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今月の顔

自分のエコバッグで
買い物にいくんだ♪
環境のことを勉強し、買い物のときに繰り返
し使えるエコバッグを作った都賀保育園の園
児たち。お気に入りのかばんが出来上がりま
した♪
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どうなる？三江線

本間、石見川本～石見簗瀬間が順次

戸～石見川越間、石見川越～石見川

間の工事から着手され、その後、川

～三江線の歴史、知っていますか？～
鉄道施設の要望
明治中期頃、江の川が陰陽連絡の

浜原～三次間の計画区間は戦争の

開通していきました。

米など様々な物資が舟により運ばれ

勃 発 に よ り 一 時 中 断 さ れ ま し た が、

一 大 動 脈 を な し て お り、 鉄、 白 炭、
ていました。この江の川舟運に代わ

昭和

年の日本鉄道建設公団の発足

る陰陽連絡と地方開発の動脈として
鉄道施設要望の運動が邑智郡内の有

羽間が工事線に指定され、昭和

に伴って、昭和

年

年４月に浜原～口

志により展開されました。

実は粕渕と浜原は通る予定じゃ
１月に浜原側から工事が着手されま

から明塚を通り滝原に出る計画だ

三江線の当初の計画は石見簗瀬

なかったって知ってるウリか？

島根県議会への請願・陳情を重ね、

した。着工後９年余りの歳月を経て

ったウリ。

県議会からも要路への意見書の提出

日に浜原～口羽間が

しかし、粕渕、浜原地区から駅

月 日に石見簗瀬～浜原

れ、当初の計画路線を変更し、昭

開通・営業開始となり、これにより

80

和 年

10

20

０．１㎞）が開通したウリよ。

間が開通し、
石見江津～浜原間
（５

12

線開通しました。
年の悲願が結実した

工事着手後、実に
に父祖三代、
と言えます。

年余り。まさ

奏し、現在の「三江線」の必要性は

15

50

の設置をめぐり激しい陳情が行わ

31

江津～三次間（１０８．１㎞）が全

年８月

昭和

39

されており、このような運動が功を

41

39

50
当時すでに認められていました。

年５月１日に三江線建設が

着工から開通まで
大正

決定し、大正 年９月に江津～川戸

11
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■できごと■
大正15年９月：
三江線建設に着手（江津－浜原間）
昭和４年10月：
都賀行村へのダム、発電所建設計画が発表される
昭和10年12月：石見川本－石見簗瀬間開通
昭和12年10月：石見簗瀬－浜原間開通

平成25年８月：豪雨により全線が不通
平成25年９月：浜原駅－三次駅間で運転再開
平成26年９月：ラッピング列車の運行開始
平成27年８月：全線開通40周年
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61

