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防災情報

平成 26 年度
第１回御浜町自主防災組織連絡会議が開催されました
１月 28 日（水）、役場くろしおホールで「平成 26 年度 第１回御浜町自主防災組織連絡会議」
が開催されました。
この会議は、各地区の自主防災組織のリーダーで構成され、地震その他の災害による被害の防
止及び軽減のため、各組織相互及び他機関との連携強化と自主防災活動の活性化を図ることを目
的としています。
かわぐちじゅん
会議では、三重大学大学院工学研究科 川口淳准教授による「巨大地震に備える自主防災組織
に必要な事」をテーマとした講話や、各地域の自主防災活動の状況について発表・意見交換が行
われました。
かい と よし お
また、本会議の会長・副会長の改選も行われ、会長に垣内美生氏（志原・上里古屋地区自主防
お ざきひで お
災組織）、副会長に尾崎英夫氏（阿田和・山地地区自主防災組織）が再任となりました。
会議では、
「家具固定の講習会をする事で意識が上がった。
」
「防災意識が下がらないように防災
訓練を続けていくことが大切である。」などの意見が出ました。

三重大学

川口准教授を交えて意見交換

活動状況の発表

宝くじの助成金を活用して防災資機材を整備しました
芝地・下地地区自主防災組織（阿田和）が、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託
事業収入を財源としているコミュニティ助成事業（平成 26 年度分）の助成を受け、自主防災活動
のための資機材を購入しました。今後、地区の防災訓練などでこれらの資機材を有効活用し防災
力の向上に努めていきます。

【購入資機材】

ニューパイプテント、発電機、防災かまどセット、ハロゲン投光器、カケヤ、チルホール、チェー

ンソー、ＬＥＤ強力ライト、ガソリン携行缶、トランシーバー、コードリール、砂袋

防災かまどセット
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など

柿原自主防災組織が家具固定講習会を開催しました
たつみひろ し

１月 18 日（日）、柿原自主防災組織（巽 博 司
防災情報／防人の独言

代表）が地区防災訓練を実施し地区住民約 30 名
が参加しました。
訓練では、家具固定推進普及ボランティアと
なかやまゆたか

して活動されている中山 豊 氏による適切な家具
固定方法の講習と、火災を想定し実際にホース
を使って放水する実践的な訓練を行いました。
家具固定講習会

３月１日（日）～７日（土）は、春の全国火災予防運動週間
火災予防のための三つの習慣
○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消しましょう。
†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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平成 27 年１月 17 日 阪神淡路大震災から 20 年
防災課

西

優輝

阪神淡路大震災では、津波こそ起きませんでしたが、非常に強い揺れにより火災や家屋倒壊が
たくさん発生し、多くの方が亡くなりました。
もし今、御浜町で阪神淡路大震災のような大きな地震が発生したら、私たちはどう行動すれば
いいのでしょうか？
先日の自主防災組織連絡会議での防災講話の中で、三重大学の川口先生は巨大地震への備えと
して「強い地震が起きた時は、自分ができる最善の策を尽くす事が大切だ」というお話をされて
いました。
例えば、揺れを感じたら机の下に隠れる。机が無ければ身を丸めてその場で地面に伏せて頭を
守る。運悪く倒壊した家屋に体を挟まれたら、力の限り大きな声で助けを求める。動けなくなっ
たり、声が出なくなっても、希望を捨てずに助けを待ち続ける事です。
当たり前のように聞こえますが、突然、今まで経験した事のない大きな地震に直面してしまっ
た場合、冷静に状況を判断して、すぐさま行動に移すというのは、日頃からの訓練やイメージトレー
ニングを積み上げていなければ難しいことです。
それでも、一人一人が最後まであきらめずに自分の最善を尽くすことが出来れば被害は大きく
減るはずです。
巨大地震への備えとして「最後まで最善を尽くす」という意識を強く持つこと。そのうえで、
家具の固定や食糧の備蓄など、今、自分が出来る事ができればモアベターです。
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国民健康保険税のご案内
国民健康保険税のご案内

