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海陽中学校卒業生の皆さん

植樹の様子



【お問合せ先】新型コロナワクチン接種コールセンター　☎ 0884-73-1322
                                                                          （平日 8:30 ～ 17:30）

【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4313

新型コロナワクチンのお知らせ ～ご予約はお早めに～

新型コロナウイルスＰＣＲ検査等の費用を助成します

　（１） 追加接種 （３回目接種） のお知らせ

対 　 象 　 者 ： 　２回目接種完了から６ヶ月以上経過した１８歳以上の方

実 施 期 間 ： 　９月３０日まで

接 　 種 　 券 ： 　２回目接種完了から６ヶ月以上経過する日の２～３週間前に接種券を発送する予定です。

ﾜｸﾁﾝの種類 ： 　ファイザー社製 ・ 武田モデルナ社製 （医療機関の接種日により異なります）

　海陽町では、 大半の方が３月末で６ヶ月を経過しておりますので、 接種を希望される方はお早めにご予約をお願

いします。

※２回目接種後に転入された方は、 申請が必要です。 町コールセンターまでお問い合わせください。

※ 12 歳から 17 歳の３回目接種につきましては、 法律が改正され次第、 接種が可能となる見込みです。

　（２） １回目 ･ ２回目のワクチンをまだ接種していない１２歳以上の方

　接種を希望される方は、 町コールセンターまでお問い合わせください。

　接種人数がまとまりましたら海陽町内の医療機関で接種が出来るよう調整いたします。

　（３） ５歳以上１１歳以下の方

　対象者の方には事前に接種券を発送しております。

　海陽町内では、 いしもとファミリークリニック ・ 大里医院におきまして接種が可能です。

　申込みは県コールセンター 0120-003-820 （8:00 ～ 20:00 土日祝含む）

　新型コロナウイルス感染への不安があり、 自費で新型コロナウイルス検査 （ＰＣＲ検査等） を受けた方に、 検査

費用の一部を助成します。

～コロナ関連～

次の要件を満たしている方

　 ・ 検査日現在、 海陽町に住民登録があり、 感染症の症状が無い方

　 ・ ４月１日から令和５年３月３１日の間に自費でＰＣＲ検査等をうけた方

　　　　＊海陽町内の医療機関での検査に限る　（予約が必要です）

　【検査可能医療機関】　 ・ 大里医院 （☎７３－３１０２）　　 ・ 海南病院 （☎７３－１３５５）

検査費用から、 自己負担額 3,000 円を除いた額　（上限 20,000 円）

　＊年度内に１回限りの助成です。

　　　※検査費用が

　　　　　　23,000 円までの場合…医療機関での支払額は 3,000 円

　　　　　　23,000 円を超えた場合…療機関での支払額は検査費用から 20,000 円を差引いた額

　※陰性証明が必要な方は文書料が別途かかる場合があります
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【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4313

【お問合せ先】事業復活支援金事務局相談窓口　☎ 0120-789-140

【お問合せ先】徳島県事業継続応援金コールセンター　☎ 088-603-8232

家計急変世帯への臨時特別給付金について

中小法人・個人事業者のための事業復活支援金

徳島県事業継続応援金

～コロナ関連～
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【お問合せ先】福祉人権課（海部庁舎）　 ☎ 0884-73-4313

申請が必要です！離婚家庭等の方向け

令和３年度 子育て世帯への臨時特別給付 ( 支援給付金 ) のご案内

　新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、 既に支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付金

を受け取れない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです。 （他の給付と同様に、所得制限があります。）

　中学生以下 （基準日 令和３年 8 月 31 日）、高校生等 （基準日 令和３年 9 月 30 日） 以降の離婚等によって、

現在児童を養育しているものの、 給付を受け取っていない方

＊元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、 児童のために費消されている場合はその額を差し引

　 いた額

　詳しくは、 福祉人権課までお問い合わせください。

支給対象

申請期間　４月 30 日必着

【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　新型コロナワクチン担当　☎ 0884-73-1311

新型コロナワクチン接種

キャンセル発生時待機者リスト登録へのお願い

　海陽町での新型コロナウイルスワクチンの３回目接種はワクチン接種を希望する方へ速やかに接種が進むよう、

個別接種、 集団接種を計画してきました。

　一日も早く、 ３回目接種を完了できるよう、 取組を進めて参りますのでご理解とご協力をお願いいたします。

　キャンセル発生時の待機者を募集します！

　“優先的に早く接種” というよりも、 “急な対応に協力” という意味合いが強いです。

　個人予約とキャンセル対応での接種、 どちらが早いかはわかりませんが、 早期に町民の方の接種を完了する

ために、 一人でも多く待機にご協力をお願いいたします。

　　＊急なキャンセルが発生したときにも、 ワクチンを廃棄することなく有効活用

　　＊ワクチンの有効活用により、 全体への接種をスピードアップ

　　　　待機者が多ければ多いほど、 キャンセルが発生した時の対応を順調に行うことができます。

　　　　待機者がいなければ廃棄となるワクチンを有効活用することで、 接種スピードはグッと上がります。

　次の注意事項をご理解いただき、 多くの方のご協力をお願いいたします。

　＊ご自身が医療機関を選択することはできません。

　＊キャンセル対応ですので、 時間に余裕がありません。

　　 また接種時間は、 平日の昼間になることがほとんどです。 　　

　　　　対応が必要となったとき、 待機者リストにより町から接種日時と医療機関を連絡いたします。

　　　　時間に限りがありますので、 お電話に出られないときは次の方に連絡します。

　　  　町から連絡後、 １時間程度で医療機関に行っていただくことが必要です。

　＊使用するワクチンは、 ファイザー社製もしくはモデルナ社製ワクチンとなります。

　＊キャンセル待機での接種の順番が来なくても、 適切な時期に接種できるよう計画的に進めていき

　 　ますのでご安心ください。

　　　　　☆☆　ご協力いただける方は　☎０８８４－７３－１３１１　まで　お電話ください。 ☆☆

　　　　　　　　　　　＊医療機関 ・ 集団接種の予約をしている方は登録できません。

　　　　　　　　　　　また、 登録後に医療機関や集団接種に申込みすることはご遠慮ください。

　　　　　　　　（登録後、 諸事情により、 個人で予約した場合は、 必ず取消の連絡をお願いします。）

～コロナ関連～
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　本町へのＵターン及び定住、地元就職の促進を図るため、町内に居住、就業する方（している方）を対象

