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人の楽しい町

地元産のそば粉で
そば打ち交流会

２月26日とっとり共生の里みつくえ手打ちそばくわいや会

動画で町報こうふ!

URL：https://www.youtube.com/
user/townkofu
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少年消防クラブ
特集

規律正しく元気な子供を目指して

江府町少年消防クラブ結成！

２ 月 日 日( ︑) 江 府 町 山 村 開 発 セ ン
ターで江府町少年消防クラブ結成式が開
催されました︒

少年消防クラブとは子供たちで結成さ

れる自主防災組織のことで︑地域の防

火・防災思想の普及や地域防災の担い手
育成を目的としています︒

江府町消防団の遠藤敏彦団長は﹁クラ

ブの活動を通じて正しい防災知識を学

び︑規律正しい明るく元気な子供に育っ
てほしい﹂とあいさつされました︒

またクラブ員を代表して森田稜涼さん

が﹁未来の防災リーダーとして家族や地

域を守れるよう正しい防災知識をしっか

りと身につけます﹂と力強い決意表明を
されました︒

今後は防火や防災に関する研修・訓練

などを通して知識を深めたり︑他のクラ
ブとの交流も予定されています︒

中(学１年 )
大岩陽平さん

小(学４年 )
清水悠輝さん

江府町少年消防クラブ員

森田稜涼さん

北村翔琉さん

小(学２年 )
篠村瞬生さん

林 龍輝さん

小(学３年 )
吉田紗彩さん

小(学６年 )
大岩未来さん

大岩美音さん

小(学５年 )
北村伊織さん

森田羚那さん

小(学１年 )
清水遼太さん

２
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▲決意表明をする森田稜涼さん

特集

少年消防クラブ

規律訓練と消防署見学

結成式の後︑江府消防署で規律

訓練と施設見学を行いました︒第

３分団をお手本にしながら︑〝気

を付け〟〝休め〟〝敬礼〟など基

本的な動作を学びました︒始めは

慣れない動きに戸惑いながらも︑

消防団員の熱心な指導に励まされ

ながらわずか数十分で見事な規律

を披露しました︒

▲大人顔負けの規律を披露！

▲大きなタンク車に子供たちもびっくり！

▲消防団員から規律の指導を受ける様子

▲人命救助に使用する特殊車両を見学

江府町少年消防クラ
ブ員を募集していま
す！
【活動目的】
正しい防災知識(火災予防や応急手当等)を学び、
規律正しい明るく元気な少年に育成する。

【対 象】
小学校１年生から中学校３年生までの児童・生徒

【連絡先】
江府町総務課 ☎７５−２２１１

３
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第８回きぬむすめ栽培コンテスト

芦立喜明さんが最優秀賞を受賞！

２月28日（水）、湯梨浜町ハワイアロハホールで「第８回
きぬむすめ栽培コンテスト」の表彰式が行われ、芦立喜明さ
ん（奥大山プレミアム特別栽培米研究会）が最優秀賞を受賞
されました。
このコンテストは鳥取県産の「きぬむすめ」のブランド化
を図るため、一層の高品質化を目指して開催されているもの
で、県内各地より69点が出品されました。審査は整粒と食味
値の合計で行われ、合計181点（整粒93点、食味88点）と最
高得点を出されての最優秀賞受賞となりました。
代理受賞された芦立大和さんは、受賞者挨拶で「研究会の
皆さんと情報共有し、切磋琢磨しながら取り組んできた成果
だと思います」と話されました。

▲代理受賞された芦立大和さん

宝くじのコミュニティ助成事業で集会所の備品を整備（新町二丁目）
一般財団法人自治総合センターが行う宝くじの
社会貢献広報事業では、地域活動の充実・強化を
図る目的として「コミュニティ助成事業」を行っ
ています。
このたび新町二丁目集落では、流し台、調理台、
テレビ、カラオケ、マッサージチェアなど集会所
の設備と共に、イベントで活用できる発電機や灯
光器、雪に備えて除雪機などを揃えました。
これにより、集落での行事
がより充実すると共に、健康
で安心して暮らせる住みよい
集落を目指して活動されます。 ▲地域コミュニティの活性化を図る設備が整備されました

東京の老舗お米屋さんで江府町物産展
２月24日（土）、東京の老舗米穀店の山田屋
本店で鳥取フェアが開催され江府町の物産を販
売しました。
山田屋本店は奥大山プレミアム特別栽培米研
究会が栽培する 奥大山江府米 の取り扱いを
していただいており、都内の大手百貨店など３
店舗で販売されています。この日は江府町自慢
の米や水の他に鳥取県産の新鮮野菜やハムなど
の加工品も販売されました。
来店されたお客さんの中には「江府町のお米
がおいしくていつも買ってるよー」という方も
おられ、大変好評でした。

▲鳥取フェアにはＪＡ鳥取西部職員と町職員が参加しました
平成30年３月号
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第３回こっこくらぶが開催されました
２月７日（水）、北欧専門インテリアショップ「レ
インディア」から代表の藤原聡司さんを講師にお招き
し、『第３回こっこくらぶ 北欧の子育てに学ぶ〜も
くレンメソッド 』が開催されました。当日は、10名
の参加があり、とても賑やかな会となりました。
講師の藤原氏からは、７〜９か月に形成される愛着
関係が子育ての基盤となっていくことや、「子どもの
権利・選択肢」を大事にした、北欧スタイルの育児・
教育の仕方、男の子と女の子の脳の違いと対応の仕方、
成長過程に合わせた関わりの違いなどについてもご講
演いただきました。また、会の最後には、おひとりず
つ質問をお受けし、子育て相談にものっていただきま
した。講座終了後のアンケートでは、「気兼ねなく質
問ができてよかった」「年齢に応じた対応の仕方が学
べて良かった」「父親向けにも講座をしてほしい」と、 ▲北欧の子育てについて講演される藤原さん(写真左)
大変好評でした。

