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防災パレード）

▲日本消防協会会長から準優勝の表彰を受ける江府町消防団

第

回全国消防操法大会
24

消防団が︑ポンプ車の部︑小型

24

ポンプの部の２部門に分かれて︑速さ︑

いた

回開催され︑各都道府県予選を勝ち抜

子園﹂とも呼ばれています︒２年に１

本消防協会主催で行われ﹁消防団の甲

全国消防操法大会とは消防庁及び日

全国消防操法大会とは？

11

48

▲会場は東京ビックサイト近くの東京臨海広域防災公園

正確性︑規律の正しさを競い合います︒

▲出場隊や著名人などが参加した激励交流会

ました︒

選手は皆︑気合の入った表情をしてい

明日はいよいよ全国大会本番︒出場

ルを送りました︒

んなどが参加し︑出場する選手へエー

清子さんやプロレスラーの蝶野正洋さ

会が行われ︑芸能界から歌手の水前寺

また︑大会前日には選手の激励交流

０００人が参加し盛大に行われました︒

今大会は︑選手・応援団など約１１︐

月８日に東京都で行われた第 回全国消防操法大会に︑鳥取県代表
として出場し︑見事準優勝に輝いた江府町消防団第一分団︒
今回は大会の模様を詳しくお伝えします︒

全国大会準優勝に輝く

特集―全国消防操法大会―

2
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3

全国大会の出場にあたって、町民の皆様
には応援、ご支援を頂き誠にありがとうご
ざいました。
選手たちは２年間、この全国大会において優勝を勝ち
取るため、家庭をかえりみず夜遅くまで訓練を続け頑
張ってきましたが、今回は大きなプレッシャーもあり、
準優勝という結果になりました。
目標の全国優勝には届きませんでしたが、長い期間訓
練を続けてこられたのは、ひとえに江府消防署の指導や
家族の理解があってこそと、感謝しております。
伝統ある江府町消防団は、これからも地域の皆様の安
全確保のため、防災活動に努力してまいります。
長い間大変お世話になりました。

▲大会を終え、応援隊の皆さんと一緒に

を見に来るなど︑江府町消防団への関心 ○大会結果
優勝
の高さを感じました︒
長崎県壱岐市消防団
いざ本番！
準優勝
気迫ある操法を披露
神奈川県座間市消防団
大会当日午後２時頃︑家族や応援隊︑
鳥取県江府町消防団
町長や議員など関係者が見守る中︑遂に
長野県富士見町消防団
江府町消防団の順番が回ってきました︒
多くの声援を受けながらいざ操法開始︒
○
出
場選手
指揮者 白石 耕路
２年間の努力の気迫が伝わる素晴らしい
一番員 大岩 俊輔
操法を披露しました︒
二番員 中尾 祐也
目標の全国大会二連覇には惜しくも届
三番員 北村 勇介
きませんでしたが︑準優勝という誇らし
四番員 篠村 友紀
い結果を江府町消防団の歴史に刻みまし
補助員 森田 祐基
た︒

▲気迫の表情

泰彦さん

大岩

団長

江府町消防団

前回優勝者として
プレッシャーとの戦い

▲隊列を整え、いざ操法開始！

前回大会で全国優勝を果たした江府町
消防団︒今大会は二連覇という大きなプ
レッシャーを背負いながら︑日々練習を
重ね︑県大会を勝ち抜き︑全国大会本番
を迎えました︒
大会の前々日から会場入りし︑現場の
下見や入念なリハーサル︑機器のチェッ
クなど準備に余念がありません︒本番に
掛ける選手や応援隊の気概が伝わってき
ました︒
大会前日の公開練習では︑前回大会優
勝者という事もあり︑他県の選手が様子

特集―全国消防操法大会―

▲素早く的確な操法を披露

皆さんの応援、ご支援に感謝

まちの話題

第16回米・食味分析鑑定コンクール：国際大会
環境王国部門で二年連続の金賞受賞！

11月23、24日の2日間、青森県田舎館(いなかだて)村で第16回米・食味分析鑑定コンクール：国際大会（主催
米・食味鑑定士協会ほか）が開催され、本町からは、一般の部に23点、小学校部門に1点が出品されました。
なお、この大会の最終審査（官能審査＝食べ比べ）の公式炊飯水には、昨年に引き続き「奥大山の水」が採用さ
れており、審査員全員に口直し用の水としても準備され、豊かな自然と美味しい水のまち奥大山江府町を全国に向
けて情報発信することができました。

特別優秀賞

福島県 コシヒカリ

7

特別優秀賞

石川県 コシヒカリ

6

特別優秀賞

40

※「環境王国部門」とは…
全国で環境王国の認定を受けている13自治体
（平成26年11月現在）のお米を対象とした部門

ことができました︒
越峠さんは﹁気候的にも米価的にも
厳しい年だったが︑今回の受賞は遠藤
五一さんのご指導や山形県への視察研
修などで学んだ成果だと思う︒これを
契機に研究会会員が一丸となって︑来
年の総合部門金賞を目指して頑張り︑
江府町の米作りの活性化につなげた
い︒﹂と喜びを語っておられました︒
また︑奥大山プレミアム特別栽培米研
究会から出品された 点のうち 点が︑
一次審査の食味値 ポイント以上で２
次審査まで進むという好成績でした︒
来年の第 回大会は石川県小松市で
開催予定です︒

16

●青森県田舎館村

85

22

31

4
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﹁環境王国部門﹂で越峠嘉道さん

7

︵奥大山プレミアム特別栽培米研究会︶
が金賞受賞！

福井県 あきさかり

20

金賞

17

12

会場となった青森県田舎館村は弘前
市に隣接する面積 ・ ㎢︑人口７︐
９１３人の村で︑北方稲作文化発祥の
地として知られています︒
また︑田んぼアートの里としても有
名で﹁紫稲﹂
﹁黄稲﹂等数
種類の苗を使
って毎年様々
な図柄を描き︑
見ごろとなる
７月中旬から
１か月間はた
くさんの観光
客でにぎわい
を見せます︒

▲昨年の田んぼアート

35
（合計）175.1
■越峠さんのお米の成績
（食味値）88 （味度値）87.1

10

10

奥大山プレミアム特別栽培米研究会
越 峠 嘉 道
森目農家組合
松 田 雅 之
天栄米ブランド化推進協議会
圓 谷 良 美
環境王国こまつ推進本部
西
太兵衛

鳥取県 コシヒカリ

多得票の 票を獲得し︑金賞受賞とな
りました︒
この受賞米は町と農協とで推進して
いる﹁奥大山プレミアム特別栽培米コ
シヒカリ﹂と呼ばれるもので︑昨年よ
り日本一の米作り名人の遠藤五一氏
︵山形県︶をスーパーアドバイザーに
迎え︑おいしさにこだわった新しい米
作りに取り組んでいるものです︒
年産は西日本を中心に８月の日照
不足︵平年の ％程度︶による品質の
低下が懸念され︑総合部門最終審査へ
のノミネート状況を見ても 点中 点
が東日本からのノミネートという︑東
高西低のコンクールになりましたが︑
奥大山プレミアム特別栽培コシヒカリ
は取組み２年目にして高い評価を得る

