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特集−日本遺産認定−

大山をめぐる歴史と文化が日本遺産認定！

いまこそ江府町の歴史や文化を見つめ直してみませんか？

年度から創設した

テーマは﹁地蔵信仰が育んだ日本最

今回認定された日本遺産のメイン

した︒

町報５月号で紹介いたしました日本遺産認定︒この日本遺産とは
いったいどんな制度なのか︑そして江府町とはどういった関係がある
のか︑今回は大山と江府町をめぐる歴史や文化について特集いたしま
す︒

日本遺産とは？
文化庁が平成

︵物語︶を﹁日本遺産﹂に認定する

の文化・伝統にまつわるストーリー

牛馬のご加護を願う人々を大山寺に

蔵菩薩への信仰は︑平安時代末以降︑

大山の山頂に現れた万物を救う地

大の牛馬市﹂︒ストーリーを簡単に

仕組みです︒一つ一つの文化財を

集めていました︒江戸時代には︑大

制度で︑地域に点在する有形・無形

別々にＰＲするよりも︑関連性のあ

山寺に庇護され信仰に裏打ちされた

紹介いたします︒

るものを集めてストーリーでつなぎ

全国唯一の﹁大山牛馬市﹂が隆盛を

ピックが開催される２０２０年まで

で賑わった大山道沿いには︑今も住

西国諸国から参詣者や牛馬の往来

市へと発展しました︒
に１００件程度認定していく予定で
年度には

時を偲ぶ石畳道や宿場の町並み︑所
す︒平成
ています︒

18

大山をめぐる歴史や文化について

んのおかげ﹂と感謝の念を捧げなが

地域一帯には︑人々が日々﹁大山さ

米子市との合同による認定となりま

います︒

も あ り ︑ 大 山 町 を は じ め ︑ 伯 耆 町 ︑ ら大山を仰ぎ見る暮らしが息づいて

は複数の地域にまたがっていること

行事︑風習が残されています︒この

にまつわる﹁もひとり神事﹂などの

こわ﹂など独特の食文化︑大山の水

子に代表される農村景観︑﹁大山お

件が認定され

今後︑この日本遺産を東京オリン

一体的な振興を図ることができます︒ 極め︑明治時代には日本最大の牛馬

合わせることで︑より魅力的でかつ

の文化財をパッケージ化し︑それら

27

地蔵信仰が育んだ
日本最大の牛馬市

27
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特集−日本遺産認定−

当時の面影が残る
町内スポット
江府町の下蚊屋・吉原・御机な
どの地域にも牛馬市に訪れる旅人
が宿を求めてたくさんの人でにぎ
わったそうです︒吉原集落には当
時︑牛馬市へ向かう商人や牛馬の
喉を潤したとされる 大清水 が今
もこんこんと湧きだしています︒
また下蚊屋集落の町並みも当時の
博労宿を思わせるような風景が
残っています︒

大山おこわにも
深いつながりが

…

江府町の名物として身近な存在
である大山おこわ︒実はこの郷土
料理も大山道と深い関わりがある
とされています︒
昔の大山道は︑傾斜や起伏も激
しく︑険しい道のりだったことか
ら︑普通の道中食では腹持ちが良
くなかったそうです︒
そこで作られたのが︑大山おこ
わだといわれています︒腹持ちの
良いおこわに木の実や山菜︑野菜
などを入れることで旅人の道中を
支えていたそうです︒

大山おこわ

▲江府町の家庭の味

江府町とこんな関係がある！

山陽と大山寺を
結ぶ奥大山古道

山陽方面からの大山参詣者の主
要道だった横手道は岡山県から笠
良原〜御机︑鍵掛峠を通り︑大山
寺を目指すルートでした︒やがて
近世には︑博労座︵大山町︶の牛
馬市を目指して人・馬・牛の往来
も盛んになり︑大山道が確立した
ものと思われます︒
近年では笠良原から御机までの
大山道を奥大山古道と呼び︑奥大
山古道保存協議会がボランティア
で古道の維持管理を行っています︒
秋には奥大山古道を歩くイベント
﹁奥大山古道ウォーク﹂が開催さ
れてたくさんの参加者でにぎわい
ます︒

大山をめぐる歴史が
新たな観光資源に

身近なところに潜んでいる当時
の面影は︑その歴史を知っていな
ければ素通りしてしまいがちです︒
しかし︑この日本遺産に認定され
たストーリーを通じて︑たくさん
の人に大山周辺地域の自然や歴史
が再認知されることでしょう︒特
に今年は大山開山１３００年の記
念の年です︒大山信仰から生まれ
た歴史や文化が注目される今こそ︑
脈々と引き継がれてきた物語を大
切にし︑次の世代へ伝え︑そして
その恵みを活かしていくことが重
要です︒
この日本遺産への認定は江府町
の歴史や文化を今一度見つめ直す
チャンスです︒奥大山の恵みを新
たな観光資源として活かしていき
ましょう︒

平成28年６月号
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▲当時の面影が残る下蚊屋集落の町並み
▲旅人の疲れを癒した 吉原集落の 大清水

▲紅葉の奥大山を堪能できる「奥大山古道ウォーク」

まちの
森谷博昭さん
旭日双光章を受章
森谷博昭さん︵佐川︶が旭日双光章を受章され
ました︒

道の駅奥大山から
江尾診療所へ寄付

日に開催された道の

４ 月 日 木( ︑) 江 尾 診 療 所 で 寄
附金の贈呈式がありました︒この
寄附は４月

駅奥大山﹁誕生祭﹂で企画された
奥大山おこわチャリティー販売の
売り上げです︒同道の駅の小谷駅

年江尾町に書記補として採

支援していきたい﹂と話され︑武

も元気に過ごしてもらえるように

長は﹁住民さんに健康でいつまで
年

年の江府町の合併を経て昭和

森谷さんは︑昭和

28

58

までの

きます﹂と話されました︒

地医師は﹁大切に使わせていただ

の発展につくされました︒
年間町選挙管理委員会委員長を務められ

また︑助役勇退後も平成６年から平成
の３期
このたび町助役︑そして町選挙管理委員長とし

ました︒

年まで

同年︑江府町助役に就任︑５年７か月の間︑町政

年間︑江府町職員として勤務された後︑

用され︑昭和

26

ての長年の貢献が評価され︑旭日双光章の受章と

▲旭日双光章を受章された
森谷博昭さん

20

28

ら﹁東北ボランティアに参
加して﹂と題して︑東日本
大震災で大きな被害があっ
た陸前高田市でのボラン
ティア活動の報告もありま
した︒
連日報道されている熊本
地震では︑復旧現場や被災
された方の仮設避難所で日
本赤十字社員や団員の活動
が取り上げられており︑よ
り一層のボランティア活動
の必要性が高まっています︒
総会では自分たちの出来る
ことを出来る時にしようと
再確認されました︒

