第50回新春富山ロードレース
約670人のランナーが新春の富山山麓を駆け抜けました。
表紙写真詳細は8Ｐ

特集 平成３０年南房総市成人式
ペットのための防災対策
エコニュース
「ごみ」
を
「資源に」
予防接種の大切なお知らせ
婚活ツアー「恋する南房総出会い旅」
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特集

新成人371人(出席者280人)が、夢と希望を胸に、大人としての第一歩を踏み出しました。
１月７日
︵日︶
︑平成

年南房総

市成人式が行われ︑華やかな振袖
やスーツに身を包んだ新成人が白
浜フローラルホールに集 まり まし
た︒
新成人たちは︑久しぶりに会う
友人との会話や写真撮影を楽しむ
など旧交を温めました︒
成人式のアトラクションとして︑
市内中学校吹奏楽部合同演奏や安
房八幡太鼓の演奏のほか︑思い出の
アルバムとして︑新成人が生まれて
からの出来事や中学時代の思い出︑
故郷の魅力などを上映︑スライド
ショーに懐かしい写真が流れると会
場の各所で歓声があがりました︒
式典において石井 市 長は 常に
﹁
︑
挑戦を続け︑自分たちの未来を築
いてください︒ふるさとの南房総を
忘れずに︑頑張ってもらいたい﹂
と
祝辞を述べました︒
成人式は︑終始和やかな雰囲気
の中進められ︑新 成人は︑大人と
しての責任と自覚を胸に︑それぞ
れの夢や目標に向かって︑力強い一
歩を踏み出しました︒

2018 年 2 月号
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けます⑨⑩晴れ着姿で記念撮影

1
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①自撮りをする新成人②スーツが似

合うようになりました③④安房八幡太

みなたんが新成人をお出迎え⑥石井

鼓、市内中学校吹奏楽部合同演奏⑤

ぶりの再会にテンションがあがります

市長からエールが送られました⑦久し

⑧新成人へのお祝いの言葉に耳を傾

指導を受け︑学びながら︑大学卒業
後にプロとして戦えるように準備を
重ねています︒
しかし︑将来どうなるかは︑誰に
も分からないと思います︒受付で頂
いた成人式のしおりを見ていたら︑
生まれた年の出来事が書いてありま
した︒あれから 年が経ち︑現在で
はインターネットやスマートフォン
の普及︑ＡＩや自動車の自動運転や
ドローンによる配送事業の研究︑仮
想通貨のブロックチェーンを利用し
た精 算や銀 行間の送金の実験もさ
れ︑実用化されようとしています︒
これらは︑ 年前のほとんどの人た
ちが想像できなかった︑技術力の進
歩によってもたらされた変化だと思
います︒
これからの 年︑ 年 先の日本
は︑人口の減少やこれまで以上の技
術力の進歩により︑社会の仕組みに
大きな変化があるかもしれません︒
しかし︑私達はその変化に対応しな
がら社会人として︑名実ともに大人
として認められるよう︑感謝の気持
ちを持ちつつ︑自分を磨きながら一
歩ずつ
﹁今を生きる﹂
ことが︑とても
大切なことだと思っています︒
どうか皆さま︑私たち新成人を︑
これからもご指導ご鞭撻のほど︑よ
ろしくお願いいたします︒

新成人の誓い

新成人代表
鈴木日向子さん
(和田地区)

私が子どもの頃にイメージしてい
た
﹁大人﹂
とは︑﹁何でも自分ひとりで
できる人﹂
でした︒
この度︑成人式を迎え︑ひとりの
﹁大人﹂
として社会から認められま
したが︑﹁何でも自分ひとりでできる﹂
ようになったかと問われれば︑そう
ではありません︒
私は︑親元を離れて大学生活を送
っています︒ここにいる新成人の皆
さんの中には︑私と同じような環境
で生活している人も多いと思います
が︑今まで当たり前のようにしても
らったことを︑全て自分ひとりでや
らなくてはならないことを感じたと
思います︒
保護者の目の届くところで生活し
ていたときと比べて︑ずっと
﹁自由﹂
になった反面︑日常生活におけるす
べてを自分でこなすのは︑考えてい
た以上に大変なことでした︒
同時に︑家族をはじめとする周り
の方々の大切さに︑改めて気づくこ
とができました︒

大学に入学したとき︑先生に言わ
れて印象的だった話があります︒
先 生は︑﹁ 私 達はあなた方 をひと
りの大人として扱います︒大学の授
業を受けたり︑サークルに参加した
り︑バイトをしたりと︑大学生活を
どのように過ごすか自由ですが︑す
べて自分の責任のもと行動してくだ
さい﹂
とおっしゃいました︒
大学に入って自分の世界がずっと
広がったと同時に︑子どもの頃に思
い描いていた
﹁何でも自分でできる
大人﹂
というのは︑﹁自分の行動一つ一
つに責任をもつことではないのかな﹂
と思いました︒とは言え︑成人を迎
えても 私 自 身︑まだまだ未 熟な人
間なので︑周囲の方々に支えられな
がら︑大学生活の中で勉強だけでな
く︑さまざまな経験を通してたくさ
んのことを学び︑人として︑また自
分の行動に対する
﹁責任感﹂
という面
でも大きく成長していきたいです︒
そして︑ゆくゆくは︑患者ひとり
ひとりに寄り添い︑安全な薬を届け
る薬剤師という夢を叶え︑日本の社
会の一員として貢献していきたいで
す︒

