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町報

９月
KOFU

供養、五穀豊穣、疫病退散
祈りをこめて繋ぐ伝統
こだいぢ踊り生配信（令和２年８月１７日撮影）

動画で町報こうふ!
URL:https://www.youtube.com/
user/townkofu

２０２０年国勢調査の実施について
５年に一度、日本にとって最も重要な国勢調査が令和２年１０月１日を基準日に実施されます。
調査員が、９月中旬から簡単な調査と調査書類の配布・回収をして回りますので、ご協力をよろし
くお願いいたします。ご不明な点がありましたら江府町役場総務課（電話：０８５９−７５−２２
１１）までご連絡をお願いいたします。

デジタル防災行政無線整備工事について
江府町では、デジタル用個別受信機の設置を、令和２年９月から各集
落へ順次開始しました。各集落ごとの設置に関する工程表は以下の通り
です。ご不明な点がありましたら江府町役場総務課（電話：０８５９−
７５−２２１１）までご連絡をお願いいたします。
（※なお、工期は変更
となる場合があります。あらかじめご了承ください。
）
集落名
一旦
下安井
宮の前
荒田
高谷団地
洲河崎
新道
半の上
武庫
武庫第２団地
池の内
日の詰
尾之上原
深山口
鏡ヶ成
笠良原
下蚊屋
御机
助沢
栗尾
小原
美用

工期
９月１日〜９月１５日
９月１日〜９月１５日
９月１日〜９月１５日
９月１日〜９月１５日
９月１日〜９月１５日
９月１日〜９月１５日
９月１日〜９月１５日
９月１日〜９月１５日
９月１日〜９月１５日
９月１日〜９月１５日
９月１０日〜９月２０日
９月１０日〜９月２０日
９月１０日〜９月２０日
９月１０日〜９月２０日
９月１０日〜９月２０日
９月１０日〜９月２０日
９月１０日〜９月２０日
９月２０日〜９月３０日
９月２０日〜９月３０日
９月２０日〜９月３０日
９月２０日〜９月３０日
９月２０日〜９月３０日

集落名
杉谷
宮市原
宮市
本町１丁目
本町２丁目
本町３丁目
本町４丁目
本町５丁目
新町１丁目
新町２丁目
小江尾
久連
白住団地
美女石
柿原
佐川
大満
貝田
袋原
西成
吉原
大河原

工期
１０月１日〜１０月１０日
１０月１日〜１０月１０日
１０月１日〜１０月１０日
１０月５日〜１０月１５日
１０月５日〜１０月１５日
１０月５日〜１０月１５日
１０月５日〜１０月１５日
１０月１０日〜１０月２５日
１０月１０日〜１０月２５日
１０月２５日〜１１月５日
１１月１日〜１１月１０日
１１月１日〜１１月１０日
１１月１日〜１１月１０日
１１月１日〜１１月１０日
１１月１０日〜１１月２０日
１１月１０日〜１１月２５日
１１月２０日〜１１月２５日
１１月２０日〜１２月５日
１２月１日〜１２月５日
１２月１日〜１２月５日
１２月１日〜１２月１０日
１２月５日〜１２月１０日
令和２年９月号
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ー特集ー

記憶と記録に残す

県内最古の庁舎

記憶と記録に残す

県内最古の庁舎

−特集−

いよいよ、江府町役場新庁舎が、新た
な地で今年９月２０日に完成を迎えよう
としています。（※外構工事は１１月３０
日まで）そして、来年１月中旬からは、
新庁舎での業務も開始を予定しています。
現庁舎での業務も残すところ、あと約
３カ月半―。
現存する県内最古の庁舎となった「江
府町役場庁舎（現在）
」を、記憶と記録に
残すことが、今だからこそ求められます。
今月号の特集は「江府町役場庁舎（現
在）」について触れていきます。
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令和２年９月号

▲江府町役場本庁舎玄関前に掲げられている表札
（令和２年８月１１日撮影）

年の歳月を経て

▲役場建設に係る当時の寄付者の芳名板

（昭和３１年８月撮影）

（令和２年８月１１日撮影）

■庁舎落成
鳥取県西部で最初の町村合併と
して﹁江府町﹂が発足したのは︑
昭 和 年６ 月 １ 日 ︒ 当 時 ︑ 江 尾 町
と神奈川・米沢の２村がお互いに
対等合併したものでありましたが︑
役場は江尾町の庁舎に置き︑神奈
川・米沢村役場は当分の間支所と
して使用されることになりました︒
昭和 年３月︑役場支所が廃止
されるのに伴い︑翌年の昭和 年
８月に︑江尾の江美城跡を背に日
野川の流れを望む高台に役場新庁
舎︵現在の役場本庁舎︶が落成し
ました︒規模は鉄骨本館１階 坪︑
同２階 坪︑その他付属建物を含
む１ ６ ８ 坪 で 総 工 費 は６ ０ ０ 万 円
︵当時︶を要しました︒連絡用に
は翌年の昭和 年９月に︑当時の
ニ ッ サ ン ジ ー プ ︵ １ ０５ 馬 力 ︶ が
購入されました︒
また︑昭和 年４ 月には︑ 坪
の町総合事務所も同じ役場構内に
新築落成し︑江府町農業共済組合︑
森林組合︑食料事務所︑農業改良
普及事務所︑町商工会などが収ま
りました︒
さらに︑昭和 年１月には役場
東庁舎の移転改築が行われました︒
こ の 後 ︑ 町 商 工 会 は 昭 和 年１
月︑江尾駅前の町有地に商工会館
を建設し移転しました︒

▲竣工当時の江府町役場本庁舎
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令和２年９月号

参考文献：江府町史、江府町報縮刷版Ⅰ

３１

５４

８４

４８

３２

３６

４１

２８

３０

５２

県内最古の庁舎
記憶と記録に残す
ー特集ー

６４

▲落成当時の江府町役場の様子

ー特集ー

記憶と記録に残す

県内最古の庁舎

歴代の「江府町報」で振り返る

あの頃の
江府町役場庁舎

江府町報第１５号より
（昭和４１年２月７日発行）

歴史の移り変わりと共に、江府町役場庁舎も変遷
を遂げてきました。歴代の「江府町報」から江府町
役場庁舎に関する記事を抜粋して紹介します。

江府町報第１９４号より
（昭和６０年１１月１５日発行）

江府町報第２２１号より
（平成元年１月１３日発行）
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令和２年９月号