国民健康保険税の税率改定について

改定の内容

町の国民健康保険事業運営は、高齢化の進展

や医療の高度化などに伴い保険給付費が年々増
加しており、大変厳しい財政状況が続いていま

世帯ごとの保険税額
所得割

5.1％

5.4％

資産割

46％

46％

均等割

18,200 円

19,000 円

平等割

20,800 円

21,400 円

所得割

1.5％

1.6％

資産割

11％

11％

均等割

5,600 円

5,800 円

平等割

5,800 円

6,000 円

所得割

1.36％

1.56％

資産割

10.5％

10.5％

（40 歳～ 64 歳） 均等割

6,400 円

6,800 円

平等割

5,200 円

5,400 円

す。このような状況の中、やむを得ず国民健康

医療分

保険税率を平成 25 年度から平成 27 年度までの

（全世帯）

３年間で段階的に改定しており、今回が３回目
の改定となります。
加入者のみなさまにはご負担をおかけするこ
とになりますが、引き続きご理解とご協力をお

後期高齢者
支援金分
（全世帯）

願いします。
算出方法
所得割：（前年中の総所得金額－ 33 万円）×税率
資産割：土地及び家屋に係る固定資産税額×税率
均等割：加入者１人あたりの税額
平等割：１世帯あたりの税額

改定後

改定前

（平成 26 年度）（平成27年度から）

介護保険分

※上の３つの項目（医療分・後期高齢者支援金分・介護保険分）
の合計額が年間の保険税額となります。

納付方法と納付月について

●国民健康保険税の納付方法には、普通徴収（口座振替または納付書での納付）と特別徴収（年金天
引き）があります。特別徴収となる方は、次の①～⑤すべてにあてはまる方です。
①世帯内の国民健康被保険者全員が 65 歳以上 75 歳未満であること
②世帯主が国民健康被保険者であること
③世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額 18 万円以上受給していること
④介護保険料が特別徴収されていること
⑤介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の１／２を超えないこと
※お申し出により、特別徴収（年金天引き）から普通徴収（口座振替のみ）に変更できる場合があり
ますのでご相談ください。
●国民健康保険税の納付月は以下のとおりです。
４月

５月

６月

普通徴収
特別徴収

○

○

７月

８月

○

○
○

９月 10 月 11 月 12 月 １月
○

○

○

○

○
○

○

２月

３月

○

○

○

※平成 26 年度から普通徴収仮算定が廃止され、普通徴収の納付月が変更となっています。
※平成 26 年度の国民健康保険税が２月の年金から特別徴収された方は、２月の特別徴収分と同じ額
が平成 27 年度国民健康保険税の仮徴収分として４・６・８月に特別徴収され、平成 27 年度国民健
康保険税額決定後に、仮徴収分として特別徴収された額を差し引いた金額を本徴収分として 10・
12・２月に特別徴収されます。なお、平成 27 年度に新規で特別徴収となる方は、７・８・９月は
これまで通りの普通徴収で、10 月から特別徴収が開始されます。
†問い合わせ先†
税務住民課税務係
（担当

あか ね よしひと

赤根義人）

☎３－０５１０
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一緒にスポーツしようぜ！～スポーツを通し、健康な体と心を育てよう～
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し込みください。
御浜野球スポーツ少年団
＜代表指導者からみなさんへ＞

御浜野球スポーツ少年団は、礼儀・挨拶・感

謝をモットーに、日々、楽しく練習しています。
打つ楽しさ、勝つ喜びを仲間と味わってみませ
んか？
興味のある方は、気軽に見学にきてください。
女の子も大歓迎！！

【練習日時】

毎週火・木・土曜日
毎週日曜日

17：00 ～ 19：30

９：00 ～ 12：00

【練習場所】御浜小学校グラウンド

【対象者】小学校１年生～６年生の男女
【会費】月額

2,000 円

なかみち まさのぶ

【連絡先】中道政信（☎ 090-2680-9227）
日本拳法スポーツ少年団
＜代表指導者からみなさんへ＞

『継続は力なり』

文武両道の精神で、毎回１時間集中して練習

しています。団員たちが心も体も成長してくれ
ることを願っています。
関心のある方は、一度道場へ見学に来てくだ
さい。

【練習日時】
毎週水曜日

18：30 ～ 19：30

毎週日曜日

16：00 ～ 17：00

【練習場所】日本拳法紀南道場
【対象者】幼児～中学校３年生
【会費】月額

500 円

う しろもりつぐ

【連絡先】宇城盛次（☎ 2-1805）
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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。

