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御浜町総合防災訓練 を 実施します
防災情報

10月22日（日）午前９時から、町内全域を対象に総合防災
訓練を下記のとおり実施します。
今回の訓練では、南海トラフを震源とする大地震の発生を
想定し、
「地域の災害特性」「迅速な災害対応」
「関係機関と
の連携」「住民参加」の４つの視点を基本に、町内各地にお
いて地震発生直後の初動対応を確認します。
訓練当日の午前９時、防災行政無線から緊急地震速報（訓
練用）の町内一斉放送を行います。
住民のみなさんは、この放送を訓練開始の合図に、各自、
その場で、安全行動訓練（下記参照）を一斉に実施してください。その後、各地区・自主防災組織で
決められた取り組み内容に従って行動を開始してください。（各地区・自主防災組織での取り組みが
無い場合は、安全行動訓練をもって終了となります。
）
みなさんのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

御浜町総合防災訓練の概要
【訓練日時】
【対
象】
【訓練場所】
【中止基準】

10月22日（日） ９：00～12：00
町職員、町民、各地区・自主防災組織、
国・県その他関係機関
町内全域（役場庁舎、町内各地区）
御浜町に気象警報（ただし、波浪警報を除く）
等が発表された場合は中止

今回の総合防災訓練で、地域のみなさんにまず実施して欲しい訓練
安全行動訓練（誰でも、個人単位での取り組みが可能な簡単な訓練です。
）
【訓練目的】
１．
地震発生時に、
自分と家族の命を守るための行動を確認する。
２．
防災・減災対策の自助･共助について各自で考える機会とする。
【安全行動訓練の流れ】
① 午前９時、
防災行政無線で緊急地震速報
（訓練用）
を町内一斉放送します。
② みなさんは、
緊急地震速報
（訓練用）
の間
（約1分20秒）
、
各自その場で、
地震から身を守る３つの
安全行動を実施してください。
（下記参照）
③ 防災行政無線の放送が終了したら、
安全行動訓練は終了です。
④ この後、
引き続き各地区・各自で取り組む訓練があれば、
積極的に参加･実施してください。
【地震から身を守るための３つ行動】
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各地域での防災への取組
各地で自主防災組織ブロック会議を開催しました

御浜町消防団 阿田和分団が普通救命講習を受講しました
まつ だ こう いち

７月30日（日）御浜町消防団（団長 松 田 耕 一 ）阿田和
やま もと りき とし
分団（分団長 山 本 力 敏 ）が普通救命講習を実施し、26名
の消防団員が受講しました。
もり おか ゆき のぶ
講習は、熊野市消防本部御浜分署（分署長 森 岡 幸 伸 ）
職員の指導のもと、胸骨圧迫やAEDを使用した心肺蘇生法
について学びました。
消防団員はいざというときに躊躇なく対応するため、真
剣な表情で学んでいました。

弾道ミサイル落下時の行動について
弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について、町民のみなさんへお知ら
せします。
【弾道ミサイル発射直後の情報伝達】
・弾道ミサイルは、発射から極めて短時間で着弾します。
・ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、Jアラートを活用して、防災無線で特別なサ
イレン音と共にメッセージを流すほか、緊急速報メール等により緊急情報をお知らせします。
【メッセージが流れた直後に取るべき行動】
（屋外にいる場合）
・近くのできるだけ頑丈な建物や地下に避難してください。
・近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守ってください。
（屋内にいる場合）
・できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動してください。
※各家庭、
事業者様へのお願い
近くにいる子どもたちが避難してきた場合は、受け入れをお願いします。

†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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防災情報

御浜町自主防災組織連絡会議（会長
中門丈夫）が、７月～８月にかけて各地
区（尾呂志、阿田和、上市木、下市木、
志原、神木）にてブロック会議を開催し
ました。会議では、10月に行う総合防災
訓練、各自主防災の取り組みについての
説明、意見交換が行われました。
今後も各地区においてブロック会議を開催し、各地区で地域課題を情報共有しながら、自主防災活
動の活性化に向けて取り組んでいきます。
なか かど ます らお

11月19日（日）は 御浜町議会議員選挙 の 投票日 です
御浜町議会議員選挙

平成29年12月１日任期満了に伴う御浜町議会議員選挙は、
11月14日（火）に告示され、
11月19日（日）
に町内11か所の投票所で投票が行われます。有権者一人ひとり大切な一票を生かすため、必ず投票し
ましょう。
投票所入場整理券は随時郵送します。投票入場整理券をお持ちのうえ、投票所へお越しください。
また、投票入場整理券が届かない場合は、本人確認ができるもの（運転免許証や年金手帳・保険証な
ど）をご持参のうえ投票所へお越しください。
○投票できる方
今回の選挙で投票できる方は、次の２つの要件を満たす人です。
（年齢要件）平成11年11月20日までに生まれた人
（住所要件）平成29年８月19日以前から引き続き御浜町に住民登録している人
○選挙の期日等
【告 示 日】 11月14日（火）
【投票日時】 11月19日（日） ７：00 ～ 19：00
【投 票 所】 下表のとおり
※開票は役場３階くろしおホールで、20：15より即日開票します。
○期日前投票
投票当日に投票に行けない人は、宣誓書に事由を記入することで期日前投票を行うことができます。
【期日前投票期間】 11月15日（水）～ 11月18日（土）
【投 票 時 間】 ８：30 ～ 20：00
【場
所】 役場庁舎１階 第１・２会議室
※選挙期日には満18歳になる方で、期日前投票をしようとする日にまだ17歳の方は、期日前投票は
できず不在者投票となります。
投票当日の投票所
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第 １ 投票区

尾呂志公民館

第 ２ 投票区

阪本コミュニティセンター

第 ３ 投票区

中立コミュニティセンター

第 ４ 投票区

柿原公民館

第 ５ 投票区

引作集会所

第 ６ 投票区

山地コミュニティセンター

第 ７ 投票区

阿田和公民館

第 ８ 投票区

下市木公民館

第 ９ 投票区

上市木公民館

第 10 投票区

神木公民館

第 11 投票区

志原公民館

投票時間

７：00 ～ 19：00

○不在者投票
長期の出張や入院・入所などで投票所での投票ができない人が、出張先や指定病院・老人ホームな
どで投票日の前に投票できる制度です。
・御浜町以外の市区町村での不在者投票

