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歳以

下旬から開始する予定です︒２回

担﹁江府町の３回目接種は︑２月

ります︒３回目のコロナワクチン

週間の接種間隔をあける必要があ

ン接種とその他のワクチンは︑２

また︑３回目の新型コロナワクチ

月末までに接種を受けて下さい︒

送られてきた方は︑接種期間の１

は︑発熱︑頭痛等︑２回目接種の

疲労感が少し多い傾向にある以外

武﹁３回目接種の副反応として︑

聞かせください︒

かれますが︑先生のご意見をお

やすいのでは︑と心配の声がき

●３回目接種ほど副反応が起こり

２弾として更に詳しい江府町の３

回目接種スケジュールをお伝えし

ます︒

︻問い合わせ︼

江府町役場福祉保健課

電話 ０８５９ ７
‐５ ６
‐１１１
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江府町の３回目ワクチン接種予定

目接種後から８か月たった

接種に備えて︑１月末までにはイ

ときよりも低くでることがわかっ

月 日現在︶

上の方が対象です︒以前と同様︑

ンフルエンザワクチンの接種を終

ています︵左図︶︒アナフィラキ

︵令和３年

集落ごとに日時を指定してご案内

えることをおすすめします︒﹂

です︒接種券の送付は︑詳細は決

シーショックも同様です︒安心し

し︑各集落に送迎バスを出す予定
こんにちは︒今月の﹁ほけレ

「新型コロナワクチンの接種について 第 26 回厚生科学審議会予防接種・
ワクチン分科会資料２（令和 3 年 11 月 15 日）
」から引用作成

て︑３回目接種を受けていただき

3 回目 n=289
2 回目 n=2,899
1 回目 n=2,862

３回目接種あれこれ

20

まっておりませんが︑１月下旬以

40

たいと思います︒﹂

60

ポ﹂のテーマは︑﹁新型コロナウ

●３回目接種について︑先生はど
のようにお考えですか

80

降を予定しています︒江府町の集
れている方で︑接種券が早く必要

武﹁２回接種を終えた方でも︑そ
の５〜６か月後には︑感染予防効
果が下がり︑新型コロナウイルス
に感染しうることが明らかになっ
ています︵左図︶︒また︑３回目
接種は︑変異株オミクロン対策に

も有効ということがわかっており︑
接種されることをお勧めしま
す︒﹂

（％）

次回︑ほけレポ２月号では︑第

100

イルスワクチン３回目接種につい
江府町の現時点での新型コロナ

な方は︑福祉保健課までご連絡く

団接種会場以外での接種を予定さ

ワクチン接種状況や︑３回目接種
ださい︒﹂

て︵第１弾︶﹂です︒

の予定︑そして︑みなさんが気に
なる３回目接種あれこれについて︑
担当者︵担︶と江尾診療所武地医

インフルエンザワクチンは
令和４年１月末までに接種を！

発熱

筋肉痛

頭痛

疲労

注射部位の
痛み

師︵武︶にインタビューしました︒

日時点︶﹂

94.6％

0

１・２回目ワクチン接種状況
●現在の江府町の１・２回目接種
率はいかがですか︒
担﹁江府町の１回目の接種率は
月

９４

ワクチン接種後の副反応発生状況（ファイザー社）

１８

担﹁現在︑江尾診療所をはじめ︑

「第 25 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科
会（令和 3 年 10 月 28 日）資料」から引用作成

・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。

．５％︑２回目は ．６％です︒

︵令和３年

１３

２回目接種率

１２
95.5％

▲１、２回目新型コロナワク
チン集団接種の様子

県内各地で季節性インフルエンザ

１か月以内 ５か月以降

にいかいや！江府町〜

まめ

１６

のワクチン接種が始まっています︒

47％

0

88％
50

保健レポート vol.22
〜

１２

町から青い封筒に入った接種券が

100

全年齢（１２歳以上）

２回目接種後の
感染予防効果の推移

ほけ
レポ
９５

１回目接種率

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

２１

ふ
えき
りゅ う こ う

ｉｎ

不
｢ 易流行
｣

﹁水﹂のふるさと奥大山ＳＤＧｓ
宣言を公表する準備をしています︒
これを契機に︑今まで身近で当た
り前だった自然や水を再評価し︑
大切に守っていく取り組みを︑地
域が一体となって実行に移そうで
はありませんか︒

