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学校防災

川口准教授（一番右）とタウンウォッチング

教育委員会では、防災教育の拠点として町内で津波の被害の危険性の高い阿田和小学校をモデル校
か わ ぐ ち じゅん
として、今年１月より三重大学大学院工学研究科・自然災害対策室 川口 淳 准教授をアドバイザー
に、学校防災研修を行ってきました。
これまでに計５回、町内全教職員、教育関係者、町防災担当者などを対象として、講話やワーク
ショップによる研修を行いました。また、６月には、保護者・地域の方々を対象とした講演会も行っ
てきました。
６回目となる今回は、川口准教授のアドバイスをいただきながら、阿田和小学校４年生がタウン
ウォッチングなどの防災学習を行いました。

タウンウォッチングって？

地図に気づいたことを記入

５つのグループに分かれて、地震が起こった時に危険となるものはないか、被災時に利用できるも
のはどんなものがあるかなどを確認しながらタウンウォッチングをしました。
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学校防災

グループで協力し防災マップを作成

先生のアドバイスを受け防災マップに記入

各グループでのまとめ発表
○「狭い路地のところにブロック
塀がいっぱいあって、地震の時
倒れてきて危ないと思った。
」
○「行き止まりが多かった。
」
○「紀南病院の海抜がとても高い
から安全だと思った。
」
○「見つけた空き地は、ものが倒
れてこないから、避難する場所
にはいいけど、土地が低いから
津波が来たらだめだと思った。
」
グループでまとめたことを発表

危険のところをみんなに説明
タウンウォッ
チ ン グ で は、
養真会の方々
や地域の方が
一緒に歩いて
くださいまし
た。

まち歩きをして気づいたことのまとめ

今後の御浜町学校防災研修会の予定
【研修日】平成25年２月21日（木）
【場 所】阿田和小学校
【対 象】児童・教職員・保護者
【内 容】一日授業参観日に設定。保護者の
方にも、防災教育の様子を公開し、
学校・家庭・地域が連携して防災・
減災に取り組むことにつなげる。
†問い合わせ先†
教育委員会学校教育係
まえ だ ゆきとし
（担当 前田幸利）
☎３－０５２６

養真会・地域の方々

各グループでは、タウンウォッチングでのメモ
をもとに、防災マップにまとめました。町内に
は狭い路地やブロック塀が大変多いことや、消
火栓の場所などを地図に書き込んでいきました。
阿田和小学校 塩野教諭は、「防災の視点で
普段使っている生活道路を歩き見て、危険な場
所のみならず、より安全な避難場所や避難経路
がないかを子どもたちの目線から気づかせ、そ
のことを保護者や地域の方々に発信していきた
い。
」と、話していました。
また、川口准教授には、
「今日、学校でやった
ことを、お家の人に必ず話してください。そし
て、お家の人がなんて言ったかを聞いてきてく
ださい。
」と、学校で教えていることを家庭へ
伝えることの大切さを話していただきました。
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防災情報
津波避難場所 を 知っていますか ？
本年、４月から町内各所に津波避難路誘導看板を設置しています。この看板は、住民のみなさんに
津波避難場所

普段から津波避難場所を意識していただくとともに、
安全に避難するための経路を表示したものです。
現在、主に御浜中学校、山地コミュニティセンター周辺の主要幹線道路に約30枚の看板を設置して
います。今後は、御浜小学校、紀南病院周辺を中心に設置範囲を広げていく予定です。

津波避難場所はここです
地区名

施設名
御浜町役場駐車場

海抜
19.1ｍ

阿田和 紀南病院駐車場
山地コミュニティセンター

27.6m
44.8m

木 御浜小学校グラウンド

33.4m

神志山 御浜中学校グラウンド

28.4m

市

津波避難路誘導看板（志原 県道御浜北山線沿い）

津波避難場所案内図（神志山駅前）

津波避難路誘導看板の設置状況
◦志原地区

県道御浜北山線

◦阿田和地区

町道市ノ木山線
（御浜中学校周辺）
◦市木地区

国道42号（三間谷地区）
町道三軒屋上組線（池大明神周辺）
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町道紀南病院線（中央公民館～紀南病院）
山地地区内（山地コミュニティセンター周辺）

