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鳥取大学医学部地域医療研究部︒
﹁ちいけん﹂と呼ばれる鳥取大学
医学部の学生によるサークルは︑
長年︑住民の健康問題の解決方法

年度から３年間︑池の内集

を住民と一緒に考えている︒
平成

健康問題を解決することだけでは

住民と部員が心を通わすことは︑

展開している︒

のフィールドワークなどを活発に

愛学舎﹂に滞在しながら︑集落で

医療人材育成拠点施設﹁俣野ふれ

ら︑今年４月に開設された︑地域

落での取り組みが開始︒今年度か
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くりをみていく
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次世代の医療人材の育成とまちづ

住民・大学・行政の共同による︑

﹁命 と 健 康 を 守 る ま ち づ く り ﹂

変化を与えていく︒

なく︑その地域に新たな気づきや

▼平成８年町報こうふ３月号
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江府町長 白石 祐治
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とになりました。事業継続には町民の皆さまのご理解、ご協力も必
要です。宜しくお願いいたします。移動手段の確保についても、多
くの意見をいただきました。町営バス、タクシー助成といった従来
の制度に加えて新たな取り組みも検討してまいります。
高齢化や担い手不足による、集落や農地の維持が難しいという
お話もたくさんありました。 ターンや ターンなど、移住定住の
促進、江府町に興味関心を持っていただける人、いわゆる関係人口
の増加を目指して、積極的な情報発信を行ってまいります。幸いに、
年末に開催されたお米日本一コンテスト しずおかでの受賞を機
に、若手農業者の士気は上がっています。また、今回で３回目とな
った中学生議会は、アントレプレナーシップの手法を取り入れる
ことで、さらに強化されました。地域の将来を担う人材が育ってく
れるよう、しっかりとバックアップしたいと思います。町民の皆さ
まにおかれましても、若い人たちのやる気を支え、
﹁江府町は、頑張
る人を温かく応援してくれるんだ﹂と思われる町にしていくこと
に、ご理解、ご協力を賜りますよう、お願いいたします。
最後に、年頭にあたりまして、皆さまのご健勝と幸多い年であり
ますようお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

新年明けましておめでとうございます
平成最後の年になりました。町民の皆さまにおかれまして
は、輝かしい新春をお迎えのことと、心からお慶び申し上げ
ます。
昨年は、７月の大雨特別警報、９月の台風 号を始め、異常
気象による警報発令で、町民の皆さまにご心配をおかけしま
した。人命に関わるものはありませんでしたが、被害にあわ
れた皆さまに心からお見舞を申し上げます。一日も早い復旧
に努めるとともに、今後の防災、危機管理体制の充実を図っ
てまいります。
さて、昨年は大山開山１３００年祭が開催され、全国から
大山が注目される年になりました。江府町においても、木谷
沢渓流を中心に多くの方に訪れていただきました。中国横断
自動車道岡山米子線の付加車線工事や地域高規格道路﹁江府
三次線﹂の宮ノ谷トンネルの工事も順調に進んでおり、さら
なる交流の拡大を期待しています。
新庁舎の整備につきましては、議会の特別委員会でも御議
論いただき、ようやくイメージ図ができました。敷地は日野
川に面しているので、鳥取県に依頼し、護岸整備を行ってい
ただいています。今後とも、町民の皆さまに情報提供しなが
ら、来年度の着工に向けて進めてまいります。
昨年度から実施してきました集落総合点検事業により、町
の課題も明らかになってきました。買い物などの生活サービ
スの確保。 月に﹁あいきょう﹂から﹁えんちゃん﹂へと事業が
引き継がれ、江尾、神奈川の店舗や移動販売は継続されるこ
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新年のご挨拶

▲眼下に望む池の内集落

平成 年度からは池の内集落で
の活動がはじまり︑家庭訪問やア
ンケート調査を行っています︒今
年度は 世帯に訪問させていただ
き︑普段の生活から健康状態︑地
域に対しての思いなどを聞かせて
いただいています︒学生たちは
﹁講義では学べない︑地域医療を
知ることができた﹂︑﹁住民さん
に育てていただいた﹂と︑学びを
実感しています︒
また︑池の内集落との交流とし
て︑敬老会へ出席して親睦を深め︑
秋には鳥獣対策のワイヤーメッ
シュ張りをお手伝いし︑身をもっ
て農業の大変さを学んだところで
す︒池の内集落の住民さんからも
﹁若い学生が来てくれて嬉しい︒
学生から元気をいただいていま
す﹂と喜びの声が寄せられていま
す︒

■昨年から池の内集落へ

また︑毎年夏の活動には全国で
大学教官や臨床医師︑看護師︑保
健師として活躍しているサークル
の卒業生が江府町を訪れて︑学生
の調査分析に加わります︒

直接︑足を運んで
その地域から学ぶ
■江府町と地域医療研究部
鳥取大学医学部の学生サークル
﹃地域医療研究部﹄は︑江府町内
の集落を対象に︑家庭訪問等の調
査による地区診断活動を行ってい
ます︒ 年以上の歴史をもつサー
クルで︑かつては︑江尾診療所の
武地幹夫医師や鳥取大学の谷口晋
一教授も在籍し︑鳥取県内の地域
をフィールドに︑活動を行ってい
ました︒町では︑中山間地の住民
の命と健康を守る次世代の医療従
事者を地域で育てるために︑平成
年から地域医療研究部の受け入
れを開始し︑これまで９集落にご
協力いただきました︒

■目指している活動
学生たちは︑主に夏休みを利用
して江府町に泊まり込み︑集落に
存在する健康問題を探り︑住民の
生活実態に沿った健康づくりのた
めの活動を提案︑実施しています︒
将来医師を目指す学生だけでなく︑
保健師や看護師などの看護職や研
究職を目指す学生もいっしょに意
見を交わし合い活動しています︒

■地域のみなさんへ

さん

藤原 伸吾
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鳥取大学医学部地域医療研究部
のみなさんが昨年から池の内集落
で活動をされておられますが︑若
い人と話ができ︑関係人口が増え
て大変喜ばしく思います︒昨年は
ワイヤーメッシュ張りに協力して
いただき大変助かりました︒また︑
敬老会にもご参加いただき︑健康
に関するクイズなどの出し物は大
変好評でした︒今年の敬老会もご
参加いただけるようで今から楽し
みにしています︒学生のみなさん
は︑来年が池の内集落での活動の
最終年になりますが︑引き続き集
落の行事や出役なども︑できる範
囲で参加していただければと思い
ます︒池の内集落は中山間地域で
すので︑冬の時期は自宅で過ごす
ことが増えて運動不足になりがち
です︒﹁自宅でもできる簡単な運
動﹂など︑この地域に合った改善
法について︑これからも地域と学
生が一緒に考えていけると良いと
思います︒みなさんの活動にこれ
からも期待しています︒

■ちいけんのみなさんへ

池の内集落
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さん

岩間 未紗
部長

自治会長

15

私達︑鳥取大学医学部地域医療
研究部は ”ちいけん “という愛称
で住民と共に集落が抱える健康問
題について考えていくという活動
をしています︒１地区で３年ずつ
活動し︑今年は池の内集落で２年
目の活動をしています︒毎年︑夏
に江府町に１週間泊まり込み︑家
庭訪問やアンケート結果の検討を
行い︑最終日に集落の皆さんに向
けて報告会を行っています︒今年
からその宿泊場所として俣野ふれ
愛学舎を使わせていただきました︒
俣野ふれ愛学舎という快適な環境
で活動出来たこと︑そして何より
も訪問している池の内集落と距離
が近かったことは今までのどの先
輩も経験していない事なので幸せ
に感じました︒私達の活動は住民
の方々の協力が無くては成り立ち
ません︒住民の方のお話を聞き︑
生活風景を見せていただけること
で︑私達はこれからの地域医療に
何が必要か気づき︑勉強すること
ができます︒
鳥取大学医学部地域医療研究部

▲フィールドワークでの訪問活動の様子（池の内集落）
▲質問する内容を訪問前に打ち合わせ
▲訪問後はすぐに聞いた内容を確認
▲全体で聞き取りした情報を共有

−特集− 命と健康を守るまちづくり
−特集− 命と健康を守るまちづくり

会話を通したその先に、

人や地域の医療がみえてくる

▲会話を通して日常の生活を聞き取り
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▲俣野ふれ愛学舎での検討会の様子

地域と学び
地域を知る

共に考え︑語り合う
22

共有し︑見つめる

▲報告後は住民さんと直接顔を合わせて語り合い

■検討からわかったことを報告
池の内集会所で８月 日︵木︶
に行われた報告・座談会には︑池
の内集落から 名の方々が参加さ
れました︒学生や職員も合わせる
と 名を超え︑賑やかな報告・座
談会となりました︒
はじめに︑池の内集落自治会長
藤原伸吾さんが︑﹁本日はざっく
ばらんに︑いろんな意見を出して
いただければと思います﹂と挨拶︒
白石町長も﹁たくさんの方がご参
加されていますので︑ぜひとも︑
この時間を楽しんでください﹂と
挨拶しました︒
続いて︑鳥取大学医学部地域医
療研究部から︑今年のアンケート
と家庭訪問で分かったことを報告
しました︒
まず︑﹃睡眠﹄について︑﹁疲
れがとれない﹂︑﹁途中で目が覚
める﹂といった意見があったこと︑
その原因として﹁夜間のお手洗い
や身体の痛みがある﹂︑﹁加齢に
より︑睡眠の質が変化する﹂とい
うが報告がなされました︒
また︑﹃介護﹄については︑学
生が考えてきた事例をもとに︑
﹁相談すること﹂︑﹁制度・サー
ビスを使うこと﹂などの大切さを
参加者へ投げかけました︒

■座談会

31

座談会では︑数名のグループに
分かれ︑テーマに沿って意見を出
し合います︒
﹃睡眠﹄については︑﹁日頃の
睡眠時間はどのくらいか﹂という
ことから話が膨らみ︑布団に入る
時間や季節による睡眠の違い︑自
分で工夫している入眠のコツなど︑
たくさんの意見が寄せられました︒
また︑﹃介護﹄について︑実際
に介護を経験されたことのある方
から﹁ケアマネージャーさんに︑
とてもお世話になった﹂︑﹁昔は
全部︑家の中で対処していたが︑
今はサービスがあるので助かって
いる﹂︑﹁遠くにいる家族には︑
介護の大変さをわかってもらいに
くい﹂という意見が多く寄せられ
ました︒一方で︑介護をした経験
がない方は﹁実際に介護問題に直
面してみないとイメージがわかな
い﹂という意見が出ました︒﹃介
護﹄という大変難しいテーマでは
ありましたが︑高齢化の進む地域
にとって切実な課題への︑貴重な
意見がたくさん飛び交い︑とても
充実した座談会となりました︒
鳥取大学医学部地域医療研究部は︑
来年で池の内集落の活動の最終年
度を迎えます︒今後も︑俣野ふれ
愛学舎を拠点として︑﹃睡眠﹄︑
﹃介護﹄について池の内集落と意
見を出し合いながら︑地域に根付
いた活動を続けていきます︒

