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第13回因州若桜鬼っこまつり

１１月８日
（日）
、若桜駅前で因州若桜鬼っこまつりを開催しました。バザーやヒー
ローショー、地元芸能などが披露され、最後は、
５団体合同による傘踊りで、会場に
華を添えました。
関連記事２ページに掲載

第13回

因州若桜鬼っこまつり

11月８日（日）
、第13回因州若桜鬼っ
こまつりを開催しました。時折雨が降る
あいにくの天候の中ではありましたが町
内外から多くの来場者にお越しいただき
ました。
若桜氷ノ山樹氷太鼓の会による呼び
太鼓でまつりが始まり、ステージでは地
元芸能発表などが行われました。中で
も今年は和太鼓ジュニアチーム「若桜
戦隊タタクンジャー」による演技、
「わ
かさこども園」の鳴子踊り、
「若桜学園
吹奏楽部」による合唱、
「若桜クラブト
ランポキッズ」による演技、
「鬼っこ連」
による傘踊りなど、地元の子どもたちが
大勢参加したステージショーに会場が
大いに盛り上がりました。
また、地元特産品などが並ぶバザー
コーナーも終始賑わい、最後には、富く
じ・鬼餅まきが行われ、とても活気に溢
れた一日となりました。

関西鳥取
若桜会

第５回

ふるさと若桜の旅

関西鳥取若桜会は、関西圏在住の若桜町出身者と縁故者により、郷土の発展への
寄与を目的に平成14年に設立され、現在は53名の会員で活動されています。
この度、因州若桜鬼っこまつりの開催に合わせ、24名がふるさと若桜の地を訪問
されました。会員の寄付金により、わかさこども園へ遊具のプレゼントされました。
また、今回で４回目となる桜の植樹をわかさ
こども園園庭で行っていただきました。
満開の笑顔で植樹を手伝った園児たちは、
関西鳥取若桜会の皆様から託されたふるさ
と若桜への想いを胸に、桜の木とともに立派
に成長してくれることでしょう。
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三世代居住支援交付金の申請はお済みですか
該当と思われる方は、期限までに申請をお願いします

申請受付期限

【交付対象者】
若
 桜町内に居住し、かつ住民登録のある三世
代同居世帯内※1の18歳未満の子※2を持つ方

平成27年
12月25日金
まで

【交付金額】
交
 付対象者の平成27年度分の個人町民税額
の1/2 （100円未満切捨て、上限10万円）

お問い合わせ

※１ 三
 世代以上の世帯を含
む。分離世帯除く。
※２ 年
 度内に18歳になる場
合を含む。

役場町民福祉課 ☎(82)2232 IP☎9(82)2232

（マイナンバー）

平成28年１月から個人番号カードの交付がはじまります
簡易書留で配達されている通知カードは、通知カード部分と個人番号カードの交付申請書
部分に切り離せるようになっています。この申請書を郵送して個人番号カードの交付申請を
された方には、
平成28年１月から個人番号カードの交付通知書(はがき)をお送りします。カー
ドをお受け取りになる際には交付通知書をご確認のうえ、役場窓口までお越しください。

電子証明書の
発行が終了
します

個人番号カードの発行開始に伴い平成27年12月22日(火)を以て、住基カードに内

蔵される電子証明書の発行が終了します。個人番号カードが交付されるまでの間に電
子証明書が必要となる方は、住基カード、本人確認書類、手数料（500円）をご持参
のうえ、役場窓口でお手続きください。
お問い合わせ

役場町民福祉課 ☎(82)2232 IP☎9(82)2232

固定資産税の土地・家屋の異動届出はお忘れなく
土地・家屋の固定資産税は、毎年１月１日現在の土地や家屋の所有者に課税されます。
平成27年中に土地の現況地目が変わったり、住宅が取り壊された場合には届出をお願いします。

①土地の所有者変更や分筆等
法務局への移転登記をしてください。

②住宅用地に異動があった場合
 住宅を取り壊したり、空き地などに建物を建てた
ときは届出をしてください。
 住宅の敷地になっている土地は、税負担を軽減
するための特例措置があります。住宅を取り壊され

お問い合わせ
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るとこの特例措置の軽減はなくなります。
 手続きが遅れると、誤って課税や軽減をするこ
とになりますので、早めの届出をお願いします。

③土地の現況地目の変更
 山林から畑、水田から畑、原野から畑など現況
地目に変更がある場合はお知らせください。

役場税務課 ☎(82)2234 IP☎９(82)2234

秋の全国火災予防運動

11月９日〜
11月15日

わかさこども園 幼年消防クラブ 防火セレモニーと
消防車両の防火パレード
わかさこども園幼年消防クラブによる火災予防運動
防火セレモニーが行われました。
園児たちはハッピを身にまとい、防火の誓いや鼓笛
演奏を行い、火の用心を訴えました。
セレモニーの後、消防団と広域消防の消防車両によ
る防火パレードを行い、町民に火災予防運動の周知と
出火防止を広報しました。

▲「崖の上のポニョ」の鼓笛演奏

内町と落折集落で
夜間消防訓練を実施

▲宿内を連なって走る
消防車

11月９日
（月）

▲防火の誓いを読み上げる園児

夜間の火災を想定して、消防団・広域消防・赤松・
落折自警団合同夜間消防訓練を実施しました。
火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、相互
応援による消防活動訓練を行ない有事に備えました。
▲火点に放水する消防団員

