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　令和４年南伊豆町議会９月定例会が９月６日(火)から28日(水)までの会
期で開催されました

町議会９月定例会町議会９月定例会

－南伊豆町議会９月定例会　行政報告－

行政報告（要旨）行政報告（要旨）

　令和４年９月定例会の開会にあた

り、令和４年８月に東北、北陸地方

を襲った豪雨ならびに台風８号によ

り被害を受けた松崎町雲見地区の方

々に衷心よりお見舞いを申し上げ、

１日も早い復興をお祈りするもので

あります。

　新型コロナ感染症におけるオミク
ロン株BA．５の強烈な感染力から、
第７波として爆発的な感染拡大を招
き、本町でも７月から感染者が続出
しました。
　国は60歳以上の高齢者および18歳
以上60歳未満の基礎疾患を有する方
を対象とし、重症化予防を目的とす
る４回目接種を決定したことから、
本町では６月から高齢者施設での接
種が始まり、７月27日から集団接種
を開始したほか、８月末現在での60
歳以上の接種者数は2,561人､接種率
では60.4％となっています。
　国では、通算で５回目となるワク
チン接種について９月中に開始する
ことも視野に入れて検討しています
ので、接種対象者や接種間隔、ワク
チン発送スケジュールなど詳細が確
定した段階で町民に周知するほか、
医療機関と連携のもと迅速かつ円滑
な接種体制の構築に向けて取り組ん
でいきます。
　また、現下においては感染症法上
での分類変更なども検討されていま
すので、これら国の動向にも注視し
ながら、冷静かつ慎重に対処してい
きたいと考えています。

型コロナウイルス型コロナウイルス
ワクチンの追加接種ワクチンの追加接種新新

　我が国では、行政の効率化や国民
の利便性の向上、公平・公正な社会
の実現のための社会基盤として、マ
イナンバー制度の普及促進に取り組
んでいます。
　このため町では、本制度の普及促
進に向けて令和３年11月から申請用
写真の無料撮影を開始し、平日での
取扱時間の延長や休日窓口の開設を
もって申請・交付機会のさらなる拡
大に努めており、本年８月末時点で
のカード交付率では47.69％と全国
平均値とほぼ同様の交付実績となっ
ています。
　また、カード取得者に向けて本年
10月１日からコンビニエンスストア
における証明書交付サービスが開始
され、住民票と印鑑証明書の交付に
ついて、年末年始を除き午前６時30
分から午後11時まで利用可能となる
ことからさらなる住民サービスの向
上が期待され、非対面であることか
らも新型コロナ感染症対策において
極めて有効と考えられます。
　加えて、令和４年度末までにマイ
ナンバーカードが全国民に行き渡る
ことを目指しマイナポイント第２弾
を展開しており、カードの取得およ
び保険証としての利用申し込みに加
え、公金の受取口座を登録すれば最
大２万円分のポイント付与が実施さ
れております。
　これらポイント付与に必須となる
マイナンバーカードの申請期限は９

　本年度から、結婚にともなう新生
活を応援する「南伊豆町結婚新生活
支援事業」を創設し、地域課題であ
る定住促進や少子化などの解消に向
けた新たな取り組みを展開していき
ます。
　当該事業は、新規に結婚した世帯
を対象とし、居住費および引越費用
または新生活の準備に係る費用の一
部を助成するものです。
　具体的には、結婚を契機とした住
宅の購入、賃貸する際に要した費用
や引越費用のほか、リフォーム費用
に加えて結婚祝い金として夫婦共に
49歳以下の世帯へ10万円を支給して
います。７月末までの実績では、結
婚祝い金で７件の申請があり、リフ

ォーム等の助成については、今後数
件の申請が見込まれています。
　また、本事業を補完するものとし
て静岡県が主催する「ふじのくに結
婚応援協議会」に県内全市町と共に
参画し、「ふじのくに出会いサポー
トセンター」による出会いの機会や
場の提供、専門員による結婚相談の
ほか婚活アプリを活用した相手紹介
などの結婚支援も実施しています。
　これら事業が実を結び、若い世代
の定住につながることで少子化対策
の一助となるよう鋭意取り組んでい
きます。