ー特集ー

記憶と記録に残す

県内最古の庁舎

本庁舎

南庁舎（本庁舎裏）

６４年間、おつかれさまでした。
江府町役場はもうすぐ新しく生まれ変わります。

江府町役場庁舎
をご紹介します
▲役場本庁舎２階の大会議室では
これまで多くの会議や催事が行
▲役場本庁舎の 1 階と２
らせん

われてきました。

階をつなぐ螺旋階段

▲旧消防車庫

▲役場南庁舎（旧総合事務所）
▲役場本庁舎１階執務室（令和２年８月１１日撮影）

令和２年９月号
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ー特集ー

記憶と記録に残す

県内最古の庁舎

東庁舎

▲現在の江府町役場本庁舎（写真右）と東庁舎（写真左）（令和２年８月１４日撮影）

▲役場東庁舎２階議場

▲モダンなデザインの役場東庁舎
１階の照明灯

昨年、江府町役場は映画の撮影舞台にもなりました！

▲東庁舎と本庁舎をつなぐ
連絡通路

え

全日本ろうあ連盟創立７０周年記念映画「咲む」
昨年１０月に、江府町役場で撮影された映画「咲む」の上映が、
令和２年８月１６日に神奈川県横浜市で行われた上映会・制作発表
を皮切りに、全国の各会場で始まりました。上映会場や日程などに
つきましては、公式ホームページでご確認ください。
（右記のＱＲコードを読み取ることで公式ホームページ
にアクセスします）
▲昨年の撮影風景
7

令和２年９月号

旧江尾小学校米原分校をＢＭＸパークにリニューアル！！

▲ＢＭＸパークへと改修が進む旧江尾小学校米原分校体育館（令和２年８月１８日撮影）

廃校となった旧江尾小学校米原分校を
ＢＭＸパークにリニューアル！！
廃校となっていた旧江尾小学校米原分校を、
ＢＭＸパークへ改修するためのリニューアル工事が行われてい
※

ます。町から使用許可を受けた「奥大山Ｘ（エックス）スポーツ協議会」（冨永勇太会長）が、今年１０月初
旬の完成を目指し、すべて手作りで専用コースを製作しています。今後、全国規模の大会を開催する中で、
地元の食材等を扱った催しも同時に行い、地域活性化につなげていきます。

ＢＭＸってどんな競技？
「ＢＭＸ」とはバイシクル・モトクロスの略です。太いタイヤを
持つ小型の競技用自転車、またその自転車で行う競技です。起伏
のあるコースで速さやジャンプ、回転などの技術を競い合います。
２０２０年東京大会よりオリンピックの正式種目としてＢＭＸフ
リースタイル・パークが追加されました。（２０２０年３月２４日、
国際オリンピック委員会と公益財団法人東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会組織委員会は東京２０２０オリンピック・パ
▲ＢＭＸを紹介する冨永会長

ラリンピック競技大会の延期を発表しました。
）

※Ｘスポーツ・・・エクストリームスポーツの略。過激で挑戦的なスポーツ種目
または競技方法の総称。

令和２年９月号
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旧江尾小学校米原分校をＢＭＸパークにリニューアル！！

▲旧江尾小学校米原分校の外観。山が望める、
大自然の中のＢＭＸパークは全国でも珍しい。

▲丁寧に手作りされたコースの坂の裏側。

▲理想のコースになるように、実際にコースを運転
しながら改修を行っています。坂の傾斜により高
いジャンプが実現します。

今後の展開について

▲コースを制作する様子。

▲同協議会が当施設を展開していきます。
（写真左から冨永会長、遠藤真吾副会長）
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令和２年９月号

奥大山Ｘスポーツ競技会は、Ｘスポーツの練習場
を作り、県内外のプレーヤーに活用してもらうと
共に、地域住民との交流による地域活性化を図る
ことを目的としています。
町の使用許可を受けた同協議会が、Ｘスポーツの
練習施設としてのみならず、全国大会を年２回程
度開催する予定にしています。大会には全国から
多くの競技者や観戦者が訪れ、
「江府町」の魅力を
肌で感じていただくことで移住へのきっかけにな
るかもしれません。
また、教室の一室をシルクスクリーン（Ｔシャ
ツ等への印刷）ショップやフリースペースにリ
ニューアルすることも検討しています。さらに、
小中高の児童・生徒対象の社会見学などのイベン
トや子ども向けコースも検討しています。
災害時は速やかに、避難所として開放します。
地域と一緒に「にぎわい」を作っていきますので、
応援よろしくお願いいたします。

ほけレポ〜保健レポート〜

・まめ＝元気という意味。

・保健師、栄養士が毎月、

２１

症への理解を深め広げる啓発活動
が実施されています︒日本でも全
国各地で︑認知症支援のオレンジ
色のライトアップの取り組みなど
が行われています︒
認知症はだれにでも
起こりうる脳の病気

認知症になっても
安心して暮らせるまちに

した︒
江府小の児童のみなさんのおも
いやりのある気持ちを感じ︑出向
いた私たち職員もとても感激しま
した︒

﹁もしかして認知症かな？﹂
と思ったら
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令和２年９月号

【高齢の方の生活、介護、認知症などに関する総合相談窓口】
江府町地域包括支援センター（江府町役場福祉保健課内）
電話：０８５９−７５−６１１１

﹁認知症かな？﹂と思ったら︑
早めに気づいて相談することが大
切です︒同じもの忘れのような症
状でも︑肺炎や脱水など他の内科
的な病気が隠れている場合もあり
ます︒ご家族や近所の方だけで抱
えないで︑早めに受診や相談をし
ましょう︒
どこに相談したらよいかわから
ない場合は︑まずは江府町地域包
括支援センターへご相談ください︒

▲写真左から：浦部介護支援専門員、大下保健師、
坂本認知症地域支援推進員、山根社会福祉士

にいかいや！江府町

いのちと健康を守るため

の 情 報 を お 届 け し ま す。

９月は
世界アルツハイマー月間です

認知症は︑何らかの原因で脳の
神経細胞が壊れるために︑記憶力
や判断力が低下し︑日常生活に支
障が出るような状態を言います︒
高齢になれば︑だれにでも起こり
うる脳の病気です︒
高齢化が進んだ現在では︑国も︑
﹁認知症にならない﹂ための予防
ではなく︑﹁認知症になるのを遅
らせる﹂︑﹁認知症になっても進
行をゆるやかにする﹂ための予防
を提唱しています︒

