防団や青年団への参加やボ
ランティア活動など地域社会の幸せ
にかかわることに︑積極的に参加す
ることを期待します︒皆様は町の宝
です︑江府町に生まれ育ったことを
誇りに想い︑立派な社会人として成
長されますよう念願いたします︒﹂

49

13

と述べ︑門出を祝いました︒

式辞を述べる竹内町長

25

20

新成人・20 歳の春

地域住民の意見に耳を傾け︑
町を支えたい
成人者意見発表 川上 柊維
今日︑成人式

謙虚な気持ちで接し︑
相手の立場に立って
成人者意見発表 川上 春樹

成人式スナップ

新成人者の大人への第一歩を踏み出した晴れ姿を収めま
した︒

▲個性あふれる新成人者

を迎えることが

▲久しぶりの同級生との再会に喜ぶ新成人

できて︑感謝の
気持ちでいっぱ
いです︒これま
で︑私はこの江
府町で暮らして
きて︑とても多
くのことを学び
ました︒自然の
大切さ︑人と人の関わり合い︑みんなで支えること
などを学びました︒

▲笑顔でピース

私は多くの人に支えられて︑成人を迎えることが
できました︒いつも私の身近にいて支え続けてくれ
た家族︒中でも私が生まれても間もない時から︑真
剣に私を育て︑教え︑導いてくれた祖父憲治︑祖母
倭穂には︑とても感謝しています︒これからは︑私
が家族の支えになるようになりたいと思います︒
私は４月から江府町役場で働く予定です︒これま
で私にいろいろなことを教えてくれたこの町に︑少
しでも恩返ししたいです︒役場の仕事では︑地域住
民の方の意見に耳を傾け︑江府町がさらに発展する
ように頑張りたいと思います︒私の家は祖父母がト
マトを作っています︒私は︑鳥取県立農業大学校で
農業について学んできました︒江府町には︑コシヒ
カリ︑トマト︑白ネギなどの特産農産物があります︒
学校で学んだことを活かして︑江府町の地域振興に
貢献したいです︒

私は︑成人式を迎えるにあたり︑謙
虚な気持ちと礼儀︑今まで以上に意識
していこうと思います︒
謙虚な気持ちで人と接していき︑そ
の中で人とのつながりも大事にしてい
ます︒
相手の立場になって物事を考えれる人
になります︒将来結婚もしたいです︒
結婚して幸せな家族をつくりたいです︒
親にも感謝しています︒
ここまで育ててくれて︑辛い時支え
てくれました︒
次は自分がささえる番です︒ 年間
ここまで育ててくれてありがとうござ
いました︒これからもよろしくお願い
します︒
江府中の同級生にも感謝しています︒
仕事や恋愛の相談にも乗ってくれてい
つもはげまされていました︒そんなみ
んなが大好きです︒最高の仲間です︒
本当にみんなで成人できてよかった︒
一人もかけんで良かった︒これからも
がんばっていこう︒

平成25年２月号

3

私は今の思いを忘れず︑祖父母︑家族︑そしてこ
の町を支え︑守っていけるように頑張りたいです︒

20

まちの話題

年度

年度にハザードマップを作成するにあたり︑

土砂災害ハザードマップ
作成にかかわる説明会を開催
平成

月から

月にかけて各集落にて説明会を開催いた

しました︒航空地図 に 目 印 を し た 土 砂 災 害 警 戒 区

域・土砂災害特別警戒区域・避難場所・避難経路・

消火栓・防火水槽・公共施設などの確認を行い︑ま

た︑各集落での自主防災組織の防災体制の充実と強

化について︑安全・安心なまちづくりについて活発

な意見交換会を行いました︒今回 地｢すべり に｣かか
る土砂災害防止法の基礎調査結果︑﹁土砂災害警戒

区域︵イエロー区域︶﹂が判明したので︑その結果

についても対象集落に県から説明がありました︒

土(砂災害ハザードマップとは )
大雨などの場合に︑土砂災害により 被 害 を う け る お そ
れ が あ る 区 域︵土砂災害警戒区域︶をしめしたもので︑こ
の地図には土砂災害警戒区域内の皆さんが迅速・円滑に避
難を行うことができ︑二次災害発生予想箇所を避けること
ができるため︑災害による被害の軽減に非常に有効なマッ
プです︒

4

平成25年２月号

笑うかどには福来たる

新春初笑い
１月 日︵月︶︑江府町にこにこ事業
﹁新春初笑い﹂が江府町観光協会の主催
のもと︑江府町山村開発センターで開催
されました︒
事業名どおり年の初めから笑顔になっ
ていただき︑元気になってもらうことを
テーマに開催︒㈱よしもとクリエイティ
ブ・エイジェンシー所属の山陰両県の住
みます芸人の２組が出演︒２代目鳥取県
住みます芸人の﹁ほのまる﹂さんは漫才
を︑島根県住みます芸人の﹁桂三段﹂さ
んは落語を︑それぞれの地域のエピソー
ドも交えながら披露︒会場は︑笑い声や
笑顔で溢れていました︒
住みます芸人とは︑よしもとクリエイティ
※
ブ・エージェンシー所属のタレントが全国
都道府県に移住し︑地域に密着した活動をす
ることで地域活性化に協力していこう︑とい
う趣旨で行われています︒

