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Feel Refreshed!

ほけレポ〜保健レポート〜
こんにちは︒今月の﹁ほけレ
ポ﹂のテーマは︑﹁第２弾︑新型
コロナウイルスワクチン予防接種
について﹂です︒２回目接種が終
〜
歳

わった高齢者のワクチン接種と７
月３日から始まっている

また︑各集落に送迎バスを出した

スなく接種いただけたと思います︒

ため︑町民のみなさまにはストレ

接種する体制をとりました︒その

︵担︶江府町では︑予約をと
らずに集落ごとに日時を指定して

３割︑頭痛２割というデータが出

位の痛み４割︑倦怠感４割︑発熱

︵ 武︶町内の介護従事者への
先行接種で︑副反応として接種部

さい︒

が︑先生のご意見をお聞かせくだ

メディアで若い人ほど副反応
が起こりやすいと言われています

江府町のみなさまへ

願いします︒

同伴でお越しいただきますようお

持参︑高校生以下の方は︑保護者

歳以下の方は︑母子健康手帳の

ことでより多くの方にご来場いた

ていますので︑ほとんど副反応の

こる確率は高い印象です︒しかし︑

り︑無事に接種を終えることがで

︵担︶高齢者のワクチン接種
は︑町民のみなさまのご協力によ

最後に︑町民のみなさまへ
メッセージをお願いします︒

ワクチンを打って得られるメリッ

きました︒来場者全員が指定日時

歳の接種
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なんですか︒

だけたと考えています︒

トは非常に多くありますので︑ぜ

にきてくださったことや︑集落内

ない高齢者に比べれば副反応が起

ひ接種していただきたいと思いま

〜

が始まっていますが︑みなさまが

いました︒現在︑

かけなど︑本当にありがとうござ

たこと︑スタッフへの温かいお声

で声をかけ合ってご来場くださっ
歳接種の注意点

す︒
〜

は︑主治医の先生に接種してもい

できません︒

同がんばって準備しておりますの

安全に接種できるようスタッフ一

ると思いますが︑ほとんどの方は

接種当日に気をつけることが
あれば教えてください︒

高齢者のワクチン接種率速報

〜 歳のワクチン接種日程
を教えてください︒

歳のワクチン接種

メディアで江府町の接種率が
県内１位だと言われていますが︑

いか確認してください︒また︑体

接種できます︒ただし妊娠中の方

現在の接種率はいかがですか︒
︵担︶ 〜 歳のワクチン接
種は７月３日から始まっています︒
︵担︶江府町の集団接種会場
での１回目の接種率は８９．７％︑ 会場は︑江府町総合健康福祉セン
全戸配布のチラシと︑対象者の方

