元気で明 るい輝きのあ

るま
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特集

消防団
大切な人・まちのために

消火だけじゃない！
消防団の活動

○平常時の活動

御活動︑行方不明者の捜索など

活動︑警戒巡視︑避難誘導︑災害防

消火活動︑残火処理︑救助・救出

○災害時の活動

性が︑より高まっています︒

の多様化により︑消防団活動の重要

近年はゲリラ豪雨や豪雪など災害

を行っています︒

火災を予防する啓発活動や訓練など

旧活動などを行い︑平常時は地域で

せん︒災害時には救助活動︑災害復

消防団の活動は消火活動に限りま

▲消火操作の技術を競う操法大会

消火・操法訓練︑防災訓練・水防

訓練︑特別警戒︑広報活動など

2

平成26年６月号

消防団員とは？
火災が起きたとき消防車で駆けつ

けてくれる︑消防職員と消防団員︒
その違いはなんでしょうか︒
消防職員は西部広域行政管理組合
の職員で︑消防署にいる消防の専門
職︒一方︑消防団員は︑自営業・会

社員など自分の仕事を持ちながら︑
火災が起きると同時に出動する︑地
域のボランティア的な存在です︒

▲（左）洪水を想定した水防訓練（右）出初式での記念放水

大切な人・まちのために―

特集−消防団

事業所の協力を得て

団員数（平成26年６月現在）

類

本部（団長、副団長）

定員数

実数

過不足

2

2

0

第一分団

23

19

−4

第二分団

25

25

0

第三分団

10

6

−4

消防団員募集中！ あなたの力を待っています
江府町消防団では、団員を随時募集しています。
災害から地域を守るためには、多くの人の力が必要です。
町内在住の18歳以上で、熱意のある健康な人なら、どなたでも入団できます。

入団申込み・お問合
せは江府町役場
総務課へ

消防団に関する問い合わせ 江府町役場総務課 ☎75−2211
3

平成26年６月号

動に協力いただける事業所を﹁消防

団協力事業所﹂として認定し︑認定

の証として﹃江府町消防団協力事業

12

所﹄の表示を交付しています︒︵平

成 年６月現在 事業所︶

仕事を持ちながらの消防団活動は︑

26

本業の仕事中に出動要請がかかる

ことがあるため︑団員には職場の理

解と協力が欠かせません︒

分

仕事場の理解や協力があってこそ成

り立つのです︒

■江府町消防団

事業所の中には︑災害時の消防団

活動を職務の一部とみなしたり︑積

消防団員が減っています

地元の情報や地理に詳しく︑迅速

に対応できる消防団は︑地域の安全

を保つために無くてはならない存在

です︒しかし︑多いときは全国に２

００万人いた団員が︑毎年減り続け︑

現在は 万人を下回っています︒

江府町消防団では︑女性消防団と

して第三分団を結成するなど︑消防

人の定員に

60

団員の確保に懸命に取り組んでいる

人と︑団員が不足して

ところですが︑全体で

対し実数は

います︒

52

90

消防団協力事業所表示

消防団に入団して、今年で43年になります。長
い団員生活では、大規模な火災や行方不明者の捜
索など、大変な思いを数多く経験しました。江府 ▼
町は県境を抱えた広い面積を持ちますが、それを
たった50名程度の消防団員で守っていく必要があ
ります。そのためには、地元の事をよく知った消
防団員の力が必要不可欠です。場合によっては消
防署よりも現場に早く駆けつけ、火災の延焼を防
ぐこともあります。団員として活動することで、
地域の方とのつながり、信頼関係も生まれてきま
す。是非、皆さんの入団をお待ちしています。

極的に団員を輩出するなど︑協力体

泰彦さん

制を整えているところもあります︒

大岩

団長

江府町では︑従業員が消防団に入

江府町消防団

団している︑従業員の消防団員活動

地域の方との信頼関係生まれる

に配慮している︑災害時に資機材等

大切な人・まちのために―

を消防団に提供するなど︑消防団活

特集−消防団

江府小学校運動会
日︑晴天の中江府小学校運動会が行われ

ＮＨＫ﹁旅するラジオ﹂
公開生放送

５月６日お昼の

時

分か

分間︑防災情報センター

ちゃ

貴重なもので︑ハイテクな設

ん号﹂は全国に一台しかない

たラジオカー﹁ラジオ

また︑公開生放送で使われ

ました︒

化や自然や食の魅力をＰＲし

存会の皆さんが︑江府町の文

スモスの会︑こだいぢ踊り保

聴者に向けて︑文化協会︑コ

番組中では全国のラジオ視

ました︒

ナウンサーが会場を盛り上げ

ＮＨＫ鳥取放送局田中逸人ア

和となり︑出演者の皆さんと

天気も良く絶好の生放送日

の公開生放送が行われました︒

前にてＮＨＫラジオ第一放送

ら

12

備に見学者の方も驚いていま

した︒

4

平成26年６月号

元気いっぱい！
５月

ました︒児童たちは︑事前に何度も練習を重ねた
成果を存分に発揮し︑校庭を所狭しと躍動しまし

30

80

た︒また保護者や地域の方が一緒に参加する種目

▲白熱する総合リレー

では︑子ども顔負けの元気で︑大盛り上がりの運

▲応援合戦に名探偵現る

25

24

動会となりました︒

▲貴重なラジオ生放送の現場です

▲出演者の皆さん

▲ゴール目指して一直線！
▲お父さんと一緒に笑顔
見事な組体操
▲努力の結晶

まちの話題

▲江尾駅近くに移転し、アクセスも良くなりました

地域支え愛センター開設
江府町社会福祉協議会は︑事務
所を旧老人福祉センターから江尾
日

今年も放牧の季節がやってきました

瓜菜沢放牧場

初夏のさわやかな風が駆け抜ける瓜

日には放牧

菜沢放牧場で今年も牛の放牧が始まり

ました︒放牧を前に５月

る予定です︒

の期間で随時

められた牛は

日いよいよ放牧です︒

月まで

頭前後の牛が放牧され

頭で︑５月〜

んでいるように見えました︒この日集

駆け出してそれぞれが自然の環境を喜

きはどこへやら・・・一目散に牧野に

普段の牛舎の中でのゆっくりとした動

そして︑５月

える準備が整いました︒

本入念にチェックし︑どうにか牛を迎

の数の杭が破損していたため︑一本一

の重労働︒おまけに冬場の雪でかなり

るため︑資材搬入から設置までかなり

足場の悪い山の斜面などに柵を設置す

場の泥上げなどの作業を行いました︒

隊などが集まり︑牧柵の補修や水飲み

れ︑和牛農家や農協︑地域おこし協力

準備のために放牧場の環境整備が行わ

22

の街中に事務所を移転し︑﹁地域
支え愛センター﹂として５月
から新たに開設しました︒
新しい事務所は︑民家を改築し
たアットホームな造りで︑利用者
の方にもリラックスして利用頂け
る施設となっています︒
事務所の移転にあたり江府町社
会福祉協議会の清水会長は﹁江尾
のまちなか︑江府町の中心地に移
転することにより︑江尾診療所・
総合健康福祉センターとの連携を
より一層深めていきます︒福祉の
拠点として地域に密着したサービ
スを目指し︑住民の皆様とより強
い結びつきが出来るよう取り組ん
で参ります︒是非︑バスの待ち時
間︑お買い物のついでなど︑お気

!!

