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未曾有の被害をもたらした台風12号
台風
号被害
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９月２日～４日にかけて、台風12号が
四国、中国地方を通過しました。
紀伊半島への上陸はまぬがれましたが、
台風の影響により過去に例がないほどの
豪雨となり、町内のいたるところに甚大
な被害をもたらしました。
９月14日現在、死者１名、床上浸水69世
帯、床下浸水105世帯で、道路損壊66 ヶ所、
橋梁流出２ヶ所、橋梁損壊５ヶ所、堤防
決壊31 ヶ所発生し、通行止や片側通行
の規制を行っております。また、水田の
冠水15ha、畑の冠水20haありました。
少しでも早い復旧を目指し、工事を進
めているところです。
町民のみなさんには、不便をおかけし
ておりますが、ご理解ご協力をお願いし
ます。

④

⑥

①

⑦

②

③

2

①橋の中央部分が落橋した新柿原橋
②土砂で道が遮断された阪本川瀬線（阪本地内）
③土砂で道が遮断された中立団地の農道
④大量の水により決壊した阿田和神社のえん堤
⑤アスファルトが捲れあがる被害があった柿原地内の町道
⑥紀宝町桐原へ通じる橋が完全に流失した紀宝川瀬線（片川
地内）
⑦巨大なブロックが崩れ落ちた引作公民館裏のどて
⑧完全に流失してしまった道路（阪本コミュニティーセンター
前の阪本川瀬線）
⑨川が氾濫したことが目に見えてわかる県道御浜紀和線（紀
南清掃センター付近）

⑤

⑧

台風
号被害
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⑨

ボランティアの方々にご協力いただきました

９月６日（火）～ 11日（日）の間、のべ111名のボランティアの方々が、被災した住宅の片づけを
手伝っていただきました。
ご協力いただきましたボランティアの方々に、厚くお礼申し上げます。
3

御浜みかん祭りを開催します
みかん祭り告知

【日時】11月６日
（日） 午前10時～午後３時（小雨決行）
【場所】道の駅パーク七里御浜駐車場周辺
【内容】みんなのステージイベント（住民参加型）
、
物産テント村（地場産品等の販売）
、農産物
品評会、松本市梓川のりんご販売、みかんの
ゲームコーナー、紀州犬とのふれあい他
※詳細は広報みはま 11 月号でお知らせします。
【主催】
御浜みかん祭り実行委員会、御浜町
【共催】
三重南紀農業協同組合、御浜町商工会、
紀南森林組合、紀南漁業協同組合

昨年のみかん祭りの様子

出店者、出品者、イベントスタッフを募集します
御浜みかん祭り実行委員会では、「御浜みかん祭り」を開催するにあたり下記の出店者、出演者、
出品者、イベントスタッフを募集しています。

募集内容

概要

対象者

締切

地域特産品の販売等、テント
原則として町内
地域特産品等の販売等 村への参加者を募集します。
に住所・店舗等
申込者には出展者説明会を行
出店者
を有する者
います。

10月14日
（金）

日頃活動しているサークル等
町内在住者又は
の発表の場を提供します。
町内在住者が参
歌、踊り等ジャンルは問いま
加する既存団体
せん。

10月14日
（金）

みんなのステージ出演者

祭りを盛り上げるため、みか

みかんゲームコーナー
んを使ったゲームを企画実施す
企画及びみんなのステー
るボランティアとステージイベ
ジスタッフ

制限なし

10月11日
（火）

町内在住者

11月３日
（木）

ントのスタッフを募集します。

農産物品評会出品者

生産者の技術向上を図るため、
早生温州みかん、その他柑橘、
米、野菜等の品評会を行います。
農協、御浜柑橘、奥田柑橘、
さ ぎ り の 里、 な か よ し ス テ ー
ションまで。

