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伝統の神楽、披露
ー　11月２日（土）　町内祭典（下賀茂地区　神楽）　ー

伝統の神楽、披露
ー　11月２日（土）　町内祭典（下賀茂地区　神楽）　ー



　12月28日（土）から令和２年１月５日（日）までの間、役場

は休業期間となります。

　年末年始の窓口は混雑が予想されますので、各種手続きはお

早めに済ませるようにご協力ください。

　なお、休業期間中の各公共施設などの営業状況は以下のとお

りです。

　※死亡届など戸籍の届け出については、年末年始でも当直員が受け付けます。

　休業期間：12月28日(土)～令和２年１月５日(日)

●役場

　可燃ごみの収集日および清掃センターのごみの受け入れは以下のとおりです。（◎印が収集日）

　問合せ　生活環境課　生活環境係　☎６２－６２７０

　　　　　清掃センター　☎６２－０５０８

●年末年始におけるごみの収集および受け入れについて

　▶町営温泉みなと湯：12月27日(金)臨時メンテナンスのため休業

　　　　　　　　　　　年末年始営業日　12月28日(土)～令和２年１月６日(月)

　▶石廊崎オーシャンパーク：通常営業

　　※１月１日のみ、駐車場５：30、休憩所８：00から営業予定

　▶図書館：12月28日(土)～１月３日(金)休館

　▶町営温泉銀の湯会館：12月30日(月)臨時メンテナンスのため休業

　　　　　　　　　　　　年末年始営業日　12月31日(火)～令和２年１月７日(火)

●公共施設など

年末年始のご案内

12月 １月

日付 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
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◎ ◎
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●医療機関

施設名 休業日 連絡先

下田メディカルセンター 12月28日(土)午後～令和２年１月３日(金) ☎２５－２５２５

白津医院 12月30日(月)～令和２年１月３日(金) ☎６２－３１１６

飯島医院 12月30日(月)午後～令和２年１月５日(日) ☎６２－４５００

渡辺医院 12月29日(日)～令和２年１月３日(金) ☎６２－００１６

市之瀬診療所 ☎６３－３６７０

みなとクリニック 12月27日(金)～令和２年１月５日(日)

12月28日(土)～令和２年１月５日(日)

☎６２－０００５
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NTTによる説明会

　町では、光ファイバ網の未整備地区である南崎・三浜・三坂・一部南上地区（提供対象の局番参照）を対

象とし、光ファイバ網の整備を進めています。

　現在、ＮＴＴ西日本によって光ブロードバンドサービスに必要な光ファイバ網敷設工事が行われており、

令和２年３月末までに工事が完了し、当該エリアにおいて光ブロードバンドサービスが利用可能となる予定

です。

　それに伴い、ＮＴＴ西日本による光ブロードバンドサービスに関する説明会・相談会が以下のとおり開催

されます。説明会・相談会へ参加するための事前申し込みは必要ありませんので、開催日に直接会場までお

越しください。

光ブロードバンドサービス
　　　　　　　　　　　説明会・相談会の開催

　令和２年１月14日（火）　昼の部　15：00～17：00（受付開始14：30～）

　　　　　　　　　　　　　夜の部　18：30～20：30（受付開始18：00～）

　※どちらの部でも同じ内容の説明を行いますので、ご都合の良い方にご参加ください

●日時

　役場　湯けむりホール

　※駐車台数に限りがありますので、乗り合わせてお越しください

●場所

　市外局番　０５５８

　市内局番　６３―１～３ＸＸＸ

　　　　　　６４―８ＸＸＸ

　　　　　　６５―０～２ＸＸＸ

　　　　　　６７―０～２ＸＸＸ

　※平成28年に整備を行い、既に光ファイバ網が整備されている

　　62－XXXXの電話番号の方と上記以外の63で始まる電話番号の

　　方の一部は、今回の説明会・相談会の対象外となります

●対象者（提供対象の局番）

光ファイバ網とは？

　光ブロードバンドサービスを利用することで「便利になること」や「利用方法・サービス内容・工事

内容・料金など」についてＮＴＴ西日本および各光コラボ事業者 から説明します

※ＮＴＴ西日本の光ブロードバンドサービスを使用してサービスを提供する事業者のこと

【相談会および説明会】

※

●内容

問合せ　企画課　情報政策係　☎６２－６２８８

　光ブロードバンドサービスとは、光ファイバ網を利用した超高速通

信サービスのことで、サービス提供事業者と契約することで以下のよ

うなサービスが利用できます

【利用可能なサービスの例】

・インターネットでの動画閲覧やファイルダウンロードの高速化

・従来の電話より電話料が安価なIP電話(ひかり電話)が利用可能

・インターネットを利用して地上デジタル放送やBSデジタル放送

　などが見れるテレビサービス

・Ｗｉ-ｆｉ（無線ＬＡＮ）サービスを使って家中どこでも無線環

　境化　など
遠方の家族やお孫さんとのテレビ電話
が安定します
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　任期満了に伴う民生委員・児童委員の改選が行われ、28人の方が厚生労働大臣から新たに民生委員・児童