　文化庁による共生プロジェクトと
して「障害者による文化芸術活動推
進事業」を展開する新日本フィルハ
ーモニー交響楽団の一員を招聘し、
児童・生徒が鑑賞や楽器の演奏体験
を通して本物の芸術に触れるととも
に、共生について考える機会とする
ことを目的とし、ＮＰＯ法人豆游義
塾長田育郎理事長をコーディネータ
ーとして賀茂地域での開催をお願い
し、６月27・28日に実施しました。
　27日には南中小学校を会場として
南中小学校および南上小学校の低学
年児童および特別支援学級児童生徒
を、28日は南伊豆東小学校を会場に
南伊豆東小学校低学年児童および特
別支援学級児童を対象に弦楽四重奏
の演奏会を実施しましたが、楽器や
曲の説明を受けながら弦楽四重奏に
よる楽曲を聴き、弦楽器のすばらし
い音色を体感しました。
　今回は指揮者の方にも参加いただ
いたことから、指揮者の役割を教え
ていただき、自分の指揮に合わせて
奏者が演奏することで、同じ曲でも
指揮者によって強弱やテンポが変わ
ることを実際に体験したほか、新日
本フィルハーモニー交響楽団のご好
意により、両日の午後、２中学校で
もそれぞれ演奏会を開催していただ
きました。鉛筆を（弦楽器の）弓替
わりに、弓の持ち方や使い方を全員
で試したり、実際にバイオリンを弾
いて本物の芸術に触れる貴重な時間
となりました。
　コロナ禍での開催でもあり、保護
者や地域の皆さまに参観していただ
くことは叶いませんでしたが、本プ
ロジェクトでは本物の芸術に触れる
とともに、共生について考える機会
とすることを主目的としていますの
で今後も多くの方々に参観してもら
える場の提供に努めていきます。

　以上で、令和４年９月定例会の行
政報告を終わります。

婚新生活支援事業に婚新生活支援事業に
ついてついて結結

イナンバーカードイナンバーカード
普及促進の取り組み普及促進の取り組みママ

化庁共生プロジェクト化庁共生プロジェクト
in 南伊豆in 南伊豆文文

月末まで※１とされていますので、適
切なる広報に努めます。

※１　申請期限は12月末まで延長となりました
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問合せ　町民課　住民年金係　☎６２－６２２２

10月１日から住民票と印鑑証明書が
コンビニ等で取得できます

　10月１日(土)からマイナンバーカードを使い、全国のコンビニエンスストア等に設置されているキオスク端
末で、住民票の写しと印鑑登録証明書を取得できるようになりました。
　役場が開庁していない休日や夜間でも証明書を取得できますので、ぜひご利用ください。

取得できる証明書と手数料取得できる証明書と手数料

証明書の種類 手数料 備考

住民票の写し 200 円
・南伊豆町に住民登録がある本人または同一世帯員の現在の住民票
※個人番号 (マイナンバー )は記載されません。

印鑑登録証明書 200 円 南伊豆町で印鑑登録をしている本人の証明書

利用の際に必要なもの利用の際に必要なもの

・マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が格納されているもの)
・数字４ケタの暗証番号(暗証番号を３回間違えるとロックがかかり利用できなくなります)

利用可能時間利用可能時間

６：30～23：00　※年末年始(12月29日から１月３日)およびメンテナンス時は利用できません。

注意事項注意事項

　コンビニ交付で利用できるカードはマイナンバーカードのみです。住民基本台帳カードや印鑑登録証では利
用できません。また、15歳未満の方は利用できません。

交付方法交付方法

①マイナンバーカードを持ってキオス
　ク端末のあるコンビニ等へ行きます。

③所定の位置にマイナンバーカードを置
　き、証明書を交付する市区町村を選択
　します。

④マイナンバーカードの暗証番号４ケ
　タを入力します。

⑤必要な証明書を選択します。住民
　票の写しまたは印鑑登録証明書の
　発行に対応しています。

⑥キオスク端末に手数料を入れた後、
　証明書が発行されます。

②キオスク端末から「行政サー
　ビス」を選択し、コンビニ交
　付を選択します。

１ ２ ３

４ ５ ６
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10月16日(日)第19回フェスタ南伊豆開催！

　10月16日(日)に第19回フェスタ南伊豆を開催します。令和元年以来３年ぶりの開催となるフェスタ南伊豆で
は、各出展者のブースやキッチンカーコーナー、交流自治体である杉並区の高円寺阿波おどり連による阿波お
どりの披露、南伊豆町アンバサダー「まなまる」による即興ピアノLiveのほか、自衛隊車両や東京電力の高所
作業車といったはたらく車と乗り物展示試乗コーナーなど、さまざまなイベントが盛りだくさんなので、皆さ
ま、ぜひお越しください。

入口入口

入口入口

商工会

役場庁舎

１
24

23
22

21

26

27

28

2

3

4

5

6

7
10 11 12

14

スポーツフェスタ会場
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はたらく車と乗り物
展示コーナー

13
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出展者一覧出展者一覧

会場図会場図

※会場の店舗情報は下の出展者一覧を御覧ください。会場図内の番号に対応しています。
　また、会場内の配置は広報発行時のものです。
　なお、本年度は新型コロナウイルス感染症の影響で塩尻市の出展はありません。ご了承ください。

