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　６月 29 日（火）、あおや和紙工房で、青谷小学校３年生 36 人が、因
州和紙づくりの各工程や和紙染めを体験しました。これは、鳥取県の「ふ
るさと未来創造工房」〈和紙〉“本物に触れる！～伝統工芸作家による子
どものための制作体験～”事業として行われたものです。子どもたちは、
３班に分かれて、鳥取県指定無形文化財「因州青谷こうぞ紙」の保存団
体「因州青谷こうぞ紙手すき和紙保存会（会長　長谷川憲人さん）」メ
ンバーの指導で、原料となる「こうぞ」の皮の「黒皮取り、ちりより、
ほぐし」と「紙すき、紙干し」、そして「板

い た じ

締め染め」を順番に体験し
ました。
　この中で、「ちりより」は、煮て柔らかくした「こうぞ」の皮の繊維から、

「ちり」と呼ばれる固い部分や茶
色のところを取り除く作業で、子
どもたちは、目を凝らしながら、
ちりを取り除きました。また、「ほ
ぐし」では、板に乗せた繊維を木
づちで何回もたたいて、ほぐしました。そして、「すげた」で繊維をす
くい上げ、ゆらしては流してすく「流しすき」にチャレンジ。すいた紙は、
乾燥機に貼り付けて乾かし、乾いた紙をていねいにはがして、自分だけ
の和紙が出来上がりました。一方、「板

い た じ

締め染め」では、子どもたちは、
和紙を蛇腹に折り、最後は三角形に折って、三つの角に好きな色の染料
をつけていきました。そして、広げると同じ模様が繰り返し現れる、色
とりどりの板締め染めが出来上がりました。
　体験を終えた児童からは、「色染めが、きれいにできて、よかったで
す」、「はじめてせんいをたたいて、おもしろかった」、「むずかしいとこ
ろもあったけど、とても楽しかった」などといった感想が聞かれました。
今後、子どもたちは、今回すいた和紙を台紙にして、鳥取市の姉妹都市
である福島県郡山市との和紙交流事業として、和紙のちぎり絵作品、折
り紙作品を制作します。

因州和紙づくりの様々な工程を体験！因州和紙づくりの様々な工程を体験！

鳥 取 市
青谷地域の
人口と世帯

男  2,675人	（−1） 　計  5,570人	（−10）
女  2,895人	（−9） 世帯数  2,369世帯	（−2）

令和３年６月３０日現在　（　）は前月比　

～和紙職人が青谷小３年生に手ほどき～

紙すき

ちりより

板締め染め

ほぐし
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　６月24日（木）、総合支所の花壇の花植え
を、赤十字奉仕団青谷支部（代表　田中佐和
子さん）の皆さん13人が参加して、行いま
した。これは、支所を訪れたり通りかかった
りする人に、季節の花々を見て、心和んでも
らえたらと、支所の環境整備として行ってい
るものです。
　皆さんは、マリーゴールドとサルビア合わ
せて220株を、慣れた手つきで、一株ずつて
いねいに植えていきました。その後、周辺の
草取りを行い、１時間余りで作業を終えま
した。代表の田中さんは、「支所の花壇がき
れいになっ
て、よかっ
たです」と、
額の汗をぬ
ぐいながら、
話されてい
ました。

季節の花々で心和んでもらえたら… 季節の花々で心和んでもらえたら… 
～赤十字奉仕団が支所花壇の花植え～

　令和３年度から開講した２年次選択科目「スポーツⅣ」の授業内容を紹介します。
　スポーツⅣ（ダンス）は、「身体を通して自由に自己を表現すること」、「心を解放し
て誰とでも楽しく交流すること」を目的とし、年間を通じて創造型ダンスと伝承型ダンスを学習します。
　外部講師に専門的な指導をしていただき、その後、習得した技能をもとに、生徒が主体となって学習活動を行って
います。１学期は、簡単なリズム運動、体育祭で踊るダンスの習得、流行りのダンスに挑戦では曲目「HELLO!HALO!」
に合わせてダンスをする、などの活動を行いました。スポーツⅣの授業は、ダンスの技能を磨くだけではなく、心の
成長の場として進めていき、将来的には、地域の行事でダンスの披露をさせていただくことなども取り組みたいと考
えています。

新科目 「スポーツⅣ」 紹介

外部講師に合わせてリズム体操

　『支所だより７月号』２ページの「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」」の内容に、
次のとおり誤りがありましたので、おわびす
るとともに訂正します。

本文２行目	【誤】文
ぶんきゅう

久３年（1853）
	 【正】文

ぶんきゅう

久３年（1863）

記事のおわびと訂正

一年の折り返し一年の折り返し

「輪くぐりさん」で無病息災を祈願「輪くぐりさん」で無病息災を祈願
　６月 26 日（土）夜７時か
ら、青谷の潮

うしおづ

津神社で「輪く
ぐりさん」が行われ、地域の
人たちが家族連れでお参りし
ました。これは、参道の鳥居
に取り付けられた茅（ちがや）
で編んだ大きな「茅

ち

の輪」を
くぐることで、心身を清め、

災
さいやく

厄をはらい、無病息災を祈願する日本の伝統的年中行事で、「夏
越しの祓

はらえ

」として、半年たつ６月末に行われます。
　地域の人たちは、自身の災厄を託した形

かたしろ

代（人
ひとがた

形）を持参して、
茅の輪を８の字に３回くぐ
り、お参りしました。拝殿で
は、参拝者約 50 人が見守る
中、神事が執り行われ、最後
に、小学生高学年の女子４人
が「浦安の舞」を舞いました。
参拝者は、それぞれ「御