られてきた予診票をご記入の上︑

︵担︶接種当日は︑役場から送
認ください︒混雑を避けるために

封筒ごとご持参ください︒また︑

に個別に送付している通知をご確

江府町は︑鳥取県内でもス
ムーズにワクチン接種が進められ

指定された日時にお越しください︒

日時点︶

温が３７．５℃以上の場合は接種

︵武︶にインタビューしました︒

︵担︶と江尾診療所武地医師

のワクチン接種について担当者

６４

ていると聞きますが︑その秘訣は

︵６月

６４

６４

１２

１２

１２

・まめ＝元気という意味。
・保 健 師、栄 養 士、健 康
運動指導士が毎月、いの
ちと健康を守るための情
報をお届けします。

１２

１９

で︑ぜひご来場ください︒

６４

︵武︶さまざまな持病をお持
ちの方︑服薬中の方がいらっしゃ

１２

にいかいや！江府町〜

まめ

２回目の接種率は８８．５％です︒ ターの１階です︒詳しい日程は︑

〜

▲高齢者のワクチン接種の様子

保健レポート vol.16
〜

１２

３０

６４

▲スタッフから来場者への感謝の言葉

６４

ほけ
レポ

白石町長コラム「不易流行」/ 町長オンライン座談会について

びの声は︑職員の励みになります︒

い︒﹂等々︒住民のみなさんの喜

日から高齢
と思い出す︒放送がありがた

りゅ う こ う

者に対する新型コロナウイルスワ

そして︑こうすれば喜ばれる︑自

えき

日に

ふ

クチン接種を開始し︑６月

分が価値を提供できるという手応

｣

は２回目の接種を終えることがで

えを感じれば︑おのずと仕事にや

不
｢ 易流行

きました︒おかげさまで大きな混

りがいを感じ︑さらに成長したい

１時間で終わってよか

乱もなく︑対象者の９割近い方に

と思うはずです︒今回のワクチン

った︒﹂﹁防災無線を

接種いただきました︒住民のみな

接種業務を通じ︑信頼され︑期待

〜よき伝統を守りながら︵不易︶
進歩に目を閉ざさないこと︵流行︶によって
﹁理想﹂を創造する〜

さんのご理解とご協力に深く感謝

聞いて︑﹁ああ︑半袖だったな﹂

申し上げます︒また︑接種会場で

に応える役場職員に確実に近づけ

ワクチン接種業務を通じて

は︑職員に対して温かいお声がけ

たのではないかと思います︒

江府町では︑５月

もいただきました︒﹁バスの対応

がよく︑安心して接種を受けられ

た︒﹂﹁受付から接種まで流れが

とても分かりやすくてよかっ

た︒﹂﹁バスを無料で出してもら

える上に︑頼んだら家の前でおろ

してくれるなど細やかな対応まで

してもらって︑足の悪い自分にと

って本当にありがたい︒﹂﹁もっ

と時間がかかると思っていたが︑

▲ワクチン接種の様子

１９

１０

白石町
コラム長
Vol.59

これまでのコラムは
こちら！

これまでのコラムは
QRコードを読み取る
ことでご 覧 いただ け
ます。

誰でも見れるライブ配信企画
「町長オンライン座談会 Vol.2」を配信します！！

町では今年６月、ユーチューブを活用したライブ配信「町長オンライン座談会 Vol.1」を実施しまし
たが、新たなテーマのもと第２回目の開催が決まりました。インターネットが利用できるスマートフォ
ンやタブレット、パソコンなどから、誰でも、どこでも視聴することができます。また、配信後はアー
カイブで再配信も行います。ぜひご視聴ください。

【第２回座談会テーマ「新体制始動！！江府町議会」】
配信予定日
出演者

７月２２日（木・祝）１０：００〜１１：３０（予定）
白石町長、江府町議会議長、同副議長、役場総務課主任梅林徹（司会）

【視聴方法】

インターネットが利用できるスマートフォンやタブレット、パソコンから、江府町公式ユーチュー
ブチャンネルにアクセスし、
「町長オンライン座談会」ライブ配信を、配信予定日当日にご視聴ください。
また、町ホームページ専用ページからもアクセスすることができます。詳しくは右下のＱＲコードか
らアクセスしてください。

【視聴にかかる費用】

無料（※ただし、通信料は回線ごとの負担となります）

ホームページはこちらの QR コード
からアクセスできます。

第２回目以降の座談会について
テーマや配信予定日は未定ですが、現在町が抱える課題などについて、専門的なゲストスピーカー
とのトークセッションを随時配信していく予定です。（※開催が決まり次第、町ホームページ専用ペー
ジでご案内します）

【「町長オンライン座談会」の問い合わせ】江府町役場総務課 電話：０８５９−７５−２２１１
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まちの教育
開始時間

華道（1 階）

午前 10 時〜

手工芸（2 階）

午後 0 時 30 分〜

書道（1 階）、水彩画（1 階）午後１時 30 分〜
江府中学校

料理、パソコン

特産品加工施設

茶道

明道館

囲碁

せせらぎ公園

グラウンドゴルフ

高齢者創作館

陶芸

とっとり花回廊

花木園芸

午後 1 時〜

１７

１１

７５

日野郡の最高学府として、地域と連携・協働した教育活動を推進する「日
野高校」。町では日野高校魅力向上推進協議会の一員として、「日野高校」の
地域活動の取り組みを「日野高ニュース」として紹介していきます。

日野高
ニュース

5/21

午前 10 時〜

明徳学園のご紹介

防災・情報センター

開催する専門課程

令和３年度第２回明徳学園を６月
日 ㈭ に 開 講 し ま し た︒今 年 度 は︑
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため専門講座のみ開講しています︒
公民館講座と共催している講座もあ
り︑当日は ある講座を町内各所の
公共施設を中心に開催しました︒今
回は︑
江府中学校の職場体験学習﹁ワ
クワクこうふ﹂で教育委員会事務局
に来ていた中学生が明徳学園の活動
の様子を写真に撮ったり︑一緒に体
験する場面もありました︒
年度途中での入学も可能ですので︑
興 味 が ある 方 は お 気 軽 に 江 府 町 教 育
委 員 会 事 務 局︵電 話 ０ ８ ５ ９︲
︲２ ２ ２ ３︶ま で お 問 い 合 わ せ く だ
さい︒
開催日 毎月第３木曜日
※開催時間および場所は左記の通り
です︒

