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動画アプリ「TikTok（ティックトック）」でブレイク中の海陽町民４人組

ユニット「オバ戦隊」!詳細は本編インタビュー記事(21頁)をご覧ください！



【お問合せ先】商工観光課　（宍喰庁舎）　　☎ 0884-76-1513

　徳島・海陽　究極の清流　海部川風流マラソンは、先に行われました令和 4 年度海部川風流マラ

ソン実行委員会におきまして、近年の新型コロナウイルス感染症の影響や財源確保

の問題、そして大会運営に必要不可欠なボランティアの確保問題により、熟慮に熟

慮を重ね総合的に判断した結果、終了することとなりました。

　長きにわたり、皆様方の多大なるご尽力のもと、愛され、育まれてきましたが、

ご理解いただきますとともに、ご参加、ご支援、ご協力いただきましたことに深く

感謝し、厚くお礼申し上げます。

海部川風流マラソンは終了いたします

２０２０年風流マラソンスタートの様子

コースに設けた給水所 伊勢エビのみそ汁とうどんの調理

沿道で声援を送るボランティア

ランナーに伴走する海部高校生盛り上がる海部川風流マラソン

ゴールしたランナーを迎えるボランティア
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【お問合せ先】 　海陽町観光協会　　☎ 0884-76-3050

日時 ： ７月１６日 （土）　２０ ： ００～

場所 ： 宍喰駅周辺

　花火の打ち上げのみ行い、 露店等の出店はありません。

　感染症対策をされた上で、 ご観覧ください。

宍喰　園祭奉納花火が行われます !!

～コロナ関連～

【お問合せ先】 　福祉人権課　（海部庁舎）　　☎ 0884-73-4313

令和 4 年度 戦没者追悼式が 11 月頃に順延

　先の大戦において亡くなられた御英霊の御冥福をお祈りし、 恒久の平和を祈念するため行っております戦没者追

悼式ですが、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、11 月頃を目処に実施する方向で検討を進めております。

　開催の形式なども含め、 詳細が決まりましたら、 改めてお知らせいたします。

　御参列を予定されていた方々には、誠に恐れ入りますが、何卒御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。

【お問合せ先】 　商工観光課　（宍喰庁舎）　　☎ 0884-76-1513

大砂海水浴場が開設されます！

【お問合せ先】 　海陽町観光協会　　☎ 0884-76-3050

浅川港祭りが中止

　例年 8 月 1 日に開催されている浅川港祭りについて、 新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、 開催を見送

ることとなりました。

　楽しみにされていた皆さまには大変残念なお知らせとなりましたが、 何とぞご理解のほどよろしくお願い申し

上げます。

　大砂海水浴場は、 新型コロナの感染対策で去年まで２年連続で開設が見送られましたが、 ３年ぶりに開設する

ことになりました！

開催期間 ： ７月１６日 ( 土 ) ～８月２１日 ( 日 )

　皆さまそれぞれ感染対策された上でお楽しみください！

　◆ キャンプ ・ 花火 ・ バーベキュー ・ マリンスポーツ （ボディボード、 サーフィン、 ヨット、 ジェットスキー等）

　　　は禁止になっております。 ご了承下さい。

　◆ 気象警報が発令されたり、 監視員が危険と判断した場合は遊泳禁止になります。

　◆ コインロッカー ・ 荷物預かり所はありません。 荷物は各自で管理して下さい。

【お問合せ先】 　海陽町観光協会　　☎ 0884-76-3050

日時 ： ８月１０日 ( 水 )　２０ ： ００～

場所 ： 宍喰漁港周辺

　花火の打ち上げのみ行い、 露店等の出店や海上パレードはありません。

　感染症対策をされた上で、 ご観覧ください。

宍喰港祭りの打ち上げ花火が行われます !!
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～コロナ関連～

　　60 歳以上の方及び 18 歳以上 60 歳未満の基礎疾患を有する方へ

7 月から新型コロナワクチン４回目接種が始まります

　４回接種のほか１，２回目接種、 ３回目接種を未接種の方の予約も受付しています。 それぞれ予約方法が異なり

ますので希望される方は、 次の内容をご確認のうえお早めにご予約をお願いいたします。

【お問合せ先】海陽町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)
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～コロナ関連～

【お問合せ先】 　徳島県商工労働観光部　商工政策課　団体・振興担当　　☎ 088-621-2322

「 『とくしまグルメ』プレミアム食事券 」が発行されます！

　利用者が購入した飲食店に限り使用することができる 「プレミアム率 50％ ・ 店舗指定型」 のお食事券 「『と

くしまグルメ』 プレミアム食事券」 が徳島県より発行されます。

【利用期間】 　８月１日 （月） ～１２月３１日 ( 土 )

【申込期間】 　７月８日 （金） ～７月２２日 ( 金 )

