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特集―秋のイベントフォトギャラリー―

特集―秋のイベントフォトギャラリー―

秋まっさかりの奥大山

楽しいイベントが大盛況!!
▲

保育園、小学校・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。

▲作品は力作ぞろい！

▲木工工芸同好会の作品

▲どうぞ召し上がれ

〇舞台発表の部
保育園、小学校・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。

▲江府小学校による合唱

▲NPO水のたねによる手話歌

▲アイリス合唱団の発表

▲公民館講座フラダンス教室

▲男女共同参画審議会による劇

▲あやめ会による日本舞踊

店舗が奥大山のうまいもんを販売

17

▲野菜たっぷりかき揚うどん

10／25
〜11／2

日頃の学びの成果を披露

奥大山美味いもん祭

▲中学生の作品

過去最多！

江府町文化祭

学

食

美味いもんを求める人であふれかえる会場

〇作品展示の部

〇出展ブース
▲いい匂いがしますね！

▲美味いもん祭頑張るぞー！
▲保育園児による太鼓の演奏
▲飲食＆交流の場

11／2
〜11／3

▲太極拳クラブの演技

○青少年育成江府町民会議主催｢昔遊び広場」

!!
▲つなぎやAitie＆協力隊も参加

3

平成26年11月号

▲竹馬の作り方や竹馬・竹とんぼの遊び方を楽しく教わりました

▲迫力あるもちつきに人だかり

▲美味しそうに湯気をたてる大山おこわ

▲大山も初冠雪でお出迎え
平成26年11月号
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今年も大盛況

11

!!
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本年度も江府町の姉妹町︑西ノ島町
との経済交流が行われました︒ 月
日には︑西ノ島町の﹁イカ・まぐろま
つり﹂において︑江府町の物産を実施
しました︒江府町の新鮮な野菜や︑味
噌︑ケチャップ︑焼きドーナツなど
様々な特産品を販売しました︒
特に野菜はとても好評で︑あっとい
う間に品切れとなりました︒
月１日には︑鳥取西部農業協同組
合江府支所主催の﹁江府支所ふれあい
まつり﹂において︑西ノ島町のマグロ

江府町西ノ島町経済交流

解体ショー
と販売が行
われました︒
㎏を超え
る大きなマ
グロが目の
前で解体さ
れていく様
子はとても
迫力があり
ました︒解体されたマグロはそのま
ま柵切りして販売されました︒また︑
翌日二日にエバーランド奥大山で開
催された﹁奥大山うまいもん祭り﹂
にも西ノ島町が出店し︑魚のすり身
を使ったおさかなスリーミーバー
ガーと岩牡蠣の酒蒸しを販売しまし
た︒来場者
は︑新鮮な
魚介を使っ
た品々に舌
鼓を打って
いました︒

70

まちの

10

▲新鮮な江府町の野菜などが大人気

26

有事に備えて
みで訓練を実施︒豪雨災害に備え
る啓発ビデオでの学習のほか︑仮
設トイレの設置︑炊き出しなどが
行われました︒電気や水︑ガスな
どのライフラインが断たれた場合
を想定し︑薪での火起し︑井戸水
の利用など︑本格的な訓練となり
ました︒宮本区長さんは﹁日頃か
ら訓練をしていないと︑有事の際
何もできない︒自分たちの命は自
分たちで守るという意識が大切
だ﹂と︑自ら行動する必要性を話
しました︒
▲電気やガスを使わず調理しました
▲手作りの仮設トイレ

江府町総合防災訓練

10

月５日︑江府町総合防災訓練が行
われました︒町では毎年 月第一週を
江｢府町防災の日 と｣定め︑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︑訓練を行っています︒今
年は貝田集落で消防訓練を実施︒自主
防災組織による消火活動や集落の皆さ
んが参加した避難訓練が行われ︑有事
に備えテキパキと訓練が行われました︒
また︑尾之上原集落では︑ 月４日
から５日にかけて︑集会所に泊まり込
10

話
題
▲貝田集落の自主防災組織による消火訓練

まちの話題

4
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14

運動会〜

90

15

しています︒こういった米粒が混ざっ
ていると炊き上がったご飯が美 味 し
くなくなってしまいます︒消費者に
美味しい米を提供するには生産者が
お米の良し悪しを見分けられなけれ
ばなりません︒小さな米粒を一つ一
つ目で確認し選別するのは大変な作
業ですが︑こういった知識も米作り
には大切な知識なのです︒
全国米・食味分析鑑定コンクール
は青森県田舎館村で 月 日・ 日
の開催です︒奥大山プレミアム特別
栽培米研究会は金賞を目指します

〜奥大山プレミアム特別栽培米研究会〜

!!

24

!!

