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氏名

住所

0123 456 789 0123456　1234

性別

番号　花子

静岡県賀茂郡南伊豆町○○□□□番地△△号
女

平成元年３月31日生　　　2025年３月31日まで有効

梅本和熙町長

広報みなみいず 2015. 12２

　届いた通知カードは紛失しないよう大切に保管し

てください。

　なお、通知カードが届いた後に、引っ越し等で住

所が変わるときは、通知カードの記載事項変更の手

続きが必要になります。住民異動の手続きの際には

忘れずに通知カードを持参してください。

通知カードは大切に保管してください

　個人番号カードの受け取りは平

成28年１月以降になります。

　個人番号カードの交付準備が整

うと、ハガキで交付通知書が送ら

れてきます。書類を確認し、通知

書に記載された期限までに下記の

必要書類を持って町民課窓口へお

越しください。

　本人確認のうえ、暗証番号を設

定していただくと個人番号カード

が交付されます。

　　　　　必要書類

・通知カード

・交付通知書（ハガキ）

・本人確認書類(運転免許証・旅券・

　健康保険証など）

・代理権者の確認書類（15歳未満の

　者または成年被後見人の法定代理

　人のみ）

・住民基本台帳カード（お持ちの方

　のみ）

個人番号カードの受け取
りは平成28年１月以降

　住民基本台帳カードの発行は、

個人番号カード発行開始に合わせ

て12月28日（月）で終了します。

　有効期限内の住民基本台帳カー

ドは、平成28年１月以降もそのま

ま使用することができます。紛失

したり、期限が切れたりした場合

は住民基本台帳カードの再発行は

できませんのでご注意ください。

住民基本台帳カードの
発行を終了します

　住民基本台帳カードで電子証明

書を利用している方は、電子証明

書の有効期限をご確認ください。

住民基本台帳カードへの電子証明

書の発行・更新は12月22日（火）

17：00で終了となります。

住民基本台帳カードで電子
証明書を利用している方へ

　個人番号カードは、通知カードが届き次第、申請

が可能です。「個人番号カード交付申請書」に必要

事項を記入し、通知カードに同封してある返信用封

筒に顔写真を添えて返送してください。（スマート

フォン・パソコンからの申請も可能です。）

個人番号カードが必要な方は
　　　　　　　　申請をお願いします

通知カードが通知カードが
　　　届いたら　　　届いたら・・・・・
通知カードが
　　　届いたら・・・

通知カード 個人番号カード

※通知カードに顔写

　真は掲載されませ

　んので、身分証明

　書として使用する

　ことはできません。

※マイナンバー制度については、広報みなみいず８～10月号でも掲載しています。

※個人番号カードは、

　本人確認書類とし

　ての利用や、公的

　個人認証の利用が

　できます。

マイナンバーの通知や利用等の手続きで、国

の機関や役場の職員が、口座番号や暗証番号、

所得や資産の情報を聞いたり、お金を要求し

たりすることは一切ありません。このような

内容の電話や手紙、訪問には応じないでくだ

さい。

マイナンバー制度をかたった
不審な電話等にご注意ください

教えて！

マイナンバー制度
問合せ　町民課　住民年金係　６２－６２２２



３

　可燃ごみの収集日および清掃セン

ターのごみの受入れは右記のとおり

となります。（●印が収集日）

　12月28日（月）～30日（水）は、ご

みの受入れを15：00まで行います。

問合せ

　生活環境課 生活環境係　６２－６２７０

　清掃センター　６２－０５０８

　主な町内施設等の休日期間は右記の

とおりです。

※年末年始に町内小中学校の体育館およびグラ

　ウンドを利用する方は、原則12月21日までに

　教育委員会へ施設利用申請を行ってください。

※銀の湯会館については、３月上旬まで改修

　工事を行っています。

年末年始におけるごみの
収集および受入れについて

主な施設の休日期間

水道手続きはお早めに
　年末年始の期間中は、水道の使用開始、停止およ

び名義変更等の受け付けを行っていません。

　また、現在停止中で、年末に水道使用

の予定がある場合、転入・転出等がある

場合は、12月24日（木）までに生活環境

課までご連絡ください。

問合せ　生活環境課　水道係　６２－６２７０

パスポートの申請について
　年末にパスポートの申請をしますと、受け取りま

で通常より日数がかかります。年内にパスポートを

受け取りたい方は、下記の期限までに

申請してください。

新規・切替・変更　12月16日（水）まで

※書類に不備があると、年内受領ができない場合があります。

問合せ 町民課　住民年金係 ６２－６２２２

で

各種手続きはお早めに！各種手続きはお早めに！各種手続きはお早めに！各種手続きはお早めに！各種手続きはお早めに！

年末年始の業務案内
役場は、12月29日（火）～１月３日（日）までお休みです。

年末年始の窓口は混雑が予想されます。各種手続きは、お早めに済ませるようにご協力ください。

平成27年 平成28年

12／29（火） １／３（日）

この期間、役場はお休みです
業務は年内12月28日（月）まで、年始は１月４日（月）から平常
どおり行います
※死亡届など戸籍関係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。

12月

26　27　28　29　30　31　１　２　３　４　５　６　７

11:00
まで 15:00まで 15:00まで

土　日　月　火　水　木　金　土　日　月　火　水　木

１月

日

曜日

月・木曜日
収集地区

火・金曜日
収集地区

清掃センターへ
のごみの受入れ

施設名（業務名）

図書館

みなと湯

患者輸送マイクロバス

水道業務

12月29日(火)～１月３日(日)

休業日等 問合せ

12月27日(日)12：00～１月４日(月)

12月29日(火)、１月５日(火)

