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情報なんぶ 
 

■ 第１７回福祉交流カラオケチャリティー大会のお知らせ ■  

富有カラオケクラブでは、福祉交流カラオケチャリティー大会を下記のとおり開催します。入場は無料です

ので、多数ご来場ください。 

 なお、当日チャリティー募金をお願いする予定です。集まった募金は南部町社会福祉協議会に寄付します  

ので、ご協力をお願いします。 

【日 時】 平成 25年 11月 17日（日） 12:00～ 

【場 所】 南部町公民館 富有まんてんホール（天萬庁舎内 3階） 

【主 催】 富有カラオケクラブ 

【問い合わせ先】 南部町公民館 担当：谷本 TEL ６４-３７８２ 

  

■ 第２５回全国柿の種吹きとばし大会参加者大募集 ■ 

毎年恒例となりました全国柿の種吹きとばし大会を、今年も開催します。今年の豪華副賞は、韓国旅行!  

優勝者以外も海外旅行へ行ける、ダブルチャンスがあります。合計で 4 名もの方に海外旅行が当たります！ 

ぜひご参加ください。 

【日 時】平成 25年 11月 23日（土・祝）12時（受付 10時 30分～） 

【会 場】南部町農業者トレーニングセンター 

【申し込み方法】南部町ホームページで募集要項を確認のうえ氏名、年齢、住所、電話番号、参加部門を  

   電話、ＦＡＸ、郵送、メール等でご連絡ください。締切：平成 25年 11月 8日（金） 

        南部町ホームページ：http://www.town.nanbu.tottori.jp 

【申し込み先・問い合わせ先】 

富有の里まつり実行委員会（企画政策課/南部町法勝寺 377-1）担当：亀尾、赤井                       

TEL ６６-３１１３ FAX ６６-４４２６              

    メール kikaku@town.nanbu.tottori.jp                         

○ボランティアスタッフも募集しています!!                           

 柿の皮むきや計測・記録係として協力いただける方を募集しています。                

 ご協力いただける方は、上記の「問い合わせ先」までご一報お願いします。               

                                              

 

■ 多重債務・ヤミ金融等相談会【１１月開催分】 ■ 

 ・弁護士や司法書士等の法律専門家による、無料の面接相談です。 

  ※相談会前でも、各相談機関で相談に応じています。 

 ・希望者は、臨床心理士による心理カウンセリングも、無料で受けられます。 

  (いずれも事前予約制。お申し込みは、下記相談機関にお願い致します。) 

【日時】平成 25年 11月 21日（木）午後 1時半～4時 

【場所】米子コンベンションセンター5階第 5会議室（米子市末広町 294） 

【申し込み先・問い合わせ先】西部消費生活相談室  TEL ０８５９－３４－２６４８ 

              町民生活課(天萬庁舎) TEL ６４－３７８１ 

                         <受付時間>8:30～17:00 <休業日>土、日、祝祭日 

【主催】 多重債務・ヤミ金融問題対策協議会 

■ 味噌加工利用申し込み・製造斡旋について ■ 

 自家用味噌の加工を 12月から始めますので、希望される方は、下記の申込書でお申し込みください。 

 また、味噌の委託製造を希望される方も同じ申込書に記入をしてください。 

【期 間】 12月 ～ 4月 

【場 所】 めぐみの里（阿賀）、大豆加工所（法勝寺）、えぷろん（市山）の各加工施設 

【料 金】 利用料金・・・・・・・・・ 味噌 1㎏当り（出来上がり）  75円 

【場 所】 材料斡旋をします・・・・・ 大豆・塩・麹菌・ナイロン袋（実費） 

【申 し 込 み 先】 めぐみの里・大豆加工所の利用申込書 

産業課（天萬庁舎） 町民生活課（法勝寺庁舎） 

         えぷろんの利用申込書  あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内） 

【申し込み期限】 平成 25年 11月 15日（金） 

【そ の 他】 使用月日については、後日通知いたします。 

※必ず申込書を提出してください。電話での申し込みは受付けません。 

【問い合わせ先】  南部町役場天萬庁舎（産業課）  担当：瀬尾（TEL ６４－３７８３） 

 

