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☆ 20歳の誓い　新成人
　成人の日を前に 1 月 13 日（日）、中央
公民館で成人式が開かれ、真新しいスー
ツや色鮮やかな振り袖などに身を包んだ
新成人 52 人が参加しました。
　会場の受付には、久しぶりの友人や恩
師の顔を見つけて上がる歓声と笑顔があ
ふれました。記念撮影や近況報告をしあ
い、互いに新たな門出を祝いました。

　式典では、町長の祝辞に続き、新成人を代表し
て前田麻瑚さん（賀茂中出身・安良里）が「20
歳を迎えた私たちは、進学、就職と様々な道を歩
んでいますが、大半の人は地元西伊豆を離れ、見
知らぬ土地で生活しています。十人十色の価値観、
境遇を持つ人々との出会いの中で、新たな人間関
係にとまどい、自分とは異なる考えに触発され、
社会に目を向ける機会が増えました。成人を迎え
新たに得た権利と義務ですが、権利のみを主張せ
ず、自分の言動に責任を持ち、社会の一員として
の義務を果たしていかなければならないと思って
います。また、2018 年は非常に災害の多い年で
もありました。今後も増えていくであろう災害に、
他者からの呼びかけを待つのではなく、自分から
の周囲の方々の援助ができるように心がけていき
たいです。
　まだまだ立派な社会人になるには程遠く、家族
をはじめ、周囲の方々にご迷惑、ご心配をおかけ
すると思われますが、少しでも早く社会に貢献す
ることの出来る人間となれるよう、日々昇進して
いきたいと思います。」と誓いました。

　また、山本好洋さん（西伊豆中出身・田子）が副
町長から記念品を受け取りました。式典後には記念
撮影や、参加者・家族・中学校などの協力によりメ
モリアルフォト上映が行われ、歓声や笑い声があふ
れていました。

　新成人の皆さまおめでとうございます。
　皆さんが中学３年生の時行われた西豆音楽発表会は、クラ
スの仲間と協力し合い、ぶつかり合いながら最後は笑顔で歌
いあえた合唱でした。その合唱を聞いた時の感動は今でもよく
覚えています。チームに働く力、自分のすべきことに責任を持
ち、謙虚な心で人と接する力を身に付けてください。考え抜く
力、自分が今何をすべきか考え、そのために想像力を働かせ
てください。前に踏み出す力、考え抜いて計画するだけでなく
自ら実行してください。この３つの力は、皆さんがクラスで合
唱の練習していた時に何げなく発揮していた力です。ぜひ皆さ
んの人生を、あのとき作り上げた合唱のようにすてきなハーモ
ニーで彩ってほしいなと思います。

　成人おめでとうございます。
　皆さんには、これからの生活の中で自己主張す
ることを意識して欲しいと思います。皆さんが今ま
で体験し学んできたことを、自分の周りの方に主張
できるようになっていただきたいです。西伊豆町に
は伝統文化を継承しつつ、自分のしていることを
世界に発信し、町を盛り上げている方々がいます。
皆さんは自分の考えを前面に出すもよし、自分の
仕事を黙々とこなしそれを表現するもよし、今を一
生懸命生活することが自分だけでなく周りの方々の
役に立っているということに思いめぐらせて欲しい
です。

新成人の生まれた年の出来事（平成 10 年～ 11 年）
（町内）
   4 ⽉　伊⾖半島東⽅沖群発地震が活発になり
　　　　警戒警備は 6 ⽉ 20 ⽇まで続く
   6 ⽉　誘致第 1 号のガラス⼯房「ファロ」が
　　　　オープン
   ７⽉　広報にしいず第 500 号を発⾏
12 ⽉　賀茂村で保育ママ事業を開始
  1 ⽉　⻄伊⾖町からマグロの漁船がなくなる
  3 ⽉ 　県道仁科峠宇久須線の「み幸橋」開通

（国内）
4 ⽉　「明石海峡大橋」開通
6 ⽉　FIFA ワールドカップフランス大会で⽇本代
　　　表が初めて試合を⾏う（結果は３戦全敗）
8 ⽉　Microsoft　Windows98 ⽇本語版発売
　　　夏の甲子園決勝で松坂大輔が 59 年ぶり史
　　　上 2 人目のノーヒットノーラン達成
１⽉　ハッピーマンデー制度導入に伴い「成人の
　　　⽇」＝ 1 ⽉ 15 ⽇はこの⽇が最後
3 ⽉ 　⽇本銀⾏「ゼロ金利政策」実施

恩師からのメッセージ
西伊豆中学校  恩師
土屋　賢 先生

西伊豆中学校  恩師
渡邉　柳一 先生

賀茂中学校  恩師
須田　元規 先生

安良里・宇久須地区

仁科・田子地区
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実施期間
2019年２月１日～2019年６月31日まで

当選発表

【Twitter】 【Instagram】

キャンペーン終了後、抽選の上、当選者を決定
※　Instagram,Twitterのダイレクトメッセー
　　ジで連絡します。

　１⽉４⽇（金）、町消防
団出初式が賀茂中学校体育
館で⾏われました。須田美
光団長以下 144 名の団員
が参加し、今年一年の防火・
防災活動への誓いを新たに
しました。
　式は、賀茂幼稚園幼年
消防クラブによる遊戯と
火災予防の呼びかけで始ま
りました。町長のほか町議
会議員、各地区区長、関
係団体など来賓 68 名が出
席。須田団長から団員に向
けて「新しい年を迎え、平
成三十一年が、無火災、無
災害であることを願いつ
つ、⻄伊⾖町消防団の更な
る飛躍の年と期待しており
ます。団員一人一人におい
ては、⽇頃から、熱き消防
魂と強い責任感をもって訓
練に励み、消防活動に尽

