交通死亡事故多発非常事態宣言発令中！
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防災情報

地震に備えて、家の中の安全を確保しましょう
地震で家具が転倒すると、家具の下敷きになって命を落としたり、室内に物が散乱して避難、救助
の妨げになる恐れがあります。阪神・淡路大震災では、建物に特別な被害がなかったものの、家具の
転倒・散乱によって逃げ遅れたり、室内でけがを負ったケースが多く発生しました。
家具の固定や配置などの工夫で、家のなかの安全を確保しておくことは、家族の命を守るために必
要な地震対策です。安全に対する備えは決して無駄ではありません。ご家庭でご使用の家具をよく点
検し、安全対策を講じましょう。
町では家具固定に対し下記の補助制度、講習会を実施しています。ぜひ、ご利用ください。

●家具転倒防止器具購入補助制度
家具固定器具の購入にかかった費用の２分の１の額（上限 5,000 円）を補助します。

【対 象 者】希望する全世帯

【対象家具】洋服ダンス、和ダンス、整理ダンスまたは食器棚 ※ただし、家電製品は対象外
・申請書、請求書（役場備え付けのもの）
【必要書類】

・器具購入に係る領収書（レシート可）の写し
・家具固定後の写真

【備

考】ご家族等で設置が困難な場合はボランティア等のご協力をいただき設置することも可能
です。
（ただし、65 歳以上の方がいる世帯に限る。）

●自主防災組織家具転倒防止器具設置推進補助制度
家具固定を推進していただける自主防災組織に補助金を交付します。
【対象者】町内自主防災組織

【補助額】家具固定を実施した世帯数× 2,000 円

【備 考】詳しくは防災課または自主防災組織支援職員までご連絡ください。

●家具固定講習会
町内の自主防災組織を対象に家具固定講習会を
開催しています。
講習会では、町内で家具固定の推進普及ボラン
なかやまゆたか

ティアとして活動されている中山豊さんから適切
な家具の固定方法を学ぶことができます。
家具固定講習会は無料で約１時間程度です。講
習会を希望する自主防災組織は、防災課または自
主防災組織支援職員までご相談ください。
※家具固定講習会実績（平成 26 年度）
・萩内団地地区自主防災組織（下市木）
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・西平見地区自主防災組織 （志

原）

・神木地区自主防災組織

木）

（神

家具固定講習会の様子

平成 27 年御浜町消防出初式を開催
防災情報／防人の独言

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、日ごろから訓練している小型ポンプ操法の
展示や一斉放水を行います。
新年に洗練された消防団員の動きをぜひご覧ください。

【日時】平成 27 年１月５日（月）９：00 ～

【場所】阿田和小学校グラウンド 雨天時：中央公民館
【内容】通常点検、小型ポンプ操法、一斉放水
※雨天時は式典のみを実施します。
†問い合わせ先†
防災課防災係
家具固定について（担当
消防について

（担当

にし

西

平成 26 年出初式

ゆう き

優輝）

はぜやましん や

櫨山慎也）

☎３－０５０７
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災害への備えは平時から
防災課

西

優輝

おんたけさん

今年は、広島県の土砂災害や御嶽山の火山噴火等、多くの尊い命が犠牲になるという忌まわし
い災害が続きました。自然災害というのはいつどこで起きるか分からないので、対策は、常日頃
から災害を意識し、備えておくことしかありません。
さて、11 月５日は津波防災の日でした。この日に合わせて、全国各地でさまざまな訓練が行
ジェイ

ア

ラ

ー

ト

われ、御浜町でも町内全域で緊急地震速報（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）放送訓練を実施しました。
この津波防災の日は、1854 年（安政元年）の 11 月５日に安政南海地震が発生し、大津波が現・
はまぐち ご りょう

和歌山県広川町を襲った際に、庄屋の浜口梧陵が収穫されたばかりの稲わらに火をつけ、村人を
高台に避難させた「稲村の火」の逸話に由来しています。
緊急地震速報の放送など無く、防災訓練も行ってなかった時代に、いち早く大津波を察知した
一人の村人の機転が多くの命を救ったこの話は、今でも語り継がれる有名な話となっています。
時として、一人の勇気ある行動は、多くの人の心を動かす影響力があります。
私たちも、浜口梧陵さんの如く、いざ災害に遭遇した時に冷静な判断と臨機応変な行動が取れ
るよう、平時から災害に対する意識を持ち続けておきましょう。
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児童扶養手当と公的年金等との併給制限が見直されました

