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がん検診のすすめ②
がん検診のすすめ

受けていますか？ 国が勧めるがん検診
町では、国が勧める 胃・大腸・肺・乳・子宮頸がん検診 と、前立腺がん検診を実施しています。

[ 乳がん検診 ]

[ 胃がん検診 ]

マンモグラフィ検診

X線検査

乳房専用のX線撮影装置で、
乳房を圧迫し、撮影します。

前夜9時から絶飲食、バリウムを飲み
レントゲン撮影をします。

[ 大腸がん検診 ]
便潜血検査
検査容器に2回分の便を採取して、
潜血反応がないか検査します。

[ 子宮頸がん検診 ]
細胞診検査
子宮の入り口の細胞を細いブラシで
軽くこすりとり、顕微鏡で検査します。

[ 肺がん検診 ]
Ｘ線検査
レントゲンで胸部の撮影をする、
短時間の検査です。

がん検診はまず、“受けること”が大切です。
町の検診、職場や健康保険組合のがん検診を定期的に受診しましょう。
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がん検診受診料を助成しています
検診の種類につき年に一度ずつ、実際の金額より安く受けることができます
○対象者の受診費用に助成をし、実際より少ない自己負担額で受けていただけます。

検診種類

内

容

対象者

集団検診料

個別検診料

胃がん検診

胃部 X 線検査

1,400 円

－

大腸がん検診

便潜血検査
（検便提出）

600 円

1,500 円

前立腺がん検診

採血 PSA 検査

600 円

－

肺がん検診

胸部Ｘ線検査

300 円

－

乳がん検診

乳房 X 線検査
（マンモグラフィ）

1,800 円

2,500 円

乳がん検診

乳房超音波検査

検診当日
満 30 歳以上の住民

1,200 円

－

子宮頸がん検診

視診 ･ 頸部細胞診 ･ 内診

検診当日
満 20 歳以上の住民

1,300 円

2,000 円

検診当日
満 40 歳以上の住民

※集団検診の年間日程・個別検診の委託医療機関については、４月に対象世帯へ送付した“平成
29年度御浜町各種がん検診のお知らせ”
（黄色の用紙）を参照ください。

今後のがん検診

７/ １
【場
【日

各種がん検診

所】御浜町福祉健康センター
程】７月１日（土）
方

法

胃がん検診

胃部 X 線検査

大腸がん検診

便潜血検査（検便提出）

乳がん検診

乳房 X 線検査
（マンモグラフィ）

時

間

対

象

８：00 ～ 10：00 検診当日満 40 歳以上
８：00 ～ 11：00

料

金

1,400 円

検診当日満 40 歳以上

600 円

検診当日満 40 歳以上

1,800 円

子宮頸がん検診 視診 ･ 頸部細胞診 ･ 内診 13：00 ～ 14：00 検診当日満 20 歳以上

1,300 円

13：00 ～ 14：00
９：00 ～ 11：00
13：00 ～ 14：00

※６月23日（金）までに申し込みください。
○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。

†問い合わせ・申し込み先†

健康福祉課 健康づくり係（担当

おく だ やすひろ

奥田恭大）☎３－０５１１
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がん検診のすすめ

○同一の検診につき年に一度、受診できます。
○各がん検診の対象者

防災情報

No. 54

災害から身の安全を守るため避難情報の名称が変わりました
防災情報

台風や集中豪雨などの災害により人的被害が発生するおそれが高まったときに、危険度に応じて町から住民
のみなさんに発表する避難情報の名称が変更になりました。
① これまでの「避難準備情報」は、高齢者施設において、適切な避難行動がとられず犠牲者が出たケースがあっ
たことから、高齢者等が避難を開始する段階であるということを明確にするため、「避難準備・高齢者等避
難開始」と名称変更となりました。
② これまでの「避難指示」は、災害発生の危険性が非常に高まった状況で発表されることをから、「避難指示
（緊急）」と名称変更となりました。
避難情報は下記の３種類です。災害から自分の身を守るために、その違いをあらかじめ理解しておきましょう。
（変更前）

避難勧告

避難準備
情報

（内

容）

避難指示（緊急）

人的被害の危険性が非常
に高まった場合に発表しま
す。「避難勧告」よりも緊急
性が高いため、即刻避難し
てください。

避難勧告

災害発生が予想され、人
的被害が発生する可能性が
高まった場合に発表します。
安全確保のため速やかに避
難してください。

（危険度）

災害の発生が予想される
場合、避難の準備を呼びか
避難準備・高齢者等 ける場合に発表します。避
難に時間のかかる要配慮者
避難開始
（高齢者、障がい者など）は、
この時点で早めに避難して
ください。

だんだん危険度が増す

避難指示

（変更後）

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

気象災害から命を守るために気象警報が生まれ変わります。
気象庁では、平成29年度出水期から、気象警報の４つの改善を予定しています。
改善①：５日先までの大雨警報等の発表の可能性を［高］［中］の２段階で提供します。
改善②：警報・注意報の発表時に、最大24時間先までの危険度の予想を色分け表示して提供します。
改善③：大雨・洪水警報等の発表基準について、災害発生との結びつきが強い指数（土壌雨量指数、表
面雨量指数、流域雨量指数）を用います。
改善④：大雨・洪水警報等が発表されたときに、どこで実際に危険度が高まっているのかを地図上に色
分け表示します。
※これらの改善した情報について、改善①、②は気象庁ホームページでご覧いただけます。
同様に改善③、④は７月上旬から気象庁ホームページで公開する予定です。
気象庁ホームページ：http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/newstage.html
そのほかの問い合わせは、津地方気象台までお寄せください。
津地方気象台 ☎０５９－２２８－６８１８（平日８：30 ～ 17：15まで）
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平成29年度 第１回 御浜町防災会議を開催しました。

