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平成29 年

成 人 式

は

た

ち

～ 二十歳のちかい ～

新成人の門出を祝う平成29年御浜町成人式が１月２日中央公民館で挙行されました。
本年度の成人式対象者は86名（尾呂志中卒10名、阿田和中卒27名、御浜中卒49名）。このう
ち75名が出席しました。

新成人になって、これから抱負は？
おか だ

なかもと

みず き

中本

岡田 瑞希さん

かわ べ

河辺

ま

い

真衣さん

（尾呂志）

（志原）

人との繋がりを大切にし、自
分の事だけでなく、常に周り
の物事に気を配れるようにし
ていきたいです。

両親始め、これまでお世話になっ
た人たちに感謝し、大人としての
自覚と責任感を持ってこれからも
頑張っていきたいと思います。

とう あ

やまぐち

塔亜さん

ゆう き

山口 由記さん

おおはた

大畑

ひろ き

宏樹さん

（神木）

（阿田和）

（市木）

自分の言動に責任を持ち、多
くの人に貢献できる社会人に
なりたいです。

成人を期に心新たに残りの学
生生活に臨みたいと思います。

今まで支えてくれた家族、周り
の人への感謝を忘れず胸を張っ
て夢を追いかけて行きます。

誓いの言葉

うち みず

新成人代表

内水

り

さ

理沙さん

本日は、私たち新成人のために、このような盛大な式典を開催していただき、誠にありがとうございます。また、町長をはじめ、
ご来賓の皆様より心温まるお言葉を頂き、新成人を代表して、深くお礼申し上げます。
本日ここに、人生の節目である成人式を迎えました。この日を迎えることができたのは、家族はもちろん、これまでに出会っ
た先生方や地域の皆様のおかげだと感謝しております。
この自然豊かな「御浜町」に生まれ、共に競い合い、支え合った仲間と、今こうして「御浜町」の新成人を迎えることがで
きました。このふるさとを自分たちの誇りとして心に刻んでいきたいと思います。
私は高校を卒業後、大学進学のために故郷を離れ、一人暮らしを始めました。初めて故郷を離れ、交通の便も、人口も違っていて、あらためて自分
のふるさとを見た時に、心の底から溢れてくる「ふるさとを思う気持ち」に駆られ、将来は地元で就職し、地元に貢献したいと強く思いました。
私たちは本日より大人の仲間入りをいたしますが、自分を見失わずに若者らしく、一日一日を大切にしながら社会に貢献し、私たち一人一人の持っ
ている力を結集し、「御浜町」という故郷を守っていくことをここに誓います。そして後に続く後輩たちの見本となるような社会人を目指していきます。
一同を代表しまして、成人としての決意と本日いただいた数々のご祝儀や、今までたくさんの方々に支えられてきた感謝の気持ちを込めまして、簡
単ではございますが、誓いの言葉とさせていただきます。
（一部省略）

※紙面の都合上、全ての方を載せることができないことをお詫び申し上げます。
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介護予防だより「高齢者の食生活アドバイス」
介護予防だより

高齢期はさまざまな要因から食欲が落ち、食が細くなりやすいので、自分で意識して肉、魚、卵な
どの体を維持するたんぱく質、ごはん、めん、パンなどの活動するためのエネルギーを積極的に摂る
ようにこころがけましょう。

＊＊６つの食生活アドバイス＊＊
①１日３食を決まった時間に食べ、食のサイクルを体に覚えさせましょう。
②主食（ごはん、めん、パンなど）と主菜（肉、魚、卵など）を必ず摂る。
③定期的に体重をはかり、増減をチェックする。
④お口の中を清潔に保ち、食事をおいしく食べる。
⑤活動量やを動量を増やし、お腹をすかす。
⑥こまめに水分を摂るようにする。

脱水症状に要注意！！
高齢になると、若いときに比べて水分を体内に溜めておく機能が衰え、のどの渇きも感じ
にくくなることなどから脱水症状を起こしやすいです。場合によっては、脳梗塞や心筋梗塞
の引き金になることもあるので、季節を問わず、積極的に水分を摂るよう心がけましょう。
＊＊こんな人は要注意＊＊
・トイレに行くことを気にして、日常的に水分を控えている。
・口が渇きやすい。
・皮膚のシワが戻りにくい。
・口のまわりがカサカサする。
・尿の量が少ない。

～

レシピ紹介

～

毎日の食事づくりの手助けや食欲増進等につながればと、４回シリーズの『シニアお手軽クッキン
グ』を平成28年11月～ 12月にかけて開催しましたので、
その一部のレシピを紹介させていただきます。
第１回目「あら不思議、残り物活用レシピ！」ということで、ひじきの煮物の一品をひじきのちら
し寿司、ひじきの白和え、ひじき入り豚つくねといったように様々なメニューにアレンジしてみまし
た。その他にも卵焼きにする、豆腐と一緒に炒める等とし活用することができますし、筑前煮や切り
干し大根の煮物を活用してもよいです。

