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防災情報

No. 80

災害時等の情報収集にお役立てください
防災情報

災害情報・避難情報を入手するため、防災行政無線のメール配信をご利用ください
町では災害情報・避難情報等を防災行政無線放送により、みなさんにお知らせしています。あわせ
て、防災行政無線放送内容のメール配信（登録制）も行っています。
下記の方法によりご登録いただくと、ご自身の携帯電話、スマートフォン、パソコン等で防災行政無
線の放送内容をメール等にて受信・確認することができます。ぜひご利用ください。
【防災行政無線放送のメール配信登録方法】
※携帯電話・スマートフォン等でメールの受信拒否設定（ドメイン設定 等）をしている場合は
mihama-town-bousai@jyouhou-station.jp からのメールを受信可能にしてください。
① 左のQRコードを読み取り専用Ｗｅｂページへアクセスしてください。
（下記ＵＲＬから直接アクセスすることも可能です）
QR コード
http://panasender.jyouhou-station.jp/Mihama-Main/mobile/main.html
②配信希望登録をクリックし受信エリア（お住まいの地区等）を選択してください。
③新規メール画面が表示されますので、何も記入せず空メールを送信してください。
④登録完了です。
→登録メールアドレス（携帯電話、スマートフォン、パソコン等）へ防災行政無線の
放送内容をテキストにてメール配信します。

防災行政無線の内容を電話応答サービスで確認できます
防災行政無線の放送内容が電話応答サービスで確認できます。
電話番号（☎３－０５６７）へ電話をかけて、音声ガイダンスに従い放送内容を確認してください。
聞き逃した放送内容や再度確認したい放送内容などを確認できますので、ぜひご利用ください。

防災行政無線戸別受信機から行政放送が聞こえていますか？
町では、デジタル戸別受信機の新規配布世帯と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、機器の設置や機器調整及び屋外アンテナ設置を行っています。まだご家庭に機器が配布され
ていない場合や、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、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使用上の注意点
受信機をコンセントに接続し電源を入れると、受信機本体正面のＡＣ
ランプ（緑）が点灯します。このＡＣランプ（緑）が常時点灯している
状態が正常です。（放送が受信可能です）

AC ランプ

防犯灯の電球切れを見かけた方は役場 総務課 防災係へお知らせください
町内に設置してある防犯灯の電球切れを見かけた方は役場 総務課 防災係（☎３－０５０５）へお知
らせください。
お知らせいただく際、電柱に貼り付けてある番号（右記写真参考）を
伝えていただけるとスムーズに手続きができますので、ご協力をお願い
します。
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令和元年度 第１回 御浜町防災会議を開催しました

防災情報

７月１日（月）役場くろしおホールにて「令和元年
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・消防署・自衛隊等の防災関係機関、
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。
今回の会議では、平成30年度実施の防災・減災対策に
関する事業報告（避難行動要支援者対策の進捗状況、
第２回総合防災訓練の結果等）及び、令和元年度予定
の防災・減災対策（避難行動要支援者対策、第３回総
合防災訓練の計画等）に関する説明を行い、参加関係
機関との情報共有及び連携強化を図りました。

御浜町消防団退団者へ感謝状授与式が行われました
６月27日（木）役場 町長室にて平成31年３月31日付で消防団を退団された方への感謝状授与式が行わ
れました。
やまもとりきとし
しばさきひろ や
授与式には、山本力敏 元阿田和分団 分団長と芝﨑裕也 元尾呂志分団 部長が出席し、町長から感謝状
が贈られました。
○平成31年３月31日付退団者
やまもと

りきとし

まつもと

ゆう じ

しばさき

ひろ や

ふじ い

こうせい

・山本 力敏（元 阿田和分団 分団長）
・松本 祐二（元 阿田和分団 団員）
・芝﨑 裕也（元 尾呂志分団 部長）
・藤井 弘誠（元 尾呂志分団 団員）
ふ

じ もとしん や

わ

だ

・冨士本伸也（元 市木分団 班長）
ゆう き

・和田 勇紀（元 市木分団 団員）
多年にわたり消防団活動にご協力いただきありがと
うございました。

大地震に備えてみんなで「家具固定」に取り組みましょう
町では補助制度により家具固定器具の購入に補助金を出すなど、各家庭の家具固定を推進して
います。寝室や台所など、普段いる時間の長いところの家具から固定していきましょう。
※ご家族等で設置が困難な場合は、家具固定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。
詳しくは役場 総務課 防災係（☎３－０５０５）までご連絡ください。

†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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令和元年９月診療分から 未就学児の福祉医療費窓口無料化を実施します
未就学児の福祉医療費窓口無料化実施

福祉医療費制度では窓口で医療費を支払い後、口座へ振り込む償還払い方式で助成していますが、
令和元年９月診療分から６歳までの子どもの医療費について、窓口で支払いをせずその場で助成を受
けられる窓口無料化（現物給付）を県内の医療機関で実施します。
○次のいずれにも当てはまる場合は、窓口負担が無料になります。
１．御浜町の福祉医療費（子ども医療費、一人親家庭等医療費、障がい者医療費）の受給資格があ
る６歳までの子ども（６歳になった日以降の最初の３月31日まで、４月１日生まれの人は前月
末日まで）
２．県内の医療機関（医科、歯科、調剤薬局）での保険適用となる医療費であること。
３．受診時に福祉医療費受給資格者証（現物給付）を提示すること。
４．国民健康保険加入者の入院の場合は、保険者から発行される限度額適用認定証を提示すること。
※公費負担医療制度（小児慢性特定疾病や育成医療等）の受給者証を持っている人は一緒に提示し
てください。
※窓口無料化に対応していない県内医療機関もありますので、受診の前に医療機関等へご確認くだ
さい。
○窓口無料にならないもの
次のものは医療費助成の対象となりませんので、窓口でお支払いください。
・入院時の食事療養にかかる標準負担額
・保険適用とならないもの（健康診査、予防接種、差額ベッド料 等）
・認定こども園保育所や保育園でのけがや病気による診療で、日本スポーツ振興センター災害共済
の給付対象となるもの
・交通事故などの第三者行為による診療
○受診時に受給資格証を提示できなかった場合は
窓口で医療費を支払うことになりますが、後日受給資格証を医療機関に提示すれば、償還払い方式
で助成します。
○注意事項
・認定こども園保育所や保育園でのけがや病気による診療、交通事故など第三者行為による診療の
時は、受給資格証は使用しないでください。
・町外への転出などで受給資格を喪失した後は、受給資格証は使用できません。速やかに受給資格
証を返還してください。
○適正な受診にご協力ください
・休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるためのものです。休日
や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないかをもう一度考えて
みましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでな
く、重複する検査や投薬でかえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。今受けて
いる治療に不安があるときは、医師に伝えて話し合ってみましょう。

