どんなアートになるのかなぁ〜
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「田んぼアートを作ろう」イベントに参加した子どもたち
（６月11日・法勝寺地内）

今月の主な内容
●特集／人・農地問題と集落営農への取り組み
●子ども食堂スタート（子育てサポートプロジェクト）
●認知症

あれこれ（西伯病院）

他

人・農地問題と集落営農への取り組み
〜農業と農地、地域を将来へ引き継ぐために〜

※グラフは、南部町が平成24年度にアンケート
調査を実施した結果です。
（アンケート結果抜粋）

【農地の意向】
（縮小したい、農業を続けるのは難しいと答えた方）

農地を売
却したい
17%

【年齢構成】
無回答
1%

30歳未満
0%

30歳代
2% 40歳代
5%

70歳以上
32%
60歳代
36%

無回答
39%

農地を貸
したい
14%

50歳代
24%
その他
6%

保全管理を
していく
14%

農作業の
受託をする
10%
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地域農業を維持するためには︑

年度に調査した結果によ

24

将来の担い手と農地についての話し合いが必要です︒

後継者不足

南部町が平成

60

歳代と

ない
16%

ると︑主たる農業者の年齢構成は

今はわか
らない
44%

高く︑後継者がいないと答えた方が全体の

ある
（現在）
ある
18%
（５年後）
9%

無回答
13%

半数以上を数えるまでになっています︒

【集落で営農組織を作る必要性】

しかしながら︑農地の意向調査では農業

いる
（５年後）
10%

を続けるのは難しいとお答えされた方でも︑

いない
54%

先代から受け継いできた農地を何とか守り

いる
（現在）
27%

無回答
9%

たいとの意向も見てとれます︒

【農業後継者】
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人・農地問題と集落営農への取り組み

●南部町では︑高齢化や後継者不
年後の姿が描けない

足︑耕作放棄地の増加などで︑
５年後︑

が見込める︒

⑤集落︑地域の話し合いを密にす

また︑高齢化・後継者不足に伴

い︑単一集落では維持が困難な地

ることで︑副次的に地域の活性

個々の農家での取り組みには限

するアンケート調査の続編を予定

の農業経営への考え方や意向に関

町では今年度︑みなさんの今後

アンケート調査を行います

域にあっては︑３集落を中心に法
長年続いた国による生産調整が

米政策の大転換

さんの地域はいかがでしょうか︒
本年で終了します︒今後も生産目

町では地域での話し合い︑説明

化に対する話し合いが進展する︒

●人と農地の問題を解決するには︑
標という形で食用米の作付目標が

会などの要望があれば出席させて

人化するなど︑創意工夫を凝らし

地域のみなさんの徹底した話し
提示される見込みですが︑米価の

いただきますので︑産業課までご

集落や地域が増えています︒みな

合いが必要です︒そのための未

変動は不透明であると言われてい

相談ください︒

て地域農業を維持する取り組みも

来の設計図が人・農地プランで
ます︒

界があり︑新たな取り組みを行う

見受けられます︒

す︒︵非農家のみなさんも話し合
●人・農地プランの話し合いでは︑

にあたり︑集団化して競争力︑収

いにご参加ください︶
今後中心となる経営体︑将来の

益性の向上を考えなければならな

団地化することにより︑作業の

②作付する品種等を団体で調整し︑

比較して総管理コストに繋がる︒

により︑個々で所有する場合と

①農業機械を集団で利用すること

だきたいと考えています︒

える上で参考として活用していた

地域のみなさんが地域の農業を考

また︑このアンケートを踏まえ︑

策に反映させたいと考えています︒

最新の考え方をお聞きし︑今後の施

するにあたり︑農家のみなさんの

前回のアンケートから５ 年経過

しています︒

農地利用のあり方︑近い将来の

い時期に突入しています︒

効率化︑水管理の適正化が図れ

集団︵法人︑
集落営農︶
で
営農活動を行うメリット

農地の出し手の状況などを決め

このアンケート以降︑町内では

る︒︵ 品 種 が 違 う 水 稲 を 隣 同 士 の

ていただきます︒

農業生産法人が２法人︑集落営農

ほ場で栽培した場合︑一方では

産業課︵天萬庁舎２階︶

間管理機構です︒鳥取県では︑

地の中間的受け皿となる農地中

に作られたのが︑信頼できる農

●人・農地プランを実現するため

組織が４組織設立され︑地域の担

水切りしたいのに︑隣りの田で

☎６４ ３
‐７８３

農業生産法人︑
集落営農の組織化

公(財 鳥)取県農業農村担い手育成
機構中間管理機構として︑知事

い手として活躍されています︒こ

はまだ水が必要なため十分な水

③経理の一元化により︑個々での

︻問い合わせ先︼

が指定しています︒

歳代の若

れらの組織の中では︑

に兼業で法人を組織され︑それぞ

出納処理の手間がなくなる︒

切りができないなど︶
れが空いた時間を有効に活用し︑

６次産業化などによる収益向上

④販路の拡大や新たな作物作付︑
たな取り組みも生まれました︒

法人運営をされているといった新

者を中心に地域の農地を守るため

40
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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 №31
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「子ども食堂」の情報をお届けします。

法勝寺児童館で子ども食堂、スタート！
法勝寺児童館で、５月から毎月1回の子ども食堂がスタートしました。
初回の５月27日（土）は25人の子どもたちが集まりました。笑顔いっぱいの調理員さんに
作ってもらった食事を「いただきます」のあいさつでおいしくいただき、ありがとうの感謝
あふれた「第１回子ども食堂」となりました。
法勝寺児童館子ども食堂は、栄養バランスの取れた食事の提供と、調理していただく地域
の大人と子どもたちとの交流を通じて、子どもたちの育ちを支えることを目的に開催しています。
今年度は毎月最終土曜日（８月は毎週、12月は16日、３月は24日）に開催します。毎回限定30食です。利
用をご希望の方は、事前にチケットのご購入をお願いします。

■チケットの購入について

法勝寺・宮前児童館の午前中
は、小さな子どもたちの遊び
場にもなっています。保護者
同伴で利用できますので、ぜ
ひご来館ください。

子ども食堂の料金は100円（１回）です。チケットは開催日の前の週の
月曜日から販売します。
（限定30食／先着順）
《チケット購入場所》法勝寺地区地域振興協議会（南部町公民館さいはく分館内）
南部町法勝寺341番地 ☎66-3121

