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TOWN infomation 町の人口と世帯数
総人口：7,228人（－15） 男：3,362人（－４） 女：3,866人（－11） 世帯数：3,144（－７）
※平成31年４月１日（対前月比）４2019４2019

No.400

いがちな産品販売、
広域連携だからこ
そできた企画でした。
　既にいろいろな
企画案も出ており、
今後は「市町村単位
ではなく、県内全域を盛り上げることで町も盛り
上げよう！」という思いで、和歌山県地域おこし
協力隊の手を取り合って協力し、連携をしていく
予定です。
　そして、３月２日に大阪市内で行われた移住
フェア『わかやままるごとフェアin大阪』に参加
してきました。
　今回の移住フェアは各市町村の個別ブースを設置
するのではなく、自由交流形式での開催でした。
　美浜町のパネルを見に来た移住希望者さんと立
ち話をしながら美浜町のいいところをアピールし、
具体的な話になってく
ると近くに設置されて
いる円卓に案内をして、
美浜町の生活環境や
空き家に関すること、
お仕事についてのお話
をさせていただきました。
　この日、お話させていただいた移住希望者の方
が美浜町へ足を運んでくれることを期待して、
今後ももっともっとPRしていきたいと思います。

　こんにちは。桜が見頃の季節になってきました。
　お花見に行きたいなぁと考えている白濱です。
　先月号の広報でも触れさせていただいた、
『第５回 地域おこし協力隊全国サミット』に参加
してきました。
　イベントエリアにて「和歌山 ＴＯＫ ＮＥＴ
ＷＯＲＫ」として、由良町・美浜町・有田川町・
古座川町・那智勝浦町・
北山村の６町村の地域お
こし協力隊員全９名が参加
し、販売展示ブースを出展。
　今回、和歌山県内全域
を対象とした地域おこし
協力隊の広域連携は初めての試みで、サミット
担当者の方も「今まで地区合同はあったが、県と
しての合同ブースは初めて」と仰っており、県と
してのブースは和歌山だけでした。
　そのため、多くの地域おこし協力隊員や自治体
関係者の方が立ち止まり、広域連携についての
質問を受けました。
　販売については由良町・古座川町・那智勝浦町・
北山村が産品を販売。
　「古座川ゆずVS北山村じゃばら どっちが
すき？」という企画をし、ブースは盛り上がりま
した。
　好みはゆずに軍配が上がりましたが、販売数で
はじゃばらの勝利という面白い結果が出ました。
　市町村毎の販売ではただ売るだけとなってしま

美浜町地域おこし協力隊 活動報告 （白濱　亜聖）

　この広報が皆様のお手元に届く頃には、
美浜町でも桜が咲き始めていることでしょう。
　「桜」の花言葉は、「精神の美」「優雅な
女性」ということらしいです。
　桜の花のように、いつまでも心美しい、優雅
な女性でありたいと思っています。
　（しとやかさ、気品もない自分に心がけな
ければと言い聞かせているところです。）
　それでも私は、これからも自分らしさは失
いたくはありません。

　皆様から、「町長」と呼ばれるよりも
「あーちゃん」「やぶうっちゃん」と呼んで
もらえるよう、驕ることなく、いつまでも
慕われる人でありたいとも思っています。
　「おーい、来たで」と言って、町長室にも
気軽にお越しいただけるよう、お待ちしてい
ますので、役場にお越しの際は、お立ち寄り
ください。

やぶうちのつぶやきやぶうちのつぶやき



籔内美和子町長が就任

１人の犠牲者も出さない災害に強いまちづくり
（南海トラフ巨大地震関連）

ハード整備
・田井畑地区津波避難タワー建設
・上田井地区津波避難施設の建設
・防災行政無線のデジタル化など
・南海トラフ巨大地震津波避難に関する整備計画の
　見直し

ソフト整備
・地域防災計画の強化
・避難行動要支援者対策
・自助・共助・公助の啓発
・自主防災会への支援
・小中学校での防災教育の推進
・土砂災害警戒区域への砂防事業の県への働きかけ
・浜ノ瀬地区高波対策

｢強く｣ ｢優しく｣

｢美しい｣

｢強く｣

子育て、障害者、高齢者の暮らしを応援する
優しいまちへ

・地方創生事業を活用し、多世代交流、子育て世代
　交流の場の創出
・地域包括ケアシステムの構築
・各地区にお買い物サロンの実現
・高校生までの医療費無料化
・新生児聴覚検査・口腔ケアの充実
・第６次長期総合計画策定住民懇談会の発足

｢優しく｣

煙樹ヶ浜などの「美しい」まちを守り、住民の
健康や産業振興に

・美しい自然の継承
・儲かる産業の創出
・西川河川の早期改修

｢美しい｣

2019.４　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

『強く』『優しく』『美しい』まち美浜



2019年度

町税等納期限
　町税は、町民のみなさんが安心して暮らせる住みよい
まちを築くための大切な財源です。
　2019年度の町税等の納期限は、下記のとおりです。
　町税を有効に活用するために、『自主納付』と『期限内
納付』にご協力をお願いします。

■ 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）の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。

問い合わせ先　税務課　TEL 23－4903

■ 期限内納付
　　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お
　りますが、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。

■ 口座振替の推進
　　町では、町税などの納付について便利で安全確実
　な口座振替を推進しています。
　　口座振替を利用されると納期限の日に自動的に
　口座から引き落とされ、その結果は預貯金通帳に
　記載されます。
　　納期ごとに金融機関などに出かける必要がなく、
　納め忘れの心配もありません。
　　口座振替の申し込みは、納税通知書に記載の金融
　機関の窓口で『預貯金通帳』と『通帳の登録印鑑』
　を持参し、手続きをしてください。

忘れず納付！
　固定資産税

　４月末日が納期限となる町税は、固定資産税 第１期分です。
　納税通知書（納付書）は、４月中旬発送を予定しています。
　５月７日までに納めてください。
　４月27日から５月６日までは休日となるため、５月７日が納期限となります。

固定資産税

納税通知書は
４月中旬に発送します

１期

２期

３期

４期

5月 7日

7月31日

12月27日

3月 2日

軽自動車税

納税通知書は
５月初旬に発送します

全期 ５月31日

町県民税

納税通知書は
６月中旬に発送します

１期

２期

３期

４期

７月 1日

9月 2日

10月31日

１月31日

国民健康保険税

納税通知書は、６月中旬
と７月中旬に発送します

１期

２期

３期

４期

５期

６期

７期

８期

９期

10期

7月 1日

7月31日

9月 2日

9月30日

10月31日

12月 2日

12月27日

１月31日

3月 2日

3月31日

　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。　2019.４　みはま
３



ひまわりこども園
■ 節分

■ 発表会・ミニ発表会

　２月１日、鬼の面をかぶって、
自分たちの心の中の鬼をやっつけ
ました。
　また、商工会の方が扮した鬼に
向かって、新聞紙を丸めた豆を投
げて「鬼は外」と退治しました。

