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冬のフラワーイルミネーションin
とっとり花回廊開催中（平成28年１月31日まで）

今月の主な内容
●特集／雪の季節がやってきた！
●マイナンバーってなんだぁか？（最終回）
●公共住宅入居者の募集
●おかえりなさい！法勝寺電車

他

バス路線︑通学路等を中心に︑除雪作業を行っています︒

季期間中︑町では皆様が安心して生活できるように︑主要町道︑

除雪作業にご理解︑
ご協力をお願いします

冬

これら の 作 業 に は ︑ 町 民 の 皆 様 の 協 力 が 欠 か せ ま せ ん ︒ ご 協 力 を お 願

順
※次除雪をして参りますが︑降雪状況により作業完了が遅くなる場合
がありますので︑ご了承下さい︒

︻建設課から❸つのお願い︼

❶路上駐車はやめてください！

除雪作業の妨げになるだけでなく︑救急車等の緊急車両が通れな
くなることがあります︒

❷沿線の植木鉢は撤去をお願いします！

路線沿線に植木鉢等がありますと︑積雪時に見えず︑破壊してし

まうことがあります︒実施期間の前までに撤去して頂くよう︑お
願いします︒

❸車庫前や玄関先の雪の処理にご協力を！

除雪車が通った後の玄関先等に寄せられた雪

は︑各家庭で処理をお願いします︒

︽問い合わせ先︾建設課︵法勝寺庁舎内︶
☎６６ ３
‐１１５
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いします︒

平成 年

年３月 日まで

■実施期間

主要町道︑通学路︑バス路線等

月１日から平成

■除雪路線

原則として雪が降り続き︑積雪が ㎝ に達したとき

28

■除雪基準

12

深夜︑明け方に開始します︒

27

■作業時間

25

15

雪の季節がやって来た！
特集

雪の季節がやって来た！

天候や道路の積雪状況を知っておくこ

の除雪に︑集落のボランティアの皆様にご協力をいただいて

現在︑児童への通学支援のため︑通学路の国道・県道歩道

通学路の歩道除雪ボランティアの取り組み

今年度は町道︵歩道含む︶１３６㎞
とは︑とても大切です︒事前にテレビ︑

います︒この取り組みは地域振興協議会の呼びかけにより︑

雪道情報を確認しましょう！

で除雪の計画をしています︒除雪作業

ラジオ︑ライブカメラ︑インターネット

南 部町の除雪状 況

社

は南部町と県︑日南町︑委託業者

(株)ＴＭＳ
法勝寺

まこもだけ組合
イワタ建設(株)
寺内農場
手間山

美保テクノス(株)
(有)会見設備
富有の里

天津、大国、法勝寺

県、町

大木屋（一部）

日南町

●県道溝口伯太線︵花回廊入口︶

道路ライブカメラの確認は

冬季の道路除雪では︑このような地域の皆様のご協力が必

が可能となっています︒

で連携して実施することで︑長い距離を素早く除雪すること

独自の除雪基準の設定と︑素早く除雪するために行政と地域

そこで︑地域振興協議会の呼びかけで地域が立ち上がり︑

ありました︒

基準では長靴に雪が入り︑通学に支障が生じるなどの課題も

れることがありました︒また︑低学年の児童では通常の除雪

いましたが︑歩道除雪は時間がかかることから車道に比べ遅

従来歩道は︑県・町で全県的な基準のもと除雪を実施して

をいただいています︒

で︑地域間で連携し︑早朝より児童の通学路の確保にご協力

希望集落に配備された小型除雪機等を活用して実施するもの

台︶で行います︒

︻町内の道路ライブカメラ設置場所︼

等で情報を把握しましょう︒

︵除雪車
年度が

●国道１８０号線︵大木屋︶

除雪にかかる費用は︑平成
約千百万円で︑これは町民一人あたり

●国道１８０号線︵落合︶

東西町、天津、法勝寺、東長田 (株)三徳興産

●県道西伯根雨線︵東上︶

約千円を負担したことになります︒
除雪作業は通勤・通学の時間帯までに終えることを目標
としているため︑深夜や明け方に作業を行いますが︑朝方

(株)ミテック・(株)ＡＨＡ
手間山、富有の里

担当業者等
主な除雪地域

要不可欠です︒今後とも︑道路の安心安全な通行確保に向け︑

ご協力をお願いします︒

県道溝口伯太線（天萬地内）の取り組み

10

から積もりだした場合は完了が遅くなる場合があります︒

地域別除雪担当業者

〝とっとり雪みちNavi〟
を

ホームページアドレスhttp://yukinavi.net/index.html

26

また︑地区によって積雪状況が異なるため︑地区ごとに出

東長田

動することもあります︒

ご活用ください

ライブカメラ画像【国道180号線（落合）】

30
(株)タナカ
上長田、大国、天津
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雪の季節がやって来た！
特集

シリーズ

┃┃マイナンバー制度は︑外国籍の人にも
関係ありますか？
関係あります︒国籍が外国でも︑日本に住民票があ

各種カード︵ ︶
編
※

個人番号カードと通知カードを指します︒
(※)

┃┃﹁通知カード﹂とは何ですか？

┃┃マ イナンバーで情報漏えいしないですか？

としてお使いいただくことができません︒

が記載された紙製のカードです︒

ればマイナンバーが付番されます︒

マイナンバーでは︑制度 シ･ステムの両面からさまざ
まな安全管理対策を講じており︑故意にマイナンバー

表面にマイナンバー・氏名・住所・生年月日・性別

︵最終回︶

付きの個人情報を提供した場合は厳しく処罰されます︒
は一元管理されず︑各機関でそれぞれ保有します︵分

写真︑裏面にマイナンバーが記載されたＩＣチップ付

表面に氏名・住所・生年月日・性別︑等の記載と顔

┃┃﹁個人番号カード﹂とは何ですか？

散管理︶ので︑芋づる式にすべての情報が漏えいする

発行日から
回目の誕生日まで

発行日から
５回目の誕生日まで

使って各機関の情報を確認します︒これによって︑住

ただし︑個人番号が記載された住民票は︑原則︑法

り︑店側が裏面をコピーすることは法律で

個人番号カードの裏面を提示しないように気をつけてね

禁止されていますので︑ご注意ください︒
注意ください︒

律で定められた目的以外では交付できませんので︑ご

することができるなどのメリットがあります︒
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マイナンバーって
なんだぁか？
これまで３回にわたってお知らせしてきたマ

