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飛躍を胸に新たな一歩

（1月10日
（1月10日 河津町成人式）
河津町成人式）

平成28年河津町成人式
Coming-of-age

ceremony

自然に恵まれた町を
守ってほしい
新成人代表

髙川

謝辞

佑輔さん

私たちの生まれた二十年前には「阪神・
淡路大震災」や「地下鉄サリン事件」、小
学校に上がる頃には「アメリカ同時多発
テロ」、中学の卒業式前には「東日本大震
災」と節目節目に大きな事件災害があり、
昨年より七十年前の教訓から作られたで
あろう法律も変わろうとしています。経
済的にも変化が著しい厳しい世の中では
ありますが、今までも様々な思いを乗り
越えてきたように、これからもそれぞれ
がすべき事を考え、出来る限りの努力を
して進んでいかなければなりません。そ
れには各々の研鑽もさることながら、支
えてくれる仲間や家族の存在も重要だと
思います。
本日成人式を迎えた仲間は、少ない人
数ながらそれぞれの個性を生かし、必要
な時にはすぐ団結し、今でもそれぞれに
付き合いのある温かい同級生です。それ
も自然に恵まれ、穏やかな雰囲気のある
この町があるからこそ出来た関係であり、
この河津町に感謝せずにいられません。
是非、河津町の皆さまにお願いしたい
事は、この雰囲気を大事に、そしてこの
町に帰ってきたい、住みたいと思う私た
ち若年層が力を尽くせるような環境を作っ
ていただけたらと思います。安心して長
く住み続けられる、帰省出来る故郷があ
ってこそ、せっかく築いた仲間関係も続
けていけます。
「河津桜の町」と言えば、離
れた地でもわかってもらえるような自慢
出来る故郷だからこそ、活気ある未来あ
る環境を整えていただけたらと思います。
これから起こるべき困難にも逃げる事
無く、意志と行動力を持って立ち向かう
為に、これからの私たちに必要な事と思
い、この場をお借りしてお願い申し上げ
ます。
最後になりますが、ご臨席いただきま
した皆さまの健康をお祈りし、頂戴しま
した数々の教訓を胸に刻み、感謝の言葉
とさせていただきます。（抜粋）
けんさん

胸に飛躍することを誓いました。

出席し、成人として責任と自覚を

さん＝浜＝が相馬町長から記念品

新成人を代表して、鈴木麻衣子

と、新成人にエールを送りました。

人が

人 （男

人）のうち

48

典は、新成人

人・女

35

62

27

28

10

ち、柔軟な発想と行動力で、より

良い社会づくりに参画してほしい」

飛躍を胸に新たな一歩

式典前は、選挙への関心を高め

を受け取り、髙川佑輔さん＝浜＝

式

平成 年町成人式が１月 日、河津中学校体育館で挙行され、振
袖やスーツに身を包んだ新成人たちが成人の喜びをわかち合い、飛
躍を胸に大人としての一歩を踏み出しました。

てもらおうと、町選挙管理委員会

式典後は、中学校時代の思い出

が二十歳の決意とともに謝辞を読

式典で相馬宏行町長は、「皆さん

の曲「大地讃頌」を、岩崎奨平さ

み上げました。

は国家の一員として、貴重な権利

ん＝谷津＝の指揮、飯田千織さん

と町明るい選挙推進協議会による

と義務が与えられ、責任のある生

＝見高浜＝の伴奏で演奏し、出席

模擬投票が行われました。

き方、言動が求められます。今後

謝辞を読み上げる髙川佑輔さん

した新成人全員で合唱しました。

記念品を受け取る鈴木麻衣子さん

は一人一人が自主自立の精神を持

模擬投票をする新成人

３

中学校時代の思い出の曲「大地讃頌」を合唱

２

観光客や地域住民でにぎわう

地域住民や観光客でにぎわう舟戸の番屋

ZOOM I N KAWAZU

河津寄って軽トラ市

まちの
出来事

町産業経済活性化連絡協議会の第9回「河津寄って軽
トラ市」が12月27日、笹原区姫宮通りで開催され、多
くの観光客や家族連れでにぎわいました。町内外の事
業所や団体など29店舗が出店し、新鮮な野菜や果実、
農産物や海産物の加工品などを軽トラックの荷台に載
せて販売しました。また、抽選会や町商工会女性部に
よる「花こよみ」の披露がイベントを盛り上げました。

