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町長・新年の挨拶

園・学校だより

教育長・年頭によせて

サークル紹介コーナー

12月10日　子育てつどいのへや

総人口：6,954人（-15人） 男：3,247人（-2人） 女：3,707人（-13人） 世帯数：3,112（-1）
※令和２年12月１日（対前月比） 1

2021
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2021.1　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。

「第6次長期総合計画」を策定するとともに「第
2次美浜創生総合戦略」も策定し、美浜町の未来
のためにもしっかりと将来を見据えながら取り組
んでいく所存でございます。
丑年は、「我慢（耐える）」や発展の前ぶれ「芽
が出る」を表す年になると言われています。丑は、
堅実で真面目に物事を進め、成長を続けることが
できるポテンシャルの高い生き物だそうです。
私も丑年にあやかり、地道に突き進むことで、
新たな発展へとつなげる年にしていきたいと思っ
ておりますので、皆様の一層のご指導、ご鞭撻を
賜りたく、謹んでお願い申し上げます。
結びに、本年も皆様におかれましては、素晴ら
しい年でありますよう祈念申し上げ、新年のご挨
拶といたします。

令和 3年　元旦

初春を迎え、謹んでお喜び申し上げます。
旧年中は、町政に対しまして、格別のご理解と
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
早いもので、就任して 2回目の新年を迎え、
任期の半分が経過しようとしています。これもひ
とえに、皆様の暖かいご支援によるものと心から
感謝いたしております。
さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウイ
ルス感染症の世界的な流行に伴う東京オリンピッ
ク・パラリンピックの延期、緊急事態宣言による
外出自粛や学校の休校、イベントの中止などによ
り、地域経済も影響を受け大きな打撃となりまし
た。
また、各地で集中豪雨による河川の氾濫や土砂
災害が起こり、多くの方が被害に遭われ心を痛め
ました。
改めて被害に遭われました皆様に心よりお見舞
い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈
りいたします。令和3年は、このような大災害
が起こらないことを願っております。
暗いニュースが続く中、10月 26日のドラフ
ト会議において、吉原地区在住の小林樹斗選手（智
辯和歌山高等学校）が広島東洋カープから指名さ
れるという明るい話題がありました。中日ドラゴ
ンズの岡田俊哉選手以来11年ぶりとなるプロ野
球選手の誕生に、私自身、大変うれしく思うとと
もに期待しております。
さて、当町では 7月に和歌山県OBの石塚副
町長を迎え、新たな体制でのスタートを切ってい
ます。本年3月には町の最上位計画であります

新年あけまして
おめでとうございます

美浜町長
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美浜町食生活
改善推進協議会です

令和2年度保健衛生・薬事衛生・生活衛生功労者知事感謝状贈呈式が、11月12日（木）和歌山市のホテルアバロー
ム紀の国で行われました。
美浜町食生活改善推進協議会の活動が、「子ども世代から高齢者世代まで幅広い世代に応じた健康づくりに積極的に取
り組み、地域の食生活改善に尽力した。」として、知事より感謝状が贈呈されました。

11月５日（木）に『吉原西いきいきサロン』にて、美浜町食生活改善推進協議会主催の『シニア
カフェ』を開催しました。１６名の地域の方が参加してくれました。
『元気で長生き健康カルタ』を使って、元気で長生きする秘訣を伝えました。
「①しっかり食べる。②地域の集まりに参加する。③みんなと喋ってよく笑う。ことを心掛けよう～！」と啓発しました。

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。　

知事感謝状を頂きました！

吉原西シニアカフェ
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和田小学校和田小学校

ひまわりこども園ひまわりこども園

■ フレンドリータイム
11 月 17 日（火）13 時
から、後期児童委員会主催の
お楽しみ会「フレンドリータ
イム」が行われました。
今回は、「聖徳太子ゲーム」
というゲームをしました。こ
れは、複数の人が同時に一文字ずつ話したのを聞き、何と
いう言葉か当てるというものです。縦割り班男女別の16
グループが挑戦しました。
二文字の言葉から始め、最後は五文字の言葉になりまし
た。一問ごとに正解が知らされると、子どもたちから歓声
が上がりました。
後期役員にとって初めての企画は、大成功でした。自信
を持って、これからも学校のリーダーとしてがんばってく
れることを期待しています。

