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６６６月の鮎の友釣り解禁を前に、仁科川で稚魚月の鮎の友釣り解禁を前に、仁科川で稚魚の

放流が行われ、仁科幼稚園・保育園児が参加放流が行われ、仁科幼稚園・保育園児が参加し

ましました

６月の鮎の友釣り解禁を前に、仁科川で稚魚の

放流が行われ、仁科幼稚園・保育園児が参加し

ました
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備えていますか？
熊本県を中心に九州地方で、４月14日の夜から地

震が相次ぎ、16日にはマグニチュード7.3が記録さ

れました。犠牲になられた方々のご冥福をお祈りす

るとともに、被災地の一日も早い復興を願っていま

す。

今回の地震は、夜間や就寝中に発生し暗闇であっ

たことなどから、新聞などによると「玄関が遠かっ

た」と振り返っている被災者もいました。深夜の地

震は、昼間に比べて避難に移るまでに時間がかかり

ます。内閣府による南海トラフ地震の被害想定で、

深夜に発生した場合、避難までの時間は日中の約３

倍になると言われています。また、阪神淡路大震災

では、住宅の倒壊は免れたものの、約６割の部屋で

家具が倒れ、部屋全体に散乱したというデータもあるようです。

この機会に、家族や自らの安全を確保するために、改めて自宅の備えを点検してみてはいかがでしょうか。

備え
１ 家具を固定しましょう

家具の転倒を防止するには、金具やポールなどの器具等を
取り付けて家具を壁に固定します。

Ｌ字型金具やチェーンなどで、タンスなどの上部と壁をね
じで固定する方法や、金具を壁に固定できない賃貸住宅の場
合には、家具と天井部分にはさむポール（突っ張り棒）や、
家具と床の間にはさんで壁側に傾斜させる転倒防止板などを
組み合わせて効果を高める方法もあります。家や家具の状況
にあった方式を選択しましょう。

また、扉や引き出しが揺れにより開かないようにしましょ
う。さらに、収納物の落下を防止するために、滑り止めのシー

家具の配置を工夫しましょう備え
２

本棚やタンスなど家具が転倒すると、下敷きになる危険に加え、逃げ道
を防ぐ可能性があります。いざという時に、ドアの開閉ができるように、
部屋の出入口、廊下や階段には家具を置かないようにしましょう。棚は、
重い物を下の方に配置し、軽い物を上の方に置くことで重心が安定し倒れ
にくくなります。

寝室にも、なるべく家具を置かないようにし、頭に家具が倒れてこない
ように配置しましょう。

トやマットを敷く方法もあります。本棚は、本が飛び出しにくくなるテープが販売されています。薄型の
液晶テレビは底部に粘着マットやベルトでテレビ台に固定し、倒れやすい画面部分はベルトやロープで後
ろの壁や柱と連結するとさらに良いそうです。
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非非常持ち出し用品（例非常持ち出し用品（例） 備 蓄 品（例（例）

□非常食・飲料

□現金（小銭も）

□預金通帳（銀行口座番号や生命保険契約番号

をコピーするだけでも）

□免許証や身分証明書、保険証のコピー（場合

によっては母子健康手帳も）

□懐中電灯、携帯ラジオ（予備の電池・電球も）

□笛またはブザー

□ヘルメット（防災ずきん）

□マッチ、ライター

□救急医療品、持病の薬

□家族写真

□雨具

□軍手・くつ下・下着

□携帯カイロ

□食品（レトルト食品、缶詰、アルファ米など）

□飲料水

□コンロ、燃料（卓上コンロ、固形燃料、予備

のガスボンベなど）

□ポリタンク

□ティッシュペーパー、ウエットティッシュ、

トイレットペーパー

□工具類（バールやロープ、スコップなど）

□ラップ、アルミホイル

食品や飲料水は、７日分必要とされています。そ

のうち３日分は、調理の不要な非常食を用意するこ

とがすすめられています。

乳幼児のいる家庭では、ミルクやほ乳びん、離乳

食、おむつなど。また要介護者がいる家庭では、着

替えやおむつ、常備薬といった用意も必要です。

便利なローリングストック法
家庭用の備蓄は非常食をまとめ買いしても消費期限が来ると、大量に購入し大量に廃棄する繰り返しとなりが

ちです。そこで、定期的にレトルト食品などの非常食を消費し、その分を改めて補充するローリングストック法
がお勧めです。この方法は、「備える」「食べる（使う）」「買い足す」ことによって、常に新しい非常食を備蓄す
ることができます。

備え
４

非常持ち出し用品（例） 備 蓄 品（例）

備え
３ ガラス飛散防止フィルムを貼りましょう

食器棚のガラスが割れて食器が飛び出したり、窓が割れたりすると危険です。ガラス飛散防止フィルム
をガラス面に張りましょう。ガラス片や割れた食器が散乱した場合に備えて、スリッパや運動靴を履ける
ようにしておくことも大切です。

