2018

azine No.8 8 9

Nichinan Town Mag

これからも日南町を
見守っていてください︒
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増原 聡町長 急逝
町民葬しめやかに

月 ３ 日 午 後 ５ 時 ２ 分 に ︑ 増 原 聡 町 長 が 行年 歳 で
急逝されました︒
町では︑故増原町長を偲び ︑ 月 日に町総合文化セ
ンターさつきホールにて︑ 町
｢民葬 を｣執り行いました︒
町
｢ 民葬﹂には︑県選出の国会議員や鳥取県副知
事︑市町村長︑矢田治美前日南町長など町内外から行
政︑議会関係者︑企業︑団体︑一般参列者合わせて１
０００人以上の方が参列いただきました︒町民葬の様
子は︑町内にちゃんねる日南でテレビ生中継されたほ
か︑さつきホールに入れなかった方のために多目的
ホールなどでもモニターと席が用意され︑多くの町民
が冥福を祈りました︒弔辞では︑６名の方々が︑故増
原町長の功績や温和な人柄︑そして志半ばでの早すぎ
る別れを惜しみました︒
増原町長は︑昭 和 年に日南町役場に採用となり︑総
務 ︑ 農 林 ︑ 町 民 課 を 経 て ︑ 平成 年 月 に は 総 務 課 長 に
就任されました︒職員時代には︑米国スコッツバレー市
との姉妹都市提携︑県境サミット事務局長︑町内情報通
信網 タ(ウンズネット 整)備などに携わられました︒
日南町長としては平成 年２月の初当選以来︑８年
８ヶ月に亘り︑卓越した行政手腕と強いリーダーシッ
プで日南町を牽引されました︒﹁コンパクト・ビレッ
ジ構想﹂や﹁創造的過疎﹂を掲げ︑中山間地に位置す
る日南町の﹁人口減少﹂や﹁少子高齢化﹂などの直面
する諸問題に正面から立ち向かい︑だれにも陽のあた
る日南町を目指し︑ 年先︑ 年先を見据えたまちづ
くりに邁進されました︒また﹁にちなん食のバザー
ル﹂の開催︑﹁保育園の完全無償化﹂︑﹁日南町有林
J VER﹂取得︑﹁道の駅にちなん日野川の郷﹂の
オープンなど多くの功績を残されました︒
亡くなる前日まで公務をこなされ︑最後まで日南町
のために尽力してくださった︑故増原町長に哀悼の意
を表するとともに︑ご冥福をお祈りいたします︒
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平成22年4月1日
初当選後、「広報にちなん」インタビュー

平成22年5月21日
新嘗祭献穀米の田植え式

平成23年9月11日
食のバザール来場1万人達成

平成25月４月15日
子育て支援センター竣工式

平成24年12月5日
石見東太陽光発電所通電式
平成24年10月13日
みんな集まれ!!アニメ空間
にちなんタウンオープニング

平成25年5月29日
ナイターリーグ開会式

平成27年2月26日
重点道の駅認定式

平成26年10月25日
オッサンショウオお披露目

在りし日の故

増原聡町長
平成28年4月22日
道の駅「にちなん日野川の郷」オープン

平成28年1月27日
日南町海外派遣団団結式

平成28年7月1日
全国ホタル研究会鳥取県よなご大会現地視察

平成26年4月14日
サテライトオフィスいちょう開所式

平成27年4月28日
オッサンショウ品券発売

平成29年7月30日
林野庁長官「林業成長化モデル事業」視察

平成29年6月18日
旧木下家お掃除イベント

平成30年7月24日
星空保全地域認定証授与式

平成30年5月28日
ゾーンモト市「友好交流に関する覚書」締結
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平成30年7月24日
J−クレジット1,000ｔ達成

増原

聡

日南町長

経歴

役職（順不同）

昭和31年10月 1日
昭和50年 3月31日
昭和54年 3月31日
昭和54年 4月 1日
平成13年 4月 1日
平成14年 6月 1日
平成16年11月 1日
平成18年 4月 1日
平成21年12月17日
平成22年 2月21日
平成22年 3月17日
平成30年 3月17日

日南町湯河に生れる
鳥取県立根雨高校 卒業
神奈川大学法学部 卒業
日南町役場 採用
総務課企画情報室長
まちづくり推進課まちづくり推進室長
総務課総務課長
兼職 自立改革推進本部事務局長
日南町役場 退職
日南町長に初当選
日南町長に就任
日南町長３期目

功績
日南町役場時代
平成元年 8月
平成 5年 8月
平成11年 9月
平成16年10月
平成21年 4月

アメリカ合衆国スコッツバレー市と姉妹都市提携
中国山地県境市町村連絡協議会(県境サミット)結成
郵政省の「TOWNS NET」構想実験事業採択
町営バスの運行開始
農林業研修生制度開始

日南町長時代
平成22年 7月 鳥取県日野地区連携・共同協議会設立
平成22年10月 第１回にちなん食のバザール開催
平成23年 4月 グループホーム「あさひの郷」竣工
平成23年 7月 トマト選果場リニューアル
婚活イベント「にちなん恋日和」開催
平成23年10月 日南町の水「まめな水」販売開始
平成23年12月 県内初の「地下水保全条例」制定
平成24年12月 石見太陽光発電所発電開始
平成25年 3月 日南町有林J−VER取得
平成25年 4月 子育て支援センター竣工
｢日南町空き家等の適正管理に関する条例｣施行
平成26年 4月 サテライトオフィスいちょう開所
平成26年10月 日南町公式キャラクター｢オッサンショウオ｣が誕生
平成27年 1月 資材量販店「コメリ」誘致・出店
平成27年 2月 コンビニエンスストア｢ローソン｣誘致・出店
平成27年12月 シェアハウス「ひだまりの家」竣工
平成28年 3月 小中学生シアトルに派遣交流開始
平成28年 4月 道の駅「にちなん日野川の郷」オープン
保育料の完全無償化
平成28年12月 カーボンオフセット大賞受賞
平成29年 4月 借地権付き生山定住促進団地分譲開始
高等学校教科書等助成開始
平成29年 6月 阿毘縁旧木下家の無償譲渡
平成30年 5月 モンゴル国ゾーンモド町と友好交流の覚書を交わす
平成30年 6月 鳥取県星空保全条例の星空保全地域に日南町
全域が指定される

・鳥取県西部町村会 会長
・鳥取県町村会 副会長
・水質源保全全国自治体連絡会 会長
・道路整備促進期成同盟会全国協議会 理事
・日本治山治水協会 理事
・日本林道協会 理事
・全国治水砂防協会鳥取県支部 支部長
・全国山村振興連盟 鳥取県支部長
・中国小水力発電協会 副会長
・中国横断自動車道岡山米子線(蒜山IC〜米子IC間)
４車線化促進期成同盟会 副会長
・松江安来新見間国道昇格期成同盟会 副会長
・地域高規格道路江府三次線
建設促進期成会 副会長
・新見日南線及び神戸上新見線
整備促進期成会 副会長
・横田新見間道路改良整備促進協議会 理事
・鳥取県治山林道協会 会長
・鳥取県森林土木連絡協議会 会長
・鳥取県地域振興対策協議会 会長
・鳥取県小水力発電協会 会長
・鳥取県簡易水道協会 副会長
・鳥取県浄化槽推進市町村協議会 幹事
・鳥取県地域医療支援センター運営委員会 委員
・鳥取県医療審議会 委員
・鳥取県学力向上推進プロジェクトチーム会議 委員
・公益財団法人鳥取県造林公社 監事
・鳥取県派遣医師会
・西部町村就学支援協議会 会長
・日野川の源流と流域を守る会 副会長
・日野郡体育協会 顧問
・日野高魅力向上推進協議会 副会長
・株式会社日南町小水力発電公社 代表取締役
（平成30年10月末現在）
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2018年（平成 30）11月 25 日

