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No.

平成29年７月31日現在
（ ）内は先月比
男… … …455人(＋2）
女… … …504人(＋1）
計… … …959人(＋3）
世帯数… 393戸(＋2）
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新庄村ネイチャーワークショップ
2017開催

新庄村ネイチャーワークショ

ップを開催し︑村外から来られ

た皆さんに新庄村の夏のとって

５面︶

おきを体験してもらいました︒

︵関連記事

＝主な記事＝

推進委員 ２
…面
３〜４面
…………

農業委員及び農地利用最適化

農産関連総会

ネイチャーワークショップ ５
…面

土曜日教育︵自然体験教室︶ ６
…面

９面
…………………
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お元気ですか ………………
６面
７面
……………………

お知らせ

社協だより

学校だより

みんな主役のむらおこし
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ました︒
委員については次のとおり
です︒
◆農業委員
会長
高 島 昌 司
会長職務代理者
稲 田 泰 男
委員
坂 本 茂 樹
清 川 秀 夫
石 藤 勝 美
︵欠員１名︶
◆農地利用最適化推進委員
佐 藤 浩 士
竹 本 康 紀
深 井 英 俊
任
※期は両委員とも︑平成
年７月 日から３年間︒
︵農業委員会事務局 石藤︶

29

啓発活動にご尽力されました︒
今回の法務大臣からの表彰
は︑ 年の長きにわたる様々
な活動により新庄村に貢献し︑
その功績が顕著であると認め
られたものです︒おめでとう
ございます︒
︵住民福祉課 法花︶

32

あり︑委員さんからケーブル
テレビ放送をはじめ︑告知放
送や文字放送の改善点のご意
見をいただきました︒いただ
いた意見を踏まえ改善しなが
ら放送内容充実を図っていき
ます︒
︵総務企画課 柴田︶

20

カーブミラーの
清掃実施

農業委員及び農地利用
最適化推進委員決まる

20

20

13

任期満了により新たに平成
年７月 日から平成 年７
月 日までの３年間の任期と
なる新庄村農業委員会委員の
任命式を７月 日に行いまし
た︒
任命式後の農業委員会では︑
会長及び会長職務代理者を選
任後︑農業委員会等に関する
法律の改正により︑農業委員
と同じ期間︑農業委員会が新
たに委嘱する新庄村農地利用
最適化推進委員３名を選任し
29

19

思考学習など新庄村の良さや
他市町村にない特長について
説明しました︒
今後も︑各地で開催される
移住相談会への参加を予定し
ています︒移住者・定住者の
増加に向けて︑しっかりアピ
ールしていきます︒
︵総務企画課 千葉︶

放送番組審議会開催

７月９日︵日︶新庄村交通
指導委員会では︑村内全域の
カーブミラーを一つひとつ確
認し︑鏡の汚れを拭き取る等︑
清掃・点検活動を行いました︒
村民の方が少しでも安全に
通行できるよう︑今後も継続
して取り組んでいきたいと思
います︒
︵総務企画課 小畑︶

16

西村和仁さんに感謝状

10

８月３日︵木︶中谷地区の
西村和仁さんに︑法務大臣か
ら感謝状が贈られました︒
西村和仁さんは平成 年
月１日に人権擁護委員に任命
されて以来︑５期 年にわた
り︑いじめや虐待といった人
権相談の解決や︑人権思想の
13

お｢かやま移住・定住
フェア大阪会場 に｣参加
７月 日︵日︶に大阪・難
波御堂筋ホールにて﹁来て！
見て！晴れの国おかやま移住 ･
定住フェア２０１７﹂が開催
されました︒
新庄村をはじめとして岡山
県の各市町村が移住希望者の
ためのブースを設置し︑来場
した近畿圏の方々からの相談
を受けました︒
新庄村ブースに訪れた方々
には︑自然環境の良さ︑子育
て環境の良さ︑各種の支援制
度︑コワーキングスペース咲
蔵家とテレワーク事業︑キュ
リオスクールによるデザイン

