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わたしたちの町

人 口 11,970人／男 5,801人／女 6,169人／世帯 4,766世帯 (11月1日現在）

奥出雲町建設業協会から、
防犯カメラ1基の寄贈があり、
10月18日
に同協会の佐藤会長をはじめ役員4名が出席され、
役場仁多庁舎で
贈呈式が行われました。
町に対し寄贈いただいた防犯カメラは、
今回
で8基目となります。
佐藤会長は、
「町民の皆さんの安全のために活用してほしい。
でき
れば防犯カメラが活躍しない事を願っています。
」
と述べられました。
寄贈いただいた防犯カメラは、
町内の施設や学校などに設置され、
町民の安全を見守っています。

きらり☆輝く地域づくり事業

～活動紹介～

紀翠会「池坊生け花展示活動」

役場からのお知らせ

池坊･紀翠会会員と横田高校華道部の生徒が、
地域の
活性化と、
暗い社会情勢に明るい気持ちを持つ一助にな
る様にと、
【横田駅待合室】
と
【奥出雲町老人保健施設】
に
来客へのおもてなしの意味も込め、
生け花を飾っていま
す。
月に2～3回お花の生け替えをしているため、
多種多
様な作品を見ることができます。
是非、
花を生けている様子や各施設に展示してある作
品をご覧ください。
【活動場所】
＊さくら館（伊賀多氣神社付近） 月曜日【3回/月】14:00 ～ 20:00
＊カルチャープラザ仁多
水曜日【2回/月】19:30 ～ 21:00
＊鳥上公民館
木曜日【2回/月】20:00 ～ 22:00

お問い合わせ 紀翠会 電話：090-7504-0259（担当：恩田）
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目録を手渡す佐藤会長（右）

女良木自治会（馬木地区）
「みんなで守り育てるしまねの道と
川の愛護活動」受賞
8月24日、島根県庁において、地域の道路、
河川などにおける愛護活動に功績のあっ
た個人・団体に対して贈られる「みんなで
守り育てるしまねの道と川の愛護活動」島
根県知事表彰を、馬木地区女良木自治会が
受賞されました。
女良木自治会では大馬木川右岸堤防法
面の草刈りや大馬木川の河川浄化を地域
をあげて積極的に取り組まれ、長期にわた
り河川美化に多大な貢献をされたことが
高く評価され、丸山知事から感謝状が贈呈
されました。

丸山知事（左）から感謝状を贈呈される
北村女良木自治会長（右）

阿井小学校4年生と町和牛改良組合阿井支部の皆さん

9月27日、和牛改良組合阿井支部の肉用子牛品評会に併せ、阿井
小学校4年生による和牛審査体験学習が行われ和牛の審査方法につ
いて理解を深めました。
4年生14名は、県の農業普及員から和牛の審査のポイントを教
わった後、品評会に出品された子牛14頭の体を触りながら審査したう
えで、児童全員で話し合い、上位3頭を決定し、手作りの賞状で出品者
を表彰しました。

特旨叙位を受章
故 安部 文夫さん（鳥上）
安部さんは、昭和48年10月から平成13年10
月まで横田町議会議員として通算7期28年有
余の永きに亘り務められ、その間、横田町議
会正副議長、建設常任委員会委員長などを歴
任され、地方自治の振興と住民福祉の向上に
貢献されました。
また、
奥出雲町土地改良区理事長や横田町
土地改良区理事長、
横田町農業委員会会長、
横
田町社会福祉協議会会長など多くの要職を歴
任されました。
平 成14年 に は
叙勲（勲五等瑞宝
章）を 受 章 さ れ、
地方自治に大き
く貢献された生
前の功績が認め
られ、叙位を贈ら
れました。
安部文夫さんの
ご家族の安部昌平さん

