ドイツ・フィンランド・ニュージーランドの青年９名が内閣府の「地域コアリーダープログラム」事業の一環で南部町を訪問。
当日は高校生サークルと新☆青年団とのディスカッションのほか、さくら餅作りで親睦を深めました。（２月21日・富有まんてんホール）
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【今月の主な内容】●農業を仕事にする〜南部町で活躍する若手農業者（Ｐ2-3）
●気づいていますか？心のサイン（Ｐ5）

●くらしの情報（Ｐ12-17）

他

広報なんぶの最新号や
バックナンバーは
南部町ホームページで！

〈簿記相談会の様子〉

⑤

⑤野口強一郎さん（福成）就農５年目 白ネギの生産

②
①

農業を仕事にする
南部町で活躍する若手農業者

④

③
①榎原啓介さん（小原）就農４年目 梨の生産

②安田貴憲さん（福成）就農８年目 白ネギの生産

③小林路明さん（田住）就農６年目 白ネギの生産

④西谷拓実さん（阿賀）就農５年目 乳牛の飼育

南部町の農業

南部町は耕地の多くを占める

稲作と共に︑梨・柿の産地とし

ても知られ︑近年は白ネギの栽

きな課題となっています︒

新たな農業者

農業従事者が減少する中︑別

業種から転職する人︑都会から

移り住む人など︑新たな就農者

が高い意欲を持って南部町で農

業に取り組んでいます︒

今回は︑このような新たに農

業に挑戦している若者たちを紹

介し︑南部町の農業を未来へと

つなぐヒントにしていきたいと

思います︒

2
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培も進んでいます︒

農業は南部町を支える重要な

．８ 歳 と 高 く ︑ 高 齢

産業ですが︑農業で働く方の平

均年齢は

年後の農地や農業をどのよ

とアンケートに回答しています︒

以上の農家が﹁後継者がいない﹂

化 が 進 ん で い ま す ︒ ま た ︑６ 割

67

うに支えるのか︑町にとって大

10

農業を仕事にする〜南部町で活躍する若手農業者

さん︵福成︶

さと鳥取定住機構の体験

京に住んでいた頃︑ふる

┃┃就農のきっかけは？

就農８年目 白ネギの生産

安田 貴憲

安田さん

という気持ちが相まって︑

きることがありません︒スポ

とチャレンジできるので︑飽

苦労はあるが毎年改善しよう
┃┃ やりがいを感じるときは？

りました︒

ということを考えるようにな

それがきっかけです︒

業をしていたこともあって︑

しぼれるようになるまで︑人

できるところが魅力︒剪定作

農業は自分で好きなように

┃┃ やりがいを感じるときは？

間がかかわっていくというと

業とか一人でできる作業は楽

出産から大人になって乳が

ころにやりがいを感じていま

しいです︒それと︑同業者と

ーツアスリートに似ていると

す ︒︵ 牛 が 仕 事 仲 間 の よ う に な

梨の話をしたり趣味の話をす

感じることがあります︒

農業は天候に左右されます︒

っています︒︶それと︑やった

るのも楽しい時間です︒

┃┃将来は？

排水を良くしたり土づくりに

分だけ結果に出るので︑そう

じょう

取り組んだり︑ほ場の管理は

いうところもやりがいです︒
┃┃ 将来は？

本当に難しいです︒いろいろ
な課題があるけど︑今は四苦

を利活用して牧草を育て︑自給

な悩みがある一方で︑遊休農地

もの︶の確保など︑いろいろ

︵牛が横になるところに敷く

糞尿の処理や︑清潔な敷料

思いをしたこともあります︒

業の日程が作れなくて大変な

交配の時期に雨が降って︑作

ただ︑天候には左右されます︒

ると思って取り組んでいます︒

悩みはありますが︒何とかな

あげれば切りがないくらい

地道な作業に取り組んで収穫

飼料で賄ってみたいというよ

将来的には︑ジョイント栽培

┃┃ 将来は？

量を増やしていけるよう︑頑

うな将来の思いがあります︒

︵樹と樹をつなげて早く収穫

八苦しながら土づくりなどの

張っています︒

︿みなさんへメッセージ﹀

できるようにする技術︶で育

就農５年目

乳牛の飼育

さん︵阿賀︶

地元でつくった牛乳です︒ぜひ︑

てている梨が収穫出来始めて

西谷 拓実

白バラ牛乳を飲んでください！

さん︵小原︶

ともと農業をしたいと思
っていたことと︑家も農

いきたいと思っています︒

し︑とにかく良い梨を作って

んでいきたいと思っています

がらいろいろなことに取り組

らないことが多いが︑やりな

農業はやってみないとわか

いるので︑これを伸ばしてい

榎原 啓介

家が酪農を営んでいたの

北海道で本場の酪農を見て規

も

┃┃就農のきっかけは？

梨の生産

きたいです︒

┃┃ やりがいを感じるときは？

模に圧倒され︑これに刺激を

就農４年目

で︑その流れで農業高校

┃┃就農のきっかけは？

実

にも通いましたが︑もともと
牛に興味があったわけではあ

﹁毎年同じことがない﹂と他

受けたからだと思います︒そ

りません︒直接のきっかけは︑

の農家さんから聞いたことが

れからは︑地域でできる酪農

した︒

して農業をすることになりま

年くらい前に南部町に引っ越

10

んでいた山陰地方に住みたい

業に興味があったのと︑昔住

けでした︒子どもの頃から農

ツアーに参加したのがきっか

東

西谷さん
榎原さん

あって︑同じように思います︒

就農を応援します

みなさんが苦労はあると

言われますが︑それ以上の

﹁やりがい﹂を感じておら

れます︒

新規就農を検討されてい

る方は︑産業課へご相談く

ださい︒国や県︑町の支援

事業をご案内します︒

みなさんのご協力が
必要です

新規就農者が地域に溶け

込み︑地域と農業の将来の

担い手になるには︑みなさ

んのご理解とご協力が必要

です︒

町では︑新規就農者へ提

供できる﹁農地﹂や﹁空き

家﹂﹁農業資材﹂を探してい

ます︒ご協力いただけるも

のがありましたら︑産業課

までご連絡ください︒

︻問い合わせ先︼

３
‐７８３

産業課︵天萬庁舎内︶

☎６４
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新規就農者に
聞く

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 №50
４月から南部町に小規模保育園ができます
小規模保育園の開所について
南部町では現在４つの保育園・こども園を運営しています。平成30年10月に平成31年度保育園の入所
募集を行いましたが、例年より申込み数が多く、また、入所希望児の低年齢化により入園できない方が多
数おられました。このことを解消するため、閉所した子育て総合支援センターのびのびを一部改修し、小
規模保育園南部町ベアーズを開所することとなりました。
また西伯病院の協力により、西伯病院事業所内保育所さくらキッズにも地域枠を設け、南部町の児童５
名の受入を開始し、この度入園できなかった方の受け入れ体制を整えます。
開所日