†問い合わせ先†
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健康福祉課 福祉係（担当

く

ぼ たか と

久保貴翔）☎３－０５１５

今後の がん検診
各種がん検診

今後のがん検診

9/14

【場 所】御浜町福祉健康センター
【日 程】９月 14 日（土）
※９月６日（金）までに申し込みください。
方

法

時

間

胃がん検診

胃部X線検査

８：00 ～ 10：00

大腸がん検診

便潜血検査
（検便提出）

８：00 ～ 11：00

乳がん検診
（マンモグラフィ）

乳房X線検査
（マンモグラフィ）

９：00 ～ 11：00

子宮頸がん検診

視診･頸部細胞診･内診

13：00 ～ 14：00

対

13：00 ～ 14：00
13：00 ～ 14：00

象

料

金

検診当日満 40 歳以上

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

検診当日満 20 歳以上

1,300 円

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（300 円）が必要となります。

ご都合の良い日に受診できます

医療機関でも受診ができます

町では、検診車での集団検診のほかに、下記の医療機関でがん検診を実施しています。
同一の検診につき、個別医療機関か集団検診のどちらかで年に一度受診できます。
【実施期間】４月１日～３月 31 日（但し、新宮市内は５月～） ※直接、医療機関へ電話申込み

実施医療機関
検診名

対

象

子宮頸がん

20歳以上

検診

女性

乳がん検診 40歳以上
女性
（マンモグラフィ )

自己負担

実施医療機関

大石産婦人科医院
2,000 円 矢島医院
いずみウィメンズクリニック

0597－89－1717
0735－22－2337
0735－21－0311

2,500 円 紀南病院（健診センター）

2－1333

尾呂志診療所

4－1014

尾辻内科クリニック
0597－85－2021

紀南病院（健診センター）
2－1333
大腸がん
検診

40歳以上
男女

谷口クリニック

2－4333

1,500 円 西久保内科クリニック

3－1155

協立内科外科医院
0597－89－5035
小山医院

まつうらクリニック 3 － 0 1 5 0
大石医院

0597－85－2043

0597－89－2701

島崎整形外科医院
0597－89－3739

原田医院
大石産婦人科医院
和田医院
0597－89－1717

0597－88－0035
0597－85－3668

○対象者の受診費用に一部助成し、実際より少ない自己負担額で受けていただけます。
○個別医療機関での、町の胃・乳がんエコー・前立腺がんの個別検診の実施はありません。
※集団検診の日程については、
４月に対象世帯に送付した
“平成 31 年度御浜町各種がん検診等のお知らせ”
（水
色の用紙）を参照ください。
おく だ やすひろ

†申込み・問い合わせ先† 健康福祉課 健康づくり係（担当 奥田恭大）☎３－０５１１
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オール御浜でごみ減らし隊通信

“チャレンジ！ ごみ減量化”
（第２回・
「紙資源の分別」編）
オール御浜でごみ減らし隊通信

【お手元の紙類をそのまま燃料ごみに混ぜていませんか？】
燃料ごみの中には、いろいろなものが混ざって出されます。前回お知らせした生ごみと同様、特に
見直していただきたいのが、資源にできる紙類を燃料ごみに混ぜて出してしまうことです。例えば、
4 4
〇食事の調理の時に、いらなくなったカレーの空き箱などを、つい燃料ごみに入れてしまう
4 4
〇お子さんの食べたお菓子やティッシュペーパーの空き箱などを、つい
燃料ごみに入れてしまう
4 4
〇ホチキス針などの小さな紙箱を細かいものだからと、つい燃料ごみに混ぜてしまう 等々…。
以上のように、家事の忙しさや資源と意識せずに「ついつい」燃料ごみに出されてしまっています。
紙製の空き箱類は、小さなものであっても十分資源に活かせます。また、これからはお中元シーズ
ンを迎え、贈答品の空き箱類が増える時期となるため、分別にご協力お願いします。まずは、ごみ袋
に入れてしまう前に資源になるかどうかを確かめてください。もし、資源になるかどうかわからない
ものがある場合は、お気軽に生活環境課まで問い合わせください。

≪本、雑誌、
新聞、
チラシ以外の紙資源になるもの、
ならないものについて≫
種別

品目名

分別のルール、ポイント等

・お菓子・調味料などの紙箱

資源になる紙類

・使用済みの書道半紙

→「紙の日」に出す

・文房具などの紙製包装箱

など

・使用済のティッシュペーパー

資源にならない紙類
→「燃料ごみの日」に出す

・線香や芳香剤の強いニオイが染
みついた紙箱 など

種類や大きさの同じものは、まとめて
から出してください。
汚れた紙、強いニオイのついた紙、水
などにぬれてぼろぼろの紙類は資源に
なりません。

◎お願い◎
最近、
段ボール製の紙箱の中に段ボール以外の紙類やごみ類（新聞、
チラシ、
小さなメモ用紙やレシー
ト、使用済みティッシュやその他のごみ）を詰め込んで出しているものが増えています。このような
出し方をすると、収集後にすべて中身を取り出してから分別し直さなければならず、作業にたいへん
手間がかかります。紙の種類ごとに分別をしてから出していただきますよう、ご協力をお願いします。

