広
報

「ワァー、むずかしい」
（10月19日 西小５年生脱穀体験）
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暮らしの情報
戸籍だより
（10月１日～31日届出）

性別
あお

鈴木

碧

保護者

男

時

12月20日(水)

場

所

保健福祉センター

問

地区

時

２月７日(水)

場

所

役場２階

問

町民生活課窓口係

日
うみは

中村

海羽

奨貴・有未 見高浜

男

☎34－1286

社会福祉協議会

人権・行政・生活相談

浜

剛・めぐみ

10時～15時

ボランティア団体室

お誕生おめでとう
お名前

日

10時～15時

第２会議室

☎34－1932

こうた

土屋

幸大

勇太・理恵 上佐ヶ野

男

第69回 人権週間
― 12月４日～10日 ―

ご結婚おめでとう

熊本地震（平成28年）で倒壊した木造住宅
（写真提供：県建築安全推進課）

1948年(昭和23年)12月10日、国連総

〔町内へ〕

問

静岡地方法務局☎054－254－3555

程

かしい写真や文書などの記録の提供を

投票率
お待ちしています。

（略称：稲高百周年実行委員会）

女

3,285

計

6,391 ☎0557－95－0175
4,600 1,791

2,358

927

〒413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取3012-2

12

請求手続きをした心当たりのない方は、
退職金をまだ受け取っていない可能性

350

があります。林業の仕事をしていた当
時の加入の有無についても当方で確認
を行いますので、お気軽に最寄りの支
部または本部へお問合わせください。
問

独立行政法人勤労者退職金共済機構

委託）

林業退職金共催事業本部
☎03－6731－2887

平成28年12月21日
日本たばこ産業株式会社が

FAX：03－6731－2890

実施する2017年「全国たばこ喫煙者率

調査」の対象者抽出のため
2,954
閲覧範囲

1,600
②

浜地区の20歳～90歳の男女

伊豆道の駅スタンプラリー2017開催
～道の駅をめぐって特産品をもらおう！～

（NHK放送文化研究所

46
閲覧日
請求理由

4,600

委託）

伊豆の８つの道の駅をめぐる「伊豆
道の駅スタンプラリー2017」を昨年に

平成29年９月20日 招待選手の庭田清美さん
引き続き開催します。スタンプは３個
放送法第20条と第81条に定

から応募可能。スタンプ数に応じて伊

められた調査研究・世論調査に基づき、

豆地域の特産品を当選総数250名の方に

平成29年度「若者と現役世代の社会・生

プレゼントします。ぜひご参加くださ

是非ともご協力をお願いします。
活意識(日常生活と社会についての意識)」
区分 当日有権者 投票者数 棄権者数 投票率(％)
問 静岡県立稲取高等学校創立百周年
調査の対象者抽出のため

864

第２回河津フラワートライ

投票総数

アスロン（同実行委員会主催）

す。記念誌を発行するにあたり、昔懐

350

入していたかもしれない方で、退職金

日、町内で開かれ、

百周年に向け記念事業実行委員会を

無効投票数
立ち上げ、記念事業開催準備を行いま

男
3,106
2,242
記念事業実行委員会

11
(林退共) に加入していた、もしくは加

閲覧機関 株式会社インテージリサーチ
4,554

迎えることとなりました。
有効投票数

月

無所属

が

ひろゆき

あり、その当時、林業退職金共済制度

人が参加し、

相馬

このたび平成31年11月に創立百周年を

県内外から約

10

日、稲取実業補習学校として創立され、

得票数

熱戦を繰り広げました。本大

※河津町民専用のフリーダイヤル番号

県立稲取高等学校は大正8年11月15
岸 しげひろ
無所属

請求理由

会は町の資源と環境を活かし、

0120－560－655
30

【補強工事後の税制控除制度】

①所得税

耐震補強工事費などの ％

を所得税額から控除します。

控除額は 万円が上限です。

31

株式会社ビデオリサーチ

以前、林業の仕事に従事したことが

地域活性化を図ることを目的

☎03－6417－9721

①

40

として町と渋谷区トライアス

公益財団法人 国際青少年研修協会

党派の名称

ロン連合の共同で企画された

２月１日(木)

ます。(全２件)
1．
5

閲覧日
平成29年11月26日執行

候補者名

もので、伊豆半島で初となる

問

切

小学３年生～高校３年生

基本台帳の閲覧者を次のとおり公表し

)

締

象

29年10月31日までの間の、河津町住民

（日本たばこ産業株式会社

投票結果

五輪公式距離（スイム 水(泳

対

イギリス・カナダなど

㎞、バイク 自(転車 ) ㎞、
㎞）の大会として注目

研修国

に基づき、平成28年11月1日から平成

閲覧機関

３月22日(木)～４月４日(水)の

うち６～10日間(コースにより異なる)

住民基本台帳法第11条第３項の規定

河津町長選挙が行われました

程

1．
5

住民基本台帳の閲覧者公表
10

投票結果及び投票率は次のとおりです。

70 50
ホームステイ・英語研修・文

化交流・地域見学・野外活動など
日

画」により耐震補強工事を実

施する場合、工事費用のうち、

万円（高齢者のみの世帯は

容

万円）の補助を、町から受

内

けることができます。

外研修交流事業を実施します。

ラン

記念誌掲載情報提供のおねがい

国際青少年研修協会では、春休み海

当日は好天に恵まれ、選手

稲取高校百周年

を集めています。

FAX：054－252－8216

たちは午前９時に河津浜海岸

☎054－252－5310

林退共の退職金請求について

１月19日(金)

をスタートし、スイム ㎞を

雇用環境・均等室

40

泳いだ後、バイクで町内合計

静岡労働局

㎞を走り抜け、ゴー

問

10

㎞の周回コースを疾走。そ

まずは静岡労働局雇用環境・均等室

にご相談ください。

☎054－289－3704

２月10日 (土) の３日間

して河津川沿いのランニング

コース

ルを目指しました。ゴールで

お知らせ

は、選手に参加賞としてカー

☎055－922－3715

ネーションが贈られ、花のま

東部事務所

ち河津をＰＲしました。また、

ライフサポートセンターしずおか

ります。

フィニッシュエリアの河津桜

56
平日９時～17時

まずは無料の耐震診断を！

わが家の専門家診断事業

診断の対象となる建物は、

☎055－922－3715

観光交流館前にはおもてなし

社会福祉法人 梓友会 ☎27－3000

ブースが設けられ、泣きめし

問

やわさび丼、猪鍋などが選手

定し、安心して働き続けることに繋が

や来場者に振る舞われました。

門家に相談する場合は別途料金がかか

年５月以前に建てられ

広報かわづ

・技術向上研修

切

②固定資産税

2017.12

ましょう。

締

年１月１日以前から

１1
３

通算５年のカウントは平成25年４月１日

・訪問介護適正実施研修

労働契約に転換することで、雇用が安

(電話健康相談専門事業者への委託事業)

50

容

※相談・取次ぎは原則無料ですが、専

育児・医療・健康・介護について 57
120
25
年中無休で各分野の専門スタッフが相談に応じます

万

☎

世帯数
3,320 世帯
前月比（＋１）
町民生活課
税務係
34－1928

内

る所を紹介します。

考え、専門的なアドバイスをしてくれ

年３

3,825 人☎22－0185
（女）
下田税務署

きるルールです。

2017.11.12
９時30分～16時30分
静岡県土地家屋調査士会
平成30年４月以降、有期労働契約で
第２回河津フラワートライアスロン開催
会 場 みくらの里(下田市吉佐美)
☎054－282－0910
働く多くの方に、無期転換申込権の発
受講料 無料
生が見込まれます。期間の定めのない
町民の皆様ご協力をいただきありがとうございました。

