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第36回　農業まつり第36回　農業まつり

TOWN infomation 町の人口と世帯数
総人口：7,273人（－15） 男：3,382人（－5） 女：3,891人（－10） 世帯数：3,158（+2）
※平成30年12月１日（対前月比）１2019１2019

No.397

　広報みはまの町長通信をご覧いただきありがとうござ
います。
　おかげさまで、約８年間毎回毎回何を書こうかなと頭
をひねりながら、そして担当から早く原稿をと催促され
ながら書いているのが実情です。
　お恥ずかしい限りです。
　毎回つたない文面で申し訳なく思っています。
　さて、昨年を振り返って印象深い出来事は、台風が
３度襲来したことです。
　近年にない暴風、それに伴う煙樹ヶ浜松林の倒木、又
長期の停電、住家被害等住民生活にも大きく支障を来し
ました。
　普段何げなく見ている松林の木々が暴風によって、
倒れたり、幹の途中から折れたりしている状態も多く見
られ、木々が茶褐色になった姿を見て心が折れそうにも
なりましたが、先人達が多くの困難に打ち勝ってこられた
事を思い、何のこれしきと心を強く持つことが出来ました。
　職員も随分と頑張ってくれました。
　停電の中必死になって、上下水道では予備電源として
自家発電機に切り替え、通常通り運転出来たこと、道路
に横たわる倒木をいち早く撤去、避難所での待機等職員
一丸となっての対応に頼もしく、頭が下がりました。

　又、復旧に際しては、建設関係の方々などのご協力に
紙面をお借りしてお礼と感謝申しあげます。そして地域の
人たちの互いの助け合いの姿に地域コミュニティの原点
を見ることが出来ました。
　それとデンマーク大使から台
風被害に対するお見舞いの心温
まるお手紙をいただいたことも
うれしく印象に残りました。
　美浜町は私の生まれ育ったか
けがえのない大好きな町です。
海岸に位置するため台風や津波の恐れはあります。
　しかし普段は海の幸、自然の宝物をたくさんもらって
います。自然と共生しながら先人達もここで生活してま
いりました。私はこの素晴らしい自然を活かしながらより、
災害に強いしなやかな町づくりに微力ながら邁進してま
いりました。
　西川河川改修、浜ノ瀬の高波・侵食対策、県道御坊由
良線の拡幅改良等皆さんのおかげで動き出したことが
印象深く感じます。
　皆さんにとってこの一年が素晴らしい年になりますよ
うに。

町 長 通 信

の交流会」へ参加してきました。
　県またぎなので、和歌山県だけでなく、奈良県の地域
おこし協力隊の方も来られていて、今回のテーマは
『スキルシェア』。
　テーマ別のワークショップでは、私は「ネットワーク
活用」というテーマのチームに参加。
　地域おこし協力隊のネットワークをもっと活用しようよ！
という課題で５人ほどで話し合い、今後の町おこしに
繋がるような結論を出せました。
　どんな結論が出せたのかは今後の活動の中で実現して
いきたいと思っておりますので、そのときはご協力よろ
しくお願い致します。

　明けましておめでとうございます。地域おこし協力隊
の白濱です。
　旧年中は町民の皆様に大変お世話になりました。
　本年もよろしくお願い致します。
　さて、11月23日にかつらぎ町の道の駅で行われた
「みはまマルシェ～美浜町PRイベント～」に行ってき
ました。
　美浜町の産品販売や移住ＰＲなどを行い、販売していた
産品は完売し、パンフレットなども足りなくなるくらい
で大盛り上がりしました。
　また、こういう機会があれば参加して、もっともっと
美浜町のＰＲをしていきたいと思います。
　12月のアンテナショップＭＩＨＡＭＡではクリスマス
ワークショップ「松ぼっくりを使って、クリスマス飾り
をつくろう！」を行いました。
　美浜町の木である松。煙樹ヶ浜の松林にはたくさんの
松ぼっくりが落ちています。
　そんな松ぼっくりを使ってクリスマス飾りを作りました。
グルーガンを使って土台にくっつけて、リースやツリー
にしていきます。
　「あーでもないこーでもない」と悩みながら自分色の
リースやツリーができました。
　そして、橋本市で行われた「県またぎ地域おこし協力隊

美浜町地域おこし協力隊 活動報告 （白濱　亜聖）



新年あけまして
 おめでとうございます
新年あけまして
 おめでとうございます
新年あけまして
 おめでとうございます

　新年明けましておめでとうございます。
　町民の皆様方には、健やかに平成31年「亥」年を
お迎えのことと心からお慶び申し上げます。
　また、日頃から町政の推進にご支援とご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。

　昨年を振り返りますと、台風20号、21号、24号
と立て続けに襲来に遭いました。
　特に台風21号のような暴風は記憶になく、多く
の方々も同様ではないでしょうか。
　そして、煙樹ケ浜の松林は、暴風の影響により
豊かな木々が塩害により茶褐色に変色し、倒木等も
数多くありました。
　潮害防備保安林として住家や農地から身を以て
被害を最小限に抑えてくれた結果ではなかろうかと
感じています。
　今後、更に強い松林として後世へ残していくよう
努めていくことが必要であると考えています。
　また、停電や電話が通じないなど、日頃何気なく
使っていたものが使えない不便さを改めて感じ、
ライフラインの有り難さを再認識しました。
　町内を回っていると、あちこちで地域の皆様が
助け合う姿が見受けられ、これこそが地域コミュニ
ティ力であると感じました。

　さて、当町は地震津波対策に力を注いでいます。
　平成29年11月には、住民待望の日本一の高台
津波避難場所が完成、高台の整備面積約13,000㎡、
標高15.5ｍ、避難場所面積2,400㎡の規模を誇り
ます。
　備蓄倉庫６基やマンホールトイレは下水道に接続、
かまどベンチは、災害時にかまどに早変わりといった
設備があり、町は一挙に津波避難困難地域を解消す
る事が出来ました。
　また、高台建設の盛土材約40,000㎥は県事業と
国交省事業の発生土を無償で提供してもらい、有効
活用させていただきました。まさに『一石二鳥』の
取組だと自負しています。
　また、平成30年８月には、災害時の地域防災体制
の確立を図るために三尾場外離着陸場が完成し、
今後は浜ノ瀬地区・田井畑地区・上田井地区に津波
避難施設を予定しています。
　10月には、若き津波防災大使として、インドネシア、
デンマーク等24カ国の高校生が現地で、かまどベンチ
などを自ら組み立てるなど、学んで頂きました。

