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７月10日
TOWN infomation 町の人口と世帯数

松洋中学校 思春期体験

総人口：7,163人（－4） 男：3,329人（－12） 女：3,834人（＋8） 世帯数：3,132（±0）
※令和１年７月１日（対前月比）

美浜町プレミアム付商品券事業について
25%“お得” ともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的に、プレミアム付商品券の販売を実施します。
消費税・地方消費税の１０％への引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和すると

「消費税増税対策プレミアム付商品券」を購入できるのは？
①住民税非課税の方

②子育て世帯主

平成31年度の住民税（均等割）が
課税されていない方

平成28年４月２日から

ただし、下記に該当する方は除きます。

生まれたお子さまがいる

令和元年９月30日までに

●住民税が課税されている方に扶養されている方

世帯の世帯主

（生計を一にする配偶者、扶養親族等）
●生活保護の受給者等
おひとりにつき、最大2.5万円分の

お子さまおひとりにつき、最大2.5万円分の

商品券を２万円で購入できます。

商品券を２万円で購入できます。（３歳未満の子の数）

①②両方の要件に該当する方は、両方の立場で商品券を購入いただけます。

① 住民税非課税の方

商品券購入までの流れ

ご案内・申請書が届く

７月中旬に、対象と見込まれる
方に送付しています

申請書を提出する

７月22日（月）～
11月29日（金）必着

（申請不要）
役場にて申請書の審査を行い
ます

審査結果を待つ

審査の結果「対象外」

審査の結果「対

不交付決定通知書が届く
（商品券は購入できません）
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光る海

青い空

象」

交付決定通知書および
購入引換券が届く

購入引換券が届く

商品券を購入する

９月29日（日）～ 令和２年１月31日（金）
美浜町役場にて販売します

商品券を使用する

10月１日（火）～ 令和２年２月29日（土）
取扱い店舗にて使用してください

問い合わせ先

２

② 子育て世帯主

総務政策課

松のみどり

TEL 23－4901

私たちは美浜の自然を守ります。

ひまわりこども園
■ 出張講座
6月7日、上下水道課の方がきてくれ、『水ってどこ
からくるの』と題して、手作りパネルを使って４，５歳児
にわかりやすく
教えてくれました。

■ お兄さん、お姉さんとの交流
6月13日、20日に松洋中学校３年生と５歳児がペア
を組み、廃材を使っておもちゃを作りました。
照れていた園児たちも仲良くなり、絵本の読み聞か
せの時には、くっ
ついて読んでも
らっていました。

■ 保育参加・給食参観（3歳児）
６月14日、園庭で遊んだ後、
製作をしました。
ハサミの使い方をお家の方に
教えてもらいながらアジサイや
カタツムリ、カエルを作りました。
その後、親子で並び給食を一緒に食べました。
最後に自分の顔やお家の方の顔を描いた“引っかけ

和田小学校
■ 辞書引き ～５月31日～
ベネッセから講師の方をお招きし３年生が指導を受
けました。
引いた言葉のページに付せんを次々と付けていき、
言葉を引いていきました。45分間があっという間に過ぎ
たように感じました。今回は辞書引きの基本を教えて
いただきました。これからどんどん活用してほしいと
思います。
読める言葉、書ける言葉、意味が分かる言葉など
使える言葉が増えてくる
と読書の楽しさ、学習の
楽しさのレベルが上がっ
てきます。
レベルの高い楽しさを
満喫できるようにしたい
ものです。
■ 新体力テスト ～６月５日～
早朝小雨があり心配されましたが、元気よくテスト
を受けることができました。
１時間目は６年生の50メートル走とソフトボール投げ。
昨年の記録を思い出しながら自己新記録を目指して取
り組んでいたようでした。2・3時間目からは全校児童
が運動場と体育館に別れて取り組みました。当日参観
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笑顔と健康

ふれあう心

ボード”をプレ
ゼントして喜
んでもらいま
した。
■ トウモロコシをむきました
６月28日、２歳児が、翌日の給食
に使うトウモロコシの皮やひげを
むきました。
「かたい！」「黄色の見えた！」と
大喜びしながら上手にむくことがで
きました。
■ プール遊び
楽しみにしていた幼児組のプール
遊びが６月24日より始まりました。
■ ８月の予定
２日 登園日・出前授業
７日 松洋中学校吹奏楽部演奏会
17日 夏祭り
29日 2学期始業式
30日 誕生会
■ 保育教諭若干名 随時募集中
詳しくは、ひまわりこども園（℡ ２２－３６５０）
までお問い合わせください。

されていた方からは、「整然と行われていて、とて
もよかったです」とのお言葉をいただきました。
「体」のレベルアップに向けて、今の自分の体力を
知るよいきっかけとなりました。来年の体力テストま
でにどれだけ体力アップができるのか楽しみです。
■ 田植え学習＆田植え ～６月６・12日～
６月に入り、地域で田植えが行われる季節になりま
した。
和田小学校では例年通り４年生が取り組みました。
まず、6日には稲葉さんを講師に迎えての事前学習。稲
の増え方や田植えの仕方、また稲の害虫であるタニシに
ついて説明していただきました。田植えに向けての
意欲が増してきているようでした。
続いて、12日には田植え本番。出口さんと稲葉さん
にご指導いただきました。横一列にならんだ４年生は
約４本ずつに束ねた苗を
土の中にしっかり植える
ことができました。教室
で学んだ知識を実践に
移せた良き１時間となり
ました。
■ ８月の予定
29日 ２学期始業式
さわやか運動

