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年の初めに

御浜町長

古川

弘典
高度成長期のバブルがはじけ、成熟社会へ

皆さま、新年明けましておめでとうございます。
新しい年の幕開けを、心新たにお迎えのこ
とと、お慶び申し上げます。

とギアチェンジをしなければならない、その
きし

軋みの中にある今の時代は、利益の分配と同

年頭に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。

時に、不利益の分かち合いも甘受しなければ

昨年も、厳しい社会情勢が続く中、明日に

ならないとも言われています。お互いの痛み

向かって国も地方も模索した一年であったと

を理解し合い、思いやり、助け合う心、共助

思います。

の精神が今こそ一層必要であると信じます。

国内では、東日本大震災や原発事故から約

本町は今、いつ起きてもおかしくないと言

二年を費やしても復旧道なかばで、今なお多

われる南海トラフを震源域とする巨大地震の

くの方々が以前の生活を取り戻せてはいません。

不安の中にあります。国や県からは津波など

世界経済の混迷や近隣諸国との外交問題がわ

で甚大な被害が発生する想定が示されました。

が国の社会経済に大きな影を落とし、エネル

そのような中で昨年末、町では、大地震の発

ギー政策や社会保障費の財源問題など、課題

生を想定し、かつ東日本大震災の教訓に学び、

山積の中、年末には国民の望みを託する衆議

少しでも被害を抑えための今やるべき防災対

院議員選挙が行われました。

策を、御浜町防災会議や議会の意見を頂きな

御浜町では、一昨年の台風12号による豪雨
災害からの復旧に全力を注ぎ、各方面からの

がら「御浜町緊急地震・津波対策行動計画」
にまとめました。

ご協力もいただきながら道路や河川など公共

この計画に沿って「地震に備える」
、
「津波

施設の復旧作業にようやく一定の目途が立っ

から逃げる」を目的に26年度までの 3 ヵ年

てまいりました。ご尽力いただきました皆様

で緊急かつ重点的に防災対策に取り組みます。

にあらためましてお礼申し上げます。
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また、町内各地区の自主防災組織の活動支

大島付近の日の出（阿田和）

援のために、全庁的なプロジェクトを立ち上

きなチャンスと捉え、引き続き産業振興に

げ、現在、私を含め職員総出で地域に出向き

積極的に取り組んでまいります。

自主防災活動のサポートに取り組んでいます。

特に県下一の生産量を誇る柑橘について

予測困難な自然災害から命を守るために

は、優良品種への更新促進など生産支援を

は、危険を一早く感じ、自分の身は自分で守

行いながら、農地の流動化や農業経営の法

る（自助）ことこそ、何より大切です。近所

人化等を促し、後継者、担い手を確保して

で声を掛け合い、地域が連帯して防災意識を

いただき、市場から支持される産地を維持

高めていく（共助）ことは、尊い命を一人で

できるよう、総合的な農業振興を推進して

も多く守るための重要な鍵になります。災害

まいります。

を最小限に抑え、被災後の避難生活を支援し、

また、少子化対策や社会福祉及び地域医

地域の復旧復興を果たすことは、行政の大き

療の堅持、教育の充実等、様々な課題にも

な役割（公助）です。

取り組んでいかなければなりません。本年

大きな災害が危惧される今だからこそ、こ
の三つの力を一つにして、自然災害に立ち向
かいましょう。決して恐れず見くびらず、今
出来るやるべき備えを講じてまいりましょう。

も、住民の皆様には町行政に対し格段のご
理解、ご協力をお願い申し上げます。
以上、年頭に当たりまして、皆様のご健
勝、ご多幸を心よりお祈り申し上げ、新春
のご挨拶とさせていただきます。

平成25年度は私たちの地域の大きな願いで
あった自動車専用道路が熊野市まで延伸、開
通します。御浜町にとっても、顔の見える
産地として、地場産業の活性化を進める大
3