　２月９日、３，４，５歳児の発表会を２グループに
分けて行いました。
　30年度の取り組み、特に異年齢の活動を映像で見て
いただいた後、ダンスや合奏、劇や手遊びを披露した
り、製作した作品の紹介を発表したりしました。
　2月21日、お世話になった
方々を招待し、ミニ発表会を行い
ました。
　「可愛かったよ」「感動したよ」
と言って喜んでいただきました。

■ 松林体験　～１月22日　４年生～
　産業建設課の津村さんを講師にお迎えしました。
　まずは、教室で松の説明。美浜町のシンボルである
松林についてスライドを使って教えてくれました。
先人が大切に守り続けてきた松林を今後も大切にして
いこうとする気持ちがわいてきたかも知れません。
　続いてキャンプ場近くの松林に出向き体験学習。普
段、松の整備をしてくれている方々の松伐採デモンス
トレーション。目的の位置へ正確に切り倒す技術に驚
かされました。その後は松の木の伐採体験。子ども達
は当初予想したよりも苦戦しました。松ヤニに負けな
いようにのこぎりを巧みに使うのは、ことのほか難し
かったようです。しかしながら、切り終えたときには
達成感いっぱいの表情が見られました。
　今回の体験を機にふるさと美浜のことを更に詳しく
知り、今まで以上
に親しみを感じる
ことが出来ればと
思います。

■ 防災サバイバル　～２月６日　６年生～

■ ４月の予定

　田辺市の紀南文化会館に出向いて体験をさせてもら
いました。
　当日は他に2小学校も一緒に体験しました。まず
は、6班に分かれてサバイバル体験。講師の方から出
されたミッション（指令）を60分以内にクリアする中
で防災知識を得たり防災体験を積んだりする活動でし
た。3つの班が11のミッションを全てクリアしまし
た。時間に追い立てられながら、班で協力し、ミッ
ションを読み解き、課題を克服していく過程は興味深
いものでした。
　当日の夕方ニュースでは、活動の様子やインタ
ビューの様子が放映されました。後半は、サバイバル
体験の振り返りと解説。11のミッションのうち前半
７つは「生き残るため」のもの、後半5つは生き残った
後の「生活を考えるもの」であることを確認しました。
　また、体験中にも教えていただいた「最新情報を
見逃さないこと」の
大切さも解説してもら
いました。
　今回の体験が、まさか
の時に役立つようにし
てほしいものです。

８日　始業式
９日　入学式

和田小学校和田小学校

　２月15日、日高広域消防の方
が来てくれ、火災の想定で避難
訓練をしました。
　職員が消火訓練を行い、園児たち
は車両見学をさせてもらいました。
　また、消防服を着せてもらった
り、救急車の中を見せてもらった
りもしました。

　2月18日、園のお部屋にお茶室
を作り、お作法を教えていただきました。
　自分で点てたお抹茶をいただきました。

　２月28日、全園児でお別れ会をしました。
　心を込めた歌のプレゼントや楽しくゲームをしたり
しました。
　５歳児から、協力して作った音の鳴るおもちゃや
ワ二たたきゲームとペープサートを、3，4歳児からは
手作りのカルタを交換し合いました。

１日　２･３号認定児保育始まり
９日　１学期始業式
10日　入園式・入園のつどい
24日　誕生会

■ 消防総合訓練

■ お茶会

■ お別れ会

■ ４月の予定

2019.４　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
■ スマホ・携帯電話安全教室

■ 昔の遊び体験

　２月８日（金）、ＮＴＴドコモから講師の方をお招
きし４年生でスマホ・携帯電話安全教室を実施しました。
　スマホ等の通信機器の使用についてのマナーを教え
てもらいました。写真や動画を勝手にアップすることや、
ゲームなど金銭のトラブルの怖さを、具体例を紹介し
てもらいながら学びました。特に、文字だけで相手に
自分の気持ちを伝えることの難しさを教えてもらい、
大切なことは直接人と会って
話をする事が大切であること
も学びました。
　最後に、安全に利用する
ためにお家の人と時間を決め、
了解を得て使用することも
教えていただきました。

　２月12日（火）、５名の
地域の方をゲストティー
チャーにお招きし、１年生が
昔の遊び（こま回し、お手玉、
けん玉）を楽しみました。
　子どもの感想には、「おかげでけん玉がじょうずになり
ました。たのしかったです。」「こま、けん玉、お手玉

■ 喫煙防止教室

■ ４月の予定

をおしえてくれてありがとう。また、学校でれんしゅう
します。」などがあり、昔の
遊びを通して地域の方との交流
も深めました。
　ご多用のところ、ご協力い
ただいた皆様方ありがとうご
ざいました。

　２月21日（木）、「たばこについて学ぼう」という
ことで、学校医の森本善文氏をお招きして５年生が
喫煙防止授業を受けました。
　喫煙による害や、喫煙が原因で年間どれだけの人が
亡くなっているかなど資料を使って詳しく教えていた
だきました。タバコを吸う人と吸わない人の肺の映像
を見せてもらい、子どもたちは大変驚いていました。
他に、たばこによる肺がんや運動能力との関係やたばこ
をすすめられたときの断り方についても教えていただ
きました。
　自分の身体は自分で守るこ
との大切さを学んだ喫煙防止
教室となりました。

　　　　８日 　新学期始業式
　　　　９日　入学式
17日～23日　家庭訪問

■ 中学生のための食育教室（２年）

■ 書初会結果（硬筆）

■ 和田勇コンテスト

　１月30日・31日の２日間にわたって、２年生で
食育教室を実施しました。
　当日は、町の保健師さん、栄養士さん、食生活改善
推進委員さんをお招きして、生活習慣病について講義
の後、調理実習を行いました。
　生徒は慣れない手付きでしたが懸命に取り組み、
鮭のムニエルやひじきの煮物、豆腐の味噌汁などを
調理しました。
　講義と調理実習を通
し、生徒は健康につい
ての正しい知識を知り、
「健康は自分でつくる
もの」という意識を高
められました。