出展者名 内容

①本部 総合案内、抽選会受付

②ピザ・ペコ ピザ(キッチンカー)

③BLUE LaIZU アイス、パフェ、ドリンク等

④長田建設青翔会 射的、わたがし

⑤伊豆森林組合 コーヒー、木工品

⑥大丸堂製菓 パン、菓子類、ソフトアイス、肉飯

⑦民生委員協議会 バザー

⑧野ぶきの会 さざえごはん、コロッケ、玉子焼き

⑨商工会女性部 焼きそば、カレー、フランクフルト

⑩南伊豆湯の花 農林水産物、加工品販売

⑪農業振興会 農産加工品、農産物

⑫漁協南伊豆支所 干物、乾物（海産物）

⑬南伊豆分校 生食用葉もの、焼き菓子

⑭観光協会 台湾産バナナ販売

⑮観光協会 伊勢エビの味噌汁サービス

⑯串特急 生ビール、焼き鳥

⑰Sea flower
南伊豆のイチゴを使った「けずりイ
チゴ」

出展者名 内容

⑱おっけい エコクラフト、コーヒー豆販売

⑲横浜臨海学園 スーパーボール掬い

⑳郵便局 郵便局商品のＰＲ

㉑梓友会 資料配布、介護相談、風船配布

㉒あしたば作業所 施設紹介、農産物販売

㉓南豆味会 食育コーナー

㉔人権ネットワーク協議会 人権擁護の啓発活動

㉕南伊豆町サービス店会 出た目で勝負

㉖伊豆下田法人会・伊豆下田青
色申告会

税の広報活動、抽選イベント

㉗災害ボランティアコーディネ
ートの会

災害ボランティアの紹介、非常
食の試食

㉘手話サークルれんげ草 活動紹介、手話の啓発

㉙役場健康増進課 健康相談、各種健康チェック

㉚～㉞車両展示

自衛隊車両・装備展示、東京電
力高所作業車展示、スバル福祉
車両・電動車椅子試乗、起震車
体験など
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●南伊豆町での活動●南伊豆町での活動

問合せ　企画課　企画係　☎６２－６２８８

　ピアニスト・タレントとして活躍しており、視聴者のリクエストに応える即興
ピアノ演奏や、人気アニメキャラクターのモノマネ弾き語り動画が反響を呼び、
Youtubeチャンネル登録者数61万人、Twitterフォロワー10万人を超え、注目の人と
なっています。令和３年10月からはＴＢＳテレビ系列で放送されている朝の番組
「THE TIME,」に生ピアノ担当としてレギュラー出演し、モノマネ弾き語りや即興
演奏、軽快なトークで番組を盛り上げています。（毎週水・金曜日出演）

　平成31年２月に南伊豆町アンバサダーに就任して
から、町内のさまざまなイベントに参加し、町外の
方へ「南伊豆町の魅力」を発信しているほか、町内
小中学校の音楽発表会にゲスト参加し、児童・生徒
たちに音楽の楽しさを伝えるなどの活動を行ってい
ます。
　10月は「伊勢海老づくしの特別な日」や「フェス
タ南伊豆」にゲスト参加を予定しています。まなま
ること永藤まなさんの生演奏Liveをぜひご覧になっ
てください。

●まなまるってどんな人？●まなまるってどんな人？

◆永藤まな（まなまる）公式ウェブサイト　http://nagafujimana.com/

時間 9:00 9:20 10:10 10:20 11:30 12:00 12:30 13:20 14:00 14:30 15:00
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会

駐車場位置図駐車場位置図

銀の湯会館

役場

ＪＡ富士伊豆
南中支店

図書館

郵便局④

①

健康
福祉
セン
ター

③

⑤

●フェスタ来客用駐車場一覧
　①健康福祉センター駐車場
　②南中小学校グラウンド
　③ＪＡ富士伊豆南中支店駐車場
　④役場第２駐車場
　⑤銀の湯会館第２駐車場

道の駅湯の花

　フェスタ南伊豆では、左図①～⑤の５か所に
お客様駐車場を用意していますのでご利用くだ
さい。①～③の駐車場については送迎車両があ
りますのでご利用ください。
　なお、近隣住民の方および店舗の迷惑となり
ますので、路上駐車や店舗の駐車場等フェスタ
南伊豆お客様用駐車場以外への駐車はご遠慮く
ださい。

