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受け夫妻で出席しました︒
園遊会は社会の各界でその
発展に努めて功労のあった人
たちを招き︑その労に報いる
と共に︑交流を図る為に開か
れるものです︒
当日は︑漫画家の水島新司
さんやＩＰＳ細胞を世界で初
めて臨床応用した理化学研究
所高橋政代プロジェクトリー
ダーをはじめ︑各界の功労者
や国会議員︑その配偶者ら約
２千人が招待され︑天皇皇后
両陛下と懇談されました︒

郷土・おかやま
町村フェスティバル
月 日︵ 土 ︶
・ 日︵日︶の
二日間︑後楽園を会場に﹁第
４回郷土・おかやま 町村フ
ェスティバル﹂が開催されま

した︒
各町村長が集合した開会行
事後︑特設ステージでは各町
村のＰＲとして踊りや伝統芸
能などが披露されました︒
特産品・ご当地グルメの販
売ブースにおいて︑新庄村の
四人搗きによる実演販売は多
くの注目を集め︑二日間で多
くのお客様にご購入頂きまし
た︒会場に来られた方からは
﹁新庄村の餅を求めて毎年来
ている﹂との嬉しい声も頂き︑
購入者の意見を直接聞くこと
ができた貴重な機会となりま
した︒
︵総務企画課 千葉︶

都内での
お い

﹁美味しんじょうそんフェア﹂

開催

mimikaさんに新庄村の
魅力を語って頂くなど︑様々
な方法で新庄村の良さを体感
していただくフェアは多くの
来場者で賑わいました︒
今後も様々な方法で村の良
さを発信し︑共に暮らす方が
増加する取り組みを実施して
いきます︒
︵総務企画課 千葉︶

月６日
︵金︶
・７日
︵土︶
の２
日間︑東京都港区のとっと
り・おかやま新橋館において
移住定住の推進及び新庄村の
ＰＲを目的に﹁美味しんじょう
新庄村移住定住推進
そんフェア﹂を開催しました︒
ＣＭを放映しています
移住相談ブースの設置︑特
産品の販売︑パンフレットの
現在︑新庄村では移住定住
配布︑村の景観のパネル展示︑ の 推 進 に 力 を 入 れ て い ま す ︒
そのＰＲの一環として制作し
ておりました２種類の動画が

餅つき︑﹁sing a song
新庄村﹂の作詞作曲者である

村長杯グラウンドゴルフ

大会開催

この度完成しました︒
テレビＣＭは人口減少に対
し高校生カップルが意気込む
内容であり︑ 月末から１１
月上旬にかけて の時間帯に
おいて放映を行いました︒
また２００名を超える村民
の皆様にご出演︑ご協力頂き
ましたインターネット動画は
村民の皆様の生き生きとした
姿や笑顔︑村の美しい自然を
感じることができる内容とな
っています︒
県内の自治体では珍しい取
組みとして︑ＮＨＫ及び山陽
新聞でも取り上げられました︒
２種類の動画は新庄村ホー
ムページにおいても視聴でき
ますので︑ぜひご覧下さい︒
︵総務企画課 千葉︶
10

︵住民福祉課 酒井︶

また︑今年度は石見神楽の
迫力ある演目で大変盛り上が
りました︒
また︑昼食の時間には︑日
頃あまり出会えない方との会
話にも花が咲き︑楽しいひと
ときを過ごしていただいたと
思います︒
ご協力いただきました出演
者︑新庄村愛育委員会︑その
他関係者の皆様のご協力に対
しまして厚くお礼申し上げま
す︒

25

功労章授与
新庄村功労章授与式が︑
月３日文化の日︑ふれあいホ
ールで行われ︑足羽一朗氏に
功労章が贈られました︒
足羽一朗氏は︑平成３年４
月新庄村議会議員に初当選︑
以来６期 年間にわたり議会
議員を務められました︒議会
では︑豊かな経験と卓越した
能力を発揮され︑また副議長
として円滑な議会運営にあた
られました︒またその他要職
にも就かれ村行政発展にご尽
力されました︒
︵総務企画課 酒井︶

小倉村長
﹁秋の園遊会﹂に出席
月 日︵木︶︑東京・元
赤坂の赤坂御苑で天皇︑皇后
両陛下主催の﹁秋の園遊会﹂
が開かれ︑小倉村長が招待を

地方創生コーナー

優 勝 牧野好正
準優勝 島田哲男
第３位 髙村紀子
ホールイワン賞
福森 侃
髙村紀子
渡邉算人
西尾昭子
佐々木昌子 福井孝子
牧野好正
足羽一朗
島田哲男
︵住民福祉課 酒井︶

長 寿のつどい開 催
27

﹁先駆的となる交付対象
事業の決定について﹂

月５日︑秋晴れのさわや
かな風の吹く中︑老人クラブ
会員を対象に第３回村長杯グ
ラウンドゴルフ大会を開催し
ました︒
当日は 名が参加され︑日
頃の練習の成果を発揮される
方︑また︑いつもより調子の
悪い方等様々でしたが︑ホー
ルイワンをされた方もあり︑
楽しく和気あいあいとプレー
を楽しまれていました︒
成績は次のとおりです︒
︵敬称略︶

18

12

用して仕事ができる仕組みの
ことで︑コワーキングスペー
スとは︑テレワークなど様々
な仕事の人が集まって仕事を
する場所のことです︒
現在策定中の総合戦略では︑
一次産業の構造改革︑高齢者
対策︑移住定住対策︑観光交
流対策を大きな柱として具体
的な施策を検討中ですが︑今
回の交付金事業で移住定住対
策のひとつとして事業を実施
して行きます︒
テレワークは︑子育て中の
女性だけが対象ではなく︑冬
期間において外の作業が出来
なくなる農業の方や︑介護等
のために自宅に居る方も対象
になりますので︑新たな仕事
の形として期待しています︒
今後︑研修の内容やスケジ
ュールなどが決まりましたら
皆さんにお知らせしますので︑
一人でも多くの方に参加いた
だきたいと思います︒
今後も村民の皆さんと一緒
に知恵を出しながら地方創生
に取り組んで行きたいと考え
ていますので︑ご協力よろし
くお願いします︒
︵総務企画課 岩佐︶

