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空に踊るやこいのぼり
４月２９日〜５月５日
日野川のこいのぼり（夜振橋・久連橋）

動画で町報こうふ!

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

平成30年度「町民と町長とのまちづくり意見交換会」の開催について
今年度から新たに毎月１回「町民と町長とのまちづくり意見交換会」を開催します。これは「３０００人
の楽しい町」を将来にわたり実現していくために、地域の課題を町民と町長が共に考えながら意見交換
をするものです。
平成３０年度の日程および場所につきましては下記をご参照ください。
町民のみなさまの多数のご参加をお待ちしております。
【日 程】

回数
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

月 ・ 日
5 月 13 日（日）
6 月 17 日（日）
7 月 15 日（日）
8 月 26 日（日）
9 月 16 日（日）
10 月 21 日（日）

回数
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回

月 ・ 日
11 月 18 日（日）
12 月 16 日（日）
1 月 20 日（日）
2 月 17 日（日）
3 月 17 日（日）

（※警報、災害など緊急事態が発生した場合は中止とします）
【時

間】 午後１時３０分から２時３０分

【場

所】 江府町防災・情報センター１階自主防災室
（※会場は都合により変更になる場合があります）

【その他】 事前申し込み不要。
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●
特集
−特集①−

何かをするためのよりどころとして頼りにする︑頼りにされる︒

﹁こうふのたより﹂が﹁接着剤﹂となって人と人とをつなげていきたい

開所式のはじめに︑中川久美子理事長から
ていきます︒そして︑江府町にある﹁宝﹂を掘

とし︑持続可能なまちづくりを目指して活動し

事業者と行政をつなぐ中間支援組織として︑お

﹁町の仕組みとして行政依存では今後困難にな
り起こして磨き上げ︑町民の﹁自信﹂と﹁誇

４月２日︵月︶︑ＪＲ江尾駅ちろりんハウス

りかねません︒住民同士で集い︑楽しい町を築
り﹂を醸成し︑未来へとつながる人材育成を進

互いに補完しあう仕組みづくりや組織づくりを

いていく必要があると思います︒夢や希望を実
めながら誰もが江府町に住み続けたいと思える

２階で︑特定非営利活動法人こうふのたより事

現していくために︑一人ひとりが住んで良かっ
﹁３０００人の楽しいまちづくり﹂を目指しま

構築すると共に︑地域の課題解決や発展を目的

たと思えるつなぎ役になりたい︒そして︑若い
す︒

務所開所式が行われました︒

人がまた戻ってきたいと思える町にしていきた
い﹂と挨拶されました︒
続いて︑白石町長はじめ︑
江府町議会川上富夫議長︑
江府町商工会川端雄勇会
長が来賓祝辞を述べられ
ました︒
また︑中川理事長から
３名の職員に辞令が交付
されました︒そして︑事
務所となるＪＲ江尾駅２
階に続く階段で︑同法人
の看板除幕式が行われま
した︒
同法人は今後︑住民と

⑨その他︑この法人の目的を達成するための活
動事業
・婚活支援事業の実施
・観光協会とのコラボ事業
・奥大山スキー場とのコラボ事業

⑧地域に発展・活性化に寄与する︑行政及び企
業団体からの受託事業
ふるさと納税事業
・申し込みから返戻品発送までの事務
・江府町の特性や特産品を活かした返戻品
の開発

⑦情報発信に関する事業
・﹁こうふのたより﹂の取材︑編集︑発行
・﹁まちの宝﹂データベース化のための取材
・町内企業の求人サイトの構築

特定非営利活動法人こうふのたよりは何をするのか
②まちづくりに関する調査︑研究︑コーディネ
ート事業
・持続可能な住民自治を目指した地域への支援
・先進地区への視察研修の実施
・地域を活性化させるための人材を育成す
る研修の実施
③移住や定住を促進する事業
・移住定住相談窓口の開設
・地域が求める人材の調査︑募集︑移住希
望者とのマッチング
・空き家バンクの運営管理
・地域おこし協力隊への支援
④空き家等の遊休施設を利活用する事業
・空き家︵留守宅︶管理の事業化にむけて
の調査︑研究
・お試し住宅︑シェアハウス︑ゲストハウ
スの事業化に向けての調査︑研究

特定非営利活動法人
こうふのたより
職員のみなさん

10
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⑤地域資源を活かした商品の開発及び販売に関
する事業
・コミュニティービジネスの先進事例の調
査︑研究
・コミュニティービジネスの事業相談や情
報提供などの支援
⑥都市農山村の交流に関する事業
・﹁奥大山ファンクラブ﹂の結成及び運営
・国内交流事業の運営

▲（写真左から）末次多衣子集落支援員、
上野真集落支援員、筒井真理集落支援員

遠藤敏彦副理事長、井上裕吉副理事長、中川久美子理事長）
▲役員のみなさん（写真左から

４月 日︵火︶︑ＪＲ江尾駅ちろりんハウス
２階にある特定非営利活動法人こうふのたより
︵以下同法人︶事務所にて︑役場職員と同法人
職員との情報交換会が行われました︒同法人の
平成 年度事業計画案をもとに︑行政と同法人
の今後の連携について協議されました︒
①住民活動に関する支援事業
・住民活動支援窓口の開設
・助成金情報など活動に必要な資金に関す
る情報提供
・国や県︑町︑民間事業による助成金申請
についての事務支援
・多様な住民活動のネットワークに向けた
調査︑研究
・コミニュティースペースの開設に向けて
の調査︑研究

▲役場職員と同法人職員との情報交換会の様子
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特集②江府町集落総合点検事業
※太字の数字は下記項目の上位１０
位を表しています。
どちらとも
取り組みを
設
問
満足
不満
いえない
知らない
3.9% 27.3%
子 ど も が 総合相談窓口の設置、出生祝い金について、在宅育児手当、保育料無償化など 37.7% 31.2%
5.3% 31.5%
きめ細かな学習支援 28.4% 34.9%
健 や か で 学校施設及び教育環境整備 、小中学校との地域連携、
について
23.3% 33.9%
4.7% 38.2%
子 育 て が 公営学習塾「江府いもこ塾」
26.4% 31.1%
3.1% 39.4%
楽しいまち 保育内容の充実 、子育て支援センターの充実、特別保育事業
76.8% 13.1%
7.1%
インフルエンザなど予防接種料金の助成
3.0%
楽 し く 年 住民健診、各種がん検診、
36.3% 34.7%
4.3% 24.7%
を 取 れ る 高齢者の見守り体制について
生活困窮者への支援について
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特集②江府町集落総合点検事業

「町民アンケート」の集計結果について
平成29年11月に江府町集落総合点検事業「町民アン
ケート」を実施しましたところ、皆様のご協力をいただ
きありがとうございます。
アンケートの集計結果を活用し、町民の皆様とともに
「３０００人の楽しいまちづくり」を目指した取り組み
を考えていきたいと思います。
また、アンケートの集計結果については、町報こうふ
及び江府町ホームページに、随時集計結果を掲載します。
今回は、問１９「江府町のまちづくり全般について」の