私たちは住みよい町をつくります。

松原小学校
■ 食育体験学習
６月７日、田端正幸氏の水田で、５年生が田植え
体験を行いました。
田端さんから、「米」という字の話や田植えの仕方の
説明などを聞いた後、みんなで水田に入り目印にそって
苗を手植えしました。秋には稲刈りをさせてもらい、
収穫したお米で調理実習を行う
予定です。
また、県農林水産部果樹園芸課
からいただいた梅を使って、
梅ジュース作りを行いました。
梅を洗い、へたをとり、つま
ようじで穴を開け砂糖といっ
しょにビンに詰めました。梅の
香りが教室に広がり、ジュース
ができるのをみんなで楽しみに
しています。
■ キャリア教育
６月17日、６年生がキャリア教育の一環として、
地域のキャリアアドバイザーの方々（13職種14名）
を講師に迎え「12歳のハローワーク」を行いました。
アドバイザーの皆さんの紹介の後、それぞれ５つの
グループに分かれ、順番にアドバイザーのみなさんと
交流しました。

松洋中学校
■ 春の中体連県大会の結果
剣道部（６月８日） 男子団体 準優勝
女子団体 ベスト８
柔道部（６月９日）
３年男子66kg級 ３位 山田 武聖
ソフトテニス部（６月８日）
栗林 怜音・安原 陸ペア
ベスト32
■ 日高地方 歯と口の健康週間ポスター
入選 ３年 柏原 咲希

子どもたちは「今の仕事に就くきっかけ」や「仕事
をしていてうれしかったことや苦労していること」など
を質問し、アドバイザーのみな
さん１人ひとりに、わかりやす
くていねいに答えていただきま
した。将来、仕事に就く上で
大変貴重な体験となりました。
■ 共啓会活動
６月22日、共啓会保健母親部企画で、桑原里美氏を
講師に迎え「これさえやれば若返る 目覚めのエクサ
サイズ」を実施しました。
日頃のだるさ、肩こり、膝や腰の痛みなど解消のため
の体操を教えていただき、参加者全員で心地よい汗を
流しました。
６月25日には、夏の水泳に向け、日高広域消防の方
を講師に迎え、心配蘇生法と
AED使用方法の講習会を実施し
ました。心臓マッサージ、AED
操作と分担し、救急車が来るま
での救命措置を学びました。
■ ８月の予定
１日 登校日（平和学習）
９・10日 ５年臨海学校
18日 環境整備作業
29日 ２学期始業式
30日 セーフティーネット

■ スマホ・ケータイ安全教室の開催
６月14日（金）に、NTTドコモから講師先生をお
招きして、スマホ・ケータイ安全教室を実施しました。
各学年とも、SNSに関連したトラブルに巻きこまれ
ないように、動画などを基に説明を受けました。
特に「情報公開に気をつけること」「安易な書き込み
はしないこと」などを中心に教わりました。本校では、
携帯電話などの通信機器を保有している生徒の割合が
高く、使用時間も長い
という現状が見られま
す。情報モラルを身に
つけて、通信機器と向
き合っていく必要があ

■ 少年メッセージ2019
入選 ３年 森口 颯羽

ると言えます。

■ ３年生保育園訪問
６月13日に毎年恒例になっている、３年生による
ひまわりこども園への訪問が実施されました。
この取組を楽しみにして
いる生徒も多く、当日は、
園児たちと一緒におもちゃ
作りや読み聞かせを行いま
した。誰もが笑顔になれる、
良い体験となりました。

■ ８月の予定（２学期始業式８月29日）
19日

３年生登校日（習熟度テスト）

21日

１年生登校日（租税教室）
２年生登校日（平和学習）

25日

環境整備作業

午前８時～午前９時

中学校校地内の環境整備
29日・30日
※９月８日

課題テスト
松洋祭《９日（月）振替休業》

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。 2019.８
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各大会の結果

■ 第35回 町民ビーチボールバレー大会
６月23日、体育センターにて、男子の部５チーム、女子の部４チームが参加し熱戦を繰り広げました。
男子の部
優 勝
監督
選手
準優勝
監督
選手

女子の部
優 勝
監督
選手

準優勝
監督
選手

吉原Ｂ
井原 匠史
松本 典之・尾﨑
林
国孝・兼平
田端 俊介
上田井ＳＣ
小林
巧
中谷 正司・権神
上山 直紀・田端
金川 貴志
上田井ＳＣ
小林 直美
山見 京子・岩﨑
中川 純子・村上
山見明日香
ひっつき虫
松本 康子
龍神 寿花・井原
福山 寛子・田端
若野 晶子・福田
福島久美子・松本
北出志津佳

智大
章範

司
宏基

▲吉原Ｂ

▲上田井ＳＣ

▲上田井ＳＣ

▲ひっつき虫

陽子
祐子

由賀
みち
円
奈直

■ 第26回 町民グラウンド・ゴルフ大会
７月７日、第１若もの広場にて、77名の参加で大会を開催しました。
男子の部
一部
二部
優 勝
田端 良次
優 勝
岡田 良洋
準優勝
狩谷眞太郎
準優勝
中村
正
第三位
大谷 雅昭
第三位
玉置 延行
第四位
杉本 健一
第四位
龍神登志夫
第五位
山本 謙二
第五位
松下
茂
第六位
中村 照博
第六位
松本 典之
女子の部
一部
優 勝
準優勝
第三位
第四位
第五位
第六位

