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年の初めに

御浜町長

古川

弘典

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。
年頭に当たりまして一言ご挨拶申し上
げます。

56 年ぶりとなる 2020 年東京オリンピック
開催決定、また、わが地域においては念願
の熊野尾鷲道路の開通など、明るい兆しも
見えた一年であったと思います。
御浜町においては、昨年 11 月、町議会議
員選挙が行なわれ、新たな議会がスタート

昨年は、未だ先を見通すことができない

いたしました。今後とも、行政として、議

福島原発事故や多発する自然災害、世界経

会と共に町民の皆さまのために尽くし、様々

済の低迷、中東諸国の問題がわが国の社会

な暮らしの課題解決に努力してまいります。

経済に大きな影響を及ぼし、エネルギー政

当町の引き続いての課題は、30 年以内に、

策や社会保障費の財源問題など、課題山積

ほぼ確実に発生すると言われる南海トラフ

みの年でした。７月には参議院議員選挙が

を震源とする地震・津波に対する防災対策

行われ、衆議院とのねじれ状態が解消され、

と地場産業とりわけ柑橘対策が重要である

そのような中、政府の各種経済政策による

と考えております。

景気好転への期待、富士山の世界遺産登録、
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昨年の、三重県・熊野市・紀宝町との合同

ふれあいビーチの日の出
（阿田和）

防災訓練では、町内各地区の自主防災組織

生産事業者、生産農家と連携して努めてま

を始めとする、多くの住民の皆さまに参加

いります。同時に、少子化対策や社会福祉

いただき、
皆さまの訓練における機敏な行動、

及び地域医療の堅持、教育の充実など、様々

お互いに協力しあいながらの救護活動など

な課題に引き続き取り組んで行かなければ

を拝見させていただき、防災意識が確実に

なりません。

高まっているのを実感いたしました。あら

本年も、住民の皆さまには町行政に対し格

ためて感謝いたしますとともに、全庁的プ

段のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

ロジェクトである町内各地区の自主防災組

年頭に当たりまして、皆さまのご健勝、ご

織の活動支援サポートに、継続して取り組

多幸を心よりお祈り申し上げ、新春のご挨

んでまいります。

拶とさせていただきます。

また、地場産業振興においては、開通した
熊野尾鷲道路は消費地との距離を物理的に
も心理的にも近くするものであり、
「年中み
かんのとれるまち」として、消費者に喜ん
でいただき心に残る産地づくりに生産団体、
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防災情報
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津波から命 を 守るために
津波から命を守るために

津波避難場所を知っていますか？
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道路を表示したものです。
現在、主に海岸部近くの主要幹線道路を中心に約90枚の看板を設置しています。

各地区の津波避難場所はここです
地区名

施設名

海抜

御浜町役場駐車場

19.1ｍ

紀南病院駐車場

27.6m

山地コミュニティセンター

44.8m

上地地区一時避難場所

20.0m

市 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

阿田和

津波避難路誘導看板

海抜標識を設置しています
町内各所に海抜標識（看板133枚、電柱シール150枚）を設置しています。現在、国が想定した御浜
町における最大津波高は16mです。今後、地震が発生し津波の危険性が高まった時には、この海抜標
識を目安に１ｍでも高い場所へすぐに避難してください。

海抜表示看板
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海抜表示電柱シール

しば

じ

しもなじ

マ

イ

芝地・下地地区自主防災組織がM yまっぷランに取り組んいます
芝地・下地地区自主防災組織がＭｙまっぷランに取り組んでいます。
住民が自分自身の津波避難計画を自ら作成することから始め、自主防災組織単位でのタウンウォッ
チング、ワークショップを通じて、地域の津波避難計画づくりにつなげていきます。
Ｍｙまっぷランの効果
①住民一人ひとりが津波避難を考えるツールになります。②家族で津波避難に関する話合いをする
きっかけになります。③津波避難に関する地域課題を住民間で共有する事ができます。