また︑マイナンバー制度が導入されても︑個人情報

有効期間はありませんが︑通知カードは身分証明書

イナンバーについ て の シ リ ー ズ で す が ︑ 今 回 で
最終回を迎えました︒
月以降︑お問い合わせ頂い

プラスチック製カードで︑交付申請することで取得で

国

民の皆様の手続きが簡素化されたり︑不正受給を防止

し︑カード裏面のマイナンバーを提示した

カード表面はお使いいただけます︒ただ

認にも使えますか？

やレンタルショップ等での本人確

┃┃ 個人番号カードは︑スポーツジム

歳未満の方

歳以上の方

有効期間は次のとおりです︒

ただけます︒

きます︒個人番号カードは身分証明書としてお使いい

ことはありません︒

市町村

今回は平成 年
た質問を中心に︑﹁マイナンバーに関するＱ＆Ａ﹂
についてお知らせします︒

一元管理イメージ

┃┃自分のマイナンバーは
何で確認したらいいですか？

国

ご自身のマイナンバーは︑通知カード・個人番号カ

10

制度編

都道
府県
民間

ード・住民票で確認することができます︒

20

20

健康
保険
ハロー
ワーク

健康
保険

データ
ベース
ハロー
ワーク

紹介
提供

都道
府県
民間

┃┃そもそもマイナンバーとは何ですか？
日本に住民票を有する︑すべての方に付けられる

┃┃ マイナンバー制度とはどんな制度ですか？

といいます︒

桁の番号です︒マイナンバーは正式には﹁個人番号﹂

12

各機関が保有している個人の様々な情報を同一人の
情報か確認するための社会基盤です︒

市町村

10

社会保障・税・災害対策の分野で︑マイナンバーを

分散管理イメージ

27

する必要があります︒

各種カードを同時に提出し︑カードの記載内容を変更

ぐ目的で用いられます︒

るものです︒他人のなりすましやデータの改ざんを防

個人番号カードに搭載される電子証明書の初回発行

┃┃通知カードをまだ受け取っていませんが︑
どうしたらいいですか？
各種カードに変更した内容を記載して継続利用しま

手数料は無料ですが︑電子証明書の搭載を希望されな

月末頃までの間に︑世帯ごとに簡易

すが︑記載欄の余白がなくなった場合は再交付が必要

通知カードは
書留で届きます︒ご不在の場合は不在連絡票が届きま

い場合は︑個人番号カードの申し込み時に﹁発行を希

日以内に役場でカー

ｅＴ
ａｘ ︵電子申告︶などの手続きで利用できます︒
‐
また︑平成 年１月に開設予定の﹁マイナポータル

┃┃電子証明書は何に使えるのですか？

望しない﹂欄へチェックをしてください︒

となり︑再交付手数料がかかります︒

記載内容に変更がある場合は︑

ご結婚等で氏名等が変わられるなど︑各種カードの

┃┃ 結婚する場合︑何か手続きが必要ですか？

すので︑郵便局へ連絡してお受け取りください︒
また︑郵便局での保管期間を過ぎて通知カードを受
け取られなかった場合は︑役場で３ヶ月間保管します
ので︑役場町民生活課︵☎６６ ３
‐１１４︶へ連絡して
ください︒

ドの記載内容を変更する必要があります︒
記載内容変更手続きの際は各種カード・印鑑・本人
確認書類をお持ちください︒

サイト﹂で︑自分の個人情報が︑行政機関でどのよう

に取り扱われているか確認する際にも利用できる予定
です︒

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

┃┃ 個人番号カードや通知カードを紛失したら
どうすればよいですか？

┃┃ 今︑住民基本台帳カード︵住基カード︶を持
月４日

っています︒今後︑住基カードはどうなりますか？
年

29

■マイナンバー制度に関するホームページ（内閣官房）

個人番号カードを紛失した場合は︑すぐに個人番号
カ ー ド コ ー ル セ ン タ ー ︵ ☎ ０５ ７ ０ ７
‐８３ ５
‐７８︶

で一時停止の手続きをしてください︒

住基カードの新規発行受付は︑平成

月４日までに発行された住基カードにつ

（年末年始12月29日〜1月3日を除く）

︵金︶までとなっており︑それ以降は新しく住基カー
年

ドを作ることはできません︒
平成

いては︑有効期間内は引き続きご利用いただけます︒
ただし︑個人番号カードとの同時所有は出来ません
ので︑個人番号カードの交付を受ける際は︑住基カー
ドを返していただくことになります︒

その他

☎０１２０‐９５‐０１７８（無料）

12

┃┃個人番号カードに搭載される
﹁電子証明書﹂とは何ですか？

■マイナンバー総合フリーダイヤル

27

電子証明書とは︑インターネットを通じたオンライ

マイナンバーについて詳しくお知りになりたい方へ

14

ンの申請や届出を行う際に︑本人であることを証明す

ターが新設されました

http://twitter.com/MyNumber̲PR

通話料無料のコールセン

■マイナンバー公式ツイッター

通知カードを紛失した場合は︑役場町民生活課︵☎

※上記のほか、個人
番号カードに電子証
明書を搭載する場合、
手数料が２００円が
別途必要です。

12

６６ ３
‐１１４︶へご連絡ください︒
また︑一定の手続きを経たうえで各種カードの再交

800円

27

12

個人番号カード

付を受けることが可能です︒︵別途︑再交付手数料が
必要です︒︶

500円

┃┃引っ越しする場合︑
何か手続きが必要ですか？

通知カード

引っ越しなどで市町村に転入・転居届を出すときは︑

土日祝 9：30〜17：30

平日 9：30〜22：00
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［再交付手数料］

第14回

妊娠期の
パパママ教室と
育児パッケージ

昨年度から、少子化対策・子育て支援事業として
本格的にスタートした『〜未来へつながる〜子育
てサポートプロジェクト』に関連する事業をシリ
ーズでご紹介していきます。
第14回目は、
『妊娠期のパパママ教室と育児パッ
ケージ』についての情報をお届けします。

妊娠期のご夫婦を対象にした『パパママ教室』を開催しました！
妊娠中に知っておきたい子育てに関する事業や栄養などについて
お話をする『パパママ教室』を平成27年10月25日（日）に開催し
ました。
少子化対策・子育て支援室からは「子育てに関する事業や制度」
について、南部町子育て包括支援センターネウボラの取り組みや、
南部町オリジナルの事業や遊びの場などをご紹介しました。
母子保健コーディネーターの助産師からは「夫婦でできるリラク
ゼーション法」について、参加者同士でマッサージを行いました。

パパママ教室の様子（10月25日）

母子担当の保健師からは「心と身体のおはなし」として、ホルモ
ンのバランスによる心と身体の変化についてお話しました。また、お父さんには８キロ近い重りのついた服を
装着し、妊婦体験をしていただきました。
最後に管理栄養士からは「産前・産後にとりたい食事」をミニランチにしてご紹介し、参加者同士にぎやか
におしゃべりしながら試食会を行いました。
次回のパパママ教室は平成28年２月28日
（日）を予定しています。

妊娠期のパパママ教室参加または面談をされると『南部町版育児パッケージ』を贈呈します！
妊娠期のパパママ教室に参加された方に
は、「南部町版育児パッケージ」のプレゼ
ントを行いました。
パパママ教室に参加できない場合でも、妊
娠中に保健師等との面談をされた方にはプ
レゼントしています。
●デザインいろいろ！
大きめのトートバッグ
●3色から選べるベビー服とバスタオル
●3種類から選べる木のおもちゃ
●南部町オリジナルの命名紙

オリジナル命名紙には名前
の由来やメッセージが書き
込めます

【少子化対策・子育て支援に関する問い合わせ先】健康福祉課 少子化対策・子育て支援室 ☎66−5524
広報なんぶ
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知っていますか？レビー小体型認知症
西伯病院では鳥取県からの指定を受

特殊なたんぱく質によって
神経伝達に障がいが起こる

レビー小体とは︑神経細胞にできる

知症とわかったり︑逆にもの忘れでア

ルツハイマー型認知症だと思われた後

にパーキンソン症状が現れて︑レビー

小体型認知症と診断されるケースもあ

ります︒その他にも高齢者の場合には︑

うつ病と診断された後︑徐々にレビー

特殊なたんぱく質です︒

レビー小体型認知症では︑レビー小

小体型認知症の症状が現れることがあ

レビー小体型認知症とは
レビー小体型認知症は︑日本ではア

体が脳の大脳皮質︵人がものを考える

ります︒

け︑認知症疾患医療センター事業をお
ルツハイマー型認知症︑血管性認知症

時の中核的な役割を持っている場所︶

が現れます。

るさなど、さまざまな身体的不調をきたします。

睡眠時の

眠っている間に大声で叫んだり、怒鳴ったりする

異常言動

ことがあります。

ん集まっている場所で

レビー小体がたくさ

や他の病気を疑ってしまうことも多く

もあり︑認知症とは気づかれないこと

初期には精神症状から発症すること

ん集まります︒

は︑神経細胞が壊れて

間違えて診断されて治療されている

あります︒
が情報を上手く伝えら

ケースもあるため︑早期に適切な診断

減少している為︑神経
れなくなり︑認知症の

を受けて治療を受けることが大切です︒

15

ださい︒

︻認知症に関する申請・問い合わせ先︼
認知症疾患医療センター
︵西伯病院 地域連携室内︶
▼相談専用電話 ☎６６ ５ｰ２６９
▼受付時間 ８時 分〜 時 分
︵月〜金曜日 祝祭日は除く︶

