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特集
認知症ってなあに？ パート1

認知症 のことを知ってください
現在、全国では 169 万人以上の人に認知症の症状があるといわれており、85 歳以上では４人に１
人にその症状がみられるといわれています。
御浜町でも、現在把握しているだけで約 400 人の認知症の人がおり、少子・高齢化が進む中、高
齢者が高齢者を介護する『老老介護』だけでなく、認知症の人が認知症の人を介護する『認認介護』
や認知症のひとり暮らしが増加してきています。

認知症は誰もがなる可能性のある病気です
御浜町では、認知症になっても安心して暮らせるまちであるために、いろいろな事業を展開してい
ますが、皆さんに少しでも認知症がどんなものなのか理解していただきたく、
「認知症がどういうも
のなのか」
「どんな症状がでるのか」「予防するためには」
「認知症の人とその家族をささえるために」
などといった内容を３回のシリーズで紹介していきます。

認知症とは？
認知症は、病名ではなく症状名です。大
人になってから、何らかの病気等で脳にダ
メージを受けたために、記憶力や時間・場
所・人を識別する力、判断力や計画力が低
下し、自立した日常生活に支障きたしてい
る状態（症状）のことを言います。

認知症の原因となるものには
どんなものがあるの？
認知症の症状が現れる原因となるものに
は、50 以上もの病気等があるといわれてい
ますが、
一番多い病気がアルツハイマー病で、
アルツハイマー型認知症といわれ、次に多い
とされているのが脳卒中が原因でみられる脳
血管性認知症です。この２つの原因が約８割
を占めているといわれています。

アルツハイマー型認知症って？
原因はまだはっきりしていませんが、脳の中
にシミのようなものが広がって、脳細胞が病的
に死滅していく病気とされています。

脳血管性認知症って？

担当のにしつとむ
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脳卒中などの発作による脳血管性障害によっ
て、脳の一部の細胞が死滅し、その結果として
認知症の症状が現れるといわれています。

『認知症』と『もの忘れ』
どこが違うの？
誰もが歳をとると、もの忘れ
を感じるようになってくると思
いますが、
「認知症」 と老化
にともなう「もの忘れ」 は
どこが違うのでしょうか？

老化にともなう“もの忘れ”

“認知症”によるもの忘れ

体験したことの一部を忘れる

体験したこと自体を忘れる

旅行で行ったところの旅館の名前を忘れる

ヒントを与えると思い出せる

旅行へ行ったことを忘れる

ヒントを与えても思い出せない

「去年の旅行先どこだったっけ？」「あんなこと 「去年の旅行、あんなことがあって楽しかった
したじゃない」「あっ！○○だ！」

探し物を努力して見つける

「どこか別のところに片付けたのかしら？」

作話はみられない

ありえない作話で正当化したりしない

ね」
「う～ん、旅行なんか行ってないわ」

なくした物は誰かに盗られた

「きっと○○が盗ったに違いない！」

しばしば作話がみられる

その場しのぎの作話をし、本当にあったことの
ように思いこむ

「認知症かな？」と思ったら早めの相談を
上記の表以外にも、いろいろな違いがあり、認知症の原因となる病気によっても症状は異
なります。もしも、「 認知症かな？」と思ったら、まずは地域包括支援センターまたはお医者
さんにご相談ください。
認知症の原因となった病気によって対応方法等にも違いが出てきますので、
「認知症は病
気なんだ」ということを認識していただき、
「歳だから仕方がない」とあきらめないでくだ
さい。早期であればあるほど、症状が出なくなったり、症状が落ち着いたりする場合もあり
ますので、お近くのお医者さんなどにご相談してください。
来月号では、「認知症の症状にはどんなものがあるのか？」
「認知症の人の気持ちや家族の気持ちはどうなのか？」
といっ
たところに焦点をあてて、皆さんと一緒に考えていきたいと
思います。ご相談、お問い合わせは、役場の中にある地域包
括支援センターまでご連絡ください。
†問い合わせ先†
御浜町地域包括支援センター
にし

つとむ

（担当：西 勉）
☎３―０５１４
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平成 21 年度

長寿医療健診 ･ 国保特定健診 ･ 生活機能評価健診
が始まります

該当する方に、平成 21 年７月中旬以降に受診券等を送付しますので、案内文をご覧の上、実施期
間内（平成 21 年７月～ 11 月）に集団又は医療機関のどちらかで受診してください。
なお、集団健診の日程、受診される場合の注意点は次のとおりです。

◆集団健診日程表
健

診

日

【集団健診の事前予約は不要です。
】

程

会

９月 20 日（日）
９月 30 日（水）
10 月 １日（木）
10 月 ２日（金）
10 月 ８日（木）
10 月 ９日（金）
10 月 25 日（日）

福祉健康センター
阪本コミュニティセンター
中立コミュニティセンター
上市木公民館
柿原公民館
引作集会所
山地コミュニティセンター
御浜町中央公民館
片川公民館
栗須下地集会所
尾呂志公民館
神木公民館
志原公民館
福祉健康センター

◆町内医療機関一覧表

尾

久
呂

保
志

医
診

療

受 付 時 間
９：３０ ～ １１：００
１３：００ ～ １４：３０
９：００ ～
９：３０
１０：３０ ～ １１：００
１３：００ ～ １４：００
９：００ ～
９：３０
１０：３０ ～ １１：００
１３：００ ～ １４：００
９：３０ ～ １１：００
１３：００ ～ １４：３０
９：３０ ～ １０：００
１１：００ ～ １１：３０
１３：００ ～ １４：００
９：３０ ～ １１：００
１３：００ ～ １４：３０
９：３０ ～ １１：００
１３：００ ～ １４：３０

【医療機関希望の場合は、下記時間内に予約をしてください。
】

医療機関名
大

場

健診予約問合せ時間

電

話

番

号

院

診療時間内

２－３２６５

所

月・火・水・金曜日の午後１時から午後３時

４－１０１４

紀

南

病

院

月曜日から金曜日の午前９時から午後５時

２－１３３３

須

崎

医

院

月曜日から土曜日の午前中

２－０００５

谷 口 ク リ ニ ッ ク

月・火・水・金曜日の午後２時から午後４時

２－４３３３

まつうらクリニック

月曜日から金曜日の午後３時から午後５時

３－０１５０

御浜はないクリニック

月・水・金曜日の診療時間内

２－４９７６

※三重県内他の医療機関でも受診できます。

◆自己負担金
受診券に０円、200 円、500 円のいずれか記載していますのでご確認ください。なお、0 円の場合は
受診券に『 ― 』と表示しています。
†問い合わせ先†
国保の特定健診に関すること
はたなかよしなり
えのもとわかのり
税務住民課保険年金係（担当 畑中芳成、榎本若典） ☎３―０５１２
生活機能評価健診に関すること
しも み ほ
健康福祉課健康づくり係（担当 下美穂） ☎３―０５１1
長寿医療健診に関すること
三重県後期高齢者医療広域連合事業課 ☎０５９―２２１―６８８４
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平成 21 年度から