タウンウォッチングの様子

†問い合わせ先†

さ き も り

防災課防災係（担当

－防 人 の独言

グループワークの様子
にし

ゆう き

西 優輝） ☎３－０５０７

No.15 －

「正常性バイアス」って何？
防災課

西

優輝

新年あけましておめでとうございます。本年も「防人の独言」をよろしくお願いします。
さて、みなさんは「正常性バイアス」というのをご存知でしょうか、正常性バイアスとは、目の
前に危険が迫っていても、その危険を認めようとしない人間の心の働きのことです。
例えば、Ａさんがデパートで買い物している時、突然火災を知らせる非常ベルが流れました。し
かし、建物の外に逃げようとする人は誰もいません。この時のＡさんの心の中は、「どうせ火災警
報器の誤作動だろう。火災なんて起きるわけがない。その証拠に、
誰も逃げていない。だから、
きっ
と私も大丈夫だ。」と思ってしまう。これがまさに正常性バイアスです。
津波警報やそれに伴う避難勧告が出ていても逃げなくても大丈夫だと思うのは、正常性バイアス
が強く働いているからだと言われます。日頃から災害時にどう対応すべきかを考え、非常事態が起
こった時こそ状況を冷静に判断できるよう心掛けてください。
ところで、新年を迎え、私なりに昨年一年を振り返ってみると、仕事、私生活の両方で正常性バ
イアスの連続だったような気がします。「どーせ、大丈夫だろう。何とかなるさ。
」という思い込み
から数多くの失態をさらし、たくさん叱られたことを思い出します。
今年こそは社会人として、状況に応じた冷静な判断としっかりとした行動がとれるよう頑張りた
いと思います。今年も厳しいご指導をよろしくお願いします。
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津波から命を守るために／防人の独言

Ｍｙまっぷランとは、三重県が推奨する住民自らが津波避難計画を策定するための手法です。

償却資産 の 申告 を お忘れなく
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の方が、
事業のために使用する機械などの資産をお持ち
の場合には、固定資産税が課税されます。課税
対象となる資産のことを償却資産といいます。
Q：償却資産ってなに？
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りますので申告の
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。
申告期限は、平成26年１月31日（金）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。
†問い合わせ先†
税務住民課税務係（担当
☎３－０５１０

かりたに

仮谷

さとし

智）

「税を考える週間」習字・作文が表彰されました
国税庁では毎年11月11日～ 17日を「税を考える週間」とし、税の大切さやしくみ、税行政への理
解を深めていただく期間として定めており、全国で様々な催しが行われています。
その一環として応募された小・中学生の習字と作文の部で、町内の児童・生徒が表彰されました。

みなみ

南

習字の部（小学生）

作文の部（中学生）

優秀賞

紀州地区納税貯蓄組合連合会長賞

さく ら

咲良 さん（阿田和小学校６年生）

佳

ま つ だ りゅう せ い

松田 流 靖 さん（御浜中学校３年生）

作

にし

西さくら さん（御浜小学校５年生）

†問い合わせ先†
税務住民課税務係
たのうえこう き
（担当 田上孔基）
☎３－０５１０
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平成26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
熊野市・御浜町・紀宝町内の公立小中学校講
公立小中学校講師等登録説明会／年金だより

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26年１月25日（土）
受付開始13：30 ～、開始時刻14：00 ～
【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、登録は随時受け付けています。
【勤務形態】常勤・非常勤

【必要書類等】
◆平成26年１月14日～ 24日の役場執務時間内

【資格】
小学校教諭普通免許状、中学校教諭普通

に、御浜町教育委員会（役場３階）で登録関

免許状、養護教諭免許状のうち、いずれかを有

係書類一式を受け取り、必要事項を記入した

する者。

うえで、説明会にご持参ください。

※平成26年３月末取得見込みも可

◆必要書類を郵送で希望される方は、送り先の
住所・氏名を明記したＡ４用紙が入る封筒（角２）
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
（担当

にし だ ひで お

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25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」とみなされ町県民税・所得税の課税
対象となっています。
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
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。
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せん。
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、確定申告の際にこの源
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。
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当
☎３－０５１２

こう べ ゆう こ

古部裕子）
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市木保育所

尾呂志保育所

町内保育所発表会

阿田和保育園

市木保育所

志原保育所

阿田和保育園

市木保育所

市木保育所

尾呂志保育所
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阿田和保育園

尾呂志保育所

阿田和保育園

志原保育所

市木保育所

志原保育所

阿田和保育園

志原保育所
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情報 コ ー ナ ー
各種がん検診を受診してください

