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－新町議が語る「私の抱負」－－新町議が語る「私の抱負」－

新町議が語る

私の抱負

　７月28日（日）、任期満了に伴う南伊豆町議

会議員選挙が行われ、11人の新町議会議員が選

出されました。

　これからの町政に尽力される皆さんに、まち

づくりに対する「私の抱負」を語っていただき

ました。

　なお、掲載は議席順で原文のままとし、議員

の年齢は９月１日（日）現在、氏名は敬称略と

させていただきました。

町に新たな風を

黒田　利貴男

（54歳・吉祥）

　私は、今の町の現状から我々世代の責任とし

て『新風創造　町に新たな風を』をスローガン

に、自然を生かした地域活性化を目指し持続可

能な社会の創造を目指します。

　町民が安心・安全に暮らせるためには、生活

の足であるコミュニティーバスの運行や鳥獣害

対策が必要です。そのことにより、高齢運転者

の免許返納、耕作放棄地対策や一次産業の振興

に繋がります。また、自然を生かした観光振興

を図ることで、移住・交流につなげていく。多

くの方はふるさと南伊豆の自然環境に魅了され

ここに移り住んでいます。あたり前から目線を

変え、自然環境の良さで移住・交流につなげて

いきたい。皆様の声をしっかり聞き皆様が安心

して暮らせる町づくりに粉骨砕身して尽くして

まいります。

がんばろう南伊豆！

宮田　和彦

（58歳・湊）

　南伊豆町の県内年間所得は35市町中35位の低

所得が続いている現状を踏まえ基幹産業の観光

をさらに発展させると共に、付加価値の高い技

術・能力取得の支援に努め所得向上を目指しま

す。それにより雇用の創出を図り子供からお年

寄りまで安心して住める町づくりをみなさんと

共に創りたいと考えています。

　自分は再選までの４年間、色々な面で勉強さ

せて頂きました。初心に帰り少子高齢化対策、

子育て支援、介護環境の改善､生きがいづくり､

砂浜減少対策、鳥獣害被害の減少、観光農林漁

業、商業の発展、伊豆縦貫道早期開通等に、い

っぽ、一歩ずつ地道に励んで参ります。

　政治は常に弱い者の味方でならなければなり

ません｡やる気と覚悟をもって努めて参ります｡

健康で活力のある
　　　　　　町づくり

比野下　文男

（72歳・手石）

　２期目の私の責務は、町民の声を町政に反映

し、議会活動に取り組んでいく事です。

　まず防災強化、社会インフラ整備、空き家対

策等課題は多々ありますが、特に大きな課題は

急速に訪れてきた高齢化により、社会保障費の

負担増です。医療・介護の負担を出来る限り抑

制するため、みんなの健康づくりを推進してい

く必要があると考えます。その対策として地域

に根づいたボランティアによる活動の輪を広げ

ていきます。

　また、高齢者の買い物や通院の足が大変不自

由しています。交通手段の整備を推し進めてい

く事が大切と思います。

　更に、元気なお年寄りでいるため高齢者が働

ける環境づくりを推進します。

　この４年間議会人として理解と信用を深め務

めてまいります。

く ろ だ と き お

ひ の し た ふみおみやた かずひこ

広報みなみいず 2019.9２



－新町議が語る「私の抱負」－－新町議が語る「私の抱負」－

私の今後４年間の施策

谷 　 正

（71歳・手石）

　今後の４年間で以下の５つの施策を県・国に

要望、声を上げていきます。

○「防災・減災・国土強靭化のための３カ年緊

急対策」や「南海トラフ巨大地震対策」を踏ま

え、県・国に対して要望などを行い、町土の保

全や町民の生命財産を守る施策を進める。

○漁業・農業は基幹産業である観光の基礎であ

る。漁業施設の充実や農・漁業・観光の振興な

ど、三者の連携を進める。

○医療（災害拠点病院の指定等）・福祉・介護

の三位一体事業を進める。

○幼・保と高齢者の連携を図り、高齢者の生き

甲斐政策を進める。

○石廊崎オーシャンパークが開園したが、南伊

豆町に関する文化財が多数あるので、それらを

活用してまちづくりを進める。

政治は結果。勇往邁進

加畑　 毅

（48歳・下賀茂）

　２期８年間の議員活動の中で、町内小中学校

へのエアコン設置と、光ファイバー網の全町敷

設の結果が出せたことは、３期目スタートの自

信になっています。今後の活動テーマのひとつ

は、森林の多面的機能を発揮させるための整備

です。津波からの高台避難場所確保や、里山部

分の創出による野生獣被害対策、日照時間の延

長による観光対策等、森林整備にはいくつもの

問題を同時に解決していく可能性があります。

賀茂圏域全体の共通問題であり、世代間の垣根

を越えて認識すべきことなのです。

　次の世代に地域をつなぐため、この町は今、

変わらなければなりません。我々もまた、日々

変わり続けなければなりません。

　この地域に生まれて本当に良かったと思える

ために、前向きな姿勢で今後の南伊豆町のため

に勇往邁進します。

活力あるまちづくり

長田　美喜彦

（71歳・青市）