児童扶養手当

～公的年金を受給していることで、児童扶養手当を受けることが出来ない方へ～
これまでは、公的年金等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法
の改正により、平成 26 年 12 月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分を児童扶
養手当として受給できるようになりました。該当される方は、福祉係で児童扶養手当の申請をしてく
ださい。
今回の改正により新たに手当を受けられる場合
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父（母）子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
【申請必要書類等】戸籍謄本、世帯全員の住民票、印鑑、預金通帳、年金証書等の公的年金給付関係書類、
所得課税証明書（平成 26 年１月 1 日時点で御浜町外に住所があった場合）等
≪参考≫児童扶養手当とは、父（母）がいない家庭、父（母）が重度障害の状態にある家庭などで、18歳
未満の児童などを扶養している方に支給される手当です。ただし、手当の受給には所得制限があります。
手当額
区分

手当月額（児童１人のとき）

全部支給

41,020 円

一部支給

9,680 円～ 41,010 円※
※所得に応じて決まります

児童が 2 人の場合は、上記金額に 5,000 円の加算、
3 人以上は一人につき 3,000 円ずつ加算されます。

所得制限限度額
扶養親族等の数
（税法上の人数）

請求者
全部支給

一部支給

配偶者及び扶養義務者※

0人

19 万円未満

192 万円未満

236 万円未満

1人

57 万円

230 万円

274 万円

2人

95 万円

268 万円

312 万円

3 人以上

1 人につき 38 万円ずつ加算

※扶養義務者：請求者と同居している父母兄弟姉妹など

支給開始日
申請の翌月分から支給されます。
ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方の内、平
成 26 年 12 月１日時点で児童扶養手当の支給要件を満たしている方については、平成 27 年３月 31 日
までに申請をすると、平成 26 年 12 月分から受給できます。
†問い合わせ先†
健康福祉課福祉係
（担当

おお た ゆう こ

太 田 裕 子）

☎３－０５１５
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「災害協力井戸」の登録状況をお知らせします！
登録されました。
井戸所有者（管理者）のみなさまと登録のお世話をいただいた自主防災組織のみなさま本当にありが
とうございました。
災害が起きて生活用水が確保できなくなった時のために、井戸を事前に登録していただくことで、水
を提供する側と水を使わせていただく側の両者に「心の準備」ができることが、いざという時のための大
きな「備え」となります。
今後も引き続き登録募集しておりますので、生活環境課環境係までご連絡ください。
災害協力井戸とは？

「災害協力井戸」とは、
災害により水道施設が被害を受け、
水の確保が困難な場合に、

地域の方々へトイレの流し水等の生活用水（飲用を除く。
）として井戸水を提供して
いただける井戸のことです。

登録いただいた災害協力井戸

登録プレート

登録状況

【阿田和】上地３件、山地１件、芝地下地１件
【上市木】下岡地１件
【下市木】裏組１件、花崎 11 件、下組５件、井ノ地７件、上組１件、三間谷４件、萩内 29 件、浜組１件
【神 木】樫山１件、木和田２件
【志

原】上里・古屋６件、里１件、新造平５件、西平見２件、東平見２件、向山５件

【尾呂志】川瀬１件、阪本１件、栗須１件
※井戸の位置は、御浜町ホームページでご覧いただくことができます。
†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
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災害協力井戸

町では、平成 26 年２月から「災害協力井戸」の登録受付がスタートし、10 月末現在で 92 件の井戸が

一緒にスポーツしようぜ！～スポーツ 健康な体と心を育てよう～
スポーツ少年団紹介

御浜町には、現在 12 の団体がスポーツ少年団に登録しています。
10 月号から、各団体をご紹介しています。入団を希望する方は、各団体の連絡先へお申込みください。
御浜卓球スポーツ少年団
＜代表指導者からみなさんへ＞