■注意事項
●子ども食堂は１〜18歳未満の子どもが利用できます。保護者の方の食事は、
ご自身でお持ち込みくださいますようお願いします。
●アレルギー対応はしておりませんが、食材を除いて提供できる場合もあり
ますので、事前に職員にご相談ください。

【子ども食堂に関する問い合わせ先】法勝寺地区地域振興協議会

子育て豆知識

☎66-3121

〜暑い時こそ、栄養バランスの良い食事を〜

暑くなると、体がだるくなったり、食欲不振になったりして、口当たり
のよい冷たいジュースやアイスクリームが欲しくなります。しかし、冷た
くて甘いものを多くとると、弱った胃腸に負担をかけるため、更に食欲を
低下させて夏バテの原因になります。特に寝る前の飲食は、胃腸休息の妨
げになりますので控えましょう。暑い時こそ栄養バランスの良い食事で、
元気に過ごしましょう。

おにぎり給食（すみれこども園）

【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
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認知症
める︑あるいは改善する真の治療薬は

に出てくる︒トマトに含まれるリコピ

マトは年中手に入るので︑毎朝の食卓

な抵抗を助けてくれるらしい︒幸いト

作用を持つことで︑老化へのささやか

ントシアニンと言われる成分が抗酸化

ちょっと自信がないけれど︑今のうち

を忘れず︑といった風である︒私には

たくさんあって︑愛嬌があって︑感謝

こんな感じでボケたい︑と思える人も

いろいろな認知症の人を見ていると︑

あれこれ
出来ていないのが現状だ︒

待している︒

に人間がもう少し練れたらいいなと期

頭は仕事の中でそこそこは使ってい

ンも︑同じく抗酸化作用を持っている︒

仕方がないので︑自分なりにボケな
いための活動を取り組むしかない︒

％だとい

ながらついつい夜更かししてしまう︒

人になれるのは夜中だから︑仕事をし

と思う︒困るのは寝ること︒自分が１

る︒若い世代にあまり負担をかけない

知症予備軍の人がいるという計算にな

どの認知症の人と︑５ ００ 人ほどの認

うことだから︑この町には５ ７ ０ 人ほ

南部町の高齢化率が大方

実は睡眠は︑脳の中のアミロイドβ︵ア

ように︑せめて少しでも元気でいたい

るので︑むしろ放心状態を楽しみたい

私がまず心がけているのは︑少しで

ルツハイマー病の原因物質の一つ︶の

ものだ︒

今回は︑西伯病院副院長の高田
照男精神科医師に︑認知症につい
てお薬のことから生活の中での心
がけなど︑分かりやすくお話しい
ただきました︒

も動くこと︒平日歩くのはせいぜい病

排出を促進してくれるらしい︒やはり

日々心がけていること

院の中しかないので︑せめて休日は歩

西伯病院では︑今年度も町の支援を

睡眠は︑脳の健康の最有力手段と思わ
れる︒

くことを心掛けている︒
本来歩くことはそんなに嫌いではな

受けて︑認知症予防プログラムを実施

歳以上にもなると

てはいかがでしょう︒

さやかな老化への抵抗をぜひ試みられ

いから︑１時間ほど体調を見計らって

これがなかなか難しい︒精々簡単な計

認知症は長生きの宿命

することになっている︒皆さんも︑さ

認知症の代表的疾患であるアルツハ

算をしながら歩数を確かめて︑といっ

は加齢であって︑

ところで︑認知症の最大の危険因子

ゆっくりスタートして︑徐々にスピー

イマー型認知症のお薬が発売されたの

たところ︒それでも︑一旦ついたお腹

ドアップ︒何か考えながら︑と思うが︑

年余

が１９９９年というから︑既に

％と考えら

れている︒﹁認知症は脳の病気﹂と言わ

〜
最近は頭に良いと言われる食品もあ

れているけれど︑私には︑すべてでは

その罹患率はなんと
って︑ココナッツオイルから始まって︑

ないにしても多くの認知症は﹁長生き

の脂肪は簡単には減ってくれない︒

ば開発されるだろうから︑それまで何

今は時々えごま油が食卓に出てくる︒

の宿命﹂と思えてならない︒だから︑

りが経過している︒

とかこの薬で持ちこたえることが出来

いわゆるオメガ３と言われる脂肪酸で︑

がしてならない︒

なく︑長きを生き抜いた先輩という気

れば﹂と期待されたものだ︒私も自分

もう少ししたらブルーベリー狩りに

認知症のお年寄りは別段﹁病人﹂では

てくれるだろうと︑高を括っていたの

血管の強化に役立つらしい︒

50

が認知症になる頃には何とか間に合っ

年もすれ

85

認知症のお 薬 に つ い て

照男

35

髙田

40

西伯病院副院長
17

でも行こうと思っている︒こちらはア

当時は﹁完全な治療薬が

10

だが︑今に至るまで認知症の進行を止
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☎66-2211
西伯病院

教育委員会事務局

ふるさとの盆踊りフェスティバル
In花回廊2017

☎64-3787

「重要里地里山500選」選定記念

日本オオサンショウウオの会 南部町大会
日本オオサンショウウオの会南部町大会を10月７

日（土）・８日（日）に開催します。全国からの研究
報告や西伯小学校からの報告もあります。日程等詳細
は、別に配布のチラシをご確認ください。多くの皆さ
まの参加をお待ちしています。
■申込方法
全戸配布したチラシでお申し込みください。
町内の方は参加料無料です。
■申込締切（希望される参加内容で申込期間が異なり