▼消防団長の
講評

▲自警団の放水訓練

▲消防車到着
04

こころの健康
●精神
 疾患を自分の問題
として考えましょう

〜みんなが安心して
暮らせる地域〜

国 の 医 療 対 策 の 重 点 と し て、
「 がん 」
「脳卒中」
「心臓 病 」
「糖

年 間で
に急死していると推計されてお

②お湯は 度以下に

しょう。

ためるなど、室内を暖めま

位置からシャワーでお湯を

浴槽に湯をはるときは高い

①脱衣
 室、浴室を暖める
脱 衣 室に暖 房 をしたり、

《安全な入浴方法》

冬のお風呂は
要注意
例年、寒い時期を迎えますと、
特 に 家 庭 の 浴 室 で 意 識 を 失い、
救急搬送される方が多くなりま
す。これは、入浴 時に体温が急
に変化することにより、血圧も
急激に変化し、体に悪影響を及

誰 も がかかる可 能 性のある
病気で、５人に１人は精神疾患

ぼす「ヒートショック 」が原 因

尿病」の４大疾患に、「精神疾患」
が追加されて国の５大疾患とな
にかかると言われています。

と言われています。
年の

東京都老人総合研究所の調査
によれば、平成

精 神 疾 患 は、き ち ん と 治 療

り、これは交通事故による死亡

約１７，
０００人もの方が入浴中

やリハビリを継続すれば、回復

者数をはるかに上回っています。

③お風
 呂の前後にコップ
杯の水

入浴中は汗で体の水分が

少なくなり、血液が粘っこ

くなるので、前後は水分補

きます。全国的に見ても、発生

食事・飲酒直後は血圧が

④食事
 ・飲酒直後の入浴は
控える

給をしましょう。

件数が少ないのは、沖縄県に続

るので入浴を控えましょう。

をおこしやすくなったりす

下がりやすくなったり脱水

クに注意しましょう。

安 全に入 浴し、ヒートショッ

うです。

いて室内温度が高い北海道のよ

温熱環境を工夫すれば予防がで

ヒートショックは、住 宅 内の

する病気です。誤解や偏見、先

●精神疾患を正しく
理解しましょう

りました。
精神疾患にはうつ病や、統合
失調 症、パニック障 害などがあ
りますが、今や、精神疾患は誰
でもなりうる身近な病気であり、
地域での正しい理解とサポート
が必要です。

入観をなくしましょう。

●自分らしく生きている
姿を認め合い、互いに
支えあいましょう
心 の 病 気 が あって も な く て
も、みんなが安心して暮らせる
地域をつくりましょう。

1

41

！
！

1

高齢者に関する相談は包括支援センターをご利用ください。
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保健センター ☎(82)2214 包括支援センター ☎(82)2209 IP☎9(82)2214

お問い合わせ

23

まち の わだい
10/3
土

糸白見自主防災会が鳥取県知事表彰を受賞
平成27年度「鳥取県自主防災組織等知事表彰式」が「鳥取県
西部地震15年とっとり防災フェスタ2015」のメイン会場イオン
モール日吉津で行われ、糸白見自主防災会（山根香華会長）が鳥
取県知事から功労表彰を受賞しました。
糸白見地区には自衛消防団、婦人消防隊がありますが、近年の
大規模災害を教訓に、あらゆる災害から地域の安全・安心を守る
ため、自主防災会を立ち上げ、消火訓練をはじめ救命講習、避難
訓練等を実施しています。平成25年７月及び平成27年６月に発生

▲小林町長
（右）
に受賞報告をする山根会長
（左）

した建物火災で、消防車が到着するまでに消火活動を行い、被害
を最小限に抑たことなど、地域の防災力の向上に多大な貢献をし
たことが認められました。

10/14
水

自分たちの出したごみのリサイクル処理について視察！
～平成27年度環境衛生委員視察研修を実施～

若桜町内で出た不燃ごみがどのように処理・リサイクルされる
のかについて理解を深めていただくことを目的に、各集落の環境
衛生委員等を対象として不燃物最終処分場「リファーレンいなば
（鳥取市伏野）
」の視察研修を行いました。
当日は、(1)各種不燃物処理の工程(2)ＤＶＤによるごみ分別の
方法及び注意説明(3)施設内見学などを行い、参加者８名は真剣
なまなざしで自分たちの出したごみが処理されていく様を学習し
ました。
▲処理機械の制御室を視察

10/25
日

町では、ごみの分別・減量化の意識を高めるため、今後もこの
ような研修を実施していきます。

東部４町合同結婚推進事業 婚活イベント
わかさ高原の宿氷太くんで東部４町（若桜町、八頭町、岩美町、
智頭町）主催の婚活イベント「秋の氷ノ山で出会いのイベント～
男と女の恋愛心理学ワークショップ～」を開催しました。
はじめに、結婚恋愛心理カウンセラーの講師による参加型セミ
ナーを実施し、お昼はバーベキューで交流を深めました。男性24
名、女性25名、計49名の参加者があり、５組のカップルが成立し
ました。今後も人口減少対策の一環として、出会いの機会のため
の企画を計画していきます。

▲氷太くん体育館屋上でのバーベキュー
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10/26
月

ヤマメ・イワナ放流事業
水産資源の保護・培養と清流の町のＰＲを目的
として、ヤマメ・イワナの放流事業を実施しました。

庄ノ瀬でヤマメ・イワ
ナを放流する園児

 ▲

式典放流では、八東川の庄ノ瀬河川敷でわかさ
こども園の園児たちにより、バケツに入った稚魚を
放流しました。
園児たちは、元気なヤマメを楽しそうに放流して
▲バ ケツから放流される
ヤマメ

