夢をかなえよう！
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【今月の主な内容】●新しい農業委員が誕生しました（P2−3）●しごと☆未来体験（P8）
●公営住宅入居者募集（P13）●伯耆国「大山開山1300年祭」関連（P16）

町内の小学５年生を対象に、今年も「JFAこころのプロジェクト
夢の教室」が開催されました。西伯小学校では北京オリンピック
競泳で活躍された宮下純一さんが講師となり、夢を持つことの素
晴らしさ、それに向かって努力することの大切さ、失敗や挫折に
負けない心の強さなどを子どもたちに伝えました。
（７月14日）

平成

年４月１日から改正

農業委員会法が施行され︑こ

また﹁農地利用最適化推進

委員︵推進委員︶﹂が新設され︑

等 の 利 用 の 最 適 化 ﹂︑つ ま り

認可事務だけではなく︑﹁農地

止する活動をしたり︑新規就

伝えたり︑農地の遊休化を防

利用の意義・重要性を地域に

農業委員と連携し農地の有効

﹁ 担 い 手 へ の 集 積・集 約 化︑耕

農者等の新規参入を促進した

れまでの農地法等に基づく許

作 放 棄 地 の 発 生 防 止・解 消︑新

りすることとなっています︒

推進委員は︑８月開催の農

規参入の促進﹂を行う活動が︑
農業委員会の新たな必須業務

から委嘱されますので︑次回

業委員会総会にて農業委員会
南部町では前任農業委員の

の﹁広報なんぶ﹂でご紹介し

として位置づけられました︒

日に

任期満了に伴い︑７ 月

ます︒

鳥 取 県 内 で は ︑ 今 年 の５ 月

に日南町︑６月に日野町︑７

■総会に出席、審議し、最終的
に合議体として決定する。

新しい７ 人の農業委員が町長
から任命され︑新しい体制
で の農業委員会が動き始めま

市町村が

新しい体制に移行し︑来年の

月に南部町を含む
なお法改正により︑農業委

５月に境港市︑北栄町が移行

した︒

員には１名以上中立委員を設

予定となっています︒

くの委員へご相談ください︒

農地に関する相談は︑お近

けることとされ︑この度は竹
内委員に担っていただくこと
になりました︒

●推進委員として意見を述べる。
●施策を踏まえて、現場活動を
行う。

推進委員の希望で農業委員会に
出席することができる

■担当地域において、現場活動
を行う。

●農地の権利移動の許可、農用地
利用集積結果の決定。
●農地利用の最適化の推進に関す
る施策について、提出する意見
の決定。

農地利用最適化推進委員

推進委員の農業委員会総会への
出席を求めることができる

農業委員
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農業委員会制度の改正に伴う

孝志（鶴田）
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新しい農業委員が誕生しました

掲載は順不同︵敬称略︶
氏名︵在住集落名︶

15

20

友夏（東西町） 庄倉 三保子（清水川）
野口

竹内

一秀（小原）
恩田
雅樹（武信）
春樹（天萬）

糸田
市川
雅夫（八金）
井上

農業委員と推進委員の連携イメージ

新しい農業委員が誕生しました

出の場合があります︒条件と

より許可申請ではなく︑届け

願いします︒

業委員会事務局まで連絡をお

確認書を発行しますので︑農

制度です。

② 終身年金で80歳まで保証が付きます。

農地を貸借・売買︑転用する場合は︑
して次のとおりです︒

① 少子高齢化に強い、積立方式の年金

農地法等の許可が必要です︒
▼農機具倉庫︑作業場など︑

今後の活動スケジュール

農業委員会では︑８月から

月まで農地パトロールを行

います︒農業委員や推進委員

が︑遊休農地や違反転用の有

農地相談は先ずは誰にし

Ｑ

調査期間中︑委員が皆さん

の農地に入ったり︑場合によ

お近くの農業委員︑また

は推進委員どちらでも相談を

っては質問させていただくこ

お願いします︒

とがありますので︑ご協力を

お受けします︒

Ａ

農業経営上必要な施設を設

すべての農地が転用許可を

▼転用可能面積﹁二百平方メ

また︑地目が農地でなくて

《農業者年金の６つのポイント》

対象となる農地とは

農地転用とは︑農地を農地
要する対象となります︒登記

ートル未満﹂であること︒

無などを調査します︒

でなくすこと︒例えば︑農地
地目が農地であれば︑耕作さ

▼耕作を行っている農地の所

たら良いですか︒

に住宅や作業場を建てたり︑
れていなくても農地性︵農地

置する場合であること︒

駐車場にしたりといった農業

有者自らの届け出であること︒

も︑作付け︑肥培管理されて

地として使用されておらず︑

※詳しくは農業委員会（☎64‐3792）または各農協窓口

として活用できる状態︶があ

いれば農地とみなされます︒

今後も農地として使用するこ

⑤ 支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。

以外の用途に使用することを
また仮設事務所や工事用仮

︻無断転用には厳しい罰則あり︼

とができない土地について︑

ができます。

れば農地として扱います︒

設道路など一時的に使用する

農地法の許可を受けないで

農業委員会に届け出をしてい

④ 保険料は２万円〜６万７千円まで自由に選べ、途中で変更

言います︒

場合も︑農地転用に含まれます︒

無断転用した場合や︑許可を

ただくと︑非農地証明を発行

老後をサポートする公的年金です。

農地転用とは

11

③ 加入・脱退は自由です。

非農地証明の発行

農地は食糧の大切な生産基

受けた事業計画どおりに転用

させていただく場合があります︒

があります。

年以上前から農

盤です︒国土に限りがある中

していない場合は農地法違反

この証明書を法務局に提出
すると︑地目を農地から変更
することができます︒

⑥ 一定の条件を満たす農業の担い手には、保険料の国庫補助

おおむね

で︑優良な農地を大切に守っ

となり︑事業中止や現状回復

なぜ許可が必要な の か

ていかなくてはなりません︒

命令などをします︒
なお︑許可を受けず転用し
農地を売買しても︑その行為

転用許可を以前に受けた

︻よくある相談内容︼
Ｑ

が︑登記簿の地目が田・畑の
ままですが︒

までお問い合わせください。

よって︑農地転用には農地法
等により一定の制限がかけら
れています︒

は無効であり︑登記もできま
せん︒

農地法による届け出

必要です︒農地転用許可だけ

法務局で地目変更登記が
て転用する場合において︑自

では︑登記の地目は変わりま

Ａ
己の耕作のために必要な農業

せん︒転用事業完了後に現況

一方︑農業用施設用地とし

用施設に転用する際︑条件に
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は、農業に従事される人の

“農 業 者 年 金”

