広
報

笑顔で迎えた百歳
（９月14日 百歳以上長寿者表敬訪問 鈴木まつさん）
★ 特集･･･河津町総合防災訓練特集 ほか

October
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親子やきものづくり教室

HA・TSU・RA・TSU

さくらアカデミー

親子やきものづくり教室
古文書入門講座
非常持ち出し品を確認
防災メールの登録を
（8/19）
（6/1～7/6）

《講演テーマ》

家庭ごとに必要なものは違います。各家庭で話し合い、
平成25年から登録を開始した防災メール。災害時の貴
河津中学校美術室で「親子やきもの
「古文書入門講座」を開講し、14人が
重な情報源となりますので、ぜひご活用ください。
づくり教室」が行われ９組28人の親子
参加しました。講師は、下田市史編さ
～子育ての大きな可能性～
が参加しましました。河津町陶芸同好
ん委員の髙橋廣明さん。ことばの読み
１次持ち出し品（地震発生後すぐに持ち出すもの）
会 (杉井啓子代表) の指導で、マグカッ
方から時代背景まで、古文書の基礎を
つの登録手順
《講師》 □携帯ラジオ □懐中電灯 □貴重品
□飲料水
プやお皿など思い思いの陶器を製作し
学びました。
①下記の二次元バーコードを読み取り、空メールを送信
□応急医療品 □現金（硬貨も）
□持病の薬
(まつむら さき） □笛ました。作品は、11月の町民文化祭に
②数分後、町防災情報メールが届いたらURLにアクセス
□ヘルメット □ティッシュペーパー □タオル

NO.44
2017秋号

― 音楽家を育んだ環境 ―
「もしも」の時に備えましょう。

４

■編集・発行

河津町笹原78-4

河津町教育委員会社会教育係
34－1117 FAX34-0295
②

E-mail kyouiku@town.kawazu.shizuoka.jp

松村 早紀

展示する予定です。

□軍手 □マスク □生理用品
【と き】
□乾パンなどの非常食料

□ライター・マッチ

③配信情報を選択し、「次へ」を選択
④設定内容を確認し、「登録」を選択→登録完了！！

29 11 14
□飲料水（１人１日３リットルが目安）
13 時 30 分～
□非常食料（乾パンやアルファ米、缶詰、チョコレー
２次持ち出し品（地震が落ち着いたら持ち出すもの）
平成
年
月
日（火）

【ところ】
ト、インスタント食品など１人７日分が目安）

南小学校
□洗面用具

体育館

※二次元バー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
▲古文書を広げる受講生
てください。受信拒否設定などでメールが受信されない

▲熱心に作陶する参加者

楽しいパステル画教室
場合、各携帯会社のサイトか販売店

～ 親子で料理を楽しもう！～

③

（7/20～8/24）

にお問合せください。

□燃料
【入場料】無 料
（卓上・携帯コンロ、ガスボン

「楽しいパステル画教室」が開講し、

登録名については自由ですが、万

親子料理教室
27人が参加しました。講師は、絵画教
が一システムに異常が出た場合に連
室を主宰する土屋知美さん。淡い色調
（平成29年11月開催）

ベ、固形燃料など）

③

①

いざというときに備えて

絡をするため、実名での登録を推奨

□寝袋

町健康づくり食生活推進協議会のみ

□ラップ・アルミホイル

しています。
なさんと親子で料理を学ぶ講座です。

□雨具

と

□ガムテープ

など

①

が特徴の人気のパステル画を自由に描

ところ

― 平成29年度

きながら楽しく学びました。

二次元バーコード

き 11/18 (土）９時30分～
保健福祉センター２階調理実習室

町総合防災訓練が９月１日、町内全域で行われ約3,700人が参加しました。西小学校では湯ヶ野、下佐ヶ野、小鍋地区の
３自主防災会と消防団、町職員が自衛隊との共同訓練を行いました。相馬町長は「河津町は長年大きな震災に見舞われ

師 町健康づくり食生活推進協議会

講

河津町総合防災訓練 ―

ていないが、いざというときのために日頃から備えることが大切」と防災訓練の重要さを述べました。共同訓練では、
被災した住民が広域避難地の西小学校に避難したという想定のもと、応急救護訓練や自衛隊装備品展示説明、訓練用消

災害用伝言ダイヤル「１７１」を知っていますか

火器を使用した消火訓練を行い、住民は自衛隊の指導を受けながら災害時の行動を再確認していました。

秋のスポーツ教室

震度６以上の地震など、大きな災害の発生により、被災地へ電話がつながりにくい状況になった場合に利用
▲パステル画の技法を学ぶ
できる声の伝言板です。
～ スポーツの秋、してますか！～

秋の健康体操教室
伝言の再生

伝言の録音

～ 受講してみませんか！～

春好評の健康体操教室の秋バージョ

静岡県下田市出身。下田高校卒業。2013

年東京芸術大学卒業。第24回市川市文
②録音の場合『 1 』を押す。
部門優秀賞。

ところ

南小学校体育館

講

齋藤文子先生

師

（若がえり教室だんだん代表）

チェーンソーで丸太切りに挑戦
自然観察でいろいろな虫がいることを学習
おなかがへった！朝食の風景
今までやってきたことの振り返り

日・

11

日にか

⑤自衛隊装備品を持って重さを実感する町民

今年も８月

④訓練開始のあいさつを述べる相馬町長

けて、河津バガテル公園で

③消防団の指導を受けながら消火訓練

名が参加してふるさと緑の少

②自衛隊装備品について説明

年団キャンプが行われました。

①応急救護訓練で三角巾の使い方を確認

2017.10

⑤

ＮＰＯ法人豆游義塾に事業を

委託し、多くの指導者に関わっ

てもらうことで、里山野外活

動の充実を図りました。

当日は、あいにくの雨模様

で間伐はできませんでしたが、

体験・観察活動として「風土

の森」で丸太切り作業や、自

然観察を行いました。

丸太切り作業は、最初のこ

ぎりで挑戦し、
次にチェーンソ

ーを使っての作業を行いまし

広報かわづ

た。チェーンソーの速さにビ

ックリしながらも、いなずさ

林業（山本法夫代表）の指導

により、安全に丸太を切り落

としていました。

自然観察では最初にどのよ

うな植物・昆虫がいるのかを

学習し、虫取り網で実際に捕

まえてみました。中には見た

事もない昆虫もいて、昆虫辞

典で熱心に調べる団員もいま

した。

自分たちの周りにどのよう

な生き物がいるのか、自然が

伝言サービスの体験について
・毎月１日と15日・正月三が日（１/１～１/３）
・防災とボランティア週間（１/15～１/21）
※上記以外でも体験できる場合がありますので N T T
東日本のホームページなどで確認してください。

いかに大切なものなのか理解

2017.10

▲研究発表の様子

②

①８/11
②８/11
③８/12
④８/12

を深める機会となりました。

静岡（小編成のオーケストラ）に在籍。

20

スポーツ推進委員
研究会を開催

⇒

イオリン指導を行う。シンフォニエッタ

日に三島市文化ホール

講。現在下田市を拠点に演奏活動、ヴァ
学校（□□公民館）にいます。」

８月

トムト・ローデ氏のマスタークラスを受
（例）「○○です。私は無事です。□□小

にて静岡県スポーツ推進委員研

⑤再生が始まる。

究会が開催されました。今回河

ルフレッシュアカデミーにおいて、ハル
⑤録音する。（30秒以内）

津町の研究発表があり、県内の

⇒

⇒

イツ＝バーデン・バーデンにおけるカー

スポーツ推進委員の前で、河津

④『 1 』を押す。

町がこれまで行ってきた事業を

④『 1 』を押す。
大野かおる、市坪俊彦の各氏に師事。ド

発表しました。これからもスポー

外岡協子、若林暢の各氏に、ヴィオラを

１５
３

③自宅の電話番号をダイヤルする。
『 ０５５８－○○ー○○○○ 』
⇒

⇒

サイタル開催。ヴァイオリンを田坂修、

④

て学びます。楽しみながら学べる講座。

ツの推進に取り組んでいきます。

③自宅の電話番号をダイヤルする。
平成27年、下田市民文化会館にてリ
『 ０５５８－○○ー○○○○ 』

⑥『 9 』を押す。

暮らしに役立つパソコン入力につい

②再生の場合『 2 』を押す。
⇒

⇒

化振興財団新人演奏家コンクール弦楽器

⇒

⇒

パソコン教室
①『 171 』にダイヤルする。ンがついに開催します。
①『 171 』にダイヤルする。
講師プロフィール
（平成30年３月開講）
と き 10/23 ～11/13 （毎月曜）

12

37

広報かわづ １４
２

④

◆ 今月の納税 ◆

土日10時～17時

相馬町長と直接対話で

伊豆半島で唯一の本格トライアスロン大会「第２回河津フラワートライアスロン」が11月12日 (日) に開催さ
相談ナビダイヤル ☎0570－070－810
きます。事前に電話予約
れます。
問

