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あなたの声が届く町政へあなたの声が届く町政へ

既既存の観光商工業者との連既存の観光商工業者との連携既存の観光商工業者との連携
人が生活をするうえで必要になるのが、衣・食・住

です。お店が無ければ服も買えません。商店が無けれ
ば食材も買えません。施工者がいなければ家を建てる
ことも改修することもできません。人口減少と共にこ
れらの業者さんが減ることによって、私たちの生活は
明らかに今以上に悪くなります。直接的な支援はでき
ないものの、生き残れるような間接的な支援は必要に
なります。また、内需だけを見るのではなく、外に向
けて積極的に町内の商品を発信し売り込む必要もあり
ますし、外貨を稼ぐ一番の近道は観光業者が元気にな
ることです。８，３００人が消費することも必要ですが、毎
日１，０００人の観光客が来る町にすれば、１，０００人町民が
増えるよりも経済効果があります。また、観光産業が
活性化することによって、設備投資や仕入れなど、内
需の拡大も図ることが出来ます。観光は観光業者、商
業は商工会といわず、観光や商工業者と町が、しっか
りと連携を取っていくことが必要だと考えております。

出典：総務省「国勢調査」
国立社会保障・人口問題研究所
「日本の地域別将来推計人口」

※２０１５年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、２０２０年
は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成２５年３
月公表）に基づく推計値。

出典：静岡県観光交流の動向
※観光交流客数とは、「観光レクリエーション客数」（観光施設、
スポーツレクリエーション施設、行祭事及びイベント等への
入場者・参加者）と「宿泊客数」（旅館・ホテル・民宿等に
宿泊した延べ客数）の合計

次回は、『学校統合問題』を掲載します。

出典：総務省「経済センサス－基礎調査」
総務省・経済産業省「平成２４年経済センサス－活動調査」

※会社数と個人事業所を合算。

西伊豆町 企業数
５年間で146社（約23％）も減少

西伊豆町 総人口

総人口は、2010年から2015年の５年間で
1,235人（約13％）の減少

西伊豆町 観光交流客数

人口を５年間で1,000人増やすことは難し
いですが、観光客を１日1,000人増やすこ

とは可能です。
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商工会からのお知らせ
IZU食彩トレイドフェアが開催されます！

－伊豆地域の食の魅力を再発見－

このフェアは、伊豆地区８商工会の共催により、
伊豆地域の優れた食材や加工品などを広く消費者に
ＰＲし、商工会と地域事業者が共に伊豆地域の活性
化と、食材の地産地消拡大による地方創生を目指す
ことを目的としています。今回で７回目の開催を迎
えます。
「自社の自慢の食材・商品を伊豆地域の消費者に
知ってもらいたい」そんな熱い思いを持った事業所
が函南町に集合。各ブースで商品展示ＰＲ、試食試
飲や直売を行います。

伊豆の商工会がプロデュースする１日限定の食材
市場へ是非お越しください。
日 時 ９月９日（土） 午前９時３０分～午後２時
会 場 函南町文化センター

（田方郡函南町上沢８１）
内 容 食品、食材加工品の販売

出展者 伊豆地区の約６０事業所
入場料 無料
※商品は数量に限りがあります。売り切れの際はご

容赦ください。

昨年伊豆市で開催された様子
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中花の会花壇
お花の間からこんにちわ

コミュニティ助成事業
仁科浜区 祭り用品整備

中花の会では、中区の県道沿いの花壇（東福
寺付近）を整備・管理しています。「きれいだ
ね！」の声掛けが何より嬉しいお花たちです。
上記の写真は、子どもたちもお花たちも輝いて
いますね。

宝くじの社会貢献事業の一環として、（財）自
治総合センターが実施しているコミュニティ助
成事業を活用し、仁科浜区で夏祭りなどで使用
する提灯や太鼓など祭り用品を整備しました。

▲仁科保育園・幼稚園の元気な子どもたちと
一緒にハイ・チーズ
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▲秋葉原アンテナショップでのところてん突き体験

