町報

30 0 0

人の楽しい町
Ｎｏ.549
ｏ.549

2016

12月

(江府町防災情報センター)

家族やお友だちと昔ながらのもちつきで交流！
11月27日 ふれあいもちつき大会

動画で町報こうふ!

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

特集−平成28年度第２回健康推進委員会報告−

キーワードは 地域のたすけあい・ささえあい
みんなのチカラで課題解決！

▲参加者の中には、「今回の話し合いは
よかった！」と後日来所くださった方
もありました
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﹃地域の活性化なくして健康なし︑健
康なくして地域の活性化なし﹄をスロー
ガンに︑地域におけるボランティアグ
ループの立ち上げを目的として平成 年
度から開始した当事業は︑平成 年度ま
平成 年度からの累計︶で︑
での累計︵ ※
延べ１４３団体が活用され︑当事業を
16

27

15

健康推進委員のみなさんへの
事前アンケート結果をふまえて

事前アンケート結果では︑集落の福祉の
課題として︑﹁独居︑高齢者対策﹂との回
答が最も多く︑﹁交流の機会が少ない﹂︑
﹁行事の開催が困難﹂﹁ささえあい︑見守
り活動が困難﹂との回答数もそれぞれ 前
後ありました︒
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その他︑健康推進委員の役割についても
率直な意見をいただきましたので︑今後の
検討事項にさせていただきます︒
町では︑今後も住民のみなさんの声を聴
き︑施策に反映させていきたいと考えてい
ます︒

対
象：各集落の健康推進委員のみなさん
実施期間：平成28年9月1日〜平成28年10月7日
方
法：郵送による依頼、回答
回 収 率：82.9％（対象数76名、回答数63名）

▲新道蕎麦作りの会さんの
活動の様子

きっかけに︑﹁たすけあいの組織づく
り﹂や﹁多世代交流の機会づくり﹂を始
められた集落も多くあります︒

﹁３０００人の楽しい町﹂
安心・安全・健康に暮らせる
町づくりのために

▲当事業をきっかけに発足され
た宮市のトンカチ屋さん

平成 年度からは︑補助金制度を﹁３
年を限度﹂に見直したことから︑現在は
新規団体の申請はありませんが︑今後︑
過疎化と少子高齢化が進む中で︑ますま
す日ごろからの﹁お互いの顔が見える関
係づくり﹂や﹁たすけあえる関係づく
り﹂が必要になってくると考えられます︒
そのために︑地域の実態をふまえて︑
新たにどんなしくみづくりが必要かが検
討課題となっています︒
今回︑健康推進委員のみなさんには︑
事前に提出いただいたアンケート結果を
ふまえ︑意見交換をしていただきました︒
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月 日︵火︶︑総合健康福祉セン
ターで︑第２回健康推進委員会を開催し
ました︒今回は︑町が長年取り組んでき
た﹁江府町しあわせのまちづくり事業﹂
の取り組みをふまえて︑﹁地域のたすけ
あいやささえあいのために﹂いまどんな
ことが課題で︑地域︑一人一人︑行政の
それぞれの立場で︑どんなことができる
か︑出席者 名の皆さんと意見交換をし
ました︒
10

﹁しあわせのまちづくり事業﹂
補助金
累計１４３団体が活用！

〜平成28年度第２回健康推進委員会報告〜
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特集−平成28年度第２回健康推進委員会報告−

集落の事教えてください！
健康推進委員のみなさんと
意見交換をしました！
【参加集落】本一,本二,本三,本四,新一,新二,小江尾,大満,佐川,
貝田,袋原,宮市原,一旦,新道,武庫,宮の前,荒田,半の上,日の詰

集落の現状と課題は？
・小学校が廃校になり、集落間の交流がなくなった。
・組内で葬儀の準備をすることなどがなくなり、地域
のつながりがうすくなってきている。
・小さな集落のため、10年後には集落がなくなってし
まうのではないかという不安がある。
・高齢化して様々な作業が困難になってきた。
・若い人の働き場がない。若者の定住促進が課題。

たすけあい・ささえあいのために
地域や一人一人にできることは？
【地域でできること】
・集落間の相互のたすけあい。集落を越えた交流。
・高齢者や一人暮らしの方への目配り、声かけ。日ご
ろからの近所付き合いが大切。困ったときに自分に
はね返ってくる。
・高齢者は若い人に昔からの経緯、風習等を伝承する
こと、若い人は高齢者に聞くことが必要。そのこと
が集落の活性化や維持管理につながる。
【個人でできること】
・みんなで声をかけ合う。励まし合う。
・「いいな」「よかったな」と喜びあえる関係づくり。
・古くからの たすけあいの精神 を大事にする。
・家に閉じこもりがちな方の話を聞く。
・隣近所で一人が一人を見守る。

行政へのご意見
〇江府町しあわせのまちづくり事業補助金等に関すること
・集落活性化のきっかけになるので、補助金事業は必要。
・補助金申請の仕方をわかりやすく簡単にしてほしい。
・小さな集落では、年間８回集まる条件（いどばたグ
ループ支援事業）の達成が難しい。
〇制度やしくみの周知について
・緊急通報を設置している方には協力員がおられるこ
とや、愛の輪協力員のことを知らなかったので、制度
のことなどをみんなにわかるようにおしえてほしい。
〇住民活動のための環境づくりについて
・調理ができる場所（加工所など）を今後も使えるよ
うに整備してほしい。
〇行政へのご指摘、要望、期待すること
・もう少し弱者に目配りをしてほしい。やっていると
言うが、ニーズに合っていない。かゆいところに手
が届くような支援を期待する。
・人口流出の原因究明をしてほしい。
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活発な意見交換がなされて、模造紙が
いっぱいになりました！

集落でどんな活動をされていますか？
〇ミニ運動会を実施！
・子どもから高齢者まで集まるミニ運動会を
継続している。高齢でも参加しやすい内容
に工夫している。
〇行政や社協の事業から発展！
・鳥取大学医学部学生サークルのモデル集落
を受けたことで、集落の活性化につながっ
ている。今後は、自主的な見守り隊を結成
する予定。
〇出張福祉保健講座の活用しています！
・武地先生の話などを聞いて有意義である。

集落で活動する上でのポイントは？
〇 世話役がいること がキーワード
・世話役さんのリーダーシップのおかげ。
・健康推進委員の立場で相談役や協力をして
いる。
〇世話役の声かけに ついていく人 も大事
・引っぱる人もいればついていく人もいるの
でうまく続く。
〇食を囲むと自然と人が集まる？！
・お茶会や、食べものを囲むと人が集まる。
〇女性の力はすごい！
・女性が中心に調理をして地域の人と一緒に
食事会をしたことが好評だったので今後も
続けたい。
〇男性にも集まりに参加してほしい！
・集落で「男の料理教室」を行っている。
・女性を中心に、男性にも協力してもらって
いる。男性も呼ぶことが大事。

『3,000人（どころか5,000人！）の
楽しい町」にするためには？
・若い人に来てほしい・若い人が帰ってきた
くなる町！
・デマンドバス等を整備して、生活の質を向
上させる。
・勤める所があれば、人は集まる。
・江府町の子育て支援策は手厚い。小さい町
だからこそのメリットを外部にPRすること。
・いかに人口を減らさないで集落の維持管理
ができるかが鍵。
・リーダーシップが取れる人が育つかどうか
で集落が変わる。地域の「人材育成」に力
を入れてほしい。

▲火の用心！と元気よく行進する園児

くんせい作りで
仲間の輪が広がる！

〜奥大山ぶなの森クラブくんせい作り体験〜

▲美味しいくんせいができました！

家族・お友だちと
ぺったんこ！
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月 日︵水︶︑深山口集落とんぼハウスで奥
大山ぶなの森クラブ主催の﹁くんせい作り体験教
室﹂が開催されました︒
参加者は講師の株式会社コーセンの川端登志一
さんの指導のもと︑鶏肉や豚肉などの下ごしらえ
をし︑スモーカー︵くんせいを作る装置︶を作成
しました︒各食材はスモーカーで約１時間ほど燻
されたあと︑テーブルに並べられ︑一緒に用意さ
れたご飯やとろろ汁などと一緒に試食されました︒
﹁上手くできたか不安﹂という声もありましたが︑
なかなかの出来に﹁美味しい！﹂と大好評でした︒
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〜ふれあいもちつき大会〜

55

火の用心！
14

〜江府町防火パレード〜
11

動画で町報こうふ!

