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みんなの応援が力になる！
今月の主な内容
●特集／子育てシミュレーション
動画＆冊子が完成しました
町内一斉公開日の６月15日、西伯小学校では学校周辺をコース
にマラソン大会が行われました。子どもたちの走りを応援しよ
うと地域の方も参加し、力走を繰り広げました。

●子どもたちの歓声あふれる法勝寺児童館
●熊本地震被災地支援活動
〜派遣職員からの報告〜 他

子育てシミュレーション動画
＆
冊子が完成しました

撮影は３月に町内各地で行われました
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父が南部町出身のお笑い芸人コ

住支援情報」から見られるよ〜♪

№142

コリコ遠藤章造さんと︑鳥取県住

みます芸人ほのまる出演の﹁南部

→「南部町に住もう！住宅情報・移

2016.７

町で子育てシミュレーション﹂動

年度から

画・冊子ができあがりました︒
南部町では︑平成

﹃未来へつながる〜子育てサポー

トプロジェクト〜﹄始動中です︒

ココリコ遠藤さんが南部町に移住 ･

定住したら︑どのようなサポート

が受けられるか︑町民エキストラ

の方と一緒に︑わかりやすく紹介
していただきました︒

動画は︑南部町子育て支援サイ

ト﹁ほっぷすてっぷなんぶ﹂から

支援サイト「ほっぷすってぷなんぶ」

広報なんぶ
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ユーチューブで見ることができま

南部町ホームページ→南部町子育て

すが︑その一部をご紹介します︒

ボクも出演している動画は

定住奨励金５年間交付

〜子育てサポート その２〜

〜子育てサポート

その１〜

新婚・子育て世帯のアパート家賃補助

町内に定住を目的として、土地及び家屋または家屋
を新規で取得された方に、５年間固定資産税相当額

新婚・子育て世帯の賃貸マンションやアパート入居

を定住促進奨励金として交付しています。

時奨励金や家賃奨励金が交付されます。

〜子育てサポートその４〜

税
資産

固定

※限度額、自己負担額あり

コミュニティ・スクール

〜子育てサポートその３〜

補助

家賃

三世代同居支援事業

南部町の小中学校は、全校がコミュニティ・スクー

新たな三世代同居世帯（親・子・孫）として居住し

ルに指定されています。よりよい学校運営のために

ようとしている方などを対象に、家の新築･増改築･

地域の皆様とともに考えるしくみがあります。

リフォーム費用の３分の１、最大60万円までの補
助金が交付されます。子どもを安心して産み育てら
れ、高齢者等が安心して暮らせる健康で幸せな住環

ール
・スク

境を整えることができます。

同居

ティ

ニ
コミュ
〜子育てサポートその５〜

代
三世

医療費補助

鳥取県では、風邪や小さいけがなどの治療費が高校３年生まで530円。子育て世帯の

費

医療

負担を軽減し、子どもたちが安心して必要な医療を受けることができます。

〜結婚から子育てまで、
支援を繋ごう〜

今年度、子育ての悩みや情報を共有したり地域で見守ったりと、まち全体で子育てを応援し「暮らしたい町
南部町」「子育てするなら南部町」を支えていただく子育て応援団を募集します。

【平成28年度の活動（予定）】
毎年子どもたちの明るい未来と子ども虐待防止の願いを込めて、オレンジリボンたすきリレーを西部地区市
町村等で開催しています。応援団のみなさんには、当日のランナー、応援、旗の作成をお願いする予定です。
（ご協力いただける範囲内で構いません。）

■日時

11月12日（土） 午前中

※詳しくは健康福祉課（☎66‐5524）までお問い合わせください。
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小さなころにお父さんに連れられて来て以

来︑最近まで南部町には来たことも︑興味も

あまりなかったという遠藤さん︒今回のシミ

ュレーションを終えて︑今の南部町の印象を

聞いてみると︑ 子
｢ 育て世帯へお勧めしたい

町﹂ 自
｢分の父親にもＵターンを勧めたい町 ｣
と言っていただきました︒

自然環境に恵まれ︑地域が助け合えるまち

﹁南部町 ︒
｣ 東京で暮らす遠藤さんに︑地元
では気付かない魅力や︑暮らしやすさなどを

ご紹介いただきました︒

今回の広報に合わせて︑冊子も配布してい

ます︒お盆に帰省されるご家族︑親せきの方

とご覧ください︒

︽問い合わせ先︾

●新婚・子育て世帯のアパート家賃補助

３
‐７８７ ︼

☎６６ ３
‐１１３ ︼

●定住奨励金５年間交付

︻企画政策課

●三世代同居支援事業

☎６４

☎６６ ５
‐５２４ ︼

︻建設課 ☎６６ ３
‐１１５ ︼
●コミュニティ・スクール

︻教育委員会

●医療費補助

︻健康福祉課

子育て応援団募集！

成目前!!
来

児童館のあいことば えがお・あいさつ・ありがとう

春休み期間中に開館したこともあり︑

ト大会など︑楽しいイベントも始まり
ました︒夏休みには︑入って遊べるダ
ンボールの家づくりなど︑さらに楽し
いイベントも行う予定です︒

紹介します

利用者の声の一部を

●保護者

▽親としても安心して楽しむことがで

たお母さん方が来館し︑ゆったりとし

ドゴルフをするなど︑地域のみなさん

今後は︑芝生の庭で一緒にグラウン

▽いろんな物であそべて楽しい︒幅跳

●小学生

分

き た し︑本 も た く さ ん よ め る し︑い ろ

んなイベントもあってうれしいです︒

●中学生

▽今まであまり遊ぶところがなくて困

っていたけど︑学校の帰りとか友だ

ちと一緒に来れるのでうれしいです︒

▽ピアノの練習ができて良かった︒防

音室だからピアノの音がひびいてす

ごく弾きごこちが良かった︒

▽勉強もできるし︑息抜きとして遊べ

るからストレスが発散できる場所だ

なと思いました︒

▽年齢に関係なしに遊べるので︑小さ

い子から大きい子まですごく楽しめ

る︒次は自分の妹と来たいと思いま

した︒
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初日から大勢の子どもたちが訪れ︑わ
ずか一ヵ月余りで来館者千人を達成し
ました︒

きます︒親も子もゆっくりのんびり

た時間を過ごされています︒子どもを

との交流の機会も増やしていこうと計

びをみんなと跳んですごく楽しくて

地域と親しむ児童館

遊ばせながら親同士の会話も弾みます︒

画しています︒ご来館がまだのみなさ

つかれました︒

平日の午前中は︑主に乳幼児を連れ

午後になると︑小学生がランドセル

んは︑気軽にお越しいただき︑中の様

でき︑とても過ごしやすいです︒

を背負ってやってきます︒図書室で宿

子をご覧いただければと思います︒

午前８時

〜午後６時

▽じどうかんでともだちもたくさんで

題を済ませると︑さっそく好みの遊び
で楽しみます︒
家に帰れば一人で過ごす子も︑児童館
に来ればたくさんの友だちと遊べます︒

■開館時間

︵祝日・年末年始を除く︶

法勝寺児童館 ☎６６ ５
‐５３４
月曜日〜土曜日
■開館日

ストラックアウト大会!!狙うは何番？

広報なんぶ

のびのび遊べる児童館
小学生も中学生も一緒になってサッカーを楽しんでいます！

だれでも楽しい児童館
このごろは︑学校帰りに立ち寄る中
学生が増えてきました︒図書室でテス
ト勉強に励んだり︑卓球やバドミント
ン︑小学生と一緒に芝生の庭でサッカ
ーをしたり︑防音の音楽室でエレキギ
ターやピアノを演奏するなど︑それぞ
れが思い思いの時間を過ごしています︒
小さな子から大きな子まで一緒にな
って遊ぶ様子は︑かつての子どもたち
の姿と重なります︒
子どもたちの発案でストラックアウ