24

12

三輪睦実さん 下(安井 と)
のぶ お

導員の名称が﹁ス
ポーツ推進委員﹂

14

篠村允勇さん 小(江尾 受)賞

日︑鳥取市で開催された平成

実さん︵下安井︶と篠村允勇さん︵小江尾︶
年以上スポーツ推進委員とし

が功労者表彰を受賞されました︒
この賞は︑

年に制定

年６

日に全面改正︒

興法が平成

されたスポーツ振

昭和

スポーツ推進委員

ることが高い評価を受け受賞されました︒

エーションの普及・活性化にも尽力されてい

森クラブ﹂の委員としてスポーツ・レクリ

の総合型地域スポーツクラブ﹁江府町ぶなの

お二人とも︑競技スポーツをはじめ江府町

贈られるものです︒

てスポーツの振興・指導等に尽力された方に

10

これに伴い体育指

月

23

11

鳥取県スポーツ推進委員協議会 功労者表彰

月
24

鳥取県スポーツ推進委員研究大会で︑三輪睦

10

36

に変更されました︒

▲熱心に説明を聞くみなさん

47
下：桂三段
▲上：ほのまる

11

24

▲受賞された篠村允勇さん(左)と三輪睦実さん（右）

まちの話題

日︵水︶︑

鎮魂の雪を神戸市へ
１月
サントリー天然水
奥大山ブナの森工

保育園と
もちつき大会で交流
みちくさ推進会議

がま

﹁蒲﹂もびっくり！

清水久美子さん︵小江尾︶宅の玄関に飾ってあっ

た﹁蒲﹂がびっくり︒まるでポップコーンがはじけた

ようになっていま

大山の雪が４トン
大会﹂が行なわれ

恒例の﹁もちつき

子供の国保育園で

遊び心で﹁布でで

そこでご主人が

のです︒

と人の顔に見える

す︒またよく見る

トラックで兵庫県
ました︒地産地消

きた目﹂をつけて

日︵水︶︑

神戸市に届けられ
と地域との交流を

みたら︑ますます

１月

届けた奥大山の

図ることを目的と

人の顔に︒何か言

雪地蔵 になり亡

悼する 大小 体の

しょ﹂と声をかけながらリズムよく︑上

ート︒園児たちは︑﹁よいしょ﹂﹁よい

などすべてを提供しもちつき大会をサポ

神淡路大震災１・

この事業は 阪

のおもちは

たつきたて

出来上がっ

懐かしいふるさと︑日本の原風景を思わせる豊かな

自然にあふれる江府町︒魅力にあふれる四季折々の自

然の姿を公民館講座﹁写真教室﹂で学ぶ６名の会員の

感性豊かな作品をご期待下さい︒

みなさまにより﹁町報表紙﹂で今後紹介していきます︒

▲蒲を紹介する清水久美子さん（小江尾）

場周辺で集めた奥

雪は翌日開催され

してみちくさ推進

いたいのかな︒不

災１・ のつどい

ました︒

た﹁阪神淡路大震

会議︵会長三輪典

思議ですね︒

くなられた方の魂

手に杵を使ってつくことが出来るように

で震災犠牲者を追

を慰めしずめまし

のつどい実行委

園児たちと

なりました︒

員会 からの要請

ふれあいな

た︒

を受け︑平成 年

から実施しており︑ がら楽しく

感性豊かな作品を紹介

子さん︶のみなさんが︑７年前から材料

｣

23

いただきま

▲みちくさ推進会議のみなさん

18

今年で３回目とな

した︒

開催

15
：
30

16

17

ります︒

日野町 生田先生指導

平成25年２月号

5

公民館講座﹁写真教室﹂
※
〜
毎月第３水曜日

13
：
30

22

17

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、共通テーマ「生活習慣病予防」について、各町独自の記事を掲載します。

脳卒中を減らせ！江府町の取り組み

江府町生活習慣病実態調査「鳥取−江府スタディ」

40.5

11.2

1.3

28.0
脂質

46.9

53.1

26.7

9.0

17.4
血糖

84.1

15.8

8.0

2.5

5.3
※老人保健法に基づく基本健診判定基準に基づく結果

まで保健事業でもそれほど重点を

血圧・高脂血症ばかりではなく︑
今

同で︑実態調査に取り組むに至りました︒

す︒そこで︑鳥取大学の糖尿病診療科と共

また一般健診の結果から対象者を抽出し︑

き︑特殊な血液検査と尿検査を行います︒

実際何をしているかといいますと︑住民
健診で一般健診を受ける方に同意をいただ
感じました︒

置いていなかった 血｢糖値の異常 ｣
も関係しているのではないか？と

血糖値の異常は︑高血圧や高脂血症と同

59.4

ての詳細検査

を行うなどし

ています︒そ

の結果は新聞

掲載にて公表

し︑町民の皆

様にはセンセ

ーショナルな

風を巻き起こ

しました︒

その調査が

来年度いよい

よ最終年度を迎えます︒８

年間の時を経て︑加齢によ

りどのように身体機能が変

化したかを調べる大事な年

査研究へのご協力をよろしくお願いいたし

です︒どうぞ皆様︑住民健診の折には︑調

果からは
住民健診結
れど、
見えないけ
て
常がかくれ
血糖値の異
？
ぞ
る
気がす
いるような

ます！

6

平成25年２月号

本町では︑町民の皆様の健康実
治療中

先生が日々︑町民の皆様を診察す

血圧

態に合った﹃生活習慣病対策﹄を
探るため︑平成 年度から︑鳥取
大学医学部 地域医療学講座 谷
口晋一教授︵平成 年度当時︑病
態情報内科学 講師︶らと共に︑
江府町生活習慣病実態調査に取り
組んでおり︑来年度がその最終年
度にあたります︒
大学との共同研究に取り組むこ
武地幹夫先生の気づきでした︒

ととなったきっかけは︑江尾診療
所
町民の﹃病気による死亡原因﹄
のうち上位にあり︑対策の必要が
あった﹁脳卒中﹂に対し︑平成
年度当時は︑３大生活習慣病︵高

血圧・高脂血症・糖尿病︶のうち︑
﹁高血圧﹂と﹁高脂血症﹂対策に
特に力を入れて取り組んでいまし
た︒実際︑住民健診結果からみて
も︑血圧と脂質の異常が目立って
いました︒

要医療

じく︑動脈硬化を促進し︑脳卒中を招きま

しかし︑江尾診療所 武地幹夫

要指導

る中で︑
脳卒中発症の背景には︑
高

【平成16年７月の住民健診受診者（40歳以上：678人）の結果】
糖尿病二次検診を行い︑血糖値異常につい

▲脳卒中が多発している江府町の実態が掲載されて
いる新聞記事（平成18年2月9日(木) 日本海新聞)