昭和

【税制控除制度について】
（男）
3,590 人

のために、未来につなぐ相続登記をし

ト、派遣社員などの名称は問いません。

きの相談窓口です。悩みごとを一緒に

存在する家屋で、平成

34－1952
☎
前月比（－３)

にするとともに、次世代の子どもたち

る研修を開催します。

静岡県司法書士会(平日14時～17時)

月 日までの間に、現行の耐

（11月１日現在）

改修の完了後に、町民生活

管理係
人建設課
口 7,415
人

ービスの適正な提供及び質の向上を図

ない労働契約 (無期労働契約) に転換で

１月27日 (土) 、１月28日 (日)、

震基準に適合する改修工事

（工事費用が１戸あたり

円以上）を行った家屋は、１

戸あたり ㎡相当分までの税

額を１年間、２分の１に減額

します。

【手続き】

課税務係まで申告をお願いし

ます。

■問い合わせ

労働者の申込みにより、期間の定めの

日

河津町24時間電話健康相談ダイヤル

人口と世帯

題となっています。自分の権利を大切

す。社員やパートタイマー、アルバイ

昭和

☎34ー1932

を対象として、県の主催による介護サ

どこに相談すればよいか分からないと

た木造住宅です。町から専門

河津町役場町民生活課

が更新されて通算5年を超えたときは、

住まい、生きがい、介護、法律など)、

【補助金の手続き】

※このコーナーに掲載を望まない場合は
お申出ください。
益城町の被害状況（写真提供：県建築安全推進課）

下田市役所市民保健課 ☎22－3922

土地問題や空き家問題が大きな社会問

（音声ガイダンス２番）

家（県耐震診断補強相談士）

問

13時～14時

れることにより、いわゆる所有者不明

重要な役割を担うサービス提供責任者

指定訪問介護適正実施研修

①工事前

９時30分～11時30分

の中心となる訪問介護サービスの中で、

対象者

を派遣して、住宅の耐震診断

河津町役場 (要予約)

近年、相続登記が未了のまま放置さ

以降に開始した有期労働契約が対象で

工事契約前に建築士に依頼

１月18日(木)

介護保険制度における在宅サービス

と、困ったこと(心の悩み、消費生活、

を行います。費用は無料です。

下田市役所 (要予約)

暮らしなんでも相談

し耐震補強計画を立て、補助

田中

１月11日(木)

☎34－1932

不動産の相続登記はお済みですか？

無期転換ルールとは、有期労働契約

日常生活で起こるトラブルや悩みご

金申請書を役場建設課に提出。

日時・場所

建設課では、補助金の対象の

建物であるか確認します。

②工事後

日本年金機構出張相談

田中

見高浜

本人

78

☎34－1932

工事終了後、完了報告書を

冨一

本人

70

提出。申請どおり工事が行わ

山口

峰雄

れたかを確認します。

山城

本人

84

③補助金交付

高尾 ウタ子

町民生活課窓口係

下峰

本人

94

耐震工事終了後、補助金が

豊子

湯ヶ野

本人

91

町民生活課窓口係

診断を希望する人は、役場

いて、もう一度考えてみてください。

支払われます。

正木

章

役場前駐車場

所

問

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

訪問介護員研修 参加者募集！

転換申込みが本格化します！

10時40分～10時50分

春休み海外研修交流について

りの心」や「かけがえのない命」につ
☎22－0534

12月13日(水)

時

場

建設課まで連絡してください。

皆さんも、この期間をきっかけに、

それぞれの違いを認め合い、「思いや

地方法務局下田支局

平成30年４月から無期労働契約への

日

問

国において各種啓発運動を実施してい
ます。

飼い主のいない犬・ねこに限ります

受付時間

間を「人権週間」と定め、その間、全

問
髙崎

倒壊の危険性に備え補強へ

谷津

本人

83

地区

木造住宅補強計画の策定

昌弘

世帯主

「わが家の専門家診断事業」

飯田

年齢

による診断の結果、倒壊の危

お名前

険性があると判断された場合

お悔やみ申し上げます

は、住宅の補強計画を作成し

下田市

ます。

日吉

はじまります、
「無期転換ルール」

相談ダイヤル

員協議会は毎年、４日から10日の一週

15

犬・ねこ適正飼養相談

る場合があります。

るとともに、法務省と全国人権擁護委

万円程度の費用がか

万４千円までの

美里

14

を記念し、12月10日を人権デーと定め

この補強計画作成には、一

翔

般的に

土屋

かります。その費用に町では、

語岑

１戸あたり９万６千円までの

蔡

金額を費用の３分の２以内で

信之

補助します。なお、高齢者の

島崎

(旧姓) 前住所

みの世帯は

金額を補助します。

小鍋

補強工事費用を補助します

作成した「木造住宅補強計

見高浜

お名前

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

約 人の選手たちが
町内を疾走

会で「世界人権宣言」が採択されたの

区

木造住宅耐震補強の助成

地

町では、予想される東海地震から１人でも多くの命を守

身近なこと生活相談へ

るため、国・県とともに木造住宅の耐震化を図るプロジェ

クト「ＴＯＵＫＡＩー０」を推めています。古い木造住宅

の無料耐震診断や耐震補強工事費の助成を行っています。

談

みなさんのお宅を、もう一度確認してください。

12月25日(月) 13時30分～15時30分 1人(個人3人まで)20分程度、
団体不可（職員が立会いますのでご了承ください）
予約受付：12月18日(月)～12月22日(金)
問 まちづくり推進課 34ー1924

相

ひとの動き

◆ 今月の納税 ◆

わが家の耐震に
ついて考えよう

◆ 今月のふれあい町長室 ◆

72,18
閲覧範囲 平成29年12月末時点で16歳

い。
期

間

12月1日(金) ～２月28日(水)

場

所

伊豆地域内の道の駅

以上59歳以下の男女

参

加

道の駅などにある台紙にスタ

(笹原、浜、田中、峰、谷津、縄地地

ンプ押印の上、応募してください。

71,78

区及び外国人は対象外)
71,98
問

町民生活課

問

函南町役場

産業振興課

レースを終え、猪鍋を味わう選手たち ☎055－979－8173
☎34－1932

2017.12

広報かわづ １０
２

s
new

保健のお知らせ

税の役割を理解しよう

乗馬イベント

完成したパネルと東小児童

税に関する作品を展示

河津バガテル公園

n efw
In o

s

コミュニティ活動の活性化に
向けて

コミュニティ助成事業

思いやりの心を育てよう
人権の花運動

～感謝状贈呈式～

10月30日に東小学校において、町人権擁護委員によ
る「人権の花運動」の感謝状贈呈式が行われました。
今年度は東小学校の１年生から３年生までの24人が協力
して人権の花「ひまわり」を育てました。児童からは
「思いやりのある子」と題し一人ひとりのメッセージ
が書かれ、収穫した種で作成したひまわりのパネルが
町人権擁護委員に渡されました。
充実・強化を図ることにより、
地域社会の健全な発展と住民
福祉の向上に寄与することを
目的としております。
長野区は、毎年７月下旬に
夏祭りを開催し、子供からお
年寄りまで多くの地域住民が
参加し、親睦を深める場とな
っています。
近年、夏祭りに使用する備

