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あやね

３番

冨田綾音

ゆうか

議員 (東小６年)

学校行事をなくさないで

２番

土屋悠佳

えま

議員 (東小６年)

東小の通学路を安全に

１番

飯田瑛満

議員 (東小６年)

豪雨対策のダムなどは

小には白馬交流、海の集い

学路でまわりの木や岩が崩

日本豪雨や台風12号でたく

校行事がなくなることがあります

長い道のりで夏になると気持ち悪

大変な状況になっていますが、町

か？

くなる人もいるので、通学路を変

ではそんな被害が起きないように

えてほしいです。

どのような対策をしていますか？

東 があります。このような学 通 れそうなところがあります。 西 さんの町に被害が起きて、
また、来年から中学校に入

学しますが、送り迎えを親に頼む
と負担がかかるので通学バスを作っ

また、東小学校は他の学校に比

てほしいです。親が朝早くから仕

べて遊具が少ないので遊具を増や

例えばダムなどはどのくらいあり

事だと、祖母にも迷惑をかけてし

してほしいです。

ますか？

内に27カ所あります。東小学区内

なかなか難しい状況です。送迎に

があると良いと思います。河津町

働 会に行ってしまい、将来人

私 入谷にはひとつも公園があ

は町民が楽しめる施設が少ないので、

口が減ってしまうかもしれないけ

町民を増やすためにも映画館など

れど、どうするのですか？

りません。子どもたちが楽しめる

を作ったほうが良いと思います。

る場所を作る予定はありますか？

が住んでいる見高浜と見高

場所として、公園などを作ってほ

答弁

しいです。
答弁

３

く場所が少なく、みんな都

（町長）この土地を埋めるには、
土を買って埋めなければなりません。

働け

私は将来、みんなが働けて河津
桜などの良さがもっと伝わるよう
な町になるといいな、と思います。

今行われている伊豆縦貫自動車道

ぱい遊んでもらいたいと思います。

路の工事で出る土で埋めてもらえ

（町長）企業が来てくれればいい

各地区に公園があれば良いと思い

ないか、国にお願いをしました。

のですが、現実的にはなかなか来

ますが、実際には難しいです。皆

今後の跡地の利用については、

てくれない状況です。少子高齢化

さんで遊ぶ場所も工夫して探して

町民の皆さんの声を聞いて検討す

のため、お年寄りを支える働き世

みてください。

る予定です。

代を増やすことが大事だと考えます。
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子ども議員

答弁

（町長）子どもたちには地域でいっ

2018.９

▲議長を務める大塩将輝議員

めました。後半は西小学校の

私は、町民が楽しめる映画館など

将来みんなが働けるように

質問は、子ども議員が普段

子どもたちが楽しめる公園を

施 きな穴があいたままです。
設を建てるためにあけた大

や副町長、教育長が答えまし

をお願いします。

次ページでは、子ども議員

決めてください。できるだけ協力

た。

上流に砂防ダムが２カ所あります。

の一般質問とその概要を紹介

元中学校跡地の使い方

▲町長から任命書の交付を受ける子ども議員

します。

ついて家族の皆さんで話し合って

の大きな施設としては、田尻川の

８月７日、子どもたちに町議会の仕組みを学ん
でもらい、町の将来などについての意見や質問を
聞き、今後の町づくりに活かしていこうと、第１
回河津町子ども議会が開かれました。町内３小学
校の６年生６人が子ども議員として、議場で一般
質問を行いました。

出ないようにする砂防ダムは、町

で検討をします。

安藤絢南さんも議長を務めま

や、安全管理の問題などがあるの

子ども議会の子ども議員は、

通学バスについては、作るのは

を行います。(副町長）土砂が流れ

町内の３小学校から募集と推

思っています。

遊具については、運動場の場所

した。

必要な行事は続けていくべきだと

薦により、６人の子どもたち

連絡を取り合い、救援や救助活動

が集まりました。

いきたいと思います。

思っていることや困っているこ

とは考えていません。できるだけ、

はじめに、岸重宏町長があ

それぞれ役割を決め、県や国とも

となど、自分たちで考えをま

必要なものは相談しながら直して

いさつを述べ、子ども議員の

くはなりますが、行事をなくそう

とめ、河津町議会のように、

（町長）災害が起こった時には、

紹介の後、
「子ども議員任命書」

上る坂道を直しましたが、今後も

子ども議員の一般質問に町長

（町長）学校行事は、人数が少な

の交付を行いました。

答弁

議長には、南小学校の大塩

（町長）今年、田尻から歩道橋に

はありますか？

将輝さんが選出され、一人二

答弁

答弁

東小学校区内にも施設
問ずつの一般質問を円滑に進

まうのでお願いします。

そんな被害が起きないための施設、

１番
２番
３番
４番
５番
６番

飯田
土屋
冨田
塩田
安藤
大塩

瑛満
悠佳
綾音
実礼
絢南
将輝

（東小６年）
（東小６年）
（東小６年）
（西小６年）
（西小６年）
（南小６年）
2018.９

広報かわづ

２

☆子ども議会を傍聴して

将来の町づくりのために
がんばってもらいたい

（河津町議会 宮崎啓次議長）

皆さん落ち着いて質問して

いたなと思いました。特に大

塩議長さんは、抑揚が利いて

いて、この場を盛り上げてく

一般質問のテーマも防災、

れました。

学校関係など、良い質問だっ

たな、と感じました。質問で

大事なのは、答えをどのよう

にもらうかということ。今日

は、子ども議員の皆さんの質

問が良かったおかげで、町長

さんなどから丁寧な答えがも

らえたと思います。

子ども議会の議員の中で女

性が５人とはすばらしいです。

将来、子ども議員の皆さんも

議会に出馬できる被選挙権が

与えられます。ぜひ河津町で、

将来の町づくりのためにがん

ばってもらいたいです。

まさき

大塩将輝

６番

あやな

議員 (南小６年)