平成29年度 第１回

防災情報

４月27日（木）役場くろしおホールにて「平成29年度 第１回
御浜町防災会議」を開催しました。
防災会議は、町の防災に関する重要事項を審議する会議で、
国・県・自衛隊等の防災関係機関、医師会、消防団、自主防災
組織などの各種団体の代表者、関西電力、NTT西日本の公共サー
ビス事業者等で構成しています。
会議では、今年３月に町が策定した御浜町新地震・津波対策
行動計画等の説明や、総合防災訓練の実施に向けた意見交換を
行いました。

御浜町国民保護協議会を開催しました。

４月27日（木）役場くろしおホールにて「平成29年度 第１回
御浜町国民保護協議会」を開催しました。
国民保護協議会は、武力攻撃事態等における町民の保護に関
する重要事項を審議する会議で、国・県等の防災関係機関、医
師会、消防団、自主防災組織などの各種団体の代表者、関西電力、
NTT西日本の公共サービス事業者等で構成しています。
会議では、武力攻撃事態等における国民の保護のために措置
する法律の改正等に伴う御浜町国民保護計画の変更について協
議・意見聴取を行いました。

各地域での防災への取組
阿田和地区

芝地・下地自主防災組織が防災訓練を行いました。
い とう のり かず

４月16日（日）芝地・下地自主防災組織（代表 伊 藤 典 和 ）
が防災訓練を行い、地区住民 約50名が参加しました。訓練では
テント設営や炊き出しなどが行われ、初めて参加する人でも作
業しやすいよう地区独自でマニュアルを作成するなど工夫がさ
れていました。また、訓練場所の尾呂志川河川敷沿いに植えら
れている桜の花見会も兼ねており、地区住民の交流の場として
も良い機会となりました。

御浜町消防団神志山分団第二班消防車庫が完成しました。
４月11日（火）志原地区に建設した御浜
まつ だ こういち
町消防団
（団長
松
田耕一）神志山分団（分
た か お か みのる
団長 高 岡 稔 ）第二班消防車庫の引渡し
式を行いました。
旧消防車庫は、過去の水害で一部浸水す
るなど老朽化が進んでいたため、平成28年
度に車庫移設工事を行ったものです。
今回、完成した消防車庫は高台に位置し
津波・洪水等による浸水の心配もないため、地域防災減災力の向上が期待できます。
†問い合わせ先†

総務課 防災係（担当

しば の ゆういち

芝野雄一）☎３－０５０５
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糖尿病負荷検査 を 受けましょう
糖尿病負荷検査について

糖尿病負荷検査では初期の糖尿病、隠れ糖尿病を発見することができます。糖尿病は全身の血管を傷つ
け、あらゆる病気を引き起こす恐ろしい病気です。検査を受けて糖尿病発症を予防しましょう。
糖尿病になると、心筋梗塞、脳梗塞の
発症率は

約３倍！！

【対象者】次の年齢等の方
・40歳～ 50歳代の方（昭和33年４月１日～昭和53年３月31日生まれ）
・60歳～ 65歳までの希望者
・60歳～ 69歳で、これまでの糖尿病負荷検査で境界型となった方
【予

約】定員になり次第締め切りますので、お早目にお申込みください。
１万円相当の検査が町の補助により、
なんと500円で受けられます。

【検査日】
日

時

会

６月10日（土）受付

８：30 ～９：30

７月15日（土）受付

８：30 ～９：30

場

御浜町福祉健康センター

料

金

５００円

９月２日（土）受付 ８：30 ～９：30
（がん検診と同時実施）
※年度内に1回受けることができます。
６/10（土）と７/15（土）は、体組成測定も無料で受けられます。
【検査項目】
●血液検査｛血糖値（空腹時、糖負荷30分、120分後）
、血中インスリン、肝機能、腎機能、脂質検査
など｝、検尿、身体測定、血圧、心電図、医師による診察
特定健診では含まれない検査項目を受けることができます！！
【その他】
※前日の夜９時以降、お茶、水以外は摂取しないでください。
※すでに糖尿病の診断を受けている方、今までに糖尿病負荷検査で糖尿病型との判定をうけている方
は受診できませんので、医療機関に受診してください。
○糖尿病になりやすいと言われる人…
①運動不足の方
②現在太っている、過去に太っていたことがある方
③糖尿病境界型と言われたことがある方
④高血圧の方
⑤妊娠中に尿糖や糖尿病の指摘を受けたことがある方
①～⑤の項目に１つでも該当する方、ぜひこの機会に受診してください。
†申込み・問い合わせ先†
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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

介護予防『 いつまでも元気で自立した自分でいたい～運動編～ 』

★いくつ、当てはまりますか？
１．家の中でつまずいたり滑ったりする
２．この１年間の間に転んだ
３．片足立ちで靴下を履くことができない
４．階段や段差をあがるのに、手すりがないとあがれない
５．15分くらい続けて歩くことができない
６．年々、歩く速度が落ちてきたと感じている
７．２kg（500mlペットボトル４本分）程の買い物をして、持ち帰ることが難しくなってきた
８．家の掃除機がけや布団の上げ下ろしなど、ちょっとした重い仕事が難しくなってきた
９．疲れやすく、すぐに座ろうとする
ひとつでも当てはまる方は、無理のない範囲で運動をはじめてみませんか。
高齢期になると若い頃に比べて活動範囲が年々狭まりがちとなり、それと同時に体力や筋力も落ち
ていきます。しかし、筋力は何歳になっても努力次第で維持、向上していくことができます。自宅で
できる「椅子に座っての左右交互で足を上げる足上げ運動」や「椅子の背もたれ等を持ってのかかと
上げ運動」等と自分にあった運動を探し、継続していってください。
しかし、なかなか一人では運動が長続きしないなぁ、どんな運動がよいのか分からないなぁという
方には、町で実施している運動教室に参加してみるのもよいのではないでしょうか？随時、見学も受
付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
★筋・トットコ教室★
P-UP新宮の講師による歩いても疲れない身体づくりために、骨盤のゆがみ等の調整を行い、なお
かつ、運動に合せて脳トレを交え、笑いもありの緩やかさと適度な負荷を交えた運動
【場 所】阿田和公民館
【日 時】毎週木曜日10：00 ～ 11：00（夏休みあり）
※参加費制