委員として委嘱を受けました。

　任期は12月１日から令和４年11月30日までの３年間で、地域の身近な相談役として地域社会福祉の向上を

図るため、担当する地域で活躍します。

　地域を見守り、地域住民の身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役です。

　自らも地域住民の一員として担当地区において見守り活動や安否確認、子供たちへの声掛けなどを行って

いるほか、医療や介護の悩み、子育ての不安、経済的困窮による生活上の心配ごとなどさまざまな相談に応

じます。相談内容に応じて、必要な支援が受けられるよう関係機関へのつなぎ役になります。

●民生委員・児童委員とは？

　子供や子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員です。

　担当地区を持たずに、民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組

んでいます。

●主任児童委員とは？

民生委員･児童委員さんを紹介します

問合せ　福祉介護課　福祉係　☎６２－６２３３

石廊崎

鈴木　忠壽

大瀬

山本　善一

下流

平山　さち子

手石

鈴木　和正

湊(山側)

桑原　かよの

湊(海側)

福原　ふくよ

青市

石井　和好

石井・上賀茂

小塚　健次

加納

大島　明利

二條

土屋　学

下賀茂(東側) 下賀茂(西側)

野村　達哉

一條

長嶋　千代子

市之瀬・蛇石・平戸

佐藤　利正

青野・川合野

土屋　政博

下小野

山田　利朗

上小野

廣田　理

毛倉野・岩殿

山田　昌平

入間・差田

外岡　茂徳

吉祥

金子　嗣江

中木

渡邉　賀代子

妻良・立岩・吉田

佐藤　妙子

東子浦

清水　健司

西子浦・落居

小泉　義昭

伊浜・一町田

井手　伸二

天神原

佐藤　令子

主任児童委員

齋藤　薫

主任児童委員

渡邊　茂美

渡邊　芳男
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　総合計画とは、町政運営やまちづくりの全体計画のことで、「まちづくり」を推進していくための指針を

示すものです。

　町では、令和２年度から令和11年度までの10年間を計画期間とした新たな総合計画「第６次南伊豆町総合

計画」の策定を進めており、平成30年度には町民2,000人を対象としたアンケート調査を実施し、本年度は

その結果から想定される地域の課題をもとに、町内のさまざまな場所、機関で検討しています。

中学校での総合計画に関する出前講座の様子

今後のまちづくりの指針となる
　　　新たな南伊豆町総合計画検討中

想定される地域の課題について、主に次のように捉えています

キーワードは、『参加』・『協働』・『自分ごと』キーワードは、『参加』・『協働』・『自分ごと』

・人口の減少への対策や対応

・福祉サービスや医療体制の充実

・産業の活性化と就業の場の確保、産業の担い手確保

・美しい景観と豊かな自然の保存、活用

・町へのアクセス、町内の移動手段の改善

・地域協働体制の確立

・財源不足などにより縮小する行政サービスやインフラの維持

・教育の振興

・災害への対策や対応

　これらの課題に対応するために必要な対策、事業などについて検討し、計画として取りまとめていき

ますが、減少する人口、縮小する行政運営のための財源などから、町では取り組みの重点化を図り、よ

り重要な課題への取り組みを推進していくこととします。

　また、地域の課題は地域全体で解決を図っていく必要があることから、町民の方とともに取り組んで

いくことを基本とします。

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

総合計画に関する住民ワーキングの様子

　計画策定に合わせ、地区懇談会などを以下の日程で開催します。

●地区懇談会

　　12月９日(月)　18：30～20：30　三坂地区防災センター

　　12月11日(水)　18：30～20：30　役場 湯けむりホール

　　12月13日(金)　18：30～20：30　南伊豆東中学校体育館

●総合計画等審議会

　　12月14日(土)　13：00～16：00　役場 湯けむりホール

お知らせ
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　平成26年10月から、肺炎の発病や重症化予防のために有効