じんすい

瘁
するよう努めていただきた
い。」と訓示しました。また、
長年にわたり消防団活動に
従事した団員の表彰が⾏わ
れ、表彰状や感謝状が手渡
されました。
　式後には、宇久須川で放
水も⾏いました。

表彰された皆さん（敬称略）
【静岡県消防協会長表彰】
●特別功績章および 30 年以上勤続功労章
分団長　大谷　充弘（第１分団）
●功績章および 25 年以上勤続功労章
副本部長　齋藤　孝史（本部）副分団長　居山　博人（第１分団）
団員　山本　健人（第５分団）
●特別功労章および 20 年以上勤続功労章
副分団長　山本　敏之（第５分団）　部長　藤井　隆人（本部）
部長　佐野　正和（本部）　　　　　班長　浅賀　英之（第１分団）
団員　藤井　亮太（第１分団）　　　部長　長島　宏幸（第２分団）
団員　弓間　晃介（第２分団）
●功労賞および 15 年以上勤続功労章
副分団長　高木　錠児（第２分団）　副分団長　山本　浩布（第３分団）
班長　藤井　達也（第１分団）　　　班長　藤井　秀和（第２分団）
団員　高木　七洋（第２分団）　　　団員　高木　優吉（第２分団）
班長　薮田　好真（第３分団）　　　部長　鈴木　学（第４分団）
班長　齋藤　英知（第４分団）　　　班長　須田　弘樹（第４分団）
部長　木村　重紀（第５分団）　　　班長　鈴木　孝宏（第５分団）
班長　山本　大（第５分団）
● 10 年以上勤続功労賞
部長　山本　勉（第３分団）　　　　団員　藤井　崇史（第２分団）
団員　石川　貴⾏（第３分団）　　　団員　船津　喬史（第４分団）
団員　窪田　義広（第５分団）
●永年（25 年以上）勤続団員の家族に対する感謝状
副本部長　齋藤　孝史　ご家族様（本部）
副分団長　居山　博人　ご家族様（第１分団）
団員　山本　健人　ご家族様（第５分団）
　　　　　　　　　　　　　　このほかに、静岡県消防協会賀茂支部長表
　　　　　　　　　　　　　彰・⻄伊⾖消防団連合会長表彰・⻄伊⾖町消
　　　　　　　　　　　　　防団長表彰がありました。

◀賀茂支部長から特別功労賞および、
　30 年以上勤続功労賞を受け取る大谷さん

平成 31 年西伊豆町消防団 出初式

問合せ まちづくり課　観光係　TEL ： 52-1114

西伊豆町の SNS をフォロー・投稿して

景品を当てよう！
　『「SNS 伊⾖自慢」1 万件おもてなし町民運動』として、Instagram（インスタグラム）及び Twitter（ツ
イッター）を活用したキャンペーンを実施します。これは、SNS 上に⻄伊⾖町の情報を多く発信し、より
多くの⽅が⻄伊⾖町を知っていただく機会を作るために⾏うものです。
　応募⽅法は、町公式 SNS（Instagram,Twitter）をフォローし、町内で撮影した写真にハッシュタグ
を付けて投稿するだけとなっております。
　抽選で景品もありますので、この機会に是非⻄伊⾖町の情報発信にご協力ください。
　※　応募規約や要綱などの詳細は町ホームページをご覧ください。

応募方法
　１　⻄伊⾖町役場まちづくり課公式アカウン
　　　ト（@info_nishiizu）をフォロー
　
　２　あなたがおすすめする⻄伊⾖町の
　　　「絶景」「グルメ」「スイーツ」
　　　「自慢できるところ（もの）」
　　　「お出かけスポット」「観光スポット」
　　　をテーマにした写真を撮る
　
　３　ハッシュタグ「# いいね伊豆」
　　　「# 西伊豆」を付けて投稿

画像をスマフォで
読み込んで⻄伊⾖町
の公式アカウントを

フォローしよう！

＃いいね伊豆　＃西伊豆
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問合せ 教育委員会事務局　学校教育係　TEL ： 56-0212
問合せ 総務課　検査管理係　TEL ： 52-1111

入札参加資格申請書等記載要領（平成 31・32 年度）
　⻄伊⾖町が発注する建設⼯事、測量、建設コンサルタントなど、物品製造などに係る「競争入札に参
加する物に必要な資格を定める規則」に基づき、競走入札参加資格審査申請の受付を⾏います。
　参加資格を得るためには、定められた期間内に審査を受ける必要がありますので、参加を希望される
⽅は、下記の要領で申請してください。

受付期間

平成 31 年２⽉１⽇（金）から
　　　　　　　　　３⽉ 11 ⽇（⽉）まで
※　土・⽇・祝⽇は除きます。
※　受付時間は午前９時から午後５時まで

受付場所

⻄伊⾖町役場　総務課　検査管理係（本庁２階）
〒 410-3514　静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科 401-1
℡：0558-52-1111　FAX：0558-52-1906
※　郵送可能

