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今月の顔

竹筒でご飯を炊くんだ！
広島市己斐地区の子どもたちが今年も美郷町
に遊びに来ました。初日の夕飯には竹筒でご
飯を炊いてカレーを食べました！もちろん竹
筒も自分たちで作ります！初めてのこぎりを
使う子どももいましたよ～！
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やくば通信

第２次長期総合計画基本構想について

企画財政課
☎７５－１９２４

27年12月以降、７回の会議などを経て８月26日㈮、総合計
画審議会（井川定雄会長）から景山町長に「美しいまち・ひ
と・くらしがつながるみんなの美郷」に向けた第２次長期総
合計画基本構想の答申が行われました。
これを受け、美郷町議会第３回定例会に基本構想を提出し、
９月16日㈮に行われた美郷町議会本会議で議決されました。
基本構想の体系図と答申と併せて提出された内容については
下のとおりです。

＜答申と併せた審議会の意見＞
将来を見据えた持続可能なまちづくりが重要であり、町長以下行政がリーダーシップを発揮して
町政運営を次のステージに移していくことが重要である。
（１） 基本構想は、大きな方向性、目指す将来像を定めるものであり、これを実現していくため、
所管課や各課横断で議論をされ、現実的・具体的なよりよい計画・方策づくりを。
（２） 幅広い層の意見や見識を聴き、美郷未来カフェでの意見なども検討し、具体施策の企画・実
施を。
（３） 策定した計画は、成果・状況の把握や検証により進行管理を行って、分かりやすく住民等に
公表し、課題や問題も住民等と共有し、一緒に考えながら進めていくことが重要。
また、目標の数字のみにとらわれずその目的・目標に照らして達成度合等の評価を。
（４） 取り組みを進めるにあたっては、行政だけでなく、地域・住民や関係団体等と一緒に話し合
い、連携しながら取り組みを。
（５） 町民が総合計画に関心を持って、今よりも更に町政や地域課題の解決に参加できるように広
報活動の展開を。
（６） 人口対策、地域運営対策、定住対策、中心市街地の町並み、働く場所、
産業活性化、交通対策、耕作放棄地対策などが重要な課題と考えられる。
これらについて、積極的な取り組みの展開を。

美郷町総合計画審議会

会
長
職務代理者
委
員

井川 定雄
上田 賢逸
日高美智子
野村
眞

小田富佐枝
安田 兼子

上原
鐘築

長期総合計画とは
美郷町をどのようなまち
にしていくのか、そのた
めに何をしていくのかを
示す、町政の最も基本的・
総合的な計画です。おお
む ね10年 間 の 方 針 を 示
す「基本構想」と５年間
の重点施策、分野を体系
的に示す「基本計画」及
び具体的施策を示す「実
施計画」の３つを合わせ
て総合計画といいます。

謙二
一慶
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10月９日㈰は
美郷町長選挙と美郷町議会議員補欠選挙の投票日です
私たちにとって最も身近な選挙です。明るい選挙に心がけ、大切な一票を投じましょう。

投票日時

10月９日㈰午前７時から午後６時まで

告示日は10月４日㈫です。
世帯ごとに入場券を送りますので、入場券に記載している投票所で投票してください。

選挙する人数

町長選挙１人、町議会議員補欠選挙１人（H28. ９. １現在）

投票できる人

選挙人名簿に登録されている人で、次の用件を満たしている人

期日前投票

（１）平成10年10月10日までに生まれた人
（２）平成28年７月３日までに住民基本台帳に登録されている人

10月５日㈬から10月８日㈯まで

場所と時間は、次のとおりです。
●みさと館１階会議室
時間：午前８時30分から午後８時まで
対象：町内全域の有権者
●大和事務所
時間：午前８時30分から午後６時まで
対象：大和地域の有権者
※印鑑は不要ですが、期日前投票事由についての宣誓書を記入していただきます。
※期日前投票ができるのは、投票日当日に次のいずれかに該当すると見込まれる人です。
・仕事等に従事する場合
・親族の冠婚葬祭に出席する場合
・レジャーや用事のため、投票区の区域外に出かける場合
・病気、出産、身体の障害などで投票所での歩行が困難な場合

不在者投票

次に該当する方は不在者投票となります。

※投票用紙の送付返送等を郵便で行いますので、早めの請求が必要です。

・指定病院や施設に入院（入所）中の場合にその病院や施設で行う投票
・出張や旅行で美郷町での投票ができない場合に、滞在先の市町村等の選挙管理委員会で行
う投票
・重度の身体障害者手帳や介護保険の要介護５の認定を受けるなど一定の要件に該当する場
合による郵便投票（この場合、事前に郵便投票証明書の交付を受けていることが必要です。
）
・投票日には18歳になるが、期日前投票の日には18歳未満の場合の投票
▼問い合わせ先
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美郷町選挙管理委員会（７５－１２５９）
住民課（７５－１２１３）