【販売価格】 　5,000 円 （500 円× 15 枚）　※5,000 円で 7,500 円分の飲食ができる！

【販売場所】 　申し込み店舗からご購入ください。

【利用店舗】 　ご購入店舗でのお食事をお楽しみください。 　

　　　　　　　　　※ご購入店舗以外ではご利用できませんので、 ご注意ください。

【申込方法等】

　７月８日 （金） ～７月２２日 （金）　徳島県ホームページで参加店舗を確認の上、

                          　　　　　　　　   Web またはハガキで 「プレミアム食事券」 の購入の申し込み。

　7 月２５日 （月）　抽選により、 当選者が決定します。

　7 月２６日 （火） ～７月３０日 （土）　当選者に 「予約券」 が送付されます。

　8 月 1 日 （月） ～９月１６日 （金）　「予約券」 記載の店舗で 「食事券」 を購入して下さい。

　参加店舗や日程等の詳細が決定しましたら、 徳島県の公式ホームページより公開されます。

【注意事項】 　●　徳島県在住者のみ購入可能です。

　　　　　　　　　●　1 人あたり購入上限額は 5 冊です。

　　　　　　　　　●　『とくしまグルメ』 プレミアム食事券が利用できる店舗は、 食事券を購入した店舗に限ります。

　　　　　　　　　●　食事券の額面に満たない場合でも、 おつりは出ません。

　　　　　　　　　●　食事券を購入した店舗が閉店、 廃業となった場合は、 本券は利用できません。 また、 それに

　　　　　　　　　　　 伴う返金もできませんのでご了承ください。

　　　　　　　　　●　新型コロナ感染症の感染状況によっては、 利用期間の変更や利用を控えていただくようにお

　　　　　　　　　　　 願いすることがあります。

【お問合せ先】 　徳島県商工労働観光部　商工政策課　団体・振興担当　　☎ 088-621-2322

「 『とくしまグルメ』プレミアム食事券 」参加飲食店を先行募集！

【対象事業者】　徳島県内に事務所を置き、 次の 1 ～ 4 を全て満たす事業者。

　　　　　　　　　　※特定のイベント参加者や宿泊客等のみに飲食を提供している事業者は除きます。

　　　　　　　　　　１． 食品衛生法に基づく 「飲食店営業」 または 「喫茶店営業」 の許可を有していること。

　　　　　　　　　　２． 「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」 実践店ステッカーを掲示していること。

　　　　　　　　　　３． 販売場所で消費される飲食の提供を主たる事業として営業していること。

　　　　　　　　　　４． 不特定多数の来客に飲食を提供していること。

【募集期限】　7 月 15 日 （金） まで

　　　　　　　 　※県民からの利用申込が７月８日から開始のため、

                   お早めの手続きをお願いいたします。

　【「食事券」 利用の流れ）】

　　利用者は、 参加飲食店の中から店舗を選び、 「食事券」 を申込みます。

　　運営事務局から、 利用者に 「予約券」 （利用店舗毎） を送付されます。

　　運営事務局から、 利用申し込みのあった飲食店に 「購入者リスト」 と 「食事券」 が送付されます。

　　飲食店は、 利用者が持参する 「予約券」 と引き換えに 「食事券」 を 1 冊 5,000 円で販売してください。

　　飲食店は、 回収した 「予約券」 と 「プレミアム支払申込書兼請求書」 を運営事務局に送付してください。

　　運営事務局から、 飲食店にプレミアム分 「2,500 円 / 冊」 が振り込まれます。
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ベビー用品購入費助成事業
【お問合せ先】福祉人権課（海部庁舎）  ☎ 0884-73-4313

　海陽町では、お子さまの健やかな成長を応援するため、新たにベビー用品購入費の助成をはじめます。現

在実施しているレンタル事業につきましては、貸出可能なベビー用品の在庫がなくなり次第終了いたします。

　令和４年７月からは購入費助成とレンタルのどちらか一方を選択することができます。

＊在庫がない場合は、レンタルできない場合があります。

◆助成対象品　・チャイルドシート（＊国土交通省の型式指定（認定）又は欧州基準ＥＣＥ規則、

　　　　　　　　米国安全基準（ＦＭＶＳＳ）に適合した製品であること）

　　　　　　　・ベビーカー

　　　　　　　・ベビーベッド

◆助成対象者　次の要件のすべてに該当する方

　　　　　　　①購入日及び申請日に保護者・お子さまがともに町内に住所を有する方

　　　　　　　　＊母子手帳取得後から購入できます

　　　　　　　②保護者が町税及び保育料を滞納していないこと

　　　　　　　　＊令和４年４月１日以降に出生したお子さまでレンタルを利用されていない方は対象とな

　　　　　　　　  ります。

◆助　成　額　お子さま１人につき、各品目 1 台ずつ購入金額の２分の１を助成（百円未満切り捨て）

　　　　　　　＊各品目上限額２万円（ベビーベッドは１万円）

◆申 請 期 間　出生日から満 1 歳に達する日まで

　　　　　　　（申請は、申請期間内に１回限りとなっていますので、１度申請されると追加で購入したベビー

　　　　　　　 用品の申請はできません。購入希望のベビー用品を全て購入後に申請をしてください。）

◆申 請 場 所　住民環境課 ( 海南庁舎 )　福祉人権課 ( 海部庁舎 )　商工観光課 ( 宍喰庁舎 )

◆申 請 方 法　助成申請書に必要事項を記入し領収書等必要書類を添付の上、提出してください。

　詳しくは、福祉人権課までお問い合わせください。
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　　　　　　国民年金保険料免除等の申請について

令和４年度の一般免除申請が７月より開始されます
【お問合せ先】住民環境課（海南庁舎）  ☎ 0884-73-4152  　徳島県年金事務所  ☎ 088-652-1511

　国民年金には、経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除や猶予される制

度があります。

○納付が困難なときは、保険料免除制度

　経済的理由などで保険料を納めることが困難なとき利用できる制度で、申請が承認されると保険料納付の全額ま

　たは一部（４分の３、２分の１、４分の１）が免除されます。

○５０歳未満の方は、納付猶予制度

　本人が５０歳未満であるときに限って利用できる制度で、申請が承認されると保険料の全額についての納付が猶予さ

　れます。納付猶予は本人と配偶者の前年所得が一定以下であれば、世帯主の前年の所得にかかわらず承認されます。

○学生の方は、学生納付特例制度

　本人が学生であるときに限って利用できる制度で、申請が承認されると保険料の全額について納付が猶予されます。

　学生納付特例は、本人の前年の所得が一定以下であれば、配偶者や世帯主の前年の所得にかかわらず承認されます。

○失業 (退職 )された方は、特例免除制度	

　失業 (退職 )の事実が生じた年の翌々年６月までの期間について利用できる制度で、失業 (退職 )された方の雇

　用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等を添付すれば、保険料免除は、本人と配偶者、世帯主の前年所

　得から失業 (退職 )された方の所得を控除した額が一定以下であれば承認されます。

○障害年金などを受給されている方は、法定免除制度

　障害基礎年金・障害厚生 ( 共済 ) 年金を受けている方で、障害等級が１級または２級の方は、保険料の納付につ

　いては法律によって免除されます。また、生活保護法による生活扶助を受けている方も対象となります。

　　　　　　　　　　　　　＊＊＊ 申請は原則として、毎年度必要です。＊＊＊
※　免除申請のときに持参していただくもの

　　１　年金手帳（基礎年金番号通知書）またはマイナンバーカード

　　２　本人確認書類

　　３　雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等 (失業特例の場合 )

　　４　学生証または在学証明書 (学生特例の場合 )

　　（注意）免除を申請する方と配偶者及び世帯主の所得額が必要となりますので、必ず確定申告等で所得の申告

　　　　　 を行っていることが条件となります。

【お問合せ先】福祉人権課　（海部庁舎）　　☎ 0884-73-4313

　１．支給対象者 

　　◆　以下の①～③のいずれかに該当する方
　　　　①　令和４年４月分の児童扶養手当受給者の方（６月に支給済み）
　　　　②　公的年金等を受給していることにより、令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
  　　　　　（「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。）
　　　　③　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
　　　　　　収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

　２．支給額 　　　　　児童１人当たり一律　５万円

　３．給付金の支給手続き 

　　◆　②又は③のいずれかに該当する方

▼  給付金を受け取るには、申請が必要です。

▼ 海南、海部、宍喰庁舎窓口にある申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに窓口に直接、または
　 郵送でご提出ください。

▼ 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯分）のご案内

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ
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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　		１２月２８日（水）まで

	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　　　☆楽天ペイアプリ

	キャッシュレス
	決済　　　　　　　

　　　　　　　  　　☆ｗａｏｎ　　　 ☆エフカマネー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※今後、追加の可能性があります。

☆「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」

・令和２年７月以降すでに申込済の方、マイナンバーカードの健康保険証としての利用

　申込みや公金受取口座の登録が済んでいる方も、６月３０日以降、マイナポイントの

　申込みが必要です。

・６月３０日以降は、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みとマイナ

　ポイントの申込みを一括で行うことができます。

　　平日の８：３０～１７：１５　　

　　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。

６月３０日より以下の第２弾マイナポイントがスタートします。

国の「マイナポイント」に加え、「徳島県版プレミアムポイント」がもらえます。
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阿波海南文化村で四国知事会議が開催されました！
【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）  ☎ 0884-73-4156

