１４０万球の光がきらめく世界
フラワーイルミネーションinとっとり花回廊開催中（2019.1.14まで）
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広報なんぶの最新号や
バックナンバーは
南部町ホームページで！
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【今月の主な内容】●南部町版 生涯活躍のまちづくり（P2‐3）

●まちの話題（Ｐ8）

●くらしの情報（Ｐ10‐13） 他

（写真提供：とっとり花回廊）

南部町版 生涯活躍のまちづくり
〜新しい賑わいを生み出します〜

改修中の手間地区交流拠点施設「てま里」と一般社団法人手間山の里の皆さん

また平成

年度には︑お試

手間地区の新たな交流拠点

今年で３年目を迎える南部

検討しておられる方や地元の

処米や﹂がオープンし︑移住を

手間地区にも町内外から人を

生涯活躍のまち構想では︑

生涯活躍のまちづくり

町生涯活躍のまち構想では︑

方など︑これまでに５ 千人以

呼び込み賑わいを創出する拠

﹁てま里︵てまり︶﹂

﹁町民の皆さん︑移住して来

上の方にご利用いただいてい

対する空き家や仕事の紹介等

を行ってきました︒

し︑これまで様々な取り組み

皆が活躍できるまち﹂を目指

材を生かしたジェラートショ

域振興協議会のほか︑地域食

富有では︑あいみ富有の里地

ープンしました︒えんがーの

点施設﹁えんがーの富有﹂がオ

今年度は︑賀野地域交流拠

検討終了後は︑自分たちの

を重ねられました︒

や必要な機能等について議論

員会を組織し︑拠点のあり方

手間地区の方を中心に検討委

拠点整備にあたり︑昨年度︑

2
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し住宅兼地域交流拠点﹁えん

られた方々︑子どもから高齢

ます︒

の支援を行う住民主体のまち

するために︑検討委員を中心

点を整備する計画があります︒

者︑障がいの有無に関わらず︑

づくり会社﹁なんぶ里山デザ

ップ﹁ pa cherry ︵
b.パッチェ
リービー︶﹂や子ども達の学び

に新たなまちづくり会社﹁一

年度には︑移住者に

イン機構﹂が設立されました︒

の場﹁ジブンゴト塾﹂が入居

般社団法人 手間山の里﹂が設

平成

なんぶ里山デザイン機構では︑

し︑連日多くの人で賑わって

の地域おこし協力隊員もメン

立されました︒４月には担当

手でこのプロジェクトを実現

これまで空き家を活用して

います︒

地元食材を使い大好評の
ジェラートショップ「pa cherry b.」

広報なんぶ
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人以上の移住者の方を受け入
れています︒

バーに加わり︑来年４月の施

設オープンに向け着々と準備

が進められています︒

手間地区サテライト拠点検討会
計10回の会議を行いました

30
お試し住宅兼地域交流拠点
えん処米や「サンデーマーケット」

28

■ゲストハウス
■気軽に利用可能な室内外交流スペース

【収益事業】
【交流創出事業】

■カフェ＆居酒屋
（自遊空間・キッチン・芝生広場・日本庭園等）

外の方に関ってもらうことで︑

改修工事の段階から︑地域内
生まれ育った方や訪れた方の

また﹁里﹂には︑この地区で

に渡って活躍できるまちづく

今後は南部町で誰もが生涯

部町の農産物を使った加工品

りを進めるため︑障がい者の

手間地区の新たな交流拠点

開発︑法勝寺高校跡地を活用

﹁ふるさと﹂という意味が込

ています︒また︑来春施設内

施設﹁てま里﹂は︑来年の春に

した多世代交流拠点施設の整

施設開設後も応援してもらえ

で開始される教育関連事業に

オープン予定です︒この施設

備などを進められる予定です︒

就労支援事業︑富有柿など南

向けて︑地域おこし協力隊員

が年齢や性別︑住むところに

められています︒

による幼児向け英会話教室も

関わらず︑全ての方に末永く

るような施設づくりが行われ

スタートされました︒

愛される場所になることが期
待されています︒

青年海外協力協会
︵ＪＯＣＡ︶との連携
公益社団法人青年海外協力
協会は︑青年海外協力隊とし
て海外で開発援助に携わり帰
国した方たちの組織であり︑
帰国後は自分達が海外で得た
知識や経験を日本各地での地

