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8月

江府町西ノ島町交歓臨海学校

西ノ島町の友達と過ごした思い出は
私たちの一生の宝物
7月26日˜28日

動画で町報こうふ!

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

特集−集落点検事業−

平成29年度江府町集落総合点検事業
〜「3000人の楽しい町」を目指して〜

年度の江府町の新たな試みとして︑

﹁３０００人の楽しい町へ﹂
住民と行政がもっと身近に！
平成

チームに分けて

15

集落全てをまわり︑住民の皆さんの声に

ことを目的に︑全職員を

姿と︑現｢状はどうなのか を｣把握し︑現｢状﹂
と﹁ありたい姿﹂との差や課題をとらえる

うに暮らしていきたいか﹂というありたい

この事業では︑住民の皆さんが﹁どのよ

ナス現象が起こっています︒

の困難さ︑若者の流出など等︑様々なマイ

減少︑高齢者の日常生活の困難さ︑子育て

化︑空き家の増加︑産業の衰退︑働き場の

少子高齢化が進み︑それに伴い農地の荒廃

とした 集
｢ 落総合点検事業 を
｣ 実施しました︒
江府町では様々な要因によって人口減少︑

り︑全ての集落をまわり中学生以上を対象

７月１日から８月４日まで約１ヶ月にわた

29

耳を傾けました︒

40
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特集−集落点検事業−

30

話し合いの最後にはみんなで
意見を共有しました︒大きな模
造紙にはたくさんの意見が書か
意見の中には﹁除雪が大変で

グループでどんどん
しゃべらいや！
次にグループに分かれて次の

困 っ て い る ﹂︑﹁ 出 か け る 交 通 手

れたふせんが張り出されました︒
３つのテーマについて意見を出

心配
｣｢
誇
｣｢

はの誇れるところや前向きな意

いてほしい！﹂など集落ならで

田が自慢！﹂﹁集落が今後も続

結力がある！﹂﹁素晴らしい棚

困ったことや﹁うちの集落は団

段がない﹂という生活の中での

不便なこと
｣｢

○集落で生活する上で︑ 困
｢ って
いること
なこと﹂
○集落の 自
｢ 慢できるところ

見などたくさんのご意見をいた

今後のスケジュール

各集落からのご意見等を

参考にしてアンケートを作成

中学生以上全員に
アンケートを実施

８月中頃

秋頃

翌年１月〜２月頃

し合いました︒

｣

だきました︒

▲グループ発表では他のグループから「そうそう、それも困
っていた」など共感の声も聞こえてきました

れるところ 素
｣｢晴らしいところ

▲別グループでテーマに沿ったたくさんの意見がでました

人口推移の
現状を知ろう！

▲とっとり集落創造シート

○将来︑この集落はどうなって
欲しいですか？皆さんの 夢 や
希望 を教えてください！

各集落にお伺いしてアンケ
ート結果の報告会を実施し
ます

次年度に向けての
取り組みを検討

今後も﹁３０００人の楽しい

町﹂を目指して︑住民の皆さん

と役場との協働による町づくり

を行い︑住み続けたい江府町に

していくことを目指します！

平成29年８月号

3

まずは と
｢ っとり集落創造シー
ト﹂で江府町と集落の 年後の
人口推移を確認しました︒シー
トの中には 年後に現在の人口
を維持するために今後５年間に
町や集落から出ていく人をどれ
だけ少なくするか︑または移住
者を受け入れるかのシミュレー
ションもあり﹁うちの集落はこ
れだけ人を残さんといけんのか ｣
と関心を持たれる方もいらっ
しゃいました︒
10

江府町ウエルビクス通信

40

柿原、美用、宮市、佐川、下蚊屋、

ウエルビクスクラブ、
はつらつ運動クラブ
【今年度始められた新グループ】

池の内、新町一丁目、本町一丁目

14

今回は、発足４年目の「貝田アサカベ
会」と12年目の「宮市なでしこクラブ」
の皆さんが交流会を開催されましたの
で、その様子をご紹介します。

貝｢田アサカベ会 と｣
宮｢市なでしこクラブ の｣
ウエルビクス交流会
６月 日に︑貝田集落センター
施設で︑貝｢田アサカベ会 と｣ 宮｢市
なでしこクラブ﹂のウエルビクス
交流会が開催され︑総勢 名︵男
性９名・女性 名︶の方が参加さ
れました︒

▲皆さん運動は長年のベテランで慣れておられます

▲｢元気だった〜？｣と久しぶりの再会を
喜ぶ声も聞かれました
▲食事を囲んで話も盛り上がりました

江府町内でがんばっているウエルビクス
運動グループの活動を紹介します！

貝田、久連、武庫、下安井、

江府町では︑健康づくりと介護予防
のために有効な ウ｢エルビクス ︵｣竹島
伸生教授︵現朝日大学︶考案︶に取り
組む運動グループが現在 グループあ
り︑ 代から 代まで幅広く︑合計２
２０人の方が︑自主活動をされていま
す︒
一人で運動を継続するのはむずかし
いですが︑集落ぐるみや仲間同士で︑
それぞれのグループにあった頻度で定
期的に集会所等に集まって運動をする
ことで︑高齢になっても 自分の行き
たいところに自分で行ける ︑ 自分の
やりたいことを自分でできる 体づく
りを楽しく実践されています︒

【ウエルビクスを実践しているグループ】

90

13

10

19

▲記念の集合写真。貝田と宮市は男性の参加が多いのも特徴です

この交流会は︑長年ウエルビクスを実
践している皆さんから︑かねてから︑ぜ
ひ町内の他のグループとも交流したいと
いう声があり︑今回町内で初めて実現し
たものです︒
今回会場となった貝田アサカベ会の車
強会長は︑﹁運動はもちろん︑運動後の
茶話会が楽しみで続けられている︒自分
たちは４年目だが︑ 年続けておられる
宮市の皆さんの活動を見習って︑これか
らもがんばりたい﹂と歓迎の言葉を話さ
れました︒
このあと︑日ごろ実践している運動メ
ニューをお互いにかけ声を出し合いなが
ら実施しました︒ゴムバンドを使った筋
力運動では︑一動作につき平均 回のと
ころを︑活動 年目の宮市では 回され
ていると聞き︑貝田の皆さんからは驚き
の声があがりました︒
運動のあとは︑貝田の皆さん手製のみ
そ汁と食事を囲んで交流を深めました︒
参 加 者 の 皆 さ ん か ら は︑﹁ 貝 田 は 近 く
にあるのに︑これまで来る機会がなかっ
た︒今日来れて良かった﹂︑﹁昔の知人や
友人に出会えて懐かしい﹂︑﹁知人の娘さ
んと出会えてよかった﹂と︑参加者の家族
の安否を気遣う声や喜びの声が聞こえて
きました︒
宮市なでしこクラブの河上英明会長は︑
﹁貝田と宮市は谷を越えて隣の集落︒こ
れを機に︑これからも交流していきたい︒
ぜひ宮市にも来てください﹂とお礼の言
葉を話されました︒

