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平成27年7月31日現在

（ ）内は先月比

男 ……… 455人 ( 1 )
女 ……… 505人 ( ＋1 )
計 ……… 960人 ( 0 )
世帯数 … 391戸 ( ＋1 )

・平成27年8月20日発行
・新庄村のホームページ http://www.v i l l.shinjo.okayama.jp/

プールは最高!!

今年の夏は︑
本当に暑いですね︒

プールで思いっきり 楽しめる︑子ど

もたちの大好きな季節です︒

肉畜共励組合総会・・・・ 2面
ヒメノモチ生産組合総会・ 3面
生涯学習の集い・・・・・ 4面
お元気ですか・・・・・・ 5面
お知らせ・・・・・・・・ 面
社協だより・・・・・・・ 面
面

学校だより・・・・・・・

8 7 6

カーブミラーの清掃実施

反射たすきの有効性の確認
や︑近年の交通事故の現状・注
意する点について真庭警察署か
ら講話をいただく予定にしてい
ます︒
多くの皆様に参加していただ
き︑
安心安全な村をみんなで作
っていきましょう︒
︵総務企画課 前田︶

の生ごみ処理機の購入に対す
る村の補助制度がありますの
で︑是非ご活用ください︒
○補助金額
消費税を含む購入費の ％
以内で限度額が５万円です︒
○申請方法
総務企画課にご連絡くださ
い︒︵ 申 請 手 続きをせずに先に
購 入 すると︑助 成は受けられ
ませんのでご注意下さい︒︶
︵総務企画課 千葉︶

転作現地確認

んどの農家の方が立て札の内
容通り転作作物を生産栽培し
ていることを確認できました︒
ご理解とご協力に心より感謝

平成 年度新庄村
肉畜共励組合総会開催
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申し上げます︒
７月 日︵木︶創生センタ
ーにおいて︑新庄村肉畜共励
主な転作作物は次のとおり
組合総会が開催されました︒
です︒
近年和牛飼育頭数も減少し
飼料作物 約 ヘクタール
ている中︑新庄村においては
野菜
約 ヘクタール
肉用牛振興にも力を入れてお
大豆
約３ヘクタール
り︑新設された補助金を活用
加工米
約 ヘクタール
しながら︑安定した経営と︑
花き
約２ヘクタール
基盤強化を目指し︑熱心に話
果樹
約 ヘクタール
し合いが行われました︒
自己保全 約 ヘクタール
なお︑平成 年度の新庄村
肉畜共励組合の役員は次のと
農地のことについては︑ど
ん な 質 問 で も 結 構 で す の で ︑ おりです︒
お近くの農業委員さん︑また
は役場産業建設課︵農業委員
会事務局︶までお気軽にお尋
ね下さい︒
︵産業建設課 山田︶

10 40
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﹁クリーン作戦﹂実施
８月２日︵日︶︑村内全域
の一斉清掃を各地区区長の皆
様をはじめ︑村民の皆様のご
協力により行いました︒
当日は晴天に恵まれ︑汗を
ぬぐいながらの作業となりま
した︒ごみの集積場所である
ふれあいセンター駐車場には︑
各地区で拾った︑空き缶・ビ
ン︑ペットボトルなどのゴミ
が︑軽トラックで次々と運び
込まれました︒
美しい村を保っていく一斉
清掃活動及び日常からのゴミ
の減量化に︑今後ともご協力
をお願いします︒

稲田泰男さん
竹本英利さん
坂本徳次さん
坂本吉男さん
宍戸 誠さん

今年度の主な事業は以下の
通りです
・８月７日︵金︶
第 回新庄村畜産共進会
・９月 日︵木︶
第 回真庭地域畜産共進会
・ 月 日︵日︶
第 回岡山県畜産共進会
︵産業建設課 本田︶

