元気で明 るい輝きのあ

るま
ち

小さ

も
くて

Ｎｏ.508

2013

7月

町報
★表紙の写真

ありがとう江府中学校
一緒に校舎を磨く会
７月６日、来春江府中学校が新築移転するにあ
たって50余年の間江府町の子ども達を育ててくれた
校舎を、在校生・卒業生など地域のみんなで磨きま
した。

[ まちの話題 ]
ほか

鳥取県西部地区
ポンプ操法大会
[ まちの教育 ]

ほか

働くことを通して−
中学生職場体験
[ 農業委員会だより ]

江府町農地白書の概要
江府町職員募集

ほか

[ お知らせ ]

[ やんぐスマイル ]

竹内琢郎さん

―特集―

江府町議会議員一般選挙結果

決意新たに
特集−江府町議会議員一般選挙結果―

▲６月23日午後８時40分。多くの町民が見守る中、開票作業がスタートしました。

―

今回の選挙は６月 日に告

現職８名
新人２名が当選

新
―しいまちづくりの
担い手決まる
６月 日︵日︶︑任期満了
に伴う江府町議会議員一般選
挙の投票が︑町内 か所で行
われました︒開票の結果 名

の議員の当選が決まりました︒
町民にとって身近な選挙とあ
って︑ ・ ％︵前回の同選

率になりました︒

示され︑議員定数 議席に対

18

13

挙 ・ ％︶という高い投票

91

して 名が立候補︒５日間に

10

わたって熱い選挙運動が行わ

れました︒

開票は江府町山村開発セン

ターで行われ︑結果︑現職８

名︑新人２名の方が当選され

ました︒任期は平成 年７月

でです︒

５日から平成 年７月４日ま

25

す︒

各方面での活躍が期待されま

がより一層発展していくよう︑

江府町議会議員として江府町

当選されたみなさんには︑

29

23

97 84

12

10

▲６月24日に行われた当選証書付与式の様子

88

2
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特集−江府町議会議員一般選挙結果―

町民の代表10名の顔ぶれ

（敬称略）

かわかみ

とみお

かわばた

おさむ

たなか

みきひろ

ながおか

くにひと

川上

富夫

川端

雄勇

田中

幹啓

長岡

邦一

60歳
当選４回

66歳
当選７回

65歳
当選７回

うえはら

じろう

もりた

さとる

上原

二郎

森田

智

61歳
当選５回

71歳
当選７回

みよし

三好

しんや

晋也

59歳
初当選

62歳
当選６回

こしだわ

越峠

えみこ

みわ

三輪

英男

67歳
当選２回

たけしげ

恵美子 竹茂

70歳
当選５回

ひでお

みきね

幹根

76歳
初当選

各投票所ごとの投票率
投票所

当日有権者数（人）

投票者数（人）

投票率（％）

総合健康福祉センター

876

712

81.28

佐川会館

210

182

86.67

93

75

80.65

旧明倫小学校

504

447

88.69

池の内会館

135

116

85.93

日ノ詰会館

142

122

85.92

宮市構造改善センター

102

96

94.12

下蚊屋分校

103

91

88.35

御机多目的集会施設

124

112

90.32

旧米沢小学校

269

217

80.67

貝田会館

135

118

87.41

70

56

80.00

114

99

86.84

2,877

2,443

84.91

柿原活性化施設

中大河原集出荷施設
西成会館
合

計

※前回の同選挙の投票率

3
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88.97％

議会とはそもそも何なのか

は新体制を迎えます︒では

選挙を終え︑江府町議会

決︶が町政の方向性を決め

定します︒議会の決定︵議

点を明らかにし︑政策を決

開会時期は通常６月︑９

ます︒

いただけるよう︑議会のお

月︑ 月︑３月の年４回︒

決算︶︑成長していくため

︵条例︶
や︑
家計簿︵予算・

表である議員が︑町の法律

町で何が起こっているのか︑

ることができます︒今江府

議会の本会議は誰でも見

などを通して町の課題や論

を反映させるため一般質問

議員は様々な町民の意見

越しください︒

ができますよ︒是非一度お

める役割を果たしています︒ のかなどを間近で知ること

これからどう対応していく

私たちも
参加できる？

時開会しています︒

必要に応じて臨時議会を随

12

の戦略︵政策︶を審議し決

選挙で選ばれた町民の代

議会って
何をするの？

務局にお話を伺いました︒

仕事ついて︑江府町議会事

？みなさんに興味を持って

議会 のお仕事
特集−江府町議会議員一般選挙結果―

議会は誰でも見学することができます。

議会を傍聴すれば、江府町の「今」がわかる。

あなたの目で、議会・行政を見つめて下さい。

−江府町議会事務局−

4
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十尾江
七
夜

2013年江尾十七夜のポスターが完成しました。
「えびちゃん」と一緒に五百年の伝統夏祭り

今年も恒例の日野路最大の夏祭「江尾十七
夜」が近づいてきました。
昨年、「国際まんが博事業」で作成した江府
町の町娘江尾十七夜のイメージキャラクター
「えびちゃん」に町内外から多くの反響があり、
問合せが殺到しました。
今年は更に江尾十七夜のイメージキャラク
ター「えびちゃん」を活用とした情報発信によ
り、甘酸っぱく、思い出に残る懐かしい夏祭
「江尾十七夜」を演出します。
皆さん、「江尾十七夜」と一緒に「えびちゃ
ん」を温かく育てて下さい。
＜江尾十七夜「えびちゃん」の関連事業＞
●えびちゃんを作成したイラストレーター虎硬
氏による漫画教室の開催
●十七夜オリジナルえびちゃんＴシャツ・ポロ
シャツの作成
●うちわ、手ぬぐい、写真撮影用パネルの作成

2013年江尾十七夜ポスター

生まれも育ちも鳥取県日野

郡江府町江尾﹁江尾﹂に住

んでるのと︑﹁江尾十七

夜﹂の日に生まれたので︑

誕生日に開催される﹁江

みんなから え
｢ びちゃん っ
｣
て呼ばれてます︒

尾十七夜﹂は︑みんなが誕

生日を祝ってくれるみたい

でワクワクして大好き！

えびちゃんプロフィール
本 名：古代地 江美（こだいぢ えみ）
誕生日：８月１７日生まれの１７歳
血液型：ＡＢ型
身 長：151.2cm
体 重：教えてなんてあげないんだからねっ
性 格：山や川で遊ぶのが好きな元気っ子
好きなもの：江府町で採れた食べ物
誕生日の日に行われる「江尾十七夜」

※江尾十七夜の行事、日程等のお知らせについては、後日チラシを配布します。

5
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お買い物は町内で

﹁えびちゃんプレミアム地域振興券﹂の販売始まる

しい﹂とあいさつがありました︒

また︑販売では川上瞳さん 美(用 )
と小椋風花さん︵下蚊屋︶が夏らし

く浴衣を羽織ってＰＲ︒販売開始と

同時に早速地域振興券を購入される

方もいました︒

この地域振興券は江府町商工会で

一冊一万円で販売され︑一万千五百

円分のお買い物が江府町内の の事

終了となりますので︑お早めにお買

い求めください︒

6
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惜 し く も 準優勝
鳥取県西部地区消防ポンプ操法大会

７月１日︑江府町制 周年を記念

した江府町プレミアム付地域振興券

部に出場しました︒
各分団とも︑この日のために何か

が販売開始されました︒販売に先立

日︑鳥取県消防学校で第

回鳥取県西部地区消防ポンプ操法大
月も訓練を重ね︑緊張感の張り詰め

いただき︑町の活性化に役立てて欲

くさんの町民の皆さんに購入・使用

で竹内町長︑川端商工会長から﹁た

ち江尾駅で行われた販売セレモニー

会が行われました︒江府町からは第

60

る中︑鬼気迫る表情で演技を行いま

６月
16

一分団と第二分団がポンプ車操法の
した︒
結果︑準優勝に江府町消防団第二
分団︑第三位に第一分団が入賞しま
した︒準優勝の第二分団は７月７日
に行われた県大会に出場しました︒
西部大会結果の詳細は次の通り︒

