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雨にも負けず 逆境にも負けず
伝統を守り 十七の夜に再び舞う

動画で町報こうふ!

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

ほけレポ〜保健レポート〜

毎年９月は 「世界アルツハイマー月間」 です

ほけ
レポ

今年も世界アルツハイマー月間がやってきました。 認知症への理解を深め広め
るため、 全国各地でオレンジ色のライトアップなど啓発の取り組みが行われてい
ます。
（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２０２１より）
〜

保健レポート vol.18
まめ

にいかいや！江府町〜

・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。

江府町における認知症の相談支援体制
今回は、 町民のみなさんが、 自身や身近な人が 「もしかして認知症かな？」 と思ったときに相談できる、 江府町にお
ける認知症の相談支援体制についてご紹介します。

【気づき】
もの忘れが気になったら
どこに相談したら良いか不安があるとき
生活や介護の相談をしたいとき など

医療機関に受診するとき

かかりつけ医に相談しましょう

認知症に関する相談窓口

江府町地域包括支援センター
（役場福祉保健課内 電話 ： 0859-75-6111）
【高齢者の総合窓口】
認知症初期集中支援チーム
医療や介護のサービスを受けていない
方などの困り事や心配事の相談に対
応する専門チーム。 行政サービスとし
て専門医と家庭訪問も行います。

家族が相談のために受診するのも方法です。

江尾診療所 「もの忘れ外来」
第１ ・ ３木曜午後 （完全予約制）
※予約は江尾診療所 （電話 ： 0859-75-2055）
または江府町地域包括支援センターまで
共同
専門医 ： 矢崎誠一医師 （写真右）
運営
（もの忘れ外来専門医）

保健師、 社会福祉士、 介護支援専門員、 認知症地域支援推進員
がご相談に応じます。
●鳥取県認知症コールセンター （月～金 午前 10 時～午後 6 時）
認知症の人と家族の会 （電話 ： 0859-37-6611）

・ 地域の見守り

鳥取県認知症疾患医療センター
（西部） 鳥取大学医学部附属病院、 西伯病院、 養和病院

医療 ・ 福祉等のサービスを利用する
・ 家族の会に参加 ・ 江美の会 （予防のつどい） や地域のサロンに参加

どんなことでもまずは相談しましょう

江尾診療所長
武地幹夫医師

江府町で診療するようになってから約２５年がたちます
が、 高齢化が進んだ地域の中では、 あらゆる疾患の
背景に 「認知症」 の問題が潜んでいることが多いと感
じています。
このことから、平成２１年度に、町内に気軽に相談でき、
どのようにしたらいいかを共に話し合い、 本人と家族が
「これならやってみようか」 という明かりが少しでも見え
るような取り組みを行う必要があると考え、 江尾診療所
内に 「もの忘れ外来」 を開設しました。
現在、 年間あたり延約８０人の方の診療および相談支
援を行っています。

「もの忘れ外来」 は、 「地域包括支援
センター」 と共同運営していますので、
専門医による診療はもちろん、 私たち
が家庭訪問等を行ったり、 ケアマネー
ジャー等と連携して生活や介護の相談
も行います。
「自分が認知症かもしれない」 という
不安はとても大きなものです。 本人が
受診を拒まれるときも、 まずはご家族だ
けでも江府町地域包括支援センターに
ご相談ください。

認知症地域支援推進員
坂本明美さん
令和３年９月号
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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

ふ
えき
りゅ う こ う

｣

▲厄除け花火の様子

不
｢ 易流行

〜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
大雨の被害が発生︒幸
﹁理想﹂を創造する〜 いこの日︑警報は発令
されませんでしたが︑降り続く雨︒
心に響き渡る花火の音
会場を急きょ上之段広場から山村
開発センターに変更︒しかしなが
ら︑その薄暗さが何ともいえない
雰囲気を演出していました︒踊り
を終え︑西門坂で見る花火はとて
もきれいでした︒いつもは賑やか
なお祭りの最後を飾る花火ですが︑
静かな夜空に響き渡る音が︑しん
みりと心に伝わってきます︒﹁平
穏な日常が戻りますように︒﹂
各々の思いを胸に刻みながら︑一
時の雨の止み間に映える花火を見
られたことでしょう︒
みなさん︑お疲れさまでした︒
来年の江尾十七夜を楽しみに待ち
ましょう︒