▲資料で確認しながら未熟米を判別します

全国コンクール金賞を目指して勉強会

97

80

86

75

▲食味計を前にして今年の出来を語り合う会員のみなさん

11

23

〜子供の国保育園
10

月７日
火曜日︑奥
大山プレミ
アム特別栽
培米研究会
による全国
コンクール
金賞を目指
した勉強会
を行いまし
た︒それぞ
れの生産者
が自慢のお米を持ち寄り︑食味計で直近
の数値を測定 ︒
…一般的に数値が 点を
超えると良食味米と言われていますが︑
この日の会員のお米は 点以上の高い数
値を示し︑最高値はなんと 点でした︒
目標の 点には４ポイント足りませんで
したが︑まずまずの出来になりました︒
今年の９月 日現在の鳥取県の作況指数
は と﹁やや不良﹂の評価︒８月の日照
時間が極端に少なかったこともあり︑米
の登熟が進んでいないことが主な原因の
ようです︒
また勉強会では︑良い米の見分け方も
勉強しました︒籾摺り後の米を見ると︑
緑色をした米や背白・腹白といった未熟
粒など︑品質上の問題を有する米が混在

平成26年11月号

5

▲お父さんと一緒にポピー体操
▲バトンタッチまでもう少し！

▲小さいお子さんもがんばりました！
▲すっかりおなじみ子ども太鼓
▲忍者になりきって競争

笑顔あふれる運動会
10

月４日︑子供の国保育園の運動会が行わ
れ︑園児や保護者︑地域の方で賑いました︒
この日は全 プログラムが行われ︑日頃から
練習を重ねてきた園児たちは︑会場を所狭し
と元気に活躍しました︒園児の一生懸命でか
わいらしい姿に︑会場は笑顔に包まれました︒

まちの話題

瓜菜沢放牧場の収牧風景
▲足取り軽くトラックへ向かう放牧牛

24

平和を願って

日︑江府町

江府町戦没者並びに殉職者慰霊祭

月

戦没者並びに殉職者

慰霊祭が仏式により

行われ︑戦争で犠牲

となった戦没者・殉

職者ご遺族の方と共

に︑先の大戦で尊い

犠牲となった方の霊

を慰め︑引き続き平

和で豊かな社会とな

るよう祈りをささげ

ました︒

名の方々が３

当日は︑遺族をは

じめ

０３柱のみたまの前

で黙とうをささげ︑

参列者全員で焼香を

行いました︒

6
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ふるさとを知る会主催

﹁文化財めぐりツアー﹂を
行いました
月３日︵金︶にふるさとを知る会主催﹁文化

財めぐりツアー﹂を行いました︒
このツアーは︑洲河崎のカツラの木や小柳別れ
の道標︑尾の上原の土居屋敷など江府町内にある
天然記念物︑遺跡に伝わる彫刻など豊かな自然と
歴史を物語る文化財
を実際に訪れ︑地域
の歴史や文化を体験
してもらうことを目
的に開催し︑４名の
参加者がありました︒

31

懐かしの我が家へ！

30

▲放牧場のススキが秋の訪れを感じさせます

月 日金曜日︑
瓜菜沢放牧場の気温
は ℃前後と肌寒い
天候となりましたが︑
紅葉が始まり赤く染
まった烏ヶ山がはっ
きりと見えすっかり
秋模様︒この日は瓜
菜沢放牧場の収牧で
す︒春からの放牧で
今年は事故もなく無
事に放牧を終えることができました︒奥大山の大
自然のもとでのびのびと過ごした牛たちがこの日
で放牧場を離れ︑懐かしい我が家に帰ります︒名
残惜しそうにトラックに乗る牛もいれば︑まだ帰
りたくないとロー
プをピンと張り抵
︒今
抗する牛も …
年は月平均 頭の
牛が放牧され︑町
内外６名の生産者
の牛が放牧されま
した︒

▲磨崖仏
▲洲河崎のカツラ

10

12

10

62

10

まちの話題

▲寸劇で詐欺事例を学ぶ
▲かるたで楽しく知識を増やす

力を合わせて
元気に運動！

から多くの参加者で賑いました︒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︑参加者同士で
力を合わせて親睦も深めました︒また︑
プログラムの最後には傘踊りも披露され︑

白熱する玉入れ競争

大会に華を添えました︒

米沢Ａ

勝 江尾Ｂ

○大会結果
優

準優勝

米沢Ｂ

10

16

日︑江府町総合運動公園体育館にて第

江府町職域卓球大会を開催
月

10

台のカドには気をつけろ！

飾りました︒

果﹀
勝

︿結
優

ピンポンレディース

ＫＲＣ

ることになりましたが︑ＫＲＣが見事に三連覇を

決勝戦はＫＲＣとピンポンレディースが対決す

フォーマンスを見せていました︒

８チームが参加し︑精一杯自分たちのベストパ

回江府町職域卓球大会が開催されました︒

10

準優勝

by

▲優勝チーム
｢台のカドには気をつけろ！byKRC｣

高齢者スポーツ大会

日︑江府町総合運動公園体育館
17

で高齢者スポーツ大会が行われ︑各地区

月

▲園児との合同種目「ともだちみつけた」

53

準優勝チーム
｢ピンポンレディース｣

▲

月 日︑佐川老人
クラブはなそう会の皆
さんに向けて︑消費生
活学習会を開催しまし
た︒
講師には︑３週に一
度︑江府町消費生活相
談窓口を開いている相
談員の保木本さんを迎
えました︒劇場型詐欺
や送り付け商法など︑
近年被害が多い事例か
ら︑その手口や対処法
について話していただ
きました︒
話の途中には︑はな
そう会の会員さん数名
も参加して︑寸劇を行
いました︒勧誘電話を
受ける町民役や︑事業
者・警視庁・弁護士を
かたる詐欺団体員役を
演じて︑詐欺事例を学
びました︒
また︑悪徳商法など︑
日頃の消費生活で気を
つける内容を入れた消
費者いろはカルタを全
員で行い︑楽しみなが
ら学びました︒
第三位