いました。
その後、千代川漁業協同組合若桜支部の組合員
により、町内の各支流河川８か所に約6,000匹の放
流を実施しました。

10/26
月

吉川の平口さん・吉田さん ２組の夫妻が県知事表彰
知事公邸で鳥取県優秀経営農林水産業者等表彰式典が開
催され、本町からは２組の方が表彰されました。
吉川の平口正則・靖恵さんご夫妻は、養豚業やその加工
販売による経営規模の拡大・安定化を図りながら、特産品の
商品開発や販路拡大・地域振興に取り組んでおられることが
評価され「優秀経営農林水産業者」として表彰されました。
また、吉川の吉田篤史・香織さんご夫妻は、養豚業やその
加工販売等規模拡大を行いながら、昨年度より ｢鳥取県産ブ
ランド豚振興会会長｣ に就任され、新しい鳥取県独自のブラ

▲左より平口さん夫妻、平井知事、吉田さん夫妻

ンド豚 ｢大山ルビー｣ の飼育農家の代表として活躍されてい
ることにより ｢未来を担う青年農林水産業者」として表彰さ
れました。
２組の方々の今後のご活躍に期待しています。

10/31
土

親水公園の除草・美化活動
ＷＴＰ（若桜トータルプロジェクト 代表   谷川輝久さん）
のメンバーの内８人でボランティア活動として庄ノ瀬の下手
にある親水公園の草刈りや植樹の剪定、清掃作業がおこなわ
れました。
この公園は、若桜宿内への水路の起点に位置し史跡（百間
石垣）として観光客にも紹介されている場所でもあります。
きれいになった公園内では、水路や池等の廻りを散策する
こともできます。町民の皆さんで「美しいまちづくり」を推
進していきましょう。

▲ＷＴＰメンバーの皆さん
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11/1
日

第10回多可町ふるさと産業展
兵庫県多可町で「第10回多可町ふるさと産業展」が開催
されました。
平成19年に多可町よりＳＬをいただいたご縁で昨年に引き
続き今年もお声がけをいただき、若桜町の特産品の販売や鹿
ソーセージや鹿ハムの試食、観光パンフレットの配布などを
行い、若桜町のＰＲを行いました。当日は好天に恵まれ多く
のお客様のご来場があり、展示しているＳＬの写真を見て懐
かしまれる方や、驚かれる方など様々な反応が見られました。
これからも継続して交流を行ってまいります。

▲賑わう若桜町ＰＲブース

11/15
日

恋結びパーティー 2015

〜コリドー 21 〜

コリドー 21（因但県境自治体会議）主催の恋結びパー
ティー 2015が鳥取市内で開催されました。
５度目の開催となった今回は、男性32名、女性29名の参
加があり、４組のカップルが
誕生しました。各テーブルに
分かれてのグループトーク後
のフリートークタイムでは、
自由に各テーブルを移りなが
ら、時にはカップルシートへ
▲成立カップルにプレゼントしたDear＊Deerの
恋結びアクセサリー

EVENT REPORT
イベントレポート

移って二人きりの時間を作る
など、思い思いに限られた時
間を過ごされていました。

～コリドー 21とは～

因幡と但馬の市町が広
い地域
で連携し、交流を図り
ながら互
いの地域づくりを協
力して進め
ようという目的で平
成８年に組
織されました。
構成市町村
◦若桜町◦八頭町◦鳥
取市
◦岩美町◦新温泉町◦
香美町

若桜町ランニングフェスティバル

開 催 日：11月１日（日）
競技会場：ふれあいまつり特設コース（若桜町高野）

【結果】
（敬称略）
１ｋｍの部・男子

１ｋｍの部・女子

優 勝 山根 友輝
第２位 青木 一真
第３位 西山 瑛紘

優 勝 井口 恋那
第２位 杉田 舞絢
第３位 平家 和奏

２ｋｍの部・男子

２ｋｍの部・女子

優 勝 森岡
岳
第２位 宮本 翔大
第３位 山野
祥

優 勝 大石 結麻
第２位 淺井 結伊
第３位 藤原 七海

▲最後までがんばるぞ！
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若桜町グラウンドゴルフ大会
開 催 日：11月15日（日）
競技会場：八幡広場

【結果】
（敬称略）
○団体戦

○個人戦

優 勝 浅井 253打

優 勝 山本粂重郎（栃原）43打

第２位 吉川 256打

第２位 門村 國男（山田町）43打

第３位 小船 263打

第３位 岸本

隆（岸野）45打

第４位 岡部

惠（浅井）45打

第５位 淺井 次則（浅井）45打
第６位 門田 雅温（栃原）46打
第７位 山本 定子（栃原）46打
第８位 中田 俊男（根安）46打
▲団体優勝：浅井チーム

ごみステーション利用の
正しいマナーを守っていますか？
最近、ごみステーションへ産業用廃棄物や非指定袋によるごみ出しが多く見られます。
ごみステーションへごみを出す際は、正しいマナーに則ってごみを出しましょう。
ごみステーションの管理者は設置されている各自治会です。正しいマナーを守らず利用
すると、ごみが収集されず自治会や町民のみなさまに迷惑がかかります。ごみを出される
際は、
「家庭ごみの分別と出し方手引き」や「ごみ収集カレンダー」を確認してください。

ごみステーションに悪質な投棄
最近、ごみステーションに「他所から決められ
たごみ以外のものを持ち込まれた」
「分別されてい
ないごみを大量に置いて行かれた」
「紙袋や買い物
袋で煩雑にごみを置いて行かれた」といった苦情
が寄せられています。

指定袋以外で出された
可燃ごみは
収集できません！

分別されていない物や収集日以外の日に出され
た物は収集されず、そのままごみステーションに
残ります。そのごみは、自治会の方が分別したり、
費用を負担して処分することもあります。家庭ご
みは、ごみステーションの利用マナーを守り、き

