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　私は、バロン・如守と申します。26才のオーストラ
リア人です。『ジョシュ』と呼んでください。みなさん
にお会いできてうれしいです。
　新しい外国語指導助手（ALT）として、岸本中学
校・岸本小学校・八郷小学校で英語を教えます。
　父・母・弟の４人家族で、犬
１匹、猫２匹と一緒に住んでい
ました。弟は１８歳ですが、身
長が同じくらいでよく似ていま
す。
　趣味は、音楽鑑賞やギター、
和太鼓を演奏することです。ゲ
ームやカンフーをすることも好
きです。
　オーストラリアで和太鼓グル
ープ「Taiko虎夢」を組んでいま
す。活動期間は約８年。私は和
太鼓に夢中です。どうぞよろし
くお願いします。

ジョシュ

どら  む

55555555555555555555555555555555555

【問い合わせ先】 農業委員会事務局　☎６２－０７１５ 【問い合わせ先】 地域整備課　環境整備室　☎６８－５５３９

お

し

ら

せ

　伯耆町で、平成22年度に回収・リサイクルした蛍光管は、
1,725kgでした。これによって約331kgの二酸化炭素が低減でき
ました。これは杉の木が１年間に吸収する二酸化炭素量の約23
本分に相当します。このように使用済みとなった蛍光管も割らず
に集めれば、資源として有効に活用でき、低炭素社会（地球温暖
化防止）に貢献できます。

平成23年秋季農作業労働標準賃金協定表

農業委員会では、秋季農作業労働標準賃金を次のとおり定めました。
これを目安とし、互いの話し合いにより、取り決めを行ってください。 （消費税込み）

標準協定額作　業　名 摘　　要
一般農作業（男女共）

耕うん

バインダー刈

コンバイン刈

整備田

未整備田

整備田
未整備田

整備田

未整備田
稲脱穀（ハーベスター）

もみ運搬

8時間労働賄いなし

紐代含む。

結束の場合（10a当たり）1,000円+紐代実費

倒伏田・湿田等状況の悪い所は、話し合いにより適宜加算する。
倒伏田・湿田等状況の悪い所は、話し合いにより適宜加算する。

状況の悪い所は、話し合いにより適宜加算する。

倒伏田・湿田等状況の悪い所は、話し合いにより適宜加算する。

6,900円
6,400円

10a当たり

10a当たり

10a当たり

10a当たり

1kg当たり

7,000円

7,200円
8,200円

15,600円

18,600円
8,200円

6円

稲

　
　刈

蛍光管処理実績

　資源を有効に利用するため、北九州にある専門の処理工場で
リサイクルしています。
　工場では蛍光管を構成するガラス・蛍光体・金属類・水銀など、
可能な限り元の原材料に再資源化しています。

集めた蛍光管はどのように処理しているの？

My name is Josh Barron, but 
please call me Josh. I’m 26 
years old and I’m from Austra-
lia. I’m pleased to meet you, let’s 
be friends.

I’m the new Assistant Foreign 
Language Teacher (ALT) and I’ll 
be assisting English classes at 
Kishimoto Junior High School, 

Kishimoto Elementary School and Yago Elementary 
School.
I have four people in my family, there’s my dad, mum, 
my little brother and me. We also have a dog and two 
cats. My little brother is only 18 years old but we look 
similar and have similar interests.
In Tasmania, my hobbies include listening to music, 
playing the guitar, and doing Wadaiko.
 I also like to play PS3/Xbox games, and practice 
Kung Fu.
My Wadaiko group’s name is “Taiko Doramu” and 
I’ve been playing with them now for nearly 
8 years. I’m crazy about taiko.

A L T 通 信新しい農業委員決まる
任　期
平成２３年７月２０日～平成２６年７月１９日

議席番号
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　　　　   担当地区
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岩屋谷
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遠藤・押口

三部地区

坂長

大江・長山・妙見寺・貴住・上野・大平原

二部地区・福居

籠原・栃原・大瀧
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吉定・清山

久古・福原・口別所

間地・焼杉・船越・福吉・福島

氏　　名
おか　　　   あき　よし 
岡　　　章　義
 み　  かも　てつ　ろう
美　甘　哲　郎
えん　どう　みつ　あき
遠　藤　光　明
か　がわ　けん　めい
加　川　賢　明
た 　なか　しょう　じ
田　中　昭　治
ほり  　お　  ゆう　   し  
堀　尾　祐　史
  いの   うえ    しょういちろう
井　上　祥一郎
はた　　　　よし　  お  
畑　　　嘉　夫
き  　むら　しゅう　し
木　村　修　司
 の 　 さか　けん　いち
野　坂　賢　一
 あり 　 き　  ひで　あき
有　木　英　昭
かめ　やま　ひで　  と  
亀　山　英　登

氏　　名
    い　 ざわ 　けん    いち 
井　澤　健　一
  こ  　 にし　のり　あき
小　西　憲　昭
かげ　やま　ただ　し   
影　山　忠　嗣
おお　はし　みき　 お  
大　橋　幹　男
なか　むら　 ひで　お   
中　村　英　夫
もり  　た  　てつ　ろう
森　田　徹　郎
なが　 み　  ふみ  　お 
永　見　文　夫
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　おお 　 え　  くに   　お 　
大　江　國　夫
  き 　 じま　 やす　ひろ
木　嶋　泰　洋

　　ふか　だ  　なり 　ひろ  
○深　田　成　弘
    たに　ぐち　てる   　お
●谷　口　輝　雄

なか　むら　かず　 お 
仲　村　一　男

議席番号
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　　　　   担当地区

上細見・立岩・林ケ原

丸山・半川・大原

大寺・殿河内

吉長・駅前

中祖・古市・父原

真野・小林・藍野

富江・福永・大坂・末鎌・添谷

畑池地区・福岡地区

宮原・大倉・大原

谷川・白水・根雨原

溝口地区・金屋谷・岩立・大内

番原・須村

●会長　○職務代理

【問い合わせ先】 農業委員会事務局　☎６２－０７１５

　任期満了に伴う農業委員会一般選挙が7月10日に投開票さ
れ、20人の方が当選されました。また、議会や農業団体から推
薦された方を合わせ、新しい農業委員２５人が決定しました。
　農業委員会は、農業者の代表で構成される行政委員会で、農
地の保全や有効利用などに向けた活動を行います。

（第１回）

Josh Barron

僕と弟
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このコーナーは、外国語指導助手によるエッセイを
英語と日本語で紹介します。


