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種籾から育てた稲を収穫！
ー　10月３日（木）南上小学校　愛國米稲刈り －

種籾から育てた稲を収穫！
ー　10月３日（木）南上小学校　愛國米稲刈り －



９月定例町議会

　11月30日(土)に静岡市内で県内35市町38チームが参加する「第20回記念静岡県市町対抗駅伝競走大会」が開催

されます。

　昨年は町の部12位という結果でしたが、今年は町の部10位と２時間30分を切ることを目標とし、８月１日(木)

から毎週月・木曜日の夜に差田グラウンドで練習を行っています。このたび、代表選手21名が決定しましたので

ご紹介します。

　町の代表として懸命に走りタスキをつなぐ選手たちに温かい声援をお願いします。

第20回記念 しずおか
市町対抗駅伝

南伊豆町代表選手

小学生　男子監　督

桐原　健造
（手石）

杉本　塁
（湊）

外岡　勇望
（中木）

藤原　健慎
（青市）

コーチ

山田　政弘
（湊）

渡邉　勘太
（下賀茂）

中学生　男子小学生　女子

ゼッケン番号

　　　に注目！

応援よろしく

お願いします！

29

山田　晴翔
（手石）

白井　裕大
（湊）

渡邉　結
（石井）

遠藤　雫
（下賀茂）

秋山　葉音
（湊）

高校生　男子 高校生　女子中学生　女子

山田　朱莉
（手石）

外岡　賢人
（差田）

夛々　礼
（大瀬）

秋山　寧音
（湊）

夛々　みな
（大瀬）

山田　有紀奈
（湊）

山本　遼哉
（一條）

朝倉　瞳
（下賀茂）

鈴木　護弘
（青野）

一般　女子

山本　麻衣
（市之瀬）

山本　陽介
（市之瀬）

40歳以上

笠井　慎
（加納）

一般　男子

問合せ　教育委員会　社会教育係　☎６２－０６０４

第20回記念 しずおか
市町対抗駅伝

第20回記念 しずおか
市町対抗駅伝
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　町では、消費税引き上げに伴い町民税非課税の方や子育て世帯の方の消費に与える影響の緩和および地域

の消費を喚起・下支えするため、対象者に「南伊豆町プレミアム付商品券」を販売しています。

　購入申請手続きやプレミアム付商品券の使用には期限がありますので、早めに購入申請手続きを行い、期

限までにプレミアム付商品券を使用しましょう。

●町民税非課税の方
　以下の要件をすべて満たす方

・町民税を課税されている方に扶養されていない方

・生活保護受給者ではない方

・平成31年１月１日時点で町の住民基本台帳に登録されている方

・税の申告をしている方

●子育て世帯の世帯主の方
　以下のいずれかの期間内に子供が生まれており、対応する基準日時点で

子供が町の住民基本台帳に登録されている方

・平成28年４月２日～令和元年６月１日　基準日：６月１日

・６月２日～７月31日　基準日：７月31日

・８月１日～９月30日　基準日：９月30日

問合せ　商工観光課　商工振興係　☎６２－６３００

対象者

●プレミアム付商品券の販売期間
　令和２年１月31日(金)までの開庁日

　９：00～12：00、13：00～15：00

　※購入には「購入引換券」と身分を証明

　　できるもの（免許証など）が必要です

●使用可能店舗
　プレミアム付商品券を使用できる店舗には、取

扱店ステッカーが店頭に貼ってあります。

　店舗一覧は、商工観光課にある一

覧表または、右記ＱＲコードから町

ホームページにアクセスして確認す

ることができます。
●プレミアム付商品券の使用期限
　令和２年２月29日(土)まで

プレミアム付商品券の使用期限など

●町民税非課税の方

７月下旬に郵送されている

「購入引換券交付申請書」

に必要事項を記入の上、12

月10日(火)までに返信用封

筒に入れて郵送または、商

工観光課窓口まで持参する

書 

類 

審 

査

購入対象と
なった場合

購入対象となら
なかった場合

●子育て世帯の世帯主の方
　子育て世帯の世帯主の方は９月中旬に「購入引換券」が送付されているので、販売期限までに商工

観光課窓口で「プレミアム付商品券」を購入してください。

※「購入引換券」の再発行はできませんので、紛失しないよう大切に保管してください

「購入不可通知書」が送付される

「購入引換券」が送付されるので、

販売期限までに「購入引換券」を持

参し、商工観光課窓口で「プレミア

ム付商品券」を購入する

プレミアム付商品券購入の仕方

プレミアム付商品券のお買い忘れにご注意を！プレミアム付商品券のお買い忘れにご注意を！
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～１８９(いちはやく)　ちいさな命に　待ったなし～～１８９(いちはやく)　ちいさな命に　待ったなし～

