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連日の暑さにも負けず、園児たちはプールで大ハシャギ！
（７月14日・ひまわり保育園）

今月の主な内容
●特集／地籍調査事業
●子育てサポートプロジェクト
【第20回】一時保育・ショートステイ
●｢南部町恋さ〜くる」がはじまりました
他

地 籍 調 査 事 業
〜杭を残して『悔いを残さず！』〜

◆地籍調査の事業内容

◆地籍調査の効果

地籍調査とは︑土地の所有者︑地番︑ ︻土地所有者にとって︼
地目を調査し︑境界の位置や面積の測

■土地にかかるトラブルを防ぎ
ます︒

↓相続した土地がわからない︑隣

定を行うことです︒
﹁地籍﹂とは︑いわば﹁土地に関す

地との境界がよくわからないな

■登記や測量などの費用の負担
がありません︒

■課税の適正化に役立ちます︒

↓固定資産税の課税の適正化︑

公平化に役立ちます︒

◆財源

％︑市町村が

％

地籍調査の経費は︑国が ％︑

都道府県が

を負担します︒

2
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る戸籍﹂のことです︒調査をもとに︑

れまでの登記簿や地図が更新されます︒

↓地籍調査にかかる個人の経費負

どのトラブル︒

地籍調査は︑国土調査法に基づいて

※

行われる市町村の事業です︒地図の登

担はありません︒ 土(地の名義変
更や地籍調査で出来ない手続き

このうち80%は特別交付税
でまかなわれています

新しい地図 地( 籍図 と) 簿冊 地( 籍簿︶を
作 成し︑法 務 局 で 登 記 を 行 う こ とで︑こ

記が終了するまでには︑約３年かかり

は︑個人が法務局で行ってくだ
さい︶

ます︒
地籍調査により作成された一筆ごとの

例( )
▼地籍調査で出来ないこと
)

土地の名義変更 所(有者の移転・
相続など

地目変更

▼地籍調査で出来ること
合筆・分筆

︻町にとって︼

25 50

50%

国

市町村
25%

25

都道府県
25%

簿
※冊 地(籍簿 と)は？

土地について︑所有者︑地番︑地目︑面積
を記載したものです︒

◆地籍調査の必要性
全国の法務局に備え付けられている
図面のうち︑地籍調査等による測量に

■街づくりに役立ちます︒
％で

基づき作成されたものは全体の

↓あらゆる公共工事の円滑化に役

立つだけでなく︑各種整備計画

す︒残りは︑測量技術が未熟な明治初
期に作られたものです︒

の策定も容易になります︒

■地域の防災性の向上に役立ち
ます︒
場合や︑土地の面積も正確でない場合
もあるのが実態です︒正確性に欠ける

計画にも活用できます︒

うになり︑防災計画︑災害復旧

↓災害後の復元が迅速に行えるよ
います︒

と適正な土地利用の妨げになってしま

境界や形状などが現実と違っている

55

地籍調査 の 流 れ

対象区域の皆さんに文書で事前に

所有権移転登記をまだしていませ

土地の売買は済んでいますが︑

地籍調査Ｑ＆Ａ

平 成５ 年 度 か ら 調 査 を 開 始 し ︑ 平

日時を通知し︑担当者が現地調査に

◆立会について

％が調査完了し

ん︒立会はどうしたらよいでしょ

年度末までに

行きますので︑状況のよくわかる方

◆南部町における地籍調査
成
年度から

ています︒現在は︑平成
ヶ年計画に基づ

から実所有者調書を提出していた

うか？

年度までの

平日になります )
当日の都合で立会えない場合︑委

だき︑その実所有者の方に現地立

登記簿に記載されている所有者

任状を提出していただき︑委任状に

会をお願いすることとなります︒

行ですが︑都合により延期させてい

事業で行いますが︑未実施の区域

調査実施中の区域については当

土地の境界立会をしてください

ただく場合があります︒その際には︑

や完了した区域については関係者

の方々で独自に行ってください︒

再度日程のお知らせをいたします︒

立会には印鑑が必要です︒雨天決

を進めていきます︒

記載された代理人の立会により調査

が必ず立会をしてください︒ 基(本︑

平成

年度

年度以降の調査区域

いて︑事業を実施しています︒

◆平成
■平成
年度

下中谷・朝金・絹屋の各一部

■平成
年度

下中谷・金田・絹屋の各一部

■平成
年度

下中谷 御
･内谷 絹
･屋の各一部

■平成

いと調査も測量も出来ず地域の皆さ

も重要な作業であり︑これが出来な

地籍調査では︑境界杭の設置が最

ただくことになります︒復元の目

できません︒ご自身で復元してい

了した区域については杭の復元は

いては当事業で復元しますが︑完

◆筆界未定

30.37%

地籍調査の杭がなくなっています

んや隣の土地所有者に迷惑をかける

的によっては︑土地家屋調査士等

東上・金田・御内谷の各一部

33.81㎢

地籍調査事業実施中の区域につ

だけでなく︑図面︵地籍図︶も出来

の代行が必要です︒

決まらないときは︑﹃筆界未定﹄ とな
ります︒

﹁筆界未定﹂ となり︑地籍調査事

☎６４ ３
‐７８４

︵農業者トレーニングセンター内︶

︻問い合わせ先︼
建設課 地籍調査室

ません︒隣地との境界がどうしても

平成 年度以降はあらたに ヶ年
※
計画をたてて︑事業を進めていき

111.31㎢

基準 点 測 量

22

︻境界の決まらない土地
︵筆界未定地︶は ︼
…

進捗率

現地調査︵一筆地調査︶

30

10

実施面積

一筆 地 測 量

29

30

31

ます︒

平成27年度末

仮閲覧︵図面公開︶

28 28

調査対象
面積

面積測定

地籍図・ 地 籍 簿 作 成

本閲覧

証

業完了後に境界を決定する場合は︑

皆さん個人の費用で測量し︑法務局

に登記申請していただくことになり︑
大変な手間と費用がかかります︒
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認

法務 局 送 付

10

27

31

32

１年目
２年目
３年目

※地籍調査は３年にわたって実施します。□枠の部分が皆さんに直接関わっていただく作業です。

第20回
一時保育

少子化対策・子育て支援事業として実施している
『〜未来へつながる〜子育てサポートプロジェクト』

ショートステイ

関連事業を毎月紹介します。
今回は｢一時保育、ショートステイ事業｣についての
情報をお届けします。

一時保育
一時保育は、保護者の方が急用などで保育に困ったときや、リフレッシュを図るときなど一時的にお子様をお預
かりします。一時保育には定員があるため、希望日に受け入れができない場合がありますので、事前に予定が決
まっている場合は、お早目にお申し込みをお願いします。
※事前に健康診断や利用登録が必要です。詳しくは町民生活課（☎64‐3781）にお問い合わせください。
つくし保育園