新型コロナウイルス感染症が猛
威を振るっています︒デルタ株と
いう感染力の強いウイルスのせい
もあり︑いつ収まるのだろうかと
不安と閉塞感でいっぱいの毎日で
す︒江府町では 歳以上の対象者
２︐５７８人のうち２︐０７４人
のワクチン接種を８月８日までに
終えました︒接種率は８０．４％
です︒今後も引き続き︑未接種の
町民︑転入者︑町外在住で町内事
業所に勤務しておられる人等への
接種を行っていきます︒
そんな中︑江府町内でもいくつ
かの行事が中止や規模縮小されま
した︒せっかく準備してきた行事
がなくなるのはとても寂しいこと
ですが︑ご理解をいただきたいと
思います︒
江府町伝統の夏祭り江尾十七夜
も例外ではありません︒昨年に引
き続き今年も︑無観客でのこだい
ぢ踊りが行われました︒お盆前頃
から秋雨前線が停滞し︑全国的に
１２

白石町
コラム長
Vol.61

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.4」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４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４回座談会テーマ「敬老の日プレゼンツ。敬老を語る」】
配信予定日
出演者

９月２０日（祝・月）１０：００〜１１：３０（予定）
白石町長、社会福祉法人尚仁福祉会 理事長 祇園崇広さん、役場総務課 主任 梅林 徹（司会）
江府町民生児童委員協議会 会長 加持谷典範さん

【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４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
明徳学園専門講座のご紹介

明 徳 学園 専門 講 座﹁パソコン﹂を

紹介します︒

現在の登録者は７名で︑毎月１回

活動をしています︒ワードやエクセ

ル な ど を 基 礎 か ら 学 ぶ こ と が で き︑

自分が作ってみたい文書の作成にも

挑戦することができます︒

初めての方にも︑講師がわかりや

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。

課題研究「ｅスポーツレクリエーション」スタート

３年生「課題研究」の e スポーツチームが、高齢者の方に楽
しんでもらうことを目指した「ｅスポーツレクリエーション」
をスタートさせました。尚仁福祉会・江美の郷「まめトレ」に
お伺いし、「ｅスポーツレクリエーション」を実施。参加者は 7
名で、まず準備体操として、後出しじゃんけん、体操、ひとお
や体操を行いました。その後、「太鼓の達人」を一緒に行い、参
加された方と一緒にリズムに合わせて体を動かしたり、声を出
したりして、楽しんでもらうことができました。
参加された方から「またやりたい、また来てね」、「気分転換
になった」、「e スポーツって全然わからなかったけど、楽しく
できた」などの声をいただき、生徒にとって大きな励みになり
ました。
課題研究では「ｅスポーツレクリエーション」の楽しさに加
えて、その健康効果を感じてもらえるように頑張っていきます！

7/9

す く 指 導 を し て く だ さ い ま 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︲

７５︲２２２３︶まで お 問い 合 わ せ

6/25

１０

ください︒

ニュース

日時 毎月第３木曜日午前 時〜

日野高

場所 江府中学校パソコン教室

▲パソコン講座受講風景

▲
「太鼓の達人」に挑戦！！

日野高校創立２０周年記念式典

日野高校創立２０周年記念式典が日野町文化センターで行わ
れました。この日は梅雨前線の影響で高校が休校となり、生徒
たちはオンラインでの視聴となりました。坪倉校長は式辞で「日
野郡の皆さまと連携・協同し、そのなかで生徒一人ひとりがど
のように学び、その学びをどのように未来につなげていくのか、
地域になくてはならない学校になるよう、一丸となって取り組
んでいく」と話されました。
また、生徒代表挨拶では、「東京オリンピックライフル射撃代
表選手の中口遥さんをはじめとして、社会で活躍されている多
くの先輩方が卒業されたこの学校で学んでいる幸せと責任を感
じる」と話しました。
その後、郷土芸能部元顧問の小谷博徳先生が、演題「世の中
逆さが面白い」の講演をされ、「なぜ日野郡の郷土芸能が神楽な
のか」、「日本一になるために必要なことは何か」など、貴重な
ご経験や多くの想いをご講話いただきました。

▲式典の様子

令和３年９月号
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まちの教育

トム先生の「ＴＯＭʼＳ ＴＯＰＩＣ」12

トム先生の動画は
こちらから

School lunch in the UK
In 1944, at the tail end of the war in Europe, and as part of a

larger drive to increase the social safety net, Britain made it compulsory for all local
authorities to provide a free school meal to all children.

