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No.

新庄

平成29年６月30日現在
（ ）内は先月比
男… … …453人(＋2）
女… … …503人(±0）
計… … …956人(＋2）
世帯数… 391戸(＋2）

立ち上がろう

・平成29年７月20日発行 ・〒717−0201 岡山県真庭郡新庄村役場総務企画課 ☎(0867)56−2626 FAX56−2629 ・冨士印刷㈲印行
・新庄村のホームページ http://www.vill.shinjo.okayama.jp/

開成高等学校の２年生が修学旅行で
新庄村を訪れました

開成高校の生徒が﹁メルヘン

の里新庄﹂に代わるキャッチコ
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地域おこし協力隊激励会

活動計画発表会開催
６月 日
︵金︶
︑中央公民館
において︑地域おこし協力隊
激励会と隊員の活動計画発表
会を行いました︒
現在︑栃澤まどか隊員︵平
成 年６月着任︶
︑
内藤愛隊員
︵平成 年６月着任︶
︑
塚田浩
介隊員︵平成 年５月着任︶︑
小林直樹隊員︵平成 年４月
着任︶
︑
椿伊織隊員︵平成 年
月着任︶
︑
信江有紀隊員︵平
成 年５月着任︶
︑
清川裕矢隊
員︵平成 年４月着任︶の７
名が活動しています︒
激励会には村議会議員︑活

動支援委員︑受入団体の代表
及び役場関係者 名が参加し
ました︒初めに小倉村長︑磯
田議長から隊員に対する激励
の言葉を頂いた後︑隊員紹介
のスライドの上映︑参加して
頂いた方々の紹介︑最後に今
年４月に着任した小林隊員か
ら︑激励会開催の御礼の挨拶
と﹁村で頑張っていく﹂と力
強い挨拶が行われました︒
続いて行った活動計画発表
会には︑ 名の方々にご参加
いただきました︒それぞれの
隊員が活動の計画だけでなく︑
出身やこれまでの職歴︑趣味
など自分を知って頂くために
工夫を凝らした発表を行いま
した︒

参加者された方々から﹁非
常に良い機会だった﹂︑﹁若
者が村で頑張ろうとしている
ことがよく分かった﹂との声
を頂きました︒
今回の計画発表会だけでな
く 月に中間の発表会︑３月
に活動の報告会を予定してい
ます︒
︵総務企画課 千葉 )

第 回社会を明るく
する運動
メッセージ伝達式

11

社会を明るくする運動 は︑
全ての国民が犯罪や非行の防
止と︑あやまちを犯した人た
ちの立ち直りについて理解を
深め︑それぞれの立場におい
て力を合わせ︑犯罪や非行の
ない安全で安心な地域社会を
築こうとする全国的な運動で
す︒
７月は強調月間であり︑７
月３日には真庭地区保護司会
の方が新庄村役場を訪問され︑
内閣総理大臣からのメッセー
ジを真庭地区保護司会会長で
ある︑和田捷海さんより伝達
されました︒
皆様には︑本運動の社会的
意義を御理解いただき︑犯罪
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﹁日本で最も美しい村
連合﹂総会に参加
６月 日
︵木︶
・ 日
︵金︶
の
両日︑山形県の飯豊町を会場
に
﹁日本で最も美しい村﹂
連合
総会が の加盟村︑３００名
の参加により開催されました︒
定期総会後︑ＮＰＯ法人共
存の森ネットワーク理事の澁
澤寿一氏の基調講演が行われ
ました︒今回の総会のテーマ
である住民主体のまちづくり
の事例を紹介しながら﹁地域
外の誰かではなく地域の人々
が地域の未来を作る﹂
︑
﹁﹃み

んなの役に立っている﹄とい
う思いのある活動で美しい村
は維持される﹂との話があり
ました︒
続いて６会場に分かれ︑各
加盟村代表によるグループデ
ィスカッションが行われまし
た︒中村副村長を含め９加盟
村の代表者の討議では﹁﹃こ
れがあるから美しい村﹄とい
う統一はできない︒それぞれ
の加盟村で住民が誇りに思う
活動が行われた結果として美
しい村が維持される﹂との意
見が出されました︒
翌日は︑前日のディスカッ
ションの報告及び飯豊町内視
察が行われました︒雪を利用
した冷熱施設を利用した農産
物の販売︑農家民宿など住民
が地元にあるものを有効活用
してまちづくりに活かしてい
る事例を実際に見ることがで
きました︒
来年度の総会は北海道鶴居
村で開催されます︒
︵総務企画課 千葉 )
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のない幸福な社会づくりに取
り組む決意のしるしである
﹁幸福︵しあわせ︶の黄色い
羽根﹂のもと︑様々な分野か
ら本運動に︑多くの方々に御
参加いただけますよう御協力
をお願いします︒
︵住民福祉課 山田︶
の数ある景勝地を巡る中で︑
﹁小さくても合併せずに自主
自立を目指している日本で最
も美しい村﹂として︑新庄村
が立ち寄り先のひとつに選ば
れました︒
初日は２班に分かれて毛無
山登山と森林セラピーを体験
したあと︑新庄中学校の生徒
のガイドで︑がいせん桜通り
を巡りました︒
夕食会では新庄村の特産品
をふんだんに使った料理に舌
鼓を打ちながら︑参加した民
泊家庭の村民との交流を楽し
みました︒また︑会場で披露
されたひめのもちの４人搗き
には大きな歓声が上がってい
ました︒
夜は１０２名のうち 名が
村内 戸の家庭に民泊し︑民
泊家庭との交流を深めました︒
２日目︑民泊した生徒達は
各家庭で農作業を中心とした
体験活動を行いました︒サル
ナシの棚づくりや薪割り︑田
んぼの除草作業など都会の高
校生には︑どれも新鮮な体験
だったようです︒
また︑その他の生徒 名は
﹁メルヘンの里新庄﹂に代わ
るキャッチコピーを考えるワ
ークショップに取り組みまし
た︒新庄中学生を交えた活発
な議論のすえ生まれたコピー
はいずれも甲乙つけがたいも
のばかりでした︒
村内での全ての活動を終え
た生徒たちは最後にがいせん
桜通りでの記念植樹を行い︑
全員無事に離村しました︒
民泊受入にご協力いただい
た皆さま︑料理をご提供いた
だいた皆さまをはじめ︑ご協
力いただいた関係者皆さまに
心よりお礼申し上げます︒
︵産業建設課 山田︶
﹇提案されたキャッチコピー﹈