児童虐待防止推進月間

問合せ　町税について　町民課　納税係　☎６２－６２２２
　　　　県税について　下田財務事務所　納税課　☎２４－２０１９

　町税（町県民税、固定資産税、軽自動車税・国民健康保険税など）は、

まちづくりを支える大切な財源です。

　この町税は、多くの納税者の方が決められた納期限までに納めています

が、残念ながらさまざまな理由で滞納している方もいます。

　このような滞納問題について県内の全市町が県と連携し、期限内に納税

している方と滞納者間の公平性確保のため、11月から12月までの２か月間

を「滞納整理強化月間」に設定し徴収の強化に取り組みます。

　この期間、町では催告書の送付や電話による納税勧奨などを集中的に実

施するほか、下田財務事務所でも県税（自動車税、個人事業税、不動産取

得税など）の滞納者に対して同様の取組を実施します。

　それでもなお納税に応じない方に対しては、財産の差押を実施しますの

で、事情があって納税できない場合は、お早目にご相談ください。

　児童虐待に関する相談対応件数は増加傾向にあり、子供の生命が奪われるな

どの重大な事件が後を立たず、児童虐待は社会全体で解決すべき重要な問題と

なっています。児童虐待の発生予防、発生時の迅速・的確な対応から虐待を受

けた子供の自立支援まで、切れ目ない総合的な対策を進めることが必要です。

「虐待かも」と思ったら児童相談所全国共通ダイヤル「１８９(いちはやく)」

へお電話ください。

　出産や子育てに関する悩みや疑問がある方

も、お気軽にご相談ください。

問合せ　福祉介護課　子育て支援係　☎６２－６２３３

11月～12月は11月～12月は

滞納整理強化月間です滞納整理強化月間です

11月は

～１８９(いちはやく)　ちいさな命に　待ったなし～

●児童虐待とは…

児童虐待防止推進月間

身体的虐待 性的虐待

ネグレクト 心理的虐待

殴る、蹴る、叩く、激し
く揺さぶる、やけどを負
わせる、溺れさせるなど

子供への性的行為、性的
行為を見せるなど

家に閉じ込める、食事を
与えない、車の中に放置
する、不潔にするなど

言葉による脅し、無視、
きょうだい間での差別的
扱いなど

児童虐待防止推進月間
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問合せ　総務課　防災係　☎６２－６２１１

交通安全
ポスターコンクール

交通安全
ポスターコンクール
交通安全
ポスターコンクール

　町交通安全対策委員会は、町内の小学校３年生およ

び中学校２年生を対象に、交通安全意識の高揚と交通

事故防止を目的とした交通安全ポスターコンクールを

実施し、応募された作品の中から入賞作品10点を決定

しました。

　中でも、小学校３年生の部で最優秀賞を受賞した外

岡なつさんの作品は、町の代表作品に選ばれました。

秋の全国火災予防運動が始まります

－入賞作品紹介－－入賞作品紹介－－入賞作品紹介－

最優秀賞

優秀賞

佳作

小学校３年生の部小学校３年生の部

最優秀賞

中学校２年生の部中学校２年生の部

南中小学校　外岡 なつ

南中小学校　髙橋 大地
だいち

しょうじ げん

南上小学校　正司 玄

佳作

佳作 佳作 佳作

南上小学校　齋藤 奏音
かのん

南伊豆東中学校　猪瀬 凪
いのせ なぎ

じょう

南中小学校　黒田 丈
まなか

南伊豆東中学校　木下 愛華 南伊豆東中学校 小嶋ひなた

優秀賞

南伊豆中学校　渋谷 海琳
まりん

佳作

南伊豆中学校　内藤 洸
ひかる

　11月９日(土)から15日(金)まで秋の全国火災予防運動が実施されます。
この運動は火災予防の普及を図り、火災の発生を防止することにより、
生命・財産を守ることを目的としています。
　消防団では、火災予防の啓発活動の一環としてパレードを実施しますの
で、ご理解・ご協力をお願いします。
　※午前のパレードでは南伊豆認定こども園を訪問します。
【パレード】日時11月９日（土）９：00～12：00、13：00～16：00
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イノシシ用大型箱わなの新規貸出が始まりました

