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災害に備え避難基準を知っておこう
防災情報

台風や大雨などで災害発生が予測される時に役場が出す３種類の避難の呼びかけ（「避
難準備情報」「避難勧告」「避難指示」）について、その違いをあらかじめ理解しておき
ましょう。

危険度

種

別

内

容

だんだん危険度が増す

避難準備情報

住民に対して避難準備を呼びかけるとともに、
避難に時間のかかる災害時要配慮者（高齢者
や障がい者など）に対して、早めの避難を求
めるものです。

避 難 勧 告

災害によって被害が予想される地域に住んで
いる人に対して、安全のため、早めの避難を
呼びかけるものです。

避 難 指 示

避難勧告よりも急を要する場合や、人に被害
がでる危険性が非常に高まった場合に発表さ
れます。すみやかに避難してください。

※地震の場合は、揺れを感じたら「津波が来る！」という意識を持って、これらの情報を
待たず、すぐに近くの高台や津波避難場所へ逃げてください。

神木地区自主防災組織が連絡会議を開催
６月 25 日（水）、神木公民館で、神
なかかどますらお

木地区自主防災組織（代表者中門丈夫）
による連絡会議が開かれました。会議
には神木地区の自主防災組織会長や副
会長、神志山小学校、エイジハウス、
小林商店、すぎもと農園の関係者ら約
20 名の方が出席し、今後の神木地区自
主防災組織の訓練活動についての話し
合いが行われました。
また、最後に役場職員から家具固定
器具の購入に関する補助制度、耐震診
断、災害時協力井戸制度についての説
明を行いました。
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連絡会議の様子

萩内団地自主防災組織が家具固定講習会を開催
やまもとたか し

６月 22 日（日）、萩内団地集会所で、萩内団地自主防災組織（代表者山本孝司）による家具固定講
なかやまゆたか

活動されている中山豊さんから「家具固定器具の取り付けの際、家具と住宅の構造を理解したうえで
取り付けないと、効果が発揮されない。」と説明を受けました。その後、実際に家具を用いて適切な
家具の固定方法を習いました。また、家具固定に関する補助制度についても、役場職員から説明を受
け、地区内の家具固定の推進に向けて必要な知識と情報を共有しました。

家具固定を実演する中山さん

講習会の参加者

†問い合わせ先†防災課防災係（担当

はぜやましん や

櫨山慎也）☎３－０５０７
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「継続は力なり」です

防災課

西

優輝

先日、神木地区の自主防災組織連絡会議に出席してきました。神木地区では、毎年 7 月に自主
防災組織が主体となり、役場、小学校、消防署、消防団、地元民間事業所と協力して、さまざま
な訓練を実施しており、この日も、地区の訓練について話合いが行われました。神木地区のよう
に、毎年、継続して自主的な防災訓練を行うことは、共助の精神を培い、災害時における被害の
軽減に必ず繋がります。「継続は力なり」です。
しかし、何事においても「継続する」という事は、簡単なようで一番難しいことだと思います。
私も、自分にはとことん甘いので、何をしても壁にぶつかるとすぐに投げ出してしまいがちです。
仕事の一環でもあるこの「防人の独言」のコラムでさえ、毎月１度だけの執筆にもかかわらず、
筆が進まない時は「投げ出したい！」と思ってしまう事があります。
しかし、おかげさまで、最近では自主防災組織の会合に参加すると住民の方から「コラム読ん
どるよ！毎月楽しみにしているよ！」と労いの言葉をかけていただくことがあります。
私の下手くそな文章でさえ、続けていると誰かが読んでくれるようになる。これもまた「継続
は力なり」です。みなさんも、今、防災で取り組んでいるものがあるのなら、ぜひ、継続してい
ただきたいと思います。いざという時には、必ず役に立つはずです。
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防災情報／防人の独言

習会が開催されました。講習会には地区住民 17 名が参加し、家具固定推進普及ボランティアとして

御浜町長選挙立候補予定者説明会
御浜町長選挙立候補予定者説明会／がん予防講演会

平成 26 年９月 28 日執行予定の御浜町長選挙
立候補予定者説明会を下記のとおり行います。
説明会では、立候補届出書などの記入方法・
注意点の説明を行います。
【日時】平成 26 年８月 20 日（水）午後２時
【場所】役場

