
Ｐ　８   令和 5 年度　幼稚園・保育所入所申込のお知らせ

Ｐ１４   11 月は町県民税・固定資産税の第 3 期分の納期です

Ｐ３０   求人情報

Ｐ   ３　みんなで！徳島旅行割が実施されています
Ｐ   ４　医療機関での新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となられた方へ
Ｐ   ５　新型コロナワクチン接種のお知らせ
Ｐ   ６　令和 4 年度海陽町インフルエンザ予防接種助成のお知らせ
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９月２４日 (土 )、２５日 (日 )宍喰八幡神社祭りが開催されました！



～コロナ関連～

申込はお済みでしょうか

学生生活応援 海陽町特産たくさんふるさと便

【お問合せ・お申し込み先】教育委員会　☎ 0884-73-1246  FAX0884-73-3833
　　　　　　　　　　〒 775-0202　徳島県海部郡海陽町四方原字杉谷 73 番地

海陽町元気プレミアム商品券をご活用ください！
【お問合せ先】海陽町商品券実行委員会　海陽町商工会　☎ 0884-73-0350
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～コロナ関連～

海陽もっと満喫キャンペーンが実施中です！

みんなで！徳島旅行割が実施されています

【お問合せ先】　海陽町観光協会　☎ 0884-76-3050

【お問合せ先】みんなで！徳島旅行割・とくしま周遊クーポンコールセンター　☎ 0120-243-248
　　　　　　　　　　　　 【宿泊事業者】みんなで！徳島旅行割事務局　☎ 088-624-5525
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医療機関での新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となられた方へ
【お問合せ先】平日･休日（24時間対応）　とくしま健康フォローアップセンター　☎ 088-603-1281
　　　　　　 　　　　　　　  平日（8：30 ～ 17：15）　美波保健所    ☎ 0884-74-7373

～コロナ関連～
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～コロナ関連～

厚生労働省　新型コロナワクチンＱ＆Ａ

新型コロナワクチン接種のお知らせ

【お問合せ先】厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター　☎ 0120-76-1770

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

Ｑ．なぜ、オミクロン株対応ワクチンの接種が必要なのですか。

Ａ．オミクロン株の流行が続く中、審議会での議論を踏まえ、重症化予防はもとより、感染や発症を予防す

　　る目的で、オミクロン株対応２価ワクチンの追加接種が推奨されています。

Ｑ．オミクロン株対応ワクチンとは、どのようなワクチンですか。

Ａ．オミクロン株対応ワクチンは、ｍＲＮＡ（メッセンジャーＲＮＡ）ワクチンの一つで、従来株（新型コ

　　ロナウイルス感染症発生時の株のこと。オリジナル株、起源株ともいいます。）に由来する成分と、オミ

　　クロン株に由来する成分の両方を含む「２価ワクチン」です。従来のワクチン（従来株のみに由来する

　　成分を含むワクチン）と比較して、オミクロン株に対する重症化・感染・発症予防効果がそれぞれ強い

　　ことが期待されています。

Ｑ．オミクロン株対応ワクチンの接種にはどのような効果がありますか。

Ａ．オミクロン株対応ワクチンの接種により、従来のワクチンの接種と比較して、中和抗体価と中和抗体応

　　答率が同等以上であることが確認され、重症化・感染・発症を予防する効果が期待されています。

　町では、重症化はもとより、感染予防、発症予防の観点から厚生労働省の方針に基づき、オミクロン株対

応２価ワクチン接種を開始しています。

　接種を希望される方は、接種券が届きましたら案内に従い、個人での予約をお願いします。

◎対象者　初回（１・２回目）接種を完了した１２歳以上の全ての方が対象。

　　　　　接種回数　１回限り

　　　　　接種間隔　５ヶ月→３ヶ月

　　　　　※１０月２１日より３ヶ月に短縮されました。

・最終接種から３ヶ月以上経過した方に接種予約の状況に合わせ、順次接種券を発送いたします。　

・他市町村で１回目・２回目を受けた後、海陽町へ転入された方

・海陽町で接種履歴が確認できないため、オミクロン株対応２価ワクチン接種を希望される方は接種済証等

  を持参の上、海陽町福祉人権課で接種券発行手続きを行ってください。

◎使用するワクチン　ファイザー社製

　また、海陽町内医療機関は１１月２日よりファイザーＢＡ . １対応型からＢＡ . ４- ５

対応型ワクチンに切り替えます。（※国のワクチン供給量により変更する場合があります）

　接種を希望される方は、年内に初回接種（１・２回目接種）完了することをご検討ください。初回接種に

使用している従来型ワクチンは、年内で国からの供給が終了します。

　①オミクロン株対応２価ワクチンは、初回接種が完了していないと接種できません。

　　※新型コロナワクチン特例臨時接種の実施期間が令和５年３月３１日までのため、初回接種を年内に完

　　　了しなければオミクロン株対応２価ワクチンが接種できません。

　②年末年始の新型コロナの流行に備えましょう。

　　※これまで２年間、年末年始の後に新型コロナは流行しています。流行に備えて、重症化リスクの高い

　　　高齢者等はもとより、若い方にもオミクロン株対応２価ワクチンによる接種をおすすめしています。

オミクロン株対応２価ワクチン接種を開始しています

初回接種（１・２回目接種）がまだお済みでない方へ

接種費用
 無　料
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令和４年度 海陽町インフルエンザ予防接種助成のお知らせ
【お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）   ☎ 0884-73-4311