株式会社ガットから
寄附金をいただきました
町内で精密機器の部品を製造する株式会
社ガットから100万円の寄附をいただきまし
た。
同社は、
これまでにも町内の小・中学校や高
校に新型コロナウイルス感染症対策のための
パーテーションやマスクを寄贈されています。
10月18日に 行 わ れ た 贈 呈 式 で、
株式会社
ガットの吉見淳二代表取締役は
「三沢に創業
して20年近く経ち、
お世話になった町へ恩返
ししたいと思った。
子どもたちのために使っ
てほしい」
と述
べられました。
いただいた
寄附金は、
幼児
教育の充実に
有効に活用さ
せていただき
ます。
吉見淳二代表取締役（右）
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役場からのお知らせ

奥出雲町建設業協会から防犯カメラが寄贈されました

阿井小学校４年生の

20年以上の長きにわたり食生活改善事業に尽力し、その功績が特に顕著であると認められる方
を厚生労働大臣が表彰する食生活改善事業功労者表彰を、佐藤陽子さん（下
横田）が受賞されました。
佐藤さんは、平成8年から奥出雲町食生活改善推進員（ヘルスメイト）とし
て、各世代に食べることの大切さや料理の楽しさを伝える活動を行ってこ
られました。また、合併後の平成17年から14年間は奥出雲町食生活改善推進
協議会会長を務められ、同協議会の発展にも寄与されました。現在も、同協
議会の会員として活躍されています。
このほか関係機関と連携し、町の食を通じた健康づくりの普及に対する
長年の功績が認められ、この度の受賞となりました。

和牛審査体験学習

栄養関係功労者 厚生労働大臣表彰
佐藤陽子さんが受賞

農業者年金は「終身年金」ですので、

女性の長い老後をしっかりサポートします。
経営協定を結べば

保険料の国庫補助も受けられます。
女性の農業経営への参画をしっかり応援します！
保険料が全額社会保険料控除の対象で、

高い節税効果！

活
老後生
は
え
備
への
?
か
す
充分で

詳しくは…

農業者年金基金

検索

https://www.nounen.go.jp

※農業者年金の加入には、
「国民年金第１号被保険者であること」
「年間６０日以上農業に従事していること」
「６０才未満であること」
の３つの要件を満たしている必要があります。
※詳しくは、お近くの農業委員会、又はJAへ！

横田高校の活動をお知らせする
「よここうコーナー」

研 修旅行

役場からのお知らせ

10月13日から14日にかけて、2年生は1泊
2日で研修旅行に出かけました。1日目の午前
は、玉造温泉を訪れ温泉街の活性化について
学び、午後は松江市内の大学・短大・専門学
校を見学、夜には出雲大社神門通りの復活に
ついて研修を行いました。2日目は、松江から
出雲大社まで一畑電鉄しまねっこ電車を貸し
切って移動し、電車内では一畑電鉄の歴史や
課題について話を聞きました。到着後、前日
の研修を踏まえて神門通りの散策を楽しみ、
午後からは、奥出雲町へ戻り、班に分かれ、
地元の課題について、研修を行いました。コ
ロナ禍の中で日程や地域を変更しての実施と
なりましたが、生徒たちにとって有意義で思
い出に残る研修旅行となりました。

水道料金の減免申請について
奥出雲町では、
凍結及び老朽化等を原因とした宅内給
水管の破損による漏水に対して、
水道料金の減免申請
ができます。
漏水が判明したら
１ 水道課へ相談してください。
２ 奥出雲町給水工事指定業者へ連絡して修繕を行っ
て下さい。
３ 水道料金減免申請書に必要事項を記入、
必要書類
（領収書の写し、
着工前・着工後の写真）
を添付して
提出して下さい。
【提出先】
仁多庁舎・
・町民課、
横田庁舎・
・水道課
４ 書類審査後、
適正と認められれば、
納付済の方へは
還付、
未納付の方へは納付書を再発行いたします。
※申請手続は、
奥出雲町給水工事指定業者が代行して
も構いません。
※毎月の検針時に漏水が判明した場合、
水道課から連
絡いたしますので、
上記2以降の手続きを行って下
さい。
※減免額は、
漏水時の水道料金と過去一年間で一番多
い水道料金との差額の1 ／ 2とします。
〇減免額算出例
漏水時使用料金
10,000円
過去1年間での最大使用料金 5,000円
減免額
(10,000円-5,000円)÷2＝ 2,500円