くろしおホール

当日、「地方選挙の手引き」（税込 2,100 円）

を販売します。なお、購入は任意です。
†問い合わせ先†
御浜町選挙管理委員会
（担当

わ

だ やすたか

和田康高）

☎３－０５０５

三重県の選挙啓発キャラクター「いっぴょん」

がん予防講演会を開催します
日本はおよそ２人に１人ががんになり、３人に１人ががんで命を落としている現状です。がんを早期に
こ

発見し適切な治療を受けることは重要な課題となっています。そこで、がん予防を専門とされている小
ばやししげ き

林茂樹医師を招き、がん予防講演会を行います。ご自身や家族の健康のためにぜひ参加ください。
【講演テーマ】がん早期発見のために～がん検診を受ける必要性～
【講師】三重大学医学部附属病院健診センター長

小林茂樹医師

現役職：日本乳癌検診学会評議員、日本磁気共鳴医学会代議員、ＮＰＯ法人三重乳がん検診ネットワー
ク理事、ＮＰＯ法人乳房健康研究会理事、ＮＰＯ法人キャンサーリボンズ委員

【日時】９月 13 日（土）13：30 ～ 15：00
【場所】福祉健康センター研修室
【対象】御浜町内にお住いの方
【定員】先着 80 名
【料金】無料

【申込期限】９月５日（金）

※下記担当までお申込みください。
定員になり次第締め切ります。

†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係
しも

（担当 下

み ほ

美穂）

☎３－０５１１

小林茂樹医師
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大腸がん検診を実施します
大腸がん検診／日本脳炎ワクチン予防接種

がんは御浜町民の死亡原因の第１位です。し
かし、がんは、早期発見・早期治療により、今
では治る病気になりつつあります。
今年度は、新たに大腸がん検診のみの日程を
増やし、より受けていただきやすくなっていま
す。

検便

この機会にぜひ受診してください。
【実施日】８月 22 日（金）
【場所】役場

健康福祉課健康づくり係

【予約】８月 15 日（金）までに下記担当までお
申込みください。
検診名

時間

対象

料金

大腸がん検診（検便提出）

8 : 30 ～ 12 : 00

検診当日満 40 歳以上の方

600 円

※ 70 歳以上及び生活保護受給者の方は無料です。ただし、採便容器代（200 円）が必要となります。
今年度は、平成 27 年１月 23 日（金）、３月 20 日（金）にも実施します。
†問い合わせ先†健康福祉課健康づくり係（担当

しんたにのり こ

新谷典子）☎３－０５１１

日本脳炎ワクチン予防接種が再開されています
日本脳炎ワクチンは、平成 17 ～ 21 年度まで
の間、日本脳炎ワクチン接種後に重い病気に
なった事例から、案内を見合わせていましたが、
新たなワクチンが開発され、平成 23 年度より
接種を再開しました。
平成 25 年度からは、接種年齢も平成７年４
月２日～平成 19 年４月１日生まれの方に拡大
され、20 歳未満の間不足している回数分、１
期初回（２回）、１期追加（１回）、２期（１回）
の計４回を接種できるようになりました。
接種機会を逃した方々は、健康福祉課が把握
する限りで個別通知させていただいておりま
す。通知が届いていない保護者の方も各自で母
子手帳をご確認いただき、不明な点がある場合
は下記までお問い合せください。
†問い合わせ先†健康福祉課健康づくり係
（担当

しも

下

み

ほ

美穂）☎３－０５１１

5

平和な世界をめざして
～８月は「御浜町平和月間」～
御浜町平和月間／児童扶養手当・特別児童扶養手当

町では、８月１日から 31 日までの１ヶ月を「御浜町平和月間」と定め、町民のみなさんの自主的
な活動と連携を図りながら平和を願う取り組みを行います。一人ひとりが、戦争のない社会、平和な
世界を作るためにはどうしたらよいかを考えたり、みんなで話し合ったりしてみましょう。