津波避難タワーがありません

安藤絢南

５番

みれい

議員 (西小６年)

小学校が合併になったら

４番

塩田実礼

議員 (西小６年)

学校にエアコンの設置を

▲

子ども議員活動報告
７月27日
議場の見学
で興味津々

海トラフ巨大地震は、河津

学校が合併をすることになっ

最 ても暑くなっています。夏

ていますが、津波避難タワーがな

か？

今ある３校のどれかに移し

は勉強に集中できません。

議長席の見

いので作ってくれたら町民の安全

ますか？

南小では地震が起きた

インターネットで、作業場所が

学をする子

を確保できると思います。

とき、海に近く、津波の心配があ

26度を超えると作業効率が下がる

河津町の小中学校を合併し、校

ります。西小、東小は小さくて全

という結果が出たのを見ました。

舎を新しくして階数を増やせばい

員が入るには難しいと思います。

学校の教室にエアコンを設置し

なぜ合併をする必要があるので

てほしいです。学校のみんなが希

▲

南 町にも被害が出ると言われ 小 た場合、新しく建設します

７月27日

ども議員

いと思いますがどうですか？
答弁

望しているのでぜひお願いします。

すか？
答弁

（町長）津波の避難タワーは逃げ

答弁

（教育長）学校では２つの学年の

（町長）私も７月に各学校を回り、

８月７日

すが、建設していません。今ある

児童数が、合わせて16人以下にな

暑い中で勉強しているのを見まし

子ども議会

建物に避難することを優先して、

ると複式学級にするという決まり

た。皆さんの願いもわかりました。

避難タワーは今後、必要性があれ

があります。

設置にはお金がかかるので、国の

▲

切れない時の施設の一部となりま

ば検討します。
今、皆さんが使っている校舎も

▲８月７日議事録に署名をする土屋悠佳議員

緊張していたけど、

町長さんにそのまま

私たちの質問にしっ

思っていたことが言

かり答えてくれたの

えてよかったです。

した。

ろな学校の子と会え
てよかったです。

2018.９
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良い夏休みの思い出
で実感がわきました。
ができてよかったで
す。