▲平成29年度集落総合点検のようす

集計結果の一部をご紹介します。
○アンケート回収状況

２，８１５（１，００６世帯）配布
１，８１８回収（回収率６５．１％）

「江府町の「まちづくり」全般」について
江府町では「３０００人の楽しい町」を目指して、平成２８年に制定した「江府町未来計
画」に基づき、１０年間で７つの政策分野ごとにまちづくりを進めています。
【問１９】以下の取り組みについて、どの程度重要と感じ、どのように評価していますか？
左表の全４９項目の満足度の平均は、満足（非常に満足、やや満足）３２．９％、どちらともい
えない３７．０％、不満（非常に不満、やや不満）５．３％でしたが、取り組みを知られない方が
約４分の１の２４．８％との結果になりました。
特定の対象の方を対象にした取り組みについては、対象とならない方の関心が少ないことは予想
されましたが、「地域活性化補助金（５万円）について」や「集落営農等の推進支援について」な
ど集落活動に係る施策も約５割近くの方が取り組みを知らないと回答されております。
必要とされる情報が必要な方に十分伝わっていない結果となっています。施策を知られなければ、
補助の活用も見込めません。まちづくり施策全般について、「協働のまちづくり」を進めていく上
でも、情報共有の在り方・伝え方を見直す必要があります。
この結果を踏まえ、町報・ホームページ・防災無線など各種施策の情報の出し方などを再点検い
たします。

【平成30年度の集落総合点検について】

今年度も平成３０年６月下旬頃から、アンケート集計結果の報告と併せて随時各集落へ出向かせてい

ただきます。

日程は、各集落区長様と調整させていただきます。今年度も各集落に町職員が出向きますので、ご理

解とご協力を御願いします。

平成30年５月号
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まちの話題

まちの話題

「下蚊屋荒神神楽」が優秀賞を受賞！
〜第22回中海テレビ放送パブリックアクセスチャンネル大賞〜
３月18日（日）、米子市ガイナックスシアターで「第22回
中海テレビ放送パブリックアクセスチャンネル大賞」の表彰
式が行われ、「下蚊屋荒神神楽」（以下同作品）が優秀賞を
受賞されました。
中海テレビ放送に昨年投稿された104作品のうち、優秀作
品６作品が選ばれ、最終選考のすえ同作品が優秀賞に決まり
ました。
同作品は昨年10月に旧明倫小学校にて公演された様子を動
画作品にして投稿されたものです。公演を主催された「下蚊
屋荒神神楽を見る会」会長の三輪英男さんは「このたびの受
賞は大変に光栄なことです。地域づくりを持続可能なものに
していくためには、住民が主体的に地域づくりに取り組むこ
とが重要であると考えています」と話されました。

▲町長室へ表敬訪問されました
三輪英男会長（写真中央）
事務局井上裕吉さん（写真右）

「ごうぎん一粒の麦の会」から江尾診療所へ車椅子一台が贈呈されました

▲目録を渡す株式会社山陰合同銀行
常務執行役員米子営業本部長
尾原 司さん（写真中央）

３月30日（金）、「ごうぎん一粒の麦の会」から車椅子一台が贈呈さ
れ、株式会社山陰合同銀行常務執行役員米子営業本部長 尾原 司さんか
ら白石町長へ目録が手渡されました。
「ごうぎん一粒の麦の会」は山陰合同銀行をはじめとする関連会社の
役職員が当会の趣旨に賛同し、毎年２回、賞与支給時に募金を取り組ま
れ、昭和56年以来続けておられます。
尾原米子営業本部長は「本日贈呈いたします車椅子につきましては、
誠にささやかではございますが、少しでもお役に立てば幸いと存じま
す。私ども役職員一人一人の感謝の気持ちを添えて贈呈させていただき
ます。江府町国民健康保険江尾診療所様の今後のご発展を心からお祈り
申し上げます」と話されました。貴重なご寄附をありがとうございまし
た。

飲んで！食べて！歌って♪
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４月５日（木）、女性歌手デュオPaix ２（ペペ）さん
が役場へ来訪されました。お二人は鳥取県出身で刑務所
などの慰問活動を精力的に行っておられ、「受刑者のア
イドル」の愛称で呼ばれています。
近々、県内の日本酒にちなんだ歌を製作される予定
で、このたび３日間かけて県内の酒蔵や役場などを訪問
されました。役場にて白石町長と面談された際、ＣＤ製
作に連動した関連したプロジェクトについて予定してい
ると話されました。
その後、日野郡唯一の酒蔵である大岩酒造本店を訪問
され、これから日本酒の歌で地元を応援していきたい想
いを語られました。大岩一彦社長は「歌を通して、地元
の日本酒をＰＲしていただけることに大変嬉しく思いま
す。お二人の今後のご活躍を期待しております」と話さ
れました。

大満地区で海藻肥料を用いて栽培した酒米
〜新酒

▲主催者を代表して新酒 岩泉
あいさつする手島征夫会長

について

岩泉

▲大岩酒造本店前にて「秀峰 岩泉」と
「大吟醸 天の蛍」を手に記念撮影
Paix２ Manami（まなみ）さん（写真左）
大岩一彦社長（写真中央）
Paix２ Megumi（めぐみ）さん（写真右）

山田錦

で新酒醸造

お披露目会〜

４月14日（土）、江府町山村開発センターにて新酒 岩
泉 お披露目会（主催：一滴の会）が開催されました。新
酒は大満地区にて、日野町在住の松本洋一さんが海藻肥料
を用いて栽培した「山田錦」を大岩酒造本店が奥大山の水
で仕込み、純米原酒として完成しました。
新酒 岩泉 の誕生を機に、地元の生産者と売り手、消
費者で構成する「一滴の会」が発足。「一滴の会」の手島
征夫会長は「海藻肥料と奥大山の水。これらを用いてこの
たび素晴らしい新酒が出来ました。これからも地酒を楽し
みながら、地元を盛り上げて魅力を発信していきたい」と
話されました。

「大山地区春の一斉清掃」〜大山の美しい自然をみんなで守ろう〜

コミュニケーション

４月８日（日）、上ノ段広場に咲き誇る桜の下、江
府町青年団主催で（共催：こうふのたより）、「花見
の宴（うたげ）」が行われました。カラオケ大会も開
かれ、花吹雪舞う中、老若男女、自慢の歌声を披露し
ました。参加者からは、「食べ・飲み放題でとても
太っ腹な企画！」「人前で歌うのは恥ずかしかったけ
ど、楽しかった」との声も。当日はとても気持ちの良
い天候となり、多くの方が参加され、素敵なコミュニ
ケーションの場となりました。

女性歌手デュオPaix２（ぺぺ）さんが来訪！日本酒の歌で地元を応援♪

▲美味しい料理に舌鼓

４月15日（日）、サントリープロダクツからボランティアの
みなさん、江府町、日野振興センター、環境省の職員など総勢
17名が参加し、「大山地区春の一斉清掃」が行われました。
この活動は大山周辺に位置する自治体や鳥取県、環境省、自
然保護団体が協働し、大山の美しい自然をゴミの汚染から守る
ことを目的として、毎年４月と10月に行っています。
当日は雨天のなか、鍵掛峠からエバーランド奥大山までの区
間で、ゴミの収集を行いました。
終了後、サントリーさんから参加者のみなさんへ「奥大山の
ブルーベリーヨーグリーナ＆サントリー天然水」が提供されま
した。