作柄良好。色鮮やか
かわづカーネーション見本園

金目鯛鍋や海産物を堪能
舟戸の番屋

荷台に満載された新鮮な野菜を買い求める来場客

ロールキャベツ作りに挑戦

乗り初め祭り

見高浜区にある舟戸の番屋で1月4日、金目鯛鍋とつ
きたてのお餅を振る舞う「乗り初め祭り」が開催され、
多くの地域住民や観光客でにぎわいました。来場客は
温かい金目鯛鍋や炭火で焼いたサザエのつぼ焼きなど
に舌鼓を打ち、お土産に海産物や加工品を買い求めて
いました。会場ではこのほか、地元の農産物や伊勢エ
ビ、サザエなどが当たる抽選会も行われました。

白馬南小児童にスキーの滑り方を学ぶ東小児童(左)

見事な大輪が咲き誇る園内

280人が新春を駆け抜ける

ふるさと緑の少年団 料理教室・閉講式

元旦マラソン大会

河津ふるさと緑の少年団の料理教室が1月16日、南小
学校家庭科室で行われ、団員32人が参加しました。講
師に町健康づくり食生活推進協議会の皆さんを迎え、
団員は班ごとに分かれて野菜を切ったり、食材を盛り
付けたりと準備を進め、和風ロールキャベツ、きのこ
ご飯、焼きりんごの3品を調理しました。その後、町文
化の家生涯学習室に移動して閉講式が行われました。

町教育委員会主催の第40回元旦マラソン大会が1月1
日、河津中学校グラウンドをスタート・ゴールに開催
され、幼児から大人まで280人が参加しました。号砲
を合図にスタートした参加者は、河津川沿いの2・3・
5㎞の3コースに分かれ、新春の町内を快走しました。
参加者全員に完走証と記念品のタオルが配られたほか、
走り終えた後に温かいおしる粉が振る舞われました。

指導を仰ぎ真剣な表情で野菜を切る団員

５

河津桜観光交流館

白馬スキー交流

東小5年生15人と白馬南小5年生21人による児童交流
が1月13日から15日にかけて、姉妹都市の長野県白馬
村で行われました。14日には、白馬五竜スキー場で歓
迎式が行われ、互いに自己紹介をした後、東小児童と
白馬南小児童がスキー体験をして交流を深めました。
普段雪と触れ合う機会が少ない東小の児童たちは、ス
キーや雪合戦、そり滑りなどをして大喜びでした。

来場客でにぎわう河津桜観光交流館

正月準備で交流館にぎわう

姉妹都市の白馬で交流を深める
東小学校

かわづカーネーション見本園が12月20日に
開園し、5月8日まで開園しています。色彩
豊かな新品種や見事な大輪を咲かせている
主力品種が咲きそろい、来場者の目を楽し
ませています。開園初日は、観光客や地域
住民が訪れ、
「今年は特に色が鮮やか」、
「立
派な大輪。きれい」と感心しながら見入っ
ていました。同園は温室が3棟あり、その
うち一般棟には町内で主に出荷されている
22品種、特別棟にはまだ市場に出ていない
330品種計1万3,500株が栽培されています。

心地よい汗を流しながら町内を快走する参加者

年末市

河津桜観光交流館で12月29日、恒例の年末市が行わ
れ、売り出し開始前から約50人が列をつくり、正月の
食材を買い求める地域住民でにぎわいました。会場で
は、白菜、大根、かき菜、温州みかんといった地元新
鮮野菜や果実のほか、お飾り、生花などが安値で販売
され、来場客は野菜などを手に取り、買い物かごいっ
ぱいに新鮮な商品を買い求めていました。
４

図書館だより

【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

Ｈ28.2
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図書館カレンダー

新着DVDがそろいました

2月

24

25

26

27

● 永遠の０

28

29

● 男はつらいよ 11作
● H OM E

は休館日です。本の返却は返却ボックスへ。

愛しの座敷わらし

● ベイマックス

「日本絵本賞読者賞」(山田養蜂場賞）は、24冊の候補絵本の中から読
者の投票によって選ばれる賞です。文化の家図書館でも多数取りそろ
えています。一冊一冊、是非手にとってみてください。

