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伝統の舞を厳かに披露
（10
（10 月
月 22
22 日
日 見高式三番叟）
見高式三番叟）

【郡社会福祉協議会会長表彰】

社会福祉協議会の菊池利定会

多年にわたり、町社会福祉

＝下佐ヶ野＝

ら高齢者まで、誰もが生き生

祝い申し上げます。子どもか

著なご功績に対し、心からお

品が贈られ、
相馬宏行町長は
「顕

長＝下峰＝から表彰状と記念

協議会理事として、地域や町
きと暮らせる社会の実現に、

歳）

の社会福祉に尽力し、功績顕

稲本德正さん（

著に活躍され、郡および町社

よる福祉のまちづくりの推進
をお願い申し上げます」と祝
辞を述べ、受賞を祝いました。
表彰式後、さわやか福祉財

【功労表彰】
歳）

【有功表彰】

に寄与されました。また、地

任するなど、地方自治の発展

議長、常任委員長の要職を歴

議員を務め、その間同議会副

多年にわたり、河津町議会

町商工会長を務めるなど多方

寄与されました。また、河津

するなど、地方自治の発展に

長、常任委員長の要職を歴任

議員を務め、その間同議会議

多年にわたり、河津町議会

れました。

津町観光協会長を務めるなど

に寄与されました。また、河

任するなど、地方自治の発展

議長、常任委員長の要職を歴

議員を務め、その間同議会副

多年にわたり、河津町議会

受賞者に表彰状を贈り、受賞

してほしい」と式辞を述べ、

じめとする町政各般の指導を

英知を結集し、地方創生をは

住民の模範。今後も皆さまの

地域社会を構築する意欲は、

＝見高浜＝
多年にわたり、河津町農業

委員を務め、同委員長の要職

を歴任するなど、農業の発展

に寄与されました。

が 月 日、下田市で行われ、

県の自主防災活動推進大会

小学校高学年の部

渡邊果実さん（南小５年）

小学校低学年の部

山田海斗さん（南小２年）

【ポスターコンクール優秀賞】

を述べました。

者を代表して坪井さんが謝辞

【有功表彰】

献されました。

前列左から島崎さん、萩原さん、右から杉井さん、坪井さん

島崎賢二さん（

歳）

多方面にわたり町の発展に貢

宏行町長が「豊かで活力ある

が出席した表彰式では、相馬

町内の各団体代表者約
人

区行政連絡委員を務めるなど
されました。
【功労表彰】
坪井弘司さん（
歳）

面にわたり町の発展に貢献さ

＝下峰＝

杉井英夫さん（ 歳）
70

地域行政の発展に大きく貢献

＝見高浜＝

萩原清男さん（
71

70

＝川横＝

70

受賞者を代表して謝辞を述べる坪井さん
表彰を受けた山田
さん(写真上)と渡
邊さん(写真右)

ますますの活躍と住民参加に

しました。
町内の各団体代表者や福祉
人が出席した町社

団戦略アドバイザーの土屋幸

関係者約
会福祉大会では、賀茂郡社会

己氏を講師に迎え、「地域で最
後まで住み続けるために～今、

福祉協議会の柏木昇会長と町

なぜ地域包括ケアシステムの
構築が必要なのか～」をテー
マに記念講演が行われました。
富士宮市の事例を紹介しな
がら地域での見守りと福祉の
総合相談支援システムの重要

表彰式後に行われた記念講演

性を説明し、参加者は熱心に
耳を傾けていました。

15

賞を受賞しました。

し、賀茂地区では２人が優秀

たポスターコンクールを実施

県内の小・中学生を対象とし

における防災意識の高揚に、

県は啓発活動として、家庭

状が贈られました。

岡達朗県危機管理監から表彰

評価された団体と個人に、外

地域防災や啓発などの活動を

11

会福祉協議会会長表彰を受賞

表彰状を受け取る稲本さん(左)

79

県自主防災活動推進大会が11月15日、下田市で行
われ、防災啓発活動としてポスターコンクールに出
品した南小学校の山田海斗さんと渡邊果実さんに表
彰状が贈られました。