がんばる！
にちなんびと

日

経

新

聞 （にちなん経済新聞）

お仕事

株式会社オロチ
おかもと

ひとし

岡本 人思 さん（32歳）
１日の仕事
日勤の場合
8：00 出勤、工場での作業
12：00 休憩
13：00 工場での作業
20：00 退勤
夜勤の場合

プロフィール

20：00 出勤、工場での作業
0：00 休憩
1：00 工場での作業
8：00 退勤
※２時間ごとに15分ずつの休憩

S61年広島県広島市に生まれる
高校卒業後、広島で就職
H18年結婚を機に奥さんの地元である日南町にⅠターン
H20年㈱オロチに就職

オロチでの仕事内容ややりがいは
オペレーターとして、工場内の機械がきちんと動いている
かを確認したり、製品が正しくできているかの確認をして
います。仕事のやりがいは、出荷量が増えたとき、計画ど
おり納期に合わせて製造ができると達成感があり、それが
やりがいです。

オロチの工場が竣工10年を迎えた
竣工10周年ということで、出立山で記念植樹を会社として
行いました。これからも10年、20年と続く会社になって欲
しいと思っています。

日南町にⅠターンして新鮮だったことは

休日の過ごし方は
休日は２人の子どものサッカーの試合に行った
り、米子に買い物に行ってリフレッシュしたり

結婚し、子どもを授かったことをきっかけに日南町にⅠ

しています。あと数種類のトマトやピーマンを

ターンしました。新鮮だったことは、広島市内のため、戦

作っているので、草刈などの農作業をしてすご

争の影響で親戚がほとんどなく日南町に来て親戚付合いが

しています。

増えたことです。あとは、実家がマンションだったので、
ご近所付合いも少なくそれも新鮮に感じました。

趣味は

今後の目標は
海外旅行に行ってみたいです。特別な理由があ
るわけではないですが、フィリピンやカンボジ

趣味は筋トレや走ったりすることです。家でダンベルを

アなどアジアの国に行ってみたいです。そのた

使ったりして筋トレをしたり、家の周りを走ったりしてい

めにまずは一生懸命仕事を頑張ろうと思います。

ます。
５
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ノロウイルスによる食中毒に注意 !!
毎年、11月頃から翌年４月にかけて、ノロウイルス
の感染を原因とする胃腸炎が流行します。その感染力
は非常に強く、ごく少量のウイルスでも感染する場合
があります。
ノロウイルスは、食中毒だけではなく、人から人へ
直接うつる感染症の原因としても要注意です。

原

因

福祉保健課
主任管理栄養士
山田 恵

症

●ノロウイルスに汚染された食品
を食べることで感染します。
●感染者の糞便（トイレ）、吐物
（吐いた物）をとおして感染し
ます。

358

状

食後24〜48時間で、下痢、おう吐、腹痛、発熱(38℃以下)
の症状が現れます。症状が持続する期間は短いですが、その間
に脱水にならないように、できる限り水分を補給しましょう｡
下痢、おう吐、発熱などの症状があれば、早めに医療機関
を受診しましょう。

予防のポイント
①調理を行う際は、十分加熱をしましょう。
（中心温度85℃、１分以上の加熱を行う）
②ノロウイルスはアルコール消毒が効かないので、
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）で殺菌しましょう（下記参照）。
③トイレの後、調理や食事の前には、しっかり手を洗いましょう。
④手ふきタオルは清潔なものを使用しましょう。
⑤日頃の健康管理に努め、下痢、おう吐などの症状がある時は、調理に従事しないようにしましょう｡

消

毒

ノロウイルスは、酸や乾燥に強く、アルコール消毒ではあまり効果がありません。
次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）または加熱による消毒が有効です。

ノロウイルス消毒液の作り方
次亜塩素酸ナトリウムや、次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤を使用します。
（例）市販の漂白剤（塩素濃度約5％）で消毒液を作る場合。
1,000ppm 消毒液

200ppm 消毒液

ペットボトルのキャップ
に２杯（約10ml）

ペットボトルのキャップ
に１/２杯弱（約２ml）

水道水（約500ml）

水道水（約500ml）

その他、詳しくは町報折り込みチラシをご覧ください。

①塩素系の漂白剤や消毒薬は色々
な濃度のものがあります。使用
の前には必ずご確認ください。
②消毒液を保管するときは、間違っ
て飲まないよう、消毒液である
ことをはっきりと明記して保管
しましょう。
③食べ物のかす等が付着している
場合、消毒効果が著しく低下し
ます。

【問い合わせ】 福祉保健課

電話８２−０３７４
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ふれあい人権講座
第７回﹁被差別部落の歴史﹂
祐生出会いの館

慶治郎さん

す︒また日野郡には１軒に一頭の割
合で牛がいて︑兵庫県からも皮の買
付に来ていたそうです︒その他には︑
刑場の下働きや竹細工︑藁細工︑門
づけ芸能等をしていました︒
上三栄に遺された誇りを伝えるも
ま り し てん
がん だ どう
のとして︑摩利支天︑雁田堂︑墓石︑
ご りんとう
五輪塔２基︑地蔵尊１基があります︒
当時の差別実態の推移を示すものと
して墓石があります︒当時被差別部
落では墓石を建てることができなく
なり︑墓石が割られたもの︑石工の
作業によって切り取られたもの︑素
人の狼籍による破壊や土に埋めて隠
したもの︑地蔵は先端を目印に地表
に出し︑あとは埋めて守りました︒
上三栄ではその時代の墓石も残って
おり︑理由は分かっていない︒伝承
はないが︑整地作業の際︑墓石が出
てくるなどしています︒
摩利支天はインドの光の徳を持つ
とされる神︒日本には仏教の天部と
して伝来し︑姿を隠して障難を除き
地益を与えるとされています︒
五輪塔は塔婆の一形式︒密教にお
いて創始された塔形で︑下方より方
形・球形・三角形・半球形・団形の
五部を積み上げ︑地・水・火・風・
空の五大をあらわすものです︒立体
的なこの塔形は日本で平安時代中期
ごろから作れるようになりました︒
お墓を中心に県内の被差別部落の歴
史について詳しく話していただきま
した︒

第９回ふれあい
人権講座のお知らせ

子どもの人権

日南小学校校長の伊田典穂さんに
﹁勇者の道へＧＯ﹂〜いざなう大人
のより添いかた〜と題してお話して
いただきます︒勇者とは︑人として
どういった姿なのでしょうか？遊び
の中で見せる子どもの姿等を分かり
やすくお話していただきます︒
月４日 火( )時〜 時 分
日 時
会 場 日南町人権センター
︵２階会議室︶

19

20

30

第 回ふれあい文化祭を
月 日 ･ 日に開催しました︒

12

日は︑バザー・餅つき保存会の
餅つき・奥日野源流太鼓の演奏・みん
なの集いなど︑とても賑やかでした︒
パネル展示では様々な角度から人権
について考えました︒良い天気に恵ま
れ多くの方に来ていただきました︒

21

31

20

副館長 中尾

差別部落は︑因幡は禄浄寺︑伯耆は
浄福寺に所属して︑お寺が戸籍を管
理していました︒また︑すべての村
がどこかのお寺に所属することにな
り︑旅をするときはお寺で通行手形
を書いてもらっていました︒鳥取藩
の場合は︑東本願寺で︑藩がお金を
出し合ってお寺を作りました︒被差
別部落の人たちに強制された仕事の
たお
ひとつに︑斃れ牛馬の処理があり皮
を取っていました︒鳥取藩では年貢
として幕府にその皮を 枚差し出す
ことになっており︑部落の数が 集
落あったのではないかと推測されま