17

異常ありの内訳（％）
異常あり
（％）
異常なし
（％）

17

17

保健・福祉の 窓

子どもの予防接種専門
外来を実施します！
３月１日から３月７日までの期

麻しん・風しん Ｍ(Ｒ︶
予防接種のお願い

手作りティッシュ
カバーで慰問

江府町赤十字奉仕団

鳥取県後期高齢者医療
懇話会委員の募集について

後期高齢者医療制度の運営等に

麻しん︵はしか︶ 麻
…しんウイル
スの空気感染によって起こる︒
めやに︑発疹が主症状︒

行いました︒

帯の方へお配りする慰問品作りを

町内にお住まいの高齢者ひとり世

■任

委員を募集します︒

同奉仕団では︑毎年︑ 歳以上

期 平成 年４月１日〜

風しん 風
…しんウイルスの空気感
染によって起こる︒

ついて︑被保険者の皆様のご意見

間は︑﹁子ども予防接種週間﹂で

感染力が強く︑発熱︑せき︑鼻汁︑ 奉仕団が︑奉仕活動の一貫として︑ を伺うために設置した︑懇話会の

内に予防接種を受けにくい方々に
対して︑休日や平日の夜間に対応

ができるように配慮されています︒ 軽いかぜ症状から︑発疹︑発熱︑

平成 年３月 日

■応募資格 鳥取県後期高齢者医

︵平成 年４月１日現在︶

療の被保険者の方

手渡しする慰問品を手作りしてい

平成 年３月 日まで

皆さんが︑笑顔で元気になられ

に出席していただき︑保険料︑保

催する︑年２〜３回程度の懇話会

■活動内容 東伯郡湯梨浜町で開

ることを願いながら︑各集落担当

医療広域連合 総務課

電 話 ０８５８

１０９７

■問い合せ先 鳥取県後期高齢者

付してください︒

県後期高齢者医療広域連合﹂に送

ありますので︑期限までに﹁鳥取

込書が町の福祉保健課に設置して

■応募方法 応募要領及び応募申

われます︒

０００円と︑交通費相当額が支払

■謝 礼 等 １回あたりの謝金５

等を述べていただきます︒

療制度﹂について検討し︑ご意見

健事業等に関する﹁後期高齢者医
にお渡ししました︒

の団員がそれぞれ訪問し︑ 世帯

りました︒

■応募期限 ３月 日︵月︶必着

眼球結膜の充血もみられる︒

■接種期間

無料

31

るようにとティッシュカバーを作

程で子どもの予防接種専門の外来

生後 ヵ月未満児
小学校入学前の１年間
にある児
中学１年生に相当する
年齢の者

︵年長児︶
３期

高校３年生に相当する
年齢の者

■費 用

い︒

予約してから接種をうけてくださ

■受け方 指定医療機関に個人で

４期

２期

生後 ヵ月〜

■募集人員 ６名以内

に予防接種に関する相談窓口を設
置しますので︑あわせてご利用い
ただきますようお願いします︒
■日 時 平成 年３月２日 土( )
午前８時 分〜午前 時まで

■場 所 江府町国民健康保険
江尾診療所

２０５５

︵月︶までに申し込み︶
■問い合わせ先
江尾診療所 ☎

１期

ます︒今年は︑身近に使って頂け

後頸部リンパ節腫脹などが主症状︒ のひとり世帯を訪問し︑その際に

27 25

■対象者

25

この期間には︑通常の診療時間

す︒

月４日︵火︶︑江府町赤十字

12

を実施します︒当日は︑診療所内

江尾診療所においては︑左の日

80

70

▲江府町赤十字奉仕
団のみなさん

■受 付
10

■その他 完全予約制︵２月 日

25

24 12

■持参するもの 母子健康手帳・
予診票

平成25年２月号
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31

25

18

−
32
−

25

30

75
−

保健・福祉の 窓

児童扶養手当についてのお知らせ
対

象

者

金
額
(平成24年4月〜)
申請に必要な
書類等
窓

口

父母が離婚するなどして、父又は母の一方からしか養育をうけられない児童（18歳の誕生日の
前日の属する年度末まで）を扶養している方
全額支給 月額41,430円 一部支給 月額41,420円〜9,780円
※２人目5,000円、３人目以降１人あたり3,000円を加算
※所得などに応じた支給制限があります。
・申請書 ・印鑑 ・戸籍謄（抄）本
※児童扶養手当申請の添付資料の戸籍謄(抄)本の費用は無料となります。町民生活課窓口で
「児童扶養手当申請のため」と申し出てください。
江府町役場福祉保健課

■児童扶養手当の支給要件

食

次のいずれかに該当する児童について、父親又は母親がその児童を監護している場合、または、養育者が父親又
は母親に代わってその児童の生計を維持している場合に支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父親又は母親が死亡した児童
・父親又は母親が一定程度の障害の状態にある児童
・父親又は母親の生死が明らかでない児童
・母親が婚姻によらないで懐胎した児童
・父親又は母親が、裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童（平成24年8月〜)
・父親又は母親が１年以上遺棄している児童
・父親又は母親が１年以上拘禁されている児童
・棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※ただし、次の場合を除きます。
・老齢福祉年金以外の年金を受けられる人
・児童が施設（保育園・母子生活支援施設を除く）に入所している人
※上記の要件に該当した日から、平成15年4月1日時点で5年を経過していると申請することが出来ません(母子家庭のみ)。
■問い合わせ先 江府町福祉事務所（役場福祉保健課内：☎75−6111）

す
おす め
改

チャレンジクッキング

（２月）

野菜の働き
野菜に多く含まれる「ビタミンC」はタンパク質の一種であるコ
ラーゲンの合成にかかわって効力を発揮します。コラーゲンは、細
胞の結合をしっかりさせる役割を持ち、不足すると血管、骨、歯茎
などの細胞の結合が弱くなり、出血しやすくなり、筋肉、骨が弱く
なるといわれています。
冬でもしっかり野菜をとって健康な身体作りを心がけましょう。
（食生活改善推進協議会）

材料（4人分）
キャベツ
120ｇ
紫たまねぎ
1/4個（40ｇ）
きゅうり
１本（100ｇ）
セロリ（サラダセロリ）
80ｇ
塩
小さじ1/2
プレーンヨーグルト
120ｇ
マヨネーズ
大さじ２
A 粒マスタード
大さじ２
はちみつ
大さじ１
黒こしょう
少々
りんご
1/4個
レモン汁
小さじ１

ヨーグルトコールスロー
① キャベツを太めの千切り、紫玉ねぎは薄切り、きゅうりは縦半分に切ってか
ら斜め薄切りにする。
② ボールに①を入れ、塩をふりかけて混ぜ合わせ、しばらく置きしんなりした
ら水分をしぼる。
③ りんごは皮つきのまま薄いいちょう切りにしてレモン汁を振りかけておく。
④ ②、③を合わせAであえる。

１人分

エネルギー 96kcal カルシウム
蛋白質 2.4ｇ 塩分 0.8ｇ

71㎎
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第34回江府町西ノ島町交歓スキー教室
海と山の交流

1月28日から30日までの３日間、第34回江府町西ノ島町交歓スキー教室が行われました。今回のスキー教室で
は、昨年の夏に臨海学校で一緒に過ごした西ノ島小学校(姉妹町)の５年生と江府小学校の５年生が再会、
交流しまし
た。西ノ島小の大半は、スキーの体験が、初めてです。江府小の５年生は、｢半年前の臨海学校のお礼に｣と、西ノ島
の友だちにスキー靴の履き方から教えました。最終日には、スキーが上手くなり、見違えるほどになりました。

9
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小地域懇談会を振りかえって ②
町報こうふ１月号では、小地域懇談会を振り返り、参加者や集落代表者
のアンケートからだされた主な意見、具体的な反省点や引継ぎ事項などを
紹介しました。都合で懇談会に参加できなかった方々にも、熱心な話し合
いとこの懇談会が地域づくり、まちづくりへの取り組みの意欲へつながっ
ていることが伝わったのではないでしょうか。
今号では、出向者と集落推進員のみなさんによる反省会で話し合われた、
懇談会のまとめや来年度への課題、その他の意見を紹介します。