12月29日(火)～１月３日(日)
＊水道業務は当直員をおき､施設
　管理業務のみ行います。

62－7100

62－0390

62－6270

62－6233
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政治家の寄附は禁止、

有権者が求めることも

禁止されています
　　年末年始は贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家

　が選挙区内の人に､お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。

　　また､有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

　　下記の①～④および⑥の項目によって処罰されると、公民権停止※の対

　象となります。

　　寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

※「公民権停止」とは？ 選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止
されること。

①政治家からの寄附の禁止

　政治家が選挙区内の人に対して

寄附をすることは、その時期や名

義のいかんを問わず、罰則をもっ

て禁止されています。また、政治

家以外の者が政治家名義の寄附を

することも罰則をもって禁止され

ています。

③政治家の関係団体の寄附の禁止

　政治家が役職員や構成員である

団体や会社が、選挙区内の人に対

して、政治家の氏名を表示したり、

氏名が類推されるような方法で寄

附をすることは禁止されており、

選挙に関して寄附をすると処罰さ

れます。

※政党その他の政治団体またはその支

　部に対するものは除かれます。

⑤ 年賀状等のあいさつ状の禁止

　政治家は、選挙区内の人に対し

て、答礼のための自筆によるもの

を除き、年賀状・暑中見舞状等の

あいさつ状（電報等も含む）を出

すことは禁止されています。

⑥あいさつを目的とする有料広

　告の禁止

　政治家や後援団体（いわゆる後

援会）が、選挙区内の人に対して、

主としてあいさつを目的とする有

料の広告を新聞・雑誌・テレビ・

ラジオ・インターネット等に出す

と処罰されます。政治家や後援団

体に対し、あいさつを目的とする

有料広告を求めることも禁止され

ており、威迫して求めると処罰さ

れます。

②政治家に対する寄附の勧誘・

　要求の禁止

　政治家に対して寄附をするよう

勧誘や要求をすることも禁止され

ています。政治家を威迫して、あ

るいは、政治家の当選または被選

挙権を失わせる目的で勧誘や要求

をすると処罰されます。政治家名

義の寄附を求めることも禁止され

ており、威迫して求めると処罰さ

れます。

④後援団体からの寄附の禁止

　後援団体（いわゆる後援会）が、

選挙区内の人に対して、花輪・供

花・香典・祝儀や、これらに類す

るものを出したり、後援団体の設

立目的により行われる行事や事業

に関する寄附以外の寄附をすると、

その時期や名義のいかんに関わら

ず処罰されます。

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を実現する

ために寄附禁止のルールを守りましょう



秘書等が代理で

出席する場合

の結婚祝

町内会の集会・

旅行等の催物へ

の寸志・飲食物

の差入

病気見舞

入学祝・卒業祝 葬儀の花輪・

供花

秘書等が代理で

出席する場合の

葬儀の香典

お歳暮・お年賀

落成式・

開店祝等の

花輪

地域の運動会・

スポーツ大会への

飲食物等の差入

お祭りへの

寄附・差入