河津の特産物を購入する来場者

品が老朽化し、運営に苦慮す
る事態がでてきたため、新た
に整備することにより、より
一層の夏祭りの充実を図り、
参加人員の増加やコミュニテ
ィ活動の活性化につなげたい
と考え、昨年度、一般コミュ
ニティ助成事業に申請したと
ころ採択され、今年度の備品
の整備を行いました。
今回の整備した備品は、長
胴太鼓（本欅製・一尺六寸）
１個、締太鼓２個、篠笛 本、
高張提灯６張、弓張提灯 張
です。

渋谷区で町の特産品を販売

11

宝くじの社会貢献広報事業
として、一般財団法人自治総
合センターでは、コミュニティ
活動に必要な備品や集会施設
の整備、安全な地域づくりと
共生のまちづくり、地域文化
への支援や地域の国際化の推
進及び活力ある地域づくり等
に対して助成を行っています。
地域のコミュニティ活動の

みゆい

「渋谷区くみんの広場」が

月４日と５日の連日、東京都渋谷

2017.12 広報かわづ

区で行われ、町・観光協会・商

９
５

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。

両日とも天候に恵まれ、干物や

農産物、あんバタわさこなどの

販売や、伊豆の踊り子によるパ

ンフレット配布が行われました。

また、恒例のみかんの詰め放題

は今年も好評で、多くの来場者

でにぎわいました。

ヒントを手がかりに園内を回る児童たち

12月18日(月)
13時30分～15時30分
１月９日(火)
13時30分～15時30分
場 所 保健福祉センター
持ち物 身元の確認ができるもの（写
真付でない場合は２種類ご持参くださ
い)、個人番号カードまたは通知カード
日

いいだ ひとみ

いなば

毎年恒例のみかんの詰め放題

渋谷区くみんの広場に出店

三校交流会が10月27日、河津バガテル公園で行われ、
町内の小学生が参加しました。児童たちはバラ園の観
賞を目的に、地図やバラの名前などのヒントを手がか
c
topi
りにグループの仲間と協力しながらフランス式庭園を
探索しました。園内では秋バラが見頃を迎えており、
児童たちはその濃厚な香りや色合いを味わいながら、
他校の友達と楽しく交流しました。

■健康相談および母子健康手帳交付

飯田瞳さん＝見高浜＝（東小

６年）同優秀賞、稲葉心惟さ

みさき

４年生三校交流会

いいだ

田財務事務所長賞、飯田美咲

くれか

町内小学校

みゆう

みさき

バガテルで友情の輪

ん＝長野＝（東小６年）県下

さん＝上佐ヶ野＝ 西(小６年）
伊豆下田納税貯蓄組合連合会

伊豆下田納税貯蓄組合連合

会は、税への関心を高めても

会長賞、浅井紅花さん＝長野

あさい

らい、税の役割を正しく理解

つちや

ももか

【習字の部】土屋美結さん＝

ますだ

見高入谷＝（東小６年）河津

いいだ

＝（東小６年）同佳作

月５

11

してもらおうと税に関する作

日から

28

品を募集しました。

町長賞、増田百華さん＝下峰

月

日まで、河津桜観光交流館２

＝（南小６年）河津町教育長

乗馬を楽しむ参加者たち

作品は

階展示室に展示されました。

くれか

（東小６年）伊豆下田税務連

あさい

です。

絡協議会長賞、飯田美咲さん

みほ

賞、浅井紅花さん＝長野＝

【ポスターの部】稲葉美穂さ

＝上佐ヶ野＝（西小６年）伊

優秀作品受賞者は次のとおり

ん＝湯ヶ野＝（西小６年）県

豆下田納税貯蓄組合連合会佳作

いなば

納税貯蓄組合連合会会長賞、

河津バガテル公園で11月５日、乗馬イベントが開催さ
れ、20人の来園者が参加しました。本イベントはかつて
パリのバガテル公園でナポレオン３世が乗馬のレッスン
をしたことに由来するもので、参加者は19世紀のバガ
テル公園を舞台に乗馬とエサやりを体験しました。参
写真上 ポスターの部、稲葉美穂さんの作品
加者は「乗馬しながらバラを鑑賞できて楽しかった。
写真右 習字の部、土屋美結さんの作品
また乗りたい」と話していました。

10

こんにちは
保健師です。

ナポレオン気分で乗馬

22 10

河津の特産物が人気
白馬村文化祭

写真左
今年度整備した長
筒太鼓など

第47回白馬村文化祭が11月4日と５日、白馬村ウイン
グ21にて開催されました。河津町は５日に参加し、ア
ジやカマス、金目鯛の干物などを販売したほか、農産
加工所によるみかんやわさび漬けの販売が行われまし
た。また金目鯛の味噌汁を振る舞い、訪れた人々に寒
空の下、金目鯛の風味を楽しんでもらいました。

時

●今月のテーマ

ZOOM I N KAWAZU

賀茂地域の
地産地消レシピ③
保健福祉課

まちの
出来事

34－1937

☆ 生姜の佃煮 ☆
【提供】河津町健康づくり食生活推進協議会
昔の機械で脱穀を体験

材料

■育児相談
写真上 足踏み脱穀機を使った
子育てには悩みがつきもの…、一人
稲の脱穀を体験する児童

で悩まないで相談してください。
日 時 １月９日(火)
10時00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

写真右 飯田さんからハーベスターの
使い方を習う児童たち

西小学校5年生
生姜

脱穀体験
１kg

醤油
300cc
西小学校の５年生11人が10月19日、総合
みりん
150cc
的な学習で取り組んでいる稲作で脱穀を体
しげひさ
砂糖
500g
験しました。児童たちは飯田重久さん＝上
昆布
少々
佐ヶ野＝の指導を受けながら、大正から昭
削り節（細かくしたもの） 100g
和にかけて使用された足踏み脱穀機や、
こく
※
ごま
50g
昭和に普及したハーベスターで、慎重に穀
つぶ
粒を穂から取り離しました。飯田さんは
作り方
① 生姜を薄切り（がりタイプ）にし、塩でもみ15分おいて熱湯をかけ、水
「稲作は天候によって左右されるから、と
洗いをする。
ても難しい。人生も同じで、晴れの日もあ
② ひたひたの水で15分ゆで、きれいに洗い、ざるに入れ水切りをする。
れば雨の日もある。一日一日を大切に生き
③ できたものに、醤油、砂糖、みりん、昆布を入れ、汁が少なくなるまで
てください」と話し、児童たちは真剣な顔
煮詰める。
つきで耳を傾けていました。
④ 火を止めたあと削り節を入れ、かき混ぜる。
※ 農業機械の一種で、刈り取りなどを行うもの。収穫機。