に奨学金の返還を支援します。

　【対 象 者】  次の①～⑦の条件を全て満たす方

　　　　　　　①交付申請時までに海陽町に住民登録をし、居住している方

　　　　　　　②交付申請時までに地元で就職し、現在も働いている（主婦（夫）も含む）方

　　　　　　　　ただし、公務員等（正規職員）は除く

　　　　　　　③海陽町内の小学校又は中学校を卒業した方、あるいは徳島県立海部高等学校を卒業した方

　　　　　　　④奨学金の貸与を受けて大学等に進学し、卒業した方

　　　　　　　⑤奨学金の返還を行っており（申請年度に返還が始まる方も含む）、滞納がない方

　　　　　　　⑥町税等に滞納がない方

　　　　　　　⑦奨学金にかかる他の助成制度及び給付制度を受けていない方

　【助 成 額】　年間最大２４万円（４年制大学等の場合）

　【対象期間】　最長１０年間　（平成２５年４月以降に返還開始の方が対象となります）

　◎対象奨学金　・海陽町奨学金

　　　　　　　　・独立行政法人日本学生支援機構奨学金（第１種・第２種奨学金）

　　　　　　　　・社会福祉法人徳島県社会福祉協議会　生活福祉資金貸付制度（教育支援金）

　◎申請受付期間　５月１日（日）～５月３１日（火）

　※申請書は教育委員会または海陽町ホームページにあります。

　※詳細につきましては、海陽町教育員会までお問合せ下さい。

　支援をうけられた方の感想を紹介します

　　海陽町の奨学金支援事業助成金を利用させていただき、本当に感謝しています。県の奨学金支援制度もあ

  りますが、海陽町は働いたその年の分から返還してくれるので有り難いです。大学を卒業し、海陽町にＵター

  ンするか迷いましたが、実際に帰ってくると、まわりの人がとてもあたたかく、アットホームで、海陽町で就職

  して良かったなと感じています。わたしたちの世代では、海陽町にＵターンし、就職している人は少ないように

  思います。今後は、町自体の魅力を伝えることはもちろんですが、海陽町の奨学金支援制度が広まり、地元に

  帰って就職したいと思うきっかけの１つになればいいなと思います。

　　今はまだ、この制度自体を知らない人も多いと思うので、私自身もこの制度について伝えていけたらと思います。

　　 奨学金の返還を支援します！
【お問合せ先】教育委員会　☎ 0884-73-1246

　民法の一部を改正する法律の施行に伴い、４月１日から成人年齢が２０歳から

１８歳に引き下げられます。本町においては従来通り２０歳を迎える方を祝う式典

として、「海陽町２０歳を祝う会（仮称）」を開催することといたします。

開催日 ： 令和５年１月２日（月）

会　場 ： 海南文化館ホール

対象者 ： 平成１４年４月２日～平成１５年４月１日に出生された町内在住者及び小・中学校卒業時に居住していた者

理　由：　１．１８歳で実施した場合、受験や就職準備など、進路選択の上で重要な時期と重なり、保護者にも

　　　　　　　負担がかかる恐れがあるため。

　　　  　２．すべての権利が、１８歳で現在の成人と同等に認められるのではなく、飲酒・喫煙等は２０歳になっ

　　　　　　　て許容されることからも、２０歳が引き続き重要な節目となるため。

　　　　　３．「おとなとしての自覚」を促し、地域全体で「祝う」という観点から、従来通り旧友との再会や地

　　　　　　　域とのつながりを再認識する場とするのにふさわしい年齢であるため。

令和５年から「海陽町２０歳を祝う会（仮称）」を開催します
【お問合せ先】教育委員会　☎ 0884-73-3100

おかえRe ターン海陽・奨学金支援事業
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　告示日

　４月１９日（火）　 立候補届出受付時間　８時３０分～１７時

　　　　　　　　　　海陽町役場海南庁舎　３階大会議室　

　期日前投票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　選挙の当日、正当な事由により投票に行けない方は、期日前投票ができます。

　　日　程　 ４月２０日（水）～４月２３日（土）　「※ 告示日の次の日から４日間です」

　　時　間　 ８時３０分～２０時

　　場　所　 海陽町役場　海南庁舎　２階会議室

　　　　　　 海陽町役場　海部庁舎　１階会議室

　　　　　　 海陽町役場　宍喰庁舎　３階会議室

　不在者投票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　住民登録が海陽町にある方で、期日前投票所や当日の投票所の開設時間に投票することができない場合（長

期の仕事や旅行などで海陽町以外の市区町村に滞在している方、町内に住民票があるが町外にお住まいの方）は、

滞在先の市区町村選挙管理委員会の指定する場所で投票を行うことができます。その際には海陽町選挙管理委

員会に投票用紙を請求し、交付を受ける必要があるため、上に記載している電話番号までご連絡ください。

　また、県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等に入院又は入所している方で、投票所に行けない方は、

前日までにその施設にて投票することができます。選挙管理委員会より施設へ投票用紙を郵送し、投票するこ

ととなりますので早めに施設の管理者へ申し出てください。その他、不在者投票制度については、選挙管理委

員会までお問い合わせ下さい。

郵便等による不在者投票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある

方（○印の該当者）又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護５」の方に認められています（平

成１６年３月より対象者が拡大されました）。

　投票日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　日　時　 ４月２４日（日）７時～２０時
　　　　　　 ※投票所によっては繰り上げて早く閉鎖するところがあります。（入場券に記載）

　　場　所   町内各投票所（入場券に記載しています）　※ 投票所内ではマスクの着用にご協力ください。

　開票日（即日開票で行います）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　日　時 　４月２４日（日）　２１時１５分～　　場　所　海陽町役場海南庁舎３階

　入場券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　投票所入場券はハガキでの郵送を予定しております。

　投票の際に各投票所（期日前投票所を含む）へご持参ください。

　なお、入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合を

スムーズに行うためのものです。

　入場券がお手元にない場合（紛失、未配達等）でも、投票時に選挙権がある場合は、投票できますので投

票所で受付の係員にお申し出ください。お手数ですが、マイナンバーカード等の本人確認ができるものをご

持参いただきますと、円滑に受付ができます。

　またこういった場合、二重投票防止のため、投票所以外では入場券の再発行はしませんのでご了承ください。

（どの地域に住所を有する方でも投票できます。）

海陽町長選挙及び町議会議員一般選挙

【お問合せ先】選挙管理委員会　☎ 0884-73-4152

投票日は 4 月 24 日（日）

障　　害　　名
障 害 の 程 度 障 害 の 程 度

１　級 特別
項症

第 １
項症

第 ２
項症

第 ３
項症

２　級 ３　級

両下肢、 体幹、 移動機能の障害
障　　害　　名

○ ○

○
○

－
○

○
○

○
○

○
○

○
○ ○

心臓、 じん臓、 呼吸器、 ぼうこう、
直腸、 小腸の障害

両下肢、 体幹の障害

免疫の障害
心臓、 じん臓、 呼吸器、
ぼうこう、 直腸、 小腸の障害
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【お問合せ先】まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

