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謹んで新年のご祝詞を申し上

げます。皆様におかれましては、

清々しく新しい年をお迎えのこ

とと、心からお喜び申し上げま

す。昨年、町民の皆様におかれ

ましては、南伊豆町政の運営に

多大なるご理解、ご協力を賜り

ましたことに心から感謝を申し

上げますと共に、一層のご指導、

ご鞭撻を賜りますよう切にお願

い致すところでございます。

さて、本年は亥年です。干支

である猪（亥）は季節で例えると

秋の終わりから冬にあたります。

戌年である昨年は、秋の終わ

りまでに実と葉を落とし、本体

の木を守るという守りの年であ

りました。そして亥年である今

年は、落とした実の固い種の中

にエネルギーを溜め込み、芽吹

きの春である翌年に備える一年

となります。

ところで、亥と言えば猪突猛

進という四字熟語があるように、

単調で勢いのある動物というイ

メージが強いと思われますが、

実は大変警戒心が強く、慎重で

家族愛の強い動物です。

そこで、亥年である本年は、

まず愛する町民を守ることを念

頭に、様々な事業の優先順位を

慎重に見定めた中で着実に推進

し、いつでも「猛進」できる体

制を構築いたします。

本年は南伊豆町にとって大変

重要な年となります。これから

未来に向けて、新しい南伊豆町

を始めるために着々と準備を進

めつつ、しっかりとエネルギー

を溜め、現在進んでいる事業に

加え、新たな子育て支援、観光

や産業振興を始めとし、防災、

福祉の施策を推進しなくてはな

りません。人口減少という大き

な課題の中、子供は「町の宝」

「国の宝」であります。今まで以

上に子供達や、子育て世代の皆

様への支えとなる施策を実現し

てまいりますので、町民の皆様

の忌憚のないご意見を頂戴でき

れば幸いです。

平成１５年閉園以来、本町の大

きな課題でありました石廊崎ジ

ャングルパーク跡地について、

３年程かけて再開発整備を行っ

てまいりましたが、間もなく第

一段階が完了し、４月１日に石

廊崎オーシャンパークとしてリ

ニューアルオープンします。

普通車と観光バス、合わせて

１１０台分の駐車場を整備し、飲

食、お土産販売、ジオパークビ

ジターセンターのブースを設置

した休憩棟も２月に完成となる

予定です。

下田海上保安部のご協力によ

り、石廊埼灯台の敷地内に入れ

るようになったほか、灯台開放

日も増え、灯台内の見学機会が

多くなるため、町のシンボルと

言える石廊埼灯台が、今まで以

上に身近な存在となります。

石廊埼灯台は、１８７１年（明治

４年）１０月５日に初点灯してか

ら１４８年間、毎夜、石廊崎沖を

照らし、航行する船舶の安全を

見守り続けています。

また、近年では石廊埼灯台を

モチーフとした町のマスコット

キャラクター、南伊豆町宣伝部

長のいろう男爵が、人気、知名

度共に高まってきました。

石廊崎オーシャンパークの

オープンに合わせていろう男爵

のぬいぐるみを販売できるよう、

急ピッチで製作しております。

そして、石廊崎と言えば何と

いっても石室神社と熊野神社で

す。縁結びや海上安全などのご

利益、風光明媚なインスタ映え

のスポットとして、かつての石

廊崎のような賑わいを取り戻せ

るよう、石廊崎オーシャンパー

石廊崎オーシャンパーク
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ク関係者の皆様と力を合わせて

まいります。

オープン後も再開発の第二段

階として、駐車場横の芝生広場

を整備いたしますが、その他を

含めて平成３１年度中の完成を予

定しております。

ＪＲ６社によるＤＣが昨年は

プレキャンペーンとして行われ、

本年はメインキャンペーンとし

て行われます。

本町ではＤＣをきっかけに、

多くの観光客に町を訪れていた

だくために、食やイベント、各

種体験など１４を超えるメニュー

を企画しております。主なもの

は、タケノコ狩りとタケノコ料

理、サンセットクルーズ、田園

コースの乗馬体験、スカイラン

タンナイトなどです。特に賑わ

うであろうスカイランタンナイ

トは、昨年１０月に青野川ふるさ

と公園において、南伊豆町商工

会青年部が中心となって開催し、

多くの方々に感動を与えてくれ

ました。スカイランタンナイト

の企画・運営を行った私の後輩

達の新しいアイディアと熱意、

そして実行力に心から感謝する

と共に、ＤＣでも存分に力を発

揮していただきたいと思います。

昨年、４月１７日に伊豆半島が

ユネスコ世界ジオパーク認定を

受けました。

本町にも多くのジオサイトが

点在し、見学に来る人も日々増

えております。

そのような中、認定ジオガイ

ドの皆様には、ガイド活動や教

育活動において大変お世話に

なっており、私達地元の者でさ

え知らないジオに関する知識を

たくさん聞かせていただいてお

ります。

ただの観光としてではなく、

伊豆半島の成り立ちや歴史、地

域の珍しい風習や新しい取り組

みなど、世界に誇れる伊豆半島

の話を、町内の小中学校での教

育活動を始めとして、少しでも

多くの人に聞いていただければ

と思います。

私達の足下に広がるこの伊豆

半島は、今でもプレート移動を

しており、富士山の下に毎年数

㎝ずつ潜り込んでいます。伊豆

半島はプレート移動の形跡を観

察できる場所で、地震について

考える上で、プレート移動は大

変重要な要素となります。

認定ジオガイドの皆様には、

本年も魅力があり勉強になるツ

アーの提供をよろしくお願いい

たします。

南伊豆町は、観光客の方々が

訪れたいと思える魅力が十分

残っております。それらの魅力

ある観光資源を活かし、ゆっく

り寛いでいただける観光客目線