②

請求後、
「投票用紙・投票用内封筒・投票用外封筒・不在者投票証明書」を交付（書留にて郵送）
します。これらを持参し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にて投票を行ってください。
※投票できる時間等は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会の開庁時間内です。詳しくは、滞在
先の市区町村の選挙管理委員会に直接お問い合わせください。
※不在者投票証明書の入っている封筒は開封すると投票できませんので、絶対に開封しないでく
ださい。
※告示日前から請求ができます。早めの請求、投票をお願いします。

・不在者投票指定施設における不在者投票
病院や老人ホームなど、不在者投票施設として指定された施設に入院・入所している人は、その
施設で不在者投票ができます。施設の管理者に申し出てください。
・郵便での不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の交付を受けている人は、障がいや
要介護の程度などにより自宅で郵便による不在者投票ができます。
郵便による不在者投票をするためには、あらかじめ町選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付
手続きが必要です。また、投票用紙の交付を受けるためには、投票日の４日前までに証明書を添え
て申請していただく必要があります。なお、この制度による交付手続きは郵便等で行うため時間が
必要となりますので、早めに済ませてください。
○立候補予定者説明会
【日
時】 10月16日（月）10：00 ～
【場
所】 御浜町役場３階 くろしおホール
○立候補の届出
【日
時】 11月14日（火）８：30 ～ 17：00
【場
所】 御浜町役場３階 くろしおホール

明るく正しい選挙を！
・事前運動の禁止
立候補の届出前に事前運動を行うことは禁止されています。これに違反すると、禁固または罰金
の刑に処されます。この罪は、その後立候補したかどうかに関係ありません。また、立候補予定者
のために事前に選挙運動をする場合も、本罪に該当します。
・選挙運動における制限
選挙運動にも、戸別訪問の禁止、選挙に関する署名運動の禁止、飲食物の提供の禁止、人気投票
の公表の禁止など様々な制限があります。
†問い合わせ先†

御浜町選挙管理委員会（担当

く

ぼ たか と

久保貴翔）☎３－０５０５
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御浜町議会議員選挙

①「期日前投票不在者投票宣誓書兼請求書」により、御浜町選挙管理委員会の委員長に対し、投票
用紙などの交付を請求します。

福祉バス を 運行します
福祉バスの運行について

移動手段を持たない高齢者や障がい者の方などの移動支援として福祉バスを運行します。
なお、福祉バスの時刻表などについては、広報みはま11月号に利用案内（チラシ）を折り込む予定
ですので、そちらをご覧ください。
福祉バスの利用については、下記問い合わせ先までご連絡ください。
【料
金】 無料
【運行開始】 11月１日（水）を予定
【利 用 者】 福祉バスに自分で乗降できるすべての方
【運行経路】 神志山地区、市木地区、阿田和地区を結ぶ巡回路線
【運 行 数】 １日５本
【運 行 日】 月曜日から金曜日までの週５日（祝祭日、年末年始は除く）

†問い合わせ先†
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健康福祉課 福祉係（担当

たにあいてるゆき

谷合輝幸）☎３－０５１５

新しい母子保健サービス が はじまります
○新生児聴覚検査助成事業
【対
【検

～平成29年５月１日開始～

象】 平成29年４月１日以降に誕生し、検査を受ける日に御浜町に住所を有する生後
３か月未満の乳児
査

項

【費

目】 自動聴性脳幹検査、聴性脳幹反応検査、耳音響放射検査のいずれか
用】 検査費用のうち3,000円を助成します。

【実 施 医 療 機 関】
大石産婦人科医院

熊野市有馬町２０１

☎０５９７（８９）１７１７

いずみウィメンズクリニック

新宮市清水元１－６－３３

☎０７３５（２１）０３１１

※上記医療機関以外で検査を受けた場合は、役場健康づくり係へ助成の申請を行ってください。
【申請に必要なもの】 母子手帳、医療機関発行の領収書、振込先の分かるもの、印鑑
【申

請

期

間】 検査後６ヶ月以内

○妊婦健康診査通院助成～平成29年10月１日開始～
【対

象

経

費】 平成29年４月１日以降に受診した妊婦健診に係る交通費
（助成対象となる医療機関への通院費用、最大14回まで）

【申

請

時

期】 原則として出生届の提出日から６ヶ月以内

※現在、町内で受診可能な産婦人科医療機関がないことから、町外の医療機関で妊婦健診を受診して
いただいている妊婦のみなさんの経済的負担軽減のため、妊婦健診通院に要する交通費の一部を助
成するものです。

詳細につきましては、町ホームページをご覧いただくか下記までご連絡ください。10月１日以降は、
母子健康手帳交付時に詳細をご案内いたします。

†問い合わせ先†

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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新しい母子保健サービス

「安心して子どもを産み育てられるサポート」を目指し、以下のサービスを始めました。

御浜町健康づくり事業 ビューティー＆ヘルスアップ教室
ビューティー＆ヘルスアップ教室

御浜町健康づくり事業として、ビューティー＆ヘルスアップ教室を開催します。この教室は３回シ
リーズになり、今回は美と健康をテーマに教室を実施します。
「栄養」
「運動」
「心の健康」の必要性を
理解していただき、みなさん自身の健康増進のための取り組みを支援するものです。
働く世代の多くの方に参加していただきたい教室です。ぜひご参加ください。
【第１回目】 栄養をテーマに、町管理栄養士による講話とお手軽簡単レシピを紹介します。おいしく
食べて体の中から美しく健康になる秘訣をお伝えします。
やま だ み お
【第２回目】 運動をテーマに、ＭＩＯＹＯＧＡ代表の山田美於先生をお迎えして家庭でも継続できる
ヨガやヨガの効果など実技を通し一緒に学びます。ヨガをやったことのない人でも安心
して参加できます。
そう だ み な こ
【第３回目】 心の健康をテーマに、かすみがうらクリニック臨床心理士 宗田美名子先生をお迎えし
て、自分の考え方のクセを知り、ストレスへの上手な向き合い方について学びます。
考え方を変える１つのきっかけになるかもしれません。