†問い合せ先†
産業建設課産業振興係
（担当

さきもとまさかず

﨑本正和）

☎３－０５１７
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各種税金の減免・控除 があります
町県民税、所得税の控除
台風12号の影響で住宅や家財などに損害が
あった場合、町県民税申告や確定申告をするこ
とで控除を受けられる場合があります。
【対象となる資産】申告をする人又は生計を共に
している配偶者や扶養親族の資産が対象となりま
す。ただし、保険金や損害賠償金、災害見舞金な
どを受けた場合は損害金額から差引きします。
【必要書類】災害のり災証明書と支出金額の領収
書を申告書に添付します。
【申告時期】台風12号による損失の申告は、平成
24年２月からとなります。本年はまだ申告がで
きませんので必要書類などは大切に保管してお
いてください。
†問い合わせ先†
税務住民課税務係 ☎３－０５１０
なか
み さき
国民健康保険税について（担当 仲 美咲）
いまにし ち ひ ろ
後期高齢者保険料について（担当 今西千妃路）
した
ひろまさ
町県民税・所得税について（担当 下 博昌）

11 月 から 戸籍事務 を 電算化 します
戸籍事務の迅速化と行政サービスの向上を図
るため、現在の和紙で作成されている戸籍（御

11月から戸籍に使用できる文字に
置きかえられる漢字の一例

眞

浜町に本籍がある人の戸籍）を、コンピュータ
を用いて記録する戸籍に移行します。

濱

これに伴い、これまでの手書きによる書き癖
などにより作成された戸籍については、戸籍の
電算化により常用漢字や人名用漢字などの法律

邉

で定められた戸籍に使用できる文字に置き換え
て記録します。

藏

これは、戸籍の表記上の文字を置き換えるだ
けで、氏名そのものが変更されるものではあり

檜

ません。住民票や、印鑑証明についても自動的
に戸籍にあわせた表示になりますので変更手続
きは必要ありません。置き換えの対象になる方
には、10月下旬に文書で事前にお知らせしま

広報11月号では、戸籍の証明様式などについ
てお知らせします。

すのでご確認ください。（すべての町民のみな
さんに送付するものではありません。）
文字の取り扱いについて、みなさんのご理解
とご協力をよろしくお願いします。

†問い合わせ先†
税務住民課住民係（担当

にし だ

ち

か

西田千賀）

☎３－０５１２
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税金の免除／戸籍電算化

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免
台風12号の影響で床上浸水などの被害にあわ
れた世帯については、住宅又は家財の損害の程
度により平成23年度の国民健康保険税・後期高
齢者医療保険料が減免される場合があります。
なお、損害金額については、保険金等により補
てんされる金額を除いた額となります。
【減免対象】
国民健康保険税：第４期（10月分）
・第５期（12
月分）・第６期（２月分）
後期高齢者医療保険料：普通徴収第３期（９月
30日納期分）以降、特別徴収第４期（10月15日
天引分）以降
減免を受けるには申請が必要です。国民健康
保険税は10月24日（月）まで、後期高齢者医療
保険料は10月21日（金）までに申請してくださ
い。詳しくは税務住民課税務係までお問い合わ
せください。

高齢者インフルエンザ予防接種 の お知らせ
高齢者インフルエンザ予防接種／ごみの分別

高齢者の方がインフルエンザにかかると肺炎
を合併し、重症化することがあります。
インフルエンザワクチンを接種することで発
病しても症状を軽くし、致死率を低下させるこ
とができます。
【対象者】
○接種時の年齢が65歳以上で、御浜町に住所を
有する方
○御浜町に住所を有する60歳以上65歳未満の方
で、心臓･腎臓･呼吸器の機能または、ヒト免
疫不全ウイルスにより免疫の機能に重度の障
害のある方
【接種期間】
10月15日～平成24年１月31日
※11月、12月で接種を行う医療機関があります。
【自己負担】
1,000円（予防接種への助成は、期間中１回限り
です｡）
※生活保護受給者及び境界層該当者の方は無料
です。
【持ち物】
健康保険証、健康手帳
※健康手帳をお持ちで
ない方は､ 健康福祉
課または支所等でお
受け取りください。