月 日︵日︶に︑平成
年度長寿のつどいを多数のご
来賓︑参加者を迎え︑盛大に
開催いたしました︒
当日は︑村長の挨拶︑河野
県議会議員︑川上村議会議長
からお祝いの言葉をいただき
ました︒
また︑本年度に米寿を迎え
られた方９名︑金婚を迎えら
れた４組の方々に記念品を贈
呈しました︒
お祝いのアトラクションは︑
保育園児の可愛らしい演技に
始まり︑日頃から一生懸命に
練習されておられる各種団体
の︑さくら会︑カラオケ︑コ
ーラス新庄の皆様に出演して
いただきました︒
10

25

12

11

月 日︵火︶内閣府地方
創生推進室から︑地域活性
化・地域住民生活等緊急支援
交付金︵地方創生先行型︶先
駆的事業分︵タイプⅠ︶の交
付対象事業の決定が発表され
ました︒
この交付金事業は︑他の地
方公共団体の参考となる先駆
的事業に対し︑国が交付金を
交付するもので︑全国の市町
村から９３４件の申請があり︑
その内５５７件が対象事業と
して決定されたものです︒
新庄村には︑﹃女性のため
の﹁働く﹂と﹁暮らす﹂を両
立するテレワーク人材創出事
業﹄として︑テレワーク人材
育成のための研修費や︑旧谷
口邸をコワーキングスペース
として改修する工事費など合
計４千５百万円が交付されま
す︒
テレワークとは︑どこにい
てもインターネット回線を利
27
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日 本で 最 も 美 しい 村の
小さな芸術祭
新庄村ゆかりの芸術家３人
の作品を集めた﹁日本で最も
美しい村の小さな芸術祭﹂を
月 日︵ 土 ︶︑ 日︵日︶
に脇
本陣木代邸で初開催しました︒
新庄村出身で彫刻家の金盛秀
禎さん︑美術監督の酒井賢さ
ん︑新庄村在住で写真家の森
本二太郎さんにご協力いただ
き作品を展示︑新庄小・中学
生は村の秋の風景写真を思い
思いに撮影し飾りました︒
２日間で約７００名の方に
ご来場をいただき︑子どもや
自然を題材にした作品が歴史
あるまち並みと調和し︑芸術
の秋の一日を楽しんでいただ
けたと思います︒

ご協力いただいた町地区︑
出店者︑関係者の皆様ありが
とうございました︒
︵産業建設課 柴田︶

︵産業建設課 本田︶

本康紀さん︑清川昭浩さん︑
一等賞
宍戸誠さん︑稲田佳子さんが︑
３席 ふくさゆり
合計６頭の和牛を出品されま
︵宍戸 誠さん︶
した︒
真庭地域共進会に引き続き︑ ○若雌区の４
県の共進会においても当村の
１等賞
和牛が下記のとおり︑上位に
２
席
し
んきたふじ８号
入賞しました︒
︵清川昭浩さん︶

○若雌区の１
優等賞
４席 しんかつひさ２号
︵竹本康紀さん︶
席 しんはつひめ 号
︵稲田佳子さん︶
一等賞
８席 しんさつま７号
︵竹本康紀さん︶
○若雌区の２
優等賞
首席 しんたけ７３号
︵竹本康紀さん︶
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ＪＡまにわ地産地消
フェア

回

生産に役立つのではないかと
思います︒
この度の視察では︑少しの
工夫を凝らすことにより他と
は違う付加価値を付けること
ができることを学ぶことがで
きました︒効率の良い仕事を
しようとすればアイデアが生
まれる︒これが必要なようで
す︒
︵産業建設課 岩本 学︶

第
岡山県畜産共進会開催
月 日︵日︶に岡山県畜
産共進会が真庭市の全農岡山
県本部総合家畜市場において
開催されました︒
当村からは真庭地域共進会
にて優秀な成績を収めた︑竹

ひ めっ子 を 探 せ ３
ファイ ナル

11

地元真庭にも新庄村ひめの
もちを改めて知ってもらう良
い機会となりました︒
︵産業建設課 柴田︶

月 日︵日︶︑真庭市鍋
屋の久世エスパスランド土広
﹁道の駅青空市の会﹂
場で﹁ＪＡまにわ地産地消フ
視察研修
ェア﹂が開催されました︒
月 日︵木︶﹁道の駅青
このフェアは︑地産地消を
空市の会﹂が笠岡ベイファー
応援し︑消費者と生産者の交
ム・笠岡バラ農園にて視察研
流や地域農業の活性化を図る
ことを目的に毎年開いており︑ 修を行いました︒
笠岡ベイファームでは︑池
今年で７回目を迎えました︒
田博之駅長に︑お話を伺いま
新庄村からは伝統４人搗き
した︒新鮮な野菜や魚介で地
もちつき実演販売の出店を行
域の魅力を発信しており︑地
いました︒当日は多くの方が
域に根付いた運営を行ってい
ご来場され︑会場は賑わいま
ます︒集客には一年を通して
した︒
花を植えて︑お客様がいつ来
また︑最後に搗いた餅をき
なこ餅にして振る舞いを行い︑ ても楽しい店作りを心がけて
いるようです︒また︑笠岡ベ
お客様にひめのもちを味わっ
イファームには﹁四季彩﹂と
ていだきました︒
いうレストランもあり︑地域
の食材を使うことで︑地産地
消及び一次産業のＰＲにも一
役買っています︒
笠岡バラ農園では︑藤原社
長から養液土耕やハウスを使
った温度・湿度等︑温室管理
についてお話を伺いました︒
新庄村は降雪により大規模な
ハウスの設置は困難ですが︑
栽培方法など新庄村の花卉の

