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教育委員会分室 85-0014
産業建設課 85-0015
西道路管理センター 85-0016
水道局西地域
水道事務所 85-2526

すくすく保育園 85-0430
青谷上寺地
遺跡展示館 85-0841

あおや郷土館 85-2351
あおや和紙工房 86-6060
コミュニティセンター 85-1141
トレーニングセンター 85-2359
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鳥 取 市
青谷地域の
人口と世帯

男 2,629人 （－5） 　計 5,486人 （－16）
女 2,857人 （－11）世帯数 2,344世帯 （－6）

令和３年１１月３０日現在　（　）は前月比　

　国史跡青谷上寺
地遺跡は、現在、
史跡公園としての
整備が行われてい
ます。こうした中、
11 月 21 日（日）、
青谷町総合支所多
目的ホールで、「史
跡公園の楽しみ方
とまちのにぎわい

づくりを考えるつどい」（青谷地域にぎわい創出実行委
員会主催）が開催され、30代から 90代の 23人が参加
しました。
　はじめに、鳥取県青谷上寺地遺跡整備室の濵

はまもと

本利
としゆき

幸さ
んが、「史跡公園整備と史跡公園の楽しみ方、関わり方」
と題して、講演しました。その後、3グループに分かれ
ての「グループ別語り合い」では、二つのテーマ、「史
跡公園のオープンを見すえ、まちのにぎわいをつくるた
めにできること」、「史跡公園ができたら、どのように活
用し、楽しんでいきたいか」に基づいて、それぞれの思
いを語り合いました。各グループともいろいろなアイデ
アが飛び出し、模造紙に書き上げたものを発表し合い
ました。参加者からは、「みんなが真剣に考え、多くの
意見を出し合えた
ことが、とてもよ
かった」「ひとつ
でもふたつでも実
現したい」といっ
た感想が聞かれま
した。
　この「つどい」
は、今後も、開か
れる予定です。

　11月25日（木）、
青谷町総合支所多
目的ホールで、青
谷町高齢者教室が
開かれました。今
年度は、新型コロ
ナウイルス感染拡
大防止のため、第
1 回から第 6 回ま
では中止となり、今年度初めての開催でした。57人の
学級生のうち、31人の参加がありました。
　「わらべ館童謡コンサート」では、松田千

ち え

絵さんの歌
声と岩本眞

ま ゆ こ

由子さんの奏でるピアノに、学級生の皆さん
は、うっとりと聴き入っていました。また、「大きな栗
の木の下で」や「かたつむり」など、腕を上げたり、グー
とチョキを左右の手で入れ替えたりして、集中してから
だを動かす曲や一緒に歌う曲もあり、あっという間の
50分でした。
　後半は、「北前船と青谷」というテーマで、青谷町ガ
イドネットワークの松原雅彦さんの講演がありました。
北前船の役割や、どんな船だったのか、また、港町とし
てにぎわった当時の青谷のようすなど、身近な地域の歴
史について学びました。

　昨年から１年ぶり
の開催となり、「ひ
さしぶり～」「元気
にしとんなったかな
～」など再会をよろ
こぶ声があちこちで
聞こえ、笑顔あふれ
る教室になりまし
た。

史跡公園の楽しみ方とまちの史跡公園の楽しみ方とまちの
にぎわいづくりを考えるつどい開催にぎわいづくりを考えるつどい開催

今年度初の高齢者教室開かれる！今年度初の高齢者教室開かれる！
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青谷高校NOW！
VOL.22なりすなちゃん

第15回全国高校生歴史フォーラム
課題探究 文学歴史コース（吉田チーム）
最高賞である知事賞受賞

青
あお

也
や

くん

土器づくりの体験で終わらせず、さらに研究を深化さ
せた２年間の研究成果が評価されたんだね。

　保健師・栄養士が、あなたの健康診査結果の検査値に
ついてご説明し、改善方法について、一緒に考えます。
ぜひ、お越しください。

日時：１月 27日（木）
　　　９：30～ 11：30
会場：青谷町総合支所　第２・３会議室
内容：栄養相談・健康相談（1人15分枠）
申し込み：必ず事前に予約をお願いします。
持ち物：健康診査結果記録票