私たちが日々の相談を受けるな
かで感じることは︑認知症になっ
ても安心して暮らせるために最も
重要なことは︑まわりの良い対応
やちょっとしたサポートだという
ことです︒まわりの良い対応に
よって︑認知症になっても穏やか
に暮らすことができます︒また︑
日常生活で少々できなくなったこ
とがあっても︑周囲のちょっとし
たサポートで住み慣れた地域での
生活を続けられることが多いので
す︒
江府町では︑認知症について正
しく知って理解してもらい︑認知
症の人や家族を温かく見守る応援
者を増やすために︑集落や学校な
どに出向いて認知症サポーター養
成講座を行っています︒
昨年秋に江府小ＰＴＡの人権教
育参観日親子ワークショップで
行った養成講座では︑１〜６年生
の児童のみなさんが︑困っている
高齢の方を見かけたら︑﹁やさし
く声をかけてあげる﹂︑﹁いっ
しょに家まで帰ってあげる﹂︑
﹁だいじょうぶだよと声をかけ安
心してもらう﹂など︑友達と考え
たことをたくさん発表してくれま

私たちがご相談をお受けします

保健レポート vol.６
まめ

〜

アルツハイマーという病気を︑
みなさんご存じですか？アルツハ
イマーは︑認知症の種類の一つで︑
日本の認知症患者の約半数を占め
ると言われています︒
毎年９月は︑世界アルツハイ
マー月間として︑９月 日の世界
アルツハイマーデーを中心に︑世
界の か国以上の国と地域で認知
▲公益社団法人認知症の人と家族の会
アルツハイマーデー２０２０ポスター

ほけ
レポ
１００

白石町長コラム「不易流行」/プロジェクトチーム活動報告

｣

※「信頼され、期待に応える役場づくり」プロジェクトチームとは・・・町長をプロジェクトリーダーとし、
町長により選任されたメンバーで構成。令和２年８月２０日に結成し、
「信頼され、期待に応える役場
づくり」について課を越えて取り組む。

﹁信頼され︑期待に応える役場づくり﹂

プロジェクトチーム
︵ ︶
※活動報告

白石町長が２期目の所信表 後の世界を意識︶﹂の５つの

明に掲げたことのうち︑﹁信 事項を意識しています︒今後︑

頼され︑期待に応える役場づ の進捗状況については︑この

くり﹂を役場全体に浸透させ コーナーで定期的に紹介をし

ていくための推進力とするこ ていきます︒

役場新庁舎がいよいよ完成

期待に応える役場づくり﹂も

日か 間近に迫る中︑﹁信頼され︑

とを目的として︑新たにプロ
ジェクトチームが８月
らスタートしました︒

町長をプロジェクトチーム メンバーが中心となり推進し

（写真左から：梅林徹【総務課】、橋谷遼【福祉保健課】、大岩寛明【総務課】

リーダーとし︑役場内から５ ていきます︒
名のメンバーが選任されまし

、白石町長、生田志保【福祉保健課】、中川敦紀【建設課】）

た︒プロジェクトチームが担
う使命は﹁クレドの制定と運
用の道筋をつけること﹂︒ク
レドとは︑江府町役場職員の
行動指針︑社訓のようなもの
です︒クレドの制定にあたっ
ては︑﹁①縦割り︑無関心の
打破﹂︑﹁②レスポンス︵返
答︑反応︶の速さ﹂︑﹁③確
実な引継ぎ︵つなぎ︶﹂︑
﹁④情報発信力の強化と役場
外との協働﹂︑﹁⑤やらなく

▲「信頼され、期待に応える役場づくり」プロジェクトチームメンバー

不
｢ 易流行

４９

１０

２０

てもいい仕事の削減︵コロナ

令和２年9月号
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太鼓と唄に合わせてこ
だいぢ踊り保存会のみ
ふ え き りゅ う こ う
なさんの祈りの舞が無
観客で披露されました︒
亡き江美城主蜂塚右衛
門尉を始めとしたご先
〜よき伝統を守りながら︵不易︶
祖様への供養︑五穀豊
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〜 穣祈願︑そして︑新型
コロナウイルスの早期
終息への願いを込めて︒その様子
平穏な日常が戻ることを祈って
はインターネットで全世界に発信
されました︒いずれのイベントも︑
人と人との十分な間隔をとり︑検
温や手指の消毒の徹底︑マスクの
着用等︑新型コロナウイルス感染
症対策が十分にとられていました︒
関係者のみなさんのご苦労︑ご
努力に敬意を表するとともに︑一
日も早く平穏な日常が戻ることを
祈りたいと思います︒

長い梅雨が開けたと思ったとた
ん︑暑い夏がやって来ました︒そ
んな８月︑江府町内で３つのイベ
ントが開催されました︒まずは９
日︑江府町総合体育館での第 回
江府中学校吹奏楽部定期演奏会で
す︒通常なら３月に開催される予
定でしたが︑延期となった５月に
も実施できず︑結局８月まで持ち
越されました︒少ない部員数で複
数の楽器を掛け持ちしての演奏︒
賛助演奏者の協力もあり︑素晴ら
しい演奏会になりました︒次に
日︑エバーランド奥大山で︑山の
日ロックフェスが開催されました︒
初めての山の日から連続４回︑江
府町観光協会の主催による野外音
楽フェスティバル︒天の蛍二代目
波留イメージガールのＲＩＮＡさ
んも新曲を披露されました︒そし
て 日︑本来であれば江尾十七夜
が盛大に行われる日です︒これも
観光協会の主催で東祥寺を会場に︑

▲こだいぢ踊りでの挨拶の様子

白石町
コラム長
Vol.49

１７

まちの話題

8/6

新たな出生祝い金事業の第１号に加藤咲妃（さき）さん（池の内）
町では、人口増加による活力あるまちづくりと、住民
福祉の向上を図ることを目的として、出生祝い金事業を
実施しています。今年度から、新たに出生祝い金を増額
し、記念品を贈呈しています。（記念品は５種類の育児
グッズの中から選べます）事業の第１号は、池の内の加
藤咲妃さん。８月６日（木）、白石町長がご自宅を訪問
し、ご家族へお祝いを贈呈しました。これからも町の宝
であるお子さまたちの健やかな成長を願い、一人でも多
くのお子さまにお贈りしたいと思います。

8/9

▲出生祝い金と記念品を贈呈

想いをのせて、感謝をこめて〜江府中学校吹奏楽部〜

▲演奏の様子

「第４９回江府町立江府中学校吹奏楽部定期演奏会」
が８月９日（日）、江府町運動公園総合体育館で開催さ
れました。新型コロナウイルスの影響により、これまで
２度の開催延期となる中、プログラムを一部変更し、人
数制限しての開催に至りました。新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、会場では徹底した対策が取られるな
か、部員のみなさんはサポートメンバーと一緒に素晴ら
はるな
しいハーモニーを奏でました。部長の加藤花奈さんは
「コンクールが中止となり、部員が目標を見失いかけた
時もありましたが、この定期演奏会に目標を切り替えま
した。演奏を通じて、支えてくれたみなさんに感謝を届
けたいと思います」と述べられました。