▲吉祥寺の日本百貨店で開催されたガラス作家展

▲町職員による「ちよだいちば」での地場産品説明

▲「レストランしまゆし」での町のＰＲ

▲６月２１日には、「ちよだいちば」において、町職
員による「地域産品魅力発見料理教室」を開催。

町では、昨年１月より、東京都千代田区神田に事
務所を構え、都内を中心とした地場産品振興、観光
ＰＲや移住定住促進などに力を入れています。
そのような中、ＮＰＯ法人農商工連携サポートセ
ンターの協力を得て、神田の特産品販売所「ちよだ
いちば」で約８０品目の西伊豆自慢品を集めた、「西伊
豆まつり」を６月１６日から７月１３日まで行い、今回
のイベントに合わせて、近隣のレストランでは西伊
豆の食材を利用した料理の提供も行われ、多くのお
客さんで賑わいました。
また、６月１７、１８日に秋葉原のアンテナショップ
日本百貨店では、西伊豆町産ところてん突き体験や、
わさびの直売が行われました。日本百貨店吉祥寺店
では、６月１５日から６月３０日までの期間、西伊豆ガ
ラス作家の会でのガラス展示販売が行われました。

テーマ食材に『田子節』『潮かつお』『仁科の真イ
カ』の３つが選ばれ、田子節では、本枯れ節の削り
方と、３種類（①荒節、②本枯れ節、③本枯れ節と昆
布）のお出汁の取り方を紹介し、参加者の方々に味
の違いを楽しんでもらいました。

西伊豆まつ西伊豆まつりり西伊豆まつり
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▲仁科出身の小宮
こ みや

諒
りょう

介さんが店長を務める、しま
すけ

ゆし酒場では西伊豆町産の魚料理を堪能できます。

▶ふるさと納税係は、７月８、９日の２日間、東
京代々木公園で開催されたダイビング愛好者向けの
イベント「OCEANPEOPLES（オーシャン ピープ
ルズ）２０１７」に、「夕陽日本一 西伊豆町」としてブー
スを出展し、ふるさと納税返礼品の体験観光プラン
や特産品、観光情報等の紹介を行いました。
当日は、ダイビング事業者の方々とともに来場者
へのＰＲを行い、多くの人々に町の魅力を伝えるこ
とができました。
▼７月８、９日の１泊２日で都内からの参加者を対象にした「西伊豆イカ漁体験モニターツアー」を仁科漁協
などで開催しました。２０代から６０代までの男女６人が参加し、早朝のイカ漁見学や船上干し体験を行いました。
漁港に戻り、イカさばきやマイ・イカ様丼作りにも挑戦し、西伊豆ならではの魅力を体験してもらいました。

▲現在、町では地域おこし協力隊の堀さん（写真
左）を通じ、地元で狩猟によって捕獲された野生の
鳥獣の肉（ジビエ）、農産物・海産物等を都内のレス
トランに提供できるよう活動しています。６月２０日
には東京都文京区大塚にあるレストランTAMAYA

た ま や

で、開店２周年パーティが開かれ、町の食材を利用
した料理が振舞われ、堀さんは西伊豆町から生きた
ままのスルメイカを運びました。

▲イカ漁体験モニターツアーでの船上イカ干し
問合せ まちづくり課 商工係 TEL：52-1966

ふるさと納税係 TEL：52-1114
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児童扶養手当・特別児童扶養手当をご存知ですか？
○児童扶養手当とは？

父または母、両親がいない児童（１８歳に達する日
以後の最初の３月３１日まで）または、法令で定める
程度の障害を有する児童（２０歳未満）を養育してい
るひとり親家庭等に支給される手当です。