〜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
いる現代において︑奥
﹁理想﹂を創造する〜
大山の豊かな自然︑水
の恵みを受けている江府町が︑将
﹁水﹂のふるさと奥大山の使命
来にわたってこの自然や水を守り
続けていくことは︑この地域が担
うべき大きな使命だと思います︒
そして︑そのことを世の中に広く
伝えていくため︑現在︑町では

昨年 月 日に休暇村奥大山で
開催した﹁富良野自然塾 奥大
山﹂は大きな反響を呼びました︒
複数の新聞社︑テレビ局にも取材
され︑奥大山エリアが子どもたち

の環境教育︑企業向けのＳＤＧｓ
研修の場として素晴らしい環境で
あることが伝えられました︒そし
て︑それにより脚本家の倉本聰さ
んが主催する﹁ＮＰＯ法人富良野
自然塾﹂の知名度や︑環境プログ
ラムの素晴らしさを改めて実感す
ることができました︒
そもそもこのプロジェクトは︑富
良野自然塾副塾長の林原博光さん
のお母さんが江府町のご出身だっ
たことがきっかけで︑一昨年の秋
に職員を富良野に出張させたこと
から始まります︒このような展開
になったのは︑どこか運命的なも
のを感じます︒地球温暖化防止を
始め環境に対する関心が高まって
▲挨拶を述べる林原副塾長

１１

白石町
コラム長
Vol.65

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.8」を配信します！！
町では今年度、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」を実施しておりますが、
新たなテーマのもと第８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８回座談会テーマ「ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）って、どげな？」】
配信予定日
出演者

１月２３日（日）１０：００〜１１：００（予定）
白石町長、江府町スマホ普及推進アドバイザー中岡みずえさん（ラジオパーソナリティ）
、
江府町 ICT 推進アドバイザー高際均さん（ソフトバンク株式会社）
、
役場総務課 主任 梅林 徹（司会）
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】

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。
無料（※ただし、通信料は回線ごとの負担となります）
第８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
町内の文化財のご紹介