                    キリトリ線                                 

加 工 施 設 利 用 申 込 書（自家用・委託製造希望） 

※希望する月・場所に○をして下さい（大豆の斡旋希望者は、必ず数量を記入して下さい） 

住 所 南部町             

氏 名  電 話 ― 

米 

          

㎏ 大 豆 
持  参       ㎏ 

斡旋希望       ㎏ 

希 望 月  12月   1月   2月   3月   4月   （いつでもよい） 

自家用 

（希望施設名） 

 
法勝寺大豆加工所 

 
めぐみの里 

 
えぷろん 

委託製造 

（希望グループ名） 
 めぐみの里（みそっ娘グループ）  えぷろん（加工グループえぷろん） 

 

 

■ ＷＥ ＬＯＶＥ南部町フェア開催（米子高島屋主催） ■ 

 今年４月からスタートした移動販売（ローズちゃん号）を記念して、下記とおり南部町フェアを開催します。 

 なお、このチラシ「情報なんぶ（10 月 17 日発行）」をご持参ご来場された方に、ご来場記念プレゼントを    

用意しています。（1回限り） 

【会  期】平成 25年 11月 7日（木）～11日（月）、各日午前 10時～午後 7時 

（※11日は、午後 5時まで） 

【場  所】米子高島屋本館 5階催場、【後  援】南部町観光協会 

【展示販売等】富有柿、野菜などの農産物、加工品、おこわ、杵つき餅実演販売 

        法勝寺焼、木工品、創作小物、緑水園の名物メニュー、恩田さくら和牛のカレー販売 

【イベント予定】柿の種吹き飛ばし大会体験（お子様用）（10日（日）のみ）） 

        干し柿作り体験（7日、8日のみ） 

【問い合わせ先】 企画政策課（法勝寺庁舎）担当：亀尾 TEL６６－３１１３ 

 

 



 
■ 平成２５年分年末調整説明会の開催について（税務署からのお知らせ） ■ 

 会社等の源泉徴収義務者の方を対象とした「平成 25年分年末調整説明会」を次の日程で開催しますので、   

お知らせします。 

◎ 駐車場につきましては、混雑が予想されますので、できるだけ車でのご来場はご遠慮ください。 

◎ 該当の開催時間にご都合がつかない場合には、ご都合の良い時間にご出席ください。 
 

開  催  日 開  催  時  間 開  催  場  所 対 象 者 

平成 25年   

11月 21日（木） 

午前 10時 00分～12時 00分 米子市文化ホール メイン 

ホール（米子市末広町293番地） 

米子市の方 

午後 1時 30分～ 3時 30分 米子市以外の方 

【問い合わせ先】 米子税務署 法人課税第一部門 TEL  ０８５９－５７－３３４２ 

 

 

  

 

 

   

 

■ 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 

認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。介護についての日頃の思いを話し合い、仲間

づくりやリフレッシュをする会です。 

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり介護についての相談・

アドバイスを受けることができます。 

11月は 2会場で行いますので、初めての方もお気軽にご参加ください。 

＊参加申し込みは不要です。都合のつく時間にお気軽にご参加ください。 

 

①【日 時】11月 15日（毎月第 3金曜日）午前 10時～12時 

【場 所】健康管理センターすこやか 

②【日 時】11月 28日 （木）午前 10時～11時 30分 

【場 所】総合福祉センターいこい荘（浅井 938番地） 

 

【参 加 費】100円（茶菓代） 

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課）TEL ６６－５５２４ 

 

■ 記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます（税務署からのお知らせ） ■ 

平成 26 年 1 月から個人で事業（農業を含む）や不動産貸付等を行う全ての方は、記帳と帳簿等の保存が  

必要となります。税務署では、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を

実施します。※説明会への出席を希望される方は、米子税務署記帳指導担当までお問い合わせください。 

詳しくは国税庁ホームページ「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧くだ

さい。（http://www.nta.go.jp） 

【問い合わせ先】米子税務署記帳指導担当  TEL ０８５９－５７－３３３８ 

 

