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この報告会の様子は
動画サイトyoutubeで
ご覧いただけます。

年９月議会で庁舎整備

庁舎整備にかかる
経過について
①平成

月議会で﹁庁舎整

の検討を開始することを議会

年

に説明︒
②平成

備基本構想﹂と候補地３案

︵ＪＡ江府支所購入︑旧江府

中学校跡地建築︑現本庁舎建

年１月議会で候補地１

替え︶を提示︒
③平成

案︵ＪＲ江尾駅横駐車場地建

年１月

日︑ 日に住

築︶を追加し︑合計４案を提案︒
④平成

民説明会を実施し︑候補地４

案や概算事業費について説明

年３月議会で庁舎建設

し︑ご意見を伺う︒
⑤平成

の位置は 旧江府中学校跡地 ｣
｢
年までに建設す
とし︑平成

ることに決定︒
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江 府 町 役 場新庁舎関連報 告

建設予定地が旧江府中学校跡地に決定
江府町役場の庁舎整備について︑平成
年３月議会で決

年までに﹁旧江府中学校跡地﹂に庁舎

を整備することが平成
定しました︒
庁舎建設地については江府町議会議員

28

28

平成32年

平成31年

平成30年

で組織された﹃庁舎等公共施設建設庁舎
特別委員会﹄の中で議論され︑旧中学校
跡地は町有地であることや国道１８１号
と接しており交通の便が良いこと︑また
分庁舎を解消できることなどが評価され
ました︒
また国が新たに庁舎整備に対する支援
年までの建設が決定しました︒

制度を設けたため︑この事業が終了する
平成
なお４月１日︑２日には住民説明会を
開催し︑建設予定地決定までの経過や今
後の予定などを説明しました︒参加者か
らは﹁分庁舎を解消した場合︑それらの
施設はどのように活用していくのか﹂
﹁江尾の町中から庁舎が移動すると︑通
いにくくなるのでは﹂などご意見をいた
だきました︒説明会の様子は動画サイト

29

29

ユーチューブで公開しています︒
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▲現在の旧江府中学校跡地

今後の庁舎整備スケジュール

庁舎の利活用について住民と
の意見交換

庁舎設計

庁舎建築

新庁舎完成

暮らしの困りごとや江府町シルバー
人材センターへの依頼は江府町社会
福祉協議会へ
江府町ボランティアセンターが
開設しました！

４つのサロンで
閉じこもり防止！
認知症予防！
家ばかりに閉じこもっていま
せんか？
閉じこもりは認知症の進行を
早めます︒江府町社会福祉協議
会では︑閉じこもらず︑認知症
を予防するため︑４つのサロン

江府町社会福祉協議会は︑日本財団の助成を受け︑
﹁支え愛センター﹂を改修し︑﹁ボランティアセン

に取組みます︒どなたでもお気
軽にご利用いただけます︒

ター﹂を開設しました︒
買い物・移動手段・担い手不足など︑暮らし難さを感
じているお年寄りも増えて来ましたが︑それでも多くの
方は江府町で暮らしたいと願っておられます︒地域で安
心して暮らしていくために︑サービスの充実と住民同士

何でもお気軽に
ご相談ください
江府町社会福祉協議会

☎75－2942

の支え愛が必要になっています︒
﹁ボランティアセンター﹂は︑住民の困りごとの相談
窓口です︒相談の内容により︑制度やサービス︑ボラン
ティアを紹介します︒何でもお気軽にご相談ください︒
また４月から江府町シルバー人材センターの事務局が

平成29年４月号
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江府町社会福祉協議会に変わりました︒ これからも引き
続きよろしくお願いします︒

ボランティアセンターの
ボランティア募集中です。

まちなかサロン

神奈川交流サロン

(江府町社協のとなり)
ボランティアセン
ターを交流の場とし
て開放しています。
古民家風になってま
す。

(あいきょう神奈川店となり)
4/3（月）OPEN
買い物帰り・バスの
時間待ちなど、自由
にご利用ください。

俣野いこい広場

ほっとサロン

(旧俣野小学校)
社会福祉協議会と住
民ボランティアさん
が一緒に運営します。

全集落に出向き開催
します。体操やゲー
ムなどを行います。
福祉マップにより地
域の支え愛も話し合
います。

まちの話題

第７回きぬむすめ栽培コンテスト 阿部朝親さんが優秀賞受賞！
２月28日(火)、湯梨浜町ハワイアロハホールで「第７
回きぬむすめ栽培コンテスト」の表彰式が行われ、阿部
朝親さん（奥大山プレミアム特別栽培米研究会）が優秀
賞を受賞されました。
このコンテストは鳥取県産の「きぬむすめ」のブラン
ド化を図るため、一層の高品質化を目指して開催されて
いるもので、県内各地より81点が出品されました。
阿部さんは「きぬむすめの栽培は初めてで戸惑うこと
も多かったが29年産ではさらに高品質で美味しいお米を
目指して頑張りたい」と喜びを語っておられました。

▲優秀賞を受賞された阿部朝親さん(写真右)

第５回知的書評合戦ビブリオバトル in 江府
３月５日（日）江府町防災・情報センターで「第５回
知的書評合戦ビブリオバトル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参し、５分間
で紹介し、会場のみなさんが一番読みたくなった本を決
めるというイベントです。
今回は高校生を含む５名の発表者が集まり、好きな本
への想いを語りました。この日のチャンプ本には井上裕
吉さん(荒田)が紹介された「一九八四年」に決まりまし
た。主催者の江府ビブリオバトル実行委員会会長の梅林
一之さんは「今回初めて高校生も参加され、幅広い年代
が一緒になって楽しめるビブリオバトルはとても良い交
流の場になっている。今後も継続していきたい。」と話
されました。

▲本に対する熱い想いを発表する参加者

第８回「福祉・心ふれあう笑談会」開催
３月17日(金)、尚仁福祉会２階会議室で江尾老人クラ
ブ江美寿会主催の第８回「福祉・心ふれあう笑談会」が
開催され、約20名が参加されました。
会では尚仁福祉会の職員さんを講師に迎え、介護保険
に関する勉強会や参加者も一緒に身体を動かしながら転
倒・骨折などの予防体操を行いました。
江美寿会会長の川上博久さんは

動画で町報こうふ!

