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河津桜でおもてなし
(民間広報協力員特集 河津桜まつりおもてなしプロジェクトに届けられた絵）

March

３

2019 年 No.559

おもてなしをしている人たちを探しに、民間広報協力員が河津桜ま
つりが始まった町を歩きました。

さかさがわ実りの里

民間広報協力員が探しに行きました。

日の河津桜

３年目。今年もたくさんの人

まつりでお餅をつくのはもう

楽しんでもらっています。桜

み餅。昔ながらの３つの味で

しにかつおぶしを入れたから

味は小豆ときな粉、大根おろ

てもらえるとうれしいですね。

を食べて『おいしい』と言っ

の里の山口一之さんは「お餅

かずゆき

お餅を振る舞いました。実り

では５００人分のつきたての

まつりオープニングセレモニー

ています。２月

遊休農地を使ってもち米を作っ

は逆川地区の有志が集まり、

「さかさがわ実りの里」で

５００人分のお餅を
振る舞う

ありがとうをカタチにしている人たちを

が並んでくれてよかったです」
と話しました。

ハンギングバスケット彩（いろどり）

オープニング前に飾りつけました。実行委員会の
渡邊篤イベント部会長は「河津桜以外にも季節の
花を取り入れ、絶えず花を咲かせてこそ花の町で
はないかという思いから、おもてなし事業として
毎年続けられたらと思っています」と話します。

南小学校５年生壁新聞

笑顔で話しました。

思ってくれたらうれしい」と

壁新聞を見て、行きたいなと

んは「河津に来てくれた人が

聞ができました。萩原摩周く

ま しゅう

どを紹介するさまざまな壁新

とめました。花や河津七滝な

参考に町の情報を模造紙にま

際に行ったときの経験などを

から取り組み、本や自分が実

魅力を紹介しよう」と１学期

総合学習の授業で、
「河津の

流館２階に展示しています。

まつり期間中、河津桜観光交

新聞を制作しました。河津桜

に河津を知ってもらおうと壁

まつりに来てくれる人のため

南小学校の５年生が河津桜

みんなで考えた
おもてなしの壁新聞

来てくれた人をたくさんの花で彩りを添えてお
もてなし始めました。

涅槃堂まつり

沢田地区住民で作る
涅槃の甘茶
ね はん どう

日、

沢田地区の涅槃堂では河津
桜まつり期間中の２月

毎年恒例の「涅槃堂まつり」
が開催されました。まつりで
は団子や甘酒のほかに沢田地
区住民で栽培している天城甘
茶が「涅槃の甘茶」として来
場者に振る舞われました。甘
茶は９月に地区住民が葉の収
穫を行い、この日のために協
力して作りました。
河津桜まつりでは涅槃堂裏
手にある桜見晴台もにぎわい
をみせています。地区住民に
よってベンチが設置され登っ
た人たちがベンチに座り、川

河津中１年生ボランティア

カメラマンやります
ティッシュ配ります
河津中学校の１年生は、毎
年３～４人の班に分かれ「写
真 撮 り ま す 」「ご み も ら い ま
す」などの河津桜まつりボラ
ンティアを行っています。今
年は中学生が描いた河津の風
景画を入れたポケットティッ
日、笹原公園では「カメ

シュの配布も行いました。２
月

ラマンやります」のプラカー
ドを下げた中学生が、次々と
観光客に「撮ってくれる？」
ゆうあ

と頼まれ写真撮影をしていま
した。長田悠空さんは「思い
出に残る写真を撮ってあげた
い」と話しました。どの班も
観光客に笑顔で感謝の言葉を
かけてもらっていました。

２
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花で駅前通りを彩る
河津桜まつり実行委員会では、文化の家図書館
個のハンギングバスケットを設置

交差点から伊豆急河津駅までの街路灯に、パンジー
などを植えた
月にハンギングバスケットを作り、２月８日、

しました。集まったボランティアの人たちと昨年

34

沿いに咲く河津桜を眺められ

ハンギングバスケットを制作
河津の風景画が入っ
た「ティッシュ配
ります」

12

るように整備しました。

甘酒や甘茶を振る舞う

来てくれてありがとうの気持ちを伝えようと
10
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河津桜をバックに
「写真撮ります」

15

そして、私たちができるおもてなしとは――。
河津桜まつりで恒例の餅つき

15

毎年多くの人が訪れる河津桜まつり。

壁新聞を見ながら話す萩原摩周くん（南小 5 年）

河津桜を見に来てくれた人に「来てくれてありがとう」の気持ちを伝えるため、たくさんの町民のみなさんから
おもてなしの気持ちを込めた河津桜の絵が届きました。集まった３１２枚の絵の一部をご紹介します。
河津桜を見に来てくれた人
への「来てくれてありがと

