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鳥 取 市
青谷地域の
人口と世帯

男  2,649人	（−14） 　計  5,531人	（−24）
女  2,882人	（−10） 世帯数  2,361世帯	（−5）

令和３年８月３１日現在　（　）は前月比　

　糖尿病は血糖値が高くなる病気で、高血糖のまま放っ
ておくと重症化して神経障害、網膜症、腎症などの合
併症を引き起こす恐ろしい病気です。重症化する前に
生活習慣を改善し、発症を予防することが大切です。
　「生活改善しようと思っても、なかなか一人では…」
と、そんなときみんなで向き合うと、楽しみながら有
益な情報が得ることができ、励みになります。
　９月は歯科衛生士から「糖尿病やフレイル予防と歯
の関連性について学ぼう」という内容で講演いただき

ました。生活習慣病と口
腔衛生保持の関連性につ
いて学ぶことができ、参
加者からは、「生活習慣
病予防のために、歯の健
康も気を付けないといけ
ないと思いました」など
の声が聞かれました。

実施内容：体重・体脂肪率・内臓脂肪
レベル・骨格筋率・血圧測定、
しゃんしゃん体操、学習会
（毎月内容が異なります）

と　　き：月に１回開催。
出席できる回のみでも構いません。
＊『支所だより』「まちの行事」欄をご確
認ください。

と こ ろ：青谷町総合支所
１階会議室または２階多目的ホール

　９月５日（日）、中
郷地区公民館で、小
学生を対象にした中
郷っ子クラブの「望
遠鏡工作」が行われ、
７人の小学生（２年
生以下は保護者同伴）
が参加しました。講
師には、鳥取市さじアストロパークの山西さんが招か
れ、はじめに、レンズには、凸レンズと凹レンズがあ
ることを教わり、それらのレンズを使って、天井の蛍
光灯や外の景色を紙に映しました。「これがカメラのし
くみです」と聞き、子どもたちはうなづいていました。
また、２枚のレンズを使ってのぞくと、向こうの景色が、
上下左右反対に大きくなって見えました。「これが望遠
鏡です」と、望遠鏡の仕組みを学習しました。
　次にいよいよ望遠鏡づくり。レンズをのぞく部分の紙
をはさみで切って筒に貼り付け、小さいレンズをはめ
込みました。子どもたちは、小さな円を切ったり、歯
車型に切ったりするのに、慎重にはさみを動かしてい
ました。その後、２つの筒の間に大きいレンズをはさ
み込み、最後に、筒に色紙や星形のシールなどを貼って、
オリジナルの望遠鏡を完成させました。参加した子ども
たちは、「レンズのしくみがわかって、おもしろかった
です」、「形どおりに切るのが難しかったけど、楽しかっ

たです」、「う
まく作れてよ
かったです」、
「望遠鏡で土
星が見たいで
す」と満足そ
うでした。

糖尿病予防ともの会糖尿病予防ともの会
望遠鏡を作って星を見よう！望遠鏡を作って星を見よう！仲間と一緒に取り組んでみませんか？

糖尿病予防ともの会

糖尿病に関心のある方なら
どなたでもご参加いただけます。

～中郷っ子クラブ～

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

参加費
無料
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シリーズ 歴史を語る青谷のお宝探訪 ②
長尾鼻と夏泊

　日本海にひときわ突き出た長
なが お ば な

尾鼻は、日本海の怒
ど と う

涛に浸
食された断崖絶壁、洞門、奇岩が連続する岩

がんしょう

礁海岸の岬で、
鉢
はちふせばんじょう

伏板状安
あんざんがん

山岩からなる溶岩台地です。溶岩には、板
ばんじょう

状
節
せ つ り

理という板状の割れ目があり、雨水を多く含むため、下
がり水となって流れ出ているところがあります。そのひ

とつが浪
なみたき

滝で、滝
となって海に注い
でいます。ほかに
血
ち ど

止めヶ池（血
ち ぞ

染めヶ池）と呼ばれる汽水性の池が、岬先端の岩上の
くぼ地にできています。この池には、大

おおくにぬしのみこと

国主命と八
や が み ひ め

上姫のロマンス伝
説があり、太古からこの池があったことがわかります。
　長尾鼻の西端、浸食谷に沿って、約 70戸の家々が寄せ合うように
階段状に建つのが、夏

なつどまり

泊です。集落内は、狭い坂道が迷路のように続
いています。

　夏泊の村の成立は、400年ほど前にさかのぼります。当時、この地を治
めていた鹿野城主亀

か め い

井玆
これのり

矩が、豊
とよとみ

臣秀
ひでよし

吉の命により朝鮮出兵に出陣。その
水先案内をしたのが、筑

ちくぜんのくに

前国（現福岡県）梶
か じ め

免村
むら

の助
す け え も ん

右衛門で、玆矩は、
その功労を讃えて、希望した長尾灘の土地を免

め ん そ ち

租地（無税地）として与え
ました。文

ぶんろく

禄年間（1592 ～ 1596）のことです（『因幡誌』による）。こ
れが夏泊村の始まりで、助右衛門が漁師、その妻が海女であったことから、
その漁が代々受け継がれてきたのです。ちなみに、地名の由来は、夏のみ
開く泊（舟泊り：港のこと）とされています。［文：青谷町ガイドネットワーク］
＊長尾鼻を含む青谷町の海岸一帯は、山陰海岸ジオパーク、西因幡県立自
　然公園になっています。