73

町表彰式が11月3日、役場議場で行われ、長年にわたり町の振興発展に貢献した4人に
相馬宏行町長から表彰状が贈られました。
町社会福祉大会が11月16日、保健福祉センターふれあいホールで行われ、社会福祉活
動に功績があった稲本德正さんに表彰状が贈られました。

２
３

防災啓発ポスターに南小2人が受賞

自 主
防 災

80

町の振興発展に功績ある4人を表彰
町 表
彰 式

社会福祉の功績を表彰
社 会
福 祉

書や絵画など力作1000点
河津町民文化祭

病害虫対策を説明する樹木医の加藤氏

ZOOM I N KAWAZU

展示の部

まちの
出来事

町文化協会（池田静子会長）主催の第34回河津町民
文化祭展示の部が11月2日、3日の両日、南小学校体育
館で開かれました。団体や個人のほか、幼稚園や小中
学校、家庭教育学級、生涯学習教室なども出品しまし
た。来場者は書や絵画、写真、工芸品など約1000点の
力作を鑑賞し、芸術の秋を楽しみました。また、11月8
日には同体育館で舞台の部の発表が行われました。

多彩なイベントで大盛況
河津ふれあいまつり
写真上 ミス伊豆の踊り子ら
による投げもち
写真左 多くの参加者が募っ
たかわづ花の会の寄せ植え講
座

河津桜の特性を学ぶ
河津桜守人育成講座
河津桜保護育成計画に基づく河津桜守人育成講座の
4回目となる講習・実習が11月5日、保健福祉センター
ふれあいホールで行われました。講師に㈱加藤樹木医
事務所の加藤正通氏を迎え、受講者は河津桜の特性や
樹木の状態を把握するポイント、剪定方法、病害虫対
策などを学びました。後半は、田中地区内に植栽され
ている河津桜の剪定や薬剤塗布を実践しました。

作品を鑑賞する来場者

風船運びなどスポーツを楽しむ
町子連

捕獲したズガニを見せる組合員

子供会室内スポーツ大会

渋谷区で町の特産品を販売

河津ふれあいまつりが10月25日、河津桜
観光交流館駐車場で開かれ、多くの来場者
でにぎわいました。会場には､地場産品や木
工品の販売、姉妹都市・長野県白馬村の手
打ちそばなど30店舗が出店したほか、寄せ
植え講座や日用雑貨の半額交換市などの多
彩なイベントが行われました。特設ステー
ジでは、河津町新生総おどり「花こよみ」や
フラダンス、ストリートダンス、舞踊、楽
器演奏が会場を盛り上げ、最後はミス伊豆
の踊り子らによる投げもちが行われました。

伝統の舞を披露し五穀豊穣を祝う舞手

渋谷区くみんの広場に出店

町子供会世話人連絡協議会主催の子供会室内スポー
ツ大会が11月15日、町B&G海洋センター体育館で行わ
れ、約170人の子どもが参加し､会場に用意された風船
運びリレーや輪投げ、ストラックアウトなどの全4種
目の合計得点を競いました。子どもたちは、落とさな
いよう慎重に風船を運んだり、的を狙ってボールを投
げたりと和気あいあいと各種スポーツを楽しみました。

「渋谷区くみんの広場」が11月2日、3日の連日、東
京都渋谷区で行われ、町・観光協会・商工会・JAなど
で構成する町産業経済活性化連絡協議会と町農業経営
振興会が出店しました。初日はあいにくの天候となり
ましたが、わさび漬けやアジの干物、梅干し、切り花、
農産物の加工品などを販売し、恒例の早生みかんの詰
め放題には、多くの来場者が詰めかけました。
ズガニ料理

ズガニ漁が最盛期
藻

蟹漁

神楽殿で厳かに舞を披露

最盛期

見高式三番叟奉納

もくず

風船を落とさないよう慎重に運ぶ子どもたち

５

「ズガニ」の呼び名で親しまれる藻屑蟹の漁が最盛
期を迎え､河津川非出資漁業協同組合と町観光協会は
11月10日､報道各社の参加を呼びかけ､筏場地区の河津
川でズガニの魅力をPRしました。翌年2月までが漁期
のズガニ漁は、今期164人の組合員が登録し、漁を行っ
ています。12月末まで一部旅館や民宿でズガニ料理が
提供されます。問い合わせは町観光協会32-0290まで。