組合長
副組合長
委員
︵兼監事︶
委員
︵兼会計︶
監事
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７月 日︵日︶︑新 庄 村 交 通
指導委員会では︑
村内全域のカ
ーブミラーを確認し︑鏡の汚れ
を拭き取る等︑
清掃・点検作業
を行いました︒今回の作業が少
しでも 安 全な通 行に役 立てば
と願っています︒
暑い日が続き︑
お酒を飲む機
会も増えてきます︒飲酒運転は
絶対にしないよう心がけて交通
安全につとめましょう︒
■平成 年度交通法令
講習会について
日時 ８月 日︵月︶
午後６時から
場所 ふれあいセンター
大ホール
24
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■電気式の生ごみ処理機
７月 日︵月︶︑農業委員
補助金事業があります！
さん及び転作確認委員さんの
ゴ ミ の 減 量 化 に 関 連 し て ︑ ご協力により︑村内全域の転
生ゴミから堆肥を作る電気式
作農地を確認しました︒ほと
13
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議され︑承認されました︒
◆対象となる被害は？
ヒメノモチ生産組合総会
また︑総会に先立ち︑新庄
一
筆
方
式
の
７
割
補
償
に
加
入
村中央公民館において岡山大
されている方は︑減収量が３
学大学院医歯薬学総合研究科
７月 日︵金︶︑第 回新
割
を
超
え
る
場
合
に
対
象
に
な
り
の有元佐賀恵准教授による講
庄村ヒメノモチ生産組合総会
ます︒
演会が開催され︑生産者をは
が米子市のホテルで開催され
◆災害の種類
ました︒
風水害︑冷害︑干害︑冠水︑ じめ村外からも参加がありま
今年は真庭普及指導センタ
いもち病などの病害虫のほか︑ した︒
今回は︑サルナシの果実及
ーの大森主任︑小倉村長︑川
イノシシやシカなどによる鳥
び製品の癌抑制効果について
上議長︑生産者︑事務局のＪ
獣害も対象となります︒
報告をいただき︑サルナシの
Ａ真庭美甘支所等の多くの皆
◆被害申告はお早めに
果汁は皮膚がん︑大腸がん前
さんにご出席いただきました︒
損害評価を実施する前に刈
癌病変︑肺がんについて予防
前年度事業報告及び収支決
りとってしまうと被害状況が
効果があり︑特に新庄村の野
算︑監査報告︑ 年度の事業
確認できませんので︑早めに
生種が最も効果があると研究
計画案及び予算案などが慎重
申告して下さい︒
結果が出たようです︒
に審議され︑原案とおり承認
◆注意事項
また︑今年度はサルナシの
されました︒
被
害
申
告
さ
れ
た
ほ
場
か
ら
放射線障害防御機能研究を委
本年度は︑視察研修など前
株程度の坪刈りを行いますの
託しています︒新たな効果の
向きに取り組んでいただくと
でご了承下さい︒
発見に期待をしているところ
ともに︑生産者の皆様には今
なお︑第一回目の被害申告
です︒
後とも変わらぬ高品質のヒメ
は８月 日︵金︶までに申し
今後はサルナシの生産量の
ノモチを生産していただきま
出て下さるようご協力をお願
拡大と高付加価値の農産物と
すよう︑よろしくお願いしま
いいたします︒
なるよう︑多くの皆さんに栽
す︒
︵産業建設課 本田︶
培のご協力をお願いします︒
︵産業建設課 山田︶
︵産業建設課 山田︶

サルナシ栽培研究会総会

60

７月 日︵木︶︑第 回新
庄村サルナシ栽培研究会の総
会が開催されました︒
年度の事業報告及び収支
決算及び監査報告︑ 年度事
業計画案及び収支予算案が審
14
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27
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水稲損害評価が始まります

28

30

24

水稲の損害評価は︑加入者
からの被害申告に基づき︑対
象となる全ての水田を損害評
価委員さんとともに現地調査
を実施します︒
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マツダズームズーム
スタジアム広島で
新庄村をＰＲ

７月 日︵金︶広島市にあ
る︑マツダズームズームスタ
ジアム広島で広島東洋カープ
対読売ジャイアンツの野球公
式戦があり︑市町村ＰＲ隊と
して﹁真庭市・新庄村﹂で
﹁夏休みは真庭へいこう﹂と
題して観光ＰＲをしてきまし
た︒
各ゲートでは︑来場者プレ
ゼントとして﹁カープ応援う
ちわ真庭版﹂が配布されまし
た︒
ライト側コンコースかば広
場で︑真庭市蒜山からＢー１
グランプリにもなった名物
﹁ひるぜん焼きそば﹂が登場︒
試合開始前には完売するほど
24

の大好評ぶりでした︒新庄村
からは夏のふるさと小包のス
イートコーンの試食と観光Ｐ
Ｒを行い︑多くのお客様にお
立ち寄りいただきました︒

また︑真庭市の﹁まにぞ
う﹂︑新庄村の﹁ひめっ子﹂
の登場に︑子供たちは興味
津々でした︒
今後も︑自然がいっぱいの
まにわを各地でＰＲしていき
ます︒

︵産業建設課 柴田︶

新 任 あ い さつ

︹住民福祉課
・子育て支援専門職員︺

長 尾 悦子

８月から子育て支援専門職
員として働かせて頂くことに
なりました長尾です︒子育て
中のお母さんや家族の方のお
役に立てるよう頑張りたいと
思いますので︑どうぞよろし
くお願いいたします︒

﹁生涯学習の集いを
行いました﹂
７月 日︵土︶に新庄村生
涯学習の集い︵主催 新庄村
公民館︶を︑参加者 名で開
催しました︒
地域限定紅茶や新茶の試飲
ができる﹁グラン・マルシ
ェ﹂︵コンベックス岡山︶で
珍しいお茶や食事を楽しんだ
後︑倉敷美観地区の自由散策︑
大原美術館を見学しました︒
日本で最初の西洋美術館と
して知られ︑毎年多くの観光
客が訪れる大原美術館を︑閉
館後に特別に案内して頂ける
﹁大原美術館イブニングツア
ー﹂に参加しました︒