「みんなで集まって楽しく活動でき
ることが元気につながると思う。今
後もこういった取組を続けていきた
い」と話されました。

この様子は動画サイト
y ou t u b eでご覧いただけ
ます。

▲転倒防止のため、座ってできる簡単な体操で筋力アップ！

平成29年４月号

4

まちの話題

地域おこし協力隊合同報告会『私たちのキセキ』
３月23日(木)、江府町山村開発センターにおいて江府
町地域おこし協力隊合同報告会「私たちのキセキ」が開
催され、町で活躍中の地域おこし協力隊８名の内、７名
が活動内容を報告しました。
協力隊８名の内３名は、３年間の任期を終了し協力隊
を卒業となりましたが、３名とも町に残る道を選んでく
れました。新たなスタートを切る３名

動画で町報こうふ!

と、江府町地域おこし協力隊に、変わ
らぬご支援をお願いいたします。
この様子は動画サイト
y o u t u b eでご覧いただけ
ます。

▲約30名の町民が報告会に参加しました

江府町文化協会・生田奨さん(武庫)

▲表彰式の様子

日本海新聞ふるさと大賞を受賞

３月13日(月)、江府町役場で『日本海新聞ふるさと大
賞2016』の表彰式が行われました。江府町からは地域
貢献賞に江府町文化協会（会長 手島征夫さん）、ス
ポーツ功労賞に生田奨さん（武庫）がそれぞれ選ばれま
した。
江府町文化協会は団体・個人の会員展開催や本町の春
の風物詩である「奥大山ひなまつりコレクション」など
で江府町の文化・芸術の発展に貢献されました。
また生田奨さんは米子松蔭高校男子ソフトテニス部
キャプテンとしてチームを牽引され、昨夏の全国総体で
は団体戦で県勢として８年ぶりの16強に進出するなど全
国の強豪校を相手に素晴らしい成績を残されました。

池の内自治会で公民館を一部改修（宝くじコミュニティ助成事業）
コミュニティ助成事業では、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
連携意識向上を目的に助成を行っています。
このたび、池の内自治会では老朽化が進む公民館の
一部改修を行いました。
集落行事や子供会、老人会等で利用する公民館の

改

修を行い、子供から大人まで誰もが安心して、利用でき
る環境を整えました。
今後、各行事を通じて、地域コミュニティと世代間交
▲池ノ内公民館
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流のますますの活性化が期待できます。

地域おこし協力隊通信

片岡

薫哉

◆私にとっての江府町

雨宮

達樹

私にとっての江府町とは︑私が３年間で接して

きた町民の皆さんそのものだと思います︒私を含

め︑江府町に観光や移住を考えてやってきた人に

本格的に動き出すと︑

売りました︒協力隊が

り︑みちくさで野菜を

号に乗って町内をまわ

と思いま
をしたなあ …
す︒研修ではひまわり

みると︑いろいろな事

３年間を振り返って

いくと信じています︒

そしてその積み重ねが江府町をより良い町にして

ということにつなげることが出来ると思います︒

だったな︒また行ってみたいな︒住んでみたいな︒

しいです︒たったそれだけで︑江府町って良い所

者に対して偏見を持たずに暖かく接してあげて欲

と感じました︒江府町は今後ますます移住者や観

の人にとっての江府町の記憶になってしまうのだ

とっては︑江府町で出会った人と接した時間がそ

保育園でものづくり教

ができたのは︑協力隊としても社会人としても︑

ゆるキャラを自作したり ︒
…
特に最後の１年で︑町の社会教育に関わること

にありがとうございま

かげです︒３年間本当

来たのは︑私に良くして下さった町民の方々のお

町内や町外でみかけたら気軽に声をかけてくださ

住します︒これからは

４月からは︑
鳥取県の職員として活躍されます︒

お願い致します︒

府町民としてよろしく

てではなく︑一人の江

地域おこし協力隊とし

されます︒

４月からは︑
江府中学校の学習支援員として活躍

い︒今までありがとうございました︒

も う 活 動 を し ま せ ん が ︑ 引 き 続 き で き る こ と は ︑ した︒私は協力隊の任
新しい仕事をしながら継続していこうと思います︒ 期終了後も江府町に定

とても貴重な経験ができました︒協力隊としては

光客の方が増えていくと思いますが︑そんなよそ

室﹁つくってあそぼう﹂を毎月したり︑非公認の

最後に …
私が３年間協力隊を辞めることなく︑
江府町を出て行くことなく活動を続けることが出

上谷 美波

◆協力隊活動を振り返って

〜初期メンバーの３名が協力隊を卒業〜
◆無限大の可能性
協力隊任期中は様々
な方に大変お世話にな
りました︒深くお礼い
たします︒
農事組合法人宮市の
農業班としてお米の管
理について︑お味噌の
製造や販売について関
わらせて頂いてその中
で江府町ならではのいいところや農業のこれから
について考えさせて頂く機会もありました︒
江府町の農業の可能性は無限大にあり︑ストー
リーセールスをするのにも最適な環境だと思って
います︒来年度以降も特産物の加工等で農業に関
わっていきたいと思っております︒
一人の町民として︑一人の移住
者として今後ともよろしくお願い
いたします︒
４ 月 から は ︑社 会 福 祉 法 人 尚 仁
福 祉 会とＮＰＯ法 人 奥 大 山 倶 楽
部で活躍されます︒
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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〜

29

動画で町報こうふ!