【町内の予防接種実施医療機関】※要予約
●尾呂志診療所（☎４－１０１４）
●大久保医院（☎２－３２６５）
●須崎医院（☎２－０００５）
●谷口クリニック（☎２－４３３３）
●西久保内科クリニック（☎３－１１５５）
●御浜はないクリニック（☎２－４９７６）
●まつうらクリニック（☎３－０１５０）
●紀南病院（☎２－１３３３：予約の電話は午
後２時以降にお願いします。
）
【注意事項】
（１）
南牟婁郡､ 熊野市､ 新宮市以外の医療機関
で接種を希望される方は、事前に役場健康
福祉課まで連絡ください。
（２）
インフルエンザ予防接種は、本人が希望す
る場合に限り行うものです。予防接種の必
要性や副反応についてよく理解した上で、
体調の良い日に接種を受けてください。

†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係
とき た とも こ
（担当 時田智子）
☎３－０５１１

金属 を 燃料ごみ に 混入させないで！
８月16日、紀南清掃センターに搬入された燃
料ごみを処理中に、機械から大きな異音が発生
したため、
作業を止めて係員が確認したところ、
10㎝×4.5㎝のハンマーの頭の部分が混入して
いました。
今回は大事に至りませんでしたが、設備や職
員に重大な被害を及ぼす事故となる恐れがあり
ます。
以前にも同様の原因で、高額な修理費を要し
た事故がありました。
分別を徹底し燃料ごみ以外のごみは絶対に混
入しないでください。
†問い合わせ先†
（担当
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はしむらもりひろ

生活環境課環境係

橋村守裕）☎３－０５３１

燃料ごみに混入していたハンマー

通院等 には 通院カー を ご利用ください
御浜町通院カーは、紀南病院・須崎医院・大

これだけの方に利用されています
○利用者登録数

24人

方に年齢制限無くご利用していただけます。

○平成22年度利用実績
みょうけん山コース：のべ45回利用
（のべ20人）

利用希望の方は、事前に健康福祉課で利用者

紀州犬の里コース：のべ27回利用（のべ13人）

登録をして、利用券を購入してください。
通院カーを利用できる方
①福祉有償運送や介護タクシーの対象でない方
②自力で乗降できる方

運行日・時刻・利用料
運行コース

運行日

運行時刻

みょうけん山コース
神木～志原～紀南病院

火・金曜日

（行き）

紀州犬の里コース
阪本～上市木～紀南病院

月・木曜日

午前８：30分発
（帰り）

利用料

片道
800円

午後12：30分発
（行き）

不動の滝コース
神木～須崎医院～大久保医院～
谷口クリニック

午前８：30分発
（帰り）
正午

水曜日

※運行回数は各コースともに、１日１往復の運行です。
※祝祭日の運行はありません。
※国道42号線上では乗降できません。

片道
500円

†問い合わせ先†
健康福祉課福祉係
（担当

こう べ ゆう こ

古部裕子）

☎３－０５１５

年金だより

免除された保険料を追納すると、
満額の年金額に近づけることができます

国民年金保険料を免除されると、年金を受け
るための資格期間には反映されますが、年金額
を計算するうえでは、免除の種類に応じて減額
されます。
年金額に反映される割合
平成21年
３月まで

平成21年
４月以降

全額免除

３分の１

２分の１

４分の３免除

２分の１

８分の５

半額免除

３分の２

４分の３

４分の１免除

６分の５

８分の７

なお、
学生納付特例と若年者納付猶予の場合、
資格期間には反映されても年金額には反映され
ません。
これらの保険料免除・猶予期間は、10年以内
であれば保険料を追納して満額の老齢基礎年金
に近づけることができます。但し、３年以上前
の免除等期間の保険料を追納する場合は当時の
保険料額に加算金がつきますので、ご注意くだ
さい。
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当
☎３－０５１２