20

②かかりつけ医から﹁訪問リハ

ご本人︑ご家族が生活の中で困

テーショ

リハビリ

し︑当院

られている事をお伝えいただき︑

ン科担当

ひとりの個別性が高くなります︒

当院がかかりつけ医の方︑そ

解決に向けて一緒に取り組みま

医師の外

ビリが必要だ﹂と認められる方

理学療法士︑作業療法士︑言
うでない方とも︑まずは相談窓

しょう︒

リテーション科担当医師の定期

理学療法士

２名

︻問い合わせ先︵相談窓口︶︼

分〜午後５時

西伯病院リハビリテーション部

平日８時

☎６６ ５
‐２５６
４
‐０１２

６６
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訪問リハビリテーションとは？

語聴覚士といった国家資格を有
口までご連絡ください︒

なお︑サービス利用期間中は

だきます︒

していた

来へ受診

するリハビリの専門家が利用者

分につき３０ ２円

訪問リハビリの利用料金は？
︽基本料︾

その他︑個々の条件によって

当院リハビリテーション科担

当医師の診療日前後で︑ご契約

日の調整をさせていただきます︒

■利用時間

年６月現在︶

②診療情報提供書の準備と︑当

２名

ら当院リハビリテーション科担

言語聴覚士 １名

作業療法士
医師の診療

院リハビリテーション科担当

29
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様のご自宅にお伺いし︑その場
でリハビリを受けることが出来
るサービスです︒ご家庭の事情

具体的な訪問リハビリの
内容は？
ご自宅での生活が少しでも改

診療が必要となります︒

などで通院が困難であっても︑
住み慣れたご自宅で自分のペー

善できるよう︑以下のようなリ

は別途加算料金が発生します︒
ます︒

訪問リハビリを利用するには？

３ヶ月に１回以上︑当院リハビ

スでリハビリを受けることが出

ハビリを行います︒

③ご契約

︵要支援︑要介護の方ともに︶

来ます︒

詳細は契約時にお見積りを致し

血圧測定等︶
●移動手段︵杖や車椅子など︶の
検討や練習
●更衣や食事や入浴など身の回り

分〜午後５時

西伯病院診療日の

マネージャー︶または︑当院

■スタッフ構成

①担当の介護支援専門員︵ケア
●家事動作の練習

訪問リハビリテーション事業

︵平成

の動作の練習

あります︒

●趣味などの余暇活動の検討

所までご連絡ください︒

午前８時

①介護保険証の認定を受けられ

●言葉が話しにくい方や飲み込み
が悪い方への支援
●ご自宅で行える運動メニューな
どの提案と指導

かかりつけ医が西伯病院以外
する提案や検討

当医師宛へ﹁診療情報提供書﹂

●介護方法の提案や指導

訪問リハビリの内容は︑利用

をご用意いただきます︒基本的

の方は︑各々のかかりつけ医か

者様の身体状況やご自宅の環境

には﹁診療情報提供書﹂を持参

る方であれば︑すべての方

援１〜２︶を受けておられ

もしくは︑介護予防認定︵要支

要介護認定︵要介護１〜５ ︶

ている方

下の２つの条件を満たす必要が

サービスの対象となる方は以

訪問リハビリは誰が受けら
れる？

●病状の観察︵体温・脈拍・呼吸・

20

に応じて実施するため︑ひとり

●必要な福祉用具や住宅改修に関
歳までの方について
ご相談ください︒

30

30

が対象となります︒なお︑
〜

64

は別途規定がありますので

40

☎66-2211
西伯病院

訪問リハビリテーションのご紹介
今回は西伯病院の遠藤竜治主任理学療法士が、訪問リハビリテーションの
サービス内容についてお知らせします。

人間の身体は︑平常時は体温
件数が多いです︒
満・糖尿病や精神疾患などの持

高齢者︑乳幼児︑肥

皮膚温度が上昇することで体温
病・低栄養状態・下痢や高熱で

■からだ

が外へ逃げる仕組みとなってお
の脱水状態・二日酔いや寝不足

が上がっても︑汗をかいたり︑

り︑体温調節が自然と行われま
といった体調不良
長時間の屋外作業・水

す︒体温の上昇と調整機能のバ
■行動

分補給できない状況・激しい運

ランスが崩れると︑どんどん身
体に熱が溜まってしまいます︒

■室内では・・・

●規則正しい生活で体調を整える

●喉が渇く前のこまめな水分補給

■日常生活では・・・

熱中症の予防について

動や慣れない運動

めまい・たちくらみ・筋

熱中症の症状

このような状態が熱中症です︒

■軽度
頭痛・はきけ・体のだるさ

肉痛・汗が止まらない

■中度
体温が高い・歩けない・意

●室温や湿度をこまめに確認

■重度
識がない・けいれん・呼びかけ

●扇風機やエアコンで温度を調節

控える

の農作業や外出をできるだけ

●気温や湿度の高い日は︑日中

●日陰の利用︑こまめな休憩

●日傘や帽子の着用

■外出時には・・・

●遮光カーテン︑すだれを利用

に対し返事がおかしい

熱中症が起こる三つの要因
熱中症を引き起こす要因は︑
﹁環境﹂と﹁からだ﹂と﹁行動﹂
によるものが考えられます︒
気温や湿度が高い・日

■からだの蓄熱を避けるために

■環境

差しが強い・風が弱い︵閉め切

●通気性のよい︑吸湿性・速乾性

どでからだを冷やす

● 保 冷 剤 ︑ 氷︑冷 た い タ オ ル な

のある衣服を着用する

った屋内︶・エアコンのない部
屋・急に暑くなった日
屋
※外だけでなく家の中でも発生
します！特に高齢者の熱中症は︑
屋外より家の中で起こっている

８月は食品衛生月間です

ることがあります︒

●服薬は症状をかえって悪くす

■自己判断で︑
胃腸薬や下痢止め
を飲まないようにしましょう︒

ていきましょう︒

食事をした方の様子を把握し

たものは︑便の様子︑一緒に

どのような症状か︑最近食べ

●いつごろ調子が悪くなったか︑

③食中毒かなと思ったら・・
・
■すぐに病院へ行きましょう︒

ていると手洗い前より菌が多
食中毒というと飲食店での食
くついてしまうことがありま
事が原因と思われがちですが︑
すので︑注意が必要です︒
毎日食べている家庭での食事で
も発生しています︒家庭での発
生では症状が軽かったり︑風邪
②流水と石けんでしっかり手を
や寝冷えなどと思われがちで︑
洗いましょう
食中毒とは気づかれないことも
■手洗いのタイミング
●調理をする前●トイレのあと
あります︒
●肉・魚・卵等を触ったあと
食中毒は︑基本的な予防をき
●ペットに触ったあと
ちんと守れば防ぐことができます︒

