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れんげで花束を作ったよ
(４月24日 さくら幼稚園 園外保育)
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平成

■妊婦健康診査の補助金
妊婦健康診査のうち、基本
健診 回分、超音波検査４回
分、後期血液検査１回分・血
算検査１回分・ＧＢＳ検査１
回分にかかる費用の一部を補
助します。
【対象】
・町に住所がある妊婦
問 保健福祉課
（３４）１９３７
■新生児聴覚スクリーニング
検査費助成事業
赤ちゃんの聴覚検査にかか
る費用の一部を助成します。
【対象】
・町に住所があり、平成 年
４月１日以降に生まれた児又
は産婦
問 保健福祉課
（３４）１９３７
■こども医療費助成制度
医療機関などで受診した際

にかかる保険対象医療費の自
己負担分を助成します。
【対象】
・ 町に住所がある中学３年生 (
歳以下）までの子ども
問 保健福祉課
（３４）１９３７
■子育て応援
住宅整備事業補助金
住宅の新築（木造）工事や
増改築工事・リフォーム工事
に補助金を交付します。
【対象】
・町内業者の施工によるもの
・ 歳未満の子どもがいる世
帯、または補助の申請時点で
妊婦のいる世帯
・町に住所があり、居住して
いる人
・住宅などを所有している人
および居住している人
・町税などの滞納がない人
問 保健福祉課
（３４）１９３７

２
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年度

町の補助制度を紹介します
町民生活課
（３４）１９３２

■不妊治療費等助成事業
不妊治療にかかる費用（治
療費と治療のため通院に要し
た交通費）の一部を助成しま
す。
【対象】
・町に住所があり、医療保険
法の被保険者または被扶養者
で町税などの滞納がない人
【その他】
・①一般不妊治療（１回２万
円を限度に年間 万円まで）
②人工授精（年度ごとに負担
額の 分の７、上限６万５千
円まで） ①と②の併用不可
※
・特定不妊治療 (※
体外受精・
顕微受精・男性不妊治療に関
わる手術「ＴＥＳＥ、ＭＥＳ
Ａ等」 は
) １回 万円を限度に
年２回まで
問 保健福祉課
（３４）１９３７

問

町では、今年度もさまざまな補助制度を実施しています。制度の内容や必要書類
など、詳しくは、担当課にご相談ください。

■出産費助成制度
子どもの出産にかかる費用
の一部を助成します。
【対象】
・出産日の６カ月以上前から
町に住所があり、引き続き町
に住所を有する人で、町税な
どの滞納がない人
問 保健福祉課
（３４）１９３７

【対象】
・町に住所があり、 歳に達
した人および 歳以上の人
問 保健福祉課
（３４）１９３７

お祝い・子育て

■結婚祝金
新たに夫婦となった１組に
つき 万円を支給します。
【対象】
次の要件を全て満たす夫婦
・婚姻の届出をし、夫婦とも
に町に住所がある人
・夫婦、もしくはいずれか一
方が婚姻届出前に１年以上町
に居住している人
・夫婦ともに、結婚後も引き
続き町に住所を有する人
・過去に河津町結婚祝金を受
けておらず、町税などの滞納
がない人
問 保健福祉課
（３４）１９３７
■出産育児一時金
出産児１人につき、一時金
として 万円を支給します。
【対象】
・ 国民健康保険加入者で出産した人

15

※QRコードが読み取れない場合は、bousai.kawazu-town@raiden.ktaiwork.jpへ空メールを送信してくださ
い。受信拒否設定などでメールが受信されない場合、各携帯会社のサイトか販売店にお問い合わせください。
登録名については自由ですが、万が一システムに異常が出た場合の連絡をするため、実名での登録を推奨し
ています。（メールの受信には、１通あたり１～２円のパケット通信料がかかります。）
問 総務課消防防災係 ☎34－1913

■敬老祝金および記念品
歳に達した人に 万円を
歳に達した人と 歳以上の
人に記念品を支給します。

住宅・安全

ＱＲコード
設定内容を確認し、「登録」を選択→登録完了！！

18

配信情報を選択し、「次へ」を選択

29

右記のQRコードを読み取り、空メールを送信
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■プロジェクト
ＴＯＵＫＡＩー０
町で派遣する専門家が、対
象となる木造住宅の耐震診断
を１棟１回限りで行います。
費用は無料です。
診断結果をもとに、耐震補
強計画の作成や耐震補強工事
が必要と診断された場合、計
画の作成や工事にかかる費用
の一部を補助します。
【対象】
・昭和 年５月 日以前に建
てられた木造住宅
【その他】
・工事を実施する場合は、契
約前に申請が必要です。
問 建設課（３４）１９５２

４つの登録手順

10

■ブロック塀等
撤去改善事業補助金

町の災害や防災、行政情報などを迅速に受け取れる防災メール。
災害時の貴重な情報源となりますので、ぜひご活用ください。

100

■木造住宅建築等
助成制度補助金
木造住宅の新築または増築
を町内業者に依頼された人に、
当該住宅に賦課された固定資
産税相当額を補助します。
【対象】
・申請日に町税などの滞納が
ない人のうち、町税などを口
座振替で行っている人、もし
くは今後口座振替をする人
【その他】
・着工前に申請が必要です。
問 産業振興課
（３４）１９４６

数分後、町防災情報メールが届いたらURLにアクセス

14

防災メールを登録しよう ! !