すみれこども園
利用日数
対象児童
保育時間
住 所

週３日以内（定員５名／日）

週３日以内（定員３名／日）

南部町在住の

南部町在住の

満1歳から小学校就学前の児童

満６ヵ月から２歳未満児

月〜金曜日の

月〜金曜日の

8：30〜17：00までの必要な時間

9：00〜12：00の間の必要な時間

南部町法勝寺1008

南部町阿賀869-3

３歳未満児2,000円／日
料 金

３歳以上児1,000円／日

2歳未満児800円

半日利用の場合は日額料金の半額

給食提供はありません

給食提供は別に210円
保育園に慣れていないお子様の場合、知らない場所で親と離れて過ごすことで心が不安定になる場
合もあります。各保育園には、あいあい・ひなたぼっこという親子で触れ合える場所があります。
お子様のプレ保育園として、保護者同士の集いの場としてぜひご利用ください。

ショートステイ
ショートステイ（子育て短期支援事業）は、病気、出産、看護、仕事など、家庭でのお子様の養育が一時的に困
難になった場合や、育児不安・育児疲れなどをリフレッシュするために、一時的にお子様を施設においてお預か
りし、養育・保護を行う事業です。利用をお考えの場合は、健康福祉課（☎66‐5524）までお問い合わせくだ
さい。
【対象】０〜18歳

【利用期間】７日以内（施設の空き状況によりご希望にそえない場合があります）

【利用負担金】０〜5,350円／日（家庭の状況によって異なります）
【お預かりする施設】米子聖園ベビーホーム、天使園

〜お知らせ〜

子育て応援ポイントが貯まっていませんか？

現在貯めていただいている子育て応援ポイントの交換期限は、平成29年３月末です。ご家族でポイントを合
算して交換することもできます。お早目の交換をお願いします。

【少子化対策・子育て支援に関する問い合わせ先】健康福祉課 少子化対策・子育て支援室 ☎66-5524
広報なんぶ
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障がい者の住みやすい土地

