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！

2019

2
№173

【今月の主な内容】
●平成30年度南部町成人式（P2-3） ●まちの話題（P8） ●くらしの情報（P10-11）

他

新成人おめでとう！

１月

日︵日︶に︑平 成

年度南部町成人式

に身を包んだ新成人が︑今年開 園

周年を迎え

が行われ︑華やかな振り袖やスーツ︑紋付き袴

30

続いて行われた第２部では︑高校生サークル

れました︒

し︑来賓や恩師からお祝いのメッセージが送ら

第１部の式典では︑陶山町長が新成人を祝福

合いました︒

との会話や写真撮影を楽しむなど︑旧交を温め

新成人たちは︑久しぶりに顔を合わせた友人

るとっとり花回廊で新たな門出を迎えました︒

20

ゲストに迎え︑﹁糧﹂をテーマにコンサートが行

われました︒コンサートの合間には︑後輩たち

を祝福しようと昨年春から地域の方に協力して

いただきながら自分たちで育て収穫したもち米

を用いて︑新青年団のメンバーが餅つき︑餅ま

き︑ぜんざいの振舞いを行い会場を盛り上げま

した︒その他にも︑南部町の花であるサクラの

苗木の記念植樹や︑イルミネーションの点灯式

などとっとり花回廊ならではの企画が盛り込ま

れ︑終始笑顔と温かな雰囲気に包まれた成人式

となりました︒

晴天にも恵まれ︑たくさんの花と雄大な大山

に背を押された新成人が︑この成人式を人生の

一つの﹁糧﹂として︑未来に向かって︑力強い

一歩を踏み出しました︒
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メンバーが司会を務める中︑森田さやかさんを

新たな決意と自覚を胸に、大人として第一歩を踏み出します。

テーマ：
「糧」

平成30年度 南部町成人式
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晴れの門出を迎えた新成人125人（式出席者102人）が、大人の仲間入りを果たしました。
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新成人お礼の言葉

新成人代表 頼田 珠世 さん

成人を迎えた私たちの門出に対し、このような盛大な
式典を催していただき、誠にありがとうございます。今
年４月に開園20周年を迎える、まさに私たちと同じ時
をすごしてきたこことっとり花回廊で、たくさんの花に
囲まれて晴れの日を迎えることができますことを本当に
うれしく思います。また、お祝いや激励の言葉をいただ
きました、町長様をはじめ、ご来賓の方々、さらに多数
ご臨席いただきましたみなさまに、新成人を代表して心
より感謝申し上げます。そして、今日まで私たちを育て、
励まし、ご指導いただきました、家族や先生方、地域の
皆様に本日、私たちが無事成人を迎えたことをご報告す
るとともに、新成人一同、感謝の気持ちでいっぱいであ
ることをお伝えします。
（一部抜粋）
✿

✿

✿

✿

成人式に参加して
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①〜⑤仲間や恩師との再会 ⑥ドームへ向かう新成人 ⑦一人ずつ町長
と握手をして入場 ⑧⑪ドーム内の様子 ⑨新成人を代表して三鴨さん
が記念品（図書カードとおすすめ本のリスト、成人式写真CD-R）
の目
録を受け取りました ⑩陶山町長あいさつ ⑫町民歌を斉唱する新成人
⑬お礼の言葉をのべる頼田さん ⑭恩師スピーチ(太田先生) ⑮恩師スピ
ーチ(山﨑先生) ⑯恩師のスピーチに笑顔の新成人 ⑰⑱森田さんコンサ
ート ⑲〜㉓青年団と高校生サークルによる餅つき・餅まき ㉔記念植
樹 ㉕イルミネーション点灯スイッチを押す新成人 ㉖〜㉘仲間との記
念撮影 ㉙南部中校区記念撮影 ㉚法勝寺中学校区記念撮影

✿

✿

✿

✿

✿

はたちの誓い

✿

✿

✿

✿

✿

✿新成人として何事にも責任と自覚を持ち、先を見据えた行
動がとれる大人になります。また、自分の周りの人を幸せ
にできるような人間になりたいです。
✿支えられる側から支える側へ。
✿遊び心を忘れない大人になりたい。
✿日本の通信インフラに貢献できる技術者になる。

✿

✿

✿

✿

✿中学卒業してから約5年も経っているので、少し不安も
あったけど、みんな当時のままで安心しました。やっ
ぱり地元の友達っていいなと思える成人式でした。
✿幼い頃から親しみ深いとっとり花回廊で、きれいな花
に囲まれた中での式はとても贅沢で素晴らしいもので
した。できることならこれからの後輩たちにも、ぜひ
とっとり花回廊で成人式をあげてもらいたいと思える
ほどのものでした。
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㉙

