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「南部町教育の日条例」制定10周年を記念して開催した文
化講演会で、
南部町を表す漢字を京都・清水寺貫主 森清範師
に揮毫していただきました。
（詳しくはＰ８をご覧ください。
）

【今月の主な内容】
●全国学力・学習状況調査結果をお知らせします（Ｐ２−３）●南部町富有の里まつり（Ｐ４）●くらしの情報（Ｐ16）

平成29年度

全国学力・学習状況調査結果をお知らせします
今年も４月に小学６年生と中学３年生を対象に、全国学力(国語と算数･数学)・学習状況調査(質問紙
による生活習慣や学習の状況)調査が行われました。各教科の分析や、質問項目を絞って、南部町の小
中学生のよい面と課題点を考えてみたいと思います。※各教科の「知識」に関する問題がＡ、「活用」（知
識･技能等を実生活の様々な場面に活用する力等）に関する問題がＢです。

学力の状況
小中ともに国語Ｂが良好
小学６年生では︑話し合い
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める学習︵協同学習︶に取り
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る児童が多いので︑生活に密

組んでいます︒子どもが受け

道筋をしっかり示し︑クラス

着した課題設定で興味を持た
などの達成感を持たせたりす

の皆が達成することを︑子ど

身にならないよう︑目あて・

る授業づくりに︑より一層の

も達自身も目指せるよう支援

せ たり ︑﹁ 分 か っ た・で き た ﹂

工夫と徹底が求められます︒

しています︒それにより︑全

員に基礎・基本が定着してい

中学校

小学校

全県
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で出た意見をもとに文章を書
いたり︑発言の意図を読み取
ったりする﹁話す︑聞く﹂領

くと考えます︒

その授業づくりのベースに

中は全体的に良好
中学３年生はいずれも県平

は︑﹁わからない﹂や﹁思った

％高いな

ど︑小中学校ともに話し合い

均を上回り︑特に国語Ａ︑数

域が︑県平均より
により学習を深める成果が出

こと﹂が誰でも言える雰囲気

づくり︑人間関係づくりが大

学Ｂが高い値でした︒
国語Ａでは﹁読み手に伝わ

切になってきます︒そのため

ていると考えられます︒

るように書き直す﹂等︑書く

見通した人権学習カリキュラ

まとめ︑発信する学習︵まち
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年間を
ては︑﹁判断の根拠となる値と

ムの実践が急がれます︒

普段の授業において文章や

未来科︶に取り組むことで︑

65

76

には︑現在策定中の

国語Ａでは︑手紙の書き方︑

して適切なものを選ぶ﹂など

出し方の工夫が必要です︒算

式の意味を考えて書いたり︑

特にＢ問題の伸びが見られる
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60

能力の観点が︑数学Ｂにおい

俳句の情景捉え︑同音異義語

﹁資料活用﹂の領域が︑高い

数Ｂは︑適切な式を立てたり︑

調べ学習で資料をまとめ発表

と実感しています︒

の時間を中心に︑地域を調べ︑

数量関係のきまりを記述した

し合ったりする授業の成果が

81

70

小は国語Ａ︑算数Ｂに課題

等︑基礎・基本の定着が確実

結果でした︒

また生活科︑総合的な学習

にできるよう︑授業や宿題の

りする面が弱いです︒質問紙

出ていると考えられます︒

ります︒

修の機会を確保する必要があ

の教職員がともに学び合う研

これらのことを︑小中学校
の解答でも﹁解き方や考え方

小中一貫した指導理念とカ
リキュラムの実践
町内全学校で︑主体的︑対
話的で︑協働により理解を深

算数Ｂ

算数Ｂ

南部町

が分かるようにノートに書い
ている﹂がマイナス ％ 県(比 )
と低いので︑一人ひとりの丁
寧なノートづくりの指導が鍵
になってきます︒
また︑算数を苦手にしてい

算数Ａ

算数Ａ

県との差 （＋4） （＋3） （＋2） （＋4）

県との差 （−6） （＋3） （−1） （−4）
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平成29年度全国学力調査結果
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生活の状況
％から中３で

％と増え

まで聞いたり︑自分の考えを発

小学６年生は人の意見を最後
ボランティア参加も︑中学校に

に参加しています︒地域社会の

の住んでいる地域行事に積極的

南部町の子どもたちは︑自分

また︑家庭で学校の出来事や

いない姿が見えてきます︒

％ ︑) 寝 る 時 間 が 決 ま っ て い な か
ったりと︑時間を上手に使って

ったり︵中３県比マイナス ．３

％ ︶し︑ メ デ ィ ア ル ー ル

プ ラ ス ％ ︑) 生 徒 間 の 話 し 合 い
活動でお互いの考えを深め広げ

進んで手をさしのべたり︵県比

中学３年生は︑困っている人に

間を占め︑家庭学習がおろそか

れらが家庭生活のほとんどの時

メール ネ
･ ッ ト ︵ い ず れ も ２時 間
以上︶の割合が非常に高く︑そ

もにテレビ等の視聴︑ゲーム︑

ていますが︑一方で小中学校と

中学３年生は少しずつ増えてき

将来の夢や目標を持っている

運動をしています︒

﹁一日の家庭学習を記録﹂する

ィ ス
･ ク ー ル と 協 働 して﹁ メ デ ィ
ア は ９ 時 まで ﹂の 取 り 組 み や ︑

ルを決めてほしいと思います︒

一緒になって考え︑家庭のルー

らのことを話題にし︑子どもと

全ての子どもが︑自分の将来

数字は肯定的評価の％
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地域社会などでボランティア活動に参加したことがありますか
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習をしていない子ども﹂は︑小
６で
ています︒一日の計画性のない

表したりすることが得意な児童
進むほど多くなっています︒今

将来のことを話す子どもも多い

子が︑その日の復習も出来なか

が多いです︒友達の考えを受け
後︑更に地域の大人に学んだり︑

とは言えません︵県比マイナス

小中共に地域の行事やボラン
ティア活動に参加する子ども
が多い

止め︑自分の考えを返すという
一緒に遊んだりする機会が増え

友達の意見を聞いて自分の意
見を発表できる子どもが多い

姿勢を授業中だけでなく︑普段
ると良いと思います︒

をしっかり決めている家庭も少

〜

の生活の中でもぜひ活かしてい
って欲しいです︒

な い で す ︒︵ 中 ３ 県 比 マ イ ナ ス
．８％︶

合ったりしている姿が見えてき

になっている姿が見えてきます︒

を考え︑計画しながら︑自分の

ぜひこの機会に︑家庭でこれ

ます︒授業や生活の中で︑助け

中学校で読書とメール両方の時

意思で日々の生活を決定してい

将来を考え︑自ら意志決定で
きる力を付けていきましょう

合ったり高め合ったりする姿勢

間が増えること等を考えると︑

けるよう︑地域・家庭・学校・

学校でもＰＴＡやコミュニテ

は素晴らしいと思います︒

家庭学習をする子としない子の

困っている人を助けたり︑生
徒間で考えを深め合ったり広
げたりしている子どもが多い

12

子どもが一つになって︑話し合

80.5

︻問い合わせ先︼

教育委員会事務局

☎６４ ３
‐７８７

総務・学校教育課

家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか

57

時間格差の広がりを懸念してい

たいと思います︒

今住んでいる地域の行事に参加していますか

家の人と学校での出来事について話をしますか。(小学校）
家の人と将来のことについて話すことがありますか。(中学校）
昼休みや放課後，学校が休みの日に，本を読んだり，借りたり
するために，学校や地域の図書館に週に一回以上行く子ども
普段，１日当たり30分以上，読書をしている子ども（教科書
や参考書，漫画や雑誌は除く、学校の時間を除く）
普段，１日当たり2時間以上，テレビゲーム（コンピュータ、
携帯式，スマートフォンも含む）をしている子ども
普段，１日当たり２時間以上，携帯電話やスマートフォンで通
話やメール，ネットをしている子ども（ゲーム時間は除く）
小学校の授業時間以外に，普段，１日当たり1時間以上勉強を
している児童（中学校は2時間以上の生徒）