【お問合せ先】農林水産課　（宍喰庁舎）　☎ 0884-76-1511

Ｂリーグ１部シーホース三河所属

海陽町出身の西田優大選手が日本代表に選ばれました！

オーガニックエコフェスタ 2022 栄養価コンテスト最優秀賞受賞

　2 月に行われた 2023 年男子ワールドカップアジア一次予選に海陽町出身のプロバスケットボール B リーグ

1 部 シーホース三河所属の西田優大選手が日本代表として出場しました。

　26 日の台湾戦で両チーム最多となる 27 得点を挙げ、 チームを 76-71 での

勝利に導き、 翌日のオーストラリア戦でも敗れはしたものの、 果敢に攻め込む姿

勢を貫き、 見せ場を作りました。

　日本の次世代のエースとして活躍を見せた 2 日間を振り返り、 手ごたえをつか

んだ一方、 課題も感じた様子で、 ６月３０日の台湾戦に向け、 「（B リーグの） チー

ムに帰ってもしっかりと練習を続けたい」 との意欲を見せていました。

　ワールドカップは 23 年 8 ～ 9 月に日本、 インドネシア、 フィリピンの３ヵ国で

開かれ、 日本は開催国枠で出場権を得ています。

　西田選手の今後の活躍に期待しています！

受賞者　野畑 富愛 さん

　２月２０日 （日） に開催されました、 「オーガニックエコフェスタ 2022」 の栄養価コンテストにて海陽町元気

農業研究会会員の野畑富愛さんが町内肥料等を活用し栽培した野菜が 「ホウレン草」 部門で最優秀賞を受賞い

たしました。

　野畑さんのホウレン草の分析値は他の参加者の平均値を大きく上回って

おり、 特に 「苦み」 や 「えぐ味」 の原因となる硝酸イオンが少なく非常に

秀でた栄養価数値になり最優秀を受賞することとなりました。

分析機関の総評コメント

　データ平均値 （ホウレンソウ /12 ～ 1 月） と比較すると、 抗酸化力 《植物ストレス耐性力》 に関して平均値

の約 2.1 倍と非常に高い値となりました。 糖度についても、 平均の約 1.5 倍と非常に高い値でした。 ビタミン

C 含量に関しても、 平均の約 1.3 倍とやや高い傾向がみられました。

　硝酸イオン含量においては、 検出下限値以下の非常に低い値となりました。

　食味については、 肉厚な食感で、 非常に強い甘味と同時に、 しっかりとコクのある旨味、 ホウレンソウの風味

も強く感じて非常に美味しい、 という評価でした。 全体を通して、 大変良い結果となりました。

　海陽町元気農業研究会では、 定期的に勉強会を行い、 情報交換を行うことで、 栄養価が高い、 食べる人の健

康に貢献できる野菜作りを目指して栽培技術を高めて実践につなげています。
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◇窓口負担割合は主に次の流れで判定します

◇窓口負担割合が２割となる方には 負担を抑える配慮措置があります

　１０月１日から、一定以上の所得がある方は、現役並み

所得者（窓口負担割合３割）を除き、医療費の窓口負担割

合が２割になります。変更対象となる方は、後期高齢者医

療の被保険者全体のうち約２０％の方です。

●世帯の窓口負担割合が２割の対象となるかどうかは、75 歳以上の方 ※1 の令和３年中
　の課税所得※ 2 や年金収入※ 3 をもとに令和４年８月頃から世帯単位で判定します。
　また、被保険者証の送付については９月頃を予定しています。

● 10 月１日の施行後３年間 (令和７年９月30 日まで ) は、２割負担となる方について、１か月の外来医療の
　窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000 円までに抑えます ( 入院の医療費は対象外 )。
　 ※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、１か月の負担
　　 増を 3,000 円までに抑えるための差額を払い戻し。

●配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口
　座へ後日払い戻します。

●見直しの背景
　■令和４年度以降、団塊の世代が 75 歳以上となり始め、
　　医療費の増大が見込まれています。
　■後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約４割
　　は現役世代 ( 子や孫 ) の負担 ( 支援金 ) となっており、
　　今後も拡大していく見通しとなっています。
　■今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑
　　え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

※ 1　後期高齢者医療の被保険者とは

　　　　75 歳以上の方 (65 ～ 74 歳で一定の障害の状

　　　　態にあると広域連合から認定を受けた方を含む )

※ 2　「課税所得」 とは

　　　　住民税納税通知書の 「課税標準」 の額 ( 前年の

　　　　収入から、 給与所得控除や公的年金等控除等、　

　　　　所得控除 ( 基礎控除や社会保険料控除等 ) 等を

　　　　差し引いた後の金額 ) です。

※ 3　「年金収入」 には遺族年金や障害年金は含みませ

　　　　ん。

※ 4　課税所得 145 万円以上で、 医療費の窓口負担割

　　　　合が３割の方。

※ 5　「その他の合計所得金額」 とは

　　　　事業収入や給与収入等から、 必要経費や給与所

　　　　得控除等を差し引いた後の金額のことです。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
　例：１か月の医療費全体額が 50,000 円の場合

２割負担となる方で高額療養費の口座が登録されて

いない方には 9 月頃に各都道府県の広域連合や

市区町村から申請書を郵送します。

後期高齢者医療制度

一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担割が変わります
【お問合せ先】　福祉人権課   （海部庁舎）　☎ 0884-73-4313
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　令和４年度・令和５年度の保険料を算出する保険料率が決まりました。 保険料率は２年ごとに見直すこととなっ

ており， 令和４年度および令和５年度は次のとおりです。

　また， 次の計算方法で算出された保険料は， 所得の低い方及び被用者保険 （国保・国保組合以外の健康保険）

の被扶養者であった方は， 軽減制度があります。

　なお， 制度の見直しや政令 ・ 条例改正により， 令和４年度から保険料の上限額についても見直しが行われてい

ます。

　被保険者の皆様に納めていただく保険料は， 公費や現役世代の支援金とともに大切な財源となります。 被保

険者の皆様には， ご負担をおかけしますが， 何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

　令和４年度の保険料が年金から差し引かれる方は， ４月分から８月分までの年金については， 前年の所得

が確定していないため， 仮に算定した保険料額をお支払いいただきます。

　前年の所得確定後， ８月に保険料額の決定を行い， 確定した年間保険料額から仮算定分を差し引いた額を

１０月分以降の年金からお支払いいただきます。

　また， ４月分の年金から差し引かれていない方は， ８月に保険料額と納付方法を記載した通知をお送りし

ます。 詳しくは， お住まいの市町村担当窓口にお問い合わせください。 　

　同一世帯の全員が住民税非課税の方で， 入院や高額な外来診療を受けるときに医療機関等の窓口でオン

ライン資格確認ができない方については， 従来どおり 「限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証」 を病院の窓