里︵てまり︶﹂に決定しました︒

愛称募集審査会により﹁てま

たところ

涯活躍のまちづくりを行うパ

組み︑昨年度には南部町の生

づくりや国際交流事業に取り

から南部事務所を置き︑まち

収穫した柿を地域の子ども達と吊るし柿に加工

ＪＯＣＡ東北の皆さんと柿畑の草刈り作業

域活性化に活かす活動も行っ
ています︒

この名称には︑手まり︵手毬︶

ートナーとして︑なんぶ里山

年度

には子どもが楽しそうに遊ぶ

デザイン機構とともに﹁地域

南部町においても平成

姿や︑それを見守る大人の

通の応募があり︑

新たな施設の名称を募集し

①桃山学院大学学生やＪＯＣＡなんぶの皆さんと瓦貼りワークシ
ョップ ②南部中女子ソフトボール部の皆さんとの「かけ戸塗装」

再生推進法人﹂となりました︒

28

②
①

色々な思いが詰まっています︒

多くの皆さんの︑地域でのま

部町の実現を図るものです︒

となり活躍していただける南

民の皆さん一人ひとりが主役

生涯活躍のまちづくりは︑町

法勝寺高校跡地を活用した多世代交流拠点施設
イベント会場で、ニジェールの郷土料理
（イメージ図） 「チェチェナ」を販売

ちづくり活動へのご参加をお

願いします︒
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■教育関連事業
■放課後の子ども見守り

施設内の芝生広場での水撒きを
兼ねた朝食会を開催

〜新しい賑わいを生み出します〜
南部町版 生涯活躍のまちづくり

「地域に賑わいを取り戻す」
ことを目的とし、誰でも・いつでも利用できる交流拠点を実現す

「てま里」検討概要

る。そのため交流創出事業と併せて収益事業を展開し、持続可能な事業運営を目指す。

子育て支援課

☎66-5525

子どもたちの声が響きわたる町

〜未来へつながる〜 子育てサポートプロジェクト №47
絵本で豊かな心を育む〜ブックスタート・ブックセカンド〜
ブックスタートは、０歳の赤ちゃんの時から絵本を通して楽しくてあたたかいひと時を過ごしてもらいたいと
いう願いのもとに1992年にイギリスで始まった運動で、日本では2000年に始まりました。
赤ちゃんにとって、あたたかいお膝にだっこされ、絵本を開いて優しい声で語りかけてもらうことは、とても
楽しいしあわせな時間です。もちろん読む大人自身もゆったりとした気持ちで、一緒に楽しむことが大切です。
ブックスタートは、肌のぬくもりを感じながらことばと心を通わす、そのかけがえのないひと時を「絵本」を
介して持つことを応援する運動です。

南部町での取り組み
■ブックスタート

７ヵ月児健診時に、図書館司書から絵本の紹介があり、

絵本２冊とコットンバッグをプレゼントしています。

〜7ヵ月児健診に参加された親子の声〜
普段は私が朝やお昼
の時間に絵本を読んで
います。今日のブック
スタートを機に、お父
さんにも絵本を通じて
子どもと触れ合う時間
を楽しんでもらえたら
いいなと思います。

上のお兄ちゃんの読
み聞かせ中に一緒に絵
本を見たり、つかんだ
り…楽しんでいます。
子どもたち二人とも絵
本が大好きなので、こ
れからもたくさん読ん
であげたいです。

亀尾さん親子

長見さん親子

■ブックセカンド

今年度より、３歳児健診対象のお子さまにも絵本を

２冊プレゼントしています。
①健診時にご案内と注文書をお渡しします。
②注文書を指定場所へ提出していただきます。
③指定日以降にご希望の図書館でお受け取りいただき
ます。

とっとり子ども救急ダイヤル ・ 急患診療所のご案内（平成30年12月1日現在）

とっとり子ども救急ダイヤル

休日、夜間にお子さんの急な病気、ケガなどで緊急に受診するべきか、翌日まで様子を見て

受診するべきかどうかなど心配な時に看護師（又は医師）に電話で相談できるサービスです。

【電話番号】♯8000（ダイヤル回線、IP電話の場合は03-5276-9137）

※おとなの救急ダイヤル♯7119（ダイヤル回線、IP電話の場合は03‐5367‐2364）

【利用時間】平日／午後７時〜翌日午前８時まで

土曜・日曜・祝日及び年末年始／午前8時〜翌日午前８時まで
◎この電話相談は診療行為ではなく、助言を行うものです。

◎相談は無料です。

◎通話料は利用者の負担となります。（東京都までの通話料）

急患診療所

◎西部医師会急患診療所（診療科目：内科・小児科）

【診療時間】平日・土曜日／午後７時〜午後10時
日曜・祝日／午前９時〜午後10時

※この他、西部地区には「境港日曜休日応急診療所」があります。

【所 在 地】米子市久米町136
【電話番号】34-6253

【少子化対策・子育て支援に関する問い合わせ先】子育て支援課

☎66‐5525
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地区毎に月１回開催している「まちの保健室」に加え、「出張まちの保健室」として集落に出か
けています。いきいきサロンや100歳体操を行っている集落で「出張まちの保健室」を行い、歩い
て行ける場所で気軽に測定や健康相談ができることで皆さんに喜んでいただいています。

０歳体操を行っている集落では

コーディネーターの聞いてごしない

〜支え愛・助け愛・笑い愛〜

『平成30年度第１回生活支援体制を考える会』が開催されました。鳥取大学地域学部の

﹁出張まちの保健室﹂では︑

測定や相談と合わせて︑管理栄

養士・保健師などが食事や運動

１００歳体操に取り組んでお

﹁筋力アップの食事の話﹂を管

活躍できる地域コミュニティを育成していく事が大切になるという内容でした。

これまでの﹁出張まちの
保健室﹂を紹介します

﹁出張まちの保健室﹂では︑
られる浅井集落と坂根集落の集

理栄養士が行い︑効果的に筋力

るのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら自分らしく

﹁出張まちの保健室﹂では
こんなことが出来ます

次の測定とオリジナルメニュー
会所に伺いました︒皆さん週に

をつけるための食事について学

きました。超高齢化社会を目の前にして、集落で支え手側と受け手側に分かれ

についての話を行います︒１０

も行っています︒

１回集まり楽しく体操されてい

竹川先生をお招きして「我が事・丸ごと」の地域共生社会についてお話いただ

高血圧などの傾向

（坂根集落）

◆血圧測定

びました︒

１００歳体操を始めておられ

と考えています。ご相談はお気軽に南部町社会福祉協議会(☎66-2900)まで。

ます︒

体重・体脂肪率・

る集落には順々に伺うことにし

ていますので︑楽しみにしてい
てください︒

コーディネーターとして、住民の皆さんと一緒になって地域づくりができたら

がわかります︒

◆体組成測定
脂肪量・筋肉量・基礎代謝量・
骨粗しょう症の

その他の講師を呼んで話が聞

きたいなどの要望があれば︑ご
相談ください︒

原
※則︑平日開催︒休日は要相談︒

１００歳体操をしておられな

い集落にも伺いますので︑お気

番原︶

軽にご利用ください︒
︻問い合わせ先︼
健康福祉課︵担当
☎６６ ５
‐５２４

泉紀)

