広
報

December

2018 年 No.556

平成最後のミス伊豆の踊り子
(10月28日 第26代ミス伊豆の踊り子オーディション）

12

今年で３回目の河津フラワートライアスロン大会。

11

スイム（水泳）・バイク（自転車ロードレース）・ラン（長距離走）の
３種目を続けて行い、

町表彰は、それぞれの分野において献身的な活動を続けられ、
町の発展に寄与された町民を表彰します。
表彰式は10月28日、河津バガテル公園オランジェリーで河津町制施行60周年記念式典において行われ、
５人のみなさんが表彰され、１人８団体に感謝状が贈られました。

合計タイムを競う鉄人たちのレース。

全国から集まった鉄人たちが河津でシーズン最後の大会に挑んだ。

60

功労表彰

委員として地域行政の進展に
國夫さん（

ました。町の部６位入賞およ
「ふるさと賞」２回受賞。

び人口１万人未満の部第１位
歳）

年からさつき展示会

年からふれあいまつ

りなどでの町大工組合刃物研

れました。

継続。長年社会福祉に貢献さ

銀行・地域福祉基金に寄附を

会「さくら功労者」受賞。

遣しスポーツ振興に尽力され

第１回大会から選手団を派

河津町派遣選手団

ぎコーナーの収益金を、善意

昭和

賀茂郡建築工業組合河津支部

長年社会福祉に貢献されました。

基金・町社協に寄附を継続。

厚意を、善意銀行・地域福祉

で苗を提供していただいたご

昭和

河津さつき愛好会

貢献されました。

寄附を継続。長年社会福祉に

57

２
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寄与されました。
安田
河津町農業経営振興会
朝市部会

＝下峰＝
長きにわたり町議会議員と
平成

歳）

＝見高入谷＝
して議会運営に尽力、また地
センターへ地産地消による食

成見さん（

町文化財保護審議委員、町
区行政連絡委員として地域行

さくらの会

に尽力されました。
読み聞かせ
年３月まで毎

図書館開館以来、平成
５月から平成

年

年４月から学校給食

立文化の家運営協議委員、社
材を提供し、食育活動の向上

感謝状
武夫さん（

歳）

政の進展に寄与されました。

教育の発展に尽力、また民生
委員児童委員として地域行政
歳）

の発展に寄与されました。
康之さん（
長きにわたり交通安全協会
浜同志会

鈴木
週日曜日、図書館で読み聞か

町消防団の分団長、本部部
下田地区支部河津町分会会長

せ活動に尽力されました。

長、副団長を歴任し、消防団
昭和

年から浜区どんど焼

として交通安全の意識向上な

年度から町立文化の

＝東京都文京区＝

公益財団法人

長として長年消防団の運営や
瑞宝単光章受章

きにおいていただいたご厚意

日

を、善意銀行および町社協に

年４月

平成
家図書館の図書購入のため毎

年から河津桜の保

年度（公財）日本さくらの

くりに尽力されました。平成

護・育成を続け、花のまちづ

平成

かわづ花の会

長きにわたり町議会議員と

旭日単光章受章

年寄附金の助成を継続し、文

年１月

日

して議会運営に尽力し、地方

＝見高入谷＝

故 土屋 粂太郎さん（ 歳）

平成

一新会

＝浜＝

29

どに尽力されました。

＝見高浜＝

15

21

発展に尽力されました。

鈴木

会教育委員として文化・社会

村松

70

81

化の向上に寄与されました。

平成

歳）

有功表彰
一義さん（

19

静岡県市町対抗駅伝競走大会

30

ました。

土屋

動に尽力、また地区行政連絡

員として積極的に人権擁護活

人権擁護委員、生活相談委

＝見高入谷＝

71
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自治の発展に大きく寄与され
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月 日 町制施行 周年記念大会 第３回河津フラワートライアスロン大会
11