シンク、便器は
専門業者へ
引取依頼を！

ちんと分別して決められた収集日に出しましょう。

お問い合わせ
09

役場町民福祉課 ☎(82)2233 IP☎9(82)2232
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交問題に毅然とした姿勢で臨むこ
との９項目を決議しました。また、
環太平洋パートナーシップ（ＴＰ
Ｐ）協定に関する特別決議も行い
ました。
夜 は、 鳥 取 県 の 町 村 長 と 県
選出の国会議員の方々や、鳥取県
庁に勤務しておられた各省庁の職
員の皆さんとの交流会を行いまし
た。町村長大会の中で決議したも
のを要望させていただきました。
また、 月 日（木）午前中には、
中国５県の各町村会長が、平成
年度に改正された地方交付税法の
特別交付税の割合を６％にもどす
ように総務省の高市総務大臣に要
望しました。
15

23

海の若狭町と山の若桜町
が交流しては

19

月 日
（木）東 京 の 全 国 町 村
会館の役員室で、私と森下若狭町
長（福井県）さんと戸田多可町長
（兵庫県）さんの３人で若桜町と
若狭町の交流について話し合いま
した。
若狭町と多可町は、以前から災
害応援協定を締結しておられ、と
ても仲の良い間柄で全国に わか
さ町 ＂という町が２つあるという
ことで、若桜町の話が出たそうで
す。
若桜町と多可町とは、ＳＬをい
ただいた町でもあり、災害時応援

協定も締結し
て お り ま す。
戸田町長さん
とは、仲の良
い友人であり
ますし、フェ
イスブックの
友達でもあり
まして、先日
は多可町の合併 周年記念式典に
も招待を受けましたし、 月のふ
るさと産業展にも参加して、若桜
町の土産品を販 売いたしました。
今回は、戸田町長さんにこのお話
をまとめていただきました。
若狭町は、福井県の西にあり、
京都府との県境の町であります。
人口は１万６，０００人、町 並み
は古い熊川宿があり、早くから伝
統建造物群の指定を受け、古民家
の保存と活用をしておられ、見習
うところが多いと思います。また、
みけつくに
京までの「御食国・鯖街道」も有
名なところであります。若桜宿と
も古い町並みは似ております。
以前から若狭町と交流したらと
いう話しも出ておりましたが、念
願が実現しそうです。
町長同士の話しで、方針が決ま
りましたので、今後は多可町を含
めて、どの様な交流をするのか煮
詰めることにしております。
若桜町にとって嬉しいことであ
ります。
„

年々厳しくなる若桜町の台所

左端 森下若狭町長、中央 戸田
多可町長、右端 小林若桜町長

一年 は早いもので、あっという
間に師走を迎えました。役場では
今、新年度の予算を各課が検討し
ております。総務課に提出された
予算要求書を総務課財政係で各課
のヒヤリングを行い調 整し、最 終
的に町長査定を行い予算案が決定
しますが、年々若桜町の台所は苦
しく なって来ており、特に一般 会
計の町税の伸 びがなく、逆にマイ
ナ ス に なっ て き て い ま す。 ま た、
公共施設や上下水道、道路等の経
年劣化にともない、修繕費がかさ
んでおります。事業効果のないも
の、不 必要 なものはバッサリ切る
しか術がありません。国民健康保
険会計、
下水道会計、
簡易水道会計、
索道会計等の操出しが多く、予算
編成が厳しくなってきております。
地方創生の総合戦略計画も本格
化してまいりますし、水道施設の
統合、行政無線の改修、町営住宅
の改修等大きな事業もございます。
極力、経常経費の削減につとめて、
事業の計画的な執行ができるよう
予算編成をしたいと思います。
月には、職員の飲酒による事
故が発生しました。町民の皆様に
は大変ご迷惑をおかけいたしまし
た。今後、町長をはじめ職員が一
丸となって、信頼回復に努めたい
と思いますので、よろしくお願い
いたします。

11

11
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全国町村長大会
国に９項目を要望
今年度全国町村長大会は、去る
月 日
（水）
ＮＨＫホールで開催
されました。国に対する要望とし
て①東日本大震災からの復興の加
速化を図る。②地方創生を強力に
推進する。③地方分権改革を強力
に推進する。④道州制は導入しな
いこと。⑤「まち・ひと・しごと
創 生 事 業 費 」拡 充 と 地 方 交 付 税
の一般財源の総額を確保する。⑥
償却資産に係る
固定資産税及び
ゴルフ場利用税
を堅持する。⑦
農山漁村の振興
を図る。⑧都市
と農山漁村の共
生社会を実現す
る。⑨領土・外
11

町長
小林昌司
NHKホールで開催された全国町村長大会

「発」

町長室
11

10

11

10

工」に該当するといえます。

加 されたと 考えるべきですから「 加

弁護士：上田雅稔氏

レストランで食中毒にかかったら
アドバイス

今回は製 造 物 責 任について説明し
ます。製造物責任法の適用対象とな

を切って盛りつける程度であれば「加

るかが問題となります。確かに食 材

ンでの調 理 行 為 が「 加工」に該 当す

ます。そこで、本件ではまずレストラ

工済みの農産物及び水産物も含まれ

製 造 物には、工業 製品のみならず加

加えることを意味します。
したがって、

は動 産に工作を加えて新たな価値を

出 すことを 意 味し、また「 加工」と

材料に手を加えて新たな物品を作り

動 産 」です。ここで「 製 造 」とは原

が可 能 といえるでしょう。具 体 的 な

療 費や慰 謝 料を支 払ってもらうこと

認められているため、レストランに治

に 照 らし て 発 見 不 可 能 で あ る 場 合 に

の最 高レベルの科 学 水 準、技 術 水 準

当該反論は、毒素の発見が事故当時

論することが予想されます。しかし、

ていることが知られていなかったと反

から、そもそも食 材に毒 素が含 まれ

理方 法を採用できなかったわけです

き なかったため、これを 除 去 する調

食 中 毒の原因であった毒 素を発見で

もっとも、レストラン側としては、

工」に該当しないとも考えられます。

手続等は法律相談窓口にてご相談く

る製 造 物とは「 製 造又は加工された

しかし、レストランのメニューとして

ださい。

【12月の消費生活相談】

【12月の法律相談】

【と き】12月8日(火)・15日(火)・22日(火)