17

とがありましたら︑遠慮なくご相談く

気になることや︑不安に思われるこ

症状が起こります︒

分かりにくい
﹁レビー小体型認知症﹂

レビー小体型認知症は︑患者様によ

って症状の現れ方が異なります︒また︑

時間帯や日によって症状が変動するの
で︑正しく診断しにくい病気です︒

始めにパーキンソン症状が現れて

﹁パーキンソン病﹂と診断された後に

記憶障害が出てきて︑レビー小体型認

30

こなっています︒
認知症疾患医療センターとは︑鳥取県
とともに三大認知症と呼ばれています︒

人や子どもが見えると言われることが多いです。

早期発見︑
早期治療が何より大切です

より︑認知症専門医療の提供と介護サー

替わり起こります。

人が生きる上で重要な場所︶にたくさ

や︑脳幹︵呼吸や血液の循環に携わる

端に理解・判断する力が低下している状態が入れ

20
まく働かず、立ちくらみ、便秘、発汗、頻尿、だ

症状

№135

％を占

変動

日本の高齢者の認知症の約

血圧や体温、内臓の働きを調整する自律神経がう

自立神経

前かがみで小刻みで歩く、倒れやすいなどの症状

症状

動作が遅くなったり、無表情、筋肉のこわばり、

パーキンソン

ビス事業者との連携を担う中核機関と

レビー小体型認知症の特長的な症状

めるという研究者もおられるほど︑比

す。

して指定を受けた医療機関のことです︒

をよく理解・判断できる状態と、ボーっとして極

較的頻度の高い認知症です︒

気分が沈み、悲しくなり、意欲が低下する症状で

抑うつ症状

今回は︑認知症疾患医療センターよ

時間帯や日によって、頭がはっきりしていて物事

り︑レビー小体型認知症についてお話

認知機能の

します︒
実際には存在しないものが見えるという症状で、

幻視

2015.12
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☎66-2211
西伯病院

健康福祉課

全地区で

まちの保健室

☎66-5524

はじまりました！

「だれでもが気軽に立ち寄って、心と身体の相談ができるところ、癒しの場」となり健康づくりができるところ
として、各地区ごとに「まちの保健室」が始まりました。
お住まいの地区で、健診の結果について、子育ての悩み、心の悩みや家族の介護についてなど相談に来ていただ
いています。今まで（10月末現在）17回開催し、90人の方が相談に来られました。また、オリジナルメニューと
してロコモチェックや運動指導（スポnetなんぶ）や「若返りリトミック（音楽療法）
」（国立音楽院）、笑いヨガ、
講演などで275人の方に参加いただいています。一度立ち寄って見られませんか。保健師がお待ちしています！

天津地区（３回実施）65人参加

手間地区（４回実施）42人参加

東西町地区（４回実施）101人参加

「笑いヨガ」
（笑いヨガ指導者）

「楽しく子育て」（子育て支援員）

「筋力つけて若返り！」

『笑ってすっきりしました！』

『手遊びとお話が楽しい！』

（スポnetなんぶ運動指導士）
『運動習慣のきっかけになりました』

賀野地区（３回実施）37人参加

法勝寺地区（１回実施）12人参加

大国地区（１回実施）13人参加

「なるほどゼミナール」

「若返りリトミック」

「健診結果説明会ｉ
ｎ大国」

（西伯病院木村院長）

（国立音楽院公認音楽療法士）

（健康福祉課保健師）

『わかりやすいお話で生活習慣病

『歌っていいですね。楽しかった！』

『自分自身の生活の振り返りができ、
明日から取り組もうと思います』

についてよく分かりました』

【各地区の予定】 血圧測定や血液サラサラチェック・認知症タッチパネルなど
の体験コーナーもあります。
開催日

会

地区名

場

第１金曜日

大国地区

おおくに田園スクエア

第２火曜日

天津地区

ふるさと交流センター

第２金曜日

上長田東長田地区

第３金曜日

法勝寺地区

高齢者自立訓練センター

第４火曜日

東西町地区

在宅支援ハウスつどい

第４木曜日

賀野地区

いこい荘

第４金曜日

手間地区

交流会館

東長田青年の家と上長田会館で交
互に開催

上長田・東長田地区

（１回実施）５人参加

「セラバンドを使った運動」
（西伯病院理学療法士）
『これなら家でできるわ！』
広報なんぶ
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南部町の教育︑前へ …
〜教育の集いを終えて〜

南部町教育委員会では︑南部町誕生 年目の今年
度を︑新たな 年のスタートの年と位置づけていま
す︒そこで今年度は︑改めて南部町がめざす教育の
姿をみんなで考え︑共有することをねらいとして︑
月３日︑第８回南部町教育の集いを開催しました︒

南部町では︑平成

年度からコミ

ュニティ・スクールに取り組み︑地

域とともに歩む学校づくりを推進し

てきました︒教育は地域とともに︑

時代とともに変化していくものです︒

常にスピード感をもち︑危機意識を

共有しながら︑これからも町民のみ
なさんとともに歩んでいきます︒

地域・家庭・園・学校が手をたず

さえて︑町民総ぐるみで心豊かな自

今月の

おせの背中

今年も早いもので 月になりました︒

一年の汚れをきれいにする大掃除とい

月

日に決めていたところが

う習慣は︑﹁すすはらい﹂とも言い︑か

つては

多く︑この日に正月用の松迎えや節木

すすとり せっく

すす は

とし

伐りをして新年の準備を開始していま

とり

した︒この日を煤取節供︑煤掃きの年

て︑今自分がしたいこと・今自分が

重要な折り目であったそうです︒︵世界

取と呼ぶところもあり︑単なる大掃除

り︑教育再生実行会議委員である貝

できること﹂をテーマにパネルディ

参加者の声

●南部町の取り組みの方向性がよく

分かった︒チーム南部町の一人と

して意識を高めていきたい︒︵保
育士︶

月

日は

い﹂してみてはいかがでしょうか︒

割を与えて︑家族みんなで﹁すすはら

せ︑また︑子どもたちにも具体的な役

す！﹁おせ﹂が率先して掃除をしてみ

﹁ か ぞ く の 日 ﹂︑ お せ の 背 中 の 出 番 で

を迎えることができます︒

に加え︑心もすっきり・きれいに新年

大掃除をすると︑見た目のきれいさ

という以上に年間の厄を取りはらう︑

ノ瀬滋先生を講師にお招きし︑﹁こ

スカッションを行いました︒これか

！〜﹂と題した
…

出された意見を紹介します︒

るかが分かった︒︵教職員︶

う変わる！我が国の教育や学校〜南
部町の教育︑前へ
講演を聴きました︒
国を取り巻く状況や地域・家庭・

︿チーム南部町で大切にしたいこと﹀

学校が抱える現代的課題︑教育や学
校が今後どう変わっていくのかにつ

●文化が根付く精神的風土︵徳︶づく

学校がそれぞれに

●地域・家庭・園・
●子育てのヒントは︑地域の先輩

︵一般参加者︶

ったと感じた︒

●南部町の住民で良か

と思った︒
︵保育士︶

いくことが大切だ

規範意識を育んで

子どもの育成

が核となった

家庭・地域・行政が連携し︑学校

●子どもを真ん中において︑学校・

絆を大切に

●大人がそれぞれの立場を踏まえた

りの推進

いて︑分かりやすく話していただき
ました︒様々な課題を抱える中︑先
生から﹁これから求められる教育﹂
像が示されました︒

︿これから求められる教育﹀
多様な環境をタフに生き抜くチ
カラを備えた子の育成
●コミュニケーション能力の向上

20

家庭・園・学校それぞれの立場から

大百科事典参照︶

後半は﹁チーム南部町の一人とし

12

17

律した子どもの育みの実現に向かい

13

11

●南部町が教育をいかに重視してい

ましょう︒

12

10

らの南部町の教育について︑地域・

前半は︑中央教育審議会委員であ

11
●判断能力の向上 ● 規範意識の向上
●自己中心主義からの脱却

12

役場天萬庁舎内清掃風景

№135

2015.12

広報なんぶ

9

☎64-3787
教育委員会事務局
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まちの話題

ふれあいつながる作品発表

子どもから大人まで楽しむ音楽会

生涯学習作品展

ほっとハートコンサート

11月13日から15日まで農業者トレーニングセンター
で、生涯学習作品展を開催しました。公民館教室や個人で
生涯学習に励んでおられる皆さんの作品が一堂に展示さ
れ、来場者からは「皆さんの趣味や活動が知られて良かっ
た」「子どもたちの作品がかわいかった」「自分でも何か
やりたくなった」などの感想を頂きました。
14、15日は、松ぼっくりでつくるクリスマスツリーの
工作や、牛乳パックを溶かした紙すきの体験などで賑わい
ました。また、今年は会場内に「夢の柿の木」を設置し、
思い思いの「夢」を紙で作った柿に書いていただき、最後
にはたくさんの実がなっていました。