町村社会教育研究大会で生田三那子さんが会長表彰を受賞！
２月18日（日）、「第９回鳥取県西部地区町村
社会教育研究大会」が開催され、社会教育活動を
続けられてきた個人及び団体に対する会長表彰が
あり、江府町からは生田三那子さん(新道集落)が表
彰されました。生田さんは長年にわたり更生保護
女性会や民生児童委員などを続けられ、登下校す
る小中学生の見守りを通じて、地域の児童生徒の
安全・安心を確保する活動等青少年の健全育成に
貢献されました。受賞に際して生田さんは「長年
子どもたちと触れ合ってこられて楽しかった。こ
れからもいろんな場面で子どもたちを見守ってい
きたい」と喜びを語りました。

▲表彰を受ける生田三那子さん

御机共生の里事業「みつくえ手打ちそばくわいや会」
２月26日（月）御机ふれあいセンターで、御机共生
の里委員会（加藤正人委員長）主催による「みつくえ
手打ちそばくわいや会」が開催され、御机集落・サン
トリー・県・町から約30名が参加されました。そば打
ちには、笠良原の農地で収穫したそばを使い、数グ
ループに分かれてそばを打ち、茹で上がった「みつくえ
そば」の良い香りを味わいながら、今後の取り組みなど
について話し合い、より一層の親交が深められました｡
※共生の里事業は、御机集落・サントリー・県・町
が連携を取り、農村と企業が連携・交流を通して農
業・農村の活性化につなげていく事業です。
5
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▲参加者全員で手打ちそばを堪能しました

第
回

43

日︵土︶︑奥大山スキー

回奥大山スキー大会が開

名が参加し

◆大回転
小学女子低学年
１位 渡辺 結羽(大山西小)
２位 吉田 紗彩(江府小)

小学男子低学年
１位
２位
３位
４位
５位
６位

清水
野口
山本
大谷
野口
北野

悠輝(江府小)
寛太(八郷小)
和兎(上北条小)
弥祿(江府小)
敦司(八郷小)
龍至(溝口小)

小学女子高学年
１位 兜山 真希(大山スキークラブ)
２位 椎木 美優(大山スキークラブ)

小学男子高学年
１位 柳生 健洋(日南小)
２位 大根虎太郎(福米西小)

中学男子
１位
２位
３位
４位

原田
杉村
水津
杉原

昴治(蒜山中)
真輝(蒜山中)
碧翔(後藤ヶ丘中)
颯太(後藤ヶ丘中)

一般男子
１位 加藤 匠(奥大山ＳＣ)
２位 大谷 英(サンエス)
３位 林 弘一(サンエス)

成年男子
１位 穴沢
正(コスモファイブレーシング)
２位 本阪 恵一(クラブコンペティゾーネ)

スノーボード女子

奥大山スキー大会 開催！

１月

場で第

催され︑町内外から

ました︒

一時は雪不足で開催が危ぶまれ

ましたが︑直前の大寒波による降

雪によりコースが整備され︑選手

の皆さんは︑雪まじりの天候の

中︑寒さにも負けず日頃の練習の

成果を発揮し力と技を競い合いま

した︒入賞者は以下のとおりで

す︒︵小中学生は六位まで︑一般

は三位まで表彰︶

32

43 27

１位 山本 美穂

スノーボード男子
１位 筒井 洋志
２位 間東 明司(吉備小)

チャレンジスラローム
１位 清水 遼太(江府小)
２位 中田
篤(江府小)
３位 後
直樹(みずほ幼稚園)

◆距 離
小学男子高学年
１位 永松 良治(溝口小)

平成30年３月号
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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８回―

同和問題に関する町民意識調査より〜

学校及び家庭での同和教育について
今回は、
「学校教育の中でいつ同和問題を学習したのか」
とその感想、
また
「家庭で同和問題をどのように教えれば
よいと考えるか」
ということについて見ていきます。

Ｑ1

Ｑ1-2

2016年
2009年

学校教育で「学習をした」と回答した方
に質問します。同和問題について学習し
て、どのような感想をもちましたか。
あてはまるものに○をつけてください。
（○はひとつだけ）

自分には関係
ないと思った
7.1%

無回答・不明

学校で学習したことはない

その他

短大・大学で学習した

高等学校で学習した

Ｑ2

中学校で学習した

小学校で学習した

40
35
30
25
20
15
10
5
0

あなたが、学校教育の中で同和問題に
ついて学習したのはいつですか。
（重複回答）

あなたは、家庭で子どもに対して同
和問題をどのように教えればよいと
考えますか。子どもの有無にかかわ
らず、お答えください。
（○はひとつだけ）

その他
3.8%

わからない
8.3%

まったく関
心がないの
で教えない
4.1%

無回答・不明
8.1%
家庭でも積極
的に正しく教
える
17.6%
家庭でも教え
るべきだが、
教え方がわか
らない
10.1%

差別は自然に
な く な る の
で、教えれば
差別の助長に
つながるから
そっとしておく
方がよい
6.8%

誰とでも仲良くする
ことを教えており、
それ以上は特に必要
ない
41.4%

その他
2.7%

あまり理解
できなかった
6.7%

部落差別以外のいろ
いろな差別にも気づ
くようになった
36.0%

き：３月14日
（水）
・４月11日
（水） 午前９時〜12時／ところ：江府町防災・情報センター
話：７５−３１１０
（開設時のみ）／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。

※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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部落差別をな
くすために何
かしなければ
ならないと思
った
5.9%

Ｑ1 では、
「小学校で学習した」が 33.6％「中学校で学習した」
が 36.5％、
「高等学校で学習した」
が 11.1％となっており、前回
の調査と比べて学校で同和問題を学習したとする割合が増えて
います。
ただ、
「学校で学習したことはない」
との回答が 27.2％あるこ
とから、社会教育での同和教育の必要性を改めて感じる結果と
なりました。
Ｑ1-2 では、
「部落差別は不合理であり、許されないものであ
ることを理解できた」
との回答が一番多く 37.9％、
「部落差別以
外のいろいろな差別に気づくようになった」が 36.0％となって
おり、多くの方が、理解や気付きを得ることが出来たと回答して
います。しかし、「自分には関係ないと思った」と回答した方が、
7.1％あり、前回調査と比べて 1.8％増えたことから、同和問題を
身近に感じることのできる学習をしていく必要があります。
Ｑ2 のグラフは、
「誰とでも仲良くすることを教えており、そ
れ以上は特に必要ない」が一番多く 41.4％。
「家庭でも積極的に
正しく教える」が 17.6％と、何らかの取り組みをしていると回
答しています。
しかし、
「家庭でも教えるべきだが、教え方がわからない」とい
う方も 10.1％あります。
また、
「差別は自然になくなるので、教
えれば差別の助長につながるからそっとしておく方がよい」と
考える人が 6.8％、
「全く関心がないので教えない」
が 4.1％あり、
「差別」について学ぶことの必要性について啓発し、学ぶ機会の
充実を図っていく必要があります。