10

19

軽にお立ち寄りください﹂と話し
ました︒

平成26年６月号

5

23

30 25

▲安全な放牧場になるように入念な作業を行いました

▲自然の中でいきいきしています

▲看板を設置し、いよいよ開設

社会福祉協議会がまちなかへ

まちの話題

ずい

ほう そう

こう しょう

瑞宝双光章を受章

まちの話題

きょく じつ たん

こう しょう

旭日単光章を受章

藤原

嘉久さん

藤原嘉久さん︵池の内︑満
歳︶が高齢者叙勲で旭日単光章
を受章されました︒
藤田さんは昭和 年に江府町
議会に初当選して以来︑３期
年に渡って町政の発展に貢献さ
れました︒議員在任中には︑教
育民生委員長等を務められ︑福
祉と教育の重要性を訴え︑保育
所の移転新築や町民テニスコー
トの新設に尽力されました︒
また︑経済建設常任委員とし
て︑俣野川発電所建設の際には
関係集落に出向き協議を重ね︑
建設に伴う関連事業︵町道・農
道・水路・集落集会所︶などの
生活環境の推進︑地域振興の基
盤づくりに努めるなど多大な貢
献を果たしました︒
町長から伝達を受けると︑藤
原さんは大変喜んでおられまし
た︒

6

平成26年６月号

成雄さん

年間は江府町

▲町長から伝達を受ける藤原さん

藤原
前教育長の藤原成雄さんが︑瑞
年間教員として勤務され︑

宝双光章を受賞されました︒藤原
さんは
その後江府町教育長として小学校
統合など︑少子化の進む中でより
良い教育の環境整備の推進に尽力
されました︒
年のうち︑

受章について藤原さんは﹁教員
生活

内での勤務でした︒たくさんの江
府町の皆さんに支えられて今回の
勲章を頂くことができました︒今
後は自分が出来る恩返しを町民の

しょう

皆さんへしていきたい︒﹂と話し
ました︒

ずい ほう そう こう

﹃瑞宝双光章﹄とは？
国や地方公共団体の公務︑又は学
校において︑教育など公共的な業
務に長年にわたり従事して功労を
積み重ね︑成績を挙げた方へ授与
される勲章

88

12

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。

31

52

旭日単光章ってなに？

38

38

一本一本手作業で田植え

を行いました︒
初めて田んぼに入る生
徒が多数でしたが︑日頃
体験することのない田ん
ぼの感触に歓声を上げな
がら︑笑顔で田植え体験
を楽しみました︒
最初はぎこちなかった
ものの︑一度コツをつか
むと︑素晴らしいペース
で作業を進め︑時間内に

年度江府町赤十字奉仕

江府町赤十字奉仕団総会

日︑平成

されました︒

赤十字奉仕団は︑人道・公平・博愛・中

立の精神をもとに︑地域のなかでいろいろ

なボランティア活動を行っております︒

年度は︑特別養護老人ホームチロルの

年という節目

の慰問活動などを行いました︒奉仕団は︑

平成６年に発足し︑今年で

を迎えました︒

ますが︑今年は３人の新団員を迎え︑

名

年々︑団員の確保が困難になりつつあり

20

大山スイカ栽培講習会＆苗引渡し

４月

26

団の総会が︑総合健康福祉センターで開催

24

里やこどもの国保育園︑町内の高齢の方へ

25

で活動しています︒

平成26年６月号

7

▲まずは地域の方に教わります

５月９日山村開発センターにて大山スイカ栽培講習
会が行われました︒日野改良普及所から渡辺普及員を
講師に迎え︑大山スイカの栽培について講演がありま
した︒
今年の重点目標は︑人工交配︑摘果等を行い玉数を
制限して昨年よりさらに質の良い大山スイカの生産に
取り組みます︒
栽培講習会に引き続き︑大山スイカ苗の引き渡しも
行われました︒今年は倉吉農業高校の日置先生と生徒
５名に学校で育苗した苗１００本を持ってきていただ
江府小学校で田植え体験
きました︒
５月 日に江府小５年
倉吉農業高校とは毎年苗の受け渡しから始まり︑巡
生の田植え体験が行われ
回指導︑反省会等を通して連携してきました︒今年は
ました︒当日は︑空場語
これらの活動に加え︑大山スイカのイベントも連携し
さんのほかボランティア
て行っていきます︒
の皆さんの指導を受け︑
尚︑夏には町内各地で収穫を迎え︑みちくさやイベ
ント等で販売します︒

▲

田植えって楽しい！

▲倉吉農業高校と大山スイカの生産者

19

すべての苗を植えました︒

34

美味しいお米になーれ

まちの話題

▲真剣なまなざしで講演を聞くみなさん

日︵水︶に江府町防災情報

回鳥取県学童軟式野球大会

日︵土︶︑町運動公園総合グラウンドにて︑

チロルジュニア江府︑
惜しくも準優勝
５月
日野郡少年野球大会兼第

日野郡予選がサントリーフーズ㈱の協賛により開催さ
れ︑日野郡内の全３チームがリーグ戦方式により対戦
をしました︒
チロルジュニア江府は︑全員が攻守に健闘しました
が︑惜しくも準優勝となりました︒
優

チロルジュニア江府

日南オールスターズ

勝

準優勝

▲

年５月

▲新会長の藤原成雄さん

日︵月︶︑

日︵木︶︑

日︵金︶江府

年度江府町

職域・グループ対抗レクリエーションソフトボー

ル大会が行われました︒

１５４名の選手が参加され熱戦が繰り広げられ

ました︒接戦も多くサヨナラ勝ちの試合もあり大

いに盛り上がる大会となりました︒結果は次のと

おりです︒

チロルジュニア江府

江府町役場

ＧＯＤＳＵＮＳⅡ

果﹀

勝

︿結
優

準優勝

第３位

8

平成26年６月号

熱戦 職域ソフトボール大会
５月

22

!!

19

町運動公園総合グラウンドにて平成

23

26

江府町体育協会の
会長が変わりました
平成
年度から会長を務められました手島征

職後すぐに会長に就任されて以来︑江府町の

時代から体育協会副会長として携わられ︑退

雄さんが就任されました︒手島さんは教育長

夫さんが会長を退任され︑前教育長の藤原成

平成

センターにて︑江府町体育協会総会が行われ︑

14

スポーツ振興に大きく貢献されました︒
▲川端副会長から手島前会長に感謝状が手渡されました

44

根雨スポーツ少年団

▲優勝したGODSUNSⅡ（サントリー）のみなさん

26

17

10

第３位

頑張れ！
チロルジュニア！

まちの話題

▲チロルジュニア江府の選手に小学生も参加

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

日野町

ねう祭り 〜花火が夜空を彩り、踊りの列が根雨を練り歩く〜
【日

時】７月19日（土）（少雨決行、大雨中止）

【場

所】日野町根雨地内

【内

容】日野町根雨で行われる毎年恒例の夏祭り。約600発の色とりどりの花火が打ち上げられ、夜空を

彩ります。また、花火の前には、自治会や町内事業所などから構成され
た踊りの列が練り歩き、まちなかを盛り上げます。まちなかでは、たこ
焼き、栗まんじゅう、
金魚すくいなどの露
店が立ち並び、地元
のみならず、帰省客
らで大いににぎわい
ます。みなさんのお
越しをお待ちしてお
ります。

日南町
日南町の美味しいが大集合!!