参加資格

建設工事
・　建設業法第３条の「許可」を受けていること。
・　建設業法第 27 条の 23 第１項の規定による
　　「経営事項審査」を受けていること。
・　建設業退職金共済事業に加入していること。

測量・建設コンサルタントなど
・　営業に関して法律上必要とされている登録が
　　されていること。

物品製造など
・　営業に関して許可、認可および登録などが必
　　要な場合は、それを受けていること。

有効期間

平成 31 年４⽉１⽇から
　　　　　平成 33 年３⽉ 31 ⽇まで（２年間）

提出部数

１部

注意事項

①　様式は町の様式をダウンロードして使用してください。
②　申請書類は、必ず A ４縦型ファイルに綴じ、背表紙に縦書きで「入札参加資格申請書及び商号」を
　　記載してください。綴じ⽅は、「提出書類一覧表」の順で綴じてください。
③　受付は、持参または郵送
　　※　郵送の場合は、平成 31 年３⽉ 11 ⽇当⽇消印有効
　　※　郵送の場合で受付票が必要な⽅は、返信用封筒（82 円切手貼）または、返信用ハガキを同封し
　　　　てください。
④　書類不備並びに、ファイル綴じされていない物は受け付けをいたしません。
⑤　⾏政書士が申請を代⾏する場合、申請用紙の右下余白に⾏政書士の住所、氏名、電話番号を明記の上、
　　職印を押してください。また、代理申請の場合は、⾏政書士が委託した委任状が必要です。
⑥　平成 28 年６⽉１⽇以降、解体⼯事業を営む者については、原則解体⼯事業の許可が必要です。

その他

　税務署発⾏の納税証明については、インター
ネットを利用して請求できます。
http://www.e-tax.nta.go.jp/
　詳しくは、最寄りの税務署へお問合せください。

平成 31 年度　放課後児童クラブ利用者募集
　町では、仕事などで保護者が昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後や土曜⽇、長期休業中の放課
後児童クラブ（ゆうゆうきっずクラブ）利用者を募集します。
　放課後児童クラブでは、遊びを通じて児童の自主性・創造性・社会性を高め、安全で健全な育成を目
指しています。
　なお、平成 30 年度に利用した⽅も、申込みが必要となります。

場所 　仁科小学校　１階　ゆうゆうきっずクラブ室

対象学年 　町内の小学校１年生～６年生【定員】38 名

申請方法

　

　教育委員会事務局または役場窓口・支所・出張所に申請書を提出

　※　申請書は教育委員会事務局または役場窓口・支所・出張所、

　　　ゆうゆうきっずクラブ室にあります

申込期間
　２月 14 日（木）～３月８日（金）
　※　期限以降の申込みは、教育委員会事務局まで相談ください。

利用資格 　保護者の就労、傷病、家族の介護等

利用料

　通常⽉　　　5,000 円

　夏期（８⽉）7,000 円

　（別途おやつ、教材、保険代　⽉ 2,000 円）

　◆土曜⽇や長期休業中のみの利用もできます。

　※　利用⽇数によって利用料が変わります。

開設日

　⽉曜⽇から土曜⽇（年末年始・祝祭⽇を除く）

　●⽉曜⽇～金曜⽇の授業がある⽇

　　下校後（午後２時頃）～午後５時 45 分

　●土曜⽇および長期休業中など授業がない⽇

　　午前９時～午後５時

備考

　

　夏休みなどの長期休暇や土曜⽇に賀茂小学校・田子小学校の児童が放課

　後児童クラブを利用しやすくするため、路線バスに無料で乗車できるよ

　うにします。

　※　バス代無料（教育委員会が無料乗車パスを発行します）
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まちのできごと～ Town News ～ Nishiizu Topics

　１⽉ 18 ⽇（金）、賀茂幼稚園でこんにゃくづ
くりが⾏われました。
　講師には、20 年以上こんにゃくづくりに携
わっている内田佐

さ

和
わ

江
え

さん（大久須）をお招きし、
子どもたちは昔ながらのこんにゃくづくりを学
びました。
　茹でられたこんにゃく芋が、目の前でミキサー
にかけられると、子どもたちは匂いを嗅いだり
するなど興味津々な様子でした。
　作られたこんにゃくは、内田さん特製の柚味
噌をつけて頂きました。

　１⽉ 12 ⽇（土）、宇久須子ども会による「才の神」
が⾏われました。
　子どもたちは「才の神」と呼ばれるお地蔵様を持っ
て各家庭を訪問し、「払いたまえ、清めたまえ。なむ
才の神様、お願いします。」とサカキの枝を振りなが
らお祈りの言葉を唱えました。
　この⽇は、子ども 11 人が約 300 軒を訪問し、家
内安全や商売繁盛を祈願しました。

こんにゃくづくり

家内安全を祈願して

中国語講座、開講

冷凍サンマ空を飛ぶ

どんど焼き

　１⽉６⽇（⽇）、田子まちづくり協議会による
第１回田子弁かるた大会が開催され、約 60 名
が参加しました。
　読み手によって田子弁かるたが読み上げられ
ると、参加者は身を乗り出しながら札を探し、
大人も子どもも関係なく白熱した戦いが繰り広
げられていました。
　競技は、個人戦と団体戦に分かれて⾏われ、
個人戦優勝、清