■ 第 2 回学校運営協議会
11 月 19 日（木）10 時
30分から、第2回学校運営
協議会を開催しました。
今回は、委員の皆様に 3
時間目の授業を公開しました。

その後の協議会では、学校長から現在の学校の状況を説明
し、委員の皆様から授業の感想も含めてご意見をいただき
ました。
いただいたご意見は、今後の学校運営に生かしていきま

す。委員の皆様、ありがとうございました。

■ 不審者対応避難訓練
11月 24日（火）3時間

目に、不審者対応避難訓練
を行いました。事件の想定
は、3時間目が始まって間も
なく、校内に侵入して西階段
から 3階に上がった不審者
が、刃物を持って5年教室に入ったというものです。御
坊警察署及び和田駐在所から計4名の方にお越しいただ
き、指導を受けました。
避難訓練に続いて、運動場で、不審者に会ったときにき

しゅう君の家へ駆け込む訓練をしました。この時に注意す
ることもご指導いただきました。このような訓練を定期的
に行い、課題点を修正しながら、子どもたちの安全を確保
するように努めていきたいと考えます。

■ 1 月の行事予定
  8 日（金）　始業式
12日（火）　給食開始
27日（水）　教育委員会学校訪問

■ 遠足ごっこ
例年、白浜方面のバス遠足（幼児組）
でしたが、コロナ禍の中、今年は控え
ることにしました。
乳児組は散歩に出かけ色づいた葉を
見たり虫を探したりして身近な秋を見
つけに出かけました。幼児組はスタン
プラリーやいろいろなゲームをして遊
びました。
お家の方が作ってくれたお弁当は、
テラスや園庭に出て喜んで食べていました。

■ ふれあい参観（運動ごっこ）
11月 13日、コロナ対策を講じな
がら、0、1、2歳児の保育参観を行
いました。
園庭で動物体操やかけっこを見ても
らった後に、ホールや保育室に分かれ
て、ふれあい遊びや運動ゲームを一緒
に楽しんでもらいました。

■ 芋堀り（5 歳児）
ツルを引っ張ると「芋がついてきた」

と喜んだり、折れないようにと慎重
に掘ったり、虫探しになったりして
芋堀りを楽しみました。ツルはクリ
スマスのリースにします。

■ 勤労感謝の日～いつもありがとうございます～
11月 20日、5歳児が6グルー

プに分かれて身近で働いている方々
へお礼に出かけました。

■ コスモス畑に行きました
たくさんのコスモスに「いろんな

色あってきれい」「いいにおいする」
等と話しながら畑に入って見せてい
ただきました。落ちている花びらを
集めている子もいました。

■ 1 月の予定
  4 日　保育始まり
12日　3学期始業式
20日　誕生会
23日　お楽しみハッピー会 (乳児組 )

■ 保育教諭・調理作業員募集中
詳しくは、ひまわりこども園（TEL22-3650）まで

お問い合わせください。

　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。
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松原小学校松原小学校

松洋中学校松洋中学校

■ キッズサポートスクール　～ 10 月 20 日～
例年行っている非行
防止教室「キッズサポー
トスクール」を行いま
した。対象は 2年生と
5 年生。それぞれの教
室に講師をお招きしま
した。
2年生では、身の回りにある善い行い、悪い行いをカー
ドや紙芝居を利用しながら説明していただきました。普段
行ったり感じたりしている善悪について改めて振り返る機
会となりました。
5年生も善悪について学習しました。2年生の内容に
加え、社会の一員として法律やきまりを守ることの必要性、
軽率な行動が相手やその家族を悲しませてしまうことなど
についてパネルなどを利用しながら説明していただきまし
た。
物事の善悪については、知識として分かっていても行動
にうまく現れないことがあります。折に触れて自らの感じ
方、考え方、行動の仕方を振り返ることは意義深いと感じ
ています。