やくば通信

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内
◆特別児童扶養手当

◆障害児福祉手当

20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を

精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生

家庭で監護、養育している父母等

活において常時の介護を必要とする状態にある在宅

手当額（月額）

の20歳未満の方

１級

５１，
５００円

手当額（月額）

２級

３４，
３００円

１４，６００円

支給対象

支給対象

◆特別障害者手当
支給対象

【注意】いずれも申請が必要で所得制限もあります
ので、詳しくはお問い合わせください。

精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、
日常生活において常時特別の介護を必要とする状態
にある在宅の20歳以上の方

手当額（月額）

▼問い合わせ先
福祉事務所（障がい者支援係） ☎７５−１９３１

２６，
８３０円

実りの秋、

産業振興課 ☎７５－１２１４
島根県西部農林振興センター県央事務所
☎０８５５－７２－９５６３

クマとの遭遇に注意してください！
今年はツキノワグマの出没が多発していますが秋をむかえてキノコ狩
りで入山される人が多いと思います。この春東北地方のクマの人身事故
は山菜を採取する際に起こった痛ましい事故でした。

入山する場合はクマとの遭遇の確率も高くなりますので細心
の注意を払って下さい。
また、集落のカキをはじめとした放任果樹はクマの集落への誘因にな
りますので果樹の早めの除去などをして下さい。
※クマによる被害防止の詳細については広報７月号をご覧下さい。

のぞいてみませんか？公民館講座
第三弾 『安来節 唄・三味線教室』
とき
場所

９月28日㈬19：30 ～ 21：30
長藤集会所

第四弾 『俳句教室』
とき ９月29日㈭９：30 ～ 11：30
場所 大和事務所
第五弾 『陶芸教室』
とき 10月１日㈯13：30 ～ 15：00
場所 工房『土楽』

公開練習日

大和事務所

☎８２－３１２１

■やってみたい！でも突然申し込むのは不安・・・
■地域の人、文化にふれあいたい！
■なにか趣味や特技を身につけたい！
というあなた！！

一度来てみてください！

申込不要！
出入自由！

広報みさと 2016.9
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設置していますか？設置は義務です！ お役立てください

住宅用火災警報器

「ごみの収集日程表」

江津邑智消防組合管内においても住宅用火災警報器を 「一般家庭ごみの収集日程表」
設置されていたことにより早期に避難できた事例があ （平成28年10月～ 29年３月）を９月の自治会配布を
ります。

通じて各世帯にお届けしています。

万が一の時のため、設置されていない方は設置してく

ご家庭の見やすい場所に貼り、ごみ出し時にお役立て

ださい。

下さい。

▼問い合わせ先
江津邑智消防組合邑智出張所☎７５－０１１９
大和出張所☎８２－３１１９

▼問い合わせ先
住民課☎７５－１２１３

寝室には煙式を設
置してください。
（天井又は壁面）

寝室がある階の階段又は踊
り場に煙式を設置してくだ
さい。（天井又は壁面）

台所は、義務ではありませんが、設
置することをおすすめします。熱式
が望ましいです。（天井又は壁面）

このマークが表示
されているものを
お勧めします。

◀サンプル

平成２9年度コミュニティ助成事業の募集について

企画財政課
☎７５－１９２４

この助成事業は宝くじの受託事業収入を財源として、住民の行う
コミュニティ活動を推進するための事業です。

◆対象となる団体：自治会など地域に密着して活動する団体
◆助成対象経費・助成額等
事業メニュー
助成対象経費
助成額
一般コミュニティ コミュニティ活動に直接必 100万円
助成事業
要な設備等（建築物、消耗 ～250万円
品は除く）
コミュニティセン 集会施設の建設又は大規模 対象事業費
ター助成事業
修繕
の５分の３
上限1500万円
青少年健全育成助 スポーツ・レクリエーショ 30万円
成事業
ン活動、文化・学習活動な ～100万円
ど、主として親子で参加す
るソフト事業

◆申請方法：所定の様式により申請が必要です。企画財政課ま
でお問い合わせください。（☎７５－１９２４）

◆提出期限：平成28年10月７日㈮
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平成27年度コミュニティ
助成事業で購入された和太鼓
（浜原連合自治会）

浜原連合自治会では和太鼓を購入しま
した。今後行われる様々なイベントで
演奏披露を行い、地域活性化の一翼を
担います。

やくば通信

住民課 ☎７５－１２１３
浜田年金事務所 ☎０８５５－２２－０６７０

20歳がスタート！『国民年金』
日本に住む20歳から60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、
保険料を納めることになっています。みなさんは、国民年金につい
て考えたことがありますか？「年金なんてまだ関係ない」と思って
いませんか？
国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで
障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなど、あなた
やあなたの家族を守ってくれます。ただし、加入の届出や保険料の
納め忘れがあると年金が受けられないこともあります。「あの時
に・・・」と後悔する前に、国民年金に加入しましょう！
加入の手続きは、役場住民課又へお尋ねください。（20歳前に就
職して厚生年金等に加入している方は、第２号被保険者となってい
ますので、加入手続きは不要です。）

