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『初春のゆらめき』 沼津市 蓑毛正美さん
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　みなさんこんにちは。広報担当の須郷です。
　４月から１％還元、５月からはなんと10％還元キャンペーンが
始まるサンセットコインについて、気になる点を担当のまちづくり課
商工係に取材してみました。

　　　　　　　　　　　　　　　　コロナ禍により衰退した町内の

経済を活性化させるために、令和２年５月に全町民に配布した、町内で

のみ使える電子地域通貨のことです。県内初の先進事例として、
総務省や他の市町村からも注目を浴びています。

町の電子通貨

それでは担当の山本さんにお話しを聞いてみようと思います。早速ですが、

Q. サンセットコインってそもそも何ですか？

A.サンセットコインとは、

Q. 西伊豆町民なら、 誰でも使えるんでしょうか？

A. 町民に限らず誰でも使うことができます。
町内の消費喚起が目的なので、特に制限を設けておりません。

須
郷

山
本

Q. サンセットコインはどこのお店で使えるんでしょうか？

A. 町内の取り扱い店舗数は約140店舗です。
　飲食、宿泊施設に加え、ファッション店や
ガソリンスタンドもあるので、町内の様々な
場所で使えます。

取扱店一覧は
こちらからご覧ください▶

URL：www.town.nishiizu.shizuoka.jp/pdf/syoukou/toriatukaiten.pdf

サンセットコイン
“10% 還元キャンペーン ” が始まります

サンセットコイン
“10% 還元キャンペーン ” が始まります
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問合せ まちづくり課 商工係 ℡52-1966

いかかだったでしょうか？
町独自の電子地域通貨「サンセットコイン」。10％還元キャンペーンが
始まった今、西伊豆町民なら使わなきゃもったいない！
ぜひご利用ください!!

Q. カードを失くしてしまった場合はどうすれば良いですか？

A. カードの再発行は、役場（本庁・支店・出張所）で行っています。
　身分証を提示いただければ、その場ですぐに発行できます。また、カードを
スマホアプリで利用することもでき、とても便利です。スマホアプリへの移行に
ついては申請が必要なので、詳細は商工係へお問合わせください。

Q.チャージはどこでできますか？

A. チャージは、役場（本庁・支店・出張所）のほか
　  一部店舗で行っています。
チャージができる店舗は、先程ご紹介した取扱店一覧で確認することができます。

Q. 今現在どのくらい利用されているんでしょうか？

A.令和３年度の総利用額は約２億4000万円です。
単純に町内人口で割れば、１人あたり１年間で約33,000 円利用されていると
いうことになります。

スマホでも利用できるんですね。思ったよりもお手軽で便利なようですが、

そんなにたくさん利用されているんですね。ありがとうございました。
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総務課に請求してください。
※高校卒業者は７月以降に募集します。

　２月に、町から世帯全員の「令和３年度住民税均等割が非課税」で対象となると思われる世帯へ

「確認書」を発送しております。

　「確認書」が届いた方の申請期限は「確認書」発行日（令和４年２月17日）から３か月以内（令和４年

５月１６日まで）となっておりますので、早めの申請をお願いします。

　また、令和３年１月以降の収入が減少し「世帯全員が住民税非課税相当」の収入となった世帯（家計

急変世帯）の申請期限は令和４年９月 30日（金）までとなっております。

問合せ 総務課 総務係 ℡52-1111

問合せ 健康福祉課 福祉係 ℡52-1961

その他職員採用に関する情報はホームページをご覧ください

スマホの方はこちら▶

https://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/kakuka/
soumu/soumu/syokuinsaiyou.html

令和５年度採用　西伊豆町役場職員を募集します

事務職（大卒・短大卒程度以上） 若干名
事務職（身体障害者対象）             １名
保健師                                     １名

募集職種・採用予定人数

【１次試験】
７月10日（日）教養・専門試験等

試験日・試験の方法

５月９日（月）から５月30日（月）まで
※郵送の場合、５月30日まで消印があるもの

受付期間

下田総合庁舎　
〒415 - 0016　下田市中531-1

試験会場

【全職種共通】
・ 日本国籍を有する方
・ 西伊豆町に住所を有する又は採用後に
   西伊豆町に居住可能な方
  （保健師は、1時間以内で通勤が可能な方）
・ 地方公務員法第16条の欠格事項に
    該当しない方
※各職種に関する受験資格については、　
　ホームページをご覧ください。

受験資格

申込用紙

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金（10万円 /１世帯）の申請期限のお知らせ

給付金を受けるためには、手続きが必要です。
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問合せ 教育委員会 学校教育係 ℡56-0212