広報にちなん 30.12月
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〇身分制度の成り立 ち
︵被差別 部 落 の 出 現 ︶
幕府による被差別階層の人をさす
呼 称 の 初 見 は １ ６ ５ ６ 明( 暦 ２ 年) で ︑
以降その名称が使われました︒鳥取
藩による名称の初見は１６６５ 寛(文
５ 年) ︒ １ ６ ３ ２ 寛( 永 ９ 年) 池 田 光 仲
入部までには原形が出来上がってい
たのではないか︒いつから被差別民
になったのかは分かりませんが︑中
世の江戸時代以前では︑荘園制度の
時代に狭い私有地の中で︑江戸時代
よりもっと長い間に荘園内の身分制
度として完結していたはずだと話さ
れました︒寺請制度による信仰宗派
の強制により︑被差別部落の人々は
じょうふくじ
浄土真宗 の 浄 福 寺 に 所 属 し ま す ︒
ろくじょうじ
１６７２ 寛(文 年)禄浄寺建立︑被
12

10

21
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社会教育推進だより

21

﹁日野上バレーボール同好会﹂
代表の大塚裕介さんにお話を伺いました︒

3030

バレーボールは楽しく ︑ 面 白 い で ～ す ︒

19

外国語指導助手
クラークの

﹁日野上バレーボール同好会﹂を発足したきっかけは︑毎
年︑町で開催されるバレーボール大会への参加がきっかけで
した︒
日野上地域バレーボール部長として選手を集め︑日南町の
大会に参加していました︒部長になって三年目の慰労会の時
に参加選手から︑﹁年に一回だけ大会に出るだけではもの足
りない︒﹂と言う声が多くの人から上がりました︒みんなで
相談して︑次年度から月に一回みんなで練習会をしようと話
がまとまりました︒練習日には︑毎回十二〜十五人が集まり
ワイワイと賑やかに楽しく練習をしています︒練習を重ねる
につれ︑目に見えて上達の度合いがわかる人もあり︑練習の
成果をうれしく感じます︒
この練習会には︑小さい子ども連れの親もおられ︑バレー
ボールをする親の姿をみて子どもたちがバレーボールに興味
を示してくれているのも練習会をしてよかったなと思うこと
のひとつです︒
これからの活動は︑練習試合や︑いつもとは違う練習方法
もやりたいと考えています︒
日野上地域の人だけでなく︑バレーボールに興味をお持ち
のみなさん︑是非一緒に練習しましょう︒
練習日時 場･所

月１回金曜日︵ 時 分〜 時 分︶

日南中学校体育館︵ 年度︶
お問い合せは︑大塚裕介さん
︵電話 ー１０２８︶へお願いします︒

親子で参加して元気一杯に熱い練習を
されています︒大きな声を出して︑日ご
ろのストレスを発散させながら︑チーム
ワークと仲間作りの輪を広げておられる
同好会さんです︒
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Happy Column

11月６日にアメリカで中間選挙がありました。中間選
挙はアメリカ全土で４年に１回行われ、大統領の４年任
期の半分くらいの時期に行います。ですから、「中間選
挙」と呼ばれています。その選挙はアメリカ議会の上院
と下院においてどの政党が多数党かを決めます。いろん
な地方選挙も含まれます。いつもなら、中間選挙に投票
しないアメリカ人が多いですが、今回の投票については
多くの関心が寄せられていました。
投票方法は州によって異なります。ワシントン州で
は、選挙が郵便で行われ、ほとんどの投票者は選挙の日
（今年は11月６日）の三週間ほど前に郵便で投票用紙を
もらいます。記入してから、選挙の日までに郡の選挙管
理課に送るか、指定された24時間利用可能な無人投票箱
に入れます。とても便利な投票方法だと思います。
私は中間選挙で不在者投票をしました。10月上旬、郵
便で投票用紙をもらって、住民投票や、アメリカ議会の
立候補者、州議会の立候補者、裁判官などについて、家
で丁寧に調べてから、記入しました。アメリカ以外の国
に住んでいるので、電子メールで投票用紙を郡の選挙管
理課に送ることができました。最後に選挙管理課のウェ
ブサイトで受け取ったことを確認できました。私にとっ
て不在者投票をするのは意外と簡単で、便利でした。中
間選挙で投票ができて、嬉しく思います。

Last month, on November 6, we had midterm
elections in the U.S. Also referred to as midterms,
they are held nationwide once every four years, halfway
through a president s four-year term. The midterms
determine which political party has a majority in each
chamber of the U.S. Congress, and many state and local
elections also coincide with these elections. Usually,
Americans are not very excited to vote in the midterms,
but this year, I think many people were eager to vote.
In the U.S., the voting process varies from state to
state. In Washington State, elections are conducted by
mail. Most voters receive their ballots in the mail almost
three weeks before Election Day. After filling the ballot
out, voters can either mail it to their county elections
office or drop it off at a designated elections drop box
by Election Day. I think it s a very convenient process.
This time, I voted absentee as an overseas voter. I
received my ballot in the mail in early October, and there
were state and local referendums, candidates for U.S.
Congress, candidates for the State Legislature, and
judges on the ballot. After researching everything on my
ballot, I filled it out and emailed it to the county elections
department. Finally, I was able to confirm that my vote
was counted through the elections department s
website. The voting process was surprisingly easy and
convenient for me, and I m very glad that I could
participate in this year s election.

英語のポイント：ballot
「Ballot」の一つの意味は「投票用紙」です。16世紀から使い始め、由来はイタリア語の「ballotta」だそうです。「Ballotta」とは
投票するための小球で、昔は投票する時に、着色した小球を器物に入れたそうです。

Example sentence：例文
A Washington State voter who loses or damages their ballot can download and print out a new one from the state government s
website.
ワシントン州で登録された投票者は投票用紙をなくしたり、破れたりした場合は州政府のウェブサイトから新しい投票用紙をダ
ウンロードして、印刷することができます。

広報にちなん 30.12月
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【 お問い合せ】 日南町教育委員会

８２- １１１８

「生き抜く力」を育む保小中一貫教育
「小中合同マラソン大会」
11月10日、秋晴れ
のもと小中合同マラソ
ン大会が開催されまし
た。グラウンドに集ま
り開会式が行われ、小
学校の伊田校長先生か
ら激励のあいさつがあ
りました。そして、小
学校の低学年からスタートしていきました。
学年が上がるほど、走るスピードも速くなり、
自己記録に挑戦しながら走る者、完走をめざして
自分のペースで走る者、友だちと競いながら走る
者など様々な光景が見られました。そして、今年
も中学生の部には６年生も参加し、中学生の速さ
にとても驚いていました。
コースのあちらこちらでは、「頑張れ」「ファ
イト」「ラストスパート」などの応援の声がたく

さん聞かれました。小学生は中学生の速さや
ウォーミングアップの様子を間近に見ることで、
「すごいなぁ」「あんなふうになりたいな」とい
う気持ちが持てたようです。このように、合同開
催でしか実現できない関わり合いやふれ合いも見
られ、とても有意義な大会になりました。
沿道では、地域の方や保護者の方の大きな声援
もあり、マラソン大会を盛り上げてくださいまし
た。みなさん、ありがとうございました。