▲報告・座談会で調査結果を報告
▲テーマをもとに意見が飛び交う

50

■検討会
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今年７月に実施したアンケート
と︑８月 日︵土︶︑ 日︵日︶
に実施した家庭訪問の結果を集計
し︑﹁この集落の課題は何か︑ど
ういうことを集落へ投げかける
か﹂など︑俣野ふれ愛学舎で夜遅
くまで討論がなされました︒
今回のテーマは﹃睡眠﹄と﹃介
護﹄︒昨年度の調査から︑満足な
睡眠がとれていない方が多いとい
う結果が出たことから︑年間の
テーマを﹃睡眠﹄にしました︒ま
た︑高齢化率や要介護率の現状か
ら︑﹃介護﹄もテーマで取り組む
ことにしました︒
この２つは︑これまでではじめ
て取り組むテーマ︒﹁報告・座談
会﹂の前日に行われる検討会で役
場職員を交えて︑報告・座談会の
方向性について議論をしました︒
▲鳥取県庁や日本財団も視察で来訪
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まちの話題

8/3

まちの話題

▲トンネル内部の見学の様子

「江府町いいところ巡りツアー〜米子自動車道工事編〜」
（共催：ＮＰＯ法人こうふのたより、江府町観光協会）が８
月３日（土）に行われました。町内を巡り、地元の魅力を再
発見することを目的として、今回初めての開催。当日は２５
名が参加し「米子自動車道江府地区付加車線設置事業」につ
いて、株式会社大林組、株式会社森本組、株式会社安部日鋼
工業の各担当者から説明を受け、トンネルや橋りょうの工事
見学をしました。その後、エミーズカフェで昼食をとり交流
を深めました。

8/4

美しい「灯ろう」は美しい「船谷川」で
「船谷川の清掃活動」が８月４日（日）に行われまし
た。船谷川は毎年、江尾十七夜で「灯ろう流し」が催さ
れ、祭りを前に毎年、清掃活動が実施されています。役場
職員やサントリー天然水奥大山ブナの森工場の方々など
２７名が参加し、船谷川の上側と下側に分かれ一斉に掃除
を開始。ボランティアのみなさんはゴミ袋を手に、草や葦
に隠れたゴミなどを丁寧に拾い集めました。この日集まっ
たゴミ袋はおよそ３５袋。回収したゴミはきれいに分別を
して廃棄しました。

8/7

▲清掃後の記念撮影の様子

真夏のバスケットボールの試合に「奥大山の水」

令和元年９月号

7/26

7/25

▲ライブを楽しむ参加者の様子

エバーランド奥大山に輝く満天の星
「星 天の蛍 を見る会」（主催：『こうふくらしっく
♪』川端一美会長）が７月２６日（金）、エバーランド奥
大山で行われました。星を鑑賞しながら、合同会社「えん
ちゃん」の移動販売車で食べ物や飲み物を購入し、夏のエ
バーランド奥大山を楽しむという企画で、当日は１１名が
参加。屋内で星座盤を使って星座や星の見え方について学
習した後、屋外で実際に天体望遠鏡を使い鑑賞しました。
好天に恵まれ木星や土星も確認することができ、参加者は
夏の星空を満喫しました。

青空のもと、地元と企業の共同でそばの種まき

「人権・同和問題研修会」が８月７日（水）、江府町防
災・情報センターで行われました。講師の一般社団法人タ
ウンスペースＷＡＫＷＡＫ事務執行理事兼事務局長岡本工
介さんが、「差別をなくすから手をつなぐへ〜ルーツを大
切に生きる〜」と題して講演。子どもの貧困問題を中心に
被差別部落を拠点に実施しているまちづくり、子どもの居
場所づくり事業について紹介されました。岡本さんは「誰
もが幸せに暮らせるまちづくりをすることで差別のない社
会が実現できると思う」と語られました。

「ストリートバスケットトーナメントＩＮ鳥取砂丘」が
８月１０日（土）、鳥取砂丘見晴らしの丘で開催され、
「奥大山の水」が無料提供されました。３人制バスケット
ボールチーム「鳥取ブルーバーズ」を運営する株式会社
skyer（大山町）の宇佐美孝太代表取締役や、同チームを応
援する「トットリスターラボ」のメンバーが、江府町地域
振興株式会社から提供された「奥大山の水」を配布。選手
や来場者は「奥大山の水」でのどを潤しながら、真夏の砂
丘で白熱の試合が繰り広げられました。

「第３回移住者の集い」（共催：ＮＰＯ法人こうふのたよ
り、江府町観光協会）が７月２５日（木）、福祉交流セン
ター江美の郷エミーズカフェで行われました。このイベント
は、江府町で生まれ育った在郷者と、様々な縁で江府町民と
なった移住者をつなぐことを目的とし、今回で３回目を迎え
ました。当日は約３０人が参加し、エミーズカフェ特製のパ
ンや飲み物を口にしながら、地元アーティストによるライブ
のほか、自由参加の「ふれ愛カラオケ大会」などが行われま
した。

▲天体望遠鏡で星を鑑賞する参加者

人権・同和問題研修会を開催

▲講演する岡本さん

9

あつまれ！江府町ルーキーズＶＳベテランズ

江府町の「現在」を体験し、「未来」について再発見

8/10

▲「奥大山の水」を手にするトットリスターラボ
メンバーと宇佐美代表取締役（写真右）

御机集落とサントリー天然水奥大山ブナの森工場が、
共同で取り組んでいる「とっとり共生の里事業」の一環
として、「そばの種まきイベント」が７月２７日（土）
に行われました。悪天候の影響のため、開催が当初より
２週間延期となりましたが、今年で４回目を迎えた会場
の笠良原のほ場には３３人の関係者が集まりました。は
じめに、簡単な作業説明を行った後、一同で種をまき、
御机集落の方がトラクターで覆土と転圧を実施。青空の
もと、トラクターによる作業は壮観でした。

8/1

7/27

▲参加者で記念撮影

驚きの化学実験を体験！

▲化学変化にびっくり！

今年も夏休み期間中に子どもたちの安心・安全な居場
所を作るため「夏休み子ども教室」を開催し、様々な遊
びや体験活動を実施しました。８月１日（木）には、
「化学実験教室」として、国立米子工業高等専門学校の
谷藤尚貴先生にお越しいただき、ライトの光を使って紙
に絵を書いたり、液体窒素を使って花やボールを凍らせ
る実験を行いました。子どもたちは「うわぁ、すごい、
すごい！」と変化していく様子に驚きながら、普段はで
きない貴重な化学の実験を楽しみました。
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今年も夏休み期間中に子どもたちの安心・安全な居場
所を作るため「夏休み子ども教室」を開催し、様々な遊
びや体験活動を実施しました。８月１日（木）には、
「化学実験教室」として、国立米子工業高等専門学校の
谷藤尚貴先生にお越しいただき、ライトの光を使って紙
に絵を書いたり、液体窒素を使って花やボールを凍らせ
る実験を行いました。子どもたちは「うわぁ、すごい、
すごい！」と変化していく様子に驚きながら、普段はで
きない貴重な化学の実験を楽しみました。
令和元年９月号

8

まちの話題

8/24

まちの話題

▲両町の参加者のみなさん

「第４０回姉妹町親善交歓ソフトテニス大会」が８月２４
日（土）、江府町運動公園テニスコートで行われました。
江府町と西ノ島町が姉妹町協定を締結してから毎年行われ
ている大会で、今年は本町で実施。本町からは２１名、西
ノ島町からは１０名が参加しました。大会では、一年振り
の再会を懐かしみながら、ソフトテニスを通して交流。参
加者からは「今年でこの大会も４０回目。歴史を感じます
ね」といった声が聞かれました。大会後には懇親会も行わ
れ、お互いの絆をさらに深めました。

8/25

厳しい想定のなかの連合演習
「令和元年度西部広域消防圏連合演習」が８月２５日
（日）、小原集落で実施されました。西部地区各町村の消
防団により部隊が編成され、午前１０時に演習開始。小原
集落内で火災が発生し、集落内は電波状況が悪いという想
定のもと、情報の連絡は伝令のみで実施。各団員は無線機
を使用せず、口頭で伝令を行いながらホースを連結し消火
活動を行いました。訓練終了後、江府消防署山形和也署長
は「今回の無線が使えないという厳しい訓練経験を今後に
活かしてください」と述べられました。

8/31

「令和元年度第２回新甘泉見学会（収穫体験）」が８月
３１日（土）、江府町せせらぎ公園近くのほ場で行われま
した。約２５名の方が参加し、鳥取県西部総合事務所農林
局西部農業改良普及所杉嶋至さんがほ場の特徴や栽培方法
について説明。杉嶋さんは「ほ場全体がネットで覆われて
いるので無袋栽培が可能。また、ジョイント栽培で作業や
収穫がしやすく初心者向けです」と述べられました。説明
後、参加者はハサミを手に収穫体験。この日収穫した一番
重い新甘梨は９４０グラムでした。
令和元年９月号

8/11

▲会場を盛り上げる出演者の様子

県境を接する四県四郡市のスポーツによる親善

▲陸上競技の様子
▲小原集落での合同演習の様子

【日野郡の優勝種目】ソフトテニス男子
ソフトテニス女子
グラウンドゴルフ女子
【総合成績】第１位 島根県仁多郡 第２位 岡山県新見市 第３位 広島県庄原市 第４位

旧米沢小学校でタイムカプセルを発掘２５年ぶりにお目見え！

「第７回江府中学校一緒に校舎を磨く会」が８月３１
日（土）に開催されました。生徒、教員、保護者、地域
のボランティアの方などが参加し、１２のグループに分
かれ、学校や周辺を専用の道具などを使いながら掃除を
していきました。竹内貴美校長は「この会は今年から土
曜授業の一環として行うことにしました。生徒が地域の
方々とふれあいながら、これからもこの校舎を大切に
使っていこうという気持ちを新たにする大切な活動で
す」と述べられました。