反省会は︑出向者︑集落

・弱者とかあまり話しの出

出ないと他の人に負担をか

してほしい︒﹂となってし

害で危ない役場でどうにか

・入口は悪くないが︑﹁災

題で良かった︒

・テーマは良く︑身近な問

★ねらいについて

合われました︒

度の課題などについて話し

今年度の成果や反省︑次年

報告の後︑７つの分散会で

当日は︑事務局からの経過

・短期間集中で良かった︒

ているので良いと思う︒

らという意識が定着してき

・住民も小地域は 月頃か

★運営について

な話題であった︒

・島根原発が近いので身近

材であってもよかった︒

・生活の場に︑より近い教

★教材について

のことが人権意識である︒

びつき︑配慮はあった︒こ

・一人暮らしの方等との結

して話せた集落もあった︒

・テーマに添った学習会︑

薦してほしい︒

織・団体で出席する人を推

がいるので︑その時は組

・まったく出席されない方

みが必要︒

体で交代できるような仕組

・都合が悪ければ所属の団

あったがそれは良かった︒

・出向者向けに﹁速報﹂が

とが必要︒

かをきちんと決めておくこ

どのように話を持っていく

・打合せの時に最終的に︑

がでてきた︒

けることになるという意識

まう︒

・出向者の担当集落が二集

研修会に出向者は参加して

た︒

ないと﹂という意識がでて

・﹁２回だから必ず出席し

・区長・同推協の推進員・

ためには差別などしている

結束力が必要で︑そうする

・各団体︑ＰＴＡなどに
多いと役が無い人がでる︒
(
)
しっかりと声かけの要請を
・人数的に少なくなりすぎ

・出向者の人数は良い︒

する︒

・話︑教材など全てが難し
いと参加者が離れてしまう︑
離れた参加者はなかなか
戻っては来ない︒楽しいこ
ともいれつつも締めるべき
ところはきちんと締めるこ
とが必要ではないか︒
・小地域懇談会が始まった
頃に比べれば雰囲気がよく
なっていて話しやすくなっ
ている︒
・自治会によっては例会を
行った後に小地域懇談会を
行っている︒
・時間が長く高齢者がつら
いという意見もある︒
・出向者が欠席の場合の補
充をどうするかを検討
・このような活動の地道な
積み重ねが住み良い町づく
りにつながる︒
・参加者のほとんどが﹁よ
い話し合いができた﹂と考
えておられるので︑気軽に
参加できる雰囲気作りを今
後も考えていただきたい︒
＊
＊
大切なことは︑この小地
域懇談会が︑その場の話し
合いだけで終わるのでなく︑
日常の生活の中での実践に
つながる第一歩となります
ように︒

10
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推進員 名が出席して実施︒ 来ない人のことを特に意識

・災害というテーマで話し

落になったので負担も気も

・人権問題に話を深めるに

きた︒

老人会などの色々な団体か

︽集落での成果と課題︾

合いは︑よく出来たが人権

軽くなった︒

は工夫がかなり必要︒

・昼間にしてもよいのでは

参加者が増えたことから︑

らの声かけがあった集落は

︽次年度への引継・課題︾

・出向者全員が内容・ねら
ようにしなければいけない︒

場合ではない︒また︑この

る場合があった︒ひとりの

・出る人が人を誘う︒誘い

集落の方︑一人一人への声

ような話題で話をするのは

負担が重くなる︒

合うことに努める︒

・集落内で災害に対応する

初めてでよい機会になった

・人数が少ない分︑自分が

かけが大切ではないか︒

と思う︒

︽出向者自身の成果と課題︾

ないか︒

10

いを理解し︑話を進めれる

学習をする︒

に結びつけるのが難しかっ

52

まちの教育

このたび、大津中学校の生徒が自殺した調査の報告書がまとまり提出
された。なんとその内容のすさまじいこと。
「うちの学校にはいじめなんかありませんよ。」「ちゃんと相談窓口を
設置して対応していますよ。」「素直で明るくて素晴らしい子どもたち
です。そんな土壌はありませんよ。」対岸の火事のように思っているお
おかたの大人たち。いじめる心が芽生えいじめる行動を起こしてしまう、
そんな子どもに育てたのは他ならぬ私たち大人なのです。何年経っても
癒えることのない「理由のないいじめ・いじわる」の経験を寄せて下
さった今月のペンネーム「なにかのたまご」さん。未来を託す子ども達、
本当にあかるく伸び伸び育ってほしいもの。もっともっと大人がしゃ
きっとせねば。

「私の思うこと」
最近のニュースを見ると「いじめ」に関することをよく目にします。
なぜそんなことをするのかと憤りを感じます。そして、そんなニュースを目にすると思い出すこと
があるのです。
私は小・中・高校とごく普通に友達と遊んだり、ショッピングしたり、たまに口げんかをしたりと
過ごしました。

しかし、ただ一つ今も忘れられないことがありました。それは私が高校生の時でし

た。友だちと帰るため下足場に行き下駄箱を見ると私の靴が無くなっていたのです。「あれ？」「何
でないの？」周りに落ちていないか探しましたがありません。「もしかしたら隠された？」そう思う
とショックで友達の前でしたが涙が止まりませんでした。その後、友だちが靴を見つけてくれて帰る
事が出来ました。もしかしたら他人からすれば些細なことのように思われるかもしれません。しか
し、当時の私は数日間気持ちが落ち着かず「またされたらどうしよう。」と不安な日々を過ごしまし
た。結局、理由も誰がしたのかもわかりませんでしたが、友だちが傍にいてくれて、その行為に怒っ
てくれたり励ましてくれたりと一人で不安を抱えることなく乗り越えることが出来ました。
今思い返してみてみると、その１回だったこともあり、私のことを嫌いな人が「意地悪」で隠した
のではなく、「いたずら」の範囲で「だれの靴でもいいから隠してしまえ。」というようなことだっ
たのかもしれません。

しかし、たった一回の「いたずら」にしてもされた側の私はこの時の「ショ

ック」「不安」「悲しみ」を忘れることが出来ません。
私がたったの１回の行為で受けた重い気持ちは数日間続きました。だから「いじめ」を受けている
人は、その気持ちが消えるまもなく毎日積み重なっていき支えられなくなったときに心が崩れてしま
い最悪の結果になってしまうのだと思います。している側は「これぐらいなら」という安易な気持ち
だったとしても受ける側はその数倍の苦痛を感じることがあることを知ってほしい。しかも一人で始
めた行為が回りに伝わり広がることもあるのだと言うことも忘れてほしくないです。私自身もそのこ
とを忘れずに人の気持ちを汲み取れるよう日々心がけていきたいです。
ペンネーム

「なにかのたまご」

…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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遊びの達人のみなさんにお越

ます︒そこで︑お助け隊の昔

してみよう﹂という学習をし

科で﹁むかしからのあそびを

江府小では︑１年生の生活

土産に残して下さいました︒

の中︑たくさんの折り紙をお

りながら︑和やかな雰囲気の

を開催︒折り紙の達人に教わ

き渡るよう︑臨時折り紙教室

に残って︑全員の子どもに行

学校お助け 隊だより

し頂き︑子ども達にいろいろ
な遊びを紹介して頂くことに
しました︒
７人のお助け隊の方から︑
あやとり・おはじき・こま・
お手玉・折り紙などを教わっ
た子ども達は大喜び︒この日
は参観日ということもあって︑
お家の方も一緒に遊びに参加
され︑楽しく学習することが
できました︒

学校支援の研修会では︑互｢
恵性﹂という言葉をよく耳に
します︒支援してもらう子ど
も達はもちろん︑支援して下

子ども達の
感想より

立春を過ぎ︑暦の上
では春になりました︒
４月になると︑在校
生が１学年進級すると
ともに︑新１年生が入
学してきます︒保育園
の年長さん︑小学６年
生も春にはピカピカの
１年生︒期待とともに︑
環境の変化に不安を感
じるのもこの季節です︒
この時期︑江府小学
校と江府中学校では︑
ともに 体
｢ 験入学 を
｣行
っ て い ま す ︒こ れ は ︑来
年度１年生になる子ど
も達を学校に招いて︑
学校の様子を伝えたり︑
学校での生活を体験し
てもらうためのものです︒
昨年度は︑中学校は
生徒会が中心になって