前回の報告会の様子は
動画サイトyoutubeで
ご覧いただけます。

さて︑半年間の私たちの活動の中
で３０００人の楽しい町にするため
に見えてきたことがあります︒
①対話の場づくり
３０００人いれば３０００通りの
﹁楽しい﹂がある︒それをどう組み
合わせるのか︑優先的に何をするの
か︑自由に意見を言える雰囲気の中
で決めていくことが求められる︒
②役場の業務改善
日々住民の方から役場に寄せられ
る多様なニーズ︒一方で現状は職員
もいっぱいいっぱい︒住民ニーズの
実現の為には職員がいきいき働ける
業務改善も必要︒
③情報の共有
つい後回しになりがちな情報共有︒
しかし︑まちづくりは﹃みんな﹄の
もの︒﹃みんな﹄を作るには︑情報
を流し共有すること︒情報が参加の
意識を育む︒
今後はこの３点を少しずつ具体化
していく活動をしていきます︒まだ
まだ始まったばかりでじわじわとし
か変わらないかもしれません︒でも
確実に変わります︒

﹁３０００人の楽しい町﹂
プロジェクトチーム報告

すので︑ご理解とご協力をよろしく
お願いします︒
そして︑これも３月議会でご承認
いただきましたが︑新しい役場庁舎
の整備場所が︑旧江府中学校跡地に
決まりました︒長年の懸案事項の解
決に向けた一歩を踏み出すことにな
りました︒今後は︑町民の皆さんや
職員の声も伺いながら︑新庁舎の整
備内容について検討を重ねてまいり
ます︒平成 年度中に整備内容を固
め︑平成 年度には設計に着手した
いと考えておりますので︑積極的な
ご意見︑ご提案をいただければと思
います︒
また︑この時期には卒業式︑入学
式︑送別会︑歓迎会等︑数多くの別
れと出会いの場面があります︒役場
も人事異動等により︑新しい顔ぶれ
で町民の皆さんと向き合っていきま
す︒常に﹁住民目線﹂で仕事に取り
組んでまいりますので︑温かい気持
ちで叱咤激励をいただきますようよ
ろしくお願いいたします︒

今年度最後の公開会議では﹁みん
なで話し合いをしながら町の方向性
を決めよう﹂というゲームをやって
みました︒
たくさんの事業を限りある予算の
中でどのように行っていくかという
もので︑事業を組み合わせて行うこ
とで効果があがるという意見もあり
ました︒
今後もたくさんのアイデアが生ま
れる自由な話し合いの場所を地域で
グループで作っていけたらいいなと
思っています︒

平成29年４月号
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﹃気持ち新たに
新年度のスタート﹄
奥大山ひな祭りコレクション２０
１７のスタートされた日にこの原稿
を書いています︒江府町の春の風物
詩になったこのイベントを見るため
に訪れた多くの人で︑江尾の町はに
ぎわっています︒まだ雪の残ってい
る集落もあるようですが︑いよいよ
江府町も本格的な春を迎えます︒
新年度がスタートすると︑３月に
開催された定例町議会でお認めいた
だいた平成 年度当初予算の執行を
速やかに行なっていかなければなり
ません︒目玉となる事業の一つが集
落の総合点検です︒これは︑役場職
員が班を編成して︑集落に出かけて
行き︑生の声を伺いながら︑課題の
共有︑解決策の検討などを行うもの
で︑班編成した職員が責任を持って︑
受け持った集落の後押しをしていく
仕組みです︒町民の皆さんと行政が
一緒になってこれからの江府町づく
りに取り組んでいけるよう努力しま

▲半年間の活動報告を行いました

白石町
コラム長
Vol.8

シリーズ

〜空き家について考えよう〜

Part
９

江府町の空き家の調査を終え、空き家バンク登録の促進や空き家の利活用の対策と同時に移住定
住をすすめています。
今月号はそんな空き家を様々なカタチで再生した事例をご紹介します。
江府町の魅力である、きれいな水と人の温かさに感銘され、東京から移住して来られ空き家に入居
されたご家族や、町民ワークショップから生まれたまちづくりを行う民間団体の方々による、空き
家を活用したイベントが実現しました。皆さんの江府町を愛する熱い想いがカタチになりました。

ひなまつりコレクションでの「駄菓子屋

うまいBAR」開催

今回のこの駄菓子屋は、｢こうふくらしっく♪｣
という、まちづくりを行っている民間団体の皆
さんが主催でおこなわれました。
「こうふくらしっく♪」とは役場主催の町民
ワークショップで集まったのをきっかけに、町
民ワークショップが終了してからも、引き続き
集まり、まちづくりについて話合いを続けてい
ます。月に１回程度集まり、まちの困りごとに
対し、自分たちで解決する方法を考え、実践し
ています。
その中の一つの意見として、街中のにぎわい

まずは掃除から!!

みんなで準備も頑張ります

を目的とし空き家を活用して、定期的に自分た
ちでお店を開けないかと話合い、今回のこの駄
菓子屋を実験的に取り組みました。
当日は「ひなまつりコレクション」で街中が
町内外の大勢の人でにぎわいました。
「駄菓子屋

うまいＢＡＲ」にも親子づれや友

達同士でのお客様がお店に入りきらない程の大
盛況！！
駄菓子を計算しながら楽しそうに選ぶ子供や
当てくじに夢中で何度も挑戦する子供が次々と
訪れました。
楽しそうな笑い声が町中に響き、元気な江府町
の姿を見ると嬉しい気持ちになります。

空き家が人の笑顔が集う場所になりました

空き家は様々な活用方法により、町民の皆さ
んが交流できる場所、町内を元気にしていく拠
点として活動できる場所となるのです。

平成29年４月号

8

〜空き家への移住者インタビュー〜

梅さんご家族

江府町の
「温かい人」
と
「豊かな自然」
に
ひかれて移住しました！
梅さんご家族は、毎年開催されている東京の移住相談会をきっ
かけに江府町への移住を決められ、下安井の空き家に入居し、新
たな生活をスタートされました。江府町での暮らしについて、梅
さんご家族のインタビューをお送りします。
―移住を考えられたきっかけは？
二人とも東京でそれぞれ仕事をしていましたが、
子供が産まれたことをきっかけに、東京での保育園
の入園の状況や環境を真剣に考えるようになりまし
た。
子育ては絶対、自然が豊かな環境でのびのびとし
たいと思い始め、自分たちで色々と調べたり、実際
に現地に行ってみたりしていました。
―移住地に江府町を選んだ理由は？
東京の移住定住相談会で江府町の事を知り、お話
を聞いていくうちに興味をもちました。自分たちが
考える環境と近いと感じ、是非実際に行きたいとい
う思いから相談会の１カ月後の７月に江府町へ家族
で視察！
第一にお水がとってもおいしい。そして保育園、
小学校の見学とお話を聞き教育環境も理想に近かっ
たことが最大の決め手でしたが、実際に町内をま
わって 「人は少ないけど、とっても温かい。元
気。」そんな印象に気持ちが固まりました。
―東京の暮らしに比べてどうですか？
買い物が遠くて不便かなって思ってましたが、ま
とめ買いするようにすると、無駄な物を買わなくな
り、本当にお金を使わなくなりました。(笑)
その反面、車がないと生活できないので、いまま
でなかった車に係る経費が増えましたね。
でも、外に出て目の前にビルが並んでない、広々
とした空間は何にも変えることができない魅力です。