鳥取県西部地区には、その地域に根差した盆踊り
があります。鳥取県無形民俗文化財に指定されてい

ますのでご注意ください）

る３つの保存会が集結して「ふるさとの盆踊りフェ

◎全体会・報告会・現地観察会

スティバル」を開催します。それぞれの優雅で壮大

※現地観察会は必ず事前の申し込みをお願いします。

な盆踊りを観覧して、皆さんで踊りましょう。

◎全体会・報告会

８月４日（金）締切

９月25日（月）締切

■その他

■期日

８月５日（土）午後７時〜（小雨決行）

■会場

とっとり花回廊

■出演

小松谷盆踊保存会
（南部町）
／米子盆踊り保

宿泊・懇親会・物品販売をご希望の場合は、南部町

霧の庭園

ホームページをご覧ください。
【申込・問い合わせ先】教育委員会人権･社会教育課

存会
（米子市）
／こだいぢ踊り保存会
（江府町）

☎64‐3782

※詳細は全戸配布のチラシをご覧ください。

64‐2183

※浴衣で参加いただくと、先着200名の方に素敵なプ
レゼントを進呈します。
【問い合わせ先】教育委員会人権・社会教育課
☎64‐3782

今月のおせの背中を魅せよう

〜私たちのまちの社会教育委員〜

様々な委員さんによって南部町は

動いています︒それぞれ役割も違え

ば魅せる背中も違うでしょう︒今回

は社会教育委員の背中にスポットを

当ててみます︒

皆さん︑社会教育委員を知ってい

ますか︒

社会教育委員は︑社会教育関係団

体の代表者や学校長︑家庭教育の向

上に関わる方などから人選され︑教

人が活動し

育 委 員 会 が 委 嘱 し ま す ︒ 任 期 は ２年

間で︑南部町では現在

ています︒

社会教育委員は︑学校教育以外の

教育活動について助言する役割を持

っています︒

公民館等で行われる各種講座や発表会︑スポーツイベントなどで事業の

様子を体験して感じたことを話し合ったり︑家庭教育のあり方や地域との

連携など︑幅広い視点で意見交換をしたりしています︒

さらには︑県内外の研修会などに積極的に参加し︑学んだことを町の社

会教育行政に取り入れることができるよう努めています︒

もちろん︑社会教育に対する町民の皆さんの声を行政に届ける役割も担

っています︒お近くの社会教育委員へ︑地域づくりを支える社会教育のた

めに気づかれたことをお伝えいただき︑みんなでより豊かな南部町を創っ

ていきましょう︒

15

私たちにお任せください！
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自分をカエル
見かたをカエル
さまざまな人たち