10

地震発生時に倒壊・転倒の
危険性のあるブロック塀など
の撤去または改善を行う場合、
工事や設計にかかる費用の一
部を補助します。
【対象】
・撤去の場合は道路に面した
ブロック塀など
・改善の場合は広域避難地避
難路に面するブロック塀など
【その他】
・着工前に申請が必要です。
問 建設課（３４）１９５
９２
月

Check

29

■住宅用太陽光発電システム
設置補助金
住宅用太陽光発電システム
を設置する人に、１ｋｗ（５
万円）で最高４ｋｗ (万円）
を補助します。
【対象】
・町に住所があり、居住する
住宅（店舗兼用住宅を含み、
賃貸住宅は除く）に太陽光発
電システムを設置する人
【その他】
・着工前に申請が必要です。
問 まちづくり推進課
（３４）１９２４
20

15

31

10

100

88

自然エネルギーを活用したまちづくりを推進します

56

42

info.1
10

info.2

100

88

見頃を迎えた河津バガテル公園

奨金を支給します。

産業振興課

・町に住所があり、町税など

町ホームページを活用しましょう!!

す。回覧や各種申請書、広報紙のバックナンバーなども

掲載しています。下記URLから町ホームページにアクセス
できます。また、右のQRコードを

読み取るとスマートフォン版サイ
トにアクセスできます。

歳未満であり、農業経

産業振興課
（３４）１９４６

町民生活課
（３４）１９３２

町民生活課

替えは対象外となります。

・新築又は改築等に伴う設置

・着工前に申請が必要です。

【その他】

り町税等の滞納がない人

・町内に浄化槽を所有してお

【対象】

助金を交付します。

化槽へ設置替えをする人に補

単独浄化槽から合併処理浄

設置費補助金

■合併処理浄化槽

問

・購入前に申請が必要です。

【その他】

・町に住所がある人

【対象】

入に補助金を交付します。

みのたい肥化処理機などの購

ごみの減量化対策に、生ご

促進事業補助金

■生ごみ堆肥化

問

のある人

・農地の所有権または利用権

意欲のある人

営者となることについて強い

原則

・独立・自営就農時の年齢が

【対象】

に給付金を給付します。

後（経営開始型）の所得確保

就農前の研修期間 準(備型）
および経営が不安定な就農直

■青年就農給付金

Check
問

バナー広告（町内業者・月額3,000

円、町外業者・月額5,000円）も随

町ホームページURL(PC版)

町ホームページURL(スマートフォン版)

産業振興課

万円以上が

（３４）１９４６

山田町の復興と共に強く育っ

とのこと。

来年は花の数も増えるだろう

のため葉桜も目立ちますが、

真を送ってくれました。寒さ

とここまで咲きました」と写

今年、山田町の職員が「やっ

た。

の提供と植栽が始められまし

けたいとの思いから、河津桜

客も多く、何かしらの志を届

まつり』には東北からの観光

で暮らしています。『河津桜

今なお多くの人々が仮設住宅

町は東日本大震災で被災し、

植栽が行われています。山田

有志によって桜の苗木の提供・

山田町では毎年、河津町の

を咲かせました。

岩手県山田町の河津桜が花

岩手県山田町の
河津桜が開花

問

ます。

は、対象作物が設定されてい

・自分の農地を再生する場合

【その他】

受け、作物生産を再開する人

・荒廃した耕作放棄地を引き

【対象】

作業ができます。

の負担が少なく、農地の再生

対象）を補助します。耕作者

にかかる経費（

荒れた農地を再生する作業

■耕作放棄地緊急対策事業

なお、トップページに掲載する
ていってほしいものです。

４
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【対象】
・町内において対象鳥獣を捕
獲した人

・野生猿は１頭２万２千円

商工・農業
・ 有害鳥獣捕獲許可を受けた人
納税申告している個人事業者
・猪と日本鹿は１頭５千円

問
（３４）１９４６

農作物の鳥獣害対策に、電
県で主催する狩猟免許試験

【その他】
の滞納がない人

（３４）１９４６

まちづくり推進課
（３４）１９２４

町の行政情報は、町ホームページで随時更新していま
（３４）１９３２

ＱＲコード
時受け付けています。

【その他】
・町に住所があり、新規に商

■小売事業者
強化事業費補助金

産業振興課
（３４）１９４６

る助成金支給制度があります。

・国やＪＡからも駆除に対す

人以下の事業者

工業を営もうとする人のうち
問

従業員が

町内の事業者で、情報通信
媒体を活用して事業拡大に取
り組む場合、必要経費の一部
を補助します。
【対象】
請後１年以内に町内で事業を
気柵などの購入・設置にかか
（わな免許）および県猟友会