申請の手続きは、担当まで一相談してください。
※所得制限があります。

○特別児童扶養手当とは？
精神または身体に重度（１級）または中度（２級）

以上の障害のある２０歳未満の児童を監護、養育して
いる父母等に支給される手当です。

（手当月額）平成２９年４月～

注１）平成２９年４月より２人目の加算額が最大９，９９０
円、３人目以降の加算額が最大５，９９０円となり
ます。

注２）所得によって一部支給になる場合があります。

一 部 支 給全部支給対象
児童数

42,280円～9,980円42,290円１人

52,270円～14,980円52,280円２人

58,260円～17,980円58,270円３人

（手当月額）

51,450円１級

34,270円２級

～現況届・所得状況届を忘れずに！～
現在、手当を受給されている方、所得制限により

受給停止中の方は、年に１度届出が必要です。
８月分以降の手当を引き続き受給さする要件を満

たしているかどうかを確認するためのものです。
対象者の方には、８月上旬に書類を送付しますの

で、忘れずに手続きをしてください。手続きがない
場合には、８月分以降の手当が受けられなくなる場
合があります。

問合せ 健康福祉課 福祉係 TEL：52-1966
煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

下田地区消防組合

平成30年度採用の職員募集
●応募職種・採用予定人員

消防職 ５名程度
●試験日・試験方法

第１次試験
１０月１５日（日） 教養試験および作文
※２次試験は１１月５日（日）、１次試験合格者を対

象に、体力試験および口述試験（面接）を実施
します。

●試験場所
下田消防庁舎３階会議室
（下田市六丁目１番１４号）
●受付期間

８月１４日（月）～９月２２日（金）まで
※郵送の場合は、９月２２日（金）必着

●受験資格
・学校教育法による高等学校卒業以上の学歴（平

成３０年３月卒業見込みの方含む）を有する方
・平成３年４月２日以降に生れた方
・日本国籍を有する方
・地方公務員法第１６条の欠格事項に該当しない方

●採用試験案内及び申込用紙
下田消防本部のほか、西伊豆消防署にもあります。
下田地区消防組合ホームページからもダウンロー
ドできます。

●提出先
提出先
〒４１５−００２６ 下田市六丁目１番１４号

下田消防本部 総務課人事財務係

問合せ 下田消防本部 人事財務係 TEL：22-1829
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完成予定日施 工 業 者工 事 概 要工 事 名

９月１５日㈲佐藤設備工業庁舎内排水管の改修役場本庁舎排水管改修工事

９月２９日㈱森本製材所バスケットゴール等の
耐震化工事

賀茂中学校体育館非構造部材耐震化工
事

１０月３１日花菱建設㈱伊豆支店舗装工事町道川筋学校線舗装補修工事

１２月１５日㈱古川組静岡支店岸壁の改修工事
水産物供給基盤機能保全事業
安良里漁港 中島中央−５．０ｍ岸壁改修
工事

平成３０年
３月２２日㈲国本組配水池の耐震化工事宇久須配水池耐震化工事

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。

煙 煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙

高額介護サービス費の基準が変わります
○高額介護サービス費とは？

介護サービスを利用する場合に、お支払いただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。
１ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。

世帯のどなたかが町民税を課税されている方の負担の上限を月額３７，２００円から月額４４，４００円に引き上げます。
ただし、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての６５歳以上の方（サービスを利用し

ていない方も含む。）の利用者負担割合が１割の世帯は、年間４４６，４００円（３７，２００円×１２ヶ月）の上限が設けられ、
年間を通しての負担額が増えないようにされます。（３年間の時限措置）

○どのような改正が行われるの？

問合せ 健康福祉課 介護保険係 TEL：52-1116

※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個

人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

平成２９年８月からの負担上限（月額）平成２９年７月までの
負担上限（月額）対象となる方

４４，４００円（世帯）※４４，４００円（世帯）現役並み所得者に相当する方
がいる世帯の方

４４，４００円（世帯）〈見直し〉
※同じ世帯のすべての６５以上の方（サービスを利用して

いない方も含む。）の利用者負担割合が１割の世帯に年
間上限（４４６，４００円）を設定

３７，２００円（世帯）世帯のどなたかが
町民税を課税されている方

２４，６００円（世帯）２４，６００円（世帯）世帯全員が町民税を
課税されていない方

２４，６００円（世帯）
１５，０００円（個人）

２４，６００円（世帯）
１５，０００円（個人）

前年の合計所得金額と
公的年金収入額の合計
が年間８０万以下の方等

１５，０００円（個人）１５，０００円（個人）生活保護を受給されている方
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〜TownNews〜まちのできごと

６月４日、「第６０回東海地区空手道選手権大会」が開
催され、日本空手協会西伊豆支部・昌空館（松崎町江
奈）で稽古を重ねる鈴木那凰君（田子小４年 写真右）

な お

が組手の部で優勝、形の部で３位、山本優真君（同
ゆう ま

写真左）が組手の部で３位となり、８月５日、６日に
群馬県で開催される全国大会へ出場を決めました。
２人の全国大会での活躍に期待しましょう！

全 国大会へ

競い合う仲間がいることで成長します

６月１２日、賀茂幼稚園において夏の風物詩である花
火を楽しむために安全な花火遊び教室が開催されまし
た。
始めは、花火を怖がって腰が引けている園児もいま

したが、西伊豆消防署員から学んだ「人に花火を向け
ない」「水の入ったバケツを用意しましょう」などを
しっかりと守り、２回目には笑顔で花火を楽しむこと
ができました。

全に楽しみましょう安

６月１４日、伊豆海認定こども園において、卒園制作
の一環として５歳児１１人を対象に陶芸教室を開催しま
した。
宇久須に窯を構える陶芸愛好家の鈴木芳夫さんの指
導のもと、湯飲み作りに挑戦。自分の手で粘土をこね
る作業では、中々粘土が伸びなく「力がいっぱい必要」
と大変な様子でしたが、自分の好きな装飾を施すと完
成が楽しみな様子でした。１０月完成予定です。