＊＊ひじき入り豚つくね＊＊
材料 （２人分）
★ひじきの煮物 １人分
豚ひき肉 150g
酒 大さじ1/2
片栗粉 大さじ1/2
しょうが 適量
カレー粉 小さじ１
サラダ油
添えに、レタス、ミニトマト等
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作り方
しょうがをみじん切りにする。レタスは食べやすい大きさにちぎる。
豚ひき肉、酒、片栗粉、カレー粉、しょうがをボウルに入れ、よく混ぜる。
②にひじきの煮物を加え、さらに混ぜ合わせる。６等分し、棒状に整える。
フライパンにサラダ油を熱し、③を焼く。転がしながら全体に焼き目がついたら、水少々を加
え、ふたをして蒸し焼きにする。焼けたらとりだして、つまようじを刺す。
⑤ 皿にレタスをしき、④を盛り付ける。ミニトマトを添える。
“ ひじきに味がついているので、調味料いらずで、カレー粉で一味違った味わいになります!! ”
第２回目「知って得する！備蓄品活用術！」では災害時において、食器が無くてもそのまま食べる
ことができる等のメリットがあるポリエチレンの袋を使ったパッククッキングで、お手軽鶏ハム、サ
バ缶じゃが煮等を作りました。

＊＊サバ缶じゃが煮＊＊
材料（２人分）
サバしょう油煮缶詰 1/2缶、じゃがいも 小１個
にんじん 1/4本、玉ねぎ 1/4個、さやいんげん ６本
0.025mm以上の厚みがある高密度ポリエチレン袋 １枚

作り方
① じゃがいも、にんじん、玉ねぎ、さやいんげんを少し小さめの食べやすい大きさに切る。
② ①と缶詰をすべてポリ袋に入れ、空気を抜きながら上の方で口を縛る。
※ボウルに水をはり、②に水が入らない様に注意し、水圧を利用して空気を抜く。
③ ②をお湯の中に入れ、浮いてこないよう落し蓋をするが、②がなべ底にあたらないようにする。
※袋に空気が入りすぎていると、浮いてきて煮えにくく真空調理ができないため。
④ ごく弱火で、途中上下を返しながら30分程度加熱する。
“ サバ缶だけで充分な味付けのうえ、水を入れないため野菜のうま味がより出ます。
鍋調理の際は、適度の水を加えて煮込んでください。”
第３回目は「きれい！早い！プロの本格レシピ」ということでプロのシェフによる料理を、第４回
目は「ちょっと早めの年越しそば！」ということで、そば粉からのそば打ち体験を行いました。その
他のレシピに興味のある方は、お気軽に下記まで問い合わせください。

†問い合わせ先†

健康福祉課地域包括支援係（担当

とき た とも こ

時田智子）☎３－０５１４
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介護予防だより

①
②
③
④

紀南健康長寿推進協議会（御浜町・熊野市・紀宝町共同開催）糖尿病撃退フェスティバル

平成28年12月糖尿病予防講演会が開催されました

糖尿病撃退フェスティバル

～糖尿病予防の食生活のポイントは、量と栄養バランス（主食、主菜、副菜＋乳製品・果物を）～
平成12年度より始まった御浜町糖尿病負荷検査の結果と食生活について分析をされた三重大学医学
て しまのぶ こ

部附属病院栄養管理部 管理栄養士 手島信子先生をお招きして、
「何をどれだけ、どのように食べた
らいいかな？」をテーマにお話しいただきました。
その話の中から、糖尿病予防のための食生活のヒントについてご紹介いたします。
なお、すでに糖尿病との診断を受けている方は、必ず医師の指示を受けてください。

◎みなさんの食事の栄養バランスは大丈夫ですか？

例えば、おにぎり３つとお茶、菓子パン２つとコーヒーや朝食を抜くことはありませんか？
→摂取エネルギー量が適正でも、栄養バランスの偏った食事はよくありません。
※糖尿病予防のためには量とバランスが大切で、食べてはいけないものはありません。
Ⅰ．栄養バランスのよい食事は、1食に主食、
主菜、
副菜がそろっています。
① 主食 =エネルギー源 =ご飯・パン・めん
② 主菜 =たんぱく質 =魚・肉・卵・豆
③ 副菜 =ビタミンやミネラル =野菜・イモ・海藻・きのこ
・①、②、③が毎食そろった食事に ＋ ④ 乳製品・果物 を1日1回摂ります。

糖尿病は、国民病とも言われ、誰もが「自分には関係ないとは言えない病気」となりました。
生活習慣を見直し、早期から予防することが大切です。糖尿病予防の食習慣は、その他の
生活習慣病の予防にもなります。講演内容をぜひ参考にしていただき、ご自身の健康管理に
お役立てください。
また、糖尿病予防についてもっと詳しく知りたい、自分の必要なエネルギー量を知りたい
などございましたら、お気軽に問い合わせ先までご連絡ください。保健師、管理栄養士が健
康相談、栄養相談に応じます。
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糖尿病撃退フェスティバル

Ⅱ．１食に必要な食品とその目安量を知りましょう。
【例】
１日1,500Kcal（体重50㎏の人の目安）
の場合
※主食、主菜、副菜を組み合わせて、色々な食材を食べましょう。
例

その他の目安量
６枚切り食パンなら１枚半
うどんなら１玉

主食（ごはん、パン、麺類） ご飯 150 ｇ
主菜
（魚・肉・卵・豆のいずれ
かから 50 ～ 100g 相当）
副菜
( 野菜・芋・海藻・きのこ
いろいろ組みあわせて 100g
相当 )