口で提示することで， 医療機関ごとに医療費及び食事代の自己負担限度額が減額されます。 認定証が必要

な方は， お住まいの市町村担当窓口に申請してください。

　また， 認定証の適用区分が 「区分Ⅱ」 に該当する方の食事代は， 負担区分が区分Ⅱの判定期間内の入院

日数が 90 日を超えるとさらに減額されますので， 再度市町村窓口に入院日数の届出を行ってください。

※申請月よりもさかのぼっての適用はできませんので， 90 日を超えた場合は速やかに申請してください。

保険料の計算方法（令和 4 年度・5 年度） 保険料の軽減（令和 4 年度）

均等割額の軽減

被用者保険の
被扶養者で
あった場合の軽減

均等割額 56,044 円

 ○被保険者が等しく負担

保険料＝均等割額＋所得割額

 ※ 100 円未満切り捨て、
  　上限額 66 万円

     ( 令和 3 年度：64 万円 )

　　 所得割額

基礎控除 (43 万円 ) 後の総所得金額等
　　　　  　　×

   所得割率 10.47%

○被保険者の所得に応じて負担

　世帯主と世帯の被保険者の所得額の合計に応じて， 均等割額が軽減され
ます。

　後期高齢者医療制度加入の前日まで， 国保 ・ 国保組合以外の健康保険

の被扶養者であった方は， 所得割額の負担がなく， 後期高齢者医療制度

の被保険者になってから２年の間， 均等割額が５割軽減されます。 ただし，

上記の７割軽減に該当する場合は， 該当する軽減割合が適用されます。

世帯の所得額の合計 均等割額の軽減割合

43 万円＋「10 万円× ( 年金・給与所得者の数－１)」以下

43 万円＋「28 万 5,000 円×世帯の被保険者数」＋「10 万円 ×( 年金 ･ 給与所得者の数－１) 以下

43 万円＋「52 万円×世帯の被保険者数」＋「10 万円 ×( 年金 ･ 給与所得者の数－１) 以下

７割

５割

２割

均等割額の軽減割合
被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する被保険者均等割軽減
( 後期高齢者医療制度の被保険者になってから２年の間 ) ５割

後期高齢者医療制度保険料改定のお知らせ
    【お問合せ先】　福祉人権課（海部庁舎）後期高齢者医療保険担当　☎ 0884-73-4313
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　マイナンバーカードを取得して、マイナポイントの予約・申込を行い、選択したキャッシュレス決済サービス

でチャージやお買い物をするとポイントが付与されるのが、「マイナポイント」の仕組みです。

　要件を満たせば、 国の「マイナポイント第２弾」に加え、徳島県内の対象店舗での決済サービスの利用に対して、

徳島県版プレミアムポイント第２弾（利用額の３０％、最大３，０００円分）を取得いただけます。

 実  施  期  間　 ４月１日（金）～１２月２８日（水）

 対象になる方　 マイナンバーカード取得者（令和４年９月末までに申請）のうち、

　 　　　　    　 「徳島県版プレミアムポイント第 1弾（令和２年９月～令和３年２月末）」

　　　　　　　　  の未取得者（上限額３，０００円分に達していない場合を含む）

 対象外となる方   「徳島県版プレミアムポイント事業第 1弾」で３，０００円分のポイントを

　                取得済みの方

　　　　　　　　　徳島県版プレミアムポイント第２弾に対応していないキャッシュレス決済

　　　　　　　　　サービスで国のマイナポイントに申し込んでいる方

　　　

 対象の           ☆楽天Ｅｄｙ ☆ａｕＰＡＹ　☆ｄ払い　☆ゆめか　☆楽天ペイ　☆ｗａｏｎ
 キャッシュレス
 決済　　　　　　　

　　　　　　  　　※今後、追加の可能性があります。

　対象になる方は、「マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント

第１弾に申請していない方（これからマイナンバーカードを申請する方を含む）」です。

　また、マイナポイント第１弾に申請したものの、まだ最大５，０００円分までポイント付与を受けていない方は、

令和４年１月１日以降も引き続き、上限（５，０００円相当）までポイントの付与を受けることができます。

　なお、以下の第２弾マイナポイントの付与については未定ですので、情報が提供され次第ご案内します。

　・「マイナンバーカードを保険証として登録して７，５００円分のポイント付与（すでに登録された方を含む）」

　・「公金受取口座の登録で７，５００円分のポイント付与」

　　平日の８時３０分から１７時１５分　　

　　海南庁舎…住民環境課　　海部庁舎…福祉人権課　　宍喰庁舎…商工観光課
　　　・マイナンバーカードの申請
　　　　持ち物　通知カード（ない方はお申出ください）
　　　　　　　　本人確認書類
　　　　　　　　顔写真（３．５cm ×４．５cm）※役場でも撮影できます。
　　　　　　　　　　　　　   　　材料費に１００円いただいています。

　　　マイナポイント第２弾のご案内
【お問合せ先】住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152

役場ではマイナンバーカードの申請をお手伝いしています。

国のマイナポイント第 2 弾は、1月1日からスタートしています。

徳島県版プレミアムポイント事業第２弾が４月１日からスタートします。
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【お問合せ先】　地域包括ケア推進課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4312

　　地域包括ケアシステムづくりに向けて

　２月２５日に宍喰小学校、２月２８日に海南小学校、３月１日に海部小学校の５年生のみなさんを

対象に、認知症サポーター養成講座を開催しました。海陽町社協の職員が講師となり、認知症予防に

役立つ「コグニサイズ」* を体験してもらったり、認知症高齢者の方と孫とのやりとりの

寸劇を見て、自分だったらどういった接し方をするか発表してもらいました。その後、

認知症についてのクイズをしたり、楽しみながら学んでもらいました。

＊コグニサイズとは頭で考える課題と運動を同時に行うことで認知症予防に効果がある体操です。

認知症サポーター養成講座　～宍喰小学校、海南小学校、海部小学校～

　従来の講座では、グループに分かれて話しあったり、集合写真の撮影を行っていましたが、今回は

新型コロナウイルスの感染が広がっている状況から、感染拡大防止のため３密を避けて中止しました。

　現在、本町には１, ６９９人のサポーターがいます。養成講座を受講されたい地域・事業所・団体

の方は、地域包括ケア推進課までご連絡ください。講座は無料で、１時間程度を予定しております。
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【お申込み・お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4311

今月の保健サービス

＊各相談のご希望やご不明な点もお気軽にお電話ください。

＊混雑を避けるため、時間帯のご予約をお願いしています。

乳児健診

まるまる体験会

げんきひろば
（乳幼児相談）

助産師相談室

遊びの相談

問診・身体計測・小児科診

察・保健相談・幼児食相談・

歯科相談など

赤ちゃん抱っこや寝かしつ

け、授乳方法など助産師に

よる赤ちゃんケア

身体計測、保健・栄養・歯

科相談の中からご希望のも

のを選択

開業助産師による骨盤ケア

や母乳などの個別相談

作業療法士による遊び方な

どの個別相談

海部庁舎

３階

げんき

ひろば

４月１１日（月）

４月１３日（水）

４月１９日（火）

内　   　　容事　業　名 時　　間 場　所日　　程

９：００～１１：３０

１０：００～１１：３０

９：３０～１２：００

婦人がん検診・大腸がん検診を実施します！
【お申込み・お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4311