日時・内容
日
第１回

程

時

間

内

容

第３回

上手なストレスとの向き合い方
１月 28 日（日） 13：30 ～ 15：00
（認知行動療法について）
（案）

所

13：30 ～ 15：00

さいとう

MIOYOGA 代表
やま だ み お

山田美於先生
かすみがうらクリニック
臨床心理士
そう だ み な こ

宗田美名子先生

等

【場 所】 御浜町福祉健康センター 研修室
【対象者】 30歳～ 50歳代の町民の方
【定
【締

員】 15名（定員になり次第締め切ります。
）
切】 １週間前までに下記申し込み先までご連絡ください。

服装・持ち物
○第１回目は、調理実習を行いますので、エプロン、三角巾、手拭タオル、
材料費300円、米0.5合、筆記用具をお持ちください。
○第２回目は、動きやすい服・タオル（汗拭き用）
・水分をお持ちください。
†申込み・問い合わせ先†
8

健康福祉課 健康づくり係（担当

むろたによし み

こ

齋藤とも子

運動実技（ヨガ）※無料
（ヨガマットの用意は不要）

11 月 12 日 ( 日 )

師

御浜町役場
管理栄養士

講話・調理実習
10 月 15 日（日） 10：00 ～ 13：00 （材料費 300 円、米 0.5 合、
エプロン、三角巾等必要）

第２回

場

講

室谷好美）☎３－０５１１

きちんと食べて健康づくり！

10月10日は「目の愛護デー」 今月のテーマは「目の健康づくり」です
関するイベントが開催されています。
近年テレビやパソコン、スマートフォンの画面を長時間見続け
ることにより、目の疲れを感じる人が増加しています。
目の乾き、かすみ、充血のほか、視力が落ちた、肩が凝りやす
いという症状は、目の使いすぎによる疲労のサインです。
目は外からの情報を得るための大切な器官です。この機会に
目をいたわり、目に疲れをためない生活を心掛けてみませんか？

きちんと食べて健康づくり

昭和22年に中央盲人福祉協会が「目の愛護デー」を定めました。
現在は厚生労働省が主催となり、毎年全国各地で目の健康に

【目の健康維持のために】
①目を休ませる時間をつくる
パソコン作業などは長時間連続して行
わず、こまめに休憩して目を休ませましょ
う。少しの時間まぶたを閉じるだけでも
目を休ませることができます。
②睡眠をしっかりとる
目の疲労回復において睡眠は重要です。
夜更かしせずに、１日６～７時間は睡眠
をとりましょう。

目の健康のためにとりたい栄養素
目の機能を向上させる栄養素にはビタミンＡがあります。そのほか目の充血を防ぐビタミンＣや、
目の神経や筋肉の疲れを解消するビタミンB1、B2も目の健康維持を助けます。また、ポリフェノー
ルの１種であるアントシアニンも疲れ目予防・改善する働きがあります
ビタミンAが多い食材

緑黄色野菜

レバー

うなぎなど

ビタミンCが多い食材

野菜

果物

アントシアニンが多い食材

じゃがいもなど

なす

さつまいも

ブドウなど

ビタミンAがたっぷり、ハロウィンにもオススメ！

かぼちゃのデザートサラダ

1日に必要なビタミンAの
1/3量がとれます♪

【材料】 4人分
かぼちゃ（種をとって）………260ｇ
クリームチーズ
………40ｇ
はちみつ
………大さじ1
干しぶどう（刻む）
………20ｇ
アーモンドスライス
………少々
1人分
エネルギー：125kcal
ビタミンA：240㎍

食塩相当量：0.0ｇ

【作り方】
① かぼちゃは水でぬらし、ラップで包み電子レンジで柔らかくなるまで加熱します。
（600W：３分～）
柔らかくなったらボウルに入れ、熱いうちにフォークでなめらかにつぶします。
② ①の粗熱が取れたら、クリームチーズ、はちみつ、干しぶどうを混ぜ合わせます。
器に盛り、オーブントースターで軽く焼いたアーモンドスライスを散らせば完成です。
†問い合せ先†

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
9

高齢者対象インフルエンザ予防接種
高齢者対象インフルエンザ予防接種

高齢者の方がインフルエンザにかかると肺炎を合併し、重症化することがあります。インフルエン
ザワクチンを接種することにより発病しても症状を軽くし、致死率を低下させることができます。
【定期接種対象者】
○接種時の年齢が65歳以上で、御浜町に住所を有する方
○御浜町に住所を有する60歳以上65歳未満の方で、心臓･腎臓･呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウ
イルスにより免疫の機能に重度の障がいのある方
【標 準 接 種 期 間】 平成29年10月15日～平成30年1月31日

【自

己

負

【接
【持

種

回
ち

※新宮市内は10月１日からです。
※11月、12月で接種を行う医療機関があります。
担】 1,400円 ※生活保護受給者及び境界層該当者は無料です。
数】 年度内 １回
物】 健康保険証、健康手帳（接種日などを記入します。
持っていない方は､健康福祉課ま

たは支所等にて受け取ってください。
）
【町内の予防接種実施医療機関】※要予約
医療機関

連絡先

実施期間（平成 29 年度）

尾呂志診療所

☎４－１０１４

10 月 16 日～ １月 31 日

須崎医院

☎２－０００５

10 月 16 日～ １月 31 日

谷口クリニック

☎２－４３３３
※予約電話は 10 月 17 日から受付です。

11 月 １ 日～ 12 月 20 日

まつうらクリニック

☎３－０１５０

10 月 24 日～ 12 月 20 日

紀南病院

☎２－１３３３
※通院の有無は問わず、紹介状も不要です。
予約電話は 10 月２日から受付です。
平日午後２時以降にお願いします。

10 月 16 日～ １月 31 日

【注意事項】
（１）
南牟婁郡､熊野市､新宮市以外の医療機関で接種を希望される方は、
事前に役場健康福祉課まで連
絡ください。
（２）
各自で接種を希望する医療機関へ予約してください。
（３）
インフルエンザ予防接種は、本人が希望する場合に限り行うものです。
予防接種の必要性や副作用
についてよく理解したうえで、体調の良い日に接種を受けてください。