町の文化財に指定されている﹁下

原重仲の詠草﹂を紹介します︒下原

重 仲 は︑江 戸 時 代 の 鉄 山 師 で︑
﹁鉄

山 秘 書﹂の 著 者 で す︒
﹁鉄 山 秘 書﹂

とは鉄山経営について書かれた書物

であり︑日本採鉱冶金史上の最も優

年に発 見 さ

４９

れた古典の一つとされています︒今

回 紹 介 す る 詠 草 は昭 和

れたもので︑和 歌の格調︑筆 跡から

して︑しかるべき人に師事して文筆

月 に は︑
﹁下 原 重 仲

１１

を よ く し た も の と 言 わ れ て い ま す︒

ま た︑昨 年

恭敬ツアー＆フォーラム﹂が開催さ

れ︑研究発表等 が行われました︒下

原重仲については︑まだ謎が多く今

後もさらなる研究が必要です︒

町 内の 皆 さ ま か ら 広 く 情 報 提 供 を

募りますので︑下原重仲について情

報をお持ちの方はお気軽に江府町教

育 委 員 会 事 務 局︵電 話 0 8 5 9︲

７５︲２２２３︶までご連絡ください︒

▲下原重仲の詠草
登録日
昭和 52 年 12 月 15 日

子ども会活動を応援します

江府町ジュニアリーダー育成事業補助金

町では、地域の子ども会が中心となり、世代間交流や団体相互の連携・交流を通じて、青少年の健全育

成と “ふるさと” を愛する心を育くみ、まちづくりへの意欲向上を図る活動を応援します。

【補助金の主な内容】
▶事業主体
▶対象事業

地域の子ども会など

以下のいずれかに該当する事業

①新たに実施する事業、②地域内の異世代の交流事業、③他地域の子ども会と連携して行う交流事業、
④青少年活動の振興に関する事業
▶補助金額

事業費の１/２（上限 10,000 円以内）

「どういう行事が該当するの？」、「どんな人が対象？」など、まずは江府町教育委員会事務局教育課へご

相談ください。より良い事業とするために一緒に考えていきましょう！！

【問い合わせ先】江府町教育委員会事務局教育課

日野高
ニュース

11/13

電話：０８５９−７５−２００５

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。

日野高ショップ開催！

今年度、日野高ショップは８月が新型コロナウイルス感染
症対策のため中止となり、結果として７月に続き二回目の日
野高ショップを開催しました。パンジー、ビオラ、チンゲン菜、
ターサイ、味噌、トマトケチャップ、ブルーベリージャム、
なしジャム、課題研究レシピ開発商品などを販売しました。
生徒にとって、お客様に商品を直接お届けする貴重な経験と
なりました。ご来場くださった皆様、ありがとうございました。

▲日野高ショップの様子
令和４年１月号
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まちの教育

トム先生の「ＴＯＭʼＳ ＴＯＰＩＣ」16

トム先生の動画は
こちらから

Father Christmas
The ﬁrst known English ﬁgure of Christmas was associated with

merry-making, singing and drinking and can be traced back to the 15th century.
He was most often portrayed as an elderly man with a beard.

He remained popular until the 18th century, when interest Christmas began to decline. During the Victorian
period Christmas customs enjoyed a signiﬁcant revival, including the ﬁgure of Father Christmas himself as

the emblem of 'good cheer'. This was in no large part due to the popularity of Charles Dickens's 1843 novel
A Christmas Carol which has been credited both with reviving interest in Christmas in England and with

shaping the themes attached to it, such as the eating of poultry, the now defunct tradition of telling ghost
stories on Christmas Eve itself, and Christmas caroling itself.

Also, until the end of the 19th century, Father Christmas was largely associated with drinking and eating, not
with giving presents to children.

From the 1930ʼ s onwards, Father Christmas began to take on the more standardized attributes of the
American “Santa Claus” .

Today the terms “Father Christmas” and “Santa Claus” are used mostly interchangeably, and like many

festivals, Christmas has become somewhat homogenized, although some local tradition still persist. For

example, in the UK people still put a silver coin in the Christmas pudding and whoever receives a slice with
the coin is said to have good luck for the coming year.

ファーザー・クリスマス
イギリスのクリスマスに関わる人物で最初に歴史に登場するのは、お祭りの騒ぎ、歌、酒に関連したもので、

１５世紀にまでさかのぼることができます。イギリスで「ファーザー・クリスマス」といわれるこの人物は、
ひげを生やした老人の姿で描かれました。

ファーザー・クリスマスは１８世紀まで人気がありましたが、その後、人々のクリスマスへの関心は薄れ

ていきました。しかし、１９世紀のヴィクトリア朝時代になると、クリスマスの風習が復活し、ファーザー・
クリスマスが「陽気さ」の象徴として描かれるようになりました。これは、チャールズ・ディケンズが１８

４３年に発表した小説「クリスマス・キャロル」の影響が大きいと思われます。ディケンズは、イギリスで

クリスマスへの関心を復活させただけでなく、鶏肉を食べること、クリスマスイブに幽霊話をするという今
では廃れてしまった習慣、クリスマスキャロリングそのものなど、クリスマスにまつわるテーマを形成した
と言われています。

また、１９世紀末まで、ファーザー・クリスマスといえば、子供たちにプレゼントを渡すのではなく、飲

んだり食べたりするイメージが強かったようです。

１９３０年代以降、ファーザー・クリスマスは、アメリカの「サンタクロース」に近いものになりました。

今日では、イギリスで「ファーザー・クリスマス」と「サンタクロース」はほとんど同じ意味で使われており、
多くのフェスティバルと同様に、クリスマスもやや均質化されていますが、地域の伝統もまだ残っています。
例えば、イギリスでは今でもクリスマスプディングの中に銀貨を入れ、そのコインと一緒に一切れもらった
人は、その年の幸運を手にすることができると言われています。
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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

今月号は９名の江府町地域おこし協力隊員のうち、５名の隊員の
活動を紹介します。本格的な冬が到来し、はじめての江府町での冬
の生活にも挑戦中。気になるところ、ぜひご覧ください。