✿周りから信頼されて、自分に自信が持てる人になります。
✿相手の立場を考え、正しい言葉遣いのできる大人になります。
✿謙虚で優しく笑顔を忘れない大人になります。
✿１日も早く育ててくれた親に恩返しがしたいです。
✿面倒なことでも楽な道に逃げない。自分をしっかり律する
ことのできる人間になりたい。
✿貯金をはじめようと思います。

子育て支援課

☎66-5525

子どもたちの声が響きわたる町
〜未来へつながる〜 子育てサポートプロジェクト №49
南部町独自の制度をご存知ですか？
誕生祝い金を支給

【担当課：子育て支援課☎66‐5525】

南部町で生まれたお子さまが満1歳になられた際に、誕生祝い金を贈呈
しています。また転入された方など、誕生祝い金の支給要件に該当しない
方については誕生祝い品を贈呈しています。
誕生祝い金の額は、対象児童一人につき５万円で、さらに支給月に同一
世帯に18歳以下の兄弟姉妹がいる場合は、加算して贈呈します。

チャイルドシートの購入費助成

第１子
第２子
第３子
第４子
第５子

支給額（加算後）
５万円
10万円
15万円
20万円
25万円

第６子
以降

（本児を含む）×５万円

兄弟姉妹の人数

【担当課：企画政策課☎66‐3113】

６歳未満のお子さまのために購入したチャイルドシートの購入費を、子ども１名に対して１回限り、上限
は１万円助成しています。

インフルエンザの予防接種の費用助成

【担当課：健康福祉課☎66‐5524】

中学３年生まで、インフルエンザの予防接種１回あたり1,000円を助成しています。
２月末までに予防接種を受けられた方は、３月末までに健康福祉課で申請してください。

病児・病後児保育施設の利用者負担金の軽減

【担当課：子育て支援課☎66‐5525】

生後６ヵ月から小学校６年生までのお子さまが病気になって保育園等に行くことができず、かつ家族の方
が仕事などの都合で、どうしても看病できない時にお子さまを一時的に病児・病後児保育施設に預けること
ができます。利用者負担金は2,500円／日ですが、南部町では独自に軽減を行っており、町民の方は1,000
円／日でご利用いただけます。※こちらは申請不要で負担軽減されます。

三世代同居世帯等支援事業

【担当課：建設課☎66‐3115】

家族の婚姻、夫婦の転入等により、新たに三世代同居を始める方を対象として、住宅の新築・購入・増改
築またはリフォーム費用の1/3（上限60万円（町内業者の場合、上限80万円））を助成しています。
※各種助成を受けるためには、あらかじめ申請が必要で、また支給要件がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
※ご紹介した制度は一部です。この他にも様々な制度がありますので、お気軽に子育て支援課までお問い合わせください。

子育て豆知識

〜肌荒れ予防〜

生後2ヵ月から思春期を迎えるまでの子どもは、水分の蒸発を防ぐ皮脂
膜が形成されておらず、水分が絶えず逃げています。肌が乾燥すると肌
のバリア機能が外界の刺激や化学物質から肌を守れなくなり、特に子ど
もの薄い皮膚は傷つきやすくなります。保湿機能も未熟で、乾燥すると
肌がかゆくなります。
肌に水分や脂分を含んだクリームを塗るなどし、子どもの肌を守って
あげましょう。

【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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■ 〜