≪令和元年６月のごみ・資源処理量の動きをお知らせします≫
種別
燃料ごみ
不燃ごみ
粗大ごみ
資源類
草・小枝
６月合計
４月からの累計

†問い合わせ先†
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今年６月の処理量 昨年６月の処理量
１０６，
０３０kg
１１，
４００kg
４，
８４０kg
４６，
８７７kg
５，
９６０kg
１７５，
１０７kg
５５３，
６９０kg

１１９，
８４０kg
１５，
２８０kg
３，
５２０kg
２７，
８１０kg
６，
０６０kg
１７２，
５１０kg
５５５，
２４９kg

生活環境課 環境係（担当

増減比較

住民 1 人・１日当りごみ量

△１３，
８１０kg
△３，
８８０kg
＋１，
３２０kg
＋１９，
０６７kg
△１００kg
＋２，
５９７kg
△１，
５５９kg

はしむらもりひろ

橋村守裕）☎３－０５１３

◇平成 31 年４月～
令和元年６月の排出量

７１１g

（参考）
平成 30 年４月～
６月の排出量

７００g

ウォーキング教室 の 開催 について
親子やご友人同士、

ウォーキング教室の開催について

熊野古道世界遺産登録 15 周年記念事業
浜街道を歩いてみよう！！

ウォーキングを

されている方などお気軽に
【日 時】10 月 19 日（土）
ご参加ください♪
９：30 ～ 11：00
（受付、血圧測定：９：00 ～）
※雨天の場合、11 月 30 日（土）に延期

【場 所】阿田和公民館 大ホール
ウォーキングコース：浜街道の一部
（阿田和公民館を出発し、約 2.6km、所要時間約 30 分のコースです）
【内 容】健康運動指導士によるウォーキング講座、準備体操、ウォーキング実践
すぎうらもと し
【講 師】P-UP 新宮 健康運動指導士 杉浦資史氏
【対象者】町内在住の方
※運動制限のある方はご遠慮ください。
【定 員】先着 30 名
【参加費】無料
※保険加入のため、お名前を保険会社に報告させていただくことがあります。
【申込み】８月 13 日（火）から
※定員になり次第受付終了となります。
【持ち物】動きやすい服、運動靴、タオル（汗拭き用）
、水分、帽子

教室終了後も、参加された方をはじめ、町民のみなさんが自主的にウォーキングを
続けられるよう、サポートさせていただければと思っております。
「ウォーキングを続けたいけど、一人じゃ続かなそう…」
、
「みんなとわいわい楽しく
続けたい！」という方も大歓迎です。
ご友人やご家族を誘っていただいても構いません。
希望される方はお伝えください。

†申込み・問い合わせ先†

健康福祉課 健康づくり係（担当

おか だ みず き

岡田瑞希）☎３－０５１１
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情報公開 の 状況 について
情報公開の状況について／「救急の日」におけるイベント開催のお知らせ

開かれた行政を推進するため、行政情報の公開を推進しています。
御浜町情報公開条例は、公文書の原則公開を定めたもので、町長をはじめすべての行政機関が対象
となっています。
平成30年度情報公開制度の利用実績
【請求件数】
36件
【処理状況】
【公
開】 36件
＜請求内容＞
工事、測量・設計、管理業務に係る設計書に関する請求 合計36件
情報公開の請求窓口は総務課で、公文書公開請求書にて請求すると原則15日以内で公開、非公開の
決定がされます。
公開の請求手続きや閲覧は無料ですが、コピーや郵送をご希望される場合には、原則、実費をご負
担いただきます。また、個人に関する情報が含まれていたり、行政運営を進めるうえで支障があるも
のなどについては、非公開や部分公開となるものもあります。
決定に不服のある場合には、審査請求を行うことができます。
なお、個人情報保護制度における本人情報の公開請求はありませんでした。
†問い合わせ先†

総務課 総務係（担当

にし だ ひで お

西田秀雄）☎３－０５０５

令和元年度
「救急の日」イベント を 開催します
９月９日は「救急の日」です。９月９日を含む１週間は「救急医療週間」として、各機関において
啓発活動やイベント等が予定されています。紀南地域では、災害時等の医療体制について考える機会
として、下記のとおりイベントを開催します。ぜひご参加ください。
【テ ー マ】君たちに何ができるのか！

【開催日時】９月２日（月）18：30 ～20：30（18：00受付開始）

【開催場所】紀宝町まなびの郷きらめきホール（南牟婁郡紀宝町鵜殿1147－２）
【内

容】

（第１部）講演：「熊野でつながる救命救急24時～命はこうして救われる～」
いわしたよしあき

もりもとしん の すけ

講師：岩下義明氏（医師）、森本真之助氏（紀南病院医師）、熊野市消防本部職員
まつむら か おり

（第２部）松村香織（元SKE48）トークショー ～東日本大震災復興支援の経験から～
【参 加 費】無料
【主

催】紀南地域救急医療対策協議会

【申 込 み】名前、所属または住まいの市町をお知らせください。

申込者多数の場合は申込みを締め切ることがあります。
※詳しくは下記までご連絡ください。
紀南地域救急医療対策協議会事務局（三重県熊野保健所総務企画課内）
☎0597－85－2158 FAX：0597－85－3914 E-mail：khoken@pref.mie.lg.jp

†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

風しん抗体検査 と 予防接種 について

令和元年度 クーポン券通知対象者
本年度は、町内に住民登録がある1972（昭和47）年４月２日から1979（昭和54）年４月１日生まれ
までの男性（６月下旬にクーポン券を個別送付しています）
※1962（昭和37）年４月２日から1972（昭和47）年４月１日生まれまでの男性で受診を希望する人
は、クーポン券を発行しますので、健康福祉課健康づくり係へ問い合わせください。
風しんについて
風しんは、風しんウイルスが感染者の飛まつ（唾液のしぶき）などによって他の人にうつ
る、感染力が強い感染症です。潜伏期間は２～３週間で、主な症状として発疹、発熱、リン
パ節の腫れがあります。
・人が集まる場所で、多くの人に感染させる可能性があります。
・妊娠早期の妊婦に風しんを感染させると、赤ちゃんが先天性風しん症候群（眼や耳、心臓
に病気をもって生まれること）になる可能性があります。
・大人になって風しんに感染すると、小児にくらべて症状が重くなることがあります。
※詳しくはホームページをご覧ください。
風しん

