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　６月３日（木）、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「弥生文化探究」選択の青谷高校３年次生 15
人が、古代米の田植えを体験しました。これは、青谷上寺地遺跡史
跡保存活用協議会の事業で、はじめに、参加した児童生徒は、同協
議会の人から、「２千年前の水田の跡が、この場所から出土していま
す。弥生時代の人たちが、まさに、ここで米作りをしていたのです」
と聞き、驚いていました。
　苗は、もち米の「黒米」と「緑米」で、苗の植え方を教わった後、
はだしで水田に入り、苗を３～４本ずつ、ていねいに植えていきま
した。高校生が小学生をリードする場面も見られ、40 分ほどで苗
を植え終わりました。
　小学生のひとりは、「どろにはまって難しかったけど、楽しかった
です」、また高校生は、「植えた苗が、どう育っていくか…、稲刈り
が楽しみです」と話していました。
　６月２日（水）にも、青谷高校２年次生 14人が、「青谷学」の授
業で田植えを体験しました。
　10月には、稲刈りを行う予定です。

弥生時代に思いをはせて…弥生時代に思いをはせて…
～青谷小・青谷高の児童生徒が古代米の田植えを体験！～

鳥 取 市
青谷地域の
人口と世帯

男  2,676人	（＋1） 　計  5,580人	（−4）
女  2,904人	（−5） 世帯数  2,371世帯	（＋1）

令和３年５月３１日現在　（　）は前月比　

さつまいもさん、大きくなあれ！さつまいもさん、大きくなあれ！～すくすく保育園児が苗植え～
　5月 28日（金）、すくすく保育園で、５歳児ぞう組 18人が、さつま
いもの苗植えをしました。
　さわやかな晴天の中、園内にある畑で、園児たちは、１本ずつ苗を
もらい、植える穴を掘りました。そして、葉っぱをお日様の方に向け
て根を土の中に入れ、“土のふとん”を優しくかけました。植え終わ
ると、苗にたっぷり水をやり、「さつまいもさん、大きくなあれ」と
元気よく苗に声をかけました。
　園児たちは、苗が根付くまでしばらくは毎日水やりをし、みんなで
大切にさつまいもを育て、秋には、さつまいも掘りをし、収穫を楽し
むそうです。
　26日（水）にも、４歳児ぱんだ組 35人が、苗植えをしました。
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日時：令和３年５月27日（木）
　　　午後２時30分～５時15分
会場：青谷町総合支所　第２・３会議室

議事概要
議　事
（１）西２ブロックの校区再編に係る検討状況について
《市教委教育総務課校区審議室から検討状況について説明》
【委　員】小中一貫校について、わかりやすく説明を。
【校区審議室】小中９年間通して子どもをたくさんの教員で
見ていく方が、教育的効果は高いということです。もとも
と青谷は、先進的に取り組まれて成果を出しています。

（２）旧本庁舎等跡地の活用について
《政策企画課から説明》
【委　員】駐車場として使い、駐車しないときには別のこと
に使えるようなオープンスペースがいい。

【政策企画課】オープンスペース機能については、これまで
のワークショップとか、意見交換会の中で非常に多くいた
だいている意見です。

（３）鳥取市新市域振興ビジョン推進計画進捗状況について
《各担当課長から進捗状況について説明》

（４）鳥取市新市域振興ビジョン改定案への意見について
《各担当課長から所管改定部分について説明》
【委　員】林業のところで、山も放置されていて、行政側で
管理してもらうような仕組みを検討していただきたい。

【事務局】将来、山を一体で管理するために必要な、山の位
置と所有者を結び付けた台帳整備を行う、森林経営管理事
業に取り組みます。管理を一体的に行うことにより、荒れ
た山が保全管理されるよう目指します。

【委　員】総合支所整備事業で、被災した時にバリアフリー

改修がしてあると、とてもいいと思う。
【事務局】防災拠点としての機能を強化していく、という視
点を基本的な考えとして、整備を行います。バリアフリー
等、今整備されていないものも備えていく見込みです。

【委　員】青谷には遊具のある公園がない。整備することは
できないか。

【事務局】それぞれの集落とか団体から声を上げていただき、
関係機関に働きかけしていくことは、可能と思います。

【委　員】ジオパークのことについての記載はあるが、山陰
海岸ジオパークトレイルは青谷駅が出発点、すごい資源だ
と思うが記載がない。記載してはどうか。

【事務局】山陰海岸ジオパークトレイルの記載について、所
管課と協議します。

（５）その他

報告事項
（１）国史跡青谷上寺地遺跡の整備事業について
《県青谷上寺地遺跡整備室から整備事業について説明》
【委　員】史跡整備で地域のイベントに活用、文化活動の拠
点にと記載されているが、どんなことを想定しているのか。