にちなん子ども応援隊だより

こんにちは。
朝晩、めっきり冷え込むようになりましたが、
皆さまお変わりはありませんか。日南っ子達は元
気に過ごしております。子ども応援隊も日南っ子
達に元気をもらっています。
10月の活動は、定期的なものの他、図書館内整
備（タペストリー作り）、2年アフタースクール
（10月から開始）、家庭科支援（5年）、理科・
生活科支援（やまびこ学級）と2学期ならではの盛
りだくさんでした。多くのボランティアの方々に
お世話になりました。ありがとうございました。
今回は、図書館内整備と家庭科支援を紹介致し
ます。
図書館内整備と聞くと難しいように思われるか
もしれませんが、今回は図書館を飾るタペストリー
9
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の作成でした。
材料と道具は
布、糸、接着剤
とはさみ。得意
な者、不得意な
者、みんなでわ
いわいと楽しく
作成しました。そして、出来上がったのをみ、子ど
も達にも｢明るくなりました｣と言われ、みんな笑顔
になりました｡
また、5年生の家庭科支援は、ミシンを使った
ナップザック作りの見守りでした。作業が速い児
童やゆっくりの児童など、いろいろいる中、班で1
台のミシンを譲り合っていました。また、早くで
きた児童が、ゆっくりの児童を待ってあげたり教
えてあげたりする姿を見て心が温かくなりまし
た。後でボランティアの方々との会話がとても楽
しかったと聞きました。
「にちなん子ども応援隊」に興味・関心のある
方、参加ご希望の
方はぜひご連絡く
ださい。お待ちし
ています｡
教 育 委 員 会
0859-82-1118

まちの話題
10

27･28

日通共生の森

株式会社オロチが
出立山で記念植樹

10

15

日通共生の森秋の森林育成活動が行われ、日通関係
者約30人が参加しました。今年は夏の活動が大雨のた
めに中止となり、秋のみの開催となりました。今回は
天候にも恵まれ、日南邑での開会セレモニーのあと、
山での植栽を行いました。夜には星空観察が行われ、
２日目には出立山キャンプ場で、薪焼バームクーヘン
作りなどを楽しみました。

もり

ひでき

㈱オロチ(森 英樹社長)が、出立山の町有林で工場竣工
10周年を祝う記念植樹を行いました。記念植樹には、
㈱オロチの従業員のほか大建工業㈱、国土防災技術㈱や
役場関係者約90人が参加し、皆伐再造林地の0.3haにカ
ラマツの苗木750本を植えました。
町内企業が、町有林への植樹というかたちでのCSR活
動を行うのは、今回が初めてとなりました。

10

18･31

年間契約が500トンを突破

10/18 ㈱ヒノコンサルタント、ダイハツマリーナ㈲大栄自動車との調印式

10

25

日南試験地ふれあいセミナー

「日南試験地ふれあいセミナー」が開催され、町内
から多くの方が日南試験地（阿毘縁）へ来場しました。
試験地の職員による講演（有害鳥獣の生態および対
策）のほか、試験地内で栽培中のトマト、白ねぎなど
の圃場見学や、県内で生産された様々な品種のナシ・
カキの試食販売が行われました。

10

21

町有林オフセット・クレジット（J-クレ
ジット）の売買契約が行われました。10／
まつもとよしまさ
18には㈱ヒノコンサルタント（松本義政社
長、米子市）、ダイハツマリーナ㈲大栄自
てしま さとる
動車（手嶋覚社長、境港市）と、10／31
かとう こういち
にはカルネコ㈱（加藤孝一社長、東京都）
とそれぞれ売買
契約を締結しま
した。今回の契
約で、年間契約
量が590トンと
なり、初めて年
間500トンを超
えることとなり
10/31 カルネコ㈱との調印式 ました。

阿毘縁地内を楽しくウォーキング

「第２回にちなんロ
ゲイニング大会in阿毘
縁」が開催され、町内
外から家族連れや友人
同士など17チームの
参加がありました。旧
阿毘縁小学校をスター
トし、各チーム自分た
ちのペースで阿毘縁の
自然や名所などを楽し
みつつ、各ポイントを
巡り得点を競いながら、
ゴールの旧木下家を目
指しました。
広報にちなん 30.12月
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まちの話題
10

27･28

２日間で約3,700人が来場

「第34回にちなん食のバザール」「2018にちなんふる里まつ
り」が２日間の日程で町総合文化センターを会場に行われました。
食のバザールには新米、香茸おこわなど秋の味覚を求め町内外か
ら多くの人が訪れました。ふる里まつりでは町民の方や小中学校
などの展示、中学校文化祭、芸能発表などさまざま催しが行われ
多くの見物客で賑わいました。２日間で過去４番目の約3,700人の
来場となりました。

10

27

林業の知識を学び技術を競う

「日南町林業まつり」が役場庁舎前駐車場などで行われま
した。高性能林業機械などの展示のほか、午前は役場防災会
議室で森林総合研究所多摩森林科学園主任研究員の井上真理
子氏による講演が、午後には林業の技術を競う伐木チャンピ
オンシップなど３競技が行われました。また、2018ミス日
たけかわ ち せ
本みどりの女神の竹川智世さんも来場。競技に参加するなど
してまつりを盛り上げました。

11

２･３

研ぎ澄まされた名刀が人々を魅了

町美術館の大山開山1300年祭
特別展「名刀展〜森井父子三人
の仕事〜」が２日に始まりオー
プニングセレモニー＆が行われ
ました。またさまざまな関連イ
ベントが行われ、訪れた方々は
熱い視線を送り名刀や実演に魅
了されていました。
11
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21

第16回日野川源流米コンテスト

「第16回日野川源流米コンテスト」最終審査が米子
市内で開催されました。事前の食味審査等によって最
終審査に選出された生産者４名（うち日南町３名）の
新米から、200名の来場者による試食の結果、最優秀
賞を選出しました。
受賞者（敬称略）
○最優秀賞 ㈱優栽（日野町）
○優 秀 賞 ㈱米風土鳥取、高橋秀紀、三上惇二
（以上日南町）
○奨 励 賞 河上泰利、増田雅広、山影 学(以上日南町)
吉原 貢（日野町）、長尾 保（江府町）、
内藤賢一郎（伯耆町）
○特 別 賞 ㈱米風土鳥取、越峠嘉道（江府町）

10

16

生活支援ボランティア
初のスキルアップ研修

毎年養成講座が開催されている生活支援ボランティ
アのスキルアップ研修が、道の駅「にちなん日野川の
郷」多目的ホールで初めて行われ、登録ボランティア
約20名の参加がありました。研修では、鳥取大学大学
院竹田伸也准教授を講師に向かえ、相手との信頼関係
を築く受容と共感のスキルについての講演を聞き、ボ
ランティアたちは今後の支援に役立てようと熱心に聞
き入っていました。

10

23

エコ作品やエコ活動の
スクープを表彰

日南町の選手も奮闘
第19回鳥取県民スポーツ・レクリエーション祭の秋大
会が東部を中心に各地で行われました。日南町からも多
くの選手が出場し、好成績を挙げた競技もありました。
◆主な成績（敬称略）
陸上
小学男子800m 西村里音(日南小6)２位 記録2:29.51
小学男子ソフトボール投 影井海斗(日南小6)２位 記録68m36
五部女子砲丸投(2.721kg) 原田早苗１位 記録7m90
（大会新）
グラウンドゴルフ
下村健二 ５位
11

１

地域全体で互いに見守り､支えあい､
相談できるネットワークを目指して

｢第13回ほっと安心日南町こころの健康づくりネッ
トワーク会議｣が総合文化センター多目的ホールで行
われました。会議には医療・福祉の関係者や民生委員、
仏教会、役場関係者など様々な分野から66人が参加し
ました。鳥取県精神保健センター原田豊所長の講演を
聞きいたあと、グループワークを行い参加者は講演を
聞いての気づきや、
日頃の支援につい
てなど熱心に話し
合い、今後の見守
り等の活動へ気持
ちを新たにしてい
ました。

身の回りにある地球環境を守る工夫やアイデアを探
し、オリジナル作品やエコ活動をスクープした作品を
集めた「エコアイデアコンテスト第26回夏休みリサイ
クルアイデア作品展」の西部地区表彰式がありました。
にしお ももか
町からは日南小学校２年生の西尾百花さんが西部町村
こだに あつき
会長賞を、同５年生の小谷純幹さんが鳥取県教育長賞
をそれぞれ受賞しました。