▲参加者全員で記念撮影
平成30年５月号
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大人が変われば子どもも変わる

〜平成30年度第1回高校生マナーアップさわやか運動〜

４月10日（火）〜13日（金）の４日間、ＪＲ江尾駅とＪ
R武庫駅周辺で「平成30年度第１回高校生マナーアップさ
わやか運動」を青少年育成江府町民会議が実施しました。
この運動は、高校生の規範意識を育成し、社会の一員と
しての自覚を高めることを目的としています。子どもたち
を温かく見守りながら、さわやかなあいさつや声掛けをし
ました。
期間中は青少年育成江府町民会議の皆さん44名の方にご
協力いただきました。ありがとうございました。

博愛は心のともしび

▲期間中はティッシュを配布しました

〜平成30年度江府町赤十字奉仕団総会〜

▲受賞者のみなさん
団体：江府赤十字奉仕団（写真中央：竹内景子委員長）
個人：
（写真左から）前田恵子さん 越峠恵美子さん、
山野小百合さん
※日野尾千絢さんは都合により欠席

４月20日（金）、江府町総合健康福祉センターで「平
成30年度江府町赤十字奉仕団総会」が開催されました。
江府町赤十字奉仕団は、人道・公平・博愛・中立の精神
のもとに、慰問品を製作し配布したり、子供の国保育園ボ
ランティアとしてちまき作りなど地域で様々なボランティ
ア活動を行っています。
竹内景子委員長は「地域に向けて学んだことをこれから
もっと活かしていきたい」と話されました。
また、日本赤十字社より永年にわたり赤十字運動の推進
に寄与した功績により江府町赤十字奉仕団が団体として
「銀色有功賞」を受章しました。さらに、同社より赤十字
奉仕団活動を15年以上継続され、その活動の中で役員と
して活躍された日野尾千絢さん、越峠恵美子さん、前田恵
子さん、山野小百合さんの４名が同賞を受賞しました。

もちがせ流しびなと地域づくりについて講演されました
４月７日（土）、江府町防災・情報センターにて「もちがせ
流しびなの館」企画広報部長の木下登士彦さんによる奥大山ひ
なまつりコレクション2018特別講演『流しびなと地域づくり』
が開催されました。
講師の木下企画広報部長からはじめに、旧暦３月３日は大潮
の日で災いを遠くまで持っていく由来があると話されました。
そして、鳥取市用瀬町は日本で唯一、旧暦での流しびなの伝統
行事を行っており、そのこだわりが観光につながっていると話
されました。また、地域づくりとは昔からのなりわいや地域の
特徴をうまく引き出すことであると話されました。
参加者からは「用瀬町の流しびなの伝統行事と江府町の奥大
山ひなまつりコレクション、どちらも地域にとってかけがえの
ない行事になっていると感じました。貴重な講演が聞けてよ
かった」と大変好評でした。

季節を感じる絵本のよみきかせ 〜江府町立図書館絵本のおはなし会〜

江府町赤十字奉仕団団員募集！！

奉仕団では、ただいまいっしょに活動してくださる団員を募集しております。無理のない範囲で、
出来る時にいっしょに活動してみませんか。興味ある方、ぜひ事務所にお電話ください（男性の方大
歓迎です！）【事務局 福祉保健課 0859-75-6111】
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▲紙人形劇にわくわく♪

４月８日（日）、江府町立図書館で「絵本のおはな
し会」が開催されました。本年度、図書館では毎月第
２日曜日の10時30分から11時まで定期的におはなし
会が開催されています。季節の絵本のほか、手遊びや
紙人形劇といった活動も取り入れております。
今回の「絵本のおはなし会」は、春や動物をテーマ
にした絵本などを中心に読み聞かせされました。絵本
「へんしんねこ」を読み聞かせされた図書館の中島司
書さんは「本を選ぶにあたってどの本にしようか少し
悩みましたが、かわいらしい猫の出てくる楽しいお話
にしました。子供たちが喜んでいたので嬉しかったで
す」と話されました。

春季グラウンドゴルフ大会

おかげさまで３周年！道の駅奥大山生誕祭
４月21日（土）、22日（日）の二日間、道の駅奥大山にて
道の駅奥大山生誕祭が開催されました。21日は大岩酒造本店新
酒試飲・販売会やみちくさもちつき大会などが、22日はこども
どじょうすくいや「天の蛍」主人公「波留」二代目イメージ
ガールスペシャルライブ＆もちまきなどが開催され、会場は大
いに盛り上がりました。
この他にもくじびきや一箱古本市や大山おこわフェスなどの
イベントも開催され賑わいました。お食事処なないろ樫では
「えびちゃん御膳定食」が限定提供され、おかもと旅館キッチ
ンカー販売などもあり、ご来場されたみなさんに好評でした。

▲もちがせ流しびな行事の特徴や地域づくり
について講演される木下企画広報部長
（写真中央）

４月14日（土）、せせらぎ公園にて第25回江府町春季グラウ
ンドゴルフ大会兼郡体予選会が行われました。
当日は帽子が吹き飛ぶような強風が吹き荒れ、肌寒い天候の
中でしたが、それぞれが日頃の練習の成果を発揮し熱戦を繰り
広げていました。上位は１打差の大接戦となり、大いに盛り上
がる大会となりました。結果は次のとおりです。
結
▲「天の蛍」主人公「波留」二代目イメージガール
宇田川莉奈さんの伸びやかな歌声が会場を包
み込みました

果
優 勝
第２位
第３位

加藤
板垣
板垣

茂子さん（39打）
孝子さん（39打）
隆久さん（40打）

▲
（写真左から）板垣隆久さん、加藤茂子さん、
板垣孝子さん
平成30年５月号
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紙人形劇といった活動も取り入れております。
今回の「絵本のおはなし会」は、春や動物をテーマ
にした絵本などを中心に読み聞かせされました。絵本
「へんしんねこ」を読み聞かせされた中島司書さんは
「本を選ぶにあたってどの本にしようか少し悩みまし
たが、かわいらしい猫の出てくる楽しいお話にしまし
た。子供たちが喜んでいたので嬉しかったです」と話
されました。

春季グラウンドゴルフ大会

おかげさまで３周年！道の駅奥大山生誕祭
４月21日（土）、22日（日）の二日間、道の駅奥大山にて
道の駅奥大山生誕祭が開催されました。21日は大岩酒造本店新
酒試飲・販売会やみちくさもちつき大会などが、22日はこども
どじょうすくいや「天の蛍」主人公「波留」二代目イメージ
ガールスペシャルライブ＆もちまきなどが開催され、会場は大
いに盛り上がりました。
この他にもくじびきや一箱古本市や大山おこわフェスなどの
イベントも開催され賑わいました。お食事処なないろ樫では
「えびちゃん御膳定食」が限定提供され、おかもと旅館キッチ
ンカー販売などもあり、ご来場されたみなさんに好評でした。