From the 1950's onwards, school dinners became associated with stodgy food.

Some famous examples include

“ toad in the hole” and “steak and kidney pie” ‒ usually served with gravy

or baked beans. Of particular note were "school puddings"; starchy, sugar laden and high in calories, these
included the likes of “spotted dick” and “treacle sponge” and where usually served with lots of custard.

In the 1980s, Margaret Thatcher's Conservative government ended entitlement to free meals for thousands
of children, and made local government open up provision of school meals to competitive tender. This was
intended to reduce the cost of school meals provided by local authorities. However, it caused a major
decrease in the standard of school food.

This became a major topic of debate in 2004, when chef Jamie Oliver led a campaign to improve the quality
of school meals. At this time, school dinners at state schools were normally made by outside caterers. The
schools sold a lot of deep-fried fast food, like chips, fried turkey nuggets, pizza, and pies.
became a factor in the 2005 UK general election.

This topic

also

As of 2021, school dinners in the UK are usually eaten in a cafeteria with the choices usually restricted to a
choice of 2 options at primary school whereas secondary schools operate on more of a buﬀet style system.

Each meal should include a balance of all essential food groups with a limit on the amount of fried food on
oﬀer.

イギリスの学校給食
イギリスでは、ヨーロッパで戦争末期の１９４４年、社会的セーフティネットの強化の一環として、すべ

ての地方自治体に無料の学校給食を提供することを義務づけました。

１９５０年代以降、学校給食には腹にもたれる食物イメージがつきまといました。有名な例としては、
「トー

ドインザホール ( 生地の中で焼かれたソーセージ )」や「ステーキ＆キドニーパイ」などで、通常はグレイビー

ソースやベイクドビーンズが添えられていました。特に注目されたのは「スクールプディング」と呼ばれる

もので、それらはデンプン質で砂糖を含んだ高カロリーのもので、
「スポテッドディック（干しぶどう入り

スエットプディング）」や「トリカルスポンジ」などがあり、カスタードがたっぷりと添えられていました。
１９８０年代、マーガレット・サッチャー保守党政権は、何千人もの子どもたちに無料で給食を提供する

権利を廃止し、地方政府に学校給食の提供を競争入札に委ねるようにしました。これは、地方自治体が提供
する学校給食のコストを削減することを目的としたものでした。しかし、その結果、学校給食の水準が大き
く低下してしまったのです。

２００４年、シェフのジェイミー・オリバーが学校給食の質を向上させるキャンペーンを展開したことで、

この問題は大きな話題となりました。この頃、公立学校の学校給食は通常、外部のケータリング業者が作っ
ていました。学校では、チップスやターキーナゲットなどのフライ、ピザやパイなど、揚げ物系のファストフー
ドが多く売られていました。この話題は、２００５年の英国議会総選挙の争点にもなりました。

２０２１年現在、英国の学校給食はカフェテリアで食べられるのが一般的で、小学校では選択肢が２つに

限定されているのに対し、高校では選択肢が限られたビュッフェスタイルが主流となっています。各食事には、
すべての必須食品群がバランスよく含まれていなければならず、揚げ物の量は制限されています。
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江府町地域おこし協力隊通信
8 月に新たに 2 名の江府町地域おこし協力隊員が着任しまし
た。各分野で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２名の江府町地
域おこし協力隊員と、先輩隊員のうち３名の取り組みを紹介し
ます。