うに暮らすことが下手ですから︒

そんな時に︑飛び込んできたのが

長が︑日々の患者様との関わりの中

た︒しかしいつの頃からか︑そうでは

一所懸命変わろうと努力してくれまし

きました︒患者さんはそれを聞いて︑

動﹂を変えることを一生懸命指導して

そ の 人 の ﹁ 考 え 方 ﹂﹁ 生 活 の 仕 方 ﹂﹁ 行

除くために︑その原因となっている︑

に︑若い頃は﹁苦しみの症状﹂を取り

づけはできていません︒患者さんを前

場﹂となるか︑その直感に理論的な裏

なぜ︑﹁この田舎﹂が﹁若者の癒しの

きる︒疎外されない︑主張しなくても

もと﹁そこにあるもの﹂として存在で

るすべての構成員がもう身内だ︒もと

ったほうがよい︑と言うか︑そこにあ

ない︒しかし︑その土地にはそれがあ

も︑何ひとつも﹁自分だけ﹂を主張し

あるわけではない︒山も川も︑田んぼ

里山︑そこは何も自慢する良い物が

りません︒

で︑里山に全くマイナスイメージはあ

まれ︑里山そのものの中で生まれたの

﹃里山﹄でした︒私は長野県木曽の生

で感じた︑
〝治療〟と〝暮らしやすい

なくて︑患者さんの生き方︑考え方の

良い︒

今回は︑西伯病院の長渕忠文副院

場〟についてお話します︒

中に病気を回復させる力もある︑それ

私は来年定年を迎えることになりま

る︑と感じるようになりました︒患者

を見出すことのほうが治療に有用であ

あえず安心できる︑そして力も発揮で

障がい者はそういうところが︑とり

ことを忘れません︒しかし︑毎日の診

に良いところのはずだ﹂と意気込んだ

んでいる若者の心を癒し︑再出発する

た方も数多く︑今は﹁遠慮することな

和感がなく受け止められるようになっ

いるうちに︑病気の症状も含めて︑違

長年︑患者さんとお付き合いをして

南部町はそういう町だと私は思う︒

供できたらと思います︒

山のような場所を暮らしの場として提

とりあえずの目標として︑そんな里

きるのではないか︑などと考えます︒

す︒
か経って自分の仕事の場所を西伯病院

療の仕事は︑理念に関係がない︒毎日

く﹂︑自分が暮らしやすいように︑暮ら

と定めたときに︑﹁この田舎の地は︑病

毎日︑患者さんお一人お一人関わって

しやすい場所で暮らすことが︑とりあ

鍵があるわけです︒

さんの訴えの中に︑治療を進めていく

長渕 忠文（精神科）

年前に西伯病院に赴任し︑何年

西伯病院副院長
仕事をしているうちに︑定年が迫って

えずの治療の目標と思っています︒障

作品紹介

外来患者さまの作品は精神科外来入口

に︑デイケア利用者さまの書道は２階

のデイケア室前に展示をしています︒

健康講座のご案内

■日時 ８月 日︵火︶

■内容 熱中症予防と対処法

■講師 首藤洋子副師長

地域交流ホール

■場所 西伯病院１階

午後１時 分〜

30

33

います︒

がい者の人は︑自分が暮らしやすいよ

16
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☎66-2211
西伯病院

熱中症の症状

夏の大敵！
熱中症︑
食中毒から身を守ろう！
熱中症対策してますか？

食中毒予防の３原則

食中毒は︑その原因となる細菌やウイ

ルスが食べ物に付着し︑腸内へ侵入する
ことによって発生します︒

その②

増やさない

■低温で保存する

℃以下では増殖が

細菌の多くは高温多湿な環境で増殖が

活発になりますが︑

℃以下では

べ物に﹁つけない﹂︑食べ物に付着した

を増やさないためには︑低温で保存する

増殖が停まります︒食べ物に付着した菌

ゆっくりとなり︑マイナス

細菌を﹁増やさない﹂︑食べ物や調理器

ことが重要です︒肉や魚などの生鮮食品

食中毒を防ぐためには︑細菌などを食

具に付着した細菌やウイルスを﹁やっつ

や惣菜などの購入後はできるだけ早く冷

◆軽度 めまい・たちくらみ・筋肉痛・
◆中度 頭痛・はきけ・体のだるさ

ける﹂という３つのことが原則です︒

汗が止まらない

や塩分のバランスが崩れ︑体内に熱がこ
◆重度 体温が高い・歩けない・意識が

熱｢中症 は｣︑気温が高く湿気が多い環
境に長くいることで︑徐々に体内の水分
もった状態を指します︒屋外だけでなく︑
ない・けいれん・呼びかけに対し返事

その③

やっつける

に食べることが大切です︒

殖しますので︑冷蔵庫を過信せず︑早め

冷蔵庫に入れても細菌はゆっくりと増

蔵庫に入れましょう︒

室内で何もしていないときでも発症し救

つけない

がおかしい

その①

■洗う・覆う・分ける ︵まな板や容器︶

手にはさまざまな雑菌が付着していま

す︒食中毒の原因菌やウイルスなどを食

熱中症の応急処置
①日陰などの涼しい場所へ移動する︒

べ物に付けないように︑次のようなとき
は必ず手を洗いましょう︒

②衣服を緩め︑楽な姿勢にし︑皮膚を水
で湿らせたりうちわであおぐなどして

②生の肉や魚︑卵などを取り扱う前後

⑤食卓につく前

した後

④おむつを交換したり︑動物に触れたり

をかんだりした後

①調理を始める前

体を冷やす︒ 保
※冷剤等冷やすものが
ある場合は首筋︑脇下の２か所を中心

③調理の途中で︑トイレに行ったり︑鼻

■室内では
●扇風機やエアコンで温度を調節

に︒

●室温をこまめに確認

える︒ 意
※識がないとき︑吐き気を訴
えるときは︑口に水分を入れるのは禁

■外出時には
●日傘や帽子の着用

物です︒

⑦携帯電話など

って死滅しますので︑肉や魚はもちろん︑

ほとんどの細菌やウイルスは加熱によ

■加熱処理
呼びかけや刺激に対する反応がおかし

を使用した後

⑥残った食品を扱う前
い︑意識がない︑吐き気などで自力で

野菜なども加熱して食べれば安心です︒

④医療機関に運ぶ︒救急車を呼ぶ︒

■からだの蓄熱を避けるために

水分の摂取ができないときは︑すぐに

特に肉料理は中心までよく加熱すること

だけ控える
●通気性のよい︑吸湿性・速乾性のある

救急車を呼びましょう︒対応に迷った

衣服を着用する

が大事です︒中心部を

●保冷剤︑氷︑冷たいタオルなどで︑か
らだを冷やす

℃で１分以上加
場合も︑救急車を呼んでください︒

●天気のよい日は︑日中の外出をできる

●日陰の利用︑こまめな休憩

③冷たい水︑スポーツドリンクなどを与

●遮光カーテン︑すだれ︑打ち水を利用

熱中症の予防について

にも気を配り熱中症を防ぎましょう！

体調の変化に気をつけるとともに︑周囲

熱中症について正しい知識を身につけ︑

ることもあります︒

急搬送されたり︑場合によっては死亡す

15

熱することが目安です︒

6
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75

☎66-5524
健康福祉課

小松谷盆踊保存会 設立

周年記念

だれんも踊らいや

町民盆踊り大会
毎年の恒例行事となりました町
民盆踊り大会を開催します︒
今年は小松谷盆踊保存会の設立

参加者募集

第 回
南部町緑水湖健康マラソン大会
タイムを競う方からウォーキングされ
月 日︵日︶雨天決行

る方まで︑幅広く参加できる大会です︒
■日時
午前８時 分〜午後１時 分
９月 日︵火︶

緑水湖︵緑水園︶周辺

■申込締切

■会場

30

振替用紙にて︑郵便局で申し込みください︒
︶
またインターネット︵ http://runnet.jp/
からも申し込みできます︒

実行委員募集

南部町成人式実行委員を
募集します

今月の

おせの背中

﹁はきものをそろえる﹂
はきものをそろえると心もそろう
心がそろうとはきものもそろう
ぬぐときにそろえておくと
はくときに心がみだれない
だれかがみだしておいたら
だまってそろえておいてあげよう
そうすればきっと
世界中の人の心もそろうでしょう
生で集まって︑楽

みませんか︒同級

手でつくりあげて

人式を自分たちの

一生に一度の成

しく企画や準備を

長野市にある円福寺の故藤本住職の有

名な言葉です︒

してくださる新成
人の方を募集して

移動して親子でラジオ体操をしたのです

先日開催された﹁みんな集まれ！あそ

な状況を目にし︑この言葉を思い出しま

います︒
実行委員会は９〜
※
る予定です︒

した︒大人の靴を基準に子どもたちも並

の方が並べ直されたのでしょうか︒どち

が︑その時体育館入口で左の写真のよう

ぼう広場﹂︒あいにくの雨で︑体育館へ
成人式は︑平成 年１月８日︵日︶
※
午後の開催予定です︒

べていったのでしょうか︒それとも大人

月に数回開催す

南部町在住及び出身者で︑今年

２日〜平成９年４月１日生まれの方︶

８月 日︵金︶
〒６８３ ０
‐２０１ 南部町天萬558番地

南部町教育委員会事務局
人権・社会教育課︵担当・大下︶
６４ ２
‐１８３
kyouiku@town.nanbu.tottori.jp

ものです︒

るおせでありたい

りげなく修正でき

間違ったことをさ

準となれるおせ︑

の中をめざし︑基

よく生活できる世

みんなが気持ち

なる人はいないでしょう︒

らにせよ︑この光景を見て嫌な気持ちに

■締切

メール等でご応募ください︒

話番号を明記の上︑郵送・ＦＡＸ・Ｅ

■申込方法 住所︑氏名︑生年月日︑電

度満

■対象

歳になられる方︵平成８年４月

12

周年を記念し︑町民花火大会と

同日にとっとり花回廊で行います︒
■申込方法

13

窓口でお申込みいただくか︑指定の郵便

鳥取県指定無形民俗文化財の﹁小
松谷盆踊﹂と﹁バンバ踊﹂をぜひ
ご覧ください︒

とっとり花回廊

30

【申込・問い合わせ先】南部町教育委員会事務局内
「南部町緑水湖健康マラソン大会」係
☎６４‐３７８２ ６４‐２１８３

皆さまお誘い合わせてご参加い

■会場
ヨーロピアンガーデン
雨天や強風などによって花火大
※
会が順延となった場合は︑併せ

ウォーキング

ただき︑いっしょに踊りましょう︒
■日時 ８月 日︵土︶
20

16

50

午後６時 分〜午後７時 分

20

20

て盆踊り大会も順延とします︒

２部
１部

29

︻申込・問い合わせ先︼

31

☎６４ ３
‐７８２

✉
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20

10
【５㎞】中学生以上
どなたでも参加
参加資格 【10㎞】満16歳以上
※性別・年齢によりクラス できます
が異なります
大人700円
参加料
1,000円
18歳以下200円