　不法投棄とは、廃棄物（ごみ）を適正に処理せず、
決められた処分場以外の山林、河川や道路等に捨てた
り放置したりすることをいいます。自分が所有・管理
する土地であっても法律により禁止されています。
　違反した場合、５年以下の懲役もしくは１千万円（法
人は３億円）以下の罰金はまたその両方が課せられる
犯罪行為です。
　投棄者が見つからない場
合、土地所有者や管理者が
自らの責任において処分し
なければならなくなりま
す。
　柵の設置や定期的な雑
木・雑草の刈り込み等を行
い、日々の管理が行われて
いることを意識させ、不法
投棄させない環境づくりを
目指しましょう。

不法投棄をしない不法投棄をしない
させない きれいなまちにさせない きれいなまちに

　総務省の行政相談は、国など役所の仕事や暮らしの不便
について、「こんなことで困っている」、「こうしてほしい」、

「相談先や制度が分からない」などの相談にお答えする制
度です。 
　青谷町担当の行政相談委員竹

たけもり

森 潔
きよし

さん（総務大臣が委
嘱）は、月１回相談所を開設するほか、日常的に相談を受
け付けています（P４に掲載）。 
 また、行政相談週間に関連し、合同行政相談所が開設さ
れます。

《合同行政相談所》 
　日時　10月18日（月）13：00～16：00
　会場　とりぎん文化会館（鳥取市尚徳町101-5） 
・相談できること　登記、税金、年金、法律、相続 など 
・参加予定機関　法務局、年金事務所、鳥取市、弁護士、

司法書士、行政書士、 税理士、行政相談委員、鳥取行政
監視行政相談センター 

　※上記全機関への相談は事前予約制です。
・予約受付期間　10月６日（水）～13日（水）
　　　　　　　　（平日９：00～17：00） 

【問い合わせ・予約先】鳥取行政監視行政相談センター
（平日は毎日、行政相談を受付） 　24-5541

困ったら 一人で悩まず 行政相談
行政相談週間　10/18（月）～24（日）

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

浪滝

長尾鼻長尾鼻

国道９号線

夏泊

浪滝→

←長尾鼻先端行
　　　　道路入口

　　→　　→
夏泊　夏泊　
西入口西入口

血止めヶ池→血止めヶ池→
　　長尾鼻灯台長尾鼻灯台P
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マイナンバーカードマイナンバーカード
申請受付キャンペーン申請受付キャンペーン

　青谷町内外の作家・グループ、町内小中学校児童生徒
の作品を展示します。
と　き　10月２日（土）～ 10月17日（日）
ところ　鳥取市あおや郷土館
主催：青谷地域にぎわい創出実行委員会

【日　　時】 10月19日（火）・21日（木）・27日（水）
 ９時00分～16時00分

【場　　所】 青谷町総合支所市民福祉課
【対　　象】 新規でマイナンバーカードを申請する人
【必要書類】 ○通知カード

○住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）
○本人確認書類（２点）
　　Ａが２点または、ＡＢ各１点ずつ必要
　　Ａ：顔写真入りのもの
　　　　 (運転免許証、パスポートなど）
　　Ｂ：顔写真のないもの
　　　　（健康保険証、年金手帳など）
　　※通知カードをお持ちの人は、Ｂ２点
　　　でも可
　　　　（健康保険証、年金手帳など）

【申請方法】 申請する本人が、必要書類を持参し来庁し
てください。
※10月12日（火）までに、必ず事前予約を

お願いします。

あおいちギャラリー 2021あおいちギャラリー 2021

月　日 受付時間 実施場所 種　別
10月15日

（金）
８：30～

９：30 青谷町
総合支所

特胃肺大肝

10月26日
（火）

特胃肺大肝
子乳骨

11月１日
（月） 特胃肺大肝

11月４日
（木）

13：30～
14：30 子乳骨

　他会場の日程もあります。詳しい日程は本市公式ホー
ムページをご確認ください。

《検査種別》特：特定健診、胃：胃がん、肺：肺がん、大：
大腸がん、肝：肝炎、子：子宮頚がん、乳：乳がん、骨：
骨粗しょう症予防検診

※乳がん検診のみ要予約。市民福祉課へお申し込みくだ
さい。

【持ち物】受診券、自己負担金（受診券に記載があります）、
保険証（がん検診のみの人は不要）

【受診時のお願いと注意事項】
・胃がん検診を受診される人は、前日の夜９時以降 絶

飲・絶食・禁煙でお越しください。 
・当日はマスクの着用をお願いします。新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、発熱、体調不良が確認され
た場合は、当日の検診をお受けできないことがありま
す。ご了承ください。