イベントの様子は
動画サイトY o u T u b eで
ご覧いただけます！

月 日︵月︶に江尾地内で︑江府町防火パ
レードが開かれ︑子供の国保育園の年長児のみ
なさんが参加しました︒
園児は江府消防署長に対して﹁私たちは絶対
に火遊びはしません﹂と元気よく宣言し︑江尾
のまちなかを行進しました︒
﹁火の用心！出るとき寝るとき火の用心！﹂
と拍子木を打ち鳴らしながら︑火災防止の呼び
かけを行いました︒
冬はストーブなどの暖房器具が活躍する時期
です︒就寝前や外出時など火の元をしっかり点
検し︑安全な利用を心がけましょう︒
27

▲よいしょ！の掛け声に杵をつく手にも力が入ります

月 日︵日︶︑
防災・情報セン
ターで︑青少年育
成江府町民会議
︵加持谷典範会
長︶主催の﹁ふれ
あいもちつき大
会﹂が開催され︑
小学生など 名が
参加しました︒
この大会は︑杵
と臼を使った昔な
がらのもちつきを
通して︑住民同士が楽しく交流できるようにと︑
家庭づくり支援部を中心に各種団体の協力を得
て︑今年で５回目を迎えました︒
もちつきでは重たい杵にふらつく子もいまし
たが親や友達との協力でつきあがったもちは︑
スタッフに教えてもらいながら あんこもち と
丸もち に成型しました︒その後︑雑煮とき
なこもちに調理され︑みんなで試食︒﹁皆で餅
をつけて楽しかった﹂﹁来年も参加したい﹂と
参加者からも好評でした︒
︵協力をいただいたみなさん︶
更生保護女性会︑みちくさ推進会議︑地域おこ
し協力隊︑児童民生委員︑食生活改善推進協議
会︑江府町青年団︑ＪＡ女性会︑江府町観光協
会 順(不同 )
11

4
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出るとき 寝るとき

まちの話題

11

16

30

11

あなたに読んで

欲しい本がある！

23

▲軽快なテンポで見どころを紹介する発表者

〜特殊詐欺の未然防止に尽力〜

ビブリオバトル 江府〜

〜第４回 知的書評合戦

平成28年12月号
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動画で町報こうふ!

イベントの様子は
動画サイトY o u T u b eで
ご覧いただけます！

月 日︵水︶に江府町防災情報センターで
﹃知的書評合戦ビブリオバトル 江府﹄が開催さ
れました︒
このイベントは︑自分の好きな本を紹介し︑会
場のみなさんが一番読みたくなった本を決めると
いうもの︒今回は６名の発表者が集まり︑好きな
本への想いを語りました︒本の魅力を紹介する人
や読み始めたころの思い出を話されるなど発表の
やり方も人それぞれです︒その中でも特に会場の
心をつかんだ﹃栄光なき天才たち﹄という漫画が
一番読みたい本に選ばれました︒
11
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江尾郵便局吉田さんに感謝状

11

月 日︵金︶黒坂警察署で警察署長感謝状
の贈呈式が開催され︑江尾郵便局の吉田優子さ
んに感謝状が贈呈されました︒
吉田さんは住民さんからの送金依頼を受けた
際に内容を不審に思い警察へ通報されました︒
﹁送金先が個人名口座だったので︑おかしいな
と思い︑事情を聞いたところ詐欺の可能性があ
り︑警察に相談しました﹂と吉田さん︒警察が
調べたところ︑送金先が海外になっており︑特
殊詐欺によくある手口だったそうです︒
黒坂警察署の柴田亙署長は﹁普段から住民さ
んと対話されている吉田さんだからこそ気づけ
たと思う︒今後もご協力いただきたい︒﹂と話
されました︒
▲柴田署長より感謝状を贈呈された吉田優子さん(写真右)

〜鏡ヶ成の湿原を守ろうプロジェクト 鏡ヶ成 〜

▲参加者で記念撮影

月 日︵水︶に鏡ヶ成地内で︑自然保護ボ
ランティア約 名が参加し︑﹁鏡ヶ成の湿原を
守ろうプロジェクト﹂が行われました︒
この活動は︑大山隠岐国立公園内の植生環境
の保護を目的として︑４月と 月に行っていま
す︒
鳥取大学農学部︑環境省米子自然環境事務所︑
日野振興センター︑休暇村奥大山︑江府町が自
然保護ボランティアの皆さんと協力して︑ハイ
イヌツゲやササなどの植物の刈り取りや運び出
しを行いました︒
作業後は︑野菜たっぷりのだんご汁が振る舞
われました︒緑豊かな自然に育まれた江府町の
環境を保護する活動を今後も継続して行ってい
きます︒
18

みんなで守ろう江府町の自然

まちの話題

まちの話題

▲朗読劇の様子
▲たくさんの方が来場されました

奥大山江府町関西交流会

月６日︵日︶︑大阪市ホテルグ

長︶を開催し︑

る講演が行われました︒また︑町老

の江府町の施策・近況の報告を行い

前半の総会では︑昨年度総会以降

堺市

南区ふれあい祭り

日︵日︶︑大阪府堺市で開

西ノ島町・江府町で合同出店

月

催された﹁南区ふれあいまつり﹂に

参加しました︒このイベントには︑

これまで西ノ島町が例年物産を出店

していましたが︑今年度︑両町の新

たな交流の取り組みとして西ノ島

町・江府町合同で物産を行いました︒

当日は天候にも恵まれ︑イベント会

場は多数の参加者でにぎわいました︒

中には︑過去に観光で鳥取を訪れた

方や鳥取県出身の方など︑鳥取に縁

6
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江府町福祉大会
日︵日︶山村開発センター

ました︒大会では﹁心がうごく

在住の本町出身者９名︶にご参加を

人クラブ女性委員・若手委員の有志

よるフラダンスの披露なども行われ︑ め方についても協議を行い︑会報の

13

きました︒後半の懇親会では︑大正
のある方も物産に来られ︑町の特産
琴 の 披 露 や カ ラ オ ケ を 楽 し み な が ら ︑ 品を購入されていました︒

ての提案等︑多くのご意見をいただ

大変盛り上がった大会となりました︒ 作成や新たな会員確保の方法につい
日輪閣ではチャリティバザーや飲
食物の販売も開催され︑多くの来場
者で賑わいました︒

同郷の仲間と交流を深めました︒

▲関西交流会の参加者のみなさんで記念撮影

︻チャリティバザーのお礼︼
福祉大会において開催したチャリ
ティバザーには︑皆様に格別なるご
協力をいただき︑５３︐０５０円の
収益となりました︒収益金は︑鳥取
県共同募金会を通じて︑町内の福祉
事業に活用させていただきます︒物
品のとりまとめをご協力いただいた
各集落の老人クラブ様︑区長様をは
じめ︑町民の皆様に厚くお礼を申し