秋 のがいせん桜まつり

22

月 日︵日︶がいせん桜通りを会場に﹁秋のがいせん桜まつり﹂
を開催しました︒

25

７０

10

また︑参加型アトラクショ
ン﹁ひめっ子を探せ３ファイ
ナル﹂を今年も行い︑ひめっ
子を助けだそうと参加いただ
いた 名の参加者が︑がいせ
ん桜通りを所狭し走りまわっ
ていたのが印象的でした︒

25

11

25

10

24

10

10

当日は天候に恵まれ多くの
方にご来場いただきました︒
村内からは昨年を上回る
店舗の出店があり︑新庄の特
産品を活かした品々が﹁がい
せん桜通り﹂に並びました︒
アトラクションは︑新庄小
学校５・６年生の﹁傘踊り﹂︑
新庄中学生の﹁ソーラン凛﹂︑
賢ちゃんもちつき隊の﹁４人
搗きもちつき振る舞い﹂︑も
ちなげ等を行い︑会場を盛り
上げました︒

こ れ ぞ！
新 庄 ス イ ーツ
秋の料 理 品 評 会

!!
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今年は新しく︑﹁これぞ！
新庄スイーツ 秋の料理品評
会﹂を行い︑村内の方から
品目出品をいただきました︒
先着 名の
お客様が試
食︑味や外
観を踏まえ
て一票を投
じ︑順位を
決めました︒

!!
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日 本で 最 も 美 しい 村の
小さな芸術祭
新庄村ゆかりの芸術家３人
の作品を集めた﹁日本で最も
美しい村の小さな芸術祭﹂を
月 日︵ 土 ︶︑ 日︵日︶
に脇
本陣木代邸で初開催しました︒
新庄村出身で彫刻家の金盛秀
禎さん︑美術監督の酒井賢さ
ん︑新庄村在住で写真家の森
本二太郎さんにご協力いただ
き作品を展示︑新庄小・中学
生は村の秋の風景写真を思い
思いに撮影し飾りました︒
２日間で約７００名の方に
ご来場をいただき︑子どもや
自然を題材にした作品が歴史
あるまち並みと調和し︑芸術
の秋の一日を楽しんでいただ
けたと思います︒

ご協力いただいた町地区︑
出店者︑関係者の皆様ありが
とうございました︒
︵産業建設課 柴田︶

︵産業建設課 本田︶

本康紀さん︑清川昭浩さん︑
一等賞
宍戸誠さん︑稲田佳子さんが︑
３席 ふくさゆり
合計６頭の和牛を出品されま
︵宍戸 誠さん︶
した︒
真庭地域共進会に引き続き︑ ○若雌区の４
県の共進会においても当村の
１等賞
和牛が下記のとおり︑上位に
２
席
し
んきたふじ８号
入賞しました︒
︵清川昭浩さん︶

○若雌区の１
優等賞
４席 しんかつひさ２号
︵竹本康紀さん︶
席 しんはつひめ 号
︵稲田佳子さん︶
一等賞
８席 しんさつま７号
︵竹本康紀さん︶
○若雌区の２
優等賞
首席 しんたけ７３号
︵竹本康紀さん︶
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まれる︒これが必要なようで
す︒
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ェア﹂が開催されました︒
月 日︵木︶﹁道の駅青
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長から養液土耕やハウスを使
った温度・湿度等︑温室管理
についてお話を伺いました︒
新庄村は降雪により大規模な
ハウスの設置は困難ですが︑
栽培方法など新庄村の花卉の

秋 のがいせん桜まつり

22

月 日︵日︶がいせん桜通りを会場に﹁秋のがいせん桜まつり﹂
を開催しました︒

25

７０

10

また︑参加型アトラクショ
ン﹁ひめっ子を探せ３ファイ
ナル﹂を今年も行い︑ひめっ
子を助けだそうと参加いただ
いた 名の参加者が︑がいせ
ん桜通りを所狭し走りまわっ
ていたのが印象的でした︒

25

11

25

10

24

10

10

当日は天候に恵まれ多くの
方にご来場いただきました︒
村内からは昨年を上回る
店舗の出店があり︑新庄の特
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お元気ですか？
ヒートショックに注意！
ヒートショックとは︑温度
の急激な変化によって血圧や
脈拍が大きく変動することで
す︒その結果︑失神や心筋梗
塞︑脳梗塞を起こしてしまう
のです︒特に冬場の入浴時な
どに多く見られ︑ 歳以上の
高齢者に多いのが特徴です︒
温度差に十分注意し︑ヒート
ショックの予防を心がけまし
ょう︒

しょう
・お湯の温度は 度以下にし
ましょう
③入浴前後に水分補給をしま
しょう
・入浴前後にコップ１杯程度
の水を飲みましょう
④高齢者の方は一番風呂を避
けましょう
・一番風呂は脱衣所と浴室の
温度差が一番激しいので︑
高齢者はなるべく避けまし
ょう

・浴室内で濡れた身体を拭い
てから脱衣所へ出ましょう
これらのことに気をつけて
ヒートショックを予防しまし
ょう

︵住民福祉課 林︶

月３日〜９日は
﹁障害者週間﹂
です

10

予防のポイント

年成人式のご案内

◆場所
新庄村公民館

回新庄村体力づくり

冬のふるさと小包募集

︵住民福祉課 高岡︶

うにする︑ノーマライゼーシ
まず︑一人ひとりがマナーや
ョンやリハビリテーションの
ルールを守ることが必要です︒
理念は︑人々の中に大分定着
ちょっとした心遣いにより︑
してきたかのようには思われ
障がいのある人も地域でごく
ます︒しかし︑障がいを持つ
普通に生活できるようになり
人が生活していくためには︑
ます︒また︑障がい者作業所
まだまだ妨げとなっている壁
などの製品を購入したり︑そ
も多く︑解決されなければな
こに仕事を発注したりするこ
らない問題も山積みです︒そ
とは︑社会参加への意欲にも
のためにも﹁障害者週間﹂そ
つながります︒
して﹁障害者の日﹂は大変意
現在︑村内には障がいが原
義のある啓発活動と言えます︒ 因で支援を必要とする人がい
障がいのある人の日常生活
ます︒障がいのある人もない
には様々な﹁困難﹂がありま
人も︑心豊かに暮らせる社会
す︒例えば障がい者用の区画
の実現に向けて︑私たち一人
への駐車や歩道への駐輪など︑ ひとりが努力していきましょ
心ない行為が障がいのある人
う︒
の社会参加を妨げています︒
﹁障害者週間﹂を機に︑障
がい者の自立と社会参加に対
するより一層のご理解とご協
力をお願いします︒