★まちかどエクササイズ★
ヤマハ音楽振興会の講師による認知症予防を兼ねた、音楽に合わせてステップを踏む有酸素運動、
筋力アップ、腹式呼吸、発声練習等の９項目を織り交ぜて行う運動
【場 所】神木公民館
【日 時】毎週月曜日13：30～14：30
※参加費制

†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

歳をかさねる度に「いつまでも元気で自立した生活をしたい」と誰もが願うことだと思います。そ
のためにも健康に気をつけ、体力及び筋力の維持に努めていかなければなりません。
そこで、まずは自分の身体状態を確認するために下記の項目をチェックしてみましょう。

児童手当等 を 受給している方へ

～ ６月分以降の手当等を受けるには、現況届が必要です ～
児童手当等を受給している方へ

「現況届」とは、毎年６月に行う児童手当・特例給付の更新の手続きです。児童の養育状況や所得
状況の確認を行います。
６月初旬に「現況届」をお送りしますので、
必ず６月中に提出してください。提出されない場合は、
６月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
【提出するもの】
現在受給中の方全員

①現況届（必要事項を記入・訂正のうえ、提出してください。
）
②受給者本人（保護者）の健康保険証の写し等（お子さんの保険証は不可）
③印鑑（認印・朱肉を使うもの）

平成29年度（平成28年分）所得課税証明書
平成 29 年１月１日に ※平成29年１月１日時点で住民登録していた市区町村から取り寄せてくだ
さい。
御浜町に住民登録のな
※配偶者の方が、税法上の扶養控除の対象となっていない場合は、配偶者
かった方
の方の所得証明書も併せて必要になります。
児童が御浜町外に住民 ①児童の属する世帯全員の住民票（本籍と続柄が省略されていないもの）
②別居監護申立書
登録している方
※この他にも、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。
【支給対象者】
中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の３月31日まで）の児童を養育している方
【支給額】
年

齢

金

３歳未満
３歳以上 小学校修了前

額

15,000円
（一律）
第１子・第２子

10,000円

第３子以降

15,000円

中学生

10,000円
（一律）

所得制限限度額を超える方（特例給付）

5,000円
（一律）

※第○子とは、18 歳到達後の最初の年度末（３月 31 日）までの児童のうち、年齢が上の児童から数
えて何人目かを表すものです。
【支給時期】原則として、６月、10月、２月にそれぞれの前月までの４か月分を支給します。
【所得制限】
所得制限限度額表

扶養親族等の数

所得額

０人

６２２万円

１人

６６０万円

２人

６９８万円

３人

７３６万円

４人

７７４万円

５人

８１２万円

・所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に老人
控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき６万円を加算した額
・扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額は、５人を超えた１人につき38万円（扶養親族等が老人
控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円）を加算した額
†問い合わせ先†
8

健康福祉課 子ども家庭室（担当

の

じ もとまさのり

野地本将永）☎３－０５０８

第59回「水道週間」６月１日～７日
「あたりまえ

そんなみずこそ

たからもの」

代の私たちはつい忘れがちです。水道水は限りある資源です。みなさん大切に使用しましょう。

■水道管の管理区分
道路に埋設してある配水管から分岐して、各家庭に引き込まれた給水管や蛇口などを総称して給水
装置と呼び、個人の所有物となります。給水装置のうち道路から水道メーターまでの間で漏水が発生
した場合は町で修理しますが、水道メーターより宅内側で漏水が発生した場合は個人の費用負担で修
理しなければなりません。また、給水装置の移設（水道メーターの位置変更など）にかかる費用も個
人の負担となります。

■宅内での漏水の発見方法
古くなった水道管や寒さで水道管が凍ったりすると管に亀裂が入り漏水することがあります。漏水
は水道料金に影響しますので、早く発見するために定期的な確認をお勧めします。
①家の中の蛇口を全部しめて、水道水が使われていな
いことを確認する
②水道メーターのパイロット（銀色の星）が回ってい
るかどうか調べる
パイロット

水が流れていると回るようになっています。

もしパイロットが回っていたら宅内で漏水している
可能性がありますので、お近くの水道屋さんに修理を
水道メーター

依頼してください。また、修理後は１カ月分だけ漏水
分の半分を減額しますので、
役場までご連絡ください。

†問い合わせ先† 生活環境課 上下水道係（担当

はま

じ

やすあき

濵地靖章）☎３－０５１３
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水道週間

水道週間は、水道について理解と関心を高めることを目的に全国で一斉に実施されます。
蛇口をひねれば簡単に得られるきれいな水ですが、あまりにも身近にあるため水のありがたさを現

平成29年度獣害対策事業補助制度をご利用ください
獣害対策事業補助制度

○獣害対策事業補助制度とは
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29年４月１日以降に購入した資材が対象となります。

これらの物が補助対象となります

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 平成29年６月１日（木）～７月31日（月）※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29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!!

さき

く

ぼ

ゆう

じ

†問い合わせ先† 農林水産課 林業水産係（担当 﨑久保友司）☎３－０５１７
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平成29年度の工事箇所はこちらです
平成29年度 （社会資本整備交付金）

