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ネスコ（国連教育科学文化機関）は４月

日、
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ユネスコ世界ジオパークに伊豆半島ジオパーク
市町民の活動が

地域を新たに認定しました。これは地質遺産

の国際価値と河津町を含む伊豆半島
高く評価された結果です。２０１５年に世界ジオパー

市町一丸で取り組んだ結果

ます。

カ所をジオサイトと呼んでい

クがユネスコのプログラムとなってからは、国内初の
認定です。

ユネスコ世界ジオパークとは
ジオパークとは、国際的に
地質学的価値のある場所や景
世界認定の一報は４月

観を「保全・教育・持続可能
の夕方、伊豆市修善寺にある

日

な開発」が一体となった考え

GGN、伊豆半島ジオパークの加盟を保留

方で管理し、一筆書きで描け

2015年９月

伊豆半島ジオパークミュージ

世界ジオパークネットワーク（GGN）加盟（認定）申請書を提出

る地理的エリアを指していま

2014年12月

アム「ジオリア」へ届きまし

伊豆半島ジオパークの区域を清水町、長泉町に拡大 (現在の15市町に)

す。伊豆半島ジオパークには
オガイドや関係者からは一斉

2013年12月

た。その瞬間を待っていたジ

岸から３キロの海域が含まれ
に歓声が上がり、なかには涙

日本ジオパークネットワーク（JGN）に加盟(日本認定)

市町の全てのエリアと、海
ます。このエリアの中で、地
ぐむ人もいました。翌

2012年９月

す。貴重なジオサイトを保全

伊豆半島ジオパーク推進協議会発足

日に

質的に貴重な場所など１１４

スコ世界ジオパーク誕生を祝

今後は、地域の地質資源を保

ユネスコ世界ジオパーク認定申請書をユネスコへ提出（事実上の再申請）

行われた記念式典では、川勝

護しながら、ジオツーリズム

11月

しつつ、それを教育や地域振

ユネスコ世界ジオパークに

日本ジオパーク全国大会を伊豆半島で開催

いました。
興に生かして、世界に誇れる

なったことは、伊豆半島の大

10月

平太静岡県知事が「伊豆半島
の 市町が一丸となって取り
持続可能な伊豆半島をつくり

菊地豊伊豆半島ジオパーク推
を新たな収入源の一つとし、

ユネスコ世界ジオパークに認定

持続可能な伊豆半島へ

進協議会会長（伊豆市長）が
地が世界的価値を有すること

ジオパークの理念を活用した

2018年4月17日

組んだ結果、地球の宝物とし

「伊豆半島が世界レベルのリ
を意味します。ユネスコ世界

革新的な地元企業や新しい雇

海外の専門家による現地審査

上げていくことが大切です。

ゾート半島として発展するよ
ジオパークは４年ごとに再審

2011年３月

伊豆半島ジオパーク地図
2017年７月

て正式に認められた」と話し、

うにしたい」と述べました。

伊豆半島ジオパークミュージアム「ジオリア」が修善寺にオープン
2016年４月

世界ジオパークがユネスコの正式プログラム化
11月

用、質の高い研修コースの開

柱状節理のあるヘビ滝

査があり、活動の評価が下が

川勝静岡県知事が伊豆半島ジオパーク構想に言及

17

会場では喜びと感謝の声が

2009年７月

17

18

発などが期待されます。

記念式典でくす玉を割る様子

ると世界認定も取り消されま

伊東市のNPOや教育委員会で静岡大学の小山眞人教授から火山を学ぶ活動が始まる

15

13

相次ぎ、くす玉を割ってユネ

1999年

町立文化の家図書館にはジオパー
クコーナーがあります。伊豆半島ジ
オパーク公式ガイドブック、トレッ
キングガイドブックをはじめ、全国
ジオパークガイドブック、地質に関
する本をそろえています。

ユネスコ世界ジオパーク誕生までの軌跡
図書館へ行こう

15

2018.６
広報かわづ
2018.６
３

河津七滝ビジターセンター
ジオパーク的価値の高い釜滝

ユ
15

15

年度

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
かる費用の一部を助成します。
・産後２週間・１カ月の産婦
健診にかかる費用を助成します。