御浜卓球スポーツ少年団は、あいさつ・礼儀

を大切にし、卓球を楽しむことをモットーとして
います。４つの小中学校の小学校１年生から中
学校３年生までの子どもたちが、いっしょに練習
しています。友達の輪が広がり、学年をこえて
かかわることができます。
いつでもラケットをお貸ししますので、ぜひ気
軽に体験しに来てください。

【練習日時】
小学生

毎週火・金・土曜日 18：00 ～ 21：00

中学生

毎週火・木・土曜日 18：00 ～ 21：00

【練習場所】御浜中学校体育館２階

武道場

【対象者】小学校１年生～中学校３年生

【会費】月額 200 円 ※入会時にスポーツ安全保
険の加入費として、800 円を集金します。
なか の やすただ
【連絡先】中納保忠（☎ 05979- 2- 0848）
まつもとまさ し

松本昌士（☎ 05979- 2- 1882）
向井幸太郎（☎ 090- 2135- 0773）
むか い こう た ろう

ＳＦＣルーツスポーツ少年団
＜代表指導者からみなさんへ＞

ＳＦＣルーツスポーツ少年団は、サッカーを

通して健全な育成を目指すと共にチームスポー
ツの素晴らしさを伝えることを目的として活動
してます。１～２か月に一度、サッカー大会を
主催し学区、地域を越えて交流を図っています。
多くの子ども達の参加を待っています！詳し
くはホームページをご覧ください。
http://sports.geocities.jp/shichirimihama_fc/
【練習日時】

毎週月曜日・第３木曜日
毎週金曜日

19：00 ～ 20：30

18：30 ～ 21：00

【練習場所】御浜中学校グラウンド
【対象者】小学校１～６年生

（みはまスポーツクラブ加入者）

【会費】800 円（スポーツ安全保険代として）
まと ば
【連絡先】的 場 （☎ 090 - 5456 - 5729）
ひ づくり

檜 作 （☎ 090 - 7617 - 9545）
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地域包括支援センターによる「わたしの作品展・写真展」の優秀作品の発表 !!
間にわたり、「わたしの作品展・写真展」をピ

た方々、作品展・写真展を見ていただいた方々、
本当にありがとうございました。

ネショッピングセンターで行いました。この作

また、投票していただいた 149 名の中から『投

品展は今回で５回目であり、今年度から写真展

票ありがとう !! 賞』４名を抽選で選ばせていた

も加え、より華やかなものとなりました。

だきました。

出品数は、作品展７点、写真展一般部門 22 点・

†問い合わせ先†

支援者部門 33 点がそろい、作品・写真を提供

地域包括支援センター（担当

していただいた方々、投票に参加していただい

☎３－０５１４

にし

西

たかあき

隆暁）

写真展優秀作品

一般部門

支援者部門

日常生活で見られる楽しそうな姿やステキな「笑顔」。

介護現場で高齢者に寄り添いながら、がんばって支援する方々の姿。

町長賞

町長賞

みんなに選ばれたで賞

みんなに選ばれたで賞

輝いているで賞

輝いているで賞

作品展・写真展の様子
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わたしの作品展・写真展

10 月１日（水）から 22 日（水）までの３週

①

②

御浜みかん
祭り
③

④

⑤

11 月２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、四日市方面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、マジックショーなどが行われたいへん盛り上がりました。
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⑥

⑦

⑨

⑩

⑪

⑫

⑧

⑬

⑮

⑭
①賑わう物産テント村

② 68 人の出品があったみかん品評会

⑤太鼓ドンドン楽しい～
くさんお菓子ゲット

③みかん狩りツアーを楽しむ参加者

⑥子どもにも大好評の市會みかんジュース販売

④みかん品評会表彰式

⑦「御浜みかん祭り」にたくさんの方が来場！

⑨笑いが止まらない「からくりどーる」のマジックショー

ダンスを披露「Ｍ’ｓ」 ⑫息も止まる集中力
れあいコーナー

⑯

⑩フィナーレに白熱した餅ほり

⑬たくさんの方に購入いただき完売した梓川のりんご

⑧た

⑪キレのある

⑭みんなに大人気紀州犬ふ

⑮聞き入るメロディーを奏でた「御浜ジュニアバンド」 ⑯会場を音と振動に包んだ「御浜さざなみ太鼓」
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情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

