だれガ1位になったかな
（町民運動会米沢会場）
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●ダーツの旅・
●町村合併
●町の話題
●医療費助成
●明徳学園研修・…
●小学校運動会…・
●スポーツ結果…・
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●人の動きなど…・

……・8
・……

9

……・10
……・11
12〜13
……・14
……・15
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＝視聴率

廼監衆慶葡紺
19％＝

全国で七四〇万人が観る

町外に住んでおられる町出身

その日を受けて︑町として

二十二日でした︒

者の皆様をはじめ各種イベン

んが見ておられて﹃江府町＝⁝﹄

だから︑俗に言うヤラセで

トに参加いただいている方に

と指をさされたものです︒

はありません︒各町村の持ち

葉書︑メールなどで番組放送

原ディレクターと須藤アシス

味をどのように引き出すのか

タントの二人︒県内では︑福

がこの番組の大切なポイント

部村に続いて二番目の町とな
ダーツの旅は︑タレントの

のお知らせをいたしました︒
ツを日本地図に向かって投げ︑

す︒ ︵視聴率は︑関東地区の

から二〇％の高視聴率番組で

スターをつくり︑町内外にピ

千五百通︒また︑チラシやポ

りました︒
所ジョージさんがメイン司会

です︒﹂ と︒

どうして︑
江府町が
あたったんですか？
四月三十日 ︵水︶ 午後七時

ツの旅も実際に所さんがダー

で行われるもので︑このダー

当たったところに取材にいく

葉書を発送した枚数は約二

から日本テレビ系列 ︵鳥取県
りました ﹁一億人の大質問け

この番組は視聴率が十五％

は日本海テレビ︶ で放送があ
笑ってこらえて−日本列島ダ

組の人気の高さを物語ってい

中から︑連絡があるなど︑番

放送時間には︑番組が放送

入りました︒

す﹂ など全国各地から連絡が

とうございます﹂ ﹁絶対見ま

出れるのですか？﹂ ﹁おめで

話やメールで ﹁あの番組に出
るんですか悍⁚﹂ ﹁どうすれば︑

放送目前から大反響で︑電

ーアールしました︒

場合︑一％が三九万二千人と

⑳

十日︶ が決定したのは︑四月

この番組の放送日 ︵四月三

全国に放送日
お知らせのはがき
二五〇〇枚発送

百八十万人となります︶

なります︒一五％ですと約五

ものです︒

町の魅力を
引き出すことが
大切

ーツの旅﹂に私たちの町﹁江府
町﹂ が放送されました︒
この番組の取材依頼があっ
たのが︑三月上旬で︑取材に
は三月十四日から二十二日ま

ーツの当たったのは︑中海の

小笠原ディレクターは ﹁ダ

取材したいとのことでしたの

所でしたが︑それから︑道路

での九日間︑行われました︒
番組の趣旨として︑極秘に
で︑町民の皆さんには︑お知

野町か江府町のあたりを所さ

マップを聞いて︑溝口町か日

らせもせず行われました︒
取材に来られたのは︑小笠

●

◎

した︒ ︵因みに︑この週間の

が︑何んと︑一九％となりま

その結果︑視聴率が前回放
送の時が一五％以下でしたの

ました︒

々に ﹁鳥取県江府町﹂ をピー

質問﹂ ︶ 約七百四十万人の人

そして第四位が ﹁一億人の大

〇・六％︑第三位はプロ野球
﹁巨人−阪神戦﹂一九・五％

本テレビ ﹁伊東家の食卓﹂ 二

さんに町の特産品 ﹁奥大山の

尚輝さんそして︑所ジョージ

Iさん︑藤村俊二さん︑保坂

ビをはじめ番組に出演された
香坂みゆきさん︑MEGUM

また︑町として︑日本テレ

本当に残念でなりませんが︑

私の想像したとおりの町であ

り︑身も心も洗われたような

︵京都府 小西清子︶

気がします︒

人情豊かな町ですね

顔︑おいしそうな ﹁岩泉﹂ の
酒など︒

人の明るさ︑人情がよく伝

わってきて︑いい町だなあと

うれしく思いました︒

︵京都府 大橋 功︶

塵

昨晩︑読売テレビで見まし
た︒江府町ののどかな風景︑
水のきれいなこと︑おばあち
ゃんの元気なこと︑明るい笑

絶品の日本酒のお味は？

⑳

視聴率第一位がNHK ﹁ここ

然の恵みをたっぷり受けての

清々しいみどりと清流と自

拝見いたしました︒

四月三十日の夜︑テレビを

湧き出る泉のような
元気は江府町そのもの

た︒

動させられるものばかりでし

力を感じさせる一文一文に感

私たちの気付かない町の魅

ご紹介します︒

葉書をいただきましたので︑

藤村俊二さんから︑直接︑お

水﹂ をお送りしましたところ

▲藤村俊二さんのハガキ

アールすることができました︒

ます︒

■■

人々の生活︑その中から湧き
出づる泉のような元気とユー
モアは︑まさに江府町そのも
のであると思います︒
楽しみにしていたテレビ放
送も初めと終わりのみ見るこ
とができました︒ビデオが故
障中で︑その放送の真最中に
人が来て︑みることができず︑