◆ 人権相談（相談無料）
と
電

無回答・不明
3.7%
部落差別が不
合理であり、
許されないも
のであること
を理解できた
37.9%

平成30年３月号

〜地域みんなで子育て応援〜

ファミリーサポートセンター(開設予定)の
支援会員を募集します。
ファミリーサポートセンターとは…？
地域において、子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）と、子育てのお手伝いができる人（支援
会員）が、会員方式で実施する有料の子育て支援サービスです。

【ファミリーサポートセンター】
依頼会員と支援会員の登録と
マッチングを行います。

【支援会員】

あなたの活動できる日時を登
録します。

こんな時に支援会員がサポートします！
○保育園の送り迎えや保育終了後の預かり
○学校の放課後、
放課後子ども教室終了後の預かり
○土・日・祝日等の預かり
○保護者の病気・通院・急用があるとき
○冠婚葬祭・参観日・買い物等外出時の預かり
（子ども同伴で出掛けにくい時）

平成30年度

・事前の打ち合わせ
・サポート開始
・報酬の授受は支援会
員と依頼会員で直接
行います

【依頼会員】

登録することでサー
ビスを利用できます

支援会員を募集します！
○江府町在住で、子育ての援助をしたい方で、
２０歳
以上の健康な方が対象です。地域の子育て支援と
して、
お力添えをよろしくお願いいたします。

福祉保健課
（☎７５−６１１１）
まで
お電話ください。

公民館講座受講生募集！

「何か新しいことを始めたい」
「学びながらその成果を活かして交流の幅を広げたい」
公民館では、様々な分野の講座を開講し、皆様の活動を応援しています。
自主講座
地域のみなさんが自主的に運営している
講座です。開講中の講座（サークル）の
ほかに、新しく開設することもできま
す。「活動したいけど、場所が・・・」
という方におすすめです。

年間講座
月に１回の定期的な講座です。（５月～２月開講）
「決まった日時に活動したい」「確実に上達してい
きたい」という方におすすめ。
受講料は１講座あたり年間5,000円ですが、別途材
料代がかかる講座もありますのでご注意ください。

詳しくは公民館講座のチラシをご覧ください。講座についてのご質問・ご相談がございました
ら、お気軽に教育課(☎75-2005)まで。

平成30年３月号
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まちの教育

図書館だより
新着図書＊ピックアップ紹介
『嵯峨野花譜』

葉室麟

舞台は江戸時代後期の京都。年若
くして活花の名手と評判の少年僧
は、まっすぐな心
で修行に励む。
繊細な感受性を
持つ少年が、母を
想い、父と対決し
ながら成 長を遂
げていく、美しい
物語。

『ある日突然、
普通のママ
が子どものネットトラブル
に青ざめる』
長谷川陽子

起 こってからで
は、
もう遅い。
知らないと意 外
にコワい、ネット
とスマホの落とし
穴。
「 親がすぐで
きること」を伝授
します。

平 日
土日祝

開館時間

お

『まほうの自由研究』

如月かずさ

夏休みの自由研究でミニトマトの
観察をしていたサキちゃん。吸血鬼
のノダちゃんがお手伝いをすると、
ミニトマトは空飛
ぶトマトに！
自由研究、
いった
いどうなっちゃう
の！？
「なのだのノ
ダちゃん」シリー
ズ３作目。

『こめとぎゆうれいの
よねこさん』

えばたえり

夜、
お米をとぎにやってくると、近所
で有名なおばあちゃん幽霊のよね
こさん。
お 話 も 絵 も 、ユ
ニークでユーモラ
ス。よねこさんが
お米をとぐ理由と
は…？

知

ら

知ってる？図書館リサイクル

8:30〜19:00
8:45〜17:30

せ
Pick up！

図書館の入り口の近くに、小さな本棚
があるのを知っとるかの？ 古くなっ
た本や、保存期間の過ぎた雑誌や新聞
が置いてあるのじゃよ。江府町民なら
誰でも持って帰っていいものじゃか
ら、図書館に来たら見てみんさい。掘
り出し物があるかもしれんぞ！
図書館のバーコードに赤いインクで「除籍印」がおしてありますの
で、持ち帰る前に必ず確認してください。リサイクル資料の補充は
不定期です。除籍前の資料を確保することはできません。

Pick up！

大好評！本屋大賞特集
本屋大賞・候補作発表に合わせ
て、図書館カウンター前で候補
作＆過去受賞作を展示中！気に
なる本が貸出中のときは、予約
もできるから試してみてね。便
利だよ♪