すぐできる対策として、カーテンをひくこと。レースのカーテンだけでも飛散防止効果があるそうです。

非常持ち出し品・備蓄品を準備しましょう
非常持ち出し品は、家族構成などを考えて準備し、すぐに持ち出せる場所

に置きます。前もって、どのくらいの量を持ち出せるのか確認しておくこと
も必要です。避難するときにまず持ち出すのが「非常持ち出し品」、災害直後
から復旧までに数日を支える「備蓄品」に分けられます。
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みんなで防ごう土砂災みんなで防ごう土砂災害害
～～６６月は土砂災害防止月間です月は土砂災害防止月間です～～

毎年各地で土石流、地すべり、がけ崩れ等による激甚な土砂災害が頻発し、人命、財産に甚大毎年各地で土石流、地すべり、がけ崩れ等による激甚な土砂災害が頻発し、人命、財産に甚大な

被害が発生しています被害が発生しています。

昨年は栃木県鹿沼市や日光市での土砂災害など、死者を伴う甚大な被害が発生しました昨年は栃木県鹿沼市や日光市での土砂災害など、死者を伴う甚大な被害が発生しました。

尊い命を守るには日ごろの備えが不可欠です。静岡県では「普段の備えが、命を守る」をスロ尊い命を守るには日ごろの備えが不可欠です。静岡県では「普段の備えが、命を守る」をスロー

ガンに掲げ、住民の「自助・共助」意識の高揚を図るため、全国統一日であガンに掲げ、住民の「自助・共助」意識の高揚を図るため、全国統一日である６月５日（日）（日）に「土に「土

砂災害・全国防災訓練」が実施されます。西伊豆町では、宇久須神田地区にお住まいの皆様を対砂災害・全国防災訓練」が実施されます。西伊豆町では、宇久須神田地区にお住まいの皆様を対象

に、訓練および土砂災害講習会を実施しますに、訓練および土砂災害講習会を実施します。

日 時 ６月５日（日）午前９時～午前10時頃（雨天決行）

対象地区 宇久須神田地区

健康な生活を目指して

転ばん倶楽部 参加者募集！
年齢を重ねると、日々のちょっ

としたことで転倒しやすくなりま

す。転倒は寝たきりの原因にもなります。健康を保

つため、生活に運動を取り入れましょう。

日時 ７月１１日（月）・２５日（月）、８月８日（月）・
２２日（月）、９月５日（月）・１２日（月）
午前９時～午前１１時まで

会場 賀茂健康センター（宇久須）
内容 理学療法士による運動指導（腰・膝痛が楽に

なります） 問合せ 社会福祉協議会 TEL：55-1313

対象 ６５歳以上で原則、６回参加可能な方
定員 １５名程度
申込期限 ６月１５日（水）

※申込み多数の際は、初めての方を優先させていた
だきます。
送迎を希望される場合は、申込みの際ご連絡くだ
さい。

みんなで防ごう土砂災害
～６月は土砂災害防止月間です～

毎年各地で土石流、地すべり、がけ崩れ等による激甚な土砂災害が頻発し、人命、財産に甚大な

被害が発生しています。

昨年は栃木県鹿沼市や日光市での土砂災害など、死者を伴う甚大な被害が発生しました。

尊い命を守るには日ごろの備えが不可欠です。静岡県では「普段の備えが、命を守る」をスロー

ガンに掲げ、住民の「自助・共助」意識の高揚を図るため、全国統一日である６月５日（日）に「土

砂災害・全国防災訓練」が実施されます。西伊豆町では、宇久須神田地区にお住まいの皆様を対象

に、訓練および土砂災害講習会を実施します。

問合せ
企画防災課 防災安全対策係 TEL：52-1965
産業建設課 建設係 TEL：52-1115
下田土木事務所 企画検査課 TEL：24-2113
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電気さくの適正な管理をお願いします
電気さくをご利用の方は、適正な利用について徹底した確認をお願いします。

設置場所の確認
電気さくは農地、林地、牧場などで、野獣の侵入

や家畜の脱出を防止する場合に限り設置できます。
住宅を囲むことや、道路、水路などの公共用地には
み出して設置することはできません。

感電防止装置の確認
①正しい電源装置の利用

電気さくの電源には、必ず電気用品安全法に基づ
く電気さく用電源装置を使用しましょう。

②漏電遮断器の設置

電気さく用電源装置に、家庭用コンセントから電
気をとる場合は、必ず漏電遮断器を設置しましょ
う。

③危険表示の設置

電気の種類や電圧の大きさにかかわらず、必ず周
釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫
囲の人が容易に確認できる位置に危険表示を行い
ましょう。