厚生労働省

†問い合わせ先†

健康福祉課 健康づくり係（担当

児童扶養手当

おく だ やすひろ

奥田恭大）☎３－０５１１

現況届 の 手続き について

児童扶養手当は、子どもの健やかな成長を図るため、ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援する
制度です。児童扶養手当の認定を受けている方は、毎年８月に現況届を提出していただく必要があり
ます。この届は、受給資格の審査と前年の所得状況を確認するためのものであり、所得超過のために
手当が支給停止になっている人も提出が必要です。この届を提出されないと受給資格があっても８月
以降の手当が受けられなくなります。対象の方には案内を送付しますので、必ず手続きをしてくださ
い。
†問い合わせ先†

健康福祉課 子ども家庭室（担当

いけもと

じゅん

池本 淳）☎３－０５０８
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風しん抗体検査と予防接種／児童扶養手当の現況届

1962（昭和37）年４月２日から1979（昭和54）年４月１日生まれまでの男性を対象に、風しん抗体
検査および予防接種が始まりました。
今までに風しんにかかる公的な予防接種を受ける機会がなく、また、風しん抗体保有率の低い世代
の男性を対象に「風しんの抗体検査」と「風しんの第５期予防接種」を無料で実施することになりま
した。
無料で実施できる期間は2022（令和４）年３月31日までの３年間に限定されていますので、対象者
はこの機会にぜひ受診してください。

障がい者・一人親家庭等・子ども の 医療費 を 助成 しています
～福祉医療費助成制度～

福祉医療費助成制度／御浜町中央公民館開館
周年記念事業（音楽）

30

保健の向上と福祉の増進を図るため、障がい者、一人親家庭等、子どもの方に対し、医療費の助成を
行っています。
これらの医療費の助成を受けるためには、
役場健康福祉課での申請が必要です。
〇現在、
福祉医療費助成を受けている方へ
福祉医療費助成制度は、毎年９月１日に受給資格を更新します。対象者や扶養義務者の方は平成31年
度
（平成30年中）
の所得を確認し、
引き続き該当する場合には８月末に新しい受給資格証を送付します。
※所得制限を超える方は更新されませんので、その旨を通知します。ただし、平成31年１月２日以降
に転入し、平成31年度の所得が確認できない方については、更新申請の案内を送付しますので手続
きをお願いします。
〇福祉医療費助成制度の概要
助成の種類
障がい者

一人親家庭等
子ども

対 象 者
○身体障害者手帳１～３級の認定を受けた方
○知的障害の判定を受けたＩＱ 50 以下の方、
または療育手帳Ａ１、Ａ２、Ｂ１の認定を受けた方
○精神障害者保健福祉手帳 1 級の認定を受けた方（通院にか
かる費用のみ）
○一人親家庭等の母または父と 18 歳年度末までの子ども
○父母のいない 18 歳年度末までの子ども
○ 18 歳年度末（高校卒業まで）の子ども

助

成

額

医療費の保険診療自己
負担分
※端 数処理の関係で実
際の窓口支払額と 10
円未満の違いが生じ
る場合があります。

※各助成とも、
それぞれに所得制限が設けられています。
※助成対象となる
「自己負担額」は、高額療養費として支給される額、加入医療保険からの療養付加給
付金を除いた保険診療額とします。
†問い合わせ先†

く

健康福祉課 福祉係（担当

ぼ たか と

久保貴翔）☎３－０５１５

御浜町中央公民館開館30周年記念事業 宝くじまちの音楽会

南こうせつwithウーファン～心のうたコンサート～公演
宝くじの助成により、御浜町中央公民館開館30周年を記念して「宝くじまちの音楽会・南こうせつ
withウーファン～心のうたコンサート～公演」を開催します。おなじみの南こうせつさんのヒット曲と
ウーファンさんによる美しい中国古箏の響きは聴く人々を魅了することでしょう。また、地元御浜女声
コーラス「うたオーレ」のみなさんとの共演コーナーなど、だれもが楽しめる内容となっています。
【日
時】10 月 22 日（火・祝）＜開場＞ 17：30 ＜開演＞ 18：00
【場
所】御浜町中央公民館（アメニティーホール）
【チケット】大人 2,000 円（全席指定）
※おひとり４枚までお求めいただけます。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

【チケット発売日】８月 25 日（日）９：00 より
【発売場所】御浜町中央公民館（アメニティーホール）
【主
催】御浜町・教育委員会
三重県・
（一財）自治総合センター
※車でお越しの方で、
「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。
か み が い と もり お

†問い合わせ先† 御浜町中央公民館（担当 上垣内守雄）☎２－３１５１
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御浜町中央公民館開館30周年記念事業

劇団新制作座

演劇「泥かぶら」公演

【日

時】９月 20 日（金）
昼の部（学校芸術鑑賞）
＜開場＞ 13：30 ＜開演＞ 14：00
夜の部（一般公開）
＜開場＞ 17：30 ＜開演＞ 18：00
【場
所】御浜町中央公民館（アメニティーホール）
【チケット発売日】７月 28 日（日）９：00 より
大人 1,000 円（全席自由）
【発売場所】御浜町中央公民館 【主
催】教育委員会

※車でお越しの方で、
「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。
か み が い と もり お

†問い合わせ先† 御浜町中央公民館（担当 上垣内守雄）☎２－３１５１

平和 な 世界 をめざして
～８月 は「御浜町平和月間」～
町では、８月１日から 31 日までの１ヶ月を「御浜町平和月間」と定め、町民のみなさんの自主的な
活動と連携を図りながら平和を願う取り組みを行います。一人ひとりが、戦争のない社会、平和な世
界を作るためにはどうしたらよいかを考え、みんなで話し合いましょう。
原爆パネル展
【日時】８月２日（金）～８月 11 日（日・祝）
９：00 ～ 17：00 ※月曜休館
【場所】御浜町中央公民館３階ロビー
【内容】原 爆投下直後の広島と長崎の状況を伝
えるパネルと、御浜町町制 60 周年記念
事業として 20 年越しに掘り起した第五
福竜丸タイムカプセルの中から数点展
示する予定です。原爆の悲惨さを学び、
恒久平和について考える機会にしてい
ただけるよう開催します。
【主催】御浜町、教育委員会