申告
ひ
ろ
ば

申告の準備すすんでいますか?
さて、申告相談で時間のかかるのが「記帳（農業など）」、「医療費控除」で
す。
平成26年１月から事業者（農業申告者を含む）は記帳・帳簿の保存が義務
となっています。今回は「記帳」（農業）を例に準備のコツをお教えします。
１、まず、
「費目」を決め、そのマークを表にまとめておきます。
目につきやすいところに貼っておくと便利です。
例

は販売金額（お米、野菜など）、こ小作料、な種苗費、ひ肥料費、の農具費

など

２、ホームセンターやお店で買い物をしたら、忘れないうちにレシートの該当項目にマークをつけ
て袋などに保管しておきます。
＊売り上げの明細も忘れないうちにマークを！
例
ホームセンター・レシート
電池

３ケ

な ナスの苗 10株
お菓子

ひ 野菜の肥料
の 軍手
合

計

300円
500円
800円
1,200円
600円
3,400円

農産物販売所

売上明細

は 売上（ナス）

20,000円

は 売上（白菜）

22,000円

ざ 販売手数料
合

計

−1,200円
40,800円

まずは、この２点を実践してみてください。これは簿記の「仕分」にあたります。
まだ仕分のしていないレシートがありましたら、記憶のあるうちにまとめて仕分
しておきましょう。

広報みさと 2016.9
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健康
まめ知識 No.

118

Ｂ型肝炎ワクチン予防接種の定期接種が始まります！

平成28年10月１日から、予防接種法の改正によりＢ型肝炎ワクチン予防接種が定期接種にな
り、今後は無料で接種を受けることができるようになります。

＜B型肝炎とは？＞
Ｂ型肝炎ウイルスは、体に入ると肝炎を起こし、長く肝臓にすみついて（慢性化・キャリア化）、肝硬
変や肝臓がんを発症することがあります。非常に感染力が強いウイルスで、感染経路はＢ型肝炎を持った
母親からの分娩の時に子どもにうつったり（母子感染）、ウイルスに汚染された血液の輸血や性行為など
での感染（水平感染）が知られています。しかし、原因不明のこともよくあり、特に子どもの場合は原因
不明のことが多いとされます。
抗体を獲得する確率が高い０歳の時期に接種し、Ｂ型肝炎の予防を心がけることが大切です。

○対

象：平成28年４月１日以降に出生した１歳未満のお子さん

○接種方法：初回接種を27日以上の間隔で２回、更に初回接種から139日以上を経過
した後に追加接種を１回行う。
（※標準的には生後２月に達した時から生後９月に至るまでの期間）
○１歳になってしまうと、定期接種の対象外となります。スケジュールをよくご確認い
ただき、接種を受けるようにしてください。
※注意：１回目の接種から３回目の接種を終えるまでには、およそ半年間かかります。特に、平成
28年４月、５月生まれのお子さんであって、平成28年10月の定期接種開始以降初めてＢ
型肝炎ワクチンを受けられるお子さんは、10月時点ですでに生後５～６か月が経過してい
るので、接種日程の管理が重要となります。お早目に主治医とよくご相談ください。

◎平成28年４月生まれの方の接種スケジュール（例）
H28/10/1

11/1

生後６月

１回目
B型肝炎ワクチン

12/1
生後７月

２回目

1/1
生後８月

2/1
生後９月

3/1
生後10月

4/1
生後11月

３回目

※定期接種導入前に１回または２回接種された場合は、定期接種導入後に残りの回数を接種します。

※対象のお子さんには予診票を送付しますので、事前に医療機関へ予約し、接種していただきま
すようお願いします。
『お問い合わせ・ご相談』
健康福祉課 保健師 ☎７５－１９３２
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情報たまてばこ