１人の選手が、
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１

４) 秋空のもと爽快に走る
６) エイドステーションでは町民ボランティアが
ドリンクを選手に手渡した
７) 最終種目でトリムコースを駆けぬける

１) バイクで疾走する選手
２) ５) 地元の声援を受け必死にがんばる役場チーム
３) 海岸付近のトランジションエリアにズラリと並んだ
バイク

11) フィニッシュエリアでは猪鍋の温かいおも
てなしを堪能
12) 河津産カーネーションで彩った一輪差し優
勝カップを手に笑顔があふれた表彰式

11

10

60

４００人の鉄人たちが挑戦

周年記念大会第

日、河津浜

11

町制施行

月

11

３回河津フラワートライアス

ロン大会は

海岸をスタートし開催されま

した。全国から約４００人の

鉄人たちが大会に挑戦し、熱

℃程度の

20

いレースを繰り広げました。

月でも

11

この大会は快適性と安全性

を考え、

海水温が保たれている河津で

の開催とし、大会を通して地

域活性化を目的に町と渋谷区

トライアスロン連合（伊藤た

けし会長）が共同で企画した

㎞・ラン

40

９

もので、今年で３回目。伊豆

㎞・バイク

1.5

地域唯一の五輪公式距離スイ

ム

㎞を走る大会として注目を集

めています。

シーズン最後の大会

河津での大会は、国内のト

ライアスロンシーズンを締め

当日は晴天に恵まれ、選手

くくる最後の大会です。

㎞を

1.5

らは午前９時に河津浜海岸の

スイムからスタート。

泳いだ後、バイクで町内の周

回コースを疾走。最後は河津

川沿いのランニングコースを

走りぬけ、ゴールを目指しま

した。競技中は険しい表情を

広報かわづ

見せながらも、最後はみんな

2018.12

笑顔でゴールしました。

５

大会には２５０人の町民ボ

私たちの商品を買っていただき、
美味しいと言ってもらえてうれ
しかったです。この経験を将来
に活かしたいです。

ランティアが参加。今年は中

高生ボランティアがゴールし

た選手に河津産のカーネー

ションやみかんを手渡し、河

フィニッシュエリアの河津

津をＰＲしました。

桜観光交流館前には、走り終

えた選手やボランティアスタッ

フのために、おもてなしブー

スが設けられました。猪鍋や

河津泣きめしなどが振る舞わ

れ、選手はシーズン最後の大

会を楽しみました。

稲取高等学校被服食物部
パンやお菓子の販売
ボランティア部
選手にタオルやカーネーショ
ンの配布

12

８) 渋谷区トライアスロン連合会長でレースディレクター
の伊藤たけしさんのあいさつで大会の幕があがった
９) １.５kmを泳ぎ続々と海岸にあがる選手たち
８
10) 笑顔でフィニッシュテープをきる

10

下田高等学校
みかんの配布、選手
へ荷物の受け渡し

昨年も参加し楽しかったので今年も参加し
ました。やりがいのあるボランティアで充
実した時間でした。将来のための貴重な経
験ができてよかったです。

河津中学校
受付、
カーネーショ
ンの袋詰め、フィ
ニッシュテープ

初めて体験することもあり、
良い経験に
なりました。全部が楽しくて新鮮でし
た。今回のボランティアに参加して河津
の良いところを知ることができました。

神尾宗明さん (左) ＝笹原＝
（One MOL Oneチーム）
リレーの部17位/29チーム

会社の仲間と２チーム参加し
ました。
３種目のうちスイムだ
けでしたが楽しかったです。
大会に向けて仕事が終わって
から結構練習しました。大会
では仲間に河津の良いところ
を見せることができました。
来年は１人で参加してみたいで
す。

スイム山下）無事に泳ぎきれ
てよかったです。機会があれ
ば今度は１人で参加してみた
いです。 ラン鈴木）いちば
ん身近な種目でがんばりまし
た。 バイク山本）自転車は
通勤だけで、競技としては初
左から山下永吉さん、鈴木剛さん、山
挑戦でした。自転車は奥が深 本博雄さん（河津町役場チーム）
いです。楽しんで走りました。 リレーの部16位/29チーム
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思いや提言を発表

ZOOM I N KAWAZU

祝辞を述べる土屋優行静岡県副知事

まちの
出来事

第17回青少年の主張大会
第17回青少年の主張大会が11月10日、保健福祉セン
ターで行われ、小学６年生から高校生までの８人が日頃
の思いや将来の考えを発表しました。【発表者】吉田
龍さん (南小６年) 、金指亜佳音さん (南小６年) 、宇仁心
美さん (東小６年) 、塩田実礼さん (西小６年) 、東虹樹さん
(河津中１年) 、三澤裕矢さん (河津中２年) 、大川ほの
かさん (河津中３年) 、佐々木通彰さん (稲取高１年)

りゅう

あ

か

ね

み れい

み

ここ

こう き

ゆう や

みち あき

ミス伊豆の踊り子決定
写真上・旧天城トンネ
ル前に並ぶ３人 ミス
伊豆の踊り子の橋塲さ
ん（中央）、伊豆の踊
り子の小倉さん（右) 、
正木さん（左）

河津町が誕生して60年
町制施行60周年記念式典

写真左・「河津の良さ
を伝えていきたい」と
意気込みを述べるミス
橋塲さん

町制施行60周年記念式典が10月28日、河津バガテル
公園オランジェリーで行われました。さまざまな分野
で町の発展に貢献した人や団体14組が表彰され、土屋
優行副知事と森竹治郎県議会議員、長野県白馬村の下
川正剛村長から祝辞が述べられました。式典終了後に
は伊豆フィルハーモニー管弦楽団による記念演奏会が
開かれ、会場に祝福の音色が響きわたっていました。
まさ ゆき

