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今月の顔

わくわくドキドキ
新生活スタート！
入学式を終え、教室で先生の話を聞いている
大和小学校の新入生の様子です。初めてのラ
ンドセル、初めての教室や先生。入学してか
らもうすぐ２ヶ月。新しい生活にも慣れてき
たかな？
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粕渕の町並みを活かしパッチワークの魅力を伝えた

町並みぶらりキルト展
▲大作を目にした来場者からは「わぁ～」
「素敵！」など感嘆の声があがっていました

▲キルト作品は大きな作品ばかりではあ
りません
▲民家を借りてくつろぎのスペースを表
現

周年の

10

年で手掛けた愛情たっぷ

10

ヶ所あり、来

13

品ばかり！」
と声を揃えました。

して来ました」
「素晴らしい作

ル ト 愛 好 家 も お り、
「楽しみに

益田など遠方から足を運んだキ

０人を超えました。
広島や安来、

３日間で訪れた退場者は７０

の町歩きを楽しみました。

場者は心温まるキルト作品と春

民家や店舗など

展示会場は粕渕商店街周辺の

た。

しての特別な作品展となりまし

りの作品約３５０点を総蔵出し

この

記念の年。山田さんや教室生が

▲メーン会場の粕渕集会所では受付やカフェスペースが設けられていました

Ｂｅｅ』は今年で開講

パッチワーク教室『キルト＊

４月 日㈯から 日㈪の３日間、素敵なキルト作品たちが粕渕の町並みを彩りました。
山田しおりさんが主宰するパッチワーク教室『キルト＊Ｂｅｅ』の作品展で、２年に１度開催しています。
23

25
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前回に比べると、来場者の数

は減りました。しかし、山田さ

んは今回のキルト展を振り返

り、
「 島 根 の 西 か ら 東、 そ れ か

ら広島県からもたくさんお客さ

んが来られて、町内だけでなく

外に広がったのがうれしかっ

た」と語ります。

会場の範囲を広げた分、準備

が大変でスムーズにいかなかっ

た部分もあったようですが、「み

なさんにお褒めの言葉をいただ

き、すでに次へのやる気が沸々

と湧いています」と次回への意

気込みを聞かせてくれました。

次回に向けてやる気満々

◀原田泰治の世界をキル
トで表現した作品を展示
したみさと館はまるで美
術館のよう

▲来場者一人ひとりを笑顔で迎える山田さん

宝くじの助成金で地域の活性化を目指す！

宝くじコミュニティ助成事業
平成27年度は１団体に助成があり、
今後のコミュニティ助成に役立てられます。
浜原地域連合自治会
浜原連合自治会では和太鼓を購入しました。平成27年８月30日
の三江線40周年記念式典では太鼓演奏を披露して会場を盛り上
げました。今後も様々なイベントで演奏披露を行い、地域活性化
の一翼を担います。
宝くじコミュニティ助成事業って・・・？
コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと
共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力あ
る地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・
強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与
するための事業を行っています。
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企画財政課 町づくり係
☎７５－１９２４

やくば通信

産業振興課
☎７５－１２１４

林地残材集積実証調査事業を始めます
美郷町では森林資源を活用したまちづくりを推進しており、
林地残材の集積実証調査を行います。
この調査で美郷町にある林地残材の集積数を把握し、今後の
制度設計に役立てます。どうぞ、集積にご協力ください。

林地残材とは・・・

間伐や皆伐を行った山林
に残っている残材
のことです。

◆集積に協力してくださった方には商品券を配布します◆

林地残材を個人が集積し山興緑化へ持ち込んでください。山興緑化では重量
に応じた木材代を支払います。さらに重量に応じて美郷町で使用できる商品券
を配布します。尚、実証調査は平成28,29年度の２年間行います。

◆集積の流れ◆
うちにも
林地残材が
あるぞ！

《持込み条件》
・長さ１ｍ以上、直径５㎝以上の丸太
・竹を除く針葉樹・広葉樹
・泥、砂利などが付着していないこと
・抜根は対象外
・団地（採取地）ごとの持込み

持込者（申請者）
※持込み立木の受け入れは山興緑化が判断します

役場（産業振興課）で
集積記録簿を申請

●林地残材集積記録簿の発行
（１採取地に１枚記録簿を発行）

●記録簿に必要事項を記入
（申請者名、採取地

等）

●伐採届適合通知手続きの要否
検討

森林組合美郷支所で森林経
営計画や採取日等を記載

●森林経営計画の認定の有無を
確認

（森林経営計画の協定者が本人以
外の場合、協定者の承諾印が必要）

●採取実施日、採取見込み量、
持込み予定日を確認

例：290㎏の場合、500円分の商品券
350kgの場合、1,000円分の商品券

商品券
ゲット！

《商品券について》
・持込量150kgにつき500円分の商品券を発行します

山興緑化（小松地工場）に林
地残材を持ち込み、記録簿
に数量を記入

●持込み計量

<受入期間>7月1日～11月30日
<受入時間>会社営業日の8:00
～16:00
<残材購入代金>
森林経営計画内 5,000円/t
森林経営計画外 3,000円/t