52.2

友達と話し合うとき，友達の話や意見を最後まで聞くことがで
98.3
きますか
学級の友達との間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深め
70
たり，広げたりすることができていると思いますか

49.4
55.8
友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか

小学校
中学校
南部町 鳥取県 全国 県比較 南部町 鳥取県 全国 県比較
質問事項

41
7.2

いを進めながら取り組んでいき

4.4

南部町の児童生徒の姿
質問紙調査から見える

2.3
10

ます︒
﹁自分で計画を立てて家庭学
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全国学力・学習状況調査結果
平成29年度

11/5
日㊐

親善ゲートボール大会
11/

10日㊎〜12日㊐

生涯学習作品展

11/12
日㊐

ＪＡ会見まつり
11/23
日㊍㊗

富有の里ウォーク

11/23
日㊍㊗

商工会まつり

11/23
日㊍㊗

第29回全国柿の種

◆担

◆会
◆時
◆内

◆担

◆会
◆時
◆内

場／南部町民グラウンド
間／午前９時〜午後３時
容／町外からたくさんの選手が集まり、熱いプレーを
繰り広げます。応援におでかけください。
当／南部町ゲートボール協会・南部町富有の里まつり
実行委員会事務局（企画政策課内）☎66‐3113
場／南部町農業者トレーニングセンター
間／午前９時〜午後６時 ※12日は午後４時で終了
容／作品展示のほか、体験コーナー、喫茶などご用意
してお待ちしています。力作ぞろいの作品をご覧
ください。※日曜日は読書まつり同時開催
当／南部町公民館 ☎64‐3782

◆担

場／ＪＡ会見支所駐車場
間／午前９時〜午後３時
容／各種アトラクションや特産品の販売など、イベン
ト盛りだくさん！でおもてなしします。
当／ＪＡ鳥取西部会見支所 ☎64‐2311

◆会

場／集合：とっとり花回廊、ゴール：天萬庁舎駐車場
（柿の種吹きとばし大会会場周辺）

◆時
◆内

間／午前９時〜正午（受付８時30分〜）
容／約９㎞のコースです。参加料300円が必要、中
学生以下無料です。事前申込で特典あり、締切は
11/15（水）まで。
◆申込先／スポnetなんぶ ☎66‐5400
◆会
◆時
◆内
◆担
◆会
◆受
◆内
◆担

場／天萬庁舎駐車場（柿の種吹きとばし大会会場周辺）
間／午前10時〜午後３時
容／飲食コーナー、フリーマーケットなど、にぎやか
に皆さまをお出むかえします♪
当／南部町商工会 ☎66‐2035
場／南部町農業者トレーニングセンター
付／午前10時〜・開会／正午〜
容／毎年恒例！豪華賞品をかけて柿の種を吹きとばし
ましょう。産地の底力に期待大！
当／南部町富有の里まつり実行委員会事務局(企画政
策課内) ☎66‐3113

第 回

吹きとばし大会

◆会
◆時
◆内

32

南部町富有の里まつり
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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 №34
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「オレンジリボンたすきリレー」の情報をお届けします。

オレンジリボンたすきリレー
子ども虐待防止

〜11月は児童虐待防止推進月間です〜

オレンジリボン運動は、

「子ども虐待のない社会の実現」を目指す住民運動です。
オレンジリボンは、そのシンボルマークであり、オレンジ色は子ども
たちの明るい未来を表しています。
鳥取県西部地区では、児童虐待防止推進月間の11月にオレンジリボ
ンたすきリレーを開催しています。オレンジリボンに込められた思いを
胸に、米子児童相談所管内の市町村からスタートし、ゴール地点である
米子児童相談所に向かってランナーが「たすき」をつなぎます。
南部町では今年も、11月18日（土）に日南町から「たすき」を受け
取り、すみれこども園から国道180号線を通り、米子消防署南部出張所
まで約3㎞を走ります。皆様の温かい声援をお願いします。

昨年の様子

各市町村から出発！！

南部町

〈南部町コース〉
日南町からスタートし、南部町を経由して、
米子児童相談所へゴールするコースです。

日南町からたすきを受け取り、すみれこども園前を
出発し、国道180号線を通って米子消防署南部出
張所まで約３キロをランナーが走ります。
10：10頃
10：30頃
10：45頃
すみれこども園→つくし保育園前→ 米子消防署
出発式
南部出張所

米子児童相談所
12：00

ランナーへの
声援をお願いします

子どもたちに明るい未来を

こんなときには、１８９
あの子、
もしかしたら
虐待をうけてい
るのかしら…

米子児童相談所 ☎33‐1471

又は

下記へご相談ください。

子育てが辛くて
つい子どもに
あたってしまう…

近くに子育てに
悩んでいる
人がいる…

南部町子育て支援課 ☎66‐5525

【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
5
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☎66‐5525