年には国

平成26年７月：全線で運転再開

こととなりました。昭和

平成19年６月：全線で運転再開

江線を取り巻く環境も厳しさを増し

平成18年12月：浜原駅－三次駅間で運転再開

62

鉄分割民営化関連法が成立し、昭和

平成18年７月：豪雨による土砂崩れで全線が運休

ていました。

行き違い施設撤去（川平駅、川戸駅、因原駅、石
見簗瀬駅）

開通から現在まで

平成11年：

年４月１日にＪＲグループが発足

平成７年６月：キハ１２０形気動車の運転開始

す。

平成元年12月：一部列車でワンマン運転開始

39

年に赤字に転落して

承継

国鉄は昭和

国鉄分割民営化により西日本旅客鉄道株式会社が

55

21

しかしながら、新線建設に要した

昭和62年４月：

し、三江線は西日本旅客鉄道株式会

江津駅－浜原駅間の貨物営業廃止

年に国鉄再

昭和57年11月：

以降、黒字に戻ることはありません

催される

１２０億円のうち 億円は特別鉄道

沿線市町において三江線廃止反対総決起大会が開

社に引き継がれ今日に至っていま

運動が取り組まれる

でした。国の補助により経営の維持

沿線２市９町村で三江線存続のための十万人署名

債券として地元で引き受けなければ

昭和55年12月：

を図りましたが、昭和

昭和55年11月：国鉄経営再建促進特別措置法成立

ならない仕組みのため、オイルショ

昭和53年３月：全線直通運転開始

決起大会などを開催し、政府への陳

線開通

建法が成立し、三江線は廃止対象と

浜原駅－口羽駅間が開通し、江津駅－次駅間が全

ックによる財政状況の悪化から各市

昭和50年８月：

なりました。
このような動きに対し、

昭和49年12月：明塚駅－浜原駅間が復旧

町村とも厳しい財政運営を行わなけ

蒸気機関車（Ｃ５６形）の運行廃止、ディーゼル
機関車（ＤＤ１６形）へ置き換え

全国各地で反対運動が展開され、総

昭和49年11月：

ればなりませんでした。

昭和41年１月：口羽－浜原間着工

ま た、 社 会 の 変 化 は す さ ま じ く、

野井仮乗降場が開設される

情が行われました。結果として三江

昭和40年10月～昭和48年12月：

道路の整備とバス、トラック輸送の

となる

線は代替輸送道路が未整備などとし

大洪水により鉄橋・橋梁が破壊し、三江線が不通

進展、自家用車の普及、高度成長期

昭和40年７月：

て廃線対象から除外され、存続する

昭和39年３月：日本鉄道建設公団が発足

における人口の流出と過疎化など三

昭和21年６月：三江線全通促進期成同盟会発足

やくば通信

健康福祉課
☎７５－１９３２

平成28年度の国民健康保険税の税率を改正しました
美郷町国民健康保険特別会計の収支

区

の状況は、平成19年度以降急速に悪
化し、２年ごとに保険税率を見直して
いくという方向の中で、年々医療費が
増額していること、国の国民健康保険

医療分

法等の改正により、平成30年度から
国保運営の都道府県化が実施されるこ
とに伴い、平成27年度に保険税率の
改正を行いました。

後期高齢者
支援分

国保運営の都道府県化では、島根県
が示す標準保険料率に基づき算定され
た額を納付金額として納めることにな
ります。現在美郷町の保険税率は県内
でも低い位置にあり、収支のバランス
と都道府県化した場合、急激な負担増
にならないために平成28年度におい
ても、改正を行います。

介護納付分

分

平成27年度

平成28年度

今までの税率等

新しい税率等

所得割

8.72%

9.30%

資産割

15.00%

0.00%

均等割

23,100円

25,000円

平等割

16,000円

18,000円

所得割

3.00%

3.10%

資産割

3.82%

0.00%

均等割

6,800円

7,500円

平等割

4,600円

5,300円

所得割

2.90%

2.80%

資産割

4.84%

0.00%

均等割

7,600円

8,000円

平等割

4,200円

4,500円

※ 世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、1人あたりの均等割額と世
帯あたりの平等割額が軽減されます。
軽減の状況等は、国保の加入世帯に送付される国民健康保険税決定額通知書
をご覧いただくか役場住民課までお問い合わせください。

平成27年度まで、美郷町国民健康保険税の算定を４方式（所
得割・資産割・均等割・平等割）により行っておりましたが、
島根県の広域化計画では、資産割がない３方式を策定している
ことから、平成28年度においては、資産割をなくした３方式
とします。

国民年金保険料

平成28年度免除申請の受付をしています！

浜田年金事務所
☎０８５５－２２－０６７０
住民課 ☎７５－１２１３

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しい方を対象に平成28年度の免
除等の受付をしています。平成28年７月分から平成29年６月分までの国民年金保険料を対象と
して審査を行います。（審査は被保険者、世帯主、配偶者等の前年度所得を参考にします。
）
また、平成26年４月から法律が改正され、２年１カ月前の月分までさかのぼって免除申請を
することができる様になりました。失業等により国民年金保険料を納付することが経済的に困難
になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有している方等は、一度、役場国民年金窓
口または年金事務所へご相談ください。
※免除申請は毎年申請が必要ですが国民年金保険料全額免除または若年者納付猶予が承認された方が、申請時に翌年度以降も申
請を行うことをあらかじめ希望されている場合は、翌年度以降は再申請を行わなくても継続して申請があったものとして自動的
に審査を行います。継続審査になっているかどうかは、免除の承認通知に記載されていますのでご確認ください。
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住民課
☎７５－１２１３

後期高齢者医療被保険者証を７月中にお届けします
75歳以上の方（65歳以上で障がい認定を受けた方を含む）が、現在
お使いの被保険者証（むらさき色）は、７月31日㈰までお使いいた
だけます。
８月１日㈪からの被保険者証（きみどり色）は、７月中に簡易書留で
郵送します。

◀現在の被保険者証
７月31日まで使えます

※平成27年中の所得の状況により、医療機関でご負担いただく割合が８月から

◀新しい被保険者証

変更になることがあります。被保険者証に記載されている自己負担割合（「１割」

７月中に郵送します

または「３割」）をご確認ください。
また、平成27年中の所得額の確定に伴い、７月中に平成28年度保険料額に関す
る通知をお送りしますので併せてご確認ください。

高齢受給者証、減額認定証等の更新の時期です
高齢受給者証、減額認定証等の更新の有効期限は７月31日㈰です。
○国民健康保険高齢受給者証
国民健康保険に加入しておられる70歳以上75歳未満の方（後期高齢者医療対象者を
除く）がお持ちの高齢受給者証は、７月31日㈰までお使いいただけます。
新しい受給者証は７月中に郵送します。

住民課
☎７５－１２１３

お手持ちの証を
ご確認ください。

○限度額認定証・標準負担額減額認定証
国民健康保険にご加入の方で「限度額適用認定証」、国民健康保険または後期高齢者
医療保険にご加入の方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方につき
ましても、有効期限は７月31日㈰までとなっております。
すでに認定されている方につきましては、更新手続きの案内文書をお送りします。８
月１日㈪から再度認定を受ける方は更新の手続きをおこなってください。
新規に減額認定証等が必要な方も手続きにお出かけください。
▼手続きに必要なもの
印鑑、現在お持ちの高齢受給者証、減額認定証、個人番号確認資料（番号カードまた
は通知カード）、本人確認資料（運転免許証、保険証など）