　高校生からは、非常に参考になった、素晴らしい
との言葉を頂いたことが、心に残りました。

　いきいき百歳体操は、平成28年10月、浜ノ瀬
地区からスタートし、現在は、全地区において展開
しています。
　これは介護予防とともに、防災の観点からも自分
で逃げられる体力づくりとして導入しています。

　次に地方創生事業についてですが、東京一極集中
を解消し、地方の人口減少に歯止めをかけるとともに、
国全体の活力を上げようとする安倍政権の政策で、
当町の取り組みの一環として、プロジェクトＡ
（煙樹海岸活性化プロジェクト）は、煙樹海岸キャンプ
場管理棟において地域特産品を販売している「アン
テナショップＭＩＨＡＭＡ」、プロジェクトＢ（ふ
れあいと健康と起業のまち「みはま」）は、吉原公園
周辺において、産品販売・カフェや各種教室の
開催、プロジェクトＣ（日ノ岬・アメリカ村の再生
とふるさと教育）は、カナダでの生活や暮らしの
一端が垣間見える施設「カナダミュージアム」、近隣の
新鮮な食材を活かした料理やカナダ風の食材を使った
「アメリカ村食堂すてぶすとん」、近々開設予定の
ゲストハウス「遊心庵」の取り組みを行っています。
　美浜町の良さを知ってもらうことで人口減少の
歯止めにつなげていければと考えています。

　今後も町民のひとり一人の笑顔がたえない、元気
な町づくりに、全力で取り組んでまいります。

　結びに、町民の皆様方にとって、今年が素晴らしい
年となりますようお祈りし、新年のごあいさつとい
たします。

平成31年　元旦

2019.１　みはま　光る海　青い空　松のみどり　私たちは美浜の自然を守ります。
２



問い合わせ先　美浜町選挙管理委員会　TEL 23－4901

問い合わせ先　住民課　TEL 23－4904

　町長選挙・議会議員一般選挙に立候補を予定されている
方を対象に、説明会を開催します。
　立候補の届け出に必要な書類の記入のしかたや、選挙運動
に関する説明などを行いますので、立候補を予定されている
本人または代理の方の出席をお願いします。

日時　１月10日（木）
　　　午後１時30分～
場所　役場 ２階会議室

※受領書と引き替えに書類を
　お渡ししますので、認印を
　持ってきてください。

　

　投票所での投票時間は午後６時まで！

●開票は午後７時30分から美浜町

　地域福祉センターで行います。

●選挙当日、投票所へ行けない方は

　２月６日（水）から２月９日（土）

　までの間、役場で期日前投票が

　できます。

　期日前投票は午前８時30分から

　午後８時までです。

投票日　２月10日（日） 立候補予定者説明会を開催します立候補予定者説明会を開催します立候補予定者説明会を開催します

美浜町長・美浜町議会議員一般選挙

１月のゴミ収集日

※燃えない（複雑）ゴミは、不燃の指定袋に入れ、燃える
　ゴミと同じ場所に出してください。
　集積場所への搬入は大型ゴミのみとなりますので、ご注意
　ください。
※今月は大型ゴミの収集はありません。
※空き缶・ペットボトルは、最寄りの回収箱へ入れてください。
※食品ロスをなくしましょう「買い過ぎず」「使い切る」「食べ切る」
※古新聞・本・雑誌・段ボール等の紙類・衣類（綿
　100％のもの）は、太陽作業所および子どもクラブが実施
　する資源ゴミの集団回収にご協力ください。    

分　　別

燃えるゴミ

（毎週）月・木曜日
   入山・浜ノ瀬・吉原・田井畑
   上田井
（毎週）火・金曜日
   三尾・和田・本の脇・新浜
（毎月）　第２水曜日　 9日　

（奇数月）第３水曜日　16日

（毎月）　第４水曜日　23日

（小型）プラスチックゴミ

燃えない（複雑）ゴミ

資源ゴミ

収 集 日

「分別」と「リサイクル」ゴミの減量にご協力を！

不法投棄について
◇不法投棄は犯罪です
　　廃棄物（ゴミ）は、私たちの日常生活に伴って排出さ
　れる「一般廃棄物」と、事業活動に伴って生ずる燃えがら
　や汚泥など、指定された内容に基づく「産業廃棄物」と、
　大きく２種類に分類されます。これら廃棄物の不法投棄は、
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、
　違反した場合、不法投棄の原因者は投棄した廃棄物（ゴミ）
　の撤去を求められるとともに、５年以下の懲役若しくは
　1,000万円以下（法人の場合は３億円以下）の罰金、また
　はその両方の罰則が科せられます。
◇不法投棄とは
　　不法投棄には、「集積所以外にゴミを捨てる」という
　行為のほかに、「収集日以外に集積所にゴミを出す」、
　「事業系活動から生じるゴミ（産業廃棄物）を出す」と
　いう行為も含まれます。また、町が収集できないゴミを
　集積所に出す行為も、もちろん不法投棄に該当します。
　　こうしたゴミ出しルールを守れない一部の心ない人に
　よる不法投棄によって町内の自然環境や私たちの生活環境
　が損なわれるばかりでなく、やむを得ず町で回収した不法
　廃棄物を処分するため別の料金が必要になります。

　美しい景観、豊かな自然を次世代に引き継ぐために、「不法投棄を許さない！」を
合言葉に、適正なゴミ処理をし、環境美化に努めましょう。
　ゴミの分別については、ゴミの出し方・分け方、50音別ゴミ分別リストを確認してい
ただくか、美浜町役場住民課までお問い合わせください。

　汗と希望　たゆまぬ努力　私たちは日々の仕事にはげみます。　2019.１　みはま
３



ひまわりこども園
■ 園開放

■ バス遠足とミニ運動会

　11月１日、２日、５日、園開放
を実施しました。
　今年度はたくさんの保護者の
方々に参加していただき、地震津波
想定の避難訓練や異年齢児の活動、
英語活動等見ていただきました。
　保育参加や参観とは違った感じ
で子どもたちを見ることができ、
成長を感じた等の感想が聞かれま
した。

　11月2日、３～5歳児は白浜
アドベンチャーワールドへ行きま
した。
　イルカのショーやいろいろな
動物のショーを見て歓声を上げて
いました。
　お友達と一緒に、お家の人が
作ってくれたおにぎりをおいしく
いただきました。
　同日、0～２歳児は、子育てつどいのへやを利用の
方と一緒にミニ運動会を行いました。