し

水
みず

慶
けい

子
こ

さん（小６）、団体戦優勝
「美少女戦士セーラームーンチーム」にはそれぞ
れ賞状とトロフィーが送られました。

　１⽉２⽇（水）、豊漁と安全を祈願し漁船乗り
初めが⾏われ、地域の⽅や観光客が参加しました。
　安良里漁港で⾏われた漁船乗り初めでは、豊幸
丸の船員の皆さんによって、お餅や潮かつおの切
り身、冷凍サンマ約 2,400 匹が船の上からまか
れました。それらを拾うために買い物かごや網を
持参する人、ヘルメットを被り参加する⽅も見ら
れ、現場は活気に満ちていました。

　１⽉ 17 ⽇（木）、仁科認定こども園でどんど焼
きが⾏われました。
　子どもたちは、各ご家庭や自分たちが作ったお
飾りを集めて作ったおんべに、名前を書いた書き
初めを挟み、字の上達を願いました。
　また、煙を浴びながら願い事をすると叶うとい
う言い伝えには、「足が速くなりますように。」「頭
がよくなりますように。」と言いながら煙を仰い
でいました。最後には、どんど焼きだんごが振る
舞われ、子どもたちは季節の⾏事を楽しみました。

田子弁かるた大会開催

　1 ⽉ 15 ⽇（火）、CIR（国際協力員）のリュウ・
イーフィさんを講師に第１回中国語講座が⾏われ
ました。講座では、基本的な発音やあいさつなど
の⽇常会話を学びました。
　参加者は「少人数なので、細かい発音などを聞
くことができて良かった。」と話していました。
　中国語講座は全部で８回⾏われる予定で、簡単
な⽇常会話ができるようになることを目標として
います。
　受講希望の⽅は、教育委員会事務局までお問合
せください。
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　　 みんな、おいでよ！

　 ２月のおはなし会
　日　時：２月 24 日（日）

　　　　　午後２時～午後３時まで

　内　容：おはなし、ワークショップ

　　　　　「折り紙遊び・かざぐるま」

　場　所：西伊豆町立図書館（安良里中央公民館）

　主　催：子ども読書アドバイザー

　
参加費無料、予約不要です。お気軽にご参加ください。

　梅のつぼみが春を知らせる

季節となりました。

今月は、生誕 100 年を迎える

アンパンマンでおなじみ『やなせ

たかし』さんの本を特集します。

14 歳、明日の時間割　著：鈴木　るりか

　中学校を舞台に、時間割に見立てた７編の短編で、

現代人の苦悩、笑い、絆、友情、想いを鮮やかに描

写する。笑って、ホロッと泣かせる青春群像。

[ ＤＶＤ ]