年度に法務省の人権擁

日・プラザ西伯︶
︽参加者の感想より︾
一部抜粋︵アンケート回収

よかった︒︵

歳代︶

解決策を出している話し合いが

人の立場に立って︑いろいろな

の立場︑人権侵害を受けている

★難しい相談だったけど︑相談者

名︶

名が参加して︑にぎやかに人権研修

第１回ミカエル・セミナー開催︵５月
︽参加型学習︾ ワークショップ体験
人権に関する県民の意識調査によると﹁自分

︽表彰式︾
第１回のミカエル・セミナーでは︑
％の人が

グループで違う相談事例をもとに︑

﹁家族や親戚﹂に相談したいと答えています︒

談したいですか﹂という問いに︑約

や家族が差別や人権侵害を受けたとき︑誰に相

名で︑企業では鳥取グリコ株式

年度の表彰者は︑

前年度の人権スタンプラリー表彰を行
っています︒平成
個人
今回は︑
平成

参加者の知恵や経験から意見を出し合う研修を
し ま した︒︵ 参 考

権問題を考えることができまし

★現実的な内容で︑より身近に人
歳代︶

時／８月21日（月）午後７時30分〜

■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／「マイナスをプラスに変えてくれた

■演

題／「ありのままのわたしを生きる」ために

■講

師／土肥

ひ

69

護機関が救済措置を講じた事例より︶

た︒︵

■日

ど

会社︑株式会社ティー・エム・エスの
２社でした︒
個人を代表して入江麻知子さん︵浅
井︶︑企業を代表して鳥取グリコ社長
の納富正直さんに︑南部町人権会議会

歳代︶

★相談窓口を知っておくことも参
考となった︒︵

★頭では考えられるが︑いざ︑自分

の身に降りかかったときに出来る

だろうか︑
努力してみる︒
︵ 歳代︶

歳代︶

★障害者差別解消法など︑知識が
不足していました︒︵

★セミナーの内容をワークショッ

プ形式にされるなどされていて

良かったと思います︒いろいろ
歳代︶

と工夫されていたと思いました︒
︵

★ＤＶ︑いじめ︑パワハラ︑差別︑

全てはこの集まりの繰り返しで

公開することによって︑どんど
歳代︶

■テーマ／性的マイノリティ

■テーマ／同和問題

ワーク副代表）

（徳島県人権エンタメ集団「友輝」）

（京都府・セクシャルマイノリティー教職員ネット

ゆう き

茂樹 さん

師／中倉
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ん話し合いの輪を広げていって
ほしい︒︵

時／７月18日（火）午後７時30分〜

仲間たち」

54

54

60

40

25
をあつめに行くよ。
「こんなときどうする？」ハチさん、次はどこへ行く？

28

長陶山清孝町長より︑表彰状と記念品

手法は「ミツバチ・ブンブンカフェ」ハチさん役が、他のグループにも意見

28

いつき さん

■日

しげ き

50

第３回「ミカエル・セミナー」

第２回「ミカエル・セミナー」

40

10

71

が贈られました︒

企業表彰を受ける鳥取グリコ株式会社

20

40

なかくら

■講

40

☎64-3782
人権・社会教育課
教育委員会事務局

午後１時30分〜３時30分

■場 所／法勝寺図書館２階(読書室)
■講 師／島根大学名誉教授

あれこれ

※秘密厳守
※予約不要

■主

催／鳥取県行政書士会

■共

催／南部町立図書館

７月のおはなし会

■日にち／７月23日（日）

日︶

たくさんの参加
ありがとうございました

日まで

図書館クイズ

■時

間／午前10時30分〜

■場

所／天萬図書館おはなしの部屋

■内

容／わらべうた、絵本など

初 級 字( が 読 め る 人 〜 小 学 ３ 年 生 ・) 中 級

︵ 小 学 ４ 年 生 〜 ６ 年 生 ・) 上 級 ︵ 中 学 生 以
上︶と問題を設定し︑図書館の本を使って解

答してもらいました︒

放課後や休日の図書館は︑クイズをする子

ども達で賑わい︑楽しそうに調べていました︒

親子で楽しめる内容です。

おとなの図書館

■日にち／７月28日（金）

間／午後６時〜８時

■場

所／天萬図書館

毎月最終金曜日は開館を延長。

カフェコーナー（有料）もあります。

80

■時

8
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図書館の話
す講座を開く館があったり︑日本では

５月９日〜

日〜５月

の３週間︑﹁こども読書

週間︵４月

南部町立図書館キャラクター
ブッぽん

にちなんで︑﹁図書館クイズ﹂を行いました︒

10

目からウロコ！

図書 館 の ミ ニ ト ー ク
後半は︑支援協力課の小林課長から

あまり例のない話に引き込まれました︒

図書館運営協議会と共催のもと同時開
﹁最新の図書館事情﹂をお話いただき

■日にち／８月20日（日）

広報なんぶ

28

27

今年度最初の﹁おとなの図書館﹂は︑

催で︑鳥取県立図書館から２名をお招
ました︒さまざまな年齢層の人が利用

グ︶を考えて建設された図書館や︑市

アンケートでは﹁図書館の可能性が

きし︑図書館をテーマにミニトークを

始めは高橋司書の﹁ニューヨーク市

民ボランティアに支えられている図書

広がった﹂﹁とても刺激を受けた﹂﹁図

できるよう︑すみわけ︵ゾーンイン

立図書館﹂を視察された体験談を聞か

館などを紹介していただき︑町づくり

書館の利用の仕方が少しわかった﹂と

していただきました︒

せていただきました︒ビジネス・芸術

の拠点になるべく︑図書館ができるこ

した︒

館あ

などに特化した図書館が街中に

いうご意見がありました︒

ミニトークの様子

とを示していただきました︒

オフなど

大人の方の参加もあり︑あわせて 人以上の

■相談内容／相続・遺言・クーリング

おとなの図書館は︑次回から開館延

所／法勝寺図書館２階

当日は遠方から来られた方もあり︑

「木のおはしとロボ木―
（木のロボット）を作ろう」

40
■対 象／保育園児(年長)以上20組

れた旗︵のぼり︶でアピールしている

■場

応募がありました︒成績優秀者には︑図書館

間／午前10時〜午後１時

長のみで行います︒コーヒー︵１００

■時

近く用意した席がほぼ満席になりま

毎年好評の木工教室を、今年も行います。

ということ︒語学やチェスなど︑市民

■日にち／７月19日（水）

特製のブッぽんバッグをプレゼントしました︒

７月の行政書士無料相談会

円︶は引き続き用意してお待ちしてい

詳しくはチラシをご覧ください。

した︒お二人の軽快な口調と楽しいエ

■参加費／無料

が自分の特技を生かして図書館に貢献

(親子で参加ください)

ます︒ご利用ください︒

山下 晃功 先生

ピソードで︑あっという間の２時間で

り︑それぞれがおしゃれにデザインさ

80

したり︑移民のために英語を書く・話

木工教室

☎64-3791
天萬図書館
☎66-4463
南部町立法勝寺図書館

なんぶ里山デザイン機構だより

業の委託を受け︑さまざまな業務を

機構では︑町よりふるさと納税事
協力いただき︑業務委託したわかと

提供・集荷には地域振興協議会にご

高齢者の皆さんが作られた野菜の

ふるさと納税で地域に活力を

行っています︒
新規返礼特産品﹁南部町から﹃旬の
詰めなど︑主に返礼品の梱包業務を

てやラベル貼り︑米の真空包装︑箱

り作業所ではダンボール箱の組み立

おすそわけ﹄定期便﹂を企画し︑４
行っていただいています︒

機構独自の新たな取り組みとして︑

月よりインターネット限定で申し込
み受付を開始し︑７月から寄付者の

初のモニターツアーを開催しました！

皆さんこんにちは︒南部町地域おこし協力隊︑観光

日︵日︶︑城貝企画第１弾として体験型観光

担当の城貝です！
５月

モニターツアー
﹁オオサンショウウオ観察会＆川遊び﹂
を開催しました︒

当日は︑日本ハンザキ研究所副理事長である岡田純先生の︑

オオサンショウウオや南部町の生息地についてのお話︑そして

川遊び＆観察会を行いました︒約 ㎝ のオオサンショウウオも

見つかって大盛り上がり！南部町のすてきな自然を楽しく体験

の野菜︑この定期便だけに用意した

として年間６回︑はで干し米や季節

この定期便は︑高額寄付者を対象

を進めていきますので︑皆さまのご

って地域に活力をもたらす取り組み

はなく︑ふるさと納税事業運営によ

さまざまな事業に活用されるだけで

まっている南部町の自然環境︒もっと活用できるように私も

会︼も開催されます︒﹁重要里地里山﹂の選定など︑注目が集

今年は︑全国から人が集まる︻オオサンショウウオ南部町大

していただけました︒

町内生産者さん提供の果物や牛肉な

特産品や情報がありましたら︑
お気軽にお知らせください︒

やはり迫力が違いますね 世
…界
でもトップクラスの大きさです

します︒生きもの情報など︑気軽に声をかけてくださいね♪

色々活動していきますので︑皆さんご協力よろしくお願いいた

にしてお届けするものです︒
特産品の開拓・パッケージのデザ
イン制作とともに︑高齢者と障がい

返礼品としてご提供いただける

協力をお願いします︒

ふるさと納税で町の収入が増え︑

70

どを加え︑南部町の特産品をセット

方へ発送が始まります︒

21

川遊び開始！川に入ると子ど

☎30‐4822（南部町観光協会内）

城貝健太郎

地域おこし協力隊

地域おこし協力隊の
つぶやき

も達の雰囲気が変わります
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者の方々の働く場を創出することを
目的として企画しました︒

わかとり作業所の皆さん。
とても熱心に作業を行って
いただいています。

【問い合わせ先】ＮＰＯ法人なんぶ里山
デザイン機構本部 ☎21‐1595

2017．7

まちの話題

「生涯活躍のまちづくり」について意見交換

おめでとうございます

伸びのびトークin南部町
６月３日に法勝寺の「えん処 米や」において、平井
知事をはじめとする鳥取県関係者と、南部町関係者、地
域の方々が意見交換を行う「伸びのびトーク in 南部町」
が開催されました。町からは、なんぶ里山デザイン機構、
各地域振興協議会、町に移住された方々、役場職員など
が参加し、
「生涯活躍のまちづくり」をテーマに意見交
換を行いました。
当日は、地元の方が作られた「ちまき」や「かしわ餅」

瑞宝単光章（児童福祉功労）
元 巌保育園長

をいただきながら、和やかな雰囲気のなかで「伸びのび」
と意見交換が行われました。参加者の方からは「楽しそ

畠

うな地域の様子を発信することが、移住定住にもつなが
るのでは」など、多くの貴重なご意見をいただきました。
いただいたご意見を、町の施策にも活かしていきたいと
思います。

美枝子さん（61歳・清水川）

畠さんは39年の長きにわたり、米子福祉会の保育
士として勤務され、児童福祉の向上に尽力されまし
た。畠さんは「巌保育園（米子市蚊屋）は園が公民
館と隣接しているので、地域の方と園児とのふれあ
い活動が多かったですね。退職してからも子どもた
ちの声を聞きたくて、たまに遊びに行っています。
保育士は子どもたちの命を預かる大変な職業で、責
任も重大です。この受賞が保育士の地位向上のきっ
かけになれば嬉しいです」と話されました。