工事概要
測量調査
用地補償・橋梁下部工事
歩道整備
道路改良・歩道整備

川

6
19

阪

瀬

神

本

29

年度工事個所について

路線名等
市木阿田和線
柿原線（柿原橋）
引作山地線
三軒屋東平見線

平成

№
❶
❷
❸
❹

16

29

木

神志山小学校

32

27

33
26

18

志

35

栗

尾呂志学園
小学校・中学校

須

15

31

上
17

野

30

34

11 号

御浜小学校

平成29年度 （土木一般）

下市木

ド
ー

高更1号線
平見 17 号線
市木阿田和線
平方線
三軒屋上組線
市ノ木山線
一万堂線
新造平６号線
高森線
家助線
役所線

ロ

❽
❾










ジ

用地補償

中

用地補償・道路改良
側溝整備
視距改良
側溝整備
用地補償・側溝整備
側溝整備
用地補償

柿

20

2

原

10

22

引

作

21

阿田和小学校

紀南高校
阿田和中学校
7

8

国道

3

42

号

市木阿田和線
柿原中山線
広田奥地線
紀南病院線
砂方向地線
西ノ平線
上里線
中山線
西原阪本線
市木・阿田和線

あたわ

23

測量設計・用地補償
造成工事












●御浜町役場
9

用地補償

町営住宅整備事業

舗装修繕

他

区画線修繕
№
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱

平成29年度 （農山漁村地域整備交付金・
農業基盤整備促進事業）
№
㉚
㉛

1

立
阿田和

側溝整備



きいいちぎ

ン

阿田和地内土砂置き場
事業

25

レ

❼

36

オ

工事概要
側溝整備
道路改良

こうしやま

24

原

11

路線名等
東平見一万道線
東地２号線

５

４

川

№
❺
❻

14

12

上市木

西

13

御浜中学校

国道 3

28

片

原

路線名等
西平見 3 号線
栗須地区排水路

†問い合わせ先†

工事概要
道路改良
排水路整備

建設課

工務係（担当

こ

平成29年度 （中山間地域総合整備事業）

路線名等
阪本線
川瀬線
大杉奴田野線
王子奥水路
前地線

工事概要
道路改良
用地補償
用地補償・道路改良
改良工事
用地補償

ね がわたつ お

古根川竜夫）☎３－０５２１
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御浜町マイホーム取得支援制度のご案内
マイホーム取得支援制度

御浜町でマイホームを取得すると・・・
12 年間で

最大 120 万円相当 を支援する制度がスタート

御浜町で新たに住宅を新築または購入された方に、12年間で最大120万円相当を支援します。これ
から町内に新築等を考えている町外の方はもちろん、町内にお住まいの方も対象です。
※平成29年６月１日から、申請の受付を開始します。
※対象となる方は、お早めに申請してください。
※申請期限は、住宅の取得から１年以内です。
※役場から対象者に個別のご案内はありません。

【支援の内容】
１．マイホーム取得支援補助金（11年間）
取得する家屋及びその敷地である土地の固定資産税相当額を11年間支給します。
※年10万円を上限として、11年間で最大110万円を支給します。
２．マイホーム取得支援ポイント（１回限り）
マイホーム取得時に、10万円相当の御浜カードポイントを支給します。

【対象者の主な要件】
○平成29年１月２日から平成34年１月１日までに住宅を取得した人
○御浜町に12年以上継続して、定住することを誓約する人
※年齢制限、所得制限はありません。

【対象住宅の主な要件】
○新築住宅（建売住宅含みます。）
○中古住宅（耐震基準を満たしている住宅に限ります。住宅取得後に耐震改修などにより耐震基準を
満たした場合でも、対象とはなりません。
）
※所有者が自ら居住する住宅に限ります。
※賃貸住宅は対象外です。店舗併用住宅等は、居住部分のみが対象です。
※所有権保存登記または移転登記が完了している必要があります。
※敷地（土地）と家屋の所有者が異なる場合、土地の固定資産税相当額は対象外となります。
対象者及び対象住宅の要件の詳細や手続きについては、役場企画課までお問い合わせください。

†問い合わせ先† 企画課 企画係（担当
12

おおはたあや

こ

大畑綾子）☎３－０５０７

空き家バンク制度のご案内

（空き家バンク利用イメージ図）
†問い合わせ先† 企画課 企画係（担当

おおはたあや

こ

大畑綾子）☎３－０５０７

「木造住宅無料耐震診断」
・
「耐震補強等工事補助」についてお知らせします
町では「木造住宅無料耐震診断」を実施しています。この耐震診断は、昭和56年５月以前に建築さ
れた木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的に、町
が専門家に耐震診断を依頼するものです。
また、診断の結果耐震性が低いと判明した建物を「耐震補強」または「除却」する場合、事業費の
一部を補助する支援制度も設けていますので、まずは無料耐震診断を受診のうえ、地震時の被害軽減
のための耐震補強等のご検討をお願いします。
○支援制度の概要
・耐震診断：無料
・耐震補強設計：最大16万円の補助金
・耐震補強工事：最大116.1万円の補助金
・補強工事と同時に行うリフォーム工事：最大20万円の補助金
・除却工事：最大20.7万円の補助
【受付期間】12月末まで
†申込み・問い合わせ先†

建設課 管理係（担当

いけうちまさひろ

池内昌洋）☎３－０５２１
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空き家バンク制度 ／木造無料耐震診断・耐震補強等工事補助

町では、町に定住・移住を希望し物件を探している方に、売買や賃貸を希望されている町内の空き
家情報を情報発信し、町における空き家の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、空き
家バンク制度を行っています。
空き家を貸したい方、売りたい方は・・・
町内に空き家を所有しており、空き家バンクに物件の登録を希望される方は、役場企画課までご連
絡ください。町公式ホームページでも制度の詳細や申請書類をご案内しています。
空き家バンク登録に関する注意事項
・町は物件情報の紹介のみを行います。交渉、契約については一切関与することができません。
・交渉、契約は当事者同士か、仲介事業者を介して行っていただきます。仲介事業者を介して行う場
合は仲介手数料等が発生します。
・交渉、契約に関するトラブルについても町は関与しませんので、当事者間での解決をお願いします。
・御浜町空き家バンク制度実施要綱を必ずお読みのうえ、申請書類を作成してください。
・空き家バンクに登録できる物件は、空き家に係る所有権、その他の権利が明確で、空き家の売却、
賃貸ができる物件となります。
・空き家バンク登録に際しては、町職員による現地調査やその他所有権の確認等の調査を実施いたし
ます。