平和のつどい 2019 夏
【日時】８月４日（日）
（開場）13：30 ～（開演）14：00 ～
【場所】役場３階 くろしおホール
【演題】今、平和の大切を考える。
【サブテーマ】郷土びとの証言
なか た
しげあき
〔講演〕中田 重顕 氏
さかもと
ひろ こ
〔朗読〕阪本 浩子 氏
【主催】コープみえ・へいわの会
う しろきみ こ
（代表 宇城公子）
【問い合わせ】☎２－１８０５
【共催】御浜町

おおはたあや こ

†問い合わせ先† 総務課 総務係（担当 大畑綾子）☎３－０５０５
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周年記念事業（泥かぶら）／御浜町平和月間

＜この演劇の内容は次のとおりです。
＞
みにくくても自分の顔を恥じず、いつでもにっこり笑い、人のために尽くそうとすれば、必ずその
人間は美しくなるという事を教えてくれる。自分が変われば自分の周りの環境が変わる。辛くて苦し
いかもしれないけれど、他人の喜びが自分の喜びに変わって周りが幸せになっていく。
この演劇「泥かぶら」は、人の心を優しいものにし、どういう人間にも生きる喜びがあるという事
を感じさせてくれる作品です。
（公演時間は約２時間）

御浜町中央公民館開館

御浜町中央公民館開館 30 周年記念事業として、
劇団新制作座演劇「泥かぶら」の公演を開催します。

情報 コ ー ナ ー
情報コーナー

東京2020オリンピック聖火リレー
聖火ランナー募集します

学生奨学金返還支援事業助成金の
募集のお知らせ

東京オリンピック 2020 オリンピック・パラ
リンピック聖火リレー三重県実行委員会では、
聖火ランナーを募集しています。

県では、若者の県内定着を促進するため、県
内の指定地域への居住等を条件に、大学生等の
奨学金返還額の一部を助成します。
【募集期限】令和２年１月 17 日（金）
17：00 まで
【応募資格】申請時に大学院、大学、短期大学、
高
 等専門学校、専修学校専門課程の
最終学年またはその１年前の学年
の在学生で就業先が決まっておら
ず、卒業後に県内の指定地域に定住
を希望される方（その他条件あり）
※詳 細は下記まで問い合わせくだ
さい。
【募集人数】20 人
【助成金額】在学中に借受予定の奨学金総額の
1 ／ 4（上限 100 万円）
†問い合わせ先†
三重県戦略企画部 戦略企画総務課
☎０５９－２２４－２００９

【応募期間】７月１日（月）～８月 31 日（土）
【応募方法】三 重県ホームページに記載の募集
要
 項をご確認のうえ、下記の方法
で応募してください。
〇応募フォーム（三重県電子申請・
届出システム）による申込み
〇電子メールでの申込み
〇郵送での申込み
※「応募要項」及び「応募用紙」は、県庁・
各県庁舎・御浜町教育委員会で配布してい
ます。
【主な応募条件】
〇平 成 20 年４月１日以前に生まれた方（令
和２年度に中学１年生以上の方）
〇国籍・性別は問いません
〇三重県にゆかりがある方 など
※詳細は、聖火ランナー募集要項をご確認く
ださい。
【走行について】
〇１名あたりの走行距離は、約 200 ｍです。
（走行速度は、ご自身のペースでゆっくり

走る程度です。
）
〇走 行日時・走行場所は当選後に東京 2020
組織委員会が別途指定します。
†問い合わせ先†
〒５１４－８５７０
三重県津市広明町 13
東 京 2020 オリンピック・パラリンピック聖
火リレー三重県実行委員会
（事務局：三重県地域連携部国体・全国障害

者スポーツ大会局スポーツ推進課内）
☎０９０－２６４１－１６９５
E-mail：mierun@pref.mie.lg.jp
＜聖火リレー聖火ランナー募集サイト＞
h ttp://www.pref.mie.lg.jp/SPORTS/HP/
m0011300113.htm

12

AMドリームス応援弾丸バスツアー
御浜町少年野球チームの AM ドリームスが
東京都で行われる小学生の甲子園ともいわれる
たかまどのみや し はい

高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会に三重県代
表として出場します。みんなで子どもたちの応
援に行きましょう。
【試合日時】８月 19 日
（月） 午後 2 時 15 分～
【出発地】ピネ観光センター横駐車場
【出発日時】８月 19 日
（月） 午前１時出発（仮）
８月 19 日
（月） 午後１時到着（仮）
【参加募集人数】約 40 名
【参加費】一般・高校生 １万円
中学生
５千円 ※要引率者
小学生
無料
※要引率者
お食事は自己負担となります。
†申込み・問い合わせ先†
美浜自動車
☎２－２０３７
☎０９０－５４５６－２１６８
中道商店
☎２－１０３０
☎０９０－２６８０－９２２７

■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。

海上保安庁では、2020 年４月に入校する海
上保安大学校の学生採用試験を以下のとおり実
施します。
〇海上保安大学校
【受 付 期 間】
・インターネット申込み
８月 22 日（木）～９月 2 日（月）
・郵送または持参申込み
８月 22 日（木）～８月 26 日（月）
【第１次試験】10 月 26 日（土）
、27 日（日）
【採 用 予 定】令和２年４月
この募集に関する詳細は、海上保安庁のホー
ムページをご覧いただくか、下記まで問い合わ
せください。
†問い合わせ先†
尾鷲海上保安部管理課（担当
☎０５９７－２５－０１１８