もちもちの桜源郷︵ユートピ

ア︶
新庄村／餅つき "yummy"
つき 新庄村／新庄で自然と
タイムスリップ／もちもちス
ローライフ新庄村／信じよう
毛無の人情 新庄村／純水！
田んぼ村新庄／ITレボリュ
ーション新庄／人の五感を磨
く村 新庄村／寄り道は夢心
地／もちの都 新庄／みんな
大好き新庄村長

開成高校の生徒代表からお礼
のお手紙をいただきましたの
で紹介します︒

新庄村の皆さま
先日の修学旅行では︑本当
にお世話になりました︒旅行
会社さんから﹁僕達のコース
のコンセプト﹃思い出に留ま
らない何かを残す﹄にピッタ
リの村がある﹂ということで
新庄村を紹介してもらってか
ら︑半年以上が経過したと考
えると︑非常にあっという間
に旅行が終わってしまったな
ぁと思います︒
昨年 月には村長さんが自
ら訪問してくださり︑気が引
きしまりました︒先生から以
前より﹁村長さんはとてもユ
ニークな方だ﹂と伺っており
ましたが︑実際にお会いして
12

開成高等学校が来村
６月６日
︵火︶
から７日 水( )
にかけて︑開成高等学校︵東
京都荒川区︶の２年生︑１０
２名が修学旅行の中で新庄村
を訪れました︒
日本有数の進学校である開
成高校では修学旅行のコース
を自分たちで選ぶのが伝統と
なっており︑今回は中国地方
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お話を聞き︑ひめのもちを初
めて実食して︑何か﹁新庄村
の暖かさ﹂のようなものを感
じました︒
それから半年間︑旅行会社
さんを通じてコンテンツを詰
めていき︑最終的に全てが形
になった時の達成感は格別で
した︒﹁これなら必ず生徒に
も楽しんでもらえる﹂その確
信と共に修学旅行を迎えるこ
とができました︒
修学旅行２日目︑午前中の
三佛投入堂登山を終え︑新庄
村に向かうバスの中での興奮
を今でも覚えています︒
入村式では村議会議員の皆
さま全員にご出席して頂き︑
生徒も皆驚いていました︒昼
食のおこわも好評でした︒
久々の給食形式での昼食は︑
これもまた懐かしかったです︒
午後の森林セラピー︑登山
では豊かな自然に囲まれ︑美
味しい空気を吸って︑初日か
ら溜まっていた疲れが癒され
た気がしました︒
夜の交流会では︑村の方々
から貴重なお話を皆聞けてい
たようです︒村で採れた山菜
の天ぷらがとても美味しかっ
たです︒
翌日はあいにくの雨でした

が︑民泊をした生徒は雨の中
農作業に取り組んだり朝食を
作ったりと充実した体験が出
来たようです︒
ワークショップでは朝から
職員の皆さまがエクササイズ
等で時間をつないでくださり︑
とても助かりました︒各班︑
時間いっぱい議論できたこと
と思います︒僕達の班は時間
が足りないくらいでした︒
２日間を通して村の方々に
はお世話になりました︒開成
桜の植樹も︑残念ながら旅行
委員のみで行うこととなりま
したが︑まさに﹁思い出に留
まらない何か﹂を残せたと思
います︒
新庄村での体験を通じて僕
達の目指してきた旅行が完成
しました︒最後の修学旅行を︑
最高の形で終えることが出来

たのは新庄村の皆さんのお陰
と言っても過言ではありません︒
最後になりますが︑村民の
皆さん︑新庄中学校の皆さん︑
本当にお世話になりました︒
いつの日か﹁凱旋﹂できる
日を楽しみにしています︒
平成 年６月 日
開成高等学校 籠瀬 孟

