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っています。今回は４月から５月はじめに町内で行われた、活力ある町民主体のイベントについ

会長に聞きました！

４月８日から 日の間︑江尾地
内の多くの民家や施設に︑色とり
どり︑個性豊かなおひなさまが並
びました︒
今年の奥大山ひなまつりコレク
ションは︑昨年度の か所より多
い か所にひな人形を設置︒お食

44

事やお土産を買うための場所も充
実し︑多くの見物客で賑わいまし
た︒
また︑各所でスタンプラリーも
実施︒見るだけでなく体験する楽
しさも加わりました︒

その

名︑団員含め計 名で賑わいまし

催となりましたが︑一般参加者

強風もあって︑葉桜のもとでの開

比較的暖かい日が続き︑前週の

した︒

青年団主催のお花見会が開かれま

開催中の４月 日︑上の段広場で

奥大山ひなまつりコレクション

当イベントは︑平成 年に江府
町文化協会が主体となり始まった
もので︑﹁江尾の町をたくさんの
人が歩くにぎやかしをしたい ま
｣｢
ちに活気を出したい﹂という想い
からスタートしました︒
より質の高いイベントにするた
め︑先進地の岡山県勝山市での視
察も行いました︒
江府町に帰り住民の皆さんに協
力を呼び掛けたところ︑多くの賛

▲みてみて！スタンプもらったよ

ます︒﹂

無理 な く 行 う こ と を 意 識 し て い

分達も一緒になって楽しむこと︑

喜ぶ顔に元気をもらいながら︑自

かりでは続かない︒参加者の方の

活動をするわけですが︑つらいば

員はほかの仕事をしながら青年団

予算など頭も体力も使います︒団

﹁イベントの開催は準備や宣伝︑

その行動力はどこから？

団長に聞く

が花開きました︒

参加者や団員の間で楽しげな会話

べ放題飲み放題︒桜は少なくとも︑

そばのほか︑お酒やジュースが食

ます︒団員手作りのおでん︑焼き

て楽しむことを目的に行われてい

会は︑老若男女が膝をつきあわせ

昨年度から始まったこのお花見

世代を超えたつながり
青年団お花見会

２

江尾のまちに活気を

奥大山ひなまつり
コレクション

１その

地域の力 町民主体のまちおこし

同者が集まり︑晴れてイベントを
実施することになりました︒準備
は文化協会会員の他︑地元の方や
ボランティアも大勢参加し︑ひな
壇や看板設置・お雛様の細かなレ
イアウトなど︑皆さんが力を合わ
せてすべて手作業で行いました︒
開催期間中江尾駅周辺では︑日
替わりでお食事処が誕生︒また果
物や野菜など地元商品も多く売り
出され︑まさに活気に溢れた一週

イベント開催のきっかけは？
以前から文化協会で防災センタ

54

ーにひな人形を飾っていましたが︑ た︒
より大きくまちに出てみようと話
が出たのが始まりです︒

開催して変化はありましたか？
あまり話をしたことのない町民
さんと︑おひなさまの話題を通し
て一緒にお茶を飲む関係になるな
ど︑新たな仲間が増えましたね︒

今後の展望は？
いきなり広げていくと持たなく

23

一緒に活動してく
れる団員を募集し
ています。まずは
気軽に青年団のイ
ベントに参加して
下さい!!

て特集します。
間となりました︒

町内にはたくさんの行事があり
ます。主催者同士直接の関わり
はなくても、気持ちの上では
「一緒に頑張っている」という
連携を大切にしたいですね。

なる︒焦らずゆっくり活動人口を

32

江府町文化協会 会長

増やし︑皆さんからのアイデアを

▲にぎわう町中

14

13

47

手島 征夫さん（本二）

もらいながら続けていきたいです︒

!!
江府町青年団団長
高津亮二さん（佐川）

▲準備頑張ってます。
お客さんの喜ぶ顔が楽しみ
▲今回から江尾駅内にお食事処が誕生
写真はコスモスの会のみなさん

2
平成25年５月号
平成25年５月号

3

特集
特集

近年全国的に「Ｂ級グルメフェスタ」など、一般の方による地域の魅力発信という気運が高ま

特集

間通い続けている常連さんもいま

リピーターが多く︑中には約 年

観光客で賑わいました︒参加者は

開き祭が行われ︑晴天の中多くの

４月 日︵月︶︑毛無山登山道

い山に俣野側からも道を作ろう﹂

ました︒その時︑﹁この素晴らし

から尾之上原集落の田んぼが見え

頂上付近︑現在のカタクリ山広場

庄村側から毛無山登山をしたとき

当時尾之上原集落の住民数名で新

年続くこの行事︒最初は紅白のテ

江府町愛漁会主催で行われ 数

した︒

の風に吹かれて空を華麗に彩りま

今年もたくさんのこいのぼりが春

子供たちの健やかな成長を願って

す︒

結びつけるのは熟練の技が必要で

て行っており︑重たい支柱を橋に

のほかボランティアの方が協力し

ています︒設置や片づけは愛漁会

方にこいのぼりの寄付をいただい

ノキに変わり︑今なおたくさんの

白馬の会 会長

美しい姿が評判を呼び︑現在のよ

みで行っていました︒やがてその

人の協力と想いがあるからこそ︑

いのぼりですが︑その裏に多くの

普段なにげなく見上げているこ

取材ルポ
今回の取材を通して︑普段の付き合
いや行事を通して生まれた出会いなど︑
小さなつながりがやがて大きな輪に広
がってまちおこしができるのだと感じ
ました︒
ある主催者の方の言葉が印象に残っ
ています︒
﹃自らの先入観で﹁元気がない︑活
気がない﹂と考えていれば︑目の前に
ある可能性に気づかない︒先頭に立っ
て声を上げない人でも︑心の中で町を
元気にしたいと思う人はたくさんいる︒
誰かが火付け役になって協力をお願い
すれば︑想像以上の活躍をしてくれま
すよ︒﹄
一人一人がアンテナを高くし︑そこ
にある魅力を発見し広げていく意識が︑
何より大切なのではないでしょうか︒

