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真っ盛りの紅葉に笑顔！
姉妹町西ノ島町のみなさん
鍵掛峠にて

今月号の
主な内容

■まちの話題
チロルジュニア江府 西部地区優勝
■農業委員会だより
農地パトロールを実施
■まちの教育
江府町文化祭 ほか
■お知らせ
こどもの国保育園園児募集 ほか

町報こうふは江府町の
ホームページでも公開
http://www.town-kofu.jp/

ほか

−特集−

地域の人材は宝物

大きな物音が響く

代にも勝る行動力で︑日々地

70

ます︒

―

代表 末次喜三男さん

楽しみながら

長く活動を続ける
には︑強制しないこ
と︒楽な気持ちでそ
の日にやれる人でや
ればいいと思います︒
一番の楽しみは作業のあとみんなで食
べて飲んで交流すること︒話が盛り上
がって︑作業が活動なのか︑おしゃべ
りが活動なのかわからなくなることも
あります︒それが何より楽しいんです︒

2

平成25年11月号

平均年齢 代のプロ集団

ーは 歳から 歳と幅広く︑平

トンカチ屋さんの構成メンバ

70

80

均年齢はなんと 代︒しかし︑

65

域の困りごとを解決し続けてい

20

地域の人材は宝物
トンカチ屋さん︵宮市︶の活動に密着
現在︑町の高齢化率は４割を超え︑少子高齢化に伴う地域の活力

低下が大きな問題になっています︒しかし︑江府町にはそんな現状
に対し﹃何とかしたい﹄と自らの意志で立ち上がり行動するグルー
プが多数存在します︒今回はその中から︑宮市集落の﹃トンカチ屋
さん﹄を取材し︑活動の秘訣についてお話を伺いました︒

倒｢すじぇー！ ︒｣掛け声と共
に大きな松の枯れ木がバキバキ

と音を立てて倒れる︒何事かと

思いきや︑﹃トンカチ屋さん﹄

が住民の方からの依頼を受けて
活動中でした︒

トンカチ屋さんとは︑平成

年から宮市集落 名の会員で活

す︒主に高齢者世帯への作業支

援や健康づくり事業︑親睦親善

の交流事業などを行っています︒

平成 年には﹃日本海新聞ふる

するなど県内でも地域づくりに

おいて注目されている団体です︒

▲秋祭りの会場となる広場の
草刈り中。とにかく女性が
とても元気です。

▲慰労会の準備を進める80
歳の渡部さん。テキパキ
仕事をこなします。

▲必ず全員でラジオ体操をしてから作業を行う

15

動を行っている地域グループで

13

さと大賞 地域貢献賞﹄を受賞

24

特集−地域の人材は宝物―

▲巨大な松の木伐採もお手の物

今日もどこかに看板が
宮市集落を通りかかると﹁ボラン
ティア作業中﹂の看板を見かけるこ
とがありませんか？看板を見かけた
らそれはトンカチ屋さんが活動中の
合図︒取材を行った日は︑庭木の剪
定︑枯れた松の木伐採︑宮市神社の
秋祭りで使う広場の草刈りなど依頼
が盛りだくさん︒複数のグループに
分かれ︑すべて午前中の内に解決し
てしまいました︒

―

河上英明さん

トンカチ屋さんも活用！江府町しあわせのまちづくり事業

町では、誰もがいつまでも安心して幸せに暮らしていくために、住民自らがこうありたいとい

う集落の姿（未来像）を描き、その実現に向け取り組むグループの活動を支援する『しあわせの

まちづくり事業』を行っています。少子高齢化が進む中での地域での支え合いや助け合いなどの

社会的なつながりを強化することが目的で、活動に係る経費として上限30,000円の補助を行って

います。これまでにこの事業を活用し、トンカチ屋さんをはじめ11団体が活動を行っています。

平成25年度の申し込み締め切りは平成25年11月末までです。まだお申込みされていないグルー

―

▲末次喜三男さんが
育てた特別栽培米
のおにぎりや、ジ
ャガイモ・たまね
ぎ・ニンジン等具
だくさん味噌汁な
▲昼食の塩分チェックも計測器で抜かりなし
ど、地のもの満載
の昼食が並びます。

歳でも頑張ります
末次砂恵子さん

今年で 歳になります︒
トンカチ屋さんでの役割は︑
食生活改善推進協議会だっ
た経験を生かして︑炊事の
担当をしています︒活動の
楽しみはみんなといろいろな話ができること︒
仲間に入れてもらって嬉しいです︒声をかけ
てもらえる間はずっと活動したいと思ってい
ます︒

地域からの信頼
今回松の木伐採を依頼された集落
の方に話を伺ったところ﹁よくトン
カチ屋さんに依頼しています︒高齢
者世帯なので誰かに頼まないとでき
ないことも多く︑頼りにしています︒
トンカチ屋さんで出来ない場合も︑
業者に頼んでくれるなど︑心強い存
在です︒﹂と話してくれました︒

80

それぞれの得意分野で

活動の中で一番の楽しみは
？と聞くと皆さん口をそろ
えて﹁作業後の慰労﹂と話
してくれました︒慰労会で
は好きなお寺や健康の話な
どで盛り上がります︒いつ
も笑顔が絶えないのがとて
も印象的でした︒

平成25年11月号

3

80
トンカチ屋さんの成り立ちは﹃み
んなの技能を生かしながら︑地域の
ために楽しく活動しよう﹄と集まっ
たのが始まり︒設立から 年経った
現在でも︑当初のモットーを持ち続
け︑会員それぞれが得意な分野で地
域に貢献し続けています︒﹃無理せ
ず・楽しく﹄︒簡単なようで難しい
ですが︑活動を義務感でなく︑自ら
主体で行う原動力の秘訣を学んだ取
材でした︒

プはお気軽にご相談ください。

▲看板を見かけたら要チェック
みんなで汗をかいて︑食
事をして︑飲ミニケーショ
ンをするのが楽しいです︒
自分一人で作業するより︑
みんなで作業する方がいい︒
人の役に立つと﹁俺もまだまだだな﹂と思え
る︒トンカチ屋さんの活動の前の日は﹁明日
トンカチだぞー！﹂とやる気が出るくらい楽
しみに活動しています︒

10

☎75−6111

役場福祉保健課

■お問合せ

皆でやるから楽しい

特集−地域の人材は宝物―

▲

まちの話題

初優勝の快挙!!