50

29

1.5㎞・3.3㎞
５㎞・10㎞
種目

☎64-3787・64-3782
教育委員会事務局

南部町立法勝寺図書館

☎66-4463

天萬図書館

☎64-3791

おはなしぽっぽ

なつのおはなし会
８月27日(土)

■日時／

午後７時〜

■場所／天萬図書館

子どもから大人まで楽しめる語り、手あそび、
わらべうたなど

や がく

８月のイベント『大人の夜楽』は・・・

「ビブリオバトル」です

知的書評合戦

8月26日（金）

■日時：

午後７時〜９時

本を紹介してくだ
さる方(バトラー)
を募集しています！

■場所：法勝寺図書館

ビブリオバトルとは？

有ります！

ビジネス関連図書
南部町立図書館には、ビジネス関連の本を揃えて
あるのをご存知でしょうか？
履歴書の書き方・ビジネスマナー・経済論・職種
カタログ・起業の方法…お仕事によく使うコンピュ
ーター操作の本も沢山。本以外で以下の情報も一緒
にご案内しています。
労働相談チラシ、職業訓練情報、就職情報チラシ、
ハローワーク情報

て、その魅力を熱く語ります！ご来場の皆
様は観戦していただき、一番読みたくなっ
た本に投票してください。
どんな本が登場するか？！乞うご期待！

天萬・法勝寺
両方の図書館
にあります。

実用的です

数人の本好き達が、イチオシの本を持っ

（写真は６月のビブリオバトルの様子です)

＜毎月最終金曜日☆夜間開館

10月末迄＞

●カフェコーナー
●ＢＧＭリクエスト受付
●通常の開館時間と同じように
本の貸出し、返却、閲覧ができます。

８月のおはなし会

８月の行政書士無料相談会

■日にち／８月2８日（日）

■日にち／８月17日（水）

■時間／午前10時30分〜

■時間／午前10時〜午後１時

■場所／天萬図書館

■場所／法勝寺図書館２階

おはなしの部屋

■相談内容／相続・遺言・クーリングオフなど

■内容／いろいろな

※予約不要

かたち

※秘密厳守

■主催／鳥取県行政書士会
■共催／南部町立図書館

【図書館川柳】

本を読む

ストレス溜める

暇がない

（南部町立図書館運営協議会 作）
広報なんぶ
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なんぶ里山デザイン大学だより

組のうち︑９組はなん

と町外の方で﹁南部町って良い

定員

初講座！おやこで梅シロップづくり
皆さんこんにちは！なんぶ
里山デザイン大学担当︑
地域お
本当にやって良かった！と嬉し

こし協力隊の城貝健太郎です︒ と こ ろ で す ね 〜 ♪ ﹂ と 言 わ れ ︑
◇ ◇ ◇ ◇

も〜っと知ってもらいたい！今

の恵みや田舎暮らしの楽しさを︑

南部町に当たり前にある自然

とうとう︑ついに︑ようやく︑ くなりました︒

日

や っ と 笑( 南) 部 町 の 里 山 暮 ら す
講座第１弾﹁里山子育て講座・
梅シロップづくり﹂を６月

この講座は﹁小さいお子さんと
参加ください︒

を計画していますので︑ぜひご

に 開 催 す る こ と が 出 来 ま し た ︒ 後もたくさんの講座やイベント

そのお父さんお母さんに里山暮
らしを楽しく体験してもらおう﹂ ︻問い合わせ先︼

なんぶ里山デザイン機構事務局

ＮＰＯ法人

今回は︑町内で田舎暮らしを

☎０９０ ９
‐０６８ ８
‐５４３

という目的で行っています︒

楽しんでおられる松本美樹さん
の指導のもと︑子どもたちも気
合十分︵？︶で梅シロップ作り
に初挑戦！梅を洗う↓ヘタ取る
↓氷砂糖を入れる！と︑みんな
で協力して楽しみました︒
そのあとはスタッフによる紙
芝居︑カフェ七草︵鴨部︶特製
ランチをみんなで美味しくいた
だきました︒

イモの苗植えは︑鳥取大学

りました︒

南部町でいろいろ体験しています！
協力隊として入っ

て４ヵ月が経ちまし

学生時代はあまり他大学と

の方と一緒に行いました︒

主催の七夕飾りと︑

の交流が無かったので︑お互

た︒今回は観光協会

法勝寺地区地域振興

協議会主催のちまきづくりと︑ いの考え方や意識の違いなど

来て初めての主催イベントだ

七夕飾りは︑私が南部町に

も久しぶりの土いじりだった

すが︑苗植えは初めて︒しか

イモを掘ったことはありま

イモの苗植えにお邪魔しました︒ 勉強になりました︒

ったので︑小学校をはじめ︑

これからも皆さんの支えが

ので︑楽しくやらせていただ
かいやり取りが必要でした︒

あるからできるという︑感謝

各場所に飾り付けのお願いや

一つのイベントをするだけで

の気持ちを忘れずに仕事をし

きました︒

も︑多くの方のお力添えがな

ていきたいです︒

短冊の枚数を確認するなど細

いとできないことがよくわか

)金井 航 ☎30︲4822

南部町在住の写真家 廣池昌弘さんと一緒に町内の撮影スポットを自転車で巡ります。
【日時】９月18日（日）９時30分〜12時30分（予定）
【コース】総合福祉センターしあわせ〜法勝寺川土手〜法勝寺松花窯〜長田神社
【定員】先着15名
【締切】９月12日（月）午後５時
【申し込み・問い合わせ先】南部町観光協会 ☎３０-４８２２ ３０-４８３３

自転車に乗って写真を撮りに行こうよ!!