南部・法勝寺中吹奏楽部合同演奏の様子

11月７日に南部中学校体育館を会場に、第９回南部町
ほっとハートコンサートが開催されました。
町民歌の全員合唱でスタートし、町内の小中学校、公民
館クラブのほか、音楽を楽しんでおられる町民の方、国立
音楽院の皆さんなどたくさんの方の出演がありました。ま
た、サクソフォーンアンサンブルグループＳＡＸＢＯＸを
ゲストとしてお招きし、サクソフォーンの音色を楽しみま
した。
音楽をとおして、またひとつ幸せな気分になることので

▲かわいいクリスマスツリーの出来上がり

きた素敵なコンサートでした。

▶豊かに実った
「夢の柿の木」

ナイスプレーの連続に笑顔満開

柿種、蒜山で飛ぶ！

第29回富有の里親善ゲートボール大会

柿の種吹きとばし体験会

11月15日に「南部町富有の里まつり・第29回富有の里
親善ゲートボール大会」が、南部町民グラウンドで開催さ
れました。時折雨が降りましたが、鳥取県、島根県、岡山
県から65チームが参加し、元気に熱戦を繰り広げまし
た。10代から90代の幅広い年齢層の方が参加され、ゲー
トボールを通じて親睦を深めました。
【大会結果】優 勝

サンダーバード

（島根県出雲市）

準優勝

安来みやこチーム （島根県安来市）

第３位

湯田クラブ

（鳥取県三朝町）
特産品の富有柿にたくさんの人だかり

大会の様子

11月７日、高速道蒜山サービスエリアで、特産品の富
有柿のＰＲのため、柿の種吹きとばし体験会を実施しまし
た。参加者は美味しい富有柿に舌鼓を打ち、的をねらって
思い思いのスタイルで種を吹きとばしました。参加賞に
は、鳥取グリコ株式会社様ご提供のカレールウやビスケッ
トが配られ好評でした。（大山山麓観光推進協議会事業）
広報なんぶ
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まちの話題

かわいい子にはアートを！

関西南部会開催

アートスタートin南部町

﹁キャー﹂﹁わぁ〜﹂と大盛り上がり！

秋の味覚もお届け
11月14日、ホテルサンルート梅田（大阪市梅田）で、
２年に一度の関西南部会（南部町出身で関西在住の方が組
織）が開催され、総勢70人が出席しました。
南部町からは22名が参加し、今が旬の富有柿やウドの粕
漬けなどの山菜加工品の販売を行いました。
法勝寺中学校の田丸校長からは、生徒が法勝寺一式飾り
の制作に取り組んでいることや、「コミュニティ・スクー
ル」の活動の一つとして地域の運動会の運営に生徒が積極
的に参加していることなど、現役生徒の活躍の様子が紹介
されました。また、清水寺貫主直筆の色紙３枚が当たる抽
選会なども行われ、短い時間でしたが関西在住の方と南部
町の方々が賑やかに旧交を温める機会となりました。

11月17日にすみれこども園で、奈良県から人形劇団コ
コンをお招きし、アートスタートin南部町を開催しました。
かわいいカボとピノがステージで愛くるしく動きまわ
り、園児達の笑い声と笑顔で会場は大盛り上がり！楽しい
ひと時を過ごしました。
アートスタートは、子どもたちの豊かな感性と創造性を
育み、また芸術・文化が生活スタイルの一部となればという
願いから、おはなし・ドン主催で毎年開催しています。今年
も楽しく心躍る本物の芸術に触れることが出来ました。

日にとりぎん文化会館で︑平

東西町

▲ボランティアフェスティバルで「♫ふるさと♫」を
手話で教える先生の応援に着ぐるみで参加した講座生

手話で広げよう心のバリアフリー

▲熱意あふれる指導の様子

あいみ富有の里

月

年度防犯功労団体表彰を受賞しま

年度から﹁青パ

20

14

防犯功労団体表彰を受賞

成

した︒

当協議会では平成

ト﹂の承認を得て︑小学校児童下校時

の見廻り・夏休みの青少年健全育成夜間

パト・樹園地夜間パトを実施しており︑

県下で手話言語条例が制定されたこと

自主防犯活動が評価されたものです︒

装着することで安心・安全な地域活動

もあり︑今年度︑東西町でも手話講座を

また︑米子警察署管内５団体の一つと

に寄与することが期待されます︒地域

開催することにしました︒６月〜３月ま

し︑ド ラ イ ブ レ コ ー ダ ー の 提 供 を 受け︑

住民の皆さんの協力を得て︑安心・安

での毎月１回︑夜１時間の指導を地区内

の橋本美穂子さんにお願いしました︒

集まったのは︑未経験の 代〜 代の

男女９名︒最初はあいさつから︑朝の

№135

﹁おはよう﹂は枕から起きることを表現

し︑夜は太陽が沈む様子を表現する等︑

2015.12

まるで連想ゲームの感覚です︒

しかし︑前月の授業をほとんど覚えて

いない生徒を相手に悪戦苦闘の先生︒歌

詞に合わせる指導にしていただいたとこ

ろ︑覚え易くて楽しいこと︒

手話が完璧でなくても﹁伝えようとす

広報なんぶ

80

全な地域づくりを目指していきます︒

表彰式の様子

る気持ち﹂が一番大切だということも学

びました︒

11

40

27 10

南部町立法勝寺図書館

☎66-4463

天萬図書館

BOOKS OF THE YEAR 2015

☎64-3791

Vol.1

皆さんは今年心に残る本に出会いましたか？南部町の図書館司書が2015年読んだ中で「イチオシ」
の本を今月と来月の２回にわたってご紹介します。(
)は出版年。

『小野寺の弟・小野寺の姉』

『逆境を笑え』

西田征史/泰文堂（2012年）

川崎宗則/文藝春秋（2014年）

小野寺進と小野寺より子、二人で暮ら

全米を魅了する男、川崎宗則。彼は言葉

す姉弟の特に何も起こらない日常。その

が通じないメジャーの地でどうしてここま

なんでもない日々の中に、思わず吹き出

で愛されるのか。川崎独特の考え方や立ち

してしまうツボがたくさん…。とにかく

振る舞い、本当の川崎の姿と師匠であるイ

楽しいのですが、読み終わった後はじん

チローとのエピソードも満載だ。日本人メ

わり温かい気持ちにもなれる一冊。

ジャーリーガー№１の人気者川崎宗則から

（学校図書館Ｎ）

目が離せない！

（町立図書館Ｓ）

『楽園のカンヴァス』

『営繕かるかや怪異譚』
小野不由美/KADOKAWA（2014年）

原田マハ/新潮社（2012年）

“使っ

ルソーの名作に酷似した絵を正しく真

てない和室の襖が勝手に開く”家を舞台

贋判定した者に絵が譲られる。手がかり

に起こる６つの怪異。どんな霊能師が出

となる手記を読みながら、隠された歴史

てくるのかと思いきや、解決してくれる

を辿っていくという内容だが、ミステリ

のは一人の若い大工さん。困っている人

ーであり、恋愛小説でもある。読後、絵

にいろんなアイディアを出して怪異を修

を観に行きたくなる一冊。

“屋根裏から足音が聞こえる”