う︒

より一層美しく空を泳ぐのでしょ
した︒

うに夜振橋でも行うようになりま

20

4

その

４

した︒毛無山と言えば﹁カタクリ

と思い立ち︑平成８年の春に第１

ープを巻いた竹製の支柱にこいの

えたカタクリの保護活動にも取り
組んでいます︒また︑今回は環境
省などによる植物保護のマナーア

継続するポイントは、損得抜き
の「ボランティア精神」。毎年
都合をつけてくれる運営のみな
さんあってこそです。
▲展望台から江府町と大山をのぞむ

ップキャンペーンも行われました︒

きっかけは
頂上付近からの風景
白馬の会主催で行われるこの祭
りは今年で 回目︒すっかり江府
けは平成７年までさかのぼります︒

山本 信男さん（尾之上原）

10

▲光をあびて花ひらくカタクリの花

町おなじみの行事ですが︑きっか

17

平成25年５月号

その

３

奥大山の空を華麗に彩る

こいのぼり

未来へつなぐ希少な自然
毛無山登山道開き祭

の花﹂︒カタクリは鳥取県で絶滅

回目の登山道開き祭が行われたの

ぼりを取り付け︑場所は久連橋の

支柱はより丈夫で厳選されたヒ

危惧Ⅱ類に指定されるほど希少な
です︒

江府町の春の風物詩こいのぼり︒

植物で︑白馬の会では将来を見据

29

平成 年５月 日︵日︶に︑第

天皇皇后両陛下がご臨席される

【植樹会場】(国立公園奥大山鏡ヶ成高原）

記念式典はとっとり花回廊で︑記

ぐ生命のバトンリレーとなります。

回全国植樹祭とっとり２０１３

この記念植樹が、豊かな自然を未来へつな

念植樹は同会場と江府町奥大山鏡
ヶ成高原めぐみの森で行われます︒

着々と準備進む

してブナやナナカマドの植樹が行われます。

が開催されます︒
全国植樹祭とは︑森林や緑への
関心を高めるため天皇皇后両陛下
ご臨席のもと毎年各都道府県を巡
４月 日に本番を想定した総合

り開催されている国民的行事です︒
鳥取県での開催は昭和 年に大山

江府町鏡ヶ成めぐみの森で、記念植樹と

26

リハーサルがとっとり花回廊で行

江府町では何があるの？

25

町で開催されて以来 年ぶりとな
われました︒江府町からは当日の

▲大切に植樹祭のシンボルを運びます

64

ります︒

スタッフとなる町職員と江府小学
校の５・６年生が出席︒
小学生は式典当日︑森・酸素・
川・海をテーマにしたダンス︑大
会のシンボルマークである木製地

平成25年５月号

5

球儀を知事に渡す役割︑国旗・県

植樹会場

旗の掲揚といった大きな役割を果

休暇村 奥大山

▲真剣な表情で練習に取り組む子どもたち▼

江府町鏡ヶ成高原めぐみの森

40

48

14

たします︒

▲総合リハーサルの様子（とっとり花回廊）

全国植樹祭
いよいよ開催

まちの話題

ら歓迎のメッセージと︑歌のプ
レゼントがあり︑新入生も一緒

る生徒になるよう努力してくださ

４月８日
︵月︶
︑江府中学校︵富

聞きいっていましたが︑終わると

では真剣な顔つきで先生方の話を

い﹂とあいさつがありました︒式

田敦司校長︶で入学式が開かれ︑

いつものやわらかな笑顔に戻り

江府中学校

ワクワク・ドキドキ 小・中学校入学式
江府小学校

名が入学しました︒新品の学生

﹁緊張したー﹂とリラックスした

になって歌いました︒
どんなお兄さん︑お姉さんに成

服に袖を通した子供たちは︑つい

様子︒

４月９日︵火︶︑江府小学校
われました︒今年の入学生は
長していくのか︑今から楽しみ

先日の小学校卒業式時の顔より︑

ピカピカの一年生がこれから

名︒学校長から﹁みんなが入学
です︒

から﹁感謝の心を持ち︑当たり前

心なしか大人びた印象︒校長先生

い︒

大いに青春時代を謳歌してくださ

これから部活動や勉強に励み︑

の立場に立って考えることができ

のことが当たり前にできる︑相手

11

︵野口信也校長︶で入学式が行

するのを楽しみに待っていまし
たよ︒明るくあいさつをし︑交
通安全に気をつけて︑元気良く
学校に来てください︒﹂と歓迎
のあいさつがありました︒新入
生一人ひとりの名前を紹介する

▲保護者のみなさんと一緒に

場面では︑﹁ハイ！﹂という元
気のよい返事が体育館に心地よ
く響きました︒また︑上級生か

▲学生服姿似合ってます

▲緊張したー

▲元気よく「あるく」を歌います
▲みんなおしゃれです

13
▲先生、保護者のみなさんと一緒に

6

平成25年５月号

まちの話題

南大山地区基幹農道
江(府町宮市〜伯耆町大坂間 全)線開通！
４月 日︵金︶︑柿原集落で南
大山地区基幹農道の開通式が行わ
れ竹内町長・森安伯耆町長・関係
集落区長などが出席しました︒
当農道は大山山麓からの渓谷に
隔てられた受益地と農業施設とを
有効に結び︑農産物市場への出荷
の効率化や輸送時間の短縮を目的

たん

こう しょう

上原集落や町民皆さんの応援あっ

きょく じつ

旭日単光章の栄誉！
中尾雄三郎さん

中尾雄三郎さん︵尾之上原︑満

ての受章であり︑大変感謝してい

業に精を出していきたいです︒﹂

ます︒これからも元気を出して農

歳︶が旭日単光章を受章されま

した︒

中尾さんは昭和 年に江府町議

と語りました︒

竹内町長からは﹁長年地方自治

会に初当選して以来︑３期 年に

わたって地方自治の発展に貢献︒

天皇陛下︑国からの勲章です︒今

にご尽力いただいた功績に対して
江府町副議長として江府町発足

後も地域とご家族のために頑張っ

ました︒

てください︒﹂とエールが送られ

周年記念式典に携わるなど︑町制

特に平成３年から５年までの間︑

12

の発展にご尽力されました︒

40

▲竹内町長から伝達を受ける中尾さん

に︑伯耆町大坂から江府町宮市ま
でを接続する農道︵全長 ㎞︶と

88

受章について中尾さんは﹁尾之

長年地方自治に携わり
功績をあげた方に対し
与えられる勲章のこと。

して平成４年から整備してきまし
た︒
式典に先立ち竹内町長から﹁こ
の農道の開通により︑農道として
の機能はもちろん︑災害時の避難

ものと期待しています︒
﹂
とあいさ
つがありました︒式典後のセレモ
ニーではテープカットと︑柿原の
谷間にかかる農道で﹃渡り初め﹄
が行われ︑柿原集落を代表して清