お知らせ

県央保健所（大田市）

かず や

10月15日㈯

※雨天の場合は翌日（16日）に順延。

不動産登記、商業登記、多重債務、

川本簡易裁判所

時～ 時

～ ： 受付）

土地、建物、金銭、交通事故、夫
婦、親子、相続など、法律に関する
月

日㈪ 時～正午、

相談をお受けします。
○日時

（予約必要、先着順）

月 日㈪

時～

働く人の健康づくり講座
○日時

社
情報提供

協議会

主催 大田圏域地域職域連携推進

実践 ロコモ予防体操の実践

「ヘルス・マネジメント認定制度」

協会けんぽ島根支部

事例発表 島根中央マルヰ株式会

豊澤敏明氏
：

司法書士総合相談センター
（平日

「健康づくりは人づくり（仮）」

講演会 花王株式会社人財開発部

○内容

○場所 大田市民会館 中ホール

16

▼問い合わせ・申込み先

活動を行ったかについて調査し、仕

成年後見、その他訴訟に関すること

時～ 時

事と生活の調和（ワーク・ライフ・

月６日㈭

ゴールデンユートピアおお

月５日㈬

☎０８５５－７２－００４５

○場所

○日時

など法律に関する相談をお受けしま

ことを目的として実施されます。
月中旬にかけて調
ち

月上旬から

査員が調査をお願いする世帯に伺い

○日時

大田市民センター

時

バランス）の推進、少子高齢化対策

◎午後６時～ 竹灯籠 点灯
◎午後７時半～ 奉納神楽

す。
（予約優先）

（JR三江線「石見都賀駅」から徒歩10分）
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☎０１２０－１１４－２３４

▼問い合わせ・申込み先

○場所

ますので、調査の趣旨をご理解いた
だき、ご回答をお願いします。
美郷町内では次の地域において調
査が実施されます。
湯抱
生活消費グル

31

15
15

◆10月15日 竹灯籠のろうそく点火ボ
ランティア募集！
竹灯籠の点灯作業を17：30から開始し
ま す。 点 灯 に ご 協 力 い た だ け る 方 は
チャッカマンを持って会場までお越し
ください。ご協力お願いいたします。

募

○受付期間

エントリーシート

９月２日㈮～

○受験申込

日㈪

問い合わせください。

ホームページをご覧いただくかお

月

※合否は郵送で通知します。

◆第１次試験

○試験日時・会場・内容

・言語聴覚士…１名

・看護師…若干名

○試験区分

公立邑智病院職員

集

０８５４－８４－９８３０

☎０８５４－８４－９８２１

県央保健所健康増進課

▼問い合わせ・申込み先

会場周辺には駐車場がございませ
んので、お車でお越しの方は道の
駅グリーンロードに駐車いただ
き、シャトルバスをご利用くださ
い。
シャトルバス運行時間
17：00～0：30

