今月の主な内容
●南部町版生涯活躍のまちづくり
●がんになりやすい人、なりにくい人（西伯病院）
●８月から高額療養費の上限額が変わります

他

泊まって体験！お試し住宅♪
2017
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埼玉県から来られたご夫婦がお試し住宅「えん処 米や」に宿泊。当日は先
輩移住者、移住コーディネーターが、町の魅力をＰＲしました。（５月17日）

南部町版
生涯活躍のまちづくり
−このまちで暮らす全ての方が活躍できて
幸せに暮らすことができるまちを目指します−

る方に対して︑お試し住宅に

そして南部町に関心を寄せ

ても暮らしやすいまちづくり

短期間滞在してもらい︑地域

者だけでなく地元住民にとっ

を進める﹄狙いがあります︒

の方々との交流などを通じて

南部町について知っていただ

き︑双方の納得が得られたら

なか﹂に移り住み︑多世代の

が︑希望に応じ地方や﹁まち

域の担い手である生産年齢

見込まれています︒特に︑地

千人程度まで減少することが

な組織は町内に存在しません

的ですが︑これまでそのよう

会社で継続的に担う方が効率

めには︑地元住民による民間

内の空き家の利活用を軸とす

存在することが判明しました︒

町内に約１８０棟の空き家が
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生涯活躍のまち構想とは

南部町では﹁なんぶ創生総
合戦略﹂の主要施策として︑

南部町の課題

新たな地域の担い手となって

地域住民と交流しながら健康

歳未満︶人口の

歳以上

減少が深刻で︑今後

る︒③生涯活躍のまちの運営

人口減少に伴い今後も空き家

でした︒

︵
必要に応じて医療・介護を受

１︐６００人の減少が見込ま

年で約
けることができるような地域

れています︒このままでは後

とが想定されます︒

統行事の維持が困難になるこ

継者不足等により︑農地や伝

づくりをいいます︒

南部町ではそれに加え︑①
地域が必要とする人材を優先

年の調査では︑

は民間の﹁まちづくり会社﹂

が増加することが見込まれ︑

また平成

を中心に︑町や地域振興協議

このままでは南部町の美しい

的に誘致する︒②住まいは町

会等と連携して行う︒といっ

里地里山の景観を損ねること

が懸念されています︒

た特徴があります︒
これは︑南部町の抱える次
の よ う な 課 題 を 解 決し︑﹃ 移 住

出展：南部町人口ビジョン

でアクティブな生活を送り︑
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生涯活躍のまちづくりに取り

ピークに緩やかに減少してお

いただく︒このようなキメ細

住まいとなる空き家を提供し︑

り︑南部町人口ビジョンによ

やかなサービスを提供するた

年を

国が定める生涯活躍のまち

年頃には人口が８

南部町の人口は昭和

構想とは︑東京圏をはじめと

ると平成

組んでいます︒

する大都市地域の中高年齢者

60

30
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︵全国で７自治体︶の１つに

ち支援チーム﹂の対象自治体

国が設置する﹁生涯活躍のま

６月に政府認定モデルとして︑

からも評価を受け︑平成

年

町版生涯活躍のまち構想が国

このような特徴のある南部

都︶にブース出展を行ってい

ち 移 住 促 進 セ ン タ ー ﹂︵ 東 京

信拠点として﹁生涯活躍のま

南部町は︑都市部の情報発

首都圏における情報発信拠点

討していきたいと思います︒

を︑住民の皆さんと一緒に検

わいを創出する魅力的な拠点

ん処

米や﹂の他︑地域の賑

オープンしたお試し住宅﹁え

拠点が必要です︒今年４月に

は︑多世代が集い交流できる

えるまちづくりを行うために

涯にわたって活躍し︑顔の見

地域住民や移住者の方が生

もに︑住 民 の 皆 さ ま 自 ら の ﹁ 自

体などが連携・協力するとと

として町・民間企業・地域団

の た め には︑﹁ チ ー ム 南 部 町 ﹂

生涯活躍のまち構想の実現

今こそ
﹁チーム南部町﹂

伝いをさせていただきます︒

で活躍できるよう︑各種お手

南部町に移住された方が地域

的な情報発信を行うとともに︑

談会やＳＮＳ等を通じて積極

都市部で開催される移住相

プロモーターを配置しました︒

る ため︑役 場 企 画 政 策 課 に 移 住

躍のまちの取り組みを推進す

このような南部町の生涯活

南部町の魅力を発信します

昨年設立したＮ ＰＯ法人な

ます︒今後︑移住体験ツアー

分たちのまちを良くしていこ

顔の見えるまちづくり拠点

んぶ里山デザイン機構は︑こ

などを通して都市部の移住希

う﹂という熱い思いが必要で

国のモデルに選定

の構想の中核を担う﹁まちづ

望者を町内に呼び込む流れを

す︒そのために町民の皆さま

年８月には︑南

まちづくり会社
﹁なんぶ里山デザイン機構﹂

を受けました︒

クト﹂が内閣総理大臣の認定

生涯活躍のまち推進プロジェ

部町地域再生計画﹁南部町版

また平成

選定されました︒

くり会社﹂です︒移住希望者

作っていきます︒

解ご協力をお願いします︒

思いますので︑皆さまのご理

ながら取り組んでいきたいと

と話し合い︑ともに汗をかき

に対する情報提供︑お試し居
住︑地域とのマッチング︑住
まいとしての空き家の提供や︑
移住後の仕事の紹介等を行い
ます︒実際にこの１年間で﹁整
体師﹂﹁特産品加工﹂﹁学習塾﹂

津田由衣さん

②学習塾「ジブンゴト」

を起業した二人

③生涯活躍のまち基本

計画検討会の様子

④お試し住宅「えん処

企画政策課

関する問い合わせ先︼

︻生涯活躍のまちに

①移住プロモーターの

☎６６ ３-１１３

③

④

Facebook「南部町で里山暮らし」で
町の魅力を発信中

米や」（法勝寺）

①

②

28

など︑地域ニーズにあった方

生涯活躍のまち移住促進
センター
（東京）

28

の誘致を行いました︒
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生涯活躍のまちづくり
南部町版

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 №30
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』関連事業や各種教室等を毎月紹介します。今回は「パパスクール」の情報をお届けします。

今年もやります、パパスクール！
「笑ろてるパパがええやん！」を掲げるＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン関西の協力で、平成27年度
から開催しているパパスクールを今年度も６月から行います。
今年度のパパスクールは、ファザーリング・ジャパン関西の講師の他、より身近な講師をお招きして、自然
体験なども盛り込み開催する予定です。たくさんの笑顔に囲まれて子どもたちが健やかに成長できるよう、父
親の育児参加をはじめ、子育てを応援する内容を計画していきますので、積極的なご参加をお待ちしています。