≒日本列島ダ」ツの熱【鳩取県 ▲TVガイドより
（藤村俊二さんは右から
2人目のうしろの席の方です）

江府町へ行く。町で採れたフキノ
トウを使った天ぷらなど、郷土料
理をスタジオでいただく。また、
酒造経営の町人おすすめの日本酒
も岩泉、も堪能する。

ろ﹂ 二三二二％︑第二位が日

′

l

寄せられましたのでご紹介し

出演者藤村俊二さんから
お礼のはがきが来ました
その後︑役場に番組を見た
感想の手紙︑葉書︑メールが
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町の知らないところを
たくさんみました
私たちの知らない江府町を
見せていただきました︒
ますます︑よい町になられ

ユンビユン通っている道路沿
いに住んでいる私たちにとっ
ては︑あこがれの地です︒
町名は昔から知っていまし
たが︑映像を見て素敵な所だ
と好印象の町となりました︒
︵京都府 青木富夫︶

思いました︒

大岩酒店のご当主も先代卓
也さんによく似ておられると

が走馬燈のように思い出され︑

忘れいいおばあさんになられ

︵写らず︶ 残念でした︒

面影も変わりましたが︑懐か

街も変わり︑知った方々の

涙がとまりませんでした︒

たと思い︑遠く過ぎ去った昔

元気の素は
自然の豊かさ

かと身体に力が入りましたが︑

私の実家も写るのではない
自然の美しさに感動したし
ました︒いつまでも残してい

しい故郷を思う心はひとつも

三〇％以上の高齢化が進んで

人口比率で六十五歳以上が

きているのでは？

皆さんの明るさも︑ここから

八十路を過ぎた自分のことも

なくふる里を離れて幾十年︑

美代子さん︑若き頃の姿しか

上だったと思う︒旧姓久保山

きました︒私より︑ひとつ年

ばあさんがのちほど聞いて驚

す︒

き︑深く感謝いたしておりま

い思い出をこしらえていただ

余り少ない人生に楽しいよ

変わっておりません︒

いるようですが︑それも︑自

︵第一町人︶ に出られたお

然の豊かなよい町の証だと思

ただきたい風景ですね︒町の

驚きましたよ︒江府町は僕

ますように︒

が入社して一番はじめに町中

います︒

ぜひ来てみたい

︵神戸市 寺内房子︶

を歩いた町なので︑想いも強

思い出の町
江府町

いんです︒また︑江府町に行

この番組は夕食時で一度も

澄みきったおいしい
空気思い出した

す︒どんな所が写るのかと楽

忘れる事のできないふる里で

我がふる里︑心の中に深く

昔を思い出し涙が
とまりませんでした
私のふるさと江府町

して向かいに遠藤のお医者さ

︵堺市 城下つぎ︶

とても水のきれいな空気の

江府町の元気なお年寄りの姿

観たことがなかったのですが︑

しみでした︒

︵枚方市 小川和男︶

おいしそうな所ですね︒一度

きます︒

を見て︑以前お伺いした時の

︵広島市 板尾真司︶

ぜひお伺い し た く 思 っ て お り
ます︒これからも︑江府町の

とてものどかで楽しい所で
すね︒江府町といえば︑大根

甘酒茶屋からのすばらしい風

ことでしょうか︒大岩酒店そ

れ育った所で何んと懐かしい

発展を ﹁キタイ﹂ します︒
︵京都府 原口千恵子︶

が有名だと思ってましたが︑

景︑澄みきったおいしい空気

知りませんでした
ふきのとうの天ぷら

他にも色々あるんですね︒お

を思い出し︑町の豊かな自然

んがあり︑子供の頃のいい遊

ちょうど︑新町︑私の生ま

酒もおいしそうだったし︑

がお年寄りをお元気にしてい

﹁ふきのとうの天ぷら﹂ なん

るのだと納得した次第です︒

び場でした︒

て︑知りませんでした︒

︵京都府 鶴原晴子︶

私はふきのとう自体見たこ
とがありません︒自動車がビ

￠

▲「1億人の大賀間！？笑ってこらえて」収録のようす
（日本テレビスタジオ）
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掛 野 瞥 塑往併めざす
−合併説明会で
合併への意思表明−
六月七日から十二日までの間︑各小学校区︵四会場︶ で
開催された合併説明会で福田町長から﹁日野町との合併を
目指す﹂との方針が出されました︒

また︑住民負担の状況として︑
特徴的なものは︑水道使用料
︵1か月三〇3m使用した場合︶
が︑江府町が二二〇五円︑日
野町が三七八〇円と約一五〇
〇円の差があります︒