平野、塩月）

陸・海・空自衛官を募集します
防衛省では、2020 年春入隊予定の一般曹候
補生を募集しています。試験日程等は次のとお
りです。
採用種目

一般曹
候補生

受付期間

９月６日
（金）
まで

試験日
会 場

受験資格
内容

【１次試験】
９月 20 日～
18 歳以上 33
22 日
のうち１日 歳未満の者
【会場】
三重県津庁舎 【１次試験】
筆記試験
【２次試験】 適性検査
10 月 11 日
～ 16 日
【２次試験】
のうち１日 口述試験
【会場】
身体検査
陸上自衛隊
久居駐屯地

※試験会場については、変更となる場合があり
ます。
†問い合わせ先†
自衛隊熊野地域事務所
☎０５９７－８５－２２１４

情報コーナー

2019年度 海上保安大学校
学生採用試験のお知らせ

紀宝警察署メールボックス
令和元年度
三重県警察官及び警察事務官の募集
１

申込受付期間
７月 26 日（金）～８月 26 日（月）
※警察官と警察事務官の併願可能

２

問い合わせ
 験案内・申込書は、紀宝警察署・交番・
受
駐在所で配布しています。
インターネットからの申込みもできます。
三重県職員採用案内
HP http://www.pref.mie.lg.jp
†問い合わせ先†
紀宝警察署 ☎０７３５－３３－０１１０

尾呂志診療所休診日のお知らせ
８月 10 日（土）～ 14 日（水）の間、尾呂志
診療所は休診日となります。
※ 15 日（木）からは通常通り診療します。
尾呂志診療所

☎４－１０１４

†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

紀南医師会応急診療所
８/ ４
（日）

11 日 12 日 18 日
（日） （月・振休） （日）

25 日
（日）

応急
診療所

応急
診療所

まつうら
クリニック

応急
診療所

応急
診療所

【診療時間】
９：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00
【連 絡 先】
まつうらクリニック ☎３－０１５０
応急診療所
☎０５９７－８８－１００１
※祝日などの診療予定は医師の都合等により
変更となる場合がありますので、来院前に
必ず診療予定の医院、または熊野市消防本
部（☎０５９７－８９－０１１９）まで問
い合わせください。
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「出逢 い・結婚 に 関 する 何 でも 相談会」開催 のお知らせ
出逢い・結婚何でも相談会開催／夏休みをふれあいコーナーで

町では、若い世代の定住を促進するため若者同士が交流できるイベントを開催するなど、結婚への
入り口である出逢いの機会の創出に取り組んできました。
この取り組みの一環として「出逢い・結婚に関する何でも相談会」を開催します。
この相談会は、三重県が設置した「みえ出逢いサポートセンター」と共催するもので、参加された
方の相談には、県内各地で出逢いイベントやセミナーに関わり、サポート実績のある同センターの相
談員（男性１名・女性１名）が誠実に対応します。
①結婚を希望するご本人②子どもの結婚について悩みのある親御さん③従業員の結婚を応援したい
事業所の担当者など、どなたでも参加できます。
参加費は無料ですので、お気軽にご参加ください。
【相談会日時】８月 18 日（日）10：00 ～ 16：00、19 日（月）10：00 ～ 12：00
※相談時間は１組あたり 30 分
※事前予約制（予約申込みの期限 ８月 16 日（金）まで）
【会
  場】役場３階 第５会議室
【対
  象】町内及び近隣市町にお住まいの方
【参 加 費】無料
【参 加 申 込】参加には事前予約が必要です。参加を希望する方は８月 16 日（金）までに下記まで、
電話にて申込みください。
【参加申込み先】
みえ出逢いサポートセンター（月～金 10：00 ～ 18：00） ☎０５９－３５５－１３２２
HP https://www.deai-mie.jp/
検索
みえ 出逢い
†問い合わせ先†

企画課 企画係（担当

すず き

か しょう

鈴木嘉将）☎３－０５０７

夏休み を ふれあいコーナー で過ごしませんか
中央公民館２階ロビーに、ふれあいコーナーとして「読書スペース」と「学習スペース」を設置し
ています。読書スペースには中央公民館図書室にある本の中から、子ども向けの本を中心にロビーに
移動書架を設置しキッズスペースも用意しています。
学習スペースは夏休みの宿題など、お友達との学び合いの場として気軽に学習できるようなコー
ナーとなっています。下記期間中、
どちらも自由にご利用いただけます。夏休みを開放的な空間でゆっ
くり過ごしてみませんか？
【期 間】８月 30 日（金）まで ※土・日・月曜日を除く
【時 間】９：00 ～ 17：00
〇新刊書の購入希望を受け付けています。
 中央公民館の図書室には現在書籍が約１万冊ありますが、みなさんのリクエストに応えつつ、図書室を
充実させていきたいと考えています。みなさんから新刊書の購入希望を募集していますので、ご希望のあ
る方は、中央公民館まで申込みください。
※本の種類や内容等によって、購入できない場合もあります。
 今後もよりよい図書室づくりに向け、アンケートなどを実施していきますので、ご協力よろしくお願い
します。たくさんのご利用とみなさんからのご意見・ご要望をお待ちしております。
まな ご ひろ こ

†問い合わせ先† 教育委員会 生涯学習係（中央公民館）
（担当 眞砂寛子） ☎ ２―３１５１
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令和2年4月採用 御浜町職員 を 募集 します
種

募集
人数

事務

４名
程度

事務
( 身体障がい １名
者対象）
一
般
行
政
職

【受

社会福祉

１名

保育士

２名

付

個

主 な 受
別 要 件

験

資

格
共通要件

・平成２年４月２日以降に生まれた人
・昭和50年４月２日以降に生まれた人
・学校教育法に定める
・身体障害者手帳の交付を受けている人
・活字印刷文による出題及び口頭による面接試験に 高等学校以上の教育課
程を卒業した人、また
対応可能である人
は令和２年３月卒業見
・昭和55年４月２日以降に生まれた人
・社会福祉士及び介護福祉士法に定める社会福祉士 込みの人
の資格を有する人、または令和２年３月末までに
取得見込みの人
・地方公務員法第 16 条
（欠格条項）第１号から
・昭和55年４月２日以降に生まれた人
・児童福祉法に定める保育士の資格を有する人、ま 第５号までのいずれに
も該当しないこと
たは令和２年３月末までに取得見込みの人
・教育職員免許法に定める幼稚園教諭の普通免許状
を有する人、または令和２年３月末までに取得見
込みの人