※新成人の誓いは、紙面の都合上、一部割愛させていただきました。

新成人代表
鈴木海斗さん
(千倉地区)

本日︑成人の門出を迎えることが
できましたのは︑ひとえに家族や先
生方︑そして地域の皆さまの暖かい
愛情とご指導があったおかげである
と思っております︒
私たちは二十歳 を迎えたばかり
で︑社会人としてはまだまだ未熟で
す︒
社会に出て働いている人︑学生と
して勉強中の人︑将来の道を探して
いる人︑さまざまです︒
しかし︑成人を迎えた今︑大人と
しての自覚を持ち︑責任ある社会人
として歩んでいく決意をここに誓い
ます︒
私は︑高校を卒業後︑幼い頃から
の夢であるプロゴルファーになるた
め︑大学へ進学し東京で暮らしてい
ます︒
大学では︑経営学を主に学びなが
ら体育会ゴルフ部に所属し︑大学対
抗戦や競技ゴルフを続けています︒
トレーニングや競 技だけではなく︑
ＯＢや先輩後輩との接し方について

3
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災害に備えて、日頃から基本的なしつけを行い、ゲージなどの中に入ることを嫌がらな
いように、日頃から慣らしておくことが必要です。また、予防接種など健康管理もしっかり

環境保全課 ☎ ー１０５３

１.しつけと健康管理はできていますか？

33

ペットのための防災対策

平成 年３月 日に発生した東日本

大震災では︑大規模地震や津波などが

発生し︑甚 大な被 害 を及ぼしました︒

発災時︑住民は緊急避難を余儀なくさ

れたため︑自宅に取り残され︑飼い主

とはぐれたペットが放浪状態になった

例が多数生じました︒

災害が発生したら︑家族の一員であ

るペットと一緒に避難するために知って

おくべきことや︑準備にはどのような

ことがあるでしょうか︒

ふだんから入る練習をしましょう

23

しましょう。
普段からしっかり準備チェックポイント
「まて」
「おいで」
「おすわり」
「ふせ」
ができる
ゲージやキャリーバックに嫌がらず入る
不必要に吠えない
トイレを決められた場所でする
人やほかの動物を怖がったり、攻撃的にならない
狂犬病予防接種など各種ワクチン接種を行う
のみやダニ、犬フィラリア症など、寄生虫の予防・駆除を行う
不妊・去勢手術を行う
猫もリードやハーネスの装着に慣らしておく

ふだんから基本的なしつけが大事

２.防災用品は飼い主が準備しましょう
ペットと避難したら、水やエサ、ゲージなどが用意されているイメージがありませんか？
避難所にはペット用のフードや水、薬やゲージの用意はありません。ペットの防災用品は飼い主が準備してお
きましょう。
普段からしっかり準備チェックポイント
「薬」
や
「療法食」
「フード」
と
「水」
（最低５日、できれば７日分が望ましい）
ゲージ、キャリーバッグ、首輪、リード
（予備も用意）
食器、ガムテープ
（あると便利）
ペットの写真やワクチンの接種状況、健康状態のわかる記録
ペットシーツ
排せつ物の処理用具
（ビニール袋など）
トイレ用品
（シート、猫砂、新聞紙等）
猫の場合は洗濯ネット
おもちゃやタオル、ブラシなど

4

ペット用持ち出し袋も市販されています

2018 年 2 月号

３.迷子になったときのために身元表示は大切です
突然の災害で、ペットとはぐれてしまう場合があります。迷子にならない
ための対策が必要です。
犬は首輪に鑑札や狂犬病予防注射済票、迷子札をつけて、猫にも迷子札
を普段から着けましょう。
また、脱落の可能性が低く、確実な身分証明となる方法として、マイク
ロチップを装着する方法もあります。
迷子札に書いておくこと
・ペットの名前
・電話番号
・飼い主の名前
・住所
など