パパスクールの様子
︵Ｈ 年９月開催︶

【昨年度のパパスクール参加者の声】
●もう少し育児を頑張ろうと思いました。
●怒るとしかる事のちがい、どうしたら良いのかわかった。

28

●育児に関心がある男性が多いなぁと感じました。
●皆さん頑張って子育てに参加しておられるんだと思いました。

【パパスクール開催日程】日にち/場所/テーマ
受付時間：９時45分〜10時・開催：10時〜11時30分
※要申込。子育て支援課までお問い合わせください。

●６月４日（日）／総合福祉センターいこい荘／
知っておきたい子育て世代のマネープラン＆ライ

すこやかで発見！イクメンパパ
〜手続きで来られた小林ファミリー〜

フプラン

●７月９日（日）／総合福祉センターいこい荘／
子どもと体を使って思いっきり遊ぼう！

●９月３日（日）／森林公園森の学校／自然遊び
と野外炊飯の基礎知識

●11月12日（日）／総合福祉センターいこい荘／
とっとり子ども救急講座 in 南部町

●２月４日（日）／富有まんてんホール／ロケッ
トくれよん親子コンサート

子育て豆知識

「子どもと遊ぶのは楽しい！」
という小林裕二さん
（田
住）
。ママの手続き中、子どもたちとロビーで遊んで
いるところをパチリ！

〜子育ては量？質？どっちが大切？〜小﨑先生のパパ視線！

お仕事に地域の活動に、パパはなかなか忙しいです。「子育てしたいけど、なかなか
時間がとれなくて！」という声をよく聞きます。そんな時は子育ての質を上げるように
心がけましょう。
子育ての質とは、子どもたちの心に深く残る体験や感動的な出来事です。少しの時間
でも、普段できない体験やちょっと突拍子もない事件などです。家の中でテントをはっ
たり、釣った魚を自分たちで調理して食べたりと、インパクトのある出来事といえます。
少しの工夫で親子の関係がぐっと近づきますよ！
（子育ては親育ち！成長と学びのファイル

小﨑恭弘先生

（大阪教育大学准教授）

学びのコラムより）

【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
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％と非

種類のがん発生の危険性を増

膵臓がん︑肝臓がん︑腎臓がん︑子宮
癌など

加させることも判っています︒
南部町の男性の喫煙率は約

常に高く︑多くのがん発生の原因にな
っていると思われます︒

大腸がん

戦前︑日本人には大腸がんは非常に

少ないがんでしたが︑戦後急速に増加

し︑鳥取県では最も多く発生している

それが原因と思われます︒上水が完備

の水を飲まれた方も多いと思いますが

特に植物性脂肪︵不飽和脂肪酸︶であ

脂肪の摂取量が急速に増加したこと︑

その原因は戦後︑食の欧米化により

がんです︒

するにつれて︑ピロリ菌の保有率は減

るリノール酸を多く含むとうもろこし

亡率は全国で常にワースト３に入って

年間に２倍となり︑鳥取県のがん死

日本人のがん死亡率︑罹患率はこの

検査を受け︑陽性であれば除菌を行っ

がない方は︑胃内視鏡検査の後︑一度

います︒ピロリ菌の検査を受けたこと

油に多いエイコサペンタエン酸︵ＥＰ

リノール酸の少ないオリーブ油︑魚

肝臓がんは脂肪肝との関連が指摘され

診︵健診︶の受診が重要であることは

近年︑急速に増加しているがんとし

日︵火︶午後１時

︻西伯病院健康講座︼

６月

地域交流ホール

分〜

のご来院をお待ち致しております︒

ん征圧宣言の町﹂である南部町の皆様

でお話しをしたいと思いますので︑﹁が

日︵火︶の健康講座

ています︒また︑食物繊維の多い野菜

肺がんになった方の半数は喫煙者で

ては︑前立腺がん︑乳癌︑膵臓がん︑

詳しくは６月

明らかです︒
させる効果があります︒

の摂取︑運動も大腸がんの発生を減少

ており︑食生活︑運動習慣の改善︑検

がんですが︑その原因の多くは喫煙で

現在︑日本人のがん死亡の１位は肺

肺がん

Ａ︶が大腸がんを抑制することも判っ

歳の方では約

１位

て胃がんの発生率を低下させて下さい︒

少し︑

南部町のがん死亡原因（平成22〜27年）

います︒同じ山陰である島根県のがん
死亡率は全国平均であり︑その違いの
原因は判っていません︒しかし鳥取県

歳未

は島根県に比べて喫煙率が高く︑飲酒
量が多いことが判っています︒
また鳥取県は島根県に比べ︑

すが︑残りの半数は非喫煙者でご主人︑

肝臓がんなどがあり︑前立腺がん︑乳

その他のがん

今回は﹁がんになりやすい人︑なり

職場等での副流煙が原因と考えられて

癌は食の欧米化︑膵臓がんは糖尿病︑

あることはご存知のとおりです︒

にくい人﹂と題して︑がん腫別にお話

います︒喫煙は肺がんを筆頭に胃がん︑

いことも判っています︒

油の摂取が大きいと考えられます︒

２位
３位
４位
４位

57
1
14
19
11
10
2
8
8
30
103

がんになりやすい人︑なりにくい人
昔︑胃がんの原因は潰瘍などと言わ

胃がん

科医師が︑各がんについてその原因
れた時代がありましたが︑現在では胃

歳以上の方は約

ただきたいと思います︒
現在

20

13

％に低下して

で︑昔︑子どもの頃に井戸水︑山・川

％の保有率

し案外知らない人も多く︑注意してい

感染であることが判明しました︒しか

99

女

77
6
23
15
14
15
4
40
6
25
146

今回は︑西伯病院院長の木村修外
や予防方法などを教えてくださいま
がんの

％は土壌菌であるピロリ菌の

した ︒

修

満のがん検診︑特定健診の受診率が低

60

20

30
しをさせていただきます︒
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80

30

男

１．消化器がん
食道
胃
大腸
肝
膵臓
その他
２．肺がん
３．血液がん
４．その他
計
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西伯病院院長