水道及び下水道の用途変更をお願いします
御浜町の水道料金及び下水道使用料は、使用
する用途により変わります。
このため、商売をやめた時や、新たに始めた
場合には用途変更の届けが必要になりますの
で、事前にお届けをお願いいたします。
※下水道については、阿田和地区のみが対象です。
†問い合わせ先†
生活環境課上下水道係（担当
☎３－０５１３

はま じ やすあき

濵地靖章）

平成 26 年工業統計調査を実施します！
平成 26 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 26 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、
ご協力をお願いします。
†問い合わせ先†
総務課企画財政係（担当
☎３－０５０５

まつうら

松浦

ゆたか

豊）

「看護職登録制度」のお知らせ
看護職の登録制度
団塊の世代が 75 歳を迎える 2025 年には、現
在より 50 万人多い 200 万人の看護職が必要と
言われています。
「看護職の人材確保の促進に
関する法律」の一部改正があり、来年 10 月よ
り離職者のスムーズな復職に向け、都道府県
ナースセンターへの届け出制度が始まります。
現在離職されている方、就業されている方など
看護職の免許保持の方は、公益社団法人三重県
看護協会ナースセンター（☎０５９－２２２－
０４６６）へご連絡をお願いいたします。
【E-mail】mie@nurse-center.net
†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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みやざわ か え

宮澤佳永）

「消費者啓発地域リーダー養成講座」
を開催します
近年、商取引の多様化や複雑化により、新た
な消費者トラブルが発生し、特に高齢者の消費
者被害が増加しています。
そこで、高齢者の被害防止のため、地域に密
着した啓発活動を行う「消費者啓発地域リー
ダー」を養成する講座を開催します。
今年度の講座内容は見守りの重要性とポイン
トの習得となっていますので、ご家族やケアマ
ネージャー、ヘルパー、民生委員のみなさんな
どぜひご参加ください。
【日時及び会場】
12 月 20 日（土） 13：00 ～ 16：00 まで
三重県熊野庁舎
※別の日程で、県内他会場でも開催します。詳
しくは電話でお問い合わせください。
【募集人員】50 名程度（先着順）
【申込方法】電話にてお申し込みください。
†申込み・問い合わせ先†
三重県環境生活部交通安全・消費生活課
☎０５９－２２４－２４００

国民年金基金のお知らせ
～今にゆとり、老後にゆとり～
国民年金基金とは、自営業の方やフリーで働
く方がサラリーマン並の年金を受け取れるよう
にするための公的な個人年金制度です。自分の
収入に合わせて設計することができ将来受け取
る年金を確実に増やすことができます。
●掛金は、全額所得控除（社会保険料控除）の
対象となり、所得税・住民税が軽減されます。
●掛 金額は、60 歳まで一定で、年金は一生受
け取っていただけます。また、60 歳から年
金受給できる型もご用意しております。
● 60 歳以降国民年金に任意加入されている方
も加入していただけます。
詳しくは、三重県国民年金基金までお問い合
わせください。
†問い合わせ先†
三重県国民年金基金
☎０１２０－２９１－２８４

■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。

平成 26 年広島県大雨災害義援金の
受付を行っています

平成 25 年度税制改正により「相続税法」が
改正されました。
平成 27 年１月１日以降の相続または遺贈に
より取得する財産に係る相続税について、基礎
控除が縮小されます。
つきましては、次のとおり相続税の無料相談
会を開催しますので、相続税についてお悩みの
方、相談されたい方は、ぜひこの機会にご来場
ください。
【開催日時】
12 月 12 日（金） 10：00 ～ 15：00
【相談会場】
みえ熊野古道商工会御浜支所 １階研修室
（御浜町役場北側駐車場そば）
【主催】東海税理士会 尾鷲支部

大雨等により、広島県の被災された方々への
救援、復興活動を支援するため、義援金の受付
を下記のとおり行うことになりましたので、み
なさんのご協力をお願いします。
【受付期間】12 月 26 日（金）まで
【義援金受付口座】ゆうちょ銀行または郵便局
窓口で手続きをお願いします。
郵便振替口座番号
「００１７０－６－５５１０９９」
口座加入者名
「日赤平成 26 年広島県大雨災害義援金」
※郵便局窓口で取扱いの場合、振替手数料は免
除されます。
※受領証を希望される方は、通信欄に「受領証
希望」と記載してください。