がいっぱい必要だ力

１２月に静岡市で開催される市町対抗駅伝大会に向け
た候補選手説明会が、６月２１日保健センターで開催さ
れました。
渥美修身監督から「今年の目標は昨年の記録を上回

ること。しっかりと練習しよう」と激励。候補選手か
らは「誰よりも自主練習を頑張りたい」など一人一人
力強い意気込みが感じられました。
選手たちは、７月から毎週水曜日に西伊豆中グラウ

ンドで練習を始めています。応援お願いします。

秒でも早く一

一人一人の頑張りがチームのチカラに！
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６月２７日、西伊豆消防署の開署式が行われ、下田地
区消防組合副管理者である星野町長が出席しました。
西伊豆消防署は、建設から４０年以上経過し老朽化が進
んでおり、津波浸水区域に位置していたため、第四次
被害想定津波浸水区域外への移転を目的に平成２８年９
月から工事が行われ、西伊豆町中２４６番地に移転し、完
成しました。
６月３０日から移転し業務を開始していますので、御
理解と御協力をお願いいたします。

心安全を守る安

テープカットが行われ、開署しました

７月１１日から１３日にかけて、姉妹町の長野県富士見
町の小学５年生が町内を訪れ、１１日に宇久須のクリスタ
ルビーチで町内の５年生と交流しました。
富士見町の児童は、バスから降りると「潮の香りが

する、海の匂いだ」と嬉しそうな様子。班ごとに自己
紹介をした後、一斉に海に入ると水を掛けあったり、
砂を掘って一緒に山を作ったりして仲良く遊んでいま
した。西伊豆町の小学生たちは、来年１月に富士見町
を訪問し、スキーなどで冬の交流会を行います。

妹町交流姉

友達の心臓の動きに興味深々です

６月１５日から１７日にかけて田子公民館で田子地区の
通学合宿が行われ、田子小４年生から６年生２３人が参
加しました。
通学合宿は、子どもたちに集団生活の中で、自主性
や協調性を養うことを目的に行われています。１６日は、
集団下校の後、自分達で夕食・朝食の買い物に出掛け、
夕食のカレー作り挑戦。委員の方々に包丁の使い方を
教えてもらい、手分けをして野菜を切り、鍋に運び入
れて完成させました。
夕食後には、田子診療所の笹井先生による医学講座
が開設され、実際の訪問診療の際に使う超音波診断装
置（エコー）や心電図、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
を用いて説明されました。田子の子どもたちに馴染み
のある漁業で使う魚群探知機は超音波を利用して水中
の魚の存在や量を分析していると聞き、漁業と医療は
関係のあるものだと分かると、とても興味深そうに先
生の話に聞き入っていました。

と学ぶ友

２回目に海へ入る時には、仲良くなっていました
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保健師
みなさんお元気ですか

です保健師

がんばるパワーの源は「めざましごはん」！

朝食を毎日食べている子どもの方が、学力調査の平均正答率や体力合計点が高い傾向にあるという結果がでて

います。

朝食を抜くと、
やせにくい身体になる・物事に集中できなくなるなど様々な不調の原因になります。

さらには、体温が上がらないことで、イライラする、だるくなる

などの心身の不調が起こることがあります。

人の体温は昼間の活動時間に高く、夜の休息時間には低くなるというリズムを繰り返しています。

しかし、朝食を食べないと、脳の活動に必要なエネルギーである糖分を補給できないばかりか、他の栄養素の補

給も困難となるため、昼食を食べるまでの午前中にうまく体温を上げることができません。

体温が低くなると、それだけ基礎代謝量（何もしなくても身体を維持するために消費するカロリーの量）も減り、

脂肪を燃焼しにくい身体になります。朝食を抜くことはダイエットには逆効果です。

子ども達の健やかな成長には、「早寝早起き朝ごはん」をはじめとした規則正しい生活習

慣が大切です。近年、子ども達の生活習慣の乱れが学習意欲、体力、気力の低下の要因の

一つとして指摘されています。子どもに限らず、規則正しい生活を送るために、朝食はと

ても大切です。

◆朝食を毎日食べている子どもは
平均正答率が高い傾向にある。

100％

0％

80％

60％

40％

20％

平均正答率
〈中学３年生〉

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

■ 毎日食べている ■全く食べれていない

69.0

81.1

38.1

53.2

70.1

50.4

62.7

42.4

文部科学省「平成26年度全国学力・学習状況調査」

◆朝食を毎日食べている子どもは
体力テストの得点が高い傾向にある。

体力合計点
〈中学２年生〉

55.0

50.0

45.0

35.0

40.0

0.0
男 子 女 子

■毎日食べている ■ 全く食べれていない

42.0

38.9

48.7

44.4

文部科学省「平成25年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査」
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【問合せ】健康福祉課健康係