原爆パネル展

平和のつどい～ 2014 夏

戦争と熊野びと～

【日時】７月 29 日（火）～８月３日（日）

【日時】８月３日（日）10：00 ～ 12：00

【主催】御浜町、教育委員会

【内容】私たち熊野びとの先輩が出会った戦争の

【場所】中央公民館ロビー

【場所】中央公民館３階会議室

惨禍と真実を、映像と朗読で振り返ります。大

人も子供もみんなで、ともに学び合いましょう。
【参加費】無料

お誘い合わせのうえ、ご参加ください。

【主催】

コープみえ・へいわの会（代表

う しろきみ こ

宇城 公 子）

【問い合わせ】☎２－１８０５
†問い合わせ先†
総務課総務係
（担当

やまもと こういちろう

山本幸一郎）

☎３－０５０５

児童扶養手当と特別児童扶養手当
児童扶養手当

離婚・死別などによってひとり親家庭になった
場合や父又は母に一定の障がいがある場合など、18
歳未満（障がいがあるときは 20 歳未満）の児童を
養育している方に手当を支給する制度です。ただし、
公的年金を受給できるときや、父又は母が事実上婚
姻状態にあるときなどには、支給されません。

特別児童扶養手当

身体や精神に障がいのある 20 歳未満の児童を
養育している父もしくは母、又は養育者に手当を
支給する制度です。ただし、児童が児童福祉施設
などに入所しているときや、障がいを支給事由と
する公的年金を受給できるときなどには、支給さ
れません。

※両制度とも所得制限があります。詳しくは、お問い合わせください。

現況届・所得状況届の提出を忘れずに！
児童扶養手当の認定を受けている方には現況
届の案内を、特別児童扶養手当を受給されてい
る方には所得状況届の案内を、８月上旬に送付

†問い合わせ先†

します。この届の提出がない場合、平成 26 年

健康福祉課福祉係

８月以降の手当が受けられなくなりますので、
案内が届いた方は必ず手続きをしてください。
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（担当

えのもと わかのり

榎本若典）

☎３－０５１５

新しい民生委員・児童委員が決まりました
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。

相談内容の秘密を守ります
民生委員・児童委員には守秘義務がありま
す。地域のみなさんから受けた相談内容の秘
密を守り、個人情報やプライバシーの保護に
配慮した支援活動を行っています。
子育てに関すること、高齢者の介護に関す
ること、健康・医療に関することなど、生活
の中で気になっていることがありましたら、
お気軽にご相談ください。
にし な とし み

【新民生委員・児童委員】西那敏美さん

【担当地区】

志原（古屋、上里、西里、東里、平、向山、新造）

委嘱状を受ける西那さん

†問い合わせ先†
（担当

なが た はや と

健康福祉課福祉係

永田隼大） ☎３－０５１５

不慮のときには障害基礎年金があります
病気やケガで、障害を負われて働けなくなったときには障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金はどんなときに受けられる？
次の条件のすべてに該当する方が受けられ
ます。
・国民年金に加入中あるいは 20 歳前、60 歳
以上 65 歳未満の方が病気やケガで一定の
障害になったとき
・初診日の前日に、次のいずれかの保険料の
納付要件を満たしているとき
①初診日の属する月の前々月までの公的年金
加入期間の２／３以上の期間について保険
料が納付又は免除されていること
②初診日の属する月の前々月までの直近１年
間に保険料の未納期間がないこと

障害基礎年金の金額は？
障害の程度によって金額は異なります。
※身体障害者手帳の等級とは異なります。
１級・・・966,000 円、２級・・・772,800 円
※ 18 歳到達年度の末日までにある子や一定
の障害の状態にある 20 歳未満の子がいる
場合は、子の人数によって加算されます。
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当
☎３－０５１２

いまにし ち ひ

ろ

今西千妃路）

※ 20 歳前に初診日がある場合は納付要件は
不要です。
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新民生委員・児童委員／年金だより

委員は、厚生労働大臣に委嘱された地域の身近な相談・支援者です。高齢化が進むこの地域の中で、

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

国民健康保険の高齢受給者証が更新されました
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ています。新しい
「高齢受給者証」は７月末日までにお送りしています。
※古い受給者証と間違えないように、発行日及び
有効期限を確認してください。
詳しくは、下記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