国民健康保険税（介護保険分税率）

が変わります

近年の高齢化の進展などで介護保険の運営にかかる費用は年々増加しており、御浜町の国民健康保
険が負担する介護保険負担割当額も増加しています。
（表１）
御浜町の国民健康保険財政も、平成 19 年度から基金（貯金）を取り崩しながら運営している状況で、
年々悪化することが予想されています。（表２）
このことから、御浜町では平成 21 年度分から介護保険分の税率を次のように改正させていただき
ます。１人あたりの介護保険分の月平均は 1,105 円から 1,477 円になり、約 370 円上がる見込みです。
なお、改正後の 21 年度分保険税は、８月の本算定通知書でお知らせしますのでご確認ください。

これまでの介護保険分

平成 21 年度の介護保険分

所得割

基準総所得額の 0.7％

所得割

基準総所得額の 1.2％

資産割

固定資産税額の 10.5％

資産割

固定資産税額の 10.5％

均等割

加入者１人あたり 5,000 円

均等割

加入者１人あたり 6,000 円

平等割

１世帯あたり 4,000 円

平等割

１世帯あたり 5,000 円

※課税限度額

※課税限度額

80,000 円

100,000 円

※介護保険分は、40 歳から 65 歳未満の国保加入者（介護保険第２号被保険者）がいる世帯に課税されて
います。
※所得割、資産割がかからない方で、７割軽減が適用されると介護保険分の課税最低額は 3,300 円になり
ます。

表１

介護サービスの費用、介護保険負担割当額の推移

介護サービスの費用（全国分）※１
国民健康保険が負担する介護保険負
担割当額（御浜町分）※２

13 年度
４兆 1143 億円

16 年度
５兆 5594 億円

19 年度
６兆 1884 億円

4931 万円

6361 万円

6689 万円

※１
※２

自己負担額を除く。
半分が国の負担で、残りを 40 歳から 65 歳未満の国保加入者で負担します。

表２

繰越金と基金（貯金）の推移

前年度からの繰越金
基金の額（年度末時点）

17 年度
9850 万円
1 億 7186 万円

18 年度
5646 万円
1 億 7209 万円

19 年度
3909 万円
1 億 6302 万円

※基金は、20 年度についても 3000 万円取り崩しています。

国保は、病気やけがに備えて加入者が日頃から収入などに応じて納めていただくお金（保険税）
と、国・県・町等からの負担金や繰入金で運営しています。
皆さんが医療機関にかかった時に支払う自己負担金以外の医療費は、この財源から支払われま
すので、ご理解とご協力をお願いします。
†問い合わせ先†
国民健康保険財政について
はたなかよしなり
えのもとわかのり
税務住民課保険年金係（担当 畑中芳成、榎本若典） ☎３―０５１２
国民健康保険税について
なかむらかずひこ
税務住民課税務係（担当 仲村和彦） ☎３―０５１０
5

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）のお知らせ
８月１日から保険証が変わります

後期高齢者医療被保険者証

７月下旬頃に新しい保険証（ピンク色）を後期
高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で送付しま
す。
現在、使用中の保険証（薄い緑色）は７月 31 日
までの有効期限となっていますので、８月からは、
必ず新しい保険証で診療を受けてください。
※自己負担割合は、20 年中の所得等を基礎として
算定します。

有効期限
平成 2 1 年 7 月 31 日

被 保 険 者 番 号 ０１２３４５６
住 所 御浜町大字阿田和６１２０－１

↑

ここをご確認ください

ミハマ

御浜

性別

タロウ

太郎

氏名
生年月日 昭和●●年●月●日
資格取得日 平成●●年●月●日
一部負担金の割合

発行期日
交付日
１割

保険者番号

１２３４５６７８

保 険 者 名

三重県後期高齢者医療広域連合

入院時の負担額軽減手続きについて

男

平成●●年●月●日
平成●●年●月●日

後期高齢者医療被保険者証（案）

世帯全員が住民税非課税である場合、入院された場合に自己負担額が減額される、
「限度額適用・
標準負担額減額認定証」の交付が受けられます。該当すると思われる方は、税務住民課にお申し
出ください。

保険料について
原則７月中旬頃に平成 21 年度の保険料額及び納付方法の通知を役場から送付します。
保険料額は被保険者均等割額及び所得割額の合計額となります。
｛平成 20 年中の総所得金額等－基礎控除額（33 万円）
｝×所得割率（％）
平成 20 年度及び平成 21 年度の保険料率 （原則、県内均一です）
被保険者均等割額・・・ ３６，７５８円
所得割率・・・ ６．
７９％
また、広報３月号で均等割軽減について、軽減判定所得が 33 万円以下の場合は、７割軽減ま
たは９割軽減となりますとお知らせしましたが、国の追加措置により平成 21 年度は７割軽減が
8.5 割軽減となります。なお、９割軽減の条件は３月号のとおり変わりません。
†問い合わせ先†
はたなかよしなり
税務住民課保険年金係（担当 畑中芳成）☎３―０５１２
なか
み さ き
税務住民課税務係
（担当 仲 美咲）☎３―０５１０

弁護士による高齢者無料法律相談をご利用ください
今年度より１年を通して随時、弁護士による
高齢者無料法律相談を受付けています。
高齢者に関することであれば、年齢を問わず、
ご家族からのご相談も受け付けさせていただき
ます。なお、相談には事前の予約が必要です。
希望される方は下記までご連絡ください。
※相談は初回相談を対象として、２回目以降の
相談やこれまで関係した相談を受け付けたこ
とがある内容、他の事業相談の対象となるな
ど、受付が出来ない場合がありますので、ご
了承ください。
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【相談時間】１人 30 分
【相談場所】熊野ひまわり基金法律事務所
（熊野市）
【相談の対応者】熊野ひまわり基金法律事務所
中倉 弁護士
【受付場所】御浜町地域包括支援センター

†問い合わせ先†
健康福祉課地域包括支援センター
にし
つとむ
（担当 西 勉）☎３―０５１４

皆さんのご協力で

174 トンのごみが減りました

～平成 20 年度ごみ減量化結果報告～
町民の皆さんにごみ減量化をご協力いただいた結果、平成 20 年度は平成 19 年度より 174㌧のごみ
を減らすことができました。（ごみ収集車 約 87 台分）
平成 18 年度
燃料ごみ