鮭切り身１切れ

鳥もも肉なら 1/3 枚
卵なら１個

キャベツ１枚＋ 玉ねぎ 1/4 個 +
ブロッコリー３房
人参２㎝＋
+ ミニトマト２個
えのき 1/4 袋

ごぼう３㎝＋
きゅうり 1/3 本
+ 小松菜２株

主食・主菜・副菜が毎食そろった食事

1 食分

緑黄色野菜を忘れずに

+

※乳製品・果物も
毎日適量摂りましょう。
1 日分

例

その他の目安量

乳製品
（200 ｇ）

牛乳 200 ｍｌ

ヨーグルトなら 200 ｇ

みかん 1 日３個

柿なら 1 個

りんごなら１個

果物
（200 ｇ）

●摂り方に注意しましょう。
甘い糖質など：お菓子などを食べる場合は量を決めて楽しみましょう。
1日の目安は、150 ～ 200Kcalまで
例：ようかんなら１切れ、飴５個、カステラ２切れ、せんべい２枚、いずれか一つで150 ～ 200Kcal
†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
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税の申告 はお早めに
税の申告

町県民税（個人住民税）の申告期限は３月 15 日（水）まで
今年も町県民税の申告時期が近づいてきました。みなさんから提出される申告書は町・県民税だけ
でなく、国民健康保険税軽減や後期高齢者医療保険料の資料にもなる大切なものです。
申告受付は役場税務課及び下記表のとおり行いますので、期日までに申告を済ませましょう。
（申
告書は１月下旬頃、各戸に郵送しております。
）

○町県民税・国民健康保険税等の申告受付日程
日

程

２月７日（火）

８日（水）

10 日（金）

13 日（月）

14 日（火）
15 日（水）

受付場所

時

間

阪本コミュニティーセンター

９：00

～

10：00

栗須青年会館

10：30

～

11：30

栗須下地集会所

13：30

～

14：30

片川公民館

15：00

～

16：00

中立コミュニティーセンター

９：00

～

10：00

西原集会所

10：30

～

11：30

尾呂志公民館

13：30

～

15：30

引作集会所

９：00

～

10：00

柿原公民館

10：30

～

11：30

上地集会所

13：30

～

14：30

山地コミュニティーセンター

15：00

～

16：00

上市木公民館

９：00

～

10：00

上組クラブ

10：30

～

11：30

下市木公民館

13：30

～

15：30

志原公民館

９：30

～

11：30

神木公民館

13：30

～

15：30

中央公民館

13：30

～

16：30

○申告が必要な方（確定申告をする方は、町県民税の申告は必要ありません。）
・営業や農業、不動産所得、一時所得などがある方
・給与所得とそれ以外の所得がある方、または２ヶ所以上から給与の支払いを受けた方
・収入が公的年金のみでも、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、
医療費控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除などの所得控除を追加される方
・収入がない方でも国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されている方
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平成 29 年度分以降の町県民税の申告及び平成 28 年分以降の確定申告書等の提出の際には、

税の申告

マイナンバーの記載
+
本人確認書類の提示または写しの添付

が必要です。

【本人確認（番号確認及び身元確認）を行うときに使用する書類の例】
・個人番号カード（番号確認と身元確認）
・通知カード（番号確認） ＋ 運転免許証、健康保険の被保険者証など（身元確認）など
◇所得税、消費税及び地方消費税等の確定申告会場について
申告期間中の確定申告会場は尾鷲市民文化会館（せぎやまホール 尾鷲市瀬木山町7-1）です。
【開設期間】 ２月14日（火）～３月15日（水） ※土曜・日曜の開設はありません。
【開設時間】 ９：00 ～ 17：00（受付終了時間16：00）
◇税務署による申告相談および税理士による無料申告相談の開催について
所得税、消費税等（相続税を除く）の申告相談を下記のとおり開催します。必要書類等をご持参の
うえ、ぜひご来場ください。
開催日

開催場所

２月 16 日（木）・17 日（金）
２月 20 日（月）・21 日（火）

紀宝町役場 ２階
御浜町役場 ３階

開催時間
小会議室

くろしおホール

９：30

～

16：00

所得税および復興特別所得税・贈与税

３月15日（水）までに申告・納税

個人事業者の消費税および地方消費税

３月31日（金）までに申告・納税

確定申告書の作成には、国税庁ＨＰ「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp
または「確定申告」で検索

†問い合わせ先†
町県民税に関すること

税務課課税係（担当

所得税・消費税等に関すること

尾鷲税務署

ま なごひろ こ

眞砂寛子）
個人課税部門

☎ ３－０５１０
☎ ０５９７－２２－２２２２
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防災情報

No. 50

住宅用火災警報器を設置しましょう！
防災情報

昨年12月22日、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災では約150棟の建物が焼け、そのうち80％以上が全焼し
ました。火災対策には日頃からの心掛けがとても大切です。火災から住宅及び家族の命を守るために、住宅用火
災警報器を設置しましょう。
【住宅用火災警報器の設置状況について】
平成28年６月１日時点で、熊野市消防本部管内の設置率は53％。三重県の78％、
全国81％と比べると非常に低い設置率となっています。全国における住宅火災に
より死に至った原因の約６割が「逃げ遅れ」であり、逃げ遅れを防ぐため未設置
の住宅は早急に住宅用火災警報器を設置してください。
※住宅用火災警報器の設置は消防法により義務付けられています。
【対象になる住宅】戸建住宅、店舗併用住宅、集合住宅、寄宿舎などの寝室に使用する部屋がある建物すべて
【設 置 場 所】設置義務：住居内の寝室にあたる部屋、１階以外に寝室がある場合には階段にも設置
設置推奨：台所
○住宅用火災警報器の種類
【煙式】寝室、階段等
・煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声でお知らせします。
【熱式】台所等
・住宅用火災警報器の周囲温度や一定の温度に達すると音や音
  声でお知らせします。