「たくさんの人に届けられる

「もらってうれしいもの」

もてなしプロジェクトでした。

を込めて配布しようというお

なしは、河津桜の絵に気持ち

にはどうしたらよいか ―
。民
間広報協力員が選んだおもて

れぞれの思いも込められてい

絵が集まりました。きっとそ

まざまなアイデアが詰まった

わせたものなど、色も形もさ

桜の形に切った色紙を貼りあ

プで河津桜を表現したものや、

２枚。押し花やマスキングテー

集まった河津桜の絵

もの」。折り紙、箸置き、し
もてなしプロジェクトに参加

う」の気持ちをカタチにする

おり …
と、いろいろなアイデ
アの中からおもてなしの気持
してくれました。

ます。たくさんの人たちがお

届けられた絵は全部で３１

ちを込めた河津桜の絵を募集
することにしました。
河津桜の絵の募集
今年１月、回覧板で配布し
た用紙で募集を開始しました。
ほかにも、文化の家図書館や、
町立さくら幼稚園、わかば保
育園、健康体操教室、デイサー
ビスなど、子どもからお年寄
りまでたくさんの人が協力し
てくれました。

ご協力ありがとうございました

４
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▲募集した回覧板
図書館で絵を描く子どもたち
デイサービスで絵を描くみなさん

野口武之さんご家族
（東京都）

たけ ゆき

も来ています。おもてな

河津桜まつりには何回

しの絵をもらって温かい
心を感じました。

さくの

たいき
ちもり

６

千守泰貴さんご家族
（埼玉県川口市）

４

た。早く春が来た感じが

１
５
1）たくさんのハガキの中からお気
に入りの絵を選ぶ 2）河津川沿い
で 3）笹原公園で 4）菜の花をバッ
クに 5）「Wow!」日本語を勉強中
の外国人 6）絵を説明する民間広
報協力員 7）涅槃堂まつりで

ささやかな
ありがとう運動を
今回の民間広報協力員おもてな
しプロジェクトのきっかけとなっ
たのは、ある町民の声でした。昨
歳）＝下佐ヶ野＝か

年の２月、ふれあい町長室に大塩
ひとみ

一美さん（

５年先も

年先もこの形が少し

ずつ実を結び、町民全員が参加で
きて、全国に向
けて大きな話題
になって、大勢
の人に来てもら
えたらうれしい
ですね」と話し
てくれました。

今年の河津桜まつり。見渡して
みれば町じゅうにお客様をあたた
かく迎えるおもてなしが広がって
いました。
新しい時代へ河津桜をつなげる
ための 〝おもてなし〟 元年。 次の

河津桜の絵はどれも思いがすごくこ
もっていて素敵なものばかりでした。
観光客にもこのおもてなしに好感をもっ
ていただくことができ、
「河津は人も町
もすごく素敵なところですね」と言っ
ていただきました。河津を知ってもら
うだけでなく、おもてなしの気持ちも
たくさん伝わるので毎年続けていけれ
ばと思います。（山崎綾）

河津桜まつりのおもてなしは、それ
ぞれのおもてなしに関わる方々の共通
の意識として、河津を選んで河津桜を
見に来てくださっているお客様への感
謝の気持ちを表すことが、最良のおも
てなしになっていると感じました。 鈴(
木香織）

感謝の絵を配布した時に、桜まつり
を心待ちにしている方が多いことにう
れしさを感じました。消しゴムはんこ
で作った私の絵も喜んでもらえたらい
いなと思いました。（植田友香）

特集をやる中で、町内のいろいろな
方が町の発展のために活動しているこ
とを知りました。話を聞くと皆さんの
おもてなしの気持ちがとても強く、河
津の良さを感じました。（磯谷美佐）

おもてなしはされた側だけでなく、
した側もとても豊かな気持ちになりど
ちらもうれしく、いきいきしているな
と思いました。今後もおもてなしを通
して河津町がますます盛り上がってい
くことを期待しています。（東真理）

