)
)
)
)
（ ）内は先月比

男 ……… 453人 ( 2
女 ……… 505人 ( 0
計 ……… 958人 ( 2
世帯数 … 390戸 ( 1
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夜空に咲いた大輪の花！

新庄川にかかる榎木橋から宝田橋

までの河川沿いには︑
大迫力の花火を

楽しもうと︑多くの方で賑わっていま

した︒

︵関連記事６面︶

公共交通会議・・・・・・ ２面
地方創生コーナー・・・・ 3面
リンドウ産地化推進・・・ 4面
ネイチャーワークショップ・ 5面
お元気ですか・・・・・・ 面
お知らせ・・・・・・・・ 面
ラオス研修生来村・・・・ 面
社協だより・・・・・・・ 面
面

学校だより・・・・・・・

10 9 8 7 6

平成27年8月31日現在

・平成27年9月18日発行
・新庄村のホームページ http://www.v i l l.shinjo.okayama.jp/

保存会の皆さんの「太鼓」と「くどき」が夏の夜空に鳴り響きました！

地域公共交通について︑ご
意見︑ご要望がありましたら
新庄村役場総務企画課までお
知らせください︒
︵総務企画課 岩佐︶

８月７日︵金︶︑新庄村肉
用牛改良センターにおいて︑
新庄村・蒜山地区合同の畜産
共進会が開催されました︒
当村からは︑和牛 頭の出
品があり︑和牛の体格や姿勢
の良さなどを審査し︑成長ぶ
りを競い合いました︒

73

らえるのは非常に助かる﹂︑
﹁運転免許証を返納する高齢
者も増えており︑代わりの足
として︑今後はより重要にな
ってくる﹂という意見もいた
だきました︒
これからも︑地域の足とし
てより便利に充実していける
よう︑真庭市と連携していき
たいと思いますので︑﹁まに
わくん﹂についてのご意見ご
要望がございましたら︑遠慮
なく新庄村役場総務企画課ま
でお願いします︒
︵総務企画課 岩佐︶

15

新庄村地域公共
交通会議開催

10

平成 年８月 日︵水︶新
庄村地域公共交通会議を開催
しました︒
この会議は︑平成 年 月
から運行しております真庭市
コミュニティバス︵以下︑
﹁まにわくん﹂という︒︶の
継続運行について合意を求め
るもので︑運行内容について
事務局から説明した後︑質
疑・意見交換が活発に行われ︑
最終的に出席委員全員が継続
運行について合意しました︒

審査結果は次の通りです︒
ひとりの注意によって防ぐこ
○第１部︵去勢及び雄牛︶
とができます︒交通事故を起
優等首席
こさずに安心安全な村づくり
新竹２ー３号
を進めていきましょう︒また︑
竹本康紀さん
夜間に散歩等されるときは︑
○第２部︵雌牛︶
反射タスキなどを着用し目立
優等首席
つように心がけましょう︒
しんたけ７３号
︵総務企画課 前田︶
竹本康紀さん
○第３部︵雌成牛︶
優等首席
しんきたふじ８号
清川昭浩さん
また︑新庄村の和牛のグラ
ンドチャンピオンは︑第２部
優等首席のしんたけ 号と決
定しました︒
出品者の村内畜産農家の皆
様をはじめ︑関係者及びご参
観いただいた皆様︑誠にあり
がとうございました︒
︵産業建設課 本田︶

第 回
新庄村畜産共進会

︵第 回
蒜山共進会同時開催︶

98

10

交通安全法令
講習会開催
交通安全法令講習会を︑８
月 日︵月︶午後６時 分か
ら︑ふれあいセンターで行な
30

いました︒真庭警察署 妹尾
交通係長を講師に迎え︑交通
事故の近況や加齢により視野
が狭くなることなどの講話や︑
交通安全講座のＤＶＤを観ま
した︒また今回は︑話を聞く
だけでなく自身の目で反射タ
スキの有効性を実感していた
だきました︒交通事故は一人

24

コミュニティバス
要望書提出
平成 年７月 日︵水︶真
庭市のコミュニティバス﹁ま
にわくん﹂について︑新庄村
長︑議会議長︑教育長が連名
で真庭市へ要望書を提出しま
した︒
この要望書は︑以前から要
望のあった新庄村と真庭市蒜
山を結ぶ新路線の開設により
地域住民の足として公共交通
の利便性がより向上すること
を目的とし︑真庭市長︑真庭
市議会議長︑真庭市教育長へ
それぞれ提出しました︒