■子宮頸がんの原因は
ＨＰＶ感染

早期発見

を

しましょう

ＨＰＶ検査 で子宮頸がん

代の女性で子宮

代の女性で急増

〜

︽ＨＰＶ検査︾

ればほぼ確実に治療でき︑

病気ですが︑早期発見でき

検診では細胞診のみ行って

これまでの町の子宮がん

しますので︑左記までお問

券を無くされた方は再発行

検診を受けましょう︒受診

先日『地域共生社会の実現に向けたまちづくりを考える〜孤立ゼロの南部町を目

指して〜』というテーマで、講演会・ワークショップを行いました。参加者の皆さ

んの普段の暮らしの中で出会えてない人、交流のない人を書き出し、各グループで

交流が必要ではないかと思われる方と繋がっていくためにはどういった事が必要か、

自分はどんな事ができるかを考えました。どのグループも「高齢や障がい等の有無

に関わらず地域全体で関わりたい」という意見が多かったことが印象的でした。

今後は、町民の皆さんをたくさん巻き込んで、このような会が開催できればと考えています。

期待されます︒

また︑結果で﹁異形成﹂

や﹁ＨＰＶ感染﹂が確認で

きても慌てることはありま

せん︒この段階で発見でき

れば﹁がん﹂に進行する前

に治療することが可能とな
ります︒

■定期検診が予防のカギ

子宮頸がんは自覚症状が

ピ ロ ー マ ウ イ ル ス︵ Ｈ Ｐ Ｖ ︶

子宮頸がんの原因となるＨ

妊娠も可能です︒女性のみ

■子宮頸がんの検査には
細胞診とＨＰＶ検査の
２種類がある

ている背景には︑性体験が低
というごくありふれたウイ

ＰＶに感染しているかどう

なさん︑子宮がん検診を毎

子宮頸がんは︑主に性交

年齢化していること︑この年代
ルスが原因といわれていま

かを調べます︒細胞診と同

がんにかかる方が急増してい

層の子宮がん検診の受診率が
す︒たとえ感染しても多く

ほとんどないまま進行する

低いことが考えられています︒

年必ず受診するようにしま
ウイルスに感染した細胞は︑

時にできます︒

％の人がウイルスを排除

がん化するまでに形が変化

が ん 検 診 の 実 施 期 間 は平

■受診期間は終了間近！

の人は自分の免疫力でウイ

できずに感染が持続します︒

します︒この変化を顕微鏡

しょう︒

そのうち一部の人で︑その

で見て発見する方法です︒

︽細胞診︾

渉によって感染するヒトパ

30

ます︒この年代の女性に増え

近年

30

20

小林 泉紀

生活支援コーディネーター

≪問い合わせ先≫南部町社会福祉協議会(☎66-2900)

20

ルスを排除できますが︑約

細 胞 が 変 化 し て﹁ 異 形 成 ﹂と

診機関に予約をとってがん

成

年２月末 までです︒検

なり︑長い年月を経て﹁子

10

宮頸がん﹂に進行します︒

いましたが︑今年度からＨ

い合わせください︒

︻問い合わせ先︼

ＰＶ検査を同時に検査でき
歳の方のみ︶︒２

るようになりました︵対象
〜

健康福祉課

年齢

つの検査を併用することで

☎６６ ５
‐５２４
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検査の精度が高まることが
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20

☎66-5524
健康福祉課

ジュニア県展作品展開催

今月の

おせの背中を魅せよう

米を収穫することができ︑成人式で餅

つき︑餅まきを実施しました︒

さらに︑収穫したもち米を有効活用

できないかと考え︑１月初旬に町内の

保育園・こども園での餅つき用に︑も

ち米を配って回りました︒地域の大人

に教えてもらって育てたもち米を︑地

域の子どもたちに配って回る若者の姿

は︑南部町が目指すおせの背中のつな

6
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西伯小コミュニティ・スクール
文部科学大臣表彰受賞
西伯小コミュニティ・スクール︵学

で、下記までお気軽にお問い合わせください。

2019.２

つくり﹂

は今年度の成人式で餅をついて新成人

南部町新☆青年団﹁へん

鳥取県ジュニア美術展覧会︵ジュニア県展︶で︑南部町の児童・生徒の作品

を祝福しようと︑もち米づくりに挑戦

南部町から多数入賞！

地域と学校がめざす子ども像を共有し

が入賞・入選作品に選ばれました︒天萬庁舎及び南部町公民館さいはく分館で

しました︒地域の方に指導と協力を受

校運営協議会が設置された学校︶は︑
た協働活動を推進してきました︒この

展示しますので︑ぜひご来場ください︒

られた作品や写真などを展示してみませんか。自薦・他薦は問いませんの

けながら︑８畝の休耕田で９袋のもち

たび︑その取り組みが評価され︑文部

点が入選
37

南部町公民館で展示していただける作品を募集しています。ご自身で作

今回南部町からは︑６ 点が入賞︵教育長賞３ 点︑奨励賞３ 点︶︑

ロビー展で作品を展示してみませんか？

科学大臣表彰を受賞しました︒

しました︒

き

と

７年にわたり会長をつとめている原

３月１日〜10日

和正さんは﹁コミュニティ・スクール

◆南部町公民館さいはく分館

年の節目にこういっ

教育長賞 ︽書写︾﹁流星﹂
山本 優佳︵南部中１年︶

２月18日〜27日

の活動を始めて
た賞をいただき非常にうれしい︒一緒
に活動してきた学校運営協議会委員を
は じ め ︑ 地 域 住 民・保 護 者・教 職 員 の 皆
様︑支えてくださったすべての方々に
感謝申し上げます﹂と述べられました︒