【市販の漏電遮断器例】

【危険表示例】

【危険表示設置例】

使用時間帯の確認
歩道沿いなど、人通りの多い場所に設置してい

る電気さくについては、日中は電気を通さないよ
うにすることで、周囲に危害を及ぼす危険性を抑
えることができます。

問合せ 産業建設課 農林水産係 TEL：52-1115

マイナンバーカード（個人番号カード）の
交付を行っています

町では現在、マイナンバーカードの交付を行って
います。

交付は混雑緩和のため予約制としています。
※１人の交付に30分程度かかります。平日の交付

時間は午前９時から午後４時までです。

カードの交付準備ができ次第、役場から住所地へ
交付通知書を送付します。

交付通知書が届いたら、下記担当まで電話で交付
日時を予約の上、本庁窓口税務課までご本人がお越

幻 弦験験験験験
しください。来庁時には交付通知書に記載の書類を
幻 弦験験験験

持参してください。交付の際必要な持ち物は広報２
月号７ページにも掲載しています。

なお、平日の日中に手続きすることが難しい方の
ため、下記の日程で交付しますので、ご利用くださ
い。（予約の申込は平日にお願いします。）
【休日交付日時】

６月26日（日）午前９時～午後４時まで（予約制）

問合せ 窓口税務課 窓口年金係 TEL：52-1112
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６月分以降の児童手当等を受けるには 現況届 の提出が必要です

児童手当の現況届を提出してください

現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月分
以降の児童手当等を引き続き受給される要件（児童

の監督や保護、生計同一関係など）を満たしている

かどうかを確認するためのものです。

※提出がない場合には、６月分以降の手当が受けら

れなくなりますので、ご注意ください。

【現況届に必要な添付書類】
○請求者が被用者（会社員など）の場合

→ 健康保険被保険者証の写しなど
○その年の１月１日に町に住民登録のなかった場合

→ その年の１月１日に住民登録のある市区町村
長が発行する児童手当用所得証明書もしくは所
得・課税証明書（平成２７年中の所得分）

【提出期限】

※必要に応じて、この他にも書類を提出していただ

く場合があります。

特例給付について
児童手当を受給されている方の所得が左記の額以

上の場合、法律の附則に基づく特例給付（児童１人
当たり月額一律５，０００円）を支給します。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算してい

ますので、ご注意ください。

６月27日（月）
【提出先】
環境福祉課福祉係（福祉センター１階）・支所・各
出張所

収入額の
目安（万円）

所得制限
限度額（万円）

扶養親族等
の数

８３３．３６２２．００人

８７５．６６６０．０１人

９１７．８６９８．０２人

９６０．０７３６．０３人

１００２．１７７４．０４人

１０４２．１８１２．０５人

児童手当について

１．支給対象

中学校卒業まで（１５歳の誕生日後の最初の３月３１
日まで）の児童を養育している方

２．支給額

児童手当の額
（１人当たり月額）

児童の年齢

一律１５，０００円３歳未満

１０，０００円
（第３子以降は１５，０００円）

３歳以上
小学校修了前

一律１０，０００円中学生

問合せ 環境福祉課 福祉係 TEL：52-1961

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以
上の場合は、特例給付として児童１人当たり月額
一律５，０００円を支給します。

※「第３子以降」とは、高校卒業まで（１８歳の誕生
日後の最初の３月３１日まで）の養育している児童
のうち、３番目以降の児童をいいます。

３．支給時期

原則として、毎年６月、１０月、２月に、それぞれ
の前月分までの手当を支給します。
例）６月の支給日：２～５月分の手当
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松崎高校広報

～西豆と共に～
（連携型中高一貫教育）

校長あいさつ 寺島 明彦
平成28年４月に松

崎高校に赴任してま

いりました寺島明彦

です。この３月まで

は牧之原市にある榛

原高校で副校長とし

て勤務していました。

出身は静岡市です。静岡市も牧之原市も松崎や西

伊豆とは駿河湾をはさんで隣り合わせで、天気の

良い日には、本当に近くに見えます。実際、駿河

湾フェリー（県道223号）を利用すると静岡市の

自宅から松崎高校までは２時間ほどの時間で来る

ことができました。

松崎高校は、90年以上の歴史がある地元の伝統

校です。その中で、平成20年から始まった「西豆

の子は西豆で育てる」という連携型中高一貫教育

や東部特別支援学校伊豆松崎分校の併設という

「共生・共育」が縦・横の糸となり、優しく温か

な校風がつくられています。今年の99人の新入生

や私たち新任者を校内の「塑像の群」や壁画のレ

リーフとともに松高は迎えてくれました。西豆の

皆様もどうぞよろしくお願いいたします。

大学

（国公立大学）

京都大学・東北大学・静岡大学・新潟大学・茨城
大学・島根大学・鳥取大学・浜松医科大学・首都
大学東京・都留文科大学・静岡県立大学・静岡文
化芸術大学・秋田県立大学・山口県立大学など
（私立大学）

中央大学・法政大学・立命館大学・東京理科大学・
大東文化大学・専修大学・東洋大学・日本大学・
東海大学・國学院大学・順天堂大学・獨協大学・
東京女子体育大学・実践女子大学・東京電機大学・
藤田保健衛生大学・二松学舎大学・常葉大学など
短期大学