江府町産梨「新甘泉」を収穫体験

「奥大山山の日ロックフェス」が８月１１日（日）、奥大
山スキー場で開催されました。山の日にちなみ江府町観光協
会が企画し、今年で３回目。地元アマチュアバンドなど１０
組が出演し、特設ステージでロックやポップスなど多彩な
ジャンルの曲が演奏されました。また、会場ではグルメブー
スが設けられ、「大山おこわ」や「奥大山天然水のかき氷」
など奥大山のグルメも販売。演奏の合間には、冨永勇太さん
（吉原在住）らによるＢＭＸのパフォーマンスも披露され、
会場を盛り上げました。

8/11

「第６９回四県四郡市総合体育大会」が８月１１日
（日）に日野郡内で開催されました。この大会は、県境を
接する四県四郡市がスポーツを通して文化の交流を図り親
睦を深めることを目的とし、今年は日野郡で開催。江府町
会場では陸上競技とバレーボールが行われ、熱戦が繰り広
げられました。日野郡の主な優勝種目は以下の通りです。

校舎を磨くことで地域の絆も深まる

▲ブラシで窓を磨く様子

11

今年も「山の日」は奥大山でロックフェス♪

今年で４０回目となるソフトテニスを通した交流

8/31

▲新甘泉の収穫体験の様子

ソニー賞受賞記念で石碑を建設した際、一緒に埋設した
タイムカプセルの発掘イベントが、８月１６日（金）に旧
米沢小学校にて行われました。カプセル開封は、当時４年
生だった中田尚さんと伊達和利さん（共に御机）が行い、
ソニー賞受賞に貢献された矢倉元校長をはじめ、当時の先
生や児童や保護者、地域の方と一緒に、昔を思い越して２５
年ぶりの再会を喜びました。矢倉元校長は、「久々に訪れ
ましたが、当時の記憶が蘇り、変わっていなくて懐かし
い。今日は集まってくれてありがとう」と述べました。

8/16

鳥取県日野郡

8/16

▲当時の先生や児童と一緒に撮影

きれいな川で恒例のアユつかみ取り大会

▲工夫をしてアユつかみに挑戦する子どもたち

江尾十七夜の前日イベントとして江府町愛漁会（上原二
郎会長）主催による「アユつかみ取り大会」が８月１６日
（金）、江府町せせらぎ公園で開催されました。同会を中
心に事前に清掃や準備が行われ、当日は多数の親子連れが
町内外から参加。子どもたちはアユのすばやい泳ぎに苦戦
をしていましたが、何人かで並び体でせき止めるなど工夫
をして捕まえていました。上原会長は「アユはきれいな川
でしか生きられません。川にゴミなどを捨てず大切にしま
しょう」と述べられました。
令和元年９月号

10

まちの話題

8/24

まちの話題

▲両町の参加者のみなさん

「第４０回姉妹町親善交歓ソフトテニス大会」が８月２４
日（土）、江府町運動公園テニスコートで行われました。
江府町と西ノ島町が姉妹町盟約を締結してから毎年行われ
ている大会で、今年は本町で実施。本町からは２１名、西
ノ島町からは１０名が参加しました。大会では、一年振り
の再会を懐かしみながら、ソフトテニスを通して交流。参
加者からは「今年でこの大会も４０回目。歴史を感じます
ね」といった声が聞かれました。大会後には懇親会も行わ
れ、お互いの絆をさらに深めました。

8/25

厳しい想定のなかの連合演習
「令和元年度西部広域消防圏連合演習」が８月２５日
（日）、小原集落で実施されました。西部地区各町村の消
防団により部隊が編成され、午前１０時に演習開始。小原
集落内で火災が発生し、集落内は電波状況が悪いという想
定のもと、情報の連絡は伝令のみで実施。各団員は無線機
を使用せず、口頭で伝令を行いながらホースを連結し消火
活動を行いました。訓練終了後、江府消防署山形和也署長
は「今回の無線が使えないという厳しい訓練経験を今後に
活かしてください」と述べられました。

8/31

「令和元年度第２回新甘泉見学会（収穫体験）」が８月
３１日（土）、江府町せせらぎ公園近くのほ場で行われま
した。約２５名の方が参加し、鳥取県西部総合事務所農林
局西部農業改良普及所杉嶋至さんがほ場の特徴や栽培方法
について説明。杉嶋さんは「ほ場全体がネットで覆われて
いるので無袋栽培が可能。また、ジョイント栽培で作業や
収穫がしやすく初心者向けです」と述べられました。説明
後、参加者はハサミを手に収穫体験。この日収穫した一番
重い新甘梨は９４０グラムでした。
令和元年９月号

8/11

▲会場を盛り上げる出演者の様子

県境を接する四県四郡市のスポーツによる親善

▲陸上競技の様子
▲小原集落での合同演習の様子

【日野郡の優勝種目】ソフトテニス男子
ソフトテニス女子
グラウンドゴルフ女子
【総合成績】第１位 島根県仁多郡 第２位 岡山県新見市 第３位 広島県庄原市 第４位

旧米沢小学校でタイムカプセルを発掘２５年ぶりにお目見え！

「第７回江府中学校一緒に校舎を磨く会」が８月３１
日（土）に開催されました。生徒、教員、保護者、地域
のボランティアの方などが参加し、１２のグループに分
かれ、学校や周辺を専用の道具などを使いながら掃除を
していきました。竹内貴美校長は「この会は今年から土
曜授業の一環として行うことにしました。生徒が地域の
方々とふれあいながら、これからもこの校舎を大切に
使っていこうという気持ちを新たにする大切な活動で
す」と述べられました。

江府町産梨「新甘泉」を収穫体験

「奥大山山の日ロックフェス」が８月１１日（日）、奥大
山スキー場で開催されました。山の日にちなみ江府町観光協
会が企画し、今年で３回目。地元アマチュアバンドなど１０
組が出演し、特設ステージでロックやポップスなど多彩な
ジャンルの曲が演奏されました。また、会場ではグルメブー
スが設けられ、「大山おこわ」や「奥大山天然水のかき氷」
など奥大山のグルメも販売。演奏の合間には、冨永勇太さん
（吉原在住）らによるＢＭＸのパフォーマンスも披露され、
会場を盛り上げました。

8/11

「第６９回四県四郡市総合体育大会」が８月１１日
（日）に日野郡内で開催されました。この大会は、県境を
接する四県四郡市がスポーツを通して文化の交流を図り親
睦を深めることを目的とし、今年は日野郡で開催。江府町
会場では陸上競技とバレーボールが行われ、熱戦が繰り広
げられました。日野郡の主な優勝種目は以下の通りです。

校舎を磨くことで地域の絆も深まる

▲ブラシで窓を磨く様子

11

今年も「山の日」は奥大山でロックフェス♪

今年で４０回目となるソフトテニスを通した交流

8/31

▲新甘泉の収穫体験の様子

ソニー賞受賞記念で石碑を建設した際、一緒に埋設した
タイムカプセルの発掘イベントが、８月１６日（金）に旧
米沢小学校にて行われました。カプセル開封は、当時４年
生だった中田尚さんと伊達和利さん（共に御机）が行い、
ソニー賞受賞に貢献された矢倉元校長をはじめ、当時の先
生や児童や保護者、地域の方と一緒に、昔を思い越して２５
年ぶりの再会を喜びました。矢倉元校長は、「久々に訪れ
ましたが、当時の記憶が蘇り、変わっていなくて懐かし
い。今日は集まってくれてありがとう」と述べました。

8/16

鳥取県日野郡

8/16

▲当時の先生や児童と一緒に撮影

きれいな川で恒例のアユつかみ取り大会

▲工夫をしてアユつかみに挑戦する子どもたち

江尾十七夜の前日イベントとして江府町愛漁会（上原二
郎会長）主催による「アユつかみ取り大会」が８月１６日
（金）、江府町せせらぎ公園で開催されました。同会を中
心に事前に清掃や準備が行われ、当日は多数の親子連れが
町内外から参加。子どもたちはアユのすばやい泳ぎに苦戦
をしていましたが、何人かで並び体でせき止めるなど工夫
をして捕まえていました。上原会長は「アユはきれいな川
でしか生きられません。川にゴミなどを捨てず大切にしま
しょう」と述べられました。
令和元年９月号

10

3

4

8 月 日（土）に 開 催 し た「江
尾 十 七 夜」。江 府 町 が 一 年 に 一 日 だ
け、五 百 年 前 を し の び 当 時 へ と タ
イ ム ス リ ッ プ す る 伝 統 の 祭 り は、
今年も多くの観客を魅了しました。
台 風 の 影 響 に よ り「久 連 山 の 火 文
字」は 残 念 な が ら 中 止 と な り ま し
た が、そ れ 以 外 の イ ベ ン ト は 行 う
ことができました。
「踊り」、
「太鼓」、
「灯ろう」、
「相撲」、
「花 火」、「山 車」、「仁 輪 加」な ど 伝
統 的 な 催 し と、ダ ン ス や ラ イ ブ な
どの多彩な催しとの共演 ―
「江 尾 十 七 夜」は 町 中 が 躍 動 す る
祭りとしてこれからも後世に受け
継がれていき
す。
くま―

12

令和元年９月号

2

6

フォトレポート ―
―

江尾十七夜奉納大相撲大会の動画は
こちらのＱＲコードから閲覧するこ
とができます。

1
5

17

7

11

8

14

12

9

15

13

10

仁輪加と花火の動画はこちらの
ＱＲコードから閲覧することが
できます。

16

17
1_ 花火 2_Naked. ライブ 3_ 貝田傘踊り 4_ 少年相撲大会 5_ 奉納大相撲大会 6_ こだいぢ
踊り 7_ 江府中学校吹奏楽部 8_Quma number 9_ 露店通り 10_ 奥大山踊り 11_ 日野川子
供太鼓 12_ 江美城太鼓 13_ 山車 14_ 伯耆天神ばやし太鼓 15_ 仁輪加 16_ 天の蛍スペシャ
（一部写真提供：重森真司さん）
ルライブ 17_ 船谷川の灯ろう

13

令和元年９月号

25

19

20

｣

これまでの活動はこちら！

に気づいたりと︑会場は熱い議
論で盛り上がりました︒
各グループではこれから︑９
月末の第２回全員部活動に向け︑
設定した課題解決のためのチー
ム部活動を展開します︒業務改
善活動により職員の仕事を見直
したことで︑町民のみなさんの
というところ
幸せにつながる …
まで行きつくのがこの活動の理
想です︒
﹁﹃今までどおり﹄を変えら
れない人間は︑来年も再来年も
ずっと﹃今までどおり﹄だ！﹂
を合言葉に︑若い力で新しい風
を起こします！