復します。

（学校図書館Ｔ）

（町立図書館Ｎ）

『窓から逃げた100歳老人』

『わたしはカメムシ』
新開孝/ポプラ社（2014年）
アメンボがカメムシの仲間だっ
て知っていましたか？カメムシと
いえば茶色でくさいにおいを出す
イメージがありますが、実はカラ
フルで甘いにおいを出すカメムシ
もいるのです！カメムシの見方が
ちょっと変わる１冊です。
（学校図書館Ｈ）

ヨナス・ヨナソン/西村書店（2014年）
逃げ切れ、爺さん！自分の100歳の誕
生パーティー当日、主人公アランは老人
ホームから逃げ出した。道中、なぜかギ
ャングのスーツケースを運ぶことになっ
て…。若い頃は爆薬のプロとして世界中
を回っていたアラン。抱腹絶倒の回想録
&逃亡劇。

（町立図書館Ｔ）

『日本全国給食図鑑 西日本編』
フレーベル館（2015年）

『目の見えない人は
世界をどう見ているのか』

みなさん、給食は好きでしたか？各

伊藤亜紗/光文社（2015年）

都道府県から１校ずつ、小学校の給食

見えない人のもつ色彩感覚、視覚がな

を大公開しちゃうのがこの本です。ど

いから死角がない？見えない人の美術鑑

の給食も美味しそうで、目移りしちゃ

賞ツアー…何しろ、見えない世界は発見

います。鳥取県の代表は境港市の小学

の連続。「そっちの見える世界は面白い

校。どんな給食かは、見てのお楽しみ。

ねえ！」という全盲のＫさんの言葉に力

この本には東日本編もあるので、よか

みがとれた。まずは興味をもつことから。

ったらそちらも手にとって見てください。

りき

（学校図書館Ｔ）

（町立図書館Ｈ）

★★★★★ 毎月のおはなし会と行政書士相談会のご案内は14ページに掲載しています。★★★★★
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公営住宅入居者の募集
■団地名、戸数、規格、家賃
団地名

募集戸数

建築年度

構

造

部屋数

戸構団地10号

１

昭和54年度

木造２階建

３ＤＫ

9,100円〜13,600円

落合団地10号

１

平成14年度

木造２階建

３ＤＫ

19,200円〜28,600円

家賃月額

■入居者の資格
●現在一緒に住んでいるか、または住もうとしている親族があること。
●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）
●現に住宅に困窮していることが明らかな人｡

●市町村税を滞納していないこと。

●連帯保証人が必要です。（町内在住者２名）

■申込受付期間・場所
12月４日（金）〜12月18日（金）の間
南部町法勝寺377−1

法勝寺庁舎内・建設課

■申込に必要な書類
住宅申込書、住民票、収入に関する証明書、納税証明書、住宅困窮証明書
※住宅申込書、住宅困窮証明書は建設課にあります。

■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、抽選については後日連絡しますが、一定の要件（母子家庭、高齢者等）
を満たす方については、抽選によらないで優先的に入居を決定する場合があります｡

■入居可能予定日

平成28年１月８日（金）
【申込先】建設課（法勝寺庁舎内）担当：畑岡

☎66−3115

皆さんこんにち

町内の野菜の美味しさをも

今後︑更に販路を広げ︑

野林
徳
々上亜
ゆ美
き

は！南部町地域お

っとたくさんの方に味わっ

○徳林 ☎64-3783
☎30-4822
（南部町観光協会内）
（産業課内）

秋
冬の
野菜
始を
またり
くの
さ頃
んく
のだ
こさと
い！

こし協力隊農業部

地域おこし協力隊の
つぶやき
門の徳林亜美です︒ ていただきたいと思います︒

№135

とくばやし

そのためには︑もっとた

2015.12

の うえ

私は︑ご年配の
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とくばやし
の の うえ

○野々上☎64-3783
○徳林
☎30-4822
（産業課内）
（南部町観光協会内）
○野々上

方々の作っていらっしゃる

形や大きさ︑量︑出荷方

地域おこし協力隊

おいしい野菜を集めて販売

する﹁庭先集荷﹂という取

法などの相談がございまし

たら駆けつけますので︑気

軽にお声掛けください︒

り組みを中心に行っていま

す︒

カブや大根︑白菜の収穫

など︑
秋〜冬にかけての野菜

が増えてきましたね︒この

時期の野菜は採れる量も多

くなり︑特に余ることも多

いのではないでしょうか？

しかし︑皆さんが作られ

た安全で美味しい野菜を求

めている方は︑たくさんい

らっしゃいます︒

現在︑私が集荷させて頂

いた野菜は︑直売所の野の

花︑食材供給連絡協議会︑

福祉施設や町内のイベント

に出ています︒

集荷したチンゲン菜とカブの間引き菜

Fax66−4426

おしらせ

2015．12

薪ストーブ（ボイラー）
・ペレットストーブ（ボイラー）の購入費補助金をご利用ください
南部町では環境にやさしいまちづくりを推進し、自然エネルギーの活用を積極的に支援するために、自宅
等に木質資源利用ストーブ・ボイラー等を購入し設置された方へ、購入費用の一部の助成を行っています。
ペレットストーブ・薪ストーブなどを導入して、環境にやさしい暖かい冬を過ごしませんか？

■補助の内容

対象者

町内にお住まいで、自らが居住する住宅等に設置される方

対象機器

●住宅用木質ペレットストーブ・ボイラー

補助金額

本体価格（税込）の1/2（上限10万円）

●薪ストーブ・ボイラー

※要件により交付できない場合がございます。詳しくは下記までお問い合わせください。

■交付までのスケジュール
〈設置前〉

設置工事

交付決定

交付申請書

（通知）

提出

〈設置後〉

補助金の

実績報告書

額の確定

提出

（通知）

指定口座
入金

■申請に必要な書類
①交付申請書（ホームページからダウンロードいただくか、企画政策課でお渡しします）
②見積書および契約書の写し
③対象設備の形状、規格等がわかる資料（カタログ・パンフレットなど）
④対象設備の設置前の写真

■実績報告に必要な書類

①実績報告書（ホームページからダウンロードいただくか、企画政策課でお渡しします）
②領収書の写し
③対象設備の設置後の写真
④住民票
※申請年度内（平成28年3月31日まで）に設置を完了し、実績報告書をご提出ください。

【問い合わせ・申請先】
企画政策課 ☎６６−３１
１
３

平成27年度臨時福祉給付金の申請期限（1/4）が近づいています！
平成26年４月から消費税率が８％へ引き上げられたことから、所得の低い方々の負担の影響を緩和する
ために、昨年に引き続き国の臨時的な措置として、「臨時福祉給付金」を支給することになり、現在、役
場税務課で申請を受け付けています。

■申請手続き

臨時福祉給付金の支給対象者になると思われる方に対して、７月中に役場から専用封筒で申請書を送付
していますので、その申請書により、早めに手続きを行ってください。

■申請期限

【問い合わせ先】
税務課 ☎６６−４８０２

平成28年１月４日（月）までです。

12月の行政書士無料相談会

12月のおはなし会

■日

時／12月16日
（水） 午前10時〜午後１時

■日にち／12月20日（日）

■場

所／法勝寺図書館２階

読書室

■時

間／午前10時30分〜

クーリングオフなど

■場

所／天萬図書館

■内

容／クリスマスのおはなし

■相談内容／相続・遺言
※予約不要

※秘密厳守

■主催／鳥取県行政書士会

おはなしの部屋

■共催／南部町立図書館
広報なんぶ
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おめでとうございます
ふるかわ

法務大臣表彰 古川

ぶ いち

豊一さん

（落合）

平成9年6月に保護司を委嘱され、犯罪をした人や非行のある少年の立ち
直りを地域で支えるボランティアとしてお世話になっています。犯罪や非
行のない明るい社会の実現を目指し、犯罪を予防するための啓発活動や会
合等に積極的に参加して、保護司として多年にわたり罪を犯した人々の改
善更生と犯罪予防により、法務大臣による表彰を受けられました。
「罪を犯した方が立ち直り、社会復帰した時、支援の必要と喜びを感じ
る。今後も立ち直りを助け、支援していきたい」と話されました。