の観光政策を進めて参ります。

昨年、私が一番重きをおいた

施策が子育て支援で、高校生の

通学バス代の半額助成、こども

医療費無償化の対象年齢を１８歳

まで拡充、小学校空調機器設置

などを中心に進めて参りました。

どの施策も子供達、保護者、

ご家族を始めとして、多くの方

に喜んでいただけたと伺ってお

り、施策を行った甲斐があった

と考えております。

本年は、空調機器が未設置で

ある町内の２中学校へ設置し、

本年も子供達、子育て世代の皆

様のお力になれるよう努力いた

します。

猪（亥）が干支となる本年では

ありますが、猪や鹿による農作

物などへの被害は大きく、獣害

対策は大きな課題です。

しかしながら、決定的に有効

と言える対策が無いのが現状で

あるため、本年は今まで以上に

関係者と連携し、国、県にしっ

かりと現状を訴えながら、地道

に対策を講じていきます。

まだまだやるべきことは山積

みではありますが、様々な課題

としっかり向き合って対策を練

り、計画の実効性を高めていく

ため、職員と一丸となって前進

していきます。

また、いつもお世話になって

いる姉妹都市の塩尻市、杉並区

を中心とする交流自治体の皆様

や、教育旅行で訪れる台湾の皆

様、そして、南伊豆町に思いを

寄せてくださる方々に誇れるよ

うな、素晴らしい南伊豆町にす

るために「岡部猛進」がいつで

も出来るよう尽力します。

結びに、皆様にとって本年が

「亥の一番」の年になることを祈

念致しまして新年のご挨拶とさ

せていただきます。

デスティネーション
キャンペーン（DC）

伊豆半島ジオパーク

子育て支援
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平成３０年南伊豆町議会１２月定例会

の開会にあたり、平成３０年９月６日

発生の北海道胆
い

振東部地震で犠牲と
ぶり

なられた４１名の方々のご冥福をお祈

り申し上げ、謹んで哀悼の意を表し

ます。

それでは、９月定例会以後の主な

事項について行政報告を申し

上げます。

園内整備に向けた工事の進捗状況

については、休憩所建築工事、駐車

場等造成工事ともに順調に推移して

おります。

休憩所については、鉄骨が組みあ

がり外壁部分に着手しており、年明

けから内装工事に入る予定となって

おり、伊豆縦貫道整備工事に伴う残

土の受け入れは１０月末で終了したこ

とから、県道からの進入路路面舗装

のほか、駐車場整備にも着手してま

いります。

休憩所内に移転予定のジオパーク

ビジターセンターについては、約２５

㎡のスペースを確保したなかで、伊

豆半島ジオパーク推進協議会からの

指導・監修をいただきながら、展示

物や床面マップなどを製作しており

ます。

また、オープンに合わせた取り組

みとして、認定ジオガイドによるジ

オツアー等も計画されており、世界

認定を受けた伊豆半島ジオパークと

しての更なる高みを目指して、施設

の充実に努めてまいりたいと考えて

おります。

石廊崎オーシャンパーク開園に向

けた観光宣伝においては、デスティ

ネーションキャンペーンと連携し、

チラシの作成やオーシャンパークの

ホームページ開設など、より多くの

方々の目に触れるよう準備を進める

ほか、開園後には定期的な地場産品

のマルシェ、朝市や軽トラ市などの

開設に向けて、町内関係団体・事業

者との連携を進めてまいります。

今夏の高温気象は正に災害とも言

えるほどの猛暑で、教育現場におい

ても、体調不良と思われる児童・生

徒が多発いたしました。

本町では、６月には小学校への空

調機器が導入され、快適な環境のも

とで授業が行われました。猛暑から

児童を守れたことは大変有意義なこ

とであったと認識しております。

平成３１年度での中学校への空調機

器整備に向けては、現時点で「受電

設備改修工事設計委託業務」が履行

中であり、年度末に向け「受電設備

等改修工事」を完了させるとともに、

来年６月には空調機器を稼働すべく

事業推進してまいります。

１０月末までの移住・定住事業にお

いては、杉並区民を対象としたお試

し移住説明会をはじめとする都内で

の移住相談会に加え、町内事業者に

もご参加いただいたなかで実施した

移住・就職セミナーなど、これまで

７回のイベントを開催し、延べ１５０

人の方々からの相談を受け付けまし

た。

また、イベント参加者へのアンケ

ートから、多くの方々が本格的な移

住の前に１年以内の「お試し移住」

を希望される一方で、町が確保する

お試し移住物件に空きが無く、移住

希望者の方々のニーズにお応えでき

ていない状況にあることも課題と捉

えております。

このようなことから、当面の間の

措置として、杉並区旧健康学園職員

宿舎を借り上げたなかで、お試し移

住やサテライトオフィス等に加え、

まちづくりに関する相談や懇談のほ

か、情報発信の場として活用するこ

とで、移住・定住の促進、まちづく

り事業の更なる活性化を図り、交流

人口・関係人口の増加に繋げてまい

平成３０年南伊豆町議年南伊豆町議会１２１２月定例会が月定例会が１２１２月５日から開催さ月５日から開催され、

「南伊豆町消防団条例の一部を改正する条例制定につい「南伊豆町消防団条例の一部を改正する条例制定について」などが原案どおり可決されました。」などが原案どおり可決されました。

−１２月定例町議会 行政報告−
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平成３０年南伊豆町議会１２月定例会が１２月５日から開催され、

「南伊豆町消防団条例の一部を改正する条例制定について」などが原案どおり可決されました。
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中学校空調整備に向けて