12
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13 10
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まちの話題

そばの地産地消拡大を目指してそば打ち教室開催
7月19日(水)、江府町特産品等研究加工施設で奥大山
蕎麦ブランド化推進協議会(以下、協議会)主催によるそ
ば打ち教室が開催されました。
伯耆町で「隠れ里のそば処 山小屋上代椿庵」を営んで
おられる仲田春雄さんを講師に招き、8人の受講生でざ
るそばとそばがき作りを行い、試食を行いました。打ち
あがったそばは少しばかり不揃いでしたが、風味がよく
美味しくいただきました。教室は11月までに合計5回の
開催が予定されています。
協議会ではそばの品質と収量の向上につながる栽培技
術の研究と、地産地消を推進するためにメニュー開発や、
そば打ちのできる人材の育成などに取り組んでいます。

▲奥大山そばを新しい名物に!!

日野高ショップ江府町に初出店！
７月８日(土)、道の駅奥大山で、江府町で初開催とな
る日野高ショップが開催されました。
販売開始の合図とともにたくさんのお客さんがつめか
け、今回の注目商品である、江府町のカフェテリア「ア
ペゼ」さんとのコラボ商品『ハチミツドーナツ』は早々
に完売。その他の商品も次々と完売していきました。
また、アトラクションとして音楽部によるミニコン
サートや郷土芸能部による荒神神楽の公演も行われ、大
成功に終わりました。
▲日野高生の自慢の品を買い求める人たちで
にぎわいました

とっとり共生の里
〜御机集落とサントリーが合同で そば

菜種 の種まき〜

７月31日(月)笠良原の農地で、とっとり
共生の里事業の取り組みが、御机共生の
里委員会(委員長加藤正人さん他約20名)に
よって行われました。
今年度も再生した遊休農地へそば約
1.1ha、新たに菜種（景観用）約22aの播
種作業やほ場周辺の管理を行われました。
委員会では、農地の保全活動により、
土壌環境を改善し、水源涵養力を向上さ
せるとともに、地域の景観保全にもつな
げていかれる予定です。今後は、10月に
はそばの収穫作業、11月のそば打ち等の
イベントを計画されています。
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▲御机共生の里委員会（御机集落とサントリー天然水
奥大山工場）のみなさん

まちの話題

熱戦！第72回日野郡民総合体育大会
６月18日(日)から７月９日(日)まで日南町を主会場と
して第72回日野郡民総合体育大会が開催されました。
７月９日は雨天のため、陸上競技が中止となりました
が、その他の各種目で熱戦が繰り広げられました。
江府町は｢ソフトテニス一般｣｢バレーボール家庭婦人｣
｢卓球｣｢柔道｣｢剣道｣｢グラウンドゴルフ男子｣の各競技で
優勝を飾るなど各競技で健闘しましたが、総合成績は惜
しくも第２位でした。
また、選手の皆さんはスポーツを通じて他町の選手と
の交流を深めていました。
総合成績
▲一致団結！バレーボール

１位

日野町

２位

江府町

３位

日南町

吉川恵大さん小学生男子の部の頂点に！
中学生男子 安田・岡田ペアは惜しくも準優勝
第69回を数える伝統の山陰少年ソフトテニス選手権大会が７
月17日・27日・28日に運動公園テニスコートで行われました。
天候に恵まれた中、山陰両県から総勢108組216名が参加し、江
府町の選手も日頃鍛えた心技を尽くして戦いました。小学生男子
の部では江府小ＳＴＣの吉川恵大さんが見事優勝。中学生男子の
部では江府中学校の安田･岡田ペアが準優勝、加藤･藤原ペアが３
位入賞しました。大会出場選手の中には、この夏行われる中国大
会、全国大会を目指す生徒もたくさんみられ、高レベルの試合が
展開されました。選手みなさんのますますのご活躍を祈ります！
小学生男子の部 優 勝 實田・吉川
（羽合スポ少・江府小STC）
準優勝 浦浜・杉田 （明道スポ少）
第３位 永瀬・津田 （出雲JST・松江JSTS）
第３位 青戸・住田 （黒坂ジュニア）
▲小学生の部 優勝の實田・吉川ペア
(写真左から實田さん、吉川さん） 小学生女子の部 優 勝 杉原・石指 （伯耆STC）
準優勝 谷口・幸本 （伯耆STC）
第３位 渡部・川井 （明道スポ少）
第３位 荒木・山縣 （黒坂ジュニア）
中学生男子の部 優 勝 安田・磯谷 （大社中学校）
準優勝 安田・岡田 （江府中学校）
第３位 上廣・豊島 （松江第一中学校）
第３位 加藤・藤原 （江府中学校）
中学生女子の部 優 勝 多々納・山下（東出雲中学校）
準優勝 音田・佐々木（日野中学校）
第３位 竹尾・山下 （日野中学校）
第３位 別所・吉岡 （東出雲中学校）
▲中学生男子の部 準優勝の安田・岡田ペア
(写真左から岡田さん、安田さん） ＊詳しい対戦の結果は町ホームページに掲載しています。
平成29年８月号
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暮らしのお困りごとは
シルバー人材センターにご相談ください!!
☆主な提供作業☆

☆主な作業のお値段(目安)☆

○草刈り（機械刈)

○草取り

○庭木・生垣の剪定

○除草剤散布

○障子・ふすまの張替

○網戸の張替

○草刈等の出役交替

○軽作業

例）・障子の張替作業 1,030円/1枚(90㎜×
150㎜の場合)その他作業内容により単価が異
なりますので、ご相談ください。お見積りい
たします。

などなど

※作業は安全確保のため、2名以上で行います。
※作業代のほか、刈払機燃料費等の諸経費・事務

※その他ご希望の作業はご相談ください！

費等が別途かかります。

☆新規会員さん募集☆
町内に住む概ね60才以上の方で、健康で働く
意欲のある方はいらっしゃいませんか？ 申
し込みを受け付けしていますので問い合わせ
先までお気軽にご連絡ください♪

《お問い合わせ先》
江府町シルバー人材センター
(平日8：30〜17：15)

☎0859−75−2942
江府町江尾2069番地
(江府町社会福祉協議会内)

空き家の情報提供にご協力ください
空き家バンク登録件数が増えると・・・
町内にある空き家の賃貸・売買等を希望する方に
沢山の物件を紹介することができます！
近所に空き家があって、
家主さんと連絡がとれるわよ！

空き家の家主さんが、
｢空き家どげしよう。」
と言ってたよ！

などなど・・・
ちょっとした情報でもいいので、ご連絡いただけると
空き家バンク登録への大きな一歩になります
《お問い合わせ先》
奥大山まちづくり推進課
7
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☎