小林

(生活支援コーディネーター

体内年齢・脚力など

◆骨密度測定
血管の弾力性

傾向がわかります︒

◆血管年齢測定
足指の力を測定

がわかります︒

◆足指力測定

記憶力や

管理栄養士の話を聞く様子

測定中の様子（浅井集落）

し︑転倒のリスクがわかります︒

◆物忘れ簡易テスト

物忘れの程度がわかります︒
測定内容やオリジナルメニューにつ
※
いてはその都度相談に応じます︒

測定には保健師がついていて︑
測定結果について説明を聞いた
り相談することができますので
安心してください︒必要に応じ
て︑主治医等に相談するように
おすすめすることもあります︒
安心して笑顔で帰っていただ
ける﹁まちの保健室﹂です︒
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☎66-5524
健康福祉課

「出張まちの保健室」
で集落に伺います！

教育委員会事務局

☎64-3782・64-3787

就学援助制度をご利用ください
南部町には小中学校に通う児童生徒の保護者で経済的にお困りの方に就学に必要な費用の一部を支援する「就
学援助制度」があります。平成31年度分の援助を希望される方は、申請の手続きをお願いします。

■援助の対象となる方

平成30年度において、次のいずれかに該当する方

●生活保護を受けている世帯または生活保護が停止、廃止となった世帯
世帯

●児童扶養手当の受給者

■援助対象経費

●市町村民税・固定資産税の非課税

●保護者の失業、疾病等により著しく所得が減少し、生活が困難な世帯

①学用品費 ②通学用品費 ③校外活動費 ④通学費 ⑤修学旅行費（小学校６年生、中学校３

年生）⑥新入学児童生徒学用品費等 ⑦医療費 ⑧学校給食費
※特別支援教育就学奨励費や生活保護費、小学校における教材費の補助など他の援助費により支給を受ける費目
については、この就学援助費による同様費目の給付はありません。

■提出期限 12月17日(月)
■提出場所 教育委員会事務局または各小中学校
■提出書類 ①南部町就学援助認定申請書兼同意書（教育委員会事務局または各学校にあります）②市町村民
税所得課税証明書（15歳以上の世帯全員の個人ごとのもの）③児童扶養手当証書の写し（児童扶養受給世帯
のみ）④民生委員の所見（教育委員会が提出を求める世帯のみ）

■注意事項 所得の認定にあたり、他の世帯に同居されている場合や、世帯分離されている場合などは、生計
を共にしている方全員の所得を合算して審査をします。就学援助の判定は前年度の所得金額により行いますの
で、毎年申請が必要となります。申請は随時受け付けています。本年度援助を受けていない方で希望される方
は、教育委員会事務局へご連絡ください。

就学校の変更について
小学校・中学校に入学または在学する児童生徒は、住居地により定められた校区の学校に通学することになっ
ていますが、保護者の申し立てにより教育委員会が認めたときは、指定した小学校または中学校を変更すること
ができます。教育委員会へお問い合わせください。

スポーツ活動・文化活動の振興に功績のあった方を募集します
スポーツ活動もしくは文化活動で、特に優秀な成果を収められた町内在住の個人、団体、または町内勤務者及
びスポーツ活動、もしくは文化活動の振興に著しく功績のあった方の表彰を行っています。該当する方がおられ
ましたら下記までご一報ください。※審議後、表彰されない場合もありますので予めご了承ください。

【受賞対象期間】平成30年１月１日〜12月31日

【募集締切】平成31年１月15日（火）

【表彰基準】
●スポーツ栄誉賞

スポーツ

国際的規模の大会で入賞又はこれに準ずる成績

●スポーツ大賞

全国規模の大会で第3位以上の入賞又はこれに準ずる成績

●スポーツ殊勲賞

全国規模の大会で第4〜6位の入賞又はこれに準ずる成績
中国地区から西日本以下の大会で第3位以上の入賞又は
これに準ずる成績

●スポーツ振興賞

鳥取県の大会で第3位以上の入賞又はこれに準ずる成績

●文化栄誉賞

国際的規模のコンクール等で入賞又はこれに値する成績
全国規模のコンクール等で上位の入賞又はこれに値する
成績
中国地区以上のコンクール等で上位の入賞又はこれに値
する成績

●文化振興賞

鳥取県以上のコンクール等で上位の入賞又はこれに値す
る成績

●文化奨励賞

●スポーツ功労者賞

●文化功労者賞

町内において5年以上スポーツ活動の振興に携わり貢献した者

化

●文化大賞

●スポーツ奨励賞

県西部地区、西伯郡の大会で第1位又はこれに準ずる成績

文

県西部地区、西伯郡のコンクール等で上位の入賞又はこ
れに値する成績
町内において5年以上文化活動の振興に携わり貢献した者

【募集に関する問い合わせ先】教育委員会事務局人権・社会教育課

☎64‐3782
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南部町立法勝寺図書館

☎66-4463

天萬図書館

☎64-3791

こんにちは ブッぽんです。
今回は“本などの取り扱い”について紹介します。

ココに注目！
借りた本などは大切にしてね

Ｑ.子どもが絵本を破いてしまった…

図書館の貸出する資料は、みんなで共有する大切なもの
です。本は濡れたり破れたりすると元に戻りません。長く
多くの方が利用できるよう、次のことは特に注意してご利
用ください。
●お茶、コーヒー、ジュースなどの飲み物、お菓子
などの食べ物がこぼれないように、近くに置かない。
●汚れた手で本を触らない（手を洗って拭いてから）。
●ページを折ったりしない。 ●付箋を貼らない。
みんなが気持ちよく利用できるように、ご協力お願いし
ます。もしも汚れたり破損してしまった場合は、図書館職
員へお申し付けください。

