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広報みなみいず２０１８．８２２２

町では、生活習慣病予防に重点を置いた「特定健康診査」を下記日程で実施します。糖尿病、心疾

患、脳血管疾患などの生活習慣病は重症化すると被保険者の経済的な負担の増加や国保の財政状況の

悪化を招くだけでなく、個人のＱＯＬ（※）の低下も招きます。

対象の方には８月上旬に受診券、質問票などを郵送しますので、受診率アップにご協力をお願いし

ます。

受付時間会 場月 日

１３：００
〜

１４：３０

手石公会堂１日（土）

９月

南伊豆町健康福祉センター２日（日）

市之瀬高齢者活動促進センター３日（月）

妻良公会堂４日（火）

大瀬公民館５日（水）

青市公会堂６日（木）

伊浜山村活性化支援センター７日（金）

役場「湯けむりホール」８日（土）

下流公民館１０日（月）

下小野高齢者センター１１日（火）

石廊崎コミュニティセンター１２日（水）

二條コミュニティセンター１３日（木）

五十鈴公民館１４日（金）

湊コミュニティセンター１５日（土）

一條多目的センター１７日（月）

役場「湯けむりホール」２２日（土）

三坂地区防災センター２４日（月）

三坂地区防災センター２５日（火）

※ＱＯＬ(クオリティ・オブ・ライフ)とは、人間らしく、満足して生活しているかを評価する概念です。

自分の健康状態をチェックしましょ自分の健康状態をチェックしましょうう

特特特特特特特定定定定定定定健健健健健健健康康康康康康康診診診診診診診査査査査査査ののののののおおおおおお知知知知知知らららららら査のお知らせせせせせせせ

５、６月に受診できな

かった４０歳から６９歳ま

での方も受診できます。

上記日程中の都合の良

い日にご来場ください。

日 程

国保に加入している７０歳から７４歳までの方

後期高齢者医療制度に加入している方

対象者

５００円負担金

特定健診のお知らせ



３３３

配車時間乗降場所送迎地区検診日

１３：００頃

蛇石バス停、天神原集会所前、
平戸口バス停

蛇石、天神原、
平戸

３日（月）

９月 六屋駐車場前吉田４日（火）

青野公会堂前、三島神社前青野１１日（火）

毛倉野奥バス停、ますや前毛倉野１７日（月）

下記の地区は町の車で会場まで送迎しますので、利用を希望される方は健

康増進課国民健康保険係まで電話でお申し込みください。

問合せ 健康増進課 国民健康保険係 緯６２−６２５５

問合せ 健康増進課 健康増進係 緯６２−６２５５

社会保険の被扶養者の方へ

社会保険（全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など）に加入している被扶

養者も、左記日程で特定健康診査を受診できます。

※自己負担金は加入する医療保険により異なります。

※ご不明な点は加入している社会保険へお問い合わせください。

（加入者が多い主な社会保険の連絡先）

全国健康保険協会静岡支部 緯０５４−２７５−６６０５

静岡県市町村職員共済組合 緯０５４−２０２−４８４５（福祉課）

受診方法

受診券を用意（加入している社会保険が発行したもの）１

賀茂医師会へ予約（緯２７−１９０７）＊受診日の１週間前までに２

質問票、採尿容器が賀茂医師会から送られてきます。３

受診券、質問票、採尿容器、保険証、自己負担金を持って予約した会場へ。４

大腸がん検診のご案内

特定健診のお知らせ

特定健康診査と同時に大腸がん検診を実施します。今回は７０歳以上の方へのご案内です。

対象の方には８月上旬に問診票、採便容器を郵送します。

受診希望の方で、申し込みをしていないため問診票などがない場合は

ご連絡ください。

大腸がん検診は社会保険の方も受診することができます。

