笑顔、最大級
元気いっぱい
ミニ運動会

子供の国保育園ミニ運動会（令和 4 年６月１日撮影）

町報

3000 人の楽しい町

KOFU

動画で町報こうふ!

URL:https://www.youtube.com/
user/townkofu
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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、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。

村上 みなさん、こんにちは。管
理栄養士の村上です。実は６月が
「食育月間」だということをみな
さんは、ご存知でしょうか。
そこで今回は、『食育』をテー
マに、子供の国保育園と奥大山江
府学園の栄養士のお二人に詳しく
お話を聞いてみたいと思います。
では、はじめに保育園の上野さ
ん、よろしくお願いします。
『食育』とは

に、「健やかに生きるために必要
なもの」と僕は考えています。自
分の人生を健やかで豊かなものに
してくれる。そんな存在だと思っ
てもらえれば幸いです。
保育園そして家庭
上野 では、実際にどんなことを
行うのでしょうか。保育園で言え
ば、まずは『給食』そのものが食
育になります。他にも、図鑑で野
菜について調べてみたり、野菜を
育ててみたり、その野菜を料理し
てみたり、皮むき等のお手伝いを
してもらったり、食べ物の絵本を
読んだりと様々です。
「あれ？うちでしているこれっ
て食育？」と今までの話を聞いて
思い当たることがあるのではない
でしょうか。実は食育の機会は、
身の回りに溢れています。
また楽しく食事することも大切
なことなので、家族全員揃って食
卓を囲う日を設けてみたり、お弁
当を持ってピクニックに出かけて
みたり、あまり難しく考えずに、
色々とチャレンジして貰えたら、
嬉しいです。

村上 では、次に奥大山江府学園に
着 任 された石 原 さんに自 己 紹 介 も
含めてお話を聞きたいと思います。

主食・主菜・副菜を意識して

石原 初 めまして！栄 養 教 諭 の石
原です。もりもり給食を食べる元気
な子 ども 達 に、毎 日 パワーをも らっ
ています。よろしくお願いします。

奥大山江府学園
栄養教諭
石原 由喜子

石原 学校給食は毎日、主食・主
菜・副菜、そして牛乳がそろった
献立で、基本の食育教材となるよ
うにしています。家庭の食事でも、
そのような構成で組み合わせると
バランスが整います。
しかし、普段気がつくと、朝は
という
菓子パン、昼はカップ麺 …
こともありますよね。カップ麺の
時も、給食のように主食・主菜・
副菜を意識して、卵等と何か野菜
のおかずを一品加えるとバランス
がよくなります。
主食・主菜・副菜を意識した食
事は、家庭での『食育』、健康な
体作りの第一歩ですね。

日は食育の日

石原 みなさんは、毎日朝ごはん
を食べていますか？毎月「食育の
日」付近に、奥大山江府学園と子
供の国保育園の年長児のご家庭に、
朝ごはんをテーマにした『めざま
しあさごはん』のおたよりを配布
します。朝ごはんを食べる習慣は、
子どもの学力・体力向上に、大人
の高血圧や糖尿病等、生活習慣病
予防につながります。朝ごはんを
しっかり食べて、一日をスタート
できるとよいですね。
全員 食育について分からないこ
とがあれば私たちに、気軽に聞い
てみてくださいね。

毎月

副菜

にいかいや！江府町〜

まめ

上野 みなさん、『食育』という
言葉をご存知でしょうか。「食育
は、生きる上での基本であって、
知育・徳育及び体育の基礎となる
べきものと位置付けられるととも
に、様々な経験を通じて食に関す
る知識と食を選択する力を習得し、
健全な食生活を実践することがで
きる人間を育てるもの」(農林水
産省ホームページ抜粋)とされて
います。
なんだか難しいですね。要する