マイクロチップリーダーで読み取り

４.同伴避難はできません
（避難所でペットは一緒に同居できません）
１．安全確保し、同行避難
もし、災害が発生したときは、まずは自分自身の安全を第一に、自分
とペットの安全を確保しましょう。突然のことでペットもパニックになり、
いつもと違う行動をとることもあるので、ペットを落ち着かせ、逸走やケ
ガに気を付けて、リードをつけ、ゲージに入れるなどして、ペットと一緒
に同行避難しましょう。
※飼い主がペットを同行して避難場所まで避難することを
「同行避難」
と
いいます。
２．避難所では、同伴(同居)できません
避難所や仮設住宅は様々な人が集まり、共同生活する場です。動物
が苦手な人や、アレルギーのある人もいます。
東日本大震災でも避難所によってペットの取扱はさまざまで、屋外飼育が認められた場合や、人とペットが車
中生活をしなければならない場合などもありました。
同行避難してきたペットについては、受け入れスペースはあっても、屋根があるとは限りません。
市では現在、地域の避難所の施設の形態や地域の飼育状況を考慮し、ペットと一緒に避難生活ができなくて
も、ペットの避難場所は準備し、できる限り屋根のある場所にスペースを設けるよう検討しています。
※避難所で飼い主とペットが同一空間で生活することを
「同伴避難」
といいます。市では人が避難するための最低
限の場所しかありませんので、同伴避難は難しい状況です。
３．日頃からしておこう
日頃から避難訓練を行うときに、ペットを連れて避難する方法を
地域住民で話し合っておきましょう。また、近隣の住民と良好な
関係を築けるようコミュニケーションや飼育マナーに気を配りまし
ょう。万が一の時にお互いに助け合えるよう、飼い主同士や近隣
住民と防災について話し合っておきましょう。避難所への避難以
外にも、親戚や友人などペットの一時預け先を探しておくことが望
ましいです。

2018 年 2 月号
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【今月の環境標語】

±²±

平成２９年度環境標語コンテスト 優秀賞
富山中学校３年 黒川 桜 さんの作品

もう一度、家族みんなで確認！
きちんと分けて「ごみ」を「資源」に！
普段、何気なく捨てている
「ごみ」の中にも、きちんと分けて出すこと
で、大切な「資源」として再び生まれ変われるものがたくさんあります。
南房総市では、
「ごみ」を減らして、大切な「資源」を増やすため、平成
29年4月から資源ごみとして、
「雑がみ」の回収もはじめました。
限られた資源を有効に使うためにも、家族みんなでもう一度、
「ごみの
分け方・出し方」を確認しましょう。

●空き缶
出せるもの／アルミ缶、スチール缶、調味料類、食料品類、スプレー缶など
①缶の中を軽く洗い、つぶしてから出して下さい。
②スプレー缶などは、中のガスを使い切ってから出して下さい。

中を軽く洗います

缶をつぶします

アルミ
リサイクルマーク

スチール
リサイクルマーク

●空きビン
出せるもの／ジュース類、アルコール類、調味料類など
①フタは必ず取り、ビンの中を軽く洗って下さい。
②一升ビンやビールビンなどのＲマーク
（リターナブルマーク）
のつい
たビンは再利用ができるので、販売店でも引き取ります。

リターナブルマーク

●ペットボトル
出せるもの／ジュース類、アルコール類、調味料類など
①キャップを外し、ラベルははがしてから出して下さい。
② 容器の中を軽く洗って下さい。
※清涼飲料水のペットボトルのキャップは、ペットキャッ
プ回収箱に出すことができます。
ペットボトル
リサイクルマーク

ペットキャップ運動にご協力下さい。

6

ラベルをはがし
キャップを外します

2018 年 2 月号

●古紙・布類
出せるもの／新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック、古着、シーツなど
①品目ごと
（新聞紙、雑誌、古着など）
に分け、ヒモで十字にしばり
（高さ40㎝以内）
、広告チラシ類は
新聞紙と一緒に出して下さい。
②牛乳やジュースなどの紙パックは、水洗いし、切り開いて乾かしてから出して下さい。
(紙パックの内側が銀色のものは
「可燃ごみ」
で出して下さい。
）
③古紙や布類は、水にぬれると資源化できません。雨天の日は、透明または半透明のビニール袋に入
れて出すか、次の取集日で出して下さい。
④汚れのひどいもの、裁断くず、バスマットは
「可燃ごみ」
で出して下さい。

ヒモで十字にしばります

紙 パ ッ ク は 水 洗 い し、
乾かします

ダンボール
リサイクルマーク

紙パック
リサイクルマーク

●雑がみ
出せるもの／新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック以外の紙
出せないもの／レシートなどの感熱紙、和紙、シールやシール台紙、カーボン紙、写真、圧着はがき、
においのついているもの
（洗剤や石けんの箱）
、防水加工されたもの
（紙コップ、紙皿など）
①ヒモで十字にしばる
（高さ40㎝以内）
か、紙袋に入れ、ヒモでしばって出して下さい。少ない場合は
雑誌に挟んで出して下さい。
②ビニールなどの紙以外のものは必ず取り除いて下さい。
③紙類は水にぬれると資源化できません。雨天の日は、透明または半透明のビニール袋に入れて出す
か、次の取集日で出して下さい。
④汚れのひどいもの、水に溶ける材質かわからないものは
「可燃ごみ」
で出して下さい。

ビニールは取り外します

金具は取り外します
紙リサイクルマーク

※上 記 マ ー ク が 目 印 に な り ま す
が、必ずしも「雑がみ」扱いにな
るものではありません。分から
ないときには「可燃ごみ」で出し
ましょう。

ヒモで十字にしばります

2018 年 2 月号

紙袋にまとめます
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小雪舞う中消防出初式
１月５日
︵金︶
︑千倉総合運動公園で
南房総市消防団の出初式が行われ︑君
塚団長をはじめとする消防団員２４６
人が参加しました︒