75−3222

同和問題に関する町民意識調査

磨こう人権感覚
高めよう人権意識
〜江府町

平成28年度に「江府町同和問題に関す
る町民意識調査を実施しました。ご協力
いただきありがとうございました。
さて、その結果について、今月からシ
リーズでご紹介しながら、江府町におけ
る人権感覚、人権意識について見つめ直
してみたいと思います。

同和問題に関する町民意識調査より〜

―第1回―
風習と身元調査について

Ｑ1

結婚式は「大安」の日に行う方が
いいと思う。
無回答･不明
0.8％

どちらとも
いえない
12.6％
そうは
思わない
15.6％
どちらかと
いえば
そう思わない
6.8％

そう思う
24.5％

どちらかと
いえばそう思う
39.8％

Ｑ2

葬式は「友引」の日をさけて行う方が
いいと思う。

どちらとも
いえない
8.4％
そうは
思わない
10.1％

無回答･不明
1.1％

どちらかと
どちらかと
いえば
いえば
そう思わない
そう思う
3.2％
26.7％

そう思う
50.6％

上記の調査（風習）では、どちらも肯定的な回答が半数以上を占めています。
しかし、ふと考えてみると「なぜ？」なのでしょう。
『昔から言い伝えられてきたから…』『みんながそうしているから…』『世間体があるから…』といった理由
からではないでしょうか。
この問いの肯定的な回答には、家族の幸せを祈ったり冥福を祈ったりする人を思いやる心も表れているように
思います。そうした心はこれからも大切にしていきたいものです。
しかし、風習の中には科学的な根拠がないものが多くあります。疑問も持たず、聞いたことを何の疑いもなく
鵜呑みにしてしまうことは、間違った情報を信じてしまうことになり、そこから差別行為につながるおそれもあ
ります。

Ｑ3

自分の子どもが結婚するとき、家柄、親の職業や社会的地位などについて、親の立場
から結婚相手の身元調査を行うことはやむを得ない。

無回答･不明
1.1％
どちらとも
いえない
17.3％

そうは
思わない
42.5％

そう思う
9.3％
どちらかと
いえば
そう思う
14.3％

どちらかと
いえば
そう思わない
15.6％

身元調査についても、２割の人が肯定的な回答をして
います。
そしてその理由にも
『一般的に行っているから…』
という回答もありました。風習や身元調査のどちらも「
みんなが行っているから自分も」という意識が見えてき
ます。
また、結婚は『家と家』という意識がいまだに残って
おり、それが身元調査につながっています。しかし、結
婚は「人と人」が信頼関係を築いて行うものという意識
を持つことが大切です。

平成29年８月号
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同和問題に関する町民意識調査

条例、法的措置の認知状況と同和問題の解決について

Ｑ4

同和問題の解決を図るためにいろいろな法律等が制定されています。次の条例や法律に
ついて、あなたはどの程度知っていますか。最も近いものに○をつけてください。

江府町部落差別撤廃とあらゆる
差別をなくする条例
無回答･不明
3.5％

名前も内容も
知らない
39.0％

鳥取県人権尊重の社会づくり条例
無回答･不明
4.1％

名前も内容も
よく知っている
9.2％

名前を知って
おり、内容も
少し知っている
23.3％

名前も内容も
よく知っている
5.7％
名前を知って
おり、内容も
少し知っている
16.8％

名前も内容も
知らない
44.4％

名前は知っているが
内容は知らない
25.1％

名前は知って
いるが
内容は知らない
29.0％

町や県の条例を知らない人が約4割と、認知度が低い状況が見られます。制定されてから数年がたち、意識も薄
れてしまっているのかもしれません。そうした中、昨年12月には、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施
行されました。この法律ができた背景をふまえ、これを機に、人権に関する法律、県や町の条例とその考え方や
取組について、もう一度目を向けてみてはいかがでしょうか。

Ｑ5

同和問題の解決のためにどのようなことを行ったらよいか、あなたのご意見に合うもの
をすべて選んで○をつけてください。
0%

①このままそっとしておけば、自然になくなると思う。
②差別する人に問題があるので、学校教育、社会教育を通じて、差別
意識をなくし、
人権を大切にする教育活動、啓発活動を積極的に行う。
③同和地区の人々に安定した仕事を保障し、生活力を高める。
④同和地区の人々の教育水準を高める。
⑤同和地区の人々が、同和問題をなくすため、積極的に行政や同和地
区以外の人々に働きかけるようにする。
⑥差別したり、差別を営利目的で使うものを法律で処罰する。
⑦基本的人権を守り、真の民主主義の確立を目指す国民的運動を拡大・
強化する。
⑧町で実施している人権・同和教育講座「たんぽぽ学級」に参加し、
人権学習を行う。
⑨町が発行している人権・同和啓発冊子「あかるいこころ」を活用し、
啓発を行う。
⑩同和地区の住宅や生活環境を改善・整備する。
⑪同和地区の人々自身が、差別されないようにすることも大切である。
⑫どんなことをしても、部落差別はなくならない。
⑬わからない
⑭その他
⑮無回答・不明

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

20%

40%

60%

16.1%
41.1%
5.0%
5.6%
7.8%
14.7%
13.4%
10.4%
16.4%
3.8%
18.2%
5.9%
18.0%
2.4%
8.6%

上記の結果から「人権を大切にする教育、啓発」の大切さを感じている人が多いことがわかります。その一方
で、「①このままそっとしておけば、自然になくなると思う。」といったように、「時間が解決してくれる」こ
とへの期待も見られます。
しかし、差別が自然になくなることはありません。様々な人権課題に目が向けられ、啓発活動の広がりによっ
て人々の意識も高まっているところですが、インターネットを使った新たな差別事象も現実には起こっています。
江府町では今年も、人権・同和教育講座「たんぽぽ学級」や「小地域懇談会」等を実施します。同和問題をは
じめとする様々な人権課題解決の糸口を見つけるためにも、こうした研修の場にぜひご参加ください。

一度立ち止まって「なんで？」「本当にそれでいいの？」と、自分自身の心で
感じ、頭で考え、行動に表してみましょう。
9
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まちの教育

図書館だより
新
＊一般書

着

図

平 日
土日祝

開館時間

特

書

※この一覧は新着図書の一部です。

原爆写真 ノーモア ヒロシマ・ナガサキ／黒古一夫
人生をいじくり回してはいけない／水木しげる
カミングアウト・レターズ／RYOJI、砂川秀樹
美しい顕微鏡写真／寺門和夫
ロボット解体新書／神崎洋治
親子で乗り越える思春期のADHD／宮尾益知
ASD、ADHD、LD職場の発達障害／宮尾益知
手づくりおもちゃ絵本／小林衛己子、ときわ平幼児教室