３︐バランスの良い食事を心
がけましょう

２︐冷たいものの取りすぎに
気をつけましょう︒

１︐朝ごはんをしっかり食べ
ましょう

次の４つを守って暑い夏を
乗り切りましょう︒

﹁夏バテ﹂は︑﹁夏負け﹂
とも言い︑夏の暑さに負けて
食欲や体力がなくなったり︑
疲れが取れず体がだるくなっ
たりすることです︒暑い夏を
元気に乗り切るためには︑食
生活が大切です︒

夏バテ予防

お元気ですか？

学芸員の方から﹁モネの睡
蓮は有名ですが︑この絵は︑

20 ・

モネ自身が大変気に入ってお
り⁝﹂﹁この作品は開館当初
と同じ位置にあり︑壁の大き
さとぴったり同じことから
⁝﹂など︑作品と大原美術館
の関係や鑑賞のポイントなど
を分かりやすく解説して頂き
ました︒
ご参加頂きました皆様あり
がとうございました︒この集
いを学習を深めるきっかけと
して頂けましたら幸いです︒
︵公民館 平中︶

公民館長杯
グランドゴルフ大会
７月 日︵火︶︑ふれあい
公園にて平成 年度公民館長
杯グランドゴルフ大会︵主
催・新庄村公民館︑共催・新

夏場の食欲増進
美味しいレシピ
冬瓜のそぼろ煮︵４人分︶

戦没者等の遺族に対
する特別弔慰金支給
のお知らせ
厚生労働省
戦没者等のご遺族の皆様へ

者等の三親等内の親族︵甥︑
姪等︶※戦没者等の死亡時
まで引き続き１年以上の生
計関係を有していた方に限
ります︒
■支給内容
額面 万円︑５年償還の記
名国債
■請求期間
平成 年４月１日から
平成 年４月２日まで
︵請求期間を過ぎると第十回
特別弔慰金を受けることがで
きなくなりますので︑ご注意
ください︒︶
■請求窓口
新庄村役場 住民福祉課
今般の法改正による特別弔
慰金については︑ご遺族に一
層の弔慰の意を表するため︑
償還額を年５万円に増額する
とともに︑５年ごとに国債を
交付することとしています︒
次の特別弔慰金については︑
平成 年４月１日から請求受
付を開始する予定です︒
詳しくは︑住民福祉課にお
問い合わせください︒

の下︑大迫力のスクリーンで
鑑賞しました︒
また︑風の子文庫の皆さん
のご厚意により︑受付時間か
ら上映までに綿菓子・ポップ
コーンを作っていただきまし
た︒

︻問い合わせ先︼
岡山県北方領土返還要求運
動県民会議
︵事務局 岡山県総合政策
局公聴広報課内︶
℡０８６
︵２２６︶
７１５８

歯舞群島︵はぼまいぐんと
う︶︑色丹島︵しこたんと
う︶︑国後島︵くなしりと
う︶︑及び択捉島︵えとろふ
とう︶の北方四島は我が国固
有の領土です︒
１８５５年﹁日魯通好条
約﹂が結ばれ︑択捉島以南を
日本の領土と決めましたが︑
１９４５年にソ連に不法占拠
され︑ソ連が崩壊してロシア
となった現在もその状態が続
いています︒
北方四島の一日も早い返還
のためには︑私たちみんなが
この問題への理解と関心を深
め︑世論を結集させることが
重要です︒
北方領土の早期返還実現に
向けて︑皆さんのご理解とご
協力をお願いします︒
〜考えよう みんなで解決
北方領土〜

８月は北方領土返還
運動全国強調月間です

また来年度も人気のある新
星空映画の鑑賞会
作を上映したいと思いますの
で︑多数の方のご参加をお待
７月 日︵金︶︑恒例の
ちしています︒
﹁星空映画会﹂を開催しまし
︵教育委員会 坂本︶
た︒
今年度の映画は︑子どもた
ちに大人気の﹁妖怪ウォッ
チ﹂を上映し︑保育所の幼児
を始め︑小・中学生︑保護者︑
など︑総勢約１００名が星空

︵公民館 坂本︶

計打数で競技し︑勝敗を決め
庄村社会福祉協議会︶を開催
ます︒参加された選手の皆さ
しました︒台風 号の影響を
んは︑真剣勝負であっても︑
心配しておりましたが︑当日
﹁なかなか真っ直ぐにころが
は天候に恵まれ︑ 名の方が
らんなー﹂﹁ありゃ強ー打ち
参加し︑盛会のうちに大会を
すぎたー﹂﹁えぇとこに行っ
終了することができました︒
たぞ ホールインワンだー
このグランドゴルフは４名が
一つのチームで８組に分かれ︑ や﹂と一打ごとに楽しそうな
声が聞こえてきました︒
個人戦で行います︒各組が８
順位は︑
ホール２回の計 ホールの合
優 勝 牧野好正
準優勝 滝川生夫
第３位 岩本凱雄
でした︒また︑７名の方が︑
ホールインワン賞を受取られ
ました︒
なお︑この大会にご協力い
ただいた皆様に心よりお礼申
し上げます︒
11