会場

1年次生 系列体験（農業編）

定期考査最終日に、黒坂施設でアグリライフ系列の体験をしま
した。日野振興センターの方より、オンラインによる農業･林業に
ついて説明を受けた後、食品製造（飲むヨーグルト作り）・メンテ
ナンス（トラクター操作）・フラワーデザイン（フラワーアレンジ
メント）に分かれて体験しました。２年次からの系列選択の参考
になりました。

5/25

▲飲むヨーグルト作りの様子

地域のみなさんと「おしどりトーク」

日野高校１年次生「産業社会と人間」の授業で、
「おしどりトーク」
を実施しました。この「おしどりトーク」は、日野郡内の方々を
お招きし、地域の方々と高校生が、さまざまなテーマについてお
話をする活動です。
生徒は最初はとても緊張した様子でしたが、地域の皆様にやさ
しく対応していただいたことで徐々に慣れ、とても楽しそうに話

▲おしどりトークの様子

していました。生徒にとって、地域の方とふれあうことは、緊張
感をもって人の話を聞く姿勢や自分の考えをまとめて発言する力
を向上させる機会であり、貴重な体験になりました。
お越しいただいた地域の方々、本当にありがとうございました。
令和３年７月号
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まちの教育

トム先生の「ＴＯＭʼＳ ＴＯＰＩＣ」10

トム先生の動画は
こちらから

Hino County and East Riding County
Today I thought I would compare the nature and countryside of Hino-gun and my
home area of the East Riding. In contrast to Hino-gun with its lush forests and steep
mountains, the East Riding is very ﬂat and rather barren to the east, with the whole area being a ﬂood plain
from the river Humber to the North Sea in the east. To the west are the Yorkshire Wolds, limestone hills cut
by numerous deep, steep-sided, ﬂat-bottomed valleys of glacial origin. The Wolds run all the way to the east
coast where they form spectacular chalk cliﬀs. Whereas the main crop of Hino-gun is rice, the arable land of
the East Riding is dedicated to cereal crops, such as wheat and barley. Temperature wise, the East Riding
reaches average high of 19 degrees in July with November being the wettest month and March the driest.
The coastal cliﬀs of the East Riding provide the nesting sites for many sea bird species, with the highlight
probably being the Puﬃns at Bempton. Some rare raptor species such as the European Honey Buzzard and
Northern Goshaw also nest along the coastline. The East Riding really is a beautiful place and somewhat oﬀ
the beaten track. Unlike say, the Cotswolds, tourist numbers are relatively small, and places like Spurn point,
which seems to be constantly on the verge of being reclaimed by the sea, provide a great place to
contemplate the barren beauty and geological uniqueness of the area.
鳥取県日野郡と私の故郷イースト・ライディング郡
今日は、日野郡と私の故郷であるイースト・ライディング郡の自然や田舎を比較してみようと思います。
日野郡には豊かな森と険しい山がありますが、それとは対照的に、イースト・ライディング郡は東側がハン
バー海峡から北海までの氾濫原（読み：はんらんげん）になっていて、とても平坦でやせた地です。西側に
はヨークシャー・ウォルズ（ヨーク台地）があり、石灰岩の丘には、氷河期にできた深い急勾配の平底の谷
が数多くあります。ヨークシャー・ウォルズは、東海岸まで続いており、壮大な白亜の断崖を形成しています。
日野郡の主な作物が米であるのに対し、イースト・ライディング郡の耕作地は小麦や大麦などの穀類が中心
です。気温は、7 月の平均最高気温が 19 度で、11 月が最も雨が多く、3 月が最も乾燥しています。イースト・
ライディング郡の海岸沿いの崖は、多くの海鳥が巣作りを行う場所となっており、特にベンプトン・クリフ
スのツノメドリはその代表格でしょう。ヨーロッパミツバトやノーザンゴショウなどの希少な猛禽類も海岸
線に沿って巣を作っています。
イースト・ライディング郡は本当に美しい場所で、人里離れた場所にあります。コッツウォルズなどと違っ
て観光客の数は比較的少なく、常に海に埋め立てられる寸前のようなスパーン・ポイント ( 岬 ) などは、こ
の土地の草木のない美しさと地質学的な独自性を体験するのに最適な場所です。
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江府町地域おこし協力隊通信