７０歳以上の方 ※５、６月実施（７０歳未満対象）時に未受診の方も受診できます

４００円 ※ただし国民健康保険に加入している方と７０歳以上の方は無料です

特定健康診査と同じ日程（２ページに掲載）

（国民健康保険が負担します）

検体の提出は２本を厳守とします。

対 象 者

負 担 金

日 程

問診票、採便容器、保険証、負担金を持って会場へお越しください。



広報みなみいず２０１８．８４４４

食食育育のの取取組組 いいてて

食育とは、様々な経験を通じて「食」に関する知識と、「食」の選択をする

力を習得し健全な食生活を実践することができる人を育てることです。

町では、「南伊豆町食育推進計画」をもとに、関係団体・こども園・学校・

行政機関などが相互に連携しながら食育の推進に努めています。

食育って何？

１．望ましい食生活について正しい知識を持ち栄養バランスのとれた食生活を実践する。

２．地元の特産品や生産品に対する理解を深める。

町の目標

南中小学校

児童たちは、ソラマメについて「どんな風に

育っていくのか」「いつ頃獲れるのか」「食べ

方」などを勉強しました。

南崎認定こども園

天草を「洗い」「煮て」「固めて」地元の特産

品であるところてんを作りました。初めて知ると

ころてんの作り方に、園児たちは興味津々でした。

南伊豆認定こども園

町内でとれた旬の果物を園児たちのおやつや給

食として提供しています。この時期はみんなが大

好きなスイカが出てきます。

南伊豆東小学校

がんや生活習慣病の予防について、町の保健師

や栄養士の話を聞き、バランスの良い食事や量に

ついて勉強しました。

広報みなみいず６月号でもお知らせしたとおり、食育月間（６月）に各機関が実施した取

り組みについて紹介します。

関係機関の取組状況



５５５

問合せ 健康増進課 健康増進係 緯６２−６２５５

地域には新鮮な旬の食材や産物があり、これらを生かした郷土食等の食文化があります。子どもの頃か

ら調理の体験や食農体験を通してそれらに触れていくことで、地域の産業や文化への理解を深めるきっか

けとなります。

食育では、その地域のものを購入し地産地消や食の安全性について関心を持ち、次世代に伝える取り組

みを推進します。

人権相談制度をご利用ください

７月１日、法務大臣から人権擁護委員として新宮幸文さん（湊）が委嘱
しん ぐう ゆき ふみ

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。

※相談日は、「広報みなみいずお知らせ版」カレンダー（毎月１５日発行）

に掲載してあります。
新しく任命された新宮さん

問合せ 町民課 住民年金係 緯６２ー６２２２

南上小学校

「やさいのひみつ」と体の働きについて勉強し

ました。児童たちは、普段食べている野菜が体に

及ぼす効果を知り驚いていました。

南伊豆中学校

給食に地場産品を多く取り入れた「ふるさと給

食週間」の期間中のお昼の校内放送で、その日の

献立について紹介をしました。

南伊豆東中学校

生徒たちは、休み時間を利用して給食に使用さ

れている地場産品について勉強し、食育の知識を

身に着けました。

南豆味会、健康増進課

保護者の方を対象に「朝ごはんの大切さ」につ

いて書かれたチラシを配布しました。朝ごはんを

しっかり食べて元気に過ごしましょう。



広報みなみいず２０１８．８６６６

６月１８日の大阪府北部を震源とした地震により、ブロック塀が倒壊するなど大きな被害が出ました。

南伊豆町においても、多くのブロック塀があり倒れた場合非常に危険です。

ブロック塀については、以下の５項目を点検することで危険性の高さを判定できます。ひとつでも不