■「環境王国部門」最終審査結果（敬称略）

26

受賞
最終審査
得票数

品種
住所
氏 名

▲受賞された越峠さん（写真中央）

国内でも最大規模の今大会には過去
最高の４︐３６９点の出品がありまし
た︒
審査方法は︑食味値︵一次審査︶と
一次審査で ポイント以上のお米を対
象とした味度値︵２次審査︶と呼ばれ
る機械測定の合計点で総合部門と各部
門賞の最終審査ノミネート者が決まり︑
食味鑑定士の食べ比べによる投票で︑
金賞とそれに続く特別優秀賞が決定し
ます︒
﹁環境王国部門﹂の最終審査には全
部で４点がノミネートされ︑越峠さん
のお米は 名の食味鑑定士の投票で最
85

30

つながりの大切さ学ぶ

26

江府町福祉大会

福祉大会において開催したチャ
リティーバザーには、皆さまに格
別なるご協力をいただき、52,494
円（H26.11.28現在）の収益とな
りました。
収益金は、鳥取県共同募金会を
通じて町内の福祉事業に活用させ
ていただきます。
品物のとりまとめをご協力いた
だいた各集落の老人クラブ様、区
長様をはじめ、町民の皆さまに厚
くお礼を申し上げます。

江府町共同募金委員会

奥大山古道ウォーク

11

【チャリティーバザーのお礼】

▲尾之上原集落の活動発表をする宮本さん

▲孤独死をテーマにした劇

月 日︑山村開発センターで江府町福
祉大会が行われました︒大会では︑まず集
落を元気にする取り組みについて︑尾之上
原集落区長の宮本正啓さんによる講演があ
りました︒高齢化の進む集落で施設の維持
や住民同士による支援活動︑防災対策など
幅広い分野について先進的な取り組みが発
表され︑参加者から活発に質問がなされま
した︒
続いて行われた︑湯梨浜町のボランティ
ア劇団﹃ふきのとう﹄による劇では︑孤独
死と地域住民のつながりをテーマに︑近隣
の住民同士の支え合いにより主人公が孤独
死の危機から救われるというお話が上演さ
れました︒
また︑会場周辺ではチャリティーバザー
なども行われ多くの来場者でにぎわいまし
た︒

平成26年12月号

5

▲あったまる団子汁を提供
いただいた集落の皆さん
▲迫力ある神楽

歴史と食に大満足！

月９日︑奥大山古道保存協議会主
催による奥大山古道ウォークが行われ
ました︒当日は雨模様にも関わらず県
内外から約１００名の参加者で賑わい
ました︒コースは鍵掛峠駐車場付近か
らスタートし︑約４時間をかけて笠良
原まで歩きました︒雨で濡れた木の葉
が色鮮やかに紅葉する中︑ポイントポ
イントで古道の歴史や自然の植物につ
いてガイドが詳しく説明しました︒
道中では︑今年度改修された旧御机
分校でお昼休憩があり御机集落の方が
団子汁などを振る舞いました︒また地
元野菜の販売もあり大変好評でした︒
ゴール後は︑下蚊屋分校に会場を移し
下蚊屋荒神神楽を堪能しました︒

まちの話題

11

▲歴史ある古道を一歩一歩進む参加者

16

▲多くの来場者でにぎわう会場

日︵金︶コンニャク芋収穫交流会が開催

高齢者交通安全対策
事業が行われました！

日︵水︶は米子西部自動車学校で︑

村教諭が参加されました︒掘り取り機での収穫作

系列で食品製造について学ぶ生徒３名と担当の西

収穫作業では日野高校の総合学科アグリライフ

時間を測ったりなど︑運転者と歩行者それぞれの

学んだり︑また道路を歩いて横断するのにかかる

のブレーキテストや︑運転席からの死角について

出席されました︒講習では︑実際に車を運転して

江府町からは老人クラブ連合会より３名の方が

業は初めてということで︑作業風景を真剣に観察

視点から交通安全について学びました︒

ないときに起きるという怖さを学んだ︒集落やク

講習に参加された方からは︑﹁事故は思いがけ

収穫した芋の大きさや生子︵きご︶の成長に感心

ラブなどで啓発していきたい﹂との声を頂きまし

芋を生子︵きご︶と分けて箱に入れる作業を行い︑
していました︒

た︒

6
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コンニャク芋収穫交流会
月

月

鳥取県主催の高齢者を対象とした交通安全講習
会が︑

日︵水︶は米子自動車学校で開催されました︒

19

されました︒
今回は︑種芋植付交流会から連携をとっている
鳥取県立日野高等学校の生徒とコンニャク芋の収

11

していました︒生徒達は土の中から掘り出された

穫を通じて交流を深めました︒

26

21

今後の取り組みとしてはコンニャク料理の発表
収穫に励む生徒達

回日野郡新そばまつり〜

11

11
会を行います︒

▲

〜第
11

日野郡のそばが勢揃い！

11

月 日︵日︶︑日野町黒坂にある日野高校黒
坂校舎において﹃第 回日野郡新そばまつり﹄が
開催されました︒今年のそばは播種後の８月後半
から９月にかけて天候が不安定だったこともあり︑
生育に心配がありましたが出来は上々とのこと︒
日野郡産のそばは香りが強いのが特徴で︑口に入
れた時に甘さを感じます︒当日は郡内外からたく
さんの人が訪れ︑中にはそれぞれのそば店の味比
べをするために一人で数杯を食べましたというお
客さんも・・・︒日野郡の秋の味覚は郷土伝統の
味覚でもあり︑貴重な観光資源でもあります︒こ
ういったイベントを通して日野郡をさらにＰＲし
ていけたらいいですね︒

▲楽しみに待ったコンニャク収穫

まちの話題

▲先生方による緩降機を使った降下体験

16

日︑中国・四国各県代表の

組が︑米子

民俗芸能大会

第 回中国・四国ブロック
月

10

江府中学校で
避難訓練が行われました
19

56

23

分の間︑お互いに呼吸を合わせながら周到に奉

で荒神神楽の舞を奉納しました︒持ち時間わずか

存会﹁菖風社﹂と日野高校の郷土芸能部が︑共演

た︒鳥取県からは︑境さんこ節︑貝田荒神神楽保

コンベンションセンターで民俗芸能を発表しまし

11

す︒﹂と︑今後の活動にも意欲を見せておられま

たえていくことが︑地域の活力になると思いま

昔から各地域に受け継がれている伝統を後世につ

時に民族芸能も衰退する傾向にあると感じます︒

地 域 で の 人 の つ な がり が 段 々 と 疎 遠 に な り ︑ 同

菖風社代表の佐藤誠さんは︑﹁少子高齢化で︑

采を受けました︒

終了後︑会場者からは割れんばかりの盛大な喝

納されました︒

25

した︒

迫力ある神楽を披露

平成26年12月号

7

奥大山江府町関西交流会

▲防火シャッターを通って避難しました

月 日︑江府中学
校で避難訓練が行われ
ました︒
新校舎で行う火災を
想定した訓練は初めて
ということで︑消防署
の方に来ていただき︑
防火シャッターも使っ
ての訓練となりました︒
生徒達に自主的な避
難を体験させるため︑
休けい時間を使って行
われましたが︑突然の非常ベルに慌てることもな
く︑全員が落ち着いて避難することができました︒
生徒達の訓練終了後︑﹁緩降機﹂と言われる避
難器具の操作について︑先生方の講習会がありま
した︒説明を受けた後︑代表で３名の先生が実際
に器具を使って避難体験をされました︒
消防署員の方による
講評でも﹁訓練したこ
としかできない﹂とい
う話もありました︒地
震や火災があっても慌
てることなく避難する
ためには︑訓練は欠か
せません︒万が一に備
えた貴重な訓練となり
ました︒
11