　四つの重点目標を挙げ、活力あるまちづくり

に力を注いでまいります。

　少子高齢化対策、医療福祉の充実、観光立町

の再生、防災対策の見直しなど町民の皆様方に

目に見えるよう頑張ってまいります。

　少子化対策はもとより、長寿化における、通

院、買い物などへの足の確保、防災対策は水害

や土砂災害に強いまちづくり、そして観光対策

は石廊崎オーシャンパーク、世界ジオパークを

軸としての誘客、雇用の促進をはかり、活力あ

るまちづくりに務めてまいります。

みなみいずまち大好き！

稲葉　勝男

（75歳・蝶ヶ野）

　政治信条である「町民主役のまちづくり」に

基づき、４期目も次のことを重点目標とし議会

活動に取り組んで参ります。

経済の活性化　○石廊崎オーシャンパークとジ

　オの恵みなど資源の有効活用で、基幹産業の

　活性化　○地域資源の利活用で産業基盤の確

　立と企業支援で雇用促進

福祉と医療　○少子高齢化に即応した高齢者・

　障害者福祉、子育て支援、救急・産科・小児

　科医療体制などの充実

教育　○地域環境と密着した教育の醸成への支

　援（下田高校南伊豆分校へ）

生活基盤の整備　○防災体制の確立　○公共交

　通の確保と充実　○国・県道路の整備促進

「みなみいずまち大好き！」と言える町づくり

を進めます。

か つ おい な ばみ き ひ こお さ だ

か ば た たけし たに まさし
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－新町議が語る「私の抱負」－－新町議が語る「私の抱負」－

地方創生と広域連携を

漆田 　修

（74歳・下賀茂）

　人口減少の歯止めと“東京一極集中”の是正

を目的とした創生法は、地域創生による人口政

策の展開と言われている。本町は“人口ビジョ

ン”と“総合戦略”の策定作業に入り、福祉と

ＣＣＲＣを連携した“南伊豆町温泉大学構想”

を施策化した。

　最終年次５年目の今、土地取得の一時頓挫化

があり選挙中訴えた通り、事業の見直しと“生

涯活躍のまち事業”への転換をすべきと思慮す

る。一方、地方制度調査会答申で言う広域連携

が実在するが運用面で本来の目的に則するか疑

問だ。地域連携、資源掘越し、県の補完という

３本柱を念頭に、伊豆圏域全体のジオと総合戦

略を結びつけた“連携中枢都市圏”の形成など

に微小ながら議会側から取組み度い。

大好き南伊豆！

清水　清一

（63歳・下小野）

　「誇りのもてるまちづくり」を目指し、更な

る情熱を抱いて町民皆様の目線で町の発展の為

に、頑張ってまいります。

　恵まれた豊かな自然環境を活用し、明るく活

気ある元気な伸びゆく町として行くために、産

業や経済の活性化と防災対策、農村整備改善、

少子高齢化に対応した福祉と医療や教育・子育

ての充実、町内人口の減少化対策、定住促進、

町財政健全化対策等、多くの諸問題に積極的に

提言してまいります。

　町民と協働による町の活性化が必要であり、

町民の視点に立ち、常に提言、提案する議員で

いく事で、町民が暮らしやすく魅力ある町、皆

が「大好き南伊豆」と言えるよう頑張っていく

決意です。

　がんばろう日本！　がんばろう南伊豆！

安全で魅力ある
　　　　　　街づくり

齋藤　 要

（74歳・伊浜）

　心配されている地震、津波等の地域防災の推

進。観光については、国内外の誘客対策。社会

福祉対策と、一歩一歩誠実に実行に移していく

所存です。七期目にあたり、私の原点にもう一

度目を向けまだまだ底力のある南伊豆町に再度

挑戦し、皆様方の目線に立って皆さまの声を町

政に反映する事が、私の七期目の集大成という

責務と決め皆様方の御協力と御指導を頂きなが

ら、元気で明るい安全で魅力ある街づくりに努

力を重ねて参る覚悟でございます。

健康で希望が持てる
　　　　　まちづくり

横嶋　隆二

（62歳・湊）

　今、日本の働く人々の賃金は、20年前と比べ

90％を割り、スウェーデンの138％と比べ1.5

分の一。１人当たりGDPは、世界で26位です。

日本経済の落ち込みが、町内・地域経済、観光

客の動向に影響を与えています。

　こうした中で、町は、町民の生活を支える役

割を大きく発揮すべきと考えています。

○給食費無料化・町営住宅整備・消防団活動の

見直し。　○銀の湯に歩行浴プールを増設、送

迎体制の拡充で、下賀茂商店街への買い物・休

憩・食事・リハビリの仕組みづくり。訪問診療

・訪問リハビリの整備。　○小規模木質バイオ

マス推進。新冷凍技術を活用し農漁業振興。

○避難タワー増設。避難道路建設で地震防災予

防の推進。につとめます。

りゅうじよこしまかなめさいとう

し み ず せいいち うるしだ おさむ
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生活排水改善対策推進事業費補助金

問合せ　生活環境課　生活環境係　☎６２－６２７０
　　　　賀茂健康福祉センター　環境課　☎２４－２０５３
　　　　（一社）静岡県生活科学検査センター　☎０５４－６２１－５８６３