▲挨拶を述べる加藤部長

▲サポートメンバーも加わり、素晴らしい定期演奏会になりました

大自然を五感で感じる奥大山山の日ロックフェス
「奥大山山の日ロックフェス」が８月１０日（月・
祝）、奥大山スキー場で開催されました。新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、受付で有志ボランティアに
よる検温が行われる中、山の日にちなんで江府町観光協
会が企画する同ロックフェスも今年で４回目を迎えまし
た。地元アマチュアバンドなど８組が出演し、特設ス
テージでロックやポップスなど多彩なジャンルの曲が演
奏されました。演奏の合間にはＢＭＸやＤＪによるパ
フォーマンスイベントも披露されました。

8/10

▲奥大山をロックの音色が包み込みました
令和２年９月号
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まちの話題

8/11

水のしくみを学ぼう！！〜子供の国保育園年長児〜

▲町職員によるろ過の実験の様子

子供の国保育園年長児を対象にした「水の学習」を８
月１１日（火）、子供の国保育園で行いました。町水道
担当職員が水道から水が出るまでの流れを説明した後、
ペットボトルを加工して製作したろ過装置を用いて、泥
水が透明な水にろ過されるまでの工程を実験していきま
した。装置からろ過された透明な水が出てくると園児た
ちは驚きの表情。実験後、園児は「木や食べ物の中にも
水はありますか」、「雨が降らなくても水は無くなりま
せんか」などの質問を町職員にしました。

伝統を守り、先祖への供養、五穀豊穣、疫病退散を祈念して
江府町観光協会主催による「こだいぢ踊り生配信」が
８月１７日（月）、江尾の東祥寺境内で行われました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年度の江尾
十七夜が中止となる中、先祖への供養や五穀豊穣、疫病
退散を祈念して「こだいぢ踊り保存会」により無観客で
実施されました。同保存会の見山收会長は「祭りが中止
になったことは残念ですが、踊りを伝えることができた
のは何よりです」と述べられました。踊りの後には、厄
除けを祈念して花火が約７０発打ち上げられました。

8/17

▲挨拶を述べる見山会長

▲江府小児童が制作した灯ろうも飾られました

▲厄除け花火の様子

8/20

明徳学園生と江府中学校生徒による交流

▲陶芸の様子

13

当日の様子を収めた動画は右記のＱＲ
コードを読み取ることでご覧いただけ
ます。

令和２年９月号

「明徳学園生と江府中学校生徒による交流」を８月２
０日（木）の明徳学園の開講日に、江府町特産品加工セ
ンター、高齢者創作館、江府町防災・情報センターで開
催しました。中学生が参加したのは、１１ある専門課程
のうち、「茶道」、「陶芸」、「華道」の３講座。陶芸
に参加した生徒は、「焼き上がりが楽しみです」と感想
を話していました。この取り組みは中学生の提案で平成
２９年度から始まり、夏休み期間中に毎年開催していま
す。

まちの教育
江府町立義務教育学校（令和 4 年度開校予定）の校名が決まりました

新しい学校は「奥大山江府学園」に決定！
令和４年度開校予定の江府町立義務教育学校の校名・校舎名について公募したところ、町内外から１５０
通を超える応募がありました。７月２８日に開催された第３回江府町義務教育学校設置準備委員会での選考
を受け、江府町議会に報告し、次のように決まりました。

【校名】奥大山江府学園
応募者の思い

・自然豊かな奥大山で、力強く成長してほしい。
・ふるさとを大切にする子どもたちを育てたい。
準備委員会では「奥大山の中にある江府の学校というイメージがよい」、「『奥大山』が校名につくと、ふる
さとを感じてもらえる」、「ここの土地を表している」、「『奥大山』というのが、揺るぎないイメージがあり、
それを背景に育ってほしい」、
「県内、県外からでも、『奥大山』で場所がイメージしてもらえるのでは」など
の意見が出されました。
また、江府町の義務教育学校は現在の小学校舎、中学校舎を利用するため、２つの校舎があります。それ
ぞれの校舎名も同様に選考、議会への報告を行い、次の名称に決まりました。

【現小学校舎名】ブナの森校舎

【現中学校舎名】日野川校舎

応募者の思い
・ブナの森は水をきれいにするから、自分の心もきれいで相手の心もきれいにできるように。
・自然に囲まれているから。
・「森」をイメージして、江府町の原生林から連想した。
・この自然がずっと続いてほしい。
・日野川に面しており、中学校は日野川の流れのようなゆるやかに時にきびしく、明るく強くという願いを込
めて。
・日野川の清流と共に、又その校歌と共に、永遠に町民の心にあり続ける校舎に。そこで育つ生徒は、川の流
れのように深みのある人になってほしい。
・ふるさとの川を大切に。
・地域の山や川、自然を大切にしてほしい。

等

たくさんのご応募、ありがとうございました。

令和２年９月号

14

まちの教育

令和４年度以降（成人年齢引き下げ後）の成人式について
町では、民法の改正による成人年齢の引き下げに伴う令和４年度以降の成人式の持ち方につい
て、該当する年代および保護者へアンケートを取り、検討した結果、令和４年度以降も成人式の
対象年齢は２０歳とし、
開催日については１月の第 2 週日曜日に執り行うこととなりました。なお、
令和４年度以降の成人式の名称については、今後検討して参ります。
成人式に関する問い合わせなど、詳しくは以下にお問い合わせください。

【問い合わせ】江府町教育委員会事務局 電話：０８５９−７５−２００５

エリカ先生の KOFU DE ACADEMIA 25

エリカ先生の動画は
こちらから

Where I Am Now
After leaving Japan, I moved to western Korea
as an English teacher. I decided to move to
Korea, rather than stay in Japan so that I could learn more about
▲離任式で拍手で見送られる
エリカ先生。２年間本当にあ
りがとうございました！！

diﬀerent Asian cultures that I am interested in. I donʼ t speak the
language or know much outside of k-pop, which is why I decided
to challenge myself with a new experience while making new,

exciting connections.
When I return back to America after teaching, I plan to ﬁnally enter graduate school where I will
study viruses so that one day I can take part in creating vaccines for such occasions as the next
pandemic!
I

wish you all luck and thank you again for everything. I will do my best to come back to see you

all again someday! Until that day, I hope you all stay well!
私が今いるところ
日本を去ってから、私は英語の先生として韓国西部に移りました。私が日本に残るよりも韓国行
きを決めたのは、興味を持っているアジアの異なる国についてもっと学ぶことができるからでした。
私は韓国の言葉を話せませんし K ポップ以外についてはあまり知りません。だから新しいワクワク
するような関係を作りながら、新しい経験に挑戦することに決めました。
韓国で教えることを終えアメリカに戻ったら、最終的にウイルスを研究する大学院に入学する計
画です。そうすれば次のパンデミックなどのためにワクチンを作ることに参加できます！
私はみなさんの幸福を願っています。またすべてのことに感謝しています。私はいつの日か再び
みなさんに会いに戻ってくるためにがんばります。その日までみなさんがお元気なことを祈ってい
ます。
15