⑳

したがって︑平成二十年か
ら平成二十四年までの両町の

財源不足は一九・四億円とな

る見込みです︒ ︵なお︑この

財源不足は︑両町が合併した

場合︑まちづくり建設計画に

よる各事業がすべて財政推計

に含まれたものではありませ
ん︶

平成20年度に
財源不足生じる見込

億円の財源不足はあくまで目

られます︒

合併における
財政支援約五〇億円

−六月十三日︑両町で
合併勉強会開催−

合併における財政支援制度

の中の特徴的なものとして︑

合併特例事業 ︵合併特例債︶

合 ︵現在︑検討中︶︑情報通

落排水事業をはじめ︑学校統

生産基盤整備としての農業集

俵には七〇％が普通交付税算

ます︒ ︵なお︑この合併特例

の事業が実施することができ

を実施する場合︑約四〇億円

これは︑両町において法定

安のもので︑これ以上になる

り建設計画に基づいて︑事業

協議会を立ち上げ︑まちづく

があります︒

理由は︑かなりの経費節減を

しかも︑江府町においては

ことは十分に考えられます︒

確認ですが︑この一九・四
江府町が日野町と合併する
図った上でも︑将来的に財源

今まで様々な合併の枠組みが検討されてきましたが︑今
後は江府町と日野町で合併に向けての意思を確認した上で

不足が生じることです︒
大きな改革が進んでおり︑将
来的にわたっての財政推計を

今︑国では地方財政制度の
引き続き︑町より江府町と

また︑地域強化の連帯強化

入されます︶

等を図るための基金として︑

信整備など行わなければなら

併における財政支援制度を受

ない事業が山積しており︑合

けなければ︑事業を実施する

の財政措置があり︑合併特例

約六・七億円 ︵上限一〇億︶

出すことは︑非常に困難な面
従って︑財政推計の算出に

ことができず︑快適でより充

があります︒
あたり︑現在の制度が存続し

実した住民生活を確保するこ

日野町の様々な面での比較と

なおかつ日野町と協議の上︑

今後の財政推計の説明があり

財政の根幹で地方交付税を平

員が集まってのはじめての勉

おいて︑両町の執行部︑全議

江府町と
日野町の比較

ました︒

くことが明確となりました︒

法定協議会を立ち上げていくことになります︒

福田町長
合併に向け明言
町内四会場で行われた合併
説明会において︑福田町長は
﹁様々な合併への経過を踏ま
え︑また︑議会と十分な検討を

なりません︒合併したとして

の財源が確保できることにな

事業の合わせて約四六・七億

とが困難となります︒

も︑ある程度の負担は当然︑

両町の意思を確認の上︑合併

強会があり︑合併に向けての

次に︑議会を代表して川端
議長が合併について︑今日ま

への学習が行われます︒

六月十三日には︑江府町に

ります︒
が︑江府町︑日野町ともに平

必要であると考えられますが

また︑江府町が単独でいく

成十四年度決算見込額に対し
て毎年四％減となる想定で算

には︑公共料金等をはじめと

成二十年には︑江府町で約一

単独よりは︑増額を抑制する

する負担増を見込まなければ

江府町は︑日野町と比較し
て生活基盤整備が進んでいま
す︒たとえば︑水道普及率は
江府町が九九％︑日野町が約
七七％︑下水道処理人口普及

の財源不足が生じる積算とな

億円︑日野町で約一・八億円

ことが可能ではないかと考え

これはあくまでも目安です

での経過を説明︑ ﹁町と同一

率は江府町が六五％︑日野町
が三七％︑公営住宅は︑江府

ります︒

の合併を目指して参りたい﹂

行った結果として︑日野町と

出しました︒

方針で進んで参りたい﹂ と町
と議会がひとつになって日野

町が二二戸︑日野町が五七戸︑

と方針を打ち出しました︒

町との合併に向けて進んでい

◎

あなたのまわりの
明るい話題あ知ら
せください。
総務課℡75−2211

春の全国交通安全運動期間中の五
月十三日︑高齢者交通安全コンクー

池の内常盤会創立四十
周年の記念式が︑五月十
のもと盛大に開かれまし

八日会員約五十名の出席

池の内常盤会は︑昭和

た︒
三十八年五月十日︑五十
初の老人クラブとして設

五名の会員で︑町内で最
立されました︒

このコンクールは︑溝口警察署管

ル開始式が日輪闇でありました︒

クラブ会員が参加し︑秋の交通安全

のなかで︑﹁これからは災

小田隆会長はあいさつ

内の江府町・溝口町・岸本町の老人
運動最終日までの︑百四十一日間無
事故無違反を競い合います︒

日ごろの交通安全意識を見直し︑交

連合会小田会長が︑ ﹁一人ひとり︑

されました︒

と︑これからの目標を話

きることは自分たちで﹂

作りをしていきたい︒で

害時に︑対応できる組織

通安全ルールやマナーを守ります﹂

参加者を代表して︑町老人クラブ

と︑宣言しました︒

五月二十一日︑総合運

動公園グランドで︑第六

回高齢者の生きがいと健

フ大会が五月晴れのもと

康づくり杯グランドゴル
開かれました︒

参加した三十二人の選

手は︑成績はもとよりお

互いの親睦を深め楽しく

績

嵩

都子

梅林芙美子

一位 谷口

三位

二位 加藤

︵敬省略︶

成

競技をしました︒

㊨

六月八日︑鳥取西部農協江府
町支所隣接の旧集乳所の解体撤
去作業が新町一丁目の皆さんに
よって行なわれました︒
この建物は︑屋根に数か所の
穴もあいていて︑いつ崩れるか
わからない状態になっていて︑
建物が崩れ通行される方が被害
にあわれたり︑井戸に誤って落
ちたら大変なことになります︒
周辺住民として︑この思いを
所有者である日本酪農共同に直
接ぶつけ︑建物の解体をするこ
とに同意を得たものです︒
交渉にあたった代表者の方は︑
﹁簡単にはいかないと思ってい
ました︒しかし︑集落全員の熱
い後押しが︑私たちに力を与え
てくれたような気がします﹂ と
話されていました︒
作業は窓ガラスなどの片づけ
を中心に行なわれ︑皆さんの額
にはまぶしい汗が輝いていまし
た︒