問合せ 窓口税務課 課税係 ℡52-1113

障害者手帳をお持ちの方の軽自動車税が減免されます

西伊豆町子育て支援センター「たんぽぽ」からのお知らせ

申請期間

対 　 象　

子育ての不安や悩み、ご相談ください

子ども・子育て会議を開催しています

５月２日（月）～31日（火）

・身体または精神に障害を有し歩行が困難な者が所有する軽自動車
・18歳未満の身体障害者または精神障害者と生計を共にする者が所有し、運転する軽自動車
・身体障害者（身体障害者のみで構成される世帯に限る）が所有する軽自動車で、当該身体
  障害者を常時介護する者が運転する軽自動車。

　西伊豆町では、地域全体で子育てを支援し、子育てに喜びや楽しさを実感できるまちを目指し
子ども・子育て会議を年に２回開催しています。子育て支援に関するご意見やご要望がありまし
たら、各地区代表の方や、教育委員会事務局までご意見をお願いいたします。

持 ち 物
①身体障害者手帳等　    ②運転免許証　
③自動車検査証（車検証） ④印鑑

届出場所
窓口税務課（本庁）、
支所、各出張所

※認定については障害者手帳や自動車検査証（車検証）に記載されている内容で審査させて
　いただきます。
※減免を受ける事が出来るのは、障害者一人につき一台です。普通自動車の減免との重複は
　出来ません。

LINE公式アカウントはじめました!!
　子育て支援センターの楽しい情報をお届けします!!

友達追加は
こちらから♪

　子育て家族の育児不安、悩み等についてご相談に
応じます。ぜひお気軽にお寄りください。
【場所】
仁科認定こども園、伊豆海認定こども園　
【日時】
月～金曜日（祝日を除く）　
　8：30～ 11：30／ 13：00～ 16：00
土曜日（仁科のみ）
　8：30～ 11：30
【利用料】無料

※現在、土曜日は閉所しています。
   開所する場合はお知らせします。
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令和４年度 西伊豆町役場 新規採用職員を紹介します

榊原　淳
（クリーンセンター 作業員）

菅谷　みのり
（健康福祉課 健康係）

長島　颯久
（産業建設課　農林水産係）

名倉　勇太
（まちづくり課 商工係）

鈴木　貴登
（窓口税務課 窓口年金係）

藤井　雄太
（教育委員会 学校教育係）

平井　瑛 
※県からの派遣職員
（健康福祉課 福祉係）

消費生活情報知って
おこう 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

【問合せ・相談先】

特殊詐欺にご注意‼
　静岡県内で今年３月15日までに特殊詐欺が74件発生し、約１億円の被害がありました。
また下田警察署管内では４件697万円の被害があり、昨年に比べ増加しています。（速報値）

身に覚えのない請求は無視！ 
問い合わせ先に連絡しない！

電子マネーで支払うよう指示されたら詐欺！
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問合せ まちづくり課 観光係 ℡52-1114

「ロケさぽ西伊豆」
の活動報告

　テレビ番組などの撮影（ロケ）を誘致することにより、西伊豆町の情報発信や観光交流
客数の増加、地場産品の販売増加を図ることを目的に、令和元年５月に西伊豆町・観光協会・
商工会などで発足したプロジェクトチームです!!

ロケさぽ西伊豆とは？

　令和３年度、西伊豆町内では80件を超えるロケが
実施されました！
　令和２年度は約30件だったので、大きな躍進です。
たくさんの方々にご協力いただき、ありがとうござい
ました。おかげさまでやまびこ荘をはじめ、町内各所の
魅力を全国にPR することができました。
　令和４年度も多くのロケが実施され、西伊豆町の
魅力が全国へPRされることを目指します！

令和３年度のロケ実績

　役場本庁１階ラウンジでは、ロケに訪れた芸能人の
サインなどを掲示しています。
　役場に来られた際などには、ぜひお立ち寄りください!!

サインを掲示しています

　町内でロケを見かけた際は、下記のルールにご協力をお願いいたします。
① 撮影中はお静かにしてください。
② 撮影や出演者等の写真を撮らないでください。
③ SNS等で撮影が行われていることを発信しないでください。
④ 出演者等へ写真撮影やサインを求めないでください

皆様へのお願い
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地域おこし協力隊
陰岩  達矢
かげいわ たつや