　年に一度、４県の知事が地域の課題などについて意見を交わす四国知事会議が６月８日（水）に阿波海南

文化村にて行われました。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度および令和３年度はウェブ会議による開催でしたが、

今年度は、３年ぶりに４県の知事が一堂に会しての実施となりました。

　会議に先立ち、各知事が ＤＭＶ（デュアル・モード・ビークル）を視察、乗車体験され、オープニングセ

レモニーとして海部高校郷土芸能部による、「海南太鼓」の演奏が行われました。

　会議では、国に対しウィズコロナに向けた感染抑制と社会経済活動を両立するための具体的な対策を示す

よう求めることや参議院選挙での合区解消を求めていくことで一致、また南海トラフ地震に備えた医療救護

体制を強化するため、国に財政支援を要望することやＪＲ四国の経営課題の解決に向けて国の責務として取

り組むよう求めることなどを確認しました。

写真左より

濵	田	省	司	高知県知事

浜	田	恵	造 香川県知事

三	浦	茂	貴 海陽町長

中	村	時	広 愛媛県知事

飯	泉	嘉	門 徳島県知事

会議開催前にＤＭＶの視察を行いました！

四国知事会議開催前のオープニング

セレモニーで海部高校郷土芸能部

の部員の皆さんが海南太鼓の力強い

演奏を披露してくれました。
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　　　　　　　令和４年度は８月と１０月に保険証の更新を行います

　現在、後期高齢者医療制度に加入されている方には、有効期限が「令和４年７月３１日」となっている【む

らさき色】の「後期高齢者医療被保険者証」を、１人に１枚お渡ししています。

　令和４年度は、法律の一部改正に伴い、１０月１日から窓口負担が見直されますので、被保険者証を２回お

届けします。

　まず、７月中に、有効期限　令和４年９月３０日と記載された新しい被保険者証【黄色】をお届けします。

（令和４年８月１日から令和４年９月３０日までの一部負担金の割合（１割又は３割）は、令和３年中の所得に

基づき，判定します。）

　次に、９月中に、有効期限　令和５年７月３１日と記載された新しい被保険者証【緑色】をお届けします。

（（令和４年１０月１日から令和５年７月３１日までの一部負担金の割合（１割又は２割又は３割）についても、

令和３年中の所得に基づき、判定します。））

　有効期限を過ぎた被保険者証は使用できませんので、受診の際は必ず有効期限を確認してください。

１０月１日から後期高齢者医療制度の窓口負担額が見直されます！
【お問合せ先】福祉人権課（海部庁舎）後期高齢者医療担当　☎ 0884-73-4313

【１０月１日からの一部負担金割合の判定方法について】

黄色の保険証の有効期限は

令和４年９月３０日になっています。

緑色の保険証の有効期限は

令和５年７月３１日になっています。

黄色 緑色

●１割負担となる方●１割負担となる方

●３割負担となる方

●２割負担となる方

世帯構成

世帯構成

世帯構成

判定①

判定①

判定

判定

住民税課税所得が２８万円未満 住民税課税所得が２８万円未満

判定②

判定②

住民税課税所得が２８万円以上かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が２００万円未満」

住民税課税所得が２８万円以上１４５万円未満かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が２００万円以上」

住民税課税所得が１４５万円以上で年収が３８３万円
以上

住民税課税所得が１４５万円以上で年収の合計が５２０
万円以上
住民税課税所得が１４５万円以上で年収の合計が５２０
万円未満の場合は１割もしくは２割 （要申請）

住民税課税所得が２８万円以上かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が３２０万円未満」

７０歳以上７５歳未満の方 （後期高齢者医療制度の被保
険者以外） がいる場合、 その方々との総収入の合計額が
５２０万円未満の場合は１割もしくは２割 （要申請）

住民税課税所得が２８万円以上１４５万円未満かつ
「年金収入＋その他合計所得金額が３２０万円以上」

被保険者が１人の場合

被保険者が１人の場合

被保険者が１人の場合

被保険者が２人以上の場合被保険者が２人以上の場合

被保険者が２人以上の場合

被保険者が２人以上の場合

住民税課税所得が１４５万円以上で年収が３８３万円
未満の場合は１割もしくは２割 （要申請）
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　令和４年度の介護保険料は次のとおりです。

　　　	基準額：年間７３，２００円 ( 月額６，１００円 )……第５段階の保険料です

　この基準額を基にし、それぞれの被保険者の所得に応じて９段階の保険料が決定されます。

◆介護保険料の納め方

　特別徴収（年金からの天引きによる納付）

　　対象者：老齢（退職）、遺族、障害年金が年額１８万円以上の方（老齢福祉年金、寡婦年金などは対象外）

　普通徴収（納付書や口座振替による納付）

　　対象者：年度途中で６５歳（１号被保険者）になった方・他の市町村から転入した方・収入申告の修正

　　　　　　などで保険料の所得段階が変更になった方

　　　　　　※年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料が天引きできなくなった場合、その差

　　　　　　　し止めが解除されても、年度途中で特別徴収に切り替わることはありません。

◆介護保険料は大切な財源です

　みなさんが納める保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。

　介護保険のサービスが必要になったときに安心して利用できるよう保険料は必ず納めましょう。

65 歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料
【お問合せ先】地域包括ケア推進課（海部庁舎）　☎ 0884-73-4312
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〈項目及び料金〉　※クーポン対象の方は無料です。（胃がん検診を除く）

項　　　　目 料　金

特定健診：身長・体重・血圧・検尿・血液検査・心電図等
※国保に加入されている満４０歳の方、昨年度特定健診を受けられた方は無料です。

わかいし健診：特定健診と同様
※１６歳から３９歳までの方が対象です。
※ピロリ菌検査も同時に実施できます。（１度も受けたことがない方のみ）

肝炎ウイルス検査：血液検査
※対象となる方　①昭和５７年４月２日～昭和５８年４月１日生まれの方
　　　　　　　  ②①以外の方で受診の機会を逃した方

肺がん検診

前立腺がん検診：血液検査

胃がん検診：胃バリウム検査

大腸がん検診：便潜血検査２日分

１，０００円

１，０００円

　 ５００円

　 １００円

　 ５００円

　 ５００円

　 ８００円

　 ４００円

胸部レントゲン

喀痰検査 ※対象となる方：喫煙指数（１日のたばこの本数×喫煙年数）が６００以上の方が対象です。

７月の健診  ～特定健診及びがん検診について～

【お申込み・お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4311

※電話での完全予約制です。２週間前までにお申し込みください。( 問診票を郵送いたします )