第15回にちなん食のバザール

新鮮野菜や季節の料理、農産加工品といった自然あふれる日南町の味覚をまるごと味わえる「にちなん食
のバザール」。毎回たくさんの方にご来場いただき、昨年は延べ来場者数３万人を達成することができまし
た。
今年も日南町の「美味しい」を集めて開催します。イベントの詳細が決まり次第、ホームページなどでお
知らせします。
ぜひご来場ください。
■日

時：６月22日（日）10：00〜15：00

■会

場：日南町総合文化センター

屋外イベント広場

■問合せ先：にちなん食のバザール実行委員会事務局（日南町役場企画課内）
※写真は昨年度開催した際のものです
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シカ

114

2

2

0

0
68

450

125

0

0
246

496

278

63

0
アオサギ

14

18

14

64

0

合

606

6,189

2,112

562

717

や畦畔等の農地や水路などの農業施設での被

ているようです︒しかし︑町への未報告被害

的に捕獲されています︒捕獲頭数から推測す

別表２の通りで︑イノシシでは約 頭が継続

年︶は３月から４月

外の期間の有害捕獲によって行われ︑狩猟に

一方︑鳥獣の捕獲は︑冬期の狩猟とそれ以

獲されています︒狩猟従事者によりますと︑

カが４頭︑ヌートリアが 頭と非常に多く捕

日までの２か月足らずでイノシシが 頭︑シ

また︑本年︵平成

は狩猟免許︑有害捕獲には狩猟免許のほか有

﹁この冬は暖冬で雪が少なく鳥獣が越冬しや

害になると推測されます︒

害捕獲許可が必要となります︒現在︑町には

た︒本年は︑イノシシ被害に注意が必要かも
しれません︒

23年

24年

25年

24

49

21

44

49

2

2

ヌートリア

21

0

3

5

13

カラス・サギ

22

16

37

3

3

10

平成26年６月号

鳥獣被害と農地の保全

435

すかったことが多発の原因﹂ということでし

20

☎（75）6620

農業委員会事務局

今春イノシシ 捕 獲 数 が 急 増 ！

1,693

32

1

野生鳥獣による農作物等への被害は深刻な
問題となっています︒この鳥獣被害は︑農作
物の被害金額だけの問題ではなく︑耕作意欲

5,223

40

問い合わせ先

を減退させて耕作放棄地の拡大をまねく要因

164

12

22年

シカ

にもなっています︒そこで農地保全の観点か

イノシシ

26

21年

イノシシ

らイノシシを中心とした鳥獣被害の状況に焦

25年

計

点を当てました︒

24年

カラス

１．江府町の被害状況等
町への鳥獣被害報告に基づく農作物への被

23年

名の方が登

銃猟従事者６名とわな猟従事者
録し活動されています︒

さて︑猟期以外での有害鳥獣の捕獲実績は

19

単位：頭，羽

有害鳥獣捕獲実績

別表２

害金額は︑別表１の通りです︒
イノシシによる被害が大半を占めています
年の約６百万円をピークに減少し

22年

ると被害が減少しているとは思えません︒

が︑平成

21年

ヌートリア

単位：千円
別表1
鳥獣による農作物被害金額

害もあり︑それらを加えるともっと大きな被

22

イノシシ被害の状況（御机地区）

農業委員会だより

年度より日野郡の関係

口約束での﹁ヤミ小作﹂では︑
なぜいけないのでしょうか？

農地を農地として貸し借りする場合に

は︑農地法あるいは農業経営基盤強化

促進法に基づいて賃借契約することと

なっています︒

詳しくは農業委員会事務局へお問い

合わせください︒

農業委員会総会︵ 月︶

４件

審議案件すべて承認されました︒

・農用地利用集積計画書

・平成 年度の目標及びその達成に

日︵月︶

向けた活動の点検・評価について

・平成 年度事業計画

６月の農地相談会

月

お気軽にご相談ください︒

年

分から午後４時まで

☎（75）6620

２．被害防止対策等
防止対策は︑平成
機関で構成された﹁日野郡鳥獣被害対策協議
会﹂が中心となって取り組むこととなり︑主
に①前述の捕獲に関する取り組みと②防護柵

口約束での農地の貸借において︑どこの農地を

◎利用権を設定して解決をしましょう︒

よる共同の防護柵設置事業が重点的に実施さ

何年間いくらの小作料で貸しているかについて本

設置に関する取り組みとの両面から実施され

れています︒農村の過疎化・高齢化が竹林の

人のみが承知し︑家族もわからないことがたびた

世代交代の場合のトラブル

拡大や耕作放棄地を増加させていますが︑そ
びあります︒

ます︒②については最近ワイヤーメッシュに

のことが鳥獣の生息域の拡大・個体数の増加

地を︑いつまで貸していることが全く不明となり

特に若い世代に変わった際に︑誰に︑どこの土

してその被害により耕作意欲が減退し︑新

トラブルの原因になります︒

につながり︑被害を拡大させています︒そ
たな耕作放棄地等を発生させるという悪循
環が発生し︑このサイクルを断ち切ること

時効によって︑貸した農地が返ってこないことも

◎相談日 平成

午後１時

所 山村開発センター

●毎週金曜日発行

申し込みは地元の農業委員または農業委員

●１ヵ月６００円

●カラー版

◇旬の農業情報が満載◇

全国農業新聞購読のおすすめ

全国農業新聞

◎場

26

が必要になります︒

５

30

鳥獣被害の防止対策が︑耕作放棄地の解消

﹁ヤミ小作﹂で長期間継続していると︑賃借人
が賃借権の時効︵民法による

年以上︶を強調さ

と新たな発生を防ぎ農地を守るために有効な

れます︒この場合︑農地が返還されないことがあ
ります︒

手段となるわけです︒
農業委員会では﹁地域の農地と担い手を守

ヤミ小作は法律の保護がなく︑貸借は違法状態で

り生かす運動﹂として︑遊休農地の発生防
止・解消および無断転用の防止のために︑農

ある
けない農地の貸借は︑法律による保護を受けない

利用権を設定しなかったり︑農地法の許可を受

地パトロールによる地域農地利用の総点検を
毎年実施しています︒今後とも皆様のご理解
と︑ご協力をお願いいたします︒

契約になります︒

６

30

農業委員会事務局

問い合わせ先

25

会事務局へ

平成26年６月号
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20

26

26

中学校地区進出学習会開校式

本年度も参加応募の

あった中学生２名と小

学生３名の生徒︑児童

を対象として︑人権学

習や学力向上を目的に

﹁地区進出学習会﹂が

日︑小学校は

開講しました︒中学校

は５月

６月３日に開講式を行

い︑年間の学習内容の

確認と子どもたち一人

ひとりの目標を発表し

て学習会が開始されま

した︒

▲小学校地区進出学習会開校式

26

﹁地区進出学習会﹂開講！

まちの教育
▼

私は、２年前、職場の上司からのパワーハラスメントで、うつ病に
なりました。私は今まで「うつ病は心の弱い人がなる病気だ」「自分
には関係のないことだ」と思っていました。
しかし、実際に自分が病気になってみると、あんなにも強がり、負
けず嫌いだった私が何もかもに自信をなくし、 自分らしさ をなく
していきました。
そこで私は、今までうつ病に対して間違った思い込みをしていた自分に気付き、深く反省しまし
た。
そもそも 心（こころ） って体のどこにあるのか・・・？う〜ん、心臓のあたりかな？そのくら
いに思っていましたが、本当は心というのは体の中にあるのではなく、 人と人がかかわった時に発
動するものなのです。（「ツレと貂々、うつの先生に会いに行く」より）
うつ病のしくみは、①脳がきちんと働かなくなる→②眠れなくなる・体の痛みなど体に変調が起き
る→③人間関係にも変調が起きる（怒りっぽくなったり）→④社会生活ができなくなる（周りから見
ると心が病んでいるように見える）つまり、体のどこが悪いというわけではなく、全体のバランスが
崩れている状態なのです。
結局、私は職場の理解を得られず、休職をもらうのも 仕方なく そして休職中も「早く出て来
て」と催促、時間がかかると分かると退職を求められ（「あなたにはこの仕事は向いていない」と何
度も言われ、最後には勝手に退職願まで作成されていました）その職場を去りました。
幸い近所の方には理解のある方も多く、私が病気だということも知っておられ「無理しなんなよ
ー」「調子はどげかいなぁ？」「顔色がいいでー」とあたたかい声をかけてくださり、とてもおだや
かな日々を過ごし、１日十錠以上飲んでいた薬も三錠にまで減りました。（もちろん家族の理解と支
え、存在もあるからこそですが）
しかし、中には姿を見かけても、まわりの人にはあいさつをするのに私のことは見えないかのよう
に知らない顔をする人もいます。朝からとても悲しい気持ちになりました。
でも、それはもしかしたら病気になる前の私だったら同じことをしていたかもしれない出来事で
す。そう思った時にうつ病のこと、精神疾患のことをもっと知ってもらえたら誰もが 生きやすい世
の中 になっていくのかな・・・と思いペンを執りました。
江府町は手当て、補助も手厚く、いざという時にとても頼りになります。
私も助成を受けながら通院、投薬を受けています。町民の皆様に感謝をする毎日です。私も元気にな
ったら恩返しをしていきます。ありがとうございます！
ペンネーム もりのうさぎ さんからの投稿
平成26年６月号
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５月 日︑江府町教育振興会の総会が開かれました︒この振興会は︑園児