食中毒を予防するために
気をつけたいこと
①調理器具は清潔に
■まな板

分けるようにしましょう︒

●肉・魚と野菜用の２枚を使い

■包丁・鍋類

●包丁の柄︑鍋の取っ手は汚れ

や す い ので︑念 入 り に 洗 い ま
しょう︒

■ふきん

●清潔なものを何枚も準備しま

しょう︒︵こまめに取り替える
ことが大切︶

■手拭用タオル

●手を洗っても︑タオルが汚れ
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☎66-5524
健康福祉課

夏真っ盛り！

熱中症、食中毒の季節です

子育て支援課

☎66-5525

子どもたちの声が響きわたる町
〜未来へつながる〜 子育てサポートプロジェクト №32
少子化対策・子育て支援事業として実施している『〜未来へつながる〜子育てサポートプロ
ジェクト』関連事業や各種教室等を毎月紹介します。今回は「保育園」の情報をお届けします。

南部町立保育園・こども園の保育料を軽減しています
南部町では、平成26年度から子育てしやすい環境づくりの推進を目的に、少子化対策・子育て支援施策の一
環として保育料の軽減を行っています。
保育料は、国の基準額をもとに各自治体で保育料の基準額が設定されています。南部町では、本町で定めた
基準額をさらに軽減した保育料を設定し、保護者負担の軽減に努めています。

※軽減額は、階層により異なります。
※保育料については、今後国の基準額の動向等により見直し・変更となる場合があります。

すみれこども園の一時保育を再開しています
一時保育は、保護者が就労や病気、出産、家族の介護・看護、
冠婚葬祭、学校・地域行事やボランティアへ参加する場合や、リ
フレッシュをしたいときなどに、一時的にお子さまを保育園でお
預かりする事業です。一時保育には定員があるため、希望日に受け入れができない
場合があります。予定が決まっている場合は、お早目にお申し込みください。
※事前に健康診断や利用登録が必要です。また、お子さまの年齢により料金が異な
りますので、詳しくは子育て支援課（☎66-5525）にお問い合わせください。

子育て豆知識

すみれこども園
一時保育ルームわくわく

〜絵本のススメ〜

子どものころは、同じ絵本をくり返し楽しむ力があるといわれています。
何度も読んでもらっているはずの絵本でも、子ども達にとっては、それが「初めての出会
い」なのだそうです。安心して絵本を繰り返し読んであげてください。
法勝寺・天萬それぞれの図書館で、年齢に応じた絵本のご紹介や紙芝居、木のおもちゃの
貸出しを行っています。親子で良い時間を過ごしに、お近くの図書館へ行ってみてはいかが
でしょうか。

【少子化対策・子育て支援に関する問い合わせ先】子育て支援課
広報なんぶ

南部町立図書館
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教育委員会事務局

☎64-3787・64-3782

第30回記念大会

南部町緑水湖健康マラソン大会
タイムを競う方からウォーキングされる方まで、幅広く参加できる大会です。
今年は第30回記念大会としてオープニングは南部太鼓、招待選手に元中国電力陸上部 田子康宏さん
（南部町出身）
、
ゲストに「ほのまる」を迎え開催します。奮ってご参加ください。

時／

10 月 15 日（日）

種目

■日

午前８時30分〜午後１時30分
■会

参加資格

※雨天決行
場／緑水湖（緑水園）周辺

■申込締切／９月12日（火）
郵便振替用紙にて、郵便局でお申し込みください。
※インターネットからも申し込みできます。
アドレス

参加料

■申込方法／窓口でお申込みいただくか、指定の

一部

二部

５㎞・10㎞

1.5㎞・3.3㎞・
ウォーキング（3.3㎞）

【５㎞】中学生以上
【10㎞】満16歳以上

※性別・年齢によりクラスが
異なります。

どなたでも参加でき
ます。
大人700円
18歳以下200円

1,000円

http://runnet.jp/

【申込・問い合わせ先】教育委員会事務局内「南部町緑水湖健康マラソン大会」係

☎64‐3782

64‐2183

南部町成人式実行委員募集
一生に一度の成人式を自分たちの手でつくりあげてみませんか。同級生で
集まって、楽しく企画や準備をしてくださる新成人の方を募集しています。
※実行委員会は９〜12月に数回開催する予定です。
※成人式は平成30年１月７日（日）午後からプラザ西伯で開催予定です。
■対

象／南部町在住及び出身者で、今年度満20歳になられる方

昨年度の様子

（平成９年４月２日〜平成10年４月１日生まれの方）

■申込方法／住所、氏名、生年月日、電話番号を明記の上、郵送・ＦＡＸ・Ｅメール等でご応募ください。
■締

切／８月31日（木）

【申込・問い合わせ先】〒683‐0201

西伯郡南部町天萬558番地

南部町教育委員会事務局

人権・社会教育課（担当・大下）☎64-3782

64-2183

メール：kyouiku@town.nanbu.tottori.jp

▶観察会に参加・・・８月10日

7
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▶全大会のみの参加・・・９月８日

今月の

【お知らせ】「第14回日本オオサンショウウオの会南部町大会」の参加申込みには、締切があります。

おせの背中を魅せよう

先日︑大山青年の家を会場に地域の高

校生が集い︑地域づくり・自分づくりに

ついて考える﹁在学青年交歓の集い﹂が

開催されました︒南部町高校生サークル

With you翼からも︑９名の高校生が参
加しました︒

先輩からのヒント講話や野外炊飯︑カ

ヌー体験などを通して交流を深めたので

すが︑一番心に残ったのは大人との交流

の時間だったようです︒夜の茶話会で各

市町村の担当者が語った恋愛や仕事の体

験談︑今抱いている夢などが︑高校生に

とっては大きな刺激になったようです︒

一歩踏み込んで大人が自分を語ること

が︑地域づくりや人間づくりにとっては

大きな一歩になることを︑参加したおせ

も学びました︒

自分を語るた

めに今何がで

きるのか︑問

い続けていき

たいものです︒

この笑顔が未来を拓く

南部町版職場体験

しごと☆未来体験

南部町では︑これまでの
職場体験を﹁しごと☆未来

生徒感想
一
※部抜粋

﹁あいさつ﹂
や﹁時間﹂のこ

体験﹂と改め︑下表のめざ
すものに沿い︑７月４日か

とは親や先生に何度も言わ
やっぱりそれだけ大切なん

ら７日までの４日間︑実施

だとわかりました︒また︑

れるけれど︑職場に行って

地域コーディネーター︑

たらく力を身に付ける〜

③あきらめない心〜自分から尋ね、失

④仕事の尊さ、誇り〜仕事の尊さ、誇

敗してもくじけない〜

りを知り、その人の生き方に学ぶ〜

⑤新たな発見 〜新しい世界にふれ、新

しいこと・自分に気づく〜

⑥感謝の心 〜自分と触れ合う人に感謝

できる〜

⑦共感 〜学んだことを職場の人、家族

と共感・共有できる〜

人に叱咤激励されたりする

知ったり︑失敗したり︑大

仕事の達成感や厳しさを

よい関係が築けると思いま

と思っていたら︑誰とでも

ることに﹁ありがたいな﹂

なくなり休憩していたら︑

クリート作業でやることが

自分で考える力です︒コン

積極的に仕事に取り組むこ

した︒４日目には自分から

大切さにようやく気づきま

て仕事を楽しいと思えまし

とを心がけて︑４日目にし

るわけじゃないでしょ︒
﹂と

)