主食
副菜（汁物）
主食・主菜・副菜がそろった学校給食

写真左から
石原、村上、上野

保健レポート vol.27
〜

主菜

１９

ほけ
レポ
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令和４年６月号

白石町長コラム「不易流行」/ こうふレシピ

日県庁で平井知事

例﹂の星空保全地域に江府町が指

鳥取県が定める﹁星空保全条

なる﹁電視観望﹂セットの説明が

だれでも簡単に天体観察が可能に

境大学の千代西尾祐司教授から︑

蛍﹂がその出典です︒公立鳥取環

りゅ う こ う

定され︑５月

あり︑その後︑屋外に出てその装

えき

から認定証を交付されました︒江

置を使ったり︑双眼鏡や肉眼で観

ふ

府町の星空の素晴らしさは︑町の

察したり︑子どもたちも含め約

｣

誇りでもありますが︑県からお墨

人の参加者は︑改めて美しい星空

不
｢ 易流行

付きをいただいたという感じです︒

に感動されていました︒今後︑こ

十七夜﹂を題材に︑平

これまでの活動としては︑休暇村

の﹁電視観望﹂セットの活用を始

２７

年６月に出版され

奥大山で星空観察が体験できる宿

めとして︑﹁星空のきれいな江府

成

泊メニューが提供されたり︑町内

町﹂をアピールしていきたいと考

４０

〜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〜

の文化団体﹁こうふくらしっく

えています︒

会」の様子

た作家・松本薫さんの小説﹁天の

♪﹂による夜空の観察会が開催さ

▲「天の蛍（星）をみる

１０

星空のきれいな江府町

れたりしていました︒星空保全地

日にこうふくらしっく♪の

域に指定されたことを記念して︑

５月

主催により︑﹁天の蛍︵星︶を見

る会﹂が江府町役場で開催されま

した︒天の蛍とは星のことを指し

ています︒江府町に伝わる﹁江尾

１４

白石町
コラム長
Vol.70

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。

Vol.３
監修：町管理栄養士 村上まどか

作り方
①フライパンにごま油を薄くひき、しょうがを入れる。豆腐を崩し入れ、玉
ねぎといっしょに強火で２～３分炒める。
②豆腐がぼろぼろになったら、調味料とツナ缶を加え、汁気がなくなるまで
煮る。
※調味料の分量は好みに合わせて調整する。
③ ②にごはん、
炒り卵、
小ねぎを入れ、
混ぜる。(フライパンの火は止めた状態)
④器にもり、最後に刻みのりをかける。
※炒り卵ではなく、
③のあとに卵をいれて卵とじにしても OK ！
材料と下準備 (4 人分 )
・豆腐 1 丁 (400g 程度 )→水気をきる
適量 →小さく刻む

・ごはん

お茶碗に軽く 4 杯

・刻みのり

→せん切り

適量

・炒り卵
→ボウルに卵４個、砂糖小さじ３、水または牛乳を小さじ４、塩ふたつまみを入れ、
混ぜ合わせる。フライパンに油を薄くひき、卵がぽろぽろになるまで箸で炒める。
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令和４年６月号

肉なし？！そぼろまぜごはん
１人あたり
エネルギー
食塩

約４５０kcal
約 1.3g

《調味料》
・ツナ缶 1 缶 (70ｇ程度 ) →汁気をきる

・新玉ねぎ 1 個 →薄くスライスをする ・しょうが １かけ
・小ねぎ

一度に主食 ・ 主菜 ・ 副菜がとれる 1 品

★砂糖
★酒
★しょうゆ

それぞれ
大さじ１．５

※≪味付けの目安≫
上記の味付けだと塩分控えめの分量
です。お好みで調整してください。

まちの教育
町内の文化財のご紹介

県の文化財に指定されている﹁下

蚊屋の荒神神楽﹂を紹介します︒

下蚊屋の荒神神楽は︑江戸時代末

期に備中地方との交流の中で備中神

楽として伝わりました︒明治時代に

入り︑集落の青年層によって社中が

日

結成︒昭和７年には保存会が組織さ

月

▲下蚊屋の荒神神楽

れ︑現在は下蚊屋荒神神楽保存会明

年

１８

名の 会 員 で 伝 統 を 守 り

昭和

１０

神社として

登録日

江府町大字下蚊屋

続けられています︒

所在地

４９

１０

７月は第７２回「社会を明るくする運動」
強調月間・再犯防止啓発月間です

すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場に

おいて力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。
犯罪や非行のない安全で安心な暮らしをかなえるために、自分には何ができるのかを考えてみませんか。

７月１０日（日）〜８月９日（火）は部落解放月間です

部落解放月間は、「同和対策事業特別措置法」が施行された昭和４４年７月１０日を記念して、鳥取県

が昭和４５年に制定しました。
この機会に人権・同和問題について考えてみましょう！

【問い合わせ】江府町教育委員会教育課

日野高
ニュース

電話：０８５９−７５−２２２３

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。

「はるかのひまわり絆プロジェクト」引継式
～再生復興の願いを込めて、バトンを渡す～

このプロジェクトは、阪神大震災で亡くなった「はるかちゃん」
が見つかった場所から力強く太陽に向かって咲いた「はるかの
ひまわり」を、再び咲かせることで、人々が元気を取り戻し、
再生や復興を、さらに地元故郷の再生復興へと拡がることを願っ
た活動です。
令和３年度に実施した本校から、令和４年度実施する鳥取県
立米子南高等学校への引継式が、コロナ禍の中、オンライン形
式で行われました。命の尊さと復興への思いを込めたひまわり
の種を送りました。