７月 日︵火︶に創生セン
ターにて放送番組審議会を開
催しました︒この度︑任期に
より新しく委員を改選しまし
た︒審議会は︑放送番組の適
正を図る為に審議するもので
25
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歯薬学総合研究科の有元佐賀
恵准教授による﹁サルナシの
健康効果﹂の基調講演があり
新庄産サルナシの紹介があり
ました︒また︑各地域のサル
ナシ製品︵酒類︑酢︑ジュー
ス︑カレー等︶のＰＲや情報
交換会︑ほ場の視察等も行わ
れました︒
参加自治体
福島県 玉川村
南会津町
新潟県 十日町市
三条市
岩手県 軽米町
山形県 飯豊町
西川町
長野県 小谷村
岡山県 新庄村

25

次回の第２回サミットも福
島県玉川村で開催予定です︒
︵産業建設課 竹本︶

転作現地確認

７月 日
︵木︶
︑農業委員及
び転作確認委員のご協力によ
り︑村内全域の転作農地を確
認していただきました︒殆ど
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
ただいているのが確認できま
した︒ご理解︑ご協力を心よ
り感謝申し上げます︒
主な転作作物は次のとおり
です︒
飼料作物約
ヘクタール
野菜
約
ヘクタール
大豆
約
ヘクタール
加工米 約
ヘクタール
花き
約
ヘクタール
果樹
約
ヘクタール
自己保全約
ヘクタール

農地のことについては︑ど
んな質問でも結構ですので︑
お近くの農業委員︑農地利用
最適化推進員または役場産業
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 竹本︶
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27

60

道の駅の機能強化に反映する
よう取組を行って参りますの
で︑今後ともご理解ご協力よ
ろしくお願いいたします︒
︵産業建設課 竹本︶

第１回
全国さるなしサミット
全国のさるなし産地の関係
者出席により福島県玉川村に
於いて７月 日︵日︶﹁第１
回全国さるなし・こくわサミ
ット﹂が開催されました︒開
催地である福島県玉川村を始
め岩手︑山形︑新潟︑長野か
らさるなしの栽培等に取り組
む９市町村が参加しました︒
サミットに先立ち全国さる
なし・こくわ連絡協議会の設
立総会が行われ︑さるなしの
特産化に取り組む関係自治体
及び団体が連携してさるなし
の知名度向上と販路拡大を図
ると共に高付加価値化のＰＲ
事業に取り組むことを決定し
ました︒新庄村からも村長を
始め㈱サルナシの里新庄︵代
表取締役 芦川巖︶に参加い
ただき新庄村のサルナシのＰ
Ｒを行いました︒
サミットでは新庄村にもゆ
かりのある岡山大学大学院医

13 1.7 1.6 7.7 3.5 10 38

入していただきました︒ご意
見としては︑
○常に変化を出してほしい︒
○テラス席が有れば良い︒
○地元産品を増やしてほしい
○餅や饅頭だけでなく他の特
産品開発もしてほしい︒
○ヒメノモチを使用した商品
のバージョンアップを行っ
てほしい︒
○女性が立ち寄りやすい施設
と運営を行ってほしい︒
等のご意見がありました︒
また︑７月 日︵水︶には
﹁村で暮らし続けるための仕
掛けづくり﹂
として︑
お茶を活
用した商品開発 ブ(ランド化 )
及び販売等の取組により国の
重点﹁道の駅﹂として平成
年４月にオープンした︑道｢の
駅﹂お茶の京都 みなみやま
しろ村︵京都府南山城村︶へ
㈱メルヘン・プラザ及び産業
建設課職員の計４名で視察を
行いました︒地元住民の利用
しやすい﹁村民百貨店﹂の整
備やコミュニティバスの運行︑
宅配サービスと高齢者の見回
り等特徴的な取組を実施して
おられました︒
視察研修で得た情報︑皆様
から頂いた貴重なご意見は︑