前原橋

国道136号線

国道136号線

県道121号線

青野川青野川

青野川青野川

フェスタ
会場

②

南中小学校

10：00～11：00の間通行止め

フェスタ南伊豆に「まなまる」がやってくる！フェスタ南伊豆に「まなまる」がやってくる！

フェスタ南伊豆イベントスケジュールフェスタ南伊豆イベントスケジュール
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インフルエンザ予防接種費用助成

　10月から季節性インフルエンザワクチンの接種費用助成を実施します。ワクチンを接種することですべての
インフルエンザを予防することはできませんが、重症化を防ぐ効果があります。予防接種を受けてから効果が
現れるまでに２週間から１カ月程度かかりますので、助成期間内に予防接種を受けるようにしましょう。

問合せ　健康増進課　健康増進係　☎６２－６２５５

●子供インフルエンザ予防接種費用助成
　以下のとおりインフルエンザ予防接種を希望する方に、費用の一部または全額を助成します。

●高齢者インフルエンザ予防接種費用助成
　高齢者でインフルエンザ予防接種を希望する方に費用の助成をします。

対象者対象者
満65歳以上の方（令和４年10月１日現在）
接種日に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

期間期間 10月１日(土)～令和５年１月31日(火)

助成額助成額 自己負担額1,500円を差し引いた金額
※生活保護受給者は全額助成

接種回数接種回数 １シーズン１回

その他その他
対象者には町から案内通知を郵送しています。９月１日以降に転入された方や、通知を
紛失された方はお問い合わせください。

10月１日(土)～令和５年１月31日(火)期間期間

対象者対象者

●町内に住所があり、以下のすべてに該当する方
　①接種日において生後６カ月以上高校３年生年齢相当
　②本年度、インフルエンザワクチンを未接種の方
　③任意接種であることを認識し、接種を希望する方

助成額助成額
自己負担額1,500円を差し引いた金額
※生活保護受給者は全額助成

接種回数接種回数
接種日において13歳未満の方：１シーズン２回
接種日において13歳以上の方：１シーズン１回

接種証明接種証明
接種後、医療機関で母子健康手帳に実施記録を記載し、予防接種済証を
発行しますので大切に保管してください。

その他その他
対象者には町から案内通知を郵送しています。９月１日以降に転入された方や、通知を
紛失された方はお問い合わせください。

10月17日から23日は行政相談週間です

問合せ　町民課　住民年金係　☎６２－６２２２

　総務省では、国の仕事やその手続きについて苦情や意見・要望を
聞き、その解決を図るとともに、行政運営に反映させる「行政相談」
を行っています。
　町では毎月１回、町の行政相談委員が相談に応じています。相談
は無料で秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。

■町の行政相談委員

■10月の行政相談

　日時　10月14日（金）10：00 ～ 15：00
　場所　健康福祉センター

　インターネットからの相談受付
　　http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
　　hyouka/soudan.html

山田昌平さん

（毛倉野）

藤原富雄さん

（青市）
行政相談申込みページ
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問合せ　地方創生室　☎６２－１１２１

「第二回レモンでも植えよう会」に
ぜひご参加ください

地
域おこし協力隊活躍中！

地
域おこし協力隊活躍中！

問合せ　生活環境課　生活環境係　☎６２－６２７０

野焼き（屋外焼却）は禁止されています

　野焼きは、一部の行為を除いて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「静岡県生活環境の保全等に関
する条例」で禁止されています。庭先のたき火や風俗習慣上、宗教行事等（焼却禁止の例外）の場合でも生活
環境への配慮が必要です。

●なぜ野焼きをしてはいけないの？

●野焼きをするとどんなことが起きるの？

　野焼きは焼却温度が低く、燃やすものによってはダイオキシンなどの有
害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。
　また、野焼きは火災を引き起こす可能性があるほか、野焼きで発生する
煙や臭いが「近所で野焼きをしていて煙たい」「窓が開けられない」「洗
濯物に臭いがついて困る」などの苦情の原因となることがあります。
　さらに、周辺住民にぜんそくなどの呼吸器系疾病の方がいる可能性など､
さまざまな状況が想定されますので、できるだけ野焼きは行わないように
しましょう。

