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－ 12月定例町議会 行政報告 －

　南伊豆町議会12月定例会が12月２日から３日まで開催され、「南伊豆町個人

番号の利用等に関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。

　10月18日、南伊豆町役場におい

て「第12回フェスタ南伊豆」が開

催されました。当日は、秋の心地

よい日差しのもと、約20団体が

ブースを出店し、小学生による愛

国米の模擬販売等もあり、数多く

の来場者でにぎわいました。

　また、姉妹都市塩尻市の皆様に

も、白菜等新鮮な高原野菜を沢山

ご用意願い、駆けつけていただき

ました。

　今回は、交流自治体である杉並

区からも高円寺阿波踊り連の皆様

のご参加をいただき、会場を下賀

茂商店街にまで広げて、地元園児、

小中学生、阿波踊り「ゆうすげ連」

も加わり、大いに地域を盛り上げ

ていただきました。

　地熱資源の活用における地熱開

発理解促進関連事業については、

これまでに温泉事業利害関係者を

中心とした会議を４回、産業団体

等を中心とした会議を１回、計５

回の会議のほか勉強会を開催して

まいりました。

　地熱資源開発調査事業について

は、現在、昨年度収集したデータ

の数値再解析を続けているところ

ですが、11月までの解析中間経過

などから、加納、下賀茂地内のそ

れぞれ１箇所ずつが、ボーリング

調査候補地として有力ではないか

といった段階まで絞りこまれて

きている状況です。

　