とされる「肺炎球菌ワクチン予防接種」が定期接種となりま

した。

　肺炎は、高齢者にとって重篤になりやすい病気の１つで、

死亡率も高くなります。

　肺炎球菌ワクチンは、肺炎の原因の中で最も多い「肺炎球

菌」を防ぐワクチンで、免疫効果は接種後約５年間続くとい

われています。

　このワクチンによってすべての肺炎を予防することはでき

ませんが、健康を維持するため、この機会に予防接種を受け

ましょう。

　法務省および全国人権擁護委員連合会は、世界

人権宣言採択がされた12月10日を｢人権デー｣、12

月４日から10日までの１週間を「人権週間」と定

め、毎年各種人権啓発活動を行っています。この

啓発活動をきっかけに、人それぞれの違いを認め

合い「思いやりの心」や「かけがえのない命」に

ついて考えてみましょう。

　また、差別や各種ハラスメント、いじめなど人

権に関する相談は、法務局や電話で受け付けてい

ますのでご活用ください。

受付時間　8：30～17：15（土日祝日を除く）

　●静岡地方法務局下田支局　☎0558－22－0534

　●みんなの人権110番　☎0570－003－110

　●子どもの人権110番　☎0120－007－110

　●女性の人権ホットライン　☎0570－070－810

【対象者】

　①令和２年３月31日現在で65・70・75・80・85・90・95・100歳以上の方

　②60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器に障害があり、障害者手帳1級を有する方

　※平成31年４月１日より前に肺炎球菌ワクチン（23価）を１回以上接種された方は対象外

【実施期間】　令和２年３月31日まで

【自己負担額】　4,000円

【その他】　対象者には町から案内通知を送付しています。ただし、今年度４月以降に転入

            された方は、別途案内を送付いたしますので、健康増進課までご連絡ください

高齢者肺炎球菌定期予防接種実施中

問合せ　健康増進課　健康増進係　☎６２－６２５５

12月４日から10日は人権週間です

問合せ　町民課　住民年金係　☎６２－６２２２

　10月１日に法務大臣から人

権擁護委員として木下千春さ

ん（湊）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。

木下千春 さん(湊)

※人権相談日は、毎月15日に発行される「広報みなみいずお知

らせ版」のカレンダー欄に掲載しています

新しい人権擁護委員さんを紹介します！
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分野Ⅰ類（生産流通経営分野）

　「河津桜切り花出荷への挑戦」

　加藤　嶺　他４名　　優秀(第２位)

分野Ⅲ類（ヒューマンサービス分野）

　「ＥＳＤ型園芸保育～７つの視点から～」 

　渥美　晴菜　他９名　　優秀(第３位)

下田高等学校南伊豆分校
　　　　農業分野の発表会で活躍中！

100歳の誕生日おめでとうございます

プロジェクト発表部門プロジェクト発表部門

分野Ⅲ類（ヒューマンサービス分野）

　「我が家の民宿経営を基盤に～南伊豆を里山として～」

　長池　亜門　　優秀(第３位)

　また、令和２年１月22日(水)にプロジェクト発表県大会が行われます。これにさきがけ、１月中旬頃に役

場湯けむりホールにて農業クラブ活動（プロジェクト）発表会を開催します。県大会に出場する３チームが

発表を行いますので、ぜひご覧ください。

　100歳を迎える方々のところへ岡部町長が訪れ、100歳の誕生日を祝う「100歳訪問」が行われました。

　今回、100歳を迎えたのは以下の方々となります。これからも元気に過ごしてください。

釜田くめ さん（下賀茂）

県大会に参加した生徒たち意見発表部門意見発表部門

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

問合せ　福祉介護課　福祉係　☎６２－６２３３

藤江かねよ さん（二條）

　令和元年６月25日および７月18日に、学校農業クラブの各種県大会が実施されました。

　この大会は県内の農業関係高校11校と関東大会出場をかけて競い、令和２年10月に静岡市で開催が予定さ

れている日本学校農業クラブ全国大会のプレ大会です。南伊豆分校はプロジェクト発表に３チーム、意見発

表に３名がそれぞれ異なる分野で学校代表として出場しました。

　分野ごとに発表内容を競う中、南伊豆分校はプロジェクト発表で２位と３位、意見発表で３位に入賞しま

した。残念ながら関東大会出場は逃しましたが、特に優秀な成績を納めたチームと意見発表者を以下のとお

り紹介します。
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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～