「浄化槽の日」とは「浄化槽法」が施行されたのを記念して設けられた日です。

この日をきっかけに、浄化槽の正しい維持管理などについて再確認しましょう。

10月１日は「浄化槽の日」です
合併処理浄化槽は、快適な生活と自然にやさしい環境を守ります

浄化槽を使用している人は以下の３点を行うことが義務付けられています。

生活排水改善対策推進事業費補助金 補助金の概要

　清掃の実施は町の許可を受け

た業者に依頼してください。

　詳細は、生活環境課にお問い

合わせください。

清掃の実施

年に１回は必ず

清掃を行いましょう

◆清掃とは

　浄化槽内に汚泥やスカムとい

った泥の塊が溜まりすぎると、

悪臭の原因や十分な処理ができ

なくなります。このため、泥の

塊を浄化槽外へ引き抜き、付属

装置で機械類を洗浄する作業が

必要です。この作業を「清掃」

といい、浄化槽本来の機能を発

揮させるための大切な作業とな

ります。

　トイレの排水のみを処理する単独処理浄化槽を使用してい

るご家庭では、台所や風呂などの生活雑排水は未処理のまま

放流されています。

　生活雑排水も併せて処理する合併処理浄化槽への転換をお

願いします。

　浄化槽の転換にあたって

は、町の補助金制度を活用

することができます。汲取

り便槽から合併浄化槽への

設置に係る費用も補助対象

となります。

　詳細は、生活環境課にお

問い合わせください。

補助金額

　５人槽：330,000円

　７人槽：411,000円

補助対象者

　単独浄化槽→合併浄化槽

　汲取り便槽→合併浄化槽

　町内に住所を有する方

　町税など滞納が無い方

対象区域

　公共下水道区域、漁業集落排水区域

を除いた区域

　保守点検の実施は県知事登録

業者に依頼してください。

　詳細は、静岡県賀茂健康福祉

センター環境課にお問い合わせ

ください。

保守点検の実施

４か月に１回以上は必ず

保守点検を受けましょう

◆保守点検とは

　浄化槽の装置が正しく働いて

いるか点検し、各設備の調整、

修理、汚泥やスカ

ムの状況の確認お

よび消毒薬の補充

などを行います。

この作業のことを

「保守点検」とい

い、定期的に行う

義務があります。

　法定検査の受検は県知事の指

定した機関に依頼してください｡

　詳細は、静岡県生活科学検査

センターにお問い合わせくださ

い。

◆法定検査とは

　浄化槽管理者は、浄化槽法で

「水質に関する検査」を受ける

ことが義務付けられています。

　浄化槽の設置工事、その後の

保守点検および清掃が正しく行

われ、きれいな水が放流されて

いるかを外観検査、水質検査お

よび書類検査（保守点検や清掃

の記録）により調査します。

法定検査の受検

年に１回は

必ず受検しましょう

生活排水改善対策推進事業費補助金

※なお、公共下水道区域（湊、手石、下賀茂）の下水道接続義務者は、公共下水道への接続をお願いします。

５



問合せ　地域包括支援センター　☎３６－３３３５
　　　　福祉介護課　☎６２－６２３３
　　　　健康増進課　☎６２－６２５５

　町では、令和７年（西暦2025年）に団塊の世代が75歳以上となります。

　これに伴い介護サービスを必要とする要介護（要支援）認定者数も年々増加し、65歳以上の５人に１人が

要介護認定者になると予測されています。

　また、要介護（要支援）認定者数が増加しているここ３年では、町が負担する介護給付費が毎年10億円を

超えており、今後も要介護（要支援）認定者数の増加が予測されていることから介護給付費のさらなる増加

が想定され、町の財政負担の増加が予測されています。

　その他にも、高齢者の一人暮らしや高齢者のみで構成された世帯も増加しており、県の推計によると令和

７年（西暦2025年）の町内一人暮らし高齢者世帯が968件になると推計されています。

　高齢で一人暮らしになると、買い物や通院、ごみ出しなどに困り、介護申請をする方が多く、見守りを必

要とする方が増加しています。

高齢者の現状と介護保険の取り組み
知ってほしい

●高齢者の現状

　町民一人一人が介護認定を受けることなく健康を維持することで、年々増加する介護給付費やその財源と

なる介護保険料の増加を防ぐため、町では以下の施策を行っています。

●町民が自ら健康に留意し、日ごろから運動や食事などの生活習慣に気を付け、特に生活習慣病の予防に取

　り組めるよう支援する（特定保健指導や栄養などの個別相談を受けるなど）

●介護予防教室や健康づくり教室を開催し、予防法などを普及する

　（腰痛ストップ講座　対象：60歳以上で腰痛がある方。９月頃募集予定）

　（ひざ痛ストップ講座　対象：60歳以上でひざ痛がある方。12月頃募集予定）

●老人会、サロンなどの情報提供をし、社会参加を進める

①高齢者自らが健康維持や介護予防に取り組めるように働きかけます

●ボランティア活動を活発にし、買い物や掃除・ゴミ出しなどの簡単な生活援助を行うしくみを強化する

●移動支援ボランティアの育成・支援（10月から60～75歳の町民を対象にボランティア養成講座開催予定）

●適正な介護給付になっているかチェックする（介護給付適正化事業）

　健康や生活に不安があるときは、お気軽にご相談ください。

②適切な介護サービスの給付に努めます

●今後の取り組み

高齢者数・要介護（要支援）認定者の推移

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0

5

10

15

20

25
認定率

認定者数

高齢者数

2025 年
( 推計）

2020 年
( 推計）