１．検診日
　　　　　　　＊４月５日（火）までにお申し込みください。申し込み後、問診票をお送りします。

２．場所・受付時間

３．項目・対象者・料金　＊クーポン対象の方は、無料です。（骨粗しょう症を除く）

場　　所 受　付　時　間 項　　　　目

海 部 庁 舎
　９：３０～１１：００

１２：００～１４：３０

乳がん検診（マンモグラフィー）
骨粗しょう症・大腸がん

乳がん検診（マンモグラフィー）
子宮頸がん・骨粗しょう症・大腸がん

項　　　　　目 料　　金 対　象　者

○乳がん検診（マンモグラフィー）

○子宮頸がん検診（午後からのみ）

○骨粗しょう症検診

○大腸がん検診

乳房レントゲン検査

子宮頸部細胞診検査

前腕骨レントゲン検査

便潜血検査（２日分）

１，０００円

５００円

５００円

４００円

４０歳以上女性（２年に１回）

２０歳以上女性

４０歳以上の方

4 月 17 日（日）

＊新型コロナウイルス感染予防対策として、時間予約制とさせていただきますので、必ず予約をお願いします。

＊今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては中止となる場合があります。
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　４月６日（水） 海部公民館４階 ／ ４月２７日（水） 宍喰町民センター３階

   【時 間】１９：３０～２０：３０

   【講 師】靏　真美 先生 （ＮＰＯ法人海陽愛あいクラブ健康運動指導士）

   ※申し込み不要！参加無料！ どなたでもご参加いただけます！

　期間：４月１日（金）～令和５年２月２８日（火）

　プロジェクト①　～血圧計購入３，０００円補助～

ココロも体も健やかに ４月のマイトレ運動教室

コロナに負けない体づくり事業 血圧計を一家に１台プロジェクト

　４０代を過ぎると男女とも血圧が高くなりはじめます。「私は低血圧だから大丈夫！」と思っていませんか？

　女性は４０～５０代の更年期から高血圧の要注意時期。男性は女性よりも更に高血圧になりやすいと言われ

ています。

　この機会に是非家庭に血圧計を購入して、血圧測定習慣をつくりませんか！

血圧計購入時の領収書を海陽愛あいクラブまでご持参下さい。

３，０００円を上限に補助致します。

先着１５０名様に限ります。

①血圧手帳を受け取ります。( 愛あいクラブ又は海部庁舎福祉人権課にてお渡し ) もしくは血圧が記録できるア

　プリをダウンロードします。

②血圧を毎日測定し、1 ヶ月後・３ヶ月後・５ヶ月後毎に記録を提示していただくと減塩賞品等をお渡しします。

　１回目の提示が１ヶ月目となります。

★血圧の記録提示・・・海部庁舎福祉人権課 保健師まで　＊血圧相談も承っております！

★賞品交換場所・・・・海陽愛あいクラブ事務局　海部公民館３階

◎海部庁舎までお越しいただくのが難しい場合は・・・

　福祉人権課保健師（☎ 0884-73-4311）までご連絡下さい。　　

今年度も継続します。

　プロジェクト②　～血圧測定スタンプラリー～

愛あいクラブでも５，５００円で販売中です！

【お問合せ先】　NPO 法人海陽愛あいクラブ事務局　☎ 0884-73-3960

　　　　　　　( 平日 9:00 ～ 17:00) 海部公民館３Ｆ

詳細はこちら

　海陽町が支援している事業で、家族が安心して子育てで

きるよう、「支援を受けたい人」と「支援をしたい人」を

つなぐ会員組織です。

　妊婦さんや 0～ 3歳までの子どもと保護者が集える場所、

親同士・子ども同士の仲間づくりの場、子育て情報の行き

かう場所となっているので、育児中の皆さまぜひご利用く

ださい。

子育て応援団ファミリーサポートセンターをご活用ください！
【お問合せ先】　海陽町地域子育て支援センター　あのね　☎ 0884-74-3112

足形制作の様子
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【お問合せ先】　まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

広報海陽の「日付」と「時刻」表示のお知らせです

　４月号（４月１日発行）から、原則、記事内の「日付」と「時刻」を、次の表示方法で掲載いたします。

　・発行する年の年表示は省略して、それ以外の日付には和暦で年を表示します。

　　（例）令和４年中に発行する場合

　・２０２２年４月１日（金）⇒４月１日（金）

　・２０２２年４月１日（金）～２０２２年４月３０日（土）⇒４月１日（金）～４月３０日（土）

　・２０２２年４月１日（金）～２０２３年３月３１日（木）⇒４月１日（金）～令和５年３月３１日（木）

　・２４時間制を基本表示とします。

　　（例）午後３時３０分⇒１５時３０分、または１５: ３０

　　　 　　　　　　正午⇒１２時または１２時００分、１２: ００

　以上、よろしくお願いいたします。

 （１）日付表示

 （２）時刻表示

【お問合せ先】　徳島南年金事務所　お客様相談室　　☎ 088-652-1511

【お問合せ先】　住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152

お願い！ごみ出しルールを守りましょう！

　近頃、町内のゴミステーションで、頻繁にパソコン（本体・モニター）、タイヤ、消火器、バッテリー、リサイ

クル家電（テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫）が一般ゴミとして出されています。町ではそれらの収集