最後にごまを入れ、できあがり。

日頃の思いや将来の考えを発表
○冷え性改善

宇宙の仕組みについて語る村松解説員

生姜は加熱することで成分のジンゲロールの一部がショウガオールという成分に変化
し、身体を芯から温める効果や膝や腰などの関節の痛みを和らげます。温かいご飯との
相性もよく、心も身体も温まります。
■のびのび発達検査（要予約）
第16回町青少年の主張大会が11月3日、保健福祉セ
○ジンゲロールとショウガオールの違い
日 時 １月29日(月)
ンターで行われ、小学生から高校生までの代表者９人
ジンゲロールは生のしょうがに多く含まれている辛味成分 (ピリっとした辛さ) 。身体
場 所 保健福祉センター
の表面や末端を温める作用があるが、深部体温は下げるので、風邪の引き始めなどに利
が日頃の思いや将来の考えを発表しました。発表者は
対象者 子どもの言葉の発達やしつけ
ひらかわ まゆ
おおた すずあ
用することがオススメ。ショウガオールはジンゲロールを加熱または乾燥させることで
次のとおりです。平川真優(西小６年)、太田涼天(南小
などで心配なことがある人
あさおか ゆい
あさい くれか
いしだ
みゆ (口に残ってジワジワと感じる辛さ) 。身体の内側に熱を作り出して深部から
できる成分
内 朝岡由衣(同６年)、
容 児童相談所心理司による精神
６年)、
浅井紅花(東小６年)、温める。
石田美佑(
３・
４時間かけてジワジワと身体を温めるので、体温の低い朝に摂取することによ
いたがき けんたろう
やました たくま
おお
発達精密検査と個別相談
り、午前中のつらい冷えなどに効果がある。
河津中１年)、
板垣健太郎(同２年)、山下拓真(同３年)、
大

河津町青少年の主張大会

ばえ ひより

かばた がい

生日和(稲取高１年)、加畑凱(下田高１年) (敬称略)

乳がんマンモグラフィ検診の日程
区

分

【集団検診】
保健福祉センター
検診車

【個別検診】
伊豆今井浜病院
（見高）

実施日時等

申込先

早期発見のために
乳がん検診

１月10日(水)～13日(土)、15日(月)～17日(水)
①8:50 ②9:20 ③9:50 ④10:20 ⑤10:50 ⑥12:50
⑦13:20 ⑧13:50 （各時間４人まで）
12月25日(月)までに要電話予約(申込受付中）

保健福祉課
☎３４－１９３７
(受付時間8時15分～17時)

1月９日(火)～2月28日(水)間の火・水・木曜日
火(9時～11時30分、13時～16時)※水・木は午後のみ
希望日１週間前までに要電話予約
(申込開始12月25日～。12月29日～1月3日は休み)

伊豆今井浜病院
診していない女性
主催の「秋の銀河ステーション
村松修解説員が語る
【予約専用】
☎0120－246－789
■内容 マンモグラフィ検診
秋の星空の魅力！」が11月16日と17日、河津バガテル
(受付時間14時～17時)

1月4日(木)～2月28日(水)
【個別検診】
月～金(9時30分～11時30分、13時～16時)
下田メディカルセンター
希望日１週間前までに要電話予約
（下田市）
(申込開始12月４日～。12月30日～１月３日は休み)
「野球を通して学んだこと」を発表した山下拓真さん

秋の星空の魅力発見！

40歳を過ぎたら2年に1度は必

河津バガテル公園ず受診しましょう。
秋の銀河ステーション

■対象者 40歳以上で昨年度受
渋谷区立河津さくらの里しぶやと河津バガテル公園

■負担金 1,000円（70歳以上無料）
公園で開催されました。参加者は宮沢賢治の『銀河鉄
道の夜』に登場するアンドロメダ銀河やプレアデス星
下田メディカルセンター
【問い合わせ】
☎25－2525
団、オリオン大星雲などを天体望遠鏡を使って観察し、
保健福祉課 ☎３４－１９３７
(受付時間8時30分～17時)
美しい秋の星空を楽しみました。
2017.12 広報かわづ
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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

Ｈ29.12

No.176

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

図書館カレンダー
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28

29

30

31

☆イベントのお知らせ☆
☆かわづっこ子育てねっと主催☆

乳幼児向けの読み聞かせ
「はらぺこあおむしの会」

クリスマスおたのしみ会
■と き 12月17日（日）10時～
■ところ 文化の家 生涯学習室
誰でも参加できる楽しいイベントです。

著者名

老後をリッチにする
家じまい

長谷川

き：１月４日(木）13時～

今月のブックスタート 対象者：平成29年8月生まれの赤ちゃん

70歳からの
筋トレ＆ストレッチ

大渕

お口の育て方

出版社

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。

名（児童書)

著者名

わかったさんの
こんがりおやつ

寺村 輝夫/原文
あかね書房
永井 郁子/企画・構成・絵

修一

法研

子どものための
ニッポン手仕事図鑑

大牧

圭吾/監修

オークラ出版

竹内

敬輔

光文社

キキに出会った人びと

角野
佐竹

栄子/作
美保/画

福音館書店

落ちない汚れをラクに
落とす掃除術

茂木

和哉

主婦と生活社

くねくね！

クレール・ズケリ・
小学館
ローマー

森へ行きましょう

川上

弘美

日本経済新聞出版社

ざしき童子(ぼっこ)
のはなし

宮沢
岡田

７

2017.12
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賢治/作
千晶/絵

文学碑に献花する踊子と学生

出版社

イースト・プレス

裕稚

13

三起商行

読書感想文コンクールの受賞者たち

2017.12

13

「伊豆の踊子」の舞台で記念式典

名（一般書)

26

同日、第１回「伊豆の踊子」読書
感想文コンクールの表彰式が行われ、
鈴木雅孔さんが受賞者を代表して感
想文を読み上げました。受賞者は以
下のとおりです。
小学生の部
はやかわ いずみ
優秀賞
早川衣純さん
中学生の部
いたがき けんたろう
最優秀賞
板垣健太郎さん
一般の部
すずき みやこ
最優秀賞
鈴木雅孔さん
ながさき よしお
優秀賞
長崎良夫さん
くわはら かずこ
優秀賞
桑原和子さん

書

11

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

新着図書案内

勤務

回伊豆の踊子文学祭

と

※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。

よしき

第

■と き 平成29年１月13日 (土) 13時30分～14時30分
■ところ 文化の家 読み聞かせ室
昔話を聞いたり、
■持ち物 水筒・筆記用具・メモ帳
昔の道具を見たり、
■対 象 町内に住む小学生
触ったり・・・
昔の暮らしや文化を学んでみませんか。
※申し込み不要。
参加をご希望の方は、当日時間までに図書館にお越しください。

15時50分～16時20分
12月６・13・20日
(水曜日)

淑基さん

しらい
谷津
24歳
河津町役場

Topics

河津の昔話を聞こう！

小学生向けの読み聞かせ
「時間のはこぶね」

白井

湯ヶ野伊豆の踊子文学碑において
月 日、第 回伊豆の踊子文学祭
が開催されました。記念式典では、
川端康成の小説「伊豆の踊子」の踊
り子役の板垣亜美さん、学生役の三
澤亮介さんが文学碑に献花したほか、
「福田屋」女将の稲穂照子さんによ
る祭文の朗読、文学碑建設委員の稲
葉修三郎さんによる「建設の想い
で」のお話がありました。また、シ
ニアクラブ河津女性部による舞踊や
映画「伊豆の踊子」の上映会、踊子
鍋（鳥鍋）や抹茶のおもてなしな
ど、多くの催し物で賑わいました。

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14・21日
(木曜日)
幼児向け 10時10分～10時30分
12月９日
(第２土曜日)

