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鳥 取 市 男 2,643人（−６） 計
5,518人（−13）
青谷地域の 女 2,875人（−７）世帯数 2,358世帯（−3）
人口と世帯
令和３年９月３０日現在 （ ）は前月比

弥生人の気分で古代米の稲刈り！
～青谷小児童と青谷高生徒が青谷上寺地遺跡で体験～
10 月６日（水）、国史跡青谷上寺地遺跡内にある体験水田で、青谷小学校５年生 28 人
と、授業で「青谷学」を学んでいる青谷高校２年次生 14 人が、古代米の稲刈りを体験し
ました。この稲は、６月に児童生徒が自分たちで田植えをした黒米と緑米です。
はじめに、青谷上寺地遺跡史跡保存活用協議会の人から稲刈りの仕
方について話を聞いた後、作業にかかりました。子どもたちは、稲株
をつかみ、鎌を引きながら、順番に刈っていき、数束ずつひもで縛っ
ていきました。一方、石庖丁を使い穂先のみを摘み取る弥生時代の収
穫方法“穂摘み”も体験しました。最後に、天日干しのため、手分け
して稲束をイナカケにかけ
て、作業を終えました。
参加した小学生は、「稲を
束ねて縛るのが難しかった
けど、がんばってやりまし
た」と話していました。また、高校生は、「弥生の人たちも、ここ
でみんなが協力して作業したのでしょうね」と感慨深そうでした。
なお、翌７日（木）には、授業で「弥生文化探究」を学んでいる
青谷高３年次生 14 人も稲刈りを行いました。
くろまい

みどりまい

いしぼうちょう

ほ

づ

古代米が給食に登場！

～市内 15 の小中学校で～

９月 10 日（金）
、青谷小学校をはじめ、鳥取市内の小中学校 15 校
で、青谷上寺地遺跡産の「古代米」が給食に登場しました。これは、９
月 12 日の「鳥取県民の日」にちなんで、地産食材の一つとして出され
たものです。 か み じ ち ま い
給食には、「上寺地米ご飯」として白米（現代米）と黒米（古代米）を
使用したご飯の他、エテガレイのから揚げ、雨滝のゆばのすまし汁、鹿
野地鶏ピヨの塩こうじ炒め、そして二十世紀梨が出ました。このうち古
代米は、青谷小学校６年生が、５年生のときに田植えをして刈り取った
もので、児童からは、
「もちもちとしておいしい」「自分たちが稲刈りし
た古代米なので、食べられてうれしいです」といった感想が聞かれました。
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第５回 鳥取市青谷町地域生活交通協議会

日時：令和 3 年８月 31 日
（火）午後 7 時～
会場：青谷町総合支所 第２・３会議室

第５回鳥取市青谷町地域生活交通協議会が開催されま
②日中の生活交通の主な方法と特徴について
した。概要は次のとおりです。
・乗合タクシー、共助交通、市有償バスの特徴や運行主
【協議事項】
体、市からの補助内容、メリット・デメリット等を説明。
①朝・夕のバス運行について
（まとめ）
・バス運行の委託について、民間事業所との協議状況に
・日中は利用者が少ないことから、絹見バスと同じ市有
ついて説明。
償バス方式で、町内のタクシー事業所の営業継続に配
（まとめ）
慮した運行を目指す。
・計画している大型バス２台を使った、通学に対応した
・バスの運行は、市有償バス（絹見バス）の運転を受託
朝・夕のバス運行について、実施可能であることを確認。
している、町内のタクシー事業所への委託を前提に協
・運転手の確保や雇用条件、費用等について、引き続き
議していく。
協議・検討していく必要がある。
※詳しい会議資料や委員からの質疑、応答等は、本市公式
ホームページ「青谷町総合支所」ページをご覧ください。
・引き続き協議や検討が必要な事項等があるが、全体的
【問い合わせ先】産業建設課
に前向きな協議を行うことができた。
85 - 0015

