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人の楽しい町

江尾十七夜の日が二人の記念日
“江府町オリジナル婚姻届” 第１号

動画で町報こうふ!

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

特集−米子松蔭高校野球部17年ぶり甲子園出場−

ーを実施！

米子松蔭高校野球部17年ぶり甲子園出場

特別インタビュ

江府町の若き力が甲子園球場で躍動!!

神甲子園球場で開催された﹁第

気と元気を与えてくれました︒

て正々堂々と戦った姿は地元に勇

しまいましたが︑鳥取県代表とし

試合は８対１で惜しくも破れて

取りました︒

まホームイン︒貴重な１点をもぎ

に相手のエラーも重なり︑そのま

７回表に４番の津島選手のヒット

ングを取らせなかった米子松蔭は

粘り強い守備で相手にビッグイニ

後も大阪桐蔭の展開に︒しかし︑

を打たれ１対０と先制され︑その

試合は１回裏にソロホームラン

蔭高校です︒

制覇している大阪府代表の大阪桐

初戦の相手は過去に春夏の大会を

米子松蔭は大会４日目に登場︒

場されました︒

眞さん︑長岡遼真さんの３名が出

府町出身の高木晃汰さん︑筒井拓

に米子松蔭高等学校が出場し︑江

回全国高等学校野球選手権大会﹂

99

８月８日から兵庫県西宮市の阪

江府町出身の３人が
夢の舞台 甲子園へ

▲力強いポーズを決めるみなさん(写真左から白石町長、長岡遼真さん、筒井拓眞さん、高木晃汰さん)

甲子園出場の３人に
インタビュー

うと気持ちも強くなりました︒

しかったし︑それに応えよ

きはその声援がすごくうれ

いた︒打席に立っていると

いう経験がなかったので驚

自分の後ろに観客がいると

ンターを守っているときに

きないくらい多かった︒セ

長岡：観客がどの大会にも比較で

甲子園への挑戦はどうでしたか？

▲たくさんのインタビュー項目の中、一つ一つ丁寧
に応えてくれた姿がとても印象的でした。
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特集−米子松蔭高校野球部17年ぶり甲子園出場−

筒井：アルプススタンドでは兵庫

あったので思い切って走り

に出た後は盗塁のサインが

こうと思っていました︒塁

長岡：小中で軟式しかやっていな

いします︒

町の後輩たちにメッセージをお願

最後に野球をがんばっている江府

取り組んで硬式経験者にも

かったけど真面目に練習に

ました︒
今までの野球人生で

た結果︑自分たちは甲子園

ついていけた︒軟式だから

なった経験がなかったので︑

という舞台に立てました︒

印象に残っていることは？

も応援に駆け付けてくれて
高校３年生の自分たちの代

また江府町からどんどん甲

とそこであきらめずに続け

うれしかった︒一緒に大き

で一番になれたことはすご

子園に出てもらいたいと思

長岡：小中学校ともに県で一番に

な声をだして︑力いっぱい

く印象に残っています︒

県内の高校の吹奏楽部から

盛り上げて選手を応援しま

するかなと思ったけど︑い

高木：甲子園という大舞台で緊張

えあって乗り切ってきた︒

きつい時でも︑みんなで支

も多いです︒練習がすごく

しっかり目標をもって毎日

ればちゃんとカバーできる︒

にならなくても︑練習をす

筒井：自分は野球が下手と悲観的

います︒

ざ試合になりマウンドに立っ

このチームワークが甲子園

の練習をがんばったら上手

筒井：松蔭の野球部は部員がとて

た時は逆にいい緊張感の中

出場につながったと思います︒

した︒

試合に臨めました︒

打席が回ってきました︒その時は

９回の裏ツーアウトで長岡さんに

み︑１年も経たないうちに県

だったが︑しっかり練習を積

しっかりやっていけるか不安

は同じ思いをさせたくない

した時期があった︒後輩に

合に出られず悔しい思いを

高木：去年の秋にケガをして︑試

くなれる︒何事にも挑戦

どんな想いでしたか？

大会で優勝することができた

ので︑練習も大事だけど︑

高木： 高校２年の時に監督が代わり︑

長岡：ヒットを打てていなかった

ことに驚きました︒

ので︑最後は思いっきりい

自分の身体のケアをしっか

りしてほしいと思います︒

ありがとうございました！
皆さんのこれからの
ご活躍を期待しています！

︻プロフィール︼

写(真右 )
①高木晃汰さん ②佐川
③ピッチャー ④小学１年生
写(真中央 )
①筒井拓眞さん ②下蚊屋
③ピッチャー ④小学３年生
写(真左 )
①長岡遼真さん ②宮市
③センター ④小学２年生

︻各項目について︼
①名前
②出身集落
③ポジション
④野球を始めた時期

平成29年９月号
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!!

▲小学校時代から同じチームで頑張っている
３人のこれからに注目です。

伸びのびトーク

平井伸治鳥取県知事が江府町にやってきた！

大盛況の平井知事講演会

地元住民も参加
伸びのびトーク

知事講演終了後は８名の住民を交えて

約１３０名の住民さんが集まりました︒知

町﹄が開催され︑明徳学園の生徒を中心に

テーマは﹁３０００人の楽しい町づくり﹂

緒にテーマに沿って話し合う企画で今回の

伸びのびトークとは︑知事や関係者と一

﹁伸びのびトーク﹂を開催しました︒

事講演会では﹃小さくても勝てる〜奥大山

です︒

参加者はそれぞれ江府町に住んでいて思

カルさんが出演されているサントリーのＣ

ターネットで話題になっています宇多田ヒ

りよいものになるように︑みんなで支え

会は本当に貴重でした︒江府町の未来がよ

参加した人からは﹁知事と一緒に話す機

うことや感じることを語りました︒

Ｍで奥大山江府町は今や全国区となった︒

あっていきたい﹂と話されました︒
だきたい︒﹂と話されました︒
また﹁江府町には天然のブナ林や江尾十
七夜︑鍵掛峠など身近なところに幸せがあ
る︒ こうふちょう︑一句添えれば︑こう
ふくちょう 皆様のますますのご活躍を期