旧戸別受信機（アナログ戸別受信機）の回収について。
旧戸別受信機（アナログ戸別受信機）を下記の場所にて回収しています。デジタル戸別受信機の配布時により不
要となった旧戸別受信機を、現在、ご家庭に保管されている方は下記場所まで返却いただきますようお願いします。
なお、回収した旧戸別受信機は、修理・使用可能部品のリサイクル等により被災地等への支援物資として再利用
しますので、みなさんのご協力をよろしくお願いします。
【返却場所・時間】○ 御浜町役場 総務課
平日８：30 ～ 17：15
○ 御浜町尾呂志支所
毎週 月、水、金曜日 ８：30 ～ 17：15
○ 町民サービスセンター
毎週 月、水、金曜日 ８：30 ～ 17：15
○ 神志山連絡所
毎週 月、水、金曜日 ８：30 ～ 17：15
※高齢者のみの世帯で器機の取り外しができない、返却場所までの交通手段の確保が難しい等、上記の場所での
返却が困難な場合は、後日、作業員が回収に伺いますので、役場 総務課防災係（☎３－０５０５）までご連
絡ください。

デジタル戸別受信機の不感世帯に個別訪問対応を行っています。
町では、デジタル戸別受信機の受信状態の良くない世帯に対し、通信事業者が戸別訪問により、機器調整及
び屋外アンテナ設置を行っています。ご家庭に設置したデジタル戸別受信機で防災行政無線放送が受信できない
場合は、設置箇所の移動または専用屋外アンテナを設置することで状態が改善する場合があります。
現在、「放送が入らない」「放送が聞き難い」などの状態にある方は、役場 総務課防災係（☎３－０５０５）
までご連絡ください。
10

各地域での防災への取り組み
紀南高校と阿田和上地地区が合同避難訓練を実施しました。
なかやまたかゆき

防災情報

12月15日（木）紀南高校（校長 中山隆行）と阿田和上地地区（区
た なかしん や
長 田中新也）が合同で巨大地震に伴う大津波発生を想定した避
難訓練を実施しました。
訓練には、紀南高校全校生徒と教職員約350人、上地地区住民
約30名が参加し、防災行政無線放送を合図に高台まで一斉に避
難しました。
おくむら
さとる
訓練後はみえ防災コーディネーターである奥村 智 氏による
避難訓練の講評と防災講話が行われ、参加者は真剣な表情で熱
心に聞き入っていました。

下市木地区

御浜小学校避難所運営委員会がワークショップを開催しました。

12月18日（日）御浜小学校にて、下市木地区の７自主防災組
織（浜組、裏組、花崎、市宿、井ノ地、浦地、下組）で構成さ
れた御浜小学校避難所運営委員会（会長 花崎自主防災組織
うらかりさだ お
代表 浦狩貞男）による避難所運営マニュアル策定のためのワー
クショップが開催されました。
みず き ち はる
今回のワークショップでは、三重大学 水木千春 特任助教授
の指導のもと、御浜小学校体育館を避難所にした場合のレイア
ウトについて、実際の現場を見ながらシミュレーションを行い
ました。参加者は、収容人数や、本部、受付場所などのレイアウトを話し合い決定していきました。
地域による避難所運営マニュアルを策定のため、今後はレイアウトの仕上げ、ルール内容及び役割・
体制の確認を行うためのワークショップを実施していきます。

災害医療救護班研修を実施しました。
１月14日（土）紀南病院及び御浜町役場にて災害医療救護班
研修を実施しました。
はた だ
つよし
研修では豊田厚生病院救命救急センター 畑田 剛先生による
救護所医療と情報伝達についての講習が行われ、紀南病院職員、
熊野市消防本部職員、町職員、その他関係職員、約60名が参加
しました。
講習の後、震度７の巨大地震が発生し、倒壊家屋などから救
出された傷病者が搬送されてくるとの情報が入ってくるとの想
定で、負傷者のトリアージ訓練及び町災害対策本部と紀南病院
との情報伝達訓練を行いました。
今回の訓練結果を踏まえ、実際の発災時においても、迅速に
災害対応ができるよう、今後も訓練を重ねていきます。
†問い合わせ先†
総務課防災係（担当 芝野雄一）
☎３－０５０５
しば

の

ゆういち
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オール御浜 で ごみ減らし隊 通信
オール御浜でごみ減らし隊通信

平成28年12月の燃料ごみの減量化率 をお知らせします
町では、平成 27 年４月から資源プラスチック収集を開始するなどの取り組みによる燃料ごみの減
量化を進めており、平成 29 年度に「年間の減量化率 30％」を目指しています。
取り組み前と今年 12 月のごみの量を比較すると、下記のとおりとなりました。
26年12月

28年12月

減量化率

１７０，７２０㎏

１２３，２４０㎏

２７．８％

（参考：資源プラスチック収集量３，２５０㎏、草・小枝収集量５，５８０㎏）

26年4 ～ 12月

28年4 ～ 12月

減量化率

１，４６７，３１０㎏

１，０４１，１３０㎏

２９．０％

（参考：資源プラスチック収集量累計３８，９００㎏、家庭の草・小枝収集量累計６０，０３０㎏）

平成 28 年中も、燃料ごみの減量化にご協力いただき、本当にありがとうございました。
新年も、はや２ヶ月目に入りますが、今後もみなさん一人一人のご協力をお願いします。
町としても引き続き少しでもみなさんの取り組みを支援するため、分別方法の周知・啓発や、みな
さんからのご意見等への回答など、広報その他でお知らせしますのでよろしくお願いします。