平成 20 年度

資源ごみ

→
→
2,337㌧
2,216㌧
2,072㌧
（121㌧ 減）
（144㌧減）

埋立ごみ

140㌧

粗大ごみ

89㌧

計

平成 19 年度

2,566㌧

→

131㌧

→

62㌧

→

2,409㌧

（9㌧減）
（27㌧減）
（157㌧減）

→

109㌧

→

54㌧

→

2,235㌧

（22㌧減）
（8㌧減）
（174㌧減）

紙
金

（ｔ）

2,600

属

布
び

ん

類

421㌧

類

86㌧

類

38㌧

類

101㌧

ペットボトル・トレー

22㌧

計

668㌧

○平 成 19 年 度と平 成 20 年度の 2 年間で、
331㌧（ごみ収集
車 165 台分）も減らすことができました。
皆さんの資源ごみへの分別や生ごみの
水切りなどのご協力のおかげです。

（平成 20 年度）

（売却代金

1264 万円）

大きな減量効果がありました。
2,539

2,527 2,530

2,500

2,566

2,500

2,400

2,409

2,300
2,200

2,235
H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

平成 21 年度はこのような取り組みを行います
○収集日程表の裏面の「資源とゴミの分別と出
し方」を文字からイラスト
（絵）
に変更
○生ごみ処理機購入に対する補助
○レジ袋削減運動の支援と啓発用マイバックの
配布
○町内各事業所・学校等へごみ減量化協力依頼
○減量化の広報活動

○毎月第３、第４日曜日 資源持込日設定
第３日曜日 役場駐車場
午前８時～ 12 時まで
第４日曜日 リサイクルセンター
午前８時～ 12 時まで

昨年度は、ごみの減量化にご協力をいただきありがとうございま
した。おかげを持ちまして一定の成果をあげることができました。
今年度も引き続き、ごみ減量化に取り組みますので、皆さんのより
一層のご協力をお願いします。
†問い合わせ先†
生活環境課環境係（担当

さかぐちてるゆき

坂口照幸）☎３―０５３１

三重県ごみゼロキャラクターゼロ吉
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リ ゾ ー ト

紀南中核的交流施設「里創人熊野倶楽部」オープン !!
熊野古道世界遺産登録から５周年となる本年度、熊野市金山町・久生屋町、御浜町志原地内に建
設を進めていた紀南中核的交流施設が７月 17 日にオープンします。
この施設は、新しいタイプの体験交流型リゾート施設となっており、敷地内には、宿泊・飲食・
入浴・体験などが楽しめる３つのエリアから整備されています。
（１）集いの郷エリア には、総合案内所をはじめみかんが主役のジャ
ム・ドレッシング・スイーツなどの地域産品販売施設、那智黒石
の加工、木工芸・木綿染めなどの伝統技術実演見学体験施設があ
ります。
（２）憩いの郷エリア には、野草湯・みかん湯・露天風呂が楽しめる
体験交流施設や地元の家庭料理・地場料理・手づくり料理などが満喫できる飲食施設、様々
なイベントが開催される交流施設があります。
（３）長閑の郷エリア には、本館・中長期滞在向けのはなれ棟を含む 40 室の宿泊施設や和とイタ
リアンのコラボ料理を提供する飲食施設があります。

オープンに先駆け、７月９日（木）午前 10 時から地元住民向け内覧会が
開かれますので、この機会に是非見学してください。
†問い合わせ先†
産業建設課（担当

みなみ

南

くにかず

州計）☎３―０５１７

紀勢本線が全線開通50 周年を迎えました
紀勢本線は、1959 年（昭和 34 年）７月 15 日に三木里～新鹿間が開通し、亀山駅から和歌山市
駅まで全線開通となりました。そして、本年７月 15 日を迎えて、紀勢本線全通 50 周年となります。
50 周年を記念して、記念列車を開通時と同じ 7 月 15 日７時 11 分に亀山駅を出発し、白浜駅まで
運転します。尾鷲駅と熊野市駅（11：18 着、停車時間 22 分）では、乗客の皆様に対して歓迎イベ
ントを行います。
その他にも各種記念事業を開催しますので、皆様のご参加をお待ちしております。

紀勢本線全通 50 周年記念ウォーキング
最終開通区間三木里～新鹿間にある「熊野古道 曽根次郎坂・
太郎坂」で記念ウォーキングを開催します。
【日
時】７月 18 日（土） 午前 11 時から
【集合場所】
賀田駅（午前８時 30 分～午前 11 時の間に受付します）
※予約不要
曽根次郎坂・太郎坂
参加者には、50 周年記念として完歩証明書を交付します。

自領
（志摩）
と他領
（紀伊）
を分けた峠

紀勢本線 50 年歩み展
尾鷲市の三重県立熊野古道センターにおいて、全線開通当時の
写真や映像の紹介、鉄道用品等を展示した「紀勢本線 50 年歩み展」
を９月 30 日まで開催します。入場は無料です。
†問い合わせ先†
しもかわ た か し
総務課企画行政係（担当 下川崇志）☎３―０５０５
木本～新鹿間開通時（昭和 31年）
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柑橘を使った特産品開発事業コンペ、受託事業者決定！
柑橘を使った地域特産品の開発企画提案型コ
ンペについて、５月 11 日～５月 20 日の期間で
募集を行い、外部専門家からなる審査会を経て
下記の通り決定しました！
〈開発する特産品〉
御浜町の特産品であるサマーフレッシュを
使ったお菓子
〈受託業者〉
有限会社 すぎもと農園
〈受託（開発）期間〉
委託契約の日から平成 22 年 3 月 31 日

〈受託金額〉
3,960,000 円（内 1/2 以上は新規雇用する失
業者の人件費）
〈成果報告について〉
開発終了後、事業成果報告会を行います。
当事業は「ふるさと雇用再生特別基金」
を活用した事業です。
†問い合わせ先†
産業建設課産業振興係（担当
☎３―０５１７

まえ

前

わたる

亘）

七里御浜クリーン作戦を実施します
今年も海岸愛
護月間である７
月に七里御浜海
岸の清掃作業を
実施します。
昨年は約 500 人の町民の皆さんに参加いただ
きましたが、参加者は年々減少傾向です。
お一人だけでなく、ご家族の皆さんもご一緒
に参加していただき、海岸清掃をしながら美し
い七里御浜海岸を歩いてみませんか。
皆様のご参加をお待ちしております。

【日時】７月５日（日）
午前６時 30 分から約１時間程度
※少雨決行（但し、荒天の場合は７月 12 日（日）に延期）
【集合場所】神志山駅前、向井地交差点、市木
川川尻、萩内クラブ、ピネ前駐車場、端地バ
ス停、阿田和バス停、山地バス停（お近くの
集合場所にお集まりください。
）
【その他】集合場所にて、軍手、ゴミ袋を配布
【後援】熊野自然保護官事務所
†問い合わせ先†
にしくらひろゆき
産業建設課工務係（担当 西倉啓之）
☎３―０５２１