29

﹁道の駅﹂視察研修

23

㈱メルヘン・プラザ主催の
﹁道の駅視察研修会﹂が６月
日︑ 日︑７月４日の３日
間開催され︑道の駅利用者な
ど︑約 名が参加しました︒
研修会では︑平成 年の開
駅に伴い特産品開発に力を入
れられている道の駅 た｢かの ｣
︵広島県庄原市︶
と︑
平成 年
開駅で﹁行って良かった道の
駅ランキング２０１６﹂で全
国 位に選ばれた道の駅﹁あ
らエッサ﹂︵島根県安来市︶
を視察しました︒
いずれも地元の農林水産物
を多く取扱い地域農業の活性
化を出発点とした取り組みを
見るものでした︒特に道の駅
﹁たかの﹂では地域の特産品
であるリンゴなどを活用した
﹁高野の逸品１００プロジェ
クト﹂により生まれた特産品
が売り場に陳列されておりま
したが︑商品に同じマークを
使用したり︑同じ商品でも内
容量などのサイズを変えて販
売するなど工夫を凝らしてい
ました︒
今回の視察研修に際し参加
者の皆様に道の駅のリニュー
アルに向けてアンケートを記
12
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組合総会が開催されました︒
平成 年度の事業報告︑決
算報告︑平成 年度の事業計
画と収支予算︑８月３日 木( )
開催の第１００回新庄村畜産
共進会について話し合いが行
われました︒
近年︑和牛の飼育頭数も減
少している中︑新庄村におい
ては肉用牛振興にも力を入れ
ており︑安定した経営と︑基
盤強化等︑熱心に話し合いま
した︒
平成 年度の新庄村肉畜共
励組合の役員は次のとおりで
す︒
組合長
稲田泰男
副組合長
竹本英利
委員
︵兼監事︶ 坂本徳次
委員
︵兼会計︶ 坂本吉男
監事
宍戸 誠
今年度の主な事業は以下の
通りです
・８月３日︵木︶
第１００回新庄村畜産共進会

29

・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 植木︶

第 回新庄村畜産共進会開催
第( 回蒜山共進会同時開催 )

○第２部︵雌牛︶
優等首席
しんたけ８２２号
竹本康紀さん
○第３部︵雌成牛︶
優等首席
しんみお９号
稲田佳子さん
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８２２号と決定
しました︒
また︑第１００回開催記念
事業として︑﹃小学生共進会
見学ツアー﹄を企画し︑新庄
小学校４〜６年生８名が参加
をしました︒見学ツアー中に
は︑優等首席を当てる予想投
票等を行いました︒
出品者の村内畜産農家をは
じめ︑見学ツアーにご参加い
ただいた児童のみなさま︑関
係者及びご参観いただいたみ
なさま︑誠にありがとうござ
いました︒
︵産業建設課 植木︶

新庄村特産品
開発研究会総会

７月７日︵金︶美作広域農
業普及指導センターの細川副
参事にご出席いただき︑平成
年度新庄村特産品開発研究
会の総会を開催しました︒
まず研究会の活動報告を行
った後︑各団体から活動報告
をいただきました︒次に交付
金を活用したご当地商品開発
事業の説明と参加呼びかけを
行い︑さらに美作広域農業普
及指導センターから﹁加工場
運営管理研修﹂の実施予告が
ありました︒また８月中旬に
は先進地視察研修を実施する
ことも採択されました︒
参加された会員の皆さんか
らはご当地商品の開発事業に
ついてさまざまな質問があり︑
関心の高さがうかがえました︒
来年に道の駅リニューアルを
控え︑新しい商品の開発や︑
衛生管理意識のさらなる向上
など︑研究会の取り組みの推
進を図っていきます︒
︵産業建設課 山田︶

29
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８月３日
︵木︶
︑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︒
審査結果は次の通りです︒
○第１部︵去勢及び雄牛︶
優等首席
新勝紀２号
竹本康紀さん
23

ヒメノモチ
生産組合総会
７月 日
︵木︶
︑第 回新庄
村ヒメノモチ生産組合総会が
江府町の休暇村奥大山で開催
されました︒
今年は真庭普及指導センタ
ーの西川主幹︑小倉村長︑園
山議員︑生産者︑事務局のＪ
Ａ真庭美甘支所から多くの皆
さんにご出席いただきました︒
前年度事業報告及び収支決
算︑監査報告︑ 年度の事業
計画案及び予算案などが慎重
に審議され︑原案とおり承認
されました︒ヒメノモチの獣
害・カメムシ対策及び品質向
上を主眼においた取組等が出
来ないかとのご提案もありま
した︒
生産者の皆様には今後も農
業収入の増収に向け︑より一
層高品質のヒメノモチ生産に
ご協力いただきますよう︑よ
ろしくお願いします︒
︵産業建設課 竹本︶
16