６
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大谷
惠
澤越 安子
小薮三枝子
濱田佳世子
吉留タヱコ
外山多惠子

みはま

二部
優 勝
準優勝
第三位
第四位
第五位
第六位

愛とはげまし

育てる心

中村つた子
中村 淑子
山中 節代
武内 真紀
寺西
薫
松本 康子

私たちは美浜の明日を信じます。

町長杯野球大会
参加者チーム募集

令和元年度日高川町と交流事業

ノルディックウォーキング

開 催 日

９月８日（日）

会

第１若もの広場・第２若もの広場

場

参加資格

ノルディックウォーキングで
楽しくエクササイズしませんか？

町に在住もしくは住民登録を有する者、
または町内在勤・在学者（中学生以上）
※中学生・高校生のみで参加の場合は、
常時保護者３名が同伴し、参加登録
すること

申込締切

日

時

９月７日（土）午前９時～午前11時
（受付 午前８時45分～）※小雨決行

会

場

美浜町

講

師

美浜町スポーツ推進委員

アシスタント 日高川町スポーツ推進委員

８月30日（金） 午後５時15分まで

募集人数

先着20名（町民限定）
※以前参加した方も参加可

参 加 費

無料

持 ち 物

運動ができる服装、運動シューズ、
タオル、飲み物
※ノルディックポール（ストック）
は全員に貸し出します

申込方法

中央公民館にて直接申込してください。
※電話での申込受付はできません

申込締切

問い合わせ先
中央公民館 TEL 22－7309

８月30日（金） 午後５時15分まで

問い合わせ
中央公民館 TEL 22－7309

みはま

三尾藻の花句会

晴美

やはらかき植田の風や村暮るる

平尾

ひとみ

悦子

走り梅雨仕事帰りのみそラーメン

西

真夜中に夫送り出すカツオ漁

西

栄子

米子

京子

夏草をあの手この手で迎え撃つ

中村

厚き毛の抜けて愛犬更衣
谷岡

もつれ舞ふ色鮮やかに黒揚羽

東原

千代

まほろびて灰かな愁ひ梅雨の月

三橋

藍染の妣のにほいの夏暖簾

静代

田端美弥子

玉葱を軒につるせば農家らし

西

2019.８
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明るく

正しく

たくましく

夏の子どもを守る運動
７月１日～８月31日
◎ 非行をなくしましょう。
◎ 水の事故、交通事故から子どもを守りましょう。
◎ 明るい家庭、明るい地域をつくりましょう。
◎ 未成年者の飲酒・喫煙をなくしましょう。

守り育てようこどもたち

未成年者の飲酒・喫煙はやめよう
未成年者の飲酒や喫煙は、増加と低年齢化して

夏休みは、子どもたちが学校生活を離れ開放的

います。

な気分になるため、非行に走ったり交通事故や水

少年の非行防止と健康を守るため、みんなの力で

の事故の犠牲になったりしやすい時期です。

未成年者に酒やタバコを売らない・買わせない・

「一声」かけて地域みんなの力で子どもを守り

飲ませない・吸わせないことを徹底しましょう。

育てましょう。

みんなで防ごう！

子どもの連れ去り事案

☆ 知らない人の車に乗ったり、近づいたりしないようにしましょう。
☆ なるべく、友達と一緒に登下校するようにしましょう。
☆ 暗い道や人通りの少ない道は避けるようにしましょう。
☆ 身の危険を感じたときは、大声で助けを呼んだりしましょう。

「子どもが育つ」親の 10 箇条
～こころは見えない、だから大切～
① 慌てない親：引っ張るのではなく付き添う心

⑥ 威張らない親：子どもには子どもの人格がある

② 欲張らない親：子どもの適正を生かそう

⑦ しつこくない親：その場で解決を大切に

③ 明るい親：いつもプラス思考で！

⑧ 前向きな親：失敗は成長の糧

④ 叱れる親：悪いことは悪いと言い切れる勇気

⑨ 待てる親：ほんの少しの余裕を！

⑤ 夢のある親：いつも可能性を信じて！

⑩ 子どもを好きな親：子育てを楽しもう！

美浜町教育委員会・美浜町青少年育成町民会議・美浜町青少年補導委員連絡協議会
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美浜

町立図書館だよ

り

友学 の 森
新刊・DVD案内
緋の河

桜木 紫乃（著）
男として生まれた。
でも、きれいな女の人になりたいな。
己の信じる道を進んだカルーセル
麻紀の波瀾万丈の人生を、事実を元
に想像力を最大限に加えて描く。
『北海道新聞』『中日新聞』ほか
連載に加筆修正し単行本化。

ボヘミアン・ラプソディ

（DVD）

ライブ・ハウスに通っていた若者
フレディは、ブライアンらと共に
バンド〈クイーン〉を結成する。
個性的なメンバーの革新的な挑戦
によって、ヒット曲が次々に生み
出されていくが、次第にフレディは
メンバーと対立していく。