＊児童書
100年後の水を守る 水ジャーナリストの20年／橋本淳司
お金さえあればいい？ 子どもと考える経済の話／浜矩子
下半身入門 まるごと男子！読本／ジェームズ・ドーソン
放射線になんか、まけないぞ！／木村真三
ステップキンと７つの家族 再婚と子どもをめぐる物語／ペギー・ランプキン
コンビニ弁当16万キロの旅 食べものが世界を変えている／千葉保
うごくおもちゃをつくろう！［３冊シリーズ］／K&B STUDIO
すがたをかえる食べものずかん／石井克枝
根っこのえほん［５冊シリーズ］／中野明正

＊絵本
おばあちゃんのおはぎ／野村たかあき
ネルソン・マンデラ／カディール・ネルソン

展

示

自由研究、図画工作、アイデアお助けいたします

夏休み！おたすけBOOK隊
！！こんな人はいませんか！？
「自由研究のテーマが思いつかない！」
「工作のアイデアが思い浮かばない！」
「調べ方のわからない宿題がある！」

◎図書館に来ればこんなメリットが◎
・自由研究や工作のアイデア集がたくさんあります
・図鑑も調べ学習の本もいっぱい
・図書館司書に相談すれば、本もすぐに見つかります
・他の図書館にある本も借りられます
(※詳しくは↓の｢知ってトクする！図書館活用｣で)
・勉強に疲れたら、マンガでも読んで気分転換を
・冷房が効いているから涼しい！
・机が広い！

▼ご注意▼
→図書館の本は早いもの勝ち！ご利用はお早めに
→次に待っている人がいます。返却日は守りましょう
→家族や友達との話し合いは、あまり大きくない声で
→冷房の調整については、司書に希望を伝えてください

図書館活用

県立図書館や他市町村にある図書館の本も、江府町で借りられます！

そうなの
？

知って
トクする!

集

8:30〜19:00
8:45〜17:30

方法①

方法②

図書館活用ワンポイント

読みたい本を
図書館のカウンターで
リクエストする

鳥取県立図書館の
ホームページを開き、
自分でリクエストを送る

■方法②でリクエストを送る
ことができるのは、県立図
書館のみです。他市町村の
本を借りる場合は、方法①
をお使いください。
■本が到着するまでの日数は、
相手の図書館によって異な
ります。
■無料で受けられるサービス
です。
□利用登録の方法など、不明
な点がありましたら江府町
立図書館へ！

図書館員が
お調べして
取り寄せを
依頼します。

自宅や外出先から
も依頼できます。
あらかじめ
利用登録が
必要です。

他の図書館の本も
江府町立図書館で
借りられます！

平成29年８月号
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まちの教育
〜 ハッピー ダイアリー 〜

キミー先生の Happy Diary 12

キミー先生のHappy Diaryの
動画ができました！

Hello again!
It has become summertime here in Kofu, and every day it
seems to get hotter and hotter. I have never had much of
a tolerance for heat, but Japanese summers are even more difficult to
deal with because of the humidity. In California, it also gets very hot.

※動画サイトユーチューブで
「キミー先生のハッピーダイアリー」で検索！

Right now, in my hometown, it is 38 degrees! However, it isn t humid at all and it never rains
in the summertime. Because I m not used to the humidity here, the weather has been
especially hard to deal with. The rainstorms can be a little scary, too.
The bugs have also come back, which is sometimes interesting and sometimes horrifying. I
see a lot of bugs in Kofu that I have never seen in America. For example, I have seen many
kinds of butterflies and caterpillars that I never see in America, but there are also many
bugs that are just larger versions of bugs I often see in America. Most of them are just too
big− the ants and bees especially. Every time I see a large bee, I think it is a suzumebachi
and start panicking. However, the bugs have, for the most part, decided to stay out of my
house. Thank goodness!
Even though it s so hot, I hope all of my students are enjoying their summer vacation during
this time.
Anyway, see you all next month!
- Kimmy
またまたこんにちは
ここ江府でも夏がやって来ています。そして日が経つにつれてどんどん暑くなってきています。
私は暑さに対してそんなに我慢強くはないです。また、日本の夏は湿度への対応もあるので更に
私にとっては厳しくなっています。カルフォルニアはとても暑いです。ちょうど今、私の町では
38度にもなっています。しかしカルフォニアでは、夏は湿気が全く無く、雨が降りません。私
はここの湿気に慣れていなかったので、天候については特に対応が難しくなっています。暴風雨
もまた少し怖くなることもあります。
虫たちもまた帰ってきました。虫たちは時々おもしろいですし、ゾッともします。私はアメリ
カで見た事がないたくさんの虫たちを江府で見かけます。たとえば、たくさんの種類のチョウや
毛虫を見つけました。しかし、アメリカでもよく見かける虫たちがそのまま大きくなったものも
いました。それらはとても大きく、特にアリとハチについてはそうです。大きなハチを見るたび
にスズメバチだと私は思い、パニックが始まります。しかしたいていの虫たちは私の家の外に出
て行ってくれる決心をしてきてくれました。ありがたいです！
とても暑くなっていますが、全ての学生たちが彼らの夏休みを楽しんでいることを期待してい
ます。
ではまた来月まで！
キミー

11
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江府町西ノ島町交歓臨海学校
7月26日(水)から28日(金)までの3日間、姉
妹町である西ノ島町と交歓臨海学校を行いま
した。姉妹町提携は昭和54年から続き、同
年から子どもたちの交流も続いています。
今年は江府町から5年生16名が参加し、西
ノ島町の5年生13名と交流をしました。
1日目は、西ノ島町の子どもたちや先生方
と一緒に素潜りに挑戦しました。西ノ島町の
子どもたちに教えてもらいながら、ドライ
バーを片手にサザエなどたくさんの貝を採り
ました。浜辺ではスイカ割りも体験し、みん
なでおいしくいただきました。

2日目は、海洋センターで、カヌーやヨット、
ローボートの体験学習をしました。慣れない
手つきながらも懸命に漕ぎ出していき、体験
学習が終わるころにはみんなが上達していま
した。「もっとやりたい。」という声が聞こ
えるほど、子どもたちは楽しんでいました。
その後、西ノ島町の子どもたちが、昨年新築
された西ノ島小中学校を案内してくれました。
また摩天崖などの観光もしました。
最終日である3日目は、仲良くなった西ノ島
町の子どもたちが別府港へ見送りに来てくれ
ました。色とりどりのテープで手をつなぎ、
別れを惜しみました。
絶好の天気に恵まれ、元気いっぱいに海を
満喫しながら、西ノ島町の子どもたちとの親
睦を深めた3日間となりました。
次に子どもたちが会うのは冬です。西ノ島
町の子どもたちを江府町に迎え、交歓スキー
教室を通してさらに親睦を深める予定です。