11

月

リーンプラザ大阪で﹁平成

年度奥

で︑江府町社会福祉協議会と江府町

ランティア﹂と題してmotto

いただきました︒

名の方々︵内関西

ひょうご事務局長の栗木剛さんによ

28

ました︒また︑これからの交流の進

11

による朗読劇︑プアナニフラ教室に

ボ

大山江府町関西交流会﹂︵河上勲会

11

共催による江府町福祉大会が行われ

20

上げます︒
江府町共同募金委員会

▲堺市南区ふれあい祭りは大盛況でした

11

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〜

こんにちは︒江府町役場で働き始
めてから５年目になります︑総務課
の仲田裕紀です︒普段は広報やひか
り電話・インターネットの担当をし
ております︒
突然ですが︑
みなさんは せせらぎ
公園 を利用されたことはあります
か？芝生の上でのグラウンドゴルフ
や﹁江尾十七夜ではアユのつかみど
りに参加したよー﹂なんて人もい
らっしゃると思います︒なぜ今ここ
で せせらぎ公園 の話題を出したの
かというと︑現在︑せせらぎ公園の
利用についてプロジェクトチームで
話し合いをしているからです︒
平成７年に町が整備したせせらぎ
公園は一部芝生化やビオ
トープ化などを通して現
在に至ります︒最近では
グラウンドゴルフに汗を
流される方やホタルの生
息地として住民のみなさ
んに親しまれています︒
そんな憩いの場として
整備されたはずの公共の
公園ですが︑当初と比べ
て公園を利用される住民
さんが年々減っているこ

動画で町報こうふ!

とや施設の老朽化で管理が行き届か
ないなどの課題も増えてきています︒
本来住民さんの生活のなかで心安ら
ぐ場所であるはずの公園があまり利
用されないままというのは少しもっ
たいないと思うこともあります︒し
かしながら︑現状としては住民さん
にとって利用しづらい状況があった
り︑近隣市町村の公園の方が遊びや
すいなどの様々な理由があるのでは
と思っています︒
今後せせらぎ公園の利用などにつ
いてアンケートを実施し︑みなさん
の公園としてどうあるべきなのか︑
また具体的に何が必要なのかを検討
していきたいと思います︒
︵仲田裕紀 )

﹁３０００人の楽しい町﹂
プロジェクトチーム報告
▲『mottoひょうご』事務局長
の栗木さんによる講演

を聞かれたと思います︒ぜひ︑今回
参加できなかった方にも聞いていた
だく機会を作れたらと思いました︒
月は出張の多い月でもありまし
た︒東京で開催される各種大会に出
席しました︒特に大きいものは﹁全
国町村長大会﹂です︒紅白歌合戦の
会場で有名なＮＨＫホールで開催さ
れました︒安倍総理大臣の挨拶を直
接聞いたのは初めてでした︒会場は
９００人以上の町村長で埋め尽くさ
れ︑自分もその一員であると思うと︑
改めて身が引き締まる思いがしまし
た︒他にも︑過疎︑山村振興︑国保
制度︑簡易水道︑治水砂防等の各種
大会や国への要望活動︑県選出国会
議員との懇談会等に出席しました︒
公務の合間に︑東京在住の日野郡出
身の皆さんの会合﹁金持会﹂に出席
させていただきました︒江府町の方
も三名おられ︑町の様子をお伝えし
ながら︑意見交換もできました︒つ
ながりの大切さを再認識︒江府町の
ファンクラブを作り︑拡げられない
かと思いました︒

平成28年12月号
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﹁福祉大会と東京出張﹂
月はさまざまなイベントで町内
がにぎやかになる月でした︒秋の奥
大山うまいもん祭り︑ＪＡまつり︑
文化祭︑新そば祭り︑奥大山古道
ウォーク︑福祉大会︑人権・同和教
育研究集会等々︑町内外からたくさ
んの人が集まられました︒参加され
た方は︑その内容に満足されたこと
でしょう︒私もほとんどのイベント
に参加させていただきましたが︑そ
の中でひとつだけ紹介させていただ
きます︒それは江府町福祉大会の講
演です︒講師の栗木剛さんのお話が
とてもわかりやすく︑聴講者との距
離感も近かったことです︒﹁ボラン
ティア活動は他人のために気張って
するものではない︒外に出かけて︑
人と話をすることで︑頭を使う︒そ
れが自分のための脳トレーニングに
なる︒近所の人と声を掛け合い︑言
いやすい関係を作ることが︑ふくし
︵普段の暮らしの幸せ︶につなが
る︒﹂参加されていた方はいいお話
11

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。

▲江尾十七夜あゆつかみ時のせせらぎ公園

白石町
コラム長
Vol.4
11

を

年勤続スポーツ
推進委員表彰

久連の遠藤敏彦さんがスポーツ推進委員
年勤続された功績により全国スポーツ

推進委員連合から表彰を受けられました︒
スポーツ推進委員は︑社会的信望があり
スポーツに深い関心と理解を有している方
を教育委員会が委嘱し︑スポーツの推進や
健康の維持増進のための事業実施や指導・

日︑町運動公園総合グラウンドで︑第

回日

日野郡少年野球
新人戦江府町大会
月

野郡少年野球新人戦江府町大会が開催されました︒

例年５年生以下が中心となる新チームでの初めての
試合ですが︑今大会は児童の減少から日野郡３町で連
合チームを２チーム編成し︑大会を行いました︒
試合当日は絶景の大山や銀杏並木に囲まれ︑気持ち
の良い気候の中試合が行われました︒また︑連合チー

江府町卓球大会
︵小学生・地域の部︶

月 日︵日︶町運動公園総合体育館で第 回江

り熱戦を展開しました︒

生の部をそれぞれ行い︑早朝より多くの選手が集ま

部︑男子成年の部︑女子の部︑ダブルスの部︑小学

今年度は団体戦︑個人戦ではシングルスフリーの

た︒

府町卓球大会︵小学生・地域の部︶が開催されまし

55

▲地域の部入賞選手の皆さん

41

ムということもあり︑試合でのチームワークを通じて

（小学生高学年の部）
林 みるくさん

助言を行っていただいています︒

（小学生低学年の部）
加藤 由梨さん

13

選手同士いつも以上に親睦を深めていました︒

20

個人戦優勝
（シングルスフリーの部）
下原 佑太さん

遠藤さんは江府町スポーツ推進委員協議
会の会長を務められており︑永年︑江府町
のスポーツ振興にご尽力をいただいており
年勤続で表彰を受けられたのは江

▲小学生の部の表彰の様子

（ダブルスの部）
藤田憲幸さん 藤原宏樹さんペア

ます︒

本町一丁目・二丁目

団体戦優勝

石田亜弥香さん

（女子の部）

信也さん

（男子成年の部）
野口

府町では初めてのことです︒今後︑さらな
るご活躍が期待されます︒
▲野球を通じて交流を深めました

11

果〉
〈結

30

11

30
30

▲表彰された遠藤敏彦さん

8
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新しい民生児童委員さんが決定しました
〜地域住民の身近な相談役〜
■民生・児童委員
社会奉仕の精神をもった人の中から、厚生労働大臣が委嘱した方々で無報酬のボランティアとして、町民の
皆さんの最も身近な相談役として活動しています。 民生委員は、併せて「児童福祉法」によって児童委員も兼
ねています。
日々の暮らしの中で困りごとや悩みごとそして児童の保護・育成などの福祉について相談を受け、福祉サー
ビス等を適切に受けたりできるように、生活に関する相談に応じ、助言その他の援助をします。
■主任児童委員
児童福祉を専門に担当し、全町を対象に児童・妊産婦の福祉に関する相談援助活動をします。
■現在の委員の任期は平成28年12月1日から平成31年11月30日までの３年間です。
■秘密は守られます。
民生・児童委員、主任児童委員には守秘義務があり、子育てのこと、学校のこと、介護のこと、生活上のこ
と、その他福祉に関して相談のある場合は、お近くの民生・児童委員にお気軽にご相談ください。相談内容や
秘密が他にもれることはありませんので、安心してご相談ください。