　県準特選　３年　岡本　華奈
　県 入 選　３年　細田　萌花
　　　　　　１年　浦出　珠希・田端　美波
　　　　　　　　　古川　真菜

　入　　賞　２年　岡本　真夢

■ 校長先生による道徳授業（１年）

■ ４月の予定

　２月27日（水）に、土井淳司校長による１年生全員
を対象とした道徳授業が行われました。
　貧しい手品師が自分の出世を選ばず、一人の小さな
男の子との約束を誠実に守る「手品師」というお話し
です。
　生徒は、校長先生の授業ということで最初は緊張し
ていた様子でしたが、お互いの意見を出し合う中で拍手
が起こるなど、和やかな雰囲気になっていきました。
　心温まる題材を通し
て、「誠実さとは何か」
について深く考えられ
る時間になったと思い
ます。

　　　　８日　１学期始業式・入学式（午後１時30分）
　　　　９日　給食開始　
　　　 18日　全国学力学習状況調査（３年生）
18日～23日　家庭訪問（５限授業給食あり）
　　　 25日　授業参観・総会（午後１時15分～）

　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。　2019.４　みはま
５



2019.４　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。
６

美は万
館 報

体育協会主催　優秀スポーツ選手表彰

問い合わせ先　中央公民館　TEL 22－7309

■ 対象団体　４名以上のスポーツ団体および文化活動団体など
■ 有効期限　①保険料払込日が2019年3月31日までの場合は、2019年４月１日から2020年3月31日まで有効
　　　　　　  ②2019年４月１日以降払込の場合は、翌日から2020年3月31日まで有効
■ 申込用紙　中央公民館に置いています

個人の部
　鈴木　義幸　（和歌山工業高等専門学校２年）剣道
　杉元　千賀　（松洋中学校３年）柔道
　今枝　　萌　（日高高等学校２年）剣道
　山本のどか　（日高高等学校２年）剣道

団体の部
　美浜少年野球クラブ　野球

　下田　隼輝　（松原小学校５年）ソフトテニス
　小竹　浩斗　（南部高等学校２年）硬式野球
　三上　貢世　（南部高等学校２年）硬式野球
　山川さくら　（松原小学校５年）野球

３月10日、中央公民館にて表彰式を行い、個人の部８名、団体の部１団体に賞状と記念品を贈りました。

2019年度 スポーツ安全保険
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各種大会の結果

　２月11日、松林内設定コースの親子ウォークラリーを行い、13チーム・56名が参加しました。

優　勝　田井子どもクラブ
　稲葉　陽祐・瀧本　楓太・瀧本　瑛太・木村　耀月・木村　由香
準優勝　復活のＫ
　柏木隆之介・柏原　康輝・北裏　武志・北裏　早代
第３位　吉原子どもクラブＣ
　青木　結愛・米地　葵音・青木　由巳・米地沙弥香

優　勝　田井子どもクラブ
　稲葉　陽祐・瀧本　楓太・瀧本　瑛太・木村　耀月・木村　由香
準優勝　復活のＫ
　柏木隆之介・柏原　康輝・北裏　武志・北裏　早代
第３位　吉原子どもクラブＣ
　青木　結愛・米地　葵音・青木　由巳・米地沙弥香

第11回 ファミリースポーツ大会

優　勝　和田西
　監督　玉置　延行
　選手　池下　尚則・山西　正紘・河波　直也・松尾　拓実・平井　晃都・森本　悠介
　　　　松下　祐希・東　　大輔・坂田　陽祐・田中　勇次・大森　崇史
準優勝　美浜ヤンガーズ
　監督　五味　辰規
　選手　小竹　達也・大森　光洋・杉元　祥希・安達　航大・岡田　椋太・東久保悠斗
　　　　乙田　大輔・大星　博暉・田淵久仁彦・三上　周大・福井　克実
個人賞
　ＭＶＰ　　東　　大輔　和田西
　敢闘賞　　東久保悠斗　美浜ヤンガーズ

　３月10日、松洋中学校グラウンド・第２若もの広場にて行い、５チームが熱戦
を繰り広げました。

第62回 美浜町長杯争奪野球大会

　３月３日、体育センターにて、男女混合の部７チームの参加で開催しました。
　抽選により４チーム・３チームにわけて予選リーグを行い、その後、決勝トーナメントを行いました。

優　勝　上田井スポーツクラブ
　監督　小林  　巧
　選手　中谷　正司
　　　　山見　幸生
　　　　山見　京子
　　　　岩﨑　陽子　

準優勝　HiGH&LOW Ａ
　監督　中西　泰裕
　選手　津村　貴弘
　　　　田口　　誠
　　　　中西友加利　
　　　　畑村　亜澄
　　　　松鳥　容子　

第13回 ソフトバレーボール大会

　２月17日、紀三井寺公園陸上競技場スタート、県庁前ゴールの
10区間　21.1kmで大会が開催されました。
　美浜町は県内29市町中（北山村不参加）17位でした。

第18回 県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会

美浜町チーム
団　長　森下　誠史
監　督　平川　雅之　
コーチ　武藤　晃平・塩﨑　徳雄
選　手　男子　北裏　武志（和田小６年）・知原　飛羽（松原小６年）・出口　雄統（和田小６年）・夏目　尚明（和田小６年）
　　　　　　　西　　大誠（和田小６年）・津村　悠斗（松洋中３年）・中西　悠吏（松洋中２年）・夏目　和明（松洋中２年）
　　　　　　　 石原　大暉（松洋中１年）
　　　　女子　中西　晶萌（和田小６年）・木村　　鞠（松原小６年）・山本　彩葉（和田小６年）・津村　七葉（和田小５年）
　　　　　　　 山本　　楓（和田小５年）・川端　有杏（松洋中２年）・小宮　夕佳（松洋中２年）・中西　陽菜（松洋中２年）
　　　　　　　 廣瀬　　暖（松洋中２年）・松島　美咲（松洋中２年）



今月の展示今月の展示
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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

梶 よう子（著）

かさいまり（著）

池上 彰（著）

佐久間 博（著）

　御茶壺道中にあこがれ、葉茶屋の
奉公人となった仁吉。
　旗本阿部正外から茶への熱意を
認められ、阿部の贔屓の奉公人とな
るが…。
　お茶が映し出す江戸と幕末の変遷
を描いた長編小説。
　『小説野性時代』連載を大幅に
加筆修正し改題。

　働き方改革は、なぜ必要？
　パンダはなぜ中国へ返すの？
　官僚と政治家はどちらが力があるの？
　いつものように受け取っている
ニュースには、どんな意味があるのか、
池上彰が解説する。
　『レタスクラブ』連載を加筆修正。