石廊崎オーシャンパーク

整備事業について

地方創生（移住・定住促進）

の取り組み
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りたいと考えております。

（１）第１５回フェスタ南伊豆

１０月２１日、南伊豆町役場を会場に

「第１５回フェスタ南伊豆」が開催さ

れ、３２団体がブース出店し多くの来

場者で賑わいました。

例年好評の姉妹都市塩尻市からも、

新鮮な野菜、果物、ワインの販売に

ご協力をいただきました。

また、今回も下賀茂商店街を通行

止めとして、南伊豆中学の生徒有志

によるソーラン節のほか、杉並区の

「高円寺阿波おどり連」と南伊豆町

「ゆうすげ連」のコラボによる阿波

おどりには多数の観衆が訪れ、イベ

ントは最高潮となりました。

加えて、「高円寺阿波おどり連」

の皆様にはエクレシア南伊豆にも訪

問していただき、本場の阿波おどり

を披露していただきましたが、杉並

区からの入所者をはじめとして周辺

住民の方々とともに大いに喜ばれた

と伺っております。

合わせて、御殿場市で活躍されて

いる富岳太鼓の皆様にもご参加いた

だき、会場本部前で壮大な太鼓演奏

を披露していただきました。

かつて町制施行４０周年記念に向け

て「みなみ太鼓振興会」を創設し、

富岳太鼓からご指導をいただいた経

緯もあるなかで、同振興会が解散と

なったことなどから太鼓道具類を富

岳太鼓に寄贈しました。

今回は寄贈した太鼓での凱旋演奏

となりましたが、懐かしいという声

も聞かれるなか、迫力ある太鼓演奏

を堪能いたしました。

今後も機会を捉えながら、富岳太

鼓との交流を深めていきたいと考え

ております。

（２）美しい伊豆創造センターの統合

世界から称賛され続ける美しい半

島を目指して策定された「伊豆半島

グランドデザイン」の推進組織とし

て、平成２７年４月に発足した美しい

伊豆創造センターは、２年目となる

平成２８年度には、組織強化として一

般社団法人美しい伊豆創造センター

を併設し、各種事業の中核を一般社

団法人が受け持ち、その事業の精査

検証などを任意組織である美しい伊

豆創造センターが担ってまいりまし

たが、事務手続き等の煩雑化など組

織課題も多く、平成３１年４月１日を

目途に現行の二元体制の機構を一本

化することとなりました。

組織再編制に向けた調整会議には、

伊東市、三島市、伊豆市及び南伊豆

町の副市町長が選出され、より活動

しやすい組織の再構築を目指して協

議が続けられております。

（３）東京大学大学院農学生命科学研

究科との連携・協力に関する協定書

の締結

１０月２３日、農林業を活用した地域

活性化の新たな取り組みとして、東

京大学大学院農学生命科学研究科と

の間で、連携・協力に関する協定書

を締結いたしました。

１９４３年に設立された加納地内の樹

芸研究所は、特用樹木に関する様々

な研究を行っており、連携・協力す

ることで本町の農林業振興対策の推

進、熱帯・亜熱帯作物育成の技術指

導など、新たな農林業の発展に繋げ

ていけるよう具体的な事業を検討し

ていきたいと考えております。

また、締結式終了後には、樹芸研

究所長の鴨田重裕先生を講師に「樹

芸研究所が目指すもの～森林・林業

教育研究の現在・未来～」と題して

基調講演も行われました。

（１）ふるさと寄附金

１０月末現在の「ふるさと寄附」に

ついては寄附件数１，４１０件、寄附額

７１，５０７，００５円となり、前年同月との

比較では約６割減となっております。

また、先の定例会において返礼割

合を５割に戻すことも選択肢と申し

上げたところでありますが、会期中

の９月１１日には、総務大臣より「ふ

るさと納税制度の抜本的な見直し」

が表明され、９月１日時点の実態調

査結果などから本町感謝券の広域性

が指摘されるなど、返礼品の見直し

が求められております。

当該感謝券は、半島南部への周遊

型観光に繋げる地域振興施策として

積極的に取り組んできたものである

ことから、寄附者や地元パートナー

企業への負担などにも配慮し、１１月

１日から町外での利用を廃止いたし

ました。