御浜町防災会議を開催しました
防災会議／防人の独言

10月30日、役場くろしおホールで「第１回御浜
町防災会議」を開催しました。この会議は、町の
防災に関する重要事項を審議する会議で、国県の
関係機関、医師会、消防団や自主防災組織などの
各種団体の代表者、関西電力やＮＴＴ西日本の公
共サービス事業者等で構成しています。
最初に三重県防災対策部から、本年８月29日に
内閣府が公表した、南海トラフ巨大地震について
の説明を受けた後、現在、町が作成している「御
浜町緊急地震・津波対策行動計画（案）」につい
て意見をいただきました。

防災会議の様子

委員からは、津波避難誘導看板の設置状況や、
「自主防災組織の育成・強化プロジェクト」の取

†問い合わせ先†
防災課防災係
にし
ゆう き
（担当 西 優輝）
☎３－０５０７

り組みなどについて質問があり、防災対策の推進
を求める積極的な意見が多く出されました。
さ き も り

－防 人 の独言
ジェイ

ア

ラ

ー

No.2 －
ト

「Ｊ －ＡＬＥＲＴ」ってスゴイですよ
防災課

西

優輝

時の流れは早いもので、2012年も残りわずかとなりました。みなさんは、いかがお過ごしでしょう
か。私は、消防団事務局の仕事を担当しているので、新年１月５日に行われる消防出初式の準備に追
われています。出初式は毎年、阿田和小学校グランドで実施しています。新年早々、洗練された消防
団員の動きを見ると、とても清々しい気持ちになります。みなさんもぜひ一度ご来場ください。ちな
みに、私も式服姿で一役いただいていますので、ついでに、私の晴れ姿もご観賞ください＾＾；
ジェイ

ア

ラ

ー

ト

さて、話しはかわりますが、みなさんは「Ｊ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）
」というもの
をご存知でしょうか。
「Ｊ－ＡＬＥＲＴ」とは、災害やテロ等が発生した際に、消防庁から送られる
緊急情報をいち早く自動的に発信するシステムです。町では、防災行政無線と連動していて、戸別受
信機や屋外スピーカーを通して自動的に緊急情報が伝えられます。また、町内の保育所、小中学校で
は、緊急情報が校内放送で流れる仕組みになっています。
今年８月31日、午後10時頃フィリピン沖を震源とした地震が発生し、御浜町に津波注意報が発表さ
れました。その際、戸別受信機や屋外スピーカーから緊急情報が伝えられました。これはまさに、
「Ｊ－ＡＬＥＲＴ」が作動したことによるものです。
地震発生時には、
「Ｊ－ＡＬＥＲＴ」はとても便利なシステムです。しかし、機械である以上、正
常に作動しない場合も考えられます。
「Ｊ－ＡＬＥＲＴ」を過信することなく、
「強い揺れを感じたら、
すぐに逃げる」という条件反射を日頃から身に着けていただきたいと思います。
私の場合、この条件反射に加え、上司の顔色を見ながら、
「カミナリが落ちる前に逃げる」という
危険回避能力も身に着けなければと思う今日この頃です。
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町有地売払い の 一般競争入札 を 実施します
下記の町有地について次のとおり売払いのための一般競争入札を行います。
町有地売払い／生ごみ処理機補助

入札参加を希望する方は、入札参加の詳細を定めた
「入札参加要領」
に従い手続きを行ってください。
「入札参加要領」は、総務課のほか尾呂志支所、
神志山連絡所、
町民サービスセンターで12月３日
（月）
より配布します。
入札物件
物件名：旧尾呂志駐在所土地・建物
所在地

物件の種類

種別

登記簿地積

備考

御浜町大字栗須字尾上138番２

土地・建物

宅地

290.61㎡

旧尾呂志駐在所

入札参加申込受付期間及び提出場所
【受付期間】12月３日
（月）～ 14日
（金）までの役場
開庁時間内（土・日除く）
【提出場所】役場総務課
※郵送による受付は行いません。
入札日時及び場所
【日時】12月21日
（金） 13：30より
【場所】役場１階 第１会議室
†問い合わせ先†
総務課総務係
やまもとこういちろう
（担当 山本幸一郎）
☎３－０５０５