しも

下

ひろまさ

博昌）

「筋・トットコ教室」の参加者募集

ケーブルテレビの「デジアナ変換サービ
ス」は平成 27 年３月までに終了します
暫定的にアナログテレビでもケーブルテレビ
経由で地上波デジタル放送を視聴できる「デジ
アナ変換サービス」は、平成 27 年３月までに
終了します。引き続き、デジタル放送を見るに
は次の３つの受信方法があります。
・ケ ー ブ ル テ レ ビ と 契 約 し、 デ ジ タ ル STB
（セットトップボックス）を設置する
・デジタルテレビに買い替える
・地デジチューナーを購入し、アナログテレビ
に接続する

すぎもとせい

じ

体力づくりのために、ピーアップ新宮の杉本 正

児氏をお招きして、ボールを使った楽しい運動を
実施していきたいと思います。集中した期間とな
りますが、この機会にぜひご参加ください。
【対象者】町内在住の 65 歳以上の方
【日時】
第１回目 ９月 11 日（木） 10：00 ～ 11：00
その後、毎週木曜日 10：00 ～ 11：00 の計 10
回（11 月 13 日終了予定）
【場所】阿田和公民館
【定員】先着 15 名
【締切】８月 29 日（金）
※会場までの送迎はありません。
※全回、できる限り参加してください。
※定員になり次第、
締め切らせていただきます。
†問い合わせ先†
健康福祉課包括支援係（担当
☎３－０５１４

とき た とも こ

時田智子）

骨粗しょう症は寝たきりを引き起こす骨折の
原因となります。
この度、骨粗しょう症予防の知識を楽しく学べ
る教室を開催しますので、ぜひご参加ください。
【日程】８月 26 日（火） ９：30 ～ 13：00
【場所】福祉健康センター
【内容】骨粗しょう症予防のお話、調理実習・試食
【料金】材料費 300 円
【持ち物】米１/２合、エプロン、三角巾、筆記用具
【定員】先着 20 名
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さいとう

水稲共済加入のみなさんへ
すいとうさくつけでん

水稲作付田で３割以上の被害があると思われ
る方は、すぐに地区の損害評価員又は東紀州農
業共済事務組合に連絡し、損害評価野帳に必要
事項をご記入のうえ、被害田に「被害表示の立
札」を立ててください。
詳しくは、東紀州農業共済事務組合までお問
い合わせください。
†問い合わせ先†
東紀州農業共済事務組合
☎０５９７－８５－３８２１

税に関する高校生の作文を募集します

「骨粗しょう症予防教室」を開催します

†問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３－０５１１

†問い合わせ先†
総務省地デジコールセンター
☎０５７０－０７－０１０１

こ

齋藤とも子）

【応募資格】高校生
【テーマ】税に関すること
税に関して自分で思ったこと、考えたこと、体
験したことなど未発表の作品なら何でも結構です。
【文字数】800 字以上 1,200 字以内
作文の冒頭に、学校名、学年、氏名、題名を、
末尾には住所を記載ください。原稿用紙は国税庁
ホームページ（http://www.nta.go.jp/）の税の学
習コーナーに掲載していますのでご利用ください。
【応募締切】９月５日（金）
【応募先】最寄りの税務署もしくは税務住民課
【表彰】優秀作品には、賞状と記念品を贈呈します。
†問い合わせ先†
尾鷲税務署 ☎０５９７－２２－２２２２

■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。

†問い合わせ先†
新宮公証役場 ☎０７３５－２１－２３４４

消防本部からのお知らせ

～８月１日から、火災予防条例の一部が改正されます～
【改正内容】
●すべての催しでの消火器の準備
対象火気器具等を多数の者の集合するすべて
の催しで使用する場合に露店、屋台その他これ
らに類するものの開設の有無にかかわらず「消
火器の準備」を義務付けます。
※すべての催し…運動会や学校行事、自治会な
どが行う祭りなど。
※対象火気器具等…ガスコンロ、発電機、電気
コンロなど。
†問い合わせ先†
熊野市消防本部予防課予防係
☎０５９７－８９－０９９４