■狩猟免許（わな免許）

行う人が実施するホームペー
る費用の一部を補助します。
主催で行われる試験予備講習

■鳥獣害対策事業補助金

ジ新規作成や改修に伴う委託
【対象】
会にかかる費用の一部を補助

・町内の個人事業者および申

費用や商標登録、意匠登録に
・町に住所があり、農作物な

・着工前に申請が必要です。

・受験前にご相談ください。

得した場合に限ります。

・申請年度内に狩猟免許を取

【その他】

を取得した人

・設備購入費の２分の１（上
万円まで）
産業振興課
（３４）１９４６
■有害鳥獣駆除報奨金制度

問

限

・新たに狩猟免許 わ(な免許）

取得補助金

かかる費用など
します。

万円

どに鳥獣被害を受けた人また

万円以上
【対象】

・事業費が
は被害を受ける可能性がある人

産業振興課

までのうち、２分の１を限度
問
（３４）１９４６
■商工業施設
整備資金利子補給金
町内の事業者で、事業用建
物や設備の新・増設に資金を
金融機関から借り受けた場合、
お願いします。

・受験の申し込みは、各自で

の被害を防止するため、鳥獣
問

有害鳥獣による農林水産物

【対象】
の保護および狩猟の適正化に

その利子の一部を補助します。
・町に本社（本店）が登録さ
関する法律に基づき、駆除報

産業振興課

れている法人もしくは、町に

結果を町に提供できる人
【その他】
町民生活課

・受診前に申請が必要です。
問
（３４）１９３２

町民施設利用券

■河津バガテル公園

・受講料や防災士認証登録申

問

様でも無料で入園できます。

の利用券で、１回に町民何名

などの提示が必要です。１枚

てください。提出時、免許証

入園ゲートで利用券を提出し

利用券に必要事項を記入し、

は同公園で配布する町民施設

・役場まちづくり推進課また

【その他】

・町に住所がある人

【対象】

用券を配布しています。

無料で入園できる町民施設利

同施設のローズガーデンに、

総務課（３４）１９１３

１年以上加入している満 歳

・町国民健康保険に継続して

【対象】

を上限１万円まで助成します。

人間ドック受診費用の一部

人間ドック助成

■町国民健康保険

問

円を限度

請料、旅費などを対象に 万

が推薦する人

人で自主防災組織または区長

健康・暮らし

バス回数券の購入代金を助

■寿回数券制度
成します。
歳以上の町民

【対象】
・満
【その他】
・役場総務課で発行する証明
書を持参して、南伊豆東海バ
ス河津駅案内所で回数券を購
総務課（３４）１９１３

入してください。
問

■防災士育成事業補助金
防災士の資格取得にかかる

歳未満の人、国民健康
保険税の未納がない世帯の人

以上

【対象】

・町のきっかけ健診、特定健

費用を補助します。
・町に住所があり、自主防災

診を受けていない人で、受診

34－1924
まちづくり推進課
問

20
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http://www.town.kawazu.shizuoka.jp/smart/
東北の日差しを受けて咲く河津桜

60

http://www.town.kawazu.shizuoka.jp/
10

10

組織または区に所属している

春バラが見頃の河津バガテル公園

10

昨年の防災キャンプでの活動の様子

30

購入前にご相談ください

10

75

回数券の購入は河津駅案内所にて

45

info.3
info.4
70

ベロバ海岸でカニ引きに挑戦

早く大きくなってね
河津川非出資漁協

ZOOM I N KAWAZU

アユ体験放流

まちの
出来事

河津川非出資漁業協同組合 (島崎光夫組合長) のアユ
の体験放流が4月27日、小鍋橋と荒倉橋付近で行われ、
西小の2・3年生、南小の3・4年生がアユの稚魚を河津
川に放流しました。児童は組合員からアユの生態や河
川環境の保護について説明を受けた後、持参したバケ
ツに数匹ずつアユを入れてもらい「元気に大きく育っ
てね」と声を掛けながら優しく川に放しました。

来場者10万人を達成
伊豆見高入谷高原温泉

伝統の交流会で絆を育む
白馬南小・河津東小児童交流

慎重にバケツを傾けアユを放流する児童（小鍋橋）

白馬南小学校の6年生21人が5月11日から12日にかけ
て河津町を訪れ、東小学校の5・6年生と交流しました。
この交流会は昭和62年度から毎年行われており、6年
生は冬のスキー交流以来約4カ月ぶりの再会となりま
した。ベロバ海岸でのカニ引きや磯遊び体験の後、東
小の保護者が作った金目鯛の味噌汁が振る舞われ、児
童らは和気あいあいと食事を楽しんでいました。

菖蒲湯を楽しむ子どもたち

てんとう虫さん出ておいで

記念すべき10万人目の入園者となった
土屋さん

“いざ”より“いま”の備えを

さくら幼稚園園外保育

河津ふるさと緑の少年団開講式

さくら幼稚園年中の園外保育が4月24日、田中のれ
んげ畑で行われました。園児らはれんげで花束を作っ
たり、てんとう虫を観察したりして遊びました。途中、
「てんとう虫さん、って呼んだら出てくるかな？」と
友達と大声でてんとう虫を呼んで捕まえようとする場
面も見られました。最後に全員で鬼ごっこをして遊び、
鬼役の先生に捕まらないよう一生懸命走っていました。