第

新春ジョギング大会

◇新春の走り初めで︑
さわやかなスタートを
︻開催日︼
平成 年１月２日︵土︶
︻スタート・ゴール会場︼
新庄村公民館前

!!

⑤身体を徐々に温めましょう
・身体を洗う前に湯につかる
場合︑手足など身体の末端
部分からかけ湯をしてから
浴室に入りましょう
・一気につからず︑足からゆ
っくりと浴槽に入り︑徐々
に肩まで沈めていきましょ
う

127 人

①体調を確認しましょう
・高血圧︵１８０／１００
以上︶の時や体調が優れ
ないときは入浴を控えまし
ょう
・食事・飲酒・服薬直後の入
浴は避けましょう
﹁障害者週間﹂は︑障がい
者の福祉について関心と理解
を深めて︑障がい者が社会・
経済・文化などあらゆる分野
の活動へ積極的に参加する意
欲を高めることを目的として
います︒また︑毎年 月９日
は﹁障害者の日﹂として定め
られています︒
どんな障がいを持つ人でも
特別視されることなく︑社会
の中で一個人として普通に生
活したり︑社会参加できるよ

平成

12

30

⑥ゆっくり立ち上がって浴槽
を出ましょう
・急に立ち上がらず︑ゆっく
りと浴槽から出ましょう
・長湯︵ 分以上︶せず︑少
し汗ばむ程度に入浴しまし
ょう

13

②事前に脱衣所・浴室を暖か
くしておきましょう
・シャワーをあらかじめ出し
ておき︑浴室を暖めておき
ましょう
・脱衣所に暖房器具を置きま

します︒
予約先

1 人

︽戸籍の動き︾

0

月受付分

軽 傷

年

30

平成

27 人

おめでとうございます

1

出生届

1 人

︻受付会場・受付時間︼
新庄村役場裏駐車場
午前 時 分〜 受付
午前 時 分スタート
︻コース︼
㎞
㎞
㎞の３コース

今年も新庄村特別村民制度
冬のふるさと小包を募集する
時期となりました︒
お歳暮に新庄村のふるさと
小包を是非ご利用下さい︒
価格︵一口︶冬６︐〇〇〇円
募集締切
月 日︵金︶
発送日
月 日︵金︶
内容
丸餅
１５００ｇ
豆餅
５００ｇ
玄米餅
３００ｇ
手づくり味噌
１０００ｇ
ゆず味噌
１２０ｇ
やまぶきの佃煮
１２０ｇ
さるなしジャム
１５０ｇ
あまごの甘露煮
４匹入り
脱臭木炭
１袋
もち花
１束
幸せのサルナシ酢 １００
黒文字茶
３パック
広報紙︵ 月号︶
︵特別村民制度運営協議会︶
18 11

28

津山事務所 お客様相談室
新庄村では︑新成人を祝福
℡０８６８︵ ︶２３６５
するために︑次のとおり成人
年金番号がわかるものと︑
式を開催します︒
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︒
◆
日時
また︑代理の場合は委任状が
平成 年１月２日︵土︶
必要です︒ ︵住民福祉課︶
午前 時開式
︵受付 午前９時 分〜︶
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池田 圭汰︵光晴・真由美︶

期︶

重 傷
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◆対象
平成７年４月２日から平
成８年４月１日までに生
まれ︑現在村内に住民登
録または外国人登録のあ
る方︑平成 年３月に新
庄中学校を卒業した方︒
︵全 名︶
23

月の納税
税︵

11

婚姻届 末永くお幸せに
保
期︶

1 人

30 20

国
介 護 保 険 料︵

0

＊深井 愛美
小谷 登︵鳥取県︶

期︶

0 人
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対象の方への案内状は︑
※
月下旬に発送しています︒
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後期高齢者保険料 ︵

0

11 10

参加選手全員に参加賞・完
走証を進呈します︒
完走後︑ぜんざいの振る舞
いもあります︒
ご家族︑ご近所︑帰省の
方々など多数お誘い合わせの
上ご参加下さい︒

12 12
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﹁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︒

年金相談︵要予約︶
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
15 15
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前日までに必ず予約をお願い
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お元気ですか？
ヒートショックに注意！
ヒートショックとは︑温度
の急激な変化によって血圧や
脈拍が大きく変動することで
す︒その結果︑失神や心筋梗
塞︑脳梗塞を起こしてしまう
のです︒特に冬場の入浴時な
どに多く見られ︑ 歳以上の
高齢者に多いのが特徴です︒
温度差に十分注意し︑ヒート
ショックの予防を心がけまし
ょう︒

しょう
・お湯の温度は 度以下にし
ましょう
③入浴前後に水分補給をしま
しょう
・入浴前後にコップ１杯程度
の水を飲みましょう
④高齢者の方は一番風呂を避
けましょう
・一番風呂は脱衣所と浴室の
温度差が一番激しいので︑
高齢者はなるべく避けまし
ょう

