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江府小学校運動会

友達と一緒に力を
出し切った運動会
5月20日

動画で町報こうふ!

URL：https://www.youtube.com/
user/townkofu

サントリー天然水奥大山
ブナの森工場新ライン完成!!
〜人気のフレーバーウォーターの製造を開始〜

５ 月 日 金( ︑) サ ン ト リ ー 天 然 水 奥 大 山 ブ
ナの森工場の新ラインと日本通運米子支店奥

工
※場見学には予約が必要です︒
サントリー天然水奥大山ブナの森工場

予約受付電話番号
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大山配送センターの増床工事の竣工式が開催

☎０８５９ ７-５ ６-１１４
９(時 分〜 時 分 )
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されました︒
サントリー天然水奥大山ブナの森工場の新
ラインでは︑従来の﹁サントリー天然水奥大
山﹂のほかに︑今人気のフレーバーウォー
ターも製造でき︑また能力も１０００万ケー
ス増え︑２５００万ケースになり︑さらなる
生産が可能になりました︒

工場見学もリニューアル！
新ラインの製造に合わせて︑サントリー奥
大山ブナの森工場の工場見学の内容もリ
ニューアル︒
見どころは プロジェクションマッピング と
いう映像技術を使ったプロモーションビデオ︒
奥大山周辺の地形をかたどったジオラマにデ
ジタル映像を照射し︑幻想的な映像で奥大山
の自然を紹介しています︒
また工場敷地内に新設された 奥大山小道 に
は展望台もあり︑江府町の自然や心地よい風
を感じられるスポットです︒
その他にも水の試飲はもちろんのこと︑間
伐材を活用した工場見学に来た人にだけしか
もらえないオリジナルの入場証のプレゼント
も︒この機会にぜひ工場見学に行ってみませ
んか？

▲奥大山の自然が再現された 奥大山小道

▲いろいろ勉強になって楽しかったよ♪
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工場見学の様子

26
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江府町内にお住まいの
３名の方が叙勲･褒章を受章されました
野口

是さん

(新一)

瑞宝
双光章

野口さんは昭和20年から平成
元年までの44年を教育者として
過ごされ、たくさんの人材を社会
へ送り出されました。また退職後
は人権擁護委員として地域の人権
教育推進に貢献されました。

藤原 和子さん 単瑞光宝
(荒田)

章

藤原さんは尚仁福祉会江美の郷
の介護職員として24年勤めら
れ、利用者一人ひとりに寄り沿っ
たケアやまた個々の生活の質を向
上するための介護支援計画の策定
など福祉の現場の最前線でご尽力
されました。

遠藤 敏彦さん
(久連)

藍綬褒章

遠藤さんは江府町消防団で34
年にわたり消防業務に取り組ま
れ、住民の安心安全を守ってこら
れました。
現在は江府町消防団の団長とし
て、団員の教育・指導、火災予防
活動などにご尽力されています。
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将来の保健・医療・福祉を担う人材を地域で育てる―

有馬医師は︑学生
時代に︑鳥取大学医
学部の学生サークル
﹁地域医療研究部﹂
に所属し︑吉原︑日
の詰︑宮市などの集
落で﹁健康づくりと
地域活性化﹂のため
の調査や地区保健活
動に取り組んでいま
した︒
とくに︑４年生の
ときには︑部長を務
め︑当時約 人の部
員を率いて︑家庭訪
問や住民との座談会
で交流を深めたり︑
また︑武地医師や町
保健師との連携調整
や行政の取り組みを学ぶことにも熱心に取
り組んでいました︒
当時の有馬医師は︑住民の方に家庭血圧
記録をつけてもらうためには︑まず学生自
身が実践すべきと考え︑自ら実践した体験
談をもとに︑集落住民に働きかけていました︒
有馬医師は︑ 地域医療を学ぶなら︑当然︑
武地医師の江尾診療所で学ぼう と決めて

鳥取大学医学部の学生サークル﹁地域医
※
療研究部 は
｣今年度新町１丁目︵３年目︶
で活動しています︒

いたと言います︒
研修中︑外来では︑風邪などをひいた患者
さんたちの症状を聴き取りながら的確に診
察し︑家族や職場にインフルエンザのまん
延予防にも努めるように指摘していました︒
研修を終えた有馬医師は︑﹁武地先生の
診察の視点が常に地域や家族との実情を踏
まえた診察にあることを実感として学びま
した﹂と話し︑今後︑精神科医への道をき
わめたいと抱負を語っていました︒
鳥取大学医学部の臨床教授である江尾診療
所の武地医師は︑﹁精進を積んで︑地域の
こと︑高齢化社会のことが本当に理解でき
る一流の精神科医になってくれることを心
より期待しています﹂と応援の言葉を贈っ
ていました︒
江府町では︑将来の保健・医療・福祉を
担う人材を地域で育てる取り組みを行って
います︒
将来︑江府町で学んだ学生たちが︑町民
のいのちと健康を守る医療従事者として再
び江府町で活躍してくれることでしょう︒

医学生時代に江府町で学んだ
有馬医師が江尾診療所で卒後臨床研修を受けました
鳥取大学の医学生時代に江府町で健康づく
り活動を行っていた有馬和志医師が︑４月に︑
江尾診療所医科に初めて卒後臨床研修の新任
医師として鳥取大学から派遣されました︒
有馬医師は︑１か月間の研修で︑外来︑訪
問診療をはじめ医療と行政とのつながりによ
る町の予防活動などを研修しました︒

▲武地医師に指導を受けながら診療を行う有馬医師
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▲学生時代の有馬医師（写真中央）
（旧江府町老人福祉センターにて）
▲住民の方と家庭血圧記録や減塩について
語る学生時代の有馬医師（右上)（吉原にて）
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保護者の携帯・スマホ等の利用
に関するアンケート結果について
〜青少年育成江府町民会議〜

昨年、青少年育成江府町民会議が実施しま
した「保護者の携帯・スマートフォン等の利
用に関するアンケート」の結果を公表します。
対象者は町内の保育園児（未就園児含む）・
小学生・中学生をお持ちの保護者148家庭で、
そのうち87家庭から回答がありました。