冷たいものが歯にしみる。

不規則な生活を送っている。

起床時に口の中がネバネバする。

口臭がある。

歯ぐきが腫れることがある。

歯がグラグラする。

歯ぐきが下がって歯が長くなった気
がする。

早期に受診を

《判定》

チェックが１〜２個の場合

歯周病の可能性があります。

チェックが３〜５個以上

中期歯周炎以上に歯周病が進行してい

る恐れがあります。早めに歯科医師に相

談しましょう。

入院された高齢者の方の口腔

入院時でも安心です

虫歯・歯周病の予防は︑自宅

ケアは心配ではありませんか？

きちんと磨けていますか？

でのセルフケアと︑歯科医院で

肺炎を引き起こす原因のひとつ

歯ブラシにもそれぞれ特長が

ケアは︑当院の歯科医師︑歯科

導もしています︒入院中の口腔

退院後に向けての口腔ケアの指

あります︒患者様に合った歯ブ

衛生士にお任せください︒

■受付時間︵平日のみ︶

︻西伯病院予約窓口︼

ラシの選び方や︑磨き方につい

てもご相談ください︒小さなお

子様や︑介護が必要な方へのブ

ラッシング方法や口腔ケアにつ

いての相談も受けています︒

午前８時 分〜正午︑

☎６６

２
‐２１１︵代表︶

■電話番号

午後１時 分〜５時

30 30
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定期的に歯科受診をしましょう

歯ぐきから膿がでる。

2017.11

外来診察では︑歯科として一
般的な虫歯の治療︑抜歯などの

のプロフェッショナルケアの２

として︑口腔内の常在細菌が影

歯みがきの最中に出血しやすい。

広報なんぶ

口腔外科治療︑歯周病治療等を

つで行いましょう︒予防の基本

西伯病院の歯科外来を
ご存知ですか？
歯科の疾患も︑他の病気と同

響するとも考えられています︒

行っています︒

はブラッシングです！いくら時

の科で入院中の患者様も外出す

様に早期に発見し︑早期に治療

んと磨けていなければブラッシ

ることなく︑院内の歯科診察室

当院には常勤の歯科医師１ 名

のを口に入れて歯がしみたり︑

ングの意味はありません︒確実

西伯病院の歯科診察室は︑当院

﹁詰物が取れた﹂などの自覚症

にて診察を受けることができま

総合病院である当院では︑他

取大学医学部口腔外科より第一

状がある場合はもちろんのこと︑ に歯垢を除去することが虫歯・

す︒移動することが困難な方へ

間を掛けて磨いていても︑きち

にあります︒明るく広々とした
木曜日︶がいますので︑親知ら

歯周病の予防になります︒毎日

することが一番です！冷たいも

診 察 室 内 に ︑５ つ の 診 察 台 を 設
ずの抜歯などの外科的処置も安

自覚症状がない場合でも半年に

と︑非常勤の歯科医師１ 名︵鳥

けています︒少し広めのチェア
心して受診していただけます︒

は︑入院されている病室への訪

２階 の 南 側 に 面 し た 明 る い 空 間

サイド
︵診察台︶は︑車椅子や手

のご自身での正しいブラッシン

問診察も行っています︒

一度は受診しましょう︒

グと医療機関で歯垢除去をして

また︑内科・外科などの診療科

診察は平日のみで予約制とな

いくことで︑健康的な口腔内を

押し車をお使いの方でも安心し

て受診していただけます︒また︑ をもつ総合病院であるため︑他

っております︒事前に電話で予

歯と歯の間のすき間ができている。

またご家族様へは︑入院中や

の診療科の受診日に合わせて歯

歯ぐきの色が赤い。

プ ラ イ バ シ ー 保 護 の ため︑診 察

クしてみてください。

保っていきましょう︒

次の項目の当てはまるものに、チェッ

台ごとに仕切りを設けています︒ 科の受診を行うこともできます︒ 約をお願いします︒

歯周病セルフチェック

☎66-2211
西伯病院

健康診断項目をチェック！

腎臓の状態は、健康診断の検査項目である「※ｅ-GFR」と

排出したり︑血圧をコント

て老廃物や毒素を尿として

腎臓には︑血液をろ過し
症リスクを高めます︒

脳卒中や心筋梗塞などの発

慢性腎臓病は︑ほかにも

ど腎臓の機能が低下している。

【ｅ-GFR値】

（医療機関での診察が
必要）

腎臓に優しい生活習慣
●血圧や血糖値の記録をつけ

●肥満を防ぐ︒
●排尿を我慢せず︑水分を十
分にとる︒
●指示通りに薬を服用する︒
●ストレスを解消し︑
睡眠・休
養をとり︑疲れをためない︒
●禁煙︒
●食事をバランスよく食べる︒
●塩分・脂質の取り過ぎに気
を付ける︒

鳥
…取 県 健 康 対 策 協

自分で出来るじんぞう健

●お酒は適量にする︒
︵参考

康度チェック
議会作成︶

ノロウイルスを予防しよう

ノロウイルスは食中毒と感染症の両面を併せもち︑１年中発

月から春先に多く発生しています︒おう吐︑

て︑病院の先生が指示され

下痢︑発熱などの症状に伴い︑抵抗力の弱いこどもや高齢者は

を把握し︑健診結果から運

※ｅ-GFRとは…腎臓のろ過機能の状態を示す。数字が小さいほ

れた場所を

％ 次亜

④ウイルスに汚染さ

いれると効果的︶

ウムをしみこむ程度

％ 次亜塩素酸ナトリ

入 れ 密 封 する ︒︵

すぐにビニール袋に

③拭き取ったものは

取る︒

ーパータオルで拭き

②使い捨ての布やペ

手袋を着用する︒

エプロン︑ビニール

①作業時はマスク︑

おう吐物などの
処理方法

いことも大切です︒

生します︒とくに

ロールする︑血液を作るな
る値をこえないように食事

腎臓に負担をかける大き

ど様々な機能がありますが︑ な原因は︑﹁高血圧﹂﹁糖尿
病 ﹂﹁ 脂 質 異 常 ﹂ を は じ め

すると︑食事などに大きな
動や食事︑休養などの生活

分の健診結果から、これらの値を探してみましょう。

●適度な運動を定期的に行う︒

重症化することもあります︒ノロウイルスは感染を拡大させな

腎臓の機能は︑一度低下す
とした生活習慣病です︒こ

や運動に気を付ける︒

るともとに戻りにくい特徴
れらの生活習慣病は自覚症
状がないため︑定期的に健

があります︒
慢性的に腎臓機能が低下

制約が必要となる上︑生涯
習慣の見直しをしていくこ

診を受け︑自分の体の状態

にわたり毎月高額な治療費
とが大切です︒

した状態を放置し︑重症化

がかかる人工透析や腎移植

「尿蛋白」の２つの検査項目で確認できます。まずはご自

11

0.1
る︒

分程度放置し

タオルなどで消毒す

浸した布やペーパー

塩素酸ナトリウムに

0.02

たら水拭きをする︒

10

判定
異常

尿蛋白
−
±

№158

あなたの腎臓は
元気ですか？
が必要となります︒

正常

尿蛋白
＋
＋２
＋３
判定
正常
再検査

【尿蛋白値】

軽度低下 中等度低下 高度低下 末期腎不全
健康度

透析・移植
生活改善・食事改善
医療機関での診察
治療法
（目安）

15未満
29〜15
59〜30
90以上

89〜60
ｅ-GFR

2017.11
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・食欲低下
・夜間頻尿 ・疲れやすい
・息苦しさ
・自覚症状はほとんど
・高血圧
・むくみ
・吐き気
ない
・貧血
・動悸
・尿量減少
症状

☎66-5524
健康福祉課

月７日・８日の２日間︑
回日本オオサ

西伯小学校体育館をメイン

会場に︑第

ンショウウオの会南部町大

会が行われました︒

生１ 匹 を 捕 獲 し て ︑ 参 加 者
に南部町のオオサンショウ
ウオをご覧いただきました︒
大会会場は多くの出店で
賑わい︑和んだ良い雰囲気

は︑町内からも多くの方に

の参加者数となった今大会

語 り 合 い ま し た ︒５ ０ ０ 名

観察などの情報を交換し︑

等が集い︑研究報告や環境

ョウウオのファンや研究者

境を維持し︑環境保全啓発

ことができました︒この環

くの皆さまにアピールする

をあらためて確認でき︑多

貴重な里地里山の自然環境

サンショウウオも生息する

この大会によって︑オオ

で参加者に好評でした︒

参加していただき︑今まで

のシンボル的存在としてオ

大 会１ 日 目 は ︑ 開 会 式 で

大会の開催にあたり︑多

続くことを願っています︒

南部町の漢字を披露

いで選ばれた﹁豊﹂と︑

熱心に耳をかたむけてい

約５ ０ ０ 人 の 皆 さ ん も ︑

場にお集まりいただいた

絆の大切さを話され︑会

ている﹂と︑人と人との

えない命によって保たれ

の人々の支えといった見

の命は︑見える命と周囲

講 演 会 では︑﹁ 私 た ち

ました︒

を力強く書いていただき

選ばれた﹁里﹂の二文字

っていきたいとの思いで

未来に向かって大切に守

町の里地・里山の風景を

﹃ふるさと﹄である南部

や心が豊かであるとの思

いつまでも自然あふれる

個々に暮らす人々の表情

で作物が豊かに実り︑

揮毫式では︑自然豊か

文化講演会開催

月

﹁教育の日条例﹂制定

周年を記念して︑

日︑農業者トレーニング

センターにおいて﹁文化

月に発

講演会﹂を開催しました︒

当日は︑毎年

表される今年の漢字を
き ごう

揮毫される京都・清水寺

かん す

の森清範貫主をお招きし︑

町民の皆さんと中高生か

ら応募のあった南部町を

表す漢字の中から選ばれ

た二文字を揮毫いただい

た後に︑講演をしていた

ました︒

8
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全国各地からオオサンシ

の大会で最大規模となりま

本大会キャラクター﹁なん

くの団体や皆さまにご協力

オサンショウウオの繁殖が

ぶヌル丸﹂の名付け親であ

いただきました︒文末では

した︒

る亀岡令子さん︵米子市︶

ありますが︑厚くお礼申し
上げます︒

に表彰を行いました︒
南部町からは里地里山の
自然環境やオオサンショウ
ウオについて桐原真希さん
︵南部町文化財保護審議委
員︶
︑西伯小学校４年生︑法
勝寺中学校科学部︑岡田純
さん
︵ハンザキ研究所︶の４
つの報告がありました︒
２日 目 は 八 金 川 の 環 境 観