持ち込み重量が書き込まれ
た記録簿を商工会へ提出

・使用期限は12月31日までです
・使用できるのは、プレミアム商品券が使える店舗です。
●商品券発行

伐採・集材は必ず申請をしてからお願いします

<発行期間>7月1日～12月31日
<商品券の使用期限>12月31日
まで

広報みさと 2016.5
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やくば通信

産業振興課
☎７５－１２１４

遊休農地対策事業を創設しました
自己保全水田など遊休農地

目的

事業の活用

ー主な要件ー

◆補助の概要◆

①事業を活用できる農地
・自己保全水田等耕作していない水田、または乾田化を
図り畑作を目指す水田

・事業費の1/2を補助します。ただし、
補助金の限度額は10万円。
・事業費として認められる項目

②事業を活用できる人

①堆肥等土壌改良資材の投入

・水田の所有者

②排水対策

・利用権設定者

③ミニバックホウ等の機械賃料

（ただし、耕作をしていることが前提です）

④草刈、耕運に必要な経費

③その他要件
・事業を活用した農地は必ず作物を栽培し出荷すること
とする

作物栽培による遊休地の解消

か

き

（白ネギ、なす、キャベツ、花卉、トマト、ミニトマト、
広島菜、メロン、つるむらさき、ピーマン、そば、ナタ

⑤その他必要と認められた費用

薬用作物のシャクヤクを栽培する
場合は苗の無償配布を行います。
（10ａあたり2,000本～ 3,000本植栽

マメ、薬用作物、契約採種）

が目安です）

・事業実施後５年間以上耕作すること

今年もやります！

美郷町商工会
産業振興課

美郷町プレミアム商品券

☎７５－０８０５
☎７５－１２１４

プレミアム商品券の販売を、今年も販売します！
町内の消費喚起、商工業振興のためぜひご購入ください。
販
販 売

売

額 １冊10,000円分（500円券/24枚綴)
場

総数6,000冊（1世帯10冊まで）

所 美郷町商工会（本所及び大和事務所）

購 入 の 流 れ １．美郷町プレミアム商品券購入申込書に必要事項を記入
２．販売場所に、美郷町プレミアム商品券購入申込書と印鑑と購入代金を持参
３．その場で商品券を購入
販 売

期

間 一次販売：平成28年6月16日㈭～平成28年8月12日㈮

限定4,000冊

二次販売：平成28年8月16日㈫～平成28年9月30日㈮

限定2,000冊

※販売期間満了の前に限定数分の商品券が売り切れた場合、その時点で販売を終了します。

利 用

期

間 平成28年７月１日～平成28年12月31日

利用できるお店 事前に商工会に届け出をしている美郷町内のお店
（利用可能なお店には「商品券取扱店証」の張り紙があります）
禁 止

事

項 銀行への預入、公共料金の支払い、出資・債務の支払、個人の換金、ビール券
図書券・ＱＵＯカード等換金性の高い有価証券との交換、切手・官製はがき
印紙の購入、仕入れ等の事業資金、たばこの販売
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やくば通信

健康福祉課 美郷町地域包括支援センター
☎７５－１９３１

高齢者福祉サービスのご案内

「美郷町地域包括支援センター」は美郷町が運営している機関で、高齢のみなさんが住みなれた町で安心し
て暮らしていけるように、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から高齢の方やその家族を支えています。
困ったことはなんでもご相談ください！