▲引き継がれた「ひまわりの種」

令和４年６月号
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まちの教育

ヨシ先生の「Yoshiʼ s Panel」2

ヨシ先生の動画は
こちらから

The Pineapple Festival
“Hello there! For this month, we are going to talk about the two diﬀerent
seasons, and the Pineapple Festival in the Philippines. The Philippines is a
very hot and humid country. There are only two seasons in the Philippines. The rainy season, and
the dry season. The rainy season starts from June to November, and the dry season starts from
December to May. The heat index rises to about 40 degrees Celsius during the hot dry season. In
order to keep yourself cool throughout this hot season, we often eat a Filipino dessert called
halo-halo. It is the perfect dessert for beating the harsh heat during the hot dry season. The
Pineapple Festival is held in June every year in the Daet district. The festival starts from June 15th
to June 24th. It celebrates a unique and special kind of pineapple produced only in this region.
People eat the pineapples and take out parades, where they march and dance in the streets in
colorful costumes. The dances and celebrations are choreographed and rehearsed to present an
engaging sight to the onlookers. The festival uplifts the art and culture of the region. The
pineapples are very sweet and free. The fruit can be mixed into the halo-halo.
パイナップルフェスティバル
こんにちは！今月は、２つの異なる季節とフィリピンのパイナップルフェスティバルについて
話します。
フィリピンは非常に高温多湿の国です。フィリピンには２つの季節があります。雨季と乾季です。
雨季は６月から１１月、乾季は１２月から５月です。気温は暑い乾季には摂氏約４０度まで上昇
します。この暑い季節を通して自分自身を涼しく保つために、私たちはしばしばハローハローと
呼ばれるフィリピンのデザートを食べます。これは乾季の暑さに打ち勝つのに最適なデザートです。
パイナップルフェスティバルは、毎年６月にデット地区で開催されます。フェスティバルは６
月１５日から６月２４日まで開催されます。この地域でのみ生産されるユニークで特別な種類の
パイナップルの収穫を祝います。人々はパイナップルを食べ、パレードを行い、カラフルな衣装
を着て行進し、通りで踊ります。ダンスや式典のために振り付けとリハーサルが行われ、見物す
る人に魅力的な光景を見せます。フェスティバルは、地域の芸術と文化を盛り上げます。
パイナップルは非常に甘くて、フェスティバル期間中は無料で提供され、ハローハローに入れ
て楽しみます。
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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

いよいよシーズンは夏に突入！気温も暑くなる中、隊員のモチベー
ションも上がっています♪今月号は、１０名の隊員のうち、５名の
活動を紹介します。ぜひご覧ください。

今月号のテーマ

「ホットな気持ちで」

農業部門（活動内容：作物を使った商品開発など）
朋あり遠方より来る・・・。3 人の助っ人に助けられて、無事
今年のカモミールの一番花を摘み取ることができました。心配し
ていた作柄も予想を超えて良好で、美味しいカモミールティーに
にしじま

としあき

西嶋 俊明

なりそうです。奥大山の素晴らしい環境に、改めて感謝いたしま
す。夜は、舎弟たちとの久しぶりの再会を大いに楽しみました。

▲カモミール畑にて

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）
５月９日（月）
、「日野郡公設塾まなびや縁側 江府拠点」がグ
ランドオープンしました。4 月のプレオープン期間では計２６名、
延べ１３８名の来塾がありました。Facebook 等でも活動の紹介
あべ

まさき

阿部 将樹

をしておりますので、是非ご覧ください！

▲塾生が「日野郡公設塾まな
びや縁側 江府拠点」を利用
する様子

広報支援（活動内容：奥大山ユーチューバーとして動画制作など）
前回の町報でもご紹介しましたが、江府町の食材ＰＲ＋健康的
でおいしいレシピ情報提供の場として「奥大山キッチンクラブ」
による料理動画の配信をスタートしました。これから様々な動画
こばやし