故郷を懐かしむ

26 11

月 日︵日︶︑大阪市弥生会館において﹁平
成 年度奥大山江府町関西交流会﹂︵河上勲会
長︶を開催し︑関西在住の本町出身者の方々９名
にご参加をいただきました︒
前半の総会では︑中学校の新校舎完成や江府町
道の駅︑地域おこし協力隊といった江府町の施
策・近況の報告を行い︑参加者の皆様から様々な
ご意見をいただきました︒また併せて︑今後の交
流の進め方についても協議を行いました︒
後半の懇親会では︑大正琴や日本舞踊の披露と
いったアトラクションを楽しみながら︑同郷の仲
間と交流を深めました︒

まちの話題

▲

農業委員会だより

を目指している点で︑参考になる取り組み
でした︒
ちなみに直売所は 名の会員により︑６
月〜 月までの開設で約３００万円の売り
上げでした︒

平成 年 度
江府町農業委員会視察研修報告

…

本年の視察研修は 月 日から 日において﹁人・農地プラン﹂の先進
地と県産農作物の市場情勢について実施しました︒視察地は①京都府与謝
郡与謝野町滝・金屋地区︑②大阪市中央卸売市場本場︑③寝屋川市﹁幸福
米穀株式会社﹂の３か所です︒

﹁人・農地プラン﹂とは
農業が厳しい状況に直面している中で︑

10

基本となる人と農地の問題を一体的に解決
していくため︑集落・地域において徹底的
な話し合いを行い︑担い手不足等の集落・
地域がかかえる人と農地の問題を解決する
ための地域農業マスタープランを作成する
国の施策です︒

与謝野町は京都府の北部で日本海に接し
ており︑天橋立のすぐ近くに位置していま
す︒滝・金屋地区は与謝野町の山間地にあ
り山村振興法に基づく山村振興地域です︒
このプランは滝と金屋の２つの集落を対
象とし︑地区内の農家数 戸︑農地面積１
００ と大きいが︑このうち 名が高齢化
によるリタイア・規模縮小を予定しており︑
その分を農業生産法人２法人︑個別経営５
名︵新規就農者１名︶が担い手となり農地
を集積していくというプランでした︒
主要作物は丹後産コシヒカリなどの水稲
が中心だが︑白大豆や京野菜などの特産品
も栽培しています︒以前からこの地区には
２つの法人︑４戸の中核農家があったので
プランつくりはやりやすかったと思われま
すが︑集落を超えての２集落連携組織であ
ることや地域内にある農産物直売所を運営
し︑農産物・加工品の販売や都市部への農
産物を集出荷しており︑農業者の所得向上
86

24

①与謝野町滝・金屋地区
まず︑与謝野町滝・金屋地区ですが︑こ
こは人・農地プランで農林水産省の優良事
例となっています︒町及び運営主体の中山
間振興会小田会長︑担い手農家の山本さん
︵農業委員︶から説明を受けました︒

ha

22

12

30

26

10
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農業委員会だより

社﹂で︑北本社長自らの説明を受けました︒

さて︑最後の視察先は﹁幸福米穀株式会

暴落の中で米以外の新規作物等への取り組

担い手育成対策をどうするのか︑また米価

ろう農地の貸し手に対して︑受け手である

以上が研修の概要です︒今後増えるであ

全国的な銘柄米を取り扱っていますが︑Ｊ

みなど収益確保対策をどうするのかという

③幸福米穀株式会社

ＪＡ鳥取西部の大阪駐在永見課長︑全農鳥
年来の取引先であり︑コ

②大阪市中央卸売市場本場

取の森原大阪事務所長の案内を受け︑大果
Ａ鳥取西部とは

課題を再認識するものでした︒

続いて︑大阪市中央卸売市場本場では︑

大阪青果㈱佐々木執行役員の説明を受けま

シヒカリ︑ひとめぼれ︑ヒカリ新世紀など

取扱高が東京都の築地市場に次いで︑日本

オアシスなどがあり︑業務用では今評判の

は関西スーパー︑リカーマウンテン︑阪急

農業委員会総会︵ 月︶

した︒

国内第２位といわれるその規模に圧倒され

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの米が

を購入しています︒売り先として量販店で

ましたが︑現場で鳥取県産白ねぎのケース

鳥取西部産ひとめぼれだという事で高い評

ほとんどの農業委員は初めての来場で︑

を見つけてほっと一息するようでした︒

価を受けていました︒
関心の米の販売環境については︑全国的
な米余りであり︑売り急ぎで安売り合戦の
嵐が吹いているという状況だという事で︑
㎏で１万円をいくら切るかという商談水
準のようでした︒価格の回復を望むところ
だが︑来年産の米価がどうなるのかは見通
せないという事で︑残念ながら楽観的な話

審議案件すべて承認されました︒
農地法第３条の規定による
許可申請について １件
農地利用集積計画 案( に)ついて １件

月の農地相談会

日︵金︶

分から午後４時まで

年 月

お気軽にご相談ください︒

◎相談日 平成

午後１時

所 江府町山村開発センター

●毎週１回 金(曜日発行︶

◇旬の農業情報が満載◇

●カラー版

●１ヶ月６００円

申し込みは農業委員または

６６２０︶へ

問い合わせ先 農業委員会事務局 ☎75−6620

11

26

全国農業新聞購読のおすすめ

◎場

26

10

を聞くことはできませんでした︒

12

農業委員会事務局

︵電話
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達が地域の方とふれ合う交流

校支援が目的ですが︑子ども

学校お助け隊の活動は︑学

会にもなっています︒

みなさんと顔見知りになる機

くことで︑子ども達が地域の

さんに度々足を運んでいただ

でも紹介しましたが︑この活

回目になります︒
この活動にも︑お助け隊の
みなさんが︑土づくりや土入
れなどの準備や子ども達の苗
植えの指導などで協力をして
くださいました︒

――――――――――
学校支援活動を通して︑地
域の方と子ども達の交流も進
んでいます︒
お助け隊の活動が︑地域の
方と子ども達との交流の場に
もなるようにしていきたいと
思います︒より多くのみなさ
んが︑より多く学校に足を運
んで下さるよう︑引き続きご
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

この活動でも︑今回新たに
活動に加わってくださった方
もありますが︑以前から引き
続きという方もいらっしゃい
ました︒

▲「花の苗はこうして植えるんだよ」

学 校 お 助け 隊 だよ り
の場にもなっています︒
――――――――――
江府小学校では︑毎週木曜
日の朝に本の読み聞かせを行
っていて︑そこでも︑お助け
隊のみなさんが協力して下さ