http://www.ohchihospital.jp

8
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○場所
○担当医師
やました

島根県立大学（出雲キャンパス）
月 日㈪

幽玄の灯り～

○場所 川本簡易裁判所

時～ 時

「伝統芸能と光の祭典」

などの政策に必要な基礎資料を得る

法の日・司法書士無料法律相談

いろど
さと
しんのみはしら

副学長
（神経内科）山下 一也先生
○申し込み締切日
▼問い合わせ・申込み先

０８５４－８４－９８３０

☎０８５４－８４－９８２６

県央保健所 医事・難病支援課

31

平成 年社会生 活 基 本 調 査
総務省統計局（島根県）では、
日現在で社会生活基本調査を実

地域での活動などに費やしているか、

うちどのくらいの時間を仕事、
家事、

この調査は、わたしたちが１日の

施します。

月

10

過去１年間の自由時間にどのような

心 御 柱 」の郷 が彩 る
15 ～出雲大社「
ゆうげん
あか

10

10

弁護士による無料法律相談

15

○調査区
▼問い合わせ先
島根県統計調査課

時～ 時

13

31

松尾山八幡宮
都賀本郷

10
10

10

30

10

10

30

17

ープ

日㈪

16

☎０８５２－２２－５０７２

月

13

10

10

7

12
10

難病相談
○日時

11

℻

℻

28

20
10

情報たまてばこ

低炭素・循環型社会推進スタッフ

島根県環境生活部環境政策課

②邑智地域能力開発センター

村）

▼問い合わせ先
公立邑智病院（総務人事係）

☎０８５５－７２－３５２６（木

ビジネス情報・基礎科

○応募資格

高 卒（ 見 込 含 ）、

防衛大学校学生

村・船津）

☎０８５２－２２－６２３７

名

公共職業訓練生
○訓練科名
○定員

未満の人

歳

☎０８５５－９５－２１１１

島根県地球温暖化防止活動推進員
島根県では地域で、市町と一緒に
地球温暖化防止の活動や普及啓発を
○訓練内容

【一般（前期）】

していただく「島根県地球温暖化防
パソコン操作、経理事務の実践的

日㈮まで
月５日㈯～６日㈰

止 活 動 推 進 員（ 第 ８ 期 ）
」を募集し

求職者
無料（ただしテキスト代
月 日㈫～４ヶ月間
邑智地域能力開発セン
月 日㈭まで
住所地を管轄するハロ

根県立大学浜田キャンパス

日㈯～

日㈯

歳

日㈰

日㈮まで

高 卒（ 見 込 含 ）、

防衛医科大学校医学科学生
○応募資格
未満の者
月

○応募期間 ９月
○１次試験

試験会場 松江地方合同庁舎

日㈮まで

高 卒（ 見 込 含 ）、

月

歳

試験会場 松江地方合同庁舎・島

○１次試験

○応募期間 ９月

ナーやコミュニケーション能力な

な知識、技能の習得。ビジネスマ
全てに該当する人

ています。
○応募用件
○応募資格

どを身につけます。

推進に熱意と識見を有する人
○受講料

①地球温暖化防止に向けた活動の
②県内に在住、在学、または在勤
○訓練期間

１万６千円程度必要）

③市町村や島根県地球温暖化防止
○訓練会場

する人
活動推進センター、島根県の行う

○募集期間

ター（川本合同庁舎２階）

※現在、推進員として活動してい

○応募方法

施策に協力して実行できる人
る方は別途意向確認を行います。

○応募資格

○１次試験

試験会場 松江地方合同庁舎
▼問い合わせ先
自衛隊島根地方協力本部
☎０８５２－２１－００１５

http://www.mod.go.jp/pco/shimane

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）

公益財団法人 島根県市町村振興協会

21
21
21

結
果
評価 対応
基準値超過及び異常なし 適合
―
基準値超過及び異常なし 適合
―
基準値超過及び異常なし 適合
―
基準値超過及び異常なし 適合
―
基準値超過及び異常なし 適合
―
基準値超過及び異常なし 適合
―
基準値超過及び異常なし 適合
―
基準値超過及び異常なし 適合
―
基準値超過及び異常なし 適合
―
基準値超過及び異常なし 適合
―

お買い求めはお近くの販売所で

30

防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生）
校願」に必要事項を記入の上、ハ

ー ワ ー ク の 窓 口 で 相 談 し て、「 入

①自らの地域で学習会などの活動

○活動内容（例）

30

検査実施
（８月24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

11

○応募期間 ９月

未満の者
○入校検定日

島根県川本合同庁舎

ローワークへ提出してください。

②市町村等が企画する学習会など

○検定会場

学力検査（国語、数学）
・

を企画・実施する
で話をする

○選抜方法

月 日㈫

③市町村や地球温暖化防止活動推

面接
▼問い合わせ先
①島根県西部高等技術校総務課

8

29 30

15

27

11

10
10

11

10

進センター、島根県等の普及啓発
に協力する等
月 日㈪
31

15 30

10

☎０８５６－２２－２４５０（木
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9

○応募の締め切り
▼問い合わせ先

10

まちかどウォッチング

8/17 水 ～19 金

8/7 日
▲匠の技を伝授！！

▲カヌーでパン食い競争！う～ん。難しい！
▲美郷を満喫！大満足！

しまねカヌーフェスタin美郷
＆浜原カヌー祭り
島根県スポーツレクリエーション祭のカヌー競
技が、カヌーの里おおちで開催されました。浜原
カヌー祭りも同時開催され、町内外からの多くの
来場者でにぎわいました。
大変暑い中での大会でしたが、スピード競技や
宝探しなどを通してカヌーと江の川の魅力を存分
に満喫しました。

美郷・広島己斐の子どもたちと交流会
美郷の子ども15名と広島己斐地区の子ども19
名、計34名が、美郷で交流会を行いました。今年
度も沢谷地域の皆さんのご協力を得て、竹筒でご
飯を炊いたり、川遊びをしたりするなど、自然と
ふれあう活動をたっぷり行いました。また、宿泊
したバカンスハウスで過ごした時間も、
「楽しかっ
た！！」という声がたくさんあがりました。体験
活動やコミュニケーションを通して、「美郷のよ
さ」「人の温かみ」を感じることができました。
◀魚は小さいけど
外来種の駆除に違
いはありません！

8/20 土

8/6 土
▲堂々とした演奏を披露

サマーコンサート 迫力の演奏

みさと館の町民ホールで第４回となるサマーコ
ンサートが開催されました。
第１部では邑智中学校吹奏楽部による『コタン
の雪』などの楽曲が演奏され、１・２年生から引
退する３年生へ感謝の言葉が贈られました。第２
部 で は お お ち ブ ラ ス 同 好 会 −MISATO new
sounds−による演奏があり、吹奏楽部の生徒は
先輩の演奏を舞台袖で真剣な面持ちで聴いていま
した。
第３部では出演者全員による演奏が行われ、観
客の皆さんも迫力の演奏を楽しんでいました。

▲広島、三次、出雲など遠方か
らも参加がありました

ブラックバスとったどぉ～！
江の川信喜橋右岸で美郷町観光協会主催の「第
27回江の川釣り大会」が開催されました。
午前７時30分からの３時間で、アユの天敵であ
る外来種を釣り、長さ（ブラックバス・ブルーギ
ル）・総数量・総重量４部門を、総勢25名で競い
ました。
結果は、ブラックバス長さ１位19㎝、ブルーギ
ル長さ19.5㎝、重量１位2334ｇ、数量１位36匹で
した。今年は昨年より多く、総数117匹、総重量
約９kgを駆除する事が出来ました。合わせてゴ
ミ拾いも行い河川美化が図られました。皆様ご協
力ありがとうございました。