静岡地方法務局

してください。

10月19日(木）河津町役場（要予約）

予約受付

案内表示の
問 下田消防本部 予防課面積
意してください。

新田のサスワ入口

■小鍋 ⇔ 湯ヶ野（・下佐ヶ野）
フォン、携帯電話で見ることができる
水・土運行
サービスを実施しています。
門前橋前

発車駅
海での活動にご活用ください。
【小鍋】

問西山さん宅・
下田海上保安部

小鍋

交通課

時間
９：05

☎23－0145

見高屋さん宅上

小鍋

10：05

【上佐ヶ野】

湯ヶ野

12：10

日

時

場

所

内

容

湯ヶ野

10月28日(土) 10時～15時

13：45

⇔

湯ヶ野（・下佐ヶ野）

行き先
■展示部門

発車駅

湯ヶ野

泉奥原

８：25

湯ヶ野

泉奥原

９：05

小鍋

湯ヶ野

11：45

湯ヶ野

泉奥原

12：00

小鍋

湯ヶ野

13：00

日

時

時

間

場

所

小鍋
12：25
前さん宅上
石廊崎灯台が一般公開
展

【問い合わせ】

0120－560－655

■泉奥原

第36回河津町民文化祭のお知らせ
月・木運行

【大鍋】

示

11月2日(木)、11月3日(金)

９時30分～16時(3日は15時まで)
南小学校体育館

文芸、俳句、短歌、書道、水墨画、絵

時間■舞台部門
行き先

日
時
場
舞

湯ヶ野

上佐ヶ野
・灯台用機器等の展示・デモ

時

11月5日(日)

間

11時30分開場、12時開演

所

南小学校体育館

台

湯ヶ野
泉奥原
湯ヶ野
泉奥原

フラ(ダンス)、舞踊、子供太鼓、バレエ、

行き先
行き先
時間 裂き織り、写真、絵手紙、フラワーア
発車駅
時間ソーラン、ジャズダンス、河津中学校

吹奏楽、稲取高等学校吹奏楽
８：30 レンジ、生け花、ハワイアンキルト、
下佐ヶ野
大鍋
８：20
湯ヶ野

下佐ヶ野
上佐ヶ野
９：40 絵本、ペーパークラフトアート、生涯
大鍋
９：00
☆お茶席 湯ヶ野
・灯台や巡視船、航空機のペーパーク

ラフト配布
問

info２

尺八の演奏、オカリナの演奏、合唱、
石廊崎灯台
画、版画、手芸、海藻おしば、押し花、
■上佐ヶ野 ⇔ 湯ヶ野（・下佐ヶ野）
■大鍋 ⇔ 湯ヶ野（・下佐ヶ野）
空手の演舞、ストリートダンス、南中
草木染め、陶芸、工芸、木工、木彫、
水・土運行
火・金運行

・石廊崎灯台及び敷地内一般開放
発車駅
庶務係

【大会概要】
（９月１日現在）
(電話健康相談専門事業者への委託事業)
開催日時：平成29年11月12日
人 口 7,419 人
前月比（－16) (日） ９時 競技スタート
※競技内容、交通規制の詳細について
は、下記ホームページをご覧ください。
競技内容：スイム１.５km・バイク40km・ラン10km【合計
51.５km】
（男）
3,591 人
http://www.town.kawazu.shizuoka.jp/
（女）
3,828 人
募集定員：個人の部
300名／リレーの部 50組
flowertriathlon2nd/
クリック！
※河津町民専用のフリーダイヤル番号
世帯数
3,314
世帯
前月比（－６）
主
催：河津フラワートライアスロン実行委員会
問合わせ：まちづくり推進課 35－1924

【県問い合わせ先】

海上保安庁では、海を利用する方の
賀茂健康福祉センター 環境課
運行期間
湯ヶ野（塩田屋本家さん駐車場）
ために気象状況や気象警報、注意報な 各地区内 ～
☎24－2053
【泉奥原】
（乗降場所）
下佐ヶ野（上河津診療所駐車場）
ど、様々な情報をパソコン、スマート

☎（３４）１９２３

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

※案内図版：目的地への誘導のために設置する道標
☎22－1849
(一財) 静岡県生活科学検査センター
この他に、店名や商標を自己の所有地に設置する自家広告
☎054－621－5863
物についても基準があります。

☎24－2038

※各乗車場所

総務課

■競技部門はオリンピックディスタンスとリレーの２部門
下田市役所市民保健課 ☎22－3922
開催競技は2000年のシドニーオリンピックより正式種目として採用されているオリンピックディスタンス (水
河津町24時間電話健康相談ダイヤル
泳１.５㎞／自転車40㎞／ランニング10㎞＝５1.５㎞)
部門と、各種目を３人 (２名での参加も可) で繋ぐリレー部
門を設置しています。

案内表示を掲載するスペースは板面
必ず法定検査を受検しましょう。
の表示面積３分の１以上）
問 【検査申込先】

ご存知ですか？海の安全情報

10月23日 (月) ～27日 (金)

トライアスロン(triathlon)とは、一般的には３種類の競技からなるスポーツ競技のことで、
現在では主に水泳
11月10日(金）下田市役所
問 まちづくり推進課
☎34－1924
（スイム)・自転車（バイク)・マラソン（ラン）の順番で連続して行う競技のことを言います。ギリシャ語で
９時30分～11時30分 13時～14時
数字の３を意味する接頭辞tri-に「競技」の意味のathlonを合成して命名されました。
問 河津町役場町民生活課 ☎34－1932

の身近な水環境を守るために向上させ

面積
片面３㎡以内
ていく必要があります。
した人に交付します。昼食は各自で用

賀茂児童相談所

無料運行の町バスを
ご利用ください

■交通規制にご協力をお願いいたします
☎054－254－3555
日 時 10月30日 (月)
11月12日 (日) は競技中コース周辺道路が交通規制となりますので、町民の皆さまのご理解とご協力をお願
13時30分～
日本年金機構出張相談
いいたします。
１人20分程度 団体不可
交通規制の区間や時間などの詳細は、回覧やホームページで別途お知らせしますのでご確認ください。
日時・場所
場 所 役場町長室

地上５ｍ以下

修了証は、２日間の講習を修了

問

規制地域の範囲、設置基準な

今月のふれあい町長室

要

を提供してくれる里親を求めています。

ど、詳しくは下田土木事務所

平日８時30分～19時

概

子どもたちは、あたたかい家庭生活

都市計画課までお問い合わせ

11月13日(月)～19日(日)

高さ

準

ないことなどの要件が必要です。

ください。

第２回大会開催

間

お知らせ

その他

基

全国的にみても低いことから、私たち

今年 月から屋外広告物
の規制が強化されます

☎055－989－5392

基準の項目

を修了すること、経済的に困窮してい

屋外広告物の是正
指導を行っています

期

よろず相談

伊豆半島は、富士箱根伊豆

ドできます。

静岡がんセンター

(一部抜粋)

特に、静岡県の法定検査受検率は、

屋外広告物とは

問

都市計画課

ていたら、お電話ください。

■屋外広告物(案内図版)の基準

田消防本部ホームページからダウンロー
☎（２４）２１１０

のセクシャルハラスメントなどに困っ

【問い合わせ】

10月30日(月)～11月10日(金)

国立公園に指定され、静岡県

が義務付けられています。

約

８時30分～17時（土日・祝日を除く）

11

里親になるには、県が実施する研修

許可を受けていない屋外広

不可。申込書は上記受付窓口または下

予

の中でも特に変化に富んださ

清掃 (年１回以上)、法定検査 (年１回)

告物や、基準に合っていない

れかの窓口へお申込みください。郵送

浄化槽法では保守点検(年３回以上)、

常時または一定の期間継続

（事前予約が必要です。）

☎34－1932

町民生活課

活環境を守る役割を担っています。

まざまな美しい景観に恵まれ

署、南伊豆分署、西伊豆消防署のいず

屋外広告物を設置している広

入の上、下田消防本部予防課、河津分

を解決するお手伝いをします。

告主に、是正指導を行ってい

てお話をうかがい、一緒に考え、問題

報」をご覧ください。(秘密厳守・無料)

れいな水に浄化して、地域の快適な生

「里親」といいます。

して屋外で公衆に表示される

は、広報かわづに掲載の「暮らしの情

防火管理者受講申込書に記

～10月は里親月間です～

さまざまな事情によって家庭で養育

しい理解をもって養育する人のことを

広告物のことをいいます。看

受付・申込

～10月は「浄化槽月間」です～

浄化槽は、家庭からの生活排水をき

また、東京五輪の自転車競

がんに関する疑問や不安、悩みについ

下田土木事務所

た相談員が受け付けます。相談の日程

９時～17時 ※土日祝日を除く

（定員になり次第締切）

info１

里親になりませんか

家庭に迎え入れ、あたたかい愛情と正

ます。

屋外広告物には許可
の申請が必要です

浄化槽を適正に維持管理しましょう

介護保険料４期
10月31日 (火) が納期です。
問 保健福祉課 34ー1937

されることが難しい子どもを、自分の

板や貼り紙のほかに、壁や塀

などに広告を表示した場合も

屋外広告物となります。

美しい景観の維持、公衆へ

の危害防止のために、屋外広

☎27－2766

のチームが、患者さん、ご家族からの

夫やパートナーからの暴力、職場で

2017.10 広報かわづ

10月２日(月)～11月２日(木）

受付期間

下田警察署管内防犯協会

行政相談です。総務大臣から委嘱され

～ひとりで悩まず、相談してください～

１３
５

11
講習日当日、受付時に納入

問

カーなど、静岡がんセンターの２～３名

女性の人権ホットライン

人口と世帯

60人

11

を聞き、解決に向けて促進を図るのが

問

※このコーナーに掲載を望まない場合は
■トライアスロンとは
お申出ください。

員

費 11
用 4,000円（テキスト代・税込）

告物を一定の許可基準のもと

医師、看護師、ソーシャルワー

定

規制しています。

容

下田市民文化会館１階小ホール

設置の際には、事前に県の

内

所

許可が必要です。

下田市役所

かってきたら、警察に通報しましょう。

場

月１日から規制が
強化されます

所

防犯活動を行います。不審な電話がか

屋外広告物の表示を禁止し

場

じめとする特殊詐欺被害防止を重点に

※受付８時40分～９時

ている地域（特別規制地域）

11月21日(火)13時～14時

両日とも９時～16時30分

があります。ただし、大きさ

間

下田警察署では、振り込め詐欺をは

や色などの基準を満たせば設

時

間、全国地域安全運動が行われます。

11月15日(水)～16日(木）

置することができます。

行政に対する要望や苦情、意見など

窓口係
☎34－1932
☎34－1924

月１日から特別規制地域

10/16～22は行政相談週間

時

役場前駐車場

出張がんよろず相談

☎34－1286

社会福祉協議会

日

の範囲が拡大されます。特別

ボランティア団体室
問

所

問 町民生活課
保健福祉センター
【問い合わせ】まちづくり推進課

10月11日(水)から20日(金)までの10日

者を募集します。

た地域です。

場

甲種防火管理者資格取得講習の受講

技の開催決定や、世界ジオパ

所

10月18日(水)