平成 年度新庄村
肉畜共励組合総会開催

29

７月 日︵水︶創生センタ
ーにおいて︑新庄村肉畜共励

28
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22
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ーターの方の参加を含めて募
集期限前に定員に達するなど︑
新庄村の夏の定番イベントと
して定着してきています︒
岡山県南の方を中心に︑源
流の滝遊び＆キャンプ体験は
グループ 人︑森林セラピ
ー＆草木染めツアーは５グル
ープ 人の合計 人の皆さん
に参加をいただきました︒台
風の接近も懸念されましたが︑
幸いにも好天に恵まれ︑新庄
村でしかできない特別な夏の
体験を楽しんでいただくこと
ができました︒
企画・運営にご協力をいた
だいたスタッフの皆さん︑関
係者の皆さんには紙面を借り
てお礼申し上げます︒
︵産業建設課 山田︶

29

３〜４名が一つのチームにな
り︑８組に分かれて個人戦を
行いました︒
各組が８ホール２回の計
ホールの合計打数で競技し︑
中にはホールインワンを２回
出す方もおり︑真剣な中にも
楽しくプレーをされていまし
た︒
当日の結果は次のとおりで
す︒
優 勝 佐々木昌子さん
準優勝 坂本 英典さん
第３位 柴田
勉さん
ホールインワン賞 ７名
︵公民館 山田︶

16

新庄村総合
教育会議を開催

７月 日
︵火︶
︑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 新庄村社会福祉協議会︶
をふれあい公園で開催しまし
た︒総勢 名の方が参加し︑
31

ネイチャー
ワークショップ
２０１７
８月５日
︵土︶
︑６日
︵日︶
の
２日間︑
恒例となりました 新｢
庄村ネイチャーワークショッ
プ２０１７﹂を開催しました︒
毎年参加者の皆さんに好評
を頂いており︑今年で４回目
の開催となりましたが︑リピ

７月 日︵水︶に公民館大
会議室で新庄村総合教育会議
を開催しました︒
本会議は地方教育行政法の
改正に伴い︑平成 年４月か
ら村長と教育委員会が十分な
意思疎通を図り︑教育行政の
推進を図るため設置している
ものです︒
今回は地域学校教育活動に
ついて︑平中コーディネータ
ーから放課後支援︵放課後子
ども教室や沢塾など︶や土曜
日等支援︵ジュニアスポーツ
など︶
︑
学校支援ボランティア
について説明を行いました︒
また︑岡山県学力・学習状況
調査等についても意見交換が
行われました︒
︵教育委員会 山田︶

27

公民館長杯
グランドゴルフ大会

26

11
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12

11

32

43

21

お元気ですか？

50

﹃バイタルサイン﹄

よくホースに例えられます︒
年を重ねるにつれて︑ホース
がもろく硬くなり︑血液が流
れにくくなります︒そのため︑
高血圧になる方が増えてきま
す︒高血圧が続くと血管に負
担がかかります︒脳卒中や心
筋梗塞などの原因になるため︑
早期の対応をしましょう︒
③脈拍
心臓から押し出される血液
の拍動を﹁脈拍﹂として手首
や首から確認することが出来
ます︒健康な成人の脈拍は１
分間に 〜１００回です︒
回以下や１００回以上の場合
は注意が必要です︒
④呼吸︑意識状態
落ち着いた状態で︑１分間
に 〜 回の呼吸数が正常で
す︒意識障害の原因は︑脳の
障害と脳以外の異常が考えら
れます︒
体温や血圧など︑ご自身で
平常時の数値を把握されてい
ますか？定期的に測って記入
しておくと︑自身の健康状態
の目安になります︒暑い日が
まだまだ続きますので水分補
給を心がけ︑食事からエネル
ギーをとり睡眠でしっかり休
養をしましょう︒
︵住民福祉課 大塚︶

60

20

だける作品を上映したいと思
いますので︑多くの方のご参
加をお待ちしています︒
︵公民館 山田︶

地域資源を活用した土曜日
教育 自(然体験教室 開)催

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 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︒
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 前田︶