平成25年５月号

7

道路としても大きな役割を果たす

▲テープカットを行い、ついに開通！

▲「渡り初め」で先頭を歩く清水さん一家

水守衛さんとご家族三世代が先頭
を歩かれました︒

旭日単光章ってなに？

8.4

56

12

まちの話題
いる商品について説明をうけたあ

皆さんから施設の概要や販売して

さを訪れ︑三輪典子会長や会員の

知事はまず特産物販売所みちく

集落の方々と懇談を行いました︒

が江府町を訪れ︑視察や町関係者

４月 日︵金︶平井鳥取県知事

的な活動を聞き元気をもらいまし

進的な取り組み︑住民の方の積極

会の中で知事は﹁江府町での先

づくりについて話し合いました︒

の皆さんと懇談を行い︑主に健康

チ屋さん
︵宮市︶
︑笑和会︵吉原︶

きょう︑地域づくり団体のトンカ

祉センターで県・町関係者やあい

各課課長から説明があり︑出席者

今年度の予算や主な事業について

各集落の区長さんが出席しました︒

ーで平成 年度区長会が行われ︑

４月 日︵火︶山村開発センタ

１年間お世話になります
平成 年度区長会

と︑名物の黒米おにぎりを堪能︒

た︒﹂と話していました︒

25

なっている鏡ヶ成めぐみの森の視

から活発な意見や質問が出ました︒

４月から５月にかけて各種団体

産直市場の現状について講演があ

郡の人口減少がもたらす問題点と

今年も頑張っていこう
各種団体で総会続々はじまる

の総会が数多く行われ︑それぞれ

会では︑日野町の里山元気塾塾長

れました︒

新しい年度がはじまりまりました︒ り︑会員と活発な意見交換が行わ

４月４日に行われた江府町食生活

改善推進協議会では 名の参加者

また︑４月 日に行われたみち

ました︒

トに力を入れていきたい︒ と｣話し

高齢者を対象に良い食生活 サポー

を中心とした健康づくりの推進や

地域活動の方向性として︑﹁減塩

に向けて︑谷口歌子会長が今後の

47

くさ推進会議︵三輪典子会長︶総

11

察︑江府町下蚊屋・県境の農道視
察を行った後︑江府町総合健康福

30

25

小谷博徳氏を講師に招き︑日野

▲小谷さんの講演を真剣に聞くみちくさ推進会議のみなさん

知事と語ろう
伸びのびトーク 奥大山

その後︑全国植樹祭の植樹会場に

▲みちくさでやたら漬けやかきもち等のお土産をプレゼント

in

12

▲健康づくりについて意見交換

8

平成25年５月号

まちの話題

ルールを守って安心・安全なまちに

祝 人！ 水のお届け訪問

奥大山の水を贈呈しているこの事業︒

春の全国交通安全運動
イバーの皆さんに安全運転につい

平成 年 月からスタートし︑つい

江府町にお子さんが誕生した際に︑

て呼びかけを行いました︒

推進課大岩主任は﹁全国に江府町

に 人目となりました︒今回お水を

10

４月６日〜 日までの 日間︑
春の全国交通安全運動が行われ︑
町内各所で啓発運動が行われまし
た︒朝の立ち番では︑子ども達を
見守る活動を実施︒元気な挨拶や
感謝の言葉が交わされました︒ま
た︑飲酒運転撲滅のため町内で酒

４月 日︵木︶町のふるさと納

特産品の魅力を発信する良いきっ

地域の安全守ります！

交通安全指導員任命式

４月３日に交通安全指導員の任

命 式 が 行 わ れ ︑ 堀 田 正 人 さ ん 本(
一 が) 任 命 さ れ ま し た ︒ ４ 月 ６ 日

町長から記念品として︑あいだみつ

啓発活動を行いました︒

として参加され︑事故の無いよう

お届けしたのは梅林凛くん︵武庫︶︒ からの交通安全運動に早速指導員

お書︑佐々木正美著の﹁育てたよう

に子は育つ﹂が贈られました︒節目

の１００人目は︑あなたのお宅かも
しれません！

自衛隊のことなら何でも聞いて！自衛隊相談員辞令交付式

４月 日に自衛隊相談員の辞令

交付式が行われ︑赤井市郎 新(一

さん︑細田清則さん 半(の上 が)辞
令を受けました︒自衛隊相談員は

これから自衛隊になろうと考えて

いる方に試験の受け方や仕事内容

の説明など幅広くサポートを行い

ます︒自衛隊について疑問があれ

ば︑まずご相談を！

)

▲町長から辞令を受け取る堀田さん

類を販売している店舗を訪問︒飲
酒運転への注意喚起を呼びかけま
した︒さらに︑交通指導員がＡコ
ープ溝口店駐車場に集まり︑ドラ

税に関するＰＲ動画の取り組みが

かけになれば﹂と話していました︒

大注目！ふるさと納税の
取り組みをＮＨＫが取材

ＮＨＫ鳥取放送局に取材されまし
た︒これは平成 年度から始まっ
たふるさと納税者へお礼商品を贈
る事業に関連し︑商品を紹介する
動画をインターネットで放送した
ことが注目されたものです︒この
日は﹁美用レディース﹂のケチャ
ップ作りを撮影︒担当職員が動画

▲大きく元気にそだってね

10

を撮影・編集する姿が取材されま

90

19

90

15

24

した︒担当者の奥大山まちづくり

平成25年５月号

9

26

▲商店の方に飲酒運転撲滅を
呼びかけました
▲動画で商品の魅力をつたえます

25

それ行け!! パイロットマン

〜平成25年4月、江府町上下水道啓発キャラクター誕生！〜

その名は「パイロットマン｣！
江府町の上下水道事業に、イメージ
キャラクター「パイロットマン」が誕生
しました。
町では、広く「パイロットマン」を
知っていただくことにより、漏水への注
意と早期発見を推進するとともに、町民
のみなさんがより一層水に関心を持ち、
江府町の安全でおいしい水、奥大山の豊
かな水資源が未来にわたって受け継がれ
ていくことを期待しています。
・・・蛇口をひねればあたり前のよう
に出てくる水。しかし、私たちのくらし
になくてはならない存在であり、限りあ
る大切な資源であることを「パイロット
マン」誕生を機に改めて考えてみましょ
う。
【パイロットマン誕生秘話＆プロフィール】
平成23年10月、山村開発センターで大量の漏水発生。あまりの漏水により水道メーターのパイロットが猛ス
ピードで回転し、メーターから飛び出して誕生。この春、地上に降り立った。正確な誕生日は不明。ただし、寿
命は８年。正義感が強く、不正は許さないが、押しに弱い。住まいは、山村開発センター１階の奥地。

■「パイロットマン」と「パイロットジュニア」

パイロット

水道メーターの部品「パイロット」をモチーフにしたもの。パイロットは、
水がメーターを通過すると回転するもので、家のすべての蛇口を閉じた状態
で回転していたら、漏水の可能性が高いです。
「パイロットマン」は、誕生時の苦い思い出から二度と漏水をしないと心
に誓いました。
なおかつ、町民のみなさんを自分と同じ目にあわせてはならないと、子ど
もである「パイロットジュニア」を町内各地の水道メーターに送り込みまし
た。ジュニアたちは、その命を受け、漏水のないよう昼夜見守っています。

