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★表紙の写真

第65回山陰少年
ソフトテニス選手権大会
−関連記事８Ｐ、14Ｐに掲載−

今月号の
主な内容

■まちの話題
土曜ふれあい夜市 ほか
■まちの教育
西ノ島交歓臨海学校 ほか
■農業委員会だより
やる気塾(佐川)が全国農業新聞に紹介
■お知らせ
ふるさと納税のご案内 ほか

―特集―

７月15日

豪雨災害報告

甚大な被害
特集−豪雨災害報告―

日︵月︶に江府町を襲った大雨︒過去に前例のない集中的
15

ミリを記録︒

計開始以来最大となる１時間
あたりの降水量

数字でした︒また１日の降水
量も２１９・５ミリと統計開

日野郡江府町

江尾（エビ）

87.0

2

日野郡江府町

江尾（エビ）

219.5

15 10:47

1

残っています︒

統計開始以来
最大の降水量を記録
７月 日未明から降り始め
た雨は︑朝にかけてさらに勢
いを増しました︒午前 時

47
分には江尾で１９８２年の統

10

これは鳥取県内でも最も多い

87

始以来最大の記録を更新︒ま

降水量（７月14日23時〜15日23時）

■アメダス時系列グラフ

15

さに前例のない大雨となりま
した︒

■７月14日23時〜15日24時の
アメダス降水量積算図

■県内市町村の降水量比較

した︒現在も復旧工事などが続けられており︑痛々しい災害の爪痕が町内各地に

な豪雨により︑町内では土砂災害や農地の崩壊︑水路の決壊などの災害が相次ぎま

三連休の最終日７月

七月十五日豪雨災害

▲道路ごと土砂に流された町道（貝田）

2

平成25年８月号

被害件数のべ５４８件

雨脚の強まり始めた 日午前９時ごろか
ら役場に災害報告の連絡が入り始めました︒

消防団も緊急出動

多数の被害が予想されるこ

復旧に待ったなし！

日から︑

補正予算約１億３千万円

雨が落ち着いた翌

集落の方の立会いのもと︑詳

細な現場確認を開始︒現地で

とから︑ 日午前９時 分に

消防団を招集︒災害報告のあ

見た被害状況を踏まえ︑７月

日に行われた臨時議会で︑

った現場の確認︑仮復旧作業

99件

﹁田んぼが崩れた﹂﹁道路がふさがって通

などに従事しました︒特に民

路

れない﹂など︑町内各所から土砂崩れ︑水

人が復旧に要する経費に対す

道路や農地の復旧・集落や個

去する土砂に流木や大きな石

る補助金など︑約１億３千万

家を襲った土砂崩れでは︑撤

が混じり︑思うように作業が

円を補正予算に計上︒原案通

水

路の氾濫︑家屋への浸水被害などの報告が

31

進まず︑約５時間に及ぶ作業

39件

り可決されました︒

川

15

相次ぎ︑その数はのべ５４８件に及びまし

35

河

道路の通行止め相次ぐ

▲大河原の広域農道では電柱が道をふさいだ

を行いました︒

（平成25年７月26日時点）

土砂崩れや崩落︑電柱倒壊などにより国

町内の被害状況

道・県道・町道・広域農道を含め一時 路

線が全面通行止めとなりました︒孤立する
集落も発生し︑重機や人力での復旧作業に
追われました︒特に利用者の多い国道４８
２号線の下蚊屋〜岡山県蒜山間は︑う回路
について問い合わせが殺到︒同路線は現在

15

16

548件

計

36件

住宅その他被害

も通行止めとなっており︑米子自動車道江
府ＩＣから蒜山ＩＣ間が無料で通行できる

平成25年８月号

3

15件

林

山

231件

田・畑

16

措置が取られています︒︵８月６日現在︶

（農道・林道・生活道含む）

128件

道路

被害件数
分
区

た︒

特集−豪雨災害報告―

▲水の勢いで大きく崩れたブロック（柿原）

▲道路に水があふれかえる下蚊屋地内

―

町営バスの一部運行再開をお知らせ︒

学校臨時休校をお知らせ︒

一
※部のみ掲載

二一時〇〇分 町道川平線通行止め解除︒

十九時三五分

十九時三〇分 防災無線で翌十六日の小学校・中

総務課待機︒

機︒職員解散︒農林課・建設課・

十九時〇〇分 第一次配備解除︒消防団員自宅待

十七時五四分 大雨警報解除︒

十七時三〇分 独居世帯に安否確認の連絡︒

解除︒

十七時 十分 国道一八一号線佐川下の通行止め

十六時十五分 町道大谷線通行止め解除︒

十五時五〇分 町道美用栗尾間通行止め解除︒

十四時〇〇分 美女石で床下浸水︒消防団出動︒

取れなくなり広域消防と消防団出動︒

十三時 十分 下蚊屋で倒木︒自動車三台身動き

十二時三〇分 町道川平線土砂で通行止め︒

ルに向かう︒

十二時十五分 建設課二班に分かれ道路パトロー

で注意呼びかける︒

十二時〇四分 土砂災害警戒情報発令︒防災無線

十一時五五分 大河原で電柱倒壊︒

十一時五〇分 美女石で救助要請︒消防団出動︒

及び冠水︒全面通行止め︒

十一時三〇分 国道一八一号線佐川下で土砂崩れ

十一時十五分 小原で床下浸水︒土のう届ける︒

災害発生の日を振り返る

十一時十〇分 国道四八二号線南大山大橋から内
海峠間︑土砂崩れにより通行止め︒

町道大谷線土砂崩れにより通行止め︒

八時〇八分 大雨洪水警報発令︒
八時四〇分 防災無線で大雨・災害に注意する
よう呼びかける︒
八時四五分 江尾地内で水路がオーバーフロー︒
職員が土のうとポンプで対応︒
九時〇〇分 豪雨災害対策本部設置︒町道美用
栗尾間土砂崩れ︒
九時三五分 消防団緊急招集︒
九時五七分 美用で床上浸水︒消防団出動︒
十時〇〇分 全職員緊急招集
十時三〇分 防災無線で町営バスの運休を放送︒
十時五〇分 米子自動車道溝口〜湯原間通行止め︒
十一時〇〇分 日ノ詰・柿原などで計三十四名が
集会所に自主避難︒毛布を届ける︒

七月十五日

特集−豪雨災害報告―

4

平成25年８月号

特集−豪雨災害報告―

被災された方に緊急対策補助金を交付します
平成25年７月15日発生の集中豪雨災害（以下災害という）に伴い、土地や建物、農地や農林業
用施設等の崩壊により、緊急に撤去・復旧等の必要がある場合、その復旧にかかる費用の一部を
個人又は集落・団体に補助します。補助の対象となる事業、補助率、及び限度額は以下の通りで
す。
■家屋・生活道水路等

■農地・農林業施設等
補助率 補助対象限度額
(補助金限度額)

補助対象の事業内容

補助の対象となる事業の内容

補助率

⑴災害により、家屋の損壊又は土
砂流入等により生活に支障があ
り、緊急に整備が必要なもの。

1／2

100万円
(50万円)

⑴平成25年度に被災した農地、農
林業用施設等の災害復旧事業。

1／2

⑵災害により、土地の崩壊によ
り、人命又は住宅に著しく影響を
与える可能性があり、緊急に土砂
等の除去を要するもの。

1／2

100万円
(50万円)

1／2

⑶災害により、土地の崩壊によ
り、人命又は住宅に著しく影響を
与える可能性があり、緊急に危険
防止のための工事を要するもの。

⑵平成25年度に被災した農地、農
林業用施設等の保全のために必要
な河川に関連した施設の災害復旧
事業。

1／2

200万円
(100万円)