32

16

第十回特別弔慰金が支給さ
れます︒
・冬瓜・・・・・５００ｇ
■支給対象者
・鶏ひき肉・・・１５０ｇ
平成 年４月１日︵基準
・枝豆・・・・・１００ｇ
日︶において︑﹁恩給法によ
・だし汁・・・・３カップ
る公務扶助料﹂や﹁戦傷病者
・塩・・・・・・小さじ１
戦没者遺族等援護法による遺
・しょうゆ・・・少々
族年金﹂等を受ける方︵戦没
・酒・・・・・・大さじ１
者等の妻や父母等︶がいない
・くず粉・・・・大さじ１
場合に︑次の順番による先順
︵片栗粉でもよい︶
位のご遺族のお一人に支給︒
◇戦没者等の死亡当時のご遺
︻作り方︼
族で
①冬瓜は皮をむき︑一口大に
１ 平成 年４月１日までに
切り︑２〜３分茹でる︒
戦傷病者戦没者遺族等援護
②枝豆は茹でてさやから出す︒
法による弔慰金の受給権を
③だし汁に①を入れ︑弱火で
取得した方
５〜６分煮る︒
２ 戦没者等の子
④③に調味料を入れて鶏ひき
３ 戦没者等の①父母②孫③
肉 を 入 れ ︑はしでほぐ す よ
祖父母④兄弟姉妹※戦没者
うにし︑
さらに４〜５分煮る︒
等の死亡当時︑生計関係を
⑤くず 粉︵または片栗粉 ︶
でと
有していること等の要件を
ろみをつけ︑
枝豆を散らす︒
満たしているかどうかによ
り︑順番が入れ替わります︒
︵住民福祉課 林︶
４ 上記１から３以外の戦没
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27
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４︐食欲増進の工夫をしまし
ょう
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﹁生涯学習の集いを
行いました﹂
７月 日︵土︶に新庄村生
涯学習の集い︵主催 新庄村
公民館︶を︑参加者 名で開
催しました︒
地域限定紅茶や新茶の試飲
ができる﹁グラン・マルシ
ェ﹂︵コンベックス岡山︶で
珍しいお茶や食事を楽しんだ
後︑倉敷美観地区の自由散策︑
大原美術館を見学しました︒
日本で最初の西洋美術館と
して知られ︑毎年多くの観光
客が訪れる大原美術館を︑閉
館後に特別に案内して頂ける
﹁大原美術館イブニングツア
ー﹂に参加しました︒

３︐バランスの良い食事を心
がけましょう

２︐冷たいものの取りすぎに
気をつけましょう︒

１︐朝ごはんをしっかり食べ
ましょう

次の４つを守って暑い夏を
乗り切りましょう︒

﹁夏バテ﹂は︑﹁夏負け﹂
とも言い︑夏の暑さに負けて
食欲や体力がなくなったり︑
疲れが取れず体がだるくなっ
たりすることです︒暑い夏を
元気に乗り切るためには︑食
生活が大切です︒

夏バテ予防

お元気ですか？

学芸員の方から﹁モネの睡
蓮は有名ですが︑この絵は︑

20 ・

モネ自身が大変気に入ってお
り⁝﹂﹁この作品は開館当初
と同じ位置にあり︑壁の大き
さとぴったり同じことから
⁝﹂など︑作品と大原美術館
の関係や鑑賞のポイントなど
を分かりやすく解説して頂き
ました︒
ご参加頂きました皆様あり
がとうございました︒この集
いを学習を深めるきっかけと
して頂けましたら幸いです︒
︵公民館 平中︶

公民館長杯
グランドゴルフ大会
７月 日︵火︶︑ふれあい
公園にて平成 年度公民館長
杯グランドゴルフ大会︵主
催・新庄村公民館︑共催・新

夏場の食欲増進
美味しいレシピ
冬瓜のそぼろ煮︵４人分︶

戦没者等の遺族に対
する特別弔慰金支給
のお知らせ
厚生労働省
戦没者等のご遺族の皆様へ

者等の三親等内の親族︵甥︑
姪等︶※戦没者等の死亡時
まで引き続き１年以上の生
計関係を有していた方に限
ります︒
■支給内容
額面 万円︑５年償還の記
名国債
■請求期間
平成 年４月１日から
平成 年４月２日まで
︵請求期間を過ぎると第十回
特別弔慰金を受けることがで
きなくなりますので︑ご注意
ください︒︶
■請求窓口
新庄村役場 住民福祉課
今般の法改正による特別弔
慰金については︑ご遺族に一
層の弔慰の意を表するため︑
償還額を年５万円に増額する
とともに︑５年ごとに国債を
交付することとしています︒
次の特別弔慰金については︑
平成 年４月１日から請求受
付を開始する予定です︒
詳しくは︑住民福祉課にお
問い合わせください︒