定員

対象年齢

開所曜日

19名

生後６ヵ月
〜２歳児

月〜土曜日

平成31年４月１日より
（地域枠） 生後６ヵ月
地域（南部町）の児童の 西伯病院事業所内保育所さくらキッズ
５名
〜２歳児
受入開始予定

月〜土曜日

施設名

平成31年４月１日より
小規模保育園南部町ベアーズ
開所予定

小規模保育園南部町ベアーズ外観（旧のびのび）
（住所：南部町東町4−19）

さくらキッズ外観

（住所：南部町倭397）

※小規模保育園とは

地域の保育ニーズにきめ細かく対応するために、平成27年「子ども・子育て支援法」により認められた「認

可保育所」の一種です。小規模保育園では、預かる子どもの対象年齢は「０〜２歳児」の児童で、定員は「６〜
19人まで」となっています。

子育て豆知識

〜新生活に向けて身につけよう！規則正しい生活リズム〜

子どもの夜更かしは、体や脳が疲れやすくなり、食欲や集中力が低
下するなどさまざまな影響を与えます。このような状態を防ぐために
早寝・早起き・朝ごはんで体の調子を整えます。
春は新しい環境になったり、今までの環境が変化したりして、大人
も子どもも体や心が疲れやすくなるので、より規則正しい生活リズム
を心がけましょう。

【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

☎66‐5525
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心や身体が疲れていませんか？
春は環境の変化︵入学・卒業・
就職・転職など︶が多い時期で
す︒そのため︑心や身体の調子
を崩しやすくなります︒
こ
―んな症状はありませんか？
□何をしても楽しめない
□人と会ったり︑話すのが
おっくう
□やる気が起きない
□些細なことにイライラする
□休みの日もゴロゴロとして
いる
□食欲が落ちてきた︑美味し
く感じない
□寝つきが悪い︑一度眠って
もすぐに目が覚める︑一度
目が覚めるとなかなか寝付
けない
□朝起きてもすっきりしない
□身体がだるくて疲れやすい︑
疲れがとれない

心の健康相談会をしています
■日にち
毎月第４火曜日
■時間 各 分
①午後１時 分〜
②午後２時 分〜
③午後３時 分〜
■場所
健康管理センターすこやか
︵倭４８２番地・西伯病院横︶
◎ 臨床心理士が相談に応じます︒
◎相談は個室で伺い︑お話され
た内容を他者へ伝えることは
ありません︒
◎ ご家族からの相談も可能です︒
◎利用には予約が必要です︒

︻予約受付先︼
健康福祉課
電 話 ６６ ５
‐５２４
ＦＡＸ ６６ ５
‐５２３

あなたもゲートキーパーになろう

などの状況に陥ることがありま
す︒悩みを抱えた人を支援する
ために︑周囲の人々がゲートキ
ーパーとして活躍することが必
要です︒

ゲートキーパーの役割
●気づき
家族や仲間の変化に気づいて︑
声をかける︒﹁何か力になれる
ことはない？﹂
など
●傾聴
本人の気持ちを尊重し︑耳を
傾ける︒
▽話の聴き方 責めない︑
安易に
励まさない︑否定しない
●つなぎ
早めに専門家に相談するよう
促す︒
▽相談先 保健師︑心の健康相
談会︑かかりつけ医・精神科
または心療内科
●見守り
温かく寄り添いながら︑じっ

いる人に気づき︑声をかけ︑話

な資格は必要ありません︒より理

くりと見守る︒

これらは心や身体が疲れてい

を聞いて︑必要な支援につなげ︑

解を深めていただくために︑来年

ゲートキーパーとは︑悩んで
るサインです︒このような症状

見守る人のことです︒
たり︑１日中ほぼ絶え間なく感

談したらいいの？﹂﹁どうやって

悩みを抱えた人は︑﹁どこに相

ぜひお出かけください︒

ー養成講座を実施する予定です︒

度のまちの保健室でゲートキーパ

◎ゲートキーパーになるために特別

のうち幾つかが２週間以上続い
じられると︑うつ病の可能性が

解決したらいいかわからない﹂

認知症の人と家族のつどい

〜思いを話してみませんか？〜

南部町では︑認知症の人を介護されている家

族が︑日頃の思いを話し合い︑仲間作りやリフ

レッシュをする場として﹃認知症の人と家族の

時 間 ３ ６５ 日 の 介 護 ︒ い つ も 頭 の 中

つどい﹄を開催しています︒

家族は

■場

時

所

■参加費

■日

時〜正午

すこやか

健康管理センター

１００円︵茶菓代︶

午前

毎月第３金曜日

て︑お気軽にご参加ください︒

途中参加や退室も可能です︒ご都合に合わせ

しい﹂との声もいただいています︒

い る の は 一 人 で は な い と 感 じ た ﹂﹁毎 月 待 ち 遠

参加される皆さんからも﹁同じ思いで悩んで

事もできます︒

相談員も来られますので︑アドバイスを受ける

出しあったり︑﹁認知症の人と家族の会﹂から

心が軽くなったり︑参加者同士で介護の知恵を

家族のつどいは︑同じ思いを共有することで

う傾向にあります︒

にあったり︑つい心身ともに頑張りすぎてしま

24

45

30 30 30

あります︒
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☎66-5524
健康福祉課

気づいていますか？心のサイン
〜３月は自死対策強化月間です〜

教育委員会事務局

☎64-3782・64-3787

一緒に活動しませんか？

「子ども会から青年団まで」活動のまとめと加入案内
子ども会育成連絡協議会（以下：町子連）
各集落単位の子ども会相互の連携を図り、子ども会活動の充実と、
子どもの健全育成を目的に活動しています。今年度は夏に西伯郡、
日野郡の４年生以上の児童を対象に開催されたリーダー合宿に参加
しました。高校生や青年団といったお兄さんやお姉さんとのつなが
り、他町村の同級生とのつながりを実感できる活動を進めています。

リーダー合宿で沢登り

《こんなメリットがあります》

●１人250円で加入でき、1年間の活動保険が適用になります。（１人からでも加入できます）
●社協福祉バスが年１回無料で利用できます。（燃料費等別）
●町子連主催のイベント等の参加費が安くなります。
※加入申込書等については、今年度の育成会代表者もしくは各集落区長宛に送付します。