※申し込み〆切を過ぎますと問診票が、郵送で届かない事がございます。

　その場合はお手数ですが各庁舎まで問診票を取りに来て頂きますので

　ご了承ください。

※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。

●健診日：7 月 16 日（土）

●健診日：7 月 24 日（日）　＊申し込み〆切り：７月１５日（金）

〈場所・受付時間〉

〈場所・受付時間〉

場　　所 受　付　時　間

鞆浦漁業協同組合

海部庁舎

７：３０～９：００

１０：００～１１：３０

場　　所 受　付　時　間

宍喰庁舎

海部庁舎

７：３０～９：００

１０：３０～１１：３０

【総合健診のお知らせ】

＊健診機関：

　徳島県総合健診センター

＊健診機関：

　徳島県総合健診センター

申し込みはお済みでしょうか？
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　７月６日（水）	海部公民館４階	／	７月２０日（水）	宍喰町民センター３階
　	今月のテーマ：腰痛予防 !!（腰痛でお悩みの方もいかがですか？）

   【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！

７月の『マイトレ運動教室』

【お申込み・お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4311

７月の母子保健事業

※混雑を避けるため、時間帯のご予約をお願いしております。
※各種相談のご希望やご不明な点がございましたらお気軽にお電話ください。

内　   　　容事　業　名 時　　間 場　所日　　程

げんきひろば
（乳幼児相談）

助産師相談室

乳児健診

遊びの相談

乳児股関節
脱臼検診

海部庁舎

３階

げんき

ひろば

９：３０～１１：３０

９：３０～１１：３０

１３：００～１３：３０

７月２６日（火）

７月１１日（月）

７月２０日（水）

作業療法士による遊び方などの

個別相談

開業助産師による骨盤ケアや乳

房ケアなどの個別相談

問診・身体計測・小児科診察・

保健相談・乳幼児食相談・歯科

相談など

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

ひのみね総合療育センター医師に

よる先天性股関節脱臼検診です

～国保からのお知らせ～

【受診券はお手元に届いていますか？】
６月末に黄緑色の封筒で、国民健康保険加入の皆さまに受診券をお送りしています。

特定健診を受けられる際には、受診券と保険証をご持参ください。

【特定健診を継続して受診してくださる皆さまに特定健診無料券をお送りします！】
健診を受けやすく、毎年継続して受けていただくために

　①昨年度受診していただいた方

　②本年度、満４０歳 ( 昭和５７年４月１日～５８年３月３１日生まれの方 ) には、無料券をお送りして

　　います。

今年度、受診していただくと、翌年度、無料券をお送りします。

～後期高齢者医療制度加入者の方で７５歳以上になられた皆さまへ～
「後期高齢者健康診査」の受診が可能です！受診券を利用することで、無料で健診を受診できますのでぜひ、

ご利用ください。

【受診券について】
　①本年度、７５歳〈昭和２２年生まれ〉の方 (※ 誕生日が過ぎてから郵送されます。)　

　②昨年度『後期高齢者健康診査』を受診された方

　③生活習慣病の治療中でない方　　　　　　　　

①②③の方は、自動で後期の受診券が郵送されます。

※治療中の方で、７６歳以上の方は、申請をすることで受診券が郵送されます。
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令和４年度 海陽町職員採用試験の案内

【お問合せ先】総務課　（海南庁舎）     ☎ 0884-73-4151

　令和４年度海陽町職員採用試験を次のとおり実施しますので、受験希望の方は期限までにお申し込みくだ

さい。試験申込書は、役場総務課でお渡しします。また海陽町ホームページからダウンロードできます。

◆募集職種・採用予定人員・年齢及び資格要件・採用時期

　※ 採用予定人員は変更になる場合があります。

◆試験日時・会場

　【第 1 次試験】

　【第２次試験】

◆申込受付期限

　７月８日（金）～	８月８日（月）８：３０～１７：１５まで	ですのでご注意ください。

　　※　ただし、土・日・祝日は除く

　　※　郵送の場合は、締め切り日までの消印のあるものに限り受付けます。

◆その他

　　詳しい試験案内については、海陽町ホームページに掲載していますので

　そちらを見ていただくか、役場総務課までお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　URL  https://www.town.kaiyo.lg.jp →

昭和 58 年 4 月 2 日（令和 5 年 4 月 1 日現在の年齢が 39 歳）
から平成 17 年 4 月 1 日までの間に生まれた者

昭和 38 年 4 月 2 日以降に生まれた者 （令和 5 年 4 月 1 日
現在の年齢が 59 歳以下の者） で、 看護師の免許を有する者

昭和 38 年 4 月 2 日 （令和 5 年 4 月 1 日現在の年齢が 59
歳） 以降に生まれた者で、 民間企業等における職務経験 （ＩＣ
Ｔ関連事業の企画・立案又は情報システムの開発、運用管理） を、
直近７年間 （平成 27 年 7 月 1 日から令和 4 年 6 月 30 日ま
での間） において通算して 5 年以上有する者 （正社員、 派遣
社員、 契約社員、 短時間勤務等雇用形態は問いませんが、 週
30 時間以上の勤務をした期間に限ります。）

昭和 58 年 4 月 2 日（令和 5 年 4 月 1 日現在の年齢が 39 歳）
から平成 17 年 4 月 1 日までの間に生まれた者

昭和 38 年 4 月 2 日以降に生まれた者 （令和 5 年 4 月 1 日
現在の年齢が 59 歳以下の者） で、 令和 5 年 3 月末までに行
われる国家試験により看護師免許を取得する見込みの者

一般事務

土　　木

看護師

 一般事務

（民間企業
等職務経験
者 （デジタ
ル））

募集職種 年齢及び資格要件採用予定人員 採用時期

令和５年４月１日

令和５年４月１日

令和５年４月１日

令和４年１２月１日から令和５年
４月１日までの間で、 町と最終
合格者が協議の上決定します。

令和５年４月１日

若干名

１名程度

若干名

若干名

一般事務 教養試験、 適性検査

教養試験、 適性検査、 専門試験

看護師適性検査

社会人基礎試験、 エントリーシート

土 　 　 木

看 護 師

 一般事務（民間企業等職務経験者（デジタル））

募　集　職　種 試　験　内　容 試験日 ・ 試験場所

・ 9 月 18 日 （日）
　※時間は職種により
　　異なります。

・ 海陽町役場海南庁舎

一般事務

作文試験、 個別面接
土 　 　 木

看 護 師

 一般事務 （民間企業等職務経験者 （デジタル））

募　集　職　種 試　験　内　容 試験日 ・ 試験場所

・ １０月～１１月予定
　　※詳細は第１次試験合格者に通知
　　　　します。

・ 海陽町役場海南庁舎
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特別養護老人ホーム『海南荘』職員募集
【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

◆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 １８８，９００円（処遇改善手当 ２３，０００円含む）

　募集人数：５名程度

◆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

【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】  随時受付していますので、お気軽にお問い合わせください。