普段一緒に過ごしている先

動は︑これまでにも何度か行

れました︒以前このコーナー

生方と違い︑地域の方に読ん

が行われました︒

ど工夫を凝らした読み聞かせ

の読み聞かせや朗読︑語りな

した︒それぞれの学級で絵本

皆さんが来てくださっていま

この日は︑４名のお助け隊の

ども達も 楽 し み に し て い ま す ︒

っていて︑今年度もこれが２

っています︒

――――――――――
月 日︑江府小学校で
10

﹁ふれあいの花﹂活動が行わ

11

でいただくということで︑子

▲絵本の読み聞かせ（2年生）

読み聞かせお助け隊のみな

75

▲物語の朗読（5年生）
▲苗植えの準備作業

まちの教育

保・小・中連携だより

中学校の生徒会が
小学校を訪れて︑体
育大会の開催案内を
しました︒先輩の紹
介に︑来年度中学入
学を迎える６年生は
興味津々︒

江府町では︑保小中連携推進の取組として︑
﹁子ども達の交流﹂にも力を入れています︒
小中交流は︑精神的にも成長した小学生が
先輩である中学生の姿を見るということで︑
自分の将来をイメージしたり︑ああなりたい
という﹁あこがれ﹂の対象にしたりする機会
となっています︒また︑中学生にとっては︑
先輩という立場が﹁ほこり﹂につながる場で
もあります︒
これまでも︑体育大会を参観し中学生の力
強さを感じたり︑授業参観を通して難しい課
題に真剣に取り組む姿に学習の構えを学んだ
りしてきました︒
今後も︑このような﹁あこがれ﹂や﹁ほこ
り﹂を感じることのできる小中交流を進めて
いきたいと思います︒

中学校の人権公演会
に小学校の高学年が
参加︒中学生の堂々
とした感想発表の姿
を見て︑小学生もた
くさん感想を発表し
ました︒

先輩の姿に学ぶ交流

10
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おたより＊町立図書館
★ 今月のおすすめの一節 ★
「ねえセモリナ、パパに話してよ」ジョシュはたの
みこんだ。「一度だけでいいからさ。おばあちゃん
のビールを持ってこさせたのは自分だっていって
よ」
セモリナは翼の羽根をふるわせた。
「何度いったらわかるんだい。カイブツになんか、
何をいったってむだなんだよ。きく耳をもちゃしな
い。あたしゃべつに、むりやり持ってこさせたわけ
じゃないよ。正当な取り引きだ。キツネのことが知
りたかったら、茶色い水を持っといでと、そういっ
ただけだ」
―――ジョイ・カウリー『三千と一羽がうたう卵の歌』より
丘の上の養鶏場に暮らすジョシュのペットは、メンドリのセ
モリナ。人間の言葉を喋ると言っても誰も信じてくれないの
は、セモリナが口をきくのはジョシュだけだったから。ビー
ルが好きで、怒りっぽくて、おしゃれな老メンドリが語る生
命の神秘と、新たな命の誕生を迎える少年と家族の物語。

★

今月の＊おしらせ

★

12月20日(土)に、イベント開催！
14:00〜14:30
14:40〜15:30

クリスマスのおはなし会
プラバンブローチを作ろう！

開館時間

平 日
土日祝

8:30〜19:00
8:45〜17:30

★ 今月の新着図書 ★
＊一般書
フォルトゥナの瞳／百田尚樹
鹿の王(上)(下)／上橋菜穂子
居酒屋ぼったくり／秋川滝美
おとなの教養／池上彰

＊ＹＡ（小学校高学年〜一般向図書）
毎日かあさん(11)＊息子国外逃亡編／西原理恵子

＊児童
海賊大図鑑／平林知子
プロ野球のスゴイ話／高橋安幸
鉄道れきし旅物語／鉄道博物館
あいうえおのせきがえ／宮下すずか

＊絵本
かっぱとてんぐとかみなりどん／かこさとし
つられたらたべちゃうぞおばけ／乾栄里子

おはなし会は申込不要ですが、プラバンブローチ作
りには申込＆参加費(300円)が必要です。12/16(火)
までに、江府町立図書館カウンターへお申込みくだ
さい。【対象：５歳〜12歳】

12月30日(火)〜1月4日(日)は、年末年始のため休館いたします
本年もたくさんのご利用、誠にありがとうございました。休館中も、返却ポストはご利用いただけます。

ー先生のほのぼのコラム
ニ
ー
カ

Hello everyone,
The leaves have finally changed colors and look very beautiful! Just the other day, I saw snow on Mt. Daisen!
Winter is coming.
Some weeks ago, I went traveling with Joshua. We went to Kurashiki, Okayama, and Kobe. I was so excited to
finally be traveling! In Kurashiki, we went to the Ohara Museum of Art, and I finally found Ivy Square! We also
found a very popular ice cream snack in America called
Dipping Dots.
It tasted so good! In Kobe, we tried
some very expensive Kobe Beef. It was delicious! I m so happy I was able to try some; most Americans know
that Kobe Beef is the best beef in the world. We also went to Chinatown in Kobe; there is a Chinatown in Los
Angeles in America, but I have never been to it, so it was interesting to see. Coming home, we missed one of our
trains, so we had to ride a Shinkansen to get to Okayama in time to catch a Yakumo back to Niimi. What an
adventure!
Soon, it will be Christmas! We don t eat Christmas cake in America, but I will eat some again this year!
Take care, everyone.
˜Connie
皆さん、こんにちは。
木々の葉の色が変わり、とてもきれいですね。つい先日、私は大山に雪が積もっているのを
見ました。そろそろ冬が来ますね。
数週間前、私はジョシュアと旅行に行きました。倉敷、岡山と神戸に行きましたが、やっと
旅行に行けたなととてもうれしかったです。倉敷では大原美術館に行って、ついにアイビー
スクエアにも行きました。そこで「ディッピング・ドット」というすごくアメリカで人気の
あるアイスクリームのお菓子を見つけました。とてもおいしかったです。神戸では、とても
値段が高い「神戸ビーフ」を食べてみました。とても美味しかったですし、食べることがで
きてうれしかったです。なぜなら、ほとんどのアメリカ人は神戸ビーフが世界中で一番おい
しい牛肉だと知っていますから。神戸の中華街にも行きました。ロサンゼルスにも中華街は
ありますが、私は行ったことがないのでとても興味深かったです。帰る時には電車に１本乗
り遅れたので、新見からの電車に接続している『やくも』に乗るために、岡山へは新幹線で行きました。ちょっとし
た冒険でしたね。
もうそろそろクリスマスが来ますね。アメリカではクリスマスケーキを食べないんですが、私は今年もまたクリスマ
スケーキを食べるつもりでいます。
皆さん、元気でいてくださいね。
カーニーより
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22