高校生サークル「With you 翼」
活動を始めて５年目を迎えた高校生サークル。今年度は35名の
加入があり、２月末時点で62回の活動にのべ334名の高校生が参
加しました。「出会い・体験・感動」をキーワードにより幸せな生
き方を見つけるために、中学卒業後も継続して地域や仲間とつなが
り続けています。

韓国研修で韓服体験

《加入にあたって》

●町内の小中学校の卒業生及び町内在住の高校生年代の方であれば、どなたでも加入できます。
●加入申込書、保護者同意書及び保険料250円が必要です。

新☆青年団「へんtoつくり」
平成29年７月に立ち上がった新☆青年団。約30名のメンバーで、
今年度は2月末時点で36回の活動にのべ164名の青年が参加しまし
た。成人式での餅つきや青年議会の取り組み等、高校生サークルと
も連携しながら、自分づくり、未来づくりに向けての新たな挑戦を
始めています。

成人式で餅つき

《加入にあたって》

●満18歳以上39歳以下で、町内在住もしくは町内出身者及び町内勤務者であれば、
どなたでも加入できます。

10年後20年後の幸せな人生・豊かなふるさと

南部町新☆青年団
代表連絡先

2019.３
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おせの背中を魅せよう

平日の朝︑町民体育館︑すみれこど

も園に入る交差点には毎日この背中が

あります︒西伯小学校野口高幸校長の

背中です︒あいさつが大切なのは誰も

がわかっています︒それを言葉で教え

るのではなく︑やってみせる︒登校す

る小学生だけでなく︑近い将来西伯小

学校に入学するであろう園児︑その保

護者にもやってみせる︒そんな実践を

６年間続けておられます︒

あいさつは心を開き︑互いの存在を

認め合う最も有効な手段であると言わ

れますが︑理屈ではなくみんなが幸せ

に生きることができるために︑習慣︑

文化としてヒトの心に根付かせる︒そ

んなメッセージをこの背中から感じま

した︒

こども園への送迎の車と登校する
児童を迎える野口校長

6

教育委員会事務局

人権・社会教育課

☎64-3782

『自分』〜勇気を出して踏み出す一歩〜

テーマは

第７回南部町人権・同和教育研究集会に121名が参加
２月２日に町内の人権教育・啓発活動の総括として、人権・同和教育研究集会を開催しました。はじめ
に南部町人権会議 保育・学校教育推進部会が、町内の児童、生徒を対象に行った人権ポスター・ぬり絵
コンクール優秀賞の表彰式をしました。応募総数は379作品、保育・学校教育推進部会で選考された優秀
賞10作品、優良賞20作品を会場に掲示しました。
基調提案は、人権・同和教育研究集会実行委員会の生田公良委員長が行い、地域、家庭、保育園や学校、
行政など社会全体で人権問題の解決に取り組みをすすめることを提案されました。

活動報告①
平成30年度全国中学生人権作文コンテスト鳥取県大会で優秀賞の株式会
社日本海新聞社賞を南部中学校２年の加藤 陽人さんが受賞しました。おじい
さんの車椅子を押して一緒に出かけた時の体験をとおして、当事者と同じ目
線に立ち、みんなが小さな一歩を踏み出すことで協力し合える社会にしたい
と、人権作文「車いす利用者の目線に立って」を朗読しました。

受賞者の加藤陽人さん

活動報告②
平成30年度南部町高校生サークル “with you 翼” 国際交流事業で韓国に行
き、現地の高校生や大学生との出会いをとおして文化や言語の違いを体験し
ました。言葉がわからなくても人とつながることの喜びや、お互いの文化を
知り、違いを認め合うことで深まる交流活動の成果を高校生の代表４名が報
雜賀さん・遠藤さん・西本さん・長原さん

告し、長原さんが参加の体験を人権作文で朗読しました。

【人権政策推進部会活動報告】
今年度、事前登録型本人通知制度の登録状況や制度を見直し、３年更新の期限を無期限に改定しました。
また、今年度町で実施したみんなの人権意識調査について説明。結果がまとまりましたら広報やホームペ
ージ等でお知らせします。

【記念講演】差別意識のカラクリを考える

講師

奥田 均さん（近畿大学人権問題研究所教授）

「同和地区出身者と判断する理由」は、属地を理由に世間が決めている。その世
間で「差別をうけたくない」という当たり前の願いによって「同和地区出身者と見
なされたくない」という忌避意識がつくりだされる。その世間が忌避意識の克服を
考えれば「人権の世間をつくる」ことができる。
差別をつくりだす社会のしくみや、法律の力（規範意識）について、お話をして
いただきました。

【参加者の感想より】アンケートの回収57名
◆人間の値打ちは生まれた所で決まらない。ストレートな言葉でとても心に残りました。そんなばかばかし
いことが許されない世の中になるといいなと思いました。
◆差別意識について改めて考え直すことができた。みなされる差別ということがよく理解できた。
◆すとんと私の心に落ちた内容でした。差別をしてはいけないと思いつつ我が子の結婚を考えた時、苦労す
るかもと気にしているのは世間の目という私の一人芝居でした。気持ちが晴れました。

7
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まちの話題

10年後の農業を考える
南部町農業実践発表会開催

南部町は観光資源の宝庫

発表を 聴 く 参 加 者

南部町農業実践発表会が２月３日に開催され、町
内の集落営農組織のふるさと宮米、営農法人の合同
会社清水川、農事組合法人やまとだにが、営農事例

パネルディスカッションの様子

再生神話と食のまつり
古代ロマン観光周遊ルートサミット

２月17日、ふるさと交流センターで「再生神話と
食のまつり・古代ロマン観光周遊ルートサミット」
が開催されました。

の発表を行いました。それぞれ農業を続けていくた

午前の部・サミットでは、アナウンサーの和田季

めに組織化へ取組んだ経過や地域の状況、今後の課

子さんによる大国主命（おおくにぬしのみこと）よ

題について話されました。
併せて山本定博教授（鳥取大学）から町と大学が
連携して取り組んでいる米の食味向上に関する研究
の中間発表があり、土壌と食味との関連について話
されました。今後は土壌条件に合わせた食味向上へ
向けて、さらに研究を進めていきます。