線路の横断は必ず近くの踏切を渡りましょう
ＪＲ東海では、重大な事故につながりかねな
い「踏切設備がない場所での線路横断」につい
て、危険と思われる場所にはフェンスや警告板
を設置して注意を促しています。踏切設備のな
い場所での線路横断は絶対にやめましょう。
†問い合わせ先†
ＪＲ東海紀伊長島工務区
☎０５９７－４７－０７７５

防衛省では、平成 27 年春採用予定の防衛大
学校等学生を募集しています。一般の大学と同
じ学位が授与される防衛大学校学生、医師免許
取得を目指す防衛医科大学校学生があります。
採用種目、試験日程等は次のとおりです。
採用種目

防衛大学校

推薦 総合選抜 前期 後期

【日時】８月 17 日（日） ９：00 ～ 17：00
９月 21 日（日） ９：00 ～ 17：00
【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、金銭の貸借、債
務弁済、売買、贈与、その他の大切な契約、尊
厳死宣言、会社定款など
※事前に電話予約をしてください。

防衛大学校等学生の募集

情報コーナー

日曜・無料遺言公証法律相談が行われます

受付期間

試験日

受験資格

９月５日～ お問合せ 高卒（見込み含）
９日 ください。 21 歳未満の者
（推薦について
９月５日～ お問合せ は、高等学校長
９日 ください。 の推薦等が別途
必要です）
９月５日～
11月８・９日
30 日

平成 27 年１月 平成27年
21 日～ 31 日
２月28日

防衛医科
大学校

９月５日～ 30 日 11月１・２日

高卒（見込み含）
21 歳未満の者

自衛官候補生 年間を通じて行っ 受付時にお知 18 歳 以 上 27
（任期制隊員）ております。
らせします。 歳未満の男子

†問い合わせ先†
自衛隊熊野地域事務所
☎０５９７－８５－２２１４

紀宝警察署メールボックス
平成 26 年度三重県警察官募集
共に助け合い、三重のまちを、人を守る警察
官を目指しませんか。
【受付期間】７月25日（金）～８月25日（月）まで
※受験案内・申込書は紀宝警察署、交番、駐在
所で配布しています。
†問い合わせ先†
紀宝警察署警務係
☎０７３５－３３－０１１０
三重県警察本部採用係 ☎０５９－２２２－０１１０

紀南医師会応急診療所
【診療日】
８月３日（日）
、
10 日（日）
、
14 日（木）
、
15 日（金）、
16 日（土）
、17 日（日）
、24 日（日）
、31 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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対策室だより
サマーフレッシュ
かんきつ対策室だより

みなさんこんにちは。極早生温州の収穫まで１カ月余りとなりました。仕上げ摘果やマルチ栽培の
水管理など、収穫目前の大切な作業によりおいしいみかんが出来上がります。

新規就農者を支援します
国は新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長５年間、年間 150 万円を青年
就農給付金として給付します。
【給付者の主な要件】※すべて満たす必要があります。
（１）独立・自営就農時の年齢が、原則 45 歳未
満であり、農業経営者となることについての強
い意欲を有していること。
（２）自ら作成した経営開始計画に即して主体
的に農業経営を行っている状態を言い、具体的
には、以下の要件を満たすものとする。
・農地の所有権又は利用権を給付対象者が有し
ている。
※農 地が親族からの貸借が過半である場合
は、５年間の給付期間中に所有権移転する
こと。
・主要な機械、施設を給付対象者が所有又は借
りている。
・生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出
荷、取引している。
・給付対象者の農産物等の売り上げや経費の支
出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳
及び帳簿で管理している。

・親元に就農する場合であっても、左記の要件
を満たせば、親の経営から独立した部門経営
を行う場合や、親の経営に従事してから５年
以内に継承する場合は、その時点から対象と
する。
（３）自ら作成した経営開始計画が以下の基準
に適合していること。
独立・自営就農５年後には、農業（自らの生
産に係る農産物を使った加工製造、直接販売等
の関連事業も含む。）で生計が成り立つ実現可
能な計画である。
（４）町が作成する人・農地プランに位置付け
られていること。もしくは、位置付けられるこ
とが確実であること。
（５）原則として青年新規就農者ネットワーク
（一農ネット）に加入すること。