国民年金からのお知らせ

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書について

納めていただいた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。

平成27年1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。この社会保険料控除をうけるためには、
納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、平成27年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保
険料（国民年金保険料）控除証明書」が本年11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確
定申告の際には、この証明書（または領収証書）を添付してください。また、10月1日から12月31日までの
間に、今年はじめて国民年金保険料を納付された方につきましては、翌年の2月上旬に送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、
ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
【問い合わせ先（平成27年11月２日から平成28年３月15日まで）】
●ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル ☎0570−058−555
●050から始まる電話でおかけになる場合 ☎03−6700−1144
※おかけ間違いにご注意ください。

年金請求等で提出する住民票について

当分の間、日本年金機構において、個人番号（マイナンバー）の利用ができなくなっております。年金請求
時などに必要な書類として、「住民票」を提出していただく場合には「個人番号（マイナンバー）」が記載さ
れていない「住民票」を提出していただきますよう、お願いします。ご不明な点がありましたら、下記までご
連絡ください。
【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

厚生年金の加入について

現在国民年金に加入されている方が、会社に就職して厚生年金等に加入したとき、厚生年金等に加入してい
る配偶者の扶養になったときは、国民年金については資格喪失となります。原則、勤務先から日本年金機構に
届出されます。全ての法人事業所、常時従業員を5人以上雇用する個人事業所では、厚生年金の加入が法律で
義務付けられています。厚生年金に加入すべき事業所へお勤めの場合は、その事業所を管轄する年金事務所
（下記参照）へご相談ください。
【問い合わせ先】●日本年金機構米子年金事務所 ☎34−6111
●倉吉年金事務所 ☎0858−26−5311
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おかえりなさい！法勝寺電車
よみがえ

〜

った法勝寺電車に会いに来てください〜

【問い合わせ先】
教育委員会 ☎64‐3782

再活った法勝寺電車を、ぜひご覧にお越しください。

12月12日（土） 午前11時〜

■日

時／

■場

所／南部町公民館さいはく分館展示場
（雨天時：さいはく分館）

■内

容／内覧会、模型づくり、紅白餅無料配布等

※詳しくは各地域振興協議会に設置してあるチラシをご覧ください
◆法勝寺電車写真展開催中◆さいはく分館内で、法勝寺電車関連写真を展示しています。
（12月13日まで）

平成27年度成人式を開催します
■日

時／平成28年

【問い合わせ先】
教育委員会 ☎64‐3782

１月10日（日） ※成人の日の前日

13時より式典開始
■会

場／プラザ西伯（法勝寺167‐2）

■対象者／南部町在住および出身者
平成27年４月２日から平成28年４月１日の間に
満20歳になる方
※平成７年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方

昨年度の様子

スポーツ活動・文化活動の振興に功績のあった方を募集します
スポーツ活動もしくは文化活動で、特に優秀な成果を収められた町内在住の個人、団体、または町内勤務者及
びスポーツ活動、もしくは文化活動の振興に著しく功績のあった方の表彰を行っています。該当する方がおられ
ましたら下記までご一報ください。※審議後、表彰されない場合もありますので予めご了承ください。
【受賞対象期間】平成27年１月１日〜12月31日

【募集締切】平成28年１月15日
（金）

【表彰基準】昨年度より、表彰種別及び選考基準を改定していますのでご確認ください

スポーツ

文

●スポーツ栄誉賞

●文化栄誉賞

●スポーツ大賞

●文化大賞

国際的規模の大会で入賞又はこれに準ずる成績
全国規模の大会で第3位以上の入賞又はこれに準ずる成績

●スポーツ殊勲賞

全国規模の大会で第4〜6位の入賞又はこれに準ずる成績
中国地区から西日本以下の大会で第3位以上の入賞又は
これに準ずる成績

●スポーツ振興賞

鳥取県の大会で第3位以上の入賞又はこれに準ずる成績

国際的規模のコンクール等で入賞又はこれに値する成績
全国規模のコンクール等で上位の入賞又はこれに値する
成績
中国地区以上のコンクール等で上位の入賞又はこれに値
する成績

●文化振興賞

鳥取県以上のコンクール等で上位の入賞又はこれに値する
成績

●スポーツ奨励賞

●文化奨励賞

●スポーツ功労者賞

●文化功労者賞

県西部地区、西伯郡の大会で第1位又はこれに準ずる成績

町内において5年以上スポーツ活動の振興に携わり貢献した者

化

県西部地区、西伯郡のコンクール等で上位の入賞又はこれ
に値する成績
町内において5年以上文化活動の振興に携わり貢献した者

【募集に関する問い合わせ先】教育委員会事務局人権・社会教育課
広報なんぶ
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〜あなたの地域の「地域振興協議会」〜

事例発表大会

【問い合わせ先】
企画政策課 ☎66−3113

南部町誕生後、地域の課題を自らが解決し、より住みやすく、活気あふれ魅力ある地域づくりを行う場
として、平成19年に７つの地域振興協議会が設立されて今年で９年目となります。今では地域づくりの核
として、住む方々が元気になるような特色のある様々な取り組みが実践されています。
そこで、これまでの９年間の成果と、これからの地域振興協議会の未来に向けて、広く住民の皆さんに
活動内容を知っていただきたく、事例発表大会を開催します。皆さんのお越しをお待ちしております。

１月16日(土)

13時〜16時（受付開始：12時30分〜13時）

■日

時／平成28年

■会

場／プラザ西伯１階ホール （南部町法勝寺167-2）

■内

容／７つの地域振興協議会の事例発表〔発表順〕
①東西町

「住民参画がどのように形成されてきたか」

②あいみ富有の里 「新たな地域運営の担い手」
③天津

「ふるさと天津紀行ができあがるまで」

④あいみ手間山

「グリーン＆エコツーリズムの取り組みについて」

⑤南さいはく

「地域を元気に〜交流で賑わいづくり〜」

⑥大国

「まめなかや畑の世代間交流」

⑦法勝寺地区

「西伯小学校との交流について」

■参加対象／地域づくりに関心のある方ならどなたでも参加できます
■コーディネーター／川北 秀人氏 （ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際研究所]代表者）
■主

催／南部町地域振興協議会事例発表大会実行委員会

■共

催／公益財団法人とっとり県民活動活性化センター
かわきた

川北

ひで と

秀人氏

プロフィール

ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際研究所]代表者。市民団体のマネジメ
ントや企業の社会責任（ＣＳＲ）への取組みを支援するとともに、“地域づく
りの伝道師”としてＮＰＯ・市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎
年約60の自治体で職員や市民との合同研修を担当している。

年末年始休業のお知らせ
年末年始にごみの搬入・し尿の汲み取りをされる場合、施設・企業が下記期間休業となります。
休業前には混雑することが予想されますので、早めの対応をお願いします。
施設・会社名
クリーンセンター【収

休業期間
集】

平成27年12月30日(水)〜平成28年１月３日(日)

【直接搬入】

平成27年12月29日(火)〜平成28年１月３日(日)

リサイクルプラザ【直接搬入】

平成27年12月29日(火)〜平成28年１月３日(日)

みつわ衛生社

平成27年12月30日(水)〜平成28年１月４日(月)

※西伯病院、町立図書館、ふれあいバス等についてはカレンダー（20ページ）をご覧ください。
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おしらせ
2015．12

乳幼児健診（１歳６ヶ歳児）

対象▶Ｈ26.4月・5月・6月生

実施日▶平成28年１月６日（水）

実施日▶12月11日（金）

場所▶健康管理センターすこやか

10

対象▶町内にお住まいの乳幼児

場所▶のびのび

【問い合わせ先】健康福祉課
☎66−5524

一人でも雇ったら労働保険に入
る必要があります︒働く人とそ
の家族だけでなく︑会社を守る

ために︑労働保険に加入しまし
ょう︒詳しくは︑鳥取労働局ま
たは最寄りの労働基準監督署・
ハローワーク︵公共職業安定
所︶にお尋ねください︒
︻問い合わせ先︼
鳥取労働局 労働保険徴収室