【お問合せ先】 自衛隊徳島地方協力本部　阿南地域事務所　　☎ 0884-22-6981

自　衛　隊　説　明　会

　自衛隊徳島地方協力本部では、 次の日程にて説明会を実施致します。

　自衛隊には、 様々な職種があります。 現職隊員と一緒に、 自分に合った仕事を探してみませんか？

＜１回目＞ 　日 　 時 ： ７月２４日 （日）
　　　　　　　　　　　　　　１０ ： ００～１２ ： ００　１３ ： ００～１５ ： ００

　　　　　　　　場 　 所 ： 小松島ルピア　１階　セントラルポート （徳島県小松島市小松島町領田 20）

　　　　　　　　対象者 ： １８歳～３３歳未満の方または、 その保護者

＜２回目＞　日 　 時 ： ７月３１日 （日）
　　　　　　　　　　　　　　１０ ： ００～１２ ： ００　１３ ： ００～１５ ： ００

　　　　　　　　場 　 所 ： ひまわり会館　２階　２１世紀室 （徳島県阿南市富岡町北通 33-1）

　　  　　　　　対象者 ： １８歳～３３歳未満の方または、 その保護者

【お問合せ先】 　徳島海上保安部　管財課　　☎ 0885-33-2246

海上保安庁職員募集（採用試験のご案内）

・ 海上保安大学校学生採用試験　－高等学校卒業程度－

  ※幹部海上保安官として海上保安業務に従事します。 （幹部職）

　受付期間　８月２５日 （木） ～　９月５日 （月）　まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　申込みはインターネットにより行ってください。

  ※インターネット環境 （原則パソコン）

  　 及びプリンターが必要になります。
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　【試験会場】  徳島県南部総合県民局保健福祉環境部（阿南庁舎）
　【試験受付・お問合せ先】  徳島県南部総合県民局保健福祉環境部　☎ 0884-28-9860

　　　　　※狩猟免許試験は、初心者講習会とは別に申し込みをしなければ受験できません。

●狩猟免許試験　必要書類

　１．狩猟免許申請書　１枚（受験する免許種類ごと）

　２．狩猟免許申請手数料（徳島県収入証紙）　５，２００円（他種免許所持者については、３，９００円）

　３．医師の診断書　　１枚（銃砲所持許可証を既に所持している方は、その写し）

　４．写真　　　　　　１枚（３×２．４㎝／申請書の枚数ごと）

　５．郵便はがき　　　１葉（６３円切手を貼付、本人の住所、氏名等を記載）
※網猟免許及びわな免許を受験する人は、試験日に１８歳以上、第１種銃猟免許及び第２種銃猟免許を受験する人は、２０歳以上であること。

【お問合せ先】農林水産課　（宍喰庁舎）　　☎ 0884-76-1511

　令和４年度徳島県が実施する「狩猟免許試験」のための事前講習会（任意）です。

令和４年度  「狩猟免許試験」初心者講習会案内

令和４年度「狩猟免許試験日」のご案内

（郵便、もしくはＦＡＸで申し込んでください。定員になり次第締め切ります。）

　講習費用は、8,000 円（講習費・テキスト代等）
　受講料は指定口座へ振込してください。当日現金での取り扱いはいたしません。

　※受講費用は決められた期日までに納付してください。

　　種　　　類　　　　　　   　日　　　時　　　　　　　場　　　所　　　　　 　　  備　　　考

　　　わな猟

　　　銃　猟
　　第１種銃猟
（散弾銃・空気銃を含む）

　　第２種銃猟
　　　 （空気銃）

１２月２４日（土）

１０:００～１６:００

８月６日（土）

１０:００～１６:００ 県猟事務所

徳島市南仲之町４丁目１８

☎０８８-６２３-１６１７

定員：２０名

申込期間（厳守）

７月６日～７月２７日

定員：２０名

申込期間（厳守）

１１月２４日～１２月１４日

８月７日（日）

１０:００～１６:００

１２月２５日（日）

１０:００～１６:００

県猟事務所

徳島市南仲之町４丁目１８

☎０８８-６２３-１６１７

定員：２０名

申込期間（厳守）

７月６日～７月２７日

定員：２０名

申込期間（厳守）

１１月２４日～１２月１４日

２．講習費用について

講習会申し込み・問い合わせ先　一般社団法人 徳島県猟友会　（〒 770-0933 徳島市南仲之町４丁目18 番地）

　                            　TEL.088-623-1617 　FAX.088-623-1618

南部試験日程等

　	第１回目

　	第２回目

　	第３回目

　	第４回目

　　　　　７月２４日（日）

　　　　　８月２８日（日）

　　　　１０月２３日（日）

令和５年　１月２２日（日）

日　　時 申請書の提出期間 定　　員

	１５名

（先着順）

　６月１３日（月）～　　　　　７月　８日（金）

　７月１１日（月）～　　　　　８月　５日（金）

　９月　５日（月）～　　　　　９月３０日（金）

１２月　５日（月）～令和５年　１月　６日（金）

１．講習会日程

※新型コロナウイルス感染症対策のため、講習が延期及び中止になる場合があります。
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地域を元気にする方、地域課題に立ち向かう方を応援！

　徳島県集落再生加速化支援費補助金
【お問合せ先】まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

　住民団体や民間事業者等が行う地域の活力維持や集落再生に関する取組みなど、徳島ならではの地方創生

モデルとなる先導的な取組みについて、最大２００万円の支援が受けられます。

「快適集落」支援事業

　　　　　　　　■事業の具体化に必要な経費を支援！

　　　　　　 　　　　今後取り組もうと考えている事業に必要な調査やワークショップ、商品開発など、

　　　　　　　　　　 事業の具体化に必要な経費について支援

　　　　　　　　　　 経費の原則１／２以内について最大５０万円交付

　　　　　　　　■事業を立ち上げる際に必要な経費を支援 !!

　　　　　　 　　　　例えば空き家を事業の拠点として整備する際、整備にかかる費用や広告費等、事業を

　　　　　　 　　　　実際に立ち上げる際に必要な経費について支援

　　　　　　 　　　　経費の原則１／２以内について最大２００万円交付

　　　　　　 　　　　＜募集期間＞　６月１日～７月１５日

詳細は、徳島県とくしまぐらし応援課（TEL：088-621-2745）までお問い合わせください。

・徳島県公式ウェブサイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/chihososei/5049867/

「快適集落」

	検討部門

「快適集落」

	実行部門

【お問合せ先】　管財課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4169

昨年度地籍調査による地図と台帳の
できあがり結果をご確認ください！

　土地所有者の皆様に昨年の秋、土地の境界を確認していただいた結果について、地図（地籍図案）と台帳（地

籍簿案）ができましたので、その結果に誤りがないか確認していただきます。

　この確認作業は、登記に必要な手続きです。

　なお、対象者へは７月上旬ごろ個別にご案内いたします。　

※確認いただけない場合は、手続きが進まないため皆様のご協力をお願い致します。

◎確認期間　※印鑑（認め印）持参

　 　　　　 　７月２１日（木）～８月９日（火）の平日

　　　　　　　※７月３０日（土）、７月３１日（日）は開催します

　　　　　　　８：３０～１７：００まで　　　　　

◎確認場所　　海陽町役場浅川出張所 1 階会議室　　

◎確認対象地区　　浅川・四方原地区の一部

　　　　　　※混み合っている場合はお待ちいただく場合もございますが、ご了承ください。

　　　　　　※なお、どうしてもこの期間に来られない場合は事前にご連絡ください。

                  ★令和 4 年度現地調査に関するお願い

　地籍調査に先立ち、調査区域及びその周辺にて、事前に地形の確認や準備測量を行う必要が

あるので、受注業者（関係者）が敷地内に立ち入ることにご理解とご協力をお願い致します。

			～あなたの土地を再確認～　☆子や孫に「悔い」を残さず、「杭」残そう！
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【お問合せ先】　教育委員会　☎0884-73-3100