4

平成28年６月号

江府町赤十字奉仕団総会開催！

４月 日 水( ︑)江府町総合
健康福祉センターで平成
年度江府町赤十字奉仕団の
総会が開催されました︒
赤十字奉仕団は︑人道・
公平・博愛・中立の精神を
もとに︑地域のなかでいろ
いろなボランティア活動を
されている団体です︒昨年
度は︑子供の国保育園での
ちまき作り︑江府町防災の
日の訓練の際の炊き出し︑
町内の高齢の方への慰問活
動などが行われています︒
またボランティア活動の
報告会として竹内委員長か

江府町赤十字奉仕団
団員募集

いっしょに活動しませんか

!!

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︒決して
無理をしない範囲で︑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
務局にお電話ください︒
男性の方も大歓迎です！
︻事務局 福祉保健課
６１１１︼

75
−

話
題
18

30

12

なりました︒

▲東北でのボランティア活動を報告する竹内委員長

28

17

まちの話題

▲道の駅奥大山の小谷駅長から寄付を受け取る武地医師

人とモノが集う七色がし
フリーマーケット

りのお菓子や雑貨品など多種多様

家庭で育てた野菜の苗︑また手作

うふ﹂が開催されました︒

５ 月 日 日( ︑) 防 災 ・ 情 報 セ ン
ターで﹁第２回ビブリオバトル こ

江府

んは﹁今年もたくさんの出店者が

七色がし女性会会長の加藤泉さ

り︑どの本が一番読みたくなったか

な本を持ち寄り各５分間で想いを語

ビブリオバトルとは︑自分の好き

委員会会長の梅林一之さんは﹁江府

主催者の江府ビブリオバトル実行

にされる方もいらっしゃいました︒

神奈川地区の女性有志による組
織﹁七色がし女性会﹂が主催し︑

町の中で文化的︑教育的なイベント

い﹂と話されました︒

として根付くように頑張っていきた

を投票してもらいチャンプ本を決定

この日の発表者は５人︒それぞれ

揃い︑大変うれしく思います︒地

の発表をメモに取り︑投票時の参考

いました︒参加者の中には一人一人

がジャンルの違う本を持ち寄り︑競

好きな本を熱く語る！
第２回ビブリオバトル

５ 月 日 日( ︑) 旧 明 倫 小 学 校 校
庭で︑﹁七色がしフリーマーケッ
の商品が並びました︒

〜七色がしの見える校庭で〜

ト﹂が開催されました︒

in

今年で２回目の開催となります︒

▲好きな本への熱い思いに耳を傾ける参加者みなさん

するというゲームです︒

in

域のみなさんの活躍で七色がしフ

29

の出

当日は町内や日野町から

▲開始と同時にたくさんの人が来場されました

リーマーケットを盛り上げていき

平成28年６月号
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24

店があり︑会場が盛り上がりまし
ましょう﹂と話されました︒

▲発表者の想いがつまったおすすめ本の数々

15

家にある不用になったものや︑

▲看板や装飾でオシャレに飾る店舗も！

た︒

まちの話題

まちの教育

〜地域で育ち、地域に学ぶ こうふっ子〜

専門的なアドバイスに「なるほど」と納得。(国語)

先生にもメリット
もちろん︑小学生だけにメリッ
トがあるわけではありません︒中
学校の先生にとっても︑小学校の
学習の様子や内容︑﹁こんな力を
身につけているんだ﹂と子どもた
ちの様子を一足先に知ることで︑
中学校での学習・生活の指導に活
かすことができます︒中学校生活
の第一歩を︑よりよい形でスター
トすることができると言えます︒

南大山小唄を教わりました
〜運動会に向けて〜

運動会の恒例となっている江府
小学校の全校踊り﹁南大山小唄
︵裏大山小唄︶﹂︒今年も︑ご家
族のみなさんや地域のみなさんに
もご参加いただき︑たいへん盛り
上がりました︒
その﹁南大山小唄﹂を︑今年も
地域のボランティアの方にお世話
になり︑１年生に伝授していただ
きました︒
ほんの１時間という短い時間で
はありましたが︑地域の方の温か
いご指導により︑あっと言う間に
伝統の踊りを身につけました︒

6
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江府の子どもたちをみんなで

小・中学校の先生がつながるこ
とで︑子どもたちにとって安心し
て学べる環境が整います︒
お互いの学校の様子を知ること︑
そしてお互いの子どもたちの様子
に目を向けることが︑９年間の一
貫した指導につながります︒﹁連
携授業﹂とは︑授業だけでなく様
々な場面で子どもたちと先生がふ
れあい︑江府町の子どもたちをよ
り多くの目で見守り︑そして育て
ていくことにつながっています︒

保育園と小学校も連携

子供の国保育園では入学準備の
ための ア｢プローチプログラム を｣︑
江府小学校では入学直後の﹁スタ
ートプログラム﹂を設定していま
す︒
これは︑保・小がスムーズにつ
ながるようにと先生たちが相談し︑
入学までに身につけておきたい力
や小学校生活の最初に身につけた
いことを考え︑連携プログラムと
してまとめたものです︒お互いの
保育・教育活動を知ることにもつ
ながっています︒
県の保育・幼児教育の充実をめ
ざした取組事例集にも紹介された
先進的な取組でもあります︒

宮本師子さん︑井上廉女さんが分かり
やすく教えてくださり︑わが町の踊り
をばっちりマスターする１年生︒

地域の方ともつながっています 〜学校お助け隊〜

小 中 連携授業

江府中学校から︑
・国語 ・数学 ・英語
・音楽 ・美術
の先生が江府小学校を訪れ︑授業の
サポート役として６年生の学習に参
加しています︒
サポートとは言え︑中学校ならで
はの専門性を活かした助言や中学校
の様子などを教えてもらえるなど︑
子どもたちは中学校を少し身近に感
自分たちのアイディアを身振り手振りで
一生懸命伝える６年生児童。いろいろな
先生に聞いてもらえることも大きなメリ
ット。(図工)