産業振興課
☎７５－１２１４

集落の農地が荒れて困っていませんか？
耕作放棄地の再生利用のために乗用草刈機等の作業受託を行っています

全国的に耕作放棄地が増加してきています。加速度的な耕作放棄地発生の防止及び再生の取組みを推進するた
め、美郷町では耕作放棄地の再生利用等について、下記機械の作業受託業務を行っています。
機種および仕様

作業料

乗用大型草刈機
ゼノアハンマナイフモア
ＺＨＭ１５２０

１３，０００円／日（オペレーター付）
１０，０００円／半日（オペレーター付）

自走式堆肥積込・散布機
マニアスプレッダ
ＭＳＸ１０１０Ｇ

堆肥・散布（堆肥運搬込み）（オペレーター付）
６，０００円／日＋３，５００円／堆肥ｔの合計
▼作業受託の申込み・問い合わせ
大邑枦谷団地おいこ娘生産振興 ☎77-0747
美郷町農業再生協議会（産業振興課内）☎75-1214
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「なぜ、なに？」ごみ処理についてのよくある質問

住民課
☎７５－１２１３

ここ最近、美郷町役場や邑智クリーンセンターに皆様から寄せられる質問にお答えします。
●質問

新聞紙と折込広告は月１回の資源ごみの日に一緒に括って出し
ても良いの？

◆回答

はい。一緒に括って出せます。邑智クリーンセンターへ直接持
込をされる場合も同じです。なお、折込広告以外の古紙類は従
来どおりに出して下さい。

●質問

今朝、ごみステーションに指定どおりに出したのに、昼前にな
ってもまだ回収されていないんだけど？

◆回答

回収作業は当日朝から順次行っています。当日のごみの量によ
り複数回に分けて巡回する場合や、道路状況などによって回収
時刻は毎回異なります。また隣接するごみステーション同士で
も回収時刻が大きく異なることもあります。今後も引き続き、
当日の朝８時までにごみを出していただくようご協力下さい。

●質問

容器包装プラスチックやペットボトルなどと分別しても、邑智
クリーンセンターで、結局、燃えるごみと一緒にして燃やして
いるんでしょ？

◆回答

きちんと分別された容器包装プラスチックやペットボトルは圧
縮成形され、専門の再資源化業者に引き取られています。燃え
るごみと一緒に燃やすことはありません。ただし、汚れの取れ
ない容器包装プラスチックやペットボトルについてはリサイク
ルに回せないため、やむを得ず燃えるごみとして処理すること
もあります。正しい分別にご協力をお願いします。

参考資料

平成27年度 容器包装プラスチック及びペットボトルの処理実績

邑智クリーンセンター
での処理実績

搬入量（t）
（受け入れた量）

搬出量（t）
（再資源化された量）

容器包装プラスチック

145t

115t

ペットボトル

31t

28t

●質問

未使用の古いごみ袋が出てきて、
「笹畑クリーンセンター」って書
いてあるけど、まだ使えるの？

◆回答

受け入れた量と再資源化され
た量との差が、分別が不十分
だったり汚れがひどくて燃え
るごみとして処理された量に
なります。

はい、
「笹畑クリーンセンター」と書いてあっても使えます。なお、

もう使えないゴミ袋

緑色の文字で「邑智郡町村総合事務組合」と書いてある容器包装
プラスチック専用袋は使用できません。
●質問

邑智クリーンセンターへのごみの直接搬入の方法について教えて

◆回答

邑智クリーンセンターへ自家用車により直接ごみを搬入する場合、
受付時間は月～金（祝日を除く）９時～ 15時まで（厳守）です。
ごみの重さに応じて、処理手数料がかかります。

広報みさと 2016.7
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健康
まめ知識 No.

特定健康診査を受けましょう

116

治療中の方も年１回は必ず
健診を受けましょう！

町が指定する病院で特定健診を受けられます。
今年度、４回実施した集団健診を受けておられない方は、是非この機会に受診しま
しょう。
対 象 者

美郷町国民健康保険加入者で、40～74歳の人
（受診日に75歳の誕生日をまだ迎えておられない方も含む）
＊以下の方は 対象外 となります
①長期入院、もしくは施設へ入所しておられる方
②要介護認定で要介護４，５と判定された方
③保健班長さんを通じて取りまとめた特定健診申込書で「職場で受診する」、｢高齢、
寝たきり、入院中｣を選択された方

健 診 期 間

平成28年８月１日（月）～12月28日（水）

健 診 料 金

500円

指定医療機関 （町内）波多野診療所、秦クリニック、大和診療所
（川本町）加藤病院
（邑南町）公立邑智病院
（大田市）やまうち内科、うめがえ内科クリニック、川上医院