　10月５日、賀茂郡４町において、

「河津町・南伊豆町・松崎町・西

伊豆町自治体クラウド推進協議

会」を設立いたしました。

　当協議会において、クラウド技

術を活用した情報システムの共同

化によるコスト削減、業務の効率

化などについての具体的な取組み、

データのバックアップの確保、災

害発生時の業務の継続性及び情報

セキュリティの向上など災害等に

強い基盤構築を進めてまいります。

　石廊崎ジャングルパーク跡地の

再生につきましては、昨年度末に

提出された基本計画（案）答申趣

旨の具体化に向けて、地域の意向

を改めて確認いたしましたところ、

「灯台周辺について、駐車場も含

めて、休憩所、トイレ等を整備し、

石廊崎漁港内の駐車場、土産物屋、

遊覧船事業等との共存を図りた

い。」というご意見を伺ったところ

であります。

行政報告（要旨）

フェスタ南伊豆

地熱資源の活用

自治体クラウド推進協議会

ジャングルパーク跡地利用
計画

　このような地域の意向も加味し、

平成28年度中には実施設計を完了

させ、平成29年度の事業着手など、

早期着工に向けて取組んでまいり

たいと考えております。

　11月６日（金）東京都杉並区に

おいて、名寄市、南相馬市、青梅

市、小千谷市、東吾妻町、北塩原

村、忍野村、南伊豆町の９自治体

が一堂に会し、「第２回地方創生・

交流自治体連携フォーラム」が開

催され、各市町村の総合戦略の策

定状況が発表されました。

　また、10月末には、弓ヶ浜の共

立湊病院跡地と杉並区有地を活用

するお試し移住構想が「アクティ

ブシニアのヘルスアップステイ及

び広域連携による日本版ＣＣＲＣ

事業」、「温泉・地熱資源の活用を

中心とした南伊豆健康ブランドの

創出事業」として、国の地方創生

広域連携上乗せ交付金の採択を受

けたところです。

　下田市及び賀茂郡内の各首長、

静岡県伊豆半島担当副知事からな

る「賀茂地域広域連携会議」は、

10月末までに５回の会議を開催い

たしました。

　この会には、「消費生活セン

杉並区との自治体間連携

賀茂地域広域連携会議の
進捗状況









氏名 番号　花子

1234　5678　9012

平成元年３月31日生

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

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ
問合せ　健康福祉課　健康係　６２－６２３３

　町では、対象となる方の予防接種費用の一部を助成しています。

　肺炎は、高齢者にとって重篤になりやすい病気の１つです。肺炎球菌ワクチ

ンとは、肺炎の原因の中でも最も多い「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。

　過去に一度も肺炎球菌予防接種を受けたことがない方は、３月31日までが接

種期限となっているため、この機会を逃さないようにしましょう。

助成対象者

①定期接種

○65・70・75・80・85・90・95・100歳の方

　（平成28年３月31日現在）

○60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

②任意接種

○上記、定期接種対象者以外で65歳以上の方

　（平成28年３月31日現在）

※①、②とも過去に肺炎球菌ワクチンの接種を受けた

　ことがある方は助成対象外です。

実施期間

３月31日まで

自己負担額

4,000円（生活保護受給者は自己負担額なし）

その他

○定期接種対象者には５月中旬に通知をしています。　

○任意接種を希望される方は、平成27年度に限り、接種

　費用の助成を受けることができます。希望される方

　は役場健康福祉課窓口にて申請手続きを行ってくだ

　さい。（手続きの際に印鑑が必要となります。）

教えてマイナンバー制度教えてマイナンバー制度　　
　 ～個人番号カードの交付について～～個人番号カードの交付について～

問合せ　町民課　住民年金係　６２－６２２２

　個人番号カードは、マイナンバー（個人番号）が記載された顔写真付きのカード

です。プラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性

別、マイナンバー（個人番号）と本人の顔写真等が表示されます。本人確認のため

の身分証明書として利用できるほか、e‐Tax等の電子証明を利用した電子申告等で

ご利用いただけます。

個人番号カード交付申請の手続きをされた方へ
　役場から「交付通知書(ハガキ)」が送付されますので、通知書に記載された

期限までに町民課窓口へお越しください。本人確認の上、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。

個人番号カード（見本）

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・

　健康保険証旅券・身体障害者手帳・

　療育手帳・在留カード・特別永住者

　証明書等）

○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）

　通知カードがお手元に届かない方

は町民課までご連絡ください。

　また、マイナンバーをかたった不

審な電話等にご注意ください。マイ

ナンバーの手続で国の機関や役場の

職員が口座番号や暗証番号等を聞く

ことは一切ありません。

ご注意ください みほん

みほん
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　南伊豆中・南伊豆東中合同マラソン大会が青野
川ふるさと公園で行われ、２校の男女計192人が
出場しました。生徒たちは保護者や先生の声援を
受けながら、最後まで一生懸命走り抜きました。

12/２　寒さに負けずマラソン大会

元気よくスタートする生徒たち

　地域防災訓練が町内各地で行われました。参加
者たちは消防団や消防署員から消火器を使った消
火活動訓練、人工呼吸方法やAEDの使用方法につ
いて学ぶなど、防災意識の高揚を図りました。

12/６　防災意識の高揚を図る

消防署員から心肺蘇生法の指導を受ける参加者

　奥石廊崎県道沿いのココスヤシのこも掛けが行
われました。冷たい季節風と塩害からヤシを守る
ため、毎年行われています。わらで編んだこもは
３月に外されます。

12/７　奥石廊のココスヤシ冬支度

ヤシのこも掛け作業を行う作業員ら

　「石垣りん文学記念室」記念事業として、出版社
「童話屋」編集長の田中和雄さんによる詩の授業が
南中小、南伊豆中学校で開催され、生徒たちは作
詩のコツを教わりながら詩の創作に励みました。

11/26　詩のとびらをひらく

詩の魅力について授業をする田中さん

　本町への移住希望者を対象に、現地セミナーが
開催されました。首都圏等から参加した８人は、
地域の方々とのイベント交流会や、空き家を見学
する等、自分の目で南伊豆町を確かめました。

12/６　自分の目で確かめて

地域の方々と交流する参加者

　「人権週間」の一環として、人権擁護委員らによ
る啓発運動が南崎認定こども園で行われました。
児童たちは、委員からみんなで仲良くするよう呼
びかけられると､元気な声で返事をしていました。 

12/９　みんなで築こう「人権」

人権イメージキャラクターによる啓発運動の様子

まちのできごと Minamiizu Topics
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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