た︒ 法(勝寺中

なく︑自分で考えてみて︑

あってもすぐに聞くのでは

からは︑分からないことが

いるからだと思いました︒

寧に隅々まで掃除をされて

のは︑裏で従業員の方が丁

ホテルがあんなにきれいな

旅行に行った時に泊まる

わからなかったら人に聞く

お客様のために隅々まで丁

していただきました︒○○

○○さんには一番長く接

お客様が泊まられたので︑

でベッドメイクした部屋に

たけど︑その分︑自分たち

寧に掃除するのは大変だっ

ことにしました︒︵法勝寺中︶

要性に気づきました︒それ

れてから︑自分で考える必

言われました︒それを言わ

○○さんが﹁見学に来てい

体験できない貴重なことで
ました︒慣れない環境であ

あいさつはすごく意識し
た職場・地域・保護者の皆様︑

いさつをするのは勇気が必

す︒生徒を支えて頂きまし
ありがとうございました︒

要でした︒どうしても声が
小さくなり︑そのことをお
客さんに注意されてしまっ
たときは︑すごくあせりま
した︒でも︑その時フォロ
ーをしてくださったお店の

さんに３日目までは︑怒ら

達 成 感 が あ り ま し た ︒ 法(

方にはとても感謝をしてい
今︑この体験で学んだこと

れたことをとても覚えてい

ます︒中学校生活に戻った
を活かしていきたいです︒

)

ます︒でも３日目に怒られ

勝寺中

︵南部中︶

８
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しました︒
学校運営協議会委員の働き

仕事はミスをしてしまった
ら自分だけが困るのではな

かけもあり︑今年度は事業
所の範囲も町外に広がりま

く︑会社全体に迷惑をかけ
てしまうこともわかりまし

した︒︵駅前のホテル︑大
型ショッピングセンター︑

いさつは、日常生活の基本〜

した︒︵南部中︶

た︒常にさせてもらってい

②責任感 〜責任感を持って、精一杯は

ことは︑教室ではなかなか

商工会議所︶

①あいさつ・礼儀〜相手を意識したあ

私が一番身に付けた力は︑ て︑僕は仕事をする上での

中学校第２学年まち未来科
「しごと☆未来体験」のめざすもの

まち未来会議
日︵水︶︑南部中学校の﹁まち

課題として︑

代と

歳以上の方の

利用率が伸び悩んでいることなどを伝

点字でひと役

図書館では２年前から︑点字教室を

爽やか中学生〜職場体験〜

今年も法勝寺中学校・南部中学校か

ら︑４名の生徒が図書館の仕事を体験

親子で楽しめる内容です。

７月
行っています︒

してくれました︒

容／わらべうた、絵本など

70

え︑課題解決に向けて一緒に考えまし

日に行われた︑盲目のテノー

■内

未来科﹂授業の一環で︑３年生に向け
６月

所／天萬図書館

10

ょうと呼びかけました︒

本がぎっしり入った箱を何箱も運ん

■場

て雑賀司書が図書館の取り組みや課題

ル歌手新垣勉さんの人権コンサート会

だり︑返却された何百冊もの本を棚に

間／午前10時30分〜

を発表しました︒

場では︑受講生の皆さんが点訳したコ

戻したり︑中には︑おはなし会に参加

おはなしの部屋

■時

図書館はただ住民の方の来訪を待っ

ンサートのチラシを展示︒来場された

とした動きに︑こちらが元気をもらい

ました︒

№155

普段は目立たない図書館の様々な活

■日にち／８月27日（日）

動を︑発見してもらえたでしょうか？

８月のおはなし会

て本を貸出しているのではなく︑ブッ

催／南部町立図書館

方に︑点字に触れて体験していただき

■共

したり ･･･
と ︑ 忙 し い４ 日 間 を 過 ご し ま
した︒気持ちのいい挨拶と︑きびきび

催／鳥取県行政書士会

ました︒

■主

新垣さん

クーリングオフなど

クスタートやおはなし会など︑読書の

えていますので、ぜひお越しください。

へのメッセ

■相談内容／相続・遺言

重要性を伝える事業を行っていること

で材料がそろえられる本など、役立つ本をそろ

ージも点訳

所／法勝寺図書館２階

を紹介しました︒

学年別になっている本や、100円ショップ

し︑終了後

■場

また︑図書館に足を運ぶことができ

そうな本をたくさん集めて並べています。

にお渡しし

※秘密厳守
※予約不要

2017.8
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間／午前10時〜午後１時

ない人たちのために行っているいろん

夏休みの間、自由研究や工作のヒントになり

23
■時

な取り組みについてもふれ︑中学生た

応援します!!

ちに図書館業務の広がりについて説明

■日にち／８月16日（水）

ました︒

８月の行政書士無料相談会

しました︒

図書館の取り組みについて説明する雑賀司書

13

夏休みを

☎64-3791
天萬図書館
☎66-4463
南部町立法勝寺図書館

2017．8

まちの話題

ボランティア参加 ありがとうございました！

ごぼール、召し上がれ♪

全日本トライアスロン皆生大会

会見二小でコロッケ試食会

７月16日に「第37回全日本トライアスロン皆生大
ひと口でパクっと！

会」が開催され、1,103人の鉄人が33℃を超す過酷な
気象条件の中、ゴールを目指し駆け抜けました。
その陰で大会を支えるボランティアスタッフの奮戦
もありました。南部町は自転車競技のコースとなって
おり、町内のエイドステーションやコースポイントな
どに総勢267名のボランティア参加がありました。暖
かい声援やご支援の数々ありがとうございました。
来年もまた、南部町に笑顔で選手の方を迎えましょう。

