御浜町は今年９月、町制施行５０周年を迎えました
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＜鈴木養正の頌 徳碑＞
鈴木養正は江戸末期
の大庄屋で、商業、海
運業、大敷漁業を営む。
氏は、私財を投じて阿田
和神社と光明寺を改築
する等大きな功績を残し
ている。村民はその遺徳
をしのび頌徳碑を建立
した。
この頌徳碑は阿田和
光明寺境内にあります。
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かんきつ学習会でみかんを収穫する児童の皆さん

２～３ 御浜みかん祭り
４
御浜町制50周年記念式典が挙行されました

「広報みはま」は御浜町ホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス http://www.town.mihama.mie.jp/
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合併処理浄化槽への切替や下水道接続をお願いします
家庭用パソコンの回収・リサイクル方法／年金だより
情報コーナー
合併通信／自衛官募集相談員が委嘱されました
町長だより
はじめまして／広報文芸／暮らしのカレンダー
みて見てみはま

６～７ 交通安全特集
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御浜町制施行5 0周年記念

御浜 み

か ん 祭り

「御浜みかん祭り」が 11 月２日、道の駅パーク七里御浜周辺を会場に
行なわれました。
町制施行 50 周年を記念して行なわれたイベントは、名古屋や四日市、
津方面からのみかん狩りに来られた方も含め、県内外から約 15,000 人
もの多くの方が訪れ、大盛況でした。
来場者の皆さんは、地元の特産品や御浜なべのふるまいなどを食べ、
また、ステージでは、楽しいイベントを満喫していました。

御浜町制施行 50 周年記念式典が挙行されました
11 月２日、三重南紀農協農業団地センターにおいて、式典が挙行されました。
式典には、来賓の皆さん、功労者表彰受賞者、各自治会長をはじめ招待者の皆さんなど、
約 200 人が出席。式典では、各分野に尽力された功績をたたえ、感謝の意を表す表彰が行
われ、29 人・２団体がその栄を受けました。
受賞者は、次のみなさんです。
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守久 氏 榎本 宣子 氏

泉
八郎 文化財調査員
文化振興プロジェクト委員会（団体）
御浜町文化協会（団体）

美し国三重市町対抗駅伝」参加者
募集！
う

「第２回

ま

各市町間の交流及び一体化の促進、スポーツに対する県民意識の高揚を目
うま
的として、三重県下の全市町が参加する「第２回 美し国三重市町対抗駅伝」
が開催されます。昨年は、29チームで競い、御浜町は総合20位、町の部9位の
成績（2時間43分13秒）でした。早春の伊勢路で「御浜町チーム」の一員として
“タスキ”をつないでみませんか？
【日時】平成 21 年２月 22 日（日） 午前９時～
《出場選手選考会》
【コース】42.195 ｋｍ（10 区間）
選考会において選手候補２名を決定します。
三重県庁舎（津市）～
選考会の出場は下記の日のいづれか１回です。
県営総合競技場陸上競技場（伊勢市）
【参加資格】平成 20 年 12 月１日現在、町内に在住
【日時】12 月 10 日（水） 午後７時～
又は勤務している方
12 月 13 日（土） 午前９時～
【募集人数】事前に選考会があります。
【場所】熊野市営陸上競技場
○小学生の男子・女子
○中学生の男子・女子
○ジュニアの男子・女子 ○ 20 歳以上の男子・女子 【申込締切】12 月３日（水）
○ 40 才以上の男子

○一般女子（中学生以上）

※上記のクラスで選手候補２名を決定します。

†申込み・問い合わせ先†
す ず き もとあき
教育委員会生涯学習係（担当 鈴木基朗）
☎３―０５２６

グラン
賞金 １ プリ
０万円
!!
第18回紀南地域写真コンテスト作品募集！
いよいよはじまる！

紀南地域活性会協議会は、紀南地域の生活や美しい景観など生活感、季節感あふれた姿を写した
作品を募集し、紀南地域写真コンテストを開催します。
【募集テーマ】
① 一般部門 「紀南の人々と暮らし」
② 特別部門 熊野賞「熊野の夏」
御浜賞「御浜の四季」
紀宝賞「紀宝の風景」
【募集期間】 平成 20 年 12 月 15 日（月）
～平成 21 年１月 15 日（木）
【発表・表彰式】 平成 21 年３月 14 日（土）
（予定）
【審査員】
第 17 回 写真コンテスト グランプリ
筒井 三四郎 氏 （社）日本広告写真家協会会員（APA）
「鬼ヶ城から見る満月」倉中亀男氏
（有）ツツイスタジオ主宰
川村 文康 氏 （株）Advision （デザイン、広告、総合企画会社）代表取締役
※住民の皆様にお願い
撮影をされる方のうち希望される方には「参加者カード」を発行しております。
「参加者カード」を身に着けた方を見かけましたら、できるだけ撮影にご協力ください。
†問い合わせ先†
紀南地域活性化協議会（御浜町産業建設課内）
まえ