平成26年11月号

7

10

消費生活学習会を開催しま し た

まちの話題

▲

遊 休農地の発 生 を 防 止 せ よ ！
江府町農業委員会は︑ 月〜 月までを農地パトロー
11

課職員の協力をいただき︑７班に分かれてそれぞれの担

当地域に出かけました︒この度︑農家台帳が法定化され︑
農地パトロールの調査結果が反映されるため精度を高め
ることが必要です︒

調査の初日である 月６日は江府町山村開発センター

い︑守るべき農地を明

とに利用意向調査を行

今後︑この結果をも

で︑白石副町長︑川上議長︑大岩ＪＡ江府支所長など関

調査の途中︑野菜栽培に精を出しておられる老夫婦に

が出来なく鳥獣被害によることも多い︒

三︑ 森林の荒廃に伴い農地周辺の山の斜面などの管理

深刻である︒

二︑ 営農組合などの法人に属さない個人農業者が特に

一︑ 農業者の高齢化と後継者がいないのが現状である︒

ました︒特に山間部農地で増加傾向にあります︒

り進んでいる様に感じ

農地の荒廃が昨年よ

農地パトロール
を実施

集積の推進を図ります︒

確にし︑さらなる利用

た︒

係者約 人が出席して農地パトロール出発式を行いまし

反転用の調査を行っています︒

ル月間とし︑毎年町内の遊休農地の実態把握︑農地の違

10

まず︑松原憲治会長が︑あいさつをした後︑白石副町

10

長︑川上議長から激励を受けました︒最後に川上博久農

▲農地パトロール出発式

地部長による実施
方法説明や宣誓が
なされ︑﹁がんば
ろう﹂とこぶしを
高く上げ三唱しま
した︒
また︑江府町内
全域を調査するた
め︑出発式前日に
漏れの無いよう入
念に調査区域を確

お会いしたら

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
害虫が生じやすく︑近隣の農作物
へ被害をおよぼすほか︑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
ずに管理しましょう︒

農業委員会総会︵ 月︶

月の農地相談会

お気軽にご相談ください︒

年 月

分から午後４時まで

所 江府町山村開発センター

午後１時

◎相談日 平成

◎場

日︵木︶

審議案件すべて承認されました︒
農業振興地域整備計画の
変更に係る意見具申 １件
農地法裁３条の規定による
許可申請について
１件

10

27

認しました︒

﹁私らより若い 代から 代の人たちは農業以外の職
業についておられ︑平日に農業をする人は少なくなりま
した︒当然のごとく耕作放棄することが多く︑私らは体

26

▲農地パトロール実施状況

が続く限り耕作するが︑次世代はどうなることやら﹂と
話され︑課題が多いことを痛感しました︒

11

30

調査には︑ＪＡ
日野営 農 セ ン タ ー ︑
鳥取県日野振興セ
ンター︑鳥取県農

50

30

業共済組合︑農林

40

11

農地パトロール︵農地利用状況調査︶

農業委員会だより

問い合わせ先 農業委員会事務局 ☎75−6620

8
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▲ミシンにあわせて布を動かすようにしようね

江府小学校では︑サントリーホールディングス株式会社や鳥取大学︵生
態工学研究室︶の協力のもと︑奥大山で採れたブナの実を栽培し︑育った
苗木を再び山に返す﹁ブナの実プロジェクト﹂を実施しています︒
２００９年からスタートしたこのプロジェクトにより︑苗木が植樹でき
るまでに育ってきたので︑昨年より本格的に山に木を返す活動を始めまし
た︒併せて︑これまで森林体験学習として︑江府中学校１年生が奥大山で
下草刈り体験してきたこともあり︑これを機会に︑今後は小学生が植樹を
する会場の整備を中学生が行うことになりました︒

10月３日、中学生が整備してくれた会場で、江府小学校の４年生が植樹
をしました。鳥取大学の日置教授の指導のもと、水を入れたりわらを敷
いたりして９本の苗木を植樹しました。

お互い直接顔を合わせることはありませんが︑中学生は後輩たちの作業
を思って整備し︑小学生は先輩の準備に感謝しながら植樹を行いました︒
このように︑山を守り育てる活動も小中が連携しながら行っています︒

９月30日、植樹会場となる鏡ヶ成めぐみの森を、江府中学校の１年生が
整備しました。２時間ほどの作業で、子ども達は背の丈ほどもあるスス
キなどの草を刈り、植樹用の穴を掘って植樹会場を整備しました。

学 校 お 助け 隊 だよ り
各グループにつき︑その都度
声をかけてくださったおかげ
で︑ミシンの操作に慣れるこ
とができました︒
また︑地域の歴史に関わる
学習でも︑お助け隊は活躍し
ています︒
江府小３年生が︑地域学習
をする際︑下蚊屋荒神神楽保
存会の小椋さんが神楽の物語
や用具について解説をしてく
ださいました︒

75

▲こんな衣装を着ます

初めてみる衣装や道具に子
ども達も興味津々︒実際に太
鼓などもたたかせてもらい︑
地域の伝統芸能について︑し
っかり学習することができま
した︒
このように学校お助け隊は︑
子ども達の学習支援でも活躍
しています︒
︻お問い合わせ先︼
学校支援地域本部事務局
☎︵ ︶２２２３