2018 年2015 年

3,697 3,772 3,735
3,466

608 612 692 727

16.2

16.0

18.5

21.0

人 ％

町の高齢者の世帯状況

0

500

1,000

1,500

2,000 高齢者
のみ世帯

独居世帯

2019 年2018 年2017 年

件

677 682
690

904 932 964

６ 広報みなみいず 2019.9



40・50・60・70歳の皆さまへ

歯周疾患検診のお知らせ
　歯を失う原因の大半は、歯周疾患によるものです。

　歯周疾患は歯だけでなく、体全体の健康状態に大きな影響をもたらします。

　いつまでも自分の歯でしっかり噛めるように、歯周疾患検診を受けましょう。

　今までお使いの「藤色」の保険証が、10月１日から「ウグイ

ス色」の保険証に変わります。

　９月中旬以降に新しい保険証を郵送しますので、10月以降は

新しい保険証をご使用ください。

　また、有効期限の切れた保険

証は、健康増進課まで返却して

いただくか、ハサミなどで細か

く裁断し、個人情報が漏れない

よう注意したうえで処分してく

ださい。

●実施医療機関

●実施日程 ９月１日(日)～令和２年２月29日(土)

●対 象 者 町内に住所を有し、令和２年３月31日(火)時点で満40・50・60・70歳の方

●負 担 金 40・50・60歳　　800円

70歳　　無料

●検診内容 歯周疾患に関する問診、歯周組織検査、結果に基づく指導など

●受診の仕方
希望日の２週間前までに以下の実施医療機関に予約をしてください。

予約の際には「歯周疾患検診です」と伝えてください。

問合せ　健康増進課　健康増進係　☎６２－６２５５

問合せ　健康増進課　国民健康保険係　☎６２－６２５５

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号

南伊豆町
くまざわ歯科医院 ６２－１００９

下田市

キクチ歯科医院 ２３－０５６８平野歯科医院 ６２－０３４０

杉山歯科診療所 ２２－０２０５

下田市

勝田歯科医院 ２２－０５４５

渡辺歯科医院 ２２－３８４８馬場歯科医院 ２３－２４１８

細川歯科医院 ２２－８０６２笹本歯科診療所

菊池歯科医院

２２－０１３８

２２－０７０１ 土屋歯科医院 ２２－１０２５

田原歯科医院 ２２－０２７１ 矯正歯科兼松歯科医院 ２２－７２２３

臼井歯科医院 ２２－２５２８

※その他の医療機関でも受診できる場合があります。詳しくは以下までお問い合わせください

10月１日から

国民健康保険証 が変わります

国民健康保険の
加入・脱退について

　国民健康保険に加入している

方が就職して職場の保険（社会

保険）に加入したときや、社会

保険などに加入している方が退

職したり扶養から外れて国民健

康保険に加入するとき、住所が

変わったときなどは、必ず14日

以内に届出をしてください。
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「山の木々からシャンプーづくり」「山の木々からシャンプーづくり」
「約130種類の野鳥がいる南伊豆で

バードウォッチング」
「約130種類の野鳥がいる南伊豆で

バードウォッチング」

問合せ　生活環境課　上下水道係　☎６２－６２７０（下水道）
　　　　地域整備課　公共管理係　☎６２－６２７７（住宅リフォーム振興）

１対１のくらし体験プログラム「南伊豆くらし図鑑」
～町民向け無料体験実施のお知らせ～

地域おこし協力隊
伊集院さんの取り組み

　南伊豆くらし図鑑とは、町に暮らすさまざまな人たちの日常を１対１で体験できるくらし体験プログラム

です。今回は以下のプログラムについてそれぞれ１組ずつ体験者を募集しています。１人からの参加を推奨

していますが、家族や友達を誘って複数名で体験することもできます。

＜９月の予定＞

日程：９月28日（土）

体験提供：西山彰さん

　南伊豆の野鳥を５年間に渡って定点観
察している西山彰さんと一緒に林道を散
策。バードウォッチングに出かけます。
※双眼鏡は借りられます。

日程：９月29日（日）

体験提供：中野美代子さん

　自然派美容室『杜とあお。』を営む美
容師の中野美代子さんと一緒に無添加シ
ャンプーを作り、完成したシャンプーで
美代子さんに髪を洗ってもらいます。

＜申込み方法＞

　右記ＱＲコードを読み取り、専用申込みフォームから申し込みまたは以下までお問い合
わせください。

　平成28年度に町下水道整備が完成しましたが、公共下水道区域である湊、手石、下賀茂地区の加入率

（接続率）は53.4％と低迷しています。

　敷地内に「公共マス（塩ビ蓋もしくは鋳鉄蓋）」が設置されているところは接続可能な状態となって

いますので、下水道接続義務者の方は、公共下水道への接続をお願いします。

　下水道へ接続すると、下水道使用料金を納めていただくことになりますが、浄化槽のように維持管理

費が必要ありません。

　また、既設浄化槽を廃止し下水道へ接続した場合、１年間は基本料金のみとなる減免制度や公共下水

道への接続費用に対する補助が対象となった「南伊豆町住宅リフォーム振興事業補助金」制度を活用す

ることもできます。

＜概要＞

　応募者多数の場合は抽選になります。（当選された方には運営側から集合場所などの詳細
を通知します）
　定員：各１組（１～５名）まで
　※南伊豆くらし図鑑では「１対１」の深い関わりあいを推奨しているため、一度に参加できる人数に限り
　　があります。また、本来は有料の体験プログラムですので、抽選に外れた方は正規の申し込みからご応
　　募ください。

