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伯耆町（旧岸 本町）に誘致 企業として 設立
７月より操業開始
岸 本・ 天 萬の 工 場 を 統 合、 南 部 町 （ 旧 西 伯
町）の 誘致企 業として 原工業 団地に移転

第２０号 平成２１ 年２月１９日 発行
大国地域 振興協 議会（おおく に田園スク エア内（電話６６−５２６６））

大国主命

★事業内容★
自 動車（乗 用 車）を中心に 建 設用 車輌の 組 電線（ハ ーネ ス ）を生 産し、ほとんどを岡 山
県の 矢崎部品株 式会社 新見 工場へ 納入。その 後、各自動車メーカ ーへ 送られます。
自動 車用ハ ーネ ス は、自動 車の 中を 通る 電線の ことで、 人 間で言う と血 管や 神経にあ
たる 部分です。車に取り付ける と見えない もの ですが、重要な部品です。私た ちの 車にも、ミ
トクハーネス で作られた 部品が使われてい る かもしれませ ん。

★従業員★
女 性 が８ ０パ ーセ ン ト を 占
め 、年代は２０才から５０才を
中 心 に、 約 １１０ 名 が 働い て
お られま す。 南 部 町 からは 、
外注を含むと 約３０名が通勤
して おられます。
また 、中国 から８名の 研修
生が 技 術の 習 得 に 励ん でい
ます。

★その 他★
現在、 新潟 県村 上 市に３０名 規模の 工場、 中国 青島 市に１０００名 規模の 合弁 会社を 設立
操業してい ます。

≪編集後 記≫
今月号は「お お くに芸能大 会」の 特集を組み ました 。ご出演並び にご来場、ご協 力いた だきました 皆
さんに心から感謝･ お 礼を申し上げます。本当にありがとうござい ました 。
今年も大 勢の 方にご参加い た だきました が、来年は、ぜひ子供た ち や若い 方にも多 数出演 してい た
だきたい と思っ て い ます。歌、ダン ス 、演劇、 漫 才、落 語、手 品、 楽器 演 奏など何 でもお 待ち し てい ま
す。堅苦しく考えず、軽い 気分で一緒に楽しみ ましょ う。（笑える 演目大歓迎！）
さてこのたび の 芸能大会の 会場で、久しぶりにお 会い になった お 知り合い の 方はい らっ しゃい ませ んで
した か？大国地 域振 興協議 会では地域の 皆さんに、この ような「出会い 」の 場を数多く 提供する ため、
これからもいろいろ な行事に取り組んで行きます。
皆さんのご参加を心からお 待ち いた してい ます。またの 出会い をお 楽しみ に！
（広報編集 部員 Ｙ）

２月８ 日（日 ）お おくに 田園 スクエ アで 、恒例 の「 おおく に芸能 大会 」を開 催し 、
たくさ んの方 にご 来場い ただ きまし た。 カラオ ケ・踊 りな ど大国 の芸 達者の みな さん
の演技を 一目見 ようと 会場は 大盛り 上がり でした 。
また、 幕間に は猪 小路の 潮昭 弘さん 、同 じく猪 小路 の瀬尾 典夫さ んか ら提供 いた だ
いた「 竹細工 ・光 る泥団 子」 の抽選 会を 行い、 こちら も大 盛況で した 。ご提 供あ りが
とうござ いまし た。

★ 可燃ごみ 重量の 多くを占め る 「生ごみ 」。「生ごみ 」を堆肥に して 利用されてい るご家庭も少 なく
ない と思い ます。今回は、「ボカ シ」を使って 生ごみ を堆肥にする 方法をご紹介します。
ボカシって ？
米ぬか、オカ ラ を主成 分とし、これらの 有 機物を 有効 微生 物 群で発 酵させ 乾燥させ た 生ご
み 発酵促 進材で す。生ごみ を「ボカ シ」で処理 した もの を「ボ カ シあ え」と言い ます。これを家庭
菜園やプラン ター栽培の 堆肥として ご利用できます。

◎ボカシはホームセンタ ーなどで、１㎏５００円程度で購入することができます。
ボカシあ えの 作り方
①密閉容器の 中に植木 鉢の
受け皿を裏返して 入れる。
スーパ ーの レジ袋等の 底の
部分に竹串で 穴をた くさん
開け、容器にセ ットする。