〜 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!
It s suddenly become very warm in Kofu and all the snow has melted. I
don t know how long the warmth will last, but it really does seem as if
spring is just around the corner. I m looking forward to the roads not
being so slippery anymore, but not really looking forward to the return
of all the bugs.
※動画サイトユーチューブで
Not much has happened to me recently, but I was very surprised the other day while I
was out grocery shopping to find whale meat being sold at the local supermarket. I only 「キミー先生のハッピーダイアリー」で検索！
found out what it was because it looked so strange to me that I had to stop and check
its label. I have never eaten or even seen whale meat before; it is a food that you would never be able to find at
a supermarket in America. Though I was shocked to see whale meat, I did quickly realize that this was probably
only because I am American. There are several foods that are easy to find in Japan that are impossible to find in
America, and likewise there are many American foods that are difficult to find in Japan. As a picky eater who
only knows how to cook a few dishes, this does end up being a problem for me on occasion. I ve even had my
mother send me a few of my favorite foods all the way from America when I can t find them here.
I was a bit too intimidated to try eating the whale meat, but I do wonder what it might taste like. After all, trying
new things is of course an important part of cultural exchange, and I ll probably never get the chance to try it in
America! Maybe next time.
Anyway, that s all for this month. See you next month!
- Kimmy
こんにちは！
江府は突然暖かくなり、すべての雪が溶けてしまいました。私はこの暖かさがどのくらい続くかは知りませんが、ほんとう
に春がもう近くまで来ているように思えます。私はもう道が凍結してすべらないようになってほしいですが、虫たちが（春
になって）帰ってくるのを待っているわけではないです。
何か最近特別なことがあったわけではないですが、先日食料品の買い物に出かけているときに、地元のスーパーマーケット
で鯨肉が売られているのを見つけてとても驚きました。それはあまりに奇妙に見えたので私は立ち止まり、そのラベルを
チェックしてそれが何なのかを見ました。私は今まで、鯨の肉を食べたこともなければ、見たこともなかったのです。鯨肉
はアメリカのスーパーマーケットで見つけることができない食品です。私は鯨肉を見たときに衝撃を受けましたが、わたし
はすぐにそれは私がアメリカ人であるからなのだと分かりました。アメリカでは見つけることのできない食品がいくつか日
本にはあります。反対に、日本では見つけることのできないたくさんのアメリカの食品もあります。少ししか料理の仕方を
知らない、好き嫌いの多い人にとって、ときどきこのことは問題となってきます。私はこちらで好きな食品が見つからない
ときには、ずっとアメリカから母に送ってもらっています。
私は鯨の肉はすこし恐ろしいので食べてはみませんでしたが、どんな味がするのだろうなぁとは思いました。結局、新しい
ことをやってみることが当然のことながら文化交流のためには重要なことなのです。そして、私はたぶんアメリカでは鯨肉
を食べてみる機会はないと思います。次のときにはためしてみたいです。

とにかく、今月はこのあたりで終わります。では、また来月にお会いしましょう。
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―キミー

〜 24 人の “友だち” と再会〜

平成30年2月14日（水）に西ノ島小学校5年生13名
と6年生11名の計24名が姉妹町である江府町を訪れ、
江府町・西ノ島町交歓スキー教室に参加しました。児童
たちは元気いっぱいにスキーを楽しみ、江府小学校5年
生18名と6年生19名の計37名と親睦を深めました。
例年であれば小学校5年生同士の交流ですが、昨年度、大雪のために
中止となり参加できなかった6年生と合同で交歓スキー教室をおこない
ました。また、今年度は1月23日(火)〜25日(木)の3日間実施する予定
にしていましたが、寒波の影響でフェリーが欠航となり、予備日とし
て設定していた2月14日(水)に1日のみ実施しました。
西ノ島小学校の児童のほとんどがスキーは初体験。奥大山スキー学
校の指導員さんに、スキー板を履いての歩き方などの基礎から「足は
八の字」を合言葉に斜面の滑り方まで教えていただきました。江府小
学校の児童のサポートもあり、午前の部の終わりにはリフトに乗った
班もあるほど、西ノ島小学校の児童も上達していきました。
午後はすべての班がリフトに乗って滑り、ス
キーを楽しんでいる姿が見られました。例
年と比べると短い交歓スキー教室となり
ましたが、限られた時間を楽しみ、夏
におもてなしをしてくれた西ノ島小学
校の児童をおもてなししようという江
府小学校の児童の気持ちが伝わってき
ました。
同じ年に生まれ、山に囲まれた江府
町と海に囲まれた西ノ島町に住み、出
会った縁（えん）を大切に、これからも交
流をしていってほしいと思います。
平成30年３月号
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〜江府町ふるさと大使企画〜
東大阪市認定こども園「木の実キッズキャンパス」
奥大山でスノーボード体験！！

2月18日（日）、東大阪市にある認定こども園
「木の実キッズキャンパス」の皆さんが、スノー
ボード体験に冬の江府町へ来町されました。この
企画は、江府町ふるさと大使の松本光広さんが発
起人となり、学生時代に訪れた江府町の良さを多
くの方に知ってもらうために、また、子どもたち
が豊かな自然環境に触れ、のびのびとたくさんの
体験を楽しんでほしいという思いから始まりまし
た。参加された子どもたちは、先生に滑り方を教
わりながら、スノーボート体験を満喫しました。
またお昼には町内団体による手作りの“大山おこ
わ”弁当が振る舞われ、園児や保護者の皆さんか
ら、「作られた方の気持ちが籠っていて、とても
おいしかった」と大変好評でした。
江府町ふるさと大使の松本さんは「ふるさと大
使として何ができるか、まだまだ暗中模索です
が、まずは自分たちが楽しみながら、貢献できる
方々に精一杯を提供する姿勢を忘れず、今後も活
動していきたい」と話されていました。
【今回の企画を盛り上げた皆さん】
江府町ふるさと大使

・松本光広さん(写真左から２番目)
・庄司知志さん（写真右）
つなぎやＡｉｔｉｅ、関係者
・遠藤翼さん(写真左)
・井桁雪乃さん(写真中央下)
・安岡剛さん(写真右から２番目)
江府町役場
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・福井修一(写真中央上)
・中野辰彦(カメラマン)

▲奥大山の天然の雪でスノーボードを楽しむ東大阪市の園児たち

ふ

えき

りゅう

こう

不｢ 易 流 行
｣

社員からの声を拾い上げ︑リラック

すべてのことは伝えきれません

今回はいつもと視点を変えて〝職

見学したのは大阪市内に拠点を持

が︑一番印象に残ったのが会社案内

スできる多目的スペース︑集中して

つ大手事務機商社です︒この会社も

をしていただいた社員の方が言われ

員が働きやすい職場にするにはどう

過去に事業所の移転を経験されてお

た﹁移転は働き方を変える最大の

仕事ができるように壁で仕切られた

り︑その際にはコストダウンをテー

チャンス﹂という言葉でした︒この

いったことが必要なのか〟を学ぶた

マに取り組まれたそうです︒見学し

機会を好機ととらえて︑職員が元気

個人スペースの机を設置するなどの

た際に感じたのは事務所スペースが

でいきいきと働ける職場を目指して

めにプロジェクトチームで企業見学

整然としており︑とにかくすっきり

いきたいと思います︒

を実施されたそうです︒こういった

よる委員会で︑働き方のアンケート

た︒この現状を踏まえ︑職員有志に

場﹂とはならないということでし

オフィスづくり﹂＝﹁働きやすい職

うです︒﹁コストダウンを目指した

着かない﹂などの意見が出てきたそ

事に集中できない﹂﹁無機質で落ち

社員も同じ気持ちだったようで﹁仕

それもそのはず実際に働いている

な印象も受けました︒

その反面︑殺風景で息が詰まるよう

しているということでした︒ですが

改善策が実行されたそうです︒

動画で町報こうふ!