問合せ　選挙管理委員会事務局 (総務課内)　６２－６２１１

これらのものも、

政治家の寄附禁止

の対象となります。

贈らない！

求めない！
受け

とらない！

みんなで

徹底しよう

三ない運動三ない運動

5



問合せ　
　企画調整課　地方創生係
　６２－６２８８

　平成26年４月から消費税が８％に引き上げられ

たことに伴い、所得の低い方々への負担の影響を

考慮し、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉

給付金が支給されます。

支給対象者　

　平成27年度分の住民税が課税されない方（住

　民税課税者の扶養親族、生活保護受給者は除く）

支給額　１人につき6,000円　※支給は１回です

受付期間　平成28年１月４日まで（土日祝お

　よび閉庁日を除く）※郵送での申請は12月31日

　まで（消印有効）

　※受付期間中に申請されなかった場合､給付金を受け取

　　る事はできません。

申請時に必要なもの
・臨時福祉給付金申請書（対象となる方へ９月下

　旬に送付しています。）

・印鑑　

・振込先口座通帳（キャッシュカード）の写し

・支給者全員分の本人確認書類の写し（運転免許

　証・パスポート等写真付きは１通、保険証・非

　課税通知書等写真のないものは２通）

　過去５年以内に国民年金保険料の納め忘れがあ

る方は、申し込みにより国民年金保険料を納める

ことができます。（平成30年９月まで）

※年金制度が改正され、後納制度をご利用できる

　期間が過去10年から５年に変わりました。

ご利用いただける方　
①20歳以上60歳未満の方で、５年以内に納め

　忘れの期間（納付・免除以外）や未加入期間が

　ある方

②60歳以上65歳未満の方で、①の期間のほか

　任意加入中に納め忘れの期

　間がある方

③65歳以上の方で、年金受給

　資格がなく任意加入中の方

　など

※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方

　は申し込みできません。

申込方法
　申込書に必要事項をご記入のうえ、年金事務所

に提出してください。申込書は年金事務所からお

取り寄せいただくか、日本年金機構ホームページ

から印刷できます。問合せ　
【申請について】健康福祉課　福祉介護保険係
　　　　　　　　６２－６２３３
【制度について】厚生労働省専用ダイヤル
　　　　　　　　０５７０－０３７－１９２

問合せ　国民年金保険料専用ダイヤル
　　　　０５７０－０１１－０５０

　町では、全国的に取り組まれている地方創生への取り組みをさらに推進するため、企画調整課内

に新たに地方創生係を創設しました。

　地方創生係では、現在策定中の「南伊豆町人口ビジョン」および「南伊豆町まち・ひと・しごと

創生総合戦略」についてさらに重点的な取り組みを進めていくほか、東京都杉並区との連携のもと、

南伊豆町版生涯活躍のまち（南伊豆町ＣＣＲＣ）構想の策定・実現に向けた取り組みを推進してい

きます。

企画調整課

地方創生係

企画調整係

総合計画、生涯活躍のまち（ＣＣＲＣ）構想、移
住・定住促進、新エネルギー　等

基本的施策の企画、コミュニティー、公共交通対
策、広報・公聴、ホームページ、統計調査、消費
者行政、基幹情報電算業務　等

広報みなみいず 2015. 126



　第53回芸術祭が役場湯けむりホールで開催され
４日間で計692人が来場しました。絵画や水墨画、
写真など292点以上の展示があり、来場者らを楽
しませていました。

11/１～４　芸術の秋を満喫

作品を楽しそうに見る親子

　加納の「ジオガシ旅行団」が、日本ジオパーク全
国大会で優秀活動団体として表彰されました。同団
体が作る「ジオ菓子」が、分かりやすく楽しくジオ
パークの活動を伝えている点などが評価されました。