ＴＥＬ：５２－１１１６

＜朝食をおいしく食べるために＞
バランスよく食べる

よく噛んで食べる
か

「噛むこと」で脳が覚醒し活発になります。また、口に食べ物が入り、胃に送られてくると腸や大腸が動き始

め、内臓も目覚めます。それが朝の排便習慣にもつながります。

夜食をたくさんとる事や夜遅い食事は控える
朝食でとったカロリーは、エネルギーに変換されやすく、脂肪として身体にたまりにくいのに対し、夜遅い時

間にとったカロリーは脂肪として体内にたまりやすくなり、肥満の原因になります。また、夜遅い時間の食事は、

体内時計のリズムを夜型化してしまいます。満腹の状態で寝ると、食べ物を消化するため、眠っている間に胃腸

が活発に働き、夜中に目が覚めたり、睡眠の質が低下する原因にもなります。

夕食はできるだけ就寝の２時間前までに済ませる
仕事や部活などで帰りが遅くなる場合には、部活や塾の前に少し食べて、終わった後の食事を軽くするなどの

工夫が必要です。また、夜遅い時間に夜食を食べる場合は、できるだけ消化に良いもの（うどん、ぞうすい、ミ

ルクなど）を選ぶと良いでしょう。

これから暑い日が続きます。朝食をしっかりとって暑さに負けない体づくりをめざしてください！

参照：文部科学省ＨＰ「早寝早起き朝ごはんで輝く君の未来」・「早寝早起き朝ごはん」全国協議会ＨＰ

むし歯ゼロ！ ◆◇３歳児健診でむし歯がなかったお友達です◇◆

岡田 昊馬くん
（川向）

こう ま

榊原 湊人くん
（月東）

みな と

國見 優衣ちゃん
（上築地）

ゆ い

山本 留生くん
（浮島）

る い

朝食には、朝の光と同じように、体内時計のリズムと生活リズムのずれを解消するという

働きもあります。

できれば主食（ごはん、パンなど）だけで済ませず、肉、魚、豆類などのタンパク質や野菜、乳製品などを追

加して、栄養バランスが整った朝食をとるよう心がけましょう。例えば、朝食でタンパク質をとると、昼間の集

中力が増すとともに、夜もスムーズに眠れることが最近の研究でわかってきています。
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松崎高校
同窓会総会の案内

問松崎高校同窓会事務局（金刺）
TEL：42-0131

２年に１度の松崎高校同窓会総
会を開催します。卒業生の皆さん
の親睦を深めるためにも多くの皆
様の御参加をお待ちしております。

内容／松崎高校同窓会の活動
現在の松崎高校の様子
創立１００周年に向けて など

日時／１０月９日（月・祝）
午前１１時から

場所／西伊豆クリスタルビュー
ホテル（西伊豆町宇久須）

会費／４，０００円

平成29年度危険物
取扱者試験日程

問 下田消防本部予防課
TEL：22-1849

試験日／平成２９年１１月５日（日）
受験場所／下田市他５会場
試験種類／甲種・乙種全類・丙種
申込期間／
電子申請：
８月２５日（金）～９月４日（月）
書面申請：
８月２８日（月）～９月７日（木）
その他／詳細は、消防試験研究セ
ンター静岡県支部ＨＰを御覧くだ
さい。
http://www.shoubo-shiken.or.jp/

ひきこもり家族教室
問賀茂健康福祉センター福祉課

TEL：0558-24-2056

ひきこもりの基礎知識や家族の
対応などについて学ぶ家族教室を
開催します。
日時／８月３０日（水）、

９月２７日（水）、
１０月２５日（水）
いずれも１４：００～１５：４５

会場／県下田総合庁舎
対象／ひきこもり状態にある方の

家族

ひきこもりのことで
悩んでいませんか？

上級救命講習会を
開催します

問西伊豆消防署
TEL：52-0119

下田消防本部では、応急手当の
普及啓発のため上級救命講習を開
催しますので、御希望の方はお申
し込みください。
※受講は無料。
電話での予約・申込は行いませ
ん。