民間広報協力員
〝取材を終えて〟

時代にも受け継がれますように ―
。

▲大塩さんが提案したおもてなし

よ』と聞くとうれしくなりました。

館員さんから絵が『集まってます

書館で設置してあったボックスに

良かったと思います。よく行く図

わったけれど、きっかけになって

案をしました。今回、形は少し変

の気持ちを伝えられたらという提

とお礼の手紙を配ってありがとう

長室』で、ぽち袋に入れた折り紙

去年の桜まつりの頃『ふれあい町

ものだろうかと考えていました。

という気持ちを何か形にできない

ださるお客さまに、ありがたいな

「以前から、桜まつりに来てく

が寄せられました。

ら、桜まつりのおもてなしの提案
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永田みゆきさん、朔埜ちゃ
ん親子（東京都）

で旅行で初めて河津桜ま

お母さんが誕生日なの

つりに来ました。河津桜

の色がきれいで、満開の

ときもまた来たいです。

３

桜が好きで、もう 3 回

来ていますが、初めてオ

ープニング初日に来まし

していいですね。

７

町民のみなさんの願いのこもった河津桜の絵を２月10日と15日の両日、民間広報協力員が来てくれ
た人の手に１枚１枚届けました。河津へ来てくれてありがとうの気持ちと、また来てくださいの願
いをこめて。

好きな花でアレンジ作り

ZOOM I N KAWAZU

減塩料理を作る島崎会長と参加者

まちの
出来事

フラワーアレンジメント講座
生涯学習講座さくらアカデミーのフラワーアレンジ
メント講座が2月13日、町立文化の家生涯学習室で行
われ、19人が受講しました。全４回の講座はフラワー
アーティストの後藤清也さん＝沢田＝を講師にむかえ、
花について学びながら４種類の作品を作ります。初回
は、ハーバリウム作りを行い、受講者は自分が好きな
花を選び、楽しみながら作っていました。
せい や

おには～そと！ふくは～うち！
さくら幼稚園

節分にちなんだ豆まきが2月1日、さくら
幼稚園で行われました。はじめに竹内佐紀
子園長から園児らに「節分」とはどういう
ものなのか、絵を使いながら説明があり、
豆をまく意味を学びました。園児らは、鬼
を退治するために「おには～そと！ふくは
～うち！」というかけ声と一緒に、窓の外
へ向けて元気よく豆をまきました。
豆まきが終わるとお楽しみのお菓子まき
が行われ、クラスごとに大好きなお菓子を
一生懸命拾いました。

減塩でもおいしい味を学ぶ
おいしく血圧対策

バランスを考えながらハーバリウムを作る受講者

減塩料理セミナー

河津町健康づくり食生活推進協議会（島崎公子会長）
による減塩料理セミナーが1月30日、保健福祉センター
調理実習室で行われました。生活習慣病や薄味の工夫
方法などを学んだ後に、「鶏胸肉のカレーチーズピカ
タ」や「サツマイモと刻み昆布の煮物」などを作りま
した。参加者は、塩を入れすぎないように気をつけな
がら、減塩でもおいしい料理を学びました。

元気いっぱいに豆まきをする園児

右よし！左よし！確認よし
河津桜まつりが開幕
10

第
回河津桜まつりが２月

日から始まり、河津桜観光

交流館前駐車場でオープニン

グセレモニーが開かれました。

岸重宏町長をはじめ、土屋優

行県副知事や、観光関係者、

ミス伊豆の踊り子、河津バガ

テル公園のガッテルくん、伊

東マリンタウンのマリにゃん

などが参加し、河津桜まつり

の開幕を祝いました。

セレモニーでは山田和子河

29

ミニサッカーを楽しむ塾生

交通安全教室

県交通安全指導員による交通安全教室が１月24日に
さくら幼稚園、2月5日にわかば保育園で行われました。
わかば保育園では、ばら組17人が参加し、実際にトリ
ムコースから保育園までの道を一人ずつ歩きました。
横断歩道を渡るときには、ピシッと手を伸ばし、通る
車が停まったのを確認してから「右よし！左よし！」
としっかり確認して渡りました。

３種のニュースポーツを体験

向上しました。今年は来場者

１００万人を目指し、町の皆

さんと盛り上げていきたいで

す」と述べました。開幕を祝っ

て、オカリナの会や町商工会

女性部、子どもたちによる河

津町新生総踊り「花こよみ」

が披露されました。

セレモニー終了後は、下田

警察署による臨時警備派出所

の開所式が行われました。今

年は河津町交番が建て替え工

広報かわづ

事中のため、期間中のパトロー

2019.３

津桜まつり実行委員長のあい

９

ルや道案内、落とし物の取り

扱いなどを行います。

臨時警備派出所開所式

さつと、岸町長が「天城北道

路が開通し、車のアクセスが

オープニングセレモニーでのテープカット

第29回河津桜まつり

わかば保育園

豆まき

遊び名人塾

安全確認をし手をあげて横断歩道を渡るわかば保育園児

ニュースポーツ体験

町内の2・3年生が参加する遊び名人塾のニュースポー
ツ体験が1月19日、西小学校で行われ塾生32人が参加
しました。町スポーツ推進委員の指導のもと、塾生た
ちは3グループに分かれ、体育館でミニサッカーとドッ
ジビー、グラウンドではグラウンドゴルフを体験しま
した。塾生たちは学校などでは体験できない種目を時
間いっぱい楽しみました。
2019.３
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図書館だより
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No.191