一畑電車内の様子
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お問い合わせ

奥出雲町役場 水道課
有線： 20-4288 電話： 52-2676

令和3年度奥出雲町肉用子牛共進会が、10月11日に仁多中央家畜集合所において開催されました。
この共進会は、
肉用牛の改良増殖と畜産経営の発展を目的に開催されており、
町内9地区および奥出雲町
農業公社から選ばれた32頭の肉用子牛が出品され、
審査員によって個体審査、
比較審査が行われました。
本共進会の上位10席までが、11月12日に開催される島根中央子牛共進会に奥出雲町を代表して出
品されます。
〈審査結果〉
順位

名号

出品者（地区）

特選賞首席

まつざくら

金倉 弘美（阿井）

特選賞2席

ふくみさき2

内田 勇（三沢）

特選賞3席

えいこ3

藤原 スエ
（布勢）

特選賞4席

ひろひめ3

古田川 武則（馬木）

特選賞5席

てるさつき

吉川 重義（横田）

▲特選賞首席の
「まつざくら」号と金倉弘美さん（左）

世界農業遺産
国連食糧農業機関へ
認定申請書を提出しました
奥出雲町農業遺産推進協議会は、10月7日、
「たたら製
鉄から持続可能な農業へ 奥出雲の農村開発システ
ム」と題した申請書を国連食糧農業機関（FAO）へ提出
しました。
申請書は、専門家の助言も受けながら内容を精査し、
砂鉄採取後に形成された奥出雲の棚田景観
英訳作業を行いました。
（鳥上福頼集落）
奥出雲の農業遺産は、たたら製鉄の営みを通じて砂
鉄を採取した鉱山跡地を棚田に再生し、稲作を中心として、和牛の飼養による耕畜循環、森林資源の
循環的な利用など自然と共生した農業が行われてきたことを特徴としています。
世界農業遺産は、世界的に重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）をFAO
が認定する制度で、現在、世界で22カ国62地域、日本では11地域が認定されています。
今後、FAOによる審査を経て、認定の可否が決まります。審査スケジュールは未定ですが、世界農
業遺産の認定をめざし、書類審査、現地調査の対応を進めてまいります。
申請タイトル：From Traditional Ironmaking to Sustainable Agriculture
The Rural Development System of the Okuizumo Area
（たたら製鉄から持続可能な農業へ奥出雲の農村開発システム）
申 請 の 概 要：砂鉄鉱山跡地を棚田に造成し、採掘のために導いた水路やため池を灌漑に利用する
など、たたら製鉄から発達した知識を農業に応用した独自の土地利用により、稲作
を中心とした複合的な農業を営んできた。
当地域は、鉱山開発と農地開発を計画的に進めるとともに、地域の資源を有効に活
用した循環型農業を受け継ぐことによって、持続可能な農業と多様な文化、生態系
を作り上げてきた世界的に見ても稀有な地域である。
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役場からのお知らせ

女性農業者の皆さんへ
農業者年金ご存知ですか？

奥出雲町肉用子牛共進会を開催 和牛改良の成果

環境にもお財布にもやさしい生活にチャレンジ！
！

食器洗い乾燥機の購入は贅沢な気がしますが、忙しい主婦
(夫)にとって、楽ができる上に、光熱水費を節約して地球環境に
も優しい強い味方です。なぜなら水量が節約できるからです。
手洗いの場合と比較して1/5～1/9ほど節水になると言われて
います。それにより、水を暖める光熱費の、ガス代、電気代が
グーンと下がります。その理由は、手洗いのすすぎは水を流しっ
ぱなしにしますが、食洗機は溜めすすぎです。少ない水で洗浄
できるからです。
さらに使い方を工夫して、まとめ洗いを心掛けたり、お湯の
温度設定を低めにすることも可能です。また、乾燥機能ではな
く自然乾燥にすると、より光熱費を節約することができます。
洗浄とすすぎが終わった後は、スイッチを切って食洗機の扉を
開けて自然乾燥させるのをおすすめします。
高温のお湯で洗い、すすぎ、ヒーターの温風でカラッと乾か
すので、ふきんを使わず雑菌の繁殖も抑えられ清潔です。一方
で、アルミ製、銅製、鉄製の調理器具、高級ガラス、漆器やプラ
スチックなど食洗機では洗えないものもあります。また、茶碗
蒸しやグラタン等のこびりつき汚れもきれいに洗い落とすこと
ができないため、手洗いをプラスして、説明書を読んで、賢く利
用しましょう。
地球温暖化防止対策地域協議会・エコナイト
（奥出雲町在住しまねエコライフサポーターの会）