11/５　喜びの受賞報告

梅本町長に受賞を報告する寺島さん（左）と鈴木さん（右）

　南伊豆町みちくさウルトラマラソンがふるさと
公園をメイン会場に行われました。全国から591
人が参加し、ランナーたちは町内の景勝地を楽し
みながら、100㎞、70㎞の長距離完走を目指しました。

11/14 町内一周！ウルトラマラソン

一斉にスタートする参加者たち

　石廊埼灯台の一般公開が行われ、町内外から440
人が訪れました。来場者は、灯台がモチーフにな
った町の宣伝部長「いろう男爵」との記念撮影や、
展望スペースからの眺望を満喫していました。

11/１　石廊埼灯台一般公開

いろう男爵との記念撮影をする児童たち

　ふるさと学級親子農業体験が上小野で行われま
した。参加した親子たちは、自分たちが育てたお
米の精米と試食をして、実りの秋を体感していま
した。

11/７　親子で収穫体験

精米作業をする親子

　南中小学校４年生が青野大師ダムの見学を行い
ました。児童たちは、下田土木事務所の職員によ
るダムの仕組みや役割りについての説明を、熱心
に聞いていました。

11/16　青野大師ダムを見学

ダムについて勉強する児童たち

まちのできごと Minamiizu Topics

７



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

「書生の処世」

荻原魚雷著／本の雑誌社

　一年中温暖、原発ゼロ、

年の差婚当たり前。そん

なフィリピンで幸せな老

後を送りたいと「脱出」

した人たちのドラマチッ

クな生きっぷり。

　代理出産の現状と未来、

変貌する社会の家族観や

子ども観、さらに貧困問

題や南北問題。世界で

「出産」はどう商品化され

ているのか。

　米兵と日本人女性の混

血児を救うため、敢然と

GHQに物申した女性、

たった一人「戦争の後始

末」に立ち向かった愛と

怒りと激動の生涯。

「GHQと戦った女　沢田美喜」

青木冨貴子著／新潮社

　オペラハウスナボイ劇

場。いまもウズベキスタ

ンの誇りとなっている壮

麗な劇場を建てたのは、

シルクロードに抑留され

た若き日本兵捕虜だった。

「日本兵捕虜はシルクロード
にオペラハウスを建てた」
 蔦信彦著／KADOKAWA

　時代を作る人は、いつ

だって古い道徳を打ち壊

してきた。誰かに押しつ

けられた道徳でなく、自

分なりの道徳で生きた方

がよほど格好いい。

多様性と出会う学校図書館

人生90年面白く生きるコツ

安倍「懐憲」を撃つ

大事なことだけすぐにわかる

マイナンバー制度

沖縄と本土

保育園義務教育化

てんきち母ちゃんの朝10分、

あるものだけでほめられ弁当

猫とさいごの日まで幸せに暮らす本

秋山祐徳太子の母

だから、生きる。

笑顔が未来をつくる

風かおる

潮流

啼かない鳥は空に溺れる

少年時代

野口　武悟

多湖　輝

小林節・佐高信

青木丈監修

翁長雄志・寺島実郎

古市　憲寿

井上　かなえ

加藤　由子

秋山祐徳太子

つんく♂

鈴木　明子

葉室　麟

今野　敏

唯川　恵

安野　光雅

「新しい道徳」

北野武著／幻冬舎

　「年寄りは、元気でな

くてもがんばらなくても

いい。静かに暮らしあと

はテロをやって歴史を変

えればそれでいい」怒れ

る老人たち粛々と暴走す。

「オールド・テロリスト」

村上龍著／文芸春秋

　「岳物語」が戻ってき

た！今度は「岳」の子、

孫の話。3匹の男女男は、

本好き、おませな娘、活

動派。イクジイ・シーナ

の奮闘スーパーエッセイ。

「孫物語」

椎名誠著／新潮社

　多くの犠牲者を出した

砒素中毒事件。地元刑事

の要請を受け、ひとりの

医師が、九州から和歌山

へと向かった。「毒」と

は何か、「罪」とは何か。

「悲素」

帚木蓬生著／新潮社

　閉ざされた家で暮らす、

オパール、琥珀、瑠璃の

三きょうだい。独自に編

み出した遊びに興じるう

ち、琥珀の左目にある異

変が生じる。

「琥珀のまたたき」

小川洋子著／講談社

今月のおすすめ －新着図書案内－今月のおすすめ －新着図書案内－

　現在図書館では、閉架書庫建て

替えのため、本の移動を行ってい

ますが、開架書庫の収容能力にも

限りがあるため、本の整理に苦慮

しています。

　皆さまから、いつも数多くの図

書の寄贈をいただいていますが、

当分の間、ベストセラー本や郷土

資料以外の本の寄贈については、

お断りさせていただきます。

　皆さまのご理解、ご協力をよろ

しくお願いします。

　ひまさえあれば本を読

み、ひまがなくても本を

読む。アメリカン・コラ

ム、ノンフィクションか

らマンガまで。どんな本

にも生きるヒントがある。

「ルポ　生殖ビジネス」

日比野由利著／朝日新聞出版

「脱出老人」

水谷竹秀著／小学館

　

日時　12月19日（土）

　１回目11:00～　２回目14:00～

場所　図書館２階

寄贈本のお断りについて寄贈本のお断りについて

クリスマスお楽しみおはなし会クリスマスお楽しみおはなし会

　サンタさんとトナカイさんを案内
役に、クリスマスならではの楽しい
おはなしがいっぱいです。プレゼン
トもあるよ！
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鮭と野菜のピリ辛焼き