青谷地域での集団検診は残り４回です。
まだ検診を受診されていない人は、ぜひこ
の機会をご利用ください！

10・11月集団検診のご案内

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

顔写真を無料で撮影し、その場で
マイナンバーカードが申請できます！

【予約・問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

と
っ
て
も簡単

❖新刊図書のご案内

一
般
書

●宗棍（今野　敏）
●ブラザーズ・ブラジャー（佐原ひかり）
●霧をはらう（雫井修介）
●さよならの向う側（清水晴木）
●これはただの夏（燃え殻）
●ブレイクニュース（薬丸　岳）
●ムスコ物語（ヤマザキマリ）　　ほか

児
童
書

●きのこのこ（得田之久）
●あきをみつけたよ（平野恵理子）
●こだぬきぽんたのほしいもの

（たけがみたえ）
●いなりまちゆききつねでんしゃ（鍋田敬子）
●ぼくのいしころ（中村　文）
●かげみつけた（竹山枝里）
●コケのすきまぐらし（田中美徳）　　ほか

移動図書館  「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。

10月

巡回日 場所・時間（青谷町内のみ掲載）

4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 → 長和瀬

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

18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

11日（月）
25日（月）

栄町
公民館

16：00～ 16：20

13日（水）
27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。

10月の休室日は４・11・18・25日です。
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10月の予定
★タオルを使ってあそぼう

日時：７日（木）　10：30～ 11：00
　タオルを使って、いっしょにあそびましょう。
　バスタオルを各自1枚ご持参ください。

★おはなし会
日時：12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。

★10月生まれの誕生会＆布おもちゃであそぼう
日時：19日（火）　10：00～ 11：30
　10月生まれのお友だちをみんなでお祝いしましょう。
　その後、桂はな子さん手作りの布おもちゃで、楽しくあ
そびましょう。

★「動物パクパク人形」を作ろう
日時：20日（水）～29日（金）　９：30～
　牛乳パックを使って、口をパクパク動かす動物を作りま
しょう。
　※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

10月 まちの行事まちの行事

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

10月は	 市・県民税　　　　　　３期

	 国民健康保険料　　　　５期

	 介護保険料　　　　　　４期　
の納付月です

	 後期高齢者医療保険料　４期

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

納期限　11月１日（月）

子育て相談

日　　　時
（※は受付時間） 行　事　名 場　　　所

2 土 　 9：00～
　17：00

あおいちギャラリー2021
10/2（土）～17（日） あおや郷土館

6 水 ※12：45～
　13：30

６か月児健康診査
（R３.２月・３月生） 気高保健センター

7 木 　10：00～
　11：30

キラリ☆えがおの会
（精神障がい者当事者の会）

青 谷 町 内
（屋外で実施）

8 金

　 9：30～
　11：00 糖尿病予防ともの会 青谷町総合支所

（屋外で実施）
　14：30～
　16：30 ふわっとカフェ 砂 の 子

12 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

13 水 ※12：45～
　13：30

１歳６か月児健康診査
（R２.２月・３月生） 気高保健センター

20 水 ※13：15～
　13：30

離乳食講習会
（R３.３月～６月生） 気高保健センター

22 金 　14：30～
　16：30 ふわっとカフェ 砂 の 子

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のイベン
トは中止されます。
●第２回鳴り砂クリーン作戦＆あおや鳴り砂

ビーチフェスタ
●今年は　青谷ようこそ秋まつり
　（例年の青谷ようこそ夏まつり）
●あおこうまるしぇ
●青谷かみじち遺跡まつり
●こばしまウォーキング
●因州和紙フェスタ＆ひおき収穫祭
　また、次のイベントは、延期されます。
●あおや文化まつり2021舞台発表
　11月28日（日）に延期

イベント中止・延期のお知らせ

＊集団検診日程は、P3を確認してください。
＊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。

期限内納付をお願いします期限内納付をお願いします

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
定例相談
６日（水） 相談員　竹

たけ

　森
もり

　　　潔
きよし

さん
＊巡回相談
16日（土） 会場　青谷地区公民館

人 権 相 談 13：00～15：00
20日（水） 相談員　大

おお

　江
え

　佐
さ よ こ

代子さん
心配ごと相談 13：00 ～15：00
20日（水） 相談員　濵

はま

　江
え

　和
かず

　恵
え

さん
相談員　池

いけ

　田
た

　達
たつ

　美
み

さん

相　　談　10月分

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

ごみの収集のお知らせ
●乾電池・蛍光管の収集日

10月７日（木）
※ごみは収集日の午前８時までに出してください。
※車の部品等の処理施設で処理できないごみは、購入

先または専門業者に処理を依頼してください。