令和２年９月号

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

今年８月から江府町に新たに着任した２名の地域おこし協力
隊員。着任して１カ月が過ぎましたが、江府町に来てどんな感
想をいだいたのでしょうか。今月号も、江府町の地域おこし協
力隊員の活動を報告します。

今月号のテーマ

「日々、感じたこと」
農業部門（活動内容：農事組合法人宮市での商品開発など）
初任の 8 月は、コロナ自粛を終えたあと、11 日火曜日から仕事に就いています。
早速、農事組合法人宮市の米糀の製造工程を学びながら、大豆・そば畑の見回りや
苗箱洗いなど、松本さん ( 元・江府町地域おこし協力隊 ) のご指導を仰いでおります。
先日、道の駅奥大山へのご挨拶のときに、「大山スイカ」という珍しいスイカを見
にしじま

としあき

西嶋 俊明

つけたので、親しい人などに送りました。
ところで、最近よく見かけるバッタが、海外で農作物を荒らしている
ビバッタ

サバクト

によく似ていて、農作物への被害がないか少し気がかりです。

引き続き、いろんな勉強をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

なぜ

大山スイカ？
もしかして

サバクトビバッタ

？

ふるさと教育（活動内容：日野郡公設塾まなびや「縁側」での塾講師）
先月の着任から、早くも 1 カ月が経過しました。主に「国語」を担当していますが、
その他の教科を教える機会もあり、日々学生時代の復習の繰り返しです。
学習支援の他に、8 月 11 日（火）・12 日（水）の 2 日間、作家・大学教員の方々
をお招きして特別講座を開催しました。生徒たちは、ワークショップ・異文化交流
あべ

まさき

阿部 将樹

を通じ、学力向上は勿論、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力等、様々
な能力を身に着けました。
また、「縁側」では体験を通じた探求学習も行っています。生徒一人ひとりの興味
関心や進路、学校で行っている「課題研究」等
の学習テーマに合わせて、講師 3 人が生徒に
寄り添い、対話しながら伴走をしています。
実際に勤務してみると、自分の予想以上に分
からないことだらけで、自分自身も日々勉強で
はありますが、縁側が高校生にとって良い場に
なるように、今後も頑張っていきます！

▲特別講座の様子

令和２年９月号
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農業委員会だより

令和２年度 秋の農作業標準賃金について
８月１１日開催の農業委員会総会で決定しましたのでお知らせします。
一

作業区分

般

作

業

整 備 田

コンバイン

機械

耕

未整備田

整 備 田

起
畦

草刈

標準賃金

畔

未整備田
等

お気軽にご相談ください！

備考

１日８時間 賄いなし

7,600 円

17,160 円
6,600 円
1,700 円

１０a あたり

地利用最適化推進委員または農業委員会事務局までご相談ください。
大字

農業委員

江 尾

本高 善久

久 連

本高 善久

小江尾
江尾

佐 川

日光

奥田 隆範

柿 原

奥田 隆範

求

竹内

求

竹内
竹内

求
求

神庭 良昌

長尾

宮 市

松本 良史

見山

遠藤

功

谷口 一郎

中田

泰

梅田

茂

長尾

杉 谷

保
保

加藤 直行

貝 田

加藤 直行

美 用
御 机

中田

助 沢

泰

下蚊屋

梅田

下安井

松原 憲治

武 庫

神奈川

竹内

吉 原

大河原

米沢

最適化推進委員

本高 善久

茂

船越 征子

洲河崎

松原 憲治

俣 野

山本 信男

神庭 良昌
神庭 良昌

見山

收
收

谷口 一郎
谷口 一郎

見山

見山

收

收

宇田川 保
宇田川 保
宇田川 保
宇田川 保

９月の農地相談会
お気軽にご相談ください。

◎ 相談日 令和2年9月17日（木）午後1時30分から3時30分
◎ 場 所 江府町山村開発センター
※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２年９月号