30

0人達
館者3,00

３ヵ月
開館から

子どもたちの歓声あふれる

法勝寺児童館

６月１日より

②ご自宅・施設での療養中の方︑独

居の方︑診療所に通院または往診

治療中に病状が急に悪くなった方

ご自宅︑施設での療養中の方︑独居

の方︑診療所に通院または先生が往診

されて治療を受けておられる方が急に

療︑リハビリを行い︑自宅︑施設での

病状が悪化した場合︑病状に応じて治

①急性期病院での治療後︑すぐには

生活が可能となるよう入院することが
できます︒

③自宅での医療︑介護が必要なご家

庭で︑ご家族の休養が必要となっ
た場合

これまでも︑当院では急性期病院へ

なります︒

致しますと︑すぐに他の病院へ転院と

急性期病院では︑手術︑治療が終了

ご自宅での生活が不安な方

どのような方が対象となるの？

地域包括ケア病床を設置しました

地域包括ケア病床とは

お送りした患者様を受け入れてまいり

介護を行っておられるご家庭では︑ご

ご自宅での医療︵悪性腫瘍を含む︶︑

院での受け入れができず︑市内の病院︑

家族の方の休養が必要となる場合があ

ましたが︑患者様の状態によっては当

ら︑厚生労働省が医療や介護が必要に

施設に転院していただくこともありま

ります︒そのような場合︑患者様に一

年４月か

なっても地域で暮らし続けたいという

した︒そのことにより︑地域の方にご

地域包括ケア病床は平成

方への支援を行うことを目的に許可さ

休養を取っていただくとともに︑患者

時的にご入院いただき︑ご家族の方に
今回︑地域包括ケア病床ができたこ

様の治療継続︑リハビリを行うことが

迷惑をおかけすることもありました︒

れた病床です︒

とにより︑急性期病院での治療後︑す

できます︒

自

宅

№142

軽度急性増悪時（肺炎・脱水・骨折・けがなど）の治療・リハビリ

在宅・施設療養患者様の誤嚥予防や日常生活動作向上のためのリハビリ

午後５時15分

60日以内

紹介

月〜金曜日

木村 修
西伯病院院長
西伯病院では６ヵ月間の準備期間の

ぐに住み慣れた地域の病院へ帰り︑ご
自宅での生活が可能

して医療︑療養を継続できるように応

地域の方々が住み慣れた地域で安心
リハビリを受

援できる病床ですので︑大いに利用し

になるよう療養︑

けて頂け

ていただきたいと存じます︒

日までとなっ
ておりますので︑ご了承下さい︒

ただし︑入院期間は

ることが
可能にな
りました︒

急性期治療後の退院を目指したリハビリ

午前８時30分〜

地域包括ケア病棟

（西伯病院正面玄関を

入院

入って右側）

退院

自宅・介護施設

☎66‐2211(代表)

一般病棟

西伯病院地域連携室

26

入院

転院

急性期病院

【相談・問い合わせ先】

後︑本年６月１日
より一般病床
の中に 床設
置しました︒

10

かかりつけ医

■受付時間

2016.７
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60

☎66-2211
西伯病院

（祝祭日を除く）

私たちのまちの社会教育委員を紹介します

高校生サークル国際交流事業

世界から
南部町を見てきます！

﹁南部町高校生サークル国際交流事
日〜

日の日程で︑

業﹂派遣者７名が決定しました︒
７名は︑７月

長年南部町と交流を続けている韓国の

ハンリム大学を訪問します︒学生との

交流をとおして︑文化の違いや正しい

歴史について学ぶだけでなく︑言語の

壁を越えた人とのつながりを感じるこ
とができると考えています︒

県国際交流員の方を講師に事前学習

も行い︑高校生サークル初の海外研修

が︑今後のまちづくりにつながるもの
となるよう期待しています︒

今月の

おせの背中

今月の写真は︑﹁第１回ミカエル・

セミナー﹂終了後のプラザ西伯での１

枚です︒

今回に限ったことではありませんが︑

講演会や研修会終了後︑事務局で片付

けをしようとしていると︑多くの参加

者の方が片付けを手伝ってくださいま

す︒﹁使ったものは片付ける﹂﹁来た

時よりも美しく﹂とは言うものの︑時

間や心に余裕がなければ︑なかなか人

のために動くということはできません︒

もちろん︑会場も早くきれいになりま

すが︑それ以上にその場にいる者の心

が美しくなる瞬間です︒

写真の背中の奥にある︑心の豊かさ

をこの１枚から感じてもらえたらと思

います︒

6
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皆さん︑社会教育委員を知っていますか︒

リカ︵保護者︶

29

社会教育委員は︑町の社会教育行政について助言する役割を持っています︒社会
人が活動しています︒

照雄︵金田ほたるの会︶

●岩田

沙希︵保護者︶

26

教育関係団体の代表者や学校長︑家庭教育の向上に関わる方などから教育委員会が
委嘱し︑南部町では現在
社会教育委員は︑公民館等で行われる各種講座や発表会︑スポーツイベントなど
で事業の様子を体験して感じたことを話し合ったり︑家庭教育のあり方や地域との
連携など︑幅広い視点で意見交換をしたりしています︒
さらには︑県内外の研修会などに積極的に参加し︑学んだことを町の社会教育に
取り入れることができるよう努めています︒
社会教育に対する町民の皆さんの声を行政に届ける役も担っています︒お近くの

︵南部町子ども会育成連絡協議会︶

敬
※称略

社会教育委員へ︑地域づくりを支える社会教育のために気づかれたことをお伝えい

伯富

●井塚

栄隆 ︵青少年育成推進指導員︶

寛 ︵西部レクリエーション協会︶

●岩田

慎吾︵企業経営者︶

弘 ︵コミュニティ・スクール︶
●吉田

智之︵生涯スポーツ実践者︶

●鴨木

●岡田

高幸︵西伯小学校長︶

登︵小松谷盆踊り保存会︶

●野口

光郎︵ＰＴＡ役員経験者︶

●小林

●丸山

●秦

南部町社会教育委員

ただき︑みんなで生涯学習のあるまちづくりを進めていきましょう︒

おめでとうございます
伯富さん ︵社会教育委員︶

鳥取県社会教育 委 員 連 絡 協 議 会 表 彰

秦
子ども会活動の組織拡大と強化に
努力されるとともに︑長年にわたり
育成者・指導者の養成や研修の企
画・運営において活躍されるなど︑
青少年育成と地域の社会教育推進に
貢献されました︒

●田川

●都田

由紀︵保護者︶

●三鴨ひとみ︵ＰＴＡ役員経験者︶

●田邉

（上段左から）吉村さん、瀬﨑さん、富谷さん、板さん
（下段左から）永江さん、足立さん、金谷さん
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☎64-3787
教育委員会事務局

教育委員会事務局

人権・社会教育課

☎64-3782

日︑南部町人権会議総会のあい

本人通知制度に登録しよう

４月

さつの中で︑会長の坂本町長が︑現在イ

ンターネット上で行われている差別事象

に対する怒りと憤りを語りました︒﹁戸

籍や住民票の不正取得も許せません︒私

たち一人ひとりが差別をさせない︑許さ

ないという意識を行動につなげ︑少なく

とも町民の一割が本人通知制度に登録し

ている町をめざしましょう﹂と提案しま

した︒

６月１日には人権会議の部会長会議を

開催︒人権会議全体の活動として︑本人

通知制度の啓発活動を行い︑登録の促進

を図ることを決めました︒

みんなで登録して﹁差別を許さない﹂

意識を行動にしましょう︒

本
※人通知制度 とは︑住民票の写し等 本(

籍地︑筆頭者記載のもの や) ︑戸籍謄本
等を本人の代理人または第三者へ交付

した場合に︑その事実について事前に

登録された方へ通知する制度です︒こ

の制度を実施することにより︑委任状

偽造による不正請求の防止や︑不正取

得による個人の権利侵害の防止効果を

期待できます︒

︻問い合わせ先︼

３
‐１１４

町民サービス推進室 法(勝

)☎６６

町民生活課

寺庁舎内

26

「気づく・知る・感じる人権のつどい」の名称を、ミカエル・セミナーに
変更しました。「自分をカエル・見かたをカエル」をテーマにした、南部
町の人権啓発キャラクターから名付けました。今年度も年間６回開催しま
す。どなたでも参加できますので、ぜひお出かけください。
５月26日には第１回ミカエル・セミナーを開催。昨年度の人権研修会

ミカエル・セミナー参加型研修の様子

などに５回以上参加された方を表彰する人権スタンプラリーの表彰者は74名と企業３社でした。
その後「障害者差別解消法」をテーマに、町民や企業・町長・副町長・教育長も参加して67名で参加型
学習を体験しました。