日時／平成２９年９月２４日（日）
８時３０分～１７時３０分

場所／西伊豆消防署２階会議室
定員／２０人（先着順）
受付期間／

９月９日（土）９時から
９月１６日（土）１７時１５分まで

申込場所／
西伊豆消防署１階事務所

その他／
詳細については、下田地区消防組
合のＨＰを御覧ください。
http://www.shimoda-fd.jp/

訪問看護師
就業セミナー

問（一社）静岡県訪問看護
ステーション協議会事務局

TEL：054-275-3339
FAX：054-275-3338

訪問看護のやりがい・楽しさ・
おもしろさを知っていただくため
に、訪問看護師就業セミナーを開
催いたします。訪問看護の実際に
ついてわかりやすく説明をします。
託児サービス（要事前予約）もあ
ります。みなさまの御参加をお待
ちしております。

日程／１０月１８日（水）・実習・
１０月２６日（木）

時間／９：４５～１１：４５
実習は１日目と２日目の間で希望
日に３時間程度
会場／下田市民文化会館

小会議室３
対象者／看護職有資格者
参加費／無料
申込方法・締切／
開催前日までに電話かＦＡＸで申
込
※無料託児あり
（１０日前までに要予約申込）

悩みを抱える
子ども・若者のための
合同相談会

問 県教育委員会社会教育課
TEL：054-221-3305

不登校、ニート、ひきこもり、
発達障害等の相談に、相談機関、
学習支援団体、通信制・定時制高
等学校、サポート校、就労支援団
体、親の会等が個別に対応します。

日時／８月２６日（土）
１２：３０～１５：３０ 相談会

場所／三島市民生涯学習センター
（三島市大宮町１－８－３８）

※参加費無料。事前申込不要。
入退場自由。

※駐車２時間まで無料
（駐車台数に限りあり）。

交通事故の補償問題で
お困りの方へ

問（公財）交通事故紛争処理センター
静岡相談室

TEL：054-255-5528
自動車事故の被害にあわれ、示
談をめぐる損害賠償の問題でお困
りの方へ、センターの弁護士が、
中立・公正な立場で、当事者間の
紛争解決のお手伝いをします。
被害者御本人が損害賠償問題の
法律知識がなかったり、交渉に不
慣れであっても安心です。
法律の専門家を活用することに
より、早期に紛争解決を図ること
ができます。
センターでの弁護士費用は、解
決するまで一切かかりません。
まずは、電話で予約をお願いい
たします。
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夏場は観光客や海水浴客など、
県内外から多くの人が出入りし、
それに伴い無施錠の車を狙った車
上ねらいや海水浴場での置引きな
どの犯罪が増加する傾向にありま
す。

車上ねらい・置引きに気をつけて！！～夏場は特にご用心～
～被害にあわないための対策～

国税庁経験者採用試験
（国税調査官級）
受験者募集

問 名古屋国税局 人事第二課
試験係 TEL：052-951-3511
http://www.nta.go.jp/nagoya

国税庁では、社会人経験者を対
象として、「国税庁経験者採用試験
（国税調査官級）」を実施していま
す。
国家公務員への転職を考えてい
る方、ぜひ、あなたの能力を国税
の現場で発揮してみませんか。

受験資格／
平成２９年４月１日において、大学
等を卒業した日または大学院の課
程等を修了した日のうち最も古い
日から起算して８年を経過した者
申込方法／
インターネットにより申し込んで
ください。
※インターネット申込みができな
い環境にある場合は、問合せ先
まで連絡してください。

受付期間／
平成２９年８月４日（金）午前９時か
ら８月１７日（木）【受信有効】

試験日／
第１次試験
平成２９年１０月１日（日）
第２次試験
平成２９年１１月３日（金）、４日（土）、
５日（日）、１１日（土）または１２日（日）
で指定する１日
第３次試験
平成２９年１２月上旬で指定する１日

～ひとりで悩まず、
相談してください～

全国一斉「高齢者・
障害者の人権あんし
ん相談」強化週間

虐待やいやがらせ、差別などで
お困りの方は、お電話ください。
電話／０５７０－００３－１１０
（ぜろぜろみんなの１１０番）

期間／平成２９年９月４日（月）から
９月１０日（日）までの７日間

時間／午前８時３０分から午後７時
まで
ただし、土・日曜日は
午前１０時から午後５時まで

不審者や不審な車を
見かけた場合は

すぐに警察に通報を！！

【問合せ・相談先】
消 費 者 ホ ッ ト ラ イ ン TEL：１８８
賀茂広域消費生活センター TEL：２４-２２９９
役 場 ま ち づ く り 課 TEL：５２-１９６６
下 田 警 察 署 TEL：２７-０１１０下田警察署管内防犯協会 TEL：27-2766