脳ドック受診費用助成希望者を募集します（費用の一部を助成します）
脳ドック受診費用助成／人間ドック受診者募集

脳ドックとは、脳の内部を輪切り状態で映し出す高度医療機器を使い、まだ症状を現さない小さな
異常を発見することにより、早期治療や日常生活を改善し脳卒中の予防を図る事を目的としています。
【実施期間】平成29年６月～平成30年３月
【対 象 者】
御浜町国民健康保険加入者で、受診時に35歳以上75歳未満の方
（納期限到来までの国民健康保険税完納者とします）
【募集人員】50人
【助成金額】30,000円を限度として助成（検診費用から定額5,000円を控除した額）
【申込受付期間】６月12日（月）～募集人員に達するまで
【受付場所】役場住民課（電話等で直接お申し込みください。
）
【受診方法】申込み後、受診者本人が直接希望する医療機関へご連絡ください。
受診日は医療機関と相談のうえ、決定となります。
【助成方法】脳ドック受診後、保険証・領収書・印鑑・金融機関等の振込先が確認できるものを持って、
役場住民課窓口または支所等で助成申請の手続きをお願いします。
†申込み・問い合わせ先†

住民課 保険年金係（担当

国民健康保険

まえ

わたる

前 亘）☎３－０５１２

人間ドック受診者を募集します

町の国民健康保険の加入者を対象に、人間ドックを実施します。人間ドックは一般の健康診断より詳
細な検査を行うため、
生活習慣病の予防やがんの早期発見につながります。ぜひこの機会に受診ください。
〇人間ドックについて
【受 診 期 間】７月～ 12月まで
・検診日は申込時に紀南病院が指定する日時から選択
・申込後に、紀南病院から問診表が届きます。
【実施医療機関】紀南病院
※子宮がん検診については紀南病院の委託先である大石産婦人科医院（熊野市）または
矢島医院（新宮市）での受診になります。
【検 査 項 目】
身体計測・腹囲・血液・胸部X線・腹部超音波検査・血圧・心電図・胃部X線または胃部内視鏡・
大腸・尿・眼部・聴力 等 （女性のみ）子宮がん及び乳がん検診
〇申込みについて
【申 込 対 象 者】御浜町国民健康保険加入者で、次の条件に該当する方
・35歳以上75歳未満の方
・国民健康保険税に未納のない方
【募 集 人 数】40人（先着順）
【申 込 期 間】・６月１日（木）～ ７日（水）
（昨年受診されていない人）
・６月８日（木）～ 14日（水）
※定員になり次第終了となります。
【申 込 場 所】・役場住民課（平日）
・町民サービスセンター・尾呂志支所・神志山連絡所（月曜・水曜・金曜日）
※いずれも８時30分～ 17時15分
【申込時に用意する物】・自己負担額10,000円
・保険証
・印鑑
まえ

わたる

†問い合わせ先† 住民課 保険年金係（担当 前 亘） ☎３－０５１２
14

平和月間（８月１日～ 31日）の取組団体等を募集します
える取り組みを行っています。その内容は、
「平和」をテーマに自主的な取組を行う個人・団体（企業、
グループなど）と連携を図りながら、平和を希求するまちづくりを行うものです。
昨年は１団体に、平和に関するメッセージプレート作りを行っていただきました。
町では、広報みはま８月号やホームページ等を通じて広くみなさんの活動をＰＲしてまいります。
趣旨に賛同していただける団体等は、６月23日（金）までに日時、場所、取組内容等を総務課までお
知らせください

†問い合わせ先†

総務課 総務係（担当

いまにし ち

ひ

ろ

今西千妃路）☎３－０５０５

夏休みファミリー向け演劇

劇団うりんこ「名探偵！山田コタロウ」公演
平成29年度御浜町文化振興事業として、夏休みファミリー向け演劇「名探偵！山田コタロウ」を開
催します。
この演劇の内容は「謎を解くのはコタロウかそれとも君か。子どもたちの知恵とひらめき、勇気と
思いやり、仲間の力を描く探偵ストーリー」となっています。
名探偵を夢見るコタロウと仲間たち。幽霊屋敷と呼ばれる洋館に迷い込む。
隠し扉を開き、秘密のトンネルを進み、仲間と喧嘩をしたり、落ち込んだり、行き詰まった
りしながらも励ましあい、助け合い、ピンチを乗り越え事件解決へと突き進むコタロウたち。
そして洋館の主人である老人の歌に隠された暗号を解いたその時、
宝が現れる。その宝とは…。
ワクワク・ドキドキ・ハラハラの65分間をお楽しみください。
【日

時】８月25日（金）
≪開場≫13：30

【場

≪開演≫14：00

所】御浜町中央公民館（アメニティーホール）

【チケット】大人1,000円、高校生以下800円自由席（一部指定）
※４歳以上有料
【チケット発売日】６月30日（金）９：00より
【発売場所】御浜町中央公民館
【主

催】御浜町教育委員会

※お車でお越しのお客様で、「パーク七里御浜ピネ」駐車場ご利用の
方は、屋上駐車場をご利用ください。

†問い合わせ先†

御浜町中央公民館（担当

さかぐちてるゆき

坂口照幸） ☎２－３１５１
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平和月間取組団体募集 ／劇団うりんこ公演

町では、平成16年度から８月を「御浜町平和月間」と定め、戦争の悲惨さや平和の尊さについて考
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日赤事業資金（活動資金）の募集について

国道沿い花壇のボランティア募集について

今年も日本赤十字社事業資金の募集を行って
います。町からの委託を受けた連絡員、区長、女
性の会会員が訪問いたしますので、下記の使途を
理解のうえご協力をよろしくお願い致します。
【寄 付 者】500円未満
【協力会員】500円～ 2,000円
【会
員】2,000円以上
みなさんからの活動資金は、災害時における
被災者の救済や海外支援等に充てられます。

