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きゅうり　　　　40ｇ
薄力粉　　　　 100ｇ
水　　　　　　　　少々
コショウ　　　　　少々
　　　（３～４つまみ）

無塩バター　　　 50ｇ
砂糖　　　　　　40ｇ
塩　　　　　　　　１ｇ
白餡　　　　　　20ｇ
重曹　　　　　　　１ｇ
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TOWN infomation 町の人口と世帯数
総人口：7,444人（+５）男：3,455人（－8）女：3,989人（+13）　世帯数：3,179（+1）
 ※平成29年12月１日（対前月比）１2018１2018

No.385

　12月始め、みなべ町で開催された日高医師会創立70周
年記念式典に出席させていただきました。
　昭和22年という戦後からの復興期に発足して以降、長き
年月を重ねる中では大変な御苦労もあったことでしょう。
　町としても児童や生徒の健やかな成長や地域の方々の健
康を守っていただいていることに、心からの感謝とお礼を
述べさせていただきました。
　どうか今後とも地域の方々の上質な医療の提供にご尽力
いただきますよう、心からご祈念申し上げます。
　さて、その記念式典で同じテーブルについた方と、三
尾・龍王神社境内のアコウ樹の話になりました。
　アコウは、アジア東部の亜熱帯植物でクワ科イチジク属
に分類される常緑の高木です。
　県内の最北限は有田市になります。
　幹から髭のような多数の気根を垂らし岩や崖などに張り付
くこともあるアコウは、別名『絞め殺しの木』というのだと、
十数年前に紀北の方に教えてもらったことがあります。

　県の指定文化財に指定されている龍王神社のアコウも、
県下最大の大樹で圧巻ですが、逞しさと共によく発達した
気根は少し異様な雰囲気もあります。
　数年前、民放の朝の番組で近畿の木にまつわるパワース
ポットを紹介するコーナーがあり、その中で龍王神社のア
コウが映されていました。
　どうして？とビックリしたのですが、キャスターがアコ
ウ樹を『悪を絞め殺す木』と紹介していました。
　別名をはじめて聞いたときは、アコウ自体の見た目もあ
り、あまり良い呼び名には思えなかったのですが、そうい
う捉え方も出来るのか、さすがだなぁと感心したものです。
　町内では、松原王子神社の社叢が日高地方でも稀な天然
林として、また、日高地方でも格式の高い御崎神社のウバ
メガシの老樹がいずれも県の指定文化財になっています。
　新しい年の幕開けに、各神社をまわってみるのはいかが
でしょうか。

町 長 通 信

１．バター・砂糖・塩をホイッパーで混ぜ、白っぽく
　　なるまで空気を入れていく
２．きゅうりを洗って水気を拭き取り、フードプロ　
　　セッサーで細かくする
３．１に水（極少量）で溶かした重曹と白餡を混ぜ合
　　わせ、２のきゅうりも加えて合わせる
４．あらかじめふるっておいた薄力粉と３をゴムベラ
　　で混ぜ合わせ、最後にコショウを入れる
５．できあがった生地を冷蔵庫で冷し固める
６．冷えた生地を２～３mmの厚さにのばし、好みの
　　型でくり抜き、鉄板に並べる
７．オーブン160℃で約15分焼き、焼き色がついた
　　ら完成

作り方

きゅうり嫌いもwelcome松きゅうりクッキー
福田裕子

卵と牛乳を使わないので、アレルギーのお子さんのおやつや、
塩・コショウを使っているので、

おつまみ感覚で食べられるソフトクッキーです。
きゅうりの苦味がないので、きゅうり嫌いな方もどうぞ。

※バターは常温に戻しておく
※スパイスがお好みの方は、コショウの分量を増やす

４月号より紹介してきましたコンテスト応募作のきゅうりレシピは、今月号にて終了します。ありがとうございました。



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。2018.１　みはま
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　平成28年７月より、避難困難地域解消のため松原地区において進めていました高台工事が完成し、11月23日
に竣工式を行いました。
　竣工式には、二階自民党幹事長、仁坂県知事、各地区自主防災会 会長をはじめ、関係者約50人が出席。
　松洋中学校吹奏楽部の演奏が、式典に花を添えてくれました。

　　　台は、標高15.5メートル、収容人数は新浜・
浜ノ瀬・田井畑の避難対象者がすべて避難できる
2,000人となっており、トイレや生活必需品・非常
食を保管する倉庫なども設置しています。