清範貫主

14

察で大会実行委員がオオサ

だきました︒

森

14 10

10

ン シ ョ ウ ウ オ 成 体１ 体 と 幼

10

12

全国から多くの参加
オオサンショウウオを計測
見つかったオオサンショウウオ
（写真提供：もりまきフィール
ドネットワーク）

（写真提供：もりまきフィールドネットワーク）

日本オオサンショウウオの会南部町大会開催

☎64-3787
教育委員会事務局

里地里山 大切なものを守るため

■会

場

富有まんてんホール（天萬庁舎３階）

■会

場

プラザ西伯（法勝寺）

■演

題

薬物依存について〜ダルクからメッセージ

■テーマ

■講

師

千坂

■講

︽法勝寺中学校区︾

１月15日（月）午後７時30分〜

︽南部中学校区︾

み る

ひ な

時

■小学生の部 最優秀賞

た つき

めい と

西伯小学校 五年 多月 美瑠

自分から さがしてみよう 人のよさ

優秀賞

にしむら

西伯小学校 六年 西村 盟斗

やめとけよ そのひとことで いじめなし

優秀賞

かわかみ

﹁ごめんなさい﹂
と 言えない自分 今こそ変えよう

ま ゆ こ

■日

■小学生の部 最優秀賞
いっしん

会見小学校 六年 仲田 一心

なか だ

さし出そう 一人でいる子に あなたの手

優秀賞
あい な

会見小学校 六年 亀井 愛奏

かめ い

自分から さし出すその手に 明日がある

優秀賞
はる と

みやこ

西伯小学校 五年 川上 姫奈

■中学生の部 最優秀賞

ほそ だ

ゆう か

法勝寺中学校 二年 細田 都

この空気 私が変えよう まず一歩

優秀賞

み しま

おか だ

法勝寺中学校 三年 三嶋 友歌

助けあい 支えあうほど 分かるぬくもり

優秀賞
ありがとう 笑顔の花が 咲く言葉

法勝寺中学校 一年 岡田 真由子

11月29日（水）午後７時30分〜

師 山澤

ごめんねと ゆうきを出して あやまるぼく
ひら ぎ

なお と

会見第二小学校 二年 平木 悠人

■中学生の部 最優秀賞
い とう

み のり

南部中学校 二年 伊藤 直人

強くなれ 自分が自分の 応援団

優秀賞
さ さ き

南部中学校 二年 佐々木 美徳

てっせい

優秀賞

いく お

加納 郁夫

か のう

あなたと私で半分こ 一人で悩むな 辛いこと

優秀賞

しげる

※子どもたちの現実、見えますか、聞こえますか。

※ダルクとは、薬物依存者等が回復するための施設

重美（やまざわしげみ）さん

時

「子どもの人権」

所長）

（米子市児童相談所

（ＮＰＯ法人鳥取ダルク代表）

第５回「ミカエル・セミナー」

第４回「ミカエル・セミナー」

子育てポイント
対象事業です

■日

雅浩（ちさかまさひろ）さん

勇気はね 誰かを救う 第一歩

優秀賞
自分の力を信じてみよう
ふみ出す勇気 みんなのために
もりもと

れい こ

南部中学校 一年 森本 哲星

■一般の部 最優秀賞
いわれなき 差別の心を取りのぞき
広げていこうよ 笑顔の輪
か のう

加納 令子

むらかみ

相手のために みんなのために さりげなく

村上 茂

№158
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☎64-3782
人権・社会教育課
教育委員会事務局

平成29年度南部町「人権標語」入賞作品

今年度は「自分〜勇気を出して踏み出す一歩〜」をテーマに、町内施設や学校で人権標語の募集をしたところ、
526人の方にご応募いただき、応募総数は884作品でした。

選考会は10月４日に南部町人権・同和教育研究集会実行委員会で行い、それぞれの部門で最優秀賞と優秀賞が
選ばれました。表彰式は、宮前隣保館解放文化祭、西伯文化会館解放まつりで掲示され、表彰されます。

▽ 参加無料です。みなさまの参加をおまちしています。

2017．11

まちの話題

秋雨の中、日ごろの成果を競う

来年もたくさんのホタルに会えますように

第30回記念大会 南部町緑水湖健康マラソン大会

会見小５年生がカワニナを放流

第１回を現在の緑水湖

９月14日に会見小

の湖底となっているコー

５年生が、ホタルの幼

スを走り開催してから、

虫の餌となるカワニナ

今年で第30回を迎えた

を放流しました。

南部町緑水湖健康マラソ

総合的な学習の時間

ン大会が、10月15日に

で金田川のホタルにつ

開催されました。

いて学習している５年

当日の天候は雨となり

生。この日はホタルの

ましたが、町内のみなら

保護活動に取り組んで

ず、県内外から事前申し

いる「金田川ホタルの

込み約820人、当日受付

里」井塚照雄代表と赤

は約50人の参加者があ
りました。

完走を目指してスタート！

カワニナはどこかな〜？

井厚生さんをゲストティーチャーにお迎えし、ホタ
ルについて習びました。「近年、ホタルの餌になる

開会式では30回大会にあたり、長年本大会にご協力

カワニナが減少していて困っている」など話を聞い

いただいている企業・団体等へ感謝状の贈呈が行われま

たあと、天萬地区の田んぼの水路でカワニナ探し。

した。また、招待選手の元中国電力陸上部田子康宏さん

この日はおよそ10㎏を採り、金田川に放流しま

（南部町出身）やゲストのほのまるも参加者と一緒に走

した。

り、大会を盛り上げました。

子どもたちは、来年のホタルの輝きを楽しみにし

今後も健康・体力づくり、南部町の魅力発信の場とし

ているようでした。

て、多くの方の参加をお待ちしております。

地域振興協議会

大国

地域振興協議会

トピックス
【住所】原868‐４（おおくに田園スクエア内）
☎66‐5266

おおくに夏まつり
８月５日（日）、おおくに田園スクエアにて、今年初めての夏祭りが行われました。
どれくらいの人が集まるか不安でしたが、予想を大きく上回る参加者でスタッフ一同大喜び。
屋台ではクレープ、綿菓子、かき氷、カレー、モンゴル料理

(揚げ餃子、焼うどん)等々・・・。料

理には行列ができ、クレープ、ジュースは早々に売り切れるほどの大盛況で、子ども達は、浴衣姿で
金魚すくいやスーパーボールすくい、すいか割りやバルーンアートに夢中。
終盤にはモンゴルのジャンベの演奏が始まり、最後は花火大会で終わりました。

異国の音楽に魅了されました

すいか割りも大盛り上がり
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

機構では︑空き家を活用した移住
れまでのスキルが活かせるという保

うことは︑自営や起業を除けば︑こ

町職
民業
のの
笑紹
顔介を
も
売
しり
てに
いし
まて
す

者の受け入れに取り組んでいますが︑
証はありません︒
子市をはじめとする近郊でという事

従って住まいは町内で︑仕事は米

併せて職業紹介責任者を配した︑無
料の職業紹介の窓口業務も行ってい
ます︒

里山サイクリングで秋の南部町を楽しむ！

皆さんこんにちは！南部町地

日に開催した﹁里山

域おこし協力隊の城貝です︒今
回は９月

サイクリング〜秋の里地・田園

コース﹂をご紹介します︒

観光協会で作成したサイクリングマップを

このイベントは︑今年の春に

海にも大山にも︑そして市部にも

使い︑秋の南部町を自転車で楽しもうとい

も考えられます︒
近く︑自然環境・子育て環境共に恵

うものです︒

ハローワーク米子と同じ求人求職

まれた南部町へと移住を勧めていま

情報が︑法勝寺庁舎同様︑いこい荘
最近は求人が求職を上回る売り手

す︒なお︑町内在住の方のご相談も

土手を通って天津平野で大山を眺め︑最後

まごころ市から客神社︑その後︑法勝寺川

は看護師や保育士等の専門職が︑パ

に赤猪岩神社でお参りをして帰るコースで

でも閲覧出来ます︒
市場で︑ほとんどの業種で人材不足

承ります︒ ︵理事長 毎川秀巳︶

今回走ったのは︑里地・田園のＡコース︒

が続いています︒特にフルタイムで
ートタイムでは飲食業等のサービス

だきました︒
当日は見事な秋晴れ！距離も

㎞と短か

説や自然の事など︑色々とお話させていた

した︒おすすめスポットでは︑その地の伝
※出来るだけ事前予約をお願いします。

業が不足しているようです︒

お気軽にご相談くだ

担当の吹野です︒

のがフルタイム︑パートタイム共に

さい♪

うでした︒

南部町の自然︑風景︑神社を楽しむのに︑

サイクリングは本当に最高です！今後もサイクリングイベントをや

っていく予定です︒レンタサイクルの貸出しもどんどん行っていく

ので︑知り合いの方が遊びに来たとか︑久々に自転車に乗りたい︑

という時には︑ぜひ﹁なんぶレンタサイクル﹂をご利用ください︒

︵レンタサイクルの詳細は︑南部町観光協会までお問い合わせくだ

☎30‐4822（南部町観光協会内）

城貝健太郎

地域おこし協力隊

30

ったので︑皆さんゆったりと楽しまれたよ

10

一方︑求職が求人を上回っている
事務的職業です︒
次に︑南部町に限っていえば毎月
百件前後の求人があり︑フルタイム
の場合︑専門職の他に製造・建設業
分野の求人が多く︑パートタイムに
ついては︑サービス業が特に多いよ
うです︒
職種は多いほど選択肢が増えます︒