†問い合わせ先†
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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

“今年度は梓川を訪問しました。”

平成29年度

梓川・御浜ふれあい交流会
地区を訪れ、御浜と梓川双方の児童に
よるふれあい交流会が行われました。
今回で 24 回目になるふれあい交流
会は、町から尾呂志学園小学校２名、
神志山小学校１名、阿田和小４名、御
浜小４名の合計 11 名の小学５・６年
生の児童が公募により参加し、同学年
の梓川児童 14 名と元気に交流を深め
ました。

【参加者記念写真：松本城】

≪交流会日程≫
１日目：対面式
松本城見学
２日目：上高地散策
さわんど温泉足湯体験
バーベキュー（夕食）
３日目：フルーツもぎ取り体験
すいか共選所見学・試食

【上高地帝国ホテル】

†問い合わせ先†

台風の影響が心配されましたが、３日間を通して予定通
りの行事を実施することができました。
児童は国宝の松本城に感動したり、上高地の涼しい空気
と透き通った水にふれたり、ブルーベリーなどのもぎ取り
体験では、
袋いっぱいになるまで楽しみながら取りました。
最初は緊張した面持ちでしたが、時間が経つにつれて次
第に仲良くなり、バーベキューで更に仲を深めました。
解散式でお互いの連絡先を交換して、見送りでは名残惜
しそうに手を振っていました。
また、お互い会えるといいですね。

【フルーツもぎ取り体験】

教育委員会 生涯学習係（中央公民館）
（担当

たかもとあき ら

髙本晃良）☎２－３１５１
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梓川・御浜ふれあい交流会

８月６日（日）から８日（火）まで
の３日間にわたり、長野県松本市梓川

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29年８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組による燃料ごみの減量化
を進めています。今年度は、大きな目標としている「減量化率 30％」の達成年度と位置付けており、
みなさんのご協力によって、一層の減量化の実現を目指しているところです。
取り組み前の平成 26 年度と今年８月の燃料ごみ量を比較すると、次のような結果となりました。
26年８月

29年８月

減量化率

１７４，０２０㎏

１３１，２１０㎏

２４．６％

（参考：８月の収集量

資源プラスチック３，０３０㎏、庭の草・小枝８，２９０㎏）

26年４月～８月

29年４月～８月

減量化率

８３５，７２０㎏

５９７，３９０㎏

２８．５％

（参考：［4月～ 8月の累計収集量］資源プラスチック１５，４００㎏、庭の草・小枝３３，１３０㎏）

今年７月までの累計減量化率は、約 29.6 パーセントでしたが、８月までの減量化率は、28.5％となっ
ております。ごみと資源の適正な分別などについて、ひきつづきご協力をお願いします。

生ごみ処理機等の購入補助を行なっています
家庭から出る生ごみの減量化を促進するため、家庭用生ごみ処理機や処理容器（コンポスター）を
購入された方に購入費用の補助を行っています。家庭ごみの大きな割合を占める生ごみの減量化にご
協力をお願いします。
御浜町内に居住している方が対象です。対象品目や補助額については下記をごらんください。
補助対象品目の種類
①家庭用電気式生ごみ処理機
②家庭用手動撹拌機能式
生ごみ処理機
③家庭用生ごみ処理容器
（コンポスター）

補

助

額

購入金額の２分の１
※補助限度額…30,000 円まで
※１世帯につき、１基まで補助
購入金額の２分の１
※補助限度額…5,000 円まで
※１世帯につき、２基まで補助

生ごみの水切りグッズをお試しください
燃料ごみの減量化を進めるため、生ごみに含まれる水分を切るため
の便利グッズ「水切りダイエット」を、無料で配布しています。
【配布場所】 役場生活環境課、尾呂志支所、神志山連絡所、
町民サービスセンター
グッズがなくなり次第、配布終了となりますので、この機会にぜひ
お試しください。
ご注意：台所シンクの排水口が生ごみ受けになっている場合は、ごみ受け部分の内側の直径が 10㎝
以上のものに使用可能です。事前にごみ受けのサイズをお確かめください。
†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

10月１日は浄化槽の日です
ついて考えてみてください。

浄化槽の処理水を美しく保つには、日ごろの管理が大切です
浄化槽は微生物の働きで汚水を処理し綺麗な水にして放流する、
言わば生きている汚水処理施設で
す。大切な微生物を育てるつもりで日ごろの管理をきちんと行い、
いつまでも綺麗な処理水が流れるよ
う、適切な維持管理を心がけましょう。
浄化槽の管理を怠ると・・・
･処理されないままの汚水が流れ、放流先の側溝や公共河川・海を汚染してしまいます。
・浄化槽や放流先から悪臭が発生し、不快な思いをするばかりかご近所へも迷惑をかけてしまいます。
適切な維持管理のため、単独処理浄化槽・合併処理浄化槽を問わず、
浄化槽設置者には以下の３つが
法律で義務付けられています。
●法定検査
年1回
保守点検・清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかを総合
的に判断するための検査です。
一般財団法人三重県水質検査センター（三重県知事指定検査機関）
から実施前に通
知がきます。
●保守点検
年３回以上
汚泥
（微生物）
や機器の点検、調整等を行います。
保守点検契約を結ばれた事業者に依頼してください。
●清
掃
年1回
浄化槽内にたまった汚泥等の引抜き及び機器類の洗浄等を行います。
御浜衛生
舎
（御浜町の許可を受けた浄化槽清掃業者☎２－２９８９）
に依頼してください。
※浄化槽を設置されているすべての方が適正な管理を実施していただくことで、
初めて美しい環境が
保たれます。
ご理解・ご協力をお願いします。
○合併処理浄化槽の設置には補助制度があります。
（阿田和地区公共下水道区域を除きます。）
合併処理浄化槽は、トイレ・台所・風呂・洗濯などの家庭内から出る
生活排水をきれいな水にして放流する設備です。
汲み取りトイレや単
独浄化槽の方も、美しい御浜町を子の代、孫の代へと引き継ぐため、
補
助制度を活用した合併処理浄化槽への転換をご検討ください。
†問い合わせ先†