︶活動報告
※

﹁３０００人の楽しい町

21

プロジェクトチーム﹂︵
若手職員によるグループ活動
﹁小さなカイゼン部活動﹂が８
月 日︵木︶にスタートしまし
た︒前回の事前学習では︑まず
全員で職員提案の﹃文書管理プ
ログラム﹄について学び︑自分
のデスク周りの整理整頓につい
ての問題点やその改善に向けて
などを個々に振り
できること …
返りました︒そこでは︑﹁机の
引き出しに書類を入れてしまい︑
自分にしかわからないことがあ
る﹂︑﹁文書をまとめたファイ
ルの置き場所︵あるべき所︶が
決まっていない﹂などの記述が
あり︑これを庁舎全体の問題点
として共有するため︑ふりかえ
りシートに出されたすべての意
見を全職員に周知したところで
すが︑第１回部活動では︑個々
の日常の中で改善したいと感じ
ていることを持ち寄り︑各グ
ループでこれから取り組む改善
課題の設定を行いました︒事前
学習が︑文書管理についての内
容であったため︑個々の課題で
は書類に関することが多く出て
いましたが︑所属を超えて話し
合うことで︑書類の整理一つを
とってもその原因や背景の違い
が見えたり︑省力化できること

これまでの活動の様子
はQRコードを読み取るこ
とでご覧いただけます。

※「３０００人の楽しい町」プロジェクトチームとは・・・有志の２０〜３０歳代の江府町役場職
員と、その職員から選出されたリーダーで構成。今年度で４期目を迎え、楽しい町の支障となる
様々な課題について課を越えて取り組む。
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令和元年９月号

令和元年９月号

11

不
｢ 易流行

▲タイムカプセル開封イベントでの地域の方々との
記念写真

ホタルを放してプレゼ
ントした︒﹂という話
ふ
え き りゅう こ う
でした︒このような発
想ができる子どもたち
は素晴らしいし︑その
〜よき伝統を守りながら
︵不易︶
ような子どもたちを育
進歩に目を閉ざさないこと
︵流行︶
によって
てた保護者のみなさん︑
﹁理想﹂を創造する〜 職員のみなさんの力も
大きいと思います︒そして︑何よ
奥大山の豊かな自然が育む教育
り米沢地区の豊かな自然がなけれ
ば︑実現はできなかったでしょう︒
日本全国に素晴らしい取組みを
している市町村は数多くあります︒
江府町では今後︑奥大山の豊かな
自然︑文化︑歴史をしっかりと肌
で感じ︑自由に発想できる子ども
たちを育てる教育に力を入れてい
きたいと考えています︒

８月 日︵月︶から３日間︑西
部町村会で︑宮崎県新富町と鹿児
島県長島町を行政視察しました︒
新富町は若鶏やシャインマスカッ
ト︑一粒千円のライチ等でふるさ
と納税を 億円近く集める人口約
１万７千人の町︒長島町はぶりの
養殖や海産物の加工販売等で１２
０億円を売り上げる人口約１万人
の町︒いずれも︑地域の特性を活
かし︑先進的で特徴のある施策を
展開されており︑参考になること
が多々ありました︒
さて︑視察の３日前︑地元では︑
旧米沢小学校で 年前に当時の在
校生たちが埋めたタイムカプセル
を開封するイベントがありました︒
当時の在校生︑保護者︑職員の皆
さんが一言ずつお話しされた中で︑
とても印象的なことがありました︒
それは︑﹁ある先生の誕生日に︑
子どもたちが理科室を暗くして︑

▲「小さなカイゼン部活動」の様子

白石町
コラム長
Vol.3
7

まちの教育

公民館講座のご紹介

今 回 は 年 間 講 座の 油 絵 教 室 を ご 紹 介 しま

す。

エリカ先生の KOFU DE ACADEMIIA 13

油絵教室は、８月から新しい講師のもと、

４名で活動しています。新しい講師の先生

も丁 寧な指導をされるので、初めての方で

も楽しく活動できます。興味のある方はお

気軽に見学にお越しください。

詳しくは江府町教育委員会事務局（電話：

ー ２００５）までお問い合わ

30

０ ８５ ９ー

時：毎月第２月曜日

せください。

日
午後１時 分〜３時 分

場 所：江府町防災・情報センター

準備品：筆、パレット、絵具、

キャンバス

▲文化祭での展示風景

30

75

エリカ先生の動画は
こちらから

Making the Climb
A couple weeks ago, I climbed Mt. Fuji for the ﬁrst
time. I went with one other friend. It was a tough
climb, but also not as bad as I had expected, and it may have just been
because of the good company I had. We stayed in a hut at the 8th Station, 3,250m to the
top. We were able to see the sunset and the sunrise. Both were amazing sites. When we
made it to the very top, it was two hours before sunrise, and we were both very
underprepared. It was so cold! We only had jackets to wear! But it was completely worth
the view later.
From Mt. Fuji, we parted ways, where I went to Taiwan. I was able to see Amei
Teahouse in Jiufen, a famous site from the movie, “Spirited Away” . Do you know it?
My trip was so much fun! I was even able to make it back in time for Jyuushichiya!
登山
２，３週間前、初めて富士山に登りました。一人の友達と一緒に行きました。とてもきつい登山でし
たが、予想していたほど辛いものではありませんでした。単に一緒に行った人が良かったからかもしれ
ません。
私たちは８合目、標高 3,250 メートルにある小屋に泊まりました。日没と日の出を見ることができ
ました。その両方は驚くほどすばらしい景色でした。私たちが頂上まで到達したときは日の出の２時間
前でしたが、二人ともがまったく準備不足でした。とても寒かったのです！私たちは羽織る上着しか持っ
ていませんでした！しかし景色は完璧に見る価値のあるものでした。
富士山から私たちは別々になり、私は一人で台湾に行きました。ジウフェンの阿妹茶樓を見ることが
できました。有名な映画“Spirited Away”
「千と千尋の神隠し」の場所です。みなさんは知っていますか。
私の旅行はとても楽しいものでした。十七夜に間に合って戻ってくることもできました。
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令和元年９月号

地域おこし協力隊通信・日野校レポート

vol.14 『今、忙しく取り組んでいること』

江府町の地域おこし協力隊の活動日記

新居が決まりました！退任後も江府町で活動していきます。
十七夜も終わり、お盆が過ぎて、今、まさに引越し準備の真っ只中です！9月からい
よいよ江府町の最北？集落！大河原の家で暮らしていくことになります。そこは、な
んだか「ぽつんと一軒家」に出てきそうな森の中のお家です。長年空き家になってい
たこともあり、まずは住めるように急いで整えているところです！「今度、大河原に引
越しするんです！」って言うと、みんなから口を揃えて、
「雪が大変だよー」と必ず言
われます。冬が来る前に家の周りに囲いをつけることも絶対条件。除雪車なんてもち
ろん持ってないので、どうなることやら…。凍結のことや、何もかもが初めてで、知ら
ないこともいろいろあって結構ドキドキです。だけど、町内で素敵なお家を見つける
ことができて、ようやく本格的に移住してきたという実感も湧きそうで、不安よりも
ワクワクが大きくて、とても楽しみです！引越しが落ち着いたら早めに作業場を作り
いわさき ち え
観光振興班 岩﨑 智恵
たいと思っています！冷やかし大歓迎！ぜひ皆さん覗きに来てください(^^)/

３年目がやってきました。頑張ります！！
9月はもう皆さまも大忙しの季節かと思います。こちら宮市でも稲刈り
シーズンが始まり1日に何度も天気予報を見る日々がやってきました。今年
の水稲は6.2haです。移住して3年目の稲刈り。早いものでもう3度目の稲
刈りがやってきました。毎年毎年「ああすれば良かった」
「こうすれば良かっ
た」と反省するんですが、1年に1度のタイミングを逃すと次年度に持ち越し。
この試行錯誤のサイクルスパンが長いのも農業の不思議な魅力の一つで
すね。水稲は儲からないと言われる作物ですが、この美味しい江府町のお
米をもっと世に知ってもらいたいと思います。9月は皆さんほんと忙しい季
節かと思います！頑張りましょう！

まつもと よしふみ

法人宮市班 松本 良史

笠良原にて、自分で住む家をセルフリフォーム中です！
現在、笠良原に引っ越すために新住居のリフォーム中です。まだまだ、
かかりそうですがやっと窓や扉を入れてロフトも出来ました！ロフトから見
える外の景色は最高です！ここで寝るのが楽しみ。やはり自分自身で住ま
いを作るのは何とやりがいのある仕事です。達成感をすごく感じます。次
は内装をもっと快適にしたり入口に庇（ひさし）を作ります。来年の春に
は引っ越せるよう頑張らねばなりません！

くわはた さいもん

農業振興班 桒畑 才文

令和元年９月号

日野高レポート

日（金）、
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〜「課題研究」開発商品の巻〜

江 尾 十 七 夜 前 夜 祭の８月

えんちゃん江尾店特設会場において、日

野高校の課題研究で開発された商品「フ

ワシュワか き 氷」が 販 売 さ れ ま し た。こ

の課題研究は「地域を元気にする」とい

え み

うテーマのもと取り組まれ、日野高校３

年生の清水麻衣さん、小坂徳真さん、加

藤 毬 恵 さ ん と、日 野 高 校 教 員 に よ り 商

品を考案。奥大山の水で作ったかき氷に、

食限定で提供

30

町 内 産 ブルーベリ ーで 作った 甘 酸っぱい

ソースをかけたものが、

され、約１時間で完売しました。食べ終

え た 方からは「泡 立っているのが新 食 感

▲商品提供する日野高校のみなさん
（写真左から：清水さん、小坂さん、加藤さん）

でし た。ソースが 爽 や かでおいし かった

です」と感想が述べられました。

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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農業委員会だより

農地パトロール（農地利用状況調査）を開始します
〜遊休農地の解消と農地の有効活用の推進〜
遊休農地の解消に向けて
「農地パトロール出発式」を8月21日（水）、江府町山村開発センターで
行いました。推進会議では、日野振興局講師が調査の意義を確認し、調査
の要点と計画について意思の統一を図りました。8月から11月にかけ、農業
委員と農地利用適正化推進委員が、状況調査で巡回します。調査にあたり、
農地への立ち入りや、要望や計画などのお話をお聞きすることがあります。
みなさまからのご理解とご協力をお願いします。

農地の有効活用の推進

農業者年金に加入しませんか

長年、先祖から受け継ぎ大切に守ってきた農地も、ひ
とたび耕作を止め数年経てば、原形が分からないほどに
荒れてしまいます。
元通りにするためには、相当な労力・費用と年数が必
要となります。また、病害虫の発生を助長したり有害鳥
獣の隠れ場所になり被害を受けやすくなります。
周囲には、生産意欲・耕作余力のある『担い手』がい
ます。自分で管理ができなくなった方は、
『担い手』に託
してみませんか。