15

日︵日︶江府町運動公園総合体育館にて

江府町卓球大会
小(学生・地域の部 を)開催
月

藤田 憲幸さん

チロルジュニア
惜しくも準優勝

月２日︵日︶町運動公園総合グラウンドにて︑

準優勝

優

根雨スポーツ少年団

チロルジュニア江府

日南オールスターズ

勝
第３位

くも準優勝の結果となりました︒

でしたが︑チロルジュニアの選手も奮闘し︑惜し

レーを見せていました︒時折雨が降る中での試合

ム同士が対戦し︑どの選手も全力で熱気あるプ

６年生が引退して新しく編成された郡内のチー

回日野郡少年野球新人戦江府町大会が開催さ

第

回江府町卓球大会︵小学生・地域の部︶が開
人が参加し︑卓球初心者

大いに盛り上げていました︒

果﹀

の方もいる中それを感じさせないプレーで会場を

団体８チーム個人戦

第

39 11

れました︒

16

催されました︒

53 11

結果は次の通りです︒
︿結

■個人戦︵一般の部︶
優

下原 佑太さん

勝
準優勝

浜田 晃平さん

︵小学生の部︶
優

加藤 怜生さん

勝
準優勝

職域代表チーム

勝

優

本町一丁目チーム

▲気合の入った投球をした
主将でピッチャーの
森田駿平さん

準優勝

▲試合前、整列する
ナイン

第 回江府町人権・同和
教育研究集会兼江府中
ＰＴＡ人権公演会を開催

熱演される福永宅司さん

33

40

月 日︵土︶に人権・同和教育研究集会兼公
演会を開催し︑２５５名の方々が人権について学
習しました︒
集会では︑町の人権啓発標語・作文で最優秀賞
を受賞した児童︑生徒を表彰し︑その後自分の作
品を緊張しながらも大きな声で子どもたちが発表
をしました︒
公演会では︑教育・子育て・人権問題講演家の
福永宅司さんをお迎えして︑一人芝居﹁ 才学校
Ⅳ﹂を﹁自尊感情﹂をテーマに公演していただき
ました︒公演終了後の子どもたちの感想では﹁優
しい人になりたい﹂﹁自分のいいところを見つけ
てもっと自分を好きになりたい﹂等の感想があり
ました︒そして︑大人からの感想では︑﹁子ども
の良い所をほめていきたい﹂﹁口から出た言葉の
重みが改めて分かった﹂等の感想があり︑一人ひ
とりが自分を振り返る良い公演会となりました︒
人権啓発作文
「最優秀賞」
宇田川愛友さん
人権啓発標語
「最優秀賞」
山本小太郎さん

■団体戦

▲入賞者のみなさん

まちの教育
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地域おこし協力隊通信

地域おこし協力隊通信

№８ 〜寒すぎるっ!!
江府町の11月〜

＜農業班＞
無農薬、有機肥料のみで作ったなかまなふぁ

＜町おこし班＞
江府中学校文化祭のイベントの１つ。フォー
ラム in 江府中「しゃべり場」に参加してきまし
た。私は町外から協力隊として江府町に来た立
場として、江府町の良さや抱える問題について
中学生相手にアツく語らせて頂きました。
中学生は自分の将来を少しずつ考え、迷い始
める時期だと思います。その時期に自分達が今
住んでいる町の良さや抱える問題について考え
ることは町にとっても、彼ら自身にとっても非
常に貴重だと考えます。
彼らには将来、都会の良さも、江府町の良さ
も分かってそれでも江府町を選んでくれるよう
な大人になって欲しいです。その為にも江府町
の魅力をもっと引き出していかなければいけな
いなと感じました。
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（雨宮

達樹）

〜むの小松菜が先日初出荷を迎える事ができま
した。この小松菜は宮市の畑で作っていて、9月
の土作りから、11月の初出荷までの間に様々な
苦労や出来事がありました。雨に降られたり、
急激に寒くなり、葉が黄色くなってしまったり
したときに対策を聞かせてもらったり、透明な
マルチをビニールハウス状に加工したり、様々
な工夫をしてなかまなふぁ〜むの野菜を無事出
す事ができました。
初出荷は役場向けに行い、町長を初め沢山の
方に買って頂きました。これからもいろいろな
箇所やイベントで販売をしていく予定なので見
つけたら是非買ってみてくださいね！
（片岡

薫哉）

−information―お知らせ

第47回衆議院議員総選挙
第23回最高裁判所裁判官国民審査

投票できる人は

月３日までに選挙人名簿に

登録された方は投票ができます︒

２
―２１１
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投票は３種類です
●小選挙区選挙
候補者の氏名を書きます︒

届かないなどありましたら︑江

投票日が近づくのに入場券が

政党等の名称または略称を書

府町選挙管理委員会にお問合せ

●比例代表選挙
きます︒︵氏名を書くと無効に

下さい︒

☎

江府町選挙管理委員会

お問合せ

て投票することができます︒

当日に定められた投票所におい

行う必要はありません︒投票日

にあたっては︑新たに申請等を

できるようになりました︒投票

被後見人の方も投票することが

選挙制度の変更により︑成年

成年被後見人の方も
投票ができます

なります︒︶
●最高裁判所裁判官国民審査
印を書
×

氏名表の裁判官の中からやめ
させたいと思うものに
きます︒

投票用紙は
お間違いなく
小選挙区選挙と比例代表選挙︑
最高裁判所裁判官国民審査では︑
投票用紙が違います︒
投票用紙を受け取られたら︑
よく確認して記入し︑投票して
ください︒
●小選挙区選挙
ピンク色の用紙で黒い文字
●比例代表選挙
薄緑色の用紙で赤い文字
●最高裁判所裁判官国民審査
白色の用紙で黒い文字

明るい選挙キャラクター
選挙のめいすいくん

自分へと、必ず
つながるその１票。

12

75

12月14日(日)
投票日は

私たちの暮らしは政治と無関係ではありません。税金、介護、子どもの教育・・・。私たちの生
活は、あらゆる面で政治の方向に大きく左右されています。

私たちの生活のあり方、国のあり方を決めるのは、私たち自身です。主権者として自覚と誇りを
もって投票に行きましょう。

お知らせ−information―

「奥大山江府町道の駅（仮称）」が
来春にオープンします！

完成イメージ図
【概要】
町では、平成26年度に町産業の育成及び、観光、交通、災害等における、情報発信地として物販施設を備えた奥
大山江府町道の駅（仮称）を、地域活性化及び道路利用者の利便性を図ることを目的として整備を行っています。
奥大山江府町道の駅（仮称）は、みちくさ直売所との一体型施設である「道の駅」として、国の認可につい
て登録手続き中です。
また、新施設は「飲食・物販施設・駐車場・トイレ・情報提供機能」を有し、整備は江府町と鳥取県が共同
一体型事業として行います。

新施設の概要
○新施設 木造平屋建 457.66㎡（トイレ、情報、レストラン、物販）
○駐車場 約57台
建物の工事概要
〇工 事 名 江府町道の駅（仮称）新築工事
〇工事期間 平成26年10月27日から平成27年３月30日
〇請負業者 ㈱岩崎組 米子市灘町

高速バス臨時駐車場のお知らせ

みちくさの仮店舗営業のお知らせ

高速バス駐車場は、江府町道の駅（仮称）工事の
ため、江府町道の駅オープン（平成27年春オー
プン予定）までの間ご利用できません。
なお、臨時の高速バス駐車場を下記のとおり設置
いたしましたのでご利用ください。

特産物直売所みちくさは、江府町道の駅（仮称）新
築工事のため、仮店舗営業となります。

高速バス
臨時駐車場
小林
鉄工所
←根雨

国道181号線
現駐車場

江府町道の駅建設地

○お問合せ
15
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米子→

場 所 国道181号沿い江府
インター入口(根雨側)
町有地(右図参照)
営業日 12月2日(火)〜29日(月)
1〜3月は(金､土､日)予定
お問い合わせ先
江府町農産物直売所みちくさ
☎ 75−2032