じることができます︒同時に︑中
学校の先生との出会いの場ともな
り︑進学したときに知っている先
生がいることが︑子どもたちの安
心感につながっています︒

町内にある江府小学校と江府中学
校︒それぞれ１校ずつという小規模
のメリットを活かし︑中学校の先生
が小学校を訪れて授業に参加してい
ます︒
題して﹁小中連携授業﹂︒

年もやります!!
今

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

8:30〜19:00
8:45〜17:30

ら

せ

※この一覧は新着図書の一部です

図書館活用アドバイス[予約について]

＊一般書
散歩で見つける虫の呼び名事典／森上信夫
重ねる、暮らし／内田彩仍
砂丘／植田正治
むかし・あけぼの（上・下）／田辺聖子
真実の10メートル手前／米澤穂信
エムブリヲ奇譚／山白朝子
老嬢物語／高楼方子

＊児童書

水滸伝（上・下）／渡辺仙州
ハーレムの闘う本屋／ヴォーンダー・ミショー・ネルソン[★]
虹色ほたる／川口雅幸
目でみる１㎜の図鑑／こどもくらぶ編

「読みたい本があるけど、図書館の本棚には置いてない」
そんなときは、予約ができるのを知っていますか？
①貸出中のため、予約で返却図書を確保
②他公共図書館から取り寄せる
③県立図書館にインターネット経由で申し込む
①の場合はカウンター、または蔵書検索端末から予約でき
ます。②と③で取り寄せた他館図書は、自館図書と同様に
カウンターで貸出・返却ができます。（貴重図書などは要
相談） 確保でき次第連絡します。詳しくは、図書館カウ
ンターでお尋ねください。

＊絵本

ボタンちゃん／小川洋子[★]
木のすきなケイトさん／Ｈ．ジョゼフ・ホプキンス[★]
おやおやじゅくへようこそ／浜田桂子
★解説
[青少年読書感想文全国コンクール・課題図書]
「課題図書」と聞くと、読みたい気持ちがしぼんでしま
う人も多いかもしれません。しかし、さすが課題図書に
選ばれるだけあって良書です。考えさせられることも多
く、これを読まないなんてもったいない！対象年齢に関
わらず、まずは一読してみてください。児童書って、大
人が読んでも面白いんですよ。

予告

中学生職業体験
6/20(月)〜6/24(金)
9:00-15:00.
年に一週間だけの、中学
生職業体験週間です。町
内のあちこちで中学生が
働く姿を見ることができ
る一週間♪ 応援よろしく
お願いします！

図書館での職業体験は、
町立図書館や学校図書館
での貸出・返却、図書の
登録、選書等の基本的な
業務の他、来月のこのコ
ーナーも担当してもらう
予定です。お楽しみに♪

生のほのぼのコラム46
カーニー先

Hello everyone,
It has become significantly warmer. I think it s time for me to put away my heaters and electric blankets.
I won t be needing them soon.
I usually go traveling during Golden Week, but this year, Joshua and I decided to stay at my house and
just relax. We had a BBQ party one day and we made a lot of food (so much that we couldn t eat it all
and had to give it to our friends). A few of my friends came over, and we talked while playing board
games. My friend also taught Joshua and me a new recipe from the Middle East. It s called,
Falafel
and it s made using only vegetables. We couldn t find the typical bread you eat Falafel with, but we
found some flour tortillas at Jusco, so we used that. It was delicious! I m so happy he taught us how to
make it. In turn, we taught him how to make katsu curry because he loves curry.
In America, we normally eat curry (or katsu curry) with red ginger as a topping. I was shocked to learn
that most people in Japan don t eat curry that way. I think it s delicious though! You should try it
sometime.
Soon the Hydrangeas will be blooming! I m so excited! I love Hydrangeas.
Stay well, everyone!
˜Connie
皆さん、こんにちは。
とても温かくなってきましたね。ストーブや電気毛布をしまう時期になってきたよ
うに思います。そろそろ使わなくてもよくなることでしょう。
ゴールデンウィークの期間中は、私はだいたい旅行に行くことにしていますが、今
年はジョシュアと家にいてゆっくり休むことにしました。そこで、今年はバーベ
キューパーティーを開いてたくさん料理を作りました。（全部食べきれなくて、友
だちに料理をあげなくてはならないくらいたくさん作ってしまいましたが…。）
それに、友達が２、３人家にやって来て、ボードゲームをいっしょにやりながらおしゃべりを楽しみました。
その友だちから私たちは中東料理のレシピを新たに教わりました。それはファラフェルという野菜だけで作
る料理です。ファラフェルと一緒によく食べるパンを見つけられなかったのですが、ジャスコでトルティー
ヤの粉を見つけたので、それを使って薄焼きパンを焼いて代わりに食べました。とてもおいしかったです。
彼からそのレシピを教えてもらいとても嬉しいです。私たちもそのおかえしに、カレーが大好きな彼のため
にカツカレーの作り方を教えてあげました。
アメリカではカレー（カツカレーの場合も）を食べるときにはだいたい紅しょうがを添えます。しかし、日
本ではそんなカレーの食べ方はほとんど見かけないので驚きました。でも、これがいけるんですよ。みなさ
んもいつかやってみてくださいね。
そろそろアジサイが咲きはじめる頃になりました。私はアジサイが大好きなので、ワクワクしています。
それではみなさん、お元気で。
カーニー
【注１】
【注２】
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ファラフェル：マメ類から作ったコロッケに似た中東の食べ物
トルティーヤ：中南米を中心に、すり潰したトウモロコシの粉から作る伝統的な薄焼きパン
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白熱！ソフトボール大会

8

チロルジュニア江府︑健闘及ばず！

0

日︵土︶︑運動公園総合グ

7

５月

2

ラウンドで︑日野郡少年野球大会兼

5

回鳥取県学童軟式野球大会日野

0

第

㈱かわばた

郡予選が開催され︑郡内の３チーム

合計

がリーグ戦方式により対戦をしまし

7

た︒

6

さわやかな５月の空の下︑チロル

5

５月 日 火( ︑) 日 木( ︑) 日 金( に) 江府
町運動公園総合グラウンドで平成 年度江
府町グループ対抗レクリエーションソフト
ボール大会が行われました︒
大会には職場やグループで構成された全
７チームが参加︒声援の中︑熱戦が繰り広げ
られ︑大いに盛り上がる大会となりました︒
決勝戦では壮絶な乱打戦を制した㈱かわ
ばたチームがフジハラヒノキーズを破り︑
見事二連覇を成されました︒