『65歳以上の方』対象のサービス（一部、身体に障がいのある方（児）も対象）
生活管理指導員派遣事業（ホームヘルプ）

生活管理指導短期宿泊事業（短期入所事業）

●対

●対

●内

象：一人暮らしの高齢の方、または日常生活でお

象：在宅の高齢の方、または障がいのあ

困りの高齢の方のみの世帯（介護保険におけ

る方で日常生活において指導、支援

る要支援・要介護認定者は除く）

が必要な方（介護保険における要支
援・要介護認定者は除く）

容：調理、掃除、洗濯等の生活管理に対する支援
や指導

●内

容：養護老人ホームへ一時的に宿泊し、
生活習慣の指導や体調調整を図る

●利用回数：週２回まで

●利用回数：原則として７日以内

●利 用 料：261円/45分未満、321円/45分以上65分未満

●利 用 料：1,730円/日

「食」の自立支援事業（配食サービス）
●対

福祉タクシー運賃助成事業

象：調理が困難な一人暮らしの高齢の方、または
高齢の方のみの世帯

●内

●対

象：・車椅子またはストレッチャーを利
用しなければ外出できない高齢の方

容：お弁当の手配と配達

・下肢機能障がい、体幹機能障がい

●利用回数：一般食～週２食まで

または視覚障がいのいずれかを有し、

病態食～週６食まで

車椅子またはストレッチャーを利用

●利 用 料：350円/食

しなければ外出できない身体障がい
のある方（児）
●内

緊急通報装置整備事業
●対

容：医療機関への通院等の手段として町
内の福祉タクシーを利用した際の運

象：一人暮らしの高齢の方、または高齢の方のみ

賃助成【利用時には『利用登録証』

の世帯、身体障がいのある方（身体障がい者

の提示が必要】

手帳の交付を受けている方）
●内

●利用回数：片道を１回とし、１ヶ月あたり８回

容：電話機に接続する緊急通報装置（本体＋ペン

以内

ダント）の設置及び利用料の助成

●助 成 額：運賃の1/2を助成（上限5,000円）

●利 用 料：装置の設置費10,000円程度（出張費含む）、
使用料500円/月

『介護保険の認定を受けている方』対象のサービス
要介護者のタクシー運賃助成事業

介護用品支給事業

●対

象：要介護１～５の認定を受けている方

●対

●内

容：美郷町内のタクシー業者を利用した際の

（町民税非課税者）を在宅で介護する
家族

運賃助成【利用時には『介護保険被保険
者証』の提示が必要】
●利用回数：片道を１回とし、１ヶ月あたり８回以内
●助 成 額：運賃の１割を助成（上限5,000円）

象：要介護４または５に相当する高齢の方

●内

容：紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手
袋等の介護用品の現物支給

●支給限度額：月額5,000円

広報みさと 2016.5
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健康福祉課 美郷町地域包括支援センター
☎７５－１９３１

介護予防教室のご案内
ニコニコ健康教室
●対

象：おおむね70歳以上で介護認定を受けていない方

●内

容：椅子に座ってできる体操、横になってできる体操、ボール等を使った体操など

●参 加 料：2000円/年（送迎あり）
●会

場：【君の谷農村塾】隔週の金曜日（午後）
【沢谷交流センター】隔週の金曜日（午後）
【吾郷集会所】隔週の木曜日（午後）
【大和事務所】隔週の金曜日（午前）
【比之宮交流センター】隔週の金曜日（午前）【潮公民館】隔週の木曜日（午前）

脳とからだの健康教室
●対

象：おおむね70歳以上で介護認定を受けていない方

●内

容：簡単な読み、書き、計算または手工芸どちらか選択できます。
陸上運動または水中運動

●開催期間：前期４月～９月と後期10月～３月/毎週火曜の午前（大和）と午後（邑智）
●参 加 料：送迎あり2000円/月（送迎なし1000円/月）
●募集人数：各教室30名
●会

場：ゴールデンユートピアおおち

療養音楽教室（ドレミ倶楽部）
●対

象：おおむね65歳以上で介護認定を受けていない方

●内

容：手、指、楽器を使った療育音楽

●会

場：【ゴールデンユートピア】月・水・木・金/10:00 ～ 15:00
毎回1100円（食事・プール・保険・送迎含む）
【沢谷交流センタ―】
第３木曜日（10時～ 11時）
【吾郷集会所】
第２水曜日（10時～ 11時）
【君の谷農村塾】
第３木曜日（14時～ 15時）
【別府公民館】
第２水曜日（14時～ 15時）
毎回300円
【比之宮交流センター】 第２月曜日（14時～ 15時）
【大和事務所】
第２月曜日（10時～ 11時）

健康体操

レクリエーション

ゲームなど

生きがいデイサービス（はつらつ倶楽部）
●対

象：おおむね65歳以上で介護認定を受けていない方

●内

容：月ごとに運動、手工芸、防犯教室、健康教室等の講座、食事、入湯

●利用回数：月１回（木曜日）
●会

場：潮温泉

大和荘

●参 加 料：毎回1300円（送迎・食事・入湯料含む）
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やくば通信

住民課 ☎７５－１２１３
浜田年金事務所 ☎０８５５－２２－０６７０

国民年金保険料、納付に困ったら

経済的に国民年金保険料を納めるのが困難な人などのために、免除制度などがあります。
保険料が未納のままだと、老後の年金だけでなく、若いときにも支給される障害基礎年金などが受けられない
場合があります。納付に困ったら早めにご相談ください。
○納付が困難な人のための