国民年金保険料の納付が困難なときは
だよ
年金 り 保険料免除制度があります!!
経済的な理由等で、国民年金の保険料を納める
ことが困難な場合には、申請により、保険料の納
付が免除される
「保険料免除制度」
があります。
（申
請者ご本人のほか、配偶者及び世帯主の方も所得
基準の範囲内である必要があります。
）
全額免除制度
保険料の全額（14,660 円）が免除
全額免除された期間は、保険料を全額納付し
たときに比べ、年金額が１／３として計算され
ます。
一部納付（一部免除）制度
保険料の一部を納付、残りの保険料は免除
一部納付は３種類で、それぞれの納付額と年
金額の計算は次のとおりです。
▽４分の１納付（3/4 免除）
３，６７０円
→ 年金額 １/ ２

▽半額納付（半額免除）
７，
３３０円
→ 年金額 ２/ ３
▽４分の３納付（1/4 免除） １１，
０００円
→ 年金額 ５/ ６
（注）一部納付制度は、納付すべき一部の保険
料を納付されない場合、その 期間の一部
免除が無効（未納と同じ）になります。
免除された期間の保険料と年金は？
○保険料を全額納付したときに比べ、将来受け
る年金額が少なくなります。
○免除された期間は、10 年以内であれば後か
ら納付すること（追納）ができます。
○３年目以降に保険料を追納すると、当時の保険料
額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
†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
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役場から町民の皆さんへ
今月号と来月号の２回にわたり、各課の紹介をします。今年度の重点項目や町民の皆さんに知って
いただきたいことなどを課長から聞きました。

総
課長

務

課

大畑

覚

☎３―０５０５

今年度の重点項目は？
○熊野市との合併問題について
町長が熊野市への編入合併の協議について
提案し、議会との話し合いを続けています。
○定額給付金支給事業について
住民の方の生活支援のための定額給付金を
支給していますので、まだ、申し込みをされ
ていない方は、忘れずにお早めに手続きを済
ませてください。
○第５次御浜町長期総合計画について
本年度と来年度の２ヵ年をかけて、平成 23
年度～平成 32 年度までの 10 年間の御浜町総
合計画を策定します。
○緊急経済対策・緊急雇用対策について
世界的な不況の中で、住民生活の安心安全
のための緊急的な経済対策や雇用対策とし
て、公共事業の追加発注や臨時職員の追加募
集を行います。

税務住民課
課長

福田

博夫

☎３―０５１０

今年度の重点項目は？
○国保財政の健全化
国民健康保険をめぐる状況は、少子高齢化
や低所得者の増加等により、厳しい状況にあ
ります。
国保制度の健全な運営を行なっていくに
は、税率の適正化が不可欠となっています。
そのため、段階的な税率の改正を図っていく
中で、国保財政の健全化に努めていきます。
○町税収納率の向上
三重県地方税管理回収機構への移管の他、
今年度は県職員との合同滞納整理を実施し、
収納率の向上に努めていきます。
課のモットーは？
主となる窓口業務において、「誠意ある態度」
で接することを心がけています。
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“あなたの役場”
を目指して

町民の皆さんに知ってほしいことは？
本年度において、職員の定員数の見直しを
行ったうえで、必要な職種と人数について、平
成 22 年４月の正規職員採用に向けた検討を行
います。
方針がまとまり次第、町広報等でお知らせし
ます。

今日も一日スマイルで

町民の皆さんに知ってほしいことは？
国保加入者を対象とした特定健診を実施して
います。
本年度は、出来るだけ多くの方に受診をして
いただくため、昨年度より１ヶ月早い７月から
各医療機関で健診が受けられます。ご自身の健
康状態を確認するためにも、是非、この機会に
健診を受けていただくことをお勧めします。

～課の紹介～

健康福祉課
課長

仲

康弘

☎３―０５１５

＼（＾Ｏ＾）やさしさと思いやりとで
ふれあう心（＾Ｏ＾）／

今年度の重点項目は？
４月末に流行が始まった「新型インフルエン
ザ対策」です。
６月 15 日に三重県内での発生が確認されま
した。この原稿を書いている時点では、単発的
な発生ですが、いつどこで感染が拡大してもお
かしくないのが現状であり、もしかするとこの
広報がお手元に届くころには、近隣までその発
生が迫っているかもしれません。
今、治まっていましても、秋から冬には必ず
大流行が予想されますので、皆さん一人ひとり
がまず感染しないことに万全の注意を払ってく
ださい。
もし、新型インフルエンザにかかったかなと
感じたら、まず熊野保健所の発熱相談センター
（ＴＥＬ ０５９７－８９－６１１５）へ電話し
てください。

生活環境課
課長

湊

常彦

☎３―０５３１

町民の皆さんに一言お願いします
健康福祉課は、その名のとおり、赤ちゃんか
らお年寄りまでのすべての住民の皆さんの健康
づくりと福祉の向上に一生懸命頑張っていま
す。
「やさしさ」
と
「思いやり」
のいっぱい詰まっ
た健康福祉課へお気軽にお越しください。

つたえよう未来へやさしい環境を

今年度の重点項目は？
○環 境 係…循環型社会構築のための３Ｒ
「リデュース（出さない）」
「リユース（再使用）
」
「リサイクル（再生利用）」で更なるごみ減量
化の推進
○上下水道係…庄が芝橋水管橋の耐震工事・御
浜町水道ビジョン作成
今、課長の気になることは？
新型インフルエンザが気になります。住民の
皆さんに直接かかわる仕事が多いだけに皆さん
に迷惑をかけないよう職員一同、健康管理には
充分気をつけています。
町民の皆さんに一言お願いします
皆さんへお願いがあります。町のごみ収集場
で回収されたごみは、手間とお金、エネルギー

をかけて分別 ･ 処理されています。皆さんの取
り組みのおかげで、ごみは着実に減ってきてお
りますが、ごみ処理経費節減のために更なるご
協力をお願い致します。ごみの出し方、分別等
でわからない場合は、
遠慮なくお電話ください。
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～課の紹介～

産業建設課
課長

南

州計

『年中みかんのとれるまち』
の
元気なまちづくり

☎３―０５１７

今年度の重点項目は？
○柑橘対策室を新設して、柑橘を取り巻く種々
の問題解決に努めます。
○土地利用計画の積極的な振興を図るため、地
籍調査を実施します。
○安全・安心なまちづくりのため、住宅の耐震
診断と耐震補強を推進します。
○利便性の高い生活基盤のため、道路、排水路
等の整備を促進します。
○農林水産業及び商工観光産業の積極的な活性
化振興を図ります。
町民の皆さんに一言お願いします
産業建設課は、幅広い事務事業を抱えている
ところから、皆様の生活に大きく関与する面
が多い課です。
「年中みかんのとれるまち」を
キャッチフレーズに各種産業の活性化振興を図