■ 金銭教育公開保育

■ １月の予定

　たくさんの保護者の方が来てくだ
さり、体操やかけっこ、親子で楽し
める競技やバルーンもしました。
　お家の方が膨らませたバルーンの
中に入って子どもたちは大喜びでした。

　11月30日、公開保育で３～5歳児の活動を教育関係
の方や他園の先生、保護者の方に見てもらいました。
　異年齢児の活動に「みんなが楽しく遊んでいますね」
「遊びの中でいろいろな工夫がされていました」との
声がありました。
　その後、中央公民館に移動し、
2年間取り組んできた活動について
発表し、いちのせかつみ氏による
講演会を聞きました。
　午後から研究協議を持ちました。

４日　保育始まり
９日　３学期始業式
16日　誕生会
17日　キノピー教室（３歳児）
26日　お楽しみハッピー会（０～２歳児）

■ 音楽会　～11月９日～

■ 不審者避難訓練　～11月13日～

　多くの方々に参観いただく
中、盛大に開催することがで
きました。
　「大きな歌」の全校合唱か
ら始まり、各学年の歌と合奏
へと進めていきました。
　１年生は、歌「おどりのすきなウンパッパ」合奏
「こいぬのマーチ」。２年生は、歌「手のひらを太陽に」
合奏「山のポルカ」。３年生は、歌「ともだち」合奏
「パフ」。４年生は、歌「ねえ　歌おう」合奏「花がさ
音頭」。５年生は、歌「せかいがひとつになるまで」
合奏「ブラジル」。６年生は、歌・合奏（ミュージカル）
「メリー・ポピンズ」より「チム・チム・チェリー」他。
　各学年とも素敵な歌声を響かせ、きれいな音を奏で
るように頑張ったように思います。

　３時間目に行いました。前半は、不審者役の御坊
警察署の方が３階の５年教室に侵入したという設定。
全校児童が迅速に体育館に避難することができました。
　後半は、不審者に声をかけられた場合の対処方法の
体験と講習。児童代表の６人が体験しました。不審な

■ 雲の動き　～11月16日～

■ １月の予定

声をかけられて危ないと感じ
たときには、相手との距離を
とること、身長などの特徴を
覚えておくこと、きしゅう君
の家を見つけたときにはそこ
に逃げることができることな
どを確認しました。

　５年生に和歌山高専の孝森先生、秋山先生をお迎え
し天気の授業をしていただきました。
　孝森先生が和田小学校屋上にて360度撮影用のカメラ
を使って観測した動画を見せてもらいました。動画に
は雲が西山の方から松原小学校の方向に、つまり西か
ら東に流れている様子がよく分かりました。授業の最後
には、「美浜町の天気に関することわざはあるのですか」
とか「天気予報はどのように
して調べているのですか」と
かの質問をしました。天気予報
が身近に感じられる素敵な授業
を受けることができました。

７日　始業式
　　　セーフティネット
　　　さわやか運動

和田小学校和田小学校

2019.１　みはま　笑顔と健康　ふれあう心　私たちは住みよい町をつくります。
４



松洋中学校松洋中学校

松原小学校松原小学校
■ 第２回地震津波避難訓練

■ 音楽・学習発表会

　11月２日、本年度２回目の地震・津波避難訓練を行
いました。
　今回は、休み時間中に地震が起きたときを想定し、
松原地区高台津波避難場所まで避難しました。学校を
出発して高台まで全員避難するのに要した時間は、お
よそ８分ほどでした。避難場所では、役場防災企画課
の方から、避難の仕方や高台避難所の説明をしていた
だきました。
　低学年と高学年がペアになり、ルールを守りながら
迅速に行動することができました。避難することの
大切さを学ぶとともに防災意識
を高められた訓練となりました。
ご協力いただいた、御坊警察署、
役場防災企画課の皆様ありがとう
ございました。

　11月16日、学校開放の一環
として、音楽・学習発表会を
開催しました。
　初めに、全職員伴奏のもと全校
みんなで校歌斉唱を行い、次に
各学年の学習発表、つづいて１・２年生、３・４年生、
５・６年生による音楽発表を行いました。最後に、

■ ５年生社会見学

■ １月の予定

「翼をください」を手話を交えて全員で合唱しました。
　「発表会を成功させよう」を合言葉に心をひとつに
全校、学年で練習に励み、成果
を発揮し堂々と発表することが
できました。御観覧いただいた
保護者・地域の皆様方温かい励
ましのお言葉、応援ありがとう
ございました。

　11月21日、5年生が社会科
で学習したことを深めるため、
和歌山市にある花王工場とＮＨＫ
放送局に見学に行ってきました。
　花王工場では、製品ができるまでの行程を見学させて
もらい、エコラボミュージアムで自然環境保全のための
取組みの説明を受けました。ＮＨＫ放送局では、実際に
使用しているスタジオに入場させてもらい、放送の仕
組みや仕事の内容について詳しく説明していただきま
した。自分たちの暮らしが、多くの人たちの工夫や努
力によって支えられていることを学んだ社会見学とな
りました。

　　　７日　３学期始業式
８日・９日　交安指導
　　 17日　避難訓練（火災）

■ 和歌山県中学校新人大会

■ 和歌山県中学校駅伝競走大会（田辺市）

■ 日高地方中学校駅伝競走大会（日高川町）

■ 平成30年度「税に関する中学生の標語」 

柔道の部
男子個人60kg級　３位　西　　虹羽
剣道の部
男子団体　２位
女子団体　ベスト８
男子個人　２位　　　重村　有哉
　　　　　ベスト８　前田　健心
　　　　　　　　　　山田　秀星
バドミントンの部
男子シングルス　２位　中村　伊吹
男子ダブルス　　２位　中村　伊吹・髙松　正義

男子　27位
女子　30位　　

男子　　９位
区間賞　２位　中西　悠吏　　
女子　　４位
区間賞　１位　中西　陽菜

優秀賞　岩﨑　俊介・川合　咲穂・細田　萌花

■ 日高地方子ども絵画作品展 

■ 競書会（硬筆の部）

■ 校内音楽会

■ 子ども議会

優秀賞　井戸本浩暉・細田　乃愛・寺口　広宣
　　　　寺田　悠人・浦出　珠希

特　賞　中西　陽菜・龍神　美咲・細田　萌花
　　　　岡本　華奈

　11月２日（金）に校内音楽会
を行いました。
　当日は地域の方々や保護者の方
100人以上の方に聴いていただ
きました。
　クラス合唱の部では、１年２組
が金賞、１年１組が銀賞、３年
１組が銅賞でした。