令和元年

農業者年金は６０歳未満の国民年金第一
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
号被保険者で、年間60日以上農業に従事し
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ていれば加入できます。
【農業者年金の特徴】
〇積立方式の安定した年金。
〇生涯受給できます。
〇保険料は全額所得税控除。
〇保険料は月額２万円から自由に選択。
〇保険料の国庫補助が受けられます。

秋の農作業標準賃金

8月9日（金）開催の農業委員会総会で決定しましたのでお知らせします。
実際の契約にあたっては、下表を目安に当事者同士で協議の上決定してください。
作業区分

標準賃金

一 般 作 業

7,040円

機 械
草 刈

備

コンバイン 15,560円

10ａあたり すみ刈は委託者が実施

耕

起

6,020円

10ａあたり

畦 畔 等

1,500円

1時間あたり燃料・機械含む

農地に関することはお気軽にご相談ください
◎ 相談日 令和元年９月２６日（木）
午後１時30分〜午後３時３０分
所 江府町山村開発センター

令和元年９月号

（1）
これは、
ほ場整備農地の賃金であり、
ほ場整備未完了の農地にあっては、
これを基準に相互に話し合って決定
してください。
（2）表示金額は消費税抜きで表示して
います。

農業委員会総会

＜8月9日
（金）開催＞

審議案件すべて承認されました。
・農用地利用集積計画（案）

2件

・非農地証明（案）について

1件

・秋の農作業標準賃金について

1件

【問い合わせ】江府町農業委員会事務局
17

※標準賃金額は消費税抜きです。

（注）

考

1日8時間 賄いなし

9月の農地相談会

◎場

▲農地パトロール出発式

電話：０８５９−７５−６６２０

Information

まちのお知らせ

年金生活者支援給付金
制度開始（１０月１日から）

『とっとりＮＯＷ』
123 号 好評発売中！

困ったら一人で悩まず
行政相談

国土交通省日野川河川
事務所 関連イベント

公証週間休日法律相談

暮らしに役立つ情報をお届

年金生活者支援給付金は、公的

１０月７日（月）から１３日（日）

国土交通省（建設省）が中国地

米子公証役場では、公証週間中

年金等の収 入や所得 額が一定基

までの１週間は「行政相談週間」

方で最初に建設した菅沢ダムが完

（１０月１日から７日まで）の取組

準額以下の、年金受給者の生活を

です。行政相談は、国など役所の

成してから５０年が経過したのを

として、下記のとおり公証 週間休

支援するために、年金に上乗せし

仕事や暮らしの不便について、相

記念して各種イベントを開催しま

日法律相談を行います。

て支給されるものです。受け取り

談にお答えする制度です。

〜〜〜〜〜〜〜〜

には請求書の提出が必要です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
▶対象者

江府町では、毎月第３水曜日に
鳥取県から生まれ、全国に普及

人権・行政相談所を開設し、相談

【老齢基礎年金受給者】

した画期的な氷温技術。現在では

を受け付けています。

（ただし以下の要件をすべて満た

知名度も高まり、幅広い分野で応

【１０月の人権・行政相談所】

している必要があります）

用、ますます注目されている。巻頭

▶日時

・６５歳以上

特集で、その奥深さや素晴らしさ

１０月９日（水）

・世帯員全員の市町村民税が非課税

を紹介。特集では、日本最古の円

▶場所

・年金収入額とその他所得額の合

形校舎を利用した「円形劇場フィ

▶行政相談委員

ギュアミュージアム」の魅力にス

電話：０８５９‒７５‒１３１１

ポットを当てた。

各分野の専門家に相談したい方は、

（ただし以下の要件を満たしてい

▶取扱場所

年に一度の合同行政相談所へ！

る必要があります）

下記事務局、県内書店

・前年の所得額が約４６２万円以下

▶定価

１部 定価２８６円（+税）

▶日時

請求の手続きなど詳しくは以下

▶発行

年４回（３、
６、
９、
１２月）

午後１時〜４時

計が約８８万円以下
【障害基礎年金・遺族基礎年金受給者】

他

午前９時〜正午

江府町防災・情報センター
井上あけみさん

【米子合同行政相談所】
１０月９日（水）

す。
菅沢ダム完成50年記念式
▶日時（予定）
１１月１０日（日）
午前１０時〜１１時３０分
（受付開始：午前９時３０分）
▶場所

日南町総合文化センター

▶内容
神楽上演/菅沢ダム建設当時記録
映像上映/ビデオメッセージ紹介/
食のイベント等（※入場無料）
【問い合わせ】
国土交通省日野川河川事務所総
務課
電話：０８５９‒２７‒５４８４
【受付時間：平日午前９時〜午後５時】

にお問い合わせください。

【問い合わせ】

▶場所

【問い合わせ】

鳥取県広報連絡協議会

【問い合わせ】

▶日時（予定）

日本年金機構（給付金専用ダイヤル）

電 話 ：０８５７‒２６-７０８６

鳥 取行政 監視行政相談センター

１１月１０日（日）

電話：０５７０-０５-４０９２

ＦＡＸ：０８５７-２９-６６２１

電話：０８５７‒２４‒５５４２

午後０時３０分〜４時３０分（予定）

米子市文化ホール

菅沢ダムと王子製紙のバス見学会

▶見学コース（予定）

ＮＰＯ法人「こうふのたより」動画企画

「見守りビデオレター」出演者募集！
！
江府町在住の方で、遠く離れたお子さん、お孫さんに江府町での暮らし
の魅力と元気をビデオレターで届けませんか？
■撮影時間は１０分程度。２〜３分程度のメッセージ動画に編集しＮＰＯ法人「こうふのたより」のホーム
ページ等で公開します。また、江府町公式チャンネルでも公開します。
■１０月下旬から公開予定。
▶募集期間 令和元年９月１３日（金）から９月３０日（月）まで
▶応募条件 江府町在住の方（※年齢制限はありません）
▶申込方法
▶撮影方法

ＮＰＯ法人「こうふのたより」へ電話でお申し込みください。
ＮＰＯ法人「こうふのたより」スタッフが行います。撮影の日時や場所については、後日、ご相
談の上決めさせていただきます。

▶そ の 他

出演に関わる費用は無料ですが、報酬等はありません。詳しくは以下へお問い合わせください。

【問い合わせ】ＮＰＯ法人「こうふのたより」 電話：0859‒72‒3122
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令和元年９月号

日南町総合文化センター（午後０
時３０分出発）⇒菅沢ダム（バス
周遊３０分）⇒王子製紙（工場見
学１時間）⇒日南町総合文化セン

「お知らせ」
「イベント」など
けします。
江府町役場

☎０８５９ - ７５ - ２２１１
（代表）
〒６８９-４４０１ 江府町大字江尾４７５

▶日時
１０月５日（土）〜６日（日）
午前９時〜午後３時まで（２日間

２０１９年度
労働セミナー（西部）

とも）
▶会場
米子公証役場
▶相談内容
公正証書作成にかかる遺言、
任意
後見、
離婚（慰謝料・養育費等）など
に関して公証人が相談に応じます。
▶その他
予約制ですので、事前に電話連絡
をお願いします(平日：午前９時〜
午後５時受付）。相談は無料、秘
密は厳守します。
【問い合わせ】
米子公証役場
電話：０８５９‒３２‒３３９９

火葬場「桜の苑」使用
料の支払い窓口の変更
現在、火葬場「桜の苑」の使用
料は、桜の苑のほか江府町役場で
もお支払いできますが、
令和元年１０

働き方改革のルールを正しく理
解し、適正な労務管理に活かせる
ことを目的として労働セミナーを
開催いたします。
▶日時
９月１３日（金）
午後２時〜３時３０分
▶場所
米子市立図書館２階研修室
▶テーマ
『これからの労務管理のポイント』
▶内容
確実な年次有給休暇の取得、労働
時間の上限と管理
▶講師
社会保険労務士 濱田 國秀さん
▶対象者
労務担当者、管理者、一般の方な
ど興味がある人