10

28

昭和の名車が集結

｢第３回昭和の名車チャリティーミーティング｣が道の
駅｢にちなん日野川の郷｣で開かれ、スカイラインやクラ
ウン、セリカなど約70台が集結し、多くのクラシック
カーファンで賑わいました。また、チャリティーで集め
たクラシックカーオーナーからの災害支援金が名谷和宏
実行委員長から増原町長に手渡されました｡
広報にちなん 30.12月
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悪質商法・特殊詐欺・くらしの危険など

相談員による無料の
『出前講座』
やってます！！
★３〜４人集まったら、お気軽にご連絡ください！★
「電話料金が安くなる、という電話がしつこい」「怪しいハガキが届いた」「ショートメールで未払い料金を請求され
た」「健康食品の通販は、1回だけと思っていたのに、何度も届く」などなど、普段の生活の中でお困りのことはありません
か？または、「今はトラブルはないけれど、これから悪質業者にだまされないようにしたい」とか、日常生活の中での事故
を防ぐため、ヒヤリ・ハット事例を勉強したい、など、ご希望に応じた内容で出前講座を行っています。
お申込みは、役場の企画課・消費相談窓口へご連絡ください。日程調整いたします。

平日：役場企画課

TEL 82-1115

に電話してください。
これまでの０５７０−０６４−３７０も使えます。

「日野高校」の取組み
日南町に課題研究で来ている生徒によるモデル
ツアーのプレゼンが、11月14日に行われまし
た。生徒が考えたのは利活用されている廃校を巡
るツアー。当初は、廃墟を巡るツアーになる予定
が、町内の廃校がさまざまな利活用をされている
ことを知り路線を変更しました。プレゼンを聞い
た中村副町長は、「行政視察でサテライトオフィ
スいちょうなどを紹介することはあるが、ツアー
として組むことは考えなかった。」と関心してい
ました。また、生徒が作った自作のパンフレット
やモデルツアーを考える上での苦労など様々意見
交換をおこないました。

愛

13
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﹃カンガルークラブ親子運動会﹄

10

Vol. 141

毎年恒例となる
﹁ハイハイ競争﹂
や﹁箱入り娘＆息
子﹂︑バルーンを
使った親子遊びを
しました︒今年は
０歳児の子どもが
少なく︑お母さん
や民生児童委員さ
ん︑あかねの郷の
皆さんも一緒に
なって色々な競技
に参加しました︒
子どもを中心に大
人も一緒に楽しんだ運動会となりました︒
福寿実 土山

﹃ 月食のバザールに参加して﹄

３月に仕込ん
だ味噌も美味し
く出来上がり︑
その味噌を使っ
て３種類のおか
ず味噌を作りま
した︒カンガ
ルークラブＯＢ
の方や子どもた
ちも一緒に楽し
く参加できまし
た︒

★☆子育て支援センター通信☆★

日南町長選挙

日南町 長 選 挙 が 行 わ れ ま す
故 増原聡日南町長のご逝去により、12月16日（日）に日南町長選挙が行われ
ます。まちの将来を決める大切な日です。皆さんの貴重な一票を町政に反映させる
ため、棄権することのないよう必ず投票に行きましょう。

投票 日

【お問い合わせ】

12 月 16 日 ㈰

日南町選挙管理委員会
電話 ８２‐１１１１

午 前 7時 〜 午 後 7時

期日前投票･不在者投票
12月12日㈬〜12月15日㈯
午前8時30分〜午後8時
場所：日南町役場庁舎

【期日前投票】
（お問合せ先）
場所：日南町役場
日南町選挙管理委員会
期間：12月12日(水)〜12月15日(土) 電話：0859−82−1111
時間：午前８時30分〜午後８時

にちなん

日南

○

たろう

太郎

男

○

平成30年12月16日午前７時〜午後６時
○○センター

︻投票入場券について︼

町外の住所に居住
天災又は悪天候により投票所に到
達することが困難

○

有権者の皆さんには事前に投票入場券を郵送します︒入場券はうぐいす色のはがき

6

日南町長選挙

で︑個人ごとに送りますので︑投票の際にご持参ください︒

５

︻期日前投票について︼

３

投票日の当日に仕事や旅行など

※４は欠番

２

で投票できない方は︑選挙期日前

由

に投票することができます︒事前

事

仕事、学業、地域行事の役員、本
人又は親族の冠婚葬祭
旅行、買い物、レジャー等のため
投票区域外に旅行又は滞在
疾病、負傷、妊娠出産、老衰、身
体の障がい等のため歩行困難、刑
事施設等に収容

に郵送する投票入場券の裏面に

１

﹁期日前投票宣誓書﹂を印刷して

1日

該当する番号を○で囲んでください。

いますので︑あらかじめ記入して

生年月日

持参し︑投票用紙を受け取り投票

※裏面の住所と同じ場合は記入不要

明治・大正・昭和・平成
24 年
4月

してください︒

所

12

日

住

日南 太郎

月

名

日

※期日前投票をされる方は事前に記入しご持参下さい︒
投票日当日に投票される方は記入不要です︒

氏

月

12

表

宣誓書】

私は、投票日当日、次の事由に該当する見込みです。
平成３０年

日 土( ま) で で ︑ 時
分から午後８時ま

30 15

期日前投票期間は︑

水( か) ら 月
間は午前８時

で日南町役場で行うことができま

す︒

期日前投票期間および投票日に

【期日前投票

使用できる町営バス・デマンドバ

ス・巡回バスの往復無料券を投票

入場券に付けて配布します︵多里

の交通空白地有償運送も２００円

券としてご利用いただけます︶︒

期日前投票および当日投票に来ら

れる際にご利用ください︒

裏

12

日南町選挙管理委員会
●町営バス･デマンドバス･巡回バスに利用できます。 ●町営バス･デマンドバス･巡回バスに利用できます。
●多里の交通空白地有償運送には200円券(片道)とし ●多里の交通空白地有償運送には200円券(片道)とし
て利用できます。
て利用できます。
●他人への譲渡はできません。
●他人への譲渡はできません。
日南町選挙管理委員会
日南町選挙管理委員会
電話 ８２−１１１１
電話 ８２−１１１１

日南町長選挙･日南町議会議員補欠選挙

日南町長選挙･日南町議会議員補欠選挙

使用期間 平成30年

使用期間 平成30年

町営バス乗車券

12月12日(水)〜12月16日(日)

町営バス乗車券

12月12日(水)〜12月16日(日)

広報にちなん 30.12月
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阿毘縁会館
（阿毘縁地域振興センター）