　生活ごみの野焼きは、ダイオキシンなどの有害物質が発生するので絶
対に行わず、町のごみ収集や資源ごみとして出すなど、適正な処理をし
ましょう。

　朝夕の涼しさが増し、秋の風を感じるこの頃、町民の皆さまは

いかがお過ごしでしょうか。天候や気圧の変化で体調が崩れやす

いかと思いますので、夏バテ等にも気をつけてください。

　さて、先月９月１日をもって地域おこし協力隊員に着任してか

ら１年が経過し、２年目が始まりました。　

　今年の５月から始動したレモン圃場では、思いのほか鹿による

被害が多く、獣害対策等に頭を悩ませている次第です。さて、10

月９日(日)に「第二回レモンでも植えよう会」の実施を予定して

います。「第二回レモンでも植えよう会」では地域の方々の賛同

もあり、獣害防止柵の設置と被害にあった苗の植え替えを行う予

定です。

　台風の影響などで、農道が通行止めになったり、なかなか思っ

たように事が運ばない中でも、「継続は力なり」をモットーに、

計画的に努力を積み重ねていければと思っていますので、今後と

も皆さまの応援とご協力をお願い申し上げます。

地域おこし協力隊　田村

●第二回レモンでも植えよう会
日時　10月９日(日)　８：30～12：00頃（昼食付き）
　　　※当日は８：30までに伊浜区山村活性化センターに集合
　　　　してください。
作業内容　圃場周りシカ対策防護柵の設置、レモンの植え替え
持ち物　手袋、スコップ、脚立
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まちのできごとまちのできごと Minamiizu Topics

8/22　ふるさと学級

　町内の小学生による第２回ふるさと学級サマー

キャンプが行われました。参加した児童たちはカ

ッターボートを体験した後、全員で昼食にカレー

を作り、午後からシーカヤックを体験しました。

9/9　お月見会

　南伊豆認定こども園で、中秋の名月前にお月見

会が開かれました。園児たちは、お月見の由来や

月の満ち欠けについて興味津々といった様子で話

に聞き入りました。

8/26　中学校統合準備委員会

　町内２中学の統合に向けて、第１回学校統合準

備委員会が開催され、佐野教育長から髙橋委員長

へ諮問書が渡されました。今後、統合に必要なさ

まざまな事項について検討が行われます。

8/22～24　杉並区漁村交流

　交流自治体である東京都杉並区の児童が南伊豆

町を訪れ、２泊３日の漁村交流を行いました。交

流では、アジの干物作りや魚釣り、シーカヤック

などを体験しました。

9/12　２人めのアンバサダー就任

　伊豆地域について紹介動画をアップロードして

いるYoutuberのメロンシートさんを２人めの南伊

豆町アンバサダーに委嘱しました。今後、町のイ

ベントなどに参加し、ローカル情報を全国に発信

してもらいます。

9/11　伊豆東海岸ソフトテニス大会優勝

　伊東市営小室山テニスコートにて第62回伊豆東

海岸地区ソフトテニス大会が開催され、伊豆半島

の東海岸に位置する市町が団体戦で競い合い、南

伊豆町チームが優勝しました。
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開館時間　８：３０～１７：１５

休館日　月曜日・木曜日・祝日

☎６２－７１００　ＦＡＸ　６２－１４０２

今月のおすすめ図書今月のおすすめ図書 新着図書案内新着図書案内

図書館利用案内図書館利用案内

　暑い夏が終わり過ごしやすい季

節になりました。読書週間（10月

27日～11月９日)も間近に迫り、

いよいよ本格的な読書の秋が到来

します。

　図書館では、さまざまなイベン

トを企画して皆さまの来館をお待

ちしています。

　10月31日はハロウィーン。館内

ではハロウィーンに関する本を企

画展示しています。さらに10月１

日から仮装して来館し、本を借り

た方にはプレゼントを用意してい

ます。ハロウィーン一色に染まっ

ていつもと違う怪しげな雰囲気に

包まれた図書館をお楽しみくださ

い。ご来館をお待ちしています。

読書の秋は図書館で

ゆっくり学ぶ　　　　　　　岸見一郎
名著の話　　　　　　　　　伊集院光
鎌倉幕府抗争史　　　　　　細川重男
なぜか聴きたくなる人の話し方

　　　　　　　　　　　　　秀島史香
ごみを出さない気持ちのいい暮らし

高砂雅美ほか
バズレシピ　　　　　　　　リュウジ
日本ご当地パン大全

日本懐かし大全シリーズ編集部
紙バンドで楽しくミニチュアの世界

　　　　　　　　　　　　　村田美穂
こいごころ　　　　　　　　　畠中恵
恋ふらむ鳥は　　　　　　　澤田瞳子
掬えば手には　　　　　　瀬尾まいこ
チンギス紀14　　　　　　　北方謙三
よって件のごとし　　　　宮部みゆき
わたしたち　　　　　　　　落合恵子
夜に星を放つ　　　　　　　　窪美澄