地域振興協議会

みがえり物語の朗読後、神話にちなんだ観光まちづ
くりに取り組む地域の代表が「大国主命」をテーマ
に、パネルディスカッションを行いました。古代出
雲王国研究会・多羅尾整治代表は「南部町は『古事
記』に記されたスポットが点在するめずらしい地域。
長期的に観光振興が図られるよう、町民１人１人が
アピールを」と意見を述べられました。

トピックス

天津 地域振興協議会
【住所】福成1452-1（ふるさと交流センター内）

☎66‐4905

南部町民バウンスボール大会優勝！
２月３日に南部町農業者トレーニングセンターで「第５回南部町民バウンスボール大会」が開催さ
れました。
競技は地域振興協議会単位で行われ、天津地域振興協議会チームは参加者を募って結成したメンバ
ーで参加、力を合わせてたたかいました。
結果は一般Ｂ（50歳
以上、男女混合）の部
で、見事優勝となりま
した。参加していただ
いた皆さん、応援して
いただいた皆さん、本
当にお疲れ様でした。
天津チーム、優勝
おめでとうございます！
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【問い合わせ先】☎21‐1595

【えん処・米や関する問い合わせ先】
直通電話：090‐9068‐8543

米や︼今年一年の振り返り
井上隊員

地域おこし協力隊のつぶやき

︻えん処
今年度も︑様々な形でご利用いただきありがとうご
ざいました︒当機構が主催した﹃デザイン大学講座﹄︑
毎月第四日曜日に開催している﹃米やサンデーマーケ
ット﹄の他に︑﹃えほんカフェ momo
﹄などに︑町内外
から大勢の皆様にお越しいただきました︒交流人口の
増加や賑わい創出につながったと思います︒
交流スペースは︑古民家の風合いを感じていただき
ながら多目的な利用が可能です︒友達と趣味の会や︑
料理教室︑集会場︑中学生の学習︑育児サークル遊び
場︑認知症カフェなど︑内容は様々です︒
な お 利 用 者 は ︑ 昨 年 度 の 倍 で あ る 延 べ ４千 人 と な り
ました︒また︑南部町体験宿泊施設としての﹃お試し

こんにちは︑井上可奈子です︒

り

昨年︑手間地区交流拠点施設は﹁てま里﹂という愛

称に決まりました！そして︑カフェ・居酒屋・ゲスト

ハウス︵素泊まりのお宿︶・子ども向け英会話教室など

を備え︑誰もが自由に集える場所として︑いよいよ ４

月にオープンです︒今は毎日忙しく︑怒涛の準備に追
われています︒

椅子ひとつ決めるのも︑使いやすいかな？オシャレ

かな？あたたかみのある雰囲気になるかな？など考え

ることがたくさん︒とっても楽しいのですが︑正直い

っぱいいっぱいです︒︵笑︶

名を超える方々に手作りしてもらいました︒オ

みんなが集う交流スペースのテーブルは︑地域内外
から

ープンした際は︑このテーブルを囲んで︑みなさんと

30

いろんなお話ができることを楽しみにしています︒

https://temari.tottori.jp/

住宅﹄の今年度のご利用は 組でした︒

手間地区交流拠点施設「てま里」

４月 か ら ３年 目 を 迎 え ま す ︻ え ん 処 米 や ︼ を ︑ 引 き

■ホームページ

続きどうぞ宜しくお願いいたします︒
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南部町天萬897番地

■住所

岩崎 一美︶

親子連れにも大好評

︵米や管理担当

運営の「手間山の里」のみなさんとテーブルを囲んで

20

サンデーマーケット

てま里オープンまであと少し！
！

南部町立法勝寺図書館

☎66-4463

天萬図書館

☎64-3791

こんにちは ブッぽんです。
今回は“調べもの相談”について紹介します。

ココに注目！
『知りたい!』をお手伝いします

データベースの活用も可能
図書の資料のほかにも、図書館のイン

日々の暮らしの中で疑問や知りたいことがあるけど、「どうや

ターネットで見れるデータベースでお答

って調べよう？」ということがありませんか。
そんな時、図書館で司書にご相談ください。調べたいことの
手掛かりを一緒にお探しします。過去にあった相談記録を参考

えすることもできます。

●国立国会図書館デジタル化資料

にしたり、図書館所蔵の資料や県内外の図書館から疑問にお答

所蔵する約200万点の図書をパソコン

えする資料をご提供いたします。

で見ることができます。

もちろん、相談者の秘密は守ります。お気軽にカウンターへ

●ルーラル電子図書館

お声かけください。

農業や産物加工に関する資料を提供で

〔例えば…〕

きます。

●朝日新聞「聞蔵Ⅱビジュアル」

・孫の誕生日に絵本を贈りたい。どんなのが良い？
・庭に見かけない木がある。名前やどんな植物か知りたい!

過去の新聞記事を資料として提供でき

・○○神社の由来や歴史が知りたい!