問い合わせ先　防災企画課　TEL 23－4902

高

工事期間中は周辺住民をはじめ、みなさんに大変ご
迷惑をおかけしましたが、ご理解ご協力くださりあ
りがとうございました。

備蓄倉庫 マンホールトイレ

かまどベンチ 避難誘導灯

総事業費
整備面積
避難場所全面積
盛土量

備蓄倉庫（コンテナ）
マンホールトイレ
耐震性貯水槽
かまどベンチ
緊急車両駐車場
一般車両駐車場
手洗い場
時計台
蓄電式避難誘導灯
避難場所標識

約２億4,700万円 
12,950㎡ 
2,400㎡ 
39,700㎥

６基
20ヵ所
８㎥
10基
5台 
44台
１ヵ所
１基
22基
８ヵ所

（毛布・食料・飲料水など保管）
（公共下水道へ接続）
（トイレ洗浄用）

（第１分団消防車用）
（緊急時避難行動要支援者用）

（蓄電池一体型ソーラー）
（ソーラーLED、一部防犯カメラ内蔵）

松原地区高台
津波避難場所
完　成

松原地区高台
津波避難場所
完　成



新年あけまして
 おめでとうございます
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　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30年「戌（い
ぬ）年」をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
　また平素より、町政の運営に対しご支援とご協力
を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、平成29年も多くの事業を進めてまいりまし
たが、まずあげさせていただきたいのは、松原地区
高台津波避難場所が11月に竣工を迎えることができ
たことです。
　これも地元新浜、浜ノ瀬、田井畑の住民の皆さま
のご協力のお陰であると感謝申し上げます。
　この高台の完成によって2,000人の避難場所が確
保できたことにより、避難困難地域が解消されまし
た。
　浜ノ瀬地内においては、更に避難タワーの設置を
計画しており、今後も津波による犠牲者ゼロを目指
して、計画に沿った防災対策を進めていく予定です。
　また、同じ日には県の日高川水系河川整備計画に
基づく西川河川の整備事業の「着工を祝う会」を迎
えることもできました。
　この事業が本格的に動き始めることで、和田不毛、
東裏川の冠水の軽減が図られるものと期待していま
す。
　着工までこぎつけられたのは、長年事業実施に向
け活動を続けてこられました西川河川改修事業推進
協議会の皆さまの努力のたまものであります。
　今後も事業の進捗が加速されるよう、関係機関に
働きかけてまいりたいと思います。
　ほかにも、昨年は地方創生事業の取り組みとして
２つのプロジェクトが開始されました。
　プロジェクトＢ（ふれあいと健康と起業のまち
「みはま」プロジェクト）では吉原公園周辺を整え、
多世代交流拠点を設けるため環境整備が進んでいま
す。
　４月には地域の皆さまの憩いの場を提供できる予
定です。
　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）では、三尾地区の活性化を図るため、
地元協議会を始め、大勢の方々による取り組みが加
速して行われています。
　観光資源としてのアメリカ村、ふるさと教育の題
材としてのアメリカ村が、町民の皆さまや町外の方
にも改めて知っていただく契機になればと期待して
いるところです。

　この２つのプロジェクトに先駆けて開始したプロ
ジェクトＡ（煙樹海岸活性化プロジェクト）である
アンテナショップMIHAMAも11月で１周年を迎え、
更なる町産品のPRに努めています。
　煙樹ヶ浜、松林、アメリカ村といった地域資源を
活用した地方創生の取り組みによって、美浜町の良
さを再認識し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るところです。
　また、大型プロジェクトである吉原上田井線の整
備事業も計画どおり進んでおり、今年は川の真ん中
に橋脚を設置する予定となっています。

　さて、災害の面では、台風の接近が連続し、豪雨
による冠水被害や暴風による公営住宅の被害等が相
次いだ１年でした。
　三尾までの県道が崩土により一時通行止めとなる
こともあり、インフラ面での弱さが目立ったように
思います。
　こうしたことをふまえ、地震や津波被害により三
尾地区が孤立した場合に備えたヘリコプターの緊急
離着陸場を、旧三尾小学校の東側に計画しています。
　春には完成の予定です。

　今年の干支は戌（いぬ）ですが、戌年の人は真面
目で勤勉、努力家と言われています。
　平成30年度は、私の第２期目の任期のうちの４年
目、仕上げの年度となります。
　私も、干支にあやかって、さらに努力を重ね、大
いにはばたく年にしたいと考えています。

　例年申し上げているとおり、町の行政は各区・各
地区、各地区自主防災会の活動との連携なしでは成
り立ちません。
　今年も「地域コミュニティの力」をお借りしなが
ら、「笑いと元気で感動のある町」を目指していき
たいと思いますので、皆さまのご協力をお願いいた
します。
　結びに、住民の皆様方にとって、今年がすばらし
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30年　元旦

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。 2018.１　みはま
３



ひまわりこども園
■ バス遠足とミニ運動会

■ みんななかよし人権教室

　11月２日、３～５歳児が大型バ
スに乗って、白浜アドベンチャー
ワールドへ行きました。
　イルカのショーやパンダなどいろ
いろな動物を見ました。
　また、０～２歳児は開園以来初めてとなる、子育て
つどいのへやと合同のミニ運動会を行いました。
　『クワックワッ体操』や親子で楽しめる競技、バ
ルーンなどをしました。
　かけっこではお家の方に向かって走り、最後に
ぎゅっと抱きしめてもらいました。

　11月７日、御坊人権擁護委員協議会の６名が来園し、
２歳児に「くっついた」の絵本と「もりのぶらんこ」
の紙芝居を読んでくれました。
　また、順番を守ろうやお友だちにやさしくなどのお