◆天萬庁舎１階ロビー

広報なんぶ

to

がりと循環を感じさせるものでした︒

園児にもち米を手渡す青年団メンバー
（すみれこども園）

西伯小コミュニティ・スクールは︑

☎64‐3782

【問い合わせ先】南部町公民館

中野 礼菜（南部中１年）
川﨑

柚（法勝寺中１年）

教育長賞《絵画》「止まった時間」

教育長賞《写真》「しかえし」

地域と学校が同じ目的にむかうパート

原和正会長（左）と野口校長

ナーとなって︑これからも発展し続け
ます︒

【展示予定】

10

☎64-3782・64-3787
教育委員会事務局

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“資料の検索と予約”について紹介します。

Web予約も可能です！

検索した資料で借りたいものがあれば
予約することができます。

パソコン・スマホ から 資料検索
探している本やDVD・CDが図書館にあるか、
貸出
しが可能か、実際に棚を探すのは結構大変。そんな
ときは、パソコンなどから検索することができます。

町立図書館

【図書館で】

館内の利用者用の資料検索パソコンから書名で検索すること
ができます。

【資料の予約申込をクリック】
⇒【カード番号・パスワードログイン】
⇒【予約をクリック】

⇒【予約資料を確認して送信をクリック】
⇒完了
※予約数に制限あり
（本５冊、CD/DVD3枚）

【ご自宅から】
お持ちのパソコン、スマートフォン等から図書館のホームペ
ージにログインして検索することもできます。

県内の図書館の資料検索も可能！

（http://www.town.nanbu.tottori.jp/book/）
ご利用の詳細は、お気軽に図書館職員にお尋ねください。

料の予約方法は町立図書館に問い合わせ
ください。

瀬戸内市民図書館へ視察
〜新しい図書館の姿を求めて〜

昨年11月南部町図書館運営協議会が瀬戸
内市民図書館を視察しました。この視察は、
同運営協議会が今後の南部町の図書館のあ
り方を探ろうと企画したものです。
瀬戸内市民図書館『もみわ広場』は、市
民参画のワークショップによって市民の意
見を取り入れ、「持ち寄り・見つけ・分け
合う広場」をコンセプトに平成28年6月に
開館。開館までの図書館整備プロセスと図
書館サービスのモデルを示したことが評価
され、平成29年のライブラリー・オブ・
ザ・イヤーで大賞とオーディエンス賞のダ
ブル受賞を果たしました。館内は暖かく柔
らかな光に包まれ、入口のカフェコーナー
や各所の座席では飲物を飲みながら読書で
きる寛ぎの空間づくりがされていました。
参加者からは「子ども心をくすぐるコー
ナーづくりなど南部町の図書館にも取り入
れたいことが山盛りでした」、「座席もいた
るところに十分備え付けられており、長居
に抵抗のない環境が整っている」などの感
想が聞かれました。
運営協議会からは、今回の視察も踏まえ、
これからの南部町の図書館運営にアドバイ
スをいただきます。

7

ココに注目！
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県内公共図書館の資料検索は「鳥取県
横断検索」から検索できます。他館の資

2018 Books of the year
パート3

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。）

『日本人の歴史意識』

岩波新書（2004年）

「日本人は『社会』と向き合うのではなく、
『世間』の中で生きている」と喝破した阿部謹也
が、日本人の歴史認識の根底にあるものは何かを
考察する。歴史認識が問われる今、開く価値のあ
る一冊である。【町立／新井】

『ノモレ』 国分 拓/著

新潮社（2018年）

文明社会と未接触のペルー・アマゾンの先住民

「イゾラド」が突然現れ国内は騒然。先住民イネ
族の若きリーダー、ロメウは曽祖父の言葉を思い
出す。100年前、ゴム園で起きた事件とは…。
私たちの価値観を振り返るノンフィクション。
【町立／髙橋】

『花政のしごと 京都文久元年創業』 青幻舎（2018年）
おもてなしの「活け花」。それを請け負う京都

の老舗「花政」。季節ごとに中庭の庭木を植え替
えるレストランや、患者の不安や痛みを花で少し
でも癒したい病院…それに応える花職人。それぞ
れの思いに胸打たれます。
【町立／原】