◆午前９時〜午後５時（平日のみ）

撮影スポットで人気の客神社について説明

川土手は季節ごとに楽しめます

地域おこし協力隊の
つ・ぶ・や・き
さい︒
︶
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しかし︑移住される方にとって︑限
られた職種で町内に職を求めるとい

無料職業相談窓口をご利用ください

未来を生き抜く力を育む「まち未来科」〜西伯小学校〜

西伯小教育とまち未来科
西伯小学校では、新学習指導要領に示された「主体的で対話的な深い学び」を目指して「協同学習」
に取り組んでいます。そして、変化の激しい時代を生きる子どもたちに必要な「考え、行動する力」を
育んでいきたいと考えています。南部町で取り組んでいる「まち未来科」では、「ふるさと愛着力」
「将来設計力」「社会参画力」「人間関係調整力」の４つの「つけたい力」を設定していますが、自分
たちの住むふるさとを大切にしながら社会で活躍できる、次代を担う大人への成長を期待したいと考え
ています。
日頃からコミュニティー・スクールのみなさんに学習支援などしていただきながら、地域の方とのふ
れあいを大切にした学習を行っています。「まち未来科」でも、地域のみなさんの力をお借りしながら、
より充実した実践をめざしていきたいと思います。
※１年生から６年生まで全ての学年で取り組んでいますが、紙面の都合で３つの学年の取り組みを紹介します。

１年
「たのしいあき

（とっとり花回廊）
いっぱい」

１年生は生活科で季節ごとに変化する地域の自然に親しむ学習
をします。10月には、３校合同でとっとり花回廊に出かけて秋の
自然に親しんだり、他校との交流を行ったりします。すばらしい
町内の施設を利用して交流するとともに、自然豊かな南部町のす
ばらしさを感じてもらいたいと思っています。
この後、園内で拾った落ち葉やドングリで遊んだり、おもちゃ
を作ったりして楽しい体験も計画しています。

４年
「環境を守る

オオサンショウウオ」

４年生は、南部町の希少生物について学習をします。今年はオ
オサンショウウオ・サミットが開催され、研究発表にも参加する
ことになったので、児童全員が張り切って学習に取り組みまし
た。教室内でカスミサンショウウオを飼ったり、自然観察指導員
の桐原真希さんにお話を伺ったり、オオサンショウウオの住む川
に水中生物の調査に出かけたりしました。10月７日のサミット本
番では、学習の成果を堂々と発表することができました。

５年
「郷土の伝統文化に学ぶ 『一式飾り』
」
５年生は全国的にも大変貴重な伝統文化である「一式飾り」に
ついて学習します。一式飾りの研究者である鳥取大学地域学部の
高橋健司教授に授業をしていただき、一式飾りのすばらしさや歴
史について学んでいます。そして、学校にある台所用品や学用品
をつかって、研究室の学生と一緒に一式飾りの制作に挑戦しま
す。４月の南部町さくらまつりでは、常設展示場に児童が制作し
た作品も展示しますので、ぜひご覧ください。
広報なんぶ
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南部町立法勝寺図書館

☎66-4463

天萬図書館

平成28年度を振り返って
平成28年度は「おとなの夜楽」と題して、毎月最
終金曜日(10月まで)の夜間開館を実施しました。製
本講座やビブリオバトル（書評合戦）など、来館の
きっかけになるイベントを開催しました。また図書
館に来られない方への支援として、町内各地で出前
図書館にも力をいれました。
今後も図書館を身近に感じていただき、さまざま
な場面で、みなさんのお役にたてるよう活動してい
きます。お気軽にご利用ください。

☎64-3791

〜図書館活動報告〜
数字で見る図書館の利用状況

●蔵書冊数／114,149冊（前年：108,445冊）
各館の冊数／法勝寺：58,874冊、天萬：55,275冊
●貸出冊数／109,304冊（前年：118,647冊）
●予約冊数／8,591冊（前年：9,606冊）
●利用人数／26,155人（前年：28,207人）
※平成28年４月1日〜平成29年3月31日利用分

平成28年度に人気のあった本

おとなの夜楽

﹁ビブリオバトル﹂の様子

【ベスト貸出】
1.コンビニ人間／村田沙耶香
2.天才／石原慎太郎
3.火花／又吉直樹

【ベスト予約】

1.コンビニ人間／村田沙耶香
2.羊と鋼の森／宮下奈都

南部町立図書館ｷｬﾗｸﾀｰ
ブッぽん

3.九十歳。何がめでたい／佐藤愛子

おはなし･ドン

ふゆのおはなし会

12月９日（土）午後７時30分〜

■日時
■場所

南部町公民館さいはく分館

人形劇

「のんびりサンタさん」

ブラックライト「サンタがまちにやってくる」他

運営協議会つぶやき①

図書館と私

「この草が庭にはびこって困っている。どうやっ
て除草したらよいのか調べてもらえんか」雑草が入
ったビニール袋を手にした方が相談したのは、図書
館の窓口。正式にはレファレンスサービス窓口。相
談を受けた図書館スタッフは雑草の名前を調べあげ、
利用者には除草のアドバイスがされた。
これは先日、鳥取県立図書館のミニセミナーで紹

ぬいぐるみのおとまり会
■日にち

12月15日（金）

■場

所

法勝寺図書館

■対

象

未就学児童

介された、実際にあった相談ケースです。私自身、
レファレンスサービスという言葉は知っていました
が、小学生の自由研究のように、研究目的で利用さ
れるもので、自分には縁がないものとばかり思って
いました。実は生活に根ざしたサービスであること
に気付き、目からウロコでした。もし困りごとがあ

＊10名まで（要申込み）
詳しくは別途チラシをご覧ください。

11月のおはなし会

った時、近くの図書館に相談することで解決する方
法もあることを知っておきたいです。

11月の行政書士無料相談会

■日にち／11月26日（日）

■日にち／11月15日（水）

■時間／午前10時30分〜

■時間／午前10時〜午後１時

■場所／天萬図書館

■場所／法勝寺図書館２階

おはなしの部屋

■内容／わらべうた、絵本など
親子で楽しめる内容です。

13
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■相談内容／相続・遺言・クーリングオフなど
※予約不要

※秘密厳守

■主催／鳥取県行政書士会■共催／南部町立図書館

国民年金からのお知らせ

国民年金

付加保険料のご案内

―受け取る年金額を少し増やせる「付加年金」制度をご存じですか？―
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)は、定額保険料に付加保険料を上乗
せして納めることで、受給する年金額を増やせます。

定額保険料（平成29年度）：月額16,490円 ＋ 付加保険料：月額400円
付加年金の受給額（年額）は「200円×付加保険料納付月数」です。
基礎年金の受給総額
老齢基礎年金

付加年金

付加年金

（例）付加保険料を40年間納めた場合

老齢基礎年金

400円×40年（480月）＝192,000円

１年間に受け取る付加年金額

200円×40年（480月）＝96,000円（年額）

●２年間で、支払った保険料と同額を受け取ることができます。
●年金は定額のため、物価スライド（増額・減額）はありません。
《注意》
①付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
②付加保険料の納期限は、翌月末日（納期限）と定められております。
③納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
④保険料の免除、猶予を受けている方や国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。

国民年金任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間（10年以上）を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため
老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降（申出
された月以降）でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。
《任意加入できる方》
①年金額を増やしたい方は65歳までの間
②受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
③外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
なお、③を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。

