式典には
太倉市・鳥取市とも
多くの人々が参加

月 日（日）中国江蘇省

13

締結 周年記念式典が中国太

太倉市と鳥取市青谷町の友好

11

せ

川正留会長を団長とする 名

がわまさ る

谷町国際交流協会からも長谷

は

団、市議会議員団、そして青

市長をはじめとする市長

倉市で行われました。

10

周年の節目に更なる交

立体ちぎり絵での交流を行う

典に参加し、文化芸能交流、

の訪中団を結成して、この式

23

平成 年 月 日友好都市

流を深めました。

など

10

11

23

に、市民レベルの一層の交流

今後、この交流の絆を大切

交流を行ってきました。

お互いのまちを訪れ、幅広い

教
･ 育・スポーツ・産業等各
分野で、延べ５００人以上が

締結をして以来、行政・文化

7

立体ちぎり絵交流

太倉市女性との

が期待されます。

芸能公演で吟詠を披露

芸能公演を終えての記念撮影

流
能公演で交
太倉市と芸
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中国太倉市・鳥取市青谷町友好締結
10周年記念式典 中国太倉市で開催

の

話 題

も行いました。
混交林の森づくりは、針葉樹林を広

厚生労働大臣特別表彰
おめでとうございます
地域の福祉の向上のために活動する民

めに間伐し、木々の間に陽ざしを入
れ、そこに広葉樹を植林して、保水力

生児童委員として、その職務に精励し、
ん（長和瀬）と岸本義晴さん（灘町）

はし もと あつ こ

のある山を作ろうというもので、鳥取

功績が顕著であるとして、橋本敦子さ

このような活動をつづけ、少しでも

が厚生労働大臣から表彰され、 月 日

きし もと よし はる

で初めて取組まれました。
日置川の水量が増え、きれいな川にな

（水）に鳥取県知事から伝達を受けまし
た。
橋本さんは昭和 年 月から昨年 月

年間、また岸本さんは平成元年
民生児童委員として地域住民の相談役と

域福祉の向上に貢献されます。

が、今後も豊かな経験と知識で、地

民生児童委員を退任されました

ました。

して、適切な助言や指導を行ってこられ
竹太鼓、国府町から傘おどり保存会、河
原町から散岐皿回し健康づくり同好会、
佐治町から佐治民話会、気高町から逢鷲

町村の特色ある華やかなステージに

会場を魅了しました。
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青谷町総合支所だより

ま ち

山に木を植えよう
日（土）早牛の日置地区財
るよう参加者全員で話し合いました。

26

緑のダムづくり
月

産林で、混交林の森づくりが行われ

文化祭

10

月から昨年 月まで 年間にわたり、

までの

55

ました。
やま だ

これは、リサイクルの仲間・山田
やすひこ

日置谷地区（ 回記念大会）
青 谷 地 区（ 初回芸能鑑賞会）

開催
日（日）日置谷地区公民館

12

15

泰彦さんの呼びかけで行われたもの
です。
当日は快晴に恵まれ、小学生約
人が参加のもと、広葉樹の植林を行
月

11

24

左から岸本さん、橋本さん

河原町の皿回し

太鼓、鳥取大学落語研究会と、合併

（青谷地区）

い、心地よい汗を流しました。
また、この植林にさきがけ、 月

と、青谷地区公民館主催で文化祭が開

門」パート２として「帰ってきた水戸
黄門」が公演されました。
青谷弁による寸劇に会場は笑いの渦
に包まれていました。
また、青谷地区公民館では、初めて
の公民館まつり、芸能鑑賞会「かがや

12

5

日（木）には、針葉樹の伐採作業

催されました。

クル活動有志 名による寸劇がおこな

ど模擬店コーナーと併せ、地区サー

んでも市」、手打ちそば、もちつきな

記念大会で、毎年恒例の「日置谷な

日置谷地区公民館では、今回が 回

15

地元からは青谷小学校 年生による

き祭」が開催されました。
6

青谷小学校6年生に
よる伝統竹太鼓

15

5

11

５年に一度の大事業…力が入ります（日置谷地区）

27

われ、今回は、前回 年前の「水戸黄

40

80

10

植林のため穴を掘る子どもたち

11

11
8

がんばっています

地域の力

11
13

第1回健康講座

第2回草木染め講座

第3回陶芸講座

中郷地区の絹見・引地
は、県下有数の「びわ」の
産地です。びわは果実のお
いしさに加え、葉・種には
薬用効果もあると言われて
います。
この特産物を活用するこ
とにより、地域が活性化す
るきっかけになればと５回
にわたってびわに関する講
座を開設して来ました。

①健康講座（びわの葉茶を
つくろう！）
②草木染め講座（シルクス
トールをびわの葉で染めて
みよう！）
③陶芸講座（手づくりの
器にびわ釉をかけてみよ
う！）
④びわの加工講座（びわ
ジャム・びわ酒・びわの葉
茶をつくろう！）
⑤染織講座（びわの葉で染
めた糸を使って機織りで
シルクマフラーをつくろ
う！）
また、 月 日（日）の
中郷地区文化祭では、講座
で作った作品が多数展示さ
れました。
今後も地域の特色を活か
した事業を希望する声が多
く聞かれました。