木村

60
40

男女計
134
7
37
34
25
25
6
48
14
55
251

20

☎66-2211
西伯病院

健康福祉課

６月４日〜 日は歯と口の健康週間

歯の健康を守ろう

いつまでも自分の歯で食べるために

10

やっぱり歯磨きが大切！

ましょう︒毎食後︑丁寧に歯磨きを

〝食べたら磨く〟習慣を身につけ

この機会に自分の歯の健康管理を見直

することでお口の中を清潔に保ち︑

細菌類が繁殖しないようにすること

し︑むし歯や歯周病の予防に努めましょう︒

歯を失う原因のほとんどは︑むし歯や

が︑むし歯・歯周病予防の基本です︒

歯間ブラシ︑デンタルフロス活用！

歯と歯の間や︑歯と歯肉の境目に

付いている食べかすや歯垢は歯ブラ

かかりつけ歯科医を持とう！

歯科医や歯科衛生士によるケアも

必要です︒自分では取り除けない歯

垢や歯石を除去するためには︑年１

〜２回専門クリーニングが必要です︒

お口の中で起きているトラブルの早

期発見・治療のためにもかかりつけ

の歯科医を持ち︑定期的に歯垢や歯

石のケアを受けましょう︒

歯周病によるものです︒中でも歯周病は︑

糖尿病や心臓病と深くかかわっているの

をはじめ︑全身の健康に悪影響を及ぼし

ます︒歯の健康をいつまでも保つことは︑

からだ全体の健康を守ることにもつなが

■歯がグラグラする。

ります︒

すきまができてきた。

シだけでは取れにくいため︑歯間ブ

■歯肉が下がって歯と歯の間に

むし歯や歯周病は︑お口の中全体に広

■歯肉がときどき腫れる。

ラシやデンタルフロスなどの用具を

■口臭が気になる。

がっている細菌や︑歯の周辺に付着して

■硬いものが噛みにくい。

使って︑しっかり落としましょう︒

■歯みがきのときに出血する。

いる歯垢︵プラーク︶が原因で起こりま

ネバネバする。

す︒日常生活で次のポイントに気をつけ

■朝起きたときに口の中が

て︑お口の中のケアを心がけましょう︒

こんなときには歯科受診を！

☎66-5524

エネルギー療法教室、ヨーガ療法教室のお知らせ
南部町では、生活の質を上げる目的で上記教室を開催します。昨年度は国保加入者のみの教室でしたが、い
ずれも痛みが軽くなったり動きやすくなったなどの効果がありました。
今年度は特に対象を定めず、何かしら生活のしづらさをお持ちの方で、毎回参加していただける方に教室で
の体験をしていただきたいと考えています。教室の詳細については以下のとおりです。
なお、多数のお申込みがあると思いますので、健康福祉課窓口において申込書を記入、提出された方を先着
（各15名）でお受けしたいと思います。申込期間は６月12日〜16日です。
また教室は年間２クール予定（次回は11月スタート）しておりますので、ご協力よろしくお願いします。

＜エネルギー療法教室＞
■開催日：７月４日説明会、以降毎週火曜日開催、

＜ヨーガ療法教室＞
■開催日：７月13日説明会、以降毎週木曜日開催、

９月26日終了（８月15日は休み）
■時

間：午前１回、午後２回

９月28日終了
■時

間：午前９時〜11時30分

（時間の確定については説明会時に行います）

■場

所：富有まんてんホール

■場

■参加費：500円

所：南部町介護研修センター
（ゆうらく横）

■参加費：500円

※教室参加前後で効果判定（採血、体力測定など）
を行います。

【申込・問い合わせ先】健康福祉課（健康管理センターすこやか内）☎６６‐５５２４
広報なんぶ
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醸成を目指し︑
﹁より良い仲間づくりや︑

一人ひとりの自律と共に生きる社会の

南部町の学校教育は今年度︑子ども

保育士研修の充実や保小の円滑な接

●幼児教育・保育の質の向上をめざし︑

目指し︑﹁土曜開校﹂を実施します︒

●家庭や地域と連携した豊かな学びを

護者の方にもねらいをご理
積んでいきます。

解いただき、ご協力をよろ
９年間の学習の集大成は中学校３

しくお願いします。
年生の「まち未来会議」として町民

今月の

おせの背中を魅せよう

私たちの生活を支える米づくり︒今

年も南部町内の水田が青く染まりまし

た︒米という字は﹁八十八﹂という文

回もの手間が

字からつくられたといわれています︒

お米ができるまでには

では

回とまではいかないにせよ︑稲

利な機械も開発され︑現在の米づくり

かかるという意味もあるそうです︒便

88

ものです︒

を︑一つでも多くの幸せを目指したい

とを重ね合わせ︑一粒でも多くの収穫

水田に目をやり︑稲の成長と自らの姿

かな実りを獲得できるのです︒時には

かけたかで︑﹁幸せに生きる﹂という豊

自分を育てるためにどれだけの手間を

人づくりも同じでしょう︒人を育て︑

さんの手間がかかります︒

を育ててお米を収穫するまでにはたく

88

今年度の学校教育

社会づくりに主体的に参画する力﹂が
続を進めます︒

●生活科︑総合的な学習の時間を活用

町内外の事業所の方や保
きる力を身につけられるよう学習を

より良い仲間づくりや︑社会づくりに参画する力

身に付くよう︑以下の３ つを柱に取り
組みます︒

話的︑協働的な学び︵協同学習の理

③未来を生き抜く力の育成と
学力の向上
①誰もが安心して生活できる
学校づくり

念︶を創造し︑学力の定着や向上に

●子どもが受け身でなく︑主体的︑対

年間を通した人権学習

●保・小・中
学習︶のプログラム作りに向け︑保

した﹁まち未来科﹂を９年間積み重

つなげます︒

育や授業の実践交流に取り組みます︒

ね︑まち未来会議やしごと☆未来体

︵自分や人を大切にし︑人と繋がる

●学校の防災マニュアルを見直し︑避

験 等 を 通 して︑﹁ 未 来 を 生 き 抜 く 力 ﹂

導要領への対応 準･備を進めます︒

●英語や道徳の教科化等︑次期学習指

会参画力︑将来設計力︶を育みます︒

︵人間関係調整力︑地域愛着力︑社

難訓練等を地域と連携して取り組み
ます︒
● 空 調 設 備 の 設 置︵ 全 校 ︶と ︑ 西 伯 小 体
育館天井耐震補強工事を実施します︒

②地域・家庭・保小中との
協働体制づくり
●地域協働学校︵コミュニティ・スクー
ル︶を基盤とし︑子どもと大人が話

田植えの終わった水田

15

し合いながら学校づくりを行います︒
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☎64-3787・64-3782
教育委員会事務局

このポスターは、南部町オリジナ

このチラシは、これまで
ルな学習「まち未来科」を、分かり

行っていた職場体験のねら
やすいようにポスターにしたもので

い等を見直し、
「しごと☆未
す。子どもたちが仲間づくりから将

来体験」と名づけた取り組
来のまちづくりへ、自ら課題解決で

みを紹介するものです。

の皆様にも発信します。

南部町立法勝寺図書館

☎66-4463

天萬図書館

☎64-3791

始まりました！
南部町立図書館のPremium Friday Night

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
10月まで毎月最終金曜日は開館を延長し、大人の方にくつろいでいただける空間を提供します。

★場所 ：天萬図書館

★６月開催日：６月30日（金）午後６時〜８時

・カフェコーナー(100円)