情報コーナー

野焼きは禁止されています
野焼き（廃棄物の屋外焼却）は、大気中に有
害物質を発生させる原因の一つとして、法律で
禁止されています。
しめ縄や門松を燃やす行事や落ち葉たき、農
業者が行う稲わらの焼却等、例外となる場合も
ありますが、近隣住民への事前の声かけや風
向きへの注意、完全に火が消えるまで焼却場
所を離れないようにするなどの配慮をしてくだ
さい。
また、家庭から出るごみ・ビニール・ゴム・
プラスチック・油脂類等は、焼却しないでくだ
さい。
野焼きを行う場合は、事前に熊野消防御浜
分署（☎２－４７３１）へ届出をお願いします。
†問い合わせ先†

橋村守裕）

☎３－０５３１

糖尿病予防啓発講演会を行います
紀南健康長寿推進協議会では、熊野市、御浜
町、紀宝町と保健所が協同し、紀南地域の生活
習慣病対策に取り組んでいます。その一環とし
て、糖尿病についての講演会を行います。
【日時】平成26年１月19日
（日） 13：30 ～ 15：45
【場所】熊野市文化交流センター
【テーマ・講師】
①「糖尿病と上手く付き合うための運動」
中京大学スポーツ科学部教授、中京大学大学
ゆ あさ

湯浅

かげもと

景元氏

②「糖尿病の見つけ方、治し方」
三重大学保健管理センター
センター長

すみ だ

住田

やすひろ

安弘氏

【定員】160名（先着順）
【申込期限】１月15日
（水）
※事前に下記まで申込みください。
†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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検診名
胃がん検診
大腸がん検診
（検便提出）
乳がん検診
（マンモグラフィ）

時間

対象
料金（円）
検診当日
８：00～10：00
1,400
満40歳以上の方
８：00～11：00
13：00～14：00
９：00～11：00
13：00～14：00

子宮頸がん検診 13：00～14：00

検診当日
満40歳以上の方

600

検診当日
満40歳以上の方

1,800

検診当日
満20歳以上の方

1,300

※70歳以上及び生活保護受給者の方は無料です。
ただし、大腸がん検診を受診する場合に限り
採便容器代（200円）が必要となります。

はしむらもりひろ

生活環境課環境係（担当

院体育学研究科教授

【実施日】
平成26年２月15日
（土）
【場所】
阿田和公民館
【予約】
２月７日
（金）
までにお申込みください。
※定員になり次第締め切ります。

しも

下

み

ほ

美穂）

†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３－０５１１

おお え

ま

き

こ

大江真紀子）

財務行政懇話会を開催します
地域社会と財務省及び金融庁を結ぶ広報活動
の一環として「財務行政懇話会」を御浜町で開
催します。財政・金融施策等について、地域の
方々にご説明し、ご意見・ご要望等をお聴きし、
今後の諸行政に反映させることを目的としてい
るものです。ぜひご参加ください。
【開催日時】
平成26年１月17日
（金）
13：30 ～ 15：30
【開催場所】
役場３階 くろしおホール
【演題】
○「日本の財政の現状と課題」
財務省東海財務局津財務事務所長
ご み
よし お
五 味 良雄
○「金融トラブルにあわないために」
財務省東海財務局津財務事務所理財課長
やました
ありよし
山下 有由
†問い合わせ先†
財務省東海財務局津財務事務所総務課
☎０５９－２２５－７２２１
御浜町役場総務課企画財政係
☎３－０５０５

■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。

【演題】楽しい読書のすすめ
【日時】平成26年２月１日
（土）
14：00 ～ 16：00
【場所】役場３階 くろしおホール
【講師】子どもの本専門店「メリーゴーランド」
ます だ
よしあき
店主 増田 喜昭さん
【参加費】無料
※下記までお申込みください。
†問い合わせ先†
教育委員会学校教育係（担当
☎３－０５２６

まえ だ ゆきとし

前田幸利）

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26
年１月１日現在で農業委員会委員選挙人名簿の
調整を行います。
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、農業委員会事務局
（産業建設課内）までご提出ください。
†問い合わせ先†
農業委員会事務局（産業建設課内）
た じまかずなり
（担当 田嶋一成）☎３－０５１７

みはま児童クラブ入所児童募集！！
みはま児童クラブでは、平成26年度入所児童
を募集しています。
みはま児童クラブとは、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。
【募集期間】平成26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】
利用料金16,000円 + 実費徴収金1,000円/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】
御浜町下市木2330番地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