町内の3～6年生が参加する河津ふるさと緑の少年団
の開講式が4月22日、
文化の家で行われました。57名の
はやかわ いずみ
団員を代表し、副団長の早川衣純さん＝谷津＝が「私
たちは緑を守り、緑を守る心を育てます」と誓いの言
葉を述べました。開講式後、西小学校の奥矢倫知先生
を講師に防災講演が行われ、
『ぼうさいカルタ』で南海
トラフ地震の脅威と対策について学びました。

れんげの花束を持つ園児

７

2017.６
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逆川区と筏場区でマス釣りイベント

菖蒲湯サービス

端午の節句を祝う菖蒲湯のサービスが5月5日、踊り
子温泉会館で行われました。無病息災を願うこの風習
は、江戸時代の武家社会で「武道を重んじる」という
しょうぶ
意味の尚武をかけて、5月5日を尚武の節目として祝っ
たことに由来します。訪れた子どもたちは、地元の農
家で生産された葉菖蒲を浮かべた湯船につかり、爽や
かな香りを楽しんでいました。

釣れたマスを手に笑顔（筏場区)

新緑の清流でニジマス釣り

端午の節句に願いを込めて
踊り子温泉会館

伊豆見高入谷高原温泉の来場者数が5月2日、10万人を
突破しました。平成19年4月のオープンから10年目の
つちや
達成となります。10万人目の入園者となったのは土屋
くにや
邦也さん＝谷津＝。温泉にはほぼ毎日、お母さまと一
緒に訪れているそうです。記念品としてみかんや竹の
子など地元の農産品が贈られると、土屋さんは「10万
人目と聞いてとても驚きました。河津は野菜や果物な
ど地の物がおいしいので嬉しいです」と喜びを語りま
した。土屋勝樹組合長＝見高入谷＝は「これからもお
客さまのためにより良いサービスを提供できればと思
う」と話していました。

ぼうさいカルタで学ぶ団員

５月の連休中、逆川区と筏場区でマス釣りイベント
が開催されました。地域活性化を願って毎年両地区が
行っているこのイベントに、今年も多くの家族連れや
地域住民が訪れました。参加者は思い思いの場所で釣
り糸を垂らし、マスを釣り上げるたび、大きな歓声を
上げていました。釣り上げたマスは会場で焼いて食べ
ることができ、参加者はのどかな休日を過ごしました。
2017.６
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図書館だより

Ｈ29.6

No.170

http://www.bunkanoie.town.kawazu.shizuoka.jp

【開館時間】
９時～18時 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

●春の図書館だより

図書館カレンダー

30

かわいらしい赤ちゃん紙芝居がそろいました
ユーモラスでほのぼのした『とよた
かずひこの紙芝居』、音とリズムに親
しむ要素を盛り込んだ『いっしょにこ
んにちは』、あかちゃんが楽しめる心
地よいリズムと、シンプルで動きのはっ
きりした場面展開の『よちよちはーい』
の３シリーズです。ご家庭でもぜひご
利用ください。

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
６月1・8・15・22・29日
(毎週木曜日)
幼児向け 10時～10時30分
６月10日
（土曜日）

『日本文学全集

全30巻』（2018年まで順次刊行中）

小学生向けの読み聞かせ
「時間のはこぶね」

僕は小学校五年生の時に

まだ剣道でただ攻めればい

と同じだと思います。僕は

先を見据えて行動すること

すが、社会ではただ攻めて

「何か習い事をしてみない

一年生の時は補欠として

前に出るだけでは意味がな

か」と父に勧められ、剣道

中体連の団体戦に参加しま

いと思います。稽古をして

いと考えて動いてしまいま

した。この時は地区予選で

いると自分が今どう攻めた

を始めました。

負けてしまいましたが、僕

広報かわづ

文藝春秋

らいいのか、攻めずにどう

2017.６

巖太郎

淳

は団体戦はチームが一つに

佐藤

スタジオ248/編著 六耀社

岡田

防御すべきなのかを僕に教

会津執権の栄誉

KADOKAWA

斉藤 洋/作

水の森の秘密

きたみ

翼さん
つばさ

谷津

出版社

こうえんのおばけずかん 宮本 えつよし/絵 講談社
こそあど森の物語

えてくれます。

KADOKAWA

園子

なって戦わなければならな

東

北見

河津中学校２年生

いことを学びました。今年

名作落語 50 席がマンガ
で読める本

照明デザイナー

孝

僕は将来、
コンピューター

新星出版社

時代をつくるデザイナーになりたい！

齋藤

の中体連は団体戦で県大会

クックパッドのおいしい厳選！ クックパッド
株式会社/監修
ご飯・丼ものレシピ

「アドラーのことば」

を専門とする職業に就きた

９

森戸 やすみ/監修 日本文芸社

超訳こども

著者名

に出ることを目標にしてい

祖父母手帳

名（児童書)

いと考えているので、剣道

もう孫育てで迷わない！

歴史群像編集部/編 学研プラス

書

ます。先輩や仲間と共にお

歴史の舞台

出版社

理論社

はじめてのえいごえほん ささきあり①③・深山 くもん出版
さくら②日本語再話

いです。

鳥瞰イラストでよみがえる

著者名

で学んだことを生かして夢

名（一般書)