・児童・生徒の教育振興を目的として︑保育園・小学校・中学校・教育委員

会のメンバーで構成された組織です︒この日の総会では︑前年度の報告や今

年度の計画などについて話し合われました︒

総会終了後には︑全体研修会が開催され︑教育委員会の指導主事による今

年度の事業の説明や︑代表の先生方による保育園・小学校・中学校の取組の

紹介がありました︒

保育園からは﹁仲間とともにさまざまな体験をとお

して生きる力を育てる﹂という保育目標のもとに︑年

齢に応じた保育内容の充実を図ることなどが紹介され

ました︒また︑小学校・中学校からは︑それぞれ﹁ね

ばり強く考え伝え合う授業づくり﹂﹁進んで自己表現

し︑楽しみながら学び合い力を伸ばす生徒の育成﹂を

テーマに授業の充実に取り組んでいくことなどを紹介
されました︒

保小中連携の母体とも言える江府町教育振興会︒先

（各種委員会等）
・人権教育推進委員会
・特別支援教育推進委員会
・生徒指導担当者会

り水泳に取り組んでほしいと
思います︒
５月号でもお知らせしまし
たが︑お助け隊では︑４月に
引き続き５月以降も下校支援
を行っています︒

る
れ
か
開
会
総
会
興
振
育
教
町
府
江

生方の連携は︑このような組織をとおしても充実が図られています︒

江府町教育振興会
(子供の国保育園、江府小、江府中、江府町教育委員会)

保育園の取り組みを紹介

なかなか顔を合わせられない
先生方が︑所属を超えて立ち
話ができるのも︑この会の良
さ︒あちこちで︑このような
光景が見られました︒総会終
了後の保小中連携の一コマで
す︒

平成26年６月号
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学習環境部会

授業づくり部会

▲子ども達と一緒に歩いて下校見守り

火曜日・金曜日は低学年の
下校に合わせて一緒に歩き︑
水曜日は横断歩道に立って子
ども達の安全見守りを行って
います︒
現在︑７名の方がご協力く
ださっていますが︑下校支援
は７月まで続きます︒より多
くのみなさんの協力をお願い
します︒
︻お問い合わせ先︼
学校支援地域本部事務局
☎︵ ︶２２２３
75

28

【組 織 図】

学 校 お 助け 隊 だよ り

▲みんなで仕上げ

５月の連休明け︑江府小学
校のプー ル 掃 除 が あ り ま し た ︒
学校のプール掃除は︑長年子
ども達と先生方で行われてき
ました︒しかし︑児童数の減
少により︑この作業も年々大
変になってきました︒そのた
め︑ここ数年は︑学校お助け
隊が加わり︑子ども達と一緒
に作業に取り組んでいます︒
今年度は︑４名のお助け隊の
方が協力くださいました︒
プールの中はもちろん︑掃
除の手が届きにくいプールサ
イドなども掃除をしてくださ
り︑ピカピカのプールが復活
しました︒

お助け隊のみなさんの支援
に応えるよう︑今年もしっか

まちの教育

保・小・中連携だより

まちの教育

ー先生のほのぼのコラム
ニ
ー
カ

Hello everyone,
Golden Week has long since passed, and soon the rainy season will come. I am not looking forward to the rainy
season because of the sticky weather it brings (and the bugs). Just last weekend, my neighbor saw a mukade in
front of his store. I am not looking forward to finding mukade in my house again (last year I found five in my
house!).
A few weekends ago, I was able to go to the Tottori Flower Park with my neighbor and Joshua. There were so
many tulips! I was very excited. I had been trying to visit Hanakairo for a long time, but every time I wanted to
go, it rained! Thankfully, the weekend I did go, it was nice and sunny. I was able to enjoy myself. We saw many
different kinds of tulips. There were orange ones, yellow ones, pink ones, purple ones, and various other colors. I
didn t know tulips could be purple! I took a lot of pictures. Of course, there were other flowers there, too, but
the tulips are the ones that grabbed my attention.
I am excited for summer! I can t wait to see all the festivals again (even though I will not like the hot, humid
weather). If you see Koebi-chan sometime, say hello!
˜Connie
みなさんこんにちは。
ゴールデンウィークが終わり、もうそろそろ梅雨の季節がやってきますね。私は蒸し暑い気
候が苦手なので（そして、虫も好きではありません）、梅雨が来るのはちょっといやです。先
週末に、近所の人が店の前でムカデを見たそうです。また家の中でムカデと出くわすのではな
いかと、気が気ではありません。（去年、私は家の中で５匹も見つけたんですよ！）。
数週間前に、私は近所の人とジョシュア（婚約者）と一緒に花回廊にやっと行くことができ
ました。たくさんのチューリップがあって、とても興奮しました。長い間、私は花回廊に行こ
うと思っていましたが、毎回雨でダメになっていました。でも、ありがたいことに、やっと行
けたその日の天気はとてもいい天気で、しっかり楽しむことができました。色々なチューリップを見ましたが、オレ
ンジや黄色、ピンクや紫など、色んな色のチューリップがありました。しかし、紫のチューリップがあるとは知りま
せんでした。たくさんの写真を取りました。もちろん、他のきれいな花もいっぱいありましたが、チューリップが私
の心をグッととらえました。
夏が来るのが楽しみです。（蒸し暑い天気は好きじゃないですけど…）また、たくさんの祭りを見るのが待ち遠し
いです！それと、小江尾ちゃんを見かけたら、「こんにちは」と言ってやってくださいね!
カーニーより

おたより＊町立図書館
★ 今月のおすすめの一節 ★
澄みわたった、明るい雨が、降っていました。床
は、あざやかな緑の草におおわれ、ところどころ
に、かわいらしい花が咲いています。まがった木ば
かりでつくられたような本棚、そこにならんだ本た
ちと、人形や時計、水中花の入ったビンや、さまざ
まの原石、一角獣や竜の置物。天井からは、土と水
でできた地球儀や、そのまわりをめぐる月の模型
や、きらめく星雲、ラベンダー色のくじらや、生き
た花の風車がつりさげられています。
ルウ子とサラは、
〈雨ふる本屋〉に到着しました。
サラのもも色のカタツムリは、するするとサラの
からだにはいのぼって、ころんと人形にもどり、ポ
ケットの中へころがりこみます。
「いらっしゃい、ルウ子ちゃん、サラちゃん！」
舞々子さんの明るい声が、むかえてくれました。
苔とクモの巣でできたドレスをまとった舞々子さん
は、深い茶色の巻き毛のまわりに、まるで守護の
星々のように、いくつもの真珠のつぶを、優雅にた
だよわせています。
―――日向 理恵子『雨ふる本屋の雨ふらし』より
図書館のすみで呪文を唱えれば、〈雨ふる本屋〉への扉が開
いて――。児童書ならではのファンタジー世界へ、とっぷり
浸りたいときに。