〜アンケート設問の一例〜
問①家族一緒の食事中に携帯・スマホをよく見る
問②入浴時やトイレの際、携帯・スマホを風呂場
やトイレに持って行く
問④就寝前にも携帯・スマホをする
問⑥朝、目覚めてすぐ、携帯・スマホを見る
問⑦子供が遊んでいるのを見守りながら、携帯・
スマホをよくいじる
問⑧利用している時、子どもから話しかけられると
「後で」ということがある
問⑨利用している時、子どもに邪魔されると、怒っ
てしまうことがある

問⑩友人と話をしているときも、ついつい携帯・
スマホでメール等をチェックする
問⑪大事な場面や場所でも、携帯・スマホに集中し
てしまうことがある
問⑬歩きながら携帯・スマホをみることがある
問⑭暇つぶしに携帯・スマホを利用している
問⑮頻繁に、スマホを使ったＳＮＳをチェックする
問⑳携帯・スマホ・インターネットの利用時間を減
らそうと思っている

A:子どもと接する時間との関係

〜グラフからわかる傾向〜
結果は関連した設問について「子どもと接する
時間との関係」「日常の使用状況」「依存度」の
３つにグループ分けしグラフにまとめました。
グラフから子育て世代の携帯・スマホ利用につ
いてのいくつかの傾向がみられました。
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問⑨

【傾向】
携帯・スマホの利用が優先される傾向が保育園・小学校で多く
見受けられました。

B:日常の使用状況
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【傾向】
多くの方が、就寝前に利用しています。また、「歩き
スマホ」も３割ありました。

100％
90％
80％
70％
60％
50％
40％
30％
20％
10％
0％

72％

18％

問⑭

問⑮

28％

問⑳

【傾向】
１日の利用時間が２時間未満の方が６割の一方、３時間以上
利用されている方が２割ありました。そのような中で、利用
時間を減らさなければ…と考えている方も３割ありました。

〜携帯・スマホとの付き合い方を考えてみませんか〜？
アンケートに御協力いただきありがとうございました。このアンケートの結果は、今後の青少年育成江府
町民会議の活動に活用していきます。
現在、日常生活でなくてはならないツールになった携帯・スマホですが、 歩きスマホ が原因の重大な
事故が全国で発生しており、時と場所をわきまえた利用が求められています。
この機会に携帯・スマホとの付き合い方を見直し、大切な家族との会話やだんらんの時間を増やしてみま
せんか？
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まちの話題

みんなで守ろう江府町の自然「鏡ヶ成の湿原を守ろうプロジェクト」
５月12日(金)、鏡ヶ成地内で「鏡ヶ成の湿原を守ろう
プロジェクト」が開催され、約40名が参加しました。
今回は、昨年11月に刈り取りを行った植物の運び出し
などを行いました。作業を通じて、鏡ヶ成の自然環境や
そこに生きる動植物などを知ることができます。次回の
作業は、今年の11月中旬ごろを予定しています。自然を
身近に感じ、親しむことができる活動です。みなさんの
参加をお待ちしています。
■お申込み、お問合わせ先
一般財団法人 休暇村奥大山
ＴＥＬ 0859−75−2300
ＦＡＸ 0859−75−2310

▲湿原の保護活動に協力されたみなさん

旧明倫小学校で七色がしフリーマーケット♪
５月13日(土)、旧明倫小学校で「七色がしフリーマー
ケット」が開催されました。
旧明倫小学校の美化活動と地域の活性化を目的とした
この七色がしフリーマーケットは今年で３年目を迎えま
した。きれいに整備された校庭にはたくさんのお店が並
び、手作りのこんにゃくや山菜などが販売されました。
出店された方は「お客さんと話すのも楽しいし、作った
ものが売れたときはもっと嬉しい」と話されていました。

▲たくさんの地域の方が参加されました

日野郡少年野球江府町大会
５月14日(日)、運動公園総合グラウンドにおいて、日
野郡少年野球江府町大会兼第47回鳥取県学童軟式野球大
会日野郡予選が開催されました。これまでは日野郡３町
から１チームずつ参加していましたが、今大会は日野郡
３町での連合チームをＡとＢの２チームに編成し、鳥取
県学童軟式野球大会に向け試合を行いました。
試合は序盤から得点を重ねたＡチームが勝利しました。
選手たちの最後まで全力でプレーする姿に、観客からは
大きな声援が送られていました。
▲日野ユナイテッドスターズのみなさん
平成29年６月号
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まちの話題

熱戦！グループ対抗ソフトボール大会

▲みごと優勝をかざった江府消防署のみなさん
【決勝戦スコア】
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江府消防署
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江府町長杯グラウンド･ゴルフ大会

▲団体の部優勝の協会江尾の皆さん

５月15日から18日まで江府町運動公園総合グラウン
ドで「平成29年度江府町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。
大会には職場やグループで構成された全7チームが参
加。観客の大きな声援の中、どの試合も熱戦が繰り広げ
られ、大いに盛り上がる大会となりました。決勝戦は江
府消防署とサントリーとの対戦。序盤はサントリーが得
点を重ねて優位に試合を展開しましたが、終盤に江府消
防署の打線が爆発。見事逆転優勝を勝ち取りました！
【大会結果】
優 勝 江府消防署
準優勝 サントリー
第３位 ＧＳ＆チロルジュニア

５月27日（土）、せせらぎ公園にて第２回江府町長杯
グラウンド･ゴルフ大会が行われました。
40名以上の参加があり、技と腕前を競い合いながら、
交流を深めました。今大会でもあちこちでホールインワ
ンへの歓声があがるなど、レベルの高い大会となりまし
た。主な結果は次のとおりです。
【結 果】
≪団体の部≫
優 勝 協会江尾
準優勝 貝田
第３位 神奈川フレンド
≪個人の部≫
優 勝 田口 洋介さん（34打）
準優勝 加藤安津子さん（36打）
第３位 遠藤 堅一さん（37打）