チロルジュニア江府が県西部少年野球大会を制す

35

▲数々の強豪を破っての優勝

選手 監督 コーチ 敬(称略︶
･
･
ピッチャー
森田 龍史
キャッチャー 安田 翔也
ファースト
小谷 新太
セカンド
手島璃己斗
サード
長岡真渚斗
ショート
森田
響
レフト
岡田 岳人
センター
徳岡
健
ライト
藤原 勇太
影山 大貴
山本 雅騎
梅林 大陽
梅林 広陽
森田 駿平
三輪 大道
山本 紫月
岡田 陽向
井上 大誠
山本 翔葵
藤原 秀太
岡本 珀斗
長岡 真司
森田 隆宏
安田 公二
月 日︑米子市淀江球
場で行われた第 回西部地
区少年野球大会決勝で︑チ
ロルジュニア江府が啓成
︵けいじょう︶スポーツ少
年団を降し︑悲願の初優勝
を遂げました︒
月 日から行われた今
大会︒チロルジュニア江府
監督
は １ 回 戦 明 道 に ５ ０ 勝 ち ︑ コーチ
―
コーチ
６でサ
２回戦は淀江に７ ―
ヨナラ勝ち︑３回戦は西伯
０で競
郡の強豪会見に１ ―
り勝ち準決勝へコマを進め
ました︒準決勝は名門車尾
１で
スポーツ少年団に２ ―
延長８回にサヨナラ勝ち︒
そして決勝は初回から３点
を先制するなど主導権を握
５と突き放して優勝
り８ ―
しました︒
10

10

12

19

▲監督のアドバイスを真剣な表情で聞く選手

やればできる！

監督
長岡真司さん︵宮市︶

今回の優勝は︑今までの
先輩たちの悔しさ︑保護者
の方々の協力︑そして何よ
り子ども達の頑張り全てが
一つに重なって掴んだもの
だと思います︒準決勝で
戦った車尾スポーツ少年団
は県内でも有数の名門チー
ムで選手も多い︒その相手
と小さな町江府町の子ども
達が対等に戦い勝つことが
できたのは本当に素晴らし
いこと︒この大会で子ども
達が一番学んだことは﹁あ
きらめなければ逆転できる︒
やればできること﹂だと思
います︒すぐに新人戦が始
まりますが︑その気持ちを
忘れずに頑張ってほしいで
す︒５年間ありがとう！

4

平成25年11月号

▲当時を振り返る佐藤さん

▲江府町を訪れた魚崎町のみなさん

疎開時の
やさしさに感謝

80

10

運動会

24

魚崎町民が江府町を訪問
月 日︑かつて神戸市魚崎国民
学校の生徒として江府町に疎開して
いた６名の方が役場を訪れました︒
昭和 年の６月から 月末までの５
か月間を江府町で過ごした皆さんか
ら︑当時の話を伺いました︒
終戦間際︑魚崎町の周りはほとん
ど焼け野原になっていました︒追わ
れるように約 名の子ども達が︑肉
親と引き離され︑江府町に疎開した
のです︒また︑疎開中は故郷からの
訪問も禁止され︑疎開資金さえまま
ならない時に救ってくれたのが江尾
町の住民の方々だったといいます︒
町の人達は食糧が少ない中で︑自家
用菜園を工面して毎日疎開してきた
子ども達に野菜を届けました︒中に
は柿原集落から江尾の街まで重い野
菜を背負って届けてくれる方もいた

とのこと︒宿舎となった東祥寺︑天
理教会︑浜屋旅館︑米子屋旅館にも
大変お世話になったと︑深く感謝し
ていました︒
今回の訪問についてメンバーの一
人である佐藤信義さんは﹁実際に江
府町にお世話になった期間は短いで
すが︑疎開した記憶はとても良く覚
えている︒それだけ江府町の皆さん
に助けてもらった思い出が強いとい
うこと︒年齢のこともあり︑あと何
度来られるかわかりませんがまた江
府町を訪れたい﹂と話しました︒

平成25年11月号

5

10

20

▲かわいいダンス
▲キャタピラーを上手に乗りこなします
▲熱のこもる応援

元気ハツラツ！
10

こどもの国保育園

▲体より大きなバトンリレー

▲お母さんと一緒で嬉しいな

月５日︑江府町総合体育館でこど
もの国保育園の運動会が行われ︑園児
や保護者︑地域の方々で賑いました︒
あいにくの天気で屋内での開催となり
ましたが︑園児はこの日のために練習
を重ねた競技やかわいらしいダンスを
披露︒会場からは大きな拍手と歓声が
沸きました︒一生懸命な子ども達の姿
に癒される︑終始笑顔の運動会となり
ました︒

まちの話題

10

15

▲ドキドキの抽選会

特に江府町の新鮮野菜は大好評で︑
販売開始と同時に次々購入していた
だき︑およそ 分でほぼ完売となり
ました︒その他の特産品もほぼ完売
し︑西ノ島町のみなさんに大変喜ん
でいただきました︒
イベントの締めくくりには抽選会
が行われ︑江府町からも特産品を提
供しました︒見事当選されたみなさ
んの笑顔がとても印象に残りました︒

6

平成25年11月号

新鮮野菜が大人気

西ノ島町イカ・まぐろまつり

▲お客さんであふれかえる市

江府町総合防災訓練

▲放水はじめ！

月 日に姉妹町の島根県西ノ島
町観光交流センターで﹁イカ・まぐ
ろまつり﹂が開催され︑江府町の特
産品を販売しました︒
台風の接近により一時は開催が危
ぶまれましたが︑当日は晴天に恵ま
れ多くの来場者でにぎわいました︒
江府町から大根・白ねぎ・トマト
などの新鮮野菜や味噌・ブルーベリ
ージャム・トマトケチャップなどの
加工品にお米を持っていき販売しま
した︒
27

自主防災
組織が活躍

10

月６日︑江府町総合防災訓練が
行われました︒町では毎年 月第一
日曜日を﹁江府町防災の日﹂と定め︑
住民の防災意識の高揚と災害時の迅
速な対応を図ることを目的として︑
町内一斉に訓練を行っています︒
今年度は吉原集落で消防訓練が行
われ︑自主防災組織による消火活動
や要救助者の避難訓練を実施しまし
た︒自衛消防隊が可搬ポンプを操作
し消火訓練を行ったほか︑竹の棒と
毛布を利用した簡易担架を使い救助
訓練を行いました︒普段から防災に
ついて集落で話し合いを行っている
こともあり︑素早い対応でスムーズ
な訓練となりました︒
消防訓練を終えて区長の清水さん
は﹁西部消防局なども参加して︑い
つもの訓練に比べて引き締まった雰
囲気の中で︑まとまりのある動きが
出来た︒さらに改善する点として情
報伝達を確実に行いたい︒また︑現
在男性 名の自衛消防隊に女性を加
えるなど増員することを検討してい
きたい﹂と話しました︒

10

まちの話題

10

▲簡易担架を使った救助訓練

回高齢者スポーツ大会

健康がイチバン！
第

▲園児との合同種目「ともだちみつけた」

34
▲白熱する大玉ころがし

25

38

江府町戦没者並びに殉職者慰霊祭

平和な社会へ祈り
10

月 日︑江府町山村開発センターで戦没者並
びに殉職者慰霊祭が行われました︒
戦後 年が経過し︑先の大戦で尊い犠牲となっ
た方々の霊を慰め︑引き続き平和で豊かな社会と
なるよう祈りを捧げました︒
当日は︑遺族をはじめ 名の方々が参列し︑３
０３柱のみたまの前で黙とうをささげ︑白と黄色
の菊の花を手向けました︒

平成25年11月号

7

34

月 日︑江府町総合運動公園体育館で第 回
高齢者スポーツ大会が行われ︑各地区から約３０
０人の参加者で賑いました︒まずは参加者全員で
ラジオ体操を行ってから競技スタート︒ボーリン
グ競争や玉入れ競争︑ボール送り競争など熱戦が
繰り広げられました︒閉会式で佐々木副会長は
﹁とても楽しい雰囲気でできました︒明日からの
生活にも運動を取り入れ︑来年も元気な姿でお会
いしましょう︒﹂と話しました︒
大会結果
優 勝 神奈川Ａ
準優勝 神奈川Ｂ
第三位 江尾Ａ