▲知事を交えて江府町への想いを語り合った伸びのびトーク

これを奥大山ブランドにぜひ活かしていた

講演の中で平井知事は﹁テレビやイン

魅力について講演されました︒

と楽しいまちづくり〜﹄と題して江府町の

８月１日 火( ︑) 江府中学校多目的ホール
で﹃知事講演会＆伸びのびトーク 江府
in

待しています﹂といつもの軽快な平井節で
会場を沸かせていました︒

▲講演される平井知事
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まちの話題

大健闘！大谷英さん(小江尾)
西日本ソフトテニス３位
第71回西日本ソフトテニス選手権大会が7月15日
〜16日に松江市営コートなどで行われ、大谷英さ
ん(小江尾)が成年の部で３位入賞されました。大谷
さんは昨年の同大会ではベスト８に入賞されており
「今回はベスト４以上を狙う」と意気込んで臨んだ
大会でした。予選リーグを２戦２勝で順調に突破し、
決勝トーナメントでは九州地区の強豪ペアに競り
勝って勢いに乗り、全日本チャンピオンのペアを
破ってベスト４入りを決められました。残念ながら
準決勝で涙をのみましたが、国体や全日本大会も今
後に控えており、さらなるご活躍が期待されます。

▲今後も上位を目指して頑張りたいと語る大谷さん

江府町・西ノ島町 姉妹町親善交歓ソフトテニス
８月26日から２日間「第38回姉妹
町親善交歓ソフトテニス大会」が行わ
れました。本町が西ノ島町と姉妹町協
定を締結してから毎年行われている大
会で、今年は本町が会場となり、約
30名の参加がありました。
大会では一年ぶりの再会を懐かしむ
ようにラリーを楽しむ姿が見られ、ソ
フトテニスを通じてお互いの交流を深
めていました。大会後には慰労会も開
催され、姉妹町である西ノ島町との絆
をさらに深くしました。

▲西ノ島町と江府町の絆はソフトテニスでもつながっています

江府町オリジナル婚姻届の第１号の届出がありました！
町報８月号で紹介した「江府町オリジナル婚姻
届」。この婚姻届の第１号が江尾十七夜で盛り上
がる８月17日に提出されました。記念すべき第１
号は高津亮二さん(佐川)と藤原美緒さん(江尾)のお
二人。高津さんは新しい婚姻届について「こう
いった記念の日が形に残るので嬉しい」と話され
ていました。この日はお二人の所属している江府
町青年団のみなさんからの祝福を受けながら幸せ
いっぱいでした。
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▲記念用の婚姻届を受け取る亮二さんと美緒さん

まちの話題

人気車両所ツアーに参加しました！〜普段は見られない電車の工場見学〜
８月５日(土)、江府小に通う児童とその保護者を対象
にした社会科見学ツアーを開催し、ＪＲ車両の整備を
行っている後藤総合車両所へ行ってきました。ここでは、
特急やくもや鬼太郎列車など、山陰を走る車両の整備を
行っており、最近では「瑞風」もやってきたところです。
大変天気が良く、暑い中での見学でしたが、間近で見
る電車にみんな興味津々！耳にかけたイヤホンで説明を
聞きながら見学をして回り、係の方に質問したり、写真
を撮ったり、楽しい夏休みの思い出が出来ました。
▲普段は入れない整備現場を案内してもらいました

まんがでビブリオバトル in 江府〜好きなマンガを熱く語ろう〜
８月６日(日)に江府町防災･情報センターで｢ まんが で
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。
今回のテーマは昨年実施して好評だったマンガ・コ
▲いろいろなジャンルのマンガが紹介されました！ ミックです。この日のチャンプ本となったのは米子市の
garalleyさん が紹介された「この世界の片隅に」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「今年はコミック版天の蛍も発刊
となりました。マンガを通していろいろなことを伝えら
れると思います。ビブリオバトルは幅広い年代を通して
交流できるので今後も継続していきたいです。」と話さ
れました。
▲白熱した発表が展開されました！

江府町産小麦の パン が新しい特産に!?〜エミーズカフェ パン試食会開催〜

▲たくさんの方が試食されました

８月26日(土)、福祉交流センター江美の郷「エミーズ
カフェ」で、江府町産小麦を使用したパンの試食会が行
われました。使用された小麦は、町内農業グループ『小
さな農園奥大山(代表竹内敏朗さん)』が昨年の秋に作付
し、今年の春に収穫されたものです。
会場には子どもから年配の方まで幅広い年齢層の方が
来場しパンの試食を楽しみました。試食用に用意された
パンは小麦だけを使用したものの他に、町内産の米粉や
もち米を入れたものを含めて三種類のパンが用意され、
どのパンが一番美味しいか、味、香り、食感はどうかと
いったアンケートも取られていました。今後は、今回集
めたアンケートをもとに更にパンの改良を進めていかれ
ます。

▲配合の異なる３種類のパンが用意されました
平成29年９月号
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■人権・同和教育講座
﹁たんぽぽ学級﹂を開催しました

■人権・同和問題研修会を
開催しました

平成29年９月号
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８月４日 金( に) ﹁部落差別解消法制定の意義と
活用への課題﹂と題して一般社団法人部落解放・
人権研究所所長谷川雅彦さんに講演をしていただ
きました︒
平成 年 月に﹁部落差別の解消の推進に関す
る法律﹂が施行され︑今までの法律との違いや多
くの方に知ってもらうことの重要性︑そして相談
体制の見直しの必要性などについてお話をしてい
ただきました︒
︻参加者感想︼
〇法律を正しく使えば︑人々の行動を変える事が
出来るということが学べた︒
〇﹁相談体制の充実﹂は必要な事だと思う︒