所得税、
消費税等の確定申告
相談会を開催します

情報コーナー

読書活動推進講演会を開催します

次のとおり所得税、消費税等の確定申告相談
会を開催しますので、必要書類等をご持参のう
え、ぜひご来場ください。
【開催日時】
平成26年１月29日
（水）
10：00 ～ 16：00
【相談受付会場】
役場３階 くろしおホール
†問い合わせ先†
尾鷲税務署個人課税部門
☎０５９７－２２－２２２４

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
ご存じですか？警察相談＃9110
○携帯電話からの110番
移動しながら携帯電話等で通報すると途中
で通話が途切れたり、聞こえなくなったりし
ます。必ず、立ち止まってから通報してくだ
さい。
○警察相談＃9110
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

紀南医師会応急診療所
【診療日】
１月１日
（水）
、２日
（木）
、３日
（金）
、５日
（日）、
12日
（日）
、13日
（祝日）
、19日
（日）
、26日
（日）
【診療時間】
９：00～12：00、13：00～17：00
【場所】
熊野市社会福祉センター
（ふれあいセンター）
井戸町750－1（津地方裁判所熊野支部の横）
【診療科目】
内科
【電話】
０５９７－８８－１００１
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浄化槽は適正 に 管理してください
浄化槽管理／介護予防講演会

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
なかむらかずひこ
（担当 仲村和彦）
☎３－０５３１

介護予防講演会 の 参加者 を 募集します
みなさんおなじみの「サザエさん一家」の家系図を例にあげ、認知症を予防するためにはどんなこ
とに気をつけて生活したらいいのかを分かり易く解説していただけます。
また、会場の雰囲気は、常に一体感を持ち、さながら中高年に大人気の綾小路きみまろのライブの
ようとのことですので、ぜひご参加ください。
【テーマ】
認知症になった波平
【講師】日本福祉大学中央福祉専門学校専任教員
わたなべてつ お
渡辺哲雄氏
【日時】平成26年２月６日（木）13：30 ～ 15：00
【場所】福祉健康センター
【対象者】町内在住の65歳以上の方
【定員】先着50名
【申込締切】平成26年１月31日（金）
※年齢対象外となる方、送迎が必要な方はご相談ください。
†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
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渡辺哲雄氏
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かんきつ

対策室だより
だいだい

タイ王国で三重県物産展
昨年11月29日
（金）～12月８日（日）の10日間、
バンコク市内の高級スーパーにて「三重県物産
展」が開催され、３年前からタイ王国への輸出
に取り組んでいる三重南紀みかんを中心に、柿
やいちごのほか、菓子、乾麺などが売られ、タ
イの消費者の評価を調査しました。
11月12日には輸出に先がけて、タイ王国の植物
検査官や名古屋植物防疫所の検疫官がＪＡ三重
南紀を訪れ、輸出するみかんの検査をし、11月
16日、名古屋港から輸出されました。みかんと
同様に三重県産の食材が美味しいといわれ、輸出
が増えることを期待します。

輸出するみかんを検査するタイの検査官

古くなったマルチシートを回収
ＪＡ三重南紀では11月13日に4,035kgの古くなったマルチシートを回収しました。マルチ栽培はお
いしいみかん作りには欠かせない技術ですが、そのシートは一般的に３年ほどで防水効果が低くなる
といわれています。生産者は新しいマルチシートに張り替えて、雨が多い年にも適度に水分ストレス
が効いているおいしいみかんを作ります。農家の努力と関係機関の適切なサポートでおいしいみかん
は毎年、栽培されます。

かんきつ現地学習会
昨年、11月13日にかんきつ現地学習会を開催
しました。町では、町内のかんきつ産業に理解
を深めてもらうため、町内の小学校３年生を

対象に毎年、紀南果樹研究室でみかんの学習や、
ＪＡ三重南紀統一選果場の見学を行っています。
みかんについて全く知らない児童のみなさん
は、早生温州の糖度を計り、その糖度の高さに
「すごく甘い！」と歓声をあげたり、選果場で
大量に箱詰めされるみかんを見て驚いていま
した。これからも学習会などを通してふるさと
御浜町のみかん作りにより興味をもってほしい
と思います。