第

回花き生産組合総会

24

５月 日︑ドライブイン新
庄において総会が開催されま
した︒
内容は︑前年度事業報告及
び決算︑監査報告︑次年度事
業計画及び予算案︑役員選出
など慎重に審議されました︒
特に今年度は︑農業見学会の
受入れや︑りんどう技術につ
いての研修会を予定している
外︑生産面積の拡大︑産地化
推進などについて︑ＪＡ真庭
・普及センター・村・生産者
各々の役割について協議いた
しました︒今後とも︑転作推
進作物として定着しますよう
村民皆様のご理解ご支援を賜
りますよう︑よろしくお願い
します︒
︵産業建設課 竹本︶
26

動物用駆逐花火煙火
消費保安手帳講習
動物用駆逐花火煙火消費保
安手帳講習を６月 日に開催
しました︒当日は︑ 名の方
が講習を受講されました︒
次回は 月 日
︵木︶
の開催
を予定しています︒更新若し
くは新規で登録される方は受
講をお願いします︒
︵産業建設課 林務係︶
27

50

自然観察研修会を開催

16

６月 日
︵日︶
︑新庄村自然
保護連絡協議会主催︑公民館
共催の自然観察研修会を和気
町の岡山県自然保護センター
で行いました︒
新庄村に幾度となく足をお
運びいただいている西本主任
研究員に︑タンチョウをはじ
め広いフィールド内に生息し
ている動植物についてお話を
伺いました︒中でも参加者の
皆さんから関心が高かったの
がウルシ科の植物についてで︑
何が最もかぶれるか︑見分け
方はなどについて質問があり
ました︒実体験をもとにわか
りやすくお答えいただき︑約
２時間ではありましたが︑多

くを学んだ研修でした︒
また︑午後からは一部が国
宝にも指定されている旧閑谷
学校を視察しました︒備前市
の観光ボランティアガイドさ
んから︑歴史や建造物につい
て説明を受けました︒現在の
日本の歴史をかたち作る有能
なリーダーを輩出しており
﹁庶民教育の殿堂﹂として３
４０年経った今も見るものを
引き付ける趣がありました︒
今後は︑村民の方にも研修
会にご参加いただき︑新庄村
の貴重な自然について理解を
深めていきたいと思います︒
︵教育委員会 山田︶

全国訪問おはなし隊

６月 日
︵金︶
︑新庄村公民
館に﹁全国訪問おはなし隊﹂
︵講談社︶がやってきました︒
これは︑本の楽しさを子ども
達に伝えるため︑全国で読み
聞かせやキャラバンカー見学
を実施されているものです︒
公民館に到着したキャラバ
23
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ンカーの階段を登れば︑五百
冊の本の世界が広がっていま
す︒子ども達は自由に本を選
び︑青空の下で思い思いにペ
ージをめくっていました︒
読み聞かせ保育所年長〜小
学校低学年の部では︑展開を
想像しながらお話を聞き︑高
学年の部では︑じっくりと物
語を楽しみました︒
知っている話かと思ってい
た﹁ももたろう﹂は︑東北伝
承の話で︑たくさんの桃が流
れてくる描写や方言等︑民話
の違いにも触れることが出来
ました︒子ども達の想像力や
豊かな感情を育む読書体験の
機会をこれからも増やしてい
きたいと思います︒
保育所︑小学校の先生方に
は大変お世話になりました︒
ご参加頂きました村民の皆様
ありがとうございました︒
︵公民館 平中︶
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村道田浪線改良工事 第１工区(堂ヶ原地内)
事業量
事業費

Ｌ＝90.0ｍ Ｗ＝5.5(7.0)ｍ
69,087千円

林道田井二ツ橋線舗装工事
事業量

Ｌ＝1,095ｍ

事業費

Ｌ＝5ｍ

事業費

4,320千円

新庄簡易水道拡張事業
水道施設整備工事（1工区）（大原地内）
事業量

事業費

庄

第425号

主要工事

村道田浪線改良工事 第２工区（滝の尻地内）
事業量
事業費

Ｌ＝135.9ｍ
22,129千円

Ｗ＝5.0(7.0)ｍ

林道田井二ツ橋線改良工事
23,079千円

林道高下線第２号橋保全整備工事
事業量

新

送水管 25.3ｍ 配水管 223.4ｍ
橋梁添架 2橋（大原橋・夫婦橋）
加圧ポンプ棟 一棟
29,106千円

事業量

Ｌ＝138ｍ

事業費

8,035千円

幸町林地災害復旧工事
事業量

Ａ＝0.02ha

事業費

6,415千円

新庄簡易水道拡張事業
水道施設整備工事（２工区）(滝ノ尻地内）
事業量
事業費

送配水管 1171.0ｍ
橋梁添架 1橋（滑橋）
21,038千円
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道の駅「メルヘンの里新庄」の
リニューアルに向けて
今年度、道の駅「メルヘンの里新庄」を国の「地方創生拠点整備交付金事業」でリニューアルします。
このリニューアルでは施設の機能強化整備と将来を見据えた運営組織の改革を行ってまいります。
道の駅整備としては、新しい施設づくりと道の駅を利用される方々が利用しやすい施設とするため、模
様替えや増築を含む工事を実施することとしており、本年９月より工事開始を予定しています。
工事に伴い８月21日(月)から９月２日(土)まで特産館及び道の駅は休業させていただき、９月３日(日)か
ら仮店舗での運営を予定しております。また、８月19日(土)午後５時から午後８時まで地域の方々へ感謝
祭を企画しております。
村民の皆様方には長期間にわたり大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いします。
（産業建設課 竹本）