江府町
地域おこし協力隊
通信

今月号のテーマ

「これから、これからも」
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）
江府町へやってきて３ヶ月が過ぎ、セミの鳴き声が聞こ
えるようになりました。梨の実も日ごとに大きくなり、収
穫が近づいています。そういえば夏の定番であるセミです
が、地元では多かったクマゼミを見かけない事や、逆にまっ
た く 見 か け な か っ た ヒ グ ラ シ が ど こ に で も い る 事 で、
ふくしま すぐる

福島 優

「あぁ、違う土地へやって来たのだな」としみじみ実感し

▲収穫前の梨

ています。

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）
江府町に来て早３カ月が経ちました。江府町での生活に
も慣れてきて、仕事の面では私のメイン業務でもある「奥
大山ブランド認定」のための募集が始まるなど、公私とも
に充実した日々を送っています。しかし、まだ仕事などで
やまだ

あさひ

山田 朝陽

▲動画編集も学んでいます

わからないことばかりなので、これからも日々の業務に一
生懸命取り組んで行きたいと思います。

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）
周囲の方々の理解と協力を得て、私の興味あることに参
加させていただき感謝しています。年長さんの英語クラス
では、一緒に楽しませていただきました。英語の絵本を読
む機会があり、まだまだ模索中です。写真は、アボリジナ
あんどう のぞみ

安藤 希

ルアートを真似して描いてみました。私が体験してきたい

▲アボリジニアートに挑戦

ろいろな文化もお伝えしていきたいと思います。
【担当】

新しい協力隊員の
ご紹介
８月から新しく２名の協
力隊員が着任しましたので
ご紹介します。

【担当】図書館支援

ジビエ活用コーディネーター

（コミュニュティ図書館）

【自己紹介】

【自己紹介】

ジビエ活用コーディネー

暑い名古屋から江府町

ターの三村です。奥大山地

が日本一暑い地域になっ

美恵で解体処理や狩猟を学

た日に引越しました。定

び、より多くの方に江府の
みむら

あすみ

美味しいジビエをお届けし

三村 明日海さん ていきます。

住できるように頑張りま
あおやぎ

ひろと

青柳 仁人さん

すのでよろしくお願いし
ます。

令和３年９月号
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農業委員会だより

農地パトロール（利用状況調査）を実施します

〜農地利用の確認、遊休農地の実態把握、違反転用の防止〜
■調査にご理解とご協力を

江府町農業委員会では、
（１）地域の農地利用の確認、
（２）遊休農地の実態把握と発生防止・解消、

（３）違反転用発生防止・早期発見を目的に、農地パトロール（利用状況調査）を全町で実施します。
この調査には、農業委員および農地利用最適化推進委員が中心となって行い、緑色の帽子・ベスト・
腕章を付けて巡回します。

農地の適正な管理を怠ると、雑草が茂り害虫等の温床となるだけでなく、周辺の住民や農地に

迷惑をかける可能性があります。除草や病害虫駆除など農地の適正な管理をお願いします。

【調査の内容】

農地の耕作の状況などを見てまわりながら「遊休農地（荒廃農地）」になっているかどうかを判

断します。併せて、既に山林・原野化している土地（非農地）も調査します。また、調査にあたり、
みなさんの農地に立ち入ったり、お話を伺うこともあります。
ご理解とご協力をお願いします。

■遊休農地とは？

（１）１年以上耕作されておらず、今後も耕作されないと
見込まれるような農地

（２）周辺の農地と比べて著しく低利用となっている農地

農地所有者の方には、今後の利活用の意向などを聞き

に伺います。

▲農地パトロールの様子

■農地パトロール（利用状況調査）出発式

「農地パトロール（利用状況調査）出発式」を、８月２５

日（水）、江府町役場本庁舎前で行いました。当日は、白石

祐治町長と三好晋也町議会議長が参列され、お二人からは

「安全な調査の実施と農地の有効利用に向けた調整活動等に
尽力ください」と激励の挨拶をいただきました。

▲令和３年度出発式の様子

９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9月16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。

＜令和3年8月10日（火）開催＞

農地法第3号の規定による許可申請について 1件

（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
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令和３年９月号