年齢：31歳
出身：神奈川県横浜市
活動内容：水産業(はんばた市場)
趣味：釣り

地域おこし協力隊
国島　  学
くにしま がく

年齢：31 歳
出身：東京都小平市
活動内容：健康増進、
             リハビリテーション
趣味：燻製作り

地域おこし協力隊
顔　  嘉迎
ガン カリン

年齢：26歳
出身：マレーシア
活動内容：教育、英語教育の推進
趣味：歌う、ダンス

地域おこし協力隊
新井  雄貴
あらい ゆうき

年齢：35歳
出身：大阪府
活動内容：農業・観光業
趣味：うさぎとの生活、ライフスタイルに
           関する道具、器具を集める事

　皆様が西伊豆で
楽しく健康的に
生活できるように、
色々な活動を
行っていきます。

　夫婦で西伊豆町へ
移住してきました。波の音、
鳥のさえずりで目覚める
西伊豆ライフが最高です。
まずは地域と人を
知っていきたいと
思っておりますので
よろしくお願いします。

４月からの新規地域おこし協力隊員を紹介します４月からの新規地域おこし協力隊員を紹介します４月からの新規地域おこし協力隊員を紹介します４月からの新規地域おこし協力隊員を紹介します

　私の大好きな
ヒラメが西伊豆町の
３大名物魚になるよう、
ヒラメという魚を
日々追いかけ、研究して
いきます。宜しくです！
（^ ν^ ）

　日本に来る前は、
子供達にダンスを
教えてました。
西伊豆の生活が
楽しみです！
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西伊豆町での“ ロケ（撮影）”の受け入れについて

こんにちは！西伊豆町地域おこし協力隊の小村（コムラ）です。 皆さんは、町内で何かの “ロケ（撮影）”をして
いる場面に遭遇したことはありますか？今月は、私の協力隊活動のメインでもある「ロケ受け入れ業務」に
ついて、ほんの少しだけご紹介したいと思います。

西伊豆町では、西伊豆町役場まちづくり課観光係（ロケさぽ西伊豆）を窓口に、映画・ドラマ・情報番組・
テレビ CMなど、様々な種類のロケの受け入れを行っています。時には、各事業所さんへ直接取材の問い
合わせが入ることもあるでしょう。そして、その問い合わせ件数は、年々増加傾向にあります。
今回は、私がまちづくり課の皆さんと共に、ロケの受け入れ業務に携わる理由を少しだけご紹介します。

ロケの問い合わせが入った際は、撮影内容と使用ロケ地を合わせて確認の上、撮影許可を出します。
ここまでであれば、誰でも出来ることかもしれません。私がその先でやっていることを今回は2点ご紹介します！

撮影チームというのは、規模が大きくなれば大きくなるほど、ロケ地に対する要望やお弁当の手配等、無茶な要
求をされることも珍しくありません。気を付けなければ揉め事も多くなります。双方が快くやり取り出来るよう
にするためにも、私もサポートさせて頂いています。
また、コロナ禍での団体行動になる場面も多いため、撮影スタッフさんに対して感染対策の徹底も呼びかけ、町
民の皆さんにも安心して撮影チームを受け入れて頂ける環境作りに努めています。

西伊豆町 地域おこし協力隊

こむさんのちょっとひと息 vol.13

－撮影スタッフさんと町民・各事業所さんとの架け橋になる－

せっかくロケに協力したのであれば、その実績を西伊豆町の宣伝材料として活用しない手はありません。
しかし、番組や映画作品等には、タレントさんが出演していることも多く、それらには必ず「肖像権」が存在して
います。私が担当している業務は、「ロケを受け入れ撮影を実施する」ところまでではなく、その後、きちんと
版権処理をし、西伊豆町の宣伝材料として公開された番組や作品を活用させてもらうためのアプローチを
するところまでを担っています。観光地としても栄えるこの町で、ロケを通じて貢献できればと思います！

今月の写真は、堂ヶ島にある瀬浜海岸からの夕景写真です。
この日は、日没時間と干潮時間が程近く、皆さんトンボロを
渡りながら夕景を楽しんでいましたよ♪

－番組や作品が公開されるだけでなく、その実績を最大限活かしたPRに繋げたい－

是非こちら、
カラー写真も
ご確認くださいね！

ロケの受け入れ窓口って、ロケ地の使用許可出すだけじゃないの？

引き続き、皆さんのご協力をどうぞ宜しくお願いします！

Instagram

今月の西伊豆町 奇跡の1枚

今月はここまで！また来月～♪
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【5/30】稚魚放流を実施します

東洋水産株式会社  ℡03-3458-5413☎ 

　東洋水産株式会社は毎年、田子工場で地域社会への
貢献活動の一環として、毎年カサゴなど約10,000匹の
稚魚の放流を行っています。
▶日時：5/30（月）
※悪天候の場合は6月6日（月）に順延を予定してい
ます。
▶内容
①食育ミニ講座（９：30）
　場所：伊豆海認定こども園
②子ども達による放流（10：00）
　場所：大田子海水浴場
③伊豆漁業協同組合による放流
　場所：田子港沖合・仁科港沖合・安良里港沖合
※当日は新型コロナウイルス感染対策を行いながら
実施します。
※状況により、内容の変更または開催を中止する可
能性があります。