わたる

（担当 前 亘）☎３―０５１７


交通安全特集

「わたしは事故をしない」と思っ
今年、町内での交通事故の総件数は 10 月 31 日現在で 141 件。うち人身事故件数は 34 件です。
人身事故を含めた総事故件数は、昨年に比べ減少傾向ですが、すでに２名の尊い命が失われていま
す。事故の特徴や回避方法を認識して、皆さんが交通事故の被害者や加害者にならないように、事
故のない町づくりをしましょう。

Ⅰ．交通事故の状況

Ⅱ．町内における交通事故例と回避方法

平成 19 年の三重県全体の総事故件数は 62,632
件です。
また、死者数では、118 人で全国でワーストの
18 位（人口 10 万人当たりでは 14 位）とやや高
い数を残していますが、平成 19 年の死者数は大
幅に減少しています。
平成 19 年の御浜町の総事故件数は 180 件で、
平成 15 年から減少傾向ですが、人身事故件数は
増加傾向にあります。

御浜町の年別事故件数
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御浜町での人身事故の特徴は、国道 42 号での
事故が人身事故件数の約半数を占め、事故の形態
も追突と出会頭で全体の約半数を占めています。
また、人身事故の３分の 1 以上が 65 歳以上の
高齢者による事故です。
ここで、その特徴と事故の回避方法について確
認しましょう。
【ケース１：追突事故（わき見）
】
町内での追突事故の９割は国道 42 号で発生
しており、事故多発場所は、道の駅パーク七里
御浜周辺、新緑橋周辺の国道です。すべての事
故が、わき見運転など前をよく見ていないこと
から発生しています。また、半数近くが高齢者
による事故です。
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※平成 20 年は、10 月 31 日現在です。

【ケース２：出会頭の事故】
出会頭の事故の９割が、町道や県道などで発
生しております。その事故の９割が、一時不停
止など安全を確認しないで飛び出したことによ
るものです。

止ま
れ

御浜町の交通安全活動
○早朝街頭交通指導
○国道 42 号での交通安全キャンペーン
○保育所・小中高校交通安全教室
○高齢者交通安全教室
○事業所における交通安全教室
○防災行政無線による交通安全啓発

交通安全特集

っていませんか？
紀宝警察署
交通課長

田中 孝治 さん

「安全安心」は

毎日の心掛けから

事故写真提供／紀宝警察署

事故を回避するには
運転中は、ドアミラーやルームミラーなどを見て、
常に周囲を確認していますので、視線を前方からそ
らす時などは、一つの方向に２秒以上視線を固定し
ないことが重要です。
また、速度に応じた十分な車間距離を持つことも
重要です。例えば時速 50 キロであれば 50 メートル
の車間距離が必要です。
ポイント

視線は固定せず 車間距離は十分に！

事故を回避するには
相手方に一時停止義務がある場合でも、必ず目で
安全を確かめる事が重要です。交差点が近づいたら
減速し車はもちろん自転車やバイク、歩行者などの
動きにも注意、確認し通行する習慣をつけるように
しましょう。
ポイント

こちらが優先でもゆっくり進入
しっかり確認！

†問い合わせ先†
に し だ ち か
総務課行政係（担当 西田千賀）
☎３―０５０５

めっきり寒くなりましたが皆さんい
かがお過ごしでしょうか。
美しい自然と温暖な気候に恵まれた
御浜町ですが、残念なことに交通事故
が多発しており、本年はすでに２名の
尊い命が失われています。 り ょ しょう
「覆水盆に返らず」とは周の呂 尚（太
公望）の言葉だそうですが、わずかな
注意や気遣いで防げたのに相手を死な
せることもある交通事故はまさに取り
返しがつかないことと言えます。交通
事故は当事者が処罰されるだけでなく、
関係した人全てに不幸をもたらします。
運転者の皆さんには人に優しい予測運
転「かもしれない運転」
「いる、来る運
転」を実行して無事故で毎日を過ごし
て頂きたいと思います。また歩行者の
皆さんには、横断時の十分な確認、夜
間は反射材や明るい色の服の着用など
励行していただきたいと思います。
「交
通事故ゼロ」の安全安心な御浜町を実
現させるのは皆さんです。
事故を防ぐ「防衛運転」の要は「予測」
であり、
「かもしれない運転」であると
されています。それを一歩進めて人、
車が隠れて「いる、来る」と考えて運
転することで事故を防ぐ「いる、来る
運転」を実行しましょう。