・ＢＧＭリクエスト受付

南部町立図書館が表彰されました
このたび南部町立図書館は「子どもの読書活動優秀実践図書館」として、文部科学省から表彰されました。
南部町では「子どもの読書推進活動計画」を策定して以来、５年ごとに見直しをしながら町として子どもの
読書に関わる取り組みを進めてきました。「南部町読書まつり」や保育園への「おはなしの出前」、図書館おは
なし会などが少しずつ定着してきました。
これからも、子ども達と本をつなぐため活動を続けていきます。（鳥取県内では他に鳥取西高校、明倫小学
校、車尾小学校が同じく表彰されました。）

「私の○コレ展」出展者募集！
天萬図書館では町内にお住まいの方のコレクションを毎月募集して、展示しています。これまで旅の思い出
グッズ、マッチ箱、レコード…など、それぞれに思い入れのあるコレクションを出展していただきました。
今年度も楽しいコレクションを募集しています。何か集めているも
のがあれば、ぜひお持ちください。思いがけない出会いがあるかもし
れません。
【申し込み先】天萬図書館

☎64‐3791

“Ｊａｚｚレコードコレクション”の様子（昨年11月）

６月のおはなし会

６月の行政書士無料相談会

■日にち／６月25日（日）

■日にち／６月21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

■内容／わらべうた、絵本など
親子で楽しめる内容です

■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

■主催／鳥取県行政書士会■共催／南部町立図書館

広報なんぶ

2017.6

№153

8

2017．6

まちの話題

長年の功績に感謝

ドローンで動画撮影

天津クラブ、手間さくら会がさくら功労者表彰受賞

南部町のさ く ら を 守 る 皆 さ ん へ 感 謝 の
気持ちをお 伝 え し ま し た

西伯小学校創立50周年の思い出づくり
西伯小学校は、今年度創立(統合)50周年目を迎えました。
節目の記念すべき年に、最先端の文明の利器であるドロー
ンを使って動画撮影に取り組みました。パイロットは保護
者の片山さんにお願いをし、前日に試験飛行をするなど準
備万端で当日を迎えました。
４月20日に児童363名、そして教職員35名で、空高く飛
び立つドローンに手を振りながら撮影が開始です。ひと昔
前だったら飛行機でしか撮れなかった風景が、保護者であ
る片山さんのお力を借りて撮影ができたことを大変うれし
く思っています。

町内でさくらの保全活動に取り組んでいる「天

子どもたちとともに、法勝寺の空から映し出した西伯小

津クラブ」
（佐伯重美代表＝写真中央）
、「手間さく

学校で、新しいページにいろいろな思い出を綴っていきた

ら会」
（岩佐満弘代表＝写真右）が今年度の「さく

いと思っています。
（文責：西伯小・野口高幸校長）

ら功労者」に選ばれ、公益財団法人日本さくらの
会から表彰されました。
さくら功労者は、さくらの愛護活動に永年にわ
たって貢献し、その功績が特に顕著であった個人
や団体を表彰するもので、「さくらの町・南部町」
のまちづくりに貢献された２団体に陶山町長から
表彰状ならびに記念品をお渡ししました。

６月３日に記念式典が
行われる予定です

地域振興協議会

天津 地域振興協議会

トピックス
【住所】福成1452-1（ふるさと交流センター内）
☎66‐4905

霊峰大山を仰ぐ標高276ｍの母塚山に観音様が建立されて５年、引き立てるように４月になると周囲の桜が
満開になります。昭和63年に天津クラブにより植樹されて30年近くとなり、訪れる人の目を和ませてくれる
桜となりました。
また、東屋からは北に米子湾や島根半島弓ケ浜が一望でき、遠くに日本海も望め、つつじや新緑の山々が気
分を爽快にさせてくれます。ふるさと交流センターの周囲でも５月になるとつつじが満開となり、赤・白・紫
の鮮やかな色彩に目を奪われます。
この環境を守ろうと、天津地域振興協議会では毎月一度周辺の美化運動に取り組んでおり、ポイ捨てされる
ゴミは驚くほど少なくなりましたが、見えない所に隠すように捨てられているゴミもありまだまだこの活動は
続きそうです。訪れる人に気持ちよく爽やかな気分に浸ってもらえるよう、ゴミひとつない美しい環境を守る
ために頑張っています。

←つつじ満開の
ふるさと交流センター
母塚山からの眺望→

9
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なんぶ里山デザイン機構だより

日︵日︶︑南さいはく地域振興協議会の行事

うどの食味会
５月

回目であり︑また最終回でも

である﹁うどの食味会﹂に調理準備班として参加しま

した︒この会は今回が
ありました︒

調理の準備は前日から︑買い出しを含めると前々日

から︑︵漬け込む料理はもっと前から︶早朝から集まり︑地域

年続けてこられたのは本当にすご

の方６〜７人で１００人分のお食事を準備します︒とても大変
な作業でしたので︑これを
いと感じました︒

事前に︑うどを栽培している畑も見せていただきましたが︑

手間暇かけて大切に育てられていました︒生産や調理以外の部

分でも︑たくさんの地域の方の力が集まってイベントが行われ

ている事を見ることができ︑地域のパワーを体感できて良かっ

たです︒この経験を活かし︑今後は特産品の食べ方や加工品を

10
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６月は講座各種盛りだくさん 〜里山暮らし講座〜

♡梅干し・梅シロップ作り
時〜子育て講座

そして子育て世代の方へは︑６月
日︵土︶午前

﹃梅干し・梅シロップ作り﹄
をします︒
０歳〜未就学児の親子さん対象で
すので︑この機会に普段出来そうで
できない梅仕事体験はいかがでしょ
う︒ご関心ある方は左記までお問い
合わせください︒

10

♪田んぼアート・南部町生態系を知る・親子で梅仕事
こんにちは︒いよいよ新年度が始
まりました︒今年も様々な企画を用
意して︑みなさんをお待ちしていま
すよ︒
今回は︑６月開催予定の講座をご
案内します︒

♡里 え ん す ・ カ フ ェ
６月９日︵金︶午後７時〜南部町
の生き物や里山の生態系を知るきっ
かけ作りとして︑
﹁大山自然歴史館
館長・矢田貝氏﹂のお話しを楽しく