第２回 ミカエル・セミナー
■日

時

7月13日（水）午後７時30分〜

■会

場

富有まんてんホール（天萬庁舎３階）

■内

容

一人芝居「ひかり ＨＩＫＡＲＩ ʻ16」
ふくなが

■出

演

福永

たく じ

宅司さん（福岡市在住）

≪出演者紹介≫こどもの学び館代表取締役・人権問題の講演家・一人芝居演者として全国で活躍中。
昨年演じていただいた「君をいじめから守る」は、参加者から涙と感動の感想を頂きました。たくさんの
「また呼んでほしい」「もっと多くの人に見てほしい」の声にお応えし、今回は元小学校教諭として同和教
育に深くかかわってきた経験から、同和問題をテーマにした新作を演じて頂きます。

南部町人権啓発のつどい
高知県発！盲目のアーティストの弾き語りで、人権感覚を磨きませんか。
昨年度のアンコールにお応えして再登場。愛・夢・希望をテーマに生きることの
すばらしさを伝えていただきます。お誘い合わせてお出かけください。

■日

時

8月19日（金）午後７時〜９時

■会

場

プラザ西伯（法勝寺）

※手話通訳をご希望の方は、２週間前までに担当課までご連絡ください。
教育委員会
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まちの話題

おめでとうございます

まちづくり功労者国土交通大臣賞

南さいはく地域振興協議会

旭日単光章（高齢者叙勲）

亀尾 孝継さん（88歳・坂根）

瑞宝双光章（保健衛生功労）

鳥取大学医学部附属病院臨床検査技師長

谷本 綾子さん（65歳・掛相）

南さいはく地域振興協議会が「高齢

旧西伯町議会議員を昭和62年から

化が急速に進む地域にあっても、果敢

５期20年、地方自治の発展に務めら

谷本さんは40年の長きにわたり､鳥

に新しい事業に挑戦し、生き生きとし

れました。また、南部町老人クラブ連

取大学医学部附属病院などで臨床検査

た地域づくりに貢献した」として「第

合会会長も歴任され、最近は野菜作り

技師、また技師長として11年間、後

34回町づくり月間まちづくり功労者

やグラウンドゴルフを楽しんでいるそ

継者の育成と臨床検査業務の改革充実

国土交通大臣賞」を受賞されました。

うです。

に尽力されました。

南さいはく地域振興協議会の遠藤賢

亀尾さんからのコメント―「身に余

「スタッフ30人位で女性が多い職場

二会長は「私たちの受賞が、同じよう

るこの栄誉はひとえに皆様方の心温か

でしたが、皆さんに支えられながら務

な活動展開をされている多くの地域組

いご指導ご高配の賜と深く感謝致して

めさせていただきました。受章できて

織の励みとなり、多機能自治組織法人

おります。今後はこの栄誉を心にきざ

とても光栄ですし、感謝の気持ちでい

化等の動きに弾みが付き、活動に厚み

み、健康に留意しながら精進致す所存

っぱいです｣と話されました。最近は

が付くようになればと感じます」と話

でございますので、何卒ご鞭撻の程、

趣味を活かし､押し花体験のボランテ

されました。

よろしくお願い申し上げます」

ィア講師などをされているそうです｡

自然や歴史、グルメを楽しみ走破

新たな雇用確保に期待

第９回再生神話の郷マラニック開催

原工業団地内に｢和喜輸送株式会社｣が進出

６月５日に第9回再生神話の郷マラニック2016が開催さ
調印式の様子

れ、県内外から過去最大となる187名の方が参加しました。
大山町･唐王神社をスタートし、南部町･赤猪岩神社を
折り返して再び唐王神社を目指す約50㎞の道のりを、古
事記ゆかりの地を巡りながら走るマラソンイベントです｡
南部町観光協会が、折り返し地点の赤猪岩神社にエイ
ドステーションを設置、赤猪岩古代米を栽培している農
事組合法人寺内農場が古代米おにぎりと豚汁をふるま
い、到着した選手を労いました。
参加者は「おいしいごはんを食べて元気になりまし

「和喜輸送株式会社」（渡邊峰行社長）が６月１
日に原工業団地内に工場設備を開設しました。同

た。復路もがんば

日、法勝寺庁舎で町と進出協定を結び、鳥取営業所

ります！」と笑顔

として操業を始めました。同社は東京都に本社をも

で話し、つかの間

つ輸送業者で、大手、自動車部品メーカーであるＮ

の休憩に満足した

ＯＫ株式会社のグループ会社です。主に同工業団地

様子でした。

内にあるＴＶＣ株式会社内の物流及び出荷業務を請
け負い、全国に配送するだけでなく、製品を収める
箱などの資材管理を行います。また、新規雇用は本
町を中心に17名を見込んでいます。
初夏の風を感じながらゴールする参加者

今後、大いに発展していただき、町の発展につな
げていただくことを期待しています。
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磨き上げた技を披露

子どもたちの学ぶ姿を地域の皆さんに

鳥取県西部消防ポンプ操法大会

町内一斉公開日

６月12日に鳥取県消防学校で、第58回鳥取県西部

６月15日に町内の認定こども園、保育園、小中学

消防ポンプ操法大会が開催され、南部町からは小型可

校を自由に参観できる一斉公開日が行われ、保護者や

搬ポンプの部に西伯第三分団が、ポンプ車の部に本部

地域の方など、およそ700人が訪れました。
小中学校では、それぞれの教室で、自ら進んで学ぶ

班が出場しました。

姿、友だちと関わる姿を目指して活動や学習が行われ

消防操法とは消防団の訓練の１つで、消火活動の基

ました。

本的な操作の習得を目的として行われ、小型可搬ポン

つくし保育園では、五感で感じ、体全部を使って

プ操法とポンプ車操法があります。防火水槽から給水
か てん

「どろんこ遊び」をしていました。

し、火災現場を想定した火点と呼ばれる的にめがけ放

参観後、保護者の方は子育てセミナーに参加しまし

水し、撤収するまでの一連の手順を演じます。

た。身体づくりやよい姿勢について県の指導主事のお

大会の結果､本部班がポンプ車の部で３位､西伯第三

話を聞き、家庭でもできることを考えました。

分団が小型ポンプの部で５位という結果になりました。
小雨が降る中、県大会出場を目指し、出場選手は日
ごろの訓練の成果をいかんなく発揮し素晴らしいポン
小型ポンプの部に出場した
西伯第三分団

プ操法をおこないました。

みんな大好き！どろんこあそび(つくし保育園)

区毎で行われた検討会

東西町

見守り活動の検討会を開催

年５ 月から︑福

22

あいみ富有の里

都市部公民館児童と交流

都市間交流事業の一環として︑鳥取県

海洋練習船﹁若鳥丸﹂で︑中海クルーズ

を米子市就将校区民と楽しみました︒

大型船上の海から見た境港・島根半島

の風景︵境水道大橋・べた踏橋等︶は︑

地上からの眺めと違う風景でした︒当日

は絶好の交流日和となり︑未就学児から

大人まで 人が参加︒児童は﹁船上は楽

しかった﹂と話していました︒

この交流事業は︑平成 年度から都市

21

44

東西町では︑平成

祉・防災活動の原点でもある見守り活動

80

を行っています︒

歳以上の独居者や 歳以上の高齢者

№142

のみの世帯で︑見守りが必要な方が対象

です︒誰に見守って欲しいか等︑見守り

2016.７

を受ける側の意向を尊重した上で︑灯火

の確認や障子や窓の開閉等で見守りを

行っています︒

広報なんぶ

毎年６月に︑見守り活動の見直しや検

討を行っています︒

今年も各区で︑区長︑民生委員︑福祉

部員︑地域福祉委員︑事務局が集まり見

直しを行いました︒

9

65

部住民の中山間地域への理解を深め︑交

↓就将校区のみんなと記念写真

流することで地域の活性化を図るため実

施しています︒

→海から見る境水道大橋

南部町立法勝寺図書館

☎66-4463

天萬図書館

☎64-3791

今年も！
町立図書館には、自由研究の参考になる本がたくさんあります。
毎年開催される『自由研究おたすけ講座』では、クイズや実験のある日も♪
どんどん活用してくださいね。

＜自由研究おたすけ講座（対象：小学生）＞
■7月23日(土)

■7月29日(金)