4

ジュニア江府は︑主将の岡田陽向さ
ん︵６年︶を中心に一丸となって戦
いましたが︑日南オールスターズの
猛攻に屈し︑根雨スポ少には先制す
るも逆転負けを喫しました︒結果は
健闘及ばず３位でしたが︑選手たち
は最後まであきらめずがんばりまし
た︒成績は次のとおりです︒

優 勝 日南オールスターズ

3

14

準優勝 根雨スポーツ少年団

2

19

1

17

チーム名

︿結 果﹀
優 勝 ㈱かわばた
準優勝 フジハラヒノキーズ
第３位 サントリープロダクツ
︵奥大山 )

〈決勝戦〉

46

第３位 チロルジュニア江府

▲岡田主将の選手宣誓
▲チームのために好球必打！

まちの教育

▲二連覇を達成した㈱かわばたチームのみなさん

日野高校だより

日野高校だより

今年度の日野高ショップが
オープンしました！

初夏の日差しが降り注ぐ５月

日︑今年度第１

回目の日野高ショップがオープンしました︒開店
に先立ち︑郷土芸能部が荒神神楽を披露︒ショッ
プが開かれる根雨宿一番館の前には大勢の見物客
が集まり︑盛んに拍手を送っていました︒いよい
よ開店！という時間になると︑店の前には長蛇の
列ができ︑販売スタートと同時に多くのお客さま
が次々に商品を買い求めておられました︒
今年度から日野高ショップでは︑地域と連携し
て誕生した商品を扱うこととしており︑今回は

10

﹁はちみつ焼きドーナツ﹂を販売しました︒これ

12

ア

11

は︑日野高校の生徒と江府町のカフェテリア

ペゼさんが︑日野の里山でとれたニホンミツバチ

分で完売︒お客さ

のハチミツ︵﹁ひののん﹂︶を使って開発した商

品です︒準備した２００個は

まの熱狂ぶりに︑生徒たちも商品を販売すること

への充実感を高めたようです︒

また︑今回は特別企画として︑家庭クラブの生

徒たちが熊本地震への義援金を募集しました︒募

金をして頂いた方には︑生徒たち手作りの﹁ひの

のん﹂スノーボールクッキーを配布して︑感謝の

気持ちを表していました︒

今年度の日野高ショップは︑下記の通りの開催

です︒次は何が出るか︑どうぞお楽しみに！

︻今後の日野高ショップスケジュール︼
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30

７月９日
︵土︶
・８月 日
︵水︶
・９月 日
︵土︶

12 10

月 日
︵土︶
・ 月 日
︵土︶
・ 月３日
︵土︶
10

15

ここで活きていく ︒

生活サポートも行っていきます︒

﹁ＮＰＯ法人奥大山倶楽部﹂の活動

では︑町内の空き家調査やイベント開

催︑商品開発を軸に活動しています︒

空き家調査をしていて気づいたことは︑

地域おこし協力隊通信

隊員報告
やはり﹁人﹂だということ︒空き家が

上手く活用されるケースは︑近隣や親

族で世話を焼いてくださる方がいる場

合がほとんどです︒家をジロジロ観察

している私たちを見かけた時は︑﹁そ

8月6日(土) 13:00〜/17:00〜
映画名「なつやすみの巨匠」
会 場 カサラファーム
入場料 1,000円（小学生以下無料）
お問い合わせは
0859-72-3122(古海)まで！

この家は○○さんが管理しちょー

【いのちと暮らしの映画祭】

よ！﹂などのお声をかけていただける

と嬉しいです！

人生初の読み聞かせも
させていただきました

日野郡３町＋新庄村合同イベント

住みよいまちへ！
移住定住事業が始動！

古海修祐

今月の報告は古海です︒今の活動は

﹁移住定住﹂﹁ＮＰＯでの活動﹂です︒

移住定住では︑奥大山まちづくり推

進課の浦部さんや移住相談員の井上さ

んと共に移住定住の仕組みづくりや

﹁みんなで集まる場﹂づくりを行って

おります︒また︑４月からは鳥取県の

﹁とっとり暮らしアドバイザー﹂の委

嘱を受けており︑新しい移住者の方の

地域おこし協力隊通信

地域おこし協力隊ひとこと報告

はじめての果樹栽培で色々な
つまずきがありますが、一つず
つ解決していく中で、大切に育
てていきたいと思っています！
藤井

恋のぼりにしがみついていた
から…？最近「おくだいせんく
ん」の人気と仕事の依頼が増え
ています！嬉しいです。
上谷

今月末には道の駅奥大山のグ
ランドオープン１周年祭で鮎
ひっかけやドジョウつかみ等参
加無料イベントを開催します。
上野

５月のＮＨＫ「いちおしＮＥ
ＷＳとっとり」と「ひるまえ直
送便」に４分程度映りました！
これからも江府町をＰＲしてい
きます！
雨宮

野菜の苗を植えました！今年
の夏は加工品にチャレンジした
いと考えています。ご協力よろ
しくお願いいたします！
片岡

カサラファームは日々草刈り
をしております。今年はひまわ
りを植えるので、これからはそ
の準備をします！
生田

平成28年６月号
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シリーズ

〜空き家について考えよう〜

Part
１

近年全国的に大きな社会問題になっている「空き家」。江府町も例外ではなく、少子高齢化や核家族
化など、社会構造の変化などから空き家が増加しています。
空き家に関する責任は法律でも第一義的には所有者に有るとされていますが、問題の解決には地域ぐ
るみで関心を持ち、除却や利活用について話し合っていくことが必要です。
そこで、空き家に関する情報をシリーズでお送りし、全国的な傾向や課題・対策などについて考えて
いきます。

■全国的に空き家が増加しています！
日本全国には空き家が819.6万戸（2013年度）あ
ることが総務省の調査であきらかになっています。
日本の住宅は同時点で6,063万戸ですから、日本
は実に７軒に１軒が空き家であることがわかります。
そのうち一戸建ての空き家のほぼ８割は、賃貸用や
売却用でなく、「相続したものの、この先どうしよ
うか迷っている住宅」と考えられています。一般的
に、地域内に空き家が増加することで住宅の適切な
管理が低下するおそれもあり、防災・防犯の観点か
ら問題となる場合があると言われています。