◎

時薗⑳勤番象晒寄家庭掛
医療費助成について
身体障害者、知的障害者、母子父子家庭の医療費助成制度としては、特別医療費助成制度が
ありますが、対象となる方は、重度の障害者の方等に限られておりました。
町では、平成15年4月から次の制度を開始いたしました。該当となる方には、別途通知を
しておりますが、詳しくは、町福祉保健課までお同い合せください。

●対象者

身体障害者手帳3、4級、療育手帳B所持者
ただし、次の①〜③に該当する方は、対象となりません。
①70歳以上の方で、高齢受給者証、老人医療受給者証をお持ちの方。
②65歳以上70歳未満の方で、老人医療受給者証をお持ちの方。
③他の公的医療費扶助制度をすでに受けられている方。

●助成内容 かかった医療費（医療保険対象分）の1割を超える額を助成いたします。
（医療保険対象の医療費の内、通常は3割分を負担します。）

かかった
医療費

ただ し、食事療養費は含まれ ません。
（
低所得者を除 く）

●助成方法

医療機関に支払った領収書を用意していただき、町福祉保健課へ申請して
ください。（平成15年4月分から対象となります。）
後日審査の上、医療費自己負担2割相当分を扶助いたします。

母子・父子家庭であって、20歳に満たない者を扶養している世帯で、医療機関に
かかられた際の医療費を助成します。
●対象者 母子父子家庭であって、20歳に満たない者を扶養している者の世帯で
その配偶者のいない女性または男性が扶養している同居の親族。
ただし、特別医療費助成制度の適用を受けている方は除く。

○

●助成内容

上記の江府町心身障害者医療費助成制度と同じ。

●助成方法

上記の江府町心身障害者医療費助成制度と同じ。

劉観等画面研修鞄衛

﹁きれい﹂ との声が漏れてい

ようで︑学園生からは口々に

星有感質感警官
五月二十七日︑総勢九十人

には造形美で注目される青銅
器や︑卓越した技術による陶
磁器などを中心に絵画︑玉器︑
仏像など一〇四点が展示され
ており︑中国古代美術の魅力
を心ゆくまで堪能しました︒
研修旅行の最後は宍道湖の
湖上遊覧︒二隻の遊覧船に分

園内の売場に移動︒早速 ﹁牡

庭園の見学が終わった後に

江の町並みと遥かかなたに松

ケ島をはじめとして︑古都松

遊覧しました︒湖上からは嫁

乗し︑波の穏やかな宍道湖を

丹﹂ をお土産にと買い求めて

を楽しみました︒

のんびりとした一時間の遊覧

江城の優美な姿を眺めながら︑

牡丹の花にうっとり

いました︒

ました︒

の参加で明徳学園の研修旅行
二台のバスに分乗し︑松江

が行われました︒

観光バスのガイドさんの名

方面への研修旅行に出発︒
調子に聞き入っている間に︑
最初の目的地である大根島の
﹁由志園﹂ では人参茶をい

﹁由志園﹂ に着きました︒
ただきながら職員の方から朝
鮮人参の薬用効果について詳

ニッキー先生と
再誌で遊陳う

開発センターで江府中学校の

六月六日 ︵金︶ 江府町山村

その後︑園内の散策となり

ッキー︶ さんの英語教室が開

英語指導助手エコラ ︵愛称ニ

しい説明を聞きました︒
ましたが︑あいにく牡丹の花

で三十五人が参加しました︒

催されました︒対象は小学生

ホテル一畑での昼食の後︑

王 威 ﹁ − 壬 丁 事 幸 重 丁 重 丁 幸 手 壬

過ごしました︒

歌やゲームで楽しいひと時を

の教材を使いながら︑英語の

で︑ニッキー先生の手づくり

今回は開講第一日でしたの

されます︒

まで︑毎週木曜日の夜に開催

これから夏休みを除き十月

それでも順路に沿って咲いて

は満開時期を過ぎていました︒

のんびりと湖上遊覧

いる花は心をなごませてくれ
ました︒
牡丹の展示館では一年を通
じて牡丹の花が栽培されてお
艶やかな色とりどりの牡丹の

り︑格子戸の玄関を入ると︑
花が目に飛び込んできました︒
照明に照らされた牡丹の花

島根県立美術館へ︒美術館で
は特別展 ﹁中国五千年の名宝
展﹂ を鑑賞しました︒展示品

はまるで美しい日本画を見る

￠

英語でゲームを楽しみました

江尾駅に

図書コーナー

ができました

江尾駅の観光案内所の一角
に図書コーナーが開設されま
した︒電車を待つ間や︑駅を
訪れた皆さんに ﹁本﹂ に親し
んでいただこうと︑話題の本
や小説・雑誌など約三百冊を