10

ジで考えました。

考案し︑もっと広めていきたいと思いますので︑ご協力よろし

もにも食べてもらえるような洋食アレン

気軽なスタイルで学ぶ﹃里えんす・

くお願いします！
てしまいがちだったので、若い人や子ど

広報なんぶ

14

した。これまではどうしても和食に寄っ

カフェ﹄を開きます︒

今回この２種類を提案させていただきま

☎66‐5115（南さいはく地域振興協議会内）

小椋歩実

地域おこし協力隊

♡田 ん ぼ ア ー ト を 作 ろ う
６月 日︵日︶午前９時〜法勝寺

なんぶ里山デザイン機構

︻問い合わせ先︼

お味噌汁もあり︑気持ちのいい汗を

講座直通電話

岩崎一美︶

︵講座担当

ょう︒

タン」、その下「うどとチーハム春巻き」。

10

☎０９０ ９
‐０６８ ８
‐５４３

昨年開催した子育て講座はどれも大盛況！

地域おこし協力隊の
つぶやき
１列目の右から２つ目「うどの味噌グラ

17

かき︑お腹も満たしてはいかがでし

古代米おにぎりや猪＆有機野菜の

の体験があります︒

地区内で﹃田んぼアートを作ろう﹄

11

【問い合わせ先】ＮＰＯ法人なんぶ里山
デザイン機構本部 ☎21‐1595

心理学・福祉・経済・歴史・文学・自

幅広い世代︑職業の方が学んでいます︒

学びを楽しみたいなど︑様々な目的で

条件通知書の見方と注意するポイント﹄

︻テーマ①︼意外と知らない！﹃労働

味のある方はご参加ください︒

に防止することができます︒誰でも興

集
然科学など︑幅広い分野を学べます︒
■内容

募

■出願期間

平成 年度南部町進学奨励金奨学生
この進学奨励金は︑南部町内に住所
︿第１回﹀

■日時 ６月

日︵火︶

米子市立図書館２階研修室

午後１時
■場所

分〜３時

契約期間等に関すること等を解説

賃金︑労働時間︑休日・休暇︑

を有し︑高等学校等に在籍する生徒・
日︵木︶

●６月

日︵木︶〜８月

学生で︑経済的に就学困難な方に対し
︿第２回﹀
●９月１日︵金︶〜９月

て︑進学を奨励するために交付してい
ます︒

鳥取県中小企業労働相談所

社員の問題行動やハラスメン

えて解説
日︵木︶

米子市立図書館２階研修室

■日時 ６月

■場所

社会保険労務士

米子

☎３１ ８
‐７８５

鳥取県中小企業労働相談所 みなくる

︻申込・問い合わせ先︼

ます︒

参加無料︑当日参加も可能ですが︑
※
資料準備のため事前申込をお願いし

濵田國秀氏

はま だ くにひで

■講師

午後１時

分〜３時

ト︑法改正の注意点など︑事例を交

■内容

とその対応﹄

労働・雇用相談員

■日時 ７月８日
︵土︶
午後１時〜４時

２
‐３５１

みなくる

①高等学校に在籍する者 ６千円
■場所

失業給付受給中の方は受講証明書を
※
発行します︒

米子ビッグシップ第５会議室

②大学に在籍する者 ９千円

■日時 ９月３日
︵日︶
午後１時〜４時

次の日程で行います︒

右記のほか︑鳥取学習センターでも

■場所

③専修学校等に在籍する者 ９千円
日︵月︶

進学奨励金の支給にあたっては︑﹁鳥
※
取県育英奨学資金または同等の目的
を有する奨学金の貸与を受けている
者﹂などの基準があります︒くわし

９月 日 土( ・) 日 日( )
各日とも午後１時〜４時
︻問い合わせ先︼
放送大学鳥取学習センター︵鳥取市

３
‐７

役所駅南庁舎５階︶
☎０８５７

労働セミナー開催
基本的な労働関係法令等を学習する

22

７月１日 土( ・)２日 日( ・)８月５日 土(・)
６ 日 日( ・) ９ 月 ９ 日 土( ・) 日 日( ・)
10

■募集締切 ７月

︻ テ ー マ ②︼﹃ 労 務 管 理 上 の 多 様 な 問 題

■講師

13

米子市文化ホール 研修室１

︻大学説明会・入学相談会︵西部地区︶︼

日︵水︶

31
20

15

■支給月額

30

30

くは左記までお問い合わせください︒
︻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

放送大学 月入学生︵第２学期︶

ーネットを利用して授業を行う通信制
の大学です︒

17

10

放送大学はテレビ等の放送やインタ

10

16

ことにより︑労使間のトラブルを未然

機関・団体と連携して犯罪予防活動や青少年健全育成活動等を行います。このような活動を通じて安全・安心
な地域社会の実現に向けて取り組んでいます。
●犯罪や非行をした人たちの立ち直りを助けよう
●犯罪や非行に再び陥らないよう地域社会で支えよう

●これらの点について、地域社会の理解と協力の輪を広げよう
みんなで力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築きましょう。

29

働きながら学んで大学を卒業したい︑
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“社会を明るくする運動”

〜犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域のチカラ〜

７月は、「社会を明るくする運動」強調月間で、今年は67回目を迎えます。この運動は、すべての人が犯

罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、犯罪や非行のない、明るい社会を築くための
全国的な運動です。南部町ではこの運動の一環として、保護司会や更生保護女性会が中心となり、町内の関係

おしらせ

2017．6
７０歳以上のみなさまへ

８月から高額療養費の上限額が変わります
平成29年８月から公的な医療保険にご加入の70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額が下表のように変わります。
ご理解をお願いします。

高額療養費制度とは
ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた
分を払い戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
適用区分
現役並み

課税所得
145万円以上の方

一般

課税所得
145万円未満の方
（※１）

外来（個人ごと）

外来＋入院（世帯ごと）

平成２９年７月まで

44,400円

80,100円

平成２９年８月から

57,600円

平成２９年７月まで

12,000円

44,400円

14,000円

57,600円

年間上限14万4,000円

〈多数回44,400円（※２）〉

平成２９年８月から

＋（医療費−267,000円）×１％
〈多数回44,400円（※２）〉

住民税非課税

Ⅱ 住民税非課税世帯

24,600円
8,000円

Ⅰ 住民税非課税世帯

15,000円

（年金収入８０万円以下など）

（※１）世帯収入の合計額が520万円未満（１人世帯の場合は383万円未満）の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が
210万円以下の場合も含みます。
（※２）過去12か月以内に３回以上上限に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

【問い合わせ先】
■健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合・国民健康保険組合にご加入の方⇒ご加入の医療保険まで
■国民健康保険・後期高齢者医療の方

⇒

町民生活課国民健康保険室（法勝寺庁舎内）☎66‐3116

認知症予防プログラム参加者募集
西伯病院では、平成28年度より認知症予防事業を実施しています。事前に検査を実施し、認知症リスク要因に
ついて医師による個別指導の下で「コグニサイズ」と呼ばれる認知症予防運動を中心としたプログラムを行い
ます。ご希望の方は下記までお申し込みください。
【募集期限】６月30日（金）締切
【募集人数】20名
【対

象】下記の５点を満たしている方

①南部町内在住の方 ②年齢が50歳代から70歳代の方 ③生活習慣病（高血圧、高脂血症、糖尿病等）の治療
を受けている方 ④平成29年８月から平成30年１月まで毎週水曜日の運動教室に継続参加できる方
⑤物忘れが心配な方
※参加費用は無料ですが、応募多数の場合は対象者を選定させていただきます。
※教室では頭を使いながら同時に体も動かす「コグニサイズ」と呼ばれる運動を中心に行います。
【申込・問い合わせ先】西伯病院 ☎６６‐２２１１
※最近の知見では、いろいろな身体疾患や生活習慣が認知症の危険因子となることが分かってきました。そこで認知症になる前に
こうした危険要因を改善したりなくすことで、認知症の発症を予防、あるいは発症を遅らせることが可能と考えられています。
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建設課からのお知らせ