【5/30～ 6/6 受付】甲種防火管理
新規講習のご案内

下田消防本部予防課　℡22-1849
（一財）日本防火・防災協会 ℡03-6263-9903
☎ 

▶対象者
①消防法第８条第１項の規定により、防火管理者を
定めなければならない防火対象物で防火管理上
必要な業務を適切に行うことができる管理的・
監督的な地位にあって、資格を有しない者
② 将来、防火管理者として防火管理業務にあたる
ことが予想される者
▶講習日時　７/13（水）～7/14（木）の二日間
▶受付期間　5/30（月）～6/6（月）（定員50名）
▶受 講 料　8,000円（税込）
▶申込方法　下記URLからインターネット又はFAX
により申し込んでください。
防火・防災協会ホームページ
https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.html

～見つけたよ 広がる未来と つかむ夢～
　児童福祉週間では、子どもの健やかな成長に
ついて、国民全体で考えることを目的に、児童福祉の
理念の普及・啓発のための各種事業及び行事を
行っています。
▶期間：５/５（木）～５/11（水）

5/5 ～ 5/11 は「児童福祉週間」です

健康福祉課 福祉係　℡52-1961☎ 

※スマートフォン、クレジットカードの納付は、金融
機関・コンビニ等ではできません。
※納税証明書は発行されないので、車検が近い方は
金融機関又はコンビニ等で現金納付のうえ、納税証
明書をご利用ください。

　納付は、お近くの金融機関・郵便局・コンビニ・
ＭＭＫ設置店で！

自動車税種別割の納期限は５/31(火）です

静岡県下田財務事務所 課税課   ℡24-2018☎ 

令和４年５月31日(火）までは
●スマートフォンのＰａｙＰａｙ・ＬＩＮＥ Ｐａｙ・ａｕ
ＰＡＹ・楽天銀行アプリを利用してご自宅で納付で
きます。手数料はかかりません。
●静岡県納付サイトから、クレジットカードで
納付することもできます。決済手数料がかかります。
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まちのできごと～Town News ～

の訪れ
黄金崎公園でさくらまつり
　４月３日、黄金崎公園で第39回「黄金崎さ
くらまつり」が行われました。町内外から約
800人が訪れ、桜の舞う景色とともに地場産
品の販売ブースや大道芸人のステージなどを
楽しみました。
　※当日の様子はテレビ静岡でも取り上げ
られました！13ページ右下から動画でご覧
いただけます。

協力隊充実 した学園生活を
町内園・小・中学校で入学式
　４月、町内の子ども園や小・中学校で入園・入
学式が行われました。
　賀茂小学校では、今年は３人の新入生が在校生
と先生から入学を歓迎されました。
　ご入園、ご入学された皆さん、おめでとうござ
います。期待と不安の混じる中、新しい学び舎で
充実した日々をお過ごしください。

過去最多に
町長室で地域おこし協力隊任命式
　４月１日、町長室で新規地域おこし協力隊の任
命式が行われました。西伊豆町の協力隊員は４月
から新たに４人加わって計11人となり、過去最多
となりました。
　新入隊員の皆さんは、それぞれ西伊豆町への思
いや、これから地域の皆さんと深く関わっていき
たいと抱負を語りました。
※８ページで新規協力隊員のご紹介をしています
ので、ぜひご覧ください！

春
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まちのできごと～Town News ～

体操

情報通信 技術の活用を
目指して

東京で情報通信技術に関する連携協定を締結
　４月12日、東京で西伊豆町、松崎町、千葉県
館山市、日本ユニファイド通信事業者協会の４者で
地域ICT の促進に関する包括連携協定を締結しま
した。
　星野町長は「ICT（情報通信技術）を高齢者や
子育て世代にも有効に活用できるようにしていき
たい。」と話しました。

ロケ地 になった映画を
町内で

安良里中央公民館で映画『ツユクサ』試写会
　４月20日、安良里中央公民館で映画『ツユクサ』
の試写会が行われました。当日は約70名が訪れ、
感染症対策のもと『ツユクサ』を観賞しました。
　上映後は監督と町長のトークショーが行われ、
ロケ地となった町の風景や作品の感想などで盛り
上がりました。

美しい 写真をたたえて
町長室でフォトコン表彰式
　４月６日、町長室で令和３年度フォトコンテスト
の表彰式が行われました。
　３部門（夕日・ふるさと・ドローン）のそれぞれ
グランプリと特選受賞者の６名が対象で、当日は３名
の方が式に出席しました。
　今回表彰された作品の中には、なんとスマホで
撮影したものもあるそうです。スマホをお持ちの
皆さん、今年度のフォトコンテストに応募してみては
いかがでしょうか？