ます。今後、新たな学校を作るこ

何も決まっていません。決まった

とになれば、場所も検討します。

ことがあれば教育委員会からお知

ハ ザードマップなどがあるのは
知っていますが、河津町に

長をやって、みんな
参加して、いろい

質問にあった具体的な内容はまだ

西小の仮設の通学路を広く

楽しかったです。議
の様子がよく見えま

避難場所の役割を果たせると思い

避難経路図はありますか

たくさんいろいろな
事が聞けてよかった
です。

☆子ども議会を終えて

▲８月７日みんなで記念撮影

今、将来の小学校のあり方につ
いて、会議で話し合っていますが、

らせをしていく予定です。

▲８月１日
一般質問を一
生懸命考えま
した

５

近は地球温暖化問題で、と

補助金などが活用できれば、今後
検討したいと思います。

西小プール更衣室の建てかえ
小のプールには、男女の更

西 衣室、トイレ、機械室があ
りますが、コンクリートブロック
などでできていてとても古いです。

在、伊豆縦貫自動車道の工

最近、ブロック塀が倒れてけが人

は避難経路図はあるのですか？

現 事をしているため、仮設の

作成してほしいのでよろしくお願

歩道を工事現場の人が作ってくれ

も心配です。うす暗く、きれいで

いします。

ました。ですが、その歩道が滑る、

はないので、新しく建てかえてほ

狭い、という問題があるようです。

しいです。

答弁

私たちの学校で歩道を通っている

（町長）各家庭で、防災マップを

児童がいるので、もう少し広くし

見てどのように避難すればよいか、

てもらえるとありがたいです。

避難経路図を作ると便利だと思い
ます。

答弁

を出した事故があったので、とて

答弁
（教育長）更衣室やトイレのある
ブロック造りの建物は40年近く前
の建物です。現在の安全基準を満

今後、防災マップを見開き型の

（町長）国の担当者に改善ができ

たしているのか調査が必要だと思っ

見やすいものに作り変える予定で

るか聞いてみて、改善できるもの

ています。安全でないならば改修

す。参考にしてください。

はしたいと思っています。

も検討します。
2018.９
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４

日）までの児童を

歳到達後最

児童手当
■対象
中学校卒業（
初の３月
養育している人

から

日以内に申請が必要で

されている児童
棄されている児童

①父母が離婚した児童

て養育している養育者
でも、年金額が児童扶養手当

特別児童
扶養手当
身体または知的・精神に障

■対象
著しく重度の身体・知的ま
たは精神の障害により、日常
歳

生活において常時特別の介護
を必要とする状態にある
以上の在宅の人に支給されます。

■支給要件

る手当です。児童が児童福祉

護している保護者に支給され
②障害者が施設に入所してい

額未満

よび扶養義務者の所得が一定

①障害者本人、その配偶者お

施設など（通園は除く）に入
ない

歳未満の児童を監

所している場合は対象外です。
③障害者が３カ月以上の入院

害がある

また、限度額以上の所得があ
をしていない

歳未満の人に

月１日から、国保の保険

国民健康保険の
お知らせ

所得が一定未満

①障害者本人、扶養義務者の

■支給要件

支給されます。

る状態にある

おいて常時の介護を必要とす

神の障害により、日常生活に

重度の身体、知的または精

■対象

月額１万４６５０円

障害児福祉手当

あると認められる人。

・前記の人と同程度の障害が

害が重複している人。

・障害基礎年金１級程度の障

【認定の目安】

要件です。

以上の全てを満たすことが

る場合は支給停止になります。

・毎年８月に、所得状況届 更(
新）の手続きが必要です。

特別障害者
手当・障害児
福祉手当
特別障害者手当
月額２万６９４０円

町が負担します。
健康保険証と受給者証を合

■利用方法
わせて医療機関・薬局の窓口
に提出してください。
（毎回提出が必要です。）

証が新しくなります！
平成 年 月１日から、国

あります。新たに対象となる

毎年１回、更新の手続きが

す。

色』から『藤色』に変わりま

者証（保険証）が『クリーム

月１日診療分から、対象
者を拡大します。
現行

中学３年生まで
…
拡大後

高校生世代まで
…

れ）の保護者は、交付申請の

に世帯の国保加入者全員分を
します。届いたら記載されて

まとめて、世帯主宛てに郵送
更新、交付申請とも、９月

いる氏名・生年月日・住所な

手続きが必要です。
に申請書などを発送しますの

どを確認してください。

脱退した場合などは、国保の

場合や、職場の健康保険から

職場の健康保険に加入した

で、健康福祉課で手続きをし
てください。
有効期限の切れた受給者証
※
は使用できません。
■変更事項の届出

脱退・加入手続きが必要です。

代までの子ども（

申請内容に変更が生じた場

きの医療費の自己負担分（入

健康福祉課保険年金係までお

届出に必要な持ち物などは、
届け出てください。

者となり自ら医療費を負担し

合は、速やかに健康福祉課へ

院時食事標準負担額を除く）

最初の３月 日まで 。
)保護者
の所得制限はありません。

問い合わせください。

を助成します。

（例）転居・加入健康保険の
■対象
いる母子（父子）家庭の母

ている

・生活保護世帯
■制度内容
保険診療の一部負担金額を

保険年金係

【申請・問い合わせ先】
健康福祉課

☎（３４）１９３７

６
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⑤父または母から１年以上遺
⑥父または母がＤＶ保護命令

児童

⑦婚姻によらないで生まれた

を受けた児童

す。 公(務員の場合は勤務先に
申請）

日

・毎年６月に現況届（更新手
続）の提出が必要です。

児童扶養
手当
歳到達後最初の３月

・限度額以上の所得がある場

・公的年金を受給している人

合は、特例給付として月額一
額より低い人は、その差額分

・毎年８月に現況届（更新手

②父または母が死亡、または

有する児童
続）の提出が必要です。

律５千円を支給します。

降です。
④父または母が１年以上拘禁

の児童扶養手当を受給するこ

・出生日や転入した日の翌日

・毎年６月に更新手続きが必
要です。

③特別児童扶養手当１級受給

月に更新申請が必要

となりますので、事前にご案

毎年

④１級の精神保健手帳所持者

者で 歳未満の人

②障害者が施設に入所してい
ない
③障害を事由とする年金（特
別児童扶養手当を除く）を受
けていない
以上の全てを満たすことが

高校生世代（平成 年４月２

民健康保険（国保）の被保険

日から平成 年４月１日生ま

■更新・交付申請手続

子どもが医療機関を受診し

①～④に該当することがわ
たときに、町が医療費を助成

・身体障害者手帳１級および
かる手帳など、健康保険証、
以降に転入した人）

母子家庭
等医療費
助成

河津町に住所があり、健康

■対象
保険に加入している高校生世

12

変更・対象者の婚姻など

医療機関などを受診したと

15

次の場合は助成対象外です
※
・対象者が婚姻している

歳到達後

新しい保険証は、９月下旬

印鑑、所得証明書（１月２日

障害者。

重度障害者
（児）医療
費助成
重度障害がある人を対象に、
医療費の一部を助成します。
■対象
健康保険に加入している町
内在住者で、次の①～④のい

（父）と児童、および両親の

・対象者が医療保険の被保険

限があります 。
)
①１級または２級の身体障害

所得税が非課税の世帯
どで自立した場合は対象外と
なります。

世帯

・健康保険に加入していない

歳未満の児童を扶養して

18

いない 歳未満の児童のうち、

は該当障害のみ可）

歳未満でも児童が就職な
・

20

②知的障害の程度が重度（療
育手帳「Ａ」など）の判定を
受けた人

保険証は大切に
保管しましょう！

31

者手帳所持者（内部障害３級

ずれかに該当する人（所得制

10

します。

２級の一部。

こども医療
費助成

20

・ＩＱ 以下の人または重複

内します。

２級
（中度障害児） 34,430円

までの児童がいるひとり親家
庭などに支給される手当です。
歳未満）

（中度以上の障害を有する場
合は
限度額以上の所得がある場
合は、手当の全部または一部
が支給停止になります。
■対象
次のいずれかに当てはまる
児童を監護している母、児童
を監護しかつ生計を同じくし