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

図書館カレンダー ３月

28

29

30

31

★冬の図書館日記★

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
10時40分～11時

３月７・14・28日 (木曜日)
幼児向け

稲葉修三郎さんと鈴木基教育長のお二人のお話を聞きました。
最初に修三郎さんの河津にまつわる昔話を聞き、その後簡単なゲーム
でひと休み。次に教育長が西小学校の古い日誌を読みながら、戦時中の
学校の様子を話してくれました。終了後、展示された割りばしやゴムで
作った昔のおもちゃ、メンコの遊び方を教わり、試したり、遊んだりし
てにぎやかに過ごしました。

10時～10時30分

３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

競輪選手になるには、大変

今月のおはなし会

地域おこし協力隊の池田亮太

15時50分～16時20分
３月６・13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：３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10月生まれの赤ちゃん

新着図書案内
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

女性のための
「検査」がわかる本

小橋

成功する農業

岩佐

大輝

朝日新聞出版

昭和のお店屋さん

藤川

智子

運転をあきらめない
シニアの本音と新・対策

岩越

和紀

JAF
メディアワークス

電車で行こう！15

豊田
裕龍

巧/作
ながれ/絵 集英社

夏井いつきの
おウチde俳句

夏井

いつき

朝日出版社

いいね！

筒井 ともみ/さく
ヨシタケ シンスケ/え あすなろ書房

本と鍵の季節

米澤

穂信

集英社

そらのうえのそうでんせん 鎌田

１１

2019.３
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隆一郎

とうございました。

し協力隊として活動してきまし

ライダーハウスオーナー実現へ

さんお世話になりました。

「いちめんのなのはな」と書き連ねた暮鳥の詩は、菜の花畑が広がる。
黄色く遥かに続く風景をどこで見たのだろう。自分の内の菜の花畑が浮
おぼろづきよ
かぶ。子供の頃の遊び場？音楽本の「朧月夜」の挿絵？河津桜とコラボ
した菜の花？いずれにしてもそれぞれに大切な菜の花畑があるに違いな
みよし
たつじ
いし
い。春を詠ったもう一遍の詩は、三好達治の「甃のうへ。」
せいひつ
（しめやかに歩むみなご）にさくらの花びらが流れると、春は静謐の
中を足早に去っていく。

主婦の友社

“いだてん”金栗四三

近藤

隆夫

歩

汐文社

でとても助かりました。ありが

です。河津町で３年間、地域おこ
たが、３月で任期を終えます。皆

ぼちょう

今後は、引き続き河津に住み、
鳥獣害対策の活動も続けつつ、
ずっとやりたかったライダーハ

今までの活動を振り返って
３年間でさまざまなことに携わ

河津町地域おこし協力隊

書

出身の選手も、何人かいると

－1/19－

くれています。

河津の昔の話を聞こう

わたしの夢は、競輪の選手

27

になることです。その理由は、 お母さんが言っていました。

26

お母さんも競輪選手はわたし

25

競輪の選手は筋肉があって、

24

に向いていると、応えんして

23

かっこいいからです。

22

わたしが競輪選手になりた

21

夢を追いかけるために、わ

20

いと思うようになったきっかけ

19

たしが今がんばっていること

18

は、テレビで、競輪学校の様

17

は、フットサルやバスケット

16

ボールです。どちらもたくさ

15

子を見たことです。仲間とは

14

げましあいながら、厳しい練

13

ん走るので、足がきたえられ

12

習をしていました。きつい坂

11

ます。お兄ちゃんと長い距離

10

道を自転車でのぼる練習を何

９

を走ったり、学校のきつい坂

８

回もやっていました。女子選

７

道を走ってのぼったりするこ

６

手も、男子選手にまじって必

５

ともあります。今からたくさ

４

死でやっていました。つかれ

３

ん走って、筋力をつけていき

２

るだろうし、速くて危ないと

１

たいと思います。

土

思うけど、かっこいいなと思

金

いました。

木

なことがたくさんあるだろう

水

競輪選手に！

綾音さん

とみた あやね
見高浜
東小学校６年

校庭でバスケットボール

図書館入口右手の「伊豆の
踊子」コーナーに、稲葉修三
郎さん寄贈の太鼓、三味線、
下駄、人形が加わりました。
伊豆の踊子文学碑の原版裏側
にある書棚には「伊豆の踊
子」関連の本がそろっていま
すのでご覧ください。