免

除

制

○30歳未満の人のための

度

○学生のための

若年者納付猶予制度

学生納付特例制度

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

納付が困難な人は、申請して認

本人と配偶者の所得が一定以下

本人の所得が一定以下の学生

められれば免除となります。申

の20歳 以 上30歳 未 満 の 人 は、

は、申請により在学期間中の保

請免除には全額免除と、４分の

申請により保険料の納付を後払

険料を後払いにできます。

３免除、半額免除、４分の１免

いにできます。

除があります。

◆免除を受けるための条件◆
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が下の計算式の金額以下で
あれば、免除を受けることができます。
全額免除
▶ （扶養親族等の数 + １）×35万円 + 22万円
４分の３免除 ▶
７８万円
半額免除
▶ １１８万円
+ 扶養親族等控除額
４分の１免除 ▶ １５８万円
+ 社会保険料控除額等

◆将来の年金への影響◆
免除が承認された期間は、全額納付した場合と比べ保険料負担が軽減
されているため、受け取る老齢基礎年金額は下記のとおり少なくなり
ます。
●全額免除・・・１/ ２
●３/ ４免除・・・５/ ８
●半額免除・・・３/ ４免除 ●１/ ４免除・・・７/ ８
健康福祉課
☎７５－１９３１

身体・知的障がい者相談員の委任について

美郷町では、身体障害者福祉法第

及び知的障がい者福祉法第
15

12
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条の３

条の２に規定す

る「身体障がい者相談員」及び「知的障がい

者相談員」を設置しています。

身体障がい者相談員

身体に障がいのある人の相談に応じ、更生

のために必要な支援を行います。身体障がい

者地域活動の推進、関係機関への協力等、身

体障がい者の福祉の増進を図ります。

知的障がい者相談員

知的障がい者又はその保護者の相談に応

じ、必要な支援を行います。関係機関の業務

の円滑なる遂行に協力し、知的障がい者の福

祉の増進を図ります。。

４月１日から次の方にそれぞれ相談員を委

任しています。

康司（粕渕）

○身体障がい者相談員

山田

美代子（信喜）

○知的障がい者相談員

波多野

日

年４月１日

年３月

31

任期

平成

～平成

29 28

8

やくば通信

健康
まめ知識 No.

115

災害はいつ起こるか分からない!
日頃から長期保存が可能な食品を買い置きし、
非常時に役立てましょう。

1.備蓄しておきたい食品
災害発生直後は、ライフラインが全て使えない
ことも予想されます。調理や温めなくてもそのま

水や食料等の備蓄食品は

１人最低３日分が目安です。

ま食べられるものも準備しましょう。
買い置きしておきたい食品の例

どんなものが家にあるか、確認してみましょう！
主食
主菜
副菜
飲料
その他
・水
（ペットボトル）・お菓子
・即席汁物
・米
（無洗米が便利）・缶詰め
（あめ、キャ
・お茶
（ツナ缶、コー ・乾燥野菜
・レトルト白米
ラ メ ル、 チ
（ペットボトル）
ン ビ ー フ ン、・のり
・アルファ米
ョコレート、
オイルサーデ ・干ししいたけ ・果汁ジュース、
・缶パン
ビスケット）
野菜ジュース
ィン、大豆水 ・乾燥わかめ
・コーンフレーク
・ ド ラ イフル
・スキムミルク
・根菜類
煮 等）
・即席麺
・ロングライフ牛乳 ーツ
・レトルト食品
カップ麺
・はちみつ
・そうめん、うどん、 （カレー、シチ
・梅干し
ュー等）
そば
・芋類

2.家族構成に合った備蓄
〈 高齢者 〉
固いものが食べにくい、飲み込みにくい人には、やわらかい食
品や普段食べ慣れているものを準備しましょう。高齢者はのどの
渇きを感じにくく、脱水症状になりやすいので水は多めに!

栄養食品

とろみ剤

〈 妊産婦・慢性疾患のある人 〉
（食物アレルギー・糖尿病等）
被災後すぐには、体の状態や症状
に合った食品が手に入らないことが
多いので、注意が必要です。

ゼリー

〈 赤ちゃん 〉（母乳育児の人も）
母乳が出なくなることもあるので、粉ミルク・哺乳瓶・水をセ
ットで準備しておきましょう。ベビーフード等もあると安心です。
脱水症状になりやすいので、水は多めに!