お茶壺道中 池上彰のいつものニュースがすごくよくわかる本

　小学校って「えらいこっちゃ」が
いっぱい！
　やることも時間も決まっていたり、
授業中にトイレに行きたくてもガマン
したり、学校内で迷子になったり…。
　初めて小学校に行く子どものがん
ばりを描いた絵本。

　子どもたちの寛容性や許容性を育む
「心のビタミン」。
　山下泰裕、鈴木イチロー、大坂なおみ、
レディ・ガガ、タモリ、樹木希林…。
　「プラス思考」を促す、スポーツ界・
芸能界の著名人の名言50を紹介する。

えらいこっちゃのいちねんせい きみを変える50の名言

４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

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
☆４月13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。

今月の展示
　４月のテーマは「春」です。
　春といえば暖かく穏やかな季節、そして日本の春の象徴である桜が見られる季節です。
　また、春は学校や職場など新しい出会いがあり、新生活をスタートされる方も多いのではないでしょうか。
　今月はそんな春の季節がテーマの本を展示しています。
　ぜひ手に取ってみてください。



３月生まれのお友だち

2019.４　みはま
９

問い合わせ先　ひまわりこども園　TEL 22－3650

ひまわりこども園

子育てつどいのへやは、みなさんの子育てを応援しています。
一緒に遊んだり、おしゃべりをしたりして楽しいひとときを過ごしませんか？

問い合わせ先　ひまわりこども園　TEL 22－3650

■ 誰が利用できるの？
　　町内に住所を有する未就園児のお子さんとその
　保護者が対象です。

■ 開所の曜日、時間は？
　　基本は、月～金　午前９時 30 分～午後０時・
　午後１時３０分～４時までとなっています。
　　園の都合により閉所する場合もあります。
　　ひまわりこども園の掲示板と、毎月お渡しする
　予定表をご覧ください。

■ 閉所日は？
　　土・日・祝日・ひまわりこども園休園日。
　　警報（暴風・大雨・洪水・波浪など）が発令され
　たときも、お休みです。

■ 子育て相談日
　　毎月予定しています。
　　詳しくは、予定表でお知らせします。

■ 申し込みは？
　　利用される方は、子育てつどいのへや利用申請書
　にて申し込みをしてください。
　　利用申請書は、ひまわりこども園子育てつどいの
　へや、役場　健康推進課に用意しています。

■ 楽しく利用していただくために
　・活動しやすい服装でお越しください。
　・持ち物には記名しておきましょう。
　・食べ物は、持ってこないでください。
　　（お茶・ミルクは可）
　・お子さんの健康状態に注意し、伝染病（麻疹・
　　インフルエンザなど）のときは、利用を控えてく
　　ださい。
　・事故などの責任は負いかねますので、お子さんは
　　責任をもって見てください。

子育てつどいのへや

ベビーマッサージ AED講習

ミニ運動会プール遊び クリスマス会 遠足



　２月26日、第１若もの広場で大会を開催し、16組（79名）に分かれて、個人戦（８ホール２回）計16ホール
を行いました。
　競技中は声の絶えない和やかな雰囲気の中にも参加選手の奮闘がみられ、ホールインワンが出るたびに歓声が
涌き、親睦を深めながらも熱戦を繰り広げた楽しい大会となりました。

結　　果 ※同スコア数の場合は、年齢の高い者が上位

優　勝
準優勝
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10位
Ｂ.Ｂ

狩谷眞太郎（三尾）
馬場　正之（三尾）    
外山　純夫（三尾）　　
山本　謙二（三尾）　　
大谷　雅昭（三尾）　　
浦辺　良行（本の脇）　
吉留　政明（和田東中）
中村　照博（三尾）　　
小薮　清信（三尾）　　
豊田　龍男（吉原）　　
成瀬　　弘（和田西中）

スコア27
スコア31
スコア32
スコア33
スコア35
スコア35
スコア36
スコア36
スコア36
スコア37

２回

１回

狩谷眞太郎・馬場　正之・外山　純夫
山本　謙二・
大谷　雅昭・浦辺　良行・吉留　政明
中村　照博・小薮　清信・豊田　龍男
寺西　和夫・巨海　友二・西垣　哲雄
濵口宗五郎

ホールインワン達成者

優　勝
準優勝
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10位
Ｂ.Ｂ

坂田　三穂（和田東中）
濵口　昭子（浜ノ瀬）
橋本　七生（新浜）
小薮三枝子（三尾）　
井澗　勝子（浜ノ瀬）　
中川　仁美（三尾）　　
澤越　安子（和田西中）
服部千恵子（三尾）　
馬場はるか（三尾）　
大谷　　恵（三尾）　
塩崎　京子（吉原）
赤松サト子（新浜）

スコア37
スコア38
スコア38
スコア39
スコア40
スコア40
スコア41
スコア41 
スコア41
スコア41

１回 坂田　三穂・濵口　昭子・橋本　七生
井澗　勝子・澤越　安子・山中　節代
橋野　幸子・津本　節子・尾崎加代子
村上　孝子

ホールインワン達成者

男性の部 女性の部

第５回 会員増強グラウンドゴルフ大会第５回 会員増強グラウンドゴルフ大会

　現在、メジロの捕獲は原則禁止と
なっています。
　既に飼養登録がされているメジロ
については引き続き飼養できます。
　なお、野外で野鳥を観察できない高齢者などには、捕獲
が許可される場合があります。

　森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などをま
とめた林地台帳の運用が、2019年４月１日から開始され
ます。
　林地台帳は、施業集約化や適切な森林整備に活用するこ
とを目的としたものです。
■ 閲覧方法　産業建設課で申請することで、誰でも閲覧で
　　　　　　 きます（個人情報を除く）。
■ 情報提供　森林の土地所有者など一定の条件に該当する
　 　　　　　方は、個人情報を含む情報提供を申し出る
　　　　　　 ことができます。

メジロの捕獲は原則禁止です！メジロの捕獲は原則禁止です！ 林地台帳の運用開始について林地台帳の運用開始について

問い合わせ先
産業建設課　TEL 23－4951

・捕獲許可
　日高振興局 衛生環境課　TEL 22－3481
・飼養登録
　産業建設課　TEL 23－4951

問い合わせ先

2019.４　みはま　
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お知らせお知らせ

家電リサイクル

４月のゴミ収集日

※タイヤは収集できませんので、出さないでください。
※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
　入ったり、中のガスに引火したりする事故につながる恐れ
　があるので、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。