防災情報

「逃げる」
・
「備える」の ために
災害への備え

阿田和地区で津波避難訓練が行われています
阿田和の貫木地区と端地地区の自主防災組織が津波避難訓練を実施しました。
訓練は、東海・東南海・南海地震の津波を想定したもので、貫木地区では、12月２日（日）にＪＡ
三重南紀本店に一旦集合し、紀南病院駐車場まで避難した後、
危険箇所を地図に記入しながら最短ルー
トで各家庭まで戻りました。
また、端地地区では12月９日（日）に新宮信用金庫に一旦集合した後、危険な箇所を地図等で確認
しながら紀南病院駐車場まで避難しました。

避難する参加者（貫木地区）

避難訓練の様子
（端地地区）

地図を片手に避難する参加者
（貫木地区）

集合し説明を受ける参加者
（貫木地区）

危険箇所を確認しながら避難する参加者（端地地区）
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参加者に主旨を説明する様子
（端地地区）

三重県エルピーガス協会紀南支部と災害時の応援協定を締結しました
応援協定／出初式／防人の独言

12月６日
（木）
に三重県エルピー
ガス協会紀南支部と災害時の応援
協定を締結しました。
この協定は地震等による災害が
発生した場合に、町からの要請に
応じて同支部がＬＰガスをはじ
め、ＬＰガスを燃料として使用す
るために必要な器具等の調達につ
いて協定を締結しました。
また、同日、同支部からＬＰガ
ス発電機１台・炊き出しステー
ション一式が寄贈されました。

協定書締結の様子

平成25年御浜町消防出初式を開催します
新春恒例の御浜町消防出初式を行います。出初式は町内４分団の消防団員が集まり、日頃から訓練
している小型ポンプ操法の展示や一斉放水等を行います。
新年に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。ぜひ、
ご観覧ください。
【日時】
平成25年１月５日（土）９：00 ～
【場所】阿田和小学校グラウンド
【内容】
通常点検、小型ポンプ操法、一斉放水
※雨天時は中央公民館で式典のみを行います。
†問い合わせ先†
さ き も り

防災課防災係（担当

－防 人 の独言

にし

ゆう き

西 優輝）☎３－０５０７

No.3 －

あなたのことを心配している人がいます
防災課

西

優輝

みなさんは情報伝達・収集の手段と言えば何を思い浮かべますか？一般的には固定電話や携帯電
話、テレビ、ラジオ、インターネットが思い浮かぶと思います。
東日本大震災の直後は、停電でテレビが観られなくなり、電話回線もパンクする事態が起こりま
した。もし、みなさんがこのような状況になった場合、どのようにして必要な情報を得ますか？ま
た、家族や友人にどのように連絡をとりますか？
私は災害時伝言ダイヤル（171）が使えるように準備しています。また、複数の人と情報伝達で
きるようにフェイスブック等にも登録しています。
携帯電話のワンセグは見えるかもしれないので、
予備の電池を買いました。最近では、アマチュア無線の試験も受けました。こういった準備を始め
たのは、災害発生時には、自ら情報収集することや発信することが何よりも大事なことだと気づい
たからです。
私にも大切な人がいます。家族で待ち合わせる場所を決めておくだけでもいいです。みなさんも
万が一に備えて、大切な人と連絡を取るための方法を普段から準備しておいてください。
ところで、私が試験を受けたアマチュア無線免許取得の合否については、結果はまだ分かりません。
合格した場合のみ、報告したいと思います。
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野焼き は 禁止されています
野焼き／浄化槽管理

野焼きによる煙は、ダイオキシンなどの有害物質を発生させ、大気汚染の原因のひとつになってい
ます。また、近隣住民に迷惑をかけることもあり、一部の例外を除き、野焼きは法律で禁止されてい
ます。違反すると、５年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、又はその両方が科せられることが
あります。
家庭から出るごみは、焼却せずに分別して、収集日にごみステーションへ出してください。
【禁止の例外となる野焼き】
焼却内容
①風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な
野焼き
②農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない
ものとして行われる野焼き
③たき火その他、日常生活を営む上で通常行われる
野焼きで軽微なもの