互い支え合いながら、練習

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。

を実現し、社会の場でも真

新着図書案内

に取り組んで目標を達成し

今月のブックスタート 対象者：平成29年２月生まれの赤ちゃん

剣に勝負できる人になりた

き：６月29日(木)13時～

剣道で相手の出方を予想

と

語りかけから、始めよう。 ところ：保健福祉センターふれあいホール

32

練習に取り組む北見さん

たいです。

小学生向け 15時50分～16時20分
６月7・14・21・28日
(水曜日)

勝負できる人を目指して
して戦うことは、世の中で

芥川賞作家の池澤夏樹が、古典から
現代作品までを独自の視点で厳選した
日本文学全集。難解と思われがちな古
典作品は、第一線の現代作家の新訳で
想像を超える面白い作品に生まれ変わ
り、近現代の巻は選び抜かれた作品、
斬新な巻立ての魅力ある作品構成とな
っています。

※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。

すずき
えりこ
長野
25歳 Ｏ型 みずがめ座
河津町立河津中学校 勤務

くれました。

今月のおはなし会

江理子さん

「いつも『伝える』ことを

29

特技は大学生から始めた

28

バイオリン。社会人になっ

27

意識して子どもたちと接し

26

は休館日です。本の返却は返却ボックスへ。

ています」と話すのは、昨

25

ても音楽に携わりたいとの

24

年度から河津中学校に勤務

23

されている鈴木江理子さん。 思いから、伊豆フィルハー

22

モニー管弦楽団というアマ

21

大学生の頃、教育実習で子

20

チュアのオーケストラに所属

19

どもが成長する姿にやりが

18

しています。最近は定期演

17

いを感じ、教師を目指すこ

16

奏会へ向けて練習に精を出

15

とを決めました。

14

しているそう。
「多くの人と

13

交流し、刺激を受けること

12

教科は社会科を担当し、

11

生徒のことを第一に考えた

10

で人生経験を豊かにしたい」

９

授業づくりを心がけている

８

と、将来を見据えた真っす

７

そうです。
「大切なのは子ど

６

ぐな眼差しが印象的でした。

５

もたちの目線に立つこと。

４

何事にも真剣に取り組む

３

332

４月23日（日）かわづっこ子育てねっと主催「こどもの日おたのしみ会」
が行われました。
壁に飾られた大きなこいのぼりと
一緒に、歌やエプロンシアター、絵
本の読み聞かせ、制作遊びを楽しみ
ました。最後に、しっぽからこいの
ぼりに潜り、口にたどり着いたとこ
ろで、お菓子をゲット！笑顔いっぱ
いのおたのしみ会でした。

どう伝えたら分かりやすい

２

おたのしみ会

努力家の江理子さん。これ

１

こどもの日

だろう、意欲的に取り組め

土

からも夢を持ち続け、子ど

金

るだろうと日々模索しなが

木

もたちの良いお手本となっ

水

てください。

火

ら指導に当たっています。

月

毎日が挑戦です！

毎日が挑戦です」と語って

日

６月

フレッシュ

鈴木

せかいのおはなし①～③

2017.６
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８

こんにちは
保健師です。
別な臓器のひとつです。そ
の段階）を経て子宮頸がん

前がん病変（がんになる前

一部の人で感染状態が続き、
かし、前がん病変～初期の

妊娠・出産が望めます。し

治療することができるため、

資料：国立がん研究センターがん対策情報センター

自覚症状が出てからでは命
も子宮も守ることが難しく
なります。早期発見するに
は定期的に（二年に一度）
検診を受けることが大切で
す。
町では、６～７月に 歳
以上を対象に子宮頸がん検
診を実施します。
若いから大丈夫、私は大
丈夫と思わずに、家族や友

稲葉臣

保健師

人と誘い合って是非受診し

保健福祉課

てください。

地域の環境美化に努めます
人を委嘱

法投棄の防止や町への通報、
ごみステーション利用時のマ
ナー向上の呼び掛けなど、地
域における美化活動の推進お
よび啓発に努めます。
会議では、毎月の巡回報告
や５月に行われる町内一斉清
掃についての説明や注意点な
どが話し合われました。
む環境づくり」、また「災害時
などに避難施設としての機能
を兼ね備える」等の目的に合
わせて、図面などにより説明
が行われました。
参加した方からは、「現在の
子育て支援施設は良好な環境
とは言えないので、早急に整
備して欲しい」
「文化を育む施
設ができれば、文化芸術への
造詣が深まることが期待でき
る」「住民の税金は上がらない
のか」「津波に対して安全か」
など多くの意見や質問が出さ
れました。

ハチ マル ニイ マル

参議院 周年植樹式で
河津桜を植樹
参議院創設 周年記念事業
の一環として、植樹式が５月
日、国会議事堂前庭にて行
周年の際に

われ、河津桜が植樹されまし
た。参議院では

エドヒガンを記念植樹してお
り、今回の河津桜はその南隣
に植えられました。
植樹式では、初めに伊達参
議院議長があいさつを述べ、
記念撮影が行われた後、議長
と副議長、議院運営委員長が
河津桜を植樹しました。

