


20歳の夢・抱負

広報みなみいず 2015. 2２

　今日、成人の日を無事迎えるこ

とができ、周りの全ての人に感謝

したいです。私は今日まで多くの

方々に支え、助けられてきました。

成人になり、今度は私が家族や先

生方、友人など、お世話になった

方々へ恩返しをしていきたいです。

　私は今、毎日が楽しく幸せで、

いつも笑って過ごしています。そ

れはきっと、周りの方々のおかげ

１月11日、役場湯けむりホールで成人式が行われ、新成人67名が出席しました。

新成人の皆さん、おめでとうございます。

新しい時代に向け、未来を築いていく新成人の方々に夢や抱負を語っていただきました。

一色　　杉原　花歩 さん

20歳の夢・抱負20歳の夢・抱負

※  アンケート　①「成人になって１番やりたいことは？」②「20年後の自分は…？」

だと思います。私も自分だけでは

なく、周りの全ての人の心も元気

に明るく、笑顔に出来る、そんな

人になっていきたいです。これか

らも周りの人への感謝を忘れず、

何事にも頑張っていきます。

アンケート

①しっかりと自立をして、お世話になっ
　た方々に恩返しがしたい。

②笑顔溢れる幸せな毎日を過ごしている。

　私の20歳の抱負は、学生生活を

有意義に過ごすことです。現在私

は、大学で機械工学について学ん

でいます。そして将来は、大学で

学んだ経験を活かし、自動車関連

の技術者になりたいと考えていま

す。この夢を実現させるために、

残りの学生生活を勉学に勤しみ、

様々なことを見聞、体験し、自分

の視野を広げられるように過ごし
伊浜　　井手　伸晃 さん

たいです。

　また、この成人式を機に、一人

の大人としての自覚を持ち、周囲

の人たちへの感謝の気持ちを忘れ

ずに人生を歩んでいきたいと思い

ます。

アンケート

①海外旅行。

②良い親父になりたい。

　今日、無事に成人の日を迎える

ことができ、大変嬉しく思います。

　私を産んでくれたお母さん、い

つも見守ってくれているお父さん、

心から感謝しています。

　無事に成人の日を迎えることが

できましたが、まだまだ未熟なと

ころが多くあると感じています。

　何をしたら親孝行になるのかま

だよくわからないですが、私なり
下賀茂　　宇田　真利 さん

に成長しながら恩返しをしていき

たいです。なにより家族が、これ

からも笑って健康であり続ければ

と思います。

アンケート

①親孝行。

②温かい家庭を築いている。
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　本町長
のミニ集会
　本町長
のミニ集会

　本町長のいつでもどこでもミニ集会　本町長のいつでもどこでもミニ集会

〔10月　商工会青年部、　11月　青市婦人会〕〔10月　商工会青年部、　11月　青市婦人会〕

■ふるさと寄附の特典に、町に来て遊んでもらう体験特典などを取り入れたらどうか。

■ふるさと寄附のプロジェクトチームを発足し、27年度からの新制度に向けて準備を行っている。

■「南伊豆婚カツ」イベントを、今後も町と商工会青年部が一緒になってやっていけると良い。

■熟年層を対象としたイベントなど、商工会青年部からの発案があれば町も応援をしたい。

意 見

回 答

■特別養護老人ホームが出来ると杉並区民の保険料も町が負担するのか。

■住所地特例制度により、杉並区民の入所者は杉並区の被保険者となり、町の負担は生じない。

意 見

回 答

■健康福祉センター建設の際、介護予防ということで、プールを作れないか。

■健康福祉センターの機能については、ワークショップにおいても同様な提案をいただいて
　いるところであるが、現在、検討中である。

意 見

回 答

意 見

回 答

意 見

回 答

■非常食を自分たちで用意する際、購入補助などがあると助かる。

■個人への購入補助はないが、町では、広域避難所への配備分として、３日分（９万食）を目標に備蓄
　している。また、各区で実施の備蓄食料の購入については、2/3を補助し、購入の支援をしている。

意 見

回 答

■鳥獣駆除について、どうにかならないか。

■捕獲実績は毎年増加している。また、駆除だけではなく、被害防止柵等の設置費用の助成
　も行っているので利用願いたい。

意 見

回 答

■防災無線が聞き取りづらい時がある。また防災ラジオを使用しているが、すぐ壊れる。

■同報防災無線の電波状況は、地域によって聞き取りづらいところがあり、現状改善すること
　は困難である。また、ラジオの耐用年数は最大５年程度で、購入後すぐ壊れた場合は、交換
　をしている。