募集期限　９月19日（木） 募集期限　９月19日（木）

９月10日は下水道の日です
公共下水道区域の下水道接続義務者の方は下水道へ接続をお願いします

９月10日は下水道の日です
公共下水道区域の下水道接続義務者の方は下水道へ接続をお願いします

もり

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１
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問合せ　商工観光課　商工振興係　☎６２－６３００

まちのできごと Minamiizu Topics

8/1　駅伝練習開始

練習の様子

　「第20回記念　静岡県市町対抗駅伝」に向けた

練習が、差田グラウンドで始まりました。昨年の

記録を塗り替えられるよう、選手候補者たちは懸

命に練習に取り組んでいます。

8/6　満天の星空を見る

星の解説を行う講師

　夏の星空鑑賞会が、石廊崎オーシャンパーク駐

車場で行われました。親子での参加者が多く、天

体望遠鏡で土星の輪や木星の衛星を見ると驚きの

声を挙げていました。

～企業誘致の取り組み～

差田グラウンド横に工場ができました
　町では、地域経済の活性化や雇用機会創出のため企業誘致に取り

組んでいます。

　この取り組みの一環として、誘致された企業がさまざまな支援を

受けられるよう、差田地区内町有地について「静岡県“ふじのくに”

のフロンティアを拓く取組」の「南伊豆町差田地区産業拠点推進区

域」として認定を受けました。

　この度、株式会社タカラゲン（本社：神奈川県）が工場の移転を

希望したため、差田町有地の一部を売却し、今年８月に「株式会社

タカラゲン南伊豆工場」が完成しました。

　この工場では、お菓子の原料となる食品添加物などの製造を行う予定で、今年12月の操業開始に向けて

準備が進められています。

　また、工場は差田グラウンドや三坂地区防災センターと隣接しており、今後、それらの施設と連携した

災害対応に関して町と防災協定のを締結することが予定されています。

　雇用や関連する経済効果のほか、防災についても地域に貢献する企業の誘致が実現できたことは大きな

成果です。今後とも企業誘致にご理解とご協力をお願いいたします。

8/8　歴史の学び場リニューアル

リニューアルされた展示物を見て回る見学者たち

　役場敷地内にある郷土館の展示が、ボランティ

アガイド協会などの協力によってリニューアルさ

れました。下賀茂温泉や石切場、町内の遺跡など

についての資料が新たに展示されています。

8/5～9　東大生に教わろう

東大生に宿題を教えてもらう子どもたち

　小中学生を対象とした現役東大生による無料塾

が、東京大学下賀茂寮で開かれました。また、８

日には昔ながらの流しそうめんが行われ、参加し

た子どもたちの夏の思い出となりました。

９



図書館だより
開館時間 ８ : 3 0 ～ 1 7 : 1 5
休 館 日 月曜日・木曜日・祝日
 6 2 － 7 1 0 0  FAX  6 2 － 1 4 0 2