図書館だより

　暗殺者の身元を特定
し、国家の戦争犯罪を
暴き出す…。世界各国
でスクープを連発する
報道調査集団「ベリン
グキャット」の創設者
が語る活動の記録。

エリオット・ヒギンズ
／筑摩書房

「ベリングキャット」

　長い介護の末、母親
を見送った独身女性。
婚期を逃し、生活習慣
病を指摘され、将来に
不安を抱えていたが。
人生の大逆転を賭けた
遅咲きの青春物語。

篠田節子／講談社

「セカンドチャンス」

　凄まじい肩パッドに
奇妙な踊り。マイラ・
カルマンとの共同作業
で生まれた珠玉のグラ
フィックブック。「ア
メリカンユートピア、
よろしく～ねっ」

デイヴィッド・バーン
／河出書房新社

「アメリカン・ユートピア」

　比叡山焼き討ちから
関ヶ原の戦いへと続く
戦国乱世の只中を生き
抜いた僧形の軍師がい
た…。その名は天海。
謎多き傑物の実態に迫
る壮大な戦国絵巻。

三田誠広／作品社

「天海」

　魑魅魍魎が蠢く芸能
界。その頂点を目指す
２人の少女と女性マネ
ージャーに突きつけら
れた残酷な現実。天使
か悪魔か。少女たちの
明日はどっちだ…。

村山由佳／幻冬舎

「星屑」

　「覚悟しいや」と凄
んでみせたのは岩下志
麻ですが、人生１００
年時代、長くなった老
後を不安なく生き抜く
ための覚悟とは…。

坂東眞理子／主婦の友社

「女性の覚悟」
梶よう子／新潮社

「広重ぶるう」

　小さいわたし、とい
ってもリトルフランキ
ーや天草海坊主のこと
ではありません。かけ
がえのない子供時代を
子供目線になって描い
たエッセイ集。

益田ミリ／ポプラ社

「小さいわたし」

　ベルト、フォトフレ
ーム、タペストリー。
１本のひもを結んでつ
くるマクラメ手芸の初
心者向け作品集。

主婦の友社編／主婦の友社

「１ＤＡＹマクラメ」

「逝きかた上手」

石蔵文信／幻冬舎

　人は死んでいくとき
に何を語るのか。６４
歳で全身がんを患った
著者自らが考える、明
るく切ない死に支度と
は…｡｢まとめてアバヨ
を云わせてもらうぜ」

　浮世絵師を志すも世
間から酷評を受け、絶
望に打ちひしがれる若
き日の歌川広重。転機
となったのは、ある画
材との出会いだった。

、
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おお 知知 らら せせ

　　県と市町が運営する結婚支援拠
　点「ふじのくに出会いサポートセ
　ンター」は、南伊豆町で出張登録
　・相談会を実施します。
日時　11月８日(火)　※完全予約制　
場所　役場１階　相談室　
内容　個室で会員登録のサポートや
　それぞれの結婚相談に対応するほ
　か､｢婚活って何をすればいいの」
　など、会員登録に迷っている方へ
　のさまざまな疑問に専門の相談員
　が答えます。
　　また、保護者の方からの結婚相
　談にも対応します。
　※相談内容は、外部に漏れること
　　がないよう厳重に管理します。
申込方法　ＱＲコードから申し込み
　フォームにアクセスまたは電話で
　申込み。
申込期限　11月１日(火)
申込・問合せ　ふじのく
　に出会いサポートセン
　ター

　☎０５４－２５２－３０８０

ふじのくに出会いサポート
センター令和４年度出張・
登録相談会

広報みなみいず　広告欄広報みなみいず　広告欄

※掲載している広告内容に関して責任は広告主に帰属し、町が推奨または保証等をするものではありません。

　　令和５年度の認定こども園入園
　申込を以下のとおり受付します。
　　当日は、お子さまの健康状態を
　確認するための面談を行いますの
　で、入園希望のお子さまと一緒に
　お越しください。
日時　11月21日(月)13：30～15：00
場所　役場１階　湯けむりホール
対象者
　・令和５年度から入園対象児童の
　　入園を希望する方
　・仕事復帰などのため、令和５年
　　度途中から入園対象児童の入園
　　を希望する方
その他　上記日程で都合がつかない
　方は、11月22日(火)から12月５日
　(月)まで、福祉介護課にて入園受
　付を行います。ただし、面談は南
　伊豆認定こども園で行います。
入園対象児童とは　
　保育部　入園月の初日に満10カ月
　　　　　に達している小学校就学
　　　　　前の児童。ただし、入園
　　　　　要件として保育の必要な
　　　　　事由に該当する必要あり
　幼稚部　令和５年４月１日時点で
　　　　　満３歳に達している小学
　　　　　校就学前の児童
申込・問合せ　福祉介護課子育て支
　援係　☎６２－６２３３

認定こども園入園申
込受付開始について

日時　10月30日(日)10：00～15：00
場所　石廊埼灯台
内容　灯台の一般公開、パンフレッ
　ト配布、灯台や巡視船等のペーパ
　ークラフト配布、海上保安庁キャ
　ラクターうみまる記念撮影、航空
　機展示飛行予定
その他　天候等により中止となる場
　合があります。
問合せ　下田海上保安部交通課