会長
加持谷典範

副会長

副会長

新任

新任

(武庫） 川上 博久 (本一） 河上 順子 (宮市） 加藤 恵子 (新一） 藤原
登 (貝田）
担当区(一旦･新道･武庫)
担当区(貝田）
担当区(本一･本二･本三） 担当区(宮市･宮市原･杉谷） 担当区(新一･新二）

川上まり子

(美女石） 土井垣史朗 (宮の前） 山本 信男 (尾之上原） 三輪 貴憲 (下安井） 中田 敦美 (御机）
担当区(小江尾･大満･久連･美女石) 担当区(荒田･半の上･宮の前･高谷） 担当区(尾之上原･日の詰･深山口） 担当区(下安井・洲河崎） 担当区(御机･笠良原･鏡ヶ成）

奥田

忠文 (柿原） 山野小百合 (池の内） 神庭
眞 (大河原） 三代 信行 (美用） 川端
裕 (本五）
担当区(佐川・柿原)
担当区(池の内）
担当区(大河原･吉原･袋原･西成） 担当区(美用･栗尾･小原） 担当区(本四・本五）

北村

公子 (助澤） 上原美千代 (本一） 藤原 眞輝 (新一）
担当区(助澤・下蚊屋)
主任児童委員
主任児童委員
9
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まちの教育

〜地域で育ち 地域に学ぶ こうふっ子〜

10

11

江府町では︑町民のみなさんに
町の教育についてさらに関心を

持っていただくとともに︑今後も
ご理解とご協力をいただきたいと
考えています︒さまざまな機会に
学校を訪れていただき︑教育につ
いてのご意見をお聞かせください︒
そして︑ともに子どもたちの成長
を見守っていただければと思いま
す︒

こんなにカワイイ頃も
あったよね
〜中学３年生 保育実習〜

江府中学校３年生が︑家庭科の学
習の一環として︑子供の国保育園で
保育実習を行いました︒
普段あまり接する機会のない小さ
い子たちへの関わり方に︑最初は戸
惑い気味の生徒たち︒しだいに打ち
解けてくると︑園児の遊びに合わせ
て優しく関わり︑一緒に楽しいひと
ときを過ごしました︒
保育園の先生も︑大きく成長した
教え子たちの様子に︑顔をほころば
せていました︒
生徒たちの優しくおだやかな表情
が印象的でした︒

講座体験〜

明徳学園との交流会

〜中学１年生

江府中学校１年生が︑明徳学園の
講座に参加しました︒
生徒たちが参加した講座は︑グラ
ウンドゴルフ・陶芸・パソコン・調
理の４つ︒それぞれの会場に分かれ
て学生さんたちとの交流を行いまし
た︒
グラウンドゴルフでは︑ルールや
打ち方を教わりながら一緒にラウン
ドし︑ゴールにボールが入ると歓声
が︒陶芸教室では︑ろくろを使った
陶芸を学んで思い思いの作品を作り︑
出来上がりを楽しみにしていました︒

様々な世代の人たちとの交流を通
して︑様々な立場の人との関わり方
について考え︑学びを深める江府っ
子たち︒
こうして︑地域の人たちとふれあ
い︑地域の中で自分を見つめ直す機
会を持てること︑それが江府町の魅
力の一つでもあります︒

10
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イマドキの
江府っ子たちの
様子は？

中学生の作品をじっくりと味わいます

月に︑町内の学校や子どもた
ちの様子を広く町民のみなさんに
知ってもらおうと﹁学校参観バス
ツアー﹂を実施しました︒
当日は 名の方にご参加いただ
き︑小・中学校が取り組む話合い
活動やパソコンをはじめとする電
子機器の活用など︑変わりゆく学
校の施設・設備︑イマドキの学習
のスタイルを見学しました︒そし
て︑最後に︑江府町のおいしい学
校給食を試食し︑バスツアーを終
えました︒

学校参観バスツアー

まちの教育

図書館だより
新

着

図

開館時間

書

お

知

平 日
土日祝

ら

8:30〜19:00
8:45〜17:30

せ

※この一覧は新着図書の一部です

清掃業務による閉館のお知らせ

＊一般書
つくって楽しむ＊わら工芸／瀧本広子（編著）
バケツで実践＊超豪快イネつくり／薄井勝利
はちみつが健康と美容に効く！／マガジンハウス
簡単つくりおきみそまるおかず／藤本智子
西原理恵子と枝元ほなみのおかん飯／西原理恵子
季節の暮らしと服支度／内田彩仍
誰も知らない世界のことわざ／エラ・フランシス・サンダース
明治・大正の鳥取県／須崎博通
おおあたり／畠中恵
週末探偵／沢村浩輔
夜行／森見登美彦

12月19日(月) 8:30〜15:00
12月20日(火) 8:30〜15:00
※両日とも15:00〜19:00は開館

年末年始期間の閉館のお知らせ
12月30日(金)〜１月４日(水)
※年内最終日の12月29日は17:00まで開館

新着図書＊ピックアップ紹介
絵本

＊児童書
こども菜根譚／齋藤孝（監修）
漢方薬キャラクター図鑑／新見正則（監修）
５月ドーナツは知っている／藤本ひとみ
桜坂は罪をかかえる／藤本ひとみ
迷いクジラの子守歌／安東みきえ
発見！？宇宙生物／北村雄一

＊絵本
フィンランドの小人たちトントゥ／マウリ・クンナス
せいめいのれきし[改訂版]／バージニア・リー・バートン
クリスマス／バーバラ・クーニー

『せいめいのれきし 改訂版』
バージニア・リー・バートン

みなさん、お待たせいたしま
した。いよいよ、舞台の幕が上
がります。プログラムは「せい
めいのれきし」。地球上に生命
が生まれた瞬間から、今この時
までのおはなしです…。
ロングセラーの名作が、現在
の学説を反映して半世紀ぶりにアップグレードされま
した。46億年の圧倒的なロマンを、改めて体感してく
ださい。

〜 ハッピー ダイアリー 〜

キミー先生の Happy Diary ４

キミー先生のHappy Diaryの
Hello again!
動画ができました！
Some time ago, I was able to attend Kofu junior high school s cultural festival. This was
very exciting for me because, like the sports festival, the cultural festival is something I d
never really seen before (outside of in the anime I used to watch when I was younger). In
America, students often do make plays and put on music concerts, but not on the same
scale as in Japan. In America, performances like this are usually done for specific classes
rather than for the entire school− and I don t think students in America practice for those
※動画サイトユーチューブで
things nearly as much as students in Japan do.
「キミー先生のハッピーダイアリー」で検索！
All the students seemed to be working very hard, so I was excited to see the results of
their practice− and they didn t disappoint! I really enjoyed watching the plays (this was good Japanese practice for
me, too) and listening to the musical performances. I can t sing or play any instruments myself, but I love listening to
music. I often get very emotional when listening to it, so during a few of the performances, I was so moved that I
cried a little. The students are all so talented despite being so young. To be honest, I m a bit jealous of them!
I hope I get to see them perform again sometime in the future.
Anyway, see you next month!
- Kimmy
こんにちは！
少し前、私は江府中学校の文化祭に参加しました。とても感動的なものでした。というのも、体育大会と同様、
（小さいときにアニメの中で見たことを除けば） 実際の文化祭を見るのははじめてだったからです。アメリカで
も生徒たちはよく劇を上演したりコンサートを催したりしますが、日本の学校のような盛大なものではありませ
ん。アメリカの学校では、このような発表は全校一斉に行われるものではなく個々のクラス単位で行われるのが
ふつうです。それにアメリカでは、日本の学校ほど発表に向けた練習をしないように思います。
江府中学校の生徒たちはみんながとても真剣に練習や準備をしているように思いました。私は、本番で彼らの
練習の成果を見て感動しました。その演技は私の期待を裏切らないすばらしいものでした！ 私は彼らの劇（私
にとっては日本語の良い練習にもなりましたが）や合唱を堪能しました。私自身はじょうずに歌ったり楽器を演
奏したりできませんが、音楽を聞くことは大好きです。音楽を聞いていると、心が揺さぶられるような感動を覚
えることがよくあります。生徒たちの合唱を聞いていて、感動のあまり涙ぐんでしまう場面も何度かありました。
生徒たちはみんなまだ中学生であるにもかかわらず、とても才能豊かです。本心を言えば、少しうらやましいと
すら思いました！
いつかまた彼らの演技を見ることができればと思います。それでは来月またお会いしましょう！
キミー
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9日
11月1