②よく水切りした 生ごみ を入
れる 。大きいごみ は小さく
カットする 。

③上からギ ューっ と押さえつ け
て 水分を絞り出す。
※腐らせ ないため の 重要ポ
イン トです。

④生ごみ を入れる 毎にボ カシを振
りかける 。ごみ ５００ｇに対して 、
ボカシ１握り（１０〜１５ｇ）が目安。
※容器がいっ ぱい になる まで
②〜④を繰り返す。時々
水を絞り出す。これは液肥
として 使用できます。

⑤直射日光を避け、比較 的涼し
い 場所で１〜２週間程度放 置
する 。

⑥熟成した 生ごみ（ボカ シあ え）
を土と混ぜ合わせ ながら埋め
ると、分解が早くなります。
土は上からもかぶせて ください 。

≪ボカ シあ え成功の 目安≫
１．基本的には臭い で判 断しま す。ぬか漬けの ような香ば しい 発酵 臭であ れば 成功、 生ごみ の 腐っ
たような腐敗臭なら失敗です。失敗した ボカ シあ えは、植物に利用せ ずに廃棄して ください 。
２．ボ カ シあ えの 表面に白い カビのようなものがでますが、臭い に異常がなければ 大丈夫です。
３．白カ ビ以外に青カ ビや 赤カ ビがでる ことがあっ ても、量が少なく、 臭い が発酵 臭であ れば 大丈 夫
です。
ボカシあ えの 用途例
植物の 根 本から３０㎝ 程度 離し 穴
を掘っ て 、ボ カ シあ えを 埋め 、必ず
１０㎝ 以 上 土を かけ ま す。（ボ カ シ
あ えが直接 植物の 根 に届かない よ
うに気をつ けて ください 。
底に土を入れて 、そ の 上にボ カ シあ えを均一に入れ、その 上からもう
一度土を入れます。（ボ カシあ えをサン ドイッチ にする ように）その まま
水をやらずに、雨があ た らない 場所 に１週 間ほどお きます。この 間に
生ごみ の 形状が崩れや すくなり、土 に還ります。 但し、 卵の 殻などの
硬い 物や、大きい 生ごみ は、１週間ほどでは形が残る こともあります。
その 後、植物を植え付けます。
ホームページより引用

２月１ 日（ 日） 法勝 寺中 学校 体育
館で第 ４回 南部 町ソ フト ビーチ バレ
ーボー ル大 会が 開催 され 、町内 各地
区から ２０ チー ムが 参加 し白熱 した
大会と なり まし た。 大国 代表と して
男子の 部に 田園 ハイ ツＡ ・Ｂ、 女子
の部に 田園 ハイ ツ・ 猪小 路チー ムが
参加さ れ、 みご と田 園ハ イツチ ーム
が男女そ ろって 優勝さ れまし た。

先日、大国 にお住 まいの 方から 、
「不審 な電話 がかか って来 た 」とい う連絡 があり まし
た。幸 いにも 被害は あり ません でし たが、 ひょっ とし たら 「 振り 込め サギ」 だっ たか も
しれま せん。 サギ の手口 は益 々巧妙 になっ て来 ていま す。 みなさ んも 日ごろ から 気を つ
けてくだ さい。
今回の ケース は、
『 男性か ら電話 で「医 療費の 還付金 があ り、封書 を送 った が、手続 き
をされ ていな い。 以前も 電話 したが 留守だ った 。今後 、家 におら れな い時に 連絡 を取 る
ために、携 帯電 話の番 号を 教えて 欲しい 。」と 言われ 、
「 携帯電 話は持 ってい ません 。」と
返事をし たら 、途 端に電 話を切 った 。』という ものだ ったよ うです 。
（本 人さん の所へ は、
それらし き封書 は届い ていな かった ようで す。）
協議会 ではす ぐに 町へ連 絡し 、町か ら鳥 取県消 費生活 セン ターへ 連絡 してい ただ きま
した。
「何か 変だな ？」と いう電 話がか かって きたら 、

まず 確認、 あわ てない で！冷 静に ！

を心がけ てくだ さい。

大国地域 振興協 議会ホームページ
南部町ホ ームペ ージ
（http://www.town.nanbu.tottori.jp/）から
このボタ ンをク リック ！

⇒

「こうい うことをしたらどげな？」「こげな
風に 変えて み た らどげな？」 とい うような
ご意見を、集 落の 部 員・ 協議 会事 務局
へお 届けください。
み ん な で、 よ り 良い 地 域 を 作 り ま し ょ
う！ （事務局 電 話 ６６−５２６６）