月以降は桜の苑のみになります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

▶参加料

亡 届 の 手 続きの 際 に 発 行される

（電話またはFAXでお申込みくだ

「埋火葬許可証」と「火葬場使用

さい）

許可証」を桜の苑の窓口へ持参し、

※当日参加も可能ですが、資料準

送しご案内します。なお、先着４０

直接、使 用料をお支払ください。

備のため事前申込をお願いします。

名様までとし、定員に達した場合、

（桜の苑の使用許可証は桜の苑

詳しくは下記へお問い合わせく

期限内でも申し込みを締め切らせ

または桜の苑圏域内の市町村で

ださい。

ていただきます）

しか発行されません）

【申込先、問い合わせ】

ター（午後４時３０分到着）
▶申込方法
１０月４日（ 金 ）から１０月１８日
（金）までに下記へ電話でお申し
込みください。
（後日、乗車券を発

【問い合わせ】

１０月以降は各市町村窓口で死

詳しくは下記へお問い合わせく

無料

▶申込み 必要

鳥取県中小企業労働相談所 みな

国土交通省日野川河川事務所菅

ださい。

くる米子（平日：午前９時〜午後５

沢ダム管理支所

【問い合わせ】

時３０分）

電話：０８５９‒８７‒０３１１

江府町役場住民課

電 話 ：０８５９-３１-８７８５

電話：０８５９-７５-３２２３

ＦＡＸ：０８５９-２１-００３４

【受付時間：平日午前９時〜午後５時】

令和元年９月号

18

Information

まちのお知らせ

年金生活者支援給付金
制度開始（１０月１日から）

『とっとりＮＯＷ』
123 号 好評発売中！

困ったら一人で悩まず
行政相談

国土交通省日野川河川
事務所 関連イベント

公証週間休日法律相談

暮らしに役立つ情報をお届

年金生活者支援給付金は、公的

１０月７日（月）から１３日（日）

国土交通省（建設省）が中国地

米子公証役場では、公証週間中

年金等の収 入や所得 額が一定基

までの１週間は「行政相談週間」

方で最初に建設した菅沢ダムが完

（１０月１日から７日まで）の取組

準額以下の、年金受給者の生活を

です。行政相談は、国など役所の

成してから５０年が経過したのを

として、下記のとおり公証 週間休

支援するために、年金に上乗せし

仕事や暮らしの不便について、相

記念して各種イベントを開催しま

日法律相談を行います。

て支給されるものです。受け取り

談にお答えする制度です。

〜〜〜〜〜〜〜〜

には請求書の提出が必要です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
▶対象者

江府町でも毎月、人権・行政相
鳥取県から生まれ、全国に普及

談所を開設し、相談を受け付けて

【老齢基礎年金受給者】

した画期的な氷温技術。現在では

います。

（ただし以下の要件をすべて満た

知名度も高まり、幅広い分野で応

【１０月の人権・行政相談所】

している必要があります）

用、ますます注目されている。巻頭

▶日時

・６５歳以上

特集で、その奥深さや素晴らしさ

１０月９日（水）

・世帯員全員の市町村民税が非課税

を紹介。特集では、日本最古の円

▶場所

・年金収入額とその他所得額の合

形校舎を利用した「円形劇場フィ

▶行政相談委員 井上あけみさん

ギュアミュージアム」の魅力にス

電話：０８５９‒７５‒１３１１

ポットを当てた。

各分野の専門家に相談したい方は、

（ただし以下の要件を満たしてい

▶取扱場所

年に一度の合同行政相談所へ！

る必要があります）

下記事務局、県内書店

・前年の所得額が約４６２万円以下

▶定価

計が約８８万円以下
【障害基礎年金・遺族基礎年金受給者】

他

１部 定価２８６円（+税）

午前９時〜正午

江府町防災・情報センター

【米子合同行政相談所】
▶日時 １０月９日（水）

す。
菅沢ダム完成50年記念式
▶日時（予定）
１１月１０日（日）
午前１０時〜１１時３０分
（受付開始：午前９時３０分）
▶場所

日南町総合文化センター

▶内容
神楽上演/菅沢ダム建設当時記録
映像上映/ビデオメッセージ紹介/
食のイベント等（※入場無料）
【問い合わせ】
国土交通省日野川河川事務所総
務課
電話：０８５９‒２７‒５４８４

▶発行 年４回（３、
６、
９、
１２月）

午後１時〜４時

にお問い合わせください。

【問い合わせ】

▶場所

【問い合わせ】

鳥取県広報連絡協議会

【問い合わせ】

▶日時（予定）

日本年金機構（給付金専用ダイヤル）

電 話 ：０８５７‒２６-７０８６

鳥 取行政 監視行政相談センター

１１月１０日（日）

電話：０５７０-０５-４０９２

ＦＡＸ：０８５７-２９-６６２１

電話：０８５７‒２４‒５５４２

午後０時３０分〜４時３０分（予定）

請求の手続きなど詳しくは以下

米子市文化ホール

【受付時間：平日午前９時〜午後５時】
菅沢ダムと王子製紙のバス見学会

▶見学コース（予定）

ＮＰＯ法人「こうふのたより」動画企画

「見守りビデオレター」出演者募集！
！
江府町在住の方で、遠く離れたお子さん、お孫さんに江府町での暮らし
の魅力と元気をビデオレターで届けませんか？
■撮影時間は１０分程度。２〜３分程度のメッセージ動画に編集しＮＰＯ法人「こうふのたより」のホーム
ページ等で公開します。また、江府町公式チャンネルでも公開します。
■１０月下旬から公開予定。
▶募集期間 令和元年９月１３日（金）から９月３０日（月）まで
▶応募条件 江府町在住の方（※年齢制限はありません）
▶申込方法
▶撮影方法

ＮＰＯ法人「こうふのたより」へ電話でお申し込みください。
ＮＰＯ法人「こうふのたより」スタッフが行います。撮影の日時や場所については、後日、ご相
談の上決めさせていただきます。

▶そ の 他

出演に関わる費用は無料ですが、報酬等はありません。詳しくは以下へお問い合わせください。

【問い合わせ】ＮＰＯ法人「こうふのたより」 電話：0859‒72‒3122

19

令和元年９月号

日南町総合文化センター（午後０
時３０分出発）⇒菅沢ダム（バス
周遊３０分）⇒王子製紙（工場見
学１時間）⇒日南町総合文化セン

「お知らせ」
「イベント」など
けします。
江府町役場

☎０８５９ - ７５ - ２２１１
（代表）
〒６８９-４４０１ 江府町大字江尾４７５

▶日時
１０月５日（土）〜６日（日）
午前９時〜午後３時まで（２日間

２０１９年度
労働セミナー（西部）

とも）
▶会場
米子公証役場
▶相談内容
公正証書作成にかかる遺言、
任意
後見、
離婚（慰謝料・養育費等）など
に関して公証人が相談に応じます。
▶その他
予約制ですので、事前に電話連絡
をお願いします(平日：午前９時〜
午後５時受付）。相談は無料、秘
密は厳守します。
【問い合わせ】
米子公証役場
電話：０８５９‒３２‒３３９９

火葬場「桜の苑」使用
料の支払い窓口の変更
現在、火葬場「桜の苑」の使用
料は、桜の苑のほか江府町役場で
もお支払いできますが、
令和元年１０

働き方改革のルールを正しく理
解し、適正な労務管理に活かせる
ことを目的として労働セミナーを
開催いたします。
▶日時
９月１３日（金）
午後２時〜３時３０分
▶場所
米子市立図書館２階研修室
▶テーマ
『これからの労務管理のポイント』
▶内容
確実な年次有給休暇の取得、労働
時間の上限と管理
▶講師
社会保険労務士 濱田 國秀さん
▶対象者
労務担当者、管理者、一般の方な
ど興味がある人

月以降は桜の苑のみになります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

▶参加料

亡 届 の 手 続きの 際 に 発 行される

（電話またはFAXでお申込みくだ

「埋火葬許可証」と「火葬場使用

さい）

許可証」を桜の苑の窓口へ持参し、

※当日参加も可能ですが、資料準

送しご案内します。なお、先着４０

直接、使 用料をお支払ください。

備のため事前申込をお願いします。

名様までとし、定員に達した場合、

（桜の苑の使用許可証は桜の苑

詳しくは下記へお問い合わせく

期限内でも申し込みを締め切らせ

または桜の苑圏域内の市町村で

ださい。

ていただきます）

しか発行されません）

【申込先、問い合わせ】

ター（午後４時３０分到着）
▶申込方法
１０月４日（ 金 ）から１０月１８日
（金）までに下記へ電話でお申し
込みください。
（後日、乗車券を発

【問い合わせ】

１０月以降は各市町村窓口で死

詳しくは下記へお問い合わせく

無料

▶申込み 必要

鳥取県中小企業労働相談所 みな

国土交通省日野川河川事務所菅

ださい。

くる米子（平日：午前９時〜午後５

沢ダム管理支所

【問い合わせ】

時３０分）

電話：０８５９‒８７‒０３１１

江府町役場住民課

電 話 ：０８５９-３１-８７８５

電話：０８５９-７５-３２２３

ＦＡＸ：０８５９-２１-００３４

【受付時間：平日午前９時〜午後５時】

令和元年９月号
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Information

まちのお知らせ

パソコンを使用中に偽の警告表示!!

気をつけよう

消費者トラブル

アドバイス
・「実在の事業者と思わせるロゴマークが付いている」「警告画面が消えな
い」、
「カウントダウンが現れる」など消費者を不安にさせます。(これらの対
処方法は、情報処理推進機構のホームページが参考になります)

江府町子育て世代包括支援センター「おひさま」では、子育て機関の情報や支援を
切れ目なくつなぎ、一貫したサービスの提供を目指しています。

＜ブックスタート＞
毎月1回、ブックスタート事業を子育て支援センター
で開催しています。
ブックスタート事業では、親子が絵本を介してゆっ
くり触れ合うひとときを持つきっかけをつくることを
目的に３〜４か月のお子さんに１冊、
１１か月〜１２か月
のお子さんに１冊絵本をプレゼントしています。
当日は、図書館司書による絵本の読み聞かせを行い
ます。その後、好きな絵本を選んでいただき、後日プレ
ゼントをします。対象となる方には、随時連絡をしてい
ますので、ぜひご参加ください。

・このような警告画面は偽の表示である可能性があります。慌てて事業者に連
絡したり、セキュリティソフトの契約をしないようにしましょう。
・後から解約しようとしても、契約先が海外事業者のため、
手続きが進まなかったり、連絡しても返信がない場合があ
ります。

○消費生活相談員による相談窓口
お気軽に
９月１８日（水）、10月９日（水）午前9時〜午後４時
ご相談ください
役場本庁舎1階会議室にて開催（役場正面向かって右側の入り口からお入りください）
○通常の相談窓口
平日：江府町役場住民課（電話：0859-75-3223)
土日：鳥取県消費生活センター
（電話：0859-34-2648) ※祝日、年末年始除く

イノシシの出産に関する質問を
いただいたので︑お答えします︒
Ｑ１．一回に何頭産むの？
イノシシは１回の出産で︑平均
４〜５頭産みます︒平均なのでこ
れより少ないことも多いこともあ
ります︒最大でも１回の出産で７
頭と言われており︑８頭以上産む
ことはありません︒
Ｑ２． 頭以上の子供を連れて
いたけど︑どういうこと？
頭以上の子どもがいたという
ことは︑その親が２頭以上いると
いうことです︒地域によって核家
族化することもありますが︑一般
的には母系集団を作ります︒その
ため 頭以上の群れというのは︑
母・娘・母娘それぞれの子どもた
ちで構成されています︵下図参
照︶︒
Ｑ３．出産はいつ？
生後１年半で性成熟し︑晩秋か
ら冬にかけて発情し︑在胎１２０
日で︑翌春に出産します︒そのた
10

10

10

第１６回
イノシシの
出産にまつわる話
日野郡鳥獣被害対策協議会
実施隊チーフ 木下卓也
【問い合わせ】0859−72−1399

め夏ごろウリ模様の幼獣を目撃す
ることが多くなります︒
Ｑ４．年に２回出産するの？
出産は１年に１回です︒ただし
春の出産に失敗したり︑出産した
子どもをすべて失ったりすると再
度発情し︑秋にもう１度出産しま
す︒普通に出産すると出産後
120日の授乳期間があり︑出産
と授乳期間を合わせると８か月以
上になるので︑年に２回の出産は
不可能です︒
春の出産に失敗したイノシシが
秋に出産し︑晩秋から冬にかけて
ウリ模様の幼獣を目撃することが
あるので︑春と秋の２回産んだと
いう話が出てきたのでしょう︒
ちなみに豚が年２回出産できる
のは︑出産後すぐに幼獣を引き離
し︵強制離乳︶︑すぐに発情させ
るためです︒つまり︑人間の介入
があってこその話です︒