平成29年８月号
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江府町健康・福祉まつり

7/8 土曜日
江府町防災情報センター

７月８日(土)、江府町防災情報センターで 江府町健康・福祉まつり (江府町社会福祉協議会・江府町
共催)が開催されました。『支えあいフォーラム〜熊本地震の現場から〜』と題した講演会では、実際に
現場で活動された熊本県御船町社会福祉協議会の宮嵜正雄さんと米子消防署皆生出張所副出張所長の
生田圭一郎さんのお二人に発生時の状況や万が一の対応、地震後の心のケアや支えあい体制などについ
て講演いただきました。また会場では子供の国保育園児による日野川子供太鼓や江府消防署による消防
車両の展示、また各団体による飲食物や雑貨の販売などもありました。
みやざき

いくた

まさお

けいいちろう

支えあいフォーラム〜熊本地震の現場から〜

熊本県御船町社会福祉協議会
みやざき

宮嵜

米子消防署皆生出張所

まさお

いく た

正雄さん

副出張所長

生田

けいいちろう

圭一郎さん

各種団体による販売

保健師による血圧測定や健康相談
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子供たちに大人気！
江府消防署員による腹話術

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〜

た︒﹂と言っていただき︑江府町の

者は鳥取県人会の方を中心に２日間

指す取り組みを紹介しました︒参加

半は﹁３０００人の楽しい町﹂を目

は江府町を知っていただくこと︑後

出張しました︒講演の構成は︑前半

いる施設ですが︑なにより嬉しいの

た︒先進的で世界的にも注目されて

ドリサーチセンター﹂を訪問しまし

の研究開発拠点﹁サントリーワール

府精華町にあるサントリーグループ

鳥取学出前講座が終わると︑京都

き合いいただきました︒今後ともこ

業務面

動画で町報こうふ!

スペースの都合上︑ほんの一部し
か載せられませんが︑たくさんの意
見交換ができました︒普段話す機会
があまりなかった他部署の職員と業
務について話し合うことは職員にと
ってもいい収穫だったのではないか
と思います︒
今回のワークショップの内容を踏
まえながら職員間の連携や業務改善
に取り組んでいきます︒
また︑今後については住民向けの
ワークショップの開催に向けて準備
を進めていきます︒次回もたくさん
の方のご来場をお待ちしています！

﹁３０００人の楽しい町﹂
プロジェクトチーム報告

配布したものを飲まれて︑﹁冷やし

７月 日︑ 日の２日間︑鳥取県

自慢の一品に︑自信を深めることが

てなかったけど︑とても美味しかっ

関西本部からの依頼で﹁鳥取学出前
できました︒

﹃江府の良さを発信﹄

講座﹂の講師をするために︑大阪に

で約 名︒江府町ご出身の方はお二

は︑江府町産のミズナラの木が建物

７ 月 日 木( と) 日 木( に) 職 員 に
向けた﹁３０００人の楽しい町プロ
ジェクトチーム﹂の公開会議を開催
しました︒
前回住民さん向けに開催したとき
と同じくテーマは﹁庁舎﹂です︒で
すが︑職員向けということもあり︑
住民さんによって利用しやすいとい
う観点の他に﹁働きやすい庁舎﹂と
いう目線でも考えてみました︒

人おられました︒江府町について記

内の床︑壁︑階段等に使われている

ました︒一つは﹁奥大山﹂
︑
もう一つ
が﹁江尾十七夜﹂です︒講演の前に︑
担当されている方から﹁固苦しい話
ではなく︑面白い話をしてくださ
い︒﹂とお聞きしたので︑どちらか
というとくだけた感じでお話ししま
や︑３０００人の楽しい町サポー

の繋がりを大切にしたいと思います︒

した︒講演終了直後に︑お水の注文
ターの申し込みをくださった方もあ
りました︒お水については︑会場で

︻職員のみなさんから出た意見︼
施設面
﹁役場が暗い﹂
︑
﹁駐車場が狭い﹂
﹁個別相談スペースがない﹂など

憶に留めていただけるよう︑２つの

20

キーワードに絞って江府町を紹介し

21

ことです︒このような立派な施設に
分｢庁舎で他の職員の顔が見えない ｣
江 府 町 の 木 が 使 わ れ て い る こ と は ︑ デ｢スクの整理整頓ができていない ｣
ワ｢ンストップサービスが必要 な｣ど
とてもありがたく︑我々江府町民に
とって自慢できることではないで
職員としてあるべき姿
しょうか︒サントリープロダクツの
社長として長くお世話になっていた︑ ﹁プロとして自覚を持つ﹂
﹁住民さんの相談にしっかり対応で
垣見さんにも再会することができま
できる職員﹂
したし︑現社長の伊藤さんにもお付
﹁住民さんの顔と名前がわかる な｣ど

70

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。

▲職員向けワークショップの様子

20

13

白石町
コラム長
Vol.12
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お詫びと訂正

江府町教育委員に三代信行さん

町報７月号について表記に誤り
がありました。大変申し訳ありま
せんでした。お詫びして訂正いた
します。

江府町教育委員に三代信行
さんが再任されました。
任期は平成29年７月９日か
ら平成32年９月30日の約３年

ｐ4

江府町議会議員10名の顔ぶ
れが揃う！
（誤） 長岡邦一 当選６回
（正） 長岡邦一 当選７回

ｐ23 ご寄附
（誤）(５月分) 敬称略
（正）(６月分) 敬称略

奥大山

間です。

人

事

異

動

(平成29年７月31日付)

【退 職】
奥大山まちづくり推進課

主任

浦部達洋

消費生活にゅーす

訪問販売のトラブル②

相談事例

〜訪問販売に関するトラブル事例をシリーズでお伝えします〜

太陽光発電システムで資産運用？

「太陽光発電で土地活用が出来て、安定した収入につながる提案があります。話だけでも聞いてみませ
んか？」と自宅に電話が入りました。訪問を了承したところ、さっそく業者が自宅を訪問してきました。
使っていない土地、耕作しなくなった農地に太陽光発電パネルを設置し、電力
を電力会社に買い取ってもらえば、収入アップ！
土地活用も出来て、安定した収入につながったとのお声を頂いています。
大事な土地の有効活用をしたいとは思うけど、パネルの設置には高額
な費用が必要では？
確かに設備費用が必要ですが、低金利ローンもあります。アパート経営より経
費が少なくて収入が安定しているので、おススメの投資です。
設備管理は当社がしっかりとサポートしますので、ぜひご検討ください！
担当者は「電力を売った収入があるので、長期ローンを組んでも大丈夫」と言いますが、信じてもいいの
でしょうか？