会見第二小学校で６月28日、ゴボウを使ったコロ
ッケ「ごぼール」の試食会が行われ、地域の方や保護
応援にも熱が入ります

者など約30人が参加しました。現在５、６年生は、
地域の伝統を学ぶ授業（まち未来科）の一環で、地域
住民でつくられる「鶴田ごぼうの会」と一緒にゴボウ
の栽培に取り組んでおり、町の管理栄養士と一緒にゴ
ボウの素材と風味を生かしたコロッケを考案しました。
参加した児童からは「ゴボウは苦手だけど、これはと
ってもおいしい！」と大好評でした。
今回のアンケート結果をもとに改良を重ね、８月
19 日に開催される町民花火大会で「鶴田ごぼうの会」
と一緒に販売する予定です。

地域振興協議会

南さいはく

トピックス

地域振興協議会

【住所】能竹394-2（両長田ふれあい会館内）
☎66‐5115

「むら・まち支え合い共生の里」協定調印式
当協議会は、平成２３年から米子市の明道公民館とイモ植え・イモ掘り・夏休みサマーキャンプ・ゴズ釣り
大会・緑水湖対岸桜並木の維持管理等、たくさんの交流を行ってきました。
この度、緑水湖研修センターに於いて、「むら・まち支え合い共生の里」として新たに協定を結びました。
この事業は、農地や農業用施設の保全管理、農産物の生産、加工品の製造販売、地域の自然環境などの保全
に関する取り組みを行う活動です。
すでに、今年の５月には大河内集落で田植えを計画したところ、明道公民館から３２名の参加があり、農地・
用水路等の保全活動を進めています。秋には稲刈りを予定しています。この協定によって高齢化が進む地域の
活性化につながり、これまで以上の深い交流が出来ると思います。

むら・まち支え合い共生の里協定調印式
（H29.7月）

田植えの様子（H29.5月）

田植え後の交流（H29.5月）

広報なんぶ
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なんぶ里山デザイン機構だより

【問い合わせ先】ＮＰＯ法人なんぶ里山デザイン機構本部☎21‐1595 講座直通☎090‐9068‐8543

南部町産ミツロウでキャンドル作り〜里山子育て講座〜

毎日暑い日が続きますね︒でも古
ならではの先人の知恵を生かした暮

南部町の素材にこだわった︑里山

た︒当日は

名の方が来られ︑室内からゆっくり

ターツアー﹁ブッポウソウ観察会﹂を開催しまし

７月２日は︑城貝企画第２弾の体験型観光モニ

城貝です︒

皆さんこんにちは！南部町地域おこし協力隊の

ヒトにもトリにも人気の子育てスポット！

地域おこし協力隊の
つ・ぶ・や・き

環境を守り︑さらに良くしていきたいですね︒

ヒトにもトリにも人気の子育てスポット︑南部町！この良い

のためにわざわざ日本の︑それも鳥取県南部町へ訪れます︒

と話されます︒そして何を隠そうブッポウソウは︑毎年子育て

南部町に移住される方の多くは﹁子育てに良い環境だから﹂

ここでしか出来ない体験を楽しんでもらいました︒

原真希さんによるお話や︑最近のデータから見る夫婦事情など︑

人生初ブッポウソウに︑皆さん大感激！自然観察指導員の桐

察をしていただけました︒

ブッポウソウが見られる︑とても珍しい場所で観

23

親子でキャンドル作りに挑戦しました

民家は︑不思議と風が気持ちよく吹
らしを︑これからも講座を通してご
紹介していけたらと考えています︒

き抜けます︒
今年から講座の拠点となっている

年間予定チラシを︑各子育て関連
施設に配布しています︒ご参加お待

︻えん処米や︼も︑のれんをくぐり
広い土間に入ると︑ひんやりとした
ちしております︒

︵講座担当 岩崎一美︶

空気が出迎えてくれます︒
７月 日は子育て講座の日︒町内
外から定員 組の親子さんが︑汗を
拭き拭きやってこられました︒
町内で養蜂業を営む藤原良一さん
から特別にミツロウを作っていただ
き︑１００％天然素材のキャンドル

☎30‐4822（南部町観光協会内）

城貝健太郎

地域おこし協力隊

を︑町内在住のアロマセラピストの
宅野有理子さんに指導いただきなが
ら︑オリジナルの
作品を作りました︒
ミツバチが分泌
するミツロウは有
害物質が含まれて

№155
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おらず︑安心して
ご参加いただいた皆さん︑本当
にありがとうございました♪

私のカメラではこれが限界…

10

お部屋を照らして
くれます︒

初ブッポウソウに皆さん窓にはりつき状態です

15

おしらせ

2017．8

新会長が就任しました
南部町身体障害者福祉協会

【問い合わせ先】
南部町社会福祉協議会

☎66‐2900

身体障害者福祉協会とは…身体障害者手帳を有する者
で構成され、会員の相互扶助により更生意欲を喚起
し、生活の向上と安定を図り、社会福祉に寄与するこ
とを目的とした団体です。

《ごあいさつ》
この度の総会におきまして、南部町身体障害

身体障害者相談員

者福祉協会の会長に就任いたしました、田邉元
史でございます。
さて、昨年４月に障害者差別解消法及び改正
障害者雇用促進法が施行され、１年２か月余り
が経過しましたが、町民のみなさまへの周知は
田邉元史 新会長
（赤谷）

あまり進んでいないのではないかと思います。
私たち障がい者自身も国が法律に基づいて定

めた基本方針や、各市町村が定めた対応要項を今一度確認し、普及啓

影山 裕さん
（井上）

青砥利明さん
（鴨部）

発活動に努めてまいりたいと思います。そして、日常生活や障がい者
雇用におきましても、差別の禁止が法律で規定され、障がい者である
ということがハンディにならない、思いやりのある豊かな町を目指し
てまいりたいと思います。どうか地域の皆さんの暖かいご支援とご協
力をお願いいたしまして、就任のご挨拶といたします。

南部町手をつなぐ育成会

《主な活動内容》県内外の各種大会・研修
会等への参加、会員相互の親睦・交流、南
部町手をつなぐ育成会との交流 等

手をつなぐ育成会とは…心身障がい児(者)の保護者及
び会の趣旨に賛同するもので構成され、心身障がい児
(者)の福祉の推進を図ることを目的とした団体です。

《ごあいさつ》
今年４月より南部町手をつなぐ育成会の会長に就任いたし

知的障害者相談員

ました、小谷美樹雄でございます。
福祉や障がいの事など、まだまだ勉強せねばと思っており
ます。どうぞよろしくお願いいたします。また、当育成会に
対する問い合わせや会員加入など、幅広く対応させていただ
きます。(新規加入者募集中です)