年末の交通安全県民運動
【期
間】12月11日
（木）～12月20日
（土）
【運動の重点】 １．高齢者の交通事故防止
２．全ての座席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底
３．飲酒運転の根絶

合併処理浄化槽への切替や下水道接続をお願いします
海や川の水の汚れの原因を知っていますか？
私たちは、一人当たり毎日約 200 ～ 300ℓの水を洗濯、
台所、風呂、トイレ、洗面等で使用し、汚水を川から海へ
と流しています。水を汚す原因の約 70％が生活排水です。
水は、水に住む生物により汚れをきれいにする力（自然
浄化力）を持っていますが、今日、これを上回る汚れが川
や海に流れ込み、水の汚れを増加させています。

汚れた水をきれいにするのは大変です。
いったん汚れてしまった水を、きれいな水に回復させるのは大変なことです。
普段の生活で使用している食品等を流した場合、魚が住める水質にするにはたくさんのきれいな水が
必要になります。
これからも、皆さんの快適な生活と水辺環境を守るため、合併処理浄化槽への切替や下水道接続をお
願いします。
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ＢＯＤとは 水の汚れ具合を表す指標です。水中の有機物が微生物の働きで分解されるときに消費
される酸素の量のことで『ｍｇ /ℓ』で表します。汚れが多いほど、ＢＯＤは大きな数値になります。

合併処理浄化槽への切替、設置には補助金があります。
補助金額は、５人槽
３３２，
０００円
６，
７人槽 ４１４，
０００円
８～ 10 人槽
５４８，
０００円
11 人槽以上はありません
御浜町の今年度予定予算は、平成 20 年 11 月４日現在残り 15 基分です。数に限りがあります
ので、早めの申込をお願いいたします。
†問い合わせ先†
ささのうち か つ み
にし え い じ
生活環境課環境係（担当 笹ノ内克己 西 栄二）☎３―０５１３


家庭用パソコンの回収・リサイクル方法はご存知ですか？
平成 15 年 10 月 1 日から「資源有効利用促進法」に基
づいて、家庭から出される使用済みパソコンの回収・リサ
イクルが行われています。これは不要となったパソコンを
廃棄するのではなく、メーカーと消費者が協力しあって、
部品や材料を資源として再び活用するシステムです。

対象となる機種
●デスクトップ本体
●ノートブックパソコン

●ディスプレイ（ブラウン管式または液晶式）
●ディスプレイ一体型パソコン

※パソコンと一体として販売されたキーボード、マウス、ケーブル等の付属品は併せて回収されます。

不要となったパソコンの廃棄方法
●処分するパソコンやディスプレイのメーカーに直接申し込んでください。
（町では収集出来ません。）
●平成 15 年 10 月 1 日以降に販売されたパソコンやディスプレイは、リサ
リサイクル
イクル料金が販売時の販売価格に含まれています。
（ＰＣリサイクルマー
クの表示があります。）
●平成 15 年 9 月末までに販売された家庭向けパソコンやディスプレイは回収・リサイクル
料金がかかります。（料金については下記で確認してください。
）
お申込み・お問い合わせは、各メーカーまたは「有限責任中間法人パソコン３Ｒ推進センター
（☎０３―５２８２―７６８５
ＵＲＬ http://www.pc3r.jp/）」までお願いします。

廃棄するにあたっては情報漏洩防止のために、廃棄前に自己の責任として確実に

】
【注意 「データ消去」を行うことをおすすめします。
†問い合わせ先†
生活環境課環境係（担当 坂口照幸）☎３―０５３１
さかぐちてるゆき

年金だより

保険料は遅れずにきちんと納めましょう！

国民年金は、老後やもしもの時にあなたの
大きな支えとなります。
保険料の未納が続くと、老後に年金を受け
取ることができなくなるばかりか、納付が遅
れることで、障害年金や遺族年金を受け取れ
ない場合があります。保険料は遅れずに納め
ましょう。
お得な前納制度
将来の一定期間の保険料をまとめて納め
る（前納）と割引があって、大変お得です。
前納を希望される場合は、社会保険事務所
にご相談ください。
便利で確実な口座振替

口座振替にすれば、あなたの指定の口座
から毎月自動的に保険料が引き落とされま
す。
（原則として、納付対象月の翌月末日）
一度手続きをするだけで、毎月金融機関等
に出向く必要がなくなり、納め忘れもあり
ません。
※毎月、第２水曜日の午前 10 時から午後２
時まで御浜町役場１階会議室において、尾
鷲社会保険事務所職員による出張年金相談
を行っています。
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係
（担当 南 学）☎３―０５１２
みなみ