授業をしました︒
今年度は︑小学校は
２月 日︒中学校は２

学校紹介をしました︒
また︑小学校では５年
生が先生役となり模擬

昨年度の体験入学より（左：生徒会による学校説明、左中：部活参観 右中：模擬体育 右：教室での模擬授業

月 日に実施する予定
です︒
進学に向けて︑より

15

さるお助け隊のみなさんにと
っても︑楽しみなボランティ
ア活動をめざしていきたいと

﹁きのうは︑こまを
おしえてくださり︑
ありがとうございま
した︒はんたいにま
わるこまがあって︑
びっくりしました︒ ｣
﹁きのうは︑おりが
みのこまをおしえて
くださって︑ありが
とうございました︒
さいごにまわってう
れしかったです︒ま
た︑作って回したい
です︒﹂
﹁きのうは︑すごく
おもしろかったです︒
おはじきはとくいだ
けど︑お助け隊の人
としょうぶをして︑
かってみたいです︒ ｣
﹁きのうは︑あやと
りをおしえてくだ
さってありがとうご
ざいました︒マジッ
クみたいなすごいわ
ざをおしえてくだ
さって︑ありがとう
ございます︒﹂
﹁お手玉をおしえて
くださって︑ありが
とうございました︒
むずかしいお手玉を︑
れんしゅうしてがん
ばっています︒たの
しかったです︒﹂

す︒

期待に胸膨らます体験
入学になればと思いま

22

お助け隊のみなさんで折り紙づくり

思います︒みなさんの積極的
参加︑お待ちしています︒
︻お問い合わせ先︼
学校支援地域本部事務局
☎︵ ︶２２２３
75

授業が終わったあとも︑お
助け隊のみなさんは︑校長室

親子でお手玉に挑戦！

保・小・中連携だより

もうすぐ、進学の春

12

平成25年２月号

まちの教育

小学男子低学年︹出場５名︺
① 柳生 共映
② 三輪 大道︵江府小︶
③ 浜田 晃平︵江府小︶
④ 岡田 陽向︵江府小︶
⑤ 井上 大誠︵江府小︶
小学女子高学年︹出場６名︺
① 小谷 未空
② 後
妃奈
③ 白石 寧々︵江府小︶
④ 下垣 春琳︵江府小︶
⑤ 加藤 毬惠︵江府小︶
⑥ 川上 理子︵江府小︶
小学男子高学年︹出場 名︺
① 内田 青空
② 柳生 考勇
③ 長尾 駿弥
④ 椎木 大成
⑤ 影山 大貴︵江府小︶
⑥ 岡田 岳人︵江府小︶
中学女子︹出場１名︺
① 小谷 香夏
中学男子︹出場３名︺
① 藤原 有恭︵江府中︶
② 長尾 海斗
③ 椎木 駿介

一般女子︹出場３名︺
① 藤原 美緒︵奥大山ＳＣ︶
② 下垣 祐委︵奥大山ＳＣ︶
③ 石原 里奈
一般男子︹出場 名︺
① 川上 拓磨︵奥大山ＳＣ︶
② 安田 直也
③ 高津 亮二︵奥大山ＳＣ︶
成年男子︹出場３名︺
① 福田
貢
② 加藤 義也︵奥大山ＳＣ︶
③ 大前 辰馬
●距離
小学女子低学年︹出場３名︺
① 小林 ハルコ
② 小谷 花実
③ 福田 柚月
小学男子低学年︹出場４名︺
① 河本
仁

大回転競技(雪質は良好）

② 内藤 琳太郎
③ 原
生命
④ 佐々木 昴
小学女子高学年︹出場７名︺
① 遠藤 葵恵
② 本田 萌果
③ 木村 美紀
④ 小谷 和紗
⑤ 柴田 麻里
⑥ 小谷 実乃
小学男子高学年︹出場４名︺
① 河本
海
② 遠藤 一希
③ 内藤 颯一郎
④ 原
昴士
中学女子︹出場２名︺
① 浅田 彩絵
② 藤定 由真
中学男子︹出場４名︺
① 田邊 真矢
② 假谷 智志
③ 河本
龍
④ 足羽 光一

距離競技（悪天で周回コースに変更）

寒さにも負けず熱戦を展開！

75

閉会式(天候悪化により室内で実施)

12

第 回 奥大山スキー大会 開催！

１月 日︑奥大山スキー場にお
いて第 回奥大山スキー大会が開
催され︑町内外から 名が参加し
ました︒
当日は︑気温マイナス９度に加
え吹雪という悪天候のなか︑選手
の皆さんは︑寒さにも負けず︑日
頃の練習の成果を発揮し力と技を
競い合いました︒

38

入賞者は次のとおりです︒
︵小中学生は６位まで︑一般は
３位まで表彰︒所属は町内参加者
分のみ括弧で掲載︶
●大回転
小学女子低学年︹出場４名︺
① 後
美優
② 内田 南海
③ 山本 紫月︵江府小︶
④ 林 みるく︵江府小︶

平成25年２月号

13

38 26

14

まちの教育

スポーツ安全保険

小さな掛金
大きな補償

スポーツ・文化・ボランティア活動などの団体活動に最適な保険です。

対象となる事故

★グループ活動中の事故 ★往復移動中の事故

保 険 期 間

平成25年4月1日午前0時より翌年26年3月31日午後12時まで
（団体活動を行う５名以上の方々で御加入ください。）

加 入 対 象

年間掛金
(1人当たり)

傷 害 保 険（保険金額）
死 亡

入院(日額)

通院(日額)

3,000万円

日額
4,000円

日額
1,500円

1,850円 2,000万円

3,000万円

4,000円

1,500円

600万円

900万円

1,800円

1,000円

500万円

750万円

1,800円

1,000円

○こども (中学生以下)
○大人の文化･ボランティア・地域活動
（16歳以上）

800円 2,000万円

○大人のスポーツ活動（16歳以上）
○65歳以上のスポーツ活動

1,000円

○危険度の高いスポーツ活動
賠償責任保険（免責金額なし）
身体・財物賠償合算1事故5億円
ただし、身体賠償は1人1億円限度

財団
法人

後遺障害
(最高)

11,000円

突然死葬祭費保険
突然死（急性心不全、脳内出血等）葬祭費用
支払い限度額180万円

スポーツ安全協会 鳥取県支部

〒680-0944 鳥取市布勢146-1
電話 0857−28−1288
※加入の方法など詳しくは、江府町教育委員会 社会教育室 電話 0859−75−2005まで