１０
広報かわづ

子宮は女性にしかない特
の子宮の入り口付近にでき

頸がんであれば ％以上が
治ります。またこの時期で
あれば、子宮を摘出せずに

ほど自覚症状がありません。

段階では全くと言って良い

代に

へと進行します。

～
代
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
５ ９
~
０ ４
~

るがんを子宮頸がんと
言います。
多いがんですが、
後半から急増し、毎年
一万人以上が子宮頸が
んと診断され、約 三千
子宮頸がんはＨＰＶ

10

前がん病変～初期の子宮

15

まちづくり推進課

20

人が亡くなっています。

（ヒトパピローマウイ

ルス）感染が関与して

いると言われています。

ＨＰＶは多くの女性が

性交により一度は感染

するというありふれたウイ
ルスです。ほとんどの場合
は一過性で、自分の免疫機
能で自然に排出されますが、

死亡率（2015 年）
25

町環境美化推進員

日、役場災害対策本部室

町環境美化推進員会議が４
月
人が相馬宏行町長から

で行われ、各区長から推薦さ
れた
委嘱書を受け取りました。任
期は平成 年３月末までです。
町環境美化推進員となった
人は、河津町きれいな町づ
くり条例の規定に基づき、不

複合施設住民説明会を開催

たくさんのご意見とご質問をいただきました

河津町が計画し進めていま
す子育て支援と文化を育む施
設に災害避難機能をもたせた
日から５月１日まで４回

複合施設の住民説明会が、４
月

人ほどの参加

開催され、子育て世代の皆様
をはじめ延べ

をいただきました。
説明会では、町から「子ど
もたちが健やかに育つ環境づ

問

（1）賀茂歯科医師会が審査を行い、上位10人に記念品が贈られます
（2）最優秀賞受賞者は県に推薦され、選定されると県大会において表
彰されます。なお、旅費の支給はありません。
表彰

子宮頸がんの罹患率・死亡率

くり」、「すべての町民が生き

70

60

20

０５５８（３４）１９２４

（1）受診票を役場保健福祉課健康係で受け取る
申し込み （2）賀茂歯科医師会会員の歯科医院に予約し健診を受診（無料）する
方法 （3）６月１日から６月30日までが期間となり、審査対象に該当したら歯
科医院が手続きをします
写真左・町内一斉
清掃について話を
聴く町環境美化推
進員の皆さん

容

罹患率（2012 年）
30

2017.６
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１１

噛むカムケア8020コンクールのお知らせ

70

14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84

日 時
場 所
対象者

７月24日(月)
保健福祉センター
子どもの言葉の発達やしつけ
などで心配なことがある人
児童相談所心理司による精神
発達精密検査と個別相談
内

5

■のびのび発達検査

34－1937
保健福祉課

満80歳以上で自分の歯が20本
以上ある人を表彰します。受診
を希望される人は、役場保健福
祉課健康係まで。
【受診票の受け取り】
保健福祉課健康係 34－1937
【問い合わせ】
賀茂歯科医師会 公衆衛生部
キクチ歯科医院 23－0568
写真上・委嘱状を
受け取る稲葉壽英
さん＝浜＝

19

31

がいを持って学習や文化を育

■介護教室（第１回）

歳
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
0

90

35

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 ６月６日(火)、７月４日(火)
10時～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

240

s

■育児相談

人口10万対

40

20

30

27

27

場 所
持ち物

os
nInefw
28

27

26

（1）満80歳以上で自分の歯が20本以上ある人
（昭和12年４月２日以前に生まれた人）
対象者 （2）町内在住で歯科医院に来院可能な人
（3）再応募可。ただし、過去３年間に静岡県歯科医師会(静岡県大会)で
表彰された人は再応募不可
記念植樹された河津桜

日

時

６月５日(月) 、19日(月）
13時30分～15時30分
７月３日(月) 、18日(月）
13時30分～15時30分
保健福祉センター 第2相談室
・妊娠届（病院で配布された
場合ご持参ください）
・本人確認書類
・個人番号確認書類
事業の主旨を説明する町長

今回は、「スキンケアについて」
おむつ交換時の清潔保持の方法
日 時 ６月21日(水)13時30分～15時
場 所 保健福祉センター
ふれあいホール
問 サンシニア河津 32ー3203

new

■健康相談および母子健康手帳交付

20代から知って
おきたい子宮頸がん

保健のお知らせ

●今月のテーマ
s
new

◆ 今月の納税 ◆

暮らしの情報

国民健康保険税２期 町県民税１期
６月30日 (金) が納期です。
問 町民生活課 34ー1928

相

ひとの動き

暮らしなんでも相談

談

身近なこと生活相談へ

戸籍だより

日

時

（４月１日～30日届出）

暮らしの中の悩みごと相談を受け付
けています。消費生活、家庭、労働、

今月のふれあい町長室

年金問題、法律関係、多重債務など

相馬町長と直接対話

で50日、技能は２年間で10日の教育訓

職

10時～15時

……。「困ったな！どうしよう？」そ

できます。事前に電話

練を受け、教育終了後は予備自衛官と

受験資格

保健福祉センター

んなときご利用ください。悩みごとを

予約してください。

なりそれぞれに応じた階級で非常勤の

①平成29年4月1日現在、高校または中

ボランティア団体室

一緒に考え、専門的なアドバイスをし

日

国家公務員となり召集で広報の警備・

学校を卒業した日の翌月から起算して

支援、災害救助活動等を行います。

3年を経過しない人および平成29年3月

問

社会福祉協議会

☎34－1286

人権・行政・生活相談
日

時

７月５日(水)