旧尾呂志駐在所土地・建物

家庭用生ごみ処理機・処理容器の購入補助制度をご利用ください
家庭から出る生ごみを減量するため、家庭用生ごみ処理機や処理容器（コンポスター）を購入され
た方は補助金が受けられます。ぜひご活用いただき、家庭でのごみ減量にご協力をお願いします。
【対 象 者】
町内に居住の方
【種類と補助額】
家庭用電気式生ごみ処理機
かく はん
家庭用手動撹拌式生ごみ処理機

購入額の２分の１
（限度額…30,000円）

家庭用生ごみ処理容器（コンポスター） 購入額の２分の１
（限度額…5,000円）
【申請方法】下記の①～③を持参のうえ、生活環境課窓口で申請してください。
①領収書原本（氏名〔フルネーム〕、金額、商品名・商品番号が明記されていること）
②印鑑

③通帳など振込先のわかる書類

†問い合わせ先†
生活環境課環境係
はしむらもりひろ
（担当 橋村守裕）
☎３－０５３１
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コンポスター

「ブラックボトムブラスバンド・ワンコインコンサート」を開催します
ワンコインコンサート／年金だより

ブラックボトムブラスバンド
ブラックボトムブラスバンドは1993年関西で
結成されたニューオーリンズスタイルの７人編
成のブラスバンドグループです。このバンドの
ストリートパフォーマンスが話題となり、1996
年メジャーデビュー、以後15枚にわたるブラス
アルバムを発表。
全国各地をライブツアーに飛びまわり「富士
ロックフェスティバル」や他の野外フェスタに
数多く出演。
また音楽の楽しさをストレートに感じてもら
うため、各地の小学校や中学校でワークショッ
プを行い好評を得ています。
公演では一気にその場をお祭り気分にしてし

年金だより

まう、フレンドリーなトークとブラスサウンド
を聴かせてくれます。
【日
時】平成25年２月３日（日）
開場14：00、開演15：00
【会
場】中央公民館
【主
催】教育委員会
【チケット】500円（全自由席）
中 央 公 民 館 窓 口 で、12月 ７日
（金 ）
９：00から販売
†問い合わせ先†
中央公民館
かみがい と もり お
（担当 上垣内守雄）
☎２－３１５１

「付加保険料」で老後にちょっとゆとりを

国民年金保険料には、定額の保険料に上乗せ
して支払う「付加保険料」があります。付加保
険料は１か月につき400円です。将来支給され
る「付加年金」の額は「200円×付加保険料を
納めた月数」の式で計算されます。
例えば、付加保険料を５年間（60か月）納め
たときの総付加保険料額の24,000円（400円×
60か月）に対し、65歳から老齢基礎年金を受給
した場合いっしょに支給される付加年金の額
は年額12,000円（200円×60か月）となります。
付加年金を２年間受給すると、納付した付加保
険料総額と同額になります。つまり、２年間で
元金がかえってくることになります。
付加保険料を納められる方は、自営業者など
の国民年金の第１号被保険者の方に限られま
す。60歳以上65歳未満の方など、国民年金の任
意加入者の方も納めることができます。また、

農業者年金の加入者は必ず納めることになって
います。ただし、半額免除などの一部免除を含
め、保険料を免除されている方や国民年金基金
に加入中の方も付加保険料を納められません。
付加保険料の納付は、申し込んだ月分からと
なります。なお、納付期限を過ぎると納められ
ません。また、
付加保険料を納付している方は、
いつでも任意のときに申し出てその納付をやめ
ることができますが、その場合でも掛け捨てに
はなりません。
その他ご不明な点がございましたら、担当ま
でお問い合わせください。
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当
☎３－０５１２

はたなか

畑中まさみ）
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①

②

③

御浜みかん
祭り
④

⑤

11月４日
（日）に「御浜みかん祭り」が、道の駅パーク七里御浜駐車場を会場に行われました。
当日は、桑名市などからのみかん狩りに来られた方々を含め、約4,000人もの多くの方に来場いた
だきました。
会場では、地元の特産品をはじめ、友好親善提携の松本市梓川地区のりんごや野菜の販売の他、み
んなのステージでの太鼓やダンス、ヒーローショーなどが行われおおいに盛り上がりました。
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⑥