ー先生のほのぼのコラム⑥
ニ
ー
カ
Happy New Year, Everyone!
It is starting to get cold again. I was surprised by the lack of snow in Kofu-cho. We never see snow in California, so I
was looking forward to seeing at least a little bit of snow during winter, but it seems like there won t be much snow
this year. In California, it has also been very cold, almost like Japan, which is very unusual. People are thinking it
might snow in California this year!
Over winter break, I spent my time practicing shamisen, reading, and writing letters to my friends and family in
America. On Christmas, I was able to talk with my family using the computer; it was nice being able to talk to
everyone at once. Then, on New Years Eve, right at midnight, I went to Ebi-Jinja and to the shrine to participate in
my first New Years in Japan. There is still a lot I do not know about New Years traditions, but I am still learning! I
also watched Kouhaku Utagassen. The white team won this year. Congratulations, guys!
Hope everyone stays well and warm!
See you!
Connie
皆様、新年明けましておめでとうございます！
また、寒くなってきました。でも、江府町ではあまり雪が降らないので驚いています。カリフォルニアでは雪を見た
ことが無いので、冬の間にちょっとだけ雪をみたかったですが、江府でも今年はそれほどたくさんは降らなさそうで
す。今、カリフォルニアでは、珍しい事に日本のように寒く、今年は雪が降るかもしれないと思われています。
冬休みの間、私は三味線を練習し、本を読んで、家族や友達に手紙を書きました。クリスマスの日は、コンピュータ
で家族と話をしました。一度にみんなと話すことができてとても良かったです。それから、私は初めての日本の正月を
体験しようと、大晦日の真夜中に江尾神社とお寺に行きました。私は正月の伝統の事について、まだ知らないことが多
いですが、勉強していこうと思っています。それと、紅白歌合戦を見ました。今年は白組が勝ちましたね。男性のみな
さん、おめでとうございます。
みなさん、暖かくして、元気でいてくださいね!
では、また。
カーニー

平成25年２月号

14

農業委員会だより

が︑地域の再生に重要になってい

る︒その中で農業委員会として農

興を図るため農政部会にて検討を
農地保全対策として中山間地域等

同種の交付金では条件不利地の

滑に運用されるよう事務局体制の

新たな農地制度が︑適正かつ円

役割が質量ともに増大している︒

かったが︑近年非常に濁り︑湖面

当初ダム湖の水質汚濁は目立たな

め︑また老朽化した施設の長寿命

道等の共同保全活動を支援するた

ある︒これらの地域での水路・農

農業委員会総会︵ 月︶

審議案件は全て承認されました︒
農地法第３条許可申請 ３件
件
農用地利用集積計画書
平成 年度建議書

12

農業委員会総会︵ 月︶

38

地の利用調整・担い手への集積等

利用現況図等の作成︑さらに耕作

ました︒

重ね集約し︑次の３項目について

直接支払交付金があるが︑町内で

強化・農業委員会活動支援につい

が黄緑色に染まっている︒また︑

化のための補修・更新の活動は簡

24

町長へ平成 年度建議書 要(望 を)提出
これらの対策として︑国では農

放棄地対策において農地パトロー

の基礎となる農地基本台帳︑農地

地・水保全管理支払交付金制度を

ル等現地活動を強化しており︑農

ってきている︒

江府町農業振興に関する建議書を
実施しているが︑江府町では取り

業委員会の担う許認可等の業務と

江府町農業委員会は平成 年度
昨年 月 日に竹内町長に提出し
組まれていない︒

要望しました︒

は緩傾斜のため中山間地域等直接

て充分配慮されたい︒

建議書の内容は江府町の農業振

■下蚊屋ダム湖下流域の水質汚濁

支払制度に加入していない集落や

に関すること

下流水田では泥水とアオコが侵入

易なハード事業であり︑広域組織

全国農業新聞を
購読しましょう！

２月の農地相談会

農地に関して日頃困っておられる
事や疑問に思われている事など農
業委員が受付ます︒お気軽にご相
談下さい︒
◎相談日 平成 年 月 日︵木

◎場

午後１時

分から４時まで

所 山村開発センター

ひとこと

﹁セリ︑なずな︑ごぎょう︑は
こべら︑ほとけのざ・・・﹂
春の七草で一番最初がセリです︒
セリは競い合って勢いよく伸びる
ことから﹁競り﹂ともいわれてい
ます︒
小さい時から草餅で育ち︑草餅
を食べながら今年の豊作を祈願し
たいと思います︒あらためて今年
もよろしくお願いします︒
皆様の農業に関するご意見等何
３
なりと農業委員会事務局 ☎(
２２２ に)お寄せいただきますよう
お願いいたします︒

)

審議案件は全て承認されました︒
農地法第３条許可申請 ３件
農用地利用集積計画書
件
農業委員会選挙人名簿
登録申請書の審査

１

28

下蚊屋ダムが建設されて久しい︒ 加入しても交付単価の低い地域も

している︒ダム下流域の農家︵俣

早急に町の方針を検討され︑制

常に有効な制度である︒

野︑
助沢︑宮市原︑
宮市︶
は水稲栽培︑ での取り組みも可能であるため非
水路管理︑異臭等について非常に
懸念している︒よって早急に原因

度への取り組みをなされたい︒
ついて

究明調査と対策を講じられたい︒
度の積極的な取組について

農業従事者の高齢化等で︑将来

■農業委員会事務局体制の強化に

江府町では︑農業を基幹産業と

の地域農業の姿が描けず深刻な問

経営と暮らしに役立つ情報がい
っぱいの農業者必読の農業専門
誌としてご好評をいただいてお
ります。

14

75
−

■農地・水保全管理支払交付金制

位置づけられているが︑高齢化が

なる人と農地の問題を一体的に解

題となってきている︒その基本と

の資源を地域で適切に保全管理し

決していくためには︑集落・地域

進行して︑農地や農業用排水など
て行くことが難しくなってきてい

で徹底的な話し合いを行う﹁人・

２

24

24

る︒また︑農業用水・排水路︑農

農地プラン﹂を推進していくこと

平成25年２月号

15

25

19

道などの施設の老朽化が問題とな

※購読料

毎週金曜日
１ヶ月600円
年額7,200円
※発行日

30

12

くらしの情報
information
安心・安全なまちづくりを目指して
消防団員を募集
消防団は、普段は自分の職業や学業を持ち
ながら、地域で発生した火災の鎮圧や地震・
風水害などの各種災害の防御活動はもちろん
のこと、災害が発生したときだけではなく、
災害の予防広報活動など幅広い業務を行って
おり、地域の防災リーダーとして役割を担っ
ています。

■募集人員

第１分団消防団員
２名
第３分団（女性）消防団員
４名
■入団資格 18歳以上60歳までの江府町在住の方健康で団活動に参加できる方
■身
分 特別職（非常勤）の地方公務員です。
■消防団員の主な待遇
・年 額 報 酬 消防団員に任命され、消防団活動を行った者に支給する
広報活動を行う消防団員（成人式にて）
報酬の額は町の条例より規程されています。
・出 動 報 酬 災害出動や消防訓練など消防団活動に従事した者に支給します。
・公務災害補償 消防団活動中に負傷した場合の補償制度があります。
・被 服 の 貸 与 消防団活動に必要な制服や作業服が貸与されます。
・退 職 報 償 金 消防団員として5年以上勤務し、退団した際に支給されます。
■消防団に関する問合わせ先
役場総務課 ☎75−2211