【と き】12月８日(火) 13時30分～ 16時

【ところ】地域福祉センター ドリーミー

【電 話】☎(71)0822

【電 話】☎(82)0254

一人 で悩 まず、
まず相談 を！
◦消費者トラブルの事例◦

相談事例

夫 婦でレストランに食 事に出かけ
たところ、２人とも食中毒にかかって
しまいました。レストランからは「衛
生管理に問題はなく、食 材に毒 素が
含 まれていたと後で判明した。使用
した食 材に毒 素が含 まれていること
は知らなかった。
」との説明があった
だけでした。しかし、私 は 食 中 毒の
治 療のため入 院 することになり、会
社を休むことになりました。レストラ
ンに治 療 費 や慰 謝 料 を払ってもらい
たいのですが、可能でしょうか。

提 供される以上は、新たな価 値が付

11
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IP☎9(82)0254

【ところ】地域福祉センター ドリーミー

IP☎9(71)0822

※要予約

1月5日(火) 9時～ 16時

Ｑ

に予 報を発 表しますが、私たちは昔

ら寒 くなるなど、長 年のデータを元

の氷が解けていて寒 気が来やすいか

ニーニョが起きているから暖冬、南極

コーナーでは気象予報士さんが、エル

年 話 題になります。テレビのお天 気

今年は大雪？それとも暖 冬？と毎

果たしてカメムシの家の中への進入と

我が家でもその数は多い気がします。

は多 くなります。確かに大雪の年は

の 中 に入 ら な くて も 越 冬 で きる 場 所

冬する方が安 全ですし、暖 冬なら家

に なる と 温 度 の 安 定 し た 家 の 中 で 越

すが、考えてみると雪 が多 く 寒い冬

冬のために家の中に入るだけなので

・非農地証明申請

１件

ノ山 から

から身近な自 然から予 報することが

大雪と関 係 性はあるのか？ データを

１件

氷

あります。例えばナナカマドの真っ赤

取ってみる価 値はあるかも 知れませ
大雪予報の時間です。
」なんて気象予

・農地法第３条の規定による許可申請

「 大雪の予報と迷信 」

な実がたくさん実った年は大雪、カマ
聞いたことがあると思います。ナナカ

報 士さんがテレビで解 説する日が来

キリが卵を高い所に産むと大雪など、 ん。もし 関 係 があるなら「 カメムシ
マドは毎 年かなりたくさんの実がな

氷ノ山自然ふれあい館 響の森

１件

について

非農 地 証明
農業委員会からの
お知らせ

るのであまり関係はないと思います。 るかもしれません。
カマキリの卵に関しても科 学 的に考



自然解説専門員 小林 佳崇

えると積雪量と産卵位置の関係性は

農業委員会事務局 ☎(82)2239 役場産業観光課 IP☎9(82)2238

お問い合わせ

ないと最近は言われています。
この２つよりよく言われるのは、「カ

・利用権設定

審議事項

メムシが多いと大雪になる。
」稲刈り
が終わる頃、ヤツらは家の中に入って
蛍 光 灯の周 りを ブン ブン飛ぶし、間
違ってさわると 臭いし…。彼 らは 越

▲クサギカメムシ

許可を得ないで農地を農地以外の目的に転用してしまった場合は元にもどすべく原状回復命令が発せ

られます。しかし、その現状が一定の条件を満たし、容易に農地に戻すことができない状況と認められた

場合には非農地としての証明が得られることがあります。

非農地証明手続きには、位置図・登記簿謄本・公図の写し・その他必要書類が必要です。

詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。

11月11日
（水）
に農業委員会を開催しました。
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韓国レポート第❼回

K

>IH

また、今年は韓国が主催するK2H（korea heart to

役場産業観光課の山根栄真です。
半年間の期間を終えて、10月16日に韓国から日本に

heart）プログラムがあり、東南アジアの国の方々約
50名と、この研修プログラムに参加しました。ソウ

帰国しました。
訪韓してからはマーズ問題や南北問題の緊張など国

ルやプサンチェジュといった韓国の主要都市で開催さ

内外で色々とあり先行きが心配でしたが、帰国してみ

れ、韓国の歴史や文化を学ぶことができました。諸外

ると本当にあっという間だったというのが正直なとこ

国の方々と活発に意見交換をすることができたことも

ろです。

私にとってはとても貴重な経験となりました。

最後に異動した自治行政課を含めると全部で７つの

この半年間で学んだことや経験したことを、今後若

課を経験させていただきました。どの課の方々も親切

桜町のために活かしていきたいと思いますし、韓国語

に接してくださり、また日本語を話せる方が多かった

については、今後も引き続きスキルアップしていける

ということもあり、とても過ごしやすい環境の中で生

よう努力したいと思います。

活をすることができました。担当の方には平昌郡内の
観光地や施設を色々と案内していただきましたし、昼
食も毎日課の職員の方と一緒に、多くの韓国料理をい
ただくことができました。また休日には、マラソン大
会や登山等のアクティビティで一緒に汗を流したり、
夕食にもよく声をかけていただき、
豊富なコミュニケー
ションを取ることができました。
▲K2Hプログラムでの集合写真