生活環境課 環境係（担当

たのうえこう き

田上孔基）☎３－０５１３
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浄化槽の日

毎年10月１日は、昭和60年の同日に水環境保全のための法律
「浄化槽法」
の施行を記念して、
「浄化槽
の日」
として制定されています。地域の水環境を美しく保つため、
みなさんもぜひ、
この機会に浄化槽に

小型家電が「東京２０２０」のメダルに生まれ変わる！
みんなのメダルプロジェクト／国体デモンストレーション競技

町は「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に参加します。みなさんのご家庭で不
要になった小型家電が「2020年東京オリンピック・パラリンピック」のメダルに生まれ変わります！
「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」は、東京2020組織委員会・環境省・日本環
境衛生センター・NTTドコモ・東京都の５者が共催するプロジェクトで、国民のみなさんから回収
した使用済み小型家電から抽出される金属を用いて「東京2020大会」のメダルを製作し、資源の有効
活用により持続可能な社会形成に貢献する取組です。町においてもこの主旨に賛同し、本プロジェク
トに参加することとしました。下記のとおり回収ボックスの設置及び小型家電回収事業（イベント回
収）にて回収します。みなさんのご協力をお願いします。
○回収ボックスによる回収・・・携帯電話・スマートフォン
【回収ボックスの設置場所と回収日時】 平成29年10月２日（月）～平成31年春頃
・役場 生活環境課窓口
祝日を除く月～金曜日の８：30 ～ 17：15
・御浜町リサイクルセンター くるくるタウン 第１、第２、第４日曜日の８：00 ～ 12：00
（資源の持込み収集に準ずる）
○イベントによる回収・・・高品位小型家電製品
（タブレット端末、家庭用ゲーム機、パソコン、デジカメ、カーナビ等）
イベント回収の場所と日時
【日 時】 11月23日（木・祝）９：00 ～ 15：00
【場 所】 御浜町リサイクルセンター くるくるタウン
※イベント回収の詳細については、次号の広報みはま11月号で改めて掲載します。

†問い合わせ先†

生活環境課 環境係（担当

たのうえこう き

田上孔基）☎３－０５１３

国民体育大会デモンストレーション競技
御浜町は
『ウォークラリー』が選定されました

７月31日（月）に開催された第76回国民体育大会三重県準備委員会第６回総会において、国体旗の
贈呈がおこなわれました。みなさんが参加できるデモ
ンストレーションスポーツも実施します。
国体の開催には、出場する選手だけではなく、選手
の応援や大会運営ボランティアなど様々な面でみなさ
んのご協力が必要です。みなさんの力を結集して三重
とこわか国体を盛り上げましょう。
また、御浜町のデモンストレーション競技として
『ウォークラリー』が選定されました。今後、御浜町
体育協会において開催要項等を定め、
『ウォークラ
リー』開催に向けて取り組みます。
†問い合わせ先†
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教育委員会 学校教育係（担当

やまもとこういちろう

山本幸一郎）☎３－０５２６

男の料理教室 ～シニアお手軽クッキング～ の参加者募集

【時

間】 10：00 ～ 13：00（実習・試食）
開催日

テーマ

12 月５日（火）

『簡単！美味しい！減塩レシピ』
講師：御浜町 管理栄養士

第2回

12 月 12 日（火）

『プロに教わる簡単おつまみ』
講師：○○飲食店の現役女シェフ
『お口の健康について』
講師：三重県歯科衛生士

第3回

12 月 26 日（火）

『ちょっと早めの年越しそば』
講師：そば打ち同好会

第1回

【場 所】
【対象者】
【定 員】
【持ち物】
【参加費】
【締 切】

御浜町福祉健康センター
町内在住の65歳以上の男性
先着16名
エプロン、三角巾、米1合、筆記用具
無料
11月24日（金）

※会場までの送迎はありません。
※定員になり次第、締め切らせていただきます。
†申込み・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

御浜町敬老会を開催します
入場は無料ですので、ぜひこの機会にご来場ください。
【日 時】 10月28日（土）13：00 ～ 15：00
【場 所】 御浜町中央公民館
【対象者】 町内在住の65歳以上の方
※付き添いの方も一緒に参観できます。
詳しくは、広報みはま９月号折込みの「社協だより」
をご覧ください。

†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
こしあて
御浜町社会福祉協議会（担当 腰當）
☎２－３８１３
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男の料理教室参加者募集／御浜町敬老会

お料理初心者の方が気軽に参加でき、栄養バランスや簡単な一品を学べる教室です。昨年、大高評
だったそば打ち体験もあります。ぜひ、この機会にぜひご参加ください。

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

次回の各種がん検診について

平成29年就業構造基本調査を実施します

がん検診はがんの死亡率を減少させること
ができる確実な方法です。定期的な受診で早期
発見・早期治療につなげましょう。
【場 所】神木公民館
【日 程】11月11日（土）
※ 11 月２日（木）までに下記申込み先まで申
し込みください。
〇 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。

就業構造基本調査は、
「統計法」
（国の統計
に関する基本的な法律）に基づき実施する、国
の重要な統計調査です。調査結果は、雇用対策
などの各種施策に活用されています。調査時点
は平成 29 年 10 月１日です。
下記の地域から無作為に選ばれた世帯の方
を対象に調査を行います。
【調査対象地域】
阿田和奥地の全域、志原東平見の一部、下
市木萩内の一部
調査員が伺いましたら、調査へのご回答・
ご協力をお願いいたします。
※調査員は三重県知事が発行した調査員証を必
ず携帯しています。統計調査をよそおった
不審な訪問者や不審な電話、電子メールな
どにご注意ください。