▲イノシシの群れの構成
（母との関係）

令和元年９月号

て 世 代 包 括 支 援 センター

「おひさま」

〜不安にさせてセキュリティソフトの契約をさせる手口〜

パソコンでイン
ターネットを見て
いたら、突然警告
音が鳴り、
「ウィル
スに感染した」と
警 告 画 面が 表 示
された。
慌てて画 面の
電 話 番号に連 絡
したら、「３年 間
のサポート契約が
必要。今すぐ対処
しないと危険」と
言われ、５万円で
契約してしまった。
後から必要のない
ソフトだとわかっ
たので、解約した
い。
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江 府 町子育

＜第1回こっこくらぶ＞
「第1回こっこくらぶ」を７月２４日（水）、子供の国保
育園で開催しました。
こっこくらぶは、妊娠中の方も含めた「子育て世代」
の集いの場を作ることを目的に、年に数回実施してい
ます。
今回は、アロマセラピストである宅野有理子さんを
講師にお迎えし、
「アロママッサージ」を実施しました。
当日は、アロマについての講演・アロマオイルの作成・
ハンドマッサージの実演をしました。今回は、保護者
の方だけでなく、ファミリーサポートセンターの支援
会員さんも参加されました。参加者のみなさんからは、
「自分で香りをカスタマイズできるのが魅力的だっ
た」、
「とても気持ちがよかった」などの感想が聞かれ、
リラックスしたひと時を過ごすことができました。

妊娠・出産・子育てに関することについて、いつでも
お気軽にご相談ください。
【問い合わせ】江府町子育て世代包括支援センター
「おひさま」
（江府町役場福祉保健課内）
電話：0859-75-6111

令和元年９月号
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Information

まちのお知らせ

パソコンを使用中に偽の警告表示!!

気をつけよう

消費者トラブル

アドバイス
・「実在の事業者と思わせるロゴマークが付いている」、
「警告画面が消えな
い」、
「カウントダウンが現れる」など消費者を不安にさせます。(これらの対
処方法は、情報処理推進機構のホームページが参考になります)

江府町子育て世代包括支援センター「おひさま」では、子育て機関の情報や支援を
切れ目なくつなぎ、一貫したサービスの提供を目指しています。

＜ブックスタート＞
毎月1回、ブックスタート事業を子育て支援センター
で開催しています。
ブックスタート事業では、親子が絵本を介してゆっ
くり触れ合うひとときを持つきっかけをつくることを
目的に３〜４か月のお子さんに１冊、
１１か月〜１２か月
のお子さんに１冊絵本をプレゼントしています。
当日は、図書館司書による絵本の読み聞かせを行い
ます。その後、好きな絵本を選んでいただき、後日プレ
ゼントをします。対象となる方には、随時連絡をしてい
ますので、ぜひご参加ください。

・このような警告画面は偽の表示である可能性があります。慌てて事業者に連
絡したり、セキュリティソフトの契約をしないようにしましょう。
・後から解約しようとしても、契約先が海外事業者のため、
手続きが進まなかったり、連絡しても返信がない場合があ
ります。

○消費生活相談員による相談窓口
お気軽に
９月１８日（水）、10月９日（水）午前9時〜午後４時
ご相談ください
役場本庁舎1階会議室にて開催（役場正面向かって右側の入り口からお入りください）
○通常の相談窓口
平日：江府町役場住民課（電話：0859-75-3223)
土日：鳥取県消費生活センター
（電話：0859-34-2648) ※祝日、年末年始除く

イノシシの出産に関する質問を
いただいたので︑お答えします︒
Ｑ１．一回に何頭産むの？
イノシシは１回の出産で︑平均
４〜５頭産みます︒平均なのでこ
れより少ないことも多いこともあ
ります︒最大でも１回の出産で７
頭と言われており︑８頭以上産む
ことはありません︒
Ｑ２． 頭以上の子供を連れて
いたけど︑どういうこと？
頭以上の子どもがいたという
ことは︑その親が２頭以上いると
いうことです︒地域によって核家
族化することもありますが︑一般
的には母系集団を作ります︒その
ため 頭以上の群れというのは︑
母・娘・母娘それぞれの子どもた
ちで構成されています︵下図参
照︶︒
Ｑ３．出産はいつ？
生後１年半で性成熟し︑晩秋か
ら冬にかけて発情し︑在胎１２０
日で︑翌春に出産します︒そのた
10

10

10

第１６回
イノシシの
出産にまつわる話
日野郡鳥獣被害対策協議会
実施隊チーフ 木下卓也
【問い合わせ】0859−72−1399

め夏ごろウリ模様の幼獣を目撃す
ることが多くなります︒
Ｑ４．年に２回出産するの？
出産は１年に１回です︒ただし
春の出産に失敗したり︑出産した
子どもをすべて失ったりすると再
度発情し︑秋にもう１度出産しま
す︒普通に出産すると出産後
120日の授乳期間があり︑出産
と授乳期間を合わせると８か月以
上になるので︑年に２回の出産は
不可能です︒
春の出産に失敗したイノシシが
秋に出産し︑晩秋から冬にかけて
ウリ模様の幼獣を目撃することが
あるので︑春と秋の２回産んだと
いう話が出てきたのでしょう︒
ちなみに豚が年２回出産できる
のは︑出産後すぐに幼獣を引き離
し︵強制離乳︶︑すぐに発情させ
るためです︒つまり︑人間の介入
があってこその話です︒

▲イノシシの群れの構成
（母との関係）

令和元年９月号

て 世 代 包 括 支 援 センター

「おひさま」

〜不安にさせてセキュリティソフトの契約をさせる手口〜

パソコンでイン
ターネットを見て
いたら、突然警告
音が鳴り、
「ウィル
スに感染した」と
警 告 画 面が 表 示
された。
慌てて画 面の
電 話 番号に連 絡
したら、「３年 間
のサポート契約が
必要。今すぐ対処
しないと危険」と
言われ、５万円で
契約してしまった。
後から必要のない
ソフトだとわかっ
たので、解約した
い。
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江 府 町子育

＜第1回こっこくらぶ＞
「第1回こっこくらぶ」を７月２４日（水）、子供の国保
育園で開催しました。
こっこくらぶは、妊娠中の方も含めた「子育て世代」
の集いの場を作ることを目的に、年に数回実施してい
ます。
今回は、アロマセラピストである宅野有理子さんを
講師にお迎えし、
「アロママッサージ」を実施しました。
当日は、アロマについての講演・アロマオイルの作成・
ハンドマッサージの実演をしました。今回は、保護者
の方だけでなく、ファミリーサポートセンターの支援
会員さんも参加されました。参加者のみなさんからは、
「自分で香りをカスタマイズできるのが魅力的だっ
た」、
「とても気持ちがよかった」などの感想が聞かれ、
リラックスしたひと時を過ごすことができました。

妊娠・出産・子育てに関することについて、いつでも
お気軽にご相談ください。
【問い合わせ】江府町子育て世代包括支援センター
「おひさま」
（江府町役場福祉保健課内）
電話：0859-75-6111

令和元年９月号

20

人権同和対策事業・まちのお知らせ

Information

人の動き
︵氏

名︶

月届 ︵敬称略︶

映斗
男

男
丈一

健太

︵性別︶ ︵保護者︶

中尾
龍志
夏美

︵住所︶

◎お誕生おめでとう
日の詰
田本
女
真生

えいと

谷
侑莉
男
美香

なかお

杉
伊藤
旺生
女

いとう

よこた

はしい

ま い

おうせい

ゆうり

たつし

下蚊屋
横田
麻衣

たもと

本町一
橋井
︵氏

名︶

田口 恒子
浦部 敏彦
仲田 藤子

歳
歳
歳

明
一史
千廣

︵年齢︶ ︵世帯主︶

万

大
︵住所︶

◎ごめい福を祈ります
本町一
武 庫
御 机

ご寄付
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令和元年９月号

学校教育の未来を考える

江府町小中一貫教育推進検討委員会開催︵第２回・第３回︶
第３回
■学校の形について
①小中一貫教育については︑﹁義務
教育学校﹂︑
﹁小中一貫校﹂︑
﹁現
状 の ま ま で 充 実 さ せていく ﹂
という３つの選択肢がある︒
② 学 習 指 導 要 領 改 訂 ︒急 激 な 社
会 的 変 化 に 対 応 し ︑予 測 困 難
な 時 代 にあっても 未 来の作 り
手 と な る た めに 必 要 な 資 質・
能 力 を 確 実に身につけさせる
ことが求められる︒
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
◎香典返しとして
埼玉県 山戸 裕子 父 井上彌之助死去︵荒田︶
日の詰 中尾 彰人 妻 子死去
宮 市 末次惠美子 母 愛子死去
本町一 岩成
明 母 田口恒子死去
御 机 仲田 千廣 母 藤子死去

（前月比＋87万円）

電話：０８５９‒７５‒２２２３
【問い合わせ】江府町教育委員会事務局

88 91 94

ふ る さ と 納
税

これからの本 町 学 校 教 育の在
り方を検討する﹁江府町小中一貫
教 育 推 進 検 討 委 員 会 ﹂の第２回
︵６／ ︶
・第３回
︵７／ ︶
が開催
されました︒
第２回では﹁小中一貫教育の必
要 性 ﹂が 確 認 さ れ ︑第 ３ 回 で は
﹁ 学 校の形 ﹂についての協 議 がス
タートしました︒
第２回
■小中一貫教育の必要性について
①児童・生徒数の減少によって集
団規模の維持・確保が難しくな
る︒
②江府中学校の学級数減による
教職員数の減少 という将来的
な不安要素︒
●会議は傍聴ができます。 ●会議の詳細な議事録は、
町ホームページに掲載しています。

8
8

応援ありがとうございます！

本人退院
延申込件数 ３２３件
件
（前月比＋63件）
8月31日日
在
現
延寄付金額 4,160,000円
万円
令和元年

保育士

◎見舞い返しとして
池の内 藤原 邦子
）は前月比
8月末現在（

●現状でも小・中の連携を行って
いるが十分とは言えない︒
﹁小
中一貫 校 ﹂は 明 確 に 意 思 統一が
でき︑
今後の方向性を示せる︒
●校舎が分かれているからこそ︑
教師集団が一つになるためにも︑
一つの学 校 としての意 識を持っ
てもらうことが大事︒
●義務教育学校になると分離型
で︑校長が１人になる︒緊急時
の対 応のリスクが 増 えるので
はないか︒
★次回は …
﹁江府町の子 ども達のために︑義
務 教 育 学 校 と 小 中一貫 校の ど ち
らがよいか﹂という２つの選択肢
で再度協議を行います︒