▲参列者による献花

11

70

31

68

五十年の歴史に敬意

▲表彰を受ける歴代会長

50

池の内﹁常盤会﹂記念式典

▲あいさつを述べる加藤会長

10

10

月７日︑池の内集会所で池の内集落老人クラ
ブ﹁常盤会﹂の 周年記念式が行われ︑会員のほ
か︑町長︑議長︑社会福祉協議会長︑老人クラブ
連合会副会長などが出席しました︒
常盤会は昭和 年に江府町で初めて発足した老
人クラブで︑鳥取県老人クラブ発祥の地としても
知られています︒
加藤会長はあいさつで﹁常盤会が発足した当時︑
私は 歳でした︒長い年月が経ち︑入会し活動を
続ける中で常盤会とは何かと考えたとき︑それは
長く続けていく会であると思います︒そのために
は健康に留意し︑仲間を助け合っていくのが常盤
の精神︒この会を始められた︑そして続けてこら
れた先輩方に敬意を表します︒﹂と話しました︒
また︑歴代の会長６名に町長から感謝状と︑常盤
会から記念品の贈呈が行われました︒

まちの話題

17

10

54

8

平成25年11月号

伝説のレシピ

20

13

日本海テレビ

24

12

日の詰集落＆鳥大学生
グラウンドゴルフで交流
10

奥大山こんにゃく特集！

次代へつなぐ植樹

月 日︵日︶に︑旧俣野小学校にて︑日の詰
集落の皆さん︵ 名︶と鳥取大学医学部地域医療
研究部︵ 名︶によるグラウンドゴルフ大会を開
催しました︒当日は︑雨という悪天候の中でした
が︑１チーム６人で２コース︵１コース８ホー
ル︶をまわりました︒水たまりのためにボールが
転がりにくいことに苦戦しながらも︑工夫をこら
してプレイし︑８人がホールインワンを決めるこ
とができました︒年齢︑性別を問わず︑世代を超
えてグラウンドゴルフを楽しみ︑お互いの交流を
深めることができました︒

▲ナイスショット！

江府小で自然体験

▲木の植え方を説明する鳥取大学 日置教授

毎週︑山陰地方の郷土料理や地域に伝わる家庭
料理などを取り上げている日本海テレビの番
組﹁山陰伝説のレシピ﹂︒今回の特集は江府町の
こんにゃくです︒ 月 日には奥大山高原野菜研
究会田本賢二会長のこんにゃく畑で収穫作業の収
録が行われました︒また︑番組内で秋の味覚の香
茸を使った﹃こんにゃくの贅沢白和え﹄を紹介し︑
リポーターの岡崎アナウンサーも試食︒とてもお
いしいと大絶賛でした︒﹃こんにゃくの贅沢白和
え﹄の放送日は 月 日︵火︶夜 時 分からで
す︒是非ご覧ください︒尚︑レシピは放送終了後
日本海テレビのホームページ内﹁伝説のレシピ﹂
に掲載されます︒

▲実際に収穫する岡崎アナと田本会長

10
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▲背丈ほどに成長したブナの木を植える

月３日︑鏡ヶ成高原恵みの森でサントリー森
と水の学校が行われ︑江府小学校４年生が参加し
ました︒江府小では４年前から生徒がブナの実か
ら木を育てる試みを行っており︑今回初めて実際
に育てたブナの木９本を植樹しました︒学習のね
らいについて野口校長は﹁江府町の水を育ててい
るのは豊かな森ということを学んでほしい︒この
事業が何十年も続き︑江府町民みんなが植樹をし
森を育てたことになれ
ば﹂と話しました︒ま
たサントリーの森さん
は﹁天然水の森を次代
に伝える﹃水育︵みず
いく︶﹄の一環である
この事業で︑自然体験
を通して森の大切さを
学んでほしい﹂と話し
ました︒
10

まちの話題

遊休農地の発生防止を！

年に引き続き町内の遊休農地の実態

までを農地パトロール月間とし︑昨

江府町農業委員会は︑ 月〜 月

竹内町長から﹁農地は大事な地域の

しましょう︒﹂とあいさつをした後

握に努め︑今後の遊休地対策に生か

深刻化しています︒しっかり現状把

７班に分かれてそれぞれの担当地域

合︑農林課の職員の協力をいただき

日野振興センター︑伯耆農業共済組

調査には︑ＪＡ日野営農センター

今年度は︑対象地域を水田のほか

調査する農地を図面で入念に確認

30

用集積の推進を図ります︒

から利用したい人へ︒﹂さらなる利

るべき農地を明確にし﹁所有する人

今後︑この調査結果をもとに︑守

把握︑農地の違反転用の調査を行っ
ています︒
調査の初日となった 月７日には
町長︑川上議長︑大岩ＪＡ江府支所

畑地も加え︑町内全域を調査するた

励を受けました︒

長など関係者約 人が出席して農地

め︑出発前に漏れの無いよう入念に

江府町山村開発センター前に︑竹内

パトロール出発式を行いました︒川

農地パトロール出発式

調査区域を確認しました︒

農地パトロールのようす（御机地内）

地利用につなげてください︒﹂と激

に出かけました︒

11
宝です︒このパトロールを有効な農

10

10

上博久会長が︑﹁農地の荒廃は年々

遊休農地とは

…

耕作の目的に使用されておらず

今後も耕作に使用されないと見込

まれる農地です︒遊休農地は︑病

害虫が生しやすく︑近隣の農作物

へ発被害を及ぼすほか︑景観の悪

化など周囲の営農・生活環境に悪

影響を及ぼす恐れがあります︒ま

た︑食糧を生産する貴重な資源で

ある農地が有効に使用されないこ

とは︑食糧自給率の低下につなが

ります︒耕作しない状態が数年続

くと雑草や雑木が生い茂り︑再び

農地に戻すには大変な労力と資金

がかかります︒農地は荒らさず管

理しましょう︒

農業委員会総会︵ 月︶

審議案件すべて承認
非農地証明の申請

月の農地相談会

１件

日︵金︶

分から午後４時まで

月

10

29

お気軽にご相談ください︒

年

25

所 江府町山村開発センター

午後１時

11

30

◎相談日 平成

◎場

平成25年11月号

9

11

町内全域！農地パトロール

農業委員会だより

まちの教育

情報化社会あれこれ

―インターネットと人権―

「つながったよ。」「おばあさん、調子どう？」「今日はよさそうだよ。」「カメ
ラを向けてみて。」「おばあさん、○○ちゃんだよ。何か言うことない？」「○○ち
ゃんか、元気でやっている？」「うん、元気だよ。」・・・・・9000㎞離れたアメ
リカ西海岸に住む三女との交信です。インターネットを通して、音声と映像による双
方向の対話を楽しんでいます。
パソコンの普及、携帯電話の多機能化、インターネットの発展によってとても便利な時代になりました。人権とい
う視点で考えてみると、私たち一人ひとりにとって「知る権利」や「表現の自由」の保障が格段に向上したのがこの
ネット社会といえます。
反面、ネットの世界は原則として匿名性が維持されており、相手の顔が見えないこと、指先一本で操作できること
などによる負の側面もあることを肝に銘じておく必要があります。
面識のない者同士が交流する中で、書き込みのこじれから傷害事件が起きたり、誘い出されて金品を脅し取られた
り、さらには性的な被害を受けたりというような事件が続発しています。匿名性を逆手に取った誹謗・中傷・差別書
き込み・個人情報の流出など様々な課題もあります。言い換えれば、人間にとって便利な道具が、影の部分では人権
侵害にも便利な道具になっているという現実があるのです。
相手の顔が見えない。指先の感覚で操作が出来る世界は、相手がどんなに傷ついても自分は痛みを感じない。現実
の人間同士の交流では、相手の表情や態度を確かめながら、慎重に言葉を選び、修正を加えながら会話を積み上げて
いくのですが、ネットの世界ではそこが希薄です。
インターネットとは縁がない、私は無関係という人がいるかもしれませんが、インターネット社会のどこかの部分
でつながっていることは確かです。「知って納得、話して安心」を合言葉に、情報化社会への私たちの対応の仕方を
学習していきたいものです。
ペンネーム・黒猫豆太