江府町消防団

第二分団

江府町消防団

名和分団

大山町消防団

○ポンプ車操法の部
優 勝
準優勝
第三位

ます︒販売期間は７月 日まで︒千

業所でできるお得な特典が付いてい

74

セット限定販売で無くなり次第販売

31

第一分団
○優秀番員表彰者
︵江府町該当者のみ掲載︶
︻指揮者︼白石耕路︑梅林明宏
︻二番員︼谷口考志︑浦部達洋
︻三番員︼伴藤雅哉
︻四番員︼大岩寛明

▲さわやかな笑顔で発売開始をＰＲ

55
▲江府町消防団第二分団の操法

まちの話題

上手に出来たよ

大山スイカの
栽培方法を学ぶ

６月７日︑山村開発センターで︑大

山スイカの栽培講習会が行われ︑栽培

に取り組む約 名が参加︒日野改良普

及所の木村普及員を講師に︑スイカの

ツルの伸ばし方や︑害虫・病気への対

処法など栽培方法を学びました︒講習

参加者は︑﹁講師の方の話を栽培に生

かしたい﹂とやる気に満ちていました︒

また︑今年２回目の大山スイカの苗引

渡しも行われ︑倉吉農高から苗１５０

で販売される予定です︒

本が届きました︒夏には︑町内各地で

せせらぎ公園で観賞会

６月 日︑せせらぎ公園で親子を対象

にしたホタル観賞会が行われ︑約 名が

小教諭︶から︑ホタルの生態について説

明があり︑親子で真剣に聞き入っていま

した︒外が暗くなった午後８時ごろから

観賞をはじめ︑公園内を無数に飛び回る

ホタルに子ども達は大喜び︒習ったばか

りの光り方を楽しそうに確認していまし

▲「オスとメスで光り方が違います」と話す干村さん

に笹の葉をむいて︑自分たちで作った

幻想的なホタルに感動

20

大山スイカが収穫を迎え︑みちくさ等

▲熱中症予防の体操をする参加者のみなさん

ちまきを美味しそうに食べていました︒

ちに待ったおやつの時間には楽しそう

受け一つひとつ丁寧に作りました︒待

日赤会員のみなさんからアドバイスを

初めての体験に子ども達は悪戦苦闘︒

ちまき作りが保育園で行われました︒

６月５日に江府町日赤奉仕団による︑

保育園でち ま き 作 り

町長と行く！
買い物＆温 泉 ツ ア ー
名が参

日に町長と行くバスツアー
歳以上の男女

14

参加︒観賞の前に干村隆司さん︵五千石

20

６月
が行われ︑

・温泉入浴を行いました︒また︑保

で買い物をした後︑皆生温泉で昼食

交流したい﹂と企画︒日吉津イオン

リラックスした雰囲気で町民の方と

加しました︒このツアーは町長が﹁

12

健師による熱中症対策の講習もあり

た︒

平成25年７月号

7

70

27

ました︒

まちの話題

広島県在住

上前
年

三郎さん

①広島放送局で︵

﹁住民のいのちと健康を守る﹂

祈願祭が行われ︑町や工

ちを持って︑安心・安全

が町で育てるという気持

が︑わが町の子どもはわ

ました︒少子化の中です

新築地 町(民プール跡地 ) がありましたが︑ようや
で中学校新築工事の安全
く取り掛かることが出来

は︑その事前調査として︑ した︒また︑地元の方に

動を行っています︒今回

域活性化のための地区活

生による健康づくりや地

落にご協力いただき︑学

に︑モデルに選定した集

事者を地域で育てるため

暮らしについて学ばれま

概要やまち並み︑農村の

内をバスでまわり︑町の

久さんのガイドにより町

前福祉保健課長の本高善

地域医療研究部では︑

Ｒ︒ＮＨＫ広島放送局
から鳥取県人会の事務
局に中国５県のロック演奏会の連絡があ
り︑役員ら６名が応援に駆け付けた︒中
国地方各県のロックバンド演奏のＦＭ収
録の幕開けインタビューで鳥取県人会江
府町出身者として担当アナの問いかけに
応える形で﹁ふるさと自慢﹂江府町をア
ピールしました︒

新築工事の開始につい

を感じていました︒

化︑伝統など︑地域に暮

学部生 名がそれぞれ訪

8
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江府中学校新築工事
安全祈願祭

事関係者など 名が参加

な教育の実現を目指して

集落内を案内していただ

鳥取大学の医学部生が
今年も学びにやってきます

しました︒祭事では工事

いきます︒﹂と話しまし

６月７日に貝田集落に鳥

き︑集落の成り立ちや文

をはじめとし様々な局面

の安全を祈って町長によ

た︒

取大学医学部保健学科の

６月 日︑江府中学校

るクワ入れなどが行われ

中学校新築工事は７月

看護学生 名が︑６月

らす人々が歩んできた歴

れました︒

て町長は﹁現在の江府中

から土台となる地盤工事

日に日の詰集落と宮市集

史や大切にしてきたもの
しています︒

町では︑将来の医療従

学校は耐震化の問題など

が始まっており︑全体の

落に地域医療研究部の医

ドの応援で江府町をＰ

②広島県人会総会にて︑鳥取県の生んだ

以前から危険だと言われ

完成は 年３月末を予定
工事までに建設地の検討

40

11

ました︒

童謡﹁ふるさと﹂など四曲のコーラスで

ていました︒今日の新築

月４日︶ロックバン

23

不肖はハーモニカにより伴奏を努めまし
た︒

▲貝田集落の暮らしや伝統につ
いて聞く看護学生

16

▲宮市集落の成り立ちや習わし
を聞く医学部生

続く鳥取県万歳
では﹁ふるさと鳥
取県の更なる発
展﹂を祈念して音
頭をとり全出席者
の御唱和を賜りま
した︒

▲竹内町長によるクワ入れ

26

28

12

30

ふる さ と 大 使 活 動 報 告

まちの話題

︵江府町農業・農地の現況と課題︶

②﹁就業創出︵地域活力︶機能
農業就業者は 年で半減し︑地域

億円

土砂崩壊防止など︶の合計です︒

江府町では︑農業産出額の

活 力 低 下 に 影 響 し て い る ︒ し か し ︑ を上回る 億円の多面的機能の価値

給力の弱体化が課題です︒ 年間で

を堅持している︒特に高齢者・主婦

・１％と高く︑基幹的産業の地位

産業別就業者の割合では江府町は

価﹂として多面的機能直接支払い等

が見込まれます︒農業に対する﹁対

①﹁食料供給﹂機能

農地の現状や生産者の状況など農地
鳥取県では総産出額が ％減少した

等の重要な働き場となっていること

県 内 農 業 委 員 会 組 織 で は﹁農地

に関わる諸問題を様々な角度から把
が︑江府町では約 ％減少している︒

がうかがえます︒

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

75,377人

33,433人

66％

1,345人

728人

46％

③﹁環境保全﹂機能
農業多面的機能の評価額は︑洪水

以上︑農業は低落傾向にあり課題

は大きいが︑基幹的産業であること

に変わりなく︑農業・農地の価値は

大きく︑ 農地を守り活かす ことの

防 止 機 能 ︵ 田 畑 の も つ 貯 水 能 力 ︶ ︑ 重要性が再認識されます︒

470億円

江府町

10.6億円

日︵水︶

１件
１件

農業委員会総会︵６月︶

審議案件すべて承認︒
農地法第４条
農用地利用集積計画

７月の農地相談会

お気軽にご相談ください︒

年７月

分から午後４時

所 山村開発センター

午後１時

◎相談日 平成

◎場

31

河川流況安定︵水田の潅漑用水の還

鳥取県

元能力など︶︑その他︵地下水涵養︑

③農業の多面的機能の
貨幣評価2011（平23）

資料：日本学術会議、㈱三菱総合研究所「農業の多面的
機能の貨幣価値」（平成13年)を基に、
耕地面積に
換算したもの

大きい︒逆に米等の依存度が

②農業就業人口の推移

29

農業産出額が大きく低下し食料供

握︑整理し︑その情報を広く積極的
県では米等の作物での減少が目立つ

38％

の拡充が重要です︒

に提供するために﹁農地白書﹂を作

が︑江府町では野菜と畜産の減少が

7.5億円

％

成しました︒

12.1億円

30

を守り生かす運動﹂の一環として︑

7.5

︵県では ％︶と高いのが江府町の

10.6

今回から数回に分けて︑平｢成 年
江府町農地白書﹂から見えてくる江

53

資料：国勢調査

40

府町の概要と特性をお知らせします︒ 特徴となっています︒

20

2010（平22)

第１部 農地の基本的価値

31％

減少率
1980（昭55)