「浜街道おもう会」は、阿田和駅北国道 42 号沿
道の花壇に、夏と秋の年２回サルビアやパンジー
など季節の色とりどりの花を植えております。
これまで多くの道路利用者や観光客の方々か
らご好評いただき、それらを励みに日頃活動して
おります。しかし、活動開始から 15 年近く経っ
た現在では高齢者が数人のみで活動しており、花
植え及び日々の花壇の手入れが大変難しくなって
きました。
そこでこの度一緒に花壇のお世話にしていた
だける方を募集したいと思います。少しでも我々
の活動にご興味のある方がみえれば、下記問い合
わせ先までご連絡ください。
私達と一緒に美しい御浜町を作っていきま
しょう！

†問い合わせ先†
たにあいてるゆき
健康福祉課 福祉係（担当 谷合輝幸）
☎３－０５１５

「三重県男女共同参画連携映画祭2017」
開催します
男女共同参画連携映画祭を開催します。ぜ
ひご参加ください。
【開 催 日】７月９日（日）
【開催時間】開場13：00 ～ 開演13：30 ～
【開催場所】紀北町立東長島公民館
【上映作品】海よりもまだ深く
【内
容】夢見た未来と違う今を生きる、元家
族の物語。
“海よりもまだ深い”人生の愛し方を
教えてくれる、心に沁みる作品です。
†問い合わせ先†
総務課 財政係（担当
☎３－０５０５

みなみ

のり こ

南 紀子）

「三重おもいやり駐車場利用制度」
の
更新について
身体・知的・精神障がい者、要介護高齢者
及び難病の方がお使いの利用証の有効期限は５
年となっております。利用証に表示されている
期限をご確認のうえ、更新手続きを行ってくだ
さい。有効期限の３ヵ月前から手続きできます。
また、７月より利用証の有効期限が廃止さ
れます。平成 29 年６月以前に交付を受けた方
は、更新手続きを行っていただくことで期限が
廃止されます。なお、
交付基準に該当しなくなっ
た場合は、県地域福祉課、熊野保健所、町健康
福祉課まで必ず返却してください。
†問い合わせ先†
県 地域福祉課 ☎０５９－２２４－３０８５
町 健康福祉課 福祉係 ☎２－０５１５
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†問い合わせ先†
すず き
浜街道おもう会（代表 鈴木ひろみ）
☎２－２４７９

税務職員募集
（高校卒業程度）
のお知らせ
名古屋国税局では下記のとおり税務職員を
募集します。
【職
種】税務職員採用試験
【受験資格】
①平成29年４月１日において、高等学校または
中等教育学校を卒業した日の翌日から起算
して３年を経過していない者及び平成30年
３月までに高等学校または中等教育学校を
卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者に準ずると認める者
申込期間
【インターネット】６月19日（月）～６月28日（水）
【郵送または持参】６月19日（月）～６月21日（水）
※郵送の場合は６月21日（水）までの通信日付
印があるもの、持参の場合は６月21日（水）
17時までに提出があったものに限り受付け
ます。
【試験日】
第１次試験９月３日（日）
第２次試験10月11日（水）～ 10月20日（金）
のうちいずれか指定する日
†問い合わせ先†
名古屋国税局 人事第二課 試験係
☎０５２－９５１－３５１１

■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。

シルバー人材センター会員募集

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た統計法に基づく報告義務
がある重要な統計です。
調査結果は中小企業施策や地域振興などの基
礎資料として利活用されます。調査時点は平成
29 年６月１日です。調査票へのご回答をお願い
いたします。

年齢を重ねても、まだまだ元気で働きたいと
いう意欲のある 60 歳以上のみなさん！あなたの
長年の経験と知識をシルバー人材センターで活か
してみませんか？
町内在住の、原則 60 歳以上の健康でシルバー
人材センターの目的に賛同される方は、どなたで
も入会できます。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせく
ださい。

†問い合わせ先†
おおはたあや こ
企画課 企画係（担当 大畑綾子）
☎３－０５０７

シニア生き生きチャレンジ教室
（シニア世代介護職場就労支援事業研修）
現役シニアの方が、高い就労意欲と経験・技
能を生かし、地域社会の支え手として介護現場へ
の再就労していただくために、三重県社会福祉協
議会が研修会を開催します。
【日 時】７月４日（火）
、11日（火）
、12日（水）
、
26日（水）10：00 ～ 16：00《※体験学習：7/13
～ 25（予定）の間の２日間》
【会 場】御浜町福祉健康センター
【対 象】三重県在住の概ね75歳までのシニア世
代の方で、地域での社会貢献活動や介護職場でフ
ルタイムや週２～３回のパートタイムで働く意欲
をお持ちの方
【申込み方法】６月27日（火）までに、下記まで
お電話でお申し込みください。
（平日のみ）
†申込み・問い合わせ先†
三重県社会福祉協議会
☎０５９－２２７－５１６０

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
JR東海では、踏切設備のない場所で列車の直
前を横断し、列車が急停止するという事象が多発
しています。
紀勢本線でも列車直前横断で列車の停止や死
傷する事象が発生しております。踏切設備のない
場所での線路横断は絶対にやめて、踏切をご利用
ください。
JR東海では、踏切設備のない場所で危険と思
われる箇所には、さく垣・フェンス・注意看板等
を設置して警告しています。
†問い合わせ先†
東海旅客鉄道株式会社 紀伊長島工務区
☎０５０－３７７２－３９１０

※会員になるためには入会説明を受け、入会申込
書を提出していただくとともに、会費を納入
していただく必要があります。
†問い合わせ先†
御浜町シルバー人材センター
☎２－１１６０

紀宝警察署メールボックス
「薬物乱用のない社会を」
NOという勇気を持とう！
薬物乱用は、あなたの精神・身体をむしばむば
かりでなく、幻覚や妄想により、殺人・放火等の
凶悪な事件や重大な交通事故を引き起こすことが
あります。
一人ひとりが薬物を拒絶する意識を持つことが
薬物乱用のない社会の実現につながります。
薬物に関する情報を得たときは、紀宝警察署や
交番、駐在所に連絡してください。みなさんから
の情報が薬物乱用者の排除につながります。
†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】
６月４日（日）、11日（日）、18日（日）、
25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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平成29年工業統計調査を実施します