たけ

じ ろう

まさ たけ

「地元で生きる」を発表した大川ほのかさん（河津中３年）

河津桜の剪定を学ぶ

見高神社伝統の舞を披露

河津の特産物を購入する来場者

第26代ミス伊豆の踊り子オーディション
第26代ミス伊豆の踊り子オーディション
最終審査が10月28日、河津バガテル公園で
行われました。
17人の応募者の中から見事ミス伊豆の踊
り子に輝いたのは橋塲南美さん（20歳）＝
伊豆の国市＝です。伊豆の踊り子には小倉
瑞希さん（19歳）＝伊豆市＝と正木里実さ
ん（19歳）＝上峰＝が選ばれました。
３人はこれから２年間、町の観光イベント
などさまざまな行事に参加し、河津の魅力
を発信していきます。
はしば

みなみ

みずき

りみ

地場産品が並ぶ河津ふれあいまつり

さんばそう

河津桜守人の会

河津桜剪定講習会

見高式三番叟奉納

河津桜守人の会（土屋達雄会長）による河津桜剪定
講習会が11月８日に行われ、桜守人やふるさと案内人
など23人が参加しました。
９月に行った講習会の実践として、河津桜守人の会
アドバイザーの加藤正通樹木医から剪定道具の消毒方
法、不要な枝と景観を保つために残す枝の見分け方な
どを学びながら、桜の剪定を行いました。

見高浜地区の見高神社で10月23日、町指定無形民俗
文化財の見高式三番叟が奉納され、多くの地域住民が
訪れました。江戸歌舞伎の名優４代目市川小団次から
地元の若者が舞を学び上演したのが始まりといわれる
三番叟は、毎年10月23日の秋の大祭に上演される見高
浜地区の伝統芸能です。当日は厳かに舞を披露し、五
穀豊穣を祝いました。

まさ みち

白馬で河津の特産物を販売
姉妹都市

桜の剪定を実践する受講者

９
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多彩なイベントでにぎわう

白馬村文化祭

第48回白馬村文化祭が11月３日と４日、長野県白馬村
ウイング21で行われました。河津町は３日に参加し、
アジやエボ鯛、金目鯛の干物、農産加工所のみかんや
わさび漬けの販売を行いました。なかでも金目鯛の味
噌汁は行列ができるほどの人気で、毎年楽しみにして
いると話す人も訪れました。会場は多くの来場者でに
ぎわいました。

河津ふれあいまつり

伝統の舞を披露する舞手

河津ふれあいまつりが10月28日、河津バガテル公園
で行われ、多くの来場者でにぎわいました。
みかんや野菜などの地場産品やゲームコーナー、氷
彫刻など27店舗が出店し、寄せ植え講座やダンス、稲
取高校吹奏楽部による演奏会などさまざまなイベント
が行われました。来場者は地場産品を購入したり、イ
ベントを鑑賞したりして秋の１日を楽しみました。
2018.12
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８

マイナンバーカード 1 枚あれば、マイナ
ンバーと本人確認がこの 1 枚でできます！
マイナンバーPRキャラクター マイナちゃん

マイナンバー（個人番号）カードとは、皆さんのマイナンバー（個人番号）と本人確認が一緒にで
分証明書として利用できます。
▼マイナンバーカード

住民票の交付申請
国民健康保険などの手続き
確定申告の本人確認書類
今後、民間サービスでも証券口座の開設や住宅ローンの締結などで利用
されるようになります。

10

▼通知カード

「通知カード」とは平成28年に個人番号制度が開始されたときに、皆さ
んに郵送した個人番号をお知らせしたカードです。
この「通知カード」で個人番号は確認できますが、申請などで個人番号
を使用するときには、この通知カードのほかに免許証やパスポートなど顔
写真入りの身分証明書が必要となります。(保険証など住所・氏名・生年月
日のみ記載があるものは２点必要です。）

20

底した財産調査、滞納処分を

行うと同時に、税務担当職員

の実践的な研修や県や市町か

らの徴収に関する問い合わせ

に対応しています。

地方税は、県市町が住民福

税における
公平性の確保

まな滞納処分に関する法的な

祉などの増進に向けたさまざ

県や市町から機構へ職員が

助言などを行うため、顧問と

まな施策を実現するための貴

派遣されているほか、さまざ

して弁護士、国税ＯＢ、警察

重な財源です。

税金の負担は公平が原則で、

納税は自主納税が原則です。

ＯＢなどが置かれています。

このような体制のもと、特に

徴収が困難な滞納に対し、徹

静岡地方税滞納整理機構は、静岡県と県内すべ
ての市町が協力し、地方税の徴収が難しい滞納を
共同して専門的に処理する広域連合です。平成
年４月から本格稼働し、 年が経過しました。