平成26年11月号
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学校お助け隊の活動は︑下
校見守りの通学支援︑花壇整
備といった環境整備支援など
がありますが︑直接子ども達
の学習に関わる支援も行って
います︒
小学校では︑５・６年生が
家庭科の学習の中でミシンを
使います︒ミシンはとても便
利な道具ですが︑慣れるまで
は︑糸が絡まったり針が折れ
たりと大変︒そこで︑お助け
隊のみなさんが︑ミシン実習
にかけつけ︑指導をしてくだ
さいました︒

９月９日は︑５年生による
初めてのミシン実習でした︒
ミシンの仕組みもまだ十分理
解できていない子ども達でし
たが︑お助け隊のみなさんが

まちの教育

保・小・中連携だより

す
ま
い
て
っ
行
｣を
ト
ク
ェ
ジ
ロ
プ
実
の
ナ
｢ブ
小中連携による

日︵木︶の明徳学園の開講日に︑江府中

ある専門課程の内︑

中学生が参加したのは午後から各会場に分かれ
て行われる﹁専門課程﹂で︑

11

10
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明徳学園健康講座

ノル

ノ｢ルディックウォーク講習
＆実習﹂を開催しました

月７日︵火︶に明徳学園﹁健康講座

ディックウォーク講習＆実習﹂を開催し︑７名の

学園生が受講しました︒

の小山政江さんを講師に招き︑最初にノルディッ

全日本ノルディック・ウォーク連盟公認指導員

に参加され︑明徳学園生の方と自己紹介をした後︑

はすがすがしく歩いておられました︒

際に歩きました︒当日は︑晴れており参加者の方

クウォークの説明を受けた後︑せせらぎ公園を実

グランドゴルフ︑茶道︑陶芸︑料理︑書道の講座

10

青少年育成江府町民会議主催

10

明徳学園生と江府中学校
１年生の交流を行いました
月
16

学校の１年生と交流を行いました︒

10
一緒に受講し交流を深めました︒

▲明徳学園生と中学生の交流の様子

﹁ストップマークぬり﹂
イベントを行いました

月 日︵土︶に青少年育成江府町民会議が小
中学生とその保護者を対象にストップマークのペ
ンキ塗りを行いました︒
各通学路を歩くときに危険を感じる場所や飛び
出しに気を付けたい場所を子どもと保護者・地域
の方と一緒に歩きながら︑ストップマークを塗り
ました︒
また︑合わせて自転車運転の講習会を開き︑シ
ミュレーターを使いながら自転車運転の注意点な
どを理解してもらいました︒

▼

自転車シミュレーション

11

まちの教育

▲ストップマーク塗り

ノルディックウォーク講習会

まちの教育

おたより＊町立図書館
★今月の＊おしらせ①★

開館時間

平 日
土日祝

8:30〜19:00
8:45〜17:30

★今月の＊おしらせ②★

◎図書館のシステムが新しくなりました！

〔インターネットからのサービスも充実！〕

9月28日から、図書館システムが新しくなりまし
た。図書館内にある資料検索パソコンも新しくな
り、利用者の皆さんに使っていただける便利な機能
が増えていますので、ご紹介いたします。
★検索パソコンからの資料予約が可能に！
資料検索をした際に目的の資料が貸出中であれば、
その場で予約することができます。
★人気の本をチェック！
貸出や予約の多い図書を見ることができます。
★自分の利用状況を確認！
今借りている図書の一覧を確認することができま
す。返却期限内の資料であれば、その場で貸出延
長の手続きをすることも可能です。
★図書の分類からの検索もご活用ください！
「こういう種類の本を探している」というとき、
例えば「歴史」→「日本史」→「中国地方」とい
うように、少しずつ条件を絞り込むように進み、
関連する図書の一覧を見る検索欄もできました。

図書館システムが新しくなったことに伴い、イン
ターネットサービスも新たに幅が広がりました！
★資料検索で、本の表紙をチェック！
資料の詳細画面で、本の表紙画像も表示されるよ
うになりました。資料によっては画像の出ないも
のもありますが、表紙のイメージで読みたくなる
本があるかもしれませんよ♪
★新着図書案内サービスを開始！
キーワードを登録しておくことで、読みたい本が
図書館に入ったことをいち早く知ることができる
メール配信サービスです。例えば「松本薫」とい
う作家名や、「テニス」など興味のある事柄を登
録しておきます。条件に合った図書が図書館に入
ると、配信日(毎月1日と15日)にメールが届きます。
キーワードは10件まで登録可能！
パソコンまたは携帯電話のメールアドレス登録を
されていない方は、図書館カウンターで登録手続
きをしてください。（登録の有無を忘れた場合は
お問い合わせください）
サービス登録はインターネット上でとっても簡単!
詳しくは江府町立図書館のホームページ内「ネッ
トサービス」→「新着図書案内サービスの登録手
順」を参照してください。
また、おしらせ①でご案内しました、館内検索パソ
コンで利用できる機能は、すべてホームページでも
利用することができます（同様にパスワードの必要
な場合があります）。不明な点は、図書館へお問い
合わせください。