⑷現行の補助制度等では、措置さ
れない災害で、生活に支障を来た
す恐れがあり、かつ緊急に整備が
必要なもの。（生活用道水路等）

1／2

40万円
(20万円)

⑸災害により、建物の倒壊によ
り、著しく人命又は建物に影響を
及ぼす可能性が高い、建物の撤去
を緊急に要するもの。

住
1／2

居 60万円
(30万円)

付属屋 40万円
(20万円)

補助金限度額
200千円
(事業費400千円)

300千円
(事業費600千円)

⑶共通事項
①事業費の最低限度額
受益者が一戸の場合 30千円を超えるものが対象となります。
受益者が二戸以上の場合 60千円を超えるものが対象となります。
②事業内容は機能の回復を原則とします。

○お問合せ先
役場総務課
役場農林課

☎75−2211
☎75−6610

＊国、県の制度が適用になる場合は、そちらを優先する。

申請手続きの流れ
①

「災害届出書」に記入していただき役場総務課又は農林課へ提出して下さい。

②

届出していただいた内容を確認後、補助対象の該当の可否を通知します。

③

該当する通知を受けられた方は「補助金交付申請書」を提出して下さい。その際、
工事業者等の見積書を添付して下さい。既に工事等が完了している場合は請求書、
領収書など明細がわかるもの、及び施工前の写真を添付して下さい。

※平成25年8月30日までに提出して下さい。
④ 「補助金申請書」に基づき、補助金交付額を決定します。
⑤

事業完了後、「補助金交付請求書」（工事業者の領収書及び完成写真を添付）を提
出して下さい。

⑥

事業完了確認後、補助金を交付します。但し、予算の都合で補助金の交付時期が遅
れる場合がありますのでご了承下さい。
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平成25年８月号

日︑江尾駅前で土曜ふれあ

▲豪華賞品をかけて盛り上がるビンゴゲーム

土曜ふれあい夜市

▲紙飛行機飛んでけ！

ウォーキングの前に３６５歩のマー

組みです︒江府町の特徴として

町でしか行っていない先進的な取り

おり︑鳥取県西部では南部町と江府

年前から︑県の指定を受けて行って

周辺で行われました︒この行事は３

る健康ウォーキングが俣野川発電所

会︵会長 川上博久さん︶主催によ

可︒保健師と一緒に血圧測定や体調

今回は鳥取大学の医学部生も３名参

してもらっている︒﹂と話しました︒

ながら正しい姿勢で歩くことを意識

には足腰が大切︒ウォーキングをし

て﹁高齢者が生涯現役を目指すため

さんはウォーキングのねらいについ

そうに歩いていました︒会長の川上

緑の中を雑談をしながら気持ちよさ

6

平成25年８月号

新緑の中を爽快にゆく

老人クラブ健康ウォーキング

周辺 キロを歩くコースを散策︒新

チの替え歌を歌うこと︑歩き終わっ

の聞き取りなど健康チェックを行い

７月５日︑江府町老人クラブ連合

た後に健康を祈って万歳をすること

ました︒

この日は 名が参加し︑俣野ダム

等があります︒

3.6

楽 し さ い ろいろ！

７月

に集まり︑来場者を楽しませました︒

元の野菜や果物︑特産品などが一堂

フライドポテトなどの屋台の他︑地

達で賑いました︒焼き鳥︑焼きそば

い夜市が行われ︑家族連れや子ども

13

また︑駅前のスペースでは青年団

が紙飛行機大会を︑奥大山ブナの森
クラブが太鼓のゲームコーナーを行
うなど︑子ども達が喜ぶ遊びが盛り
だくさん︒我先にとイベントを楽し

▲雨上がりの澄んだ空気の中を歩きました

んでいました︒
土曜夜市の締めくくりは豪華賞品
をかけた大ビンゴ大会︒自転車やテ
レビゲームが当たるとあって参加者
の表情は真剣そのもの︒数字が読み
上げられると﹁あった！﹂﹁早く私
の番号言ってよ！﹂など大興奮︒大
人から子供まで楽しめる一夜となり
ました︒

19

まちの話題

ソウゾウ力を育てよう

笑顔でよりよい人生を

第３位の健闘

鳥取県消防ポンプ操法大会

７月７日︑鳥取県消防学校で第 回鳥取県消防

ての講演で玉井さんは︑﹁描きたい絵を画面いっ

彰では長年の活動に対し砂口利雄さん︵吉原︶が

活動にかける思いを感じる大会でした︒江府町消

ってレベルの高い操法が行われ︑各消防団の消火

見事第三位に入賞しました︒来年度は全国大会の

表彰を受けました︒また︑高齢者の健康管理につ

しました︒講演後は親子でワークショップを体験︒ の講演があり︑﹁よりよく人生を過ごすためには

年︒江府町消防団の更なる活躍が期待されます︒

ぱいに描かせること︑大人の感性を押し付けず︑

嫌なことはしない︒楽しいことだけをして笑顔で

︻結果︼

防団第二分団は日頃の練習の成果を存分に発揮し︑

﹁画用紙いっぱいに描いてください﹂という声に

過ごすことが大事︒﹂と話がありました︒講演中

いて鳥取県認知症コールセンター相談員吉野さん

子ども達は夢中で取り組みました︒また︑先生が

▲お父さんと一緒にお絵かき楽しいな

２位 米子市消防団成実分団

１位 三朝町消防団第十三分団

は家庭でできる認知症対策として︑﹃あんたがた

▲認知症対策の運動を楽しく学びます

に入れたもの︶をかけると︑子ども達は興味津々︒ どこさ﹄や﹃遅出しじゃんけん﹄などをしながら

３位 江府町消防団第二分団

▲役場前で帰庁申告を行う消防団員

取り出した魔法のソース︵絵具を水で溶いて容器

幼児期に褒める関わり方をすることが大切﹂と話

が出場しました︒各地区の代表が集う県大会とあ

ポンプ操法大会が行われ︑江府町からは第二分団

59

日野郡身体障がい者健康づくり交流会
７月 日︑江府町老人福祉センターで第 回日
48

保育園で子育て講演会
６月 日︑こどもの国保育園で﹁アトリエk
-

u の
｣ 玉井詞氏による子育て講演会がありました︒ 野郡身体障がい者健康づくり交流会が行われ︑郡
子供のソウゾウ︵想像・創造︶力の育て方につい
内から 名の方が出席しました︒冒頭の功労者表