▲もちがせ流しびな行事の特徴や地域づくり
について講演される木下企画広報部長
（写真中央）

４月14日（土）、せせらぎ公園にて第25回江府町春季グラウ
ンドゴルフ大会兼郡体予選会が行われました。
当日は帽子が吹き飛ぶような強風が吹き荒れ、肌寒い天候の
中でしたが、それぞれが日頃の練習の成果を発揮し熱戦を繰り
広げていました。上位は１打差の大接戦となり、大いに盛り上
がる大会となりました。結果は次のとおりです。
結
▲「天の蛍」主人公「波留」二代目イメージガール
宇田川莉奈さんの伸びやかな歌声が会場を包
み込みました

果
優 勝
第２位
第３位

加藤
板垣
板垣

茂子さん（39打）
孝子さん（39打）
隆久さん（40打）

▲
（写真左から）板垣隆久さん、加藤茂子さん、
板垣孝子さん
平成30年５月号
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二代目「波留」は江府町在住の宇田川莉奈さんに決定！！
～「天の蛍」主人公「波留」二代目イメージガールオーディション～

▲二代目イメージガールの宇田川さん（写真左）と初代イメージガールの安里さん（写真右）

▲宇田川さんから安里さんへ花束が贈呈され
ました

12
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４ 月 １ 日（日）、江 府 町 防 災・情 報 セ ン タ ー で「天 の 蛍」

主 人 公「波 留」二 代 目 イ メ ー ジ ガ ー ル オ ー デ ィ シ ョ ン を 開

催し、江府町在住の宇田川莉奈さんに決定しました。

３年 間 務 め た 初 代 イ メ ー ジ ガ ー ル の 安 里 さ ん が 東 京 に 活

動拠 点を移 し て芸 能 活動 を する た め 卒 業さ れ、二 代目 を募

集。審査員による面接審査で決まりました。

宇田川さんは介護老健施設あやめで介護職員として勤務

さ れ、江 府 町 女 性 消 防 団 に も 所 属 し、昨 年 ９月 の 全 国 女 性

消防操法大会で６位入賞されました。また、昨年３月の「天

の 蛍 ボ ー カ ル オ ー デ ィ シ ョ ン」に も 出 場 し、江 尾 十 七 夜 な

どの町内イベントで歌声を披露してこられました。

審 査 委 員 長 の 江 府 町 観 光 協 会 川 上 和 人 会 長 は「宇 田 川 さ

んは 波留の イ メー ジ にぴ っ たり の 人 だ と思 い ます。こ れか

ら さ ま ざ ま な イ ベ ン ト で 天 の 蛍、江 尾 十 七 夜 を は じ め、江

府町の宣伝をしてほしい」と話されました。

▲天の蛍や江府町への熱い想いを話されました

二代目波留イメージガール宇田川莉奈さんのご活躍に乞
うご期待ください

！
！

年度明徳学園入学式〜

集うよろこび明徳学園

〜平成

日（木）、江府町山村開発センターで、

名で、入学式には

名が出席され

今年度の明徳学園の入学者数は、新たに2名

加わり、計

ました。

60

私たちは地域にとって重要な戦力だと思います。

「前 回 に 引 き 続 き 会 長 に 選 出 い た だ き ま し た。

郎さんの会長再任が決まりました。加藤会長は

入学式後、明徳学園自治会総会があり加藤富

す」と式辞がありました。

経験を生かし、ますますのご活躍を願っていま

ことにお喜び申し上げます。これからも培った

府である明徳学園の今年度入学式を迎えられた

入学式で白石祐治理事長は「江府町の最高学

96

こどもの国保育園
江 府 小 学 校
江 府 中 学 校

4月

30

年度明徳学園入学式が行われました。

19

30

今後も明徳学園や地域の発展のために頑張って

平成30年５月号
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入学式
心機一転！希望を胸に

入学式
きらきら輝く☆こうふっ子

平成

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

いきたい」と抱負を述べられました。

▲明徳学園歌を斉唱

入園・入学式

わくわく♪ドキドキ♪入園式

▲とんとん とんとん ひげじいさん♪

▲今日からピカピカの 1 年生

▲新入生宣誓は藤原秀太さん

不
｢ 易流行

４月は奥大山ひなまつりコレク
ションで︑江尾の街中は多くの人
出で連日にぎやかになりました︒
今年は中学生議会で提案のあった
佐川の桜並木のライトアップも行
われ︑さらに盛り上がりを見せま
した︒文化協会や観光協会を始め
とした地元の皆さんの継続的な取
組みが少しずつ浸透し︑さらに新
しい企画も加えながら︑奥大山・
江府町の春は盛り上がります︒日
野川にかかる２つの橋を泳ぐこい
のぼりの掲揚や︑毛無山登山開き
なども︑春の風物詩としてしっか
りと定着しています︒また︑道の
駅奥大山も３周年を迎え︑お客様
に喜んでいただけるイベントを実
施しています︒江府町になくては
ならない存在になってきたと思い
ます︒
地域の魅力を高め︑地元の人が
それを誇りに思い︑町外の人にそ
の良さを伝えていく︒そこに︑食
事や宿泊の提供︑農産物︑土産物
の販売等︑地域での経済活動が結

｣

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。

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︑子供の国保育園には︑
﹁未来のまちをつくるあなたの声﹂
ポストを設置しています︒みなさま
の考えるまちづくりへの提案や日々
の困りごとなど︑ご意見がありまし
たら備え付けの用紙にご記入いただ
き︑ぜひご投函ください︒ご利用を
お待ちしています︒

あるのだとしたら︑どのような方
法で解決することが出来るのか︒
江府町全体を見つめることで︑
そうした町の﹁構造﹂を明らかに
して︑作り直してみる︒いわば︑
新しい江府町を﹁デザインする﹂
こと︒これは︑新庁舎建設という
事業があってこそ生まれるチャン
スです︒とても大きな目標ですが︑
これからの江府町に必要な︑やり
がいのあるテーマでもあります︒
まだ結論は出ていませんが︑新
庁舎の建設にともなう江府町の変
化を捉えて︑次の一歩を踏み出す
ための取り組みを今年度の活動と
したいと考えています︒

プロジェクトチーム活動報告

春らしくない暑さと︑少し肌寒
い気候を繰り返す今日このごろ︒
体調を崩しがちな季節ですが︑み
なさまいかがお過ごしでしょうか︒
さて︑プロジェクトチームは新
しいメンバーとなり︑今年度の活
動に向けてテーマを話し合ってい
るところです︒
新しい庁舎は旧江府中学校跡地
に建設されることが決まっていま
す︒一方︑現在の庁舎は︑建物や
土地の今後についてはまだ白紙の
状態です︒庁舎を保存して何かに
生かす︑もしくは取り壊して町営
住宅を建てる︑分譲地にする︑駐
車 場 に す る ︑ 等 々 ……
利活用につ
いては様々なアイデアが出てくる
でしょう︒それらを検討するのも
ひとつの面白いテーマです︒
また︑庁舎の移転という大きな
事業は︑町全体のあり方について
見直すよい機会にもなります︒
町内を巡回しているバス︑商業
施設︑福祉施設などは現在︑どの
ような状況にあるのか︒庁舎を移
転することで︑そうした状況はど
のように変わるのか︒もし課題が
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﹁３０００人の楽しい町﹂