テーマ

第10回

「韓国旅行機内②」

皆さん、アンニョンハシムニカ！（こんにちは！）役場ふるさと創生課の陳淑子です。
今回は「韓国旅行の機内で使う」フレーズの２回目をご紹介します。

ZRUG

荷物はここに置いていいですか？

ZRUG



㑹ゕᣙべ᰼ṭៅ㛗ⵞᵱᣵ䏕
チムン ヨギエ

ノアド

ZRUG

①

そ⁍ㇵ⍵ⳁᚩ㈱そㄽ䏕
オットン

ウムニヨスガ

イッソヨ

座席を替えていただけますか？

㈹␥⚽㎥ⶅᝉⵞᵱᣵ䏕
チャリルル

① ②

どんな飲み物がありますか？





クエンチャンスムニカ

①

パックオ ジュシゲッスムニカ

③
ZRUG



この書類の書き方を教えてください。

㈝⯅␁␥⾙ᴽ⛒✾⿵⋍㎥⯡ㄽ
イ ソリュルル スヌン パンボブル アルリョ ジュセヨ
③

（ビール・コーヒー・ワイン・お茶・ジュース）をください。

䎾⒎㎥・㦍㿥・ラ㈡・㛑・㐕ⵍ䎿㎥⯡ㄽ
（メックチウ・コピ・ワイン・チヤ・ジュース）チュセヨ

DH
K>

:G
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KM

※①の「ン」は、
舌の先を少し噛んで発音します。
※②の小さい「ム」は、
口を閉じて発音します。
※③の小さい「ル」は、
舌の先を口の中の天井に
付けたままで発音します。

公民館ひろば
池田演歌クラブ
若桜健康カラオケ同好会

▪ 第７回若桜町民文化祭
月 日（土）
・ 日（日）の２日間にわたり

ど日頃の学習成果が披露されました。同時に赤

町民や公民館サークルの作品展示や芸能発表な

第７回若桜町民文化祭が開催されました。若桜

25

十字奉仕団によるバザー、茶道部によるお茶の
お も て な し、 白
磁 の 絵 付 けの 体
験 会 が 行 わ れ、
来場者の皆様
に 大いに 楽 し ん
でいた だ き まし
た。多 くの 皆 様
に ご 来 場い た だ
き 有 難 う ござい

鈴の音会

オージシャン

民謡舞踊クラブ

西山音楽教室

若桜リコーダークラブ「すっぴん娘」

若桜コーラス

早渕流剣詩舞道鳥取支部

グループくるくる

24

ました。

吟翔会若桜支部・さくら支部

安来節

韓国語教室
フォークソングを楽しむ会

10

▲テープカットで文化祭スタート

芸能発表の部

14

作品展示の部

   

（さくら吟社）

郷土文芸

川 柳

（鶴尾句会）

信恵
千代
房江
延子
昌鼓
史子
瓔子
和子
一瑤
幸子
節子
昌子
欣和

山本
竹本
田島
山根
福田
茗荷

両川
両川
竹口
岡崎
藤原

小品
光子
富子
里江
瓔子
恵子

洋々
無限
清信
彰夫
鬼桜

藤原 理人
（小二）

藤原 一也

田村はると
（小二）

車井
門村
中田
山本
永原
谷口
福田
君野
倉益
西谷
矢部
土岐
山本

（敬称略）

新米が届いて急きょ従兄弟会 
元気にてやりべき事がある至福 
マイナンバー日毎につのる不安感
秋晴れだ顔のシワでも伸してみる
強いのは意地と胃ぶくろ欲の皮 
美人より心優しい娘を嫁に 
神の子を犬死にさすな自衛隊 
ありがとうその一言で心晴れ 
しっかりと両目を開けて今を読む
曇りのち晴れになること信じよう
秋晴れに川土手染める彼岸花 
我慢する子を抱きしめる母の愛 
九条の骨を毛抜きで抜いている 
運動会元気もりもりがんばるぞ 
与えすぎ優しい親と勘違い 
なぜだろう夏とはちがう秋の空 
名文だ弔辞に拍手してやろう 
僕を見て女神くるりと引き返す 
本当は優しい母がよく叱る 
優しさも厳しさも見せ富士は立つ
煩悩を消したら僕がゼロになる 

俳 句

過疎村を明るくしたる柿すだれ 
見晴かす刈田の煙風に乗る 
華やきのはじまる峡の薄紅葉  
天高し子等の勝利にハイタッチ 
うましね
美稲や波打つ風の匂ひけり 
五十路越え秋明菊の白が好き 
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押花＆白磁の絵付

はがき絵同好会

がくすみ流押花

手芸同好会

グラスアート・モザイク・シルエット

鶴尾句会

パッチワーク

書道クラブ

池田切り絵クラブ

池田写真クラブ

陶芸クラブ

茶道部

わかさ刻書研究会

玄貞書道会若桜支部

未生流岩村教室

華道家元池坊いけ花

リサイクル小物

羊毛フェルト

石 絵

白磁の絵付

ほん のひろばだより
わかさ生涯学習情報館

☎(82)6860 IP9(82)6860

2015.12
№135

(82)6861

【開館時間】 10時〜18時
【貸出冊数と期間】1人５冊まで、２週間
【休 館日】毎週月曜日・祝日・毎月最終木曜日・年末年始
利用者カードの申し込み（無料）で、どなたでもご利用いただけます。
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新 着 図 書