小谷久恵さん
（寺内）

小谷美樹雄 新会長
（寺内）

《主な活動内容》県内外の各種大会・研修会等への参加、会員相互の親睦・交流、南部町身体障害者福祉協会
との交流

等

庁舎敷地内全面禁煙のお知らせ
平成29年10月１日より庁舎敷地内（法勝寺庁舎、天萬庁舎、健康管理センターすこやか）を、全面禁煙と
させていただきます。
※敷地内とは、庁舎の建物内及び駐車場（車内も）を含め庁舎敷地内全体を示します。
【問い合わせ先】総務課☎66‐3112
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おしらせ

2017．8

国民年金からのお知らせ

ご存知ですか？障害基礎年金

【問い合わせ先】日本年金機構米子年金事務所☎34‐6111
国民年金の加入中等に初診日がある病気やけがな
どで障がいの状態になったときに支給されます。

町民生活課☎64‐3781

③初診日の前日において、初診日の属する月の前々
月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間
と免除期間を合わせた期間が３分の２以上である

■障害基礎年金を受ける条件

こと。（現在は特例として、初診日の前々月まで

①障がいの原因となった病気・けがについての初
診日において、以下（１）
（２）のいずれかに
該当すること。

の直近の１年間に保険料の未納がなければよいこ
とになっています）
※②に該当しない方が、その障がいで65歳になる

（１）国民年金の被保険者である。

までに悪化し、２級以上に該当する障がいの状態

（２）国民年金の被保険者であった方が、日本国

になった場合も受給できます。

内に住所を有し、60歳〜65歳未満である。
老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていない。
②

障害認定日において、政令で定められた障が

（※）

※20歳前に初診日のある病気やけがによって障が
いの状態になった方は、２級以上の障がいの状態
に該当すれば20歳から（障害認定日が20歳以後

いの状態の１級・２級に該当すること。
（障害者

の場合は障害認定日から）受給できます。ただし、

手帳の級とは異なります）

この場合本人に一定額以上の所得や他年金の受給

※障害認定日…障がいの程度を定める日。その病
気・けがの初診日から１年６ヶ月を経過した日、
または、その期間内にその傷病が治った（症状

がある場合、支給が制限されます。
※ケースにより異なりますので、個別にご相談くだ
さい。

が固定した）場合はその日。

建設課からのお知らせ

公営住宅入居者募集

【申込先】建設課（法勝寺庁舎内）担当：畑岡

☎66‐3115

66‐4426

■団地名、戸数、規格、家賃
団地名

募集戸数

建築年度

越敷野団地２号・４号

２戸

平成11年

戸構団地10号

１戸

昭和54年

■入居者の資格
〇小学校に通学させる児童が同居人であること。
（会見第二小学校への通学となります）
【戸構団地10号】
〇現在一緒に住んでいるか、または住もうとしてい
〇世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合う
こと｡（月平均所得が15万8千円以下）
〇現に住宅に困窮していることが明らかな人｡
【共通事項】
〇市町村税を滞納していないこと。
〇２名の連帯保証人が必要です。（戸構団地は町内
在住者）
2017.8

部屋数

家賃月額

木造２階建

３ＬＤＫ

20,000円

木造２階建

３ＤＫ

9,100円〜13,600円

〇平成29年８月４日（金）〜８月18日（金）の間
〇南部町法勝寺377−１
南部町役場 建設課（法勝寺庁舎内）

■申込に必要な書類

住宅申込書、住民票、所得証明書、納税証明書
住宅困窮証明書（戸構団地のみ）

る親族があること。

広報なんぶ

造
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■入居選考方法

書類を審査し、入居決定者に通知します。
（申込多数の場合は抽選とし、後日連絡します）

■入居可能予定日

入居決定後、請書等の提出が確認された日

子育て・健康スケジュール
◆家族のつどい

問健康管理センターすこやか☎66‐5524
▢

場所

日時

認知症の方の家族のつどい 健康管理センターすこやか

◆乳幼児健診

みんな集まれ！あそぼう広場Ⓟ
「親子で木工教室」

ドンさんおはなし会」

ハイハイよちよちの日

対象

８月31日(木)13:00〜13:30

法勝寺図書館

問い合わせ先

12:00〜13:00

予☎66‐3121
▢

８月20日
（日）13:30〜15:30

教育委員会事務局☎64‐3782

８月21日(月)・９月４日(月)

子育て総合支援センター
のびのび
天萬図書館おはなしの部屋
すみれこども園
子育て交流室あいあい

10:00〜12:00
※９月４日はベビーマッサージ
８月23日
（水）10:30〜11:00

８月27日(日)10:30〜11:00
８月31日(木)10:00〜12:00

パパスクールⓅ
「自然遊びと野外炊飯」 森林公園

森の学校

９月３日
（日）10:00〜12:00

※事前予約
離乳食講習会Ⓟ幼児食
※事前予約10組
すこやか乳幼児相談

４・７・10・12ヵ月児

８月12日（土）
・19日（土）
・26日（土） 法勝寺地区地域振興協議会

法勝寺児童館

※子育てサークル合同参加
おはなし会

日頃の思いを話し合う場

日時

子育て交流室あいあい

のびのび行事Ⓟ「おはなし・

※参加費100円（茶代）

場所

妊婦さんとねんねの赤ちゃ すみれこども園
んの日

認知症の方を介護している家族が

日時(受付時間)

健康管理センターすこやか

内容

※事前予約30組

８月18日(金)10:00〜12:00

場所

◆子育て行事
子ども食堂

内容

問健康管理センターすこやか☎66‐5524
▢

内容

乳児健診Ⓟ

８月1１日〜９月10日

すみれこども園
子育て交流室あいあい
子育て総合支援センター
のびのび

９月６日
（水）10:15〜11:30

すみれこども園子育て交流室
☎66‐3208
子育て総合支援センターのびのび
☎66‐4403
天萬図書館☎64‐3791
すみれこども園子育て交流室
☎66‐3208
子育て包括支援センターネウボラ
予☎66‐5525
▢

すみれこども園子育て交流室
予☎66‐3208
▢

９月７日(木)

子育て包括支援センターネウボラ

（受付時間）9:00〜10:00

☎66‐5525
Ⓟ：南部町子育て応援ポイント対象事業

〜南部町の小中学校を応援しよう〜
ふれあいチャリティー芸能大会を開催しました
７月１日
（土）
、第26回ふれあいチャリティー芸能大会をいこい荘で開催し、熟練
した踊りや落語、カラオケを披露しました。ゲストは米子市在住のＴＯＹ ＰＯＰ
今出和史さんがバルーンアートパフォーマンスで、会場を大いに盛り上げました。
この芸能大会は南部中学校の生徒が交代で司会進行をし、高校生が裏方で活躍す
るなど、実行委員のほかにも、たくさんの協力で運営されています。
また、来場された皆様から頂いた募金は、72,777円でした。町内の小中学校に
寄付させていただきます。ありがとうございました。