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
豆の上で眠る／湊かなえ

＊一般書
悠々山歩き／山陰中央新報
ミントのチカラ／NHK出版
「欠けた心」の磨き方／安藤大作
男子ごはんの本

その６／国分太一

＊ＹＡ（小学校高学年〜一般向図書）
サーティーナイン・クルーズ(16)／リンダ・スー・パーク
ハート虫は知っている／藤本ひとみ

＊児童
どこかいきのバス／井上よう子

＊絵本
へんしんねこ／星野イクミ

★ 今月の特集展示 ★
６月、梅雨の季節。屋根をたたく雨音は、作品世界
に没頭させ、読書を進めてくれるものです。「雨」
をテーマにした児童書を中心に、図書館入口の正面
で特集展示中。ぜひご利用ください。
平成26年６月号
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地域おこし協力隊通信

地域おこし協力隊通信

№２ 〜現在行っている活動〜

今月は私たちが主に行っている活動や今後して行く活動を紹介して行きます。

パソコン講座
明徳学園にて５月から講師をさせて頂く事になり
ました。第一回目はワード講習から行いました。次
回以降も季節に合わせたはがき作り、エクセルや写
真等皆様に楽しんでいただけるような授業作りを心
かたおか

がけていきます。（片岡

くに や

薫哉）

農業支援班
５月から農業の活動がいよいよ始まりました。仕
事のサイクルを一日、一ヶ月、一年と広げていける
よう学びと失敗の日々を過ごしています。また、江
府町の農業に関する魅力ポイントをインターネット
でもどんどん発信して行きます。情報提供お待ちし
なが た

ています！（長田

ひらく

啓）

フットサル
奥大山ぶなの森クラブとして毎月第一・第三水曜
日に明倫小学校体育館でフットサルをやっています!!
フットサルは気軽に出来る楽しいスポーツなので是
非興味ある方はご参加下さい！（雨宮 達樹）
あまみや

たつ き

〜 今後の活動 〜
《保育園活動》

《祭り関連》

《交流会》

今月から保育園で「もの
作り教室」や「自然教
室」を実施予定です。季
節や年齢にあった内容作
りを頑張ります！

７月の土曜夜市と８月の
江尾十七夜の準備をして
います。協力隊も出店を
する予定です。お楽しみ
に！

教育・雇用・スポーツ・
文化等、僕たちの今後の
活動の参考にするため、
皆様の意見をお聞きする
会を随時開催予定です。

15
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お知らせします。
２つの給付金。
臨時福祉給付金

子育て世帯
臨時特例給付金

対象者

対象者
１月分の

児童手当の受給者

住民税の非課税者
※課税者の扶養親族や生活保護受給者等は除く

※児童手当の所得制限限度額以上の方や生活保護受給者等は除く

子ども１人につき１万円

１人につき１万円
年金や児童扶養手当等の受給者は１万５千円

消費税率の引き上げに際し、所得の低い方や子育て世帯の負担を緩和するため、２つ
の給付金を支給します。給付金を受給するためには、平成２６年１月１日時点で住民票
のある市町村へ申請が必要です。

※受け取ることができるのはどちらか１つの給付金です！
申請方法

○申請先

江府町役場 住民課

○申請期間

平成 年７月１日
︵火︶
から９月 日
︵火︶
まで

○提出書類

１．申請書

２．本人確認書類

︵免許証・保険証・パスポートなど︶の写し

３．口座が確認できる書類

︵通帳・キャッシュカードなど︶の写し

世帯主が代表して申請をされるなどの場合で
※
あっても︑各支給対象者それぞれの本人確認

書類を添付していただく必要があります︒

役場で把握している対象者には︑６月末ごろ

申請書を郵送します︒

支給対象となる方については︑次ページをご
※
確認ください︒

26

30

平成26年６月号
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臨時福祉給付金

支給要件

○支給対象：平成26年度分の住民税が課税されていない方
※ただし、課税されている方に扶養されている場合や生活保護を受給している方は対
象になりません。
○支 給 額
１人につき10,000円（下記の加算対象者は5,000円を加算）
加算対象者
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当、特別障害者手当等の
受給者など

子育て世帯臨時特例給付金

支給要件

○支給対象：平成26年１月分の児童手当（特例給付を含む）の受給者で、
平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
○対象児童：平成26年１月分の児童手当（特例給付を含む）の対象児童
ただし、臨時福祉給付金の対象になる児童は対象になりません。
○支 給 額：児童１人につき10,000円