生活習慣病を 500円 で発見できる！
高血圧症
血圧が高いことにより血管に負担が
かかり、動脈硬化を促進し、脳卒中
などの合併症を引き起こします。

糖尿病

年１回は健診を
受けましょう！

血液中の血糖が高くなり全身の血管
や神経を傷つけ、失明や腎不全など
様々な合併症を引き起こします。

脂質異常症

腎臓病

血液中の脂質が増え、「ドロドロの
血液」になってしまう病気です。脂
質がどんどん血管の内側にたまって
動脈硬化を引き起こし、脳卒中や心
筋梗塞の原因となります。

腎臓は肥満や高血圧、糖尿病などの
生活習慣病の影響を受けやすい臓器
です。日本人の８人に１人が慢性腎
臓病と言われています。

＜お問い合わせ＞
美郷町役場 健康福祉課
電話75－1932

7
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健康推進係
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お知らせ
しまね長寿の住 ま い リ フ ォ ー ム
助成事業
既存の一戸建住宅のバリアフリー

万円

化のためのリフォーム工事費の一部
を助成します。
一戸あたり上限

歳以上の高齢者

万 円 な ど、 部 位 ご と に 補

○補助金額
（浴室
助上限額を設定）
○助成対象条件
歳以上の世帯主が居住する住

もしくは身体障がい者と同居また
は
宅
▼問い合わせ先
（一財）
島根県建築住宅センター
☎０８５２－２６－４５７７

島根県立盲学校
オープンスクー ル

９月
時 分

日㈬

分

日㈮

日㈮

ランドの魅力とゆたかな暮らしのあ

日㈫

連続して発生しているほか、市街地周辺でもクマが出没す

今年は、ツキノワグマによる死傷事故が東北地方などで

るなど多く報道されています。島根県でも６月15日、浜
田市旭町で釣り人がクマに襲われ重傷を負う事故が発生し

１．通学路や山でのクマとの出会いをさけるために！！

・クマ鈴など音の出るもので存在を知らせる。

分）

・早朝、夜間は出会う可能性が高いので注意する。

衛隊）

集

○応募資格

○採用試験 ９月

歳未満の人
日㈮～

日㈯い

○応募期間 ９月８日㈭まで

歳以上

一般曹候補生（陸上・海上・航空自

自衛官

募

☎０８５３－５３－８６００

島根県立古代出雲歴史博物館

▼問い合わせ先

館（出雲市大社町）

○場所 島根県立古代出雲歴史博物

９時～ 時（最終入館 時

クマの出没に注意してください！
ずれか１日

２．クマをおびきよせないために！！

・果樹は早めに収穫するなど地域で協力する。

・養蜂などは電気牧柵を設置する。

３．もしクマに出会ったら！！

・家の周辺に蜜蜂の巣を発見した場合は、巣を撤去する。

▼問い合わせ先

☎０８５５－７２－９５６３

歳未

○応募期間

９月

９月８日㈭まで

高卒（見込含）

航空学生（海上・航空自衛隊）

○応募資格

○採用試験

島根県出雲合同庁舎

日㈭

○試験会場

満の人

島根県西部農林振興センター県央事務所

松江・出雲・浜田の各

・大声を出したり、走って逃げずに、クマに背を向けず

島根県合同庁舎

○試験会場

・収穫後の農産物、家庭の生ごみは野外に放置しない。

歳以上

日㈰～

日㈪

歳未満の人

自衛官候補生（陸上・海上・航空自

衛隊）

○応募資格

○応募締切

日㈬

（一般男性）９月９日㈮

（高校生男性）９月

（女性）９月８日㈭

○採用試験

（ 一 般 男 性 ）９ 月

8
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第２回
時～

９月

８月

（松江市西浜佐陀町）

島根県立盲学校

分～ 時

模擬授業体験・個別相談

※午後は希望者のみ
理療科
時

○場所
○締切
第１回
第２回
▼問い合わせ先
島根県立盲学校（花谷、赤木）
☎０８５２－３６－８２２１
０８５２－３６－８２２２

企画展
「いわみもの‐暮らしを形づくる
石見のやきもの」
豊 か な 土 地 の 恵 み と「 石 見 び と 」
の手によって生み出された「いわみ
もの」
。その代表的存在である石見

盲学校に関心のある方を対象にオー

りかたをみつめる展覧会です。

焼きの歴史をたどりながら、地域ブ

プンスクールを開催します。当日は

○会期

日㈫、９月

日㈰

学校の概要説明や支援グッズの紹

日㈮～９月

７月

視 覚 に 障 が い の あ る 方 を は じ め、

40

15

16 19

○会期中の休館日
８月

○開館時間

にあわないために！」のパンフレットを置いてあります。

27

14

12

介、学校・寄宿舎見学などを行いま

日㈬

☎７５－１２１４

産業振興課

21

12

す。また、個別相談にも応じます。
８月

産業振興課、大和事務所、各交流センターに「クマの被害

22

11

○日時
第１回

に、静かにその場から離れる。

18

・出没情報のあったところにはなるべく近づかない。

30

クマによる被害を防ぐためにつぎの点にご注意ください。

17

17

25

と予想されています。

27

10

28
20
20

ました。今年は秋にかけてクマの出没件数が多くなること

16

40

30
22

16

18

25

13
℻

65
31

18

55

情報たまてばこ

いずれか１日
（高校生男性）９月
日㈯～

日㈮～

㈯いずれか１日と９月
日㈫

日㈪のいずれか１日
（女性）９月

日

筆記試験・適性検査・作文・身
体検査・口述試験など
○試験会場
（一般男性・女性）
陸上自衛隊出雲駐屯地
（ 高 校 生 男 性 ） 松 江・ 出 雲・ 浜 田
の各島根県合同庁舎、陸上自衛隊
出雲駐屯地
▼問い合わせ先