―江府町の暮らしで困ったことは？
12月に引越ししたので、ものすごい雪に驚きで、
雪かきの大変さを痛感しました。今年の大雪を体験
したので、来年からは大丈夫だと思います。
町内のイベントに参加させていただいて、お知り
合いになった方々に、色々な面で助けていただいて
本当に助かってます。ですから困りごとはその都度
解決しています。
―空き家での生活はいかがですか？
最初は、町営住宅に入居しましたが、空き家の物
件を紹介していただき家の中や集落の環境など見さ
せていただきました。広々とした景観やご近所の
方々の温かさを感じ入居しました。
ご近所の方から、いつも頂き物をして恐縮ですが、
皆さんに気にかけていただいて感謝しています。空
き家に入ってから、江府町で生活してるんだなぁと
いう気持ちを強く思うようになりました。
―今後江府町でしてみたいことはありますか？
子供がもう少し大きくなったら、町内でしておら
れる剣道やダンスはさせたいと思っています。
スキー場が近くにあるので来シーズンは絶対にソリ
デビューしたいです。

●PROFILE●
梅 智彦（44）
出 身 地 東京都
家族構成 妻：靖子さん（29）
長女：綾花ちゃん（１）
綾花が４月から保育園に入園しま
した。親子共々、皆さんよろしく
お願いします。

●お問合せ：奥大山まちづくり推進課
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江府町へ移住された梅さんご家族

☎75-3222

江府町の魅力をいち早く発見してい
ただいた梅さんご夫婦に、町内のつな
がり、人の温かさを再発見させていただ
きました。
とても優しくて温和なご主人と、明
るくて美人な奥様の素敵なご夫婦です。
町内で見かけられたら是非、お声を…。

FAX75-3455

k̲sans@town‐kofu.jp

学校地域協同本部事業

出来ることから始める学校支援

学校支援ボランティアの特色
●学校の要請に応じて、出来る人が、出来るときに、出来ることを支援します。
●ボランティア自身の経験や学習成果を活用する場が広がります。
●子どもが地域の大人とふれあう機会や多様な経験をする機会をつくることで、
子どもの生きる力を育てます。

学校支援ボランティアでは今年度はこんな活動をしました
毎月：図書ボランティア

11月：ふれあいの花活動

5月：稲の手植え体験

10月：家庭科裁縫実習

1月：スキー指導

2月：俳句をつくろう

平成29年４月号
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まちの教育

図書館だより
新

着

図

書

お

※この一覧は新着図書の一部です。

＊一般書

平 日
土日祝

開館時間

この嘘がばれないうちに／川口俊和
シンデレラの告白／櫻部由美子
ねないこはわたし／せなけいこ
おかん飯(３)／西原理恵子
似ている英語／おかべたかし
くらべる時代＊昭和と平成／おかべたかし
世界一美しいふるまいとマナー／諏内えみ
世界一美しい食べ方のマナー／小倉朋子
幸せは自分の中にある／ベニシア・スタンリー
初女さんが子育てについて伝えたいすべてのこと／佐藤初女
はじめての可憐のつまみ細工／藤川しおり
縁側のある家と暮らし／エクスナレッジ
有機・無農薬＊野菜が甘く育つ土づくり／学研プラス
１株でもたっぷり収穫！小さな畑の野菜づくり／学研プラス
やさしく学ぶ菜園ＤＩＹ入門／和田義弥

知

ら

8:30〜19:00
8:45〜17:30

せ

春の行楽に♪旅行ガイド特集
おでかけのしやすい気候になりました♪登山、ピク
ニック、観光、お買い物、食べ歩きetc…行楽のお伴に
旅行ガイドはいかがですか？この春、中国四国地方と
主要都市を中心に旅行ガイドの所蔵を増やしました！
この機会に是非ご活用ください。

新着図書＊ピックアップ紹介
『似ている英語』おかべたかし

＊児童書

マウスもラットも両方「ねず
み」？日本語では同じでも、英
語では別のことば。写真で直感
的に理解できる写真集。『目で
みることば』『くらべる東西』
等もオススメ！