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

問合せ　地域整備課　農林水産振興係　☎６２－６２７７

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方々の日常を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名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。

＜11月の予定＞

＜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。

　町ではイノシシなどの獣害対策用の箱わなを新規購入しました。箱わなは町から各区長へ貸出が行われま

すので、借用希望の方は設置予定箇所の区長に相談し、借用してください。

※箱わなは組み立て前の状態でパーツ毎に保管されているため、運搬・組立・
　設置は借用者側で行ってください。なお、箱わなは100㎏近くあるため、組
　立には複数人が必要です
※数に限りがありますので、申請しても必ず貸し出しできるとは限りません。
　貸し出しは既存の箱わなの貸し出し状況などを考慮して決定します
※箱わなの設置は、わな猟の免許保持者が行うものとし、適正な見回りを行っ
　てください

●箱わな概要
・イヌヅカ式大型箱わな
・幅1,050×奥行2,050×高さ1,040（mm）
・両開き仕様、ワイヤーメッシュ線径5.5ｍｍ

＜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。

日時：11月30日（土）
8：30～12：30

「農園を開拓し、採れたて野菜で料理を作る」「農園を開拓し、採れたて野菜で料理を作る」

体験提供：森雅人さん

　奥石廊崎の農園を開拓している森さんの日
常へおじゃまします。畑仕事をしたあとは一
緒に野菜料理を作ります。

募集期限　11月22日（金）

日時：11月30日（土）
13：30～17：00

「自然の恵みで自給自足する」「自然の恵みで自給自足する」

体験提供：吉澤裕紀さん

　火、電気、水を自給自足する若者、吉澤さ
んの日常へおじゃまします。どんな自給自足
体験をするのかは当日までのお楽しみ！

募集期限　11月22日（金）
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まちのできごと Minamiizu Topics

9/19　バードハウスを作ろう

講師の中村さんから巣箱の作り方を教わる児童たち

　伊東市でバードハウス工房を営む中村さんを講

師に招き、南上小学校児童と保護者などによる鳥

の巣箱作りが行われました。参加者たちは和気あ

いあいと巣箱の作成に取り組みました。

9/20　交通安全を心がけよう

啓発運動の様子

　秋の全国交通安全運動の実施にさきがけて、町

内で交通安全対策委員などによる交通安全啓発運

動が行われました。車を運転したり横断歩道を渡

る際には、細心の注意を払いましょう。

10/4　歌声響かせて

練習の成果を披露する生徒たち

　南伊豆東中学校の全学年と南伊豆東小の５年生

および６年生が、町内音楽会に向けた練習の成果

を発表する中間発表会を行いました。発表会には

南伊豆町アンバサダーの永藤まなさんも参加し、

生徒からのリクエスト曲を即興で演奏しました。

9/20　稲刈り体験！

刈った稲を笑顔で運ぶ園児

　南中小学校の児童および南伊豆認定こども園の

園児たちが、前原橋近辺の田んぼで稲刈りを行い

ました。園児たちは刈った稲を腕いっぱいに抱え

て運びました。

10/8　元気な百姓まつり

菜の花の種を蒔く児童たち

　日野の菜の花畑にて、第28回元気な百姓祭が行

われました。百姓祭では、農業振興会や農業関係

団体などによる草刈りや、南伊豆東小学校および

南伊豆東中学校の児童・生徒たちによる菜の花の

種蒔きが行われました。

9/19　元気で過ごしてね！

踊りを披露する園児たち

　南伊豆認定こども園の園児たちがケアセンター

うばめがしの敬老会に参加し、歌や踊りを披露し

ました。参加した高齢者の方は、園児たちの一生

懸命な歌や踊りにとても喜んでいました。
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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