【国民年金に関する問い合わせ先】
●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）☎64‐3781
広報なんぶ
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税務署からのお知らせ

ご自宅のパソコンで申告書の作成を！
（マイナンバーカードでｅ‐Ｔａｘ）
申告書は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することが出来ます。
作成した申告書は、マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタを準備すれば、
「ｅ‐Ｔａｘ（電子申告）
」を
利用して提出できます。町では自宅での申告書の作成と提出を推進しています。皆様ご利用ください。

■税務署に出向く必要なし！
インターネットを利用して申告書を提出することが出来ます。

■いつでも利用可能！

確定申告期間中は、休日を含め24時間利用できます。

■添付書類を省略！

一部書類（源泉徴収票など）は内容を入力して送信することにより、提出を省略できます。

■本人確認書類不要！

マイナンバーに係る本人確認書類の写しの提出が不要です（マイナンバーの記載は必要です）
。

■還付金が早い！

書面で提出した場合より、還付金を早く受け取れます。

【作成コーナーの操作などに関する問い合わせ先】
●ｅ‐Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク ☎０５７０‐０１‐５９０１
▶平日 午前９時〜午後５時（祝日等及び12月29日〜1月３日を除く）

●マイナンバー総合フリーダイヤル ☎０１２０‐９５‐０１７８

マイナンバーカードの取得やＩＣカードリーダライタの設定などマイナンバーに関するご質問
▶平日 午前９時30分〜午後８時 ▶土日祝日 午前９時30分〜午後５時30分（年末年始除く）

【問い合わせ先】●米子税務署 ☎３２−４１２１

●税務課 ☎６６−４８０２

年末調整説明会を開催します

平成29年分

源泉徴収義務者の方を対象とした「平成29年分年末調整説明会」を次の日程で開催します。
開催日

11月16日
（木）

開

催

時

間

午前10時〜正午

開

催

場

所

米子市文化ホール
メインホール

午後１時30分〜３時30分

（米子市末広町293番地）

対

象

者

米子市の方
境港市、日南町、日野町、江
府町、日吉津村、大山町、南
部町、伯耆町の方

※駐車場につきましては、混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
※開催時間により対象の方を定めていますが、ご都合がつかない場合はどちらでもご出席いただけます。

【問い合わせ先】米子税務署 ☎３２−４１２１
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お知らせ

月６日から︑鳥

鳥取県最低賃金が
改正されました
年

南部町の健康課題の抽出を

催し物

月

日︵日︶

の たい わ

南部町公民館まんてん道場

や

矢野大和口演会

﹁笑って元気！﹂

日︵火︶

分〜

しゅんぷうていちょうのすけ

お話しいただきます︒

口演会の前に春風亭朝之助
※
さんに落語を演じていただ

きます︒どなたでもお越し

いただけます︒お誘い合わ

せておでかけください︒

︻問い合わせ先︼

南部町公民館☎６４ ３
‐７８２

16

№158

2017.11

広報なんぶ

第 回鳥取県勤労者
美術展 ︵入場無料︶
■会期

日︵日︶

月

たい わ

富有まんてんホール

の

■会場

矢野 大和さん

いくつになっても笑

矢野大和さん

って過ごすためのヒントを

■内容

︵おおいた観光特使︶

や

■講師

■日時

14

午後１時

11

個人情報に注意しましょう

災グッズの資料配布等を理由

目的として︑町民の皆様の食

〜

☎０８５７ ２
‐７ ４
‐１８８
０８５７ ２
‐４ ８
‐１４９

福祉協議会

一般財団法人鳥取県労働者

︻問い合わせ先︼

︵倉吉市仲ノ町３４４５ ８
‐︶

最
※終日は午後３時まで
■会場 倉吉博物館 展示室

※月 日 月( は)休館日
■時間 午前９時〜午後５ 時

24

17

南部町食生活アンケート
及び食習慣調査を実施し
ます

に個人情報を聞き出そうとい

習慣や食に関する意識や現状

12
18

64

12

近年︑消防職員と偽って防

った不審電話が多発していま

などを把握するために実施し
ます︒

すのでご注意下さい︒
不審な電話等がありました

アンケート結果は今後の施
策等の参考資料とさせていた

ら最寄りの消防署まで連絡し
てください︒

だきますので︑ぜひご協力く
ださい︒

︻問い合わせ先︼
米子消防署南部出張所

■実施対象者
歳から

ートをお送りしています︒
■実施期間
月１日 水( 〜) 日 木(

︻問い合わせ先︼

食習慣調査は︑ご希望によ
※
り結果をお返しします︒

)

対象の方には︑郵送でアンケ

を無作為抽出して行います︒

歳未満の約４︐５００人の方

食習慣調査は︑

☎３９ ６
‐００３

指名手配被疑者の発見に向

指名手配被疑者の検挙に
御協力を！

用形態や呼称にかかわらず︑

けた捜査活動には︑皆さんの

75
健康福祉課☎６６ ５
‐５２４

30

平成
取県最低賃金が時間額７３８
円に改正されました︒
鳥取県最低賃金は︑業種や
規模及び常用・臨時・アルバ

県内の事業場で働くすべての

御協力が是非とも必要です︒

イト・パート・嘱託などの雇

労働者とその使用者に適用さ

人を見掛けたといった情報な

指名手配被疑者によく似た

詳しくは︑鳥取労働局労働

ど︑どんなわずかなことでも

れます︒
基準部賃金室または各労働基

結構ですので︑警察に通報し
ていただきますようお願いし

準監督署にお問い合わせくだ
さい︒

ます︒
︻問い合わせ先︼

︻問い合わせ先︼
鳥取労働局労働基準部賃金室

米子警察署☎３３ ０
‐１１０

20

30

10

☎０８５７ ２
‐９ １
‐７０５

11
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【平成30年に行う事業】

【第４回】大山と刀剣・たたらの関わり

●「大山山麓の至宝」展

伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会では、大
山がもたらす様々な「恵み」を４つのプロジェクトに
分け、それぞれの魅力を感じられる事業を進めていき
ます。

【４つのプロジェクト】
●「大山」の恵みを感じるプロジェクト
●緑のプロジェクト
●星取県プロジェクト
●水と食プロジェクト

この地域では、古くから大山山麓で産出する砂鉄を
使用し、鉄穴（かんな）流しとたたら製鉄で鋼を生産
していました。こうした背景のもと、平安時代には
「反りのある日本刀」では最古級の名匠として知られ
る刀工「伯耆安綱」を輩出したこの地で、伯耆ゆかり
の刀剣や、大山の重宝などの展示を行います。
●謎解き宝探しゲーム
宝の地図を解読し、隠された宝箱を探す参加型ゲー
ム。楽しみながら、大山山麓の歴史・文化にふれるこ

今回は「『大山』の恵みを感じるプロジェクト」に

ついて紹介します。

とができます。
●1300本のたいまつ行列

大山は、古くから人々に様々な恵みをもたらす山と
して崇敬されており、大山山麓では「大山さんのおか
げ」と感謝の念を捧げながら大山を仰ぎ見る暮らしが
息づいています。その大山山麓に今も根付く「地蔵信
仰」や、大山からもたらされる「恵み」としての「た
たら文化」の歴史、また、伯耆国の刀工「伯耆安綱」

毎年６月の「夏山開き祭（前夜祭）」で行われるたい
まつ行列を９月にも実施。1300年を記念し、1300本
のたいまつを手に、参加者が大神山神社奥宮から「炎
の河」となって参道を練り歩きます。
※各行事は詳細が決まり次第、実行委員会ホームペー
ジでお知らせします。

が製作した天下五剣の１つで国宝でもある「童子切」
をはじめとする日本刀とこの地域の関わりなど、大山
にまつわる古代ロマンの魅力を感じられる事業を行っ
ていきます。