厳しい暑さの中︑いかがお
過ごしでしょうか︒夏バテは
していませんか︒
バイタルサインとは︑人｢が
生きているサイン﹂のことで
す︒
バイタルサインには︑
﹁体
温 血
｣｢圧 脈
｣｢拍 呼
｣｢吸 意
｣｢識
状態﹂があります︒バイタル
サインを測定する際の大切な
ことは︑平常時から自分の数
値がどのくらいか知っておく
ことです︒
①体温
体温とは︑全身を流れる血
液の温度のことで︑体の温度
となります︒日ごろの体温と
比べて１℃以上高い場合は︑
﹁発熱﹂と考えて下さい︒体
内に熱がこもって高体温にな
ることを﹁うつ熱﹂と言いま
す︒高温の環境に居続けるこ
とで起こります︒室内でも安
心せず︑窓を開け扇風機を利
用するなど風を通して︑熱が
こもらないようにしましょう︒
②血圧
血圧とは︑血液が血管を流
れる圧力のことです︒血管は

14

星空映画の鑑賞会
７月 日︵金︶に毎年恒例
の﹁星空映画会﹂を開催しま
した︒
今年度は大人気映画の﹁ミ
ニオンズ﹂を上映したところ︑
村内外から約１２０名の参加
があり︑公民館前の会場は多
くの人であふれていました︒
星空の下︑屋外での開放感
と心地よい風を感じながら大
スクリーンに映し出される映
像はとても迫力があり︑皆引
き込まれていました︒
また︑風の子文庫の皆さん
のご厚意により︑受付時間か
ら上映までの間︑焼きそばや
かき氷︑綿菓子などを作って
いただきました︒
来年も皆さんに喜んでいた
地域資源を活用した土曜日
教育︵自然体験教室︶を７月
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︑新庄川
でリバートレッキングを実施
しました︒
岡山市の京山公民館︑京山
23
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70

傷

0

0人

3

3人

軽

傷

1

5人

1

147人

（総務企画課 小畑）

15 29

！

創作童話・創作絵本

医師・看護師である幹部
自衛官になる

26

募集中

ウスイロヒョウモンモドキがいつまでも
生き続けられる童話・絵本の世界をあな
たの言葉でつくりませんか？

その他詳細は、チラシをご覧ください。（チラシは、役場・公民館・咲蔵家.
に置いています。）

問い合わせ先 役場総務企画課 村内無料電話：3-2412

田草取母を思いて伸ばす腰

星のくず地上に遊ぶほたるの夜

葉の緑紛れ忍者の雨蛙

万緑を映し切れない隠れ沼

兵江 道子

三鴨 浩子

三船八寿子

峠下

渡邉 算人

巌

夕闇に小川のせせらぎ蛍飛ぶ

樋口 正直

︵新庄村俳句教室より︶

○応募受付期間
７月３日(月)〜10月２日(月)
○応募資格など
◇創作童話
高校生以上 アマチュアの方 400字詰め原稿用紙５枚以内
◇創作絵本
中学生以下の個人または家族や友達とのグループ応募も可能
表紙を含めて30ページ以内

網戸にす日課のひとつ朝涼し

今月の俳句

ウスイロヒョウモンモドキ

防衛医科大学校
学生募集

21

︽戸籍の動き︾

重

平成 年７月受付分

5人

末永くお幸せに

2

婚姻届

13 28

予約先
津山事務所 お客様相談室
℡０８６８ - 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︒

25 14

︵住民福祉課︶

0人

＊川村 拓也
上田 裕子

○募集種目
▼防衛医大 医学科学生
▼防衛医大 看護学科生
○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
９月５日
︵火︶
〜
９月 日
︵金︶
必着
○試験日
▼医学科
一次
月 日・ 日
二次
月 日〜 日まで
の指定する日
▼看護学科
一次
月 日
二次
月 日・ 日
○試験場
受付時にお知らせします︒
○着校時期
平成 年４月上旬
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
12 10

８月の納税

0

おめでとうございます

者

出生届

死

＊平成 年７月 日
だい き
島田 大生 兼(宏・真里奈 )