■ 中学校体験入学　～ 10 月 26 日～
6 年生児童が松

洋中学校へ訪問さ
せていただきまし
た。徒歩で松洋中学
校まで行き、まずは
3 階の視聴覚室へ
向かいました。教室では中学校の先生方が出迎えてくれて
いました。教頭先生の説明を受けた後は、5限授業の参観。
1年生の国語、社会、2年生の数学、美術、3年生の体育、
理科でした。体育では中学生の力強いバスケットボールの
動き、美術では描写レベルの高い自画像に感心させられま
した。また、他の教科についてはその内容の難しさを感じ
たかも知れませんが、中学校の授業内容やスタイルを体験
できたことは収穫でした。
授業参観後は、再び視聴覚室にて生徒会からの学校紹介

がありました。中学校の先生方や部活動の紹介でした。中
学校から新たに始まる部活動の説明は興味深いものとなり
ました。先輩からのメッセージはきっと心に届いたことと
思います。

■ 1 月の行事予定
  8 日 ( 金 )　3学期始業式
13日 ( 水 )　火災避難訓

■ １年生・減災教室を (10/16) 実施
起震車で震度 7の揺れを
体験しました。
生徒達はすごい揺れにびっ
くり。地震の怖さを知るいい
機会になりました。

■ 避難訓練の実施
去る11月 5日（木）に、
南海トラフ大地震を想定し
た避難訓練を行いました。避
難場所である松原地区高台
に向け､ 小走りで出発しまし
た。その後、役場防災企画課
の担当者の方から美浜町の地震・津波対策の話を聞きまし
た。目的地地までは､ 全員が１５分以内で到着することが
できました。高台に津波が押し寄せるまで20分というこ
となので、無事に避難できるという確認ができました。
ご家庭でも、お子さんと一緒に地震・津波についての話
をしていただければと思います。

■ 校内音楽会
10月 30日（金）に、校内音楽会を実施しました。生

徒のがんばりを楽しみにされていたと思いますが、今年度
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため本校の生徒
と職員だけの開催となりました。
３年２組・金賞、３年１組・銀賞、２年１組・銅賞
各学年ともに、全員の心に残る素晴らしい歌声でした。

１年１組 ･君がくれた夏　　１年２組 ･小さな恋の歌

２年１組 ･プロローグ　 　２年２組 ･マリーゴールド

３年１組 ･キセキ　　　　　 ３年２組 ･３月９日

■ １月の予定
  8 日（金）始業式

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。　
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年頭に寄せて
教育長　塩﨑 善彦