†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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No.73

古川

弘典

みなさんこんにちは。

の時代において、これからの日中関係は世界の政治・

台風８号は、発生当初から北上中は最近 50 年間

経済状況の相関関係の中で考えていく必要がある。

で最大規模のものと言うことで、日本中が緊張しま

真のグローバル化とは、国際的な政治・経済を意

した。九州上陸後は、勢力が衰えたものの、雨によ

識しながら、「世界の中の日本」「世界の中の中国」

る大きな被害が各地で起きました。

を意識することである。

わが地域においては３年前の 12 号台風災害の記

そうした地政学的な見方とともに重要なのは、歴

憶から、台風への心配は常に大きなものがあります。

史的な考察である。過去から現代にいたる時代の

同時に、３．11 の東日本大震災以来、南海トラフ

趨勢をつかむ。そういった視点から、現在の日中関

を震源とする地震・津波への不安があります。御浜

係が生まれた時代背景を私たちは再考してみる必要

町にとっても防災への取り組みは最重要課題のひと

がある。

すうせい

つであり、しっかりと継続していかなければなりま
せん。みなさんのご協力をお願い致します。

疑心暗鬼の極東四カ国
日中をとりまく政治情勢で、2012 年末からの極

に わ う いちろう

丹羽宇一郎さんの言葉

東四カ国の指導者はすべて、いわば新人である。
あ べ しんぞう

しーちんぴん

ぱく く ね

きむじょんうん

伊藤忠商事の社長、会長から 2010 年、民間人と

安倍晋三、習近平、朴槿恵、金正恩。四人の新人政

して初の中国大使となった丹羽宇一郎さんが 2012

治家たちは、いったい何を考えているのか相互に疑

年退官後、今年６月に、「中国の大問題」という本

心暗鬼になっている。

を書かれました。
彼は、大使に就任以前から 30 年以上、中国の各

疑心暗鬼とは「心に疑いをもつと暗闇に鬼を見る」
という意味合いである。

地をめぐり、多くの中国人と付き合ってきました。
そして分かったことは、日本人も中国人も同じ人間

外交の背景には国力がある。国力には軍事力と経

であり、何も変わらないということである。相手と

済力、そして政治力の三つが必要だと私は考える。

の信頼関係を築くコツは嘘をつかないことだ。だま

政治力とは「信頼」と「品格」の問題である。政治

せば、その場限りの関係で終わる。嘘をつかないの

力の根幹をなす信頼をどうしたら得られるか。顔を

は、人間としての礼儀である。相手が最高指導者で

つきあわせて話し合うことがなければ、永遠に得ら

あろうと要人であろうと、それは何も変わらない、

れないだろう。

と述べています。以下、彼の考え方の一端を紹介し
ます。

その努力を日中両国の首脳ともに放棄している。
こんなことで日中関係がうまくいくだろうか。こん
な状態にあるときに、信頼関係も話し合いのルート

中国を論じる際に、日中関係だけを見ていても外
交の全体像は把握できない。とくにグローバリズム

もなく、疑心暗鬼の思いだけが膨らみ続けるのは、
もっとも不毛であり危険である。
11

【対象者】
国民健康保険加入者で、世帯全員が住民税非課税
の方です。
すでに認定証をお持ちの方は、有効期限が７月
31 日ですので、８月中に更新の手続きをお願いし
ます。
※新規に申請する方は、随時受付けています。
【申請に必要なもの】
国民健康保険証、印鑑、認定証（更新者のみ）、
入院した医療機関の領収書（過去 12 ヶ月の入院日
数が 90 日を超えている場合）
※ 70 歳未満の国民健康保険加入者については、課
税世帯であっても手続きができます。この場合、
「限度額適用認定証」が交付されます。
（食事代の
減額はありません。
）