ご注意ください！

年１月１日時点で江府町に住民

26

・給付金は︑申請書に記載した口座に入金されます︒

・原則として︑平成

票のない方の申請は受け付けられません︒

１月２日以降に転入された方は︑前の住所地で申請

してください︒申請期間は市町村によって異なりま

年１月２日以降に生まれた方は︑給付金の対

26

すので︑申請先の市町村にお問い合わせください︒

・平成

平成26年６月号

象になりません︒また︑支給決定までに亡くなられ

17

た方も対象になりません︒

年

26

・臨時福祉給付金の加算対象となる年金︑手当等の裁

定請求が可能で︑まだ行っていない方は︑平成

９月 日までに請求してください︒

問い合わせ先

○申請方法について

−

江府町役場 住民課 ☎ ７５ ３２２３

○制度について

http:www.2kyufu.jp/

−

厚生労働省 ☎ ０５７０ ０３７ １９２

ホームページ
−

30
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国民健康保険税の引き上げに
ご理解をお願いします

26

年度国民健康保険税の
で行っている国民健康保険の運営を︑平成

年度から県下一本で実施する予定で︑協

議が進められています︒江府町の国保税は

29

このたび︑平成

税率を下の表のとおり改定する予定です︒

90

パーセン

県下でも平均より低い状況にあり︑税率の

後期高齢者支援分で税率０・

ト︑被保険者均等割額・世帯別平等割額と

一本化に向けた見直しが必要になってきて

05

います︒

町では︑保健・医療・福祉の連携により︑

パー

もに各４００円︑介護分で税率１・

セント︑被保険者均等割額・世帯別平等割

額ともに各１１００円の引き上げとなりま

おきましてもみなさんのご協力をいただい

医療費の節減対策に努め︑国保税の納付に

江府町国民健康保険では︑この５年間で

ているところですが︑以上のような経過を

30

す︒尚︑医療分は据え置きます︒

世帯の

名︑世帯数で約

70

踏まえ︑やむなく今回の引き上げをする予

たします︒

歳 の 方 が 約 半 数 で ︑ 定です︒ご理解いただきますようお願いい

74

被保険者数で約

歳から

65

減少を見ております︒また︑被保険者６７

６名の内︑

パーセントを占めるなど︑

総世帯数４０６世帯のうち国保税の軽減世

帯の割合が約

低所得者層の方が増えています︒

こうした被保険者数︑世帯数が減少する

中では︑前年どおりの税率では前年どおり

の税収が確保できない状況となっています︒

一方︑国保の医療費︵保険給付費︶は︑

この５年間で約２億５０００万円前後で推

移しており︑実質的な収支は赤字基調が続

いています︒

また︑国の主導のもと︑現在市町村単位

70

平成26年度国民健康保険税
医療費分
区

分

現

行

後期高齢者支援分
改正後

7.10％ 変更なし

資産割額

27.43％ 変更なし

被保険者均等割額

分

現

行

改正後

所得割額

2.00％

2.40％

資産割額

8.00％

8.50％

21,000円 変更なし

被保険者均等割額

7,000円

世帯別平等割額

17,000円 変更なし

世帯別平等割額

２割
軽減

被保険者均等割額

16,800円 変更なし

世帯別平等割額

13,600円 変更なし

２割
軽減

５割
軽減

被保険者均等割額

10,500円 変更なし

世帯別平等割額

8,500円 変更なし

７割
軽減

被保険者均等割額

6,300円 変更なし

世帯別平等割額

5,100円 変更なし

税率

所得割額

区

介護納付金分
区

分

現

行

改正後

所得割額

1.75％

2.00％

資産割額

8.00％

8.80％

7,400円

被保険者均等割額

6,500円

7,600円

6,000円

6,400円

世帯別平等割額

3,500円

4,600円

被保険者均等割額

5,600円

5,920円

被保険者均等割額

5,200円

6,080円

世帯別平等割額

4,800円

5,120円

２割
軽減

世帯別平等割額

2,800円

3,680円

５割
軽減

被保険者均等割額

3,500円

3,700円

被保険者均等割額

3,250円

3,800円

世帯別平等割額

3,000円

3,200円

５割
軽減

世帯別平等割額

1,750円

2,300円

７割
軽減

被保険者均等割額

2,100円

2,220円

被保険者均等割額

1,950円

2,280円

世帯別平等割額

1,800円

1,920円

７割
軽減

世帯別平等割額

1,050円

1,380円

税率

税率

平成26年６月号
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受動喫煙を防ごう！

禁煙治療をお考えの方へ

１箱420円の場合×30日＝12,600円

を、何か月、何十年も払い続けることを
思えば、安いものです！

〇血管収縮

「治療費が高い！」と感じましたか？
しかし、１日にひと箱（20本）タバコを
吸った場合、ひと月あたり費用として、

受動喫煙︵じゅどうきつえん︶という言葉

喫煙習慣のある方は︑ニコチン依存症によ

り︑自分の意思だけでタバコをやめることが

困難な場合も多いです︒

そのような場合は︑専門医の指導のもと︑

貼り薬や飲み薬を使用して治療することもで

きます︒興味のある方は︑役場の保健師まで

６３,６６０円
（12週間）

ご相談ください︒︵電話：７５ ６
―１１１︶

バレニクリン
（飲み薬）

〇肺がんや循環器疾患リスクの上昇

〇咳・たんなどの呼吸器症状

４２,７６０円
（８週間）

を知っていますか？

に明らかとなっており︑屋外であっても子ど

胎児への影響
妊娠中にタバコの煙を吸うと︑胎児・胎盤
が低酸素状態となるため︑低出生体重児の出
産や︑早産・流産等のリスクが高まります︒
妊婦さん自身がタバコを吸う場合は勿論︑妊

ニコチンパッチ
（貼り薬）

受動喫煙とは︑﹁室内又は室内に準ずる環

〇乳幼児突然死症候群

（厚労省ＨＰより抜粋）

〇呼吸器感染症や喘息発作の誘発

全部位 ：男１.６５倍、女１.３２倍

婦さんが受動喫煙を受けた場合も同様です︒

標準治療費の目安
（治療費は個人差があります）

境において︑他人のたばこの煙を吸わされる
条に定義されてい

口頭・咽頭：男３.００倍、女１.０５倍
子どもへの悪影響

：男２.２４倍、女１.７５倍
食道

こと﹂と︑健康増進法第
ます︒

：男４.４５倍、女２.３４倍
肺

〇呼吸機能の発達への悪影響

受動喫煙による︑健康への悪影響は科学的

非喫煙者と比べたがん死亡リスク

もの利用が想定される公共的な空間では︑特
に︑受動喫煙防止のための配慮が必要である
とされています︒
受動喫煙による健康への悪影響
〇流涙︑鼻閉︑頭痛
〇呼吸抑制
〇心拍増加

平成26年６月号
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献血にご協力ください！
実 施 日：平成26年７月２日（水）
受付場所：江府町防災情報センター
受付時間：9：00〜13：00
所要時間：約30分

現在、最も血液が必要なのがガン治療で、全体の約40％を占めています。２人に１人はガンになる時代で
す。輸血は、より身近なものとなってきています。皆様のご協力をお待ちしています。
男性：17〜69歳、女性18歳〜69歳（65歳以上の方は64歳までに献血経験のある方）で体重が50㎏以上の方
は、400ｍＬ献血をお願いします。
鳥取県内の医療機関で使用される輸血用血液の約98％が400ｍＬの血液となっています。血液には個人差
があるので、使う血液の数を減らすことによって、輸血の安全性を高めます。

平成26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26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67億
8,862万3千円で、対前年度当初予算比で3.2％の増となっています。

※

歳入区分

決算額

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

53 億 6,112 万円
4,563 万円
3,659 万円
2,427 万円
340 万円
1 億 2,819 万円
7,692 万円
11 億 1,250 万円
67 億 8,862 万円

うち共同処理事務に使う市町村負担
金は53億2,467万円で、構成市町村別
の内訳は次のとおりです。
米子市
境港市
日吉津村
大山町
南部町
伯耆町
日南町
日野町
江府町

28 億 7,086 万円
6 億 8,513 万円
1 億 1,880 万円
4 億 9,769 万円
3 億 5,301 万円
3 億 6,132 万円
1 億 8,221 万円
1 億 3,162 万円
1 億 2,403 万円

歳出区分
議会費
総務費
民生費
衛生費
消防費
教育費
公債費
その他
合 計

決算額
64 万円
1 億 9,401 万円
9,132 万円
20 億 2,994 万円
38 億 5,567 万円
31 万円
6 億 672 万円
1,000 万円
67 億 8,862 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

22-7722

平成26年６月号
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平成26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：自ら居住する江府町内の住宅（店舗との併用住宅を含む）にシステムを設置される方
対象となるシステム：次の要件をすべて満たすシステムが対象となります。
① システムの1件当たりの最大出力の合計値が10kw未満であること。
② 日本工業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの。
③ 未使用品であること。
④ 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26年4月1日から平成27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

水道・下水道料金変更のお知らせ

料金が変わりますけんねー
消費税率（国・地方）は、平成26年４月１日から８％に変更とな
りました。
これに伴い、水道料金・下水道使用料については、６月に納付し
ていただく料金（５月使用分）から税率８％に変更となります。
料金の詳細については、毎月の検針の際に各世帯に配布する「水
道使用水量・料金のお知らせ」でご確認をお願いします。

江府町上下水道啓発キャラクター
パイロットマン

21
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役場 建設課
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陸・海・空自衛官募集
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９日
一次試験：９月23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９日
一次試験：９月19・20日
いずれか1日を指定されます。

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９日
試
験：９月25日〜29日
いずれか1日を指定されます。

*いずれも受験料・入学金・授業料は
必要ありません。
１次試験は県内で実施されます。

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８日、９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。

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１日、２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18日

◎自衛隊受験説明会
8月3日(午後)、23日(午後）米子コンベンションセンター
8月4日 17時〜 江府町役場
8月5日 17時〜 日野町 山村開発センター
詳しいお問い合わせは…
自衛隊 米子地域事務所