2月はお休みします

愛子

コスモ21

モモちゃんとあかね

椋

鳩十

理論社

うえだ

智之くん
ともゆき

長野
東小学校6年

などを知るためです。

高橋

植田

ぼくの将来の夢は、考古

ジェニーのぼうけん・ジェニーときょうだい エスター・アベリル/作・絵
福音館書店
松岡 享子・張替惠子/共訳
（黒ネコジェニーのおはなし2・3）

そして、これからは、考

渡邉 義浩/監修 洋泉社

500年の興亡

文研出版

学者になってだれも見たこ

春秋戦国

健/監修

古学者の仕事や考古学者に

川澄

とのない恐竜の化石を発見

すしから見る日本

なるにはどうしたらいいか

インプレス

光村教育図書

調べていきたいです。大学

できるWord&Excel 2016

集平

きっかけは、もともと恐

長谷川

することです。

天使がいっぱい

にも行く必要があると思う

幻冬舎

竜が好きだったことと、考

美代子

ので、勉強もがんばりたい

工藤

古学者について書いてある

皇后の真実

です。

エリック・カール/作
偕成社
アーサー・ビナード/訳

ぼくが考古学者になった

いちばんのなかよしさん

本を読んで、 考(古学者はだ
れも知らなかったことがわ

集英社

ら、だれも見たことがない

龍太郎

夢がかなえられるように、

安部

12

誰も見たことがない化石を
考古学者になって発見したい
かるから、やりがいのある

出版社

れていない化石があり、そ

著者名

に今努力していることは、

名（児童書)

れが見つかると生物につい

書

義貞の旗

頭がいい親 13歳からの子育て 木村 慶子
７

出版社

恐竜や化石について調べる

著者名

て新しいことがわかると思

名（一般書)

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。

ことです。そのために、恐

新着図書案内

竜に関係する本を読んだり、 うからです。

と き：2月25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10月生まれの赤ちゃん

テレビを見たりしています。

今月のブックスタート

どーん」

これからも、勉強をがんば

語りかけから、始めよう。

「はっきょい

どんな恐竜がいたのか、恐

「おばけもこわがるおばけ」

ります。

※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。

「うしのもーさん」

竜の化石の特ちょうは何か

小学生向け 15時50分～16時20分
2月3・10・17・24日
(毎週水曜日)

書

23

恐竜に関する本を読む植田くん

仕事だな と
) 思ったことです。 恐竜の化石を発見したいで
ぼくが夢をかなえるため す。世界には、まだ発見さ

小学生向けの読み聞かせ
「時間のはこぶね」

11

滉伸さん

すずき あきのぶ
見高浜
24歳 O型 いて座
汐風の宿 海童

い、料理の盛り付けなども

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
2月4・18・25日
(木曜日)
幼児向け 14時30分～15時

～いちばん好きな絵本はど～れ？～

月の終わ

日本絵本賞・読者賞

10

丁寧に行っています。

リスの山小屋

また、４月から５月半ば

● チップとデール

乳幼児向けの読み聞かせ
「はらぺこあおむしの会」

左から「映画クレヨンしんちゃん」、「ぼくた
ちの家族」、
「もし高校野球の女子マネージャー
がドラッカーの「マネジメント」を読んだら」

● 映画クレヨンしんちゃん

力さん 民(間広報協力員）

幼児向け 14時30分～
2月7日
(日曜日)

ドラッカーの「マネジメント」を読んだら

までと 月から

「さくらの会」読み聞かせ会

たりだと感じました。

● もし高校野球の女子マネージャーが

地元の消防団にも所属し、

今月のおはなし会

【取材】中村

● ちいさなプリンセスソフィア

鈴木

「お客さんにより良いサー

23

ビスを提供できるようにし

22

たい」と話す鈴木滉伸さん

21

りまでは、エビ網漁も行っ

● ぼくたちの家族

は、見高浜にある汐風の 宿

20

「海童」で働いているフレ

19

ています。昨年 月には小

18

ッシュさんです。

17

型船舶免許を取得し、寒さ

16

海童は昔からやっていた民

15

が厳しい日も早朝から漁を

14

宿を８年前に改装し、旅館

【新着DVDの一部】

手伝っています。

13

業へと転向しました。滉伸

12

休日は下田の弓道場に足

11

さんも家業である旅館業を

10

を運び、高校から始めた弓

９

しながら、時期によっては

８

く真面目な滉伸さんにはぴっ

７

道を楽しんでいます。明る

６

宿泊したお客さんから
「良

５

エビ網漁も行っています。

４

かった」、「館内がきれい」

３

などの言葉をいただいた時

２

祭りなどの行事にも積極的

１

は、とてもうれしく感じる

土

に参加している滉伸さんの

金

そうです。より良いサービ

木

今後の活躍が楽しみです。

水

スを提供できるよう、部屋

火

や温泉の掃除を念入りに行

子どもから大人まで楽しめるＤＶＤがそろいました。貸し出し中の
ものは、予約することができます。新着ＤＶＤの貸し出しは、一家族、
１回１本までとさせていただきます。