「第５次御浜町総合計画」を策定します
第５次御浜町総合計画策定／内臓脂肪すっきり教室

町では、新しいまちづくりを進めるための指
針となる「御浜町総合計画後期基本計画」を策
定しています。この計画は、全体計画として平
成 23 年度から 32 年度までの 10 年間で策定し
ていますが、来年３月末でその前期基本計画期

調査にご協力
いただき

間が終了することから、平成 28 年度を初年度

ありがとう

とする「第５次御浜町総合計画後期基本計画」

ございます

を策定するものです。
先般、この新しい総合計画の策定にあたり、
住民のみなさんのご意見をお聞かせいただきた
く、20 歳以上の住民のみなさんの中から 2,000
名の方に「町民アンケート調査」をお願いしま
した。調査にご協力いただいたみなさんに感謝
申し上げます。調査結果につきましては、集計・
分析を行ったうえ、「広報みはま」で紹介した
いと思います。
今後もより多くの住民のみなさんとともに新
しいまちづくりを考えていきたいと思います。

†問い合わせ先†

総合計画についてご意見等ございましたら、ど

総務課企画財政係

のようなことでも結構ですので、担当までお知
らせください。

（担当

はたなか よしなり

畑中芳成）

☎３－０５０５

内臓脂肪すっきり教室を開催します
町ではメタボ予防のための内臓脂肪すっきり
教室を開催します。内臓脂肪の減らし方や適正
な BMI 等について分かりやすくお話しします。
健康づくりに興味のある方、健康診査で日常生
活の改善が必要とされた方、この機会にぜひお
申し込みください。
【日程】３月 10 日（火） ９：30 ～ 13：00
【場所】御浜町福祉健康センター
【対象者】40 歳以上の町民の方

内臓脂肪

【内容】講話「内臓脂肪をためない生活をしよ
う！」、調理実習

※ 講話のみの参加も可能です。
【費用】材料代 300 円
【準備物】

米 0.5 合、エプロン、三角巾、計算機、筆記用具

【定員】先着 20 名

【締切】３月５日（木）
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†申し込み・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

大腸がんを予防しよう！
に増加しています。年間では全国で男性が約７万人、女性が約５万人かかっています。

大腸がん予防のポイント

●定期的な大腸がん検診で早期発見
大腸がんは早期発見が大事です。まずは気軽にできる便潜血検査を受けましょう。
●下記のような症状があったら早めに医療機関へ受診しましょう。
□便に血が混じる、便や拭いた紙に血が付く
□便秘がちになった
□腹痛がおこりやすくなった
□便が細くなった
□排便後も便が残っている感じがする
□お腹が張った感じがある
□下痢をしやすくなった
□貧血がひどくなった
など

チェック表

□体重が急に減った
●日常生活での予防

食事（動物性脂肪の取りすぎや食物繊維不足に注意）
適度な運動を心がけましょう。アルコールはほどほどに。たばこはやめましょう。

大腸がん予防教室のお知らせ

日常生活で大腸がん予防に取り組んでいただくため、保健師・管理栄養士による予防教室を開催し

ます。特に食事の面では実際に料理し、試食を行います。この機会にぜひ参加ください。
【日時】３月 19 日（木） ９：30 ～ 13：00
【場所】福祉健康センター

研修室

【対象者】40 歳以上の方
【参加費】材料代

【持ち物】米１/2 合、エプロン、三角巾、筆記用具

【定員】15 名

【申込み】３月 12 日（木）までに下記までお申

300 円

し込みください。

†申し込み・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

大腸がん検診を実施します
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。こ
の機会にぜひ受診してください。※大腸がん検診無料クーポンの有効期限は今年度中です。
対象者の方は、集団検診では今年度最後の機会となります。提携医療機関では、３月 31 日までに
ご利用ください。
【実施日】３月 20 日（金）
【場所】役場