鳥取県立図書館へ
視察してきました
パート１

お子さんが破いてしまう…たまにあり
ます。職員でテープ補修が可能であれば
大丈夫です。古い本のページがはずれた
場合も同様です。お声かけください。

◆弁償していただくこともあります。
無くされてしまった場合や補修ができ
ない場合は、現物による弁償をお願いす
ることがあります。ご了解ください。

2018 Books of the year
パート１

図書館職員が今年１年間で読んだ本から１冊をお薦めします。
今回から数回に分けてご紹介します。
（※これは個人の感想です。ご了承ください。）

『マルコとパパ』グスティ/作･絵 宇野和美/訳 偕成社

イラストレーターの著者とダウン症の息子の毎

日を、イラストたっぷりユーモアたっぷりに描い
た一冊。障がいのある子をもつということ。あり
図書館の最新の動きや活用方法を学

ぼうと9月24日（月）、町立図書館運
営協議会委員ら8名が県立図書館を視

察しました。
最初に県立図書館支援協力課の小林
課長の話を聞き、館内を見学しました。
普段入ることができないバックヤード
や、県内市町村の図書館とのネットワ
ークを支える搬送の拠点を見学し、相
互貸借の仕組みなどについて学習しま
した。
また、環日本海交流室や郷土資料室
を見学。様々なニーズに対応して工夫
されたコーナーについても丁寧に説明
をしていただきました。

今回の視察で得た情報を、できるだ
け多くの人に伝えたいと思っています。
※参加者の感想等は次号に掲載します。
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のままを受け入れるということ…。著者の素直な
気持ちに胸をつかれる。

〔南部中/石田〕

『十五の夏』（上・下） 佐藤優/著 幻冬舎

東西冷戦真っ只中の東欧・ソ連を一人で旅した

高校一年生の夏休みの体験を綴った作品。鉄のカ
ーテンで隔てられた体制下の人々の生活を佐藤少
年の目を通して追体験すると同時に、1975年当
時の日本が持っていた一面も空気感として強く印
象に残る。

〔町立/永見〕

『サブキャラたちの日本昔話』 斉藤洋/著 偕成社

昔話に登場するサブキャラたちが語る「浦島太

郎」「桃太郎」「金太郎」のお話。もしかしたらこ
うだったかもしれない物語の裏側を、サブキャラ
たちの視点で楽しめます。金太郎の「クマちゃん」
呼びにクスッとなりました。〔町立/秦〕

2018．12

まちの話題

認知症になっても住みなれた地域で
安心して暮らすために
大国地区で認知症ＳＯＳネットワーク訓練

芸術の秋 大集合
生涯学習作品展開催

11月９日から11日の３日間、農業者トレーニン

声を か け て 本 人 か ど う か 確 認

グセンターで生涯学習作品展を開催しました。公民
館教室や個人で生涯学習に取り組んでおられる皆さ
んをはじめ各保育園、こども園、小中学校などの作品
が一堂に展示されました。
10、11日は石鹸デコパージュと貼り絵てがみ、
11日にはしおり作りの体験コーナーが開かれ、高
校生サークルのスタッフも参加し、多くの人で賑わ
いました。

10月14日、大国地区で認知症の方が行方不明にな
ったと想定し、集落の連絡方法や声のかけ方の確認
を行う捜索訓練を行い、多くの方が参加されました。

→私の絵、
あるかなぁ〜？

認知症になると道を間違えたり、自分がどこにい
るのかわからなくなることがあります。行方不明の
心配がある場合、普段から近所･区長･民生委員･地
域福祉委員など地域の方々､最寄りの駐在所などに

←体験コーナーも
大盛況

認知症であることを伝え、見守りの協力をお願いし
ておくと安心です。

地域振興協議会

トピックス

あいみ手間山 地域振興協議会
【住所】天萬548（交流会館内）

☎64‐3790

“母神の眠る山”母塚山に登ろう！
公民館部主催の第10弾となる“史跡散策ツアー”は、10月21日(日)参加者21名で私たち手間山の生活エリア
が一望できる母塚山(標高276m)に登ることにしました。
まず、講師より｢ふろや伝説｣｢山陰古道と手間剗｣｢母塚さんの伝説｣の史跡や伝承などの説明を受けていざ
出発！山頂を目指して2.1㎞の坂道を森林浴や木の実の観察をし、お喋りしながらウオーキング。途中300m
毎７カ所に故郷の山々に因んだクイズポイントを
設置して山頂で答え合わせをしました。
山頂では西側に大山を正面に望むパノラマが眺
望でき、北側の東屋からは弓ヶ浜半島、日本海が
見られる絶景が望めました。いつも見ている景色
ですが自然は四季ごとに日々変化した姿を魅せて
くれます。
この美しい里地里山は“私たちの宝物”いつまで
も大切にしていきたいと思っています。
母塚山山頂でパチリ！
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【問い合わせ先】☎21‐1595