用意しました︒
本は貸し出しもできます︒

貸し出し期間は二週間︑一人
二冊までです︒
お気軽にご利用ください︒
お問合せは江府町立図書館
︵電話七七−二〇〇〇︶ へ

◎

の運動会
5月25日（日）に江尾小学校と米沢小学校・明倫小学校、6月1日（田）に俣野小学校で、それぞれ
恒例の運動会が開催されました。あなじみのリレーや綱引き、鯛つり競走などを始めとして、生徒と保護
者が一緒になって初夏の楽しい1日を過ごしました。
5月25日は、時折吹く強風も心配しましたガ、全会場とも無事に日程を終了することができました。
米沢と明倫では、午後から校区住民の運動会も開催され、会場に歓声が響いていました。

米沢っ子「カグラ」（米沢小）
緊張の一瞬（江尾小）

⑨

大漁だあ〜（明倫小）

ス清一ツ
ナイター開き
5月6日（火）午後6時30分から運動公園のナイター
照明を開始しました。当日グラウンドでは前年度町民野球
ベスト4の貝田、本町五丁目、本町二・三丁目、新町二丁
目チームで試合を楽しみました。テニスコートは一般無料
開放しました。

軟式野球審判講習会
5月12日（月）午後7時から西部地区野球審判
員4人を招いて審判講習会を実施しました。町内か
ら12名の参加によりみっちり基本動作、判定等そ
れぞれの塁で実地練習をしました。今年3回目の田

￠霊芝芸：宝J警） 原田浩司さん（富市）に認定
職域野球大会

だれでもできる運動教皇
5月15日（木）午後7時から体育館において運
動教室が始まりました。・初日は十二分にストレッチ
をして、最後の体ほぐしですっきりとしていました。
以後エアロビクス、キンボール、カロリー消化のた
めの実際の運動等計画しています。ぜひご参加くだ
さい。7月17日まで毎週木曜に実施しています。

5月17日（土）から20日（火）にかけ
て7チームの参加により熱戦が繰り広げられ
ました。接戦の末、優勝はSKヤンキーズ、
準優勝が川端組となりました。

優勝SKヤンキーズ（江府技研 森林組合連合）

実年ソフトボール大会
6月1日（日）午後6時30分から運動公園総合グラウンドにおいて6チームの参加により実施。6月3日
の決勝戦では貝田対江尾第二25対12で圧倒的な力を見せつけ貝田が6年連続優勝を果たしました。

優勝 具田

準優勝 江尾第二

◎

回彗詣竃すずめ蛎諒

に己の職務に立ち向かう似顔絵婦警・平野瑞

顔
横山 秀夫
鑑識課長の一言に傷つきながら︑ひたむき

かしさ︒そんな目に見えない壁を取り払うた

たい思いを︑ダイレクトに届けられないもど

されているように感じた時期があった︒伝え

開放区
木村 拓哉
﹁自分の周りに壁のようなものが張り巡ら

⑳

等身大の婦警が活躍する

⑳
白鳥の逃亡者
赤川 次郎
女子高生チェリストの涼子は︑妻殺しの容
疑者・君崎と偶然︑演奏旅行中に出会った︒
は ﹁顔なき犯人﹂

穂︒描くのは犯罪者の心の闇︑追いつめるの

がそこにある︒

を越える写真が明かす素顔︒木村拓哉の本音

はじめて語る恋愛︑SMAP︑家族⁝︒100枚

めに︑自分自身の心の中を開け放ちたかった︒﹂

められていた涼子は︑サン・サーンスの名曲
警察小説︒

ブッシュの戦争

カール・ハイアセン

CIA︑軍の秘密作戦の実態を米国を代表す

題もさらりと描き︑冒険と笑いと興奮の連続︒

年の視点で環境やいじめなどの現代社会の問

巣をめぐり︑子どもと大人がせめぎあう︒少

のどかな町を舞台に︑アナホリフクロウの

OHOOT

るジャーナリストが︑大統領本人を含む膨大

少年の日の澄みきった世界︑そして冒険︒

る︒

﹁スタンド・バイ・ミー﹂ の感動がよみがえ

ノンフィクション︒イラク攻撃は︑こうして
決断された！︒

なインタビューをもとに生々しく再現した︑

戦の決断をめぐるホワイト・ハウスの暗闘と

ブッシュ政権はなぜ戦争を起こすのか︒開

ボブ・ウッドワード

父親の不倫や恋人の裏切りで精神的に追い詰
﹁白鳥﹂ をきっかけに君崎と親しくなり︑つ
いに二人で逃避行の旅に出た︒だが潜伏先で
思わぬ危機が⁝︒

僕の生きる道
橋部 敦子
中村秀雄︑28歳︒進学校の生物の教師︒無
難に安定した将来を望んでいた彼に突然︑余
命一年の宣告が下る︒一時は自暴自棄に陥る
が︑主治医から ﹁君に死ぬ権利はない﹂ と叱
責され︑今を大切に生きようと思い直す︒憧
れのみどり先生に言い出せなかった思いも告
げて⁝︒誰にも平等に訪れる ﹁死﹂︒余命一
年となって初めて知る ﹁生きること﹂ の意味︒