▲個人の部で入賞された皆さん
左から加藤さん、田口さん、遠藤さん

第６回ビブリオバトル in 江府
５月28日(日)、江府町防災・情報センターで「第６回
ビブリオバトルin江府」が開催されました。
ビブリオバトルとは、自分の好きな本を持ち寄り各５
分間で想いを語り、どの本が一番読みたくなったかを投
票してもらいチャンプ本を決定するというゲームです。
５名の発表者は｢どんなきっかけで好きになったの
か？｣、「この本のここが面白い！」などそれぞれの視
点で発表されました。
この日のチャンプ本は国語辞典に載っている言葉の意
味をおもしろおかしく紹介した『新解さんの謎(赤瀬川
▲町内外からたくさんの参加がありました
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原平著)』に決まりました。

〜県外からの移住希望者の方へ〜

空き家再生住宅入居者を募集します♪♪

江府町では、使用されなくなった住宅を町が10年間
借り受け、改修し、県外からの移住希望者へ賃貸する
「江府町空き家再生住宅改修事業」を平成28年度から
開始しました。この度、江府町江尾に１棟整備が完了
し、受入の準備が整いました。江府町ホームページで
募集をしている他、町民の皆さんのお知り合いの方で、
県外から移住をお考えの方がいらっしゃいましたらご
案内をよろしくお願いいたします！見学希望やご相談
は奥大山まちづくり推進課までお問い合わせ下さい。
▲キッチンスペース

【物件情報】
所 在 地：江府町大字江尾
構
造：木造２階建
設
備：水道(町水道)・お風呂・水洗トイレ
家
賃：25,000円／月
敷
金：家賃３ヶ月分
入居時期：平成29年７月１日以降
申込期限：平成29年６月１日〜６月23日まで
（申込み複数の場合、抽選を実施します。)
そ の 他：光熱水費及び、下水道使用料は個人負担
駐車場あり(２台)・倉庫あり

▲居

間

【申込先】
〒689−4401
鳥取県日野郡江府町大字江尾502番地
江府町山村開発センター内
江府町奥大山まちづくり推進課
ＴＥＬ：0859−75−3222

▲お風呂
平成29年６月号
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町営住宅 (武庫第２団地) の
入居者を募集しています！
☆家族向け住宅
☆木造２階建て（築15年）
☆4DK＋屋外倉庫
☆駐車場付
☆光インターネット環境整備！
(別途契約が必要です)

武庫第2団地の住宅

町では町営住宅の入居者を募集しています。入居希望者は申込書に必要事項を記入して申込
締切までに江府町役場住民課まで提出してください。

○団 地 名

武庫第２団地５号(１戸)

○家

37,000円(月額)

賃

駐車場使用料

○入 居 日

平成29年7日1日(土)から

○申込資格

次の①〜④のすべてに該当する者

2,000円

テレビ共聴負担金

200円

①現に同居し、同居しようとする親族がある者
②収入基準に該当する者(詳しくは役場住民課へお問い合わせください)
③現在住宅を所有していいない者、もしくは所有している住宅に住めない理
由がある者
④入居予定者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条
第6号に規定する暴力団員でない者
○申込締切

平成29年6月19日(月) 午後1時まで（必着）

○申込方法

申込書類を住民課へご提出ください。
（書類は住民課でお受け取りいただくか、役場ホームページからダウンロード
してください。）

○そ の 他
○お問い合わせ

申込者多数の場合は６月21日(水)午後４時30分から役場で抽選を行います。
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江府町役場住民課

☎75−3223

ふ

えき

りゅう

こう

不｢ 易 流 行
｣

〜よき伝統を守りながら 不(易 )
進歩に目を閉ざさないこと 流(行 に)よって︑
理｢想 を｣創造する〜

ましたが︑すでに︑熱く盛り上がっ

の集い﹂に参列した後︑会場に行き

日野町で開催された﹁平和観音祈り

うな天気の中で行われました︒私は

を書いています︒運動会は汗ばむよ

江府小学校の運動会の翌日に原稿

かけて行き︑それぞれの集落の課題

さて︑本年度町では職員が集落に出

町の未来につながると感じています︒

もたちを大切に育ててあげることが︑

さんの様子を見るにつけ︑この子ど

しそうに見守られている保護者の皆

子どもたちの元気な姿や︑それを嬉

動画で町報こうふ!

以前の報告会の様子は
動画サイトyoutubeで
ご覧いただけます。

今後はみなさんのご意見を聞きな
がら︑その想いを一つでも多く形に
していくことで親しみやすい庁舎を
考えていけたらと思っています︒
６月９日には第１回公開会議とし
て住民のみなさんと親しみやすい庁
舎について考えます︒今後もこう
いった機会を作っていきますのでぜ
ひご参加ください︒
二つ目は業務改善です︒住民のみ
なさんとの距離をもっと近づけるに
は一人ひとりに寄り添った対応を心
掛ける必要があります︒また職員同
士で今の職場環境について意見を出
し合い︑楽しく元気で働いていける
場所を創り上げていきたいと思いま
す︒
最後に三つ目は集落総合点検事業
です︒集落のみなさんがどう暮らし
ていきたいのか︑集落にはどんな課
題があるのかを掘り起し︑解決に向
けて一緒になって取り組んでいきま
す︒この取り組みは職員全員で取り
組みますので︑たくさんのご意見を
ぜひ聞かせてください︒
３０００人の楽しい町に向けて一
緒に取り組んでいきましょう︒

﹁３０００人の楽しい町﹂
プロジェクトチーム報告

ていました︒親子で参加するプログ

や︑将来ありたい姿について︑一緒

ました︒こうした行事に参加して︑

ラムも多く︑和気あいあいとした雰

﹁江府小学校運動会で
感じたこと﹂

囲気は︑いつまでも大切にして欲し

練習しておかないといけないと思い

ついていきましたが︑一度きちんと

んと踊っている人に見よう見まねで

は︑練習不足を痛感しました︒ちゃ

全員で行ったおどり﹁南大山小唄﹂

した︒素晴らしい︒来賓も参加して

よく︑見事な演技を披露してくれま

一致団結協力して︑きびきびと元気

府魂２０１７﹂です︒子どもたちは

は︑高学年による組体操﹁押忍︑江

いものの一つです︒特に感動したの

今年度の３０００人の楽しい町プ
になって考えていく﹁集落総合点検
ロジェクトチームは３つの取り組み
事業﹂を行います︒集落の役員さん
を考えています︒
はもちろんのこと︑それ以外にも中
まず一つ目は役場庁舎の建築です︒
学生以上の多くの皆さんからご意見︑
築 年を超える現在の役場庁舎が抱
ご提案をいただき︑今後の施策に活
えている問題はたくさんあります︒
かしていこうと思っています︒後か
ですが︑新しい庁舎を建てればすべ
ら思いつかれたことでも︑担当職員
て解決するというものでもありません︒
に申しつけていただければ結構です
住民の皆さんが今まで庁舎を利用
ので︑お気軽にお話しください︒
される中で不便に思われたことやこ
住民の皆さんと行政の距離を近く
んな機能が庁舎にあったらなど︑感
して︑どうすれば住みよい町になる
じられたことはありませんでしょう
のか︑協力して考えていきましょう︒ か︒
60