・浴室内で濡れた身体を拭い
てから脱衣所へ出ましょう
これらのことに気をつけて
ヒートショックを予防しまし
ょう

︵住民福祉課 林︶

月３日〜９日は
﹁障害者週間﹂
です

10

予防のポイント

年成人式のご案内

◆場所
新庄村公民館

回新庄村体力づくり

冬のふるさと小包募集

︵住民福祉課 高岡︶

うにする︑ノーマライゼーシ
まず︑一人ひとりがマナーや
ョンやリハビリテーションの
ルールを守ることが必要です︒
理念は︑人々の中に大分定着
ちょっとした心遣いにより︑
してきたかのようには思われ
障がいのある人も地域でごく
ます︒しかし︑障がいを持つ
普通に生活できるようになり
人が生活していくためには︑
ます︒また︑障がい者作業所
まだまだ妨げとなっている壁
などの製品を購入したり︑そ
も多く︑解決されなければな
こに仕事を発注したりするこ
らない問題も山積みです︒そ
とは︑社会参加への意欲にも
のためにも﹁障害者週間﹂そ
つながります︒
して﹁障害者の日﹂は大変意
現在︑村内には障がいが原
義のある啓発活動と言えます︒ 因で支援を必要とする人がい
障がいのある人の日常生活
ます︒障がいのある人もない
には様々な﹁困難﹂がありま
人も︑心豊かに暮らせる社会
す︒例えば障がい者用の区画
の実現に向けて︑私たち一人
への駐車や歩道への駐輪など︑ ひとりが努力していきましょ
心ない行為が障がいのある人
う︒
の社会参加を妨げています︒
﹁障害者週間﹂を機に︑障
がい者の自立と社会参加に対
するより一層のご理解とご協
力をお願いします︒

第

新春ジョギング大会

◇新春の走り初めで︑
さわやかなスタートを
︻開催日︼
平成 年１月２日︵土︶
︻スタート・ゴール会場︼
新庄村公民館前

!!

⑤身体を徐々に温めましょう
・身体を洗う前に湯につかる
場合︑手足など身体の末端
部分からかけ湯をしてから
浴室に入りましょう
・一気につからず︑足からゆ
っくりと浴槽に入り︑徐々
に肩まで沈めていきましょ
う

127 人

①体調を確認しましょう
・高血圧︵１８０／１００
以上︶の時や体調が優れ
ないときは入浴を控えまし
ょう
・食事・飲酒・服薬直後の入
浴は避けましょう
﹁障害者週間﹂は︑障がい
者の福祉について関心と理解
を深めて︑障がい者が社会・
経済・文化などあらゆる分野
の活動へ積極的に参加する意
欲を高めることを目的として
います︒また︑毎年 月９日
は﹁障害者の日﹂として定め
られています︒
どんな障がいを持つ人でも
特別視されることなく︑社会
の中で一個人として普通に生
活したり︑社会参加できるよ

平成

12

30

⑥ゆっくり立ち上がって浴槽
を出ましょう
・急に立ち上がらず︑ゆっく
りと浴槽から出ましょう
・長湯︵ 分以上︶せず︑少
し汗ばむ程度に入浴しまし
ょう

13

②事前に脱衣所・浴室を暖か
くしておきましょう
・シャワーをあらかじめ出し
ておき︑浴室を暖めておき
ましょう
・脱衣所に暖房器具を置きま

します︒
予約先

1 人

︽戸籍の動き︾

0

月受付分

軽 傷

年

30

平成

27 人

おめでとうございます

1

出生届

1 人

︻受付会場・受付時間︼
新庄村役場裏駐車場
午前 時 分〜 受付
午前 時 分スタート
︻コース︼
㎞
㎞
㎞の３コース

今年も新庄村特別村民制度
冬のふるさと小包を募集する
時期となりました︒
お歳暮に新庄村のふるさと
小包を是非ご利用下さい︒
価格︵一口︶冬６︐〇〇〇円
募集締切
月 日︵金︶
発送日
月 日︵金︶
内容
丸餅
１５００ｇ
豆餅
５００ｇ
玄米餅
３００ｇ
手づくり味噌
１０００ｇ
ゆず味噌
１２０ｇ
やまぶきの佃煮
１２０ｇ
さるなしジャム
１５０ｇ
あまごの甘露煮
４匹入り
脱臭木炭
１袋
もち花
１束
幸せのサルナシ酢 １００
黒文字茶
３パック
広報紙︵ 月号︶
︵特別村民制度運営協議会︶
18 11

28

津山事務所 お客様相談室
新庄村では︑新成人を祝福
℡０８６８︵ ︶２３６５
するために︑次のとおり成人
年金番号がわかるものと︑
式を開催します︒
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︒
◆
日時
また︑代理の場合は委任状が
平成 年１月２日︵土︶
必要です︒ ︵住民福祉課︶
午前 時開式
︵受付 午前９時 分〜︶

0

＊平成 年 月 日
けい た
池田 圭汰︵光晴・真由美︶

期︶

重 傷

10 28

◆対象
平成７年４月２日から平
成８年４月１日までに生
まれ︑現在村内に住民登
録または外国人登録のあ
る方︑平成 年３月に新
庄中学校を卒業した方︒
︵全 名︶
23

月の納税
税︵

11

婚姻届 末永くお幸せに
保
期︶

1 人

30 20

国
介 護 保 険 料︵

0

＊深井 愛美
小谷 登︵鳥取県︶

期︶

0 人

28

１２

対象の方への案内状は︑
※
月下旬に発送しています︒

ml

後期高齢者保険料 ︵
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11 10

参加選手全員に参加賞・完
走証を進呈します︒
完走後︑ぜんざいの振る舞
いもあります︒
ご家族︑ご近所︑帰省の
方々など多数お誘い合わせの
上ご参加下さい︒
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﹁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︒

年金相談︵要予約︶
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
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もちまつり開催の
お知らせ
月 日︵日︶もちまつり
を開催します︒
餅つき実演販売︑特産品︑
雑煮などが楽しめます︒
皆様お誘いあわせのうえ︑
ぜひ︑ご参加下さい︒
◆開催日時
月 日︵日︶
時〜 時
◆開催場所 道の駅メルヘン
の里新庄
◆お問い合せ
﹁道の駅メルヘンの里新庄﹂
村内無料電話 ３ ７９１１
ＮＴＴ ５６ ２９０８
︵産業建設課 柴田︶