第６投票区

まなび宿おおみや
（大宮地域振興センター）

第７投票区

日南湖畔センター

第８投票区

まなび宿たり
（多里地域振興センター）

第９投票区

花口活性化センター

第10投票区

日南町多目的集会施設石見センター
（石見地域振興センター）

第11投票区

まなび宿いわみにし
（日南町郷土資料館）

第12投票区

高代部落公民館

15
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︻選挙公報の発行︼

第５投票区

︻不在者投票による投票︼

まなび宿やまがみ
（山上地域振興センター）

候補者の経歴や政見を掲載した

第４投票区

■日南病院︑あかねの郷からの投票

生山自治会館

﹁選挙公報﹂を発行します︒選挙期

第３投票区

不在者投票施設に指定されている

日南町役場庁舎

日２日前までに各世帯に配布いたし

第２投票区

病院︑老人ホームなどの施設に入

日南町高齢者生産活動センター
（日野上地域振興センター）

ますが︑転居などで﹁選挙公報﹂が

第１投票区

院・入所中であれば申出によってそ

投票場所

届かない場合は︑日南町選挙管理委

員会までご連絡ください︒

投票区

の施設で投票ができます︒

■町外からの投票

投票日に町外に滞在していて投票

に行けない場合は滞在地の選挙管理

委員会で不在者投票ができます︒こ

の場合︑あらかじめ日南町選挙管理

委員会に投票用紙を請求する必要が

あります︒

■郵便による自宅からの投票

郵便等投票証明書の交付を受けて

いる方は郵便による不在者投票がで

きます︒

︻代理投票制度︼

病気やけがなど︑身体の故障によ

り字が書けない方は代理投票ができ

ます︒代理投票は︑自分に代わって

他の人に投票用紙の記入を行っても

らう制度です︒投票所で係員にお申

し出ください︒

投票区と投票場所

■立候補予定者説明会
11月27日㈫
午前９時〜
日南町役場

■選挙人名簿登録基準日
12月10日㈪

■告示日

12月11日㈫

■期日前投票・不在者投票

12月12日㈬〜12月15日㈯
午前８時30分〜午後８時 日南町役場

■投票日

12月16日㈰午前７時〜午後７時

■開票日

12月16日㈰午後８時15分〜
日南町役場 交流ホール

お知らせ

除雪対策へのお願い

Ũᨊᩌ˺ಅǁƷƓᫍƍ
ȷែɥƴƔƔǔஙƸŴᨊᩌƷڳƛƴƳǓǇƢƷưŴஊᎍưϼྸǛƓᫍƍƠǇƢŵ
ȷᄊƷऀǕƕƋǔتŴౡஙŴǤȎǷǷ௸ƓǑƼ൦ဋဇƷဇ൦ែƳƲƴƸŴႸҮǛƠƯƓƍƯƘƩƞƍŵᨊᩌ˺ಅƴƓ
ųƍƯཎƴᄊƷऀǕƕƋǔئӳƸŴǹȎȸȝȸȫሁǛᚨፗƞƤƯƍƨƩƘئӳƕƋǓǇƢƷưʖǊƝʕ১ƘƩƞƍŵ
ȷᐯܡԗǓƸӲᐯưᨊᩌǛƠƯƍƨƩƘǑƏƓᫍƍƠǇƢŵ
ȷɼᙲ࠴ዴƷᨊᩌΟέƷƨǊŴئӳƴǑƬƯƸॖƤƣܼƷЈλǓӝሁǛƾƞƍưƠǇƏƜƱǋƋǓǇƢƕŴӲᐯưᡫ
ųែƳƲƷᄩ̬ǛƠƯƍƨƩƘǑƏƝྸᚐŴƝңщǛƓᫍƍƠǇƢŵ
ȷͨไƴᩌǛᛄǊᡂǉƱŴƦƷئưƸ්ǕƨƱƠƯǋŴɦ්ưᛄǇǓ൦ƕๆǕЈƢƜƱƕƋǓǇƢŵǍǉǛࢽƣͨไǁ
ų්ƢƱƖƸŴᨼᓳƳƲưᛅǛƠƯɦ්Ʒ૾ǁƷᣐॾǛƓᫍƍƠǇƢŵ
ȷែɥᬟƳƲƴǑǓᨊᩌƕᩊƳئӳƴƸ˺ಅƕᘍƑƳƍƜƱǋƋǓǇƢƷưŴƝᣐॾƍƨƩƘǑƏƓᫍƍƠǇƢŵ
Ũɥɦ൦ᢊܴƔǒƷƓᫍƍ
ųӲܼࡊƷ൦ᢊƷ̅ဇǛᚘยƢǔȡȸǿȸ֥ƸŴᆢᩌƴǑǓ؈ǋǕƯƠǇƏƱ౨ᤆՃƷ˺ಅƕ٭ٻᩊƱƳǓǇƢŵ
൦ᢊሥƷϵኽǍᄊƳƲƕဃơƨئӳƴͳƑŴӲܼࡊưȡȸǿȸ֥ƷˮፗǛᄩᛐƠƯƍƨƩƖŴᆢᩌƴˮፗƕᄩᛐư
ƖǔǑƏᨊᩌǇƨƸȡȸǿȸ֥ƷɥᢿƴᧈƍొǛᇌƯǔƳƲƷႸҮǛƠƯƍƨƩƘǑƏƓᫍƍƠǇƢŵ
ųǇƨŴϵኽ᧸ഥƷ൦ƷǕ්ƠƸŴૺ൦ƷҾ׆ƱƳǓǇƢƷưŴ൦ᢊሥƷ̬ภƳƲƴǑǔϵኽݣሊǛƓᫍƍƠǇƢŵ
ųᧈɧנƷᨥƸŴഥ൦ఀǛǊƯƘƩƞƍŵ
Ũ൶ࡅෞ᧸ፙဃޛЈࢌȷଐҤထෞ᧸ׇƔǒƷƓᫍƍ
ųᆢᩌưǋᡆᡮႎᄩƳෞ້ѣǛᘍƏƨǊŴᆢᩌƴƓƚǔෞ້ఀȷෞ᧸൦МƷᄩ̬ƴƭƍƯ؏עƷႏƞǇƴᨊᩌƳ
ƲƷңщǛƓᫍƍƍƨƠǇƢŵ
ųǇƨŴෞ້ఀǍ᧸້൦ƳƲƷƦƹƴɲǛᬟƞǕǇƢƱŴෞ້ѣƳƲƷૅᨦƱƳǔƜƱƕƋǓǇƢƷưŴɲ
ͣˮፗƷᣐॾǋ́ƤƯƓᫍƍƍƨƠǇƢŵ
բ
□
ŨᨊᩌᲢჄᢊǛԃǉᲣȷ൦ᢊƴ᧙ƢǔƜƱȷȷȷࢫئᚨᛢųų6'.
ŨᩌܹǁƷͳƑǍႻᛩƳƲȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷࢫئዮѦᛢųų6'.
Ũෞ້ఀሁƷᨊᩌƴƭƍƯȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷࢫئዮѦᛢųų6'.
ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųų൶ࡅෞ᧸ፙဃޛЈࢌųų6'.
ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųų൶ࡅෞ᧸ፙųų6'.
ଐȷଐų□
ئȷئų□
ϋȷϋܾų□
ܭȷܭՃų□
ဎȷဎᡂǈų□
բȷբӳƤų□
ݣȷݣᝋ
□
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お知らせ

司法書士による「無料法律相談会」

ųᯓӕჄӮඥٟ˟ưƸɦᚡƷƱƓǓႻᛩ˟Ǜ͵ƠǇ

お知らせ

にちなん糖尿病教室のご案内

ųٶͺѦբ᫆ᲩƦƷ˂៲ƷׅǓƷඥࢷբ᫆

ኄބ၏ƴƭƍƯŴ࢘ᨈƷኄބ၏ᧉݦǹǿȃȕƕǘƔǓǍ
ƢƘƓᛅƠǇƢŵɟደƴಏƠƘܖƼǇƠǐƏŵʙЭဎƠ
ᡂǈƸɧᙲưƢŵƓൢ᠉ƴ˟ئǇưƓឭƠƘƩƞƍŵ
ଐ உଐᲢᲣų᳸
□
ࡍͤ ئᅦᅍǻȳǿȸᄂ̲ܴ
□
ਤƪཋᲴᇿᚡဇφ
ϋ ࠰࠰ڼƴӼƚƯƷဃƴƭƍƯႏƞǜɟደƴᎋƑ
□
ƯǈǇƠǐƏ
ᜒࠖᲴଐҤ၏ᨈųኄބ၏ȁȸȠ
բ ଐҤ၏ᨈٳஹჃᜱࠖų6'.Ყ
□