＊予防接種に還付を希望される方は、領収証・接種済証・振込先口座の分かるものを持って役場窓口で手続き
　をしてください。
　インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同日に接種することが可能です。
　新型コロナワクチンについては前回接種からの間隔等の要件があることから必ず同日に接種できるわけでは
　ありません。
　ご不明な点などについては、福祉人権課（この頁上段に連絡先記載）もしくは海南庁舎　住民環境課（☎
　７３- ４１５２）、宍喰庁舎　商工観光課（☎７６－１５１３）までご連絡ください。

浅川・川上出張所事務を郵便局へ委託することに関する住民説明会の開催について

【お問合せ先】 総務課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4151

　　　　　　　　　　浅川・川上出張所は、地域住民の減少とともに利用者が減少していることに伴い、地

　　　　　　　　　域住民の生活に身近な郵便局を、地域の拠点としての役割を維持向上するため、出張所

　　　　　　　　　の証明書の発行等の取扱事務を令和５年４月 1 日より委託することを検討しております。

　　　　　　　　　つきましては、下記日時に住民説明会を開催しますので、ご参加ください。

　【浅川地区】

　　開催日時：１１月１０日（木）　１５：００～

　　　　　　　１１月１０日（木）　１９：００～

　　開催場所：浅川漁村センター　２階

　【川上地区】

　　開催日程：１１月１７日（木）　１５：００～

　　　　　　　１１月１７日（木）　１９：００～

　　開催場所：川上集会所　２階
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マイナンバーカードでマイナポイント

▲ 　

選択したキャッシュレス決済サービスにマイナポイントが付与されます。

▲

　マイナポイントの受け取りができるマイナンバーカードの申請期間は１２月末までです。

▲

　マイナポイントの付与の申込期限は２０２３年２月末までです。

１．決済サービスでチャージやお買い物をすると　最大５，０００円分

　　* 国のマイナポイント第１弾を取得済みの方は対象外となります。

２．徳島県版プレミアムポイント　最大３，０００円分

　　* 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。

　　* 徳島県版プレミアムポイント第１弾でポイントを取得済みの方は対象外となります。

　　* 対象決済サービス　☆楽天Ｅｄｙ　☆ａｕＰＡＹ　☆ｄ払い　☆ゆめか　☆楽天ペイアプリ

　　　　　　　　　　 　 ☆ｗａｏｎ  　☆エフカマネー

　　　実施期間は１２月２８日（水）まで。

３．健康保険証としての利用申込みで　７．５００円分

４．公金受取口座の登録で　７，５００円分

　　* 公金受取口座をあらかじめ登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請

　　　書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になり

　　　ます。

　　* ２０２０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、マイナポイントの申込みが必要です。

＜マイナポイント第１弾を取得していない方＞

　①マイナポイント第２弾　　　　最大５，０００円分

　②徳島県版プレミアムポイント　最大３，０００円分　　　合計

　③健康保険証利用申込　　　　　　　７，５００円分　　　　最大２３，０００円分

　④公金受取口座登録　　　　　　　　７，５００円分

＜マイナポイント第１弾を取得済の方＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③健康保険証利用申込　　　　　　　７，５００円分　　　合計

　④公金受取口座登録　　　　　　　　７，５００円分　　　　　　１５，０００円分

　マイナンバーカード平日夜間窓口が開設されています（予約制）

　　役場では平日　８：３０～１７：１５までマイナンバーカードの申請をお手伝いしていますが、海南庁

　舎のみ１２月２８日（水）まで窓口の対応時間を次のとおり延長します。

　　延長時間内に対応できるのは、予約された方のみとなりますので、希望される方は、来庁される日の

　午前中までにこの頁の上部に記載しているお問合せ先までご連絡ください。

　　開設時間・・・月曜日～金曜日（祝日は除く）　１７：１５～１９：００

　　開設窓口・・・海陽町役場　海南庁舎　住民環境課　※ 海南庁舎のみとなります

　　対応業務・・・マイナンバーカードの申請・交付・電子証明書の更新

　　　　　　　　　＊海部地区・宍喰地区の方も、海南庁舎でマイナンバーカードの受取ができますが、予

　　　　　　　　　　約をしないで来られた場合、ご対応できません。通常の開庁時間に来るのが困難な方は、

　　　　　　　　　　ぜひご利用ください。

　　マイナンバーカードの申請に必要な持ち物 

　　　・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）

【お問合せ先】　住民環境課（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152
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令和５年度  幼稚園・保育所入所申込のお知らせ
【お問合せ先】 　〈幼稚園〉教育委員会　　　　　　　　☎ 0884-73-1246
　　　　　　 　〈保育所〉福祉人権課　（海部庁舎）　　☎ 0884-73-4313

　令和５年度の幼稚園・保育所の申込受付を次のとおり行います。

　希望される方は、手続きをお願いします。

〇受付期間　　１１月４日（金）～１１月１８日（金）まで

　　　　　　　　月曜日～金曜日　８：３０～１７：００

〇申込方法　　【幼稚園の利用を希望される方】

　　　　　　　　　次の窓口に申込書を提出してください。 （申込書は教育委員会または幼稚園でお渡しします）

　　　　　　　　　・海陽町教育委員会　　・海陽幼稚園

　　　　　　　【保育所の利用を希望される方】　①、②のいずれかでお申し込みください。

　　　　　　　　　①次の窓口に申込書を提出してください。

　　　　　　　　　　・海陽町役場　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

　　　　　　　　　　・町内各保育所

　　　　　　　　　　（申込書は役場各庁舎または保育所でお渡しします。また海陽町ホームページからもダ

 　　　　　　　　　　ウンロードできます。）

　　　　　　　　　②マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請が可能です。

　　　　　　　　　　詳細はマイナポータルをご確認ください。

　　　※途中入所を希望される方へ

　　　　　年度途中でも申込は可能ですが、希望に添えない場合があります。

　　　　　途中入所する予定がある方は、受付期間に申込書の提出をお願いします。

海陽町ＨＰ→

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が
発行されます　～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