専門家集団による
徹底した滞納処分

静岡地方税滞納整理機構は、

県や市町にとって徴収困難な

滞納の移管を受け、捜索や差

し押さえ、公売を行っている

滞納処分の専門機関です。
行政には、厳正・公平な徴税

を行うことが求められ、納税

者の信頼を得ることは欠かせ

ません。

静岡地方税滞納整理機構は、

きちんと納税している皆さん

☎ 054－653－0011
℻ 054－653－3456
shizu-seiri-kikou@voice.ocn.
ne.jp

の立場に立ち、税における公

町民生活課徴収係 ☎34－1928
静岡地方税滞納整理機構

平性を確保します。

【問い合わせ】

きる写真入りの身分証明カードです。免許証やパスポートなどを持っていない人は、顔写真付きの身

通知カードに同封されている
交付申請書（※）に必要事項
を記入し、顔写真を添付して
専用封筒で郵送してください。

１ヶ月後

約１カ月後に、カードの準備
ができると、役場から自宅に
ハガキ（交付通知書）が届き
ます。

必要な持ち物（ハガキ、本人
確認書類、印鑑、通知カード
など）を持参し、役場町民生
活課へお越しください。マイ
ナンバーカードを交付します。
申請も

７
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自動車の差し押さえ

土地・建物の公売

機構が行う徹底した
財産調査と差し押さえ

住宅の捜索

※交付申請書は住所が変わ
ると使えなくなります。住
所が変わった人や、申請書
をなくした人は役場町民生
活課で新しい申請書を受け
取ってください。
問町民生活課窓口係 ☎34－1932
マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120－95－0178（無料）
平日／９時30分～20時 土日祝／９時30分～17時30分（年末年始を除く）

いろいろなところから

郵便で

パソコンで

スマートフォンで

証明用写真機で

マイナンバー総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp

※カード利用の停止は無休
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図書館だより

Ｈ30.12

No.188

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

図書館カレンダー 12・1月
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28

29

30

31

1/1

２

３

４

５

は休館日です。本の返却は返却ボックスへ。

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
2・3歳児向け

10時10分～10時30分

かわづっこ子育てねっと

絵本の読み聞かせ、創作あそび…楽しいことがいっぱいのクリスマス
会です。お友達と誘い合ってぜひ遊びに来てください。
と き 12月15日 (土) 10時30分～ (申込不要)
ところ 文化の家 生涯学習室

10時40分～11時

河津の昔のはなしを聞こう！

12月６・13・20日 (木曜日)
幼児向け

クリスマスおたのしみ会

河津にまつわる昔話や戦時中の河津の暮らし、出来事などを聞いて
みよう。
と き １月19日 (土) 13時30分～ (申込不要)
ところ 文化の家 読み聞かせ室
持ち物 水筒・筆記用具・メモ帳
対 象 町内に住む小学生

10時～10時30分

12月８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
12月５・12・19日 (水曜日）

ならないといけないと言われ

今月のおはなし会

たいです。

★冬のイベント★

私の将来の夢は、助産師に

26

なることです。きっかけは去年、 ました。その時、助産師は大

25

変な道なんだと知りました。

24

あるドラマを観たことです。

23

助産師への一歩として、勉

22

ドラマの中で、助産師さん

21

強をがんばることはもちろん

20

がお産で苦しむお母さんに、

19

ですが、私は言葉を優しくし

18

優しく寄りそい、安心させる

17

ていきたいです。友達に対し

16

ように声をかけていました。

15

て強い口調で話したり、ふざ

14

けてからかったりしてしまう

13

その姿を見て、自分もあんな

12

ふうにがんばっているお母さ

11

ことがあるからです。だれに

10

んを少しでも手助けする仕事

９

でも、優しい言葉かけができ

８

に挑戦したいと思いました。

７

るように、友達との会話や言

６

また、私は小さい子どもも

５

葉遣いを意識していきたいと

４

赤ちゃんも大好きなので、こ

３

思います。お母さんたちから

２

れから産まれてくる赤ちゃん

１

年末年始の休館

「ありがとう」と言ってもら

河津町の文化向上のためにと、公益財団法人
一新会から毎年図書購入費として助成をいただ
き、医療・科学分野に関する本をそろえていま
す。今年は書棚を増やし、より充実したコー
ナーになりました。
大人向けの本に加え、見るだけでも楽しい子
ども向けの点字本、しかけ絵本、大きな科学絵
本が多数そろいました。一新会コーナーにぜ
ひ一度お立ち寄りください。