「ひとりで長生きしても幸せ」

松原惇子著／海竜社

　一流の雑談は、人もお

金も引き寄せる！「ソフ

トに見つめてテンポよく

あいづち」「会話が終わっ

たらすぐにメモを取る」

などテクニックを紹介。

　父母に放棄された子、

直感と変貌の人、既成の

スタイルを打ち破るクリ

エーター。ゆえに失敗も

するが、それが西洋原理

の行詰りを打破する。

　恋人に、娘に、モノに、

若さに、SNSに、女らし

さに、男らしさに…なぜ

執着してしまうのか？い

まを生きる私たちが抱き

がちな「執着」を考える

「執着　生きづらさの正体」

香山リカ著／集英社

　戦国武将の幼年時代、

少年時代の教育・読書歴

は、その後の人間形成に

どのような影響を与えた

のか。その独自性や世界

観を読書遍歴から探る。

「戦国大名と読書」

小和田哲男著／柏書房

　婚約者の求めで日本に

やってきた米国人青年。

東京、京都、大阪…。神

秘のニッポンを知る旅を

始めた彼を待ち受ける驚

きの出来事と感涙の結末。

シベリア抑留

キラキラネームの大研究

下流老人

知ってんけえ　３

ふたり

生涯健康脳

山崎豊子先生の素顔

花子とアンへの道

黒のコスモス少女団

わかれ

Aでない君と

家族の哲学

御用船帰還せず

亡国記

モンローが死んだ日

長勢　了治

伊東ひとみ

藤田　孝典

ききがきや

高山　文彦

瀧　靖之

野上　孝子

村岡　恵理

朱川　湊人

瀬戸内寂聴

薬丸　岳

坂口　恭平

相場　英雄

北野　慶

小池真理子

「わが心のジェニファー」

浅田次郎著／小学館房

　宮澤に下った左遷人事。

任務は公安のキケンな上

司を見張る事。公安部の

「アンタッチャブル」と落

ちこぼれ刑事のコンビが

爆発テロの脅威に挑む。

「アンタッチャブル」

馳星周著／毎日新聞社

　たった一度魔が差した

結果、仕事も住む場所も

失った貴生。シェアハウ

スで人生をやり直す決意

をする。そこに住む厄介

者たちの物語。

「プラージュ」

誉田哲也著／幻冬舎

　仕事一筋だった田代壮

介は定年を迎えて途方に

暮れた。「まだ俺は成仏

していない」と職探しを

するが…。再生の時は訪

れるのか？

「終わった人」

内館牧子著／講談社

　御吉兆！と鳴く勇猛果

敢なうずらを連れた自称

“大名”の有月。泣き虫で

人に振り回されてばかり

の村名主・吉之助。幕府

を揺るがす陰謀に挑む！

「うずら大名」

畠中恵著／集英社

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－

　平成27年、最も多くの方に読ま

れた本の発表です。

★フィクション

１位　峠しぐれ　　　　 葉室　麟

２位　自覚　　　　　　 今野　敏

　　　海鳴り　　　　   葉室　麟

　　　火花　　　　　 又吉　直樹

５位　風花帖　　　　 　葉室　麟

★ノンフィクション

１位　フランス人は10着しか

　服を持たない　ジェニファー･L･スコット

２位　杖ことば　　　 五木　寛之

　　　人は死ぬとき何を思うのか

　　　　　　　　　　 渡辺　和子

　　　日本史ほんとうの偉人伝

　　　　　　　　　　　 岳　真也

５位　ビスケットとスコーン

　　　　　　　　　　 砂古　玉緒

＊閉架書庫所蔵の本については、現

　在建て替え中のため利用が出来ま

　せん。ご了承ください。

　年金は下がり、税金は

上がる時代。安心した最

期を迎えるためには？ひ

とりで長生きすることの

不安を取り除く秘策につ

いて探る。

「レノンとジョブズ」

井口尚樹著／彩流社

「超一流の雑談力」

安田正著／文饗社

　