もっと知りたいあなたへ

るとともに、道路や河川など生活基盤の充実に
努めています。これからも皆様の期待にこたえ
ていけるよう職員一同一生懸命頑張りますの
で、よろしくお願いいたします。

御浜トーク をご利用ください

10 名以上の町民の皆さまの集会に職員が出向き、厳選した 22 のテーマの中から、要望があった
１つのテーマについて説明や意見交換をさせていただきます。
（無料）
申込書は総務課、支所、連絡所、町民サービスセンター、ホームページにあります。
メニューの詳細は総務課またはＨＰ（http://www.town.mihama.mie.jp/）でご確認ください。
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

テ ー マ
合併協議について
総合計画について
御浜町の財政
防災対策について
税の概要について
国民年金について
国民健康保険について
後期高齢者医療制度（長寿医療制度）について
認知症を知ろう
NEW
介護保険と介護予防について
障がい者支援について

担当課
総 務 課
総 務 課
総 務 課
総 務 課
税務住民課
税務住民課
税務住民課
税務住民課
健康福祉課
健康福祉課
健康福祉課

番号
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

テ ー マ
子育て支援について
健康づくりについて
身近な環境問題
生活水の流れについて
三重南紀みかんの現状と将来像
農業振興施策について
商工業の育成と地域づくり
道路整備について
子ども体験活動クラブについて
町議会の概要
会計制度の概要

※このテーマ以外でもご説明いたしますので、総務課企画行政係までご相談ください。
†問い合わせ先†
はしじまさなお
総務課企画行政係 （担当 端地正尚）☎３―０５０５
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担当課
健康福祉課
健康福祉課
生活環境課
生活環境課
産業建設課
産業建設課
産業建設課
産業建設課
教育委員会
議会事務局
出 納 室

かんきつ 対策室だより
皆さんこんにちは「かんきつ対策室」です。皆さんは「マルチ栽培」というみかんの栽培方法を聞
いたことがあるでしょうか？ マルチ栽培された「南紀みかん」は、三重県の豊かな自然、地域の特
性を活かした特に優れた県産品として「三重ブランド」に認定されています。

「マルチみかん」は、
なぜ甘い？
この時期になると、白いシートをみかん園一面に敷き詰めた光景を見る マルチシートで
ことがあります。このシートは「マルチ」と呼ばれる透湿性のシートで地 甘いみかんを作ります
中の水分（水蒸気）を外に逃がして、雨を遮断する機能を持っています。
また、太陽の光を効率よく反射できるように白い色をしています。
おお
※「マルチ」という言葉には「全体を覆う（カバーする）
」という意味が
あるそうです。

果物や野菜は、水分をあまり与えずに栽培すると、甘
くなることが知られています。消費者の皆さんにうけて
いるハウス栽培で甘く育てたメロンやスイカ、トマトな
どもギリギリまで水を与えないで栽培されています。
白いシートを広げます
「マルチみかん」も、これと同じように、透湿性のシー
トで水分をカットすることで甘いみかんになるのです。
なぜ水分をカットすると甘くなるのでしょう？
○水分が少なくなると、濃い味になる。
のうしゅく こ う か
ひとつの理由は「濃縮効果」です。みかんの糖度はだ
いたい 11％前後ですが、これは果汁の中に含まれる糖
分の割合です。１個の実に含まれる糖分が同じ量だった
としたら、水分の少ないほうが、糖度が高くなり、当然
甘くなります。
○みかんが「水を吸おう」とする。
でもそれだけではありません。マルチシートで水分を遮断されたみかんは、水を吸おうとします。
水を吸う手段として、細胞内の成分を濃くするのです。濃度の違う液体を水が通る仕切りで区切ると、
薄いほうから濃いほうに水分が移動します。身近なところでは、お風呂で指がシワシワになるのもこ
れと同じ原理です。みかんの果実も糖分などを細胞内で増やして、成分を濃くする（甘くなる）こと
で水を吸おうとしているのです。

「マルチみかん」を増やそう
ＪＡや生産者団体では、これからも消費者から支持される産地
でありつづけるために「マルチみかん」の量を増やそうとしてい
ます。そのために、マルチシートを敷く作業の受託や「巻き取り
方式」による管理方法の普及など、ひとりでも多くの生産者の皆
さんがみかんの高品質化に向けて取り組んでもらえるよう工夫を
しています。
消費者の皆さんによろこんでもらえる、おいしいみかんをつく
るために、産地では常に新しい技術にとりくんでいるのです。

木の下の白いのがマルチシートです

†問い合わせ先†
ひがしじ ま さ と
産業建設課柑橘対策室（担当 東地正登）☎３―１７０７
Ｅ -mail:kankitsutaisakushitsu@town.mihama.mie.jp
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４月から役場の閉庁時間が変わりました

情報 コ ー ナ ー

■役場の開庁時間は午前８時30分～午後５時15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。

阿田和公民館の一時利用停止について

がん検診・肝炎ウィルス検査のお知らせ

阿田和公民館は地域の皆様の生涯学習の場と
して、また研修・集会の場としてご利用いただ
いておりましたが、建設から 49 年が経過、老
朽化と風雨によるいたみが激しく利用者の安全
確保が危ぶまれることから、４月末をもって一
時閉館しています。現在、耐震診断を実施して
いますが、診断結果を踏まえて、今後の方向性
を検討していく予定です。
利用者の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしま
すが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
†問い合わせ先†
かみがいと も り お
教育委員会生涯学習係（担当 上垣内守雄）
☎２―３１５１

【実 施 日】８月２日（日）
【場
所】御浜町福祉健康センター
【予約受付】健康福祉課健康づくり係
【予約締切】７月 24 日（金）
※事前の予約が必要です。ただし、定員にな
り次第締め切ります。

宝くじ文化公演
東儀秀樹全国ツアー 2009feat 古澤巌
【日 時】８月 29 日（土）午後７時～
【場 所】中央公民館アメニティーホール
【入場料】一般 2,000 円（当日 2,500 円）
高校生以下 1,000 円（当日 1,500 円）
全席指定（一人 4 枚まで）
入場料金は宝くじの助成により、特別料金
となっています。
【チケット】７月 12 日（日）午前９時から
中央公民館のみの発売です。
†問い合わせ先†
かみがいと も り お
御浜町中央公民館（担当 上垣内守雄）
☎２―３１５１

ファミリー向け芝居
ヘンテコ長屋の赤おにドン平
【日 時】７月 24 日（金）午後２時～
【場 所】中央公民館アメニティーホール
【入場料】700 円（一部指定）
【チケット】６月 28 日（日）午前９時から
中央公民館のみの発売です。
†問い合わせ先†
かみがいと も り お
御浜町中央公民館（担当 上垣内守雄）
☎２―３１５１
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検 診 名

時 間
8：00 ～
胃 が ん 10：00
8：00 ～
11：00
前立腺がん
13：00 ～
14：00

対
象
検査当日満 40 歳
以上の方

料 金

1,100 円

検査当日満 40 歳
以上の方（男性）

600 円

①過去に町が実施し
8：00 ～ た肝炎ウイルス検
11：00 査やそれに相当す
る内容の検査を受
肝炎ウイルス
けていない 40 歳
700 円
以上の方
13：00 ～ ②特定健康診査等で
14：00 肝機能の数値が高
かった方
9：00 ～
11：00
大 腸 が ん
満 40 歳以上の方
900 円
13：00 ～
14：00
※ 70 歳以上の方は無料です。ただし大腸がん検診を受
診する場合に限り採便容器代 500 円が別途必要です。