▲パイロットジュニア

■町民のみなさんへおねがい
親譲りの正義感強いジュニアたちですが、押しに弱いというところもしっかり譲り受けてしまったため、ひと
たび漏水するとくるくる回り続け、静止不能となります。定期的に水道メーターを見ることを心がけ、もし水道
の蛇口を閉じた状態でジュニアが回っていたら、役場建設課に連絡してください。
町では、『漏水調査おまかせ隊』（町職員・町職員ＯＢ・町内水道事業者で構成）を結成し、漏水調査の手助
けをしています。調査の依頼があった場合、町所有の探知機によりおおよその箇所を特定するもので、みなさん
の費用負担は不要です。
★水道・下水道についてのお問合せは… 建設課（☎75−3306）

平成25年５月号
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まちの教育
子どもたちの人権意識は、私たち大人が気づかないことを教えてくれることが
あります。
「柔軟な視点」見習いたいものですね。
そして、その子どもたちの人権に対する思いを私たちが見守り、育てていきま
しょう。

卒業の春に〜江府中の実力〜

ペンネーム

黒猫豆太

「校歌斉唱！」♪日輪は〜 江府中学校第54期卒業式に臨席しました。今回は生徒たちの歌声をしっかり受け止めよ
うと考えていたので、歌うことはせず、じっと耳を澄ませてみました。特に送答歌で27名の卒業生が体育館にどのよ
うな歌声を響かせるのか期待していたのです。
私は江府中3期卒ですので、今から50数年前のことですが、全校生徒は519名いました。同期生は143名。当時に比
較すると全生徒数は85％減、卒業者数は81％減といえます。中学校の小規模化が云々されて久しいですが、江府中創
立から54年が経過して、人数的にはこのような現状に至っています。しかし！生徒たちの歌声はとても感動的なもの
でした。79人とか27人とは思えないほどの自信に満ち溢れた歌声が体育館に響き渡ったのです。
音楽（合唱）は不思議な力を持っています。数の大小ではなく、いかに小規模であろうとも、歌声を通して個や集
団の育ちを窺い知ることができます。江府中の生徒たちは確実に育っている！と感じ、清々しい思いで式場を後にし
ました。
昨年度は、人権作文の審査員として中学校の入選候補作品を読む機会に恵まれました。それぞれの作品を何度も読
み返しましたが、甲乙つけがたい作品ばかりで選考に苦しみました。1人ひとりの生徒が生活をしっかり見つめ、人権
課題をきちんと受け止め、解決していこうとする。そんな意欲に溢れた内容が多く感心しました。「やさしさとたく
ましさ」を兼ね備えた子どもたちが、今、確実に育っていることを実感しています。
また、昨年は全国的にいじめや体罰問題とその対応の不十分さが、教育界、スポーツ界を揺り動かした年でした
が、江府町では安定した教育が推進できていることを嬉しく思います。今後とも江府町の保育・教育がさらに充実す
ることをめざして、私たち町民一人ひとりが、子どもたちをしっかり見守り、支援の輪を広げていきたいものです。

おたより＊町立図書館
★ 今月の＊おすすめの一節 ★
「ほい、そうかい。そんなら、おまえたちも てつだってくれ
るかい？」「いいよ、いいよ、てつだうよ。」そこで――み
んなは、パンの こなを えっさか ほっさか ねりました。それ
から、ねった こなを ころころ ぽてぽて まるめました。その
まるめた こなを、かまどに わっさか わっせと いれました。
―――かこさとし『からすのパンやさん』より
40年もの間、世代を超えて読み継がれてきたこの絵本は、子どもた
ちの大好きなパンに、夢をぎゅっと詰め込んだ名作です。このた
び、なんと続編が出版されることになりました！ 体が黒くない
カラスのきょうだい、オモチちゃん、レモンちゃん、リンゴちゃ
ん、チョコちゃんが大きくなって、それぞれのお店を持つおはなし
なのだとか･･･。図書館にも入りますので、お楽しみに♪

★ 今月の＊お知らせ ★
第一回にして最終回？「ライトノベル」特集！！
たかがラノベ、されどラノベ。軽いノリの中にも名作あり。
評価の高いライトノベルを集めました。
《特集リスト》
◆ロードス島戦記／水野良 ◆日帰りクエスト／神坂一 ◆伝説の
勇者の伝説／鏡貴也 ◆そして彼女は拳を振るう／松原真琴 ◆キ
ノの旅／時雨沢恵一 ◆とある飛空士への追憶／犬村小六
ほか
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♪江府町立図書館♪開館時間
平 日
土日祝

8：30〜19：00
8：45〜17：30

★ 今月の＊新着図書 ★
＊技術
和布のお細工もの／亘正幸
農家に教わる暮らし術／農山漁村文化協会
自然の力で夏をのりきる暮らし術／農山漁村文化協会

＊文学

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年／村上春樹
ローカル線で行こう！／真保裕一
百年法(上・下)／山田宗樹
シルバー川柳(２)／全国有料老人ホーム協会

＊ＹＡ(小学校高学年〜高校生向き図書)
見習いプリンセス＊ポーリーン／円山夢久

＊児童

うちは精肉店／本橋成一
目でみることば／おかべたかし
とっておきのはいく／村上しいこ

＊絵本

どこいったん／ジョン・クラッセン
ちがうねん／ジョン・クラッセン
からすのやおやさん／かこさとし
ふしぎなナイフ／中村牧江、林健造
がたんごとん がたんごとん ざぶんざぶん／安西水丸
宇宙の迷路／香川元太郎