健康福祉課健康づくり係

【予約】３月 13 日（金）までに、下記までお申し込みください。
検診名
時間
対象
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

料金（円）
600

※ 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。
†申し込み・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
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大腸がん予防／大腸がん検診

生活習慣の変化により、日本人も大腸がんにかかる人は増えています。その数は 30 年前の約６倍

もうすぐ

阿田和保育園

市木保育所

１年 生

志原保育所

今春、町内の保育所（園）
を卒園する園児は６０人
です。
４月から１年生です。
友 だ ち た く さ ん 作 っ て、
楽しく元気に小学校にい
こうね！

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

阿田和地区で下水道を
使用しているみなさんへのお願い

メンタルパートナー養成講座
参加者を募集します

最近、異物が下水道管へ流れ込み、管のつま
りやポンプの故障原因となっています。下水道
は何でも流せるものではありません。下水道を
使用するみなさん一人ひとりが十分に注意し
て、ルールを守り、正しく使うことをお願いし
ます。
●下水道には以下のものは流さないようにして
ください
・台所では…野菜くず、種、残飯、てんぷら油
など
・トイレでは…水に溶けない紙や紙おむつ、生
理用品、雑巾、ガム、タバコの吸殻など
・風呂、洗面所、洗濯場では…タオル、下着、
髪の毛など
・その他…木片、土砂、石、ビニール、廃油など

身近な方に「最近なんだか元気がない」
「落
ち込んでいるような感じ」等の様子が見られた
とき、どのように声をかけたらいいか迷われた
ことはないですか？
町では心の変調の早期発見や自殺などの予防
のため、地域の中で見守りの輪を広げる活動と
して保健師によるメンタルパートナー養成講座
を開催します。
【日時】３月 23 日（月）13：30 ～ 14：30
【場所】福祉健康センター 研修室
【対象】町民の方
【定員】先着 15 名
【料金】無料
※事前に下記までお申し込みください。

†問い合わせ先†
生活環境課上下水道係（担当
☎３－０５１３

にし

西

えい じ

栄二）

司法書士無料法律相談会を開催します
三重県司法書士会が次のとおり無料法律相談
会を開催します。
お困りごとや、聞きたいことなどを司法書士
がお聞きし、アドバイスをいたしますので、お
気軽に申し込んでください。
３月 12 日（木）までに事前の予約をいただ
くと、相談時間の予約ができ待ち時間が少なく
てすみます。
また、詳しい回答がいただけますのでできる
だけ予約してください。
【日時】３月 15 日（日）10：00 ～ 14：00
【会場】尾呂志公民館
【相談時間】約１時間
【募集人数】８名
※但し、募集人数を超えた場合は時間を延長し
て対応します。
【予約申込】
税務住民課☎３－０５１２まで、氏名、電話番
号、簡単な内容等をご連絡ください。
【予約締切】
３月 12 日（木）までに申し込みしてください。
【当日受付】
時間終了までに会場にお越しください。
†問い合わせ先†
三重県司法書士会
☎０５９－２２４－５１７１
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†申し込み・問い合わせ先†
健康福祉課健康づくり係（担当
☎３－０５１１

こ

ね がわ

古根川

さち

幸）

平成 27 年度科目履修生募集の
休止について
地域のみなさんに本校定時制の講座を開講
し、この地域の生涯学習及び学びなおしの機会
を提供することにより地域の活性化を目指して
実施してまいりましたが、校内のカリキュラム
を充実させるために休止することになりまし
た。十年以上にわたり、地域のみなさんにお世
話になりました。ありがとうございました。
†問い合わせ先†
木本高等学校定時制
☎０５９７－８５－６２４４

ポータルサイト「確かめよう
労働条件」を開設しました！

厚生労働省は、労働条件や労務管理上の疑問
点を確認するための情報を広く発信することを
目的としたポータルサイト「確かめよう 労働
条件」を開設しました。
このポータルサイトでは、労働時間や割増賃
金等の労働条件や労務管理に関する情報をＱ＆
Ａなどで広く発信していきます。また、相談窓
口の紹介も行っていますのでご利用ください。
詳細は、ホームページ「三重労働局 ポータ
ルサイト」で検索しご覧ください。
†問い合わせ先†
三重労働局労働基準部監督課
☎０５９－２２６－２１０６