月

日

お客さんにより良い
レッ
シュ
フ
サービスを提供したい
316

６

服や枕まわりの花粉を払い

家に入る前や寝るときには、

の飛散量が多いので、対策
落とすなどして、家の中に

後１時から午後３時は花粉

ズンが訪れました。花粉症
をしっかりとして外出しま
花粉を持ちこまない工夫が

毎年つらい花粉症のシー
は、体内に入った花粉を異
しょう。

開ける幅を センチ程度に

をこまめにし、換気は窓を

必要です。また、拭き掃除

物の侵入と認識した免疫細
胞が、体を守ろうと過
剰に反応して起こりま
す。花粉を追い出そう
とくしゃみで吹き飛ばし

して、レースのカーテンを
閉めましょう。

いる皆さまとの公平性を確保

康保険税をきちんと納税して

溝田

保健師

の滞納処分の対象となります
ので年度内の納付をお願いし
ます。
安心で便利な「口座振替」を
ご利用ください
町では、口座振替による納
税を推奨しています。納期限
日に指定口座から自動的に振
替ができるため、納め忘れが

族の病気、事業の廃止や失業
など、納期限までに納税がで
きない場合は、町民生活課徴
収係にご相談ください。
分割納付や一定期間の納税

８時

猶予を受けられる場合があり
ます。
納税相談
時（祝日・年

日時▼月曜日～金曜日
分～

末年始を除く）

町民生活課徴収係

役場１階②番窓口

場所▼町民生活課徴収係
問

34－1937

（３４）１９２８

ました。

ちたい」と抱負を話してくれ

談に乗って、少しでも役に立

板垣さんは「地域住民の相

人権擁護委員委嘱状伝達式
日、静岡地方法務

人権擁護委員の委嘱状伝達
式が１月

局下田支局で行われ、新任の
板垣正利さん＝沢田＝が大柴
支局長から委嘱状の交付を受
けました。委員の任期は３年
人権擁護委員は、法務大臣

間です。
の委嘱を受け、人権への関心
を広める啓発活動などを行う
ほか、町の人権相談で、町民

施間隔を２年に１回としています。町ではこれに併せ､隔年での受診を実施しています。

たり、鼻水や涙で洗い

４月１日から県、下田市、

なく安心です。町民生活課と
町指定金融機関にある口座振
替依頼書に必要事項を記入し、
金融機関へ提出して下さい。
納税に困ったら相談を

※厚生労働省では、科学的に有効な方法として、子宮頸がん検診および乳がん検診の実

よろしくお願いします

災害や盗難被害、本人や家

1,000円

流したりしようとする
●症状がでた場合は …
鼻をかみすぎたときは、
皮膚を保護する保湿剤でケ
アしましょう。また、目が
かゆいときは、冷やしたタ
オルで目を冷やすと、かゆ
みの症状が軽くなります。
症状が出る前に対策を心

東伊豆町、河津町、南伊豆町、

するため、すべての滞納を対

朋代

がけ、つらい季節を乗りき

松崎町および西伊豆町で構成

象に、財産調査や差し押さえ

保健福祉課

りましょう。

する「賀茂地方税債権整理回

などの滞納処分を専門的に行っ

昨年４月から火災出動や大き

伊豆今井浜病院（河津町見高）※クーポン対象者のみ
臼井医院（下田市2丁目）
1,300円
20歳以上で今年度偶数歳の人
（70歳以上無料）
伊豆東部総合病院（東伊豆町稲取）
（昨年度受診した人は対象外）
下田メディカルセンター（下田市6丁目）