平和を仕事にする自衛官募集案内
■防衛大学校学生（一般後期）
○一般大学と同様の一般教養、外国語、体育、専門科目のほか防衛学も学びます。
○４年後の卒業時「学士号」が授与されます。
○卒業後は幹部候補生学校における教育を受け、約１年で幹部自衛官となります。
受験資格：高卒（見込み）21歳未満
受
付：１月23日(水)〜２月１日(金）
１次試験：３月２日（土） ２次試験：３月15日（金）
■一般幹部、歯科、薬剤科幹部候補生
○幹部候補生学校における教育を受け、約１年で幹部自衛官となります。
受
付：２月１日(金)〜４月26日(金)
１次試験：５月11日(土) ２次試験：６月11日(火)〜14日(金)の指定する１日
■医科、歯科幹部候補生
○自衛隊病院等の医療機関で医師（幹部自衛官）として勤務します。
○国際平和協力活動にも参加し医療活動を行います。
受験資格：医師免許又は歯科医師免許の取得者で数年の経験がある者。
受
付：２月１日(金)〜４月26日(金）
試
験：５月17日（金）
■予備自衛官捕
○非常勤の特別国家公務員として、普段はそれぞれの職業に従事し、防衛出動時や災害救助活動時に自衛官と
なって任務にあたります。
受
付：１月９日(水)〜４月３日(水）
試
験：４月12日(金)〜15日(月)のうちいずれか１日を指定できます。
■問い合わせ先
自衛隊 米子地域事務所
☎ 0859−33−2440
米子しんまち天満屋 北隣り ＹＮＴ第４ビル２Ｆ

平成25年２月号
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くらしの情報
information
引越しのときは、転入・転出の届出をお忘れなく！
春は就職や入学、転勤などで、住所の変更が多い時期です。住民登録は、国保や年金、選挙、就学など、さま
ざまな行政サービスの基礎となりますので、引越しのときには忘れずに役場で住所変更の手続きをお願いします。
種

類

届出期間

転入届
町外→江府町

転入した日から
14日以内

転出届
江府町→町外

転出前または
転出後14日以内

転居届
江府町→江府町

転居した日から
14日以内

必要なもの
①転出証明書 ※前住所地で発行
②印鑑
③本人確認のできるもの（免許証など）
①印鑑
②本人確認のできるもの（免許証など）

届出ができるのは、本人または同じ世帯の方です。
あらかじめ、新住所・世帯主・異動日などを確認してからお越しください。
■問い合わせ先 町民生活課 ☎75−3223

住民基本台帳カードをご活用ください！
住民基本台帳カード（住基カード）は、市町村が発行する偽造・変造防止装置を備えたＩＣカードです。カー
ドは「写真付き」と「写真なし」の２種類があり、「写真付き」のカードは、公的な身分証明書（本人確認書
類）として使用できます。また、カードに電子証明書を格納すれば、自宅のパソコンから税の電子申告などを行
うこともできます。
■申請に必要なもの
①印鑑（認印）
②本人確認のできるもの（免許証など）
③写真（上半身・無帽・正面・無背景）
縦4.5センチ×横3.5センチ
※写真付きカードを希望される場合
④手数料500円
申請から受取までは２週間程度かかります。電子証明書の
利用を希望される場合は、住基カードの受取後、別途申請
が必要です。（手数料500円）
■有効期間 10年
■問い合わせ先 町民生活課 ☎75−3223

家畜を飼育する皆様へ〜頭羽数等に関する届出をお願いします〜
家畜伝染病予防法が改正され、家畜等(牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、鶏、うずら、あひる、七
面鳥、きじ、だちょう、ほろほろ鳥)を飼育されている方は、毎年２月1日現在の頭羽数等について、下記により
届出書を提出していただくこととなっています。
この届出がなされない場合、罰則が適用される場合がありますので、御理解と御協力をお願いします。
■届 出 先 鳥取県西部家畜保健衛生所（〒689-4213 西伯郡伯耆町金屋谷1540−17、☎0859−62−0140)
■提出期限 （１）牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし
平成25年４月15日(火）
（２）鶏、うずら、あひる、七面鳥、きじ、だちょう、ほろほろ鳥 平成25年６月15日(土）
なお、牛の飼育者につきましては直接、西部家畜保健衛生所が配布･回収をいたします。
■届出様式の入手方法
・江府町役場農林課（☎0859−75−3222）及び鳥取県西部家畜保健衛生所窓口
・鳥取県西部家畜保健衛生所ホームページ http://www.pref.tottori.lg.jp/seibukaho
■問い合わせ先 鳥取県西部家畜保健衛生所（☎0859−62−0140)
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くらしの情報
information
平成23年度鳥取県西部広域行政管理組合一般会計

決算の概要

平成23年度の鳥取県西部広域行政管理組合一般会計の決算は、歳入総額が57億8,112万円、歳出総額が57億
2,568万円となり、歳入から歳出を差し引いた5,544万円は翌年度に繰り越しました。
繰越金 0.8％

繰入金 3.7％
財産収入
0.1％

議会費 0.0％

諸収入 1.8％

公債費
12.0％

組合債 2.7％

県支出金
0.3％

総務費 2.7％
民生費 2.3％

教育費 0.1％

国庫支出金
0.5％

衛生費 28.4％

分担金及び負担金
89.2％

使用料及び手数料
0.9％

歳入区分

決算額

分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
繰入金
繰越金
諸収入
組合債
合 計

51 億 5,986 万円
5,110 万円
2,723 万円
1,802 万円
813 万円
2 億 1,191 万円
4,358 万円
1 億 299 万円
1 億 5,830 万円
57 億 8,112 万円

消防費 54.5％

うち共同処理事務に使う市町村負担
金は51億4,663万円で、構成市町村別
の内訳は次のとおりです。
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

27 億 6,198 万円
6 億 6,899 万円
1 億 1,627 万円
4 億 9,233 万円
3 億 3,672 万円
3 億 4,449 万円
1 億 7,512 万円
1 億 3,043 万円
1 億 2,031 万円

歳出区分
議会費
総務費
民生費
衛生費
消防費
教育費
公債費

決算額
62 万円
1 億 5,501 万円
1 億 2,944 万円
16 億 2,809 万円
31 億 2,101 万円
369 万円
6 億 8,783 万円
57 億 2,568 万円