　☎２３－０１４５

石廊埼灯台一般公開

日時　10月15日(土)
　午前の部　９：00～12：00
　午後の部　13：00～15：30
場所　
　午前の部　下田市４丁目　下田市
　民文化会館小会議室１、２
　午後の部　河津町笹原77-12 河津
　桜観光交流館２階会議室
予約　不要。当日、直接会場までお
　越しください。
その他　相続に関することならなん
　でもお気軽にご相談ください。
問合せ　静岡県司法書士会

　☎０５４－２８９－３７００

相続無料相談会の開
催について

●里親とは　さまざまな事情により
　家庭で養育されることが難しい子
　供を、家庭に迎え入れ、愛情と理
　解をもって養育する方のこと
●里親になるには
　・子供の養育について理解と熱意
　　と愛情を持っていること
　・県が実施する研修を修了するこ
　　と、経済的に困窮していないこ
　　となどの要件あり 
●里親の種類
　・養育里親　家庭に戻れるまでま
　　たは、自立できるまで子供を養
　　育する
　・専門里親　虐待を受けたり、障
　　害のある子供を、経験と専門知
　　識を活かして養育する
　・親族里親　事情により親が養育
　　できなくなった場合、子供の扶
　　養義務者が里親としての認定を
　　受け、養育する
　・養子縁組里親　養子縁組によっ
　　て養親となることを希望する
●里親になったら
　・児童相談所が、面会や交流を繰
　　り返した上で、養育をお願いす
　　る子供を決定する。
　・子供の養育期間は、定められた
　　養育に必要な経費が公費で支給
　　される。
問合せ　賀茂児童相談所（申込・制
　度について）　☎２４－２０３８
　静岡県こども家庭課（制度につい
　て）　☎０５４－２２１－２９２２

里親になりませんか

　同報無線放送は、町のメール
配信サービスに登録することで､
放送内容が自動でメ
ール配信され、便利
です。右のＱＲコー
ドから登録のお手続
きが可能です。

。
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10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｡

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。

戸籍の窓戸籍の窓

赤ちゃん誕生おめでとう

地区 赤ちゃんの名前 誕生日 父・母

加納 山田　真
ま な と

人 7.26 健人・由樹

青市 渡邉　りん 8.13
正太郎・
菜々子

お悔やみ申し上げます

地区 氏　名 年齢 月日

西子浦 小泉　滝夫 63 7.31

手石 森　千代子 80 8.11

天神原 富田　貞子 77 8.18

下賀茂 堀江　みよ子 86 8.26

上賀茂 渡邉　眞智子 75 8.28

湊 土屋　喜代子 89 8.29

湊 保坂　榮太郎 85 8.28

　令和４年８月１日から８月31日までに
届け出のあったもの（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。

人の動き

世帯数 3,895 世帯

人　口 7,779 人（-13）

男 3,748 人

女 4,031 人

（９月１日現在）

----------（８月中）----------

転入 14 転出 14

出生 3 死亡 16

　暑い夏も終わり、いよいよ冬の到

来です。冬の感染症で代表的な疾患

は、インフルエンザや胃腸症状を主

としたノロウイルス、呼吸器症状を

きたすＲＳウイルスなどがあり、主

に接触感染や飛沫感染の対策をして

いかなければなりません。

　つまり、ウイルスが体内に侵入し

てこないように対策し、感染経路を

遮断していくことが重要です。

　具体的には、感染対策の基本であ

る手指消毒やマスクの装着など、こ

れまで皆さんが実践してきた感染対

策が有効となります。

　しかし、下痢や嘔吐などの胃腸症

状の場合、アルコール消毒剤はほと
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んど効果がありません。胃腸症状の