まちの教育

明徳学園入学式

平成 年４月 日 火( )
〜 日︵金︶の４日間︑

徳学園の入学者数は合計１２６名

程で学習を深めます︒今年度の明

がいづくり﹄︑﹃社会への積極的

あふれる生活を送るための﹃生き

大切なものは︑健康で豊かに活力

人生最高の幸せを支えるうえで

促すこと︑社会のルール

して大人としての自覚を

中の大人にもあいさつを

さつをすること︑通勤途

明るくさわやかなあい

板 垣 孝 子 さん 33打

第２位

遠 藤 堅 一 さん 38打

第３位

赤 井 市 郎 さん 39打

40
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﹁高校生マナーアップ

毎年感激しています︒長い人生を

ＪＲ江尾駅・ＪＲ武庫駅

明徳学園は普通科︑高等科︑研

となりました︒

な参加﹄などです︒明徳学園はそ

究科からなり︑一般教養と専門課

入学式で竹内理事長 江(府町長 )
から︑﹁明徳学園は︑開学 周年

を守り他人に迷惑をかけ

※午前中は一般教養、午後から
専門課程を行います。

行いました︒

50

だきました︒
▲武庫駅でのあいさつの様子

のための情報の交換や連帯意識の

25

を迎え︑その記念文集を自治会が

19

熟成に大きな力になると思います︒ ないことを重点に活動を

2月20日

発行されると聞いています︒この

1月16日

元気で明るく仲間を大事に︑生き

12月19日

記念文集が第 集とつづいて︑そ

11月21日

期間中は青少年育成江

10月17日

がいのある学習活動を目指して学

9月19日

の内容は人生経験・戦争体験・家

8月22日

府町民会議の会員を中心

7月18日

習を続てください︒﹂と式辞を述

平成25年度開催
5月14日
6月20日

に 名の方にご協力いた
▲入学生代表誓いのことば

優 勝

さわやか運動﹂を

通じて得られました貴重な体験や

周辺にて平成 年度第１

実施しました

豊富な知識をご教示いただき︑私

回﹁高校生 マナーアッ

族への思いなど創意工夫がされ︑

４月 日︑山村開発センターで
たちの指導者として︑江府町発展

プさわやか運動﹂を実施

〜明徳学園は開学 周年

平成 年度の﹁明徳学園﹂の入学
のため︑ますますご活躍いただき

しました︒

を迎えます〜

式が行われました︒
たいと思います︒

40

べられました︒

23

果≫

≪結

16

25

24

25

第20回 江府町春季グラウンドゴルフ大会兼郡体予選会

４月16日(火)、第20回江府町春季グラウンドゴルフ大会兼郡体予選会が、江府町せせらぎ公園で開
催されました。当日は天気も良く、体を動かすのにちょうど良い気温でした。ここでは、大会の結果
をお知らせします。

第20回 江府町春季グラウンド
ゴルフ大会 兼 郡体予選会

▲賞状を手にする上位３名の方々

まちの教育

下校見守り支援は︑５月以降も

学 校 お 助け 隊 だよ り
新しい年度が始まり︑ひと月が
実施します︒本年度は︑火曜日・

ですので︑より多くの方のご協力

経ちました︒小学１年生の子ども

４月に募集した下校支援ボラン
をお願いします︒期日や時間帯な

水曜日・金曜日の週３日お願いし

ティアでは︑ 名の方にご協力い
ど詳しくは︑４月末に区長さんを

達も︑新しい環境にも慣れ︑楽し

ただき︑ 日間にわたって子ども

通じて配布されたチラシをご覧く

たいと思います︒７月まで長丁場

達の下校見守りをしてくださいま
ださい︒

く学校生活を送っています︒

した︒今年は天候が不順で︑肌寒

することができました︒ありがと

故もなく︑子ども達も安全に下校

みなさんの見守りのおかげで︑事

ったと思います︒ボランティアの

い日や雨模様の日もあり︑大変だ

︻お問い合わせ先︼

みなさんのご協力をお願いします︒

ボランティアも募集しています︒

校庭の除草作業を手伝って下さる

れる江府小学校の運動会に向けて︑

学校お助け隊では︑５月に開か

☎︵ ︶２２２３

学校支援地域本部事務局

うございました︒

17

▲みんなで安全確認

平成 年度がスタートしました︒保育園・小学

平成 年度末の人事異動により︑江府小学校・

も新たに保育や教育にあたっているところです︒

校・中学校でも新入園児・新入生を迎え︑気持ち

25

います︒

４月より箕蚊
屋中学校より
やって参りまし
た永岡康隆です︒
特技はバトミン
トンと料理です︒
得意料理は︑
麻婆豆腐とカ
レーです︒ラ
ケットか中華鍋
を持つと﹁人が
変わるね﹂と言
われます︒よろ
しくお願いしま
す︒

境港市誠道小
学校から転任し
てきました学校
事務の松原春美
です︒住まいは
日吉津村です︒
江府町は自然が
美しくあたたか
い雰囲気の町で
すね︒
これから皆様
と共に︑子ども
達の成長を見守
り応援していき
たいと思います︒

健やかな成長のために︑ご活躍いただきたいと思

江府町に新たな風を吹き込み︑江府の子ども達の

江府中学校にも︑新しい先生方が来られました︒

24

このたび︑江
府中学校長に着
任しました富田
敦司です︒ 年
ぶりの母校での
勤務は︑懐かし
さを感じつつ︑
身の引き締まる
思いです︒子ど
も達の夢の実現
のため︑全力で
頑張って参りま
すので︑どうぞ
よろしくお願い
いたします︒

松原春美先生（江府小）

スクールカーについて

永岡康隆先生（江府小）

５月１日から︑江府町スク
ールカーが運行しています︒
これは︑町営バスの運行し
ていない集落の児童生徒の通

平成25年５月号

13

学を支援するもので︑美女石

富田敦司校長先生（江府中）

75

集落の児童生徒が対象になっ
ています︒

15

13

保・小・中連携だより

３名の先生が、新しく江府町に来られました。

す
ま
し
い
願
お
く
し
ろ
よ

まちの教育

中学校新築と町民プール移転について
平成25年３月15日に開催された江府町議会３月定例会「庁舎等調査特別委員会」において、江府中学校
等新築工事について進捗状況を次のとおり説明しました。

江府中学校新築事業
中学校建設に係る経費（当初予算）
〇全体事業費 11億1,978万９千円（今後、事業費は変更があります。）
財源内訳 ・国庫補助金 １億9,466万３千円 ・町費 3,802万６千円
・過疎債
８億8,710万円 ＊過疎債の７割相当は国から交付金が入ります。
建物の概要
・場 所 現在の町民プールを取り壊し、その跡地に江府中学校を新築
します。
・構 造 鉄筋コンクリート造３階建
・延床面積 3,218㎡
・その他 入学式等が出来る200人収容可能な多目的ホールを１階に造
ります。
中学校体育館は、町民体育館と共用となります。（新たに中学校体育
館は新築しません。）

町民プール

▲中学校新築予定地

町民プール建設に係る経費（当初予算）
平成25年度に江府中学校の新築と並行して現在の門毬舎(ゲートボール場)に町民プールを移転、新築します。
〇全体事業費 １億5,963万８千円（今後、事業費は変更があります。）
財源内訳 ・国庫補助金 3,411万３千円 ・町費 552万５千円
・過疎債
１億2,000万円 ＊過疎債の７割相当は国から交付金が入ります。
建物の概要
・構造等 25mに５コースを設置する予定です。屋根の無い屋外型となります。
・その他 更衣室・トイレ等の管理棟を完備します。