で心も身体も健康に
福祉センターでシルバーリハビリ体操
　４月８日、福祉センターで仁科地区のシルバー
リハビリ体操が始まりました。
　シルバーリハビリ体操は、道具を使わずどのような
姿勢でもできるように組み立てられているので、
身体能力が低下した方でも無理のない体操です。
第２・第４金曜日の午前10時から正午まで開催
されているので、興味のある方はぜひ参加してみて
ください。           お問合せ：090-1475-7456
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Nishiizu Topics

防災 意識を
強く持って

健康増進センターで
消防団入退団式
　４月７日、健康増進センターで
西伊豆町消防団の入退団式が
行われました。今年度は新たに
８人が入団し、町の消防団員は
計228人となります。新入団員
代表の石川和博さんは「何人をも
恐れず、良心に従って忠実に消防
の義務を遂行する。」と宣誓し、
下川団長は「消防団への地域から
の期待は大きい。強い防災意識
を持ち、消防活動に努めてほしい。」
と訓示しました。

今月の動画コーナー

まちのできごとを動画で視聴できるようになりました。
今月の動画  「4/3黄金崎さくらまつり」（テレビ静岡）

動画はこちら ▶

テレビ局等で　
放送された　
動画はこちら▶

URL：https://onl.la/CGGiJFb

URL：https://onl.la/ijfVFyq
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参加者募集！！軽スポーツ教室を行います

第23回しずおか市町対抗駅伝競走大会選手・スタッフ募集！！

　12月に開催される第23回しずおか市町対抗駅伝競走大会に
向けて、選手・スタッフを募集します！自薦・他薦は問いません。
是非走ってみたいという参加希望の方、「この人に走って欲し
い！」「あの人ならやってくれる！」などの情報をお持ちの方は、
教育委員会事務局までご連絡ください。
　皆様のご応募お待ちしております！！

・合同練習会：7月から11月までの毎週水曜日　17：30から
・特別練習会：8月中旬　8：00から
・富士見高原名勝探訪駅伝大会への参加（中学生以上）

練習予定

・選 手：小・中学生、一般のそれぞれの男女で、町内在住の方、または町内に勤務されている方。
　　　      ※町内中学校出身者であれば、現住所が町外でもかまいません。
・スタッフ：町内在住の方、または町内に勤務されている方で、合同練習会に参加し、選手への指導
　　　　　 や練習の補助（記録測定など）ができる方。

参加資格

大会日時

12月3日（土）《予定》
開 会 式：7：45から
スタート：10：00から

　軽スポーツ教室は、町民の体力向上や健康維持を目的とし、気軽に参加できる場を提供しております。
今年も昨年に引き続き皆様にご好評いただいた「ボッチャ」を体験していただきます。ボッチャは誰に
でも気軽にできる種目です。球を6個ずつ投げ、白い目標球「ジャックボール」にどれだけ近づけるか、
投球の正確さと戦略が勝敗を分ける「地上カーリング」とも言われます。ボッチャに興味のある方、
友人、知人、ご家族みなさんでご参加ください。

【開 催 日】令和4年５月12日（木）、6月9日（木）
【場　　所】健康増進センター
【要　　件】小学生以上の町内在住者または勤務者
　　　　　  ※小学生は保護者同伴
【参 加 費】1回1人100円
【申込期限】令和４年５月10日（火）
【申込方法】西伊豆町教育委員会事務局まで直接お電話または右記ＱＲから
                 　　　　　　
【主　　催】西伊豆町スポーツ推進委員会（西伊豆町教育委員会）

お申込み下さい▶

生涯学習だより
問合せ
教育委員会事務局
TEL：56－0212
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　みなさん新しい生活には慣れましたか？元気に過ごす
にはやっぱり食べ物が大切です。５月５日はわかめの日
です。新わかめが市場にでまわる時期らしいですよ。
今月は「わかめ・海藻」についての本を特集します。

図書館だより
問合せ
西伊豆町立図書館
TEL：56－0212

【休館日】毎週月曜日　　
【利用時間】午前９時から午後５時まで
※平日・土日祝祭日、昼休み全て開館

新着図書

『李王家の縁談』林 真理子
『月夜の森の梟』小池 真理子
『ふたたび嗤う淑女』中山 七里
『はじめての』島本 理生 共著
『らんたん』柚木 麻子
『倒産続きの彼女』新川 帆立
『細雪』谷崎 潤一郎
『風のかたみ』葉室 麟
『はなちゃんのみそ汁』安武 信吾
『名著の話 僕とカフカのひきこもり』伊集院 光
『憲法を読み解く』渋谷 秀樹
『おいしい子育て』平野 レミ
『マンガでわかる境界知能と
グレーゾーンの子どもたち』宮口 幸治
『ターシャ・テューダーのイラスト図鑑』
ターシャ・テューダ
『美智子さま愛のお言葉大全』小田部 雄次 監修
『アフタートーク』石井 玄
『キャンサーギフト』杣田 美野里
『台風についてわかっていることいないこと』
　　　　　　　　　　　　　　　　 筆保 弘徳
『亡くなった人にできること』玉置 妙憂