※写真はイメージです
▲管理不全により倒壊した空き家

■空き家って、なに？

■なぜ？空き家が増える

ふだん、人が住んでいない住宅のこと。
新築や中古を問わず、賃貸や売却のため人が住ん
でいない住宅を含みます。さらに転勤や入院などで
長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのため、
取り壊すことになっているものも対象です。

都市部への移住や、核家族化により同じ場所に建
て直しをせず新たな場所に住宅を建て移り住むこと
が、空き屋が増える主な要因となっています。当面
は売却や賃貸に出すつもりがないまま放置していた
り、また、小さいころ生まれ育った家を売却したり、
取り壊す気になれない人が多く、とりあえずそのま
まにして、盆や、正月に帰省した時に利用するため
残しているケースも少なくありません。
Next≫≫翌月号では、空き家の及ぼす影響や所有者
責任について考えてみます。

※写真はイメージです

■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家屋改修費用助成
（補助率1/2、上限100万円）
②家屋家財処分費用助成
（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。
ただし、補助制度には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
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☎75-3222

FAX75-3455

k̲sans@town‐kofu.jp

江府小学校運動会

江府小学校
運動会
５月21日(日)、江府町立江府小学校で「江府小学
校運動会」が開催されました。今年のスローガン
は「４色の魂 心を一つに 限界突破!!」。力いっ
ぱい頑張る児童たちにたくさんの感動をもらいま
した！

平成28年６月号
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江府小学校運動会
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農業委員会だより

江府町農地利用状況調査の実施状況について
平成27年10月に実施しました農地利用状況調査（農地パトロール）の実施状況については、皆様のご
協力により下記のとおりとなりました。
農地利用状況調査の精度を高め、農地の利用集積や各種施策等に反映させるためには、皆様の調査へ
のご理解とご協力が不可欠です。今後も各種調査等にご協力を御願いいたします。
農業委員会では、利用意向調査の調査結果を活かし、平成28年４月から農業委員会の新たな必須業務
となりました農地利用の最適化の推進活動をより一層進めていきます。

【農地利用状況調査の実施状況（平成28年３月現在）】
項
目
管内農地面積
遊休農地面積
遊 休 農 地 率

計
776.7ha
144.1ha
18.6％

田
577.8ha
30.8ha
5.3％

畑
198.9ha
113.3ha
57.0％

○平成27年度の農地利用状況調査（農地パトロール）の分類
・Ａ分類（再生利用が可能な荒廃農地）
田： 5.7ha
畑：15.5ha 計： 21.2ha
・Ｂ分類（再生利用が不可能と見込まれる荒廃農地）
田：25.1ha
畑：97.8ha 計：122.9ha
○利用意向調査（Ａ分類） 463筆 19.3ha
※A分類21.2haの内、19.3haで利用意向調査を実施。（残り1.9haは地権者不在などで未調査。）
・利用意向調査の調査結果
⑴ 自ら耕作
199筆
7.0ha
⑵ 売買により譲渡、又は貸し付けて耕作を行うなど
43筆
2.0ha
⑶ 農地中間管理事業を利用
1筆
0.1ha
⑷ その他
220筆
10.2ha
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29

６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６月27日（月）
午後１時30分から午後４時まで

◎場

所

改正農業委員会法について

農業委員会等に関する法律が昨年改
正され︑平成 年４月１日から施行さ
れました︒このため︑農業委員会は︑
従来の法令業務のほか︑遊休農地の発
生防止・解消︑担い手への農地利用の
集積・集約化︑新規参入という﹁農地
利用の最適化の推進﹂業務にこれまで
以上に積極的に取り組み︑農業・農村
の発展に寄与することが求められてい
ます︒
︻主な改正内容︼
・農業委員会の業務の重点は︑﹁農地
等の利用の最適化の推進﹂であるこ
とを明確化
・農業委員の選出方法を︑選挙制と町
長の選任制の併用から﹁町長の任命
制﹂に変更︵議会同意が必要︶
・﹁農地利用最適化推進委員﹂の新設
︵農業委員会が委嘱︶
・都道府県段階及び全国段階に︑﹁農
業委員会ネットワーク機構﹂を指定
︵鳥取県では一般社団法人鳥取県農
業会議︵鳥取県農業委員会ネットワ
ーク機構︶︶
現在の農業委員の任期の平成 年７
※
月 日までは︑現在の農業委員が
﹁農地利用の最適化の推進﹂業務を担
います︒
平成 年７月 日から選任される農
※
業委員及び農地利用最適化推進委員
の新設を行うこととなります︒
今後︑農業委員及び農地利用最適化
※
推進委員の定数や推薦・公募方法等
を検討していく必要があります︒
29

農業委員会総会（５月）
審議案件すべて承認されました。
農用地利用集積計画（案）について

20件

江府町山村開発センター

問い合わせ先 農業委員会事務局 ☎（75）6620
平成28年６月号
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お知らせ−information―

奥大山

消費生活にゅーす

特殊詐欺シリーズ②

〜特殊詐欺に関するトラブル事例をシリーズでお伝えします〜

地震に便乗した「義援金」の不審な電話が！

相談事例

自宅に福祉団体を名乗る人から電話が入りました。
地震の義援金を募っています。ようやく物資の不足は落ち着いてき
て、今は現金が必要になっています。義援金の振り込みは手続きが面
倒だと思いますが、コンビニでプリペイドカードを購入して、その番
号を電話で教えてもらえば完了します。この方法が一番早く義援金を
届けられますよ。

募金はしたいけど、プリペイドカードなんてよくわからないし、
振り込みの方が安心ですよ。
お宅の団体名と連絡先、それと振込先を教えてください。

ホームページで確認してもらいたいのですが、今アクセス
が集中していて見て頂くことが出来ないんですよ。そこでプ
リペイドカードを案内させてもらっています。

よく考えてからにしますので、連絡先を教えてください。

こちらからまた連絡しますので・・・
あやしい電話だと感じてなんとか電話を切ることができましたが、
また電話が入るのではと不安です。

対処法
「プリペイドカードを買って、番号を教えて」には応じない！
例え公的機関を名乗っても、各家庭に電話で義援金を求めることは考えられません。
団体を名乗った場合、信頼できる団体なのか確認が必要です。
不審な電話は直ぐに切りましょう。お金を要求されても支払わないでください。
お困りの場合は、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)、江尾駐在所(75-2054)へご相談ください。