24

28

頭と体の体操を行いました︒

平成25年８月号

7

28

親子で楽しみながら素敵な作品が完成しました︒

まちの話題

猛暑の中の激闘
・

・ 日に江府町運動公園テニ

小学生から
暑中見舞い届く

７月 日︑江府小学校の児童が﹁暑

中見舞い﹂として︑役場や老健施設あ

やめ︑町営バス営業所など町内８か所

に︑特大サイズの暑中見舞いはがきと

マリーゴールドの花を届けました︒こ

の行事は以前米沢小学校で行っていた

ものを︑江府小学校が引き継ぐかたち

では︑小学生から﹁町内で働くみなさ

で続いています︒役場前での受け渡し

町の子ども達が大活躍︒小学生女子の部優

集落での防災用や閉じこもり防止な

した︒社協関係者は﹁この車いすを

手を入れてくじ引きを楽しんでいま

描かれた抽選箱にワクワクしながら

ちにしてくれました︒

の暑さを吹き飛ばし︑さわやかな気持

た︒綺麗な花と子ども達の笑顔が︑夏

ん︑暑さに負けないようお仕事頑張っ

抽選会

勝︑小学生男子の部準優勝︑中学生男子の

集落に車いすを贈呈
社会福祉協議会

７月 日︑こどもの国保育園で︑

どに役立てて欲しい﹂と話しました︒
社会福祉協議会が車いすを寄付する
集落を決める抽選会が行われました︒ 今回配布されなかった集落は来年度

寄付されます︒

8

平成25年８月号

18

てください﹂とメッセージがありまし

Ｐをご覧ください︒

14

部優勝と︑輝かしい成績を修めました︒詳

んの参加者が集まりました︒今大会も江府

選手権大会が行われ︑山陰両県からたくさ

回山陰少年ソフトテニス

65 26

山陰少年ソフトテニス選手権大会
７月
25

スコートで︑第

23

しい結果は

日︑みちくさの研修旅行が

みちくさ研修旅行

山菜料理について学ぶ
７月
行われ︑山菜料理を提供している智
頭町のみたき園のほか︑各所道の駅

この車いすは︑社会福祉協議会がみ

なさんからの共同募金などを元手に

購入︒全集落に車いすを配布する予

定ですが︑今年度は 台しか購入で

きなかったため︑先に配布する集落

を園児に決めてもらうという企画で

す︒園児たちはアンパンマンの絵が

▲どの集落に当たるかな？

を視察しました︒道の駅では豊富な
品揃えに驚き︑また︑みたき園では
山菜料理を試食しました︒﹁山菜は
みちくさの有力商品の一つなので︑
よりおいしい物をたくさん提供して
いきたい﹂と会員のみなさんも熱心

18

13

に視察されていました︒

12

まちの話題

７月 日付全国農業新聞に佐川集落で活動している
﹁やるき塾﹂が︑法人化や営農組織でなくグループで

地を守っていこうと４人

野郡江府町で集落内の農
ている︒

の学校給食にも活用され

造業者と契約栽培し同市

やるき塾のメンバーは

の仲間で結成した︑やる
き塾︵木谷収代表︶の活

戸︶でも近年︑高齢

同町佐川集落︵農家戸

の故平櫛田中氏の名言

るが︑彫刻家で人間国宝

整推進員の木谷さんが代

なった︒そこで︑生産調

が達成できない状況と

２００７年には転作目標

り︑作業も強制されない

皆で無理のない範囲でや

と一緒にやれば楽しい︒

やると苦しい作業も仲間

の持ち寄りだが︑一人で

農作業︵草刈︶
標準賃金を決定しました

機(械・燃料含む

畦畔草刈 一時間当たり

１︐５００円

)

回﹁全国の集い﹂ とっとりが
大山ロイヤルホテルで開催

全国女性農業経営者会議

第

７月 日・ 日の２日間︑大山ロイヤ
ルホテルで標記大会が北海道から熊本ま
で 名の参加で開催されました︒
女性農業経営者ならだれでも会員にな
れ︑仲間づくり・情報交換など交流の場
であり︑輝く女性農業者の集まりでした︒
ベストパートナー賞の受賞があり︑島
根県の扇原茶園のご夫婦が受賞されまし
た︒夫婦で築かれた歴史に感動しました︒
江府町からは５名参加しました︒

農業委員会総会︵７月︶

仲間︵木谷さん︑下村崇

出があり︑現在は４人の

その後集落から次々申し

域を守る活動で︑ボラン

ている︒もうけでなく地

ないという使命感でやっ

集落内で遊休農地は出さ

お気軽にご相談ください︒

年８月

分から午後４時

所 山村開発センター

午後１時

日︵金︶

審議案件すべて承認︒
農用地利用集積計画
１件
農作業︵草刈︶標準賃金決定

さん︑森谷誠さん︑住田

ティアのようなもの︒自

◎相談日 平成

◎場

30

８月の農地相談会
玄次さん︶で１・４㌶に

分たちの活動により次世

語った︒

30

25

無理しない範囲で集落内農地を守っている姿として次

数

﹁いまやらねばいつでき

歳で高齢であ

と後継者がいないため耕

る︒わしがやらねばだれ

動に注目が集まっている︒ 平均年齢

作ができない農家が出て

がやる﹂をモットーに活

ほじょう

きた︒加えて圃場整備が

表となり︑推進員３人で

という︒

されていないこともあり︑ 動︒作業機械も個人所有

やるき塾を結成した︒当

in

米と大豆を栽培し農地を

木谷代表は﹁私たちは

30

代の人が後に続いて頑

㌃でソバを栽培︒

18

29

守っている︒

初は

76

のように紹介されました︒
23

︵関東より南の 都府県掲載︶

▲左から木谷代表、住田さん、下村さん、森谷さん

69

米は減農薬栽培で直販︑ 張ってくれたら﹂と熱く
大豆は無農薬無肥料栽培

平成25年８月号

9

40

｢集落の農地守る｣
やるき塾 に注目

41

26

﹁いまやらなきゃ いつできる﹂
﹁やるき塾﹂︵佐川︶
﹁ わしがやらなきゃ だれがやる﹂
全国農業新聞に紹介
︻鳥取︼県西南部の日
で近隣の米子市の豆腐製

農業委員会だより

まちの教育

〈磯遊び〉水中メガネが大活躍

〈磯遊び〉岩場は外傷に気をつけて！

〈ボート〉みんなの息が合わないと進みません

〈磯遊び〉獲物はどこだ！

〈オリエンテーション〉合同班で行動します

７月29日から31日の間、島根県西ノ島町
夏だ！海
だ！
で交歓臨海学校が行われました。この臨海学
友
だ
ちだ！
校は、姉妹町の江府町と西ノ島町の小学５年
生で毎年行っています。
今年は、江府町から24名の江府小学校の５年生が参加。天候に
〈ヨット〉海洋から無事に帰って来ました
恵まれ、西ノ島町のみなさんと磯遊び、マリンスポーツを楽しみ
ました。

江府町・西ノ島町交歓臨海学校

〈2日目〉おいしくいただきましたサザエカレー

〈合同写真〉みんなで記念に一枚

〈通天橋〉海も底が見えるほどきれいでした 〈摩天崖〉馬の親子に出会いました

〈ヨット〉思ったより簡単！

〈復路フェリー〉帰りの船内でも元気いっぱいです
平成25年８月号
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校の﹁ふれあいの花﹂が︑７