№173
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まちの話題

古代の窯業生産を解明

防災への思い新たに

金田瓦窯跡発掘調査現地説明会

平成31年消防出初式

小松谷川 で 一 斉 放 水

現地説明 会 の 様 子

「金田瓦窯跡」は金田にある古代の瓦を焼いた窯

１月６日、農業者トレーニングセンターで、公設

の跡で、伯耆町の大寺廃寺創建時の軒瓦が出土され

消防団員・自衛消防団員合わせて224名が集結し、

たと伝えられています。この瓦窯は山を掘り抜いて

平成31年南部町消防出初式を行いました。

作られていますが、保存状態がよく残っており県指
定の史跡となっています。

式典では、平時より消防活動に功績のあった団員
に対し、町長及び団長から表彰状の授与が行われ、

近年、窯の一部が崩れはじめたことから、金田瓦
窯跡を適切に保存・保護していくことを目的として、

終了後、分列行進、小松谷川に場所を移し一斉放水
を行い、日頃の訓練の成果を披露しました。

様々な調査を行っています。今年度の調査成果とし

消防団員は常日頃から、南部町の安全・安心のた

て『窯の焚口から前の作業場（テラス）を確認』

めに昼夜を問わず日々活動しています。新年を迎え、

『瓦窯は飛鳥時代（７世紀後半）に操業』などがあ

決意新たに一層地域に根付いた消防活動を行ってい

げられます。

きます。今後とも、皆さんのご協力をよろしくお願

これらの成果を知っていただくため、12月12日

いします。

に現地説明会を開催しました。

※説明会資料が必要な方は教育委員会（☎64-3782）まで
お問い合わせください。

地域振興協議会

トピックス

あいみ富有の里 地域振興協議会
【住所】市山1087‐1（賀野地域交流拠点施設えんがーの富有内）

☎64‐3504

にぎわった歳末の青空市感謝祭
富有の里では、12月24日午後２時から「えぷろん」で、青空市感謝祭を開催しました。
当日は、正月用品のしめ縄等が格安で販売され、豚汁や焼き芋の無料サービスもあり、地域の恒例行事とし
て定着しています。来場者からは「毎年ここで正月用品を買っている。安くて嬉しい。」との声も聞かれ、大
勢の客で賑わいました。
昨年まで毎月２回定期的に開催していた青空市は、賀野地域交流拠点施設「えんがーの富有」が開設された
ことに伴い「えんがわ市」に名称を変えて、地元農産物や特産品化を目指す「えごま油」などの加工品を平日
に販売しています。
また「えんがーの富有」には、イタリアンジェラートショップや学習塾も入っています。「えぷろん」とと
もにご利用いただき、地域の活性化に繋げていきたいと思います。

たくさんの人で賑わった青空市感謝祭

「えんがわ市」が開催されます
（土日祝日等を除きます）
広報なんぶ
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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

者の受入れ制度ですが︑

空き家を活用した移住
ちをしていただいている

き家﹂が少なく︑順番待

で す が︑提 供 出 来 る﹁ 空

そのうち︑世帯主の年
気軽に機構までご相談く

いるという方は︑是非お

渡邉隊員

地域おこし協力隊のつぶやき

なんぶの里人

南部町には面白いことをされている方々がたくさん!!

子育て世代が多い移住世帯

昨年末現在︑機構で管理
のが現状です︒

代が約８

空き家の管理に困って

し入居いただいているの
は全部で 世帯です︒
代別では
ださい︒︵担当

・

割︑つまり子育て世帯が
コーディネーター 吹野︶

移住・定住

多いということです︒﹁都
市部のリタイアされた
方々の地方への移住が多
いのでは﹂という︑当初
の予測とは違うものです︒
この傾向は全国的にも
みられ︑子育てのしやすい
環境で生活がしたいとい
う意向の表れのようです︒
そして︑自然環境も勿
論ですが︑子育てに手厚
い施策の南部町に住みた

お子様連れが多い移住者の集い（昨年秋）

40

い︑という方々がまだま
だ居られます︒

し協力隊１年目も残りわ

年も明けて︑地域おこ

し協力隊の渡邉 舞です︒

こんにちは︑地域おこ

色んなことをしている方々

ます︒また︑町内にこんなに

る有り難い機会になってい

としてもとても刺激を受け

としてだけでなく︑生き方

がおられるということを知

ずかとなりました︒

私は今年度︑６月から

ぜひ︑一度ホームページ

れて︑とても楽しいです︒

に︑なんぶ里山デザイン

︵右上ＱＲコード︶を覗い

始めたえほんカフェ以外

機構の﹁なんぶの里人﹂

てみてくださいね！

さとびと

という事業に携わらせて

いただいています︒

南部町で生まれ育った

地元の方︑町内で面白い

ことをされている方︑作

家さんや事業をされてい

る方︑町外から移住され

てきたご家族や地域おこ

し協力隊員など︑年齢や

職種の幅広い様々な方を

取材し︑それを記事にし

てなんぶ里山デザイン機

構のホームページに毎月

１組ずつ掲載しています︒

毎回取材に伺う度に︑

町内の新しい方と出会い︑

それぞれの方の今に至る

までの様々なお話を聞く

ことは︑私にとって仕事

№173
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【里山の中にめだかやさん】
山田さん夫妻

【里山で生きるマレーシア人と日本人
夫婦】ルーンさんパー子さん一家

21

30

2019．２
公営住宅入居者募集
団地名
城山団地
20‐3‐15号

募集
戸数

建築年度

１戸 平成20年度

構造

部屋数

家賃月額

木造
平屋建

2DK

18,100円〜
27,000円

くらしの情報

■入居者の資格
●現在一緒に住んでいるか、
又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）

お誕生おめでとう

●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 ２月15日（金）〜３月１日（金）の間
法勝寺庁舎内 建設課（南部町法勝寺377‐1）
■申込に必要な書類