※びわ釉…びわの木灰を調
合した上薬。

びわで生き活き講座 －中郷地区公民館－

第4回びわの加工講座

第5回染織講座

正月マラソン大会に参加しましょう
平成１８年１月１日（日）に恒例の「青谷町正月マラソン大会」を開催します。当
日は、あったかい豚汁の無料サービスや、福引もあります。
個人レースだけでなく、家族や友人など、２人以上のグループで一緒に走り一緒
にゴールする「ふれあいコース」もあります。帰省しておられる家族の方と新年の
すがすがしい汗をかいてみませんか？
参加区分及び申し込みについては以下のとおりです。
日

程

区

分

受
付
午前９時～
スタート
午前１０時１５分～
①ふれあいコース（１．５ｋｍ）
２人以上で参加し、一緒に走り、一緒
にゴールする。
②のんびりコース（１．５ｋｍ）
③さわやかコース（３．０ｋｍ）

平成18年

鳥取市成人式
と

き：１月８日（日）
午後１時30分～
ところ：県民文化会館梨花ホール
対 象：昭和60年４月２日～
昭和61年４月１日に
生まれた人
※案内状がなくても入場できます。
※会場周辺道路は大変混雑しますの
で公共交通機関を利用して下さい。

問い合わせ先
生涯学習課
２０－３３６３
教育委員会青谷町分室
８５－００１４
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参加料
申込み

④すこやかコース（５．０ｋｍ）
③・④は男女各６位まで表彰
無 料
１２月２２日（木）までに
鳥取市体育協会青谷町支部
（教育委員会青谷町分室内）
８５－００１４

望町団地宅地分譲中
鳥取県住宅供給公社は望町団地分譲の申込受付を随時行っていますので、
ご希望の方は下記のところへお問い合わせください。
・募集区画数
・土 地 面 積
・土 地 単 価
・土 地 価 格

29区画
291.08㎡（約88坪）～392.19㎡（約119坪）
１㎡当り16,000円～18,600円
１坪当り52,900円～61,500円
496万円～636万円
最多価格帯 400万円台（14区画）

お問合わせ先
鳥取県住宅供給公社
産業建設課

２０－３６５１
８５－００１５

相

談

※会場はいずれも老人福祉センター

12月分（１５日～末日）
■心配ごと相談 午後１時～３時30分
いし い

きぬがさ

ち あき

しば た

やすあき

21日㈬ 相談員 石井 よしのさん 衣笠 千秋さん
きたむら

よし こ

28日㈬ 相談員 北村 佳子さん 柴田 靖秋さん

年末年始のゴミ収集業務のお知らせ
【可燃ごみ】
年末
年始

１月分（１日～１５日）
■行 政 相 談 午後１時～３時30分
かめたに

かつひこ

11日㈬ 相談員 亀谷 勝彦さん
■人 権 相 談 午後１時15分～３時45分
ふさやす

まさかつ

きぬがさ

ち あき

11日㈬ 相談員 房安 正勝さん 衣笠 千秋さん
■心配ごと相談 午後１時～３時30分
し みず

はる お

いわもと

かず こ

11日㈬ 相談員 清水 晴夫さん 岩本 和子さん
子育て支援センター“キューピット”
12月分（１５日～末日）
15日㈭ １歳児との交流 午前10時15分～
誕生会
午前11時～（12月生まれの人）
22日㈭ クリスマス会 午前10時～

年末
年始

１２月２８日（水）まで
１月４日（水）から

【し尿汲取り】
年末
年始

１２月３０日（金）まで
１月４日（水）から

◎１２月・１月の祝日の収集について

☆１月９日㈪ 成人の日

｝

いずれも平常ど
おり収集します。

◆休業明けの可燃、不燃系ごみの収集は従来の回収
曜日で行います。

※キューピットの年末年始の休み
12月29日（木）～１月３日（火）

問合せ先
市民生活課

〈子育て相談〉毎週月～木13：00～15：00
子育てで気になることはありませんか？気軽にご
相談ください（自宅への出張相談も行います。気軽
にご利用ください）。
くわしくは、すくすく保育園 ８５－０４３０ま
でお問い合わせください。（電話が代表電話１本に
なりました。）

鳥取市青谷町地域人口
2,5２7世帯（±0）

女：4,148人（△ 6）
合計：7,993人（△18）

【不燃ごみ】

☆１２月２３日㈮ 天皇誕生日

１月分（１日～１５日）
13日㈮ 出前支援センター
さくらんぼの会
午前10時～11時
場所：中郷地区公民館

男：3,845人（△12） 世帯数

１２月３０日（金）まで
１月４日（水）から
※但し、ながおクリーンステーションへは１２月
３１日午前中まで、車等での搬入も出来ます。
（有料）
営業時間：月～金 ９：００～１６：００
第２・４土曜・12月３１日（土）
９：００～１２：００

平成17年11月１日現在
（

）は前月比

８５－００１３

保健行事
12月分（15日～末日）
行事名

日時

場所

対象

９：3０～
11：００ 青谷地区保 17年度
16 日
基本健康診査
基本健康診査
（金） 13：0０～ 健センター
未受診者
１4：3０
３ 歳 児
健康診査

21 日 13：0０～ 青谷地区保 H14.9.22～H14.12.21
（水）
１4：００ 健センター 誕生児

離乳食講習会

22 日 13：30～ 青谷地区保
4,5,6,7ヶ月児
（木）
15：００ 健センター

１月分（１日～１5日）
行事名
BCG予防接種
ポリオ予防接種

日時

場所

対象

11 日 13：00～ 青谷地区保 生後３ヶ月～
（水）
１3：3０ 健センター ６ヶ月未満児
〃

13：3０～ 青谷地区保 生後3ヶ月以上
１4：００ 健センター の乳幼児
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