【お問合せ先】 　ねんきん加入者ダイヤル　☎ 0570-003-004
　　　　　　 　住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。

（令和４年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象になります。）

　本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、

保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。

　このため、日本年金機構から、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が対象者宛てに発送されます

ので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

◆送付スケジュールは次のとおりです。

①

②

発送時間 対 象 者

１０月下旬から

１１月上旬にかけて順次発送

令和５年２月上旬

１月１日から９月３０日までの間に

国民年金保険料を納付された方

１０月１日から１２月３１日までの間に国民年

金保険料を納付された方（①の対象者は除きます。）
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帯状疱疹について

体の片側の痛みと発疹に気づいたら、医療機関を受診しましょう！
【お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4313

　帯状疱疹は水痘ウイルスに罹患（水ぼうそうにかかった）後、ウイルスが再び神経節に沿って増加し表皮

に水疱と神経痛を発症する病気です。免疫機能が低下したりした時に発症することがあり、５０歳代以後の

成人で発症が増加します。高齢になるほど罹患率が高くなるのは、加齢に伴う免疫力の低下であると考えら

れています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　体の片側に起こる神経痛が帯状疱疹の初めのサインと言われます。様々な痛みの原因疾患に思い当たらず、

痛みに加えて皮膚に発疹等が現れた場合には、３日以内に受診するようにしましょう。帯状疱疹は早期発見・

早期治療で後遺症無く治療できる病気です。帯状疱疹かもしれないけどもう少し様子を見よう、と先延ばし

にすると症状が悪化し、また抗ウイルス薬の効果が十分得られない可能性もあります。

　帯状疱疹を引き起こすウイルスに直接作用する抗ウイルス薬は症状が出てからなるべく早く治療を始める

ことが必要です。また並行して神経痛に対する治療も重要になります。速やかに医療機関を受診して医師と

相談の上治療することが大切です。また最近は予防接種ワクチンも出来ています。

帯状疱疹の治療方法

　①　抗ウイルス剤による治療：水痘・帯状疱疹ウイルスが活性化して活発に増えている段階でウイルスの

　　　合成を妨げる事でウイルスが増えるのを抑える働きがあります。症状が軽い場合などは内服薬の抗ウ

　　　イルス薬で治療することが出来ます。

　②　痛み止めによる治療：帯状疱疹による痛みに対しては痛み止めでの治療が行われます。痛みは発疹が

　　　出る前から現れることが多く、このような皮膚の痛みに対しては鎮痛剤が用いられることがあります。

　　　痛み止めによる治療はあくまでも痛み止めに対する治療であり、帯状疱疹そのものを抑えるためには、

　　　抗ウイルス薬に対よる治療が必要です。夜も眠れないほどの強い痛みに対しては、ペインクリニック（痛

　　　み専門の医師）を受診し、神経ブロックと呼ばれる治療を行ったりします。

　③塗り薬：帯状疱疹に対して塗り薬が使われることがあります。抗ウイルス薬の塗り薬（軟膏等）には、　

　　　　　　皮膚の表面でウイルスが増えるのを抑える効果が期待できます。塗り薬はごく軽症の場合やウ

　　　　　　イルスの活性化が抑えられている場合に使われます。

死亡野鳥を発見したら

　１１月に入り渡り鳥の飛来シーズンとなります。近年、国内において鳥インフル

エンザが発生していることから、死亡野鳥を発見した時や、弱っている野鳥を見か

けた時は、決して触れたりせず、次までご連絡ください。

　　　【海陽町役場農林水産課】

　　　 海南庁舎　☎０８８４-７３-４１６１、　宍喰庁舎　☎０８８４-７６-１５１１

　　　【休日・夜間は役場代表電話】

　　　 海南庁舎　☎０８８４-７３-１２３４、　宍喰庁舎　☎０８８４-７６-３１１１

【お問合せ先】　農林水産課　（宍喰庁舎）　☎ 0884-76-1511
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健診のお知らせ　～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。

〈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）

●健診日：12月21日（水） ＊申し込み〆切り：１２月２日（金）

〈場所・受付時間〉

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

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

　 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

場　　所 受　付　時　間

海　部　庁　舎
宍　喰　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

　【国保からのお知らせ】　～特定健診・がん検診の受診はお済みですか？～

　特定健診の受診できる期間は、１１月３０日までです。受診される場合は、必ずお電話でご予約のうえ、受診してください。
　受診券、無料券を紛失された方は、再発行できますので、福祉人権課　保健師　までご連絡ください。

　【特定健診はなぜ受ける？】
　　～ひとつしかない大事な「からだ」を守るために！　毎年継続して受けてほしい健診です～

　１. 自分の「からだ」の内側を知ることができます。
　　　生活習慣病は自覚症状のない病気です。自分の身体の中でおこっている様々な変化を数値で知る事が出来るのが「健診」です。

　２. 自分の「からだ」を理解し生活を見直すことができます。
　　　毎年健診を受けていただき、自分の身体を確認する事で「自分の食事や運動など生活の仕方がこれで良かったのかな？」

　　　と振り返ることができます。

　３. 毎年健診を受けることで、「からだ」の変化を比較することができます。
　　　自覚症状が出る前に身体の中では、ひそかに動脈硬化が進んでいる場合があります。

　　　心筋梗塞や脳梗塞などの病気は、ある日突然起こるものではありません。健診を受け、自分の生活を振り返ることで、予防できます。

　４. 医療費を抑えることにもつながります。
　　　生活習慣病を未然に防ぐことで、一人ひとりの医療費を抑えられます。

　「元気だから、大丈夫！」と思っていませんか？
　　気づかない内に、「からだ」の内側の調子が悪くなっている可能性もあります。
　　生活習慣病の恐ろしいところは、ほとんど
　　自覚症状がなく、長年にわたり血管を傷つ
　　け、脳や心臓、腎臓に影響することです。