ークの認定を控えるなど、世

場

時

月

（８月１日～31日届出）
交通規制にご協力をお願いいたします
10時～15時

日

界中から注目を集める大変重

飼い主のいない犬・ねこに限ります

河津フラワートライアスロン大会開催
戸籍だより
10時40分～10時50分
日 時 10月18日(水)、11月１日(水)
身近なこと生活相談へ

そこで、東京五輪の開催時

談

期を目標に、伊豆半島の良好

相

な景観形成に向け、今年

第２回
ひとの動き

国民健康保険税６期

全国地域安全運動を実施

甲種防火管理者講習会

犬・ねこ適性飼養相談

から、屋外広告物の規制を強

(日)

化することとなりました。

後期高齢者医療保険料３期 町県民税３期
10月31日 (火) が納期です。
問 町民生活課 34ー1928

要な時期を迎えています。

暮らしの情報

ほか

下佐ヶ野

下田海上保安部 上佐ヶ野
交通課

11：45 学習講座の作品、幼・小・中学生の作
上佐ヶ野
湯ヶ野
11：45
大鍋
☆体験コーナー
11：55 品、家庭教育学級の作品、河津平安の
下佐ヶ野
大鍋
12：05
問

13：00 仏像展示館、古文書から歴史を学ぶ会
上佐ヶ野
13：00
下佐ヶ野
湯ヶ野
☎23－0145

11月２日(木)10時～
11月３日(金)10時～

湯ヶ野
河津町文化協会
事務局
大鍋

☎32－0070

※乗車可能人数：７人（運転手除く）
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こんにちは
保健師です。
こりうる脳の病気です。

「認知症」は、誰にでも起
認知症への正しい理解に基

わりません。そのうえで、
す。記憶力や判断能力の衰

「ない」を心得て対応しま

胃・肺・大腸がん検診を
今年度まだ受けていない方へ
左記の日程で「胃がん・肺がん・大腸
がん検診」を実施します。
健診では、がん以外に治療が必要な病

らう輪を広げるための講習

温かく見守り手助けしても

は、「認知症」を理解し、

（胃・肺・大腸がんのいずれか１つだけ

ためにも是非受診しましょう！

会のない方は、ご自身のため、ご家族の

を受けていない方、他に検診を受ける機

気が見つかることもあります。まだ検診

会（認知症サポーター養成
でも受診可能です）

☆地域包括支援センター

ださい。

支援センターまでご連絡く

名程度から）は、地域包括

ます。希望のある団体（５

講座）を希望団体に開催し

地域包括支援センターで

ます。

情を把握して対応策を考え

相手の尊厳を守りながら事

行為などのトラブルにも、

えから社会ルールに反する

認知症の人と接する時の

必要です。

づく対応と温かい見守りが

認知症になると、いろい
ろな原因で脳の働きが悪く
なってさまざまな障害が起
こり、生活するうえで支障
が出てきて、それまででき
ていたことができなくなり
ます。そのため、本人は大
きな苦しみと悲しみを抱く
ことになり、サポートする
家族にも多大な負担がかか
ります。
しかし、みんなが認知症
について正しい知識を持ち、
知症の人もその家族も穏や
心構えとして、「驚かせな

助け合うことができれば認
かに暮らすことができます。
い」、「急がせない」、
「自尊
遠藤

絹代

保健師

☎（３４）１９３８

保健福祉課

れる 人に、町から記念品の
わさび料理で
河津をＰＲ

100

認知症の人も一般の人と

の練習の成果が出たのだと思う」とたたえました。

町指定金融機関にある口座振
険、不動産など）の差し押え
替依頼書に必要事項を記入し、寿 者や、
住浦
居川
そま
のき
他さ
の捜
ん索
（が行
歳わ
）れ
金融機関へ提出してください。
ます。
＝天子平＝、飯田ことさん
町税を滞納すると・・・
納税に困ったら相談を
（ 歳）＝上佐ヶ野＝、鈴木
町では、納期限までに町税
災害や盗難被害、本人や家
きぬさん（ 歳）＝笹原＝、
を納めない人に「督促状」を
族の病気、事業の廃止や失業
石井あきさん（ 歳）＝縄地
送付して、自主的な納付を推
など、納期限までに納税がで
＝、黒田はまさん（ 歳）＝
進しています。納付期限内に
きない場合は、町民生活課徴
下峰＝、野田とりさん（
納付しないと、本来の税額の
収係にご相談ください。
歳）＝逆川＝、片岡梅雄さん
ほかに「督促手数料」や「延
【納税相談】
（ 歳）＝湯ヶ野＝、古山正
滞金」も納めることになりま
日時▼月曜日～金曜日
代 さ ん （ 歳）＝ 上 佐 ヶ 野
す。また、特別な理由がなく
８時 分～ 時（祝日・年
＝、萩原志げさん（ 歳）＝
納税の意思が認められない滞
末年始を除く）
野＝の9人に活
は課
、徴
記収
念係
納者には、納期限までに納め 下佐ヶ場
所
▼
町
民
生
し（
た３
。４）１９２８
た人との公平性を保つため、 品が贈られま☎
このほか町敬老事業として、
財産（給与、預貯金、生命保
今年度米寿（ 歳）を迎えら
103

心を傷つけない」の３つの

までに納めていない税金があ

税を推奨しています。納期限

日

お祝いの言葉に耳を傾ける畑中きぬ代さん

のつきあいと基本的には変

月 月は
滞納整理強化月間です

納期限内の納付をお願いします

る人は、早めに納付をお願い

税金の納め忘れはありませんか

月を
します。

月と

「滞納整理強化月間」と位置

安心・便利な「口座振替」

県と市町は、
づけ、県と市町が共同で滞納

日に指定口座から自動的に振

町では、口座振替による納

皆さんから納めていただく

整理に取り組みます。
税金は、福祉・教育などの行

替ができるため、納め忘れが

月

なく安心です。町民生活課と

政サービスやまちづくりに使
われる大切な財源です。納期

実施期間
月１日～
自己負担金

２千円（接種料から自己負担

88

日、敬老の日を前に町

日、東京都の秋葉原

めに健闘しました。

は逃したものの町のＰＲのた

商品を出展し、惜しくも入賞

ケーキなどわさびを使用した

得した河津わさび香るロール

ンテスト」でグランプリを獲

ほか、
「ｗａｓａｂｉグルメコ

きべそ餅やあんバタわさこの

職員などが参加しました。泣

びで泣かせ隊や町職員、ＪＡ

ＵＤＸで開催され、河津わさ

が８月

した「
。第３回全国ふるさと甲子園」

主催の敬老行事が開催されま

相馬町長とシニアクラブ河 お米券または座布団が贈られ、
津 の 吉 野第
康男
長全
は国
、９
町と
助成
業と
３会回
ふ月るさ
甲事子
園して町内各地区
・

内在住の百歳以上の長寿者を
訪問しました。
日には、今年度新たに百

歳）＝天川

歳）＝大堰＝、畑

歳）＝見高浜＝、鈴木ま

歳を迎えられる萩原久次さん
（

つさん（

中きぬ代さん（

＝にお祝金と記念品を贈り、
「これからもお元気で長生き
をしてください」と長寿を祝
福しました。
また、町内の百歳以上の長

田んぼに手作りのかかしを飾る児童たち

初の全国制覇を報告

102

104

73

103

百歳を祝い、家族や相馬町長と並ぶ萩原久次さん

金を差し引いた金額を町が負
担します）

てください。

103

17
104

102

104
15

26

高齢者のインフルエンザ予防接種

ことができます。

予防接種を行う際は、事前に

接種方法

たインフルエンザ予防接種の

医療機関へ予約し、接種予診

町では、高齢者を対象とし

費用の一部を助成しています。

票（個別通知同封）を持参し
歳以上の人

注意事項

町からお送りする医療機
※
関一覧以外で接種を希望す

る場合は、事前に保健福祉課

40歳以上（昭和51年４月１日以前にお生まれの方）
10月31日（火）
①７時 ②７時30分 ③８時 ④８時30分
「静岡イーストエンジェルス」表敬訪問
定 員 各時間15人まで
場 所 保健福祉センター
「静岡イーストエンジェルス」が「NPB（日本野球
募 集 10月18日（水）～26日（木）先着順 定員になり次第締切
保健福祉課 ☎（34）1937 （平日８時30分～17時受付） 機構）ガールズトーナメント2017」で優勝し、飯田和
胃がん検診……負担金700円
也監督と賀茂地区の４選手らが８月28日、
相馬町長に全
バリウム服用後、胃部レントゲン撮影（飲食せずに来てください）
国制覇を報告しました。飯田監督は「しっかりと準備
肺がん検診……無料（喀痰検査を行う場合は後日別途500円）
したことが優勝に繋がった」と話し、相馬町長は「野
胸部レントゲン撮影
大腸がん検診……300円（70歳以上無料）
球をはじめ、スポーツではチームワークが大切。日頃
便潜血反応検査（２日間の便検体を提出していただきます）