【えん処・米や関する問い合わせ先】
直通電話：090‐9068‐8543

アクティブな女性のた
理盛り付け体験︒こだわ

次に︑カフェ七草の料

理事長

毎川秀巳︶

立元隊員

地域おこし協力隊のつぶやき

自然の味覚を満喫中！

﹁ランドネ﹂体験ツアー

めのアウトドアマガジン
りのパンや地元産野菜の
みながら各自で食材を盛

として人気の全国誌﹁ラ
山大学とっとり暮らし
り付けました︒取材では

説明を受け︑彩りを楽し

体験ツアーの中に﹁えん
なく︑実際に旅に来られ

ンドネ﹂
︒

処米や﹂での取材も組み
たかのような自然な時間

き

込まれ︑モデルの仲川希
を過ごしていただきまし

ら

良さんと︑公募によるモ
た︒詳しくは

日発

ニターの女性二人が来町

行﹁ランドネ﹂ ２０１９
︵担当

年１月号をご覧ください︒

月

されました︒
はじめに︑地域おこし
協力隊の城貝さんを講師

﹁ランドネ１月号﹂は町立図

ランドネ・フラグと集合写真

験︒初めて使う電動ドラ

に︑竹あかりの製作を体

22

書館でもご覧いただけます︒

皆さんこんにちは！立

ができて本当に驚いてい

ほど経ちました︒まだま

南部町に来てから半年

︵笑︶︒一人暮らしの身と

とんどありませんでした

阪では︑こんなことはほ

ます︒私の実家のある大

だ慣れないこともたくさ

しては︑とてもありがた

元隆裕です︒

んあるのですが︑いろん

く感じています︒

今は︑感謝の気持ちを

な方に出会い助けられ

て︑毎日楽しく過ごして

そしてそれを持って帰り

ンソウを収穫しています︒

る福成農園では︑ホウレ

私のお世話になってい

皆さんと楽しく交流でき

したいと思っています︒

です︒例えば 自
…分で育
てた野菜を使った企画を

とができるように思案中

何かの形でお返しするこ

食べているのですが︑や

たらいいな︒
頑張ります！

います︒

っぱり新鮮なのでとって

も美味しい！定番のおひ

たしから︑パスタに入れ

収穫のお手伝いをしながら学ぶことがたくさんあります

11

イバーでの竹の穴あけに︑

たりタルタルソースに混

ぜてみたりといろいろ作

れてとても楽しいです︒

月からネギの収穫が

始まっています︒夏はト

マトやピーマン︑ナスを︑

冬には春菊︑ホウレンソ

ウ︑白ネギなど︑たくさ

んの野菜をいただくこと
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真剣な表情で挑戦されて
いました︒

竹あかり完成！

2018．12
ごみの分別にご協力お願いします

くらしの情報

■ボトル式の缶
ボトル缶や栄養ドリンクのふたは、裏に不燃素材が使用されて
いるため、本来は不燃ごみとして処理されます。一緒に出さずに
分別をお願いします。

ボトルは

ふたは不燃ごみ

ビン・缶類

お誕生おめでとう
（氏

名） （ 保護者） （住

所）

こと ね

庄本

■古紙類
ダンボールや古紙などをダンボール箱に入れて出される方がお
られますが、回収できません。古紙、ダンボールそれぞれ品目ご
とに、ひもでしばって出していただきますようお願いします。

町民生活課（法勝寺庁舎内）☎66‐3114 （天萬庁舎内）☎64‐3781

年末年始のゴミの収集・直接搬入、し尿汲み取りについて
年末年始のゴミの収集、直接搬入、し尿の汲み取りについては下記の
とおりとなります。なお、休業前の直接搬入は混雑が予想されますので、
早めの対応をお願いします。
施設・会社名

段塚

賀

年末収集業務最終日

年始収集業務開始日

平成30年12月31日
（月） 平成31年1月4日
（金）

クリーンセンター
平成30年12月27日
（木） 平成31年1月8日
（火）
【可燃物直接搬入】
リサイクルプラザ
平成30年12月28日
（金） 平成31年1月4日
（金）
【不燃物直接搬入】
みつわ衛生社
平成30年12月28日
（金） 平成31年1月7日
（月）
【し尿汲み取り】

【問い合わせ先】
町民生活課（法勝寺庁舎内）☎66‐3114 （天萬庁舎内）☎64‐3781

大輝（康也・留実） 北

方

ご冥福をお祈りします
（氏

【問い合わせ先】

クリーンセンター
【可燃物収集】

琴音（健一・奈津希） 阿
だい き

名）

（ 年齢）

（住

後藤 貞子 （93歳）
分倉 明子 （85歳）
前川美江子 （73歳）
橋谷 肇
（95歳）
小林 正夫 （92歳）
中山 正巳 （81歳）
石田 弘子 （82歳）
秦野 輝子 （91歳）
板倉 弘明 （81歳）
赤井 秋子 （91歳）
岡スミヱ （101歳）
山根 文子 （82歳）
深田 英子 （91歳）
三鴨 昭治 （90歳）

所）

天 萬
北 方
北 方
朝 金
田 住
法勝寺
阿 賀
下中谷
落 合
福 成
法勝寺
田 住
絹 屋
天 萬

10月16日〜11月15日届出分・敬称略
※掲載は希望者のみです。

10月31日現在の人口
男

5,183人 （△ 9人）

女

5,737人 （△ 8人）

計

10,920人 （△17人）

世帯数 3,881世帯（△ 2世帯）
（ ）内は前月との比較

〈12月〉納税・使用料のお知らせ
・固定資産税 ・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料 ・下水道代
・公営住宅家賃 ・給食費
・保育料 ・放課後児童クラブ

【納期限：12月25日（火）
】
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第二次南部町総合計画を策定するための検討を行っています
町では今年度、「第二次南部町総合計画」の策定に取り組んでいます。
総合計画は、行政の各分野における最上位の計画であり、町がめざす将来
の姿の実現に向けた指針となるものです。
今年５月より、町の職員による策定本部会議や、町民代表による策定町
民委員会において検討を行っており、この計画において町がめざす将来像
は、『人と自然が響き合い ともに創る なんぶ暮らし』として、案がまとま
ったところです。この将来像の実現に向けて、具体的にどのようにまちづ
くりを進めていくのか、計画案がまとまり次第、パブリックコメント等に
より意見募集を行う予定としています。