クイズや実験で楽しみながら、自由研究のヒントを見つけましょう。

●午前10時〜正午 天萬図書館
●午後１時30分〜３時30分 法勝寺図書館

すすめ方やまとめ方について、司書が個別に対応します。

●午前10時〜正午 法勝寺図書館
●午後１時30分〜３時30分 天萬図書館

※詳しくは、学校から配布される「夏休み活動案内」をご覧ください。

ゆったりと流れる音楽を聞きながら本を楽しむ
〜大人だけの図書館〜
７月のイベント『大人の夜楽』は・・・秦先生の製本講座です。
や がく

■日時

７月29日（金）午後７時〜９時

＜毎月最終金曜日☆夜間開館

７月は
天萬で開館！

■場所 天萬図書館

10月末迄＞・カフェコーナー・ＢＧＭリクエスト受付

＜図書館運営協議会委員紹介＞
7月の行政書士無料相談会

町立図書館では、図書館を利用しておられる方々の

■日 に ち／７月20日（水）
■時

間／午前10時〜午後１時

■場

所／法勝寺図書館２階

ご意見を伺い、暮らしに役立つ図書館として運営をす
るため、図書館運営協議会を設置しています。

■相談内容／相続・遺言・クーリングオフなど
※予約不要

※秘密厳守

第３期目となる運営協議会委員の11名の方が決ま
りました。任期は、平成28年６月１日から平成30年
５月31日までの２年間です｡よろしくお願いします。

■主催／鳥取県行政書士会
■共催／南部町立図書館

7月のおはなし会
■日にち／７月24日（日）
■時

間／午前10時30分〜

■場

所／天萬図書館

■内

容／なつ を たのしむ おはなし

おはなしの部屋

（委員氏名アイウエオ順）入澤明子さん、大西康弘さん、
酒井真由美さん、坂口恵子さん、城貝健太郎さん、
田中優美さん、中野眞澄さん、西山麻美さん、
橋本真介さん、森田さやかさん、森岡紀子さん

図書館川柳

極上の

夢の世界も

読んでこそ
広報なんぶ
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熊本地震被災地支援活動

〜派遣職員からの報告〜

４月14日・16日と熊本地方を中心に発生しました地震に伴い、被災した自治体からの支援の要請を鳥
取県が受け、南部町でも職員を派遣し様々な活動を行いました。実際に支援を行ってきた職員の活動を
報告します。

災害救助法等に基づく生活再建支援業務の
点検が大事
健康福祉課

山口俊司課長

12日間、益城町役場の業務支援に携わりました。
仮庁舎への引越し作業から始まり、住民からの生活再
建支援にかかる電話対応などをしました。益城町職員
の多くも被害を受け、家族の生活の見通しも立たない
建物の被害状況を調査している様子

宅地危険度判定を行って

まま、一生懸命業務に向き合っており、疲労やストレ
スが日に日に増していると感じました。今後は、職員
へのケアも必要です。

建設課

畑岡宏隆主幹

まし き

大規模災害時、被災地で行政がすべきことは一挙に

４月22日から26日の間、熊本県益城町で50件の宅

山積みになり、さまざまな非日常の業務を遂行するこ

地危険度判定の判定を行ってきました。地域の殆どの

とはとても難しいものですが、一方で、災害時になす

住宅が全壊し、電気や水道が使用出来ないなか、被災

べき事項はわかっていて、ある程度想定ができるもの

者の方にお話を伺う機会がありました。前震では倒れ

もあります。あらためて、地震はいつどこでも起こる

なかったが、本震で倒れてしまった家があったこと、

ものとして、平素から災害時の応急対策業務を点検整

避難所の仮設トイレは和式で老人は使用しにくいなど

理し、実効性を高めておくことが重要だと思います。

の話を聞かせていただき、未だ復興の兆しが見えない
なかでのご苦労を肌で感じる事ができました。
今回、現地での地震対応の反省点がテレビや新聞で
取り上げられています。南部町もそれらの事を確認し、
防災体制の更なる向上に繋げていく必要があると感じ
ました。

御船町での鳥取県保健師支援チーム第９班の
活動を終えて
健康福祉課

石口妙子主幹保健師

屋外に設けられた罹災証明書発行のブース

地震発生から１ヵ月半が過ぎていましたが、屋根には
ブルーシート、手つかずで崩れた家屋が立ち並び、道

地道ですが、保健師は１件ずつ家庭や避難所を訪問

路はいたる所が波うち、大きな段差が見られました。

し、支援に繋げる活動をしました。避難所では体調を

遠くは青森県から医療・保健の専門チームが集結し

崩される方もおられ、体調管理や衛生管理も注意して

活動する様子は、とても心強く感じ、改めて日本は地

いきました。「何もする気がしなくなった」「まさか

震大国で互いに支え合っていることを痛感しました。

熊本にこげか地震が来ると思わんかばってん」「人っ

地域の民生委員さんや区長さんは日々励まし合いな

てあれやね、怖かことも忘れるとね。死ぬと思うたに

がら支援をされており、地域の支え合いが再建へ向け

ね」等の言葉を胸に１日も早い復旧を願いながら、第

ての大きな力になっていることを実感しました。

10班に引き継ぎました。

11
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︻南部中学校︼保育園・小学校・中学校が協働して育てる子どもたち

教職員の交流だけでなく︑土

ティースクールにおいても﹁南

さらに︑小中３校のコミュニ

南部中学校区の保小中連携について
南部中学校区の﹃小
曜開校を活用した﹁ふれあいデ

究会や小中合同研修会を行って

小︑南部中で持ち回りの授業研

るさとふれあいウォーク﹂︑小

小中合同で実施する﹁あいみふ

学校区を一つの学校キャンパス

られます︒このように︑南部中

貫教育を支える取り組みが進め

学 生 の 中 学 校 体 育 祭 へ の 参 加 ︑ 発足し︑南部中学校区の小中一

部中学校区学校運営委員会﹂が

います︒これまでに小中の授業
学校６年生での中学校体験︵授

ととらえ︑保小中の協働と保護

ー﹂で中学生の小学校訪問︑小

スタイルの基本となる﹃なんぶ
業︑給食︑掃除︑部活動︶など

とに会見小︑会見第二

っ子の学び﹄や︑小中での学習

る南部中学校区小中一貫グラ

像を﹁自律﹂と﹁共創﹂とす

昨年度から︑めざす子ども

した︒ また︑小学生と年長児

意見交換ができるようになりま

も増え︑顔なじみとなり親しく

保育士がお互いに知り合う回数

︵考え方︶をもとにした各教科

合同担任会②協同学習の理念

同研修会の他︑①学級づくりの

家庭科授業での保育実習︑夏休

問によるボランティア活動や︑

﹁ふれあいデー﹂での保育園訪

﹃保中連携﹄では︑上述の

めざしています︒

どもたちの豊かな学びと育ちを

児童生徒の交流も行っています︒ 者や地域の方の支援を通して子
﹃保小連携﹄では︑小学校や

ルールの一覧表を作成するなど
して小中の教職員の連携を深め

ンドデザインを作成し︑９年

との交流も︑年々充実し︑相互

保育園に相互にでかけ教職員と

間を系統化した学びの実践を

にふれあうことで︑温かい交流

てきました︒

進めています︒

の授業づくり③家庭学習パワー

みボランティア活動などで保育

ができてきました︒

アップカードの活用等があげら

園児との交流の機会を設けてい

今年度の具体的取り組みは合

れます︒

ます︒

いきもの大好き！城貝です︒

おこし協力隊︑里

ちは！南部町地域

皆さん︑こんに

りします︒最早︑僕の中の

ショウウオがドンっといた

しか見たことないオオサン

った川の中では︑水族館で

常識がガラガラーっと崩れ

去っております⁝

この素晴らしい里山環境︑

僕も頑張ります！あわよく

ヒトと生き物が今後も末永

南部町はほんっとーに︑

ば！僕も末永いお付き合い

会えて︑とても楽しい日々

すごいとこです！出勤中に

が出来ればいいなー︑と思

く付き合っていけるように︑

は超珍しい町の鳥︑ブッポ

オオサンショウウオ！大きすぎ

っ て い ま す ので︑皆 さん︑ど

て︑逆にわかりづらい写真にな

ウソウがゲッゲッと見送っ

実はブッポウソウが写っており

うぞよろしくお願いします︒

ます！おわかりいただけるでし

りましたー

てくれますし︑ちょっと行

を過ごしています！

な生物︵ヒトも含む︶に出

生き物大好き！日々色ん

当の城貝です︒

山デザイン大学担

地域おこし協力隊の
つぶやき

ょうか⁝？
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中連携﹄では︑学期ご

地域とともに育む
教育を目指して

ふれあいデーの様子

地域おこし協力隊
地域おこし協力隊
○城貝健太郎○徳林亜美
☎21‐1595(なんぶ里山デザイン機構事務局内)
☎64-3783（産業課内）

おしらせ

2016．
７

各種福祉手当の更新手続きをお願いします
【申請などの問い合わせ先】南部町福祉事務所

児童扶養手当

特別障害者手当・障害児福祉手当

18歳に達した年度末までのお子さんを養育してい
るひとり親家庭の生活の安定と、児童の心身の健や
かな成長のために支給される手当です。
・事実上の婚姻関係がある場合。
※本人･扶養義務者の所得が一定額を超える場合は､
手当の一部または全部が支給されません。
◆手当額（月額：平成28年４月分から）
全部支給