（氏

名） （ 保護者） （住

所）

ゆず

景山

柚

（礼・美紀） 阿

賀

長谷川光葵 （歩・みゆき） 鴨

部

みつ き

とう や

岩田

冬哉 （敦・裕子） 諸

木

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
窮理由書（住宅申込書、住宅困窮理由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、後日連絡します）
■入居可能予定日 入居決定後、請書等の提出が確認された日
【申込・問い合わせ先】建設課

☎66‐3115

66‐4426

一般家庭用水道料金の口座振替済通知書を廃止します
これまで水道料金の口座振替の利用者に送付していました口座振
替済通知書を、平成31年３月振替分から廃止させていただきます。
今後は、水道メーター検針時に投函する検針票と預貯金通帳への記
帳にてご確認ください。なお、事業所用水道料金につきましては引
き続き口座振替済通知を発送します。
皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
【申込・問い合わせ先】建設課上下水道室

☎66‐4807

鳥取県西部広域行政管理組合の入札参加資格及び入札
案件公表について
鳥取県西部広域行政管理組合が発注する指名競争入札に参加する
には、組合を組織する市町村（米子市、境港市、日吉津村、大山町、
南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町）のいずれかで、指名競
争入札に参加する資格を有することが必要です。入札参加資格をお
持ちでない場合は、いずれかの市町村で手続きをしてください。
なお、組合の入札案件は、組合ホームページにて公表されます。

（氏

名）

（ 年齢）

（住

北尾

奣

（88歳）

西

町

赤井

修治

（68歳）

朝

金

小林多鶴子

（78歳）

田

住

東谷

德正

（95歳）

東

町

頼田

孝男

（67歳）

朝

金

持田タキエ

（98歳）

落

合

組藤

哲男

（64歳）

下中谷

花道

七郎

（85歳）

武

信

遠藤

茂顯

（82歳）

天

萬

（84歳）

阿

賀

種

温祥

所）

12月16日〜１月15日届出分・敬称略
※掲載は希望者のみです。

12月31日現在の人口
男

5,172人 （△10人）

女

5,725人 （△ 3人）

計

10,897人 （△13人）

世帯数 3,889世帯（＋ 3世帯）
（ ）内は前月との比較

〈２月〉納税・使用料のお知らせ
・固定資産税 ・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料 ・下水道代
・公営住宅家賃 ・給食費

【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
●ホームページ

ご冥福をお祈りします

☎22‐7732

http://www.tottori-seibukoiki.jp/

・保育料 ・放課後児童クラブ

【納期限：２月28日（木）
】

広報なんぶ
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国民年金保険料の納め忘れはありませんか？
国民年金保険料は日本年金機構からお送りする納付書等により、毎月の保険料を翌月の末日までに納めていただ
くことになっています。保険料の納め忘れがあると将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなったり、場合によっ
ては年金が受けられなくなることがあります。また、万一のときに障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくな
ることがあります。
そこで、便利で安心な口座振替のご利用をお勧めします。口座振替にしておくと、毎月納めに行く時間と手間が
かからず便利で安心です。また、口座振替には割引のあるお得な振替方法(早割・２年前納・１年前納・６ヶ月前納)
もあります。口座振替のお申し込みは、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金
融機関または米子年金事務所、役場町民生活課へお申し出ください。

国民年金前納制度について 口座振替での前納のお申し込みはお早めに
まとめて前払い（前納）すると、割引が適用されるのでお得です。口座振替での平成31年度分２年前納、１年前

納、６ヶ月前納（４月〜９月分）の締切日は、平成31年２月28日（木）です。

平成30年度の振替方法別割引額（参考）
振替方法

１回あたりの納付額

割引額

２年分に換算した割引額

振替日

２年前納

377,350円

15,650円

−

５月１日

１年前納

191,970円

4,110円

8,220円

５月１日

６ヶ月前納

96,930円

1,110円

4,440円

当月末振替（早割）

16,290円

50円

1,200円

当月末

16,340円

なし

なし

翌月末

翌月末振替
（割引はありません）

５月１日
10月31日

※平成31年度の保険料額は月額16,410円、平成32年度の保険料額は２月頃に告示される予定です。
※保険料が一部免除された方は、口座振替の前納制度はご利用いただけません。
※平成31年４月中旬に届く「国民年金保険料口座振替額通知書」で実際に口座から振替される金額を確認し、預金残高にご注意くだ
さい。残高不足で口座からの振替ができなかった場合は、次の振替日（２年前納、１年前納の場合は翌年４月末）までの間、割引
が無い翌月末振替になります。