年４

日㈰

月中旬（予定）

９月

○試験の日及び場所
第１次試験
第２次試験

日㈬

江津邑智消防組合消防本部
○申込受付期間
８月１日㈪～８月
▼問い合わせ先
江津邑智消防組合消防本部総務課
庶務係
☎０８５５－５２－０１１９
http://www.gotsu119.or.jp/

介護職員初任者研修受講生

名

○期間 ９月１日㈭～ 月
○定員
○締切 ８月 日㈭

護の基礎資格である介護職員初任者

ご参加ください。
時～

日㈪

時

浜田医療センター２Ｆ会議室（テ

http://www.med.shimane-u.ac.jp/

☎０８５３－２０－２５４５

がん患者・家族サポートセンター

島根大学医学部附属病院

▼問い合わせ先

は不要です。

○その他 入場は無料、事前申込み

に興味のある方

○対象者 がんピアサポーター活動

であって、これから島根県内の福

らい棟４階ギャラクシー

○場所 島根大学医学部附属病院み

○日時 ８月６日㈯

会・説明会を開催いたします。ぜひ、

受講生を募集するに当たり、講演

者・家族をサポートする人です。

自分の体験を活かし、同じ立場で患

体 験 者 が、 正 し い 知 識 を 身 に つ け、

がんピアサポーターは、がん治療

島根県がんピアサポーター

☎０８５５－２４－９３４０

島根県福祉人材センター石見分室

▼申し込み・問い合わせ先

10

レビ会議システム）

原則として島根県内にお住まい

○対象

研修を修了できます。

約１ヶ月半（土・日を除く）で介

20

祉・介護の分野で働いてみたいと
思う人で、介護分野の資格をお持
ちでない人
○内容
・介護職員初任者研修
・介護職場への就職支援（求人紹
無料（１万円程度テキス

介や個別就職相談等）
○受講料

ト代が必要）
いわみーる（浜田市）

hospital/gansapo/

人事

地域おこし協力隊

６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。

美咲

み さ き

比之宮地域

し み ず

清水

（大阪府藤井寺市）

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）

18

18
24

17

16

自衛隊島根地方協力本部
☎０８５２－２１－００１５

江津邑智消防組 合
江津邑智消防組合では平成
月１日採用の消防職員採用資格試験

若干名

消防職

を次のとおり行います。
○試験区分
○採用予定人員

平成３年４月２日から平成

○受験資格
⑴

年４月２日から平成８

救急救命士の資格を有する人

年４月１日までに生まれた人
⑵

は、昭和

○会場

対応
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

評価
適合
適合
適合
適合
適合
適合
適合
適合
適合
適合

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

検査実施（６月22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

29

10

16
24

17
26
11

13

27

年４月１日までに生まれた人
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まちかどウォッチング

今年も熱戦が繰り広げられました！

第12回

久保トンネルズ

10-6

簗瀬自治会

ジャニーズ小松地
TOL ワイルドボアーズ

６月６日㈪から２週間に渡

11-5

り熱戦が繰り広げられた美郷

6-8

町民ふれあいソフトボール大

くじみ

乙原・栗原連合
13-10

会。今年は一般の部に１２チ

4-16

ーム、女子の部に２チームの

久保トンネルズ

出場がありました。

6-7

石原軍団

選手・応援・審判のみなさ

吾郷自治会

1-14

んは１日の仕事を終えて疲れ

浜原ゲッツ

た体に鞭を打ち、大会を盛り

元町自治会

12-9

上げました。

7-6

今年はなんと親子３世代で

1-25

出場する方々を発見。石原軍

本町・稲荷町連合

滝原あおすぎ
11-1

団チームの貝谷さんご家族で

都賀本郷

す。力を合わせ昨年優勝の都

第12回美郷町民ふれあいソフトボール大会トーナメント表

賀本郷チームに勝利する底力

を見せつけました。

美郷町民ふれあいソフトボール大会

３代目わか女シスターズ
女子の部決勝戦
9-8

▲３世代で出場の貝谷さんご家族

一般の部

優勝

久保トンネルズ

一般の部

石原軍団

準優勝

審判

UP２

女子の部

優勝

TOLワイルドボアーズ（役場）

女子の部

準優勝

三代目わか女シスターズ（わかば会）

広報みさと 2016.7
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美郷の文化てんこもり！

第11回

６月