象
時

対
日

泣きべそ餅で河津をＰＲする参加者

費用の一部を助成しています

インフルエンザは、急な発
熱や全身の倦怠感、関節の痛
みなどを特徴とする感染症で、
特に高齢者は肺炎など重症化

百歳以上長寿者12人を訪問

など

相馬町長に優勝を報告する選手たち

28

健康係までご連絡ください。

100

12

対象者には個別に通知します。
月１日現在

対象者
①

歳未満の人で、
能障がい、ヒト免疫機能障が
いで、身体障害者手帳１級程
度の疾患を持つ人

14 n e w s

14

12

個性豊かな11体のかかし

日 時 11月27日(月)
場 所 保健福祉センター相談室２
紙飛行機の作り方を習う子どもたち
２カ月に１回、児童相談所心理司に
よる精神発達精密検査と個別相談を行っ
ています。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、利用し
たい人は、保健福祉課まで連絡してく
ださい。
西小学校 かかしコンテスト

Topics

■のびのび発達検査（要予約）

12
かわづ花の会 (細川平吉会長)
は８月31日、町内花
壇コンクールを開催しました。今年は雨の降らない日
が続きましたが、どの地区も日頃の水やりを工夫し、
色彩豊かな花壇となりました。最優秀賞に下佐ヶ野地
区、優秀賞に湯ヶ野地区と筏場地区、町長賞に田中地
区が選ばれ、相馬町長は「皆さんが町を花で飾ろうと
努力してくれていることを嬉しく思う」と話しました。
やきものづくりに取り組む参加者

99

町内花壇コンクール

かわづ花の会

西小学校の５年生11人が９月５日、総合的な学習で取り
■出張健康相談・健康講話
組んでいる稲作体験で、飯田重久さん＝上佐ヶ野＝の
保健師が、自治会や地域のグループ
田んぼに手作りのかかしを飾りました。児童たちは鳥
の会合に出向いて健康相談や講話を行
の苦手な音やにおいを調べ、工夫をこらした11体のか
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。
かしを作製しました。また飯田さんの審査によるコン
テーマ 血圧管理・メタボリックシン
テストが行われ、
「おしゃれで賞」「強そうで賞」
「スタ
ドローム対策・認知症の予防
イルがいいで賞」が３人の児童に贈られました。

99

することがありますが、イン

フルエンザワクチンを接種す

ることで、重症化を防止する

歳以上

65

心臓・腎臓または呼吸器の機

②

65
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13

サイエンス教室

町内小学校

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。
写真上・作った紙飛行機を飛ば
日 時 11月７日(火)
し、飛距離を競う子どもたち
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

最優秀賞は下佐ヶ野地区
11
11

所
場

紙飛行機で理科に親しむ

■育児相談

Iinnfoo

34－1938

10月16日(月)
13時30分～15時30分
11月６日(月)
13時30分～15時30分
保健福祉センター
時
日

サイエンス教室が８月30日と31日、中学
校体育館と南小学校で開催され、町内３小
学校の４～６年生が参加しました。この教室
は、東京都の一般社団法人ディレクトフォー
ス（萩原秀留代表）による子どもたちの理
科離れを防ぎ、理科を好きになってもらう
ための社会貢献活動です。30日は４年生を
対象に紙飛行機を使った実験が行われ、児
童たちは機体にかかる力について学びなが
ら、どうすればより遠くまで飛ばすことが
できるかを真剣な顔つきで考えていました。
10

■健康相談および母子健康手帳交付

地域包括支援センター

まちの
出来事

保健のお知らせ

認知症を学び
地域で支える
親子やきものづくり教室が8月19日、河津中学校技
術室で開催されました。これは河津町親子体験教室の
一環として平成16年度から始まったもので、毎年もの
づくり体験や料理教室を実施しています。教室には多
くの親子連れが参加し、町内の陶芸同好会の指導のも
と、やきものづくりに取り組みました。完成した作品
は町民文化祭で展示されます。

ZOOM I N KAWAZU

●今月のテーマ
info
親子やきものづくり教室

下佐ヶ野地区の花壇

親子で楽しくお皿づくり

図書館だより

Ｈ29.10

No.174

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

図書館カレンダー

真理子

児童書

は休館日です。本の返却は返却ボックスへ。

おばけずかんシリーズ

/チーム151Ｅ☆

12歳。[４] そしてみらい

/まいた

菜穂

どっちがへん？スペシャル

/いわい

としお

なつのおとずれ

/がくい

ひろし

絵本

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
10月5・12・19・26日
(毎週木曜日)

ＤＶＤ
・なかよしおばけ

・トムとジェリーシリーズ

「本に恋する季節です！」10/27～11/９は秋の読書週間です
『恋』という言葉に、本との出会いにときめきを感じさ
せる今年のキャッチフレーズですね。
今年も読書週間にちなんで大人の「図書館へ行こうカー
ド」をカウンターで配布します。本を借りるときカードを
ご提示ください。スタンプ３つで粗品をプレゼントします。
（11/1～29）

※幼児向けは都合によりお休みします。

小学生向けの読み聞かせ
「時間のはこぶね」
小学生向け 15時50分～16時20分
10月4・11・18・25日
(毎週水曜日)

《大人のための読書会》

※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。

ためには日々のトレーニング

知り、もっと上手になりた

に出た大会で自分の実力を

フィンを始めました。最初

から本格的に競技用のサー

フィンを始め、小学三年生

僕は幼稚園の頃からサー

す。

ると気持ちがスッキリしま

何よりも広い海に入ってい

できたら最高です。そして、

自分の思い描くサーフィンが

どう乗ろうかイメージし、

波はありません。その波に

技なので、一つとして同じ

僕が今目指していること

いと強く思いました。その

が大切です。海に入って技

は二つあります。一つ目は、

小山

講談社

ＥＸＩＬＥ
ＮＡＯＴＯ

幻冬舎

羽生善治
はじめての子ども将棋

羽生 善治/監修
西東社
日本将棋連盟/監修

夏の祈りは

須賀

新潮社

はこ（怪談えほん）

小野 不由美/作
n a ka ba n/絵

岩崎書店

悩むなら旅にでよ。

伊集院

小学館

そらの
１００かいだてのいえ

いわい

偕成社

広報かわづ

をみがくだけではなく、陸

介護というお仕事

人生ほの字組

2017.10

三年後の東京オリンピック

東邦出版

としお

上では体幹トレーニングや

あかね書房

佐藤
佐藤

静

に向け、強化選手に選ばれ

トリックアートハロウィーン 北岡 明佳/監修

あきらめない勇気

しのぶ

龍二さん

ごとう りゅうじ
浜
29歳 Ｂ型 みずがめ座
北川漁業㈱ 勤務

進士
しんじ

海理さん
かいり

下峰
河津中学校３年

出版社

PHP研究所

朝子

基礎体力づくりも欠かせま

著者名

ること。二つ目は、サーフィ

名（児童書)