（２）秋季観光イベントの取り組み

秋季観光イベントの実績について

ご報告いたします。

昨年度に引き続き、１０月２７日から

２８日にかけてＪＲ東日本による「伊

勢海老列車」が運行されました。

当該事業は「伊勢海老を食す旅」

と銘打ち、ＪＲ東日本、伊豆急行株

式会社、株式会社南伊豆東海バスと

の連携事業であり、参加者２９４名を

お迎えいたしました。

オプショナルツアーでは伊勢海老

のつかみ取りをはじめ、石廊崎遊覧

船のほか波勝崎苑での餌付けなどを

通じて、本町の魅力ある自然を満喫

していただきました。

また、１１月１０日には青野川ふるさ

と公園をスタート・ゴールとする

「第５回南伊豆町１００㎞・７８㎞・６６

㎞みちくさウルトラマラソン」が開

催され、１００㎞・７８㎞の部は午前５

時に、６６㎞の部は午前７時にスター

トし、５８３名がエントリーいたしま

した。

コース内に設置した２０か所の各エ

イドステーションでは、地元の方々

による温かい「おもてなし」が提供

され、参加者は起伏に富んだ海岸線

や山間部のコースを走り抜け、制限

時間内に４５５名の選手が無事ゴール

いたしました。

本大会にご協力いただきました走

路員やエイドステーションなどの競

技運営ボランティアをはじめとして、

沿道での応援にご理解とご協力を賜

りました町民の皆様に厚く御礼を申

し上げます。

以上で、平成３０年１２月定例会の行

政報告を終わります。

−１２月定例町議会 行政報告−

地域活性化の取り組み

商工・観光振興に向けて
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町の指定文化財を紹介します

町の指定文化財とは、南伊豆町文化財保護条例に基づき、町によって指定された文化財のことです。

今回初めて、仏像４躯、絵画２幅の計６点が指定されました。

町の指定文化財とは？

問合せ 教育委員会 社会教育係 緯６２−０６０４

本像は、等身大を超える一木造

りの像である。

１０世紀後半から１１世紀に製作さ

れた町最古の仏像と考えられ、町

の文化財に指定された。

薬師如来坐像指定名称

有形文化財（彫刻）種 別

平安時代時 代

広葉樹材の一木造品 質

手石 青龍寺所 在 地

観音菩薩坐像指定名称

有形文化財（彫刻）種 別

平安時代後期時 代

針葉樹材の一木造品 質

伊浜 普照寺所 在 地

本像は、青龍寺の薬師如来坐像

と同じか、少し遅れた時期の仏像

で、粟の長者伝説に関わる像であ

る点も評価され、町の文化財に指

定。現在は、正月３日の午前中に

限り拝観することができる。

阿弥陀如来立像指定名称

有形文化財（彫刻）種 別

鎌倉時代時 代

一木割矧造品 質

子浦 西林寺所 在 地

本像は、髪際高で三尺となる。

写実的な着衣の表現構造などから、

町内に残る鎌倉時代の仏像を代表

するものとして、町の文化財に指

定された。

観音菩薩立像指定名称

有形文化財（彫刻）種 別

平安時代後期時 代

一木造品 質

下賀茂 慈雲寺所 在 地

本像は、平安後期、１２世紀の仏

像と考えられており、慈雲寺背後

の山中にかつて存在した岩谷堂の

秘仏本尊であったと伝えられてい

るとして町の文化財に指定された。

顕如上人図指定名称

有形文化財（絵画）種 別

慶長１６年（１６１１年）時 代

大瀬 浄性寺所 在 地

西本願寺１１代、顕如上人図。

一幅一鋪の絵絹に描かれ、画面上部

には四行の墨書きがあり、その下に顕

如上人を描く、町内でも五指に入るほ

ど古い絵画であり、町の文化財に指定

された。

地獄極楽図指定名称

有形文化財（絵画）種 別

文化１２年（１８１５年）時 代

手石 青龍寺所 在 地

本図は、上方に極楽の様子、画面中

央から下方にかけて地獄の様子を描い

た図。寄進者は、大相撲の立行司、初

代式守伊之助で、小稲出身の伊之助が

晩年寄進したものと思われる。地元ゆ

かりの人物を知る資料として貴重なた

め、町の文化財に指定された。



まちのできごと
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奥石廊崎にて、冬の強い西風に備え、ヤシのコ