11

19

日㈰大和中学校で第

回目となるみさと町民文化

祭が開催されました。今年の

スローガンは「文化とふれ合

い、 町 の 新 た な 歴 史 を 作 ろ

う」
。 普 段 か ら 練 習、 学 習 し

ていることを舞台や展示で発

表し、代々受け継がれている

食べ物やここ数年で新たに誕

生した食べ物を堪能できた文

化祭でした。

お昼の休憩には有志により

「大和ソング」を踊りました。

舞台発表ではなく来場者を交

え て 踊 る の は 今 回 が 初 め て。

観客席をぐるりと囲む円がで

き、会場中が一体となりまし

た。

みさと町民文化祭

▲キッズコーナーではミニ四駆のレース
を開催 優勝は女の子でした

●舞台出演の部●
邑智中学校吹奏楽部・おおちブラス同好会-MISATO new Sounds-・沢谷
こども神楽同好会・浜原カヌー音頭保存会・乙原集会所かすみ草の会・比之
宮子ども育成会・千絵乃会・大和中学校D’sジャニーズ・邑智五弦会・浜
原隣保館（舞踊教室・遊モア踊り教室・カラオケ教室）・比之宮公民館（舞
踊教室・カラオケ教室）・都賀公民館（安来節・三味線教室・舞踊教室）・か
わもとポリス・太陽花（しゅうてんか）・都神楽団
●模擬店・バザーの部●
美郷町商工会女性部・都賀地域婦人会・久喜原農業振興会・松下進・邑智園・
美郷町薬草研究会・大和特産加工グループ・美郷町老人クラブ・山下時計店・
あっちょんぶりけ・shizuku button・比之宮公民館茶道同好会・島根中央高
等学校・工房さくら・ひじきドリーム・三上慎太郎・伊藤商店・アスカ
●文化作品展示の部●
比之宮公民館・沢谷公民館・別府公民館・君谷公民館・都賀行公民館・都賀
公民館・都賀行隣保館・浜原隣保館・銀山街道を護る会・マホロバの里・ま
ほろば大和・ふたばの里・つくし苑・あーと工房ぷち・放課後児童クラブ・
島根中央高等学校・大和中学校・チェーンソーアート同好会・きのみ会・木
彫り置物製作同好会・青空クラフト
●キッズコーナー●
邑智ミニ四駆ファイターズ・みさと本の森

11
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6/4 土
▼美郷町からはみさ坊、己斐地区からはこはまちゃ
ん ゆるキャラたちも駆けつけました！
「己斐に恋するハートの松の子」ということでこは
まちゃんだそうです！己斐は松が有名なのですね

▲広島市の松井市長から景山町長、西嶋議長に記念品が手渡されます

あれから30年～己斐・美郷交流～

広島県広島市西区にある己斐地区と美郷町との交流事業
が30年を迎えました。本交流事業は昭和62年から始まり、
本年までに70回を超える交流事業を行ってきました。
30年という節目にあたり、広島県西区のサンプラザ広島
において交流30周年記念祝賀会が開催されました。
祝賀会では己斐・美郷それぞれで用意した記念品の交換
や懐かしの写真を使ったスライドショーの上映などが行わ
れました。
この祝賀会をきっかけに、これまでの30年を振り返るだ
けでなく、これから先も変わらず交流を続けていこうとい
う決意を新たにしました。

▲松井市長（写真中）や己斐の方々と今後の交流について語
り、大いに盛り上がりました

6/25 土
▲ご当地グルメの数々

左から「やまめの塩焼き」「どじょうのから揚げ」「地鶏の炭焼き」

にぎわいました！別府ほたる祭り
別府公民館周辺で『別府ほたる祭り』が開催されま
した。午後５時に屋台村がスタート。やまめの塩焼き
やどじょうのから揚げなど、ご当地グルメを堪能する
ことができ、来場者もご満悦の様子でした。
ステージではアッキーのバルーンショーや舟木かず
やさんのコンサート、ダンス＆ダンスなどがあり、子
どもから大人まで楽しみました。
肝心のほたるはというと・・・前日の大雨によりほ
とんどいなくなっており、鑑賞はできませんでした。
しかし、暗くなってからも地頭所神楽団による恵比
寿と塵倫の上演やビンゴ大会など催しが続き、会場は
最後まで大賑わいでした。

◀舟木かずやさんによるコン
サート 素敵な歌声が響きま
す

▲祭りの締めくくりは地頭所神楽団による神楽の上
演。迫力の舞です

広報みさと 2016.7
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7/1 金

▲体育館全体が熱気に包まれます

▲表と裏に布用のペンで絵を描いて世界に１つのバッグを作りました

見て！見て！自慢のエコバッグ！

都賀保育園の園児たちが環境について学びまし
た。これは、しまねエコライフサポーターの福島
教次郎さん（村之郷）が「子どもの頃から環境に
ついて学んでほしい」と公益財団法人しまね自然
と環境財団 島根県地球温暖化防止活動推進セン
ターの伊藤玲子さんと一緒に行ったものです。
ミニエコ講座と題し、ゴミやリサイクルなど環
境について絵本で勉強したあとに、買い物に行く
ときに使用するエコバッグを作りました。
園児たちは「水を出しっぱなしにしない！」
「冷
蔵庫を開けっぱなしにしない！」「この袋で買い
物に行く！」と約束してくれました。