■ 勤労感謝の日～いつもお仕事ありがとうございます～

■ 廃材を使って遊びました

■ １月の予定

話をしてくれたり、サイ
コロをつかったゲームで
友だちとふれあい遊びも
したりしました。

　身近で働く方たちに感謝の気
持ちを込めて、メッセージボー
ドをプレゼントしました。

　家庭や地域の方に協力していただいて
さまざまな廃材を集め、３～５歳児がい
ろいろな物を作って遊びました。
　お家や東京タワーなどの大きな物もで
きあがり、招待した乳児組のお友だちに
も喜んでもらいました。

　　 ４日　保育始まり
　　 ９日　３学期始業式
　　 10日　防犯教室（３～５歳児）
　　 18日　キノピー教室（３歳児）
　　 27日　お楽しみハッピー会（０～２歳児）
30・31日　お茶会（５歳児）

■ 力を合わせ成功させた音楽発表会
　11月８日午後１時より、第54回音楽発表会を開催
しました。
　多くの保護者、地域の方々に参観していただき、子
どもたちも少し緊張気味でしたが、全学年とも日頃か
らの練習の成果を十分発揮することができました。
　本年度も育友会の有志の方々による合唱の発表があ
り、お母さん方のきれいな歌声で「もみじ」「瑠璃色
の地球」を聞かせていただきました。
　子どもたちにとって良い手本となり、音楽の素晴ら
しさを実感しました。
　最後に「切手のないおくりもの」を会場全員で合唱
し、子ども、保護者・地域の方々が音楽を通して心ひ
とつになれたすばらしい音楽発表会となりました。
　参観していただいた皆様方、ご協力ありがとうござ
いました。

■ 租税教室

■ １月の予定

　11月21日、御坊税務署の方にお越しいただき、社
会科の学習の一環として６年生が「税に関する授業」
を受けました。
　始めに、DVDを見せていただきました。
　どうして税金が必要なのか、もし税金がなくなれば
どれだけ生活が不便になるのかなど、わたしたちの生
活が税金によって支えられていることがよくわかるも
のでした。
　その後、税金の種類や使われ方を教えていただきま
した。
　最後に、１億円（見本）の入ったジュラルミンケー
スを持たせてもらいました。
　たくさんの100万円の束を見て、子どもたちは驚い
ていました。
　税金の役割、お金の大
切さを学んだ、とても有
意義な授業となりまし
た。

　　 ９日　３学期始業式・セーフティーネット
９～15日　さわやか運動

和田小学校和田小学校

2018.１　みはま
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松洋中学校松洋中学校

松原小学校松原小学校
■ 松原・和田小学校６年生合同合唱

■ 食育教育

　11月10日、県音楽教育研究日高地方大会研究演奏
の部に、松原・和田小学校の６年生が合同で出場しま
した。
　松洋中の塩路教諭指揮で、創作合唱「Body　
Percussion」「大切なもの」２曲を披露。
　合同練習は２回ほどでし
たが、各校で練習を重ね、
当日は聴衆を魅了する見事
なハーモニーを聴かせてく
れました。

　11月９・13日、町栄養士の山本千賀子さんに、１
年生は「給食センターのことやお箸の正しい持ち方」、
６年生は「五大栄養素について」の授業をしていただ
きました。
　１年生は実践を交え、箸を正しく持って、細かく
切ったスポンジや大豆をつかむ挑戦
をしました。
　これからも箸のもち方を意識して、
ご飯を食べてくださいね。

■ 音楽・学習発表会を盛大に開催

■ １月の予定

　11月15日、学校開放の一環として、約170名の保
護者・地域のみなさんの観覧の中、音楽・学習発表会
を開催しました。
　職員伴奏による児童の校歌斉唱の後、各学年の学習
発表、低・中・高学年による音楽発表を
行い、最後には、手話を交えて「翼をく
ださい」を全員で合唱しました。
　子どもたちの感想には「大人と子ども
が体育館にいっぱいでした。ドキドキし
ました。はずかしかったです。でも、大
きな声で頑張りました」「『スイミー』
は、ちょっと失敗したとこもあるけど、
本番は頑張りました。ぼくは、ワクワク
しました」などがあり、９月初めから練
習に練習を重ねた成果を
子どもたちは十二分に発
揮し、観客のみなさんに
感動を与えてくれました。

　　　９日　３学期始業式
10～11日　交通安全指導
　　 16日　火災避難訓練

2018.１　みはま
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■ 県中学校新人大会

■ 日高地方中学校駅伝競走大会

　柔道の部
　男子個人66kg級　２位　藤瀧　大輔
　女子団体　２位
　　　個人40kg級　３位　山下　菜摘
　　　　　48kg級　１位　中村　桜華
　　　　　57kg級　１位　杉元　千賀
　剣道の部
　男子団体　３位
　女子団体　３位
　　　個人　優勝　　　堂前　優実
　　　　　　ベスト８　今枝　　琴
　テニスの部
　西田　　豊・安原　巧人 組　３位（近畿大会出場）
　バドミントンの部
　木村　歩夢・中村　伊吹 組　ベスト８