先月号で紹介した江府小学
だくとともに︑お助け隊の支

ますので︑花を楽しんでいた

集まられる場所に飾ってあり

学 校 お 助け 隊 だよ り
月 日︑町内各所に贈られま
援にも思いを巡らせていただ
けたらと思います︒

した︒
江府町役場には︑６年生３

とあいさつし︑花の贈呈に合

と思います︒﹂

さんと仲良くできたらいいな

﹁この花をきっかけに︑みな

の予定です︒これを機会に︑

８月 日︑江府中は９月１日

も計画しています︒江府小は

江府中の親子除草作業の支援

ら９月にかけて行う江府小・

お助け隊では︑８月下旬か

わせて︑ジャンボ暑中見舞い
多くの町民のみなさんにご参

人が代表 し て 贈 呈 に 来 ま し た ︒

はがきを渡しました︒

ふれあいの花は︑お助け隊
のみなさんが︑土入れ等の準
備や︑花の植え付けなどの指
導をしてくださった花です︒

健康福祉センターや町バスの

学校支援地域本部事務局

︻お問い合わせ先︼

思います︒

学校を支えていただけたらと

加いただき︑お助け隊として

24

☎︵ ︶２２２３
75

ゲストティーチャーというのは︑

その言葉の通り︑ゲストとして外部

から来られる先生のことを言います︒

江府小では︑数年前から︑中学校

の先生が授業を行う﹁出前授業﹂を

行っています︒中学校の先生は︑専

門の教科を持っています︒その高い

専門性を活かすことと︑小学生のう

ちから中学校の先生を知るというこ

とをねらって始めました︒１学期は︑

中学校の国語の担当の河上先生が︑

小学校高学年の古典の授業をされま

した︒河上先生の豊富な知識に︑子

ども達も知らず知らずうちに古典の

世界に引き込まれていきました︒ま

た︑休けい時間には︑子ども達と触

れ合う場面もあり︑中学校進学への

不安解消の取組にもなっていると感

じます︒

夏休みには︑小学校の新規採用の

先生が︑研修として保育体験をされ

ました︒プールや保育室で活動を一

緒にすることで︑保育園の取組を体

験的に学んでおられました︒

また︑今年は︑小学校の栄養教諭

の松本先生が︑保育園に出かけて︑

食の指導をされました︒食育でも保

小中連携が進みだしました︒

子ども達への指導を通した先生方

の交流も年々深まりつつあります︒

平成25年８月号
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▲花と暑中見舞いを贈呈

江府中の河上先生による６年
生の古典の授業
江府小の永岡先生の
保育体験研修

18

駅前営業所など︑みなさんが

まちの教育

▲〜昨年の江府小の除草作業〜

保・小・中連携だより

ゲストティーチャー、活躍中！

江府小の栄養教諭の松本先生
による食の指導
（子供の国保育園年長組）

まちの教育

普段は気にも留めない一言、自分にとっては「えっこんなことで？」という
言葉が、受ける側の状況や心境で大きく違ってくるというのを「秋桜」さんの
投稿で改めて感じました。相手のことを思いやることを忘れず、「言葉の重
み」を心がけて過ごしたいものです。

言葉の大切さをふり返る
今まで多くの方々の「和い輪いひろば」に寄せられた体験談を読ませていただき、それぞれの思いを感じながら、
時には身につまされて涙したり、感動しております。
この頃、子どもの「いじめ」、また「いじめ」からの「自殺」、「傷害事件」等の報道が多く、その都度、心が痛
む思いをしているのは、私だけではないと思います。まだ十代の若者達、未来と希望がある子ども達・・・その子達
の変化に周りの大人たちは気づけなかったのか。気づいていても、何も手が出せず、まさか「自殺」まで考えている
とは思わなかったのか。
私は、子ども達が言い合いをしている時、互角の関係での争い事が、それ以上大きくならないように見ていればい
いと思います。
しかし、暴言を言われても、言い返せない子どもがいれば、「いじめの始まり？」と気をつけてみる、少し言葉をか
けてやる。それだけで「大人が気づいている」とわかれば、事が大きくならないのではないかと思います。
言葉だけでは決して身体を傷つけるものではありません。でも、心ない言葉の一言が、その日の気分を一瞬にして
最悪の気分に変えてしまう。もちろん、土地柄、家庭環境、それぞれの立場で、言葉の受け取り方に多少の違いがあ
るのは当然です。でも心ない言葉を言われたら、心に痛みは残るでしょう。
いじめばかりではなく、部落差別、障がい者差別等々、今も昔も、年齢、男女問わず多少個人差はあっても、心の中
に「いや」な気持ちは残るでしょう。
自分はこんな「いや」な思いを他の人に与えたくないと日頃より心がけているつもりですが、「言葉の重み」につ
いて改めて考え、心ある言葉で、日々過ごせたらと思っております。
ペンネーム

おたより＊町立図書館
★ 今月の＊おすすめの一節 ★
この国には雨が多い。私たちは雨を生活の糧としてきた
農耕民族の末裔だが、それゆえに季節の雨、朝晩の雨、
強弱、大小、ある時は戯れ、ある時はしっとりと降りか
かる雨に一喜一憂、それぞれをふさわしい名前で呼んで
きたようだ。心ひかれる雨の名前をいくつももつこの国
の言葉が私は好き。
―――高橋順子『雨の名前』より
詩人の著者が誘う、古来より表現されてきた「雨」の世界。
季節や様子でこれほどたくさんの雨があったのかと驚きま
す。叙情的な写真とともに、古き良き日本の感性をお楽しみ
ください。同著者＆写真家による『風の名前』『花の名前』
『月の名前』もどうぞ。

秋桜

♪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
烏に単は似合わない／阿部智里

＊大活字文庫(特大文字の図書)
下町ロケット／池井戸潤
蜩ノ記／葉室麟
神様のカルテ／夏川草介

＊ＹＡ(小学校高学年〜高校生向き図書)
サーティーナイン・クルーズ(14)／ピーター・ルランジス

＊絵本
ヤカンのおかんとフトンのおとん／サトシン

★★★ 今月の＊おすすめ図書コーナー ★★★
水特集！〜命かがやく水の町〜
皆さん、パイロットマンは知っていますね？ 町内で活
躍中のキャラクターです。８(パ)の月にちなみ、図書
コーナー作成に協力していただきました！ パイロット
マンが見守る水資源のこと、水道のこと。水の町・江府
町で生活する私たちだからこそ、いろいろな視点から
「水」について考えていきましょう。児童書から専門書
まで、様々な「水に関する本」を、図書館カウンター前
にて展示中！

《特集テーマ＆リスト》

【水を守る】◆新・名水を科学する◆水と日本人◆マニュア
ルにはない水質管理◆水環境と地域づくり◆水とひとびとの
くらし
【旅する水・化ける水】◆水は、どこから？◆水の言葉辞典
◆雨のふるしくみ ◆すがたをかえる しずくのふしぎ◆ボク
も、川になって
【水道のひみつ】◆おいしい水の科学◆町のしせつ、昔と今
◆江戸の上水道と下水道◆じょう水場の仕事◆水道のはなし

【水とビジネス】◆日本の水ビジネス◆飲料水争奪時代
がやってくる◆ミネラルウォータ・ガイドブック◆下水
道ビジネスの新発想 …ほか
平成25年８月号
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江府町民プール移転工事について
工

事

名

江府町民プール移転工事

工事完成予定

平成26年２月28日

請負業者

美保・かわばた・住田組
特定建設工事共同企業体

請負金額
財源

133,350千円

補助金

約66,675千円

過疎債

約66,600千円

町

約

費

75千円

＊現時点での概算です｡今後､事業費等は
変更があります。

工事内容
町民プール

25ｍ×5コース
水深1.1〜1.3ｍ 水面積275㎡
幼児用プール 7ｍ×5ｍ
水深0.5ｍ 水面積29㎡
附 属 建 物 木造平屋建
（更衣室・トイレあり）
駐 車 場 約31台
＊プールの材質は、ＦＲＰ（繊維強化プラ
スチック）製です。コンクリートより耐
久性に優れています。