まちづくりの大黒柱（基本理念）

町のめざす将来像
人と自然が響き合い ともに創る なんぶ暮らし
人とひとが協働し
人生100年時代を拓く
なんぶ暮らし
発見のまち

認め合い支え合い
ともに健幸に生きる
なんぶ暮らし
創造のまち

【問い合わせ先】総務課

南部町総合計画策定町民委員会に
おける検討の様子

豊かな里地里山を
守り育み伝える
なんぶ暮らし
出会いのまち

共生

協働

環境

☎66‐3112

返し忘れている図書館の本ありませんか？
皆さんのお家に、町立図書館から借りられた本やＣＤ、ＤＶＤを返し忘れているものがありませんか。
町立図書館からの貸出しは、毎年約９万冊あります。昨年度は、町民１人あたり8.2冊の貸出があり、県内市
町村でも３番目に貸出しが多く、多くの皆さんに図書館を利用していただいており
ます。
大多数の皆さんから貸出期間内（２週間）に返却されていますが、まれに返却さ
れていない本があります。図書館の本やＣＤ、ＤＶＤには “バーコード” （写真参
照）や “背ラベル” が貼ってあります。年末の掃除をされた際に見つかったり、返
却していない資料がありましたら、ご返却くださいますようお願いします。もちろ
ん、延滞料金はございませんのでご安心ください。
また返却したかどうかご不明な場合は、お気軽に図書館にお問い合わせください。

【問い合わせ先】●法勝寺図書館

☎66‐4463

●天萬図書館☎64‐3791

南部町老人クラブ女性委員会 がんばっています!!

〜福祉施設に雑巾を寄贈〜

南部町老人クラブの女性たちが雑巾を縫い、町内の福祉施設に寄贈をさ
れています。この取り組みは10年前に「何か私たちでお役に立てること
ができないか」という声から始まりました。
今年もたくさんの雑巾が集まり、今回はさくら保育園、ひまわり保育園
に寄贈されました。保育園からは「小さい子の足ふきマットや掃除の際に
活用させてもらっています。こうしていただくことができ、大変感謝して
老人クラブ連合女性委員会 原委員長 います」「しっかり縫っていただいているので、長く活用させていただき
（左）と岡田園長（ひまわり保育園）
たいと思います」と感謝の気持ちを話されました。
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除雪作業にご理解・ご協力をお願いします

町では、降雪時に町民の皆様が安心して生活できるように主要町道、バス路線及び通学路等を中心に除雪作業
を行っておりますが、除雪作業には町民の皆様のご協力が欠かせません。除雪作業についてご理解のうえ、ご協
力をいただきますようお願いします。

■除雪期間 平成30年12月１日から平成31年３月末まで
■除雪路線 主要町道、バス路線及び通学路等
※路線図の詳細は、南部町のホームページから確認ができます。

■除雪基準 原則として、降雪が続き、積雪が15㎝に達する見込みのとき
■作業時間 深夜から明け方に実施します。
※順次、除雪作業を実施しておりますが、降雪状況により作業完了が遅くなる場合もありますので、予め
ご了承ください。

【除雪作業を効率的に行うための③つのお願い】
①路上駐車はやめてください。
除雪作業の妨げになるだけでなく、救急車等の緊急車両が通行できなくなることがあります。

②沿線の植木鉢の移動をお願いします。
除雪路線の沿線に植木鉢等がありますと、積雪で分からなくなり破壊してしまうことがあります。除雪期間中
は移動していただくようお願いします。

③車庫前や玄関先の雪かきにご協力をお願いします。
除雪車が作業をした後の玄関先等に寄せられた雪は、各ご家庭で雪かきしていただきますようお願いします。

【問い合わせ先】建設課

☎66‐3115

〜あなたの街の相談パートナー〜 人権擁護委員制度７０周年
皆さんは「人権擁護委員」をご存知ですか？今年は人権擁護委員制度が創設されて70周年を迎えます。南部
町においては、5名の人権擁護委員が活動しています。

≪人権擁護委員ってどんな人？≫
いしょく

人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき法務大臣から委嘱を受けて活動している民間ボランティアです。
人権擁護委員は、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して
人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権について関心をもってもらえるような啓発活動を、
日々地域の中で行っています。

≪人権相談〜ひとりで悩まないで〜≫
人権擁護委員の活動の一つである人権相談は、法務局、地方法務局又は
その支局等で行っています。相談は無料で、相談についての秘密は厳守します。
いじめ、差別、虐待など、ひとりで悩まず人権擁護委員にご相談ください。
電話による相談は、みんなの人権110番（0570‐003‐110）等があります。

【問い合わせ先】鳥取地方法務局（米子支局）

☎22‐6161

広報なんぶ
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くらしの情報

2018．12

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
〜年末調整・確定申告まで大切に保管を〜

納めていただいた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
平成30年１月１日から12月31日までに納付した保険料が対象です。この社会保険料控除を受けるためには、
納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、平成30年１月１日から10月１日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保
険料（国民年金保険料）控除証明書」が本年11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定
申告の際には、この証明書（または領収証書）を添付してください。
また、10月１日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方につきましては、翌年
の２月上旬に送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、
ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。

【問い合わせ先】●米子年金事務所

☎34‐6111

●町民生活課（天萬庁舎内）☎64‐3781

自衛官候補生（陸上・海上・航空）要員・陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
年
自衛官候補生要員