白石町
コラム長
Vol.10

10

平成29年６月号

まちの教育

図書館だより
新

着

図

開館時間

書

8:30〜19:00
8:45〜17:30

新着図書＊ピックアップ紹介

※この一覧は新着図書の一部です。

＊一般書

平 日
土日祝

八朔の雪（みをつくし料理帖）／高田郁
少年Ｎのいない世界（02）／石川宏千花
手づくり健康酢バイブル／金丸絵里加
Oneスパイスから始める超本格スパイスカレー／井上岳久
病気と不調を自分で治す！家庭おくすり大事典／長屋憲
ヨチヨチ父 とまどう日々／ヨシタケシンスケ
ちっちゃな科学＊好奇心がおおきくなる読書＆教育論／かこさとし
甲子園だけが高校野球ではない／岩崎夏海
ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ／エレイン・Ｎ．アーロン
すばらしい海洋生物の世界／アレックス・マスタード
花の詩画集＊足で歩いた頃のこと／星野富弘
効く筋肉が見える筋トレ図鑑／比嘉一雄
もう一度バイクに乗ろう！／西尾淳

＊児童書
キキとジジ（魔女の宅急便 特別編２）／角野栄子
魔法医トリシアの冒険カルテ(３)／南坊秀久
二ノ丸くんが調査中／石川宏千花
放課後美術室／麻沢奏

『甲子園だけが高校野球ではない』岩崎夏海
約4,000校のうち、甲子園に行けるのは
たったの49校。球児だけでなくマネー
ジャー、家族、指導者、かつての球児、
野球ファン、それぞれにそれぞれの高校
野球があり、青春があった。感動の実話
集シリーズ。
『重力って･･････』ジェイソン・チン
見てのとおり、これは科学絵
本です。「重力って、どうい
うもの？」を迫力のある絵と
短い文でシンプルに説明し
た、宇宙に興味を持つための
ファーストブック。

特

集

展

示

Men’s Bookフェア！

＊絵本
つまんない つまんない／ヨシタケシンスケ
重力って･･････／ジェイソン・チン
しにがみさん／柳谷小三治
耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ／ナンシー・チャーニン

道具にこだわるアウトドア系の本、男性ファッション
の本、男性アスリートの自伝、歌舞伎や相撲の本など
など。「メンズブック」をテーマにしつつ、男性も女
性も楽しめる本を集めました。

〜 ハッピー ダイアリー 〜

キミー先生の Happy Diary 10

キミー先生のHappy Diaryの

動画ができました！
Hello again!
Some of you may have noticed that I have been gone from Kofu for some time now. I had
planned on returning to America just to visit my family around Golden Week, but, after my recent
foot injury kept bothering me, my mother took me to see a doctor-- and I was told that I would
need to have surgery! To help the bones in my foot heal properly, a cord made of kevlar would
be put into my foot.
I had never had surgery before, so I was very scared. However, the operation went smoothly. Of
※動画サイトユーチューブで
course, I was asleep for most of it, so when I first woke up, I thought, That was so easy!
As expected, the recovery period has been much more difficult. Though my foot doesn t hurt too 「キミー先生のハッピーダイアリー」で検索！
badly, it is covered in a big, heavy cast and I m not allowed to put any weight on my foot for the
next six weeks. I am stuck in bed for most of the day and need help doing everything! It s a little embarrassing, but
thankfully I have my family to help me.
I m really sad to be missing so much of life in Kofu… I hope everything is going okay with my students and neighbors!
Hopefully, I will be back in Japan soon, with or without crutches.
See you until then!
- Kimmy
こんにちは
お気づきの人もおられると思いますが、現在私は江府町から離れています。予定ではゴールデンウィークの間にアメリカ
に帰って家族に会うだけだったのですが、最近ずっと足のけがで悩んでいたので、母が医者に連れて行ってくれたのです。
すると、医者から手術が必要だということを伝えられました。足の骨を適切に治療するためには、紐状のもので足の骨を
補強する必要があるとのことでした。
私はそれまで手術を受けたことがないのでとても怖かったです。しかし、手術は無事に終わりました。もちろん、私はそ
の間は麻酔でほとんど意識がなかったので、目が覚めた時には、「手術はとても簡単に済んだ」と思いました。
予想はしていましたが、手術後の回復期間の方が手術前よりも生活にはずっと支障があります。足のケガはもうあまり痛
まなくなりましたが、足は大きくて重いギプスで覆われ、今後６週間は足に負担をかけるようなことはできません。一日
のほとんどをベッドで過ごし、何をするにも助けが必要な状態です！それは少し困ったことなのですが、幸いにも家族が
私を助けてくれます。
江府町で過ごすことができなくてとても悲しいのですが、生徒や近所の方々が変わりなくお過ごしであればと思っていま
す。松葉杖の有無にかかわらず、できるだけ早く日本に戻れればと思います。
そのときにまたお会いしましょう。
キミー
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平成29年６月号

空前絶後のチームワーク超絶怒涛の運動会
ゴール目指して最後まで走り切ろう!!

誰よりも早くゴールを目指せ!!

大きなこいが釣れたよー

逃げるかごを狙ってシュート!!

迫力のある３段タワー
大きなパンツがバトンの代わり

平成29年６月号

12

わっしょい

13

わっしょい

まだまだ引っ張れ

息のあった組体操の演技

かわいらしい恋ダンス♪

スローガンの元になったあの人も登場？!

優勝へ想いをつなぐバトンパス

借り物競走ではお客さんも大活躍!!