おたより＊町立図書館

平 日
土日祝

8:30〜19:00
8:45〜17:30

★ 今月の新着図書 ★

★ 今月のおすすめの一節 ★
生まれたときはスペイン風邪
五才の時に父と死別
青春時代は戦争で
シドロモドロに生きのびた
ろくなことは
ひとつもなく
すべてのひとに
おくれをとり
なんとか
一歩が踏みだせたのは
五十才もなかば過ぎ
おそ咲きにしても
おそ過ぎた
あっという間に
九十才
ここまできたのは
マグレだが
勝手気ままに
仕事して
「おれは老人の星なんだ
老いたるアイドル
老いドルだ」

開館時間

＊小説

生涯現役、最高齢の漫画
家として活躍し、先日天
国へ旅立ったやなせたか
し氏。「アンパンマン」
の人気が上がり、売れっ
子になった頃には既に70
近い歳でした。毎日を新
鮮に、楽しく明るく、謙
虚に生きることを大切に
感じられ
る、絵と
文章のオ
イ ド ル
絵っせい
( エ ッ セ
イ)。

とっぴんぱらりの風太郎／万城目学
政と源／三浦しをん

＊一般書
心配事の９割は起こらない／枡野俊明
生きることはおもしろい／五木寛之
シルバー川柳③／全国有料老人ホーム協会・編
土は土である−作物にとってよい土とは何か／松中照夫

＊絵本
そして恐竜は鳥になった／小林快次・監
ゼロから理解する＊水の基本／千賀裕太郎・監

★ 今月の特集コーナー ★
なんて気取っても
年のせいだと許されよ
九十年は夢みたい
さあこれからがおもしろい
―――やなせたかし
『人生、90歳からおもしろい！』
より

サントリー寄贈図書
水や自然に関する図書を中心に、サントリープロダクツ
株式会社から寄贈を受けました。江府町防災・情報セン
ター入口の特集コーナーにて披露しています。貸出もで
きます。ぜひ手に取ってみてください。
平成25年11月号
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江府町文化祭2013
10月26日(土)から11月4日(月)まで江府町防災・情報センターを中心に「江府町文
化祭2013」が行われました。期間中は多くの来場者の方でにぎわいました。
〇展示発表の部（期間：10月26日(土)〜11月4日(月)、会場：江府町防災・情報センター）
保育園、小・中学校、各公民館講座、明徳学園、一般等の多くの作品を展示しました。

展示されている作品は力作ぞろい

家族で作品鑑賞

保育園児の素敵な作品もズラリ！

〇舞台発表の部（期間：11月２日(土) 会場：JA江府支所３階）
保育園、小・中学校、各公民館講座、一般等の多くの方が日頃の成果を発表されました。

我楽会による傘踊り

歴史あるアイリス合唱団

グループふく笑による銭太鼓

江府中学校の圧巻の演奏

江府町青年団によるコント

江府小学校による合唱

〇その他にも、11月2日（土）は出店やイベントが開催されました。
出店ブース

お昼時は多くの人で賑わっていました。

11

平成25年11月号

青少年育成江府町民会議主催

「昔遊び広場」

コマ回し、ヨーヨーのやり方を楽しく教わっていました。

学 校 お 助け 隊 だよ り
活科で﹁昔からの遊びにチャ

江府小学校の１年生は︑生
遊びを絞って︑しっかりとコ

人になろう﹂ということで︑

レンジ﹂という学習をします︒ ツを教えていただきました︒
とはいえ︑昔の遊びなのです
から︑子ども達はどんな遊び
があるのか知りません︒

発表会が楽しみです︒

︻お問い合わせ先︼
学校支援地域本部事務局
☎︵ ︶２２２３

５年生の算数を参観

先生方による意見交換

そこで︑お助け隊の昔の遊

２日間でのべ 名の達人に
教えてもらった子ども達は︑
日に開かれる学習発表会で

▲技に磨きをかけます

その成果を披露するとのこと︒

16

びの達人の皆さんが︑遊びを
教えて下さいました︒

ができました︒

だき︑みるみる上達すること

皆さんにやさしく教えていた

していた子ども達も︑達人の

いただきました︒最初は苦労

けん玉の５つの遊びを教えて

お手玉・おはじき・コマ回し・

う﹂ということで︑銭太鼓・

第１回は﹁昔の遊びを知ろ

▲いろいろな遊びに挑戦

第２回は﹁コツを覚えて名

19

75

▲みんなで感想発表タイム

まちの教育

保・小・中連携だより

合同授業研究会開催！

江府町では︑昨年度より小中学校が
一緒になって︑授業を良くしていくた
めの取組を進めています︒
昨年度は中学校の授業参観がありま
したが︑今年度は︑小学校を会場に授
業研究会が開催されました︒５年生の
算数の授業をみんなで参観し︑その後︑
先生方の意見交換がありました︒学ぶ
意欲を高めるためにはどのような授業
の流れがよいのか︑分かりやすい授業
にするためには︑どんな支援が必要な
のか︑活発に話し合いをさせるにはど
ういった工夫が必要なのか︑といった
ことについて意見が交わされました︒
今回の授業研究会では︑県教育委員
会や大学の先生にもご指導いただきま
した︒授業力アップについても︑先生
方は連携しながら取組を進めています︒

坂井聡先生 香(川大学 の)講義から
・学びにくい授業になっていないか
問い直してみましょう︒
・環境を予測可能で理解しやすいも
のにしていきましょう︒
・支援やツールを上手に活用すれば︑
より多くの子に学びやすさを提供
できます︒
・ こ
｢ れならできるかも と
｣ 子どもが
感じられる支援をしていきましょう︒
・子どもがどう考えているのか︑何
に困っているのかを考えましょう︒
・視点を変えて子どもを見つめ︑適
切に支援する技術を身につけてい
きましょう︒