土

をむかえる助産師の仕事にあ

金

える助産師を目指して、これ

木

からの生活を充実させていき

12/28～1/3

水

紗良さん

たかおか さら
笹原
南小学校６年

赤ちゃんを抱く紗良さん

ある日、母に助産師さんに

火

助産師を目指して

46
こがれるようになりました。

月

一新会コーナー『石原忍文庫』がリニューアル

高岡

なるには、はじめに看護師に

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

※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：12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８月生まれの赤ちゃん

「今日の国語の授業は朗読をします。菊池寛の『父帰る』を読めると
ころまで読むので、楽にして聞いてください。」そう言って先生は読み
始めた。中学二年の国語。充実した一時間だった。もちろん完読はしな
かった。そもそも、授業中に読み終えるような分量の話ではない。だけ
ど、先生の朗読はこれまでの教科書とは何か違う本の世界を開いてくだ
さったような気がした。図書室に時々通うようになったのは先生の朗読
の授業から間もなくのことだ。

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

地図で楽しむすごい静岡

都道府県研究会 洋泉社

木戸孝允

水谷
中島

俊樹/原作
ポプラ社
健志/作画

電車の顔図鑑 ３
特急・急行の鉄道車両

江口

明男

天夢人

ギヴ・ミー・ア・チャンス
犬と少年の再出発

大塚

敦子

ごはんのきほん

有元

葉子

SBクリエイティブ

ああ、愛しき古生物たち

土屋 健/著
ACTOW/絵

笠倉出版社

今日からはじめる
健康マージャン入門

日本健康麻将協会/監修
朝日新聞出版
朝日新聞出版/編著

カッターであそぼう！

五味

KTC中央出版

ヨーコさんの“言葉”

佐野
北村

シカクさん

マック・バーネット /文
ジョン・クラッセン/絵 クレヨンハウス

１１
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洋子/文
講談社
裕花/絵

太郎

講談社

河津町のジオスポット

まちのジオ

▲美しいスコリア層（鉢ノ山）

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 産業振興課
☎３４－１９４６
問 伊豆半島ジオパーク推進協議会
☎０５５８－７２－０５２０

今回は河津町のジオスポット
の鉢ノ山を紹介します。
鉢ノ山は標高618ｍ、底面の直
径は約1,000ｍの約３万６千年前の
噴火でできた円すい形のような
形をしたスコリア丘で、伊豆東
部火山群のひとつです。
山頂近くの遊歩道には、降り
積もったスコリアが美しい地層
を作っています。
Ｑ．スコリアって一体どんなも
のですか？
Ａ．スコリアとは、火山から出
てくる噴出物の一種です。マグ
マのしぶきが火口から放物線を

描いて放出され、空中で冷えて
固まるとスコリアになります。
火口の周囲にスコリアが積もり、
円すい形の丘をつくり、鉢ノ山
となりました。
鉢ノ山は伊豆東部火山群では
大室山（伊東市）に次いで２番
目に大きいスコリア丘で、山頂
には1738年に安置された石仏群
があり、天城連山や伊豆七島も
一望できます。
樹齢100年のヒノキ林や植物
も豊富な鉢ノ山で、自然観察・
森林浴を楽しんでみてはいかが
ですか。

2018.12
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１０

われている人は、１日にみ
それぞれの量を調節してく

かんなら２個、柿なら１個、 ださい。

健康診断を受けたみなさ
ん、健診結果から自分の健
食物繊維が豊富な野菜 き(
のこ類・根菜類）や、海藻

りんごなら２分の１個、バ

受診後、気になる数値を
類は、血糖値が上がるのを

康状態を把握していますか？

見つけ、どう改善していく
抑える食品です。食事の最

水分補給は水かお茶がお

）は約８個、栄養ドリン

（保健福祉センター玄関ホールで予定を
お知らせしています。）

☆くれよんくらぶのクリスマス会☆

日＠文化の家生涯学習室
これからの小学校のあり方
について「小学校再編の方向
で考えていく方が良いのでは
ないか」と再編の方向を示す
意見が多数ありました。今後
も慎重に審議を重ねていき、
具体的な答申書の作成に進む
予定です。数回の検討を計画
しており、早ければ年内にも
答申が行われる予定です。