201件

村 県 民 税︵２期︶
国
保
税︵３期︶
介 護 保 険 料︵３期︶
後期高齢者保険料︵２期︶
納期限 ８月 日︵木︶

59

故

5件
事

1

18

11 10

31

数

﹁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

15 12 15 12

31

件

29

９月の年金相談日をお知ら
せします︒
日時
９月 日︵木︶ 時〜 時
時〜 時
９月 日︵木︶ 時〜 時
時〜 時
場所 真庭市役所久世本庁舎

6月期 本年の累計 6月期 本年の累計

16

13 10 13 10

29

30

真庭市内
内
村

分
区

お
知
ら
せ

29

14

28

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︒

6月期の交通事故・違反者発生状況
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めるもの︒
○昭和 年５月 日以前に
着工された住宅︒
○居住その他の使用がされ
ていない状態で概ね１年
以上経過しているもの︒
○公共事業による移転の対
象となっていないもの︒
○その他で補助を受けてい
ないもの︒
補助金額
︵除去事業︶
補助対象額の３分の２
︵ 万円上限︶
なお︑新庄村景観保存区域
においては上限は１００万円
︵応急措置︶
補助対象額の３分の２
︵ 万円上限︶
なお︑新庄村景観保存区域
においては上限は 万円
︵産業建設課 酒井︶
31

40

試 験 日

10月15日（日）

試験会場

新庄村役場

受付期間

９月１日
（金）
〜９月21日
（木）

保健師の免許を持つ人

全国一斉養育費相談会 ｣
｢
開催のお知らせ
岡山県青年司法書士協議会
と全国青年司法書士協議会で
は︑﹁あきらめないで 全国
一斉養育費相談会 〜子ども
のかけがえのない今と︑未来
のために〜﹂と題して︑養育
費に関する電話相談会を開催
します︒
○日時
平成 年９月２日︵土︶
〜 時まで
○電話番号 フ(リーダイヤル )
０１２０ ５-６７ ３-０１
○その他
相談無料︑秘密厳守です︒
︵総務企画課 岡崎︶
16 29

空家等の除去等に
かかる費用に補助金
が出ます

10

村内にある空き家の一戸建
て木造住宅の除去・応急措置
に係る費用の一部を補助しま
す︒
対 象
○村内にある民間住宅
︵個人所有であるもの︶
○特定空家又はそれになり
得るものとして村長が認

昭和59年４月２日以降に生まれ、

１名

師

健

保

平成30年３月までに高等学校を卒

若干名

一般事務（初級)

受験資格

採用予定人員

試験職種

50

20
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56

新庄村職員採用試験を実施します

〜平成30年４月採用〜

試験案内、申込書の配布場所

新庄村役場総務企画課

新庄村のホームページからダウンロードできます

昭和59年４月２日以降に生まれ、

業した人

社協だより

理想の福祉を目指して

年に一度の大会です︒未経験
者の方も大歓迎です︒来年度
は是非ご参加頂き︑この大会
を盛り上げてください︒

９月の予定

28

第 回新庄村
老人クラブ連合会長杯
ゲートボール大会
近年ゲートボール人口が減
少し︑老人クラブ員を対象と
したゲートボール大会は唯一
この大会だけとなっています︒
ボールをたたく音を聞く機
会もめっきり少なくなってい
るふれあい公園で︑７月 日︑
第 回目の大会を開催し︑
名のクラブ員が参加しました︒
単位クラブの枠にとらわれな
いチーム編成で︑楽しく親睦
を深めることかできました︒
この大会はクラブ員同士の
親睦を第一に考えています︒

日 村民合同運動会参加
日 第 回真庭地域老人ク
ラブスポーツ大会
事
※前準備あり
︵真庭市落合︶
︵予備日／９月 日︶
13

８月３日
︵木︶
︑毎年恒例と
なりました納涼祭をふれあい
センターにて開催しました︒
保育所の園児や先生方がゆ
かたや甚平を着て︑新庄盆踊

ふれあいセンター
納涼祭

26 10

11

10

理事会開催

35

35

35

新庄村社会福祉 協 議 会
８月１日に理事会を開催し︑
社会福祉法改正に伴う経理規
程の一部改正 夏･期援護事業 ･
新仏参拝事業についての審議
を行い︑可決承認して頂きま
した︒
また︑事務局より︑ふれあ
いセンター関係の施設改修工
事︑事業等について︑検討事
案及び経過報告について行い
ました︒

老人 ク ラ ブ 連 合会の活動

７月の活動状況
日 第 回新庄村老人クラ
ブ連合会長杯ゲートボ
ール大会
︵ 名︶
日 公民館長杯グラウンド
ゴルフ大会 ︵ 名︶
日 緑と花いっぱい運動及
び農園作業︵草取り︶
︵女性部８名︶
10