健康レシピ

妻良の三番叟

豆板醤の辛さ、香味野菜で塩分

カットでもしっかりとした味に

仕上がります。

ＴＵＮＡＧＵテキストより

▽ ▽材料／４人分 （１枚分エネルギー198kcal、塩分０.８ｇ）

①鮭は酒を振り、５分程置く。

②にんじんは、0.5㎝幅の短冊切りに、にらは５㎝の長さに、

　長ねぎとしょうがは千切りにする。

③鍋に３㎝程の湯を沸かし、ごま油を数滴入れ、にんじん、

　もやし、にらの順に加えて茹で、ザルにとり水気を切る。

④鮭の水気をふき、小麦粉を薄くつけ、フライパンにごま

　油を熱し、両面を焼く。フライパンの手前で、長ねぎ、

　しょうがを炒め、Aを鮭にからめ、味をつける。

⑤鮭を取り出し、③の野菜を入れてひと混ぜし、盛り付ける。

ここがポイント！

▽ ▽作り方

田 中

松
原

６年振りの奉納６年振りの奉納６年振りの奉納

　11月２日に妻良の三島神社で三

番叟が奉納されました。妻良では

30数年前から黒木と千歳を中学生

が舞うことになり、中学生の男子

が二人揃わないと行うことができ

ません。子どもたちが揃わない時

は大人で舞ったこともあるそうで

すが、今回の奉納は６年振り。

　昨年から三番叟の稽古を見学し

ていますが、今年は本番というこ

とで三番叟に出る人だけでなく、

教える側にも熱が入っていました。

私も初めは楽しく見ていましたが、

一生懸命稽古している姿を見てい

つの間にか感情移入し、三番叟が

成功するように応援しながら見て

いました。

　当日、化粧をして衣装をまとい、

夜のお宮で舞う姿や鼓や笛を演奏

する姿は、稽古の時とはまた違い

幻想的で本当に素晴らしいもので

した。

　次に中学生が二人揃うのは７年

後。このタイミングで三番叟を見

ることができた事は本当に貴重な

体験ですが、毎日の稽古や担い手

不足など伝統芸能を繋いでいくこ

との大変さを少しですが垣間見る

ことができました。

　大変ですが、南伊豆町の素晴ら

しい伝統芸能が絶えることなく次

へと繋がっていって欲しいです。

　当日、三番叟を見ながら感動し

てウルっときた事は若い衆には内

緒です・・・。

　　　　　　　　 （隊員　松原）

鮭……………280ｇ(４切れ）

酒……………大さじ1/2

小麦粉………大さじ１・1/3

にんじん……35ｇ

にら…………30ｇ

長ねぎ………20ｇ

しょうが……1かけ

もやし………200ｇ

ごま油（茹で用）……数滴

　豆板醤………小さじ1/3

　しょうゆ……大さじ1

　砂糖…………小さじ１

ごま油（焼く用）…小さじ2

A

９



　　最近、リサイクルステーション

　に出された資源ごみから、主に新

　聞、雑誌を持ち去るといった情報

　が寄せられています。このような

　資源ごみの持ち去りがないよう、

　皆さまのご協力をお願いします。

　　持ち去り行為を見かけた場合は、

　生活環境課までご連絡ください。

問合せ　生活環境課　生活環境係

　　　　６２－６２７０

　　静岡地方法務局では、平成28年

　１月４日（月）から、登記の申請

　に関する相談について、事前予約

　制を導入します。

　　不動産登記（相続登記、住宅

　ローン完済による抵当権抹消登記

　等）および商業・法人登記（会社

　設立・役員変更登記等）の申請手

　続きに関する相談をされるお客様

　は、事前に電話等により予約して

　いただきますようお願いします。