改修に伴うスケジュール
Ｈ29年８月21日（月）〜

休

Ｈ29年９月３日（日）〜

仮店舗運営開始（道の駅駐車場にて）

Ｈ29年９月上旬

工事着工

〜

業

Ｈ30年２月中旬

完成予定

Ｈ30年４月上旬

リニューアルオープン

外観イメージ図
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道の駅が果たす新しい施設づくり
村のコミュニティ拠点

村のブランド化拠点

地震や水害などの有事には、村民
を助ける為の防災拠点（公助）を
整備するとともに、村民と観光客
が利用できるワークショップスペ
ースやオープンテラスを新設し、
気軽に集まれる憩いの場として、
村民同士や観光客と村民との交流
の創出を図る。

ひめのもちを主体とした新庄村の
特産品をブランド化し、より多く
の外貨獲得を目指す。そうして生
まれる収益の増加と経営の安定に
よって、村内に新たな雇用を生み
出すと共に、村民の所得向上を目
的とする。

村の自然を守る拠点

村の観光客受入れ拠点

村外

村の玄関口として観光客の一次受
入れ拠点を目指す。また、人に優
しい施設として、観光案内板を整
備し、村民と観光客とが交流を深
めながら村内を観光できるように
する。道の駅を核とした周遊ルー
トの整備と村内商業者との連携強
化によって、村全体の魅力を高め、
観光客の増加と凱旋桜通りへの集
客力の向上を図る。

新庄川の源流域に位置する村の豊
かな自然を村の魅力として強化し
ていく為、カーボンオフ（脱炭素
の取組み）やエコポイントを導入
し、施設の売上の一部を直接的に、
新庄村の自然環境の保護費用とし
て創出する。

道の駅

村内

交流の創出
インフォメーション・オープンテラス

湯原

蒜山

県内外
イベント
・
ワークショップ

宣伝・
販売

マルシェ

試食・
販売

村民

レストラン
利用
生活の利便性向上

立寄り利用

観光客

新庄村産
提供

マーケット

販売
の場

食事の場

活用
の場
連携強化

防災

環境対策

村内
商業者

ひめのもち
買取

村の広報

ブランド化

来村目的
村を
代表する
シンボル

魅力強化

出荷

他企業との 新庄村産
強化
共同開発

村内各種
団体
村民

商品開発
・餅米麺
・餅餃子
etc...

イメージ図

マルシェマーケット

※掲載の図は
イメージ的なものです。

レストラン

テラス

お元気ですか？

非常に からい 少しからい ふつう うすい なおう
からい (1.4％〜 (1.2％〜 (1.0％〜 (0.8％〜
すい 合計
(1.6％以上) 1.6％未満) 1.4％未満) 1.2％未満) 1.0％未満) (0.8％未満)

からご提出いただきました︒
本当にありがとうございました︒

7

9

13

44

61

73 207
H25年度

9

24

36

72

51

44 236
H26年度

3

2

15

66

79

63 228
H27年度

0

2

12

33

69

104 220
H28年度

0

0

12

44

81

78 215
H29年度

0

3

9

46

84

68 210

その結果を報告致します︒
﹁少しからい﹂以上の家庭
は︑
今年もとても少なく︑
﹁ふ

H24年度

先月行われました﹁健康ま
つり﹂に出席していただき誠
にありがとうございました︒
みそ汁
︵汁物︶
塩分測定につ
きましては︑２１０戸の家庭

﹁み そ 汁 塩 分 測 定 と
新庄村元気チャレンジ﹂
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つう﹂以下だった方が９４．
３％でした︒昨年と同様にと
ても良い結果でした︒これか
らも維持し続けて下さい︒少｢
しからい﹂だった方は今より
少し薄めを心がけていただき
たいと思います︒﹁からい﹂
と出てしまった方は︑塩分が
薄くても美味しく食べること
ができる天然だしなどを利用
し減塩に挑戦しましょう︒
各地区の栄養委員が塩分測
定器を持っていますので︑気
になる方はご利用ください︒
住民福祉課でも貸し出しが可
能です︒塩分濃度を知り︑取
りすぎに気を付けましょう︒
今年から健康クイズに変わ
り﹁新庄村元気チャレンジ﹂
が始まりました︒住民福祉課
が主催している健康づくり事
業に参加してスタンプをため
ます︒３ポイントためて応募
して下さった方の中から抽選
で景品をプレゼントします︒
料理教室やスマトレ教室の新
規入会などが対象となります︒
健康カレンダーで対象事業を
随時知らせますので︑是非ご
参加下さい︒
︵住民福祉課 大塚︶