まなぶ



役場の開庁時間

情報 コ ー ナ ー

■役場の開庁時間は午前８時30分～午後５時30分です。
窓口証明業務（戸籍・住民票・印鑑証明のみ）は午後６時15分
まで受付しています。

平成 19 年度住民税減額申告を
忘れていませんか

家屋の取り壊しや所有権移転には、
届け出をお願いします

税源移譲による住民税率の変更で、平成 19
年度の住民税負担が大きくなったのに、平成
19 年分所得税は退職などにより軽減の措置が
受けられなかった方については、申告により平
成 19 年度住民税が減額され、納付済みの場合
は還付されます。
還付を受けるには、減額申告が必要です。申
告書は税務住民課に備えておりますので、該当
となる方は忘れずに申告してください。
†問い合わせ先†
しも
ひろまさ
税務住民課税務係（担当 下 博昌）
☎３―０５１０

家屋や土地の固定資産税は、毎年１月１日の
状況で課税をしています。年内に家屋を取り壊
したり、売買などで所有者が変わった場合は税
務住民課まで届け出をお願いします。
ただし、法務局で滅失登記や所有権移転登記
を済まされている場合は届け出の必要はありま
せん。
†問い合わせ先†
しも
ひろまさ
税務住民課税務係（担当 下 博昌）
☎３―０５１０

がん検診実施（要予約）
検診名
乳

対象年齢 自己負担

実施医療機関

が

ん 40 歳から
2,400 円 紀南病院外科
70 歳代
診

（マンモグラフィ）

検

紀南病院産婦人
子 宮 が ん
20 歳以上 1,800 円 科、大石産婦人
検 診
科医院
大久保医院、尾
呂志診療所、紀
南病院内科、須
大 腸 が ん
崎医院、谷口ク
40 歳以上 1,100 円
検 診
リニック、御浜
はないクリニッ
ク、まつうらク
リニック
事前に検診用の専用容器を受け取り、
２日間
採便し、医療機関へ提出してください。

※実施期間は平成 21 年３月 31 日までです。
※ 70 歳以上の方は無料です。
※年度内に同じがん検診を２回以上受診した場
合は、２回目から自己負担以外に実費が必要
となります。詳しくは健康づくり係までご連
絡ください。
†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係
う え の きいちろう

（担当 上野喜一郎）
☎３―０５１１
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12 月４日～ 10 日は「人権週間」です
人権とは・・・幸せに生きる権利です。
何も、難しく特別なことではありません。い
つも身近にある小さなことが人権につながって
います。毎日の生活の中で、
小さな幸せを感じ、
人の痛みが分かる人間になりたいものです。
12 月４日～ 10 日までの１週間を「人権週間」
として、各地でさまざまな啓発が行われます。
御浜町でも、出前人権講座が開催されます。
【日 時】12 月 11 日（木）午後１時 30 分～４時
【場 所】役場３階くろしおホール
【テーマ】被差別部落出身者の人権
【講 師】岡 智彦 氏（部落解放同盟大阪府連合会）
【入場料】無料
†問い合わせ先†
なかみち の り こ
教育委員会生涯学習係（担当 中道紀子）
☎３―０５２６

男女共同参画シンボルマーク募集
男女共同参画推進を広く呼びかけるためのシ
ンボルマークを募集します。
【募集期間】
10 月 17 日～ 12 月 26 日まで ( 必着 )
応募方法等、詳細は男女共同参画ホームページ
（http://www.gender.go.jp/symbol/symbol_bosyu.
html）をご覧ください。
†問い合わせ先†
なかみち の り こ
教育委員会生涯学習係（担当 中道紀子）
☎３―０５２６

平成 21年成人式開催案内
【日 時】平成 21 年１月２日（金）午後１時～
【場 所】中央公民館 アメニティホール
【対象者】
①平成 15 年度の町内中学校卒業生（昭和 63
年４月２日～平成元年４月１日生まれの方）
※町外私立中学校等を卒業された方も対象です。
②平成 20 年 12 月１日現在で御浜町に住所を
有する方。
【式典の案内について】
○対象者の方に、式典の案内ハガキを 12 月
上旬に発送します。（出欠に関わらず、必
ず返信ハガキをご返送下さい。）
○対象者以外の方で、当町での成人式典への
ご参加を希望される方はご連絡ください。
†問い合わせ先†
教育委員会生涯学習係（中央公民館）

紀宝警察署メールボックス
被害者相談窓口
ある日突然、不条理な事件・事故に巻き込まれ
る犯罪被害者は年々増加する傾向にあります。
不幸にも事件・事故等に遭われた被害者及びそ
の家族や遺族は、生命・身体・財産上の被害だけ
でなく、その後に生じる精神面や経済面等様々な
問題に苦しめられています。
一人で悩まず相談してください。