†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３―０５１１

こうべゆうこ

古部裕子）

放送大学学生募集案内
放送大学は、
自宅で学べる通信制の大学です。
【学生の種類】
▽全科履修生 ･･･ 大学卒業を目的に学ぶ
▽選科履修生 ･･･ １年間、興味のある科目を
学ぶ
▽科目履修生 ･･･ 半年間、興味のある科目を
学ぶ
【学習方法】自宅のテレビ（ＣＳ又はケーブル
ＴＶ放送）で放送授業を視聴するか、ビデオ
テープ等を利用して学習します。
【募集期間】６月 15 日～８月 31 日
※入学試験はありません。入学資格やその他詳
細につきましては、
下記までご連絡ください。
†問い合わせ先†
放送大学三重学習センター（三重県総合文化センター内）
☎０５９―２３３―１１７０

うま

「美し国おこし・三重」座談会開催募集
座談会は、ご希望により随時開催します。地域づくりに関心のある皆さん、地域づくりに取り組まれ
ているグループの皆さんからのお申込みをお待ちしています。
†申込・問い合わせ先†

総務課（担当

しもかわひろなる

下川博愛） ☎３―０５０５

国民健康保険の高齢受給者証が
更新されます
国民健康保険に加入している 70 歳から 75 歳
未満の方は、高齢受給者証が更新されますので、
新しい「高齢受給者証」を７月末日までにお送
りします。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
えのもとわかのり
税務住民課保険年金係（担当 榎本若典）
☎３―０５１２

ひきこもり出張相談会を開催します
【対象】
（熊野地域在住の）ひきこもり、不登校、
対人関係問題など思春期に特有なこころの問
題に悩む、ご本人・ご家族および関係者
【日時】７月 30 日（木）午後２時～４時
【場所】熊野保健所２階 相談室
【内容】ひきこもりなどに関するご相談、他機
関紹介および情報提供
【申込締切】７月 27 日（月）
†申込・問い合わせ先†
こころの健康センター
☎０５９―２２３―５２４３

陸・海・空自衛官募集
採用種目

試験日 受験資格
２等
男 年間を通じて 受付時に
お知らせ
陸・海・空士
８月１日～ ９月27日・ 18歳以上
（任期制隊員） 女 ９月10日
28日 27歳未満
の者
一般曹候補生
９月20日
（非任期制隊員）
男女とも
８月１日～
高卒（見
９月11日
航 空 学 生
９月23日 込み含）
21歳未満
（パイロット養成）
の者
看 護 学 生
（看護師養成）

受付期間

男女とも
９月７日～
10月２日

†問い合わせ先†
自衛隊熊野地域事務所
☎０５９７―８５―２２１４

高卒（見
込み含）
10月24日 24歳未満
の者

経済センサス基礎調査にご協力ください
この調査は、事業所 ･ 企業統計調査やサービ
ス業基本調査などを統合した調査です。
調査の対象となった事業所及び企業に、６月下
旬頃から調査員が訪問しておりますのでご協力
をお願いします。
【調査期日】平成 21 年７月１日現在で実施
【調査対象】全国すべての事業所及び企業
【調査内容】事業内容､ 従業者数等の基本的な
項目
†問い合わせ先†
しもかわ た か し
総務課企画行政係（担当 下川崇志）
☎３―０５０５

紀宝警察署メールボックス
夏の交通安全県民運動の実施
実施期間 ７月 11 日（土）～７月 20 日（月）
○子どもと高齢者の交通事故防止
○シートベルトの正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
を重点として取組みます。
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５―３３―０１１０

新刊案内

○「ポトスライムの舟」
（津村 記久子 著）
○「ガン病棟のピーターラビット」
（中島 梓 著）
○「名探偵の掟」
（東野 圭吾 著）
※匿名の利用者から文庫本の寄贈がありました。この場
をお借りして御礼申し上げます。

第一次救急医療休日在宅当番医
●●●

５日
12 日
19 日
20 日
26 日

７月の担当医

●●●

和田医院（熊野市井戸町）
☎ 85 － 3668
井本医院（熊野市新鹿町）
☎ 86 － 0016
小山医院（熊野市有馬町）
☎ 89 － 2701
相野谷診療所（紀宝町井内）
☎ 34 － 0011
御浜はないクリニック（御浜町上市木）☎   2  － 4976
神川診療所（熊野市神川町）
☎ 82 － 0232
須崎医院（御浜町志原）
☎   2  － 0005
五郷診療所（熊野市五郷町）
☎ 83 － 0356
原田医院（熊野市木本町）
☎ 88 － 0035
まつうらクリニック（御浜町下市木）☎   3  － 0150

※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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平成 21 年 5 月 26 日、総理大臣の諮問に応じ、地方制度に関する重要事項を調査審議する機関
である地方制度調査会が、
「今後の地方行政体制のあり方に関する答申（案）
」を取りまとめました。
市町村合併に関する部分を抜粋して紹介します。
（１）市町村合併の進捗状況
平成 11 年以降、全国的に市町村合併が積
極的に進められてきた結果、多くの市町村が
合併し、市町村の数は 3,232 団体から 1,760
団体となりました。
（２）市町村合併の検証
市町村合併の効果を見るためには、新市町
村建設計画で一般的に定められている 10 年
程度の期間が必要であると考えられています
が、多くの合併市町村では、合併後３年から
４年を経過し、「地方分権の受け皿としての
体制整備」や「効率的な行政運営の確保」な
どについての成果が現れています。
一方で、合併によって市町村の規模が大き
くなったことで「住民の声が届きにくくなっ
ているのではないか」などの課題が出てきて
いる地域もあり、これらの課題に対応するた
めに新しいまちづくりの中で、「住民の利便
性の確保」や「地域の伝統・文化の振興」に
向けた取り組みが進められています。

（４）今後の市町村合併への支援のあり方
市町村合併は、行財政基盤を強化する方法
の一つとして、今後もなお有効であると考え
られ、現行合併特例法の期限が終了した後
も、自主的に合併を進めようとする市町村に
は新たな合併特例法が必要だと考えられてい
ます。具体的には、合併の障壁を取り除くた
めの措置や住民の意見を反映させるための措
置などを定めることが適当だと考えられてい
ます。
（５）
小規模市町村における事務処理
（仕事・サー
ビス）のあり方