おおかみさんいまなんじ？

中川 ひろたか（著）

夜中の12時になったら、おおかみ
が追いかけてくるよ。
よい子のひつじさんたち、くれぐれ
も気をつけるようにね…。
幼稚園・保育園で人気の伝承遊び
「おおかみさんいまなんじ？」を題材
にした絵本。

ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
（DVD）
捕らえられていた強大な“黒い魔法
使い”グリンデルバルドが逃走する。
その一報を受け、魔法動物学者
ニュートは、ホグワーツ魔法魔術学校
の恩師ダンブルドアに呼び出される。
ニュートはグリンデルバルドの企み
を阻止できるか。

８月のテーマは「夏」です。
夏といえば海、キャンプ、虫とり、花火、そして美浜町の花であるひまわりも夏に見ごろ

今月の展示

を迎えます。
今月はそんな夏にぴったりの本を展示しています。また、読書感想文の課題図書、
自由研究や工作の本も合わせて展示していますのでぜひご活用ください。

８月休館日のご案内
月

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

※○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。

今月のおはなし会
☆８月10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。
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ひまわりこども園

子育てつどいのへや
８月の予定
７日（水） プール遊び
21日（水） 水遊び
29日（木） 水遊び ＆ お誕生会

６月はこんなことをしたよ
おはなし講座「町の防災対策」

役場防災企画課の方から、美浜町における地震津波時の
避難場所や避難持ち出し品等についてのお話を聞きました。
大勢のお母さん方が参加し、熱心に耳を傾けていました。

七夕飾りを作ろう

ベビーマッサージ
２ヵ月半～10ヵ月の赤ちゃんが集まりました。
お母さんに優しくマッサージしてもらい子ども
達はとっても気持ち良さそうでした。

新聞紙で遊ぼう＆お誕生会

新聞紙でかたつむりの冠を作り、表現遊びをしました。
新 聞 を 細 か く ち ぎ っ て 雨 に 見 立 て て 降 ら せ 、大
はしゃぎで楽しみました。

スタンプを押したりシールを貼ったり
して笹飾りを作りました。
七夕のふれあい遊びでは、お母さん方
も大盛り上がりでした。
問い合わせ先 ひまわりこども園 TEL 22－3650

10

2019.８

みはま

６月生まれの
お友だち

お知らせ
忘れず納付！
町県民税・国保税

８月のゴミ収集日

８月末日が納期限となる町税は、町県民税 第２期分・
国民健康保険税 第３期分です。
９月２日までに納めてください。
町税の納税には、便利な口座振替をお勧めします。
各納期日ごとに預金口座から自動的に納税（引き落とし）
されるので、納め忘れがなく大変便利です。
申し込みは、預金通帳とお届け印を持って、下記の金融
機関などの窓口で手続きをしてください。

税務課

別

燃えるゴミ

収 集 日
（毎週）月・木曜日
浜ノ瀬・吉原・田井畑・入山
上田井
（毎週）火・金曜日
三尾・和田・本の脇・新浜

燃える大型ゴミ

（偶数月）第１水曜日

（小型）プラスチックゴミ （毎月）
燃えない大型ゴミ

■ 取扱金融機関
紀州農業協同組合・きのくに信用金庫
紀陽銀行・近畿労働金庫・ゆうちょ銀行
または郵便局・なぎさ信用漁業協同
組合連合会

問い合わせ先

分

資源ゴミ

7日

第２水曜日

14日

（偶数月）第３水曜日

21日

（毎月）

28日

第４水曜日

※今月は、燃えない（複雑）ゴミの収集はありません。
次回は、９月第３水曜日です。
※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

TEL 23－4903

資源ゴミの集団回収に協力してください。
※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。
※白色トレイは、きれいに洗って、スーパーの回収箱に入れ

大型ゴミ集積所における
ゴミの分別不良

ていただくか、プラスチックゴミとして出してください。
※乾電池は、袋から取り出し、最寄りの回収箱へ入れてく
ださい。

収集日を確認の上

ー４９０４

住民課

TEL 23－4904

※発砲スチロールは、不燃の指定袋に入るよう細かく砕いて、
（小型）プラスチックゴミの日に出してください。
注

カセットボンベ・エアゾール缶（スプレー類）は、
必ず中身のガスを使いきってから、穴を開けて出し
てください。中身が残っているとゴミ収集車の車両
火災やゴミ処理施設で火災が発生する原因となります。

※ガスが残っている状態で穴を開けると中身が噴出して目
に入ってしまったり、中のガスに引火するというような
事故につながる恐れがありますので、必ず中身を使い
きってから、火の気のない、風通しの良い屋外で穴を開け
てください。
｢分別」と「リサイクル」ゴミの減量にご協力を！

ごみの種類がちがいます

美浜町役場住民課 ☎

問い合わせ先

決められた日に出してください

最近、大型ゴミ集積所で、分別不良による収集できない
ゴミが目立ちます。
収集できなかったゴミをみてみると、見た目や大きさ、
用途などから誤って出しているものはもちろん、空き缶や
空きびん、ペットボトルなど、明らかに大型ゴミではない
ゴミまで捨てられている悪質なケースもあります。
さらに、「収集日が先にも関わらずゴミが出されている」、
「町外からゴミが持ち込まれている」といった情報も寄せ
られています。
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、やむを得ず町でゴミを回収し、処分するため、
別の料金が必要になります。
また、町では、分別不良などの理由で取り残されたゴミ
に対して“注意シール”を貼り、出した方に引き取っても
らうよう町内放送で呼びかけています。
注 意
しかし、それでも引き取ってもらえず
に取り残されたゴミにより、各地区の景
観も損なわれています。
美しい景観、豊かな自然を次世代に引き
継ぐために、ゴミの分別、決められた収
集 日 、 集 積 場 所 を も う一 度 再 確 認 し 、
23
ルールをきちんと守るよう協力してくだ
さい。