１０月に仁多可燃物処理センターで、鎖やハ
サミ等の金属類が可燃ごみと一緒に捨てられ
たことにより、操業を一時停止する事態が生じ
ました。

不燃物（金属・陶磁器・ガラス等）は、
施設において重大な事故や設備損傷の原
因になるため、少量であっても仁多可燃
物処理センターへの持ち込みや、可燃ご
みとして収集に出すことはできません。悪
質な場合等には、法により罰せられる場
合等があります。
ごみを出す際は、正しく分別していただきます
よう、皆様のご理解とご協力をお願いします。

11月は児童虐待防止推進月間です
～家庭・地域全体で子どもたちを守ろう～

１８９ 「だれか」
じゃなくて「あなた」から
児童虐待とは？…………………………………………
◎身体的虐待
・殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、溺れさせる、戸外にしめだす。など
◎性的虐待
・子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にする。 など
◎ネグレクト
・乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、
重い病気になっても病院に連れて行かない、子どもの健康、安全への配慮を怠っている、子どもの
意思に反して学校などに登校させない、子どもが学校などに登校するように促すなどの子どもに教
育を保障する努力をしない（子どもが学校にいけない正当な理由がある場合を除く）。他の人が子
どもに暴力を振るうことなどを放置する。 など
◎心理的虐待
・言葉により脅かす、無視したり、拒否的な態度を示したりする、きょうだい間で差別的な扱いをす
る、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう（DV）。 など
●

【お問い合わせ】
町民課 町民グループ

有線 ３１－５１０７
電話 ５４－２５１０
仁多可燃物処理センター 有線 ３５－０８９６
電話 ５４－０８９６

役場からのお知らせ

「食洗機は主婦(夫)と
地球環境の味方です」

ごみ分別の
徹底について

●

●

●

虐待かもと
思ったら

189

児童相談所
虐待対応
ダイヤル
（通話無料）

いち はや

く

【お問い合わせ】
福祉事務所 福祉グループ
有線：31‐5386 電話：54-2541

「体罰等によらない子育てのために

～みんなで育児を支える社会に～」

オンライン会議の背景にまちの風景を使おう！

役場からのお知らせ

まちの魅力発信につなげるため、株式会社イーハイブが提供する地域応援オンライン名刺付きバーチャ
ル背景メイカー「ふるさとメイシー」に奥出雲町ならでは
の画像を登録しました。
どなたでも無料で名刺付きの背景画像を作成することが
でき、オンライン会議の背景や、オンライン名刺交換等に
ご利用いただけます。
町内風景の背景画像を使用することで、会議中の話題の
ひとつとなりますので、ぜひご活用ください。
登録した画像
●トロッコ列車「奥出雲おろち号」
●船通山宣揚祭
●夕焼けの福頼棚田
●金言寺の大イチョウ
●黒刀「月下の笹」

登録したサイト
地域応援
オンライン名刺付きバーチャル背景メイカー『ふるさとメイシー』
https://www.smappon.jp/meishionline.html
＊画面右の「ふるさと写真を選択」から“島根県 奥出雲町”を選択してください。
＊Internet explorerではご利用いただけません。

【お問い合わせ】企画財政課 企画グループ
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有線：31-5242

電話：54-2522

交通事故防止のための運転について
今年度、町内において死亡事故が発生しました。
より一層の交通事故防止を心がけていただくために、次のことを注意しましょう。
漫然運転を原因とした直線道路での単独事故が発生しています。
通勤等で慣れた道であっても、カーブの多い山道や信号機のない道が続くことで、注意力が散
漫になることがあります。
運転中に眠くなるなど疲れを感じたら、休息をとるなど事故
防止に努めましょう。また、わき見運転による事故も発生して
います。
主に安全不確認や動静不注視などがあげられます。
人身事故：8割以上 物損事故：7割以上
（雲南警察署管内）を占めています。
安全確認を今まで以上に、「～だろう運転」を「～かもしれ
ない運転」になるよう心がけましょう。
広報 奥出雲
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人権週間が始まります
人KENまもる君