に行きました︒

﹁３０００人の楽しい町﹂
プロジェクトチーム報告
▲住民と行政でともに力を合わせましょう！

を的確に把握すること︒そして︑そ
の解決方法を考え︑案として議会や
住民の皆さんにお示しすることだと
思います︒予算や法令︑対立する利
害の調整等︑様々な制約があり︑す
べての皆さんが満足できる結果には
ならないかもしれませんが︑しっか
りと意見交換をし︑相互理解をしな
がら︑住みやすい町にするよう一つ
ひとつの事業を実施していきます︒
来年度は︑本年度実施した集落総
合点検のアンケート結果を持って︑
各集落に出かけさせていただきま
す︒私も都合のつく限り︑集落に出
かけていこうと思います︒また︑本
年度︑随時行っていた住民説明会
も︑定期的に開催し︑より多くの住
民の皆さんに出かけていただきやす
くします︒議会の傍聴と合わせて︑
より町政に関心をもっていただきま
すよう︑よろしくお願いします︒

〜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〜

住民と行政で創る協働の町
この原稿が読まれている頃は︑す
でに３月の定例町議会が開催されて
いると思います︒来年度の当初予算
が審議されるこの議会で︑私から行
財政方針を発表させていただいてい
ます︒昨年度から町のホームページ
で全文を読むことも︑動画を見るこ
ともできます︒その中で私が一番言
いたかったことは︑平成 年度は
﹁協働のまちづくり﹂を重点に目指
しているということです︒これは平
成 年度までの町政推進の長期的・
総合的な指針である﹁江府町未来計
画﹂にも位置づけているもので︑住
民満足度の高いサービスを提供する
ため︑﹁協働﹂すなわち︑住民と行
政が目標を共有し︑ともに力を合わ
せて活動するという意味がありま
す︒
そのために必要なことは︑私を含
め職員が住民の皆さんの声をしっか
りと聞き︑理解し︑何が問題なのか
30

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。

▲オフィスの特徴について説明を受けました

白石町
コラム長
Vol.19
37
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農業委員会だより

農地転用には許可・届出が必要です

農地は食料の重要な生活基盤であることから、宅地などの土地利用との調整を図りつつ確保していかな
ければなりません。
そのため、農地転用には法律による規制があり、許可申請や届出といった一定の手続きが必要です。

■農地転用とは

農地を住宅や駐車場、資材置き場、山林など農地以外の用途に転換することです。一時的に利用する場合も転用になります。

■農地転用するためには

農地を転用する場合は、県知事の許可を受けなければなりません。許可を受ける場合は、農業委員会への許可申請が必要です。

■違反転用には罰則が

転用許可を受けないで農地転用を行った場合は、農地法に違反することになり
（１）農地等の権利取得の効力が生じない
（２）原状回復その他の違反行為の是正措置を命じられる
（３）罰則を適用（懲役または罰金）される
など、厳しく罰せられます。

■まずは相談が大事

転用する場所や事業内容によって、許可基準および申請書類が異なりますので、あらかじめ農業委員会事務局にご相談ください。

農業委員になって

今年の７月から初めて農業委員を務め
させていただいています。
日頃、農業に従事する時間が少なく、農
地法、農地関連法等の全く畑違いの法律
を前に戸惑う事が多く勉強の日々です。農 奥田 隆範(柿原)
業委員就任以来、農地の権利移動の許可申請に対する審
議、農地の利用状況調査、遊休農地所有者等への利用意向
調査などひととおりの実務を経験し、
また研修会への出席
を通して農業委員の責務の重さをひしひしと感じています。
農業従事者の高齢化、後継者不足、耕作放棄地の増加な
ど様々な問題がある中、
これらの問題解決のために農業委
員会、
ＪＡ、農業公社、役場、
日野振興センター等のさらなる
連携が必要とされます。荒れさせてしまうのが勿体ないよう
な農地が耕作放棄地とならないように、認定農業者に限ら
ず、一定規模以上の営農を行う耕作意欲のある個人や小さ
なグループなどの担い手に対して、農機具や農業施設の導
入経費に対する町独自の助成制度があっても良いと思います。
これから農地の相談員として皆さんに気楽に相談してい
ただける委員をめざして行きたいと思いますので宜しくお願
い致します。

第8回江府町農業委員会総会（２月13日(火)開催）
審議案件すべて承認されました
国土調査法に基づく地籍調査に係る地目認定について １件
農地法第３条の規定による許可申請について ２件
農用地利用集積計画（案）について
８件

３月の農地相談会

お気軽にご相談ください。

◎相談日 平成30年３月22日（木）
午後１時30分～３時30分まで
◎場 所 江府町山村開発センター
13
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よくある農地相談 Q&A
Ｑ 誰でも農地を買ったり借りたりできますか？
A 土地を買ったり、借りたりするには農地法の許可が必要です。
その場合、農地を効率的に利用し、農業に常時従事し、定めら
れた面積(別表参照)以上の農地を持つなどの条件を整える必要
があります。
地
大字宮市
大字助沢
大字下蚊屋
大字御机
大字美用
大字杉谷
大字貝田

区

面 積（ａ）

大字小江尾
大字久連
大字柿原
大字吉原
大字大河原
大字俣野

大字江尾（本町五丁目を除く）
大字佐川
大字武庫
大字洲河崎
大字下安井
大字江尾（本町五丁目）

５０

４０

３０

Ｑ 自分が所有している農地に、農業用施設を作りたいのですが
どうしたらいいですか？
A 施設面積が200㎡未満であるときは、農業委員会へ届出を行い､
承認された場合は施設の設置が認められます。転用面積が200
㎡以上の場合は、農地法第４条の規定により県知事の許可が必
要となります。転用面積として、算入する土地の面積は、建物
敷地だけではなく、例えば、進入路等も転用面積に含まれます
ので、事前に転用面積の確認をお願いします。
Ｑ 農地を相続する場合、農地法の許可が必要ですか？
A 遺産相続により、農地を取得する場合は、農地の売買等とは異
なり、許可は必要ありません。ただし、農業委員会へ相続した
旨の届出が必要です。