秋の全国火災予防 運 動
11 月９日（火）～ 11 月 15 日（月）
『おうち時間 家族で点検 火の始末』
空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節を迎えます。
火災による死傷や貴重な財産の損失を防ぐためにも、外出前や就寝時などに今一度火の元の確認をしましょう。

第３回だっぴ 開催しました

青谷高校NOW！
VOL.21
なりすなちゃん

今年は、９月９日（木）に社会人21人、大学生17人、１年次生48人の
参加により、開催することができました。
「だっぴ」とは、普段は話すことの少ない世代や分野の人たちが、同じ場所で同じ時間を過ごし、それぞ
れのストーリーを語り、学び合う場所です。地域の大人の方の色々な考え方や価値観に触れることで、自分
を好きになるきっかけに繋がって欲しい、という願いが込められた特別な活動です。
この活動をとおして、
「人と比べて必要以上に頑張る必要はない」と言ってくださった方の言葉でとても
心が軽くなった生徒や、
「様々なことを体験しているからこそわかる大人の話や、自分のためになる話が、
たくさん聞けたのが良かった」と年齢に関係なく話ができる楽しさを経験した生徒もいました。

話が楽しく、盛り上がり、時間をずいぶん延長しました。
ご協力くださった方々、ありがとうございました。

あお や

青也くん
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住宅用火災警報器つけていますか？
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住宅用火災警報器つけていますか？

あおいちギャラリー開催！

10月２日（土）から10月17日（日）まで、
設置箇所は、すべての寝室と、寝室に
設置義務です
あおや郷土館で、
「あおいちギャラリー」
（青
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階段
寝室
されました。これは、「あおいち」の展示部
階段の天井にも必要です。
居室
門のみが開催されたもので、会場には、町内
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【問い合わせ先】気高消防署 青谷出張所 ℡85-1

安全、安心のために交換をおすすめします。
設置から 10 年経った住宅用火災警報器は、
【問い合わせ先】気高消防署 青谷出張所
85 - 1411
【問い合わせ先】気高消防署 青谷出張所
℡85-1411
正常に機能しない可能性があります。
【問い合わせ先】気高消防署 青谷出張所 ℡85-1
安全、安心のために交換をおすすめします。
【問い合わせ先】気高消防署 青谷出張所 ℡8
11月
11月の休室日は１・３・８・15・22・23・29日です。

のご案内
●「音読教室」

（木）午後２時～３時
日時：11月18日
会場：青谷町総合支所 第２・３会議室
【問い合わせ先】
気高消防署 青谷出張所 ℡85-1411
※先着15人まで、11月１日
（月）から受付します。
直接窓口、または電話でお申し込みください。
☆新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
開催を中止する場合があります。

【申し込み、お問い合わせ先】
教育委員会青谷町分室
85 - 1141

❖新刊図書のご案内
一般書
児童書
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●白光（朝井まかて）
●川のほとりで羽化するぼくら（彩瀬まる）
●Butterfly World（岡崎琢磨）
●星のように離れて雨のように散った
（島本理生）
●僕の種がない（鈴木おさむ）
●透明な螺旋（東野圭吾）
●翡翠色の海へうたう（深沢 潮） ほか
●さんかくならんで（中辻悦子）
●ひとりぼっちのけいとだま（小野寺悦子）
●まっくらけーのけっけさん（土田佳代子）
●ゴリラ（小風さち）
●あなほりくまさん（あかしのぶこ）
●こんぶ（川井唯史）
●からだの中の時計（吉村 崇） ほか
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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
1日（月）

場所・時間（青谷町内のみ掲載）
高齢者生活
→
福祉センター
13：40～ 14：00

15日（月）

10日（水）
24日（水）

→

14：20～ 14：40

高齢者生活
→
福祉センター
13：40～ 14：00

8日（月）
22日（月）

山根
公民館

山根
公民館
14：20～ 14：40

勝部地区
→ 絹見・引地 →
公民館
15：00～ 15：20

→

15：40～ 16：00

長和瀬
16：20～ 16：40

勝部地区
わかばの家
→ 絹見・引地 →
公民館
青谷
15：00～ 15：20

15：40～ 16：00

16：10～ 16：30

栄町
公民館
16：00～ 16：20
八葉寺
公民館
13：30～ 13：50

→

桑原生活改善
中郷地区
海っこ
→
→ なりすな →
センター
公民館
児童クラブ
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。