■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。

労働者の心身の健康確保、
仕事と生活の調和、
女性の活躍推進等の観点から、企業において所
定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進
など長時間労働を始めとする雇用管理を見直す
「働き方改革」を進めていくことが求められま
す。
そこで、三重労働局では、
「働き方改革推進
本部」を設置しました。
これにより、所定外労働の削減、年次有給休
暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」
に向けて労使団体への協力要請、企業トップへ
の働きかけ等に取り組むこととしました。
詳細は、ホームページ「三重労働局 働き方
改革」で検索しご覧ください。
†問い合わせ先†
三重労働局労働基準部監督課
☎０５９－２２６－２１０６

ご存じですか「法テラス」
日本司法支援センター（愛称：法テラス）は、
国により設置された公的な法人です。
金銭問題、離婚、相続、労働問題など法的ト
ラブルでお困りの方、どこに相談したらいいか
分からない、そんな時、一人で悩まずどうぞお
気軽にご利用ください。
解決に役立つ法制度紹介や相談窓口の情報を
無料でご案内しています。
また、経済的に余裕のない方が法的トラブル
にあった時に、無料法律相談や必要に応じて弁
護士・司法書士費用の立て替えを行っています。
†問い合わせ先†
法テラスサポートダイヤル
☎０５７０－０７８３７４
法テラス三重
☎０５０３３８３－５４７０

国税専門官の募集

紀宝警察署メールボックス

名古屋国税局では下記のとおり国税専門官の
募集をします。
【受験資格】
①昭和 60 年４月２日～平成６年４月１日生ま
れの者
②平成６年４月２日以降生まれのもので次に掲
げる者
・大学を卒業した者及び平成 28 年３月までに
卒業する見込みの者
・人事院が上記に掲げる者と同等の資格がある
と認める者
【申込期間】
・インターネット ４月１日（水）～ 13 日（月）
・郵送または持参
４月１日（水）及び４月２日（木）
※郵送の場合は４月２日（木）までの通信日付
印があるもの、持参の場合は４月２日（木）
17 時までに提出があったものに限り受け付
けます。
【試験日】
・第１次試験 ６月７日（日）
・第２次試験 ７月 14 日（火）～ 22 日（水）
までのうち、いずれか指定する日
【ＵＲＬ】http://www.nta.go.jp/nagoya

新学期は誘惑がいっぱい
負けない心で新学期へのスタート！

†問い合わせ先†
名古屋市国税局 人事第二課試験係
☎０５２－９５１－３５１１（内線３４５０）

新学期は進級、進学などで交友関係や活動範
囲が広がります。
これまで経験したことのない酒やタバコ、危
険ドラッグなどに興味を持ち、犯罪に手を染め
たり、出会い系サイトやＳＮＳ等を利用するな
どして、性的被害に遭うこともあります。
興味本位で犯罪に手を出さず、誘惑に負けな
い強い心で、新学期に臨みましょう。
†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】３月１日（日）
、
８日（日）
、
15 日（日）、
21 日（祝日）
、22 日（日）
、29 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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働き方を見直し、仕事と生活との
調和を図りましょう！

平成 27 年度特別支援教育支援員を募集します
【受験願書等の配布・受付期間】

【職種及び採用予定数】
臨時職員募集／年金だより

２月 23 日（月）～３月６日（金）までの土、

・特別支援教育支援員（臨時）

日を除く役場執務時間内

予算の範囲内で任用
【受験資格】

勤務条件等詳しくは下記までお問い合わせく
ださい。

次の要件を満たすもの

①御 浜町に平成 27 年４月１日現在で在住また
は、在住を予定している者
②平 成 27 年４月１日現在で満 20 歳以上 65 歳
未満の者
③特別支援教育支援員については、学校教育及
び特別支援教育等に理解・関心のある者
【試験期日】３月 15 日（日）９：00 ～ 12：00
【試験会場】
役場３階