問い合わせ先　住民課　TEL 23－4904

※今月は、燃えない（複雑）ゴミの収集はありません。
　次回は、５月の第３水曜日です。
※アルミ・スチール缶、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、スーパーの回収箱へ入れて
　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。
※発砲スチロールは、細かく砕いて不燃の指定袋に入れ、
　（小型）プラスチックゴミの日に出してください。

不法投棄は犯罪です

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、住民課まで問い合わせして
ください。

　「家電リサイクル法」により、次の対象品目は燃えない
大型ゴミとして出せません。
　家庭で不要になった対象品目を排出する場合は、リサイクル
料金と収集運搬料金を負担し、販売店などで引き取っても
らってください。
※詳しくは、各販売店で確認をお願いします

■ 家電リサイクル対象品目
　　テレビ（ブラウン管式・液晶・プラズマ）、エアコン
　（室外機含む）、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機
　※製品を買い替える場合には新しい製品の購入店に引き取
　　りを、また、廃棄のみの場合はその製品の購入店に引き
　　取りを依頼してください。
　※買い替えではなく、購入店が存在し
　　ない、遠方にあるまたは不明である
　　場合は、住民課まで問い合わせして
　　ください。

　廃棄物（ゴミ）は、わたし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」の、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。

集積所以外にゴミを捨てる
・人気のない松林などにゴミを捨てる
・道路沿いにタバコの吸い殻や空き缶などをポイ捨てする
収集日以外に集積所にゴミを出す
・大型ゴミ集積所に発泡スチロール、蛍光灯や傘などのゴミを捨てる
・可燃・不燃それぞれの大型ゴミを収集日に関係なく出す
事業活動から生じるゴミ（産業廃棄物）を出す
・コンクリートガラに石こうボード、瓦やレンガなどの産業
　廃棄物を捨てる

　これらの行為は、不法投棄にあたります。
　また、収集できないスプリング付マットレスやソファ、テレビ
や冷蔵庫など家電リサイクル対象製品を集積所に出す行為も、
もちろん不法投棄です。
　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行為
によって、町内の自然環境やわたし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

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

（偶数月）第１水曜日　 3日　

（毎月）　第２水曜日　10日　

（偶数月）第３水曜日　17日

（毎月）　第４水曜日　24日

燃える大型ゴミ

（小型）プラスチックゴミ

燃えない大型ゴミ

資源ゴミ

収 集 日

　わたしたちの身の回りには物があふれ、不用になれば捨て
てしまう「使い捨てのライフスタイル」が定着しています。
　そのことが、貴重な資源のむだ使いや環境汚染、ゴミの増加
などにつながっているのです。
　そこで、一人ひとりが「ゴミの減量」「資源の有効利用」
「再生品の利用」に取り組み、貴重な資源を大切にしていく
ためにも、古新聞・本・雑誌・段ボールなどの紙類・衣類
（綿100％のもの）は、太陽作業所や子どもクラブが実施する
資源ゴミの集団回収への協力をお願いします。

資源回収にご協力を

2019.４　みはま
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防災ひとくちメモ
避難所などについて家族で話そう
　春は入学や引越しなど、新生活をスタートする方が多い
季節です。
　新しい住居から避難場所までの避難経路の確認は万全で
すか？
　この機会にハザードマップなどを見ながら、避難場所や
避難経路、災害時の連絡方法などについて家族で話し合い、
いざという時の命を守る行動につなげましょう。
　気候も良い季節なので、暖かい日に家族で散歩を兼ねて
避難場所まで行ってみるのも
良いかもしれません。
　お子さんが入学した人は、
自宅から通学路を家族で歩い
て、大きな道路の横断や川の
近くの道を通るなど、危険な
箇所を家族で共有しお子さん
に注意を促すことも大事です。

国民健康保険被保険者証
（保険証）が新しくなります

　３月22日時点で国民健康保険に加入されている方へ、
４月１日から使用する新しい保険証（桃色）を普通郵便
（オレンジ色の封筒）で送付しました。
　現在お持ちの保険証（水色）の有効期限は３月31日まで
となっていますので、今回送付した新しい桃色の保険証へ
差し替え、使用していた水色の保険証は４月１日以降に
破棄をお願いします。
　保険証の記載事項に誤りがある場合や、４月になっても
新しい保険証が届かない場合は、健康推進課まで連絡して
ください。

▼ 旧保険証（水色） ▼ 新保険証（桃色）

　「よろず支援拠点」は国が全国に設置する無料の経営
相談所です。
　事業者の皆様に売上拡大・経営改善等のお悩みをお気軽
にご相談頂けるよう、定期的に出張相談会を開催していま
すので、ぜひ利用してください。
　希望される方は事前予約をお願いします。

・日程　毎月第２・４木曜日
　　　　※祝日、年末年始を除く
・時間　午前９時30分～午後５時15分
・場所　日高振興局
・費用　無料　

　詳しくは、https://yorozu-wakayama.jimdo.com/
出張相談会/をご覧ください。

和歌山県よろず支援拠点による
出張相談会

問い合わせ先
和歌山県よろず支援拠点

（公益財団法人わかやま産業振興財団内）
TEL 073－433－3100

問い合わせ先　健康推進課　TEL 23－4905

問い合わせ先　防災企画課　TEL 23－4902

2019年度
心配ごと相談・法律相談

　相談は無料ですので、お気軽に利用してください。

■ 心配ごと相談　（心配ごと相談員による相談）
　日　　程　毎月第２水曜日（８月は第１水曜日）
　　　　　　 ４月10日・ ５月 ８日・ ６月12日
　　　　　　 ７月10日・ ８月 ７日・ ９月11日
　　　　　　10月 ９日・11月13日・12月11日
　　　　　　 １月 ８日・ ２月12日・ ３月11日
　受付時間　午後１時～午後３時
　場　　所　地域福祉センター１階相談室

■ 法律相談　（弁護士による相談）
　日　　程　毎月第３水曜日
　　　　　　 ４月17日・ ５月15日・ ６月19日
　　　　　　 ７月17日・ ８月21日・ ９月18日
　　　　　　10月16日・11月20日・12月18日
　　　　　　 １月15日・ ２月19日・ ３月18日
　受付時間　午後１時～午後３時30分
　相談時間　１件30分程度で１日５件まで
　　　　　　※事前に予約が必要です
　場　　所　地域福祉センター３階研修室
　　　　　　（２月のみ中央公民館研修室）