宮野公樹

坂東眞理子

坂本龍太朗

サーロー節子・金崎由美

樹木希林・内田也哉子

磯部洋明

玉置妙憂

下村敦史

あさのあつこ

堂場瞬一

海堂尊

金原ひとみ

中山七里

笹本稜平

畠中恵

－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－

　水濡れや食べ物による染み、落書

き（メモ書き含む）、ペットの噛み

跡など、汚損・破損し返却される図

書が増えています。他にも、付箋の

貼付やしおり代わりに使用した所持

品（レシートや診察券など）が挟ま

れたまま返却される本が散見されま

す。返却する際に今一度ご確認くだ

さい。

　なお、汚損・破損した場合は自分

で修理せず、職員に申し出てくださ

い。返却日につきましては、ブック

ポケット（本の見返し部分）に押印

されていますので、確認のうえ遅滞

なく返却してください。

－図書館利用案内－－図書館利用案内－

返却図書の取り扱いについて

日時　11月10日（日）10：30～

場所　南伊豆図書館２階

「哲学と宗教全史」

出口治明／

ダイヤモンド社

　古代ギリシャから現代
まで三千年にわたる「知
の体系」を徹底分析した
空前絶後の教養書。各所
で絶賛と興奮の声。まさ
に三千年に一冊の名著!?

「クジラアタマの王様」

伊坂幸太郎／ＮＨＫ出版

　製菓会社が直面した異
物混入事件。一向に沈静
化しない騒動は一人の男
の出現によって不可思議
な事態へ…。夢かうつつ
か、ＳＦ活劇の決定版。

「ピンポン外交の軌跡」

森武／ゆいぽおと

　ニクソン米大統領の訪
中や、日中国交正常化が
実現した裏には、卓球を
通じた「ピンポン外交」
の存在があった。その当
事者が語る歴史的舞台の
真実。

「いけない」

道尾秀介／文藝春秋

　街に漂う死の匂い。そ
れは交通事故から始まっ
た。復讐、信仰、運命。
複数の事件が絡み合う連
作短編集。最終頁をめく
ると驚きの仕掛けが…。

「そのうちなんとかなる

だろう」

内田樹／マガジンハウス

　舌鋒鋭い論客として知
られる思想家の豪快な半
生記。高校中退、大学院
３浪、離婚。波乱の末に
辿り着いた境地。そのう
ちなんとか…なった！

「我らが少女Ａ」

高村薫／毎日新聞出版

　都内郊外で殺害された
元教師。未解決のまま十
数年が過ぎ、当時の捜査
員には後悔と未練が燻り
続けていた。そこへ思い
もよらない新証言が…。

「純喫茶レシピ」

高山かづえ／

誠文堂新光社

　純喫茶で提供される懐
かしく温もりのあるメニ
ューを完全再現。あの名
店が、あなたの自宅にや
って来る！　純喫茶「じ
ぶんち」、開店です！

「マンガでわかる行動
経済学」

ポー・ポー・ポロダクショ
ン／ＳＢクリエイティブ
　旅行先やイベント会場
で熱病にかかった様に散
財してませんか？　後悔
先に立たず…。感情的に
ならず冷静に行動するた
めの経済学を、マンガで
解説。

「罪の轍」

奥田英朗／新潮社

　昭和38年、高度経済成
長に沸きあがる市民社会
を恐怖に叩き落とした男
児誘拐事件。そこには社
会に見捨てられた男の凄
惨な孤独があった…。

「天命」

岩井三四二／光文社

　戦国の乱世を生き抜く
ため、策謀の限りを尽く
し、小国領主から中国地
方を支配する武将にまで
上り詰めた毛利元就。そ
の戦いの生涯を描く歴史
小説。

学問からの手紙

70歳のたしなみ

日本を出て、日本を知る

光に向かって這っていけ

９月１日

宇宙を生きる

死にゆく人の心に寄りそう

絶声

飛雲のごとく

決断の刻

氷獄

アタラクシア

笑え、シャイロック

指揮権発動

つくもがみ笑います

図書館　秋のおはなし会の
お知らせ
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クの開催年です。日本を訪れる外