月︑ 月は
﹁耕作放棄
地解消強化月間﹂
です︒

近年︑農業の担い手の減少
や高齢化によって︑耕作放棄
地が増えて農地が十分に活用
されていない状況となってい
ます︒
そこで︑ 月︑ 月の﹁耕
作 放 棄 地 解 消 強 化 月 間 ﹂ に︑
地域ぐるみで”農地を守る日“
を設けて︑耕作放棄地を発生
させない取組を実践しましょ
う︒

社協だより

月末

日 緑と花いっぱい運動
︵花壇草取りと花苗植︶
︵ 名︶

林業の仕事をしていたこと
がありませんか？
林退共制度に加入していた
が︑退職金をまだ受け取って

林業退職金共済制度
︵林
退共︶
からのお知らせ

行ってください︒︶
①農地を考える日
地域で農作業の作付け状
︻届出事項︼
況︑不作付け地︑農道・水路
・届出者の住所︑氏名︑電話
の状況について話し合いま
番号︑飼育場所︑飼育予定
しょう︒
蜂群数など
②一斉耕うんの日
︻届出書類︼
土づくり・雑草防除・景観
・岡 山 県 農 林 水 産 部 畜 産 課
保全のために地域ぐるみで一
ホームページから様式をダ
斉に﹁耕うん﹂しましょう︒
ウンロードしていただく
③一斉草刈りの日
か︑下記の県民局に問い合
耕作放棄地やイノシシの隠
わせください︒
れ場となる山際の﹁草刈り﹂
をみんなで取り組みましょう︒ ︻書類提出・問い合わせ先︼
岡山県美作県民局
農林水産事業部農畜産物生
蜜蜂を飼育している
産課 畜産第二班︵真庭地
皆様へ
域︶
ようほう
℡０８６７
︵４４︶
７５６４
養蜂振興法により︑養蜂業
︻その他︼
者だけでなく︑趣味の範囲で
・届出に手数料は必要ありま
蜜蜂を飼育している方も﹁蜜
せん︒
蜂飼育届﹂の提出が必要です︒
・その他︑蜜蜂飼育届につい
て不明な点等がありました
ら︑上記問い合わせ先へ連
絡をお願いします︒
︻届出対象者︼
・原則︑蜜蜂を飼育する全て
の方が対象です︒ただし︑
一部届出不要の場合もあり
ますので︑詳しくは下記の
県民局にお問い合わせくだ
さい︒
︻届出時期︼
・毎年１月 日まで
︵年途中で新たに蜜蜂の飼育
を始めた場合は︑随時届出を

老人クラブ連合会の活動

理想の福祉を目指して

月１日〜

︻赤い羽根共同募金運動︼
期間

平成 年度
岡山県総合社会福祉大会

いない方を探しています︒
以前︑林業の仕事をしてい
たが︑ご自身が林退共へ加入
していたかわからない方につ
いてもお調べいたします︒
また︑罹災された共済契約
者及び被共済者の皆様に対
し︑各種手続︵共済手帳の紛
失︑退職金の請求等︶の必要
が生じた場合はできうる限り
の範囲において速やかに対応
したいと考えておりますの
で︑最寄りの支部又は本部へ
お問い合せ︑ご相談下さいま
すようお願いいたします︒
◇問い合わせ先
独立行政法人
勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
℡０３
︵６７３１︶２ ８ ８７

月は
﹁労働保険適用
促進強化期間﹂
です︒
〜入ってますか？労働保険〜
★労働保険とは︑労災保険と
雇用保険の総称です︒
従業員を一人でも雇用され
た場合は︑法律により労働保
険の加入が義務付けられてい
ます︒そのため︑事業主は労
働保険料の申告・納付手続き
や雇用保険被保険者に関する
手続きを行う必要があります
が︑まだ加入手続きがお済み
でない事業主の方は︑一日も
早く加入手続きいただきます
よう︑お願いいたします︒
◇問い合わせ先
ハローワーク津山
℡０８６８
︵３５︶
２６７１

ボランティア募集

月

日

社会福祉協議会では︑週３
回︵月・水・金曜日昼食︶に
お弁当をご自宅へ届けるサー
ビスを︑ボランティアグルー
プ﹁味菜の会﹂の方にお願い
し実施しています︒会員の高
齢化等により会員が減少して
います︒
新庄村で住み慣れたご自宅
で︑安心して暮らせるお手伝
いを皆さんも一緒にしてみま
せんか︒
詳細は社会福祉協議会まで
お問い合わせ下さい︒

︽ご寄付︾
月１日〜

31

12

11

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︒

新庄村社会福祉協議会に
次の方からご寄付をいただ
きました︒
◆香典返し
深井寿夫様
◆見舞い返し
田浪美智子様

10

10

月８日︑岡山市民会館に
冬の訪れです︒
て開催されたこの大会で︑平
かじかんだ手指での作業は
緑と花いっぱい運動
成 年から４年間老人クラブ
怪我をしがちです︒また︑寒
連合会長を務められた池田仁
さで痛みが増したり︑身体が
多目的施設前の花壇に︑秋
士さんが︑岡山県老人クラブ
動きにくくなって転倒するこ
用の花苗を植えました︒
連合会長表彰を受賞されまし
とも多くなります︒
途中雨に降られながらも︑
関 節 を 柔 ら か く す る 運 動 ︑ た︒おめでとうございました︒ 楽しく会話を弾ませながら手
手指のマッサージ︑サポータ
際よく作業を進めました︒
ーやカイロの活用などで︑事
厳しい寒さに耐え︑春まで
第
２
回
奉
仕
作
業
故防止に努めましょう︒
可愛らしい花を咲かせてくれ
今年度２回目の奉仕作業に
ますように︒
は 名の会員が参加しました︒
月の活動状況
それぞれが道具を持ち寄り︑
５日
ふれあいセンター周辺の草取
り・草刈り・剪定・落ち葉掃
６日
きなど︑約２時間取り組み︑
大勢の力で見違えるほどきれ
いになりました︒
８日