19

27

19

21

会議では︑﹁運行時間の調
整は出来ないか﹂︑﹁高校生
の通学に低料金で運行しても

27
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国民健康保険に加入している皆様へ

〜10月から国民健康保険証が新しい保険証に切り替わります〜

９月中に新しい保険証を国保加入者がおられる世帯へ送付しますので、必ずご確認下さい。
期限の切れた保険証は、誤って使用することを防ぐため、破棄していただくか、住民福祉課まで
お持ちください。

国保の加入者

・自営業の方
・退職して職場の健康保険などをやめた方
・パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方
・３ヶ月を超える在留資格が決定された方、住民票をお持ちの外国人

※国保の資格がなくなったら、すぐに保険証を住民福祉課まで返却し、資格喪失の届出を行って下
さい。
社会保険に加入しても、国保の資格が自動的に無くなることはありません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
役場での手続きが必要です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
資格がなくなった後、国保の保険証を使って診療を受けた場合、新庄村国保が負担した医療費を
返還していただくことになります。また、保険税が二重払いになることもありますので、必ず届
け出をお願いします。
（住民福祉課 渡辺）

第２回

地方創生セミナー
開催のお知らせ

26

地方創生コーナー
このコーナーでは︑新庄村の地方創生の取り組
みについて皆さんにお知らせしながら︑一緒に考
えて行きたいと思っていますので︑ご意見︑感想

27

○日 時
地方創生の取り組みについ
平成 年９月 日︵木︶
て︑ご意見︑ご質問等ありま
午後７時から
したら新庄村役場総務企画課
○場 所
までお知らせください︒
役場創生センター３階
○内 容
︵総務企画課 岩佐︶
公募で応募のあった方を含
む 名の委員さんを委嘱して︑
今年度策定する新庄村総合戦
略について協議を行って行き
ます︒

新庄村総合戦略策定
委員会開催のお知らせ

○日 時
などありましたらお気軽にお知らせください︒
平成 年９月 日︵土︶
午後６時から午後８時まで
集まっていただいた皆さん
○場 所
からは︑﹁どうやって仕事が
ふれあいセンター大ホール
旧谷口邸の改修計画
出来るのか﹂︑﹁自分たちも
○内 容
利用出来るのか﹂などさまざ
☆第１部
まなご意見をいただきました︒
基調講演
今後は︑お伺いしたご意見
﹁地方創生の展開について﹂
を参考にさせて頂き︑有効活
内閣府地方創生推進室
用が出来るよう内容を検討し
参事官補佐 石井宏典氏
て行きます︒
☆
第
２部
パネルディスカッションと
第１回
して︑石井宏典氏を交えて新
庄村の未来について意見交換
を行います︒

平成 年８月 日︵火︶須
貝邸において︑旧谷口邸の改
修計画について東町︑西町︑
旭町地区の皆さんと意見交換
会を開催しました︒
以前から懸案となっていた
旧谷口邸の有効活用について
は︑今回地方創生の取り組み
で﹁コワーキングスペース﹂
として活用を検討しています︒
﹁コワーキングスペース﹂
とは︑新たな仕事の創出とし
てインターネットを活用して
自宅で仕事が出来る﹁テレワ
ーク﹂という仕組みを推進す
るための拠点となる施設で︑
通りに面した部分はオープン
スペースとし︑村民同士や観
光客との交流が図れる場所と
してがいせん桜通りの賑わい
創出にも活用したいと考えて
います︒
15
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1,850千円 （1,998,000） 平成28年 3 月31日

平成27年8月11日 新庄簡易水道事業変更届出書等作成業務委託 （株）
ウエスコ

キャラクター﹁ひめっ子﹂︑
産業建設課の計７名が岡山県
農林水産部長を表敬訪問し︑
リンドウの花束と黒豆大福を
プレゼントしました︒
ま
た︑岡山中央卸売市場や山陽
新聞社︑ＦＭオカヤマ︑ＯＨ
Ｋ岡山放送局も訪問し︑ＰＲ
活動を行いました︒

リンドウの生産者は現在︑
６戸の農家で約１．３ヘクタ
ールの面積を栽培しており︑
７万本の出荷を目指していま
す︒
今年は花の色づきも良く︑
お彼岸を前に高品質のリンド
ウの出荷が期待されます︒皆
様のご協力をよろしくお願い
します︒
︵産業建設課 山田︶