鳥取県 江府町

30

25

減少率
1980
2010
（昭55） （平22）

江府町
29.1％
鳥取県
8.9％
第１次産業就業者
（農業・林業）の割
合2010（平22）

農 地 の 基 本 的 な 価 値 に つ い て﹁ 食

①農業産出額の推移

31

資料：農林水産省「農林業センサス」

24

料 供 給 ﹂︑ ﹁ 就 業 創 出 ﹂ ︑ ﹁ 環 境 保

665億円

全﹂の ３ つ の 観 点 か ら 見 て い き ま す ︒

966億円

鳥取県 江府町

平成25年７月号

9

30

江府町農地白書の概要︵シリーズその１︶

農業委員会だより

まちの教育

人は「自分たちとは違う」と認識すると一線を引き、それが「いじめ｣「差別」
につながることがあるように思います。
違うからで終わるのではなく、「チロッコチロリン」さんのように「正しく知
る」ことで理解し、「その人の個性」を認められる人になれるよう日々学んで
いきたいですね。

知ることから始まる理解
「性同一性障がい」という言葉が、世の中で聞かれるようになって、どれくらい経つでしょうか？テレビタレント
さんやモデルさんの告白で、理解が広まったようです。
昨年、「性同一性障がい」に悩んだ元男性の体験談を聞かせてもらう機会がありました。県外の現役高校教師、結
婚してお子さんも2人いる男性が、家族に相談した結果、性転換手術を受けました。女性の体になったお父さんは、そ
の後も妻と子ども達の理解を得て、仲よく生活されています。そして、その体験談を地元や各地で講演されること
で、同じ立場の人に安心と勇気を与え、周りの人を理解者に変えています。
その方も、それまで悩み苦しんだ結果、本当の性を選んだそうです。当事者でなければ分からない苦しみですが、
言葉が知れ渡ったことにより、確かに以前より理解者が増えたと思います。テレビで活躍されているタレントさんや
モデルさんも、そこに至るまではつらい体験をされたようです。
50代の私が子どもだった頃、ナヨナヨした男子は、からかいの対象でした。もしかしたら、私が知っている人の中
にも「性同一性障がい」に悩んでいた人が、いたかもしれません。理解が深まった今の時代でも告白するには勇気が
いるのに、当時はどんなにつらいまま、自分を抑えていたことか・・・。家族にも話せず、一人で悩んでいたのか
も・・・。
「性同一性障がい」も、タイプは色々です。服装や生活にはこだわっても、性転換手術はしたくない人、手術はし
ても服装はこだわらない人もいます。個性があって当たり前。
今回、「性同一性障がい」の例を挙げましたが、何事も正しく知ることで理解が深まります。どんなことも、自分
には関係ないと思わずに、何歳になっても学ぶことは多いですし、特に人権の勉強は、一生必要だと思います。自分
が知らないうちに、言葉や態度によって他人を傷つけてしまうことがないようにしたいものです。
（ペンネーム チロッコチロリン）

おたより＊町立図書館
★ 今月の＊おすすめの一節 ★
父さんが教えてくれたんだよ」「何を？」「俺、ピカッ
ソの死んだ日に生まれたらしい」 私には初耳だった。
「どうやら困ったことに、俺はピカッソの生まれ変わり
らしい」と半分は冗談めかし、半分は誇らしげに言っ
た。 「だから兄貴たちと違って、絵が上手いんだ」 春
は救われた。父のその話で、自分の絵の才能について思
い悩む必要はなくなったのだ。
―――伊坂幸太郎『重力ピエロ』より
始まりは辛い過去。許されざる犯罪。しかし未成年というだ
けで、悪質な犯罪であろうとも許された時代。時は流れ、事
件は始まる。その事件に兄弟が関わっていくことで、家族の
辛い過去は救済へと導かれた…。溢れくる未知の感動。伊坂
幸太郎が描く、小説の奇跡。

♪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 ★
＊小説
家族ゲーム／本間洋平

＊ＹＡ(小学校高学年〜高校生向き図書)
かのこちゃんとマドレーヌ夫人／万城目学
シャーロックホームズ＆イレギュラーズ／Ｔ・マック他

＊児童
カビのふしぎ／細矢剛
戦国時代の道具図鑑／本山賢司
もののはかりかた大研究／瀧澤美奈子
身近なものの進化図鑑／スタジオダンク
考古学がよくわかる事典／國學院大學考古学研究室
のりもののしくみ見学／クリス・オッドレイ

＊絵本

★ 今月の＊お知らせ ★
梅雨が明ければ夏の空。「空を見上げる本」特集中！
満天にかがやく星空、青い空に浮かぶ白い雲。夏の空は
どんな時間に見上げてもよいものですね。
《特集リスト》
◆星・星座のクイズ図鑑 ◆イラスト図解＊星座 ◆星
と星座の伝説 ◆宇宙図鑑 ◆星空ウォッチング ◆星
と暮らす。 ◆気象予報士わぴちゃんのお天気観察図鑑
◆空の名前 ◆宙(ｿﾗ)の名前

カエルのおでかけ／高畠那生
おしろとおくろ／丸山誠司
かわ／鈴木のりたけ
月の満ちかけ絵本／大枝史郎
はっけよい畑場所／かがくいひろし

★調べ学習図書をどうぞ！★
もうすぐ夏休み。子どもたちの好奇心を刺激する季節
です！自由研究に、自主学習に、ぜひご活用ください。
平成25年７月号
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まちの教育

第28回

実年ソフトボール大会

６月10日（月）、第28回江府町実年ソフトボール大会
が町運動公園グラウンドで開催されました。参加チーム
は３チーム。それぞれの地域の人たちが集まって親交を
深め、普段体を動かしている人もそうでない人も、楽し
みながら参加されていました。

○試合結果○

優 勝
準優勝
第３位

貝田チーム
新道・一旦チーム
江尾第二チーム
優勝した貝田チームのみなさん

平成25年度

明徳学園グラウンドゴルフ大会

６月10日(月)、平成25年度の明徳学園グラウンドゴルフ大会が、江府町せせらぎ公園で開催され、23名の
参加がありました。当日は梅雨の晴れ間で、体を動かすのにちょうど良い気温でした。会場には参加者の元
気な声と笑顔が溢れていました。大会の結果は、下記のとおりです。

結 果
１位 宇田川 満
２位 板垣 孝子
３位 景山 幸夫
４位 板垣 隆久
５位 赤井 市郎
(敬称略)
ナイスショットです！

明徳学園作品発表コーナー
﹁川 柳﹂

平成25年７月号

徳實

11

加藤

・開催期間
平成25年8月5日〜平成25年8月17日
・開催場所
山村開発センター １階ロビー

第二十二集 佳作より︶

〇「奥大山ひなまつりコレクション」
フォトコンテスト＆記録展

片っぽは涙の球児甲子園
小田
隆
八十路すぎよいしょどっこい立ち上がる
大森
彪
痛む腰かかえ何とか踊れたよ 谷口 都子
疲れたよやはり人並み熱中症 梅林 美鈴
老いた今昔を忍ぶ日々である 関内 博子
青い鳥探しつづけて八十路坂 藤原三和子
年老いて絆の深さ身にしみる 仲嶋 勝利
夏椿ひと夜の夢は何ですか
岡田千寿子
今年また手抜きふえたり盂蘭盆会
加藤 昌子

・開催期間
平成25年7月8日〜平成25年7月31日
・開催場所
江府町情報防災センター 2階

盆客の帰ったあとのさみしさよ

〇小谷元伸写真展

︵江府町明徳学園文集

江府町文化協会主催
企画展示のお知らせ

上位入賞のみなさん

学 校 お 助け 隊 だよ り
います︒これは︑子ども達が

いの花﹂という活動を行って

江府小学校では︑﹁ふれあ
れない子ども達に声をかけ︑

また︑花植え作業では︑慣

ながらの作業となりました︒

えて下さいました︒

常に気温が高くなり︑お助け

☎︵ ︶２２２３

学校支援地域本部事務局

︻お問い合わせ先︼

けたらと思います︒

しながら花を楽しんでいただ

け隊のみなさんの支援も想像

ども達の世話に加えて︑お助

しませることと思います︒子

の時には︑みなさんの目を楽

所に寄贈されるとのこと︒そ

花は︑７月下旬には町内各

ことができました︒

ンターにきれいに花を植える

おかげで︑たくさんのプラ

▲「こうやって植えるんだよ」

育てた花を町内各所に寄贈し︑ ていねいに植え付け方法を教
町民のみなさんに楽しんでも
らうとともに︑花を通して地
域の人々との交流を図ること
を目的として行っている活動
です︒
全校児童が取り組む活動な
ので︑管理するプランターも
百個近く に な り ま す ︒ そ こ で ︑
お助け隊のみなさんが︑プラ
ンターへの土入れの準備や花
植えの指導をしてくださいま
した︒