†問い合わせ先†
東海税理士会 尾鷲支部
☎０５９７－２２－６０３９

乳がんワンコイン検診（未経験者）のご案内
三重乳がん検診ネットワークでは、乳がん検
診の啓発活動として、ワンコインのマンモグラ
フィ体験イベントを実施します。
【実施日】平成 27 年 1 月 24 日（土）
【自己負担額】500 円
※受診医療機関・受診時間は事務局にて調整し
ます。
【定員】約 160 人（先着順）
【対象者】40 歳以上の女性でマンモグラフィ検
診を一度も受けたことがない方
【受付期間】12 月１日（月）～ 19 日（金）
平日９：00 ～ 17：00
【ホームページ】http://mie-mmgnet.jp/
†問い合わせ先†
三重乳がん検診ネットワーク
☎０５９－２３１－６０３３

年末年始の歯科休日当番
【当番】
・平成 26 年 12 月 30 日（火）畑中歯科医院（熊野市）
☎０５９７－８９－６６１１
・平成 26 年 12 月 31 日（水）小山歯科医院（熊野市）
☎０５９７－８９－５０５８
・平成 27 年１月２日（金）あおば歯科（紀宝町）
☎０７３５－３２－３３１３
・平成 27 年１月３日
（土）
さいとう歯科
（熊野市）
☎０５９７－８５－４４８８
【診療時間】９：30 ～ 12：00
※当日、各医院まで直接連絡をしてください。

情報コーナー

「相続税法」改正に伴う相続税
無料相談会が開催されます

†問い合わせ先†
日本赤十字社三重県支部組織振興課
☎０５９－２２７－４１４５

紀宝警察署メールボックス
年末・年始における警察活動の強化について
【期間】平成 26 年 12 月１日（月）
～平成 27 年１月 10 日（土）
【実施重点】
○金融機関、パチンコ景品交換所をはじめとし
た多額現金取扱所、コンビニエンスストア等
の深夜営業店舗に対する犯罪の抑止と検挙
○子ども・女性を対象とする犯罪やひったくり
等の街頭犯罪等の抑止と検挙
○交通死亡事故の抑止
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０

紀南医師会応急診療所
【診療日】12 月７日（日）
、
14 日（日）
、
21 日（日）、
23 日（祝）
、
28 日（日）
、
29 日（月）
、
30 日（火）、
31 日（水）
【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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糖尿病予防教室を開催します
糖尿病予防教室／年金だより

町では、糖尿病にならないための予防教室を開催します！
講話、調理実習を通して、日頃の生活を見直してみませんか？
糖尿病負荷検査で境界型の方、糖尿病予防のため日常生活に気をつけたい方は、ぜひこの機会に
お誘いあわせのうえ、ご参加ください！！
【日時】12 月 15 日（月） ９：30 ～ 13：00

【内容】講話「糖尿病を予防するための食生活・日常生活について」、調理実習、試食
※講話のみの参加も可能です。

【講師】保健師・管理栄養士

【場所】御浜町福祉健康センター
【料金】300 円

【持ち物】エプロン、三角巾、米 0.5 合、今年の糖尿病負荷検査の結果（検診を受けた方のみ）
※参加を希望される方は、12 月 11 日（木）までにお申込みください。

※糖尿病と診断されている方は主治医と相談のうえ、お申込みください。
†申込・問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係
（担当

むろたによし み

室谷好美）

☎３－０５１１

国民年金保険料の納付は前納がお得です！
まとめて納めると保険料の「割引」があります
現金納付と口座振替では割引額が異なります。次の比較表をご参考ください。
割引額比較表（平成 26 年度）
翌月末振替
当月末振替（早割）
６カ月前納＜現金納付＞
６カ月前納＜口座振替＞
１年前納＜現金納付＞
１年前納＜口座振替＞
２年前納＜口座振替＞