（有）
中山重機

癒しに来られえ〜新庄
森と親しもう

昼食でカレーを食べた後
は︑みんなで歌ったり︑スー
パーボールすくいや水鉄砲で
遊んだり︑綿飴やポップコー
ンを食べたりと︑賑やかな時
を過ごすことができ︑豊かな
自然の中でたくさんの交流も
生まれた一日となりました︒
︵住民福祉課 高岡︶

岡山県農林水産部長
表敬訪問
〜リンドウ産地化推進〜
９月７日︵月︶︑新庄村の
地域振興作物であるリンド
ウ︑ひめのもちの産地化推進
のため︑小倉村長︑花き生産
組合の前田美子さん︑坂本仁
美さん︑ＪＡ真庭花き担当の
宗信指導員︑新庄村イメージ

平成27年8月11日 林道田井二ツ橋線舗装工事

21,100千円 （22,788,000） 平成27年11月20日

（株）三木工務店

7,500千円 （8,100,000） 平成27年11月20日

平成27年8月11日 林道田井二ツ橋線改良工事

森林セラピー交流会開催

77

戦没者慰霊祭を開催

10

戦争で亡くなった方々の冥
福と永遠の平和を祈念する戦
没者慰霊祭が︑８月 日
︵月︶に︑普陀寺山の忠魂碑
前で行われました︒
当日は朝から蒸し暑い日で
したが︑村遺族会の皆さんが
参加され︑始めに忠魂碑周辺
の清掃を行いました︒その
後︑村長・議長を来賓に迎
え︑慰霊祭を開催しました︒
今年は戦後 年の節目の年
であり︑戦争が再び繰り返さ
れることのないよう︑会員一
同︑平和への思いを新たにさ
れ︑戦争の悲惨さや平和の尊
さを次の世代に伝えていくた
め︑一層の努力をしていくこ
とを誓いました︒
︵住民福祉課 高岡︶
８月 日︵日︶︑田浪キャ
ンプ場及びセラピーロード
﹁ゆりかごの小径﹂におい
て︑真庭地域自立支援協議会
の子ども・子育て支援部会主
催による︑森林セラピー交流
会が開催され︑村内と真庭市
等より総勢 名の参加があり
ました︒
この日は朝から晴天に恵ま
れ︑日中はかなり暑くなりま
したが︑山から吹く風はさわ
やかで︑絶好の交流会日和と
なりました︒
まず班ごとに分かれ︑森林
トレーナーの方からの説明を
聞きながら︑﹁ゆりかごの小
径﹂を散策︒道沿いの草花や
冷たい水に触れてみたり︑の
んびりとハンモックに揺られ
たりと︑日常の生活ではなか
なか経験できない森林浴を楽
しみました︒
その後はみんなで竹パン作
りに挑戦︒炭火で自分で焼い
た焼きたての竹パンにかじり
つき︑そのおいしさに感動し
ていました︒
23

期

工

落札価格（契約金額）

業 者 名

事 業 名

入 札 日
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工 事 等 入 札 結 果

平成27年8月11日 林道高下線奥田橋橋梁補修調査設計業務委託 （株）荒谷建設コンサルタント 1,900千円 （2,052,000） 平成27年10月16日

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︒

小包の品目は︑スイートコ
ーン・干し椎茸・だんごの
粉・ひめっこけーき・やまぶ
きの佃煮・長寿らっきょ・梅
干し・健康茶・リンドウ・か
きもち・きな粉と︑今回から
新たに︑餅米甘酒・山菜ピク
ルスを新商品に加えました︒
ふるさと小包も今年で 年
を迎えました︒このように長
く続けている制度は全国的に
も珍しいのではないでしょう
か？
今後も新庄村の６次産業を
活性化させる制度として続け
ていきたいと思います︒
冬のふるさと小包は 月
日︵金︶に発送する予定です︒
夏の小包同様に村民の皆様の
ご利用をよろしくお願いしま
す︒
︵特別村民制度運営協議会︶

また来年度も人気のある新
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︒

ご協力いただいたスタッフ
の皆様︑関係者の皆様ありが
とうございました︒
︵産業建設課 柴田︶
※参加者の方の御礼のメール
を掲載します︒

８月４日︵火︶特別村民制
度﹁夏のふるさと小包﹂の発
送作業をＪＡ花き選花場にて
行いました︒
発送作業には加工団体の方
を始め︑多くの村民の皆様の
ご協力をいただき５８５個の
小包を全国に送ることができ
ました︒

夏のふるさと小包発送

新庄村はもともと主人が行
きたがっていたのですが︑私
も子供たちもすっかり気に入
り︑また桜の時期や冬にも行
きたいと思っています︒
お世話になりました︒どう
もありがとうございまし
た︒﹄