当事者同士で協議の
上決定してください。
（２）表示金額は消費

１時間あたり（燃料・機械含む）

売買・相続・転用など農地に関することは、お近くの農業委員・農
地区

（１）本表を目安に、

１０a あたり

20,350 円
7,700 円

（注）

税を含む金額です。

老後をサポート

農業者年金

【加入条件】

・２０歳以上６０歳未満の方
・国民年金第１号被保険者
・年間６０日以上農業に従事する方

【特徴とメリット】

・終身年金で８０歳までの保証付き
・加入、脱退が自由

・保険料額は自由設定で変更可能
・税制面での優遇措置あり

・積立方式の確定拠出型年金
・保険料の国庫補助（※）

（※政策支援を受けて加入した場合）

農業委員会総会のご報告
＜令和２年８月１１日（火）開催＞

審議案件すべて承認されました
農用地利用集積計画（案）について

２件

農用地利用配分計画（案）について

１件

農地法第３条の規定による許可申請
について

１件

農地転用事業計画変更申請について

３件

秋の農作業標準賃金について

１件

電話：０８５９−７５−６６２０

まちのお知らせ
公証週間休日法律相談
▶日時

「お知らせ」
「イベント」など

法務局からのお知らせ

暮らしに役立つ情報をお届
けします。

あなたの大切な自筆証書遺言書

１０月３日（土）

を法務局（遺言書保管所）が保管

午前９時から午後４時まで

します。遺言には、法律の専門家

▶会場

である公証人に依頼して作成する

米子公証役場

公正証書遺言と、遺言者が自書し

（米子市加茂町二丁目１１３番地

す。法務局では、令和２年７月１０

▶相談内容

日から、本人が自書した自筆証書

公正証書作成にかかる遺言、任意

遺言書を保管する制度を開始しま

後見、離婚（慰謝料・養育費等）

したので、皆様の大切な財産を確

などに関して、公証人が相談に応

実に託す方法の一つとしてご活用

じます。

ください。なお、保管申請の手続

▶その他

きは事前予約制により行っていま

予約制ですので、事前に電話連絡

すので、詳しくは法務省ホームペー

をお願いします ( 平日午前９時〜

ジまたは下記法務局までお問い合

午後５時受付）
。相談は無料、秘

わせください。また、公正証書遺

密は厳守します。

言に関するお問い合わせは、下記

米子公証役場
電話：０８５９−３２−３３９９

鳥取運輸支局からの
お知らせ

【９月１日発売】
鳥取県総合情報誌
『とっとりNOW』
127号

て作成する自筆証書遺言がありま

加茂町ビル２階）

【問い合わせ】

江府町役場
電話：０８５９-７５-２２１１
（代表）
〒６８９-４４０１ 江府町大字江尾４７５

公証役場にお尋ねください。
【問い合わせ】
鳥取地方法務局米子支局
電話：０８５９−２２−６１６１
米子公証役場
電話：０８５９−３２−３３９９

安 全確保と環 境保 全は車の点

困ったら一人で悩まず
行政相談

検・整備が必要です。
日常点検や定期点検は車のトラ

災害時の人命救助に活躍する災
害救助犬と、行方不明者捜索な
どの捜査に全国で日々貢献する警

ブルを防ぐだけでなく、地球温暖

１０月１９日（月）から 25 日（日）

察犬。巻頭特集では、訓練士に

化の原因であるＣＯ２の削減にもつ

までの 1 週間は「行政相談週間」

現場での様子を聞き、人のため

ながります。

です。行政相談は、国など役所の

に 尽くすその 仕事ぶりを 紹 介す

特に、長くご使用の車は、細や

仕事や暮らしの中の「こんなこと

る。

かな点検が欠かせません。日頃か

で困っている」
、
「相談先や制度が

一方、特 集では野鳥の保護や

ら車の健康管理を心がけましょう。

分からない」などの不便について

調査を長年行う「日本野鳥の会

相談にお答えする制度です。

鳥取県支部」の活動の様子と共

【問い合わせ】
中国運輸局鳥取運輸支局

江府町では、毎月第 3 水曜日に

に「トリの県」の魅力を伝える。

検査・整備・保安担当

人権・行政相談所を開設し、相談

▶取扱場所

電話：０８５7−２２−４１１０

を受け付けています。

鳥取県庁広報課内、県内書店ほか

【１０月の人権・行政相談所】

▶定価

▶日時

１部３１５円（税込）

１０月２１日（水）

▶発行

午前 9 時〜正午

年４回（３,６,９,１２月）

▶場所 江府町防災・情報センター

【問い合わせ】

▶行政相談委員

鳥取県広報連絡協議会

井上あけみ委員

電話：０８５７−２６−７０８６
令和２年９月号
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Information
鳥取県行政書士会
無料相談会について
行政書士が、官公署に提出する

募

鳥取県町村総合事務組合
採用試験実施のお知らせ

▶採用職員の身分

鳥取県西部広域行政管理
組合営火葬場
「桜の苑」
改
修工事における仮設施設
の利用について

許認可等の書類や、相続・遺言、

地方公務員（一般事務組合の職員）

成年後見、帰化・在留申請等の相

▶受験資格

談に応じます。
（行政書士業務の

・鳥取県内在住者（出身者を含む）

の苑」
（米子市長砂町）は、令和

範囲内で対応いたします。）

・平成２年４月２日から平成１１年

２年６月から令和３年３月までの

【電話相談】

本組合が運営する火葬場「桜

４月１日までに生まれた方

予定で改修工事を実 施していま

▶日時

▶採用人員 １名

す。火葬の受付などは通常どおり

１０月１日（木）

▶試験区分

行いますが、令和２年１０月から

午前１０時〜午後３時

▶採用予定日

令和３年１月までの間、待合室・

▶受付電話番号

令和３年４月１日

便 所等について、仮設施設のご

０８５７−２６−１５３２

▶申込締切日

利用をお願いします。

【無料相談】

大卒程度（行政事務）

令和２年１０月７日（水）必着

工 事 中 は、駐 車台 数の 減 少、

▶日時

▶試験日・会場

施設内への仮設物の設置、作業

①１０月１３日（火）

令和２年１０月２５日（日）

音や振動などの発生のため、ご

午前１０時３０分〜午後０時３０分

鳥取市内

利用の皆さまにはご不便とご迷惑

②１０月１７日（土）

▶申込書配布

をおかけしますが、ご理解いただ

午前１０時〜午後２時

鳥取県町村会・各町村役場などで

きますようお願いします。

③１０月２１日（水）

配布、鳥取県町村内のホームペー

午前１０時〜午後１時

ジからダウンロードもできます。

④１０月２７日（火）
午前１０時〜正午

【問い合わせ】
鳥取県町村会
（鳥取県町村総合事務組合）

▶場所
①境港市老人福祉センター（浜の

電話：０８５７−２６−８３５５

なお、工事のお知らせは組合
ホームページに掲載しています。
【問い合わせ】
鳥取県西部広域行政管理組合事
務局施設工事課
電話：０８５９−２９−５１２４

里）
②米子市立図書館

鳥 取 県 町 村 会 ホ ーム

組合ホームページは左

③南部町立図書館（法勝寺本館）

ページは左記ＱＲコード

記ＱＲコードからアクセ

からアクセスできます。

スできます。

２階読書室
（※当日受付、先着順）
④岸本公民館（※要予約）
新型コロナウイルスの影響によ
り、中止する場合があります。
詳しくは下記ホームページまたは
事務局にてご確認ください。
【問い合わせ】
鳥取県行政書士会事務局
電話：０８５７−２４−２７４４
鳥取県行政書士会
ホームページは左記Ｑ
Ｒコードからアクセス
できます。
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令和２年９月号

まちのお知らせ
ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ

ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため
ひとり親世帯に臨時給付金を支給します

１．基本給付

※1

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付

【給付の対象となる方（以下、①〜③のいずれかに該当する方）】
①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
※2

※3

②公的年金等を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方

③新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している
方と同じ水準になっている方

※１

児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。

※２

遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

※３

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去の児童扶養手当の申請により、
令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象となります。