12
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34

34

回江府町民バレーボール大会

月 日
︵月・祝︶
︑運動公園総合体育館で︑第 回江府町民バレーボール大

10

第

会が開催されました︒今回は全６チームが参加︒午前に９人制のＡリーグ︑午

後に６人制のＢリーグを行いました︒今大会はフルセットで決した試合が多く︑

最後まで盛りあがりました︒

結果は次のとおりです︒

★ 結 果 ★

●Ｂリーグ

優 勝 佐 川 チーム

●Ａリーグ

優 勝 新町一丁目 チーム

準優勝 貝 田 チーム

・・・・
▲優勝した｢KRCが連覇しに来ますた。｣
チームのみなさん

準優勝 貝 田 チーム

52

52

回江府町卓球大会︵職域の部︶

18

第

10

10

月 日
︵金︶
運動公園総合体育館で︑第 回江府町卓球大会︵職域の部︶が

チーム

開催されました︒全 チームが参加し︑予選リーグ・決勝トーナメント︵３位

決定トーナメント︶を戦いました︒

結果は次のとおりです︒

準優勝 江府中Ａ チーム

第３位 商工会 チーム

★ 結 果 ★
・・・・
優 勝 ＫＲＣが連覇しに来ますた︒

まちの教育

ー先生のほのぼのコラム⑮
ニ
ー
カ

Hello everyone!
These days it is much colder. I usually sleep with one blanket, but now I have been sleeping with two big, fluffy
blankets. So cold!
Recently, I took a trip to Osaka. I went with my fiancé and the ALT from Mizoguchi. It was so much fun! Do
you know what Pokemon is? I am sure many children know, since it is a very famous cartoon and video game in
Japan. In America, it is very popular as well, and I remember watching the first episode on TV when I was in
elementary school. Well, there is a Pokemon Center in Osaka. There are only seven Pokemon Centers in the
entire world, and all of them are in Japan. There used to be a Pokemon Center in New York, America, but it
closed down. It is a very cool thing to be able to visit a Pokemon Center in Japan (I am sure many of my friends
in America will be jealous, haha).
We also ate Osaka-style Okonomiyaki. I have eaten Hiroshima-style Okonomiyaki before, but I wanted to try the
Osaka-style. I have decided I like Hiroshima s style better! We also went to the Kaiyukan Aquarium (I love
aquariums!) and saw two giant whale sharks. It was amazing!
Stay warm, and don t catch a cold!
Connie
みなさん、こんにちは!
このごろかなり寒くなりましたね。私はたいていブランケット１枚で寝ていますが、今は、２枚
の大きくてフワフワなブランケットで寝ています。寒い!
最近、私は婚約者と溝口のALTと一緒にバスで大阪に行きました。とても楽しかったです。みな
さんは「ポケモン」のこと知っていますか? 日本で有名なアニメやテレビゲームなので、たぶん
子どもたちは知っていると思いますが、アメリカでもポケモンは人気があってとても有名です。私
は小学生の時、ポケモンの最初のエピソードをテレビで見たことを今でも覚えています。大阪には
ポケモンセンターというところがあります。世界中で７か所だけなのですが、その７つとも日本に
あります。ずっと前にはニューヨークにもありましたが、もう閉まってしまいました。日本にある
ポケモンセンターを訪れることができるのはとてもラッキーだと思っています。多分、私のアメリ
カの友達はうらやましがると思います。(笑)
私は大阪のお好み焼きを食べました。前に、広島のお好み焼きを食べましたが、大阪のお好み焼きも食べてみたか
ったんです。その結果、広島のお好み焼きのスタイルの方が好きだと分かりました。海遊館にも行きました。私は水
族館が大好きです。そこで、大きな２匹のジンベイザメを見ました。すごかったですよ。
みなさん、暖かくして、風邪など引かないように!
カーニーより
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−information―お知らせ

平成26年度

子供の国保育園園児募集

入園の案内
◇入園対象児
家庭で保育に欠ける就学までの児童
◇募集定員
150名
◇開園時間
平 日：７時30分から18時30分
土曜日：７時30分から13時00分
◇通常保育時間
８時00分から16時00分
（土曜日は12時00分）

◇保育料
保護者の平成25年中の所得、税額などにより
決定します。(子育て支援として軽減を検討中）
◇その他
＊障がい児保育、一時保育を行っています。
ご相談ください。
＊広域入園児童の受け入れを行っています。
＊同一世帯内児童の同時入園の
場合や、多子世帯の児童入園
に対して、保育料の軽減を行
っています。

平成25年11月号

サントリープロダクツ㈱

周年に際し︑

60

天然水奥大山ブナの森工場

日︑当町に水工場を

23

図書を寄贈

月

10

江府町制

有すサントリープロダクツ

㈱から図書の寄贈がありま

した︒サントリーの企業理

念﹁人と自然に響きあう﹂

に則し︑水に関する図書だ

けでなく自然にかかわる図

書を寄贈いただきました︒

寄贈された図書は早速︑江

府町立図書館の蔵書として

活用︒子ども達の豊かな情

寄贈された図書（江府町立図書館）▲

操を育む図書として利用し

目録を手渡す橋本工場長

詳しく保育内容などお知りになりたい方は、保育園にお問い
合わせください。
申込・お問合せ先
子供の国保育園
75−2704
教育委員会事務局 75−2223

ていきます︒

▲

【入園説明会開催予定日】
日 時：平成26年２月６日（木）午後から
場 所：子供の国保育園
【体験入園】
日 時：平成26年２月20日（木）
午前10時〜
場 所：子供の国保育園
☆保育園の友だちと一緒に遊びましょう。
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10月から消費生活相談員が変わりました！
４月から９月までは、消費生活センターの佐藤相談員が江府町の消費生活相談窓口を担当されていま
した。10月から来年の３月までは、同じく消費生活センターの保木本(ほきもと)相談員が担当されていま
す。
保木本相談員より
こんにちは。10月から江府町で消費生活相談窓口を担当しています、消費生活
相談員の保木本（ほきもと）です。
毎週水曜日、日野町・日南町・江府町を交代で、相談員が相談を受け付けていま
す。電話でも面談でも、どちらでも対応します。
訪問販売や勧誘電話などで困ったことがありましたら、ぜひご利用ください。
また、投資の勧誘電話など、被害にあわれなかった場合でも、今後の注意情報の
ために、情報をご提供ください。ご協力をよろしくお願いします。
窓口のご案内
＊11月＊
20日(水) 日野町役場（72−0336)
27日(水) 江府町総合健康福祉センター（75−6111)
＊12月＊
4日(水) 日南町役場（82−1115)
11日(水) 日野町役場（72−0336)
18日(水) 江府町総合健康福祉センター（75−6111)
25日(水) 日南町役場（82−1115)

水曜以外の平日も、役場福祉
保健課(75-6111)が相談をお受け
します。
祝日を除く土日は、米子コン
ベンションセンター内の鳥取県
消費生活センター西部相談室
(0859−34−2648)でお受けしま
す。