○平成26年に農林水産省から「緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイド」が策定されまし
た。こちらもぜひご活用ください。（詳しくは 農林水産省ホームページ 緊急時に備えた家
庭用食料品備蓄ガイド をご覧ください。
）
◆問い合わせ◆

9
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役場健康福祉課

電話：７５－１９３２

情報たまてばこ

お知らせ
美しき郷、美郷 を め ざ し て
６月５日㈰は、環境美化一斉行動日

○日時
○場所

合同労働相談会

時

島根県労働委員会と島根労働局な
ど の 関 係 機 関 の 共 催 に よ り、「 パ ワ
ハラ」
「突然解雇」
「賃金不払」など、
労働者と事業主との間のトラブルを
６月

日㈰

解決するお手伝いをします。
○日時

化や公民館等で取り組んだ文化作品の展示、

模擬店も多数出店を予定しています。みなさ

島根県労働委員会事務局

▼問い合わせ・申込み先

接、会場にお越しください。

すが、当日受付もしますので、直

神楽等の舞台発表の他、町内の歴史伝統文

集

☎０８５２－２２－５４５０

募

公立邑智病院

行います。

時
いわみーる

時～

ろう」です。

平成 年度第１回職員採用試験を

「手足のしびれ、
ふるえ、
ふらつき」

詳しく説明してほしい方やそのご家

無料（秘密厳守します）

・看護師…若干名

んお気軽にご来場ください。

◇第２試験

内容…面接試験

○受付期間

http://www.ohchihospital.jp
公立邑智病院（総務人事係）

ださい。

をご覧いただくかお問い合わせく

受験手続等の詳細はホームページ

▼受付申込・問い合わせ先

５月２日㈪～６月

日㈭

会場…公立邑智病院

日時…７月

日㈯

合否は郵送で通知します。

エントリーシート

◇第１次試験

○試験日時・会場・内容

日時：平成28年6月19日㈰
9：30～

☎９５－２１１１

10
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６月 日㈭
９時～

島根県県央保健所
大田市長久町長久ハ７－１）
島根県立大学（出雲キャンパス）

○医師

せ、６月第１日曜日を環境美化一斉
副学長（神経内科）山下一也先生

美郷町では６月の環境月間に併
行動日としています。ごみのない美
○申し込み締切日

６月 日㈭

しき郷、美郷をめざし、ごみを捨て
▼問い合わせ・申込み先
県 央 保 健 所 医 事・ 難 病 支 援 課

ないという意識を高めるためにも大
切な活動です。趣旨をご理解いただ

☎０８５４－８４－９８２６
０８５４－８４－９８３０

き、各自治会などでも積極的な取組

自治会内の美化運動（道路

６月５日㈰

をお願いします。
○行動日
○内容
沿い・水路等の清掃、捨てられて
いる空き缶等の回収）
▼問い合わせ先
住民課☎７５－１２１３

難病相談
神経内科の専門医による個別相談

「文化とふれ合い、町の新たな歴史を作
・助産師…１名

・薬剤師…若干名

○試験区分

○場所

今年度のテーマは

労働者、事業主どちらからの相談

○料金等

美郷町文化祭を開催します。

族からの相談も受け付けています。

で困っておられる方、難病について

などで悩んでおられる方、療養生活

を行います。

第11回

・言語聴覚士…１名

内容：舞台発表、文化作品展示、
模擬店・バザー

30

23

も受け付けます。事前予約優先で

場所：美郷町立大和中学校体育館
（美郷町長藤195番地）

23

30

12

19

15
（浜田市野原町１８２６ １
-）

11

美郷町文化祭のご案内
28

℻

情報たまてばこ

こころの病気や精神障がい者のよき理解者となり、生活や社会参加を地域で支えるこころの健康ボラ
ンティアの養成講座を行います。
【対象】 大
 田市・邑智郡にお住まいで、精神保健福祉活動やボランティア活動に関心があり、原則４
回すべて受講できる方。
【募集定員】 20名（先着順）

【申込締め切り】 ６月30日㈭

【日時・会場・内容】
日時

会場

内容

第１回 7/20㈬13:30～16:00

県央保健所

【講義】障がいの理解とボランティアの役割について

第２回 7/28㈭13:30～16:00

県央保健所

【講義】話の上手な聴き方について

下記のうち1日
【実習】うさぎの会（精神保健福祉ボランティア組織）
大田市内または
8/10㈬、16㈫
の活動への参加
第３回
9/7㈬、8㈭、20㈫
内容：精神障がい者との活動を通した交流
邑南町内
※時間は13:00～15:00
（軽スポーツ、レクリエーション等）
第４回 9/26㈪13:30～15:00

【主

県央保健所

【うさぎの会との交流】

催】 こ
 ころの健康ボランティア養成講座実行委員会（うさぎの会・亀の子・大田市社会福祉協
議会・大田市地域福祉課・県央保健所）

【参加費】 無料
（ただし、ボランティア活動保険加入希望の方は300円必要

※第１回目に徴収）

▼参加申込み・お問合わせ先
県央保健所 健康増進課（実行委員会事務局） TEL：
（0854）84－9823

11
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人事

地域おこし協力隊

じゅんや

３月１日付で地域おこし協力隊と
して１名を採用しました。よろしく
お願いします。

やま もと

沢谷地域

山本 純也

こころの健康ボランティア養成講座の受講者募集 !!