具体的な例
正月のしめ縄や門松等を燃やす行事
農業者が行う稲わら等の野焼き
落葉たき、
たき火、
キャンプファイヤー

例外となる野焼きを行う場合でも・・・
①近隣住民へ事前に声かけをする ②少しずつ焼却する ③住宅近くでの焼却は避ける ④ビニー
ル、ゴム、プラスチック、油脂類などは焼却しない ⑤風向きを考える ⑥焼却場所を離れないよう
にし、終了後は完全に消火したことを確認する など、周辺住民の安全・健康への配慮が必要です。
また、火災と間違われることがありますので、事前に消防御浜分署（☎２－４７３１）へ届出をし
てください。
†問い合わせ先†

生活環境課環境係（担当

はしむらもりひろ

橋村守裕）☎３－０５３１

浄化槽 は 適正に管理してください
いつまでもきれいな水を放流する浄化槽の機能を持続させるため、次のような管理を適切に行って
ください。

●法定検査

年１回

保守点検・清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかを総合的に判断するた
めの検査です。
一般財団法人三重県水質検査センター（三重県知事指定検査機関）から実施前に通知がきます。

●保守点検

年３回以上

汚泥（微生物）や機器の点検、調整等を行います。
保守点検契約を結ばれた事業者に依頼してください。

●清

掃

年１回

浄化槽内にたまった汚泥等の引出し及び機器類の洗浄等を行います。
御浜衛生舎（御浜町の許可を受けた浄化槽清掃業者☎２－２９８９）に依頼してください。
合併処理浄化槽は、トイレ・台所・風呂・洗濯などの家庭から出る生活排水を、単独処理浄化
槽はトイレのし尿を、それぞれきれいな水にして放流するための設備です。
きれいな水を各家庭から流すことで、わたしたちの身近にある小川や排水路がきれいになり、
地域の川や海なども汚れなくなります。
†問い合わせ先†
生活環境課環境係
なかむらがずひこ
（担当 仲村和彦）
☎３－０５３１
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償却資産 の 申告 を お忘れなく
合には、固定資産税が課税されます。課税対象
となる資産を「償却資産」といいます。
Ｑ：償却資産ってなに？

申告期限は、平成25年１月31日
（木）です。
申告用紙は、税務住民課税務係に用意していま
す。仕事で使う機械や設備などを確認し、忘れ
ずに償却資産の申告をしましょう。

Ａ：具体的には、次のようなものが償却資産と
なります。
農業用機械、建設機械、作業機械、冷蔵・冷
凍設備、各種工具、パソコン、事務機器、接客
用家具・備品、舗装路面、看板 等。
※ただし耐用年数や取得金額、品目などによっ
ては、課税の対象外となるものもあります。
詳しくは税務住民課税務係までお問い合わせ
ください。
※リースで使用している資産については、原則
リース会社に申告義務があるので申告の対象
になりません。
Ｑ：償却資産があるときはどうすればいいの？
Ａ：１月１日現在に償却資産を所有されている
方は、業種を問わず、地方税法で申告が義
務づけられています。

†問い合わせ先†
税務住民課税務係（担当
☎３－０５１０

はぜやましん や

櫨山慎也）

「税を考える週間」習字・作文 が 表彰されました
「税を考える週間」（平成24年11月11日～ 17
日）の行事として応募された小・中学生の習字
と作文について、御浜町内では次の児童・生徒
が表彰されました。
習字の部（小学生）
三重県教育委員会賞
てらまえ
こう き
寺前 光紀（御浜小学校６年生）
優秀賞
えのもと
み れい
榎本 美玲（阿田和小学校６年生）
おお じ
じゅん な
蔭地 純奈（御浜小学校５年生）
佳 作
しばさき
けんしん
芝崎 謙信（尾呂志学園小学校６年生）
えのもと
み ゆ
榎本 未侑（阿田和小学校６年生）
たてしま り ほ な
立嶋李穂菜（神志山小学校５年生）
作文の部（中学生）
紀州地区納税貯蓄組合連合会長賞
あか ね
赤根ひかり（御浜中学校３年生）

表彰を受けた御浜小学校の児童
（左から蔭地純奈さん、寺前光紀さん）

†問い合わせ先†
税務住民課税務係
しも

ひろまさ

（担当 下 博昌）
☎３－０５１０
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償却資産申告／税の習字・作文表彰