【対象】
・町に住所がある妊婦または
産婦
問

いる人
【対象】

します。

町で派遣する専門家が、対

ＴＯＵＫＡＩー ０

健康福祉課
（３４）１９３７

・住宅などを所有している人

・学校教育法に規定する学校、

象となる木造住宅の耐震診断

ゼロ

検査費助成事業
および居住している人

を１棟１回限りで行います。
費用は無料です。

■プロジェクト

赤ちゃんの聴覚検査にかか

専修学校および各種学校など

健康福祉課
（３４）１９３７

・利子補給率は３％以内、期

象外）

画の作成や工事にかかる費用

が必要と診断された場合、計

強計画の作成や耐震補強工事

診断結果をもとに、耐震補

ため借り入れた教育資金。カ(ー
ドローンによる借り入れは対

一定の金融機関から大学や

間は最初の交付決定を行った

助成制度補助金

年５月 日以前に建

建設課（３４）１９５２

撤去改善事業補助金

■ブロック塀等

問

約前に申請が必要です。

・工事を実施する場合は、契

【その他】

てられた木造住宅

・昭和

【対象】

の一部を補助します。

専門学校などへ進学のため教

（３４）１１１７

教育委員会

年以内 在(籍期間中）

日から
問

木造住宅の新築または増築

■木造住宅建築等
設置補助金

を町内の業者に依頼された人

【対象】

・申請日に町税などの滞納が

【対象】

部を補助します。

工事や設計にかかる費用の一

の撤去または改善を行う場合、

地震発生時に倒壊・転倒の

住宅整備事業補助金

・町に住所があり、居住する

ない人のうち、町税などの支

【対象】

に、当該住宅に賦課された固

住宅用太陽光発電システム
万円）で最高４ｋｗ

を設置する人に、１ｋｗ（５

■住宅用太陽光発電システム

住宅・安全

受けた人に対し、利子を補給

公共機関から奨学金の貸与を

育資金を借り入れた人または

■教育資金利子補給金

問

その他の教育機関に就学する

る費用の一部を助成します。
【対象】
・生後４カ月未満の児（検査
日に、児と産婦の両方または
健康福祉課

いずれかが町に住所を有する）
問
（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
己負担分と、入院時の食事療
養費標準負担額を助成します。
【対象】

健康福祉課

歳以下）までの子ども

・町に住所がある中学３年生
（
問

（３４）１９３７

住宅の新築（木造）工事や

住宅（店舗兼用住宅を含み、

払いを口座振替で行っている

危険性のあるブロック塀など

増改築工事・リフォーム工事

賃貸住宅は除く）に太陽光発

定資産税相当額を補助します。

に補助金を交付します。

など

ク塀、改善は広域避難地避難
路に面するブロック塀

問

建設課（３４）１９５２

・着工前に申請が必要です。

【その他】

（３４）１９４６

産業振興課

【その他】

問

【その他】
（３４）１９２４

企画調整課

・着工前に申請が必要です。
問

・着工前に申請が必要です。

する人

・撤去は道路に面したブロッ
歳未満の子どもがいる世

人、もしくは今後口座振替を
・

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

４
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平成

顕微受精・男性不妊治療に関
わる手術「ＴＥＳＥ、ＭＥＳ
Ａなど」）は１回 万円を限
度に年２回まで
・不育症治療（年度ごとに負
担額の 分の７、上限 万千
５百円まで）
問 健康福祉課
（３４）１９３７
■妊婦・産婦健康診査費
助成事業
・妊婦健康診査のうち、基本
健診 回分、超音波検査４回

24

電システムを設置する人で町

(万円）

31

税等の滞納がない人

を補助します。

56

10

【対象】

20

2018.６

町の補助制度を紹介します

■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 健康福祉課
（３４）１９３７

■不妊治療費・不育症治療費
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）や、不育症治療費
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・

15

・町税などの滞納がない人

■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
問 健康福祉課
（３４）１９３７

町では、今年度もさまざまな補助制度を実施しています。「お祝い・子育て」「住宅・安全」
「健康・くらし」「商工・農業」にわけて紹介します。詳しくは、担当課にご相談ください。

88

人に記念品を支給します。
【対象】
・町に住所があり（住所地特
例の人は従前住所地 、
) 歳に
達した人および 歳以上の人
問 健康福祉課
（３４）１９３７
100

・町内業者の施工によるもの

■子育て応援

info.2

■新生児聴覚スクリーニング

10

14

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
・夫婦またはいずれか一方が
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 健康福祉課
（３４）１９３７
■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
10