人権ポスター原画コンテスト

が忙しくてご飯を一緒に食べられない
子ども達が︑笑顔で楽しくご飯を食べ
られたらいいなぁという思いを込めて
描きました﹂
とのこと︒

服装点検や小隊訓練︑県の操法大会に

員 連 合 会 主 催 による
﹁ 千 葉 県子 どもの

千葉地方法務局︑千葉県人権擁護委

談などを行っています︒相談は無料で

権教室を開催したり︑各地区で人権相

人権擁護委員は︑市内小中学校で人

渡 邉かんなさん
︵ 三芳 小
４年︶
が優秀賞を受賞

渡邉さんの他にも︑市内小中学生
人の作品が出展されました︒

人権擁護委員を委嘱
１月１日付けで千倉地区の吉田貞子
さん が人 権 擁 護 委 員に 委 嘱 され まし

出場した第４支団第３分団
︵白浜︶
によ

人権ポスター原画コンテスト﹂
で︑三芳

秘 密 は 守 ら れ るので︑家 庭 内 での 問

2018 年 2 月号

8

た︒

る消防ポンプ車操法などが行われ︑寒

小学校４年の渡邉かんなさんが優秀賞

学生を中心に約250人が参加しました。

関係者や多くの来 賓が見守るなか︑

空の下規律正しい動作を披露しました︒

は︑お気軽にご相談ください︒

題︑いじめ︑差別などで悩んでいる人

を受賞しました︒
館 山 人 権 擁 護 委 員 協 議 会 南 房 総・

市には︑法務大臣が委嘱した 人の
人権擁護委員がいます︒
吉田 貞子
︵千倉地区︶

︱１０５１

17

新 任

鋸南部会では︑毎年７月︑市内の小学
４年生を対象に︑人権について考える
﹁人 権 教 室﹂を開 催しており︑夏 休み
の課題として人権ポスターを募集して
います︒

市民課 ☎

33

月９日
︵土︶
︑千葉市のホテルプラ

おばあちゃんの勧めで描いた作品︒親

とてもうれしかった︒このポスターも

は︑﹁普段から絵を描くのが好きなので︑

優 秀 賞 を 受 賞 した 渡 邉 かんなさん

呈されました︒

の受賞者とともに表彰状と記念品が贈

ザ菜の花で開催された表彰式では︑他

12

スポーツ教室では、箱根駅伝や実業団で活躍した
千葉祐一さんが講師を務めました。

また、レース後には
「スポーツ教室」
も開催され、中

作品名は
「子ども食堂」

また︑功労者に表彰が行われました︒

団長を先頭に行われた分列行進

76

今月の表紙

１月21日(日)、第50回新春富山ロードレースが富山

学園をスタート・ゴールに行われました。

大会には約670人が参加。中学男子の部( ４㎞)、

中学女子の部( ３㎞)、一般男子の部(10㎞)、一般女

子の部( ５㎞)、一般男子40歳以上の部( ５㎞)に分か

れて、富山山麓のコースを疾走しました。

加藤投手が訪問

に貢献して︑二桁勝利を目指したい﹂
と
意気込みを語りました︒

日
︵ 土︶
︑内 房 商工会
︵和泉善

新春賀詞交歓会
１月

久会長︶
︑朝夷商工会
︵川名浩司会長︶
︑

石井市長は︑﹁地域の子どもたちの目
標となり︑これまで以上の活躍を期待

月 日
︵木︶
︑南房総市として初の
プロ野球選手である加藤貴之投手
︵北

市の３団体による賀詞交歓会が南房総

し︑交流を深めました︒

市内政財界関係者など２３８人が参加

会︒国・県議会議員など多くの来賓や

新年の幕開けを彩る恒例の賀詞交歓

富浦ロイヤルホテルで開催されました︒

しています﹂
と激励しました︒
勝負の３年目となる来季での巻き返し

今 年 度のチーム成 績は５位と低 迷︑

シーズンに向けた意気込みなどを報告
が期待されています︒

プロ２年目の今季は︑主に先発とし
試合に登板︑チーム内の左投手と

平成 年度統計功労者表
彰式が行われました

しました︒
て
しては最多の６勝を挙げシーズンを終
公的統計調査に尽力し︑その功績が
特に顕著な調査員に対する表彰式が︑

乗せて、和田浦駅にやってきました。和田浦駅周辺にはそ

えました︒

１月 日
︵水︶
に青葉の森公園芸術文化

ランスイート四季島」
が元日に、初日の出を鑑賞する乗客を

加 藤 投 手 は︑﹁ 夏 場 に 調 子 を 崩 し︑
ローテーションを守りきれなかったこ

ホールで行われました︒
表 彰された人は次のとおりです
︵敬
称略︶
︒
厚生労働大臣表彰
下羽 文代
︵千倉地区︶
千葉県統計協会会長表彰
前𣘺 武男
︵和田地区︶
鈴木 利惠
︵千倉地区︶
統計調査は︑社会の動きを正確には
かるための重要なものです︒今回表彰
された人をはじめ︑調査員は︑皆さん
に 安 心 し て 回 答 し て も ら え る よ う︑
日々努力をしています︒