開成の生徒が潤す村も梅雨

波高し潜戸遊覧梅雨に入る

訪れてツバメ居所定まらず

湯浅

田中

大月

宇田

啓子

芳郎

寛一

幸子

弘通

︵新庄村俳句教室より︶

法螺貝の煽る護摩の火山開

金盛

今月の俳句

きこきこと拭く窓ガラス夏の山

（9）平成29年７月20日発行

広

報

新

庄

第425号

【後期高齢者医療】
被保険者証の更新について
現在お持ちの被保険者証の有効期限は平成29年７月31日です。
○被保険者証の更新
後期高齢者医療被保険者証（被保険者証）は毎年８月で
更新されますので、７月下旬に新しい被保険者証を送付い
たします。８月以降に医療機関などで受診される際には、
必ず新しい被保険者証を窓口に提示してください。
○一部負担金の割合の見直し
医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合は、所得
区分に応じて決まります。所得区分は前年の所得により毎
年判定されるため、新しい被保険者証では、割合が変更さ
れている場合があります。

【一部負担金の割合】
現 役 並 み 所 得 者 ･･･３割
一般・低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ ･･･１割

※新しい被保険者証は緑色です。
【所得区分】

現役並み
所 得 者

住民税の課税所得（各種控除後）が145万円以上の被保険者及び同世帯の被保険者※。
ただし、次の要件に該当する場合には、申請により１割負担となります。
・世帯内の被保険者が１人であり、収入額が383万円未満
・世帯内の被保険者が２人以上であり、収入額の合計が520万円未満
・世帯内の被保険者が１人で、世帯内の70歳以上75歳未満の人も含めた収入額の合計が520
万円未満
※昭和20年１月２日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者については、旧
ただし書き所得（総所得から基礎控除33万円を差し引いた額）の合計が210万円以下の
場合、１割負担となります。

一

現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人

般

低所得者Ⅱ

世帯の全員が住民税非課税の人（低所得者Ⅰ以外の人）

低所得者Ⅰ

・世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を
80万円として計算）を差し引いたときに０円となる人
・世帯の全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人

【問合せ先】
新庄村役場住民福祉課
岡山県後期高齢者医療広域連合

電話（0867）56−2646
電話（086）245−0090

54

146人

土用ダム見学会実施

30

30 29

パイロットへの
最短コース！

中国電力米子電力センター
の主催により土用ダム見学会
を実施します︒希望される方
はどなたでも参加できますが︑
現地説明時の安全確保等のた
め 名程度を上限とさせてい
ただきます︒集合場所までは
車等で各自ご集合ください︒

○開催日時

10

海上・航空自衛隊
航空学生募集
防衛省

18

７月の納税

4人

年 金 相 談

1

８月の年金相談日をお知ら

傷

︽戸籍の動き︾

軽

せします︒

0人

日時

0

平成 年 月受付分

0人

おめでとうございます

0

出生届

傷

固 定 資 産 税︵２期︶
国
保
税︵２期︶
介 護 保 険 料︵２期︶
後期高齢者保険料︵１期︶
納期限 ７月 日︵月︶

5月期の交通事故・違反者発生状況

時〜 時

重

８月 日
︵木︶

3人

時〜 時

1

＊平成 年５月 日
ふみ お
池田 文生︵洋文・弥生︶

0人

時〜 時

0

８月 日
︵木︶

者

時〜 時

死

末永くお幸せに

142件

婚姻届
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

平成 年８月６日 日( )
時 分から 時まで
○開催場所
俣野川発電所土用ダム
○集合場所
時 分までに土用ダム正
門前 土(用ダム案内看板前 )
にお集まりください︒
○参加申し込み
人数把握のため︑見学希望
の方は８月４日
︵金︶
までに
役場総務企画課 村(内３ ２４１２︑ＮＴＴ ５６ ２-６
２６︶までご連絡ください︒
○実施内容
①土用ダム概要説明︑計測
内容及び安全性評価結果説
明︑地震に対する安全性に
ついての説明︵ダム管理所
内︶

12

＊横山 征一
金田明香里
﹁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︒
します︒
予約先
津山事務所 お客様相談室
℡０８６８ ３-１ ２-３６５
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︒

44

15 12 15 12

29

お詫びと訂正について
平成 年６月 日発行の第
４２４号において︑次の点に
誤りがありました︒
︽戸籍の動き︾内︑﹁上田
逢暖﹂さんのお名前が﹁上田
逢暖﹂さんとなっていました︒
訂正いたしますとともにお
詫び申し上げます︒
︵総務企画課 岡崎︶

4件

故

1
事

数

30

10

31

件

13 10 13 10

︵住民福祉課︶

○募集種目
▼自衛隊航空学生
○受験資格
日本国籍を有し︑高卒︵見
込含む︶来年４月１日現在︑
歳から 歳未満
○受付期間
７月１日
︵土︶
〜
９月８日
︵金︶
必着
○試験日
一次 ９月 日 月( )
二次
月 日 火 〜)
(
日
︵金︶
のうち
指定する日
三次
月 日
︵水︶
〜
日
︵木︶
のうち
指定する日
○入隊時期
平成 年３月下旬〜４月上
旬予定
応募について詳しいことは︑
自衛隊岡山地方協力本部
津山出張所
℡(０８６８ ２-２ ５-６３７ )
まで
22 17 18