僕の生きる道

⑳

明道児童館 75−2624
給食センター 75−2004
こどもの国保育園

75−2704

カサラフアーム

75−3377

エJトランド奥大山

…・lNFORMATl0N・

総合健康福祉センター

77−2828

福祉保健課

75−6111

江尾診療所

75−2055

歯科口腔外科予約専用
77−2345

・・・lNFORMAT旧N…・・・・lNF：ORMAT10N…・・・INFORMATl0N……lNFORMATl0N‥‥・・tNFORMATl0N……lNFORMATl0N・・・・・・tNFORMAT10N

調理師試演受験案内
1．受験資格
高等学校入学資格を有する者で、調理師法施
行規則第4条に規定する多人数に対して供与
する施設または営業において2年以上調理の
業務に従事した者。
2．試験日時
⑬
9月4日（木）8時50分〜12時
3．試験会場
県庁講堂・県中部総合事務所講堂・県西部総
合事務所講堂
4．試験科目
衛生法規・公衆衛生学・栄養学・食品学・食
品衛生学・調理理論・食文化概論
5．書類提出期間
7月10日〜7月17日まで（土日は除く）
郵送の場合7月17日までの消印有効
6．書類の提出先 最寄りの保健所又は保健所支所
7．聞合せ先 県健康対策課（0857−26−7153）
日野保健所（085972−2039）

㊨国際理解セミナー（全3回）
参加者募集中
楽しく、そしてためになる参加型学習のメニュ
ーがたくさんの国際理舞セミナーを開催します。
たくさんの応募をお待ちしています。
○開催日及び場所
第1回

6月29日

倉吉未来中心

第2回 7月27日 米子コンベンションセンター
第3回

2月

1日

鳥取市国際交流プラザ

〇時 間
10時〜15時45分（3回全て同じ）
＊1回のみの参加も可能です。
○聞合せ先
鳥取県国際交流財団
TEL O857−31−5951
FAX

0857−3ト5952

ハンセン病を正しく理解する週間
〜ハンセン病について正しい知識をお持ちですか〜
6月22日〜28日は、ハンセン病を正しく理解する
週間です。
ハンセン病について正しい知識を持って、差別偏見を
なくし一日でも早く地域でお互いに支えあい、社会生活
が送れるようにみんなで考えていきましょう。
○ハンセン病を知っていますか？
ハンセン病の以前の名前は「らい」でした。長い間原
因不明の病気と恐れられ、確実な治療法もないまま世界
に広まった病気です。
その後、ハンセン病はらい菌によって感染する病気で
あることがわかりました。
○本当はこんな病気。そして今・・・
・病気の原因となるらい菌は感染力の弱い菌で、日常生
活では感染しません。感染しても発病しない場合がほ
とんどです。
・ハンセン病は早期に発見し、正しい治療をすることで
後遺症を残すことなく、完全に治療することができま
す。
・療養所に入所することなく、通院しながら治療できる
病気となっています。
○これから私たちにできること
ハンセン病はHIV感染症などと同様に、病気について
正しい知識と理解がないために、さまざまな差別と偏見
が生まれました。まずは、私たちから積極的に「ハンセ
ン病って何？」と知ることからはじめましょう。

鳥取県総合情報誌

芦秦甘ヨnOL］
好評発売中（1部300円）
「鳥取NOW」は鳥取県の優れた
自然、歴史、人、産業、経済、文
化、レジャー、スポーツなど幅広
い分野にわたる情報を掲載した情
報誌です。
◎

役場への電話は…
■市外電話0859『
ファックス 75−2389
総 務 課 75−2211
同和対策室 75−2211

政

策

室

75−2211

議会事務局

75−3307

町

民

課

75−3223

農業委員会

75−2211

納室

75−2211

教育委員会

75−2223

産業振興課 75−3222
農林土木課 75−3305
建設環境課 75−3306

公 民 館

75−3211

総合体育館

75−3229

図 書 館

77−2000

出
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2等陸海空士自衛官募集
1．採用予定人員、試験時期
男

子
募集 期

7〜9 月

10〜12 月

1〜3 月

募集期

8〜
9月

隊別

採用 予定人員

陸自

4 0 0

海自

2 1 5

空自

3 5 0

陸自

3 9 5

受付時 に

海自

1 2 5

指定

空自

1 5 6

陸自

4 ，5 0 5

海自

8 0 0

空自

8 0 0

隊別

採用予定人員

陸自

5 0 0

海自

8 0

空自

13 0

試験次期

試験次期
9月

2．応募資格
採用予定月の1日現在で満18歳以上27歳
未満の日本国籍を有する者で、中学校卒業程
度以上の学力を有志し、自衛隊法に定める欠
格事項に該当しない者。
3．試験種目
筆記試験、口述試験、適性検査、身体検査
4．聞合せ先
米子募集事務所 0859−33−2440