だいじ

小林 大二

▲料理動画のオープニング

を制作していきますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。

広報支援（活動内容：奥大山ユーチューバーとして動画制作など）

かとう

ひろや

加藤 紘也

奥大山ユーチューバーとしての活動を開始してから一か月が経
ちました。動画編集など、初めて経験することもあり、うまくい
かないことも多々ありましたが、まずは動画編集をしっかりでき
るように頑張っていきます。せっかくユーチューバーという肩書
きをいただいたので、個人的にも江府町の魅力を発信できる活動
をしていきたいと考えています。江府町にお住まいの皆さんとも
交流を増やしていけたらうれしいです。

▲
「江府町 NEWS４月号」の
ナレーターも担当しました。

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）

もりもと

くみ

森本 久美

４月から、奥大山江府学園日野川校舎に異動になりました。初
めての学校業務、初めての学園生との交流に緊張と失敗の連続で
したが、５月になり少しずつ慣れ、改善点も見えてきました。日
野川校舎の図書館は３階の一番奥にあります。なかなか通りすが
りに入る、というわけにはいきませんので、生徒や先生とコミュ
ニケーションをとり、どうやったら来てくれるのか、いろいろ試
行錯誤していきたいと思います。

▲図書館までの長い廊下

令和４年６月号

14

農業委員会だより

農業者年金 加入の皆さん
現況届をお忘れなく

農業者年金（経営移譲・特例付加・老齢）を受給されている方は、年に一度、現況届の提
出が必要です。現況届は農業委員会事務局へ６月３０日（木）までに提出してください！
（※注意：現況届の提出を忘れると、年金の支給が差し止められます。
）

農業者年金で老後の生活を安心サポートします。

〈農業者年金とは？〉

積立方式の安定した年金で生涯年金を受給できます。保険料は全額社会保険料控除となり節
税となります。保険料は月額２万円から自由に選択できます。また、意欲のある担い手は２〜
５割の国庫補助が受けられます。その他、国民年金第１号被保険者等の加入要件がありますの
で、詳しくは江府町農業委員会にご相談ください。

【６月の農地相談会】お気軽にご相談ください。

◎ 相談日 令和4年6月23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

※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）

農業委員会総会のご報告
＜令和4年5月10日（火）開催＞

以下の審議案件はすべて承認されました。
農用地利用集積計画（案）について
農用地利用配分計画（案）について
非農用地証明について
農地法第５条の規定による許可申請について

【問い合わせ】江府町農業委員会事務局

電話：０８５９−７５−６６２０

6件
3件
1件
2件

江府の農業

第２回の江府の農業のコーナーは「集落営農」についてです。

町内の担い手が減少している中で、“営農組織 ( 任意組織、農事組合

法人等 )” が近年増えてきています。

集落営農は集落が一体的に取り組み農地を守ることによって、農地

の有効利用と荒廃農地の発生防止を図り、地域を守ることができます。
そのために、集落で今後５〜１０年後の集落をどのようにしたいか等
を十分話し合う必要があります。

集落営農の組織化等について検討されている場合は、勉強会なども

行っていますので江府町役場産業建設課にご相談ください。

【問い合わせ】江府町役場産業建設課 電話：０８５９−７５−６６１０
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まちのお知らせ

マイナンバーカード「出張申請」はじめます！
マイナンバーカードの出張申請とは、町職員が町内の事業所や町内
集落の集会所等にお伺いして、マイナンバーカードの申請をサポート
する取り組みです。
出張申請受付時に本人確認を行い、カードは後日、本人限定受取郵
便または簡易書留にて郵送します。ただし、申請時に必要な書類が不
足している場合は町窓口でのお受取りをお願いします。
町では、マイナンバーカードの取得を推進するため、出張申請を希
望する事業者や地域団体、集落などを募集しています。
お気軽に住民生活課までお問い合わせください。

対象団体

・江府町内に事業所や事務所を置く企業など
・江府町内の集落、地域団体（町内会、サークルなど）

申込条件（申請できる人）
・対象団体からの申込であること（個人の申込は不可）
・おおむね５名以上の申請希望者が想定されること
・江府町内に住民登録がある人
・申込団体で申請会場や机・椅子などの備品を用意できること
・申込団体において事前周知や当日の案内が行えること（※事前に申請希望者名簿の提出が必要です）
・申請日から 2 カ月以内に江府町外に転出する予定がない人
・出張申請当日、会場に来場できる人（代理人による申請はできません）
・本人確認書類の掲示ができる人