『カラフルなひとりごと』種村 有希子
『ぼく』谷川 俊太郎
『うさぎちゃん つきへいく』せな けいこ
『はなになりました』内田 麟太郎
『いちといちで』もぎ あさこ
『野ばらの村のひみつのへや』ジル・バークレム
『へんしん！いろいろれっしゃ』ふくなが じゅんぺい
『やさいのおにたいじ』つるた ようこ
『星のラジオとネジマキ世界』日向 理恵子
『ふたりはしんゆう』アーノルド・ローベル
『虹の島のお手紙つき１』ジュリー・サイクス
『乳酸菌のひみつ』おだぎ みを
『もしも地球がひっくり返ったら』川村 康文 監修
『ドラえもん探究ワールド イヌの不思議』
                                      藤子・Ｆ・不二雄

｜一｜般｜書｜

｜児｜童｜書｜

[ＣＤ]
★ＡＬＬ　ＴＩＭＥ　ＢＥＳＴ/尾崎 豊
★狂言/Ａｄｏ
[ＤＶＤ]
★透明なゆりかご４
★マザー
★はたらく細胞１

♪新しく入りました♪

　人間の持つ浅ましさ、猜疑心、強欲がちりばめ
られた作品は角田氏の定番。主人公の娘と同世代
生まれの社会動向は新鮮でした。“新幹線開通”、
“ゴーゴー喫茶”、“団地”などは自分の小さいころ
の世の中。母親像、嫁像というのは少なからず、
社会の影響を受けているのかもしれません。
　偶然、私も物語の主人公、その娘が抱く感情に
思い当たる節があるからです。例えば、実家と嫁
ぎ先の家の雰囲気の違い。義母の兄弟間への差別
を批判するのも、自分の実際の子育てでは思って
もみなかった「かわいい」、「かわいくない」とい
う感情。娘が母へ啖呵を切る場面では、両者の気
持ちがわかり、泣いてしまいました。
　平成に入り、母娘の関係はデコボコしながらの
交流はホッとします。“ゆらゆら”と流れ、時には
転覆したり、起き戻って流れていく笹舟に教示を
いただけたように思いました。 

笹の船で海をわたる                       著：角田 光代

（仁科 50代 女性）

♪利用者のおすすめ本　（図書館所蔵）♪

日時：５月 14 日（土）午前９時から
※なくなり次第終了
※なるべくたくさんの方に渡りますように、冊数に
　若干の制限を設けさせていただく場合がござい
　ます。
※皆さんに貸出していた雑誌なので、シミやキズ
　などがついていることがあります。
場所：西伊豆町立図書館 カウンター前

【保存期間が過ぎた雑誌をお譲りします】
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保健師だより

特定健診

始まりますよ！
令和４年度 特定健診・がん検診
未来のあなたや家族が幸せに暮らし続けるために…

【対象者】
40歳～ 74歳の国民健康保険加入者

【受診方法（集団健診：予約制）】
　申込みされた方で予約受付ができた方は、予約票を順次発送しております。
忘れずに受診しましょう。

※健診（検診）は、健幸マイレージ対象事業です！（20pのボーナスポイント!!）

日 時 会 場 備 考

18（水）
19（木）※
20（金）
21（土）
23（月）
24（火）
26（木）※

5/17（火）
宇久須住民防災センター

福祉センター

安良里中央公民館

田子公民館

福祉センター

特定健診
13：00 ～ 15：00

※総合健診（がん検診同時実施）
19日・26日の午前中は
がん検診も併せて受診できます。

　健（検）診で身体の“今”の健康状態を把握し、
生活習慣を見直すことが出来れば病気の発症や
重症化の予防につながります。
　今後の幸せな生活のために、健（検）診を活かし
ましょう。

【持ち物】
　尿容器、予約票、受診券（裏面の質問票を記入してきてください）、保険証等
※国民健康保険加入者で20歳～ 39歳の若年者健診、75歳以上の後期高齢者健診は、
   10月に予定しています。
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問合せ
健康福祉課  健康係
TEL：52－1116

【対象者】
40歳以上（令和５年３月末現在）
【受診方法（予約制）】
予約方法：40歳以上の方がいる世帯主様宛てに申込書を送付しました。
世帯単位で申込み書を提出してください。※５月 20日（金）必着
【自己負担金】
令和５年３月末年齢で 70歳以上の方は無料です。