　11月15日（木）に子ども議会
が開かれ、３年生12名が、町の
高齢化対策や防災対策、税金の
使われ方などについて質問を行い
ました。
　中学生の目線で町の課題を考え
ることで、地方自治への関心と
美浜町民としての意識が高まった
のではないかと思います。

　歴史と伝統　新たな歩み　私たちはふるさとの文化を高めます。　2019.１　みはま
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　新年明けましておめでとうございます。皆様方には、

ご家族お揃いで新しい年をお迎えのことと心よりお

慶び申し上げます。

　平素は、当町の教育の振興と発展に対して、それ

ぞれのお立場から、深いご理解とご協力・ご支援を

賜り、誠にありがとうございます。心より厚く御礼

申し上げます。

　新年が明け、「平成31年、亥年」となりました。

十二支のうち12番目の干支で、「亥」の漢字が当て

られました。なぜイノシシが12番目なのか。昔、

干支の順番を決めるとき、イノシシは「猪突猛進」

というように、非常に早い速度で走ったために、

ゆっくり歩いていたウシを追い越して、ゴールである

神様の前をも通り過ぎてしまったそうです。気がつ

いて、神様の前に戻ったときは、既に11匹の動物が

到着していて、最後の12番目になってしまったとい

うことです。

　イノシシは、古くから神聖な動物とされており、

田や作物の神として崇められてきました。アニメ

「もののけ姫」にもシシ神という名前で、イノシシ

の神様が登場していました。イノシシは、勇気と

無病息災の象徴ともされています。

　さて、時代とともに学校教育も少しずつ変化を

見せてきていますが、今、日本の学校制度が変わろ

うとしています。それは、既にお聞き及びのことと

思いますが、「コミュニティ・スクール（学校運営

協議会制度) 」の導入です。教育関係の法律のひとつ

に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」と

いう名の法律があり、このたびその一部が改訂され、

「各学校に学校運営協議会を置くものとする。」と

いう条文ができました。それぞれの学校に「学校運営

協議会」の設置が努力義務となり、本町においても

各学校に平成31年度に設置の方向で準備を進めてい

ます。

　これは、学校に「学校運営協議会」を設置し、

保護者や地域住民の方々に協議会委員にご就任いた

だき、児童生徒の健全育成や学校運営の改善等を目的

に、学校や地域の諸課題等についても協議し、改善

を図っていくというものです。もちろん、学校運営

の最終的な権限と責任は校長にあるのは申し上げる

までもありませんが、地域住民の方々の学校運営へ

の参画とご支援をいただくとともに、学校評価等を

も実施していただくことによって、学校と地域とが

互いの信頼関係をより深めていければと考えています。

　そして、「学校運営協議会」を軸として、地域と

学校が双方向に高め合い、互いに充実していくため

の実践に結びつくことを期待したいと思います。地域

の皆様方には何かとご協力いただかねばならないこ

とが出てくるかと思いますが、どうかよろしくお願

いいたします。

　世間は非常にあわただしく時が過ぎてゆきます。

その中で、教育関係ばかりではなく、様々な出来事

が起きています。昨年は、地球規模での気候の異変

に伴って大型の台風が続いて襲来するなどにより、

多くの災害をもたらしました。「平成31年、亥年」

の年頭に当たり、昨年を振り返りながら、今年こそ

は穏やかな明るい年になりますようにと祈念しつつ、

皆様の益々のご健康とご多幸をお祈り申し上げ、

ご挨拶といたします。

教育長　古屋　修
美は万

館 報
年頭に寄せて

2019.１　みはま　愛とはげまし　育てる心　私たちは美浜の明日を信じます。
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　本年は、美浜町文化協会発足50周年という記念す
べき年でもあり、11月17・18日の両日は文化展に
加え2年に一度の芸能発表会・50周年の記念式典等
が重なり、準備等に煩雑を極めましたが、公民館職員
の方々はじめ多くの会員のご協力によりまして、恙な
く無事盛会裏に開催することが出来ました。
　当日、会場にお運び頂きました皆様方には、有り難
く厚く御礼申し上げます。
　文化展へは、会員のほか町内にお住まいの方でしたら、

どちらでも作品の出品ができますので、多くの方々の
ご参加をお待ちしています。
　文化展・芸能発表会にご協力頂きました会員の皆様
方及び小・中学校、学童保育、老人ホームのみなさん、
婦人会の方々等ご出展賜り有り難うございました。
　心より御礼申し上げます。

美浜町文化協会会長　岡本　淨

第50回 美浜町文化展を終えて

第50回 美浜町文化祭短歌大会入賞作品

かけ

　11月21日、松原地区公民館にて開催し、互選のうえ、次の作品が入賞しました。

文化協会賞
　一席　　我が巡り優しき人に恵まれて片麻痺の身をこころ豊けき　　　　　田端喜美子

　二席　　長風呂の吾を気遣へる夫の声互いにねぎらふ老いゆくふたり　　　豊田安都子

　三席　　君想い暮れなずむ空見上げれば雲の隙間も摩周湖に見ゆ　　　　　山本　祥佳

　四席　　塩害で枯野の中の彼岸花ぴんと背のびし鮮やかに咲く　　　　　　林　　智美

　五席　　駆足で家路を急ぐ子供らとこれも駆け足秋の黄昏　　　　　　　　都築　　良

はまゆう短歌会賞　　
　吾がこころ嵐のように吹き荒び鎮もり待てと半分が言う　　　酒井　絹永

　はろばろと太平洋につづく海光る波の上夕日漂ふ　　　　　　山岡　紀江

　朝風に揺るるすすき穂清清し高速道にパール色映ゆ　　　　　山本　範子

すさ

すがすが

しず

へ

たそがれ

■ １月４日の役場駐車場ついて
　　午前10時30分より、地域福祉センターにて成人式
　を開催するため、役場駐車場の混雑が予想されます。
　　来庁されるみなさんには
　ご迷惑をお掛けしますが、
　ご理解・ご協力をお願いし
　ます。

■ １月13日の交通規制について
　　町駅伝大会の開催に伴い、午前10時～午前11時
　30分の間、交通規制を行います。
　　場所は、三尾郵便局～本の脇三叉路・中央公民館～
　喫茶きゃら前です。（最終走者通過後解除）
　　沿道のみなさん、ドライバーのみなさんのご理解・
　ご協力をお願いします。