▲「互いの違いを認め合い、自分らしさを大切に！」
と話す小椋さん

７月 日 金( に) ﹁みんなで考えよう 身近にあ
るハラスメント問題〜よりよい関係を築くために
〜﹂と題して鳥取県男女共同参画センター相談員
小椋美佳さんに講演をしていただきました︒
私たちの身の回りにある様々なハラスメントに
ついて例題を交えてわかりやすくお話しいただき
ました︒
︻参加者感想︼
〇ハラスメントについて︑日頃深く考えた事が無
かったのでとても考えさせられました︒ハラスメ
ントをいろんな角度から見た問題で気づきがあり
ました︒
〇ハラスメントもいろいろあり︑苦しんでいる人
もたくさんいることに改めて気づきました︒
28

28
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▲「知らない法律は守られない。しかし具体化されると
社会を変える力になる！」と話す谷川さん

と
き：９月13日(水) 午前９時〜12時
と こ ろ：江府町防災・情報センター
電
話：75−3110（開設時のみ）

面接・
どちら 電話
で
ご相談 も
いただ
けます

人権相談（相談無料）

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
※法務局でも休日を除く平日（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

同和問題に関する町民意識調査

磨こう人権感覚
〜江府町

高めよう人権意識

―第2回―

同和問題に関する町民意識調査より〜

部落差別への認識と態度、部落差別撤廃への展望について

Ｑ1

今の時代に、部落差別はもはや
存在するはずがないと思う。

Ｑ1-2

無回答･不明
1.4％

91.0%

100%

わからない
35.7％

存在する
はずがない
19.5％

「存在する」と回答された方へ
質問します。どのような場面に
おいて差別がされていると思い
ますか。（複数回答）

80%
60%
40%

21.5%

13.1%

20%

存在する
43.4％

0%
就職

結婚

職場

9.3%

11.1%
0.3%

学校 その他 無回答
不明

部落差別について、19.5%の方が「存在するはずがない」と回答しています。しかしその内訳を見ると、地区
外が20.8％である一方、地区では0％と、地区と地区外との認識の差が表れています。また、｢わからない｣と回答
したのは35.7％となっており、部落差別の問題を身近なこととしてとらえにくくなっている様子がうかがえます。
「存在する」と回答された方に、「差別があると思う場面」を尋ねました。最も多かったのが「結婚の場面」
となっており、こちらは地区・地区外どちらも90％を超えた回答がありました。なおかつ、どの年代においても
いちばん多い回答でした。同和問題を考える上で、人生の大きな節目となる結婚の問題が深刻な課題であるとい
うことができます。
また、その他の回答では「インターネット」が多数あがっており、社会の情報化が進む中、差別が形を変えて
行われていることを表しています。

Ｑ2

差別が「存在する」と回答された方に質問します。
部落差別をなくすることが
｢そうは思わない｣｢どちらともいえない｣と
できると思いますか。
2-2 回答された方に質問します。なくせないと
思う理由は？

Ｑ

そうは
思わない
20.4％ どちらとも
いえない
40.1％
そう思う
38.8％
無回答･不明
0.7％

その他
11.4％

無回答･不明
6.9％

人は差別する
心を持って
自分だけ差別を いるから
なくそうと
45.7％
しても仕方
ないから
36.0％

Ｑ１の「差別が存在する」と回答された方の中で、部落差別を「なくすことができない」あるいは「どちらと
もいえない｣と回答した人が合わせて60.5％となっています。その理由として、「人は差別する心を持っている」
「自分だけなくそうとしても仕方ない」と回答された方が多い結果となりました。このことから、差別の存在に
は気付いていても、主体的に解消に向かえない気持ちが垣間見えます。また、Ｑ１の「差別は存在しない｣｢わか
らない」の回答から、差別に気づかないというだけではなく、差別が見えにくくなっている現状もあるようです。
今なお差別があるという現状は、昨年度施行の「部落差別解消推進法」にも示されています。一人一人がその事
実を受け止め、解消に向けて前向きに取り組んでいけるような学習・啓発が必要となっています。
平成29年９月号
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まちの教育

図書館だより
新

着

図

開館時間

書

特

※この一覧は新着図書の一部です。

＊小説

集

平 日
土日祝

展

8:30〜19:00
8:45〜17:30

示

秋は、
あたらしいことを始めやすい季節♪

「芸術の秋」
スタートＢＯＯＫ祭！

神様の御用人(7)／浅葉なつ
弥栄の烏(八咫烏シリーズ･６)／阿部智里
君が夏を走らせる／瀬尾まいこ
余命10年／小坂流花
もうひとつのワンダー／Ｒ･Ｊ･パラシオ

◎こんな人にオススメ◎
「自分のペースで、のんびり取り組みたい」
「講座に通っているけど、改めて復習しておきたい」
「きれいな写真やイラストがある本を眺めたい」

＊一般書
本が好き／安野光雅
母ではなくて、親になる／山崎ナオコーラ
中国山地・過疎50年／中国新聞取材班
若桜鉄道／石原泰紀

◎展示図書の一例◎
音楽：(ＣＤ付き)オーケストラの絵本／和楽器の世界／カラ
ー図解＊楽器の歴史／楽器から見る吹奏楽の世界
絵画：色のえほん／カバンに色えんぴつ／描き方の基本＊はじ

＊農林業関連

めての水彩／パーフェクトマスター＊デッサン＊背景

プランターの田畑リレー栽培／中島康甫
ハウス・温室メンテ術／農文協
手づくり野良着／農文協
農家が教える＊切り花40種／農文協
ミニ庭園つくりコツのコツ／岡田文夫