胃がん・肺がん・大腸がん検診

子宮頸がん・乳がん検診

検診・検査名
自己負担金

（国民健康保険証提示の額） 検査方法

胃がん検診
大腸がん検診
肺がん・結核検診
※併せて実施
喀痰検査
※肺がん検診受診者のみ

検診車でのＸ線撮影（バリウム）
２日分の便を提出

検診車でのＸ線撮影

肺がん検診時に申込み
３日分の痰を提出

900円（500円）
300円（200円）

無料

600円

【対象者】
　子宮頸がん検診：20歳以上（令和５年３月末現在で偶数年齢の女性）
　乳がん検診　　：40歳以上（令和５年３月末現在で偶数年齢の女性）
【受診方法（予約制）】
　今年度の対象年齢の方で、町の検診事業を希望されている方に案内通知を送付しております。
　集団検診か個別検診を選択し、予約をとって受診してください。
※予約受付日時が決まっていますので、案内通知をご確認ください。

◎集団検診：西伊豆町役場健康福祉課に連絡してください。（52-1116）
　　　　　　聖隷沼津健診センターの検診車（場所：役場駐車場）
　　　　　　実施日：６月16日（木） 
◎個別検診：指定医療機関（伊豆赤十字病院）に直接ご連絡ください。
　　　　　　　実施期間…令和４年４月11日（月）～５月19日（木）
　　　　　　その他の指定医療機関
　　　　　　　実施期間…令和４年５月９日（月）～令和５年１月31日（火）
※通知が届いていない方で希望される方はご連絡ください。（℡ 52-1116）

２年に１回の検診
逃さずに!!
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記日付受 人の動き 4月1日現在
人       口 7,236人（△19）田 子 地 区 1,867人（ △12）
世 帯 数 3,669世帯（ +14）仁 科 地 区 3,069人（    +3）
男 3,433人（△11）宇久須地区 1,337人（△10）
女 3,803人（  △8）安良里地区 963人（  ±0）

※ 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。

3月 累計
前年
3月
累計

増減

人身
事故 0

0

0

11

1

0

1

34

3

0

5

36

-2

±0

-4

-2

死者

傷者

物損
事故

（暫定値）

西伊豆町の交通事故件数
5 月 の

夕 陽 時 刻 表
夕陽鑑賞はいかがですか。

1日～10日 18：30～18：37

11日～20日 18：38～18：45

21日～31日 18：45～18：52

お忘れなく

3月 15日～ 4月 14日の届出

（5月分）

納期限は 5 月 31 日（火）です

おくやみ申し上げます
地区 氏　名 年齢 世帯主
浜川東
浜川東
大田子
月西
沢田
沢田
大沢里

鈴木　吉久
植松　鶴江
小澤　静   
菅村　應
鈴木　昭治
鈴木　決
梅田　兼男

93
88
96
84
92
85
93

吉久
鶴江
洋一
應
昭治
決
悦朗

◎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。

（　）内は前月比

♥♥♥♥おしあわせに（結婚）♥♥♥♥
夫 妻

地区 氏　名 地区 氏　名
松崎町 肥田　雄樹 築地 野村　知世

地区 氏　名 性別 保護者

大浜 冨川　智寛 男 友秀
ともひろ

町県民税  　  　  　       過随時
軽自動車税　　　  　　　　１期
国民健康保険税　 　　 　  １期
後期高齢者医療保険料　  過随時
介護保険料　  　　　　　　１期

～お知らせ～
人権相談や行政相談のインターネット
相談予約ができるようになりました。

また、マイナンバーカードの受け
取りもインターネット予約ができ
ます。

マイナンバーカード
受け取り▶

◀行政相談

人権相談▶

問合せ先：窓口税務課　℡52-1112

登録方法

メール配信の内容 その他

放送内容を
メールで確認！

　町では、同報無線放送の内容をメールで受け取ることが
できる「西伊豆町メール配信サービス」を行っています。
　皆様のご登録をお願いします。

・防災、防犯情報
・観光イベント情報
・生活情報

・登録は無料です。ただし、
   メール受信などにかかる通
   信料、パケット通信費は登
   録された方のご負担となり
   ます。

① 右のQRコードを読み取り
　「空メール」を送信してください。
② 登録用URL が記載されたメールが届いたらサイトへ
　アクセスし登録してください。

！
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最新の救急当番医は、（一社）賀茂医師会のホームページ
（http://www.kamoi.or. jp/toban.html）でも公開されています。