子育て支援センター

11 月

あそびにきませんか
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。

11月の予定
「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。

★布おもちゃであそぼう

桂はな子さん手作りの布おもちゃで、いっしょにあそび
ましょう。

★11月生まれの誕生会

11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

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。
※行事は、変更になることがあります。

月～金

13：00～ 15：00（祝日はお休み）
【問い合わせ先】すくすく保育園
85 - 0430

期限内納付をお願いします
６期
５期
５期

の納付月です

11月30日（火）
85 - 0012

ごみの収集のお知らせ
ごみの収集はありません

※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

名

場

所

※ 8：30～ 集団検診（特・胃・肺・大・肝）
＊
『 支 所だより10月号P3』青谷町総合支所
9：30
に掲載

26 金

9：30～
糖尿病予防ともの会 青谷町総合支所
11：00
講演会「よみがえった倭
13：30～
青谷町総合支所
人の素顔～青谷上寺地遺
15：15
多目的ホール
跡弥生時代人の復顔～」
※12：45～ ３歳児健康診査
気高保健センター
13：30 （H30. ９月・10月生）
13：00～ 汐さいの会
さ く ら 工 房
14：30 （精神障がい者家族会）
14：30～
ふわっとカフェ
砂
の
子
16：30
※13：00～ ２歳児歯科健診
気高保健センター
13：15 （R１. ９月・10月生）
13：00～
青谷町高齢者教室
青谷町総合支所
15：10
14：30～
ふわっとカフェ
砂
の
子
16：30
13：30～ あおや文化まつり2021 青谷町総合支所
15：30 舞台発表
多目的ホール

第33回鳥取市青谷町

人にやさしいまちづくり大会

シンポジウム「オリンピック・イン・青谷」
コーディネーター 佐々木ターミーさん（日本）
・イリーナさん（ロシア）
シンポジスト チェブラコワ
フーダン
胡丹さん（中国）
ブレイズ・ダニエルさん（カナダ）

※参加される方は、マスクの着用をお願いします。
【問い合わせ先】市民福祉課
85 - 0012

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業が中止
になる場合があります。

相

談

月分
11
５月分

●会場：青谷町老人福祉センター
行 政 相 談
10日
（水）

人 権 相 談

●11月祝日のごみ収集
11月23日
（火）勤労感謝の日

事

（土）10：00～ 11：30（受付９：30）
と き 11月20日
ところ 青谷町総合支所 多目的ホール

子育て相談

11月３日
（水） 文化の日

17 水

28 日

日時：18日
（木） 10：00～ 11：30

【問い合わせ先】市民福祉課

10 水

25 木

日時：16日
（火） 11：00～

行

9：00～ 展覧会「あおや倭人伝」鳥 取 市 あ お や
17：00 11/ ７（日）まで
郷
土
館
10：00～ キラリ☆えがおの会
気高保健センター
11：30 （精神障がい者当事者の会）
4 木
※13：30～ 集団検診（子・乳・骨）
＊
『 支 所だより10月号P3』青谷町総合支所
14：30
に掲載

12 金

日時：15日
（月） 10：30～

納期限

1 月

6 土

日時：９日
（火） 11：00～

11月は 国民健康保険料
介護保険料
後期高齢者医療保険料

日
時
（※は受付時間）

5 金

★おはなし会

まちの行事

85 - 0012

17日
（水）

心配ごと相談
17日
（水）

13：00 〜 15：30
たけ

相談員 竹

もり

きよし

森

13：00〜 15：00
もり

相談員 森

潔さん

よし

佳

13：00 〜 15：00
いし

たに

相談員 石

谷

相談員 植

田

うえ

た

き

樹さん
たかし

さだ

貞

隆さん
こ

子さん
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