図書の予約など一部の機能には、使う際にパスワード
の入力が必要なものもあります。また、返却期限を過ぎ
た資料をお持ちの場合、利用に制限がかかりますのでお
気をつけください。資料を返却されると、制限は解除さ
れます。
パスワードの登録・パスワードを忘れた際の再登録
は、図書館のカウンターでお申し込みください。お気軽
にどうぞ！

ー先生のほのぼのコラム
ニ
ー
Hello everyone, カ
It has been getting colder and colder lately! I keep thinking that summer will come back and we ll have
one last hot week, but I don t think that will happen. I suppose I can put away my fans now and get out
my heaters instead.
A few weeks ago, I went up to Miruku no Sato with Joshua and Koebi-chan. I had never been there
before, and I really wanted to go. It was a lot of fun. Koebi-chan saw a lot of dogs, and she was very
interested in watching the cows. We ate some ice cream and took some pictures. It was a really nice
day. I want to go back there when there is snow; I m sure it looks lovely in winter!
In America, we don t have events like the Culture Festival or Sports Day. I always look forward to
seeing those events.
Take care, everyone! Don t catch a cold!
˜Connie
こんにちはみなさん、
最近、どんどん寒くなっていますね。でも、いつも夏がまた戻ってくるのでは？また暑くなる時があるので
はと思っているのですが、たぶんそうはならないでしょうね。もう扇風機を片づけて、その代わりにストー
ブを出した方がいいでしょうね。
数週間前に、私はジョシュアと小江尾ちゃんと一緒に ミルクの里 に行きま
した。一度も行ったことがなかったので、とても行きたいと思っていました。
本当に楽しかったです。小江尾ちゃんはたくさんの犬と出会い、また、とても
興味深そうに牛を見つめていました。私たちはアイスクリームを食べて、写真
も取りました。とてもいい日でした。雪がある時にまた行ってみたいですね。
とてもきれいに違いありません。
アメリカでは文化祭や運動会などの行事はありません。ですから、私はいつも
そういう行事を楽しみにしています。
皆さん、風邪をひかないように気をつけてくださいね。
カーニーより
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地域おこし協力隊通信

地域おこし協力隊通信

№７ 〜秋を満喫〜

町民のみなさんこんにちは。地域おこし協力隊が江府町に移住してから半年が
経ちました。今月の担当は、上谷・片岡です。
町おこし班の上谷がした秋らしい活動は、江尾地区町民運動
会や職域卓球大会の参加、町の紅葉観察、ノルディックウォー
クなど。他にも、焼き芋を食べたり、どんぐりを拾ったり…秋
ならでは！なことを沢山しました。夏は暑くて休みの日は家に
引きこもりがちでしたが、涼しくなってきた秋はどんどん外へ
出ていき新しいことに挑戦している毎日です。まだ、紅葉に囲
まれている江府町の絵を描いていないので、紅葉が散る前に絵
を描きにいろいろなところへ出かけたいと思います。
（町おこし班・上谷美波)

江府町に移住して初めて取った免許が8月に取
得した狩猟免許で、私は11月半ばに始まる猟期
に興味津々です。免許が取れてもまだまだ初心
者なので、これから里山や鳥獣について諸先輩
方に教えていただくことばかりですが、少しで
も江府町や宮市の農作物への被害が減らせるよ
うに頑張っていきたいと思います！

宮市に作った畑『なかまなふぁ〜む』では、
葉物野菜がぐんぐん育っています。収穫がとて
も楽しみです。
つい最近、町民の方から、昔は田植歌という
ものがあり田植えの疲れを労うために歌う歌が
あると聞きました。歌うのは恥ずかしいので、
スピーカーを畑の近くに置いて、お気に入りの
音楽を聴きながら畑仕事に熱中しています。
（農業班・片岡薫哉）

平成26年11月号
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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
ミュージカル「モモのモモ」

日
程
会
場
チケット
問合せ先

12月７日（日）開場13:00 開演13:30
日南町総合文化センター さつきホール
大人1,500円 高校生以下500円（未就学児は無料）
日南町総合文化センター 電話0859−77−1111

日南町ミュージカルは、平成９年３月初演以来、公演回数は38回を数え
ます。昨年は一時休止していましたが、ミュージカルの火を絶やしてはい
けないという思いから今年になって組織も新たに活動を再開しました。
地方にいても本格的な指導者のもと、子どもたちに多くの経験をしても
らいたいとの思いから、指導者にモンデン・モモさん（東京都出身）をお
迎えし、脚本、演出、作詞、作曲、など制作全てに関わっていただいてい
ます。
※モンデン・モモさん
東京芸術大学を卒業、劇団四季にて「キャッツ」出演、現在は桐朋学園芸術短期大学講師、東京ビジュアル
アーツ俳優、ダンス科講師なども務めています。

日野町
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。
【問合せ先】日野町役場企画政策課（電話0859−72−0332）