いけるように、これからさ

９

勇人
寿人

書

らに頑張っていきたいです。

面白くて眠れなくなる数学 桜井 進

出版社

せん。かなりきつい内容で

著者名

ンのプロの試験に合格する

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。

すが、この努力が大会で活

新着図書案内

ことです。そして、もしプ

今月のブックスタート 対象者：平成29年6月生まれの赤ちゃん

ロサーファーになれたら、

き：10月26日(木）13時～

かされ、入賞できたときの

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

達成感は言葉にできないほ

９月21日から30日までの蔵書点検、図書館
システム入れ替えのため休館させていただ
きました。期間中は、皆様には大変ご迷惑
をおかけしました。

サーフィンは、気候によっ

今年は、例年にも増して楽しい企画となっています。詳しい内容は10月第３週
分回覧板にてお知らせいたします。ぜひご参加ください。

35

後藤

トレーニングに励む海理さん

その世界の厳しさに耐えて

11月19日(日） 10時～
鈴木 基 氏（町立文化の家運営協議会委員長）

プロのサーファーに
なるため努力したい

どです。

時
師

て左右される自然相手の競

■日
■講

蔵書点検にご協力
ありがとうございました

書

・かいけつゾロリ

いし、冬は寒い。きつい仕

今月のおはなし会

大好き同士。

洋
「どっちがへん？
スペシャル」
（紀伊国屋書店）

一期一会

/斉藤

動することを意識している

31

春樹

/林

「魚をさばくことが得意な

30

/村上

我らがパラダイス

とのことでした。

29

騎士団長殺し

25

んですよ」と、さわやかな

28

若いながらも４人のお子

27

笑顔で話してくれたのは、

26

さんを持つ後藤さん。休日

25

北川漁業に勤務する後藤龍

24

周平

は子どもとキャッチボール

23

/藤沢

二さんです。友人の父の勧

22

江戸おんな絵姿十二景

をしたり、公園や買い物に

21

めで、 歳のときに今の仕

20

連れて行ったりする優しい

19

事に就きました。谷津の沖

18

龍春

お父さんです。趣味は金魚

17

麟

/近衛

井伊直政

の飼育で、大きな金魚など

16

/葉室

赤備えの鬼武者

合１㎞の範囲で定置漁業を

15

風のかたみ

しています。捕れた魚は主

14

たくさんの金魚を育てるこ

13

に、伊東や下田の漁港に運

12

とがとても楽しいのだそう。

11

ばれますが、地元の業者さ

10

毎朝３時半起き。
「夏は暑

９

んが直接買いつけにも来る

８

一般書

そうです。

７

事ではあるけれど、目標に

６

性格はまじめ。仕事でい

５

している先輩に頑張りを認

４

つも心がけているのは、ケ

３

めてもらいたい」と、これ

２

からの目標を語ってくれま

１

平成29年度上半期、たくさん読まれた本・DVDを紹介します。

ガをしないこと。機械を扱

土

うので特に気をつけている

金

した。

木

そうです。あとは、年下な

水

ので常に先輩よりも先に行

火

「風のかたみ」
（朝日新聞出版）

月

憧れの先輩を
レッ
シュ
フ
目指して
336

平成29年度上半期ベストリーダー

10月

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

2017.10

広報かわづ

８

こんにちは
保健師です。
こりうる脳の病気です。

「認知症」は、誰にでも起
認知症への正しい理解に基

わりません。そのうえで、
す。記憶力や判断能力の衰

「ない」を心得て対応しま

胃・肺・大腸がん検診を
今年度まだ受けていない方へ
左記の日程で「胃がん・肺がん・大腸
がん検診」を実施します。
健診では、がん以外に治療が必要な病

らう輪を広げるための講習

温かく見守り手助けしても

は、「認知症」を理解し、

（胃・肺・大腸がんのいずれか１つだけ

ためにも是非受診しましょう！

会のない方は、ご自身のため、ご家族の

を受けていない方、他に検診を受ける機

気が見つかることもあります。まだ検診

会（認知症サポーター養成
でも受診可能です）

☆地域包括支援センター

ださい。

支援センターまでご連絡く

名程度から）は、地域包括

ます。希望のある団体（５

講座）を希望団体に開催し

地域包括支援センターで

ます。

情を把握して対応策を考え

相手の尊厳を守りながら事

行為などのトラブルにも、

えから社会ルールに反する

認知症の人と接する時の

必要です。

づく対応と温かい見守りが

認知症になると、いろい
ろな原因で脳の働きが悪く
なってさまざまな障害が起
こり、生活するうえで支障
が出てきて、それまででき
ていたことができなくなり
ます。そのため、本人は大
きな苦しみと悲しみを抱く
ことになり、サポートする
家族にも多大な負担がかか
ります。
しかし、みんなが認知症
について正しい知識を持ち、
知症の人もその家族も穏や
心構えとして、「驚かせな

助け合うことができれば認
かに暮らすことができます。
い」、「急がせない」、
「自尊
遠藤

絹代

保健師

☎（３４）１９３８

保健福祉課

れる 人に、町から記念品の
わさび料理で
河津をＰＲ

100

認知症の人も一般の人と

の練習の成果が出たのだと思う」とたたえました。

町指定金融機関にある口座振
険、不動産など）の差し押え
替依頼書に必要事項を記入し、寿 者や、
住浦
居川
そま
のき
他さ
の捜
ん索
（が行
歳わ
）れ
金融機関へ提出してください。
ます。
＝天子平＝、飯田ことさん
町税を滞納すると・・・
納税に困ったら相談を
（ 歳）＝上佐ヶ野＝、鈴木
町では、納期限までに町税
災害や盗難被害、本人や家
きぬさん（ 歳）＝笹原＝、
を納めない人に「督促状」を
族の病気、事業の廃止や失業
石井あきさん（ 歳）＝縄地
送付して、自主的な納付を推
など、納期限までに納税がで
＝、黒田はまさん（ 歳）＝
進しています。納付期限内に
きない場合は、町民生活課徴
下峰＝、野田とりさん（
納付しないと、本来の税額の
収係にご相談ください。
歳）＝逆川＝、片岡梅雄さん
ほかに「督促手数料」や「延
【納税相談】
（ 歳）＝湯ヶ野＝、古山正
滞金」も納めることになりま
日時▼月曜日～金曜日
代 さ ん （ 歳）＝ 上 佐 ヶ 野
す。また、特別な理由がなく
８時 分～ 時（祝日・年
＝、萩原志げさん（ 歳）＝
納税の意思が認められない滞
末年始を除く）
野＝の9人に活
は課
、徴
記収
念係
納者には、納期限までに納め 下佐ヶ場
所
▼
町
民
生
し（
た３
。４）１９２８
た人との公平性を保つため、 品が贈られま☎
このほか町敬老事業として、
財産（給与、預貯金、生命保
今年度米寿（ 歳）を迎えら
103

心を傷つけない」の３つの

までに納めていない税金があ

税を推奨しています。納期限

日

お祝いの言葉に耳を傾ける畑中きぬ代さん

のつきあいと基本的には変

月 月は
滞納整理強化月間です

納期限内の納付をお願いします

る人は、早めに納付をお願い

税金の納め忘れはありませんか

月を
します。

月と

「滞納整理強化月間」と位置

安心・便利な「口座振替」

県と市町は、
づけ、県と市町が共同で滞納

日に指定口座から自動的に振

町では、口座振替による納

皆さんから納めていただく

整理に取り組みます。
税金は、福祉・教育などの行

替ができるため、納め忘れが

月

なく安心です。町民生活課と

政サービスやまちづくりに使
われる大切な財源です。納期

実施期間
月１日～
自己負担金

２千円（接種料から自己負担

88

日、敬老の日を前に町

日、東京都の秋葉原

めに健闘しました。

は逃したものの町のＰＲのた

商品を出展し、惜しくも入賞

ケーキなどわさびを使用した

得した河津わさび香るロール

ンテスト」でグランプリを獲

ほか、
「ｗａｓａｂｉグルメコ

きべそ餅やあんバタわさこの

職員などが参加しました。泣

びで泣かせ隊や町職員、ＪＡ

ＵＤＸで開催され、河津わさ

が８月

した「
。第３回全国ふるさと甲子園」

主催の敬老行事が開催されま

相馬町長とシニアクラブ河 お米券または座布団が贈られ、
津 の 吉 野第
康男
長全
は国
、９
町と
助成
業と
３会回
ふ月るさ
甲事子
園して町内各地区
・

内在住の百歳以上の長寿者を
訪問しました。
日には、今年度新たに百

歳）＝天川

歳）＝大堰＝、畑

歳）＝見高浜＝、鈴木ま

歳を迎えられる萩原久次さん
（

つさん（

中きぬ代さん（

＝にお祝金と記念品を贈り、
「これからもお元気で長生き
をしてください」と長寿を祝
福しました。
また、町内の百歳以上の長

田んぼに手作りのかかしを飾る児童たち

初の全国制覇を報告

102

104

73

103

百歳を祝い、家族や相馬町長と並ぶ萩原久次さん

金を差し引いた金額を町が負
担します）

てください。

103

17
104

102

104
15

26

高齢者のインフルエンザ予防接種

ことができます。

予防接種を行う際は、事前に

接種方法

たインフルエンザ予防接種の

医療機関へ予約し、接種予診

町では、高齢者を対象とし

費用の一部を助成しています。

票（個別通知同封）を持参し
歳以上の人

注意事項

町からお送りする医療機
※
関一覧以外で接種を希望す

る場合は、事前に保健福祉課

40歳以上（昭和51年４月１日以前にお生まれの方）
10月31日（火）
①７時 ②７時30分 ③８時 ④８時30分
「静岡イーストエンジェルス」表敬訪問
定 員 各時間15人まで
場 所 保健福祉センター
「静岡イーストエンジェルス」が「NPB（日本野球
募 集 10月18日（水）～26日（木）先着順 定員になり次第締切
保健福祉課 ☎（34）1937 （平日８時30分～17時受付） 機構）ガールズトーナメント2017」で優勝し、飯田和
胃がん検診……負担金700円
也監督と賀茂地区の４選手らが８月28日、
相馬町長に全
バリウム服用後、胃部レントゲン撮影（飲食せずに来てください）
国制覇を報告しました。飯田監督は「しっかりと準備
肺がん検診……無料（喀痰検査を行う場合は後日別途500円）
したことが優勝に繋がった」と話し、相馬町長は「野
胸部レントゲン撮影
大腸がん検診……300円（70歳以上無料）
球をはじめ、スポーツではチームワークが大切。日頃
便潜血反応検査（２日間の便検体を提出していただきます）