6/26 日

▲優勝した邑智Pガールズ

熱き女の闘い！春季バレーボール大会

邑智中学校体育館を会場に、美郷町体育協会バ
レー部主催の平成28年度美郷町春季バレーボール
大会が開催されました。
今回は女子の部に３チームの応募があり、総当
たり戦により熱戦が繰り広げられました。優勝を
飾ったのは邑智Pガールズです。
総当たり戦の結果は次のとおりです。
邑智Ｐガールズ ２－０ 大和女子排球会
わかば会
１－２ 大和女子排球会
わかば会
０－２ 邑智Ｐガールズ

6/30 木
ようこそ！美郷大学へ！

▲力強く誓いの言葉を述べる佐々木重正さん

▲希望を胸に、みなさん素敵な笑顔です

13
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みさと館で美郷大学入学式が挙行されました。
昨年度は入学希望者が少なく、開校することがで
きませんでしたが、第24期目となる今年度の入学
生は11名。初めて顔を合わせる同級生に、少し緊
張している様子でした。
入学式では、田邊積運営委員長から「健康に気
をつけ、一年間しっかりと楽しんでください」と
あいさつがあり、入学生を代表して佐々木重正さ
ん（高山）が「学習するとともに絆を深めます」
と誓いの言葉を述べました。
美郷大学は、熟年者に人生を積極的に生きる姿
勢を身に付けていただくために設置されました。
学ぶことの楽しさを認識し、仲間づくり、体力づ
くりをしていただく場で、年に20回程度の講座を
開きます。
これから一年間、仲間とともに新たなページを
刻んでいきます。

美郷の人びと

年ぶり県大会出場！
回島根県中

釣り

邑智中学校野球部
６月７日㈫、川本町民球場で、第

学校優勝野球大会の邑智地区予選が行われ、邑智
中学校野球部が見事優勝し、県大会出場を決めま
した。
邑智中学校野球部が県大会に出場するのは、実

趣味

裕
岩谷

32歳

1984年4月25日生まれ

お め で とうございま す

光広さん（吾郷）

平成 年度
野生生物保護功労者表彰
環境省自然環境局長感謝状
品川
６月１日㈬に川本合同庁舎で野生生物
保護功労者表彰の伝達式があり、品川光
広さんが環境省自然環境局長感謝状を受
年ぶりの事です。

現在、選手たちは監督や顧問の先生の指導のも

に

これは多年にわたり野生生物の保護に

と、厳しい練習を積み重ねています。チームワー

賞しました。

関 す る 優 れ た 功 績 の あ っ た 個 人、 学 校、

日㈮より安来市で開催される予

定です。皆様のあたたかい声援をよろしくお願い

県大会は７月

クを大切にし、全員野球で県大会にのぞみます。
年度

団体に対して表彰するもので、
年度から平成

年間、島根県鳥獣保護員として

品川さんは平成
までの

します。

介護士

神楽で見かけたら声をかけてください♪

職名

★ひとこと

ゆう）

裕（いわたに

自然です！釣りもいっぱいできるし♪

岩谷

★美郷町のここが好き

22

ファイルNo.9

美郷の星
シリーズ

26
▲今年度、島根県内では２件の受賞があ
り、そのうちの１件が品川さんでした

島根県から委嘱され島根県の野生鳥獣保
護管理に寄与されました。

▲熱い想いを胸に、目指せ全国大会！

12

子どもの頃から千原神楽団に所属している岩谷さん。妖艶な姫に迫力の鬼。
千原神楽団になくてはならない存在です。
４月にはお子さんが誕生し、イクメンっぷりも発揮しています！