■団 地 名

２戸

越敷野団地２号・４号

公営住宅入居者募集

現在︑国民健康保険の限度額適用・
■募集戸数

平成

国保の方で限度額適用・標準負担
額減額認定証について

現在お持ちの保険証は︑７ 月末で有
標準負担額減額認定証等︵白色︶の交

■建築年度

保険証は郵送で届きます

効期限が切れます︒新しい保険証等は
付を受けている方で︑８月１日以降も

年

簡易書留郵便で７ 月中旬〜下旬頃にお

３
‐１１５
４
‐４２６

︻申込先︼建設課

☎６６

６６

担当

畑岡

税務課からのお知らせ

農耕車等にもナンバープレートの

■構

乗用型の農耕トラクターやコンバイ

登録が必要です

引き続き入院等において医療費の限度

■部 屋 数 ３ＬＤＫ

木造２階建

額適用︑食事代の減額を受けられる場

■家賃月額

ン等は︑公道走行の有無に関わらず︑

ることが必要です︒これらの車両には

バープレートの無い農耕用機械等を所

居人であること︒︵会見第２小学校
●市町村税を滞納していないこと︒

有している方は︑印鑑︑車名︑型式︑

軽自動車税が課税されますので︑ナン
●２名の連帯保証人が必要です︒

車台番号の分かるものをご持参の上︑

６月２日︵金︶〜６月 日︵金︶の間
南部町法勝寺３７７

１
‐
法勝寺庁舎内・建設課
︻申込に必要な書類︼

住宅申込書︑住民票︑所得証明書︑
納税証明書
︻入居選考方法︼

書類を審査し︑入居決定者に通知し

ます︒︵申込多数の場合は抽選とし︑

総務課

４
‐８０２

年

月１日より庁舎敷地内

☎６６ ３
‐１１２

︻問い合わせ先︼

いします︒

方のご理解︑ご協力をよろしくお願

面禁煙とさせていただきます︒皆様

︵健康管理センターを含む︶を︑全

平成

庁舎敷地内が全面禁煙になります

☎６６

税務課︵法勝寺庁舎内︶

︻申告・問い合わせ先︼

税務課まで申告をしてください︒

︻申込受付期間・場所︼

への通学となります︒︶

造

国保は世帯主様宛に世帯で︑国保に
合は︑役場での更新手続きが必要にな

︻入居者の資格︼

ナンバープレート︵課税標識︶をつけ

送りする予定です︒
ご加入の方の全員分が︑後期高齢者医
ります︒

●来年度小学校に通学させる児童が同

印鑑︑保険証

２０︐０００円

療は個人毎にお送りします︒簡易書留
■更新期間

日以降も申請できますが︑更新月の初

日まで︵９月１

便局に留め置かれます︒不在連絡票に

日から有効となります︶

８月１日から８月

記載してある所定の方法でお受取りく
■更新場所
■必要書類等

町民生活課︵法勝寺・天萬各庁舎内︶

効期限を確認し︑古い有効期限の保険

■注意事項
歳以上の方の限度額認定証は︑住
民税非課税世帯の方が対象です︒よっ
は︑８月以降の限度額認定証の対象に

年度の住民税課税世帯の方

には︑保険証が郵送されませんのでご

なりません︒

て︑平成

注意ください︒

ご注意ください！
※
国民健康保険税に未納があるご世帯

します︒

証は破棄していただきますようお願い

保険証がお手元に届きましたら︑有

ださい︒

31

国民健康保険室

︻問い合わせ先︼
町民生活課

後日連絡します︶

10

29

︵法勝寺庁舎内︶☎６６ ３
‐１１６

︻入居可能予定日︼

29

70

16

郵便局の不在連絡票が投かんされ︑郵

でお送りしますので︑ご不在の場合は

11

入居決定後︑請書等の提出が確認さ
れた日
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子育て・健康スケジュール
◆家族のつどい

6月1１日〜7月10日

問健康管理センターすこやか☎66‐5524
▢

場所

日時

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

内容

６月16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

場所

日時(受付時間)

対象

３歳児健診Ⓟ

健康管理センターすこやか

６月14日(水)12:45〜13:15

Ｈ26.１月〜Ｈ26.３月生まれ

乳児健診Ⓟ

健康管理センターすこやか

６月29日(木)13:00〜13:30

４・７・10・12ヵ月児

◆子育て行事
内容

あいあい行事Ⓟ
「おはなしドン」さんおはなし会

場所

日時

すみれこども園
子育て交流室あいあい

妊婦さんとねんねの赤ちゃん すみれこども園
の日（ベビーマッサージ）

子育て交流室あいあい

のびのび行事Ⓟ「うんどう 子育て総合支援センター
あそび♪」※事前予約15組

のびのび

問い合わせ先

６月13日
（火）９:45〜11:00

すみれこども園子育て交流室

10:00〜12:00

☎66‐3208

６月22日
（木）10:00〜11:00

健康管理センターすこやか

６月25日(日)10:00〜12:00

おはなし会

天萬図書館おはなしの部屋

６月25日(日)10:30〜11:00

離乳食講習会（後期）Ⓟ
※事前予約10組

すみれこども園
子育て交流室あいあい
すみれこども園
子育て交流室あいあい

６月29日(木)10:00〜12:00

子育て総合支援センターのびのび
予☎66‐4403
▢

子育て包括支援センターネウボラ
☎66‐5525
天萬図書館☎64‐3791
すみれこども園子育て交流室
☎66‐3208
すみれこども園子育て交流室

７月６日
（木）9:45〜11:00

予☎66‐3208
▢

パパスクールⓅ２倍
「子どもとあそぼう」

☎66‐3208

６月19日(月)・７月３日(月)

パパママ教室Ⓟ

ハイハイよちよちの日

すみれこども園子育て交流室

いこい荘

７月９日
（日）10:00〜12:00

交流会館

６月23日
（金）10:00〜12:00

※事前予約

子育て包括支援センターネウボラ
予☎66‐5525
▢

◆子育てサークル
にじいろポケット＆
かきっこクラブ合同Ⓟ

子育て包括支援センターネウボラ
☎66‐5525

Ⓟ：南部町子育て応援ポイント対象事業

◆図書館休館日

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

６月12日・19日・26日・28日（図書整理日）・７月３日・10日

大雨の恐れがあるときには

【担当課】総務課☎66‐3112

初夏から秋にかけては台風や前線の影響で大雨、洪水、暴風による自然災害が発生しやすい季節です。
■避難行動には「立ち退き避難」と「屋内安全確保」
〇災害の危機にさらされる場合には「立ち退き避難」
〇想定される被害が自宅の２階などで避難できる場合には「屋内安全確保」
■避難は「浸水が始まる前」
「自主判断」
「徒歩」が大原則
大雨などの災害による危険がせまると町から避難勧告等を発令し、町民の皆様に避難を呼び
かけます。ただし、身の危険を感じたら町からの呼びかけを待たずに避難しましょう。
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相談・イベントなど
◆相