写真：デジタル一眼レフカメラの撮り方手帖／デジカメのえほん
製作：はり絵で作る日本行事／金継ぎのすすめ
陶芸：らくらくオーブン陶芸／はじめてのやきものづくり
書道：一日一書／親子で学ぶ＊はじめての書道
茶道：利休入門／はじめての茶の湯／はじめて学ぶ茶花

＊絵本

芸能：三遊亭円朝と江戸落語

たまごにいちゃんとたまごねえちゃん／あきやまただし
もっとたのしいハロウィンがいっぱい！／リチャード・プラット
はじめてのオーケストラ／佐渡裕
おばけの迷路／香川元太郎

鑑賞：浮世絵の見方／仏像の見方／イラストで読む＊印象派の画
家たち／ルネサンスの巨匠たち／おとぎ話の幻想挿絵
ほか：太極拳レッスン／スロージョギング健康法

〜 ハッピー ダイアリー 〜
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キミー先生のHappy Diaryの
動画ができました！

Hello again!
Right now, I am at my house in America! Because it is still summer vacation for the schools in Kofu, I am taking a small vacation of my own. I
have mostly been spending the past two weeks relaxing with my family,
traveling around the state, and eating a lot of food. However, I ve also
been spending the time practicing walking, because my injured foot is now out of its cast.
※動画サイトユーチューブで
So far, the healing process seems to be going great! I ve been walking normally without
assistance or pain for the first time in two months. I m very relieved by this. I was a little 「キミー先生のハッピーダイアリー」で検索！
scared that I would have to walk with a limp forever!
Since I ve returned to America, I have gone hiking in Lake Tahoe, walked the beach in Carmel, visited my sister
in San Francisco, and done a whole lot of shopping. Just before I decided to take this vacation, I was feeling very
homesick, so I m glad I had the chance to come home and spend some time with my family. I think it s extremely
important to take the time to relax every now and then, especially when you re feeling lonely or sad. A little rest
goes a long way when you re working hard.
I hope you all find time to relax in your own ways, too!
To my students, I hope you all enjoyed your summer vacation! See you soon!
- Kimmy
ふたたびこんにちは。
ちょうど今私はアメリカの実家にいます。江府町の小中学校はまだ夏休み中ですので、ちょっとした私の故郷の町での
休みを伝えようと思います。私はこれまでほぼ２週間近く家族と過ごして来ていますが、実家のまわりを散歩したり、た
くさん食べたりしました。しかし、私は歩行の練習をする時間もとっています。なぜなら今は私の怪我している脚からギ
プスを外しているからです。これまでの治療の経過はとてもよく、私は気持ちがとても楽になっています。ただずっと脚
をひきずって歩かなくてはならないではないかという不安は少しありますが。
私はアメリカにもどってから、タホ湖にハイキングに行ったり、カーメルの浜辺を歩いたりサンフランシスコの私の姉
妹を訪ねたり、ショッピングもたくさん行ったりしました。今回の休暇をとる少し前に、私はとてもホームシックになっ
ていたので、故郷に帰り、家族と過ごす機会が持ててとても嬉しいです。さみしい気持ちになったり、悲しい気持ちに
なったりしている時は、リラックスする時間をとるのはとても大切だと私は思います。一生懸命取り組んでいる時に少し
休みをとるのは、とても役に立ちます｡
みなさんもみなさんの方法でリラックスする時間を見つけられることを願います。児童や生徒のみなさんも夏休みを楽
しんでいることを願っています。それではまた会いましょう。
キミー

９

平成29年９月号

江尾十七夜

少年相撲大会、緊張の瞬間！

今年も賑わう

伝統のこだいぢ踊り

平成29年９月号
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初開催！土井ノ内ビアガーデン

力強く響く江美城太鼓

日野川子供太鼓

今年の仁輪加は将棋行列！

伯耆天神ばやし太鼓

江府中学校吹奏楽部

リズムトレイン江府クラス

夜空彩る花火と火文字
11

平成29年９月号

貝田傘踊り

ふ

えき

りゅう

こう

不｢ 易 流 行
｣

町長就任後一年が過ぎました︒振

﹃一年経過
〜不易流行のまちづくり﹄
府町の良さを改めて私たちに教えて

がら︑スライドを効果的に使い︑江

したが︑軽妙な話術で笑いを誘いな

未来のまちを
つくるあなたの声
募集します

﹁３０００人の楽しい町﹂に向け︑
住民により身近で親密な行政を目指
して︑住民の声に耳を傾け︑まちづ
くりに反映させるために 未来のま
ちをつくるあなたの声 を始めまし
た︒
住民のみなさんが考える町づくり
の提案や︑生活の中の困りごとなど
ありましたら︑
ぜひお聞かせください︒

︻対象︼
どなたでもご利用いただけます︒町
にゆかりのある方などでも構いません︒
︻利用方法︼
①専用用紙に必要事項を記載し︑あ｢
なたの声ポスト﹂へ投函するか︑
郵送・ＦＡＸで送付してください
②頂いたお手紙に対して町長や担当
課より提出いただいた方へ直接お
手紙で回答いたします︒

専
※用用紙や﹁あなたの声ポスト﹂
は役場本庁舎︑山村開発センター︑
防災・情報センター︑総合健康福
祉センターに設置しています︒

な
※お︑頂いたお手紙や回答につい
て個人が特定されないように加工
し︑ホームページを通じて公表い
たします︒

︻インターネットからの利用方法︼
江府町ホームページからは﹁未来
のまちをつくるあなたの声専用
フォーム﹂でお手紙を届けることが
できます︒
①江府町ホームページのトップペー
ジの 未来のまちをつくるあなた
の声 をクリック
②必要事項を入力し︑送信する︒
③インターネットより提出いただい
た方についてはメールで回答いた
します︒

～まちづくりの提案やご意見を聞かせてください～

”