の下︑大迫力のスクリーンで
鑑賞しました︒
また︑風の子文庫の皆さん
のご厚意により︑受付時間か
ら上映までに綿菓子・ポップ
コーンを作っていただきまし
た︒

︻問い合わせ先︼
岡山県北方領土返還要求運
動県民会議
︵事務局 岡山県総合政策
局公聴広報課内︶
℡０８６
︵２２６︶
７１５８

歯舞群島︵はぼまいぐんと
う︶︑色丹島︵しこたんと
う︶︑国後島︵くなしりと
う︶︑及び択捉島︵えとろふ
とう︶の北方四島は我が国固
有の領土です︒
１８５５年﹁日魯通好条
約﹂が結ばれ︑択捉島以南を
日本の領土と決めましたが︑
１９４５年にソ連に不法占拠
され︑ソ連が崩壊してロシア
となった現在もその状態が続
いています︒
北方四島の一日も早い返還
のためには︑私たちみんなが
この問題への理解と関心を深
め︑世論を結集させることが
重要です︒
北方領土の早期返還実現に
向けて︑皆さんのご理解とご
協力をお願いします︒
〜考えよう みんなで解決
北方領土〜

８月は北方領土返還
運動全国強調月間です

また来年度も人気のある新
星空映画の鑑賞会
作を上映したいと思いますの
で︑多数の方のご参加をお待
７月 日︵金︶︑恒例の
ちしています︒
﹁星空映画会﹂を開催しまし
︵教育委員会 坂本︶
た︒
今年度の映画は︑子どもた
ちに大人気の﹁妖怪ウォッ
チ﹂を上映し︑保育所の幼児
を始め︑小・中学生︑保護者︑
など︑総勢約１００名が星空

︵公民館 坂本︶

計打数で競技し︑勝敗を決め
庄村社会福祉協議会︶を開催
ます︒参加された選手の皆さ
しました︒台風 号の影響を
んは︑真剣勝負であっても︑
心配しておりましたが︑当日
﹁なかなか真っ直ぐにころが
は天候に恵まれ︑ 名の方が
らんなー﹂﹁ありゃ強ー打ち
参加し︑盛会のうちに大会を
すぎたー﹂﹁えぇとこに行っ
終了することができました︒
たぞ ホールインワンだー
このグランドゴルフは４名が
一つのチームで８組に分かれ︑ や﹂と一打ごとに楽しそうな
声が聞こえてきました︒
個人戦で行います︒各組が８
順位は︑
ホール２回の計 ホールの合
優 勝 牧野好正
準優勝 滝川生夫
第３位 岩本凱雄
でした︒また︑７名の方が︑
ホールインワン賞を受取られ
ました︒
なお︑この大会にご協力い
ただいた皆様に心よりお礼申
し上げます︒
11

32

16

第十回特別弔慰金が支給さ
れます︒
・冬瓜・・・・・５００ｇ
■支給対象者
・鶏ひき肉・・・１５０ｇ
平成 年４月１日︵基準
・枝豆・・・・・１００ｇ
日︶において︑﹁恩給法によ
・だし汁・・・・３カップ
る公務扶助料﹂や﹁戦傷病者
・塩・・・・・・小さじ１
戦没者遺族等援護法による遺
・しょうゆ・・・少々
族年金﹂等を受ける方︵戦没
・酒・・・・・・大さじ１
者等の妻や父母等︶がいない
・くず粉・・・・大さじ１
場合に︑次の順番による先順
︵片栗粉でもよい︶
位のご遺族のお一人に支給︒
◇戦没者等の死亡当時のご遺
︻作り方︼
族で
①冬瓜は皮をむき︑一口大に
１ 平成 年４月１日までに
切り︑２〜３分茹でる︒
戦傷病者戦没者遺族等援護
②枝豆は茹でてさやから出す︒
法による弔慰金の受給権を
③だし汁に①を入れ︑弱火で
取得した方
５〜６分煮る︒
２ 戦没者等の子
④③に調味料を入れて鶏ひき
３ 戦没者等の①父母②孫③
肉 を 入 れ ︑はしでほぐ す よ
祖父母④兄弟姉妹※戦没者
うにし︑
さらに４〜５分煮る︒
等の死亡当時︑生計関係を
⑤くず 粉︵または片栗粉 ︶
でと
有していること等の要件を
ろみをつけ︑
枝豆を散らす︒
満たしているかどうかによ
り︑順番が入れ替わります︒
︵住民福祉課 林︶
４ 上記１から３以外の戦没
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４︐食欲増進の工夫をしまし
ょう
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月の納税

保

税︵

村 県 民 税︵
国
介 護 保 険 料︵

月

後期高齢者保険料 ︵

納期限

期︶

期︶

期︶

期︶

日︵月︶

0

1 人

8
重 傷

0

1 人

0

20 人

31
軽 傷

0

0 人

8

93 人

︽戸籍の動き︾
﹁戸籍の動き﹂への掲載希望
について︑遠慮なく住民福祉
課までご連絡ください︒

0 人

今年１０月以降、住民の皆さま一人一人のマイナンバー（個人番号）が記載された「通知カード」が世
帯毎に住民票の住所に簡易書留で送られます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