問い合わせ先
美浜町社会福祉協議会　TEL 23－5393

2019.４　みはま　
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自衛官募集案内

700MHz（メガヘルツ）利用推進協会による
テレビ受信障害対策について

　携帯電話での新しい電波利用開始にともない、テレビ受信
障害が出る可能性があります。（映像が乱れる、映らない等）
　受信障害が発生する可能性が高い地域の方へは、A4サイズ
のお知らせを投函のうえ、対策員が訪問して作業内容を
説明し、了解をいただいた上で対策作業を行います。
　対策員は、身分証明書を所持しています。不審に感じられ
た際は、以下のコールセンターまで問い合わせしてください。
　700MHz利用推進協会の対策員かどうかをお調べします。
　受信障害が発生するおそれのある地域の方へは、二つ折り
のお知らせ（テレビをご覧のみなさまへ）が配布されます。
　テレビ映像に影響が生じた場合は、以下のコールセンター
まで問い合わせしてください。
　新しい電波利用開始による影響が
疑われる場合は、速やかに回復作業
にお伺いします。
　尚、対策作業および回復作業で費用
を請求することは絶対にありません。
　費用はすべて当協会が負担いたします。
　詐欺行為や悪徳商法に、注意してください。
※ケーブルテレビや光ケーブルでテレビをご覧の場合は
　影響ありません。
※BS/CS放送に影響が出ることはありません。

問い合わせ先
【700MHz受信障害対策コールセンター】
受付時間： 9時～22時（年中無休）

TEL 0120－700－012　(フリーダイヤル）
上記につながらない場合　TEL 050－3786－0700（有料）

男女共同参画ひとくちメモ
4月はＡＶ出演強要・

「JKビジネス」等被害防止月間
　近年、モデルやアイドルのスカウト、高収入アルバイト
の応募をきっかけに、若年層の女性が性的な被害を受ける
問題が深刻な状況です。
　政府では、平成29年５月の関係府省対策会議において
とりまとめた今後の対策において、特に年度当初は、進学、
就職等に伴い若者の生活環境が大きく変わる時期であるこ
とから、４月を被害防止月間と位置付け、関係府省が相互
に連携しつつ、政府一体となって必要な取り組みを集中的
に実施しています。

※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。

問い合わせ先　総務政策課　TEL 23－4901

●アンテナショップＭＩＨＡＭＡ
４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

７日（日）・14日（日）
21日（日）・28日（日）
７日（日）・14日（日）
21日（日）・28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。

問い合わせ先　防災企画課　TEL 23－4902

SNSにて営業日や
最新情報を確認出来ます！

問い合わせ先
自衛隊御坊地域事務所 TEL 23－0020

自衛隊幹部候補生
（一般・大卒程度試験）

自衛隊幹部候補生
（一般・院卒者試験）
自衛隊幹部候補生（歯　科）
自衛隊幹部候補生（薬剤科）
医科・歯科幹部自衛官
一般曹候補生
自衛官候補生
※32歳の方は、条件があります。詳しくは、下記の連絡先に問合せして下さい。

22歳以上26歳未満の者

20歳以上28歳未満の者

専門大卒20歳以上30歳未満の者
専門大卒20歳以上28歳未満の者
医師、歯科医師の免許取得者
18歳以上33歳未満の者
18歳以上33歳未満の者

幹部候補生
医科・歯科幹部
（第１回）

一般曹候補生
（第１回）
自衛官候補生

2019年３月１日～５月 １日（締切日必着）

2019年２月１日～４月19日（締切日必着）

2019年３月１日～５月 １日（締切日必着）

年間を通じ、受付中

2019.４　みはま
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※今年度より、厚生労働省の「がん検診実施のための指針」に基づき、前立腺がん検診、ピロリ菌検査、ペプシノゲン検査、
　40歳未満の胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診は実施いたしません。ご理解の程よろしくお願いします。

集団健診の申し込みは４月22日に開始します
～元気なときこそ健診を受けて、大切な身体の健康を確認しましょう！～

この春から、健康な自分作りを始めませんか？

問い合わせ先　健康推進課　TEL 23－4905

※各健診にはそれぞれ定員があるので、早めに申し込んでください。

健診の種類 実施日 場所

体育センター
午前７時30分
　　～午前９時

午前８時30分
　　～午前11時

午前７時30分
～午前８時30分

健診センター・キタデ

三尾風速荘

入山公民館

受付時間 申込締切日 定員

・国保特定健診
・胃がん
・肺がん
・大腸がん
・乳がん
・肝炎ウイルス

・国保特定健診
・胃がん
・大腸がん
・肝炎ウイルス

５月21日（火）

６月 ２日（日）

６月30日（日）

11月10日（日）

12月 １日（日）

12月 ７日（土）

９月10日（火）

９月13日（金）

５月10日（金）

５月23日（木）

６月20日（木）

10月31日（木）

11月21日（木）

11月28日（木）

８月30日（金）

９月 ５日（木）

150名

200名

200名

200名

25名

25名

50名

50名

　健康を維持するためには、運動を行うことがとても重要です。
　運動不足では健康面に大きな影響をもたらしてしまいます。
　町では下記のように運動教室を実施していますので、ぜひお気軽に参加してください。

難 易 度　★★☆☆☆
運 動 量　★★★☆☆
リズム感　★★★★☆

内　　容　エアロビリズム体操
　　　　　代謝アップストレッチ
　　　　　頭スッキリ体操
日　　時　毎月第２・４木曜日
　　　　　午後７時30分～午後８時45分
場　　所　地域福祉センター３階
申し込み　必要（受付：４月１日午前８時30分～）
定　　員　５名（定員になり次第締め切ります）
対　　象　30～64歳
講　　師　中図　弥生 運動指導士
参 加 費　無料

健康美体エクササイズ
けん こう び たい

難 易 度　★☆☆☆☆
運 動 量　★☆☆☆☆
リズム感　★★☆☆☆

内　　容　健康体操
　　　　　（ゆっくりとした動きで、新陳代謝を高めます）
日　　時　毎月第３火曜日
　　　　　午後1時30分～午後３時
場　　所　地域福祉センター３階
申し込み　不要
定　　員　40名程度
対　　象　20歳以上
講　　師　メディカル＆フィットネス アクオ運動指導士
参 加 費　無料

健美操教室
けん び そう

2019.４　みはま　
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軽自動車税の減免申請について

問い合わせ先　税務課　TEL 23－4903

　軽自動車税には身体障害者等の方に対する減免制度があります。
　車両の所有者が、原則、身体障害者等本人名義の場合のみ減免することができますので、下記表を確認のうえ、税務課まで
申請してください。
　ただし、18歳未満の方については、車両の所有者が同居の家族名義でも減免対象となります。
　なお、自動車税（県税）と軽自動車税（町税）の両方の減免を受けることはできません。