（社）みえ犯罪被害者総合支援センター
相談電話 ０５９－２２１－７８３０
受付時間 月～金曜日（祝祭日を除く）
10：00 ～ 16：00
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５―３３―０１１０

はしむらもりひろ

（担当 橋村守裕）☎２―３１５１

エイズ講演会開催
【日 時】12 月 19 日（金） 午後２時～５時
【場 所】三重県熊野庁舎 ５階大会議室
【テーマ】エイズ・性感染症の予防と理解
～性といのちの捉え方～
【講 師】松岡典子氏（特定非営利活動法人
MC サポートセンター みっくみえ）
【定 員】約 50 名 ※要申込
†申込み・問い合わせ先†
熊野保健福祉事務所健康増進課（担当 田川）
☎０５９７―８９―６１１５

日曜・無料公証法律相談開催
【日 時】12 月 21 日（日）午前９時～午後５時
平成 21 年１月 18 日（日）午前９時～午後５時
【場 所】新宮公証役場（新宮市緑ヶ丘２―１―31）
【相談員】中村 司（和歌山地方法務局所属）
【相談内容】遺言、相続、離婚、養育費、年金分割、
賃貸借、売買、各種契約、会社定款など
※予約が必要です。
†予約・問い合わせ先†
新宮公証役場（公証人 中村 司）
☎０７３５―２１―２３４４

新刊案内

○「天切り松闇がたり １ 闇の花道」
（浅田 次郎 著）
○「意識とはなにか」
（茂木 健一郎 著）
○「ダレン・シャンⅣ バンパイア・マウンテン」
（ダレン・シャン・著、橋本 恵・訳）
他、一般書・児童書多数入荷
その他の本については、図書室掲示板でお知らせします。

第一次救急医療休日在宅当番医
●●●

7日
14 日
21 日
23 日
28 日
29 日
30 日
31 日

12 月の担当医

●●●

協立医院（熊野市井戸町）
☎ 89 － 5035
荒坂診療所（熊野市二木島町） ☎ 87 － 0626
小山医院（熊野市有馬町）
☎ 89 － 2701
多田医院（熊野市新鹿町）
☎ 86 － 0011
須崎医院（御浜町志原）
☎  ２－ 0005
あすか診療所（熊野市飛鳥町） ☎ 84 － 0562
谷口クリニック（御浜町阿田和）☎  ２－ 4333
神川診療所（熊野市神川町） ☎ 82 － 0232
大石医院（熊野市井戸町）
☎ 85 － 2043
島崎整形外科（熊野市有馬町） ☎ 89 － 3739
和田医院（熊野市井戸町）
☎ 85 － 3668
井本医院（熊野市新鹿町）
☎ 86 － 0016
大久保医院（御浜町下市木） ☎  ２－ 3265
荒坂診療所（熊野市二木島町） ☎ 87 － 0626
尾辻内科クリニック（熊野市井戸町）☎ 85 － 2021
大石産婦人科（熊野市有馬町） ☎ 89 － 1717

※熊野市の市外局番０５９７、紀宝町の市外局番０７３５
※変更になる場合がありますので、確認のうえ受診してください。
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合併特例法期限内の新設合併を目指すことを断念
11 月 11 日の議会全員協議会で町長は、熊野市との合併協議について、現行の合併特例法期限
内の新設合併を目指すことは断念する旨の見解を示しました。
全員協議会では、「これまで平成 22 年３月までの法期限内の新設合併を目指すということを、
議会を始め住民の皆さんにお伝えしてきました。６月に実施した住民投票の結果を尊重して熊野
市に合併協議の申し入れを行ったところ、熊野市からは、
『合併の方法や時期については白紙と
理解している。』『仮に平成 22 年３月を期限とすると時間的に相当難しい状況である。
』との回答
でした。
その後、何度か熊野市長にお会いする中で、法期限内での新設合併を想定した協議の申し入れ
を行いましたが、熊野市としては、回答しているとおり、時間的に相当難しいということでした。
現状の熊野市の諸事情や残された時間などを考慮すると、これ以上、法期限内での新設合併の協
議を申し入れることは困難であると判断し、法期限内の新設合併を目指すことについては断念せ
ざるを得ないという結論に至りました。
今後は、改めて議会との協議を行った上で、合併についての御浜町の方向性を示したいと考え
ています。方向性が決まりしだい住民の皆さんに説明したいと考えています。
」との見解を述べ
ました。

お知らせ
合併についての情報などは、御浜町のホームページの「合併推進室」でもチェック出来ま
すので、是非、ご覧ください。
ＵＲＬ http://www.town.mihama.mie.jp/
（トップ画面の左側の青いボタンです。
）
†問い合わせ先†