ます。〖期間限定６/30まで〗

・肩こり、腰痛に効く体操はないかな？

2018 Books of the year

パート４ 最終回

図書館職員が昨年1年間で読んだ本から1冊をお薦めします。（※これは個人の感想です。ご了承ください。）

『富士山うたごよみ』

Ｕ・Ｇ・サトー/絵

俵万智/短歌･文
福音館書店（2012年）

『またまた

ねえ、どれがいい？』

ジョン・バーニンガム/作

評論社（2018年）

立春から始まって大寒まで、二十四

究極の選択、再び！35年ぶりの

節気に合わせて俵さんの短歌と趣向を

続編だそうですが、やっぱり今回も

凝らした、富士山のデザイン画が美し

どれも選べなくて頭を悩ませます。

い絵本。日本には四季がある、富士山

一人で読むのも楽しいですが、だれ

がある、当たり前のことだけど、なん

かと『どっちも選べないよ〜！』と

て素敵なことだろう。

言いながら読むのは、もっと楽しい

【会見小／井塚】

『ルポ児童相談所』

大久保真紀/著

朝日新聞出版（2018年）

年間10万件を越す虐待相談。本書

です。

【西伯小／田辺】

『我が家の問題』

奥田英朗/著

集英社（2011年）

どこの家庭にもきっとある、あり

は、その最前線で奮闘する児童相談所

ふれていて

悩ましい問題。些細だ

の職員を取材したものだ。事件の度に

けれど見過ごせないのは、家族を想

批判にさらされるが、その実態はあま

うがゆえ。スッキリ解決する話ばか

りにも知られていない。取材歴20年

りじゃないけれど、読むとなんだか

を越す著者が紹介するその“現場”と、

優しい気持ちになれる、それぞれの

批判だけではない建設的な意見がある。

“我が家の問題”。

【町立／雑賀】

【町立／稲村】
広報なんぶ
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平成31年

南部町農作業標準労働賃金協定額が決定しました
作

業

標準労働賃金協定額
（消費税抜き）

名

一般労務

耕

6,400円

耘

一般田

6,200円

圃場整備田

5,700円

畑

5,200円

ディスクハロー

6,200円

代かき
機械田植

一般田

6,500円

圃場整備田

6,500円

一般田

5,700円

圃場整備田

5,700円

側条施肥

6,200円

除草剤散布

6,000円

一括作業

6,500円

畦畔付け
溝
麦

切

り
圃場整備田

刈

10a当り

70円

１ｍ当り

5円

１ｍ当り

4,000円

10a当り

畦畔草刈

1,800円

１時間当り（機械持込･燃料代含む）

中耕培土

6,000円

10a当り

中耕及び培土を一括で処理

10a当り

管理機使用
中耕・培土を個別に実施

大
豆

中耕のみ

4,000円

土寄せのみ

4,000円

蒔

き

3,000円

一般田

8,000円

圃場整備田

7,000円

刈

コンバイン
整備田

倒伏又は湿田50％以上

21,000円

倒伏又は湿田50％未満

19,000円

倒伏又は湿田50％以上

19,000円

倒伏又は湿田50％未満

17,000円

稲藁結束

4,000円

ハーベスター

生こぎ

8,000円

乾

7,000円

燥

追肥・消毒
コ

ン

バ

イ

ン

刈り取り
乾燥・調整（袋代除く）

10a当り
10a当り（紐代含む)

10a当り

10a当り（紐代含む）
10a当り

1,500円

10a当り

12,000円

10a当り

12,000円

10a当り

120円

下手間除く

稲

一般田

ば

10a当り

刈

草

バインダー

そ

１日８時間当り

10a当り

種

豆

要

12,400円

牧

大

摘

(機械代･燃料代含む)

キログラム当り

※この協定額は消費税を抜いたものです。
※この協定額は町の標準額です。作業条件等によって双方の話し合いで決めてください。

【問い合わせ先】南部町農業委員会事務局（天萬庁舎内）☎64-3792
11
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入学・就職・転勤など
引越しの際は、住所の異動手続きをお忘れなく！

くらしの情報

◆住民票の異動の届出（転出届、転入届、転居届など）
◎他の市区町村に転出・転入される場合

引越前の市区町村

〘転出前〙
転出届を提出して、
転出証明書を受け取る

引越先の市区町村

〘転入日から14日以内〙
転出証明書を添えて、
転入届を提出

お誕生おめでとう
（氏

◎同一の市町村内で転居される場合

南部町役場

名）
き

〘転居日から14日以内〙
転居届を提出

所）

小山

希乃 （拓・仁美） 猪小路

岡田

理嗣 （健吾・亜理沙） 猪小路

井上

稜久 （幸貴・奈緒） 西

り

り

◆マイナンバーの
「通知カード」
「
、マイナンバーカード」
（個人
番号カード）
「
、住民基本台帳カード」の住所変更の届出もお
忘れなく！

（ 保護者） （住

の

つ

く

町

ご冥福をお祈りします
（氏

名）

（ 年齢）

（住

松本

喜美

（86歳）

能

竹

井田八重子

（92歳）

朝

金

生田

季章

（84歳）

福

成

●マイナンバーの通知カード

小谷

玲子

（71歳）

福

頼

●マイナンバーカード

岡田

澄江

（91歳）

御内谷

●住民基本台帳カード

磯田

重子 （102歳）

●その他必要書類（保険証など）

丸山

照子

（90歳）

細田

愛子

（90歳）

【持参するもの】
●本人確認書類 ●印鑑

【問い合わせ先】町民生活課
●法勝寺庁舎☎66‐3114

境
武

信

１月31日現在の人口
男

5,178人 （＋ 6人）

女

5,718人 （△ 7人）

計

10,896人 （△ 1人）

世帯数 3,894世帯（＋ 5世帯）
（ ）内は前月との比較

︶は旧所属

しくお願いします。

部

︵

いと思います。皆さんよろ

南部町人事異動

地域活性化を図っていきた

31

年２月８日付︶

観光振興などを基軸とした

○採用︵平成

あきら

日付︶
南部町の地域性を生かし、

︻企画政策課︼

もといけ

年１月

達彦︵企画政策課︶

企画監 本池 彰︵鳥取県︶

○退職︵平成

中田

27

鴨

１月16日〜２月15日届出分・敬称略
※掲載は希望者のみです。

●天萬庁舎☎64‐3781

31

所）

〈３月〉納税・使用料のお知らせ
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料 ・水道代
・公営住宅家賃 ・給食費
（精算）
・保育料 ・放課後児童クラブ

【納期限：４月１日（月）
】
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くらしの情報

2019．3

あなたの固定資産が確認できます
■縦 覧 期 間

４月１日から５月31日まで（土・日曜日、祝日は除く）

■縦 覧 場 所

税務課（法勝寺庁舎内）

■縦覧できる方

南部町内に資産を所有している納税義務者（代理人の場合は委任状が必要です。）

※ 縦覧する場合は、運転免許証などの本人確認ができるものをお持ちください。
【問い合わせ先】税務課

☎66‐4802

軽自動車税の減免申請を受付けます
心身に障がい等がある方の軽自動車等や、構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自
動車等で、一定の要件に該当する場合は軽自動車税が減免されます。減免の申請は毎年必要です。
※申請期間を過ぎますと受付けできませんので、十分ご注意ください。
■申請期間

４月１から４月26日まで（土・日曜日は除く）

■申請場所

税務課（法勝寺庁舎内）・町民生活課（天萬庁舎内）

●心身に障がい等がある方の軽自動車等の場合
■申請に必要なもの
①障害者手帳 ②運転免許証 ③車検証 ④印鑑
⑤本人以外が運転する場合は自動車の使用目的を証明する書類（例／通学証明書、通院証明書等）
■減免となる障がいの範囲について
・身体に障がいのある方…障がい名及び障がいの程度によります。（詳しくはお問い合わせください）
・知的障がいのある方…療育手帳Ａをお持ちの方
・精神障がいの方…精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
■自動車の所有について
・本人が運転する場合は、本人が軽自動車の所有者であること。
・本人以外が運転する場合は、本人または生計を一にする方が所有者であること。

●構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等の場合（８ナンバーの特殊用
途車に限る）
■申請に必要なもの