合 計

鳥取県西部広域行政管理組合
事務局総務課 22-7722

※ 表中の予算額は万円単位で四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

♪江府町立図書館♪開館時間

新着図書案内
＊哲学
武士道と修養／新渡戸稲造

＊生活
「和の道具」できちんと暮らす／加藤裕子
夜９時からのほっこりごはん／世界文化社
贈り物にしたい大人のショコラ／黒川愉子

＊産業
ローマ法王に米を食べさせた男／高野誠鮮

＊芸術
失われた猫／森 博嗣

＊文学
女子会川柳／シティリビング編集部
空飛ぶ広報室／有川 浩

＊エッセイ
置かれた場所で咲きなさい／渡辺和子

＊児童
心のおくりびと／今西乃子

＊絵本
３つのなぞ／ジョン・J・ミュース

平 日
土日祝

8：30〜19：00
8：45〜17：30
（75）2005

★ 第 148 回・直木賞 / 芥川賞作品 ★
『 等伯(上・下) 』安部龍太郎
「あなたの絵には真心がある」。養父母
の非業の死により故郷を追われ、戦のただ
なかへ。激動の戦国の世と法華の教えが、
画境を高みに誘う。長谷川「等伯」の誕生
を骨太に描く傑作長篇。

『 何者 』朝井リョウ
自分を生き抜くために必要なことは、何
なのか。この世界を組み変える力は、どこ
から生まれるのか。影を宿しながら光を探
る就活大学生の切実な歩み。あなたの心を
あぶり出す書下ろし長編小説。

『 abさんご 』黒田夏子
二つの書庫と巻き貝状の小部屋のある
「昭和」の家庭で育ったひとり児の運命。
記憶の断片で織りなされた、夢のように美
しい世界。史上最高齢・75歳での芥川賞受
賞作。
平成25年２月号
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2月 F E B R U A R Y 行事カレンダー
日 曜日

行

事

名

場

所

14 木 子供の国保育園児フッ素塗布 総合健康福祉センター
15 金

赤ちゃん健診

総合健康福祉センター

時

間

①年長、年中
13:00〜13:30
②年少、未満児
14:00〜14:30
受付
13:00〜13:30

公民館講座（フラダンス） 防災・情報センター 14:00〜15:30

16 土
18 月
公民館講座（写真）

防災・情報センター 13:30〜15:30

20 水 公民館講座（大正琴） 防災・情報センター 10:00〜12:00
消費者相談

役場本庁舎

もの忘れ外来

総合健康福祉センター 13:00〜16:00

9:00〜16:00

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

13:30〜15:00

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

13:00〜16:00

22 金
公民館講座（和紙折紙） 防災・情報センター 13:30〜15:30
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

公民館講座（押し花） 防災・情報センター 13:00〜17:00

26 火 公民館講座（パッチワーク） 防災・情報センター 13:30〜15:30
27 水 公民館講座（樹脂粘土） 防災・情報センター 13:30〜15:30
28 木
お詫びと訂正
１月号3ページ「特集」み年生まれ大集合で
筒井福江さんとありましたのは、筒井福惠さんの誤りです。
太田幸恵さんとありましたのは、太田幸惠さんの誤りです。
お詫びし、訂正いたします。

今月の国民年金
納付期限 ２月分 平成25年４月１日まで

12:30〜13:00

（前月比＋23万円）

平成25年２月号

総合健康福祉センター 9:30〜11:30

高齢者見守り講演会

総合健康福祉センター 13:00〜16:00

公民館講座（大正琴） 防災・情報センター 10:00〜12:00

7 木 もの忘れ外来

総合健康福祉センター 13:00〜16:00

8 金 ぼちぼちクラブ

総合健康福祉センター 13:30〜15:30

9 土
10 日
11 月 公民館講座（押し花） 防災・情報センター 13:00〜17:00
12 火
13 水 消費者相談

役場本庁舎

9:00〜16:00

奥大山プレミアム特別栽培米研究会（仮称）

会

員

募

集

町では、平成25年度から鳥取西部農業協同組合と連携
し、食味日本一を目指した米作りをスタートさせます。
品種はコシヒカリで、減農薬減化学肥料栽培（特別栽
培）で行いますが、食味の向上にこだわるため、従来と
は違う資材を使用するほか、研修会、現地指導会など1
年間を通して活動し、全国コンテストに出品を行い、良
食味米の産地として一層のブランド力の向上を目指すも
のです。
この取り組みに参加を希望される方は、下記により申
し込みください。
■加入条件 町内農家で特別栽培米の経験者
（10名程度を予定）
■申し込み方法 農林課（☎75−3222）にお電話で申
し込みください。
■締
切 2月15日（金）
※取り組み内容の詳細につきましては、申込者を対
象に、説明会を開催いたします。
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。

90 90 90

１

月届 ︵敬称略︶

延寄付金額 253万円

受付
8:30〜10:00

人の動き

190件

（前月比＋4件）

間

子供の国保育園 受付

)

延申込件数

時

◎ご結婚を祝します
天野 綱納 米子市
薮中 裕依 米子市 から
◎お誕生おめでとう
住(所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
御 机 林
萌衣
女
弘一
◎ごめい福を祈ります
住所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
(
本 三 中川あや子
歳
秀樹
宮 市 末次 一博
歳
惠美子
新 一 田口りつゑ
歳
勤

年
平成25
月 日
現在

所

成19年度生まれ）

ご寄付

ふ る さ と 納
税

19

5歳児健診（対象：平

場

4 月

社会福祉協議会に次の方からご寄付を
いただきました︒︵１月分︶敬称略
◎見舞い返しとして
下蚊屋 仲田 重子 本人退院
尾之上原 中尾 自伸 本人退院
◎香典返しとして
新町一 田口
勤 母 りつゑ
宮 市 中川
正 父 正美

応援ありがとうございます！

2 1

名

3 日

公民館講座（グラスアート） 防災・情報センター 10:00〜12:00

24 日
25 月

事

2 土 子どもの予防接種相談外来 江尾診療所

6 水

19 火

23 土

1 金

行

5 火 江尾の会

17 日

21 木

日 曜日

3月 M A R C H

祝･成人式

編集／総務課 印刷／冨士印刷（有）

〒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/

発行／江府町役場

町長後記

新しい年を向かえて︑早いもので一ヶ月が過ぎ
ました︒今年は雪が少ないようですが寒さは厳し
い毎日が続いています︒町民の皆様には︑元気で
お過ごしでしょうか︑最近町内では︑インフルエ
ンザが流行しております︒県内には警報も発令さ
れております︒町では︑ご承知いただいていると
思いますが︑インフルエンザ予防接種費用の一部
をご支援申し上げて予防啓発をおこなって来まし
た︒十分ご活用いただいていることと思いますが︑
予防の基本であります﹁うがい﹂﹁手洗い﹂﹁マ
スクの着用﹂に心がけていただき健康に過ごして
いただきたいと思います︒
さて︑話は変わりますが︑国においては昨年末
に政権交代となりました︒新しい政権では︑デフ
レ脱却をキャチフレーズに経済対策に重点がおか
れております︒早々に施策事業が展開され︑国へ
の申請事務が慌しく実施されており︑本町といた
しましては︑まちづくりや課題解決のため︑積極
的に対応をいたしております︒また︑現在は平成
年度の予算編成作業を行っています︒限られた
財政ですが町民の皆様が﹁安心して安全に暮らし
ていただけるまちづくり﹂を実現するために協議︑
検討をいたしております︒
寒さも一段と厳しくなってまいります町民の皆
様にはお体をご自愛いただき元気にお過ごしいた
だきますようお願い申し上げます︒
25