江府町
地域おこし協力隊
通信

６月に新たに加入した３名の江府町地域おこし協力隊員。ま
だまだ、日々覚えることがいっぱいですが、全力で江府町を盛
り上げていきますので、応援よろしくお願いします。
今月号は新たに加入した３名の江府町の地域おこし協力隊員
を紹介します。

今月号のテーマ

「やってきました江府町」
新甘泉（梨）マネージャー（活動内容：新甘泉の栽培技術の習得、梨園の管理など）
６月から奥大山農業公社で新甘泉推進マネー
ジャーとして梨の栽培に携わることになりました。
農業の経験がほとんど無いため、用語や道具の名
前など覚える事も多く一つひとつ説明を受けたり
ふくしま すぐる

福島 優

資料を読み返す日々です。のどかなここ江府町で、
一つひとつしっかりとやっていけるよう頑張りた

▲梨園管理の様子

いと思います。

奥大山ブランド推進コーディネーター（活動内容：奥大山ブランド商品の発掘、開発支援など）
こんにちは、東京都からまいりました山田朝陽
です。昔から田舎で働くことが夢で今回このよう
な形で働くことができて光栄です。まだ、２０歳
という若さではありますが、この若さを武器に日々
やまだ

あさひ

山田 朝陽

精進していきたいと思います。また、私は今まで
江府町の存在を知る機会がありませんでした。な

▲企画書作成の様子

ので、江府町の名を少しでも多く広めていきたい
と思います。

図書館支援（活動内容：コミュニティ図書館に移行するための支援、司書業務など）
自然が大好きで江府町に来ました。川と山に囲
まれて、水の音と森にやって来る鳥たちに癒され
ています。ウグイスの鳴き声は可愛らしく幸せな
気持ちになります。図書館では、バス待ちの子ど
あんどう のぞみ

安藤 希

もたちがいきいきとしていて皆楽しそうで、素敵
だなと感じています。更に居心地の良い空間とな

▲図書整理の様子

るように、私の経験を生かしていきたいです。

令和３年７月号
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農業委員会だより

夏場の農作業中の
熱中症にご注意を！！

【７〜８月は特に注意を】

農作業中の熱中症による死亡事故は、
日中の最高気温が３０℃

を超える日が多い７〜８月に多く発生しています。令和元年の
データでは、全国で２９名の尊い命が農作業中に失われました。

【熱中症が疑われる症状】

【夏場作業の心がけ】

〇気温の高い時間帯を避けて

「暑い環境での体調不良」は熱中症の可能性があります。

高温時の作業は極力避けましょう

（主な症状）

〇水分補給・こまめな休憩

〇手足がしびれる、冷たい

作業前・作業中にスポーツ飲料などで水分補給

〇汗をかかない、体が熱い

木陰等涼しい場所でこまめな休憩を取りましょう

〇めまい・吐き気がする

〇熱中症予防グッズを活用

〇意識の障害がある

屋外では帽子、吸汗速乾性素材の衣服等があります

〇体がだるい

〇単独作業を避けて

〇ズキンズキンとする頭痛がある

作業は２人以上で定期的にお互いを確認し合う

〇まっすぐに歩けない

〇高温多湿の環境を避けて

※すぐに作業を中断しましょう

日よけの設置、風通しのよい日陰で作業しましょう

【「熱中症警戒アラート」の活用を】

【応急処置・病院で手当】

環境省と気象庁が、国民の熱中症予防行動を

応急処置

効果的に促す目的で「熱中症警戒アラート」の
運用を全国で開始しました。

〇涼しい環境へ避難しましょう

全国を５８の予報区に分け、「暑さ指数」を

〇服をゆるめて風通しをよくしましょう

基に危険度を各地区ごとに予測します。危険度

〇水をかけたり、扇いだりして体を冷やしましょう

の高い地域に在住する登録者に対して情報が提
供されます。

（脇の下、首筋、足の付け根が効果的）

【アプリ登録はこちら】

〇水分・塩分を補給しましょう

「環境省熱中症予防情報サイト」

※「応急処置で回復しない」「意識がない」「自力

右記の QR コードを読み取ることで、

で水が飲めない」場合は、すぐに病院へ

サイトへアクセスすることができます。

７月の農地相談会

農業委員会総会のご報告

◎ 相談日 令和3年7月15日（木）午後1時30分から3時30分
◎ 場 所 江府町役場本庁舎1階相談室

以下の審議案件はすべて承認されました

お気軽にご相談ください。

※マスク着用でお越しください。
※事前に相談内容をお知らせください。
（相談が円滑・詳細に行えます）

【問い合わせ】江府町農業委員会事務局
17

令和３年７月号

＜令和3年6月9日（水）開催＞

農用地利用集積計画（案）について

30件

農用地利用配分計画（案）について

3件

電話：０８５９−７５−６６２０
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まちのお知らせ

保険証等の更新について
現在お持ちの以下の保険証等は、有効期限が７月３１日までとなっています。８月１日からお使いい
ただく新しい保険証等は７月末までに順次郵送いたしますので、お手元に届きましたら差し替えをお願
いします。