人気を集めた恒例の早生みかんの詰め放題

見高浜地区の見高神社で10月22日、23日、町指定無
形民俗文化財の見高式三番叟が奉納され、多くの地域
住民が見物に訪れました。江戸歌舞伎の名優４代目市
川小団次から、地元の若者が舞を学び、上演したのが
始まりといわれる式三番叟は、見高浜地区の伝統芸能
です。見高三番叟保存会が約1カ月前から稽古を重ね、
初日は厳かに舞を披露し、五穀豊穣を祝いました。
４

図書館だより
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31

手作りの紙芝居（河津むかし話）

今月のおはなし会
「さくらの会」読み聞かせ会
幼児向け 14時30分～
12月6・13日
(日曜日)

乳幼児向けの読み聞かせ
「はらぺこあおむしの会」
0・1・2歳児向け 10時10分～10時30分
2・3歳児向け 10時40分～11時
12月3・10・17・24日
(木曜日)
幼児向け 14時30分～15時
12月10日
(第2木曜日)

■11月4日、小学生のためのおはなし会で、安藤栄
司さんに手作りの紙芝居を読んで頂きました。今
回は河津にまつわる昔話「見高神社にまつわるお
話」と「河童のかめ」を読んで頂きました。安藤さ
んがもってきてくれたかめのレプリカに、子ども
たちが耳をすます場面も見られました。

☆図書館日記②☆
■11月7日、講師に鈴木基さんを迎え、
「文化の家
の読書会」を行いました。今回は、井伏鱒二の「山
椒魚」を読み解きました。受講生は「河津と作者の
関わりを聞くことができて良かった」、
「楽しかっ
た。また参加したい」と感想を話していました。

世界でいちばん貧しい大統領からきみへ くさばよしみ/編 汐文社

すごい！鍋料理88品

旭屋出版

ホセ・ムヒカ/作

世界一おもしろい数の本 カリーナ・ルアール ポプラ社

でも、最近では、剣道人口

廣済堂出版

兄が剣道をやっている姿を

良昭

が少なくなっていると聞き

中山

見て「かっこいいなぁ」と

徳川一族大全

ました。だから、少しでも

安武信吾・千恵・はな/原作
講談社
魚戸おさむ/文・絵

多くの人に剣道を知っても

はなちゃんのみそ汁

思い、剣道を始めました。

新潮社

ぼくは河津の天心会に所属

薫

らいたいと思っています。

高村

し、年中のころから剣道を

空海

そのために、週に三回の

福音館書店

続けています。今はいろい

大島
富安

けいこや自主練習で一生け

オニのサラリーマン

ろなスポーツが盛んになって

中央公論新社

んめいにけいこを続けて技

美雨

いる中で、日本の昔からの

垣谷

伝統ある武道をすることは、 をきわめていきたいです。

老後の資金がありません

前に出て打つこと、打つと

フレーベル館

とても貴重な経験だと思い

たかどのほうこ

きに手をしぼることなど、

つんつくせんせいとかさじぞう

先生に教えてもらったこと

朝日新聞出版

けいこでは、先生方が時

七里

大好きな剣道を
伝えていきたい

ます。

中山

には優しく、時には厳しく、 を生かしてがんばっていき

たいと思っています。
そして、

出版社

闘う君の唄を

妙子/絵
陽子/文

とても親身になってけいこ

著者名

試合でもよい結果を残せる

名（児童書)

をつけてくれます。剣道は

書

とうれしいです。ぼくがが

出版社

技術や身体をきたえるだけ

著者名

ほかにも新着図書があります。
貸出中の場合は予約できます。

んばることで、まわりの人

今月のブックスタート

と き：12月24日(木）13時～
ところ：保健福祉センターふれあいホール
対象者：平成27年8月生まれの赤ちゃん

でなく、心も強くきたえる

語りかけから、始めよう。

文化の家生涯学習室

が、剣道に関心を持ってく

12月20日(日)14時30分～ ■ところ

ことができます。ぼくは、

き

れると、
もっとうれしいです。

■と

新着図書案内

７

21

練習に励む土屋くん

そんな剣道が大好きです。

※おはなし会は読み聞かせ室で行います。
変更がある場合は、図書館に掲示します。

名（一般書)