農業や自営業などを営む個人や会社が、事業
のために使用する機械などの資産をお持ちの場

町内保育所発表会
志原保育所

阿田和保育園

市木保育所

尾呂志保育所

志原保育所

市木保育所
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志原保育所

市木保育所

尾呂志保育所

志原保育所

市木保育所

市木保育所

阿田和保育園

志原保育所

尾呂志保育所

9

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

水道管の凍結にご注意ください
寒さが厳しくなってきました。屋外の水道管
で次の条件にあてはまる場合には凍結しやすい
ので注意しましょう。

農業委員会委員選挙人名簿の
登録申請について
農業委員会等に関する法律に基づき、平成25
年１月１日現在で農業委員会委員選挙人名簿の
調製を行います。

○水道管が露出している
○北側など日の当たらない場所にある
○風あたりの強い場所にある

有資格者の方は、広報１月号に折込みの申請
書に所定の事項を記載し、産業建設課までご提
出ください。

凍結防止対策
露出している管には、古い毛布、布切れなど
を巻き付けビニールテープなどで保温材が濡れ
ないようにしましょう。
特に冷え込みが厳しい夜には、蛇口から水を
少し流し続ければ凍りにくくなります。
凍結してしまったときは
自然に解けるのを待つか、凍ってしまった部
分にタオルなどを被せてゆっくりとぬるま湯を
かけてください。
その際、熱湯をかけると破裂する恐れがあり

※詳しくは、申請書裏面をご参照ください。
†問い合わせ先†
御浜町農業委員会（産業建設課内）
（担当

た じまかずなり

田嶋一成）☎３－０５１７

「こころの健康相談」が開催されます
こころに悩みをもつ人とこころの病気が疑わ
れるが本人に自覚がないため対応に苦慮してい
る家族などを支援する目的で、こころの健康相
談を開催します。
（要予約）

危険ですから注意してください。

【日時】
平成25年１月19日
（土）

†問い合わせ先†

【場所】
紀宝町役場１階

生活環境課上下水道係（担当

13：00 ～ 16：00

はま じ やすあき

濵地靖章）

☎３－０５１３

【内容】
熊野病院

相談室

ふ く だ しゅういち

福田衆一院長による「こころ

の健康相談」
（無料）
【対象者】

糖尿病予防啓発講演会が
開催されます
【日時】平成25年２月２日
（土） 13：30 ～ 15：30

こころに悩みをもつ人及びその家族など
※ただし、既に治療中で主治医のいる方はご遠
慮ください。
【申込期限】
平成25年１月10日
（木）まで

【場所】熊野市文化交流センター（熊野市駅横）

†問い合わせ先†

【講師】東京女子医科大学

熊野保健福祉事務所健康増進課

常務理事・名誉教授

いわもとやすひこ

岩本安彦氏

【テーマ】

☎０５９７－８９－６１１５

「糖尿病と上手につき合い元気で長生き」

浮魚礁の利用には登録が必要です

【定員】先着120名

三重県が熊野灘沖合に整備した浮魚礁を利用

【参加費】無料
【申込締切日】平成25年１月25日
（金）まで
【主催】紀南健康長寿推進協議会

するには登録が必要となります。受付、詳細に
ついては、
（公財）
三重県水産振興事業団までお
問い合わせください。なお、登録期間は平成25
年２月１日
（金）～ 28日
（木）となっております。

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

時田智子）

†問い合わせ先†
（公財）
三重県水産振興事業団
☎０５９－２２８－１２９１

■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。

三重県内特定５業種の最低賃金改正

みはま児童クラブでは、平成25年度入所児童
を募集しています。
児童クラブとは、保護者が仕事等で昼間留守
になる家庭の子どもたち（小学生）の第二の家
庭です。
【募集締切】平成25年２月28日まで
【保育時間】
平日 放課後～ 18：20、土曜日 ７：45 ～ 16：30
長期休暇・学校代休日 ７：45 ～ 18：20
【利用料金】
16,000円（利用料金）+ 1,000円
（実費徴収金）/月
※夏休み等、長期休暇期間は別料金となります。
※保険料4,000円/年が必要です。
【実施場所】御浜町大字下市木2330-1
（御浜小学校前）
†問い合わせ先†
ＮＰＯ法人子どもステーションくまの
☎０５９７－８９－５６０７