 

   

 

■ 南部町の宝・再発見ワークショップのご案内 ■ 

南部町の体験型観光を考える「南部町の宝・再発見ワークショップ」を開催します。 

「歴史のことなら私にまかせて」「こんな特技のある人を知っている」「南部町の魅力は○○だと思う」など

いろんなご意見をお持ちの方に、ご参加いただきたいと思います。 

【参 加 料】無料  ※参加には事前申込みが必要です。 

【募集人数】各回 20～30名を募集します。 

あわせて、「南部町の宝」（南部町の自然・歴史・文化など）、「南部町の宝人」（○○名人など）の情報を

集めています。ＨＰからも情報提供いただけます。みなさまのご協力をお願いします。 

コース 日 時 集合場所 内     容 

法勝寺宿周辺宝探し 10/19（土） 

13時～17時 

南部町公民館 

さいはく分館 

法勝寺宿周辺をまちあるきして宝探し、

体験型観光の活用を考えます。 

南さいはく自然休養村① 

（宝探し） 

10/26（土） 

10時～15時 

緑水園 緑水湖周辺を歩き体験型観光の活用を

考えます。（昼食：しし肉カレー） 

高姫古民家活用を考える 11/6（水） 

19時～21時 

高姫公民館 築 200年の古民家の活用方法について

地域の方とともに考えます。 

南さいはく自然休養村② 

（お試し体験） 

11/9（土） 

10時～15時 

緑水園 10/26に考えたプログラムを試行しま

す。(昼食：マコモダケの炊き込みご飯) 

小松谷地区周辺宝探し 11/16(土) 

13時～17時 

未定 小松谷周辺を歩いて宝探し、体験型観光

の活用を考えます。 

 

【申し込み・問い合わせ先】 
平成 25年度南部町体験型観光推進事業受託事業者 
(有) 地域未来 担当: 影山 海澤 河本 廣池 
TEL ０８５９－２４－０６８１ 

南部町の宝・再発見ホームページ http://nanbu.kaiz.asia/ 

 

■ 平成２６年度南部町まちづくり推進助成事業 ■ 

集落内における生活環境の改善や、集落公民館の修繕・改築などに対して助成を行っています。     

平成 26 年度中に予定されている事業がありましたら、下記までお問い合わせください。 

【対 象 者】集落の発展を目的とした集落づくり計画を策定し、実施する集落など 

        ※既に交付を受けた者は除きます。 

【助 成 金】事業費の 1/2（上限 50万円まで） 

【準 備 書 類】実施を予定される事業の見積書など、金額がわかる資料 

【申し込み期限】平成 25年 11月 15日（金） 

【問い合わせ先】企画政策課（法勝寺庁舎） 担当：長尾 TEL ６６－３１１３ 

  

 

■ Ｎ－１ぐらんぷり「おもしろ部門」出場者大募集！ ■ 
 南部町の大切にしたいモノや、おもしろい人を発掘する「Ｎ－１ぐらんぷり」を開催します。 

南部町で一番おもしろい人を決定する「おもしろ部門」に出場していただける「おもしろい人」を募集していま

す。町内在住者、通勤者、通学者、出身者で、1 人でもグループでも、漫才でもコントでも、おもしろければＯ

Ｋです。詳しくは各世帯に配布していますちらしをご覧ください。≪しめきり １１月８日（金）≫ 

 

「Ｎ－１ぐらんぷり」開催します（入場無料） 

【日 時】平成 25年 11月 30日（土）13時～17時 

       1部：おもしろ部門 2部：宝部門 

【場 所】ふるさと交流センター 

【ゲスト】中国５県住みます芸人 

【問い合わせ先】企画政策課（法勝寺庁舎） 

         TEL ６６－３１１３ 

※詳しくは南部町ホームページからもご覧いただけます。http://www.town.nanbu.tottori.jp 