　男子　10位
　　１区　区間３位　津村　悠斗
　女子　 ６位
　　１区　区間３位　中西　陽菜
　　２区　区間１位　濵口　莉緒

■ 県中学校駅伝競走大会（田辺市）

■ 県小中学生作曲コンクール

■ 校内音楽会

■ 交通安全教室

　男子　44位
　女子　19位
　　２区　区間２位　濵口　莉緒

　日高地方入選　　髙畑　彩音・川　　瑠凪
　　　　　　　　　宇戸　唯菜・前田　朱嶺
　　　　　　　　　森　美珠希・坂口亜沙美
　　　　　　　　　中島　　陸・村永　力哉
　日高地方準特選　川合　咲穂・玉置　芽依

　11月９日に校内音楽会を行い、地域の方々や保護者
の方100人あまりの方に参観していただきました。
・クラス合唱の部
　金賞　３年１組
　銀賞　３年２組
　銅賞　２年２組

　11月10日、御坊警察署、町交通指導員の方々の協
力により、全校で自転車の安全
な乗り方を勉強しました。
　交通ルールの講義と、自転車
実技講習を体験しました。
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愛とはげまし　育てる心　私たちは美浜の明日を信じます。

　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30年、戌年」となりました。

十二支のうち11番目の干支です。「戌」は親しみが

もてるようにと、動物の「犬」が当てられました。

犬は、古来より人間と生活を共にしてきた動物で、

野生種を飼い慣らして飼育にいたった最初の例とさ

れています。飼い主に従順で命令をよく聞きます。

時には、自分の身を犠牲にしてまでも飼い主を守ろ

うとする忠誠心にあふれています。とても利口で、

飼い主との関係が深いほどその気持ちを理解し、寄

り添う、よき友と呼べる存在です。

　犬は、お産が軽く、子だくさんで子犬の発育も良

いので、安産祈願、健やかな育児を祝福する神とし

て祀られて来ました。妊娠５ヶ月目の初めの日、岩

田帯と言われる腹帯を締める「帯祝い」や「帯掛

け」という行事もあります。お産にかかわる一切を

見守るとともに、子どもが健やかに育つよう魔を払

います。それが神格化された犬の持つ守護力なので

す。

　昔話や寓話の中でも犬は大活躍をしています。

「花咲爺」では、飼い主であるお爺さんに、豊かな

富を与えました。「桃太郎」では、人間とともに鬼

と闘う頼もしい味方です。犬は人間にとって身近な

存在であり、その純真な心と一緒に歩んできた歴史

によるものでしょう。

　さて、本町の教育関係で昨年5月から新しい取り

組みを二つ始めました。

　一つ目は、ひまわりこども園の「英語活動」です。

４～５歳児を対象とした「英語活動」で、担当のBJ

先生には、手振り身振りを交えてのご指導を熱心に

していただいています。子ども達の表情も明るく、

楽しそうに大きな声で発音しながら英語活動をして

います。幼児期から楽しく英語に親しむことを目的

に行っていますが、園児のいるご家庭では、その一

端が生活の中でも垣間見られるのではないでしょう

か。

　二つ目は、小・中学校に「学校司書」を配置いた

しました。町内小・中学校３校を巡回しながら各学

校の図書室を拠点として、図書の整理と修理、図書

の紹介、読書の薦め、読み聞かせなど、子ども達の

読書活動を高めるための指導をお願いしています。

その効果を期待したいと思います。

　また、10月には、クヌッセン機関長殉難60周年

の式典が日の岬クヌッセンの丘で催され、式典会場

では献花を行うとともに参加者全員が、そして町内

各小学校では全児童が、時を同じくして風船を一斉

に飛ばし(バルーンリリース)、氏の遺徳を偲びました。

　世間は非常にあわただしく時が過ぎてゆきました。

その中で様々な出来事が起きています。「平成30年、

戌年」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
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　町民の皆様方には、日頃より文化協会の諸行事にご
協力、ならびにご指導を頂いており、厚く感謝申し上
げます。
　去る、11月18・19日に行いました「文化展」に
は、多くの会員ならびに一般、学童の多くの方々のご
出展を頂きまして有り難うございました。
　また当日は、森下町長をはじめ多数のご来場を賜り、
重ねて厚く御礼申し上げます。
　さて、来年は「美浜町文化協会」発足50周年の記
念すべき節目の年を迎える事となりますので、文化展
には多くの方々のご出展をお願い致しますと共に、

なお一層の力作を期待申し上げております。
　なお、前日の会場設営に当たりましては、お忙しい
中皆様方のご協力により、後片付け共々ご足労をお掛
けいたしましたが、ス
ムーズに事が運びまし
たことに感謝致してお
ります。
　心より御礼申し上げ
ます。

美浜町文化協会会長　岡本　淨

第49回 美浜町文化展を終えて

　町文化協会の活動の一環として、11月26日会員11名の互選により合同俳句会を行いました。

　一席　　夫とゐる刻ゆるやかに菊日和　　　　下原しずこ
　二席　　ちぎれ雲とんで岬の秋深し　　　　　西　　静代
　三席　　石蕗あかり真砂女の句碑を照す如　　谷岡　米子
　四席　　吾れながら箸の止まらぬ煮大根　　　平尾　晴美
　五席　　一片の雲走らせて冬の海　　　　　　田端美弥子