【給付額】１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

２．追加給付

新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付

【給付の対象となる方】

上記、基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて

家計が急変し、収入が減少している方

【給付額】１世帯５万円

給付金の支給手続きについては、申請が必要です。

※ただし、令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方の基本給付については申請不要です。

【問い合わせ】江府町役場福祉保健課

電話：０８５９−７５−６１１１

江府町お試し住宅「みらい家」がオープンしました！
令和２年８月７日、江尾本町四丁目地内に待望の移住者向け居住体験施設がオープンしました。開設に

先駆けて行われた近隣住民向けの内覧会には、延べ３５人の方が訪れました。

今後、施設の運営管理は、
「ＮＰＯ法人こうふのたより」が中心となって行っていきます。なお、施設

の見学希望を随時受け付けています。お気軽にＮＰＯ法人こうふのたより（電話：０８５９−７２−３１
２２）までお問い合わせください。

▲お試し住宅の外観の様子

▲えびちゃんがお出迎え

▲内覧会の様子
令和２年９月号
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Information

宅配業者をかたる
消費者トラブル 偽のショートメール
気をつけよう

携帯の電話番号宛てに届くメッセージ

相談事例

「荷物をお届けしましたが、不在のため持ち帰りました」という宅配業者からのショートメールが届いた。荷物
が届く予定はなかったが、確認しようと記載されたＵＲＬを押してしまった。その後、見知らぬ人から電話やショ
ートメールが届くようになり、自分の情報が漏れたのではないかと不安になった。

アドバイス

・タップしたＵＲＬから偽サイトへ誘導され、不審なアプリをインストールすることで、自分のスマホから同じ内容のシ
ョートメールを不特定多数に送信してしまう、キャリア決済で不正利用される、アカウントが悪用される等の被害に
つながります。
・ショートメールやメール内のＵＲＬを安易にタップしてはいけません。タップする前に、公式サイトなど確かな情報源
で確認しましょう。電話番号、パスワード、認証番号など重要な情報を安易に入力しないよう習慣づけましょう。
・不審なアプリをインストールしてしまった場合は、アプリのアンインストール、スマホの初期化、パスワードの変更、
キャリア決済の不正請求がないか携帯電話会社に確認する必要があります。
・詳しくは、情報処理推進機構（ＩＰＡ)の情報セキュリティ安心相談窓口をご参照ください。

○消費生活相談員による相談窓口
ご相談ください
９月２３日（水）、
１０月１４日(水) 午前9時〜午後４時
役場本庁舎1階会議室にて開催（役場正面向かって右側の入り口からお入りください）
○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
お気軽に

シにとって危険性の低い農地では︑
真昼間でも被害が発生する﹂ので
せっかくきれいに電気
あれば ……
柵を張っていても︑夜だけ電気を
流す﹁夜モード﹂で使っていると︑
電気の流れていない昼間に被害に
あうかもしれないということです︒
高低差がある農地︵農道や民家か
ら 作 付 け 面 が 見 晴 ら せ な い 農 地︶
イノシシの話をした際︑驚かれ などもイノシシに危険性が低いと
ることの一つに﹁イノシシは昼行 判断されがちです︒
性の動物である﹂という話があり
また︑電気柵の昼と夜の切替は
ます︒イノシシは林内などの人間 光センサーで行っているので︑電
を 警 戒 す る 必 要 が な い 場 所 で は︑ 源が切れる明け方に入られてしま
昼間に活動します︒イノシシが夜 うケースもあります︒
行性を示すのは︑人間の活動によ
だ か ら 電 気 柵 は﹁ 時 間 通 電
る二次的な習性と言われています︒ を！﹂というわけです︒
つ ま り︑人 間 を 恐 れ て い る の で︑
おいしい作物のある農地には︑夜
な夜な来るだけなのです︒
このように聞くと︑一つの疑問
が わ い て き ま す よ ね︒﹁人 間 の 気
配が昼間でもほとんどない農地な
ら昼間に来るのでは？﹂と︒
答えは﹁その通り︑昼間でも出
てきます﹂です︒下の写真はワイ
ヤーメッシュ柵の外側を︑子連れ
のイノシシがウロウロしていると
ころです︒写真左下の少し茶色に
なっているのが︑ウリ坊です︒撮
影時間は午前 時 分︑ほぼ真昼
間です︒
﹁人 間 の 気 配 の 少 な い︑イ ノ シ

第２８回
農地は昼間も
狙われている！

１１
４５

日野郡鳥獣被害対策協議会
実施隊チーフ 木下卓也
【問い合わせ】0859−72−1399

２４

▲メッシュ柵の外側をウロウロするイノシシの親子の様子
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令和２年９月号

まちのお知らせ

高収益作物次期作支援交付金のご案内

口座振替のお願いについて

今月の税金

・固定資産税（3期）・後期高齢者医療保険料（3期）
・国民健康保険税（4期）・介護保険料（4期）
納付期限および口座振替は令和2年9月30日（水)です。

竜成

︵性別︶ ︵保護者︶

女

︵年齢︶ ︵世帯主︶

日から８月末までの届け ︵敬称略︶

３０

令和２年９月号

人の動き

7月

宮市
宮市

名︶

うい

優依

◎ご結婚を祝します

︵氏

おくだ

奥田

松本 良史
山村 杏香

︵住所︶

原

名︶

◎お誕生おめでとう

柿

︵氏

93 84 75 84

︵住所︶

（前月比＋101.3万円）

す。保険料は納付期限までに納めましょう。

◎ごめい福を祈ります

万円
延寄付金額 5,903,000円

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

英俊
正記
誠
本人

（前月比＋55件）

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

歳
歳
歳
歳

現在

額１６，540円です。保険料は日本年金機構から送られる納付

小江尾 長尾 利彦
一 旦 古川 武己
新町二 神庭 春市
柿 原 奥田 益枝

8 31

延申込件数 340件件

和子死去
利彦死去
春市死去

令和２年
日日
月

祖母
父
父

ふ る さ と 納
税

令和２年４月から令和３年３月までの国民年金保険料は月

社会福祉協議会に次の方から
ご寄付をいただきました︒

応援ありがとうございます！

３０

日から８月末までの届け ︵敬称略︶

）は前月比

徹
英俊
誠

令和２年８月３１日現在（

7月

1,028 世帯（ 0 ）

◎香典返しとして

■世帯数

武 庫 梅林
小江尾 長尾
新町二 神庭

■まちの人口 2,797 人（ - 6 ）
男 1,311 人（ - 3 ）
女 1,486 人（ - 3 ）

納付期限 9月分 令和2年11月2日（月）まで

ご寄付

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、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融機
関は、山陰合同銀行・鳥取西部農協・鳥取銀行・
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
住民課にご相談ください。