知事と意見交換をする参加者

地域振興協議会

東西町

地域振興協議会

トピックス
【住所】東町62番地(在宅生活支援ハウス
「つどい」内)
☎66‐4724

第10回東西町さつき祭
５月28日(日)東西町地域振興協議会発足10周年記念のさつき祭を開催しました。
コミュニティセンター大集会室を作品展示室として、地域の皆さまの作品展示とともに、協議会の歩みを時
系列で紹介し、受賞した賞状や副賞等も展示しました。
屋外では、例年どおり各種団体による食の屋台村や手作りチャレンジコーナー等が賑わう中、10回記念と
いうことで「せ〜の〜で〜10メートルのり巻きづくり」にチャレンジしました。掛け声に合わせて35名の心
が一つになり、見事な「さくらのり巻き」10ｍ20㎝が完成しました。
また、恒例になった無料送迎のさつき号の運行や健康福祉館での健康チェックの他、今回の防災コーナーで
は、火災警報器設置の推進及び消火器斡旋等も行ない、より安全で安心な町づくりを進めました。
今年は、南部町高校生サークルwith you

翼

の皆さんの協力もあり、大変活気のあるさつき
祭になりました。

自前のくす玉でオープニング

「せ〜の〜で〜」の掛け声で完成した
「さくらのり巻き」

力作が揃った展示室の様子
広報なんぶ
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各種手当の更新手続きをお願いします
【申請などの問い合わせ先】福祉事務所（健康管理センターすこやか内）

☎66‐5522

児童扶養手当

特別障害者手当・障害児福祉手当

18歳に達した年度末までのお子さんを養育して
いるひとり親家庭の生活の安定と、児童の心身の健
やかな成長のために支給される手当です。

○特別障害者手当
重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を
必要とする、20歳以上の在宅の方に支給されます。
（資格要件の制限）
①本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超え
るとき、②施設に入所または病院等に3ヶ月を超え
て入院しているときは支給されません。
○障害児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を
必要とする、20歳未満の在宅の方に支給されます。
（資格要件の制限）
①本人、扶養義務者の所得が一定額を超えるとき、
②障がいを支給事由とする公的年金給付を受けられ
るようになったとき、③児童福祉施設等に入所した
ときは支給されません。

■資格要件の制限

①事実上の婚姻関係があるとき、②児童が施設に入
所しているときは支給されません。

■手当額（月額：平成29年４月分から）
対象児童

全部支給

第1子

42,290円

一部支給

42,280円〜9,980円

第2子
9,990円
9,980円〜5,000円
（加算額）
第3子以降
5,990円
5,980円〜3,000円
（加算額）
※受給者や扶養義務者の所得が一定額を超えるとき
は手当の一部または全部が支給停止されます。

■現況届について

児童扶養手当を引き続き受給するには「児童扶養
手当現況届」の提出が必要です。
現況届の提出がないと手当が受けられなくなりま
すので、必ず期間内に提出いただきますようお願い
します。
①提出期間 ８月１日（火）〜８月31日（木）
②受付時間 午前８時30分〜午後５時15分
③受付場所
福祉事務所（健康管理センターすこやか内）
④提出書類等
児童扶養手当現況届･印鑑･児童扶養手当証書等(現
在受給中の方には７月中に現況届等の用紙を郵送
します。)
※児童扶養手当の受給から５年を経過する等の要件
に該当する方へは、事前に「児童扶養手当の受給に
関する重要なお知らせ」が送付されています。その
お知らせに記載されている必要な書類を添付の上、
８月中に現況届と一緒に提出してください。

■手当額（月額：平成29年４月分から）
特別障害者手当

26,810円

障害児福祉手当

14,580円

■所得状況届について

特別障害者手当・障害児福祉手当を引き続き受給
するには、「所得状況届」の提出が必要です。所得
状況届の提出がないと手当が受けられなくなります
ので、必ず期間内に提出いただきますようお願いし
ます。（現在受給中の方には、７月中に所得状況届
の用紙を送ります。）
①提出期間 ８月10日（木）〜９月８日（金）
②受付時間 午前８時30分〜午後５時15分
③受付場所
福祉事務所（健康管理センターすこやか内）
④提出書類等
●特別障害者手当
特別障害者手当所得状況届、年金・手当等の収入
金額が分かるもの、印鑑
●障害児福祉手当
障害児福祉手当所得状況届、印鑑

特別児童扶養手当
20歳未満で、精神または身体に一定の障がいがあ
る児童を養育している方に支給されます。

■資格要件の制限

①受給者や配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超え
るとき、②児童の障がいを支給事由とする公的年金給
付を受けられるようになったとき、③児童が児童福祉
施設等に入所しているときは支給されません。

■手当額（月額：平成29年４月分から）

11

１級

51,450円

２級

34,270円
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■所得状況届について

特別児童扶養手当を引き続き受給するには、「特別
児童扶養手当所得状況届」の提出が必要です。所得状
況届の提出がないと手当が受けられなくなりますので、
必ず期間内に提出いただきますようお願いします。
①提出期間 ８月10日（木）〜９月８日（金）
②受付時間 午前８時30分〜午後５時15分
③受付場所
福祉事務所（健康管理センターすこやか内）
④提出書類等
特別児童扶養手当所得状況届、特別児童扶養手当証
書、印鑑

おしらせ
2017．7

ショッピングカート
〜子どもの事故に注意〜

追納をおすすめします！

納付猶予期間がある方へ︼

︻国民年金保険料の免除期間・

国民年金からのお知らせ

国民年金は︑老後やもしもの時にあ

期間の翌年度から起算して３年度目以
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国民年金保険料は遅れずに
きちんと納めましょう！