▲笑顔あふれる道の駅奥大山生誕祭の
もちまきの様子

びつくことで︑さらに
活気が生まれてくる︒
ふ
え き りゅう こ う
それがこれからのまち
づくりには欠かせない
ものだと認識していま
す︒そして︑それを実
〜よき伝統を守りながら
︵不易︶
現するための原動力と
進歩に目を閉ざさないこと
︵流行︶
によって
なるのが人の力です︒
﹁理想﹂を創造する〜 住 民 の 皆 さ ん が 頑 張 ら
れることを︑役場がお
支えすることはもちろんですが︑
まちづくりの原動力は人の力
住民の皆さん同士の助け合い︑そ
して︑新しく設立されたＮＰＯ法
人﹁こうふのたより﹂も︑移住定
住促進のための事業や︑ふるさと
納税事業︑住民活動に関する支援
等の事業を行われます︒今後新た
に︑毎月１回︑日曜日の午後１時
半から防災情報センターで﹁町民
と町長のまちづくり意見交換会﹂
も実施することにしました︒互い
に情報を共有しながら︑よりよい
町づくりに取り組んでいきましょ
う︒

白石町
コラム長
Vol.2
1

まちの教育
開〈平 日〉
館〈土日祝〉

新

着

図

書

お

※この一覧は新着図書の一部です
。
一般書
近すぎず、遠すぎず。
＊他人に振り回されない人付き合いの極意／枡野俊明
むらの困りごと解決隊
＊実践に学ぶ地域運営組織／農文協・編
「循環型経済」をつくる／藤山浩
カラー図解＊群境介のミニ盆栽クロマツ／群境介
自閉症くんの母、
やってます／ｍｏｒｏ
人生はおもしろがった人の勝ち／萩本欽一
図書室で暮らしたい／辻村深月
入門書・児童書
ぼくとベルさん＊友だちは発明王／フィリップ・ロイ
最後のオオカミ／マイケル・モーパーゴ
青（ハル）がやってきた／まはら三桃
二ノ丸くんが調査中（２）／石川宏千花
こども君主論
＊きびしい社会を生き抜く人になる！／齋藤孝・監修
こどもブッダのことば
＊悩みや不安にふりまわされない！／齋藤孝・監修
絵本
マルコとパパ
＊ダウン症のあるむすことぼくのスケッチブック／グスティ

知

ら

～
～

せ

予約 いつでも 受付中！
2 018 年 本 屋 大 賞は『かがみ の 孤
城』だったのう！ 話題の本を図書
館で借りて読みたいときは「予約」
が便利じゃぞ。自分の順番が来たら
自動的に確保されるから、効率よく
図書館を活用できるんじゃ♪ イン
ターネットから予約できるシステム
もあるぞ。
予約は図書館のカウンターで直接依頼するか、電話で申し込んで
ください。図書館のホームページから予約するには、
「パスワー
ドの設定」が必要です。詳しくは図書館へおたずねください。

（予約ウラ話）
話題の本はどこの図書館でも大人気！
大きな図書館では10ヶ月待ち(!)なん
てことも。同じ本でもそんなに待たずに
順番が回ってくるのが、小さな図書館の
特権だね。

～ ハッピー ダイアリー ～
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キミー先生の動画は
こちらから

Hello again!
Some time ago, it was Hinamatsuri. Apparently the day for Hinamatsuri is
March 3rd, but in Kofu, the decorations stay up for the entire month of
March. It seems like every house in the town has a set of dolls to put on
display, and there were even little dolls put inside the bamboo on the
streets. At my own house, there is also a set of antique dolls that is put on display every
year. They are very old and delicate, so I’m always worried that I’ll somehow break them, but thankfully they
were okay— even when the earthquake happened!
Almost every day, someone would come by the house to look at them. There’s no celebration quite like
Hinamatsuri in America, so it’s interesting to see how excited people get over seeing the dolls. When I studied
abroad in Tokyo, I celebrated Hinamatsuri by going to look at the doll collection in a nearby town with my host
family. Even though I didn’t know much about Hinamatsuri, I did have a lot of fun just looking at the dolls. Even
I could appreciate their craftsmanship. The decorations also make Kofu look so festive and colorful! I was a little
disappointed when March ended and they were all put away. So I think I can understand everyone else’s excitement in my own way.
Anyway, that’s all for this month. See you next time!
- Kimmy
こんにちは。
先日、ひな祭りがありました。ひな祭りの日は３月３日ですが、江府町では３月中はずっとひな飾りがしてあります。この町のすべ
ての家がひな人形を持っているみたいです。さらには道端の竹の中にも小さな人形がいました。私の家にも、毎年飾るためのアンテ
ィークドールがあります。その人形はとても古くて繊細なので、私はいつも壊してしまわないかと心配しています。しかしラッキー
なことに、地震が起こったときも大丈夫でした。
ほぼ毎日、ひな人形を見るために誰かがやってきました。アメリカにはひな祭りのようなお祝い事はありません。だから、ひな人
形をわくわくしながら見るために歩いている人たちを見るのが面白いです。私が東京で勉強していたとき、ホストファミリーと一緒
に街の近くのひな人形展を見に行きました。私はひな祭りについてよく知りませんでしたが、人形を見るだけでも十分楽しめました。
職人の技の良ささえわかりました。ひな飾りは、江府町をとても明るく、色鮮やかにしてくれています。３月が終わるとすべて片付
けられてしまい、少し寂しい気がしました。だから私は私なりに地域の人が大事にしているものを理解しているのだと思います。
というところで、以上で今月の報告を終わります。それではまた！
キミ―
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地域おこし協力隊通信
地域おこし協力隊のメンバーに

今年取り組みたい事・現在の活動について
聞いてみました！

江府町の
地域おこし
協力隊の
活動日記

見かけましたらお声かけください
カサラファームの維持・管理と、農業をしています！
カサラファームを復活させるために、世界各国からヘルパーさんを呼
んで、カサラの畑の復活作業や、地域のお助け隊（草刈や収穫のお手伝
い等）をしています。今年の目標は、農業体験や宿、カフェを本格的に営
カサラファーム班
くわはた