　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。

　小さな滝の上の家庭菜園がある松本さ
ん夫妻の日常へ。旬のフルーツを用いた
添加物を使わないジャム作りを体験しま
しょう。

＜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。

　10月27日から新たに２名の方が教育委員

に就任しました。

　教育委員は、町の教育政策・政策アイデ

アの提案、住民の教育ニーズの伝達、教育

問題への住民の理解、住民に教育委員会へ

の政策を伝えることなど、さまざまな面で

住民と町の教育行政とのパイプ役を担

っています。

山口絹代 さん（中木）

＜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　12月10日（火）

問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

問合せ　教育委員会　☎６２－０６０４

新しい教育委員さんが就任しました

大年清一 さん（手石）

地域おこし協力隊伊集院さんの取り組み

＜12月の予定＞

日時：12月14日（土）
13：30～17：00

「滝の上の家庭菜園と季節のジャム」

体験提供：松本ちえ子さんと恒明さん

「滝の上の家庭菜園と季節のジャム」

　青野にあるお寺、金剛院。このお寺の
住職である伊東さんの日常へおじゃまし
ます。伊東さんと一緒に座禅を体験しま
しょう。

募集期限　12月16日（月）

日時：12月21日（土）
14：00～16：30

「住職さんから座禅を教わろう」

体験提供：伊東崇啓さん

「住職さんから座禅を教わろう」

８ 広報みなみいず 2019.12



まちのできごと Minamiizu Topics

10/20　フェスタ南伊豆

高円寺阿波おどり連とゆうすげ連による阿波おどり

　役場駐車場にて、第16回フェスタ南伊豆が開催

されました。会場では地場産品の販売や、姉妹都

市の塩尻市による特産品販売、富岳太鼓の演奏や

高円寺阿波おどり連と町のゆうすげ連による阿波

おどりが披露されました。

10/27　盛況、伊勢えびまつり！

伊勢えびの早食いに挑む参加者たち

　石廊崎オーシャンパーク駐車場にて、「伊勢え

びづくしの特別な日」が行われました。イベント

では、南伊豆町公認アンバサダーの永藤まなさん

によるピアノライブや、伊勢えびの早剥き・早食

い競争などが行われ、大いに盛り上がりました。

11/9　火の元に注意！

パレードで訪れた認定こども園で園児たちと交流する消防団員

　秋の全国火災予防運動の一環として、町消防団

による火災予防パレードが行われました。パレー

ドでは消防車で町内全域を周り、空気が乾燥し、

火災が発生しやすい冬季は火の元に気をつけるよ

う呼びかけを行いました。

10/28　ジオについて学ぶ

逢ヶ浜の柱状節理を観察する生徒たち

　南伊豆中学校の生徒が総合学習でジオパークに

ついて学びました。フィールドワークでは弓ヶ浜

や逢ヶ浜、石廊崎などのジオサイトを訪れ、ジオ

ガイドから地域の歴史や文化ガイドの仕事につい

ての説明を受けました。

11/11～12　詩を学ぼう

田中さんから詩について教わる生徒たち

　町内の各小学校にて、杉並区で詩集や絵本の編

集をしている田中和雄さんを講師に招き、「詩の

授業」が行われました。歌詞や詩集を題材に、詩

の形式や詩に関するさまざまな話の紹介などが行

われ、児童たちは詩に関する知識を深めました。

10/24　上手にできるかな？

講師の川井さんからまんじゅうの作り方を教わる園児たち

　南崎認定こども園にて、浜松市の和菓子職人の

川井敬夫さんを講師に招き、４・５歳児と保護者

によるまんじゅう作りが行われました。園児たち

はあんを丸め、まんじゅうの皮をかぶせると、１

つ１つ丁寧に蒸し器にいれていきました。

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

－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－

佐藤優

竹田恒泰・久野潤

渡邊大門編

withnews編集部

浅羽宏

井上明美

いまいみさ

庵野拓将

大西将太郎

山口鉄也

木村耕一

鈴木英治

真山仁

朝井まかて

日下三蔵編

－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－

　年の瀬に入り、慌ただしい毎日を

お過ごしかもしれませんが、お手元

に返却期限を過ぎた本はありません

か。本の貸出期間は３週間（新刊雑

誌とＤＶＤは１週間）です。帰省や

旅行で長期間留守にする前に、必ず