≪お知らせ≫

18

地域おこし協力隊の
つぶやき

地域おこし協力隊 体(験型観光担当

願いごとは届くかな？

10

おいしくな〜れ〜♪
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苗植えの手ほどきをうけています

今月から、今年４月より発足したなんぶ里山
デザイン機構発信のコラムをお届けします。
ＮＰＯ法人なんぶ里山デザイン機構

2016．８

まちの話題

「ホタルの里づくり」を全国大会で発表

キルギス共和国で日本語指導

第49回全国ホタル研究会鳥取県よなご大会開催

JICAボランティアに参加・竹内詠子さん
出発のあいさつに訪れた竹内
さん
︵写真右︶

﹁出来ることからはじめよう﹂の
メッセージを届けました

市山在住の竹内詠子さんがＪＩＣＡボランティアと
７月１日から３日まで、米子市を主会場として「第

して中央アジアのキルギス共和国に派遣されます｡派遣

49回全国ホタル研究会鳥取県よなご大会」が開催され

期間は平成28年７月から２年間で、現地では小中高一

ました。

貫校にて日本語指導や日本文化イベントの企画等のほ

会見小学校５年生による発表「ホタル学習を通して

か､山陰の伝統文化である銭太鼓の指導等を行います｡

地域を愛する心を育てる〜ホタルは会見の宝物〜｣では、

「キルギスでは日本語だけではなく、南部町で学んだ

子どもたちの心のこもった研究成果発表に、会場から

こと(けん玉、習字など)を子どもたちに伝えるとともに、

盛大な拍手が送られました。

帰国後は現地での経験を活かし、南部町の発展のため

また、南部町では分科会も行われ、金田川ホタルの

に何かしら貢献したい」と抱負を述べられました。

里（井塚照雄代表）による「ホタルの里づくりを通し
て地域の活性化を!!」と題した事例発表のほか、南部町

歌や踊りで会場を魅了

観光協会による餅つきやひょっとこ踊りのもてなしで、

ふれあいチャリティー芸能大会

全国からの参加者は大いに盛り上がりました。

元気いっぱい笑顔たくさん さくら保育園！
職場体験学習で生徒を取材
町内の中学２年生が、町内や近隣の市町村で４日間、
職場体験学習を行いました。今回はなんぶＳＡＮチャン
ネルへ職場体験に来た南部中学校の生徒２人がさくら保
育園を取材し作成した記事をお届けします。
７月４日、さくら保育園に取材に行きました。５歳児
は七夕の準備で、近所に笹を取りに行きました。３歳児
は突然の豪雨でも喜んで、中学生と仲良く走り回ってい
ました。生徒は先生から「子どもたちも喜ぶからたくさ
ん褒めてあげてね」など、園児に接するときの心得など
を学んでいました。体験に来ていた中学生は「子どもと
遊ぶのは好きだし、
将来のことを考え
る良い体験になり
ます」と話しまし
た。保育園児も、
中学生が来て笑顔
をたくさん見せて
くれました。

淀江さんこ節保存会の踊りに司会者も参加し大盛り上がり！

７月９日、第25回ふれあいチャリティー芸能大会を
開催し、日頃の練習の成果としてカラオケや踊りを披
露しました。また、今年はゲストとして米子市無形民
俗文化財の「淀江さんこ節保存会」が観客を巻き込ん
でにぎやかに公演くださり、会場は大いに盛り上がり
ました。
この芸能大会ではボランティアとして南部中学校の
生徒５名が司会をし、高校生も裏方として活躍しまし
た。司会の名調子に観客からは笑いがこぼれるなど、
楽しい時間を過ごしました。来場者の皆様から頂いた
募金は、町内の小中学校へ寄付します。ありがとうご
ざいました。 【募金総額:98,591円】
広報なんぶ
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まちの話題

ボランティアで大会を盛り上げる！

第22回韓国ハンリム大学ホームステイ事業

全日本トライアスロン皆生大会開催

いきいきサロン
︵坂根区︶の
皆さんと 楽 し い ひ と と き

新たな交流、つなぎます

7月17日、県西部の６市町村を舞台に第36回全日
本トライアスロン皆生大会が開催され、個人の部に過
去最多の922人、リレーの部に61チームが出場し、
鉄人レースに挑みました。
南部町は自転車競技のコースとなっており、会見Ｊ
Ａ給水所、南部かけあいエイドステーションやコース
上ポイントに、総勢235名の方がボランティアとして
大会を支えました。

今年も南部町国際交流協会が主催するホームステイ

今回初めて参加された方は、「選手たちを元気づけ

事業に韓国ハンリム大学から学生５人が来町し、７月

るように、飲み物を渡すときに大きな声で応援しまし

12日から19日の８日間、町内の各家庭でホームステ

た」と話していました。

イを行いました。
ホストファミリーから日本の生活習慣を学び、グラ
ウンドゴルフや茶道を体験。また、会見第二小学校や
坂根区のいきいきサロン、トライアスロン皆生大会で
は、町内２か所のエイドステーションでボランティア
にも参加するなど、地域の方と広く交流しました。
期間中、鳥取大学では鳥大生と一緒に地域学を学び、
県庁や鳥取砂丘を訪れ、大山登山にも挑戦、県内各所
で様々な日本文化を学びながら、多くの方々と友好を