はしておりません。ゴミとして出すと不法投棄になりますので、購入元メーカーに回収してもらうなど、適正に処

理するようお願いします。

＊パソコンのキーボード・マウス・ケーブルは不燃ゴミでお出しください。

　　ごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第１６条で禁止されており、違反すると

　不法投棄の原因者は投棄したごみの撤去を求められるとともに、５年以下の懲役もしくは１，０００万円

　以下の罰金、又はその両方の刑罰が科せられます。

　ご不明な点がございましたら、住民環境課（海南庁舎）にお問い合わせください。ご理解とご協力をよろしくお

願いいたします。

広報海陽  2022.4 № 192
14



【お問合せ先】　上下水道課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4157

くみ取り槽転換における宅内配管工事費が
　　　新たに補助対象となります！

　令和３年１２月に国のくみ取り槽転換における宅内配管補助制度が新規拡充されたことを受け、海陽町でも４月

より宅内配管工事費を新たに補助対象といたします。上限３０万円まで補助できますので、くみ取り槽から合併処

理浄化槽へ転換する際には是非ご活用ください。

※トイレ、台所、お風呂等から浄化槽への流入管、「ます」および放流管の設置が対象となります。

※家の増改築を伴う場合、対象外となる場合があります。

　＜詳しくは、上下水道課までお問い合わせください。＞

※補助対象は１０人槽までの小型合併浄化槽への転換です。

　＜住宅用以外（店舗のみなど）は補助対象外です。＞

※予算には限りがあるため先着順となる場合があります。

※町税等の滞納がある場合は交付できません。

※単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合の

　宅内配管工事費については令和２年度から既に補助対

　象となっております。

【お問合せ先】　まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

令和４年度 海陽町空き家改修支援補助金のご案内

　海陽町へ移住・定住を希望する方が入居する空き家の改修について、予算の範囲内でその費用の一部を助

成します。

補助金の額

　次のａとｂの総額で、上限は１００万円

ａ．補助対象経費の３分の１以内　　※「海陽町空き家バンク」登録物件は２分の１以内

ｂ．町産材の使用１立方メートルにつき１万円を加算

補助対象となる空き家の改修

　補助金の対象は次の要件すべてを満たす空き家の改修です。

　(1)　空き家の改修が、令和５年３月３１日までに完了するもの

　(2)　令和５年３月３１日までに入居が完了するもの。ただし、改修前に空き家に居住している場合は、入

　　　 居後６ヶ月を経過していないものに限ります。

　(3)　改修する空き家に５年以上の居住予定が必要です。

　(4)　改修後に玄関・居室・台所・トイレ・浴室を備えていること

※賃貸で空き家の入居（予定）者が行う空き家の改修については、所有者に承諾を得てください。

※売買等により取得した空き家の所有者が自ら居住するために行う空き家の改修については、取得した日か

　ら３年を経過していないものに限ります。

補助金の対象となる経費

　町内の個人事業者又は町内に営業所等がある法人が施工する次の経費です。

　(1)　台所、洗面所又は便所の改修に要する経費

　(2)　給排水、電気又はガス設備の改修に要する経費

　(3)　屋根、外壁等の外装の改修に要する経費

　(4)　壁紙の張替え等の内装の改修に要する経費　など

＊補助制度の利用には、諸条件がございますので、詳しくはＨＰ又は担当課までお問い合わせください。
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【お問合せ先】　税務課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4153

【お問合せ先】　税務課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4153

令和４年度  軽自動車税（種別割）の税率のお知らせ

軽自動車税（種別割）の減免のお知らせ

　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られた方で、一定の要

件を満たしている場合は、減免申請書等を提出していただくことにより、軽自動車税（種別割）の減免を受

けることができます。詳細につきましては、税務課までお問い合わせください。

　 ○申請期限：４月１１日（月）から５月２５日（水）（期限厳守）

　　 　　　　　※期限を過ぎてからの申請は受付できません。

　 ○提　出　先：税務課（海南庁舎）　・福祉人権課（海部庁舎）　・商工観光課（宍喰庁舎）

※前年度、減免を受けられた方には、減免申請書をお送りいたします。

　申請は年度ごとに必要ですのでご注意ください。

広報海陽  2022.4 № 192
16



【お問合せ先】　住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152
　　　　　　 　　　　  徳島県獣医師会　☎ 088-663-6607

犬の登録と狂犬病予防注射を実施します

川東・浅川・海部　地区　５月１３日 (金 )
　　　　　　　延期の場合　６月３日 (金 )

 宍喰　地区  　　　　　 ５月２０日 (金 )
　　　　　　延期の場合　６月１０日 (金 )

 川上　地区  　　　　　　 ５月２７日 (金 )
　　　　　　　延期の場合　６月１７日 (金 )

＊つぎのとおり犬の登録、狂犬病予防注射を行います。ご都合のよい所でお受けください。

＊日程などで不都合な方は、もよりの動物病院でお受けください。

＊悪天候のため実施できなかった地区は、それぞれ指定されている日付に延期します。

＊新規登録料　　  ３，０００円（１頭につき）　１度登録している犬は必要ありません。

＊予防注射料　３，３００円（１頭につき）　毎年１回必ず受ける必要があります。

                   ※注射料金が改定されています。ご注意ください。
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　　撮影にご協力いた
だいた皆さま、 あり
がとうございました。

海南保育所／海部西保育
所／二葉保育園／宍喰保
育所／海陽幼稚園／海南
小学校／海部小学校／宍
喰小学校／海陽中学校／
宍喰中学校／海部高等学
校／海陽愛あいクラブキ
ッズダンスチーム／㈲山田
宝来堂／Ｄ .Ｗ. ニコルズ／
阿佐海岸鉄道㈱

　　（順不同、 敬称略）

YouTube
 公開中 !!

【お問合せ先】　まち・みらい課　☎ 0884-73-4156

空席があれば予約がなくても D M V に乗れます！
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【お問合せ先】　阿南税務署　法人課税部門　☎ 0884-22-0417

　　　阿南税務署からのお知らせ
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海南病院だより
【お問合せ先】町立海南病院　☎ 0884-73-1355

海南病院　訪問リハビリテーション

◆訪問リハビリテーションとは

　　国家資格を持つリハビリテーション専門員（当院は作業療法士）が利用者様の

　自宅へ訪問し、医師の指示に従いリハビリテーションを行います。

　　病気や怪我・老化によって衰えてしまった身体機能や体力の向上・維持をするためのトレーニングはも

　ちろん、歩行や食事・トイレといった日常生活動作の訓練や改善のための取り組みなども行います。

◆対象者

　○ 介護保険証の認定を受けられている方

　○ 医師から訪問リハビリテーションが必要と認められた方

　○ 通所リハビリテーションを利用していない方

　○ ３ヶ月に一度当院へ来院できる方

◆対象地域

　海陽町全域

◆基本的なサービス内容

　１回４０分　週１～３回（要介護度や限度額により異なります。）

　※利用者様の状態に合わせて時間や回数を調整します。

◆基本料金

　１割負担の方の場合 ･･･ １回４０分　６１４円

　※負担割合・加算等の条件により金額は異なります。

詳しくは、海南病院訪問リハビリテーション担当者まで連絡ください。

海南病院ホームページ
　　　kainanhp.jp →

海南病院職員の募集
【お問合せ先】町立海南病院　☎ 0884-73-1355

●リハビリ施設まで通所する必
　要がないので、時間や手間・
　費用がかからない。

●住み慣れた自宅で環境に合わ
　せたリハビリテーションを受
　けることができる。

●大型の機器などを持ち込むこ
　とが出来ないので使用できる
　機器や受けられる訓練内容に
　制限がある。

海陽町でお仕事しませんか？

地域医療に関心のある方、温暖な気候と海・山・川など豊かな自然にあふれ

る暮らしを検討されている方、大歓迎！　まずはお気軽にご相談ください。

内科医師
　募集
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令和４年度 徳島県立南部防災館 事務職員の募集