①車検証 ②印鑑

●その他、公益のため直接使用する軽自動車等も減免になる場合があります。
詳しくは下記へお問い合わせください。
【問い合わせ先】税務課

☎66‐4802

本の返却ポストをご利用ください
今年１月から “まるごう西伯店” のご協力をいただき、入口に図
書専用の返却ポストを設置しています。返却の便宜性を図るために
設置していますので、お買い物と併せてご利用ください。また、以
前より西伯病院入口にも設置しています。こちらもご利用ください。
※CD、DVD、他館から取り寄せた本を除きます。
【問い合わせ先】法勝寺図書館☎66‐4463／天萬図書館☎64‐3791
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・西伯病院（右）

くらしの情報

2019．3
平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
国民年金加入の方で、出産をされる方の免除制度が新設されます。

【対象の方・お手続の方法など】
〇対象の方

国民年金第１号被保険者の方で、出産日が平成31年２月１日以降の方。

〇免除の対象期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から４ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。（多胎妊娠の場合は、
出産予定日又は出産日が属する月の３ヵ月前から６ヵ月間となります。）
※ただし、この制度は平成31年４月からの制度ですので、平成31年２月から４月以前の出産の方は平成31年４月以降
がこの免除の対象期間となります。

〇届出期間

出産予定日の６ヵ月前から届出ができます。
※ただし、この制度は平成31年４月からの制度ですので４月以降にお手続きをお願いします。

〇届出先

南部町役場町民生活課（法勝寺庁舎及び天萬庁舎）

〇届出に必要なもの
・出産前に届ける場合は母子手帳が必要です。
・出産後に届ける場合は原則不要です。

【ご質問】

Ｑ：産前産後免除の期間は、年金をもらうときにどうなりますか？
Ａ：産前産後の免除期間は、保険料を納付したものとして、受給額に反映されます。
Ｑ：「届出は6ヵ月前からできる」となっていますが、出産の後でもいいですか？
Ａ：出産後でもいいです。
Ｑ：産前産後免除が承認されたら、前納した保険料はどうなりますか？
Ａ：免除期間分の保険料は返ってきます（還付）
。還付手続きのご案内は別途届きます。
【問い合わせ先】
●日本年金機構米子年金事務所 ☎34‐6111
●町民生活課（天萬庁舎内）

ホームページhttp://www.nenkin.go.jp/

☎64‐3781

消費相談窓口です
水漏れ修理、解錠など「暮らしのレスキューサービス」でのトラブルにご注意
トイレ修理、水漏れ修理、鍵の修理、害虫の駆除等、日常生活でのトラブルに事業
者が対処する、いわゆる「暮らしのレスキューサービス」は、専門的な技術や知識が
ない消費者が困ったときの手助けとなる一方、全国の消費生活センター等には、料金
や作業内容等で事業者とトラブルになったという相談が寄せられています。

事 例
①「見積もり無料」の広告を見て蛇口の水漏れを確認してもらったら、見積もりにかかった費用も請求された。
②鍵開けを依頼し、料金が高額だったため作業を断ったらキャンセル料を請求された。

アドバイス
１．広告の表示や電話で説明された料金を鵜呑(うの)みにしない。
２．契約する場合は複数社から見積もりを取り、サービス内容や料金を十分に検討。
３．キャンセルの場合の条件を確認。

〜独立行政法人国民生活センターホームページより〜

【消費生活に関する相談】

☆相談日

町民生活課

３月22日（金）13：00〜16：00

消費生活相談窓口☎64‐3781または消費者ホットライン「188」まで！
広報なんぶ
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スプレー缶の出し方が変わります
全国で中身の残ったスプレー缶やカセットボンベの穴開けによる事故が起こっていることから、スプレー缶等の
出し方を改めました。

４月１日回収分より、穴を開けないで出していただきますようお願いします。ただし、中身が残ったままだ
と、
処理をするときに火災等事故の原因になりますので、必ず使い切って、
ガス抜きをして出してください。
【注意事項】
●缶を振って中身の有無を確認。残っていれば使い切りましょう。

●ガス抜きは、火の気のない、風通しの良い、屋外で行いましょう。

穴を開けず、使い切って
出してね（４月１日回収分〜）

●ガス抜きキャップが付いている場合は、使用方法が缶の裏側にありますので、
ガス抜きキャップを使いましょう。付いていない場合は、スプレーボタンを押
して完全に出し切りましょう。
●カセットボンベはガス抜きキャップが付いていませんので、器具で使い切って
中身がなくなったことを確認して出してください。
【問い合わせ先】町民生活課

●法勝寺庁舎☎66‐3114

●天萬庁舎☎64‐3781

竹林整備の補助事業を行います
竹林の拡大を防止するため、竹林の状況に応じて必要経費を支援する竹林整備事業を実施される方を募集します。
竹林の整備を希望される方は下記の要件等をご確認いただき、産業課までご相談ください。

■事業内容

竹林整備内容は抜き伐り（施行範囲で８割程を伐採）を行い、林内集積または林外搬出とします。

(抜き伐り前) 50本

■要

(抜き伐り後) 10本

件（要件をすべて満たす竹林が対象となります）

○整備しようとする竹林の面積が、0.1ヘクタール以上ある竹林
※地目が山林以外の場合は、対象とならない場合があります。また測量による面積の確定が必要となります。
○竹林整備事業実施後の管理及び協定締結が可能な竹林
※実施の翌年度以降５年間、本数を管理する義務があります。竹林所有者と町の二者(業務委託の場合は業者を
含んだ三者)で協定を締結する必要があります。

■事業主体

竹林所有者、所有者から管理受託された者(集落など)、事業協定を締結した県内業者。
※事業費等詳しくは、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】産業課
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平成29年度 鳥取県西部広域行政管理組合

一般会計決算の概要

平成29年度の鳥取県西部広域行政管理組合一般会計の決算は、歳入総額が59億1,444万円、歳出総額が58億
6170万円となり、歳入から歳出を差し引いた5,274万円は翌年度に繰り越しました。