100

42

10

info.1
10

100

88

15

18
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10

30

企画調整課

様でも無料で入園できます。
問

企画調整課

気柵などの購入・設置にかか

主催で行われる試験予備講習

（わな免許）および県猟友会

県で主催する狩猟免許試験

【その他】

の滞納がない人

・町に住所があり、町税など

６
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を購入してください。
問
（３４）１９２４

る費用の一部を補助します。

会にかかる費用の一部を補助

・着工前に申請が必要です。

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

健康・くらし

人間ドック助成
（３４）１９２４
■防災士育成事業補助金
防災士の資格取得にかかる
設置費補助金

から出る生ごみの家庭処理を

町内の事業者で、情報通信

【対象】

します。

請後１年以内に町内で事業を

※火災発生該当地区の区長には防災担当から連絡します。

■町国民健康保険
人間ドック受診費用の一部
を上限１万円まで助成します。
【対象】
・町国民健康保険に継続して

単独浄化槽から合併処理浄

■合併処理浄化槽

【対象】

費用を補助します。
・町に住所があり、自主防災
化槽へ設置替えをする人に補

歳

組織または区に所属している
助金を交付します。

１年以上加入している満
保険税の未納がない世帯の人
人で自主防災組織または区長
【対象】

結果を町に提供できる人

歳未満の人、国民健康

・町のきっかけ健診、特定健
が推薦する人
・町内に浄化槽を所有してお

以上

診を受けていない人で、受診
・受講料や防災士認証登録申

町民生活課
（３４）１９３２

促進事業補助金

■生ごみ堆肥化

問

設置替えは対象外となります。

・新築または改築などに伴う

・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

【その他】
健康福祉課
総務課（３４）１９１３

成します。
【対象】
・町に住所がある満
の人
・役場企画調整課で発行する
推進するため、生ごみの堆肥

歳以上

バス回数券の購入代金を助

■寿回数券

問

万

請料、旅費などを対象に

問
（３４）１９３７
■河津バガテル公園
町民施設利用券
バガテル公園または役場で、
無料で入園できる町民施設利
用券を配布しています。
【対象】

証明書を持参して、南伊豆東

ごみの減量化対策に、家庭

【その他】

【その他】

・入園時に免許証などの提示
化処理機などの購入に補助金

産業振興課
（３４）１９４６
■狩猟免許（わな免許）

問

る助成金支給制度があります。

・国やＪＡからも駆除に対す

・猪と日本鹿は１頭５千円

・野生猿は１頭２万２千円

【その他】

・ 有害鳥獣捕獲許可を受けた人

獲した人

・町内において対象鳥獣を捕

【対象】

奨金を支給します。

海バス河津駅案内所で回数券

町民生活課
（３４）１９３２

商工・農業
■鳥獣害対策事業補助金

媒体を活用して事業拡大に取

・町に住所があり、農作物な

【対象】

取得補助金

り組む場合、必要経費の一部

は被害を受ける可能性がある人

どに鳥獣被害を受けた人また

農作物の鳥獣害対策に、電

【対象】

行う人が実施するホームペー

・新たに狩猟免許 わ(な免許）

・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

得した場合に限ります。
・受験前にご相談ください。
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

■有害鳥獣駆除報奨金制度

問

ジ新規作成や改修に伴う委託

万円

限

を補助します。
・町内の個人事業者および申

強化事業費補助金

■小売事業者

問

５年を経過していること

・一度申請をしている場合は、

・購入前に申請が必要です。

【その他】

・町に住所がある人

【対象】

を交付します。

が必要です。１回に町民何名

・町に住所がある人

円を限度

・受診前に申請が必要です。

回数券の購入は河津駅案内所にて

（３４）１９４６

産業振興課
の保護および狩猟の適正化に
関する法律に基づき、駆除報

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、

※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。

第１出動に変更します。なお、大規模災害に伴う第２出動命令などは変わりなく放送します。

☎34－1913
総務課防災係
問
かかります。）
☎34－1913
総務課防災係
問
※夜間以外の時間帯は従来どおり同報無線のサイレンに従い出動します。

10

購入前にご相談ください

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
６月１日から夜間（17時～翌日朝８時30分）に限り、サイレンによる第１出動から、消防団員へのメール配信による

70

費用や商標登録、意匠登録に
万円以上

かかる費用など
・事業費が

までのうち、２分の１が限度
です。
【その他】
産業振興課

・着工前に申請が必要です。
問

（３４）１９４６

10

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。
現在、火災発生により消防団員が出動する場合は、同報無線のサイレン（第1出動）により担当分団、及び隣接分団が

30

60
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10

QRコード

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。
出動しています。

info.3
75

info.4

清流で恒例のニジマス釣り

ZOOM I N KAWAZU

ベロバ海岸でカニ引きに挑戦

まちの
出来事

逆川区と筏場区でマス釣りイベント
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。訪れた子どもたちは、お父さ
んやお母さんと一緒に釣り糸を垂らし、マスが釣れる
とうれしそうにしていました。頑張って釣ったマスは、
青空の下みんなでおいしくいただきました。

最初のトンネル工事に着手
河津トンネル（仮称）起工式

伝統の交流会で絆を育む
白馬南小・河津東小児童交流
白馬南小学校の６年生15人が５月10日から11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います。
児童らは初めて対面し、ベロバ海岸でカニ引きや磯
遊びをして交流を深めました。お昼には東小の保護者が
作ったカレーや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。

マス釣りを楽しむ人たち（筏場区)

端午の節句を祝って
踊り子温泉会館

自分で作ったうちわを持つ子どもたち

2018.６
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元気に育ってね

河津の見どころを話し合う団員たち

アユ体験放流

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５月15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。児童は持参したバケツに数匹ずつ
アユを入れてもらい「大きく育って戻ってきてね」と
声を掛けながら優しく川に放しました。放流後は組合
員にアユの生態について積極的に質問をしていました。

しょうぶ

９

写真左
挨拶をする牧野たかお
国土交通副大臣

河津川非出資漁協

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、葉菖蒲を
浮かべた湯船を見ると、真っ先に飛び込み、独特な香
りが漂うなかを歩いて満喫していました。