特別養護老人ホーム『海南荘』職員募集のお知らせ

【お問合せ先】危機管理課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4163

【お問合せ先】海部郡特別養護老人ホーム事務組合　 海南荘　☎ 0884-73-2626

◆一般事務（徳島県立南部防災館）【パートタイム会計年度任用職員】

　募集人員：１名

　業務内容：徳島県立南部防災館における事務補助、窓口・電話対応など

　待　　遇：日給６，２８３円～、賞与年２回　通勤手当、社会保険・雇用保険・有給休暇・特別休暇あり

　勤務場所：徳島県立南部防災館

　勤　　務：原則　週５日程度、９時～１７時までの時間内で７時間勤務

　　　　　　※休館日　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日が休館日）、第１火曜日、年末年始

　　　　　　※シフトにより土・日、祝日の勤務があります。

　任用期間：５月１日～令和５年３月３１日（任用後１ヵ月間は条件付採用期間）

　　　　　　※任期満了後、再度任用される場合があります。

　応募資格：地方公務員法第１６条（欠格事項）に該当しない者

　提出書類：海陽町会計年度任用職員用共通申込書

            （海南庁舎危機管理課窓口にて配布または海陽町ＨＰの募集情報からダウンロード）

　提出期限：４月１５日（金）１７時必着（郵便の場合も必着）

　提 出 先：〒 775-0295 徳島県海部郡海陽町大里字上中須 128 番地　海陽町危機管理課

　選考方法：書類及び面接

　　　　　　※試験日は申込後に別途お知らせいたします。

◆栄養士（会計年度任用職員）

　勤　　務：原則、週５日（月～金）・７時間４５分勤務（７：３０～１６：１５）

　業務内容：利用者の栄養管理、水分補給、食事介助及び給食委託業者との調整業務など

　給 与 等：月額 １８７，４００円（処遇改善手当 １０，０００円含む）

　募集人数：１名

◆介護職員（会計年度任用職員）

　勤　　務：原則、週５日・７時間４５分勤務（シフト制、早出・遅出、土・日・祝日勤務あり）

　業務内容：施設での介護業務全般

　給 与 等：月額 １８５，９００円（処遇改善手当 ２０，０００円含む）

　募集人数：５名程度

【待　　遇】  期末手当（６月・１２月）、退職手当、通勤手当、年次有給休暇、社会保険等あり

【応募資格】  地方公務員法第１６条（欠格条項）に該当しない者

【任用期間】  採用日～令和５年３月３１日

　　　　　　（勤務成績が良好な場合は、期間満了後も引き続いての任用あり）

【応募方法】  随時受付、お気軽にお問い合わせください。

海陽町ＨＰ
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♬ 第４１回　鈴ヶ峰に登ろう ♬
■日 時：４月２３日 (土 )

　　　　　９：１５ 宍喰小学校プールの前の駐車場に集合（宍喰駅から約１００ｍ）

　　　　　９：３０ 出発 → １１：００ 山頂で軽食（各自持参）→ １２：３０ 下山 → １３：００ 解散

■駐車場：集合場所と同じ

■参加費：１，５００円（ガイド料・保険料込）　　■対象者：１８歳（高校生除く）～３０代くらい

■ご予約：下記のＱＲコードを読み取り、予約フォームからお願いします。

　※４月２０日（水）〆切、定員に達し次第受付を終了いたします。

　　

【鈴ヶ峰の山登りが中止の場合】　藍染体験

　９：３０ 阿波海南文化村（工芸館）に集合 → 藍染体験 → １１：００ 解散

■駐車場：阿波海南文化村（工芸館）付近の駐車場

■参加費：ハンカチ５００円、エコバッグ１，０００円

※天候不良等により鈴ヶ峰の山登りを中止する場合は、前日の夕方にスタッフから連絡させて頂きます。

予約フォーム

  　　【定員】

先着１０名 予約制

※新型コロナウイルス感染対策（消毒、キープディスタンス、マスクの着用）をしながら行います。

※来場時に検温のご協力をお願いします。

※ 37.5℃以上の発熱がある場合は参加をお控えください。

WAKAISHI  CAFE とは…??
海陽の「わかいし ( 若者 )」たちが、ゆる～く何か面白いことや楽しいことをやってみようという集まり
です。第４１回は海陽町宍喰の鈴ヶ峰の山登りです。ＮＰＯ法人あったかいようのインストラクターにツ
アーガイドをして頂きます。山頂から宍喰地区や海岸線が見渡せる景色が見えます。雨の場合は、阿波海
南文化村の工芸館にて藍染体験をします。どうぞお気軽にお越しください！

WAKAISHI   CAFE
'

【お問合せ先】　商工観光課　☎ 0884-76-1513

地域おこし協力隊 ニューフェイスのご紹介

　うどん県丸亀市から参りました、地域おこし協力隊の 西
にしざわ

澤朋
ともひろ

宏 と申します。

　自然の恵み豊かで、私自身生まれ育った海陽町に地域おこし協力隊として帰っ

てくることができました。ふるさと海陽町から徳島県南地域の観光業務に携わり

地域の発展に貢献したいと思っています。

　　　　これから、四国の右下の観光地の紹介や、発掘をして観光資源を醸成す

　　　ることで、徳島県内外からの観光客の皆さまが喜んでくれる、また来たく

　　　なる観光事業を目指していきます。

　　　　自分も皆さまも笑顔で幸せになれるように仲間と共に頑張っていきたい

　　　と思っています。

　今海陽町は、たくさんの夢と希望を満載した世界初のＤＭＶが海岸線を彩って

います。線路や道路を走る姿に出会うとなんだかわくわくし嬉しい気持ちになり

自ずと口角が、上がってしまいますが、皆さまいかがですか？みんなで幸せ感や

わくわく感をめいっぱい享受しましょう。みんなで乗らんけ『ＤＭＶ』きっと笑

顔になるはずです。
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【お問合せ先】教育委員会　☎ 0884-73-3100

海陽町で活躍している国際交流員を紹介します！

【お問合せ先】農林水産課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4161

令和 4 年度 海陽町元気農業研究会会員募集

　海陽町元気農業研究会は有機農業の栽培技術を習得することによる生産者の

育成、収量の拡大、高付加価値作物の栽培に取り組んでいきます。

　本会の目的を理解し、年間を通してご参加いただける方で、栽培技術を修得、

今後技術を活用し、また技術を広めていただける意欲ある生産者を募集します。

　海陽町元気農業研究会会費等：５，０００円 / 年

　会員特典：土壌分析・勉強会参加

　対象：土壌分析・施肥設計乙による有機栽培実践講座受講希望者

　　　　主として農業で生計を立てているもの（またこれから立てていこうとするもの）

　　　　海陽町の農業振興に役立てようとするもの

　内容：高品質、多収穫栽培技術を目指した会員勉強会（果菜、葉物、米づくり等）

　　　　会員同士での意見交換・勉強会等の開催

　当研究会の趣旨・目的にご賛同いただいた方で入会ご希望の方は入会申込書を海陽町農林水産課（海南庁舎）

までご提出ください。
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【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