みなみ

南

な

お

菜緒）
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通院カー／年金だより

久保医院・谷口クリニックへ通院などをされる

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

献血のお知らせ
血液は、人工的につくることも長期間保存す
ることもできません。
輸血に必要な血液を充分確保しておくため、
献血にご協力ください。
【実施日】10月27日（木）
【場所・時間】
役場
９：00 ～ 10：00
オークワ神志山店
11：00 ～ 12：00
紀南病院
14：00 ～ 16：00
【対象年齢】18 ～ 69歳
※男性は17歳以上
※65歳以上の方は、60歳～ 64歳までに一度献
血をしたことがある方
【体重】男女ともに50kg以上
【献血間隔】男性３ヶ月・女性４ヶ月
※事前に医師の診断があります。
†問い合わせ先†
むか い だ きよ み
健康福祉課健康づくり係（担当 向井田清美）
☎３－０５１１

後期高齢者健康診査はもう受けられましたか
受診券をお持ちの方で、まだ健康診査を受け
られていない方は、健康管理の為にもぜひ受診
してください。
案内文書に同封しています町内の医療機関一
覧表を参考に受診していただくか、11月27日
（日）に福祉健康センターで実施される集団健
診でも受診できます。（健康診査の期間は11月
30日までです。
）
※昭和11年８月生まれの方には10月中旬頃に、
受診券を送付します。
健康診査受診時には、下記のものを持参くだ
さい。
①保険証②受診券③質問票④自己負担金
※自己負担金は500円又は200円です。（受診券
に記載されています。
）
†問い合わせ先†
健康診査の内容に関すること
三重県後期高齢者医療広域連合事業課
☎０５９－２２１－６８８４
受診券の再発行に関すること お か だ お り か ね
税務住民課保険年金係（担当 岡田織謙）
☎３－０５１２
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所得税青色申告決算等及び
年末調整の説明会がおこなわれます
所得税の青色申告決算等説明会
青色申告をされている個人の方を対象に決算
の事務手続などについて説明会を開催します。
【日時】
11月22日（火）10：00 ～ 12：00
【場所】
役場３階くろしおホール
※平成23年分から、青色申告決算書用紙は確定
申告書用紙に同封して送付します。
※平成22年分の所得税の確定申告を電子申告
（e-Tax）で行った方には青色申告決算書の
用紙は送付されませんので、
ご注意願います。
※青色申告決算書の用紙が必要な方は、国税庁
ホームページから出力していただくか、税務
署の窓口又は説明会当日に会場でお受け取り
ください。
年末調整説明会
源泉徴収義務者の方を対象に年末調整の事務
手続などについて説明会を開催します。
【日時】
11月22日（火）14：00 ～ 16：00
【場所】
役場３階くろしおホール
※「年末調整のしかた」及び「給与所得の源泉
徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」
が事前に送付されている方は、当該書類をお
持ちください。
†問い合わせ先†
尾鷲税務署個人課税第一部門
☎０５９７－２２－２２２４
法人課税部門
☎０５９７－２２－２２８５

司法書士無料法律相談会開催のお知らせ（予約制）
三重県司法書士会が次のとおり無料法律相談
会を実施します。
【日時】
10月22日（土）10：00 ～ 14：00
【会場】
神木公民館、尾呂志公民館
【相談時間】
約１時間
【募集人数】
各会場８名（先着順）
【内容】
お困りごとや、聞きたいことなどを司法
書士がお聞きし、アドバイスをいたします。
【予約申込】税務住民課まで、氏名、電話番号、
簡単な内容等を下記まで連絡ください。
【募集締切】
10月20日（木）
†申込み・問い合わせ先†
おか だ おりかね
税務住民課保険年金係（担当 岡田織謙）
☎３－０５１２
三重県司法書士会
☎０５９－２２４－５１７１

■役場の開庁時間

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。

救急医療情報コールセンター開設

他県において、広域連合又は市町村職員を
装った者から保険料の還付や医療費の還付の手
続きがされていない等の理由をつけて、金融機
関等のＡＴＭでの操作の依頼や預貯金の金融機
関や暗証番号を聞き出そうとする電話がかかっ
てきて、だまされる事件が発生しています。
不審な電話や訪問者があった場合は最寄の警
察か、下記までお知らせください。
†問い合わせ先†
おか だ おりかね
税務住民課保険年金係（担当 岡田織謙）
☎３－０５１２