菖蒲湯を楽しむ子どもたち

写真上
鍬入れを行う関係者

伊豆縦貫自動車道河津下田道路（Ⅱ期）河津トンネ
ル（仮称）起工式が５月19日、逆川区で行われました。
河津下田道路は、伊豆地域への高速サービスの提供
や、緊急時における車両や物資の輸送をスムーズにす
る輸送道路の機能強化とともに、観光交通の集中によ
る慢性的な交通混雑緩和を目的に計画された、一般国
道の自動車専用道路です。
起工式には国や県、近隣市町など約100人が出席し
ました。本事業区間では３本のトンネルが計画されてお
り、その最初のトンネル工事に着手するにあたり、工
事の安全と早期完成を願い、鍬入れが行われました。

オリジナルのうちわ作り

河津の魅力を探そう

子ども子育てねっとお楽しみ会

河津ふるさと緑の少年団開講式

子ども子育てねっとのお楽しみ会が５月19日、文化
の家で行われ、乳幼児から小学生まで約15人が参加し
ました。子どもたちは、手遊び歌やうちわ作りをして
楽しみ、真っ白なうちわに絵を描いたり飾りを付けて
色鮮やかなうちわを作っていました。
最後に、大きなこいのぼりの中をくぐると、うれし
そうな笑い声が室内に響いていました。

慎重にバケツを傾けアユを放流する児童（小鍋橋）

町内の４～６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21日、文化の家で行われました。子ど
もたちは「河津の見どころを見に行こう」をテーマに
グループワークを行いました。ふるさと案内人の板垣
秀実さんが、写真や紙芝居で河津のおすすめを紹介し、
自分の行ったことのある場所がでると「知ってる！」
「行ったね」とうれしそうに話していました。
2018.６
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は休館日です。本の返却は返却ボックスへ。

課題図書を集めま

つ学年の数字シー

した。学年に適し

ルを貼り、探しや

た本を選びたい時

すくしました。

などにご利用さい。

Enjoy English コーナー

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７・14・21・28日(木曜日)
幼児向け 10時～10時30分
６月９日(第２土曜日)

小学生向けの読み聞かせ

時間 (とき) のはこぶね
15時50分～16時20分
６月６・13・20・27日
(毎週水曜日)
※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。

翔さん

たまだ
かける
見高入谷
河津中学校２年

古典・漢文コーナー

日本語訳でおなじ

現代語訳や漫画化

みの絵本の原書、

したもの、写真や

子ども向けの英語

イラスト、ビジュ

学習本、シェイク

アル中心のものな

スピアの作品が子

ど、古典を身近に

どもにもわかりや

感じられる本を集

すく日本語と英語

めました。古典の

で書かれた本など、

世界を知りたい、

英語に親しみやす

楽しく読みたい方

い本を集めました。

におすすめです。

盛り付けや洗い物だけではなく、

た。本の背に１冊ず

朝食のフレンチトーストをお

文全国コンクール

客様の前で焼き、提供する体

での歴代読書感想

学年別に並べまし

ホテルで五日間働いてみる

ている本を集め、

験もしました。

小学校から高校ま

を常に心がけ取り組む仕事だ

教科書に紹介され

と学びました。

今月のおはなし会

玉田

ぼくの将来の夢は、料理人

23

になることです。

22

ぼくの父は稲取赤尾ホテル

21

の調理長で、老若男女を問わ

20

ず、すべてのお客様を満足さ

19

せるような料理を考えています。 と、忙しい中でも丁寧な作業

18

歴代課題図書コーナー

試作を繰り返し、どうすれ

17

教科書に紹介された本コーナー

ば喜んでいただけるか、料理

16

父のような料理人になるた

15

の配置はどうか、味付けの濃

14

めに、まずは家の夕飯の手伝

13

さはどうか、どんな料理が人

12

いや、父に料理のことを教え

11

気かなど、常にお客様のこと

10

てもらい、自分もたくさんの

９

料理を作れるようになりたい

８

を思い料理を作っています。

７

そんな姿を見てぼく自身も父

６

です。

５

のようになりたいと小学生の

４

仕事に情熱を持って取り組

３

頃から思い続けていました。

２

んでいる父を誇りに思いなが

１

図書館ではカウンターへの問い合わせやご要望の多い本を集めて、
様々な特設コーナーを設けています。そのなかのいくつかをご紹介し
ます。

昨年の冬休みに、ホテルの

土

ら目標として、そして将来は

金

レストランに手伝いに行きま

木

多くのお客様に愛されるよう

水

した。他の調理師の方々に教

火

夢は
父のような料理人

レストランで料理する翔さん

な自分のお店を持ちたいです。

月

41

★図書館特設コーナーのご紹介★

６月

えていただきながら、料理の

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

河津バガテル公園のアイドル！？
ガッテルくんです。
町民の皆さん、 もう春バラは楽しんでもらえましたか？
毎日、 その表情を変化する春バラを
何度でも楽しんで下さいね。