みんなが一体となり選手に声援を送ります
（写真撮影：西伯写光会）

深めた８日間となりました。

あいみ手間山

６月 日︵日︶に母塚山環境美化活動

天津

の一環として︑天津地域振興協議会地域

19

母塚山 東｢屋 修｣繕作業

６月 日︵土︶てま山農園において︑

づくり部により母塚山にある東屋修繕作

グリーンツーリズムてま山
﹁玉ねぎ収穫体験﹂開催

玉ねぎ収穫体験を開催しました︒今年は

業を行いました︒

前回の修繕作業に引き続き︑今回は防

悪天候が続き︑玉も小さめでしたが︑住

民の皆さんに２千個の玉ねぎを収穫して

滑りやすいところに仮設階段を設置し︑

腐剤塗りと︑東屋に向かう途中の斜面の

管理栄養士 村上康恵さんによる玉ね

雨上がりの山道でも滑ることなく登れる

いただくことができました︒

ぎの効能や調理ポイントについての話を

ようになりました︒

№143

聞いた後︑玉ねぎを使った手作りドレッ

2016.８

これからも︑たくさんの人に永く利用

広報なんぶ

シングをサラダにかけて試食︒暑さの

11

していただきたいと思っています︒

←東屋に防腐剤を塗りました

中︑さっぱりと美味しくいただき︑中に

はおかわりする方も︒﹁家でも早速作っ

てみます﹂と︑レシピを持ち帰られる方

←あった〜！

もあり︑とても盛況でした︒

→美味しいね

↑斜面の滑りやすい所に階段
を設置しました

25

おしらせ
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公営住宅の入居者を募集します
団地名

募集戸数

建築年度

越敷野団地７号

１

平成11年度

【入居者の資格・要件】

構

造

木造２階建

部屋数

家賃月額

３ＬＤＫ

20,000円

【申込に必要な書類】

●来年度小学校に通学させる児童が同居人である
こと｡（会見第二小学校への通学となります｡）

住宅申込書、住民票、所得証明書、納税証明書

【入居選考方法】

●市区町村税を滞納していないこと。

書類を審査し、入居決定者に通知します。

●２名の連帯保証人が必要です。

(申込多数の場合は抽選とし、後日連絡します｡）

【申込受付期間・場所】

【入居可能予定日】 ９月２日（金）
【申込先】建設課（担当：畑岡）

８月５日（金）〜８月12日（金）の間
南部町法勝寺377−１

法勝寺庁舎建設課

国民年金からのお知らせ

☎66‐3115

66‐4426

ご存知ですか？障害基礎年金

国民年金の加入中等に、初診日がある病気やけがなどで障がいの状態になったときに支給されます。

■障害基礎年金を受ける条件
①障がいの原因となった病気･けがについての初診日において、以下（１)（２）のいずれかに該当すること
（１）国民年金の被保険者である。
（２）国民年金の被保険者であった方が日本国内に住所を有し、60歳〜65歳未満である。老齢基礎年金の
繰り上げ請求をしていない。
②障害認定日（※１）において、政令で定められた障がいの状態の１級・２級に該当すること｡（障害者手帳の
級とは異なります｡）
（※１）障害認定日…障がいの程度を定める日。その病気・けがの初診日から１年６ヵ月を経過した日、
またはその期間内にその傷病が治った（症状が固定した）場合はその日。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免
除期間を合わせた期間が３分の２以上であること｡（現在は特例として初診日の前々月までの直近の１年
間に保険料の未納がなければよいことになっています。）
●②に該当しない方が、その障がいで65歳になるまでに悪化し、２級以上に該当する障がいの状態になった場
合も受給できます。
●20歳前に初診日のある病気やけがによって障がいの状態になった方は、２級以上の障がいの状態に該当すれ
ば20歳から（障害認定日が20歳以後の場合は、障害認定日から）受給できます。ただしこの場合、本人に一
定額以上の所得や他年金の受給がある場合、支給が制限されます。
●ケースにより異なりますので、個別にご相談ください。
【問い合わせ先】日本年金機構米子年金事務所

☎34‐6111

町民生活課（天萬庁舎内）☎64‐3781
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お待たせしました！

『南部町恋さ〜くる』がはじまりました
少子化対策の一環として、平成26年度からスタートしました町内独
身者の結婚支援事業が、今年度もいよいよ活動始めました。その事業
のひとつとして『南部町恋さ〜くる』があります。
『南部町恋さ〜くる』とは、南部町のステキな独身男女と県町内外
の独身男女が時間をかけて交流し、恋愛からステキな結婚へと導くこ

♥恋さ〜くるイベント情報♥

とを目的とするサークルです。

『南部町恋さ〜くる』を通して、じっくりとあなたに合ったステキ 現在、楽しいイベントを企画立
案中です。決まり次第、広報な

なお相手を見つけましょう！！
『南部町恋さ〜くる』は、あなたのステキな結婚への近道です。

んぶ、ホームページ、チラシ等
でお知らせします。

『南部町恋さ〜くる』のメリットは♥登録料が無料♥プロの手厚い
サポート♥コミュニケーションがとりやすい…などなど。詳しくはホームページで検索！！
【申し込み・問い合わせ先】

http://koi-circle.jp/

ＮＰＯ法人むすび（代表：宮本）
☎090‐9502‐1651
【担当課】企画政策課

✉

info@koi-circle.jp

検索

スマホ・携帯からは左記ＱＲコードから
アクセスしてください

☎66‐3113

目指せ！ごみの減量化！

南部町 恋さ〜くる

【問い合わせ先】町民生活課

☎６６-３１１４

ごみを減らして、環境にやさしい社会をつくるために、「４Ｒ」というキーワードがあります。これは、
Refuse(断る)、Reduce(減らす)、Reuse(再利用)、Recycle(リサイクル)の４つの頭文字をとったもので
あり、ごみ減量の具体的方針でもあります。ごみの減量化・循環型社会のポイントとして、下記の４Ｒ
を実践してみましょう！！

１．不要なものは断りましょう！

マイバックを持参し、過剰な包装やレジ袋を断り、ごみを増やさない。

《Refuse(リフューズ；断る)》

２．ごみを減らしましょう！

詰め替え商品を購入したり、食事を作りすぎてしまわないようにする。

《Reduce(リデュース；減らす)》

３．繰り返し使いましょう！

何度も使用できるリターナブル容器を使用したり、使わなくなったもの

《Reuse(リユース；再使用)》

を捨てるのではなく、リサイクルショップやフリーマーケットを有効に

４．リサイクルしましょう！

利用してごみにしない。
きちんと分別することにより、再度資源として利用できるようにする。

《Recycle(リサイクル；再生利用)》
南部町では再資源化を促進するため、今年度から年２回、衣類の拠点回収作業を始めています。第１回目は５月
29日に天萬庁舎にて衣類等を収集し、88名のご協力により約2.3ｔの衣類等を集めることができました。
次回は10月30日(日)法勝寺庁舎にて実施しますので、第2回目もご協力よろしくお願いします。
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子育て・健康スケジュール
◆家族のつどい

8月1１日〜9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

◆乳幼児健診

日時

内容

８月19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)