†問い合わせ先†
産業建設課柑橘対策室
せ

紀南果樹研究室でのみかん学習

こ かつのぶ

（担当 瀬古勝信）
☎３－０５１７
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かんきつ対策室だより

みなさんあけましておめでとうございます。冬本番となり日ごとに寒さが厳しくなってきました。
今月の上旬から甘夏の収穫が始まり、春まではデコポンなど様々な中晩柑を食べることができる楽し
みな季節です。今年もみなさんにとって実り多き１年になることを願います。
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（総務課 総務係 谷合輝幸）

たにあいてるゆき

世帯数 4,305戸 （± ０ 戸）

あぜみち

や

ひた

な

平成26年が始まりましたが、みなさんに
とって今年一年いい年でありますようお祈り
いたします。

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。
発表会は各保育所等で、11月に行われました。
園児たちは、日ごろの練習の成果を、多少緊

女 4,949人 （－ ８ 人）

あきぞら

りょうあ ら

よ

べいじゅ

ひ

ち うお

めいげつ

た

かい

あぜみち

ゆ

なが

ひ がんばな

男 4,353人 （－ ３ 人）
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畦道を 秋日背にして 下校生
大平
昭
名月や 酒と閑けさ あればよし 石田
勝
秋彼岸 優しき人を 思い出す
矢口 美鈴
稲刈りや 真夏の季語に お引越し 山口 正倫
秋くれば 句を詠まんかと 祖父誘う 阪本 叶夢
家族はね やさしいこころ 秋みたい 阪本 天志
すり寄りて 猫も仰ぐや 月今宵 浦
正枝
アンコール 三味線音色 秋夕べ 谷口 希世
久しぶり 夕日の空に 赤とんぼ 出口
康
大根まく 三寸ごとに 三粒ほど 榎本 楢代
ひそやかに 暮れいく庭に 杜鵑草 後呂 智子
教え子の 名簿すらすら 敬老日 須崎久美子
飛行雲 秋思を高く 吊りあげり 須崎 行雄
新米を まずは発送 孫曾孫
尾崎喜美子
秋暁や 祈りの太鼓 聞こえくる 榎本 宣子
落し文 インク微かに 滲みけり 織田 信勝
秋空に 土跳ね上げて 力走す
西
敦子
涼新た 机上に婚の 案内状
湊
貞
名月や そぼは今年も 芋洗う
立嶋道信丸
太刀魚が 虹のごとくに 売れ残る 谷口 智行
峡の陽矢 浴び紅の糸 水引草
中納 米子
畦道や 今日は目に付く 彼岸花 小野はるみ
温泉に浸り みかんの話 弾みおり 前 たき子
はや米寿 好きな生き方 草の花 真砂 笑子
長き夜は 妻の手芸の 独り占め 濱浦
清
彼岸花 亡き人恋し 野にありて 花井 祥子

人 口 9,302人 （－ 11人）

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
から紙面の色をピンクに変えさせていただい
ております。

張しつつも、発揮していました。
園児たちのあいさつや歌は、元気で大きな
声を響かせ、また、踊りや演技では、華やか
な衣装で披露するなど、観る人を楽しませて
いました。
紙面の都合上、すべてのクラスを載せるこ
とができないことをお詫び申し上げます。

あとがき

12月１日現在の人の動き

♥

♥
♥

♥

て
平成25年10月１日～31日届出分

は

赤ちゃん／水道管凍結注意／広報文芸／あとがき
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良紀 ん・公恵さん
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主計 ん・智美

奏登
竹平
花楓

さ

よしのり
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とも み
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く
ん

細川

神志山

†問い合わせ先†
生活環境課上下水道係
はま じ やすあき
（担当 濵地靖章）
☎３－０５１３
かず え

じ

かな と

ちゃ
ん

かえで

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。
○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
防寒対策
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て防寒対
策しましょう。
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、熱湯をかけると管が破裂する恐れがあり危険で
すので注意してください。
阿田和

水道管の凍結にご注意ください

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。）

くら し の カレンダー

子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター

1 水 元旦
2 木 成人式

13：00～

17 金 貯筋体操教室

中央公民館

18 土 ゴルフ教室

4 土 ゴルフ教室

9：30～12：00

９：00～

清掃センター

19 日

阿田和小学校グラウンド

6 月 バレーボール教室

17：30～19：00

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

22 水 ゴルフ教室

阿田和中学校

19：00～21：00

23 木

子育て相談 9：30～11：30 福祉健康センター

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
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館