電話：０８５９−７５−６６２０
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まちのお知らせ

９月は健康増進普及月間です
健康増進普及月間テーマ

１に運動

〜健康寿命の延伸〜

２に食事

しっかり禁煙

最後にクスリ

日本では、平均寿命が延びる一方で、「健康寿命（健康に自立して過ごせる期間）」が、平均寿命より
も約１０年短く、その期間は介護等の支援が必要になっています。
江府町では、介護が必要となる原因の一つ、脳卒中の１人あたりの入院費用額と件数が増えていて、
課題となっています。
日ごろの生活習慣を振り返り、運動習慣の定着や食生活の改善に取り組み、いきいきと、いつまでも
健康に暮らしましょう。
３つの実践で、健康寿命を延ばさあや！
①毎日１０分の運動

②１日プラス７０ｇ（大トマト半分、小鉢１杯分）の野菜

【問い合わせ】江府町役場福祉保健課

③禁煙

電話：０８５９−７５−６１１１

大切にしていますか？ あなた自身のこと

９月１０日〜１６日は自殺予防週間です

うつ病の早期発見の大切さや相談窓口を広く知っていただき、自死予
防のきっかけとなるよう、「大切にしていますか？あなた自身のこと」
と題し、鳥取県西部総合事務所米子保健所と江府町が共同で図書館での
展示を実施します。
「眠れない」、「なんとなくだるい」、「元気がでない」など、以前と比
べて変わったことがないか、ご自身の心の健康を振り返ってみる機会に
してはいかがでしょうか。
関連書籍も置いておりますので、是非皆さまお立ち寄りください。
※全国的には「自殺」という言葉が用いられていますが、鳥取県では「自
殺」という言葉に、多くの遺族が辛い思いをしていることに配慮し、平
成２５年７月より「自殺」から「自死」に改め、偏見解消に向けた取組
を行っています。

▲鳥取県「眠れてますか？」
睡眠キャンペーンキャラクター
ご当地スーミン

【期間】９月１日 ( 水 ) 〜３０日（木）
【場所】江府町立図書館
【内容】パネル、関連図書、チラシ、啓発グッズ等の展示
【問い合わせ】江府町役場福祉保健課 電話：０８５９−７５−６１１１
令和３年９月号
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気をつけよう

消費者トラブル

クレジットカードの不正利用
〜利用明細は必ずチェック〜

相談事例
クレジットカード会社から代金の引き落としができないと、確認の電話があった。あわてて
利用明細を見ると、先月3回に渡って、計50万円以上の心当たりのない請求があった。カード
会社に問い合わせ、教えてもらった請求元に確認すると、自分の個人情報を使った第三者の
不正利用だとわかった。
（40歳代 男性）

アドバイス

・利用明細は必ず毎月確認しましょう。ネット通販の注文確認メールやクレジットカードを利用した際の伝票は保管
しておき、日付や金額等を利用明細と突き合わせて確認しましょう。
（利用明細には、店舗名とは異なる記載がされ
ていることもあります）
・インターネット利用時にカード情報を盗まれることもあります。不審なサイトにカード情報を入れないよう日頃から
セキュリティに注意しましょう。
・自分に覚えがなくても家族がカードを利用している可能性もあるので、家族にも確認してみましょう。
・不正利用が疑われる場合は、早急にカード会社に連絡しましょう。 補償を受けられる場合があります。
（国民生活センター「見守り新鮮情報」より）

○消費生活相談員による相談窓口
令和3年9月15日(水)、10月6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

冬春夏

クマの主食は︑堅果類といわれ
るドングリやブナの実などです︒
秋の間は１日５︐０００キロカロ
リーほど摂取すると言われており︑
人間で例えると成人男性の１日平
均摂取カロリーの約２倍以上！ど
んぐりに換算すると約３︐０００
大変な数で
個 〜 ４︐０ ０ ０ 個 …
す！ちなみに柿で換算すると約
秋 と い え ば﹁食 欲 の 秋！﹂︑食 個でまかなえます︒つまり︑１個
あたりの糖質や脂質の高い︑高カ
べたい気持ちが止まりません！
で も ど う し て﹁食 欲 の 秋？﹂︒ ロリーな食べ物なら効率的に必要
一説によると寒い冬に備えて栄養 なエネルギーを摂取できるわけで
を蓄えようとする本能から秋は食 す︒人の生活圏には柿や栗だけで
はなく︑生ごみなどの高カロリー
欲が増加してしまうそうです︒
冬に備えるのは︑どの動物たち な食べ物がいっぱいあります︒町
も同じで︑秋になると食べ物を探 にクマが出没するのはこのためか
し活発に行動するようになります︒ もしれませんね︒
日野郡ではまだ生息数も少なく
とくにクマは１年で摂取するエ
ネルギーの約 ％を秋の間に取り 問題にはなっていませんが︑今後
ます︒図にしてみると左のように 増えていくかもしれません︒
なるわけですが スゴイですよね︒ な の で︑次 回 は ク マ と の﹁付
…
き合い方﹂についてお話します︒