先生、しゅくだいわすれました／山本悦子
超高速！参勤交代／土橋章宏

＊絵本
みつけてん／ジョン・クラッセン
中をそうぞうしてみよ／佐藤雅彦
きゃべつばたけのいちにち／甲斐信枝

〜 ハッピー ダイアリー 〜

キミー先生の Happy Diary ８

キミー先生のHappy Diaryの
動画ができました！

Hello again!
Recently, some of you may have seen me walking around Kofu with crutches. A few weeks ago,
while I was feeding the koi that live in the pond behind my house, the platform I was standing on
broke, causing me to fall into the pond and hurt my foot. I was really scared! According to the
doctor I went to, there is a crack in one of the bones in my foot. Walking is painful, so everything
is suddenly very difficult for me, but I hope the injury will get better soon.
※動画サイトユーチューブで
Anyway, the school year in Japan is coming to an end. Time sure flies! It feels as if I haven t been
「キミー先生のハッピーダイアリー」で検索！
here in Kofu for very long at all. Still, I was very emotional watching the third years graduate, at
both the junior high school and the elementary school. The graduation ceremonies were very different from what I am used
to seeing in America. In America, graduation ceremonies are usually much louder and more relaxed. Though the graduation
ceremonies I saw here in Kofu were more serious, I found them very moving and even cried a little bit. I felt very proud. It
was more emotional for me than my own graduation!
To the students who graduated, congratulations! Do your best in the next school year, and keep on studying English!
And to everyone else, see you next month!
- Kimmy
みなさん、こんにちは。
みなさんの中には私が松葉杖をついて町内を歩いている姿を見かけた方もいらっしゃるのではないでしょうか。２，３
週間前に、下宿の裏にある池にいるコイにえさをやろうとしていたとき、私が立っていた踏み板がこわれ、池に落ちてし
まい、そのはずみで足に怪我をしました。ほんとうに怖かったです。医者の診断では、足の骨にひびが入っているそうで
す。歩くと痛いので、日常生活のすべてが急にとても不便になってしまいました。でもこの怪我ももうすぐ良くなると思
います。
ところで、３学期ももうすぐ終わろうとしています。本当に時間が経つのは早いものです！江府町にやって来てからも
うそんなに時間が経ったなんて信じられません。それにしても、江府中学校と江府小学校の卒業式はとても感動的でした。
日本の卒業式はアメリカの一般的な卒業式とはとても違っています。アメリカの卒業式と言えば、随分騒がしいですし
もっとくつろいだ雰囲気で行われます。江府中学校や江府小学校での卒業式は厳かな雰囲気でした。私はとても感動して
少し涙が出てしまいました。とても誇らしく感じられました。自分自身の卒業式よりも感動的なものでした。
卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます！次年度もどうかベストを尽くしてください。そして英語の学習も続
けてください！
それではみなさん、来月またお会いしましょう！
キミーより
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奥大山ひなまつりコレクション2017

３月26日(日)から４月２日(日)まで江尾のまちなかを華やかに色どり、たくさんのお客さんをもてな
した『奥大山ひなまつりコレクション2017』。地域の方々の協力もあり、にぎやかなイベントとなり
ました。

缶バッジデザインコンテストの入賞者のみなさん

平成29年４月号
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なかなかお目にかかれない昔の人形もたくさん展示されました

友達と一緒にスタンプラリー♪
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子どもたちの笑い声でいっぱいになった『駄菓子屋うまいBAR』

農業委員会だより

江府町農地賃借料情報について
農地法第52条の規定に基づき、農地法及び農業経営基盤強化促進法により賃借された平成
28年の賃借料を集計したものを情報提供します。賃借料を決定する際の判断材料としてご活
用ください。
なお、この「賃借料情報」は実勢の集計値であり、あくまでも目安ですので、対象となる農
地の条件等により当事者間の話し合いにより、決定してください。
平成28年１月から12月までに締結された賃貸借における賃借料水準（10ａあたり）
【田 (水稲)】
平均額(円)

最高額(円)

最低額(円)

データ数

備 考

5,400

8,000

3,000

198

使用賃借(無償)65件

平均額(円)

最高額(円)

最低額(円)

データ数

備 考

5,200

6,000

4,500

3

使用賃借(無償)13件

【畑 (普通畑)】

※①賃借料の計算に当たっては、平均に比べ著しく差のある特殊な取引データは加えていません。
（平均額の算出にあたって、無償（使用貸借）
はデータ数から除いています。）
※②データ数は、集計に用いた筆数です。
※③賃借料を物納支給（水稲）
としている場合は、30㎏当たり5,000円に換算しています。
※④金額は算出結果を四捨五入し、100円単位としています。
（100円未満四捨五入）

江府町農業者年金友の会総会を開催
４月７日(金)、休暇村奥大山で、江府町農業者年金友の会
総会（会員65名、伊達教行会長）が開催されました。今回
参加された方は10名でしたが、昨年の事業報告・決算、今
年度の事業計画案・予算案などと議題が進みました。総会
終了後の研修会では、松原憲治農業委員会長による｢新たな
農業委員会制度、農地中間管理事業について｣の講演が行わ
れました。年金友の会会員のみなさんは、日頃から体を使っ
てこられた方々であり、特に参加された方はとても元気
で、その後の懇親会でも活発な意見交換が行われました。

４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４月27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

農業委員会事務局

農業委員会総会（３月10日（金）開催）
審議案件すべて承認されました。
農地法第5条第1項の規定による許可申請について
１件
非農地証明の申請について
２件
国土調査法に基づく地籍調査に係る地目認定について ２件
農地利用集積計画（案）について
５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
平成29年４月号
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農業委員会だより

農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員の
応募等の状況の公表について
平成29年３月１日から３月31日まで募集した、江府町
農業委員会の委員と農地利用最適化推進委員の応募等の
状況については、農業委員会等に関する法律第９条第２
項及び同法施行規則第６条第１項の規定によって、次の
とおり平成29年３月31日現在の推薦及び応募の状況を公
表します。

農業委員
（定員11人）
推薦を受けた者 ３人
応 募 を し た 者 １人
農地利用最適化推進委員
（定員５人）
推薦を受けた者 １人
応 募 を し た 者 ０人

江府町農業委員会委員及び
農地利用最適化推進委員の再募集について
平成29年３月１日から３月31日まで募集をしましたが、募集人数に満たなかったことか
ら、次のとおり再募集します。
■ 募集の内容
【募集人数】
・農業委員
７人（うち中立委員１人を含む） （定員11人）
・農地利用最適化推進委員 ４人
（定員５人）
・任期
平成29年７月20日から平成32年７月19日まで（３年間）
※農地利用最適化推進委員は委嘱日から平成32年７月19日まで
・身分
江府町の特別職の非常勤職員
・委員報酬
（農業委員の報酬月額）
会長 41,300円、職務代理者 32,000円、委員 26,800円
（農地利用最適化推進委員の報酬月額）
農地利用最適化推進委員 26,800円
【推薦及び応募に係る手続き等】
規定の様式に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、郵送又は持参によって提出してく
ださい。なお、提出された書類は返却しませんのでご了承ください。
様式の入手方法
次の窓口のほか、江府町ホームページからもダウンロードできます。
・江府町農業委員会事務局又は農林産業課（江府町山村開発センター１階）
・江府町ホームページアドレス
http：//www.town-kofu.jp/
【受付期間】
平成29年４月17日(月)から平成29年４月28日(金)まで【当日消印有効】
【推薦・応募に係る書類の提出及び問い合わせ先】
江府町農業委員会事務局
電話番号 0859−75−6620
江府町農林産業課
電話番号 0859−75−6610
〒689−4401
江府町大字江尾502番地 江府町山村開発センター内
15
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まちのお知らせ