場

所

保健福祉センター

問

町民生活課窓口係

☎34－1932

受付時間
問

平日９時～17時

ライフサポートセンターしずおか
東部事務所

☎055－922ー3715

犬・ねこ適性飼養相談

日時・場所
７月６日(木)

下田市役所（要予約）

７月13日(木)

河津町役場（要予約）

９時30分～11時30分

13時～14時

電話予約してください。
下田市役所市民保健課 ☎22－3922

日

時

６月21日(水)

１人20分程度
場

予約受付
問

方、気軽にお電話ください。家族から

（５月１日現在）
人

口

7,445 人

（男）

3,597 人

（女）

3,848 人

世帯数

3,318 世帯

前月比（－10)

主幹兼係長

山本

博雄

産業振興課
産業振興係

主幹兼係長

島崎

和広

１３

2017.６

土・日は10時～17時

フリーダイヤル

☎0120－007－110

問

静岡地方法務局

人権擁護課

鈴木

広報かわづ

亜弥

まちづくり推進課

☎34－1924

児童虐待防止推進月間標語募集
厚生労働省では毎年11月を「児童虐
どもの「命」と「権利」、「未来」を社
会全体で守るため、意識啓発を図るこ

問

町民生活課窓口係

☎34－1932

面接相談「すみれ相談」

問

4月2４日(月)～6月23日(金)

虐待防止対策推進室

労働保険料等の申告・納付

な変化があらわれることがあります。

労働保険の概算・確定保険料及び石

一人で悩まないでください。あなたか

綿健康被害救済法の一般拠出金の申告・

らのお電話をお待ちしております。

納付をしていただく時期となりました。

日

時

７月21日(金)

期

間

６月１日(木)～６月10日(月)

13時00分～15時00分

場

所

最寄りの金融機関又は静岡労

賀茂健康福祉センター

場

所

問

静岡県精神保健福祉センター

教育訓練参加日額7,900円、交

持ち物

☎054－286ー9245

税務職員（高校卒業程度）

種

までに高校または中学校を卒業する見

通費支給（自宅から駐屯地)、食事・宿

込みの人

泊・被服は無料支給

②人事院が①に準ずると認める人

受

付

７月１日(土)～９月15日(金）

申込期間 【インターネット】6月19日

資

格

【一般】平成29年7月1日現在

(月)～6月28日(水）【郵送または持参】

で18才から33才までの方【技術】平成

６月19日(月)～21日(水）

29年7月1日現在で18才から(免許資格等

試験日

により53才から55才まで)の方

2次試験】10月11日(水)～20日(金)までの

試験日
問

【第1次試験】9月3日(日)【第

９月30日(土)～10月３日(火)

いずれか指定する日

※いずれか１日

問

名古屋国税局人事第二課試験係
☎052－951－3511 (内線3450）

自衛隊伊東地域事務所
☎0557－37－9632

国税庁HP

「海の安全運動」について

☎03－5253－1111

大切な人を自死で亡くされたあなたへ
ご家族や友人など、大切な方を失う

手当て

とを目的として標語募集を行います。
募集期間

http://www.nta.go.jp

沢田石石切場跡見学会
かわづふるさと案内人会では「沢田

下田海上保安部では、小型船舶のた
めのマリンセーフティーガイドを無料

石石切場跡見学会」を開催します。

で配布しています。詳細については下

日

時

６月20日(火) 9：10～11：30
（雨天中止）

記までお問合せください。
問

下田海上保安部交通課
☎0558－23－0145

消費者被害救済新制度について

集

合

涅槃堂駐車場

9：00集合

定員15名(先着順)、参加費500円
問

河津町観光協会

☎32－0290

架空請求詐欺に注意!!

個々の消費者が受けた被害を集団的

働局、労働基準監督署

に救済するため、
「消費者の財産的被害

下田警察署管内でアマゾンを名乗る

申告書

の集団的な回復のための民事の裁判手

架空請求が多発しています。アマゾン

続の特例に関する法律」が平成28年10

のギフト券を購入させて裏面の番号を

なお、申告書のみを提出する場合は、

（面談相談の予約申込は相談日前日ま

7月10日(月)までに静岡労働局労働保険

月1日に施行されました。購入した商

入手しようとするもので、若者からも

で受け付けます。）

徴収課又は労働基準監督署へ提出して

品の代金返還を求めるなど、消費者と

被害者が出ています。ギフト券の番号

下さい。また、電子申告による申告・

事業者との間で締結された消費者契約

を教えることは、お金を渡してしまう

納付も可能です。併せて労働保険料等

に関し、消費者が事業者に対して金銭

ことと同じです！

の納付に大変便利な口座振替納付もぜ

の支払を求める場合が対象となります。

●被害に遭わないための対策

ひご利用ください。

(法律の施行前に締結された消費者契約

・身に覚えのない請求は無視する

問

に関する請求については対象となりま

・メール等に記載されている連絡先に

せん。)