※次回の相談員による相談日は6月22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。
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−information―お知らせ

町営住宅の入居者募集
１．武庫団地
○団地名・募集戸数

武庫団地1戸

○家賃等(月額)

家賃 35,000円、駐車場使用料 2,000円、ﾃﾚﾋﾞ負担金 500円

○入

平成28年7月1日（月）以降

居

日

C-1号 1戸（単身者向け住宅）

江府町大字武庫484番地1

○申込締切り

平成28年6月21日（火）午後5時まで（必着）

○そ

申込者多数の場合は6月23日（木）に役場にて抽選を行います。

の

他

２．武庫第２団地
○団地名・募集戸数

武庫第2団地

５号棟

１戸（世帯向け住宅）

江府町大字武庫498番地

○家賃等(月額)

家賃 37,000円、駐車場使用料 2,000円、ﾃﾚﾋﾞ負担金 200円

○申込締切り

随時募集中
入居者は先着順により決定します

３．申 込 資 格

次の①〜④のすべてに該当する者
①単身者又は現に同居し、同居しようとする親族がある者
（武庫第２団地については親族との同居であること）
②収入基準に該当する者
③現在住宅を所有していない者、もしくは所有している住宅に住めない理由がある者
④入居予定者が全員が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に
規定する暴力団員でないこと

４．申 込 方 法

申込関係書類を役場住民課へご提出ください。（書類は住民課でお受け取りいただくか、
役場ホームページからダウンロードしてください。）
お問合せ先：住民課

電話：75−3223

平成28年６月号
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お知らせ−information―

江府町から各種事業を紹介します！
江府町地域活性化集落支援事業のご案内
昨年度から実施しております標記事業を今年度も実施しています。
これは、サントリー食品㈱からの寄付金を財源とし、地域の活性化、伝
統文化の振興、環境美化等に主体的に取り組み地域の連帯を深め地域の活
性化を図ることを目的としています。各集落区長さんには５月初めの区長
便でご案内させていただきました。各集落だけでなく、町内の各団体も補
助対象となります。是非ご活用ください。詳しくは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。

新エネルギー利用促進補助金のご案内
地球温暖化を防止し、環境を守り育てるため今年度も住宅用太陽光発電システ
ム設置に対する補助金を実施しています。60,000円／kw、上限４kwとなります。
太陽光に加えて今年度は薪ストーブ設置に対する補助金も実施しています。昨今
から注目されている木質燃料を利用することは、適切に森林を維持することにな
り、環境保全につながります。是非ご活用ください。詳しくは奥大山まちづくり
推進課（75−3222）までお問い合わせください。

江府町プレミアム付地域振興券 を発行します！！
平成28年７月１日に町内消費購買を促進し、商工業と江府町の振興を図ることを目的として、20％
のプレミアム付きの地域振興券を発行します。申し込みや利用が可能な加盟店について、詳しくは
６月24日（金）の区長便にてチラシを全戸配布いたします。
地域振興券は１万円のチケット購入で12,000円のお買い物を町内の地域振興券取扱店で利用するこ
とができます。ぜひこの機会にご利用ください。

○食料品購入
○家の修繕代金
○家電品購入
○飲食代
○美容院代
○ガソリン代
等にご利用できます。
17
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献血のお知らせ
少しの勇気で救われる人がいます
病気やけがの治療のため、輸血を必要とする人たちが
「献血」によって支えられています。
見知らぬ誰かのために、健康な私たちができるボランティアです。
自身の健康状態を知ることもできます。

平成28年6月15日(水)
受付： 8時30分〜12時30分 防災情報センター 駐車場
14時30分〜16時30分 サントリープロダクツ㈱
天然水奥大山ブナの森工場駐車場
・献血をされた方でご希望の方には、肝機能やコレステロ
ール等の数値をお知らせしています。

献血の流れ

・献血カードまたは身分証明証をお持ちください。

1.受付

・400ml献血にご協力をお願いします。

2.採決前検査

基準：体重50㎏以上・69歳まで（65歳以上は60代での

3.採血

献血経験がある方）

4.休憩

・お薬について

5.献血カード・感謝品受け取り

【当日服用していてもOK】
・ビタミンやミネラルなどのサプリメント

受付から終了まで30分程度です。

・漢方薬

・高脂血症の薬

・アレルギーの薬

・一般的な胃腸薬

・血圧の薬（何種類でも）

※薬で血圧がコントロールされている場合
【前日までの服用ならOK】
・頭痛薬（当日の体調が良好な場合）
・市販の風邪薬（当日の体調が良好な場合）
・尿酸値を下げる薬
◎３日間以内に服薬がある場合は必ず問診に回答をお願い
します。

お問い合わせ先

例外もあります。当日、医師が体調やその他の問診から総

江府町役場

合的に採血の可否を判断させていただきます。

福祉保健課

電話番号：0859-75-6111
平成28年６月号
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お知らせ−information―

平成28年度 定期高齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種の実施について
肺炎は、日本人の死因第３位であり、肺炎で一番多い病原菌は肺炎球菌です。肺炎球菌ワクチンを
接種しておくと、肺炎の予防や肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待されます。
対象になる人はこの機会に接種しましょう。
【対象】
65歳となる方

昭和２６年４月２日生〜昭和２７年４月１日生

70歳となる方

昭和２１年４月２日生〜昭和２２年４月１日生

75歳となる方

昭和１６年４月２日生〜昭和１７年４月１日生

80歳となる方

昭和１１年４月２日生〜昭和１２年４月１日生

85歳となる方

昭和

６年４月２日生〜昭和

７年４月１日生

90歳となる方

大正１５年４月２日生〜昭和

２年４月１日生

95歳となる方

大正１０年４月２日生〜大正１１年４月１日生

100歳となる方

大正

５年４月２日生〜大正

６年４月１日生

６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に障がいを有する方

※表に当てはまる方でも、過去に接種したことがある場合は『対象外』となりますので、ご注意
ください。
【接種期間】平成２８年４月１日〜平成２９年３月３１日
【費
用】３，０００円（生活保護世帯は無料です。）
【接種方法】
事前に医療機関に予約をしてください。
お送りした「高齢者の肺炎球菌ワクチン接種受診券」、「予診票（むらさき色）」、お持ちの方
は「健康手帳」をご持参の上、接種してください。