ＪＲ東日本が昨年５月から運行を始めた豪華寝台列車
「ト

市役所を訪れ︑今シーズンの結果や来

海道日本ハムファイターズ︶
が︑南房総

13

「四季島」
がやってきました

29

統計調査への皆さんの一層のご理解

の姿をひと目見ようと、たくさんの人が集まりました。

24

とご協力をお願いします︒

9

2018 年 2 月号

28

とに悔いが残る︒来季はチームの勝ち

来季の活躍を誓った加藤投手

観光大使を務めるKAORUKOさんの
フラワーショー

駅の構内や構外にたくさんの人が見学に来ました。

12

21

今日から始めよう！
続けよう！

よりよい生活習慣

〜３歳児健診からみた子育て事情〜
子どもは日々成長しています。ごはんを食べ、よく遊び、よく眠ることで、丈夫なからだと豊かなこころが育ち
ます。家族とのコミュニケーションの中で、自分が大切に育てられていることを感じ、安心して生活をしていま
す。
最近では、子ども達を取り巻く生活環境も変化してきています。下の表は、平成29年５月から11月に実施した
３歳児健康診査の問診票からの結果です。起床時間は６時台、就寝時間は21時台が多く、就寝時間が21時以降
の割合は83％でした。中には22時や23時に就寝の子ども達もいました。幼児では20時台には入眠し、遅くとも７
時には起こしましょう。大人の生活に子どもを合わせるのではなく、子ども中心の生活リズムを整えてあげましょ
う。小学生でも必要な睡眠時間は10時間以上です。
【平成29年度５月から11月実施の３歳児健康診査の問診票より】

子どもの起床時間

子どもの就寝時間

80

63
60

77

80

59

60

40

40

31
21

20

6

2

0

3

20

0

0

0

0

5

0

3

1

0

0

台
台
前
台
台
台
台
降
り
時
時
時
時
時
時
以
0
2
よ
1
8
9
3
時
2
2
2
1
1
2
時
4
2
18

降
前
台
台
台
台
台
台
以
り
時
時
時
時
時
時
よ
時
8
7
9
5
6
10 1
時
1

食事は時間を決めて、３食しっかり食べることが成長期の子どもには必要です。毎日の飲物は、お茶、牛乳が
基本です。だらだらとジュースやお菓子などの糖分の多いものを食べていると、お腹が空きません。空腹でない
と食べむらにつながりやすく、食事をしっかり食べることが難しくなります。まずは早起きをして朝食を食べるこ
と、日中は外遊びでからだを動かして食卓にむかいましょう。
子どものテレビ視聴が１日２時間以上は多いです。１回30分とルールを決めて、１日の視聴時間を減らしていき
ましょう。家族団らんの時間はテレビを消して、家族との会話を楽しみましょう。日々の出来事
（見たこと、感じ
たこと、できたこと）
を家族に聞いてもらうと子どもは安心します。
生活にメリハリをつけることで、子どものからだとこころが発達します。早寝、早起き、朝ごはん、外遊びがで
きるよう、生活リズムを意識して過ごしましょう。

子どもは1日３食
食べていますか？

子どもは甘い飲み物（ジュース）
を良く飲みますか？

子どもがテレビやDVD を
1日2 時間以上みてますか？
2.3％

7.5％

36.8％

39.1％
60.9％

60.9％

92.5％

はい

いいえ

はい

いいえ

10

はい

いいえ

無回答
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予防接種の大切なお知らせ
①日本脳炎予防接種の
「特例対象者」
の人へ
日本脳炎予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年から平成21年まで、日本脳
炎予防接種の積極的な案内を行いませんでした。その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接
種が受けられるようになっています。
＜特例対象者１＞
平成７年４月２日生まれから平成19年４月１日生まれで20歳未満の人
今年度18歳になる人に２期の案内通知をしていますが、１期が終了していない人や、１期接種の終了後、おお
むね５年の間隔があいている人で２期の接種を希望する人は健康支援課へ連絡してください。予診票を送付し
ます。
＜特例対象者２＞
平成19年４月２日生まれから平成21年10月１日生まれの人
８歳11か月に２期の案内通知をしています。２期の対象年齢の期間中
（９歳以上13歳未満）
に未接種分
（Ⅰ期）
を
公費で接種することができます。
１期が終了していない人は、通知が届いた後
（９歳の誕生月以降）
に１期の予診票を送付しますので、健康支援
課へ連絡してください。

②三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)およびポリオの
予防接種を受け終えていない人へ
平成26年12月に、厚生労働省健康局結核感染症課から、全ての販売会社において三種混合
（DPT）
ワクチンの
販売が終了した旨の連絡がありました。そのため、残りの接種回数を四種混合ワクチンに切り替えて接種するこ
とになります。