プレゼントも
あるよ！

休日は本を読んで過ごし、

今月のおはなし会

フレッシュすることも楽しみ

健康に関する本、専門的な知識がなくても楽しめる科学分野の本、子ども向け
の本も揃っています。ぜひ一度手に取ってみてください。

今後の目標は、さまざま

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3日まで年末年始は休館となりま
す。返却ボックスのご利用もできません)
新年は１月４日から開館します。

の一つだそうです。

「電気がいちばんわかる本１
明かりのひみつ」
偕成社
米村 でんじろう監修

生と児童、保護者との関係

26

今回、取材を行ったのは

25

を大切にし、お互いのこと

24

河津町教育委員会に勤務の

23

を真剣に考えて取り組んで

22

白井淑基さんです。白井さ

21

いくことだそうです。

20

んは大学を出てから生まれ

19

育った河津に戻り、地元の

18

中でも三国志などの中国史

17

「点字つき触る絵本
はらぺこあおむし」
偕成社
エリックカール・さく
もりひさしやく

土地柄など好きなところが

16

に興味があるそうです。ま

15

多く河津のために貢献した

14

た、親しい友達とお酒を飲

13

いという気持ちから就職先

12

みに行き、日頃の疲れをリ

11

に役場を希望しました。

10

【今年度寄贈品より】

働き始めたころはどんな

９

時でも法律を根拠として行

８

動しなければならない役場

７

なことを町民に分かりやす

６

の仕事に戸惑いましたが、

５

く伝えられるよう意識しな

４

日々の業務をこなす中で自

３

がら仕事をしていくことだ

２

分のペースを掴み、今では

１

そうです。誠実で真面目な

土

やりがいを持って仕事をし

金

白井さんの今後の活躍に期

木

ているそうです。そんな彼

水

待したいと思います。

火

が心がけていることは、町

月

河津町の文化の向上に役立てて欲しいと、（財）一新会より平成18年以降毎年
『石原忍文庫』に本を寄贈して頂いています。寄贈された図書は、コピー機横の
一新会コーナーにあります。

と学校との橋渡しの中で先

日

『石原忍文庫』に新しい本がそろいました

12月

先生と児童、保護者
レッ
シュ
フ
を繋ぐ
338
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６

s
new

保健のお知らせ

税の役割を理解しよう

乗馬イベント

完成したパネルと東小児童

税に関する作品を展示

河津バガテル公園

n efw
In o

s

コミュニティ活動の活性化に
向けて

コミュニティ助成事業

思いやりの心を育てよう
人権の花運動

～感謝状贈呈式～

10月30日に東小学校において、町人権擁護委員によ
る「人権の花運動」の感謝状贈呈式が行われました。
今年度は東小学校の１年生から３年生までの24人が協力
して人権の花「ひまわり」を育てました。児童からは
「思いやりのある子」と題し一人ひとりのメッセージ
が書かれ、収穫した種で作成したひまわりのパネルが
町人権擁護委員に渡されました。
充実・強化を図ることにより、
地域社会の健全な発展と住民
福祉の向上に寄与することを
目的としております。
長野区は、毎年７月下旬に
夏祭りを開催し、子供からお
年寄りまで多くの地域住民が
参加し、親睦を深める場とな
っています。
近年、夏祭りに使用する備

河津の特産物を購入する来場者

品が老朽化し、運営に苦慮す
る事態がでてきたため、新た
に整備することにより、より
一層の夏祭りの充実を図り、
参加人員の増加やコミュニテ
ィ活動の活性化につなげたい
と考え、昨年度、一般コミュ
ニティ助成事業に申請したと
ころ採択され、今年度の備品
の整備を行いました。
今回の整備した備品は、長
胴太鼓（本欅製・一尺六寸）
１個、締太鼓２個、篠笛 本、
高張提灯６張、弓張提灯 張
です。

渋谷区で町の特産品を販売

11

宝くじの社会貢献広報事業
として、一般財団法人自治総
合センターでは、コミュニティ
活動に必要な備品や集会施設
の整備、安全な地域づくりと
共生のまちづくり、地域文化
への支援や地域の国際化の推
進及び活力ある地域づくり等
に対して助成を行っています。
地域のコミュニティ活動の

みゆい

「渋谷区くみんの広場」が

月４日と５日の連日、東京都渋谷

2017.12 広報かわづ

区で行われ、町・観光協会・商

９
５

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。

両日とも天候に恵まれ、干物や

農産物、あんバタわさこなどの

販売や、伊豆の踊り子によるパ

ンフレット配布が行われました。

また、恒例のみかんの詰め放題

は今年も好評で、多くの来場者

でにぎわいました。

ヒントを手がかりに園内を回る児童たち

12月18日(月)
13時30分～15時30分
１月９日(火)
13時30分～15時30分
場 所 保健福祉センター
持ち物 身元の確認ができるもの（写
真付でない場合は２種類ご持参くださ
い)、個人番号カードまたは通知カード
日

いいだ ひとみ

いなば

毎年恒例のみかんの詰め放題

渋谷区くみんの広場に出店

三校交流会が10月27日、河津バガテル公園で行われ、
町内の小学生が参加しました。児童たちはバラ園の観
賞を目的に、地図やバラの名前などのヒントを手がか
c
topi
りにグループの仲間と協力しながらフランス式庭園を
探索しました。園内では秋バラが見頃を迎えており、
児童たちはその濃厚な香りや色合いを味わいながら、
他校の友達と楽しく交流しました。

■健康相談および母子健康手帳交付

飯田瞳さん＝見高浜＝（東小

６年）同優秀賞、稲葉心惟さ

みさき

４年生三校交流会

いいだ

田財務事務所長賞、飯田美咲

くれか

町内小学校

みゆう

みさき

バガテルで友情の輪

ん＝長野＝（東小６年）県下

さん＝上佐ヶ野＝ 西(小６年）
伊豆下田納税貯蓄組合連合会

伊豆下田納税貯蓄組合連合

会は、税への関心を高めても

会長賞、浅井紅花さん＝長野

あさい

らい、税の役割を正しく理解

つちや

ももか

【習字の部】土屋美結さん＝

ますだ

見高入谷＝（東小６年）河津

いいだ

＝（東小６年）同佳作

月５

11

してもらおうと税に関する作

日から

28

品を募集しました。

町長賞、増田百華さん＝下峰

月

日まで、河津桜観光交流館２

＝（南小６年）河津町教育長

乗馬を楽しむ参加者たち

作品は

階展示室に展示されました。

くれか

（東小６年）伊豆下田税務連

あさい

です。

絡協議会長賞、飯田美咲さん

みほ

賞、浅井紅花さん＝長野＝

【ポスターの部】稲葉美穂さ

＝上佐ヶ野＝（西小６年）伊

優秀作品受賞者は次のとおり

ん＝湯ヶ野＝（西小６年）県

豆下田納税貯蓄組合連合会佳作

いなば

納税貯蓄組合連合会会長賞、

河津バガテル公園で11月５日、乗馬イベントが開催さ
れ、20人の来園者が参加しました。本イベントはかつて
パリのバガテル公園でナポレオン３世が乗馬のレッスン
をしたことに由来するもので、参加者は19世紀のバガ
テル公園を舞台に乗馬とエサやりを体験しました。参
写真上 ポスターの部、稲葉美穂さんの作品
加者は「乗馬しながらバラを鑑賞できて楽しかった。
写真右 習字の部、土屋美結さんの作品
また乗りたい」と話していました。