り返ればいろいろなことがありまし

いただきました︒最後は︑参加者全

“

たが︑いいところは継続し︑反省す

員で記念写真を撮影︒﹁今回の講演

らそこまでの手配をしておりません

べきところは改善しながら町政運営

さて︑８月には平井鳥取県知事を

でした︒次の機会があれば︑その時

はビデオに撮って流さんだ？﹂と言

お招きして︑江府中学校のホールで

には︑対応してみたいと思います︒

に取り組んでまいりますので︑よろ

講演会を開催しました︒町民の皆さ

また︑この機会に︑女性消防団が

われた方もありましたが︑残念なが

んにも知事を囲んでの意見交換﹁伸

伝統の江尾十七夜も大勢の人でに

９月に全国大会に出場する報告もで

ら﹁ぜひ平井知事に江府町に来ても

ぎわいました︒古き良き伝統を守り

びのびトーク﹂に参加していただき

らってお話が聞きたい︒﹂という要

ながら︑時代に合わせた新しい取り

きました︒知事から激励をいただき︑

望を受けました︒サントリーの工場

組みも進めていきます︒官民力を合

ました︒この行事を開催するに至っ

増設の竣工式の際に直接お話しして︑

わせて︑子どもや孫たちが希望や誇

団員さんたちも元気づけられたので

快くお引き受けいただき実現しまし

りを持てる町にしようではありませ

た経緯は︑次のとおりです︒私が明

た︒﹁小さくても勝てる〜奥大山と

んか︒

はないでしょうか︒

楽しいまちづくり﹂というお話しで

徳学園で講演した際に︑生徒さんか

しくお願いします︒

〜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〜

白石町
コラム長
Vol.13
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平成29年９月号

ち え

智恵

いわさき

岩﨑

ようなゲストハウスやお試し居住

うな感覚で気軽に利用して頂ける

また︑暮らすように旅をする﹂よ

のために﹁旅するように暮らす

かと思います︒このような人たち

への不安などを持たれる方も多い

ます︒

チャレンジしていきたいと思ってい

とを夢に今後も様々な活動や実験に

なるような名産品や工房をつくるこ

も優しい取り組みで︑町の財産にも

ロモジなど︑エコロジカルで環境に

しゃれば是非お気軽にお声かけて

す︒ご協力いただける方いらっ

宅があれば理想的だと思っていま

ジ﹂の研究を重ね︑来年には様々

に大変魅力を感じた植物﹁クロモ

まずは︑私が江府町に来てすぐ

宿企画﹂と題してのＰＲ活動など

相談窓口として﹁奥大山暮らす旅

などの販売です︒その他にも移住

山の水︑クロモジを使った飲み物

ています︒地域資源をいかしたもの

の有効活用にも取り組みたいと思っ

して︑地域の方と一緒にさらなる竹

した︒ゆくゆくは︑りっぱな竹林に

竹林のモデル化にも取り組みだしま

よろしくお願い致します︒

も思っていますので︑どうぞ応援

な特産品を産み出していきたいと

▲柿原集落で竹林整備

頂けると嬉しいです︒

その他は︑かねてよりやりたかっ

た環境保全活動としての竹林整備を

も行なっています︒都会からいき

づくり︑特に山の恵みである竹やク

柿原集落の一部をお借りして︑再生

なり移住となると︑知らない土地

▲イベント出店の様子

地域おこし協力隊通信
隊員報告
〜江府町の恵みを生かした特産品づくり〜
江府町に移住してきて︑ようや
く３ヶ月と少し経ちました︒自然
豊かにあふれる環境での暮らしは
とても心が安らぎ想像力も湧いて
きて︑充実感のある日々を過ごさ
せてもらっています︒
８月 日の江尾十七夜には初め
ての参加でしたが︑本部でグッズ
の陳列や販売などのお手伝いをさ
せてもらいつつ楽しませてもらい
ました︒来年は是非︑こだいぢ踊
りにも参加してみたいなと思って
います︒
この３ヶ月間ほどの活動として
は︑季節的なこともあり︑他地域
へのイベントなどに出店していま
す︒主には柿原集落の竹炭や奥大

平成29年９月号
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▲クロモジはこんな葉っぱをしています

▲クロモジの蒸留水をつくっています

17

農業委員会だより

遊休農地解消に向けて
農業委員会では、農地法により義務化されている遊休
農地（耕作放棄地）
の解消に向けて、毎年利用状況調査
（農地パトロール）
を実施しています。
今年度は、8月から11月に利用状況調査を実施し、そ
れぞれの状況に応じた対策を講じていきます。

遊休農地解消に向けた流れ

耕作中
（保全管理も）

農地の利用状況調査
農 地 に 再 生 可 能

農 地 に 再 生 困 難

利用意向調査文書の送付

農地に該当しない旨の非農地通知の発出

・自ら耕作する
・農地中間管理機構を利用する
などの意向をお尋ねします。

農地は非農地として、扱われます。

遊休農地とは・・・・

▲８月30日 農地パトロール出発式
女性農業委員の遊休農地解消に向けて宣誓の様子

①現に耕作の目的に供されておらず、
かつ、
引き続き耕作の目的に供
されないと見込まれる農地
②その農業上の利用の程度が周辺の地域における農地の利用の程度
に比し、
著しく劣っていると認められる農地をいいます｡

平成29年 秋の農作業標準賃金について
江府町農業委員会では、平成29年秋の農作業標準賃金について、次のとおり定めました。
この表は標準額ですので、当事者間で協議の上、決定するための目安としてご活用ください。
作

業

区

分

標準賃金

一 般 農 作 業
コンバイン

機 械

16,800円

１日８時間賄いなし
10aあたり すみ刈は委託者が実施

6,500円

10aあたり

畦 畔 等

1,620円

1時間あたり燃料・機械含む

第2回江府町農業委員会総会
（８月８日（火）開催）

審議案件すべて承認されました。
平成29年秋の農作業標準賃金(案)について
農地法第3条許可申請について 1件
利用集積計画（案）について
2件
利用配分計画（案）について
1件