申請期間　４月１日（月）～４月12日（金）※土曜、日曜を除く
受付期間　午前９時～午後５時
必要書類　印鑑、身体障害者等の手帳（身体障害者等の減免を受ける方のみ）、運転者の運転免許証
対 象 者  ・平成31年４月１日以前に身体障害者等の手帳の交付を受けている方で下記の表に該当する方
　　　　  ・生活保護法の規定により生活扶助を受けている方

療 育 手 帳
精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳

●身体障害者手帳等をお持ちの方本人
　が運転する場合

1級～3級・4級の1（両眼の視力の和が
0.09以上0.12以下）
2級・3級
3級
3 級（喉頭摘出による音声機能障害があ
る場合に限る。）

1級・2級

1級～6級
1級～3級・5級

1級・2級

1級～6級

1級・3級

1級～3級

1級～3級

特別項症～第4項症
特別項症～第4項症
特別項症～第4項症
特別項症～第 2項症（喉頭摘出による音声
機能障害がある場合に限る。）
特別項症～第3項症
特別項症～第6項症・第1款症～第3款症
特別項症～第6項症・第1款症～第3款症

特別項症～第3項症

重度（A）
1級

●身体障害者等と生計を一にする方が
　運転する場合

●身体障害者等のみで構成された世帯の
　身体障害者等を常時介護する方が運転
　する場合（世帯構成員も下記等級に
　該当される場合に限ります。）

1級～ 3級・4級の 1（両眼の視力の和が
0.09以上0.12以下）
2級・3級
3級

●1級・2級の１（両上肢機能の著しい障害）
●2級の2（両上肢の全ての指を欠くもの。）
1級～3級
1級～3級
1 級・2 級（１上肢のみに運動機能障害
がある場合を除く。）

1級～3級

1級・3級

1級～3級

1級～3級

特別項症～第4項症
特別項症～第4項症
特別項症～第4項症

特別項症～第3項症
特別項症～第3項症
特別項症～第4項症

特別項症～第3項症

重度（A）
1級

注１）減免制度において「身体障害者等」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付
　　　を受けている方をいいます。
注２）「身体障害者等と生計を一にする方」とは、身体障害者等と日常生活の資を共通にしている同居の親族の方をいいます。

戦
傷
病
者
手
帳

視 覚 障 害

聴 覚 障 害
平 衡 機 能 障 害

音 声 機 能 障 害

上 肢 不 自 由

下 肢 不 自 由
体 幹 不 自 由

心臓・じん臓・呼吸器・膀胱又
は 直 腸・小 腸 機 能 障 害
肝 臓 機 能 障 害
ヒト免疫不全ウイルスによる
免 疫 機 能 障 害
視 覚 障 害
聴 覚 障 害
平 衡 機 能 障 害

音 声 機 能 障 害

上 肢 不 自 由
下 肢 不 自 由
体 幹 不 自 由
心臓・じん臓・呼吸器・膀胱又
は直腸・小腸・肝臓機能障害

乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による運動機能
障害

障　害　の　区　分

障　　　　害　　　　の　　　　程　　　　度

身
体
障
害
者
手
帳
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忘れずに！　犬の登録と狂犬病予防注射

　2019年度飼い犬登録ならびに狂犬病予防注射を下記の
日時・場所で実施します。
　都合により集合注射会場で接種できない方は、動物病院
でも受けることができますので、必ず接種
してください。
　飼い犬の登録と注射は、法律によって定
められています。
　飼い主としての責任を持ち、ルールを
守って犬を飼いましょう。

問い合わせ先　健康推進課　TEL 23－4905

■ 動物病院で接種する場合
　　下記の動物病院でも、集合注射会場と同じように注射済票の発行が受けられます。

　・川崎動物病院（日高郡日高町志賀57）　　　　　　TEL 63－2506
　・べるらんど動物病院（御坊市名田町野島320）　　 TEL 29－2270　
　・くまがい動物病院（御坊市湯川町小松原536-8） 　TEL 52－8011
　・チカワ動物病院（有田郡有田川町水尻707-5）　 　TEL 0737－52－6152
　・おはら動物病院（日高郡みなべ町南道329-4）　　 TEL 0739－34－5110

■ 料金
　・注射のみの場合　　3,190円
　　（注射費：2,640円＋注射済票：550円）
　・新規登録と注射の場合　　6,190円
　　（新規登録：3,000円＋上記費用：3,190円）
　　※鑑札をなくした場合、または、現在お持ちの鑑札を
　　　新しいモデルの鑑札に替えたい場合は、再交付料
　　　1,600円が必要です