人権イメージキャラクター
人KENあゆみちゃん

基本的人権及び自由を尊重し確保するため、国連では毎年12月10日を「人権デー」と定めていま
す。法務省及び全国人権擁護委員連合会は、12月4日から10日までの１週間を「人権週間」とし、
全国で啓発活動を行っています。奥出雲町内では特設人権相談所を開設しますので、職場や学校での
いじめや嫌がらせ、家族間での悩みごと、新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別など、悩み
や困りごとをお持ちの方は、一人で悩まずご相談ください。相談は無料で、相談内容の秘密は守りま
すのでご安心ください。

～特設人権相談所開設について～

【日時】12月3日（金）午前11時から午後1時まで
【会場】カルチャープラザ仁多及び横田コミュニティセンター
【お問い合わせ】町民課 戸籍グループ 有線：31－5106 電話：54－2510

また、下記のとおり常設相談も行っていますので、お悩みのある方はご相談ください。
【相談専用ダイヤル】

相談時間：平日の午前8時30分から午後5時15分まで

みんなの人権１１０番
0570－003－110
女性の人権ホットライン 0570－070－810
【お問い合わせ】

里親制度とは?

子どもの人権１１０番
0120－007－110
外国語人権相談ダイヤル 0570－090－911

松江地方法務局人権擁護課
松江地方法務局出雲支局

電話 : 0852－32－4260
電話 : 0853－20－7732

里 親 になりませんか

～あなたを必要としている子どもたちがいます～

１．里親の役割
里親とは、さまざまな事情により自分の家庭で生活できない子どもたちを、児童福祉法の規定に基づき、
実親に代わって、家庭に受け入れ育てる制度です。
２．里親の種類
◆養育里親

◆専門里親

親と一緒に生活できるようになるまで養育する里親
休日・長期休暇のうちで都合のよい日だけ預かることもできます。
※養育する子どもは原則18歳未満

役場からのお知らせ

特に支援が必要と認められた児童を専門的な知識を持って養育する里親
①虐待等により心身に有害な影響を受けた子ども
②非行等の問題を有する子ども
③障がいのある子ども

◆親族里親

親の死亡・行方不明などの事情により両親に代わって子どもの扶養義務者及び配偶者である
親族（祖父母・きょうだい等）が養育する里親

◆養子縁組里親

養子縁組によって、養親となることを希望する里親

３．里親の養育負担費
子どもの生活費、教育費、医療費などが支給され、子どもが事故にあった場合など
の補償もあります。
また、養育里親、専門里親には、里親手当等が支給されます。
※養子縁組里親、親族里親には里親手当の支給はありません。
４．里親の要件等
【お問い合わせ】
◎子どもの養育について理解と熱意と愛情を持っていること。
出雲児童相談所・出雲地区里親会
◎児童相談所の職員の家庭訪問、調査や研修の受講が必要です。
電話 : 0853－21－0007
※詳細については、お問い合わせください。

9 広報 奥出雲

役場からのお知らせ

12月4日～10日

人権イメージキャラクター

町立奥出雲病院コーナー

みなさんは「訪問栄養食事指導」って
ご存知でしょうか？
当院では平成30年8月から「訪問栄養食事指導」を行っています。
通院が難しい方のご自宅に管理栄養士が訪問し、食生活や栄養に関する様々な相談をお受けします。

こんな時はわたしたちにご相談ください
・食べる量が減ってきた。食欲がない。
・食べたり、飲んだりするとむせる。飲み込みにくい。
・便秘、下痢などがある。
・糖尿病、心臓病、賢臓病などの食事の管理が難しい。