モ掛けが行われました。県道沿いに植わっている

ヤシ４７本のコモ掛けが終わり、冬を迎える準備が

整いました。

コモ掛け作業の様子

12/11 ヤシのコモ掛け

ふるさと公園にて、南伊豆中学校と南伊豆東中

学校の合同マラソン大会が行われました。当日は

暖かくマラソン日和の陽気で、生徒たちは大汗を

かきながら全力で走りました。

12/4 合同マラソン大会

男子の部、スタートの様子

11/28 あらゆる状況に備える

旧三浜小学校を会場とし、南伊豆町と東京大学

が連携した防災訓練が行われました。訓練内容は、

障害物の除去や土のうの作成、車の窓ガラスを

割っての救助など様々な状況を想定したものです。

土のうの作り方を教わる参加者たち

12/1 健闘、市町対抗駅伝

静岡市にて第１９回市町対抗駅伝が行われ、南伊

豆町を代表する選手達が出場しました。アンカー

の山本陽介選手が草薙陸上競技場に入ると、南伊

豆町を応援する大きな歓声が上がりました。

ラストスパートをかける山本陽介選手

11/15 ぺったん、餅つき

南崎認定こども園にて、七五三の餅つきが行わ

れました。園児たちは普段使うことのない臼と杵

を使い餅つきを行ったあと、つきあがった餅を皆

で楽しく食べていました。

一生懸命餅をつく園児

11/21～22 台湾教育旅行

台湾の彰化縣私立達徳高級商工職業学校の生徒

が、教育旅行（日本の修学旅行に該当）の一環と

して訪れ、町内の各家庭にホームステイを行いま

した。

ホームステイ翌日のお別れ式の様子
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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 新着図書案内

信長はなぜ葬られたのか

松下幸之助

紛争地の看護師

もしも宇宙に行くのなら

いのちとは何か

１日１分で血圧は下がる！

死を生きた人びと

いとおしむ暮らし

はじめてのテラリウム

小林秀雄の警告

最終標的

白いジオラマ

春は始まりのうた

ゴンちゃん、またね。

猫がいなけりゃ息もできない

安部龍太郎

米倉誠一郎

白川優子

橳島次郎

本庶 佑

加藤雅俊

小堀鷗一郎

内田彩仍

勝地末子

適 菜収

笹本稜平

堂場瞬一

小路幸也

ビートたけし

村山由佳

図書館利用案内

「武士の日本史」

ポニーに乗って弓を射
る！騎馬も刀も無かった
古代から始まり、時と共
に変容する武士の姿に迫
る歴史書。「武士道」ば
かりが武士じゃない！

高橋昌明著／岩波書店

「地球星人」

村田沙耶香著／新潮社

地球では「恋愛」の素
晴らしさを大いに宣伝し
ている。しかし、それは
誰かを愛するよう強制す
る「恋愛ごっこ」の明け
暮れに過ぎない…。

「雨上がりの川」

夫と妻、そして娘。平
凡だが幸せな暮らしは、
娘が受けたいじめを境に
全て狂い始めた。苦闘す
る家族が最後に辿り着い
た救済とは…。

森沢明夫著／幻冬舎

「へんな西洋絵画」

西洋絵画史に燦然と輝
く「へんな」傑作群にツッ
コミを入れまくる爆笑必
至の絵画解説書。同著者
による『ヘンタイ美術館』
と併せてどうぞ。

山田五郎著／講談社

「血の雫」

都内で発生した連続殺
人。難航する捜査を嘲笑
うかのように、ネットを
使った「殺人ショー」が
配信された。現代社会の
病巣に迫る傑作推理小説。

相場英雄著／新潮社

「宴の前」

知事の後継者を巡る苛
烈な争い。候補者の死、
暗躍するフィクサー、醜
聞を追う記者。二転三転
する戦況の末、地方に君
臨する権力の座は…。

堂場瞬一著／集英社

「誰もボクを
見ていない」

2014年、埼玉県で
起きた凄惨な事件。丹念
な取材の末に著者が辿り
着いた真実とは？少年犯
罪の本質に切り込んだ渾
身のノンフィクション。

山寺香著／ポプラ社

「知って得する！
おうちの数学」

「その先の道に消える」

平成３０年のベストリーダーは

平成３０年、最も多くの方に読まれ

た本の発表です。

あなたは何冊読みましたか？

◎小説・エッセイ

１位 おもかげ 浅田次郎

２位 長く高い壁 浅田次郎

アンカー 今野 敏

棲月 今野 敏

◎実用書

１位 幸せに暮らすくふう

２位 部屋も心も軽くなる「小さく

暮らす」知恵 沖 幸子

３位 高倉健七つの顔を隠し続けた男

森 功

あした死んでもいい暮らしかた

ごんおばちゃま

「無限の宇宙」

物理学者・ホーキング
博士の妻が綴った赤裸々
な日々。学者として高ま
る栄光、自由を奪われて
いく身体。車椅子の天才
を支えた愛と真実の記録。

ジェーン・ホーキング著
／静山社

死体で発見された緊縛
師の男。事件を追う刑事
を残酷な現実が襲う。重
要参考人として現れたの
は、愛する女性だった。
情欲と悦楽の果てに…。

中村文則著
／朝日新聞出版

実生活で今すぐ応用で
きる、知って得する数学
の知識を紹介。試せば試
すほど数学のトリコじか
けになる魔法の一冊。指
数関数、だ～い好き！

松川文弥著／翔泳社
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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