10

こんにちは
保健師です。

ナポレオン気分で乗馬

22 10

河津の特産物が人気
白馬村文化祭

写真左
今年度整備した長
筒太鼓など

第47回白馬村文化祭が11月4日と５日、白馬村ウイン
グ21にて開催されました。河津町は５日に参加し、ア
ジやカマス、金目鯛の干物などを販売したほか、農産
加工所によるみかんやわさび漬けの販売が行われまし
た。また金目鯛の味噌汁を振る舞い、訪れた人々に寒
空の下、金目鯛の風味を楽しんでもらいました。

時

●今月のテーマ

ZOOM I N KAWAZU

賀茂地域の
地産地消レシピ③
保健福祉課

まちの
出来事

34－1937

☆ 生姜の佃煮 ☆
【提供】河津町健康づくり食生活推進協議会
昔の機械で脱穀を体験

材料

■育児相談
写真上 足踏み脱穀機を使った
子育てには悩みがつきもの…、一人
稲の脱穀を体験する児童

で悩まないで相談してください。
日 時 １月９日(火)
10時00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

写真右 飯田さんからハーベスターの
使い方を習う児童たち

西小学校5年生
生姜

脱穀体験
１kg

醤油
300cc
西小学校の５年生11人が10月19日、総合
みりん
150cc
的な学習で取り組んでいる稲作で脱穀を体
しげひさ
砂糖
500g
験しました。児童たちは飯田重久さん＝上
昆布
少々
佐ヶ野＝の指導を受けながら、大正から昭
削り節（細かくしたもの） 100g
和にかけて使用された足踏み脱穀機や、
こく
※
ごま
50g
昭和に普及したハーベスターで、慎重に穀
つぶ
粒を穂から取り離しました。飯田さんは
作り方
① 生姜を薄切り（がりタイプ）にし、塩でもみ15分おいて熱湯をかけ、水
「稲作は天候によって左右されるから、と
洗いをする。
ても難しい。人生も同じで、晴れの日もあ
② ひたひたの水で15分ゆで、きれいに洗い、ざるに入れ水切りをする。
れば雨の日もある。一日一日を大切に生き
③ できたものに、醤油、砂糖、みりん、昆布を入れ、汁が少なくなるまで
てください」と話し、児童たちは真剣な顔
煮詰める。
つきで耳を傾けていました。
④ 火を止めたあと削り節を入れ、かき混ぜる。
※ 農業機械の一種で、刈り取りなどを行うもの。収穫機。

最後にごまを入れ、できあがり。

日頃の思いや将来の考えを発表
○冷え性改善

宇宙の仕組みについて語る村松解説員

生姜は加熱することで成分のジンゲロールの一部がショウガオールという成分に変化
し、身体を芯から温める効果や膝や腰などの関節の痛みを和らげます。温かいご飯との
相性もよく、心も身体も温まります。
■のびのび発達検査（要予約）
第16回町青少年の主張大会が11月3日、保健福祉セ
○ジンゲロールとショウガオールの違い
日 時 １月29日(月)
ンターで行われ、小学生から高校生までの代表者９人
ジンゲロールは生のしょうがに多く含まれている辛味成分 (ピリっとした辛さ) 。身体
場 所 保健福祉センター
の表面や末端を温める作用があるが、深部体温は下げるので、風邪の引き始めなどに利
が日頃の思いや将来の考えを発表しました。発表者は
対象者 子どもの言葉の発達やしつけ
ひらかわ まゆ
おおた すずあ
用することがオススメ。ショウガオールはジンゲロールを加熱または乾燥させることで
次のとおりです。平川真優(西小６年)、太田涼天(南小
などで心配なことがある人
あさおか ゆい
あさい くれか
いしだ
みゆ (口に残ってジワジワと感じる辛さ) 。身体の内側に熱を作り出して深部から
できる成分
内 朝岡由衣(同６年)、
容 児童相談所心理司による精神
６年)、
浅井紅花(東小６年)、温める。
石田美佑(
３・
４時間かけてジワジワと身体を温めるので、体温の低い朝に摂取することによ
いたがき けんたろう
やました たくま
おお
発達精密検査と個別相談
り、午前中のつらい冷えなどに効果がある。
河津中１年)、
板垣健太郎(同２年)、山下拓真(同３年)、
大

河津町青少年の主張大会

ばえ ひより

かばた がい

生日和(稲取高１年)、加畑凱(下田高１年) (敬称略)

乳がんマンモグラフィ検診の日程
区

分

【集団検診】
保健福祉センター
検診車

【個別検診】
伊豆今井浜病院
（見高）

実施日時等

申込先

早期発見のために
乳がん検診

１月10日(水)～13日(土)、15日(月)～17日(水)
①8:50 ②9:20 ③9:50 ④10:20 ⑤10:50 ⑥12:50
⑦13:20 ⑧13:50 （各時間４人まで）
12月25日(月)までに要電話予約(申込受付中）

保健福祉課
☎３４－１９３７
(受付時間8時15分～17時)

1月９日(火)～2月28日(水)間の火・水・木曜日
火(9時～11時30分、13時～16時)※水・木は午後のみ
希望日１週間前までに要電話予約
(申込開始12月25日～。12月29日～1月3日は休み)

伊豆今井浜病院
診していない女性
主催の「秋の銀河ステーション
村松修解説員が語る
【予約専用】
☎0120－246－789
■内容 マンモグラフィ検診
秋の星空の魅力！」が11月16日と17日、河津バガテル
(受付時間14時～17時)

1月4日(木)～2月28日(水)
【個別検診】
月～金(9時30分～11時30分、13時～16時)
下田メディカルセンター
希望日１週間前までに要電話予約
（下田市）
(申込開始12月４日～。12月30日～１月３日は休み)
「野球を通して学んだこと」を発表した山下拓真さん

秋の星空の魅力発見！

40歳を過ぎたら2年に1度は必

河津バガテル公園ず受診しましょう。
秋の銀河ステーション

■対象者 40歳以上で昨年度受
渋谷区立河津さくらの里しぶやと河津バガテル公園

■負担金 1,000円（70歳以上無料）
公園で開催されました。参加者は宮沢賢治の『銀河鉄
道の夜』に登場するアンドロメダ銀河やプレアデス星
下田メディカルセンター
【問い合わせ】
☎25－2525
団、オリオン大星雲などを天体望遠鏡を使って観察し、
保健福祉課 ☎３４－１９３７
(受付時間8時30分～17時)
美しい秋の星空を楽しみました。
2017.12 広報かわづ
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暮らしの情報
戸籍だより
（10月１日～31日届出）

日

時

12月20日(水)

10時～15時

場

所

保健福祉センター

ボランティア団体室
問

☎34－1286

社会福祉協議会

人権・行政・生活相談
日

時

２月７日(水)