にしくらひろゆき

総務課合併推進室（担当 西倉啓之）

☎３―０５０５

自衛官募集相談員が委嘱されました
自衛隊への入隊志願者の相談や募集情報の提供
や広報を行い、町民の皆さんと自衛隊との架け橋
としての役割を担っていただきます。
自衛官募集相談員 写真左二人目から
木下
正 氏（阿田和）
平野
力 氏（志原）
河口 拓広 氏（神木）
†問い合わせ先† おかもと ゆ う じ
税務住民課（担当 岡本有司）☎３－０５１２
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町長だより
No.20
皆さん、こんにちは。
11 月 11 日の議会全員協議会において、熊
野市との合併について町長としての見解を表
明致しました。
議会全員協議会での市町合併協議についての
私の発言（抜粋）
わたしはこれまで、平成 22 年３月までの
法期限内の新設合併を目指すということを、
議会を始めとして住民の皆さんに対して申し
上げて参りました。
本年６月１日に実施いたしました住民投票
の結果におきましても、熊野市との合併を推
進するという多数の住民の方々の意思が確認
されたことで、わたしと多数の住民の方々が
思いを共有したとの認識を強くいたしまし
た。
その住民投票の結果を尊重して、６月 16
日に熊野市に対して、わたしと議長との連名
で合併協議の申し入れを行い、８月 20 日に
熊野市から市長と市議会議長との連名による
回答書をいただいたところであります。
その回答書には、「合併の方法や時期につ
いて、御浜町からの意思表示がないため、現
時点では白紙と理解している。」、「仮に平成
22 年３月を期限とすると、同じ立場でゼロ
ベースから協議していくには時間的に相当
ひっぱく
逼迫した状況にあると思われる。」との記載
がございました。
わたしは、
これらの懸念を払拭するために、
これまで何度か熊野市長にお会いする中で、
法期限内での新設合併を想定した協議の申し
入れをいたしましたが、熊野市としては、回
答書のとおりであり時間的には相当難しいと
いうことでございました。
住民投票を実施して、熊野市との合併を推
進するという多数の住民の方々の意思を確認
させていただいた上で、熊野市に対して合併

古川

弘典

協議の申し入れをさせていただきましたが、新
市として新たな総合計画をスタートさせたばか
りの熊野市の諸事情や残された時間的なことを
考慮いたしますと、ここに至って、今後これ以
上、法期限内での新設合併の協議を申し入れる
ことは困難であると判断し、平成 22 年３月ま
での法期限内の新設合併を目指すことについて
は断念せざるを得ないという結論に至った次第
でございます。
今後のことにつきましては、改めて、議員の
皆さんのご意見を伺いながら、合併についての
御浜町の今後の方向性を示していきたいと考え
ておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
なお、熊野市に対しましては、御浜町として、
合併についての当面の方向性が決まり次第、改
めて正式に御浜町の考え方をお伝えさせていた
だきたいと考えております。
又、住民の皆さんに対しましても、同様に、
経過報告を兼ねた説明をさせていただきたいと
考えているところでございます。
今後について
合併は相手あっての事と申して参りました
が、熊野市も合併の必要性についてははっきり
と認めています。地方分権が進むなかで持続可
能な自治体運営のためには、地域共同体として
その地域で可能な人口規模と財政規模が必要で
あるとの私の考えに変わりはありません。
新設での法定期限内合併を断念せざるをえな
いことは誠に残念であり、私自身の力不足も否
めないと感じておりますが、現実的に協議を通
して、編入ならば御浜町が一方的に不利になる
ということはないと考えています。
とは言え、これは町長同様、皆さんから選ば
れた議会の判断を待たなければなりません。今
後とも、皆さんの十分な理解が得られるように
努めて参りますので、ご理解を頂きますようお
願い申し上げます。
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平成20年９月1日～30日届出分

神志山

♥

じ

めま して

えい た

川崎 瑛太くん

なつみ

西 夏未ちゃん
よしたか

のりひで

♥

♥

阿田和

あやの

はな ほ

鬼頭 花帆ちゃん

中村 綾乃ちゃん

徹

あい

さ

・愛さん

ん

く
そ
そ ば みやげ

りょう や

作品抄

要子

下川 幸子

御浜町俳句会秋季大会

しなの

おそ

第三十五回 町 民文化 祭協 賛

御浜町教育長賞

いっさ

まご

め

一茶の句 添えて信濃の 蕎麦土産

な

きくざけ

御浜町文化協会長賞

ほし

じい

くりみっ

ごじゅうねん

笑子

10月から11月に掛けて町内各地でさまざ
まなイベントが開催されましたが、皆さんい
かがでしたでしょうか。紙面の関係で広報で
はお伝えできないイベントもたくさんありま
した。また、この２ヶ月で約 4,000 枚の写真
も撮りましたが、掲載する写真はほんの少し
です。なるべくイベントの雰囲気が伝わるよ
う写真を選定していますので、
「写真が載る
と思ったのに…」と思われた方は申し訳あり
ません▼ふれあいコンサートで瀬古姉弟のダ