申請に必要なもの
・本人確認書類

顔写真つきの公的な証明書（運転免許証、パスポートなど）は 1 点、それ以外（健康保険証、介護保険証、
医療受給者証、社員証、学生証など）なら 2 点

・マイナンバー通知カード（受付時に回収します。紛失されたかたは、出張申請日にお知らせください。）

申請から実施までの流れ
１．出張申請希望日の概ね２週間前までに、住民生活課へ連絡し申込書を提出
２．申込団体と、実施日時や実施方法などを調整し決定
３．申込団体は、申請希望者名簿を町に提出
４．申込団体は、申請希望者に当日の必要書類などを周知
５．申込希望者は当日までに必要書類を準備
６．出張申請受付を実施
７．後日、カードを本人限定受取または簡易書留にて郵送
※出張申請受付時に必要書類に不足があった場合は窓口でのお受け取りになります。

カードの交付（郵送）
申請から概ね２カ月後に本人限定受取郵便または簡易書留で、ご自宅（住民票の住所）にカードを郵
送します。本人限定受取郵便の場合は、受取り時に本人確認書類（運転免許証・保険証等）の掲示が必
要です。カードは転送不要でお送りします。郵便局の転送手続きをされている場合、郵送できませんので、
窓口へ受取りに来庁いただく必要があります。

【問い合わせ】江府町役場住民生活課

電話：０８５９−７５−３２２３
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令和４年度国民健康保険税の改定について
国民健康保険税は、被保険者のみなさまが病気やけがをされたときの医療費にあてられる国保の大切な財
源です。江府町の国民健康保険は、高齢化や医療費の増加などにより、運営が大変厳しい状況となっています。
加入者のみなさまにはご理解とご協力をお願いします。

■江府町国民健康保険税率
医療分

後期高齢者医療支援分

介護分※

所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割

令和３年度

9.91% 16.46% 27,000 円 20,000 円 3.20%

令和４年度

9.91% 10.97%

増減
(R4-R3）

−

27,500 円
（未就学児軽減）

13,750 円

21,000 円 3.20%

500 円

▲5.49% （未就学児軽減） 1,000 円
▲13,250 円

−

5.10% 8,900 円 7,000 円 2.95%
3.40%

9,000 円
（未就学児軽減）

4,500 円

5.40% 10,100 円 5,500 円

7,500 円 2.95% 3.60% 10,200 円 5,700 円

100 円

▲1.70% （未就学児軽減） 500 円
▲4,400 円

−

▲1.80% 100 円 200 円

※介護分については、徴収する対象が４０歳以上６５歳未満となります。
※本年度から医療分、後期高齢者医療支援分の均等割について、未就学児軽減として均等割が軽減されています。
所得割

資産割

世帯の被保険者の

世帯の固定資産税額

所得に応じた計算
（所得割基礎額＝

に応じて計算

均等割

平等割

世帯の被保険者数

一世帯にいくらと

（固定資産税額のうち、

に応じて計算

土地および家屋に係 （加入者一人につき）

給与所得金額等ー

基礎控除額４３万円） る部分の額につき）

計算
（一世帯につき）

■低所得世帯に対する軽減

世帯の軽減判定所得が、下表に該当する場合は、保険税が軽減されます。
※申請の必要はありませんが、世帯主および被保険者が前年中の所得を申告されている場合に限ります。
軽減割合

世帯主および被保険者等の軽減判定所得（前年所得）

７割軽減

基礎控除額４３万円＋１０万円 ×（※②給与所得者等の数 -１）以下

５割軽減

基礎控除額４３万円＋２８．５万円 × 被保険者数（※①含む）
＋１０万円 ×（※給与所得者等の数 -１）以下

２割軽減

基礎控除額４３万円＋５２万円 × 被保険者数（※①含む）
＋１０万円 ×（※②給与所得者等の数 -１）以下

※①特定同一世帯所属者：国保から後期高齢者医療制度に移行された方
※②給与所得者等：一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方

【問い合わせ】江府町役場住民生活課
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まちのお知らせ
野生鳥獣の適正な保護管理を進めましょう！

令和４年度狩猟免許試験
イノシシ、ニホンジカ、カラスなどの鳥獣による農林業被害が、

県内でも大きな問題となっています。農林水産業を守り、地域産業
を維持していくためにも、狩猟免許を取得して狩猟や有害鳥獣捕獲
許可などにより有害鳥獣を捕獲し、安心できる生活や生産活動がで
きる環境を作りましょう。