ひそかに辞典ブームのようだ。少し前には『広辞苑 第七版』の出
版が話題にもなった。火付け役は『舟を編む』や『新解さんの謎』だろう

語りかけから、始めよう。

か。どちらも辞書がモチーフの物語だ。(面白かったな) で終わればよかっ

今月のブックスタート

たのだが、ほどなく魅惑的な一冊と出会ってしまった。『学校では教えて

河津バガテル公園では、４月28

黒い点々がでていたら、それは

くれない国語辞典の選び方』。読み終えた直後、関連本を三冊も注文して

日から６月30日まで春バラフェ

黒点病という病気です。見つけ

いる自分がいた。一冊の本が時折あらぬ進路を指し示すこともある。

スタを開催しています。イベン

次第、葉を取って下さいね。残

ト中に数多くの町民の皆さんに

しておくと、害虫のすみかになっ

来園していただき、スタッフ一

てしまいます。

と き：６月28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30年２月生まれの赤ちゃん

新着図書案内
書

名（一般書)

著者名

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

出版社

写真でわかる
移乗・移動ケア

田中 義行 / 監修 ナツメ社

失敗図鑑

大野

正人

文響社

オヤジの着こなしルール

本江

世界文化社

かび・きのこ

白水
山福

貴 / 監修
朱実 / 絵

農山漁村文化協会

スタジオタック
クリエイティブ

都会 (まち) の
トム＆ソーヤ15

はやみねかおる / 著
講談社
にし けいこ / 画

講談社

ほうまんの池のカッパ

椋 鳩十 / 文
赤羽 末吉 / 絵

B L 出版

祥伝社

あま～いしろくま

柴田

P H P研究所

浩二

電動工具の使い方事典
東京ディズニーリゾート
完全ガイド 2018-2019
デートクレンジング
１１
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柚木

麻子

ケイコ

同、とても励みになっています。
丹精込めて育てたバラ
初夏の風とともに
バラの写真やイベントなど、最
新の情報をフェイスブックでお届
けします。ぜひチェックしてみて
ください！

ありがとうございます。
ところで、ご自宅でもバラを
育てている人も多いと思いますが、

め、鉢でバラを育てている人は、
鉢を雨がかからない場所に移動
しましょう。

１年の中で６月は要注意！実は

皆さんが大切に育てているバ

害虫がもっとも活発になる時期

ラのことでわからないことがあ

なのです。

りましたら、いつでもご相談く

皆さんのバラは大丈夫ですか？

https://www.facebook.com/
kawadu.bagatelle/

さぁ皆さんも庭に出てチェックを

問

してみましょう。まずは株の下

河津バガテル公園
☎３４－２２００

また、６月は雨の日が多いた

をのぞいてみてください。葉に

ださい。ガーデナースタッフが
対応いたします。
６月も皆さまの来園をお待ち
しています。
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１０

町政 Pick Up

□財政

4月

□消防

「子ども子育て支援事業計画」
の見直し▼平成 年４月から
の第２期計画についての検討
を行います。第１期計画では、
複合施設を建設してニーズに
応えていく予定でしたが、新
たな計画でどのように町民の
ニーズを実現させていくかが
課題となります。
年度は見直しのためのア
ンケートを実施し、どのよう
なサービスが求められている
のかを掘り起こしていきます。
30

32

１３
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時

ふれあい町長室
６月25日 (月)
13時30分～15時30分
予約受付期間 ６月18日 (月) ～22日 (金）
対
象 河津町民。１人20分程度。
団体での予約はできません。
職員が立ち会います。
問 予約電話 企画調整課 ☎34ー1924
次回開催日

けとめます。」と述べました。
会議では、▼文部科学省の
手引きをもとにした公立小中
学校の適正規模と適正配置に
ついての説明▼町の児童幼児
の人員構成の状況の報告が行
われ、委員の共通理解を深め
ました。
委員会は、今後２カ月に１
回開催が予定され、議論を深
めていきます。

14

26

子育て支援の場を求める声に

□教育

日＠役場第２会議室

□産業

４月

□水道

「第１回河津町子ども・子育
て会議」が開かれ、会議に先
立ち岸重宏町長は 人の委員
に委嘱書を交付し、
「子育て関
連施設はなるべく早い時期に
作るべき施設、今までの複合
施設の中の計画を分離し検討
したい」とあいさつしました。
会議は、町からの諮問を受
け、▼子育て関連施設及び

□建設

日

場 所
持ち物

小学校のあり方を検討

□税務

保健のお知らせ

5月

５月９日＠文化の家生涯学習室

□窓口

18

→→→

「河津町学校教育環境整備委
員会」が開かれました。会議
に先立ち鈴木基教育長は、１
月から３月にかけて幼稚園と
各小学校の保護者から集まっ
た１２４枚もの未来の学校の
あり方について綴られた要望
カードを紹介し、
「読みながら
書いてくれた人の思いが伝わっ
てくるのがわかりました。カー
ドに書かれた生の声を重く受