日野高校特別演奏会

第11回日野郡新そばまつり

〜芸術の秋、極上の音楽をお楽しみください〜

〜日野郡自慢のおいしいそばを堪能しませんか〜

日野高等学校音楽系列特別演奏会を開きます。今
回は、日野高校特別社会人講師でもある3人の一流
奏者が生演奏を行います。気軽にお越しください。
【日 時】11月16日（日）
午後1時30分開場、午後2時開演
【場 所】日野町文化センター・ホール森の音楽隊
【入場料】無料
【出演者】欅田（くぬぎだ）真須子
髙旗健次・秋月孝之
【内 容】ソプラノ独唱、ヴァイオリン独奏、
金管十重奏など
【問合せ先】日野高等学校
郷原（電話0859−72−0365）
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日野郡内各店の自慢のそばが食べられます。その
ほか、そば打ち体験やざるそば大食い大会なども行
われます。ぜひお越しください。
【日 時】11月16日（日）午前10時〜午後3時
【場 所】日野高校黒坂校舎（日野町黒坂）
【内 容】・そば打ち体験（参加料１人1,000円）
・ざるそば大食い大会
など
【問合せ先】日野郡新そばまつり実行委員会事務局
（電話0859−72−0011）
★日野郡内のイベントについてもっと知りたい方は、各町ホー
ムページと日野振興センターホームページに掲載されている
「日野郡３町イベントカレンダー」をご覧ください。
（http://www.pref.tottori.lg.jp/hino-events/）
目印はコレ！→

−information―お知らせ

軽自動車税の税率が変わります
地方税法の一部改正に伴い、平成27年度から軽自動車税の税率が引き上げとなります。

原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車
平成27年４月１日から、新税率を適用します。

車

税

種

率（年額：円）

現行税率

新税率

50㏄以下

1,000

2,000

50㏄超90㏄以下

1,200

2,000

90㏄超125㏄以下

1,600

2,400

ミニカー

2,500

3,700

軽 二 輪

125㏄超250㏄以下

2,400

3,600

小型二輪

250㏄超

4,000

6,000

農耕作業用

1,600

2,400

その他

4,700

5,900

原動機付自転車

小型特殊

四輪以上及び三輪の軽自動車
平成27年４月１日以降に初めて登録された車両について、新税率を適用します。
平成27年３月31日までに登録された車両については、現行税率のままです。
また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過し、環境負荷の大きくなった車両は、平成28
年度から新税率におよそ２割増しの重課税率を適用します。

税

車

三

四輪
以上

乗用

貨物

種

輪

平成27年
３月31日
までの登録
（現行税率）

率

（年税：円）

平成27年
４月１日
以降の登録
（新税率）

初登録から
13年経過
した車両
（重課税率）

3,100

3,900

4,600

自家用

7,200

10,800

12,900

営業用

5,500

6,900

8,200

自家用

4,000

5,000

6,000

営業用

3,000

3,800

4,500

●軽自動車税は、毎年４月１日現在に車両を登録されている場合に課税されます。４月２日以降の登
録車両については翌年度からの課税となります。

お問合せ先

住民課

電話：75−3223
平成26年11月号
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お知らせ−information―

11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
の防災体制の確立に資することを目的として昭和62年より11月９日を『119番の日』としています。
☆消火活動や救急、救助活動は１分１秒を争う時間との勝負です。
119番通報は西部消防局指令センターにつながり、災害現場に消防車や救急車の出動が指令されます。
☆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。今年４月から８月までに731名のみなさ
んが来局し指令センター見学をされました。お気軽に下記までご
連絡下さい。
問い合わせ先

消防局総務課（0859）35−1951

不燃ごみ袋が変わります
不燃ごみ袋が、写真の様に変わります。素材・値
段は変わっていません。新しいタイプの不燃ごみ袋
も販売取扱店に並んできますが、以前のタイプも変
わりなく使用できます。今後とも分別収集にご協力
よろしくお願いいたします。
分別回収された不燃ごみは、プラスチック類、鉄
くず、銅などにさらに分別され、固形燃料や建設資
材、自動車部品等に再利用されています。再利用さ
れる廃棄物が増えるよう、今後も分別収集にご協力
をお願いいたします。

平成26年７月14日消防局指令課にて
啓成公民館がくゆう会の皆様

秋季全国火災予防運動
11月９日（日）か
ら11月15日（土）ま
で、平成26年秋季全
国火災予防運動が実施
されます。火災が発生
しやすい時季を迎えま
すので、火の取扱いや後始末に注意するなど、火災
予防を徹底しましょう。
西部消防は、住宅防火対策の推進について重点を置
いて指導等を行っています。
管内の住宅火災では、住宅用火災警報器が作動し、
早い段階で火災を知り初期消火で被害を軽減してい
るほか、家族に早期の避難を促すことにより、負傷
するケースを減少させています。
引き続き、未設置の住宅には、早急な設置のお願
いをしてまいります。
運動の重点は次のとおりです。
⑴住宅防火対策の推進
⑵放火火災防止対策の推進
⑶特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
⑷製品火災の発生防止に向けた取組の推進
⑸多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等
の徹底

全国統一防火標語
｢もういいかい 火を消すまでは まあだだよ」
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日は︑全国ＬＰガス協

月

日は
﹁年金の日﹂です

厚生労働省では︑﹁国民お一人お

愛玩用の鳥類飼育者の皆様へ

鳥インフルエンザに
注意しましょう

鳥取県西部家畜保健衛生所

鳥取県の奥深い話題満載！

月１日発行︶

県総合情報誌
﹃とっとりＮＯＷ﹄

１０４号︵
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江府町特産品研究加工施設に
月

ガスコンロが寄贈さ れ ま し た ！
毎年

会の定める﹁ガスの日﹂です︒鳥取

県ＬＰガス協会では︑西部地区の各

市町村へ順番にガスコンロの寄贈を

行っています︒
本年は︑江府町に寄贈が行われる

年です︒最新のＳｉセンサー付きガ
スコンロを︑江府町特産品研究加工
施設にいただきました︒コンロ・グ
リルの消し忘れを自動で消化する機
能や︑吹きこぼれて火が消えたとき
にガスを止める機能など︑さまざま