これまで「救急医療情報センター」として休
日や夜間の医療情報などを熊野市消防本部通信
指令室が窓口となり案内していましたが、10月
１日から「三重県救急医療情報センターコール
センター」が開設され、津市のコールセンター
で三重県全体の案内業務を一括して実施するこ
とになりました。また、和歌山県側の案内も実
施します。
電話番号はこれまでどおりです。
三重県救急医療情報コールセンター
☎０５９７－８９－１１９９
†問い合わせ先†
熊野市消防本部消防救急課通信指令係
☎０５９７－８９－０１１９

戦当時、引揚者の方々からお預りした
通貨・証券等を返還しています
名古屋税関では、終戦後に外地より引き揚げ
てこられた方々が、税関などに預けた通貨や証
券等をお返ししておりますが、今なお引き取り
手がなく、保管されたままになっているものが
多数あります。
【返還している通貨・証券等】
通 貨：旧日本銀行券、旧日本軍軍票 等
証券等：支那事変割引国庫債券、大東亜戦争割
引国庫債券 等
お心当たりの方は、お気軽にお問い合せくだ
さい。
†問い合わせ先†
財務省名古屋税関
☎０５２－６５４－４０６０

紀南圏域障害者総合相談支援センター
「あしすと」をご利用ください

紀宝警察署メールボックス
全国地域安全運動を実施します
10月11日は、安全・安心なまちづくりの日

【実施期間】10月11日（火）～ 10月20日（木）
【内容】安全で安心な地域社会の実現のため、地域
のみなさんや御浜町、警察が連携して防犯パト
ロールや各種キャンペーンを実施します。
【運動重点】○子どもと女性の犯罪被害防止
○住宅を対象とした侵入犯罪の防止
○万引き、自転車盗の防止
○オートバイ盗等自動車関連犯罪の防止
○振り込め詐欺被害の防止
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０

紀南医師会応急診療所開設のお知らせ
【開設日】
日曜日・祝日及び
12月29日～平成24年１月３日の６日間
【場所】
熊野市ふれあいセンター内
【時間】
９：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
☎０５９７－８８－１００１
津地方裁判所

熊野市
ふれあい
センター

至 かんぽの宿

紀南地域にお住まいの障がいのある人に対し
て、年齢や障がい種別（身体・知的・精神）を
超えて地域で安心して社会生活が送れるよう、
障がい者の総合相談窓口を開設しています。
【対象】紀南地域にお住まいの障がい者とその家族
【利用時間】月曜～金曜
８：30 ～ 17：00
【相談方法】訪問・来所・電話相談・ＦＡＸ等
【事業内容】福祉サービスの援助、日常生活・
就労・療育・権利擁護等に関する相談支援、
サービス支給決定に係る調査やケアプランの作
成など
†問い合わせ先†
あしすと（熊野保健福祉事務所１Ｆ）
☎０５９７－８５－４５００

情報コーナー

不審電話及び還付金詐欺にご注意ください

至 熊野警察署

†問い合わせ先†
紀南医師会 ☎０５９７－８９－５５５８
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活 性 化 対 策 室 だ よ り

『地域づくり』どう 夢 みる

～ 自分たちの地域は自分たちの手で創る ～ № 3

活性化対策室だより

「大字（集落）単位の地域づくり」は、役場だけで取り組むものではありません。住民のみなさん
が生活する地域（集落）の将来や、目下の地域課題について、みなさんご自身が関心を持ち、自分た
ちが暮らす地域（集落）の将来にどんな夢を描くのか、地域課題の解決にどう取り組むかを役場と一
緒に考え、実践していくことだと考えています。

地域づくり視察研修へ行ってきました

全国ではたくさんの自治体が地域づくりに取り組んでいます。
なん ぶ
ち づ
活性化対策室では、その取り組みの先進地である鳥取県南部町と同県智頭町に視察研修に行ってき
ました。両町の地域づくりの取り組みについて報告します。
西伯郡