⑦

⑨

⑩

⑪

⑫

⑧

⑬

⑭

⑮

⑯

①たくさんの方が来場した「御浜みかん祭り」会場 ②たくさんの方に購入いただき完売した梓川のりんご ③みかん
狩りツアーを楽しむ参加者 ④観客による太鼓の体験
⑤注目を集めた御浜町産みかんを使った「熊野みかんカリー」
せ こ
きたる
⑥みかん品評会で町長賞の表彰を受ける瀬古 来さん ⑦たくさんの方で賑わう物産テント村 ⑧93名の出品があった
みかん品評会 ⑨視線を浴びながら歌を披露する有志バンド ⑩観客を魅了させた「ジュニアバンド」による演奏
⑪キレのある踊りを披露した「よさこいＫＩＤＳ」 ⑫子どもを楽しませたゲームコーナー ⑬思わず「かわいい～」と
声が出た紀州犬ふれあいコーナー ⑭「年中みかんがトレルンジャー」によるヒーローショー ⑮会場に太鼓の音を
響かせた
「さざなみ太鼓」 ⑯会場を盛り上げ観客を楽しませた「Ｍ’Ｓ」によるダンス
9
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情報コーナー

平成25年御浜町成人式を開催します

平成24年工業統計調査を実施します！

【日 時】平成25年１月２日
（水） 13：00 ～
【場 所】中央公民館 アメニティホール
【対象者】
○平成19年度の町内中学校卒業生（平成４年４
月２日～平成５年４月１日生まれの方）
※町外私立中学校を卒業された方も対象です。
○平成24年10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】
○対象者の方には、式典の案内ハガキを11月よ
り順次発送しています。
※出欠に関わらず、必ず返信ハガキをご返送く
ださい。
○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。

平成24年工業統計調査は、従業者４人以上の
全ての製造事業所を対象に平成24年12月31日時
点で実施します。
工業統計調査は我が国の工業の実態を明らか
にすることを目的としており、調査の結果は中
小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施
策のための基礎資料として利活用されます。
対象となる事業所には、12月中旬頃から調査
員が訪問しますので、ご協力をお願いいたし
ます。
†問い合わせ先†
なかもとのりあき
総務課企画財政係（担当 中本憲明）
☎３－０５０５

†問い合わせ先†
教育委員会生涯学習係（中央公民館）
さきもとまさかず
（担当 㟢本正和） ☎２－３１５１

国民健康保険税収納コールセンター事業を始めます
町では、12月より国民健康保険税収納コール
センター事業を始めます。
コールセンター事業は、国民健康保険税の納
め忘れや納付が遅れている方に対し、電話で納
付の呼びかけを行い、初期段階での滞納予防を
図るものです。
電話は次の業務委託先の事業者がかけます。
【事業者名】三重県国民健康保険税収納コールセ
ンター
【電話番号】０１２０－９６８－７０３
コールセンターが口座を指定して振込みを求
めたり、金融機関等でＡＴＭの操作を指示した
りするといったことは一切ありません。
不審な点などがありましたら税務住民課まで
お問い合わせください。
†問い合わせ先†
やま だ かずなり
税務住民課税務係（担当 山田一成）
☎３－０５１０
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四種混合ワクチン予防接種のお知らせ
平成24年11月１日から厚生労働省令の改正に
より、四種混合ワクチン（ジフテリア・百日咳・
破傷風・不活化ポリオ）の定期予防接種が導入
されました。
11月以降の四種混合ワクチン予防接種につい
ては、対象者の方々に個別通知させていただい
ていますので、熟読の上、接種していただくよ
うお願いします。
ご不明・ご心配な点がありましたら、お問い
合せください。
†問い合せ先†
とき た とも こ
健康福祉課健康づくり係（担当 時田智子）
☎３－０５１１

日曜・無料 遺言公証法律相談が行われます
【相 談 日】
12月16日（第３日曜日）
【相談時間】
９：00 ～ 17：00
【相談場所】
新宮公証役場
新宮市緑ヶ丘２丁目１番31号カマツカビル３階
【相 談 員】
公証人 中村 司
【相談内容】
遺言、相続、任意後見（高齢者等の
財産管理）
、離婚問題（子の養育費、慰謝料、
財産分与、年金分割）
、土地建物の賃貸借、金
銭貸借、債務弁済、売買、贈与、その他大切な
契約、尊厳死宣言、会社定款など。
【予
約】
電話予約が必要です。
【そ の 他】
平日（月曜～金曜）の相談もご利用
ください。
※相談はすべて無料（秘密厳守）です。
†問い合わせ先†
新宮公証役場
☎０７３５－２１－２３４４