具合があれば倒れる可能性がありますので、撤去や改善の検討をしましょう。

③擁壁の有無②塀の高さ①基礎の有無

④塀の見た目

⑤鉄筋の有無

国道・県道・町道沿いの危険なブロック塀や石塀を撤去や改善する場合は、工事費の一部を補助して

います。詳細については下記問合せ先までご連絡ください。

危ないブロック塀の見分け方について

鉄筋が縦横とも８０㎝以下の

間隔で入っているか。

縦筋は頂部と基礎の横筋に

かぎ掛けがされているか。

控壁に鉄筋が入っているか。

◎

◎

◎

塀の傾き、ひび割れ

はないか。

鉄筋が錆びていない

か。

◎

◎

鉄筋コンクリートの

基礎があり、地面か

ら３０㎝以上の根入れ

があるか。

◎ 塀の高さは地面から

２ｍ以下か。

◎ 塀の長さ３．２ｍ以下

の間隔に控壁がある

か。

控壁が４０㎝以上ある

か。

◎

◎

問合せ 地域整備課 公共管理係 緯６２−６２７７



７７７

民生委員は、厚生労働大臣から委

嘱され、身近な地域で生活や暮らし

に関することや、高齢者や障害者の

福祉に関することなどについて、相

談を受け、解決に向けたアドバイス

やサービスの紹介などの情報提供、

行政などの関係窓口へつなぐ活動を

しています。

児童委員は、子どもや子育て家庭

の支援や児童福祉の向上など、子ど

もにかかわる問題を担当しています。

すべての民生委員は児童委員でも

あり、また民生委員・児童委員のよ

うに担当区域を持たず、児童の問題

を専門に扱う主任児童委員がいます。

民生委員・児童委員とは

こんなことに困ったら？

町民の生活課題を解決するため、

民生児童委員は、「南伊豆町民生委

員・児童委員協議会」という組織で

活動しています。

この協議会では、各地域での活動

のほか、地域福祉部会、高齢者福祉

部会、障害児者福祉部会、児童福祉

部会の４部会を設置し、様々な課題

に取り組んでいます。

皆さんには、民生委員・児童委員

の活動をもっと知っていただけるよ

う活動を紹介していきます。今回は、

「児童福祉部会」の紹介をします。

・高齢者や障害のある方の安否確認、

見守り

・医療や介護の悩み

・妊娠や子育ての不安

・経済的困窮による生活上の心配

さまざまな相談に応じます。

南伊豆町民生委員・児童

委員協議会の活動

こんにちは！ 民生委員・児童委員でこんにちは！民生委員・児童委員ですす
活動紹介①：児童福祉部会

問合せ 福祉介護課 福祉係 緯６２−６２３３

皆さんにもっと知ってほし皆さんにもっと知ってほしいい
民生委員・児童委員は民生委員・児童委員は、、

あなたの身近な相談相手であなたの身近な相談相手ですす

児童福祉部会では、学校や子ども

園、特別支援学校などを訪問し、幼

児童の様子を把握する活動をしてい

ます。

部会には、子どもに関することを

専門的に担当する「主任児童委員」

が２名おります。

子どもが成長していく過程では、

さまざまな課題を抱えることがあり

ます。

子育ての不安、いじめ、虐待、不

登校、学習障害、教育費・給食費の

支払い等など、なかなか他人には話

しづらい内容が多いものです。

そんな時には、自分ひとりで抱え

込み悩まないで、秘密は絶対に他言

しない義務のある、民生委員・児童

委員にご相談ください。

地域の中で安心して、子育てや子

どもの教育ができるようにお手伝い

をしていきます。

児童部会 南伊豆認定こども園訪問

協議会で「エクレシア南伊豆」視察

こども園内を見学する様子

児童福祉部会長

渡 邊 芳 男

担当地区

（青野川東側）

下賀茂地区
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青野区出身の山本勇之介さんは、この春、陸上自衛隊の一般曹候補