色んなバルーンで会場を沸かせました
広報なんぶ
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相談・イベントなど
◆相

8月1１日〜9月10日

談
内容

場所

日時

内容・問い合わせ先

なんでも相談

総合福祉センターしあわせ

毎週水曜日
9:00〜11:30

生活全般の悩み事など
南部町社会福祉協議会☎66‐2900

行政書士無料相談会

法勝寺図書館２階

８月16日（水）
10:00〜13:00

相続・遺言・成年後見等
法勝寺図書館☎66‐4463

多重債務・法律相談会

米子コンベンションセンター
５階第５会議室

８月17日（木）
13:30〜16:00

多重債務やヤミ金融等【事前予約先】西部消費
生活相談室☎34-2648《受付時間》8:30〜17:00

司法書士による
無料法律相談会

米子コンベンションセンター
第１会議室

８月25日（金）
18:00〜20:00

相続・遺言・不動産の贈与・売買など
予鳥取県司法書士会☎0857‐24‐7024
▢
※前日までに要予約

人権・行政相談

総合福祉センターしあわせ

９月６日（水）
9:00〜11:30

行政手続きや人権に関する悩み事など
人権相談：教育委員会事務局☎64‐3782
行政相談：総務課☎66‐3112

◆イベントなど
内容

場所

日時

問い合わせ先

第３回なんぶどろんこまつり 賀祥区田んぼ

８月11日(金)9:30〜12:30

教育委員会事務局☎64‐3782

手話講座

法勝寺図書館

８月17日(木)19:00〜20:00

法勝寺図書館☎66‐4463

第16回なんぶ町民花火大会

とっとり花回廊

８月19日(土)20:00〜打上げ

プラザ西伯

８月21日(月)19:30〜

第３回ミカエル・セミナー
「性的マイノリティ」
点字教室

９月８日(金)10:00〜12:00

おとなの図書館（夜間開館延長） 天萬図書館
県民カレッジ講座ライブ配信
「まちの保健室」と地域の支え合い
※下記参照

南部町公民館会議室
（天萬庁舎２階）

◆図書館休館日

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

天萬図書館☎64‐3791

９月１日(金)13:30〜15:00

南部町公民館☎64‐3782

８月11日
（祝日）・14日・21日・28日・30日
（図書整理日）・９月４日

毎月第３日曜日は「かぞくの日」

とっとり県民カレッジ講座

「未来をひらく鳥取学」が配信されます
南部町公民館では「未来をひらく鳥取学」をライブ中継により、
聴講できます。「あなたを守る 家族を守る 地域を守る」をテ
ーマに講演を放映します。申し込み不要でどなたでも聴講できま
すので、ぜひお越しください。
【日時】９月１日（金）午後１時30分〜３時
【会場】南部町公民館 会議室（天萬庁舎２階）
【演題】「まちの保健室」と地域の支え合い
【講師】鳥取看護大学 看護学部 田中 響 教授
【問い合わせ先】南部町公民館 ☎64-3782
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天萬図書館☎64-3791

８月25日(金)18:00〜20:00

毎月１日・15日は「ノーメディアデー」

15

※雨天時は20日（日）に延期
教育委員会事務局☎64‐3782

８月25日(金)10:00〜12:00

天萬図書館

南部町観光協会☎30‐4822

サマージャンボ宝くじ
１等・前後賞合わせて

７億円！

【発売期間】
7月18日（火）〜8月10日（木）まで
【抽選日】８月20日（日）
この宝くじの収益は、市町村のまちづ
くりや環境対策、地域福祉の向上のた
めに使われます。

おしらせ

2017．8

南さいはく地域振興協議会の
役員改選が行われました

６月16日〜７月15日届出分

(敬称略)

６月30日付で遠藤賢二会長が退任され、７月１日から井上
仁志会長が就任しました。遠藤賢二前会長は、南さいはく地
域振興協議会の設立以来10年の長きにわたって会長として職
務に精励され、地域の振興に寄与されました。

氏

◎影山
◎河村
◎牧野
◎荊尾
◎笹木

会長

井上

仁志さん

副会長

足谷

茂さん

氏

●瀬尾

名

保護者

住

所

由季 （和也・景子） 絹

屋

ゆ

き

りょう

凌

（力・望）

東

けい と

圭人 （亮・麻美）

馬佐良

えい た

英汰 （雅之・麻美） 福
あず さ

町

成

梓沙 （徹・瑞歩）

福

頼

名

住

所

年

齢

哲勇

92歳

猪小路

●三原千代江

96歳

三

崎

●細田

稔

81歳

北

方

●淺田

正

83歳

天

萬

●古田

好子

92歳

市

山

●山本

健樹

62歳

市

山

●西村

一德

85歳

寺

内

●三好

泰治

79歳

阿

賀

て大山山麓地域では「伯耆国『大山開山1300年祭』」とし

●村上

博子

82歳

阿

賀

て、地域の活性化・盛り上げのため様々な取り組みが行われ

※届け出時に広報への掲載を同意された方のみ載せています

【第１回】大山は2018年に開山1300年を迎えます。
鳥取県の名峰「大山」では、奈良時代の718年に大山寺が
開創されました。その後、山岳信仰の仏教化が進むにつれて
寺院が増え、最盛期には100を超える寺院と3,000人以上の僧
兵をかかえていたと伝えられています。
2018年は開山から1300年目の年に当たり、これにあわせ

ます。

6月30日現在

今回からシリーズで、今後の取り組みについてお知らせし

人

口

前月比

男

5,258人

− 3 人

女

5,836人

− 5 人

計

11,094人

− 8 人

ていきます。

大山寺の取り組み
平成29年

開白法要（５月21日終了）

これから３年間の行事の無事を祈願する法要

平成30年

開創法要（５月20日）

開山1300年を記念した特別法要

平成31年
【問い合わせ先】
公式ホームページ

3,885世帯

☎31−9371

http://www.daisen1300.org/

＋ 2 世帯

８月の税金・使用料
･町県民税
･国民健康保険税
･後期高齢者医療保険料
･下水道使用料

結願法要

伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会

世帯数

納付期限

･公営住宅家賃
･学校給食費
･保育料
･放課後児童クラブ

8月31日（木）

税金・使用料のお支払いは「便利・安心・
確実な」口座振替をぜひご利用ください
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伝統の継承とさらなる発展を誓って

町長室から

〜法勝寺中学校創立70周年記念式典〜
法勝寺中学校創立70周年記念式典が７月８日に開
催され、在校生や保護者、地域住民など多くの方々
が参加しました。
法勝寺中学校は昭和22年４月に天津、大国、法勝