生徒達は各競技の運営でもがんばっていました！

平成29年６月号

地域おこし協力隊通信

ち

え

歳

・カサラファームのお手伝い

・ 地域コミュニティスペースの運用

・竹林整備など環境保全活動

利活用

・廃校︑空き家︑空き物件などの

ＰＲ

・加工品などの特産品づくり及び

・観光振興に係る活動

︻活動内容︼

どうぞよろしくお願いします︒

げていけたらと思っていますので

健康で楽しい輪を波紋のように広

どんどん元気になっていくような

笑顔になって︑気づかぬうちにも

そして︑ココにいると知らずと

思っています︒

町づくりを目指していきたいと

続けたくなるような幸福度の高い

パンで見て︑ずっとこの町に住み

地域おこしというよりも長いス

う想いで移住してきました︒

〜新たに着任された１名の協力隊員をご紹介〜
観光振興班
いわさき

岩﨑 智恵

岩﨑隊員から一言

タチや仕事を作っていきたいとい

自然とともに循環する暮らしのカ

奥大山の大自然の環境に惹かれ︑

もご縁を感じています︒

同じ﹁武庫﹂というのにも︑とて

く雑貨屋をやっていたこともあり︑

尼崎の武庫之荘というところで長

庫に在住していますが︑もともと

住してきました︒現在︑江府町武

でもある神戸の東灘から夫婦で移

偶然ですが︑江府町の姉妹都市

48

▲以前住んでいた神戸では雑貨屋さんをしていました

▲優しい旦那さんと二人で江府町にやってきました
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農業委員会だより

現況届は、年金を受給するために
必要な毎年の手続きです
農業者年金の経営移譲年金や特例付加年金・老齢年金を受給されている方は、現況届を山村開
発センター内にある農業委員会事務局に提出してください。

現況届の提出期限は・・・
現況届は、 6 月 30 日までに農業委員会事務
局に提出してください。

現況届の提出を忘れると・・・
現況届の提出がないときは、11月の支払いか
ら現況届が提出されるまでの間、年金の支払
いが差し止められますのでご注意ください。

農業者年金に加入をしませんか
①

農業に従事されている次の方は加入できます
60歳未満の国民年金第１号被保険者であって年間
60日以上農業に従事している方、又は配偶者や
後継者など家族農業従事者の方も加入できます

②

年金資産は安全かつ効率的に運用されています

③

終身年金で80歳までの保証付きです

④

税制面で大きな優遇措置があります

⑤

認定農業者など一定の要件を満たす方には、
保険料の国庫補助があります

６月の農地相談会
お気軽にご相談ください。
◎相談日

平成29年６月29日（木）
午後１時30分～４時まで

◎場

所

江府町山村開発センター

問い合わせ先

15

平成29年６月号

農業委員会事務局

第35回江府町農業委員会総会（５月10日（水）開催）
審議案件すべて承認されました。
農地利用集積計画（案）について
４件
農地利用配分計画（案）について
２件
平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について
平成29年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について

☎（75）6620

まちのお知らせ

大切なご家族を自死で亡くされた方へ
「家族の集い」のご案内
「家族の集い」とは、大切なご家族を自死で亡くされた方が集い、安心して語り合い、気持ちを分かち合
う会です。参加に際し、事前の申し込みは必要ありません。また、匿名での参加もできます。
〔※鳥取県では自殺という言葉にかえて「自死」という言葉を使っています。〕
【対
象】ご家族を自死で亡くされた方（親、配偶者、きょうだい、子どもなど）
【内
容】参加されたご家族同士で自由に語り合います。
＊他の参加者のお話を聞くだけの参加もできます。
＊運営は、県立精神保健福祉センターの担当者と「コスモスの会」（とっとり自死
遺族自助グループ）のメンバーの協力により行っています。
【会場・日時】 会場

米子市ふれあいの里（米子市錦町１丁目139−3）
平成29年 7月 8日（土）

日時

9月15日（金）
11月11日（土）
平成30年 3月 9日（金）

午前10時30分〜正午
午後 4時30分〜午後6時
午前10時30分〜正午
午後 4時30分〜午後6時

※当日、天候不良等の状況により開催を見合わせる場合がありますがご了承ください。
※事前予約は不要です。直接会場にお越しください。
【お問い合わせ先】鳥取県立精神保健福祉センター（平日８：30〜17：15）
（所在地：鳥取市江津318−1 電話：0857−21−3031）
※町でも、こころの健康に関する相談を随時受け付けています 福祉保健課 電話75−6111

高齢者の肺炎球菌ワクチン定期接種のお知らせ
肺炎は、日本人の死因の第３位であり、高齢者の肺炎で最も原因となりやすいのが「肺炎球菌」に
よる感染症です。肺炎球菌ワクチンを接種することで、肺炎の予防や肺炎になっても軽い症状ですむ
効果が期待されます。
予防接種法に基づく定期接種の対象となる方は、次のとおりです。対象の方には個人通知をしてお
りますので、この機会に接種しましょう。
【対
象】※下記にあてはまる方でも、過去に接種したことがある場合は『対象外』となります
ので、ご注意ください。
１）平成29年度に下表の年齢となる方（平成30年４月１日時点）
２）60歳〜65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に障がいを有する方
【接 種 期 間】平成29年４月１日〜
平成30年３月31日
対象者
生年月日
【個人負担金】3,000円
65歳となる方 昭和27年４月２日生〜昭和28年４月１日生
(生活保護世帯は無料です。)
70歳となる方 昭和22年４月２日生〜昭和23年４月１日生
【接 種 方 法】
事 前 に 実 施 医 療 機 関 に 予 約 を し た 上 で 、75歳となる方 昭和17年４月２日生〜昭和18年４月１日生
下記のものを持参して接種を受けてくだ 80歳となる方 昭和12年４月２日生〜昭和13年４月１日生
さい。
85歳となる方 昭和 7年４月２日生〜昭和 8年４月１日生
①｢高齢者の肺炎球菌ワクチン接種受診券｣ 90歳となる方 昭和 2年４月２日生〜昭和 3年４月１日生
（黄色）
②｢高齢者の肺炎球菌ワクチン接種予診票｣ 95歳となる方 大正11年４月２日生〜大正12年４月１日生
100歳となる方 大正 6年４月２日生〜大正 7年４月１日生
（むらさき色）
③健康手帳（お持ちの方は、接種済証の
管理にご活用ください。）
※上記①、②は、個人通知で送付しております。
【お問い合わせ先】江府町 福祉保健課（電話75−6111）
平成29年６月号
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Information