※野生鳥獣の捕獲は、法により禁止されています。捕獲（有害捕獲・狩猟）には、狩猟免許が必要です。

■試験日・会場および申込受付期間
試験日

地区

７月３１日（日）
鳥取会場

午前９時３０分〜午後５時
９月１０日（土）
午前９時３０分〜午後５時
８月２８日（日）

倉吉会場

午前１０時〜午後５時３０分
１２月４日（日）
午前９時３０分〜午後５時

米子会場

７月９日（土）

会場

申込受付期間

鳥取県東部庁舎講堂他

５月９日（月）〜７月１５日（金）

（鳥取市立川町６丁目１７６番地）

鳥取県東部庁舎講堂他

５月９日（月）〜８月２６日（金）

（鳥取市立川町６丁目１７６番地）

倉吉未来中心セミナールーム３
他（倉吉市駄経寺町２１２番地５）
伯耆しあわせの郷大研修室他
（倉吉市小田４５８番地）

米子コンベンションセンター第

午前９時３０分〜午後５時 ７会議室他（米子市末広町２９４番地）

５月９日（月）〜８月１２日（金）
５月９日（月）〜１１月１８日（金）
５月９日（月）〜６月２４日（金）

■申込先・問合せ先（各手続きは住所地ごとの県の担当課で実施します。試験地ではありません。）
担当課
鳥取県西部総合事務所

環境建築局環境・循環推進課

■試験種類および受験手数料

所在地
〒６８３−００５４

電話番号

米子市糀町１丁目１６０番地

０８５９−３１−９６２８

第一種銃猟免許

第二種銃猟免許

区分

網猟免許
（網用）

わな猟免許
（わな用）

新規受験者

４，３００円

４，３００円

５，２００円

５，２００円

２，８００円

２，８００円

３，９００円

３，９００円

既に他の種類
の免許取得者

（装薬銃・空気銃用）

（空気銃用）

※申請書は県の各総合事務所等および市町村役場にあります。また、県ホームページからもダウンロードできます。
（県ホームページ：https://www.pref.tottori.lg.jp/289517.htm）
※試験に先立ち、狩猟者養成講習会が開催されます。参加を希望される場合は、狩猟免許試験とあわせてお申込
みください。
令和４年６月号
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気をつけよう

消費者トラブル

お試しのつもりが定期購入に？

インターネットで健康食品が「初回５００円」だったので、試しに注文した。後日商品が届いたが、
その３週間後にまた商品が届き、５，０００円を請求された。販売店に電話すると「５００円な
のは初回だけで、２回目からは５，０００円。定期コースのため、２回目を払わないと解約できない。
規約にも書いてある。」と言われた。

アドバイス

・「定期購入」は通信販売では一般的ですが、販売店によってルールが違います。
・「1回だけ」と誤解して申し込み、不要な商品を購入することになる場合があります。
令和４年６月から、契約の期間・内容・解約条件などの表示が義務化され、事業者
は通販サイト「最終確認画面」に契約事項を表示することになりました。
注文を確定する前に必ず目を通し、必要事項をしっかり確認しましょう。

○消費生活相談員による相談窓口
令和4年6月22日（水）、7月13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

※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：江府町役場住民生活課（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

【消費者ホットライン】
局番なしのいやや

１８８

消費生活「出前講座」をご利用ください！

最近の詐欺の手口や対処法、見守りのポイントなど、トラブルを未然に防ぐために知っておいていただきたいことを、クイズや寸劇な
どを交えてわかりやすくお伝えします。被害防止に向けて、楽しく学びましょう。日時や場所、講座内容は、それぞれのご希望に対応します。
集落や職場、サークル、友達同士の集まりなど、少人数でもかまいません。お気軽にご利用ください。
【問い合わせ・申込み】江府町役場 住民生活課 電話：０８５９−７５−３２２３