参加者に好評な読書会

クリスマス会を開催

小学生向け 15時50分～16時20分
12月2・9・16日
(水曜日)

髙城

奈々さん

たかぎ なな
谷津
19歳 O型 おひつじ座
伊豆今井浜東急ホテル

文化の家の読書会

☆かわづっこ子育てねっと主催☆

小学生向けの読み聞かせ
「時間のはこぶね」

書

手作りの紙芝居を読む安藤さん

また、今後はケーキづく

☆図書館日記①☆

【取材】島崎由美子さん 民(間広報協力員）

は休館日です。本の返却は返却ボックスへ。
(12月28日から1月4日まで返却ボックスのご利用も
できません)
1月は4日まで休館、5日から開館します。

に『失敗は成功のもと』と

29

ユニフォームをビシッと

28

考え、くよくよせず、丁寧

27

着こなし、凛とした表情で

26

且つ素早くつくることを心

25

がけています」と、仕事へ

24

登場してくれたのは、今年

23

から伊豆今井浜東急ホテル

22

の思いを語ってくれました。

21

で働く髙城奈々さんです。

20

５巻 田中光二「大いなる逃亡」新田次郎「八甲田山死の彷徨」他10編
８巻 浅田次郎「地下鉄（メトロ）に乗って」山田正紀「竜の眠る浜辺」他12編
11巻 飯嶋和一「汝ふたたび故郷へ帰れず」北方謙三「檻」他11編
16巻 志水辰夫「行きずりの街」花村萬月「なで肩の狐」他10編
17巻 東野圭吾「分身」他14編
20巻 宮部みゆき「スナーク狩り」福井晴敏「川の深さは」他7編
＊発刊は順番通りではないので、ご了承ください。