ー先生のほのぼのコラム⑨
ニ
ー
カ
Hello Everyone,
It s getting warmer! I am so excited for Spring! I saw my first cherry blossoms this year! In California, we have
no cherry trees, so we can t see cherry blossoms. There are some in Washington, but that is far away from us. I
was so excited to see cherry blossoms this year. I took many pictures to show my friends and family back home. I
even went to my first cherry blossom viewing experience at the park in Kofu. It was fun talking with everyone!
The new school year has begun! In America, our school year starts in late August, and we usually have a one 1-2
month summer vacation. So when the school year ends, students feel like they won t be seeing each other for a long
time, which makes them very excited to go back to school. We also do not have opening ceremonies for when the
students start school. We may have an assembly (where all the students and most teachers gather in the gym and
the students listen to the teachers talk about this year s goals), but that doesn t happen until a week or two after
school has started. However, the students parents and members of the Board of Education do not attend the
assembly. There are many differences between America s and Japan s school system, isn t there?
Anyway, I hope you are enjoying the warmer weather!
See you later!
˜Connie
こんにちは、みなさん、
だんだん暖かくなりましたね! 春が来るととてもワクワクします! 今年、私は初めて桜が咲いているのを見ました。
カリフォルニアには桜の木がないので、私達は桜の花を見ることができません。ワシントンには桜の木がありますが、
カリフォルニアからはちょっと遠いです。だから、今年桜を見てとてもワクワクしました。私は、家族や友達に見せる
ために、たくさんの写真を撮りました。また、初めての花見に江府町の公園に行きました。みなさんと話すのは楽し
かったです。
新しい学年が始めました。アメリカでは、新学期は八月の終わりに始まります。そして、その前に２ヶ月ぐらいの夏
休みがあります。年度の終わる時には、子供達はしばらくの間、友達や先生と会えないのでさびしいと感じるのか、新
年度が始まる時には、友達や先生に会えるのをドキドキしながら待っています。また、アメリカの中学校には入学式が
ありません。学校が始まってから１，２週間してから、生徒やほとんどの先生たちが体育館に集まって、今年の目的を
聞いたりする集会があります。でも、子供たちの両親や教育委員会の人が来たりすることはありません。アメリカと日
本の学校では、たくさんの違いがありますよね。
とにかく、みなさんは暖かい天気を楽しんでください!
では、また！
カーニー

平成25年５月号

14

農業委員会だより

農地の権利取得に
あたっての 下｢限面積 を｣変更
農地の権利取得にあたっての下限面積︵原
則 ａ以上︶については農地法の改正により
地域の実情︵一定の基準︶に応じて農業委員
会の判断で引き下げられることとなりました︒
町農業委員会では平成 年３月に佐川地区

年度農業委員会審議実績

農地法３条
件
︵農地等を耕作するための売買・貸借︶

平成

農業者年金に加入しましょう

農地法４条
︵自らの農地を転用︶

老後の生活を完全にサポート

メリット
・自分で積み立てた保険料とその運用実

①積立型の安全・安心な年金！
績で︑将来受け取る年金額が決まる積
立方式︒

②保険料の額は自由に決められる！
・保険料は月額２万〜６万７千円の間で︑
１︐０００円単位で自由に決められま
す︒
・農業経営の状況や老後設計に応じて︑

１件

件

農地法５条
１件
︵農地を転用するための売買・貸借︶

条関係
︵農地等の賃貸借の解約等︶
利用権設定
︵農地の貸借︶
非農地証明

審議案件はすべて承認
農用地利用集積計画

件

５件

８件

農業委員会総会︵４月︶
す︒

◎場

全国農業新聞

全国農業新聞購読のおすすめ

●毎週１回︵金曜日発行︶

◇旬の農業情報が満載◇

●カラー版

●１ヵ月６００円

申し込みは地元の農業委員または農業委員

会事務局へ

（75）6620

問い合わせ先 農業委員会事務局

10

17

89

を ａから ａに変更しました︒

50

24

農業公社と一緒にします︒
お気軽にご相談ください︒
◎相談日 平成 年５月 日︵金 )
午後１時 分から午後４時まで
所 防災情報センター

31

いつでも保険料を見直すことができま

18

５月の農地相談会

③ 歳まで保証付きの終身年金！
・年金は生涯支給されますが︑ 歳前に
亡くなられた場合でも︑ 歳までに受
け取るはずであった年金額を︑死亡一
時金として遺族に支給されます︒

④保険料は﹁全額所得税の社会保険
料控除﹂の対象！
・支払った保険料は全額︵ 万〜 万４
千円︶が社会保険料控除の対象となり︑
節税につながります︒

加入要件
①国民年金の第１号被保険者
② 歳未満の人

30

なお︑農地を取得する場合は取得後の面積

40
大字佐川

25

が﹁下限面積﹂に達する必要があります︒

30

80

80

25

大字宮市･大字助沢
大字下蚊屋･大字御机
大字美用･大字杉谷
大字貝田･大字小江尾
大字久連･大字柿原
大字吉原･大字大河原
大字俣野
大字江尾
（本町五丁目）

40
大字武庫
大字洲河崎
大字下安井

40
大字江尾
（本町五丁目を除く）

地区名
地区名

80

24

全てに該当していること

平成25年５月号
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③年間 日以上農業に従事
60

40

農地または
採草放牧地
の下限面積
(a)
農地または
採草放牧地
の下限面積
(a)

80

60

50

50

江府町の下限面積

お知らせ

子どもの予防接種のお知らせ
25 年
平成
日〜
4月1

３つのワクチンが
定期予防接種に
追加されました

予 防 接 種
①ヒブワクチン
②小児用肺炎球菌ワクチン
③子宮頸がん予防
ワクチン

対 象 年 齢
生後2月〜5歳未満
小学６年生〜
高校１年相当年齢の者

■予診票の交換が必要です
これまでに配布した予診票は使用できなくなるため、接種医療機関で新しい予診票と交換します。また、子宮頸
がん予防ワクチンを保護者が同伴されずに接種する場合は、役場にて事前に交換が必要です。
受診される前に、各市町村にお問い合わせください。
■公費負担(無料)で接種できます
平成24年度までは、任意接種として国の基金事業により全額公費負担として実施されていました。平成25年度か
らは、定期接種となり、対象年齢の間は、引き続き公費負担（無料）で接種できます。
■BCG予防接種の対象年齢が生後12月未満に変更
BCG予防接種の対象年齢が、これまで生後6月未満だったものが、生後12月未満に変わりました。
標準的な接種年齢は、生後5月〜8月未満です。忘れず接種しましょう。
■長期にわたる疾病のため定期予防接種が受けられなかった場合でも、接種ができるようになりました
対象となる疾患と年齢が決まっています。この制度の対象になると思われる人は、主治医とご相談のうえ、接種
を受けられる前に、各市町村にお問い合わせください。
米子市・境港市・西部町村