生として入隊しました。

今後、自衛官の基礎を学ぶ前期教育（３か月）、専門的分野を学ぶ

後期教育（３か月）を経て、部隊に配属されます。

山本さんは、本人の希望により北海道にある第１２０教育大隊（真駒

内）で前期教育を受け、その後、普通科職種となり、後期教育を第２５

普通科連隊（遠軽）で後期教育を受けます。後期教育終了後は第２５普

通科連隊に配属となる予定です。

これから先も大変なことがあるかと思いますが、後期教育で多くの

知識や技術を身に付けて立派な隊員となり、地域のために貢献される

ことを期待しています。

現在、航空学生、一般曹候補生、自衛官候補生を９月７日まで募集

しており、自衛官候補生は１年を通じて募集しています。

募集に関する問合せは、下記の自衛隊事務所か総務課までご連絡くだ

さい。

笑顔で敬礼する山本さん

自衛隊問合せ 自衛隊伊東地域事務所 緯０５５７−３７−９６３２

問合せ 総務課 防災係 緯６２−６２１１

情報公開制度の利用状況情報公開制度の利用状況をを
お知らせしまお知らせしますす

人 の 動人 の 動 きき

問合せ 総務課 総務係 緯６２−６２１１

南伊豆町情報公開条例に基づく平成２９年度中の公文書公開請求の状況

公文書公開請求件数等 ９６件（６７人）

審査請求の処理状況 ０件

南伊豆町教育長に対する公文書公開請求状況 ０件

南伊豆町議会議長に対する公文書公開請求状況 ０件

南伊豆町個人情報保護条例に基づく平成２９年度中の保有個人情報公開請求の状況

保有個人情報公開請求件数 ０件（０人）

不服申立ての件数 ０件（０人）

保有個人情報訂正請求件数 ０件（０人）

保有個人情報利用停止請求件数 ０件（０人）

件 数区 分

９３全部
公開

３一部

０非公開

９６合 計

公文書公開請求に対する処理状況

件 数区 分

１閲覧のみ

０閲覧及び写しの交付

９５写しの交付のみ

０視聴など

９６合 計

実施の方法



まちのできごと

９９９

６/１８ 介護保険を上手に使う

健康福祉センター多目的ホールにて、介護保険

制度の上手な使い方について学ぶ講座が開かれま

した。参加者は、介護保険制度や介護施設の利用

方法を学びました。

講座の様子

６/２６ みんなの浜を綺麗に

南伊豆東中学校と南伊豆東小学校の児童による

弓ヶ浜清掃が行なわれました。空き缶や花火のゴ

ミなどポイ捨てされたと思われるゴミを、児童た

ちが回収しました。

浜に捨てられたゴミを拾う小中学生

弓ヶ浜にて海開きの神事が行なわれました。パ

ラパラと雨が降るなか、神主による儀式が行われ、

町長や湊区長など関係者が玉串を奉納し、海での

安全を祈願しました。

７/７ 海での安全を祈る

弓ヶ浜で行なわれた神事の様子

６/２６ 教育の現場を見る

町の教育委員による学校等の訪問視察が行われ

ました。各学校では校長先生から教員や学校の概

要説明が行なわれた後、各教室を回って授業の様

子を確認しました。

町教育委員による学校視察の様子

町内４か所で、保護司会・更生保護女性会など

が街頭活動を行い、啓発品を配りながら犯罪や非

行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解

と協力を呼びかけました。

啓発品を配布する様子

７/２ 社会を明るくする運動

７月１０日から夏の交通安全週間が始まりました。

夏は町を訪れる観光客が増えることから、外出時

は普段よりも注意を払い、交通ルールの遵守を心

がけましょう。

しっかりと手を挙げて道を渡る生徒たちの様子

７/１１ 交通ルールを守ろう
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「爆身」

「戦争調査会」

世界文化遺産である軍
艦島。廃墟の内部は生活
の痕跡であふれ、今も賑
わう住民の声が聞こえる
ようだ。寂寥感に覆われ
た異界の島の写真集。

「THEISLAND」

佐藤健寿著／朝日新聞出版

図書館だより

開館時間 ８：３０〜１７：１５

休 館 日 月曜日・木曜日・祝日