□議会

18

後の町政に反映していきます。
意見交換では、▼防災対策▼
田中中央道▼文化財の活用▼
通学路などについての質問や
意見が出されました。
懇談会の内容は、今後開催
する懇談会が終了後、町のホー
ムページで詳しく公表するほ
か概要については本紙でお知
らせします。

□健康

12

10

日＠町内各所

□保険

10

町政地区懇談会開催中

□介護

30

日～６月

□子育て

10

５月

□福祉

▲町の事業予算について説明（ふれあいホール）

年度町政地区懇談会「河
津の将来を語ろう～新たな町
づくりと今年の仕事～」は５
月 日から６月 日にかけて、
町内 会場全 回開催してい
ます。町民参加の町づくりを
推進するため、町長が地域に
出向き、▼今年度の町の事業
説明、▼町づくりに関する意
見や要望を直接お聴きし、今

□企画

●今月のテーマ

■健康相談および母子健康手帳交付

□防災

こんにちは
保健師です。

□行政

６月18日 (月）
13時30分～15時30分
７月２日 (月)
13時30分～15時30分
保健福祉センター
・妊娠届出書(病院で配布され
た場合はご持参ください。)
・個人番号カードまたは通知
カード
・身元の確認ができるもの
(写真付きでない場合は２種
類ご持参ください）
・印鑑

賀茂地域の
地産地消レシピ①
健康福祉課

☎34－1937

豚肉とキャベツの重ねチーズ蒸し焼き
【提供】河津町健康づくり食生活推進協議会

こんにちは、河津町健康づくり食生活推進協議会です。
今回は「手軽に作れる減塩料理」を紹介します。チーズの塩気があること
で減塩でもおいしく、豚もも肉は薄切り肉を使うことで子どもや高齢者にも
食べやすい一品となっています。
旬のキャベツを使い、素材の味と香りで季節感も楽しめます。季節により、
白菜などを使ってもおいしいですよ。
材料 (２人分）
豚もも肉（うす切り）
120ｇ
塩
小１/６ (１ｇ)
こしょう
少々
スライスチーズ
２枚
キャベツ
200ｇ
オリーブオイル
2ｇ
＜付け合わせ＞
じゃがいも
70ｇ
青のり
小１/４ (0.5ｇ)

■育児相談
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 ７月３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、離乳食や子どもの
食事に関する相談、育児相談
持ち物 母子健康手帳
※ポイント：白菜を使う場合は根元をつけた
まま肉とチーズを挟んで焼くとひっくり返し
やすい

■のびのび発達検査（要予約）
日 時 ７月30日 (月）
場 所 保健福祉センター
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、健康福祉課まで連絡してく
ださい。

■１人分栄養量
エネルギー 230kcal
たんぱく質 18.3ｇ
脂質 12.1ｇ
塩分 1.1ｇ

作り方
①豚もも肉は塩、こしょうをふり、スライスチーズは半分に切り、キャベツの間に
交互に挟む。
②フライパンにオリーブオイルを熱し、①を入れ蓋をして中火から弱火で10分ほ
ど蒸し焼きにする。ひっくり返し、さらに10分焼き、切りわける。
③器に盛り付け、フライパンに残ったソースをかける。
④じゃがいもは粉ふき芋にして、青のりで和えて③に添える。

噛むカムケア8020コンクールのお知らせ
ハチ マル ニイ マル

【受診票の受け取り】
健康福祉課健康係 34－1937
【問い合わせ】
賀茂歯科医師会 公衆衛生部
勝田歯科医院
22－0545
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
専門スタッフが相談に応じます

0120－560－655

（１）満80歳以上で自分の歯が20本以上ある人
（昭和13年４月１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
（１）受診票を役場健康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
表彰

（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。

▲思いが綴られた要望カード

2018.６
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１２

◆ 今月の納税 ◆

暮らしの情報
相

ひとの動き

国民健康保険税２期 町県民税１期
７月２日 (月) が納期です。
問 町民生活課 34ー1928

談

身近なこと生活相談へ

戸籍だより
（４月１日～30日届出）

看護学校等進路説明・相談会

お知らせ

日時・場所

ごみの減量について
ター東河の大規模改修工事を実施して

ボランティア団体室

います。この間、通常２炉での焼却を１

問

☎34－1286

社会福祉協議会

人権・行政・生活相談

６月30日 (土)