1人につき6,020円
ずつ加算

生死不明である児童

ている父、または父母に代わっ

10,040円加算

20

１級
（重度障害児） 51,700円

31

・
「第３子以降」とは、高校卒

一律10,000円

とができます。

中学生
③父または母が重度の障害を

10,000円
（第３子以降は15,000円）

業までの児童のうち３番目以

３歳以上
小学校修了前

要件です。

20

一律15,000円
20

■手続きに必要なもの

10

３歳未満

【認定の目安】

30

10

■手当月額
（４月、８月、11月支払）

15

児童手当の額

15

18

31

児童の年齢

2018.８
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10

児童が３人以上
全部支給 42,500円

児童が２人
児童が１人

1人につき3,010円
5,020円
～10,030円加算 ～6,010円ずつ加算

10,030円
～42,490円
一部支給

（４月、８月、12月支払）
■手当月額

（６月、10月、２月支払）
■手当月額

20

20

20

20

子育て・福祉手当、医療費助成についてお知らせします。
☎ 34－1937
【問い合わせ】健康福祉課

陸上教室で走り方を学ぶ

ZOOM I N KAWAZU

境内に並べられたさまざまな模様の竹灯篭

まちの
出来事

小学生陸上競技教室
町内の小学４～６年生26人が参加する小学生陸上競技
教室が6月8日から8月3日に全８回、南小学校グラウンド
で行われました。講師の大坪宏さん（市町対抗駅伝河
津町派遣選手団監督）の指導の下、走る時の姿勢や走
り方など陸上の基礎となるポイントを学びました。
指導した大坪さんは「子どもたちの覚えの早さに毎
回関心させられました」と感想を述べました。

首相官邸を表敬訪問
写真上・わ
さび丼を食
べながら歓
談する安倍
首相と岸町
長ら

竹灯篭で幻想的な空間
地域おこし協力隊

キャンドルナイト

写真左・首
相官邸での
要望活動

とうろう

地域おこし協力隊による竹灯篭キャンドルナイトが
８月15日、栖足寺＝谷津＝で行われました。
１カ月かけて準備した約600個の竹灯篭やキャンドル
が境内に並べられ、子どもからお年寄りまで多くの人
が訪れ、夏の夜を楽しんでいました。幻想的な空間に、
訪れた人たちからは「きれい」「私が書いた紙灯篭が
あったよ」などの声が聞こえてきました。

スタートダッシュを練習する子どもたち

西日本豪雨復興支援
被災地の復興支援へ

白馬村ではつらつプレー

被災者の役に立つように

広島県呉市へ職員派遣

小学校児童会
ゆうし

西日本豪雨復興支援のため、河津町から石井悠嗣主
事 (総務課防災係) が壮行会の後、７月27日から８月４日
にかけて広島県呉市に派遣されました。
被災地では、避難所運営補助
や、災害で家屋が流され避難所
生活を余儀なくされている人の
災害見舞金の申請受付などの支
援を行いました。

義援金寄付

みつき

南小学校児童会（神尾美月会長）と西小学校児童会
（安藤絢南会長）は７月20日、西日本豪雨災害義援金
を寄付するため、役場を訪れました。
両校は３日間の募金活動を行い、南小学校は３万12円、
西小学校は２万7704円が集まりました。両校の児童会
長と児童会役員が、
「被災者のために使ってください」
と土屋晴弥副町長へ義援金を手渡しました。義援金は
日本赤十字社を通じ、被災地へ送金します。
あやな

姉妹都市交流

伊豆縦貫道建設促進

要望活動

伊豆縦貫自動車道の建設促進要望活動が
８月３日に行われ、岸重宏町長ら約20人が国
土交通省や首相官邸などを訪問しました。
伊豆縦貫自動車道天城峠道路建設工事の
更なる整備促進を目指し、町、町議会、町
内経済諸団体が早期完成や予算枠確保など
を要望する活動で地元の熱意を伝えました。
首相官邸では、安倍晋三首相をミス伊豆
の踊り子らと表敬訪問しました。世界農業
遺産に認定された水ワサビを持参し、元祖
わさび丼を試食していただきました。

優勝と準優勝した両チームの子どもたち

スローピッチソフトボール

スローピッチソフトボールチーム「河津スターズ」
が７月22日から23日にかけて白馬村を訪問し、白馬村
ソフトボールチームと対戦しました。「河津スターズ」
11人が、はつらつとしたプレーを繰り広げました。
２試合行った結果は、０対２と河津町チームが惜敗
しましたが、スポーツを通じて両チームの絆を育み、
姉妹都市としての交流と理解を深めました。

河津町チ－ム郡大会を制す
ドッジボール大会

上・職員壮行会で町長から激励を受ける職員

９
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下・災害派遣先の呉市

両校の児童会長から義援金を受け取る土屋副町長

河津と白馬のスローピッチソフトボールチーム

優勝・準優勝報告

６月30日に南伊豆町で行われた賀茂郡子ども会球技
大会で優勝・準優勝に輝いた２チームが７月24日、岸重
宏町長へ報告に役場を訪れました。大会は「ゴット
ファイヤーズⅡ」(東小学校) が優勝、「ゴールデン
ポークーズ」(浜子供会) が準優勝し、河津町チーム
が賀茂郡全チームの頂点を制しました。初の快挙に子
どもたちは嬉しそうに町長に報告していました。
2018.９
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図書館だより
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http://www.town.kawazu.shizuoka.jp/library/