月の予定
日 女性リーダー研修会
︵津山市︶
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月 日の秋のがいせん桜
祭りに併せて︑街頭募金活動
を行いました︒当日は天気に
恵まれ︑祭りに訪れた村内外
の多くの人にご協力頂き︑１
８︐０７５円の募金が集まり
ました︒ありがとうございま
した︒
月末まで続く募金運動に
引き続きご協力お願いいたし
ます︒

日
日

日

村長杯グラウンド・ゴ
ルフ大会
︵ 名︶
平成 年度地域包括ケ
ア普及研修会
︵津山市／３名︶
平成 年度岡山県総合
社会福祉大会
︵岡山市／４名︶
第２回奉仕作業
︵ 名︶
保育園児との交流事業
︵芋掘り︶ ︵８名︶
中学生とグラウンド・
ゴルフを楽しむ会
︵ 名︶
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もちまつり開催の
お知らせ
月 日︵日︶もちまつり
を開催します︒
餅つき実演販売︑特産品︑
雑煮などが楽しめます︒
皆様お誘いあわせのうえ︑
ぜひ︑ご参加下さい︒
◆開催日時
月 日︵日︶
時〜 時
◆開催場所 道の駅メルヘン
の里新庄
◆お問い合せ
﹁道の駅メルヘンの里新庄﹂
村内無料電話 ３ ７９１１
ＮＴＴ ５６ ２９０８
︵産業建設課 柴田︶

月︑ 月は
﹁耕作放棄
地解消強化月間﹂
です︒

近年︑農業の担い手の減少
や高齢化によって︑耕作放棄
地が増えて農地が十分に活用
されていない状況となってい
ます︒
そこで︑ 月︑ 月の﹁耕
作 放 棄 地 解 消 強 化 月 間 ﹂ に︑
地域ぐるみで”農地を守る日“
を設けて︑耕作放棄地を発生
させない取組を実践しましょ
う︒

社協だより

月末

日 緑と花いっぱい運動
︵花壇草取りと花苗植︶
︵ 名︶

林業の仕事をしていたこと
がありませんか？
林退共制度に加入していた
が︑退職金をまだ受け取って

林業退職金共済制度
︵林
退共︶
からのお知らせ

行ってください︒︶
①農地を考える日
地域で農作業の作付け状
︻届出事項︼
況︑不作付け地︑農道・水路
・届出者の住所︑氏名︑電話
の状況について話し合いま
番号︑飼育場所︑飼育予定
しょう︒
蜂群数など
②一斉耕うんの日
︻届出書類︼
土づくり・雑草防除・景観
・岡 山 県 農 林 水 産 部 畜 産 課
保全のために地域ぐるみで一
ホームページから様式をダ
斉に﹁耕うん﹂しましょう︒
ウンロードしていただく
③一斉草刈りの日
か︑下記の県民局に問い合
耕作放棄地やイノシシの隠
わせください︒
れ場となる山際の﹁草刈り﹂
をみんなで取り組みましょう︒ ︻書類提出・問い合わせ先︼
岡山県美作県民局
農林水産事業部農畜産物生
蜜蜂を飼育している
産課 畜産第二班︵真庭地
皆様へ
域︶
ようほう
℡０８６７
︵４４︶
７５６４
養蜂振興法により︑養蜂業
︻その他︼
者だけでなく︑趣味の範囲で
・届出に手数料は必要ありま
蜜蜂を飼育している方も﹁蜜
せん︒
蜂飼育届﹂の提出が必要です︒
・その他︑蜜蜂飼育届につい
て不明な点等がありました
ら︑上記問い合わせ先へ連
絡をお願いします︒
︻届出対象者︼
・原則︑蜜蜂を飼育する全て
の方が対象です︒ただし︑
一部届出不要の場合もあり
ますので︑詳しくは下記の
県民局にお問い合わせくだ
さい︒
︻届出時期︼
・毎年１月 日まで
︵年途中で新たに蜜蜂の飼育
を始めた場合は︑随時届出を

老人クラブ連合会の活動

理想の福祉を目指して

月１日〜

︻赤い羽根共同募金運動︼
期間

平成 年度
岡山県総合社会福祉大会

いない方を探しています︒
以前︑林業の仕事をしてい
たが︑ご自身が林退共へ加入
していたかわからない方につ
いてもお調べいたします︒
また︑罹災された共済契約
者及び被共済者の皆様に対
し︑各種手続︵共済手帳の紛
失︑退職金の請求等︶の必要
が生じた場合はできうる限り
の範囲において速やかに対応
したいと考えておりますの
で︑最寄りの支部又は本部へ
お問い合せ︑ご相談下さいま
すようお願いいたします︒
◇問い合わせ先
独立行政法人
勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
℡０３
︵６７３１︶２ ８ ８７

月は
﹁労働保険適用
促進強化期間﹂
です︒
〜入ってますか？労働保険〜
★労働保険とは︑労災保険と
雇用保険の総称です︒
従業員を一人でも雇用され
た場合は︑法律により労働保
険の加入が義務付けられてい
ます︒そのため︑事業主は労
働保険料の申告・納付手続き
や雇用保険被保険者に関する
手続きを行う必要があります
が︑まだ加入手続きがお済み
でない事業主の方は︑一日も
早く加入手続きいただきます
よう︑お願いいたします︒
◇問い合わせ先
ハローワーク津山
℡０８６８
︵３５︶
２６７１

ボランティア募集

月

日

社会福祉協議会では︑週３
回︵月・水・金曜日昼食︶に
お弁当をご自宅へ届けるサー
ビスを︑ボランティアグルー
プ﹁味菜の会﹂の方にお願い
し実施しています︒会員の高
齢化等により会員が減少して
います︒
新庄村で住み慣れたご自宅
で︑安心して暮らせるお手伝
いを皆さんも一緒にしてみま
せんか︒
詳細は社会福祉協議会まで
お問い合わせ下さい︒