広報みさと 2016.9

10

まちかどウォッチング

8/21 日

▲適正検査の機械で反射神経をチェック！
▲子どもから高齢者まで、たくさんの参加者があつまりました

三世代母のねがい交通安全教室

吾郷体育館で「三世代母のねがい交通安全教室」
が行われました。この教室は、美郷町交通安全母の
会が主催し、子どもと保護者、高齢者がふれあいな
がら楽しく交通ルールを学び、交通事故防止を進め
ていく目的で開催されました。
当日は100人を超える参加者が集まり、交通安全
○×クイズや、横断歩道シミュレーター、運転適性
検査などを体験し、交通安全に対する意識の大切さ
を改めて感じていました。

▲パトカーの乗車体験もありまし
た！

▲横断歩道シュミレーター
うまく渡れるかな！？

7/31 日
ハッピーバースデーみさと本の森！

▲小説「涙垰」の編集者を交えたブックカフェ

▲本の森に隠れた妖怪を探す子どもたち

11
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みさと館で、美郷町立図書館「みさと本の森」の
開館１周年記念イベントを開催しました。
午前の部ではこの１年間で本を多く借りた方、
「ベ
ストリーダー」の表彰に始まり、絵本「おまえうま
そうだな」（作：宮西達也）を原作としたDVDの上
映を行いました。
午後の部では飯南町を舞台とした小説「涙垰」を
題材とした大人向けのブックカフェ、妖怪カードを
使い図書館の仕組みを楽しく学ぶ子供向けの「本の
森探検隊」を開催し、いずれも好評でした。
本の森の情報は図書館だよりでもお知らせし
ております。こちらについてもご覧下さい。
（HPにも掲載しております。教育委員会⇒町
立図書館⇒図書館だよりの順にクリックしてい
ただくとご覧になれます。）
皆様の本の森へのご来館を心よりお待ちして
います。

美郷の人びと

全国大会に出場してきました

第

日㈰にかけて長野県で開催された当

（邑智中学校３年）

回全国中学校剣道大会
山根 和さん

女子個人戦 出場

日㈮～

けが出られる大会には初めての出場でした。緊張はせ

経験のある山根さん。県大会で勝ち上がってきた人だ

大会に出場しました。全国大会には今まで何度か出場

８月
21

ず、わくわくする気持ちと不安な気持ちを抱えて挑ん
だそうです。

里親になりませんか

～子どもたちに家庭のぬくもりを～

さまざまな事情により家族と一緒に生活すること
が出来ない子どもたちがいます。里親とはこうした
子どもたちを自分の家に迎え入れ、家庭的な環境の
中で愛情を込めて養育してくださる方です。
里親の家庭で愛情に包まれて家族の一員として暮
らすことにより、子どもたちは一人の人間として大
切にされ、愛されているという感覚を持ちながら育
つことが出来ます。

～あなたにも出来ることがあります～

12
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◆団体戦と個人戦での出場は気持ち
に違いがありましたか？
︱はい。団体戦はチームで戦うので、
自分がもし負けてもうしろの人につ
ながります。個人戦はリラックスで
きるけど、負けたらそこで終わりな
ので、その点での気持ちが違いまし
た。
◆大会出場が決まってから、何か普
段と違うことはありましたか？
︱みんなが自分のために練習に付き
合ってくれました。部活を引退した
友達も出てきてくれました。
◆応援してくれた人たちに対して
︱ 自 分 の た め に 色 々 し て も ら っ て、
感謝の気持ちでいっぱいです。
◆高校に入っても剣道は続けます
か？
︱はい、続けます。今進路について

里親には、子どもが親と一緒に生活出来るように
なるまで養育する「養育里親」と養子縁組により養
親となることを希望する「養子縁組里親」がありま
す。（このほかに専門里親、親族里親があります。）
子どもが好きであり、愛情と熱意を持って、真心
を込めて養育してくださる方を求めています。養育
里親の場合は、長期の養育だけでなく、月に１～２
回程度、主に土日や長期休み中に数日間といった短
期間の家庭生活体験をさせてくださる方も求めてい
ます。
里親になるためには特別な資格は必要ありません
が、必要な研修
を受講するこ
と、里親を希望
する方とその同
居人が欠格事由
に該当しないこ
と、経済的に困
窮していないこ
とが必要です。

健康福祉課子育て支援係
☎75-1931
中央児童相談所
☎0852-21-3168
出雲児童相談所
☎0853-21-0007
浜田児童相談所
☎0855-28-3560

色々考えているところです。

普段、話をしているときは名前の
とおり、和やかな印象の山根さんで
すが、練習や試合になると雰囲気が
ガラリと変わります。今回、全国大
会では初戦敗退となってしまいまし
たが、剣道人生はまだ続くようです
ので今後にも注目です。