※感染防止のため、体調等の確認を
させていただきます。状況によっ
ては、個別相談会をご遠慮いただ
くこともありますが、ご理解、ご
協力をお願いします。

健診結果個別相談会
にお越しください！

せっかく健診を
受けたなら♪

【申し込み・問い合わせ先】市民福祉課　  ８５－００１２

定員
16名

“あおや文化まつり舞台発表”行われる！“あおや文化まつり舞台発表”行われる！
　11月28日（日）、青谷町総合支所多目的ホールで、「あ
おや文化まつり2021舞台発表」（青谷町文化協議会主催）
が行われ、約60人が来場しました。「舞台発表」は、コ
ロナ禍の関係で、昨年は開催されず、今年も６月の開催
予定がこの日に延期されたものです。
　舞台では、コーラス、詩吟、民謡、郷土芸能、そして
リコーダー演奏が披露され、各団体とも、思いを込めて、
日ごろの練習の成果を発表しました。この中で、青谷元
唄貝がら節保存会は、指導している青谷小学校の貝がら
節クラブの子どもたちと一緒にステージに立ち、子ども
たちは、太鼓に合わせて、元気よく歌ったり踊ったりし
ました。
　参加した人から
は、「リコーダーの
演奏では、なつか
しい曲に思わず口
ずさみました」「皆
さんの心温まる発
表に、いやされま
した」などの声が
聞かれました。

　このフォーラムは、地域の歴史や地理、史跡、文化財、文学、人物などに関する研究レポートを高校生から募り、
優秀賞受賞者が奈良大学で研究発表するものです。
　今年度の応募状況は、全国24都府県から70校、応募点数が88編を数え、審査委員会による厳正なる審査の結果、
優秀賞５編、佳作７編が選ばれました。本校は、優秀賞５編の中の１つに選ばれ、11月13日（土）奈良大学におい
て生徒２名が「青谷上寺地遺跡出土土器の黒

こくはん

斑分析―土器づくり体験からのアプローチ－」と題して発表し、地域
の歴史や文化を大切にする機運を醸成するにふさわしい内容と評価され、最高賞となる「知事賞」を受賞しました。
〈研究内容の要旨〉

　青谷学、課題探究で弥生土器づくりを行なった。土器の野焼きの焼成方法は２通りあり、開放型野焼きと覆い型野
焼きがある。従来から縄文土器は開放型野焼きであり、弥生土器は覆い型野焼きであると考えられており、覆い型野
焼きは稲作農耕民が大陸から伝えたとする説がある。
　青谷高校では、土器づくり体験で２通りのやり方により土器を焼成した。覆い型野焼きでは、雲南省に残る焼成法
で藁

わら

の上に泥を被せて覆いをつくって焼いた。焼き方の違いで、黒斑のつき方の規則性や黒斑の明瞭性が異なること
が判明した。青谷上寺地遺跡展示館に展示してある弥生土器の黒斑を分析して、黒斑のつき方の特徴を調べたところ、
覆い型野焼き焼成でつく黒斑のつき方の特徴に類似する土器が多いことがわかった。このことから、青谷上寺地遺跡
出土土器は、覆い型野焼き焼成で焼いたことを推察した。

※フォーラムの詳細は、次のURLを参考にしてください。URL　http://www.nara-u.ac.jp/forum//report/index.html
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❖新刊図書のご案内

一
般
書

●闇祓（辻村深月）
●心はどこへ消えた？（東畑開人）
●女子大小路の名探偵（秦 建日子）
●星を掬う（町田そのこ）
●レインメーカー（真山 仁）
●Ｎ（道尾秀介）
●残照の頂（湊 かなえ）　ほか

児
童
書

●めだまやき（増田純子）
●まあちゃんのみかんのき（西巻茅子）
●ぞうくんのおおゆきさんぽ（なかのひろたか）
●せっけんとけしごむ（及川賢治）
●バケツのこおり（木坂 涼）
●たいぼく（齋藤 慎）
●コンクリートってなに？（細田 暁）　ほか