さいもん

桑畑 才文

業したいと思っています。そして江府町での農業を、更に力を入れていき
ます！将来は、田んぼの規模拡大を考えているので、
『目指せ！10ha！』
で頑張ります！

農事組合法人宮市の後継者として日々奮闘！
法人宮市の後継者として、長岡代表理事の丁寧な指導の下、農家修行を
しています。１年目は、前職での経験を生かし、イベント等に鉄板焼き屋と
して出店したり、十七夜では着付け師として町長や議員の方々の浴衣の着
付けをしたりと、私に出来る事を行っていました。また、各種ＳＮＳを利用
して、江府町や法人宮市のＰＲもしています。昨年はＳＮＳを通じて２名の
若者が江府町に移住してくれる事になり、今の時代は、ネットで様々な年代
や土地の人と繋がれる時代だと感じました。県内外との関係人口を増やし、
江府町を多くの人に知ってもらいたいと思います。
２年目となる今年度も、引き続き法人宮市の後継者となれるよう、粉骨
砕身の覚悟で活動していきます！宮市に住み、宮市のほ場をうろうろして
いますので、皆さまどうぞよろしくお願いします。

農事組合法人
宮市班

まつもと

よしふみ

松本 良史

クロモジや竹の加工品づくりに興味はありませんか？

観光振興班
いわさき

ち

え

岩﨑 智恵

今年度は、江府町の山や竹林の環境を良くしていきながら、地域の方々
と協働していける仕組みを作っていきたいと思っています。また、カサラ
ファームとも連携し、イベントの企画やワークショップ等も多数行いま
すので、興味がある方はぜひ、ご参加ください。また、町報や『こうふの
たより』等でもお知らせしていきます！
先日は九州から講師の方を招いて、竹のメンマ作りの勉強会を行いま
した。そこで竹を使った特産品（メンマや干しタケノコ、竹パウダー、竹
炭を使ったお菓子など）について習いましたので、実際に商品化出来る
ように試作をしていきます。また、クロモジを使ったお茶やアロマ製品作
りも行っています。
平成30年５月号
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農業委員会だより

まちのお知らせ

農業に使用する軽油引取税の免税について
農業用機械等で使用する軽油は、
免税証の交付などの手続きを受け
れば、軽油引取税が免税になります。
（1リットル当たり、32.1円）

対象となる農業用の軽油
農業を営む者（農作業のうち基幹的な作業（機械を使用して行
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■免 税 手 続 き
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初めて申請をされる方はまずお電話ください
KKKKKKKKKK

③石油販売事業者に「免税証」を提示し、免税軽
油を購入します。
（店頭で課税額分安くなります）

耕作者

報告

お問い合わせ先
鳥取県西部県税事務所日野支所
日野町根雨140-1
日野振興センター１階
電話 7 2 − 2 0 8 3

(

④「免税軽油使用者証」の交付を受けた者は、各
都道府県において定める期日までに購入した数量
等を報告します。
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審議案件すべて承認されました。
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農地法第5条第1項の規定による許可申請
1件

５月の農地相談会

お気軽にご相談下さい。

◎相談日 平 成 3 0年 ５ 月 24 日 （木）
◎場

17

所
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平成30年５月号

森

光正さん

（宮市）
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になった農地を管理していただ
き︑とても有り難く思っていま
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が確保されたら良い事だと思い
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今後の農業委員会活動に関し
て︑初めてのことで分からない
ことばかりですが︑皆様方にご
協力していただいて︑地域に少
しでも貢献できればと思ってい
ます︒微力な私ですが︑今後の
ご理解とご指導︑よろしくお願
いいたします︒

農業委員会総会（4月18日（水）開催）

江府町農業委員

農業委員のご紹介
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田の耕作放棄地は 筆︑０．
９３
ヘクタール︑畑地は１６６筆︑
４．
１５ヘクタールもあり驚いて
います︒この放棄地は︑山の上︑
谷の中など不便な所に多く点在
しています︒先人の方はこの様
な不便な所でも︑カマ︑クワだ
けで耕作し苦労されたと思いま
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現在︑耕作可能農地を︑少し
でも守っていかなければならな
いと思います︒町内外ともに高
齢化により農地の管理が容易に
10
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県 税 事 務 所 等

免税軽油
使用者証

耕作者

申請

問い合わせ先

農業委員会事務局 ☎（75）6620
平成30年０月号

00

Information

まちのお知らせ

気をつけよう

消費者トラブル

健康グッズのトラブル
からだの疲れをいやすための家庭用電気マッサージ器は、
マッサー
ジチェア、フットマッサージャー、ベッド型マッサージ器、首および肩掛
け型マッサージ器、エアーマッサージ器など 様々なタイプが 市販され
ています。
これらのマッサージ器を使 用したことで、
「頭 痛」や「吐き気」といった症 状や、
「内出血」、
「あざ」、
「腫れ」、
「皮膚のすりむけ」などの危害が生じたという情報が寄せられています。

相

談

事

例

『２０１８年、大山は開山１３００年』
今年は、奈良時代の７１８年に大山寺が開創されてか
ら１３００年の節目の年にあたり、これを記念し、伯耆国
「大山開山１３００年祭」として、大山圏域一体で特別な
イベントが多数行われます。ぜひ、様々なイベントに参加
いただき、大山のたくさんの魅力をご体感ください。

イベントなどの一部を紹介
【開創法要】

開 催 日 ５月２０日（日）
開催場所 大山寺本堂
開山１３００年を記念した特別な法要により、参加する皆様にご利益をもたらします。

【御輿行列】

【事例1】 マッサージチェアを買って初期設定のまま1日１〜2回、８日間使って
いたら腰が痛くなった。もろくなっていた背骨が傷んでしまった！
【事例2】 足の電気マッサージ器を使ったところ、もむ力が強く、痛かったの
で停止ボタンを押した。今も足がしびれている。
【事例3】 腰痛が治ると言われてマッサージ器を買ったけれど、使ったところ、
腰が前より痛くなった。

開 催 日 ５月２０日（日）
開催場所 博労座駐車場〜大山寺本堂
平安時代に始まった大山寺の祈願法要にならい、大山寺などの御輿とともに、
１３００年祭を
祝う時代行列が行われます。
※御輿の担ぎ手を募集予定

【大山開山１３００年祭記念料理・おもてなし料理】

大山山麓の味覚を堪能いただくための記念料理・おもてなし料理の提供がすでに始まってい
ます。詳しくは公式ホームぺージをご覧ください。

※この他にも期間中はたくさんのイベントが
行われます。
公式ホームページやフェイスブックにて
随時お知らせいたします。

伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会
電
話 ０８５９−３１−９３７１
公式ホームページ http://www.daisen1300.org/

平成３０年度教科書展示会が開催されます！

法

対処

マッサージ器の使用が禁止されている疾病もありますので、
かかりつけの医師に事前に相談しましょう。
使用前に販売員の説明をよく聞き、取扱説明書を読んで、操作
方法を把握しておき、使用中に異常や危険を感じた時にはすぐに
マッサージ器を止められるようにしておきましょう。
また、使用の際は弱い刺激からスタートし、痛みや体調不良を
感じたら、すぐに使用を中止し、病院を受診しましょう。

子どもたちが使用する教科書について関心や理解を深めていただくために、
以下の日程で教科書展示会が開催されます。ぜひお立ち寄りください。
開催期間：平成30年6月8日（金）〜7月5日（木）
開催時間：展示会場となる図書館の開館時間から閉館時間まで
（※開館時間および開館時間については各図書館にお問い合わせください）