　　１年に１回は『健診』を受けて、自分の「からだ」が内側も元気であると証明してみませんか？

１２月２１日の健診は、胃がん検診のみ受診できません。
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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

11 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。
※各種ご相談の希望やご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

保健師からのお知らせ  ～がん検診について知ろう！～

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

　第３弾；大腸がん
年間約５万人の方が亡くなっています。死者は、胃がんに次ぐ第３位です。

食生活の欧米化に伴って、患者数は増え続けています。

部位別には、直腸と S 状結腸のがんで約７割を占めます。

最近は、飲酒との関係も指摘されています。

初期段階では自覚症状がなく、症状が出てからでは遅いことが多いです。

 年に１回、大腸がん検診を受診し、早期発見・早期治療へ !!

役場で実施している集団検診又は町内特定健診実施医療機関で、便潜血反応検査を受診できます。

１１月９日（水） 海部公民館４階 ／ １１月１６日（水） 宍喰町民センター３階

11 月の『マイトレ運動教室』のお知らせ

　※予定では１１月２日（水）でしたが、１１月９日（水）に変更となりました。

今月のテーマ：小さいフィットネスボールを使ったエクササイズ！＆ストレッチボールで心身のリフレッシュ♪

 【時　間】１９：３０～２０：３０

 【持ち物】シューズ、タオル、飲み物

 【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！

内　   　　容事　業　名 時　　間日　　程

げんきひろば
（乳幼児相談）

乳児健診

助産師相談室

遊びの相談

１歳６か月児健診
３歳児健診

海部庁舎
３階
げんき
ひろば

９：００～１０：３０

９：３０～１１：３０

９：３０～１１：３０

１１月２１日（月）

１１月１５日（火）

１１月 ７日（月）

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乳房ケアなどの個別相談

作業療法士による遊び方などの個別相談

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

問診・身体計測・尿検査・小児科診察・歯科診察・
心理相談・保健相談・幼児食相談・歯科相談など

場　所

【便潜血反応検診とは？】

　・便に潜む血液の有無を調べる検査です。

　・２日分の便の一部を容器に入れて提出するだけの簡単な検査です。

　　（原則：提出日を含め３日以内の２日分（２回）の便を採取。）

　・大腸がんやポリープなどがある場合、大腸の中を便が病巣を擦る

　　ように通過するため

　　患部から若干の出血があります。検査では、そのわずかな出血の有無を検知します。

　１１月２０日（日）、１２月２１日（水）に予定している集団検診では、大腸がん検診などのがん検診を、保険

関係なく受診可能です。ぜひ、この機会に受けてみませんか？

※町内特定健診実施医療機関で、大腸がん検診をご希望される場合は、直接医療機関にお問合せください。
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11 月は「児童虐待防止推進月間」です
【お問合せ先】　福祉人権課　（海部庁舎）　☎ 0884-73-4313

　児童虐待の現状

　令和３年度に徳島県の児童相談所が対応した虐待相談件数は９１０件でした。

　虐待による死亡事例は、全国で年間約５０件に及び、１週間に１人の子どもが命を落としています。

　「しつけ」と「虐待」の違い

　「しつけ」とは、子どもが社会の中で生きていくために必要な善悪や礼儀作法を教え自律に導くことです。

保護者は、子どもを一人の人間として感情や価値観を尊重し、暴力以外の方法によってしつけを行わなけれ

ばなりません。

　「虐待」とは、保護者が子どもに行う行為で、子どもの心や体を傷つけたり、健全な成長や発達を損なう行

為をいい、体に直接危害を加える行為に限らず、子どもに対する不適切な関わり全てを含みます。

　保護者がいくら一生懸命で、子どもをかわいいと思っていても、「しつけ」のつもり

であったとしても、子どもにとって有害な行為であれば虐待です。

　虐待の定義

　通告とは、「気になることを相談すること」です。

　あなたの判断で「しつけの限度を超えている」「子どもへの関わり方がおかしい」と感じたら迷わず通

告してください。誰が通告者かを知られることはありません。保育所や学校に通っていない子どもが虐待さ

れているとしたら、それに気付き守ることができるのは、あなたかもしれません。

虐待されている子どもたちを 守ることができるのは あなたかもしれません。

気になることがあったら、

「通告」してください。

身体的虐待

殴る、蹴る、たたく、投げ落とす、激しく揺さぶる、

家の外に閉め出す、長時間正座をさせる など

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、

ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト（養育の拒否）

食事を与えない、ひどく不潔なままにする、

病気やけがをしても病院に連れて行かない など

心理的虐待

言葉により脅かす、無視する、子どもの目の前で

家族に対して暴力を振るう（DV） など

お近くの児童相談所につながります。（２４時間３６５日通話料無料）

〔相談窓口〕　●中央こども女性相談センター　☎ (０８８)６２２-２２０５

　　　　　　●南部こども女性相談センター　☎ (０８８４)２２-７１３０

　　　　　　●西部こども女性相談センター　☎ (０８８３)５３-３１１０

　　　　　　●各市町村児童相談担当窓口

児童相談所虐待対応ダイヤル　１８９

　　　オレンジリボンには

　子ども虐待を防止するという

メッセージが込められています。
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令和４年度  海陽町分館巡回人権学習について ( 報告 )
　　　　　　　　　　　海陽町人権教育協議会