▲先生方も一緒に土入れ作業

作業があった６月 日は非
12

隊のみなさんも汗だくになり

75

スクールステイの苗木
の世話をする小学生
(江府小学校)
中学生の下草刈体験
（昨年度の活動より）

まちの教育

保・小・中連携だより

江府っ子から みどりの波を！

ブナの実プロジェ
クト第１号のブナ
︵奥大山鏡ヶ成
めぐみの森︶

ミカンの木を植樹しました
（子供の国保育園）

12

平成25年７月号

５月 日に﹁全国植樹祭﹂が開催

います︒

ぶ活動を行って

緑の大切さを学

は︑それぞれに︑

自然に囲まれた江府町の子ども達

て学んでいます︒

を実施し︑森の大切さを体験を通し

でも︑植林をした森の下草刈り体験

ェクト﹂を実施しています︒中学校

て︑また山に返す﹁ブナの実プロジ

たり︑大山のブナの実からブナを育

として苗木のスクールステイを行っ

小学校では︑グリーウェイブ活動

園庭にミカンの木が植えられました︒

中︑園児達と関係者のみなさんで︑

行われました︒花トリピーが見守る

を会場に︑
鳥取銀行が主催する と｢っ
とりグリーンウェイブ応援活動﹂が

ています︒
６月７日︑
子供の国保育園

この活動には︑企業も参加してい

ンウェイブ﹂活動を展開しています︒

国にアピールする﹁とっとりグリー

取県の緑の豊かさ︑環境の良さを全

鳥取県では︑植樹祭に併せて︑鳥

思います︒

ご覧になった方もいらっしゃるかと

報６月号のほか︑新聞やテレビでも

江府中学校の子ども達の活躍は︑町

されました︒植樹祭での江府小学校︑

26

21

働くことを通して

17

〜中学生職場体験がありました〜

24

６月 日から 日までの５日間︑中学生職場体験学習﹁ワクワクこうふ﹂が

12

実施されました︒この学習は︑中学校２年生を対象に毎年実施しているもので︑

今年度も町内 の事業所の協力を得て︑ 名の中学生がさまざまな職場を体験

しました︒

最近では︑子ども達の社会的・職業的自立に向けたキャリア教育という取組

の中で︑この職場体験の重要性が認識されるようになっています︒江府中学校

協力いただいた事業所 あいきょう江尾店︑ヤコブの杖︑ローソン江府町店︑

株式会社かわばた︑休暇村奥大山︑鳥取西部農協ガソリンスタンド︑介護老

人保健施設﹁あやめ﹂︑チロルの里特別養護老人ホーム︑藤原建築工務店︑

チロル観光︑子供の国保育園︑江府町教育委員会事務局︵敬称略︶

の生徒にとって︑貴重な５日間となりました︒

まちの教育

ー先生のほのぼのコラム⑪
ニ
ー
カ
Hello everyone!
It s become very hot. I am not a fan of the heat, and I much prefer Winter to Summer. Even though we
are in the rainy season, there has been no rain, and it s only become hotter. I keep hoping for a nice, cool
day.
A few days ago, I went to see fireflies in the park up the mountain from Ebi with some of the children
from the kindergarten. I have never seen fireflies before, and we don t have any in California. I have seen
pictures of fireflies and drawings of what they look like at night, but I ve never seen one. But I finally
had a chance to! They were very beautiful, especially when they all gathered together on a leaf. They
reminded me of the stars, sparkling in the night. But then, it started raining! So we all rushed back to the
cars and went home. I was grateful that it rained, but sad that my firefly-viewing time was cut in half. I
will go back again sometime!
Have a nice day!
˜Connie
みなさん、こんにちは。
最近暑くなってきましたね。私は暑さのファンではありませんし、夏より冬が好き
です。それに、今は梅雨のはずですが、ほとんど雨が降らないし、もっと暑くなるん
でしょうね。涼しくて気持ちいい日がいいなと思っています。
何日か前に、私は江尾の町から山に上がったところにある公園に何人かの保育園の
子どもたちと一緒に蛍を見に行きました。カリフォルニアには蛍がいないので、私は
蛍を見たことがありませんでした。絵とか写真では見たことがありましたが、本物の
蛍を見たことはありませんでした。でも、やっとチャンスにめぐり合いました! 蛍はと
ても美しかったです。蛍が葉っぱに集まっている時には、特に、きれいでした。蛍の
光は夜に輝く星のようだと思いました。ところが、蛍を見ている間に雨が降り始め、みんなで急いで車に
戻って家に帰りました。（ずっと雨が降っていなかったので）雨が降ってよかったんですが、蛍を見る時間
が短くなったのはちょっと残念でした。いつかまた、蛍を見に行こうと思っています。
では、良い日を!
カーニーより

13

平成25年７月号

第23回参議院通常選挙

第23回参議院通常選挙

投票日は

7月21日

私たちの暮らしは政治と無関係ではありません。税金、介護、子ど
もの教育・・・。私たちの生活は、あらゆる面で政治の方向に大きく
左右されています。
私たちの生活のあり方、国のあり方を決めるのは、私たち自身です。
主権者として自覚と誇りをもって投票に行きましょう。
投票は２種類です
●選挙区選挙
候補者の氏名を書きます
●比例代表選挙
名簿登録者の氏名または政
党等の名称または略称を書き
ます

投票用紙は
お間違いなく
選挙区選挙と比例代表選挙
では︑投票用紙が違います︒
投票用紙を受け取られたら︑
よく確認して記入し︑投票し
てください︒
●選挙区選挙
薄い黄色い用紙で黒い文字

日︑レジャ

期日前投票を
ご利用ください
投票日の７月

日まで︑江府町防災・情報

期日前投票は７月５日から

用してください︒

来ない方は︑期日前投票を利

合が悪く︑投票所で投票が出

ー・旅行・冠婚葬祭などで都

21

分から 時

センターでできます︒
時間は︑８時

投票にあたっては︑新たに申

２２１１

14

平成25年７月号

投票できる人は

７月３日までに選挙人名簿

に登録された方は投票ができ

ます︒

投票日が近づくのに入場券

が届かないなどありましたら︑

江府町選挙管理委員会にお問

合せ下さい︒

成年被後見人の方も
投票ができます

選挙制度の変更により︑成

年被後見人の方も投票するこ

仕事や旅行などで選挙期間

請等を行う必要はありません︒

とができるようになりました︒

中選挙人名簿に登録されてい

☎

江府町選挙管理委員会

お問合せ

きます︒

所において投票することがで

投票日当日に定められた投票

におたずねいただくか︑江府

あります︒詳しくは施設の方

方のために不在者投票制度が

どで病院などに入院している

ている場合や︑病気やケガな

る住所地以外の場所に滞在し

不在者投票

付けています︒

までで︑土・日・祝日も受け

30

町選挙管理委員会にお問い合
わせください︒

75
−

●比例代表選挙
白い用紙で赤い文字

20

20

ごみの減量を目指そう!
可燃ごみ
（粗大含む）

平成24年度 平成25年度
排出量
予測量
616.8ｔ

不燃ごみ

44.9ｔ

45.3ｔ

資源ごみ

196.0ｔ

197.6ｔ

12.3ｔ

12.4ｔ

2.9ｔ

2.9ｔ

868.0ｔ

875.0 ｔ

不燃粗大ごみ
有害ごみ
計

■過去４年間のごみ総排出量の推移：単位 t (トン）

875t

んな時は役場建設課︵☎７５ ３３０６︶にご
連絡いただき︑一緒に検討できたらと思います︒
面倒ですが︑心がけ一つで気持ちいい気分にな
り︑ごみの減量につながります︒しかし︑減量
しすぎて不要なものが家にたまるのも大変です
から︑リユース︵再使用︶︑グリーン購入︵環
境に良いものを選んで商品を購入する︶などが
大切です︒ごみ排出量の予測を下回り︑小さく
ても元気で輝きのあるまち奥大山江府町を作っ
ていきましょう！

611.9ｔ

町民のみなさま︑日頃よりごみの分別収集に
ご協力いただきありがとうございます︒このデ
ータは︑江府町の昨年度のごみの排出量と今年
度の排出量の予測です︒
日本では大量生産・大量消費・大量廃棄・リ
サイクルですのでなかなかごみは減りません︒
また︑リサイクルの過程で大量のエネルギーを
消費します︒最終処分場も不足しています︒ご
みは私たちが毎日の生活で排出する身近な問題
です︒
まだまだ分別が困難なごみがありますが︑そ

廃棄物の種類

−

可燃ごみ

の平均の重さは約4.3kg。可燃ごみが５t増える

とすると、約1162袋増える計算です。想像はつきにくいで
すが、かなりの数ですね…。

可燃ごみの約30％が「生ご
み」です。その「生ごみ」
のうち約70〜80％が水分で
す。水分は焼却炉の温度を
下げ、エネルギーを余分に
使い、コストもかかりま
す。「生ごみ」の水気を
しっかりとることで、エネ
ルギーのムダをなくし、税
金の無駄遣いも防げます♪
15
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昨年度の生ごみを
計算してみると
…約180tかぁ。