平成25年度も引き続き不妊治療費の助成を行います
不妊治療とは不妊症で悩んでいる方を対象に行われる治療で、一般不妊治療と高度生殖補助医療に分けられま
す。治療段階が上がるほど、治療費が高く、保険適応外となります。そのため、全額自己負担で治療をしなくて
はならず、経済的負担の大きい治療となっています。
江府町では、子どもを安心して産み育てることができるように平成24年度から助成を行っています。
対象
夫もしくは妻のいずれか一方またはその両方が１年以上継続して江府町に住所を有しており、鳥取県不妊治療費
助成金の交付の決定を受けた者。（県助成金以外に、他の自治体から助成を受けている場合は対象外。）
助成金額
○特定不妊治療
特定不妊治療に要した費用に10分の９を乗じた額から県助成金を差し引いた額、ただし１回の上限は５万円
（１年度は年３回、２年度以降は年２回を通算５年度まで。ただし、通算10回を超えない。）
○人工授精 人工授精に要した費用の５分の２
（１年度当たりの上限４万８千円、通算２年度まで）
申請窓口：江府町福祉保健課
必要書類等もございますので、申請予定の
電 話 0859−75−6111
方はお早めにご連絡ください。
ＦＡＸ 0859−75−6161

平成25年５月号
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お知らせ
５月は赤十字社員増強月間です
日本赤十字社では、毎年５月を「赤十字運動月間」と定め、広報活動を通じて、皆様に赤十字の理念や活動に
賛同いただき、一人でも多くの方々に「社員」になっていただくよう、社資（活動資金）を広く募集する強化月
間としています。
江府町でも、区長さんや行政連絡員さんを「日本赤十字社鳥取県支部協賛委員」に委嘱し、社資の拠出をお願
いしておりますので、ご協力をよろしくお願いします。
昨年ご協力いただきました社資は55万700円でした。本当にありがとうございました。
集まった社資は日本赤十字社に集められ、災害救護活動など日本赤十字社の人道的活動に使われています。赤
十字奉仕団鳥取県支部、社員増強スローガン「手をつなぎ広げよう。赤十字奉仕団の輪！」のように赤十字の輪
が広がりますよう、皆様のご協力をお願いします。

平成25年度江府町住宅用太陽光発電システム設置費補助金

住宅用太陽光発電システムの設置を補助します！
町では町内の住宅に太陽光発電システムを設置される方に補助金を交付しています。希望される方は、奥大山
まちづくり推進課までお申込みください。
対象となる方：次の要件をすべて満たす方が対象となります。
①太陽光発電普及拡大センターの補助を受けてシステムを設置される方。
②自ら居住する江府町内の住宅にシステムを設置される方。
③システムの販売事業者及び設置事業者が県内事業者であること。
補助金の額：1ｋWあたり60,000円（※4ｋWを上限。） 募集件数：6件
受付期間：平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
申込方法：各種提出書類を奥大山まちづくり推進課までご提出ください。提出書類の様式は役場ホームページ
（http://www.town-kofu.jp）からダウンロードしていただくか、
奥大山まちづくり推進課でお受け取りください。
問い合わせ先：奥大山まちづくり推進課 電話 75−3222

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、日野振興センターが連携、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「消費者被害防止」について、
各町独自の記事を掲載します。

「消費者相談窓口」のご案内
日野町・日南町・江府町では３町共同による消費者
相談日を右記のとおり毎週水曜日に開設しています。
日野郡内の方ならどなたでもご利用いただけます。
電話もしくは面会により相談を受け付けています。
相談は、資格を持った消費者相談員が対応します。
強引な訪問販売や不審な勧誘電話などの困ったこと
がありましたらご相談ください。

江府町の消費相談窓口が変わりました！
平成25年度から、江府町の消費生活相談窓口は福祉保
健課になりました。
相談場所は総合健康福祉センター（江尾診療所の２
階）の福祉保健課です。
相談日以外でも、お気軽にご相談ください。
☆問い合わせ、ご相談先：福祉保健課 75−6111
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■「消費者相談室」の相談日
会

場

５月の相談日

６月の相談日

江府町総合健康福祉
１日(水)､22日(水) 12日(水)
センター（福祉保健課）
日野町役場

15日(水)

日南町役場

８日(水)､29日(水) 19日(水)

５日(水)､26日(水)

■各町の消費相談窓口（相談・問い合わせ先）

江府町

江府町役場

福祉保健課

75−6111

（江府町総合健康福祉センター ２階）
日野町

日野町役場

産業振興課

72−0336

日南町

日南町役場

企画課

82−1115

お知らせ
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〜新道集落

しいたけ大集合！
第55回鳥取県しいたけ品評会

白寿会（老人会）〜

日 時：平成25年６月２日(日）午前10時〜午後３時
会 場：鳥取西部農業協同組合本所
内

容：乾しいたけ展示の他、しいたけ料理試食コー
ナー、しいたけ栽培・経営相談コーナー、小
学生の絵画展示など。乾しいたけ小袋プレゼ
ント（先着200名）も用意しています。

お問い合わせ：鳥取県しいたけ品評会事務局
電話：0857−32−8331 FAX：0857−31−2241

食

会長 生田 三那子さんより
白寿会は結成から今年で30周年を迎えます。当
時、電源地域周辺整備事業で集会所・遊園地が整備
されたことをきっかけに、昭和58年度から、月１回
程度集会所や武庫駅周辺の草刈り・清掃奉仕作業を
行っています。また、茶話会や食改委員による伝達
講習、生き生きサロン等で親睦を図っています。
30年が経過し、会員（実動）は２世代に移り変わ
り現在13名。記念すべき年となりました。

す
おす め
改

見て！聞いて！知って！ 裁判所見学会
日

時：平成25年５月22日(水）午後１時〜３時50分

場

所：鳥取地方裁判所米子支部

定

員：24名（申込受付順）

申込方法：電話（0859−22−2205）
申 込 先：鳥取地方裁判所米子支部庶務課
※申込受付は月曜日から金曜日
（祝日を除く）の午前８時30分〜午後５時

チャレンジクッキング

（５月）

あさりや野菜、牛乳などうまみの多い具を使うので、味
噌は少な目でもおいしく食べることができる減塩のスー
プです。
（食生活改善推進協議会）

一人分栄養量

エネルギー 66kcal、食塩相当量0.6ｇ

白菜のみそミルクスープ
材料（4人分）
白菜
200ｇ
あさり
140ｇ
じゃがいも 100ｇ
玉ねぎ
60ｇ
コンソメ
１個
水
2･1/2カップ
牛乳
120ml
みそ
小さじ２（すりきり）

作り方
① 白菜は葉をざく切りに、軸はそぎ切りにする。
② じゃがいもはいちょう切り、玉ねぎは薄切りにする。
③ 鍋に、水、コンソメ、①、②を入れ火にかける。柔らかくなったらあさ
りを入れあくを取りながら加熱する。
④ あさりの口が開いたら、③に味噌を溶きいれ牛乳を加えて煮立てないよ
う温め、器に盛る。
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行事カレンダー