★光

★ざんねんないきもの事典

［ＣＤ］

★ＳＴＡＲＴｌＮＧ　ＯＶＥＲ／高橋　優

★ＵＮＬＥＡＳＨＥＤ／山下　智久

［紙芝居］

★オオカミのまゆげ／ＹＵＪｌ

★はかばへいくむすめ／にへい　たもつ

♪新しく入りました♪

♪おすすめ本　ピックアップ！
（図書館所蔵）

新着図書

【休館日】毎週月曜日　　【利用時間】午前８時 30 分から午後５時まで

※土日祝祭日は、正午から午後１時までは休館

『フーガはユーガ』　伊坂　幸太郎

『救済』　長岡　弘樹

『探偵は教室にいない』　川澄　浩平

『きのうの影踏み』　辻村　深月

『愛なき世界』　三浦　しをん

『はつ恋』　村山　由佳

『アンと青春』　坂木　司

『１４歳、明日の時間割』　鈴木　るりか

『熱帯』　森見　登美彦

『国宝　上・下』　吉田　修一

『一度だけ』　益田　ミリ

『告知』　久坂部　羊

『水曜の朝、午前三時』　蓮見　圭一

『子育てで一番大切なこと』　杉山　登志郎』

『誰かを幸せにするために』　伊集院　静

『５０歳からの孤独入門』　齋藤　孝

『パソコンで困ったときに開く本』　朝日新聞社

『笑ってなんぼじゃ！』　島田　洋七

『介護後うつ』　安藤　和津

『ひざ痛は消える！』　中村　哲也

『おさるのジョージスキーをする』　Ｈ・Ａ・レイ

『たくさんのドア』　ユ・テウン

『ポカポカホテル』　いもと　ようこ

『お化けの冬ごもり』　かわばた　まこと

『わがままくまさん』　ねじめ　しょういち

『魔女のステキな冬じたく』　あんびる　やすこ

『カニーニとカニーノ』　よねばやし　ひろまさ

『サムライエッグ』　ももせ　よしゆき

『わかったさんのこんがりおやつ』 てらむら　てるお

『かいぞくの宝さがし』　イム・ギュソク

『わらうきいろオニ』　なしや　ありえ

『なぜ？どうして？ふしぎ３６６』  やざき　けんぞう

『すみっこぐらし』　よこみぞ　ゆり

『グレッグのダメ日記』　ジェフ・キニー

『どうしてかぜをひくの？インフルエンザになるの？』

　　　　　　　　　　　　　　　　しみず　なおき

｜一｜般｜書｜

｜児｜童｜書｜

　1 月 1 日（火）に、第 53 回正月マラソン大会が開催

されました。

　町内外から、227 人のランナーが集まり、賀茂小学校

グラウンドをスタート・ゴールとした各コースで、晴れ

やかな新年の“走り初め”に汗を流しました。

【参加人数】ファミリー：39 組　2.5 ｋｍ：73 人　５ｋｍ：76 人

◆２. ５ｋｍ　男子の部　　　　　　　　　　　　◆２. ５ｋｍ　女子の部

優勝：大原　未楠（沼　津）　　８分 11 秒　　　優勝：高橋　夢花（下　田）　 　  ９分 51 秒

２位：佐藤　匠瑛（下　田）　　８分 24 秒　　　２位：山田　朱莉（南伊豆）　　 10 分 23 秒

３位：長島　鼓　（西伊豆）　　  ８分 38 秒　　　３位：高木　唯来（伊豆の国市）10 分 38 秒

◆５. ０ｋｍ　男子の部　　　　　　　　　　　　◆５. ０ｋｍ　女子の部

優勝：志津　優騎（南伊豆）  　16 分 10 秒　　　優勝：藤井　葵　（西伊豆）　   　20 分 55 秒

２位：細川　陽平（裾野市）　  16 分 30 秒　　　２位：関　まどか（松　崎）　 　21 分 49 秒

３位：山本　雄　（横浜市）　   16 分 37 秒　　　３位：長島　里桜（西伊豆）　 　23 分 27 秒

　教育委員会では社会教育事業の一環として、子どもスポーツ教室を毎年開催しています。

会場は仁科小学校体育館で、毎回沢山の児童が参加しバドミントンや卓球、ミニバスケットボールなど、

様々なスポーツで汗を流しています。また、低学年の子ども達もボール遊びなど、ボランティアスタッ

フと一緒に楽しく体を動かしています。

　子どもスポーツ教室は、6 月から翌年の 2 月まで（8 月を除く）の第１または第 2 土曜日に開催

しています。
【ボランティアスタッフと一緒に各種スポーツを楽しむ子どもたち】

参加児童およびボランティアスタッフは随時募集しています。
興味のある方は、お気軽に教育委員会事務局へお問い合わせください。

沢山のご参加をお待ちしております。

―2019年の走り初め― 第53回正月マラソン大会結果 主催：正月マラソン実行委員会

子どもスポーツ教室を開催しています　主催：子ども教室

　蔵書点検（休館）のお知らせ
　　3 月 4 日（月）から 3 月 9 日（土）まで、
　蔵書点検を行うため休館とさせていただき
　ます。閲覧もできません。
　　尚、現在貸出中の資料は、3 月 3 日（日）
　までに返却いただくようお願いします。

［結果］



12 2019. ２ 132019. ２

健康福祉課介護保険係

正しいマスクの使い方
　マスクは風邪やインフルエンザ等の感染症や花粉症対策に欠かせないものですが、ただ着けている
だけでは安心とは言えません。
　きちんと着けて、マスクの性能を最大限に活かし、さらなる安全を手に入れましょう！

１．マスクの上下、表裏を確認します。
２．鼻、口、あごを覆うようにあて、ゴムひもで耳に固定します。
３．ノーズワイヤーがある物は顏と鼻の形に合わせて変形させ隙間がないようぴったり装着します。

１．マスクの表面を触らないようにゴムひもをもち、顔からはずします。

１．マスクについた花粉やウイルスを他に付けないようビニール袋へ入れて口を閉じます。
　　または、ふたのあるゴミ箱へ捨てます。
２．手を洗います。

　主に「平型」「プリーツ型」「立体型」の 3 タイプ。
　　　平型マスク : ガーゼタイプの定番。
プリーツ型マスク：上下に広げて装着する。
　　　　　　　　　　密着しやすいようノーズワイヤーが
　　　　　　　　　　ある物が多い。
　　立体型マスク：隙間なく顔にフィットしやすい形状。

上下：プリーツ型マスクの場合、花粉やウイルスが留まらないように外側の面が下向きになるよう作
　　　られています。折り目の山が下向きになるよう着用しましょう。
　　　また、ノーズワイヤーのある⽅が上です。
表裏：プリーツ型マスクの場合、外側の面のプリーツが下向きになるよう作られています。また、多
　　　くの場合ゴムひもの接着面がマスクの外側に来るよう作られていますので参考にしてください。
　　　（マスクの箱や袋に記載されている商品もあります。ご確認ください。）

・　ノーズワイヤーを折り曲げずに使用　⇒　隙間から花粉やウイルスが入り込みます。
・　鼻の穴が覆われていない（マスクから鼻を出している）⇒　そもそも意味がありません。
・　マスクをあごにかける　⇒　あごに付着している花粉やウイルスがマスクの内側に付着します。

×　使い捨てマスクを再利用　　　
×　使用したマスクを机の上などに置く

　　・　マスクは 1 ⽇に 1 回は交換しましょう！
　　・　普段からうがい、手洗いをして、ストレスや睡眠不足にならない
　　　　生活を心掛け自分や大切な人のために健康第一で過ごしましょう。