国人が多い時期に合わせて、訪日

外国人観光客をメインターゲット

としたイベント「MINAMIIZU（ミ

ナミイズ）」(初夏シーズン)を東急

ハンズ渋谷店Ｂ２Ｃフロアにて開

催する予定です。Ｂ２Ｃフロアは

東急ハンズ渋谷店のなかでも人の

出入りが一番多い階なので、東急

ハンズ渋谷店を通じて、南伊豆町

産の商品を購入してもらい、南伊

豆町の魅力・知名度を向上させる

のが目的です。イベントに向けた

商品開発も同時進行中です。

　まだまだ時間は掛かりますが、

南伊豆町の商品を国内・国外への

販売販路拡大を少しずつ進めてい

きます。 

　　地域おこし協力隊　西川　亮

健康レシピ
スイートポテト

ここがポイント！

▷　材料４人分
栄養価
エネルギー：90kcal　タンパク質：1.4g　脂質：1.8g　塩分：0.0g

サツマイモ…150g

砂糖…大さじ１

牛乳…大さじ１

卵黄…１個

みりん…小さじ１

▷ 作り方 ◁
①　サツマイモを蒸し、皮を剥いたあと素早くつぶす。

②　砂糖と牛乳を加えて混ぜる。

③　４個に分け、形を整えてアルミカップに入れる。

④　卵黄を少量のみりんで伸ばし、③に塗る。

⑤　トースターで焦げ目が少しつくまで焼く。

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

　素材の味を生かすため、

バターも生クリームも使い

ませんが、おいしく簡単に

作れます。

オリンピックに合わせたイベント
実施を企画しています

な ず み かい

　こんにちは。地域おこし協力隊

の西川です。最近あった個人的に

嬉しいニュースですが、先月の中

頃にようやく自宅へ光回線の引き

込み工事が入り、超高速でインタ

ーネットができるようになりまし

た。毛倉野に住み始めてから半年

以上経ちますが、光回線が使える

ようになり、いろいろとできるこ

とが増えました。

　地域おこし協力隊員としての現

在の主な活動は、南伊豆町産の商

品を、株式会社東急ハンズの数多

く存在する国内外支店の売場へ展

開することと、地域をアピールす

るイベントなどを企画・開催する

ことです。

　現在手掛けているイベントの内

の１つを紹介します。来年は東京

2020オリンピック・パラリンピッ

町の商品を国外まで広めます！

毎月19日は食育の日！

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

製作中のロゴ案です。まだ作っている最
中のため、（仮）が入っています。

９



　　令和２年度の認定こども園入園

　申込を以下の通り受け付けます。

　当日はお子さんの健康状態を確認

　するための面談を行いますので、

　入園希望のお子さんと一緒にお越

　しください。

日時　11月18日(月)13：30～15：00

場所　南伊豆町武道館

対象者　

●令和２年度から入園対象児童の入

　園を希望する方

●育休復帰などのため、令和２年度

　途中から入園対象児童の入園を希

　望する方

その他　上記日程で都合がつかない

　方は、11月19日(火)から29日(金)

　まで福祉介護課で入園受付を行い

　ます。ただし、面談は希望する入

　園施設で後日行います

※入園対象児童とは

保育部　入園初日に満10か月に達し

　ている児童から小学校就学前の児

　童（保育の必要な事由に該当する

　ことが入園要件にあります）

幼稚部　令和２年４月１日時点で満

　３歳に達している児童から小学校

　就学前の児童

問合せ　福祉介護課　子育て支援係　

　☎６２－６２３３

　　国税庁では、毎年11月11日から

　17日を「税を考える週間」とし、

　「くらしを支える税」をテーマに

　国税庁ホームページでさまざまな

　情報を提供しています。

　　くらしを支える税について、ぜ

　ひこの機会に考えてみましょう。

ホームページ　https://www.nta.go.jp

問合せ　町民課　☎６２－６２２２

日程　11月18日(月)～24日(日)

　平日８：30～19：00

　土日10：00～17：00

対象者　夫・パートナーからの暴力

　やストーカーなど、女性の人権で

　お困りの方

相談電話　☎０５７０－０７０－８１０

問合せ　静岡地方法務局　下田支局

　☎２２－０５３４

お知らせお知らせ
認定こども園入園申込
受付開始について

全国一斉「女性の人権ホ
ットライン」強化週間

11月11日から17日は
｢税を考える週間｣

静岡県立看護専門学校看
護学科一般入試について

年末調整等説明会など
の開催

「個別的労使紛争あっ
せん制度」について

町営住宅入居者募集

●上賀茂住宅　２戸

　住宅概要　居室４室、台所、トイ

　　　　　　レ、浴室有り

　家賃　20,100円～39,500円

●中木住宅　１戸

　住宅概要　居室３室、台所、トイ

　　　　　　レ、浴室有り

　家賃　12,500円～24,500円

　※各住宅の家賃は公営住宅法に基

　　づいています

入居要件　以下の全てを満たすこと

　①町内に住所または勤務場所を有

　　すること

　②住居に困窮していること

　③同居の親族がいる（60歳以上の

　　方などは例外）

　④税金などの滞納がない

　⑤世帯の課税所得の月額が158,000

　　円を超えないこと（高齢者世帯

　　などについては214,000円を超え

　　ないこと）

　⑥暴力団員でない

入居可能日　12月下旬（予定）

受付期間　11月１日(金)～29日(金)