対処法 「売電収入」「資産運用」の言葉に惑わされないで！
「売電収入があるから、長期ローンを組んでも大丈夫」「資産運用になる」などと説明されたが、実
際には想定された収入が見込めなかった、という事例が出ています。事業者の説明を鵜呑みにせず、売
電量の目安などを自分でも調べてみましょう。
長期の契約になる場合が多いため、信頼できる会社なのか、十分な検討が必要です。複数の業者から
見積りをとり、業者の対応を含めて比較検討しましょう。

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８月30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。
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農業委員会制度改正に伴い︑江府町農業委員会委員は町長の
任命により７月 日に任命式が執り行われ︑その後︑初総会に
おいて︑会長に一二三八郎さん︑職務代理者に松原憲治さんが
選ばれました︒また農地利用最適化推進委員は農業委員会の委
嘱により７月 日委嘱状交付式が執り行われました︒農業委員
名︑農地利用最適化推進委員５名︑合計 名の新体制で︑農
業者の代表として︑また地域と行政の橋渡し役として︑これか
ら３年間頑張ります︒

会長挨拶

10 10

会 長
職務代理

八郎
一二三

光正

森

信男

山本

泰

（宮市）

（俣野）

（御机）

（江尾）

中田

博久

川上

16

農業委員会制度改正による初めての江府町農業委員会が
発足されました︒その初総会に於きまして︑委員会各位の
推薦を頂き︑会長に就任いたしました︒身に余る重責でご
ざいますが︑委員の方々︑更には関係機関のご協力を賜り
微力ではございますが︑職務に努めてまいりたいと存じま
す︒中山間地を取巻く環境は多難であり︑多くの課題に直
面しています︒少子高齢化に伴う後継者不足︑農地の位置
条件等による遊休農地︑耕作放棄地の増加など︑課題は山
積しています︒この度こうした現場の把握︑解消に積極的
に取り組んで頂く重要な職務として︑農地利用最適化推進
委員の制度も新しく義務付けられたところです︒
江府町では第四次総合計画終了後︑﹁江府町の 年後の
ビジョン﹂として︑ここ 年間に︑集落営農組織 組織の
設立を 目 標 に 掲 げ ら れ て い る 所 で す ︒
農業を守ることが地域を守り︑更には地域の発展に繋が
る事を信じ︑﹁後継者の確保﹂﹁耕作放棄地の解消﹂等を
進め︑また同時に見える活動としての情報発信を重点目標
に定め︑関係機関のご指導とご協力を頂きながら︑職務を
遂行する所存でございます︒これからも皆様のご指導ご鞭
撻を賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す ︒
10

20

24

幹穂

賀本

治之

清水

隆範

（江尾）

（吉原）

（柿原）

（杉谷）

奥田

直行

加藤

（助澤）
（下安井）
（美用）

憲治
松原
涼子
下垣

11

江府町農業委員会の
新体制がスタートしました！ 農業委員会委員

農業委員会だより
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農業委員会だより

(

担当地区
米沢

收

長尾

(

(

保

担当地区
江尾・日光

上前

(

(

農地利用
最適化推進委員

見山

梅夫

担当地区
江尾・日光

(

退任された農業委員会委員
今回の決定により４名の方が退任されました。
長年にわたり本町の農業の振興、発展にご尽力
いただき、誠にありがとうございました。
宇田川 潔
清水 干城

佐藤
石原

誠
一男
（敬称略、順不同）

宇田川

(

保

担当地区
神奈川

(

谷口

(

一郎

担当地区
米沢

(

農地利用状況調査の実施について（農地パトロール）
農業委員会は、農地法第30条の定めによって毎年１回は区域内のすべての農地の利用状況を調査しなけれ
ばなりません。
このため、江府町農業委員会では、農地の違反転用等の確認や遊休農地（耕作放棄地）の実態確認を行い、
優良農地の確保と有効利用、遊休農地の発生防止と解消、意欲ある農業者への農地集積の推進を図るために、
８月から農地パトロールを実施し、農地の利用状況調査を行います。
調査にあたり、農業委員等が８月から農地内に立ち入ることがあります。ご理解とご協力を御願いいたし
ます。
この利用状況調査の結果を踏まえて、遊休農地所有者の方へ農地の｢利用意向調査｣を行うこととなります。

【平成29年度農地パトロール等スケジュール】
〇８月〜１１月上旬まで
利用状況調査(農地パトロール)
※昨年度実施した農地の利用意向調査について、意向どおり
に実施されているかどうかの現地確認等も行います。
↓
〇11月末まで
利用意向調査
※調査によって遊休農地と判断した場合は、利用意向調査を
実施します。
↓
〇翌年１月末まで
利用意向の表明の確認

昨年の農地パトロールの様子

第37回江府町農業委員会総会（７月10日（月）開催）
審議案件はすべて承認されました。
農用地利用集積計画（案）について
農用地利用配分計画（案）について

問い合わせ先
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農業委員会事務局

☎（75）6620

３件
１件

まちのお知らせ

麻しん風しん (MR) の予防接種を受けましょう！
○麻しん（はしか）や風しんとは
麻しんはウイルスに感染した後、約10〜12日間を経て、熱・せき・鼻水などの症状が出始めます。
数日すると、首筋・顔から赤い発疹が出はじめ、38℃〜39℃台の熱が１週間から10日間程度続くこ
とがあります。
風しんは発熱と全身に発疹が出る感染症です。症状は麻しんより軽いですが、妊婦さんが初期にか
かるとお腹の赤ちゃんにも影響します。
麻しん風しん（MR）ワクチンを適切に接種することで免疫が獲得できることが報告されています。
接種がお済みでない場合は、医療機関に事前電話連絡の上、早めに接種しましょう。
○定期接種対象者
１期対象者：１歳になったら早めに接種しましょう。
２期対象者：保育園の年長児（小学校就学前の１年間）
○江府町風しんワクチン接種費助成事業について
江府町では、現在、19歳以上50歳未満の女性と妊婦の夫を対象に風しんワクチンの接種費用の助成
をおこなっています。妊婦の方はワクチンを接種できないため、その家族を始め、地域全体で風しん
を流行させないことが大切です。風しんの予防接種を1度しか受けていない人、まったく受けていな
い人、または予防接種を受けたか不明な場合には、抗体がない可能性がありますので、風しんの予防
接種を受けましょう。

医療保険

70歳以上の方の自己負担限度額の変更について
平成29年８月診療分から下記表の太枠で囲んでいる部分の限度額が変更となります。
自己負担限度額は所得区分に応じて、一医療機関の窓口で支払う限度額です。その限度額を超えて
支払った場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。また、申請により交付される認定証
を提示すれば（低所得者の方のみ交付されます）、一医療機関の窓口での支払は限度額までとなります。

自己負担限度額（月額）
平成29年７月診療分まで
所得区分

外来（個人単位）
の限度額

現役並み
所得者

44,400円

一般

12,000円

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

平成29年８月分から

外来+入院（世帯単位)
の限度額

外来（個人単位）
の限度額

外来+入院（世帯単位)
の限度額

80,100円+

57,600円

(医療費の総額-267,000円)×1％

(医療費の総額-267,000円)×1％

80,100円+

44,400円

14,000円
【年間上限
144,000円】

57,600円

8,000円

24,600円

8,000円

24,600円

8,000円

15,000円

8,000円

15,000円
平成29年８月号
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Information

８月17日は“江尾十七夜”で決まり!!