借りた本を返しましょう。

　図書館が休館中の場合は、図書館

の玄関にある返却ボックスへ返却し

てください。ただし、新刊雑誌やＤ

ＶＤ、他館から取り寄せた本は、汚

損・破損の恐れがあるため必ず開館

時間内にカウンターへ返却してくだ

さい。

　また、ご自身の住所、電話番号な

どが変わった際には、利用者情報の

変更手続きが必要です。図書館窓口

にて手続きが出来ますので、忘れず

にお願いします。

－図書館利用案内－－図書館利用案内－

図書館の利用について

日時　12月22日（日）14：00～

場所　役場湯けむりホール

その他　入場料無料

「日本流人島史」

重松一義／不二出版

　流刑マニア垂涎の書。
流人島ごとに、人数、犯
罪発生状況、主な流人な
どを掲載。この１冊で島
の全貌が明らかに！生活
に役立つ処刑年表付き！

「コウサツ」

前川裕／KADOKAWA

　稀代の殺人鬼「ボスト
ン絞殺魔」に影響された
連続殺人が発生。解決の
糸口が見えない警察は囮
捜査を決行。解き明かさ
れた猟奇の実態とは…。

「売上を、減らそう。」

中村朱美／ライツ社

　社長曰く「会社が儲か
っても社員が報われない
のはおかしい。」なんて
美しい言葉の響き…。ス
テーキ丼専門店「佰食屋」
が挑む経営革命とは？

「落日」

湊かなえ／角川春樹事務所

　実際の殺人事件を題材
にした実録映画の脚本執
筆を依頼された脚本家。
制作の過程で真相に迫る
うちに…真実の行方は希
望か？絶望か？

「筋肉は若返る！」

太田博明／さくら舎

　健康寿命を伸ばし、生
活の質を高く保つ為には
筋肉を鍛える事が重要。
この一冊を読めば、衰え
た筋肉も若かりし頃のよ
うに…。老化よ、さらば！

「家康謀殺」

伊東潤／KADOKAWA

　信長、秀吉、家康。天
下人が仕掛けた情報戦に
翻弄される名もなき武将
の運命は？戦国時代の合
戦や事件を基に、その光
と闇を暴く歴史小説。

「家政婦makoのずぼら１分

ごはん」

ｍａｋｏ／マガジンハウス

　たったの60秒で食卓を
彩る絶品料理が完成。分
かり易く言えば、ジャッ
ク・マイヨールが水中に
潜っている間に３品完成！
どっちも凄え～！

「結局、ウナギは食べてい

いのか問題」

海部健三／岩波書店

　食べていいのか、悪い
のか？絶滅危惧種である
ウナギを巡る様々な疑問
にズバリ解答！？ウナギ
と美味しく共存する為の
道を探る研究書。

「菊花の仇討ち」

梶よう子／文藝春秋

　美しく咲き誇る菊の花。
しかし菊を育てた男の生
活は汚濁にまみれていた
…。花に魅入られた男た
ちが織り成す江戸の人間
模様を描いた時代小説。

「開高健のパリ」

開高健／集英社

　作家開高健が愛した街、
パリ。パリが持つ熱気や
人々の息遣いを、詩情あ
ふれる躍動感に満ちた言
葉で紡いだ珠玉のエッセ
イ集。

学人生のサバイバル力

日本書紀入門

戦国古文書入門

生きづらさを抱えるきみへ

ネコもよう図鑑

超★簡単音感あそび

12か月のおりがみ壁飾り

科学的に正しい筋トレ

ラグビーは３つのルールで熱狂できる

大西将太郎

ただジャイアンツのために

美しき鐘の声 平家物語１～３

義元、遼たり

トリガー　上・下

落花狼藉

横溝正史ミステリ短篇コレクション

おはなしの会ピロシキによる
図書館クリスマスおはなし会

10 広報みなみいず 2019.12



崇啓さんと座禅を行う体験。石廊

崎で畑を始めた新米農家、森雅人

さんの日常におじゃまさせてもら

い野菜作りを手伝う体験。ジオガ

イドの池野玉枝さんが案内する地

元の中木集落案内の体験。天神原

で陶芸家として活躍する柴山さん

和貞さんと陶芸をする体験など、

とても魅力的な方々の日常におじ

ゃますることができます

　町内に住む誰かの日常を体験す

ることで、自分の生活を振り返る

貴重な機会にもなると思います。

ご自身だけでなく知人が南伊豆町

を訪れる際は、ぜひともこの「南

伊豆くらし図鑑」という体験を進

めてみてはいかがでしょうか？

地域おこし協力隊　伊集院　一徹

健康レシピ
ちくわと千切り野菜のすまし汁

ここがポイント！

▷　材料２人分
栄養価
エネルギー：37kcal　タンパク質：2.9g　脂質：0.4g　塩分：0.8g

ちくわ……小１本

大根……60ｇ

ニンジン……30ｇ

シイタケ……１枚

小ネギ……１本

だし汁……250ml

あらびき黒コショウ……少々

▷ 作り方 ◁
①ちくわを縦半分に切ったあと、薄い斜め切りにする。
　大根とニンジンは千切りにする。シイタケは石づきを
　取り、薄切りにする。小ネギは小口切りする。
②湯を沸かし、大根、ニンジンをさっとゆでる。
③鍋にだし汁を入れ、小ネギ以外の食材を入れる。
④煮たったら、火を止め、器に盛り、小ネギを散らし、
　コショウを振る。