対 象 者　原則として町内にお住まいで、２名以上のグループ

申込方法　開催する２週間前までに企画調整課まで申し込みを行ってください。

開催場所　どこへでも出向きます。（自宅や公民館など）

注意事項　

　①皆さまの希望日時に合わせて日程調整をしますが、職務等の都合上、ご希望に添えない場合もあります。

　②まちづくりに資するための提言・提案等を受けるものであるため、要望はご遠慮願います。

　③内容によっては、その場で回答できない場合もあります。

　④申込内容によっては、ミニ集会をお断りする場合もあります。

　町長が、町民の皆さまのところに出向いて、まちづくりに
資するための提言・提案等をお伺いする「ミニ集会」を開催
しています。
皆さまからいただいたご提言・提案等の一部をご紹介します。

問合せ　企画調整課　情報政策係　６２－６２８８

受　付　中

広報みなみいず 2015. 24









広報みなみいず 2015. 2８

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

「愚者が訊く」
倉本聰ほか／双葉社

　東京五輪金メダリスト、
ベラ・チャスラフスカ。
彼女はその後激動の人生
を送ることになるが、そ
の傍らにはいつも日本人
の姿があった。

　幸せな認知症になるに
は。まずは認知症のこと
をきちんと知ることから。
「ボケたら終り」ではな
く「ボケてもいい」と楽
しく暮らすために。

　太平洋戦争時、10万を
超える日本兵が犠牲にな
った台湾～フィリピン間
のバシー海峡。12日間の
漂流を経て奇跡の生還を
遂げた若者がいた。

「慟哭の海峡」
門田隆将著／KADOKAWA

　「治る力」も「生きる
力」もすべて自分の中に
ある。「今」に感謝して
「今」に生きる。満ち足
りた人生を送るためのメ
ッセージ。

「いのちが喜ぶ生き方」
矢作直樹著／青春出版社

　謎のカルト教団と革命
の予感。４人の男女の
「運命」が重なり合い、
この国を根底から揺さぶ
り始める。神とは何か。
運命とは何か。

学校図書館に司書がいたら

人は死ぬとき何を思うのか

そうだったのか！朝鮮半島　　

私は、100歳世界最高の現役スイマー

劣化する日本人　　　

サラリーマン夫婦の年金がわかる本

東大教授が教える独学勉強法

野外毒本　　

隠れ脳梗塞は自分で治す

餃子・焼売・中華まん　

けん玉で集中力を養う　　

百年の薔薇

御松茸騒動　　

キャプテンサンダーボルト

認知の母にキッスされ

村上　恭子

渡辺　和子

池上　彰　

長岡三重子

香山　リカ

渋谷　康雄

柳川　範之

羽根田　治

池谷　敏郎

茂手木　章

矢野　博幸

芥川瑠璃子

朝井まかて

阿部　和重

ねじめ正一

「教団Ｘ」
中村文則著／集英社

　傷心の元暴走族ヘッド
が、言葉を失った５歳の
少女と逃避行。星屑のよ
うなささやかな僕たちの
光。生きていていいんだ
って教えてもらったんだ。

「スターダストパレード」
小路幸也著／講談社

　初陣から人取り橋の戦
い、摺上原の合戦、小田
原参陣、大阪冬の陣・夏
の陣、と乱れ行く戦国を
寵臣との熱き絆で生き切
った伊達政宗の生涯。

「鳳雛の夢」
上田秀人著／光文社

　香港返還前日、偶然立
ち寄ったマカオで、28歳
の伊津航平は博打の熱に
浮かされる。偶然が支配
するバカラに必然を見出
そうともがく航平。

「波の音が消えるまで(上下)」
沢木耕太郎著／新潮社

　稀代の侠客次郎長はご
維新以降、旧幕臣と官軍
が入り乱れる殺伐とした
清水で地元で名士となり、
波止場をつくる時も先頭
にたった。

「波止場浪漫(上下)」
諸田玲子著／日本経済新聞

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－

　図書館では、読み聞かせボラン

ティアを募集しています。主な活

動は、小学校で行う朝の読み聞か

せ会です。子ども達にさまざまな

絵本に出会ってほしいという思い

で１冊の本を読んでいます。あな

たの大好きな絵本を、子どもたち

に読んであげてください。本が好

きな人ならどなたでも大歓迎です。 

　詳しくは図書館へお問い合わせ

ください。

　複雑、難解…時代遅れ
の年寄にはよう分からん！
環境汚染、農業問題、そ
して原発。倉本聰が恥を
かなぐり捨て賢者たちに
ぶつけた素朴な質問。

「不幸な認知症幸せな認知症」
上田諭著／マガジンハウス

 

「桜色の魂」
長田渚左著／集英社

　

読み聞かせボランティア

募集中！

読み聞かせボランティア

募集中！

第８回おはなしの会「ピロシキ」

公演会のお知らせ！

日時　２月22日(日) 14：00開演

場所　役場 湯けむりホール

　　赤ちゃんからお年寄りまで

　楽しめる内容となっています。

　皆さんお誘い合わせの上、ご

　来場ください。
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