　愛とはげまし　育てる心　私たちは美浜の明日を信じます。

ところで、「楽しいから笑うのではなく笑う

から楽しいのだ」という、アメリカで19世紀

に活躍したウィリアム・ジェームスという哲学

者の名言があります。新型コロナウィルス感染

症は昨年末から三度目の流行が拡大し、完全な

終息が見通せない中で新年を迎えました。社会

は、コロナ禍によって閉塞的な空気が漂ってい

ますが、「温かい笑い」によって、暖かい空気

の流れが各所に伝播するのではないかと思いま

す。

新型コロナウィルスの蔓延で、まだまだ耐え

忍ぶ年となるかもしれません。しかし、嘲笑な

どのネガティブな「笑い」でなく、「温かい笑い」

を忘れずに地道に突き進むことで新たな発展へ

とつなげる年にしたいと思います。

新型コロナウィルスへの感染の流行が終息し、

一日も早く明るい話題を共有できることを願い

年頭のご挨拶とさせて頂きます。

新年明けましておめでとうございます。

昨年は、新年当初からの新型コロナウィルス感

染症の流行は、私たちの社会生活に大きな影響

を及ぼしました。

本来であれば、令和2年は、東京オリンピッ

ク、パラリンピックが華々しく開催され、アス

リートが日本に集結し、競技力を競い、平和の

喜びを分かち合う一方で、日本国及び日本国民

の素晴らしさを世界中に発信する機会となった

はずでした。それは、日本が敗戦からの完全な

復興と国際社会への復帰、日本経済の高度成長

への足がかりとなった昭和 39年開催の東京

オリンピックとまた違った感動を呼ぶ出来事と

なったと思います。

しかしながら、「蟻の一穴」と言いますが、

医療が発達した時代に一つのウィルスに世界

が翻弄されようとは予想だにしないことでし

た。同時に人類の英知を超える未知の分野がま

だまだ存在するということを思い知らされまし

た。だからこそ、人類は傲慢を排し謙虚に、医

療、自然科学分野の研究や、より高度な科学技

術の獲得に力を注ぐ必要があるということを痛

感しました。

そして、それを支えるのは教育とそれにつな

がる研究である思います。新型コロナウィルス

感染症に関係する暗いニュースがあふれる中で、

理化学研究所のスーパーコンピューター「富岳」

が性能ランキングの4部門すべてで世界一と

なったというニュースは、一筋の光明となりま

した。このニュースは、日本の科学技術の高さ

世界中に示すものとなった出来事でした。
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経済的な理由によって、就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、義務教育を円滑に実施することがで
きるよう、学用品費など一定の援助を行う支援制度です。
また、令和3年4月に美浜町立小学校に入学する保護者に対して、入学準備金を入学前に支給します。
この制度を利用したい場合は、お子さんが通学する学校にご相談ください。

準要保護就学援助制度

問い合わせ先　教育課　TEL 23-4955

問い合わせ先　 中央公民館　TEL 22-7309

中央公民館
Tu Tu クラブ

松原地区公民館
中山　紘 様

ロビー展示を開催しました！



たべる生活 群 ようこ 著

はたらくくるまたちのかいたいこうじ
  シェリー・ダスキー・リンカー 著
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友学の森
美浜町立図書館だより

新刊案内

退職を機に妻を豪華旅行に誘う
夫。でも、妻には秘密の人生設計
が…。豪華寝台列車「ななつ星」
を舞台に、桜木紫乃、恩田陸ら7
人の作家・クリエーターが極上の
ストーリーを綴る。『オール讀物』
掲載に書き下ろしを加えて書籍化。

ワンワンちゃんのケーキ屋さん
を外からのぞくノラネコぐんだん。
うっかりアリを踏んでしまい、ア
リンコビームを発射され、アリの
大きさに。ということは、店に入っ
て、見つからないでケーキを好き
なだけ食べることができる ! ？

日々の料理に手はかけず、でも
栄養バランスはきっちりと。とに
かく、人間の体は食べた物ででき
ている。ゆるく、かろやかに生き
ていくための「食」エッセイ。『一
冊の本』連載を加筆し書籍化。

はたらくくるまたちの今日のし
ごとは解体工事。古くなったたて
ものをこわすんだ。みんなで力を
合わせれば、大きなしごともやり
きれる！乗り物が大好きな子ども
に贈る「おやすみ、はたらくくる
またち」シリーズ。

Seven Stories 星が流れた夜の車窓から
 糸井 重里 他

ノラネコぐんだんケーキをたべる
  工藤 ノリコ 著

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
わからないようにして、貸し出しをするものです。一般向け、幼児向けをご用意
しています。１月５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。

紀の国わかやま文化祭『折り鶴プロ
ジェクト』の折り鶴を募集しています。
皆さんが作った折り鶴が紀の国文化

祭のモニュメント制作に使用されま
す！
折り鶴は好きな色の折り紙に夢や希

望を書いて折ってください。また、図
書館にも折り鶴作成コーナーを設けて
います。皆様、ぜひご参加ください。
折り鶴の募集は2月末
までを予定しています。

今月の
おはなし会は、
都合により
お休みです。

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

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。

「図書館福袋」の
貸出をおこないます！
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子育て へやつどいの
ひまわりこども園