視察研修に車椅子をどうぞ
町内の老人クラブの研修会などで車椅子が必要
な場合は、無料で貸出しをしますのでご活用くだ
さい。

○申込み、聞合せ先
使用される1週間前までに社会福祉協議会（75
−2942）へ申し込みをしてください。
※事故があった場合は、利用団体での保証となり
ます。
⑳

lNFORMATl0N……lNFORMATtON……lNFORMATION・・…・lNFORMATl0N・・

登記業務サービスについて
県内50局の集配特定郵便局（町内は江尾郵便局）窓
口に登記事項証明書等交付請求書を備え付けるサービス
を5月から開始しました。
お近くの郵便局窓口で、交付請求書に必要事項を記入
して往復郵便封筒に切手、登記印紙を添えて投函すれば、
数日以内に登記事項証明書などを入手できます。
1．請求できるもの

・土地・建物登記記載事項証明書
（閉鎖登記簿謄本を含む）
・地図・公図の写し
・会社・法人の登記簿謄本など
・会社・法人の印鑑証明書（印鑑カードが必要）
2．交付手数料
登記印紙を同封してください。（登記印紙は、郵便局
で販売しています）
・登記事項証明書、登記簿謄本・抄本
各1通につき1，000円
・地図、公図などの写し、印鑑証明

：三三三二二‥ユニ㍉：三 ：三三．．⑳
3．聞合せ先
鳥取地方法務局お客様相談室

0857−22−2127

〜とっとり県民の日記念事業〜

とっとりの四季絵画
コンクール作品募集
1．募集作品 美しいとっとりの四季（春および夏の部）
2．募集期間 9月16日まで
3．応募資格・部門
県内に在住の方
小学生の部・中学生の部
一般の部の3苦肝ヨ
4．聞合せ先
とっとり県民の日記念イベント
実行委員会事務局 凪0857−26−7071

国事国れ冒れ
都合により、日程が変更される場合があります。
日

曜日

16

月

17
18

行

事

火 ハ ング ル 講 座
水

栄養相談

名

場

所

時

間

30〜
役場国際交流室 13：
19：
00〜
総合健鵬 祉センター9：
00〜

巡 回図 書 3 区

日

曜日

行

事

1

火

ハ ン グル 講 座

2

水

巡 回 図書 1 区

3

木

日野 病院

30へノ
役場国際交流室 13：
19：
00〜

4
5

土

リハ ビ リ教 室
総合隆康福祉センター13：
00〜
広 域 隣 保活 動 （
編み 物 教室 ） 本五集会 所 19：
00−21：
00
金 広 域隣保活動 （
生 花 教 室 ） 本五集会 所 19：
30〜21：
30