電話

0859−33−2440

税務職員募集
国税庁では、税務職員を募集しています。採用試験の募集要項は次のとおりです。
税のスペシャリストを目指して、是非受験してください。
■受 験 資 格：高卒（見込み含む）
■試験の程度：高校卒業程度
■受験申込方法
○ インターネット申込み
※ インターネット申込専用アドレス（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）
○ 郵送又は持参による申込み
※ インターネット申込みができない場合は、第１次試験地を管轄する人事院地方事務局に郵送又は持
参により申込書を提出
（注） 採用を希望する地域の試験を全国のどこの試験地でも受験することができます。
■受験申込受付期間
○ インターネット申込み：平成26年６月23日（月）９:00から７月２日（水）
（7月2日
（水）
までに申込データを受信完了したものに限り受け付けます。）
○ 郵送又は持参による申込み：平成26年６月23日（月）から６月26日（木）
（６月26日（木）までの通信日付印有効。）
■第1次試験
○試 験 日：平成26年９月７日(日)
○試 験 地：人事院中国事務局が管轄する試験地は、鳥取市・松江市・岡山市・広島市・山口市
○試験種目：基礎能力試験・適性試験・作文試験
■受験申込書及びパンフレットの請求、問合せ先
○ 広島国税局 総務部 人事第二課 試験研修係
（〒730−8521 広島市中区上八丁堀６−30 ℡082−221−9211内線3743・3635）
又はお近くの税務署総務課へ〔ホームページアドレス〕国税庁 http://www.nta.go.jp
平成26年６月号
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事業主の皆様へのお 知 ら せ

給与の源泉所得税の
納付期限を忘れずに！
給料・賞与に係る源泉所得税の納
付期限は次のとおりです︒
︻毎月納付の方︼
平成 年６月支給分
納付期限 平成 年７月 日 木( )
︻納期特例の方︼
平成 年１月〜６月支給分
納付期限 平成 年７月 日 木( )
︵注︶納付すべき税額がない場合で
も︑給与等の支払があれば納付書
︵源泉徴収高計算書︶を作成の上税
務署へ直接提出してください︒
︵郵送可・ｅ Ｔ
‐ａｘ送信可︶
印紙税の改正について
平成 年４月１日から︑
①﹁金銭又は有価証券の受領書﹂の
非課税範囲︵受領金額３万円未満

鳥取県の奥深い話題満載！

県総合情報誌﹃とっとりＮＯＷ﹄

１０２号︵６月１日発行︶
好評発売中！

﹁障がいを知り︑ともに生きる﹂
を２０１４年のテーマに掲げる鳥取
県︒巻頭特集では︑地域に根を下ろ

ることとなり︑産業廃棄物について

出される産業廃棄物の区別を徹底す

いうことで︑廃棄物と事業所から排

Ｔ(ＥＬ０８５９ ３
‐１ ８-７８５︶

みなくる米子

お申込み・お問合せ

参加料 無料

写真家

福島多暉夫氏による写

江府町の風景も掲載！
大山写真集販売

は搬入を受け付けないこととなりま

した︒産業廃棄物は産業廃棄物とし

て適正に処理をお願いします︒また︑

町の収集に産業廃棄物が含まれてい

る場合も搬入できなくなりますので︑

排出しないようよろしくお願いいた
します︒

産業廃棄物の処理については鳥取

２

６６１１︶までお問い合わせく

県産業廃棄物協会︵℡０８５９
６

ださい︒

知っておきたい！
働くときの基本ルール

その自然と歴史〜﹄が好評発売

す〝まちなか福祉〟の活動や︑旅行

労働者・経営者間の紛争を未然に

中︒ 今までにない﹁大山﹂の全て

大山〜

防止するため︑労働契約が成立する

を︑あらゆる角度から見せる写真の

真集﹃神仏のおわします山

までの流れとポイント︑賃金・労働

集大成 と銘うち︑江府町から望む

労働セミナーのご案内

時間・休日・休暇などの決まり︑社

東京印刷 株( )
☎０８５９ ２９ ２３１１

■お問合せ・申込み

０円で購入できます︒

込むと︑特別特価として９︐００

の際に﹁江府町の者です﹂と申し

定価９︐８００円のところ︑注文

大山の風景も掲載されています︒
日 時 平成 年７月 日︵金︶

セミナーが開催されます︒

会保険の加入要件などを学ぶ︑労働

をサポートする﹁バリアフリー観
光﹂などにスポット︒特集では︑岩
美町で開催する﹃キッズトライアス
ロン全国大会﹄の熱闘ぶりを紹介し
ます︒

町内事業者のみなさまへ

ごみの出し方について

午前 時から午前 時 分

米子市立図書館 ２階研修室

︵米子市中町８︶

みなくる 労働・雇用相談員

平成26年６月号

−

30

講 師 鳥取県中小企業労働相談所

場 所

11

↓５万円未満︶が拡大されていま

当町では不燃ごみを鳥取県西部広
域行政管理組合﹁リサイクルプラ

す︒

②﹁不動産の譲渡に関する契約書﹂

ザ﹂に搬入をしています︒﹁リサイ

11

10

10

や﹁建設工事の請負に関する契約

業廃棄物の混入が多くなってきたと

−

10 26

26

26

クルプラザ﹂では以前からあった産

す︒

−

23

−

26

26

26

書﹂の軽減措置が拡充されていま

お知らせ−information―

−information―お知らせ

〜みんなで“ガンバーガー！” 一緒にフェスタを盛り上げましょう」
！〜

とっとりバーガーフェスタ2014「サポーター」参加者募集

食

10月12日〜13日に大山「博労座」で開催される日本最大
級のご当地バーガーの祭典「とっとりバーガーフェスタ」を
ともに盛り上げ、全国各地の出展者へのおもてなしを一緒に
していただける方を募集します。
◇サポート内容
・バーガーフェスタ会場にて各出展者のサポート出展ブース
前で出展者と一緒にバーガーとの地域ＰＲなどを行います。
※事前にサポーター同士の交流会などを行う予定です。
※会場までの送迎、食事等はご用意いたします。
◇応募方法
グループ名、代表者の年齢、住所、電話番号（昼間に連絡が取れる番号）を明記のうえ電子メールにて申し
込んでください。
・電子メール：tottori.burger@gmail.com
●問い合わせ先
とっとりバーガーフェスタ実行委員会事務局（☎080−1923−5756）

す
おす め
改

チャレンジクッキング

（６月）

油揚げはだし汁で煮つけることでしっとりおいしくで
きます。
また、カルシウムを多くとるために、スキムミルクや
チーズを加えていますが、塩分とこくがプラスされさら
においしくなります。
（食生活改善推進協議会）

一人分栄養量

エネルギー 393kcal
カルシウム 214mg 食塩相当量 1.7ｇ

変わりいなり２種
材料（4人分）
だし汁 250ml
砂糖 小さじ２
ア
醤油 小さじ２
酒
大さじ１
ご飯
400ｇ
酢
大さじ2・1/2
砂糖
大さじ1
イ
塩
小さじ1/3
スキムミルク 小さじ２
チーズ
20ｇ
Ａ 柴漬け
20ｇ
大葉
２枚
ちりめんじゃこ 20ｇ
しょうが
2ｇ
Ｂ
チーズ
20ｇ
きゅうり 20ｇ

作り方
① 油揚げは半分に切り、切り口を開き、熱湯をかけて油抜きをする。
なべにアを煮立て、油揚げを加えて落しぶたをして沸騰後弱火で15
分程度煮含めて冷ます。
② イの調味料を混ぜ合わせすし酢を作り炊き立てのご飯に手早く混ぜ
て冷まし、半分に分けておく。
③ チーズを５㎜角に切る。
④ Ａは柴漬けをみじん切りに、大場は千切りにして半分の酢飯に混ぜ
４等分にし、油揚げに詰める。
⑤ Ｂは、みじん切りのしょうがとちりめんじゃこを残りのごはんに混
ぜ、４等分にし油揚げに詰める。
⑥ きゅうりとチーズをそれぞれ上に飾り付ける。