第49回 美浜合同俳句会入賞作品

第49回 美浜町文化祭短歌大会入賞作品

美
浜
俳
句
会

木
守
り
柿
残
し
て
今
日
の
天
は
青

冬
夕
焼
け
海
と
空
と
を
包
み
込
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　下
村

　十
美

散
紅
葉
歩
巾
合
わ
す
や
女
坂

山
茶
花
の
吐
息
の
聞
こ
ゆ
今
朝
の
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　田
端
美
弥
子

冬
す
み
れ
身
丈
に
お
ふ
た
暮
し
ぶ
り

切
干
の
く
の
字
に
乾
く
日
の
匂
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　堂
前
眞
知
子

蓑
虫
の
糸
の
長
さ
に
不
安
か
な

澄
む
水
の
岩
に
添
い
つ
つ
魚
は
し
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　下
原
し
ず
こ

　11月15日、松原地区公民館にて開催し、互選高点の次の作品が入賞しました。

文化協会賞
　一席　　約束のかなふ気がする夕焼けにくすぶりかけた命が燃える　　　　山本　範子
　二席　　木犀の薫り漂う雨上がり散らばる星屑踏みしめ歩く　　　　　　　山本　祥佳
　三席　　台風一過わが座す居間の疊の上草かげろうふの息づきてをり　　　田端喜美子
　四席　　藍深き波を打ち寄せ散るしぶき三尾の浜辺に秋の陽眩し　　　　　花尻　京子
　五席　　創作の意識を飛ばす多忙さも今日を生きてるあかしとなるや　　　都築　　良

はまゆう短歌会賞　
　祖母の声一つ御箱の子守歌「雨降りお月」今なほ耳朶に　　　　　　　　　　山岡　紀江
　「おおきに」と「すまんよ」ばかり言いくれし母に重なる今日を生きおり　　酒井　絹永
　口ずさむ中学校の校歌ふと景色想い出し意味をかみしむ　　　　　　　　　　岩崎　晴代

ひと お はこ じ た

へ
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　11月26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（11名参加） 優　勝　椎﨑　博文
　　　　　　　　　　準優勝　稲葉　清子
ダブルス（５ペア参加）
　優　勝　　椎﨑　博文・沖口　幸子 ペア
　準優勝　　松平　和康・稲葉　清子 ペア
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　　古川　正寿・中前　英人
　　　　　　（記録 ３分57秒）
　準優勝　　稲谷　好且・坂本　朋生
　　　　　　（記録 ３分30秒）

■ 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14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。

■ 町民バドミントン大会の延期について
　　１月28日に予定していましたが、日高地方駅伝
　の開催が決定したため、３月25日に変更します。
　　参加を予定してくださっていたみなさんには申し
　訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いし
　ます。

■ 女子の部
　優勝　ひっつき虫
　　監督　龍神　寿花
　　選手　井原　由賀
　　　　　濱口　理恵
　　　　　田端　みち
　　　　　平山　淳子・北出志津佳・高垣まゆみ
　　　　　武内　真紀・松本　康子・福田　　円
　　　　　若野　晶子・小恒　麻衣・堂前　　愛
　　　　　和田　亜貴
　準優勝　上田井SC
　　監督　山見　京子
　　選手　岩﨑　陽子・城間　優子・小林　直美
　　　　　上畑　　郁・川端　智子・村上　祐子
　　　　　安達　和代・小森　優歩・中川　純子
　第３位　Ｂクラブ
　　監督　松下　博子
　　選手　山下　瑞代・山下　穂波・福田　昌美
　　　　　鈴木　　幸・砂田　美和・浜田　紗代
　　　　　阪口　三穂・野口　真帆・平川めぐみ
　　　　　保田　奈緖・保田　良美・畑　　依子

■ 男子の部
　優勝　上田井SC Ａ
　　監督　山見　幸生
　　選手　宮井　寿明
　　　　　中谷　正司
　　　　　中西　昭二
　　　　　木村　泰伸・田渕　道人・権神　　司
　　　　　田渕　大吾・今枝　紀彦・田端　　創
　　　　　川端　主税・金川　貴志
　準優勝　吉原Ｂ
　　監督　松本　典之
　　選手　尾上　正樹・徳田　博文・田端　浩二
　　　　　小澤　将大・田端　晃弥・田口　雄大
　　　　　小澤　真澄・田口　　誠・林　　国孝
　　　　　堂岡　悠理・深見　佳史
　第３位　HiGH&LOW
　　監督　中西　泰裕
　　選手　津村　貴弘・松永　有平・鈴木　大智
　　　　　中西　智也・中西　佳也・中西友加利
　　　　　畑村　博美・松鳥　容子・津村千賀子
　　　　　松永　香織・鈴木　　茜・石本　浩久
　　　　　安宅川祥弘・前原　　寛・石橋　正敏
　　　　　工徳　俊輔

第41回 町民卓球大会の結果各種お知らせ

第28回 町秋季ビーチボールバレーリーグの結果

問い合わせ先　中央公民館　TEL 22－7309
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美浜町立図書館だよ
り

友学の森友学の森

近藤史恵（著）

アニー・シルヴェストロ（著）

金子拓（著）

工藤ノリコ（著）

　小学２年の友梨は親友の里子が祖
父から虐待を受けていることを知っ
たが――。
　友梨、真帆、里子。
　大人になった３人の人生が交差し
た時、衝撃の真実が見える！
　幼い後悔が生む長編ミステリ。