１２
広報かわづ
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かが大切です。

すすめです。清涼飲料水は

初に食べると効果的です。

策事業」に取り組んでいま

町では、賀茂郡１市５町

す。そのため、今回は血糖
糖質が多く含まれています。

十分に摂取しましょう。

値が高い場合の食生活の注
角砂糖の数に換算すると、

で「糖尿病等重症化予防対

意点を紹介します。
多く含んでいるため、食べ
ク（１００）は約５個が

スポーツドリンク（５００

過ぎはお菓子と同じく注意
含まれています。角砂糖１

果物は果糖という糖質を

が必要です。ビタミンや食

認してみましょう。
朋代

保健師

前に栄養成分表示を見て確

個で３・５ｇなので、飲む
ナナなら１本が目安です

物繊維など、体に良いもの
も含まれていますが、適量
ｋｃａｌ）。複

（１日約
石井

10時45分～11時25分
ふれあいホール
12月19日（水）
保健福祉センター
時
所
日
場

未就学児とその保護者、兄姉
利用者

を守りましょう。
健康福祉課

次回の委員会は 月に開催
予定で、民間と提携したとき
の既存施設のあり方について
検討します。

討していく▼指定管理者制度
に興味のある企業は多い▼バ
ラ園部分は公園のテーマとし
て整備されたものなので残し
たいなどの意見が出されまし
た。

月７日＠役場第２会議室
「第２回河津バガテル公園再
生検討委員会」が 月７日に
行われ、河津バガテル公園の
事業再生について議論を進め
ました。
今回の委員会は、民間資本
の導入に軸を置いて話し合わ
れ▼第３セクターによる運営
でなく、民間資本を直接入れ
ていくことで、事業内容を検

場

今後の小学校のあり方を論議
月

□教育

「第５回河津町学校教育環境
整備委員会」が 月 日に行
われました。
委員会では、８月下旬に開
催した４回の地区懇談会での
意見や要望カードの分析結果、
これからの児童数の変遷、各
小学校の施設の耐用年数など、
資料をもとに論議が交わされ
ました。

□産業

14

14

子ども・子育て会議の答申

12

所

毎週月曜日～金曜日
※土・日曜日、夏期（８/12～16）、年末年始（役場閉庁日）
はお休みです。
10時～16時
保健福祉センター ２階
開放日

子育てサロンの利用

数の種類を食べるときは、

0120－560－655 ( 年中無休）
11

11

例えば血糖値が高いと言

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

バガテル公園、事業再生を検討

河津町24時間電話健康相談ダイヤル

□水道

広報かわづ

所

□建設

2018.12
１３

■健診事後教室（要予約）

□窓口

援センター機能を主としたコ
ンパクトな施設とし、▼候補
地として役場周辺か中学校周
辺を選定▼放課後児童クラブ
は「小学校のあり方」の答申
の方向に沿い小学校敷地内で
運営ができるよう整備を望む
などの方向を答申しました。
答申の内容は町ホームページ
で公表しています。

□議会

「子育てサロン」は、子育て中の
親子が自由に訪れ、時間を過ごせ
る場所です。保健福祉センターで
活動中の育児サークルのメンバー
が交代で常駐しています。
親同士の情報交換、子育てのお
手伝いの場所としてご利用くださ
い。詳しくは健康福祉課にお問い
合わせください。
問 健康福祉課
34－1937
▲秋バラの咲く河津バガテル公園

場

12月18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
保健福祉センター
時

11

11
□健康

日＠役場応接室

□保険

19

月

□介護

河津町子ども・子育て会議
（稲本敏尚委員長）は 月
日、子育て支援施設計画に関
する答申書を岸重宏町長に提
出しました。会議では、
「子育
て支援施設計画」および「河
津町子ども・子育て支援事業
計画の策定」について議論や
検討を行いました。
子育て支援施設は子育て支
10

10

日

□税務

ふれあい町長室

80

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 １月８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、
歯科相談
持ち物 母子健康手帳

☎34－1937

場 所
持ち物

11月

■育児相談

12月25日 (火)
13時30分～15時30分
予約受付期間 12月17日 (月) ～21日 (金）
対
象 河津町民。一人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

▲稲本委員長が答申書を提出

時
日

→→→

10月
□消防

次回開催日

19
□福祉

■健康相談および母子健康手帳交付

健康福祉課

こんにちは
保健師です。

□財政

12月17日 (月) 、１月７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

保健のお知らせ

食生活改善！
〈血糖値編〉
□防災

●今月のテーマ
□行政

◆ 今月の納税 ◆

暮らしの情報
ひとの動き

相

介護保険料５期、後期高齢者医療保険料５期
12月25日 (火) が納期です。
問 健康福祉課 34ー1937

談

身近なこと生活相談へ

戸籍だより
（10月１日～31日届出）

フードドライブにご協力を

お知らせ

日時・場所

第70回

人権週間

12月４日～10日は人権週間

県内では、厳し

12月15日から12月31日まで、年末の

い生活状況の中、

交通安全県民運動を実施します。
高齢者と子どもの交通事故防止や飲

います。焼却炉の全炉停止期間終了後 (12

の理由により、食

酒運転の根絶を目標に行います。16時

月20日) から年末年始にかけては、搬

保健福祉センター ボランティア団体室

会で「世界人権宣言」が採択されたの

☎34－1286

に困る人が急増し

以降は車のライトをつけるなど、安全

入ごみの増加が予想されます。持ち込

を記念し、12月10日を人権デーと定め

ています。そのた

運転を心がけましょう。

み時期をずらすことや、ごみの減量に

るとともに、法務省と全国人権擁護委

め多種多様な食品

問総務課防災係

が必要となります。

間を「人権週間」と定め、その間、全

フードドライブは、

三島年金事務所の職員が年金制度に

国で各種啓発運動を実施しています。

食料を持ち込むと

ついての質問や、年金の請求、各種書

皆さんも、この機会をきっかけに、

類の提出などを受け付けます。ぜひご

それぞれの違いを認め合い、「思いやり

です。ご協力をお願いします。

利用ください。

の心」や「かけがえのない命」につい

期

間

１月４日 (金) ～１月31日(木)