輝く人を紹介！

70

17
17

28

15

★夢中になっていること・マイブーム

子育てです。子育てって色々することありますけど、

中でもお風呂に入れるのが一番楽しいです。

★これからチャレンジしたいこと

沢谷地域では子ども神楽に力を入れているので、後継

者を育てていきたいと思っています。

14
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美郷の人びと

H APP

Y BIRTHDAY

みさと本の森

しまねカヌーフェスタ in 美郷
＆浜原カヌー祭り

美郷町立図書館みさと本の森が、８月１日をもって

島根県体育協会主催のスポーツレクリエーション

開館一周年を迎えるにあたり、下記の通り開館記念

カヌー競技が「しまねカヌーフェスタin美郷＆浜

イベントを開催します。みなさんのご来場をお待ち

原カヌー祭り」の名称で開催されます。

しています。

カヌーを通して子どもからお年寄りまで、全ての

日時
場所
内容

７月31日㈰
みさと館

10：00～

県民が気軽に楽しむことができるイベントです。
当日はカヌーに乗ってのユニークな競技や、浜原
連合自治会による催し物も予定しています。皆さ

〈午前の部〉 10：00 ～ 12：00
○ミニシアター
上映作品は宮西達也原作の『おまえ うまそうだな』
を予定しています。肉食恐竜でありながら草食恐竜
を育てる事になったティラノサウルスの姿を通し
て、命を繋いでいくことの意味と尊さを描いた作品
です。図書館におきましても、あわせて宮西達也の
著作を展示紹介いたします。
〈午後の部〉 14：00 ～ 16：00
○ブックカフェ
テーマとなる本について、お茶を飲みながら楽しく
語り合いませんか？今回のテーマは戸塚らばお先生
著の『涙垰』です。お子様へは図書館で「本の森探
検隊 妖怪を探せ！」と題したイベントを行います。
図書館の使い方が妖怪を探しながら身に付きます。
ぜひご参加ください。

日時：８月７日㈰ 9：00～
場所：カヌーの里おおち
※カヌー競技に参加される方は事前にお申し込みが
必要です。詳細については申込お問い合わせ先まで
ご連絡ください。

▼申込・問い合わせ
カヌーの里おおち
☎０８５５－７５－１８６０

石川短歌会

選者

章

秀子

藤原俊彦 先生

藤原

代々の産科医たりしを言ひ添へて孫のクリニ

ほ

ツクの十周年を祝ぐ

原田

遠き日に祖母より習ひし伊予節を気付けば一

人口ずさみゐる

藤枝

幸

藤田乃冨子

散歩道の水路に沿ひて咲く野草のピンク愛ら

しその名知らねど

伊竹

五月晴れ紙と遊びて兜折り遠き昔の思ひ出の

わく

原野

ばばのために宮島みやげ選びくれし孫のやさ

しさ大切にせむ

幸子

平石佳寿子

秋海棠の花は水面にふれて咲き鯉の行き来に

つれて揺れゐる

今馳
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草叢にすひかづらの花数多あり甘き香は梔子

に似る

選者詠

こもごも

娘夫婦と結婚記念日重なりて六年と五十年と

交交祝ふ

15

んお気軽にご来場ください。

８月の行事予定
１日 ㈪
２日 ㈫

胃がん・前立腺・ペプシノゲン検査（みさと館）
特定健診等健康診査（みさと館）
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）

３日 ㈬

2016年
第142号 ７月号

４日 ㈭
５日 ㈮
６日 ㈯

江の川釣り大会
夏の江の川半日ツアー（カヌーの里おおち）

７日 ㈰

しまねカヌーフェスタin美郷＆浜原カヌー祭り（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）

８日 ㈪
９日 ㈫
10日 ㈬
11日 ㈭
12日 ㈮
13日 ㈯

グリーンロード納涼祭
（道の駅グリーンロード大和）
夏の江の川半日ツアー（カヌーの里おおち）

14日 ㈰

サマーフェスティバルin蟠龍峡（蟠龍峡公園）
うしお納涼まつり（潮公民館駐車場）
夏の江の川半日ツアー（カヌーの里おおち）

15日 ㈪
16日 ㈫
17日 ㈬

行政相談（大和事務所）
己斐美郷夏の子ども交流（沢谷地域）

18日 ㈭

己斐美郷夏の子ども交流（沢谷地域）

19日 ㈮

胃がん・前立腺・ペプシノゲン検査（浜原隣保館・沢谷交流センター）
己斐美郷夏の子ども交流（沢谷地域）

20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）
夏の江の川半日ツアー（カヌーの里おおち）

21日 ㈰

夏の江の川半日ツアー（カヌーの里おおち）

22日 ㈪
23日 ㈫

胃がん・前立腺・ペプシノゲン検査（都賀行隣保館・吾郷集会所）

24日 ㈬
25日 ㈭

すくすく相談（子育て支援センターあいあい）

26日 ㈮ 西日本補聴器補聴器相談会（美郷町保健福祉センター・大和事務所）
27日 ㈯

夏の江の川半日ツアー（カヌーの里おおち）

28日 ㈰

夏の江の川半日ツアー（カヌーの里おおち）

29日 ㈪
30日 ㈫
31日 ㈬

胃がん・前立腺・ペプシノゲン検査（別府公民館・君の谷農村塾）

あっこの

なんたことかいなぁ

ふれあいソフトボール大会女子の部に役場
チームで出場しました。ソフトボールをする
のは数年ぶり。２週間の間に４回練習をしま
した。キャッチボール、ノック、バッティン
グ、ピッチング・・・。
なんたことかいなぁ！！
１回の練習で２～３日筋肉痛。初回練習日の
２日後から本番終了後まで毎日が筋肉痛でし

人口と世帯

人口
男
女
世帯数
（

5,020 人

2,365人 （−４人）
2,655人 （−３人）
2,321世帯（−５世帯）

）は先月との比較（住民基本台帳による７月１日現在）

た！
私の筋肉はいつになったら発達するのでしょ
うか・・・！？実証できないままソフトボー
ル期間終了。
ちなみに役場チームのTOLというのは、タウ
ンオフィスレディーの略です。安易！！

広報みさと 2016.7

16