5月 M A Y
日 曜日

14 火

行

事

名

場

公民館講座（パッチワーク） 防災・情報センター
明徳学園

15 水 公民館講座（大正琴）
16 木
17 金

所

時

間

13:30〜15:30

日 曜日

防災・情報センター 9:30〜16:00

2 日

防災・情報センター 10:00〜12:00

3 月

江尾診療所

所

時

間

4 火 江尾の会

13:30〜15:00

5 水 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（フラダンス） 防災・情報センター

14:00〜15:30

6 木 もの忘れ外来

ぼちぼち倶楽部

総合健康福祉センター 13:30〜15:30

20 月 公民館講座（墨彩画）

防災・情報センター 13:30〜15:30

21 火
公民館講座（樹脂粘土）

防災・情報センター 13:30〜15:30

22 水 消費生活相談日

総合健康福祉センター 9:30〜11:30

江尾診療所

13:00〜16:00

7 金
9 日
公民館講座（絵手紙・油絵） 防災・情報センター 13:30〜15:30

10 月

公民館講座（押し花） 防災・情報センター 13:00〜17:00

11 火 公民館講座（パッチワーク） 防災・情報センター 13:30〜15:30

総合健康福祉センター 9:00〜16:00

公民館講座（気功）

防災・情報センター 13:30〜15:30

公民館講座（書道）

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（社交ダンス）

防災・情報センター 14:00〜15:30

消費生活相談日

総合健康福祉センター 9:00〜16:00

公民館講座（ヒップホップ）

防災・情報センター 19:00〜20:30

狂犬病予防注射（補足）

総合健康福祉センター 13:10〜13:30

12 水

公民館講座（社交ダンス） 防災・情報センター 14:00〜15:30

24 金
25 土 公民館講座（和紙折紙）

防災・情報センター 13:30〜15:30

13 木 公民館講座（ヒップホップ） 防災・情報センター 19:00〜20:30

26 日
27 月 公民館講座（押し花）

防災・情報センター 13:00〜17:00
総合健康福祉センター

公民館講座（パッチワーク）

防災・情報センター 13:30〜15:30

30 木 農地相談会(農業委員会・農業公社)

防災情報センター

31 金
■まちの人口
男
女
■世帯数

3,337人（−８）
1,558人（−５）
1,779人（−３）
1,125世帯（−２）

4月末現在（

延寄付金額 44万円

平成25年５月号

赤ちゃん健診

総合健康福祉センター

納付期限 ５月分 平成25年７月１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、上記期限が振替日です。

人の動き

5 1

防災・情報センター 19:00〜20:30

)
)
)

29件

公民館講座（生花）

月届 ︵敬称略︶
◎ご結婚を祝します
藤原 圭輔 池の内
森
淳美 本一
岡田 邦啓 新一
乘本 千晶 米子市から
岡田
悠 貝田
町田絵里奈 東京都から
◎お誕生おめでとう
住(所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
御 机 中田
嵐
男
尚
◎ごめい福を祈ります
住(所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
貝 田 岡田 峯晴
歳
健身
小江尾 宇田川和義
歳
菊雄
美 用 河合
忍
歳
博男
大河原 永岡 德仁
歳
きしゑ

延申込件数

総合健康福祉センター 10:00〜12:00

今月の国民年金

ご寄付

ふ る さ と 納
税

13:30〜16:00

家族の会

お詫びと訂正
４月号表紙の人口で総数3,353(＋2)とありましたのは、3,345(−6)
の誤りです｡
16ページ人事異動で主任級 住民課主任斉鹿利恵が掲載漏れして
いました。主事級 橋谷遙とありましたのは橋谷遼の誤りです。
お詫びし、訂正いたします。

社会福祉協議会に次の方からご寄付を
いただきました︒︵４月分︶敬称略
◎見舞い返しとして
大河原 清水 隆将 本人退院
洲河崎 佐々木忠司 本人退院
荒 田 高橋 弥生 本人退院
◎香典返しとして
貝 田 岡田 健身 父峯晴死去
小江尾 宇田川菊雄 弟和義死去
美 用 河合 博男 母忍死去
大河原 永岡 邦久 祖父徳仁死去

応援ありがとうございます！

）は前月比

14 金

受付
13:00〜13:30

1歳6か月児健診

29 水

19

場

13:00〜16:00

19 日

年
平成25
月 日
現在

名

補聴器修理相談会
総合健康福祉センター
（トーシン補聴器センター）

もの忘れ外来

8 土

28 火

事

1 土

18 土

23 木

行

6月 J U N E

４

74 89 56 84

やんぐスマイル

集え若人！
㈱チロル

勤務

川上

敬之さん

①勤務歴・仕事内容
ちょうど１年になります。
旅行の企画、添乗、広報など幅広くやっています。
②仕事でやりがいを感じること
ゼロから自分で作った企画に、お客さんを連れて行ったとき｢楽しかったよ」
と言われると嬉しくなります。
③趣味
ゴルフです。まだまだ発展途上ですが・・・
④好きな女性のタイプ
料理が上手な人。ご飯がすすむ生姜焼きを作ってほしいです。
⑤江府町をこんな町にしたい
長寿日本一・町民が健康なまち。人口が減るのは仕方がないと思うので、高
齢者や働き盛りの世代が健康で、長生きできる、活力ある町になれば。その
ためには食生活の見直しを指導したり、地域の野菜を食べる・減塩の調味料
開発といった企画があれば面白いですね。
⑥江府町で好きな場所
国道181号線を江尾に向けて日野レミコン前のカーブを曲がった場所。
江尾の街並みとチロルの鐘・江尾城跡が見えると「帰ってきたな〜」と感じ
ます。

旅行のことなら
お任せ下さい

江府町議会議員一般選挙

投票日
告示日

6月23日 日
6月18日 火

日時 6月3日(月) 午前9時30分から

立候補予定者説明会 場所 江府町役場 2階会議室

〒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/

町長後記

今年の春は気温の変化が激しい
日が続いていますが︑新緑の色も
少しずつ増すよい季節となりまし
た︒
先日︑町内を巡回しましたが︑
農家の皆さんが忙しく田植えの準
備に励んでおられました︒災害も
なく豊作であってほしいと願って
います︒さて︑例年農家の皆さん
から農作業の受託をしていました
江府町農業公社が法律改正により
本年四月より新しい公社となりま
した︒詳細は各集落の回覧で周知
をいたしておりますが︑名称は奥
大山農業公社になりました︒業務
は従来の農作業受託と農家との利
用権を設定して農業経営を行うこ
とができるようになりました︒水
田を耕作できなくなったときなど
お困りの時は公社にご相談くださ
い︒そして遊休農地のない江府町
にしたいと思います︒

発行／江府町役場

編集／総務課 印刷／冨士印刷（有）