12

な安全装置が備わっています︒

−
26
−

江府町特産品研究加工施設をご利
用の際には︑ぜひご活用ください︒

東伯町・赤碕町が合併して誕生︑
周年を迎えた琴浦町︒同町には︑
自然︑歴史︑文化︑食と好奇心が
くすぐられる魅力が満載︒巻頭特
集では︑それらを紀行で紹介しま
す︒特集では︑南部町に拠点を置
き︑西日本各地を巡回する伝統の
﹁伊勢大神楽﹂に迫ります︒

12

■取扱場所／
下記事務局︑県内書店ほか︒
■定 価／１部３０９円︵税込︶
■発 行／年４回
︵３︐６︐９︐ 月︶
問い合わせ先
鳥取県広報連絡協議会 県(庁内 )
７０８６
☎０８５７

10

10

30
11

10

11

一人︑﹁ねんきんネット﹂等を活用
鳥インフルエンザは︑大陸から日
しながら︑高齢期の生活設計につい
本国内にカモ類などの渡り鳥が運ん
て思いを巡らしていただく日﹂とし
でくると考えられています︒これか
て︑ ︵いい︶月 ︵みらい︶日を
ら渡り鳥が飛来する時期を迎えるこ
﹁年金の日﹂としました︒この機会
とから︑以下の点に注意しましょう︒
に﹁ねんきんネット﹂でご自身の年
１．鳥の様子を毎日観察しましょう︒
２．野鳥との接触を避けるために
金記録を確認し︑未来の生活設計に
⑴放し飼いはやめて鳥小屋の中で
ついて考えてみませんか︒
飼いましょう︒
﹁ねんきんネット﹂をご利用いた
⑵鳥小屋は防鳥ネットで覆いましょ
だくと︑パソコンやスマートフォン
う︒
からいつでもご自身の年金記録を確
３．鳥小屋は清潔にして︑定期的に
消毒しましょう︒
認できるほか︑将来の年金受給見込
４．餌や飲み水は毎日新鮮なものを
額について︑ご自身の年金記録をも
与え︑野鳥が飛来する河川や池の
とに様々なパターンの試算をするこ
水を与えることはやめましょう︒
とができます︒
５．原因がわからないまま︑次々と
﹁ねんきんネット﹂については︑
鳥が死んでしまうなどの異常が鳥
に見られたら︑下記まで連絡して
日本年金機構のホームページをご覧
ください︒
いただくか︑米子年金事務所
なお︑鳥インフルエンザは鶏卵や
︵☎ ０８５９
６１１１︶ま
鶏肉を食べることで人が感染するこ
でお問い合わせください︒
とはありません︒
■連絡先
・江府町役場農林課
︵☎ ０８５９
６６１０︶
・鳥取県西部家畜保健衛生所
︵☎ ０８５９
０１４０ )
・鳥取県西部総合事務所
生活環境局生活安全課
︵☎ ０８５９
９３２０ )
−
−
62 −75
−

−
31
−

30

−
34
−

−information―お知らせ

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
曜日

日

行

事

名

場

所

時

間

15 土 広域隣保活動（パソコン）

本町五丁目集会所

10:00〜12:00

16 日 小学生・地域卓球大会

運動公園体育館

9:00〜15:00

17 月

公民館講座（墨彩画）

防災・情報センター 13:30〜15:30

広域隣保活動（元気クラブ）

本町五丁目集会所

10:00〜12:00

広域隣保活動（囲碁）

本町五丁目集会所

13:00〜15:00

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

20 木

防災・情報センター 10:00〜12:00

人権・行政相談

防災・情報センター 9:00〜12:00

バドミントン教室

運動公園体育館 19:30〜22:00

もの忘れ外来

江尾診療所

13:00〜16:00

高齢者創作館

19:00〜21:00

バドミントン教室

運動公園体育館

19:30〜22:00

補聴器相談会
（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

5 金 赤ちゃん健診

もの忘れ外来

江尾診療所

6 土

第2回健康推進委員会

総合健康福祉センター 13:30〜15:00

4 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

7 日 町民バドミントン大会

防災・情報センター 14:00〜15:30

公民館講座（和紙折り紙）

防災・情報センター 13:30〜15:30

町人権・同和教育研究集会兼
江府中ＰＴＡ人権公演会

江府中学校

13:30〜16:00

広域隣保活動（パソコン）

本町五丁目集会所

10:00〜12:00

24 月 バドミントン教室

運動公園体育館

19:30〜22;00

25 火 歯科健診・フッ素塗布

（年長・年中児）
総合健康福祉センター（受付）14:00〜14:30

23 日

8 月

防災・情報センター 13:00〜17:00

公民館講座（絵手紙・油絵）

防災・情報センター 13:30〜15:30

広域隣保活動（元気クラブ）

本町五丁目集会所

9 火 公民館講座（パッチワーク）
10 水 公民館講座（書道）

10:00〜12:00
〜19:00

防災・情報センター 13:30〜15:30
防災・情報センター 13:30〜15:30

（年少･未満児･未就園児）

公民館講座（社交ダンス） 防災・情報センター

13:30〜15:30

11 木 公民館講座（ヒップホップ） 防災・情報センター

19:00〜20:30

本町五丁目集会所

防災・情報センター 13:30〜15:30

公民館講座（ヒップホップ）

防災・情報センター 19:00〜20:30

家族の会

運動公園体育館

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

19:30〜22:00

補聴器相談会
総合健康福祉センター
（中国補聴器センター）
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