静岡県立大学短期大学・東海大学短期大学・常葉
大学短期大学・東京女子体育短期大学など・専修
学校・専門学校・国立看護大学校・国立清水海上
技術短期大学校・静岡医療センター付属静岡看護
学校など
就職（公務員を含む）

日本郵便・伊豆太陽農業協同組合・東京電力・Ｊ
Ｒ東海・山崎製パン・日野自動車・横浜ゴム・静
岡県職員・西伊豆広域消防本部・下田地区消防組
合・西伊豆町役場・松崎町役場・刑務官・自衛隊・
静岡県交通安全指導員など

（過去６年間のもの）

特進クラスの進路実績

次回は、部活動についてお知らせします。

双獅祭（文化祭）一般公開の案内
日時 ６月１８日（土）１０時～１４時
内容 校内展示、ステージ発表、食品販売、

ＰＴＡバザーなど
（問い合せ先） 松崎高校 ４２−０１３１

8020コンクール参加者募集 80歳で20本以上自分の歯を残そう

対象者 町内在住の８０歳以上（平成２８年４月１日現
在）で、２０本以上自分の歯がある方

申込方法

①事前に役場で受診票を受け取ってください。
②受診票を持参し、６月１日から30日までに歯科
医院で健診（無料）を受けてください。

※賀茂歯科医師会で審査後、入賞・最優秀賞を選出
し、記念品を贈呈します。
最優秀賞に選ばれた方は、県歯科医師会による８０２０
コンクール静岡県大会に推薦します。

問合せ 健康増進課 健康係 TEL：52-1116
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〜TownNews〜まちのできごと

社会福祉協議会や町災害ボランティアコーディネー
ター連絡会などが、５月１２日町内４か所で熊本地震義
援金の募金を実施しました。

街頭募金活動には、西伊豆・賀茂中学生１５名も参加
し、買い物に訪れた人などに積極的に声をかけていま
した。集められた募金は、赤い羽根共同募金を通じて
熊本地震被災地へ送られます。また現在、役場や支所、
出張所でも募金箱を設置し、募金を行っています。

復 興を願って

わざわざ、募金をするために寄ってくれました

カヌーの経験のない人は、なかなか前に進まず操作に苦労しました・・・

校外での体験学習を通じ、自分たちの住む西豆地区
の良さを知ることを目的として、西伊豆・松崎町内の
中学校で「西豆を体験しよう」が実施されました。

黄金崎や安良里港では、「潮だまり観察・カヌー体
験」が行われました。陸上でパドルの操作などを練習
した後、海へ漕ぎ出ました。カヌーに不慣れな生徒は、
風に流されるなど苦労していましたが、最後には全員
そろって目的地の網屋崎に到達しました。

豆を体験しよう西

宇久須地区浪入の「ふれあい海浜広場」の完成を記
念して、４月２５日宇久須喜楽会がグラウンドゴルフ大
会を開催しました。

喜楽会員３９名が参加し、１ゲーム８コースを３回プ
レイして、合計打数で順位を競いました。真剣な表情
でボールを打ったり、好プレイに喜んだりと、楽しん
でいました。今後広場は、地域住民のふれあい活動に
利用される予定です。

広 場の完成を記念

カップを狙って真剣に

かつお節製造についても学びました
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順天堂大学看護学部による実習が町内で行われ、５
月１７日に健康教室を実施しました。

生きがいデイサービス参加者を前に、加齢による口
腔機能の変化や飲みこみの仕組みと誤嚥性肺炎などに
ついて説明しました。また、模型を使用し正しい歯や
入れ歯の磨き方、口腔体操を紹介しました。学生は
「参加者が熱心に耳を傾けてくれうれしかった。とて
も良い学びになりました。」と感想を話しました。

口教室を開催しました健

安全に楽しんで

本格的なマリンシーズンを前に、連休中の５月３日
堂ヶ島から安良里港沖で海上パトロールが実施されま
した。

下田海上保安部や海上安全指導員が、小型漁船や水
上バイクにライフジャケットの着用などを呼びかけま
した。また、パンフレットなどを配布し「安全に楽し
んでください」と航行の安全や、海難事故の未然防止
を図るため、声をかけていました。

の安全に気をつけて！海

歯みがきは誤嚥性肺炎予防にも

不審な電話は詐欺を疑いましょう

下田警察署や防犯協会などにより、５月１３日振り込
め詐欺防止キャンペーンが実施されました。

町内や賀茂地区では、４月中旬から保険料の還付な
ど役場職員などを騙った振り込め詐欺を疑われる不審
な電話が多発しています。特に年金支給を狙った偶数
月の１５日以降に電話が多くかかっていることから、日
ごろからの振り込め詐欺など不審な電話への注意を呼
びかけました。