申込み・問合せ

　静岡地方法務局　下田支局

　２２－０５３４

　 「美しい伊豆創造センター」と県

　は､物産展「伊豆半島 食の祭典in

　道の駅下賀茂温泉湯の花」を開催

　します。伊豆半島内の各市町から

　集まった出店者がブースを出し、

　伊豆地域特産の豊富な食材が会場

　を彩ります。キャッチフレーズは

　「美しき伊豆、美味なる伊豆…食

　の宝庫・伊豆を 見て、楽しんで、

　食べ尽くそう！」です｡「伊豆」を

　味わいにぜひお越しください。

日時　12月６日（日）９:00～14:00

場所　道の駅下賀茂温泉湯の花

問合せ　美しい伊豆創造センター

　０５５７－３５－９３２１

　　「自然」「世帯・人口」「産業」

　「町のあゆみ」など17項目からなり、

　各種統計資料などが掲載されてい

　ます。企画調整課にて無料配布し

　ていますので、ご利用ください。

　　また、ホームページにてデジタ

　ル版を掲載していますので、そち

　らもご活用ください。

問合せ　企画調整課　企画調整係

　　　　６２－６２８８

　　林業の仕事をしていたことがあ

　りませんか？林退共制度に加入し

　ていたが、退職金をまだ受け取っ

　ていない方を探しています。ご自

　身が林退共へ加入していたかわか

　らない方についてもお調べします。

　　また、罹災された共済契約者お

　よび被共済者の皆さまに対し、各

　種手続の必要が生じた場合は速や

　かに対応したいと考えていますの

　で、ご相談ください。

問合せ　独立行政法人勤労者退職金

　共済機構　林業退職金共済事業本部

　　　　０３－６７３１－２８８７

　　農業用ハウス等の暖房用の燃料

　に灯油・軽油・重油を使用する場

　合、貯蔵・取扱い量によっては消

　防署への届出、町長の許可、漏れ

　の対策等が必要となります。

火災予防条例に基づく届出が必要な量

○灯油・軽油　200Ｌ以上1,000Ｌ未満

○重油　400Ｌ以上2,000Ｌ未満

消防法に基づく町長の許可が必要な量

○灯油・軽油　1,000Ｌ以上

○重油　2,000Ｌ以上

※無届、無許可の場合、重大な違反

　となりますのでご注意ください。

問合せ　下田消防本部　予防課

　危険物係　２２－１８４９

　　「オレオレ、オレだけど」と家族

　をかたり、大金の振り込みを求め

　る電話や「手続きにマイナンバー

　が必要だから、教えてほしい」な

　どといった怪しい電話はまず疑い、

　ご家族やご友人に相談をして、被

　害に遭わないように注意しましょう。

　　ご家族やご友人に相談しにくい

　場合は、下記窓口までお気軽にご

　相談ください。

相談窓口

【企画調整課　企画調整係】

相談受付時間　８：30～17：15

　（土日祝日除く）

　６２－６２８８

【静岡県東部県民生活センター】

相談受付時間　９：00～16：00

　（土日祝日除く）

　０５５－９５２－２２９９

　　放送大学では平成28年度第１学

　期（４月入学）の学生を募集中で

　す。放送大学はテレビ等の放送や

　インターネットを通して学ぶ通信

　制の大学です。

　　心理学、福祉、経済、歴史、文

　学、自然科学など、幅広い分野を

　学べます。

　　働きながら学んで大学を卒業し

　たい、学びを楽しみたいなど、さ

　まざまな目的で幅広い世代、職業

　の方が学んでいます。

出願期間　

　第１回　平成28年２月29日まで