今月号のテーマ

「新たな年を迎えて」

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）

ふくしま すぐる

福島 優

この原稿が掲載されるのは２０２２年でしょうか、あけ
ましておめでとうございます。梨の収穫、稲刈り、そば刈
りと慌ただしく２０２１年後半が過ぎて、気付けば年末。
梨園では片付けと冬支度、そして、来年に向けての作業を
行っています。雪の積もらない土地から来た身としては、
これからの寒さと積雪に戦々恐々ですが、冬を乗り切って
２０２２年も頑張りたいと思います。

▲研修で梨について
学びました

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）

やまだ

あさひ

山田 朝陽

奥大山ブランドの送料無料キャンペーンの利用者も着実
に増えていき、徐々にですが奥大山ブランドの認知を得て
いる気がします。また、自分が主体で動くことや大きな会
議で様々な人と話すことなど、ちょっとした些細な経験で
もとても充実しています。来年はさらに奥大山ブランドと
して何か大きな実績を得たいです。

▲奥大山ブランドのホーム
ページも立ち上げました

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、司書業務など）
最近は、おはなし会の準備で初めてペープサート（紙の

あんどう のぞみ

安藤 希

人形劇）の企画・作成、ぬいぐるみお泊り会といったイベ
ントの実施、そして研修会への参加と慌ただしい日々を
送っていました。これらの経験と知識を自己の学びとし、
今後の自分の成長に役立て、企画する上での参考にしたい
▲ぬいぐるみお泊り会の様子
です。

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）
司書資格のテキストを参考に、中学校図書館の本棚を並

あおやぎ

ひろと

青柳 仁人

び替えています。なかには背ラベル（写真）の文字が消え
たり、コンピュータのデータと異なる場合があります。小
さな図書館ですが、７，０００冊を超える蔵書数です。異
なるデータの背ラベルの本があると発見するのが困難にな
るので、その都度張り替えています。

▲本の背ラベル

ジビエ活用コーディネーター（活動内容：獣肉の解体処理技術の継承、商品開発など）

みむら

あすみ

三村 明日海

江府町もすっかり冬になりました。１２月は直販会があ
り、多くの地元の方にお買い上げいただきました。準備と
して３００パックを１日で生産するのは大変でしたが、地
美恵のお肉を求める人がそれだけいるのかと思うと、解体
処理や衛生管理への意欲が一層高まりました。今後も町内
外を問わず、皆さまに安全で美味しいジビエを提供してい
きたいです。

▲準備したジビエ肉

令和４年１月号
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農業委員会だより

令和三年度意見書を提出

江府町農業委員会は１２月１４日（火）、「令和三年度江

府町農業施策等に関する意見書」を白石町長に提出しまし
た。意見書の詳細は、回答書と併せてお知らせします。

〈意見内容の項目（概要）〉

▲意見書の手交式
（写真左から末次課長・白石町長・加藤会長・
松原職務代理・宇田川推進委員長）

農業委員会委員の異動について

①令和３年産米価下落に対する経営支援について
・備蓄米の柔軟な運用等による価格下落に歯止めを
・江府米のブランド力の確立と販売活動の更なる強化を
②集落地域営農の推進
・組織組成の推進力となるような多面的支援策を
③奥大山農業公社の事業と展開方向
・収穫時の受委託事業の整合性を
・米価が持ち直すまでの委託料の時限的引き下げを
・堆肥センターの耕畜連携事業の継続拡大を
・新甘泉の梨団地造成と特産品としての普及支援を
・若年職員の採用・育成による体制面の強化を
・農業生産を一元管理する指導管理事業体制を
・農商工連携による６次産業化の推進と一元的有利販売
機能を

町長との意見交換会

▲高津孝司さん（御机）

前農業委員の中田泰さん（御机）の退任
に伴い、新たな委員に高津孝司さん（御机）
が任命されました。
令和３年１２月１４日の議会で任命に係
る同意が得られ辞令が交付されました。大
字御机・大字美用を担当されます。
任期は令和５年７月１９日までです。
〈退任された中田泰さん〉
平成２６年の就任以来、農地の利用集積
事業の調整をはじめ農事組合法人御机の設
立にも尽力いただきました。
７年３ヵ月間、ありがとうございました。