ご相談ください
江府町地域包括支援センター

地域包括支援センターは
江尾診療所２階にあります。

地域包括支援センターは
総合相談窓口です

高齢者の皆さんやその家族、近隣に暮らす人の介護
に関する相談や、心配事、健康や福祉、医療や生活
に関することなどご相談ください。

自立した生活のお手伝い

高齢者の方が自立した生活を続けるために「介護予
防事業」をおこなっています。

☆閉じこもり予防のために
・ほっとサロン（社協と共催）
・江美の会

☆口腔機能向上のために
・ぼちぼち倶楽部
・えんげ評価・支援のための訪問

☆運動機能向上のために
・ウエルビクス運動グループ など

☆介護家族支援
・家族の会(認知症の人の介護者)
・低所得の方への介護用品の支援

☆もの忘れの相談
・もの忘れ外来
☆グループ支援
・いどばたグループ支援事業
・介護予防教室（地域に出張します）
教室内容はご相談ください。

☆安心・安全（独居高齢者等）
・安心ホットライン
・社会福祉協議会活動（見守り訪問など）の
支援、連携
・あいきょう見守り訪問の支援、連携

要支援１・２、事業対象者の方は、介護保険の介護予防サービスを利用できます。（事業対象者は
予防サービスの一部）

みなさんの
権利を守る
お手伝い

高齢者のみなさんが安心していきいきと暮らすため
に、みなさんの持つさまざまな権利を守るお手伝い
をします。
〇虐待の早期発見・予防 〇消費者被害の予防・相談
〇成年後見制度：成年後見制度は物事を判断する能
力が十分でない方の権利を守る援
助者を選び保護・支援します。

お気軽にご相談ください！
相談・連絡先
江府町地域包括支援センター(福祉保健課)
電話：７５－６１１１

平成29年４月号
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人

事

異

動（４月1日付）
（

【課長級】
総務課長

新規採用職員紹介

）は異動前

池田

健一（総務課財務・危機管理担当課長)

総務課庁舎・財務担当課長 奥田

慎也（総務課庁舎・広報担当課長)

農林産業課課長参事・農業 石原由美子（総務課庶務・人権同和対策担当課長)
委員会事務局長（併任)
農林産業課長

下垣

吉正（農林産業課長・農業委員会事務局長(併任))

教育課長

川上

良文（福祉保健課長)

福祉保健課長

生田

志保（社会教育課長)

住民課長

日野尾泰司（住民課課長補佐)

総務課

主事

ふじはら

かなで

藤原

奏

【課長補佐級】
福祉保健課課長補佐

原

義博（住民課課長補佐)

奥大山まちづくり推進課 課長補佐 藤原

靖（住民課課長補佐)

出納室課長補佐

浦部

学（福祉保健課課長補佐)

総務課課長補佐

谷口

博志（教育振興課課長補佐)

農林産業課課長補佐

松原

順二（農業委員会事務局主査)
(併任

農林産業課主査)

福祉保健課主査

川上

建設課課長補佐

佐々木康二（出納室主幹)

建設課課長補佐

宇田川

福祉保健課課長補佐

松井

英樹（福祉保健課主幹)

子供の国保育園主査

末次

佳子（子供の国保育園主幹保育士)

福祉保健課保健師
なかがわ

中川

ち

か

知夏

明美（教育委員会事務局主査)
晃（建設課主査)

子供の国保育園保育士

【主幹級】
教育課主幹

道下

隆志（建設課主幹)

住民課主幹

中尾

達治（福祉保健課主幹)

総務課主幹

斉鹿

利恵（総務課主任)

総務課主任

大岩

寛明（奥大山まちづくり推進課主任)

教育課主任

徳岡

美香（福祉保健課主事)

総務課主任

仲田

裕紀（総務課主事)

住民課主任

橋谷

遼（住民課主事)

福祉保健課主任保健師

宮脇

ふじ

い

藤井

さや

か

明佳

【主任級】

圭子（福祉保健課保健師)

子供の国保育園保育士
やま

ね

山根

【主事級】
住民課主事

谷口宗一郎（総務課主事)

教育課主事

川上

【退

み

なみ

美波

派遣

柊維（農林産業課主事)

職】（３月31日付）

教育振興課長

篠田

寛子

住民課長

森田

哲也

総務課統括課長

瀬島

明正
建設課
ふじはら

【派遣解除】（３月31日付）
鳥取県土地改良事業団体連合会 冨田

幸宗（建設課)

藤原

主幹
つよ

し

剛司

(鳥取県土地改良事業団体連合会)
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平成29年４月号

まちのお知らせ

豪雪災害支援金（住居の災害復旧支援）
被害届出受付期間延長のお知らせ
〜４月28日までに〜
町では、この冬の豪雪により被災した住宅を復旧される場合支援金を交付します。
町報３月号では、災害届出書の提出締切日を３月末までとお知らせしておりましたが、４月28日(金)まで
延長します。
支援の内容など詳しくは町報３月号をご覧いただき、期限内に手続きをお願いします。
■提出先あるいはお問い合わせ先

役場総務課（☎75−2211）

猫の不妊・去勢費用の助成を行います！
公益社団法人 鳥取県獣医師会と鳥取県が、猫の不妊・去勢奨励事業を行います。
この事業は1年に2回しか行われず、申し込み期間が限られています。助成を希望される方は、
是非、この機会に以下の方法で申し込みをしてください。
申し込みの対象

鳥取県内にお住まいの方で、猫の避妊・去勢手術を予定されている方
【ハガキで申し込む場合】
①江府町役場 福祉保健課または動物病院で申込用紙を受けとる。

申 し 込 み を
す る に は

②ハガキに必要事項を記入してポストに投函する。
【WEBで申し込む場合】
①パソコンで「鳥取県獣医師会」のホームページ
(http://www.tori-vet.jp/)を検索する。
②必要事項を入力し送信する。

助
成
を
受 け る に は

①助成の対象となった方に、鳥取県獣医師会から「対象通知書」が郵送さ
れるので受け取る。
②県内の動物病院に「対象通知書」を持参して、手術の予約をする。
③手術を受ける。
④手術の通常料金から助成金を差し引いた額を動物病院に支払う。