図書館カレンダー

23

24

25

26

27

28

29

おかげさまで、注文の多い笹餅屋です

桑田 ミサオ/著

ほどほど快適生活百科

30

群 ようこ/著

夫の定年

グループわいふ/著、佐藤 ゆかり/著

は休館日です。本の返却は返却ボックスへ。

いう頌子さん。「とてもやり

武田 邦彦/著

がいのある仕事で、歯ブラ

科学者が解く「老人」のウソ

ヒロ歯科クリニックで働

22

いている優しい笑顔が印象

21

シ指導をしていて効果があっ

20

的な岩崎頌子さん。祖母の

19

た子どもたちがいるとすご

18

すすめもあり、歯科衛生士

17

くうれしい」と笑顔で語っ

16

になろうと思ったそうです。

帯津 良一/著

さだ まさし/著

てくれました。

若者がうらやましがる老人になってやろう

やばい老人になろう

東京で２年間働いてから、

15

休日は今でも実家のお店

14

河津で働くことを決めまし

13

の手伝いをしています。特

12

た。「帰ってきたときに実家

11

技は金魚すくいで、なんと、

10

全国大会にも出場したこと

９

のお店（居酒屋ろばた）で

８

手伝いをしていると、常連

７

があるそうです。そんな凄

６

のお客さんが声をかけてく

５

腕の頌子さん、今後の目標

４

れるのがうれしかった。やっ

３

は「みんなにもっと歯に興

２

仕事では、ミスをしない

１

342

「敬老の日読書のすすめ」は、
「心ゆたかに生涯読書」を目標に中・高
年 の皆さんに読書を楽しんでいただくために進めている運動です。
「敬
老の日に薦める本」を抜粋し紹介します。

ぱり住み慣れた河津が大好

土

味を持ってもらえるように

金

きで地元で働きたいと強く

木

伝えていきたい」と話して

水

思 い ました」。

火

～敬老の日読書のすすめ2018～

ように、そして常に笑顔で

月

心ゆたかに生涯読書

歯に興味を
レッ
フ シュ 持ってもらいたい
いることを心がけていると

日

９月

【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

※ 他にも多数あります。

夏休み一日図書館員にチャレンジ！

蔵書点検のため休館となります。貸出中の本は、
期限内の返却にご協力をお願いします。ご迷惑をお
かけしますが、よろしくお願いいたします。

町内の小学生21人が一日図書館員に挑戦しま
した。カウンター業務や本の整理、おすすめの
本の紹介など、さまざまな仕事を体験しました。
カウンターでは、たくさんの人に「がんばって
ね」と声をかけていただき、緊張も徐々に解け、
元気にあいさつができるようになりました。

今月のおはなし会
乳幼児向けの読み聞かせ

私の大好きな本展示

はらぺこあおむしの会

中学生ボランティア

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
９月６・13・20日 (木曜日)
幼児向け 10時～10時30分
９月15日 (第３土曜日)
小学生向けの読み聞かせ

頌子さん

いわさき
しょうこ
地区 谷津
24歳 血液型O型 おひつじ座
ヒロ歯科クリニック 勤務

６人の中学生が
▼がんばってくれました

▲私の本、あるかな？

時間 (とき) のはこぶね

サイエンスショー

くれました。今後の活躍が

～夏休み特集～★

楽しみです。

ー臨時休館のお知らせー
休館日：９月26日(水) ～ 10月１日(月)

★図書館日記

岩崎

▲歓声がいっぱい！！

15時50分～16時20分
９月５・12・19日（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。
語りかけから、始めよう。

今月のブックスタート
と き：９月27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５月生まれの赤ちゃん

図書館は空調が整っていて快適です。だから、この時期、中高生がよく利用
しています。参考書にノート、シャープペンを器用に扱いながら勉強していま
す。あまりに熱心に集中して取り組んでいる場には近寄りがたいようです。あ
る方は少年少女の未来の応援のため、少し離れた席に座られました。手に取っ
た本は『論語』。まさに「夫子の道は忠恕なり。」の配慮。図書館を利用する方
のさりげない、鮮やかな「美しいふるまい」です。

新着図書案内
書

名（一般書)

著者名

女性の「定年後」

香山

戦国

出版社

名（児童書)