境港市

日吉津村

鳥取県

岩美町
大山町 琴浦町

米子市

島根県

南部町

西伯郡

泊耆町

北栄町

岩美郡

湯梨浜町
鳥取市

倉吉市

東伯郡

三朝町

江府町

八頭町
八頭郡 若桜町

智頭町
日野郡 日野町

日南町

兵庫県
岡山県

南部町レポート
鳥取県西部に位置する南部町は、平成16年10月に二町が合併して誕生しました。面積114.03㎢、
人口約11,000人で、
特産物には富有柿や梨、いちじくなどがあります。また、日本最大級のフラワー
はなかいろう
もあり、
毎年多くのお客さんが訪れるそうです。一度行ってみてはいかがでしょうか。
パーク
「花回廊」
集落の担い手不足や集落機能の維持が難しい等の現状から、南部町では合併当初から、地域の課
題は地域で解決し、
自分たちの地域は自分たちで創っていくという新しい仕組み（地域振興協議会）
づくりが、町長の政策方針として提案されました。まずは住民との懇談会を各集落で開催し、町長
も自ら参加して対話を続けることで、
その必要性を理解してもらうことから始めたそうです。結果、
平成19年中には、町内全域で７つの地域振興協議会が設立されました。
御浜町においても、まずは町職員が一体となり、住民のみなさんと対話をすることで、お互いに
理解を深めていくことが大切だと感じました。

智頭町レポート
智頭町は、鳥取県東部に位置する面積224.61㎢、人口約8,000人の小さな町ですが、住民活動が盛
んで全国からたくさんの方が視察に訪れています。
ゼロ分のイチ
智頭町で取り組まれている住民主体の地域づくり運動が「日本１／０村おこし運動」です。過疎
化や高齢化が進む中、
「このままでは集落が消滅してしまう」という危機感のもと、住民自らが10
年後の集落の将来像を描き、主体的に住民自治の姿勢を育んでいきました。各集落で行われている
活動は、祭りや花づくり、交流事業や敬老会、特産品の開発販売等さまざまですが、その取り組み
過程で住民同士が絆を深め、住民一人ひとりが主役になって地域を活性化させていました。
御浜町も、智頭町のように将来に危機感を持ち、地域づくりの一歩を踏み出さなければいけない
時期にきているように思います。まずは、地域の身近な課題に関心をもち、地域の繋がりを密にし
ていくことが、その一歩なのではないかと感じました。
「大字
（集落）
単位の地域づくり」についてのご意見等がありましたら、下記までお寄せください。
†問い合わせ先† 総務課活性化対策室
なかもと
まさる
（担当 中本 勝）☎３－０５０５
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かんきつ

対策室だより

極早生みかん

獣の餌にならない、なりにくい場所に捨てましょう
◦穴をほって埋める。
◦コンポストに入れる。
◦電柵をはってある畑に捨てる。
◦カラなどのネットの中に捨てる。
などの対応はいかがでしょうか。獣に餌を与えている
と獣害は増える一方です。
お忙しい最中ではありますが、私たちにできる対策
を施し、少しでも獣害を減らしましょう。

かんきつ営農類型指標を作成しました
かんきつ対策室では、品種ごとの状況を把握するた
め、昨年に引き続き経営指標を作成しました。指標で
は販売価格や生産コストなどを考慮し、品種ごとの収
益性を数値化しています。園地条件やその年の販売環
境、気候により同様の結果になるとはいえませんが、
あくまで平均的な数値です。農業経営の材料のひとつ
にするだけでなく、今後、一層進むであろう新品種へ
の改植時の参考にしていただければ幸いです。