助

不妊手術（メス）4,000円

成

額

助成予定頭数

去勢手術（オス）2,000円

200頭。申し込みが多い場合は、抽選となります。
申し込み期間：平成29年4月1日〜平成29年5月10日(必着)

日

程

通 知 時 期：平成29年5月中旬予定
手術実施期間：「対象通知書」受け取り後〜平成29年10月31日

問い合わせ先

江府町役場 福祉保健課
（電話番号：0859-75-6111）
公益社団法人 鳥取県獣医師会（電話番号：0857-53-4300）
http://www.tori-vet.jp/
平成29年４月号
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相談や要望を受け付けます

行政相談委員

行政相談委員は、本年４月１日付けで委嘱替えが行われ、本町では井
上あけみさん（荒田）が引き続き委嘱されました。任期は、平成31年3月
31日までです。
行政相談委員は、総務大臣から市町村ごとに委嘱され、無償で、皆さ
んから行政サービスへの要望や暮らしの困りごとをお聴きし、解決のた
めの助言や、関係機関への連絡を行っています。行政相談所は、毎月、
江府町防災・情報センターで開催しています。お気軽にご相談ください。
【問い合わせ先】 江府町役場総務課
☎75-2211
行政相談委員
井上あけみさん

奥大山

消費生活にゅーす

インターネットのトラブル①
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〜

パソコンから警告音が鳴りだした！

パソコンで動画サイトを見ていたところ、突然パソコンから警告音が鳴りだして止まらなくなってしまいました。パ
ソコンの画面には「ウイルスに感染しています」と表示が出ています。
すると「対策をする」と表示されたので、慌てて書いてある電話番号に電話をしました。

どうしたらいいんですか？警告音が消えません！
ウイルス対策が必要です。ソフトをインストールすれば警告音
も消えますよ。ウイルス対策ソフトは1万円。支払いはクレ
ジットカードで払えるので番号を教えてください。

すぐに、指示された通りにパソコンを操作し、遠隔操作でウイルス対策ソフトをインストールし、警
告音や警告表示は消えました。
でも、なぜこんなことになったのかと疑問です。よく考えてみると、ウイルス対策ソフトはもともと
インストール済みになっていたと思いだしました。クレジットカード番号も伝えてしまい、不安です。
困ってしまいました。

対処法

ニセの警告音に注意しましょう！

インターネットでサイトを閲覧中に、突然、警告音が鳴り、「ウイルスに感染した」などの警告が表示されたまま消
えず、画面に表示された電話番号に連絡させてウイルス対策ソフトをインストールし、料金を請求されるという相談が
入っています。画面の連絡先に電話をするのはやめましょう。
警告音や画面表示を消す方法は、独立行政法人情報処理推進機構(I P A )のホームページを参考にしてください。【I P A
情報セキュリティ安心相談窓口：03−5978−7509 平日10時〜12時、13時〜16時】
なお、契約した場合、業者への解約の申し出や、クレジットカード会社への連絡が必要となります。

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４月19日(水)9時〜16時です。
4月からは江府町役場で相談会を開催します。お気軽にお越しください。
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平成29年４月号

まちのお知らせ
協会けんぽ鳥取支部加入者の皆さまへ

平成29年3月分(4月納付分)からの
協会けんぽの保険料率についてお知らせします
健康保険料率
平成29年2月分(3月納付分)まで

平成29年3月分(4月納付分から)

9.96％

9.99％

平成29年2月分(3月納付分)まで

介護保険料率

平成29年3月分(4月納付分から)

1.58％

1.65％

鳥取支部の健康保険料率は変更となります。
介護保険料率（全国一律）も変更となります。皆さまのご理解をお願い申し上げます。
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に介護保険料が加わります。
※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。
【お問い合わせ先】協会けんぽ鳥取県支部 企画総務グループ 0857−25−0051

桜の苑使用料改定のお知らせ
鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場（桜の苑）使用料は、平成8年度以降据え置いてきましたが、施設維
持経費の増加に伴い平成29年４月１日から使用料改定いたしました。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
使
区

葬

霊安室

単

位

圏域内居住者(*)

用

料
圏域外居住者

大

人

１

体

12,000円

49,000円

小

人

１

体

7,000円

29,000円

死産児

１

胎

4,000円

21,000円

改葬遺骸

１

体

3,000円

18,000円

15,000円

25,000円

7,000円

12,000円

死
火

分

体

死体
死産児

24時間

※「圏域内居住者」とは、死亡時の住所が米子市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町のいずれか
であった方です。
※他の区分につきましては、鳥取県西部広域行政管理組合ホームページをご覧ください。

お問い合わせ
○鳥取県西部広域行政管理組合 施設工事課
米子市安倍213番地
TEL (0859) 29-5124 FAX (0859) 29-5138
○桜の苑
米子市長砂町1066番地 TEL (0859) 35-3344 FAX (0859) 35-3345
平成29年４月号
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自衛隊一般曹候補生（陸・空）を募集しています！
平成29年度自衛官採用試験が行われます。
●年齢条件
平成30年４月１日現在 18歳以上27歳未満の男女の方
●受付期間
平成29年４月１日(土)〜５月５日(金)
●試験日等
１次試験 平成29年５月27日(土)
●身分・待遇
特別職国家公務員 (賞与：期末勤勉手当 年２回 昇給：年一回)
●その他
平成30年３月高等学校卒業予定者の試験は９月16日以降に行われます。
お問合せ先はコチラ
【自衛隊米子地域事務所】
米子市西福原３丁目３−１ ＹＮＴ第４ビル２階
☎：0859−33−2440
開所時間
月曜日〜金曜日 午前10時〜午後６時15分（土日祝は終日閉所）

要約筆記者養成講習会（鳥取県主催）受講者募集
聴覚障がい者のコミュニケーション支援を行う要約筆記者を養成するため、次の日程で講習
会が開催されます。
日
場
内

時
所
容

平成29年６月６日〜11月28日（おおむね火曜日、全20回）午前10時〜午後３時
米子市福祉保健総合センター（ふれあいの里）
実技、聴覚障がい者等に関する講義。
※受講対象者は、高校生以上の聴覚障がい者等の福祉に理解と熱意を有する方。講習
会終了後に鳥取県登録要約筆記者選考試験を実施します。
コース 手書きコース、パソコンコース。
※パソコンコースはノートパソコン（windows）を持参できる方で、ある程度タッチ
タイピングのできる方。
受講申込締切 平成29年５月26日（金）必着
（郵送での受付）
申込書の請求・問い合わせ
鳥取県西部聴覚障がい者センター
☎ 0859―30―3659