問い合わせ先

農業委員会事務局

☎（75）6620

まちのお知らせ

１年に１回、
必ず狂犬病予防注射を受けましょう！
平成30年度の狂犬病予防集団注射を以下の通り行います。都合のよい会場へお越しください。
他集落で注射を受けることもできます。
また、狂犬病予防注射は、動物病院でも受けられます。以下の日程で受けられない場合は、
動物病院で受けましょう。

狂犬病ってどんな病気？
狂犬病に感染した動物にかまれ、感染する病気です。人を含むすべてのほ乳類に感染し、一度発症してしま
うとほぼ100％死亡します。予防するには、犬に予防注射をおこなうことが一番です。

平成29年度 予防接種集団注射日程
月 日

時 間

場 所

13：20～13：30 新

４月 日 ︵水︶
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動物病院で予防注射を受けられた方へ

道

会

館

13：40～13：50 洲 河 崎 会 館
13：55～14：00 下 安 井 会 館
田

会

館

平成30年度 登録・注射手数料

14：20～14：30 武

庫

会

館

新しく登録する犬

14：45～14：55 池 の 内 会 館

登録手数料

3,000円

15：00～15：05 尾 之 上 原 会 館

注射料

2,500円

15：25～15：30 深 山 口 会 館

４月 日 ︵木︶

13：20～13：30 宮市構造改善センター
13：35～13：40 宮 市 原 公 民 館
13：50～14：00 下 蚊 屋 集 会 施 設
14：10～14：15 小原体験交流施設
14：25～14：35 美用地区都市農村交流施設
14：45～14：50 御机多目的集会施設
15：05～15：10 杉 谷 活 性 化 施 設
15：20～15：30 貝

田

13：20～13：30 明

４月 日 ︵金︶
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会
道

館
館

13：40～13：45 袋 原 公 民 館
13：55～14：00 下 大 河 原 公 民 館
14：15～14：25 柿 原 活 性 化 施 設
14：35～14：45 佐

川

会

館

14：50～15：00 久 連 集 会 所
15：10～15：35

江 府 町 総 合
健康福祉センター

（補足日）
6月8日(金)

って役場福祉保健課へお越しください。
「狂犬
病予防注射済票」
を交付いたします。

14：05～14：15 荒

15：10～15：20 日 の 詰 会 館

19

病院で交付される「狂犬病予防注射済証」と、
550 円（狂犬病予防注射済票交付手数料）を持

13：10～13：30

江府町総合健康福祉センター

注射済票交付手数料
合計

550円
6,050円

すでに登録している犬
注射料

2,500円

注射済票交付手数料
合計

550円
3,050円

※犬マークを希望される方は、別途、
１枚あたり80円必要です。

当日の注意事項
注射の前に獣医師による問診があります。犬の
健康状態や他の予防注射を受けたかどうかなど、
犬の状態を把握している方がお越しください。
普段おとなしい犬でも、当日暴れることがあり
ます。しっかりと犬をおさえられる方が会場にお
越しください。

所有者の義務
狂犬病予防法により犬の所有者は、年に１回、
狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられ
ています。

お問い合わせ先
福祉保健課 ☎：0859−75−6111
平成30年３月号

14

まちのお知らせ

高校等通学定期券補助制度をご利用ください
江府町では、子育て支援事業として高校（高専）生を養育する保護
者の経済的負担の軽減、高校（高専）生の定住及び公共交通利用促進
を図るため、平成２７年度から町内に在住する高校（高専）生が通学に
利用する電車の定期券の購入に係る費用の一部を補助しています。

○対象となる方

次の条件をすべて満たす高校
（高専）
生
⑴ 江府町に住んでいる方
⑵ 電車を利用して高校
（高専）
に通学する方

※高専は３年生までが対象となります。
※中途入学の場合はご相談ください。

○対象となる定期券

次の条件をすべて満たす定期券
⑴ 電車の通学定期券
（江尾駅で購入したものに限る）
⑵

平成30年３月18日から平成31年３月17日までに購入した定期券

※紛失による再購入など、定期券の利用期間が重なる部分については対象外となります。
※通学定期券を新規で購入する場合は、在学を証明する書類（学生証や通学証明など）
が必要になります。証明書類の発行手続
きは、各学校により異なるため、事前に手続き方法（手続きに何が必要か？いつ証明書がもらえるのか？など）
を各学校ご確認い
ただきますようお願いします。

○補助額

定期券購入金額の１／２

※100円未満の端数が出た場合は切り捨てます。

○申請期限

定期券購入日から３０日以内

※ただし、平成30年３月２日〜17日までに購入した定期券の申請期限は、
平成30年３月31日。

ご不明な点は下記の各窓口へお問い合わせください。
【補助金申請に関すること】教育課 電話番号：７５−２２２３ 【電車定期券の購入に関すること】
江尾駅
※本事業は、平成３０年度当初予算の成立により正式に実施が決定するものですので、
ご承知ください。

電話番号：７５−２０２３

タクシー利用助成制度のご案内
★対象となる方

・身障手帳
（一部対象外あり）
や療育手帳
（Ａのみ）、精神障害者保健福祉手帳（１級のみ）
をお持ちの方
・介護認定
（要支援を含む）
を受けている方
・７０歳以上で自動車の運転ができない方

★助成の内容

助成券１枚
（片道）
につき、
メーター料金の５割
（上限３,０００円）
を助成します。
助成券は１年に最大で４８枚まで利用できます。
※助成券が利用できるのは、
日野交通(株)の江府車庫または根雨営業所のタクシーのみです。

★申請の方法

印鑑をお持ちのうえ、
役場住民課
（本庁舎）
または福祉保健課（診療所２階）
で登録申請をしてください。
身障手帳などをお持ちの方は、
申請時にご持参ください。

平成29年度の認定証と助成券の使用期限は３月31日までです。申請済みの方については、４月１日
から使える新しい認定証と助成券を３月末までに郵送します（手続きは不要です）。
15