江府町の農業施策等について、江府町農業委員会は１２
月１４日（火）、白石町長と意見交換を行いました。
「令和３年産米価の大幅下落」では、農事組合法人をはじ
め稲作農家が収入減により大打撃を受けている現状や来年
以降の生産農家の減少を危惧する意見が多くありました。
「集落地域営農の推進」では、「地域の農地は地域で守る」
組織づくりが肝要であり地域の農家等の皆さんとの話し合
いを農業委員会・担当課と協力して促進していくことを申
し合せました。
「奥大山農業公社」では、米価が持ち直すまでの時限的な
委託料の引き下げを提案しました。また、「将来的には常勤
代表理事制による体制強化により、農商工連携による 6 次
産業化と農産物の奥大山ブランドの確立に向け地域活性化
を図っては」などの意見を交換しました。

１月の農地相談会
お気軽にご相談ください。

農業委員会総会のご報告
＜令和3年12月14日（火）開催＞

◎ 相談日 令和4年1月20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）

【問い合わせ】江府町農業委員会事務局
19
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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
農地転用事業計画変更申請について
委員議席の決定について

47件
5件
1件
1件

電話：０８５９−７５−６６２０
18
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池の内常盤会が全国老人クラブ連合会長表彰を受賞

▲受賞された池の内常盤会のみなさん

令和３年度の全国老人クラブ優良団体として、「池の
内常盤会」（木山洋志会長、会員37名）が会長表彰を
受賞されました。
池の内常盤会は、県下第1号の老人クラブとして昭和
３８年に結成、豊かで楽しい老後をめざして、地域防災
や健康づくり、神社の清掃やあじさい公園管理などの活
動を積極的に展開されてきました。このたびその功績が
認められ、受賞の栄に輝かれたものです。
外出の機会が減少したコロナ禍においても、感染予防
につとめながら会員同士の交流を継続しているみなさ
ん、今後もクラブ活動を通じ、お元気で楽しい日々をお
過ごしください。

12/2

ハラスメントについて学ぶ
第３回人権・同和教育講座「たんぽぽ学級」を１２月
２日（木）、江府町役場本庁舎で開催しました。講師に
鳥取県人権文化センター専任研究員岡研司さんを迎えて
「ハラスメントと人権」と題して講演をいただきまし
た。ハラスメントといっても数多くあり、今回は、モラ
ルハラスメント（倫理に反する言葉や態度で、人の心を
傷つける精神的な暴力）を中心にお話いただき、「ハラ
スメントは被害者に原因があるわけではない」ことを何
度も伝えられました。

12/20

▲岡さんによる講演の様子

外国人への偏見や思い込みについて考える

▲DVD視聴の様子

第４回人権・同和教育講座「たんぽぽ学級」を１２月
２０日（月）、江府町役場本庁舎で開催しました。ＤＶ
Ｄ「サラーマット〜あなたの言葉で〜」を視聴し、意見
交換を行いました。ＤＶＤの中で主人公は、一緒に働く
ことになった外国人に最初は偏見や不安といった感情が
ありましたが、交流を深めることで偏見や思い込みが間
違いであることに気づきました。どの人権にもいえるこ
とですが、「知らないから排除するのではなく、相手の
ことを知ろうとすることが大切である」ことを考える機
会となりました。

特定（産業別）最低賃金が改正されました

鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
令和３年１２月１７日から時間額８２５円に改正

（「鳥取県最低賃金」は令和３年１０月１６日から時間額８２１円に改正）

【問い合わせ】鳥取労働局労働基準部賃金室（電話：０８５７−２９ー１７０５）
最寄りの労働基準監督署

令和４年１月号

24

Information

気をつけよう

消費者トラブル

成年年齢が 18 歳になります

〜若者を狙った悪質商法に注意！〜

今年 4 月から、成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられます。未成年
者が親の同意を得ずに契約をした場合には取り消しができますが、１８歳に
なってから結んだ契約は、原則取り消すことができなくなります。
・SNS上の儲け話や副業サイト、友人から誘われたマルチ商法、通信販売のトラブルなど、若者からの
相談が多数寄せられています。
・社会経験の少ない１８〜１９歳の若者を狙った消費者トラブルの増加が予想されます。
・一度結んだ契約は、一方的に取り消すことはできません。【消費者ホットライン】局番なしのいやや
・うまい話は信用せず、きっぱり断りましょう
・困ったときは、一人で悩まず、ご相談ください。
○消費生活相談員による相談窓口
令和4年1月26日(水)、2月16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