調理の専門学校在学中に、

19

夢枕獏

りを任せてもらえるそうで、

18

船戸与一

伊豆今井浜東急ホテルでア

17

北方謙三

その喜びを笑顔で話し、
「仕

16

大沢在昌

ルバイトをした経験から、

15

坂剛

事をスムーズにできるよう

14

/

働きやすく、地元の人たち

13

編集委員

にして、より良いものをお

12

が多く訪れるホテルで働き

11

客さまに提供したいです。

10

また、県のコンクールに挑

９

たいという気持ちを抱き、

８

就職を希望しました。

７

戦し、技術を高めていきた

６

冒険の森へ 全20巻/集英社

現在は、
念願だったパティ

５

いです」と意気込みを語っ

４

シエとして、プリンやカス

３

てくれました。

２

タードクリームづくりを担

１

「冒険の森へ」傑作小説大全20巻中、新刊6巻が揃いました！

奈々さんのケーキが食べ

土

当しています。「お菓子づくり

金

られる日を、楽しみにして

木

は、味と見た目にはっきり

水

います。

火

と失敗が出てしまうため、

月

図書館員のオススメ本

12月

技術の向上に意気込む
レッ
シュ
フ
新米パティシエ
314
先輩からのアドバイスを胸

日

【開館時間】
9：00～18：00 土・日は17時まで
【休館日】月曜・祝日・月末日
【問い合わせ】
町立文化の家図書館 34－1115

土屋

侑輝くん

つちや ゆうき
下峰
南小学校６年

フロランス・ピノー

６

s

写真上 ポスターの部、杉本那菜
さんの作品
写真右 習字の部、稲葉友香さん
の作品

保健のお知らせ
■健康相談および母子健康手帳交付
日

場

本番さながら
災害時の支援調整を確認

ボランティア役の参加者を

など約 人が参加しました。

80

s

new

町災害ボランティア本部立上・運営訓練

町災害ボランティアコー

ディネーター連絡会（石田宗

作業別のグループに分け、注

意事項や使用機材を説明する

11

重会長）主催の町災害ボラン

ティア本部立上・運営訓練が

など、本番さながらの訓練を

実施し、災害時の復旧支援調

整を迅速に行えるよう、受入

態勢を念入りに確認しました。

稲葉友香さん＝泉奥

月１日、町保健福祉センター

で行われ、自主防災会や近隣

のボランティアコーディネー

ター、町、町社会福祉協議会

会銅賞

鈴木慶子さん＝川

原＝（同６年）県下田財務事

務所長賞

s

任期満了に伴う選挙

new

町財産区議会議員選挙

日（日）投票７時～

24

横＝（同６年）伊豆下田納税

１月

時～

日確定の選

19

任期満了に伴う、町財産区

開票

月

20

時

年

12

◎被選挙権・選挙権の要件

平成

挙人名簿に登録された、次の

…歳以上の人

25

要件に該当する人

・被選挙権

・選挙権 …歳以上で、大字
浜・笹原・田中・沢田・逆川・

峰・谷津・縄地・見高に２年

選挙管理委員会

以上住所を有する人

問
（３４）１９５７

20

27

18

貯蓄組合連合会佳作

分～

時

16

伊豆下田納税貯蓄組合連合

時

議会議員選挙を行います。

②

◎立候補予定者説明会

時～

第２会議室

１月７日（木）

①

役場

30

【習字の部】

稲葉友香さん＝泉奥原＝（西

小６年）県下田財務事務所長

賞 山崎瑠々さん＝笹原＝ 南(
杉本那

小６年）河津町長賞

日（木）９時～

13

会は、税に関する関心を高め

月３

１月

分～

◎候補者届出書類事前審査

10

てもらい、税の役割を正しく

日から

11

理解してもらおうと税に関す

月

24

る作品を募集しました。

作品は

島崎千

菜さん＝下佐ヶ野＝（西小６

年）河津町教育長賞

第２会議室

14

日まで、河津桜観光交流館２

階展示室に展示されました。

役場

日（火）８時

第２会議室

◎立候補届出受付

１月

時

◎投票・開票

30

９

優秀作品受賞者は次のとおり

昌さん＝見高浜＝ 東(小６年）
伊豆下田税務連絡協議会長賞

及川寧々さん＝長野＝（同６

年）伊豆下田納税貯蓄組合連

合会佳作

19

です。

【ポスターの部】

杉本那菜さん＝下佐ヶ野＝ 西(
小６年）県納税貯蓄組合連合
17

10

税の役割を理解しよう

税に関する作品を展示

new

時

所

12月21日(月)
13時30分～15時30分
1月4日(月)
13時30分～15時30分
保健福祉センター

こんにちは
保健師です。

news
and
info

●今月のテーマ

賀茂地域の
地産地消レシピ③
健康レシピ③
保健福祉課

34－1937

パワー全開、ザ！肉さつま
■育児相談

【提供】県賀茂健康福祉センター栄養士連絡会議

子育てには悩みがつきもの…、一人
で悩まないで相談してください。
日 時 1月5日(火)
9時30分～11時30分
場 所 保健福祉センター
ふれあいホール
対象者 子育て中の保護者
内 容 身体測定、離乳食、育児相談
など
持ち物 母子健康手帳

■母親学級（予約制）
妊婦さんのための教室です。
2回1コースの内容です。都合の悪い
人は、どちらか1回の参加でもかまい
ません。
第１課 1月12日(火)
13時30分～16時
第２課 1月25日(月)
9時30分～13時30分
場 所 保健福祉センター 2階
内 容
第１課 母と子の歯科保健など
第２課 妊婦体操・呼吸法について、
分娩の準備と経過など
持ち物 母子健康手帳 動きやすい服
装でお越しください。

■1人分栄養量
エネルギー 459kcal
脂質 14.0ｇ
たんぱく質 15.0ｇ
塩分 4.1ｇ

さつまいもで作る肉じゃが
です。
材料（２人分）
さつまいも……………………中1本
玉ねぎ…………………………小1個
にんじん……………………中1/2本
しらたき………………………1/2玉
豚肉……………………………100g
いんげん…………………………4本

油…………………………大さじ1
だし汁…………………………適量
砂糖………………………大さじ2
酒…………………………大さじ2
しょうゆ…………………大さじ3
みりん……………………大さじ1

作り方
①野菜はきれいに洗って皮をむく。いんげんのすじをとり、湯がく。
②さつまいもは皮をむき、2センチ幅の厚さで半月切りにし、水にさらす。
玉ねぎは２センチ幅に切る。にんじんは一口大の乱切りにする。
③鍋に油を熱し、さつまいも、にんじん、しらたき、の順に加えて炒める。
④ひたひたの量のだし汁を加えて煮立て、砂糖、酒を加えて5分程煮込む。
⑤食べやすい大きさに切った肉とほぐした玉ねぎを加える。アクをとって
から半分のしょうゆを加え、5分程煮込む。
⑥残りのしょうゆとみりんを加え、途中で鍋をかえした後、10分程煮込む。
⑦お皿に盛り付け、斜め切りしたいんげんを飾る。