31

11

32

﹁生涯学習の集いを
行いました﹂

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
27

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︒

学芸員の方から﹁モネの睡
蓮は有名ですが︑この絵は︑

新庄村ネイチ��ワ�ク

27

16

﹃ご連絡が遅くなりました
が︑先日の新庄村森林セラピ
ーツアー＆草木染め体験で家
族でお世話になりました︒
草木染した服の写真を添付
してお送りします︒アカソの
ピンクの色がとてもきれいに
でていて︑オハグロで染めた
グレーとともに家族みんなで
気に入っております︒帰省す
る際にもたびたび着ていたの
で︑お写真を送るのがすっか
り遅くなってしまい申し訳あ
りませんでした︒これからも
家族の思い出の詰まった服と
して大事に着ていくと思いま
す︒
また︑ツアーそのものも楽
しく︑みなさんに親切にして
いただいてとても楽しい一日
となりました︒滝ツアーのほ
うに行っていた知り合いもと
ても楽しかったようで︑来年
も行こうと早速友達を誘って
いるところです︒

18

32

12

シ��プ２０１５

48

38

19

23

20 ・

〜
﹃日本で最も美しい
村﹄
でつくる
この夏最高の思い出〜

21

体験は グループ 人︑清流
新庄川の生き物観察会は６グ
ループ 人︑合計 グループ
人が参加され︑新庄村に初
めて来られた方々や昨年参加
された方などで賑わい︑新庄
村でしかできない体験を肌で
感じていただきました︒
98

11

８月８日︵土︶︑９日
︵日︶の２日間﹁新庄村ネイ
チャーワークショップ２０１
５﹂を開催しました︒昨年︑
クールオカヤマフェス２０１
４で開催しており︑参加者の
みなさまに好評をいただいた
ことから︑今年はワークショ
ップの内容をさらに充実させ
実施しました︒
森林セラピーツアー＆草木
染め体験は グループ 人︑
源流の滝遊び＆魚つかみ取り
13
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月

日︵水︶

期︶

期︶

期︶

︵住民福祉課︶

税︵

月の納税

保

納期限

後期高齢者保険料 ︵

介 護 保 険 料︵

国

高齢化社会における日本の未
来を描く上で欠くことのでき
ないデータを得るために実施
するものです︒調査結果は︑
さまざまな法令にその利用が

①キャベツは軟らかくなるま
で茹でて冷ましておく︒
②にんじん︑たまねぎ︑椎茸
はみじん切りにする︒
③ボールに鶏ミンチ︑にんじ
ん︑たまねぎ︑干し椎茸︑
塩こしょう︑卵を混ぜ合わ
せる︒
④③の肉だねを①のキャベツ
で巻く︒
⑤鍋にしょうゆ︑酒︑和風だ
しを入れ︑沸騰させる︒沸
騰したら④を入れ︑落とし
ぶたをして煮込む︒
⑥ブロッコリーを好みの硬さ
に茹で︑出来上がったロー
ルキャベツに添える︒
●さわやかネギサラダ
︵４人分︶
・ねぎ・・・・・１６０ｇ
・もみのり・・・１．２ｇ
・しらす干し・・１２ｇ
・マヨネーズ・・２０ｇ
・ごま・・・・・１．２ｇ
・しょうゆ・・・８ｃｃ
・酢・・・・・・１２ｃｃ
・みそ・・・・・８ｇ
・ミニトマト・・４個
①ネギは茹でて冷まし︑一口
大に切る︒
②もみのり︑しらす干し︑マ
ヨネーズ︑ごま︑しょうゆ︑