西部の教科書展示会場・内容一覧
施設名

〜気になることがあれば、まず相談を〜
○消費生活相談員による相談窓口
5月30日（水）、6月20日（水）

9時〜16時

役場本庁舎1階会議室にて開催

○通常の相談窓口
平日：江府町役場 住 民 課（７５−３２２３）
土日：鳥取県消費生活センター（０８５９−３４−２６４８）
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お問い合わせ先

平成30年５月号

米子市教科書センター
（米子市立図書館）
境港市教科書センター
（境港市民図書館）
西伯教科書センター
（大山町立図書館）
日野教科書センター
（日野町図書館）

住所

電話番号

展示する教科書の種類

米子市中町8

0 8 59 -2 2-2612

小学校・中学校・高等学校・
一般図書・特別支援学校

境港市上道町3000

0 8 59 - 47-10 9 9

小学校・中学校・高等学校

西伯郡大山町赤坂766-1

0 8 5 8 - 49 -3 010

小学校・中学校

日野郡日野町根雨129-1

0 8 59 -7 2-13 0 0

小学校・中学校

東部・中部でも教科書展示会が開催されます。
詳しくは、県教育委員会事務局小中学校課（電話番号：0857-26-7935）へお問い合わせください。
平成30年５月号
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江府町合併処理浄化槽の管理に関するおしらせ
江府町では、合併処理浄化槽の維持管理費を補助する制度を設けていま
すが、平成３０年度から、ご希望の方は町が使用料を徴収して、町が合併処
理浄化槽の維持管理の委託を受ける制度が始まります。対象は、町の補助
を受けて合併処理浄化槽を設置され、町の維持管理を希望される方です。
町に維持管理を委託されますと、江府町内で実施している公共下水道や集落排水と同じ基準の使
用料を納めていただき、町が業者（保守点検業者と清掃業者）と契約を結び、必要な保守や、汚泥の
清掃などを実施します。
なお、使用者の過失などで浄化槽の修繕が必要となった場合には、その費用はご本人に負担して
いただきます。
委託の申し込みにつきましては、すでに保守点検をお願いしておられる業者との契約は、解除して
いただくこと、また、町が維持管理を開始する日以前の１カ月以内に浄化槽内の汚泥を引取り、清掃
をしていただきます。

町への維持管理の申し込み手続きなど詳しくは、
役場建設課 （☎0859-75-3306）にお問い合わせください。

町報こうふ読者投稿型コーナー
このコーナーは、みなさまからの投稿を掲載していく、フリーコーナーです。

『お！これは面白いぞ！ビックリたまげた！！』というネタから、『うちの集落はこんな事しちょーよ！』と
いう集落自慢、『こりゃ自信作だ！』という作品、おすすめスポットの情報など、江府町に関するネタを
お待ちしております♪まずは、
下記のあて先までご投稿ください！
応募方法

住所・氏名・電話番号を記入し、郵便・ハガキ・ファックス・メールにてご投稿ください。
ペンネームでの掲載もOKです！ 氏名とは別に記載してください。

【あて先】〒６８９−４４０１ 江府町江尾４７５
町報こうふ担当者 宛
【メール】k̲soumu@town-kofu.jp 【ファックス】０８５９−７５−２３８９
【問い合わせ】総務課 ７５−２２１１

子育て支援センター「じゃりんこくらぶ」は、まだ保育園に通っていない
親子の交流の場です。保育士や他のみなさんと一緒に遊んだりお話したり
して過ごし、楽しく子育てしましょう。気軽にお出かけください。
★開設日時・・・毎週 月曜日から金曜日

午前１０時〜午後５時
（祝日・盆・年末年始は、お休みです。）
★開設場所・・・江府町子育て支援センター
（子供の国保育園内 子育て支援室）

※お家であそんでいるお友だち、支援センターに遊びに来てください。お母さん同士の交流
も広がります。お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんの参加もお待ちしています。
※子どもの飲み物や着替えなどは、各自ご持参ください。

こんな
ト
イベン ！
す
ま
やって

ふれあいデー・・・毎週

火曜日・水曜日・木曜日

★ふれあいデーでは、絵本の読み聞かせ・身体測定・ふれあい遊び・
保育園の試食会・行事参加・他町との交流会などを予定していま
す。また、月１回保健師さんによる「すくすく相談日」もあります。
行事参加

５月 ミニ運動会
６月 子育て講演会
７月 夕涼み会

９月 運動会
１２月 おたのしみ会
クリスマス会

もしもし相談・・・ 月曜日から金曜日

き：

６月１日（金）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）

午前１０時〜午後５時

電
話（０８５９−７５−２７０４）や
ファックス（０８５９−７５−２８６０）で相談を受け付けます。

人 権 相 談（相談無料）
と

２月 体験入園
保育園試食会

絵本の貸し出し・・・子どもの絵本、お母さんの本の貸し出しをします。
（１回に２冊まで、
１週間借りられます。）

面接・電話
どちらでもご相談
いただけます。

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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お問い合わせ先
江府町子育て支援センター （江府町立子供の国保育園内子育て支援室）
電 話 ０８５９−７５−２７０４
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Information

まちのお知らせ
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を受けて合併処理浄化槽を設置され、町の維持管理を希望される方です。
町に維持管理を委託されますと、江府町内で実施している公共下水道や集落排水と同じ基準の使
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清掃などを実施します。
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をしていただきます。

町への維持管理の申し込み手続きなど詳しくは、
役場建設課 （☎0859-75-3306）にお問い合わせください。
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このコーナーは、みなさまからの投稿を掲載していく、フリーコーナーです。
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【あて先】〒６８９−４４０１ 江府町江尾４７５
町報こうふ担当者 宛
【メール】k̲soumu@town-kofu.jp 【ファックス】０８５９−７５−２３８９
【問い合わせ】総務課 ７５−２２１１

子育て支援センター「じゃりんこくらぶ」は、まだ保育園に通っていない
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（祝日・盆・年末年始は、お休みです。）
★開設場所・・・江府町子育て支援センター
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も広がります。お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんの参加もお待ちしています。
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こんな
ト
イベン ！
す
ま
やって
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保育園の試食会・行事参加・他町との交流会などを予定していま
す。また、月１回保健師さんによる「すくすく相談日」もあります。
行事参加

５月 ミニ運動会
６月 子育て講演会
７月 夕涼み会

９月 運動会
１２月 おたのしみ会
クリスマス会

もしもし相談・・・ 月曜日から金曜日

き：

６月１日（金）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）

午前１０時〜午後５時

電
話（０８５９−７５−２７０４）や
ファックス（０８５９−７５−２８６０）で相談を受け付けます。

人 権 相 談（相談無料）
と

２月 体験入園
保育園試食会

絵本の貸し出し・・・子どもの絵本、お母さんの本の貸し出しをします。
（１回に２冊まで、
１週間借りられます。）

面接・電話
どちらでもご相談
いただけます。

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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江府町子育て支援センター （江府町立子供の国保育園内子育て支援室）
電 話 ０８５９−７５−２７０４
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すっかり暖かくなってきました
が︑いかがお過ごしでしょうか︒
食欲の秋とよく言いますが︑動
物にとって厳しい冬を迎える準備
期間である秋は︑とっても食欲旺
盛な季節です︒では厳しい冬を越