平成30年３月号

まちのお知らせ
奥大山

消費生活にゅーす

健康グッズのトラブル①

例

相談事

〜健康グッズのトラブル事例をシリーズでお伝えします〜

高額な健康食品、買わないと帰れない？

新しいお店ができ、友達に誘われたので一緒に出かけました。お店では食品などが安く売られており、
話も楽しかったので、何度も通うようになりました。ある日、おすすめの健康食品の話になり・・・
この健康食品は血液をサラサラにしてくれて、薬がいらなくなったという方もあるほど
です。今日までセットで５割引きの30万円で販売しています。チャンスですよ！
高すぎるわ！そんな大金は払えないわ！
セットで購入された方に限り、もう２本プレゼントしています。こんな
チャンスはめったにありません。年金月に分割払いでもＯＫですよ。
健康のためと言われても、年金が無くなってしまう・・・。
何度断っても「分割で支払えば大丈夫。健康のためには必要ですよ。」と繰り返され、自
分に特別におすすめしているという雰囲気で、結局断りきれず購入してしまいました。

対処法 断り切れずに購入させる手口に要注意！
「あなたの健康のためです」「これで膝の痛みが無くなったという人もいます」などと言い、購入し
ないと帰れない雰囲気にして契約させるＳＦ商法（催眠商法）です。高額な健康食品ばかりでなく、
マッサージ器具や布団などを購入させられたという相談も入っています。
契約を急がされても、すぐに購入するのはやめましょう。健康食品の場合は、かかりつけの医師に相
談してください。契約しても、クーリング・オフが可能な場合がありますので、まずはご相談ください｡

消費生活相談窓口：住民課(☎75-3223)
鳥取県消費生活センター(☎0859-34-2648 ※祝日以外、土日も相談可)
※次回の相談員による相談日は３月14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。

引越しの際は、住民票の異動手続きを忘れずに！
春は進学や就職、転勤などで、引越しが多い時期です。住民登録は、さまざまな行政サー
ビスにつながる大切な情報ですので、引越しの際には忘れずに住民票の異動をお願いします。
届

出

期

間

必要なもの

●本人確認ができるもの
●印鑑

転出届【町内→町外】

転出する前

転入届【町外→町内】

転入した日から14日以内

●転出証明書（前の住所地で発行）
●本人確認ができるもの ●印鑑
●通知カードまたは個人番号カード

転居届【町内→町内】

転居した日から14日以内

●本人確認ができるもの ●印鑑
●通知カードまたは個人番号カード

※届出ができるのは、本人または同じ世帯の方です。
※あわせて国保や年金、各種手当、水道などの手続きが必要になる場合があります。
住民課（☎７５‐３２２３）

平成30年３月号
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Information

3月は､『自殺対策強化月間』です。
元気ないけど､大丈夫？

伝えてほしい、その言葉。

自死は、自由な意志や選択の結果ではなく、健康問題、経済・生活
問題など様々な要因が複雑に関係し「心理的に追い込まれた末の死」
といわれています。
また、うつ病などこころの健康問題が大きく関係しています。
うつ病について正しく理解し、早く気づき、適切な治療につなぐこ
とは、自死を防ぐことにつながります。
しかし、うつ病の人は自身のうつ病に気づいていない場合もあり、
周囲の人が早く気づくことが大切です。
家族や仲間のいつもと違う様子に気づいたら、声を掛け、話を聞い
てあげてください。

“ひとりで悩まず相談を”

変化に
気づく

よくがんばってるね

耳を傾け
ねぎらう

ゲートキーパーとは

支援先に
つなげる
ここに相談してみよう

温かく
見守る
ずっとそばにいる

「悲しい、苦しい」「話を聞いてほしい」「生きているのがつらい」「どうしたらいいの？」など、あなたの悩み
に耳を傾けてくれる専門の相談機関・相談窓口があります。ひとりで悩まずにまずはご相談ください。
こころの相談窓口

電話

江府町福祉保健課
西部総合事務所福祉保健局
鳥取県精神保健福祉センター
鳥取いのちの電話
自殺予防いのちの電話フリーダイヤル

０８５９－７５－６１１１
０８５９－３１－９３１０
０８５７－２１－３０３１
０８５７－２１－４３４３
０１２０－７８３－５５６

全国一斉こころの健康相談統一ダイヤル
よりそいホットライン
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平成30年３月号

おこなおう

まもろうよ

受付時間

こころ

０５７０－０６４－５５６
０１２０－２７９－３３８
〔ＦＡＸ相談：０３－３８６８－３８１１〕

平日
８：30～17：15
毎日12：00～21：00
毎月10日８：00～翌日８：00
鳥取県から発信する場合は、
平日９：00～16：00
24時間対応

まちのお知らせ

農耕作業用自動車（トラクター・コンバインなど）は
登録申請をしてください
トラクターやコンバイン、田植機などで乗用できるものは、小型特殊自動車とな
りますので、道路走行の有無にかかわらず、ナンバーの登録が必要です。
まだ登録していない車をお持ちの方は、自動車の車名、型式、車体番号などをお調
べの上、役場住民課にて申請してください。
○申請に必要なもの

・自動車の車名、車体番号、型式 ・印鑑（ゴム印不可）
・本人確認できるもの
（申請者の免許証もしくは健康保険証など）

【申請・お問い合わせ先】 住民課 ☎７５-３２２３

軽自動車や原動機付自転車
小型特殊自動車の廃車は３月末までに
軽自動車等の軽自動車税は、４月１日現
在の所有者または使用者に課税されます。
３月に廃車手続きをされる方は、３月末
までに廃車の届け出をされますようご注意
ください（４月１日以降に届出された車は
課税となります）。
なお、自動車の種類によって届出先が異
なりますのでご注意ください。

自動車の種類
原動機付自転車
（125cc以下）
小型特殊自動車
（農耕車など）

江府町役場住民課
軽自動車検査協会鳥取事務所

軽自動車

軽二輪
（125cc超250cc以下） 鳥取県軽自動車協会
二輪の小型自動車
（250cc超）

【申請・お問い合わせ先】
住民課 ☎７５-３２２３

届出先

鳥取運輸支局

協会けんぽ鳥取支部加入者の皆様へ
平成30年３月分(４月納付分)からの協会けんぽの保険料率が変わります。

健康保険料率
平成30年2月分(3月納付分まで)

9.99％

平成30年3月分(4月納付分から)

9.96％

介護保険料率
平成30年2月分(3月納付分まで)