からさまざまな相談を受けて
います。

各医療機関で受診できる人数に限りがあるので、その年の対象者の受診を優先させてい

のです。対策をして花
粉シーズンに備えましょ

う。
マスクの着用は吸い込

●外出時は完全防備

む花粉をおよそ３分の
外出時の衣類や外に干し

●持ちこまない＆落とす

果があります。マスクの内
た布団や枕には、花粉が付

１から６分の１に減らす効
側に湿ったガーゼをあてる

収協議会」が、各市町における

納め忘れの税金がある場合

ていきます。

この組織は、住民税、固定

は、４月以降差し押さえなど

高めました。
人が出席し、

関係機関や各種団体の代表
者など来賓約
河津中学校グラウンドで挙行

な災害もない。これからも消

子宮頸がん検診

受診していない
人はお早めに
負担金
医療機関

（70歳以上無料）

佐藤医院（河津町浜）
40歳以上で今年度偶数歳の人 伊豆今井浜病院（河津町見高）
（昨年度受診した人は対象外） 下田メディカルセンター（下田市6丁目）

乳がんマンモグラフィ検診

着している場合があります。

町消防団出初式

され、団員２３０人が参加し、

防団員としての心構えを持ち、

水訓練を披露しました。

を行進し、荒倉橋の下流で放

倉橋までの約５００メートル

奏楽部の先導で、同校から荒

式典終了後、河津中学校吹

い」と団員を激励しました。

て消防団活動に精進してほし

財産を守るべく、有事に備え

功労者表彰や機械器具の点検、

稲葉壽英団長は訓示で「幸い、

■出張健康相談・健康講話

火災や災害から住民の生命・

町消防団出初式が１月５日、

り広げ、地域防災への士気を

資産税、軽自動車税、国民健

税金の滞納整理を実施します。

賀茂地方税債権整理回収協議会

町税徴収の体制が変わります

税の公平性を確保するため

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 3月1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
持ち物 母子健康手帳

と効果がアップします。午

■育児相談

８
９

17

所

各検診受付は2月までとなり、
実施日は各医療機関で異なりま
す。詳しくは、お問い合わせく
ださい。なお、無料クーポン対
象者は、来年度以降対象になら
ないため、ぜひご利用ください。
15

場

【問い合わせ】
保健福祉課
ただいています。がんの早期発見、早期治療の機会として、ぜひ受診しましょう。
委嘱状を受け取る板垣さん(右)

s

new

時

2月15日(月)
13時30分～15時30分
3月7日(月)
13時30分～15時30分
保健福祉センター
日

10

保健師が、自治会や地域のグループ
の会合に出向いて健康相談や講話を行
います。希望日の1カ月前までに保健
福祉課へ申し込んでください。
テーマ 血圧管理・メタボリックシン
ドローム対策・認知症の予防
など

19

80

検診

症状が出る前に対策をとりましょう

1月20日、くれよんくらぶこま作り(教養娯楽室
にて)

34－1937
保健福祉課

こんにちは
保健師です。

s

消防団活動の決意を新たに

new

fos
ew
nIn
規律訓練、放水訓練などを繰

荒倉橋下流で放水訓練を実施

■健康相談および母子健康手帳交付

花粉症の対策でき
ていますか？

保健のお知らせ

●今月のテーマ

news
and
info
笹原地内を行進する消防団員

◆今月の納税◆

暮らしの情報
ひとの動き

固定資産税4期 国民健康保険税10期
後期高齢者医療保険料7期 2月29日(月)が納期です。
問 町民生活課 34ー1928

相 談
身近なこと生活相談へ

戸籍だより

日

時

（12月1日～31日届出）

今月のふれあい町長室

2月23日は富士山の日

民間広報協力員を募集

相馬町長と直接対話

県民が富士山について学び、考え、

町では、町民の皆さんに親しまれる

県の就職支援機関「しずおかジョブ

できます。事前に電話

想いを寄せ、富士山憲章の理念に基づ

広報の紙面づくりを行うため、取材や

ステーション」では、あらゆる世代の

予約してください。

き、富士山を後世に引き継ぐことを志

特集、企画などに協力していただく、

求職者の特性に応じた就職支援(就職相

10時～15時

日

2月29日(月)

す日として、県は2月23日を「富士山

民間広報協力員を募集しています。

談、セミナーなど)を実施しています。

13時30分～

の日」と定めました。

任

イベント・施設割引情報

（2年間）

時

保健福祉センター

所

問

社会福祉協議会

ボランティア団体室

1人20分程度

34－1286

場

所

人権・行政・生活相談
日

時

3月2日(水)

10時～15時

場

所

保健福祉センター

問

2月22日(月)～26日(金)