４２，３３０円

一部支給

４２，３２０円〜９，９９０円
５，０００円
３，０００円

※平成28年８月分（12月支給分）から、２人目以
降の加算額が増額される予定です。

を必要とする､20歳以上の在宅の方に支給されます｡

を必要とする､20歳未満の在宅の方に支給されます｡
■資格要件の制限
・施設に入所している､または病院に入院している場合｡
・本人、扶養義務者の所得が一定額を超える場合。
◆手当額（月額：平成28年４月分から）
特別障害者手当

２６，８３０円

障害児福祉手当

１４，６００円

◆所得状況届について
特別障害者手当・障害児福祉手当を引き続き受給
するには、｢所得状況届｣の提出が必要です。所得状

◆現況届について
児童扶養手当を引き続き受給するには「児童扶養
手当現況届｣の提出が必要です。
現況届の提出がないと手当が受けられなくなりま
すので、必ず期間内に提出いただきますようお願い
します。
①提出期間

８月１日（月）〜８月31日（水）

②受付時間

午前８時30分〜午後５時15分

③受付場所
▽南部町福祉事務所（健康管理センターすこやか内)
▽町民生活課（天萬庁舎内）
④提出書類等

重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護

重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護

・児童が施設に入所している場合。

３人目以降

●特別障害者手当

●障害児福祉手当

■資格要件の制限

加算 ２人目

☎66‐5522

児童扶養手当現況届・児童扶養手当

証書等（現在受給中の方には７月中に現況届の用
紙を郵送します）

況届の提出がないと手当が受けられなくなりますの
で、必ず期間内に提出いただきますようお願いしま
す。(現在受給中の方には、７月中に所得状況届の用
紙を送付します｡）
①提出期間

８月12日（金）〜９月９日（金）

②受付時間

午前８時30分〜午後５時15分

③受付場所

南部町福祉事務所
(健康管理センターすこやか内）

④提出書類等
〇特別障害者手当
特別障害者手当所得状況届、年金・手当等の収入
金額が分かるもの
〇障害児福祉手当
障害児福祉手当所得状況届

特別児童扶養手当
20歳未満で、精神または身体に一定の障がいがあ
る児童を養育している方に支給されます。

◆所得状況届について
特別児童扶養手当を引き続き受給するには､｢特別児

■資格要件の制限

童扶養手当所得状況届｣の提出が必要です｡所得状況届

・児童の障がいを理由に公的年金を受けている場合

の提出がないと手当が受けられなくなりますので､必

・児童が児童福祉施設等に入所している場合

ず期間内に提出いただきますようお願いします｡

・所得が一定額を超える場合

①提出期間 ８月12日（金）〜９月９日（金）

◆手当額（月額：平成28年４月分から）

②受付時間 午前８時30分〜午後５時15分

１級

５１，５００円

２級

３４，３００円

③受付場所 南部町福祉事務所
(健康管理センターすこやか内）
④提出書類等 特別児童扶養手当所得状況届、
特別児童扶養手当証書、印鑑
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国民年金からのお知らせ

国民年金保険料の納付が困難なときは、ご相談ください
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請に
より保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」
があります。
納め忘れの状態で、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎
年金・遺族基礎年金が受けられない場合がありますのでご注意ください。

【申請時の注意点】
①年度毎に申請書の提出が必要です。
１枚の申請書で申請できるのは１年度分です。（保険料免除・納付猶予は７月から翌年６月まで。学生納付
特例は４月から翌年３月まで｡）
複数年度の申請を希望される場合は年度毎の申請書の提出が必要です。

②過去の所得で審査します。
申請する年度に対応する前年所得に基づき審査を行います。（下表「所得審査」欄参照）

③過去の免除申請をご希望の方は、すみやかに申請してください。
過去分の免除等の申請は、申請が遅れると申請できる期間が短くなります。申請時点から２年１ヵ月前まで
の期間について、さかのぼって免除等を申請できます。

納付が困難なときは

50歳未満の方は

学生の方は

保険料免除制度

納付猶予制度

学生納付特例制度

経済的な理由などで、保険料

本人が50歳未満であるときに

本人が学生であるときに限

を納めることが困難な時に利

限って利用できる制度で、申請

って利用できる制度で、申

用できる制度で、申請が承認

が承認されると保険料の全額に

請が承認されると保険料の

どんな制度？ されると保険料納付の全額ま ついての納付が猶予されます。 全額について納付が猶予さ
たは一部（４分の３、半額、

※制度改正により７月１日より

４分の１）が免除されます。

対象年齢が30歳未満から50歳

れます。

未満に引き上げられます。

所得審査

本人・配偶者・世帯主の前年

本人・配偶者の前年所得が一

本人の前年の所得が一定額

所得が一定額以下であれば承

定額以下であれば、世帯主の

以下であれば、配偶者・世

認されます。

前年所得にかかわらず承認さ

帯主の前年の所得にかかわ

れます。

らず承認されます。

●保険料免除などの承認された期間は、老後に年金を受け取るための資格期間に含まれるだけでなく、万一の時
に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る資格期間にも含まれます。
●失業された方は、離職票や雇用保険受給資格者証等を添付すれば、前年の所得に関係なく免除される特例もあ
りますので、ご相談ください。

【申請・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）
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不法投棄は犯罪です
全国で不法投棄等の発生をさせない環境づくりの取り組みとして、
南部町でも期間中町内パトロールを行い、不法投棄の場所の把握に努
めております。
不法投棄は、道路沿いや人気のない空き地、山林または河川などで
行われる傾向が多く、主に家庭から出たゴミ(弁当空、ペットボトル、
空き缶、衣類など)や電化製品が捨てられています。不法投棄は、美し
い自然や地域の景観を壊すだけでなく、犯罪行為です。
投棄者が判明した場合、５年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法
人の場合は３億円以下)の罰金、またはその両方が科せられます。
町では、県や警察と連携し不法投棄防止に努めておりますが、町民
皆様も不法投棄について、一人一人が「不法投棄をしない、させない、
ゆるさない」という思いで、不法投棄の発見や監視にご協力いただき
ますようよろしくお願い致します。
山林、空き地、駐車場などを所有されている方は、日頃から、ごみを捨てられないようにロープを張る、看板
を取り付ける、草刈りや定期的な見回り等の対策をお願いします。また、不法投棄の現場を見掛けた方は、下記
までご連絡ください。
【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

古い扇風機を使っていませんか？

消費生活相談窓口です

【事例】長年使っている扇風機を使用したところ､発火し周辺が焼けた。

《アドバイス》
長期使用の家電製品にはホコリや油がたまり、発火事故につながることがあります。
「まだ動いているから大丈夫」「去年も問題なかったから」と過信せず､異常な音や振動、
においの変化にご注意下さい。異常を感じたら、すぐに使用をやめプラグを抜いて､販売
店やメーカーに連絡しましょう。

《消費生活相談窓口開設》
毎月専門相談員が役場相談窓口に来室し、面談または電話で相談をお受けしています。困ったことが
あればご連絡ください。
■来室日／８月９日（火）
■相談時間／午前９時〜正午