ー先生のほのぼのコラム⑫
ニ
ー
カ

Hello Everyone,
It has been very hot lately! I visited Hiroshima with a friend recently; it is a very beautiful city. I went to many
places like the Contemporary Art Museum, Manga Library, Atomic Bomb Dome, Peace Memorial Museum, and
many other places. It is always sad to hear about the events that happened in Hiroshima.
I also visited Miyajima for the second time. I love Miyajima and the floating Torii Gate. I think it is very beautiful.
I met another ALT who went to the same university I went to in America while I was in Miyajima. What a
coincidence! She lives in Kobe, so I don t get to see her very often and haven t seen her since when I landed in
Tokyo.
While in Miyajima, I ate some steak kabobs. A deer saw me eating some food and walked over to me, sniffing the
steak. I kept saying to the deer,
No, this is not for you. No, but the deer really wanted to eat the meat. I
thought this was strange; deers don t eat meat! Why did it want to eat my meat? I am not sure.
I hope you are doing well! Hopefully we will have more cool days during the summer.
˜Connie
みなさん、こんにちは。
最近、とても暑い日が続いていますね。私は友達と一緒に広島に行きました。広島はと
ても美しい市だと思います。私はたくさんの所に行きました。例えば、広島市現代美術
館、漫画図書館、原爆ドーム、広島平和記念資料館など。また、広島で起きた出来事につ
いて耳にするといつもつらい気持ちになります。
そして、私は今回、宮島に２度目の訪問をしました。私は海に浮かんだ宮島の鳥居がと
ても好きです。とても美しいと思います。私は宮島にいるとき、アメリカで自分と同じ大
学に行っていたＡＬＴと出会いました。何という偶然でしょう！彼女は神戸に住んでいる
ので、ほとんど出会うことは無く、一緒に東京に到着した時から全然彼女とは会っていま
せんでしたから…。
また宮島にいる時、私はトルコ風の串焼きの肉を食べました。その時、一匹のシカが肉
のにおいをかぐようにして私のところにやって来ました。私はそのシカに、「だめよ。これはあなたの食べものじゃ
ないんだから」と言ったんですが、そのシカは本当にその肉を食べたそうにしていました。私は、何だか奇妙だと思
いました。だって、シカは肉を食べないはずですから。どうしてそのシカは私が食べていた肉を食べたかったんで
しょうね。良く分かりません。
では、皆さんは元気で過ごしてください。夏の間、もっと涼しい日がたくさんあるといいですね。
カーニーより
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第65回山陰少年ソフトテニス選手権大会
第65回山陰少年ソフトテニス選手権大会が、小学生の部は７月23日に、中学生男子の部は25日に、
中学生女子の部は26日に開催されました。山陰両県から小学生は男子が20組・女子が24組、中学生は
男子が54組・女子が55組参加しました。結果は以下のとおりです（太字は江府町関係分です）。

小学生男子の部
ゆずりは

優

勝

杠（黒坂ジュニア）・
松本（根雨ジュニアSTC）組

準優勝

浜田・橋本（江府小STC）組

第３位

森田・加藤（江府小STC）組

第３位

木嶋俊・木嶋亮（江府小STC）組

小学生女子の部
優

勝

吉川（江府小STC）・
長谷川（日南STS）組

準優勝

勝田・谷村（明道スポーツ少年団）組

第３位

佐々木・秋葉（根雨Jr．STC）組

第３位

菊池・下前（伯耆STC）組

中学生男子の部
優

勝

藤田・浜田（江府中学校）組

準優勝

河上・原田（大社中学校）組

第３位

三島・小村（河南中学校）組

第３位

小川・松本（日野中学校）組

中学生女子の部
優

勝

松本・山本（日野中学校）組

準優勝

川田・平井（日南中学校）組

第３位

兼折・越野（東出雲中学校）組

第３位

花房・遠藤（東出雲中学校）組

平成25年８月号
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まちの教育

第68回日野郡民総合体育大会

７月14日（日）、日野町を主会場に第68回日野郡民総合体育大会が開催されました（ゴ
ルフ競技は６日（土）に開催）。江府町は、総合では第３位。ソフトテニス（一般男子・

壮年）・バレーボール（家庭婦人）・剣道・ゴルフでは優勝を飾りました。以下、各種目
と陸上個人優勝者の結果です。

︻陸 上︼
男子 第３位
女子 第３位
○一般６部男子
砲丸投げ 小倉 信彦
○一般女子
８００ｍ走 吉川 幸

︻バドミントン︼

道︼

第３位

︻柔

勝

道︼

準優勝

︻剣

優

第３位

︻ゲートボール︼

・男子

準優勝

走り幅跳び 吉川 幸

・男子

︻グラウンドゴルフ︼
︻野 球︼

第３位

勝

優

勝

︻ゴルフ︼

・女子

勝

準優勝

︻ソフトテニス︼
・一般男子 優
優

・一般女子 準優勝
・壮年

︻バレーボール︼
・一般男子 準優勝
勝

・一般女子 準優勝
・家庭婦人 優
︻卓 球︼
準優勝

平成25年８月号
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〜江府町出身の皆様へお知らせください〜

江府町ふるさと納税のご案内
ふるさと納税制度とは？
寄付の一種で、ふるさとのまちや、好きなまちなど、全国任意の自治体にふるさと納税という形で寄付を
すると、寄付金額に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度です。
江府町では「江府町ふるさと応援基金」を設け、医療の充実や子育て支援など、寄付者が希望される事業
に大切に生かします。

寄付いただいた方へ特産品をプレゼント！
江府町にふるさと納税された方に町特産品などを送るサービスを行
っています。１万円以上寄付された方が対象で、24種類（2,000円〜
10,000円相当）の商品の中から好きなものをお選びいただきプレゼン
トします。（3万円以上の方には2品）

お申込み方法
役場やHPで寄付申込書を取得し、必要事項を記入のうえ、奥大山まちづくり推進課までお送りください。
お支払いは郵便・銀行振込み・現金書留のほか、Yahoo!公金支払い（パソコン、携帯サイトから手続き可
能）では24時間クレジットカード支払いが可能です。

〜夏休み・お盆などで江府町に帰省されている皆様へ〜
生まれ育ったまちを離れても、遠方からふるさとを応
援できて、さらに税金の控除が受けられる制度が「ふる
さと納税」です。
江府町ではふるさと納税をしていただいた方にお礼と
して地元特産品などを送るサービスを行っています。こ
の機会に江府町を応援いただきますようお願いいたしま
す。
また、中学校や高校の同窓会など江府町出身者の方が
集まる予定がありましたら、ふるさと納税パンフレット
などを用意しますので、役場奥大山まちづくり推進課ま
でお知らせください。
TEL：75−3222 FAX：75−3455 Mail：furusato@town-kofu.jp
お問合せ ■奥大山まちづくり推進課
■江府町ふるさと納税サイト http://www.town-kofu.jp/p/2/1/7/12/
平成25年８月号
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知っていますか？狂犬病
狂犬病ってどういう病気？
狂犬病に感染した動物（アジアでは主に犬）にかまれ、だ液中のウイルスが
体内に侵入することで感染する病気です。人を含むすべてのほ乳類に感染し、
発症するとほぼ100％死亡します。
日本国内で犬にかまれて狂犬病を発症する人は、1957年以降いません。56
年間も感染が確認されていないため、狂犬病は過去の病気だと思う人もいるで
しょう。
しかし、2006年には海外で犬にかまれ、狂犬病により死亡した日本人がいます。海外では年間４
〜５万人もの人が命を落としている恐ろしい病気です。
日本との交流も多い台湾でも、今年の7月、52年ぶりに動物の狂犬病発症が確認されました。台湾
での感染は、他人事ではありません。
国内外を問わず人や動物の行き来が激しい日本は、常に狂犬病の危険にさらされています。

狂犬病になるとどんな症状が出るの？
犬にかまれてから１〜３か月の潜伏期があり、段階をへて次のような症状が出ます。
①

発熱、食欲不振、かまれた傷が痛む、かまれた傷がかゆい、知覚の異常。

②

水を飲もうとするとのどのけいれんが起き、水が飲めない。幻覚、精神錯乱、マヒ。

③

呼吸困難、意識がない。その後、ほぼ100％死亡。

犬にかまれたときはどうすればいいの？
①

かまれた傷口を水とせっけんでよく洗う。

②

病院へ行って治療を受ける。

③

西部総合事務所

生活環境局（電話番号：0859−31−9320）に、犬に

かまれたこと、かまれたときの状況などを連絡する。
【注意】噛んだ犬が狂犬病予防接種を受けているのか、受けていないのかによって、狂犬病の発症の
危険性が大きく変わります。飼い犬として飼われているのか、飼い主は誰なのかをわかる範囲でよい
ので確認してください。