【整備室】青谷上寺地遺跡においでいただき、使っていただ
くことで、史跡公園を知ってもらうきっかけになればと期
待しています。例えば、青谷ようこそ夏まつり、青谷上寺
地遺跡の関連のイベント等に活用したり、芸術活動で絵を
書いたり、歌を詠んだり等、いろいろなことに使っていた
だきたいと思っています。

（２）コミュニティ図書室に係るアンケート調査の実施につ
いて

（３）夏泊朝市の延期について

（４）前回の質問事項の回答について
※地域振興会議の資料や詳しい議事概要は、鳥取市公式ウェ
ブサイト「青谷町総合支所」ページをご覧ください。

第第２２回 青谷地域振興会議回 青谷地域振興会議

【問い合わせ先】地域振興課　　 　85-0011

シリーズ 歴史を語る青谷のお宝探訪 ①
幕末の尊王攘夷運動のシンボル「題目塔」

　第１回は、青谷町前町の口
くちつつみだに

堤谷から旧長尾坂を少し上がったところにあ
る、「題

だいもくとう

目塔」です。題目塔は、文
ぶんきゅう

久３年（1853）12 月、幕末の名石
い し く

工
「川

かわろく

六」の作で、高さが３ｍ余りある安
あんざんがん

山岩のみごとな石碑です。碑面中央に
は、極太のひげ文字で題目「南

なむみょうほうれんげきょう

無妙法蓮華經」が深く刻まれ、その左右には、
「国

こっかあんのん

家安穏」、「天
てんかたいへい

下泰平」と彫られています。これは、幕末動乱のうねりを受
けた、鳥取藩の海岸防衛、尊

そんのうじょうい

王攘夷対策を象徴するものです。建立は、青谷
と鹿

し か の

奴（鹿野）、下
お ろ じ

石（気高）の講
こうじゅう

中（信仰集団）の他、近くの住民 40数人
の寄附金によるものです。「南無妙法蓮華經」は、日蓮宗の題目で、攘夷に威
力があると考えられています。
　現在は、旧長尾坂の茂みの中に、ひっそりと建っている題目塔ですが、こ

の坂は、その当時山陰道で、船磯から上って峠を越えて、青谷が一望
できたところでした。
　なお、７月 25日（日）に、青谷地区まちづくり協議会地区再生部会
のみなさんが、題目塔に通じる道を草刈されます。坂の入口には、案
内標柱も建っており、題目塔は、標柱から坂道を曲がりながら、90m
ほど入ったところです。ぜひ、訪れてみてください。

青谷
小学校

緑町

標柱
題目塔

　町内には、青谷地域の歴史を象徴する“文
化財”が数多く現存します。今月号から、
それらを紹介するシリーズ「歴史を語る青
谷のお宝探訪」を青谷町ガイドネットワー
クの協力で掲載（隔月予定）します。

至９号線

←階段
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と　き　７月 21 日（水）15：30 ～ 17：00
ところ　青谷町総合支所　多目的ホール
テーマ　「子ども食堂の現状と課題」
講　師　パーソンサポートとっとり
　　　　　代表　　山根　恒　さん
※参加される際は、新型コロナウイルス感染対策のため、
マスクの着用をお願いします。

第２回みんなで学ぶ人権講座

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

あおや文化まつり2021あおや文化まつり2021

初夏の盆栽展、作品づくりワークショップ開催！初夏の盆栽展、作品づくりワークショップ開催！
　青谷町文化協議会の会員による「あおや文化まつり 2021　作品展示」が、５月 29日（土）から６月 27日（日）ま
であおや郷土館で開催され、町内外から多くの人が来場し、多彩な作品の数々をじっくり鑑賞しました。

　また、この文化まつりの事業である「初夏の盆栽展」が、６月５日（土）と６
日（日）の２日間、日置谷地区公民館で開催され、町内外から約 100 人が来場
しました。会場には、青谷盆栽会の会員 15人による、大小の鉢植え約 100 点
が展示され、マツやヒノキ、モミジなどの大木が、そのままミニチュアとなっ
て息づいている姿に、多くの来場者が魅了されていました。町内からの来場者は、
「小さな盆栽、大きな盆栽それぞれのよさがあり、小さな大自然に引き込まれま
した」と話していました。
　さらに、６月６日（日）と 12 日（土）、
あおや郷土館で、折り紙と動物ポンポン作

りのワークショップが開催されました。折り紙は、和紙おりがみの会“郷の華”
の会員による指導で行われ、折り紙でリースを作りました。子どもから高齢者
まで 11人が参加し、色とりどりの素敵なリースができあがりました。動物ポ
ンポン作りは、あおや郷土館職員の指導で行われ、家族連れなど 10人が参加
して、毛糸で白くまのかわいいポンポンを作りました。参加者は、「楽しかった。
夢中になって作りました」と感想を話していました。