■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。

隣近所のもめごと、家族間の問題（離婚や扶
養、相続等）、体罰やいじめ、職場でのセクハラ、
ＤＶ等でお悩みの方は、
下記人権擁護委員又は、
相談所へお気軽にご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳守します。
特設人権相談
【相談日】12月19日
（水）
【場

所】役場第１会議室

【時

間】９：00 ～ 12：00
やま だ ゆういち

【人権擁護委員】山田裕一（川瀬）
しも だ ふみ お

下田文男（阿田和）
きた じ てつ こ

北地哲子（神木）
※毎月第３水曜日実施の「行政・人権・心配ご
と相談」と兼用
津地方法務局熊野支局・熊野人権擁護委員協議会
☎０５９７－８５－２３１０

林業退職金共済制度
（林退共）
からのご案内
林業の仕事をしていたことがありませんか？
林退共制度に加入していたが、退職金をまだ
受け取っていない方を探しています。以前、林
業の仕事をしていたが、ご自身が林退共へ加入
していたか分からない方についてもお調べいた
します。
また、罹災された共済契約者及び被共済者の
みなさまに対し、各種手続（共済手帳の紛失、
退職金の請求等）の必要が生じた場合はできう
る限りの範囲において速やかに対応したいと考
えておりますので、最寄の支部又は本部へお問
い合わせ、ご相談くださいますようお願いいた
します。
※詳しくはホームページでもご案内しております。
http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/
†問い合わせ先†
金共済事業本部
☎０３－６７３１－２８８７

これまで個人の白色申告者のうち前々年分あ
るいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林
所得の合計額が300万円を超える方が対象とさ
れていた記帳と帳簿書類の保存制度は、平成26
年１月から所得の合計額にかかわらず、これら
の所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象と
なります。
なお、この記帳と帳簿書類の保存制度につき
ましては、所得税の申告が必要ない方も対象と
なります。
詳細は、国税庁ホームページ（http://www.
nta.go.jp）をご覧ください。
†問い合わせ先†
尾鷲税務署 個人課税第一部門
☎０５９７－２２－２２２４

ツキノワグマの出没に注意してください

†問い合わせ先†

独立行政法人勤労者退職金共済機構

平成26年１月から、記帳・帳簿等の
保存制度の対象者が拡大されます

情報コーナー

人権擁護委員は、身近な相談相手です
12月４日～10日は人権週間

林業退職

紀伊半島はツキノワグマの生息地です。
そのため、山の中や人里でクマを見かけるこ
とがあります。
クマから身を守るため、以下の３つの原則を
覚えておきましょう。
◦クマを近づけない！
◦クマをおびきよせない！
◦クマから走って逃げない！
†問い合わせ先†
三重県熊野農林商工環境事務所
森林・林業室 森林保全課
☎０５９７－８９－６１３６

紀宝警察署メールボックス
年末の交通安全県民運動の
実施について

【実施期間】
12月11日（火）～ 20日（木）までの10日間
【運動の重点】
○子どもと高齢者の交通事故防止
（特に、夕暮れ時と夜間の走行中・自転車乗用
中の交通安全対策の推進）
○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
○飲酒運転の根絶
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０
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かんきつ

対策室だより
マイヤーレモン

かんきつ対策室だより

みなさんこんにちは。早生みかんの収穫も終わり、晩生温州がおいしい季節になると、いよいよ年
末が来たことを実感します。この地域では晩生温州のほかにもレモンやポンカンなどの収穫も始まり、
いろいろなかんきつを楽しむことができます。