各種お知らせ

問い合わせ　中央公民館　TEL 22－7309

（写真提供　これカラークラブ山口正英さん・山口節子さん）

　2019.１　みはま
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１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位部　門
前田　悠輝
４分47秒
浦　　美都
５分47秒
松川　綾希
４分14秒
中野　希歩
４分55秒
寒川　晃丞
６分36秒
金川　愛枇
７分02秒
北裏　翔琉
６分09秒
松山　そら
６分36秒
松下　　誠
10分25秒

北裏　武志
７分07秒
中西　晶萌
８分15秒

花野　壱真
５分24秒

常風　貴耀
４分38秒

哉原　圭登
６分56秒
西　　華那
７分13秒
中野　律夢
６分56秒
北裏　彩乃
６分38秒

西　　大誠
７分33秒

山田　裕翔
５分59秒

森口　陽仁
４分49秒

今枝　篤哉
７分01秒
松川　ゆあ
７分01秒

出口　雄統
７分43秒

松下　忠史
６分19秒

徳永　誠太
４分54秒

大野孔士郎
10分28秒
中野　心愛
７分03秒

杉田　海璃
４分55秒

青木　咲優
７分31秒
 

三尾　健心
５分11秒

佐々木　愛実
８分57秒

男子・１年
（1.0km）
女子・１年
（1.0km）
男子・２年
（1.0km）
女子・２年
（1.0km）
男子・３年
（1.5km）
女子・３年
（1.5km）
男子・４年
（1.5km）
女子・４年
（1.5km）
男子・５年
（2.0km）
女子・５年
（2.0km）
男子・６年
（2.0km）
女子・６年
（2.0km）

開催日  12月９日 　　参加者  男子20名　女子11名

第44回 美浜マラソン大会結果

2019.１　みはま
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■ 女子の部
　優勝　ひっつき虫
　　監督　龍神　寿花
　　選手　井原　由賀・福山　寛子・濱口　理恵
　　　　　田端　みち・和田　亜貴・北出志津佳
　　　　　高垣まゆみ・小恒　麻衣・若野　晶子
　　　　　松本　康子・福田　　円・武内　真紀
　　　　　福島久美子・中家　寛子・堂前　　愛

　準優勝　上田井ＳＣ
　　監督：小林直美
　　選手：山見　京子・岩﨑　陽子・中川　純子
　　　　　城間　優子・村上　祐子・安達　和代
　　　　　上畑　　郁・金川　美樹
　　　　　
　第3位　Bクラブ
　　監督：松下　博子 
　　選手：山下　瑞代・福田　昌美・鈴木　　幸
　　　　　砂田　美和・浜田　紗代・阪口　三穂
　　　　　田伏みずほ・村岡　　唯・野口　真帆
　　　　　山下　穂浪・畑　　依子・保田　奈緒
　　　　　池下　亜弥

■ 男子の部
　優勝　上田井SC Ａ
　　監督　小林　　巧
　　選手　山見　幸生・中谷　正司・金川　貴志
　　　　　権神　　司・上山　直紀・田端　克好
　　　　　田端　文人・碓井　裕也・田端　宏基
　　　　　日裏　桂太・上畑　彰彦・上山　綾太

　準優勝　吉原Ａ
　　監督：龍神登志夫
　　選手：永楽　　務・塩路　仁司・松本　明典
　　　　　岡田　良洋・福島　　教・大石　正人
　　　　　福田　智宏・高垣　徹矢・青木　貴史
　　　　　吉本　弘二・堂岡　達司・松本　典之
　　　　　
　第3位　東ＳＣ
　　監督：出口　陽一
　　選手：垣森　太助・深瀬　太朗・若野　瑞輝
　　　　　東　　克英・吉川　　元・出口　健一
　　　　　塩﨑　弘文・出口　文貴・中畑　元希
　　　　　山本　記義・松川　　博・木下　和大
　　　　　出口　　健・若野　博一・鳴海　三男
　　　　　出口　奈月

第29回 町秋季ビーチボールバレーリーグの結果

アトラクション～継続は力なり～（５ペア参加）
※ラリーがどれだけ長い時間続くか競う競技
　優　勝　　安藤　妃史・浜口　典子
　　　　　　（記録 ３分02秒）
　準優勝　　碓井　裕也・碓井　　恵
　　　　　　（記録 １分40秒）

第42回 町民卓球大会結果

　12月２日に松原小学校体育館で開催し、熱戦を繰
り広げました。

シングルス
　１部（４名参加）　優　勝　伊藤　克之
　　　　　　　　　　準優勝　村尾　安章
　２部（15名参加） 優　勝　髙垣　喜宣　　　
　　　　　　　　　　準優勝　椎﨑　博文
ダブルス（８ペア参加）
　優　勝　　髙垣　喜宣
　　　　　　椎﨑　博文 ペア　　　
　準優勝　　安藤　妃史
　　　　　　稲葉　清子 ペア

2019.１　みはま
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美浜町立図書館だよ
り

友学の森友学の森
新刊案内

村山 由佳（著）

ヨシタケ シンスケ（著）

西條 奈加（著）
　海の近くの日本家屋に愛猫と暮らす、
小説家のハナ。
　2度の離婚を経て、人生の後半を
ひとりで生きようとしていたが…。
　村山由佳の作家デビュー25周年
記念作品。
　『ハルメク』連載を単行本化。　

　火事で店を失った秋成は、幼なじみ
の雨月が結ぶ庵に居候することに。　
　だが雨月は、妖しを引き寄せる体質
で…。
　「雨月物語」に大胆な現代的解釈を
試みた珠玉の連作短篇集。
　全９篇を収録する。
　『小説BOC』連載を書籍化。

はつ恋 雨上がり月霞む夜

　未来に待っているのは、大変なこ
とばかり。
　それって本当？
　それしかないわけないでしょう！
　考え方ひとつで楽しい未来が見え
てくる！
　未来に不安を抱えるすべての人に
おくる、ヨシタケ式かんがえる絵本。

　ゾロリ、イシシ、ノシシをはじめ、
ライバルからヒロイン、旅の途中で
出会った人たちまで、「かいけつ
ゾロリ」シリーズに登場した全キャラ
クターを紹介。
　誕生秘話やおやじギャグクイズなど
も掲載。