方

法

時

間

８：00
胃がん
胃部
～
検診 X 線検査 10：00
８：00
便潜血
～
11：00
大腸がん 検査
検診 （検便提 13：00
出）
～
14：00
９：00
乳房
～
乳がん X 線検査 11：00
検診 （マンモグ 13：00
～
ラフィ）
14：00
視診
子宮
13：00
頸部
頸がん
～
細胞診 14：00
検診
内診

対

象

料金
（円）

検診当日
満 40 歳 1,400
以上
検診当日
満 40 歳
以上

600

検診当日
満 40 歳 1,800
以上
検診当日
満 20 歳 1,300
以上

†申込み・問い合わせ先†
健康福祉課 健康づくり係（担当
☎３－０５１１

おく だ やすひろ

奥田恭大）

10月16日に臓器移植法施行20周年を迎えます

†問い合わせ先†
企画課 企画係（担当
☎３－０５０７

おおはたあや こ

大畑綾子）

陸・海・空自衛官の募集
防衛省では、平成 30 年春採用予定の陸・海・
空自衛官を募集しています。採用種目、試験日
程等は次のとおりです。
【採用種目】自衛官候補生（任期制隊員）
【受付期間】年間を通じて行っております。
【試 験 日】受付時にお知らせします。
【受験資格・内容】

18歳以上27歳未満の男女

筆記試験（国語、
数学、
社会、
作文）
、
口述試験、
身体検査

臓器移植は、臓器の機能が著しく低下し、移
植によってのみ、その回復が見込まれる人に対
して行う医療で、臓器の提供者はもとより広く
社会に理解と支援があって成り立つ医療です。
臓器移植が広がっていくためには、私たち一
人ひとりが臓器提供について考え、家族と話し
合い、自分の臓器提供に関する意思表示をして
いく事が大切です。運転免許証や健康保険証の
裏面にある意思表示欄で意思表示が可能です。
ぜひ自分の意思表示を記入しておきましょう。

※処遇等
・手 当…
（月額）130,800 円
（平成 29 年２月１日現在）
・休日等…夏季や年末年始等の休暇のほか、週
休２日制が実施されています。
・住居等…駐屯地内や基地内の宿舎で生活しま
す。
（無料）制服、作業着、靴や寝
具等も支給されます。

†問い合わせ先†
三重県角膜・腎臓バンク協会
☎０５９－２２４－２３３３

†問い合わせ先†
自衛隊熊野地域事務所
☎０５９７－８５－２２１４
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■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 30 年の町制 60 周年を記念して、町勢
要覧を作成しています。現在作成中の町勢要覧
に、ご協力していただける町内のみかん農家を
募集します。
【募集期間】９月13日（水）～ 10月10日（火）
【募集農家】みかん農家の方の笑顔写真や一言
メッセージなどにご協力いただける方
【申込方法】氏名、年齢、住所等を下記問い合
わせ先まで、ご連絡ください。
†問い合わせ先†
総務課 総務係（担当
☎３－０５０５

く

ぼ たか と

久保貴翔）

美し国三重市町対抗駅伝ランナー募集！
第 11 回目を迎える『美し国三重市町対抗駅
伝』が、来年も２月 18 日に開催されます。
走ることが好きなみなさん、町の『タスキ』
を繋げませんか。
【コース】三重県庁前～『三重交通Ｇスポーツ
の杜伊勢』陸上競技場（10区間42.195km）
１区
２区
３区
４区
５区
６区
７区
８区
９区
10 区

1.28km
1.85km
3.83km
5.58km
4.60km
6.36km
2.89km
3.43km
5.45km
6.925km

小学生女子
小学生男子
中学生女子
中学生男子
40 歳以上男子
ジュニア男子
一般女子
20 歳以上女子
ジュニア女子
20 歳以上男子

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
時】10月18日（水）13：30 ～ 16：30
【場
所】役場１階 第１・２会議室
【申込期限】10月13日（金）※要予約
†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）

紀宝警察署メールボックス
「民事介入暴力巡回無料相談」
の開催について
暴力追放三重県民センター主催の「民事介入
暴力巡回無料相談」が開催されます。
暴力団からの不当な要求や嫌がらせなどにお
困りの方に対し、専門的な相談を取り扱うセン
ター相談員をはじめ、警察官や弁護士が直接み
なさんからの相談をお聞きします。
相談は無料で、秘密は厳守いたします。
【開 催 日】10月23日（月）13：00 ～ 16：00
【開催場所】尾鷲市中央公民館 小会議室
（三重県尾鷲市中村町10－41）
†問い合わせ先†
暴力追放三重県民センター
☎０１２０－３３－８９３０
三重県警察本部組織犯罪対策課
☎０５９－２２２－０１１０
紀宝警察署
☎０５９７－３３－０１１０

紀南医師会応急診療所

【募集人員】各区間２名
【募集締切】10月13日（金）
※ランナー募集について、詳しくは教育委員会
までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
教育委員会 生涯学習係（担当
☎３－０５２６

「こころの健康相談」
の開催について

やまもとこういちろう

山本幸一郎）

【診療日】
10月１日
（日）
、
８日
（日）
、
９日
（祝日）
15日
（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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情報コーナー

町勢要覧に掲載する
みかん農家の方を募集しています

生活習慣病予防講演会を開催します
生活習慣病予防講演会／裏の屋屋敷中間報告会

このたび紀南健康長寿推進協議会主催による生活病予防講演会を開催します。
講師には、あの有名な「タニタ社員食堂」の初代管理栄養士をお招きします。糖尿病をはじめ、生
活習慣病を予防するためにはどうすればよいのか、
食生活を中心にわかりやすく話していただきます。
健康診断の結果で生活改善をすすめられた方や家族の食事・健康が気になっている方に、ぜひ聞い
ていただきたいお話です。
【講