平成27年のベスト
リーダーは？

平成27年のベスト
リーダーは？

10 広報みなみいず 2016. １



豆腐ハンバーグ　
　　　野菜ソース添え

健康レシピ

自然との共存を考える

玉ねぎを良く炒めた方が、甘

味が出ておいしいソースがで

きます。

▽ ▽材料／４人分 （１枚分エネルギー147kcal、塩分０.６ｇ）

①ボウルに鶏ひき肉、水切りした豆腐、みじん切りにした

　長ねぎ、片栗粉、Ａの調味料を入れて、こね、成形する。

②フライパンに油を熱し、①を焼く。

③Ｂとにんにくをみじん切りにする。フライパンに油を熱

　し、にんにくを入れ、Ｂをよく炒めて酢と塩・こしょう

　を加え、蒸し煮にする。

④豆腐ハンバーグに③のソースをかけ、付け合せを添える。

ここがポイント！

▽ ▽作り方

田 中

松
原

週末きこり体験週末きこり体験

　環境省および町の「平成27年度

 【低炭素・循環・自然共生】地域創

生実現プラン策定事業」の一環で、

(株)いしい林業さんが10月、11月

に毛倉野にて林業体験を行い、11

月の体験に私も参加してきました。

参加者は14人、県内だけでなく都

心からの参加がほとんどで、その

うち半数は女性の参加者でした。

　社長から昔と今の山の状態や、

林業の大変さと必要性などの話を

聞いた後、チェーンソーなどを

使った伐採の見学と体験へ。

チェーンソーを触ること自体初め

てでしたが、プロの方に指導して

もらいながら実際にヒノキの伐採

を｡「伐採してみたい人」と希望者

を募ると一番に手を挙げるのは女

性たち！私もそのうちの一人で、

力には自信があったのですが、実

際にチェーンソーを操るのは本当

に難しく、一緒に操ってもらい、

やっと伐採することができました。

　その後、自然薯やモクズガニの

味噌汁で昼食をとった後、薪割り、

重機の操縦など、普段なかなかで

きない林業の仕事に触れ、山での

ひとときを満喫しました。

　この体験を通し、少しですが林

業の大切さや大変さを感じること

ができました。南伊豆町の海や山

を守るためには、このように自然

に触れながら普段できない体験を

通して、環境などの問題を実際に

肌で感じてもらう事も必要なのか

もしれません。　　 隊員　松原

木綿豆腐…………１丁

鶏ひき肉…………60ｇ

長ねぎ……………10㎝

片栗粉……………小さじ２

　酒………………大さじ２

　塩・こしょう…少々

オリーブオイル…小さじ２

（またはサラダ油）

【付け合せ】

ゆでにんじん……60ｇ

粉ふきいも………100ｇ

パセリ……………適量

【野菜ソース】

　玉ねぎ……………20ｇ

　ピーマン…………20ｇ

　赤・黄ピーマン…各20ｇ

　トマト……………60ｇ

にんにく……………1/2かけ

塩・こしょう………少々

酢……………………小さじ２

オリーブオイル……小さじ２

（またはサラダ油）

Ｂ

A

　社

林業

聞

使

チ

てで

も

を｡

を募

南豆味会（健康づくり食生活推進協議会）
な　ず　み かい
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　　県は、県内各地域のあるべき将

　来像を表現する都市計画を、約５

　年ごとに見直しを行っています。

　この県と町が協議を重ねながら見

　直しをした計画案を下記のとおり

　縦覧します。

縦覧期間　１月８日(金)～22日(金）

　　　　　（閉庁日を除く）

縦覧場所　建設課および県都市計画課

内容　都市計画区域の整備、開発お

　よび保全の方針の変更

意見書の提出　計画案にご意見のあ

　る方は、意見書を提出することが

　できます。

提出期限　１月22日（金）

提出方法　建設課または県都市計画

　課まで郵送または持参

提出先・問合せ

　建設課　管理係　６２－６２７７

　静岡県都市計画課

　〒420-8601 静岡市葵区追手町９

　番６号　０５４－２２１－３０６２

　　商工会青年部では、軽トラ市in

　南伊豆を開催します。たくさんの

　出展者のご応募お待ちしています。

■軽トラ市

日時　２月28日（日)10：30～15：00

場所　役場駐車場

■出店者募集

出店料　2,000円（当日集金）

出店数　30店舗（上限を超えた場合

　は抽選）

申込締切　１月22日（金）まで

申込方法　電話またはホームページ

　にて受付

問合せ　南伊豆町商工会　青年部

　６２－０６７５

　　町では現在、南伊豆町環境基本

　条例に基づく環境基本計画の策定

　に取り組んでいます。このたび、

　南伊豆町環境基本計画（案）がま

　とまりましたので、案に関する皆

　さまのご意見を募集します。

資料の入手方法

　町ホームページからダウンロード

　または生活環境課で閲覧できます。

ご意見の募集方法

　郵送、持参、ファックスまたは　

　メールにより、生活環境課までお

　寄せください。（電話での受け付

　けは行っていません。）

　様式については、町ホームページ

　からダウンロードまたは生活環境

　課で配布しています。

募集期間　１月３日(日)～１月22日(金)