♥

平成26年５月１日 〜31日届出分

村田

りん か

凛果

ち
ゃ
ん

きよ し

♥

清志 さん・さつきさん

市 木

♥

赤ちゃん／限度額適用・標準負担額減額認定証／広報文芸／あとがき

は

♥

「限度額適用・標準負担額減額認定証」
で入院時の食事代が減額できます

て

じ

めまし

神志山

さつ き

屋敷

颯希 くん

かず き

うみ

大﨑
こう じ

†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当
☎３－０５１２

み わ

弘二さん ・美和 さん

和希さん ・海さん

しも

下

ひろまさ

博昌）

ほし

この星に

ま
も

せ ん か

く

わ か ば ざむ

若葉寒

須崎

黄渓

行雄

御浜町俳句会

杉目

貞

希世

湊

谷口

米子

上野山明子

昭

い げ ん

威厳かな 大平

笑涙

めい

中納

要子

宣子

山本

榎本

康一

尾崎喜美子

出口

祥子

七海

べにきざ

紅兆す

あさ

平成二十六年八 月号

き

え

消えざる戦火

餌を待つ蜘蛛の

み じ ろ

なつ

夏の朝

しちへんげ

七変化

つ き ひ

月日かな

身動がず

には

ころも

きっちょう

あめ

とお

ざ ゆ う

座右の銘

庭のトマトの

あ さ ひ あ

はた

し ま い

か

うつ

わ ひと

ります。
しかし、夏休みなどで、この地域にも帰省
や観光と、人や車の量が増加することが見込
まれますので、交通事故には、十分気をつけ
て、楽しい夏を過ごしましょう。

ル授業です。
御浜小学校では、６月 16 日にプール開き
を行い、今年のプール授業が始まりました。
取材させていただいたのは６年生の授業
で、25 ｍをクロールや平泳ぎで泳いだりと、
楽しく授業を受けていました。
表紙の写真は、授業の中の自由時間で、水
かけをしたり、泳ぎ回ったりしていたところ
で、笑顔あふれるプールの時間を過ごしてい
ました。

さて、今回の表紙ですが、御浜小学校のプー

（総務課 総務係 谷 合 輝 幸）

あとがき
夏まっさかりとなりました。夏は、各地区

口

9,262 人（＋ 6 人） で夏祭りや花火大会など楽しみがたくさんあ

男

4,338 人（＋ 2 人）

女

4,924 人（＋ 4 人）

世帯数

4,301 戸（ー 2 戸）
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朝日浴び

吉兆として

お

ち ゃばし ら

茶柱を

雨を衣に

いけ

池の端

姉妹も遠し

ほたる

蛍追う

お

よ

世の移り

なつ

夏つばめ

折りおり替わる

しゅんしゅう

ひょうさつ

みなぎ

漲れり

かき わ か ば

さん だ ん ほ

び

ふと

三反帆

て

柿若葉

まがきのそとの

いえ

しず

家の標札

らつきょ

せん

う

あめ

春愁や

し ろ あおい

白葵

ひと す

くりや

人住まぬ

辣韮パワーで

わ

我が厨

千の雫くや

あめあが

み ず べ

ふ

雨上り

み

水辺に浮かぶ

りょうふう

太りけり 花井

わ

涼風や

そぼ降る雨に

枇杷一つ 上田ゆかり

び

枇杷の実や

なぞりし子の手

こ

ひらがなを

7 月１日現在の人の動き
人

はる ま

遥馬 くん

たにあいてるゆき

…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 金

子どもの広場
太極拳教室

9:30 ～ 11:30
19:00 ～ 20:30

2 土 ゴルフ教室

9:30 ～ 12:00

3 日 粗大ごみ収集日
4 月

多重債務者相談（予約制） 10:00 ～ 12:00 役場１階会議室

福祉健康センター
志原公民館

19 火

収集日（阿田和・尾呂志地区）

行政 ･ 人権 ･ 心配ごと相談 9:00 ～ 12:00 役場１階会議室

20 水 ソフトテニス教室

17:30 ～ 19:00

19:00 ～ 20:30

ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ
卓球教室（中学生・一般） 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