緯６２−７１００ ＦＡＸ６２−１４０２

今月のおすすめ

「日本列島５億年史」

敗戦直後、日本人自ら
戦争への道のりを検証し
ようとした国家プロジェ
クトが存在した。歴史の
影に隠された計画の全貌
とは？

井上寿一著／講談社

日本各地に残された地
形・地層・地質から列島
形成５億年の歴史に迫る
研究書。豊富な写真とイ
ラストで、今ここに太古
の記憶が蘇る！

高木秀雄監修／洋泉社

本名、年齢不詳。謎の
男のたった一つの事実、
彼は凄腕のボディガード
だった。前作「獣眼」か
ら数年、男が再び吼える。
極上のハードボイルド。

大沢在昌著／徳間書店

猫好きの姉妹と犬好き
の男。三人が築いた幸福
な時間は、運命に引裂か
れ突然の終わりを告げる。
そこに現れたのが一匹の
山猫だった。

「山猫クー」

川口晴著／河出書房新社

家族の崩壊は一瞬にし
て始まった。父親の手に
よる母と妹の殺害。そし
て残された兄弟。被害者
と加害者の狭間で生きる
兄弟の末路は…。

「砂の家」

堂場瞬一著／KADOKAWA

お馴染みの古書店を舞
台に、お馴染みの大家族
が活躍する笑いと感動に
満ちた物語。この見慣れ
た景色が心地いい、「東
京バンドワゴン」最新作。

「ヘイ・ジュード」

小路幸也著／集英社

新着図書案内

藤原氏

人口減少社会の未来学

実とタネキャラクター図鑑

アルビノの話をしよう

着心地のよい、暮らしの服

グレイヘアという選択

万引き家族

雲の果

無暁の鈴

泣きかたをわすれていた

草薙の剣

パドルの子

母ではなくて、親になる

知性は死なない

モノ・コト・ヒトの断捨離

倉本一宏

内田樹編

多田多恵子

石井更幸

美濃羽まゆみ

主婦の友社編

是枝裕和

あさのあつこ

西條奈加

落合恵子

橋本治

虻川枕

山崎ナオコーラ

與那覇潤

やましたひでこ監修

図書館利用案内

夏休み地区おはなし会のお知らせ

図書館では、毎年恒例となりまし

た「夏休み地区おはなし会」を今年

も開催します。

会場では、絵本・紙芝居の読み聞

かせ、児童図書の貸出を行いますの

で、日頃図書館に来館できない方も

お気軽にご参加ください。

【日程】

８月１日（水）

入間生活改善センター

８月８日（水）

下流公民館

８月１５日（水）

大瀬公民館

８月２２日（水）

南伊豆図書館 絵本の部屋

時間はいずれの日も９：３０～

（１時間程度）

「小さな暮らしの
おすそわけ」

おすそわけをバトンに、
人から人に繋ぐ優しさの
リレー。昨今失われがち
な感謝と気遣いの小さな
工夫を紹介。ゴールは皆
さんの笑顔です。

ミスミノリコ著／主婦と生活社

「未来」

湊かなえ著／双葉社

虐め、ＤＶ、自殺。不
幸の連鎖の中で信じ続け
たもの。それは未来の自
分から届いた一通の手紙
だった…。イヤミスの名
手が送る至高の一冊。

「雑草キャラクター図鑑」

都会に強く根を張る沢
山の雑草。その特性を知
れば人間社会をしたたか
に生き抜く処世術が見え
てくる？思い切って雑草
になっちゃえ！！

稲垣栄洋著／誠文堂新光社
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健康レシピ

ここがポイント！

南豆味会（健康づくり食生活推進協議会）
な ず み かい

問合せ 健康増進課 緯６２−６２５５

ズッキーニとアボカドの
ガーリック炒め

アボカドを入れることでコク

がでます！

渇 材料２人分

①長ねぎ、にんにくをみじん切りにする。

②ズッキーニを０．５㎝幅に輪切り、または半月切りにする。

③アボカドを食べやすい大きさに切る。

④フライパンに油をひき、①を香りが立つまで炒めた後、

②を炒める。

⑤最後にアボカドをさっと炒め、塩、こしょう、しょうゆ

で味をととのえる。

⑥器に盛り、かつお節を散らす。

渇 作り方 活

栄養価１人分（エネルギー：８９kcalたんぱく質：２．３ｇ

脂質：７．７ｇ 塩分：０．８ｇ）

ズッキーニ……１/２本（１００ｇ）

アボカド………１/２個（６０ｇ）

長ねぎ…………５㎝

にんにく………１/２片

塩・こしょう…各少々