乳がんマンモグラフィ検診の日程
区

分

実施日時等

申込先

写真上 グループ編
成後､注意事項を確認

【集団検診】 1月7日(木)、8日(金)、12日(火)～16日(土)、
保健福祉センター 18日(月)～19日(火)
検診車
8時50分～13時50分 1日最大32人まで

保健福祉課
34－1937

写真左 使用機材の
借用を受け付ける本
部員

【個別検診】 1月12日(火)～2月10日(水)
佐藤医院
月～木(祝日を除く)
（浜）
午前中 1日5人まで

佐藤医院
32－0551

【個別検診】 1月12日(火)～2月12日(金)
伊豆今井浜病院 火(9時～11時30分､13時～16時)※水･木は午後のみ
（見高）
希望日1週間前までに要電話予約(申込開始12月21日～)

伊豆今井浜病院
0120－246ー789
(受付時間14時～17時)

【個別検診】 1月7日(木)～2月29日(月)
下田メディカルセンター 月～金(14時～17時)
（下田市） 希望日1週間前までに要電話予約(申込開始12月21日～)

下田メディカルセンター
25－2525
(受付時間8時30分～17時)

早期発見のために
乳がん検診
40歳を過ぎたら2年に1度は必
ず受診しましょう。
■対象者 40歳以上で平成27年
度に偶数歳になる女性(昨年受診
した人は対象外)
■内容 マンモグラフィ検診
■負担金 1,000円(70歳以上無料)
【問い合わせ】
保健福祉課 34－1937
８

◆今月の納税◆

暮らしの情報
ひとの動き

固定資産税3期 国民健康保険税8期 12月25日 (金) が納期です。
後期高齢者医療保険料5期 1月5日 (火) が納期です。
問 町民生活課 34ー1928

今月のふれあい町長室

相 談
日

時

（10月1日～31日届出）
場
問

所

平成28年度第1学期（4月入学）の学

町には県が策定する、地域のあるべ

できます。事前に電話

油、軽油、重油を使用する場合、貯蔵

生を募集します。放送大学はテレビな

き将来像を実現していくための都市計

12月16日(水)、1月20日(水)

予約してください。

10時～15時

日

や取扱い量を消防法や火災予防条例で

どの放送を利用して授業を行う通信制

画の目標・方針があり、約5年ごとに見

12月21日(月)

規制されています。また、漏れなどの

の大学です。無料で資料を郵送します。

直しをしています。見直された案を次

保健福祉センター

13時30分～

対策が必要です。無届、無許可は重大

出願期間

①12月1日(火)～2月29日(月)

のとおり縦覧します。

ボランティア団体室

1人20分程度

② 3月1日(火)～3月20日(日)