14日（木）お正月遊び
21日（木）鬼の面作り
26日（火）鬼の面作り

1月の予定

11 月はこんなことをしたよ

問い合わせ先　ひまわりこども園　TEL 22-3650

絵本の読み聞かせ会では、手遊びやふれあい遊びもしました。

※ 新年は７日 (木 )から「ホッとルーム」を開所します。

ふれあい運動遊びでは、体操やかけっこ、アンパンマンになって玉入れを楽しみました。

保健の先生から冬の感染症の話や、手洗いハンドケアについての話を聞きました。
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お知らせ

「税に関する中学生の標語」
優秀作品

忘れず納付！ 町県民税・国保税

防災ひとくちメモ
防災とボランティアの日

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。
令和3年2月1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ご協力ください。

■ 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等への収入（給与）の調査を行い差押
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。

1月17日は「防災とボランティアの日」です。
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災を契機として、毎年1月17日を「防災とボラ
ンティアの日」、1月15日から21日までが「防災とボランティア週間」と制定されました。
阪神・淡路大震災以降も東日本大震災などの大きな災害が発生するたびに、災害時のボランティア
の力も大変重要だということがわかってきました。
「防災とボランティア週間」は、災害時における住民の自主的な防災活動やボランティア活動につ
いての認識を深めるとともに、災害への備えを充実強化させることを目的としています。

問い合わせ先　 税務課　TEL 23-4903

問い合わせ先　 防災企画課　TEL 23-4902

税金よ　未来へ続け　虹色に
松洋中学校　3年2組　井戸本　浩暉

税金は　みんなはらって　あたりまえ
松洋中学校　2年1組　山田　幸太郎

はらおうよ　明るい未来　めざしてさ
松洋中学校　1年2組　玉置　萌花　
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資源回収にご協力を
私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・段ボール等の紙類・衣類（綿100%のもの）は、太陽作業所及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。

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ご参加く

ださい。
今月の健美操教室は、新型コロナウイルス感染症予防のため、

午前・午後に分けて教室を実施します。
① 10時から11時 30分・・和田地区の方
② 13時 30分から15時・・三尾・松原地区の方

■ 日時　1月 19日（火）
①10時から11時 30分　②13時 30分から15時

■ 場所　地域福祉センター 3階
■ 講師　メディカル&フィットネス
　　　　 アクオ インストラクター
■ その他　運動できる服装、
　　　　　 飲み物・タオル持参

健
け ん

 美
び

 操
そ う

 教 室

問い合わせ先　 健康推進課　TEL 23-4905
問い合わせ先　田辺産業技術専門学院

TEL 0739-22-2259

■ 日　　時：令和３年２月６日（土）９：３０～
■ 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１５人程度
情報システム科３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：令和２年１１月３０日～令和３年１月２７日に

令和３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

※県ウェブサイトにも掲載

令和３年度生徒募集
県立田辺産業技術専門学院

問い合わせ先　 住民課　TEL 23-4904

※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。
※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。
※傘や蛍光灯は、不燃の指定袋に入れ、燃えない（複雑）ゴミの日に出
してください。
また、袋からはみ出す場合は、口のところで縛ってください。
※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」。
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 !

1月のゴミ収集日
分　別 収　集　日

燃えるゴミ

（毎週）
月・木

濱ノ瀬・吉原・
田井畑・上田井・
入山

（毎週）
火・金

三尾・和田・
本ノ脇・新浜

（小型）
プラスチックゴミ

13 日
（毎月）第2水曜日

燃えない
（複雑）ゴミ

20 日
（奇数月）第3水曜日

資源ゴミ 27 日
（毎月）第4水曜日
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【わかる・わかりました】
①右手の手のひらで胸をトントンと軽
く２回ほどたたきます。
※右手を胸に当て、なで下ろす手話表
現もあります。

【わからない・わかりません】
①右手の指先で、右の肩のあたりを
２回くらい上にはらいます。

手話を覚えるきっかけとして、手話単語を紹介します。
手話が身近な言語となるよう、皆さんも一緒にやってみましょう。

手話を覚えよう♪（第４回）

？
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※　採用種目は、陸上自衛隊男子のみです。また、32歳の方は、条件があります。詳しくは、下記にご連絡お願いします。