「皆さんの考えた健康に関する一言」を募集します！

むし歯ゼロ！　３歳児健診でむし歯がなかったお友達

長島 一
い ち ご

瑚くん（大田子） 山本 ひろかちゃん（一色）

知っておきたい！

マスクのつけ方

はずし方

捨て方

マスクの形状

マスクの上下、表裏の確認方法

こんな装着は効果なし

こんな使い方していませんか！？

　健康について多くの人に関心を持ってもらいたい。
そんな思いから、福祉センター、保健センターの階段に皆さんの考えた一言を掲示します。

“前向きな一言”“心に響いた一言”など　みんなに伝えたい一言を応募用紙に書いて各支所、
出張所、保健センターにある応募箱へ投函してください。
　応募された一言は審査し、選出されたものを掲示する予定です。
　※　記号を含む 23 文字以内でお願いします。
　※　応募用紙は、各支所、出張所、保健センターにあります。

　　　　　　　　　　応募期間：２月１日から３月８日まで
　　　　　　　　　　掲示期間：４月１日から６月 30 日まで
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情報コーナー Information

消費生活情報知って
おこう

下田警察署管内防犯協会　TEL：27-2766

消 費 者 ホ ッ ト ラ イ ン
賀茂広域消費生活センター
役 場 ま ち づ く り 課
下 田 警 察 署

【問合せ・相談先】
TEL：188
TEL：24-2299
TEL：52-1966
TEL：27-0110

■ロゲイニング大会参加者募集

 伊⾖半島ジオパーク
　　ロゲイニング大会事務局

TEL：03-6903-2577

■福祉の就職＆進学フェア開催！

 社会福祉法人　
　　静岡県社会福祉協議会

TEL：054-271-2110

■しずおかジョブステーション
　が就職活動を応援します！

 県東部県民生活センター
TEL：055-951-8229

■国道138号（静岡・山梨県境）
　チェーン規制区間設定のお知らせ

 国土交通省沼津河川国道事務所
TEL：055-934-2017

■ゲートキーパー研修会開催

 賀茂健康福祉センター福祉課
TEL：0558-24-2056

■ジュニア・ロースクール
　2019春 in沼津を開催します

 県弁護士会沼津支部
TEL：055-931-1848
FAX：055-934-0260

メール：jr.lawschool.2018
 　　　　　　@gmail.com

カード受取型オレオレ詐欺多発！
　キャッシュカード受取型の詐欺が多発しています。

　キャッシュカードは見ず知らずの人には絶対に渡さず、暗証番号も教えないようにしましょう。

　息子や孫を名乗り
　・投資で失敗して今すぐお金が必要
　・代わりの者にお金を渡して
　・キャッシュカードを取りに⾏く

　住宅会社を名乗り
　・住宅購入者リストにあなたの名前が載っている
　・このままだと多額の費用がかかる
　・解除手続きにキャッシュカードが必要

すぐにできる留守番電話設定で被害防止！
家族間で合言葉を決めたり、迷惑・悪質電話防止装置の活用を！

【⽇時】
３⽉ 28 ⽇（木）
午前９時 30 分から
午後４時 30 分まで
受付開始：午前９時 15 分から

【場所】
静岡県弁護士会沼津支部

（東部法律会館）４階大会議室
（沼津市御幸町 24-6　JR 沼津駅
から徒歩 20 分程度）

【対象者】静岡県下の中学生
※　保護者の皆さま、先生⽅の見
学も大歓迎！

【定員】32 名（先着順）
【参加費】無料
【応募⽅法】メール、FAX にて事
前申し込み
締切：３⽉ 14 ⽇（木）必着

【⽇時】
２⽉ 25 ⽇（⽉）から
３⽉１⽇（金）まで

（午前 10 時から正午、午後１時
から午後５時まで）

【場所】
静岡県東部法律会館

（沼津市御幸町 24-6）
【内容】法律相談一般
【対象】どなたでも
【参加費】無料
【申込⽅法】
　予約される場合は、県弁護士会
沼津支部までご連絡ください。
　空き状況により、当⽇の受付が
可能な場合もあります。

　

【受付⽇】
３⽉ 18 ⽇（⽉）から 28 ⽇（木）
まで

【出願資格】
・中学校卒業見込みの者、中学校
を卒業した者。
・高等学校転入学希望者、中退者
【入学説明会】※　事前予約不要
静岡中央高校　東部キャンパス
〒 411-8502
三島市文教町１丁目 3 番 93 号
①２⽉３⽇（⽇）午後２時から
②２⽉ 20 ⽇（水）午後２時から

【出願書類の入手⽅法】
①学校説明会に参加して入手す
る。
②各キャンパスで直接入手する。
　※　事前に電話で要確認。
③郵送で入手。
　※　返信用封筒を同封してくだ
　　　さい。

■平成31年度新入生募集

 静岡中央高等学校東部キャンパス
（三島長陵高校内）「願書受付係」

TEL：055-928-5757

■富士山の日記念
　無料法律相談会開催

 県弁護士会沼津支部
TEL：055-931-1848

　静岡県の就職支援機関「しずお
かジョブステーション」では、自
己分析から応募書類の書き⽅、面
接練習まで就職活動をじっくりサ
ポートします。
　どなたでもお気軽にご利用くだ
さい。