エイズ検査と肝炎検査
ください。検査は無料・匿名。
日

日本年金機構出張相談

時

施設割引などをご覧いただけます。

結果通知

問

エイズ検査

2月26日(金)

東伊豆町役場

場

所

3月４日(金)

下田市役所(要予約)

問

賀茂保健所

34－1924

14時～17時
約1週間後

賀茂保健所1階

相談室

地域医療課
24－2052

13時～14時

34－1932

3922まで）

骨髄バンクドナー登録

名

供者）登録の手続きを行います。

犬・ねこ引き取ります
飼い主のいない犬・ねこに限ります

日

時

2月25日(木)（要予約)

場

所

賀茂保健所1階

対

象

18歳から54歳(男性45kg以上、

相談室

女性40kg以上) の人

受

付

3月11日(金)まで

ビル2階東部県民生活センター内)

詳しい活動内容など、下記へお問い
問

まちづくり推進課

伊豆スカイライン料金割引

応募作品

絵画(油絵、水彩画、版画、

19日(金)から2月28日(日)までの10日間、

日本画、水墨画など)、書、写真、手工

県と共同で伊豆スカイラインの通行料

芸など

金が全区間・全車種上限200円となる伊

応募資格

（1月1日現在）

豆スカイライン料金割引キャンペーン

応募期間

2月29日(月)～3月18日(金)

アの方法を学ぶ」です。

を実施します。河津桜の開花などで混

展示会場

グランシップ

日

時

2月17日(水）13時30分～15時

雑が予想される時期に、ぜひ一度ご利

リー(JR東静岡駅東側)

場

所

保健福祉センター

問

人

口

7,608 人

（男）

3,678 人

（女）

3,930 人

世帯数

3,318 世帯

応募方法など、詳しくはお問い合わ

県道路公社道路部企画業務課
054－254－3424

せください。
問

問

１１

町介護家族の会事務局
サンシニア河津

32－3203

054－221－6241

ゲートキーパースキルアップ研修会

省エネにご協力ください
土砂災害警戒区域等の指定について

日

時

2月25日(木)

場

所

下田総合庁舎2階

第3会議室

害防止対策の推進に関する法律に基づ

対

象

ゲートキーパー研修を受けた

き、県が下記区域を土砂災害警戒区域

13時30分～16時30分

土砂災害警戒区域等における土砂災

ことがある人、初めての人、関心のある

等に指定しましたのでお知らせします。

人

定員50名（先着順）

①指定区域名

問

町民生活課

内

容

※河津町民専用のフリーダイヤル番号

教養娯楽室

(一社)県労働者福祉協議会

問

前月比（－２)

前月比（＋９）

展示ギャラ

問診、検査用血液の採取など(約30分）

( 電話健康相談専門事業者への委託事業 )

介護知識を学びましょう
う。今回は「口腔ケアの基礎知識とケ

10時40分～10時50分

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

http://jobsta.pref.shizuoka.jp

指導的立場を除く県民

役場前駐車場

24－2052

しずおかジョブステーション東部

介護に必要な知識を楽しく学びましょ

所

34－1932

問

第66回県勤労者総合美術展出品作品募集

場

河津町24時間電話健康相談ダイヤル

人口と世帯

34－1924

内

地域医療課

9時～17時(月曜日～金曜日)
土日祝日、年末年始は休館

3月16日(水)

賀茂保健所

利用時間

合わせください。

時

骨髄バンクについての説明、

しずおかジョブステーション

東部(沼津市大手町1-1-3沼津商連会館

日

容

称

取材や原稿の作成など

白血球型を調べる採血とドナー（提

お知らせ

お気軽にご利用ください。(予約制)

容

用ください。

（予約は下田市役所国保年金係22－

平成28年4月～平成30年3月

055－951－8229

富士山の日(2月23日)に合わせ、2月

9時～12時(要予約）
肝炎検査

まちづくり推進課

期

内

http://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-

2月25日(木)

問診・採血

日時・場所

町民生活課

34－1924

まちづくり推進課

検査前日の16時までに電話予約して

34－1932

9時30分～11時30分

県ホームページで、各種イベント・

223/fujisannohi/top.html

ふれあいホール
町民生活課

団体不可

役場町長室

予約受付

問

就職のことならジョブステーションへ

2月17日(水)、3月16日(水)