人権啓発映画上映会

日時：７月１７日(日)
場所：海南文化館ホール
　　	　①１０：００～１２：００　②１４：００～１６：００

主催：海陽町人権教育協議会

後援：海陽町教育委員会

入場無料　どなたでもご自由にお越しください。

町営住宅入居者募集
【お問合せ先】管財課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4169

◆募集住宅

◆家　　賃　　入居者全員の所得に応じた家賃

◆条　　件　　（１）現に同居し、又は同居しようとする親族がいること。

　　　　　　　（２）現に住宅に困窮していることが明らかな者 ｡

　　　　　　　　　　（原則、持家や町営住宅に居住している方は、困窮していることにはなりません）

　　　　　　　（３）申込者は海陽町に１年以上居住し現に生活の本拠を有する者。

　　　　　　　（４）申込者及び同居する親族が地方税を滞納していない者であること。

　　　　　　　（５）申込者及び同居する親族の合計所得が法令で定められた基準内であること。

　　　　　　　（６）申込者及び同居する親族が暴力団員でないこと。

　　　　　　　（７）他、海陽町営住宅管理条例による。

◆申込期限　　７月１９日（火）１７時まで（ただし、休日は除く）

◆申込場所　　海陽町役場　管財課（海南庁舎）　

　　　　　　　※　受付の際に状況を確認するので可能な限り申込者本人が来庁して下さい。

◆必要な物　　・海南庁舎管財課に備え付けの「町営住宅入居申込書」（必要事項の記入が必要）

　　　　　　　・入居希望家族全員の住民票謄本及び税務課発行の所得証明書

　　　　　　　・他、町が提出を求めた必要書類

             以上の物を添えてお申込みください。

             ※　必要書類確認後、不備がなければ現居住地等で聞き取り調査を行います。

◆選考方法　　公募数より応募数が多い場合は公営住宅入居者選考委員会で選考します。

　　　　　　　選考結果については８月中旬に「決定通知」を送付します。

◆入居許可　　請書等必要書類の提出後、不備がないことを確認し「許可書」を送付します。

◆入居予定日　９月中旬予定

１．多良片山団地 場　所

構　造

戸　数

海陽町多良字片山１－１

鉄筋コンクリート造３階建（３ＤＫ）

１戸（２０２号）
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【お問合せ先】　総務課　（海南庁舎）　　　☎ 0884-73-4151

　　　　　　　阿南市消費生活センター　☎ 0884-24-3251（9:30 ～ 16:30）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  休館日：土・日・祝日・年末年始

   消費者ホットライン　☎ 188   （お近くの消費生活センターに繋がります）

消費生活　困ったときの相談窓口

【事例１】		大手通販サイトからクレジットカード番号を登録し直すようにとの

　　　　　メールが来たので、記載されていたＵＲＬをクリックし名前やカー

　　　　　ド番号などを入力した。その後、約１万７千円分のカード利用がさ

　　　　　れていたことが判明した。

【事例２】	 大手カード会社から「不正利用の事例が多いので確認するように」

　　　　　とメールが届き、ＵＲＬをクリックしカード番号などを入力した。

　　　　　その後、カード会社から「通信販売で不正な利用が確認された」と

　　　　　連絡があった。５万円ほどの買い物をされていた。

　５センチ大の蜂の巣を見つけたので、ネットで調べた業者に電話をした。

その際、料金を確認すると「蜂の巣１個で４千円。他の処置をしても２万円

まで」と言われたので依頼した。作業終了後、巣を１個だけ持参し「これ以

外にも２個巣があった」と合計１１万円の明細を見せられた。他の２個分の

巣は見せられていない。車に乗せられ銀行に行って支払ったが、高額ではな

いか。

実在する組織をかたるフィッシングメールに注意！

蜂の巣駆除で思わぬ高額請求！

●通販サイト、クレジットカード会社、フリマサービス運営事業者、携帯電話会社な

　どの実在する組織をかたり、パスワードやアカウントＩＤ、暗証番号、クレジットカー

　ド番号などの情報を詐取するフィッシングの手口が多く発生しています。

●メールに記載されたＵＲＬには安易にアクセスせず、事業者の正規のホームページ

　でフィッシングに関する情報がないか確認しましょう。日ごろから公式アプリやブッ

　クマークした事業者のサイトにアクセスすることを習慣にしましょう。

●メールのＵＲＬにアクセスし、個人の情報を入力してしまうと、クレジットカード

　や個人情報を不正利用されるおそれがあります。もし、アクセスしてしまっても、

　個人情報は絶対に入力してはいけません。

●日頃から自分での駆除方法や信頼できる事業者を調べておくと安心です。

●作業前に、作業内容と料金を確認し、当初の想定とかけ離れた料金の場合は、すぐ

　に依頼せず、複数社から見積もりを取り比較検討するのもよいでしょう。

●巣が大きくなると駆除が困難になり、費用も高額になる傾向があります。定期的な

　点検を行いましょう。
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林    千鶴子
はやし           ち　づ   こ

（旧宍喰出身　現在大阪在住）

　「広報海陽」の４月号の表紙は、海陽中学校卒業生と、大里地区の方との松原海岸の植樹活動の様子でした。

表紙を見たとき、思い出したことを書きます。

　私は、昭和２９年宍喰中学校卒業生です。中学３年の卒業記念の植樹活動で、全員でトラックの荷台に乗

り（今では、とても考えられませんが・・・）、当時はワイワイと楽しい植樹でした。

　それから、約５０年後の同窓会の時、あの時の「木」を見に行こうと提案したところ、さっそく実行とな

りました。役場で植樹時の場所を調べていただき、マイクロバスで役場前を出発、大きくまっすぐ育った木を、

両手を広げて囲んだり、天を仰いだりと感慨ひとしおでした。トラックで行ったときは随分山奥と思ってい

たけれど、今度は、とても近くに感じました（道が舗装されていたからかも・・・？）。

　令和３年の海陽中学校卒業生の皆様も、何十年後か、ぜひ松原海岸へ出かけてみてください。楽しみですね。

　終戦直後から復興していく日本の田舎のありふれた風景の中、素朴な子供達は、海と山と心地良い風、そ

れに地域性によって、大きく育てられました。そういう感覚は、何物にも代えがたいもの、海陽町は忘れる

ことのない心のふる里です。

　昭和の自然も、食べ物も懐かしく、植樹の時の、同じ、中学校３年生の姿を見くらべて、顔がほころびます。

●昭和２９年

　宍喰中学校卒業記念植樹での１枚
●令和３年

　海陽中学校卒業生の植樹活動の様子

【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

「卒業記念植樹の思い出　～昭和と令和～」

＊前列左より２人目が林千鶴子さん

「昭和の時代は、首にタオル、各々私服。

 令和の時代は、青のジャージの全員おそろい

 ですね。（笑）」　（林さんのコメント）
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【お問合せ先】まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