21 18

21

10

10

30

本年の累計
5月期
本年の累計
5月期

真庭市内
内
村

分
区

10

６

30

20

24

お
知
ら
せ

29

29
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（総務企画課 小畑）

②現地説明
ダム天端︑ダム監査廊 等
○注意事項
ダム内を歩きますので︑運
動靴等歩きやすい靴でご参
加ください︒
見学会についての問合せは
役場総務企画課にお願いいた
します︒
︵総務企画課 千葉︶

特別村民制度
募集開始

29

６月８日
︵木︶
にメルヘンの
里特別村民制度運営協議会を
開催し︑本年度の募集要領が
決定しましたので︑平成 年
度の特別村民と夏のふるさと
小包の募集を開始しました︒
今年は夏のふるさと小包の
募集締切を７月 日
︵月︶
︑発
送を８月８日
︵火︶
︑また冬ふ
るさと小包の募集締切を 月
９日
︵金︶
︑発送を 月 日 火( )
で予定しています︒
ご自身でのご利用は勿論︑
ご親戚やお知り合いへもぜひ
お勧めいただきますよう︑よ
ろしくお願いいたします︒
詳しくは村内各所に設置し
ている特別村民制度の募集チ
ラシをご覧ください︒
31

12

19

12
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水稲損害評価が
始まります
水稲の損害評価は︑水稲共
済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︑損害評価員
とともに現地調査を実施しま
す︒
◆対象となる被害は？
一筆方式の七割補償に加入
されている方は︑減収量が三
割を超える場合に対象になり
ます︒
◆災害の種類
風水害︑冷害︑干害︑冠水︑
いもち病などの病害虫のほか︑
イノシシやシカなどによる鳥
獣害も対象となります︒
◆被害申告はお早めに
損害評価を実施する前に刈
りとってしまうと被害状況が
確認できませんので︑早めに
申告して下さい︒

◆注意事項
被害申告されたほ場から
株程度の坪刈りを行いますの
でご了承下さい︒
なお︑第一回目の被害申告
は９月１日
︵金︶
までに申し出
て下さるようご協力をお願い
いたします︒
︵産業建設課 植木︶

県立図書館の貸出
カードを作りませんか？
岡山県立図書館の貸出カー
ドを新庄村公民館図書室で作
ることができるようになりま
した︒
貸出カードを作ると︑県立
図書館の図書をインターネッ
トを利用してご自宅から予約
し︑新庄村公民館図書室で受
取︑返却することが可能にな
ります︒個人貸出であれば︑
ＣＤやＤＶＤ等も貸出可能と
なります︒
○発行条件
岡山県内に在住・在勤・在
学の方
本人確認と現住所確認がで
きる証明書の提示
運(転免許証︑保険証など )
本人の来館
発行条件を満たし︑申込書

60

に記入すると︑その場で貸出
カードをお渡しします︒新庄
村公民館図書室でも多様な
サービスを受けることが出来
ますので︑ぜひご活用くださ
い︒
貸出カードの作成や利用に
つきましてご不明な点があり
ましたら︑新庄村公民館まで
お問い合わせください︒
︵新庄村公民館 平中︶

﹃クリーン作戦﹄の
お知らせ

美しい自然を守り︑快適な
環境づくりを推進するため︑
﹁美しいメルヘンの里づくり
の日・一斉清掃活動︵クリー
ン作戦︶を実施します︒
村民皆様多数のご参加をお
願いします︒
◆日 時
８月６日︵日︶
午前８時から２時間程度

◆場 所
村内集落周辺の道路や河川
◆内 容
空き缶・ビン等不燃物・紙
くず等可燃物の収集
◆収集場所
ふれあいセンター
北側駐車場
小
※雨決行
中
※止の場合は告知放送でお
知らせします︒
空
※き缶・ビン・ペットボト
ルは洗って下さい︒
ゴ
※ミは分別して下さい
家
※庭のごみは出さないで下
さい︒
今
※回も収集用のごみ袋は配
付しません︒家庭にある紙
袋等をご利用下さい︒
︵住民福祉課 法花︶

︵来賓含め 名︶
懇親会
︵来賓含め 名︶
日 岡山県老人クラブ連合
会評議員会︵１名︶
日 緑と花いっぱい運動
農園作業︵草取り︶
︵女性部８名︶
日 平成 年度第１回奉仕
作業︵ 名︶

平成 年度
第１回研修会

27

18

社協だより

老人クラブ 連 合 会 の 活 動
平成 年度通常総会が開催
されました︒今回は役員改選
で︑左記の通り新役員が決定
しました︒任期は２年間です︒
会 長
本田
誠︵親睦会︶
副会長
福井 幸平︵万年青会︶
足羽 佳子︵女性部長︶
理 事
杉本 太治︵長寿会︶
上山 靖夫︵鳳寿会︶
坂本 吉男︵三和クラブ︶
宍戸 勝利︵ よつばクラブ︶
平野 寿一︵友楽クラブ︶
監 事
建部 始正︵千寿会︶
永田 有勇︵共楽クラブ︶
︵敬称略︶