８７８人（ − 6 ）
■まちの人口 ２，
３５２人（ − 2 ）
男 １，
５２６人（ − 4 ）
女 １，

納付期限及び口座振替は令和元年９月３０日（月）です。
藤井 明佳

・固定資産税（３期） ・国民健康保険税（４期）
・介護保険料（４期） ・後期高齢者医療保険料（３期）
人 事 異 動（令和元年８月３１日付）
【退職】 子供の国保育園

納付期限 ９月分 令和元年１０月３１日（木）まで

平成３１年４月から令和２年３月までの国民年金保険料
は月額１６,４１０円です。保険料は日本年金機構から送ら
れる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による納付
なども可能です。保険料は納付期限までに納めましょう。

現金納付の江府町の税金は全て、口座振替
に変更をすることができます。口座振替は納付
の手間がなく、納付忘れを防ぐこともできます。
ぜひ、口座振替をご 利用ください。口座振替
の申し込みは、ご本人様が 直接、金融機関窓
口にてお願いします。口座振替ができる金融
機関は、山陰合同銀行・鳥取西部農協・鳥取
銀行・ゆうちょ銀行ですので、お早めのお手続
きをお願いします。ご不明な点がありましたら、
役場住民課にご相談ください。

今月の国民年金
口座振替のお願いについて
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●小中一貫教育を進めることで集
団規模の確保による教育的効
果 ︑教 職 員の連 携・柔 軟な対 応
等 が 期 待 で き るので は ない
か︒
●小・中学校だけでなく保育園も
含めた 年間を見通した子 ど
も達の将来像を見定めながら
協議を行いたい︒
★小中一貫教育を進めて
いくことを確認︒

１，
０４０ 世帯（ − 1 ）
■世帯数

15

28

お知らせ

9月
月

防 ＝防災情報センター 開 ＝山村開発センター 福 ＝総合健康福祉センター 役 ＝江府町役場本庁舎 創 ＝高齢者創作館
本5 ＝本町5丁目集会所 せ ＝せせらぎ公園

火

Mon

Tue

水

17

16

カラオケ同好会 本5
（広域隣保活動）

午前10時～正午

ピアノレッスン

防

午後3時30分～5時

アイリス合唱団

防

午後7時～9時

Wed

18

大正琴教室

防
午後1時30分～4時30分

ピアノレッスン

防

午後3時30分～5時

書道教室

木

Thu

19

明徳学園開校日

ストリートダンス教室 防
午後6時30分～8時

フラダンス教室

午前10時～正午

（広域隣保活動）

（広域隣保活動） 本5

お茶会

24

23

パッチワーク同好会

午前9時～11時30分 防

ピアノレッスン

防

午後3時30分～5時

アイリス合唱団

25

防
午後1時30分～3時

防

午後3時30分～5時

午後2時～4時

御机線

27

月

江府町では、脳卒中の１人あたりの入院費用額と件数が増えてお
り、課題となっています。日頃の生活習慣を振り返り、運動習慣の
定着や、食生活の改善といった健康習慣を確立していきましょう。

29

ピアノレッスン 防
防
午後1時30分～3時30分 午前11時～午後5時

午前10時～正午

子供の国保育園
運動会

柿原線
下安井線

第

午前10時30分～11時 防

和紙折紙教室

（広域隣保活動）

午前９時～
子供の国保育園にて
※雨天時は町体育館にて

江尾地区
町民運動会
午前９時～

江府町運動公園
総合グラウンドにて
【問合先】江府町教育委員会
75-2005

3 回人権・同和教育講座 たんぽぽ学級
演題「～暮らしやすいまちづくりのために～
お互いを認め合える関わり方
（承認のスキル）を学ぼう！！」

９月 19 日（木）
午後７時～８時３０分
江府町防災・情報センター

講師

笠 木 理 恵 さん

申込不要！どなたでもご参加いただけます

【お問合せ】江府町役場 福祉保健課 電話：７５－６１１１

防 ＝防災情報センター 開 ＝山村開発センター 福 ＝総合健康福祉センター 役 ＝江府町役場本庁舎 創 ＝高齢者創作館
本5 ＝本町5丁目集会所 せ ＝せせらぎ公園

火

Mon

Tue

水

1

2

ピアノレッスン

防

午後3時30分～5時

アイリス合唱団

防

午後7時～9時

手芸教室

Wed

午後6時30分～8時
防

午後7時～9時

下蚊屋線
9

ピアノレッスン

元気クラブ1

ストリートダンス教室 防

（広域隣保活動）

本5

防

午後3時30分～5時

防

5

編物教室

日

Sat
本5

（広域隣保活動）

午前9時30分～正午

Sun

6

ピアノレッスン

防

正午～午後5時

（広域隣保活動）

午後２時～４時

第４回
人権・同和教育講座
たんぽぽ学級
午後7時～8時30分
江府町防災・情報センター
詳しくはチラシをご覧ください

御机線

パッチワーク同好会

土

午後2時～3時30分
お茶会 本5

防
午後1時30分～4時30分

奥大山カフェ

Fri

フラダンス教室

午前10時～正午

防

金

4

大正琴教室

ストリートダンス教室 防

午前9時～11時30分 防

Thu

（広域隣保活動）

午後3時30分～5時

8

木

3

本5

ピアノレッスン

7

28

元気クラブ⑵ 本5

俣野線

江府町立図書館
ものづくりクラブ

旧明倫小学校体育館にて
【問合先】フェスティバル実
行委員会（各集落分館長）

休館日

１に運動 ２に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ

10 月

健康と体力づくり
フェスティバル
ｉ
ｎ明倫地区

柿原線
下安井線

９月は【健康増進普及月間】です。
テーマ ～健康寿命の延伸～

大河原線

防

午前９時～

本の貸出、閲覧、ＰＣ利用
はできません。
本の返却、新聞・雑誌の閲
覧はできます。

防

下蚊屋線
30

社交ダンス教室 防

ストリートダンス教室 防 江府町立図書館

午後7時～9時

ピアノレッスン

防
午前11時～午後5時

午後7時～8時

俣野線

午後6時30分～8時

22

防

第３回
人権・同和教育講座
たんぽぽ学級

26

ピアノレッスン

21

Sun

午後２時～４時

書道教室

御机線

日

Sat

本5

いけばな教室

詳しくは下記に記載

下蚊屋線

土

20

午後2時～3時30分

午後1時～4時

午後4時～5時

Fri

折り紙教室

陶芸教室 創

本5

（広域隣保活動）

金

第５回
小中一貫
推進検討委員会

午後7時～9時
江府町防災・情報センター

江府町
総合防災訓練

柿原線
下安井線

午前9時～10時
町内全域

俣野線
10

11

午後2時～4時

午後7時～8時

社交ダンス教室 防

いけばな教室

防

12

13

ピアノレッスン

防
午前11時～午後5時

午後6時30分～8時

午前10時～正午

パッチワーク教室（年間）
午後1時～3時
本5

囲碁教室

防

（広域隣保活動）

午後1時～5時

防

アイリス合唱団

防

午前9時～正午
防災・情報センター

下蚊屋線

御机線

午後3時30分～5時
午後7時～9時

大河原線
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人権・行政相談

ピアノレッスン

令和元年９月号

俣野線

柿原線
下安井線

江府町立図書館
おはなし会 防
午前10時30分～11時

町報

▲

ふるさと江府町を舞台に高校生が〝まちづくり〞

▲「どれにしようかな」と記念の缶バッジを選ぶ
お客さんの様子

高校生による「奥大山天然か
き 氷」の 販 売 が ８ 月 日（土）
〜 日（月）の ３日間、道の駅
奥大山で行われました。
今回販売したかき氷は、昨年
度の江府中学校３年生が「アン
トレプレナーシップ・スクール」
において考え、中学生議会で提
案したふるさと活性化アイデア
の一つ。高校１年生となった今
年、ふるさとのために再集結し、
６月から企画を練って実現しま
した。
江府町の特産物を活かそうと、
グリーンステージ奥大山ファク
ト リ ー、奥 大 山 ブ ル ー ベ リ ー
フ ァ ー ム の 協 力 を 得 て 作 っ た、
ふわふわ氷にブルーベリーソー
スたっぷりのぜいたくなかき氷。
自分たちで考案したキャラク
ターや手書きの題字によるチラ
シも作成し配布しました。
町内の方々も多数応援に駆け
つけ、町外からの観光客にも大
好評。１日 食の限定販売でし
たが、３日間ともあっと言う間
に 完 売 と な り ま し た。今 後 は、
このかき氷を目当てにたくさん
の人が江府町を訪れてくれるよ
う、新たな働きかけを行ってい
く予定です。

「町報こうふ」は今年４月号から紙面内容充実のため、穴開けを廃止しました。お手数ですが綴る際は、裏表紙の「○」および「▼」マークを目印にパンチ等で穴を開けていただきますようお願いします。

江府町

ＵＲＬ：http://www.town-kofu.jp

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！
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▲「ありがとうございます」とさわやかな挨拶も
トッピング
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奥大山スキー場休止のお知らせ
奥大山スキー場につきましては、町直営による運営を行いながら、平成29年度から指定管理者募集を
行い、民間業者による運営を模索してまいりました。しかしながら、今春実施した第4回の募集において
も指定管理者の決定に至らなかったため12月からの今シーズンの営業は行わないことといたしました。
ご利用いただいておりましたみなさまには、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願
いいたします。
【問い合わせ】江府町役場農林産業課 電話：０８５９－７５－６６１０

今月のフェイス

COVER

－表紙の写真－

関わることでにぎやかに

川上

剛司さん

（美女石在住）

有限会社川上装飾の代 表取 締役を務め、
父親と二人で内装職をしています。最近は米
子市内を中心に新築の仕事が多いですが、遠
くは出雲市や鳥取市にも伺うこともあります。
仕事で大切にしていることは「喜んでいただ
けること」。江府町と関わる仕事も増やせれ
ばと思っています。江府町商工会青年部では、
先月の江尾十七夜で「江美城太鼓」の唄い
手を担当しました。高校生にもボランティア
で加わっていただき交流ができました。プラ
イベートでは「家族と過ごす時間」を大切に
しています。小学校ＰＴＡ会長も務めさせて
いただいていますが、先生や保護者の方々と
の関わりも大切にしています。

鳥取 大学医学部地 域医 療
研究部が８月１６日（金）か
ら２２日（木）まで、池の内
集落を中心にフィールドワー
クを行いました。滞在した地
域医療人材育成拠点施設「俣
野ふ れ 愛 学 舎」の 前 で、地
域医療研究部の頭文字「Ｃ」
のポーズをとる部員のみなさ
んを収めた一枚です。