大根の皮は、捨てずに利用

しましょう。

３０分以上漬けた方が味が染

みておいしいです。

「人」と「人」のつながりを生む
キッカケに

大根の皮入りサラダ

伊豆新聞で「南伊豆くらし図鑑」が紹介されました！

夕食は暮らしナビゲーターと参加者同士が集まり、

交流会を行いました。

伊豆新聞下田版平成３０年１１月２５日第２３９４６号に

「南伊豆くらし図鑑」の記事が掲載されました。

てくれた方（暮らしナビゲーター）

のおかげです。この場をお借りして

お礼を申し上げたいと思います。

また、ありがたいことに伊豆新聞

さんが１１月２５日（日）の記事でこの

事業について取り上げてくださいま

した。

今回、参加された方から「また遊

びに行きます」「自分の暮らしを改

める機会になった」などの声をいた

だきました。しかし、スケジュール

管理などの課題も見えてきたので、

次回から改善していきたいと思いま

す。引き続き、南伊豆くらし図鑑を

体験したいという方を絶賛募集して

おりますので、下記問合せ先までご

連絡ください。

隊員 伊集院

１１月２３、２４日、「南伊豆くらし図

鑑」が本格的に実施されました。

「南伊豆くらし図鑑」とは、私が

「南伊豆新聞」と同時に進めている

もう一つの事業です。この事業は、

多種多様な暮らしをされている南伊

豆の方の日常を「一対一」で体験で

きる「ちょっと短いホームステイ」

のようなもの。

今回、体験希望があった暮らし体

験は「山の木々からシャンプーを作

る」「川の生き物に触れ、楽しむ」

「米農家さんと米を作り、考える」

「滝の上の家庭菜園と、ジャムづく

り」の４つ。参加された方は、東京、

静岡県内、町内在住の方などさまざ

までした。

当日はうまく運営できるかとても

不安でしたが、無事に終えることが

できました。これも暮らしを紹介し

問合せ 地方創生室 緯６２−１１２１

地域おこし協力隊携帯電話 緯０８０−２６５８−５１０９

渇 材料２人分

①キャベツと大根の皮は千切りにする。

②①ともやしをさっとゆで水気を切る。

③②に塩昆布とＡを混ぜる。

渇 作り方 活

栄養価（エネルギー：４１kcalたんぱく質：１．３g

脂質：２．１g 塩分：０．９g）

キャベツ…６０g

モ ヤ シ…２０g

大根の皮…２０g

塩 昆 布…５g

酢……………大さじ１

蜂蜜…………小さじ１

しょうゆ……小さじ１

オリーブオイル……小さじ１

Ａ
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おお知知ららせせ
平成３１年度町臨時的任用
職員登録者募集