բ ᯓӕჄӮඥٟ˟
□

ご案内

ƢƷưŴƓൢ᠉ƴƝМဇƘƩƞƍŵ
ଐ உଐᲢᲣᲴ᳸ᲴᲢЭଐǇưƴ
□
ųᙲʖኖų6'.ᲧᲧᲣ

 ئ܇ǳȳșȳǷȧȳǻȳǿȸųᇹᲫ˟ᜭܴ
□
ϋ ႻዓȷᢡᚕᲩɧѣငƷពɨȷ٥ᝰᲩɧѣငȷՠಅႇᚡᲩ
□

ų࠰ࢸᙸƷဎᇌƯᲩ᭗ᱫᎍȷᨦƕƍᎍƷᝠငሥྸᲩܼ
ųȷȷ٥ੑƳƲɢόˌɦƷൟʙኣʗᲩ͈ȷ

ų6'.ᲧᲧ

小規模企業共済制度のご案内

ų̾ʴʙಅɼᲢσӷኺփᎍԃǉᲣ˟ᅈሁƷࢫՃƷ૾ƕʙ
ಅǛǍǊǒǕǔئӳƳƲƴͳƑƯŴƋǒƔơǊǛแ
ͳƠƯƓƘσฎСࡇưŴžᙹݱ˖ಅƷኺփᎍƷƨǊƷ
お知らせ 労働保険の加入手続きはお済ですか
ᡚᎰСࡇſƱƍƑǇƢŵཎࣉƸŴੑƕμ᫇ࢽᨊŵ
ųඥʴȷ̾ʴǛբǘƣʙಅɼƷ૾ƸŴദᅈՃŴȑȸȈŴ
࠰ŴੑƕࢽᨊƱƳǔƨǊራᆋјௐƕƋǓǇƢŵ
ǢȫȐǤȈƱƍƬƨᨽဇ࢟७Ʒ᧙ǘǒƣŴʴưǋᨽƬ
ᲢᲣɶ˖ݱಅؕႴૢͳೞನƕᢃփƠŴՠ˟Ŵՠ˟
ƨǒі̬ᨖƴ࣏ƣьλƠƳƚǕƹƍƚǇƤǜŵ
ᜭŴ᩷ᑥဎԓ˟Ŵᗡೞ᧙ƷஜૅࡃƳƲƷᆸӝưӕৢ
ųᨽဇ̬ᨖƸŴࢼಅՃƷ࣎ܤƱᅈ˟ƷܭܤƷƨǊƷ̬ᨖŵ ƍƠƯƍǇƢŵ
բ σฎႻᛩܴ
□
ųьλዓƖǛƞǕƯƍƳƍʙಅɼƷ૾ƸŴᡮǍƔƴ
6'.Ტଐ᳸Უ
ዓƖǛƠǇƠǐƏŵ
74.JVVRYYYUOTLIQLRUM[QUCK
ųᛇƠƘƸŴᯓӕіޅǇƨƸ܇іؕแႳთፙȷȏ
ȭȸȯȸǯఌᩋƴƓݮƶƘƩƞƍŵ
բ ᯓӕіޅųі̬ᨖࣉӓܴųᯓӕࠊ݈ܤ
□

ų6'.

募集

『とっとりＮＯＷ』120号 好評発売中！

ųᯓӕჄƴƸμƴᛍǕǔᠾ൦ငཋƕૠٶƘƋǓǇƢŵ
ǇƩჷӸࡇƸ᭗ƘƳƍƳƕǒǋŴॖࣱٳȷࠎ̖͌ݲȷૼ
ႆƳƲƷཎࣉǛਤƭԼƨƪŵࠇ᪽ཎᨼưŴƦǕǒƷ
ƋƾǕǔ᭽щƱဃငᎍƷ᧭ڠƿǓǛኰʼƠǇƢŵ
ŠӕৢئᲩɦᚡʙѦޅ
ųųųųųųჄϋࡃǄƔŵ
Š̖ܭᲩᲫᢿόᲢᆋᡂᲣ
ŠႆᘍᲩ࠰ᲮׅᲢᲭᲰᲳஉᲣ
բ ᯓӕჄ࠼إᡲዂңᜭ˟
□

ų્ᡛܖٻưƸŴࡇᇹᲫܖᲢᲮஉλܖᲣƷܖဃ
ǛѪᨼƠƯƍǇƢŵ
ų્ᡛܖٻƸȆȬȓሁƷ્ᡛǍǤȳǿȸȍȃȈǛМဇƠ
ƯಅǛᘍƏᡫ̮СƷܖٻưƢŵƖƳƕǒܖǜưܖٻ
ǛҡಅƠƨƍŴܖƼǛಏƠǈƨƍƳƲŴಮŷƳႸႎưࠢ
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清掃センターより年末年始のゴミの持込時間のお知らせ

お知らせ

ų(#:

ų࠰࠰ڼƷǴȟƷਤᡂ᧓ƸˌɦƷᡫǓưƢŵ
ųƓ᧓ᢌƑƷƳƍǑƏƓᫍƍƍƨƠǇƢŵ

12月から町営バスが冬ダイヤ運行となります
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ų୴םȷଐ୴ȷᅔଐǋӷಮưƢŵƦƷ˂Ʒ̝ƸЦᘙƷ
ƱƓǓưƢŵ
ųƓ᧓ᢌƑƷƳƍǑƏƓᫍƍƠǇƢŵ
բ ࢫ˖ئဒᛢų
□
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放送大学４月入学生募集のお知らせ

ų6'.
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お知らせ

募集

広報にちなん 30.12月
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広報 文芸

おおくさ編集室選
寿郎

川

﹁

柳

卒業

﹂

卒寿越え残る人生夢を追う

後わづか残る人生踏張って

秋風にゆれる野菊を刈り残し

若き日の心に残る戦事中

吟威

上原ゆみ子

渡 貝谷日出代

栄

吉 伊田須奈子

内 高見

鈴の音川柳会選

宮

三

豊

折

﹁手話教室のお知らせ﹂

日南町手話サークルでは︑手話教室を開催して
います︒
手話が初心者の方でも安心です︒おしゃべりを
しながら︑日常生活の中の簡単な手話表現を学習
しています︒

手話に興味のある方は︑一緒に学習してみませんか？

月の日程

﹁町長﹂

﹁ありがとうございました﹂
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広報にちなん 30.12月

自由律俳句
藤原
篤子

屋

茶
柴田
治枝

ぬかるみ

神戸上
岸本

泥濘の稲刈る心晴れず明日はまた雨模様

屋

)

ひた走る電車と横並び つ(かの間
茶
道子

コスモス散って菊の花にバトンを渡す
小林
渡辺

月 日 日( )
時 間
時〜 時 分 場 所 文化センター
︻お問い合せ先︼
石田由香里 ︵０８０ ３-０５２ ９-９３３ )
浅野 博美 ︵０９０ ９-７３４ １-８８７ )