齢

受付期間

18歳以上33歳未満の方

試験期日

平成30年12月17日（月）

（平成30年4月１日現在） 〜平成31年１月18日（金）

陸上自衛隊

15歳以上17歳未満の方

高等工科学校生徒

（平成31年4月１日現在） 〜平成31年１月７日（月）

【問い合わせ先】自衛隊米子地域事務所

平成30年11月１日（木）

平成31年１月26日（土）
平成31年１月19日（土）

☎33‐2440

米子鬼太郎空港でふるさと納税をPR

職員採用（任期付）について

11月21日、「大山町×
南部町×日吉津村

ＡＮ

Ａふるさと納税コラボキ
ャンペーン」として米子
鬼太郎空港で南部町のふ
るさと納税をPRしました。
ふるさと納税は南部町
を応援したいと思われる方から寄付をいただき、まちづくりの
ための事業に役立たせていただくものです。寄付をいただいた
方には、お礼の気持ちを込めて町の特産品をお届けしています。
町外にお住いの親戚や知り合いなど、ぜひ多くの人にご紹介く
ださい。詳しくはウェブサイト、ふるさとチョイ
ス南部町ページをご覧ください。

ふるさとチョイス南部町

2018.12

付職員として採用となりました。
活かし、南部町の安心安全なま
ちづくりに尽力します。

で、ご了承ください。

広報なんぶ

平成30年12月1日付で任期
地域防災マネージャーの資格を

※南部町在住の方には返礼品はお送りしておりませんの
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田中 光弘さん（総務課）
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まちの行事

12月11日〜1月10日
問健康管理センターすこやか☎66‐5524
▢

場所
認知症の方の家族のつどい 健康管理センターすこやか
米やカフェ

◆相

内容

12月21日(金)10:00〜12:00

認知症の方を介護している家族が

※参加費100円（茶代）

日頃の思いを話し合う場

12月18日(火)9:30〜11:30
介護にかかわる方々のほか、どなた
※参加費100円（茶代）
＋別途
でも参加できる「認知症カフェ」
イベント材料費100円予定

えん処米や

談

日時

場所

日時

問い合わせ先

毎週水曜日

生活全般の悩み事など

9:00〜11:30

南部町社会福祉協議会☎66‐2900

天萬庁舎１階

12月11日（火）
１月８日（火）
9:00〜12:00

訪問販売、インターネットなどのトラブル

司法書士による

米子コンベンションセンター

12月14日（金）

相続・遺言・不動産の贈与・売買など

無料法律相談会

第１会議室

18:00〜20:00

予鳥取県司法書士会☎0857‐24‐7024
▢

米子コンベンションセンター

12月16日（日）

５階第５会議室

13:30〜16:00

なんでも相談

総合福祉センターしあわせ

消費生活相談

多重債務・法律相談会
行政書士無料相談会

法勝寺図書館２階

心の健康相談

健康管理センターすこやか
総合福祉センターしあわせ

人権相談・行政相談
交流会館

町民生活課☎64‐3781

多重債務やヤミ金融等
【事前予約先】西部消費生活相談室
☎34‐2648《受付時間》8:30〜17:00

12月19日（水）

相続・遺言・成年後見等

10:00〜13:00

法勝寺図書館☎66‐4463

12月25日（火）

臨床心理士があなたのお悩みを伺います

午後〜※要予約

健康福祉課☎66‐5524

１月９日（水）
9:00〜11:30

人権相談：人権・社会教育課☎64‐3782

１月10日（木）

行政相談：総務課☎66‐3112

13:30〜16:00

◆イベントなど
内容

場所

点字教室

天萬庁舎３階会議室

第４回ミカエルセミナー

富有まんてんホール

日時
12月13日(木)・１月10日(木)
10:00〜11:30
12月13日(木)
13:30〜15:00・19:30〜21:00

問い合わせ先
天萬図書館 ☎64‐3791
人権・社会教育課 ☎64‐3782

天萬図書館

《チェックイン》
12月15日
（土）
15:00〜18:00
《チェックアウト》
12月16日
（日）
9:30〜18:00

おはなし会

天萬図書館

12月16日(日)10:30〜

手話講座

法勝寺図書館２階

12月20日（木）19:00〜20:00 法勝寺図書館 ☎66‐4463

サイエンス・アカデミー

法勝寺図書館２階

12月22日（土）10:30〜12:00 法勝寺図書館 ☎66‐4463

ぬいぐるみのお泊り会
※申込みは終了しました

◆図書館休館日

天萬図書館 ☎64‐3791
法勝寺図書館 ☎66‐4463
天萬図書館 ☎64‐3791

12月17日・23日(祝日)・24日・12月28日〜1月4日(年末年始)・7日

毎月１日・15日は「ノーメディアデー」

毎月第３日曜日は「かぞくの日」
広報なんぶ
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１月１日 赤猪岩神社 で 猪汁！

来年の干支「亥」にちなみ、「猪汁」を
ふるまいます。ぜひお出かけください。

町長室から

№19

東京オリンピックで使う大型ポンプは南部町産
去る11月９日、新しく円山に竣工した㈱鶴見製作所米子工場造形

研究所の完成式が盛大に挙行されました。鶴見製作所はポンプ技術
で米国・欧州・アジアを核に、世界を舞台に活躍するグローバル企
業です。このたび稼働することになった造形研究所は、ポンプをつ
くるために必要な鋳物技術の中でも特に熟練の技が必要な砂型を、
国産第１号で世界最高速水準の３Ｄ造形機で創り上げる研究施設で
す。特殊な人工砂に接着剤を散布しながら１層0.3ミリ、10時間の作
業が完全自動化され、完成した砂型は緻密な芸術品の様な仕上がり