日常的に多くの人に利用されている店舗用ショッ

なたの大きな支えとなります︒保険料

一部納付︶・納付猶予・学生納付特例

ピングカート︒商品を載せるだけでなく︑子どもを

取ることができなくなるばかりか︑納付

の承認を受けられた期間がある場合︑

国民年金保険料の免除︵全額免除・

が遅れることで障害基礎年金や遺族基

保険料を全額納めたときよりも将来受

の納め忘れが続くと老後に年金を受け

礎年金を受け取れない場合があります︒

︵追納︶ことができます︒

年以内であればさかのぼって納める

将来受給する年金額を増すために︑

そこで︑これらの期間の保険料は︑

ます︒

給する年金の受け取り額が少なくなり

しょう！

う︑保険料はきちんと納期内に納めま

もしもの時に後悔することのないよ

乗せる座席がついている物など︑さまざまなタイプ
があります︒
国民生活センターの収集する事故情報には︑ショッピングカートからの転
落で頭部に危害を生じた事例が寄せられているとのことです︒
買い物中に常に子どもを見守る事は難しいです︒座席以外の部分に乗せず︑
座席のベルトがあれば着用するなど︑事故の防止策をとりましょう︒
またショッピングカートで遊ばせないようにし︑注意表示をよく確認しま

年度の国民年金保険料は︑月

■国民年金保険料の納付方法
平成

保険料は︑日本年金機構から送られ

降に追納されると︑当時の保険料額に

ただし︑免除等の承認を受けられた

る納付書により︑金融機関・郵便局・

一定の加算額が上乗せされます︒

所までお願いします︒

追納のお申し込みは︑米子年金事務

ば︑口座振替︑クレジットカードやイ

☎３４ ６
‐１１１

︻申込先︼米子年金事務所

保険料は納付期限 翌(月末日 ま)でに納
めていただきますよう︑お願いします︒

ともできます︒

ンターネット等を利用して納付するこ

い︒また︑事前に手続きをいただけれ

コンビニエンスストアで納めてくださ

額１６︐４９０円です︒

29

しょう︒︵国民生活センター発行﹁くらしの危険﹂３３６号より︶
こ
※の記事の詳細は︑独立行政法人国民生活センターホームページで見るこ
とが出来ます︒

︽消費生活相談窓口開設︾
毎月︑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

町民生活課︶

■場所・連絡先／南部町消費生活相談窓口
︵天萬庁舎１階

☎６４ ３
‐７８１

日︵火︶です︒

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︒
今
※月は７月

11

10

消費生活
相談窓口です

国民年金保険料の納付が
困難なときは
経済的な理由等で国民年金保険料を
納付することが困難な場合には︑申請
に よ り 保 険 料 の 納 付 が 免 除 ・ 猶 予 とな

間に含まれるだけでなく︑万一の時

納付が困難なときは

50歳未満の方は

学生の方は

保険料免除制度

納付猶予制度

学生納付特例制度

ると申請できる期間が短くなります︒
申請時点から２年１ヵ月前までの期間
について︑さかのぼって免除等を申請
できます︒

■その他
●保険料免除などの承認された期間は︑

納め忘れの状態で︑障がいや死亡と

に︑障害基礎年金や遺族基礎年金を

の所得に関係なく免除される特例も

米子年金事務所

納めることが困難な時に利用で 利用できる制度で、申請が承認され 利用できる制度で、申請が承認

きる制度で、申請が承認される ると保険料の全額についての納付が されると保険料の全額について

（４分の３、半額、４分の１） ※制度改正により７月１日より対象

どんな制度？

得が一定額以下であれば承認さ 下であれば、世帯主の前年所得にか であれば、配偶者・世帯主の前

所得審査

ます。

る﹁ 保 険 料 免 除 制 度 ﹂や﹁ 納 付 猶 予 制 度 ﹂

いった不慮の事態が発生すると︑障害

受け取る資格期間にも含まれます︒

老後に年金を受け取るための資格期

基礎年金・遺族基礎年金が受けられない

●失業された方は︑離職票や雇用保険

があります︒

場合がありますので︑ご注意ください︒

■申請時の注意点

ありますので︑ご相談ください︒

受給資格者証等を添付すれば︑前年

①年度毎に申請書の提出が必要です︒

年度分です︒︵保険料免除・納付猶予は

︻申請・問い合わせ先︼

７月から翌年６月まで︒学生納付特例

☎３４ ６
‐１１１
町民生活課︵天萬庁舎内︶

１枚の申請書で申請できるのは︑１

は４月から翌年３月まで︒︶複数年度の

３
‐７８１
☎６４

納付が猶予されます。
と保険料納付の全額または一部 猶予されます。

年の所得にかかわらず承認され

かわらず承認されます。

れます。

年齢が30歳未満から50歳未満に引

が免除されます。

申請を希望される場合は年度毎の申請
書の提出が必要です︒
②過去の所得で審査します︒
申請する年度に対応する前年所得に
基づき審査を行います︒︵下表﹁所得
審査﹂欄参照︶
③過去の免除申請をご希望の方は︑す
みやかに申請してください︒
過去の免除等の申請は︑申請が遅れ
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おしらせ

経済的な理由などで、保険料を 本人が50歳未満であるときに限って 本人が学生であるときに限って

き上げられます。

本人・配偶者・世帯主の前年所 本人・配偶者の前年所得が一定額以 本人の前年の所得が一定額以下

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
内容

内容

７月21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
▢

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

７月24日(月)13:00〜13:30

１歳６ヵ月児健診Ⓟ

健康管理センターすこやか

７月31日(月)12:45〜13:15

◆子育て行事
内容

7月1１日〜8月10日

場所

日時

４・７・10・12ヵ月児
H27.10〜12月生

問い合わせ先

園開放Ⓟ「水あそびをしよう」 ひまわり保育園

７月11日(火)9:30〜11:00

ひまわり保育園☎64‐2824

園開放Ⓟ「水あそびをしよう」 さくら保育園

８月８日(火)9:30〜11:00

さくら保育園☎64‐2065

７月13日(木)・８月10日(木)

子育て包括支援センターネウボラ

すこやか乳幼児相談
あいあい行事Ⓟ
「プールあそび」
あいあい行事Ⓟ
「ミニミニ夏まつり」
※事前予約20組

子育て総合支援センター
すみれこども園
子育て交流室あいあい
すみれこども園
子育て交流室あいあい

みんな集まれ！あそぼう広場Ⓟ 会見小学校グラウンド
「親子でラジオ体操」
ハイハイよちよちの日
おはなし会

※雨天時体育館
すみれこども園
子育て交流室あいあい
天萬図書館おはなしの部屋

子育て交流室あいあい

絵本講座Ⓟ「子どもの成 すみれこども園
長と絵本のはたらき」

子育て交流室あいあい

のびのび行事Ⓟ「夏まつり」 子育て総合支援センター
※事前予約20組
子ども食堂
※事前予約30組
子育て親育ち教室Ⓟ「ここ
ろとからだを伸ばすコツ」

すみれこども園子育て交流室

７月13日
（木）9:45〜11:00

☎66‐3208
すみれこども園子育て交流室

８月４日
（金）9:45〜11:00

予☎66‐3208
▢

７月15日
（土）13:30〜15:00
７月20日(木)10:00〜12:00
７月23日(日)10:30〜11:00
７月24日(月)・８月７日(月)