狂犬病を予防する方法はあるの？
犬の飼い主のみなさんは、市町村に犬の登録をし、飼い犬に狂犬病予防接種を受けさせてください。
「狂犬病予防法」によって、生後91日以上の犬に生涯に１回の登録と年１回のワクチン接種が義務付
けられています。しかし、残念ながら、登録率と接種率ともに100％ではありません。人と犬とがよ
いパートナーであり続けるためにも、市町村への犬の登録と年１回の狂犬病予防接種をしましょう。
予防接種は、動物病院で受けることができます。江府町では、毎年４月に江府町内の各集落などを
回り、集団予防接種を行っています。１年に１回、必ず狂犬病予防接種を受けてください。

犬の登録や狂犬病予防接種について、詳しくは役場福祉保健課
（電話番号：75−6111）にお問い合わせください。
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猫の避妊・去勢費用の助成を行います！
公益社団法人

鳥取県獣医師会が、猫の避妊・去勢奨励事業を行います。

希望される方は、役場福祉保健課で申込書をお受け取りください。
申し込みの対象

申 し 込 み 方 法

助

成

額

飼い主が県内に住んでいる猫。１世帯につき１頭のみ。
①

役場福祉保健課でお渡しする申込書を受けとる。

②

申込書にあるハガキに必要事項を記入する。

③

平成25年10月15日までに獣医師会へハガキを送る。

避妊手術(メス)4,000円

助 成 予 定 頭 数

200頭（申し込みが多い場合は、抽選とします）

助成対象者への通知

平成25年10月末予定

問 い 合 わ せ 先

江府町役場 福祉保健課

―通貨・証券などをお返ししています―
税関では、お預かりしている次の通貨・証券など
をお返ししています。
◇終戦後、外地から引揚げてこられた方が、上陸港
の税関、海運局に預けられた通貨・証券など
◇外地の集結地において総領事館、日本人自治会な
どに預けられた通貨・証券などのうち日本に返還
されたもの
返還の申し出は、ご本人ばかりでなく、ご家族の
方でも結構です。お心あたりの方は、上陸港を所轄
する税関または境税関支署へお問い合わせ下さい。
〒684−0034

（電話番号：75−6111）

公益社団法人 鳥取県獣医師会

終戦当時の引揚者及びそのご家族の方々へ

ＴＥＬ
ＦＡＸ

去勢手術(オス)2,000円

境港市昭和町11−18

0859−42−2228
0859−42−3893

ごみ処理施設「くぬぎの森
搬入停止期間について

」

日野町黒坂にあるごみ処理施設「くぬぎの森」で
は、平成25年９月15日から平成26年３月31日まで
修繕工事に入るため、個人での直接搬入が出来なく
なります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協
力のほどよろしくお願いします。事業所については
個別に役場建設課（☎75−3306）までご相談くだ

（電話番号：0857−53−4300）

エアゾール式簡易消火具の
破裂事故に注意 ! !
全体写真

破裂部分

去る５月に、米子市内において、ヤマトプロテック
㈱製のエアゾール式簡易消火具の容器破裂事故が発生
しましたので、ご注意下さい。（写真参考）
品質保証期間を過ぎた商品をそのまま持っていると、
劣化している事に気が付かず、突然液の噴出により容
器が跳ね上がるなど、中の液が目に入ったり、怪我を
する恐れがありますので適正な処分をお願いします。
品質保証期間の過ぎた商品の廃棄についてのお問い合わせ
ヤマトプロテック株式会社 0120−801−084
西部消防局予防課
0859−35−1954

平成25年度住宅・土地統計調査を実施します
住宅・土地統計調査は、国が５年ごとに行っている
重要な統計調査で、居住環境や住宅性能、土地の利用
状況などについて調査し、その結果は居住環境の改善、
耐震や防火を中心とした都市計画の策定などに幅広く
利用されています。
調査対象となった皆様には、お手数をおかけします
が、ご理解の上ご回答をお願いします。
調査期日 10月１日（火）現在で実施
調査内容 建物の構造、敷地面積、建物・土地の保有
状況、入居時期など。

さい。

※知事が任命した調査員が、９月下旬に訪問します。

問い合せ

コールセンター
役場総務課

☎0570−08−5656
☎75−2211
平成25年８月号
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人権擁護委員の委嘱

家庭内の問題︑差別︑嫌が
らせなど日常生活での人権
業務にあたっております︒

問題︑心配ごとなどの相談
頑張っていきたい︒﹂と抱
相談は無料で︑秘密は守ら

○平成 年度

れます︒

負を語られました︒
人権擁護委員は︑町にお
されないよう常に注意を払

いて地域住民の人権が侵害
い︑もし人権が侵害された

特｢設人権相談所 の｣開設日
時間 午前９時〜 時

んは今後の活動について

任期は３年です︒清水さ

ました︒

り人権擁護委員に委嘱され

７月１日付けで法務大臣よ

清水礼子さん
︵袋原︶
が︑

うための活動にも努めてい

ついての理解を深めてもら

を通じて︑人権の大切さに

た︑啓発活動︑講演会など

適切な処理を行います︒ま

被害救済のためすみやかに

ときは︑その相談を受け︑

・１月８日︵水

・ 月４日︵水

・ 月 日︵水

・ 月９日︵水

・９月 日︵水

・８月 日︵水︶

江府町では︑人権擁護委

・３月 日︵水

・２月 日︵水

れました︒このたび委員に

の辞令が７月９日に交付さ

い︑改選となった教育委員

７月８日の任期満了に伴

とする様々な分野で大変お

員には︑学校教育をはじめ

任となりました小椋和美委

ます︒なお︑任期満了で退

一員としてご尽力いただき

)

)

)

)

)

)

)

防災・情報センター

﹁人権問題は幅広いが相談
ます︒

場所

業務︑啓発活動を通じて人
権擁護委員として地域の人

員によるいじめ︑児童虐待︑

任命されたのは三代信行委

世話になりました︒

教育委員に三代信行さん

12

員︵美用︶です︒これから
４年間︑本町の教育振興に
関し︑教育行政執行機関の

平成25年８月号
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25

11 21
13

12 12

検査時刻
午後１時〜午後３時

検査場所
江府町運動公園総合体育館

検査日
９月13日(金)

12 11 10

々たちのために微力ながら

お知らせ−information―

計量器定期検査についてお知らせ

取引または証明に使用している計量器は、２年に１回県が実施する定期検査を受けなければなりません。
こ
の定期検査を受けないで、取引又は証明に使用すると計量法違反として処罰されることがあります。
下記の日程で検査が実施されますので、該当の計量器をお持ちの方は、必ず検査を受けてください。
○検査日時・場所

※指定の日時に検査を受けることができないときは、下記の検査会場で受験してください。
９月 ６日（金）日南町役場（午後１時〜午後３時）
９月１０日（火）日野町山村開発センター（午後１時〜午後３時）
○検査の対象となる使用例
商取引、材料購入、製品出荷、商品の重量詰め込み、農家の直販、宅配便の取り次ぎ身体測定・健康診断
の体重測定、薬の調剤
※ヘルスメーターやキッチンスケールなどの「家庭用はかり」は取引または証明上の計量に使用できません。
※検査の前に「はかり」を購入された場合は、検査が免除されますので、県もしくは役場奥大山まちづく
り推進課までお知らせください。
○検査手数料 鳥取県手数料徴収条例に基づく手数料がかかります
○問合せ先
江府町役場 奥大山まちづくり推進課
0859−75−3222
鳥取県 くらしの安心推進課
0857−26−7601