・体重が少しずつ減ってきた。
・脱水症状や肺炎を繰り返している。
・床ずれがある。

「指導」と聞くと、あれもダメ、これもダメと言われてしまうようなイメージをお持ちの方もいらっ
しゃるかと思いますが、私たち管理栄養士は地域のみなさまのこれまでの「自宅での食生活」と「気
持ち」を出来る限り尊重しながら、アドバイスをし、常に安心して食事の楽しさを持ち続けていた
だけるように、日々心がけています。
食事の事に限らず、なんでも気軽にお声がけください。
病院、地域で見かけたら、
気軽に声をおかけください！！

訪問サービスを希望される方は、「かかりつけ医」、
担当されている「ケアマネージャー」に
ご相談ください。

【お問い合わせ】
町立奥出雲病院 栄養管理科
有線：31-5770 電話：
（代表）0854-54-1122
（直通）0854-54-2770

三澤のぞみ 石川めぐみ 藤原裕子

山口典子

◆令和3年度宝くじコミュニティ助成事業◆

コミュニティ活動に必要な備品が 整 備されました
宝くじコミュニティ助成事業は、宝くじの収益を財源とし、地域のコミュニティの健全な発展を図
るためのもので、（財）自治総合センターが宝くじの社会貢献事業の一環として行っています。
今年度、助成事業により亀嵩地区中湯野自治会にコミュニティ活動備品として、折り畳みテーブル、
イス、ルームエアコン、ポータブルスロープを整備しました。
今回整備したことにより、集会等での着席時の苦痛緩和や集会
所の利便性向上につな
がります。

【お問い合わせ】 地域づくり推進課

有線：31-5265

電話：54-2524
広報 奥出雲
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阿井
横田
三成
亀嵩

25日
（土）

※日程は変更になる場合があります。

（問）
健康福祉課54－2781

奥出雲健康センター

―

★★健康に関する相談★★

13:30～13:45
13:00～13:15
13:00～13:15

―

令和3年4月・5月生
23日（木）
令和3年1月・2月生
9日（木） 令和2年4月・5月生
6日（月） 14:00～15:00（予約制）
16日（木） 10:00～12:00（予約制）

もの忘れ相談会

21日（火） 8:30～16:30

こころの健康＆もの忘れ相談
アルコールによる困りごと相談

14日（火）
13:00～15:00（予約制）
20日（月）

（問）
健康福祉課
54-2781
（問）
地域包括支援センター
役場仁多庁舎
54-2512
（問）
雲南保健所
雲南保健所
0854-42-9642
役場仁多庁舎

―

こころの健康相談日
歯と口の健康相談室

29

27

33

活躍を広く紹介し、
消防活動に対する
県民の理解を深めてもらうことを目的
に実施します。
♦募集要領
①写真のテーマ
「耀け！消防」
②応募資格
県内に在住または勤務している方。
プロ、
アマ問いません。
※応募者は応募作品の著作権を持
つ撮影者本人に限ります。
③応募点数
1 人 3 枚 まで応 募でき ま す 。ただ
し、
組み写真は不可とします。
④写真サイズ
4つ切りまたはワイド4つ切りとし
ます。
⑤応募上の注意
応募にあたっては、
次の各事項にご留
意の上、
応募票に必要事項を記入し
て写 真 裏 面に貼 付し提 出してくだ
さい。
●応募作品は、
消防団員を主たる対象
として令和3年2月以降に撮影さ
れたもので、未発表のものに限りま
す。
●被写体に第三者や建造物が含まれ
る場合、
肖像権に障害等が生じない
ように応募者の責任においてご確認
ください。
♦募集期間
令和3年 月 日
（金）
から令和4
年1月 日
（月）
まで
（消印有効）
※詳しくはホームページをご確認く
ださい。

（問）議会事務局52-2678
本会議（初日）
6日
（月） 9:30
本会議（一般質問）
7日
（火） 9:30
本会議（一般質問予備日）
8日
（水） 9:30
予算決算特別委員会
9:30
9日
（木）
総務経済常任委員会
13:00
教育福祉常任委員会
10 日
（金） 9:30
予算決算特別委員会（集約） 14 日
（火） 9:45
本会議（最終日）
17 日
（金） 9:30