妊婦さんとねんねの赤ちゃ すみれこども園
んの日

☎66‐5525

のびのび （受付）9:00〜10:00

のびのび

10:00〜12:00
※８月７日はベビーマッサージ
７月26日
（水）10:00〜11:00
７月28日
（金）10:00〜11:00

法勝寺児童館

７月29日
（土）12:00〜13:00

総合福祉センターいこい荘

８月３日
（木）10:00〜11:30

法勝寺児童館

７月21日
（金）10:00〜12:00

教育委員会事務局☎64‐3782
すみれこども園子育て交流室
☎66‐3208
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
☎66‐5525
子育て総合支援センターのびのび
予☎66‐4403
▢

法勝寺地区地域振興協議会
予☎66‐3121
▢

子育て包括支援センターネウボラ
☎66‐5525

◆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
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相談・イベントなど
◆相

7月1１日〜8月10日

談
内容

場所

なんでも相談

日時
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
▢

米子コンベンションセンター

７月13日（木）

多重債務やヤミ金融等【事前予約先】西部消費

５階第５会議室

13:30〜16:00

生活相談室☎34-2648《受付時間》8:30〜17:00

７月19日（水）

相続・遺言・成年後見等

10:00〜13:00

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

総合福祉センターしあわせ

多重債務・法律相談会

内容・問い合わせ先

行政書士無料相談会

法勝寺図書館２階

司法書士による

米子コンベンションセンター

７月28日（金）

無料法律相談会

第１会議室

18:00〜20:00
８月２日（水）

総合福祉センターしあわせ

9:00〜11:30

人権・行政相談

８月10日（木）

交流会館

13:30〜16:00

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

日時

問い合わせ先

７月14日(金)10:00〜12:00
点字教室

７月28日(金)10:00〜12:00

天萬図書館

問天萬図書館☎64-3791
▢

８月４日(金)10:00〜12:00
第2回ミカエル・セミナー

富有まんてんホール

７月18日(火)19:30〜

問教育委員会事務局☎64‐3782
▢

手話講座

法勝寺図書館

７月20日(木)19:00〜20:00

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

サイエンス・アカデミー

法勝寺図書館

７月22日(土)10:30〜12:00

問企画政策課☎66‐3113
▢

７月28日(金)18:00〜20:00

問天萬図書館☎64‐3791
▢

おとなの図書館（夜間開館延長） 天萬図書館
裁判をやってみよう！
※事前予約13人（小学校5・6年
生対象、保護者同伴）

鳥取地方・家庭裁判所
米子支部

ふるさとの盆踊りフェスティバル とっとり花回廊
in花回廊2017

霧の庭園

終業式

町内小中学校

◆図書館休館日

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

８月３日(木)13:30〜16:10

予鳥取地方裁判所米子支部庶
▢

務課☎22-2205

８月５日(土)18:00〜

問教育委員会事務局☎64‐3782
▢

７月20日(木)

くわしくは各学校へお問い合わせください

７月17日
（祝日）・18日
（振替休館）・24日・26日
（図書整理日）・31日
８月７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」

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(健康管理センターを含みます)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

15

広報なんぶ

2017.7

№154

おしらせ
2017．7

南部箕蚊屋広域連合
介護相談員募集

がく

頼
●小林

勝重

72歳

田

住
●天野

展光

83歳

阿

賀
●永見

榮二

92歳

福

成
●岡田

幸子

86歳

阿

賀
●精山

枝

79歳

阿

賀
●高木

公枝

97歳

上中谷
●大津留ミヤ子

89歳

天

萬
●依田

晋朗

72歳

寺

内
●加藤

健

68歳

清水川

③広域連合で定めた研修︻会場地

事業所等を訪問し︑介護サービスを

介護保険サービス事業所に勤務して
※
いる方は除きます︒

■活動費等／活動回数に応じて活動費

考します︶

の希望や疑問などを利用者に代わっ

■募集期間
７月３日︵月︶〜７月

して︑下記まで直接持参いただくか︑

履歴書に﹁介護相談員希望﹂と明記

︻応募方法・問い合わせ先︼

日︵月︶

設及び通所サービス事業所

■訪問先／広域連合管内の介護保険施

︵１回当り３千円︶を支給します︒

る方

②訪問先の事業所等に自分で移動でき

がある方で︑３年程度従事できる方

吉津村︶に住所を有する介護に関心

①広域連合管内︵南部町︑伯耆町︑日

■応募条件

に伝えていただく業務です︒

て介護サービス提供事業者や保険者

や不安などの相談に応じて︑利用者

■募集人数／若干名︵面接等により選

間︶を受講できる方

阪︼︵養成研修５日間︑現任研修２日

大

福

口

前月比

男

5,261人

− 3 人

女

5,841人

−18 人

計

11,102人

−21 人
人

法勝寺庁舎内
６
‐２２２

年４月１日現在︶
歳未満の方

自衛官候補生については年間を通じ
※
て受け付けています︒

７月１日︵土︶〜９月８日︵金︶

●一般曹候補生

■受付期間

歳以上

■年齢／︵平成

一般曹候補生 自
･衛官候補生
陸(上 海
･上 航
･空 要)員募集

☎３９

南部箕蚊屋広域連合事務局

南部町役場

〒６８３ ０
‐３５１
西伯郡南部町法勝寺３７７番地１

90歳

利用されている方やその家族の疑問

■業務内容／介護サービスを提供する

●細田美千代

郵送してください︒

5月31日現在
30

日︵土︶〜９月

日︵月︶の

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

■日時

７月

日以降︶

■場所／プラザ西伯

︻問い合わせ先︼

２
‐４４０

自衛隊米子地域事務所

中会議室

日︵木︶午後５時〜７時

︽説明会開催︾

学生は９月

受付時にお知らせします︒︵高校在

●自衛官候補生

指定する１日

９月

●一般曹候補生

■試験期日

７月の税金・使用料

☎３３
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･公営住宅家賃
･学校給食費
･保育料
･放課後児童クラブ