“資源とごみの豆知識” その21
このコーナーでは、みなさんからのごみ・資源に関するご意見・ご質問にお答えしています。
毎日の分別やごみ出しの参考にご覧ください。
（Ｑ）
「庭の草・小枝」の出し方について、詳しく教えてください。
（Ａ）
「庭の草・小枝」の収集日は、燃料ごみを減量するための取り組みの１つとして、
“家庭の草
や小枝等”を分別して出していただく日です。
畑など、家庭で処理できる場所をお持ちの場合は、自家処理を優先的に行っていただきます
ようお願いします。
「庭の草・小枝」を出す際には、次のように分別のご協力をお願いします。
◇出す直前までよく乾燥させてから出してください。
①草や落ち葉等はごみ袋に入れて出してください。なお、水分が多いと処理の妨げになりま
すので、ぬれたままのものや腐敗しやすい野菜くず等は混ぜないでください。
②小枝類は長さ 50㎝以内、太さ３㎝以内のもののみを、できるだけひもで束ねて出してくだ
さい。
◇根ごと抜いた草等は、根に付いた土をよく払い落としてから出してください。
◇その他、使用済みの軍手や苗箱、苗ポット、ビニール片、タバコの吸いがら等の混入が多く
見られます。草・小枝類以外のごみを混入させないようお願いします。
※注意：町で収集できるものは、家庭から出た草や小枝類です。
農作業や刈払い等の仕事で出たものは、収集できません。
†問い合わせ先†
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生活環境課環境係（担当

はしむらもりひろ

橋村守裕）☎３－０５１３

平成28年度獣害対策事業補助制度をご利用ください
農作物の獣害被害をなくすため、イノシシ、シカなどを直接的に追い払う資材（獣害対策資材）購
入費用の1/3（上限５万円）補助する制度です。
なお、平成28年４月１日以降に購入した資材が対象となります。

補助対象の例

捕獲用おり・わな

電気柵

メッシュ柵

防獣ネット等

○申請期間 ２月１日（水）～３月17日（金）※必着
○補助の流れ
②御浜町役場に申請書類の提出

①獣害対策資材の購入、設置
（獣害対策マニュアルを読んで、
獣害被害を減らしましよう。）

申請物4点
獣害対策資材の領収書
農業者の印鑑
農業者の口座番号
資材か設置状況の写真

③指定口座にお振込

○獣害対策マニュアル配布場所 御浜町役場 農林水産課、町民サービスセンター、尾呂志支所、
神志山連絡所

○申請の前にチェック！
□

この補助制度をご利用できる方は、いずれも町内に「住所を持つ農業者」
、
「事務所がある農業
法人」となります。

□

捕獲おり等のわなに関する資材の補助を受けるには、
狩猟免許（わな猟）を取得していること、
または平成28年度中に取得予定であることが条件となります。

□

申請できるのは１名または１団体につき、年度中１回限りとなります。

獣害対策は地域ぐるみで取り組みましょう!!

もりもとよしのり

†問い合わせ† 農林水産課林業水産係（担当 森本良典）☎３－０５１７
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獣害対策事業補助制度

○獣害対策事業補助制度とは

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

人権講演会開催のお知らせ
人権とは人間が人間らしく生きる権利で生
まれながらに持っている権利です。しかし、現
実にはいろいろな人権侵害が発生しています。
インターネットにおいても、パソコンやス
マートフォンなどの携帯電話による子どもたち
の間での“ネットいじめ”が問題となっていま
す。インターネットは便利な道具である半面、
悪意をもって使うと凶器にもなります。子ども
たちが被害者にも加害者にもならないよう大人
は常に状況を把握する努力をし、注意・指導し
ていくことが大切です。
そこで今回、人権講演会を下記のとおり開
催します。ぜひご参加ください。

【日 時】
２月14日（火）18：30 ～ 20：00
【場 所】
役場３階 くろしおホール
【テーマ】
子どもＮＯＷ ～インターネット
を取り巻く子どもたちの現状と課
題について～

【参加費】
無料
【講 師】

反差別人権研究所みえ事務局長
†問い合わせ先†
住民課戸籍住民係（担当
☎３－０５１２

種】
①臨時保育士

さき もと まさ かず

﨑本正和）

【募集科目】
（１）数学Ⅰ演習（２）音楽Ⅲ

【経

②臨時調理師

（３）美術Ⅲ（４）ビジネス情報
（５）数学 B（６）数学Ⅱ
（７）英語会話（８）英語表現Ⅰ

費】年間で8,184円、数学Ⅱは16,368円

（県の規定により変更する場合もあります。）

【募集期間】３月２日（水）～８日（水）
、

13 日（月）～ 15 日（水）のうち
９：00 ～ 17：00（本校指定の応募用
紙を、直接持参してください。）

【選考方法】書類審査と面接
【面 接 日】３月17日（金）16：00 ～
【面接会場】紀南高等学校

○教育ボランティア（若干名）…授業のサポート
を行います。
【募集科目】国語、数学、英語、音楽、
家庭（実技系科目の実習時のみ）等

【募集期間】３月２日（木）～８日（水）
、

13 日（月）～ 15 日（水）のうち
９：00 ～ 17：00（本校指定の応募
用紙を、直接持参してください。）

【選考方法】書類審査と面接
【面 接 日】応募者と相談のうえ実施します。
【面接会場】紀南高等学校
※聴講生、教育ボランティアとも、所定の応募用
紙を直接持参してください。書類は紀南高等高
校にあります。または紀南高等学校ホームペー
ジからダウンロードもできます。
応募の際には、
必ず事前に問い合わせください。
（ホームページ http://www.mie-c.ed.jp/hkinan/）