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

　ちくわの旨味や黒コシ

ョウのアクセントで薄味

でもおいしく召し上がれ

ます。

町外の方に、町内の方の暮らしを
体験してもらいます

町内向け南伊豆くらし図鑑の応募もお待ちしてお
ります。写真は体験の様子です

新しい体験の詳細はWebサイトをご覧ください

な ず み かい

　私が行っている事業「南伊豆く

らし図鑑」の体験プログラムが着

実に増えています。南伊豆くらし

図鑑は、一対一（１組でもOK）で

南伊豆に暮らす人たちの日常にお

じゃまし、その日常生活を体験す

るサービスです。１人からでも体

験できるので多数の集客を必要と

しません。また、受け入れ側（暮

らしナビゲーター）も一対一なの

で、無理なく自分ができる範囲で

体験希望者と関わることができま

す。この事業を通じてお互いに深

い交流が生まれたり、南伊豆ファ

ンが増えていくきっかけになれた

らと思っています。

　さて、新しいプログラムをいく

つか紹介したいと思います。青野

の金剛院で住職をされている伊東

20の異なる暮らしをご案内

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

酒…小さじ１

醤油…小さじ2/3
Ａ
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　　国民年金保険料を納めていない

　場合、障害を負ったり死亡した際

　に、障害基礎年金や遺族基礎年金

　を受給できないことがあります。

　　経済的な理由などで国民年金保

　険料を納付することが困難な場合

　には、保険料の納付が免除・猶予

　となる「保険料免除制度」や「納

　付猶予制度（50歳未満）」があり

　ます。学生を対象とした納付猶予

　を受けることができる制度もあり

　ますので、以下までお問い合わせ

　ください。　

問合せ　町民課　住民年金係　

　☎６２－６２２２

日時　２月29日(土)14：00～20：00

集合場所

●車でお越しの方　役場駐車場

●電車でお越しの方　伊豆急下田駅

　（会場までバスで無料送迎有り）

内容　桜並木の散策や婚カツパーテ

　ィーなど

対象者　25歳～45歳までの独身の方

　で、町内在住または町に移住を希

　望する男女各20名（合計40名）

申込方法　南伊豆町商工会ホームペ

　ージ申込フォームから申し込み、　

　または申込用紙に必要事項を記入

　の上、ファックスにて送信

　※希望する方へファックスで申込

　　用紙を送信します

申込期限　令和２年１月31日(金)

参加費　男性6,000円、女性5,000円

申込・問合せ　商工会青年部　

　☎６２－０６７５

　FAX：６２－３０５４

日時　12月13日(金)　18：00～

場所　役場　湯けむりホール

講師　静岡県賀茂地域局長　山口武史 氏

内容　伊豆半島活性化プロジェクト

　の取り組みについて

申込方法　新聞折込の参加申込書に

　必要事項を記入の上、商工会まで

　提出または電話による申し込み

申込期限　12月12日(木)

参加費　無料

申込・問合せ　商工会　

　☎６２－０６７５

お知らせお知らせ

みなみの桜と温泉婚カ
ツの開催

町産業団体連絡協議会
講演会の開催

国民年金保険料免除等
の申請について

　　令和２年２月１日を基準日とし　

　た「2020年農林業センサス」が全

　国一斉で実施されます。

　　この調査は、今後の農林業の政

　策に役立てるために５年ごとに実

　施される極めて大切な調査です。

　　全国の農家や林家をはじめ、す

　べての農林業関係者を対象に行わ

　れる「農林業の国勢調査」ともい

　うべきものです。

　　調査期間中には、対象の方の所

　へ調査員が訪れ、調査票の配付・

　回収を行いますので、調査にご協

　力ください。

調査期間　令和２年１月７日～２月

　中旬

問合せ　企画課　情報政策係　

　☎６２－６２８８

　　給与支払者の方は、雇用してい

　る町内在住の方の給与支払報告書

　の提出義務があります。

　　提出していただいた給与支払報

　告書は住民税課税のための資料と

　なりますので、早めの提出にご協

　力お願いします。

問合せ　町民課　課税係　

　☎６２－６２２２

日時　令和２年１月25日(土)