くろしおホール及び第５会議室

【試験内容】作文試験 30 分、面接試験

†問い合わせ先†
教育委員会学校教育係
（担当

まえ だ ゆきとし

前田幸利）

☎３－０５２６

離職された時は年金の
手続きをお願いします
国民年金制度では、国内に居住する 20 歳以上

が必要になります。

60 歳未満のすべての方に加入が義務付けられて
います。国民年金の加入種別は、下記の３種類 【手続きに必要なもの】
があり、種別が変わったときは届出が必要です。 ・年金手帳等、基礎年金番号が確認できるもの
届出を忘れると、年金を受け取れないこともあ
ります。忘れずに手続きをお願いします。

・離職年月日が確認できるもの（離職票、雇用
保険受給資格者証など）
・認め印

【国民年金の加入種別】
・第１号被保険者…自営業者、農林漁業者、学
生など
・第２号被保険者…厚生年金、共済年金に加入

※保険料を納めることが経済的に困難な方には、
申請により保険料の納付が免除または猶予さ
れる制度があります（所得制限あり）
。

している方（会社員、公務員など）
・第３号被保険者…第２号被保険者に扶養され
ている配偶者

詳しくは担当までお気軽にお問い合わせくだ
さい。

第２号被保険者の方が離職された場合、お住
まいの市区役所・町村役場で第１号被保険者の
資格取得手続きをして保険料を納めることにな

†問い合わせ先†

ります。また、離職された方の配偶者も、第３

税務住民課保険年金係（担当

号被保険者から第１号被保険者への変更手続き

☎３－０５１２
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対策室だより
セミノール

平成 26 年度の柑橘振興対策事業
町は高品質みかん栽培や優良品種への更新・新植を支援しています。甘いみかんを作るためのマル
チ栽培へは 16.4ha 分の補助をしました。消費地では年々、甘いみかんへの要望が強くなっており、マ
ルチ栽培は産地の大切な技術となっています。
また、優良品種導入への苗木 6,500 本、穂木 44㎏分（果樹経営支援対策を除く）を補助しました。
優良品種の中の「みえ紀南１号」については苗木・穂木の補助に加えて植栽面積 76 a に更新・新植の
補助をしました。産地では収穫量がだんだんと減っていく老木も増えており、生産量を増やすために
も優良品種への転換は必要です。
平成 27 年度もみなさんと共に産地の発展に役立つ事業に取り組んでいきたいと思います。
マルチ栽培

苗木・穂木

更新・新植

平成 24 年度

9.9ha

9,000 本、60㎏

67a

平成 25 年度

28.1ha

6,400 本、 ４㎏

77a

平成 26 年度

16.4ha

6,500 本、44㎏

76a

獣害を防ぎましょう
３月は中晩柑類の中でも生産量が多いセミ
ノール、カラ等が収穫期を迎えます。残念なが
ら収穫を間近に控えたみかんが獣による多大な
被害を受ける話をよく聞きます。町内には野生
鳥獣侵入防止柵を設置して獣害を防いでいる園
地がありますが、中には獣によって壊されてい
るところもあります。今一度、防止柵を修理し
てみかんを守りましょう。
収穫直前には従来の電気柵等の資材に加えて

電柵とトタンの組み合わせ

ビニルハウスの廃パイプや古くなったトタンな

る こ と が で きます。身の回りにあるものを獣

どを組み合わせて、より強固な獣害対策とす

害対策に利用してはいかがでしょうか。春にな
れば、みかんの実だけではなく新しく植えた苗
木も獣の被害を受けます。獣害を防いでおいし
いみかんをたくさん作りましょう。

†問い合わせ先†
産業建設課柑橘対策室
せ

壊された防止柵

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

みなさんこんにちは。３月となり、寒さの峠を越えたかのように少しずつ暖かくなってきました。
みかん畑では新芽が出るころで平成 27 年のみかん栽培が始まります。昨年は８月の記録的な日照不
足や 10 月に２度の台風を受けるなど天候に悩まされた年でしたが、今年は好天に恵まれることを願い
ます。