平成24年12月27日から、特定産業５業種の三
重県内最低賃金が改正されます。
三重県最低賃金は724円ですが、特定産業の
事業場で働くすべての労働者のみなさんには、
下表の
「特定
（産業別）
最低賃金」
が適用されます。

蜜蜂飼育届の対象者が拡大されました
養蜂振興法の改正に伴い平成25年１月１日よ
り、蜜蜂飼育届の対象者が拡大されました。今
まで対象となっていた養蜂業者に加えて、趣味
で養蜂をされている場合も飼育条件によっては
届出対象となります。
【届出対象】
養蜂業者若しくは反復利用が可能な蜂房を利
用して蜜蜂の飼育を行う者
※反復利用可能な蜂房とは巣枠式巣箱などのこ
とです。
【受付期間】平成24年度は随時受付
【手数料】無料
†問い合わせ先†
三重県熊野農林商工環境事務所 農業振興課
☎０５９７－８９－６１２０

放送大学学生募集
放送大学では、平成25年４月入学の教養学部
学生及び大学院修士科目生、修士選科生を募集
しています。
【募集期間】平成25年２月28日
（木）まで
※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
までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
放送大学三重学習センター
☎０５９－２２３－１１７０

特定（産業別）最低賃金

効力発生日

三重県ガラス・同製品
時間額 788円
製造業
三重県電線・ケーブル
時間額 808円
製造業
三重県洋食器・刃物・
手道具・金物類製造業

時間額 805円

三重県電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気機械
時間額 793円 平成24年
器具、情報通信機械器具
12月27日
製造業
三重県建設機械・鉱山
機 械 製 造 業、 自 動 車・
同附属品製造業、船舶
製 造・ 修 理 業、 舶 用 機
時間額 829円
関製造業、産業用運搬
車 両・ 同 部 分 品・ 附 属
品製造業、その他の輸
送用機械器具製造業

†問い合わせ先†
三重労働局労働基準部賃金室
☎０５９－２２６－２１０８

紀宝警察署メールボックス
１月10日は「110番の日」
○事件事故 緊急通報 110番
○110番のポイント
慌てず落ち着いて次のポイントを要領よく通
報してください。
①何があったのか ②ケガはないか ③いつ
起きたのか ④どこであったのか ⑤犯人の特
徴 ⑥あなたの名前
○携帯電話からの110番
自動車運転中は安全な場所に停止させてから
通報してください。
※緊急事件・事故以外の相談は紀宝警察署又は
警察総合相談電話 ｢♯9110｣ まで電話をして
ください。
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０
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平成25年度熊野市・御浜町・紀宝町の公立小中学校
講師等登録説明会 を 開催 します
講師登録説明会／年金だより

熊野市・御浜町・紀宝町内の公立小中学校講
師等の登録を希望する方を対象に、講師等の任
用・勤務条件等に関する説明会を開催します。
【日時】平成25年１月26日（土）
受付８：30～ 開始９：00～
【場所】役場３階 くろしおホール
【募集業種】講師、養護助教諭、事務補助員
※学校栄養補助員の採用予定はありませんが、

【必要書類等】

登録は随時受け付けています。
【勤務形態】常勤・非常勤
【資格】小学校教諭普通免許状、中学校教諭普通

◆平成25年１月15日～ 25日（土日を除く）の期
間に、御浜町教育委員会で登録関係書類一式
を受け取り、必要事項を記入したうえで、説

免許状、養護教諭免許状のうち、いずれかを有
する者。（平成25年３月末取得見込みも可）

明会にご持参ください。
◆必要書類を郵送で希望される方は、送り先

※事務補助員は上記の免許は不要です。

の住所・氏名を明記したＡ４封筒に200円切
手を貼って、御浜町教育委員会学校教育係
（〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田
和6120番地1）へお申込みください。
†問い合わせ先†
教育委員会学校教育係
にし だ ひで お