場所　ジオリア前庭（伊豆市修善寺

　８３８－１）

内容　４種類の異なる伊豆の石で芋

　を焼き、石の種類別に温度や糖度

　などの差異を計測した後、食す

対象者　小学５年生以上（大人も参

　加可能）

定員　先着20名

申込方法　ホームページの申込フォ

　ームから申し込み

●申込フォームＵＲＬ

　https://pro.form-mailer.jp/

　fms/1f96d551182115　

　右記ＱＲコードから

　も申し込めます

参加費　無料

申込・問合せ　伊豆半島ジオパーク

　推進協議会　☎０５５８－７２－０５２０

　✉info@izugeopark.org

2020年農林業センサス
の実施

給与支払報告書の提出
について

伊豆の石で焼く石焼き
芋比較実験の開催

　　役場２階企画課窓口にて「2020

　年版県民手帳」を販売中です。最

　新の統計データや県内市町のイベ

　ント情報、様々な統計データなど

　の情報が掲載されており、お得な

　一冊となっています。

●価格・大きさ

　大型特装版　

　　700円　幅9.5cm×高さ15cm

　大型通常版　

　　700円　幅9.5cm×高さ15cm

　小型通常版　

　　600円　幅8cm×高さ12.5cm

●販売期間

　令和２年１月31日(金)まで

問合せ　企画課　情報政策係　

　☎６２－６２８８

日時　

●中部会場

　令和２年１月18日(土)

●東部会場

　令和２年１月26日(日)

　各12：30～16：30

　就職相談会　各14：30～16：30

場所　

●中部会場

　グランシップ大ホール・海（静岡

　市駿河区東静岡２丁目３番１号）

●東部会場

　プラサヴェルデ・コンベンション

　ホールＢ（沼津市大手町1-1-4）

内容　就職応援セミナー、就職相談

　会など

申込方法　就職応援セミナーは、申

　込書による事前申し込みが必要で

　す。申込書に必要事項を記入の上

　ＦＡＸで送信するか、電話でお申

　し込みください。なお、申込書は

　最寄りの役場などに設置されてい

　ます。無い場合は電話にてお問い

　合わせください

申込期限　

●中部会場

　令和２年１月11日(土)

●東部会場

　令和２年１月19日(日)

参加費　無料

申込・問合せ　保育士・保育所支援

　センター　☎０５４－２７１－２１１０

　FAX：０５４－２７２－８８３１

県民手帳の販売に
ついて

保育のおしごとフェア
の開催
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交交 流流 自自

だだ よよ りり

治治 体体

東京都杉並区

　そして、これから確実に増加し

てしてくるのがインフルエンザで

す。インフルエンザは、人から人

へと感染する冬季を代表するウイ

ルス疾患です。

　このような中で私達にできるこ

とは、感染症に関する知識を深め

て感染しないよう対策をすること

です。感染症にかからないように

健康を維持するのはもちろんのこ

と、手洗い・うがいは感染対策の

基本となります。

　令和の新時代、感染症に負けな

い体作りを目標に頑張っていきま

しょう。

感染管理認定看護師　　大年聖子

 問  下田メディカルセンター

　  ２５－２５２５

戸籍の窓

転 入　16　転 出　17

出 生　６　死 亡　16

世帯数　　3,896世帯

人　口　　8,203人(－11）

　　男　　3,924人　

　　女　　4,279人　

(11月１日現在)