場合は、せっけん手洗いや次亜塩素

酸での環境消毒など、有効な感染対

策に切り替える必要があることを覚

えておきましょう。

　今年は、新型コロナウイルスと冬

の感染症の両者に感染する可能性が

ありますので、まずは新型コロナ対

策をして今年こそは感染終息を目指

し、これからやってくる冬の感染症

をみんなで乗り切りましょう。

感染管理認定看護師　大年聖子

問　下田メディカルセンター

　☎２５－２５２５

冬に流行する感染症対策

　今年も夏が終わりました。夏と言えば海、海、海、と何は無くても海。海水浴と日

焼けが当然のことと思っていました。仲間たちや家族で出掛けて海遊びを楽しんでい

た頃から数十年が経ち、時代が変わったのか人々の趣向が変わったのか、海水浴離れ

と言われるようになりました。海遊びは暑い中、砂だらけになる、潮でベタベタにな

るなどネガティブな声も聞こえてきます。

　近年では新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で観光客数が激減していること

もあり、海水浴客数にも大きな影響がありました。このような中、今年はコロナ禍で

の行動制限がなかったことやワクチン接種および検査拡充等の要因もあったためか、

昨年より海水浴客数はかなりの増となり、コロナ禍前と比較してほぼ95％程度まで回

復しています。私も幾度となく弓ヶ浜海水浴場の様子を見に行きましたが、海水浴客

が多いとは言えない時もあったものの、全体を通して見ると比較的安定して海水浴客

が居たように思えました。

　また、今年も無事開催された弓ヶ浜花火大会には多くの観光客の方が訪れ、楽しん

でいただけたものと思慮いたします。私も観覧に行きましたが、やはりどこの花火を

見るよりも地元弓ヶ浜の花火大会は他と一味違います。

　ご存知の通り観光立町である南伊豆町は多くの観光客に来てもらうことが町の活力

にも繋がるため、引き続き観光誘客施策に取り組んで行きます。

　まず、10月から始まる「伊勢海老祭り宿泊割引キャンペーン」は、宿泊割引5,000

円と地域体験クーポン3,000円と併せて8,000円もお得なキャンペーンで、好評を得

て完売となりましたので、キャンペーン利用者の皆さまに伊勢海老を堪能してもらい

たいと思います。

　さらに、10月９日は石廊崎オーシャンパークにて伊勢海老祭り伊勢海老づくしの特

別な日としてのイベント、翌週16日は南伊豆町役場でフェスタ南伊豆が３年ぶりにグ

レードアップして開催されますので、ご家族皆さんで遊びに来てください。秋の南伊

豆をみんなで盛り上げましょう。

町政コラム
岡部町長の
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　秋といえば「食欲の秋」ですが、ついつい食べ

過ぎていないでしょうか。食べ過ぎると体重や内

臓脂肪が増加し、高血圧や高血糖などが引き起こ

され、糖尿病や動脈硬化、心疾患等になるリスク

が高まるので、十分注意しましょう。

【食べ過ぎを防ぐ方法】

①よく噛んで食べる

　　早食いは食べ過ぎの原因となります。よく噛

　むことで脳の満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを

　防ぎます。

②野菜や海藻を先に食べる

　　食物繊維は噛みごたえがあるので、先に食べ

　ることで満腹感が得られやすいです。

③食べる量を把握する　

　　１人前ずつ盛り付けし、食べる量の把握と調

　整をしましょう。

④遅い時間の食事を避ける

　　食事は寝る２～３時間前までに済ませ、その

　後の間食は控えましょう。

問合せ　健康増進課　健康増進係

　☎６２－６２５５

食べ過ぎに
　　注意しましょう

～キノコ入りマーボー豆腐～

▷　材料５人分　◁

栄養価（１人）
エネルギー：188kcal　タンパク質：14.4g　脂質：10.4g　塩分：1.1g

木綿豆腐…200ｇ

長ネギ……30ｇ
ニラ………２本
シイタケ…１個
シメジ、マイタケ……各30ｇ

刻みネギ…適量
ゴマ油……小さじ１
ニンニク(みじん切り)…1/2かけ

鶏ひき肉…60ｇ

▷　作り方　◁

南
な ず み か い

豆味会（健康づくり食生活推進協議会）　問合せ　健康増進課　☎６２－６２５５

康レシピ健健

ＴＥＬ　０５５８－６２－６２８８　ＦＡＸ　０５５８－６２－１１１９

ホームページ

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

★ここがポイント！

　キノコを入れたヘ
ルシーマーボー豆腐
です。
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①木綿豆腐は２㎝角に切って１～２分湯通しし、ザルにあげて水切りをする。長ネギをみ
　じん切り、ニラをざく切り、シイタケは軸を切って薄切り、シメジは石づきを切ってほ
　ぐす。マイタケは手でほぐす。
②熱したフライパンにゴマ油をひきニンニクを炒める。香りがたったら鶏ひき肉を加え、
　火が通ったら長ネギとキノコを入れる。

③②に木綿豆腐とニラとＡを加えて１分ほど炒め、ダシ汁を加えて３分ほど煮込む。
④水溶き片栗粉を回し入れてとろみをつけ、盛り付けたら刻みネギを散らす。

味噌………大さじ2/3
砂糖………小さじ2/3

豆板醤……小さじ2/3
Ａ

毎月19日は
食育の日！

康一口メモ健健

だし汁……130ml

水溶き片栗粉
（片栗粉…小さじ１強、水…小さじ２強）