№３

まちの図書館「調べものサービス」
先日、出会った方から「南部町にあった釣鐘が福岡県で
国宝になっているのを知っていますか」と聞かれました。
ぼんしょう

初耳だったのでネットで検索してみると「西光寺の梵鐘」

寺、上長田、東長田の５村による組合立の中学校と

の記載があります。特に福岡市ホームページでは「承和６

して誕生し、昭和30年の旧西伯町の誕生とともに西

年（839）に、伯耆国鴨部郷、現在の鳥取県西伯町鴨部周辺

伯町立へ、平成16年の合併により、南部町立法勝寺

にあった金石寺の鐘として鋳造され、・・」とあり、これ

中学校と改称されました。

は本物！と心躍ります。つぎに昭和50年発行の西伯町誌を

式典では田丸睦悌校長が「70年の歴史の中で築か

調べると「昭和の初期から西伯町内のどこかに金石寺とい

れた『不易』を大切にしつつ、社会の変化に伴う

う大伽藍があったという説が流れ、この地方では一般に信

『流行』に柔軟に対応できる学校として努力してい

じられている」とあり、少し消極的な書きぶりが気になり

きたい」と今後のさらなる発展を決意しました。

ます。南部町図書館に相談すると、関係資料を県立図書館

同窓会が主催する記念講演では、坂本昭文前南部
町長が「この道にハートはあるか」と題し、自身の

などから集めてくれました。これを「調べものサービス」
というそうです。

学生時代や町政を振り返るとともに、「先人たちが

集めて頂いた資料の中に「1981年（昭和56）東伯郡赤碕

ふるさとの将来にかけてきた気持ちを大切に引き継

町智積寺の古文書に、金石寺は船上山の後醍醐天皇御座所

いでほしい」と述べられました。

の近くと書かれていることが判明、有力資料とみられる」

ちしゃくじ

という記載を見つけました。西伯町誌の後に有力資料の発
見があったようですね。国宝のふるさとが南部町に、とい
う思いでいたので少しがっかりしたのですが、まだ確定し
た訳ではありません。
ネットの普及で情報が簡単に手に入る昨今、あらためて
図書館機能の素晴らしさを実感しました。みなさんもぜひ
南部町図書館「調べものサービス」をお試しください。
南部町長 陶山清孝

町の宝について熱心に話されました（記念講演の様子）

地元の食材で

夏 の薬膳レシピ

みょうがとトマトのスープ
材料(4人分)

みょうが‥‥‥‥‥‥‥‥ ２個
トマト‥‥‥‥‥‥‥‥ 中１個
人参‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1/4個
たまねぎ‥‥‥‥‥‥‥ 1/2個
生姜‥‥‥‥‥‥ １かけ（10ｇ）
中華スープの素‥‥‥ 小さじ２
水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 750㏄
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 少々
こしょう‥‥‥‥‥‥‥‥ 少々
パセリ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量
広報なんぶ

ます。解毒や殺菌作用があると言われているため、刺身と一緒
に食べると良いと言われています。

作り方

（１食分）エネルギー27kcal・塩分1.3g

17

（効能）みょうがは独特の香りが食欲を増進させ、消化を促進し

2017.8
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①人参、生姜は千切りにし、たまね
ぎは薄切りにする。
②トマトは１㎝角に切り、みょうが
は薄切りにする。
③水に中華スープの素を加えて火に
かけ、①の野菜を入れて煮る。
④

③が煮えたら②を加え、塩とこ
しょうで味を調え出来上がり。

※パセリやミントなどはお好みで加
えてください。

《夏のおすすめ食材》
レタス、ピーマン、空芯菜、オクラ、枝豆、
苦瓜、
トマト、なす、冬瓜、とうもろこし
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南部町のいきものたち ◯

カブトムシ

ダブル二股になっています︒私

らに二股に分かれているという

も︑近年樹液を出してくれる大

のです︒しかし腐葉土があって

を見つけ︑繁殖に利用している

特別展「建国から 85 年‐祐生にもたらされた満州資料展」

平成29年８月5日(土)〜９月25日(月)

祐生収集の満州は、日露戦争絵葉書から始まりました。満州の物は「満州事

変」
・
「満州国建国」によって、兵役や経済活動等で渡満した知人や多能趣味の人

たちからもたらされました。

祐生が思いを馳せた満州を、ポスターや絵葉書、郷土玩具等々の遺された資

料からご想像いただければ幸いです。
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■夏の代名詞？
カブトムシと言えば︑８月を
たちにとっては当たり前のフォ

てくる液体が発酵し︑夏の虫た

思い起こす代表的な夏の虫では

腐葉土を好んで産卵場所に使

ちの酒場になるのですが︑巨樹

木が少なくなっています︒シロ

うカブトムシは︑人間が農耕文

やカミキリが豊富だった時代と

ルムですが︑地球レベルでは稀

るとされています︵亜種を除
化を営む前の時代には少なかっ

比べると︑お食事事情は芳しく

ないでしょうか？世界には約

く ︒)コカブトやサイカブトな
どが図鑑でも同じページに並ん

たかのではという記事を見たこ

ないようです︒

スジカミキリやコウモリガの仲

でいますが︑やはり日本人に

とがあります︒人が落ち葉を集

■北海道では害虫扱い！

なデザインのようです︒

とって最も馴染みのあるのは

めて土作りをしたり︑キノコを

もともと北海道には︑カブト

1600種類︑そして日本には

THEカブトムシ︒南部町の

育てるためにほだ木を森に並べ︑

ムシは分布していませんでした︒

間が幹に開けた穴より染み出し

﹁町の鳥﹂ブッポウソウが食べ

使い終わった朽ち木を積んだり

安易にペットとして持ち帰った

■人が作った好環境

る昆虫のひとつです︒実は︑オ

と︑計らずとも人が作り出した

カブトムシが各所で逸脱し︑北

４種類のカブトムシの仲間がい

スの角の形は世界のカブトムシ

里山環境の中に都合のいい場所

海道のウリ科作物に害を与える

虫になっています︒お盆で里帰

りして捕まえたカブトムシを持

ち帰るお子様もいらっしゃるか

もしれませんが︑逃さないよう

にしっかりと管理して飼育しま

しょう︒鳥取のカブトムシが大

阪や東京で逃げてしまったとい

う事例を作らないよう︑心がけ

が必要です︒森の王様カブトム

桐原真希

シ︑この夏も町のどこかで会え
たらいいですね︒
自然観察指導員

■問い合わせ先：☎66-4755

■休館日：毎週火曜日(火曜日祝日は翌日)

祐生出会いの館【緑水湖畔】

の中でも珍しく︑二股の先がさ

撮影：桐原佳介
井上