い・光そのものに対して警戒して
いるわけではなく︑見慣れないも
のがあるという環境変化に警戒し
ているのです︒イノシシに﹁何か
変なものがあるけど命の危険はな
いな﹂と学習されると忌避効果は
なくなってしまいます︒
で す の で︑﹁忌 避 グ ッ ズ は 本 当
に効果があるのか？﹂という問い
に 対 し て は︑﹁ほ と ん ど 効 果 は な
今 回 は ず ば り︑
﹁対 イ ノ シ シ 忌 いが︑環境変化による効果が短期
避 グ ッ ズ は 本 当 に 効 果 が あ る の 的 に 得 ら れ る 場 合 が 微 か に あ る﹂
か？﹂といったことをお話しした
と
いう答えになります︒
いと思います︒
気 を 付 け て い た だ き た い の は︑
よく忌避グッズとして販売され 効果が無いどころか︑忌避グッズ
ているものに︑唐辛子成分配合パ が 逆 効 果 に な る こ と が あ り ま す︒
ウダー・木酢液︑光の点滅や犬の このことについては︑次回詳しく
鳴き声で追い払えるグッズなどが お話ししたいと思います︒
あります︒
イノシシは警戒心の高い動物な
のでより安心できる場所で過ごし
ます︒通いなれたいつもの場所に
忌避グッズがあると︑警戒して一
時的に近寄らなくなる︑または他
の場所に移動する場合もあります︒
しかし︑これらの忌避グッズの
効果検証実験によると︑最初は警
戒する様子だったイノシシも数分
から数時間で慣れてしまうという
結果でした︒イノシシが怖がり続
ける音・臭い・光はないというこ
とです︒
イノシシは忌避グッズの音・臭

獣害対策

アップデート

第１２回
忌避グッズ
効果はいかほど？
日野郡鳥獣被害対策協議会
川野 風花
【問い合わせ】0859−72−1399
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まちのお知らせ

江府町住民健診のお知らせ

【日程】７月４日（月）〜６日（水）、１０月２７日（木）、１０月２８日（金）

【会場】江府町役場本庁舎

・混雑を避けるため、すべての受診者の受診日時を集落ごとに指定いたします。
※７月受診予定の方に１０月を指定して受診いただく可能性があります。
・新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、上記の日程を変更する可能性があります。
詳細は、受診案内の通知と防災無線にてお知らせしております。大変ご迷惑をおかけします
が、安心・安全に住民健診を実施するために、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

【住民健診に関する問い合わせ】
江府町総合健康福祉センター

電話：０８５９−７５ー６１１１

口座振替のお願いについて

今月の国民年金

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、役場住民生活課にご相談ください。

納付期限 6月分 令和4年8月1日（月）まで

令和4年4月から令和5年3月までの国民年金保険料は、月
額16,590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！
【問い合わせ】
江府町役場住民生活課 電話：０８５９−７５−３２２３
米子年金事務所
電話：０８５９−３４−６１１１

江府町消防団辞令交付

江府町消防団に以下のとおり新入団員が
あり、遠藤団長から辞令を交付しました。
江府町消防団人事異動（令和４年５月１日付） ▲写真左から椿原団員、
遠藤団長
【新任】第２分団 団員 椿原初乃祐