【お問合せ先】 　教育委員会　　☎ 0884-73-1246

　今年度も「分館巡回人権学習」が中止となりましたが、職員研修は９月に実施いたしました。その研修内

容や参加者の感想文の一部を掲載させていただきます。

　今回の研修テーマであるこれからの情報化社会を、人権尊重の視点で考え、相手の立場を理解・尊重し、

誰に対しても優しく支え合っていける社会・海陽町を一緒に考えていきましょう。

１．研修テーマ　「情報化社会の中で」～人権の視点で考える～

２．研修の内容

　　（１）　情報不足、デマ等の不安から差別につながるケースから考える。

　　（２）　インターネット上の差別・人権侵害の現状から考える。

　　（３）　映像（ＤＶＤ）資料『あなたに伝えたいこと』の視聴を通して考える。

３．利用する前に

　　　インターネットは、私たちの生活を豊かにする便利な道具です。しかし、使い方を間違えると自分だ

　　けでなく相手をも巻き込んでたいへんな事態になることもあり、内容によっては人権侵害などの事件に

　　つながるケースもあります。

　○インターネットの世界は公共の場であり、世界中の誰もが見ることができます。常に大勢の人に見ら

　　れることを意識し、間違った情報や違法な情報、人を誹謗中傷する内容を掲載しないようにしましょう。

　○インターネットの利用状況や内容はすべて記録されています。匿名であっても、法的手段をとれば、

　　発信者を特定することができます。

　○個人情報、文章や写真などの著作物を無断で掲載することは、プライバシーや著作権の侵害となります。

　　また、ネットゲームや長時間使用等、ルールを守って使用し、常に利用等について家族と話し合う機

　　会を作りましょう。

４．参加者の感想（一部抜粋）

　○ささいな問題から深刻な問題まで幅はあると思いますが、周りに相談できる仲間作りが大切と感じます。

　　人は、周りの環境に左右されることが多く、家族や友人を大事にしなければと思いました。

　○一つ一つの言葉に責任を持って話したいと思います。ネットやうわさに惑わされず、自分の目でしっか

　　りと見つめ、物事の本質、その人の本当の姿を見て、常に振り返りながら自分も行動できる人になりた

　　いと思います。

　○沢山の情報が流れる社会の中で、誰かを傷つけるような行動をわざわざする必要なく、喜ばせられる人

　　間となりたいです。子どもたちにも、差別しない偏見を持つ子にならないよう見本となれる大人でいた

　　いと思います。

　○人権を守るというのは、自分たちが弱者を守ろうという意識が先走りがちになるが、本来はどういう立

　　場になろうとも、人間らしく生活できるための自分を守る意味もあると思う。インターネット上の発言は、

　　ある意味本音で、しかし深く考えていないものが多いと思うので、まずはインターネットの使い方や仕

　　様について学ぶ機会が必要だと思う。

　○ＤＶＤの内容は、とても考えさせられることが沢山ありました。自分は気にしていなくても、周りに言

　　われると気になってしまうのが人だと思います。いろいろな差別について、こうやって学べる機会が沢

　　山あればと思います。

　○コロナ禍で、日常生活でもいろいろと対応することが多い中ではあるが、自分のことだけでなく、相手

　　の立場を考えることは、人権の視点が必要で、特に今、考えてみることが大切だと感じました。
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阿南税務署からのお知らせ「税を考える週間」について

11 月は町県民税・固定資産税の第３期分の納期です

【お問合せ先】　阿南税務署　　　　　☎ 0884-22-0414
　　　　　　　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

　国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、１年

を通じて租税に関する啓発活動を行っていますが、毎年１１月１１日から１７日を「税を考える週間」として、

集中的に様々な広報広聴施策を実施しています。

◇内容　税に関する作文、ポスター及び絵はがき

◇期間　１１月１１日（金）～１１月１７日（木）

◇場所　フジグラン阿南（阿南市領家町） ・ 海陽町役場 海南庁舎内

阿南税務署管内の小学生、中学生及び高校生の税に関する優秀作品の展示

11月11日（金）～17日（木）

←税を考える週間特設ページはこちら！

https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/index.htm

　期限までにお近くの金融機関、コンビニエンスストア、スマホ収納
または役場窓口に納付してください。なお、納税通知書に金融機関等
の口座情報がある方については、口座振替日の前日までにご準備をお
願いいたします。

　家屋（住家、店舗、倉庫等）については、家屋課税台帳等に基づいて

毎年１月１日現在の所有者に「固定資産税」が課税されています。

固定資産税の適正な課税のため、建物を新築・増改築したときは、税務課へご連絡ください。

後日、身分証を携帯した職員が調査に伺います。

※入居前の調査をご希望の方は、お早めにご連絡ください。

下記のすべてに該当する建物は面積の大小にかかわらず家屋と認められ、固定資産税の対象となります。

１．土地に定着して建設されている（基礎が施工されているなど）

２．屋根があり、三方向以上壁に囲まれていて、雨風をしのげる状態にある

３．住居・作業・貯蔵等、建物の使用目的とする用途に使える状態にある

家屋の全部又は一部を取り壊したときは、「家屋滅失届」を税務課に提出してください。

現場確認を行い、次年度から課税されなくなります。

建物を新築・増改築・滅失したとき

◆新築・増改築したときは

◆滅失（取り壊し）したときは
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家庭で生ごみを削減！
簡単な生ごみ処理容器（キエーロ）の作り方