江府小学校学習発表会

２年生

ともだちや

６年生

走れメロス

全員主役 最高の演技に花が咲く
〜6つの魂神ってる〜

5年生 てんぷく丸 東へ！ 〜海を渡ったサムライたち〜

３年生

かさこ地ぞう in koufu

１年生 三匹のおおかみと ぴったり七匹の子やぎ

4年生

どろぼう学校

江府分校編

日

11月３

第８回 秋の奥大山美味いもん祭り

▲昔ながらのもちつきでイベントを盛り上げました！

11月３日（木・祝）、奥大山スキー場特設会場にて秋の
奥大山美味いもん祭りが、昨年を上回る22団体の出店者に
より盛大に開催されました！約3,000人のお客様が地元の食
材を生かした奥大山グルメと鍵掛峠、木谷沢渓流などスキー
場周辺の紅葉を楽しみました。

▲今年発足した「奥大山ガイドクルー」による
初めてのガイドツアーも実施されました

3日

11月1

奥大山古道ウォーク
▲下蚊屋荒神神楽保存会の大蛇

11月13日（日）、奥大山古道ウォークが開催され100名
の参加者がありました。途中の御机では御机団子が振る舞わ
れ、下蚊屋では神楽の上演があり、参加者は奥大山の歴史と
味覚を楽しんでいました。
▲奥大山の歴史に触れながら古道を歩きました
平成28年12月号
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江府中学校吹奏楽部

江府町文化祭2016

舞台発表

フラダンス教室

アイリス合唱団

手話サークル
ピアノレッスン教室
(森谷美紗希さん)

我楽会(安来節)

リズムトレイン江府クラス

みんなのKUNIYA(ダンス)
(地域おこし協力隊 片岡薫哉さん)

黒坂警察署
(振り込め詐欺防止劇)

江府町男女共同参画審議会(劇)

着物ショー

こすもす会(舞踊体操)

大正琴教室

はつらつ運動クラブ

子供の国保育園(日野川子供太鼓)

樫鳥会(花笠音頭)
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江府小学校

シリーズ

〜空き家について考えよう〜

Part
６

空き家の利活用による地域の活性化に向けて
少子高齢化の進行やライフスタイルの変化に伴い空き家の発生が各地で増加傾向にあります。
空き家の増加は地域の活気や防犯性の低下、町並みの崩壊などをもたらすことが懸念され、早急な
対応が必要です。一方で、地域独自の文化や歴史を活かしたまちづくりの重要性が認識されつつあ
る中、空き家を他地域からの人の呼び込みの受け皿として活用し、まちづくりに活かそうとする取
り組みが広まっています。

■空き家を取り巻く利害関係者とニーズ

空き家に関わる５つの立場

空き家対策を地域としての問題と考えれば、単に空き
家の所有者と借り手・買い手のニーズをマッチングする
だけでは、問題解決につながるとは言えません。空き家
利活用に関わる利害関係者において、利活用に対する
ニーズ及び阻害要因を把握することが必要です。それぞ
れの立場の人々がどのような思いを持っているのか整理
しなくてはいけません。

①行政・関係機関の立場から
・定住化促進による地域維持、地域活性化を図り
たい！
・政策アピール・イメージアップにつなげたい！
②地域住民の立場から
・定住化促進による地域維持を図りたい、良好な
町並み景観を維持したい！
・地域コミュニティの向上を図りたい、地域に賑
わいを取り戻したい！

③空き家所有者の立場から
・空き家の管理労力を低減したい
・地域に協力したい、貢献したい
④地域事業者（建築関係）の立場から
・受注増加、利益確保につなげたい
・地元企業として社会貢献したい
⑤借り手・買い手の立場から
・空き家を借りたい、購入したい(定住・一時滞在)
・田舎体験をしたい

〜空き家の有効な利活用に向けて〜
空き家問題に関わるすべての関係者のニーズを把握、調整しながら、すべての関係者にメリット
がある空き家の利活用を模索することが必要です。
空き家は個人資産であるため、空き家利活用を促進するためには、所有者はもちろん、地域住民
や地域事業者などの理解と意識高揚が重要です。

■空き家の管理にお困りの方へ
江府町では空き家の有効活用を目的として、「空き家バンク」制度を運用しています。
▼江府町の「空き家バンク」にご登録していただき、移住者の入居が決まったら・・・
①移住定住推進空き家再生事業
（補助率1/2、 上限100万円）
②家財処分費用助成費用
（補助率10/10 、上限20万円）
補助金制度を活用して空き家の再利用、遠方からの管理をおこなってみては、いかがですか。
条件がございますのでお気軽にお問合せください。

●お問合せ：奥大山まちづくり推進課

☎75-3222

FAX75-3455

k̲sans@town‐kofu.jp
平成28年12月号
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ここで活きていく︒
地域おこし協力隊通信
初めてづくしの一年目
梅木琴美隊員報告

どうにか続けていきたいと思って

うのは楽しいもので︑これからも

自分にとって草刈りや農業とい

農業公社班
はじめまして︒今月の報告は梅
木が担当 さ せ て い た だ き ま す ︒
今年の途中からの参加となりま
地域おこし協力隊としての活動

います︒

公社でお 世 話 に な っ て お り ま す ︒
は︑まだまだわからない所が多々

すが︑現在︑藤井隊員と共に農業
早いもので︑自分の入隊からも

と藤井さんと共に草刈りに明け暮

最初の２ヶ月は︑農業公社の方々

今後とも︑どうぞよろしくお願い

ら探っていこうと思っています︒

てもらい︑様々な人に出会いなが

地域の写真撮影や、エバー
ランドの手伝いなどを行い
ながら冬に備えております。
長谷川 誠

新甘泉(梨)について。27本の
苗を順に接いでいき一本の
長い樹列を、6セット作り終
えることができました。農
地に敷くワラも準備しまし
た。
藤井 聖子

カサラファームでは県内外
からのお手伝いさんを受け
入れています。写真は蒟蒻
芋掘りを手伝ってもらいま
した！
生田 省二

11月からブログをはじめま
した。日々の活動のことや
最近気になることなど書い
ていますので是非ご覧くだ
さい。
片岡 薫哉
小学校の学習発表会の手伝
いをしました。劇中で江府
町の特産品や良さを伝える
シーンが有り、感心させら
れました。
雨宮 達樹

文化祭などのイベントラッ
シュを乗り越えて、ほっと
ひと息。これからは、冬の
公民館講座の企画などをし
ていく予定です。
上谷 美波
道の駅奥大山では冬営業時
間に入りました。マルシェ
館は8時〜17時半です。
クリスマスイベント計画中。
上野
真