（担当 西田秀雄）
☎３－０５２６

年金だより

国民年金・厚生年金の老齢年金等を
受給されているみなさまへ
～「平成24年分 公的年金等の源泉徴収票」が送付されます～

国民年金や厚生年金の老齢年金等は、税法上
「雑所得」とみなされ所得税の課税対象となっ

２つ以上の年金を受けている人や年金の他に
給与所得等がある人は、確定申告のときにこの

ています。
そのため日本年金機構は年金を支払う際に所
得税の源泉徴収を行い、老齢年金等の受給者全

源泉徴収票の添付が必要となりますので、大切
に保管してください。

員に「公的年金等の源泉徴収票」を作成して支
給年の翌年１月31日までに送付します。

†問い合わせ先†

ただし、障害年金や遺族年金については課税
対象になりませんので源泉徴収票は送付されま

税務住民課保険年金係（担当
☎３－０５１２

せん。
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南紀のみかんを世界へ輸出
ＪＡ三重南紀では、一昨年度からタイ王国へ
温州みかんを輸出しています。昨年12月初頭４
ｔを販売したところ、現地での温州みかんの評
判も上々であり、「昨年度よりも出荷量を増や
してほしい。」との要請がありました。今月に
は追加で温州みかんを２ｔ出荷する予定です。
さらに今年度よりタイ王国への輸出が解禁と
なったデコポンも本格輸出に向け、試験輸出で
２ｔを温州みかんの追加分と一緒に出荷予定です。
12月初頭にはＪＡ三重南紀と関係団体のみな
さんでタイ王国を訪問し、タイ王室のシリン
トーン王女殿下に早生温州みかんを献上しまし
た。王室のみなさんにＪＡ三重南紀のみかんの
おいしさを知ってもらうことで、タイ王国内で
のＰＲ効果をねらいます。

また、新たな輸出先として香港市場に今年か
ら温州みかんを２ｔ出荷し、来年以降の販路拡
大を目指します。ＪＡ三重南紀では国内の市場
だけではなく、海外の市場にも、三重南紀みか
んのおいしさを知ってもらえることを期待して
います。

タイ王室にみかんを献上

移住フェアに参加
昨年、11月24日、東京都千代田区の東京国際フォーラムで三重県南部地域活性化局による三重県移
住フェアが開催され、御浜町も熊野市、紀宝町、ＪＡが連携して組織するみかんの里協議会の一員と
して参加しました。過疎を心配する三重県南部地域が人口を増やそうとそれぞれの市町の特色や、支
援制度をＰＲしました。みかんの里協議会は農業、特にみかんで生計を立てて三重県南部で暮らそう
とする方に情報を提供しました。様々な方の訪問を受け、都会で暮らしながらも農業にあこがれ田舎
で暮らすことを真剣に考えている方が少なからずいることを知りました。独立就農を目指す獣医の資
格をもつサラリーマンや、農業法人に勤めて貯蓄をしながら栽培技術や経営方法を学び、就農先を探
す夫婦に出会いました。この地域のＩターン就農実績は三重県下では最も高く、就農者の意欲と地域
のみなさんの理解が成せるものだと思っています。
今後とも、農業を含め地域の現状を正しく伝えながら、私たちの地域で農業による定住を志すみな
さんを迎え入れていきたいと考えています。

就農希望者の農業体験

柑橘の農業体験をする参加者（左）

†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

昨年、11月26日から11月30日、就農希望者を
対象に町内の農家で柑橘の農業体験を実施しま
した。３軒の農家で温州みかんの収穫や、カラ
の袋かけ、獣害対策作業を体験していただきま
した。参加者は今回の農業体験について「農家
のみなさんからいろんなことを教えてもらっ
た。まだ、
どこで就農するかは決めていないが、
果樹経営を希望している。
」と言っていました。
今後も地域のみなさんの理解と協力により、意
欲ある農家を迎えることができればと思います。
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みなさんあけましておめでとうございます。温州みかんの収穫も終盤を迎え、甘夏や伊予柑などの
中晩柑類の収穫が始まります。今年もみなさんにとって良い年でありますように。

は

弁護士さんによる高齢者の権利に関する講演
会として、消費者被害への対応や相続、贈与、
遺言など財産に関することなど、普段は聞く機
会が少ない法律家としての立場から、入門編と
しての講演をしていただきます。
ぜひご参加ください。なお、参加には事前申