○ 国民健康保険 被保険者証（薄紫色）

更新

更新
○ 後期高齢者医療 被保険者証（ピンク色）
○ 後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証（白色）

○ 特別医療費受給資格証 重度心身等（青色）

更新

なお、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証（白色）
〜～～～～～～～～～～〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜～〜〜〜〜〜～～～～～～～〜〜〜〜〜〜〜

は更新の対象となりませんので、引き続き発行を希望される場合は、
江府町役場福祉保健課にて手続きをお願いします。

【問い合わせ】江府町役場福祉保健課

電話：０８５９−７５−６１１１

愛の血液助け合い運動
【日時】

７月２１日（水）

午前９時３０分〜午後０時３０分（受付）
【場所】
江府町役場本庁舎入口（受付は１階防災会議室）
【基準】
体重５０㎏以上・６９歳まで

【お薬について】
※当日服用していても採血可能な薬
・ビタミンやミネラルなどのサプリメント
・漢方薬 ・高脂血症の薬 ・一般的な胃腸薬
・アレルギーの薬 ・尿酸値を下げる薬
・血圧の薬（薬で血圧がコントロールされてい
る場合何種類でも）

（６５歳以上は６０代での献血経験がある方）

※前日までの服用なら採血可能な薬

【ご用意いただくもの 】

・頭痛薬（当日の体調が良好な場合）

①献血カードまたは運転免許証など本人確認のでき ・市販の風邪薬（当日の体調が良好な場合）
るもの
②服薬のある方はお薬手帳等服薬内容が分かるもの
当日の流れなど、詳しくは以下へお問い合わせく
ださい。

【問い合わせ】江府町役場福祉保健課

【ワクチン接種と献血について】
ワクチン接種後、48 時間を経過していれば
献血は可能です。また、献血後にワクチン接種
をする場合も問題なく行っていただけます。

電話：０８５９−７５−６１１１
令和３年７月号
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Information
消費生活相談員資格試験（国家資格）のご案内

気をつけよう

消費生活相談員資格試験には、国民生活センターが実施する「消費生活

くらしの危険
相談事例

相談員資格試験」と日本産業協会が実施する「消費生活アドバイザー資格
試験」の２種類があります。

どんな仕事？

消費生活相談員は、消費生活センター等において、商品やサービスなど、消費者から事業者への
苦情や問い合わせに対応する専門職です。消費者に寄り添い、消費者の言葉を理解し、きちんと耳
を傾けることが求められる仕事です。

受験資格は？

年齢、性別、学歴、実務経験等を問わず誰でも受験できます。

試験方法は？

毎年 1 回、第 1 次試験は筆記試験を実施し、第 1 次試験を通過した者について、第 2 次試験で面
接試験を実施します。

１次試験日

・消費生活相談員試験
・消費生活アドバイザー試験

10 月 16 日（土）
10 月 3 日 ( 日 )、9 日 ( 土 )、16 日（土）の希望日

試験地は？

いずれも１次試験は県内で受験できます。
（今年は米子市で受験できます）

※ 相談員資格試験の詳細については、各試験機関のホームページをご覧ください。
○ 国民生活センター「消費生活相談員資格試験」
○ 日本産業協会 「消費生活アドバイザー資格試験」