日時：７月15日（木）　午後２時～３時　　　会場：青谷町総合支所　第２・３会議室
※先着15人まで、７月１日から受付します。直接窓口で、または電話で、お申し込みください。
☆新型コロナウィルス感染症の発生状況により、開催を中止する場合があります。

❖新刊図書のご案内

●「音読教室」のご案内

一
般
書

●ありのまま生きる（かわしまようこ）
●ひきなみ（千早　茜）
●小説8050（林　真理子）
●エレジーは流れない（三浦しをん）
●最高のアフタヌーンティーの作り方

（古内一絵）
●ほねがらみ（芦花公園）
●老いの福袋（樋口恵子）　ほか

児
童
書

●こんにちはこんにちは（スギヤマカナヨ）
●とうちゃんのちゃんぽんめん（伊藤秀男）
●こんやははなびたいかい（きしだえりこ）
●うごきえほん（こんどうりょうへい）
●だんだんぐんぐんずんずんどんどん

（荒井真紀）
●はっぱのかくれが（井上大成）
●釣って食べて調べる深海魚（平坂　寛）

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。

７月

巡回日 場所・時間（青谷町内のみ掲載）

5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

19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

12日（月）
26日（月）

栄町
公民館

16：00～ 16：20

14日（水）
28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。

　【申し込み、問い合わせ先】教育委員会青谷町分室　　 　85-1141

　現在、全国的に輸血用血液が不足しています。
　みなさん一人ひとりのご協力が、血液確保の重要な役
割を果たしています。

献血実施日　７月６日（火）
受 付 時 間　９：30～ 11：00
場　　　所　青谷町総合支所　正面玄関前
※受付から終了まで、約30分かかります。

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

全血献血にご協力をお願いします。

7月の休室日は５・12・19・22・23・26日です。
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７月の予定
★「七夕のつり飾り」を作ろう

日時：１日（木）～６日（火）９：30～
　短冊に願いごとを書いたり、折り紙をしたりして、「七
夕のつり飾り」を作りましょう。

★７月生まれの誕生会＆七夕のつどい
日時：７日（水）10：30～ 11：30
　７月生まれのお友だちをみんなでお祝いし、その後、七
夕の歌やお話を楽しみましょう。

★おはなし会
日時：13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。

★保健師さんによる発育測定
日時：15日（木）10：00～ 11：30
　身長、体重を測定します。保健師さんとの個人の相談も
できます。　※母子健康手帳をご持参ください。

★水遊び・プール遊び開始
日時：20日（火）から 10：00～（天気の良い日に行います）
　水着または水遊び用のパンツ（布または紙パンツ）、タ
オル、着がえ、お茶を持ってきてください。
※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

７月 まちの行事まちの行事

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

７月は　固定資産税…２期
　　　　国民健康保険料…２期
　　　　介護保険料…１期・全期
　　　　後期高齢者医療保険料…１期・全期

の納付月です

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　８月２日（月）

子育て相談

日　　　時
（※は受付時間）

行　事　名 場　　　所

1 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

7 水
※12：45～
　13：30

３歳児健康診査
（H30. ５月・６月生）

気高保健センター

9 金
　14：30～
　16：30

ふわっとカフェ 砂 の 子

13 火

　13：00～
　15：10

青谷町高齢者教室 青谷町総合支所

　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 水

　 9：30～
　11：00

糖尿病予防ともの会 青谷町総合支所

※13：15～
　13：30

離乳食講習会
（R２.12月～R３.３月生）

気高保健センター

18 日
　 9：00～
　12：00

水上スポーツＳＵＰ体験
2021

勝 部 川 河 口

21 水
※13：00～
　13：15

２歳児歯科健診
（R１.５月・６月生）

気高保健センター

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のイ
ベントは中止とします。

あおいち（７・８月予定分）
（９月のあおいちは、今後の動向により検討します）

イベント中止のお知らせ

＊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
７日（水） 相談員　竹

たけ

　森
もり

　　　潔
きよし

さん
人 権 相 談 13：00～15：00
21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
21日（水） 相談員　衣

きぬ

　笠
がさ

　千
ち

　秋
あき

さん
相談員　池

いけ

　田
だ

　悦
えつ

　朗
ろう

さん

相　　談　７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
●７月祝日のごみ収集
７月22日（木）海　の　日 可燃ごみのみ収集します
７月23日（金）スポーツの日 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。
※発炎筒や劇薬物は、購入先または専門業者に処理を
依頼してください。