お近くの相談窓口につ
ながります。

１８８

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
冬に向かって食べ物が少なく
なってくる時期に二番穂は最高の
栄養源になるのです︒
この時期に栄養を蓄えられた場
合︑体力の少ない子供たちも無事
越冬することができます︒二番穂
は︑動物たちにとって︑ありがた
︒
〜いエサになってしまうのです …
二番穂の処理には︑トラクター
ついに冬本番︑電気柵の回収は ですき込んでしまうか︑小規模の
場合は︑二番穂が生える前に草刈
済みましたでしょうか？
電 気 柵 の 回 収 と 言 え ば︑﹁電 気 り機で刈取ってしまう︑などの方
柵を外した途端︑田んぼにイノシ 法があります︒
農地を守るためにも︑刈取った
シが入ってくるようになった︒食
べ る も の も な い の に ど う し て？﹂ 後︑二番穂が生える前に処理する
といった相談が寄せられることが ﹁餌付けしない﹂対策も大切です！
あります︒
実は︑お米の刈取り後にも田ん
ぼには︑食べるものがあるのです
その名も﹁二番穂﹂︒名前の通り︑
…
稲の切り株から新たに生える稲穂
のことです︒最近の二番穂は︑一
番穂の刈取り後も暖かい日が続く
ことから︑実もしっかり詰まって︑
頭を垂らす勢いです︒滋賀県では︑
ａの二番穂で ｋｇの米が収穫
出来た例もあります︒
ご存じの通り︑イノシシは乳熟
期︵出穂した実を指で押すと白い
汁が出る時期︶の稲穂をねぶって
食べます︒ですので︑二番穂も乳
熟してくると喜んで食べにやって
きます︒
１０

獣害対策

アップデート

４７

第7回
冬のごちそう？

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

今年の二番穂です
しっかりと
お米ですね…
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12/23

地域おこし協力隊活動報告会を開催しました
「地域おこし協力隊活動報告会」を１２月２３日
（木）、江府町役場本庁舎で行いました。今回活動報告
を行ったのは、任期２年目の西嶋俊明隊員と阿部将樹隊
員。西嶋隊員は農事組合法人宮市の中で、カモミールの
栽培や加工などを行ってきた活動について報告し、実際
に商品化した「奥大山高原カモミールティー」などを紹
介しました。阿部隊員は日野郡公設塾まなびや「縁側」
での塾講師としての活動について、縁側を通して感じた
生徒の成長などについて報告を行いました。

▲報告会の様子

「町報こうふ」が今月号からフルカラーになりました！！
町では「町報こうふ」をフルカラー化するため、ふるさと納税サイト「ふるなび」で、ふるさと納税
型クラウドファンディングを行ったところ、総額６３０万円のご寄付をいただきました。みなさまから
たくさんの温かいご支援をいただき、誠にありがとうございました。
そして寄附金を基に、ついに今月号からフルカラーとなりました。「町報こうふ」は、これからもよ
り魅力的な広報誌となるように努めていきますので、よろしくお願いいたします。

口座振替のお願いについて

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。

人の動き

下蚊屋
南部町

︵性別︶
︵保護者︶

修祐

千秋

女

歳

玄次

︵年齢︶ ︵世帯主︶

歳

月末までの届け ︵敬称略︶
◎ご結婚を祝します

梅田 祐太
種田 梨奈

名︶

かすみ

花純

名︶

︵氏

ふるみ

古海

︵氏

◎お誕生おめでとう

︵住所︶

武庫第二

︵住所︶

坂口 理郎

◎ごめい福を祈ります

日の詰

住田 玉子

日

川

12月31日 延寄付金額 396,674,479円
現在
万円
（前月比＋223,932,479円）

101 92 85
春惠

令和3年

延申込件数 15,035件
件
（前月比＋6,515件）

歳

ふ る さ と 納 税

佐

応援ありがとうございます！

12

小笠原 定義

）は前月比

今月の税金

・後期高齢者医療保険料（7期）
・国民健康保険税（8期）・介護保険料（8期）
納付期限および口座振替は令和4年1月31日（月）です。
新町一

1,010 世帯 （ - 5）

令和３年１２月３１日現在（

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！
【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