り込め詐欺に注意！振

伊豆半島ジオパーク訪問のため来日していた台湾の
野柳地質公園の訪問団が、５月１２日西伊豆町を表敬訪
問し交流の拡大に向けて意見交換しました。

訪問団の代表は「世界ジオパーク認定に向け、一緒
に協力していきましょう」とあいさつ、町長からはト
ンボロを縁に台湾の澎湖県と友好公園を締結したこと
を紹介しました。一行は、町のジオサイトの一つ黄金
崎公園などに立ち寄りました。

オを通じて交流をジ

ゆっくり西伊豆町を楽しんで

ご えん
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保健師
みなさんお元気ですか

です

【問合せ】健康増進課健康係

ＴＥＬ：５２－１１１６保健師

お口の健康を大切に！！
６月４日から10日まで、「歯と口の健康週間」です。

皆さんのお口の状態はいかがですか？

４月に発生した熊本地震では、水不足が続き、歯のお手入れにも悩む人たちが数多くいま

した。

口の中を清潔にすることができないと、全身の健康にも影響してきます。特に肺炎になり

やすい高齢の方は注意が必要です。

＜災害時の歯磨き＞
肺炎予防のために、歯磨きをしましょう
口は肺への入り口です。避難所生活や水不足で口の中を清潔に保つことができないと、高齢の方では誤嚥性肺

炎が起こりやすくなるので、注意が必要です。阪神淡路大震災では、震災に関連した肺炎で200人以上が亡くなっ

ています。誤嚥性肺炎も多かったのではないかと推測されます。

汚れた入れ歯も、肺炎を起こしやすくなると考えられます
口の中を清潔に保つためには、入れ歯の汚れを落とすことも大切です。食後は、できるだけ外して、汚れをと

りましょう。また、夜寝る時は外しましょう。

＊インフルエンザ予防にも、お口のお手入れは効果的だといわれています。

＊血糖値のコントロールのために、歯周病予防も心がけてください。

歯ブラシがない時のお手入れ
避難所生活等で、歯ブラシがない場合は、食後に30ml程度の水やお茶でしっかり

うがいをしましょう。またハンカチやガーゼなどを指に巻いて歯を拭い、汚れをと

るのも効果があります。

水が少ないときの歯磨き
水を約30ml、コップに準備します。

その水で歯ブラシを濡らしてから、口の中へ入れ、歯磨きをします。

歯ブラシが徐々に汚れてきますので、ティッシュペーパー（あればウェットティッシュ）で歯ブラシの汚れを

できるだけ拭き取り、また歯磨き、これを小まめに繰り返します。

最後にコップの水で２～３回すすぎます。一気に含むのではなく、２～３回に分ける方がきれいになります。

だ液を出すことも大切
だ液には口の中の汚れを洗い流す働きがあります。水分をできるだけとり、あごの付け根＝耳の真下の部分を

マッサージしたり、温めたりして、だ液を充分に出すよう心がけてください。

ガムをかむことも、だ液を出させる良い方法です。

ご えん



広報にしいず 112016.6

＜液体歯磨きについて＞
○使い方

練り歯磨きの代わりに使用できます。適量（約10ml）を口に含み、20秒ほどすすいでい

きわたらせた後、ブラッシングします。災害時で水が少ない状況でも、殺菌成分がある液

体歯磨きを使うことで、お口の中の菌を減らすことができます。

○使用後は水ですすぐ？
水ですすぐ必要はありません。口に残った味などが気になる場合には、軽く水ですすいでも構いません。

＜液体歯磨きと洗口液の違いは？＞
・ボトル裏面に「洗口液」もしくは「液体歯磨き」のどちらかで記載されています。

・液体歯磨きは上記のとおり、決められた量を口に含んでからブラッシングをします。

歯磨き後はうがいをせずに、そのままにしておくタイプがほとんどですが、軽くうがいをしても構いませ

ん。

・一方洗口液は、歯磨き後適量を口に含んで30秒位ゆすいで吐き出します。虫歯や歯周病予防になる成分が

入っているので、洗口液を使用した後にうがいはしません。

防災用品の中に、歯ブラシや、液体歯磨きを入れておくことをお勧めします。

サンスターＨＰ：「覚えてください、防災にオーラルケア。」より抜粋

むし歯ゼロ！ ◆◇３歳児健診でむし歯がなかったお友達です◇◆

藤井 蒼空くん
（大久須）

そ ら

船津 空蓮くん
（築地）

あ れん

鈴木 俊成くん
（中）

しゅんせい

海野 花保ちゃん
（築地）

か ほ

樅山 萌香ちゃん
（浜川西）

も か
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税務職員（高校卒業
程度）募集

問名古屋国税局
人事第二課試験係

TEL：052-951-3511

受験資格／
１．平成２８年４月１日において、

高等学校または中等教育学校を
卒業した日の翌日から起算して
３年を経過していない者および
平成２９年３月までに高等学校ま
たは中等教育学校を卒業する見
込みの者

２．人事院が１に掲げる者に準ず
ると認める者
申込期間／
インターネット

６月２０日（月）～２９日（水）
郵送または持参

６月２０日（月）～２２日（水）
試験日／

第１次試験 ９月４日（日）