限定200杯
■日時
■場所
■料金

平成31年１月１日（火・祝）
午前９時〜
赤猪岩神社駐車場
無料

を見せていました。日本国内で砂型や木型をつくられる職人が高齢
化と同時に減少し、今のうちにこの職人さんのノウハウを、最新鋭
の機器をつかって次世代に技術伝承する研究所です。
式典後、米子工場におじゃまし、東京葛西臨海公園に建設中の東
京オリンピック・パラリンピックカヌースラローム会場に納品する
大型ポンプと水槽での実験稼働を見学しました。高さ4.1ｍの大きさ
と、学校プールを90秒で一杯にするという圧倒的なポンプパワーに
参加者一同ビックリ。このポンプ部品の一部は町内企業ミヨシで製

今年も受験生を応援します
売店で１品ご購入の
方に、合格祈願マグ
ネットをプレゼント
します。
（限定100枚）

造されたとお聞きし、さらに嬉しくなりました。
南部町の若者たちにも
世界に通用する技術を持
った凄い会社、その研究
所が町内にあることをぜ
ひ知ってもらい、将来就
職につなげてほしいと願
った一日でした。

【問い合わせ先】
南部町観光協会

☎30‐4822

南部町長

地元の食材で
今回のメニュー

えびとじゃがいものマスタード炒め
桜エビなどの殻つきのものはカルシウムが豊富で

陶山清孝

始動ボタンを押して稼働

冬 の薬膳レシピ
材料（２人分）

（１食分）エネルギー210kcal・塩分1.1g

ブラックタイガー‥‥‥ ８尾

粒マスタード‥‥‥ 大さじ１

じゃがいも‥‥‥‥‥‥ ２個

しょうゆ‥‥‥‥‥ 小さじ１

たまねぎ‥‥‥‥‥

塩、こしょう‥‥‥‥‥ 少々

１/２個

サラダ油‥‥‥‥‥ 小さじ１

す。エビの種類をかえて作ってもおいしいです。

作り方

① えびは殻をむき、背ワタをとる。
② じゃがいもは皮をむき、一口大に切り、下ゆでしておく。
③ たまねぎはスライス切りにする。
④ フライパンにサラダ油を熱し①を入れて炒め、さらに
たまねぎも加える。
⑤ ④が炒まったら②のじゃがいもを加え、粒マスタード、
しょうゆ、塩、こしょう少々で味を調え出来上がり。
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南部町のいきものたち ◯

ベニマシコ

■申年に使いたかった！
月までに︑

夏に繁殖もしています︒暑い

クの小鳥は︑冬鳥として大陸

以前から︑町内にいること

季節はもっと赤くなるという

いるところから名付けられま

南部町内で撮影したベニマシ
は双眼鏡の観察で分かっては

から驚きです︒ペンチのよう

から飛来します︒北日本では

コの写真が撮れていたら︑申
いました︒しかし︑手元にい

した︒

年﹁広報なんぶ﹂

な太く短い嘴は︑植物の種子

年

年の平成
い写真が全くなく︑干支に絡

や昆虫類を食べるために都合

もし平成

１月号は︑間違いなくこの鳥
めて可愛い小鳥を是非知って

す︒猿のように赤い顔をして

は︑漢字で猿子と書くからで

た︒なぜなら︑名前のマシコ

地を見つけ︑主人が望遠レン

が大変難しい野鳥です︒生息

落ち着きなく飛び交い︑撮影

ている丈が高い枯れ草の中を

法勝寺川の河川敷などに生え

した︒このマシコちゃんは︑

頂きたいと︑毎年探していま

噛まれたらかなり痛そうです︒

も割れるパワーがあります︒

らしい口元でも︑硬い木の実

強いとのこと︒可愛い姿と愛

筋肉が発達して嘴の挟む力が

まん丸なラインを持つ鳥ほど︑

のいい形となりました︒頭が

ズを構え︑背景があまり込み

次の申年は

稿の締め切りには間に合わず︒

残念ながら狙っていた年の原

たのは平成

年後︒そこまで

年を過ぎた頃︒

大量の写真の画像整理ができ

を切りました︒そして実際に

るのに︑何百枚とシャッター

コは県内でも記録があるので︑

えず稀な鳥です︒他の３マシ

ギンは鳥取県内では殆ど出会

マシコと並びますが︑アカと

シコ︑アカマシコ︑ギンザン

マシコ︑ベニマシコ︑オオマ

産鳥類は５ 種類います︒ハギ

実はマシコと名の付く日本

■猿子探し！

ネタを温めておくのも勿体無

もしかしたらお散歩途中で︑

入っていないベニマシコを撮

いと︑冬の季節が巡ってきた

ばったり赤い鳥やピンクの鳥

自然観察指導員

桐原真希

に出会えるかもしれませんよ︒

今月の顔に選びました︒

■短い嘴で何食べる？
スズメサイズの小さなピン

No.171

12

を選んで原稿を書いていまし

撮影：桐原佳介
法勝寺

本田しおん（東京都 中１）

お楽しみください。

27
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■問い合わせ先：☎66-4755

■休館日：毎週火曜日(火曜日祝日は翌日)

祐生出会いの館【緑水湖畔】

27
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企画展「第20回記念−年賀状版画コンクール受賞作品展」

【平成30年12月１日（土）〜平成31年３月31日（日）】

平成14年国民文化祭「版画の祭典」が緑水湖畔を主会場に開催されたのにあ

わせて、平成12年から「年賀状版画コンクール」が開始され、平成31年に20

回の節目を迎えます。毎年、全国から多くの作品が寄せられ、当館をにぎわし

てきました。このたび、受賞作品712点をすべて展示します。一足早い正月を