今年も
イベント

盛りだくさん！
！

相撲大会 (江美神社境内)

少年相撲大会
奉納大相撲大会

14：00～
18：30～

ステージイベント

18：00～
(江府町総合健康福祉センター前特設会場)
【出演団体 順不同】
・早稲田ストリートダンス
・リズムトレイン 江府クラス
・adQlib(アドクリブ)
・伯耆天神ばやし太鼓
・日野川子供太鼓 ・江府中学校吹奏楽部
・みるLIVE
・天の蛍LIVE

伝統の踊り

19：30～
(上ノ段広場)

・奥大山踊り
・こだいぢ踊り

火文字
花 火

・貝田傘踊り

20：00頃
21：10頃

※それぞれのイベントの時間については主催者発表の資料でご確認ください
19
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まちのお知らせ

奥大山栃の実ボランティア募集
チャーミー

水源の里・御机では、栃の実拾いのボランティアを募集しています。
奥大山の自然とふれあいながら、伝統食「とち餅」の成り立ちを体験・学習しませんか？
同時開催で木谷沢渓流の掃除活動も実施します。ご協力をお願いします。
＜当日のスケジュール＞
午前９時〜午前11時 栃の実拾い、周辺清掃（木谷沢渓流）
正午〜午後２時
餅つき、とち餅試食会（御机ふれあいセンター）
【日
【場

時】９月９日(土) 午前９時集合
所】江府町大字御机（奥大山スキー場向かい側駐車場）

【持 ち 物】弁当・長靴、帽子、タオル、着替え、雨具(雨天時)、軍手、虫よけスプレー等
【申込み締切】９月６日(水)【参加費】無料
【お問い合わせ先】
寿製菓株式会社 新規事業部
☎0859−21−8887

江府町役場農林産業課
☎0859−75−6610

江府町成人式のご案内
江府町成人式を来年１月に開催します。
新成人のみなさんの出席をお待ちしています。
〇開催日：平成30年１月７日(日)
〇対象者：平成９年４月２日〜平成10年４月１日の間に生まれた方。

成人式実行委員を募集しています!!
町では、成人式を企画・運営していただく実行委員を募集しています。世代を超えたメン
バーで集まり、ワイワイと楽しく成人式をつくりあげていきます。興味のある方は江府町教育
委員会事務局教育課までご連絡ください。
Ｑ

実行委員会はどんなことを行うの？

Ａ

成人式の記念品の選定やアトラクションの企画、運営などです。

Ｑ

会議に毎回参加できないけど大丈夫ですか？

Ａ

すべて参加できなくても構いませんのでお気軽にお申込みください。
また、当日のお手伝いのみでも大歓迎です。

【お問い合わせ先】
江府町教育委員会事務局教育課

☎0859−75−2005

平成29年８月号
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Information

特定計量器定期検査が実施されます

平成29年度鳥取県西部広域行政管理組合
消防吏員採用試験

県内で取引上及び証明上の計量に使用されて
いる計量器（はかり）は、計量法に基づき、適
正な計量の実施を確保するため、２年に１回、
県の定期検査を受けなければなりません。受検
しないものは50万円以下の罰金に処せられま
す。過去に受検されている事業所については県
から定期検査の通知がありますが、対象者か
も？と思われる事業所で、受検されていない場
合は、鳥取県生活環境部くらしの安心局くらし
の安心推進課（0857−26−7601）か奥大山ま
ちづくり推進課（75−3222）までお問い合わ
せください。江府町管内での定期検査は下記の
日程で実施されますので、会場に直接お越しく
ださい。
実施日：平成29年９月12日（火）
時 間：午後１時から午後３時
場 所：江府町総合運動公園総合体育館

採用予定日：平成30年４月１日
募集職種・人員：消防吏員16名
応募資格
・平成２年４月２日以降に生まれた方
（12名程度)
・平成30年３月に高等学校を卒業見込みの方
（４名程度)
申込受付期間
平成29年８月１日(火)〜
平成29年８月18日(金)
【受付場所・お問い合わせ先】
鳥取県西部広域行政管理組合

消防局総務課

☎0859−35−1951

年金請求書の手続漏れがありませんか？
老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間（受給資格期間※）が、「25年」から「10年」に短縮され
ます。日本年金機構では、対象となる方に黄色の封筒（A４サイズ）をお届けしています。制度の開
始は、平成29年8月1日（最も早い年金のお支払いは平成29年10月）です。
10年の資格期間がない方でも、本人の申出により「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を
納めることで、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。加入は申出のあった
日からになりますので、ご注意ください。
※国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間と国民年金の保険料免除期間
などを合算した資格期間のことです。
該当の方は予約の上、年金事務所にて手続を行ってください。
【お問い合わせ先】ねんきんダイヤル ☎0570−05−1165
都｢市鉱山からつくる！

みんなのメダルプロジェクト に｣参加

〜いらなくなった携帯電話は
ありませんか〜

２０２０年に東京で開催されるオリ

ンピック・パラリンピック競技大会の

入賞メダルに︑不要になった小型家電

に含まれるリサイクル材が活用されま

す︒東京２０２０組織委員会主催のこ

の活動に江府町も参加し︑携帯電話の

年３月頃

31

回収箱を設置することになりました︒

場所は本庁舎窓口で︑平成

※携帯電話のデータは消去して
から回収箱へ入れてください。
※一度箱の中へ入れた物は取り
出せませんので、ご注意くだ
さい。

まで実施します︒みなさんのご協力を

平成29年８月号

お願いします︒
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問合せ先 住民課 ☎７５ ３２２３

−

まちのお知らせ

公民館講座のご紹介
「ストリートダンス」
〜身体を動かし自己表現！〜

米子市から先生に来ていただき、毎週レッスンを
行っています。
江尾十七夜や江府町文化祭などのイベントにも参加
し、レッスンの成果を披露しています。ダンスを通じ
て、リズム感はもちろん、子ども達の身体のバネや自
己表現を育成して自分に自信をつけています♪
今年の江尾十七夜にも出演しますので、かっこいい
ダンスをぜひ見に来てください！
▲江尾十七夜に向けてレッスン♪