縦覧期間

34－1286

場

時

所

日本年金機構出張相談
1月8日(金)
13時～14時
問

町民生活課

34－1924

日

時

34－1932

（予約は下田市役所国保年金係

22

－3922まで）

お知らせ

重 油

2000㍑以上

灯油・軽油
重油
問

22－1849

人

口

7,619 人

（男）

3,680 人

（女）

3,939 人

世帯数

3,314 世帯

１１

本案に対して意見を述べたい人は、
きます。必要事項を記入し、県都市計
画課または町建設課まで、郵送または

がけましょう。また、昨年はオレオレ

持参してください。
提出期限

林退共からのお知らせ

役場前駐車場

所

問

町民生活課

34－1932

林業退職金共済制度(林退共)に加入

詐欺や役場職員を名乗った還付金等詐

していたが、退職金をまだ受け取って

欺などの不審電話が多発したので、家

いない人を探しています。以前、林業

族の間でも話し合い、注意しましょう。

問

の仕事をしていたが、林退共に加入し

問

〒420－8601

住民基本台帳法第11条第3項の規定に

ていたかわからない人についてもお調

基づき、平成26年11月1日から平成27

べします。最寄りの支部または本部へ
問い合わせ、ご相談をお願いします。
問

前予約制を導入します。

す。(全1件)
国立大学法人

閲覧機関

東京大学

済による抵当権抹消登記など)および商

閲覧日

業・法人登記(会社設立・役員変更登記

請求理由

など)の申請手続きに関する相談をされ

会階層と移動に関する全国調査研究の

るお客さまは、事前に電話などにより、

実施のため

予約していただきますよう、お願いし

閲覧範囲

ます。

から平成6年12月末日までに出生した

林業退職金共済事業本部

平成26年12月16日
少子高齢化社会における社

03－6731－2887
http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/

日本人の男女
34－1932

育児・医療・健康・介護について
年中無休で各分野の専門スタッフが相談に応じます
( 電話健康相談専門事業者への委託事業 )

27－2766

県都市計画課
建設課

年末年始、持ち込みごみの受付は大

問

変混雑しますので、早めの処理を心が
けるようご協力をお願いします。
と

き

収集業務内容

今夏、伊豆の各地で樹木が赤く染ま

12月25日(金)

燃やすごみ（通常どおり）

るナラ枯れという病気が発生しました。

12月26日(土)
12月27日(日)

収集は休みです。ステーションに
ごみを出さないでください。

12月28日(月)

燃やすごみ（通常どおり）

12月29日(火)

空き缶（特別収集）

やシイ・カシ類で、夏から初秋にかけ

12月30日(水)

燃やすごみ（特別収集）

て季節はずれの赤い紅葉や春に葉が開

12月31日(木)

かない樹木はナラ枯れの可能性があり

1月 1日(金)

ます。防除する手段が確立されておら

1月 2日(土)

害にあう主な樹種は、ブナ科のナラ類

ず、被害をなくすことが困難なため、
予め伐採することが必要です。
問

県賀茂農林事務所森林整備課
24－2082

収集は休みです。
ステーションにごみを
出さないでください。

1月 3日(日)

燃やすごみ（特別収集）

1月 4日(月)

燃やすごみ（通常どおり）

1月 5日(火)

資源ごみ（通常どおり）

1月 6日(水)

燃やすごみ（通常どおり）

34－1932

エコクリーンセンター東河

びん類・埋め立てごみ

持ち込むことで発生する病気です。被

静岡市葵区追手町9－6
34－1952

町民生活課

12月24日(木)

カシノナガキクイムシという昆虫が樹

054－221－3062

年末年始ごみ収集日とエコセンターへの持ち込み

燃やすごみ（通常どおり）

枯れた樹木が強風などで倒れないよう、
※河津町民専用のフリーダイヤル番号

下田警察署管内防犯協会

1月22日(金)
17時15分まで(必着)

12月23日(水)

ナラ枯れ被害に注意

笹原地区で昭和10年1月1日

町民生活課

独立行政法人
勤労者退職金共済機構

前月比（－９)

前月比（＋７）

下田警察署では、12月1日(火)から12月

多くなるので、留守中の防犯対策を心

河津町24時間電話健康相談ダイヤル

（11月1日現在）

意見書の提出

ています。年末年始は出かける機会も

木に穴をあけ、ナラ菌という病原菌を

人口と世帯

よび保全の方針の変更

10時40分～10時50分
場

問

都市計画区域の整備、開発お

書面により意見書を提出することがで

本台帳の閲覧者を次のとおり公表しま

22－0534

容

県都市計画課および町建設課

31日(木)まで、年末特別警戒を実施し

年10月31日までの間に、河津町住民基

静岡地方法務局下田支局

年末特別警戒実施中

400㍑以上2000㍑未満

静岡地方法務局では、1月4日(月)から

問

縦覧場所
内

200㍑以上1000㍑未満

下田消防本部予防課

（閉庁日を除く）

放送大学静岡学習センター
055－989－1253

登記の申請に関する相談について、事
不動産登記(相続登記や住宅ローン完

問

1000㍑以上

1月8日(金）～1月22日（金）

12月16日(水)

住民基本台帳の閲覧者公表

登記相談の事前予約制を導入します

灯油・軽油

火災予防条例に基づく届出が必要な量

飼い主のいない犬・ねこに限ります

下田市役所（要予約）

所

まちづくり推進課

な違反となりますのでご注意ください。
消防法に基づく許可が必要な量

12月14日(月)～18日(金)