（３）市町村に残された課題
①小規模市町村における行財政基盤
人口１万未満の小規模市町村は全国で
471 団体あり、その行財政基盤を強化する
ことが課題となっています。
②将来的に合併の必要性を認識している市町村
合併をしなかった市町村の中には、将来
的に合併の必要性を認識しながらも、近隣
市町村との間の協議の不調など、様々な理
由や背景によって合併に至らなかった市町
村も多く存在しています。
†問い合わせ先†
総務課合併推進室（担当
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しもかわ た か し

下川崇志）☎３―０５０５

人口１万人未満の小規模市町村であって
も、法令により処理しなければならない事務
は増加しています。しかし、小規模市町村に
おいては、課や職員の配置などの職場体制や
財政基盤が十分ではないと言う指摘も多く、
専門性の高いサービスに対応できる体制の整
備が課題となっています。この課題に対応す
るため、近隣市町村との広域連携に加え、小
規模市町村が自ら実施することが困難なサー
ビスは、市町村に代わって都道府県が行うな
どの新しい仕組みを検討する必要があると考
えられています。

町長だより
No.26
みなさん、
こんにちは。
６月議会においても
「柑橘対策室」につ
いての質問がありました。
「柑橘対策室」
について
御浜町の主産業である柑橘をとりま
く環境は大変厳しい状態にあることは
皆さんご存知のとおりであります。そ
のような現状をなんとか打破したいと
いう考えから、
産業建設課に
「柑橘対策
室」
を設置いたしました。
三重南紀農協
の要請もあり、協力して産地の現状把
握を進めながら、具体的な課題解決の
方向性を柑橘生産に関わる皆さんとと
もに探っていきます。
柑橘消費の低迷、生産・流通コスト
の高騰、インターネットの普及や大型
ショッピングセンターの再編などの外
的要因や地域内における高齢化や生産
量の減少傾向が続いておりますが、こ
れらにどのように対処していくべき
か、
絶えざる問題であります。
過去にお
いても私たちの産地が常に順調であっ
たわけではなく、長い柑橘産地として
の歴史の中で、厳しい時代においても
英知を結集し、
乗り越え、
産地を維持発
展させてきました。
そのような努力があってなおかつ現
在の状況であります。従って、まず、御
浜町における最も重要な農産物、換金
作物である柑橘対策をおろそかにして
御浜の農業全体が成り立たないという
のも大方の皆さんのご意見であると認
識しています。分かりきったことと言
われるかも知れませんが、生産者すな
わち生活者でもあるという行政の立場
から、現実に衰退傾向にある柑橘への

古川

弘典

対策が、まずもって大切であると考えて
います。
もちろん、柑橘だけにたよった農業だ
けでよいわけではなく、産地の将来、経営
リスクを分散するためにもあらたな試み
や取り組みが適地適作の考え方にたって
必要であります。現実に、ドラゴンフルー
ツやイチゴ、メロン、干し柿、梅、ギンナ
ン、レモン、キンカン、せとか、ニンジン、
タマネギ、ジャガイモ、ナバナ、オクラ、マ
コモタケ、スイトピー、スターチス、エア
プランツ、ユーカリ、ほうずきなど様々な
作物が栽培されています。
柑橘対策室として、産地としての危機
感は共有されているものの、産地の将来
目標を明確に持つためには、十分な産地
の実態把握をすべきと考え、産地の将来
予測、計画作りのため基礎資料をとりま
とめることから、作業がスタートしてい
ます。それらに基づいての具体的対策に
ついて今後、順次、対策室からの便り、報
告をさせていただきます。
後継者や新規就農者問題、また栽培面
積、収量、売り上げなど、数字とともに経営
実態が多くの人に情報共有されて、賛同
のえられる施策を果敢に図っていかな
ければなりません。平成16年度には１万
4000トンで28億4000万円の売り上げが、
20年度では１万トンで20億2000万円に減
少しています。21年度計画では１万2500
トンで26億2000万円とされています
（ＪＡ
三重南紀資料）
。
全国的な状況としては、温
州みかんで見ると20年度で収穫量90万ト
ン、出荷量80万トンとされています。この
ような全体状況のなかで産地、御浜とし
て生き延びていかなければなりません。
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日本脳炎ワクチンの予防接種について
平成 17 年５月に厚生労働省より積極的に勧
めることを差し控えるよう勧告がありました。
このため、御浜町でも個別通知による接種を勧
めることを控えています。新ワクチンについて
は、６月２日より第１期予防接種に使用するワ
クチンとして位置づけられましたが、今夏まで
の供給予定量が必要量に満たないことや安全性
の確認がとれていない等により現在も積極的な
勧奨は行っていません。
流行地へ渡航する場合や蚊に刺されやすい生
活環境にある場合など、日本脳炎に感染する恐
れが高く、これまでに一度も日本脳炎ワクチン
の接種を受けていない場合には、日本脳炎ワク
チンの接種を受けることができます。
長袖・長ズボンの着用、防虫薬の使用など、
蚊に刺されないように工夫しましょう。
日本脳炎に関する詳しい情報は、健康福祉課
健康づくり係または厚生労働省ＨＰや国立感染
症研究所情報センターＨＰにてご確認ください。

阿田和

♥

♥

平成21年４月1日～30日届出分
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て ばや

手速さを しっかと受止む 茶 摘 籠

ちち

鯉泳ぐ

かざぐるま

向井 春羊

にゅういん

さき

お の こ たんじょう こいおよ

さお

きゅうこうか

入 院の 父に見せてる 植田かな

須崎久美子

さと

この里に 男児 誕 生

須崎 行雄

かぜひか

とんび

ひ

昭 和の日

しょう わ

風 光る 棹の先なる 風 車

はま

昭 和懐かし

しょう わ なつ

も じ

榎本 宣子

かげろう

さ

ふと

陽炎や 浜に鳶の 急降下

す

過ぎ去りし

のう

くさもち あ

しばらくは 農するつもり みかん接ぐ 榎本 楢代

てんとう

いん

店 頭に 草 餠 有りの 太き文字

おく

桜 蕊 降る 奥の院

わか ば やま

み

にわ

藤の庭

さくらしべ ふ

あらた

か

あんぜんけんしゅう ふじ

ま

みほとけに

中納 米子

さとびと

里人の 安全 研 修

尾崎喜美子

ま

いのち

立嶋どうしん丸

バス待つ間 改めてみる 若葉 山

わか

こえ

川端りつ子

はな

はるつげどり

満所 和代

花みかん 若き命の 香に満ちて

うらやま

とも

筍 かかえ 友きたる

たけのこ

裏山に 春告鳥の 声しきり

ありがたや

６月１日現在の人の動き
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†問い合わせ先†
う え の きいちろう
健康福祉課健康づくり係（担当 上野喜一郎）
☎３―０５１１