日本にひとつしかない競輪

火

47

伊豆の踊子コーナーのご紹介

けど、本気でがんばります。

月

冨田

学校は河津から近いし、河津

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

池田

亮太

(29歳)

神奈川県茅ヶ崎市出身。2016年
４月、初代河津町地域おこし協
力隊として着任。2019年３月任
期終了。

ほるぷ出版

ウスをオープンさせたいと思っ
ています。ライダーハウスとは、

らせてもらいました。最初の頃

バイクや自転車などでの旅行者

は町の漁協の手伝いをしたり、

を対象にしたゲストハウスです。

NPO法人「伊豆の田舎暮らし夢

今後もがんばっていきますので

支援センター」で空き家調査を

よろしくお願いします。

したりしました。その後は鳥獣
害対策に携わり、畑に設置され
ているの電気柵の見回りや設置
のアドバイスなどを行いました。

https://www.facebook.com/
kawaz u.kyouryokutai/
問
企画調整課

体力勝負な仕事も多かったです
が楽しく過ごすことができました。
町民の皆さんが敬遠せずに接

☎34－1924

してくれ、協力もしてくれたの

▲鳥獣害対策の活動

アリス館

2019.３

広報かわづ

１０

町政 Pick Up

□財政

１月

□消防

保健のお知らせ

17.5分

8,000歩

20分

●高血圧症 ●糖尿病
●脂質異常症 ●メタボリック･シンドローム（75歳以上の場合）

9,000歩
10,000歩
12,000歩

25分
30分
40分

●高血圧（正常高○血圧）

●筋減少症

●体力の低下（特に75歳以上の下肢筋力や歩行速度）

●高血糖

●メタボリック･シンドローム（75歳未満の場合）
●肥満

分で１２０歩、１秒で２歩

歩くくらいのリズムが目安

です。５分続けてではなく、

ゆっくり歩いた後に早歩き

を１分など交互に繰り返す

と、筋力・持久力を無理な

く向上させることができま

す。早歩きくらいの中強度

の運動をする時間や歩数に

よって、病気の予防効果も

変わってきます。

▲1日あたりの歩数と予防できる病気

運動をする時にはウォー

いている人は、そのうち５

15分

7,500歩

少しずつ、自分の体を意識

7,000歩

３月になり、暖かい日が

●要支援･要介護 ●認知症（血管性認知症、アルツハイマー病）
●心疾患（狭心症、心筋梗塞） ●脳卒中（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血）
●がん（○○がん、○○がん、肺がん、乳がん、子宮内○がん）
●動脈硬化 ●骨粗しょう症 ●骨折

●うつ病

分を早歩きに変えてみましょ

7.5分

う。早歩きというのは、１

5,000歩

●ねたきり

すでに運動習慣のある人

予防できる病気･病態

0分
5分

する時間を持ちましょう。

速歩き時間

増えてきました。屋外での

歩数

活動がしやすくなるこの季

節は、すでに運動習慣のあ

る人もこれから始める人も、

年後に何をして

生活を見直すチャンスです。

５年後、

いたいかを思い浮かべ、一

歩を踏み出しましょう。

分多く体を動か

運動習慣のない人は、ま

ず今より

すことを心がけましょう。

それだけでも健康寿命が長

くなる効果があると言われ

ています。テレビを見なが

10

2,000歩
4,000歩

ミングアップやクールダウ

055－973－1166

らストレッチ、いつもより

三島年金事務所

10

1日あたりの「歩数」「中強度活動（速歩き）時間」と
「予防（改善）できる病気･病態」

ンをしっかりと行い、体調

問

大股で歩く、仕事をしてい

合わせください。

をチェックしてできること

い内容は、三島年金事務所にお問い

から始めましょう。

民年金保険料が免除されます。詳し

は、運動の量や質をあげて

ときには、出産前後の一定期間の国

みてはどうでしょうか。例

国民年金第1号被保険者が出産した

秒キー

産後期間の免除制度が始まります。

るときに気付いたらお腹に

を述べました。

４月から、国民年金保険料の産前

力を入れてまずは

4 月から産前産後の
国民年金保険料免除

保健師

0120－560－655 (年中無休）

真由美

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

関

河津町24時間電話健康相談ダイヤル

30

健康福祉課

提供会員向けの講習会を開催します。
日 時 ３月25日 (月) ～３月27日 (水)
10時～16時 (27日は16時30分）
場 所 役場２階 第１会議室
申 込 ３月20日 (水) までに申し込んで
ください。(託児あり）