税務職員

国税庁では、税務職員を募集して

年 ４ 月 １ 日 に お い て、

います。
募集要項は次のとおりです。

平成

○受験資格

１
高等学校又は中等教育学校を卒

業した日の翌日から起算して３

25

（福岡県福岡市）

美郷町簡易水道の
水質検査結果

※なお、検査結果の詳細は、ホームページで公表しています。
▶問い合わせ先 役場建設課（☎７５- １２１５）

年を経過していない者（平成

年３月

29

年４月１日以降に卒業した者が

該 当 す る。
）及び平成

までに高等学校又は中等教育学

人事院が１に掲げる者に準ず

校を卒業する見込みの者

２

対応
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

ると認める者

評価
適合
適合
適合
適合
適合
適合
適合
適合
適合
適合

○試験の程度

高校卒業程度

結
果
基準値超過及び異常なし
基準値超過及び異常なし
基準値超過及び異常なし
基準値超過及び異常なし
基準値超過及び異常なし
基準値超過及び異常なし
基準値超過及び異常なし
基準値超過及び異常なし
基準値超過及び異常なし
基準値超過及び異常なし

▼受験申込書及びパンフレットの請

求、問合せ先

広島国税局 総務部 人事第二課 試

験研修係

広島市中

☎０８２－２

（〒７３０－８５２１

区上八丁堀６－

２１－９２１１内線３７４３・３

６３５）

又は浜田税務署総務課

☎０８５５－２２－０３６０

http://www.nta.go.jp

○ホームページアドレス

国税庁

検査実施（３月16日）
粕渕・浜原簡易水道
吾郷地区簡易水道
別府地区簡易水道
君谷地区簡易水道
酒谷地区簡易水道
石原地区簡易水道
潮 地 区 簡 易 水 道
都 賀 行 簡 易 水 道
比之宮地区簡易水道
都 賀 簡 易 水 道

30

28

まちかどウォッチング

4/11 月

▲少し肌寒かったのですが、みなさん素敵な笑顔です♪

▲校長先生から教科書をもらいます

ご入学おめでとうございます

▲しっかりと先生の後について入場！

町内の各小中学校で入学式がありました。
今年の新入生は邑智小学校が26名、大和小学校が13名、
邑智中学校が23名、大和中学校が９名です。
お兄さん、お姉さんに見守られながら、少し緊張気味で
新生活がスタートしました。
子どもたちが楽しく、安全な生活が送れるように地域の
みなさんのあたたかい見守りをお願いします。

4/24 日

4/24 日

▲しゃくなげと一緒に笑顔とお菓子
も花咲きます
▲飯南牡丹組のパワフルな演技

第７回 花の谷しゃくなげ祭り
しゃくなげ香るこの季節、毎年恒例で行われて
いる沢谷地区の祭りです。シャクナゲパーク保存

▲浄土寺までの約400メートルをゆっくりと歩きました

35年ぶりの稚児行列
粕渕地区にある浄土寺で新しい住職の就任を祝

会と沢谷地域連合自治会の主催で行われています。

う法要が行われました。この法要に合わせ、揃い

今年は町内だけでなく、町外からも多数の来場

の衣装に身を包んだ稚児行列が35年ぶりに行わ

者があり、駐車スペースには車が入りきらないほ

れ、１歳から小学校中学年の55人が行列に参加し

どでした。

ました。

千原神楽団による恵比寿の上演や、飯南牡丹組

浄土寺は石見地方の浄土真宗発祥の地として知

によるよさこいの披露があり、会場を大いに盛り

られており、法要にはたくさんの人が詰めかけま

上げました。

した。

広報みさと 2016.5
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4/16 土

▲夏日だったので川に入るのも
気持ちよさそう！

▲鮎も元気よく飛び出しました

自然を守ろう！鮎の放流が行われました

久保地区の早水川で鮎の放流が行われました。
これは川・山・地域がきれいであるようにと、山
興緑化有限会社が毎年取り組んでいる事業です。
今年で11回目を迎えました。
社員やその家族、地域の子どもたちが約1000匹
の鮎を放流しました。
とても天気が良く、子どもたちは鮎の放流が終
わってからも川でカニや虫などを探したり捕まえ
たりして元気に遊んでいました。