町では、臨時職員の雇用にあた

り「南伊豆町臨時職員登録名簿」

に登録された方の中から、書類又

は面接による選考のうえ雇用して

います。

登録を希望される方は、役場総

務課へ「臨時職員登録申込書」を

ご提出ください。申込書は総務課

にて配付するほか、町ホームペー

ジからもダウンロードできます。

また、平成３０年度に申込書を提

出済みの方で、引き続き名簿に登

録を希望される方も、改めて申込

書の提出をお願いします。

なお、職種によっては登録され

ても雇用がない場合や、雇用まで

に時間がかかる場合がありますの

で、ご承知おきください。（現在、

看護師・助産師・栄養士・歯科衛

生士・幼稚園教諭・保育士の資格

を持った方、大学の心理学科を卒

業された方について特に募集して

います。）

申込受付 平成３１年１月４日～随時

※４月からの雇用については、平

成３１年２月２８日までに登録いた

だいた方の中から選考します。

申込・問合せ 総務課総務係

緯６２－６２１１

１１０番は、事件、事故などの

緊急時のためのものです。

緊急性の低いと思われる、相談

や照会などは、お近くの交番、警

察署または、緯「♯９１１０」にお問

合せください。

問合せ 下田警察署

緯２７－０１１０

１月１０日は「１１０番の日」

横浜市少年自然の家 南伊豆臨

海学園の指定管理者である横浜市

体育協会の嘱託職員を募集します。

採用職種 施設管理運営担当

採用予定人数 １人

応募資格

高等学校以上を卒業した人、ま

たは平成３１年３月までに卒業する

見込みの人

応募方法

エントリーシートを横浜市体育

協会ホームページからダウンロー

ドし、必要事項を記入して写真添

付のうえ、申込先へ郵送してくだ

さい。

※平成３１年１月２９日（火）必着

職務内容

施設利用者・宿泊者対応、施設

の管理・運営、カッター・カヤッ

ク及び野外活動指導、野外活動プ

ログラムの企画立案・実施、経理

などの事務、その他

勤務地

横浜市少年自然の家 南伊豆臨

海学園（南伊豆町子浦１４３７）

勤務時間

１日あたり実働７時間４５分勤務。

ただし、施設の利用状況により、

交代制勤務や宿直勤務があります。

雇用期間 平成３１年４月１日（月）

～平成３２年３月３１日（火）

給与等

月額報酬のほか、通勤手当、超

過勤務手当、宿直手当、期末・勤

勉手当等を支給します。

休日等

土曜日、日曜日及び祝日の日数

分を１ヶ月ごとにあらかじめ指定

します。その他、年次有給休暇、

夏季休暇等があります。

申込・問合せ

〒２３１－００１５ 神奈川県横浜市中

区尾上町六丁目８１番地 公益財団

法人横浜市体育協会 採用担当

緯０４５－６４０－００１１

※職務内容について

南伊豆臨海学園 緯６７－０２５５

南伊豆臨海学園嘱託職
員の募集

日時 平成３１年２月２５日（月）～３

月１日（金）各日１０：００～１２：００、

１３：００～１７：００

場所 静岡県東部法律会館（沼津市

御幸町２４－６）

内容 法律相談一般

参加費 無料

その他 予約される場合は、静岡県

弁護士会沼津支部までご連絡くだ

さい。

なお、空き状況により、当日の

受付が可能な場合もあります。

問合せ 静岡県弁護士会沼津支部

緯０５５－９３１－１８４８

富士山の日記念
無料法律相談会

静岡県道路公社では、伊豆スカ

イラインの通行料金割引、及び伊

豆スカイライン・アネスト岩田タ

ーンパイク箱根の通行券がセット

になった共通割引を実施します。

○伊豆スカイライン割引

日時 平成３１年２月９日（土）～３

月１０日（日）

区間 伊豆スカイライン（熱海峠～

天城高原）

○伊豆スカイライン・アネスト岩田

ターンパイク箱根共通割引

日時 平成３１年２月９日（土）～３

月１０日（日）

区間 アネスト岩田ターンパイク箱

根・伊豆スカイライン（小田原～

天城高原）

問合せ 静岡県道路公社道路部企画

業務課 緯０５４－２５４－３４２４

箱根ターンパイク（株）

緯０４６５－２３－０３８５

伊豆スカイライン等
通行料金割引

静岡保護観察所長
感謝状受賞

保護司などの功績を称える第６５

回静岡県更生保護大会が浜松市浜

北文化センターで１１月７日に開催

されました。

この式典は、罪を犯した人たち

の立ち直りを支援する保護司や団

体などの集いで、更生保護活動の

よりいっそうの充実を目指し毎年

開催されています。

当町からは民間協力者として、

伊浜区および妻良区に静岡保護観

察所長感謝状が贈呈されました。
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戸籍の戸籍の窓窓

父・母誕生日赤ちゃんの名前地区

晃一・里佳１１．２井上 心乃
ここ の

湊

駿・慶子１１．１５渡邊 倖子
こ こ

下賀茂

和利・菜摘１１．１８鈴木 詩己
し き

二 條

誠一郎・絢香１１．２２冨田 悟郎
ご ろう

東子浦

赤ちゃん誕生おめでとう

世帯数 ３，９０５世帯

人 口 ８，３３２人（−２３）

男 ３，９８６人 女 ４，３４６人

転 入 １０ 転 出 ２２

出 生 ０６ 死 亡 １７

（１２月１日現在）

人の動き

（１１月中）

姉妹都市だより 長野県塩尻市

は、「Shiojiriワインバー」で
塩尻産ワインを味わうことができ
ます（※有料）。
幻想的な奈良井宿に、ぜひお出
掛けください。
■日時 平成３１年２月２２日（金）
～２４日（日）１８：００～２０：３０
■場所 奈良井宿

塩尻市役所 観光課観光振興係
緯０２６３－５２－０７８６

冬の奈良井宿といえば「奈良
井宿アイスキャンドル祭り」が
有名ですが、今年はこのほかに
も、「奈良井宿灯明まつり」が
新たに開催されます。
会場の奈良井宿は、江戸時代
からの面影を色濃く残す建造物
が立ち並び、国の重要伝統的建
造物群保存地区に選定され、時
代を越えた古い町並みは約１キ
ロにわたります。そこに、地元
の小学生や高校生、地域住民な
どが制作した切り絵など約６００
点が約１５０基の灯籠に展示され、
宿場町は幻想的な景色に包まれ
ます。
このほか、ミニ灯り絵キット
の販売や、フォトコンテストが
開催され、２２日（金）の１８時から

問

第１回奈良井宿灯明まつり

新たな事業も始めました。
当院が、名実共に地域の医療の
中心的な存在「メディカルセン
ター」になりつつあることが実感
され、身の引き締まる思いを致し
ております。
医師等の人材確保に引き続き組
織を上げて取り組み、町民の皆さ
まに適切な医療を提供できますよ
う、職員一同、誠心誠意努めて参
りますので、本年も何卒よろしく
お願い申し上げます。