６月の活動状況

け助けてもらえば︑安心して
過ごせるのに﹂とお考えの方
に手助けするのが総合事業で
す︒興味のある方は︑ふれあ
いセンターまでご連絡下さい
との説明でした︒

平成 年度
第１回奉仕作業

８月の予定

雨天順延となった６月 日︑
ふれあい公園に於いて奉仕作
業を行いました︒
ここは︑グラウンドゴルフ
やゲートボール等での集いの
場にもなっています︒クラブ
員がそれぞれ得意な道具を持
参し︑
草刈り・剪定・草取り・
清掃を分担し︑クラブ員同士
の交流を楽しみながら作業を
進めました︒

29

８日 農園作業
︵草取り／女性部︶
緑と花いっぱい運動
︵草取り／女性部︶

22

29

67

理想の福祉を目指して

31

16

20

21

総会終了後︑研修会を開催
しました︒
今回は︑新しく新庄駐在所
に赴任された連佛氏より︑特
殊詐欺についてご講話頂きま
した︒詐欺の手口は次々と新
しく巧妙になり︑詐欺被害は
依然増え続けています︒﹁お
金を送れ﹂﹁儲け話がある﹂
は詐欺と心得︑不審な電話は
すぐ切る︑誰かに相談するな
どしましょうとのお話でした︒
その後︑新しく始まった総
合事業について︑社会福祉協
議会から説明させて頂きまし
た︒この事業は︑地域の皆さ
んが︑その有する能力を活用
し︑相互に支え合うものです︒
﹁誰かのために役に立てるか
もしれない﹂﹁誰かに少しだ

29

新庄村社会福祉協 議 会
評議員会・理 事 会 開 催
６月 日に評議員会を開催
し︑平成 年度事業報告・決
算・平成 年度補正
︵第一号︶
予算案・新役員の選任等の審
議をしていただき︑可決承認
されました︒
翌日の 日には理事会を開
催し︑会長・副会長の選任を
行いました︒
任期は︑平成 度定時評議
員会終結時までとなります︒
︵敬称略︶
小倉 博俊
高村 茂博
高村 昌子
磯田 博基
香山 康永
石藤 勝美
横山 政友
本田
誠
坂本 英典
磯田 昌貴
理事︵会 長︶
〃︵副会長︶
〃︵副会長︶
〃
〃
〃
〃
〃
監事
〃

29

９日 平成 年度新庄村老人
クラブ連合会通常総会
及び第１回研修会
29

29 28 14

15
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日 平成 年度高齢者地域
リーダー研修会
︵津山市︶

29

社協へのお問い合わせ
村内無料電話
３ ３
―１０６

ふれあいセ
ンターの畑で
は玉ねぎをは
じめ︑きゅう
りやジャガイ
モなどの収穫
ができるよう
になりました︒
玉ねぎのし
ょうやくをご
利用者様と一
緒に行うとあ
っという間に
出来上がりま
した︒
また︑熊笹の葉がちょうど
良い大きさになったのを見計
らって︑かしわ餅作りを行い
ました︒手際よくおだんごを
丸められ︑美｢味しいなぁ ﹁｣懐
かしいなぁ﹂と口々に感想を
言われ︑美味しく︑楽しくい
ただきました︒

デイサービスの活動

25
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新庄村社会福祉協議会は、新庄村からの補助金・委託料・村民皆様からの会費・寄付金・介護報酬等で運
営されております。
去る６月14日に評議員会を開催し、平成28年度の事業報告・決算についてご審議していただき、承認・認
定されましたのでご報告致します。
今後とも皆様のご協力、ご援助をよろしくお願いいたします。
社会福祉協議会 柴田

平成28年度新庄村社会福祉協議会一般会計収支決算書
収

入

単位：円

大
中
小
会 費 収 入
寄付金収入
経常経費補助金収入
村補助金収入
受託金収入
村受託金収入
県社協受託金収入
事 業 収 入
共同募金配分金収入
介護保険収入
通所介護収入
訪問介護収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援報酬収入
小規模多機能事業
利用料収入
施設利用料
雑
収
入
受取利息配当金収入
普通預金受取利息配当金収入
福祉基金積立預金利息配当金配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常活動収入合計
前期末支払資金残高
収
入
合
計

支

決

算 額
278,000
500,000
35,788,000
35,788,000
18,123,550
18,006,000
117,550
1,232,840
140,000
65,149,109
21,355,000
2,647,229
4,486,960
361,300
36,298,620
32,800
14,000
155,120
153,132
481
152,651
9,437,600
131,004,151
16,969,886
147,974,037

備
考
平成28年度社協会費
見舞い・香典返し等寄付金
各種事業補助金収入
各種事業受託金収入
生活福祉資金事業受託金収入
配食利用料
27年度社協一般配分金
介護保険収入
介護保険収入
介護保険料収入
介護保険収入
介護保険収入
生きがいデイ利用料
施設利用料