著者名

宮田

小和田 哲男/監修 Ｇ.Ｂ．

やさいの花

埴 沙萠/写真
嶋田 泰子/文

消滅遺産

ナショナルジオグラフィック/編 日経ナショナルジ
安倍 雅史/監修 オグラフィック社

決定版全ウルトラマン
パーフェクト超百科

草・つる・枝でつくる
編みかご100

佐々木 麗子/著 誠文堂新光社

雨ふる本屋と雨もりの森

日向
吉田

罪なき子

小杉 健治/著

ごはんはおいしい

ぱく きょんみ/文
鈴木 理策/写真 福音館書店

１１
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双葉社

律/著

近隣のまちのジオ ▲石部棚田 (松崎町)
地元住民やオーナーによって
美しい景観が保たれています。

出版社

ナビラとマララ

戦の作法

リカ/著 大和書房

書

ほかにも新着図書があります。
貸出中の場合は予約できます。

これからのジオパークについて質問してみよう！

講談社
ポプラ社
講談社

理恵子/作
童心社
尚令/絵

伊豆半島ジオパーク
の情報は、公式ウェ
ブサイトのほか、
Facebookやtwitter、
インスタグラムでも
発信されています。 ジオパーク公式ＨＰ

問

伊豆半島ジオパーク推進協議会
☎０５５８－７２－０５２０

Ｑ．ユネスコは「持続可能」を

されています。

大事にするって聞いたけどどう

Ｑ．私たちは何をしたらいいの？

いうこと？

Ａ．子孫も安心して暮らせるよ

Ａ．私たちは石油や鉱物など、

うに、今、国際連合もジオパー

地球からの贈りものを使って生

クも「持続可能な開発目標

活しています。それを使い果た

(SDGs)」の達成に取り組んでい

してしまうと、私たちの子孫は

ます。ここでは「貧困をなくそ

生活に困ってしまいます。私た

う」「すべての人に健康と福祉

ちの子孫が困らないように、地

を」という目標が挙げられてい

球からの贈りものを管理しなが

ます。日常生活で、道に落ちて

ら使っていくことが「持続可能」

いるゴミを拾ってリサイクルす

という意味です。世界ジオパー

ることや、地産地消なども持続

クになった伊豆半島も自然や文

可能な開発につながります。何

化を守りながら次の世代に引き

ができるかを自分で考えて、行

継いでいける地域づくりが期待

動することが大切です。

2018.９
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１０

こんにちは
保健師です。

田中

32－0655

日・祝日

などの香味野菜を活用して、

中村屋歯科医院

おいしく減塩マイナス２ｇ

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

私たちの体は、私たちが

木・日・祝日

薄味でもおいしくなるよう

37－1111

２ｇの塩分の目安は小さ

下佐ヶ野

食べた物を材料にして作ら

いなば歯科医院

【内容】
問診・歯と歯ぐ
きの診察、検査

河津町24時間電話健康相談ダイヤル

に工夫しましょう。減塩調

水・日・祝日

じ３分の１程度です。１日

34－0034

れています。だからこそ、

浜

味料の利用から始めてみて

石原歯科医院

も良いですね。

日・祝日

２回以上汁物を飲む人は、

34－1234

いろいろな食品からバラン

浜

スよく栄養素を補う必要が

代で

ヒロ歯科クリニック

毎日のくらしにＷｉｔｈミルク

牛乳・乳製品には、丈夫
な体作りに不可欠なカルシ
ウム、たんぱく質が多く含
～

まれています。ところが国
の調査によると
３人に１人は牛乳・乳製品
を取っていないそうです。
若いうちから毎日摂取する
習慣をつけたいですね。

地区の活動向上に期待

土・日・祝日

子育て関連施設を検討

コミュニティ助成事業＠笹原区

34－0711

あります。
バランスの良い食事の基
本は「主食・主菜・副菜」
をそろえることです。１日
２食以上は、この３つの組
み合わせを守った食事を意
識しましょう。
毎日プラス１皿の野菜
健康づくりのために１日
に食べたい野菜の量は３５
この機会に自分の食生活
１回飲むのを減らすだけで

０ｇです。これは日本人の
平均摂取量プラス１皿分に
２ｇの減塩が達成できます。 おいしく食べて健康な体を

を振り返ってみてください。

相当します。３食のいずれ
他にも、だしのうまみ、香
稲葉

作りましょう。

かで野菜を１皿増やすよう
健康福祉課

保健師

辛料やショウガ、ニンニク
臣

にしましょう。

▲主食、主菜、副菜の主なもの

一般財団法人自治総合セン
ターでは、宝くじの収益金を
財源として、地域のコミュニ
ティ活動の推進を目的とした
助成事業を行っています。
本年度、笹原区はこの助成
を受けて、テントや電気機器
などを購入しました。
今後、地区のイベントなど
に活用し、
活発なコミュニティ
活動が期待されます。

浜

【負担金】
1,000円
（70歳は無料）

庄内歯科クリニック

離し、小学校校舎内に設置す
ることが望ましい」などの意
見が出されました。子ども・
子育て支援事業計画について
は、 月以降に小学生以下の
保護者へアンケートを実施し、
協議していくこととしました。
今回の検討結果を踏まえて、
次回までに子育て関連施設に
関する答申書案を作成します。

日＠役場ふれあいホール

※受診希望の診療所に直接申し込んでください。

0120－560－655（年中無休）
▲整備したテントや物置

休診日

検診内容など
電話番号
区
地
歯科診療所名

町内実施診療所
歯周病検診

１２
広報かわづ
2018.９
広報かわづ
2018.９
１３

▲整備した電気機器など

20

30

□水道

トライアスロン実行委員会

10

歯周病は自覚症状がなく進行する
ので、この機会に受診しましょう。
■対象者 今年度に40歳、50歳、60
歳、70歳になる人（対象者には８月
に問診票を郵送しています）
■実施期間 ２月末まで
問 健康福祉課
34－1937
10

７月

□建設

「第３回河津町子ども・子育
て会議」が開かれました。
会議では、▼子育て関連施
設建設候補地の検討▼施設内
容の検討（前回答申の見直し）
▼子ども・子育て支援事業計
画について話し合いました。
施設内容については、
「前回
の答申では一体となっていた
放課後児童クラブの機能を分

□教育

■健診事後教室（要予約）

□窓口

60 11

８月３日＠役場災害対策本部室

□議会

委員会では、▼大会概要▼
申し込み状況▼ボランティア
募集状況▼今後のスケジュー
ルなどが話し合われました。
今後は、 月下旬から 月
上旬の間に、第２回実行委員
会や第１回安全対策会議、ボ
ランティア説明会などを行い、
当日へ向けて準備を進める予
定です。

□健康

月 日 日( に
) 行われる「町
政施行 周年記念大会 第３
回河津フラワートライアスロ
ン大会」の第１回実行委員会
が開かれました。
委員会には、岸重宏町長を
はじめ、町職員、町体育協会、
渋谷区トライアスロン連合、
観光関係者など約 人が出席
しました。

□保険

▲フラワートライアスロン実行委員会

歯周病検診のお知らせ

30

□産業

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 10月２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

20

□介護

11

次回開催日

■育児相談

９月26日 (水)
13時30分～15時30分
予約受付期間 ９月18日 (火) ～21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

□子育て

7月

☎34－1937

□消防

１歳６カ月から就学前までの子ども
と保護者を対象にした教室です。いろ
いろな遊びを行い、こころと身体の発
達を促していきます。参加を希望する
人は健康福祉課へ連絡してください。
日 時 ９月25日 (火）
①未就園児
10時30分～11時45分
②幼稚園年少以上の年齢児
14時30分～16時
場 所 保健福祉センター