2015.10.31まで

文 学

そ の 他

・風かおる

葉室 麟

・墓じまい・墓じたくの作法

一条 信也

・内房線の猫たち

西村 京太郎

・中居正広という生き方

太田 省一

・左近

火坂 雅志

・１日３分！指体操で元気な脳になる！

白澤 卓二

・孤狼の血

柚月 裕子

・ＴＰＯ別きものの髪型

山崎 伊久江

・プラージュ

誉田 哲也

・日本の最も美しい名建築

田中 禎彦

・消滅

恩田 陸

・民主主義ってなんだ？

高橋 源一郎

・道後温泉・石鎚山殺人事件

梓 林太郎

・ターシャの庭

ターシャ テューダー

・ボス・イズ・バック

笹本 稜平

・作りおきスイーツ

主婦の友社

・となりのセレブたち

篠田 節子

・かぎ針編みのかわいい小物

リトルバード

・Ａ（エー）ではない君と

薬丸 岳

・冒険の森へ 傑作小説大全 ５

逢坂 剛

・黒子のバスケ-Ｒｅｐｌａｃｅ- ６

藤巻 忠俊

・始末屋

宮本 紀子

・国家公務員になるには

井上 繁

・我が家のヒミツ

奥田 英朗

・陰陽師 鼻の上人

夢枕 獏

・みんなでつくる１本の辞書

飯田 朝子

・終わった人

内館 牧子

・テレビのずるやすみ

村上 しいこ

上・下

・ここはボツコニアン

５

ヤングアダルト

児 童 書

宮部 みゆき

・ルルとララのミルキープリン

あんびる やすこ

・本好きの下剋上 第１部

香月 美夜

・ゴリラが胸をたたくわけ

山極 一寿

・職業としての小説家

村上 春樹

・過剰な二人

林 真理子

・ごいっしょにどうぞ

くすのき しげのり

・妊活ダイアリーＦｒｏｍブス恋

鈴木 おさむ

・おかあさんのおべんとう

たるいし まこ

・まにまに

西 加奈子

・カエルくんのたんこぶ

宮西 達也

・大放言

百田 尚樹

・そらまめくんとめだかのこ

なかや みわ

・国を救った数学少女

ヨナス ヨナソン

・幸せはあなたの心が決める

渡辺 和子

絵 本

郷 土
・消費者行政のしおり

鳥取県生活環境部

★この他にもたくさん入ってきていますので、当館新刊コーナーをご覧ください。

２０１５ 12 月号

ＮＯ.120

わかさ

温 水 プ ー ル だより

【営業日】水・木・土・日曜日／ 10 時 30 分〜18 時 30 分

年末年始の営業予定
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２０１６年も
よろしくお願いします！

12月28日
（月）
→通常営業
12月29日(火)
12月30日(水)
12月31日(木)
１月 １日(金)
休館日
１月 ２日(土)
１月 ３日(日)
１月 ４日(月)
１月 ５日(火)
１月 ６日(水)→通常営業

☎＆

（82）２３０６

月・金曜日／ 12 時〜20 時 【休館日】毎週火曜日

12月13日に鳥取県営鳥取屋内プール
（鳥取産業体育館）
でおこなわれる鳥取県室
内選手権水泳競技大会に、
わかさスイミングスクールも初参加いたします。
ハイレベルなこの大会に
むけて、
挑戦する選手14名
〜15名が良い成績を出せる
よう日々がんばっています。

わかさスイミング
スクールに通う

生徒たちの
輝かしい成績

小学生水泳大会において、
わかさスイミングスクールの
生徒たちは素晴らしい成績を収めています。
今シーズンの
郡大会や、
鳥取県大会で、
入賞や優勝された生徒たちも
います。
この輝かしい成績の賞状はわかさ温水プールに
て掲示させていただいております。
今後も、
より多くの子どもたちが表彰されるよう、
職員一
丸となって取り組んでいきたいと思います。

Ֆ Έ͖ͣ

ふれあい交流
センターだより

Ͱ͍͋ɾ;Ε͍͋ɾͭͳ͕Γ͍͋

【 記 事に関するお 問い 合 わ せ 】

ふれあい交流センター

第28回

☎＆ （82）1602 IP☎9(82)1602
kouryuu̲center@town.wakasa.tottori.jp

若桜町部落解放ふれあいまつり

晴天の中、２日間に渡り「部落解放ふれあいまつり」を開催することができました。
このイベントを機会に地域の絆や人権の大切さを再認識していただき、
差別や偏見のない明るい町「みんな笑顔」
でいられる若桜町を目指して、“ふれあいの輪”が広がっていくことを望んでいます。ご来場、ご支援いただいた
皆様ありがとうございました。

前日祭

町同推協会員
藤原賢一さん

▲

10月31日

・人権意見発表
・人権
  コンサート
▲人権バンド「しんゆう」
▲若桜学園ＰＴＡ・平家俊則さん

11月1日

ふれあい
まつり

▲もちつき

▲若桜学園吹奏楽部
▲樹氷太鼓

▲さくら組コンサート

▲高野傘踊り同好会による演技

今月のことば

▲学習発表

▲若桜学園２年生踊り

▲作品展示

▲パフォーマンス・チーム鬼神

とけあった 心と心で なくなる差別
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お知らせ
リファーレンいなば

＜12月リサイクルファクトリー・スケジュール＞
内 容

日 時

定員

費用

マイバッグ

12月９日
（水）
10時〜15時

10人

無料

木工 さるの置物

12月12日
（土）
10時〜12時

４人

100円

布ぞうり

12月15日
（火）
10時〜15時

10人

100円

裂き織り

12月17日
（木）
10時〜15時

４人

実費

※詳しくは、電話でお問い合わせください。
※上記以外の体験講座や、外部出張も行います。
お気軽にご相談ください。
【教室参加申込・お問い合わせ】
リファーレンいなば（鳥取市伏野2220）☎0857(59)6026
【休館日】月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

