
養父市記者発表資料（発表・資料配布）  資料番号  

発表日 担当部課（室）名 電話（内線） 
発表者職氏名 

（担当者職氏名） 

１月 8日（日） 養父市教育委員会教育課 
079-664-0282 

（2212） 

課長 石田 恵美 

（主事 白山 真雪）   
 

 

令和５年養父市「二十歳
は た ち

のつどい」参加者数について 

 

 本日開催しました令和５年養父市「二十歳のつどい」の参加者数について、下記

のとおりお知らせします。 

 

記 

 

 

１ 対象者数  平成 14年４月２日から平成 15年４月１日生まれの人 200人 

 

 

２ 当日参加者 149人 

※地域別内訳：八鹿 71人、養父 37人、大屋 20人、関宮 21人 
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１月 10日（火） 産業環境部 農林振興課 079-664-0284 
課長 岡  和昭 

（主査 長村 憲佑）  
 

講演会 未来につなげる「土つくり」の開催について 

 

 

 養父市では「人と環境にやさしい農業」を推進するため、市内の農業者等に対して有機農

業や環境負荷低減型農業に関する講演会を開催します。講師には鳥取大学農学部の山本定

博教授を迎え、未来につなげる「土つくり」と題して環境負荷低減型農業の基本である土づ

くりについてご講演をいただきます。 

 

１ 主 催  養父市 

 

２ 日 時  令和５年１月 17日（火） 午後１時 30分～午後３時 30分 

 

３ 場 所  ＪＡたじま総合営農センター３階 大研修室 

 

４ 講 師  鳥取大学農学部生命環境農学科 教授 山本定博 氏 

 

５ 演 題  未来につなげる「土つくり」 

        

６ 内 容  “Save Our Soils”前の世代からの借りものである土壌を、 

より良い状態で次の世代に引き渡すために 

～未来へ繋げる土つくりとして～ 

①土壌とは？その役割と重要性 

②世界の土壌の状況は？ 

③土壌を健全な状態にするためには？ 

④有機物資材の特性と施与効果 

土壌や作物を困らせない有機物資材の使い方 

 

７ 定 員  50 人 ※要事前申し込み、定員まで残りわずか 

 

８ その他  別紙チラシのとおり 



2023年１月17日（火）
13：30～15: 30

養父市 「人と環境にやさしい農業戦略」

鳥取大学農学部生命環境農学科

教授 山本定博 氏

JAたじま総合営農生活センター
３階 大会議室
※コロナ感染予防のためマスクを着用ください

日 時

場 所

定 員

別紙申込書を1月12日（木）までに下記へご提出ください

養父市産業環境部農林振興課

TEL：079-664-0284 FAX：079-664-2528

主催 養父市

講 師

鳥取大学農学部で土壌学等を研究されて

いる山本定博教授の「土つくり」に関す

る講演を開催します。

“Save Our Soils”
前の世代からの借り物である土壌を、
より良い状態で次の世代に引き渡すために…

～未来へ繋げる土つくりとして～

①土壌とは？その役割と重要性

②世界の土壌の状況は？

③土壌を健全な状態にするためには？

④有機物資材の特性と施与効果

土壌や作物を困らせない有機物資材の使い方

申込み

先着 ５０名

【講演会】

未来につなげる「土つくり」
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1月 12日（木） 産業環境部商工観光課 
079-664-0285 

（2162） 

課長 田村 亘 

（主幹 片芝 研作）  
 

 

2023氷ノ山国際スキー場スノーフェスティバルの開催について 

 

 

１ 期日  令和５年１月 29日（日）
 

 

２ 場所  氷ノ山国際スキー場 

 

３ 主催  株式会社ＭＥリゾート但馬 

 

４ 主管  氷ノ山国際スノーフェスティバル実行委員会（逆水地区開発促進協議会） 

 

５ 後援  やぶ市観光協会 

 

６ 協賛  養父市・タナベスポーツ・ウエストスノーボードスクール 

      ＫＩＭＵＴＯＭＯ ＰＲＯ ＡＴＨＬＥＴＥ ＣＬＵＢ 

      山の茶店たけや・氷ノ山国際ロッジ 

 

７ 日程・内容 

  10:00～ 開会式 

  11:00～ チューブそり大会 

       ・ゲレンデ内に設置の 60～70mのコースをチューブソリで滑走し、 

タイムを競う。１位～３位及び飛び賞を表彰。 

       ・受付 9:30～10:30（セントラルロッジ逆水内・先着 70名） 

       ・参加費 500円（保険料込） 

  12:30～ 但馬ビーフ祭 

       ・但馬ビーフ炭火焼の振舞。（無料、ただし整理券が必要） 

       ・整理券配布 11:00～（セントラルロッジ逆水前・先着 400名） 

  13:30～ チューブソリ大会表彰式 

       ・１位～３位及び飛び賞を表彰。 

 

８ お問合せ先  氷ノ山国際スキー場  電話：079-667-7219 
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１月 12日（木） 
養父市教育委員会 

学校給食センター 
079-664-1801 所長 小谷 茂美 

 

               

防災体験給食について 

 

１ 趣旨   全国各地で大規模な災害が頻発している昨今、災害時の食の問題は重要で

す。阪神淡路大震災をきっかけに、防災教育も進められているなか、公助に

頼った食の支援では、量的・質的に被災者のニーズに応えることは難しく、

適切な対応には、公助と自助が欠かせないことが指摘されています。 

    命をつなぐため「災害時の食」の備えの重要性を知り、災害時においても

病気をせず健康に過ごすための食事の大切さを知る機会とします。 

 

２ 日時  令和５年１月 17日（火）を基本として、学校により下記日程で実施 

 

３ 内容  防災についての授業を受けた後、非常食（アルファ化米）を授業当日の給食

の「ご飯」として食べる体験をする。 

アルファ化米は、防災安全課から提供を受ける。 

       開始時間：午前 11時 25分～  

       実施予定の学校：宿南小学校 １月 17日（火） 小学校６年生   

               建屋小学校 １月 17日（火） 小学校 4・5・6年生 

              （※建屋小学校のみ取材対応可） 

４ その他 高柳小学校、広谷小学校、八鹿小学校については、令和４年 9月 1日に実施 

      その他の小学校は未定 

中学校は希望する学年のみ実施で案内し、４年度はなし 
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１月 13日（金） 
教育部 

こども育成課 
079-664-0315 

課長 和田 久仁彦 

（主幹 沖田 隆典）   
 

 

養父市立認定こども園の臨時休園について 

 

標記の件について、下記のとおりお知らせします。 

 

 

記 

 

 

１ 対応    

 

園名 歳児クラス 臨時休園期間 

養父こども園 ０歳児 1月 14日（土）～１月 17日（火） 

広谷こども園 全園児 1月 14日（土）～１月 17日（火） 

   

   

 

 

２ 理由 

 上記対象の関係者に新型コロナウイルス感染症患者が確認されたため 

 

３ 備考 

 報道機関各位におかれましては、感染症法の趣旨に則り、個人情報保護の観点から患

者やその家族・関係者等が特定されないよう、また、混乱を避けるため、医療機関への取

材や施設に対する風評被害がないよう、特段のご配意をお願いします。 
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