談

内容

場所

なんでも相談

総合福祉センターしあわせ

行政相談

交流会館

日時

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
▢

６月12日（月）
13:30〜16:00
７月５日（水）

総合福祉センターしあわせ

9:00〜11:30

人権・行政相談

７月10日（月）

交流会館
多重債務・法律相談会

6月1１日〜7月10日

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
▢
問行政相談：総務課☎66‐3112
▢

13:30〜16:00

米子コンベンションセンター

６月15日（木）

多重債務やヤミ金融等【事前予約先】西部消費

５階第５会議室

13:30〜16:00

生活相談室☎34-2648《受付時間》8:30〜17:00

６月21日（水）

相続・遺言・成年後見等

10:00〜13:00

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

行政書士無料相談会

法勝寺図書館２階

司法書士による

米子コンベンションセンター

６月23日（金）

無料法律相談会

第１会議室

18:00〜20:00

◆イベントなど
内容

場所

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

日時

問い合わせ先

保・小・中一斉公開日

町内の園・小・中学校

６月14日(水) ※時間等詳しくは、各園・学校へお問い合わせください

手話講座

法勝寺図書館

６月15日(木)19:00〜20:00

問法勝寺図書館☎66‐4463
▢

いこい荘

６月18日(日)10:00〜11:20

問教育委員会事務局☎64‐3782
▢

天萬図書館

６月23日(金)10:00〜12:00

問天萬図書館☎64-3791
▢

西伯小学校体育館

６月23日(金)14:00〜15:00

富有まんてんホール

６月23日(金)19:30〜20:30

法勝寺図書館

６月24日(土)10:30〜12:00

問企画政策課☎66‐3113
▢

おとなの図書館（夜間開館延長） 天萬図書館

６月30日(金)18:00〜20:00

問天萬図書館☎64‐3791
▢

ふれあいチャリティー芸能大会 いこい荘

７月１日(土)13:00〜

問南部町公民館☎64‐4463
▢

みんな集まれ！あそぼう広場Ⓟ
「親子でヨガとふれあいあそび」
点字教室
人権コンサート
サイエンス・アカデミー

毎月１日・15日は「ノーメディアデー」

楽園音楽祭2017

問教育委員会事務局☎64‐3782
▢

毎月第３日曜日は「かぞくの日」

根本 要・柿沼清史 還暦スペシャル

スターダスト☆レビュー in

とっとり花回廊 開催決定！

★日時：９月３日（日）開演14：00（開場13：00）終演17：00（予定）
★場所：とっとり花回廊・野外ステージ広場
※雨天決行／荒天時中止
★料金：一般エリア

6,700円（税込・全自由）※未就学児童入場不可

ファミリーエリア 6,700円（税込・全自由）※小学生以上有料、入場整理番号付き
＊コンサート当日限定の特典として、コンサート・チケットにて「とっとり花回廊」に無料でご入場できます。
≪前売券６/17（土）〜販売開始≫
●ローソンチケット（℡：0570-084-006）Lコード：61917
●チケットぴあ

（℡：0570-02-9999）Pコード：331-559など

主催：エフエム山陰／日本海テレビ／DARAZ‐FM
特別協力：とっとり花回廊／南部町／伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会
その他詳しくはキャンディープロモーションＨＰ（http://www.candy-p.com/）でご確認ください。

15

広報なんぶ

2017.6

№153

おしらせ

2017．6
南部町人権啓発のつどい
新垣勉人権コンサート

﹁平和とは何か﹂﹁生きるとは何か﹂

を伝えるため︑歌と講演活動をされて

いるテノール歌手の新垣勉さんをお迎

えして人権コンサートを開催します︒

■日時・会場︵入場無料︶

日︵金︶午後２時〜３時

分〜８時 分

30

①６月

午後７時

西伯小学校体育館

②同日

富有まんてんホール

６月に全戸配布す る チ ラ シ で の 事 前
※
申込が必要です︒

︻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

30

23

４月16日〜５月15日届出分

氏

名

◎三原
◎永栄
◎生田

(敬称略)

保護者

住

所

三

崎

春来 （夏育・夢子） 宮

前

なな ね

七音 （聖・未来）
はる き

あん ず

杏珠 （陽介・汐）

落

合

◎百千田朱玲 （幸太郎・優子） 絹

屋

すみれ

日本オオサンショウウオの会
南部町大会 参加者募集

月に開催される﹁日本オオサンシ

ョウウオの会南部町大会﹂の参加者募

集を︑７月３日 月( か)らスタートします︒
町 民 の 方 は 参 加 費 無 料 です︒︵ 宿 泊 ︑ 懇

親会は除く︶西伯小学校からの報告や

生息地の観察も行います︒

申し込みは︑７ 月に配布予定のチラ

シの申込書で教育委員会事務局へお申

◎百千田倖弥 （幸太郎・優子） 絹
◎中山

はるひと

陽仁 （勇輔・香菜子） 鴨
けんしん

◎土屋尾謙伸 （伸太朗・仁美） 福

氏

名

4月18日午後6時ごろ、住民の方が町内でコウノトリを発見。

部
成

住

所

84歳
95歳
79歳
75歳
95歳
91歳
88歳
85歳
91歳

法勝寺
法勝寺
朝 金
天 萬
西
田 住
天 萬
原
朝 金

※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

4月30日現在

人

口

前月比

男

5,264人

＋13 人

女

5,859人

＋ 9 人

計

11,123人

＋22 人

世帯数

幸せを運ぶ鳥 コウノトリが今年も飛来！

屋

年 齢

●内田 照美
●森岡 敏治
●井田 保
●渡邉 眞
●藤田 榮
●吉持 亀雄
●伊藤壽美子
●北尾 好子
●赤井 一枝

開会行事

南部町からの報告

30

︽大会日程︾

10

月７日 土( )
分〜

午後１時

午後２時〜

現地観察

各地からの報告

各地からの報告

分〜

40

午後３時〜

午後５時

30

■

■
10

月８日 日( )
分〜

午前８時

︻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

来てね♪

し込みください︒

当
※日の参加も可能です︒

みんな遊びに

10

ゆき や

3,883世帯

＋ 4 世帯

６月の税金・使用料

自然観察指導員の桐原真希さんが現場に駆

･町県民税

･学校給食費

けつけ、田んぼの中の電柱で一休みしてい

･下水道使用料

･保育料

る姿を確認されました。

･公営住宅家賃

･放課後児童クラブ

町内での発見は4例目で、４年続けて発
見されています。コウノトリも飛来する重
要な里地里山を守っていきたいものです。
撮影：桐原佳介

納付期限

6月30日（金）

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

2017.6
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町長室から

№１

「慣れましたか？」昨年10月に町

長に就任して早くも７カ月が過ぎ、
町民の方からこんな声掛けを頂くこ

南部町に
「なんでも鑑定団」がやってきた

とが多い昨今です。慣れたか？の問

５月20日、西伯小学校体育館で「出張！なんでも鑑
定団 in とっとり南部町」のテレビ収録が行われました。
当日は約４倍の応募から選ばれた観覧の方で満席となり
ました。
司会の原口あきまささん、鑑定士の中島誠之助さん、
田中大さんの登場に、会場からは大きな拍手。収録では
６人のお宝が出品され、本人評価額と鑑定額の違いに感
嘆声や驚愕の声が上っていました。
収録の様子は、番組をぜひご覧ください。