令和 2 年度自衛官等募集案内

問い合わせ先　自衛隊御坊地域事務所　TEL 23-0020

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方は、申請により保険料が減額または免除となる場合があります。対象となるのは令和

2年2月1日～令和3年3月31日までの保険料です。

■ 対象となる方
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第一号被保険者

⇒保険料全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した（※）第一号被保険者

⇒保険料全額免除又は一部減額

（※）保険料が一部減額される要件
(1) 令和 2年の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年に比べ

て10分の3以上減少していること

(2) 収入が減少した種類の所得以外の令和元年の所得合計額が400万円以下であること

■ 申請期限　　令和3年3月31日まで

働く男性の中には、「毎日残業が多く、仕事と生活のバランスが取りにくい」「育児休業の取得を言い出しにくい雰囲気が職場に

ある」といった経験を持つ方がいるのではないでしょうか。

女性が活躍できる環境を作ることは男女共同参画推進の大きな課題になっており、女性に対する取り組みをよく耳にするかと思

います。

しかし、男女共同参画とは性別による役割分担意識の解消や長時間労働の抑制などの働き方の見直し

によって、誰もが互いに尊重し協力しあって個性と能力を十分発揮できる社会を目指すものであり、女

性だけのものではありません。

男性にとっても、地域や家庭へ参画しやすい環境を作ることが大切です。

※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。

新型コロナウイルス感染症の影響による
介護保険料減免について

男女共同参画ひとくちメモ
「男性にとっての男女共同参画」

問い合わせ先　福祉保険課　TEL 23-4950

問い合わせ先　総務政策課　TEL 23-4901

募集項目 応募資格 受付期間 試験期日 場　　所

※第3回
一般曹候補生

男
18歳以上
33歳未満の者

12月1日（火）～
令 和 3 年 1 月 8 日
（金）まで

1次 : 令和 3年1月16日（土） 和歌山県民文化会館

2次 : 令和 3年2月13日（土） 和歌山地方協力本部庁舎
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障害者虐待防止法（正式名称「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に
関する法律」）は、虐待によって障害のある人の権利や尊厳がおびやかされることを防
ぐための法律です。主に身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）のある人や、
その他心身の機能の障害や社会的な障壁によって日常生活または社会生活が困難で支援
が必要な人が対象となります。（※障害者手帳を所持していない場合も含まれます。）

障害者虐待防止法では、
①養護者（家族、同居人、身辺の世話をしている親族や知人など）
②障害者福祉施設従事者（障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働く職員）
③使用者（障害のある人を雇っている事業主など）
が障害のある人に対して行う次のいずれかに該当する行為とされています。

障害者の虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談は以下の窓口までお寄せく
ださい。
虐待の通報・届出をした人を特定できる情報は、慎重に取り扱われます。
地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている人だけでなく虐待している家
族などがかかえる問題の解決にもつながります。ご協力をお願いいたします。

障害者虐待防止法をご存知ですか？

こんなことが虐待になります

虐待を受けた・発見した方はすみやかに通報を！

放棄・放任
（ネグレクト )

食事や入浴、洗濯、排せつ
などの世話や介助をほとん
どせず、障害のある人の心
身を衰弱させること。

心理的虐待
障害のある人を侮辱したり、
拒絶したりするような言葉
や態度で、精神的な苦痛を
与えること。

障害者虐待防止センター窓口（24h 対応） TEL:0738-23-2439　FAX:0738-52-7723
美浜町役場　健康推進課 TEL:0738-23-4905　FAX:0738-23-3523

身体的虐待
障害のある人の体に暴力を
加えること。また正当な理
由なく身動きがとれない状
態にすること。

性的虐待
障害のある人に無理やり（ま
た同意と見せかけ）わいせ
つなことをしたり、させた
りすること。

経済的虐待
同意なく障害のある人の財
産や年金、賃金などを使う
こと。また正当な理由なく
金銭を与えないこと。

問い合わせ先
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日　　程 時　　間 場　　所 内　　容
21日（木） 午後1時から 上田井集会場 いきいき百歳体操・消費生活啓発出前講座・弾き語り
22日（金）