クマの１年間のエネルギー摂取量

獣害対策

アップデート

第3回
クマの話①
食欲の秋

８０

秋

▲秋に栄養を蓄えるとされるクマ

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

５０
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年金生活者支援給付金請求のご案内
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基
準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せ
して支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。
▶対象者
【老齢基礎年金受給者】
（ただし、以下の要件をすべて満たしている必要があります）
・６５歳以上
・世帯員全員の市町村民税が非課税
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が約８８万円以下
【障害基礎年金・遺族基礎年金受給者】
（ただし、以下の要件をすべて満たしている必要があります）
・前年の所得額が約４６２万円＋扶養親族の数 ×３８万円以下
請求の手続きなど詳しくは以下へお問い合わせください。

【問い合わせ】
日本年金機構（給付金専用ダイヤル） 電話：０５７０−０５−４０９２

口座振替のお願いについて

今月の国民年金

納付期限 9月分 令和3年11月1日（月）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

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

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

︵氏
名︶

善久

忠嗣

本人

本人

︵年齢︶ ︵世帯主︶

歳

歳

日から8月末までの届け ︵敬称略︶

26

令和３年９月号

人の動き

７月

︵住所︶

加藤

下垣

89

◎ごめい福を祈ります

用
83

白住団地

美

社会福祉協議会に次の方から

稔死去︵新町一︶

ご寄付をいただきました︒

父

善久死去

26

日から８月末までの届け ︵敬称略︶

政美

父

７月

米子市 相見

公久

◎香典返しとして

原 加藤

延寄付金額 64,725,000円
万円
（前月比＋1,674.3万円）

柿

日

忠嗣死去︵美用︶

現在

父

8月31日

延申込件数 3,730件
件
（前月比＋902件）

瑞恵

令和3年

本人退院

ふ る さ と 納 税

美女石 下垣

応援ありがとうございます！

百合子

）は前月比

◎見舞い返しとして

1,021 世帯 （ - 3）

令和３年８月３１日現在（

用 川上

■世帯数

2,716 人（ - 5）
1,268 人（ - 2）
1,448 人（ - 3）

美

■まちの人口
男
女

ご寄付

ありましたら、役場住民課にご相談ください。

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3年9月30日（木）です。

22

Information

13

月

9月
Mon

カラオケ同好会 本5
（広域隣保活動）

午前10時〜正午

14

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

15

水

Wed

パッチワーク同好会 防 ピアノ教室 防

午前9時〜11時30分

油絵教室 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

16

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
和紙折紙講座 役

17

20
江府町立図書館 防
ものづくりクラブ

午前10時30分〜

御机線

下蚊屋線

21

22

午前10時〜午後4時

午後1時〜5時

囲碁同好会 防

（参加要予約）

押し花教室 防

（広域隣保活動）

午前10時〜正午

フラダンス講座 防

図書館休館日

ピアノ教室 防
午後3時30分〜6時

18

土

Sat

ピアノ教室 防

19

日

Sun

午前9時〜午後１時

午後2時〜3時30分
ピアノ教室 防
午後4時〜6時

柿原線
下安井線

俣野線

23

Fri

お茶会2 本5

午後1時30分〜3時30分

大河原線

金

24

25

26

午後4時〜6時

午後1時30分〜3時30分

午前9時〜午後1時

ピアノ教室 防

和紙折紙講座 役

ピアノ教室 防

ストリートダンス 役

江府町立図書館
電話：0859-75-2005

午後6時30分〜8時

手踊りクラブ 役

午後7時〜9時

下蚊屋線

27

28

29

午後1時30分〜3時30分

午前9時〜11時30分

午後3時30分〜6時

絵手紙・墨彩画教室 防

パッチワーク同好会 防 ピアノ教室 防

人権・同和教育講座 役
たんぽぽ学級 第１回①
昼の部：午後1時30分〜
2時30分
夜の部：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。