ミネラルたっぷりの野菜
を、焼却してしまう事は、
大地から栄養だけを奪い、
何もお返しができていな
い・・・
食物含有の大切なミネラル
は健康な野菜つくりや土つ
くりに生かすため農地や家
庭菜園に還すサイクルも素
敵だな〜

の

祉

窓

ココロもカラダも健康に

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﹂を下記の日程で行いま
す︒
参加を希望されます方は︑どなたでもご参
加いただけますのでお気軽にご参加ください︒
内容は︑健康チェック・楽しい体操とレク
リエーション・健康づくりに関するお話など
です︒皆さんでおしゃべりしながら楽しい時
間をすごしましょう︒
なお︑下記の日程は変更されることがあり
ますので︑集落で配布される案内文書により
ご参加ください︒皆様のお越しをお待ちして
います︒
︽お問い合わせ先︾
役場福祉保健課内︑地域包括支援センター
︵☎七五 六
―一一一︶

福

−

−

ほっとサロン日程（予定）
月
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10

日 曜日
場所
22 月 小江尾公民館
22 月 貝田集落センター施設
22 月 半ノ上集会所
24 水 荒田多目的集会施設
24 水 小原体験交流施設
24 水 新町一丁目公民館
24 水 本町二丁目公民館
26 金 一旦多目的集会施設
26 金 西成公民館
26 金 池ノ内集会施設
30 火 袋原公民館
30 火 新道多目的集会施設
30 火 宮市原公民館
30 火 大満公民館
31 水 大河原農事集会所
31 水 御机多目的集会施設
31 水 下安井多目的集会施設
7
水 佐川集会所
7
水 本町四丁目公民館
7
水 久連コミュニティ消防センター
7
水 下蚊屋多目的集会施設
9
金 杉谷活性化施設
9
金 本町五丁目公民館
9
金 本町三丁目公民館
9
金 武庫多目的集会施設
11 水 尾之上原多目的研修施設
11 水 栗尾集落センター施設
13 金 柿原活性化施設
13 金 美用地区都市農村交流促進施設
13 金 洲河崎多目的集会施設
18 水 久連集会所
18 水 助沢多目的集会施設
18 水 宮ノ前集会所
18 水 吉原活性化施設
20 金 本町一丁目公民館
27 金 新町二丁目公民館
27 金 日の詰多目的集会施設
9
水 宮市構造改善センター

時間
午前９時30分〜11時30分
午前９時30分〜11時30分
午後１時30分〜３時30分
午前９時30分〜11時30分
午前９時30分〜11時30分
午後１時30分〜３時30分
午後１時30分〜３時30分
午前９時30分〜11時30分
午前９時30分〜11時30分
午後１時30分〜３時30分
午前９時30分〜11時30分
午前９時30分〜11時30分
午後１時30分〜３時30分
午後１時30分〜３時30分
午前９時30分〜11時30分
午後１時30分〜３時30分
午後１時30分〜３時30分
午前９時30分〜11時30分
午前９時30分〜11時30分
午後１時30分〜３時30分
午後１時30分〜３時30分
午前９時30分〜11時30分
午前９時30分〜11時30分
午後１時30分〜３時30分
午後１時30分〜３時30分
午後１時30分〜３時30分
午後１時30分〜３時30分
午前９時30分〜11時30分
午前９時30分〜11時30分
午後１時30分〜３時30分
午前９時30分〜11時30分
午前９時30分〜11時30分
午後１時30分〜３時30分
午後１時30分〜３時30分
午前９時30分〜11時30分
午前９時30分〜11時30分
午後１時30分〜３時30分
午後１時30分〜３時30分

集落名
小江尾
貝田
半の上
荒田
小原
新町一丁目
本町二丁目
一旦
西成
池の内
袋原
新道
宮市原
大満
大河原
御机
下安井
佐川
本町四丁目
美女石
下蚊屋
杉谷
本町五丁目
本町三丁目
武庫
尾之上原
栗尾
柿原
美用
洲河崎
久連
助澤
宮の前
吉原
本町一丁目
新町二丁目
日の詰
宮市
平成25年７月号

16

福 祉の 窓

風しんワクチン接種費用の助成を行います
現在、風しんが全国的に流行しており、鳥取県でも今年の風しんの発生報告がすでに昨
年を上回っている状況です。
妊婦が風しんにかかると、その胎児が風しんウイルスに感染し、先天性心疾患、難聴、
白内障などの障がい（先天性風しん症候群）を引き起こすことがあります。
そこで江府町では、先天性風しん症候群の予防として、風しんワクチン接種費用の助成
を行います。なお、希望されてもすぐに風しんワクチンを接種することができない可能性
もありますので、医療機関にお問い合わせの上、接種を受けるようにしてください。

＊江府町風しんワクチン接種費緊急助成事業＊
19歳以上50歳未満の女性（平成26年３月31日時点）
妊婦の夫
対

象

者

※１ 妊婦の夫の場合、ワクチン接種時点で妊婦の夫であることが対象条
件です。（接種後にパートナーの妊娠が分かった、子どもが生まれた後に
接種した場合は対象となりません）

平成25年６月１日〜平成26年３月31日
期

間

自己負担額
助 成 額

※２ この期間に接種したワクチンについて助成します。
※３ 妊婦の夫の場合、上記の期間でかつパートナーが出産するまでの期
間となります。

2,000円
ワクチンの総接種費用から自己負担額2,000円を除した額
①助成券（平成25年７月10日から使用できます）
対象者の方には、個別に助成券をお送りいたします。
注意事項をよくお読みになり、ワクチンを接種してください。
使用できる医療機関：江尾診療所、佐伯医院、日野病院
②償還払い
平成25年６月１日〜７月９日の間にワクチンの接種を受けた、または
助成券を使用できない医療機関でワクチンを接種した場合には、医療機関

助成の受け方

にて全額自己負担で費用をお支払いただいたのち、役場福祉保健課にて申
請をしていただくことで、助成を行います。
【申請に必要なもの】
①風しんワクチン緊急接種事業接種済証兼領収書
または領収証及び接種済証（いずれも医療機関から貰えます。）
②印鑑
③口座番号が分かるもの

お 問 い
合 わ せ 先

17
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江府町総合健康福祉センター内
電話：0859−75−6111

江府町福祉保健課

田んぼや畑で出会った時︑出役で顔を合

重度の熱中症は命に危険を及ぼします︒

〇 通気性の良い︑吸湿・速乾の衣服の着用

〇 扇風機やエアコンを使った温度調整

〇 のどが渇く前からの︑こまめな水分摂取

熱中症を予防するには︑﹁水分補給﹂

れば良いとも言われています︒熱中症予

要はなく︑かいた汗の分だけ︑水分をと

研究同意者総数 ３︐９３６人
・６％！
同意取得率

﹁江府町生活習慣病実態調査﹂が
最終年度です

係する生活習慣病の地域特性

本町では脳卒中発症等に関

ました︒集積してきたデータ

代謝を詳しく調べる等してき

追加や︑糖尿病２次検診で糖

調査研究へのご協力をお願いします

を分析するため︑平成 年度

た動脈硬化予防のための調査

常と生活習慣の関係に注目し

活習慣病実態調査︵糖代謝異

一教授らと共同で﹁江府町生

から鳥取大学医学部の谷口晋

お願いいたします︒

でもご協力のほど︑よろしく

活用します︒今年の住民健診

今後の江府町の健康づくりに

は︑医学的観点からまとめ︑

研究︶﹂に取り組んできまし
た︒

これまで住民の皆様には︑

住民健診会場で調査研究への

同意をいただき︑血液検査の

18

平成25年７月号

熱 中 症を 予 防 し よう ！

わせた時など︑皆が集まるときには︑熱
〇 外出時は帽子や日傘等で日差しを避ける

熱中症の発生のピークは７〜８月です︒ ら水分補給を勧めることが大切です︒

中症予防を呼びかけあい︑皆で元気に暑

︹熱中症予防のためには塩分補給？︺

汗を大量にかくと︑汗と一緒に体内の
電解質も失われます︒電解質は︑体のす

と﹁暑さを避けること﹂が大切です︒具

防のため︑普段よりも多めに塩分をとる

!!

!!