　※必着

提出先・問合せ　

　〒415-0392　南伊豆町下賀茂315-1

　生活環境課　生活環境係

　６２－６２７０

　FAX６３－００１８

　　 seikatsuk@town.minamiizu.shizuoka.jp

　　蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興

　法第３条第１項に基づき年１回の

　県知事への届け出が必要です。た

　だし、花粉交配のみに蜂を使用し、

　かつ蜂が全て借りているものであ

　る方は、届出の必要はありません。

　届出手続きについては、下記のと

　おり申請書類を提出してください。

申請書類

　様式第１号　蜜蜂飼育届

　様式第２号　蜜蜂飼育状況等調査

提出方法　産業観光課に備え付けの　

　届書に必要事項を記入の上、郵送　

　または持参してください。

提出期限　１月15日（金）※必着

提出先・問合せ

　産業観光課　農林水産係

　６２－６３００

　　日頃の学習成果の発表や農産物

　販売、品評会を実施します。皆さ

　まお誘い合わせの上、ご来校くだ

　さい。

日時・内容

・１月22日（金）　13：00～15：00

　　校内発表、農産物品評会審査

・１月23日（土）　９：00～14：00

　　一般公開・販売・品評会

＊現在、一般の方々からも農産物品

　評会への参加者を募集しています。　

　丹精込めて栽培した農産物を出品

　してみませんか。

問合せ　南伊豆分校（石井58）

　６２－０１０３

　　身近な問題について「公正証書」

　を作成しておくと安心です。

　　下田公証役場の公証人が、毎月

　第２日曜日に無料で相談に応じま

　すので、ご利用ください。

日程　１月10日(日)、２月７日(日）

時間　10：00～15：00

場所　下田公証役場（下田市西本郷

　一丁目２－５　佐々木ビル３階）

相談内容　相続、遺言、任意後見、

　尊厳死宣言、離婚給付、年金分割、　

　土地建物賃貸借、金銭貸借等

＊予約制（事前電話受付）

申込み・問合せ　下田公証役場

　２２－５５２１

日時　２月６日（土) ９：30～16：00

場所　伊豆農業研究センター

　　　（東伊豆町　稲取3012）

内容　中晩柑新品種の試食会、試験

　研究新技術展、クイズコーナー、

　「賀茂十一野菜」の種苗の配布展示、

　生産物の販売等

問合せ　伊豆農業研究センター

　０５５７－９５－２３４１

お知らせお知らせ

下田高校南伊豆分校
農芸祭のご案内

無料公証相談を
ご利用ください

伊豆農業研究センター
公開デー

南伊豆都市計画変更
の縦覧

環境基本計画 (案) に係
るパブリックコメント

蜜蜂飼育届けについて

軽トラ市in南伊豆
出店者募集
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姉妹都市だより　長野県塩尻市

塩尻の冬の風物詩
「奈良井宿アイスキャンドル祭り」

戸籍の窓

転 入　13

出 生　２

転 出　16

死 亡　13

世帯数　3,956世帯

人　口　8,784人 (－14)

男　4,209人　女　4,575人　

（12月１日現在）

人の動き

(10月中)