−information―お知らせ

平成25年度鳥取県西部広域行政管理組合職員採用試験
鳥取県西部広域行政管理組合では、平成25年度の事務局職員及び消防吏員の採用試験を行います。
■事務局・消防局共通
採用予定日
平成26年４月１日
申込受付期間
８月５日（月）〜８月23日（金）８:30〜17:15（土曜日及び日曜日を除く）
（郵送の場合は８月23日（金）消印有効）
※指定の受験申込書により提出してください。受験案内、受験申込書は、本組合ホームページからもダウンロード
できます。（本組合ホームページ）http://www.tottori-seibukoiki.jp/
※注 事務局職員と消防吏員の申込先が異なりますのでご注意ください。
■事務局職員
募集職種・人員
●一般事務 ３人
●電気 １人
●機械 ２人
●建築 １人
応募資格 昭和55年４月２日以降に生まれた方
試験日・科目
▲第１次試験 ９月22日（日）教養試験、適性検査、専門試験（電気・機械・建築のみ）
▲第２次試験 10月下旬〜11月上旬（第１次試験合格者に別途通知）作文試験、面接試験
申込受付場所（事務局職員）
〒689−3403 米子市淀江町西原1129−1（淀江支所内）
鳥取県西部広域行政管理組合 事務局 総務課 電話0859−22−7722
事務局職員採用説明会
日 時 平成25年８月17日（土）午後１時から午後４時
場 所 米子コンベンションセンター（国際会議室）
内 容 米子市が実施する職員採用説明会の会場内に本組合事務局ブースを設置し、来場者に職場説明等を実施
します。
■消防局職員
募集職種・人員
●消防吏員 20人
応募資格 昭和61年４月２日以降に生まれた方（16人程度）
平成26年３月に高等学校を卒業見込みの方（４人程度）
試験日・科目
▲第１次試験 ９月22日（日） 教養試験、適性検査、体力試験
▲第２次試験 10月下旬〜11月中旬（第1次試験合格者に別途通知）作文試験、面接試験、健康審査
申込受付場所（消防吏員）
〒683−0853 米子市両三柳5452番地
鳥取県西部広域行政管理組合 消防局 総務課 電話0859−35−1953
消防職場説明会
日 時 平成25年８月９日（金）午後１時30分から午後４時まで
内 容 若手職員による消防業務の話、訓練見学 等
（申込みは、電話又はEメールで受付）
（消防局ホームページ）http://www.tottori-seibukoiki.jp/syobo/index.htm
（e-mail）syobo＠tottori-seibukoiki.jp

■海上保安大学校学生採用試験

■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２年未満又は卒業見込みの者。高等専門学校の
第３学年修了者及び修了から２年未満の者。高等学校卒
業程度認定試験合格者
受付期間：８月29日から９月６日
一次試験日：11月２日、３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

防衛大学校学生（一般前期）
受験資格：高卒（見込含）21歳未満
受
付：９月５日〜９月30日
一次試験：11月９日、10日
※推薦、総合選抜、一般後期については
お問い合わせください。

■鳥取短期大学

社会人入学者募集

鳥取短期大学では、22歳以上の社会人を対象とした入学生を募集
しています。入学者には年間20万円の奨学金が最大２年間支給され
ます。
募集学科：国際文化交流学科、生活学科（情報・経営専攻、住居・
デザイン専攻、食物栄養専攻）、幼児教育保育学科
募集人員：各学科・専攻で若干名
申込期間：９月４日（水）〜９月12日（木）必着
面 談 日：９月25日（水）
申込・問い合わせ：
鳥取短期大学入試広報課（☎0858−26−9171）

防衛医科大学校医学科学生
受験資格：高卒（見込含）21歳未満
受
付：９月５日〜９月30日
一次試験：11月２日、３日
防衛医科大学校看護学科学生
受験資格：高卒（見込含）21歳未満
受
付：９月３日〜10月１日
一次試験：10月19日
お問合せ：自衛隊鳥取地方連絡部
米子事務所（☎0859−32−2440）
平成25年８月号
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お知らせ−information―

うなばら荘で
夏の楽しい思い出を♪
庭園バーベキュー

開催期間

９月８日（日）まで開催中!!

当荘中庭の日本庭園で毎年開催しているバーベキューです。お一人様４,000円！！
肉類、海鮮類、野菜など盛りだくさんの内容で、もちろん飲み放題です！！生ビールのほか、ソフト
ドリンクも各種取り揃えておりますので、お子様も一緒のご家族連れ、職場の懇親などにいかがですか。
なお、今年は世界一に輝いた｢大山Gビール｣を乾杯用に一杯ずつサービスいたします。
今年も暑い夏になりそうですが、暑さを吹き飛ばす庭園バーベキューでお楽しみください。

うなばら荘に列車が走る!! Ｎゲージ・ジオラマ展
開催日

８月24日（土）、25日（日）

初めての試みですが、８月24日、25日の２日間、当荘ロビーに鉄道模型のジオラマ（Ｎゲージ）を設
置します。車両をお持ちの方は持ち込んでいただき、走らせてみませんか。
プラレールコーナーも設置しますので、小さいお子様も楽しく遊んでいただけます。懐かしい列車の
写真、グッズの展示・販売もいたします。
８月23日(金)の宿泊、24日(土)の宿泊は「ジオラマプラン」をご利用いただきますと、豪華賞品（鉄道
グッズ）が当たる抽選会、鉄道グッズの買物優先権など沢山の特典が付きます。
■お問い合わせ

うなばら荘（☎0859−27−2018）

鳥取県日野地区連携･共同協議会
郡内他町のイベント情報
今年度2回目となる「第12回にちなん食のバザー
ル」を、９月１日（日）午前10時から午後３時まで、
日南町総合文化センターの屋外イベント広場を中心に
開催します。
今回も地元の個人や企業を中心に20程度の団体が出
店する予定です。
日南町内で採れたトマトなどの美味しい新鮮野菜や、
お肉、漬物など特産品をお買い得な価格で買う事がで
きます。
また、打ち立てのお蕎麦といった日南町ならではの
味、ふる里の味をその場で楽しむ事ができます。
当日は「冷やしトマトの無料試食」も予定していま
す。
日南町をまるごと味わうことのできるイベントです。
ぜひご来場ください。
詳しくは、日南町ホームページまたは８月31日の新
聞折込チラシをご覧いただくか、実行委員会事務局
（電話0859−82−1115）へお問い合わせください。
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勲さん

食

河上
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ふる さ と 大 使 活 動 報 告
大阪府在住

さい﹂と声をかける事を続けてい

私の﹁江府町ふるさと大使﹂

郷里の宮市を高校卒で出てから
ます︒
先日も２リットル入り１箱購入

ふるさと大使

0.7ｇ

40kcal、食塩相当量

一人分栄養量 エネルギー

年の歳月が流れました︒

米子の高校へ通っていた伯備線

れました︒詳しく聞くと浜村の出

の男の人を見つけ声をかけたら私

しかし︑田舎へ帰り宮市から見

身の方でした︒同郷の好み天然水

もＳＬから気動車へ今では電車へ

る﹁大山﹂の雄大な姿︑昔のまま

﹁奥大山﹂を引き続きお願いしま

も同じ鳥取県出身者ですよと言わ

で残された豊かな自然にはいつも

すとお願いしました︒

と近代化されて来ました︒

心を癒されありがたく感謝してい

天然水﹁奥大山﹂は思わぬ所で
同郷の方との話がはずむきっかけ
を作ってくれました︒

な江府町ＰＲの仕事は出来ていま

としての仕事

切り昆布はたっぷりの水でもどす。
えのき茸は根元をおとし、半分の長さに切る。シメジは小房に分ける。
さやいんげんは半分の長さに切る。
鍋にごま油を熱し、しょうが、①②③の順に炒め、だし汁を入れて5分程
度煮る。しょうゆ、みりんで味を調えて一煮する。