ました︒インターネットで回
答をされた方には︑調査票へ
の回答は不要ですので︑よろ
しくお願いします︒
今回お願いしている指導員︑

酢︑みそをボールに入れ︑
①のネギと混ぜ合わせる︒
③ミニトマトをかざり︑出来
上がり︒
ぜひご家庭でも作って見て
下さいね︒

指導員

地区担当

梨

浦

中

高

原

瀬

手

谷

下

野土路

大

浪

滝の尻
田

二つ橋

田

戸

中

井

島

カケ住宅
祉︑雇用政策︑生活環境の整

田

茅

旭

西

東

中

本

上

幸

所

見

町

町

町

町

町

町

町

9

95 件
死 者

0

0 人

0

1 人
重 傷

0

1 人

3

23 人
軽 傷

0

0 人

8

101 人

君代

足羽

石藤

坂本

津田

利夫

勝美

賢治

信行

美喜

由美子

佐々木

田中

調査員名

佐藤

故

1 件
事

0

前田）
（総務企画課

︵総務企画課 山本︶

大

件 数

︵住民福祉課 林︶
7月期 本年の累計 7月期 本年の累計

田中住宅

備︑防災対策など︑私たちの

での回答が出来るようになり

なお今回︑インターネット

いします︒

すよう︑ご協力よろしくお願

くか︑役場へ直接持参頂きま

は︑調査員に直接提出いただ

さい︒記入いただいた調査票

帯員をもれなく記入してくだ

します︒調査票には世帯の世

帯を訪問して︑調査票を配布

９月 日から調査員が各世

す︒

鍛冶屋

調査員さんは次のとおりです︒

真庭市内
内
村
分

暮らしのために役立てられま

定められているほか︑社会福

7月期の交通事故・違反者発生状況

お元気ですか？

平成 年国勢調査は︑少子

10

区

生活習慣病予防には︑薄味
で野菜豊富な料理を心がける
ことが大切です︒そこで今回
は︑簡単でおいしい︑薄味か
つ野菜たっぷりなレシピを紹
介します︒
●和風ロールキャベツ
︵４人分︶
・キャベツ・・・・４００ｇ
・鶏ミンチ・・・・１６０ｇ
・にんじん・・・・４０ｇ
・たまねぎ・・・・８０ｇ
・干し椎茸・・・・２ｇ
・塩こしょう・・・１．２ｇ
・卵・・・・・・・２０ｇ
・しょうゆ・・・・２４cc
・酒・・・・・・・４ｃｃ
・和風だし・・・・２ｇ
・ブロッコリー・・８０ｇ

予約先
国勢調査に
津山事務所 お客様相談室
ご協力ください
℡０８６８︵ ︶２３６５
年金番号がわかるものと︑
総務省では︑ 月１日現在︑
本人確認ができる免許証︑保
日本に住んでいる︑すべての
険証などを持参してください︒
世帯を対象にした国勢調査を
また︑代理の場合は委任状が
実施します︒
必要です︒

︵公民館 坂本︶

東︑てんがらこ︑まんま︑小
メルヘンの里
大寺︑はやびぜんと伝統の踊
花火・盆踊り大会
りに初めて踊りに参加される
方︑懐かしい踊りに参加され
８月 日︵金︶︑お盆恒例
る方︑帰省されて踊りに参加
行事﹁メルヘンの里花火・盆
される方︑子どもからお年寄
踊り大会﹂を開催しました︒
りまで踊りの輪が自然に大き
今年は天候に恵まれ︑予定通
くなっていきました︒大会前
り午後７時 分から磯田花火
に募集しましたグループ参加
大会実行委員会長の挨拶に引
をしていただきました 団体
続き︑花火大会が新庄川河川
の皆様には盆踊りを盛り上げ
公園及び深井宅裏山採草地の
ていただき︑厚くお礼申し上
二箇所で行われ︑色鮮やかな
げます︒来年も是非ご参加い
大輪の花火が夏の夜空を彩り
ただきますようよろしくお願
ました︒
いいたします︒今年の参加賞
また︑花火大会終了と同時
である木製うちわ︵小大寺︶
に幸橋付近から盆踊り保存会
を手に踊ってくださる方も多
の太鼓連を先頭に口説きに合
く︑爽やかな風に夏の涼を感
わせて盆踊りがスタートしま
じて頂けたのではないでしょ
した︒小倉盆踊り大会実行委
員会長︵村長︶の挨拶に続き︑ うか︒
なお︑当日ご協力頂きまし
た関係町地区及び盆踊り保存
会をはじめ︑多くの関係者の
皆様に心よりお礼申し上げま
す︒

年８月受付分

︽戸籍の動き︾
平成

死亡届 お悔み申し上げます
＊平成 年８月４日
方川 忠一︵満 歳︶
＊平成 年８月９日
滝川 百合子︵満 歳︶
＊平成 年８月 日
滝川 富子︵満 歳︶
﹁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︒

10

4

27

26

58

年金相談︵要予約︶

15 15

4

81

10

81

10 10

3
30

55

27

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︒

22 ８

31

9

14

27

27

27

月の年金相談日をお知ら
せします︒
日時
月 日︵木︶ 時〜 時
月 日︵木︶ 時〜 時
場所 真庭市役所久世本庁舎
10

10 10

9
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に茹で︑出来上がったロー
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ました︒インターネットで回
答をされた方には︑調査票へ
の回答は不要ですので︑よろ
しくお願いします︒
今回お願いしている指導員︑