苫米地英人

水野和夫・山口二郎

中野信子

真田純子

講談社編

朝日新聞「白球の世紀」取材班

瀬尾まなほ

川上未映子

坂岡真

西條奈加

池井戸潤

今村夏子

堂場瞬一

林真理子

山藤章二

－新着図書案内－今月のおすすめ今月のおすすめ －新着図書案内－

　図書館では、町内12ヶ所（南上郵

便局､伊浜､子浦､妻良､立岩､吉祥､入

間､中木､石廊崎､大瀬､湊､役場）の

施設に本の貸出コーナーを設置して

います。

　設置した本は定期的に入れ替えを

行っていますので、お気軽にお立ち

寄りください。

　本を借りるには、本の末尾に付い

ている貸出カードを抜き、カードに

名前を書いて配本所のカード入れに

置いてください。返す時はカードを

本に戻してください。貸出期間は３

週間です。

　なお、配本所で借りたまま返却さ

れていない本が現在300冊以上あり

ます。

　今一度、お手元の本を確認し、返

却していない本があったら配本所へ

返却してください。

－図書館利用案内－－図書館利用案内－

地区配本所について

「居るのはつらいよ」

東畑開人／医学書院

　若き精神科医が勇躍飛
び込んだデイケア施設。
しかし彼が見た現場は、
治療は二の次、「ただ居
るだけ」でいい不思議な
世界…。涙、笑い、そし
て感動の学術書。

「旧友再会」

重松清／講談社

　別れ、そしてその後に
歩んだ決して平坦ではな
かった道のり。
　旧友との再会に彼らは
何を思うのか。郷愁、哀
切、寂寥…。号泣必至の
感動作。

「共感障害」

黒川伊保子／新潮社

　周りに話の通じない人
がいませんか？同僚、部
下、夫に妻…。脳科学の
見地から意思疎通できな
い人が持つ共通の認識を
分析。もう通じないとは
言わせない！

「炎天夢」

今野敏／角川春樹事務所

　港で発見されたアイド
ルの死体。彼女の周囲に
は芸能界を牛耳る闇の紳
士が蠢いていた…。臨海
署安積班がショービズ界
の暗部に切り込む、シリ
ーズ最新作。

「賢い子を育てる夫婦の

会話」

天野ひかり／あさ出版

　子供のふるまいが心配
な人、パートナーとの子
育てに悩みがちな人、全
ての子育て世帯に送る、
子供を賢く育てる驚きの
会話術。

「同潤会代官山アパートメント」

三上延／新潮社

　昭和と共に誕生し、そ
の終焉と共に解体された
同潤会代官山アパート。
　そこに暮らす一家を通
し、時代に翻弄されても
失われない強固な愛を描
いた家族物語。

「希望の糸」

東野圭吾／講談社

　閑静な住宅街で喫茶店
を営む女性が殺された。
捜査線上に浮かんでは消
える幾つもの顔。互いに
複雑に絡み合う容疑者た
ちの関係を若き刑事が解
き明かす…。

「蛾売りおじさんのめく
るめく蛾の世界」

蛾売りおじさん／誠文堂
新光社

　蛾の世界に浸ってみま
せんか？蛾をモチーフに
した刺繍作品と、蛾への
偏愛ぶりを示すエッセイ
が満載。よもや世界の中
心で蛾を叫ぶ日が来ると
は…。

「まつらひ」

村山由佳／文藝春秋

　祭りの日、日常は一気
に非日常へと転ずる。聞
こえる祭りの喧噪が抑え
ていた男と女の欲望を引
きずり出し、禁断の愛へ
と誘う…。

「怒らない人の頭の中」

金川顕教／サンライズ

パブリッシング

　年収一億円を稼ぐ著者
が、自らの経験を基に成
功の法則を伝授。「怒ら
ない人は地位と名誉を手
にします。」そんなウマ
くいくわけねぇだろ！あ
っ怒っちゃった…。

近未来のブッダ

資本主義と民主主義の終焉

キレる！

図解誰でもできる石積み入門

きのう何食べた？シロさんの簡単レシピ

白球の世紀

寂聴先生、ありがとう。

夏物語　

一分

亥子ころころ

ノーサイド・ゲーム

むらさきのスカートの女

動乱の刑事

女はいつも四十雀

昭和よ、

10 広報みなみいず 2019.9



ります。ある方からみたら当たり
前な日常も、僕にとっては刺激的
な体験です。
　僕が現在やっている、南伊豆の
暮らしにおじゃまする体験「南伊
豆くらし図鑑」も、他所から来る
方にとって、新しい体験や発見が
あるそうで、自分のこれまでの生
活を振り返るきっかけになるのだ
とか。
　昨年11月から始まったこの事業
を通じて、７月末までに約80名の
方が南伊豆町を訪れました。中に
は南伊豆町を気に入り、再訪され
た方もいます。きっと南伊豆町に
住む方の日常に刺激され、また来
ようと思ったのではないでしょう
か。これからも引き続き、南伊豆
の日常の魅力を発信していきたい
と思います。

地域おこし協力隊　伊集院　一徹

健康レシピ
ナスとズッキーニの揚げ浸し

ここがポイント！

▷　材料５人分
栄養価
エネルギー：137kcal　タンパク質：1.6g　脂質：10.1g　塩分：1.3g

ナス…大１本

ズッキーニ…１本

油…適量

おろし生姜…小さじ２と1/2

▷ 作り方 ◁
①なすは縦に４等分、斜めに４等分に切り、ズッキーニ　　
　も同じような大きさに切る。
②180℃に熱した油で揚げた後、よく油を切る。
③Ａを小鍋で加熱し、煮立ったらおろし生姜を入れる。
④揚げた野菜を③の調味液に漬けこむ。粗熱がとれたら
　冷蔵庫で冷やす。

南豆味会（健康づくり食生活推進協議会）

問合せ　健康増進課　☎６２－６２５５

　レモンと醤油でさっぱり

といただけます。もう少し

酸味がほしい方は、レモン

汁を追加してください。

人と人の繋がりを

　私の活動がSMOUT(スマウト)というウェブメ
ディアで紹介されました

　こちらのQRコードを読み取るか、またはイン
ターネットで「スマウト　南伊豆」と検索して
みてください

な ず み かい

　南伊豆町で暮らし始めてから１
年４か月が過ぎました。あっとい
う間だった気がします。しかし、
私自身がここでの暮らしに慣れた
かと聞かれると……まだまだだと
思います。
　例えば、いただいた魚はうまく
さばけないし、日曜大工のような
大工仕事もできません。お米も作
れません。軽トラも運転できませ
ん。皆さんからすると、おいおい
って感じですよね。
　しかし、僕がなんでもできる人
だったら、誰かに頼ることもなく
１人で生活が完結していたかもし
れません。できないからこそ、誰
かに頼ることができて、その結果
として人と繋がる。これはこれで
良いことだと思っています。
　また仕事柄、取材を通じて町内
のさまざまな方と話しをするので
「人の暮らし」に触れる機会があ

何気ない暮らしは、ある人からみたら素敵な日常

水…大さじ２と1/2

しょうゆ…大さじ２と1/2

みりん…大さじ２と1/2

レモン汁…大さじ１と1/4

砂糖…小さじ１と1/4

Ａ

毎月19日は食育の日！

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

いじゅういん いってつ
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お 知 ら せ

日時　９月12日(木)13：00～16：00

場所　

　講演　役場　湯けむりホール

　実習　ほ場（町内）

内容　

　講演　効果的な鳥獣被害防止柵の

　　　　設置方法とほ場周辺の捕獲

　　　　について

　　　　畑地周辺で捕獲する場合の

　　　　注意点について

　実習　鳥獣被害防止柵の管理のポ

　　　　イントとほ場周辺で行う捕

　　　　獲について

参加費　無料

その他　事前申込不要

問合せ　地域整備課　農林水産振興係　

　☎６２－６２７７

賀茂南部地域鳥獣被害
対策講習会の開催

訪問看護師就業セミ

ナー開催

　　川勝平太知事が地域の持つ「場

　の力」について、皆さんとともに

　考える知事広聴「平太さんと語ろ

　う」を開催します。

　　知事が南伊豆町・下田市で活躍

　されている６人の皆さんと意見交

　換をしますので、傍聴してみませ

　んか。

日時　10月８日(火)13：30～15：30

場所　下田市民文化会館小ホール

募集人数　1 5 0名(先着順)