場

所

役場２階

問

町民生活課窓口係

10時～15時

第２会議室

☎34－1932

第69回 人権週間
― 12月４日～10日 ―
熊本地震（平成28年）で倒壊した木造住宅
（写真提供：県建築安全推進課）

1948年(昭和23年)12月10日、国連総

静岡地方法務局☎054－254－3555

程

投票総数

かしい写真や文書などの記録の提供を

投票率
お待ちしています。

（略称：稲高百周年実行委員会）

女

3,285

2,358

927

計

6,391 ☎0557－95－0175
4,600 1,791

〒413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取3012-2

12

請求手続きをした心当たりのない方は、
退職金をまだ受け取っていない可能性

350

があります。林業の仕事をしていた当
時の加入の有無についても当方で確認
を行いますので、お気軽に最寄りの支
部または本部へお問合わせください。
問

独立行政法人勤労者退職金共済機構

委託）

林業退職金共催事業本部
☎03－6731－2887

平成28年12月21日
日本たばこ産業株式会社が

FAX：03－6731－2890

実施する2017年「全国たばこ喫煙者率

調査」の対象者抽出のため
2,954
閲覧範囲

1,600
②

浜地区の20歳～90歳の男女

伊豆道の駅スタンプラリー2017開催
～道の駅をめぐって特産品をもらおう！～

（NHK放送文化研究所

46
閲覧日
請求理由

4,600

委託）

伊豆の８つの道の駅をめぐる「伊豆
道の駅スタンプラリー2017」を昨年に

平成29年９月20日 招待選手の庭田清美さん
引き続き開催します。スタンプは３個
放送法第20条と第81条に定

から応募可能。スタンプ数に応じて伊

められた調査研究・世論調査に基づき、

豆地域の特産品を当選総数250名の方に

平成29年度「若者と現役世代の社会・生

プレゼントします。ぜひご参加くださ

是非ともご協力をお願いします。
活意識(日常生活と社会についての意識)」
区分 当日有権者 投票者数 棄権者数 投票率(％)
問 静岡県立稲取高等学校創立百周年
調査の対象者抽出のため

864

第２回河津フラワートライ

す。記念誌を発行するにあたり、昔懐

アスロン（同実行委員会主催）

無効投票数
立ち上げ、記念事業開催準備を行いま

350

入していたかもしれない方で、退職金

日、町内で開かれ、

百周年に向け記念事業実行委員会を

男
3,106
2,242
記念事業実行委員会

11
(林退共) に加入していた、もしくは加

閲覧機関 株式会社インテージリサーチ
4,554

迎えることとなりました。
有効投票数

月

無所属

が

10

ひろゆき

あり、その当時、林業退職金共済制度

人が参加し、

※河津町民専用のフリーダイヤル番号

相馬

このたび平成31年11月に創立百周年を

県内外から約

0120－560－655
30

県立稲取高等学校は大正8年11月15
岸 しげひろ
無所属
日、稲取実業補習学校として創立され、

請求理由

得票数

熱戦を繰り広げました。本大

(電話健康相談専門事業者への委託事業)

【補強工事後の税制控除制度】

①所得税

耐震補強工事費などの ％

を所得税額から控除します。

31

株式会社ビデオリサーチ

会は町の資源と環境を活かし、

☎03－6417－9721

40

以前、林業の仕事に従事したことが

地域活性化を図ることを目的

公益財団法人 国際青少年研修協会

①

として町と渋谷区トライアス

２月１日(木)

党派の名称

ロン連合の共同で企画された

問

切

小学３年生～高校３年生

ます。(全２件)
1．
5

閲覧日
平成29年11月26日執行

候補者名

もので、伊豆半島で初となる

締

象

基本台帳の閲覧者を次のとおり公表し

)

対

イギリス・カナダなど

29年10月31日までの間の、河津町住民

（日本たばこ産業株式会社

投票結果

五輪公式距離（スイム 水(泳

研修国

に基づき、平成28年11月1日から平成

閲覧機関

３月22日(木)～４月４日(水)の

うち６～10日間(コースにより異なる)

住民基本台帳法第11条第３項の規定

河津町長選挙が行われました

程

1．
5

住民基本台帳の閲覧者公表
10

投票結果及び投票率は次のとおりです。

70 50
ホームステイ・英語研修・文

化交流・地域見学・野外活動など
日

画」により耐震補強工事を実

施する場合、工事費用のうち、

万円（高齢者のみの世帯は

容

万円）の補助を、町から受

内

㎞、バイク 自(転車 ) ㎞、
㎞）の大会として注目

国際青少年研修協会では、春休み海

外研修交流事業を実施します。

林退共の退職金請求について

ラン

記念誌掲載情報提供のおねがい

を集めています。

稲取高校百周年

当日は好天に恵まれ、選手

☎054－252－5310

FAX：054－252－8216

たちは午前９時に河津浜海岸

雇用環境・均等室

静岡県土地家屋調査士会

１月19日(金)

をスタートし、スイム ㎞を

静岡労働局

10

40

泳いだ後、バイクで町内合計

問

㎞を走り抜け、ゴー

にご相談ください。

９時30分～16時30分

㎞の周回コースを疾走。そ

まずは静岡労働局雇用環境・均等室

☎054－289－3704

２月10日 (土) の３日間

して河津川沿いのランニング

コース

お知らせ

ルを目指しました。ゴールで

☎055－922－3715

は、選手に参加賞としてカー

東部事務所

ネーションが贈られ、花のま

ライフサポートセンターしずおか

ります。

ち河津をＰＲしました。また、

まずは無料の耐震診断を！

わが家の専門家診断事業

診断の対象となる建物は、

☎055－922－3715

フィニッシュエリアの河津桜

社会福祉法人 梓友会 ☎27－3000

観光交流館前にはおもてなし

問

ブースが設けられ、泣きめし

定し、安心して働き続けることに繋が

やわさび丼、猪鍋などが選手

門家に相談する場合は別途料金がかか

や来場者に振る舞われました。

切

万円が上限です。

広報かわづ

問

締

控除額は

2017.12

ましょう。

・技術向上研修

労働契約に転換することで、雇用が安

②固定資産税

１1
３

・訪問介護適正実施研修

※相談・取次ぎは原則無料ですが、専

育児・医療・健康・介護について 57
120
25
年中無休で各分野の専門スタッフが相談に応じます

50

容

る所を紹介します。

考え、専門的なアドバイスをしてくれ

年１月１日以前から

☎

世帯数
3,320 世帯
前月比（＋１）
町民生活課
税務係
34－1928

内

通算５年のカウントは平成25年４月１日

2017.11.12
第２回河津フラワートライアスロン開催
会 場 みくらの里(下田市吉佐美)
☎054－282－0910
働く多くの方に、無期転換申込権の発
受講料 無料
生が見込まれます。期間の定めのない
町民の皆様ご協力をいただきありがとうございました。

昭和

（女）
3,825 人☎22－0185
下田税務署

きるルールです。

平成30年４月以降、有期労働契約で

存在する家屋で、平成 年３

【税制控除制度について】
3,590 人
（男）

のために、未来につなぐ相続登記をし

ト、派遣社員などの名称は問いません。

日までの間に、現行の耐

34－1952
☎
前月比（－３)

る研修を開催します。

きの相談窓口です。悩みごとを一緒に

月

（11月１日現在）

改修の完了後に、町民生活

管理係
人建設課
口 7,415
人

ない労働契約 (無期労働契約) に転換で

静岡県司法書士会(平日14時～17時)