【問い合わせ先】●日本年金機構米子年金事務所☎34‐6111
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●（天萬庁舎）町民生活課☎64‐3781

まちの行事

2月11日〜3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

２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

消費生活相談

天萬庁舎１階

人権相談・行政相談

交流会館

人権相談

総合福祉センターしあわせ

多重債務・法律相談会

米子コンベンションセンター
５階第５会議室

日時

（所得税、住民税）

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

２月12日（火）

訪問販売、インターネットなどのトラブル

13:00〜16:00

町民生活課☎64‐3781

２月12日（火）

人権相談：教育委員会事務局☎64‐3782

13:30〜16:00

行政相談：総務課☎66‐3112

３月６日（水）

人権相談：教育委員会事務局☎64‐3782

9:00〜11:30

※行政相談は日にちが変更になりました。

２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

《受付》
◆天萬庁舎２階会議室
２月15日（金）〜22日（金）
8:30〜10:30
◆プラザ西伯
２月26日（火）〜３月15日（金）13:00〜15:30

申告相談

内容

２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

詳しくは広報なんぶ１月号をご覧ください。
（土・日を除きます。）税務課☎66‐4802

◆米子コンベンションセンター ２月17日（日）

税の無料相談会

５階第４会議室

所得税確定申告

米子コンベンションセンター

＜米子会場＞

２階国際会議室

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

無料法律相談会

第１会議室

心の健康相談

健康管理センターすこやか

10:00〜16:00

税金に関することなら何でも相談できます。
中国税理士会 米子支部
☎32‐4795《受付時間》13:00〜16:00

２月18日（月）
所得税の確定申告（土・日を除きます。）
〜３月15日（金）
米子税務署☎32‐4121(代)
9:00〜16:00
２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

２月22日（金）
18:00〜20:00
※要予約

相続・遺言・不動産の贈与・売買など

２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

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

点字教室

天萬庁舎３階会議室

２月14日（木）10:00〜12:00

天萬図書館 ☎64‐3791

土曜開校

町内小学校

２月16日（土）

各小学校へお問い合わせください。

手話講座

法勝寺図書館２階

２月21日（木）19:00〜20:00

法勝寺図書館 ☎66‐4463

サイエンス・アカデミー

法勝寺図書館２階

２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

２月24日（日）10:30〜

天萬図書館 ☎64‐3791

スポーツ・文化表彰

富有まんてんホール

３月３日（日）10:00〜

人権・社会教育課 ☎64‐3782

◆図書館休館日

２月11日・12日(振替休館)・18日・25日・27日(整理日)・３月４日
３月７〜15日（蔵書点検整理のため休館）
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町長室から

№21

真冬の停電は怖い

昨年の世相を表す漢字は「災」でしたが、穏やかな
新年と思っていた１月８日早朝５時、わたしの周りに
その「災」が舞い込んできました。布団から起きよう
と蛍光灯のスイッチを押すのですが明かりがつきませ
ん。真っ暗な中、スマホの明かりを頼りに家の中を見
て回り、最後にブレーカーを確認しますがこれも落ち
ていません。ここでようやく、停電か？と思いライト
を持って外に出てみると、星空の下わが家の周りだけ
明かりが消えています。すぐに電力会社に電話し、幸
いにも我が家周辺数軒の「災」ですみ、無事２時間後
に電気が来ました。その間、石油ストーブで暖を取り、
懐中電灯の明かりで電気を待つという新年早々貴重な

今年の干支は亥。新年を迎えた元旦、干支のイノシ
シにまつわる赤猪岩神社には町内外から訪れた初詣客
で賑わいました。
この日は南部町観光協会主催で、町内産のイノシシ

経験をしました。
風水害や地震、豪雪では人や家屋への被害以外にも、
停電や断水によって普段の生活ができなくなります。
まして、冬の深夜の停電ともなれば病弱な方にとって

肉を使った猪汁が参拝客に振る舞われました。当日は

は生命にかかわる問題になることでしょう。今も記憶

神社婦人部も協力し約300食を提供。多くの方に楽しん

に残る山陰豪雪は平成23年元旦の出来事でした。大晦

でいただけました。１日〜３日の３日間、3,000人あま

日から降り続いた雪は、米子市で89㎝の積雪を記録。

りの参拝者で賑わった再生神話ゆかりの赤猪岩神社へ、

２万５千戸が停電し大混乱をした正月でした。災害は

皆さんもぜひお越しください。

忘れる前にやってくる昨今、油断は大敵です。

■売店開店時間：午前10時30分〜午後２時30分
【問い合わせ先】南部町観光協会 ☎30‐4822

地元の食材で
今回のメニュー

根菜の山椒スープ
山椒はお腹を温め、胃腸の働きを高めます。

こってりした食事と食べ合わせると、消化を促します。

真冬の「災」停電と凍結への備えをぜひお願いします。
南部町長 陶山清孝

冬 の薬膳レシピ
材料（２人分）

（１食分）エネルギー97kcal・塩分1.1g

鶏ささみ‥‥‥‥‥‥ １本
片栗粉‥‥‥‥‥ 小さじ１
ごぼう‥‥‥‥‥‥‥ 1/3本
にんじん‥‥‥‥‥‥ 1/4本
干ししいたけ‥‥‥‥ ２枚
水‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50ml