平成24年10月１日～31日届出分

♥

阿田和

神志山

お申し込みください。

♥

♥

し込みが必要ですので、下記問い合わせ先まで
♥

赤ちゃん／高齢者に関する権利擁護研修会／広報文芸／あとがき

て

じ

高齢者に関する権利擁護研修会を
開催します

めまし

【開 催 日】平成25年１月17日
（木）
【開催時間】13：30 ～ 15：00
【開催場所】役場３階
【講

師】熊野ひまわり基金法律事務所
ほん ま ひろ こ

本間博子
生駒
つとむ

ほ

の

か

穂乃佳ちゃん
か

な

山口

よ

き

地域包括支援センター（健康福祉課内）

こ

典久さん・亜希子さん

にし

（担当

西

つとむ

勉）☎３－０５１４

も

平成二十五年一月号

秋季俳句大会

広報俳句

第三十八回「町民文化祭」 協賛

あか

み ごと

佐野 正巳

た

し に せ やど

あま

よ なが

康

ろうおう

た

何もせぬ 夜長の灯り 持て余す

出口

一倫

じ

ひ がんばな

彼岸花 暑さに耐えて 見事咲く

南

はこ ね

箱根路に 老鶯の声 老舗宿

かぜ

のこ

前 たき子

はぎ

な

萩に風 立ちあがる風 垂れる風

榎本 宣子

はかな

さて、今回の特集ですが、８・９ページの
町内保育所の発表会です。園児たちは歌、踊

ろ

まど

ゆ う くりや

わか

勝

新年あけましておめでとうございます。本
年も「広報みはま」をよろしくお願いいたし
ます。
みなさんお気づきかと思いますが、今月号
から紙面の色を青色に変えさせていただいて
おります。１年間この色で発行させていただ
きます。

ぶ

か

あきさば さ

かんせい

ゆ

にじ さ

うか

あとがき

しま

終い風呂 儚げに鳴く 残る虫

花井 祥子

にじ

秋の虹 歓声上がる 朝の窓

山本 要子

み がま

身構えて 秋鯖割くや 夕厨

中納 米子

はな の みち

花野道 往き交う人の 別れかな

七海 笑涙

おき ざ

沖の雲 置去りにして 虹冴へる

お

たよ

指月

石田

あ

だ

な

名月や 明かりを落とし 浮べ酒

み

わ

山口 正倫

りょくいん

ぜみ

叶夢

緑陰や 弥陀の国から 来る便り

のこ

残り蝉 吾がうしろにて 鳴きおさむ 山口

ねむ

お月見だ うちのウサギは 眠ってる 阪本

笠置 悠哉

きんもくせい

昭

世帯数 4,315戸 （－10戸）

ただよ

き せいせん

女 05,035人 （－11人）

かえ

帰り道 漂う香り 金木犀

大平

ざ

男 04,409人 （－ ４ 人）

ね ころ

は

まい

人 口 9,444人 （－ 15人）

とうがん

冬瓜が 寝転んでいる 無人市

上野山明子

くろしお

まど

ひと よ

清

黒潮に 向けて稲架組む 紀勢線

か

さ

ひ がんばな

たいいく

立嶋道信丸

あかね

谷口 希世

くびかた

ふう う のが

さ

はまひるがお

こ こう

さき

むち う

秋さなか 茜トンボの 恋の舞

正枝

とうろう

蟷螂の 首傾むけて 何惑ふ

浦

敦子

さ

うまおい

馬追の 風雨逃れて 貸す一夜

西

あらし

嵐去り 孤高に冴へる 秋の月

織田 信勝

ふま

踏れしも 浜昼顔の 咲きつづく

小野はるみ

さん ぽ みち

散歩道 先へ先へと 彼岸花

濱浦

ろうこつ

老骨に 鞭打つ日ぞや 体育の日

12月１日現在の人の動き
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笑帆ちゃん
あ

弁護士

†問い合わせ先†

えみ ほ

のりひさ

勤さん・加奈代さん

くろしおホール

り、演技などを披露し、見る人を楽しませて
いました。私自身も取材しながら、園児たち
の名演技に見入ってしまいました。
１月では、２日に成人式と５日には消防出
初式を取材させていただきますので、よろし
くお願いいたします。
これからが寒さの本番です。規則正しい生
活、十分な睡眠、バランスある食生活は健康
の基本です。みなさんも今年一年、健康でよ
い一年となりますようお祈りします。
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。）
※ソフトテニス教室は、１月中は冬期休止です。