奥大山

消費生活にゅーす

インターネットのトラブル③
相談事例

〜インターネットに関するトラブル事例をシリーズでお伝えします〜

有料サイトに登録になっている？

スマートフォンに、登録していない携帯番号から次々とショートメールが届きました。
メールを読んでみると・・・

件名：緊急連絡
本文：当サイトに誤って有料会員登録されている状態となっています。
確認のため至急ご連絡ください。０３ー△△△△ー○○○○。㈱□□□

件名：【至急】
本文：有料動画閲覧履歴があり、未納料金が発生しています。
本日中に連絡が無い場合、訴訟等の法的手続きに入ります。
０６−○○○○ー△△△△ ㈱◇◇◇
有料サイトに会員登録した覚えも、有料動画を見た覚えもありませんが、事業者に
電話するのは不安です。
どうしたらいいのでしょうか？

対処法 架空請求メールです。電話はせず、無視しましょう！
ショートメールを使って、「未納料金がある。支払わないと法的措置を取る」等のメー
ルを送りつけ、不安にさせてこちらから電話をかけさせて、お金をだまし取ろうとするや
り方です。
こちらから電話をすると、名前や住所など個人情報を聞き出される
危険がありますので、絶対に電話をせず無視しましょう。また、架空
請求は支払う必要はありません。一度でもお金を払うと、更なる請求

迷惑メールは
ブロック！

が続くおそれがありますで、請求を受けても支払わず直ぐにご相談く
ださい。

消費生活相談窓口：住民課(75-3223)又は
鳥取県消費生活センター（0859-34-2648）へご相談ください。

※次回の相談員による相談日は6月28日(水)9時〜16時、本庁舎１階会議室で行います。お気軽にお越し
ください。情報提供もお待ちしております。
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まちのお知らせ

献血のお知らせ
少しの勇気で救われる人がいます
病気やけがの治療のため、輸血を必要とする人たちが
「献血」によって支えられています。
見知らぬ誰かのために、健康な私たちができるボランティアです。
自身の健康状態を知ることもできます。

平成29年7月14日(金)
受付： 8時30分〜12時30分 防災情報センター 駐車場
14時30分〜16時30分 サントリープロダクツ㈱
天然水奥大山ブナの森工場駐車場
・献血をされた方でご希望の方には、肝機能やコレステロ
ール等の数値をお知らせしています。

献血の流れ

・献血カードまたは身分証明証をお持ちください。

1.受付

・400ml献血にご協力をお願いします。

2.採決前検査

基準：体重50㎏以上・69歳まで（65歳以上は60代での

3.採血

献血経験がある方）

4.休憩

【お薬について】

5.献血カード・感謝品受け取り

※当日服用していてもOK
・ビタミンやミネラルなどのサプリメント

受付から終了まで30分程度です。

・漢方薬

・高脂血症の薬

・アレルギーの薬

・一般的な胃腸薬

・尿酸値を下げる薬

・血圧の薬（薬で血圧がコントロールされている場合、何
種類でも）
※前日までの服用ならOK
・頭痛薬（当日の体調が良好な場合）
・市販の風邪薬（当日の体調が良好な場合）
◎3日間以内に服薬がある場合は必ず問診に回答をお願いし
ます。

お問い合わせ先

例外もあります。当日、医師が体調やその他の問診から

江府町役場

総合的に採血の可否を判断させていただきます。

福祉保健課

電話番号：0859-75-6111
平成29年６月号
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Information
平成28年12月16日に

「部落差別解消推進法」が公布・施行されました！
目

的

現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況
が変化していることを踏まえ、基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部
落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である
ことに鑑み、部落差別の解消に関し基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明ら
かにするとともに相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進
する。
基本理念
部落差別解消に関する施策は、すべての国民が等しく基本的人権を享有する個人として
尊重されるという理念にのっとり、部落差別解消の必要性に対する国民一人一人の理解
を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会の実現を旨として行われなければ
ならない。
国の責務
部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体の施策推進に必要な情報
の提供、指導・助言を行う。
１．相談体制の充実を図る。
２．教育及び啓発を行う。
３．地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行う。
地方公共団体の責務
部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施
策を講ずるよう努めるものとする。
１．相談体制の充実
部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実に努める。
２．教育及び啓発
部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努める。
（資料提供：鳥取県人権局 人権・同和対策課）
江府町では、相談体制、人権・同和教育および啓発の充実を図り、部落差別解消に向けた取組を
行っていきます。

人権相談（相談無料）
と

７月12日(水)

き：

午前９時〜12時

と こ ろ：江府町防災・情報センター
電

面接・
電話
どちら
でもご
相
いただ
けます 談
。

話：75−3110（開設時のみ）

相談内容：人権問題全般について（人権擁護委員が対応します）
※人権侵害が認められる相談については法務局による調査救済を行うことができます。
＊＊＊ その他の相談窓口 ＊＊＊
鳥取地方法務局人権擁護課 ☎0857−22−2289
※法務局においても休日を除く平日（８時30分〜17時15分）は毎日相談に応じています。
専用ダイヤル☎0570−003−110
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まちのお知らせ

江府町議会議員一般選挙

午前７時から午後６時まで
投票時間

６月

日︵日︶は江府町議会議員一般選挙

の投票日です︒
投票時間は午前７時〜午後６時まで︒第１
投票所︵総合健康福祉センター ︑)第４投票所
︵旧明倫小学校︶は午後８時まで︒
この選挙は江府町の町政を担う人を選ぶ身
近な選挙です︒みなさんの大切な一票を投じ
てください︒
当日投票できない人は︑期日前投票・不在
者投票をしましょう︒