は

水道の「開始」・「中止」手続きをお忘れなく

めまし

て

じ

引越しなどにより水道の使用を「開始」・「中止」す
赤ちゃん／水道開始・中止手続／広報文芸／あとがき

る場合は、事前に生活環境課へ電話などでお届けくだ
阿田和

さい。特に転出などでお届けがないと、水道を使用し

♥

♥

平成26年12月１日〜31日届出分

ていなくても基本料金が必要となりますのでご注意く
ださい。

久堀

けん た

健太 くん
ゆ か り

りょう

神志山

♥

♥

亮さん ・由香里さん

†問い合わせ先†
生活環境課上下水道係
り

白倉

あ

莉愛

はや と

山本

ち
ゃ
ん

まなぶ

さ き こ

怜奈

御浜町俳句会

たき子

平成二十七年三月号

前

新札で

まつ

一倫

松の内 老舗のおつり

南

康一

うち

が ん ちょう

出口

清

元朝や

濱浦

正巳

おと た

巫女の舞ふ

佐野

幸子

音立てて

鎮守の杜の

初詣

中村

はつはる

初春や

見慣れし宮の

山眠る

ふるさと

古里の

でんと座った

川端りつ子

ふるさと

故郷や

祝ふ雑煮の

さん せ だい

三世代

須崎久美子

し に せ

おお
なが

じ

きゅう

しんさつ

しん こ

ま

おおそう じ

もうで

大掃除

こ

はつ

やまねむ

ま

深呼吸

み

う

お

美味さかな

む しょ

みや

大きく長く

いえ

もり

すわ

ぞう に

のこ

家も事務所も

な

ちんじゅ

み

いわ

い

とび な

鳶鳴けり

いきいきと 生きたし残る 老いの春

こえ

はる

浦
正枝

4,287 戸（＋１戸）

す

世帯数

澄みたる声の

楢代

4,897 人（± 0 人）

はつ み そら

榎本

女

み

4,305 人（ー６人）

身のしまる

男

ひとこと

はる

9,202 人（ー６人）

つま

さ

口

初御空

夫の一言

け

こ

人

ねんとう

年頭の

敦子

きずな

み

西

たすき

す がお

襷の絆 今朝の春

信勝

わこうど

織田

あ

明けて素顔の

あ さ

月１日現在の人の動き

濵地靖章）

☎３－０５１３

ま み

若人の

巫女となり

さん が にち

三ケ日

なだ び より

幸子

ゆき

雪の元朝

米子

ま いこ

下川

昭

ふた り

中納

り かもめ

大平

お

老い二人

灘日和

ゆ

き

め

笑涙

す

上野山明子

百合鴎 つかの間憩ふ

て

こ

七海

くるま い

車椅子

やまあお

山仰ぎ

手に消えてゆく

いろ

さんかん し おん

なか

三寒四温や

こう か

校歌の中の

色も濃い目に

く

さしのべし

ななくさ

七草の

ま

つ

待てば来る

わか な

若菜摘む

２

はま じ やすあき

（担当

ち
ゃ
ん

学さん ・真美 さん

隼人さん ・早姫子さん
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れい な

見立てた丸めた紙を鬼に投げ、鬼退治を
していました。
次に、鬼に対して園児が質問する時間
日中は少しずつ暖かくなってきて、だ もあり「鬼さんはどこから来たの？」「な
んで角がはえてるの？」「なんで赤鬼は赤
んだんと春らしくなってきました。
それに伴い、花粉情報もテレビで見かけ くて青鬼は青いの？」など、鬼に興味津々
るようになりました。また、この時期は、 でした。
その後、鬼の正体を明かし、年長さん
インフルエンザも流行していますので、み
なさん体調には十分気を付けてください。 たちは勘付いている子もいましたが、年
少さんは、正体が分かって安堵する子も
さて、今回の表紙ですが、志原保育所 いたり、まだ怖がっている子もいました。
笑いあり、涙ありの楽しい保育所の節
で行われた節分の豆まきです。
２月３日の節分の日に、町内保育所（園） 分でした。
で豆まきが行われました。取材した志原
たにあいてるゆき
（総務課 総務係 谷合輝幸）
保育所では、園庭に鬼が現れると、豆に

あとがき

…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。）

くら し の カレンダー 3

1 日

2 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
金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