Q1

経口生ワクチンを２回接種済みですが、三種混合ワクチン
（DPT）
の接種が完了していません。どのワクチ
ン製剤で接種を完了させれば良いですか？

A1

代わりに四種混合ワクチン
（DPT−IPV）
を使用することが可能なため、事前に健康支援課へ連絡して、四
種混合予防接種の予診票をもらってから接種してください。

Q2

三種混合ワクチン
（DPT）
を必要回数
（４回）
接種済みですが、生ポリオワクチンの接種が１回しかしていま
せん。どのワクチン製剤で接種を完了させれば良いですか？

A1

不活化ポリオワクチン
（単独）
をあと３ 回接種してください。

③麻しん風しん混合
（２期）
または二種混合
（ジフテリア・破傷
風)を受けていない人へ
麻しん風しん混合予防接種
（２期）
の対象者は平成23年４月２日生まれから平成24年４月１日生まれの人にな
ります。二種混合予防接種の対象者は平成17年４月２日生まれから平成18年４月１日生まれの人になります。
まだ接種していない人は、平成30年３月31日までに接種しましょう。
健康支援課 ☎３６−１１５２
2018 年 2 月号
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婚活ツアー

南房総市および㈱ジェットストリームトラベルでは、独身男女の出会いの場づくりとして婚活ツアーを開催
します。
と き／３月18日
（日）9：00 〜 16：30
（予定）
募集期間／３月４日
（日）
まで
募集対象／女性：独身の人
男性：市内在住の独身の人
※男女とも年齢は問いません。
募集人数／女性：20名、男性：20名
※定員が超過した際は、抽選で決定します。
※ツアー最低催行人数は男女とも各10名です。
参加費／女性：4,000円、男性：6,500円
内 容
・とみうら元気倶楽部
（参加者全員集合・お見合い回転ずし）
・道の駅とみうら枇杷倶楽部
（太巻き寿司作り体験・いちご狩り）
・海の幸
（昼食）
・道の駅ちくら潮風王国
（フリータイム）
・ 渚の駅 たてやま
（フリータイム）
※道路、天候状況等により、内容が変更になることがあります。
集合・解散の時間と場所
＜地元からご参加の男性・女性＞ ９：00 渚の駅 たてやま集合。
専用バスでとみうら元気倶楽部へ移動、ツアー実施後、16：30 渚の駅 たてやまで解散。
＜東京からご参加の女性＞

９：45とみうら元気倶楽部に集合。16：10 渚の駅 たてやまで解散。

東京駅からのアクセスは高速バス房総なのはな号が便利です。東京駅7：50発までにご乗車ください。
お帰りは渋滞知らずの館山夕日桟橋から高速ジェット船に乗船可能。
（館山発16：10→竹芝着17：25）
お帰りのチケットはこちらでご用意させていただきます。お申込み時にお知らせください。
申込方法／㈱ジェットストリームトラベルホームページの専用応募フォームよりお申込みください。
https://koitabi-minamiboso.localinfo.jp/
当日までの流れ／上記応募フォーム
（WEB）
で参加申込み→申込み完了通知のメール→
3月5日以降に参加決定通知のメール→受信から3日以内に参加費の振込み→当日のツアー参加
㈱ジェットストリームトラベル 館山市八幡545-1 イオンタウン館山
☎０４７０−２２−５９３０ 受付10：00 〜 18：00 定休日：水曜日

主催：㈱ジェットストリームトラベル・南房総市

企画・実施：㈱ジェットストリームトラベル

※個人情報の取り扱いについて…お申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手
配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内において利用させていただきます。
12
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アビーのつまらないものですが…
文・訳

アメリカのスキンシップ

6
南房総市国際交流員

アビゲイル・クロッカー

そろそろバレンタインデーなので、アメリカのスキンシップについて話したいと思います。アメリカ人は日本人よりスキンシップを
とりますが、ハグやキスに対しての境界線はあり、人によって違います。
私の家族ではよくハグをするし、時々親と姉の頬にキスをします。一部の家族では、頬へのキスは初めて会う人としても普通で
す。しかし、全然ハグしない家族もいます。家族によって違います。
友達とハグするかどうかも人によります。私は毎回ハグする友達もいるし、ハグしない友達もいます。女性の友達との方が良くハ
グしますが、男性の友達ともハグします。これは、アメリカでは全然おかしくないことです。普通はロマンチックな意味ではないで
すが、人によります。私はすべての男性の友達とハグをするわけではありません。友達が悪い人だからではなく、それほど親しくは
ないからです。とても仲が良い友達は、大学のベンチで人前でひざまくらをしたりします。私も男の友達としたことがあります。
スキンシップをすることで、そのグループの仲間意識は強くなると思っています。でも、もしアメリカ人と会ってハグすれば良い
のかどうか分からなかったら、相手の行動に合わせればいいと思います。

Physical Aﬀection in the U.S.
With Valentine's Day coming up, I thought I would talk about physical aﬀection in the U.S. While Americans are
much more aﬀectionate in public than Japanese, there are still boundaries when it comes to hugging, kissing, etc.
and those vary from person to person.
In my family we hug often, and sometimes I kiss my parents and sister on the cheek. In some families, kissing on
the cheek is the norm even when meeting someone for the ﬁrst time. Still, other families don't hug much at all. It
really depends.
Whether friends hug each other or not also depends on the individuals. Some friends I hug every time I see them,
some not. I mostly hug my female friends, but I do hug male friends, too. This is completely normal in the states and
usually doesn't mean anything romantic, but it does depend on the person. I don't hug all of my male friends. It doesn't
mean that some of them are bad people, I just don't feel close enough with some of them to hug. Some close friends
will lay on each other in public (especially in college), and I've done this with male friends, too.
I think that physical aﬀection gives you a sense of belonging. But if you meet an American and aren't sure whether
you should hug or not, it might be best to follow their lead.