30

分歩

■ファミリー・サポート・センター

☎34－1937

健康福祉課

えば、今はゆっくり

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 ４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

できることから
体改革！

プするなど、合間の時間に

日＠伊豆市

伊豆縦貫自動車道の一部と

地元園児や来賓らによるテー

式典後は天城北道路会場で

号下船原バイパスが１月 日、

プカットが行われ、最後に出

なる天城北道路と国道１３６

同時に開通し、修善寺総合会

席者が開通を祝う車両でパレー

ドを行いました。

館で式典が行われました。

式典には約４３０人が出席

で、平成
年に部分開通した

桜まつり前に開通という願い

修善寺～大平ＩＣに続き、今

天城北道路は全長６・７㌔

がかないました。アクセスが

回の大平から月ヶ瀬ＩＣ間

し、川勝平太県知事は「河津

良くなり多くの人に訪れても

（５・１㌔）が開通し、全線

20

26

河津桜まつり開幕前に天城北道路が全線開通

１月

▲天城北道路開通を祝うテープカット

３月18日 (月) 、４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

■育児相談

※ふれあい町長室は平成30年度末で終了します。
問 予約電話 企画調整課 ☎34ー1924

26

時

場 所
持ち物

3月25日 (月)
13時～15時
予約受付期間 3月18日 (月) ～22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。

らい、世界一美しい伊豆半島

12

年度県広報コンクー

月号（平

月５日発行）が、広

30

２月

次回開催日

開通になりました。

平成

年

12

ルで、広報かわづ

成

報写真組み写真部門で奨励賞

周年記念大会

広報かわづ

を受賞しました。入賞したの

は、町制施行

第３回河津フラワートライア

スロンの特集ページで、参加

した選手やボランティアスタッ

フなどをたくさんの写真で紹

介しました。紙面の作成にご

協力いただいた皆さん、あり

がとうございました。

2019.３

60

30

→→→

日

ふれあい町長室

を感じてほしい」とあいさつ

▲広報かわづ12月号４～５ページ

広報かわづが奨励賞

□教育

水道委員７人に委嘱状交付

□産業

県広報コンクール組み写真部門

□水道

人で構成されています。委員

況とアセットマネジメントの

□建設

第１回水道委員会（渡邊

結果を協議し、将来へ向けて

会では、現在の水道事業の状

篤委員長 が
) ２月４日に開催
され、岸重宏町長から委員に

の新たな水道ビジョンや経営

戦略について話し合いました。

委嘱状の交付が行われました。

水道委員会は、水道事業の運

営や水道ビジョンなどの計画

これまでの投資や人件費を抑

□税務

えるなど、事業コストを削る

□窓口

だけで運用されてきた水道料

□議会

金も今後の課題として取り上

げられました。

□健康

について協議します。

□保険

委員は、渡邊篤さん、重永

□介護

一夫さん、島崎公子さん、馬

□子育て

場進吾さん、濱信介さん、稲

葉競さん、山口一之さんの７

□福祉

２月４日＠役場 第２会議室

▲岸重宏町長から委嘱状を受け取る渡邊篤委員長

□企画

１３

●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

■対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
■届出時期
平成31年4月からです。それ以降は出産予定日の6カ月前から届出ができ
ます。
■免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間（産前産後期間）
の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または
出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは妊娠85日（4カ月）以上の出産。（死産、流産、早産を含む）
■届出先
健康福祉課 保険年金係
2019.３

広報かわづ

１２

◆ 今月の納税 ◆

暮らしの情報
ひとの動き

相

後期高齢者医療保険料８期、介護保険料随時
４月１日 (月) 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
（１月１日～31日届出）

伊豆半島アンテナショップ

日時・場所
３月20日 (水)