繰入金6.2％ 繰越金1.0％
財産収入
0.0％
県支出金
0.4％
国庫支出金
0.3％
使用料及び
手数料0.8％
歳入区分

諸収入1.3％
組合債6.5％

分担金及び負担金
83.5％

決算額

使用料及び手数料

4,825万円

国庫支出金

1,568万円

県支出金

2,236万円

財産収入

99万円

繰入金

3億6,749万円

繰越金

6,140万円

諸収入

7,655万円

合計

※

総務費2.8％
民生費2.3％
衛生費24.3％

分担金及び負担金 49億3,902万円

組合債

議会費0.0％

公債費11.6％

3億8,270万円
59億1,444万円

消防費59.0％

歳入

歳出

市町村別の内訳は次のとおりです。
米子市

27億6,241万円

境港市

6億79万円

日吉津村

1億1,613万円

大山町

4億4,962万円

南部町

3億613万円

伯耆町

3億1,961万円

日南町

1億5,500万円

日野町

1億1,841万円

江府町

1億1,091万円

歳出区分

決算額

議会費

61万円

総務費

1億6,209万円

民生費

1億3,590万円

衛生費

14億2,054万円

消防費

34億6,223万円

公債費

6億8,034万円

合計

58億6,170万円

表中の決算額は万円単位で四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

【問い合わせ先】鳥取県西部広域行政管理組合事務局総務課

☎22‐7732
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協会けんぽの保険料率が変わります
協会けんぽ鳥取支部加入者の皆さまへ

9.96％

健康保険料率

☎0857‐25‐0051
【問い合わせ先】協会けんぽ鳥取支部企画総務グループ

平成31年３月分（４月納付分）から

10.00％

1.73％

平成31年２月分（３月納付分）まで
平成31年２月分（３月納付分）まで

1.57％

平成31年３月分（４月納付分）から

介護保険料率

三年前︑私は悩んでいました︒長年付き合っていた彼女に振ら

れ︑それなら大好きな鳥取県で好きな事をして生きてやる！と意

気込んだは良いものの︑これからどこで何をしようかと ︒
…
そんな折︑私の目に飛び込んだのが南部町地域おこし協力隊︒

それからは︑偶然にも仲の良い友人が南部町出身だったり︑移住

説明会で自然観察指導員の桐原さんと意気投合したり︑気づけば

南部町に来ていました︒

始めは︑なんぶ里山デザイン機構で里山がテーマの講座のお手

伝い︒南部町の事を何も知らず︑知り合いもいなかったので︑ま

ずはいろいろな場に出て︑さまざまな方にお話を聞きました︒二

年目以降は南部町観光協会へ︒こちらでは主に民泊や竹あかり︑

観光協会の事業などで一年目より深く地域に入り︑観光協会の方

を始め多くの方々にお世話になりました︒

今後ですが︑もちろん鳥取に残ります︒私は元々︑鳥取県に骨

をうずめる気持ちでした︒鳥取県の自然︑特に南部町のような人

と関わって成り立つ里地里山は︑今後に残すべき素晴らしい場所

です︒自然を楽しみ︑環境問題を学ぶ︒そんな場所になりえるこ

の地域で︑生きものや自然の魅力を県内外の多くの方々に伝える︑

そのために今後も活動します︒

私はここに来るまで︑地域おこしについて何も知らず︑そもそ

も考えようともしていませんでした︒しかし︑この町で学んだ事︑

出会えた人々︑全てが宝物です︒今後も地域について情報発信を

城貝 健太郎

しながら︑お世話になった南部町にもお返しできたらと思います︒

三年間︑本当にありがとうございました！

地域おこし協力隊

№174
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平成31年３月分（４月納付分）から、協会けんぽ鳥取支部の健康保険料率が変更になります。介護保険料率
（全国一律）も変更となります。皆さまのご理解をお願いします。

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、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。

地域おこし協力隊 城貝 健太郎隊員
卒業あいさつ 〜三年間を終えて〜

まちの行事

3月11日〜4月10日
問健康管理センターすこやか☎66‐5524
▢

場所
認知症の方の家族のつどい 健康管理センターすこやか
米やカフェ

◆相

３月15日(金)10:00〜12:00

認知症の方を介護している家族が

※参加費100円（茶代）

日頃の思いを話し合う場

場所

なんでも相談

総合福祉センターしあわせ

人権相談・行政相談
総合福祉センターしあわせ
総合福祉センターしあわせ

多重債務・法律相談会
行政書士無料相談会

日時

内容・問い合わせ先

毎週水曜日

生活全般の悩み事など

9:00〜11:30

南部町社会福祉協議会☎66‐2900

３月11日（月）

交流会館

行政相談

内容

３月19日(火)9:30〜11:30
介護にかかわる方々のほか、どなた
※参加費100円（茶代）
＋別途
でも参加できる「認知症カフェ」
イベント材料費100円予定

えん処米や

談

日時

米子コンベンションセンター
５階第５会議室
法勝寺図書館２階

13:30〜16:00

人権相談：教育委員会事務局☎64‐3782

４月３日（水）

行政相談：総務課☎66‐3112

9:30〜11:00
３月13日（水）
9:30〜11:00

総務課☎66‐3112

３月14日（木） 多重債務やヤミ金融等
13:30〜16:00
【事前予約先】西部消費生活相談室
※要予約
☎34‐2648《受付時間》8:30〜17:00
３月20日（水）

相続・遺言・成年後見等

10:00〜13:00

法勝寺図書館☎66‐4463

３月22日（金）
消費生活相談

天萬庁舎１階

13:00〜16:00

訪問販売、インターネットなどのトラブル

４月９日（火）

町民生活課☎64‐3781

9:00〜12:00
心の健康相談

健康管理センターすこやか

司法書士による

米子コンベンションセンター

無料法律相談会

第１会議室

３月26日（火）

臨床心理士があなたのお悩みを伺います。

午後〜※要予約

健康福祉課☎66‐5524

３月29日（金）
18:00〜20:00
※要予約

相続・遺言・不動産の贈与・売買など

毎月１日・15日は「ノーメディアデー」

予鳥取県司法書士会☎0857‐24‐7024
▢

毎月第３日曜日は「かぞくの日」

◆イベントなど
場所

日時

問い合わせ先

中学校卒業式

町内中学校

３月11日（月）

各中学校へお問い合わせください。

小学校卒業式

町内小学校

３月15日（金）

各小学校へお問い合わせください。

小中学校入学式

町内小中学校

４月９日（火）

各小中学校へお問い合わせください。

サイエンス・アカデミー

法勝寺図書館２階

３月23日（土）10:30〜12:00

法勝寺図書館 ☎66‐4463

おはなし会

天萬図書館

３月24日（日）10:30〜

天萬図書館 ☎64‐3791

手話講座

法勝寺図書館２階

３月28日（木）19:00〜20:00

法勝寺図書館 ☎66‐4463

◆図書館休館日

３月７日〜15日（蔵書点検）・18日・21日・25日・４月１日・８日
広報なんぶ
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南部町さくらまつり2019