酢︑みそをボールに入れ︑
①のネギと混ぜ合わせる︒
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・たまねぎ・・・・８０ｇ
・干し椎茸・・・・２ｇ
・塩こしょう・・・１．２ｇ
・卵・・・・・・・２０ｇ
・しょうゆ・・・・２４cc
・酒・・・・・・・４ｃｃ
・和風だし・・・・２ｇ
・ブロッコリー・・８０ｇ

予約先
国勢調査に
津山事務所 お客様相談室
ご協力ください
℡０８６８︵ ︶２３６５
年金番号がわかるものと︑
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日本に住んでいる︑すべての
険証などを持参してください︒
世帯を対象にした国勢調査を
また︑代理の場合は委任状が
実施します︒
必要です︒

︵公民館 坂本︶

東︑てんがらこ︑まんま︑小
メルヘンの里
大寺︑はやびぜんと伝統の踊
花火・盆踊り大会
りに初めて踊りに参加される
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続き︑花火大会が新庄川河川
の皆様には盆踊りを盛り上げ
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ていただき︑厚くお礼申し上
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げます︒来年も是非ご参加い
大輪の花火が夏の夜空を彩り
ただきますようよろしくお願
ました︒
いいたします︒今年の参加賞
また︑花火大会終了と同時
である木製うちわ︵小大寺︶
に幸橋付近から盆踊り保存会
を手に踊ってくださる方も多
の太鼓連を先頭に口説きに合
く︑爽やかな風に夏の涼を感
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会をはじめ︑多くの関係者の
皆様に心よりお礼申し上げま
す︒
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＊平成 年８月 日
滝川 富子︵満 歳︶
﹁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︒

10

4

27

26

58

年金相談︵要予約︶

15 15

4

81

10

81

10 10

3
30

55

27

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︒

22 ８

31

9

14

27

27

27

月の年金相談日をお知ら
せします︒
日時
月 日︵木︶ 時〜 時
月 日︵木︶ 時〜 時
場所 真庭市役所久世本庁舎
10

10 10

9

平成27年9月18日発行 （6）

庄
新
報
広
第403号
第403号

庄
新
報
広
（7） 平成27年9月18日発行

木造住宅耐震診断の
お知らせ
新庄村では︑木造住宅の
耐震診断について助成事業
を行っています︒
南海トラフ地震等の大型
地震発生が懸念されていま
す︒耐震診断に興味がある
方は︑産業建設課へお問合
せ下さい︒
︵産業建設課 住宅係︶

ふるさと文化祭
︵生涯学習推進大会︶
今年度のふるさと文化祭
は次の日程で行います︒
日時
月 日︵日︶
時〜 時
場所 新庄村公民館
なお︑展示作品等の詳細
については︑後日︑連絡し
ますので︑準備の程よろし
くお願いします︒
︵公民館 坂本︶

ラオス人民民主共和国
から農業研修生が来村
今年もラオスから６名の農
業研修生が来村し︑８月 日
から９月２日までの８日間︑
有機農業について研修しまし
た︒
彼らはラオス農林省の有機
農業普及員として首都ビエン
チャン近郊の農家を指導して
おり︑研修では︑土壌の太陽
熱養生処理方法や牛糞と竹チ
ップを使用した堆肥つくり︑

ポーツです︒道具もふれあい
センターにありますので︑興
味のある方はお問い合わせ下
さい︒

26

月から﹃マイナンバー
︵通知カード︶﹄が送られ
てきます！
通知カードは︑住民の方々
にマイナンバーを通知するも
ので︑平成 年 月以降︑住
民票を有する全ての住民に対
し︑簡易書留により郵送され
ます︒
平成 年１月から︑社会保
障・税・災害対策における各
種手続において︑本人確認と
ともに︑個人番号の記載・確
認を求められることとなり︑
また個人番号カードの交付を
受ける際にも返却が必要とな
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
りますので︑受け取られた通
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
知カードは大切に保管して下
〜〜〜〜〜〜〜〜
さい︒
通知カードは紙のカード
で︑あなたの個人番号の他︑
住所︑氏名︑生年月日︑性別
等が記載されており︑透かし
等の偽造防止技術も施されて
います︒
ただし︑顔写真は記載され
ておらず︑通知カードを使用
して番号確認と本人確認を同
時に行うためには︑別に運転
免許証や旅券等の本人確認書
類が必要となります︒