象
時

対
日

泣きべそ餅で河津をＰＲする参加者

費用の一部を助成しています

インフルエンザは、急な発
熱や全身の倦怠感、関節の痛
みなどを特徴とする感染症で、
特に高齢者は肺炎など重症化

百歳以上長寿者12人を訪問

など

相馬町長に優勝を報告する選手たち

28

健康係までご連絡ください。

100

12

対象者には個別に通知します。
月１日現在

対象者
①

歳未満の人で、
能障がい、ヒト免疫機能障が
いで、身体障害者手帳１級程
度の疾患を持つ人

14 n e w s

14

12

個性豊かな11体のかかし

日 時 11月27日(月)
場 所 保健福祉センター相談室２
紙飛行機の作り方を習う子どもたち
２カ月に１回、児童相談所心理司に
よる精神発達精密検査と個別相談を行っ
ています。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、利用し
たい人は、保健福祉課まで連絡してく
ださい。
西小学校 かかしコンテスト

Topics

■のびのび発達検査（要予約）

12
かわづ花の会 (細川平吉会長)
は８月31日、町内花
壇コンクールを開催しました。今年は雨の降らない日
が続きましたが、どの地区も日頃の水やりを工夫し、
色彩豊かな花壇となりました。最優秀賞に下佐ヶ野地
区、優秀賞に湯ヶ野地区と筏場地区、町長賞に田中地
区が選ばれ、相馬町長は「皆さんが町を花で飾ろうと
努力してくれていることを嬉しく思う」と話しました。
やきものづくりに取り組む参加者

99

町内花壇コンクール

かわづ花の会

西小学校の５年生11人が９月５日、総合的な学習で取り
■出張健康相談・健康講話
組んでいる稲作体験で、飯田重久さん＝上佐ヶ野＝の
保健師が、自治会や地域のグループ
田んぼに手作りのかかしを飾りました。児童たちは鳥
の会合に出向いて健康相談や講話を行
の苦手な音やにおいを調べ、工夫をこらした11体のか
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。
かしを作製しました。また飯田さんの審査によるコン
テーマ 血圧管理・メタボリックシン
テストが行われ、
「おしゃれで賞」「強そうで賞」
「スタ
ドローム対策・認知症の予防
イルがいいで賞」が３人の児童に贈られました。

99

することがありますが、イン

フルエンザワクチンを接種す

ることで、重症化を防止する

歳以上

65

心臓・腎臓または呼吸器の機

②

65
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13

サイエンス教室

町内小学校

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。
写真上・作った紙飛行機を飛ば
日 時 11月７日(火)
し、飛距離を競う子どもたち
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

最優秀賞は下佐ヶ野地区
11
11

所
場

紙飛行機で理科に親しむ

■育児相談

Iinnfoo

34－1938

10月16日(月)
13時30分～15時30分
11月６日(月)
13時30分～15時30分
保健福祉センター
時
日

サイエンス教室が８月30日と31日、中学
校体育館と南小学校で開催され、町内３小
学校の４～６年生が参加しました。この教室
は、東京都の一般社団法人ディレクトフォー
ス（萩原秀留代表）による子どもたちの理
科離れを防ぎ、理科を好きになってもらう
ための社会貢献活動です。30日は４年生を
対象に紙飛行機を使った実験が行われ、児
童たちは機体にかかる力について学びなが
ら、どうすればより遠くまで飛ばすことが
できるかを真剣な顔つきで考えていました。
10

■健康相談および母子健康手帳交付

地域包括支援センター

まちの
出来事

保健のお知らせ

認知症を学び
地域で支える
親子やきものづくり教室が8月19日、河津中学校技
術室で開催されました。これは河津町親子体験教室の
一環として平成16年度から始まったもので、毎年もの
づくり体験や料理教室を実施しています。教室には多
くの親子連れが参加し、町内の陶芸同好会の指導のも
と、やきものづくりに取り組みました。完成した作品
は町民文化祭で展示されます。

ZOOM I N KAWAZU

●今月のテーマ
info
親子やきものづくり教室

下佐ヶ野地区の花壇

親子で楽しくお皿づくり

◆ 今月の納税 ◆

土日10時～17時

相馬町長と直接対話で

伊豆半島で唯一の本格トライアスロン大会「第２回河津フラワートライアスロン」が11月12日 (日) に開催さ
相談ナビダイヤル ☎0570－070－810
きます。事前に電話予約
れます。
問

静岡地方法務局

してください。

10月19日(木）河津町役場（要予約）

予約受付

案内表示の
問 下田消防本部 予防課面積
意してください。

新田のサスワ入口

■小鍋 ⇔ 湯ヶ野（・下佐ヶ野）
フォン、携帯電話で見ることができる
水・土運行
サービスを実施しています。
門前橋前

発車駅
海での活動にご活用ください。
【小鍋】

問西山さん宅・
下田海上保安部

小鍋

交通課

時間
９：05

☎23－0145

見高屋さん宅上

小鍋

10：05

【上佐ヶ野】

湯ヶ野

12：10

日

時

場

所

内

容

湯ヶ野

10月28日(土) 10時～15時

13：45

⇔

湯ヶ野（・下佐ヶ野）

行き先
■展示部門

発車駅

湯ヶ野

泉奥原

８：25

湯ヶ野

泉奥原

９：05

小鍋

湯ヶ野

11：45

湯ヶ野

泉奥原

12：00

小鍋

湯ヶ野

13：00

日

時

時

間

場

所

小鍋
12：25
前さん宅上
石廊崎灯台が一般公開
展

【問い合わせ】

0120－560－655

■泉奥原

第36回河津町民文化祭のお知らせ
月・木運行

【大鍋】

示

11月2日(木)、11月3日(金)

９時30分～16時(3日は15時まで)
南小学校体育館

文芸、俳句、短歌、書道、水墨画、絵

時間■舞台部門
行き先

日
時
場
舞

湯ヶ野

上佐ヶ野
・灯台用機器等の展示・デモ

時

11月5日(日)

間

11時30分開場、12時開演

所

南小学校体育館

台

湯ヶ野
泉奥原
湯ヶ野
泉奥原

フラ(ダンス)、舞踊、子供太鼓、バレエ、

行き先
行き先
時間 裂き織り、写真、絵手紙、フラワーア
発車駅
時間ソーラン、ジャズダンス、河津中学校

吹奏楽、稲取高等学校吹奏楽
８：30 レンジ、生け花、ハワイアンキルト、
下佐ヶ野
大鍋
８：20
湯ヶ野

下佐ヶ野
上佐ヶ野
９：40 絵本、ペーパークラフトアート、生涯
大鍋
９：00
☆お茶席 湯ヶ野
・灯台や巡視船、航空機のペーパーク

ラフト配布
問

info２

尺八の演奏、オカリナの演奏、合唱、
石廊崎灯台
画、版画、手芸、海藻おしば、押し花、
■上佐ヶ野 ⇔ 湯ヶ野（・下佐ヶ野）
■大鍋 ⇔ 湯ヶ野（・下佐ヶ野）
空手の演舞、ストリートダンス、南中
草木染め、陶芸、工芸、木工、木彫、
水・土運行
火・金運行

・石廊崎灯台及び敷地内一般開放
発車駅
庶務係

【大会概要】
（９月１日現在）
(電話健康相談専門事業者への委託事業)
開催日時：平成29年11月12日
人 口 7,419 人
前月比（－16) (日） ９時 競技スタート
※競技内容、交通規制の詳細について
は、下記ホームページをご覧ください。
競技内容：スイム１.５km・バイク40km・ラン10km【合計
51.５km】
（男）
3,591 人
http://www.town.kawazu.shizuoka.jp/
（女）
3,828 人
募集定員：個人の部
300名／リレーの部 50組
flowertriathlon2nd/
クリック！
※河津町民専用のフリーダイヤル番号
世帯数
3,314
世帯
前月比（－６）
主
催：河津フラワートライアスロン実行委員会
問合わせ：まちづくり推進課 35－1924

【県問い合わせ先】

海上保安庁では、海を利用する方の
賀茂健康福祉センター 環境課
運行期間
湯ヶ野（塩田屋本家さん駐車場）
ために気象状況や気象警報、注意報な 各地区内 ～
☎24－2053
【泉奥原】
（乗降場所）
下佐ヶ野（上河津診療所駐車場）
ど、様々な情報をパソコン、スマート

☎（３４）１９２３

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

※案内図版：目的地への誘導のために設置する道標
☎22－1849
(一財) 静岡県生活科学検査センター
この他に、店名や商標を自己の所有地に設置する自家広告
☎054－621－5863
物についても基準があります。

☎24－2038

※各乗車場所

総務課

■競技部門はオリンピックディスタンスとリレーの２部門
下田市役所市民保健課 ☎22－3922
開催競技は2000年のシドニーオリンピックより正式種目として採用されているオリンピックディスタンス (水
河津町24時間電話健康相談ダイヤル
泳１.５㎞／自転車40㎞／ランニング10㎞＝５1.５㎞)
部門と、各種目を３人 (２名での参加も可) で繋ぐリレー部
門を設置しています。

案内表示を掲載するスペースは板面
必ず法定検査を受検しましょう。
の表示面積３分の１以上）
問 【検査申込先】

ご存知ですか？海の安全情報

10月23日 (月) ～27日 (金)

トライアスロン(triathlon)とは、一般的には３種類の競技からなるスポーツ競技のことで、
現在では主に水泳
11月10日(金）下田市役所
問 まちづくり推進課
☎34－1924
（スイム)・自転車（バイク)・マラソン（ラン）の順番で連続して行う競技のことを言います。ギリシャ語で
９時30分～11時30分 13時～14時
数字の３を意味する接頭辞tri-に「競技」の意味のathlonを合成して命名されました。
問 河津町役場町民生活課 ☎34－1932