【5月の救急当番医 西伊豆地区】

※外科系/内科系の割り当てについては、４/21時点で未定のため、下記ホームページ
  または消防署（☎52-0119）にお問い合わせください。

※GW期間中（5/1～5/5）、町内観光施設は全て営業します。また、ごみの収集については、通常通り行います。

編 集
後 記

　みなさんこんにちは。広報担当の須郷です。ゴールデンウィークはいかがお過ごし
でしたか？コロナウイルスの影響でなかなか遊びに行けないことも多いと思いますが、
そんな時は散歩がおすすめです。最近は暖かく過ごしやすい気候になった
ので、休日は海辺を散歩したりしています。のんびりと時間の流れを
忘れられるので、みなさんもぜひお試しください。

月 日 外科系/内科系は未定 外科系/内科系は未定月 日

5/1

5/3

5/4

5/5

5/7

5/8

日

火・祝

水・祝

木・祝

土

日

5/14

5/15

5/21

5/22

5/28

5/29

土

日

土

日

土

日西伊豆健育会病院（☎52-2366）

西伊豆健育会病院（☎52-2366）

西伊豆健育会病院（☎52-2366）

月 お知らせカレンダー
2022

5MayMay
5/ 1（日）
5/ 2（月）

5/11（水）
5/12（木）
5/13（金）

5/10（火）
ママヨガ（福祉センター )10:00
乳児・妊産婦相談（福祉センター )　9:15

5/14（土）
5/15（日）

5/18（水）

5/21（土）
5/22（日）
5/23（月）
5/24（火）
5/25（水）

5/26（木）

5/27（金）
5/28（土）

5/19（木）

5/20（金）

5/29（日）
5/30（月）
5/31（火）

5/16（月）

特定健診（中央公民館）13:00
特定健診（中央公民館）13:00

特定健診（田子公民館）13:00
特定健診（田子公民館）13:00

特定健診（宇久須住民防災センター）13:00

特定健診（宇久須住民防災センター）13:00
行政相談所開設（宇久須住民防災センター）13:30

特定健診（福祉センター）13:00
からだすっきりエクササイズ（健康増進センター）14:00

特定健診・がん検診（福祉センター）8:30

特定健診・がん検診（福祉センター）13:00
ボティコントロール教室（福祉センター）19:00

マシン体験会（保健センター）18:30

特定健診・がん検診（福祉センター）8:30

5/ 7（土）
5/ 8（日）
5/ 9（月）

5/ 5（木）
5/ 6（金）

5/17（火）

5/ 3（火）憲法記念日
5/ 4（水）みどりの日

こどもの日

田子診療所（☎53-1555）
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西伊豆町役場　まちづくり課広　報

　今年は７年に１度の御柱の年。4月の「山出し」、5月の
「里曳き」の２回に分け、諏訪大社の４つの社が各４本の大木
を山から社へ運ぶ【天下の奇祭】とも言われるお祭りです。
　今年の「山出し」は、新型コロナウイルス感染症対策のため、
見どころである“木落し”や“川越し”は中止となり、1,200年
以上とされる祭りの歴史の中で初めて、御柱をトレーラーに
乗せて里へ運ぶ形となりました。

　今は、５月の「里曳き」に向けての練習※が町内各所で行われて
います。取材したこの日は、４月なのに雪が降る悪天候の中でしたが、
上社御柱の特徴である“めどでこ”部分に人が乗り、“木遣り”の
声で御柱を美しく安全に曳くための動きの確認が行われました。
　新型コロナウイルス感染症の状況もあり、「里曳き」がどのように
行われるか不透明ではありますが、本番に向けての準備は着々と
進んでいます。
※各練習は「感染症対策ガイドライン」に則って行われています。

（写真提供：東三地区広報記録係）

　市川三郷レンジャーの無料通信アプリＬＩＮＥ（ライン）のスタンプが好評販売中です！
　市川三郷町では、マスコットキャラクターや町のＰＲだけでなく、手話を推進するための取り組みの
一つとして、市川三郷レンジャーが「おはよう」「こんにちは」など日常的に使う言葉を中心に簡単な
手話をしているＬＩＮＥスタンプと、感染症予防につながる「みんなで予防！市川三郷レンジャー
LINE スタンプ」を販売中です！
　スタンプはＬＩＮＥアプリ内スタンプショップまたはＬＩＮＥＳＴＯＲＥで購入することができます！

市川三郷レンジャーＬＩＮＥスタンプ 好評発売中!!

■手話で話そう！市川三郷レンジャーＬＩＮＥスタンプ
　https://line.me/S/sticker/1760329
　　　　　　                      スマホの方はこちら▶

■みんなで予防！市川三郷レンジャーＬＩＮＥスタンプ
　https://line.me/S/sticker/11736959
　　　　　　                      スマホの方はこちら▶

姉妹町から
富士見町だより

御柱祭「里曳き」に向けて

市川三郷町だより