指名手配被疑者の検挙にご協力を！
〜黒坂警察署からのお知らせ〜
平成25年８月末現在、全国の警察から指名手配
されている者は、凶悪犯罪などで特に警察庁が指名
手配している重要指名手配被疑者をはじめとして、
約830人に上っています。
これらの被疑者は、殺人、強盗などの凶悪事件の
ほか、暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領等の事件に関
して指名手配されており、再び犯罪を行うおそれが
あります。
警察では、特に重大な犯罪の被疑者を選定したう
えで、11月中に全国警察の総力を挙げて追跡捜査
を行うこととし、これら被疑者の早期検挙に取り組
んでいるところです。
この指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、
国民の皆さんのご協力がぜひとも必要です。
「指名手配被疑者によく似た人を見かけた」と
いった情報など、どんなわずかなことでも結構です
ので、警察に通報いただきますようお願いします。
黒坂警察署 ☎ 0859−74−0110（代表）
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感じられ︑長い期間続くようであ
れば︑もしかしたらうつ病のサイ
ンかもしれません︒
■ 抑うつ気分 憂(うつ︑気分が重い )
■何をしても楽しくない︑何にも
興味がわかない
■疲れているのに眠れない︑一日
中ねむい︑いつもよりかなり早
く目覚める
■イライラして︑何かにせき立て
られているようで落ち着かない
■悪いことをしたように感じて自
分を責める︑自分には価値がな
いと感じる
■思考力が落ちる
■死にたくなる
周囲が気付くサイン
■表情が暗い
■涙もろくなった
■反応が遅い
■落ち着かない
■飲酒量が増える
・・・おかしいかな？あてはまる
かな？と思ったら一人で抱えず︑
誰かに相談しましょう︒専門家の
いるところは総合病院の精神科や
心療内科︑もしくは精神科専門の
クリニックなどですが︑自分のこ

とをよく知っているかかりつけの
医師や︑役場の保健師に相談して
いただくこともできます︒
また周りの方は︑
●大切な人の変化に﹁気付き﹂︑
●話に﹁耳を傾け﹂︑
●専門家に﹁つなげ﹂︑
●ケアが始まったあとも継続して
﹁見守る﹂ことがうつ病の早期改
善につながります︒

☎75−6111
役場の相談窓口：福祉保健課保健係

清水物産の清水さん
黒坂警察署江尾駐在所の駐在さん

〜十分な睡眠は心と体の栄養です〜

睡眠は健康のバロメーターです︒
不眠は特に﹁うつ病﹂との関係が
深く︑うつ病の方の ％に不眠が
あると言われています︒不眠が２
週間以上続けば︑うつ病の可能性
が考えられます︒
うつ病は︑精神的ストレスや身
体的ストレスが重なることなど︑
様々な理由から脳の機能障害が起
きている状態です︒脳がうまく働
いてくれないので︑ものの見方が
否定的になり︑自分がダメな人間
だと感じてしまいます︒そのため
普段なら乗り越えられるストレス
も︑よりつらく感じられるという︑
悪循環が起きてきます︒
早めに治療を始めるほど︑回復
も早いといわれていますので︑無
理せず早めに専門機関に相談する
こと︑そしてゆっくり休養をとる
ことが大切です︒
94

うつ病のサイン
うつ病と診断するめやすとして︑
次のような症状のうちいくつかが
２週間以上ずっと続く︑というも
のがあります︒ひとつひとつの症
状は誰もが感じるような気分です
が︑それが一日中ほぼ絶え間なく

９月26日に町内の接客を主とする事業所を22か所巡回し、「気付き」
「つなげる」役目について啓発を行いました。
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眠れてますか？
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献血にご協力いただきありがとうございました！

10月18日(金)に午前中は防災・情報センター、午後はサントリー天然水㈱奥大山ブナの森工場で、全
血献血を実施しました。ご参加いただきました31名の皆様、ご協力ありがとうございました。皆様から
いただいた血液は、当日のうちに医療機関へと届けられました。
江府町では、１年に１回、献血車の巡回日を設けています。来年もご協力くださいますよう、よろしく
お願いします。

なぜ献血が必要なの？

血液は、まだ人工的に造ることができず、長い期間にわたって保存する
こともできません。そのため、献血に必要な血液を、いつでも十分に確保
するためには、絶えず誰かの血液が必要となります。
献血にかかる時間は、全血献血の場合、受付から休憩まで約40分です。
そのわずかな時間によって、大切な命を救うことができます。

お知らせ−information―

中国５県縦断法律相談会
■日

時：平成25年11月16日（土）午前10時〜午後４時
※ご予約不要（予約もできます）

■場

会です
機
い
な
またと 気軽に
お
さい！
下
談
ご相

所：江府町防災情報センター

■相談事項
・相続のこと、遺言のこと
・お年寄りの財産管理（成年後見）
・ご近所トラブル（近隣関係）
・悪質な訪問販売／買取（悪質商法被害）
・夫婦、親子関係／交通事故
・不動産／会社の登記
・借金のお悩み

・その他、司法書士が相談を受けることができる法律問題全般
■電話相談

0120−501−508

※10月26日、11月２日、11月16日、11月24日のみつながります。
■お問合せ：日本司法書士連合会

中国ブロック会事務局

ご 予 約：☎082−221−5345（午前９時〜午後５時）

司法書士による「高齢者・障がい者の
ための成年後見相談会」（無料）
の開催についてお知らせ
成年後見制度は、認知症や、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方が、財産侵
害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないよう、法律面や生活面で保護・支援す
る仕組みです。
この相談会では、ご本人はもちろん、ご親族や養護者の方々の不安やご相談にお応えします。
相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
日

時：平成25年11月30日（土）

午後１時から午後３時

場

所：米子市福祉保健総合センター

ふれあいの里

４階

研修室

相談料：無料
予

約：0857−24−7024
（予約受付時間

午前９時３０分〜午後４時）

お問い合わせ先：鳥取県司法書士会・公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート鳥取支部
電話
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0859−24−7013
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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
南町

日

「伯備線 生山駅90年の軌跡展」
〜同時開催「定点観測でみた40年の
日南町のすがた」〜

ＪＲ伯備線生山駅は大正12年11月28日に開設され、
今年で90周年を迎えました。
開設から戦前・戦後・高度経済成長期と変化し続けて
きた懐かしの風景など、伯備線沿線及び生山駅の写真や
資料展示を通してご紹介します。
なお、
今回の展示にあたり日南町内だけでなく、
日野町･
江府町の方々からも写真や資料の提供を頂いています。
懐かしい記憶やふるさとの風景をぜひご覧ください。
期
間：11月８日（金）〜12月８日（日）
8:00〜17:00
※休館日は毎週月曜日、11月23日(土)
会
場：日南町美術館
問合せ先：日南町教育委員会 0859−82−1118

『特別企画ワークショップ』
ペーパークラフト「特急やくも号」を作ろう!!
日
時：１２月１日(日) ①11:00〜 ②13:30〜
参 加 費：無料(小学生以下は親子で参加してください)
参加人数：先着各10名

らせ

お知

野町

日

オシドリ観察小屋
オープンしました

〜オシドリの姿を間近でご覧ください〜

11月１日から、日野
町根雨のオシドリ観察小
屋がオープンしました。
鳥取県の鳥、また、日
野町の鳥に指定されてい
るオシドリが、日野町を
流れる日野川に、今年も
飛来しています。
『オシドリ観察小屋』は、仲睦まじく寄り添うオシド
リたちの姿を間近に観察できる全国でも珍しい場所です。
真冬には1000羽以上になることもあります。
観察に適した時間帯は、
朝と夕方です。天候や時間帯に
よって数が少ない場合もありますので、ご了承ください。
観察小屋は、平日、休日を問わず、11月から３月末
まで毎日開いています。
小屋の中では長年オシドリ観察に携わってこられたボ
ランティアガイドによる説明を聞くことができますし、
望遠鏡も設置していますので、どうぞ気軽にお越しくだ
さい。
これからの時期は来られる方にとって、積雪の状況が
心配されるところだと思います。雪があるなか、お越し
いただくのは大変とは思いますが、白い雪景色と色とり
どりのオシドリがマッチしてきれいです。オシドリに会
える町「日野町」へぜひ、お越しください。
■問合せ 日野町役場企画政策課
（電話0859−72−0332）