しょうゆ………小さじ２/３

かつお節………適量

油………………小さじ１

『人』に焦点を当てる

南伊豆町の風景、文化、人を伝え

るインターネット新聞『南伊豆新

聞』が動き出して３ヶ月が経ちまし

た。現在、南伊豆新聞のホームペー

ジでは毎週１本ずつ記事が更新され

ています。これまで取材させていた

だいた皆さん、この場を借りてお礼

を申し上げます。

今回は、私がどのように取材して

いるのかを紹介したいと思います。

南伊豆新聞では、取材対象者の

『人』に焦点を当てています。例え

ば取材先が飲食店だったら『どんな

人におすすめ』『メニューの一覧』

などの情報はあまり掲載しておらず、

それよりも『どうして今のお店をや

ることになったのか』『料理を作る

南伊豆新聞が大切にしていること

QRコードからでも見ることができます

インターネットを開き、「南伊豆新聞」と

検索してみてください

際、どんなことを大切にしているの

か』などを中心に伺っています。

安いから、メニューが多いから行

く。もちろんそれらも大事だと思い

ます。ですが、そのお店の『人』に

焦点を当てることで、こだわりが見

えてきたり、思いもよらないストー

リーが視えてきます。既に記事を読

まれた方の中には「南伊豆にこんな

お店があったのか！」と驚いた方も

いらっしゃるのではないでしょうか。

南伊豆新聞を通して、そのお店の

ことを好きになってもらったり、認

知されるきっかけの一つになれるよ

う、引き続き頑張りたいと思います。

ぜひ南伊豆新聞をぜひ覗いて見てく

ださい。 隊員 伊集院

問合せ 地方創生室 緯６２−１１２１
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おお知知ららせせ

対象 小学生個人、または小学生３

名以内のグループ

テーマ 自由なテーマでさまざまな

方法や考え方によってあるものを

はかったことを表す作品

応募方法 はかったもの、その方法、

結果、感想などを写真、図面、作

文などにまとめ、指定の応募用紙

に必要事項を記入の上、作品とと

もに送付

期日 ９月４日（火）必着

問合せ （一社）日本計量振興協会

緯０３－３２６９－３２５９

ホームページ http://www.nikk

eishin.or.jp/kinenbi.html

対象 平成３０年４月１日において、

大学等（短期大学を除く。）を卒

業した日又は大学院の課程等を終

了した日のうち最も古い日から起

算して８年を経過した者

申込方法 インターネットからの申

込み ※インターネットからの申

込みができない環境にある場合は、

問合せ先までご連絡ください

受付期間 ８月３日（金）９：００～

８月２１日（火）（受信有効）

試験日

・１次試験 ９月３０日（日）

・２次試験 １１月３日（土）、４日

（日）、１０日（土）、１１日（日）で指定

する日のうちの１日

・３次試験 １２月上旬で指定する

日のうちの１日

問合せ 名古屋国税局 人事第二課

試験係 緯０５２－９５１－３５１１（内線

３４５１）

職員採用ページ

http://www.nta.go.jp/about/or

ganization/nagoya/recruitment

/syokuin/index.htm

何でもはかってみよう
コンテスト開催

国税庁税務職員
（国勢調査官級）募集

食料の提供にご協力
ください

家庭に眠っている食料を集めて

フードバンクに寄付し、生活困窮し

ている方に提供するフードドライブ

を実施中です。

受付期間

８月１日（水）～８月３１日（金）

回収対象

賞味期限が２ヶ月以上あるものや、

常温保存の未開封の食料

対象外 アルコール、アルコールを

含む食料、保存水、栄養剤、介護

用流動食、美容食品、健康食品、

サプリメント

問合せ 南伊豆町社会福祉協議会

緯６２－３１５６

●いきいき脳の健康教室

日程 ９月５日（水）～１２月２６日（水）

の毎週水曜日、全１７回。

時間 下記のいずれか

①１３：３０～１４：１５