それしかないわけないでしょう かいけつゾロリ大図鑑キャラクター大全

１月休館日のご案内

※○で囲んだ日が休館日です。
　休館日は月曜日・祝日・月末などです。
※開館時間は午前９時30分～午後６時です。

月 火 水 木 金 土 日

４
11
18
25

２
９
16
23
30

３
10
17
24
31

５
12
19
26

６
13
20
27

７
14
21
28

１
８
15
22
29

今月のおはなし会
☆１月12日（土）
☆午前10時～午前10時30分
☆中央公民館研修室
☆幼児・児童を対象とした「森の
　オアシス」による絵本・紙芝居
　の読み聞かせです。
　毎月第２土曜日に開催しています。

『図書館福袋』の貸出をおこないます!『図書館福袋』の貸出をおこないます!『図書館福袋』の貸出をおこないます!
　図書館福袋とはテーマ別に本を２冊ずつセットにして包み、借りるまで中身がわからないように、貸し出しするものです。
　一般向け、幼児向けそれぞれ10セットずつご用意しています。
　１月４日から貸し出しスタートで福袋がなくなり次第終了します。
　１年の始まりに、新たな本との出会いを楽しんでみませんか。
　この福袋は本をさしあげるものではありません！貸し出し期間終了後は返却してください。

2019.１　みはま
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１月の予定
16日（水）　お正月遊び＆お誕生会
22日（火）　鬼の面作り（１・2歳児）
24日（木）　鬼の面作り（０歳児）
※新年は９日（水）から「ホッとルーム」を開所します

11月はこんなことをしたよ

ひまわりこども園

子育てつどいのへや

11月生まれのお友だち

問い合わせ先　ひまわりこども園　TEL 22－3650

交通安全指導

　御坊警察交通安全課の方の交通安全指導を受けました。
　きしゅうくんも来てくれて、一緒に左右確認し横断歩道を渡る練習をしました。
　「チャイルドシートの着用」「自転車に乗る時、子どもはヘルメット着用」
「親子で歩道を歩く時、子どもは内側」は、子どもの命を守るために保護者
が絶対に守って欲しいと繰り返し教わりました。

保健の先生のお話＆お誕生会

　園の細川看護師に秋から冬に流行する感染症
の予防と罹ったと
きの対処法につい
てのお話を聞きま
した。

ベビーマッサージ

　12名のママと13名
の赤ちゃんが集合。
　原井まどか先生に、
マッサージの仕方を教
わりました。
　ママの優しいマッサー
ジを受け、赤ちゃん達は
うっとりとした表情で
した。

ミニ運動会＆ふれあい交流会

　子育てつどいのへやと園の乳児組
合同の「ミニ運動会」を行いました。
　年齢別のかけっこや競技、参加
者全員でのパラバルーンなどを楽
しみました。
　最後まで頑張った子ども達は、
ご褒美のメダルとプレゼントを
もらって喜んでいました。

2019.１　みはま
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お知らせお知らせ

忘れず納付！
町県民税・国保税

問い合わせ先　税務課　TEL 23－4903

　１月末日が納期限となる町税は、町県民税 第４期分・
国民健康保険税 第８期分です。
　１月31日までに納めてください。

■ 期限内納付にご協力を     
　　納税本来の姿は、定められた納期限までに自主納付
　していただくものです。
　　大多数の方は、納期限を守って納付いただいていますが、
　町税を滞納すると納税の催告（督促状などの発送）の費用
　がかかり、納付していただいた町税を有効に活用すること
　ができなくなります。
　　町税の期限内納付に協力してください。
■ 税の公平性     
　　納期限内に税を納付された方と納付されなかった方の
　不公平をなくし、税の公平性を保つため、また、行政
　サービスの財源を確保するために、町では法律に基づき
　滞納処分を行っています。
■ 滞納処分
　　期限内に納付されない方に対しては、督促状や催告書
　などにより自主納付を促しています。
　　しかし、文書による催告にもかかわらず納付がなく、
　納税相談にも応じないなどの滞納者に対しては、税の
公平性を保つため、滞納処分
として財産調査や勤務先など
への収入（給与）調査を行い
差し押さえを執行します。
　なお、差し押さえた財産は、
換価して滞納金にあてること
となります。

防災ひとくちメモ

「税に関する中学生の標語」
優秀作品

税金で　笑顔が溢れる　町作り
松洋中学校　3年　川合　咲穂

税金を　納めてみんなで　たすけあい
松洋中学校　3年　岩﨑　俊介

税金で　大きな笑顔　咲かせよう
松洋中学校　3年　細田　萌花 問い合わせ先　防災企画課　TEL 23－4902

【空気が乾燥する冬は火災に注意！！】
　冬から春にかけては、空気が乾燥
するうえ火気を使う機会が多くな
るため、全国的に火災が多く発生
しています。
　出火原因で最も多いのが「放火」
で、次いで「たばこ」「コンロ」
「放火の疑い」「たき火」の順で
多くなっています。
　「放火」は犯罪であり防ぎにくいですが、標的にならな
いよう、家の周囲にゴミ袋やダンボールのような燃えやす
いものを置かないなどの対策が重要です。
　また、センサーライトを設置するなど暗がりを作らない
ことも有効な対策です。
　また、「たばこ」「コンロ」などが原因の出火は就寝
時間帯での発生も多く、就寝中に火の手が上がり、気づいた
ときには手遅れであったり、別室で火事になり発見が遅れ
てしまうことも少なくありません。
　住宅内の火災に少しでも早く気づき、死因原因として最
も多い「逃げ遅れ」を防ぐためには、住宅用火災警報器の
設置が重要です。
　空気が乾燥し火気を使う機会が多くなる季節です。
　火災には十分に注意していただくと共に、家の周囲や
キッチン、寝室などの防火対策をもう一度見直してみては
いかがでしょうか。
【冬の防災】
　四季の防災を考えるうえで、冬は被害が最も大きくなる
季節です。
　寒さの対応のために避難の遅れが出ることや、火を取り
扱う機会が多いことから、火災の発生につながることが多
いためです。
　冬の防災対策として寒さへの対応をしっかりと準備して
おきましょう。

手袋や使い捨てカイロ、帽子など普段使ってい
る防寒具をまとめておく衣
スープなど体が温まる食べ物を準備しておく食
電気やガスが止まっても寒さをしのげるスペース
を確保しておく
車に一時的に避難する場合は車の中に毛布など
を準備し、燃料も早めに補給しておく

住

2019.１　みはま
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　国民年金は、年をとったとき、病気やケガで障害が残っ
たとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代
みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
　国民年金は、20歳以上60歳未満の方は加入することが
義務付けられています。
　20歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしま
しょう！