【お問合せ先】　住民環境課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4152

　生ごみ処理容器は、プランターなどに黒土を入れ、その中に生ごみを埋め、土中の微生物の力で生ごみを

分解します。

　電気を使わない、自然に優しい仕組みで、生ごみを減らすことができます。

　海陽町の可燃ごみ（もやせるごみ）の約３割は生ごみです。生ごみが減ると、ごみの大幅な減量につなが

ります。ぜひ、生ごみ処理容器を家庭で使って、ごみの減量に取り組みましょう。

【材料】
　１．プランター（容器）

　　　高さが２５センチ以上のもの。

　　　水抜き穴が最低１か所あるもの。

　２．フタ（太陽光を取り入れられる透明な波板）

　３．角材…３本（プランターの横幅と同じくらいの長さ）

　４．蝶番…２つ

　５．ビス…数本

　６．黒土 ( 容器の底から２０㎝程度の量 )

　　　＊波板、木材のサイズは、実際に購入するプランターのサイズに合わせてください。

　　　＊プランター取付け用ビスは、購入するプランターの仕様によって、適した太さや長さが異なってき

　　　　ますので、購入時にご確認ください。　　

【作り方】
　１．蝶番と角材２本をビスで固定します。

　　　①角材の印を付けた所と、蝶番の穴を合わせて

　　　　穴にビスをあてて、ドライバーでビスをとめます。

　　　②もう一本の角材にも、同じように蝶番とビスをとめます。

　２．上記１の角材を、プランターにつけます。

　　　①プランターと角材を、テープで２か所くらい仮止めして

　　　　プランターのふちの裏側からビスを４か所くらい打ちます。

　３．３本目の角材を、フタにつけます。

　　　①フタの端に角材をつけて、フタの上から

　　　　角材にビスを打ちます。

　４．上記１の角材に、上記３のフタを合わせて、ビスを

　　　上から打ってフタをつけたら、完成です。

★作成する際に気をつけること
　１．土の深さが２０㎝以上

　　　深い方が埋める作業や水分の調整がしやすくなります。

　２．雨が容器に入らないようにする。

　　　雨で土の表面が濡れると、においや虫の発生原因にな

　　　ります。

　３．フタ等で容器を密閉しない

　　　分解には酸素が必要です。風通しをよくしておきます。

【工具で必要なもの】
・ドライバー

・かなづち

・のこぎり（角材を着る場合）

・養生テープ

１

２

３

４

土を入れて

　完成！
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【お問合せ先】　総務課　（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4151

消費生活　困ったときの相談窓口

一人暮らしの母の家に、プロパンガス会社を切り替えないかと事業者の来訪

があった。母は一度断ったものの、長時間にわたり契約を迫られたため、申

込書に記名押印してしまったようだ。母は電話で「やっぱり断りたい」と伝

えたが、その後も事業者から何度も電話があった。電話に出ないでいたら、

数日後の夜に事業者が来て再度しつこく契約を迫られたので、怖くなり、渋々

応じてしまったという。解約したい。

【事例１】足を置くだけで、振動により足腰の筋肉が鍛えられる、という運動器具を

　　　　 通信販売で購入した。使用したところ、１０分も経たずに頭が痛くなり気

　　　　 分も悪くなった。

【事例２】テレビショッピングで、通電して筋肉に刺激を与える運動器具を購入した。

　　　　 使ったところ足首が痛くなるなど体調が悪くなった。説明書を読むと、糖

        尿病などの持病がある人は使用しないようにと書かれていた。私には糖尿

　　　　 病があるため、使えない商品だった。

●強引に契約を勧められても、必要が無ければ、きっぱりと断りましょう。

●「今より安くなる」などと勧誘されても、その料金がいつまでも続くと

　は限りません。契約内容をよく確認し、不明な点は事業者に説明を求め、

　その場では契約せず慎重に検討しましょう。

●家族や周りの人は、高齢者が訪問販売などでしつこく勧誘を受けていな

　いか日ごろから気を配りましょう。

●訪問販売などでは、クーリング・オフができる場合があります。困った

　ときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くださ

　い（消費者ホットライン１８８）。

●足を置くだけで振動や電気的刺激で足腰の筋肉が鍛えられる、という家庭用

　フィットネス器具を通信販売などでよく目にしますが、楽なように見えても、

　身体に負担がかかることを理解しておきましょう。自身の健康状態や既往症な

　どを考慮し、購入について慎重に判断することが大切です。

●テレビショッピングなどの通信販売や店舗購入では、クーリング・オフができ

　ません。不明な点は購入前に販売店などに必ず確認しましょう。

●間違った使い方により体調を崩すこともあります。取扱説明書をよく読み、正

　しく使用してください。

●体調に合わせて無理のない程度に使用し、異常を感じたらすぐに使用をやめま

　しょう。体調不良が続くときは医療機関を受診しましょう。

●　阿南市消費生活センター　　TEL：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　  　　 TEL：188
　　　　お近くの消費生活センターに繋がります。

プロパンガスの契約先変更を迫る強引な勧誘に注意！

家庭用フィットネス器具　楽しそうに見えても身体に負担
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「水道等使用量のお知らせ」の様式変更について
【お問合せ先】 上下水道課　（海南庁舎）☎ 0884-73-4157 　（宍喰庁舎）☎ 0884-76-1514

　１１月検針分より水道検針機器の更新に伴い、「水道等使用量のお知らせ」の様式記載が以下のとおり変更

となります。大変ご不便を

おかけしますが、ご理解ご

協力のほどよろしくお願い

致します。

　　　変更前

＜１０月検針分まで＞

　　　変更後

＜１１月検針分より＞

【お問合せ先】　牟岐警察署　☎ 0884-72-0110

11 月 7 日から
阿南・阿波運転免許センターで学科試験を始めます

 徳島県警察
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【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