年末年始は出かける機会も多くなる

日時・場所

て、もう一度考えてみてください。

方

法

保健福祉センターにある食料

ので、カギかけの徹底と防犯対策を心

回収BOXに入れてください。

がけましょう。

食

料

①賞味期限が２カ月以上のもの

▲

１月11日 (金)

下田市役所 (要予約）

問地方法務局下田支局

１月18日 (金)

河津町役場 (要予約）

町民生活課窓口係

☎22－0535
☎34－1932

この旗が目印

ないもの (もち米以外)
水や酒類 (アルコールの入った飲料・

介護でお困りの人、お気軽にご相談
人KENあゆみちゃんと人KENまもる君

サンシニア河津

10時～15時
☎32－3203

問サンシニア河津

働き方改革関連法が平成31年4月1日

の中心となる訪問介護サービスの中で、

の確実な取得などの労働時間法制の見

重要な役割を担うサービス提供責任者

日常生活で起こるトラブルや悩みご

直しや、正規雇用労働者と非正規雇用

を対象として、県主催の介護サービス

と、困ったこと (心の悩み、消費生活、

労働者に係る均等待遇の確保、その他

の適正な提供および質の向上を図る研

住まい、生きがい、介護、法律など) 、

の施策についての説明会を次のとおり

修を開催します。

どこに相談すれば良いかわからない時

開催します。

内

の相談窓口です。悩みごとを一緒に考

内

容

働き方改革、その他の施策

え、専門的なアドバイスをしてくれる

対

象

事業主、企業の人事労務担当

暮らしなんでも相談

所を紹介します。

口

7,301 人

（男）

3,551 人

（女）
世帯数

前月比（－12)

3,750 人
3,328 世帯

前月比（ー６）

かる場合があります。

2018.12
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時

問ライフサポートセンターしずおか
☎055－922－3715

12月14日 (金)

詐欺電話・メール・はがき増加中

年末の大掃除で出た古着等は回収ボックス
（役場内）をご利用ください。

☎34－1932

問町民生活課窓口係

電話、有料サイト料金未納というメー
です。注意しましょう。
問下田警察署管内防犯協会
☎27－2766

住民基本台帳閲覧者の公表
住民基本台帳法第11条の２の規定に
基づき、平成29年11月１日から平成30
年10月31日までの河津町住民基本台帳

林退共の退職金請求
以前、林業の仕事に従事したことが

の閲覧者を次のとおり公表します。
１社

閲覧機関

株式会社ビデオリサーチ

あり、その当時、林業退職金共済制度

（日本たばこ産業株式会社

・訪問介護適正実施研修

(林退共) に加入していた人で、退職金

閲覧した日

委託）

・技術向上研修

請求手続きをした心当たりのない人は、

平成29年12月22日

指定訪問介護事業所のサービ

お気軽に最寄りの支部または本部へお

請求理由

ス提供責任者

問い合わせください。林退共事業本部

日本たばこ産業株式会社が実施する2018

１月26日 (土)、１月27日 (日)、

では、被共済者の人に確実に退職金を

年「全国たばこ喫煙者率調査」の対象

13時30分～15時

２月９日 (土) の３日間

受け取ってもらうことなどを目的とし

者抽出のため

下田公共職業安定所（ハロー

９時30分～16時30分

て、現況調査やアンケート調査を実施

閲覧範囲

みくらの里 (下田市吉佐美)

しています。ご協力をお願いします。

下佐ヶ野、湯ヶ野地区の昭和３年５月１

受講料

無料

問独立行政法人勤労者退職金共済機構

日から平成10年4月30日生まれの男女

締

１月18日 (金)