●里親制度に関心がある方
はお問い合わせください。

46
19

美郷の人びと

日㈰に山形県の月山湖カヌー

難病でお困りの方やそのご家族のよき理解者となり、生活や社会参加を地域で支える
難病ボランティアのフォローアップ及び養成講座を行います。
時

場

所

内

容

第１回（必須）
第２回 第３回

平成28年10月12日㈬
14:00～16:00

県央保健所
集団指導室

1）難病対策について（県央保健所）
2）講演「難病とは～病気を知ろう～」
講師：社会医療法人仁寿会 加藤病院
神経内科 山口拓也先生
3）体験発表
難病患者さん２名
4）活動紹介
大田管内難病ボランティアの会
「すまいる会」の活動について

平成28年10月19日㈬
13:30～15:30

川本町社会
福祉協議会
ホール

体験講座Ⅰ
パーキンソン病患者・家族のつどい

平成28年10月30日㈰
13:30～15:30

県央保健所
集団指導室

体験講座Ⅱ
膠原病患者・家族のつどい

◆対
象：難病に対する理解を深めたい方・ボランティア活動に関心がある方
◆参 加 費：無料
◆申込締切：10月５日㈬
＜お問い合わせ・お申込み先＞
県央保健所 医事・難病支援課
☎（０８５４）８４－９８２６

13
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▲女子Ｋ－２の様子。白い艇が邑智中カヌー部です！

～『難病ボランティア養成講座』受講者募集～
日

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
平成 年度

日㈭～

31

全国中学生カヌー大会 出場
邑智中学校カヌー部

７月

スプリント競技場で行われた当大会に出場しま

した。

結果は、男子Ｋ １
- （５００ｍ）で町田正弓

さんが準決勝進出、男子Ｋ ２
- （５００ｍ）で
町田・廣中ペア、兒島・中田ペアが準決勝進出、

女子Ｋ ２
- （５００ｍ）で下原・藤田ペアが準

▲男子Ｋ－４の様子。真ん中の黄色い艇が邑智中カヌー部です！

決勝進出、男子Ｋ ４
- （５００ｍ）で兒島・中
田・町田・廣中チームが準決勝進出と大健闘し

ました。

▲左から廣中大飛さん、町田正弓さん、下原結葉さん
藤田このみさん、兒島惟織さん、中田健さん

28

美郷の人びと

個人の部
総合４位

回安全狩猟射撃島根県大会が、７月

日㈰に島

優勝 山本 虎龍さん
（九日市）
邑智郡猟友会

回安全狩猟射撃島根県大会

お め で とうございま す
第

第

て総合で４位となりました。

されます。山本選手のトラップ競技では、ただ一人満

に中国四国ブロック大会（ミクロ高知射撃場）に出場

個人の部では山本虎龍選手が優勝され、９月

日㈰

九日市の山本虎龍選手が出場され、邑智郡猟友会とし

美郷町猟友会邑智支部より、乙原の平岡栄治選手、

して３名の選手が出場されました。

根大東クレー射撃場で開催され、邑智郡猟友会を代表

31

射射撃をされました。また今大会には、女性選手も３
名参加があり盛大に大会が行われました。

２０１６
美郷ミニバスケットボール交歓会
第３位 邑智ＭＢＣ

９月４日㈰に、邑智小学校体育館を会場に、邑智ＭＢＣ主催

の２０１６美郷ミニバスケットボール交歓大会が開催されまし
た。

出雲市、大田市、美郷町の２市１町から６チームの参加があ

り、熱戦が繰り広げられました。

大会は平田ＭＢＣ（出雲市）が優勝し、邑智ＭＢＣ（美郷町）

は予選リーグで１勝１敗と惜しくも決勝進出は果たせず、２年

ぶりの優勝は逃しましたが、第３位と大いに健闘しました。

▲元気にガッツポーズ！次は優勝するぞ！

25
▲個人の部で優勝された山本虎龍さん

▲銃を構え集中する平岡さん
▲左２番目から右へ順に山本さん、平岡さん、邑智郡猟
友会美郷町邑智支部長の伊藤豊さん

37
37
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美郷の人びと

輝く人を紹介！
シリーズ

ゴールデンユートピアおおちにいるイケメンといえばこの人。
夫婦で消防団に入っておられ、地域への貢献はかなりのものです。

美郷の星

ファイルNo.10

富永啓嗣

★夢中になっていること・マイブーム
筋トレと栄養の勉強です。
筋トレはビッグスリーと言われる、ベンチプレス、
ベッドリフト、スクワットを１年くらい続けてい
ます。栄養は去年から勉強しはじめましたが、と
てもおもしろいですよ。
★マイブームのきっかけは？
この仕事に就いてからなんですけど、やっぱり運
動と食事は切っても切り離せないので勉強するこ
とにしました。
★これからチャレンジしたいこと
健康寿命を延ばせる指導を極めていきたいです。
★美郷町のここが好き
子どもを育てやすいところです。都会よりのびの
び育てられそう。空気もきれいだし、子どもが小
さいときは田舎の方が良いと思います。
★ひとこと
みなさん、健康ですか？
「自分の体をこうしたい！」「今の自分を変えた
い！」と思っている人はぜひ！ゴールデンユート
ピアに来てください！