申込・問合せ　地域整備課　公共管

　理係　☎６２－６２７７

日程　

　①看護１学科

　　１次試験　令和２年１月10日(金)

　　２次試験　令和２年１月24日(金)

　②看護２学科

　　1･2次試験　令和２年１月10日(金)

場所　静岡県立看護専門学校内（駿

　東郡清水町長沢212-1）

受験資格　

　①看護１学科

　　高等学校を卒業もしくは令和２

　　年３月卒業見込みの方、または

　　同等以上の学力がある方

　②看護２学科

　　高等学校を卒業もしくは令和２

　　年３月卒業見込みの准看護師、

　　または准看護師免許を持ち、３

　　年以上業務に従事した方

募集定員

　①看護１学科（３年制）　80人

　②看護２学科（２年制）　40人

出願期間　11月26日(火)～12月10日

　(火)　当日消印有効

費用　4,700円

問合せ　静岡県立看護専門学校　総

　務課　☎０５５－９７１－２１３５

●年末調整等説明会　

日時　11月27日(水)13：15～14：15

場所　下田市民文化会館　大ホール

対象者　源泉徴収義務のある事業者

　の方

その他　説明会に関する書類は対象

　者に事前送付するので、当日は必

　ず持参すること

●消費税軽減税率制度等説明会

日時　11月27日(水)

　①11：10～11：50

　②14：30～15：30

　③15：20～16：00

場所　

　①下田市民文化会館　大会議室

　②下田市民文化会館　大ホール

　③下田市民文化会館　大会議室

対象者　事業者の方

その他　①および③は②の説明の簡

　易版

●青色申告決算等説明会

日時　11月27日(水)

　９：20～11：00、13：30～15：10

場所　下田市民文化会館　大会議室

対象者　青色申告者の方（個人）

その他　どちらの時間帯への参加も

　可能

※税務署への電話は自動音声により

　案内しています。各説明会への質

　問は「２」を選択してください

※不足する書類がある場合は説明会

　場または下田税務署で配布します

問合せ 下田税務署 ☎２２－０１８５

　　県内の各県民生活センターの労

　働相談窓口で、労使間のトラブル

　に係る相談を受け付けています。

　相談内容により、弁護士相談や県

　労働委員会の「あっせん」制度を

　紹介し、トラブル解決に向けたサ

　ポートを行います。

　　費用は無料で、秘密は厳守され

　ますので、労使間のトラブルに関

　する相談や、あっせんの申請につ

　いてお気軽にご連絡ください。

問合せ　東部県民生活センター（沼

　津市大手町1-1-3 沼津商連会館ビ

　ル２階）☎０５５－９５１－９１４４

　中部県民生活センター（静岡市駿

　河区南町14-1水の森ビル３階）

　☎０５４－２８６－３２０８

　フリーダイヤル（固定電話のみ）

　☎０１２０－９－３９６１０
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ん」、「乳がん、乳腺の病気」、