　織田信長・豊臣秀吉が権力を握った
時代、おもてなしはどのような時と場
所、人間によってなされていたのか。
　様々な史料を通して、先人たちによ
るおもてなしの風景を紹介する。
　『なごみ』連載などを加筆修正し単
行本化。

新刊案内
インフルエンス　 戦国おもてなし時代

　図書館の外で、お姉さんが子ども
たちに本を読んでいるのを見た時か
ら、本が大好きになったうさぎ。
　でも、夏が終わると「おはなしの
じかん」は図書館の中になりました。
　本のことばかり考えていたうさぎ
は、図書館に忍び込み…。

　アイスクリームパーラーをのぞいて
いたノラネコぐんだんが、空っぽのア
イスの入れ物を見つけた。
　その中に入って、アイスのくにのア
イスクリーム工場に潜入したけれど…。
　ノラネコ軍団の魅力全開のシリーズ
第６弾。

としょかんへぴょん！ぴょん！ぴょん！ ノラネコぐんだんアイスのくに

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。

１月の
展示

　１月のテーマは「幕末」です。
　黒船来航から明治政府が誕生する幕末・維新の時代は、坂本龍馬、吉田松陰、新選組の土方歳三など著名な
人が多くおり、１月からスタートするNHK大河ドラマでもそのひとり「西郷隆盛」がテーマとなっています。
　今月は幕末・維新に関する小説や伝記、歴史資料などを集めましたので、この機会にぜひ読んでみてください。
　絵本のテーマは「冬」です。
　お正月や干支がテーマの本も展示しています。

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。



問い合わせ先　ひまわりこども園　TEL 22－3650

１月の予定

11月はこんなことをしたよ

11月生まれの
お友だち

交通安全指導

御坊警察署交通課の方が来て
くださり、保護者に親子での
歩道の歩き方やチャイルド
シートの使用の仕方などの交
通安全指導をしていただきま
した。
子どもたちはパトカーの乗車
体験をさせてもらいました。

11日（木）　お正月遊び
16日（火）　手洗い指導＆お誕生会
23日（火）　鬼の面作り（１・２歳児）
25日（木）　鬼の面作り（０歳児）

ひまわりこども園

子育てつどいのへや

ベビー
マッサージ

生後２ヵ月から
1 0 ヵ 月 の 赤
ちゃんが集まり、
原井まどか先生
にベビーマッ
サージの仕方を
教えていただき
ました。

ミニ運動会

園の乳児組と子育てつどいのへ
や合同のミニ運動会を行いまし
た。
爽やかな秋空の下、親子でか
けっこや年齢別の競技、パラバ
ルーンなどを楽しみました。
ゆったりほのぼのとした運動会
でした。

保健の先生のお話

園の細川看護師に、感
染症予防と罹ったとき
の対処法のお話をして
いただきました。

2018.１　みはま
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問い合わせ先
県庁循環型社会推進課
TEL 073－441－2692

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。

　有害なＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）を含む電気機器
（変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など）
は処理期限が定められています。
　事務所内のＰＣＢ含有電気機器などの有無を再点検し、
期限内の処理をお願いします。

・高濃度ＰＣＢ：平成33年3月末まで
・低濃度ＰＣＢ：平成39年3月末まで

ＰＣＢ含有電気機器の
期限内処理について

問い合わせ先　住民課　TEL 23－4904

　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。

お知らせお知らせ

※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、注意
　してください。
※今月は大型ゴミの収集はありません。
※アルミ・スチール缶、ペットボトルは、最寄りの回収箱
　へお願いします。
※食品ロスをなくしましょう「買いすぎず」「使い切る」
　「食べきる」

１月のゴミ収集日

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　10日　

（奇数月）第３水曜日　17日

（毎月）　第４水曜日　24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

和歌山県　ＰＣＢ

資源回収にご協力ください

「分別」と「リサイクル」
ゴミの減量にご協力を！



男女共同参画ひとくちメモ
さんきゅうパパプロジェクト

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

問い合わせ先　防災企画課　TEL 23－4902

　みなさんは、「さんきゅうパパプロジェクト」を知って
いますか？
　「男性の配偶者の出産直後の休暇取得率80％」に向け、
男性の休暇取得を推進している取り組みです。
　妻の出産直後に男性が休暇を取得し家族と
の時間を過ごすことで、父親であることを実
感して家族の結び付きを深め、育児や家事の
きっかけにこれまでの働き方や生活を見直す
機会にしていただければと思います。

※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。

防災ひとくちメモ
「防災とボランティアの日」

　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
15～21日までが「防災とボランティア週間」と制定され
ています。
　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は大変重要
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。

　国民年金は、年をとったときや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。
　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20～60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にも、
　　障害年金や遺族年金があります。
　　　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年以上である過程）、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
　　です

2018.１　みはま
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「税に関する中学生の標語」
優秀作品