の身近な水環境を守るために向上させ

面積
片面３㎡以内
ていく必要があります。
した人に交付します。昼食は各自で用

賀茂児童相談所

無料運行の町バスを
ご利用ください

■交通規制にご協力をお願いいたします
☎054－254－3555
日 時 10月30日 (月)
11月12日 (日) は競技中コース周辺道路が交通規制となりますので、町民の皆さまのご理解とご協力をお願
13時30分～
日本年金機構出張相談
いいたします。
１人20分程度 団体不可
交通規制の区間や時間などの詳細は、回覧やホームページで別途お知らせしますのでご確認ください。
日時・場所
場 所 役場町長室

地上５ｍ以下

修了証は、２日間の講習を修了

問

規制地域の範囲、設置基準な

今月のふれあい町長室

要

を提供してくれる里親を求めています。

ど、詳しくは下田土木事務所

平日８時30分～19時

概

子どもたちは、あたたかい家庭生活

都市計画課までお問い合わせ

11月13日(月)～19日(日)

高さ

準

ないことなどの要件が必要です。

ください。

第２回大会開催

間

お知らせ

その他

基

全国的にみても低いことから、私たち

今年 月から屋外広告物
の規制が強化されます

☎055－989－5392

基準の項目

を修了すること、経済的に困窮してい

屋外広告物の是正
指導を行っています

期

よろず相談

伊豆半島は、富士箱根伊豆

ドできます。

静岡がんセンター

(一部抜粋)

特に、静岡県の法定検査受検率は、

屋外広告物とは

問

都市計画課

ていたら、お電話ください。

■屋外広告物(案内図版)の基準

田消防本部ホームページからダウンロー
☎（２４）２１１０

のセクシャルハラスメントなどに困っ

【問い合わせ】

10月30日(月)～11月10日(金)

国立公園に指定され、静岡県

が義務付けられています。

約

８時30分～17時（土日・祝日を除く）

11

里親になるには、県が実施する研修

許可を受けていない屋外広

不可。申込書は上記受付窓口または下

予

の中でも特に変化に富んださ

清掃 (年１回以上)、法定検査 (年１回)

告物や、基準に合っていない

れかの窓口へお申込みください。郵送

浄化槽法では保守点検(年３回以上)、

常時または一定の期間継続

（事前予約が必要です。）

☎34－1932

町民生活課

活環境を守る役割を担っています。

まざまな美しい景観に恵まれ

署、南伊豆分署、西伊豆消防署のいず

屋外広告物を設置している広

入の上、下田消防本部予防課、河津分

を解決するお手伝いをします。

告主に、是正指導を行ってい

てお話をうかがい、一緒に考え、問題

報」をご覧ください。(秘密厳守・無料)

れいな水に浄化して、地域の快適な生

「里親」といいます。

して屋外で公衆に表示される

は、広報かわづに掲載の「暮らしの情

防火管理者受講申込書に記

～10月は里親月間です～

さまざまな事情によって家庭で養育

しい理解をもって養育する人のことを

広告物のことをいいます。看

受付・申込

～10月は「浄化槽月間」です～

浄化槽は、家庭からの生活排水をき

また、東京五輪の自転車競

がんに関する疑問や不安、悩みについ

下田土木事務所

た相談員が受け付けます。相談の日程

９時～17時 ※土日祝日を除く

（定員になり次第締切）

info１

里親になりませんか

家庭に迎え入れ、あたたかい愛情と正

ます。

屋外広告物には許可
の申請が必要です

浄化槽を適正に維持管理しましょう

介護保険料４期
10月31日 (火) が納期です。
問 保健福祉課 34ー1937

されることが難しい子どもを、自分の

板や貼り紙のほかに、壁や塀

などに広告を表示した場合も

屋外広告物となります。

美しい景観の維持、公衆へ

の危害防止のために、屋外広

☎27－2766

のチームが、患者さん、ご家族からの

夫やパートナーからの暴力、職場で

2017.10 広報かわづ

10月２日(月)～11月２日(木）

受付期間

下田警察署管内防犯協会

行政相談です。総務大臣から委嘱され

～ひとりで悩まず、相談してください～

１３
５

11
講習日当日、受付時に納入

問

カーなど、静岡がんセンターの２～３名

女性の人権ホットライン

人口と世帯

60人

11

を聞き、解決に向けて促進を図るのが

問

※このコーナーに掲載を望まない場合は
■トライアスロンとは
お申出ください。

員

費 11
用 4,000円（テキスト代・税込）

告物を一定の許可基準のもと

医師、看護師、ソーシャルワー

定

規制しています。

容

下田市民文化会館１階小ホール

設置の際には、事前に県の

内

所

許可が必要です。

下田市役所

かってきたら、警察に通報しましょう。

場

月１日から規制が
強化されます

所

防犯活動を行います。不審な電話がか

屋外広告物の表示を禁止し

場

じめとする特殊詐欺被害防止を重点に

※受付８時40分～９時

ている地域（特別規制地域）

11月21日(火)13時～14時

両日とも９時～16時30分

があります。ただし、大きさ

間

下田警察署では、振り込め詐欺をは

や色などの基準を満たせば設

時

間、全国地域安全運動が行われます。

11月15日(水)～16日(木）

置することができます。

行政に対する要望や苦情、意見など

窓口係
☎34－1932
☎34－1924

月１日から特別規制地域

10/16～22は行政相談週間

時

役場前駐車場

出張がんよろず相談

☎34－1286

社会福祉協議会

日

の範囲が拡大されます。特別

ボランティア団体室
問

所

問 町民生活課
保健福祉センター
【問い合わせ】まちづくり推進課

10月11日(水)から20日(金)までの10日

者を募集します。

た地域です。

場

甲種防火管理者資格取得講習の受講

技の開催決定や、世界ジオパ

所

10月18日(水)

ークの認定を控えるなど、世

場

時

月

（８月１日～31日届出）
交通規制にご協力をお願いいたします
10時～15時

日

界中から注目を集める大変重

飼い主のいない犬・ねこに限ります

河津フラワートライアスロン大会開催
戸籍だより
10時40分～10時50分
日 時 10月18日(水)、11月１日(水)
身近なこと生活相談へ

そこで、東京五輪の開催時

談

期を目標に、伊豆半島の良好

相

な景観形成に向け、今年

第２回
ひとの動き

国民健康保険税６期

全国地域安全運動を実施

甲種防火管理者講習会

犬・ねこ適性飼養相談

から、屋外広告物の規制を強

(日)

化することとなりました。

後期高齢者医療保険料３期 町県民税３期
10月31日 (火) が納期です。
問 町民生活課 34ー1928

要な時期を迎えています。

暮らしの情報

ほか

下佐ヶ野

下田海上保安部 上佐ヶ野
交通課

11：45 学習講座の作品、幼・小・中学生の作
上佐ヶ野
湯ヶ野
11：45
大鍋
☆体験コーナー
11：55 品、家庭教育学級の作品、河津平安の
下佐ヶ野
大鍋
12：05
問

13：00 仏像展示館、古文書から歴史を学ぶ会
上佐ヶ野
13：00
下佐ヶ野
湯ヶ野
☎23－0145

11月２日(木)10時～
11月３日(金)10時～

湯ヶ野
河津町文化協会
事務局
大鍋

☎32－0070

※乗車可能人数：７人（運転手除く）
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親子やきものづくり教室

HA・TSU・RA・TSU

さくらアカデミー

親子やきものづくり教室
古文書入門講座
非常持ち出し品を確認
防災メールの登録を
（8/19）
（6/1～7/6）

《講演テーマ》

家庭ごとに必要なものは違います。各家庭で話し合い、
平成25年から登録を開始した防災メール。災害時の貴
河津中学校美術室で「親子やきもの
「古文書入門講座」を開講し、14人が
―
音楽家を育んだ環境
―
「もしも」の時に備えましょう。
重な情報源となりますので、ぜひご活用ください。
づくり教室」が行われ９組28人の親子
参加しました。講師は、下田市史編さ
～子育ての大きな可能性～
が参加しましました。河津町陶芸同好
ん委員の髙橋廣明さん。ことばの読み
１次持ち出し品（地震発生後すぐに持ち出すもの）
会 (杉井啓子代表) の指導で、マグカッ
方から時代背景まで、古文書の基礎を
つの登録手順
《講師》 □携帯ラジオ □懐中電灯 □貴重品
□飲料水
プやお皿など思い思いの陶器を製作し
学びました。
①下記の二次元バーコードを読み取り、空メールを送信
□応急医療品 □現金（硬貨も）
□持病の薬
(まつむら さき）□笛 ました。作品は、11月の町民文化祭に
②数分後、町防災情報メールが届いたらURLにアクセス
□ヘルメット □ティッシュペーパー □タオル

４
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松村 早紀

展示する予定です。

□軍手 □マスク □生理用品
【と き】
□乾パンなどの非常食料

□ライター・マッチ

③配信情報を選択し、「次へ」を選択
④設定内容を確認し、「登録」を選択→登録完了！！

29 11 14
□飲料水（１人１日３リットルが目安）
13 時 30 分～
□非常食料（乾パンやアルファ米、缶詰、チョコレー
２次持ち出し品（地震が落ち着いたら持ち出すもの）
平成
年
月
日（火）