いに、慣れたとも慣れないとも言え
ぬ複雑な心境だというのが本心です。
どんな仕事も慣れが危ない。町長という仕事も緊張
感を持ち続けることが、住民の安全を確保し、福祉を
向上させるうえで大切な要素だと感じています。
先日、南部町を管轄する鳥取地方気象台長の真木敏
郎さんとお会いし、お互いの携帯電話番号を交換しま
した。緊急事態に直接相談するためのホットラインで、
大変心強く感じました。
もうすぐ梅雨入りの季節です。毎年日本のどこかで、
これから秋までの季節、集中豪雨や台風などによって
甚大な被害が繰り返されて来ています。真木さんは
「過去には経験したことがなかった時間雨量100ミリ
といった猛烈な雨が、いつ南部町を襲ってもおかしく
ない。過去の経験は役に立たない。」と力を込めて話
されました。特に災害は慣れることが危ない、私も改

収録に先立ち陶山町長が挨拶でお出迎えしました

開運！なんでも鑑定団 放送予定
テレビ東京系列
６月13日（火）20：54〜
山陰放送（再放送）７月９日（日）13：00〜

地元の食材で

梅雨 の薬膳レシピ

そら豆コロッケ

材料(4人分)

そら豆（むき身）‥‥‥‥‥ 200g
たまねぎ‥‥‥‥‥‥‥‥1/2個
じゃがいも‥‥‥‥‥‥‥ ２個
塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 少々
こしょう‥‥‥‥‥‥‥‥ 少々
ムキエビ‥‥‥‥‥‥‥‥ 150g
小麦粉‥‥‥‥‥‥‥1/2カップ
卵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １個
水‥‥‥‥‥‥‥‥ 大さじ１
パン粉‥‥‥‥‥‥‥1/2カップ
粉チーズ‥‥‥‥‥‥ 大さじ２
揚げ油‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量

広報なんぶ

どうか皆さんも災害に対しての備えと、適度な緊張
感を忘れないでください。昨今の災害は「忘れる前に
やってきます。
」
南部町長 陶山清孝

（効能）そら豆は気を補って胃腸の働きを高め、食欲不振や胃もたれ
を防ぎ、疲労回復につながります。じゃがいもとそら豆を食べ合わ
せると、むくみ解消にも効果的です。

作り方

（１食分）エネルギー233kcal・塩分0.8g

17

めて肝に銘じた次第です。

2017.6

№153

①そら豆、じゃがいもは茹でてマッシュ
（梅雨のおすすめ食材）
にする。
（そら豆はなかなかマッシュに
しそ、パセリ、さやえんどう、アスパ
なりにくいので粗く刻んでもよい）
ラガス、山芋、あずき
②たまねぎはみじん切りにし、ムキエビ
もブツ切りにする。
③フライパンにサラダ油を熱し、②のた
まねぎとムキエビを炒め、塩、こしょ
うを少々する。
④①に③を入れて混ぜ丸くする。
（コロッ
ケのたね）
⑤〈衣の準備〉
卵に水を加え、しっかり混
ぜ合わせておく。パン粉に粉チーズを
混ぜ合わせる。
⑥④のコロッケのたねを小麦粉、⑤の卵、
パン粉をつけて油であげる。

123
南部町のいきものたち ◯

ホタルブクロ
ちょうどゲンジボタルが飛び
ピンクのホタルブクロを見かけ

プランターや庭先で咲いている

ホタルブクロのランプ︑画像や

のコラボレーションとも言える

う︒花と虫の織りなす期間限定

No.153

とにとても驚きました︒たまに︑ マナー違反なので注意しましょ

始める頃に合わせて︑南部町で
ると懐かしく思います︒分布は

虎尾雅夫作品コーナー

■蛍の季節とリンク

はホタルブクロという白い大き

ので、お楽しみ

映像では味わえない美しさを次

絵柄は、汽車の旅を一層楽しいものにし

な釣り鐘型の花が咲き始めます︒ 北海道から九州で︑中国と韓国

ーも作りました

世代にもと思います︒

地域の名所・名物をあしらった掛け紙の

にも見られるようです︒

虎尾作品コーナ

■自生地が減少中

全国の駅弁の掛け紙を展示しています。

関東に長く住んでいた頃は︑野
しかし︑いにしえからの日本

クロの自生地がずいぶんと減っ

外で見かけるホタルブクロと言

や江戸時代の文献などではひっ

た印象があります︒背の高い外

一方で︑この 年でホタルブ

かからないようです︒こんなに

来種に埋もれたり︑群生地の斜

の花であるはずなのに︑万葉集

に来てから白花が普通というこ

目立つ愛らしい花がどうして過

の郷土玩具約300点を入れ替えました。

1918年(大正7)以降、祐生の収集した

去 の 記 述 に 残 っ て い な い の か ︑ 面がコンクリートで固められた

できない状態です︒この先もこ

り︑某自生地では根っこごとな

町内では局所的に自生してい

の町で︑普通にどこにでも見ら

本当に不思議です︒

るホタルブクロですが︑ゲンジ

れる季節の花であって欲しいと

くなっていたので盗掘圧も無視

ボタルも水路や土手から見られ

願うばかりです︒

■ぜひ蛍を入れてみて！

る贅沢な環境です︒今年の蛍シ

桐原真希

常設展の入替

企画展「全国駅弁の掛け紙展」

10

自然観察指導員

第1展示室の祐生孔版作品と第2展示室

６月10日(土)〜７月31日(月)

ください。

米吾

大正９年

ていたことがしのばれます。

ーズンはぜひ︑ゲンジボタルを
ホタルブクロの花の中に入れて
幻想的な里山の芸術をお楽しみ
いただければと思います︒ただ
し︑観光地では蛍を捕まえるこ
とが禁止されているところもあ
り︑ホタルブクロも私有地に生
えているのを勝手に採ることは

ゲンジボタルで光るホタルブクロ

■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】

えばピンク色でしたので︑山陰

撮影：桐原真希
馬場