場

プラサヴェルデ

を修得するコースです。一般は３年間

コンベンションホールA

で50日、技能は2年間で10日の教育訓

一般曹候補生は各部隊の中核となる陸・

（沼津市大手町1－1－4）

練を受け、教育終了後は予備自衛官と

海・空曹自衛官を養成するコースです。

なり、それぞれに応じた階級で非常勤

自衛官候補生は自衛隊の約71種類か

の国家公務員となり招集で広報の警備・

らなるいずれかの仕事につき、それぞ

を依頼しますので、ごみの減量につい

人300人程度

支援、災害救助活動等を行います。

れ応じた国家免許取得のチャンスがあ

・静岡県内看護学校による個

手当て

て一層のご協力をお願いします。

保健福祉センター

可燃袋に入れて出してください）

日本年金機構出張相談
日時・場所
下田市役所 (要予約）

内

象

容

別説明、相談
いての相談
・静岡県の担当者による支援

教育訓練参加日額 7,900円
食事・宿泊・被服は無料支給

パイロットを６年間で養成するコース

受

付

７月1日 (日) ～９月14日 (金）

で約３年後には事業用操縦士の国家資

資

格

【一般】採用年齢18歳以上33歳

格が取得可能です。

未満の人

受

付

７月１日 (日) ～９月７日 (金）

格

平成31年４月１日現在で、一般

制度についての相談
費

用

無料

【技術】採用年齢18歳以上免許資格な

資

し、資源の有効活用をしましょう。

申

込

一般の人は直接会場へ（高校

どにより53歳から55歳未満の人

曹候補生と自衛官候補生は18歳以上27

生は学校で一括申込）

試験日

・生ごみの水を十分に切って出す
問

ご活用ください。

静岡県看護協会
静岡県ナースセンター

問

９月29日 (土) ～10月２日 (火)

歳未満の人、航空学生は海上自衛隊が

※いずれか1日

18歳以上23歳の高校卒業または見込の

自衛隊伊東地域事務所

☎054－202－1761

☎0557－37－9632

電話予約をしてください。

町民生活課窓口係

看護師等再就業準備講習会

労働保険の概算・確定保険料および

人

口

7,335 人

前月比（－４)

６月１日 (金) ～７月10日 (火)

７月18日 (水)・19日 (木)・20日 (金）

場

所

最寄りの金融機関または静岡

会

労働局、労働基準監督署

バス車内での事故防止するため「車内事
故防止キャンペーン」を実施します。

７月６日 (金)

詐欺！家族間で合言葉を決め、迷惑・

容

最近の看護の動向

悪質電話防止装置の活用を！

てください。また、電子申請による申

れる所を紹介します。

告・納付も可能です。併せて労働保険

受講料

※相談・取次ぎは原則無料ですが、専

料などの納付に大変便利な口座振替納

申

電話または所定の用紙をFAX

門家に相談する場合は別途料金がかか

付もぜひご利用ください。

申込先

る場合があります。

問

3,773 人
3,332 世帯

問

☎055－922ー3715

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

広報かわづ

わりの者にお金を渡して」という電話は

に考え、専門的なアドバイスをしてく

世帯数

2018.６

三島市谷田字藤久保2276
切

☎055－922－3715

看護基礎技術の演習

コールセンター (土日祝を除く)
労働保険徴収課
☎054－254－6316
または最寄りの労働基準監督署まで

わぬ怪我をする場合があります。お降

看護の仕事をしていない看護

す」
「プリペイドカードを購入して利用

りの際は、バスが停留所に着いて扉が

職免許保有者

番号を教えて」というメールや電話は

開いてから席をお立ち願います。

無料（託児費一部補助あり）

詐欺！

静岡県ナースセンター
☎・FAX

問

走行中に席を離れると、転倒など思

「有料動画サイトの利用料金が未納で

また、バスは安全運転に徹しており

身に覚えのない請求は無視。問い合
わせ先に連絡しない。

東部支所

☎0120－700－244
静岡労働局

バスの車内事故防止
７月１日から７月31日まで、走行中の

内

込

☎0557－37－9632

息子や孫を名乗り、
「風邪を引いて声

締

対象者

自衛隊伊東地域事務所

がおかしい」「今すぐお金が必要」「代

徴収課または労働基準監督署へ提出し

（女）

１５

なお、申告書のみを提出する場合は、

問

三島総合病院

ない時の相談窓口です。悩み事を一緒

受付時間
前月比（＋４）

場

９月17日 (月)

カードと携帯電話を持ってATMへ」と
金は受け取れません。

間

７月10日 (火) までに静岡労働局労働保険

3,562 人

（男）

料の還付金があります」「キャッシュ

研修日

期

ど）、どこに相談すれば良いかわから

相談ダイヤル

【航空学生】

市役所や役場の職員を名乗り、
「保険

納付をしていただく時期となりました。

活、住まい、生きがい、介護、法律な

（５月１日現在）

意をしましょう。

いう電話は詐欺！ATMで保険料の還付

申告書

【自衛官候補生（男女）】
９月15日 (土) 以降

お手伝いします。

持ち物

※いずれか1日

求詐欺のメールが多発しているので注

石綿健康被害救済法の一般拠出金の申告・

日常生活で起こるトラブルや悩みご

人口と世帯

ナースセンターは皆さんの再就業を

【一般曹候補生】
９月16日 (日) ～９月18日 (火)