SNSの使い方を気をつけて

お知らせ
伊豆半島の自
10時～15時

治体による広域

華街に開設して

り合った人と会ってしまい犯罪に巻き

に触れてもらい、午後はルール（法）

いる伊豆半島ア

込まれてしまうケースなどが増えてい

作りを体験し、問題や紛争の解決方法

ついての質問や、年金の請求、各種書

ンテナショップ

ます。

を学ぶことができます。

類の提出などを受け付けます。ぜひご

に河津町の紹介ブースができました。

家庭で次のような、イ

利用ください。

このブースでは河津町の観光情報のほ

ンターネット利用時の

日時・場所

か、ふるさと納税や移住・定住など河

ルールを作るなど、話し

津町に関するさまざまな情報を発信し

合いの場を持ちましょう。

９時30分～11時30分、13時～14時

ています。

インターネット利用時のルールの例

電話予約をしてください。

店

舗
所

問サンシニア河津

美・伊豆（び・いず）

・悪口など相手が嫌な思いをする書き
込みをしない

間

11時～18時

月曜定休

電

話

045－222－8202

職

種

国税専門官（大卒程度）

資

格

①平成元年4月2日～平成10年
4月1日生まれの人

276トン

前年比

257トン

－19トン

▼古着等回収ボックスについて

事前申込

国家公務員募集
人事院は2019年度に次の採用試験を
行います。受験案内などは人事院ホー

・インターネットで知り合った人と直
接会わない

時

平成30年1月 平成31年1月

☎055－931－1848

・使用時間を決める

横浜市中区山下町220

込

【ごみの量実績】

問静岡県弁護士会沼津支部

伊豆半島アンテナショップ

ムページからダウンロードできます。

古着等は回収ボックス (役場内) をご利用く
ださい。
※燃えるごみの指定袋に入れてください。

総合職試験（院卒者・大卒程度）

・安易に個人情報や顔写真を載せない

受

付

3月29日 (金) ～ 4月8日 (月)

(制服で写っている写真から学校が特

試

験

第1次

定されてしまうこともあります）

一般職試験（大卒程度）

4月28日 (日)

【不法投棄処理実績】
平成30年1月

110 ㎏

町では、定期的に不法投棄防止パト

・投稿を公開する範囲を設定して、知

受

付

4月5日 (金) ～4月17日 (水)

ロールを行い、不法投棄の未然防止や

らない人が閲覧できないようにする

試

験

第1次

早期発見に努めています。

(友達やフォロワーだけが閲覧できる

一般職試験（高卒・社会人（係員級)）

よう非公開に設定する）

税務職員試験

犯罪に巻き込まれないよう、SNSの

受

付

6月17日 (月) ～6月26日 (水)

環境美化に努めましょう。

使い方には気をつけましょう。

試

験

第1次

問町民生活課窓口係

問下田警察署管内防犯協会

問人事院中部事務局第二課試験係

☎27－2766

②平成10年4月2日以降生まれ

6月16日 (日)

不法投棄を「しない」はもちろん、
「させない」適切な管理を行い、町の

9月1日 (日)

☎34－1932

☎052－961－6838

の人で次に掲げるもの

10時～15時

年3月までに卒業する見込み

相談室
☎32－3203

の人

マイナンバーカード（個人番号カード）の交付申請をし、「交付通知書（ハガキ）」が届い

・人事院が上記に掲げる人と

てから、マイナンバーカードを受け取っていない人は、交付希望日を予約のうえ、本人が窓

同等の資格があると認める人

口へお越しください。

申

込

インターネット申込

交

受

付

3月29日 (金) 9時～4月10日 (水)

持ち物

試

験

第1次

6月9日 (日)

第2次

7月11日 (木) ～7月19

日 (金) のうち、いずれか指定

付

平日

９時～17時（１人20分程度かかります）

□ 交付通知書（ハガキ）※

□ 通知カード

□ 本人確認書類（①または②）
① １点で確認できるもの（運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど）
② ①を持っていない人は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された
もの２点（健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証、預金通帳など）

する日

広報かわづ

申

要

・大学を卒業した人および2020

第１・３土曜日

サンシニア河津

2019.３

減量にご協力をお願いします。

三島年金事務所の職員が年金制度に

毎月

１５

ずつの交代運転としますので、ごみの
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日本年金機構出張相談
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または模擬裁判傍聴により実際の裁判

お気軽にご相談ください。
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象

定

真流出による被害、ネットを通じて知

を設けています。介護でお困りの人、

世帯数

対

ター」が横浜中

サンシニア河津では介護の相談窓口

3,734 人

スブックなど）を利用しています。

午前中は実際の刑事裁判傍聴

介護の相談窓口
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います。この間、通常2炉の焼却を1炉

概

国税専門官受験者募集

3,526 人

静岡県弁護士会沼津支部

プト－クでのいじめやネット依存、写
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所
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問美しい伊豆創造センター