移動図書館車  「つばさ号」をご利用ください。
※青谷町コミュニティセンター図書室へ返却することもできます。

巡回日 場所・時間（青谷町内のみ掲載）

※今月は「長和瀬」への巡回はありません。

17日（月）
高齢者生活
福祉センター →

山根
公民館 → 勝部地区

公民館 → 絹見・引地 → わかばの家青谷

13：40～ 14：00 14：20～ 14：40 15：00～ 15：20 15：40～ 16：00 16：10～ 16：30

10日（月）
栄町
公民館

16：00～ 16：20

12日（水）
八葉寺
公民館 → 桑原生活改善

センター → 中郷地区
公民館 → なりすな → 海っこ

児童クラブ

13：30～ 13：50 14：10～ 14：30 14：50～ 15：10 15：30～ 15：50 16：00～ 16：30

天候や交通事情によっては、到着時間が変更になったり、運休したりする場合があります。

１月 １月の休室日は１・２・３・10・17・18・19・20・21・24・31日です。

※１月18日（火）～21日（金）まで蔵書点検のため臨
時休館します。

　お急ぎの方は、近隣の図書館・図書室をご利用く
ださい。

申告についてのお知らせ申告についてのお知らせ ２月16日（水）～３月15日（火）申告受付期間

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年混雑する申告会場への来場をお控えいただき、以下を参考にインター
ネットを使った申告書の作成・提出をお願いします。インターネットを使って申告していただくと、所得税の還付
金が早く入金されるなどのメリットがあります。

※各総合支所での申告受付日などの詳細については、『支所だより２月号』でお知らせします。

【所得税の確定申告】
…「e-Tax（イータックス）」で作成・提出
○事前に次のいずれかの準備が必要です。
【マイナンバーカードがある場合】
①スマートフォンで申告…マイナンバーカード対応の
　　　　　　　　　　　　スマートフォン
②パソコンで申告…ＩＣカードリーダライタ
【マイナンバーカードがない場合】
①税務署で発行されるＩＤ・パスワード

【市・県民税の申告】
…「住民税申告書作成・試算システム」で作成
※令和 4年１月下旬に本市公式ホームページへ掲載予
定
〇システムを使って作成した申告書を印刷し、関係書
類とともに、本庁市民税課または総合支所市民福祉
課へ持参、または郵送してください。
※ＦＡＸ・電子メールによる提出は受け付けていませ
ん。

【問い合わせ先】鳥取税務署　  ２２－２１４１
【問い合わせ先】市民税課（本庁）　  ３０－８１４７

市民福祉課　　　  ８５－００１２

車で  JR鳥取駅まで30分  JR倉吉駅まで28分
募集区画 15区画
土地面積 298.85㎡（約90坪）～ 357.78㎡（約108坪）

土地単価 １㎡当たり13,200円～ 15,100円
１坪当たり44,000円～ 50,000円

土地価格 403.4万円～ 508.2万円
最多価格帯400万円台（14区画）

●所在地/鳥取市青谷町養郷　●団地内道路/幅員６ｍ
●電力/中国電力㈱　●ガス/各戸プロパンガス　●上水道/鳥取市上水道
●下水道/農業集落排水（汚水・雨水分流方式）
●交通/JR青谷駅より小畑行き奥崎バス停下車徒歩10分
●法令上の制限/都市計画区域外　●その他/下水道加入負担金　273,000円
定期借地権付土地活用制度をご利用いただけます
　この制度は、鳥取市（地主）に借地保証金と月々の賃料を支払うことにより51年間
の借地権（賃借権）を設定し、建物はお客様で好きな家を建てていただける制度です。
区画あたり月額賃料：3,600円～ 4,300円

望町団地 宅地分譲中！！望町団地 宅地分譲中！！
山陰道青谷インター開通でますます便利に！

【問い合わせ先】産業建設課　　 85-0015　　鳥取県住宅供給公社　　 27-7333
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１月の予定
★おはなし会
日時：11日（火）　11：00～
　「しゃぼんだまの会」のみなさんによる、絵本やお話を
楽しみましょう。