わずかな時間でも車を止めたら
必ずカギかけ！！
窓も忘れずに閉めよう！！
車内にバッグや貴重品を置きっ
ぱなしにしない！！
自宅では車両カバーやセンサー
ライトの活用を！！
現金や貴重品は必ず身に付け、
手荷物から目を離さない！！

～静岡県警ツイッター～
犯罪発生情報を配信中！！
ぜひフォローを！！

ＰＣ・スマートフォンから
@Fuji_bouhan

または静岡県警察で検索！！

献血に御協力を
お願いします

問 静岡県赤十字血液センター
沼津事業所

TEL：055-924-6611

あなたの献血で助かるいのちが
あります！
輸血を待っている患者さんのた
めに御協力をお願いします。

日時／平成２９年９月２０日（水）
１０：３０～１２：００
１３：１５～１６：００

場所／西伊豆町役場
※薬を服用していても献血できる
場合が多くあります。
受付に薬剤名をお伝えください。
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人の動き ７月１日現在 （ ）内は前月比

２，１７５人（− １）田 子 地 区８，２６１人（−１９）人 口
３，４２５人（− ５）仁 科 地 区３，８８６件（− １）世 帯 数
１，５３０人（− ８）宇久須地区３，８９８人（−１１）男
１，１３１人（− ５）安良里地区４，３６３人（− ８）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。

お忘れなお忘れなくく（８月分）

納期限は８月３１日（木）です。

町県民税 ２期
国民健康保険税 ３期
後期高齢者医療保険料 １期
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８ 月 の

夕 陽 時 刻 表
夕陽鑑賞はいかがですか。

１８：４８～１８：３９１日～１０日
１８：３８～１８：２７１１日～２０日
１８：２６～１８：１３２１日～３１日

６月１１日（日）、南伊豆町の差田グラウンドにおいて静岡県消防
協会賀茂支部主催の消防操法大会が開催されました。
西伊豆町からは、小型ポンプ操法の部に第３分団（田子地区）、

ポンプ車操法の部に第５・６分団合同チーム（中・一色・大沢里地
区）が出場し、約１ヵ月半続けてきた訓練の成果を披露しました。
結果、第３分団は惜しくも３位入賞はなりませんでしたが、第５・

６分団合同チームはポンプ車操法の部
３位となり、指揮者を務めた中町さん
が、最優秀賞（個人賞）を受賞しまし
た。中町さんは、「予想していなかった
ので、受賞を聞いた時は驚きました。
本番では、久々に足が震えるほど緊張
しましたが、連日の練習の成果を発揮
することができて良かったです」と受
賞の喜びを語ってくれました。
第５・６分団は、９月に静岡市で開催
される静岡県消防操法大会にも出場し
ます。皆さまの応援よろしくお願いし
ます。