富永啓嗣（とみなが ひろつぐ）
1985年9月15日生まれ 31歳
職名 インストラクター
趣味 体を動かすこと

何もかも忘れ見上げし大花火

天候に恵まれてゐし稲の花

日々夫の水まく仕事旱畑

江川の底まで見えて秋めける

生りの良き胡瓜いささか手に余り

聞き分けるほどで有りけり遠花火

冷蔵庫満杯にして子等を待つ

古びたる風鈴軒に捨てがたく

宍道湖の全く見へず夏霞

久々に賑ふ我が家盆の月

暑気中りするなと便りごとに書く

遠回りなれど片蔭ある道を

夕菅に思ひ出有りし三瓶山

盆の月父母の五十回忌修す

兄眠る比島偲べり終戦日

和田

高橋

高田

西島

坪内

誠子

良子

岡先登美子

吉迫アキミ

日髙

登子

玄田トミヱ

三島

浩子

中原美都子

玉岡

和子

大久保朝子

石田

伸子

森田佳代子

高橋

照子

弘子

澄江

笑子

まほろば句会

峡せばめ合歓の花咲くふるさとは

石田

選者

鷺草の上へ上へと揺れにけり

松村みはる

服部康人 先生

悦子

広報みさと 2016.9

あた

冷房を入れると部屋を閉め切りし

光廣

渡邊

シャ ツ

夏草に追はれて刈れる日々なりし

選者吟

やゝ重し背に貼りつける汗の襯衣

15

10月の行事予定
１日 ㈯

都賀公民館 陶芸教室 公開教室（工房「土楽」
）
秋の鮭を見に行こう川下りツアー（カヌーの里おおち）

２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）
３日 ㈪

乳がん検診（都賀行隣保館・比之宮交流センター）

2016年
第144号 ９月号

乳がん検診（大和事務所）
４日 ㈫ 美郷町長選挙及び美郷町議会議員補欠選挙立候補受付（みさと館３階 多目的室）
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）
５日 ㈬

乳がん検診（沢谷交流センター）

６日 ㈭
７日 ㈮
８日 ㈯

秋の鮭を見に行こう川下りツアー（カヌーの里おおち）

９日 ㈰

美郷町長選挙及び美郷町議会議員補欠選挙 投票・開票
秋の鮭を見に行こう川下りツアー（カヌーの里おおち）

10日 ㈪
11日 ㈫
12日 ㈬
13日 ㈭
14日 ㈮
15日 ㈯

伝統芸能と光の祭典（松尾山八幡宮）
秋の鮭を見に行こう川下りツアー（カヌーの里おおち）

16日 ㈰

秋の鮭を見に行こう川下りツアー（カヌーの里おおち）

17日 ㈪
18日 ㈫

乳がん検診（みさと館）
心の健康相談（大和事務所）

19日 ㈬

乳がん検診（浜原隣保館）
行政相談（みさと館・大和事務所）

20日 ㈭

乳がん検診（君谷交流センター）

21日 ㈮

乳がん検診（吾郷集会所）

22日 ㈯

秋の鮭を見に行こう川下りツアー（カヌーの里おおち）

23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）
24日 ㈪
25日 ㈫

子宮頸がん検診（都賀行隣保館・上野ふれあい会館・大和事務所・比之宮交流センター）

26日 ㈬

子宮頸がん検診（みさと館・浜原隣保館・沢谷交流センター・千原コミュニティセンター）
第８回ゴールデンユートピア杯グラウンドゴルフ大会（ゴールデンユートピアおおち）

27日 ㈭ 子宮頸がん検診（君谷交流センター・別府公民館・吾郷集会所・簗瀬集会所）
28日 ㈮
29日 ㈯

秋の鮭を見に行こう川下りツアー（カヌーの里おおち）

30日 ㈰

秋の鮭を見に行こう川下りツアー（カヌーの里おおち）

31日 ㈪

人口と世帯

人口
男
女
世帯数
（

5,002 人

2,362人 （−４人）
2,640人 （−７人）
2,311世帯（−８世帯）

）は先月との比較（住民基本台帳による９月１日現在）

お詫びと訂正
広報みさと８月号に誤りがありました。謹ん
でお詫びし訂正いたします。
Ｐ４ 誤 修学援助制度 正 就学援助制度
誤 学校支援係
正 学校教育係
Ｐ16 誤 大澤 德愽
正 大澤 德愽

あっこのなんたことかいなぁ
なんたことかいなぁ！！！
配分誤りで今回はおやすみです！！！ごめん
なさい！

広報みさと 2016.9
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