31

11

11

18
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り﹁ひがし﹂を踊りながら入
場︑ドラえもん音頭や七夕の
歌の披露で︑会場を大いに盛
り上げてくれました︒そして︑
デイサービスとさくらの里の
利用者と園児たちが一緒に︑
七夕飾りに様々な願いを込め
飾りつけをしました︒
昼食には︑夏祭りをイメー
ジした焼きそば等の料理をお
ばこの会の皆様の協力のもと
準備し︑皆さん美味しい美味
しいと喜んでくださいました︒
午後からは︑金魚すくいゲ
ームやつかみ取りに参加して
頂き笑いの絶えない楽しい時
間を過ごすことができました︒
また︑村内小学生有志の田植
え歌の披露もあり盛り沢山の
納涼祭となりました︒
ご協力いただきました皆様

に心より感謝申し上げます︒
ありがとうございました︒

社協へのお問い合わせ
村内無料電話
３ ３
―１０６

第426号

広

報

中学校だより
各部とも健闘〜県大会を目指して〜
中学生が出場
する運動部の大
会には、真庭支
部総体と美作地
区総体がありま
す。どの大会で
も、日ごろの練
習の成果を発揮し、上位入賞を目指しています。
中でも、美作地区の大会は、県総体の予選を兼ね
ており、運動部で活動している生徒にとって大き
な目標となっています。
本年度は、7月7日(金)〜9日(日)に開催された美
作地区総体が県大会出場をかけた大会でした。特
に3年生にとっては、県大会に出場できなれば引
退となる重要な大会です。試合に向けて、一人ひ
とりが練習に打ち込み、技能と精神面を高めてき
ました。今回の大会では、卓球部3名、バドミン
トン部2名が県大会への出場権を得ることができ
ました。
7月21日(金)〜24日(月)に行われた県大会でも、
強豪を相手に臆することなく全力で臨み、持てる
力を発揮してくれました。
この大会をもって3年生は引退しました。秋から
は、卓球、ソフトテニス部のみの活動となり、バ
ドミントン部は休部となります。秋の新人戦に向
けて1･2年生が新チームで活動を始めています。
9月下旬の真庭支部秋季総体、10月上旬の美作地
区予選会を経て、11月上旬の県秋季大会を目指し
ていきます。
（新庄中学校 河井）

新
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小学校だより
心と命の教育活動
７月３日（月）、真庭署生活安全課、津山少年サ
ポートセンターの方を講師に『心と命の教育活動
（非行防止教室・ネットモラル教室）』を行いま
した。小学校３・４年が非行防止教室、小学校５
年から中学校３年までがネットモラル教室でした。
非行防止教室では、プレゼンソフトで絵や図を
たくさん使ってわかりやすくお話をしていただき
ました。どんなことが犯罪で、どれくらい重い罪
になるのかしっかり学ぶことができました。
ネットモラル教室では、ビデオをもとに身近な
ネットトラブルについて考えました。自分がネッ
トに関わる事件やトラブルに巻き込まれないよう
にするためには、どんな力やどんな知識が必要な
のか分かったと思います。
この『心と命の教育活動』の時間を通して、自
分を大切にすること、他の人を自分と同じように
大切にすること、ルールを守ることなど、たくさ
んのことを学習することができました。
（新庄小学校 岡田）

だれ桜通りと河川公
園周辺のゴミ拾いを
行いました。
お腹もすいた頃、
７月29日（土）、新庄村ジュニアスポーツクラ
楽しみにしていた交
ブ員、卒業生、保護者、指導者の45名が集まり、
流会が始まりました。
夏の交流会を行いました。
午前９時から、サッカー、ソフトバレーの練習 か き 氷 、 焼 き そ ば 、
を行った後、お世話になっている新庄村への恩返 フランクフルト、た
しをしたいとの発案で、クラブ員と指導者は、し こ焼きといったみん
なが大好きなメニューが並び、縁日のようなにぎ
やかさでした。ご飯の後は、恒例の水遊びです。
指導者もクラブ員もびしょ濡れになって、夏のひ
と時を楽しむことができました。
買い物や準備、片づけと保護者の方には大変お
世話になりました。これからもジュニアスポーツ
クラブが子ども達の笑顔いっぱいの活動となりま
すよう、ご支援ご協力をよろしくお願いいたしま
す。
（教育委員会 平中）

新庄村ジュニアスポーツクラブ
夏の交流会

再生紙を使用しています