下田メディカルセンター
病院長 畑田 淳一

下田メディカルセンターは、
開院以来７回目の新年を迎え、
町民の皆さまには「メディカ
ル」の愛称で呼んでいただける
ようになりました。
当院の最重要使命である救急
医療につきましては、「断らな
い救急」を合い言葉に、昨年も
地域の救急車の４割弱を受け入
れることができました。
また、慢性期医療におきまし
ても「回復期リハビリテーショ
ン病棟」等の有効活用で、地域
のさまざまな医療ニーズに対応
させていただきました。
さらには、糖尿病専門外来、
外来がん化学療法室の開設等の

メメメディカル通メディカル通信信

新年あけまして

おめでとうございます

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。

１月は、町県民税、国民健康保険税、介護保険料、
後期高齢者医療保険料、国民年金保険料の納付月です。

下田メディカルセンター
緯２５－２５２５

問

第３７回塩尻市観光フォトコンテスト受賞作品

平成30年11月1日から11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

１１．４８５齋藤 英子青 野

１１．６１０１山崎 そめ加 納

１１．６６７武田 貢石廊崎

１１．８８１藤原はつ子青 市

１１．９８６菊池 久大 瀬

１１．１４８４鈴木 智明毛倉野

１１．１６８２大木 良平手 石

１１．２０８５山口 利勝中 木

１１．２２８８土屋 静雄加 納

１１．２４９２齋藤 金子一町田

１１．２７８８外岡 和子差 田

１１．２８９０齋藤 利江市之瀬

婚姻日お名前（旧姓）地区

１１．２２松下公彦・悦子（山田）湊

１１．２９髙倉篤・ひろみ（飯山）湊

結婚おしあわせに



広報みなみいず２０１９．１１１１２

広報みなみいずは、再生紙を利用しています。

広報みなみいず １月号

発行日／平成３１年１月１日

発行／南伊豆町 編集／企画課 印刷／（有）サン印刷

〒４１５−０３９２静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂３１５−１

ＴＥＬ０５５８−６２−６２８８ＦＡＸ０５５８−６２−１１１９

ホームページ

http://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/

まちの 人人

菊

マイルキッズスス

問合せ 健康増進課 健康増進係
緯６２−６２５５

ボランティアで地域活性化

「あっそう会」

ランティア活動を始めました。
初めての活動は観光協会で実施していた「夜桜流

れ星」でした。私たちの応援が少しでも役にたった
という声を聞いた時、達成感と満足感で満ち溢れて
いたことを今でも思い出します。
現在では、みなみの桜と菜の花まつりやウルトラ

マラソン、夜桜マラソンなど町や観光協会のイベン
トにボランティアとして参加させていただいていま
す。そんな功績が認められ、町から「善行表彰」と
いう身に余る表彰を賜りました。
これからも微力ではありますが、町や地域の活性

化のために、頑張っていきたいと考えています。

「あっそう会」メンバーの皆さん

新年号ということで、南伊豆町宣伝部長のいろう

男爵が羽つきをしている様子を撮影しました。いろ

う男爵は現在１４７歳と大変ご高齢ではありますが、

快く羽つきに応じていただけました。

編編 集集 後後 記記

口メ一康 モ健健

夏と比べ、冬は水分補給を意識する機会が少なく
なりがちですが、冬の水分補給も健康維持には重要
です。

○風邪と水分補給
冬は人間の体も乾燥します。喉や鼻が乾燥すると
細菌やウイルスが体に侵入しやすくなり、風邪を引
きやすくなってしまうのです。しっかり水分を摂り、
口や鼻、喉を潤して細菌やウイルスの侵入を防ぎま
しょう。
○脳卒中・心筋梗塞予防にも水分補給
冬は寒さで血圧が上がりやすくなります。加えて
水分不足になると血液がドロドロになり血管が詰ま
りやすくなってしまうので、脳卒中や心筋梗塞など
の病気につながりやすくなるのです。水分を摂って
ドロドロ血液を予防しましょう。

冬もこまめな水分補給で健康維持に努めましょう。

平成２５年４月２８日、女友達８名で食事をしていた
ところ、おしゃべりが尽きず、よく笑い、楽しい時
間があっという間に過ぎました。
そんな時、誰ともなく「２か月に１回集まろう」
という声が上がり、誰の反対もなく「あっそう、そ
れがいいじゃ」という軽い感じを由来とし、集会の
名前は「あっそう会」に決まりました。
「あっそう会」の第１回目を開催する時には８名
が１２名に増え、５年目を迎えた現在では若い男性も
加わり、総勢２１名の大所帯になりました。
そんな「あっそう会」ではありますが、町のため、
地域のために何か役に立ちたいという思いから、ボ

「トマトとみかんが大好き！」

冬に大事な水分補給！

代表 桑原 かよのさん

渡邊 紫帆
し ほ

（１歳６か月）ちゃん手石