１カ月分
割引額
―
50 円
―
―
―
―
―

６カ月分
割引額
―
300 円
740 円
1,040 円
―
―
―

１年分
割引額
―
600 円
1,480 円
2,080 円
3,250 円
3,840 円
―

２年分
割引額
―
1,200 円
2,960 円
4,160 円
6,500 円
7,680 円
14,800 円

前納をご希望の場合は申込みが必要です
【現金納付の場合】
専用の納付書が必要です。６カ月・１年前納用の納付書は４月上旬に発送されます。
※３月分までの保険料であればどの月からでもご利用できます。専用の納付書をお送りしますの
でお問い合わせください。
【口座振替の場合】
「口座振替申出書」の提出が必要です。提出期限は、引落日の２カ月前です。
※６カ月前納（４月～９月分）、１年前納（４月～翌年３月分）
、２年前納（４月～翌々年３月分）
の申し込み期限は２月末までです。６カ月前納（10 月～翌年３月分）は８月末までです。
†問い合わせ先†
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税務住民課保険年金係（担当

いまにし ち ひ ろ

今西千妃路）☎３－０５１２

2014-No.67

対策室だより
青島温州

州みかん最盛期には町内でも収穫に関した次の様々な事業が行われました。

かんきつ現地学習会を開催しました
御浜町では地域の柑橘産業への理解を深めて
もらうため、毎年、町内の小学３年生のみなさんを
対象に ｢かんきつ現地学習会｣ を開催しています。
今年は 10 月 29 日にＪＡ三重南紀統一選果場と
紀南果樹研究室、紀州地域農業改良普及センタ
ーの協力を得て、選果場での温州みかんの出荷
見学と、紀南果樹研究室で場内にある多くのみか
んの種類を見学し、みかんの糖度検査などをして
学びました。学習後、児童のみなさんは選果場で
選果されるみかんや、御浜町の農業について活発
に質問し、農 業に興 味を持ってくれたようです 。

選果場を見学する児童

学習会を通じて農業の魅力が子どもたちに伝
わればと思います。

御浜中学校のみなさんが収穫体験
にしとしかつ

10 月 23 日、育友会会長西 敏勝さんの園地に
て御浜中学校２年生のみなさんが温州みかんの
収穫を体験しました。収穫体験の後半にはみか
んの試食もあり、口々に ｢おいし～｣ との歓声
があがりました。
御浜中では昨年に引き続き農業を体験し、地
域との交流を深めています。
収穫を体験する生徒