問い合わせ先

住民課

TEL 23－4904
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みはま

11

子ども医療費助成制度の対象者拡充
令和元年８月１日から現行の「子ども医療制度」を改正
することになりました。
現在の受給対象年齢を15歳から18歳（18歳に達する日
以降の最初の３月31日までの間にある者）までに拡充します。
該当する方には案内および申請書類を送付しています。
書類が届いていない場合は、健康推進課まで連絡してく
ださい。
ただし、
※ 婚姻（事実婚を含む）している者
※ 離婚した者
上記に該当する者は適用除外となる
ため対象者にはなりません。

問い合わせ先

健康推進課

TEL 23－4905

福祉医療費助成受給資格の更新申請
医療費助成受給資格の更新確認を行っています。
● 乳幼児医療
● 重度心身障害児者医療
※上記受給者証をお持ちの方については、毎年年次更新
処理において所得状況の確認をさせていただきます。
基本的には自動更新ですが、書類の提出などが必要な
方には郵送でお知らせをしています。
● ひとり親家庭医療
※今回から更新申請の手続きが７月から
10月に変更になりました。
対象者には10月に案内および申請書を送付します。

問い合わせ先

健康推進課

TEL 23－4905

全国一斉
「子どもの人権110番」 強化週間
８月29日～９月４日の７日間、
いじめや虐待などの子どもに関する
人権相談を受け付けます。
相談は無料で、秘密は厳守されます。
法務局職員または人権擁護委員が相談に応じますので、
日頃の悩みごとなど気軽に相談してください。
・電話番号

０１２０－００７－１１０（全国共通・無料）

・受付時間

月～金

午前８時30分～午後７時

土・日

午前10時～午後５時

問い合わせ先
和歌山地方法務局人権擁護課 TEL 073－422－5131

農業用ため池の
届出制度が始まります
農業用ため池を所有・管理している皆様へ
令和元年７月１日より「農業用ため池の管理及び保全に
関する法律」が制定されました。
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する
情報を都道府県に届け出ることが必要となります。
Ｑ．農業用ため池とは？
Ａ．農業用に利用される全てのため池です。
※現在、農業用に利用されていない施設でも、過去に
農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある

美浜町社会的ひきこもり者
早期社会復帰支援事業について
■目

的

社会的ひきこもり状態に陥っている方の早期社会
復帰を促進する。
■ 対象者 美浜町に住民票を有する15歳から59歳までの
方で、社会的参加をしない状態が概ね６ヵ月以上
継続してひきこもり状態にある方およびその家族。
（但し、ひきこもりの原因が、統合失調症、気分
障害、薬物治療などによる精神科専門医療を必要
とする状態でないこと。）
■ 内 容 特定非営利活動法人ヴィダ・
リブレによる相談
（費用の一部を助成）

問い合わせ・申し込み先 健康推進課 TEL 23－4905
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場合には、届出が必要です。
Ｑ．届出の期限は？
Ａ．法律施行前に設置された農業用ため池については、
法律施行日から６ヵ月以内に届出をする必要があります。
また、法律施行以降、農業用ため池の設置、廃止、
届出情報変更をする場合、遅滞なく届出する必要が
あります。
Ｑ．届出をすべき人は？
Ａ．農業用ため池の所有者です。
※法律施行前に設置された施設については、所有者または
管理者のいずれかです。

問い合わせ先

産業建設課

TEL 23―4951

できることからはじめてみませんか
小さなまちの地球温暖化対策
地球の温暖化は、海面の上昇、豪雨や暴風雨、大洪水や
熱波、大干ばつなどの異常気象を頻繁に引き起こしています。
日本における変化をみると、100年あたりの年平均気温
が約1.15℃の割合で上昇しています。
近年では猛暑日の増加、ゲリラ豪雨等の異常気象、生物
の生息域の変化、外来種の繁殖などの問題が顕著になって
おり、漁業や農業など暮らしへの被害も大きくなっています。
役場庁舎でも節電対策に取り組んでいます。
二酸化炭素を削減するための取組として、各家庭でも
出来ることからはじめてみませんか。
・近距離の移動は、徒歩か自転車で。
・電化製品や照明を省エネ対応型に更新。
・風呂の残り湯を洗濯に使う。
・電気ポットの保温をやめる。
・ゴミを増やさない。（すぐにゴミになる
ような物は買わない）
・エアコンの温度設定、冷房は１℃上げ、
暖房は１℃下げる。
・エアコンのフィルターを小まめに掃除する。
・グリーンカーテンの設置。
・節電のため、早寝、早起きを。
・夏はあけっぱ、冬はしめっぱ。
夏は、部屋中のドアや窓を開けっ放して風を通しましょう。
（留守の家は閉めてください。）
冬は、部屋中のドアや窓を閉めて、冷たい空気を通さな
いようにしましょう。
ただし、エアコンを使用する場合は、各部屋は閉めて使
用してください。