■ 国民年金のポイント
　・将来の大きな支えになります
　　　国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、保険料
　　を納める制度です。
　　　国が責任をもって運営するため、安定しており、年金
　　の給付は生涯にわたって保障されます。
　・老後のためだけのものではありません
　　　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害
　　年金や遺族年金もあります。
　　　障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け
　　取れます。
　　　また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者
　　により生計を維持されていた遺族（「子のある妻」や
　　「子」）が受け取れます。

■ 学生納付特例制度と若年者納付猶予制度
　・学生納付特例制度
　　　学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得
　　が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予
　　される制度です。
　　　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学（大学
　　院）、　短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校
　　および各種学校（修業年限１年以上である課程）、
　　一部の海外大学　の日本分校に在学する方です。
　・納付猶予制度
　　　学生でない50歳未満の方で、本人および配偶者の所得
　　が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予
　　される制度です。
　※平成28年６月以前の期間は、30歳未満であった期間が
　　対象となります。

　保険料を未納のまま放置すると、
年金の納付を受け取ることができ
ない場合があります。
　また、保険料には学生納付特例
制度、納付猶予制度の他、免除制度
があります。

新成人のみなさんへ
20歳になったら国民年金

問い合わせ先　総務政策課　TEL 23－4901

　平成29年12月1日現在、衆議院議員の女性割合は
10.1％（47人）です。
　平成27年12月末時点の9.5％（45人）に比べると増加
しています。
　しかし、衆議院・下院の女性割合を国際比較すると、
193か国中157位であり、我が国の政治分野における女性
の参画状況は依然として低い水準に
とどまっています。

※町ホームページに美浜町男女共同
　参画計画を掲載していますので、
　ぜひご覧ください。

男女共同参画ひとくちメモ
 国会議員に占める女性割合はどれくらい？

問い合わせ先
田辺年金事務所　TEL 0739－24－0432

住民課　TEL 23－4904

問い合わせ先　防災企画課　TEL 23－4902

アンテナショップＭＩＨＡＭＡ
１月営業日

場　　所：煙樹海岸キャンプ場管理棟
営業時間：午前９時～午後１時
営 業 日：毎週土曜日または日曜日

６日（日）・13日（日）
20日（日）・27日（日）
６日（日）・13日（日）
20日（日）・27日（日）

ガソリンスタンドを過ぎると
アンテナショップののぼりが
左手に見えてきますので左折し
てください。

SNSにて
営業日や最新情報を
確認出来ます！

2019.１　みはま
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　和歌山県では、多子世帯の０歳児を対象に在宅育児支援
事業を開始しています。
　この事業は、乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、
在宅育児支援事業給付金を支給することにより、子育て世帯
の経済的負担を軽減し、子供を安心して生み、育てることが
できる和歌山県を実現することを目的としています。
■ 対象となる乳児…町内に住民登録をしている生後２か月
　から満１歳未満の乳児で、下記いずれかの要件を満たす者
　① 同一世帯内の第３子以降
　② 市町村民税所得割合算額が77,101円未満である同一
　　世帯内の第２子（４月から８月は前年度分、９月から
　　３月は当該年度分で判定）
■ 受給資格者…下記すべての要件を満たす者
　① 町内に住民登録をしている児童手当等の受給者（施設
　　等受給資格者は除く）
　② 職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していない
　③ 生活保護法による保護を受けていない
　④ 乳児を保育所等に入所させていない
　⑤ 暴力団関係者や公序良俗に反していない
■ 支給額…対象となる乳児一人当たり月額
　15,000円（最大10か月で15万円）
　対象となる乳児が属する世帯にはご案内
を送付します。

和歌山県在宅育児支援事業給付金

日　　時　２月６日（水）午前９時30分～

会　　場　田辺産業技術専門学院（田辺市）

　　　　　東牟婁振興局（新宮市）

対　　象　高卒（見込）者以上など

選考方法　筆記試験（国語・数学）、面接

募集定員　自動車工学科９人程度、

　　　　　観光ビジネス科18人程度

　　　　　情報システム科１人程度

費　　用　2,200円（県証紙）

願書配布　県立田辺産業技術専門学院、

　　　　　ハローワーク

申　　込　１月15日～23日に平成31年

　　　　　３月高校卒業予定の方は在籍

　　　　　学校、それ以外の方はハローワーク

体験入学　１月12日（土）

　　　　　（１月10日（木）午後３時までに申込が必要）

日　　時　２月６日（水）午前９時30分～

会　　場　田辺産業技術専門学院（田辺市）

　　　　　東牟婁振興局（新宮市）

対　　象　高卒（見込）者以上など

選考方法　筆記試験（国語・数学）、面接

募集定員　自動車工学科９人程度、

　　　　　観光ビジネス科18人程度

　　　　　情報システム科１人程度

費　　用　2,200円（県証紙）

願書配布　県立田辺産業技術専門学院、

　　　　　ハローワーク

申　　込　１月15日～23日に平成31年

　　　　　３月高校卒業予定の方は在籍

　　　　　学校、それ以外の方はハローワーク

体験入学　１月12日（土）

　　　　　（１月10日（木）午後３時までに申込が必要）

平成31年度生徒募集
県立田辺産業技術専門学院

　相続登記はお済ですか？
　相続が発生した時、土地や建物の不動産の名義変更
（相続登記）を行わないと、将来、相続人が増えてしまい
手間と費用がかさんだり、不動産を売却しようとしてもす
ぐに売ることができない場合があります。
　また、遺言を残しておかないと相続人間でトラブルが発生
したり、さらに、認知症などで判断能力が不十分なときは
遺産分割の協議を自分でするのが難しい場合があります。
　今回、和歌山地方法務局御坊支局
では、和歌山県司法書士会御坊支部
および御坊公証役場と連携し、
無料講演会・相談会を開催します。
　相続登記がお済でない方、遺言
や成年後見制度の利用をお考えの
方は、ぜひ参加してください。

■ 日時
　２月３日（日）
　午後１時～午後４時（午後０時30分開場）
■ 場所
　御坊市福祉センター（市役所敷地内）
　４階大会議室
■ 内容
　１．無料講演会
　　　相続登記、成年後見制度、遺言、法定相続情報証明
　　　制度
　２．無料相談会（講演終了後、当日若干名）

・主催
　法務局御坊支局、司法書士会、御坊公証役場
・後援
　美浜町・日高町・由良町・日高川町・印南町・御坊市

問い合わせ先　和歌山地方法務局御坊支局　TEL 22－0335

相続登記・遺言についての講演会・相談会のご案内

申請・問い合わせ先　住民課　TEL 23－4904

問い合わせ先
田辺産業技術専門学院（田辺市新庄町1745－2）

TEL 0739－22－2259
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問い合わせ先　美浜町社会福祉協議会　TEL 23－5393