前月比（ー27)

場

参加費

近く

7,260 人

インスタグラム、ツイッター、フェイ

とりができて便利な反面、LINEのグルー

河津町役場 (要予約）

平成29～31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

豆 創 造 セ ン

▲河津町ブース

ごみと不法投棄の実績

9時30分～16時30分

団体「美しい伊

横浜中華街長安道沿い地久門

口

3月28日 (木)

☎34－1286

住

人

時

気軽に複数の人とメッセージのやり

問河津町役場健康福祉課 ☎34－1937

（２月１日現在）

日

スマートフォンを持ち、ＳＮＳ（LINE、

観光を推進する

４月19日 (金)

人口と世帯

ジュニア・ロースクール

保健福祉センター ボランティア団体室
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。

中高生を中心に多くの子どもたちが

町県民税随時期、国民健康保険税随時期
４月１日 (月) が納期です。
問 町民生活課 34ー1928

問名古屋国税局人事第二課試験係
☎052ー951－3511

▲マイナンバーカード

□ 住民基本台帳カード（お持ちの人）
※交付通知書（ハガキ）を紛失した場合は、お問い合わせください。

問町民生活課窓口係
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☎34－1932
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本の読み聞かせとさまざまな絵本

むしの会」や、町内の小中学校で、

幼児を対象とした「はらぺこあお

の資格を持つ鈴木雅孔さんは、乳

静岡県子ども読書アドバイザー

ときに読んであげているそうです。

絵本を毎年中学３年生が卒業する

すること。中でもいちばん好きな

ことは、自分が大好きな本を紹介

聞かせをするときに心がけている

元々絵本が好きな雅孔さんが読み

スや、子育ての不安を軽くしてあ

選びに悩むお母さんへのアドバイ

書館に勤務していたときに、絵本

「はらぺこあおむしの会」は、図

をもらっているのだとか。

なく、むしろ子どもたちから元気

ているので大変さを感じたことは

ですが、自分の大好きなことをやっ

変そうだね」などと言われるそう

毎日忙しい雅孔さん。よく「大

げられる居場所づくりをしたいと

トーク活動をしています。

をテーマごとに紹介をするブック

大好きな絵本を読み続けたい

すずき みやこ
浜 45歳
元幼稚園教諭。家庭的保育「ぽんぽん
やまのおうち」で子どもを預かりなが
ら、ボランティアで町内の子どもたち
に絵本の読み聞かせを行っている。

スノーピークと包括連携協定締結

1月23日（水）株式会社スノー

ピーク、株式会社スノーピーク

白馬および白馬村の３者で、観光

結式が行われました。

株式会社スノーピークは全国で

も多くの地域創生の実績があり、

包括連携協定の締結式

白馬での取り組みとして「グランピングフィールドの監修」
「新規商業施設

の開業」「防災拠点としての地域貢献」「商品作りや販路開拓」などを行う

とのこと。2020年春に開業予定の複合商業施設は、国立競技場などで知ら

れる建築家の隈研吾氏が手掛け、キャンプ用品の販売・レンタルのほか、

ていました。寒い冬が終わり、 ５人も驚きました。配布する

ざまなアイデアで描かれた河
く続け、あたりまえのことを続け

現在は毎週 組くらいの親子が来

け取ってくれました。ご協力

レストランやキャンプなど野遊びができる施設になると発表されました。

集で河津桜の絵を募集すると、 ありがとうございました。 ｓ(）

今月号は民間広報協力員特

暖かい春が近づいていますね。 と「きれい」と言いながら受
友香さん（民間広報協力員）

る大切さをモットーにがんばりま
【取材】植田

てくれ、絵本の読み聞かせやパネ

ら少しずつ咲いていく河津桜

まりうれしかったです。さま

予想以上にたくさんの絵が集

貢献を含めた包括連携協定の締

津桜に私も民間広報協力員の

振興から防災拠点としての地域

を見ては、ついつい写真を撮っ

る河津桜。取材で外に出なが

一足早い春を知らせてくれ

姉妹都市 長野県白馬村通信
す」と笑顔で話してくれました。

どで楽しい時間を過ごしています。

■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 /

鈴木 雅孔 さん

今後は「今やっていることを長

ご

くま けん

静岡県子ども読書アドバイザー

ルシアター、エプロンシアターな
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㈱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

思い、平成 年５月に発足しました。

「はらぺこあおむしのおたよ
り」は通算150号に