精神障がい者家族相談ダイヤル
鳥取県精神障害者家族会連合会では精神障がい者家族相談事業として「精神障がい者家族相
談ダイヤル」を実施しています。相談料は無料(通話料は別途かかります)で匿名でも相談をお受
けします。
実 施 日：毎月第１・３木曜日
時
電話番号：090−3880−3498
実 施 者：鳥取県精神障害者家族会連合会
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間：午後１時〜４時

今月の注目情報

道の駅奥大山生誕祭
～おかげ様で２周年～

日にち
時 間
場 所

４月22日(土)、23日(日)
午前10時〜午後２時
道の駅奥大山(江府町佐川908−3)

【ここに注目!!】
奥大山グルメの 大山おこわ の試食販売を
行います！
23日の11時30分からは天の蛍テーマソングの
ヴォーカルオーディションで選ばれた３人の乙
女によるスペシャルライブを開催!!ぜひお越しく
ださい！

七色がしフリーマーケット
日にち
時 間
場 所

５月14日(日)
午前10時〜午後２時
旧明倫小学校 校庭
(雨天 旧明倫小学校

体育館)

【ここに注目!!】
江府町最大のフリーマーケットイベント！
旧明倫小学校の広い校庭に所狭しと並べられたお店に自慢の
品々が勢ぞろいします！

【出店者募集中！】
条件：グループ個人問いません(中学生以下は保護者同伴)
出店者は５月７日の準備作業に必ず参加してください。
締切：４月20日(金)
※詳細はチラシ・江府町ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先：江府町武庫 加藤 泉 ☎75−2924

新しい町営バスが仲間入り♪
３月23日から新しい町営バスが町内を走っています。
バスの側面には鍵掛峠から望む春夏秋冬
動画で町報こうふ!
の大山南壁がデザインされています。こ
れからも皆様に愛される公共交通をめざ
してまいります。引き続き江府町営バス
は動画サイト
をご利用いただきますようよろしくお願 こy oのut 様ub子eでご覧いただけ
ます。
いいたします。
平成29年４月号
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お知らせ・人の動き

4月

防 ＝防災情報センター

月 Mon

火 Tue

17

墨彩画教室 防

18

木 Thu

金 Fri

20

21

午後１時30分～３時

午前10時～12時

大正琴教室 防 ヒップホップ教室 防

午後７時～８時30分

25

午後１時30分～３時

午後７時～８時30分

26

27

28

社交ダンス教室

午前10時～12時

午前９時30分～11時30分 午後２時～４時

ヒップホップ教室 防
午後７時～８時30分

防 ＝防災情報センター

月 Mon

火 Tue

1

2

木 Thu

4

日 Sun

15

16

22

23

29

30

防

午後７時～９時

開 ＝山村開発センター

水 Wed

3

日本舞踊

役 ＝江府町役場

土 Sat

防
補聴器相談 福 農地相談会 開 自活導体
午後１時30分～４時
【中国補聴器】
サークル
防

午後１時30分～５時

5月

福 ＝総合健康福祉センター

防
消費生活相談 役 補聴器相談 福 自活導体
午前９時～午後４時
【トーシン補聴器】 サークル

まちづくり 防
講演会

24

水 Wed

19

午後１時30分～３時30分

押し花教室 防

開 ＝山村開発センター

福 ＝総合健康福祉センター

金 Fri

役 ＝江府町役場

土 Sat

5

防
大正琴教室 防 ヒップホップ教室 防 自活導体
午後７時～８時30分
午後１時30分～３時
サークル

日 Sun

6

7

13

14

午前10時～12時

奥大山カフェ 防
午後７時～８時30分

8

9

10

11

12

防
絵手紙･油絵教室 防 パッチワーク教室 防 人権行政相談 防 社交ダンス教室 防 自活導体
午後２時～４時
午後１時30分～３時30分 午後１時30分～３時30分 午前９時～12時
サークル
午前10時～12時

押し花教室 防

ヒップホップ教室 防 いけばな

午後１時30分～５時

軽

午後７時～８時30分

自

動

車

税

納期限は５月１日(月)です。（口座振替は５月１日）

年
平成29
月 日
現在

4 1

延申込件数 950件
（前月比＋35件）

延寄付金額 1,149万円
（前月比＋38万円）

23

平成29年４月号

３

85 89 82 82

３

月届 ︵敬称略︶

ふ る さ と 納
税

平成29年５月31日まで

人の動き

応援ありがとうございます！

４月分

◎お誕生おめでとう
住所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
(
かわ ばた
ゆき や
男
将也
本町五 川端 幸也
み
く
やま ぐち
女
浩一
本町三 山口 美玖
◎ごめい福を祈ります
住(所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
柳子
歳
新町一 三谷 實明
歳
美女石 谷口 満子
本人
歳
晴代
本町四 佐伯 良人
歳
元伸
本町三 小谷 正子

）は前月比

納付期限

平成29年４月から平成30年３月分までの国民年金保険料は、月額
16,490円です。保険料は納付書により金融機関や郵便局、コンビニ
で納めることができるほか、口座振替やクレジットカード納付、電
子納付も可能です。保険料は納付期限までに納めましょう。

ご寄付

3月末現在（

防

今月の国民年金

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
荒 田 藤原 隆明 本人退院
下蚊屋 大森
彪 本人退院
助 澤 澤口
勉 本人退院
小江尾 永井
覚 本人退院
小江尾 永井喜美子 本人退院
◎香典返しとして
本町一 小倉 貞道 母濱代死去
美女石 谷口 敦志 母滿子死去
小 原 谷口 義人 母さよ子死去
貝 田 車
勉憲 父仁志死去

■まちの人口 3,090人（−5）
男 1,442人（−7）
女 1,648人（＋2）
■世帯数
1,076世帯（±0）

午後７時～８時30分

〜保育園、小・中学校の卒業式〜

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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