奥大山まちづくり推進課

☎0859−75−3222

−information―お知らせ

雪の季節です！

除雪作業に
ご理解とご協力を

今年も雪の季節が近づいてきました。
町では、積雪量がおおむね15cm以上観測されたときに除雪
車が出動します。
みなさんの快適なくらしを守るため、きめ細かな除雪に努
めますが、スムーズな除雪作業行うためには町民のみなさん
のご理解とご協力が必要です。
一人一人が生活や交通のルールとマナーを守り、安全な冬
をすごしましょう。

除雪車に近づかないで！

路上駐車は除雪の大敵

作業中の除雪車に近づくことは大変危険です。
特に子どもは、運転席から見えないこともあり
ます。絶対に近づかないでください。

路上に車両が駐車されていると、除雪作業を
中断することがあります。救急車など、緊急車
両の通行の妨げにもなりますので、路上駐車は
しないでください。

道路の障害物は危険

路面状況に応じた運転を

車庫前などの道路に、鉄板や木材、縁石など
の障害物を置かないでください。除雪作業の障
害や除雪車の事故の原因になり、危険です。

気象状況に応じて、坂道や交差点などに凍結
防止剤を散布していますが、急激な気象の変化
には対応できないことがあります。路面状況に
合わせて安全運転を心がけてください。

■歩行型除雪機は、正しく安全に使いましょう■
近年、自宅周辺等の除雪に歩行型除雪機を利用する人が増えています。機械を使うときには、使用者
の責任において、正しく安全に作業しましょう。
●作業を行う前に取扱説明書をよく読んで、正しい使い方を理解しましょう。
●雪詰まりを取り除くときは必ずエンジンを停止し、回転部が完全に停止してから雪かき棒を使って
作業しましょう。
●発進するときは、転倒したり挟まれたりしないよう、足元や後方の障害物に十分注意しましょう。
●作業中は、雪を飛ばす方向に人や車がないことを確認し、除雪機の回りには絶対に人を近づけない
ようにしましょう。

除雪業務関係者のみなさんは、いつ降るかもしれない雪に備え、昼夜関係なく過酷な業務に就いてい
ます。町民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。

除雪に関するお問合せは

建設課（電話75−3306）まで。
平成26年12月号
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平成27年１月から変わります！
！

70歳未満の方の医療費の自己負担限度額
今まで3段階だった所得区分が5段階に細分化され、限度額についても所得区分に応じた金額になります。
同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費
として支給されます。また、申請により交付される認定証を提示すれば、外来・入院とも個人単位で一医療
機関の窓口での支払は限度額までとなります。

【平成26年12月まで】
自己負担限度額（月額）
所得区分

３回目まで

４回目以降※

上位所得者

150,000円＋

医療費が500,000円を超えた
場合は、その超えた分の1％

83,400円

一般

80,100円＋

医療費が267,000円を超えた
場合は、その超えた分の1％

44,400円

35,400円

住民税非課税世帯

24,600円

【平成27年１月から】《 所得＝総所得金額―基礎控除(33万円) 》
自己負担限度額（月額）
所得区分

般

４回目以降※

所得が901万円
を超える

252,600円＋

医療費が842,000円を超えた
場合は、その超えた分の1％

140,100円

超え901万円以下

167,400円＋

医療費が558,000円を超えた
場合は、その超えた分の1％

93,000円

所得が210万円を
超え600万円以下

80,100円＋

医療費が267,000円を超えた
場合は、その超えた分の1％

44,400円

上 位
所得者 所得が600万円を

一

３回目まで

所得が210万円以
下(住民税非課税
世帯を除く)

住民税非課税世帯

57,600円

44,400円

35,400円

24,600円

※過去12か月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
17
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啓発出前講座のご案内
タにも
ル
カ
は
ろ
い
者
費
消
チャレンジしてね！
日野郡消費者いろはカルタ(H25作成)
消費生活相談窓口に入る相談は、インターネットに関するトラブルから高齢者をねらったトラブルまで
年々、複雑で多様化しています。
悪質な勧誘を受ける場合もありますので、勧誘時の注意点や断り方のポイント、業者の手口、契約時の
チェックなど

くらしを守るヒント

を知っておけば安心です。啓発出前講座でクイズ、いろはカルタ、寸

劇などを通して楽しく学んでみませんか？

（講座の概要）
講

師：消費生活相談員（江府町担当）が伺います

講 座 日：平日9時〜17時
講座時間：30分〜60分程度の中でご希望の時間に沿います
受講対象：自治会、サークルなどのグループ
講座内容：下記テーマを参考にしてください。
お問合せ・お申込み先：江府町役場 福祉保健課 （電話75−6111）

テーマ

１

２

３
４

主

な

内

容

契約のチェック
ポイント

契約ってどんなこと？クーリング･オフってどうするの？

インターネットの
トラブル

パソコンや携帯電話、スマホから通信販売でのトラブル
や、サクラサイトによるトラブル、オンラインゲームによ
るトラブルなど知っておくと安心です。

など契約の基本から解約までを確認してみましょう。

買え買え詐欺などによるトラブルに巻き込まれたとの相談
特殊詐欺のトラブル が減りません。巧妙化する手口を知って未然防止しましょ
う。

高齢者をねらった
トラブル

住宅リフォームやふとんなどの訪問販売や電話勧誘販売に
よるトラブルは次々と契約をさせられるケースもありま
す。見守りのポイントも学びましょう。
平成26年12月号
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消費生活注意情報
個人情報の削除を持ちかけられてトラブルになった
消費生活センターを名乗る相手から電話がかかってきた。「通信販売業者等にあ
なたの個人情報が勝手に登録されているので削除してあげる」という内容だった。
その後は、登録情報削除のために別の登録者を紹介されたのだが、結局は登録先の会社の投資を巡る
貸し（自分の名前を使用させる）

名義

トラブルに巻き込まれてしまった。または登録情報削除の手続きトラブ

ルで 解決金 を求められた。このような相談が多く入っています。

ポイント
・公的機関が「個人情報を削除してあげる」と持ちかけることはありません。警察、消費生活センター、役
場から依頼を受けたとの説明も要注意です。
・「個人情報を削除する」「名前を貸して欲しい」「パンフレットを譲って欲しい」と言われたら、相手に
せず、電話を切りましょう。
・現金をゆうパックや宅急便で送るよう指示されても絶対に応じてはいけません。お金を払ってしまうと取
り戻すことは極めて困難です。
「個人情報を削除してあげる」「名前を貸して」との電話は、話を聞いてもらえるまで何度でも電話をかけ
てくる場合がありますので、相手の名前、電話番号を控え、すぐに消費生活相談窓口へ相談しましょう。

魅力向上!!