ご せ ん

洗
米
まい

」を神社からいただいて帰
りました。ある年配の人は、「おかげさんで、今年も半年無事に終
わりました。残り半年も、まめでいたいです」と話していました。
　翌日朝には、夏泊海岸に、町内の関連神社７社の氏子総代と白
装束姿の区長９人が参集しました。そして、神事を終えた後、住
民から奉納された形代を岩の上から海へ流して、無病息災を祈り、
一連の行事を終えました。

青
あお

也
や

くん

青谷高校NOW！
VOL.19なりすなちゃん

初めてだけど、
ダンス楽し～っ！！
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　鳥取県埋蔵文化財センターでは、青谷上寺地遺跡や青谷横
よ こ ぎ

木
遺跡で古代山陰道が保存状態良く発見されたことから、青谷地
域で古代山陰道の調査研究を事業化し、古代山陰道のルートや
構造を明らかにする取り組みを進めています。令和元年度から
令和２年度に実施した養郷地内での発掘調査では、丘陵上で古
代山陰道と見られる大規模な道路跡を新たに発見し、国内初と
なるつづら折りの道路跡も確認することができました。

【今年度の発掘調査】
〈発掘調査地点〉
①青谷町青谷～吉川の丘陵上（吉川古墳群が所在。相屋神社裏
　から絹見に向かう里道に沿った部分）
②養郷狐

きつねだに

谷遺跡（青谷町養郷地内）
〈調査期間〉令和３年７月初旬～ 11月下旬（予定）

※古代山陰道：飛鳥時代から奈良時代に国家によってつくられた大規模な道路。都と地方を最短距離で結ぶ古代のハ
イウェイと言えるもの。

今年度の古代山陰道発掘調査が始まりました！

❖新刊図書のご案内

一
般
書

●母（青木さやか）
●スモールワールズ（一穂ミチ）
●声の在りか（寺地はるな）
●エレジーは流れない（三浦しをん）
●リボルバー（原田マハ）
●月下のサイラ（柚月裕子）
●黒牢城（米澤穂信）　　　ほか

児
童
書

●あっちからこっちから（山﨑杉夫）
●もりでとびっこ（八百板洋子）
●バツバツバスバス（きむらよしお）
●おやつどろぼう（阿部　結）
●おおきなおおきなとんぼ（松岡達英）
●キジのかぞく（平野伸明）
●ギアナ高地謎の山テプイ（寺沢孝毅）

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。

８月

巡回日 場所・時間（青谷町内のみ掲載）

2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

16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

9日（月）
23日（月）

栄町
公民館

16：00～ 16：20

11日（水）
25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。

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青谷駅から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

【問い合わせ先】鳥取県埋蔵文化財センター　　 　27-6711

８月の休室日は２・８・９・16・23・30日です。

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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８月の予定
★水遊び・プール遊び

日時：２日（月）～ 25日（水）　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。
※水遊び・プール遊びは、25日（水）で終了です。

★おはなし会
日時：10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。

★８月生まれの誕生会
日時：24日（火）　11：00～
　８月生まれのお友だちをみんなでお祝いしましょう。

子育て支援センター

【問い合わせ先】すくすく保育園　 　85-0430

８月 まちの行事まちの行事

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

８月は　市・県民税　　　　　　２期
　　　　国民健康保険料　　　　３期
　　　　介護保険料　　　　　　２期
　　　　後期高齢者医療保険料　２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31日（火）

子育て相談

日　　　時
（※は受付時間）

行　事　名 場　　　所

3 火
　13：00～
　15：10

青谷町高齢者教室 青谷町総合支所

4 水
※12：45～
　13：30

６か月児健康診査
（R２.12月・R３.１月生）

気高保健センター

5 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

6 金
　14：30～
　16：30

ふわっとカフェ 砂 の 子

10 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

11 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

18 水
※12：45～
　13：30

１歳６か月児健康診査
（R１.12月・R２.１月生）

気高保健センター

22 日
　 9：00～
　12：00

水上スポーツ第１回
シーカヤック体験2021

勝 部 川 河 口・
青 谷 海 岸

24 火
　10：00～
　11：30

第１回育児セミナー
（R２.４月～R３.３月生）

気高保健センター

27 金
　14：30～
　16：30

ふわっとカフェ 砂 の 子

31 火
　10：00～
　11：30

第２回育児セミナー
（R２.４月～R３.３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。

池田市・鳥取市スポーツ少年団
交流親善軟式野球大会

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
４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
18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
18日（水） 相談員　尾

お

　﨑
さき

　正
まさ

　明
あき

さん
相談員　秋

あき

　山
やま

　節
せつ

　也
や

さん

相　　談　８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

８月５日（木）

●８月祝日のごみ収集

８月９日（月）振替休日 可燃ごみのみ収集します

●お盆のごみ収集

８月13日（金） 通常どおり収集します
※ごみは収集日の午前８時までに出してください。