景観用コスモスの種を配布します！
町では景観保全のために、作物を作っていない田畑（休耕地）に蒔くためのコスモスの種を無料で
景観用コスモス種配布／教科書展示会開催

配布します。
【申請条件】・御浜町内の農地（耕作していない農地）に蒔くこと。
（町外に在住の方であっても町内の農地に蒔くなら申請可）
・コスモスの種を蒔く前の写真と花が咲いた写真の提出すること。
（メール等のデータでの提出でも可）
【申請日時】６月５日（月）より配布開始（種がなくなり次第終了）
平日８：30 ～ 17：15の執務時間内
【申請方法】役場 農林水産課窓口で申請。
種の量は農地の面積に応じて配布しますので、申請時に蒔く場所の申告をお願います。
※多くの方に配布をしたいので、お一人様の申請で500㎡分の量の種までとさせていただ
きます。
【配布場所】役場

農林水産課（御浜町大字阿田和6120番地１）

※事前予約や郵送での配布は行いません。
配布場所に直接お越しいただきますようお願いします。
†問い合わせ先†

農林水産課 農業振興係（担当

平成29年度

なか

たかゆき

仲 貴之）☎３－０５１７

教科書展示会を開催します

小・中学校等で児童生徒が学校で使用する教科書の見本が自由にご覧いただけます。ぜひお越しく
ださい。
〇移動展示
【場

所】御浜町中央公民館
２階ロビーまたは３階ロビー

【開

催】６月16日（金）～６月30日（金） ※月曜日を除く

【時

間】９：00 ～ 17：00

【展示対象】小学校道徳
〇法定展示
【場

所】熊野市文化交流センター研修室Ⅰおよび熊野市立図書館２階

【開

催】６月16日（金）～６月30日（金） ※月曜日を除く

【時

間】９：00 ～ 17：00

【展示対象】小学校・中学校・高等学校
※その他、県内各地の県教科書センターなどでも展示されます。
†問い合わせ先†
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教育委員会 学校教育係（担当

や

だ てつ や

矢田哲也） ☎３－０５２６

「健康づくり教室」の参加者を募集します！

【対

象】町在住で、健康づくりやボランティアに興味のある方（男女問いません）
６回以上できるだけ継続して参加できる方
【場
所】御浜町福祉健康センター
【定
員】先着20名
【受 講 費】
1,800円（教材費含む）
【申込方法】電話にてお申込みください。（６月20日締め切り）
日 程
６月 27 日（火）

時 間
９：30 ～ 12：00

主な内容
開講式・日本の健康状態は？

７月 25 日（火）
８月 22 日（火）

９：30 ～ 14：00
９：30 ～ 14：00

栄養の基礎知識
食品衛生・年代別の食事

９月 26 日（火）
10 月 24 日（火）
11 月 21 日（火）
12 月 19 日（火）

９：30 ～ 12：00
９：30 ～ 14：00
９：30 ～ 14：00
９：30 ～ 14：00

ゆるやかストレッチ体操（運動実習）
生活習慣病とは？・環境について
調理実習
食品表示と食品添加物
調理実習
食生活改善推進員の活動 ･ 修了式
調理実習

調理実習
調理実習

６回以上受講された方は修了証と、御浜町食生活改善推進員になる資格が取得できます
†申込み・問い合わせ先†

年金だより

健康福祉課 健康づくり係（担当

さいとう

こ

齋藤とも子）☎３－０５１１

平成29年４月分（６月支払分）
からの年金額について

○平成29年度の老齢基礎年金額は779,300円
（満額）です。
平成29年度の年金額は、
「平成28年平均の全国
消費者物価指数」が対前年比0.1%の下落となっ
たため、法律の規定により、平成28年度から0.1%
の引き下げとなります。
老齢基礎年金は、25年の受給資格期間（平成
29年８月１日からは10年）を満たした人に対し
て、原則として65歳から支給されます。40年間
の保険料を全て納めると満額受給できますが、
保険料納付月数が少なければ、その分年金額は
減額されます。

②後納：過去5年以内の未納期間の保険料を納付
できます。
※後納制度は平成30年9月30日までの特例措置
です。
③任意加入：60歳から65歳まで国民年金に加入
し保険料を納付できます。
※受給資格期間を満たさない方は70歳まで加
入できます。
※定額保険料に付加保険料の400円を上乗せし
て納付すると老齢基礎年金に付加年金が上
乗せされます。

○年金額を満額に近づけたい方は・・・
以下の方法で保険料を納付することにより、
老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
①追納：免除や猶予の承認を受けた期間（過去
10年以内に限る）の保険料を納付できます。

†問い合わせ先†
みなみ
ゆう き
住民課保険年金係（担当 南 佑樹）
☎３－０５１２
尾鷲年金事務所
☎０５９７－２２－２３４０
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健康づくり教室／年金だより

健康づくりに必要な食に関する知識や技術を一緒に楽しく学びませんか？
家族や地域の健康づくりに役立つ内容が盛りだくさんです！専門家によるお話しのほか、調理実習
や運動の実技も行います。みなさんのご参加をお待ちしております！
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５月の大型連休があっという間に過ぎ、少
し暑くなってきたと思ったらすぐに梅雨の時期
になります。ジメジメとして蒸し暑い日が続き
ますので、体調に十分気をつけてください。
４月21日（金）～５月14日（日）まで伊勢
で「第27回全国菓子大博覧会 お伊勢さん菓
子博2017」が行われました。５月13日（土）に
は、御浜町PR日があり町内各保育所（園）の
年長による合唱や御浜ジュニアバンド、阿田和
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今日だけは 過疎に渦まく 花の客  西
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ボケ忘れ 笑って済ます お茶の花  下川 幸子