御浜町のみかんを東京でＰＲ
11月２、３日の２日間、東京都北区豊島中央
通り商店街の地域連携物産市で御浜町産のみか
んを販売、ＰＲをしました。東京のみなさんに
とって、みかんといえば冬の果物というイメー
ジであるようです。物産市を訪れるお客さんは
「この時期のみかんは珍しい。」と言っていまし
た。試食をしてもらうと「とてもおいしい」と
好評であり、年に何度かは物産市でみかんを販
売してほしいと言われました。全国の美味いも
のが集まる東京で御浜町のみかんがどのような
評価を受けるのか心配でしたが、新鮮でおいし
いみかんなら、全国どこでも十分喜んでもらえ
るのではないでしょうか。

御浜町のみかんを東京でＰＲ

かんきつ現地学習会
地元の農業について理解を深めてもらうため
に毎年、かんきつ現地学習会を開催しており、
今年も11月５日、ＪＡ三重南紀統一選果場と紀
南果樹研究室でＪＡ職員と紀南果樹研究室研究
員の指導のもと、町内四つの小学校の３年生の
みなさんがみかんの勉強をしました。
選果場では、
早生温州の選果を見学しました。
大量のみかんが作業員さんと糖酸センサーによ
り手際よく選別され、箱詰めされていく様子に
驚いていました。また、果樹研究室では御浜町
の農業に占めるみかんの割合や、１年間の作業
を絵や図を交えて説明を受けました。また、場
内の園地でおいしそうなみかんを選んで糖度を
測り、味と数値を比べるなどしてみかん栽培を
学びました。学習会を通して小学生のみなさん
が農業に興味を持ち、将来の町の産業を支える
仕事に着いてくれれば幸いです。

†問い合わせ先†
産業建設課柑橘対策室
せ こ かつのぶ
（担当 瀬古勝信）
☎３－０５１７
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みかんの糖度を測る様子

かんきつ現地学習会

町長だより
No.57
みなさん、こんにちは。
今年も、残すところあとひと月余り
となりました。お忙しい日々をお過ご
しのことと存じます。急な気候の変化
に、風邪などひかれないようお気をつ
けください。
ところで、この便りを書いておりま
すのは11月15日です。昨夜のテレビ
ニュースは「16日衆議院解散、総選挙
来月16日」
でおどりました。
そのニュー
スの画面に女優の森光子さんが亡くな
られたというテロップの文字がしばら
く重なって流されているのが印象的で
した。
これから、来月の総選挙に向けて関
連の話題が連日マスコミをにぎわすこ
とでしょうが、これは、いわゆる大き
な国政そのものについてであり、国民
的な影響が出てくるテーマですから当
然のことではあります。と同時に、一
方でわれわれ一人ひとりには町民、地
域住民としての地道な日々の暮らしが
あるという、余りにも当たり前のこと
も申し上げたい。
この広報がみなさんの手元に届くの
は11月末ですが、この広報を手にされ
ているただ今現在、すでに2週間ほど
前になる衆議院解散のニュースを、ど
んな風に聞いたと記憶されているで
しょうか。
政治の話題では、
そのちょっ
と前にアメリカ大統領選挙があった、
そして解散総選挙関連ニュースと時を
同じくして中国指導部交代のニュース
があった、などなど目まぐるしく話題
が移っていきます。
また、このようなビッグニュースは
特別なこととして、ほかに山ほどあれ
やこれやのことがあるはずですが、自
分がたまたま目にせず耳にしなかった

古川

弘典

ことは自分にとってなかったも同然で
はあります。
それにしても、その時その時には話
題ふっとうしていたことがいとも簡単
に記憶のかなたに追いやられていく様
は、鴨長明の方丈記ではありませんが、
まことに世の中は、「ゆくかわのなが
れはたえずして、しかも、もとのみず
にあらず。よどみにうかぶうたかたは、
かつきえ、かつむすびてひさしくとど
まりたるためしなし」の通りだなとい
う感を深くします。
鴨長明が生きた時代は西暦1200年前
後ですから、今から800年ほど昔のこ
とですが、時代はまさに源平の合戦、
平家物語の頃で、政治的にも激しい変
化の時代、大火事や大地震、とてつも
ない辻風など、天変地異に悩まされた
時代です。
昨日まであった暮らしが、今日とつ
ぜん無くなるというような時代でもあ
りました。ひるがえって、昨年の３・
11を経験したわれわれには世情がとて
も似ていると言えるかも知れません。
世の中は、そんなことの繰り返しに
思える中で、戦争や、地震・津波や台
風をくぐり抜け、ひとは、あれこれの
災厄を生き抜き、生き続けてきたのも
事実です。
たまたまビートたけしの本にこんな
ことが書いてありました。
「テレビが故障しただけでもあたふ
たしてしまうのが現代人で、そもそも
電気があるのが当たり前だと思ってい
るんだから。マッチ一個、釘一本、自
分でつくれやしない。それこそ天変地
異が襲ったら、一瞬で終わっちゃう。
そういう危うい土台の上に、われわれは
立っていることを忘れちゃいけないよ。
」
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ごみの異物の混入にご注意を‼