※詳細は、国税庁ホームページ名

古屋国税局コーナー
（http://www.nta.go.jp/nagoya）
をご確認ください。

平成２８年度看護学校
等進路説明・相談会

問静岡県看護協会
静岡県ナースセンター

TEL：054-202-1761

高等学校在学生、看護職資格取
得を考えている学生・社会人にお

知らせです。
日時／７月２日（土）１３：００～１６：００
会場／プラサヴェルデ コンベン

ションホールＡ
（沼津市大手町１－１－４）

対象／高等学校在学生、看護職資
格取得を考えている学生・社
会人３００名

内容／県内看護学校による個別説
明・相談
看護の仕事や学校生活につい
て
奨学金について

その他／参加費無料
※申込み、対象校の詳細は静岡県

ナースセンターホームページを
ご覧ください。

平成２８年度狩猟免許
予備講習会

問静岡県猟友会
TEL：054-253-6427

日時／７月１８日（月・祝）
９：５０～１６：００

会場／静岡労政会館ホール６階
（静岡市葵区黒金町５－１）

内容／法令講義、鳥獣の知識と判
別、網わなの知識と実技、模
擬銃による点検・分解・操作

申込み／先着３００名
６月３０日（木）までに

受講費／７，５００円
（テキスト・弁当代含む）

上級救命講習開催
問 西伊豆消防署救急係

TEL：52-0119
下田消防署救急係TEL：22-1804

上級救命講習を開催します。（電
話による予約・申込みは不可、受
講料は無料）
日時／６月２６日（日）

８：３０～１７：３０
場所／下田消防署

西伊豆町保健センター会議室
定員／両会場とも２０名（先着順）
申込み／６月１１日（土） ９：００～

１８日（土）１７：１５まで
下田消防署または西伊豆消防
署窓口まで

その他／詳細は、下田地区消防組
合ホームページ

（http://www.shimoda-fd.jp/）
をご覧ください。

看護師等再就業準備
講習会

問静岡県ナースセンター
東部支所

TEL：055-920-2088

看護職資格を持ちながら、家庭
にいる貴重な人材が医療・看護の
現場に復帰できるよう手助けしま
す。
日時／７月１３日（水）、１４日（木）、

１５日（金）９：００～１６：００
会場／富士宮市立病院

（富士宮市錦町３－１）

完成予定日施 工 業 者工 事 概 要工 事 名

３月２２日㈲国本組配水池の耐震化工事赤地山配水池耐震化工事

入札結果（工事関係）のお知らせ

※工事中はご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
なお、完成予定日は諸般の事情により延長することがあります。
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振り込め詐欺の不審電話に注意！！
下田警察署管内（賀茂地区）で振り込め詐欺と思われる不審電話が多発しています。

～このような電話は詐欺！！～

●市役所や役場の職員を名乗り、「保険料（または医療費）の戻りがあります」「キャッシュカードと携帯電話を
持ってＡＴＭへ行って下さい」
市役所や役場の職員が電話で還付金の連絡をすることはありません！！

●息子など親族を名乗り、「仕事で近くに来たから家に寄る」「友達が株で損をしてお金が必要」
急なお金の要求は詐欺！！お金は、渡さない！！送らない！！振り込まない！！

少しでも不安を感じたら…すぐ確認！！ すぐ通報！！ 下田警察署 0558−27−0110

【問合せ・相談先】
消費者ホットライン TEL：１８８
東部県民生活センター TEL：０５５-９５２-２２９９
役 場 観 光 商 工 課 TEL：５２-１１１４
下 田 警 察 署 TEL：２７-０１１０下田警察署管内防犯協会 TEL：27-2766

対象者／看護の仕事をしていない
看護職免許保有者

内容／看護の動向、基礎技術演習
申込み／７月４日（月）までに、所
定の用紙にて、問まで

放送大学１０月入学生
募集

問 放送大学静岡学習センター
TEL：055-989-1253

放送大学はテレビなどを利用し
て授業を行う通信制の大学です。
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。
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。
申込期限／９月２０日（火）
※資料を無料で差し上げます。お
気軽に問または放送大学ホーム
ページ（http://www.ouj.ac.jp）
までご請求ください。

６月１日～１０日は、電波利用
環境保護周知啓発強化期間

問 総務省東海総合通信局

不法電波はいけません！！
電波の利用には、ルールがあり
ます。コードレス電話や特定小電
力トランシーバーなどの無線機器
を購入するときは、必ず「技適マー
ク」が付いているか確認してくだ
さい。
また、外国規格の無線機器は、
防災行政用無線やテレビ放送等に
妨害を与えるおそれがあり、国内
では使用できません。
不法無線局の相談
０５２−９７１−９１０７
テレビ等の受信障害の相談
０５２−９７１−９６４８