申込方法　電話またはＦＡＸ、Ｅメ

　ールにて、氏名、住所(市町名)、

　電話番号を伝えて申し込む

参加費　無料

申込・問合せ　静岡県広聴広報課県

　民のこえ班　☎０５４－２２１－２２３５

　ＦＡＸ　０５４－２５４－４０３２

　✉kenminnokoe@pref.shizuoka.lg.jp

知事広聴「平太さんと

語ろう」傍聴者募集

12 広報みなみいず２０１９．９

日時　全３日　９月30日(月)、10月

　７日(月)　９：45～11：45　９月

　30日～10月７日の間に３時間程度

　の実習日有り

場所　沼津プラサヴェルデ会議室１

　（セミナー)､実習場所は後日相談

内容　訪問看護の実態についての分

　かりやすい解説と実習

対象者　看護職有資格者

申込方法　電話またはＦＡＸで申し込み
申込期限　９月27日（金）　

参加費　無料

その他　無料託児有り（10日前まで

　に要予約）

申込・問合せ　一般社団法人静岡県

　訪問看護ステーション協議会（静

　岡市葵区西門町2－7スズビル0 0 1　

　7 0 1号室）

　☎０５４－２７５－３３３９

　ＦＡＸ　０５４－２７５－３３３８

行政書士無料相談会

の開催

日時　10月９日(水)10：00～15：00

場所　ベイステージ下田４階第１会

　議室

問合せ　静岡県行政書士会賀茂支部

　野口弘宣　☎２７－１４４６

女性消防団員の募集

内容　消防団式典事務、普通救命講

　習の指導、災害時における避難所

　運営サポートなど

対象者　町内在住の18歳から50歳ま

　での女性

募集人数　７名以上

申込期限　10月31日(木)

申込・問合せ　総務課　防災係　

　☎６２－６２１１

令和２年度　認定こど

も園入園説明会の開催

　　令和２年度の認定こども園の入

　園説明会を以下のとおり開催しま

　す。入園の手続きや保育内容など

　の説明と、入園申込に必要な書類

　を配布します。

日時　10月24日(木)10：00～

場所　役場　湯けむりホール

対象者　

　(１)令和２年４月から入園対象児

　　　童の入園を希望する方

　(２)育休復帰などのため令和２年

　　　度途中に入園対象児童の入園

　　　を希望する方

その他　無料託児有り（要予約）

問合せ　福祉介護課　子育て支援係　

　☎６２－６２３３

　７月１日に法務大臣から人権擁護委員として
加藤生喜さん(青市)が委嘱されました。
　人権擁護委員とは、差別やいじめ、児童虐待
や高齢者・障害者の方などの人権に対する身近
な相談の窓口になってくれる方です。相談は秘
密厳守かつ無料ですので、お気軽にご相談くだ
さい。

※人権相談日は毎月15日発行の「広報みなみい
ずお知らせ版」カレンダー欄に掲載しています

人権相談制度をご利用ください

問合せ　町民課　住民年金係　☎６２－６２２２

加藤生喜さん(青市)

静岡県立大学公開講

座の開催

日時　11月２日(土)、９日(土)、16

　日(土)、23日(土)全４回

　各回14：00～16：00

場所　静岡県立大学草薙キャンパス　

　看護学部棟４階13411講義室

内容　「生き物に学んで、私たちの

　生活を豊かに、健康に！」食品栄　

　養科学部講座

対象者　15歳以上の県民(先着120名)

申込方法　ハガキ、ＦＡＸ、Ｅメー

　ルまたはホームページにて、以下

　の事項を記入のうえ、申し込む

　①県立大学公開講座県大会場希望

　②郵便番号、住所

　③氏名(ふりがな)

　④年齢

　⑤電話番号

　⑥講座を知ったきっかけ

申込期限　10月18日(金)必着

参加費　無料

申込・問合せ　静岡県立大学広報・

　企画室公開講座担当（静岡市駿河

　区谷田52-1）☎０５４－２６４－５１０６

　ＦＡＸ　０５４－２６４－５０９９

　✉kouza2019@u-shizuoka-ken.ac.jp

　ホームページ　https://www.u-shizuo

　ka-ken.ac.jp



患者さまがいると思います。

　今まで私が培った1,500件以上

の治療経験を活かすことで、地域

の皆様の負担を少しでも軽減でき

ればと考えています。

　当然、外科手術を含む治療が必

要な場合は従来とおり地域の高度

医療機関へ速やかに紹介させてい

ただきます。

　継続して安心のできる循環器医

療を提供できる診療科を目指して

まいりますのでよろしくお願いい

たします。

 問  下田メディカルセンター

　  ２５－２５２５

戸籍の窓

転 入　17　転 出　11

出 生　３　死 亡　６

世帯数　　3,899世帯

人　口　　8,234人 (＋３)

　　男　　3,944人　

　　女　　4,290人　

(８月１日現在)

人の動き

(７月中)