問題は畑です︒早々に電気柵な
どの対策をしていれば良いのです
が︑何もしていない農地ではタヌ
キやアナグマが闊歩して︑植え立
ての作物を踏む︑掘る︑齧るとい
った被害が発生します︒これらの
中型動物は行動範囲が比較的狭い
ので︑捕獲も有効な被害対策にな
ります︒被害があれば︑ご相談く
ださい︒︵←アナグマ︶

人の動き
本町一

︵氏

名︶

歳
歳
歳
歳

花枝
幸枝
豊行
正波

︵年齢︶ ︵世帯主︶

４月届 ︵敬称略︶

一姫
米子市

◎ご結婚を祝します
小倉
真生

︶

横田

︵住所︶

◎ごめい福を祈ります
荒 田 藤原 淳一
貝 田 森田 彷正
御 机 安田壽美枝
洲河崎 影山
瑩

ご寄付

◎見舞い返しとして
池の内 藤原 恭子

母巴死去
夫淳一死去

本人退院

社会福祉協議会に次の方から
ご寄付をいただきました︒
︵４月分︶ 敬称略

◎香典返しとして
美 用 下垣 勝彦
荒 田 藤原さつき

72 万円

えた春はどうでしょうか？

そして山菜採りにご用心！クマ

らの存在を気付かせるようにして

延寄付金額

冬の間︑じっと動かずに過ごす

り︑もうおなかペコペコです︒ま
もエサを求めて︑山中を動き始め

この時期は田畑が狙われやすくな
下さい︒ちなみに子グマは﹁クマ

91 96 81 62

ふ る さ と 納
税

ツキノワグマやアナグマは︑四月

たイノシシやニホンジカ︑タヌキ
ています︒バッタリ出くわすのが

ります︒田んぼは畦畔の植物︑カ
〜﹂と高めのかわいい声で鳴きま

応援ありがとうございます！

から五月は最も体重が減少してお

は冬の間も動きますが︑冬はエサ
一番危険です︒特に子連れのクマ
は危険ですので︑山に入るときは

資源が少ないので︑こちらもやは
りおなかペコペコです︒

エルや昆虫などが狙われます︒イ
す︒この声が聞こえたら︑絶対に

そう︑みんな食欲旺盛！だから︑ 鈴やラジオなどを鳴らして︑こち

ノシシによる畦畔の掘返しは大変
近づかないようにして下さい︒

59 件

4 30

）は前月比
4月末現在（

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】72−1399

迷惑な話ですが︑農作物自体の被

延申込件数

年
平成30
日
月
現在

1,048 世帯（ − 8 ）
■世帯数

納付期限は ５月３１日（木）です。

今月の国民年金

納付期限 ５月分 平成３０年７月２日まで

平成３０年４月から平成３１年３月までの国民年金保険
料は月額１６，３４０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（翌
月末）までに納めましょう！

現金納付の江府町の税金は全て、口座振替での納
付へ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いたします。
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。

第2回
みんな
おなかペコペコ
害はほとんどありません︒

■まちの人口 2,969人（ −18 ）
男 1,386人（ − 9 ）
女 1,583人（ − 9 ）

（口座振替は５月３１日）
固定資産税（第１期）

口座振替のお願いについて
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まちのお知らせ

Information

お知らせ

5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

15

14

押し花教室

防

午後1時～5時

アイリス合唱団

Wed

16
防

午後7時～9時

油絵・絵手紙教室

午後1時30分～3時30分

木

Thu

17

大正琴教室

防
午後1時30分～4時

陶芸教室 創

ストリート
ダンス教室

書道教室

金

Fri

土

18

フラダンス教室

午後1時～4時

19
防

午後2時～3時30分

防
午後1時30分～3時

防

日

Sat

町長杯
GG大会

Sun

20

ピアノレッスン

防

午前9時～午後2時

せ

午前8時30分～

午後6時30分～8時

ガールズ
ダンス教室

防
午後7時～8時30分

21
墨彩画教室

午後1時30分～3時30分

ガールズ
ダンス教室

防
午後7時～8時30分

22

23

24

パッチワーク
同好会 防

大正琴教室

社交ダンス教室 防

午前9時～11時30分

パッチワーク
教室（年間）防

午後1時30分～3時30分

アイリス合唱団

防
午後1時30分～4時

ストリート
ダンス教室

25

午後2時～4時

26

27

江府小学校
運動会

ピアノレッスン

防

午前9時～午後2時

防

午後6時30分～8時

防

午後7時～9時

29

28
押し花教室

防

午後1時～5時

アイリス合唱団

30

31

ストリート
ダンス教室

防

午後7時～9時

防

午後6時30分～8時

ガールズ
ダンス教室

防
午後7時～8時30分

グループ対抗レクリエーション

ソフトボール大会
開会式

試合期間

５月14日（月）

５月１４日（月）～１８日（金）終了予定

※試合期間は、申込チーム数によって前後します。

詳しい内容は、折り込みチラシにてご確認ください。

6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

Wed

木

Thu

金

Fri

土

1

人権 相 談
午前9時～12時

4

ガールズ
ダンス教室

防
午後7時～8時30分

5

アイリス合唱団
午後7時～9時

6
防

防
午後1時30分～4時

奥大山カフェ
午後7時～9時

ストリート
ダンス教室

防

午後6時30分～8時
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7

大正琴教室

防

8

いけばな教室
午後7時～8時

2
防

ピアノレッスン

Sun

3
防

午前9時～午後2時

9
防

日

Sat

10
ピアノレッスン

午前9時～午後2時

防

毛無山山開き 2018 ～カタクリの花を見に行こう～

①

⑥

④

②

⑤

③

①可憐に咲くカタクリの花 ②4月29日の山開き神事の様子 ③4月29日は地元ボランティアの方々によりみそ汁が提供されました
④中腹から見える大山 ⑤山頂にて万歳（米子市からお越しの中山親子） ⑥群生するカタクリの花

今月のフェイス

COVER
－表紙の写真－

4月29日～5月5日まで江府町
を流れる日野川に架かる夜振橋と
久連橋にこいのぼりが泳ぎました。

杉山

江府町愛漁会が主催され、地元ボ

まい み

舞美さん（宮の前）

ランティアのみなさんで設置・準

今年４月に米子市から宮の前に移住しました。移住のきっかけは昨
年夏に江府町の地域おこし協力隊と知り合いになり、江府町へ遊びに
行くようになったことです。江府町のイメージは緑がいっぱいあり景色
が良く、大好きな散歩をしながら川を見るのがとくに好きです。
現在、介護老人保健施設あやめで介護士として勤務しています。江
府町に来てこれからやってみたいことは「友達100人つくること」です。
今後、江尾十七夜などのイベントを楽しみにしています。
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

江府町

備が毎年行われています。期間中
は親子連れの方や写真を撮る方な
ど多くの方にご覧いただきました。
江府町の春の風物詩として親しま
れています。
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