4/6 水

▲メッセージ伝達式には老人クラブや母の会
など約50人の美郷町民が集まりました

春の交通安全運動

４月６日㈬から15日㈮までの10日間、春の全国
交通安全運動が全国一斉に実施されました。
運動期間初日に合わせ、交通安全メッセージの
伝達式が行われました。両見川本警察署長から景
山町長に交通安全メッセージの伝達があり、美郷
町老人クラブ連合会福島迪雄会長と交通安全母の
会安田兼子会長から、町民の交通安全意識の向上
に向けての決意表明がありました。
この交通安全期間だけでなく、常に一人ひとり
が交通安全について考え、人も車も自転車も交通
ルールを守り、悲惨な交通事故をなくしていきま
しょう。

共同募金は地域福祉のために

4/13 水

平成28年度地域福祉推進助成事業交付式が美郷

町保健福祉センターで行われました。この事業は
民間団体などが実施する地域福祉活動に対し、経
費の一部を助成するものです。
今年度は８団体が採択され、そのうちの３団体
は新規で助成を受けます。
交付式の後は意見交換会が開かれ、地域福祉に
対する思いを話し合いました。
採択された団体と事業名は下のとおりです。
▲交付式では代表で福寿会の能美さんが感謝の気持ちの述べました

都賀西老人クラブときわ会
「都賀西老人クラブ健康づくり交流会」
酒栄会「敬老弁当配布事業」
にこっと会「にこっと会」
都賀行連合自治会
「軽スポーツ大会（世代間交流事業）備品整備」
滝原すずめ会
「こどもと大人のふれあいネットワーク・サトイモ等
野菜栽培体験道場」
福寿会「心と身体の健康づくり」
サロン・つむぎ「いきいきサロン」
湯抱さくら会「湯抱さくら植樹事業」

13
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▲「みなさんが先導に立って福祉の輪が美郷全体に広
がって欲しい」と語る美郷町共同募金委員会の松本愼
二会長