30

屋
山

長谷川由美子

霞

９

久城 英代
﹁
増
原町長 手話サークルへの応援︑
ご理解を頂きありがとうございました﹂

三郎

文子

浅川

賀 山脇

下石見

秀子

民子

横谷

阿毘縁 木村

尚子

宝谷

印

15

茶
生
屋

亡き母の残した言葉守りぬく

歌

押しつまる残る人生有意義に

短

世の中に表と裏が有りと云う

べ

日本国土のバランス悪し

よ

紅と散り敷く萩の花びら

あな惜しや昨夜なる雨に打たれしか

14

刈り田を舞う蜻蛉の羽に透けた秋日和
荒廃兆す庭の彼岸花に思い出す人
茶

圭子

もっとゆっくり生きたいあっと言う間の一週間

操子
里恵

木山
弓場

屋
山

茶
生

全て色づく秋に柿は朱にみかんは黄に
猛暑と豪雨の夏も過ぎ紅葉の美しさ
輝子
幹子

木山
久代

屋
賀

茶
印

玲子

伊田カネ子

駄句駄句会編集室
吉

笹間

花弁揺らす郷愁の風

草群の優美に咲くやりんどうの

岸

霞

両手の小指をくっ
つけて、２回前後
を入れ替える。

左手を垂直にしてそ
の上に親指を立てた
右手をのせる。

優しい風が運んでくれた菊の香
裏山の草刈り終え窓枠から見る眺め

俳 句
ほをづき

三

神戸上

鬼灯の色づき残る捨て屋敷
ちょっといい話ふっくら日向ぼこ

長﨑美佐子

田辺登志美
上

内

宮
河

華やぎを増す秋の食卓

カップごと穫りたて蜂蜜香り立ち

「手話表現には、色々な表現方法があります。」

右手を垂直に立
てて小指側で左
手の甲をトンと
たたく。

避難準備リュックに詰めし野分かな
給食は産地産消豊の秋

花倉美佐子
木村萬佐子

栄
内

豊
宮

秋草や名知らぬままに暫し佇つ
たいふう か

地球儀廻し小さき日本台風禍

12

12

編集後記

ご結婚おめでとうございます
内 田 智 之
(藤川) 智 加

下石見
（新見市から）

お悔やみ申し上げます
氏

温
中
松
岸
向
赤
伊
伊
増
秋

名

湯
村
岡
原
木
田
田
原
葉

武 昭
正 子
三重子
露 子
卓
延 代
カネ子
直 美
聡
静 美

年

齢

90歳
95歳
77歳
91歳
82歳
93歳
83歳
85歳
62歳
83歳

住

所

下石見
中石見
新 屋
下阿毘縁
三 吉
矢 戸
三 吉
三 吉
湯 河
福万来

（平成30年10月16日〜平成30年11月15日受付分）

■世 帯 2,057 （ − 1） ■人 口 4,643 （− 10）
■ 男 2,187 （＋ 1） ■ 女 2,456 （− 11）
法令の改正により、外国人を含めた世帯数と人口を掲載
平成30年10月末日現在
しています。

増原町長が突然亡くなられました。
前日まで公務の様子を撮影していた
私も訃報を聞いたとき信じられない気持ちで、ただた
だ嘘であって欲しいと思いました。役場職員になって4
年、こんな日が来るとは露とも思いませんでした。や
り手といわれる増原町長でしたが、思い出されるのは
柔和な笑顔で冗談をいっている姿です。
町長室の片付けなどで日に日に寂しさが募りますが、
来月には新しい町長が決定します。私も立ち止まらず、
与えられた職務を全うしていきたいと思います。まだ
まだ未熟な担当者ですが、読者の皆様これからも広報
にちなんをよろしくお願いいたします。
広報にちなんは大
きなことから小さな
ことまでどんどん取
り上げたいと思って
いますので、皆さん
からの情報提供もよ
ろしくお願いします。

問 役場企画課

８２−１１１５

老人クラブ連合会による「日南町めぐり」が行われました
日南町観光協会です。11 月 15 日に日南町老人クラブ連合会による「日南町めぐり」が行われ、町内
より 62 名の方にご参加いただきました。
観光協会としては行程案の作成を始め、全体のサポートを中心にさせていただき、中でも私松本は、
日野上地区の皆さまがご乗車のバスにて案内係を担当いたしました。冒頭、自己紹介の機会を逃してし
まい、
「あいつは誰だ？」と緊張感を生んでしまったことは反省でしたが、町内に住みながらもご存知で
なかった場所や歴史に触れていただく機会づくりに携われたことは非常に良かったと感じております。
せっかく多くの諸先輩方に顔を知っていただきましたので、今後とも町内等で顔を見かけられましたらお
声かけいただきますと幸いです。
（文・松本みはる）
＜①日南町美術館＞
特別展「名刀展」を鑑賞していただき
ました。名刀がずらりと並んだ展示室
内は不思議な緊張感があり、賑やか
な車内とは対象的な時間を過ごしてい
ただきました。

＜②常福寺＞
井上住職より、陣鐘（じんしょう）や
経本などを紹介していただきました。
どれも年月が経っているとは感じら
れない綺麗な保存状態に感嘆の声が
次々と上がりました。

広報にちなん
30.12月
30.12
月
1919 広報にちなん

＜③桜ヶ瀬会館＞
ホームランド多里が早朝から準備され
た特製のお弁当に舌鼓を打ちながら、
旧友との会話に花を咲かせておられ、
お腹も気持ちも満たされたようです。
＜④神宮寺＞
神宮寺本堂の天井に描かれた赤井陶
斉作の花鳥図を、皆さま食い入るよう
に見上げておられ、微笑みながら「首
が痛しいわ」と会話されていた様子が
印象的でした。

﹁お兄ちゃん︑
お姉ちゃん大好き﹂

はら

ひ な か

原

陽菜香

ちゃん【 霞 】

平成29年９月26日生まれ
（父）智史さん （母）幸香さん
音楽に合わせて体を動かしたり、木のパズルが得意
な陽菜香ちゃん。アンパンマンがわかるようになり、
見つけたら指差しをします。
最近成長したなと思うことは、一緒に遊ぶお兄ちゃ
ん、お姉ちゃんの名前を呼ぶようになったことです。
「よく食べて元気に大きく育ってほしいな」とお母
さん。

福栄しめ縄同好会

日南
特産 町
品

「福が栄えて縁起がいい」 しめ縄

問 ８３−０４５４（福栄地域振興センター内）
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校庭

﹃大きな銀杏の木の下で﹄

シラタマノキ（ツツジ科)(多里）

投稿者：亜久里
時 期： 月初頭
撮影場所：日野上小学校

今月の 1 枚 Vol.20

求む情報！まちの希少種

鳥取県準絶滅危惧
高地の日当たりのよい風衝地帯に生育す
る常緑低木。鳥取県ではごく限られた場所
にしか生育しない｡
高さは5〜20cm。花期は6〜7月。花は白
色でつぼ形で、枝の先に2〜6個下向きに咲く｡
県内では大山と道後山の2カ所で生息するが､
斜面崩壊に伴い生育範囲が縮小している｡
保護するためには、踏みつけ、採取を防
止することが重要。
■編集･発行

日南町役場 企画課

投稿写真募集中！
町内で撮影した写真であればなんでも応募可能！
○応 募 先 ①メール s0200@town.nichinan.lg.jp ②持参
○必要事項 ①写真データ ②お名前(ペンネーム可) ③連絡先(電話番号) ④撮影時期
⑤撮影場所 ⑥題名とエピソード
○応募締切 毎月5日（随時募集中！）町のPR等で使用させていただく場合があります。
【お問い合わせ先】 役場企画課 TEL82-1115

〒 689−5292 鳥取県日野郡日南町霞800 TEL/0859−82−1115 FAX/0859−82−1478

この広報誌は︑環境に配慮した再生紙・大豆インクを使用しています︒
※

正月の必需品のしめ縄。福栄しめ縄同好会（会長：
河上仁美さん、以下同好会）では毎年3,000本近くの
しめ縄を製作されており、日南町内はもちろん米子市、
境港市、隠岐の島からの注文を受けておられます。一
言にしめ縄といっても、地域によって様々な形があり
ますが、同好会ではその地域の特徴や希望に合わせて
製作をされています。
福栄で出来た稲わらを、同好会の６人のメンバーが
作業を分担し、地域の方に喜んでもらえるよう精魂込
めて作られたしめ縄です。福が栄える福栄で作られた
縁起のいいしめ縄を平成最後のお正月にいかがですか。