乳児健診

４・７・10・12ヵ月児

健康管理センターすこやか

８月30日(火)13:00〜13:30

３歳児健診

H25年４月〜６月16日生まれ

健康管理センターすこやか

９月７日(水)12:45〜13:15

◆子育て行事
内容
妊婦さんとねんねの

場所
子育て交流室あいあい

赤ちゃんの日 （すみれこども園）

日時

問い合わせ先
すみれこども園子育て交流室

毎週月曜日10:00〜12:00

※８月15日(月)はお休みです ☎66‐3208

まちの保健室「わらべうたと 東長田青年の家

８月12日(金)10:00〜11:00

健康管理センターすこやか

手遊び歌 絵本の楽しみ」

上長田会館

９月９日(金)10:00〜11:00

☎66‐5524

園開放

ひまわり保育園

８月16日(火)9:30〜11:00

ひまわり保育園☎64-2824

あいあい行事Ⓟ

子育て交流室あいあい

ミニミニ夏祭り

（すみれこども園）

みんな集まれ！あそぼう

離乳食講習会Ⓟ
おはなし会Ⓟ
すこやか乳幼児相談

予教育委員会事務局☎64‐3782
▢

※要予約

を体験しよう
※ポイント２倍

☎66‐3208

８月21日(日)8:00〜9:30

広場Ⓟ親子で座禅＆写経 雲光寺
パパスクールⓅ

すみれこども園子育て交流室

８月17日(水)9:30〜11:00

８月21日(日)10:00〜12:00

予健康管理センターすこやか
▢

(受付9:45〜)※要予約

☎66‐5524

子育て交流室あいあい

８月24日(水)9:45〜11:00

予すみれこども園子育て交流室
▢

（すみれこども園）

(10組限定)※要予約

☎66‐3208

天萬図書館おはなしの部屋

８月28日(日)10:30〜11:00

天萬図書館☎64‐3791

総合福祉センターいこい荘

子育て総合支援センター
のびのび

健康管理センターすこやか

９月８日(木)9:00〜10:00

☎66‐5524

◆子育てサークル
にじいろポケットⓅ

健康管理センターすこやか

８月19日(金)10:00〜12:00

健康管理センターすこやか

かきっこクラブⓅ

総合福祉センターいこい荘

８月19日(金)10:00〜12:00

☎66‐5524

Ⓟ：南部町子育て応援ポイント対象事業

【盆休み】
●子育て総合支援センターのびのび

※予約不要

８月13日・15日

予：事前に予約が必要です
▢

●ふれあい広場ひなたぼっこ(つくし保育園)８月15日
●子育て交流室あいあい(すみれこども園)８月15日

広報なんぶ

2016.８

№143

14

相談・イベントなど
◆相

談

内容

場所

日時

総合福祉センターしあわせ

なんでも相談

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

８月25日（木）

５階第５会議室

13:00〜16:00

司法書士による

米子コンベンションセンター

８月26日（金）

無料法律相談会

第１会議室

18:00〜20:00

行政書士無料相談会

法勝寺図書館２階

多重債務・法律相談会

人権・行政相談

総合福祉センターしあわせ

◆イベントなど
内容

多重債務やヤミ金融など
【事前予約先】西部消費生活相談室
☎34-2648

相続・遺言、不動産の贈与・売買など
問▢
予鳥取県司法書士会☎0857‐24‐7024
▢

※前日までに要予約
相続・遺言・成年後見など

10:00〜13:00

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

９月７日（水）
9:00〜11:30

行政手続きや人権に関する悩み事など
問人権相談：教育委員会事務局☎64‐3782
▢

行政相談：総務課☎66‐3112

日時
８月11日(木)9:30〜12:30

西伯病院健康講座

地域交流ホール(１階) ８月16日(火)13:30〜

法勝寺焼陶芸教室

法勝寺児童館

手話講座Ⓟ

法勝寺図書館

８月18日(木)19:00〜20:00

堀内佳

プラザ西伯

８月19日(金)19:00〜

人権コンサート

だれんも踊らいや町民盆踊り

８月18日(木)10:00〜11:30
(定員20名）

８月20日(土)18:20〜

大会

問い合わせ先
問教育委員会事務局
▢

☎64‐3782
問西伯病院☎66‐2211
▢
問法勝寺児童館☎66‐5534
▢
問法勝寺図書館☎66‐4463
▢
問教育委員会事務局
▢

☎64‐3782
問教育委員会事務局
▢

☎64‐3782
問なんぶ町民花火大会実行委員
▢

とっとり花回廊
第15回なんぶ町民花火大会

《受付時間》8:30〜17:00

８月17日（水）

場所

第２回なんぶどろんこまつり 賀祥区内田んぼ

8月1１日〜9月10日

８月20日(土)20:00〜

会事務局（南部町観光協会内）
☎30‐4822

点字教室

天萬庁舎

おとなの図書館

法勝寺図書館

おはなしぽっぽ

おはなし会 天萬図書館

町体・トレセン利用調整会議 天萬庁舎
８月24日（水）中学校始業式

８月26日(金)10:00〜12:00
９月９日(金)10:00〜12:00
８月26日(金)19:00〜21:00

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

８月27日(土)19:00〜

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

９月１日(木)19:00〜

８月27日（土）町内小中学校

体育祭

９月３日（土）町内中学校

運動会

９月10日（土）西伯小学校

◆図書館休館日

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

2016.８

☎64‐3782

№143

各小中学校にお問い合わせください

８月11日・15日・22日・29日・31日（図書整理日）・９月５日

毎月1日・15日は「ノーメディアデー」
広報なんぶ

問教育委員会事務局
▢

８月26日（金）小学校始業式

土曜開校
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問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

毎月第3日曜日は「かぞくの日」
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所

歳代〜

︽米子会場︾

歳代の独身の人で︑

んでみたいと考えている人︒

している人︑または機会があれば住

いずれかにお住まいの人︑通勤通学

江府町︑出雲市︑安来市︑松江市の

大山町︑伯耆町︑日南町︑日野町︑

南部町︑米子市︑境港市︑日吉津村︑

■対象

ご都合の良い方へご参加ください︒

ので︑お勤め先やお住まいの近くなど︑

会場は︑松江市・米子市の２会場です

の場づくり婚活イベントを開催します︒

中海・宍道湖・大山圏域で︑出会い

出会いの場づくり婚活イベント開催

名

104歳
●細田

令子

84歳

徳

長
ミヨ子

90歳

鴨

部
●梅原

純子

102歳

天

萬
●橋本

清春

91歳

鴨

部
●宮倉

滋秋

93歳
●持田

子

97歳

絹

屋
●杉山

正子

75歳

落

合
●岡田

澄子

91歳

天

萬
●前田

良子

100歳

落

合
●山根

茂實

87歳

天

萬

イベントの内容︑申し込み方法など
の詳細については﹁松江市ホームペー
ジ出会いの場﹂で検索してご確認くだ
さい︒
︻問い合わせ先︼
出会いの場づくり事業実行委員会事務局

５
‐２１５
５
‐９２０

〒６９０ ８-５４０ 松江市末次町８６
松江市定住企業立地推進課
☎ ０８５２ ５
‐５
 ０８５２ ５
‐５

6月30日現在

男

5,301人

− 2 人

女

5,886人

−11 人

計

11,187人

−13 人

第 回なんぶ町民花火大会開催

今年もとっとり花回廊でなんぶ町民

花火大会が開催されます︒美しい花と

大山を背景にあがる花火をお楽しみく

周年を記念して町民盆

ださい︒花火打上の前には小松谷盆踊
り保存会設立

日︵土︶

踊り大会も行われます︒
■日時 ８月

午後８時から打上げ

雨
※天時は８月 日︵日︶に延期します︒
■会場 とっとり花回廊
■駐車場

２０００台︵バスのご案内

午後４時から野の花付近で南

はチラシをご覧ください︶
■出店

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

南部町民の皆さまは︑各家

８月の税金・使用料

回なんぶ町民花火大会実行委員

会教育課

●町民盆踊り大会 教: 育委員会人権・社
☎６４ ３
‐７８２

☎３０ ４
‐８２２

会事務局︵南部町観光協会内︶

●第

︻問い合わせ先︼

回廊にご入園いただけます︒

だくと︑何人でも無料でとっとり花

庭に配布されるチラシをご持参いた

■その他

前月比

夏の夜空を彩る３０００発花火の祭典

金

米子コンベンションセンター

︽松江会場︾
■開催日 ９月

松江テルサ

日︵日︶

ＢＩＧ ＳＨＩＰ

■場所

滝子

■内容・申込方法

■場所

朝

部町グルメの出店を行います︒

８月31日（水）

納付期限
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･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