さを乗り越えましょう︒
︹熱中症の発生しやすい状況︺
■気温︑湿度が高い︵屋外に限らず︑屋
内でも発生します︶

べての細胞内にある︑生命維持のために

があり︑これらが協力しあって体調が整

■体調が良くない

体温調節機能がうまく働かなくなるこ

えられています︒そのため︑ナトリウム

必要な物質で︑カルシウム︑マグネシウ

とで︑体内に熱がたまり︑筋肉痛や大量

︵塩分︶ばかりを補給するのは適切では

■体がまだ暑さに慣れていない

の発汗︑さらには吐き気︑だるさなどの

ありません︒日本人の塩分摂取量は︑厚

ム︑カリウム︑ナトリウム︵塩分︶など

症状が現れ︑重症になると意識障害など

生労働省が推奨している目標摂取量より

︹熱中症の症状︺

が起こります︒

も多い傾向にあるため︑食事がきちんと

体的には次のことに気をつけましょう︒

のではなく︑日頃からきちんと食事をと

とれていれば︑塩分をあえて補給する必

特にのどの渇きを感じにくくなる高齢者

ることを心がけましょう︒

︹熱中症の予防方法︺

や︑自分でのどの渇きを訴えにくい︑障
がい児︑障がい者の方々には︑こちらか

79
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ワンクリック請求にご注意を！

イト﹂に関する相談です︒﹁身に覚

からアクセスした﹁アダルト情報サ

れた相談で一番多いのは︑携帯電話

で︑警察にも情報提供をする︒

行為は︑犯罪である可能性もあるの

④ 画面に請求画面を張り付かせる

ジを参考にする ︒

理推進機構︵ＩＰＡ︶のホームペー

えのない請求をされた﹂﹁請求画面
相談窓口・問い合わせ先

全国の消費生活センターに寄せら

が張り付いたまま消えない﹂などの
・消費生活センター西部相談室
︵電話番号︶

地域と連携しています！

鳥取大学医学部地域医療研究

にて代満て運動会が行われ︑

６月９日︵日︶日の詰集落

広い層の方と交流を図り︑懇

ちゃんからご高齢の方まで幅

す︒代満て運動会では︑赤

地域づくりの活動をしていま

鳥取大学地域医療研究部
日の詰集落代満て運動会参加

部の学生︵約 名︶が参加さ

平成 年度から３年間の計画

れました︒地域医療研究部は

を過ごしました︒

親会にも参加し︑楽しい１日

11

被害が急増しており︑注意が必要で
す︒以下の対処法を参考にしてくだ

０８５９ ３４ ２６４８

元
気で
元気
です
す！
！活
活動
動報
報告
告

で日の詰集落で健康づくりと

24

さい︒

︵電話番号︶７５ ６１１１

・江府町役場福祉保健課

① 無料だと思っても︑料金を請求

・独立行政法人情報処理推進機構

︻対処法︼

されることがあるので︑安易にアク

︵ＩＰＡ︶情報セキュリティ安心相
談窓口

セスしない︒また︑スマートフォン

−
−

http://www.ipa.go.jp/security/an
shin/

▲懇親会後の記念撮影

では︑アプリを安易にダウンロード
しない︒
② 身に覚えのない請求は無視をす
る︒不安に思う場合はあわてて業者
に連絡をせず︑消費生活センターま
たは江府町役場福祉保健課に相談す
る︒
③ 請求画面が張り付いた場合やア

平成25年７月号

19

プリをインストールしてしまった場
合の対処法は︑独立行政法人情報処

▲鯛釣りリレー

−

現在︻限度額適用認定証︼︻限度額

︻特別医療費受給資格証︵重度心身等 ︼)

心身等︶︼︵青色のもの︶をお持

︻特別医療費受給資格証︵重度

未満の方が対象となります︒

の前年の年間所得額が一定の金額

上記手帳をお持ちの方で︑本人

青(色 を)お持ちのみなさまへ

現在お持ちの認定証は有効期限が

ちの方は７月 日で有効期限が切

︵白色︶をお持ちの方へ

養費として支給されますが︑事前に
７月 日までとなっております︒８

︻限度額適用認定証︼もしくは︻限

月以降については再度申請が必要と

れます︒

保険が適用される治療等に係る

８月１日から使っていただく受給

もの︒他制度︵高額療養費支給制

なりますので︑役場福祉保健課で手

で︑お手元に届きましたら︑ご確

度や他の公費助成制度など︶を利

度額適用・標準負担額減額認定証︼

なお︑後期高齢者医療被保険者の

認をしていただきますようよろし

資格証は︑原則郵送いたしますの

の認定証を保険証と一緒に医療機関

方で引き続き該当となる方は︑保険

−

︵重度心身等︶︼とは
■対象者■

・身体障害者手帳１・２級をお持

でご連絡ください︒

︵☎０８５９ ７５ ６１１１︶

江府町役場 福祉保健課

詳しくは︑

保
※険適用外の治療などは自己負
… 担になります︒

度の利用が優先されます︒

の窓口に提示することで︑窓口負担

詳しくは︑江府町役場 福祉保健課

用することができる場合は︑他制

ただし︑認定証は保険証の種類や所

ご連絡ください︒

−

得課税要件によって異なりますので︑ ︵☎０８５９ ７５ ６１１１︶で
ご注意ください︒
︽要件︾
○限度額適用認定証

ちの方

・療育手帳︵Ａ︶に特別医療該当
と記載されている方

・精神障害者福祉保健手帳１級を
お持ちの方

−

…歳未満の所得区分が一般・上
位所得の方
○ 限度額適用・標準負担額減額認定証
…歳未満及び 歳以上の所得区
分が低所得の方
70

−

70

70

︻特別医療費受給資格証

くお願いいたします︒

続きをお願いします︒

31

の交付を受けることができます︒こ

31

額が自己負担限度額までとなります︒ 証と一緒にお送りします︒

■対象となる医療費■

福祉保健課で申請をすることで︑

後から申請して認められると高額療

担額が自己負担限度額を超えたとき︑ 適用・標準負担額減額認定証︼

同じ月内に同じ医療機関で窓口負

〜国民健康保険被保険者と後期高齢者医療被保険者の方へ〜

︻限度額適用認定証︼︑︻限度額適用・
標準負担額減額認定証︼のおしらせ

福 祉の 窓
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食

﹁認知症講演会﹂開催について
江府町の人口は︑平成 年４月末
人口３３３７人︒内 歳以上人口１
３５６人︵高齢化率 ・ ％︶江府
町の高齢化は鳥取県下第３位です︒
このような状況のなか︑介護認定者
も増加しております︒認定率は ％
認定者の八割以上は 歳以上の方が
占めています︒又︑平成 年度に介
護保険制度が出来てから︑江府町の
介護認定者の原因を調べてみると左
記のとおりのグラフとなります︒

平成25年７月号
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1.1ｇ

346kcal、食塩相当量

一人分栄養量 エネルギー

1/2カップ
２個
２カップ
適宜
レタス、トマト

作り方

材料（4人分）
キャベツ
400ｇ
玉ねぎ
100ｇ
塩
小さじ1/2
合いびき肉
200ｇ
塩
小さじ1/2
マヨネーズ
20ｇ
卵
１個
Ａ
パン粉
1/2カップ
粉チーズ
大さじ２
塩コショウ
少々

わない生活は筋力や意欲を低下させ︑
やがては要介護状態や認知症を招く
ことにもつながります︒
厚生省によると︑２０１３年６月
認知症の方は４６２万人︑軽度認知
症は４００万人︒これは︑ 歳以上
の二人に一人であり︑認知症に誰も
がなると考えられます︒
認知症の支援は﹁暮らしを支える
事﹂です︒
江府町の住民皆が︑﹁認知症﹂に
ついて理解し︑関わることで︑年を
とっても︑住み慣れた地域で暮らす
ことができます︒
そのために﹁認知症ってなに？﹂
と題して講演会を次の通り開催しま
すので︑誘い合わせのうえ︑ご参加
ください︒
25

25

64

12

その他

（７月）

チャレンジクッキング
す
おす め
改

脳血管性疾患

40 65

75

心疾患
157人
27人 121人

骨折・関節疾患
135人
162人

① キャベツと玉ねぎは千切りにし、塩小さじ１／２をふりしんなりさせて
水けを絞る。
② 肉にＡを混ぜ①の野菜を加えてしっかりと練り混ぜる。
③ ②を８等分にして丸く形を整え小麦粉、卵、パン粉で衣をつけて170度の
油で揚げる。

小麦粉
卵
パン粉
揚げ油
付け合せ

認知症

80

日 時 平成 年８月５日
午後１時︵受付︶
会 場 江府町山村開発センター
講 師 鳥取大学医学部付属病院
脳神経内科
和田 健二 講師
お問い合わせ
江府町役場福祉保健課内
江府町地域包括支援センター
藤森
︵☎７５ ６１１１︶
−