①
②
③
④

ます︒
さて︑江府町ふるさと大使とし
ては名刺を配って自然豊かな江府

せん︒ひとつだけスーパーマー

と思っていま

天然水﹁奥大山﹂のＰＲが私の

ケット等でサントリーの天然水

す︒

町に観光に来てくださいと言う様

﹁奥大山﹂をかごに入れている方
を見つけると﹁レッテルに書かれ
ている水の取水場所の江府町は私
の田舎です︒引き続き愛飲して下

作り方

８ｇ
80ｇ
60ｇ
40ｇ
少々
小さじ２
１カップ
小さじ２
小さじ２

材料（4人分）
切り昆布
えのき茸
しめじ
さやいんげん
しょうが
ごま油
だし汁
しょうゆ
みりん

（８月）

チャレンジクッキング
す
おす め
改

50

野菜の料理はめんどう、という方にも簡単にで
きるおいしい副菜です。
切り昆布は乾燥昆布を糸状に切ったものです。
長すぎるようならキッチンばさみで５〜６㎝に
切ってから炒めましょう。
（食生活改善推進協議会）

昆布ときのこのさっと煮

行事カレンダー 9月 S E P T E M B E R

8月 A U G U S T
日

曜日

15 木

行

事

名

場

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

所

時

間

日 曜日

役場本庁舎のみ 〜19:00

16 金

1 日

17 土 江尾十七夜

2 月

18 日
19 月
20 火
21 水

22 木

23 金
24 土

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（墨彩画）

防災・情報センター

広域隣保活動（あみもの教室） 本町五丁目集会所

3 火

13:30〜15:30
9:30〜12:00

第4回たんぽぽ学級

防災・情報センター 19:00〜20:30

行政・人権相談所

防災・情報センター 9:00〜12:00

公民館講座（大正琴）

防災・情報センター 10:00〜12:00

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

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

広域隣保活動（陶芸教室）

創作館

19:00〜21:00

6 金

こどもたんぽぽ学級

江府小学校

11:00〜12:00

7 土

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

公民館講座（ヒップホップ）
ぼちぼち倶楽部
広域隣保活動（陶芸教室）

創作館

28 水

29 木

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

江尾の会

総合健康福祉センター 9:30〜11:30

第5回たんぽぽ学級

防災・情報センター 19:00〜20:30

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（大正琴）

防災・情報センター 10:00〜12:00

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

広域隣保活動（エコクラフト教室）

本町五丁目集会所 10:00〜12:00

13:00〜17:00

江府中学校

9:00〜

本町五丁目集会所 10:00〜12:00

9 月

19:00〜21:00
14:00〜17:00

役場本庁舎のみ 〜19:00

公民館講座（絵手紙・油絵） 防災・情報センター
公民館講座（押し花）

本町五丁目集会所

13:00〜15:00

公民館講座（押し花）
公民館講座（パッチワーク）

防災・情報センター 13:30〜15:30

11 水

江府小学校始業式
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（樹脂粘土）

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

公民館講座（社交ダンス）

防災・情報センター 14:00〜15:30

明徳学園（手工芸）

防災・情報センター 13:00〜16:00

12 木

公民館講座（フラダンス）

防災・情報センター 14:00〜15:30

農地相談会

山村開発センター

13:30〜16:00

13:30〜15:30

防災・情報センター 13:00〜17:00

10 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 13:00〜17:00

13:30〜15:30

行政・人権相談所

防災・情報センター 9:00〜12:00

公民館講座（書道）

防災・情報センター 13:30〜15:30

歯科健診・フッ素塗布

総合健康福祉センター

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（生花教室）

本町五丁目集会所 19:00〜21:00

公民館講座（社交ダンス）

防災・情報センター 14:00〜15:30

公民館講座（ヒップホップ）

防災・情報センター 19:00〜20:30

13 金 公民館講座（生花）

年長・年中
13:00〜13:30
年少・未満児
14:00〜14:30

防災・情報センター 19:00〜20:30

14 土

江府町成人式について
江府町成人式の開催日をご案
内いたします。
◎開催日：平成26年1月12日(日)
新成人のみなさんの出席をお
待ちしています。

今月の国民年金

《8月の納税は》
町 県 民 税 ２ 期
国民健康保険税３期
介 護 保 険 料 ３ 期
後期高齢者医療保険料２期

納付期限 ８月分 平成25年９月30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。

納期限は９月２日(月)です。（口座振替は９月２日）

人の動き

◎お誕生おめでとう

文哉
友紀

７

月届 ︵敬称略︶

男

将太

王人

女

歳

名︶︵性別︶︵保護者︶

住所︶ ︵氏
(
川 篠村

愛叶

佐

梅田

下蚊屋

寛

77 96

◎ごめい福を祈ります

二 田中

住所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
(
下安井 三輪實惠子
歳
勲一

新

ご寄付

社会福祉協議会に次の方からご寄付を

本人退院

本人退院

いただきました︒︵７月分︶敬称略

仲嶋奈美枝

公行

◎見舞い返しとして

本町五

川上

︶は前月比

（前月比＋30万円）

母實惠子死去

延寄付金額 149万円

勲一

91件

（前月比＋20件）

用

三輪

延申込件数

美

ふ る さ と 納
税

◎香典返しとして

下安井

■まちの人口 ３︐３２４人︵ ︶
男 １︐５５３人︵ ︶
女 １︐７７１人︵ ︶
１︐１２２世帯︵ ︶
■世帯数

７月末現在︵

応援ありがとうございます！

平成25年８月号

間

役場本庁舎のみ 〜19:00

31 土

23

時

広域隣保活動（元気クラブ）

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

＋1 −2 ＋3 ＋1

所

総合健康福祉センター 13:30〜15:30

防災・情報センター 13:30〜15:30

8 1

場

防災・情報センター 19:00〜20:30

公民館講座（和紙折紙）

年
平成25
月 日
現在

名

8 日 江府中学校体育大会

江府中学校始業式
30 金

事

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

広域隣保活動（カラオケ教室） 本町五丁目集会所

26 月 広域隣保活動（囲碁教室）

5 木

13:00〜16:00

25 日

27 火

4 水

行

ゆりか
うちだ

鳥取西部農業協同組合
江府支所信用課勤務

内田友梨香さん

町長後記

７月 日午前中に江府町観測
史上最大の豪雨に見舞われまし
た︒江府町においては︑災害箇
所として家屋損壊及び床上浸水
等が 件︑農林関係が４４１件︑
建設関係が 件その他鳥取県管
理による道路災害など大きな災
害が発生いたしました︒災害を
受けられた町民の皆様に心より
お見舞いを申し上げます︒先日︑
県はもとより国の機関でありま
す農林水産省中四国農政局︑国
土交通省中国整備局に災害復旧
の支援の要請に出かけてまいり
ました︒町といたしましても災
害普及にかかる町民負担の軽減
及び支援に全力で取り組んでい
るところです︒町民の皆様には
大変ご苦労が多いことと思いま
すが頑張っていただければと思
います︒そして︑災害復旧等で
何かお困りの点があればどんな
ことでも役場にご相談をお願い
します︒災害発生時の反省点と
して対応の遅れなどがあり︑ご
不安とご迷惑をおかけいたしま
した︒今後はしっかりと迅速に
対応するようにいたします︒ま
だまだ暑い日が続きますが体調
には十分お気をつけてお過ごし
いただきますようお願いいたし
ます︒

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

やんぐスマイル
集え若人！

お客様の要望に応えられたとき、
この仕事をして良かったと感じます。

勤務して４年目になります。今は信用課で年金受け取りのお手伝いなどお客様の人生をサポートする仕事を
しています。お客様の要望に応えることで喜んでくださったときや、困りごとで頼りにして相談いただいた
とき、この仕事をやっていてよかったなぁと感じます。趣味は愛犬のモコちゃんと散歩をすることです。好
きな男性のタイプは優しい人。芸能人だと小出恵介が好きです。江府町で好きな場所は七色ガシ。季節ごと
に色が移り変わる様子を、いつも楽しんで見ています。
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