不在者投票とは
仕事や旅行などで選挙期間中︑選挙人名簿
に登録されている住所地以外の市区町村に滞
在している場合は滞在先の市区町村の選挙管

期日前投票とは

選挙期日前であっても︑選挙期日と同じ方

法で投票できることをいいます︒

用務または事故のため︑その属する投票

まれるとき

は親族の冠婚葬祭に従事することが見込

仕事・学業・地域行事の役員︑本人また

投票できるのは次のような予定のある方です︒
①

②

区の地域外に外出・旅行・滞在が見込ま

れるとき︒

出産︑手術などにより歩行が困難である

江府町防災情報センター１階

③

場 所

平成 年６月 日〜 日

ことが見込まれるとき︒

期 日

午前８時 分〜午後８時

24

理委員会で不在投票ができます︒
身体に一定の障害がある方が︑郵便などに
よる投票を行ったり︑選挙管理委員会が指定
した病院︑老人ホームなどに入院・入所して
いる場合はその施設内で投票ができます︒
不在者投票宣誓書・請求書は江府町ホーム

21

25

ページからもダウンロードできます︒

29

☎０８５９ ７-５ ２-２１１

江府町選挙管理委員会

お問い合わせ

期日前投票にも入場券をご持参ください︒
※

30

6月25日(日)
投票日

第１投票所（総合健康福祉センター)、第４投票所（旧明倫小学校）は午後８時まで

20

平成29年６月号

Information
平成29年度

労働セミナーの開催

「日野高ショップ」in道の駅奥大山

鳥取県中小企業労働相談所みなくる米子で
は、基本的な労働関係法令等の学習機会を提
供し、労働者・経営者間の紛争防止を図るこ
とを目的として労働セミナーを開催いたします。
○意外と知らない！『労働条件通知書の見方
と注意するポイント』
【日 時】６月13日(火) 午後1時30分〜3時
【場 所】米子市立図書館 ２階研修室
【講 師】鳥取県中小企業労働相談所みなくる
労働・雇用相談員
○『労務管理上の多様な問題とその対応』
【日 時】６月22日(木) 午後1時30分〜3時
【場 所】米子市立図書館 ２階研修室
【講 師】社会保険労務士 濵田 國秀氏
○ほう・れん・そうで築く（気づく）『職場
のコミュニケーション』
【日 時】７月13日(木) 午後1時30分〜3時
【場 所】米子市立図書館 ２階研修室
【講 師】人材育成コンサルタント 桑本 玉枝氏
《各セミナー共通事項》
・参加費無料
・当日参加も可能ですが、資料準備のため事
前申込をお願いします。
【申込・お問合せ先】
鳥取県中小企業労働相談所 みなくる米子
☎0859−31−8785

鳥取県立日野高等学校の生徒が中心となり、
自分たちで育てた野菜や花、加工品などを販
売する「日野高ショップ」。江府町では初開
催となる今回は道の駅奥大山を会場に開催い
たします。郷土芸能部による荒神神楽の公演
もあります。
【日 時】平成29年７月８日(土) 午前10時〜
【場 所】道の駅奥大山
【販 売】日野高校生産の夏野菜、草花、加工品等
【ステージ】郷土芸能部 荒神神楽の公演
午前９時30分〜

まち・むら・学びの玉手箱(公民館巡回展)の
お知らせ
西部地区の各町村公民館で活動している講
座・教室等の参加者の作品を展示・紹介する
巡回展が開催されます。江府町からも公民館
講座に参加している方々の作品を展示します。
ぜひお出かけ下さい。
【展示期間】平成29年６月15日（木）
〜６月28日（水）
【場
所】ヴィレステひえづ
(西伯郡日吉津村大字日吉津930)
【お問合せ】教育課 遠藤・川上
☎75―2005

江府町企業求人情報について
【求人情報一覧】
企

業

名

募集職種

サントリープロダクツ㈱
庶務･事務係
奥大山ブナの森工場

募集人数

雇用形態

１名

アルバイト
(1年ごとの更新制)

賃

金

950円（時給)

連絡先
TEL:0859-75-3310
FAX:0859-75-3071

１．就職を希望される皆様へ
求人情報については、募集を行っている企業に直接お問い合わせいください。
また、江府町ホームページ（http://www.town-kofu.jp/）からも求人情報をご覧いただけます。
２．町内企業の皆様へ
求人情報の掲載依頼を随時受付けています。掲載を依頼される際は、書類を
役場奥大山まちづくり推進課で受取るか江府町ホームページからダウンロードして、下記担当部署に
提出してください。
【掲載依頼の担当部署・お問い合わせ先】
江府町役場 奥大山まちづくり推進課
〒689−4401 日野郡江府町江尾502（山村開発センター）
TEL：0859−75−3222
FAX：0859−75−3455 Mail：k̲sans@town-kofu.jp
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公民館講座のご紹介
じかつ

どうたい

自活導体サークル
こんなこと、感じる事は無いですか？
「身体がだるい」「心がどんより落ち込む」。そんな
時は、身体を動かしてリフレッシュしましょう！激し
い運動ではなく、自宅でも簡単に出来る体操を体験で
きます。お気軽にご参加ください！

▲ゆっくりリラックスしながら運動します

日

時：毎週金曜日

午前１０時〜１１時

場

所：防災・情報センター

参加費：１回500円
※動きやすい服装でご参加ください

社交ダンス
音楽にあわせて軽快なステップで♪
生きがいとストレス解消に！
Shall

we

dance?

楽しく、和気あいあいと活動しています。ご家族、お
友達を誘って一緒にいかがですか？
日

時：毎月第２、４木曜日

場

所：防災・情報センター

午後２時〜４時

参加費：無料
準備品：ダンス用シューズ
（種類などは事務局へお問い合わせください)

▲講師の松原さんご夫妻が丁寧に指導されます

お問合せ先：江府町教育委員会教育課
TEL

75−2005（遠藤・川上)

平成29年６月号
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お知らせ・人の動き

6月
月

防 ＝防災情報センター

Mon

火

Tue

開 ＝山村開発センター

水

Wed

木

６月20日〜23日

墨彩画教室 防

午後１時30分～３時

ピアノレッスン 防
午後１時30分～６時

26

午後１時～５時

ガールズ
ダンス教室(大人)

防

午後１時30分～３時

防
リズムトレイン
江府ストリートダンス
午後６時30分～８時

陶芸教室
(広域隣保館活動)

創

27

パッチワーク 防
教室(自主)