Ｉターン就農者の農業体験
10 月 28 ～ 30 日、Ｉターン就農をしようとし

だと思っていた。｣ と話されていました。

ている仲井さんが温州みかんの収穫を体験しまし

｢元気なみかんの里協議会｣ では就農フェアや移

た。仲井さんは昨年、大阪で開催された就農フェ

住フェアに参加し、当産地の就農に興味を持った方

アで ｢元気なみかんの里協議会｣ のブースを訪

には、農家のみなさんの協力を得て季節に合わせた

れ、この産地での就農を考えるようになったそう

就農体験をしてもらっています。今後も、一人でも

です。指導農業士や既にＩターン就農している農

多くの就農を支援できるようにしていきます。

家の園地で収穫を体験しながら、この産地の農業
経営や生活について話が弾んだそうです。仲井さ

†問い合わせ先†

んに就農についてのお話を伺うと ｢今までは事務

産業建設課柑橘対策室

の仕事だったので、体を使う仕事がしたい。熊野、
尾鷲方面には何度か釣りに来ていて、いいところ

せ こ かつのぶ

（担当 瀬古勝信）
☎３－０５１７
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かんきつ対策だより

みなさんこんにちは。師走となり、早生温州に代わり晩生温州の収穫を迎えようとしています。温

は

平成 27 年御浜町成人式を開催します

めまし
平成26年9月１日

て

じ

【日時】平成 27 年１月２日（金）13：00 ～

〜30日届出分

【対象者】平成 21 年度の町内中学校卒業生

♥

赤ちゃん／平成

【場所】中央公民館 アメニティホール

♥

阿田和

※町外私立中学校を卒業された方も対象です。
●平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれ

年御浜町成人式／広報文芸／あとがき

27

●平 成 26 年 10 月１日現在で御浜町に住所を有す
る方
榎本

【式典案内】 対象者の方には、式典の案内ハガキ

りょうや

稜也 くん

しゅう じ

を 10 月中旬より順次発送しています。出欠にか

さち こ

市 木

かわらず、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参加

♥

♥

修二 さん・幸子 さん

を希望されます方はご連絡をお願いします。
†問い合せ先†
教育委員会生涯学習係
向井

のぞみ

古部

希

ち
ゃ
ん

な

み より

屋敷 三依

ち
ゃ
ん

なお こ

ひろし

けい

あきら

ま

眞梛

まさゆき

寛さん ・尚子 さん

彰 さん・恵さん

正行 さん・めぐみさん

のり こ

紀 子）
平成二十六年十二月号
第 回町民文化祭協賛

40

向井
春羊

御浜町俳句会
秋季俳句大会 （通信句会）

○御浜町俳句会会長賞（一句高点句）

や さ い えん

4,301 戸（＋ 1 戸）

のこ

世帯数

当日は、物産テント村での商品の販売や様々な
ステージイベントなど、たいへん賑わいました。
写真は、紀宝警察署にご協力いただき、パトカー
の展示をしているところです。パトカーは子ども
たちに大人気で、運転席に座ったりと、終始子ど
もたちは絶えませんでした。
今回、御浜みかん祭りで、紀宝警察署にご協力

あき ひ

4,926 人（ー 1 人）

え

だ

女

さて、今回の表紙ですが、11 月２日（日）に

くわ

かお

笑子

榎本 楢代
前 たき子
湊
貞

真砂

4,336 人（＋ 1 人） 行われた御浜みかん祭りです。

鍬の柄に 秋日の残る 野菜園
○互選高点句（三句総合点）

さと

しょうじ は

障子貼る

男

位）

あさぎり

ちょうほう

す な お

昭
笑涙
敦子

希世

大平
七海
西

谷口

祥子

上野山明子

花井

正巳

日に日に寒さが増してきました。みなさん風邪

（一

位）

なお

のこ

と

もぎ取れり

やど

朝霧の ほどけて里の 顔を出す
つか
ま
つが
ま
あ き ちょう
束の間の 番いで舞へり 秋の蝶
よ せ い いくばく
あき
ありのまま 余生幾許 秋ざくら

（二

お

われ

老いて尚 重宝がられ

位）

つきあお

（三

かき

はぎ

吾にも残る 素直さよ
われ
かま
くびかし
吾に構へて 首傾ぐ
あそ
た
ひ
みじ
遊び足りなき 日の短か

位）

そら

かた

空より柿を

ちょうか

佐野

黄渓

須崎久美子

杉目

あとがき

9,262 人（± 0 人） をひかれないようご自愛ください。

14

南

☎２－３１５１

口

人

みなみ

（担当

月仰ぐ
とうろう
蟷螂の
しょうねん
少年の

（四

ま さ お

位）

真青なる

（五

い

選

かお

選

い

顔なじみ

ひこばえ句会 下川 幸子

お

老いのカマキリ

つ

（運河紀南支部）

か

枯れ尽くす

選

つま

つき

夫と生く

上野山明子

とうろう

ふ

選

かま

鎌の月

生きいきと 釣果を語る 萩の宿
○句会代表選者賞（特 選）

えんがわ

縁側の

まも

き

守り蟷螂

阿田和句会

どうそじん

道祖神

で

出来ぬこと増え

尾崎喜美子

か

花みかん句会 榎本 楢代

われ も こ う

吾亦紅

は

（次号にも秋季大会の句を掲載します）

まさに刈らんと

上市木句会

やま

山の端を

11 月１日現在の人の動き

（中央公民館）
ち
ゃ
ん

いただき、啓発を行った理由には、町内において
交通死亡事故が多発していることがありました。
今年、町内において、３件の交通死亡事故が発
生し、３名の方の尊い命が失われ、死亡事故に歯
止めがかからない、非常に深刻な事態となってい
ます。
これを受け、御浜町では、10 月 24 日から 12
月 31 日まで「交通死亡事故多発非常事態宣言」
を発令しました。
みなさんも、お一人おひとりが更に交通安全意
識を高めていただき、交通安全の輪を広げていた
だきますようお願いいたします。
（総務課