6

日

7

月

8

火

ハ ングル講座

藤細工教 室） 本五集会 所 19：
2 1 土 広 域隣保活 動 （
30〜21：
30
2 2 日

9

水

巡 回図書 2 区

10

木

11

金

12

土

13

日 郡 民体 育 大 会

役場国際交流室

2 4

火

2 5

水

13：
30〜
19：
00〜
山村開発センター 19：
00〜

26

木

27

金

28
29

土 広域隣保括動体の読み聞かせ・
ちまきづくり） 本五集 会所 10：
00〜
日

30

月

英会話教室

30−
役場国際交流室 13：
19：
00−

山村開発センター 19：
00〜

山村開発センター 19：
00〜

月 ハ ング ル 講 座

間

子 宮 ・乳 ・甲 状 腺 が ん検 診

総合陸康福祉センター13：
30〜

2 3

時

総合健鮨祉センター 13：
00〜13：
30受付

補聴器修理相談会

20

所

英会話 教室

金

木

場

乳幼児健 診

英会話教室
19

名

13：
30〜14：
30受付

フッ素塗布

老人福祉センター 13：
00−13：
30受付

英会 話教室

山村開発センター 19：00〜

子 宮 ・乳 ・甲状 腺 が ん 検 診

日野病 院

13：
30−14：
30受付

日南町

●広域隣保活動の教主参加希望者は本五集会所（℡75−2624）へ連絡してください。

求人事業所名

所 在 地

社会ネ
馳法人寿臓 チロルの勤 久速 了

社会献 臥 寿臓 チロルの勤 久連 7

職

種

正看護師
准看護師
正看護師
准 看護師

年齢
不問

賃

金

（
時給）1，
000〜

就業時間
8：
30〜12：
30

1，
200

8：
30〜17：
30

不問

150，
000〜200，
000

8：
30〜17：
30

社会ネ
謎臥 寿耕会チロルの勤 久連 7

理学療法士

不問

211，
600〜234，
000

8：
30〜17：
30

社会福鮎臥 寿耕会チロルの剋 久連 7

介護支援専門員

不問

175，
760〜186，
960

8：
30〜17：
30

（有 ）岡 田 重 機 佐川 10 2 8−1

重機オペ レーター

19 ′
〉3 5

140，
000〜170，
000

8：
00〜17：
00

◎

人の動き

5月届
（敬省略）

◎お誕生おめでとう
（住所）（氏 名）（性別）（保護者）
本

五

澤田

光輝

男

世界各国で重症急性呼吸器症候群（SARS）に感染した

興誠

患者さん（及び可能性のある方）が報告されています。

◎ご結婚を祝します

芸）芸芸市から
◎ごめい福を祈ります

（住所）（氏 名）（年齢）
一 旦 古庄多美子 80歳
大 万 徳岡

重症急性呼吸器症候群（SARS）
相談窓口のお知らせ

一 76歳

白 住 拝山 武代 82歳

重症急性呼吸器症候群（SARS）の発生が報告されている
地域（香港、．広東省、山西省、北京、河北省、湖北省、吉林
省、江蘇省、隣西省、天津、内モンゴル自治区、台北、シン
ガポールなど）から帰国されて10日以内の方で、38度以上
の急な発熱と、咳、息苦しさなどの症状が出た方は、あらか
じめ、電話で保健所または最寄りの医療機関にご相談下さい。

貝 田 森田 贋実 52歳

二次感染にも注意が必要です。SARSが疑われる場合は、

本 四 片岡 豊子 88歳

専門医療機関を紹介いたします。
※症状がない時は心配いりません。

交通事故魂
交通事故発生状況【町内】
人身事故
0件（6）
死
者
0人（0）
負傷者
0人（8）
物損事故
3件（45）
飲酒運転検挙音数【町内者】
0人（1）

［日野保健所相談窓口］ 0859−72−2036
相談時間：平日（月〜金曜日）午前8時30分から午後5時
※夜間・休日（緊急時）には、0859−72−0321で相談連
絡先を紹介します。
SARS（疑い）で入院が必要な場合は、鳥取県内では下記
の医療機関で治療を受けることが出来ます。
・済生会境港病院 ・県立厚生病院 ・県立中央病院

5月中のまとめ（）内は平成15年間累計

納付期限
5月分
1
平成15年6月30日まで

毎年誕生日の月初めに社会保
険業務センターから現況届の用

社会保険事務所から送られて曇紙（はがき）が送付されます0
必要事項を記入の上、誕生月の
いる納付書を添えて金融機関で夫
さ末日までに投函してください。
【お支払いください。一一一∴ト二十
もし紛失された場合には、役場
なお、口座振替の方血上記 に用紙がありますのでご連絡く
ださい。
顛東海埠です。
役場町民課（℡75−3223）
〔止＿＿一㌧二二二〝二二二さ

⑳

地域交通安全
活動推進委員

溝口警察署管内に︑地

域交通安全活動推進委員

は3人︒その中の一人と

して末次清士さん ︵杉

地域交通安全活動推進

谷︶ が就任されました︒

◎

委員は︑道路交通法にも

「日野総合事務所へのご意見、ご提案について」
日野総合事務所では日野郡住民の皆さん
方の声を施策に反映させてい＜ため、皆さ
んか地域や職場、家庭で気づかれた県の行
政についての意見・提言・アイデア・要望・苦
情などを募集しています。
皆さんから寄せられた声は、日野総合事
務所から本庁へ伝えますので、是非ご意見
をお聡かせください。
ファクシミリ・メールでもお受けします。
ファクシミリ 0859−72−2072
メールアドレス Hく訂m軸帥畑鵬p
日野給合事務所県民局県民課
電話：0859−72−2083

とづいて資格が与えられ︑

（6月1日現在）

地域における道路交通に

352日

関するモラルを向上させ︑

火災ゼロ継続日数

交通安全を確保すること

災

について住民の理解を深

亀火

めるために活動をしてい

705日 （6月1日現在）

ます︒

交通死亡事故ゼロ継続日数

凛乎

食談呑奇育め

◆材料（4人分） ◆作り方

手や∽ヴJクツ覇ヴ

ごほん
4杯（600g）
チーズ
100g

チーズ入りごほんお焼き

パセリ
1校（5g）
花かつあ
20g
卵
1個
植物油
小さじ1
しょうゆ
小さじ1

しらすぼし 大さじ4（20g）

子ども達の朝会や間食にぴったりな献立、成長期にはかか
せない栄養素の一つであるカルシウム、毎日の食事でしっ
かり貴べさせたいものです。

1人あたりの栄養成分
エネルギー

337Kcal

蛋白質14．1g 塩分1．9g
脂質11．3g 食物せんい 0．7g
カルシウム198mg

①チープは5mm角に切る。
②大きめのボールにご
ほんを入れてすりこ
木か大きめのスプー
ンでつぶす。
③②にチーズ、しらす
干し、パセリのみじ
ん切り、花かつあ、
卵を加えよく混ぜ12
等分してまとめる。
④フライパンを熟して
うすく油をひきごほ
んを並べて弱火で片
面を約3分間焼く。
（9裏返しして焼き色の
ついた万に醤油を塗る。
もう片面も同じよう
にして焼き裏返して
醤油を塗りもう一度
焼く。

江府町食生活改善推進協議会（久遠）

世帯数1，185世帯（±0） 人口3，985人（一7）

男1，890人（−2） 女2，095人（−5）

（）は前月比 5月末

屑篭萱発行／江府町役場諜品都昌一雪㌘日課濡綜莞讐竃詔編集／総務課印刷／冨士印刷（有）