人の動き

︵性別︶ ︵保護者︶

５月末までの届け ︵敬称略︶

名︶

智彦

︵氏

男

あきとし

晃寿

うめ

祐基

梅

男

そうすけ

︵世帯主︶

蒼涼

︵年齢︶

いすヾ

和樹

歳

登廣

男

みずき

歳

瑞輝

もりた

森田

車

くるま

◎お誕生おめでとう

田

︵住所︶

貝

川

下安井

佐

名︶

誠

︵氏

米田

マサエ

︵住所︶

宮市原

山口

99 84

◎ごめい福を祈ります

本町一

（前月比＋28,123,000円）

ご寄付

延寄付金額 49,558,000円
万円

社会福祉協議会に次の方から

（前月比＋1,604件）

・町県民税、国民健康保険税、介護保険料（１期）
納付期限および口座振替は令和4年6月30日（木）です。
ご寄付をいただきました︒

日

５月末までの届け ︵敬称略︶
◎香典返しとして

現在

母 惠美子死去

令和4年

5月31日

延申込件数 2,828件件

原 奥田 勝己

ふ る さ と 納 税

柿

応援ありがとうございます！

夫 忠雄死去

）は前月比

原 天野 幸子

1,011 世帯 （ + 2）

令和４年５月３１日現在（

吉

■世帯数

2,646 人（ - 1）
1,238 人（ + 1）
1,408 人（ - 2）

宮市原 米田 いすヾ 夫 誠死去

■まちの人口
男
女

今月の税金

令和４年６月号
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Information

月

20

6月
Mon

グラウンドゴルフ教室 本5

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

21

火

Tue

22

水

Wed

23

木

Thu

24

金

Fri

25

土

Sat

26

日

Sun

図書館休館日

(広域隣保活動)
午前9時〜正午

明徳学園開校日
元気クラブ 本5
（広域隣保活動）

午前10時〜正午

農地相談会 役

（役場１階相談室）

午後1時30分〜3時30分

下蚊屋線
柿原線
下安井線

大河原線
俣野線

27

28

29

7月

御机線
柿原線
下安井線

下蚊屋線
俣野線

30

下蚊屋線
柿原線
下安井線

大河原線
俣野線

月

大河原線
御机線

８年生職場体験

大河原線
御机線

下蚊屋線
俣野線

日時：６月１４日（火）〜１６日（木）
開催場所：町内各事業所
【問い合わせ】奥大山江府学園日野川校舎
電話：０８５９−７５−２１２０

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

Wed

木

Thu

金

Fri

1

土

2

日

Sat

3

Sun

江府町立図書館 防
おはなし会

午前10時30分〜

4

グラウンドゴルフ教室 本5

5

7

(広域隣保活動)
午後1時〜5時

(広域隣保活動)
午前10時〜正午

下蚊屋線
柿原線
下安井線

大河原線
俣野線

11

6

囲碁同好会 本5

(広域隣保活動)
午前9時〜正午

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)

下蚊屋線
柿原線
下安井線

18

書道教室

8

お茶会 本5

本5

江府町立図書館
電話：0859-75-2005

9

10

16

17

（広域隣保活動）

午後2時〜4時

御机線
柿原線
下安井線

15

(広域隣保活動)
午後4時〜5時

大河原線
御机線

（参加要予約）

江府町立図書館
電話：0859-75-2005

御机線
柿原線
下安井線

22

明徳学園開校日

江府町立図書館 防
ものづくりクラブ

午前10時30分〜

下蚊屋線
俣野線

21

20

19

本5

下蚊屋線
俣野線

14

人権・行政相談

大河原線
俣野線

料理教室

大河原線
御机線

13

12

（予約なしで参加可）

御机線
柿原線
下安井線

23

24

奥大山江府学園終業式

生涯学習講座
「SDGｓについて」

午前10時〜正午

明徳学園専門講座

下蚊屋線
柿原線
下安井線

午後〜

大河原線
御机線

下蚊屋線
俣野線

御机線
柿原線
下安井線

6 月 20 日から 7 月 24 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。
27

令和４年６月号

町報
江府町

ＵＲＬ：https://www.town-kofu.jp

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
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▲

江府町

運用開始しました！
江府町の情報をもっと多くのみなさんに発信するため、「江府町公式 LINE アカウント」を

開始しました！

コミュニケーションアプリ「LINE」で町からの情報を受け取れるほか、パソコンなどから

も閲覧することができます。ぜひ「友だち登録」してご活用ください！

アカウント名：江府町
LINE ID：@town̲kofu
※ご利用の際には「江府町 LINE 公式アカウント運用方針」をご一読ください。
※当アカウントでは、原則メッセージ等への返答はいたしませんのでご了承ください。
【登録方法】
■スマートフォンから
LINE を利用している方は、右記のボタンから「友だち追加」してください。
■ID で検索
＠town̲kofu
■URL で検索
https://lin.ee/J2CTFW5
（右記 QR コードを読み取ることでアクセスできます）
【江府町 LINE 公式アカウントに関する問い合わせ】江府町役場総務課 電話：0859-75-2211

わたしの「夢」

COVER

−表紙の写真−

みんなを笑顔にする
教師になりたい

澤田 花菜乃さん
（奥大山江府学園７年生）
将来の夢は「教師」です。
教師を目指したいと思ったきっかけは、小学
校のときにお世話になった先生方です。
一人ひとりにちゃんとむきあって
おられる姿をみて、自分も「みんなを笑顔にするような授業」ができる教
師を目指したいと思いました。
得意な科目は国語、体育、音楽で、部活は
卓球部に所属しています。
夏の大会に向けて一生懸命練習しています。
こ
れからも夢に向かって一歩でも近づけるように頑張りたいです。

６月１日（水）に 行 わ れ た、
子 供 の 国 保 育 園ミ ニ 運 動 会 の
「かけっこ」の一場面を写した一
枚。雨の影 響により、一日延 期
となる中、待ちに待ったミニ運
動会で、園児のみなさんは元気
いっぱい。全力で駆け抜けた「か
けっこ」の 他、力を合わせてつ
ないだ「リレー」、チームのみな
らず先生とも競い合った「玉入
れ」、弾ける笑顔の「ダンス」など、
時に笑い、時に悔し涙もありな
がら、みんなの思い出に残る素
敵なミニ運動会となりました。