町長室から

№22

世界が注目する日本の農産物

今年も「南部町さくらまつり2019」を開催しま
す。さくらの開花状況は、南部町ホームページで

農林水産省は２月８日、2018年の
農林水産物・食品の輸出額（速報

随時お知らせします。

値）が、前年比12.4％増の9068億円

ぼんぼり点灯・ライトアップ
法勝寺川土手、城山公園、城山

となり、６年連続で過去最高を更新したと発表しまし
た。世界的な和食ブームや昨年末のＴＰＰ（環太平洋

3月22日（金）〜 4月8日（月）

連携協定）発効などで農産物輸出は今後も拡大傾向が

本紹寺（枝垂れ桜） ＜雨天中止＞

年比29.1％増の247億円、日本酒が19.0％増の222億円、

※桜開花状況により変更の場合あり

円。少し変わったところでは鶏卵が49.4％増の15億円、

※桜開花状況により変更の場合あり

3月29日（金）〜 4月8日（月）
小松谷川土手

開花状況に合わせ点灯、町ホームページでお知
らせします。

続くとみられ、19年の輸出額１兆円という政府目標の
達成は現実味を帯びてきました。品目別では牛肉が前
イチゴは40.7％増の25億円、リンゴは27.6％増の139億
卵を生で食べる日本の食文化が海外に浸透し始め大幅
に伸びたようです。輸出先のトップは香港で2115億円。
続いて中国、アメリカの順ですが、農産物輸出額のト
ップが香港であることに驚かれる方も多いのではない
でしょうか。

法勝寺一式飾り

4月6日（土）〜 7日（日）

法勝寺一式飾りが展示される６・７日には、法勝寺宿周
辺で様々なイベントが開催されます。詳しくは、３月下旬
に全戸配布予定のパンフレットをご覧ください。

昨年から南部町では民泊協議会を立ち上げていただ
き、今後本格的に里地里山をフィールドにした体験型
観光を推進してまいります。世界と直接つながる時代、
世界に通じる「本物」を見つけ出し磨いていく発想と
行動が必要です。このまちを愛するあなたの出番です。
みなさんと南部町の魅力を世界の人に発信していこう

【問い合わせ先】さくらまつり運営協議会（企画政策課）
☎６６‐３１１３

地元の食材で
今回のメニュー

アサリとトマトのリゾット
アサリにはビタミン・ミネラルが豊富で、貧血予防や
疲労回復などさまざまな効果があります。

ではありませんか。
南部町長

陶山清孝

春 の薬膳レシピ
材料（４人分）

（１食分）エネルギー221kcal・塩分1.6g

アサリ(殻つき)‥‥‥ 300ｇ
たまねぎ‥‥‥‥‥‥ 1/2個
にんにく‥‥‥‥‥‥１かけ
オリーブオイル‥ 大さじ１
こしょう‥‥‥‥‥‥ 少々

水‥‥‥‥‥‥ 500ml
固形スープの素‥ １個
トマト‥‥‥‥‥‥‥ ２個
白米‥‥‥‥‥‥‥‥ １合
粉チーズ‥‥‥‥ 大さじ１
パセリ‥‥‥‥‥ お好みで
Ａ

作り方
① アサリは海水程度の塩水（水300mlに対して塩小さじ２）に漬
けて冷暗所で砂をはかせ、殻をこすりつけて汚れを落とす。
② 白米は30分浸水しておく。
③ たまねぎは薄切り、にんにくとパセリはみじん切りにする。
トマトは１口サイズの乱切りにする。
④ 鍋にオリーブオイルを入れ、③のにんにくとたまねぎを炒
め、さらに②を加えて炒める。
⑤ ④にAを入れて煮立ったら弱火にし、トマトを加え５分煮て
からアサリを加えて水分がなくなるまで煮る。こしょうで味
をととのえ、最後にパセリと粉チーズをふりかけ出来上がり。
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ヤブカンゾウ
﹁こんな山菜があるんだ！﹂

でした︒南部町産の文字に

ての出会いは︑直売所の店内

科のヤブカンゾウです︒初め

している味があります︒ユリ

毎年︑この時期に楽しみに

たり︑それを過ぎると葉が大

近隣では３月の

超期間限定の山菜で︑法勝寺

のが分かりました︒しかし︑

どあちらこちらで生えている

敷や畑の脇︑田んぼのそばな

気にして歩いてみたら︑河川

芽がどんなところにあるかを

多くの山菜は食べ過ぎると下

すが︑ワラビやゼンマイなど

りやすくなるかもしれません︒

取すると次世代の開花に繋が

その周りの丈の低いものを採

きく伸びている数株を残して︑

人によって差があるもので

年の早春︑我が

らやってきた史前帰化植物と

ナと同じく古い時代に中国か

ヤブカンゾウは︑ヒガンバ

た︒やはり程々の量で楽しむ

ゆるゆるになってしまいまし

ったら︑家族４人ともお腹が

の料理に使ってたっぷり味わ

桐原真希

「生田利秋写真展―悠久の大地・インド」

【２月16日(土)〜４月22日(月)】

生田利秋氏は、躍進著しいインドにあって、一方では五千

年の歴史そのままに生活する人たちの姿に魅力を感じ、写真

を撮り続けてきました。生田氏はインド訪問６回を数え、北

から南まで16か所で人々に出会い、感動の旅をしました。

No.174

■桜が咲く前に！

と早速連れて帰って天ぷらに︒

きくなり過ぎて硬くなってし

痢や腹痛を起こすことがあり

■食べ過ぎは注意！

アクは殆どなくとても美味し

まいます︒桜が咲いたら完全

ます︒平成

日台前半あ

く味わえました︒それから新

にシーズンは終了です︒

家でヤブカンゾウをナムルや

されています︒万葉集では

に愛でられる里山の味︑今年

お浸し︑味噌汁の具など多く

﹁萱草 わ(すれぐさ ﹂)という名
で紹介され︑北海道から九州

も探しに行こうと思います︒

自然観察指導員

ほうがいいですね︒早春だけ
まで自生する野草です︒夏に
オレンジ色で八重咲きの大き
な花を開きますが︑こんなに
新芽がぎっしり生えていても
群生して咲いているのは見た
ことがありません︒密生して
芽生えると互いに成長を邪魔
し合い︑栄養と光の奪い合い
で育ちにくいのではという説
明を聞いたことがあります︒
ヤブカンゾウを摘む時は︑大

ビハール州ラジギールにて

インドの人々の敬虔な生活と力強さをご覧ください。

■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】
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■元々は中国から？

撮影：桐原真希
法勝寺川河川敷