28

消費生活相談

役

補聴器相談

福

午前９時～午後４時

午後１時30分～３時30分 【中国補聴器】

創 ＝高齢者創作館

Fri

土

16

日

Sat

17

防
自活導体
サークル

ピアノレッスン

フラダンス 防

(広域隣保活動)
(本町５丁目集会所)

午前９時～12時

午前10時～11時

役 ＝江府町役場本庁舎

Sun

18

防

カラオケ教室

午後２時～３時30分

創
陶芸教室
(広域隣保館活動)

午後１時30分～４時

午後７時～９時

午後７時～９時

22

社交ダンス教室 防
午後２時～４時

リズムトレイン江府 防
ストリートダンス
午後６時30分

エコクラフト教室

午前９時30分〜午後４時

29

農地相談会 開
午後１時30分～４時

23

24

防
自活導体
サークル

ピアノレッスン 防

日本舞踊教室 防

午後１時30分～３時30分

和紙折紙教室 防

午後７時～９時

30

自活導体
サークル

25

午前９時～12時

午前10時～11時

防

明徳学園

６月15日(木)

午前10時～11時

午前９時30分～11時30分

ピアノレッスン 防

午後７時～８時30分

午後１時30分～６時

7月
月

創

(広域隣保活動)(本町５丁目集会所）

午後７時～８時30分

押し花教室 防

陶芸教室

補聴器相談 福
【トーシン補聴器】

大正琴教室 防

防
ガールズ
ダンス教室(大人)

防

午後１時～４時

21

午後１時30分～３時30分

金

書道教室

午後１時～３時

町内の各事業所で江府中学校2年生が職場体験を
します！元気いっぱいの中学生をみなさん応援
してください！

20

Thu

15

ワクワクこうふ(中学生職場体験学習)

19

福 ＝総合健康福祉センター

防 ＝防災情報センター

Mon

火

Tue

開 ＝山村開発センター

水

Wed

福 ＝総合健康福祉センター

木

Thu

金

創 ＝高齢者創作館

Fri

土

役 ＝江府町役場本庁舎

日

Sat

1

ピアノレッスン 防

Sun

2

午前９時～12時

いけばな教室

(広域隣保活動)
(本町５丁目集会所)
午前10時～12時

3

4

防
ガールズ
ダンス教室(大人)

5

大正琴教室 防
午後１時30分～３時

リズムトレイン江府 防
ストリートダンス

午後１時30分～６時

エコクラフト教室

午後７時～８時30分

午前９時30分～午後４時

ピアノレッスン 防

午後７時～８時30分

奥大山カフェ 防

10

押し花教室
午後１時～５時

防

絵手紙・油絵教室 防
午後１時30～３時30分

防
ガールズ
ダンス教室(大人)

11

パッチワーク教室 防
(年間)

午後１時30分～３時30分

12

人権行政相談 防
午前９時～12時

午後１時30分～６時

《6月の納税は》
町
県
民
税
国 民 健 康 保 険 税
介
護
保
険
料

１ 期
１ 期
１ 期

8

ピアノレッスン 防

9

午前９時～12時

14

防
自活導体
サークル
午前10時～11時

15

ピアノレッスン 防

16

午前９時～12時

いけばな教室 防
午後７時～８時30分

ぐち
と

５

皓介

培生

月届 ︵敬称略︶

男

歳

名︶︵性別︶︵保護者︶

かい

楷斗

人の動き

い

井口

◎お誕生おめでとう

用

住(所︶ ︵氏

美

義枝

82 78

◎ごめい福を祈ります

藤原

住(所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
池の内 南波 陸伸
歳
寿規

池の内

ご寄付

５

社会福祉協議会に次の方からご寄付を

本人退院

本人退院

いただきました︒︵ 月分︶敬称略

◎見舞い返しとして

井上あけみ

田

荒

福治

平成29年６月号

防
自活導体
サークル

今月の国民年金
納付期限 ６月分 平成29年７月31日まで

小椋

23

エコクラフト教室
(広域隣保活動)
(本町５丁目集会所)

下蚊屋

（前月比＋121万円）

リズムトレイン江府 防
ストリートダンス

本人退院

延寄付金額 203万円

午後２時～４時

自伸

（前月比＋99件）

13

社交ダンス教室 防

中尾

延申込件数 171件

(広域隣保活動）
(本町５丁目集会所）

尾之上原

6 1

◎香典返しとして

年
平成29
月 日
現在

妻昭子死去

ふ る さ と 納
税

善人

応援ありがとうございます！

安田

）は前月比

大河原

5月末現在（

7

午前10時～11時

午前９時30分～午後４時

納期限は６月30日(金)です。（口座振替は６月30日）

■まちの人口 3,077人（＋1）
男 1,440人（＋1）
女 1,637人（±0）
■世帯数
1,078世帯（＋1）

午後６時30分～８時

午後６時30分～８時

ピアノレッスン 防

午後７時～８時30分

6

〜お地蔵さま絵画コンクールで見事受賞！〜
５月14日(日)、大山町大山寺で「第２回大山
お地蔵さまフェスティバル」でお地蔵さま絵画
コンクールの授賞式が開かれ、応募総数550点
の中から子供の国保育園の佐々木彩加さんが描
いたお地蔵さまの絵が見事江府町長賞を受賞さ
れました。
この絵を書くために、子供の国保育園では大
山寺までお地蔵さまを見学に行ったそうです。
佐々木さんは「これからもたくさん絵を描い
ていきたいです。」と話されていました。

▲お母さんと一緒に

受賞を喜ぶ彩加さん

佐々木彩加さんの描いたお地蔵さまの絵

三 行 詩

〜みんなで話そう！
家族の絆・我が家のルール〜

早希

はずかしくて

﹁いつもありがとう﹂

そう言いたくても

でも心の中で思っているよ

その言葉が伝わるといいな

伝わるはずだ

下村

江府町

だって親子なんだから

江府中学校２年

江府中学校の国語の授業の中で作成した三行詩

を今月から紹介していきます︒この三行詩は中学

生が普段伝えることのできない家族への感謝の気

持ちを詩として表現したものです︒

町報こうふの最新号やバックナンバーは
江府町ホームページで！
ＵＲＬ：http://www.town-kofu.jp
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