今月の国民年金
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9

14

月

防 ＝防災情報センター 開 ＝山村開発センター 福 ＝総合健康福祉センター 役 ＝江府町役場本庁舎 創 ＝高齢者創作館

月

Mon

カラオケ同好会 本5
（広域隣保活動）

午前10時〜正午
押し花教室 防
午後1時〜5時

本5 ＝本町5丁目集会所 せ＝せせらぎ公園

15

火

Tue

囲碁同好会 防

午前9時〜午後3時
ピアノ教室 防
午後4時〜5時30分

大河原線

22

午前9時〜正午

午前9時〜正午

午後1時30分〜3時30分

午後4時〜5時30分

Wed

ピアノ教室 防

午後3時30分〜5時30分
書道教室 本5
(広域隣保活動)

午後4時30分〜5時30分
ストリートダンス 防
午後6時30分〜8時

下蚊屋線

21

ピアノ教室 防

16

水

Thu

明徳学園開校日

Fri

フラダンス講座 防

陶芸教室 創

書道教室 防

午後2時〜4時

午後1時〜4時

19

午後1時30分〜3時

午後１時30分〜2時30分
ピアノ教室 防

午前10時〜正午

元気クラブ 本5
（広域隣保活動）

押し花教室 防

午後1時〜5時

人権・同和教育講座

「第２回たんぽぽ学
級②」 防

29

30

（広域隣保活動）

午後3時30分〜5時30分
ストリートダンス 防
午後6時30分〜8時

パッチワーク教室 本5
午前10時〜正午

ピアノ教室 防

午後4時〜5時30分

大河原線

下蚊屋線

10月
月

ピアノ教室 防

御机線

26

27

午後4時〜5時30分

午後1時30分〜3時30分

午前9時〜正午

和紙折り紙講座 防
子供の国保育園
運動会

人権・同和教育講座

時間：午前9時〜
場所：子供の国保育園
※雨天時は町体育館
にて行います。

図書館休館日

柿原線
下安井線

俣野線

【人権・同和教育講座「第２回たんぽぽ学級】
（※事前申し込みをお願いします）
開催日：①９月２４日（木）
、
②９月２８日（月）
時間：午後７時〜８時
場所：江府町防災・情報センター
内容：ＤＶＤ「『部落の心を伝えたい』番外編 下巻『いま、ここ』からの出
発〜江嶋修作〜」
問い合わせ：江府町教育委員会事務局 電話：０８５９−７５−２２２３

防 ＝防災情報センター 開 ＝山村開発センター 福 ＝総合健康福祉センター 役 ＝江府町役場本庁舎 創 ＝高齢者創作館

火

Tue

水

Wed

木

Thu

1

金

Fri

2

お茶会 本5

土

3

ピアノ教室 防

午前9時〜正午

柿原線
下安井線

俣野線

(広域隣保活動)

午前9時〜正午

6

7

午前9時〜午後3時
ピアノ教室 防
午後4時〜5時30分

(広域隣保活動)

手芸教室 本5

8

9

ピアノ教室 防

午後4時〜5時30分
いけばな教室 防
午後7時〜9時

午前10時〜正午
ピアノ教室 防

午後4時〜5時30時

Sun

4

午後2時〜4時
ピアノ教室 防
午後4時〜5時30分

囲碁同好会 防

日

Sat

（広域隣保活動）

5

ピアノ教室 防

本5 ＝本町5丁目集会所 せ ＝せせらぎ公園

Mon

グラウンドゴルフ教室 本5

Sun

25

ピアノ教室 防

本の貸出、閲覧はで
きません。本の返却、
新聞・雑誌の閲覧は
できます。

28

20

日

柿原線
下安井線

「第２回たんぽぽ学
級①」 防

御机線

Sat

おはなし会 防
午前 10 時 30 分〜
【問い合わせ】
江府町立図書館
電話：0859-75-2005

ピアノ教室 防
午後4時〜5時30分

俣野線

24

土

江府町立図書館

（広域隣保活動）

23

午後3時30分〜5時30分
ストリートダンス 防
午後6時30分〜8時

18

金

午後2時〜3時30分
お茶会 本5

御机線

パッチワーク同好会 防 日本茶講座 防

絵手紙・墨彩画教室 防 ピアノ教室 防

17

木

ストリートダンス 防

午後6時30分〜8時
奥大山カフェ 防

10

11

江府町立図書館
おはなし会

防
午前 10 時 30 分〜
【問い合わせ】
江府町立図書館
電話：0859-75-2005

ピアノ教室 防

午前9時〜正午
まなびや 防
午後0時30分〜4時

午後７時〜９時

大河原線

下蚊屋線

御机線

俣野線

柿原線
下安井線

9 月 14 日から 10 月 11 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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▲

江府町子育て世代包括支援センター

「おひさま」

江府町子育て世代包括支援センター「おひさま」では、子育て機関の情報や支援を切れ目なくつ
なぎ、一貫したサービスの提供を目指しています。

＜こっこくらぶ＞
８月１７日（月）、「第 1 回こっこくらぶ」を開催しました。今回は、助谷恵さんを講師
にお迎えし、「ベビトレヨガ」を実施しました。参加者のみなさんからは、「体を動かす機
会がなかったのでリフレッシュできた」、
「子どもと触れ合いながら楽しくできて良かった」
などの感想が聞かれ、子どもとの触れ合いをたのしみながら、リフレッシュできる時を過
ごしました。

筋肉への
アプローチ

ママトレ

スマイル

五感を刺激
し、可能性
を広げる！

ベビトレ

ふれあい
で笑顔に

今月のフェイス

岡本

聖さん

（本町３丁目在住）

キッチンカーで盛り上げていきたい

COVER

−表紙の写真−

２０１７年に実家がキッチンカーを導入し
たのと同じくして転職し、以来移動販売を
行っています。
現在、週末は主に米子、平日
は町内で週２回出店しています。
県内外の各
種イベントにも出向き、先月８月に行われた
江尾の東祥寺で８月１７日
「奥大山山の日ロックフェス」でも出店しまし （月）に行われた「こだいぢ
た。
場所にもよりますが、夏場は本当に暑く、 踊り生配信」の 様 子を収め
た一枚。新 型コロナウイル
毎日「奥大山の水」を２リットル近く補給しな
ス 感 染 拡 大防止のため、５
がら販売をしています。
初めて購入いただい
００年 の 伝 統 の 祭り「江 尾
たお客様から「おいしかったから、また来ま
十七夜」は残 念ながら中止
した」と言葉をいただけるのが何よりも嬉し
となりました が、県 無 形文
いです。
新型コロナウイルスで大変な時世で
化 財「こだいぢ 踊り」は保
存会により、無観客で例年
すが、こういった時だからこそ心をこめて作
と場所を変えて実 施するこ
ることで、みなさんから声をかけていただけ
とができました。
るように頑張っていきます。