︽ご寄付︾
月１日〜

31

12

11

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︒

新庄村社会福祉協議会に
次の方からご寄付をいただ
きました︒
◆香典返し
深井寿夫様
◆見舞い返し
田浪美智子様

10

10

月８日︑岡山市民会館に
冬の訪れです︒
て開催されたこの大会で︑平
かじかんだ手指での作業は
緑と花いっぱい運動
成 年から４年間老人クラブ
怪我をしがちです︒また︑寒
連合会長を務められた池田仁
さで痛みが増したり︑身体が
多目的施設前の花壇に︑秋
士さんが︑岡山県老人クラブ
動きにくくなって転倒するこ
用の花苗を植えました︒
連合会長表彰を受賞されまし
とも多くなります︒
途中雨に降られながらも︑
関 節 を 柔 ら か く す る 運 動 ︑ た︒おめでとうございました︒ 楽しく会話を弾ませながら手
手指のマッサージ︑サポータ
際よく作業を進めました︒
ーやカイロの活用などで︑事
厳しい寒さに耐え︑春まで
第
２
回
奉
仕
作
業
故防止に努めましょう︒
可愛らしい花を咲かせてくれ
今年度２回目の奉仕作業に
ますように︒
は 名の会員が参加しました︒
月の活動状況
それぞれが道具を持ち寄り︑
５日
ふれあいセンター周辺の草取
り・草刈り・剪定・落ち葉掃
６日
きなど︑約２時間取り組み︑
大勢の力で見違えるほどきれ
いになりました︒
８日

月の予定
日 女性リーダー研修会
︵津山市︶
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月 日の秋のがいせん桜
祭りに併せて︑街頭募金活動
を行いました︒当日は天気に
恵まれ︑祭りに訪れた村内外
の多くの人にご協力頂き︑１
８︐０７５円の募金が集まり
ました︒ありがとうございま
した︒
月末まで続く募金運動に
引き続きご協力お願いいたし
ます︒

日
日

日

村長杯グラウンド・ゴ
ルフ大会
︵ 名︶
平成 年度地域包括ケ
ア普及研修会
︵津山市／３名︶
平成 年度岡山県総合
社会福祉大会
︵岡山市／４名︶
第２回奉仕作業
︵ 名︶
保育園児との交流事業
︵芋掘り︶ ︵８名︶
中学生とグラウンド・
ゴルフを楽しむ会
︵ 名︶
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広

第405号

小学校だより
〜 給食交流会〜

報

ありがとう
ございました

１０月２２日（木）に、小学校ランチルームにて「給
食交流会」を行いました。
今回で４回目となるこの会は、給食の食材で大変
お世話になっている『青空市の会』や『有機農業サ
ポートセンター』などのみなさんを小学校にお招きし、
子どもたちと一緒に給食を食べながら交流を深めよ
うというものです。当日は、小倉村長・岡教育長もご
参加下さいました。
進行は、健康委員会の児童が行いました。出席し
ていただいた方々の自己紹介の後、学年ごとのテー
ブルに入っていただき、楽しく会食を行いました。ま
た、会の最後に、健康委員会の児童が、宍戸誠さん
宅で野菜作りについてインタビューしたことを発表し
ました。
給食における地産地消の取り組みを通して、普段
何気なく食べている食材を、誰がどんな思いで作っ
て下さっているのかに子どもたちが気づくきっかけと
なりました。また、食べ物に対する感謝の気持ちを
持ったり、ふるさと新庄の素晴らしさを再発見するこ
ともできました。
今後も、地域の
方々にはお世話に
なります。よろしく
お願いいたします。
（新庄小学校
畦崎）

第27回

新

庄

平成27年11月20日発行（10）

中学校だより

学習発表会

〜試練を乗り越え深まった絆〜
１１月７日（土）、音楽ホールで学習発表会を行い、
７０名近い保護者や地域の方に参観していただきま
した。
総合的な時間のまとめ（１年校外学習・２年ヒロ
シマ平和学習・３年オキナワ平和学習）の発表。自
主的に多くの生徒が参加した英語の暗唱、１・２年
生の器楽合奏「愛唄」、村内の太鼓グループの方に
指導していただいた3年生の和太鼓、カッコいい自
主製作の映像に続いて家庭科で作成したハーフパ
ンツを着用して行った２年生の「新庄コレクション
2015☆」、全校生徒による合唱「にじいろ」、最後に
会場の皆さんも一緒に歌った校歌の合唱。美術科
と技術科で作成した作品も展示しました。
事前の取り組みが、県大会の練習、駅伝の練習、
英語スピーチコンテストの練習とも重なったため、た
いへんだったと思いますが、生徒はその試練を乗り
越え、見事な団結力によりすばらしい発表をしてく
れました。
（新庄中学校 穐山）

風の子文庫祭り

１１月３日に行われました「第２７回文庫祭り」に、多勢ご参加下さりありがとうございました。
小学校高学年になっても来てくれる子がいたり、昔参加してくれた子供達が、お母さんになってわが子を連れて
来てくれたり、またお父さんの参加もあり、とてもうれしかったです。
プログラムは、まず毎年恒例の小学生によるペープサート「しりとり
のだいすきな王様」。９月から毎週来て練習を重ねただけあって、本番
はバッチリでした。
次は、岡山市から吉備津神社の氏子さんで坂田富司さんという方を
お招きし、
「ももたろう」を語っていただきました。ももたろうや鬼、いぬ、
さる、きじの登場人物にはすべて由来があるそうです。
そのあと、エプロンシアター「三びきのやぎのがらがらどん」、そして、
わらべうた、あやとりでみんなで楽しく遊びました。
来年は風の子文庫も３０周年を迎えます。これからもご家族みんな
で文庫に来て頂けますよう、よろしくお願いいたします。
（風の子文庫）
再生紙を使用しています