【問い合わせ先】伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会
公式ホームページ

消費生活
相談窓口です

☎31−9371

http://www.daisen1300.org/

くらしの危険

ヘアドライヤー

コードから火花、髪の毛が吸い込まれるトラブルも！
日常的に使用されているヘアドライヤーですが、「コードの付け根から火花が出てやけどをした」「髪の毛
が吸い込まれて取れなくなった」などのトラブルが起きています。
●ドライヤーを使用しない時に、本体にコードを巻きつけないようにしましょう。付け根が屈曲したり、巻
きつけた回数分のねじれが生じたりするため、内部が損傷し、発熱・発火などの危険があります。
●ドライヤー使用時に、髪の毛を吸込口に近づけないよう注意しましょう。
☆基本的な使い方が分かっている製品であっても、取扱説明書をよく読みましょう。
（独立行政法人国民生活センター発行「くらしの危険337」より）

《消費生活相談窓口開設》
毎月第２火曜日に、専門相談員が役場窓口に来室します。
■相談時間

午前９時〜正午

■場所・連絡先

南部町消費生活相談窓口（天萬庁舎１階

町民生活課）☎６４−３７８１

※お近くの集会所などで、ご希望に応じて出前講座も行います。

17

広報なんぶ

2017.11

№158

子育て・健康スケジュール
◆家族のつどい

11月1１日〜12月10日

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

内容

11月17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
問健康管理センターすこやか☎66‐5524
▢

内容

場所

日時(受付時間)

対象

乳児健診Ⓟ

健康管理センターすこやか

11月29日(水)13:00〜13:30

４・７・10・12ヵ月児

３歳児健診Ⓟ

健康管理センターすこやか

12月６日(水)12:45〜13:15

H26.７.11〜H26.９生

◆子育て行事
内容

場所

日時

問い合わせ先

パパスクールⓅ
「とっとり子ども救急講座」 総合福祉センターいこい荘

11月12日(日)10:00〜11:30

※事前予約
妊婦さんと
ねんねの赤ちゃんの日

すみれこども園
子育て交流室あいあい

園開放日Ⓟ「園庭であそぼう」 ひまわり保育園
※事前予約15組

子育て交流室あいあい

予☎66‐5525
▢

11月13日
（月）･27日
（月）
すみれこども園子育て交流室
12月４日
（月）
10:00〜12:00
☎66‐3208
※11月13日はベビーマッサージ
11月14日(火)9:30〜11:00

あいあい行事Ⓟ「おやつ作り」 すみれこども園

子育て包括支援センターネウボラ

ひまわり保育園☎64‐2824
すみれこども園子育て交流室

11月16日
（木）9:45〜11:00

予☎66‐3208
▢

オレンジリボンたすきリレー 町内各所

11月18日(土)10:00〜12:00※詳細は5ページをご覧ください

あそぼう広場Ⓟ「親子で魔法
の板“カプラ”を楽しもう！！」 総合福祉センターしあわせ
※事前予約

11月19日
（日）10:00〜12:00

のびのび行事Ⓟ「リトミ 子育て総合支援センター
のびのび

ック」※事前予約15名
ハイハイ・よちよちの日
子ども食堂
※事前予約30食
おはなし会
園開放Ⓟ
「クリスマスの飾りを作ろう」
すこやか乳幼児相談
あそぼう広場Ⓟ「親子で
なわとび」※事前予約

すみれこども園
子育て交流室あいあい

11月21日
（火）10:00〜11:00
11月22日(水)10:00〜12:00

教育委員会事務局
予☎64‐3782
▢

子育て総合支援センターのびのび
予☎66‐4403
▢

すみれこども園子育て交流室
☎66‐3208
法勝寺地区地域振興協議会

法勝寺児童館

11月25日(土)12:00〜13:00

天萬図書館おはなしの部屋

11月26日(日)10:30〜11:00

天萬図書館

さくら保育園

12月５日(火)9:30〜11:00

さくら保育園☎64‐2065

子育て総合支援センター

12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

のびのび
南部町民体育館

12月10日
（日）10:00〜12:00

法勝寺児童館

11月17日（金）10:00〜12:00

予☎66‐3121
▢

☎64‐3791

教育委員会事務局
予☎64‐3782
▢

◆子育てサークル
にじいろポケット＆
かきっこクラブ合同Ⓟ

子育て包括支援センターネウボラ
☎66‐5525
Ⓟ：南部町子育て応援ポイント対象事業

子育て総合支援センターのびのび

11月11日（土）臨時休館
広報なんぶ
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相談・イベントなど
◆相

11月1１日〜12月10日

談
内容

場所

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

問南部町社会福祉協議会☎66‐2900
▢

11月14日（火）

消費生活に関するトラブルなど

9:00〜12:00

問町民生活課☎64-3781
▢

11月15日（水）

相続・遺言・成年後見等

10:00〜13:00

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

米子コンベンションセンター

11月16日（木）

多重債務やヤミ金融等【事前予約先】西部消費生

５階第５会議室

13:30〜16:00

活相談室☎34‐2648《受付時間》8:30〜17:00

司法書士による

米子コンベンションセンター

11月17日（金）

無料法律相談会

第１会議室

18:00〜20:00

なんでも相談

総合福祉センターしあわせ

消費生活相談

天萬庁舎１階

行政書士無料相談会

法勝寺図書館２階

多重債務・法律相談会

人権・行政相談

12月６日（水）

総合福祉センターしあわせ

9:00〜11:30

相続・遺言・不動産の贈与・売買など
問▢
予鳥取県司法書士会☎0857‐24‐7024
▢

※前日までに要予約
行政手続きや人権に関する悩み事など
問人権相談：教育委員会事務局☎64‐3782
▢
問行政相談：総務課☎66‐3112
▢

◆イベントなど
内容

場所

第32回南部町富有の里まつり
読書まつり

日時

農業者トレーニング
センター他
農業者トレーニング

（ビブリオバトル・古本市等） センター

問い合わせ先

詳細は４ページをご覧ください
11月12日(日)9:30〜

法勝寺図書館☎66‐4463

矢野大和口演会

富有まんてんホール

11月14日(火)13:30〜15:30

南部町公民館☎64‐3782

手話講座

法勝寺図書館

11月16日(木)19:00〜20:00

法勝寺図書館☎66‐4463

土曜開校（中学校のみ）

町内中学校

11月18日(土)

各中学校へお問い合わせください

法勝寺歌舞伎定期公演会

西伯小学校体育館

11月19日(日)11:30〜15:00

教育委員会事務局☎64‐3782

図書館お菓子作り

法勝寺図書館

11月19日(日)13:00〜15:00

法勝寺図書館☎66‐4463

第4回ミカエル・セミナー

富有まんてんホール

11月29日(水)19:30〜

教育委員会事務局☎64‐3782

土曜開校

町内小中学校

12月９日(土)

各学校へお問い合わせください

12月10日(日)9:00〜

西伯文化会館☎66‐3255

第24回西伯文化会館解放まつり 西伯文化会館

◆図書館休館日

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

11月13日・20日・23日（祝日）・27日・29日（図書整理日）
12月４日

毎月１日・15日は「ノーメディアデー」

毎月第３日曜日は「かぞくの日」

人権週間（12月4日〜10日）
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防災行政無線から試験放送が流れます

防災行政無線を用いた全国一斉の
情報伝達訓練を行います

９月16日〜10月15日届出分

(敬称略)

全国瞬時警報システム【J-ALART（ジェイ・アラート）】は、
国から送られてくる地震・津波情報や武力攻撃など国民保護に
関する緊急情報を衛星回線で受信し、防災行政無線から自動音
声で放送するシステムです。
この度、全国一斉にこの自動放送システムを用いた訓練放送
を行うこととなり、南部町でも防災行政無線を用いた訓練放送
を行います。