問い合わせ先

住民課

TEL 23－4904

健美操教室
健美操とは、ヨガや太極拳などの東洋医学の
動きをとりいれた健康体操です。
呼吸・身体・精神を調和させることにより、新陳代謝や
自然治癒力を高め健康維持に役立てることができます。
年齢は問いません。
申し込みは不要ですので、気軽に参加してください。
日 時
場 所
講 師
その他

８月20日（火）午後１時30分～午後３時
地域福祉センター ３階
メディカル&フィットネス アクオ インストラクター
運動できる服装、飲み物・タオル持参

問い合わせ先

健康推進課

「2020年30％」の目標とは、平成15年6月に男女共同
参画推進本部において決定した「社会のあらゆる分野に
おいて、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合
が、少なくとも30％程度になるよう期待する。」という
目標のことです。
この目標は平成17年12月に策定された「男女共同参画基本
計画（第2次）」にも重点事項の一つとして明記されています。
このように数値目標と達成期限を明確にした取組は積極的
改善措置（ポジティブ・アクション）の一つです。
※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。

問い合わせ先

TEL 23－4905

総務政策課

TEL 23－4901

防災ひとくちメモ
水難事故を防ごう
夏のレジャーシーズンに入り、海や川に
遊びに行くことも多いかと思います。
水難事故を防ぐためにも、まずは自分の
命は自分で守るように心がけましょう。
自分が遊びに行く場所はどんな所なのか、自分の体調は
どうなのか、天候はどうなのかなどチェックして、夏の
レジャーを楽しみましょう。
・海水浴場以外の場所や遊泳禁止場所では泳がない
・体調不良や飲酒時には泳がない
・子供から目を離さない
・熱中症や日射病に気をつける
・溺れている人を発見しても１人では助けに行かない
・川の増水サインを見逃さない（急に曇る、雷、ダム放流
のサイレンなど）

問い合わせ先

けん び そう

■
■
■
■

男女共同参画ひとくちメモ
「2020年30％」

防災企画課

TEL 23－4902

シルバー人材センター
会員募集
一緒に働きませんか？
【会員の声】
● 仕事で足腰の健康に役立ち、収入も入り一石二鳥。
● 新しい仲間ができた。新鮮で楽しい。
※女性会員も活動中です！ ※原則60歳以上。
ご家庭の皆様および事業所の方々へ
さまざまなお仕事をお引き受けしています

問い合わせ先 美浜町シルバー人材センター 福祉保険課
TEL 23－4950
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みんなで健診を受けよう！

目指そう！健康寿命の長い町

三尾・入山地区健診のお知らせ

「自覚症状がない」「健康に自信がある」と、生活習慣病につながりそうな生活を、ついついそのまま続けていませんか？
年に1回は健診を受けて、自分の健康を確認しましょう。
場所
三尾地区
入山地区

実施日
９月10日（火）
９月13日（金）

検査項目

当日受付時間

定員

午前７時30分～午前８時30分

50名

対

象

者

国保特定健診

40～74歳の国民健康保険加入者

生活習慣病健診

39歳以下

胃がん検診
大腸がん検診
肝炎ウイルス検査

特典

自己負担額

問診・身体測定・腹囲・血圧測定・尿検査・血液検査・診察・心電図

無料

50～89歳
胃部レントゲン（バリウム検査）
40歳以上
便潜血反応検査（２回分）※痔や生理中の方は受診不可
40～74歳の方で過去に受けたことがない方 血液検査（HCV抗体・HBs抗原検査）

700円
400円
無料

①70歳以上（令和２年３月31日時点）の方は、全て無料で受けることができます。
②令和２年３月31日時点で41・46・51・56・61歳の方は、大腸がん検診が無料と
なっていますので、ぜひこの機会に受診してください。

空き家なんでも相談会（無料）
家族みんなで空き家の予防と対策を
相談しませんか？
宅建士、建築士、司法書士、土地
家屋調査士等と行政職員が対応します。
時
所

申込締切日
8月30日
（金）
9月 5日
（木）

内容と注意点

問い合わせ・申し込み先

■日
■場

場所
三尾風速荘
入山公民館

健康推進課

TEL 23－4905

「実践コース パソコン事務科」
受講者募集
ハロートレーニング

８月13日（火）午後１時30分～午後４時
日高振興局

問い合わせ・申し込み先
日高振興局 建設部 TEL 24－2908
役場 防災企画課 TEL 23－4902

■
■
■
■

募集期間
訓練期間
定
員
テキスト代

～急がば学べ～

８月１５日（木）まで
９月１０日（火）～１２月９日（月）
15名
6,910円（税込）

※申込者が定員の半数に満たない場合、
訓練を中止することがあります。

問い合わせ・申し込み先
職業訓練法人 中紀技能訓練協会 TEL 63－1500

令和元年度自衛官募集案内
■ 自衛官候補生
応募資格 18～33歳の者
受付期間 試験日前日まで
試 験 日 和歌山県民文化会館

■ 一般曹候補生
応募資格 18～33歳の者
受付期間 ９月６日まで
試 験 日 １次 田辺市民総合センター

８月24日

■ 航空学生（海空）
応募資格 海は18～23歳、空は18～21歳の者で、
高卒者または高専３年次修了者（見込含）
受付期間 ９月６日まで
試 験 日 １次 和歌山県民文化会館 ９月16日