ご寄付

■世帯数

2,675 人（ -20）
1,251 人（ - 8）
1,424 人（ -12）

納付期限 1月分 令和4年2月28日（月）まで
令和３年度の国民年金保険料

社会福祉協議会に次の方から
ご寄付をいただきました︒
月末までの届け ︵敬称略︶
◎香典返しとして
小江尾 宇田川 哲也 母 千鶴枝死去
本町五 川上 和人
父 實死去
本町二 手島 征夫
妻 陽子死去
佐 川 住田 玄次
母 玉子死去
新町一 小笠原 春惠 夫 定義死去

■まちの人口
男
女

今月の国民年金

12
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17

月

1月
Mon

カラオケ同好会 本5
（広域隣保活動）

午前10時〜正午

18

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

囲碁同好会 防

午前10時〜午後4時

絵手紙・墨彩画教室 防

19

水

Wed

ピアノ教室 防

午後4時30分〜6時
書道教室 本5
(広域隣保活動)

午後1時30分〜3時30分

午後4時〜5時

ストリートダンス 役

午後6時30分〜8時

20

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

21

金

Fri

お茶会2 本5

22

土

Sat

和紙折紙講座 役

（広域隣保活動）

午前10時〜正午

フラダンス講座 防

午後1時30分〜3時30分

講演会「県立図書館
館長と語る会」 防

午後2時〜3時30分
ピアノ教室 防
午後4時〜6時

午後2時〜4時
講師：県立図書館館長
小林さん
江府町立図書館
電話：0859-75-2005

書道教室 防

午後1時30分〜3時
和紙折紙講座 役

23

日

Sun

ピアノ教室 役

午前9時〜午後１時
まなびや 防
午前9時〜午後１時

江府町立図書館 防
ものづくりクラブ

午前10時30分〜
（参加要予約）

江府町立図書館
電話：0859-75-2005

午後1時30分〜3時30分

ピアノ教室 役

午後4時〜5時30分

大河原線

御机線

下蚊屋線

24

25

26

午後1時30分〜3時30分

午前9時〜11時30分
アイリス合唱団 防
午後7時〜8時30分

午後4時30分〜6時

油絵教室 防

パッチワーク同好会 防 ピアノ教室 防

ストリートダンス 役

午後6時30分〜8時

手踊りクラブ 役

午後7時〜9時

大河原線

31

下蚊屋線

27

28

図書館休館日

月

2月
Mon

29

ピアノ教室 防

午前9時〜午後1時

（広域隣保活動）

ピアノ教室 防
午後4時〜5時30分

柿原線
下安井線

俣野線

御机線

家庭の日

絵画・ポスター巡回展

日時：１月２４日（月）〜３１日（月）
開催場所：江府町役場本庁舎２階
【問い合わせ】江府町教育委員会 電話：0859-75-2223

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

Tue

水

Wed

木

Thu

金

Fri

1

2

3

4

午前10時〜午後4時
ピアノ教室 防
午後4時30分〜5時

午後3時30分〜6時
ストリートダンス 役
午後6時30分〜8時

午後4時〜5時30分

午後2時〜3時30分
お茶会 本5

ピアノ教室 防

ピアノ教室 役

フラダンス講座 防

土

下蚊屋線

6

午前9時〜11時30分

午前9時〜午後１時

午前10時30分〜
（参加要予約）

江府町立図書館
電話：0859-75-2005

（広域隣保活動）

午後1時〜5時

柿原線
下安井線

俣野線

9

10

11

午前9時〜11時30分
ピアノ教室 防
午後4時30分〜5時
アイリス合唱団 防
午後7時〜8時30分

午後3時30分〜6時
ストリートダンス 役
午後6時30分〜8時

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）

午前9時〜11時30分
いけばな教室 防

手踊りクラブ 役

午後7時〜9時

人権・行政相談