子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 福祉健康センター
貯筋体操教室 10：00～11：00 神木公民館
清掃センター

12 日

24 金 太極拳教室

19：00～20：30

25 土 ゴルフ教室

9：30～12：00

清掃センター

26 日 資源持込日

8：00～12：00

リサイクルセンター

27 月

13 月 成人の日
金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

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

28 火

中央公民館

第７回健康づくり教室 9：30～14：00 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

13：30～14：30

中立集会所

ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ
紙、
衣類等資源収集日（市木・神志山地区）
３歳児健診
（個別通知） 福祉健康センター

16 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
バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館

収集日（市木・神志山地区）
卓球教室（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

29 水 ゴルフ教室

行政･人権･心配ごと相談 9：00～12：00 役場１階会議室 30 木

15 水 貯筋体操教室

志原公民館

バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館

（市木・神志山地区）

14 火 心の健康づくり講演会（予約制） 10：00～12：00

みはまＧＧ

粗大ごみ収集日 7：00～15：00

ちょっと気になる子ども相談
（予約制） 役場

9：30～12：00

御浜中体育館

第８回健康づくり教室 9：30～14：00 福祉健康センター

福祉健康センター

バレエ・エクササイズサークル 10：00～11：30 中央公民館

11 土 ゴルフ教室

17：30～19：00

21 火

紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

10 金

糖尿病予防啓発講演会（予約制） 13：30～15：45 熊野市文化交流センター

多重債務者相談（予約制） 10：00～12：00 役場１階会議室

ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ

19：00～21：00

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

年金相談 10：00～14：00 役場１階会議室

9 木 卓球教室

清掃センター

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド

卓球教室
（中学生・一般） 19：00～21：00 阿田和中学校

13：30～14：30

9：30～12：00

20 月 バレーボール教室

（阿田和・尾呂志地区）

8 水 貯筋体操教室

中央公民館

うんどう教室
（自主活動） 10：00～11：30 福祉健康センター

御浜中体育館

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

7 火

10：00～11：00

太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

3 金

5 日 出初式

1

19：00～21：00

みはまＧＧ

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

31 金 太極拳教室

19：00～20：30

志原公民館

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（金）

※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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※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。

下市木花崎地区自主防災組織でタウンウォッチング

みはま

12／１

広報

みて見てみはま

2014.1. No.537
当日は、60名近くの地区住民が参加し、自分
たちの住む地域を歩きながら避難路の確認など
を行いました。
参加者からは、「何分で避難できるか、今度
歩いてみようか。
」
「思わぬところに危ないとこ
があるんやね。
」などの意見が出ていました。

委嘱を受ける新任民生委員・児童委員

開会式で選手宣誓をする御浜卓球の濵田歩未さん

はま だ あゆ み

12／３ 民生委員・児童委員委嘱状等伝達式

11／24 スポーツ少年団地域交歓競技大会

12月３日（火）
に役場で、民生委員・児童委員
委嘱状等伝達式が行われました。
民生委員・児童委員は３年に一度改選されて
おり、今回、新任７名、再任25名の計32名に委
嘱状等の伝達を行いました。
委員は、地域の身近な相談・支援者です。幼
児虐待の発見から、高齢者の見守りまで幅広く
活動し、地域福祉を支える重要な役割を担って
いただいています。

11月24日
（日）
にスポーツ少年団地域交歓競技
大会が、御浜町、紀宝町、熊野市の各会場で行
われ、子どもたちが日ごろの練習成果を競いま
した（軟式野球は11月17日
（日）
に開催）
。
開会式は、寺谷総合公園で行われ、29団体
377人が出席しました。
同大会は毎年開催されており、競技種目は、
サッカー、卓球、柔道、剣道、空手など10種目
で、１人１種目の試合を行いました。
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〒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/

12月１日
（日）
に下市木の花崎地区自主防災組
織で、いつ起きてもおかしくない巨大地震に備
えるため、タウンウォッチングが開催されました。
タウンウォッチングとは、まちの中の土地、
建物、道路などを観察しながら歩いて、防災上
の観点から、危険な場所や役に立つものなどを
確認することです。

（平成26年１月１日発行）

見てきた情報を地図に記入する参加者

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

避難路を確認する参加者