ちゃ

孝一郎 ん・恵美子
さ

市

♥

♥

智之さん・法子さん

すね▼東京のお台場で、18 ｍの等身大立像のガ
ンダムが７月 11 日から公開されるそうです。
（18
ｍは役場庁舎とほぼ同じくらいの高さです。）ガ
今回、みて見てみはまで紹介しました「ふれあ ンダム世代の方にはたまらないでしょう。今回
い会」では、保育所によってさまざまな催しを は、頭部が動くだけとのことですが、いずれは
企画していました。なかでも、おはじきやコマ 巨大なロボットが２本足で動くことに夢が膨ら
回しなどの昔の遊びは、おじいさんやおばあさ みます▼技術の進歩はすごいですね。「こんなも
んが見事に演技して園児たちを楽しませていま のは出来ないやろ」「マンガの世界の話やね」と
した。テレビゲームなどで遊ぶことが多い今の 思っていたことが、出来るようになってきてい
子供には新鮮に感じたでしょう。私も小学校の ます。しかし、昔のものでもアレンジして新鮮
頃はビー玉やメンコ、コマ回しなどは上級生の に見えたりするものもあります。私も流行ばか
人たちに教えてもらったりして遊んでいました。 り追いかけないで、いいものを見る目を養って
おじいさんやおばあさんには、これからも子供 いきたいと思います。
はしじまさなお
たちにそういった遊びも教えていただきたいで
（総務課企画行政係 端地正尚）

ⅱ↗ⅻⅼ

…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。
）
※火曜日のソフトテニス教室が雨天のため中止の時は、その週の木曜日に変更になります。

1 水

ありんこ広場 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

粗大ごみ収集日 7:00 ～ 15:00

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 Ｌ（エル）

３歳児健診（個別通知） 福祉健康センター

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

2 木

16 木 貯筋体操教室

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

献血

9:00 ～ 10:00

役場

サッカー教室 19:00 ～ 21:00 御浜中グラウンド

11:00 ～ 12:00

オークワ神志山店

子どもの広場
（自主活動）
9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

14:00 ～ 16:00

紀南病院

17 金 ちょっと気になる子ども相談（予約制）

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

4 土

子どもの広場 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

18 土 ゴルフ教室

9:00 ～ 11:00 清掃センター

19 日 資源持込日

8:00 ～ 12:00 役場

ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ

21 火 収集日（阿田和・尾呂志地区）
ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校

17:30 ～ 19:00 体育センター

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

卓球教室（中学生・一般） 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

（阿田和・尾呂志地区） 22

水

貯筋体操教室 山地コミュニティセンター ･ 福祉健康センター
うんどう教室（自主活動）10:00 ～ 11:30 福祉健康センター 23 木
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
年金相談 10:00 ～ 14:00 役場 1 階会議室
ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 ミハマＧＧ

9 木 貯筋体操教室

阿田和養真荘 ･ 上市木公民館 ･ 尾呂志寿楽荘

卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

４か月児・10 か月児健診（個別通知） 福祉健康センター
卓球教室 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

25 土 ゴルフ教室

福祉健康センター

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

12 日

26 日 資源持込日

8:00 ～ 12:00 リサイクルセンター

17:30 ～ 19:00 体育センター

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（市木・神志山地区）
中立集会所 ･ 福祉健康センター

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
行政 ･ 人権 ･ 心配ごと相談 9:00 ～ 12:00 役場１階会議室

17:30 ～ 19:00 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

28 火

収集日（市木・神志山地区）
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

29 水
30 木 卓球教室

19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

31 金 太極拳教室

14 火 貯筋体操教室

9:00 ～ 11:00 清掃センター

ソフトボール教室 14:00 ～ 16:00 御浜小学校

子ども囲碁教室 10:00 ～ 11:30 中央公民館和室

13 月 バレーボール教室

19:00 ～ 20:30 志原公民館

27 月 バレーボール教室

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

11 土 ゴルフ教室

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 ミハマＧＧ

子ども囲碁教室 10:00 ～ 11:30 中央公民館和室

子どもの広場 ( 自主活動） 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

10 金 子育て相談・7 ～ 8 か月児相談 9:30 ～ 11:30

生命の貯蓄体操教室 14:00 ～ 15:00 福祉健康センター

24 金 太極拳教室

紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

15 水

●海の日●

多重債務者相談 10:00 ～ 12:00 役場 3 階会議室

ランニング教室 8:00 ～ 9:00 志原防波堤

6 月 バレーボール教室

8 水

役場

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

20 月

ゴルフ教室 9:00 ～ 11:00 清掃センター

5 日

7 火

神木老人憩いの家

貯筋体操教室 神木老人憩いの家 ･ 志原東平見集会所

歯科保健教室（個別通知） 福祉健康センター

3 金

7

暮 ら し の カレンダー

19:00 ～ 20:30 志原公民館

７月の納税期限
●固 定 資 産 税
●長寿医療保険料
納期限

第２期
第１期

７月 31日（金）

なお、長寿医療保険料通知書は、７月中旬にお届けします
のでご確認ください。
※納税は便利で確実な口座振替をどうぞご利用ください。

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 Ｌ（エル）
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広報

５／３０

日本最高峰の自転車レース 第 11 回ツール・ド・熊野 セカンドステージ

沿道では多くの声援がありました

６／１１

奉仕活動で汗を流す 紀南高校奉仕作業
紀南高校の全校生徒が、尾呂志川沿いの土手の草刈作業を実
施しました。
これは、作業を通して地域のつながりや環境に対する意識を
高めるとともに、社会の一員として自覚し、地域に奉仕する機
会を持つことを目的に行われました。生徒の皆さんはそれぞれ
鎌を持ち、蒸し暑い中、汗をかきながら一生懸命に草刈りをし
ていました。

発行／御浜町役場
編集／総務課行政係

熊野古道サポートセンターによる選手
へのふるまい

2009.7. No.483

疾走する選手たち

国際自転車競技連合（ＵＣＩ）の国際
ステージレースである、
「ツール・ド・
熊野」
が山崎運動公園を発着地点として、
熊野市と御浜町を舞台に行われました。
国内外から 200 人近くの選手が集ま
り、小雨まじりの中、世界屈指の難コー
スを猛烈なスピードで疾走していまし
た。
沿道には、多くの人が訪れ、声援や拍
手で選手たちを応援していました。

みはま

みて見て みはま

生徒たちにより土手はきれいになりました

気持ちいい？（阿田和保育園）

お話し楽しかったよ（市木保育所）

上手におどれたよ（志原保育所）

上手にかざりつけ作れました
（市木保育所分園神木保育所）

５月 25 日から 29 日にかけて、町
内４ヶ所の保育所で、園児たちがお
じいさんやおばあさんたちを招待し
ふれあい会を開催しました。
参加したおじいさんやおばあさん
を、子供たちが歌や踊りで歓迎し、
おじいさんやおばあさんは、昔遊ん
だ「おはじき」や「コマ回し」など
で子供たちと一緒に遊び、終始笑顔
で楽しんでいました。

〒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/

おじいちゃん、おばあちゃん楽しかったよ ふれあい会