川 　 野 　   潔
かわ　 　  の               きよし

（旧：宍喰町出身）

　世界初ＤＭＶ（デュアル・モード・ビークル）の本格的運行は、テレビでも紹介され全国的な話

題となりました。本当に嬉しいニュースで、約２０歳下の友に、ＤＭＶの掲載されている広報誌、

ＤＭＶバッジをプレゼントして、喜んでいただきました（彼は今

年中にＤＭＶに乗りに行くとのことです）。コロナ禍の大変な時期

で、自粛、行動制限を強いられていますが、海陽町並びに海陽町

に関わる人から元気を与えてもらい本当に感謝しています。

　オリンピックを観ていると、「元気」「希望」「努力」「勇気」「激

励」「頑張り」などと共に、「ありがとう」の感謝の言葉が溢れて

いました。互いを称えあう素晴らしい光景を目の当たりにすることができ、人間のすばらしさを改

めて感じた次第でした。

　その昔、私が在校生の時に、海南（現・海部）高校野球部が春の甲子園で優勝し、私たちに「頑張る力」

を注入してくれました。「誇りに思えること」「感動できること」「楽しいと思えること」に関われ

ていることは嬉しいもので、周囲の人までも明るくさせます。世界初とは言いませんが、今後も海

陽町からの心を動かす感動、元気ニュースの発信を願っています。

「海陽町からの元気エキスの発進」
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アクアビクス＆ウォーク

○身体に無理なく運動したい方にお勧めです。顔はつけないので泳げない方でも受講可能です。
昼のクラス（ウォークキング中心の初心者向けクラス）
日程：毎週（木）　６／２・９・16・23・30（計５回）
時間：13:15 ～ 14:00（45 分間）

夜のクラス（ジャンプやアクアビクスも取り入れた中級者向けクラス）
日程：隔週（木）　5 ／ 12・26　６／ 9・23　７／７（計５回）
時間：19:15 ～ 20:00（45 分間）

場所：Ｂ＆Ｇ海南海洋センター
料金：各クラス 3,000 円（入場料込）

○国保対象特定健診結果で動機づけ・積極的支援対象の方に発行している運動利用券で参加できます。

■レッスンプログラム（会員５００円／会員外８００円）
・民踊（第１･３月10：00 ～11：30） 　 ・足腰健康体操（第 2・4 火10：30 ～11：30） 
・ボディコンディショニング（第 2・4 木 10：30 ～11：30） 　 ・ストレッチ体操（第 1・3・5 木 10：30 ～11：30）
・ヨガストレッチ（第 1・3 火19：30 ～ 20：30）　・ボディメイク（第 2・4 火19：30 ～ 20：30） 
・コリセルフケア（第２・４水10:30 ～11:30）　・筋トレ＆ストレッチ（毎週金19：30 ～ 20：30）
■サークル・ショートプログラム（会員３００円・会員外５００円）
・スポンジテニス＆卓球（毎週金 9：30 ～11：00） ・美健康体操（第 1・3 火10：30 ～11：30）
・体づくりのためのボクシング（毎週木 19：00 ～ 20：30）

■トレーニングジム（会員２００円／会員外５００円）　＊月パス、年パス会員あります。
営業時間…（月～金 ) 9：00 ～ 21：00、（日 ) 9：00 ～17：00、（土・祝 ) 休館日　　場所…海部公民館３階

年　会　費

レッスン年間パス

ジム半年パス

ジム年間パス

ジムデイ会費

イベント会費

レッスン半年パス

会員種別 年　　齢 年会費 教室参加費 トレーニングジムスポーツ保険

大人　18 歳以上

賛助会員

家　族

幼　児

小・中学生

高校生

どなたでも

大人　18 歳以上

3,000 円

一口3,000 円

2,000 円

1,000 円

6,000 円

免　除

５00 円 ／

／ ／ ／

１回 300 円～ 500 円
チケット11 枚（１枚分無料）

    月  3,000 円

無料

上記に順ずる入会家族分

　　18,000 円
購入日から半年間フリー

　　30,000 円
 購入日から年間フリー

　　 １回
300 円～ 500 円
     チケット11 枚
     （１枚分無料 )

クラブ主催のイベントや親睦会に会員料金で
ご参加いただけます。教室・ジムは対象外

65 歳以上
　　　　1,200 円
高校生以上
　　　　1,850 円

65 歳以上
　　　　1,200 円
高校生以上
　　　　1,850 円

800 円

１回    200 円
  月  2,000 円

１回    200 円
  月  2,000 円

無料

無料 (中学生以上 )

ご利用できません

上記に順ずる

　　12,000 円
購入日から半年間フリー

　　20,000 円
 購入日から年間フリー

　　10,000 円
 購入日から年間フリー
　平日12:00 ～17:00
　以外は会員外料金

海陽愛あいクラブ２０２２年度クラブ会員募集

「クラブ発！スポーツによるまちづくり」推進事業

■月いちウォーク４／９（土） 9：30 スタート　ピクニック公園集合（参加費無料）※ 雨天中止
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～ 第 16 回 卒業証書授与式 ～
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【お問合せ先】博物館　☎ 0884-73-4080

令和４年度 海陽町立博物館企画展の予定

【お問合せ先】阿南市男女共同参画室分室　☎ 0884-22-0361

4 月 女性のための生き方なんでも相談 【要予約】

女性のための生き方なんでも相談は、
【南阿波定住自立圏共生ビジョン】
女性支援パートナーシップ事業です。

ところ：予約時にお伝えします。

 相談日
 ５日( 火 ) 13:00 ～17:00
 ８日( 金 ) 13:00 ～16:00
１２日( 火 ) 13:00 ～17:00

 
１９日( 火 ) 13:00 ～17:00
２２日( 金 ) 13:00 ～16:00
２６日( 火 ) 13:00 ～17:00
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　 タイムカプセル
「夢が叶いますように」

みんなの夢がつまったタイムカプセル

    卒業記念
全員おそろいの
ストラップ作り

　　在校生へ感謝の気持ち！
なわとびジャンプ台の塗りなおし

「みんなで桜を植えるよ」 「大きくなるのが楽しみやな」 「みんなで行った卒業遠足！大きな砂山を作ったよ！」

「卒業生の伝統芸　ダンス発表」 「髙島選手（外野手）と白川選手（投手）との卒業記念撮影」

「最後にサイン入り
  ユニフォームの
  プレゼント」