■場所／南部町消費生活相談窓口（天萬庁舎１階

町民生活課内）

※相談日の午後は、ご希望により集会などに出向き、事例紹介を交えた講座を行います。
【申し込み先】町民生活課

☎64‐3781

《７月の法律相談会》
■開催日／７月14日(木)

■場所／米子コンベンションセンター

【予約先】消費生活センター
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平成 年度南部町
進学奨励金奨学生募集
障がい者医療費助成について
■重度障がい者 特別医療費の受
給資格者 ︵鳥取県の制度で青色の受
給者証を交付︶

所得が基準額を超え︑対象外となる
※
方は個別に通知します︒

︻変更などの届出︼

健康保険証が変更になった方は手続

■廃止しない税目

継続検査︵車検︶の必要な車両の軽

自動車税

︻問い合わせ先︼

︽税金に関すること︾

３
‐１１６

きが必要ですので︑新しい保険証と印

☎６６

鑑をご持参いただき︑健康福祉課まで

〇町民生活課

〇税務課 ☎６６ ４
‐８０２
︽後期高齢者医療保険料に関すること︾

おこしください︒
山尾︶

保護司会からのお知らせ

会が中心となり︑町内の各地区で街頭

しげる

茂さん
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南部町進学奨励金は︑町内に住所を
有し︑高等学校等に在籍する生徒・学
生で︑経済的に就学困難な方に対して︑

︻対象者︼
〇身体障がい者手帳１・２級

健康福祉課︵担当

進学を奨励するために交付しています︒

■支給月額
〇療育手帳Ａ判定

☎６６ ５
‐５２４

現在お持ちの特別医療費受給資格証

︻問い合わせ先︼

①高等学校に在籍する者 ６千円
〇精神障がい者手帳１級をお持ちの方

日︵水︶

︻受給者証の更新︼

②大学に在籍する者 ９千円
７月

③専修学校等に在籍する者 ９千円

■募集締切

啓発活動を始め︑さまざまな活動を行

南部町では保護司会や更生保護女性

となっています︒引き続き受給資格

これまで町税などの納付に口座振替

います︒このような活動を通じて安

町税などの﹁口座振替済
通知書﹂を廃止します

進学奨励金の支給にあたっては︑
※
﹁鳥取県育英奨学資金の貸与を受け

のある方は︑７ 月下旬頃に郵送にて

をご利用の方に﹁口座振替済通知書﹂

日まで

ている者﹂などの基準があります︒

新しい資格証をお送りします︒

全・安心な地域社会の実現に向けて取

︵青色︶は有効期間が７月

詳しくは左記までお問い合わせくだ

をお送りしていましたが︑経費削減及

さい︒

り組んでいます︒

淳さん︵下中

すなお

年から保護司としてお世話に

〜お世話になりました〜

平成

なっていました橋秦

はしはた

限日︶以降に預貯金通帳の記帳により

日で退任され

あしたに

年６月１日より足谷

︵下中谷︶に保護司として活動してい

なります︒

国民健康保険税︑後期高齢者医療保
い車両の軽自動車税

☎６６

︻問い合わせ先︼

町民生活課

３
‐１１６

ただくことが決まりました︒お世話に

平成

〜よろしくお願いします〜

ました︒ありがとうございました︒

年５ 月

谷︶が︑平成
力をお願いします︒

ご確認ください︒皆様のご理解とご協

納付状況については︑振替日︵納期

年

び省資源化推進の観点から︑平成

︻問い合わせ先・申込先︼
教育委員会事務局 人権 社･会教育課

☎６４ ３
‐７８２

■障がい者 福祉医療費の受給資
格者 ︵町単独の助成制度︶
︻対象者︼
〇身体障がい者手帳３・４級

■廃止する税目等

28

険料︑継続検査︵車検︶の必要のな

町県民税︵普通徴収︶︑固定資産税︑

28

〇療育手帳Ｂ判定
〇精神障がい者手帳２級をお持ちで
歳未満の方

31

12

28

31

更新の手続きは必要ありません︒

︻受給者証の更新︼

70

度より廃止させていただきます︒

所得が基準額を超え︑対象外となる
※
方は個別に通知します︒
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28

放送大学

月入学生募集
日︵土︶

美保基地体験搭乗一般募集
■体験搭乗日／９月

ジカウイルス感染症（ジカ熱）やデング熱の原因となるウイルスは、それらに感染した人の血を吸った蚊
（日本ではヒトスジシマカ）の体内で増え、その蚊がまた他の人の血を吸うことで感染を広げていきます。感
染しても全ての人に症状が出るわけではありませんが、発熱や関節の痛み、発疹がでるといった症状が1週間
ほど続きます。
ジカ熱は妊婦が感染すると小頭症などの先天性障がいをもった子どもが生まれたり、デング熱では出血を伴
うデング出血熱となり重症化する可能性があります。
やぶなどの蚊がいそうな場所に行くときは、肌を露出せず、虫除けスプレーを使用するなど、いつでも蚊に
刺されないように注意する、そんな習慣を身につけることが大切です。また、流行地に渡航される場合は、現
地で蚊に刺されないように注意しましょう。
●ジカ熱・デング熱に関する詳しい情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。

日︵金︶

プラザ西伯 １階会議室

２
‐４４０

自衛隊米子地域事務所
☎３３

夏休み企画﹁裁判をやってみよう！﹂開催

︽米子地区︾
日︵木︶

ジカ熱やデング熱は 蚊に刺されることで感染します

■日時 ７月
■場所

自衛隊各種試験の説明

午後６時〜８時
■内容

どなたでもご参加いただけますので︑

年度第２期
■場所／航空自衛隊美保基地

日︵金︶必着

を記入の上お申し込み下さい︒
■応募期限／７月

当選者には８月 日以降に﹃体験搭
※
乗券﹄等の発送をもってお知らせし

︻問い合わせ先︼

︵
Ｃ
ＹＳ ‐型輸送機 ２００名
■応募要領等／官製ハガキに必要事項

１
‐型輸送機 ３６０名

お気軽にお越しください︒

ーネットを利用して授業を行う通信制
の大学です︒働きながら学んで大学を
卒業したい︑学びを楽しみたいなど︑
様々な目的で幅広い世代︑職業の方が
学んでいます︒心理学・福祉・経済・
歴史・文学・自然科学など︑幅広い分
野を学べます︒
ます︒

■日時 ７月

分

鳥取地方・家庭裁判所米子支部

分〜４時
■場所

模擬裁判︑評議︑質疑応答︑

小学校５︑６年生
人︵保護者同伴とする︶

☎２２ ２
‐２０５

鳥取地方裁判所米子支部庶務課

申
※込受付順
︻申込先︼

■定員

■対象者

法廷内見学

■内容

午後１時

28

︻出願期間︼

美保基地渉外室

︻応募・問い合わせ先︼
航空自衛隊

☎４５ ０
‐２１１︵内線２１１︶
美保基地ＨＰ

歳未満の方︵平成
年４月１日

10

日︵水︶まで

日 土( ９
)･ 月 ３ 日 日(

http//www.mod.go.jp/asdf/miho/

歳以上

自衛官候補生・一般曹候補生
︵陸上・海上・航空︶要員募集
■年齢

２年４月２日から平成
までに出生された方︶

平
※成 年４月１日現在
■受付締切 ９月８日︵木︶
年度自衛隊募集説明会を行い

︽自衛隊募集説明会︵南部町︶︾
平成
ます︒

30

●第１回 ８月
●第２回 ９月１日 木( 〜) 日 火(︶

７月

︻大学説明会 入･学相談会 西(部地区 ︼)
■日時

米子市文化ホール

午後１時〜４時
■場所
右記の他︑鳥取学習センターでも次
※
の日程で行います︒
■日時 ８月６日 土(︶ ７･日 日(︶ ･日
土(︶ ･日 日(︶ ９･月 日 土(︶ ･日
･日 日(︶ 各･日とも
日(︶ ･日 土(︶
午後１時〜４時

︻問い合わせ先︼
☎０８５７

２
‐３５１

11 27

13

月入学︶の学生を募集しています︒

22

■体験搭乗機種及び募集人員

)

17

放送大学は︑テレビ等の放送やインタ

28

20

10

放送大学鳥取学習センター

18

12 29

27

10

放送大学では︑平成

10
31

10

３
‐７

11
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子育て・健康スケジュール
◆集団健(検)診

問健康管理センターすこやか☎66‐5524
▢

内容

対象

集団健(検)診
集団健(検)診

7月1１日〜8月10日

場所

大国地区

日時(受付時間)