午後1時30分から
松原地区公民館 影絵・腹話術（笑顔の会）・ミニ運動会

26日（火） 浜ノ瀬住民会館 読み聞かせ（ともしび）・りみ先生の気功・トランプ・玉ざる入れ
28日（木） 三尾風速荘 消費生活啓発出前講座・弾き語り・トランプ・脳トレ

昨年は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。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！！

みはま健康教室 元気はつらつ教室腰痛膝痛予防サークル

いきいき百歳体操 いきいきサロン認知症予防サークル

今月の教室のテーマは「老廃物をどんどん流そう！」です。
日　　程 時　　間 場　　所 内　容
18日 ( 月 )

午後 1時30分から
中央公民館

リンパエクササイズ
25日 ( 月 ) 地域福祉センター

＊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。
＊イスなどを消毒する用のタオルをご持参ください。

美浜町地域包括支援センターです !こんにちは

☆元気はつらつ教室☆

問い合わせ先　美浜町地域包括支援センター　TEL23-4950

1月の教室の日程は、以下のとおりです。

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～

☆地域巡回いきいきサロンのお知らせ☆

問い合わせ先　美浜町社会福祉協議会　TEL23-5393

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、皆様お誘い合わせお越しください。

問い合わせ先　美浜町地域包括支援センター　TEL23-4950

日　　程 時　　間 場　　所
21日（木） 午後1時30分から 地域福祉センター

☆家族介護者の交流会☆
ご家族を介護する方たちが集い、同じ悩みや体験などを話し合える場として家族介護者の交流会を行っています。
ほっと一息つきながらみんなで情報交換や相談もできます。お気軽にお越しください。

＊参加費無料　申し込み等の必要はありませんのでお気軽に参加してください。
＊ご本人様も参加できます。ご本人様の参加のご希望の際は事前に地域包括支援センターまでお問い合わせください。

＊全ての地区で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。
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ことが、大変励みになりました。いつもお声掛けあり
がとうございます。
年越しそばは、大晦日に縁起を担いで食べるそばだ
そうです。来年こそは、コロナが終息し、おだやかな
１年であることを祈願しながら、
いただこうと思います。
どうか皆様、良いお年をお迎
えください。

コロナ禍で行事やイベントが中止になり、住民の皆
様のために、自分は何ができているのだろうかと不安
になりながらの１年でした。
リーダーシップで職員を引っ張るはずが、職員に
引っ張られてた感もあります。
つぶやきに毎月どんなことを書こうか悩み、この１
年間は、結局コロナに関しての事が多く、皆様に色々
な情報をお伝え出来なかった事も反省です。
それでも「楽しみに読んでるよ」と言ってくださる

広報みはま　発行 /美浜町役場
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。

広告

有料広告募集
1区画　5,000円/月

（縦40mm×横80mm）

百歳体操の月曜クラブ・水曜クラブは毎週１時３０分から松原地区公民館で行っています。いつも出席される方は
両クラブ１０～１２名です。現在、新型コロナウイルス感染予防のため、密をさけ、消毒を済ませて、ビデオを中心
に百歳体操を開始です。手足におもりをつけて伸ばしたり、イスに腰を掛けてゆっくり立ち上がったり、座ったりと
日頃あまり使わない筋肉のトレーニングです。足、腰の強化をめざして、また、終了後の皆さんとのおしゃべりも老
化予防につながり、週１回の集まりの顔ぶれも決まってきた感じです。

百歳体操 月曜クラブ・水曜クラブ
代表者 月曜クラブ　桑山 行男・水曜クラブ　中村 玲子

活動場所 松原地区公民館

百歳体操　月曜クラブ 百歳体操　水曜クラブ

サークル紹介コーナー

問い合わせ先　中央公民館　TEL 22-7309