実　施　時　間
午前 ９時00分～午前 ９時20分

午前 ９時30分～午前 ９時45分

午前 ９時55分～午前10時10分

午前10時20分～午前10時40分

午前10時50分～午前11時05分

午前11時15分～午前11時30分

午後 １時10分～午後 １時30分

午後 １時40分～午後 １時55分

午後 ２時05分～午後 ２時20分

午後 ２時30分～午後 ２時45分

午後 ２時55分～午後 ３時10分

午前 ９時00分～午前 ９時15分

午前 ９時25分～午前 ９時45分

午前 ９時55分～午前10時15分

午前10時25分～午前10時40分

午前10時50分～午前11時05分

午前11時15分～午前11時30分

午後 １時10分～午後 １時30分

午後 １時40分～午後 ２時00分

午後 ２時10分～午後 ２時30分

午後 ２時40分～午後 ３時00分

実　施　場　所
松原地区公民館前

吉原西集会場前

和田東集会場前

和田東中集会場前

和田西中集会場前

美浜町立図書館下（中央公民館横）駐車場

畜産センター前

本の脇集会場前

三尾 松永渡船駐車場付近

三尾 風速荘前

三尾逢母 メリケンハウス付近

田井畑 コミュニティセンター前

浜ノ瀬公民館前

浜ノ瀬 第１若もの広場駐車場

新浜 郷土資料館（旧新浜公民館）前

新浜 新消防車庫前

新浜 共同炊事場前

上田井集会場前

入山 例古橋付近

入山公民館前

美浜町役場 消防車庫前

実 施 日

４月17日（水）

担当病院
ドリトル動物病院

 ４月18日（木）

担当病院
ドリトル動物病院

■ 日時・場所　 雨天決行（警報発令時は中止です。午前７時45分の町内放送でお知らせします）　　

※事前の申し込みは不要です。ご都合のよい場所へお越しください。

2019.４　みはま　
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美浜町地域包括支援センターです！
　美浜町では、H28年度から地域において『いきいき百歳体操』の普及・啓発に取り組んでいます。
　２月14日に「いきいき百歳体操交流会」が開かれ、町内サークル代表76人と自治体職員ら合わせて
約100人が参加しました。
　いきいき百歳体操の先進地である兵庫県洲本市から畑山浩志理学療法士と津田真理子運動指導士を招いて、
「『やりたいこと』『したいこと』を継続！元気な百歳を目指して！いつまでもいきいき百歳体操」と題
し講演・運動指導が行われました。
　畑山講師から「健康とは、『身体が元気・心が元気・近所の人とのつながりが良い』状態のことであり、
週1回みんなで集まってお喋りをして体を動かすことで、健康を保つことができる。だから、いきいき百歳体操を続けることは、
健康につながる。『健康になって、自分が何をしたいのか』という思い・目標を持ち、それを達成するために、いきいき百
歳体操を続けて元気にいることが大事である。」との講演がありました。
　また、町保健師からは、「すごい！これぞ美浜の住民力！」と題して現在活動中の15サークルの活動紹介を行いました。
　いきいき百歳体操の活動を通じて、みんなが自然と助け合い・支え合い、力が合わさることで地域のつながりがますます深
まっています。みんなが地域の担い手となり、地域づくりが行われています。

それぞれの地域・
サークルに合わせ
た活動が行われて
います！

こんにちは

４月の教室の日程は、以下のとおりです。

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

元気はつらつ教室 今月の教室のテーマは「自分の健康は自分で作ろう！」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
8日（月）
22日（月）

場　　　所

地域福祉センター 午後1時30分～ 元気はつらつ体操！
まつりん＆ぼっくりん体操！

時　　　間 内　　　容

日　　　程
11日（木）
17日（水）
23日（火）
26日（金）

場　　　所 時　　　間 内　　　容

血圧測定
大正琴（美浜大正琴サークル）
演芸（みつや会演芸部）

午後1時30分～

吉 原 西 集 会 場
和 田 西 中 会 場
上 田 井 集 会 場
松 原 地 区 公 民 館

～すごい！これぞ美浜の住民力！各サークル活動紹介～　一部紹介！

・みんながおしゃべりできるよう、体操の1時間前には、会場を開けている
・月1回のお茶会やみんなでお楽しみ企画（脳トレ・トランプ・大正琴など）を実施
・体操の最後は「ワ～ハッハ！」とみんなで大笑い
・おしゃべりしながらテニスボールで足のマッサージ
・体操後に流しそうめん、年明けには厄病祓いで小豆粥を食べる企画を実施

みんなで流しそうめん みんなで協力してお茶会 トランプを楽しむ様子 テニスボールで足のマッサージ

近所の人と出会って話をすることが、いきいき百歳体操の大きな魅力です。
是非、お近くのサークルへご参加ください！

2019.４　みはま
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広報みはま　発行／美浜町役場
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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。
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TOWN infomation 町の人口と世帯数
総人口：7,228人（－15） 男：3,362人（－４） 女：3,866人（－11） 世帯数：3,144（－７）
※平成31年４月１日（対前月比）４2019４2019

No.400

いがちな産品販売、
広域連携だからこ
そできた企画でした。
　既にいろいろな
企画案も出ており、
今後は「市町村単位
ではなく、県内全域を盛り上げることで町も盛り
上げよう！」という思いで、和歌山県地域おこし
協力隊の手を取り合って協力し、連携をしていく
予定です。
　そして、３月２日に大阪市内で行われた移住
フェア『わかやままるごとフェアin大阪』に参加
してきました。
　今回の移住フェアは各市町村の個別ブースを設置
するのではなく、自由交流形式での開催でした。
　美浜町のパネルを見に来た移住希望者さんと立
ち話をしながら美浜町のいいところをアピールし、
具体的な話になってく
ると近くに設置されて
いる円卓に案内をして、
美浜町の生活環境や
空き家に関すること、
お仕事についてのお話
をさせていただきました。
　この日、お話させていただいた移住希望者の方
が美浜町へ足を運んでくれることを期待して、
今後ももっともっとPRしていきたいと思います。

　こんにちは。桜が見頃の季節になってきました。
　お花見に行きたいなぁと考えている白濱です。
　先月号の広報でも触れさせていただいた、
『第５回 地域おこし協力隊全国サミット』に参加
してきました。
　イベントエリアにて「和歌山 ＴＯＫ ＮＥＴ
ＷＯＲＫ」として、由良町・美浜町・有田川町・
古座川町・那智勝浦町・
北山村の６町村の地域お
こし協力隊員全９名が参加
し、販売展示ブースを出展。
　今回、和歌山県内全域
を対象とした地域おこし
協力隊の広域連携は初めての試みで、サミット
担当者の方も「今まで地区合同はあったが、県と
しての合同ブースは初めて」と仰っており、県と
してのブースは和歌山だけでした。
　そのため、多くの地域おこし協力隊員や自治体
関係者の方が立ち止まり、広域連携についての
質問を受けました。
　販売については由良町・古座川町・那智勝浦町・
北山村が産品を販売。
　「古座川ゆずVS北山村じゃばら どっちが
すき？」という企画をし、ブースは盛り上がりま
した。
　好みはゆずに軍配が上がりましたが、販売数で
はじゃばらの勝利という面白い結果が出ました。
　市町村毎の販売ではただ売るだけとなってしま

美浜町地域おこし協力隊 活動報告 （白濱　亜聖）

　この広報が皆様のお手元に届く頃には、
美浜町でも桜が咲き始めていることでしょう。
　「桜」の花言葉は、「精神の美」「優雅な
女性」ということらしいです。
　桜の花のように、いつまでも心美しい、優雅
な女性でありたいと思っています。
　（しとやかさ、気品もない自分に心がけな
ければと言い聞かせているところです。）
　それでも私は、これからも自分らしさは失
いたくはありません。

　皆様から、「町長」と呼ばれるよりも
「あーちゃん」「やぶうっちゃん」と呼んで
もらえるよう、驕ることなく、いつまでも
慕われる人でありたいとも思っています。
　「おーい、来たで」と言って、町長室にも
気軽にお越しいただけるよう、お待ちしてい
ますので、役場にお越しの際は、お立ち寄り
ください。

やぶうちのつぶやきやぶうちのつぶやき