　前回一年前に投稿させて戴き、記憶にあるかと

思いますが、還暦野球七拾七歳を超え、今年も厳

しい猛暑の中、年間五十試合行い５０ｍを８秒

台でまだ走っています。

　今回は氏素性について調べてみました。

　現在日本國で（佐藤、鈴木、高橋、田中、伊藤、渡辺、山本、中村、

小林、加藤、吉田、山田、山口）の名前は百万単位であります。私の名前「中張」は全国でも数

少なく親戚以外に出会う事がありませんでした。発祥地は、海部の櫛川とされています。親父の

故郷であり、小学校行くまで櫛川に居りました。北海道に親戚者が移住、福島県に伯父がおり、

大阪では息子夫婦、孫を合わせて６人、記録によると全国で１００人との事です。珍しい名前で

はありませんが、親戚以外に会う事がありませんでした。一度だけ、２０年前に京都の高級料亭

で飲む機会があり、女将に名刺を渡し、そこで「野村證券の常務さんと親戚ですか」と問われ、

同じ名前「中張」である事にびっくりしました。東京から京都に来るたびに料亭に来ているとの

事で、早速連絡を取り東京日本橋本社にて面談し、意気投合しました。出身は岡山との事、お互

いに中張という名で他人と会うことが初めてで、それ以降は同名に会う事も無く、珍しくもない

が、自慢できました。麻雀の中で中張牌（チュンチャンパイ）という名称があり、これを忠実に

守り我慢出来る者がいつも勝ちます。残念ながら中張牌を嫌い、いつも負けていました。海陽町

に中張さんが居られるようですが、一度会って話をしたく思います。

「私の名前の思い出」 中 張  隆 夫
なか  ばり　  たか   お

（旧海部町出身、大阪府摂津市在住）
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「鞆浦大敷網」で働く若者にインタビュー !!
【お問合せ先】まち・みらい課（海南庁舎）　　☎ 0884-73-4156

　山本勇毅（やまもと ゆうき）さん（２１歳）は、徳島市

内出身。県立徳島科学技術高等学校を卒業後、すぐに、鞆

浦漁協の大敷網の漁師を希望しました。

　「漁師になったきっかけは、小さい頃から釣りが好きだ

ったこと。高校を卒業する時、他の仕事をするよりも好き

なことを仕事にしたいと思いました。

　高校時代に実習で、大敷網を体験させていただいた事も

選んだ理由です。今年で漁師になって３年目になります。

町外から来た僕に、漁協のみんなは、気さくに仕事を教え

てくれたり、ご飯を食べに連れて行ってくれたりしました。今は、仕事が本当に楽しいですね。」

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本さんに大敷網の漁師になって苦労したことや嬉しかったことを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たずねると、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「最初、早起きはきつかったなあ（笑）。今は、４時半に起きて５時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に出港する生活にも慣れましたね。嬉しかったことは、魚が好きなの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で、珍しい魚が獲れた時は嬉しいですね。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　将来の夢をたずねると、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「大敷網の船長になりたい。この鞆が大好きです。一生ここで生活を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　していくつもりです。」と笑顔でこたえてくれました。

　前田耕太朗（まえだ こうたろう）さん（１７歳）は、通信制高校に在籍しながら大敷網漁師をしています。

　「大敷網の漁師になって４ヵ月目。今日みたいな大漁の日は、本

当に嬉しいなあ。職場の雰囲気は最高。わからんことがあって

もみんな教えてくれる。」　

　漁師のやりがいを伝えてくれた前田さんでした。

　多田碩斗（ただ ひろと）さん（２２歳）は、地元鞆浦地区出

身で、祖父も漁師でした。

　「小学校時代から、おじいちゃんの漁の手伝いをしていて身近

に漁師の仕事がありました。他の仕事も経験しましたが、やっぱ

り漁師がいいと思い、大敷網の漁師に就職しました。」

　大敷網の漁師になってよかったことやライフスタイルをたずねると、

　「個人の漁師であれば、漁がなければ収入は０ですが、大敷網は給料制なので、ある程度の安定がある所が良い

と思う。それと、昔から知っている人が多いので働きやすいです。今の仕事は朝５時に出港して１１時頃、遅い時

は１４時頃には終わります。大敷網は日曜日から金曜日まで漁をして、土曜日が休日になります。」

　最後に、「夢」と「やりがい」を持って漁をする３人の若者から、漁師をめざす方にメッセージをいただきました。

　「漁業だけではなく、第一次産業は、高齢化が進んでいます。なんとか我々若者で、海陽町

の第一次産業を盛り上げていきたい。漁師に少しでも興味がある人は、大敷網の体験漁業が

できるので、ぜひ連絡をくれたらと思います。大敷網で一緒に働きましょう。」

　大敷網体験は、 鞆浦漁協 ☎ 0884-73-0011 まで、 お問い合わせください。

　鞆浦漁協に大漁の魚が水揚げされました。 活気を

帯びる漁協内で、 ３人の若い漁師が働いています。

山本勇毅さん ( 左 )

インタビューにこたえてくれた

前田耕太朗さん ( 中 )

多田碩斗さん ( 右 )

ブリの水揚げをする山本さん

水揚げをする多田さん ( 左 ) と前田さん ( 右 )
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特殊詐欺対策機器の貸与について
【お問合せ先】 総務課　（海南庁舎）☎ 0884-73-4151