くら し の カレンダー

1 火 元旦
2 水 成人式

18 金
13：00～

中央公民館

1

子どもの広場（自主活動） 9：00～12：00 福祉健康センター
太極拳教室 19：30～21：00 志原公民館

19 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

清掃センター

20 日 資源持込日

8：00～12：00

役場

3 木
4 金
5 土

出初式 ９：00～ 阿田和小学校グラウンド
ゴルフ教室 9：00～12：00 清掃センター

うんどう教室
（自主活動） 10：00～11：30 福祉健康センター

21 月 バレーボール教室

体育センター

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

6 日

ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ

7 月 バレーボール教室

17：30～19：00

体育センター

22 火

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

8 火

17：30～19：00

卓球教室
（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

23 水

年金相談 10：00～14：00 役場１階会議室

9 水 ゴルフ教室

19：00～21：00

貯筋体操教室 13：30～14：30 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

（阿田和・尾呂志地区）

貯筋体操教室 13：30～14：30 福祉健康センター

収集日（阿田和・尾呂志地区）

ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館
粗大ごみ収集日 7：00～15：00

みはまGG

バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館 24 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
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

10 木 貯筋体操教室

10：00～11：00

神木公民館

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

25 金 太極拳教室

19：30～21：00

志原公民館

子どもの広場（自主活動） 9：00～12：00 福祉健康センター 26 土 ゴルフ教室 9：00～12：00 清掃センター
11 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

12 土 ゴルフ教室

9：00～12：00

27 日 資源持込日

清掃センター

28 月

13 日

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

14 月 成人の日

29 火

多重債務者相談（予約制） 10：00～12：00 役場１階会議室

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日
（市木・神志山地区） 30

15 火

収集日（市木・神志山地区）

水

貯筋体操教室 13：30～14：30 中立集会所
卓球教室
（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

31 木 卓球教室

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

16 水 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（市木・神志山地区）
貯筋体操教室 10：00～11：00 中央公民館

17 木 ３歳児健診（個別通知）

福祉健康センター

１月の納税期限
●後期高齢者医療保険料
納期限

第７期

１月31日（木）

卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

※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

みて見てみはま

みはま

１１／２６

※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。

阿田和中学生議会体験

2013.1. No.525

11月26日
（月） に 役
場議場で阿田和中学生
の議会体験が行われま
した。生徒たちは御浜
町の行政の仕組みを知
り、議会制民主主義や
地方自治の意義や仕組
みを学びました。
また、生徒代表者に
よる一般質問では、観
光、災害対策、学校再
編など中学生の視点か
ら見たこれからの御浜
町の姿についての質問
がなされていました。

（平成25年１月１日発行）

１１／１７

敬老会

11月17日
（土）中央公民館で御浜町敬老会が
開催されました。
はやし だ ま ゆ こ
敬老会では、林田麻友子さんによる介護予防
講演や歌の披露、また、劇団さむらいによる大
衆演劇と歌謡舞踏ショーが行われました。
約250名の参加者は、介護予防講演に聴き入
り時には笑いが起きたり、演劇に魅了されるな
ど楽しんでいました。
16

表彰された岡鼻宏育さん（中央）

１１／２６

消防勲章受章伝達式
おか

11月26日
（月）に前御浜町消防団副団長の岡
はなひろやす
ず い ほ う た ん こ う しょう
鼻宏育さんの勲章
（瑞宝単光章）
受章に伴う伝達
式が行われました。
勲章は、岡鼻さんが消防団に何十年もの長き
にわたり従事された功績に対し授与されました。
岡鼻さんは、昭和44年３月１日に御浜町消防
団に入団され、在団中消防庁長官表彰を受ける
など数々の功績をあげられました。

〒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/

林田麻友子さん（左）と劇団さむらい（右）

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

議場で議会体験する生徒