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

裕 樹女６．９川 添 叶 愛仁科浜
かの あ

届出者月日年齢氏 名地区

正 文６．１８９３山本みつゑ沢田

や す６．１８９８山本萬壽夫中

由 枝６．２９８２安田津喜美浦上

薫７．２８０市 川 巴 子大沢里

陽 子７．４６３岡 部 吉 行道東

貴 史７．６９６長谷川とくえ大浜

安 司７．７９６山 本 や す中

松 男７．８９２高 木 房 枝浜川西

松浦ゑま子７．９９２山本寸満子道東

ゆん７．１３８４山 本 正川向

忍７．１４９６井 賴 子月東

おくやみ申し上げます

◎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。

受 付 日 記
６月１５日～７月１４日の届出

西伊豆町消防団第５分団 （中在住）中町 佑允
なか まち ゆう すけ

さん

増減
前年
６月
累計

累計６月

±０１６１６２人身
事故

＋１０１０死者

＋１２８２９３傷者

＋１２５３６５９物損
事故

西伊豆町の交通事故件数
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1（火）
2（水）
3（木）

１３：３０ よってって山田さん健康相談
１３：３０ ＭＲ・水痘予防接種（防災センター）
１９：３０ ボディコントロール教室（福祉センター）

4（金）

5（土）
6（日）

９：３０ パパママセミナーＡ（保健センター）
１８：３０ サンセットシアター（中央公民館）7（月）

8（火）
9（水）
10（木）

山の日
１７：００ 宇久須まちづくり協議会まちおこし横丁夏祭り

（宇久須浜通り）
11（金）

12（土）
13（日）

安良里夏まつり（～１５日）14（月）
田子港まつり（～１６日）15（火）

8月
１３：３０ 行政相談（田子公民館）16（水）
９：３０ 出張年金相談（防災センター）
１４：００ からだすっきりエクササイズ

（健康増進センター）
17（木）

１３：３０ よってって山田さん健康相談18（金）
19（土）
20（日）
21（月）
22（火）

１０：００ ママヨガ教室（福祉センター）23（水）
１０：００ 赤ちゃんクラブ（田子子育て支援センター）24（木）

25（金）
26（土）
27（日）
28（月）
29（火）
30（水）
31（木）

親も都会生まれの子どもたちが増えており、田舎が
ない子どももいます。この旅行では、子どもたちのみ
で町内の民宿に泊まり親戚の子どもたちのような雰囲
気でかかわってもらっています。西伊豆町が都会の子
どもたちの田舎になると嬉しいですね。

静岡市の小学校が、西伊豆町へ体験型教育旅行（修
学旅行）に来てくれており、取材に行ってきました。
鰹節の歴史を学んだり、実際に自分で鰹節を削り、そ
の鰹節を夕食に食べ、翌日には漁船に乗って釣りをし
たり、イカをさばいたりしました。

集編

記後
ゆ

22012016年20120177年年

内 科 系外 科 系月 日

田子診療所５３－１５５５―８．５

西伊豆健育会病院５２－２３６６―６

西伊豆健育会病院５２－２３６６―８．１１

西伊豆健育会病院５２－２３６６
―８．１２

―１３

※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。【８月の救急当番医 西伊豆地区】

内 科 系外 科 系月日

―
西伊豆健育会病院５２－２３６６

８．１９

―２０

安良里診療所５６－００１６―８．２６

西伊豆健育会病院５２－２３６６―２７
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姉妹町から
市川三郷町だより市川三郷町だより
今月は市川三郷町にある「四尾連湖（しびれこ）」を
ご紹介します。四尾連湖は標高８５０ｍ、周囲１．２㎞の
山上湖で、県内でも有数の景勝地です。昭和３４年に
は山梨県立自然公園に指定され、今なお俗化されず
その自然環境を保ち続けています。
以前は、秋の四尾連湖を紹介しましたが、この時
期の四尾連湖は、深緑に染まった湖畔の葉が、湖面
に映り一面緑に囲まれた幻想的な風景をお楽しみい
ただけます。
標高も高く、町中の喧騒から少し離れた場所にあ
るため、涼しい場所で静かな時間を過ごすことがで
きます。
キャンプやバーベキューもお楽しみいただけます。
皆さまのお越しをお待ちしています。

キャンプ・バーベキューのご予約

水明荘 緯０５５−２７２−１０３０
龍雲荘 緯０５５−２７２−１０３１
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８月１５日（火）までは午後８時３０分まで（入場は午
後８時まで）ライトアップ営業をしています。明か
りに浮かぶ花々や満点の星空を眺め、高原の澄んだ
夜の空気を感じていただけます。
また、今年はロマンスエリアと白樺エリア、２つの

エリアを自動運転のカートで周遊する「花の里カー
ト」が登場し、一周１．８㎞を３５分で巡ります。小さな
お子さんからお年寄り、足の不自由な方も広い園内
をゆっくりとお楽しみいただけます。
問合せ：富士見高原花の里 緯０２６６−６６−２９３２

今年も富士見高原リゾートにはたくさんの花が咲
き誇っています。１００万本の色とりどりの百日草がス
キー場の斜面いっぱいに広がるロマンスエリア。紫
陽花やヘメロカリスなどの花々と白樺のコントラス
トが美しい白樺エリア。素朴で野性味あふれるワイ
ルドフラワーや、高山植物・山野草と岩石がコラボ
した山頂ロックガーデン、山々の眺望もすばらしい
展望エリア等々。エリアごとに違った花や自然の魅
力が楽しめます。

富士見町だより富士見町だより

交通アクセス

中央自動車道甲府南ＩＣより約５０分
中部横断道増穂ＩＣより約４０分
ＪＲ身延線市川大門駅よりタクシー約３０分

駐車場 有料駐車場あり

問：市川三郷町役場商工観光課観光係
緯０５５−２４０−４１５７

新緑の涼しい湖畔で静かなひとときを…新緑の涼しい湖畔で静かなひとときを…

富士見高原リゾート「花の里」へ涼みに来ませんか？富士見高原リゾート「花の里」へ涼みに来ませんか？