③臨時保健師 ( 母子保健担当 )

†問い合わせ先†
紀南高等学校 ☎２－４８５１

②調理師または栄養士資格
③保健師資格

「こころの健康相談」の開催について

【形
態】
フルタイム
【資格要件】
①保育士資格

【人
数】
①９名 ②１名
【勤 務 先】
①②町内保育所

③１名

③御浜町役場健康福祉課

【勤務予定】
平成29年４月１日から

※詳細はハローワーク熊野へ問い合わせください。
（☎ 0597 － 89 － 5351）
※応募にあたっては、ハローワークの紹介状が必
要です。
†問い合わせ先†
健康福祉課子ども家庭室（担当
☎３－０５０８
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○聴講生（若干名）…生徒と一緒に１年間授業を
受けます。

まつむらもと き

松村元樹さん

御浜町臨時職員
（保育士・調理師・保健師）を募集します
【職

平成29年度 紀南高等学校 聴講生＆
教育ボランティアの募集について

まつうら

松浦

ゆたか

豊）

こころに悩みをもつ人や、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
る家族の方などを支援する目的で、精神科医師に
よる「こころの健康相談」を開催します。

【日
【場

時】２月15日（水）13：30 ～ 16：30
所】紀宝町役場１階 相談室３
（紀宝町鵜殿 324）※要予約

【申込期限】２月13日

†申込み・問い合わせ先†
熊野保健所 健康増進課（担当
☎０５９７－８９－６１１５

くわやま

桑山）

■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。

青色申告を始めましょう！
～３月 15 日までに税務署への申請が必要です～
青色申告は、自分の経営を客観的につかむため
の重要なツールです。青色申告には、税制上のメ
リットもありますので、早速取り組んでみましょう。
なお、政府の農林水産業・地域の活力創造本部に
おいて、青色申告を行っている農業者を対象とした
収入保険制度の導入が決定されました。
収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災
害による収量減少だけでなく、価格低下なども含め
た収入減少を補てんする仕組みです。
詳しくは、３月号でお知らせします。
†問い合わせ先†
東海農政局 三重支局 地方参事官室
☎０５９－２２８－３１５１

熊野古道センター開館10周年記念コンサート
～京フィルと共に～
熊野古道センターが 2017 年２月 10 日に開館 10
周年を迎えることを記念し、演奏会を開催します。
全国の演奏会やテレビ・ラジオに出演し活躍する
京都フィルハーモニー室内合奏団をお迎えし、地元
合唱団、尾鷲中学校吹奏楽部と一緒に多彩な音楽で
開館 10 周年を盛り上げます。

【日

時】２月18日（土）13：00 ～ 15：00
  （12：30 ～開場）

【入 場 料】500円（要チケット・先着順）
【定
員】900名
【場
所】尾鷲市民文化会館
【出場団体】京都フィルハーモニー室内合奏団、
ベーレンコーア合唱団、尾鷲合唱団、
はるかぜ、ヴィアンカ・コール、
美しい調べの会、尾鷲中学校吹奏楽部
※チケットの発売は、熊野古道センターの他に
下記の場所において販売しています。
●東長島公民館、海山公民館、尾鷲中央公民館、
尾鷲市民文化会館、御浜町中央公民館、熊野
市文化交流センター熊野市民会館

†問い合わせ先†
三重県立熊野古道センター
☎０５９７－２５－２６６６

税務署から相談窓口のお知らせ
○パソコンやスマートフォンなら
国税庁ホームページでは、よくある税に関するご
質問に対する回答を「タックスアンサー」として掲
示しています。インターネット環境のあるパソコン
やスマートフォンなどで、「タックスアンサー」と
検索してください。
（http://www.nta.go.jp/taxanswer）
○電話による相談は
尾鷲税務署（☎ 0597 － 22 － 2222）へお電話をお
掛けください。自動音声案内により「１」を選択す
ると「電話相談センター」につながります。
【受付時間等 ８：30 ～ 17：00（土、日、祝日、年末
年始を除く。）】
†問い合わせ先†
尾鷲税務署
☎０５９７－２２－２２２２

紀宝警察署メールボックス
２月１日～３月18日は
「サイバーセキュリティ月間」
です。
最近、国民の財産やプライバシー、企業の営業秘
密や顧客情報を狙ったサイバー犯罪等が相次いで発
生しています。

【対

策】

○パソコン等の情報端末へのウイルス対策ソフトの
導入、ソフトウェアのバージョンアップ等を行う。
○面識のない送信者や怪しげな件名のメールは、開
かず削除する。
○ＩＤ・パスワードをしっかり管理し、同じパスワー
ドの使い回しをしない。
もし不審な出来事があれば、警察に相談・届出を
しましょう。
†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】２月５日（日）、11日（祝）、
12日（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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情報コーナー