社協だより

理想の福祉を目指して
老人クラブ連合会の活動

出席し︑当日の役員や出場チ
ーム数等を決定しました︒
新庄村からは︑左記の通り
出場します︒
ゲートボール
２チーム
グラウンド・ゴルフ
名
ペタンク
１チーム

15

16

納豆菌を使った野菜栽培方法
などを幅広く勉強しました︒
そしてラオスで現在策定中
の有機農業認証制度の参考に
する為︑村内の有機ＪＡＳ認
定圃場を訪れ︑状況を実地検
分しました︒また︑収穫した
作物を販売する農産物流通も
視察しました︒
研修生のブンカンさんは︑
﹁ラオスでは農薬を多用する
農業が問題になっています︒
今まで政府の農家に対する補
助金等は少なく︑思うように
改善されていません︒しか
し︑ラオスで有機農業を志す
農家は︑慣行農業をしている
農家と比べて意識が高く期待
が持てます︒これから彼らの
生産物が市場で評価されるこ
とが必要です︒まだまだ多い
文盲の農家の方々や機械力が
ない現状で可能な有機農業技
術の導入がテーマになってい
ます︒﹂と話され︑新庄村で
学んだ事をラオスの職場で生
かしていきたいと抱負を語り
ました︒
ま た ︑ 研 修 生のシサバスさ
んは︑
﹁ 有 機 農 業で作ったラオ
ス産の作 物 を 近 隣の国へ輸 出
する為 ︑アセアン
︵ ASEAN
︶
の市場動向を見ている︒アセ

月の予定
５日 村長杯グラウンド・ゴ
ルフ大会︵雨天の場合
月６日に順延︶
６日 平成 年度地域包括ケ
ア普及研修会
︵津山市︶
平成 年度岡山県総合
社会福祉大会
︵岡山市︶
第２回奉仕作業
長寿のつどい
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︶
ふれあい農園作業と
８日
緑と花いっぱい運動
日︑女性部全員参加で︑
日
芋畑と花壇の草取り作業をし
日
ました︒
日
時からの開始でしたが︑
まだまだ気温は高く︑特に農
園では大きく伸びた草もあり
日
大変な労力が必要でした︒
それでも︑みんなでわいわ
い話に花を咲かせながら︑あ
っという間に双方の作業を終
えました︒

ふれあいセンター
納 涼 祭

アン内部に野菜栽培について
の厳しい安全基準があり︑そ
れらの基準をクリアしなけれ
ばいけない︒ラオス政府へ今
回の研修を報告し︑自国の有
機農業のあり方を改善してい
きたい︒ラオスでの伝統的な
野菜のつくり方も大切に受け
継ぎながら新しい技術と調和
させていきたい︒﹂と語り︑
新庄村での研修の成果を確認
していました︒
ＪＩＣＡと協働で行うラオ
ス農業研修生の受け入れ事業
は今年で２回目になりまし
た︑皆様のご協力ありがとう
ございました︒

月

日

昼食には︑夏祭りをイメー
ジしたお料理を準備し︑ノン
アルコールビールで乾杯しま
した︒午後のレクリエーショ
ンではビンゴゲームやチーム
対抗での競技に参加して頂く
など︑楽しい一日を過ごすこ
とができました︒
ご協力いただきました皆さ
まに心よ
り感謝申
し上げま
す︒あり
がとうご
ざいまし
た︒

︽ご寄付︾
月１日〜

社協へのお問い合わせ
村内無料電話
３ ―
３１０６

厚く 御 礼申し 上 げ ま す︒

方川 弘美 様

◆香典返し

きました︒

次の方からご寄付をいただ

新庄村社会福祉協議会に

31
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第４回役員会
８月５日︵水︶毎年恒例と
日の役員会では︑今年度
なりました納涼祭をふれあい
２回目の奉仕作業の日程を決
センターにて開催しました︒
定しました︒クラブ員の皆様
保育所の園児や先生方がゆ
のご理解とご協力をよろしく
かたや甚平を着て︑新庄盆踊
お願い致します︒
り﹁ひがし﹂を踊りながら入
また︑各単位クラブの会
場︑歌や踊りの披露で︑会場
長・副会長・女性部長を対象
を大いに盛り上げてくれまし
とした︑年に一度の研修旅行
内 容 に つ い て 検 討 し ま し た ︒ た︒そして︑デイサービス・
さくらの里の利用者と園児た
参加対象となる方には別途ご
ちが一緒に︑七夕飾りにさま
案内致します︒
ざまな願いを込めて飾りつけ
をしました︒