労働保険料等の申告・
納付はお早めに

問 静岡労働局労働保険徴収課
TEL：054-254-6316

労働保険の概算・確定保険料お
よび石綿健康被害救済法の一般拠

出金の申告・納付の時期となりま
した。
申告・納付は６月１日から７月

１１日までの間に、最寄りの金融機
関などで申告書を添えて労働保険
料等を納付してください。
なお、申告書のみを提出する場

合は、７月１１日までに提出してく
ださい。
電子申請による申告・納付も可

能です。また、口座振替納付もぜ
ひご利用ください。
申告書の記入について
（コールセンター）
開設期間／７月１９日（火）まで
９：００～１７：００（土日祝を除く）

仁科地区まちづくり協議会
からのお知らせ

仁科川第３発電
所付近から祢宜ノ
畑にかけて、ホタ
ルが飛び始めまし
た。６月中旬ころ
まで鑑賞ができま
す。
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増減
前年
４月
累計

累計４月

＋６５１１２人身
事故

±００００死者

＋１０１１２１７傷者

−２３６３４７物損
事故

人の動き ５月１日現在 （ ）内は前月比

２，２７７人（− ７）田 子 地 区８，５６７人（−１７）人 口
３，５４３人（− ５）仁 科 地 区３，９６３件（− ４）世 帯 数
１，５７１人（− ７）宇久須地区４，０４８人（−１０）男
１，１７６人（＋ ２）安良里地区４，５１９人（− ７）女

※住民基本台帳法の改正に伴い、外国人住民の方を加えた情報
を掲載しています。
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６ 月 の

夕 陽 時 刻 表
１年で最も昼間が長くなる６

月。夕陽観賞はいかがですか。

１８：５３～１８：５８１～１０日
１８：５８～１９：０１１１～２０日
１９：０２～１９：０２２１～３１日

４月１５日～５月１４日の届出

西伊豆町の交通事故件数

受 付 日 記

お忘れなお忘れなくく（６月分）

納期限は６月30日（木）です。

町県民税 １期

まちの人

煙 煙 煙 煙 煙お誕生おめでとう 煙 煙 煙 煙 煙

保護者性別月日氏 名地区

福 明男４．８石 井 風 舞中

裕 規女４．１２辰口いろ春大田子

かず ま

は

◎この欄に掲載を希望されない場合は、戸籍
届出の時、お申し出ください。

害害害 おくやみ申し上げます害害害

届出者月日年齢氏 名地区

文 昭４．１８６４佐 藤 正 治沢田

成 希４．２４９２清野みさを大久須

素 式４．２６７５間 瀬 美 晴浜川西

原みかい５．４９７山 本 政 治川向

順 也５．６６９山 本 房 江大田子

数 行５．７６１眞 野 幸 子道西

美 光５．９９０須田かづ江中

濃５．１３７９山 本 陽 子大沢里

瑞宝双光章

安良里中学校教諭などを経て、仁科小
学校や田子中学校の校長などを歴任。親

（安良里在住）

藤井 貞雄さん

身な指導により生徒だけでなく保護者、地域住民からの信望も大
変厚く、信頼を集めました。退職後は、１７年に亘り賀茂村議会議
員を務めるなど教育の発展に携わりました。

春の叙勲 瑞宝単光章

（消防功労）

「消防は、日ごろから緊急時に備えることが大切。団長として、
常に沈着冷静を心がけていた」そうです。畑作業をしながら、現
在でも機能別消防団員として第１分団に所属しています。

昭和４５年に賀茂村消防団入団
以降、分団長や副団長などを経
て、平成２１年から６年間消防団
長を務めるなど、３８年以上にわ
たり消防団活動に貢献しました。

（宇久須在住）

服部 信一さん
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１０：００ 人権相談（防災センター）1（水）
2（木）

水道週間巡回サービス3（金）
4（土）

土砂災害防災訓練（神田区）5（日）
6（月）

９：３０ ６月定例議会（予定）～９日まで
１０：００ 離乳食講習会（保健センター）7（火）
１０：００ 障害者相談（防災センター）8（水）
１０：００ 賀茂広域消費生活センター巡回相談

（福祉センター）9（木）
９：１５ お誕生相談・幼児歯科教室（福祉センター）10（金）

11（土）
町子ども会球技大会（西伊豆中・仁科小体育館）12（日）
９：１５ パパママセミナーＣ（保健センター）13（月）

14（火）
１０：００ ママヨガ教室（福祉センター）
１３：３０ 行政相談（福祉センター）15（水）

6月

す。３年前に町内で発生した豪雨災害の際にも、
ボランティアや義援金など多くの手が差し伸べら
れました。今回の地震でも直接、現地に赴くこと
はできなくても、被災地を思いさまざまな手段で、
支援していくことが大切ですね。