農家のみなさんへお知らせです

平成28年度御浜町町政懇談会

町 長 と 語 ろ う 会
町勢懇談会開催／軽自動車税について

目的
本年度の町政懇談会は“町長と語ろう会”として、町長が、町政の柱として掲げる６策の
取組状況を説明するとともに、ご参加いただいた住民のみなさんと今後のまちづくりや地域
の課題など町政全般についての思いを語り合い、意見交換を行う場として開催いたします。
参加申込みは不要です。 町民皆様の多数の参加をお待ちしております。

開催日時・場所
２月７日（火）
２月８日（水）
２月９日（木）
２月14日（火）
２月15日（水）
２月16日（木）

†問い合わせ先†

総務課総務係（担当

18：30 ～ 20：00
18：30 ～ 20：00
18：30 ～ 20：00
18：30 ～ 20：00
18：30 ～ 20：00
18：30 ～ 20：00
にし だ ひで お

く

下市木公民館
尾呂志公民館
志原公民館
上市木公民館
阿田和公民館
神木公民館

ぼ たか と

西田秀雄、久保貴翔）☎３－０５０５

軽自動車税について のお知らせ
●廃車の手続きはお早めに
軽自動車や二輪車、原動機付自転車等の軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に１年分が課税
されます。名義変更や廃車の手続きがお済みでない場合は、平成 29 年３月 31 日までに手続きを行っ
てください。
【廃車・名義変更の手続き窓口】
○原付二輪・小型特殊車両 …
○軽自動車・二輪車等
…

役場 税務課 ☎３－０５１０
紀南自家用自動車協会（ピネ１階）☎２－２０４８

※年度末である３月には手続きが集中して、窓口がたいへん混雑します。手続きはお早めにお願いい
たします。

●軽自動車税の減免
心身障がいの程度が一定以上の方を対象とした軽自動車税の減免制度があります。減免の対象とな
るのは、４月１日現在の車両名義人が障がい者ご本人名義のものに限られます。
なお、軽自動車税の減免は、自動車税（県税）の減免を受けている方は申請できません。
†問い合わせ先†
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税務課課税係（担当

はたなか

畑中まさみ） ☎３－０５１０

血管いきいき教室参加者募集 について

【日 時】
２月14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
※高血圧・脂質代謝異常症で治療中の方は、主治医に相談のうえご参加ください。
【内 容】
講話「めざせ！血管いきいき」
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】
エプロン、三角巾、筆記用具、米0.5合
【定 員】
先着20名 ※定員になり次第、締め切ります。
【締切り】
２月７日（火）
しんたにのり こ

†申込み・問い合わせ先† 健康福祉課健康づくり係（担当 新谷典子） ☎３－０５１１

年金だより

20歳になったら国民年金
～新成人のみなさんへ～

国内に居住する20歳以上60歳未満のすべて
の方は国民年金に加入し、保険料を納めるこ
とになります。国民年金は、年をとった時や
いざという時の生活を、働いている世代みん
なで支えようという考えで作られた仕組みで
す。
具体的には、若いときに公的年金に加入し
保険料を納め続けることで、年をとった時や
病気やケガで重い障害が残ったとき、家族の
働き手が亡くなったときに、年金を受け取る
ことが出来る制度です。20歳になったら忘れ
ずに国民年金の加入手続きをお願いします。
◎加入手続きはどこで行えばいいの？
住民登録のある市区役所・町村役場の国
民年金担当窓口です。ただし、厚生年金保
険にすでに加入している方は必要ありませ
ん。

◎毎月の保険料はいくら？
国民年金保険料（定額）は、月額16,260
円（平成28年度）です。まとめて前払いす
ることで、割引が受けられる前納制度もあ
ります。
◎保険料の免除・猶予制度
保険料を納めることが経済的に困難な場
合には「学生納付特例制度」（学生のみ）
、
「納付猶予制度」
（50歳未満）
「全額（一部）
、
免除制度」といった保険料免除・猶予制度
があります。この申請を行わないまま保険
料が未納になっていると、万が一のときに
障害年金等が受け取れない恐れがあります
のでご注意ください。
†問い合わせ先†
いまにし ち ひ ろ
住民課保険年金係（担当 今西千妃路）
☎３－０５１２
尾鷲年金事務所
☎０５９７－２２－２３４０
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血管いきいき教室参加者募集／年金だより

日本人の死因の４分の１、後遺症や寝たきりとなる原因の２分の１が、動脈硬化が原因となって起
こる疾患です。そこで血管を若々しく保つことが、健康な身体を維持するための大切なポイントとな
ります。
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やそのご家族、この機会
にぜひご参加ください。

は

「笑ってわらってすこやかに｣
～楽しく生きるために～

て

じ

めまし

赤ちゃん／日本笑い学会講演会／広報文芸／あとがき

笑うことで、免疫やストレスに良い影響があ
ることは、良く知られています。町では、
“笑い”
がこころとからだに及ぼす効用について、講演
会を開催します。
楽しいお話ですので、どなたでもお気軽にご
参加ください。

ふるかわ

古川
あきよし

で ぐち

優翔くん
あや り

昭義 ん・綾理
さ

♥

ゆう と

せ

出口
しょう た

【日 時】３月４日（土）13：30 ～ 15：00
【会 場】御浜町福祉健康センター
【講 師】日本笑い学会三重支部 支部長
ふち た
はかる
淵田 科氏 山中胃腸科病院理事長
【定 員】先着40名
【参加費】無料
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平成二十九年二月号

しお め
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昭
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御浜町俳句会
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なな み
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暮れの浜 ひとり占めして 竿を振る 大
 平