連絡しない

前月比（＋６）

保健福祉課
福祉係

係長

８時30分～19時

☎054－254－3555

お詫びと訂正
４月号２ページ「平成29年度町職員の配
置」に掲載した職員の役職に一部誤りが
ありました。正しくは下記のとおりです。

教育委員会
学校教育係

６月26日(月)～７月２日(日)

６月19日(月)～23日(金)

役場前駐車場

所

の相談も受け付けています。
時

役場町長室

待防止推進月間」と定めています。子

と生活だけでなく心や身体にさまざま

いじめや体罰、虐待などでお困りの

所

団体不可

10時40分～10時50分
場

河津町役場町民生活課 ☎34－1932

子どもの人権110番に相談を

６月26日(月)
13時30分～

☎055ー922ー3715

飼い主のいない犬・ねこに限ります

日本年金機構出張相談

時

てくれる所を紹介します。

10時～15時

ふれあいホール

日

国税庁では、税務職員採用試験を次
のとおり実施します。

10時～15時

相談ダイヤル

人口と世帯

予備自衛官になるための知識・技能
を修得するコースです。一般は３年間

７月５日(水)
所

※このコーナーに掲載を望まない場合はお申
出ください。

税務職員を募集します

６月21日(水)

場

問

予備自衛官補を募集します

お知らせ

河津町24時間電話健康相談ダイヤル
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)

0120－560－655
※河津町民専用のフリーダイヤル番号

コールセンター (土日祝を除く)
☎0120－335－546
静岡労働局

労働保険徴収課
☎054－254－0119

または最寄の労働基準監督署まで

詳しくは裁判所のウェブサイトをご

・不安を感じたら、近くの交番・駐在

覧ください。

所または下田警察署へ相談

問

問

裁判所ウェブサイト

下田警察署管内防犯協会
☎0558－27－2766

http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/
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１２

すぎやま ちゅうや
笹原 42歳
縄地出身。平成29年4月、さくら幼稚園
ＰＴＡ会長に就任。土地家屋調査士と
して働く傍ら、ＰＴＡ活動を精力的に
行う。

杉山 忠弥 さん

「子どもたちの楽しい思い出作り

『えがお』の発行、幼児交通安全

度は体操の先生を招いて体力づく

クラブ、家庭教育学級『春風学級』

りをしたり、貯金箱を作って町民

の素敵なところを発見できた

を手助けすることが、ＰＴＡの役

測量設計事務所で土地家屋調査

文化祭で展示したりしました。

ようで嬉しく思いました。ま

などの活動を行っています。

士として働き、現場測量や土地境

「子 ど も た ち に は 家 庭 で は で き

大型連休のあった５月は町

割だと思っています」と話すのは、

界の確定、許認可及び登記の申請

ないことを経験して欲しい。その

内でもたくさんのイベントが

るで宝探しのような楽しい取

『春風学級』では毎年親子で参加

など、伊豆一円を中心に時には関

ための環境づくりをするのが我々

催され、私も取材のために各

今年度のさくら幼稚園ＰＴＡ会長

東まで駆け巡って仕事をしていま

ＰＴＡの仕事です。子どもたちの

できる内容を企画しており、昨年

す。

ため保護者や先生、外部の人を繋

を務める杉山忠弥さん。

そんな日々の忙しい中で会長の

広報担当になってひと月が

重責を引き受けることについて、

経ちます。これからも取材を

材となりました。

く、思いがけないところで豊

通して町の良さを知っていけ

所を回りました。町外出身の

かな自然や子どもたちの笑顔

たらと思っています。（ｙ）

ぐ架け橋になれれば、と思ってい
これからも子どもたちの笑顔の
ためによろしくお願いします。

に出会うと、また一つこの町

当初は思い悩むこともあったそう

5月4日 (木曜日) に今年で38回目と
なる「塩の道祭り」が開催されました。
五月晴れの下、白馬クロスカントリー
競技場から白馬グリーンスポーツの森
までの新緑の古道を歩きました。
今年は4月になっても寒さが残り、例
年より遅れていた桜は塩の道に合わせ
満開を迎えました。5連休の中日という
ことも有り、2,600人もの大勢の方に参
加いただきました。
北アルプスの雪形や新緑を眺めたり、
各休憩所での地域住民の心温まるおも
てなしを味わいながら、古道・塩の道
を通じて先人の生活と、村の歴史に思
いを馳せました。

私には初めて訪れる場所も多

第38回「塩の道祭り」
ます」と語る忠弥さん。

姉妹都市 長野県白馬村通信

ですが、子どもたちの笑顔を見た
ことで、自分も素直に前を向いて
頑張ろうと思えたそうです。
さくら幼稚園のＰＴＡは、文集

■E メール i n f o @ t o w n . k a w a z u . s h i z u o k a . j p

■河津町ホームページアドレス h t t p : // w w w . t o w n . k a w a z u . s h i z u o k a . j p /

■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

河津町役場

■発行

さくら幼稚園ＰＴＡ会長

楽しい思い出作りを手助けしたい

春風学級で作った貯金箱

姫川源流・親海湿原を歩く参加者