･固定資産税
･国民健康保険税
･後期高齢者医療保険料
･水道使用料

± 0 世帯

3,883世帯

世帯数

7月31日（月）

納付期限

18

※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

27

16

所

18

16

住

31

27

齢
年
名
氏

清水川
（忠・惇子）
岳
◎下島

所
住
保護者
名
氏

(敬称略)
５月16日〜６月15日届出分

西伯小学校創立50周年を祝う

町長室から

西伯小学校創立50周年記念式典が６月３日に西伯

まちの未来を創る仕事

小学校体育館で開催され、在校生、保護者、地域住

梅雨の時期、就職を目指す学生にと

民並びに歴代校長など多くの方々が参加しました。

っては試練の季節です。近年は各企業

西伯小学校は昭和42年４月に、当時あった７つの

とも深刻な人材不足から、就職は空前

小学校が統合して誕生しました。
式典では野口高幸校長が「本日を新たな出発点と
して、『あいさつと笑顔があふれる、日本一気持ち
が通じ合える学校』を目指した学校づくりに全力を

№２

の売り手市場とか。羽田空港から都心
に向かうモノレールは、首都圏の企業を目指す若者の集
団で込み合っています。
地方創生は地方の生産性を上げ、活性化を図ることで

尽くしていきたい」と述べ、今後のさらなる発展を

日本全体が元気になるという段階的で長期的な課題です

決意しました。

が、地方の未来を創る若者たちが東京一極に流出する流

式典終了後は、今年３月に完成した新しいプール

れが止まらない状況が続いています。このヒト・モノ・

でプール開きが行われ、子どもたちが初泳ぎを楽し

カネの東京一極集中を打開することこそが、地方創世の

んでいました。

大前提であるはずです。
先月の町内保育園小学校中学校の一斉公開日、保育園
で元気に縄跳びに興じる子どもたち、英語の授業を少し
はにかみながら受ける小学校５年生を観てきました。そ
して中学校では、廊下ですれ違う子どもたちの挨拶に感
心しました。町内の子どもたちに接し、一人でも多くの
子どもたちが南部町に残ってほしいと改めて願ったとこ
ろです。
そんな思いも込めて、役場で働くきっかけにしていた

↑
児童代表のあいさつ

だく為の職場体験（インターンシップ）を、盆前の８月
７日〜11日に行う事にしました。これから就職をめざす
学生の参加を待っています。ご家族の皆さんも「夏休み

→新しいプールに
子どもたちも大は
しゃぎ♪

には役場のインターンシップに参加してみんかや」と声
をかけていただけませんでしょうか。南部町の未来を創
南部町長 陶山清孝

る仕事、人材募集中です。

地元の食材で

夏 の薬膳レシピ

トマトとゴーヤのオムレツ
材料(4人分)

（効能）トマトとゴーヤの組み合わせは、夏の食欲不振や胃腸の
働きが衰えた時におすすめです

作り方

（１食分）エネルギー156kcal・塩分1.0g

トマト（小）‥‥‥‥‥‥‥ ２個

①トマトは１㎝角に切る。ゴーヤは

ゴーヤ（にがうり）‥‥‥‥ １本

縦２つに切り、種を取り出してか

卵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４個

ら薄切りにする。

塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ1/3

②フライパンにオリーブオイルを入

オリーブオイル‥‥‥ 大さじ２

れてゴーヤを炒め、軽く火が通っ
たらトマトを加える。
③卵に塩を入れて混ぜ、②に加えて
さっと炒め出来上がり。
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《夏のおすすめ食材》
ゴーヤ、きゅうり、冬瓜、レタス、
トマト、
すいか、
セロリ、南瓜、緑豆、しそ

124
南部町のいきものたち ◯

アオバズク

子版画同好会の会長です。若い時から倉吉市の長谷川富三郎氏の

指導を受け、全国美術家協会展に出品して入選を続けていました

が、ある時期から教職に専念することとし、県展のみに出品して

No.154

■繁殖地情報は非公開で！

豊島氏は県展無鑑査の版画作家で、県展審査員も務められる米

す︒漢字では青葉木菟︒まさに

することが由来となっています︒ ウやカワセミなど希少種の繁殖

■問い合わせ先：☎66-4755

■青葉が茂る頃に

地が︑インターネット上で地区

７月１日(土)〜８月27日(日)

アオバズクに限らず︑フクロ

ホッホッ﹂と２回ずつ鳴く鳥の
子育てのためにふるさとへ戻っ

名などと一緒に公開されると︑

特別展「大山開山 1300 年記念‐豊島利通版画作品展」

皆 さ ん は ︑ 夜 に ﹁ ホ ッ ホ ッ ︑ 青葉が木々の枝を隠す頃に飛来

声を聞いたことはありません
てきた彼らは︑豊かな森で沢山

野鳥の繁殖妨害になったり︑地

か？鳴き声の正体はふくろうの

７月には巣穴から出てきた幼鳥

元の方に大変なご迷惑がかかっ

の 虫 を 食 べ な が ら ヒ ナ を 育 て ︑ 多くのカメラマンが押し寄せて

す︒南部町には︑ちょうど５月

と親鳥が一緒に見られることも

仲間︑アオバズクという夏鳥で

のゴールデンウィーク頃︑東南

しないよう︑情報の取扱いにご

たりします︒もしアオバズクの

アオバズクは︑大きな木がま

注意下さい︒良き森があるから

あります︒

とまって生えている環境が大好

こそやってくる夏の使者︑アオ

アジアからやってきます︒大き

きです︒そして古い樹木に空い

バズク︒９月にはまた海を渡り

巣穴が分かっても居場所を拡散

た穴︑﹁うろ﹂と呼ばれる樹洞

ます︒また来年も是非この町に

桐原真希

日野橋大山

きました。様々な大山がありますので、ご鑑賞ください。

■社寺林がお好み？

で子育てをします︒町内では鳴

自然観察指導員

き声をあちこちで聞くのですが︑ 来てくださいね︒
営巣木のある場所の記録はとて
も少なく︑出入りしている穴を
見つけることはなかなか出来ま
せん︒アオバズクがいるかどう
かのヒントは食痕です︒神社や
お寺の森で︑木の下に虫のカケ
ラが散らばっているかどうかを
探します︒アオバズクの餌とな
るカミキリムシや蛾の翅が落ち
ていたら︑近くにいるサインで
す︒

社寺林に落ちていた風切羽

■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】

さは鳩くらいの小さな猛禽類で

撮影：桐原佳介
鳥取県準絶滅危惧(NT)
西伯地区