農業経営の法人化を支援しています

山ぎわに捨てられたミカン

品種ごとの粗収益、
所得、
所得率（一部を抜粋）
品種名

極早生
早生
甘夏
伊予柑
デコポン
カラ
セミノール
サマーフレッシュ

粗収益
978
1,190
1,029
680
1,394
2,035
1,924
1,240

単位：千円/20a

所得
所得率
367 38%
531 45%
211 21%
204 30%
665 48%
1,254 62%
1,058 55%
479 39%

※他の品種の指標をご覧になりたい方は、かん
きつ対策室までお問い合わせください。

町では農業の人手不足や、荒廃園の増加の問題を解消する１つの方法として農業の法人化を支援し
ています。
法人の設立に必要な経費の助成
農業法人の設立に必要な経費の１／２以内、150,000円を上限として助成します。
雇用への助成
賃金の１／２以内、１人当たり月額50,000円を上限として６ヶ月間助成します。
農地の利用集積への助成
農業法人に、新たに農地の利用権及び所有権
の移転が行われた場合、20,000円／ 10aを助成
†問い合わせ先†
します。助成金の交付は１回限りとし、町内の
産業建設課柑橘対策室
せ こ かつのぶ
農地を対象にしています。
（担当 瀬古勝信）
☎３－１７０７
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かんきつ対策室だより

みなさんこんにちは。９月の台風12号により私たちの産地も大変な被害を受けました。地域をあげ
ての復旧・復興作業に取り組んでいます。また、町で最も生産量の多いみかんである極早生温州の収
穫真最中でもあります。災害に負けず、農家は活気づいています。
温州みかん出荷最盛期である今、同時に家庭選別により出荷できないみかんも少しばかりできます。
みなさんはどのように処理されていますか。捨て場所に困ったみかんを山に捨てるとイノシシやサル
の餌となってしまいます。

♥
♥

み
ま

き

あ じ さ い

ら

え ん び いろど

く

織田

信勝

広報俳句十月号

紫陽花や 艶美彩る 雨上がり
さ

沙羅の花 今日も悔いなく すごさねば 須崎久美子
しゃべ

正枝

ひるさが

と

昼下り つばめの親子 よく喋り 浦
やみ

楢代

ほおたる

あお だ

西

蛍の 闇ひきずって 飛びにけり 榎本
うなばら

敦子

かぜわた

風渡る 海原おもふ 青田かな

寛朝

えんしょ

ひとり居の ただおろおろと 炎暑かな 石橋

清

くれ

い

夏の暮 母九十九にて 旅に立つ 濱浦

康
はだか

たび

出口

祥子

てっ か

豊作を 願い摘果の 老夫婦

花井

ねが

水しぶき 光るや川の 裸の子

宣子

しん め

げんばく き

尾崎喜美子

原爆忌 真砂
つつが

笑子

榎本

み ま が

めぐ

かた

新芽かな

やまもも

い ひん

山桃の 花の見紛ふ
そ

みず ほ

け

こだま

和田康高）

だ やすたか

行政係

（総務課

よし こ
たかのり

とも み
れおん

わ

世帯数 4,318 戸 （＋ 4 戸）

背むけたき 遺品が語る
す

かま

住む里に 瑞穂の恵み 恙なく
すみ か

昭

ば っ た

許されよ 飛蝗の棲家に 鎌入れて 大平

笑涙

ゆる

七海

ひ

そら さ

要子

ついおく

くらやみ

暗闇の 宙裂き光る 流れ星

智子

ふ

お た け

ぼん

女 05,068 人 （－ 5 人）

♥

♥

山本

米子

なだ は な び

ぼんおど

触れる風 日差しの中も 今朝の秋 後呂

追憶の 母と踊りし 盆踊り

中納

幸子

て

さ

灘花火 山雄叫びの ごと谺

下川

ちんこん

ざ

鎮魂の 海を照らせり 盆の月

男 04,459 人 （－ 2 人）

朝夕の気温が下がり始め、秋の雰囲気
が漂い始めていますが、日中はまだまだ
暑い日が続いています。
昼夜の気温差が激しくなるため、体調

台風被害の復旧には、時間を要すると
考えられます。しかし、少しでも明るい
ことがあればと思いますので、みかん祭り
を盛大に盛り上げていきたいと思います。
たくさんの参加をお待ちしております
ので、よろしくお願いします。