長ねぎ‥‥‥‥‥‥ 1/４本
しょうが‥‥‥‥‥‥ 10ｇ
中華スープの素‥ 小さじ１
水‥‥‥‥‥‥‥‥ 300ml
粉さんしょう‥‥ 小さじ１
しょうゆ‥‥‥‥ 小さじ１

作り方

① 鶏ささみはそぎ切りにし、ごぼうはささがき、にん
じんはいちょう切り、干ししいたけは水で戻して千
切り、長ねぎは斜め切り、しょうがは千切りにする。
② 鍋に水、中華スープの素、干ししたけの戻し汁、粉
さんしょうを入れて火にかける。
③ ②にごぼう、にんじん、干ししいたけ、長ねぎ、しょ
うがを入れる。
④ ③が煮えたら片栗粉をまぶした鶏ささみを加えてさ
らに煮る。
⑤ 最後にしょうゆを入れて味を調える。
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トラツグミ
した︒出血も傷みもなく大変

スで衝突死したトラツグミで

頂きました︒それは︑窓ガラ

成のＳさんからお届けものを

算があれば︑博物館等で展示

かけて標本を作りました︒予

記録写真を撮り︑後日丸二晩

したが︑すぐに主人と計測し

は勿体無いくらいの美しさで

残りません︒仮剥製にするに

鳥がそこにいたという証拠は

が持ち去ったら︑この貴重な

にも発見されずに猫やカラス

民の方のお手柄です︒もし誰

して即対応してくださった町

は初めての種類でした︒発見

たのでしょう︒管理人のＩさ

らくハイタカの狩りに遭遇し

に襲われていたとのこと︒恐

れました︒なんと小型のタカ

の中庭でトラツグミが発見さ

勝寺の交流施設﹁えん処米や﹂

近はご無沙汰です︒

声が聞こえていましたが︑最

前は鴨部の斜面林からも鳴き

月

日には︑法

模様で︑森が好きなヒヨドリ程

その後︑適切な環境に放鳥し

された本人 本(鳥？ は)︑馬屋の
中を元気に飛びまわり命拾い︒

子にしていくつもりです。どうぞご期待ください。頒価は現在検討中で

すが、南部町名誉町民の一人でもあります板祐生を知っていただくよう

No.173

鵼＝トラツグミの異称

年

■﹁米や﹂にも出現！
平成

の大きさの鳥です︒歩きなが

ました︒まさかの訪問者にみ

解いただけるものと思います。これをベースにして、今後一般向けの冊

■町内産の初標本

きれいな状態で︑まるでまだ

されている﹁本剥製﹂として

んに驚いたタカは︑トラツグ

ら苔や枯葉をひっくり返して︑

んなで驚いた出来事でした︒

編修いたしました。数多の物の収集と、ガリ版版画について概要をご理

日の朝︑福

生きているかのような鮮度︒

保管したかったのですが︑個

ミを残して逃げた模様︒私は

ミミズやクモなどを捕食しま

意外と傍にいる絶滅危惧種の

祐生出会いの館開館以来懸案でありました祐生伝記を、小学生向けに

年１月

これまで色々な野鳥が届きま

人ではなかなか実現できずじ

一報を受けてすぐに現場に向

す︒﹁ひぃ〜 ︑
…ひぃ〜 ﹂
…と
ゆっくりとした低い笛の音に

トラツグミ︒皆さんのご近所の

桐原真希

羽も拾い集めて標本行きです︒
似た鳴き声のため︑闇夜に響

の羽毛が散っています︒襲撃

かいました︒中庭には数百枚

18

平成

したが︑南部町産トラツグミ

まいです︒
ぬえ

■ 鵼の名も

12

裏山でも鳴いていませんか？

ぬえ

トラツグミは文字通りトラ

30

自然観察指導員

『板祐生物語』発刊

(※）

く不気味さから﹁鵺﹂という
正体不明の恐ろしい物を表す
名称で呼ばれていました︒以

■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】

（※）

(A5版)

願っております。

撮影：桐原佳介
井上
鳥取県準絶滅危惧(NT)
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