□税務

ふれあい町長室
11

□福祉

■健康相談および母子健康手帳交付

健康福祉課

場 所
持ち物

8月

日

時

９月18日 (火) 、10月１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

□企画

町政 Pick Up
□財政

→→→

保健のお知らせ

食事をおいしく
バランスよく
□防災

●今月のテーマ
□行政

◆ 今月の納税 ◆

暮らしの情報

後期高齢者医療保険料２期
10月１日 (月) が納期です。
問 健康福祉課 34ー1937

9/20～26 動物愛護週間

草刈機を貸し出します

野焼きはやめましょう

９月20日から９月26日は「動物愛護週

河津町農業経営振興会では、農地管

野焼きは法律で禁止されています！

平成30～31年度にエコクリーンセン

間」です。犬の登録や狂犬病予防注射

理のために歩行型草刈機の貸出事業を

野焼きとは、焼却設備を使用せずに

ター東河の大規模改修工事を実施して

日時・場所

をしましょう。

実施しています。

廃棄物を焼却することです。野焼きは

います。この間、通常２炉での焼却を１

10月３日 (水) 10時～15時

犬の登録

悪臭や煙害などで近隣の人の生活環境

炉ずつの交代運転とし、他市町に焼却

局までお問い合わせください。

が損なわれるだけでなく、火災と誤解

を依頼しますので、ごみの減量につい

対象者

を招く原因にもなるのでやめましょう。

て一層のご協力をお願いします。

相

ひとの動き

談

身近なこと生活相談へ

戸籍だより
（７月１日～31日届出）

役場第２会議室
問

詳しくは河津町農業経営振興会事務

犬を飼い始めてから、30日以内に役

社会福祉協議会

☎34－1286

場に犬の登録を届け出ましょう。

町内の農地を管理しようとする人

予防注射

人権・行政相談

問

年４月ごろに各地区の公民館などで行
われる集合注射で必ず予防注射を受け

10月３日 (水) 10時～15時

ましょう。

役場第２会議室

適切管理

町民生活課窓口係

☎34－1932

日時・場所
10月５日 (金)

なるので、リードをつけて管理をしま

査日の約１週間前に「計量器定期検査
日

時

ご協力をお願いいたします。

自動車事故の紛争解決へ

人口と世帯
（８月１日現在）
人

口

7,320 人

（男）

3,553 人

（女）
世帯数

前月比（－18)

観光客など多くの人が訪れる時期に

質問に答えます。お気軽にご利用くだ

るので注意をしましょう。車を停めた

さい。

ら必ず鍵を掛け、手荷物からは目を離

☎34－1946

公証週間中の休日相談

日

時

10月10日 (水)

場

所

ベイステージ下田
４階

問

10時～15時

3,338 世帯

前月比（－３）

☎22－1336

2018.９
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相談をする場合は、事前に予約をし

訪問看護師就業セミナー

てください。

訪問看護のやりがい・楽しさ・面白

☎34－1932

NHKこころ旅お手紙募集

下田警察署管内防犯協会

「にっぽん縦断こころ旅 (2018秋の旅) 」。

☎27－2766

９月24日に北海道をスタートし、南下
して静岡を目指す11週間の旅です。

ゲートキーパー研修会
ゲートキーパーとは、身近な人の自
殺の危険を示すサインに気づき、適切

番組では、旅のルートを決定するた
め、町内の「忘れられない場所、風景」
にまつわる手紙を募集しています。
放送予定

な支援につなげる人のことです。

静岡県は12月17日(月)から12
月21日(金)

日

時

10月７日(日)

る損害賠償の問題でお困りの人へ、交

内

容

相続・遺言、任意後見、尊厳

就業セミナーを開催します。

通事故紛争処理センターの弁護士が、

死宣言、離婚給付、土地建物

日

10月10日 (水)

ス対処法を学びます。

別、年齢、思い出の場所、

当事者間の紛争解決のお手伝いをしま

賃貸借、金銭貸借など

【実習】１日目と２日目の間で

日

９月28日 (金)

風景にまつわるエピソード

下田公証役場

希望日に３時間程度

下田市西本郷１-２-５

10月17日 (水)

佐々木ビル３階

９時45分～11時45分

す。法律の専門家を活用することで、

場

所

早期に紛争解決を図ることができます。
センターでの弁護士費用は、解決す
るまで無料です。まずは、電話で予約
問

申

込

10時～15時

予約制（事前電話受付）

なお、平日の相談 (無料) の受付時間

(公益財団法人) 交通事故紛争処理センター
静岡相談室

１５

休日相談(無料)を行います。

問

町民生活課窓口係

NH K－B Sプレミアムで放送予定の

賀茂支部

です。この期間中、下田公証役場では、

問

さないでください。

第１会議室

静岡県行政書士会

古着等回収ボックスもご利用ください。

自動車事故の被害による示談をめぐ

をお願いします。

3,767 人

☎34－1946

車上ねらい・置引きに注意！

続きの代理を行います。

10月１日から10月７日は「公証週間」

お知らせ

産業振興課

役場前駐車場

10時～15時
☎32－3203

提出する書類などの作成や提出する手

問

ねらいや、置引きなどの犯罪が増加す

産業振興課

サンシニア河津

ことができます。基本的なことを確認

とおり無料相談所を開設し、皆さんの

問

問

よるもので、十分注意することで防ぐ

10月19日(金) ９時30分～12時

日時・場所

前年同月と比較して、約73トン減量

が行われています。

は、鍵を掛けていない車を狙った車上

所

272トン

しています。引き続き、ごみの減量に

静岡県行政書士会賀茂支部は、次の

場

345トン

県内全域で、秋の農作業安全確認運動

10月18日(木) ９時30分～16時

ください。

相談室

行政書士無料相談

通知書（はがき）」が送付されます。

介護でお困りの人、お気軽にご相談

サンシニア河津

☎34－1946

行政書士は、依頼を受けて官公署に
検査対象者には、県計量協会から検

平成30年７月

し、農作業事故ゼロを目指しましょう。

はかりの定期検査

下田市役所市民保健課 ☎22－3922

第１・３土曜日

河津町農業経営振興会事務局
産業振興課

下田市役所 (要予約)