税金で　暮らしを豊かに　安全に
 松洋中学校２年　杉元　千賀

税金は　日本の未来　支えてる
松洋中学校３年　前田　朱嶺

税金が　みんなの街を　守ってる
松洋中学校３年　森　美珠希

問い合わせ先
田辺年金事務所　TEL 0739－24－0432
　　　　住民課　TEL 23－4904
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　中退共は、国がサポートする中小企業のための退職金制
度です。
　
・国の制度だから安全・安心
　掛金の一部を国が助成します
・社外積立でラクラク管理
　管理や運用の手間がかかりません
・掛金は全額非課税
　節税に加え、手数料もかかりません

　パートタイマーさんや家族従業員も加入できます。
　詳しくは、ホームページ（http://chutaikyo.taisyokukin.
go.jp/）をご覧ください。

ご存知ですか？
中退共の退職金制度

　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
　１月23日（火）　午後１時30分～午後３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

　相続が発生した時に、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かったりする場合があります。
　また、遺言を残しておかなければ相続人の間でトラブル
が発生することや、認知証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、県司法書士会御
坊支部・御坊公証役場と連携
し、当日先着100名限定で相
続登記・遺言に関する無料講
演会を開催します。
　相続登記がお済みでない方、
遺言や成年後見制度の利用を
考えている方は、ぜひ参加し
てください。

■ 日時
　２月４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（約２時間）
　　　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（講演終了後に若干名）

・後援
　美浜町・日高町・由良町　
　日高川町・印南町・御坊市

健美操教室
今から始める、簡単・快適・健康生活！

問い合わせ先　健康推進課　TEL 23－4905

問い合わせ先　和歌山地方法務局御坊支局　TEL 22－0335

土地や建物の相続登記はお済みですか？

問い合わせ先
中小企業退職金共済事業本部
TEL 03－6907－1234
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　みなさん、明けましておめでとうございます。
　昨年は、縁が繋がり美浜町にやって来て以降地域おこ
し協力隊員としてアンテナショップの運営を行い、真夏
の水遊びイベントや出品者さんたちとの催し開催、１周
年記念イベント、アンテナショップを飛び出しての式典
会場での販売など、たくさんの新しいことを経験できた
年になりました。
　年齢を重ねるごとに月日が過ぎるのを早く感じるもの
ですが、この５ヵ月はとても充実していたからこそ、
あっという間に過ぎた気がします。
　県外から越してきたからこそ見えるもの、町で暮らす
ようになったからこそわかることなど、自分がどんな風
に町をＰＲできるのか、何が活性化に繋がるのかを日々
考える中で、試行錯誤しながら取り組む活動を支えてく
ださったのは、この町のみなさんの温かさです。
　着任時に少し新聞やテレビに出る機会があったからで
しょうか、アンテナショップの出品者さんをはじめ多く
の方が当初からよく声をかけてくださり、わたしの中に

あった新天地でやっていくことへの小さな不安も吹き飛
ばしてくれました。
　今も変わらず気さくに『○○で見たよ！』『もっとこ
んな風にしてみたらいいんちゃう？』と、わたしのこと
やアンテナショップへのアドバイスなどの声をかけてく
ださるみなさんに、外から見ているだけではわからない
素晴らしさを実感しています。
　昨年は不慣れゆえ至らぬところが多々あり、多くの方
にご迷惑をお掛けしましたが、今年はもっと段取りよく
アンテナショップを運営できるようみなさんとコミュニ
ケーションを深め、精力的に活動を行っていきたいと思
います。
　地域に密着した活動でア
ンテナショップを盛り上げ、
町の活性化に繋げられるよ
う頑張りますので、本年も
よろしくお願いします。

美浜町地域おこし協力隊活動報告 （小林 康世）

　５月上旬にみなさんに送付している医療機関用受診券の使用は、３月31日までとなっています。
　対象の検診を無料で受けることができる場合もありますので、ぜひこの機会に検診を受けましょう！

問い合わせ先　健康推進課　TEL 23－4905

検診は受けましたか？検診は受けましたか？検診は受けましたか？

■ 無料で検診を受けよう！
　・乳がん（女性のみ）・大腸がん検診の無料対象者
　　41歳　昭和51年４月１日～昭和52年３月31日生
　　46歳　昭和46年４月１日～昭和47年３月31日生
　　51歳　昭和41年４月１日～昭和42年３月31日生
　　56歳　昭和36年４月１日～昭和37年３月31日生
　　61歳　昭和31年４月１日～昭和32年３月31日生

　・子宮頸がん（女性のみ）の無料対象者
　　21歳　平成 ８年４月１日～平成 ９年３月31日生
　　26歳　平成 ３年４月１日～平成 ４年３月31日生
　　31歳　昭和61年４月１日～昭和62年３月31日生
　　36歳　昭和56年４月１日～昭和57年３月31日生
　　41歳　昭和51年４月１日～昭和52年３月31日生

　・70歳以上の方はすべて無料
　　　平成30年３月31日時点で
　　70歳以上の方は、各種がん検
　　診など無料で受けることがで
　　きます。

■ 医療機関で受診できる検診は次のとおりです
　・国保特定健診
　・胃がん検診
　・乳がん検診
　・子宮頸がん検診
　・肝炎ウイルス検査
　・骨粗鬆症検診
　・歯周病検診