企画展「たくみの館 新収蔵品展」
平成23年に開催した
「たくみの館収蔵品展」
以降、当館に寄贈いた
だいた収蔵品の中から
厳選した作品約30点を
出展しています。若桜
にゆかりのある方の作
品や若桜町内を題材に
▲中田忠雄「転車台のある風景」
した絵画も多く展示さ
れていますので、ぜひお越しください。
【会期】12月23日(祝)まで 9時～ 17時
【休館日】月曜日
【お問い合わせ】たくみの館☎(82)0583  IP☎9(82)0583

東部圏域住民の利便性を図るため、下記のとおり、不
燃ごみの直接搬入施設の平成28年度特別操業日を設け
ますのでお知らせします。
なお、搬入については鳥取県東部環境クリーンセン
ター規則によるものとします。
特別操業日

受入対象不燃物

平成28年
７月18日(月)
【海の日】

プラスチックごみ

いなばエコ・
リサイクルセンター

平成28年
９月19日(月)
【敬老の日】

プラスチックごみ

いなばエコ・
リサイクルセンター

平成28年
10月10日(月)
【体育の日】

プラスチックごみ

いなばエコ・
リサイクルセンター

プラスチックごみ

いなばエコ・
リサイクルセンター

その他不燃ごみ

鳥取県東部環境
クリーンセンター

プラスチックごみ

いなばエコ・
リサイクルセンター

その他不燃ごみ

鳥取県東部環境
クリーンセンター

平成28年
12月23日(金)
【天皇誕生日】

平成29年
１月９日(月)
【成人の日】

※
月

11

和佳子 さん
千鶴子 さん
淳市郎 さん
清 晴 さん




歳
歳
歳
歳

90 84 86 84

日届出分まで

中山
小椋
山本
福山

19

ご冥福をお祈りします

戸籍の窓口

山田町
小 船
西 町
須 澄

日届出分まで

19

ありがとうございます

月

19

11

香典返しとして若桜町社会福祉協議会へ
ご寄付をいただきました。

【仕事依頼・お問い合わせ】
若桜町シルバー人材センター
（若桜町公民館２階）
襖・障子の張り替え ☎(71)0411 IP☎9(71)0411

※

タンスなどの解体

襄一 さん妻 和佳子 さん

草刈り

金一封

中山

墓地の清掃

対象施設

【お問い合わせ】
鳥取県東部環境クリーンセンター 0857
（59）
1802
役場町民福祉課 ☎
（82）
2233 IP☎9
（82）
2232

山田町

シルバー人材センターがお手伝いします！

平成28年度鳥取県東部環境クリーンセンター
及びいなばエコ・リサイクルセンター
特別操業について

わか さ

広報

ト告知
イベン

氷ノ山
わかさ 開き
場
スキー

わかさ氷ノ山スキー場開き
わかさ氷ノ山スキー場開きが、下記の内容で開催されます。
当日は、リフト、駐車場を無料開放しますので、ぜひスキー
場開きで、今年の初滑りをお楽しみください。

2015年

12
月号

なお、雪不足の場合もスキー場開きは行いますが、リフト
の運行、プラカード滑走は行いませんので、ご承知ください。

【日時】 12月19日（土）9時〜
【会場】 樹氷スノーピアゲレンデ
【内容】
○９時〜 オープニングセレモニー
・プラカード滑走
・もちまき、宝探し
○10時〜 リフト運行開始
【お問い合わせ】 役場産業観光課

若桜町役場 ふるさと創生課

編集・発行 ／

〒680 0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801 5
☎ 0858︵82︶2231 FAX 0858︵82︶0134
｜

12月の行事予定
8日㊋・15日㊋、22日㊋1月5日㊋◆消費者生活相談
9時〜16時

【ドリーミー】

8日㊋◆人権相談
9時〜12時

【ドリーミー】

◆法律相談

13時30分〜16時

◆行政相談

｜

9時〜12時

行
日

メールアドレス

発

ホームページ

E-mail furusato@town.wakasa.tottori.jp
URL http://www.town.wakasa.tottori.jp
平成 年 月 日
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12

9時〜12時

子育て講演会
12月15日
（火）10時〜12時

ゆうゆうわかさ

遊びの広場
毎週火・木曜日 ９時30分〜12時

ゆうゆうわかさ２階

ゆはら温泉
ゆはら温泉の日 入浴料半額
12月17日
（木）

【ドリーミー】

【役場3階議場】
15日㊋〜◆定例議会
19日㊏◆わかさ氷ノ山スキー場開き
9時〜

【スノーピアゲレンデ】

22日㊋◆乳幼児相談

13時30分〜16時

【保健センター】

12月の
税金・
保険料

□ 国民健康保険税（普通徴収）
（第４期）
□ 介護保険料
（普通徴収）
（第４期）
□ 後期高齢者医療保険料（普通徴収）
（第３期）

１月
3日㊐◆平成28年若桜町成人式
10時〜

【若桜町公民館集会室】

7日㊍◆乳幼児健診
12時45分〜受付

【保健センター】

8日㊎◆成人健康相談
9時〜12時

再生紙

【ドリーミー】

子育て支援センター

【ドリーミー】

10日㊍◆障がい者相談

4

を使用しています。

☎（82）2238
IP☎9（82）2238

毎月第3水曜日は、ノーマイカーデーです

【保健センター】

納期限

12月25日（金）

※たばこは若桜町内でお買い求めください。
（若桜町の税収となります）

町内在住の飲酒
運転違反者

（平成27年
４月１日〜10月31日）

郡家警察署
管内

0人

人口と世帯数（対前月増減）
世帯

1,449戸（＋1）

人口

3,516人（△4） 男性／1,662人（△2）
女性／1,854人（△2）

住民基本台帳に記載された外国人を含む

（平成27年11月1日現在）
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