インフルエンザ予防接種について

１月〜２月に流行のピークをむかえるインフルエンザを予防するため、今年もすべての町民の
皆様を対象に予防接種の費用助成を行います。
10月末に集落の健康推進委員さんを通じてまたは、郵送にて受診券（助成券）を各世帯にお配
りしています。使用期間は10月21日から１月31日までです。受診券（助成券）とあわせて、券が
使用できる医療機関（指定医療機関）も明記しておりますので、予約して接種してください。
なお、指定医療機関にて、券を使用せずに全額自費で接種した場合（２回目接種も含む）、ま
たは入院中や施設入所中などやむを得ない事情により指定医療機関でワクチンを接種できなかっ
た場合は、領収書と予防接種済証の写しを添えて、役場福祉保健課にて申請を行うと助成を受け
ることができます。
ワクチン接種による効果がでるまでに２週間程度を要しますので、12月中旬までに接種するこ
とをおすすめします。
詳しくは、役場福祉保健課（75−6111）までご連絡ください。

平成25年11月号
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月９日は﹃１１９番の日﹄
ということをご存知ですか？

わが国では︑消防に対する正しい理解

と認識をさらに深めるとともに︑防火防

災意識の高揚︑地域ぐるみの防災体制の

62

年
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確立に資することを目的として昭和

19

Web-TAX-TV
「海を越えた税務調査」

11

月９日を﹃１１９番の日﹄として

国税庁ホームページの
インターネット番組
「Web‐TAX‐TV」で、
国税庁の取組を紹介する
番組を配信しています。
ぜひご覧ください。

より

www.nta.go.jp

おります︒

期間中、国税庁ホームページで
様々な情報を提供しています。
ぜひご覧ください。

☆消火活動や救急︑救助活動は１分１秒

テーマ「税の役割と税務署の仕事」

を争う時間との勝負です︒

11月11日〜17日は
「税を考える週間」

１１９番通報は西部消防局指令センタ

笑い療法士は、『癒しの環境研究所』が認定し
ています。笑いをもって自己治癒力を高めるこ
とをサポートする人のことです。笑いは、人が
幸せに生きることを支え、また、病気の予防に
もつながります。

ーにつながり︑災害現場に消防車や救急

テーマ：『笑いの雨が降りますように』
講 師：笑い療法士
島根大学医学部付属病院 腎臓内科教授
伊藤 孝史先生
日 時：平成25年11月16日（土）10:00〜11:30
（受付時間 9:00〜10:00）
場 所：日野町文化センター（日野町根雨）
参 加：無料（どなたでも自由に参加ください）

車の出動が指令されます︒

第10回 鳥取県西部自治体病院
看護研究発表会 一般公開講座

☆いざという時に備え︑電話のそばに自

宅の住所︑電話番号を記入したメモを準

備しておきましょう︒

☆携帯電話等からの通報では︑目標物と

なる建物や住所表示などで居場所を確認

し︑落ち着いて係員の質問に答えて下さ

い︒

☆消防局庁舎見学を受け付けています︒

西部消防局の消防業務に対するご理解

を深めていただくために施設見学を行っ

ています︒お気軽に下記までご連絡下さ

い︒

消防局総務課

︵０８５９︶３５ １９５１

−

問い合わせ先

お知らせ−information―
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陸上自衛隊 高等工科学校生徒
受験案内
中学卒業者（17歳未満）を対象に、公的資格等を身
に付け、国際社会に対応できる将来の自衛官を要請し
ます。※男子のみ
■推薦
募集人員：約60名（参考 平成24年度）
受
付：平成25年11月１日〜12月６日
試験期日：平成26年１月11日〜13日の間の指定する1日
■一般
募集人員：約260名（参考 平成23年度）
受
付：平成25年11月１日〜平成26年１月10日
試験期日：平成26年１月18日
お問合せ：自衛隊米子地域事務所
☎0859−33−2440

〜若者が活きやすい地域へ〜
地域で若者が育っていくために何が必要か？ 地
域、教育、医療の分野でご活躍の方々をお呼びして、
みんなで考えていくことができればと思います。若い
方はもちろん、若者にエールを贈りたいという熱い思
いをお持ちの方など幅広くみなさんのご参加をお持ち
しております。
テーマ：『つながること、広がること、育つこと〜若
者が活きやすい地域づくりをめざして〜』
日 時：平成25年12月8日(日) 13:00〜16:00
(受付12:30〜)
場 所：ふれあいの里 中会議室1・2
参加費：無料
問合せ：よなご若者サポートステーション
イオン米子駅前店4階
電話0859−21−8766

−information―お知らせ

求

人

募

集

■日野病院組合職員募集
職
看

種
護

（お問合せ

資

師

格

募集人員

勤務地

３名

・日野病院組合（日野町野田332）
・介護老人保健施設あやめ（江府町武庫475）
・在宅介護支援事業所（日野町野田332）

看護師免許取得者

日野病院組合事務局

総務課

☎0859−72−0351）

■介護老人保健施設あやめ職員募集
職

種

資

嘱託１種介護職員
（夜勤あり）
嘱託１種看護職員
（夜勤あり）
嘱託２種介護職員
（夜勤なし）
嘱託２種看護職員
（夜勤なし）
（お問合せ

食

募集人員

ホームヘルパー２級以上優遇

２名程度

看護師または准看護師免許取得
者及び免許取得見込みの者

２名程度

ホームヘルパー２級以上優遇

３名程度

看護師または准看護師免許取得
者及び免許取得見込みの者

２名程度

介護老人保健施設あやめ

※町報掲載時まで
に、充足済等によ
り求人が取り消し
となっている場合
がありますのでご
了承ください。

格

勤務地

介護老人保健施設あやめ
（江府町武庫475）

☎0859−75−3230）

〜町報で求人情報を掲載します〜
要件：町内に事業所を持ち、ハローワークに求人情報を提供
している企業掲載を希望される場合は、役場総務課（☎75−
2211）までご連絡ください。

す
おす め
改

チャレンジクッキング

（11月）

卵や小麦のアレルギーがある方も食べることがで
きるフライ風の揚げ物です。
アレルギー対応の場合は、塩せんべいは小麦を含
まないものをお使いください。
（食生活改善推進協議会）

一人分栄養量 エネルギー
食塩相当量

227kcal
0.3ｇ

あじの米粉フライ
材料（4人分）
あじ
4尾
米粉
40ｇ
きな粉
40ｇ
水
100cc
塩せんべい
40ｇ
油
レモン
トマト
キャベツ

適宜
1／2個
１個
80ｇ

作り方
① せんべいは袋に入れ、麺棒で砕いておく。
② あじは３枚におろしておく。
③ 米粉、きな粉、水を合わせたものを②のあじにつけ、そのまわりに①の
せんべいををつける。
④ 油を170℃に温め中火でゆっくり揚げる。

平成25年11月号
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11月 N O V E M B E R 行事カレンダー 12月 D E C E M B E R
日