【住所】
沼津市大手町 1-1-3
沼津商連会館ビル２階
東部県民生活センター内

【利用時間】
午前９時から午後５時まで
※　⽉曜⽇から金曜⽇、
　　祝⽇・年末年始を除く。
※　要予約（055-951-8229）

【⽇時】
平成 31 年３⽉ 16 ⽇（土）
午後１時から午後４時まで

【会場】
キラメッセぬまづ

（プラザ　ヴェルデ）
コンベンションホール A

（沼津市大手町 1-1-4）
【内容】
・福祉職場のプレゼンテーション
・採用担当者との個別相談会
・適職診断コーナー
　　　　　　　　　　　　など
※　予約不要、入場無料
※　即時入場可能

　伊⾖半島ジオパーク協議会は３
⽉ 17 ⽇（⽇）に南伊⾖町でロゲ
イニング大会を開催します。
　ロゲイニングとは地図とコンパ
スを使って、山野に多数設置され
たチェックポイントを制限時間内
にできるだけ多く回るアウトドア
スポーツです。
　南伊⾖ならではの魅力あるジオ
サイトを楽しむことができますの
で、気の合った仲間やご家族で参
加してみてはいかがですか。３⽉
５⽇（火）までに大会サイトから
お申込みください。

【開催⽇】３⽉ 17 ⽇（⽇）
【競技エリア】南伊⾖町全域
【種目】
６時間コース（5,000 円）
４時間コース（4,500 円）
※　両コース中高生は 3,000 円、
　　小学生以下無料

【大会サイト】
https://www.izugeopark-
rogaining.com/

【申込締切】３⽉５⽇（火）
　国土交通省では、「大雪特別警
報」などの異例の大雪時に降雪・
交通状況などにより「チェーン規
制」を⾏います。
　「チェーン規制」を実施した場
合、チェーンを装着していない車
両は【チェーン規制区間】の通⾏
ができません。ご理解とご協力を
お願いします。

【チェーン規制区間】
旭⽇丘交差点

（山梨県山中湖村平野）から
道の駅すばしり交差点

（静岡県小山町須走）まで

　あなたも大切な人のゲートキー
パーになりませんか？感心のある
⽅、お待ちしています！

【ゲートキーパーとは】
　悩んでいる人に気づき、話を聴
いて、必要な支援につなげ、見守
る人のこと。

【⽇時】２⽉ 28 ⽇（木）
午後１時 30 分から
午後３時 45 分

【場所】
下田総合庁舎　２階第３会議室

【対象】
関心のある⽅、どなたでもご参加
ください。
※　先着 20 名、参加費無料

【申込】
２⽉ 25 ⽇（⽉）までに、賀茂健
康福祉センターへ電話でお申込み
ください。
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【２月の救急当番医 西伊豆地区】

12 ⽉ 累計
前年
12 ⽉
累計

増減

人身
事故 3 32 36 −４

死者 0 0 1 −１

傷者 3 43 54 − 11

物損
事故 11 161 164 − 3

（暫定値）

1日～10日   15:13 ～ 17:22

11日～20日 17:23 ～ 17:32

21日～28日 17:33 ～ 17:39

の月

12⽉15⽇～平成31年1⽉14⽇の届出

人の動き　　月 　日現在    （　）内は前⽉比

人　　　口  7,954人（△25） 田 子 地 区  2,089人（△７）

世　帯　数  3,805件（△６） 仁 科 地 区  3,353人（△２）

男  3,782人（△20） 宇久須地区  1,440人（△12）

女  4,172人（△５） 安良里地区  1,072人（△４）

１ １

夕陽鑑賞はいかがですか。

 February 月

　みなさんこんにちは。広報にしいず２月号で
す。
１月はどんど焼きやかるた大会、こんにゃくづ
くりなどの昔ながらの季節の催しがたくさん行
われました。
仁科認定こども園で行われたどんど焼きは、子
どもたちの背丈よりはるかに大きい本格的なお

 西伊豆町の交通事故件数

お知らせカレンダー
受 日付 記

夕 陽 時 刻 表

編

記

集

後

固 定 資 産 税
国 民 健 康 保 険 税
後期高齢者医療保険料
水 道 使 用 量
温 泉 使 用 料

納期限は２月 28 日 （金） です

お忘れなく （２月分） ２

まちの人

2019

※ 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。

んべに驚きました。
私自身、どんど焼きに参加するのは久しぶりだっ
たのでとても懐かしい気持ちになりました。子ど
もたちに混じって、今年も健康に過ごせるように
お願いをしてきました。
このような季節の行事を大切にしていきたいと、
どんど焼き団子を⾷べながら思いました。 ま

２

――――おくやみ申し上げます――――

●●●●●お誕生おめでとう●●●●●
地区 氏　名 性別 保護者

中 佐久間　楓
かえで

女 正利

※救急当番医の確認等は、もう一度消防署（☎ 52-0119）、
　または当番医にお問い合せください。

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。

2/ １ （金）

13:30　⽇本脳炎予防接種（住民防災センター）
13:30　よってって山田さん健康相談
14:00　シニアヨガ教室（福祉センター）
19:30　ボディコントロール教室（福祉センター）