電話予約をしてください。

毎月

問

☎34－1932

町民生活課窓口係

平成29年７月

農作業事故の多くが、単純なミスに

しょう。
問

介護の相談窓口

【ごみの量実績】

９月1日から10月31日までの２カ月間、

飼い犬に鑑札と注射済票をつけましょ

９時30分～11時30分、13時～14時
問

☎34－1932

秋の農作業安全確認運動実施中

う。また、犬の放し飼いは事故の元に

日本年金機構出張相談

町民生活課窓口係

ごみの減量にご協力を

１年に１回、近くの動物病院または毎

日時・場所

問

※このコーナーに掲載を望まない場合は
お申し出ください。

国民健康保険税５期
10月１日 (月) が納期です。
問 町民生活課 34ー1928

☎054－255－5528

は、９時から16時30分です。
問・申込先 下田公証役場 ☎22－5521

この研修会では併せて、笑いが心身

応募期限

11月12日 (月)

へもたらす効果、自分でできるストレ

応募内容

住所、氏名、電話番号、性

さを知ってもらうために、訪問看護師
時

時

13時30分～15時45分
対

象

番組ホームページ

関心のある人

www.nhk.or.jp/kokorotabi/

定員20人 (先着順)

FAX

03－3465－1327

郵送

〒150－8001

会

場

下田市民文化会館 第３会議室

会

場

下田総合庁舎 ４階 第８会議室

問

一般財団法人静岡県訪問看護ステー

申

込

９月21日 (金) までに電話申込

ション協議会 事務局

問・申込先

☎054－275－3339

応募方法

必着

賀茂健康福祉センター
☎24－2056

NHK「こころ旅」係
問

NHKふれあいセンター

☎0570－066－066

2018.９
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１４

和田 佳菜子 さん

わだ かなこ
下峰 30歳
浜松市出身。平成30年6月から地域お
こし協力隊に就任。主に観光協会で町
の情報発信などの活動に取り組む。

６月から地域おこし協力隊とし

ていたことから、経験を活かせる

前の職場で観光関係の仕事に就い

これからの活動について尋ねる

て活動をしている和田佳菜子さん。

と、
「まだ手探りな状態ですが、

と思い、応募しました。

へのイベント情報の掲載や情報紙

主に、観光協会でフェイスブック
のチェックなど、情報発信に携わっ

少しずつ自分にできることをやっ
ていきたいです。これからもっと

ています。
和田さんが河津町で活動したいと

ン代表の野尻あずさ選手、地元白馬村出身でクロスカントリースキー元日

本代表の成瀬野生さん、毎年ゲストとしてお迎えしている間野敏男さん、

酒井浩文さん、そして吉本ナショナルDREAMSの皆さんに今大会も熱く盛

り上げていただきました。大会は２日間ともに30℃を超える暑さの中で行

われましたが、たくさんの声援をうけ、懸命に走る姿が印象的でした。

れさまでした！

（ｓ）

子ども議員の皆さん、おつか

来た人たちも驚いていました。

顔負けの一般質問に、傍聴に

みんなが自分で考えた大人

質問をしている姿がかっこよ

休日はじっとしていられず、外

ている中で、子ども議員のみ

当日は多くの人が傍聴に来

も議員が集まりました。

内の３小学校から６人の子ど

ていた「子ども広報協力員」

の店員さんに気さくに話しかけら

思い立ったらすぐ行動に移す和

の特集を「子ども議員」とし、 かったです。

した」と語ってくれました。河津

田さん。その行動力で今後も活躍

へ出かけることが多いという和田

町のホームページで地域おこし協

する姿を楽しみにしています。

さん。車を運転することも好きで、

河津町の魅力を発信し、町のため

ゲストランナーには、

れたり、道を歩いているとみんな

思ったきっかけは、
町民の人柄だそう

競技会場を走り抜けました。

んなが堂々と落ち着いて一般

1998年長野オリンピックの

があいさつをしてくれたり、その

2,200人余りの選手たちが

子ども議会を開きました。町

になれたらいいなと思います」と

ントリー大会が開催され、約

行きたいと思ったら日帰りで遠出

です。
「５月に初めて伊豆を訪れた

白馬スノーハープクロスカ

今月号では、昨年まで行っ

７月21日・23日に第21回

人柄に惹かれました。また、自然

明るく話してくれました。

クロスカントリー大会
もするそうです。

とき、河津で立ち寄ったコンビニ

姉妹都市 長野県白馬村通信

もたくさんあっていいなと思いま

力隊の募集を知った和田さんは、

■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 /

2011年世界陸上女子マラソ

第21回白馬スノーハープクロスカントリー大会

㈱栄協

■印刷

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

白馬スノーハープ
第21回

河津町地域おこし協力隊

町の魅力を発信していきます

辞令を受ける和田さん