○消費生活相談員による相談窓口
令和3年7月14日(水)、8月4日（水）午前9時〜午後4時
江府町役場本庁舎１階相談室にて開催

お気軽に
ご相談ください

※日野郡3町は、毎週水曜日に輪番で相談員が対応しています。他役場の相談室もご利用ください。

○通常の相談窓口
平日：江府町役場住民課（電話：0859-75-3223）
土日：鳥取県消費生活センター（電話：0859-34-2648）※祝日、年末年始除く
などの四足
歩行の中型
動 物 で す︒
彼らは実を
食べようと
して茎ごと
地面に押し
倒しますの
で︑ト ウ モ
日差しが鋭い夏本番︑いよいよ ロ コ シ は 倒
ト ウ モ ロ コ シ の 収 穫 時 期 で す ね︒ れ 周 辺 に 足
甘くて美味しいトウモロコシは動 跡などの痕跡が残る場合が多いで
す︒
物たちも大好き︒
タヌキ︑アナグマなどの中型動
せっかく育てたトウモロコシを
横取りされないために︑今回は﹁ト 物には︑電気柵とネットを組み合
ウモロコシを食べる動物とその対 わせ︑ネットに登らせて電気柵で
策﹂についてお話ししたいと思い 感電させる﹁楽落くん﹂という柵
がオススメです︒こちらの柵は被
ます︒
トウモロコシを好んで食べる動 害が出る収穫時期に設置し︑収穫
が終われば片づけて︑次の収穫期
物を二種類紹介します︒
まずはカラスです︒穂先にとま に繰り返し使用することができま
り器用に皮をむきますのでトウモ す︒末尾に楽落くん設置マニュア
ロコシは倒れず実だけが食べられ ルのＱＲコードを載せております
た状態で残ります︒対策には網目 ので︑ぜひお役立てください︒
ミリ以下の防鳥ネットを張るの
一度﹁おいしい﹂思いをした動
が効果的です︒
物は︑場所を覚えてしつこく姿を
もう一種類がタヌキ︑アナグマ 現すようになってしまいます︒収
穫の喜びを守る為に︑被害を受け
る前に対策を始めることが大切で
す︒
７５

獣害対策

アップデート

第１回
トウモロコシを
守れ！

日野郡鳥獣被害対策協議会
川野 風花
【問い合わせ】0859−72−1399

楽落くん

設置マニュアル↓
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まちのお知らせ

マイナンバーカードを時間外でも受け取りできるようになりました
今年 7 月から、マイナンバーカードを役場開庁時間外でも受け取れるようになりました。お仕事の都

合などで平日の昼間に休みを取りづらい方は、お電話にてご予約のうえ、ぜひご利用ください。

【時間外受取り日時】
毎月第 1・第 3 木曜日

午後 5 時 15 分〜午後 7 時 （※祝祭日、12/28 〜 1/4 を除く）

【予約方法】

①江府町役場住民課へ電話し、希望する日時とお名前を伝えてください。
※受け取り予定日の前日までに予約してください。
( 予約電話は平日の午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分まで）
※受取りが込み合っている場合は、希望する日時に予約できない場合があります。
②予約時間までに、役場住民課窓口にお越しください。
※連絡なく、予約時間を過ぎても来られない場合は、予約を破棄したとみなし、窓口を閉める場合が
あります。

【問い合わせ】江府町役場住民課 電話：０８５９−７５−３２２３

今月の国民年金

口座振替のお願いについて

納付期限 7月分 令和3年8月31日（火）まで
令和３年度の国民年金保険料

現金納付の江府町の税金は全て、口座振替に変更を
することができます。口座振替は納付の手間がなく、

令和３年4月から令和４年3月までの国民年金保険料は、月額
16,610円です。保険料は日本年金機構から送られる納付書により、
金融機関や郵便局、コンビニで納めることができるほか、口座振
替やクレジットカードによる納付なども可能です。保険料は納付期
限（翌月末）までに納めましょう！