美郷の人びと

日付けで人権擁護委員を退

誠子さん（上野）

月１日から

年以

優勝
３位

美郷町Ｂチーム
美郷町Ａチーム

回邑智郡はつらつ運転コンテストが、

歳以上２名、

日㈰邑南町の石見自動車教習所で行わ

武さん、
宮岡美佐子さん）

ん、漆谷

町Ｂ（岡先利和さ

が３位入賞、美郷

ん、三上圭輔さん）

さん、岡先文男さ

郷町Ａ（富永幸雄

チーム参加し、美

美郷町からは２

転技術を再確認していました。

㎞走行、

スラローム、一本橋などに挑戦し、自分の運

素運転している車両に乗って、時速

した安全運転コンテストです。参加者は、平

技能走行など自動車運転の基本事項を課題と

歳以下１名 を１チームとして、法規 走行、

れました。 この コンテストは

４月

第

第 回
邑智郡はつらつ運転コンテスト

お め で とうございま す

年 月

西島

法務大臣感謝状

平成

す。
西島さんは、平成

年

り擁護する活動を行っている委員のことで

住民の人権が侵害されることのないよう見守

人権擁護委員とは、
法務大臣の委嘱を受け、

贈られました。

任された西島誠子さんに、法務大臣感謝状が

31

上にわたり委員を務められ、その長年の功績

20

が見事優勝されま

４月

日㈮、邑智大和ライオンズクラ

寄付金は図書購入資金として役立てら

月３日㈰に開催し、集めた寄付金です。

目的としたチャリティーゴルフ大会を４

育支援及び美郷町民の生涯学習の支援を

当団体が青少年の健全育成のための教

６万円の寄付をされました。

ブが美郷町立図書館『みさと本の森』に

22

れます。ありがとうございました。

▲寄付金は菅原千惠人会長から田邊教育長に手渡されました

12

10 20

した。

▲優秀な成績を収め、優勝した美郷町Ｂチームの３名

10

65

12

が評価されたものです。

▲感謝状を受けとり笑顔が輝く西島さん

30

15

30

27

邑智大和ライオンズクラブが
「みさと本の森」
に寄付をされました

14
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美郷の人びと

沢谷の人びと が 語 っ た 伝 承 本

言葉の持つ魅力を活かすた

１冊にまとめました。

『沢谷むかしコレクション』完成
島大スピリッツ（島根大学
の学生）が沢谷地域の協力を

まほろば句会

承本ができあがりました。学

つづり、とてもあたたかい伝

車止め桜吹雪を暫し見る

古里の誇りや桜街道は

駆けてゆくかばんにかくれ新入生

吉迫アキミ

玉岡

三島

日髙

弘子

澄江

笑子

服部康人 先生

日㈭に沢谷交流センターで贈

生 た ち は、
「聞きなれない方

吊橋の描く虚空や竹の秋

石田

選者

呈式がありました。この伝承

言を文字にするのが大変だっ

花吹雪よぎる歩道や散歩する

岡先登美子

め、語り手の口調をそのまま

本は西部県民センターの学生

た」と言います。伝承本は沢

山ひとつ越えて来たりし春野かな

玄田トミヱ

得て伝承本を製作し、３月

地域活動支援事業を活用して

谷地域の世帯や町内の各小中

初蝶の行方見逃す空の色

春宵や出雲の景を見て飽きず

春光を受けしカヌーやダム湖ゆく

感嘆す二千本なる桃の花

燕来る車庫の扉を開け放つ

辛夷咲き農仕の暦始まりぬ

峡はいま一色なりし霞立ち

彼岸寒ひざ掛け持ちてお朝事に

里人の守りし桜並木かな

相席も一期一会や花の茶屋

春日中歩幅合はせて夫と行く

松村みはる

石田

和田

高橋

高田

西島

坪内

伸子

森田佳代子

高橋

照子

和子

浩子

登子

誠子

良子

大久保朝子

中原美都子

悦子

昔の沢谷の様子をよく知っ
学校などに配布される予定で

４月16日㈯に、邑智ミニバスケットクラブ（古
城勉監督）に所属する小学生18名と、その指導
者、保護者、ＯＢの総勢37名によるボランティ
ア活動が行われました。毎年恒例になっている活
動で、今年度はスタート位置を吾郷と栗原の２班
に分けて石見簗瀬駅をゴール地点とした道路のゴ
ミ拾いです。たばこや空き缶、空きビンなどたく
さんのゴミを回収しました。
ゴール地点では全員でゴミの分別を行い、その
後粕淵駅までＪＲ三江線で移動。初めて三江線に
乗車する子もいて、ワクワクとドキドキの楽しい
体験をすることができました。
こうした活動を通して子どもたちのボランティ
ア意識と環境美化への意識は更に高まります。今
後も地域の役にたてるよう、積極的に活動を続け
られるそうです。

作りました。

た方々に文化や知恵などを取
す。

野に出でて夫の好める野蒜掘る

渡邊

光廣

対山に点在するは花辛夷
選者吟

遠望に三瓶山あり桃の村

広報みさと 2016.5
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材し、懐かしさが感じられる

邑智ＭＢＣが美郷町をきれいに！

６月の行事予定
１日 ㈬
２日 ㈭
３日 ㈮

2016年
第140号 ５月号

４日 ㈯

江の川半日ツアー（カヌーの里おおち）

５日 ㈰

環境美化一斉行動日（町内全域）
シーカヤックツアー（カヌーの里おおち）

６日 ㈪
７日 ㈫ 中国補聴器センター補聴器相談会（美郷町保健福祉センター）
８日 ㈬
９日 ㈭
10日 ㈮
11日 ㈯

江の川半日ツアー（カヌーの里おおち）

からだスッキリ健康教室（ゴールデンユートピアおおち）
12日 ㈰
江の川半日ツアー（カヌーの里おおち）
13日 ㈪
14日 ㈫
15日 ㈬

行政相談（大和事務所）

16日 ㈭
17日 ㈮
18日 ㈯

江の川半日ツアー（カヌーの里おおち）

19日 ㈰

第11回みさと町民文化祭（大和中学校）
江の川上流ツアー（カヌーの里おおち）

20日 ㈪
21日 ㈫
22日 ㈬
23日 ㈭

すくすく相談（子育て支援センターあいあい）
西日本補聴器補聴器相談会（美郷町保健福祉センター）

24日 ㈮
25日 ㈯

別府ホタル祭り（別府公民館周辺）
江の川半日ツアー（カヌーの里おおち）

銀山街道やなしおウォーキング
26日 ㈰ からだスッキリ健康教室（ゴールデンユートピアおおち）
江の川半日ツアー（カヌーの里おおち）
27日 ㈪
28日 ㈫

あっこの

29日 ㈬
30日 ㈭

人口と世帯

人口
男
女
世帯数
（

5,041 人

2,378人 （−９人）
2,663人 （−１人）
2,328世帯（−１世帯）

）は先月との比較（住民基本台帳による５月１日現在）

なんたことかいなぁ

ゴールデンウィーク中のこと。傘をさして犬と
散歩をしていたんですよ。その日はとても風が
強くて、何度も足を止めながら歩きました。
花火大会会場近くの宝来橋を通りかかったと
き、突風に襲われました。その瞬間！
なんたことかいなぁ！
体が一瞬浮きました。傘がひっくり返り、傘の
骨が折れてしまいました。
私ってば華奢だから・・・（ん？）
すぐに傘をたたみ、無事に家まで帰りました。
風の強い日に傘をさして歩くのは危険です。み
なさんも気をつけてくださいね！
この私ですら体が浮いたくらいですからぁ !!

広報みさと 2016.5
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