金額など細かいことについては覚え

出したのだが︑なにぶん昔のことで︑

ばそのような借金をしたことは思い

る請求書が送られてきた︒そういえ

﹁業者から借金の未払いを指摘す

対応をしなければなりません︒不安

らその可否を検討したうえで適切な

時効制度を利用するのであれば︑自

るでしょう︒請求を受けた消費者は︑

権利が残っているものとして請求す

契約であっても今なお返済を求める

借金の
﹁消滅時効﹂
制度

ていない︒それでも請求に応じて支

な場合には︑信頼できる相談機関へ

13

払わなければいけないのだろうか﹂

2018 年 2 月号

の相談をおすすめします︒

県消費者センター ０４７−４３４−０９９９
9：00 〜 16：30
＊日曜・祝祭日を除く。

このような相談が︑多く寄せられ

市消費生活相談
３３−４３００
10：30 〜 15：30
＊来所による相談を週 2 回、受け付けています。
詳しくは、広報お知らせ版をご覧ください。
商工課
３３−１０９２

ています︒ある程度の期間が経過し

た古い借金の問題を検討するにあ

たっては︑時効の問題を考える必要

が出てきます︒

お金を返さなければならない時か

ら一定の月日を経過すると︑その返

済義務が消滅する
﹁消滅時効﹂
という

制度が存在します︒消滅時効は︑一

定期間の経過によって黙っていても

自動的に完結するというものではあ

りません︒請求を受けた側
︵消費者︶

において︑時効の利益を受けること

を望む旨の意思の表明があって︑は

じめて効果を発揮するものです︒

請求する側
︵業者︶
としては︑古い

消費生活相談窓口

南房総市小・中学生学習講座
委託業者募集

今月の掲示板

市教育委員会では、市内小・中学校において長期
休業中や放課後に学習講座を実施する事業を行って
います。ついては、児童生徒へ教科指導を行う業務
の委託を希望する塾を
募集します。
教科指導の条件や日

三芳、白浜および丸山地区における日直
の執務場所が変わります

程などについて説明会
を行いますので、希望

３月31日
（土）
から、三芳地域センター、白浜地域
センター、丸山地域センターで閉庁日に行っている
日直業務の執務場所が変わります。ご用のある人
は、お間違えのないようお願いします。
なお、その他の日直の執務場所については、変更
ありません。ご理解とご協力のほどよろしくお願い
します。

する塾はご参加ください。
と き／３月２日
（金）10：00 〜 11：00
ところ／丸山公民館２階 中会議室
対 象／南房総市・近隣市町にある塾経営者
内

容／長期休業中および放課後などに小・中学校

で実施する学習講座の業務委託に関わる事項の説明
申込期限／２月22日
（木）
子ども教育課 ☎４６−２９６６

現行の執務場所

『放課後子どもクラブ』
が
多彩なメニューで展開中！

三芳地域センター
（谷向 100）

三芳農村環境改善
センター
（谷向 109 −1）

白浜地域センター
（白浜町白浜 3467−1）

白浜コミュニティ
センター
（白浜町白浜 14955）

丸山地域センター
（岩糸 2489）

丸山公民館
（岩糸 2489)

小学校５・６年生のすべての児童を対象に、週５
日、放課後午後６時まで、いろいろな活動や学習を行
う
『放課後子どもクラブ』
を開催しています。
小学校を会場にしているため、安心・安全に活動
を行うことができ、学校ごとの多彩なメニューを展開

変更後の執務場所

中です。
講師は、塾や習い事の先生、地域の人などが務め、
低料金で受講することができま

総務課 ☎３３−１０２１
有料広告

す。また、市の塾利用助成券も
利用可能です。
メニューや利用については、
各小学校または、子ども教育課
にお問い合わせください。たく
さんの人の利用をお待ちしてい
ます。
子ども教育課 ☎４６−２９６６
有料 広 告
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市長選挙および市議会議員一般選挙
立候補予定者説明会