　第２回　平成28年３月20日まで

＊資料を無料で差し上げています。

　お気軽に放送大学静岡学習セン

　ターまでご請求ください。放送大

　学ホームページでも受け付けてい

　ます。

ホームページ http://www.ouj.ac.jp

問合せ　放送大学静岡学習センター

　０５５－９８９－１２５３

お知らせお知らせ

12月は消費者被害
防止月間です

放送大学４月生募集の
お知らせ

資源ごみの持ち去り
防止にご協力ください

登記相談の事前予約
制を導入します

「平成27年 町勢要覧資
料編」発行のお知らせ

林業退職金共済制度（林
退共）からのお知らせ

農業用暖房施設の燃料
についての注意事項

伊豆半島 食の祭典
開催
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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、固定資産税税、国民健康保険税、国民年金保険料の納付月です。

杉並区のキャラクター
東京都杉並区

交  流  自  治  体

だ  よ  り

南伊豆町観光物産展

尿検査 (蛋白・糖・潜血)、便潜

血、胸部レントゲン、心電図、腹

部超音波、上部内視鏡検査又は

上部消化管Ｘ線検査、血液検査

(糖尿病・脂質・貧血・腎肝胆すい

臓・感染症・肝炎他)

　さらにオプション検査を組み合

わせることによって、より多くの

がんや病気を発見することができ

ます。突然病気になる前に、人間

ドックで現在の健康状態を確認し

てみてはいかがでしょうか。

 問 下田メディカルセンター

　　２５－２５２５

うだけではなく、区民と交流自治

体との交流に重点を置いています。

物産展を通じて、区民に交流自治

体のさまざまな魅力を紹介し、認

知度の向上を図っています。

　12月14日(月)にも、区役所の

広場で南伊豆町観光物産展が開催

されます。

 問 杉並区　区民生活部　文化･交流課

　 ０３－３３１２－２１１１

　皆さんは､日本人の２人に１人

が「がん」にかかり、３人に１人

が死亡していることをご存知

ですか？ 

　人間ドックは、一般の健康診断

より検査項目が多く、より詳しく

身体の状態を調べていきます。そ

のためがんや生活習慣病を早期に

発見できる可能性が高いと考えら

れています。

　人間ドックの基本項目です。

身体計測(身長・体重・ＢＭＩ・

腹囲)、血圧測定、聴力、視力、

眼圧、眼底検査、呼吸機能検査、

　交流自治体の観光物産展は、区

民が楽しみにしているイベントの

一つです。その理由は、安全・安

心で各地域の特色のある旬な食材

を手に入れることができるからで

す。南伊豆町の物産展も大人気で、

今年度は４回行われます。

　11月７日(土)・８日(日)、「す

ぎなみフェスタ2015」が開催され

ました。全国各地から杉並区交流

自治体が集う「合同物産展」では、

南伊豆町の伊勢えびのみそ汁・サ

ザエの壺焼き・干物の販売は主役

の一端を担い、杉並区民の注目を

集めました。

　物産展は、ただ特産品販売を行

メディカル通信

ドッグご案内

戸籍の窓

転 入　17

出 生　４

転 出　15

死 亡　12

世帯数　3,960世帯

人　口　8,798人 (－６)

男　4,210人　女　4,588人　

(11月１日現在)

人の動き

(10月中)