期

間 】８月６日（火）から８月 28 日（水）までの役場執務時間内
※土・日曜日、祝日を除く
【試験日程及び会場】第１次試験 ９月 22 日（日）御浜町役場
※募集要項及び受験申込書は、役場総務課で配布します。また、御浜町ホームページからもダウンロー
ドできます。
（http://www.town.mihama.mie.jp）
受験資格等詳しくは、
募集要項で確認してください。
†問い合わせ先†

総務課 総務係（担当

年金だより

ど

い ゆう じ

土井勇二）☎３－０５０５

～国民年金基金のご案内～

国民年金基金は、国民年金（老齢基礎年金）
に上乗せができて、税金もおトクな、自営業や
フリーランスなど第１号被保険者の方々のため
の公的な年金制度です。
〇国民年金基金で老後に必要な生活費と年金額
のギャップを埋めることができます。
〇国民年金基金で高まる長生きリスクに備える
ことができます。
老後の備えとして生涯受け取ることのできる
「終身年金」は心強い味方です。
〇国民年金基金の強みはおトクな税制優遇で
す。

節税しながら老後資金の準備ができます。
ご家族の掛け金もまとめて控除できます。
詳しくは、下記まで問い合わせください。

†問い合わせ先†
全国国民年金基金三重支部
☎０１２０－６５－４１９２
みなみ
ゆう き
住民課 保険年金係 （担当 南 佑樹）
☎３－０５１２
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職員募集／年金だより

職

は

♥
あかさか

だいすけ

さや か

あ き

ま

こ

や

ま

やすゆき

ち ひろ

晃良さん・智尋さん

はきもの

ぬ

ふ
つ
ゆ

む

あ
あきら

御浜町俳句会

おおひら

大平 昭

まる

の まさ み

うえ の やまあき こ

さ

で ぐちこういち

上野山明子

たてしま

立嶋どうしん丸

令和元年八月号

げ こう じ

ふ

履物ぶくろ 振って下校児 梅雨明ける

きぬ

あらた

な つ ばらへ

や

今年も暑い夏の時期になりました。夏の
時期といえば、花火大会や盆祭り、ビアガー
デンなど様々なイベントが盛りだくさんです
ね。私もこの時期は、友達や親戚とバーベキ
ューする機会が増えるので今からとても楽し
みにしています。みなさんも飲みすぎには注
意しましょう。
表紙の写真は、７月４日（木）に阿田和保
育園で行われた七夕祭りの写真です。子ども

へび

な

く

しず

なか の よね こ

しもかわさち こ

す さきゆき お

あとがき

蛇の衣 脱ぎてうしろは 振り向かず

れい わ

い

つま

わ

令和成り われ新かに すこやかに

佐野正己

ぼんよう

凡庸に 生きて悔いなし 夏祓

ひ

とおはな び

つき

出口康一

ちち

なみおとちか

ぼん

ち

ふじおかふみ こ

世帯数 4,179戸（－ 1 0 戸）

てい

4,530人（－ 1 3 人）

貞

だ し ん しょう

女

みなと

お

4,006人（－ 1 2 人）

蒼介くん

あき ら

父の日や 妻は静かに ケーキ焼き

中納米子

ゆうしお

夕潮の 波音近し 遠花火

そ えん

ふ とん ほ

こ

下川幸子

ははかた

くぐ

たいよう

ちかみち

いと

母方は 疎遠となりて 盆の月

あさ

あめ

ねが

須崎行雄

ゆ はれ ま

かえ

ゆめたんざく

えのもとなら よ

男

そうすけ

髙本

ゆ

しずしずと 潜りぬけたり 茅の輪かな

藤岡文子

つ

梅雨晴間 朝の太陽 布団干す

湊

ほ

歩を返す 雨の近道 濃あぢさゐ

ひ

ゆうはくしょ

こ

こみ や のりたか

み

織田信勝

わか

う

たねみっ

す さき く

あつ こ

敦子

須崎久美子

にし

西

若き日の 夢短冊に 願い糸

せ なか

わ

たいじゅ

さ

榎本楢代

き

び

お

たま

「また来てね」背中に受けて 夕薄暑

く

よ ひら

込谷徳隆

ひとくち

ば ぐるま

さ

一口で 食ひたし枇杷に 種三つ

う

も

乳母車 そろそろ押して 大樹かげ

よ

四方に咲く 四葩の毬に スマホ挿す

人 口 8,536人（－ 2 5 人）

とも こ

たかもと

良典さん・麻友さん

７月１日現在の人の動き

一樹くん

泰之さん・朋子さん

あや ね

よしのり

いつき

檜作

森本 綾音ちゃん

洋太さん・亜木子さん
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志原

もりもと

彩夏ちゃん

よう た

ひづくり

凜ちゃん

大介さん・麻矢さん

♥
もり

森

りん

赤阪

♥

はじめまして／文芸／人口／あとがき

令和元年５月1日～
届出分

市木

♥

て

じ

めまし

達が楽しく踊る姿や、ママ、パパが温かい目
で見守る姿がとても印象的でした。私の子ど
もはまだ幼く、踊ることはできませんが、い
つか踊る日が来たらみなさんと一緒のように
温かい目で見守っていきたいと感じました。
８月に入って夏休みなどで外出する機会が
増えると思います。夏の時期は旅行やレジャ
ーなどで交通量が増えることが懸念されます
のでみなさんも交通ルールを守り、交通事故
防止に努めましょう！！
おお た たけゆき

（総務課 総務係 太田雄之）

…ごみ関係（生活環境課 ☎３－０５１３）
※燃料ごみは毎週火・金曜日に全域を収集します。
…健康づくり係関係（健康福祉課 ☎３－０５１１）
子ども家庭室関係（健康福祉課 ☎３－０５０８）
…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