おおくに田園スクエア

７月13日(水)８:00〜10:00

法勝寺・上長田・東長田地区 南部町公民館さいはく分館

◆家族のつどい

７月14日(木)８:00〜10:00
問健康管理センターすこやか☎66‐5524
▢

場所

内容

認知症の方の家族のつどい 健康管理センターすこやか

◆乳幼児健診

日時

内容

７月15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
問健康管理センターすこやか☎66‐5524
▢

内容

対象

場所

日時(受付時間)

１歳６ヶ月児健診

H26年９月21日〜12月生まれ

健康管理センターすこやか

７月12日(火)12:45〜13:15

乳児健診

４・７・10・12ヵ月児

健康管理センターすこやか

７月27日(水)13:00〜13:30

◆子育て行事
内容

場所

日時

問い合わせ先

毎週月曜日10:00〜12:00
妊婦さんとねんねの

すみれこども園子育て交流室 ♥７月11日はベビーマッサー すみれこども園子育て交流室

赤ちゃんの日

あいあい

☎66‐3208

ジを行います
※７月18日はお休みです

園開放

ひまわり保育園

ねんねの赤ちゃんの

つくし保育園 ふれあい広場 ７月13日(水)9:30〜

問▢
予つくし保育園ふれあい広場
▢

おむつアートⓅ

ひなたぼっこ

※要予約

ひなたぼっこ☎66‐2143

園開放

すみれこども園

７月14日(木)9:30〜11:00

すみれこども園☎66-2040

園開放

さくら保育園

７月15日(金)9:30〜11:00

さくら保育園☎64-2065

７月16日(土)13:30〜15:30

予法勝寺図書館☎66‐4463
▢

みんな集まれ！あそぼう
広場Ⓟ親子木工教室

法勝寺図書館

７月12日(火)9:30〜11:00

ひまわり保育園☎64‐2824

教育委員会事務局☎64‐3782

※要予約

あいあい行事Ⓟ

すみれこども園子育て交流室

プールであそぼう

あいあい

おはなし会Ⓟ

天萬図書館おはなしの部屋

７月24日(日)10:30〜11:00

天萬図書館☎64‐3791

子育て総合支援センター

７月28日(木)10:00〜11:00

予子育て総合支援センター
▢

のびのび

※要予約(定員20組)

のびのび☎66‐4403

８月３日(水)10:00〜11:30

予健康管理センターすこやか
▢

※要予約

☎66‐5524

８月10日(水)9:00〜10:00

健康管理センターすこやか

夏まつりⓅ
子育て親育ち教室Ⓟ
すこやか乳幼児相談

総合福祉センターいこい荘
子育て総合支援センター

すみれこども園子育て交流室

７月21日(木)9:30〜11:00

のびのび

☎66‐3208

(受付）

☎66‐5524

◆子育てサークル
にじいろポケットⓅ

※今回は「あいあい行事」に参加します

かきっこクラブⓅ

総合福祉センターいこい荘

７月15日(金)10:00〜

健康管理センターすこやか
☎66‐5524

※予約不要

Ⓟ：南部町子育て応援ポイント対象事業
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相談・イベントなど
◆相

談

内容

場所

日時

7月1１日〜8月10日
内容・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

問南部町社会福祉協議会☎66‐2900
▢

米子コンベンションセンター

７月14日（木）

多重債務やヤミ金融等

５階会議室

13:30〜16:00

問▢
予西部消費生活相談室☎34‐2648
▢

司法書士による

米子コンベンションセンター

７月22日（金）

相続・遺言、不動産の贈与・売買など

無料法律相談会

１階会議室

18:00〜20:00

問鳥取県司法書士会☎0857‐24‐7024
▢

行政書士無料相談会

法勝寺図書館２階

７月20日（水）

相続・遺言・成年後見など

10:00〜13:00

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

総合福祉センターしあわせ

なんでも相談
多重債務・法律相談会

７月11日（月）
交流会館
人権・行政相談
総合福祉センターしあわせ
天萬庁舎１階

消費生活相談日

◆イベントなど
内容

８月10日（水）

行政手続きや人権に関する悩み事など

13:30〜16:00

問人権相談：教育委員会事務局☎64‐3782
▢

9:00〜11:30
８月９日（火）

消費生活に関するトラブルなど

9:00〜12:00

問町民生活課☎64‐3781
▢

場所

西伯病院出前図書館

行政相談：総務課☎66‐3112

８月３日（水）

日時

西伯病院

７月13日(水)13:30〜14:30

富有まんてんホール

７月13日(水)19:30〜21:00

手話講座Ⓟ

法勝寺図書館

７月21日(木)19:00〜20:00

点字教室

天萬庁舎

第２回ミカエル・セミナー
「福永宅司一人芝居」

自由研究おたすけ講座

７月22日(金)・８月５日(金）
10:00〜12:00

法勝寺図書館

７月23日(土)・29日(金)

天萬図書館

※詳細は10ページをご覧ください

鳥取大学公開講座「イノベー
ションは地方創生の夢を見る
か？」

問い合わせ先
問法勝寺図書館☎66‐4463
▢
問教育委員会事務局
▢

☎64‐3782
問法勝寺図書館☎66‐4463
▢
問法勝寺図書館☎66‐4463
▢
問法勝寺図書館☎66‐4463
▢
問企画政策課☎66‐3113
▢

法勝寺図書館

７月23日(土)10:30〜12:00

講師：産学・地域連携推進機構
准教授 前波晴彦 氏
ライブ中継による聴講ができます

おとなの図書館

天萬図書館

目指せ「けん玉」の達人

法勝寺児童館

入って遊べる段ボールの家を
作ろう

７月29日(金)19:00〜21:00
７月30日(土)・８月６日(土)
10:30〜11:30

法勝寺児童館

８月10日(水)10:00〜15:00

町体・トレセン利用調整会議 天萬庁舎

８月１日(月)19:00〜

円通寺人形芝居伝承館

人権研修バスツアー

(鳥取市)

７月15日（金）中学校終業式

◆図書館休館日

８月９日(火)

2016.７
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問法勝寺児童館☎66‐5534
▢
問教育委員会事務局
▢

☎64‐3782
問教育委員会事務局
▢

☎64‐3782

７月11日・18日・19日（振替休館）・25日・27日（図書整理日）
８月１日・8日

毎月1日・15日は「ノーメディアデー」
広報なんぶ

問法勝寺児童館☎66‐5534
▢

７月20日（水）小学校終業式

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢
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問天萬図書館☎64‐3791
▢