30

元気クラブ 本5
（広域隣保活動）

午前10時〜正午

人権・同和教育講座 役
たんぽぽ学級 第１回②
昼の部：午後1時30分〜
2時30分
夜の部：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。

下蚊屋線

大河原線

10月
月

柿原線
下安井線

御机線

御机線

俣野線

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

Wed

木

Thu

金

Fri

1

フラダンス講座 防

土

2

午後2時〜3時30分
お茶会 本5

（広域隣保活動）

午前9時〜正午

5

6

午前10時〜午後4時
囲碁同好会 本5

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
奥大山カフェ 役
午後7時〜9時

（広域隣保活動）

午後1時〜5時

大河原線

下蚊屋線

ピアノ教室 防

御机線

7

8

ピアノ教室 防

午後4時〜6時

いけばな教室 防

ピアノ教室 防

午前10時30分〜
（参加要予約）

柿原線
下安井線

囲碁同好会 防

3

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

4

Sun

午前9時〜午後１時

（広域隣保活動）

グラウンドゴルフ教室 本5

日

Sat

江府町立図書館
電話：0859-75-2005

9

10

ピアノ教室 防

午前9時〜午後１時

午後7時〜8時

俣野線

柿原線
下安井線

9 月 13 日から 10 月 10 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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道の駅奥大山に設置の
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▲

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)

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。

江府町のポケモンマンホール
「ポケふた」グッズ販売開始！！

▲道の駅奥大山

道の駅奥大山で、昨年１０月に設置した江府町のポケ
モンマンホール「ポケふた」のグッズ販売を開始しました。
江府町の「ポケふた」は、
鳥取砂丘にちなんだ「サンド」
と「アローラサンド」と江尾十七夜の花火がモチーフに
なったデザインで、
同施設では「ラバーキーホルダー」
「
、缶
バッジ」
「
、ポストカード」
「
、ステッカー」
を販売しています。
在庫状況など詳しくは、道の駅
奥大山へお問い合わせください。

ポケふたホームページはこちら
からアクセスできます。

【問い合わせ】
道の駅奥大山
電話：0859-75-3648

マンホールステッカー（小）
【江府町】
１枚 ３３０円（税込）

https://local.pokemon.jp/manhole/

ポストカードオープンパッケージ【江府町】
１枚 ２７５円（税込）

ラバーキーホルダーオープンパッケージ【江府町】

１個 ７７０円（税込）

缶バッジオープンパッケージ【江府町】
１個 ４４０円（税込）

今月の #kofupics

COVER

【タイトル】
茅葺小屋とコスモス

【投稿者】
遠藤 明宏 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！！

今月号でご紹介する写真は、
「御机
の茅葺小屋」で写した一枚。
投稿者の
遠藤明宏さんからは以下のコメン
トをいただきました。
「茅葺小屋を
訪れた時、ちょうどコスモスが咲いていました。
この小屋が建てられ
てから、どれくらいの時間が経つのだろう。
立て掛けられている車輪
は大八車のものでしょうか、都会では決して見る事の出来ない風景で
す。
昔から変わらない風景の中で、この時期になると決まって咲くコ
スモス。
自然の営みの素晴らしさを感じます。
古いものを壊さず、地元
の方々が大切に守ってゆくその姿に、
町民の美意識を感じました。
」

「こだいぢ踊り生配信」が８月
１７日（火）、江府町山村開発セ
ンターで行われました。真 新し
いやぐらを組んだ上之段広場で
行う予定でしたが、あいにくの雨
となり、急きょ室内での実施に。
そんな逆境をはね除けるかのよ
うに、こだいぢ踊り保存会のみ
なさんは、凛として鮮やかに舞
い踊りました。当日の様子はユー
チューブで 公 開しておりますの
で、ぜひご覧ください。