問い合わせ先

14

2019.８

みはま

説明会
日 時

場

自衛隊御坊地域事務所

所

８月24・25日
午前10時～午後０時
午後 １時～午後３時
自衛隊御坊地域事務所

TEL 23－0020

９月20日

美浜町老人クラブ連合会主催

第３回

会員増強ふれあいカラオケ大会結果

６月５日（火）、老人クラブ連合会主催の「第２回会員増強ふれあいカラオケ大会」が美浜町体育センターで開催しました。
６月18日（火）、老人クラブ連合会主催の「第３回会員増強ふれあいカラオケ大会」を美浜町体育センターで開催しました。
出演者が自慢の歌声を披露。
13名が自慢の歌声を披露。また、飛び入り参加もあり３名の方が披露されました。
また、飛び入り参加もあり２名の方が披露されました。
会場には参加者の応援団もつめ掛け、息の合った応援で熱唱を後押しし、会場はおおいに盛り上がりました。
会場には参加者の応援団も詰め掛け、息の合った応援で熱唱を後押してくれました。会場は大いに盛り上がりました。
結果は次のとおりです。
結果は次のとおりです。

会長・濵口宗五郎さんの
挨拶で開会

司 会
女性部長 坂本

各応援団など、会場には
たくさんの観客が集まりました

和子

優勝
優 勝
「VIVA・LA・VIDA」生きてるっていいね
小薮 清信（三尾）

こだわってるで賞
「夫婦みち」
松本 良子（浜ノ瀬）

おしかったで賞
「しあわせになろうよ」
牛見 五夫（三尾）

令 和
「能登の火祭り」
榎本 光子（新浜）

おもてなし賞
庄内 勝 （特養ときわ寮）・土手 正（養護ときわ寮）
田中 貞一（養護ときわ寮）
他出演者
岡本 美紀（東中）・中島 俊治（浜ノ瀬）
中西 美恵（西中）・安宅 弘行（吉原）
杉本 健一（三尾）・椎﨑 正弘（入山）
稲田 照美（新浜）・和田 宗治（東中）
玉置 峯雄（西中）・早川 彰男＆田端みつゑ（東）
熊代 節子（上田井）・WEST･WADA（西）

うまいで賞
「人道」
岡田 輝彦（上田井）

閉会あいさつ
老人クラブ副会長
新家 泰雄

中村 展之（吉原）
飛び入り参加
井上

峰子（新浜）・福田

幸子（浜ノ瀬）

2019.８
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新生児聴覚検査費用の一部助成事業のお知らせ
～令和元年 7 月 1 日以降に生まれた方が対象となります～
生まれつき聞こえ（聴力）に問題をもつ赤ちゃんは、
1,000人に１～２人と言われています。
早く発見し、適切な治療・援助をしてあげることが、
言葉の発達の上でも大切です。
美浜町では、令和元年7月1日以降に出生した方を
対象に、新生児期に受けた聴覚検査費用の一部助成を
開始します。
目的や方法を理解していただき、検査を受けていただ
きますようお願いします。
《助成対象額》
・初回検査：上限7,000円／回
・初回検査において「リファー（要再検）」となった
場合の確認検査（1回分）：上限7,000円／回

■ 新生児聴覚検査とは…

検査方法には大きく分けて、AABR（自動聴性脳幹
反応検査）とOAE（耳音響放射検査）の２種類あり、
出産後入院中の医療機関や助産所で受けられることが
ほとんどです。

問い合わせ・申請先

AABRは小さい音をイヤホンから聞かせて脳から
の反応を検査します。
OAEは音に反応して内耳から返ってきた反響音を
検査します。
どちらの検査も痛みなどはなく、数分で終わるので
検査による負担はありません。

■ 助成申請時に持参する物

１．美浜町新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼交付
請求書（なければ役場窓口にあります。）
２．新生児聴覚検査に係る領収書または美浜町新生児
聴覚検査費助成事業領収書
３．新生児聴覚検査の方法および結果がわかる書類（写し）
または母子手帳（写し）
４．印鑑
５．振込先金融機関の預金通帳など

■ 申請期限

検査を受けた日から１年以内

健康推進課

TEL 23－4905

美浜町食生活改善推進協議会です
料理教室（生涯骨太クッキング）参加者募集
～乳製品を使った食事で骨粗鬆症を予防しよう！～
日

時

場
内

所
容

講 師
定 員
参加費
持ち物

９月11日（水）
午前９時30分～午後１時頃

料理が好きな人、

中央公民館 １階研修室・調理室
料理を習いたい人、
生活習慣病予防についてのお話
体にいい食事に関心のある人
乳製品を用いた調理実習
など大歓迎です！！
【メニュー】
鮭チーズごはん みそ風味のクリームシチュー
野菜とチーズの油揚げ巻き ほうじ茶プリン
食生活改善推進員・栄養士・保健師
16名（定員になり次第受付終了）
１人200円（当日集めさせていただきます）
エプロン・三角巾・マスク・お手ふきタオル

申し込み受付は、８月23日（金）までです。
問い合わせ・申し込み先
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美浜町食推と
一緒に料理を
楽しく作ろう！