納付忘れを防ぐこともできます。ぜひ、口座振替をご利
用ください。口座振替の申し込みは、ご本人様が直接、
金融機関窓口にてお願いします。口座振替ができる金

【問い合わせ】江府町役場住民課 電話：０８５９−７５−３２２３
米子年金事務所
電話：０８５９−３４−６１１１

融機関は、山陰合同銀行・鳥取西部農協・鳥取銀行・

今月の税金

ゆうちょ銀行ですので、お早めのお手続きをお願いしま
す。ご不明な点がありましたら、役場住民課にご相談く

歳
一成

︵年齢︶ ︵世帯主︶

とし子

努

６月末までの届け ︵敬称略︶

名︶

清治

◎ごめい福を祈ります

︵氏

影山

歳

80

︵住所︶

侚子

歳

96

洲河崎

大岩

文二

正人死去

村上勉死去

91

新町二

梅田

父

下蚊屋

憲一

父

社会福祉協議会に次の方から
ご寄付をいただきました︒

小江尾 清水

夕子

６月末までの届け ︵敬称略︶
◎香典返しとして

本町五 川端

顕次死去

延寄付金額 31,932,000円
万円
（前月比＋1,419万円）

父

日

美佐子

現在

清治死去

6月30日

延申込件数 1,728件
件
（前月比＋765件）

文二死去

令和3年

父

ふ る さ と 納 税

努

小江尾 長尾

応援ありがとうございます！

父

）は前月比

一成

1,025 世帯 （ + 1）

令和３年６月３０日現在（

洲河崎 影山

■世帯数

2,723 人（ - 4）
1,272 人（ - 1）
1,451 人（ - 3）

下蚊屋 梅田

■まちの人口
男
女

人の動き

ださい。

ご寄付

・固定資産税（2期）・後期高齢者医療保険料（1期）
・国民健康保険税（2期）・介護保険料（2期）
納付期限および口座振替は令和3年8月2日（月）です。

令和３年７月号
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12

月

7月
Mon

グラウンドゴルフ教室 本5
（広域隣保活動）

午前9時〜正午
油絵教室 防
午後1時30分〜3時30分

13

火

防 ＝防災情報センター 福 ＝総合健康福祉センター 役 ＝江府町役場本庁舎 本5 ＝本町5丁目集会所 せ ＝せせらぎ公園
創 ＝高齢者創作館

Tue

パッチワーク同好会 防

午前9時〜11時30分
ピアノ教室 防
午後4時30分〜6時

14

水

Wed

人権・行政相談

午前9時〜正午
江府町防災・情報センター
電話：75-3110（開設時のみ）

押し花教室 防
午後1時〜5時
ピアノ教室 防
午後3時30分〜6時
書道教室 本5
(広域隣保活動)

午後4時〜5時

ストリートダンス 防

午後6時〜8時

15

木

Thu

明徳学園開校日
折り紙教室 本5

（広域隣保活動）

午前10時〜正午
陶芸教室 創
午後1時〜4時
書道教室 防
午後1時30分〜3時

16

金

Fri

お茶会2 本5

17

土

Sat

18

日

Sun

ピアノ教室 防

（広域隣保活動）

午前9時〜午後１時

午前10時〜正午

フラダンス講座 防

江府町立図書館 防
ものづくりクラブ

午後2時〜3時30分
ピアノ教室 防
午後4時〜6時

午前10時30分〜
（参加要予約）

江府町立図書館
電話：0859-75-2005

マイナンバーカード
交付窓口延長（要予約）
午後 7 時まで

手踊りクラブ 防

午後7時〜9時

江府町住民健診（会場：江府町役場本庁舎）

大河原線

下蚊屋線

19

20

午後1時30分〜3時30分

（広域隣保活動）

絵手紙・墨彩画教室 防

カラオケ同好会 本5
午前10時〜正午

囲碁同好会 防
午前10時〜午後4時
ピアノ教室 防
午後4時30分〜6時

アイリス合唱団 防
午後7時30分〜9時

大河原線

26

御机線

21

和紙折紙講座 役

22

23

24

25

午後1時30分〜3時30分

午前9時〜正午

和紙折紙講座 役

図書館休館日

午後1時30分〜3時30分
ピアノ教室 防
午後3時30分〜6時
ストリートダンス 役
午後6時〜8時

まなびや 防

ピアノ教室 防

午前9時〜午後1時

江府小学校・江府中学校

終業式

御机線

下蚊屋線

27

柿原線
下安井線

俣野線

28

パッチワーク同好会 防 押し花教室 防
午前9時〜11時30分
午後1時〜5時
ピアノ教室 防
ピアノ教室 防
午後4時〜5時30分
午後3時30分〜6時

29

30

（広域隣保活動）

午後4時〜6時

元気クラブ 本5

午前10時〜正午

ピアノ教室

防

31

ストリートダンス 役

午後6時〜8時

手踊りクラブ 役

午後7時〜9時

下蚊屋線

大河原線

月

8月

柿原線
下安井線

俣野線

御机線

防 ＝防災情報センター 福 ＝総合健康福祉センター 役 ＝江府町役場本庁舎 本5 ＝本町5丁目集会所 せ ＝せせらぎ公園

火

Mon

Tue

水

奥大山山の日ロックフェス

Wed

木

Thu

金

Fri

土

2

（広域隣保活動）

午前9時〜正午

3

4

午前10時〜午後4時
ピアノ教室 防
午後4時〜5時30分

午後3時30分〜6時
ストリートダンス 役
午後6時〜8時
奥大山カフェ 役
午後7時〜9時

囲碁同好会 防

大河原線

下蚊屋線

ピアノ教室 防

御机線

5

6

マイナンバーカード フラダンス講座 防
交付窓口延長（要予約） 午後2時〜3時30分
お茶会 本5
午後 7 時まで
（広域隣保活動）

午後2時〜4時
ピアノ教室 防
午後4時〜6時

俣野線

柿原線
下安井線

Sun

1

入場無料

ピアノ教室 防

日時：８月８日（日・祝）午前１０時〜午後５時
場所：エバーランド奥大山（無料駐車場有）問い合わせ：江府町観光協会 電話：0859-75-6007
グラウンドゴルフ教室 本5