たことを忘れることはありません。

それ故、南伊豆町から受診される

皆さまには、特に愛着を感じて診

療させていただいております。湊

病院の頃と比べますと、やや遠方

になって恐縮ですが、皆さまのご

期待に応えるべく、職員一同誠心

誠意努めて参りますので、本年も

何卒宜しくお願い申し上げます。

 問 下田メディカルセンター

　　２５－２５２５

汁のサービスや振る舞い酒など、

心温まるおもてなしもありますの

で、南伊豆町の皆さんも、塩尻の

冬の風物詩をご覧にぜひお出掛け

ください。

■日時　２月３日(水) 18:30頃～

 問 塩尻市観光協会

　  ０２６３－５４－２００１

　新年あけましておめでとうござ

います。

　皆さまには、晴れやかに初春を

迎えられたこととお慶び申し上げ

ます。また、昨年は当センターに

対しまして格別のご高配を賜り、

誠にありがとうございました。

　下田メディカルセンターは、下

田の地に移転してから４回目の新

年を迎えることとなりましたが、

私どもの母体が共立湊病院であっ

　塩尻市では、寒さが一段と厳し

くなる冬の季節に「奈良井宿アイ

スキャンドル祭り」を開催します。

　江戸時代から明治時代の面影を

色濃く残す建築物が立ち並び、国

の重要伝統的建造物群保存地区に

選定されている「奈良井宿」は、

冬の冷え込みが厳しく、マイナス

10度を下回ることもあります。ア

イスキャンドル祭りは、この寒さ

を利用して地域を盛り上げようと

地元有志によって始まった催しで

す。情緒あふれる約１㎞のまち並

みに､住民が手作りした約2,000個

のアイスキャンドルに火が灯され、

幻想的な空間を醸し出します。豚

新年のご挨拶
　下田メディカルセンター

　　　　病院長　畑田淳一

新年のご挨拶
　下田メディカルセンター

　　　　病院長　畑田淳一

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。

※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

加納

下流

10 .29 吉成・沙季

欽一・久美

山 本 健 瑠

樋 口 結 人 11 .  6

たけ　  る

ゆい と

　平成２７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。

地区 氏　名 年齢 月　日

妻良

下賀茂

下流

加納

加納

下賀茂

石廊崎

石廊崎

湊

市之瀬

一條

91

97

88

82

86

73

53

88

75

100

69

土 屋 貞 子

山 村 　 豊

平山つね子

山 本  　薫

鈴木さわ江

梅本惠美子

白崎ひろみ

渡 邉 松 子

長谷川節子

佐 藤 み よ

石 井 一 也

お悔やみ申し上げます

11. １

11. ３

11. ５

11.14

11.15

11.20

11.23

11.28

11.28

11.28

11.30

information
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をすると、気分も明るくなりますよね。このサーク

ルは私の元気の源でもあります。また、会場も休暇

村南伊豆ということで、皆さんお出かけをする気持

ちで毎回参加していただいています。

　男女問わず、シニアの皆さんの参加をお待ちして

います。興味がある方は、ぜひ一度、サークルをの

ぞいてみてください。

日時　第３火曜日　10：00～12：00

場所　休暇村南伊豆　３階カンファレンスルーム

問合せ　島田　６２－１８０８

　『シニアのみなさんの居場所づくり』を目的に、

シニアサークル「まめたいかい？」を毎月１回開い

ています。映画鑑賞会からサークルを出発しまし

たが、ただ映画を見て帰るだけではシニアサロン

らしくないと感じ、少しずつ方向転換し、今では

歌やおしゃべり、時にはカヤックなど、アクティブ

な活動に挑戦したりしています。

　この「まめたいかい？」の魅力は元気でアクティ

ブな人が多いところです。毎回みんないきいきと

した表情で、活動に参加しています。楽しいこと

まちの 人人

ス マイルキッズス マイルキッズ

　最近テレビ等で「認知症」の話題が多く取り上げ

られます。特にＭＣＩ（軽度認知障害）は、「最近

の事が思い出せない」「同じことを何度も言う」「探

し物が多い」等の段階で発見し、進行を防ぐために

意識した生活を送ることが大切です。適切に対処

すれば、アルツハイマー病への移行が抑制できる

と言われます。

　　　　　　　【生活のポイント】

１　生活習慣病を放置しない（糖尿病・高血圧・脂

　　質異常）

２　青背の魚、野菜を積極的に食べる

３　人づき合いを大切に、人に頼らない生活を

４　短い昼寝と適度なウォーキングや体操を 

認知症について気になる方は、地域包括支援センター

までご相談ください。

　　問合せ　健康福祉課　６２－６２３３

　最近テレビ等で「認知症」の話題が多く取り上げ

られます。特にＭＣＩ（軽度認知障害）は、「最近

の事が思い出せない」「同じことを何度も言う」「探

し物が多い」等の段階で発見し、進行を防ぐために

意識した生活を送ることが大切です。適切に対処

すれば、アルツハイマー病への移行が抑制できる

と言われます。

　　　　　　　【生活のポイント】

１　生活習慣病を放置しない（糖尿病・高血圧・脂

　　質異常）

２　青背の魚、野菜を積極的に食べる

３　人づき合いを大切に、人に頼らない生活を

４　短い昼寝と適度なウォーキングや体操を 

認知症について気になる方は、地域包括支援センター

までご相談ください。

　　問合せ　健康福祉課　６２－６２３３

発行日／平成28年１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/

　

認知症予防のための生活ポイント

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

「おさんぽとくるまがだーいすき！」

加納 山 田  一 華 ちゃん（１歳６か月）

いち

広報みなみいず 2016. １

まめたいかい？　　　
－シニアサロン弓ヶ浜－

　

あ

か

島　田　順　子 さん

　明けましておめでとうございます。申年は「申」が「去
る」という意味を表わし「悪いことが去る」「病が去る」
など､いいことや幸せがやってくるという年､とする一説
があるようです。
　皆さまにとって本年が良い年になりますように。
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