☎０８５７ ２ｰ９ １ｰ７０２
ホームページ

http://tottori-roudoukyoku.jsite.
mhlw.go.jp/

林業就労者及び以前
林業で働いていた方へ

についてもお調べします︒
詳しくは︑左記までお問い合
わせください︒

︻問い合わせ先︼
独立行政法人勤労者退職金共済
機構 林業退職金共済事業本部
☎０３ ６ｰ７３１ ２ｰ８８７
ホームページ

http://www.rintaikyo.taisyoku
kin.go.jp/
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司法書士による﹁無料法律相談会﹂

お知らせ

20

受付時間▶9:00〜10:00

事
※前予約は下記相談機関にお
願いします︒

〜就学前の幼児

〇場所／米子市文化ホール
〇日時／３月５日︵土︶

対象▶前歯が4本生えた乳幼児

談

場所▶健康管理センターすこやか

12

日時▶12月９日（水）

30

歯科検診・フッ素塗布

相

受付時間▶13:00〜13:30

鳥取県司法書士会では相談会
を開催します︒お気軽にご利用
ください︒
■日時／ 月 日︵日︶
午前 時〜正午
■場所／米子市文化ホール
研修室２
■内容／相続・遺言︑不動産の
贈与・売買︑不動産・商業登
記他
︻問い合わせ先︼
鳥取県司法書士会
☎０８５７ ２ｰ４ ７ｰ０２４

すこやか乳幼児相談

労働保険の加入手続きは
林業退職金共済制度︵林退
お済みですか？
共︶に加入していたが︑退職金
をまだ受け取っていない方を探
正社員︑派遣︑パート︑アル
バイト等︑雇用形態に関わらず︑ しています︒以前︑林業の仕事
をしていたが︑ご自身が林退共
へ加入していたか分からない方

受付時間▶13:00〜13:30

20

10

30

実施日▶12月24日（木）

■会場／米子コンベンションセ
ン タ ー ３ 階 第 ２ 会 議 室 米( 子
市末広町２９４ )
︻申込み先・問い合わせ先︼
西部消費生活相談室
☎３４ ２ｰ６４８
︿受付時間﹀
午前８時 分〜午後５時
︿休業日﹀祝祭日︑年末年始
︻主催︼
多重債務・ヤミ金融問題対策協
議会

場所▶健康管理センターすこやか

多重債務・法律相談会
︻ 月・１月分︼

受付時間▶12:45〜13:15

午後１時〜４時
〇場所／米子市ビックシップ
︻問い合わせ先︼
放送大学鳥取学習センター
鳥取市役所駅南庁舎５階
☎０８５７ ３ｰ７ ２ｰ３５１

参加費▶100円（茶代）

12

28

対象▶4･7･10･12ヶ月児

集

時間▶10:00〜12:00

12

多重債務やヤミ金融等の相談
を弁護士や司法書士等の専門家
が無料でお受けします︒
事
※前予約制
■日時／ 月 日 木( )
平成 年１月 日 水( )
午後１時 分〜午後４時

乳児健診（4･7･10･12ヶ月児）

募

場所▶健康管理センターすこやか

29

20

日時▶12月18日（金）

16

家族が日頃の思いを話し合う場

28

放送大学４月入学生募集

内容 認知症の方を介護している

28 28

▲

場所▶いこい荘

法律相談
実施日▶12月18日（金）

12

認知症の方の家族のつどい

放送大学では︑平成 年度第
１学期︵４月入学︶の学生を募
集しています︒放送大学はテレ
ビ等の放送やインターネットを
利用して授業を行う通信制の大
学です︒幅広い世代︑職業の方
が学んでいます︒
■出願期間
︵火︶
︿第１回﹀ 月１日
︵月︶
〜平成 年２月 日
︵火︶
︿第２回﹀平成 年３月１日
︵日︶
〜３月 日
︽西部地区︾
■大学説明会・入学相談会
〇日時／１月 日︵土︶
午後１時〜４時

元気サポート

おしらせ

2015．12
子育て支援行事

10月16日〜11月15日届出分

（H27.12.11日〜H28.1.10）

妊婦さんとねんねの赤ちゃんの日

（敬称略）

日時▶毎週月曜日

10:00〜12:00

場所▶すみれこども園

氏

名

保護者

住

所

穂高 （靖弘・あすか） 北

方

内容▶クリスマス会

（明弘・聖美） 北

方

日時▶12月15日（火）9:30〜11:00

仁勇 （博志・恵里奈） 高

姫

ほ だか

◎足羽

しずく

◎松本

雫
じんゆう

◎雜賀

そうすけ

◎長澤

※12月28日はお休み

奏佑 （良孝・瞳）

宮

前

あいあい行事Ⓟ（事前予約要）

場所▶すみれこども園

園開放日
日時▶12月15日（火）9:30〜11:00
場所▶つくし保育園
日時▶12月17日（木）9:30〜11:00
場所▶ひまわり保育園

氏

名

年 齢

住

所

●長尾

一男

89歳

馬

場

●門脇

久子

67歳

落

合

●赤井

武

84歳

福

成

●西島

壽惠

98歳

大木屋

●加納

左右

82歳

原

●野口

敬子

81歳

福

●糸田

恒惠

76歳

法勝寺

●陶山

優

93歳

北

にじいろポケットⓅ
日時▶12月18日（金）10:00〜
場所▶すこやか

かきっこクラブⓅ
日時▶12月18日（金）9:30〜
場所▶いこい荘

クリスマス会Ⓟ（事前予約要）
日時▶12月22日（火）10:00〜11:00

成

方

※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

場所▶のびのび
（Ⓟ：南部町子育て応援ポイント事業）

子育てに関することはお気軽にご相談ください
★健康管理センターすこやか☎66‐5524
★子育て総合支援センターのびのび☎66‐4403

10月31日現在

人

口

前月比

男

5,312人

−18 人

女

5,941人

＋ 4 人

計

11,253人

−14 人

世帯数

3,891世帯

＋ 4 世帯

★すみれこども園

子育て交流室 あいあい☎66‐3208

★つくし保育園 ふれあい広場 ひなたぼっこ☎66‐2143
★教育委員会事務局☎64‐3782

【問い合わせ先】健康福祉課

☎66−5524

鳥取県の奥深い話題満載！県総合情報誌

『とっとりＮＯＷ』108号 好評発売中！
鳥取県のきのこ産業の発展を目指し、生産者・関係団体・行

12月の税金・使用料
・固定資産税

・公営住宅家賃

・国民健康保険税

・学校給食費

・後期高齢者医療保険料

・保育料

・下水道使用料

納付期限

12月25日（金）

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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政らがスクラムを組んで構築する「鳥取県きのこビジョン」。
巻頭特集では、長期スパンで展開するその取り組みを追った。
特集では、地元産の小麦を復活させた活動を紹介する。

■取扱場所／下記事務局、県内書店他
■定価／１部309円（税込）
■発行／年４回
（３，
６，
９，12月）
【問い合わせ先】鳥取県広報連絡協議会
（県庁内） ☎0857-26-7086

広報なんぶ

12/11

金

12

土

13

日

14

月

15

火

CALENDER

Ｈ27年12月11日〜Ｈ28年1月10日

27

日

●土曜開校
スクールバ
●法勝寺電車おかえりなさいイベント（スのみ運行）
11:00〜

28

月

●なわとび№１決定戦（農）9:15〜12:00
●解放まつり
（西伯文化会館）9:00〜

29

火

30

水

●西伯病院健康講座（地域交流ホール）
13：30〜

31

木

16

水

●なんでも相談（し）9：00〜11：30
●行政書士無料相談会（法）10：00〜13：00

1/1

金

17

木

●手話講座⑦（法）19：00〜20：00

2

土

18

金

●手話講座⑥（天萬庁舎）19：00〜20：00

3

日

19

土

◆食育の日

4

月

20

日

◆かぞくの日

5

火

21

月

6

水

●なんでも相談（し）9：00〜11：30
●人権・行政相談（し）9:00〜11:30

22

火

7

木

●中学校始業式

23

水

天皇誕生日

8

金

●小学校始業式

24

木

●小、中学校終業式
●点字教室（天萬庁舎）10：00〜12：00

9

土

25

金

10

日

26

土

西伯病院休診日
町立図書館休館日

◆ノーメディアデー

●図書館おはなし会 Ⓟ（天）10：30〜

なんぶSANチャンネル

●役場仕事納め

（図書整理日）

元日

●役場仕事始め
●町体・トレセン利用調整会議（天萬庁舎）
19：00〜

●出初式（農）10:00〜
●成人式（プラザ西伯）13:00〜15:30
ふれあいバス運休日
総合福祉センターしあわせ休館日

今月のオススメ番組

ＳＡＮチャンネルの年末年始は特別番組目白押し！今回は、町内両中学校の３年生
が文化祭で演じた劇をお送りします。生徒たちの熱演をぜひご覧ください。
【12・１月の主な番組予定】
●12月９日〜
南部町議会12月定例会
●
21日〜
[再放送]戦争の時代を生きた
●
28日〜
中学校文化祭劇
●１月１日〜
町長新春挨拶
みんなの あけまして おめでとう
おかえりなさい！法勝寺電車