1 月定例記者会見
1 月 25 日（木）に実施されました

４月15日に予定されている、南房総市長選挙およ

● 第28回南房総フラワーマーチ
● 第２回南房総名品づくりグランプリ
● 上区自治会が
「ふるさとづくり大賞」
で総務大臣賞を
受賞

び南房総市議会議員一般選挙の立候補予定者説明会
を開催します。
立候補を予定している人は、出席してください。

資料は、市のホームページでご覧いただけます。
南房総市／定例記者会見

と き／３月５日
（月）

検索

受付：13：00 〜 説明会：13：30 〜

クリック

ところ／市役所別館１大会議室

みよし探訪25「早春の大日山ウォーキング
と御神的神事」
参加者募集

南房総市選挙管理委員会 ☎３３−１１３１

「みよかん祭」
を開催

増間の大日山を歩き、下山後は県指定文化財の
「増
間の御神的
（おまと）
神事」
を見学するコースです。
（雨

今年も、地域のみなさんの交流の場づくりを目的に

天中止）

「みよかん祭」
を開催します。

定員になり次第締め切りとなりますので、お早めに

三芳幼稚園の子どもたちの作品展示や、お楽しみ

お申し込みください。

くじ引き、紙芝居、和太鼓演奏、よさこいソーラン、

と き／３月１日
（木） ９：30集合

飲食売店コーナーなど、子どもから大人まで気軽に

集合場所／大日山遊歩道駐車場
（増間ダム下）

楽しめるお祭りイベントです。

持ち物／弁当・飲料・手袋・ウォーキングができる服装

※内容は変更になる場合があります。

参加費／３００円
（保険代を含む）

と き／２月25日
（日） 10：00 〜 15：00
（雨天決行）

定 員／ 20人
（事前申し込みが必要です）

ところ／みよし交流館(旧滝田公民館：千代４番地)
地域づくり協議会
「みよし」
事務局(三芳地域セ

地域づくり協議会
「みよし」
事務局
（三芳地域
センター内） ☎３６−１１８５

子どもの捨て場といっても︑そんな場所が本当にあった訳ではあ

りません︒

昭和一桁生まれぐらいまでの人が︑子どもの頃︑悪いことをする

と親や祖父母に言い聞かされた話の上での場所ですが︑丹生の木の

根や深名のザーザン堀がそうでした︒原岡・多田良や館山市の船

形・那古あたりには︑そのことを覚えている人が今もいます︒

15

﹁八束の丹生に木の根っていう淋しい参道がある︒悪いことをす

ると︑そこへ打っちゃってしまうぞ︒そこは人さらいが通るから︑

お前をさらって行ってしまうぞ︒サーカスに売られて酢を飲まさ

れ︑体中の骨を柔らかくされ︑おっかねぇ空中ブランコなんかさせ

られ︑ひどい目に遭うぞ︒
﹂

﹁悪いことをすれば︑深名のザーザン堀ってところに打っちゃっ

てしまうぞ︒そこには︑でっけぇ滝が

あって深い淵もあっだ︒淵にゃ腹から

上 が 人 間 で︑ 足 は 魚 の 尻 尾 の よ う に

なっている女がいて︑夜になるとザー

ザー音を立てて洗濯すっだぁ︒お前は

食われてしまうぞ︒おっかねぇぞ︒
﹂
2018 年 2 月号

ンター内) ☎３６−１１８５

「子どもの捨て場」
第 141 話
生稲謹爾

⑱
シリーズ

〜南房総市内の文化財を紹介します〜

教育委員会生涯学習課 ☎46−2963

市指定無形民俗文化財
あ ん ば や はちまんじんじゃ お

広報みなみぼうそう 月号
平成 年 月 日発行

30
２
８

２

ま

と

安馬谷八幡神社御神的
所在地／安馬谷９３６（丸山地区）
所有者／八幡神社

一年の米作りを占う伝統の神事
安馬谷にある八幡神社では、毎年３月３日に御神的と

的に向かって９本の矢を放ちます

いう神事が行われます。これは、的に向かって矢を放ち、
その結果から農作物の豊凶を占う儀式です。いつから安馬谷で御神的がはじまったのか、詳しいことはわかってい
ませんが、もともとは流鏑馬（馬に乗って走りながら矢を射る儀式）を行い、五穀豊穣や天下泰平を祈願していた
といいます。
現在は、和紙と竹で作られた６尺（約 180 センチメートル）四

発行

方の的を拝殿の脇に置き、社務所の横から歩射と呼ばれる直立

南房総市 〒２９９ ２４９２
千葉県南房総市富浦町青木 番地

の姿勢で矢を放ちます。矢は収穫期が異なる稲（早生・中生・
晩生）ごとに３本ずつ、９本が奉射されます。
的のどこに命中したかで豊凶が占われ、たとえば「中心の黒
丸に当たれば九分作」
、
「いちばん外側の黒輪に当たれば五分作」
、
「上側の白い部分に当たれば日照りがち」などといわれます。
結果は神前に報告されたのち、地区住民へ伝えられ、この結
果を参考にして植える稲の品種や、田植えの時期を決めるとい

│

神事の前には的の前で祈祷が行われます

公開

28

われています。

・平成30年は３月３日 午前11時から
・トイレなし／駐車場あり
・御神的は神事です。お静かに見学ください。

・マナーを守って楽しく見学しましょう。
・見学する時は、所有者・管理者の指示に必ず従ってください。

有料広告

編集
秘書広報課

※広告内容についての問い合わせは広告主
へお願いします︒

０４７０
０４７０

FAX

看護師…若干名

││

20 33
１００２
４５９１

││
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