平成28年度 肝臓週間「肝がん撲滅運動」
公開講座のお知らせ
日 時：平成28年７月24日（日）午後１時〜４時
場 所：米子市ふれあいの里 ４階中会議室、研修室１
テーマ：①「B型、C型肝炎の新たな治療法」 松江市立病院消化器内科 河野通盛 先生
②「肝臓がんを予防可能な食べものとは？」
鳥取大学医学部機能病態内科学 岡野淳一 先生
③「これからの肝臓病の原因：お酒と肥満」
鳥取大学医学部機能病態内科学 孝田雅彦 先生
その他：講演会終了後、ご予約いただいた方（先着30名）には肝炎無料検査を行います。
予約先 米子保健所 0859−31−9317
※講演会だけを希望する場合は、予約は不要です。
問い合わせ先：鳥取大学医学部機能病態内科学（第２内科） 岡野淳一 0859−38−6527
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江府町住民健診のお知らせ
日

時：平成28年７月12日（火）〜15日（金）
10月20日（木）、21日（金）
胃がん検診を受ける場合：午前８時30分〜10時30分
胃がん検診を受けない場合：午後１時30分〜３時

会

場：江府町総合健康福祉センター

健診内容：一般健診（血液検査、診察など）、肺がん検診、胃がん検診（バリウム）、大腸がん検診、
口腔がん・粘膜疾患検診（肝炎ウイルス検診）
※検診項目によって年齢制限などがありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
申し込みについて：事前に申し込みをされた方には７月上旬に健診書類をお配りします。
これから申し込みを希望する方は福祉保健課（75−6111）にご連絡ください。
担 当 課：江府町福祉保健課

電話75−6111

江府町長選挙
投票日：７月24日(日)
平成28年７月31日任期満了に伴う江府町長選挙が７月19日に告示・24日投票日
で行われ、５日間の選挙運動が展開されます。
この選挙は、今後の４年間の町政の担い手になる私たちの代表者を選ぶもっとも
身近な選挙です。必ず投票しましょう。

【江府町長選挙に立候補される方に向けた説明会を開催します】
日
会

時：平成28年6月20日（月）午前10時から
場：江府町防災・情報センター２階 情報研修室

問合せ先：選挙管理委員会事務局（役場総務課）（電話）75−2211

平成28年６月号
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お知らせ−information―

第24回参議院議員通常選挙

選挙権年齢が
歳以上となります
歳以上に引き下げら れます ︒

今回の選挙から︑投票できる年
齢が

投票は２種類です

投票日の７月

期日前投票を
ご利用ください

日︑レジャー・

●選挙区選挙
候補者の氏名を書きます

名簿登録者の氏名または政党等

近年では若者の投票率が低下し︑ ●比例代表選挙
若者の意見が政治に反映されにく

の名称もしくは略称を書きます︒

旅行・冠婚葬祭などで都合 が悪く︑

投票所で投票ができない方は︑期

日から７月

日前投票を利用してください︒

期日前投票は６月

ターでできます︒

時間は︑午前８時

分から午後

９日まで︑江府町防災・情報セン

24

☎

２２１１

江府町選挙管理委員会事務局

お問合せ

さい︒

挙管理員会事務局にお問合せくだ

におたずねいただくか︑江府町選

度があります︒詳しくは施設の方

している方のために不在者投票制

病気やケガなどで病院などに入院

以外の場所に滞在している 場合や︑

挙人名簿に登録されている住所地

仕事や旅行などで選挙期間中選

不在者投票

付けています︒

選挙区選 挙と比例代表選挙で は︑ ８ 時 ま で で ︑ 土 ・ 日 ・ 祝 日 も 受 け

投票用紙はお間違いなく

くなっていると言われています︒
投票は︑政治に参加するための
最も良い機会です︒自分の暮らす
社会のために︑ぜひ選挙に参加し
ましょう︒

投票用紙が違います︒

投票用紙を受け取られたら︑よ

く確認して記入し︑投票してくだ

歳以上で投票できる人

さい︒

白い用紙で赤い文字

●比例代表選挙

薄い黄色い用紙で黒い文字

日以前に生まれた方で︑ ●選挙区選挙

江府町で投票できるのは︑平成
年７月

江府町に引き続き３か月以上住ん
でいる方です︒
年３

ま た ︑江 府 町 に 引 き 続 き ３ か 月
以上住んでいた方で︑平成

日 以 降 に 転 出 さ れ た 方も 江 府
日以降に転出さ
れた方で︑新しい住所地で選挙人

ただし︑３月

町で投票できます︒

月

28

名簿に登録された方は︑江府町で
の投票は行えません︒

平成28年６月号
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7月10日
投票日は

私たちの暮らしは政治と無関係ではありません。税金、農林業、介護、子供の教育……政
治は、私たちの生活のあらゆる面で大きく関わっています。
私たちの生活のあり方、国のあり方を決めるのは、私たち自身です。選挙は、その意見を
反映させるための最大の機会です。主権者として自覚と誇りをもって投票に行きましょう。

行事スケジュール
〜広域隣保活動〜

〜福

陶芸（高齢者創作館)
６月16・17日 午後７時〜９時
カラオケ（本町５丁目集会所)
６月18・25日、７月９日
午後1時30分〜４時
あみもの（本町５丁目集会所)
６月21日 午前９時30分〜12時
生け花（本町５丁目集会所)
７月２日 午前10時〜11時30分
元気クラブ（本町５丁目集会所)
７月４日 午前10時〜11時30分
エコクラフト（本町５丁目集会所)
７月４・14日 午前９時30分〜12時
パソコン(本町５丁目集会所)
７月12日 午前９時30分〜12時
午後1時30分〜４時

祉〜

江尾の会（江府町総合健康福祉センター)
７月５日 午前９時30分〜11時30分
ぼちぼち倶楽部（江府町総合健康福祉センター)
７月8日 午後１時30分〜３時30分
家族の会（江府町総合健康福祉センター)
７月14日 午前10時〜12時
もの忘れ外来（江尾診療所)
６月23日、７月７日 午後１時〜４時

〜子育て〜
１歳６か月・３歳児検診
（江府町総合健康福祉センター）
６月28日（受付時間）
午後１時〜１時30分

ワクワクこうふ
（中学生職場体験学習）
６月20日〜24日
江府町内の各事業所で江府中
学校２年生が職場体験をします。
元気いっぱいの中学生をみな
さん応援してください！