下田警察署管内でサギ電話や架空請

☎34－1932

労働保険料などの申告・納付

※このコーナーに掲載を望まない場合は
お申出ください。

21歳未満の高校卒業または見込の人。

サギ電話に注意!!
問

と、困ったこと（心の悩み、消費生

人未満および、航空自衛隊が18歳以上
試験日

下田市役所市民保健課 ☎22－3922

暮らしなんでも相談

航空学生は海上・航空自衛隊の幹部

雑誌やダンボールなど）の分別を徹底

９時30分～11時30分、13時～14時
問

ります。

交通費支給 (自宅から駐屯地）

・看護の仕事や学校生活につ

・資源ごみ（ペットボトル、新聞紙、

※家庭用生ごみ処理機の購入補助金も

７月６日 (金)

対

－ごみを減量するには (参考) －
る（洗濯済みの不用衣類を、町指定の

☎34－1932

女）・航空学生を募集します。

取得を考えている学生・社会

７月４日 (水) 10時～15時
町民生活課窓口係

予備自衛官になるための知識・技能

高等学校在学生、看護職資格

・役場の古着等回収ボックスを利用す

問

一般曹 候 補 生 ・ 自 衛 官 候 補 生 （ 男

時

会

炉ずつの交代運転とし、他市町に焼却

日時・場所
ふれあいホール

13時～16時

学生＆候補生を募集します

日

平成30～31年度にエコクリーンセン

６月20日 (水) 10時～15時

予備自衛官補を募集します

る場合があります。満席のため、お立

不安を感じたらすぐに家族や警察に
055－920－2088

相談してください。

静岡県看護協会

下田警察署

静岡県ナースセンター

問

☎054－202－1761

ますが、やむを得ず急ブレーキを掛け
ちになってご利用いただく場合には、
吊革や握り棒にしっかりおつかまりく

☎27ー0110

ださい。

下田警察署管内防犯協会
☎27ー2766

問

静岡県バス協会

☎054－255－9281

2018.６
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１４

と笑顔で述べるのは、警察官や自

いので、苦労が報われ感無量です」

「みんなが受章できるものではな

で停電したが、自衛隊は発電機で

援を行いました。「派遣中に余震

県釜石市で災害派遣部隊として支

東日本大震災のときには、岩手

年間、戦車連隊や偵察隊などで

当する中隊長を任されました。
「出

場では出身である河津町などを担

群馬県、静岡県などを回り、御殿

勤務し活躍されました。北海道や

ルマラソンとハーフマラソンを合

頃からマラソンに夢中になり、フ

０００㌔は走るそうです。 歳の

現在はマラソンが趣味で年間２

私は取材でたくさんの子ども

んはどこかにでかけましたか？

という間に過ぎた５月。皆さ

ゴールデンウィークもあっ

色とりどりのバラをカメラに

公園では春バラが咲き誇り、

ようになりました。バガテル

ていなかった所にも目がいく

韓国で行われた平昌オリンピック・パラリンピックに白馬村から出
場した５人の選手（渡部暁斗選手、渡部善斗選手、西伸幸選手、渡部
由梨恵選手、夏目堅司選手）の活躍と栄光を称え、４月14日に凱旋パ
レードと報告会、表彰式並びに祝賀会が開催されました。
また、ノルディック複合で銀メダル獲得、ワールドカップで日本勢
として23季ぶりの個人総合優勝を達成した渡部暁斗選手にスポーツ特
別功労賞が授与されました。感動をくれた選手たちに、会場に集まっ
た約1200人の住民から惜しみない拍手が送られました。

おさめるのに夢中になってい

平昌五輪出場選手

たちに会い、親子で楽しんで

2018平昌オリンピック・パラリンピック
凱旋パレード、表彰式
回以上走っています。

姉妹都市 長野県白馬村通信
わせると

まなざしで振り返ります。

う。」と 力 強 く 自 信 に 満 ち 溢 れ た

活できるのが自衛隊の強みだと思

過酷な状況でも自分たちの力で生

の人たちにも安心してもらえた。

発電することができたので被災者

いなば さだゆき
上佐ヶ野 61歳
元自衛官。平成30年４月１日からは自衛
官募集相談員を務める。毎年100㌔マラ
ソン大会に参加している。

衛官など危険性の高い業務に尽力

稲葉 定之 さん

した元公務員が対象の『第 回危
葉定之さん。
稲葉さんは昭和

年に陸上自衛

険業務従事者叙勲』を受章した稲

30

隊に入隊し、定年退職するまでの

52

身地を担当することができるのは

34

異例のことで、地元にも貢献する

優しくおおらかな雰囲気の稲葉

いる姿を見て癒されました。

ました。これからも取材を通

探していきたいです。（ｓ）

して町内のさまざまな魅力を

が楽しくなり、今まで意識し

取材を始めて写真を撮るの

しみにしています。

さん。今後も多方面での活躍を楽
と語ってくれました。

ことができ、うれしかったです。」

50

■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 /

危険業務従事者叙勲で瑞宝双光章受章
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■印刷 ㈱栄協

企画調整課

■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

受章で感無量

自衛官の頃の稲葉さん