料理教室 本5

ピアノ教室 役

江府町立図書館 防
おはなし会

午後2時〜4時
ピアノ教室 防
午後4時〜6時

8

パッチワーク同好会 防 ピアノ教室 防

Sun

5

（広域隣保活動）

御机線

日

Sat

ピアノ教室 役

人権・同和教育講座 役
たんぽぽ学級 第5回
午後7時〜8時
※詳細は、配布しているチラシ
をご覧ください。

7

ピアノ教室 役

午後4時〜6時

元気クラブ 本5

日時：１月１８日（火）〜２０日（木）
１８日：江府小学校 １９日：鏡ヶ成スキー場
２０日：江府町防災・情報センター（見送り）
【問い合わせ】江府町教育委員会 電話：0859-75-2223

囲碁同好会 防

囲碁同好会 本5

30

午前10時〜正午

江府町・西ノ島町児童交歓スキー教室

大河原線

柿原線
下安井線

俣野線

ピアノ教室 役

12

13

ピアノ教室 役

午前9時〜午後１時

午後7時〜8時

(広域隣保活動)

午前10時〜正午

ピアノ教室 役

午後4時〜5時30分

大河原線

下蚊屋線

御机線

俣野線

1 月 17 日から 2 月 13 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１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。
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▲

メリークリスマス！！

12/10

今年も「こうふのサンタ」から、子供の国保育園へプレゼント♪
令和３年１２月１０日（金）…。早番の職員
が出勤すると、園舎前に、２通の手紙が置いて
あるのを発見！！１通目には「メリークリスマス
たのしいクリスマスを おそくなってごめんな
さい こうふのサンタ」、２通目には「プレゼン
トはさくらの木に吊り下げてあります」と書かれ
ていました。そして、職員が桜の木を確認すると、
袋に入ったイルミネーション一式が吊るされてあ
りました。
梅林園長は「今年もこうふのサンタさん、あ
「こうふのサンタ」さん、ありがとうございました！！
りがとうございました。大切に使わせていただき ▲
（写真は子供の国保育園年長児）
ます」と感謝を述べました。

スポ少のご紹

江府町スポーツ少年団
ドッジボールチーム

介

奥大山の水江府町地域振興（株）は「江府ライジングサン」に協賛しています。

江府ライジングサン
令和３年４月に設立した、江府町スポーツ少年団ドッジ
ボールチーム「江府ライジングサン」。林弘一監督のもと、
町内の小学生を対象に結成され、県内大会出場に向けて練
習しています。一緒にドッジボールで汗を流しませんか。
【練習日】毎週金曜日午後７時から９時まで
【練習会場】江府小学校体育館
ご興味ある方は、以下までご連絡をお願いします。
【江府町スポーツ少年団に関する問い合わせ】
江府町教育委員会事務局 電話：0859-75-2223

▲ドッジボールを通して体も心も鍛えます。

今月の #kofupics

COVER

【タイトル】
「青天を衝け」
【投稿者】
songchun19 さん

【撮影場所】
江府町御机地内

＼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！！

今月号でご紹介する写真は、江府町御机地内で撮影された一枚。
雪を
まとった圧巻の大山南壁を収めた作品です。
投稿者の songchun19 さん
からは以下のコメントをいただきました。
「真っ白な雪が降り積もっ
た急峻な岩肌が、雲のない真っ青な空を貫くように天高くそびえる景
色は壮大でした。
これからも、季節によって様々な顔を見せてくれる、
魅力的な大山を撮影していきたいです。
」

−表紙の写真−

新たな年を迎え、
「町報こうふ」
は今月号からフルカラーになりま
した。今 年 初 の「町 報こうふ」
の表紙を飾ったのは、江府町観
光大使の「えびちゃん」。寅年に
ちなんだ、あでやかな金色の着
物がよく映えます。
「えびちゃん」
は昨年に Vtuber としての活動を
開始しました。今後、新たな動
画出演も予定しているそうです。
江府町観光大使として、今年
もますますの活躍に期待してい
ます。