（法）
・・・法勝寺図書館
（天）
・・・天萬図書館
（富）
・・・富有まんてんホール
（し）
・・・総合福祉センターしあわせ
（い）
・・・総合福祉センターいこい荘
（農）
・・・農業者トレーニングセンター

今年の番組から

=南部町子育て応援ポイント事業
広報なんぶ
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学校給食をご家庭で

赤猪岩揚げ

南部町の新しい特産品であるイノシシ肉をから揚
げにし、古事記に登場する、赤い岩に見立てた料理
てす。子ども達が地域の歴史を感じるとともに、ジ
ビエのイノシシ肉にも親しみがもてるようにと考案
しました。子ども達にも食べやすく好評です。

会見小学校 半世紀の歩みを祝う
「会見小学校創立50周年を祝う会」が11月14日に会
見小学校体育館で開催され、在校生や保護者、卒業生や
地域の方々など319人が参加しました。
奥日野源流太鼓の演奏を皮切りに、たくさんの祝辞や
歌などで半世紀にわたる歩みを振り返りながら、今後の
さらなる発展を決意しました。最後には、グラウンドで
全校児童193人のメッセージがついた風船飛ばしも行わ
れ、大空高く飛び上がっていきました。

材料（４人分）
１食分当たりエネルギー186kcal・塩分0.6g

【協力】食生活改善推進協議会
会見・西伯学校給食センター
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座席が翼のところだった
けどとてもきれいでした

磨理子

【給食献立例】ご飯・牛乳・赤猪岩揚げ
再活サラダ

№52

上下水道課長 仲田

これまで︑観光バスか他の人にお世話に
なる旅行しか行ったことがなかったので
﹁よう一人で行ったなぁ﹂と自分をほめ︑
今は﹁まだ︑いくらでもできるがん﹂とい
う気持ちです︒皆さんも︑時には公共交通
機関を利用した遠出をするのもいかがでし
ょうか︒ずいぶん歩いたという印象です
が︑天気も良かったので飛行機からの眺め
はとてもすてきでした︒

① イノシシ肉は一口大に切る。しょうがはす
りおろし、酒、しょうゆ、塩、こしょうと
合わせてイノシシ肉を漬ける。
② 玉ねぎは、５㎜くらいのくし型切りにする。
③ 小麦粉とかたくり粉をあわせ、①にまぶし
て油でカラっと揚げる。
④ フライパンにサラダ油を入れ、玉ねぎをさ
っと炒め、Aで調味し、③のイノシシ肉を
入れてからめる。

リレー
エッセイ

ひとりで行けた

作り方

先日ある機会をもらい︑一人で飛行機と
電車を乗り継ぎ﹁東京﹂というところへ行
ってきました︒飛行機はネットで予約した
ので︑バーコードで搭乗手続き︑どこでど
うすればいいのだろうと米子空港でキョロ
キョロ︒
すると︑
同じような紙切れを持った
人が前を通り過ぎラッキー︒
澄まして同行︒
羽田に着くと︑さぁ〜切符をどこまで買
えばよいのかしばらく眺め︑またまた人ま
ねです︒何とか目的の駅まで乗りつぎまし
たが︑降りてから目的地までは近いという
ことしか覚えていなかったので︑さてどっ
ちへ︒なんとなく人が多く流れるほうへい
ったところ︑そこで失敗︒着いたのは違う
ところ︒じゃあ反対方向へと引き返し︑何
とか無事到着︒

●イノシシ肉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200ｇ
●酒‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 小さじ１
●濃口しょうゆ‥‥‥‥‥‥‥‥ 小さじ１
●塩、こしょう‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 少々
●しょうが‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２ｇ
●片栗粉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 大さじ２
●小麦粉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 大さじ１
●揚げ油
●玉ねぎ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50ｇ
●ケチャップ‥‥‥‥‥‥‥ 小さじ３
●トマトピューレ‥‥‥‥‥ 小さじ２
●酒‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 小さじ１
Ａ
●砂糖‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 小さじ１
●コチュジャン‥‥‥‥‥‥‥‥ 少々
少々
●サラダ油‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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ミヤマガラス

と ハ ト の 間 く ら い の 大 き さ で ︑ 所が東に広がり︑平成 年には

祐生の制作したガリ版を使った版画は版画界の話題となり、祐生は武井武雄

の主宰する年賀状交換会「榛の会」への熱烈な勧誘を受けました。昭和11年の

第２回から参加した祐生は芸術への挑戦を始め、亡くなるまで会員として作品

を送り続けました。展示から、祐生作品の変化や、棟方志功、稲垣稔次郎、武

井武雄、関野準一郎、橋本興家、平塚運一など、著名な版画作家の年賀状をご

はまるのかもしれません︒

■分布拡大

埼玉県で︑平成 年には神奈川

■問い合わせ先：☎66-4755

群れに時々混じる︑白黒模様の
す︒ミヤマガラスは︑寒くなる

年程前までは︑冬の西日本

トガラス︑田畑が好きなハシボ

くちばしが細く︑泥がついたよ

県で初確認されました︒理由は

皆さんのご近所の田んぼにも︑

桐原真希

【平成28年1月18日(月)まで】

コクマルガラスというのがいま

カラスと言えば︑黒くてカー
と大陸から渡ってきて︑稲刈り

はなかなか見られませんでした︒

ソガラス︑そして冬鳥のミヤマ

うに汚れて見えます︒気になる

分っていませんが︑今では北海

す︒今年は 月７日に天萬で初
ミヤマガラスは︑ハシブトガ

冬の使者の小さなカラスが見ら

観察できました︒もしかしたら︑
ラス︑ハシボソガラス同様︑狩

れるかもしれませんよ︒
っている人であれば︑適切な方
法で捕って食べることもできま
す︒﹁他のカラスに比べたらと
ても美味しい﹂と︑ご年配の
方々からお話を聞き︑どんな味
なのかと︑出会う度に気になっ
ているところです︒彼らは植物
の実や種も好んで採餌するので︑
鳥は肉食系よりも草食系の方が
自然観察指導員

「祐生に届いた版画作家からの年賀状」 ※入館無料

■冬だけ見られる小さな
カラス
カーと鳴く鳥として有名な野鳥
れている光景が町内各所で見ら

しかし︑近年徐々に飛来する場

でなければミヤマガラスの群れ

実は南部町だけで４種類確認さ
れます︒全長 センチ︒カラス

で す ︒ そ の 見 慣 れ た カ ラ ス が ︑ 後の田んぼに数百羽くらいで群
れています︒森が好きなハシブ

ガラス︑さらにミヤマガラスの

のは頭のライン︒他のカラスよ

道から鹿児島まで︑各所でその

12

たいヘアスタイルをしています︒ 姿が見られるようになっていま

13

No.135

20

猟鳥に指定され︑狩猟免許を持

■美味しいらしい

11

川上さやか

後援：西伯郵便局、西伯天津郵便局、東長田郵便局、会見郵便局

覧ください。

？！

味が良いというセオリーに当て

寺内の田んぼに飛来した群れ

■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】

47

りも︑頭部のてっぺんが妙に平

撮影：桐原佳介
福成にて