普通預金利子
福祉活動基金利子

前年度繰越金

出
大
中
人件費支出
事務費支出
事業費支出
助成金支出
負担金支出
経理区分間繰入金支出
経常活動支出合計
固定資産取得支出

小

器具及び備品購入費
その他の支出
退職共済預け金支出
財務活動支出合計
支
出
合

計

決 算 額
92,020,194
2,611,422
22,209,341
290,000
349,920
9,437,600
126,918,477
3,608,436
3,608,436
6,165,925
6,165,525
9,774,361
136,692,838

備
考
正職員・臨時職員給料・社会保険料他
消耗品・印刷代・手数料・委託費他
諸謝金・光熱水費・給食費・業務委託費他
小・中学校活動助成金他
介護保険システム負担金他

給与システム機器他
全・県社協退職共済費

収入合計147,974,037円−支出136,692,838円＝次年度繰越金11,281,199円
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中学校だより
3年生修学旅行
〜沖縄から新庄を考える〜

６月７日(水)〜９日(金)の３日間、新庄中学校の３
年生は沖縄への修学旅行に行ってきました。
初日、岡山は雨でしたが、沖縄は快晴に恵まれま
した。ひめゆりの塔での千羽鶴献納、平和祈念公園
アブチラガマ
での平和集会、そして糸数豪では現地のガイドの方
から、沖縄戦での住民や負傷兵の苦難についてお話
を伺い、平和の大切さについて考えた一日でした。
ちゅ
２日目は、マリンスポーツ体験･美ら海水族館見
学・エイサー体験など、沖縄の自然や文化を満喫す
ることができました。
３日目は、ゆいレール(モノレール)を利用して、首
里城見学や国際通りの散策をしました。
午後は国際通りで会議室をお借りし、スカイプ(テ
た ら ま
レビ電話)を使って多良間中学校の３年生と交流をし
ました。多良間中学校は「日本で最も美しい村」連
合に加盟している人口1,100人余りの村です。『ふる
さと新庄学』で学んだ新庄村の地理・産業の紹介や
課題、さらに伸ばしたい部分を発表しました。発表を
通して、ふるさと新庄への思いをさらに深めました。
（新庄中学校 河井）

真庭市杯ソフト
バレーボール大会
６月11日(日)に、勝山ス
ポーツセンターにて「真庭
市杯ソフトバレーボール大
会」が開催され、ファミリーの部（８チーム出場）
に、ジュニアスポーツクラブ「新庄kids」の５名が
参加しました。
大会参加者を代表して、６年生髙島亜純さん、５
年生杉本裕海さんが「練習の成果を発揮し、正々
堂々プレーします」と選手宣誓をしました。
初めての試合で、リズムをつかむことが出来ず、
予選２試合を敗戦しました。グルーブ決勝では、草
加部チームに勝利し、惜しい場面もありましたが、
樫邑チームに負け、グループ２位となりました。
練習したプレーを試合で発揮する事の難しさを感
じた大会となりました。次回の大会に向けチームで
乗り越えて欲しいと思います。
保護者の皆さまには早朝より送迎や試合の応援を
ありがとうございました。
指導者の皆さまには、熱心なご指導を頂き御礼申
し上げます。
（教育委員会 平中）

新
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小学校だより
渋川海事研修
新庄小学校では、５・６年生が、「歴史体験学習
（修学旅行）」と「宿泊学習（海事研修）」を交互
に実施しています。今年度は「宿泊学習」の年です。
６月13日（火）から15日（木）にかけて、5・6年生
14名が、玉野市渋川にある青年の家で研修を行いま
した。
梅雨の時期にもかかわらず３日とも好天に恵まれ、
予定した研修を全て行うことができました。シーカ
ヤックやイカダ遊び・カッター漕ぎや地引き網・砂
の芸術作品作りや貝殻の工作など、海ならではの体
験を満喫した３日間でした。
カッター漕ぎは、14人というカッターを動かすた
めの最少人数でしたが、力を合わせて漕ぎ切ること
ができました。入退所式・夕方の交歓会・地引き網
等は、同宿の小学校合同の約300人で行い、普段経験
の少ない大人数とのふれ合いが経験できました。ま
た、集団生活をする上で大切な規律を学ぶこともで
きました。
（新庄小学校 岡田）

第48回夏季
真庭サッカー大会
６月18日(日)に蒜山高原
スポーツ公園にて開催され
た夏季真庭サッカー大会に
ジュニアスポーツクラブ員13名が参加し、高学年の
部に３年生を含むチーム構成で挑みました。
高学年の部に初参加となる３年生も指導者や上級
生の指示を受け、フィールド内を力いっぱいプレー
しました。
新庄チームは、６年生を中心に守りを固め、カウ
ンター攻撃で何度も米来チームのゴールに迫りまし
たが惜しくも１対０で敗れ、予選リーグは２戦２敗
で敗退となりました。チーム事情により厳しい試合
を予想していましたが、次につながるプレーも多く、
クラブ員にとっても指導者にとっても実りある大会
となりました。
暑い中、保護者の皆さまには応援や昼食の準備、
片づけなど大変お世話になりました。
指導者の皆さまには、大会運営や審判に加え、熱
心なご指導をありがとうございました。
（教育委員会 平中）

再生紙を使用しています