1.65％

平成30年3月分(4月納付分から)

1.57％

※40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）
は、
健康保険料率に介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。

【お問い合わせ先】 協会けんぽ鳥取支部 ☎０８５７-２５-００５１

平成30年３月号
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お知らせ・人の動き

３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

Mon

12

押し花教室

防

絵手紙・
油絵教室

防

ガールズ
ダンス教室

防

午後1時～5時

午後1時30～3時30分

午後７時～８時30分

19

囲碁教室

(広域隣保活動)

火

Tue

13

パッチワーク
同好会

防

パッチワーク
教室(年間）

防

アイリス合唱団

防

午前9時～11時30分

午後１時30分～３時30分
午後７時30分～９時

本5

午後1時～4時30分

墨彩画教室

防

ガールズ
ダンス教室

防

水

20

アイリス合唱団

午後７時30分～９時

Wed

14

木

人権･行政相談

防

大正琴教室

防

午前9時～12時

午後1時30分～3時

ストリート 防
ダンス教室
午後6時30分～8時

Thu

15

陶芸教室

金
創

午後7時～9時

明徳学園
修了式

開

Fri

16

土

陶芸教室

創

フラダンス

防

午後7時～9時

午後2時～3時30分

日

Sat

17

Sun

18

カラオケ教室 本5 ピアノレッスン
(広域隣保活動） 午前9時～午後1時

防

午後1時30分～4時

江府小学校
卒業式

午前10時～

午前10時～

防

21

ピアノレッスン
午前9時～午後1時

防

22

社交ダンス教室 防

午後6時30分～8時

25

防
午後1時30分～3時30分

午後2時～4時

ストリートダンス教室

午後１時30分～３時30分

24
和紙折紙教室

23

ピアノサロン

防

午後２時〜

防

午後７時～８時30分

26

押し花教室

防

絵手紙・
油絵教室

防

午後1時～5時

午後1時30～3時30分

ガールズ
ダンス教室

防

27

パッチワーク
同好会
パッチワーク
教室(自主）

防

アイリス合唱団

防

午後１時30分～３時30分

４月
月

28

大正琴教室
午後1時30分～3時

午前9時～11時30分

午後７時30分～９時

午後７時～８時30分

防

防

30

29

フラダンス
午後2時～3時30分

防

31

ストリート 防
ダンス教室
午後6時30分～8時

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

Mon

火

Tue

水

Wed

木

Thu

金

Fri

土

日

Sat

Sun

１
２

ガールズ
ダンス教室

３

防 アイリス合唱団

午後７時30分～９時

午後７時～８時30分

防

４

大正琴教室
午後1時30分～3時

防

５

社交ダンス教室 防

６

７

８

ピアノレッスン
午前9時～午後1時

午後2時～4時

防

ストリート 防 ストリートダンス教室 防
ダンス教室
午後6時30分～8時
午後6時30分～8時

９

押し花教室
午後1時～5時

ガールズ
ダンス教室

午後７時～８時30分

10

パッチワーク
同好会

防

防 パッチワーク
教室(自主）

防

防

午前9時～12時

午前9時～11時30分

午後１時30分～３時30分

アイリス合唱団

午後７時30分～９時

11

人権･行政相談

防

12

社交ダンス教室 防

３月15日(木)

久

人の動き

真吾
連

◎ご結婚を祝します

遠藤

美女石

)

美波

い

上谷

ゆ

◎お誕生おめでとう

結唯

ふづき

女

周二

宏史

２

月届 ︵敬称略︶

女

名︶︵性別︶︵保護者︶

高津

二月

住(所︶ ︵氏

川

加藤

たかつ

佐

庫
かとう

武

◎ごめい福を祈ります

名︶︵年齢︶︵世帯主︶

平成30年３月号

住(所︶ ︵氏

19

61

本人

（前月比＋31万円）

２

歳

延寄付金額1,207万円

哲也

（前月比＋27件）

田仲

延申込件数 955件

防

江府小学校卒業式 ３月16日(金)

庫

現

明徳学園修了式

武

年

平成30

３月在1日

午前9時～午後1時

午後6時30分～8時

ご寄付

ふ る さ と 納
税

ピアノレッスン

ストリート 防
ダンス教室

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
◎見舞い返しとして
武 庫 桑本 利憲 本人退院
◎香典返しとして
杉 谷 加藤 勝人 母寿賀子死去
佐 川 上口 勝茂 母磯代死去

応援ありがとうございます！
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防

■まちの人口 3,020人（±0）
男 1,410人（−2）
女 1,610人（＋2）
■世帯数
1,063世帯（＋1）
）は前月比
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午後2時～4時

今月の国民年金
納付期限３月分 平成30年５月１日まで

２月末現在（

13

しあわせな出会い、
みつけよう。

「出会いの機会がない…」
「真剣に結婚を考えている…」
という方、必見！
えんトリーは、鳥取県が設置した１対１の出会いをサポートする会員制の
マッチングシステムです。素敵な出会いを見つけるお手伝いをします。

ご入会からお引合せ そして結婚まで

STEP2

STEP1

入会申込みと会員登録

STEP３

お相手探し

入会登録１万円／２年間

STEP4

お引合せ

交際、そして結婚

詳しくは右のQRコードから
または
『えんトリー 鳥取』
で検索♪
HP：https://www.msc-tottori.jp/

【お問い合わせ】

えんトリー 米子センター
米子市加茂町2丁目180 国際ファミリープラザ4Ｆ
☎０８５９−３０−３４４３

三行詩

いっしょに笑う

いっしょに遊ぶ

ときには厳しくおこる

かべにぶつかり

くじけそうなとき

手伝ってくれたり

なぐさめてくれる

〜みんなで話そう！

曽祖母と

最後に話した一言が

﹁いってきます﹂

今思うと もう少し

会話をしとけばよかったと

今でも思うくやしさを

持って未来へ行きたいな

海斗

家族の絆・我が家のルール〜

こんないろんなことの中にも

愛がつまっている

その愛を知っていなくても

いつかその愛を知ったとき

僕は心の中で何度も何度も

﹁ありがとう﹂

江府中学校２年

中尾

江府町

という言葉を繰り返した

江府中学校２年

加藤 怜生

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

※QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
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