場

問

介護保険料6期
2月29日(月)が納期です。
問 保健福祉課 34ー1937

小鍋地区

ゲートキーパースキルアップ

指定年月日

平成27年12月4日

研修会(ゲートキーパーとは、身近な人

自然現象名

急傾斜地の崩壊

の自殺の危険を示すサインに気づき、
適切な支援につなげる人のことです。

②指定区域名

悩んでいる人に、気に掛けているとメッ

指定年月日

平成27年12月4日

セージを発すること自体が孤立防止に

自然現象名

急傾斜地の崩壊

大鍋地区

つながることを知ってもらうための研
③指定区域名

した内容ですが、初めての人でも受講

指定年月日

平成27年12月18日

可能な内容となっています)

自然現象名

土石流

電話にて2月19日(金)まで

込

問

賀茂健康福祉センター福祉課
24－2056

町の行政情報は
ホームページやス

修会です。今回はスキルアップを目指

申

便利ツール

問

小鍋地区

下田土木事務所

マートフォンでも閲
覧できます。
右の２次元バー
コードを読み取るとスマートフォン版

企画検査課

24－2113

サイトにアクセスできます。

建設課

34－1952

問

まちづくり推進課

34－1924

１０

のは、笹原にあるお食事処「ろば

親しみやすい笑顔で迎えてくれる

暖簾をくぐって店内に入ると、

の人間関係や繋がりを大切にする

やるようになったら、お客さんと

後に帰ってくる予定。一緒に店を

現在板前の修業中。
「息子が２年

のれん

た」の店主・岩崎哲也さんです。

で語ってくれました。

よう伝えたい」と嬉しそうな表情

年目を迎え

東伊豆町稲取から店を移し、岩
崎さんが店を継いで

「自分の家のように来てくれるお

地元の人の大切さを感じながら、

て仕事場に立つという岩崎さん。

れる店を目指し、常に初心を持っ

その腕前は、店内に飾られた数々

りの醍醐味を語ってくれました。

動と強い引きが面白い」と石鯛釣

かからない魚を釣り上げた時の感

立派な石鯛を釣り上げ、
「滅多に

釣り。取材をした日も

を胸に、大人としての一歩を

新成人が、新たな思いや希望

スーツや振り袖に身を包んだ

髙川佑輔さんは、堂々と故郷

行われました。謝辞を述べた

など、終始和やかな雰囲気で

センチの

岩崎さんの趣味は週に１回の磯

客さんや家族連れで一家団欒の場

の魚拓や写真が物語っています。

への感謝と思いを語り、取材

町の成人式では、友人との再

ような思いがしました。（

意に触れ、私も背筋が伸びる

息を合わせてお餅をつく園児

）

会を喜び、恩師の先生方によ

全国各地で成人式が行われ、

所として来店してもらえることが

踏み出しました。毎年荒れる

だんらん

うれしい」と話してくれました。

今後も気軽に立ち寄れるアット
歳を迎えた長男・奨平さ

竜也さん（民間広報協力員）

栄をお祈りしています。

店の切り盛りは家族総出。４人

しろうま保育園でお餅つき

をしながら新成人の思いや決

姉妹都市長野県白馬村通信

成人式の様子を目にしますが、
伝い、

【取材】村木

35

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

■河津町ホームページアドレス http://www.town.kawazu.shizuoka.jp/

いわさき てつや
谷津 49歳
笹原に店を構えて14年。モットーは
「地元のつながりや人の心を大切にす
ること」。趣味は磯釣り。3年前から石鯛
釣りに挑戦し、過去には58センチの大
物を釣り上げている。

ホームな店として、ますますの繁

る思い出話に笑みがこぼれる

1月8日(金)、しろうま保育
園でお餅つきが行われました。
園児たちは「よいしょ、よ
いしょ」と息を合わせ、重い
杵を持ち上げて一生懸命お餅
をついて、お昼にお節料理と
一緒に自分たちでついたお餅
をおいしくいただきました。
今年も元気いっぱいに遊ぼ
うね♪

k

■印刷 ㈱栄協

まちづくり推進課

■編集

〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中 212-2 0558-34-1111

岩崎 哲也さん

のお子さんも幼い頃から仕事を手

ます。地元の幅広い年齢層に愛さ

14

んは、３代目の後継ぎとなるため、

20

河津町役場

■発行

お食事処「ろばた」の店主

地元に愛される店を目指して

岩崎さんが釣り上げた石鯛