−日野高校の新しいカタチ−

日野高校では 平成25年度に「地域と連携した高等学校の魅力づくり推進･支援事
業」の一環として隠岐島前高校の魅力化プロデューサーの岩本悠氏より、さまざま
なご提言をいただきました。それを受け校内でもプロジェクト委員会を組織し、県
教育委員会や日野郡３町からのご助言も受けながら、先進校視察等も実施して様々
な学校改革に取り組んできました。その結果平成27年度より以下のような改革を実
施することになりましたのでお知らせします。
⑴ 系列を３系列に再編
① 総合進学系列
四年制大学、国公立短大、医療福祉系専門学校への進学に必要な学力の育成。
② 情報ビジネス系列
ビジネスの基本を身につけ、ＩＴ社会に対応できる能力の育成。
③ アグリライフ系列
豊かな自然環境を活用し、農業に関する知識や技術を習得。

農業

⑵ キャリア教育の充実
① 各種資格取得の推進
② 体験学習の充実
③ 地域資源の活用
④ 特色ある科目の設置
⑤ 基礎学力向上のための科目の設定
⑶ 日野高校魅力向上コーディネーターの配置（平成26年度より)
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自由
選択
ビジネス 進学

年

月以降

月１日に支給要件を満たしている方が︑
年

宝くじのコミュニティ助成事業で屋外
コンニャク種芋の販売について
掲示板や集会所の備品などを整備しま
した
︵宮ノ前集落︶

10

コミュニティ助成事業は︑自治総合センターが
行う宝くじの普及広報事業として︑地域活動の促
進と地域の連帯意識向上を目的に助成活動をおこ
なっています︒このたび宮ノ前集落では︑屋外掲
示板や除雪機︑エアコン︑ガステーブル︑電子レ
ンジなどの集会所の設備をそろえました︒これに
より︑集落のコミュニティ活動の活性化が図られ
ます︒

50

児童扶養手当法一部改正の
お知らせ︵ 月１日施行︶

年

年３月までに申請した場合は︑平成

▲手づくりこんにゃく

これまで︑公的年金を受給する方は児童扶養手

当を受給できませんでしたが︑平成

平成

12

平成

より児童扶養手当を受給できなかった方のうち︑

ただし︑これまで公的年金を受給していたことに

手当は申請の翌月分から支給開始となります︒

■支給開始日

市町村への申請が必要です︒

児童扶養手当を受給するためには︑お住まいの

■手当を受給するための手続き

す︒

差額分の児童扶養手当を受給できるようになりま

は︑年金額が児童扶養手当額より低い方は︑その

26

年４月支給分︶から受給でき

27

▲コンニャク芋

38

12
26

12

月分の手当︵平成

75
−

ます︒

▲新たに整備された除雪車

12

６１１１

10

江府町では︑奥大山高原野菜研究会を中心にコン
ニャクの特産品化を目指して活動しています︒
今年度からは広く町内の皆様にも種芋の購入をし
ていただけるようご案内します︒栽培する面積が少
ないという方もお気軽にお申し込みください︒自分
が育てた芋で作る自家製のコンニャクは絶品です！
コンニャクを栽培したことがないという方もこの機
会にコンニャク栽培に挑戦してみませんか？
︻申し込み方法︼
役場農林課にて︑お申し込みください︒電話での
お申し込みも可能です︒︵１㎏あたり４００円にて
販売いたします︶また︑お申し込みは ㎏単位でお
願いします︒ ㎏未満のお求めは江府町特産物直売
所みちくさにて販売いたします︒
種芋は ㎏︵２００ｇ・ 個︶︑植付間隔は ㎝が
目安です︒収穫の際には植えた種芋の５〜８倍に成
長します︒︵☎
６６１０︶
︻販売について︼
販売は奥大山農業公社が行ないます︒︵支払・受
け渡し方法については公社が後日ご連絡いたします︒
栽培方法についての資料も合わせてお渡しします︶
○締 切 １月 日︵金︶

10

75
−

30

27 26

︻問合せ先︼福祉保健課 ☎

▲屋外掲示板

−information―お知らせ
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お知らせ−information―
＜就職のために技能習得、資格取得をめざす方へ＞

〜 鳥取県立産業人材育成センターからの生徒募集のお知らせ 〜
◆平成27年度入校生募集科と募集定員
科

名

実施校

期間

募集定員

取得資格・技能等

自動車整備科

米子

２年

５名

２級自動車整備士、溶接技能、危険物取扱者等

設計・インテリア科

米子

１年

17名

ＣＡＤトレース技能、インテリアコーディネータ等

デザイン科

米子

１年

13名

広告デザイン、Webデザイナー、色彩検定等

◆対象者及び出願手続き
○高等学校卒業見込みの方：願書等を実施校に直接提出
○上記以外で18歳以上の求職中の方（自動車整備科は高卒以上）：ハローワークで手続きし、受付処理され
た願書等を実施校に提出
◆試験日 ２月13日（金）
◆募集期間
◆特 典
１月５日（月）〜２月４日（水）
○保育料助成
◆授業料
○遠隔地にお住まいで通校が困難な場合の支援
年間111,600円（減免制度あり）
（男性）寄宿舎（男子寮）設置
（女性）賃貸住宅家賃助成
◆問い合わせ先
産業人材育成センター（旧高等技術専門校）米子校 電話0859−24−0371

12

月９日から

12

月 日は

18

年末の交通安全県民運動です！

平成26年12月号

月９日︵火︶から 日︵木︶まで︑
年末の交通安全県民運動が行われていま
す︒
本格的な積雪シーズンとなりました︒
スノータイヤやチェーンの装着は万全で
すか？ 路面の凍結には注意して︑いつ
もより時間にゆとりをもった運転を心が
けましょう︒
また︑忘年会の重なる時期です︒飲酒
運転は絶対に行わないよう︑飲んだら運
転しない・運転させないことをお互いに
注意しましょう︒

︻今回の運動の重点︼
・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用
中の交通事故防止
・高齢者と子どもの交通事故防止
・飲酒運転の根絶
・チャイルドシートとすべての座席のシー
トベルトの着用の徹底
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−information―お知らせ

年末年始の閉庁・休館・休業について
空欄は、通常業務を行っています。
12月27日 12月28日 12月29日(月) 12月30日 12月31日 １月１日 １月２日 １月３日 １月４日 １月５日
（土） （日） 午前 午後 （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）
閉庁
閉庁
江府町役場
閉庁
閉庁
江府町総合健康福祉センター
閉庁
閉庁
江府町教育委員会
休園
休園
子供の国保育園
閉庁
閉庁
江府町防災情報センター
閉館
閉館
江府町立図書館
休診
休診
江尾診療所
閉館
閉館
江府町運動公園
閉庁
閉庁
江府町社会福祉協議会
休業
休業
ごみ処理施設クリーンセンターくぬぎの森
休業
休業
リサイクルプラザ
休業
休業
くみ取り業者 いづはら
休業
休業
桜の苑
運休
運休
江府町営バス
年末年始ダイヤで運行
国道路線バス（日の丸自動車）

施 設 名 等

※年末年始のごみ収集は分別収集カレンダーをご覧ください。
※役場では、閉庁日でも戸籍に関する届出（死亡届、婚姻届など）を受領します。

奥大山スキー場でリフレッシュ！

リフト割引情報

リフト営業時間

8:30〜17:00

町民のみなさま限定
リフト１日券を３枚まで進呈（中学生以下は５枚）
１日券 中学生 4,000円→1,300円 小学生3,000円→1,000円
回数券（12枚綴）小・中学生 2,000円→800円

シーズン券早期予約販売割引
大人 40,000円→35,000円
小学生以下 30,000円→25,000円
※12月20日（土）までにお申し込みください。

15名以上の団体さま
リフト１日券及びレンタル料金 １割引（全員対象）
（例）リフト１日券 4,000円→3,600円 スキーセット 3,000円→2,700円
■問い合わせ先
■アクセス情報

江府町スキー場開き祭
日時：平成26年12月20日（土）
午前10時30分〜
場所：鏡ヶ成スキー場
午前中は神事、餅まきなどを行います。
滑走可能な積雪があれば、午後より鏡
ヶ成スキー場と奥大山スキー場のリフ
ト無料運転を予定しています。是非お
越しください。