犬・ねこ引き取ります

9時30分～11時30分
場

問

団体不可

役場町長室

予約受付

時

河津都市計画変更の縦覧

農業用ハウスなどの暖房用燃料に灯

社会福祉協議会

日

放送大学４月生を募集

相馬町長と直接対話

身近なこと生活相談へ

戸籍だより

農業用暖房施設の燃料について

介護保険料5期
12月25日 (金) が納期です。
問 保健福祉課 34ー1937

0557－95－7111
持ち込みごみ受付時間
エコクリーンセンター東河

8時15分～16時30分

休みです。(持ち込み不可)
8時15分～16時30分

8時15分～16時30分

8時15分～11時
休みです。(持ち込み不可)

8時15分～16時30分

１０

息子の洸くんと一緒に

すずき かおり
下峰 34歳
3人の子育てをする傍ら、有志サークル
「ママ手芸部チクチクさん」で手作り
のカバンや雑貨を制作。手芸を通して、
人とのつながりや子どもの好奇心、発
想力、物づくりの楽しさを伝える。

香織さん。子育てをしながら手芸

に、日々の生活を送っている鈴木

「思いついたら吉日」をモットー

活動の魅力を「個性や思いを形

まるようになったのが始まりです。

ことから、手芸をしたいママが集

あれば私が手伝うよ」と約束した

ツールとなり、子どもの話題しか

サークルの代表を務めるなど、な

共通点のなかったママ友との関係

にする手芸がコミュニケーション

海や山に囲まれた生活にあこが

が 広 が り ま し た 」 と 話 し 、「 手 芸

んでもこなす素敵な女性です。

歳の時に移住

れ、各地を転々としながら選んだ
のがこの河津町。

時がたつのは早いもので、

近年、少子高齢化に伴い、地

まざまな行事を取材しました。

を通して、親だけでなく、子ども

今年も残り１カ月。赤く色付

域の文化活動やイベントなど

歳で結婚、河津の海や山、

し、

づくりの楽しさを伝えられたらう

いた紅葉を眺めながら、四季

たちの好奇心や発想力を育み、物
れしいです」と今後の夢を語って

芸品の制作活動をしています。「子

ける魅力を感じます。香織さんの

香織さん。その人柄に人を引き付

前向きな姿や行動力が印象的な

や目を見張る作品の数々が出

殿で披露された見高式三番叟

と感じます。秋は幽玄な神楽

のある国に生まれて良かった

する強い思いに、自分もパワー

活気、次世代につなげようと

が、主催者や関係者の熱意や

の継承が難しくなっています

くれました。

どもに幼稚園バックを作ってあげ

今後ますますの活躍が楽しみです。

）

たいけど、上手に作る自信がない」

【取材】板垣

をもらった気がします。（

傍らで、
「マ マ 手 芸 部 チ ク チ ク さ

学校給食試食会が開催されました

品された町民文化祭など、さ

ん」を開催し、月に３回程、手工

姉妹都市長野県白馬村通信
敏子さん（民間広報協力員）

などの相談に「作りたい気持ちが

■E メール i nf o @ to w n.k a w a z u .s hiz u o k a .j p
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鈴木 香織さん

温かい町民の人柄が好きと話して
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現在、３人の子育て真っ最中の

くれました。

25

白馬南小学校、白馬
北小学校にて学校給食
に食材を提供している
生産者を対象とした給
食試食会が開催されま
した。生徒の給食準備、
食事中の様子などを見
学しながら、和やかな
雰囲気の中で試食会が
実施されました。生徒
より白馬地場産推進会
生産者を対象とした給食試食会
へ「いつも、新鮮な野
菜をとどけていただきありがとうございます。給食で食べる野菜はと
てもおいしいです」等メッセージをいただきました。また、
「今季はト
ウモロコシの収穫が早かったので美味しい時期に食べられるように１
週間早めに納品したお話」等、生産者と先生の連携により生徒が美味
しい食事を食べられていることや生産者の声を伺うことが出来ました。
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手芸の魅力を発信

手芸は心と生活を豊かにする

手作りのカバンや雑貨