住民票の住所地に誰も住んでいない方は、『居所情報登録』を９月２５日（金）までに住民票のある市
区町村に申請をお願いします。

申請書については、お近くの市区町村、総務省ホームページなどで入手またはダウンロードいただけま
す。

マイナンバーのお問い合わせは、

コールセンター［全国共通ナビダイヤル］０５７０−２０−０１７８

（９：３０〜１７：３０ （土日祝日、年末年始を除く））
もしくは、住民福祉課（村内無料３−２６１２）までお問い合わせください。

地域老人クラブスポーツ大会
の草との戦いですが︑少しで
への出場者を選抜する予定と
もきれいな
しています︒
花を見て頂
成績は左記の通りです︒
こうと思い
優 勝
ながらがん
よつば・友楽チーム
ばっていま
老人クラブ連合会の活動
準優勝
す︒
鳳寿・三和チーム
収穫の秋︑スポーツの秋の
第３位
到来です︒
親睦・千寿・長寿チーム
何かと多忙な季節ですが︑
第３回役員会
老人クラブ連合会でも各種行
９日の役員会では︑多くの
事 が 予 定 さ れ て い ま す の で ︑ クラブ員が和気藹々と楽しん
ご協力をよろしくお願いしま
で参加できる老連会長杯とな
す︒
るよう︑実施の詳細を話し合
いました︒
ゲートボール経験のない役
員が大半ですが︑それぞれが
積極的に意見が出し合える︑
意義のある会議となりました︒
また︑村外で実施される今
後の事業についても検討しま
した︒日程は随時お知らせし
ます

故

0

事

前田）
（総務企画課

年金相談
９月の年金相談日をお知ら
せします︒
日時
９月 日︵木︶ 時〜 時
９月 日︵木︶ 時〜 時
場所 真庭市役所久世本庁舎
相
※談内容を把握するため︑
前日までに必ず予約をお願い
します︒
予約先
津山事務所 お客様相談室
℡０８６８︵ ︶２３６５
年金番号がわかるものと︑
本人確認ができる免許証︑保
険証などを持参してください︒
また︑代理の場合は委任状が
必要です︒
︵住民福祉課︶

死 者

理想の福祉を目指して

社協だより

86 件

７月の活動状況
４日 第６回﹁社会を明るく
する運動﹂街頭啓発活
動︵連合会長︶
７日 緑と花いっぱい運動
︵花壇草取り／女性部
８名及び連合会長︶
９日 第３回役員会︵８名︶
日︻午前︼
第 回老連会長杯ゲー
トボール大会︵ 名︶
︻午後︼
公民館長杯グラウンド
・ゴルフ大会︵ 名︶

空き家情報を
募集しています
﹁新庄村で家を借りて住み
たい﹂︑﹁新庄村で家を購入
して移住したい﹂という方か
らの問い合せが年々増えてい
ます︒そこで新庄村では︑空
き家情報バンクに登録可能な
家の持ち主からの﹁家を貸し
たい﹂︑﹁家を売りたい と
｣
いう情報を求めています︒
空き家情報バンクとは持ち
主からのご相談に基づき︑所
有する家の情報を村のホーム
ページ等に掲載し︑住居を探
されている方に情報を提供す
るしくみです︒
まずは総務企画課までお気
軽にご相談ください︒
連絡先
村内無料電話３ ２
―４１２
ＮＴＴ０８６７ ― ２
―６２６
︵総務企画課 千葉︶

日

日

日

日

高齢者地域リーダー研
修会︵津山市︶
美作地区ゲートボール
大会︵鏡野町︶
真庭地域老人クラブス
ポーツ大会準備
︵真庭市︶
真庭地域老人クラブス
ポーツ大会︵雨天の場
合９月 日に順延︶

56

夏ボランティア体験
この事業は︑夏休み期間中
を利用して︑福祉施設等でボ
ランティアを行うものです︒
今年も中学生 名が夏のボ
ランティア体験を行っていま
す︒
７月 日に事前研修として︑
ボランティア活動の心構え︑
注意事項等を学び︑保育園と
ふれあいセンターで︑本人の
希望先においてそれぞれ体験
を行っています︒
ふれあいセンターではお年
寄りとの交流を中心に精一杯
活躍してくれており︑職員は
大変助かっております︒
12

社協へのお問い合わせ
村内無料電話
３ ―
３１０６

10

平成27年10月5日
老連会長杯
ゲートボール大会
悪天候による延期で︑７月
日に実施した大会ですが︑
日程変更にもかかわらず︑８
クラブより 名もの会員が参
９月の予定
加し︑４チーム総当たり戦で
６日 合同運動会
親睦を深めました︒
玉入れ競技です︒多数
尚︑今回の成績を元に真庭
ご参加下さい︒