奥大山スキー場管理課 ☎77−2828
【町営バス】スキー場営業日のうち土･日･祝日は、
江尾駅〜エバーランドまで運行(元旦を除く)
●江尾駅8時15分発→エバーランド8時42分着●エバーランド16時30分発 江尾駅16時57分着
※ただし、12月20日から3月8日までの期間
平成26年12月号
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12月 D E C E M B E R 行事カレンダー
日 曜日

行

事

名

公民館講座（墨彩画）
15 月 広域隣保館活動（囲碁）

16 火

19 金

20 土

時

間

防災・情報センター 13:30〜15:30

1 木

本町五丁目集会所

〜19:00

3 土 新春マラソン大会

9:30〜12:00

4 日

1.6歳児・2歳児健診

総合健康福祉センター 13:00〜13:30

受付

5 月

防災・情報センター 13:30〜15:00

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 13:00〜16:00

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

もの忘れ外来

江尾診療所

糖尿病二次検診

総合健康福祉センター 8:30〜8:40

江尾地内

時

間

9:30〜12:00

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

新春書初大会

本町五丁目集会所 9:30〜11:30

江尾の会

総合健康福祉センター 9:30〜11:30

公民館講座（大正琴）

防災・情報センター 13:30〜15:00

始業式（江府中学校）
公民館講座（社交ダンス） 防災・情報センター
公民館講座（ヒップホップ）

防災・情報センター 19:00〜20:30

証明書発行窓口延長
（住民票、印鑑、所得、納税証明）役場本庁舎のみ

〜19:00

家族の会

総合健康福祉センター 10:00〜12:00

公民館講座（フラダンス） 防災・情報センター

14:00〜15:30

もの忘れ外来

江尾診療所

8 木

防災・情報センター 19:00〜20:00

始業式（江府小学校）

補聴器相談会
（中国補聴器センター）

総合健康福祉センター 9:30〜11:30

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

糖尿病二次検診

総合健康福祉センター 8:30〜8:40

受付

9 金 公民館講座（生花）

広域隣保館活動（パソコン） 本町五丁目集会所

10:00〜12:00

10 土

スキー場開き

10:30 開会

11 日 成人式

鏡ヶ成スキー場

広域隣保館活動（生花）

防災・情報センター 10:00〜12:00
本町五丁目集会所

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

19:00〜21:00
〜19:00

公民館講座（社交ダンス） 防災・情報センター

14:00〜16:00
〜19:00

山村開発センター

13:30〜16:00

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

31 水
《12月の納税は》

町 県 民 税 ４ 期
国民健康保険税７期
介 護 保 険 料 ７ 期
後期高齢者医療保険料６期
納付期限は12月25日(木)です。(口座振替は12月25日）

今月の国民年金
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。

13 火

公民館講座（パッチワーク）

防災・情報センター 13:30〜15:30

広域隣保館活動（エコクラフト）

本町五丁目集会所 9:30〜12:00

人権・行政相談

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

特定（産業別）最低賃金が改正されます
①鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業最低賃金
時間額743円（発効年月日 平成26年12月25日）
②鳥取県各種商品小売業最低賃金
時間額700円（発効年月日 平成26年12月13日）
(｢鳥取県最低賃金｣は平成26年10月8日から時間額677円に改正)
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室（0857-29-1705）
又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

11月号17ページ下「人の動き◎お誕生日おめでとう」のコー
ナーで、新道 梅林果穂さんとありましたのは武庫 梅林果穂
さんの誤りです。
お詫びし、訂正いたします。

人の動き

女

雅哉

定弘

11

月届 ︵敬称略︶

男

春樹

森美

女

歳

八重子

名︶︵性別︶︵保護者︶

◎お誕生おめでとう

住(所︶ ︵氏

伴藤

河上さくら

郁人

川

梨緒

市

川上

佐

五

宮

本

歳

名︶︵年齢︶︵世帯主︶

孝

新見千栄子

本人退院

91 74

◎ごめい福を祈ります

原

住所︶ ︵氏
(
道 山形

新

袋

ご寄付

11

社会福祉協議会に次の方からご寄付を

功

本人退院

妻眞知子死去

夫正考死去

いただきました︒︵ 月分︶敬称略

◎見舞い返しとして

藤原

田

純孝

荒

安田

良枝

中尾由美子

新町一

川上

尾之上原

用

◎香典返しとして

美

母千代死去

平成26年12月号

俊也

（前月比＋86万円）

小椋

延寄付金額 444万円

下蚊屋

349件

（前月比＋68件）

夫孝死去

延申込件数

森美

ふ る さ と 納
税

山形

応援ありがとうございます！

道

）は前月比

新

11月末現在（

開発センター、日輪閣 12:00〜15:30

お詫びと訂正

納付期限 12月分 平成27年２月２日まで

■まちの人口 3,211人（−1）
男 1,515人（±0）
女 1,696人（−1）
■世帯数
1,101世帯（−1）

〜19:00

防災・情報センター 19:00〜20:30

12 月

14 水

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

14:00〜16:00

13:00〜16:00

公民館講座（生花）

30 火

23

7 水

所

受付

28 日

年

6 火

場

13:00〜16:00

27 土

平成26

名

本町五丁目集会所

26 金 農地相談会

12現月在1日

事

広域隣保館活動（編み物）

24 水 終業式（江府小学校、江府中学校）

29 月

行

2 金

23 火

25 木

日 曜日

13:00〜15:00

21 日 日野郡男女共同参画連絡会研修会
22 月

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

17 水 公民館講座（大正琴）

18 木

場

1月 J A N U A R Y

アイリス合唱団

星ふる雪ふるはあとふる コンサート
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発行／江府町役場

町長後記

15

月︑町民の皆様には師走になり
何かと気ぜわしい毎日をお過ごしの
ことと思います︒また︑一年を振り
返る月でもあります︒今年の稲作は
７月から８月にかけての日照不足や
イノシシによる被害の拡大などの影
響で作況は﹁やや不良﹂となりまし
た︒また︑米価の下落もあり農家の
皆さんにとっては厳しい年であった
と思います︒町といたしましても基
幹産業である﹁農業﹂を守るために
しっかりと施策を考えてまいりたい
と考えております︒
さて︑ 月 日には江府町人権・
同和教育研究集会兼江府中ＰＴＡ人
権公演会が江府中学校の多目的ホー
ルで開催されました︒目的は﹁一人
ひとりの人権が尊重され差別や偏見
のない社会の実現のために具体的な
実践活動はどうすればよいか﹂を中
心に研修を深めることでした︒行事
の中で福永宅司さんによる﹁ 才
学校Ⅳ﹂の一人芝居を拝見しまし
た︒公演内容は町報の中に記述され
ておりますので省略しますが︑私が
特に印象に残っているのは︑福永さ
んから﹁あったかい﹂の言葉を何回
も話されたことです︒江府町を
﹁あったかいまち・江府町﹂にしな
ければと強く感じました︒ いよい
よ今年もわずかとなりました︒寒さ
も一段と厳しくなってまいります︑
町民の皆様にはお体をご自愛いただ
き元気に師走をお過ごしいただき新
しい年をお迎えいただきますようご
祈念申し上げます︒
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