･町県民税
･国民健康保険税
･後期高齢者医療保険料
･下水道使用料

住
年 齢
teijukigyou@city.matsue.lg.jp

口
人

−12 世帯

3,881世帯

世帯数

賀

✉

※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

21

か

西
●吉森
25

金

■開催日 ９月 日︵月・祝︶

92歳

50

15

拓男

20

舞美 （美輝・結香） 阿

氏

前
和奏 （章吾・梨恵） 宮

わ

境

●井田

15

崎
まい み
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ふれあい広場ひなたぼっこ（つくし保育園）で
「ねんねの赤ちゃんのおむつアート」が行われま
した。オムツと赤ちゃんを使ってユニークな写真
を撮るアートスタイルで「赤ちゃんの成長記録」
として最近人気が高まっています。オムツと赤ちゃんで「○ヵ月」と表現するなど、参加したママにも大好評でした。

南部町の 春・夏・秋・冬

廣池 昌弘（写真と文）

入道雲
よく晴れた日の午後、モクモクと立ち上がる入道雲
は夏の風物詩。南部町では稲の緑と真っ青な空、そし
て白い雲のコントラストが美しい、まさに｢日本の夏｣
と言える風景がよく見られます。
入道雲は暖められた空気が上昇する事で発生する縦
に伸びる雲で、その高さは1万ｍにもなり成層圏まで
達します。一見普通の雲に見えても、遠くにある巨大
な入道雲の場合もありますので、是非その大きさを大
山や鎌倉山と見比べてみてください。

学校給食をご家庭で

マーボー茄子

材料(4人分)

作り方

豚肉ミンチ‥‥‥‥‥‥‥ 100ｇ
たけのこ（ゆで）‥‥‥‥‥‥ 60ｇ
たまねぎ‥‥‥‥‥‥‥‥ 150ｇ
にんじん‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40ｇ
ピーマン‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60ｇ
茄子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 300ｇ
干ししいたけ‥‥‥‥‥‥‥ ２枚
にんにく・しょうが‥‥‥ 各２ｇ
酒・オイスターソース‥各小さじ１
三温糖・濃口醤油‥‥‥各小さじ２
Ａ
味噌‥‥‥‥‥‥‥‥ 大さじ１
豆板醤‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 少々
ごま油‥‥‥‥‥‥‥‥ 小さじ１
かたくり粉‥‥‥‥‥‥ 大さじ１
水‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 大さじ１
サラダ油‥‥‥‥‥‥‥ サラダ油

茄子にはナスニンというポリフェノールの一種が含まれ抗酸化作用が
あります。この抗酸化作用は活性酸素を抑制し、生活習慣病予防に期
待できます。（栄養教諭 安藤福美・学校栄養主任 妹尾里江）

①

（１食分）エネルギー118kca・塩分1.4g

たけのこ、たまねぎ、にんじんは短冊切り、
ピーマンは細切り、にんにく、生姜はみ
じん切りにする。干ししいたけはもどし
て千切りにする。
② 茄子は拍子切りにして水にさらし、ザル
にあげて水をきっておく。
③ ピーマンは油でさっと炒めて皿に取り出す。
④ フライパンにサラダ油を入れ、にんにく、
生姜で香りをひきたたせ、豚肉ミンチ、
豆板醤を入れてそぼろ状になるよう炒め
る。たまねぎ、茄子、にんじん、たけの
こ、干ししいたけの順に炒め合わせる。
⑤ 茄子がしんなりしたら、干ししいたけの
戻し汁を入れてＡで調味する。仕上げに
ごま油、③を入れて、水溶きかたくり粉
でとろみをつける。

【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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今月の調理担当
頼田洋子さん

《ワンポイント》
茄子は油と相性
が良く、豚ミンチとしっかり炒
めることで味が馴染みやすくな
ります。大人向けには豆板醤の
量を調整してください。

113
南部町のいきものたち ◯

ウシガエル
いるアメリカ原産のウシガエル︒ を含む︶などが禁止されていま

させることは出来ませんが︑現

ウシガエルは生きたまま移動

は貴重な存在です。芸術作品としてのポスターをご鑑賞ください。

【1917年(大正６)三越呉服店大阪支店ポスター】

No.143

ってしまいました︒

す︒場合によっては罰金300

場でしめることによって持ち帰

ウシガエルのおたまじゃくし

はウシガエルは
﹁特定外来生物﹂

万円ということも︒ウシガエル

り︑調理が可能となります︒た

また、もともと枚数が少ない上に震災、戦災で多くが失われ、当館の物

に指定されていて︑許可無しの

日本だけでなく︑世界各所で外
に罪はありませんが︑人間が責

この時代のポスターは職人の手刷りですので、色彩に深みがあります。

■これ以上生息地を広げな
いために運搬禁止

来種として分布しています︒南

任を持って管理しなかった結果︑ またま捕獲できたウシガエルを

祐生がポスターの収集を開始したのは、1916年(大正５)12月でした。

■味は鶏肉とそっくり！

部町でも各所のため池で大量に

恐る恐るさばき︑唐揚げにして

７月30日(土)〜９月26日(月)

運搬や保管︑飼育︑譲渡︵販売

生息しており︑今の季節は﹁ブ

彼らとの付き合いを不幸なもの

みました︒すると味は鶏肉と殆

ル︒これ以上増やさないために

企画展「明治・大正・昭和のポスター―時代の美人」

別名﹁食用蛙﹂とも呼ばれて

ォー﹂とか﹁モー﹂という低い
にしてしまいました︒

が出来ました︒皮も簡単に剥く

キンのようで美味しく頂くこと

ど同じで︑骨が細いフライドチ

大きな鳴き声が聞かれます︒実

前年生まれの巨大オタマジャ

クシが秋にはカエルの姿になり︑ ことが出来ます︒悪者扱いの肩
口の中に入るありとあらゆる動

はどうしたらいいか︑悩ましい

集団で上陸します︒そのあとは︑ 書きがついてしまったウシガエ
くものを捕食しながら成長しま

桐原真希

ところです︒

自然観察指導員

す︒ミミズや昆虫︑さらには小
鳥さえも食べることがあります︒
そのため在来の生き物たちに大
きな影響を与えています︒また︑
私はヒキガエルの結婚シーズン
に︑ウシガエルのメスがヒキガ
エルのオスに抱きつかれている
のを２回見たことがあります︒
メスが鳴いて拒否することもで
きず︑そのまま離れられずじま
い︒このことにより希少種のニ
ホンヒキガエルの繁殖妨害にな

■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】

■なんでも食べちゃいます
撮影：桐原佳介
特定外来生物
猪小路