う４ヶ月ほど経っているようです︒ ありますが︑様々な機械を触らせ

れて楽しく時間が過ぎ去っていき
します︒

人生初︑稲刈りの機械に乗りました！

ました︒
９月から先は︑水稲やソバ︑大
豆などの刈り取り作業の手伝いを
させていただきながら︑藤井さん
と普及員さん達と梨の定植︑接ぎ
木作業を さ せ て い た だ き ま し た ︒
この協力隊活動が初めての農業
です︒元々︑中学生の頃から家の

水稲を手伝いはじめ︑高校生の時

には刈払機を引っ提げて田んぼの

畦やら道路沿いなどの草刈りを

行ってい ま し た ︒

平成28年12月号
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かと言うと︑実はそうではないの

地域おこし協力隊通信

農業委員会だより

農業委員の選出方法が変わります
農業委員会等に関する法律が改正され、平成28年4月1日から施行されています。
今般の改正では、従前の公選制を廃止、農業委員については町長の任命によって、農地利用最適化推進委
員（新たに新設）については農業委員会の委嘱によって、それぞれ選任することとなっています。（農業委
員と農地利用最適化推進委員の兼務はできません。）
その際、町長又は農業委員会は、農業委員の任命又は農地利用最適化推進委員の委嘱を行うにあたっては、
農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに、農業委員又は推進
委員になろうとする者の募集をし、結果を公表・尊重することとなっています。

【江府町農業委員会の新制度への移行時期】
〇施行日に在任する農業委員はその任期満了まで在任。平成29年7月20日から新制度へ移行
〇現在の農業委員任期：平成29年７月19日(公選10名、推薦３名 計13名)
【法改正に伴う条例改正スケジュール（予定）】
①設置及び定数に関する条例（平成29年３月末までに）
②推薦・募集 ※議案成立後、推薦依頼と募集を開始します
③推薦を受けた者及び応募した者の公表
④選任案件の同意 （平成29年６月末までに）

全国農業新聞について

農業者年金加入者募集のお知らせ

全国農業新聞は、農業者の公的代表機
関である農業委員会ネットワークが発行
する週刊の農業総合専門紙です。最近の
農業及び農政の現状がよくわかり、農業
者の経営とくらしに役立つ情報が掲載さ
れています。

【農業者年金とは？】
国民年金（基礎年金）に上乗せした公的な年金制度です。
積立方式で年金額は加入者・受給者数に左右されない、少子
高齢時代に強い制度です。80歳までの保証がついた終身年金
です。（年金は終身受給できます。）
【だれが加入できるのか？】
60歳未満の国民年金の第一号被保険者であって、年間60日
以上農業に従事される方であれば加入できます。
【保険料は？】
月額2万円から6万7千円まで保険料を自由に選択できます。
また、税制面でも大きな優遇があります。
【詳しい内容や加入申込みは？】
江府町農業委員会事務局又はＪＡ江府支所まで

【発行日・購読料】
・毎週金曜日に発行
・購読料：月額700円（送料・税込）
【購読申込み・お問合せ】
江府町農業委員会事務局まで

12月の農地相談会
お気軽にご相談ください。
◎相談日 平成28年12月22日（木）
午後１時30分から午後４時まで
◎場 所 江府町山村開発センター

農業委員会総会（11月８日（火）開催）
審議案件すべて承認されました。
農地法第３条の規定による許可申請について
農地利用集積計画（案）について
農地利用配分計画（案）について

１件
４件
１件

問い合わせ先 農業委員会事務局 ☎（75）6620
平成28年12月号
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お知らせ−information―
奥大山

消費生活にゅーす

通信販売シリーズ②
相談事例

〜通信販売に関するトラブル事例をシリーズでお伝えします〜

１回だけのはずが定期購入だった健康食品

インターネットの広告に、痩せる効果があるという5,000円の酵素サプリメント1カ月分が「送料500円
を負担するだけで実質無料で手に入いります。只今キャンペーン中！」と書いてあったので、これはチ
ャンスと思い、すぐにスマートフォンから注文しました。

5,000円の商品が送料500円の負担で手に
入るなんて、お買い得！すぐ注文しなく
ちゃ！
すると、1か月後・・・
なぜか注文していない商品と5,000円の請求書が届いてしまい
ビックリ！慌てて販売店のホームページをよく見るとこう書かれてい
ました。

必ずお読み下さい。
初めてのお客様キャンペーンは、
4カ月の定期購入が条件です。
1回だけの申し込みのはずだったのに、4カ月の購入が条件だとはよくわかりませんでした。販売店に
問い合わせしようと電話をしますが、電話がつながらず困ってしまいました。

対処法

販売条件・返品条件を確認しましょう！

通信販売の広告では、お得な情報は大きく書かれることが多いものの、注意すべき点が小さく書か
れている場合もあり、注意が必要です。1回目は安く購入できるものの、複数回定期購入をした後で
なければ解約ができないなどの条件を付けている場合があり、注文前に販売条件、返品条件を必ず
確認しましょう。クーリング・オフ対象ではありませんので、無条件で解約できるとは限りません。
中には、「解約したくても販売店の電話が込み合っていて解約が出来ない」などの相談も寄せら
れていますので、すぐにご相談ください。
消費生活相談窓口：住民課(75-3223)又は鳥取県消費生活センター（0859-34-2648）へご相談ください。

※次回の相談員による相談日は12月14日(水)9時〜16時、総合健康福祉センターで行います。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。

17
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平成29年3月12日スタート

改正道路交通法が施行されます！
18歳から取得可能な免許

「準中型免許」の新設

１．準中型免許の新設
準中型免許では、車両総重量7.5トン未満（最大積載量4.5トン未満）の自動車を運転できます（普通自
動車も運転できます）。
普通免許で運転できる自動車は車両総重量3.5トン未満（最大積載量２トン未満）となります。
２．準中型免許の受験資格・教習日数
準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得できます。教習では、最短17日で取得可能です。
※普通免許は最短15日
３．準中型免許に係る初心運転者期間制度
初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転するときには１年間初心者マークを付けなけれ
ばなりません。
４．すでに普通免許を保有している方は
引き続き車両総重量５トン未満の自動車を運転することができます。さらに限定解除審査に合格すれば、
車両総重量５トン以上7.5トン未満の自動車の運転も可能になります。

車両総重量
最大積載量

普通自動車

18歳以上

中型自動車

20歳以上

普通免許等保有2年

大型自動車

21歳以上

普通免許等保有3年

車両総重量
最大積載量

普通自動車

18歳以上

中型自動車

大型自動車

20歳以上

21歳以上

普通免許等保有2年

普通免許等保有3年

平成28年12月号
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お知らせ−information―

江府町太陽光発電システム設置補助金及び
薪ストーブ設置補助金について
【対象の設備】
設備名

補助の範囲

募集件数

太陽光発電
システム

1kwあたり60,000円
上限：4kw（240,000円）

５件

薪ストーブ

ストーブ本体の購入費ならびに
設置・配管に係る経費の２分の
１(消費税・地方消費税を除く）
上限：(180,000円)

１件

受付期限

平成29年3月31日まで
※募集件数に達した場合は、受付
を終了することがありますので、
ご了承ください。

【助成対象】
① 自ら居住する江府町内の住宅（店舗等との併用住宅を含む）に設備を設置される方。
② 発注業者及び設置業者が県内事業者（県内に本店または支店等がある事業者で、その本店、支店等
が販売又は設置工事の実施主体であるもの。）であること。

【申込方法】
申請を希望される方は、役場奥大山まちづくり推進課で申請書を受け取り、必要書類を添えて下記申込
先に提出してください。
また、江府町役場のホームページ（http://www.town-kofu.jp/）からも申請書をダウンロードすること
ができますのでご利用ください。

【申込・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 江府町山村開発センター1階
電話：0859−75−3222