ホームページ http://fish.miracle.ne.jp/mukasai/
♦お問い合わせ
島根県松江市東津田1741 3
いきいきプラザ島 根 1Ｆ公 益 社 団
法人島根県消防協会
☎０８５２ ２１ ２１６６

★★乳児健診★★

7・8か月児健診
10・11か月児健診
1歳6か月児健診

★★令和3年12月定例会★★

18日
（土）

18

―

鳥上

11日
（土）

みんなの掲示板

―

三沢

4日
（土）

（第4回）自衛官候補生（男女）
募集（陸上・海上・航空自衛隊）

布勢

7日
（火）
（火） 奥出雲病院
胸部CT検査 14日
21日
（火）
1日
（水） 横田コミセン
大腸がん検診
8日
（水） 健康センター
3日
（金）
奥出雲病院
乳がん検診
10日
（金）

採用と同時に陸・海・空自衛官候補
生に任 命されます。自 衛 官 候 補 生 と
して3か月間の教育訓練を修了した
後、2等陸・海・空士に任用されます。
任 用 期 間は、陸 上 自 衛 官は1 年 9 箇
月、
海上・航空自衛官は2年9箇月を
1任期として任用されますが、
引続き
勤務を希望する場合は、
選考により2
年を任期として継続任用されます。
♦応募資格
日 本 国 籍 を有し、採 用 予 定 月の1
日現在 歳以上 歳未満の者
♦試験種目
筆記試験（国語、数学、地理歴史及
び公 民 、作 文 ）、口述 試 験 、適 性 検
査、身体検査及び経歴評定※
※ 経 歴 評 定 とは、多 様な経 歴 を有
す る 受 験 者の能 力 を 総 合 的に 評
価するものです。該当する資格・免
許 等 は自 衛 隊 島 根 地 方 協 力 本 部
にご確認ください。
♦採用予定日
採用通知書でお知らせします。
♦試験会場
陸上自衛隊出雲駐屯地
♦応募締切
令和4年1月 日（木）
♦試験期日
令和4年1月 日（土）
♦お問い合わせ
自衛隊島根地方協力本部
松江市向島町134番10号
☎０５８２ ２１ ００１５

馬木

八川コミュニティセンター
三井野原ふれあいセンター
馬木コミュニティセンター
JA小馬木店舗下隣倉庫
布勢コミュニティセンター
家畜集合施設
下阿井運動広場
三沢公民館
横田コミュニティセンター横
役場横田庁舎裏
鳥上コミュニティセンター
役場仁多庁舎玄関横
下高尾旧消防格納庫
亀嵩基幹集落センター
鳥谷木材店車庫

第9回島根県消防協会写真
コンテスト作品募集

12

八川

★★成人健診★★ （問）健康福祉課54－2781

島根県消防協会写真コンテストは、
写真を通じて島根県の消防団員等の

月の
行事予定

★★古紙回収★★ （問）町民課54－2510

31

10
15

★★結婚・子育てに関する相談★★
19 日（日）
21 日（火）
12 日（日）
結婚相談所「はぴこ」
15 日（水）

結婚・子育て
コンシェルジュ相談所

★★イベント★★
（問）結婚・子育て応援課52－2206
素読論語
奥出雲
カルプラ仁多
（問）奥出雲多根自然博物館
8日（水）
10：00～15：00
「仁多志学塾」
多根自然博物館
54-0003
横田コミセン
島根県東部地区
10：00～15：00 カルプラ仁多
3日（金） 松江合同庁舎
自治体等共同公売会
17：30～19：00 カルプラ仁多