星の名を 孫に教わる 良 夜かな 山本

えんがわ

さんぽ

か

がお

ⅱ↗ⅻⅼ

互選賞

そらあお

ち

つきあ

縁側の 爺は菊酒 召しにけり 中納 米子

きくびより

こ

おおやね

あきびより

空青し 散歩のおまけ 栗三つ 中村 幸子

さかい

きわだ

くらし

七海 笑涙

菊日和 この地に嫁して 五十年 尾崎喜美子

あき

ぼだいじ

ひ び

にらみ

秋うらら 茶会の娘らの すまし顔 真砂

つつが

ま じ め

菩提寺や 際立つ大屋根 月明かり 小野はるみ

か か し

梛山 てい

恙なく 日々の生活や 秋日和 畑中 一代

た

うご

世帯数 4,345 戸 （＋1 戸）

立たされて 案山子の真面目 睨 ゐる

にお

大川 青螺

女05,274 人 （－5 人）

句会代表選者賞

た お

ひとたむろ

昭

男04,618 人 （ 0 人）

杉目 黄渓 選

きんもくせい

けいとう

あきざくら

かねたた

金木犀 手折れば匂ひ 動きけり

いろ

梛山 てい 選

おき

ゆ

お

燠の彩 して鶏頭の 一屯

だれ

向井 春羊 選

ぬ し

ねむ

昭 選

住人は誰 やさしく揺れる 秋 桜 大平

大平

ふるさとや 眠りを惜しむ 鉦叩き 小野はるみ

人 口 9,892 人 （－5 人）

とおる

敦史さん・さおりさん

圭助さん・あきさん

11 月１日現在の人の動き

兼本 ひかるちゃん

あつし

けいすけ
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え り

徳秀さん・絵利さん

ゆうこ

良孝さん・裕子さん

ンスを観させていただきました。社交ダンス
は映画の「Shall We ダンス？」や芸能人が
社交ダンスに挑戦する番組ぐらいしか見たこ
とがないですが、あの場にいた観客の皆さん
同様、華麗で情熱的なダンスで魅了されまし
た。これからも瀬古姉弟の活躍に注目したい
と思います▼ 12月11日から「年末の交通安
全県民運動」が始まります。全国で飲酒運転
でのいたましい事故がいまだ起こっていま
す。
特にこれから飲む機会が増えてきますが、
決して飲酒運転はしないようにしましょう。
（総務課行政係

はしじまさなお

端地正尚）

…ごみ関係（生活環境課 ☎３－０５３１）
…健康づくり係関係（健康福祉課 ☎３－０５１１）
…みはまスポーツクラブ関係（教育委員会 ☎ 3 － 0526）
※ゴルフ教室以外の屋外種目は、雨天時中止（不明な場合は、お問い合わせください。
）
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暮 ら し の カレンダー

※ソフトテニス教室の曜日が未確定ですので、ご注意してください。
（参加状況によって決める予定です。
）

1 月 バレーボール教室

17:30 ～ 19:00

多重債務者相談 10:00 ～ 12:00 役場 1 階会議室

体育センター

ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（阿田和・尾呂志地区）

うんどう教室（自主活動）10:00 ～ 11:30 福祉健康センター

2 火 貯筋体操教室

収集日（阿田和・尾呂志地区）

16 火 貯筋体操教室

13:30 ～ 14:30 尾呂志青年クラブ寿楽荘

10:00 ～ 11:00 山地コミュニティセンター

ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校

13:30 ～ 14:30 萩内集会所団地

卓球教室（中学生・一般） 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校

行政 ･ 人権 ･ 心配ごと相談 9:00 ～ 12:00 役場１階会議室

卓球教室（中学生・一般） 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校
ありんこ広場 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

3 水 ゴルフ教室

19:00 ～ 21:00

17 水

Ｌ（エル）

13:30 ～ 14:30 市原東平見集会所

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 Ｌ（エル）
ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

4 木

生命の貯蓄体操 13:30 ～ 15:00 福祉健康センター
バレーボール教室 17:45 ～ 19:00 体育センター

バレーボール教室 17:45 ～ 19:00 体育センター
貯筋体操教室 10:00 ～ 11:00 神木老人いこいの家

10:00 ～ 11:00 中立集会所

収集日（市木・神志山地区）

18 木 貯筋体操教室

10:00 ～ 11:00 神木老人いこいの家

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

2 歳児歯科保健教室（個別通知） 福祉健康センター

サッカー教室 19:00 ～ 21:00 御浜中グラウンド

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

ちょっと気になる子ども相談（予約制） 役場
子どもの広場（自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター 19 金 子どもの広場 ( 自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター
5 金
太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館
太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