氏

名
り

保護者

◎長尾

住

所

こ

莉子 （慎也・沙織）

倭

いつき

◎小林

樹

（裕二・彩）

田

住

快青 （敬二・理恵） 鶴

田

かいせい

◎石垣

放送日時

11月14日（火）午前11時ごろ

放送区域

南部町全域（町内全ての戸別受信機

りゅうのすけ

◎坂田ノ介 （勝好・泉美） 西

から放送されます。
）

町

ご冥福をお祈りします

放送内容（予定）
防災行政無線チャイム
↓
「これはＪアラートのテストです。
」
（３回繰り返し）
↓
「こちらは、防災南部町です。
」
↓
防災無線チャイム

氏

名

年

齢

住

所

●赤井

厚美

83歳

朝

金

●齋鹿

枝

105歳

浅

井

●奥田

和文

77歳

荻

名

真喜子

40歳

東

町

●乾

※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

9月30日現在

【問い合わせ先】
●総務課

人

口

前月比

男

5,254人

＋ 1 人

女

5,837人

− 3 人

計

11,091人

− 2 人

☎６６−３１１２

●県庁危機対策・情報課

2018年版

☎０８５７−２６−７８７８

祐生カレンダー販売中

今回は祐生の愛した郷土玩具をテーマとしました。
どうぞお楽しみください。

≪価格≫

一部1,000円

世帯数

3,893世帯

11月の税金・使用料
･国民健康保険税
･後期高齢者医療保険料
･水道使用料

納付期限
【問い合わせ先】祐生出会いの館

☎66‐4755

＋ 4 世帯

･公営住宅家賃
･学校給食費
･保育料
･放課後児童クラブ

11月30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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100歳おめでとうございます

町長室から

敬老の日に合わせ、今年度町内で100歳を迎えら

№6

宮城県岩沼市「千年希望の丘」

れる方に、内閣総理大臣から祝状や銀杯、町から記

先月、第18回介護保険推進全国サミ

念品が贈られました。

ットに出席のため宮城県岩沼市を訪れ
ました。

（写真右）笑顔が素敵

このサミットの第1回開催場所は、そ

な渡邉さんの日課は、

うです南部町（合併前の西伯町）でしたね。2000年10月6

毎日掃除機をかけるこ

日、サミット開催の中で鳥取西部地震が起こり、今でも全

と。ご家族は「リハビ

国の関係者が語り継ぐ大会になりました。本年開催の岩沼

リも兼ねてですね」と

市は、東日本大震災で大きな被害を受けた地です。テレビ

話されました。

に映る空からの映像は、津波が松林をなぎ倒し、広大な田
園地帯の集落やビニールハウスを飲み込む様に、日本中が
息を呑み、身を凍らせたことが思い出されます。
（写真左）
「家族が作
ってくれるご飯をお
いしく頂いています。
幸せに過ごしていま
す」と話される遠藤
さん。おしゃべりが
大好きです。

今立派に復興しつつある岩沼市では、あの悲劇を二度と
繰り返さない様に「千年希望の丘」を建設されています。
「千年希望の丘」は、非常時には津波の威力を減衰させ、
人々の避難場所としても機能する、命を守る森です。基礎
は、震災で発生した廃棄物で築造されており、資源の有効
活用だけでなく、「元は家や建物だったもの」を活用する
ことで、大切な思い出の場所にも位置付けられています。
「千年希望の丘」には沢山の木々が岩沼市民によって植

【今年度100歳を迎えられる方】

樹されています。この中のほんの一部ですが、４年前に西

こばやし

はな え

いまおか

小林 花枝さん
（荻名） 今岡 スミヱさん
（落合）

伯小学校、会見小学校のこども達が「とうほくとっとり・

はしもと

みつ え

わたなべ

森の里親プロジェクト」で、どんぐりから大切に育てた苗

みさお

橋本 光枝さん
（落合） 渡邉 節さん
（原）
えんどう

ち よ こ

さ さ き

より こ

遠藤 千代子さん
（中） 佐々木 賴子さん
（落合）
ます だ

こ

増田 まつ子さん
（福頼）

地元の食材で

冬 の薬膳レシピ

材料(2人分)

ら、固い握手をした全国サミットでした。

（効能）大根は腸の働きを整えてくれます。生で食べると体を冷や
すと言われていますが、加熱することで温める食材にかわります。

作り方

（１食分）エネルギー188kcal・塩分0.5g

大根(2㎜以下の薄切り）‥ 12枚
豆腐‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100g
長ねぎ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10㎝
豚ひき肉‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g
生姜汁‥‥‥‥‥‥‥ 小さじ１
鶏ガラスープ‥‥‥‥ 小さじ１
ごま油‥‥‥‥‥‥‥ 大さじ１
つけだれ（お好みで）
しょうゆ‥‥‥‥‥ 小さじ１
酢‥‥‥‥‥‥‥‥ 小さじ１
広報なんぶ
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①大根は２㎜以下の薄切りにしてサッ
と熱湯をくぐらせる。豆腐は水切り
をしておく。長ねぎはみじん切りに
する。
②豆腐とひき肉、長ねぎ、生姜汁、鶏
ガラスープをしっかりと混ぜる。
③①の大根の水気を拭きとり、②の具
を挟む。
④ごま油を薄く引いたフライパンで③
を焼く。つけだれはお好みで付けて
お召し上がりください。

《冬のおすすめ食材》
豆乳、豆腐、湯葉、大根、山芋、柿
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南部町のいきものたち ◯

ヤツデ

くなりました︒どんな虫達が蜜

きますが︑私はいまだに８つに
ポニョ﹂をご覧になられたこと

ジブリ作品の映画﹁崖の上の

めて今季はチョウとヤツデの組

鳥に︑やや困惑しています︒せ

らねばと思っていた矢先の閑古

少し晴れて気温が上がった日中

作られる図鑑には︑青森や秋田

で︑もしかしたら何十年後かに

特別展「絵本の世界―玉井詞原画展」〈入場無料〉

11月３日(金)〜12月11日(月)

絵本は、人が初めて出会う夢の世界です。絵本を通じて言葉を豊かに

し、価値観を育て、好奇心・探究心を広げていきます。玉井詞さんは、米

子市に在住の絵本作家です。ＴＢＳテレビやＮＨＫ‐Ｅテレなどで演出や美

術を担当するだけでなく、絵本の出版も行っています。現在は「たまいつ

かさ自由画教室」を主宰して、子どもたちの指導にも余念がありません。

で︑日本固有種とされています︒ 賑わっている花をなかなか見な
公園や森の中︑庭先など実に

裂けたヤツデを見たことがあり
がある方は︑最初に５歳の宗介

み合せに立ち合えればと︑開花

などは︑ハナアブやタテハチョ

にまでヤツデの自生が広がって

■問い合わせ先：☎66-4755

■ポニョにも出た木
身近な常緑樹のヤツデ︒漢字

ません︒たいがい７裂とか９裂
くんがポニョと初めて出会った

様々なところで見かける種類です︒ を求めに来ているのか写真を撮

の奇数で裂けている場合が殆ど

を心待ちにしているところです︒

やまと ほんぞう

ウの仲間が吸蜜に訪れ︑蜜源の

いることもあるかもしれません︒
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ではイメージ通り﹁八手﹂と書

で す ︒ 日 本 海 側 は 新 潟 県 よ り ︑ シーンを思い出して頂けますで
しょうか︒ポニョをバケツに隠

南方系の植物ですが︑文献や

太平洋側は茨城県より西に自生

われたのがヤツデとして描かれ

資料によって分布の表記が違っ

■北限が上昇中？

ています︒海岸沿いにも多い木

ています︒江戸時代に貝原益軒

して葉っぱでフタをする時に使

なので︑この種類が選ばれた

が編纂した﹁大和本草﹂には︑

する温暖なところが好きな低木

のも全く違和感のない構成で

近畿より北にはないと記載があ

るそうです︒近年︑日本海側の

北限が山形まで︑太平洋側の北

限が福島までとされている情報

少ない季節の貴重な栄養になっ
は

生き物たちの適応︑今後も気に
おと

桐原真希

ています︒ 年くらい前は︑翅

自然観察指導員

音で驚くくらいに︑アブやハエ︑ なるところです︒
カメムシなどの様々な昆虫が温
かい冬晴れの日にヤツデで食事
をしていましたが︑この数年は

『ギギギ―鯨の海と根っこの島』
より

お子さんと一緒に、絵本の世界をお楽しみください。

かいばらえきけん

した︒

■寒い季節に白い花
ヤツデは 月から 月の寒い
12

季節に白く円い花序を付けます︒ もありました︒平均気温の変化
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■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】

撮影：桐原真希
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