★★その他の相談★★
出張年金相談

3日（金）10：00～15：30 役場仁多庁舎 （予約先）
17日（金） （予約制）
松江年金事務所 0852-23-9540
役場横田庁舎

30

〜口座振替のお知らせ〜

税金・使用料など公共料金の
月分の口座振替は
月 日
（火）
です。

今 回の振 替は次の十二項 目です。

○ 国 民 健 康 保 険 税（ 第５期 ）

○後期高齢者医療保険料

○情報通信使用料

○上水道使用料

○下水道使用料

○保育料

○住宅使用料

○住宅駐車場使用料

○住宅共益費

○ 老 人ホーム入 所 費 用 等 徴 収 金

○ 介 護サービス利 用 料

○介護老人保健施設利用料

＊納 税 通 知 書 等で 金 額 を ご確 認いただ
き 、今一度 通 帳 残 高 をお確かめいただ
きますようお願いいたします 。

下水道使用料金
（公共・農業・合併）
について

◎ 使 用 人 数 の 変 更（ 転 入・転 出・
出 生・死 亡 ）
があった場 合は、速や
かに 役 場 水 道 課へ届 出 を して 下
さい。使 用 人 数によって 使 用 料 金
が変わります 。

11 広報 奥出雲
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有害鳥獣の捕獲・駆除実績
奥出雲町では、有害鳥獣捕獲班の皆さんに有
害鳥獣を捕獲・駆除していただいております。
令和3年9月の捕獲・駆除頭数実績をお知らせ
します。
地域

ニホンジカ イノシシ カラス

サギ類 その他

仁多地域

4

22

4

12

4

横田地域

3

16

0

15

2

合計

7

38

4

27

6

※その他は、タヌキ・アナグマ等の合計です。

有害鳥獣による農作物被害がございましたら、
下記までご連絡ください。

【お問い合わせ】
農業振興課農業生産グループ
有線：
３１－５２８５ 電話：
５４－２５１３
広報 奥出雲 10

新着図書案内
カルプラ仁多図書室
横田コミセン図書室

☎５４ ２０８３
‐
☎５２ ０
‐９４９

様

町の図書室にご寄付をいただき
ました︒
ありがとうございました︒

仁多ライオンズクラブ

ホームページアドレス URL:http://www.town.okuizumo.shimane.jp

トロッコ列 車﹁ 奥 出 雲おろち号 ﹂は︑
月 日が今 年 度 最 後の運 行とな
り ま す︒ 今 年 度 も ︑た くさんの 乗
客 や 沿 線 上のカメラマンを 楽 し ま
せてくれました︒
23

奥出雲町
図書館

横田コミュニティセンター図書室
道尾 秀介 著
中島 京子 著
海堂 尊 著

チラオロ 作
富安 陽子 文

日㈫〜 日㈮
︵年末休室︶

日曜日︑

シモーナ

﹁おばあちゃんのたからもの﹂

﹁ふしぎな月﹂

月の休室日

࠼إǫȡȩᚡ

■ＴＥＬ：0854-54-2505 ■ＦＡＸ：0854-54-1229

３１

伊沢 尚子 文
月曜日︑月末休室
︵ 日︶
︑
日㈪〜 日㈮
︵年末休室︶

２４

〒699-1592 島根県仁多郡奥出雲町三成 358番地1

２８

﹁アリとキリギリス﹂
イソップ 原作
﹁小さな小さなウイルスの
大きなはなし﹂

月の休室日

３１

80

12

荒木 健太郎 著

﹁農家が教える竹やぶ減らし﹂農文協 編
﹁シニア六法﹂
住田 裕子 著
﹁すごすぎる天気の図鑑﹂
﹁ 歳︑歩いて日本縦断﹂ 石川 文洋 著

安藤 俊介 監修

﹁硝子の塔の殺人﹂
知念 実希人 著 ﹁雷神﹂
﹁破滅の王﹂
上田 早夕里 著
﹁やさしい猫﹂
﹁アンガーマネジメント
見るだけノート﹂
﹁コロナ狂騒録﹂

カルチャープラザ仁多図書室

資金も経験もゼロ。夢だけを抱いてロンド
ンから帰国した早川徳次は、誰もが不可能
だと嘲笑した地下鉄計画をスタートアップ
し、財界大物と技術者たちの協力を取り付
けていく。だがそこに東急王国の五島慶太
が立ちはだかる！ 『家康、江戸を建る』
の著者がモダン都市東京の揺籃期を描く、
昭和二年のプロジェクトX物語。
（出版社紹介より記載）
２7
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紅葉した木々の中を走る
トロッコ列車「奥出雲おろち号」
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