問い合わせ先　美浜町地域包括支援センター　TEL 23－4950

１月の教室の日程は、以下のとおりです。
元気はつらつ教室 今月の教室のテーマは「体を使って脳トレ遊び！」です。

＊参加費無料　申し込み等の必要はありませんので、気軽に参加してください。
＊概ね65歳以上の方が対象です。飲み物・タオルを持って、運動しやすい服装でお越しください。

＊参加費無料　申し込み等の必要はありませんので、気軽に参加してください。

地域巡回いきいきサロン 地域での交流を目的に各地区でサロンを行っています。
身近な場所で行いますので、みなさんお誘い合わせお越しください。

日　　　程
7日（月）
28日（月）

16日（水）
17日（木）
22日（火）
25日（金）

24日（木）

場　　　所
中央公民館

地域福祉センター
午後1時30分～ スモールボールレクリエーション

時　　　間 内　　　容

日　　　程 場　　　所 時　　　間 内　　　容
血圧測定（保健師）

銭太鼓（美浜友遊くらぶ）
コーラス（すみれ会）

「語らおう」（前回のふりかえり）
血圧測定（保健師）

読み聞かせ（サークルともしび）
誰でもできる健康づくり
（くわばらりみ先生）
ヨーヨーつり

午後1時30分～

和 田 西 中 集 会 場
吉 原 西 集 会 場
田井畑コミュニティセンター
松 原 地 区 公 民 館

新 浜 さ ざ な み 荘
※9月4日の振り替え

美浜町地域包括支援センターです！

　昨年はより多くの皆さまと一緒に介護予防に取り組むことができ、たくさんの喜びややりがいを分かち合うことができました。
　また、いきいき百歳体操から地域の交流が広がり、地域で新たな取り組みが盛んに行なわれました。
　今年もみんなで介護予防をより充実させるとともに、地域のつながりの輪を広めていきましょう！！

こんにちは

新年明けましておめでとうございます
～皆さまが、いきいきと自分らしく過ごせる、良い１年になりますように～

～いきいき百歳体操を通じて、地域ならではのお楽しみ企画も行なわれていました！～

2019.１　みはま
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第36回　農業まつり第36回　農業まつり

TOWN infomation 町の人口と世帯数
総人口：7,273人（－15） 男：3,382人（－5） 女：3,891人（－10） 世帯数：3,158（+2）
※平成30年12月１日（対前月比）１2019１2019

No.397

　広報みはまの町長通信をご覧いただきありがとうござ
います。
　おかげさまで、約８年間毎回毎回何を書こうかなと頭
をひねりながら、そして担当から早く原稿をと催促され
ながら書いているのが実情です。
　お恥ずかしい限りです。
　毎回つたない文面で申し訳なく思っています。
　さて、昨年を振り返って印象深い出来事は、台風が
３度襲来したことです。
　近年にない暴風、それに伴う煙樹ヶ浜松林の倒木、又
長期の停電、住家被害等住民生活にも大きく支障を来し
ました。
　普段何げなく見ている松林の木々が暴風によって、
倒れたり、幹の途中から折れたりしている状態も多く見
られ、木々が茶褐色になった姿を見て心が折れそうにも
なりましたが、先人達が多くの困難に打ち勝ってこられた
事を思い、何のこれしきと心を強く持つことが出来ました。
　職員も随分と頑張ってくれました。
　停電の中必死になって、上下水道では予備電源として
自家発電機に切り替え、通常通り運転出来たこと、道路
に横たわる倒木をいち早く撤去、避難所での待機等職員
一丸となっての対応に頼もしく、頭が下がりました。

　又、復旧に際しては、建設関係の方々などのご協力に
紙面をお借りしてお礼と感謝申しあげます。そして地域の
人たちの互いの助け合いの姿に地域コミュニティの原点
を見ることが出来ました。
　それとデンマーク大使から台
風被害に対するお見舞いの心温
まるお手紙をいただいたことも
うれしく印象に残りました。
　美浜町は私の生まれ育ったか
けがえのない大好きな町です。
海岸に位置するため台風や津波の恐れはあります。
　しかし普段は海の幸、自然の宝物をたくさんもらって
います。自然と共生しながら先人達もここで生活してま
いりました。私はこの素晴らしい自然を活かしながらより、
災害に強いしなやかな町づくりに微力ながら邁進してま
いりました。
　西川河川改修、浜ノ瀬の高波・侵食対策、県道御坊由
良線の拡幅改良等皆さんのおかげで動き出したことが
印象深く感じます。
　皆さんにとってこの一年が素晴らしい年になりますよ
うに。

町 長 通 信

の交流会」へ参加してきました。
　県またぎなので、和歌山県だけでなく、奈良県の地域
おこし協力隊の方も来られていて、今回のテーマは
『スキルシェア』。
　テーマ別のワークショップでは、私は「ネットワーク
活用」というテーマのチームに参加。
　地域おこし協力隊のネットワークをもっと活用しようよ！
という課題で５人ほどで話し合い、今後の町おこしに
繋がるような結論を出せました。
　どんな結論が出せたのかは今後の活動の中で実現して
いきたいと思っておりますので、そのときはご協力よろ
しくお願い致します。

　明けましておめでとうございます。地域おこし協力隊
の白濱です。
　旧年中は町民の皆様に大変お世話になりました。
　本年もよろしくお願い致します。
　さて、11月23日にかつらぎ町の道の駅で行われた
「みはまマルシェ～美浜町PRイベント～」に行ってき
ました。
　美浜町の産品販売や移住ＰＲなどを行い、販売していた
産品は完売し、パンフレットなども足りなくなるくらい
で大盛り上がりしました。
　また、こういう機会があれば参加して、もっともっと
美浜町のＰＲをしていきたいと思います。
　12月のアンテナショップＭＩＨＡＭＡではクリスマス
ワークショップ「松ぼっくりを使って、クリスマス飾り
をつくろう！」を行いました。
　美浜町の木である松。煙樹ヶ浜の松林にはたくさんの
松ぼっくりが落ちています。
　そんな松ぼっくりを使ってクリスマス飾りを作りました。
グルーガンを使って土台にくっつけて、リースやツリー
にしていきます。
　「あーでもないこーでもない」と悩みながら自分色の
リースやツリーができました。
　そして、橋本市で行われた「県またぎ地域おこし協力隊
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