FAX：0859−75−3455

E-mail：k̲sans@town-kofu.jp

鳥を飼育されている皆様へ

鳥インフルエンザに注意しましょう
鳥インフルエンザはカモなどの渡り鳥が大陸から運んでくると考えられています。今年は野鳥の糞からの
検出が相次いでおり、以下の点に注意していきましょう。
１．鳥の様子を毎日観察し、餌や飲み水は毎日新鮮なものを与えましょう。
２．野鳥との接触を避けるために鳥小屋は防鳥ネットで覆いましょう。
３．鳥小屋は清潔にして、定期的に消毒しましょう。
４．次々と鳥が死んでしまうなどの異常が見られましたら、下記までご連絡ください。
なお、鳥インフルエンザは鶏卵や鶏肉を食べることで人が感染することはありません。
■連絡先
・江府町役場農林産業課

（TEL：0859-75-6610）

・鳥取県西部家畜保健衛生所

（TEL：0859-62-0140）

・鳥取県西部総合事務所生活環境局生活安全課（TEL：0859-31-9320）
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確定申告には、「マイナンバー」が必要となります

ことです。

※通知カードは、平成２７年１０月以降にみな
さんの住民票のご住所にお届けしています。
※なくされた方は再交付が可能です（手数料と
して500円必要です）。

場

新日本海新聞中部本社ホール

年

月 日︵金曜日︶

︵倉吉市上井町一丁目１５６︶
平成
その他

申込先・お問い合わせ先
江府町役場総務課
電話︵０８５９

防災士

←

防災士の資格認証申請

←

普通救命講習を受講

←

資格試験

←

会場研修を受講︵２日間︶

←

自習レポートを提出する

←

養成研修受講申し込み

防災士になるには？

｢自助｣、｢共助｣、｢協働｣を原
則として、公助の連携充実に
努めて、社会の様々な場で減
災と社会の防災力向上のため
の活動が期待され、そのため
の十分な知識・技能を習得し
たことをNPO法人「日本防災
士機構」が認証し付与する資
格です。

防災士は︑民間資格であり特別
※
２２１１
の権限や義務を持つものではあり
)
ません︒

キストを配布します︒

○受講決定後︑自主レポートのテ

修となります︒

○本研修は︑他市町村との合同研

わせください︒

しくは役場総務課までお問い合

○研修受講料は︑原則無料です︒詳

12

防災士って何？
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防災士養成研修受講者募集

町では︑自分の地域は自分で守

るという﹁地域防災力﹂の向上を

目指し︑地域の防災リーダーとな

る防災士を養成します︒自分自身

や家族︑地域の命を守るため︑必

要な知識を学習できる絶好の機会

ですので︑ふるってご参加くださ
い︒
研修日時

○平成 年１月 日
︵土︶
〜 日 日( )
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防災士研修・防災士資格取得試験
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申し込み期限

会
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電話番号 0859−75−3223
Ｆ Ａ Ｘ 0859−75−2389
＝お問い合わせ先＝
江府町役場 住民課

お知らせ−information―
一緒に江府町で日本一美味しい蕎麦を作りましょう！

「奥大山蕎麦ブランド化推進協議会（仮称）会員募集！
蕎麦は、栽培期間が短く作業労力もかからないため栽培しやすい品目として江府町内で約14haが栽培され
ており、水稲に続く面積があります。しかしながら一方で、収穫量が少なく販売単価も玄蕎麦1㎏あたり300
円程度であるために利益の出にくい作物となっているほか、収穫された玄蕎麦のほとんどは農協を通じて町
外の蕎麦店等に販売され、地元での流通量は限定的です。
このような状況の中、町内産蕎麦のブランド化に取り組み、栽培技術や作業受託体制の確立により品質・
収量・販売単価の向上につなげるとともに、地産地消の推進を図ってまいりたいと考えていますので、参加
を希望される方は下記により申し込みください。
≪参加資格≫
町内産蕎麦のブランド化に積極的に取り組んでいただける方、
または興味のある方。（生産者、飲食店等幅広く募集します）
≪活動内容≫
・ブランド化計画（品種、栽培基準、品質基準など）の策定。
・活動計画の策定及び実行（栽培、加工、調理、販売）
・先進地視察研修など
≪申込方法≫ 役場農林産業課（電話75−6610）に電話で申込みください。
≪締
切≫ 12月19日（月） ※締切以後の取り組み参加も可能です。

〜ハローワーク根雨より求人情報〜 受講生募集!!
求人者名(順不同)

㈲コアラアウトドアサービス、㈱山陰合同銀行、
社会福祉法人尚仁福祉会、
休暇村奥大山、
㈲住田組、
瓦光建物管理㈱、㈱奥大山ドリーム、㈲江府技研
コンサルタント、㈲川上運輸、ダイセン縫製、
㈲安達商事(ローソン江府町)、日本交通㈱、日本通運
㈱鳥取支店、サンクリーン㈱、ヤマト運輸㈱米子
支店、江府町役場 【11月22日時点】
※ハローワーク根雨で受理した求人者名を掲載してい
ます。
※職種・賃金・条件など詳細はハローワーク根雨でご
確認ください。
※掲載した求人がすでに採用済となっている場合もあ
りますのでご了承下さい。

ハローワーク根雨では雇用保険の手続きと合せて就
職に関する様々な相談ができます。
【お問い合わせ先】
ハローワーク根雨(日野町根雨349−1)
TEL 0859−72−0065
ご利用時間

８時30分〜17時15分

休日（土・日・祝日)
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あらゆる業界で観光客の
おもてなしができる人材を目指す
「おもてなしエキスパート科」

鳥取県「トリピー」

接客に必要な「和の文化」や英語・中国語の語学能
力、接客・接遇のノウハウ、業務に必要なパソコン
の知識・技能を習得し就職への道を開きます。
受 講 料：無料（但し、教科書代等は自己負担）
募集期間：１月４日(水)〜２月10日(金)正午
訓練期間：３月１日(水)〜９月29日(金) 7か月間
（平日・午前9時10分〜午後3時50分）
訓練会場：株式会社スペック（米子市灘町3-148-44）
定
員：20名
■対 象 者：離職中の求職者
（性別・年齢を問いません）
■申 込 み：最寄りのハローワークの相談窓口で募
集を受け付けています。
■ 問 合 せ：(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
ポリテクセンター鳥取
コンソーシアム事業担当
T E L 0857-52-8804
FAX 0857-52-8811
★詳しい資料は最寄りのハローワークへ★

行事スケジュール
〜公民館講座〜
フラダンス教室（江府町防災情報センター)
12月16日(金) 午後２時〜４時
ヒップホップ教室（江府町防災情報センター)
12月15日(木)、22日(木)
１月５日(木)、12日(木)
午後７時〜８時30分
社交ダンス教室（江府町防災情報センター)
12月22日(木)、１月12日(木) 午後２時〜４時
和紙折紙教室（江府町防災情報センター)
12月16日(金) 午後１時30分〜３時30分
絵手紙・油絵教室（江府町防災情報センター)
１月９日(月) 午後１時30分〜３時30分
書道教室（江府町防災情報センター)
12月15日(木) 午後１時〜３時

手話教室（江府町防災情報センター)
12月16日(金)、１月６日(金) 午後７時〜８時30分
墨彩画教室（江府町防災情報センター)
12月・１月はおやすみです。
陶芸教室（高齢者創作館)
12月15日(木) 午後１時〜４時
押し花教室（江府町防災情報センター)
12月26日(月)、１月９日(月) 午後１時30分〜５時
大正琴教室（江府町防災情報センター)
12月21日(水)、１月６日(金) 午後１時30分〜３時
パッチワーク教室（江府町防災情報センター)
１月10日(火) 午後１時30分〜３時30分
生け花教室（江府町防災情報センター)
12月23日(金) 午後３時〜５時30分
１ 月13日(火) 午後７時〜８時30分