みんなで応援してほしい！ 「オバ戦隊」

　動画配信アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」で、短いダンスを披露しながら、海陽町の魅力を発信す

る４人組の女性グループ「オバ戦隊」が人気を集めています。その生みの親、ライズコミュニティー株式会社の 

小濵	有輝（こはま　ゆうき）さんに話をお伺いしました。

■「オバ戦隊」を作ったきっかけを教えてください。

　今、仕事で経営コンサルタントをしています。町を

活性化するために色々と分析を行いました。結果とし

て、「広報」をもっとうまく活用して、地元でインフル

エンサーをつくりあげたら、その影響で観光客がきたり、

撮影場所が有名になったりするのではないかと考え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ました。才能がある人が、すごいことをやるのは当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

たり前だし、誰にでもできないんです。

　でも、どこにでもいる田舎のおばさんが、地域を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

巻き込んで、動画配信をしたら面白いのではないか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

と思いました。しかもすべて地元ロケーションで撮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

影する。ここに、「誰でもできる」＋「今の仕事を辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

めずにできる」＋「地元ロケーション」＋「元気な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高齢者」という図式が出来上がり、これが「オバ戦隊」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

のスタートです。

■「オバ戦隊」は曲に合わせて、脇を開け閉めするなど、ユニークな踊りで人気ですが、最初
	　からオバ戦隊の皆さんも、ノリノリだったんですか？ダンスはみんなで考えるのですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　そんなはずないじゃないですか（笑）。最初は私の母親にお願いをし

　　　　　　　　　　　　　　　　　て「オバ戦隊」やってもらったんですが、完全に嫌がる（笑）。そこを

　　　　　　　　　　　　　　　　　説得して、次の友達を呼び込んで、今では、みんな楽しくやっていま

　　　　　　　　　　　　　　　　　すよ。サークル活動のようなものです。ダンスの内容や構成は基本私

　　　　　　　　　　　　　　　　　がすべて考えます。ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）の配信を始めて、

　　　　　　　　　　　　　　　　　半年間で、テレビの取材や新聞に掲載されるなど、少しずつ知られて

　　　　　　　　　　　　　　　　　きましたが、やはり、最後は地元の活性化のために「オバ戦隊」を作っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　たので、海陽町の住民の方から応援してもらえるような存在になりた

　　　　　　　　　　　　　　　　　いですね。応援よろしくお願いします。

■	紫のジャージを着て「オバ戦隊」に参加する	小濵	文香（こはま	ふみか）さんは、
　	結成当初から「オバ戦隊」の世話役として参加しています。

　「最初、息子からＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）で踊ってと言われ

たときは、ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）って何？って感じでした（笑）。

友達にも声をかけたら「いいよ」って返事をくれて、４人で踊ることに

しました。「田舎の元気なおばちゃん」をコンセプトにして、初投稿で

当時はやっていた「オペオペダンス」をまねでやってみました。初回投

稿で１０００回再生されたら十分といわれる中、現在までに２６万回も

再生されました。そして４回目の投稿作品は、２００万８千回の再生を

記録しています。今は平均して、１０万回～３０万回位の再生回数です。

「オバ戦隊」をしていると、若い中学生が「オバ戦隊や！」「写真撮って」

と言われたり、コメントをくれたりすると、やっている価値があります。

今チームは６名体制（ダンス４名と撮影と編集が２名）で撮影していま

す。これからも海陽町「オバ戦隊」をよろしくお願いします。

コミカルなダンスで海陽町を
ＰＲする「オバ戦隊」

赤：森
もり

 八
や え こ

重子さん
右から１人目    72 歳

紫：小
こはま

濵 文
ふみか

香さん
右から 2 人目　70 歳

黄緑：家
いえなか

中 姿
しなこ

子さん
右から３人目　　 67 歳

黄：島
しまざき

﨑 満
ま み こ

美子さん
右から 4 人目 　 53 歳

撮影の様子

四国放送ラジオの生放送に出演しました

広報海陽  2022.7 № 195
21



WAKA ISH I   CAFE

 今回は、ミツロウラップ作りです！ミツロウラップとは、蜂蜜を作る際に出る蜜蝋を布に塗って、繰り返し

使えるラップです。

　布で作るのでお弁当のおにぎりを包んでもかわいく、エコなラップとして注目されています。

　どなたでも簡単に作れますので、ぜひご参加ください！

【日　　時】７月２１日 ( 木 )

　　		　　〔受付〕１９: ００　〔解散〕２０: ００

【場　　所】城山荘

【参	加	費】５００円

【参加条件】１８歳以上（予約不要）

【お問合せ先】  まち・みらい課　わかいしプロジェクト事務局（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

かわいいエコなミツロウラップ作り♪

WAKAISHI CAFE スタッフ募集！！
　ＷＡＫＡＩＳＨＩ　ＣＡＦＥでは、海陽町の「わかいし（若者）」たちが集まり、面白いことや町内が盛り上が

ることを企画しています。スタッフも募集しているので、ご興味がある方は事務局までお問い合わせください。

漁火の森公園で
コスプレ撮影会を開催！！
　緑が眩しい芝生広場やチャペルで夏の太陽に照らされなが

ら、お気に入りのコスプレで撮影しませんか。

　詳細・お申し込みはこちらから

　　　　　　⇩

☆年齢制限はありませんので、お気軽にお越しください。

※ミツロウラップの作成は一人１枚までとなって  

　おりますが、２枚以上作成される方は別途料金が

　発生します。

※布の持ち込みも可能です。持ち込みの場合は綿

　１００％の薄手の布をご用意ください。

【お問合せ先】阿南市男女共同参画室分室　☎ 0884-22-0361

７月 女性のための生き方なんでも相談

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)	１３：００～１６：００

１６日(土)	１３：００～１５：００
１９日(火)	１３：００～１７：００
２２日(金)	１３：００～１６：００
２６日(火)	１３：００～１６：００

【要予約】
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血圧計を一家に一台プロジェクト！ （コロナに負けない体づくり事業）

　　　　　　　　　　　　　　この機会に 「血圧測定習慣」 をつくりませんか？
●血圧測定スタンプラリー開催中！

　①血圧計を受け取ります。 （愛あいクラブ又は海部庁舎福祉人権課でお渡し ・ アプリもＯＫ）

　②血圧計を毎日測定し、 １ヶ月後に愛あいクラブ又は海部庁舎福祉

    人権課へ記録を提示いただくと減塩商品等をお渡しします。

    保健師さんの血圧相談も随時開催中です。

　　＊引き続き３ヶ月、 ５ヶ月後も商品をお渡しします。

●血圧計購入 ３０００円補助も継続中！ （先着１５０名）

　領収書をお持ちいただくと３０００円キャッシュバックいたします。

　愛あいクラブでも５５００円の血圧計を販売しております。

トレーニングジムサポートコース
初めてトレーニングジムを利用する方や
マシーンの使い方がわからない方にお勧めです！
ご自身のペースに合わせてトレーニングが
出来ます！

　　回　数 ： ２回 （各６０分）
　　料　金 ： ２，５００円 （１回１，２５０円）
　　日　時 ： 気軽にお問合せください。
　　講　師 ： 西川　来夏

勝浦町から講師がライブ配信！

海部公民館の大画面で楽しく

踊りましょう♪ ?