30

18
27
28

2

6

マイナちゃん

マイナンバー制度スタート
【通知カードの送付先について】
20

15 15

3

1 件

緑と花いっぱい運動
７日︑多目的施設前花壇の
草取りをしました︒のび放題

21

29

6月期 本年の累計 6月期 本年の累計

33

福祉車両購入

26

3

0

22

10 10

赤い羽根共同募金事業にお
いて︑平成 年度に皆様から
お寄せ頂いた募金から︑今年
度 万円を特別配分され︑福
祉車両の整備を行いました︒
助手席が電動でリフトアッ
プし︑車いすへの移乗もスム
ーズに行うことができ︑後部
には車いすも積載することが
できます︒
70

2

件 数

33

31

真庭市内
内
村
分
区

24 10

8
6月期の交通事故・違反者発生状況
21
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月の納税

保

税︵

村 県 民 税︵
国
介 護 保 険 料︵

月

後期高齢者保険料 ︵

納期限

期︶

期︶

期︶

期︶

日︵月︶

0

1 人

8
重 傷

0

1 人

0

20 人

31
軽 傷

0

0 人

8

93 人

︽戸籍の動き︾
﹁戸籍の動き﹂への掲載希望
について︑遠慮なく住民福祉
課までご連絡ください︒

0 人

今年１０月以降、住民の皆さま一人一人のマイナンバー（個人番号）が記載された「通知カード」が世
帯毎に住民票の住所に簡易書留で送られます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

住民票の住所地に誰も住んでいない方は、『居所情報登録』を９月２５日（金）までに住民票のある市
区町村に申請をお願いします。

申請書については、お近くの市区町村、総務省ホームページなどで入手またはダウンロードいただけま
す。

マイナンバーのお問い合わせは、

コールセンター［全国共通ナビダイヤル］０５７０−２０−０１７８

（９：３０〜１７：３０ （土日祝日、年末年始を除く））
もしくは、住民福祉課（村内無料３−２６１２）までお問い合わせください。

地域老人クラブスポーツ大会
の草との戦いですが︑少しで
への出場者を選抜する予定と
もきれいな
しています︒
花を見て頂
成績は左記の通りです︒
こうと思い
優 勝
ながらがん
よつば・友楽チーム
ばっていま
老人クラブ連合会の活動
準優勝
す︒
鳳寿・三和チーム
収穫の秋︑スポーツの秋の
第３位
到来です︒
親睦・千寿・長寿チーム
何かと多忙な季節ですが︑
第３回役員会
老人クラブ連合会でも各種行
９日の役員会では︑多くの
事 が 予 定 さ れ て い ま す の で ︑ クラブ員が和気藹々と楽しん
ご協力をよろしくお願いしま
で参加できる老連会長杯とな
す︒
るよう︑実施の詳細を話し合
いました︒
ゲートボール経験のない役
員が大半ですが︑それぞれが
積極的に意見が出し合える︑
意義のある会議となりました︒
また︑村外で実施される今
後の事業についても検討しま
した︒日程は随時お知らせし
ます

故

0

事

前田）
（総務企画課

年金相談
９月の年金相談日をお知ら
せします︒
日時
９月 日︵木︶ 時〜 時
９月 日︵木︶ 時〜 時
場所 真庭市役所久世本庁舎
相
※談内容を把握するため︑
前日までに必ず予約をお願い
します︒
予約先
津山事務所 お客様相談室
℡０８６８︵ ︶２３６５
年金番号がわかるものと︑
本人確認ができる免許証︑保
険証などを持参してください︒
また︑代理の場合は委任状が
必要です︒
︵住民福祉課︶

死 者

理想の福祉を目指して

社協だより

86 件

７月の活動状況
４日 第６回﹁社会を明るく
する運動﹂街頭啓発活
動︵連合会長︶
７日 緑と花いっぱい運動
︵花壇草取り／女性部
８名及び連合会長︶
９日 第３回役員会︵８名︶
日︻午前︼
第 回老連会長杯ゲー
トボール大会︵ 名︶
︻午後︼
公民館長杯グラウンド
・ゴルフ大会︵ 名︶

空き家情報を
募集しています
﹁新庄村で家を借りて住み
たい﹂︑﹁新庄村で家を購入
して移住したい﹂という方か
らの問い合せが年々増えてい
ます︒そこで新庄村では︑空
き家情報バンクに登録可能な
家の持ち主からの﹁家を貸し
たい﹂︑﹁家を売りたい と
｣
いう情報を求めています︒
空き家情報バンクとは持ち
主からのご相談に基づき︑所
有する家の情報を村のホーム
ページ等に掲載し︑住居を探
されている方に情報を提供す
るしくみです︒
まずは総務企画課までお気
軽にご相談ください︒
連絡先
村内無料電話３ ２
―４１２
ＮＴＴ０８６７ ― ２
―６２６
︵総務企画課 千葉︶

日

日

日

日

高齢者地域リーダー研
修会︵津山市︶
美作地区ゲートボール
大会︵鏡野町︶
真庭地域老人クラブス
ポーツ大会準備
︵真庭市︶
真庭地域老人クラブス
ポーツ大会︵雨天の場
合９月 日に順延︶