■ 大腸がん検診について
　　大腸がん検診のみ、健康推進
　課で受付をしています。
　　申し込み後、検査容器と問診
　票をお送りしますので、採便後
　は健康推進課へ提出してくださ
　い。
　　提出は３月31日までにお願い
　します。



2018.１　みはま
15

美浜町地域包括支援センターです！

　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。
　今年も運動教室や認知症予防教室など楽しんでもらえるような介護予防に取り組みたいと思います。
　みんなで介護予防をより充実させていきましょう！

ものすごい勢いでいきいき
百歳体操の実施地区が広が
り、現在で10地区13ヵ所
になっています

こんにちは

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。

新年明けましておめでとうございます
～みなさん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～

元気はつらつ教室 今月の教室のテーマは「フラフープを使ってストレッチをしよう！」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
15日（月）
29日（月）

場　　　所

中央公民館 午後1時30分～ フープエクササイズ

時　　　間 内　　　容

日　　　程
12日（金）
23日（火）
24日（水）
26日（金）

場　　　所 時　　　間 内　　　容

血圧測定（保健師）
お茶席（馬部邦子先生）
銭太鼓（美浜友遊くらぶ）

午後1時30分～

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

浜ノ瀬老人クラブ
厚生労働大臣表彰

みはま健康教室
善行表彰

教室の様子
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きゅうり　　　　40ｇ
薄力粉　　　　 100ｇ
水　　　　　　　　少々
コショウ　　　　　少々
　　　（３～４つまみ）

無塩バター　　　 50ｇ
砂糖　　　　　　40ｇ
塩　　　　　　　　１ｇ
白餡　　　　　　20ｇ
重曹　　　　　　　１ｇ
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松原地区高台津波避難場所松原地区高台津波避難場所

TOWN infomation 町の人口と世帯数
総人口：7,444人（+５）男：3,455人（－8）女：3,989人（+13）　世帯数：3,179（+1）
 ※平成29年12月１日（対前月比）１2018１2018

No.385

　12月始め、みなべ町で開催された日高医師会創立70周
年記念式典に出席させていただきました。
　昭和22年という戦後からの復興期に発足して以降、長き
年月を重ねる中では大変な御苦労もあったことでしょう。
　町としても児童や生徒の健やかな成長や地域の方々の健
康を守っていただいていることに、心からの感謝とお礼を
述べさせていただきました。
　どうか今後とも地域の方々の上質な医療の提供にご尽力
いただきますよう、心からご祈念申し上げます。
　さて、その記念式典で同じテーブルについた方と、三
尾・龍王神社境内のアコウ樹の話になりました。
　アコウは、アジア東部の亜熱帯植物でクワ科イチジク属
に分類される常緑の高木です。
　県内の最北限は有田市になります。
　幹から髭のような多数の気根を垂らし岩や崖などに張り付
くこともあるアコウは、別名『絞め殺しの木』というのだと、
十数年前に紀北の方に教えてもらったことがあります。

　県の指定文化財に指定されている龍王神社のアコウも、
県下最大の大樹で圧巻ですが、逞しさと共によく発達した
気根は少し異様な雰囲気もあります。
　数年前、民放の朝の番組で近畿の木にまつわるパワース
ポットを紹介するコーナーがあり、その中で龍王神社のア
コウが映されていました。
　どうして？とビックリしたのですが、キャスターがアコ
ウ樹を『悪を絞め殺す木』と紹介していました。
　別名をはじめて聞いたときは、アコウ自体の見た目もあ
り、あまり良い呼び名には思えなかったのですが、そうい
う捉え方も出来るのか、さすがだなぁと感心したものです。
　町内では、松原王子神社の社叢が日高地方でも稀な天然
林として、また、日高地方でも格式の高い御崎神社のウバ
メガシの老樹がいずれも県の指定文化財になっています。
　新しい年の幕開けに、各神社をまわってみるのはいかが
でしょうか。

町 長 通 信

１．バター・砂糖・塩をホイッパーで混ぜ、白っぽく
　　なるまで空気を入れていく
２．きゅうりを洗って水気を拭き取り、フードプロ　
　　セッサーで細かくする
３．１に水（極少量）で溶かした重曹と白餡を混ぜ合
　　わせ、２のきゅうりも加えて合わせる
４．あらかじめふるっておいた薄力粉と３をゴムベラ
　　で混ぜ合わせ、最後にコショウを入れる
５．できあがった生地を冷蔵庫で冷し固める
６．冷えた生地を２～３mmの厚さにのばし、好みの
　　型でくり抜き、鉄板に並べる
７．オーブン160℃で約15分焼き、焼き色がついた
　　ら完成

作り方

きゅうり嫌いもwelcome松きゅうりクッキー
福田裕子

卵と牛乳を使わないので、アレルギーのお子さんのおやつや、
塩・コショウを使っているので、

おつまみ感覚で食べられるソフトクッキーです。
きゅうりの苦味がないので、きゅうり嫌いな方もどうぞ。

※バターは常温に戻しておく
※スパイスがお好みの方は、コショウの分量を増やす

４月号より紹介してきましたコンテスト応募作のきゅうりレシピは、今月号にて終了します。ありがとうございました。