七海 笑涙
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今年も、成人式と消防出初式の２つの大きな
イベントに取材で行かせていただきました。
その中で今月号の表紙は、消防出初式の写
真を使わせていただきました。新春恒例の消
防出初式ですが、通常点検や小型ポンプ操法
など消防団員の気の引き締まった動作でし
た。今年の小型ポンプ操法は神志山分団３班
が担当し、日ごろの訓練を思う存分発揮しき
びきびとした操法を実践しているように思え
ました。

ふゆなぎ

冬凪の 沖に潮目の 伸びゆけり 

上
 野山明子

よわい

おい

うし ろ

あとがき

こ はる び

小春日の 牛馬童子に 逢ひにゆく

下川 幸子

そつじゅ

き

か

よね こ

卆寿といふ 齢を畏る 初投句 

ふゆぎり

に っ き

なか の

 中納 米子

山本 要子

いぬ つ

ひと

ほ

犬連れて 冬霧に消ゆ 老の人 

ねが

いぬ ら

まる

あつ こ

てい

後呂 智子

たの

おお

たてしま

敦子

にし

 西

貞

みなと

湊

楽しみて 願いは一つ 日記買う 

ぼ ん しょう

たび

梵鐘に 大つごもりの 犬等吠ゆ

いそ

かぜ
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須
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すべるごと 今年も暮れて 後十日

ははおや

ひ

あ

母親の 祈りの長き 七五三

ひ なた

くつ け

日向ぼこ お日さま隠す ちぎれ 雲

ふゆぞら

冬空へ 靴蹴り上ぐる 下校の児

人 口 8,972人（－ 1 9 人）

†申込み・問い合わせ先†
しんたにのり こ
健康福祉課健康づくり係（担当 新谷典子）
☎３－０５１１

聖梨ちゃん

祥太 ん・あゆみ

さ

１月１日現在の人の動き
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市木

♥

阿田和

♥

♥

平成28年11月１日～31日届出分

また、今月の特集では２・３ページに成人
式の写真を掲載させていただいています。中
央公民館で行われた成人式は、昨年と比べ人
が少なかったのですが色鮮やかな振袖や袴姿
でとても華やかになっていました。
新成人のみなさんは、記念撮影や久しぶり
に会った友人・恩師、また成人式にかけつけ
てくれた知人などとの話に花を咲かせていま
した。
紙面の都合上、全ての方を載せることがで
きないことをお詫び申し上げます。
く ぼ たか と

（総務課 総務係 久保 貴 翔）

…ごみ関係（生活環境課 ☎３－０５１３）
…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 ２

金物資源、
金物・プラスチックごみ収集日

1 水 ありんこ広場

（阿田和・尾呂志地区）
9：30～11：30

御浜町福祉健康センター

ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ
資源プラスチック収集日

2 木 卓球教室

阿田和中学校
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10

3 金
4 土

19：00～21：00

子どもの広場 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

15 水

（阿田和・尾呂志地区）

ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまGG

資源プラスチック収集日
１歳６ヶ月児健診（個別通知） 御浜町福祉健康センター
16 木
中央公民館
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館

17 金

子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
18 土
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター

5 日 資源持込日

8：00～12：00

くるくるタウン

19 日

紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

6 月 バレーボール教室
サッカー教室

7 火 卓球教室

8 水

行政･人権･心配ごと相談 9：00～12：00 役場３階第５会議室
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ収集日

17：30～19：00 御浜中体育館
19：00～20：30 御浜中グラウンド

19：00～21：00

阿田和中学校

年金相談 10：00～14：00 役場３階第５会議室
金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

20 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

21 火

多重債務者相談（要予約） 10：00～12：00 役場３階第５会議室
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ収集日

22 水
（市木・神志山地区）

ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

高嶋ちさ子ピアノクインテッド公演 14：00～ 御浜町中央公民館
資源持込日 8：00～12：00 役場

（市木・神志山地区）

ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

資源プラスチック収集日
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
弁護士相談（要予約） 13：30～15：30 役場３階第５会議室 23 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
資源プラスチック収集日
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
9 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ストレッチ・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 御浜町福祉健康センター
24 金
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
粗大ごみ収集日
（持込）
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
ちょっと気になる子ども相談
（要予約） 役場３階和室 25 土 ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
10 金 子育て相談 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
子どもの広場（自主活動） 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
26 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

11 土 ゴルフ教室

9：30～12：00

清掃センター

12 日 資源持込日

8：00～12：00

くるくるタウン

庭の草・小枝収集日
うんどう教室（自主活動） 10：00～11：30 御浜町福祉健康センター
13 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

14 火

血管いきいき教室
（要予約） ９：00～13：00 御浜町福祉健康センター
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

27 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

28 火 卓球教室

19：00～21：00

阿田和中学校

２月の納税期限
● 国 民 健 康 保 険 税
●後期高齢者医療保険料
納期限

第 ８ 期
第８期

２月２８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

みはま

みて見てみはま
１／５
（木）
御浜町消防出初式

2017. ２. No.574
（平成29年２月１日発行）

阿田和小学校グラウンドで、新春恒例の御浜
町消防出初式が行われました。
出初式では、町内４分団から85名の消防団員
まつ だ こういち
が集まり、松田耕一団長の指揮のもと、日々の
訓練の成果を発揮していました。
服装・機械器具点検では、統率のとれた行動
をとり、
神志山分団３班の小型ポンプ操法では、
息の合った動作を披露していました。
消防団員のみなさんの気迫が伝わってくる、
すばらしい出初式でした。
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服装点検を行う町長
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