納期限内に忘れずに納めましょう。
税金・料金の納付は便利な口座振替で。お申込みは、各金融機関窓口まで。

９月は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療
保険、国民年金保険料の納付月です。

地区 氏　名 年齢 月　日

上賀茂

青市

東子浦

落居

94

91

94

91

７.４

７.５

７.17

７.26

山田　博男

鈴木　豊子

杉原　静江

土田ユリコ

お悔やみ申し上げます

　令和元年７月１日から７月31日までに

届け出のあったもの（敬称略）

※このコーナーに掲載を望まない方は、

　戸籍届出の時にお申し出ください。

　はじめまして、内科の非常勤医

師として勤務しております早瀬太

一郎と申します。 

　平成16年に防衛医大を卒業し、

その後循環器内科を専門として大

学、自衛隊関連の病院で臨床およ

び研究を行っており、本年４月よ

り内科および循環器内科の非常勤

医師として勤務することとなりま

した。 

　今回、私が勤務することになっ

た目的は、心血管のカテーテル検

査および治療を通じて地域医療に

貢献するためです。

　現在、賀茂圏域では心臓カテー

テル検査・治療を受けられる医療

機関がなく、遠方まで通っている

結婚お幸せに

お名前（旧姓) 婚姻日

川合野 ７.20高橋　辰彦・有希(金村)

赤ちゃん誕生おめでとう

地区 誕生日 父・母赤ちゃんの名前

７.３

７.４

７.５

秀哉・夏恋

佳佑・南　

桐弥・有沙

がくとさとみ

はらだ

かいたに しゅう

いつき

下流

毛倉野

上小野

谷　海柊

里見　岳都

原田　一毅

information

メディカル通信

経験を活かした治療で
地域医療に貢献を

は や せ た

いち ろう

姉妹都市だより　長野県塩尻市

　塩尻市の桔梗ヶ原一帯で楽しめ

るブドウ狩りをご紹介します。

　桔梗ヶ原では明治23年に初めて

ブドウが植えられて以降120年以

上にわたり、ブドウが特産品とし

て愛されてきました。降水量が少

なく、寒暖の差が大きい本市の気

候はブドウ栽培に最適で、全国有

数の産地となっています。

　旬を迎えた市内のブドウ園では

糖度が高く、さっぱりとした酸味

と香りが特徴の「ナイアガラ」を

はじめ、種無しブドウとして知ら

れている「シャインマスカット」

「ナガノパープル」、ジュースや

ワインの原料としても使われ、香

りがよく甘い「コンコード」、そ

して「巨峰」や「ポートランド」

などさまざまな種類のブドウを味

わうことができます。

　ぜひ一度、塩尻でブドウ狩りを

楽しみながら、秋ならではの味を

ご賞味ください。

■期間　10月31日（木）まで

■場所　塩尻市内の観光果実直売

　　　　組合農園（14園）

■料金　小学生以上　600円(税別)

　　　　３歳以上　300円(税別）

■問い合わせ先

　○（一社）塩尻市観光協会　

　　☎０２６３－８８－８７２２

　○塩尻市観光課

　　☎０２６３－５２－０７８６

塩尻の秋
　「信州しおじりぶどうまつり」
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　　猛暑日が続き、屋外の取材がだいぶ厳しい時

期です。９月の終わり頃まではこのような天気

が続きそうなので、熱中症対策に塩分摂取や水

分補給を欠かさないよう気をつけています。

編 集 後 記編 集 後 記

菊

まちの 人

空手の道を行く

渡邊　義光さん南伊豆東中学校１年

よしみつわたなべ

　僕が空手を始めたのは、小学校４年生の時に父か

ら「スポーツだけでなく何か武道もやりなさい」と

勧められたのがきっかけでした。

　始めた頃は自発的に始めたものではなかったこと

もあり、あまり乗り気ではなく、練習も厳しく嫌に

なったこともありましたが、大会に出て勝ったり負

けたりするうちに「もっと勝ちたい」「大会で優勝

したい」という欲が出てきました。

　それからは意欲的に練習へ参加し、小学生のうち

に黒帯を取り、県内で行われる東部地区大会や静岡

県大会に参加して組手の部で優勝し、東海大会では

　ネット依存症は、インターネットに熱中して勉

強や仕事、家事等に支障をきたしたり、インター

ネットが原因でイライラしたり、不安になる症状

です。

　対策として、以下のことを心がけましょう。

①使用時間を制限する

②１時間使用したら、身体を動かし、その後目

　を休める

③食事時間をきちんと守る

④歩きスマホなど、移動中の使用はしない

⑤他にも趣味を見つける

　症状がひどい場合には、心療内科などの受診を

検討してみてください。

準優勝するなど、良い成績を収めることができ

ました。

　しかしながら、この８月に三重県で行われた

「第62回小・中学生全国空手道選手権大会」で

は、全力を尽くすことができたので悔いは無い

のですが、残念ながら入賞することはできず、

良い成績を残すことができませんでした。次に

出場した際には優勝を目指したいと思います。

　今年の４月から僕は中学生になったので、今

後は部活や勉強など、学生の本業を全うしなが

ら空手の道を進んで行きたいです。

康一口メモ

インターネット（スマホや

パソコンなど）のしすぎに注意を！

問合せ　健康増進課　健康増進係
　　　　☎６２－６２５５

マイルキッズス

青野 鈴木　望生ちゃん（１歳６か月）

「初めての紫陽花。
　　　　　　とってもキレイだったー！」

み　 うす ず き
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