6 土
7 日

倍賞千恵子コンサート 19:00 ～ 中央公民館
ゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 清掃センター

21 日

粗大ごみ収集日 7:00 ～ 15:00
グラウンドゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 寺谷総合公園

8 月 バレーボール教室

17:30 ～ 19:00

20 土 ゴルフ教室

体育センター

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

23 火

貯筋体操教室 10:00 ～ 11:00 山地コミュニティセンター
13:30 ～ 14:30 福祉健康センター

グラウンドゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 寺谷総合公園

年金相談 10:00 ～ 14:00 役場 1 階会議室

体育センター

24 水 ゴルフ教室

19:00 ～ 21:00

ミハマＧＧ

粗大ごみ収集日 7:00 ～ 15:00

25 木

４か月児・10 か月児健診（個別通知） 熊野市保健福祉センター
貯筋体操教室 10:00 ～ 11:00 阿田和公民館
13:30 ～ 14:30 上市木公民館

26 金

役場仕事納め
子どもの広場（自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

27 土 ゴルフ教室

9:00 ～ 11:00

清掃センター

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 ミハマＧＧ

28 日 資源持込日

8:00 ～ 12:00

リサイクルセンター

紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

29 月

10 水 バレーボール教室

11 木

17:30 ～ 19:00

●天皇誕生日●

ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校
卓球教室（中学生・一般） 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

清掃センター

資源持込日 8:00 ～ 12:00 役場

22 月 バレーボール教室

（市木・神志山地区）

9 火

9:00 ～ 11:00

17:45 ～ 19:00

体育センター

貯筋体操教室 10:00 ～ 11:00 阿田和公民館

30 火

13:30 ～ 14:30 上市木公民館

31 水

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校
子どもの広場（自主活動）9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

12 金 子育て相談・7 ～ 8 か月児相談 9:30 ～ 11:30

福祉健康センター

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館
くまの木て海て市場 「道の駅」パーク七里御浜

13 土 ゴルフ教室

9:00 ～ 11:00

清掃センター

バスケットボール教室 14:00 ～ 15:30 体育センター

14 日
15 月 バレーボール教室

17:30 ～ 19:00

体育センター

12 月の納税期限
●町県民税
●国民健康保険税
●長寿医療保険料
納期限

第４期
第５期
第５期

12月 25日（木）

※納税は便利で確実な口座振替をどうぞご利用ください。
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広報

１１／２・３

さまざまな力作が出揃う 第 35 回御浜町民文化祭

中央公民館全体に力作がならぶ

まちの基幹産業を学ぶ かんきつ現地学習会

統一柑橘選果場での見学

町内小学校３年生の児童 80 人を
対象に、紀南果樹研究室とＪＡ三重
南紀統一柑橘選果場で学習会が開催
されました。
果樹研究室では、
みかんの学習後、
糖度計を使いみかんの甘さを競い合
いました。また、選果場では、みか
んの集荷から出荷までの流れを見
学。児童は巨大な選果機に驚きなが
ら見入っていました。

音と目で観客を魅了 第 19 回御浜町ふれあいコンサート
御浜さざなみ太鼓

すみれ会

情熱的なダンスをする瀬古姉弟

デュオプラスＫＥＩ

紀南病院コーラス部

紀南高等学校吹奏楽部

ミューズ

〒5195292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120-1
TEL 05979 ③ 0505 FAX ② 3502
ホームページアドレス http://www.town.mihama.mie.jp/

町内の音楽愛好家７団体によるイベント、ふれあいコンサートが中央公
民館で開催されました。
各団体があたたかい音色や歌声を聞かせ、観客の心を癒しました。
最後は、御浜町出身で全日本アマチュアダンスチャンピオンの瀬古薫希・
瀬古知愛姉弟による社交ダンスが披露されました。
世界で活躍されている二人の情熱的なダンスで、
観客を魅惑の世界に引き込んでいきました。
うたオーレ

発行／御浜町役場
編集／総務課行政係

１１／８

糖度計で甘さを見る児童

2008.12. No.476

１１／６

文化活動の振興と文化水準の向
上を目的に、中央公民館で開催さ
れました。
今 年 は 各 部 門 に 778 人、1,013
点もの力作が出品され、芸術の秋
にふさわしく、会場を訪れた方々
の目を楽しませてくれました。

タイムカプセルの展示コーナー

みはま

みて見て みはま