毎月第3日曜日は「かぞくの日」

おしらせ

2016．
７
平成

﹁肝がん撲滅運動﹂市民公開講座開催

年度肝臓週間

日︵日︶

24
午後１時〜４時

｣

米子市福祉保健総合センター

■日時 ７月

■場所

︵ふれあいの里︶

４階中会議室︵講演会︶

研修室１︵肝炎無料検査︶

入
※場無料・講演会申し込み不要
■テーマ

① Ｂ｢型︑Ｃ型肝炎の新たな治療法
松江市立病院消化器内科

河野通盛先生

岡野淳一先生

② 肝｢臓がんを予防可能な食べものとは？ ｣
鳥取大学医学部機能病態内科学

28

5月16日〜6月15日届出分

氏

名

保護者

住

所

とし き

◎長見

隼希 （正敏・知奈美）

原

もも な

◎渡辺
③ こ
｢ れからの肝臓病の原因
肥満﹂

株式会社ミテック

南部町子育て応援企業として、
株式会社ミテックを新たに認定し

お酒と

鳥取大学医学部機能病態内科学

孝田雅彦先生

講
※演 会 終 了 後 ︑ 肝 炎 無 料 検 査 を 行 い
ます︒ 要(予約︶

ご
※不 明 な 点 は ︑ 左 記 ま で お 問 い 合 わ
せください︒

☎３１ ９
‐３１７

︻問い合わせ先︼

米子保健所

子育て応援企業に認定11号

（敬称略）

桃愛 （裕也・佳奈子） 天

萬

れん

◎六宮

蓮
み

◎種

実穂

氏

（貴之・えりな） 三

崎

（敏勝・茉実） 阿

賀

ほ

名

年 齢

住

所

慶子

56歳

阿

賀

●吉持千万子

79歳

田

住

●佐伯

90歳

福

成

86歳

阿

賀
合

●種

●種

豊重
光美

●田村

昭子

89歳

落

●精山

哲雄

87歳

御内谷

※届け出時に広報への掲載を同意された方のみ載せています

ました。
南部町では、平成27年度から

5月31日現在

経営者や管理職でともに働く部下
の仕事と家庭の調和を応援する

人

口

前月比

「イクボス」宣言を行い、町民の

男

子育てを応援する取組や地域貢献

5,303人

− 9 人

女

5,897人

− 1 人

計

11,200人

−10 人

活動を行う企業や団体に対し、
「南部町子育て応援企業」に認定
しています。

株式会社ミテック
代表取締役専務 三村秀紀さん

世帯数

3,893世帯

− 3 世帯

株式会社ミテックでは、南部町立中学校の職場体験の受け入
れ、町内での一斉清掃活動、子の看護休暇の付与等を行ってい
ただいています。
※子育て応援企業に認定した企業・団体の取組については、南
部町子育て支援サイト内「イクボスプロジェクト」からご覧
いただけます。
※子育て応援企業への認定申請は、随時募集しています。お気
軽にご相談ください。
【問い合わせ先】健康福祉課 ☎66-5524

７月の税金・使用料
･固定資産税
･国民健康保険税
･後期高齢者医療保険料
･水道使用料

納付期限

･公営住宅家賃
･学校給食費
･保育料
･放課後児童クラブ負担金

８月１日（月）

税金・使用料のお支払いは「便利・安心・
確実な」口座振替をぜひご利用ください
広報なんぶ
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平成28年度鳥取県｢親子のよい歯のコンクール｣(父と子の部)

谷口裕志･陽太さん親子が最優秀賞を受賞！

平成28年度鳥取県西部地区「親子のよい歯のコンクール」（父と子の部）が
ひろ し

ひな た

開催され、審査の結果、最優秀賞を受賞された谷口裕志・陽太さん親子（天
萬）にお話を伺いました。
Ｑ：受賞おめでとうございます。南部町から推薦を受けた時どうでしたか？
「誇りに思いました」
Ｑ：良い歯を保つための秘訣を教えてください｡（子どもさんの）
「仕上げ磨きをしっかりしています。毎日ですね」
Ｑ：お父様も歯磨きをされているんですよね。
「はい。１本１本を意識しながら、磨き残しが無いように毎日丁寧に注意しながら磨いています。半年に１回は
必ず定期検診を受けています。この時に歯磨き指導をしてもらい磨き残しのあったところを確認して、日々の歯
みがきにいかしています」
谷口さんからは力強く定期検診の大切さを語っていただきました。「ついつい横着になりがちな歯みがきですが
意識を高めるためには定期検診は必要です」とメッセージをいただきました。

南部町の 春・夏・秋・冬

廣池 昌弘（写真と文）

森の妖精−ヒメボタル
ヒメボタルは森に住む7mmほどの小さな小さなホタル
です。その光は金色のフラッシュの様で、真っ暗な森を
チカチカッと光りながらフワフワ飛ぶ様は正に森の妖精
です。数年前から数人で調査し、南部町にも幾つか群生
地があることが解りました。現在は生態への影響や地元
への迷惑が生じる事の無い様に非公開とさせて頂いてい
ますが、調査を続け関係機関とも協議して、この素晴ら
しい光景を多くの方に見て頂きたいと思っています。

学校給食をご家庭で

ズッキーニのコンソメスープ
材料(4人分)

作り方

ベーコン‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30ｇ
にんじん‥‥‥‥‥‥‥‥ 1/3本
たまねぎ‥‥‥‥‥‥‥‥ 小１個
じゃがいも‥‥‥‥‥‥‥ 小２個
ズッキーニ‥‥‥‥‥‥‥ 小１本
スイートコーン‥‥‥‥ 大さじ２
パセリ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５ｇ
コンソメスープの素‥‥‥‥ ６ｇ
水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 500㏄
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 少々
こしょう‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 少々
オリーブ油‥‥‥‥‥‥ 小さじ１
【協力】食生活改善推進協議会
会見西伯学校給食センター
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①

②

③
④

⑤
⑥

夏野菜の豊富な季節です。食材の旨味が凝縮されてやさしい味
に仕上がります。お好みでしょう油を少し加えても良いです。
（栄養教諭 安藤福美・学校栄養主任 妹尾里江）

にんじんは３㎜のいちょう切り、玉ねぎ
は薄切り、ジャガイモは１㎝のいちょう
切りにパセリはみじん切りにする。
ズッキーニは１㎝くらいのいちょう切り
にする。
（大きいズッキーニは中のわたを
取り除く）
ベーコンは１㎝幅に切る。
鍋にオリーブ油を入れ、ベーコン、たま
ねぎ、にんじん、じゃがいもを炒めてか
ら、水を加えて煮る。
④が一煮立ちしたら、ズッキーニ、コー
ンを加え、あくをとる。
じゃがいもに火が通ったら、コンソメス
ープの素、塩、こしょうで調味し、最後
にパセリを入れて火をとめる。

(１食分)エネルギー72kcal・塩分0.7g

今月の調理担当

西重真弓さん

野口雅子さん

《ワンポイント》
スープにトマトを加えることで
酸味が加わり、ひと味違う楽し
み方もできます。

112
南部町のいきものたち ◯

アブラゼミ
実は茶色い翅を持つセミはアブ

ウは雛に餌を運ぶ季節に重なり

ちょうど﹁町の鳥﹂ブッポウソ

に印を付けて︑一夏に何匹庭に

敷地内で見つかったアブラゼミ

平成 年と平成 年に自宅の

特別展「大和で歩んだ筆の跡―西村和夫(静峯)作品展｣

７月１日(金)〜８月29日(月)

西村和夫さんは、南部町大河内のご出身です。高校卒業後

日立造船に入社し、勤務の傍ら社内書道部を創設して書の道

に精進されました。現在は奈良市にお住まいで、清真会師範

としてご活躍です。このたびは、52点をお借りしました。迫

「火酒」

アブラゼミシーズンが始まるか︑ すが︑特にミンミンゼミなどは

ラゼミを含めて数種類しかいな

ます︒実際に︑アブラゼミをく

やってくるかを調べたことがあ

■問い合わせ先：☎66-4755

■今年の初認日は？

します︒成虫になるまで５〜７

法 勝 寺 川 の 桜 土 手 を 通 る 時 は ︑ 鳴き声を聞く機会が減った気が
ジリジリジリという鳴き声に気

日本ではお馴染みのセミ︑ア
ブラゼミ︒沖縄を除く日本列島

年もかかる大型のセミが︑より

安定して世代を残せるように願

をつけてみたいと思います︒

アの狭い地域に分布しています︒

いたいものです︒

いそうです︒

わえて巣箱に運び込むことも多

ります︒すると７月〜９月まで

やってきたことが分かりました︒

桐原真希

No.142

と朝鮮半島︑中国北部の東アジ
国 内 で は 珍 し く な い の で す が ︑ ■ ブッポウソウの大事な餌です

このアブラゼミ︑毎年７月上

く︑重要な餌資源となっていま

最初の年は 匹︑次の年は 匹

ア ブ ラ ゼ ミ が 鳴 き 始 め る 頃 ︑ ■標識調査をしてみました

旬から鳴き始めます︒南部町で

す︒しかし︑この 年︑アブラ

世界のセミ約千五百種類のうち︑

は︑平成 年は７月 日︑平成

ゼミを始めとするセミの仲間が

年は７月 日︑平成 年は７

自然観察指導員

しみ方が増えるかもしれません︒

だけ気にしてみると︑季節の楽

ミが鳴いているのか︑ちょっと

材です︒この夏︑他にどんなセ

のテーマとしても見逃せない素

となりました︒セミは自由研究

何度も庭に飛んで来ている個体
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減少傾向にあるのではと感じて

24

20

月 日に︑その年最初の鳴き声

10

も見つかり︑大変興味深い観察

27

10

います︒詳しい記録はないので

17

「岸」

力あふれる墨跡をどうぞご覧ください。

27

印付きのアブラゼミ

■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】

25

を耳にしました︒今年は何日に

撮影：桐原佳介
鴨部
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