9:30〜11:30

農地相談会

山村開発センター

13:30〜16:00

ふれあいもちつき大会

防災・情報センター 9:00〜12:00

広域隣保活動（カラオケ）

本町五丁目集会所

〜19:00

12 金
13 土

10:00〜12:00

19:00〜21:00

総合健康福祉センター 10:00〜12:00
〜19:00

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

広域隣保活動（パソコン） 本町五丁目集会所

10:00〜12:00

広域隣保活動（カラオケ） 本町五丁目集会所

10:00〜12:00

14 日

固 定 資 産 税 ４ 期
国民健康保険税６期
介 護 保 険 料 ６ 期
後期高齢者医療保険料５期
納付期限は12月１日(月)です。(口座振替は12月１日）

今月の国民年金
納付期限 11月分 平成27年１月５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。

延申込件数

281件

（前月比＋52件）

延寄付金額 358万円
（前月比＋60万円）

平成26年11月号

10

96 88 63 88 59

10

月届 ︵敬称略︶

ふ る さ と 納
税

人の動き

応援ありがとうございます！

◎お誕生おめでとう
住(所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
女
真奈
本 五 川上 明凛
徹
女
新 道 梅林 果穂
◎ごめい福を祈ります
住(所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
歳
祥太
洲河崎 佐々木 孝
歳
厚
下蚊屋 太田 茂子
歳
純孝
新 一 安田眞知子
歳
良枝
美 用 川上 正考
歳
俊也
下蚊屋 小椋 千代

）は前月比

ご寄付

10月末現在（

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
久 連 水下
博 本人退院
小江尾 永井喜美子 本人退院
◎香典返しとして
佐 川 遠藤 博明 母清子死去
本 三 濱田 悦子 母千代子死去
下蚊屋 太田
厚 母茂子死去
洲河崎 佐々木祥太 父孝死去

■まちの人口 3,212人（−10）
男 1,515人（−3）
女 1,697人（−7）
■世帯数
1,102世帯（−1）
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公民館講座（押し花）

公民館講座（社交ダンス）

《11月の納税は》

年

受付
13:00〜13:30

広域隣保活動（生花）

30 日

平成26

〜19:00

運動公園体育館 9:00〜14:00

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

28 金

11現月在1日

総合健康福祉センター

13:00〜16:00

（受付）13:00〜13:30

26 水

バドミントン教室

〜19:00

3 水 公民館講座（大正琴）

高齢者創作館

総合健康福祉センター 13:30〜15:30

運動公園体育館 19:30〜22:00

総合健康福祉センター 9:30〜11:30

広域隣保活動（陶芸）

ぼちぼち倶楽部

間

江尾の会

公民館講座（陶芸）

19:00〜21:00

時

本町五丁目集会所 9:30〜12:00

防災・情報センター 9:30〜16:00

高齢者創作館

所

広域隣保活動（エコクラフト）

明徳学園

〜19:00

場

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

防災・情報センター 14:00〜16:00

13:00〜16:00

名

バドミントン教室

公民館講座（社交ダンス）

21 金 広域隣保活動（陶芸）

29 土

事

防災・情報センター 10:00〜12:00

公民館講座（フラダンス）

27 木

2 火

行

公民館講座（大正琴）

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

22 土

1 月

〜19:00

18 火
19 水

日 曜日

町長後記

18

月になり朝晩めっき
り寒くなりました︒各家
庭では︑そろそろストー
ブやコタツを利用されて
暖をとられているのでは
ないでしょうか︒
さて︑先月 日に鏡ヶ
成高原において︑奥大山
ぶなの森クラブの主催に
よるノルデックウォーク
が開催され︑妻と二人参
加しました︒当日は秋晴
れの中︑ノルデックウォー
クの効果などの研修を受
けたのち︑屋外で実技指
導を受けました︒そのの
ちキャンプ場周辺の遊歩
道をウォーキングしまし
た︒最初は慣れないので
ぎこちない歩きでしたが
徐々に慣れて歩くことが
できました︒普段︑歩く
機会が少ないせいか体の
あちこちに痛みが出てき
ましたが︑とても楽しく
過ごすことができまし
た︒二時間程度のウォー
キングでしたがとても充
実した時間が過ごせたと
満足でした︒主催されま
した奥大山ぶなの森クラ
ブの皆さんに感謝しなが
ら家路につきました︒
これからインフルエン
ザの季節が始まります︒
町民の皆様には︑予防ワ
クチンを接種いただき健
康に過ごしていただきた
いと思います︒

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

健康とスポーツまつり
奥大山ぶなの森クラブ

〜秋晴れの中ノルディックウォーク〜
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