４月に熊本地震が発生し、１ヵ月以上経過した
現在も余震が相次ぎ、不安な気持ちで避難生活を
強いられている多くの人々がいます。
町内では、募金活動が行われたほか、町職員が

熊本県嘉島町に派遣され復興の一端を担っていま

集編

記後
み

１４：００ からだすっきりエクササイズ（増進センター）16（木）
１３：３０ よってって山田さん健康相談
１９：００ 春の軽スポーツ教室（増進センター）17（金）

18（土）
19（日）
20（月）
21（火）
22（水）

１０：００ 赤ちゃんクラブ
（安良里子育て支援センター）23（木）

24（金）
25（土）

西豆合同合唱コンサート（松崎町環境改善センター）
中国人慰霊の集い（大沢里・白川）
９：００ 個人番号カード休日交付（予約制）

26（日）

27（月）
28（火）

９：３０ 年金相談（福祉センター）29（水）
30（木）

22012016年20120166年年

内 科 系外 科 系月日

田子診療所５３－１５５５西伊豆健育会病院５２－２３６６６．４

西伊豆健育会病院５２－２３６６―５

西伊豆健育会病院５２－２３６６―
６．１１

１２

内 科 系外 科 系月日

中 江 医 院４２－００２５
西伊豆健育会病院５２－２３６６

６．１８

―１９

西伊豆健育会病院５２－２３６６―
６．２５

２６

※救急当番医の確認等は、もう一度消防署（緯５２-１０９９）、
または当番医にお問い合わせください。【６月の救急当番医 西伊豆地区】

６６６月17日（金（金）、午前10時から大田子海岸でカサ、午前10時から大田子海岸でカサゴ

の稚魚放流を行いますの稚魚放流を行います。

町内の幼稚園・保育園児も参加します。ぜひ見町内の幼稚園・保育園児も参加します。ぜひ見学

ください。（雨天の場合は24日ください。（雨天の場合は24日）

６月17日（金）、午前10時から大田子海岸でカサゴ

の稚魚放流を行います。

町内の幼稚園・保育園児も参加します。ぜひ見学

ください。（雨天の場合は24日）

６月４日（土）から28日（火）
胃・肺がん結核検診を

町内各地で実施
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ゴールデンウィークの初日、４月２９日に「Ikazaふ
じみグリーンフェア」が開催されました。このイベ
ントも今年で１７回目を迎え、毎年の恒例行事として
町民のみなさんに親しまれています。町内の農業や
環境に関わる１７の団体や企業が参加し、花や野菜の
苗の販売、農産物加工品の試食や環境問題について
情報発信、シイタケの駒打ち体験、牛ふん堆肥の無
料配布などが行われました。町内外からおよそ８００人
が訪れ春のイベントを楽しみました。

また、前日の２８日には富士見高校の苗祭りが行われ、
園芸科の生徒が育てた野菜や花の苗が販売されまし
た。こちらも質の良さと安さが好評で毎年心待ちに
している方も多く、販売開始の２時間以上前から行
列ができていました。この日は朝からあいにくの雨
でしたが、傘もささずに走り回り接客をする生徒と、
「うちの生徒かっこいいでしょう？」と見守る先生
の姿に心が温かくなりました。

富士見町だより富士見町だより

■温泉特性を生かす利用方法

①『かけ湯』・『かぶり湯』→『部分浴』→
『全身浴』
②『圧注浴』・『気泡浴』③『外湯浴（露天
風呂）』④『寝湯浴』⑤『源泉ぬるま湯浴』
■営業案内

市川三郷町だより市川三郷町だより つむぎの湯つむぎの湯

市川三郷町には２つの立ち寄り温泉があります。今
回はそのうちの一つ「つむぎの湯」を紹介します。

つむぎの湯は、静かな山間にあり、大・小の浴槽に
露天風呂を合わせた、一日中楽しく、ゆったりとくつ
ろげる温泉です。

高濃度の食塩泉のため保温効果が極めて高く「あた
たまる湯」です。ぬるめの湯にゆっくりと入浴するこ
とにで、弱酸性の皮膚からナトリウムやカルシムなど
の陽イオンが刺激したり、吸収されたりして温泉効能
を高める特性があります。

休館日：毎週水曜日（祝日の場合はその翌日）、１月
１日
開館時間：午前１０時～午後８時
（入浴は午後７時３０分まで）

利用料金：一日利用７００円／大人、４００円／小人、３時
間利用４００円／大人、３００円／小人※小学生未満は無料
■お問い合わせ

〒４０９−３２４３
山梨県西八代郡市川三郷町鴨狩津向６４０
電話０５５６−２０−２６５１（フロコイ）

緑がいっぱい「ふじみグリーンフェア」
「富士見高校苗まつり」開催

緑がいっぱい「ふじみグリーンフェア」
「富士見高校苗まつり」開催

いかざー