マンツーマン指導
で行いますので、
初心者の方も
安心です♪

＊月いちウォーク　７ ・ ８月はお休みいたします。
　 次回は、 ９月１０日 （土） を予定しています。

リズム体操が好きな方、シニア世代、初心者におススメ
飛んだり跳ねたりしないズンバ♪

Zumba GOLD ズンバゴールド

７月２３日 ( 土 )19:00 ～／ 60 分

指　導：尾崎	ひとみ
会　場：海部公民館４階
参加者：どなたでも 500 円

主催：ＮＰＯ法人Ｋ -Ｆｒｉｅｎｄｓ
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海南病院　地域医療への取り組み
【お問合せ先】町立海南病院　☎ 0884-73-1355

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

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

◆看護師（会計年度任用職員）

　募集人員：若干名

　待　　遇：１７０，３００円～２３７，７００円（３交代制）、賞与年２回（６月・１２月）

　　　　　　通勤・特殊勤務手当あり、

　　　　　　社会保険・雇用保険あり、有給休暇・特別休暇あり

◆看護助手（会計年度任用職員）

　募集人員：若干名

　待　　遇：１４７，９００円～１７２，７００円（１日７時間勤務）、

　　　　　　賞与年２回（６月・１２月）

　　　　　　勤務手当あり、社会保険・雇用保険あり、有給休暇・特別休暇あり

※上のいずれの職種も短時間就労が可能です。勤務時間については、ご相談ください。

　◆巡回診療

　当院では、医師や看護師等が、神野地区の川上出張所

２階で毎月第１火曜日に巡回診療を行っています。

　巡回診療は病院から距離の離れた山間部の高齢者の健康

を支えようと、令和２年７月より開始し、令和４年７月

で丸２年を迎えます。毎月１０名前後の方に当院の日浅

医師の診察を受けて頂いています。

　令和４年４月からは病院近くの調剤薬局とも連携し、

薬剤師にも巡回診療に同行してもらって、きめ細やかな

処方に対応してもらっています。

　今後も巡回診療をはじめ、訪問診療・訪問看護・訪問

リハビリ等、さらなる医療サービスの向上に努めていきたいと考えています。

海南病院ホームページ　kainanhp.jp →
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　 ～第６２回県高校総体、各競技で熱戦～
男子・女子バスケットボール部，陸上部（男女）が四国大会へ

 ６月３日（金）～７日（火）の５日間，今夏２４年ぶりに四国で開催される全国高校総体（インターハイ）

の県予選を兼ねた総合体育大会が有観客（一部の競技）で行われました。

 （他競技に先立ち，テニスは５／２１（土），サッカー，バドミントンは５／２８（土）に開幕）

ビジネス計算競技、ワープロ競技で全国・四国大会出場！

ビジネス計算競技 （電卓の部・個人総合競技） ワープロ競技

・ 山口ひなたさん， 押上優紀さんが四国大会，

　山口ひなたさんは全国大会へも出場！

・ 団体の部で四国大会へ、 また、 藤川重大さんは

　個人の部で全国大会への出場権獲得！

競　技　種　目 １　回　戦 ２　回　戦 準　々　決　勝 準　決　勝 ３位決定戦・※決勝

バスケットボール(男)

バスケットボール(女)

－

－

バドミントン(女) －

サッカー(男)  ０－３(城ノ内)

卓　　球(男)  ３－０(吉野川)  ３－０(吉野川)  ０－３(徳島商)

卓　　球(女)  １－３(城　東)

野　　球(南部ブロック)  ４－３(那　賀) ※０－１０(小松島西)

陸　　上(男) 〔入賞〕　８００ｍ　２位（２分０秒７１）、　やり投げ　１位(４９ｍ１３)
〔出場〕　１００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、５０００ｍ、走幅跳、やり投げ、円盤投げ　　

〔入賞〕　やり投げ　３位(２９ｍ５４)
〔出場〕　やり投げ　

陸　　上(女)

剣　　道(男女) 〔出場〕　個人戦
テ ニ ス(男) 〔出場〕　シングルス、ダブルス

バレーボール(女)
予選グループ戦
２－０(脇　町)

決勝トーナメント２回戦
 ２－０(城　東)

決勝トーナメント準々決勝
 ０－２(城　南)

バドミントン(男) －

－

－ － －

 ２－３(鳴門渦潮)

 ３－１(富岡東)  １－３(徳島北)

１０３－３１(富岡東) ５６－４７(生光学園 ) ６５－６７(鳴門渦潮) ９０－７０(徳島市立)

　８６－３１(阿　波 ) ６８－４２(池　田) ６０－８０(城　北) ４３－７６(城　南)
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本年１０月から「産後パパ育休」等が施行、就業規則の整備ポイント解説します！

改正育児・介護休業法・パワハラ対策等説明会
【お問合せ先】　徳島労働局雇用環境・均等室　☎ 088-652-2718
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牟岐警察署　☎７２－０１１０
相　談　窓　口

ストーカー･ＤＶ･悪質商法･薬物･けん銃･廃棄物･性犯罪・
交通関係等様々な相談に応じます。
●♯９１１０（プッシュ回線のみ）				☎０８８－６５３－９１１０
●犯罪被害者相談・心のケア　　		☎０８８－６５６－８０８０
●子どもたちの悩み事相談　　　　☎０８８－６２５－８９００
●子どもたちのいじめに関する相談　	☎０８８－６２３－７３２４
●運転免許に関する相談　　　　　☎０８８－６９９－０１１０

大里駐在所	☎ 73-0867			宍喰駐在所	☎ 76-2029
浅川駐在所	☎ 73-1064		奥浦駐在所	☎ 73-0878駐 在 所 だより

〈事件・事故は 110 番〉

５月中の海陽町内 事件・事故発生件数

自身事故…１件、物損交通事故…13 件

※このコーナーは、注意喚起のため地域で発生し
　た事件・事故をお知らせするものです。
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カ イ フ カ タ ナ ノ ヒ カ リ ト カ ゲ エ

海部刀の光と影絵