※住民基本台帳法の改正（平成24年７月

　　９日）により、外国人も含んでいます。

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

湊 輝・エレナ森 岡 陽 奈

冨 田 奈 菜
な　　な

ひ　　な

石廊崎 竜矢・由依土 屋 大 也
だ  い  や

下賀茂 国靖・伸江木 下 雄 靖
ゆう　せい

東子浦

 9 .19

10 .2

10 .7

 9 .27 誠一郎・絢香

　平成２７年10月１日から10月３１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。

氏　名 年齢 月　日

86

79

97

79

67

85

鈴 木 　 惠

大 野 て う

清 田 イ ツ

坂 倉 範 一

望 月 照 宣

山 田 幸 子

妻良

下賀茂

石廊崎

手石

西子浦

湊

お悔やみ申し上げます

９.30

９.30

10.１

10.10

10.15

10.16

10.21

10.25

81

84

里 見 威 夫

鈴木ヤエ子

上賀茂

妻良

結婚お幸せに

婚姻日お名前（旧姓）

湊

毛倉野

上賀茂

石井

新居健太郎・亜子（毛利）

浜岡勇人・智美（佐々木）

山田　豊・麻由美（安達）

10. 10

10. 10

10. 11

10. 31渡邊修平・博子　（越戸）

information
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12

広報みなみいず　12月号

しています。

　聴覚障害者の不便さを身をもって学び、周りの

方々に伝えることによって、聴覚障害者への理解の

すそ野を広げていこうと活動に取り組んでいます。

皆さんぜひ一度、活動をのぞきにきてください。

日時　第１月曜日、第３木曜日、第５木曜日

　　　10：00～12：00

場所　社会福祉協議会　会議室

問合せ　社会福祉協議会　６２－３１５６

　手話サークルれんげ草は、平成19年４月に発足し

ました。聴覚障害者への理解を深め、聴覚障害者と

のコミュニケーションのための手話を毎回勉強して

います。

　手話とは「手で表すことばで、目で見ることば」

です。サークルでは、聾者の方や手話通訳士の指

導を受けています。また、地域や学校の依頼を受

けて、手話教室を行い、自己紹介から簡単な文章表

現、更には手話を使っての歌なども教えながら学習

まちの 人人

ス マイルキッズス マイルキッズ

　食中毒は夏に起こりやすいと思われがちですが、

原因の半分以上を占めるノロウイルスは、特に11

月～２月の冬に流行します。吐き気、嘔吐、下痢、

発熱などの症状を伴い、抵抗力の弱い乳幼児や高

齢者では重症化することもあり、注意が必要です。

　ノロウイルスにはワクチンはありません。一人

一人がノロウイルスへの理解を深め、感染を防ぎ

ましょう。

　　　　　【家庭での対策のポイント】

１、手洗いの徹底

２、人から人への感染予防

　　感染者の嘔吐物や排泄物を適切に処理する

３、食品からの感染予防

　　加熱食材は中心部までしっかり「加熱」する

　　調理器具の「消毒」を徹底する

　　問合せ　健康福祉課　６２－６２３３

　食中毒は夏に起こりやすいと思われがちですが、

原因の半分以上を占めるノロウイルスは、特に11

月～２月の冬に流行します。吐き気、嘔吐、下痢、

発熱などの症状を伴い、抵抗力の弱い乳幼児や高

齢者では重症化することもあり、注意が必要です。

　ノロウイルスにはワクチンはありません。一人

一人がノロウイルスへの理解を深め、感染を防ぎ

ましょう。

　　　　　【家庭での対策のポイント】

１、手洗いの徹底

２、人から人への感染予防

　　感染者の嘔吐物や排泄物を適切に処理する

３、食品からの感染予防

　　加熱食材は中心部までしっかり「加熱」する

　　調理器具の「消毒」を徹底する

　　問合せ　健康福祉課　６２－６２３３

発行日／平成27年12月１日

発行／南伊豆町　編集／企画調整課　印刷／㈱ 栄協

〒415-0392 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1

TEL 0558-62-6288 FAX 0558-62-1119

ホームページ

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

　　早いもので師走。今年も残すところあと1か月となりま

した。年の始めに目標を立てた方、進行具合はいかがで

すか。あと１か月、目標に向けて頑張りたいですね。

ノロウイルスにご用心！

編 集 後 記

広報みなみいずは、再生紙を利用しています。

健 康一口メモ健 康一口メモ

「お得意の汐ちゃんポーズ！」

湊 猪 瀬  汐 利 くん（１歳６か月）

きよ

広報みなみいず 2015. 12

一緒に手話をはじめませんか 

手話サークル「れんげ草」

あ

り

ろうしゃ
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