９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９月28日（木）
午後１時30分～３時30分まで
◎場

所

考

起

耕
草 刈

7,600円

備

江府町山村開発センター

（注）
（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）表示金額は消費税を含みます。

農業委員になって

私は、17年間、夫とともに乳牛を１４７頭飼育し
ている酪農家です。酪農の厳しさは、環境により生
ずる一頭一頭の個体差に併せた飼育管理がとて
も厳しいところにあります。そのような中、今回の
農業委員会委員に任命をされ、活動していくこと
下垣 涼子(美用）
に正直委員としてやっていけるのかと戸惑いがあ
りましたが、
周りの後押しや女性農業従事者が活躍できる環境への架
け橋になればという思いもあり、
７月20日から職務にあたっています。
委員の活動については、義父から若干聞いてはおりましたが、具体的に
どのような活動をしているのかわかりませんでした。委員になってみる
と、農地法に基づく権利移動等の許可審議を始め、数多くの農業に関
する大切な仕事をされていることが少しわかってきたところです。
今後女性農業委員として、女性ならではのきめ細やかな対応で、農家
の様々な相談に耳を傾け、特に女性農業従事者の方の意見を取り込ん
で、農業委員の使命ともいわれております
「農地と担い手を守り、江府
町において力強い農業をつくること」
を念頭に微力ながら委員として責
務を果たしていきたいと考えております。
平成29年９月号
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Information
平成30年度に小学校1年生になる子どもをもつ保護者の皆様へ

就学時の健康診断のお知らせ
以下の日程で、就学時の健康診断を行います。対象者の子どもをもつ保護

者の方には、個別に通知を送付します。
なお、
当日病気その他やむを得ない事
情により今回の健康診断を受けられなかった場合は、別途改めて日時をお知

らせします。

対
実

象

者

施

日

受 付 時 間
実 施 時 間

平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれの子ども
平成29年10月26日(木)
13時00分から13時30分
13時30分から

実 施 場 所

江府町総合健康福祉センター

当日、持参いた
だきたいもの

母子健康手帳（お子さんがこれまでにかかったことがある病気、予防接種の
接種状況を確認します。）

お問い合わせ先：江府町教育委員会事務局 教育課

電話番号(0859)75-2223

９月は健康増進普及月間 及び
食生活普及運動の実施月です。
平均寿命が延びている一方、糖尿病、
がん、心臓病、脳卒中等に代表される生活習慣病の増加などが問題になって

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。
健康増進普及月間テーマ ：１に運動

２に食事

しっかり禁煙

最後にクスリ

〜健康寿命の延伸〜

食生活普及運動テ ー マ ：食事をおいしく、バランスよく

①毎日10分の運動を １日１０分の運動習慣で健康寿命をのばしましょう。
②１日プラス６０ｇの野菜を
日本人は１日２９０ｇの野菜をとっています。１日にあと＋6０ｇ（トマト半
分）を食べること、朝食をしっかり食べること、減塩（だし、かんきつ類、香
辛料を使う）に努めることで、健康寿命をのばしましょう。

③禁煙を
たばこを吸うことは健康を損なうだけでなく、肌の美しさや若々しさを失うことにもつながります。た
ばこをやめて健康寿命をのばしましょう。
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まちのお知らせ
奥大山

消費生活にゅーす

架空請求のトラブル①

相談事例

〜架空請求に関するトラブル事例をシリーズでお伝えします〜

「訴訟最終告知」のハガキが届いた！

自宅に、民事訴訟管理センターから「訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届きました。
あなたが利用された契約会社から民事訴訟の訴状が提出され、
連絡が無い場合、差し押さえを強制的に行います。
裁判取り下げなどのご相談はお問い合わせください。
裁判取り下げ最終期日 平成○年△月□日
ハガキには、何をいつ買ったのか、いくら支払っていないのか一切書いてありませんが、訴訟を取
り下げたい場合は、必ず本人が民事訴訟管理センターへ電話をするようにと書いてあります。
このままだと、家や給料が差し押さえになってしまう！
取り下げるには明日までに電話しないと！どうしよう・・・
心当たりはありませんが、裁判は困ります。
どうしたらいいのでしょうか・・・

対処法 ハガキが届いても無視しましょう！
「訴訟になる」「差し押さえになる」と不安にさせ、根拠のない料金を支払わせる架空請求です。
「民事訴訟管理センター」に電話すると、弁護士を名乗る人を紹介され、最終的にはコンビニでプリ
ペイドカードの購入を求められる場合があり、注意が必要です。
民事訴訟管理センターからハガキが届いても、決して連絡せず、無視しましょう。もし、電話をして
しまい、お金を請求されても、お金は払わずすぐにご相談ください。なお、同様の架空請求ハガキが届
いた場合も、連絡せず、まずはご相談ください。

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９月20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。

「(仮称)鳥取西部風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」
の
縦覧について

合同会社NWE-09インベストメントが江府町、伯耆町、
日野町及び南部町において計画している風力発電
事業に係る計画段階環境配慮書を以下の通り縦覧し、
ご意見を受け付けております。

※合同会社NWE-09インベストメント
（以下、
「GK NEW-09」
）
は、
日本再生可能エネルギー株式会社及び日本風力エネルギー株式会社
の関連会社として、風力発電所の運用を行うために設立された特別目的会社です。

●縦覧書類
(仮称)鳥取西部風力発電事業に係る計画段階環境配慮書
●縦覧場所
江府町役場
（本庁舎及び山村開発センター）、江府町立図書館
●縦覧期間
平成29年9月8日
（金）〜10月10日
（火）
●意 見 書
縦覧場所に備え付けの意見書に氏名、住所及び意見をご記入のうえ、意見書箱にご投函ください。
＜本件のお問い合わせ先＞
会社名：日本再生可能エネルギー株式会社
住 所：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28
担 当：高山 寛（電話番号：03-6452-9693）