台風12号の影響により、町内のいたる
ところに被害があり、住民のみなさんに
はご不便をおかけしております。

人 口 9,527 人 （－ 7 人）

管理には十分気をつけていただきたいと
思います。

あとがき

９月１日現在の人の動き

隆則さん・淑湖さん

ケビン・チェンさん・真生さん
ま

♥

て

貴彦さん・真美さん

たかひこ

ら
さ

朋美ちゃん

寺前
漣桜くん
植村

神志山
木

紗良ちゃん

濱口
平成23年７月１日～31日届出分

は
赤ちゃん／広報文芸／あとがき
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♥

じ

市

阿田和

めまし

…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（事務局 ☎090－2060－3151）
※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。
）

1 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

くら し の カレンダー 10

清掃センター

2 日
3 月

バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

多重債務者相談（予約制） 10：00～12：00 役場３階会議室
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ
収集日（阿田和・尾呂志地区）
18 火
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
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

19 水 ソフトテニス教室

4 火

（阿田和・尾呂志地区）

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
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

5 水 ソフトテニス教室

19：00～21：00

阿田和小学校

ゴルフ教室 19：00～21：00
紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

6 木 貯筋体操教室

7 金

神木老人憩いの家

無料法律相談会（予約制） 10：00～14：00 神木公民館・尾呂志公民館
ゴルフ教室 9：00～12：00 清掃センター

23 日 資源持込日

9：00～12：00

清掃センター

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

子どもの広場 9：30～11：30 福祉健康センター

24 月

8：00～12：00

リサイクルセンター

バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ
収集日（市木・神志山地区）
25 火
貯筋体操教室 中立集会所・志原東平見集会所
卓球教室（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

9 日
10 月 体育の日
金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

11 火

ちょっと気になる子ども相談（予約制） 役場

21 金 子どもの広場（自主活動）

22 土

8 土 ゴルフ教室

阿田和小学校

粗大ごみ収集日 7：00～15：00
３才児健診（個別通知） 福祉健康センター
20 木 貯筋体操教室 神木老人憩いの家
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

19：00～21：00

ゴルフ教室 19：00～21：00

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

（市木・神志山地区）

26 水

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ

卓球教室
（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

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
27 木 貯筋体操教室 阿田和養真荘・引作集会所
卓球教室 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

28 金 太極拳教室

19：00～20：30

ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ

29 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

紙、
衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

30 日

貯筋体操教室 中立コミュニティセンター・尾呂志寿楽荘

12 水 ソフトテニス教室

13 木 貯筋体操教室

19：00～21：00

阿田和小学校

阿田和養真荘・上市木公民館

31 月

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
子育て相談 9：30～11：30 福祉健康センター

14 金 子どもの広場（自主活動） 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

15 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

16 日 資源持込日

8：00～12：00

役場

17 月 バレーボール教室

17：30～19：00

清掃センター

バレーボール教室 17：30～19：00 体育センター
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

10月の納税期限
●町県民税
●国民健康保険税
●後期高齢者医療保険料
納期限

体育センター

志原公民館

第３期
第４期
第４期

10月31日（月）

※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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みはま

みて見てみはま
９／８ 尾呂志学園稲刈り
９月８日（木）に尾呂志

2011.10. No.510

学園で稲刈りが行われま
した。
直前に台風があり、稲刈
りができるかどうかの不安
がありましたが、無事行う
ことができました。
児童・生徒たちは、汗だ
くになりながら、一生懸命
に作業をしていました。
また、収穫した米は、東
災者の方々のために役立て
るようです。

汗だくになりながら稲を収穫する児童・生徒

８／２７ あいあい祭り

〒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/

８月27日（土）に御浜町
福祉健康センターで、あい
あい祭りが行われました。
参加した約550人の住民
の方は、木製のスプーン作
りや東紀州くろしお学園の
先生と生徒によるバンド演
奏などを楽しんでいました。
今回の祭りには、和歌山
県から災害救助犬が参加し
てくれて、実際に箱に隠れ
ている人を見つけるという
実演をしてくれました。
数ある箱の中から、人を
見つける犬の嗅覚には驚か
されます。

（平成23年10月１日発行）

たいと活用方法を考えてい

発行／御浜町役場
編集／総務課行政係

日本大震災や台風12号の被

東紀州くろしお学園の先生と生徒によるバンド演奏