みはま

健康推進課

TEL 23－4905

美浜町地域包括支援センターです！

こんにちは

高齢者虐待

防ごう！なくそう！

超高齢社会を迎え、介護や福祉の問題に真剣に向き合う中で、高齢者に対する虐待が問題になっています。
周りの人が気づかず、高齢者虐待の発見が遅れてしまうことが少なくありません。
町では、高齢者や家族が安心して暮らせるように、地域で見守り・助け合いに取り組んでいきたいと考えています。

高齢者虐待とは？
身体的虐待

経済的虐待

殴る・つねる・蹴るなどの暴力、動かないように
縛るなど。

必要な金銭を渡さない・使わせない、高齢者の
年金や預貯金を勝手に使うなど。

介護・世話の放棄・放任

性的虐待

必要な食事や入浴・排泄などの世話をしない、
必要な治療を受けさせないなど。

同意のない性的接触や
嫌がらせなど。

心理的虐待
怒鳴る・ののしるなどの言葉の暴力、無視して口をきかないなど。

地域のみんなで高齢者虐待を防ぎましょう！！

～できることから行動しましょう～

日常的な声かけ

見守り

相談をすすめる

家族での話し合い

日常的に近所の人と
あいさつをしましょう。
元気がないような時に
は、声をかけましょう。

夜になっても部屋の明
かりがつかない・最近姿を
見ないなど、変わった事
がないか見守りましょう。

介護に負担を感じてい
る人がいたら、話を聞い
てあげましょう。
地域包括支援センター
などへの相談をすすめま
しょう。

介護保険などのサービス
を上手く利用しましょう。
介護を抱え込まない方
法を家族で話し合いま
しょう。

美浜町地域包括支援センター

あれ？ちょっと気になるな…
と思ったら

℡ ２３－４９５０
までお願いします

※ご連絡いただいた方のプライバシーには十分配慮いたします

８月の教室の日程は、以下のとおりです。

元気はつらつ教室
日
程
5日（月）
26日（月）

今月の教室のテーマは「フラフープを使って動きやすい体を作ろう！」です。

場
所
中央公民館
地域福祉センター

時

間

内

容

フープエクササイズ

午後1時30分～

＊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。

問い合わせ先

地域巡回いきいきサロン
日
程
8日（木）
9日（金）
20日（火）
21日（水）
29日（木）

時

間

午後1時30分～

上
松
浜
吉
和

美浜町地域包括支援センター

TEL 23－4950

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。

場
所
田 井 集 会
原地区公民
ノ瀬住民会
原 西 集 会
田西中集会

場
館
館
場
場

内
容
カラオケ、ゲーム
ゲーム、トランプ 等
ゲーム、歌・踊り
消費生活啓発出前講座、トランプ 等
消費生活啓発出前講座

＊全ての地区で保健師が血圧測定を実施します。
＊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。

問い合わせ先

美浜町社会福祉協議会

TEL 23－5393

2019.８
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美浜町地域おこし協力隊 活動報告

（白濱 亜聖）

こんにちは。

さんがホストで会場選びから集客まで、素敵な

６月29日に全国９ヵ所で行われた地域おこし

空間づくりをしてくれました。

協力隊カンファレンス『全国よりあい』に参加し
てきました。

私はこのイベントの実行委員（WEB担当）として
４月から参加し、準備をしてきました。

全国よりあいとは、

正直、準備が進んでいけばいくほど、どっちか

自分の活動している

というと協力隊１年生向けな内容が見えてきて、

地域をなんとかしたい。

自分の中で「これでいいのかな？」という思いも

他の地域・協力隊は

ありましたが、次のステージに繋げるためにやって

どのような課題や活動

きた。という方が大きく、近畿エリアはすでに

をしているのか知りたい。

全国よりあいNext＠近畿を９月に奈良県で開催す

全国で活動する約5000人の地域おこし協力隊

ることが決まっています。

がそれぞれの活動や知見をシェアすることで、自ら

全国よりあい終了後の交流会では、全国よりあい

の地域に活かす実践知識を得て、その後もつながり

Next＠近畿をどういった内容にしていくかを参加

続けるために宮崎県日南市の地域おこし協力隊が

者のみんなで話し合い、私たちの思いが繋がって

発起人となり企画され、隊員全員が１ヵ所に集ま

いると感じられるイベントに出来たと実感できま

るのは難しいため、東京をメイン会場に北海道・

した。

東北・中部（静岡）・中部（福井）・近畿・中国・
四国・九州をオンラ
インで繋いで開催し
ました。
近畿エリアは京都
で開催し、由良町地域
おこし協力隊の橋本

や ぶ うちのつぶやき
ひまわりこども園北側の畑に、ひまわりと
コスモスが可憐に咲き誇っています。
季節はずれではと思い調べるとコスモスは
６月頃から咲くようです。
和田東のJA婦人部の皆さんが昨年５月に種を
まき、お世話してい
ただいて、今回で咲
いたのが３度目らし
いです。
きれいに咲かせて、
楽しませてもらって
ありがとうございます。

広報みはま 発行／美浜町役場
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この広報が届く頃には、もう咲いていないと
思いますが、もしかしたら秋にもう一度咲くかも
しれません。
ひまわりとコスモスのコラボレーション何とも
言えないくらい癒されました。
次の開花が楽しみです。
インスタ映え間違いなし！

和歌山県日高郡美浜町和田1138ー278

TEL 0738ー22ー4123

広報はホームページでもご覧いただけます。http://www.town.mihama.wakayama.jp/

この広報誌は再生紙を使用しています。