虎ノ門タワーズオフィス14階

平成29年９月号
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Information

奥大山スキー場並びにエバーランド奥大山
指定管理者の募集について
公の施設を民間事業者等の法人その他の団体に管理運
営させることにより、民間事業者等が有する経営ノウハ
ウを活用したサービス向上や効率的な施設運営が図られ
るため、以下の業務を行う指定管理者を募集します。
【管理運営する施設】 奥大山スキー場・エバーランド奥大山
【指定管理者の募集内容】 (1)指定管理者が行う業務…奥大山スキー場並びにエバーランド奥大山の管理運営
(2)指定期間…平成30年度から10ヶ年間
※提出書類など詳しくは江府町ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】 奥大山まちづくり推進課 ☎７５‐３２２２

食生活改善推進員養成講座の参加者募集!!
〜地域の健康づくりを一緒に取り組みませんか？〜
江府町では、食生活改善推進員養成講座の参加者を募集しています。地域での健康づくり活動に興味が
ある方などたくさんの参加をお待ちしています。
【対象者】

【講座内容について】

町内在住者で、食生活改善推進員として地域で健
康づくり活動をしていただける方

【会

場】江府町総合健康福祉センター

【参加費】調理実習材料費
【申込み・お問い合わせ】
江府町福祉保健課までお電話ください。
☎75−6111

【締

切】９月29日(金)

栄養士や保健師に食と健康についての講義(座学)を受けたり、バ
ランスの良い食事について、調理実習で学習します。

【講座日程について】
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

10月25日(水)
11月22日(水)
12月21日(木)
１月18日(木)
２月７日(水)

午前９時〜正午 (３時間)
午前９時〜午後３時(６時間)
午前９時〜午後３時(６時間)
午前９時〜午後３時(６時間)
午前９時〜午後３時(６時間)

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㈱ ①容器･包装工程等の運転･管理
②製品･化学分析､官能･物性評価
奥大山ブナの森工場
③電力･排水等の運転･管理

募集人数

雇用形態

７名

正社員

賃

金

161,000円〜
320,600円

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ください。
※応募〆切 平成29年11月８日
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。
【採用に関するお問合せ先】
サントリープロダクツ(株) 採用ＨＷ９Ｈ係 TEL：03−3275−7041 FAX：03−3275−5310
２．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
受け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：75−3222
FAX：75−3455 Mail：k̲sans@town-kofu.jp
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明徳学園は現在98名の学生が在学しており、毎月の定期
講座のほかに視察研修旅行や親善グラウンドゴルフ大会など
様々な内容で毎月楽しく学習しています。８月の明徳学園で
は夏休みを利用して江府中学校の生徒と交流を図りました。
11の専門講座の中から希望の講座に参加してもらい、一緒
に作品を作ったり、運動したりして楽しみました。

【明徳学園10月公開講座のご案内】
講演：「共に幸せに生きる」
講師

ほっし

三徳山 三仏寺法嗣 山本邦彦 氏

日時：10 月 19 日 ( 木 )

10 時から ( 受付９時 30 分 )

場所：江府町防災・情報センター

町民の方ならどなたでも参加できます。お友達などお誘いあわ
せの上、ぜひご参加ください。

【お問い合わせ先】江府町教育委員会事務局

☎75‐2005

▲中学生と陶芸で交流しました

江美の郷

第３回秋祭り

◎今年は秋にも実施！大山の｢たいまつ行列｣

(社会福祉法人尚仁福祉会江美の郷 主催)

平成29年９月24日（日）
神聖、荘厳な雰囲気の中、見る人、参加する
人に、大山に現れる「炎の川」が忘れられな
い感動を生む。
※イベント詳細は伯耆国｢大山開山1300年祭｣
公式ホームページでご覧いただけます。
【お問い合わせ先】
伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会
☎0859−31−9371

日

暴力追放鳥取県民大会
時：平成29年11月15日(水)
午後１時30分〜３時30分
場 所：米子市文化ホール(米子市末広町)
内 容：暴力追放功労者・団体の表彰
暴力追放時代劇「親子しぐれ」
その他：入場料無料、事前申し込み不要、
手話通話あり
【お問い合わせ先】
警察本部刑事部組織犯罪対策課
電話：0857−23−0110

時：平成29年９月16日(土)
午後１時〜４時 (開場：12時)
場 所：社会福祉法人尚仁福祉会江美の郷
駐車場
内 容：飲食販売､江府中学校吹奏楽部､日野高校
荒神神楽､フラダンス､フレンズ生バンド
【お問い合わせ先】
社会福祉法人尚仁福祉会江美の郷
☎75−3626

江府町まちなかフリーマーケット
(奥大山女子まつり実行委員会 主催)

日

日

時：平成29年10月９日(月・祝日)
午前10時〜午後２時 ※少雨決行
場 所：総合健康福祉センター駐車場
(JR江尾駅前)
内 容：フリーマーケット
飲食販売､骨盤矯正､タロット占いなど
【お問い合わせ先】
奥大山女子祭り実行委員会事務局 ☎75−2222

平成29年９月号
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お知らせ・人の動き

9月
月

防 ＝防災情報センター

Mon

火

11

押し花教室 防
午後1時～5時

絵手紙・
油絵教室

防

Tue

開 ＝山村開発センター

水

12

パッチワーク 防
教室(年間)

Wed

13

人権･行政相談

木
防

午前9時～12時

午後１時30分～３時30分

福 ＝総合健康福祉センター

Thu

14

社交ダンス教室

防

ストリートダンス教室

防

午後2時～4時

午後6時30分～8時

午後1時30分～3時30分

金

元気クラブ

役 ＝江府町役場本庁舎

Fri

15

自活導体
サークル

土
防

午前10時～11時
フラダンス 防
午後2時～3時30分

日

Sat

16

Sun

17

カラオケ教室
(広域隣保活動）
(本町５丁目集会所)
午後1時30分～4時

(広域隣保活動)
(本町５丁目集会所)