震基準に適合する改修工事

（工事費用が１戸あたり 万

円以上）を行った家屋は、１

戸あたり ㎡相当分までの税

額を１年間、２分の１に減額

します。

【手続き】

課税務係まで申告をお願いし

ます。

■問い合わせ

にするとともに、次世代の子どもたち

１月27日 (土) 、１月28日 (日)、

河津町24時間電話健康相談ダイヤル

人口と世帯

題となっています。自分の権利を大切

ービスの適正な提供及び質の向上を図

日

けることができます。

☎34ー1932

を対象として、県の主催による介護サ

労働者の申込みにより、期間の定めの

す。社員やパートタイマー、アルバイ

年５月以前に建てられ

河津町役場町民生活課

が更新されて通算5年を超えたときは、

どこに相談すればよいか分からないと

昭和

※このコーナーに掲載を望まない場合は
お申出ください。
益城町の被害状況（写真提供：県建築安全推進課）

下田市役所市民保健課 ☎22－3922

土地問題や空き家問題が大きな社会問

（音声ガイダンス２番）

た木造住宅です。町から専門

問

13時～14時

重要な役割を担うサービス提供責任者

指定訪問介護適正実施研修

【補助金の手続き】

９時30分～11時30分

無期転換ルールとは、有期労働契約

対象者

家（県耐震診断補強相談士）

河津町役場 (要予約)

近年、相続登記が未了のまま放置さ
れることにより、いわゆる所有者不明

以降に開始した有期労働契約が対象で

工事契約前に建築士に依頼

１月18日(木)

介護保険制度における在宅サービス
の中心となる訪問介護サービスの中で、

住まい、生きがい、介護、法律など)、

①工事前

下田市役所 (要予約)

不動産の相続登記はお済みですか？

と、困ったこと(心の悩み、消費生活、

し耐震補強計画を立て、補助

１月11日(木)

平成30年４月から無期労働契約への

日常生活で起こるトラブルや悩みご

金申請書を役場建設課に提出。

日時・場所

建設課では、補助金の対象の

建物であるか確認します。

②工事後

工事終了後、完了報告書を

提出。申請どおり工事が行わ

れたかを確認します。

③補助金交付

耐震工事終了後、補助金が

支払われます。

日本年金機構出張相談

☎34－1932

暮らしなんでも相談

を派遣して、住宅の耐震診断

いて、もう一度考えてみてください。
☎34－1932

町民生活課窓口係

春休み海外研修交流について

りの心」や「かけがえのない命」につ

町民生活課窓口係

問

役場前駐車場

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

訪問介護員研修 参加者募集！

転換申込みが本格化します！

10時40分～10時50分

を行います。費用は無料です。

それぞれの違いを認め合い、「思いや

☎22－0534

所

診断を希望する人は、役場

この補強計画作成には、一

万円程度の費用がか

皆さんも、この期間をきっかけに、

地方法務局下田支局

場

問

国において各種啓発運動を実施してい

問

時

56
受付時間 平日９時～17時

間を「人権週間」と定め、その間、全
ます。

12月13日(水)

日

相談ダイヤル

員協議会は毎年、４日から10日の一週

15

飼い主のいない犬・ねこに限ります

る場合があります。

るとともに、法務省と全国人権擁護委

はじまります、
「無期転換ルール」

犬・ねこ適正飼養相談

建設課まで連絡してください。

倒壊の危険性に備え補強へ

木造住宅補強計画の策定

「わが家の専門家診断事業」

による診断の結果、倒壊の危

険性があると判断された場合

は、住宅の補強計画を作成し

ます。

般的に

かります。その費用に町では、

１戸あたり９万６千円までの

金額を費用の３分の２以内で

万４千円までの

補助します。なお、高齢者の

みの世帯は

金額を補助します。

補強工事費用を補助します

木造住宅耐震補強の助成

作成した「木造住宅補強計

14

を記念し、12月10日を人権デーと定め

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

約 人の選手たちが
町内を疾走

会で「世界人権宣言」が採択されたの

町では、予想される東海地震から１人でも多くの命を守

身近なこと生活相談へ

るため、国・県とともに木造住宅の耐震化を図るプロジェ

クト「ＴＯＵＫＡＩー０」を推めています。古い木造住宅

の無料耐震診断や耐震補強工事費の助成を行っています。

談

みなさんのお宅を、もう一度確認してください。

12月25日(月) 13時30分～15時30分 1人(個人3人まで)20分程度、
団体不可（職員が立会いますのでご了承ください）
予約受付：12月18日(月)～12月22日(金)
問 まちづくり推進課 34ー1924

相

ひとの動き

◆ 今月の納税 ◆

わが家の耐震に
ついて考えよう

◆ 今月のふれあい町長室 ◆

い。
期

間

12月1日(金) ～２月28日(水)

場

所

伊豆地域内の道の駅

以上59歳以下の男女

参

加

道の駅などにある台紙にスタ

(笹原、浜、田中、峰、谷津、縄地地

ンプ押印の上、応募してください。

72,18
閲覧範囲 平成29年12月末時点で16歳
71,78

区及び外国人は対象外)
71,98
問

町民生活課

問

函南町役場

産業振興課

レースを終え、猪鍋を味わう選手たち ☎055－979－8173
☎34－1932

2017.12

広報かわづ １０
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私の将来の夢は、薬剤師
になることです。そのきっ
かけは、母の仕事をしてい
る姿をみたことでした。薬
のことで質問してきた人に、
やさしく、くわしくていね
いに教えているところを見
てとてもかっこいいと思い
ました。
ある日、母に薬剤師の仕
事について聞きました。す
ると、今は新しい薬がどん
どん出ていて、薬の名前と
その効果を覚えることが、
大変だと話してくれました。
似たような名前でも、全く
効果のちがう薬があるため、
間違えないように気をつけ
ているということも教えて
くれました。この話を聞い

て、私は、薬のことをまだ
何も知らないのだというこ
とが分かりました。薬剤師
を目指すため、これから努
力したいことが二つ決まり
ました。一つ目は、伝えた
いことが相手に正確に伝わ
るように話すことです。お
客さんに薬のことを理解し
てもらうためにも、ふだん
から相手に伝えたいことが
しっかりと伝わるように話
したいです。二つ目は、薬
の名前やその効果を覚えら
れるようにどの教科の学習
内容もしっかり身に付ける
ことです。そして、いずれ
は母のように薬を必要とし
ている人に頼られる薬剤師
になりたいです。

た私。星の図鑑を広げながら、

子どもの頃、天体が好きだっ

テーション」に参加しました。

園で開催された「秋の銀河ス

と反省すると同時に、河津の

の勉強をやり直さないとな、

になってしまいました。天体

の」を見つけただけでお終い

とうその夜は「それらしいも

すばるを探しましたが、とう

ロマンチックな神話に胸をと

星空の美しさを知ることがで

日、河津バガテル公

10月下旬から北アルプスの山々は雪化粧をし、見事な三段紅葉が見られま
した。この景色は10月下旬から11月上旬の間で冠雪になる、という条件が揃
わないと見ることができません。
三段紅葉にはさまざまな定義がありますが、白馬村では「冠雪の白・紅葉
の赤と黄色・針葉樹の緑」の３つで三段紅葉と呼んでいます。白馬の秋を代
表する風景です。

きめかせていました。当時の

月

白馬村の三段紅葉

きた観望会でした。（ｙ）

11

記憶を頼りに、満天の星空に

■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

姉妹都市 長野県白馬村通信
16

いなば
こはく
上峰
南小学校６年

37
薬剤師について調べる琥珀さん

琥珀さん
稲葉

薬を必要としている人
に頼られる薬剤師に