て

じめ

平成24年９月１日～
30日届出分

♥

♥
ゆい か

村田
きよ し

唯華ちゃん

赤㟢
かづ と

木

ゆう や

有哉くん
ま

す

み

和人さん・真司美さん

去る10月15日（月）
、清掃センターに搬入さ
れた燃料ごみに鉄球が混入し、機械にはさまっ
て作業が一時ストップするという重大な事故が
発生しました。
処理機械に金属類などが混入すると、職員が
ケガをしたり、機械の修理費に数百万円の費用
がかかる場合があります。
ご家庭での分別を今一度徹底していただき、
事故の防止にご協力ください。

ん

神志山

北藪

ひなたちゃん

しょう た

あすか

†問い合わせ先†
生活環境課環境係（担当
☎３－０５３１

正太さん・飛鳥さん

はしむらもりひろ

橋村守裕）

広報俳句

くつ

真砂 笑子

平成二十四年十二月号

やや

第三十八回「町民文化祭」協賛 秋季俳句大会
（次号も秋季大会の句を掲載します）

（入賞入選句）

◎御浜町俳句会会長賞

ふ

黄渓

今年も残すところあと１カ月となりまし
た。私自身今年を振り返ってみますと、あっ
という間に１年が経っていた気がします。そ
うは言っても、私にとって今年は役場に入る
という変わり目の年、また広報の仕事を通じ
て、赤ちゃんや園児、児童生徒その他たくさ
んの方々と出会えた年でした。
来年も、広報の取材などでお伺いするとき
は、どうぞよろしくお願いいたします。

あき び よ り

み

あとがき

秋日和 一歩踏み出す 嬰の靴

◎互選賞

とうろう

つつが

たた

蟷螂の 一歩がまたるゝ 身のゆすり 杉目

い ち ぎょう

はだ

ふか

須崎久美子

むし し ぐ れ

つ

虫時雨 日記一行 恙なし

さっ く いそ

よく ご

ご

後呂 智子

か ね たたき

か

か

鉦叩 作句急げと 叩きけり

ふ

ん

秋風を 浴後の肌が とらえけり 須崎 行雄

う

古りし賀籠 吊る山寺の 秋深し 下川 幸子

◎句会代表選者賞

じ かく

昭 選

世帯数 4,325戸 （± ０ 戸）

ひと も

真砂 笑子

女 05,046人 （－ １ 人）

大平

くつ

男 04,413人 （－ ２ 人）

ゆうかん

やや

よ せい

下川 幸子

人 口 9,459人 （－ ３ 人）

夕刊の 一文字隠す 浮塵子かな 向井 春羊

ふ

山本 要子 選

あき び よ り

つ

かゆ

秋日和 一歩踏み出す 嬰の靴

あお

杉目 黄渓 選

い ざ よ い

清 選

にじ

十六夜を 仰ぎて明日に 継ぐ余生 尾崎喜美子

いも

濱浦

はし

走り藷 くれない滲む 朝の粥

11月１日現在の人の動き
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燃料ごみに混入した鉄球

さ

♥

市

♥

♥

清志 ん・さつき
さ

♥

赤ちゃん／ごみ異物混入／広報文芸／あとがき

阿田和

さて、今月の特集ですが学校防災です。防
災教育のモデル校である阿田和小学校の児童
が参加し、タウンウォッチングなどを実施し
ました。児童たちは、防災の視点で自分たち
の街を見ると危険な場所などに気づいたり、
活発な意見を出し合うなど防災意識の高さが
伺えました。
自分の命は自分で守るためにも、意識して
防災の視点で回りを見ておくことも大切です。
たにあいてるゆき