午前9時30分～11時30分

18

19

20

大正琴教室

防

たんぽぽ学級

防

午後1時30分～3時
午後7時～8時30分

21

書道教室

防

午後1時～3時

陶芸教室
午後1時～4時

ストリートダンス教室

防

午後6時30分～8時

22

23

防
自活導体
サークル

和紙折紙教室

29

30

午前10時～11時

防
午後1時30分～3時30分

24

陶芸

(広域隣保活動)
(本町５丁目集会所)

午後7時～9時

26

25

押し花教室

防

墨彩画教室

防

午後1時～5時

午後１時30分～３時

パッチワーク
教室(自主）

27

防

午後１時30分～３時30分

大正琴教室
午後1時30分～3時

28
防

社交ダンス教室

防

ストリートダンス教室

防

午後2時～4時

午後6時30分～8時

ガールズ
防
ダンス教室(大人)

防
自活導体
サークル
午前10時～11時

午後７時～８時30分

10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

福 ＝総合健康福祉センター

Thu

金

役 ＝江府町役場本庁舎

Fri

土

Sat

日

Sun

1
2

防
ガールズ
ダンス教室(大人)

3

4

9

絵手紙・
油絵教室

奥大山カフェ

防

エコクラフト教室 午前10時～11時
(広域隣保活動）
(本町５丁目集会所) フラダンス
午後2時～3時30分
午前9時30分～午後4時

防

社交ダンス教室

防

ストリート
ダンス教室

防

午後7時～8時30分

防

午後1時30～3時30分

防
ガールズ
ダンス教室(大人)

10

6

防

午後1時30分～3時

午後７時～８時30分

5

ストリート
ダンス教室

大正琴教室

11

パッチワーク 防 たんぽぽ学級
午後7時～8時30分
教室 ( 年間）

防

午後6時30分～8時

午後1時30分～3時30分

12

午後2時～4時

午後6時30分～8時

自活導体
サークル

《9月の納税は》
固 定 資 産 税
国民健康保険税
介 護 保 険 料
後期高齢者医療保険料

３期
４期
４期
３期

防

13

防
自活導体
サークル

7

いけばな
(広域隣保活動)
(本町５丁目集会所)

8

午前10時～11時30分

14

15

午前10時～11時

フラダンス

エコクラフト教室
午後2時～3時30分
(広域隣保活動)
(本町５丁目集会所) いけばな教室
午前9時30分～午後4時
午後7時～8時30分

午後７時～８時30分

防

防
防

今月の国民年金
納付期限 ９月分 平成29年10月31日まで

納期限は10月２日(月)です。（口座振替は10月２日）

9 1

延申込件数 393件
（前月比＋93件）

延寄付金額 475万円
（前月比＋111万円）
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８

月届 ︵敬称略︶

年
平成29
月 日
現在

８

人の動き

ふ る さ と 納
税

)

応援ありがとうございます！

◎ご結婚を祝します
高津 亮二 佐川
藤原 美緒 江尾
◎お誕生おめでとう
住所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
(
うえはら
ゆい か
女
和則
貝 田 上原 唯和
◎ごめい福を祈ります
住(所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
本人
歳
久 連 石谷トミヱ
富子
歳
下蚊屋 小椋 康宣
歳
千鶴子
本町一 高山伊磋雄
悦子
歳
本町二 木村 一能
榮
歳
久 連 本庄佐夜子
歳
要
池の内 加藤 自伸
本人
歳
本町五 三島シノブ
歳
功
荒 田 藤原富佐江

）は前月比

ご寄付

8月末現在（

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
大 満 山口 敬造 父昌義死去
京都府 木村 一雄 父一能死去
池の内 加藤
要 父自伸死去
◎その他
本町二丁目 一般寄附

■まちの人口 3,051人（−9）
男 1,424人（−7）
女 1,627人（−2）
■世帯数
1,074世帯（−2）

奥大山を象徴する原風景“御机の茅葺小屋”を守りたい！
～ガバメントクラウドファンディングにご協力を～

奥大山の観光資源を守りたい！
農具小屋として建てられた 茅葺小屋 は大山
南壁を背景に昔懐かしい景観を残し、江府町内で
も有数の撮影・描写のスポットとして知られてい
ます。しかしながら、経年による劣化も激しく、
雨漏りなどで小屋が痛んでいる状況です。
江府町の原風景の象徴でもあり、また貴重な観
光資源でもあるこの茅葺小屋を守るために皆様の
ご寄附をよろしくお願いいたします。

【募集期間】平成29年8月21日(月)〜9月19日(火)
【目標金額】1,000,000円
【申し込み方法】
①ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」から
申し込む。
②寄付申込書を江府町ホームページからダウンロー
ドし、郵送・ＦＡＸで江府町役場まで送付する。
※詳しくは江府町ホームページをご覧ください。
江府町ホームページ
URL：www.town-kofu.jp

ガバメントクラウドファンディングとは？
自治体が行うプロジェクトについて賛同・共感い
ただける方に寄付を募る仕組みで、いただいたご
寄付についてはふるさと納税の対象となります。

三 行 詩

〜みんなで話そう！

家族の絆・我が家のルール〜

﹁ただいま﹂

﹁おかえり﹂

部活で帰りがおそくても

ご飯を食べずに

待ってくれている

はずかしくて

面と向かって言えないけれど

いつもありがとう

郁海

江府町

江府中学校２年
遠藤

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︒

毎月第３日曜日は家庭の日です︒子どもたちが安

心して生活し基本的生活習慣を身につける場である

家庭の大切さを再認識し︑家族そろって会話や食事

をしましょう︒

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

【お問い合わせ先】
奥大山まちづくり推進課
☎0859−75−3222
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