2/ ２ （土）

2/ ３ （日）

2/ ４ （月）

2/ ５ （火）

2/ ６ （水） 10:00　特設人権相談所開設⽇（福祉センター）

2/ ７ （木）

2/ ８ （金）

2/ ９ （土）

2/10 （日）

2/11 （月） 建国記念⽇

2/12 （火）

2/13 （水）
13:30　元気アップクッキングセミナー（保健センター）
14:00　シニアヨガ教室（住民防災センター）

2/14 （木）

2/15 （金）
13:30　よってって山田さん健康相談
14:00　シニアヨガ教室（福祉センター）
19:30　ボディコントロール教室（福祉センター）

2/16 （土）

2/17 （日）

2/18 （月）  9:15　パパママセミナー C（保健センター）

2/19 （火）

2/20 （水）
10:00　ママヨガ教室（仁科子育て支援センター）
13:30　⾏政相談⽇（保険センター）
13:30　元気アップクッキングセミナー（保健センター）

2/21 （木） 14:00　からだすっきりエクササイズ（増進センター）

2/22 （金） 13:30　⽇本脳炎予防接種（住民防災センター）

2/23 （土）

2/24 （日） 14:00　おはなし会（安良里中央公民館　図書館）

2/25 （月）

2/26 （火）

2/27 （水）

2/28 （木）   9:20　お誕生相談・乳幼児相談（福祉センター）

　土屋武美さんの 100 歳のお祝いが、宇久須のご自宅で
行われました。武美さんは、９人兄弟の３男として生まれ、
昔はお寿司屋さんで働いていて、地元に戻って来てから
は養鶏所を営なまれていました。
　長寿の秘訣は、よく食べて、よく寝ること。そして大
好きなお酒を飲むこと。また、「昔は孫の面倒を見るのが
生きがいでした。今はデイサービスに行くのを楽しみに
しています。」と息子さんは述べられていました。
　これからも、お体に気をつけて健康にお過ごしください。

◎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。

土屋武美さん（宇久須）
♥♥♥♥おしあわせに（結婚）♥♥♥♥

夫 妻
地区 氏名 地区 氏名

築地 石川　和磨 下田市 志田　奈津実

道東 福田　正義 下田市 萩原　加奈絵

月 日 外　　科　　系 内　　科　　系 月 日 外　　科　　系 内　　科　　系

2月2日
西伊豆健育会病院

（52-2366）

田子診療所
（53-1555） 2月16日 西伊豆健育会病院

（52-2366）

2月3日 2月17日

2月9日 2月23日

2月10日 2月24日

2月11日 西伊豆健育会病院
（52-2366）

地区 氏　名 年齢 世帯主
築地 鶯生　正行 71 正行

仁科浜 山本　らく江 91 らく江

仁科浜 鈴木　善一 57 善一

沢田 鈴木　公子 83 公子

一色 伊達　きよゑ 97 千惠子

月東 水口　貞子 87 貞子

道西 山本　かつ江 86 廣義

川向 山本　紳自 67 紳自

月西 浅倉　あさ子 86 貞夫

道西 山本　つぎゑ 93 喜代治

浜川西 高木　廣治 67 廣治

宇久須浜 鈴木　秀明 80 秀明

大久須 池田　喜和 90 喜和

※　西伊豆病院では、２月 17 日 12：00 ～ 17:00 まで
　　電気設備点検を予定しています。
　　点検中は救急の受⼊れができません。
　　受⼊れ再開については病院へご確認ください。

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）※
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姉妹町から
Valentine’s Day特別企画

大門碑林公園 ライトアップ＆イルミネーション
　バレンタインデーに合わせ、大門碑林公園のライト
アップ＆イルミネーションを⾏います。
　また最終⽇のバレンタインデー当⽇には、真っ赤に燃
えさかる炎を自在に操り、魂の音楽を響かせながら幻想
的な世界を作り出すファイヤーパフォーマンスチーム

「和火 ( かずか )」による、「音と光と炎の共演」やライ
トアップされた碑林公園から夜景と花火を楽しむ「光と
花火のコラボレーションイベント」を⾏います。
きれいな夜景とライトアップされた公園でステキなひと
時をお過ごし下さい。

【期間】
2 ⽉ 12 ⽇㈫～ 2 ⽉ 14 ⽇㈭ 午後 6 時から 9 時まで
夜間のみ入園無料。
⽇中はカレンダー通り通常開園（12 ⽇は⽇中休園）
※　14 ⽇のみ午後 10 時まで開園
※　下記特別イベントあり

【場所】大門碑林公園
（山梨県⻄八代郡市川三郷町市川大門 4930）　
【内容】14 ⽇㈭  
午後７時 30 分から午後８時 30 分まで
　「音と光と炎の共演」
ファイヤーパフォーマンスチーム「和火 ( かずか )」
　「光と花火のコラボレーションイベント」

楽しもう「富士見の日」
　富士見町がより地域に愛される町となるよう願いを込
めて、「フジミ」と読む語呂合わせから２⽉ 23 ⽇を「富
士見の⽇」としています。
　第 14 回目となる今年の「富士見の⽇」もさまざまな
イベントが開催され、富士見の魅力を再発見することが
できます。ぜひお越しください。

　【⽇時】　２⽉ 23 ⽇（土）午前９時 40 分～

　【場所】　富士見町　町民センター　他

　【イベント】

　●富士見の⽇「第 6 回フォトコンテスト」表彰式

　●福福じゃんけん大会

　●振る舞い・飲食・特産品販売・体験コーナー

　●キッズスポーツ祭　　　　　　など盛りだくさん

問合せ：富士見町観光協会　☎ 0266-62-5757
　／　産業課　商工観光係　☎ 0266-62-9228

富士見町だより