介護認定原因（H12〜24）

22

近年は特に︑
骨・関節疾患︑
認知症
が増えています︒歳｢をとって心身の
機能が低下するのは仕方がない︒﹂
と考える方も多いと思いますが︑最
大の原因は︑身の回りのことや外出
をしなくなることです︒体や頭を使

福 祉の 窓

メインの主菜の中にも野菜たっぷりです。
少し小さめに形を作ると中までしっかりと火がと
おります。
（食生活改善推進協議会）

キャベツたっぷりメンチマヨ

お知らせ−information―

7月8日から、外国人住民の方も住基ネットに登録されます
住基ネット（住民基本台帳ネットワークシステム）は、住民基本台帳（住民票）を電子化した、全国
共通の本人確認ができるシステムです。これまでは日本人のみが対象でしたが、法改正で外国人にも住民
票を作成するようになったため、7月8日から外国人住民の方についても住基ネットの運用が始まります。
住基ネットへの登録にあたって、手続きなどは必要ありません。登録で変わる点は、以下のとおりです。
１．住民票コードが設定されます
外国人住民の方にも、日本人と同じように住民票コード（住基ネットで利用される11桁の個人番号）
が割り当てられます。一部の行政手続きでは、住民票コードの記入が必要になる場合があります。対象
の方には、ご自身の住民票コードを通知します。
２．住民票の広域交付ができます
外国人を含む世帯について、これまで住所のあるところでしか発行できなかった住民票の写しが、住
所地以外の市町村でも発行できるようになります。
３．住基カードの申請ができます
外国人住民の方も、住基カード（住民基本台帳カード）が発行できます。住基カードがあれば、転入
届の特例として転出証明書なしで転入ができるほか、カードに電子証明書を格納すれば、税の申告など
の手続きが自宅のパソコンからできるようになります。

7月29日、30日は電子証明書の申請ができません
公的個人認証サービスの認証局で更新作業が行われるため、７月29日（月）と30日（火）は市町村の
窓口でも電子証明書の申請ができません。ご迷惑をおかけしますが、電子証明書の発行、失効、更新を
ご希望の方は、この日を避けてお越しくださいますよう、ご協力をお願いします。なお、パスワードの
変更などは通常どおり受付けています。お問い合わせは

住民課（☎75-3223）まで。

家屋の増改築を予定の方はご注意ください
家屋の増改築を予定されている方で、ひかり電話の引
込みキャビネットを移動する必要のある方は、必ず役場

キャビネット

に届け出をしてください。役場が専門の業者を手配しま
す。
もしご自分でされた場合で電話が不通になるなど修理
が発生した場合は、修理費用等を請求させていただくこ
とがあります。
詳しくは、役場
ください。

企画財政課（☎75−3305）へ問合せ
▲キャビネット

平成25年７月号
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お知らせ−information―
■海上保安学生採用試験

■陸・海・空自衛官募集

応募資格：平成25年４月１日において高等学校又は中等教育学校を
卒業して５年未満又は卒業見込みの者。高等専門学校の
第３学年を来春修了見込者及び修了者。高等学校卒業程
度認定試験合格者
受付期間：７月23日から８月１日
一次試験日：９月29日
お問合せ：境海上保安部管理課（☎0859−42−2532）
ＨＰアドレス：http://www.kaiho.mlit.go.jp/saiyou/bosyu

自衛官候補生
受験資格：18歳以上 27歳未満
（男性）受付：随時
試験：受付時にお知らせします
（女性）受付：8月1日〜9月6日
試験：9月22日〜26日

■裁判所職員用試験
応募資格：平成25年４月１日において高等学校又は中等教育学校を
卒業して２年未満又は卒業見込みの者。最高裁判所が資
格を有すると認めるもの
受付期間：７月16日から７月25日 一次試験日：９月15日
お問合せ：鳥取地方裁判所事務局総務課人事第一係
（☎0857−22−2171）

■町営プールのご利用について
町運動公園内の町営プールは移転工事中のため、今年度はご利用
できませんので、ご了承くださいますようお願いいたします。ま
た、工事に伴い駐車可能なスペースが減少し、ご不便をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いいたします。
〜町水泳教室について〜
今年度の『くらしのカレンダー』行事欄で、江府小学校プールで
の町水泳教室（７月26日開校）をお知らせしておりましたが、今年
度は都合により実施いたしませんので、ご了承いただきますようお
願い申し上げます。
＝お問い合わせ先＝
江府町教育委員会事務局 社会教育課℡ 75−2005

■広島線高速バス「メリーバード号」
７月20からルート変更の見込み
本年初めにメリーバード号を運行するバス事業者から運行ルート
を日南町経由から中国横断自動車道尾道松江線ルートに変更したい
旨の協議がありました。関係自治体で見直しを要望しましたが７月
20日からルート変更がなされる見込みです。ご不便をおかけします
が、ご承知方お願いします。

海上、航空自衛隊 航空学生
受験資格：高卒（見込含）21歳未満
受
付：8月1日〜9月6日
一次試験：9月21日
一般曹候補生
受験資格：18歳以上 27歳未満
受
付：8月1日〜9月6日
試
験：9月16日
お問合せ：自衛隊鳥取地方連絡部
米子事務所（☎0859−32−2440）

サマージャンボ宝くじの賞金は、
1等・前後賞合わせて5億円！
『１等３億円×26本
前後賞１億円×52本』
(発売総額780億円・26ユニットの場合)
発売期間：平成25年7月10日（水）
〜8月2日（金）
※この宝くじ
の収益金は、
市町村の明る
く住みよいま
ちづくりに使
われます。

2000万円サマーも同時発売！

鳥取県日野地区連携･共同協議会
日南町

郡内他町のイベント情報

◆絵本シリーズ「くまのがっこう」からうまれたアニメ「がんばれ！ルルロロ」 展
期

間：7月5日(金)〜8月4日(日) 会場：日南町美術館 入館料：無料

休 館 日：毎週月曜日、7月15日(月)、16日(火)
現在、TVアニメ「がんばれ！ルルロロ」がNHK Eテレで好評放映中です。このアニメは、日南町
出身のアニメーション制作に携わる(株)ゴッド・バードの代表取締役 長谷川洋氏が携わっておら
れる作品です。（http://www9.nhk.or.jp/anime/lululolo/）
そんなルルロロの活躍する絵本「ジャッキーのいもうと」の原画やアニメ「がんばれ！ルルロ
ロ」のパネル等を展示ます。
7月21日（日）には「夏休み！アニメまつりinにちなん」と題してイベントを開催します。当日
はルルロロもやってくるので皆さんも遊びに来てください。
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江府町職員募集
江府町では、平成26年4月1日採用予定の職員を募集します。
希望される方は、平成25年度鳥取県町村職員採用資格試験が下記のとおり実施されますので、必ず受験して下さ
い。
■職種及び受験資格
職 種
一般事務
江府町在住者又は出身者で、昭和53年4月2日から
平成8年4月1日までに生まれた人

職種
保育士
西部市町村在住者又は出身者で、昭和53年4月2日
から平成6年4月1日までに生まれた者で、保育士資
格を有する者又は平成26年3月31日までに資格を取
得する見込みのある者。

■第1次試験
実 施 日：平成25年9月22日(日) 時刻及び試験場は受験票交付時にお知らせします。
試験方法：（一般事務）教養試験、事務適性検査、性格診断検査、作文試験
（保 育 士）専門試験、事務適性検査、性格診断検査、作文試験
第1次合格発表: 平成25年10月中旬、合格者に通知します。
■第2次試験
実 施 日：平成25年10月下旬から11月上旬
試験方法：口述試験
■合格発表：平成25年11月中旬
■合格から採用まで
合格者は、採用候補者名簿に一年間登載され、欠員があった場合にそのうちから採用が決定されます。したがっ
て、合格者の全員が必ず採用されるとは限りません。
■町職員採用試験
採用候補者名簿に登録された方を対象に、町職員採用試験を行います。
■受験申込期間等 平成25年7月25日(木)〜平成25年8月16日(金)午後5時まで
申込み用紙は平成25年7月25日(木)から江府町役場又は西部町村会事務局で受領してください。
郵送の場合、8月16日（金）までに西部町村会に必着のこと。
■受験申込み先 西部町村会事務局
米子市糀町1丁目160 西部総合事務所 新館２階
■受験申込み用紙の請求・お問合わせ先
江府町役場 総務課 75−2211 西部町村会事務局 0859−22−2049