日

Sat

午前9時〜午後１時

7

8

ピアノ教室 防

午前9時〜午後１時

江府町立図書館 防
おはなし会

午前10時30分〜
（参加要予約）

江府町立図書館
電話：0859-75-2005

7 月 12 日から 8 月 8 日の間、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、従来のイベント等が中
止や延期になる場合があります。詳しくは町のホームページをご覧いただくか、イベント等の主催
者へお問い合わせください。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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町報こうふの最新号や
バックナンバーは
江府町ホームページで！

「町報こうふ」は 2019 年４月号から紙面内容充実のため、穴開けを廃止しました。お手数ですが綴る際は、裏表紙の「○」および「▼」マークを目印にパンチ等で穴を開けていただきますようお願いします。

発行／江府町役場 〒689−4401 鳥取県日野郡江府町大字江尾1717番地1 TEL（0859）75−2211 FAX（0859）75−2389

編集／総務課 印刷／冨士印刷(有)

▲

たくさんのご寄付をありがとうございます！！

江府町ふるさと納税の活用実績について
江府町ふるさと納税でいただいた寄付金は「江府町
ふるさと応援基金」として積み立て、町の様々な事業
に活用されています。
令和２年度は、保育園の施設修繕や、学校のパソコ
ン更新、有害鳥獣対策、役場新庁舎建設などに使わせ
ていただきました（合計４５００万円）。
小さなまちだからこそ、みなさまからの寄付が、と
ても大きな力になっています。たくさんのご寄付をい
ただき本当にありがとうございました。引き続き江府
▲江府町役場本庁舎にも寄付金を充てています

町への応援をよろしくお願いします。
【江府町ふるさと納税に関する問い合わせ】
江府町役場住民課

電話：０８５９−７５−３２２３

地域で一緒に江府小学校の「ウラヤマ」を整備

▲雨が降りしきる中、整備をする様子

6/12

江府小の人気の遊び場、ウラヤマ。校庭脇の法面で斜面も
なんのその、児童が元気いっぱい遊びます。ところが、水が
しみ出たり枝が飛び出たりと危険個所も増えたため、使用禁
止に。再び安心して遊べるように、小学校、江府町学校運営
協議会、ＰＴＡが協力して一斉整備を行いました。資材は地
元企業からの援助によるもの。当日はあいにくの雨の中にも
関わらず、大人２６名、子ども２５名が参加。みなさんの頑
張りで、新しい道や階段、溝などが完成しました。
週明けの月曜、貴重な晴れ間を逃すまいと子どもたちの楽
しそうな声が早速ウラヤマに響きました。

今月の #kofupics

COVER

【タイトル】
御机の逆さ大山
【投稿者】
長尾 勝 さん
【撮影場所】
江府町御机

−表紙の写真−

＼投稿写真募集中／
このコーナーでは、インスタ
グラムにハッシュタグ
「#kofupics」をつけて投稿さ
れた写真を紹介しています。
みなさまからの、とびっき
り な「#kofupics」な 写 真 を
お待ちしています！！

今月ご紹介する写真は、御机の逆さ大山
を写した一枚。投稿者の長尾さんからは
以下のコメントをいただきました。
「四季を通じて多くの撮影者が集います。
大山南壁は、いつも違う雰囲気や稜線や
岩肌や雪や雨や風や雲や色や匂いを醸し
出しています。
そんななんとなく良いなぁと感じた風景をスマホで。
この季
節だけの穏やかな水面の逆さ大山は、田植えが終わり農家にとって一息つく
時間と重なりました。
大山に見守られながら人と太陽と奥大山の水が、美味
しいお米を育てています。
」

今月号の表紙は「江府町せせら
ぎ公園」で乱 舞するホタル。日
が 暮 れた午 後７時３０分頃 から
次第に舞い始め、午後８時には
無 数のホタルが 乱 舞。まるでそ
こは「ヒカリノセカイ」。
同公園はこれまで地域団体によ
り生育環境保護が行われ、ビオ
トープを中心としたホタルの観察
会等が実 施されてきました。こ
の「ヒ カリノ セ カ イ」を 守 り、
大切にしていきたいですね。