3 火

14 土 ゴルフ教室

9:30 ～ 12:00

清掃センター

15 日 資源持込日

8:00 ～ 12:00

役場

16 月 バレーボール教室

17 火

18 水
ありんこ広場 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター
13:30 ～ 14:30

19:00 ～ 21:00

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
ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 みはまＧＧ
がん予防教室 9:30 ～ 13:00 福祉健康センター

福祉健康センター

19 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 ～ 11:10 中央公民館

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

5 木 卓球教室

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

卓球教室（中学生・一般） 19:00 ～ 21:00 阿田和中学校

ゴルフ教室 19:00 ～ 21:00 みはまＧＧ

御浜中体育館

多重債務者相談（予約制） 10:00 ～ 12:00 役場１階会議室

（阿田和・尾呂志地区）

4 水 貯筋体操教室

17:30 ～ 19:00

子どもの広場（自主活動） 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

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 20 金 大腸がん検診（予約制） 役場
太極拳教室 19:00 ～ 20:30 志原公民館
子どもの広場 9:00 ～ 12:00 福祉健康センター

6 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

7 土 ゴルフ教室

9:30 ～ 12:00

清掃センター

21 土

春分の日
ゴルフ教室 9:30 ～ 12:00 清掃センター

22 日 資源持込日
23 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

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

9 月 バレーボール教室

17:30 ～ 19:00

御浜中体育館

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

25 水 ゴルフ教室

サッカー教室 19:00 ～ 20:30 御浜中グラウンド

内臓脂肪すっきり教室 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
年金相談 10:00 ～ 14:00 役場１階会議室
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）

12 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
子どもの広場（自主活動） 9:30 ～ 11:30 福祉健康センター

13 金

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

ダイヤモンドヒル

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

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

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

26 木 卓球教室

11 水

リサイクルセンター

ビン類資源・ペットボトル ･ トレー資源、ビン類ごみ

8 日

10 火

8:00 ～ 12:00

27 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

28 土 ゴルフ教室

9:30 ～ 12:00

29 日 粗大ごみ収集日
30 月

清掃センター

7:00 ～ 15:00

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

31 火 卓球教室（中学生・一般）

19:00 ～ 21:00

阿田和中学校

3 月の納税期限
●国民健康保険税

第９期

●後期高齢者医療保険料

第９期

納期限

３月 31 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

御浜中が全国中学選抜卓球大会に出場 !!
伊勢市で開催された全国中学選

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。

2015.３. No.551

抜卓球大会三重県予選で、御浜中
学校卓球部が男女団体優勝という
快挙を果たしました。
３月 28 日に埼玉県所沢市で開
幕する「第十六回全国中学選抜卓
球大会」に三重県代表として出場
することになりました。

おか だ まさ き

男子キャプテンの岡 田 将 樹 さん
は「全国大会では予選リーグを一
位で突破したい。」、女子キャプテン
大会に出場することができた。全
尽くしたい。」と決意を述べました。

御浜中卓球部の選手ら

２／ 15（日） 七里御浜Ｇ・Ｇ作戦
阿田和山地の七里御浜海岸で松苗の植樹が実
施されました。
Ｇ・Ｇとは、グリーン（緑）
・グロー（育てる）

講演する城先生

２／８（日） ごみ減量化研修会
阿田和公民館でごみ減量化研修会が開催され
ました。

しろゆう じ

講師に理学博士の城雄二先生を招き「草木だ

の意味で、熊野市、御浜町、紀宝町などでつく

けでおいしく元気な野菜栽培」をテーマに講演

る「七里御浜の松林を守る協議会」が減少する

が行われました。

松林を再生しようと平成５年から始め、今回が
19 回目の実施です。
御浜町の植樹には約 50 人の参加者が、スコッ
プで穴を掘り、クロマツの苗 50 本を植えました。

約 100 人の参加者は、庭木の剪定枝や草を利
用し楽しく野菜づくりを行う炭素循環農法を学
び、ごみ減量化の推進に理解を深めていました。

〒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/

大きく育てと願いを込めて植樹

（平成27年３月１日発行）

国では一つ一つの試合でベストを

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

おく だ

の奥 田 わかなさんは「念願の全国