【ところ】
ト、インスタント食品など１人７日分が目安）

南小学校
□洗面用具

体育館

※二次元バー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
▲古文書を広げる受講生
てください。受信拒否設定などでメールが受信されない

▲熱心に作陶する参加者

楽しいパステル画教室
場合、各携帯会社のサイトか販売店

～ 親子で料理を楽しもう！～

③

（7/20～8/24）

にお問合せください。

□燃料
【入場料】無 料
（卓上・携帯コンロ、ガスボン

「楽しいパステル画教室」が開講し、

登録名については自由ですが、万

親子料理教室
27人が参加しました。講師は、絵画教
が一システムに異常が出た場合に連
室を主宰する土屋知美さん。淡い色調
（平成29年11月開催）

ベ、固形燃料など）

③

①

いざというときに備えて

絡をするため、実名での登録を推奨

□寝袋

町健康づくり食生活推進協議会のみ

□ラップ・アルミホイル

しています。
なさんと親子で料理を学ぶ講座です。

□雨具

と

□ガムテープ

など

①

が特徴の人気のパステル画を自由に描

ところ

― 平成29年度

きながら楽しく学びました。

二次元バーコード

き 11/18 (土）９時30分～
保健福祉センター２階調理実習室

町総合防災訓練が９月１日、町内全域で行われ約3,700人が参加しました。西小学校では湯ヶ野、下佐ヶ野、小鍋地区の
３自主防災会と消防団、町職員が自衛隊との共同訓練を行いました。相馬町長は「河津町は長年大きな震災に見舞われ

師 町健康づくり食生活推進協議会

講

河津町総合防災訓練 ―

ていないが、いざというときのために日頃から備えることが大切」と防災訓練の重要さを述べました。共同訓練では、
被災した住民が広域避難地の西小学校に避難したという想定のもと、応急救護訓練や自衛隊装備品展示説明、訓練用消

災害用伝言ダイヤル「１７１」を知っていますか

火器を使用した消火訓練を行い、住民は自衛隊の指導を受けながら災害時の行動を再確認していました。

秋のスポーツ教室

震度６以上の地震など、大きな災害の発生により、被災地へ電話がつながりにくい状況になった場合に利用
▲パステル画の技法を学ぶ
できる声の伝言板です。
～ スポーツの秋、してますか！～

秋の健康体操教室
伝言の再生

伝言の録音

～ 受講してみませんか！～

春好評の健康体操教室の秋バージョ

静岡県下田市出身。下田高校卒業。2013

年東京芸術大学卒業。第24回市川市文
②録音の場合『
1 』を押す。

ところ

南小学校体育館

講

齋藤文子先生

師

（若がえり教室だんだん代表）

②

①８/11
②８/11
③８/12
④８/12

チェーンソーで丸太切りに挑戦
自然観察でいろいろな虫がいることを学習
おなかがへった！朝食の風景
今までやってきたことの振り返り

11

日にか

⑤自衛隊装備品を持って重さを実感する町民

日・

④訓練開始のあいさつを述べる相馬町長

今年も８月

③消防団の指導を受けながら消火訓練

けて、河津バガテル公園で

②自衛隊装備品について説明

名が参加してふるさと緑の少

①応急救護訓練で三角巾の使い方を確認

年団キャンプが行われました。

ＮＰＯ法人豆游義塾に事業を

委託し、多くの指導者に関わっ

てもらうことで、里山野外活

動の充実を図りました。

当日は、あいにくの雨模様

で間伐はできませんでしたが、

体験・観察活動として「風土

の森」で丸太切り作業や、自

然観察を行いました。

丸太切り作業は、最初のこ

ぎりで挑戦し、
次にチェーンソ
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ーを使っての作業を行いまし

た。チェーンソーの速さにビ

ックリしながらも、いなずさ

林業（山本法夫代表）の指導

により、安全に丸太を切り落

としていました。

自然観察では最初にどのよ

うな植物・昆虫がいるのかを

学習し、虫取り網で実際に捕

まえてみました。中には見た

事もない昆虫もいて、昆虫辞

典で熱心に調べる団員もいま

した。

自分たちの周りにどのよう

な生き物がいるのか、自然が

いかに大切なものなのか理解

伝言サービスの体験について
・毎月１日と15日・正月三が日（１/１～１/３）
・防災とボランティア週間（１/15～１/21）
※上記以外でも体験できる場合がありますので N T T
東日本のホームページなどで確認してください。

を深める機会となりました。

20

スポーツ推進委員
研究会を開催

日に三島市文化ホール

▲研究発表の様子

８月

静岡（小編成のオーケストラ）に在籍。

にて静岡県スポーツ推進委員研

⇒

イオリン指導を行う。シンフォニエッタ

⑤再生が始まる。

究会が開催されました。今回河

ルフレッシュアカデミーにおいて、ハル
⑤録音する。（30秒以内）
トムト・ローデ氏のマスタークラスを受
（例）「○○です。私は無事です。□□小
講。現在下田市を拠点に演奏活動、ヴァ
学校（□□公民館）にいます。」

津町の研究発表があり、県内の

⇒

⇒

イツ＝バーデン・バーデンにおけるカー

スポーツ推進委員の前で、河津

④『 1 』を押す。

町がこれまで行ってきた事業を

④『
1 』を押す。
大野かおる、市坪俊彦の各氏に師事。ド

発表しました。これからもスポー

外岡協子、若林暢の各氏に、ヴィオラを

⑥『 9 』を押す。

③自宅の電話番号をダイヤルする。
『 ０５５８－○○ー○○○○ 』
⇒

⇒

サイタル開催。ヴァイオリンを田坂修、

④

て学びます。楽しみながら学べる講座。

ツの推進に取り組んでいきます。

部門優秀賞。
③自宅の電話番号をダイヤルする。
平成27年、下田市民文化会館にてリ
『
０５５８－○○ー○○○○ 』

暮らしに役立つパソコン入力につい

②再生の場合『 2 』を押す。
⇒

⇒

化振興財団新人演奏家コンクール弦楽器

⇒

⇒

パソコン教室
①『
171 』にダイヤルする。 ンがついに開催します。
①『 171 』にダイヤルする。
講師プロフィール
（平成30年３月開講）
と き 10/23 ～11/13 （毎月曜）

12

37

2017.10 広報かわづ
広報かわづ １４ ２
2017.10

⑤

④

飯田 美咲 さん

小学生女子による軟式野球の全
国大会で、見事優勝を果たした静
岡イーストエンジェルス。飯田美
咲さんは、父親である飯田和也監
督のもと内野選手として活躍して
います。エンジェルスに入ったきっ
かけは、野球が得意な女の子ばか
りのチームで２番ショートで出て
いた姉の姿。初めて試合に出たと
きは緊張したけど、今では慣れて、
チームの仲間と野球をするのがと
ても楽しいそうです。普段の練習
では、バントを正確にすることと、
仲間への声かけを意識していると
のこと。昨年の県大会で敗退した
悔しさをバネに、一生懸命練習を
積み重ねてきました。
全国大会では、勝ち進むにつれ

いいだ みさき
上佐ヶ野 12歳（西小学校６年生）
静岡イーストエンジェルスに５年生か
ら所属し、内野選手として活躍。

綾さん（民間広報協力員）

て「せっかくここまで来れたから、
優勝したい」という思いが強くな
り、ベンチのみんなで大声で応援
歌を歌い、士気を高めることを心
がけていたそうです。
「決 勝 の と
きには負けるかなと思ったけど、
勝つことができて本当に嬉しかっ
たです」と満面の笑顔で話してく
れました。
日頃から野球が好きな美咲さん
は、プロ野球の珍プレーや好プレ
ーを見るのが大好き。休日は友達と
遊んだり、買い物に行ったりして
リフレッシュしているそうです。
将来の夢は美容師や福祉関係の
仕事に就くことだそう。努力家の
美咲さん。今後も多方面での活躍
が楽しみです。
【取材】山崎

応急救護訓練や消火訓練など、

との共同訓練に参加しました。

す。私は西小学校での自衛隊

今月は総合防災訓練特集で

防災メールや非常持ち出し品

言葉がありました。特集でも

ら備えることが大切」という

ざというときのために日頃か

のときに備えましょう。（ｙ）

ら各家庭で話し合い「もしも」

の紹介をしています。大切な
じました。

真剣な顔つきで取り組む町民

８月26日(土)、27日(日)
の２日間で、今年で15回
目となるFISサマーGP
ジャンプ白馬大会2017が
開催されました。大会当
日は両日とも素晴らしい
晴天に恵まれ、小林潤志
郎選手が初日・２日目と
２戦連続で優勝するとい
う素晴らしいジャンプを
優勝を喜ぶ小林選手
披露し、会場からは盛大
な歓声があがりました。２日目には弟の小林陵侑選手が２位に入り、兄弟
でワンツーフィニッシュを決め、表彰台に並びました。また、同時開催
されたNB S杯女子白馬サマージャンプ大会（ラージヒル）においては、
伊藤有希選手が素晴らしいジャンプを披露し、優勝を飾り大会４連覇を
果たしました。

家族の命を守るため、日頃か

FISサマーグランプリジャンプ
白馬大会2017

の姿に防災への強い意識を感

姉妹都市 長野県白馬村通信

訓練開始のあいさつに「い
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「優勝したい」という強い思い

全国大会に出場した美咲さん