日

場

所

定

員

20人 (先着順）

申

込

12月10日 (月) まで

☎055－922－3715

平日９時～17時

東部事務所

１５

日

専門家に相談する場合は別途料金がか

受付時間

対象者

者など

※相談・取り次ぎは原則無料ですが、

相談ダイヤル

容

減量を心がけましょう。

ましょう

介護保険制度における在宅サービス

時間外労働の上限規制や年次有給休暇

しています。町民一人一人が、ごみの

留守を悟られないように新聞を止め

ルや総合消費料金未納のはがきは詐欺

より順次施行されることになりました。

前年同月と比較して、約２トン増量

旅行などで長期間外出する場合は、

要求、代わりの者が取りに行くという

訪問介護員研修 参加者募集

308トン

犯グッズを活用しましょう

問NPO法人フードバンクふじのくに

働き方改革等説明会

相談室

306トン

センサーライトや防犯ジャリなど防

息子、孫などを名乗った急なお金の

☎054－248－6177

平成30年10月

家を留守にする時や就寝前は、必ず

食品) の寄付はお断りしています。

日時・場所

平成29年10月

玄関や窓のカギを閉めましょう

▲

④破損で中身が出ていないもの

介護の相談窓口

第１・３土曜日

31日まで、年末特別警戒を実施します。

▲

もの

⑤お米は常識の範囲内で古く

毎月

県内の警察署では12月15日から12月

③未開封のもの

河津町役場健康福祉課 ☎34－1937

ください。

年末特別警戒実施します

②賞味期限が明記されている

問下田市役所市民保健課 ☎22－3922

一層のご協力をお願いします。
【ごみの量実績】

いう簡単で気軽にできるボランティア

電話予約をしてください。

人

☎34－1913

員協議会は毎年、４日から10日の一週

９時30分～11時30分、13時～14時

（11月１日現在）

平成30～31年度にエコクリーンセン
ター東河の大規模改修工事を実施して

職を失くしたなど

10時～15時

日本年金機構出張相談

人口と世帯

年末ごみ減量にご協力を

1948年 (昭和23年) 12月10日、国連総

12月19日 (水)

問社会福祉協議会

※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。

年末の交通安全県民運動

固定資産税３期、国民健康保険税８期
12月25日 (火) が納期です。
問 町民生活課 34ー1928

ワーク下田）

問下田公共職業安定所

１階会議室

☎22－0288

会

程

場
切

問社会福祉法人

梓友会 ☎27－3000

林業退職金共催事業本部
☎03－6731－2887

（外国人を除く）
問町民生活課窓口係

2018.12
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１４

あつみ りょう
浜 46歳
体感型動物園 i Zooに勤務し長年カメ
の飼育に携わる。毎日行われるカメレー
スの実況アナウンスが人気を集めている。

があるのではないでしょうか。最

フルな実況アナウンスを見たこと

ら渥美さんのカメレースでのパワ

ｉＺｏｏを訪れたことがある人な

飼育を担当している渥美良さん。

でうまく卵がかえるか心配で、か

す。当時のふ化装置は古かったの

しい白いカメを繁殖させたことで

たことは「アンナンガメという珍

いる渥美さん。今までにうれしかっ

から

ｉＺｏｏの前のアンディランド

近では、渥美さんのカメレースを

えったときはすごく感動しました」

体感型動物園ｉＺｏｏでカメの

楽しみに園を訪れる入園者も多い

と話してくれました。

年間カメの飼育に携わって

そうです。

写真はねずこの森へ行った年長組の園児たちです。落ち葉が敷き詰めら

尋ねると「カメは、ほかに似た形

けだったそうです。カメの魅力を

ニオイガメを飼ったことがきっか

のは小学５年生の頃、ミシシッピ

渥美さんがカメに興味を持った

ことができました。これからもた

す。生き物に優しい人柄を感じる

をしたりして過ごしているそうで

り、飼っているカタツムリの世話

休日は自宅で多肉植物を育てた

ン大会では、スイム会場から

河津フラワートライアスロ

つの競技を１人でこなすなん

で満ちあふれていました。３

りがとうございました。 ｓ( ）

バイク、ラン、フィニッシュ

ました。どの競技も間近で見

くさんの人を笑顔にする渥美さん

真理さん（民間広報協力員）

の動物がいないんです。その独特

【取材】東

。
て私には想像ができません …
皆さんすばらしいレースをあ

れ秋色に変わった森の中を子どもたちが笑顔で歩きました。

エリアと写真撮影に駆け巡り

ると、迫力があってすごかっ

の森」の散策をしました。

秋はさまざまなイベントが

八方尾根スキー場咲花ゲレンデまで、年中組、年長組は白馬岩岳「ねずこ

たです。スタート前のスイム

10月16日（火）にしろうま保育園の遠足が行われました。年少組は白馬

開催され、カメラを持って出

ねずこの森（白馬岩岳）

エリアは、選手たちのやる気

しろうま保育園遠足
かける日々でした。

姉妹都市 長野県白馬村通信
の活躍に期待しています。

顔で答えてくれました。

■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 /

渥美 良 さん

なフォルムが好きなんです」と笑

22
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■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

体感型動物園 i Zoo

たくさんのお客さんを喜ばせたい

カメレースの実況中