②１４：４５～１５：３０

場所 健康福祉センター２階会議室

対象 ６５歳以上の町民の方（要介護

認定を受けていない方）

定員 ２０名（各時間１０名）

内容 簡単な読み書き、計算、レク

リエーション、自宅学習等

費用 １ヶ月１，３００円 ※毎月月初

に集金

その他 おたっしゃ！ポイント対象

教室です。

いきいき脳の健康教室
参加者等募集

●サポーター・送迎ボランティア

対象 概ね７０歳未満の町民の方

内容 学習のサポート、または参加

者の送迎

謝礼 交通費程度

受付期間 ８月１３日（月）～２３日（木）

※教室参加者は先着順

申込・問合せ

地域包括支援センター

緯３６－３３３５

下田地区消防組合職員
募集

募集職種 消防職

人数 ４名程度

受験資格 平成４年４月２日以降に

生まれた方で、学校教育法による

高等学校卒業以上の学歴を有する

方（平成３１年３月高校卒業見込の

者を含む）

提出書類

・受験申込書 下田地区消防組合

で用意するものを使用

・卒業証明書等 最終学校発行の

卒業証明書又は卒業見込証明書

・その他 自分の宛先を明記し８２

円切手を貼付した返信用の長形

３号封筒

受付期間

８月１３日（月）～９月２１日（金）

※郵送時９月２１日必着

試験日 １次試験 １０月１４日（日）

２次試験 １１月４日（日）

試験会場 下田市六丁目１番１４号下

田消防庁舎３階会議室

その他 試験案内及び受験申込書は、

下田消防本部のほか、ホームペー

ジからもダウンロードできます。

提出・問合せ 〒４１５－００２６

下田市六丁目１番１４号 下田消防

本部総務課人事財務係

緯２２－１８２９

対象 １５歳以上の県民

日時 １０月１３日（土）、１１月３日（土）

いずれも１３：００～１７：００

場所 アイセル２１ 静岡市葵生涯学

習センター・女性会館複合施設１

階ホール

人数 １５０人

申込方法 ハガキ、ＦＡＸ、Ｅメー

ル、インターネットからの申込み。

申込期日 ９月２８日（金）必着

費用 無料

その他 西部会場などその他の会場

での公開講座も開催されます。詳

細はホームページなどをご覧くだ

さい。

問合せ 静岡県立大学広報企画室公

開講座担当 緯０５４－２６４－５１０６

ホームページ http://www.u-shi

zuoka-ken.ac.jp/

静岡県立大学公開講座
開催
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戸籍の戸籍の窓窓

メメメディカル通メディカル通信信

父・母誕生日赤ちゃんの名前地区

勇美・和６．２山田 琉
りゅう

翔
と

下小野

洋介・真由美６．８田中 もも青 野

勇人・智美６．１３浜岡菜
な

那
な

美
み

湊

赤ちゃん誕生おめでとう

日頃の練習の成果を披露するとと

もに、区民や参加自治体間の交流

を図るなど、阿波おどりを通した

地域間のつながりを深めています。

各演舞場で繰り広げられる迫力

ある踊りを、南伊豆町の皆さまも

杉並区高円寺でぜひご覧ください。

杉並区産業振興センター観光係

緯０３－５３４７－９１８４

「東京高円寺阿波おどり」が

８月２５日（土）、２６日（日）に開催

されます。

東京を代表する夏の風物詩と

して親しまれている東京高円寺

阿波おどりは、高円寺地域の街

のにぎわいを求めて「ばか踊

り」として昭和３２年に始まり、

今年で６２回を迎えます。

開催の２日間は、１００万人を超

える観客と約１万人の踊り手で

高円寺の街は熱気の渦に包まれ、

人々の笑顔で溢れかえります。

杉並区の交流自治体からは、

南伊豆町の「ユウスゲ連」をは

じめ７自治体が合同で参加し、

第６２回東京高円寺阿波おどり

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。

ジェネリック医薬品

の中で溶けやすくなっていたり、

大きさや味などをより飲みやすく

改良された製品もあります。

ジェネリック医薬品の普及とと

もに、当院でも多くのジェネリッ