平成26年６月号
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行事カレンダー

6月 J U N E
曜日

日

行

事

名

場

15 日 公民館講座（手話）

所

時

間

公民館講座（墨彩画） 防災・情報センター 13:30〜15:30
16 月

17 火
18 水

1 火

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（囲碁教室） 本町五丁目集会所

13:00〜15:00

広域隣保活動（編み物教室）

本町五丁目集会所

9:30〜11:30

２歳児・３歳児健診
公民館講座（大正琴）

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

消費生活相談

総合健康福祉センター 9:00〜16:00

明徳学園

防災・情報センター 9:30〜16:00

4 金

公民館講座（陶芸）

高齢者創作館

13:00〜16:00

5 土

〜19:00

6 日

19 木 広域隣保活動（陶芸教室） 高齢者創作館

13:00〜15:00

補聴器相談
（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

13:00〜16:00

江尾診療所

公民館講座（ヒップホップ） 防災・情報センター 19:00〜20:30
公民館講座（フラダンス） 防災・情報センター 14:00〜15:30
公民館講座（生花）
ぼちぼち倶楽部

13:00〜15:00

総合健康福祉センター 13:30〜15:30

3 木

7 月
8 火

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

補聴器相談
（中国補聴器センター）

公民館講座（ヒップホップ）

〜19:00

10 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

10:00〜

27 金 職域ソフトテニス大会

運動公園テニスコート 19:00〜21:00

公民館講座（和紙折紙）

防災・情報センター 13:30〜15:30

広域隣保活動（カラオケ教室） 本町五丁目集会所

11 金

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

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

13:00〜16:00

広域隣保活動(元気クラブ） 本町五丁目集会所 10:00〜11:30
公民館講座（パッチワーク） 防災・情報センター 13:30〜15:30
江府町農業委員会委員一般選挙告示日
防災・情報センター 13:30〜15:30
防災・情報センター 9:00〜12:00
総合健康福祉センター 9:00〜16:00

農地相談会

家族の会

総合健康福祉センター 10:00〜12:00

公民館講座（生花）

防災・情報センター 19:00〜20:30

ぼちぼち倶楽部

総合健康福祉センター 13:30〜15:30

〜19:00

公民館講座（押し花） 防災・情報センター 13:00〜17:00
証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

（前月比＋30万円）

■まちの人口 3,243人（−13）
男 1,523人（−2）
女 1,720人（−11）
■世帯数
1,107世帯（−5）
5月末現在（
平成26年６月号

）は前月比

日時：6月26日(木) 午前10時〜 場所：江府町役場2階会議室

)
)

延寄付金額 80万円

立候補予定者説明会

人の動き

70件

（前月比＋26件）

投票日：平成26年7月13日(日)
告示日：平成26年7月８日(火)

５月届 ︵敬称略︶
◎ご結婚を祝します
田本 丈一 杉谷
奥田真理子 柿原
川上 春樹 本五
真野菜見子 米子市から
◎お誕生おめでとう
住(所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
寿一
男
荒 田 髙橋
源
◎ごめい福を祈ります
住(所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
歳
哲也
下蚊屋 大森 貞子
歳
裕吉
荒 田 井上 壽夫
歳
玉美
池の内 南波 利男
歳
浩司
助 澤 加藤 民惠
歳
本人
美女石 生田 文子
歳
敬史
荒 田 藤原スミエ

延申込件数

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

江府町農業委員会委員一般選挙

納付期限 ６月分 平成26年７月31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︒︵５月分︶敬称略
◎見舞い返しとして
貝 田 森田 地男 本人退院
大 満 谷口 正幸 本人退院
栗 尾 末次
求 本人退院
美 用 川上 卓雄 本人退院
◎香典返しとして
荒 田 藤原 成雄 母幸子死去
荒 田 井上 裕吉 父壽夫死去
下蚊屋 大森 哲也 母貞子死去
米子市 住田千穂子 叔母 住田美智恵死去
美女石 水下 愛香 子浩道死去

応援ありがとうございます！

役場本庁舎のみ 〜19:00

広域隣保活動（囲碁教室） 本町五丁目集会所 13:00〜15:00

今月の国民年金

納期限は６月30日(月)です。（口座振替は６月30日）

7:00〜20:00

公民館講座（絵手紙・油絵） 防災・情報センター 13:30〜15:30

江府町山村開発センター 13:30〜16:00

町 県 民 税 １ 期
国民健康保険税１期
介 護 保 険 料 １ 期

役場本庁舎のみ 〜19:00

13 日 江府町農業委員会委員一般選挙投票日 町内各投票所

14 月
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

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）

《6月の納税は》

25

総合健康福祉センター 9:30〜11:30

12 土

14:00〜16:00

29 日

6 1

間

広域隣保活動（生花教室） 本町五丁目集会所 19:00〜21:00

防災・情報センター 19:00〜20:30

農業委員立候補予定者説明会 江府町役場

年
平成26
月 日
現在

時

公民館講座（ヒップホップ） 防災・情報センター 19:00〜20:30

総合健康福祉センター 9:30〜11:30

職域ソフトテニス大会 運動公園テニスコート 18:30〜21:00

30 月

所

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（押し花） 防災・情報センター 13:00〜17:00

公民館講座（社交ダンス） 防災・情報センター 14:00〜15:30

28 土

江尾の会

消費生活相談

24 火

26 木

場

広域隣保活動(エコクラフト） 本町五丁目集会所 9:00〜12:00

9 水 人権・行政相談

22 日

25 水

名

公民館講座（書道）

21 土

23 月

事

公民館講座（ヒップホップ） 防災・情報センター 19:00〜20:30

防災・情報センター 19:00〜20:30

広域隣保活動（陶芸教室） 高齢者創作館

行

2 水 公民館講座（大正琴） 防災・情報センター 10:00〜12:00

受付

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

20 金

日 曜日

防災・情報センター 13:00〜14:30

7月 J U L Y

99 85 83 79 92 97

集え若人！

やんぐスマイル

料理は愛情!!

ど

い

土居

ようぞう

洋三さん（小江尾）

伯耆町にある地ビールレストランで調理全般とメ
ニュー作成を行うコックとして働いています。サラ
ダ・ピザ・パスタ・揚げ物・オーブン料理などなん
でもやります。最近の一押しは世界のチーズフェア
です。料理はとても奥が深く、毎回食材の大きさが
違いますし、ゆで加減・塩加減によって同じ食材で
も全く違った味に変わります。どれだけ愛情を注い
で調理ができるかを日々意識して仕事に取り組んで
います。大好きなビールがたくさん飲めるのも楽し
みのひとつです。社員旅行では地ビールのお店を８

ブルワリーレストラン
ビアホフ ガンバリウス勤務
件ハシゴしました！
趣味というか、これから挑戦したいことはス
キューバーダイビング。青い海の中を魚と一緒にた
わむれたいです。
江府町で好きな場所は久連橋です。昔から変わら
ない姿で、小さい頃おばあちゃんと手をつないで歩
いたことを思い出します。
真心こめて料理を作っていますので、是非一度お
店にお越しください！！

町長後記

今年の ５月後半は︑例年に比べ
て大変暑い日が続いていました
が︑ ６月に入り平年の気温となり
ました︒町内では田植えも終わり
稲も日に日に成長しているようで
す︒先日︑新聞に気になる記事が
ありました︒内容は︑今年の気象
は︑梅雨が長く冷夏となるとの記
載です︒梅雨の季節で一番心配な
のは︑集中豪雨による災害の発生
です︒昨年は︑７月 日の豪雨に
より多くの災害が発生しました︒
現在も復旧工事を急いでいるとこ
ろです︒先日の職員会議で今から
危険個所などのチェックをしてお
くよう指示したところです︒どう
か町民の皆様も事前の危険個所の
点検等に注意を払っていただき︑
災害の無い梅雨季節にできたらと
願っています︒役場では︑気象警
報が発令されますと︑職員が 時
間待機をしていますので︑気にな
る箇所等があったときは気軽に情
報交換をしてください︒町といた
しましても安全で安心して暮らせ
るまちづくりを推進してまいりま
す︒
15
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