清掃センター

7:00 ～ 15:00

バレーボール教室
サッカー教室

くら し の カレンダー 8

ゴルフ教室

御浜中体育館

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

5 火

（阿田和・尾呂志地区）

9：30 ～ 11：30

21 木 サッカー教室
卓球教室

ゴルフ教室

19:00 ～ 21:00

阿田和小学校

みはまＧＧ

年金相談

10:00 ～ 14:00

太極拳教室

役場１階会議室

19:00 ～ 20:30

志原公民館

バレエ・エクササイズサークル 10:00 ～ 11:10 中央公民館 24 日 資源持込日

8:00 ～ 12:00

リサイクルセンター

19:00 ～ 21:00

子育て相談

阿田和中学校

9:30 ～ 11:30

福祉健康センター

25 月

バレーボール教室
サッカー教室

17:30 ～ 19:00

19:00 ～ 20:30

御浜中体育館

御浜中グラウンド

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

糖尿病負荷検査（予約制） 福祉健康センター
ゴルフ教室

9:30 ～ 12:00

ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ

志原公民館

26 火

収集日（市木・神志山地区）

骨粗しょう症予防教室

9:30 ～ 13:00

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

清掃センター

10 日

12 火

22 金

清掃センター

ちょっと気になる子ども相談（予約制） 役場

11 月

阿田和中学校

9:30 ～ 12:00

7 木 卓球教室

9 土

19:00 ～ 21:00

御浜中グラウンド

23 土 ゴルフ教室

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

8 金

19:00 ～ 20:30

バレエ・エクササイズサークル 10:00 ～ 11:10 中央公民館

福祉健康センター

19:00 ～ 21:00

7:00 ～ 15:00

１歳６か月児健診（個別通知） 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

6 水 ソフトテニス教室

阿田和小学校

みはまＧＧ

御浜中グラウンド

粗大ごみ収集日

ありんこ広場

19:00 ～ 21:00

19:00 ～ 21:00

27 水

ソフトテニス教室
ゴルフ教室

19:00 ～ 21:00

19:00 ～ 21:00

阿田和小学校

ダイヤモンドヒル

うんどう教室（自主活動） 10:00 ～ 11:30 福祉健康センター
サッカー教室

19:00 ～ 20:30

御浜中グラウンド

４か月児・10 か月児健診（個別通知） 福祉健康センター

28 木 卓球教室

13 水 ゴルフ教室

19:00 ～ 21:00

9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

16 土 ゴルフ教室

9:30 ～ 12:00

清掃センター

17 日 資源持込日

8:00 ～ 12:00

役場

18 月 バレーボール教室

29 金 太極拳教室

19:00 ～ 20:30

30 土 ゴルフ教室

9:30 ～ 12:00

志原公民館

ダイヤモンドヒル

14 木 紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）
15 金 子どもの広場 ( 自主活動）

阿田和中学校

バレエ・エクササイズサークル 10:00 ～ 11:10 中央公民館

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（市木・神志山地区）

19:00 ～ 21:00

17:30 ～ 19:00

御浜中体育館

清掃センター

31 日

８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２期
第２期
第２期

９月１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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広報

町内小学校でごみ減量化出前授業
６月４日（水）から 27 日（金）にかけて、

みはま

※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。

2014.8. No.544

ごみ減量化啓発事業の一環として、町内の小学
４年生を対象に「ごみ減量化出前授業」が開催
されました。
ごみと資源の分別ゲームや減量化についての
ＤＶＤ鑑賞などを行ない、４校合わせて 67 名
の子供達が、町のごみと資源リサイクルについ
て学習しました。
また、毎年学校では紀南清掃センターなどの
見学を通じて、家庭でいらなくなったものがど
のように処理されていくのかを学んでいます。

（平成26年8月１日発行）

７／５（土） 町内各保育所（園）夕涼み会
町内各保育所（園）で毎年恒例の夕涼み会が
行われました。
この日はあいにくの雨となってしまいました
が、室内では、竹に色鮮やかな飾りが装飾され、
園児たちの笑い声もあちこちであがっており、

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

御浜小学校での授業風景

たいへん賑わっていました。
夕涼み会では、くじ引き、ヨーヨー釣りなど
の夜店があり、園児たちはそれぞれを回り、楽
また、園児たちによる踊りも披露され、観客
のみなさんを楽しませていました。

うちわで魅せる軽快な踊り（志原保育所）

釣れたよ～とにこやかに（市木保育所）

その顔はまさに真剣（阿田和保育園）

〒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/

しんでいました。