8

食欲の秋です︒
厳しい夏の暑さに続く収穫
作業で疲れている体も︑ここ
でしっかり体力を取り戻して
ください︒

ペタンク講習会
８月８日︑真庭市スポーツ
文化振興課のご協力により︑
山本先生にお越し頂き︑ペタ
ンク講習会を開催しました︒
ペタンクの楽しみ方・ルー
ルなど︑基礎から丁寧にご指
導下さいました︒

ペタンクは少しのスペース
でもできる気軽に楽しめるス

8
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８月の活動状況
５日 第 回真庭地域老人ク
ラブスポーツ大会打合
会 ︵真庭市／２名︶
８日 ペタンク講 習 会︵ 名 ︶
日 ふれあい農園作業
︵芋畑草取り／
女性部９名︶
緑と花いっぱい運動
︵花壇草取り／
女性部９名︶
日 美作地区老連会長・事
務局合同会議︵会長︶
日 第４回役員会
10

10

27

11

第 回真庭地域老人クラブ
スポーツ大会打合会
５日︑久世公民館において
開催された打合会には︑酒井
会長・高島副会長・事務局が
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会長・高島副会長・事務局が
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中学校だより
〜子どもたちのために〜

報

新

ＰＴＡ
環境整備作業

今年度より、小学校と中学校のＰＴＡを統合し、
「新庄学園ＰＴＡ」として活動をしています。8月23
日（日）の朝7時から、小中学校のグラウンド周辺
の環境整備作業を実施しました。
当日は子どもたちと保護者、教職員を合わせて
約110人もの人数が集まり、組織を統合した効果を
感じました。小学生は校舎内の清掃、中学生はグ
ラウンドの草取り・石拾い、保護者と教職員は草刈
り・溝掃除・草取りなどに分かれて作業を進めまし
た。普段なかなか手が回らないところもすっきりと
きれいになり、整った環境の中で2学期を迎えるこ
とができました。
新庄学園ＰＴＡは、全会員が「教養指導部」
「環
境整備部」
「広報部」に分かれて、通学指導、広報
誌の発行、救命救急法の研修、プール開放、学習会、
などの活動をしています。また、村人の皆さまには、
廃品回収などでいつもお世話になっております。い
つもご支援いただき、ありがとうございます。
（新庄中学校 穐山）

庄
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小学校だより
〜二学期もがんばろう！〜
８月24日（月）。夏休みが終わり、子どもたちの
元気な声が学校に戻ってきました。
保護者の皆様には、夏休み中のＰＴＡプール開
放当番や環境整備作業にご協力いただき、ありが
とうございました。おかげさまでたくさんの子ども
たちがプールを楽しむことができ、また、気持ちの
良い環境で新学期をスタートすることができました。
さて、始業式では、校長から「しっかり話を聞
く」ということについて話がありました。落ち着い
て話を聞くことは学習の最も基本となることです。
新庄小学校にはよく話が聞けている児童が多いの
ですが、新学期の節目に、再度、自分を振り返って
みることが大切です。
２学期は、運動会や陸上練習・学習発表会など、
大きな行事があります。学校行事や日々の生活の
中で、自分のめあてに向かって各自が頑張り、たく
ましく成長する学期になってほしいと思います。地
域の方々には，いろいろとお世話になりますが，よ
ろしくお願いいたします。
（新庄小学校 畦崎）

ジュニアスポーツクラブ交流会

８月９日（土）新庄村公民館にて、ジュニアスポー
ツクラブ交流会を行いました。
保護者の方に準備をして頂き、クラブ員、指導者、ご家族の方５５名が参加しました。
昼食には、焼きそば、たこ焼き、フランクフルト、綿菓子、かき氷が並び、子ども達の列ができていました。
レクリエーションの水遊びでは、水鉄砲やペットボトルで水を掛け合い、大人も一緒になって遊びました。
今年は、ジュニアスポーツクラブを卒業した中学生もイベントに参加してくれました。土曜日の部活終わりやナイ
ター練習など、今でも練習に参加してくれるお兄さんお姉さんがいることはクラブ員にとっても、指導者にとっても
嬉しく、楽しい時間となりました。
企画から買出しなど準備頂きまし
た保護者の皆様、指導者の皆様、参
加頂きました皆様ありがとうございま
した。
これからもジュニアスポーツクラブ
の活動にご支援ご協力頂きますよう
よろしくお願い致します。
（公民館 平中）
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