平成25年度鳥取県西部広域行政管理組合当初予算の概要
2月組合議会定例会で、平成25年度当初予算が決まりました。今年度の一般会計予算額は65億
7,827万4千円で、対前年度当初予算比で12.5％の増となっています。

歳入

歳出

うち共同処理事務に使う市町村負担
金は51億6,738万3千円で、構成市
町村別の内訳は次のとおりです。

歳入区分

予算額

分担金及び負担金

51億8,452万円

議会費

63万円

使用料及び手数料

4,360万円

米子市

27億7,575万円

総務費

1億7,990万円

国庫支出金

4,892万円

境港市

6億8,296万円

民生費

9,413万円

県支出金

2,685万円

日吉津村

1億2,034万円

衛生費

21億4,017万円

財産収入

405万円

大山町

4億7,810万円

消防費

35億6,059万円

繰入金

2億6,848万円

南部町

3億3,388万円

教育費

228万円

諸収入

7,546万円

伯耆町

3億4,189万円

公債費

5億9,058万円

組合債

9億2,640万円

日南町

1億7,808万円

その他

1,000万円

65億7,827万円

日野町

1億3,214万円

江府町

1億2,423万円

合計

※

歳出区分

合計

予算額

65億7,827万円

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。鳥取県西部広域行政管理組合事務局総務課
☎ 0859-22-7722

平成25年７月号
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行事カレンダー

7月 J U L Y
日

曜日

行

事

名

場

所

時

間

15 月

16 火

広域隣保活動（囲碁教室）

本町5丁目集会所 13:00〜15:00

広域隣保活動（編物教室）

本町5丁目集会所 9:30〜12:00

住民健診

総合健康福祉センター

受付（午前）8:30〜10:00
（午後）13:30〜15:00

夏の交通安全運動（19日まで）
17 水 公民館講座（大正琴）

役場本庁舎のみ 〜19:00

広域隣保活動（陶芸教室）

創作館

18 木 明徳学園

19:00〜21:00

公民館講座（陶芸）

高齢者創作館 受付（午前）8:30〜10:00
13:00〜16:00
（午後）13:30〜15:00

住民健診

総合健康福祉センター

江府小・江府中

1 木

創作館

19:00〜21:00

終業式

時

もの忘れ外来

江尾診療所

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

役場本庁舎のみ 〜19:00

間

13:00〜17:00

3 土 広域隣保活動（パソコン教室） 本町5丁目集会所

10:00〜12:00

4 日
5 月

認知症講演会

山村開発センター 13:30〜

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

役場本庁舎のみ 〜19:00

6 火 江尾の会

運動療法室

7 水 公民館講座（大正琴）

防災・情報センター 10:00〜12:00
総合健康福祉センター 13:30〜15:00

9:30〜11:30

住民健診

総合健康福祉センター

補聴器修理相談会
（西日本補聴器）

家族の会

総合健康福祉センター 10:00〜12:00

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

役場本庁舎のみ 〜19:00

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

役場本庁舎のみ 〜19:00

広域隣保活動（元気クラブ）

本町5丁目集会所

公民館講座（墨彩画）

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

24 水 消費生活相談窓口開設

10:00〜12:00

8 木

総合健康福祉センター 9:30〜11:30
総合健康福祉センター 9:00〜16:00

9 金

公民館講座（樹脂粘土）

防災・情報センター

13:30〜15:30

もの忘れ外来

江尾診療所

13:00〜17:00

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

役場本庁舎のみ 〜19:00

10 土

公民館講座（社交ダンス）

防災・情報センター 14:00〜15:30

11 日

公民館講座（ヒップホップ）

防災・情報センター 19:00〜20:30

広域隣保活動（カラオケ教室） 本町5丁目集会所

14:00〜16:00

公民館講座（和紙折紙）

防災・情報センター 13:30〜15:30

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

役場本庁舎のみ 〜19:00

江府町西ノ島町児童交歓臨海学校(31日まで)

島根県 西ノ島町

28 日

31 水 農地相談会

山村開発センター 13:30〜16:00

《7月の納税は》
固 定 資 産 税 ２ 期
国民健康保険税２期
介 護 保 険 料 ２ 期
後期高齢者医療保険料１期

延寄付金額 119万円
（前月比＋34万円）

公民館講座（生花）

防災・情報センター 19:00〜20:30

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

役場本庁舎のみ 〜19:00

公民館講座（押し花）

13:30〜15:30

防災・情報センター 13:00〜17:00

13 火 公民館講座（パッチワーク） 防災・情報センター

13:30〜15:30

消費生活相談窓口開設

総合健康福祉センター 9:00〜16:00

公民館講座（書道）

防災・情報センター 13:30〜15:30

納付期限 ７月分 平成25年９月２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

71件

（前月比＋19件）

10:00〜12:00

月届 ︵敬称略︶
◎お誕生おめでとう
住(所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
新 一 谷田 琉颯
男
智博
◎ごめい福を祈ります
住(所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
本 五 上田 義明
歳
明美
洲河崎 影山
猛
歳
和雅
貝 田 遠藤規矩雄
歳
功
池の内 南波
榮
歳
本人
新 道 宇田川さえ子
歳
本人

平成25年７月号

7 1

延申込件数

広域隣保活動（元気クラブ） 本町5丁目集会所

ご寄付

︶は前月比

−3 −4 −5 −9

年
平成25
月 日
現在

19:00〜20:30

社会福祉協議会に次の方からご寄付を
いただきました︒︵６月分︶敬称略
◎見舞い返しとして
下安井 宇田 阜子 本人退院
美 用 川上美佐子 本人退院
荒 田 林
二郎 本人退院
◎香典返しとして
本町五 上田 明美 父義明死去
洲河崎 影山 和雅 父猛死去
貝 田 遠藤
功 父規矩雄死去
新 道 宇田川 貢 母さえ子死去

■まちの人口 ３︐３２３人︵ ︶
男 １︐５５０人︵ ︶
女 １︐７７３人︵ ︶
１︐１２１世帯︵ ︶
■世帯数

６月末現在︵

ふ る さ と 納
税

公民館講座（ヒップホップ） 防災・情報センター

今月の国民年金

納期限は７月31日(水)です。（口座振替は７月31日）

応援ありがとうございます！

19:00〜20:30

防災・情報センター 14:00〜15:30

12 月 公民館講座（絵手紙・油絵） 防災・情報センター

14 水

30 火

広域隣保活動（生け花教室） 本町5丁目集会所
公民館講座（社交ダンス）

防災・情報センター 13:30〜15:30

26 金

25

所

防災・情報センター 受付（午前）8:30〜10:00
14:00〜15:30
（午後）13:30〜15:00

補聴器修理相談会
（中国補聴器センター）

29 月

場

公民館講座（フラダンス）

23 火 公民館講座（パッチワーク）

27 土

名

受付
13:00〜13:30

21 日

25 木

事

総合健康福祉センター

20 土

22 月

行

2 金 赤ちゃん健診

防災・情報センター 9:30〜16:00

広域隣保活動（陶芸教室）
19 金

防災・情報センター 10:00〜12:00

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

日 曜日

8月 A U G U S T

６

89 95 87 87 94

集え若人！

やんぐスマイル

鳥取県西部地震をきっかけに
大工になりたいと思いました

たけうち たくろう

竹内琢郎さん

藤原建築工務店勤務

勤務してだいたい５年目ぐらいです。大工として柱、壁、床の組み立てなど木材を扱う仕事をしています。
今までやったことのない仕事を任せられたとき「ちょっと認めてもらえたのかな」と感じます。大工を目指
したきっかけは、高校生の時、鳥取県西部地震があって壊れた家を修理したときに「大工さんって良い仕事
だな」と思ったので。好きなものはビール。毎日２リットルは飲みます。江府町で好きな場所は舟谷川。よ
くヤマメやマスを釣りに行くし、十七夜の灯ろうは最高ですね。

町長後記

町報７月号が町民皆様に届く頃
には︑梅雨明けになっているかと
思います︒今年の梅雨は︑集中豪
雨による災害もなく明けそうです︒
とても安心しています︒
さて︑６月 日に﹁買い物と温
泉ツアー﹂を計画したところ 名
の皆さんに参加を頂きました︒特
に昼食後の︑大下保健師による
﹁熱中症の予防について﹂の講話
は︑今の季節に生かして頂けると
思います︒参加された皆さんには
大変喜んで頂きました︒今後も機
会をとらえて計画いたしますので
ご期待ください︒夏の天気予報で
は︑熱いさが厳しいようです︑ま
た熱中症警報も出ているようです︒
どうか町民の皆様にはお体をご自
愛いただき健康な毎日をお過ごし
ください︒
27

12
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