（総務課 総務係 谷合輝幸）

…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

2 日 粗大ごみ収集日

くら し の カレンダー 12

清掃センター

16 日 資源持込日

17 月 バレーボール教室

7：00～15：00

糖尿病予防教室１回目 ９：30～13：00 福祉健康センター

3 月 バレーボール教室

17：30～19：00

18 火

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 19：00～21：00 阿田和小学校
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館
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 10：00～11：00 神木公民館
２歳児歯科健診
（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

7 金

9 日

粗大ごみ収集日 7：00～15：00

清掃センター

がん検診 ８：00～14：00 福祉健康センター
肝炎ウイルス検査 ９：00～11：00 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

10 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
金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

21 金 子どもの広場（自主活動）
22 土 ゴルフ教室

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３階第５会議室

阿田和中学校

9：00～12：00 福祉健康センター

9：00～12：00

清掃センター

天皇誕生日
資源持込日 8：00～12：00 リサイクルセンター

24 月 振替休日
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ

25 火

収集日（市木・神志山地区）
貯筋体操教室 13：30～14：30 志原東平見集会所

26 水 ゴルフ教室

19：00～21：00

みはまＧＧ

27 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

（市木・神志山地区） 28

11 火

19：00～21：00

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

太極拳教室 19：30～21：00 志原公民館
9：00～12：00

ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

20 木 卓球教室

子どもの広場
（予約制） 9：30～11：30 福祉健康センター 23 日

8 土 ゴルフ教室

ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館

ありんこ広場 9：30～11：30 福祉健康センター

5 水

収集日（阿田和・尾呂志地区）
卓球教室（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

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

体育センター

貯筋体操教室 13：30～14：30 中立集会所

（阿田和・尾呂志地区）

健康相談 14：00～15：00 下市木公民館

17：30～19：00

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
13：30～14：30

役場

多重債務者相談（予約制） 10：00～12：00 役場１階会議室

体育センター

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

4 火 貯筋体操教室

8：00～12：00

金

29 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

糖尿病予防教室２回目 13：30～15：00 福祉健康センター 30 日
12 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

31 月

バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館
紙、
衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

13 木 貯筋体操教室

10：00～11：00

中央公民館

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
子どもの広場（自主活動） 9：00～12：00 福祉健康センター

14 金

子育て相談 9：30～11：30 福祉健康センター
ちょっと気になる子ども相談
（予約制） 役場
太極拳教室 19：30～21：00 志原公民館

15 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

12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

第４期
第５期
第６期

12月25日
（火）

※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

１１／９

※総務課では、御浜町のイベント
や風景などの写真の提供を受け
付けています。
詳しくは総務課広報担当まで。

町内小学校給食に梓川のりんご

みはま

みて見てみはま

青島広志さんらによる演奏

１１／９ 防火予防パレード

11／10「青島広志＆ブルーアイランド楽団」音楽会

11月９日（金）～ 15日（木）まで秋の火災予
防運動が展開され、初日に御浜町消防団による
火災予防啓発（防火予防パレード）が行われま
した。
各消防車両は町内を巡回し、火災予防を広報
しました。
これからは、空気が乾燥し火災が発生しやす
い季節となりますので、火の取り扱いには十分
気を付けていただきますようお願いします。

11月10日
（土）に中央公民館で、青島広志＆
ブルーアイランド楽団による音楽会が開催され
ました。
音楽会では、楽団による演奏の他に青島広志
さんのトークも行われ、会場では笑い声も上が
り大変盛り上がっていました。
来場者は、
「音楽会はスピード感があり聴き
入ってしまった。
」と話しており、子どもから
大人まで演奏に聴き入っていました。
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火災予防啓発に出動する消防団

（平成24年12月１日発行）

御浜町のみかんを食べる梓川地区の児童

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

おいしそうにりんごを食べる阿田和小学校の児童

2012.12. No.524

御浜町と松本市梓川地区では、交流の一環としてお互いの特産品を学校給食に使用する企画を
行っています。
町内小学校（尾呂志学園中学校を含む）では、児童510人の学校給食に梓川のりんごが出されま
した。りんごを食べた子どもたちからは「甘くておいしい」などの感想が出るほど大好評でした。
松本市では、約8,000人の児童生徒に御浜町のみかんを給食で食べていただきました。