56

夏ボランティア体験
この事業は︑夏休み期間中
を利用して︑福祉施設等でボ
ランティアを行うものです︒
今年も中学生 名が夏のボ
ランティア体験を行っていま
す︒
７月 日に事前研修として︑
ボランティア活動の心構え︑
注意事項等を学び︑保育園と
ふれあいセンターで︑本人の
希望先においてそれぞれ体験
を行っています︒
ふれあいセンターではお年
寄りとの交流を中心に精一杯
活躍してくれており︑職員は
大変助かっております︒
12

社協へのお問い合わせ
村内無料電話
３ ―
３１０６

10

平成27年10月5日
老連会長杯
ゲートボール大会
悪天候による延期で︑７月
日に実施した大会ですが︑
日程変更にもかかわらず︑８
クラブより 名もの会員が参
９月の予定
加し︑４チーム総当たり戦で
６日 合同運動会
親睦を深めました︒
玉入れ競技です︒多数
尚︑今回の成績を元に真庭
ご参加下さい︒

30

18
27
28

2

6

マイナちゃん

マイナンバー制度スタート
【通知カードの送付先について】
20

15 15

3

1 件

緑と花いっぱい運動
７日︑多目的施設前花壇の
草取りをしました︒のび放題

21

29

6月期 本年の累計 6月期 本年の累計

33

福祉車両購入

26

3

0

22

10 10

赤い羽根共同募金事業にお
いて︑平成 年度に皆様から
お寄せ頂いた募金から︑今年
度 万円を特別配分され︑福
祉車両の整備を行いました︒
助手席が電動でリフトアッ
プし︑車いすへの移乗もスム
ーズに行うことができ︑後部
には車いすも積載することが
できます︒
70

2

件 数

33

31

真庭市内
内
村
分
区

24 10

8
6月期の交通事故・違反者発生状況
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中学校だより

報

菊の栽培

〜地域の方に支えられて〜
今年度も全校で菊の栽培に取り組んでいます。
中
学校が行っているのは、成長抑制剤を散布し、
コンパ
クトに育つけれど大輪の花を咲かせる
「福助作り」で
す。
６月中旬に挿し芽をし、
７月下旬に鉢上げをしてい
ました。
８月５日
（水）
の登校日に次の作業として、増し
土・追肥・脇芽とり・支柱立てを行いました。今回も、
ボ
ランティアの方は生徒とも交流をしていただきながら、
こまめな指導をしていただきました。
６月下旬の挿し芽の後、多くの苗が病気にかかり
本数がかなり減ってしまったので、
新たに苗を購入し、
ボランティアでお世話になっている新家さんからも苗を
分けていただいたため、
当初より本数も増え、立派に
育っています。
夏休み中、菊が順調に育つことを願いながら、朝夕の
水やりを当番制で行っています。
１０月下旬頃に村内の施設やお年寄り家庭にきれ
いに咲いた菊をお届けできるよう、生徒たちがしっかり
管理してくれます。
（新庄中学校 穐山）

新

庄
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小学校だより
〜頑張った水泳記録会〜
７月１５日、晴天の空の下、小学校プールで校内水
泳記録会を行いました。今年度で２回目となる行事で
す。今年は、保護者の方にもご案内をしたところ、
６名
の方が見学に来て下さいました。
この記録会は、子どもたちが、
これまで頑張った成
果を発表し、認め合い、
自信が持てるようにすることが
ねらいです。高学年２名の選手宣誓後、記録会が始
まりました。
まず、低学年の部です。小プールを使います。
しゃ
がんで進む子、
ビート板を使う子、
けのびとバタ足で進
む子と泳ぎ方はいろいろでしたが、
みんな頑張って反
対側まで行くことができました。
３年生以上の中・高学年の部からは２５ｍの大プー
ルを使います。友だちの
大きな声援を受けて、多
くの子どもたちが距離やタ
イムで自己ベストを出しま
した。
どの子も、力を出し
切った満足感から、
とても
嬉しそうな表情でした。
夏休み中もプールでしっ
かり泳いで、体を鍛えて
ほしいと思います。
（新庄小学校 畦崎）

地域資源を活用した土曜日教育（自然体験教室）開催
地域資源を活用した土曜日教育「自然体験教室」を７月２５日（土）、
小中学生と保護者を対象に新庄村内で開催しました。この日は、黒田眞
路さんを講師に新庄村の自然を五感で体験する活動を中心に朝鍋鷲ヶ
山で森の学習、不動滝周辺でのリバートレッキングを実施しました。
今回は、岡山市の京山公民館、京山地区ESD推進協議会と共催とい
うこともあり、岡山市からの参加者と併せ約７５名の参加がありました。
新庄の子どもであっても川遊びをしたことのない子どももおり双方にと
って貴重な体験となりました。また、旭川の上流域・下流域の交流にもな
ったようです。
終了後、新庄の子供たちから「楽しかった」
「初めての川遊びだった」
「ブナの種を初めて見た」等たくさんの感想が聞けました。
今後も、このような活動を通して、ふる里の良さを知り、ふる里を愛す
る子どもに育ってほしいと願います。
（教育委員会 竹本）

再生紙を使用しています