総務係

たにあいてるゆき

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 月

くら し の カレンダー 12

バレーボール教室 17:30 ～ 19:00 御浜中体育館
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１階会議室

16 火

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

2 火

3 水

（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

17 水 ソフトテニス教室

4 木 卓球教室

19:00 ～ 21:00

阿田和小学校

粗大ごみ収集日 7:00 ～ 15:00

ソフトテニス教室 19:00 ～ 21:00 阿田和小学校

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

19:00 ～ 21:00

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 みはまＧＧ

貯筋体操教室 13:30 ～ 14:30 福祉健康センター
ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 みはまＧＧ

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

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

ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ

２歳児歯科健診（個別通知） 福祉健康センター

18 木 卓球教室

19:00 ～ 21:00

サッカー教室

阿田和中学校

阿田和中学校

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 ～ 11:10 中央公民館

バレエ・エクササイズサークル 10:00 ～ 11:10 中央公民館
子どもの広場 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

5 金 貯筋体操教室

10:00 ～ 11:00

中央公民館

太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館

6 土 ゴルフ教室
7 日

9:30 ～ 12:00

清掃センター

がん検診（予約制） 8:00 ～ 14:00 福祉健康センター
粗大ごみ収集日

7:00 ～ 15:00

19 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

20 土 ゴルフ教室

9:30 ～ 12:00

清掃センター

21 日 資源持込日

8:00 ～ 12:00

役場

22 月

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

うんどう教室（自主活動） 10:00 ～ 11:30 福祉健康センター 23 火 天皇誕生日

8 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

24 水 ゴルフ教室

（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

収集日（市木・神志山地区）

25 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
バレエ・エクササイズサークル 10:00 ～ 11:10 中央公民館

年金相談 10:00 ～ 14:00 役場 3 階会議室

10 水

貯筋体操教室 13:30 ～ 14:30 中立集会所
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
紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

11 木 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 ～ 11:10 中央公民館

12 金

26 金 子どもの広場（自主活動）

9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

27 土 ゴルフ教室

9:30 ～ 12:00

清掃センター

28 日 資源持込日

8:00 ～ 12:00

リサイクルセンター

29 月

子どもの広場 ( 自主活動） 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター 30 火
ちょっと気になる子ども相談（予約制） 役場
子育て相談 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

13 土 ゴルフ教室 9:30 ～ 12:00 清掃センター
14 日 食育講演会
15 月

ダイヤモンドヒル

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

9 火

19:00 ～ 21:00

13:00 ～ 15:00

役場くろしおホール

糖尿病予防教室 9:30 ～ 13:00 福祉健康センター
バレーボール教室 17:30 ～ 19:00 御浜中体育館

31 水

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６期
第６期

12 月 25 日（木）

※納税は便利で確実な口座振替をどうぞご利用ください。

15

広報

11 ／４（火） 町内小中学校給食に梓川りんご
御浜町と長野県松本市梓川自治区

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。
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は、平成５年に友好親善提携を締結
し、さまざまな交流を深めています。
今回の学校給食もその一環で、お
互いの特産品である「みかん」と「り
んご」が、それぞれの献立に使用さ
れました。
町内小中学校では、児童生徒など
にりんご 854 食分が出されました。
りんごを食べた児童からは、声を揃
えて「りんごおいしい」と言うほど
また、松本市では、市内小中学校
給食に出されました。

思わず笑顔になるおいしさ

11 ／９（日） 防火予防パレード
11 月９日（日）から 15 日（土）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、火災予防の広報
啓発をしました。
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。

献花し冥福を祈る参加者

10 ／ 26（日） 第 13 回御浜町戦没者追悼式
４年に一度の御浜町戦没者追悼式が阿田和公
民館で行われました。
遺族ら約 150 人が参列し、戦争に尊い命を捧
げられた 628 人の冥福を祈りました。
式では、黙とうや国歌斉唱の後、遺児代表の

てらまえ き

い

こ

寺前紀伊子さんらが追悼のことばを述べられま
した。
続いて、献花が行われ、参列者一人ひとりが
戦没者の冥福を祈っていました。

〒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/

火災予防啓発に出動する消防団

（平成26年12月１日発行）

41 校に御浜町産みかん 20,718 個が

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

大好評でした。