＊山本要子さんが逝去されました

謹んで御冥福をお祈り申し上げます

５月１日現在の人の動き
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ゆ

おおかわ

中家 妃音ちゃん

さ

ま

敬介さん・真由さん

♥

ひら

そうすけ

奥田 湊介くん

政史さん・静香さん

平

阿田和

血液は、人工的につくることも長期間保存す
ることもできません。輸血に必要な血液を充分
確保しておくため、献血にご協力ください。
【実 施 日】７月６日（木）
【場所・時間】御浜町役場 11：00 ～ 12：00
紀南病院
14：00 ～ 16：30
【対象年齢】男性 17 ～ 69歳
女性 18 ～ 69歳
（65歳から69歳までの方は、60歳～ 64歳までの
間に一度献血をしたことがある方）
【献 血 量】400ml
【体
重】男女ともに50kg以上
【献血間隔】男性３ヶ月・女性４ヶ月
※事前に医師の診断があります。

♥

あぜ

原

♥

赤ちゃん／献血の実施について／広報文芸／あとがき

志

献血の実施について

平成29年３月１日
～31日届出分

♥

は

めまし
て

じ

交流会による獅子舞をステージで行いました。
当日はあいにくの雨でしたが、多くの方にステ
ージを見に来ていただき町をPRできました。
最後にステージを見に来ていただいた方に、町
の甘夏みかんを配り大盛況でした。
今回の全国菓子大博覧会には約58万4千人も
の来場者数があり、自分も最終日に会場へ行き
ましたが、最終日ということで各地のお土産が
売り切れのものばかりで目当てのものを購入で
きませんでした。次回開催される時は、早めに
行ってみたいです。
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 ６

幼児食育教室
（要予約） 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
特設人権相談 10：00～15：00 役場3階第5会議室
16 金
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
資源プラスチック収集日
1 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
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 土
ゴルフ教室 19：00～21：00 清掃センター

2 金

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

18 日 資源持込日

8：00～12：00

役場

紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館 19 月 バレーボール教室 17：45～19：00 御浜中体育館
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
多重債務者相談（要予約） 10：00～12：00 役場３階第５会議室
20 火
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
4 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン

3 土

5 月

行政･人権･心配ごと相談 9：00～11：00 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

紙、
衣類等資源収集日
（市木・神志山地区）
バレーボール教室 17：45～19：00 御浜中体育館

6 火 卓球教室

19：00～21：00

阿田和中学校

（阿田和・尾呂志地区）

21 水 サッカー教室

19：00～20：30 御浜中グラウンド
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

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

（阿田和・尾呂志地区）

ありんこ広場 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター

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
22 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
ゴルフ教室 19：00～21：00 みはまＧＧ

7 水 サッカー教室

19：00～20：30 御浜中グラウンド
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校

弁護士相談
（要予約） 13：30～15：30 役場3階第5会議室 23 金 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
資源プラスチック収集日
8 木
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
もうすぐ1年生広場 ９：15～11：00 御浜町福祉健康センター
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
24 土 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
粗大ごみ収集日
（持込）
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
9 金 ちょっと気になる子ども相談（要予約） 役場３階和室 25 日 資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
子育て相談 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）
26 月
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
バレーボール教室 17：45～19：00 御浜中体育館
糖尿病負荷検査（要予約） 8：30～９：30 御浜町福祉健康センター

10 土 ミニバスケットボール教室

13：30～15：30 御浜小体育館

11 日 資源持込日

くるくるタウン

27 火

ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
8：00～12：00

健康づくり教室① ９：30～12：00 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
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ収集日

（市木・神志山地区）

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
28 水 ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
庭の草・小枝収集日
12 月 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
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
バレーボール教室 17：45～19：00 御浜中体育館
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル

13 火 卓球教室

19：00～21：00

阿田和中学校

年金相談 10：00～14：00 役場１階第１会議室
金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

29 木

（市木・神志山地区） 30

14 水

各種がん検診
（要予約） 志原公民館
サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
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
２歳児歯科健康診査
（個別通知） 御浜町福祉健康センター
15 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

金

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
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館

６月の納税期限
●町県民税
納期限

第１期

６月３０日
（金）

町県民税の納税通知書は、６月中旬頃にお届けしますので
ご確認ください。
※納税は便利で確実な口座振替をどうぞご利用ください。

21

広報

みはま

みて見てみはま
４／30（日）みかんの花と甘夏みかん狩りツアー

2017. ６. No.578

「年中みかんのとれるまち」御
浜町の特色を活かし、みかんの
花と甘夏みかん狩りツアーを行
うことで、町の知名度向上と地
域特産品の有利販売につなげる
ことを目的に毎年行っています。
参加者は現地でみかんを食べ
たり、ジュースにしたりしてみ
かん狩りを楽しんでいました。

４／26（日）七里御浜・王子ヶ浜
一斉クリーン作戦
アカウミガメの上陸シーズンを前に熊野市・御
浜町・紀宝町の七里御浜海岸などで「七里御浜・
王子ヶ浜一斉クリーン作戦」が行われました。
アカウミガメが産卵する場所は日本周辺だけで
あり、七里御浜周辺はアカウミガメが産卵する場
所として大事な所になっています。
町民約60人が参加し、ビニール袋、空き缶等の
ごみを軽トラック２台分回収し、大きな流木はウ
ミガメの上陸・産卵の支障にならない場所に移動
させていました。
22

田植えをする尾呂志学園生徒たち

４／25（火）尾呂志学園

田植え

尾呂志学園では毎年この時期に生徒たちが、
地域の方の指導を受けて田植えを行い、年間通
して除草、水の管理、稲刈りなどを行っていま
す。
主食であるお米を、一年間通して携われると
いうことはとても良い経験になると思います。
子どもたちは今回自分たちが一生懸命植えた苗
が大きくなるのを楽しみにしていました。

〒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/

ごみ等を拾う参加者たち

（平成29年6月１日発行）

みかん狩りを楽しむ参加者

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

特にみかんをその場でジュース
にして飲めるのは、参加者たち
に人気でした。