★１月生まれの誕生会
日時：18日（火）　11：00～
　１月生まれのお友だちをみんなでお祝いしましょう。

★保健師さんによる発育測定
日時：20日（木）　10：00～ 11：30
　身長、体重を測定します。保健師さんとの個別の相談も
できます。
　※母子健康手帳をご持参ください。

★ハンカチであそびましょう
日時：26日（水）・27日（木）　10：30～
　ハンカチをいろいろと変身させ、歌に合わせて動かして
楽しみましょう。
　※ハンカチは、キューピットで準備します。

　※行事は、変更になることがあります。

子育て支援センター

【問い合わせ先】すくすく保育園　 85-0430

利用時間：月曜日～金曜日
　　　　　９：00～ 12：00 13：00～ 15：30
　　　　　（祝日はお休み）
　利用できる方は、保育園や幼稚園に通っていない乳幼
児とその保護者、並びに、もうすぐお父さんお母さんに
なられる方々です。子育ての仲間と交流しましょう。
　キューピットを利用される日には、お家から検温をし、
マスクの着用（保護者）、手洗い、手指消毒をお願いします。

月～金　13：00～ 15：00（祝日はお休み）

あそびにきませんか

子育て相談

【問い合わせ先】市民福祉課　　 85-0012

ごみの収集のお知らせ

１月 まちの行事まちの行事

日　　　時
（※は受付時間） 行　事　名 場　　　所

5 水 ※12：40～
　13：45

３歳児健康診査
（H30.11月・12月生）気高保健センター

6 木 　10：00～
　11：30

キラリ☆えがおの会
（精神障がい者当事者の会）気高保健センター

11 火 　13：30～
　15：30

汐さいの会
（精神障がい者家族会）気高保健センター

14 金

9：30～
　11：00 糖尿病予防ともの会 青谷町総合支所

　14：30～
　16：30 ふわっとカフェ 砂 の 子

18 火 　13：00～
　15：10 青谷町高齢者教室 青谷町総合支所

19 水 ※13：00～
　13：15

２歳児歯科健診
（R１.11月・12月生） 気高保健センター

26 水 ※13：15～
　13：30

離乳食講習会
（R３.６月～９月生） 気高保健センター

28 金 　14：30～
　16：30 ふわっとカフェ 砂 の 子

相　　談 ５月分
●会場：青谷町老人福祉センター　
行 政 相 談 13：00～15：30
13日（木） 相談員　竹

たけ

森
もり

　　　潔
きよし

さん
人 権 相 談 13：00～15：00
19日（水） 相談員　森

もり

　　　佳
よし

樹
き

さん
心配ごと相談 13：00～15：00
19日（水） 相談員　竹

たけ

森
もり

和
かず

義
よし

さん
相談員　丸

まる

山
やま

友
ゆう

吉
きち

さん

相　　談 １月分

●年末年始・祝日のごみ収集

12月30日（木） 可燃ごみのみ収集します
12月31日（金）～１月３日（月）すべてお休みします
１月４日（火）から 通常どおり収集します
1月10日（月・成人の日） 可燃ごみのみ収集します
※ごみは収集日の午前８時までに出してください。

【問い合わせ先】市民福祉課　　 85-0012

１月は 市・県民税　　　　　　４期

 国民健康保険料　　　　８期

 介護保険料　　　　　　７期　
の納付月です

 後期高齢者医療保険料　７期

納期限　１月３１日（月）

期限内納付をお願いします期限内納付をお願いします

第５回みんなで学ぶ人権講座

【申し込み・問い合わせ先】市民福祉課　　 85-0012

と　き　１月28日（金）15：30～17：00
ところ　青谷町総合支所　多目的ホール
テーマ　「不登校・ひきこもり問題への取り組み」
講　師　NPO法人鳥取青少年ピアサポート
　　　　　　理事長　山本恵子さん
※参加される方は、申し込みが必要です（講座の２日
前までに）。