レッスン日時：毎週木曜日 午後６時30分〜８時
場
所：江府町防災・情報センター
お問合せ先：教育課 遠藤・川上 ☎75―2005まで

小さくても楽しい町の人のつながり！
来年の大山開山1300年祭実施を前に、今
年は「プレ・イヤー」として様々なイベント
が行われます。大人から子どもまで楽しめる
企画が盛りだくさん♪♪先日は、テレビＣＭ
で美しい奥大山エリアの景観が映し出され注
目度も上昇してます！！ぜひ、お誘いあわせ
てご参加ください。
《８月の主なプレ・イヤーイベント》
◎謎解き宝探しゲーム：
７月29日(土)〜９月３日(日）
場 所：大山寺参道周辺
◎大山の大献灯：
８月11日(金)〜15日(火)
場 所：大神山神社ほか
◎星空ウォッチング：
８月27日(日）
場 所：休暇村奥大山
※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

第１回わらしべ祭り
(こうふくらしっく♪主催)

あなたにとっては不用品でも、私にとって
は宝物かもしれません！そんな家で不要に
なったものを物々交換しあうイベント「わら
しべ祭り」を初開催します！
イベントの内容や持ち込めるものなど詳し
くは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
日 時：平成29年８月27日(日)
10：00〜14：00
場 所：江府町防災・情報センター２階研修室
対 象：自分で不用品をもって参加できる方
(参加無料)
【お問い合わせ先】
「こうふくらしっく♪」事務局
☎75−3222 末次・梅林
平成29年８月号
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お知らせ・人の動き

8月

防 ＝防災情報センター

月 Mon

火 Tue

14

15

開 ＝山村開発センター

水 Wed

福 ＝総合健康福祉センター

木 Thu

16

ピアノレッスン 防
午後１時30分～６時

17

創 ＝高齢者創作館

金 Fri

日 Sun

土 Sat

18

江尾十七夜

役 ＝江府町役場本庁舎

19

防 ピアノレッスン
自活導体
午前９時～12時
サークル

20

防

午前10時～11時

21

22

午後1時～3時

陶芸教室
午後1時～4時

23

24

創
陶芸
(広域隣保活動)

午後７時～９時

28

27

午後2時～3時30分

ストリートダンス教室 防

午後７時～9時

午後6時30分～8時

押し花教室

防

絵手紙・
油絵教室

防

午後1時～5時

26

25

パッチワーク 防 ピアノレッスン 防 エコクラフト教室 自活導体
防 ピアノレッスン 防
教室(年間)
午後１時30分～６時
午前９時～12時
(広域隣保活動)
サークル
午後１時30分～３時30分
午前10時～11時
(本町５丁目集会所)
防
墨彩画教室
和紙折紙教室 防
創
創 午後1時30分～3時30分 午前９時30分～午後４時
陶芸
午後1時30分～3時30分
(広域隣保活動)
社交ダンス教室 防

書道教室
(江府中美術室）

午後1時30分～3時30分

防
ガールズ
ダンス教室(大人)

29

30

あみもの
ピアノレッスン 防
(広域隣保活動)
午後１時30分～６時
(本町５丁目集会所)
午前９時30分～午後１時30分

明徳学園

江府小学校始業式

８月21日(月)

8月25日(金)

江府中学校始業式

午前９時30分～午後４時

8月28日(月)

ストリートダンス教室 防
午後6時30分～8時

午後７時～８時30分

9月

防 ＝防災情報センター

月 Mon

31

エコクラフト教室
(広域隣保活動)
(本町５丁目集会所)

火 Tue

開 ＝山村開発センター

水 Wed

9月2日(土)

福 ＝総合健康福祉センター

木 Thu

創 ＝高齢者創作館

金 Fri

土 Sat

1

場所：江府中学校

2

5

6

大正琴教室

防

奥大山カフェ

防

たんぽぽ学級

防

午後1時30分～3時

午後７時～８時30分

午後7時～8時30分
午後7時～8時30分

《8月の納税は》
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

２
３
３
２

3

午前10時～11時30分

午前8時30分～10時30分 (受付)午前8時～8時20分

4

日 Sun

防 いけばな教室
自活導体
(広域隣保活動)
サークル
(本町５丁目集会所)
午前10時～11時

校舎を磨く会(土曜授業)

防
ガールズ
ダンス教室(大人)

役 ＝江府町役場本庁舎

7

エコクラフト教室
( 広域隣保活動 )
( 本町５丁目集会所 )

午前９時30分～午後４時

8

9

午前10時～11時

午前9時～

防 江府中学校 体育大会
自活導体
(江府町運動公園総合グラウンド)
サークル

10

ストリートダンス教室 防 いけばな教室 防
午後7時～8時30分

午後6時30分～8時

今月の国民年金
納付期限 ８月分 平成29年10月２日まで

期
期
期
期

納期限は８月31日(木)です。（口座振替は８月31日）

仲嶋

明代

勝利

人の動き

小江尾

永井

昌義

７

歳

歳

儀美

本人

行雄

月届 ︵敬称略︶

歳

82 86 91 105

◎ごめい福を祈ります

小江尾

山口

住所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
(
歳
豊
日の詰 磯江 清枝

満

大

ご寄付

７

社会福祉協議会に次の方からご寄付を

本人退院

本人退院

本人退院

父陸伸死去

祖母清枝死去

母明代死去

いただきました︒︵ 月分︶敬称略

一秋

◎見舞い返しとして

坂根

幸香

用

美

大岩

寿規

下蚊屋

南波

豊

浦部佐惠子

池の内

磯江

俊行

洲河崎

日の詰

永井

◎香典返しとして

小江尾

平成29年８月号

母秀子死去

23

信一

（前月比＋90万円）

原田

延寄付金額 364万円

美女石

（前月比＋72件）

父勝利死去

延申込件数 300件

行雄

8 1

仲嶋

年
平成29
月 日
現在

父宗正死去

ふ る さ と 納
税

本町五

応援ありがとうございます！

慎二

）は前月比

矢下

7月末現在（

新町一

■まちの人口 3,060人（−8）
男 1,431人（−2）
女 1,629人（−6）
■世帯数
1,076世帯（−3）

江府町オリジナル婚姻届を発行!!
～“あやめ”と“ホタル”が新婚夫婦を祝福♪～

〜みんなで話そう！

家族の絆・我が家のルール〜

部活が終わって帰ると

お母さんたちが

作ってくれる

ご飯がある

駿平

江府町

江府中学校２年
森田

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

に着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

三 行 詩

江府町では、夫婦になるお二人の門出を記念して、
「江府町オリジナル婚姻届」が作成しました。
この婚姻届は複写式となっており１枚目は届出用に、２枚目は記念にお渡しします。デザインには町
の花「あやめ」と、初夏の風物詩として有名な「ホタル」を使用し、ご夫婦の幸せな記念日に花を添え
ます。またお二人の記念写真を載せるスペースもあり、婚姻届が思い出の品にもなります。
また、江府町の窓口に婚姻届を提出された方には、婚姻届を入れる記念ファイルも贈呈しております。
（※従来の婚姻届も使用できます。）
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