「日常に潜む整形外科疾患」､｢ヘ

リコバスター・ピロリ菌と胃癌｣､

「肩コリその対策と予防法」､｢白

内障」、「しつけと虐待」、「介

護保険制度」など多岐にわたり、

講師はそれぞれのテーマの専門家

である各診療科の先生や管理栄養

士、リハビリセラピスト、市町の

介護保険担当者、ケアマネジャー

などにお願いしています。

　今後も、より多くの住民の方々

に参加してもらえるよう、さまざ

まな分野で興味深い講座を提供し

ていきます。　

問　下田メディカルセンター

地域医療連携室　☎２５－２５２５

戸籍の窓

転 入　14　転 出　５

出 生　１　死 亡　13

世帯数　　3,899世帯

人　口　　8,214人（－3）

　男　　　3,939人

　女　　　4,275人

（10月１日現在）

人の動き

(９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。

11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

湊

湊

下小野

入間

下賀茂

加納

下賀茂

子浦

77

88

95

94

93

87

79

92

９.２

９.５

９.６

９.９

９.11

９.20

９.24

９.28

渡辺フクエ

山田　兵吾

山田　恒夫

山口　良枝

進士キヨ子

進士なみ子

松本とく子

仲村　直司

お悔やみ申し上げます

　令和元年９月１日から９月30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。

　下田メディカルセンターでは、

賀茂地域の住民の方を対象とした

健康講座を、奇数月の第４土曜日

に開催しています。

　第１回目は、さかのぼること６

年前の平成25年１月26日に開催さ

れました。講師に内科の杉原弘晃

病院長(現理事長)を迎えて「地域

で気になる内科の病気について」

をテーマにした講座を開催しまし

た。今月末の11月30日には、小児

科の田中先生による「こどもの早

く対応したい病気とその症状」を

テーマに、42回目の講座を開催し

ます。

  これまでに健康講座で取り上げ

たテーマは「認知症」や「大腸が

information

メディカル通信

健康講座のご案内

　塩尻市内には現在16のワイナリ

ーがあり、ワイン生産が盛んに行

われています。

　今年は、塩尻市制施行60周年を

記念し、塩尻市内と東京都内で大

規模なワインパーティーを開催し

ます。

●SHIOJIRI GRAND WINE PARTY 

　　　　　　　　　　TOKYO 2019

　ソムリエが厳選した塩尻産ワイ

ン約60種を堪能できます。そのほ

かにも、知って得するセミナーや

塩尻の特産品を販売する「塩尻マ

ーケットストリート」、日本ワイ

ンのアンバサダーとなる「ミス・

ワイン日本大会」などが開催され

ます。

■日程　11月９日（土）

■場所　ホテル雅叙園東京

■チケット料金　○１枚5,000円

●SHIOJIRI GRAND WINE PARTY 

　2019　～1,000人で乾杯！信州

　塩尻ヌーボー＆メルローサミット～

　2019年産の塩尻ヌーボーとメル

ロー、さらに日本各地のメルロー

を集めたワインパーティーを開催

します。

■日程　11月23日（土）

■場所　塩尻市立体育館

■チケット料金　１枚2,500円

問　塩尻市観光課

　　0263-52-0786（直通）

姉妹都市だより　長野県塩尻市

塩尻ワインの祭典！
　SHIOJIRI GRAND WINE PARTY
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　　だんだんと肌寒くなってきました。季節の

変わり目は体調を崩しやすいので、体調管理

をしっかりとしていきたいです。

編 集 後 記編 集 後 記

菊

まちの 人

どうぶつの絵コンクール最高賞

桑原 由奈 さん南伊豆東小学校５年生

　私がどうぶつの絵コンクールに応募したのは、絵

を描くのが大好きで、画用紙いっぱいに自由に絵を

描けるのが楽しそうだったからです。

　コンクールに応募した作品はカバの絵を描きまし

た。絵を描く際に工夫した点は、カバの色を１色で

塗らずにオレンジや赤色など複数色のクレヨンを使

ったり、光の反射や影などを黒単色ではなくこげ茶

色や白色で表現した点です。他にも、カバの肌ので

こぼこした感じを表現するために「ござ」の上で色

を塗りました。

　おいしく食べるには「歯と口の健康」が欠かせ

ません。

　食べ物をしっかり噛むことで唾液が分泌され、

胃や腸での吸収が良くなります。また、20本以上

の歯があれば、ほとんどの食べ物を噛み砕くこと

ができ、食べ物を味わいながら食べることができ

ます。

噛む機能を保つためには…

①　歯ごたえのあるものをよく噛んで食べる

②　毎日丁寧に歯を磨く

③　抜けた歯は放置せず、歯科医院で診てもらう

④　かかりつけ歯科医院で定期歯科健診を受ける

いつまでも自分の歯を大切にしましょう。

　私は絵を描くこと以外にもスポーツやピアノが

好きで、特にピアノの練習には力を入れています。

　今後は大好きな絵を描くことやピアノを頑張っ

ていきたいです。

●第38回どうぶつの絵コンクール

　県内外の児童や園児が描いた作品約３万点の応

募があり、最高賞の県知事賞を始めとした銀賞以

上の作品は11月から令和２年３月末まで、富士サ

ファリパーク内で展示される。

康一口メモ

11月８日は、
 「いい歯の日」です。

問合せ　健康増進課　健康増進係
　　　　　　　☎６２－６２５５

マイルキッズス

ちゃん（１歳６か月）上賀茂 白津 みゆき

「人見知りだけど、
　　　　　笑顔はステキなんですよ」

12 広報みなみいず 2019.11
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