団員
江府町消防団
募集
第三分団
第三分団は、江府町消防団の女性分団です。
☆女性の消防団員ってどんなことするの？
現在、20代から50代までの幅広い年代が所属し、 全国の女性消防団員は、地域によって様々な活動
「防災啓発」をメインに力を合わせて活動中！
をしています。江府町の女性消防団員は、女性の
視点ならではの防災啓発や後方支援に重点を置き、
より地域に密着した活動を目指しています。
☆女性が消防団員だなんて、大変そうだけど…
家庭や仕事を優先し、可能な範囲で活動しています。
☆どうして消防団員になったの？
「カッコイイと思って」「消防車が好き」「誘わ
れたから」など、理由は気軽なものです。だから
こそ、楽しく真剣な活動ができているのかも♪

消防団は、いちばん身近な地域ボランティア。
消防団員は、あなたにもなれる地域のヒーロー！
お問い合わせ・入団希望は…

役場総務課

TEL（75）2211へ

平成28年６月号
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行事スケジュール
〜公民館講座〜

〜公民館講座〜

フラダンス教室(江府町防災情報センター)
６月17日 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)
６月16・23・30日、７月７・14日
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)
６月23日、７月14日 午後２時〜４時
和紙折紙教室(江府町防災情報センター)
６月18日 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)
７月11日 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)
６月16日 午後１時〜３時

手話教室(江府町防災情報センター)
６月17日、７月１日 午後７時〜８時30分
墨彩画教室(江府町防災情報センター)
６月20日 午後１時30分〜3時30分
陶芸教室(高齢者創作館)
６月16日 午後１時〜４時
押し花教室(江府町防災情報センター)
6月27日、７月11日 午後１時30分〜５時
大正琴教室(江府町防災情報センター)
６月15日、7月６日 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)
７月12日 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)
７月８日 午後７時〜８時30分

○カイロプラクティック講座
(江府町防災情報センタ−)
７月８日 午前の部 午前10時〜11時30分
午後の部 午後 7時〜 8時30分

〜各種相談会〜
○農地相談会(江府町山村開発センター)
６月27日 午後１時30分〜３時30分
○人権行政相談(江府町防災情報センター)
７月13日 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)
６月22日 午前９時〜午後４時

〜体育大会〜
○第71回日野郡民総合体育大会
(江府町運動公園
総合グラウンドほか)
６月19日〜７月３日

《6月の納税は》

町
県
民
税
国民健康保険税
介 護 保 険 料

道の駅奥大山
グランドオープン一周年祭

納期限は６月30日(木)です。（口座振替は６月30日）

今月の国民年金

６月25日、26日

納付期限６月分 平成28年８月１日まで

25日はあゆ引っ掛け、どじょうのつかみどり
のイベント(小学生６年生以下限定)も開催！
各種屋台販売もあります！

淨

人の動き

土井

和男

５

歳

本人

本人

月届 ︵敬称略︶

歳

87 86 93

◎ごめい福を祈ります

一

安田

本人退院

住所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
(
庫 宇田川つじ子
進一
歳

新

一

武

本

ご寄付

博人

５

社会福祉協議会に次の方からご寄付を

田本

父瀧夫死去

母つじ子死去

いただきました︒︵ 月分︶敬称略

谷

◎見舞い返しとして

杉

谷口

◎香典返しとして

原

宇田川進一

強

小

庫

平成28年６月号

武

23

父淨死去

（前月比＋79万円）

正起

延寄付金額 220万円

土井

（前月比＋68件）

一

延申込件数 192件

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。

新

6 1

◎その他

年
平成28
月 日
現在

叙勲内祝

ふ る さ と 納
税

博昭

応援ありがとうございます！

森谷

）は前月比

川

５月末現在（

佐

■まちの人口 3,135人（＋2）
男 1,472人（±0）
女 1,663人（＋2）
■世帯数
1,087世帯（±0）

１期
１期
１期

第49回全国ホタル研究大会よなご大会
（米子市・南部町・江府町・日南町）
7月1日〜2日

開催！

主会場：米子コンベンションセンター ＆西部４会場

江府町の分科会に是非ご来場ください！
7月1日（金）第３分科会

in 江府町（会場：江府中多目的ホール）

午後４時開会

入場無料

どなた
入場で でも
きます

研究発表１

「守ろう！ホタルもみんな生きている」
江府小５年生
ブナの実プロジェクトから森と水が育む豊かな自然と蛍
について研究発表します!
研究発表２

「ホタルの生態環境と学習」
干村隆司 神庭賢一
｢奥大山江府町｣の驚くべき環境ポテンシャルが明らかに!
江府町内の蛍についていまだかつて調査されていなかっ
た知られざる発生状況をについて地元研究家が調査研究
内容を発表します！
☆歓迎パフォーマンス
子供の国保育園児(新年長児)による日野川子供太鼓

7月2日（土）研究事例発表

会場：米子コンベンションセンター（見学入場無料）

10：00

開会式

10：40

小学校発表【大山、会見、箕蚊屋】

13：00
一般発表

「ホタルと私」

鳥取県ホタルネットワーク中部支部

「ヘイケボタルが飛ぶふるさとを目指して｣−愛知県豊田市高橋地区の事例−

中村

恭久

石原

武

「 ホタルの舞う高校 づくり」−ホタル育成を通して地域環境保全の発信−
門川高校ホタルプロジェクト班
「幼虫飼育用木製容器の開発と工夫」

吉田

忠久

「簡単にできる（小型水槽でのカワニナ稚貝収集装置）の開発」中村光男氏
「滋賀県守山市の(ホタルの森)におけるゲンジボタル個体群の経年変動」井口豊・竹内辰郎
「大山頂上のヒメボタル」

米澤正美、山崎健一、鷲見寛之日和佳政、草桶秀夫

「ヒメボタルの２生態型」について

大場

信義

あっちでピカッ、こっちでピカッ、暗闇を飛び交う無数の蛍たち。
蛍を通して見えてくる江府町の自然や環境をみんなで一緒に考えてみませんか？
【お問い合わせ】江府町役場総務課

発行／江府町役場

75−2211

〒689−4401 鳥取県日野郡江府町大字江尾475
TEL
（0859）
75−3305 FAX
（0859）
75−2389
ホームページURL：http://www.town-kofu.jp/

編集／企画情報課 印刷／冨士印刷（有）