演】 タニタ社員食堂の初代管理栄養士が伝える
「生活習慣病にならない食事 実践のコツ」
～正しい食生活で健康で幸せな人生を～

【講

師】 後藤

ご とう

きょう こ

恭子 氏

講師プロフィール
タニタ社員食堂の礎を築いた初代管理栄養士。指導歴40年。企業、病院、銀行などで栄養管理、
栄養指導を行っており、指導者数は5,000人を超える。70歳代になった現在も健康そのもので医
者知らず。
「その人に合った健康的な生活習慣を伝える事」がミッションで、ダイエットを超え
た「食べ方」やそれを支える「考え方」を圧倒的な経験を踏まえて実行しやすい形で伝える。
【日
時】
【場
所】
【定
員】
【参 加 費】
【申込方法】
【締
切】
【主
催】

10月21日（土）14：00 ～ 15：30
役場 ３階 くろしおホール
80名（先着順）※定員になり次第締め切ります。
無料
下記申込み先までお電話にてお申し込みください。
10月16日（月）
紀南健康長寿推進協議会

†申込み・問い合わせ先†

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

裏の屋敷文書の調査に関する中間報告会を開催します
教育委員会では、平成26年度より三重大学に委託して裏の屋敷文書の調査を行っています。今年度
で調査４年目を迎えるに当たり、中間報告会を開催します。
これまでの経過と成果を報告し、町の知られざる歴史や文化を知っていただく機会にしたいと思い
ますので、より多くの方の参加をお待ちしております。
【日
【場
【講
【題

時】
所】
師】
名】

10月７日（土）13：30 ～ 15：30
役場 ３階 くろしおホール
つかもと
あきら
三重大学 人文学部 塚本 明 教授
江戸時代の御浜の暮らし・生業・旅びと
－ 裏の屋敷資料館の古文書から見えてくること －
【参 加 費】 無料 ※どなたでも参加できます。
【主
催】 御浜町教育委員会
†問い合わせ先†
教育委員会
生涯学習係（中央公民館）
たかもとあき ら
（担当 髙本晃良）☎ ２－３１５１
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多目的交流施設（農林水産物直売所）の運営等に係る説明会の開催について
設（農林水産物直売所）を設置します。
つきましては、下記のとおり運営等に向けた説明会を開催しますので、より多くの参加をお待ちし
ております。
【日
【場

時】 10月5日（木） 19：00 ～
所】 役場３階 くろしおホール
（イメージ図）

†問い合わせ先†

農林水産課 林業水産係（担当

さき く

ぼ ゆう じ

﨑久保友司）☎３－０５１７

便利でかんたん！
「ねんきんネット」

年金だより

「ねんきんネット」は、インターネットを通
じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる
サービスです。24時間いつでもどこでも、パソ

「ねんきんネット」をご利用いただくには、
あらかじめ日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n_net/ において利用

コンやスマートフォンからご自身の年金情報を
確認することができます。

登録（ユーザIDの取得）が必要となります。
【ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル】

「ねんきんネット」でできること
〇ご自身の年金記録の確認
〇将来の年金見込額の確認
〇電子版「ねんきん定期便」の閲覧
〇日本年金機構から郵送された各種通知書
の確認
〇持ち主不明記録の検索

など

☎０５７０－０５８－５５５
☎０３－６７００－１１４４
（ＩＰ電話・ＰＨＳ電話）
†問い合わせ先†
住民課保険年金係（担当

こ やま み さき

小山美咲）

☎３－０５１２
尾鷲年金事務所
☎０５９７－２２－２３４０
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多目的交流施設説明会／年金だより

今年度、町では「道の駅パーク七里御浜」周辺のふれあい交流広場に、高齢者の生きがいや町の賑
わいを創出するエリアとして、また地域外からの人の流れをつくる集客交流拠点として多目的交流施

は

赤ちゃん／献血の実施／広報文芸／あとがき

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】 11月９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。

て

じ

献血の実施について

めまし

うし ろ

後呂
やす お

♥

たいしん

倉屋

み

けん た

安雄さん・麻美さん

れん

蓮くん

†問い合わせ先†
健康福祉課 健康づくり係（担当
☎３－０５１１

あや か

憲太さん・綾香さん

しも

み

ほ

下 美穂）

こえ

く

なつやす

むし

お
だ

えのもと

うえ の

にし

うら

い

し ん しょう

こ

なら よ

さ

あつ こ

まさ え

こ

ゆき お

み

てい

貞

さと こ

御浜町俳句会

さき

さ

こえしぼ

あき

す さき

す さき く

みなと

うし ろ

平成二十九年十月号

こ

のき

とも

お

せみうた

ざ しき

みち

うみ

織田 信勝

ぼ だい じ

た

らい う

いのち

ば

のこ

もど

しろ

あき

菩提寺に 子どもの声の 夏休み 

かど び

上野衣佐子

みね

みじ

あそ

こえ

ふた り

とゞ

10月は衣替えの時期です。季節の変わり目
で体調を崩してしまいがちですが、体調管理
には十分気をつけてください。
９月４日に紀南スポーツ推進委員連絡協議
会主催の体力測定会が熊野市営体育館で行わ
れ、昨年に続き参加しました。
住民等約100名が参加し、握力・上体起こ
し・長座体前屈・反復横跳び・20メートルシ
ャトルラン・立ち幅跳びの６種目で身体能力