ク医薬品を採用していますが、ま

だまだ海外に比べて国内での普及

率は低い状況です。

ジェネリック医薬品がどんなお

薬かを知っていただき、皆さまに

安心して服用していただきたいと

思います。

下田メディカルセンター

緯２５－２５２５

ジェネリック医薬品がどのよ

うな医薬品なのか、ご存じでし

ょうか。

ジェネリック医薬品とは、新

薬（先発医薬品）と同じ有効成

分を使っている医薬品です。

有効成分以外の添加剤が異な

る場合がありますが、効き目や

安全性が同等のお薬です。

また、新薬に比べて開発にか

かる時間と費用が大幅に少なく

なるため、価格が安くなってい

ます。

さらに、医薬品によっては口

８月は、町県民税、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。

問

東京都杉並区

流流 自自 治治 体体

だだ よよ りり

交交

問

平成30年6月1日から6月30日までに
届出のあったもの（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。

お悔やみ申し上げます

月 日年齢氏 名地区

６．２７８土屋紀代子二 條

６．５９７木下はつね湊

６．６８９藤井 充子青 市

６．１０８０黒田 好昭湊

６．１３９５山本カヅヱ一 條

６．１８７５永田 和昭青 野

６．２０９３小澤 一枝石廊崎

６．２７９２大野かずゑ湊

６．２７６８岡部 伸司加 納

６．２９９９土屋 たき湊

６．３０９３山崎いな子大 瀬

世帯数 ３，９１６世帯

人 口 ８，３９７人（−１３）

男 ４，０２３人 女 ４，３７４人

転 入 １８ 転 出 １６

出 生 ０４ 死 亡 １９

（７月１日現在）

人の動き

（６月中）
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まちの 人人

菊

マイルキッズスス

問合せ 健康増進課 緯６２−６２５５

口メ一康 モ健健

「お兄ちゃんたちが大好き！
たくさん遊んで可愛がってくれるよ！」

夏バテとは、高温多湿な日本の夏の暑さによる

体調不良の総称です。主な自覚症状としては、

「疲れがとれない」「食欲がなくなる」「よく眠

れない」などがあります。

高温多湿の環境下で体温を一定に保とうと自律

神経がフル稼働することで疲弊し、自律神経が乱

れることが原因と考えられています。下記の夏バ

テ対策のポイントを参考に、夏バテにならないよ

うに気をつけましょう。

【夏バテ対策のポイント】

・水分をしっかり補給する

・ぐっすり眠って体を休める

・軽い運動をして発汗能力を上げる

・栄養バランスの良い食事をとる

農業一筋、イチゴを育てる

夏バテ対策をしましょう

私が農業を始めたきっかけは、家業が農家であ

り、自分が農業高校を卒業し、農業に関する知識

があったためです。また、作物を育てることに興

味を持っていたこともきっかけの１つです。

しかしながら、趣味で作物を育てることと、職

業として作物を育てるのでは、当然ではあります

が勝手が異なり、失敗が許されません。そして、

ただ育てるだけでなく、いかに効率良く、たくさ

ん収穫できるかを考えなくてはなりません。

そこで私は効率的に農作業ができるように、地

面より高い位置に棚を組んで作物を育てる高設栽

培という手法を導入したり、栽培面での作業効率

の改善を図るなど、様々な取り組みを行い、現在

に至ります。

今後は、後継者の息子に経営を任せ、作物の栽

培や、流通・販売に農家が直接関わり、農作物の

価値を高める６次産業化の手助けをしていきたい

と考えています。

鈴木 盛
もり

行
ゆき

さん一條

鈴木さんのビニールハウス内にて撮影

南伊豆の夏は様々なイベントがあるため、日中夜

間問わず取材に出ることが多々あります。青い「南

伊豆町」の腕章をつけてカメラを持った人がいたら、

広報の取材の可能性が高いので是非ともご協力お願

いします。

編編 集集 後後 記記

下賀茂 山本 円
まどか

（１歳６か月）ちゃん