曜日

行

事

名

場

所

時

間

15 金 もの忘れ健診

総合健康福祉センター 9:00〜16:00

16 土 もの忘れ健診

総合健康福祉センター 9:00〜16:00

日 曜日

18 月

2 月
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

19 火
20 水 公民館講座（大正琴）

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

広域隣保活動（陶芸）
21 木

創作館

補聴器修理相談会
（トーシン補聴器センター）総合健康福祉センター

あすなろ会

総合健康福祉センター 14:30〜16:00

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

22 金 広域隣保活動（陶芸）

創作館

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

防災・情報センター 10:00〜12:00

5 木 もの忘れ外来
6 金 ぼちぼち倶楽部

役場本庁舎のみ 〜19:00
総合健康福祉センター 13:30〜15:30

7 土
8 日
公民館講座(絵手紙・油絵） 防災・情報センター

24 日

防災・情報センター 13:00〜17:00
役場本庁舎のみ 〜19:00

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

13:30〜15:30

13:30〜15:30

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（パッチワーク）

防災・情報センター 13:30〜15:30

公民館講座（社交ダンス） 防災・情報センター

14:00〜15:30

受付
13:00〜13:30

公民館講座（ヒップホップ） 防災・情報センター

19:00〜20:30

26 火 1歳6か月児・2歳児・3歳児健診

27 水

13:00〜16:10

総合健康福祉センター 13:00〜17:00

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

本町五丁目集会所 10:00〜12:00

受付
8:30〜10:30
13:30〜15:00

総合健康福祉センター

9 月 公民館講座（押し花）

25 月 広域隣保活動（元気クラブ）

間

4 水 公民館講座（大正琴）

19:00〜21:00

防災・情報センター 13:00〜17:00

時

住民健診

23 土
公民館講座（押し花）

所

第39回江府町人権・同和教育研究集会 山村開発センター

13:30〜15:00

総合健康福祉センター 13:00〜17:00

場

総合健康福祉センター 9:30〜11:30

19:00〜21:00

もの忘れ外来

名

3 火 江尾の会

防災・情報センター 10:00〜12:00

明徳学園

事

1 日

17 日
公民館講座（墨彩画）

行

総合健康福祉センター

もの忘れ健診結果説明会

山村開発センター 9:30〜11:30

公民館講座（樹脂粘土）

防災・情報センター

補聴器修理相談会
（中国補聴器センター）

総合健康福祉センター 9:30〜11:30

消費生活相談窓口開設

総合健康福祉センター 9:00〜16:00

公民館講座（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

28 木 歯科健診・フッ素塗布
証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

29 金 農地相談会

総合健康福祉センター

12 木 広域隣保活動（生花）

13:30〜15:30

受付
13:00〜
（年長・年中）
14:00〜
（年少・未満児・未就園児）

13 金

本町五丁目集会所

19:00〜21:00

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

公民館講座（生花）

防災・情報センター 19:00〜20:30

赤ちゃん健診

総合健康福祉センター

14 土 広域隣保活動（パソコン）

受付
13:00〜13:30

本町五丁目集会所

役場本庁舎のみ 〜19:00
山村開発センター 13:30〜16:00

30 土

《11月の納税は》
固 定 資 産 税 ４ 期
発効日：平成25年10月25日
国民健康保険税６期
詳しくは、鳥取労働局労働基準
介 護 保 険 料 ６ 期
部賃金室(☎0857-29-1705）
後期高齢者医療保険料５期
又は、最寄りの労働基準監督署
鳥取県最低賃金
１時間：664円

納期限は12月2日(月)です。（口座振替は12月2日）

へお尋ねください。

延申込件数

195件

（前月比＋44件）

延寄付金額 308万円

■まちの人口 3,307人（−1）
男 1,546人（＋1）
女 1,761人（−2）
■世帯数
1,118世帯（±0）
10月末現在（
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）は前月比

10

10

57 56

月届 ︵敬称略︶

（前月比＋56万円）

人の動き

11 1

◎お誕生おめでとう
住所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
(
男
昇
日の詰 磯江 弘翔
男
真一
貝 田 森田 結音
◎ごめい福を祈ります
住(所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
薫
歳
敬史
荒 田 藤原
歳
恵美子
宮の前 谷口美佐江

年
平成25
月 日
現在

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。

ご寄付

ふ る さ と 納
税

納付期限 11月分 平成26年１月６日まで

社会福祉協議会に次の方からご寄付を
いただきました︒︵ 月分︶敬称略
◎見舞い返しとして
美 用 川上 政江 本人退院
荒 田 藤原 清枝 本人退院
洲河崎 三好
環 本人退院
◎香典返しとして
小江尾 篠田 宏治 父正雄死去
荒 田 藤原 敬史 父薫死去
本町五 川上 寿枝 夫見次死去
池の内 木山 洋志 妻憲子死去
本町三 稲田 三枝 母佐々木久米子死去
本町二 吉川慶一郎 妻光恵死去
宮の前 谷口恵美子 子美佐江死去
新町一 下村 房代 夫栄夫死去

応援ありがとうございます！

今月の国民年金

お
ふじはら み

町長後記

めっきり朝晩が冷え込む季節とな
りました︒町民の皆様にはご健勝に
お過ごしのことと思います︒ 月後
半から 月上旬にかけては︑江府町
が一番艶やかな季節です︒先日︑地
元新聞にも鍵掛峠からの紅葉が一面
に掲載されていました︒また︑これ
からこの時期は︑紅葉狩りに奥大山
を訪れる人たちでにぎやかになりま
す︒町民の皆様も時間をとっていた
だいて︑町の誇りを再確認していた
だければと思います︒
さて︑ 月 日に江府中学校の文
化祭の一環で﹁江府町を考える
フォーラムＩＮ江府中﹂が開催され
パネラーの一人として参加しました︒
他のパネラーは中学三年生︑ 代︑
代︑ 代の皆さんでした︒内容は︑
江府町の現状︑課題︑将来像などに
ついての発表や意見交換が行われ︑
会場からも意見の発表がありました︒
私は︑貴重な機会をいただいたと感
謝しています︒それは︑参加された
年代の皆さんから江府町への思いを
聞く機会が少ないからです︒そして︑
感じたことは︑参加されたみなさん
が江府町の豊かな自然や人の温かさ
などを誇りに思ってくださっている
ご意見が多く改めて私も認識を新た
にしました︒一方︑課題としては︑
やはり少子高齢
化についてでし
た︒
今後︑しっか
りと対策を講じ
なくてはと思っ
たところです︒
江府中学校の
企画でこのような
機会をいただいた
ことに改めて感謝
しながら家路につ
きました︒
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米子医療センター付属看護学校在籍

藤原美緒さん

やんぐスマイル
集え若人！

現在看護学校の３年生で来年の春卒業予定です。看護学校では１、２年生で医療全般の勉強をして、３年
生では実際に病院で実習を行っています。今はひと段落して、国家試験に向けて試験勉強を頑張っていると
ころです。学校生活で一番の思い出は、実習が終わるので担当の患者さんにお礼のあいさつをした時、「あ
なたがいてくれて良かった」と言われたことです。つらい実習でしたが、その言葉が嬉しくて泣いてしまい
ました。趣味は小学校１年生からやっているスキーです。奥大山のみんなと楽しく滑るのが大好きです。江
府町で好きな場所は奥大山スキー場。私を育ててくれた場所です。
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