門火焚く 軒から先に 暮れゆけり  榎本 楢代

敦子

ざま

お

ひとすじとお

きし

あとがき

くも

雲の峰 雷雨と共に 去りにけり 

西

正枝

ゆうぜみ

夕蝉や 短かき命 声絞り 

浦

くさ か

草刈られ 遊び場追われ 秋の虫 

須崎 行雄

い

生き状を 声に残して 蝉唄う 

須崎久美子

はな び

花火終え 二人に戻る 座敷かな 

湊

あきあつ

秋暑し 一筋遠し 白い道 

みち

よね こ

後呂 智子

ひ

なか の

陽の道が 岸まで届く 秋の海 

世帯数 4,244戸（－ 4 戸）

おお ゆ やけ

4,692人（－ 2 人）

げん し

さち こ

まる

女

ね

しもかわ

たてしま

4,131人（－ 1 1 人）

ね

よ せい

あきちか

男

き

なが

つ ま いそが

人 口 8,823人（－ 1 3 人）

紀の峰々は 原始のうねり 大夕焼  中納 米子

下川 幸子

とおはな び

遠花火 眺め余生を いとおしむ 

い

あきら

昭

うえ の やまあき こ

おおひら

しょう り ん

立嶋どうしん丸

と

かわすず

おや ふ こう

やまぐち

取り入れの 妻忙しく 秋近し 

みなもと

かさ

なか

上野山明子

おおみね

た

いえ

しょう る い

大峰を 源として 川涼し 

び

き

なな み

大平

むか

なに み

ふる

迎え火も 焚かず重ぬる 親不孝 

（ お は ぐ ろ ト ン ボ ）

ま

おはぐろや 何見に来たか 家の中  山口 正倫

さ

コスモスを 咲かせて待てる 古ベンチ 七
 海 笑涙

９月１日現在の人の動き
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木

くら や

泰心くん
ま

市

♥

阿田和

♥

♥

平成29年７月１日～31日届出分

を測りました。
昨年行われた体力測定会に参加した時と同
じ程度できたので良かったと思います。この
体力測定の結果を機に、日頃から運動を続け
なければならないと感じましたので少しずつ
でも運動していきたいと思いました。
今年もハロウィンの時期に、若手職員を中
心として役場を明るくする飾りつけを行いま
す。庁舎に足を運んだ時は、見ていただける
と嬉しいです。
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。）

1 日 資源持込日
2 月

8：00～12：00

くら し の カレンダー 10

くるくるタウン

紙、
衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）
バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館

3 火 卓球教室

19：00～21：00

阿田和中学校

金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

行政･人権･心配ごと相談 9：00～11：00 役場1階第1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

（阿田和・尾呂志地区）

18 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

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）

３歳児健診（個別通知） 御浜町福祉健康センター
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
19 木
4 水 サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校
ソフトテニス教室 19：00～21：00 阿田和小学校
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館
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
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
20 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
19
：
00～21
：
00
阿田和中学校
卓球教室
5 木
ストレッチ・エクササイズサークル 10：00～11：10 中央公民館 21 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
子どもの広場 9：30～11：30 御浜町福祉健康センター
6 金
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
資源持込日 8：00～12：00 くるくるタウン
22 日
粗大ごみ収集日（訪問）
各種がん検診 中央公民館
7 土 ミニバスケットボール教室 13：30～15：30 御浜小体育館
紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）
23 月
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館

8 日 資源持込日

8：00～12：00

くるくるタウン

9 月 体育の日
10 火 卓球教室

24 火 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）

19：00～21：00

阿田和中学校

年金相談 10：00～14：00 役場１階第１、２会議室
金物資源、金物・プラスチックごみ収集日
（市木・神志山地区）

11 水 サッカー教室

サッカー教室 19：00～20：30 御浜中グラウンド
25 水 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

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
資源プラスチック収集日
26 木
ミニバスケットボール教室 18：00～19：30 御浜小体育館
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
ゴルフ教室 19：00～21：00 ダイヤモンドヒル
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

無料法律相談（弁護士） 13：30～15：30 役場３階第５会議室 27 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
資源プラスチック収集日
12 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 28 土
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター
ちょっと気になる子ども相談
（要予約） 役場３階和室 29 日
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
13 金 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（阿田和・尾呂志地区）
30 月
粗大ごみ収集日
（持込）
バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館
太極拳教室 19：00～20：30 志原公民館
31 火 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
14 土
ゴルフ教室 9：30～12：00 清掃センター

10月の納税期限

15 日 資源持込日

8：00～12：00

役場

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
16 月 庭の草・小枝収集日
バレーボール教室 17：30～19：00 御浜中体育館

17 火

多重債務者相談（要予約） 10：00～12：00 役場1階第1会議室
卓球教室 19：00～21：00 阿田和中学校

●町
県
民
税 第３期
●国 民 健 康 保 険 税 第４期
●後期高齢者医療保険料 第４期
納期限

10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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敬老の日にちなみ、町内で満

みはま

９／６
（水）
長寿のお祝い

広報

みて見てみはま

2017.10. No.582

100歳と満88歳になられた方を対象
に、長寿のお祝いの膝掛けなどを
お渡しさせていただきました。
今年の該当者は、100歳の方が
４名、88歳の方が73名です。
今回、88歳のお祝いで取材しま
した原きみさんは、
「大自然に囲
まれて空気が良い環境で育ち、畑
に歩いていくなど体を動かしてい
ます。
」とおっしゃっていました。
ください。
満88歳のお祝いを受ける原きみさん（中央）
（平成29年10月１日発行）

コンサートで演奏する吹奏楽部

８／23(水)グランマの会 夏休みおはなし会

８／28（月）志原保育所で吹奏楽コンサート

グランマの会による「夏休みおはなし会」が、
みはまっ子学童クラブで開かれ、学童クラブの

紀南高等学校の吹奏楽部と美術部の部員16名
によるコラボコンサートが志原保育所で開催さ

子どもたちが紙芝居などを楽しみました。
グランマの会は10年ほど前から町内３小学校

れました。
両部は昨年から共同でコンサートを開いてお

で読み聞かせを行っており、夏休み期間中、学
校で行っている読み聞かせと違った形で子ども

り、今回吹奏楽部は３曲用意し、美術部は曲に
合わせた舞台セットを作成しました。

たちに読書の楽しさを伝えようと有志会員が企
画したものです。
手作りしたパネルシアターや紙芝居などを行

園児たちが大好きな映画の曲を中心に演奏し
たので、
手拍子や口ずさむ園児たちもいました。
また、吹奏楽部の使用している各楽器の音色

い、子どもたちを楽しませていました。

を紹介するコーナーがあり、工夫をして園児た
ちを楽しませていました。
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いつまでもお元気で長生きして