〜広域隣保活動〜
カラオケ（本町５丁目集会所)
12月17日(土) 午後1時30分〜４時
生け花（本町５丁目集会所)
12月28日 午後３時〜５時

〜各種相談会〜
農地相談会
(江府町山村開発センター)
12月22日(木) 午後１時30分〜４時
人権行政相談 (江府町防災情報センター)
１月11日(水)
午前９時〜12時
消費生活相談 (江府町総合健康福祉センター)
12月14日(水) 午前９時〜午後４時

〜江府町成人式〜
１月8日(日)

〜福

祉〜

江美の会（江府町総合健康福祉センター)
１月10日(火) 午前9時30分〜11時30分
家族の会（江府町総合健康福祉センター)
１月12日(木) 午前10時〜12時
ぼちぼち倶楽部（江府町総合健康福祉センター)
12月16日(金) 午後1時30分〜３時30分
もの忘れ外来（江尾診療所)
12月15日(木)、１月５日(木) 午後1時〜４時
補聴器相談（江府町総合健康福祉センター)
トーシン補聴器
12月15日(木) 午後１時30分〜３時
中国補聴器
12月27日(火) 午前９時30分〜11時30分

〜明徳学園〜
12月15日(木)（江府町防災・情報センターほか)

午前11時〜
(江府町山村開発センター・日輪閣)

〜小中学校終業式〜
〜第40回新春マラソン大会〜
１月３日(土)

午前9時江尾駅集合

江府小学校
江府中学校

12月22日(木)

〜小中学校始業式〜
江府小学校
１月10日(火)
江府中学校
１月６日(金)
2017年も元気よく登校しましょう！！

平成28年12月号
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お知らせ・人の動き

奥大山スキー場リフト券割引情報のご案内
町民のみなさま限定
子ども(中学生まで)
大 人(高校生以上)

江府町スキー場開き祭

リフト一日券を５回まで無料
リフト一日券を３回まで無料

日時：平成28年12月17日（土）
午前10時30分〜
場所：鏡ヶ成スキー場

シーズン券早期予約販売割引
大
人 40,000円→35,000円
小学生以下 30,000円→25,000円
※12月16日（金）までにお申し込みください。

15名以上の団体さま
リフト１日券及びレンタル料金 １割引(全員対象)
（例）リフト１日券 4,000円→3,600円
スキーセット 3,000円→2,700円
上記割引券等はエバーランド奥大山フロントでお
受け取りください。

午前中は神事、餅まきなどを行います。
滑走可能な積雪があれば、午後より
奥大山スキー場と鏡ヶ成スキー場のリ
フト無料運転を予定しています。是非
お越しください。

■問い合わせ先
奥大山スキー場 ☎77−2828

年末年始の閉庁・休館・休業について
12月28日(水) 12月29日(木) 12月30日(金) 12月31日(土) １月１日(日) １月２日(月) １月３日(火) １月４日(水) １月５日(木)
施 設 名 等
閉庁
閉庁
江府町役場
閉庁
閉庁
江府町総合健康福祉センター
閉庁
閉庁
江府町教育委員会
休園
休園
子供の国保育園
閉庁
閉庁
江府町防災情報センター
休館
17:00まで 休館
江府町立図書館
休診
休診
江尾診療所
閉庁
閉庁
江府町運動公園
閉庁
閉庁
江府町社会福祉協議会
閉庁
閉庁
ごみ処理施設クリーンセンターくぬぎの森
閉庁
閉庁
リサイクルプラザ
閉庁
閉庁
くみ取り業者 いづはら
休業
休業
桜の苑
運休
運休
江府町営バス
年末年始ダイヤで運行
国道路線バス（日の丸自動車）
12/31〜1/3の期間にご利用される場合は根雨営業所(72-0219)までお電話ください。
日野交通㈱タクシー江府車庫

※年末年始のごみ収集は分別収集カレンダーをご覧ください。
※役場では、閉庁日でも戸籍に関する届出（死亡届、婚姻届など）を受領します。

町
県
民
税
国民健康保険税
介 護 保 険 料
後期高齢者医療保険料

４期
７期
７期
６期

今月の国民年金
納付期限12月分

日本年金機構から送られている納付書を添えて金融機関でお支払
いください。
なお、口座振替の方は、上記期限が振替日です。

納期限は12月26日(月)です。（口座振替は12月26日）

人の動き

◎お誕生おめでとう

11

靖

月届 ︵敬称略︶

歳

健一

住(所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
し みず
おと
川 清水
響
博文
女

佐

歳

87 99 81

◎ごめい福を祈ります

川上喜世子

住所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
(
大河原 小峯 玉子
本人
歳

美

南葉千鶴夫

用

小江尾

ご寄付

平成28年12月号
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社会福祉協議会に次の方からご寄付を

23

いただきました︒︵ 月分︶敬称略

（前月比＋114万円）

◎香典返しとして

延寄付金額 808万円

伯母喜世子死去

（前月比＋101件）

靖

延申込件数 672件

川上

現

用

年

平成28

12月在1日

美

ふ る さ と 納
税

善久

応援ありがとうございます！

◎その他

）は前月比

本高

11月末現在（

新町一

■まちの人口 3,108人（＋7）
男 1,453人（＋4）
女 1,655人（＋3）
■世帯数
1,076世帯（±0）

平成29年１月31日まで

江府町のマンホールデザインも採用！
！

みんなで集めよう♪ご当地マンホールカード!!
町内の下水道・集落排水に設置しているマンホール蓋を紹
介する、マンホールカードの配布が12月１日から始まりました。

マンホールカードとは？
マンホールカードは、全国の自治体や企業でつくる「下水
道広報プラットホーム」が企画したもので、全国各地の歴史
や文化などを反映したマンホール蓋のデザインをカードにし
て、下水道に関心を持ってもらうことを目的にしています。
また、それぞれの地域でしか手に入れることができないため、
実際に地域に訪れてもらうことで、観光につなげていく狙い
もあります。

全国で何種類あるの？
平成28年４月に全国の28市区町村でスタートし、８月から
の第２弾で40市区町村が加わりました。そして12月からの第
３弾の46市区町村の中に、江府町も選ばれました。現在は全
国で120種類（平成28年12月時点）のマンホールカードがあ
ります。

どこに行けばもらえるの？
12月１日午前９時から江府町佐川の「道の駅 奥大山」で
配布をスタートしました。今後「道の駅 奥大山」で９時か
ら17時までの時間に配布しますが、限定2,000枚で、なくな
り次第終了します。（１人１枚限りです。）

≪デザインの概要≫
大山の南壁を背景に、奥大山スキー場の
「カリヨンタワー」と町の花である「あや
め」がデザインされています。

≪マンホールカードの詳細について≫
下水道広報プラットホーム
http://www.gk-p.jp/mhcard.html

新デザイン車は平成29年４月から運行開始♪

町営バス新車両のデザインが決定しました！
町報10月号で町営バス新車両のデザインについてのご意見をお聞きしたところ、220人の方からご意
見・ご要望をいただきました。新車両には、もっとも要望の多かった「四季の鍵掛峠」を採用すること
となりました。なお、新車両は平成29年４月からの運行を予定しています。多くのご意見をお寄せいた
だきましたことに感謝いたします。
☆投票数☆
・四季の鍵掛け峠デザイン
１２６票
・えびちゃんデザイン
５８票
・おくだいせんくんデザイン
３６票
☆四季の鍵掛峠デザインを選んだ理由☆
・江府町らしいと感じる ・江府町観光の目玉は何と言っても奥大山
・自然が美しい、風景がきれい ・大山がとてもきれい四季の大山
が楽しめる ・江府町の季節を感じ、町のイメージアップにつなが
ると感じた。
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
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