人の動き

(10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。

12月は、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者
医療保険料、国民年金保険料の納付月です。

地区 氏　名 年齢 月　日

毛倉野

伊浜

中木

東子浦

湊

伊浜

青野

吉祥

中木

71

81

79

73

66

72

83

85

85

9.30

10.１

10.５

10.７

10.12

10.14

10.18

10.19

10.24

正司　　勉

齋藤　豊子

山口　　實

中野　　隆

長池　　司

齋藤よし枝

渡邊ます子

松隈　貞夫

山口富士弥

お悔やみ申し上げます

　令和元年10月１日から10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。

　感染症流行シーズンである冬に

なりました。

　感染症は、人類が誕生してから

今日まで、人類にとって大きな脅

威の１つです。発展途上国では、

感染症が蔓延する原因の１つとし

て、衛生状態の悪化が挙げられま

す。

　先進国である日本では、今まで

流行せず知られていなかった感染

症や、過去に流行し一時は終息し

た感染症が再度出現する傾向にあ

り、感染経路の遮断が追いついて

いないのが現状です。

　また、東京オリンピック2020の

開催に伴い、国外からの旅行者が

持ち込む可能性のある輸入感染症

への警戒も必要です。

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

え まいしざか

たかだ

つづき

うた

information

メディカル通信

感染症対策をしましょう

おお とし せい こ

　杉並区の観光事業の１つに「観

光情報発信事業」があります。

　杉並区には「東京高円寺阿波お

どり」などのイベントや「荻窪ラ

ーメン」をはじめとしたさまざま

な食文化、アニメ制作会社が日本

一集積する地域から生まれたアニ

メ文化など、地域住民の生活の中

で育まれた観光資源が多く存在し

ます。それらの観光資源を訪日・

在日外国人に広く発信し、来街者

の増加へつなげる事業が「観光情

報発信事業」です。

　今年度の取組として、外国人向

けのＳＮＳなどを活用した情報発

信や、街歩きツアーなどを行いま

した。

　東京2020オリンピック・パラリ

ンピック競技大会が間近に迫り、

多くの外国人観光客が日本を訪れ

る中で、より多くの人に杉並区の

魅力、文化を伝え、誘客を図って

いきます。

　外国人だけでなく、南伊豆町に

お住まいの皆様も、ぜひ杉並区を

訪れて南伊豆町と違った魅力に触

れてみてください。

　杉並区の詳細情報に関しては以

下のサイトをご覧ください

●日本語版サイト

https://www.chuosen-

rr.com/

●多言語版サイト

https://experience-

suginami.tokyo/

問　杉並区産業振興センター観光係

☎０３－５３４７－９１８４

観光情報発信事業

10.２

10.２

10.20

伸太・沙緒莉

進・奈穂

将大・麻世

手石

手石

手石

都筑　はな

石坂　榎麻

髙田　詩
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　　今年は石廊崎オーシャンパークの開園や、デ

スティネーションキャンペーンなど、イベント

の多い年でした。令和元年も残り僅かですがや

り忘れの無いよう過ごしたいです。

編 集 後 記編 集 後 記

菊

まちの 人

町の活性化とＰＲに努める

山本 香代子さん商工会女性部 部長

　私達商工会女性部は、今年の４月１日時点で92人

が所属しており、商工業だけでなく町の活性化のた

めに、フェスタみなみいずやウルトラマラソンのエ

イドなど町内イベントへの参加、賀茂老人ホームな

どへ花の植栽を行う花いっぱい事業、みなみの桜と

菜の花まつりの終了後にゴミ拾いを行う環境美化運

動など、さまざまな活動をしています。

　また、「南伊豆町」の認知度を高めるために町の

ＰＲを積極的に行っており、研修視察先として町の

　インフルエンザの流行しやすい時期になりまし

たが、予防接種は既に済んでいますか。

　予防接種は、インフルエンザに対する効果的な

予防法の一つです。ワクチンを接種することで、

すべてのインフルエンザを予防することはできま

せんが、重症化を防ぐ効果があります。

　インフルエンザは重症化すると命の危険がある

病気です。まだ予防接種が済んでいない方は、早

めに予防接種を受けましょう。

　なお、子供と高齢者を対象にインフルエンザの

予防接種費用の助成制度があります。助成には期

日がありますので、期日までに接種を行ってくだ

さい。制度の詳細については以下に問い合わせる

か、広報みなみいず令和元年10月号(No.592)をご

覧ください。

●インフルエンザ予防接種費用助成期日

子供：令和２年１月31日

高齢者：12月27日

施設を紹介したり、町の花やゆるキャラが印刷

されたＴシャツを採用し、活動の際に着用する

ようにしています。

　現在、高齢化の影響で全国的に事業所数が減

少し商工会の部員数が減少しています。このよ

うな中で、部員数を維持し商工会女性部として

活動を続けていくために、部員が楽しく活動で

きるような環境を整え、町の活性化とＰＲを行

えるような女性部を作っていきたいです。

康一口メモ

インフルエンザに
　　　　　ご注意を！

問合せ　健康増進課　健康増進係
　　　　☎６２－６２５５

マイルキッズス

湊 山田　知花ちゃん（１歳６か月）

「まねっこが上手！　ママのメイク道具を
　 持ち出してお化粧のまねっこもできるよ」

ち　はな
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