8

資源プラスチック収集日
（全域）
18 日 資源持込日 8:00～12:00 役場北側駐車場
1 木 卓球教室 19:00～21:00 阿田和中学校第２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
紙の日収集（阿田和・尾呂志）
19
月
資源持込日 9:00～16:00 くるくるタウン
子どもの広場 9:30～11:30 御浜町福祉健康センター
2 金
うんどう教室（自主活動） 10:00～11:30
太極拳教室 19:00～20:30 志原公民館
（糖尿病負荷健診）
要予約
御浜町福祉健康センター
検診
（結核・肺がん検診）
3 土
ゴルフ教室 9:30～12:00 清掃センター
ミニバスケットボール教室 13:30～15:30 御浜小体育館
4 日

粗大ごみ収集日
（持ち込み・訪問）
資源持込日 8:00～12:00 くるくるタウン

5 月

紙の日収集
（市木・神志山）
資源持込日 9:00～16:00 くるくるタウン

6 火

卓球教室 19:00～21:00 阿田和中学校第2体育館
ゴルフ教室 19:00～21:00 みはまＧＧ

多重債務者相談 10:00～12:00 御浜町役場1階第１会議室
20 火 卓球教室 19:00～21:00 阿田和中学校第2体育館
ゴルフ教室 19:00～21:00 みはまＧＧ
行政・人権・心配ごと相談 9:00～11:00 役場１階第１会議室
ビンの日収集（阿田和・尾呂志地区）
21 水 ソフトテニス教室 19:00～21:00 阿田和小テニスコート
ゴルフ教室 19:00～21:00 みはまＧＧ
ミニバスケットボール教室 18:00～19:30 御浜小体育館
資源プラスチック収集日（全域）
４ヶ月児・10ヶ月児健診（個別通知） 御浜町福祉健康センター
22 木
卓球教室 19:00～21:00 阿田和中学校第２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

金物の日収集
（阿田和・尾呂志地区）
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
23 金
ありんこ広場 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
7 水 ソフトテニス教室 19:00～21:00 阿田和小テニスコート
ゴルフ教室 9:30～12:00 清掃センター
ゴルフ教室 19:00～21:00 みはまＧＧ
24 土
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 18:00～19:30 御浜小体育館
弁護士法律相談 13：30～15：00 役場３階第５会議室
25 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
（全域）
8 木
紙の日収集（市木・神志山地区）
卓球教室 19:00～21:00 阿田和中学校第２体育館
26 月
ストレッチ・エクササイズサークル 10:00～11:１0 中央公民館
資源持込日 8:00～16:00 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
卓球教室 19:00～21:00 阿田和中学校第2体育館
27 火
9 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
ゴルフ教室 19:00～21:00 みはまＧＧ
太極拳教室 19:00～20:30 志原公民館
ビンの日収集（市木・神志山地区）
ソフトテニス教室 19:00～21:00 阿田和小テニスコート
ゴルフ教室 9:30～12:00 清掃センター
28 水
10 土
ゴルフ教室 19:00～21:00 みはまＧＧ
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 18:00～19:30 御浜小体育館
山の日
11 日
資源持込日 8:00～12:00 くるくるタウン
資源プラスチック収集日（全域）
1才６ヵ月児健康診査（個別通知）御浜町福祉健康センター
29 木
12 月 振替休日
卓球教室 19:00～21:00 阿田和中学校第２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
13 火 ゴルフ教室 19:00～21:00 みはまＧＧ
年金相談 10:00～14:00 役場１階第１・２会議室
14 水 金物の日収集
（市木・神志山地区）
ゴルフ教室 19:00～21:00 みはまＧＧ
15 木 資源プラスチック収集日
（全域）
16 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
17 土 行政・人権・心配ごと相談 9:00～11:00 役場１階第１会議室

30 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

31 土

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

８月の納期限 ９月２日（月）
●町 県 民 税
●国 民 健 康 保 険 税
●後期高齢者医療保険料

第２期
第２期
第２期

※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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みはま

６／27（木）認定こども園志原保育所七夕祭り
７／４（木）阿田和保育園七夕祭り

広報

みて見てみはま

2019. ８. No.604

ヨーヨー釣りで楽しむ園児（阿田和保育園）

積極的に手を上げる参加者

６／11（火）図書カードが寄贈されました

６／15（土）阿田和中学校での防災体験型講座

株式会社第三銀行様と株式会社キナン様より
御浜町に図書カード（30万円分）が寄贈されま
した。この図書カードは小中学校の学校図書充

阿田和中学校で、東北大学講師で元石巻西高
さいとうゆき お
等学校長の斎藤幸男さんによる防災体験型講座
が開かれました。阿田和中学生、小学生、地域

実のために使われる予定で、町内の７校にそれ
あさ の
ぞれ配布されます。役場での贈呈式では浅野常
かど ぐち
務と角口会長から生駒教育長に図書カードと目
録が渡されました。生駒教育長は「学力向上の

住民の方々を合わせて約172人の方が参加し、
熱心に講話を聞いていました。

根幹にあるのは読書。いただいた図書カードは
各学校に配布し、図書、読書の充実につなげて
まいります」と感謝を述べていました。

様々な状況を想定し、対応の仕方や課題にどう
対処するのかなど話し合い、積極的に発表して
いました。
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避難所運営に関する講話やグループに分かれ
て避難所運営についてグループワークを行い、

〒5195292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1
TEL 05979 ③ 0505 FAX ② 3502
ホームページアドレス http://www.town.mihama.mie.jp/

役場での図書カード贈呈式

（令和元年８月１日発行）

七夕祭りが町内の各保育所（園）で行われました。子どもたちは、きれいに七夕の飾りつけをし
た園内の中でママやパパと一緒にお店を周っていました。お店はヨーヨー釣りや輪投げ、射的やく
じ引きなど様々な種類があり親子が楽しむ姿が印象的でした。
また、踊りの披露では子どもの楽しそうに踊る姿を、ママやパパが写真やビデオを撮りながら温
かく見守っていました。

発行／御浜町役場
編集／総務課総務係

親子で楽しむ七夕祭り（志原保育所）