　海陽町では、町民の安全・安心な暮らしの実現に向け、近年全国的に多発している高齢者を対象とした特

殊詐欺被害の防止対策として、特殊詐欺対策機器の貸し出しを行っております。

　機器を取り付けることにより、警告メッセージが流れた後、通話内容を自動で録音する機能が付いた不審

電話撃退装置を無料で貸し出しする事業です。

※貸し出しする機器は、ご家庭の電話回線と固定電話機の間に接続します。

◆対　象　者　　町内に住所を有する７０歳以上の者のみの世帯（同一の住所に親族が別世帯として記載さ

　　　　　　　　れている場合は除きます。）

◆貸 与 台 数　　２０台（申込み受付順となります。）

◆申 込 期 間　　１１月１６日から貸出台数に達するまで

◆貸 与 期 間　　貸与決定の日から１年間

　　  　　　　　（貸与決定後、海陽町消費者協会の会員の方がご自宅に取り

　　　　　　　　付けに伺います。）

◆申込み方法　　海南庁舎総務課、海部庁舎福祉人権課、宍喰庁舎商工観光課で

　　　　　　　　お申し込みください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特殊詐欺対策機器
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はがきとほぼ同じ大きさ）
                   　　　    　　　　　　　　※ 機種により多少異なります

11 月 9 日から 11 月 15 日は「火災予防週間」です
【お問合せ先】 　危機管理課（海南庁舎）　  ☎ 0884-73-4163
　　　　　　　 海部消防組合　消防本部　 ☎ 0884-72-0600

  コンロ火災にご注意ください！

ご家庭の台所や飲食店等の厨房にて発生する火災のほとんどは
その場から離れてしまうことが原因です。

①コンロにかけたままの油は加熱され続けると、白煙が上がり発火、火災へとつながります。

②煮物の調理中においても、加熱し続けると水分が蒸発し、条件がそろえば焦げ付いた食材から発火します。

③グリルやオーブン内の汚れについては、油汚れを伝わって火災へと繋がる恐れもあります。

        火を使用中は、絶対にその場を離れない              定期的な清掃、整理整頓を

              使用されるコンロは安全装置付きのものをお勧めします
   調理中は「その場から絶対に離れない」ということが火災を未然に防ぐことへと繋がります。

　 火災・救急の通報は１１９番へ　※郡内無料電話は繋がりません。ご注意ください。

郡内無料電話について
【お問合せ先】 まち・みらい課　（海南庁舎）　☎ 0884-73-4156

　郡内無料電話は、告知放送で使っているネットワークを利用したサービスで、一般的な電話の回線とは、異な

ります。

　一般的な電話回線ではないため、固定電話や公共施設（役場、警察署、消防署、病院等）へはつながりません。

緊急通報、救急の連絡等は、固定電話や携帯電話（スマートフォン）から行うよう、ご注意ください。

貸与対象年齢を 75 歳以上のみの世帯から 70 歳以上のみの
世帯に変更しました
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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

海部郡在宅医療・介護推進連携事業　在宅医療講演会

〝「老い」と「いのちの終わり」について考える″が開催されます

　感染症対策のため定員５０名とさせていただきます。マスクを着用した上でお越しください。

　会場にて“しあわせノート”をプレゼントいたします。

特殊詐欺対策に関する講演会を開催します
【お問合せ先】 総務課　（海南庁舎）☎ 0884-73-4151

　特殊詐欺とは、犯人が電話やハガキ（封書）等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ませ、現

金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言ってＡＴＭを操作させ、犯人の

口座に送金させる犯罪（現金等を脅し取る恐喝や隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る詐欺盗（窃盗）

を含む。）のことを言います。特殊詐欺の対策と対応について、講演会を行いますので、ぜひご参加ください。

 　【日　　時】 1 ２月１日（木）１３：３０～１４：３０

 　【場　　所】 海陽町役場海南庁舎３階　大会議室

 　【費　　用】 無料

 　【演　　題】 「特殊詐欺の対策と対応について」

 　【講　　師】 元木禎子先生（消費生活専門相談員、衣料管理士１級）

 　【参加方法】 事前申込制（先着５０名）

　 　　　　　 参加をご希望される方は、１１月２１日（月）までに、上の連絡先までご連絡ください。

日 時 　１１月１９日（土）

時 間 　開演　１３：３０（１３：００～受付）

場 所 　海陽町役場海南庁舎３階大会議室

講 演 　今、終活について考える（仮）

講 師 　徳島県立 海部病院　医師　前田　悠作 先生

申 込 　予約制　（参加を希望される方は、上に記載しているお問合せ先までご連絡ください）

～イベント情報～

　海部高校情報ビジネス科の生徒さんがピアかいふにて 販売活動を行います！
　皆さんお誘い合わせの上、是非お越しください！

　日時：１１月９日（水） １０：００～１６：００　場所：ピアかいふ

【お問合せ先】 海陽町商工会　☎ 0884-73-0350

海部高校　情報ビジネス科　次世代経営者育成プログラム

株式会社

パクいち
『パクっとひとくち！
１番の幸せを』

株式会社

やっすん食堂
『元気で丁寧な接客をします！！
おいでやっすん食堂 (#^.^#)』
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　海陽町出身で元ＷＢＣ世界チャンピオン川島郭志のボクシング教室をまぜのおか体育館にて開催します。

　ボクシングに興味がある方や楽しく体を動かして運動不足を解消したい方、川島元世界チャンピオンのこ

こでしか聞けないエピソードを聞きたい方など大人から子供までたくさんの方の参加お待ちしてます。

　　　　　　　　◆講　　師：川
かわ

 島
しま

 郭
ひろ

 志
し

（旧海部町出身）

　　　　　　　　　　　２歳半の時から父・郭伸（ひろのぶ）にボクシングの教育を受ける。

　　　　　　　　　　　徳島県立海南高校時代にインターハイ・フライ級で優勝。８８年８月にプロデビューし、９２年７

　　　　　　　　　　月に日本スーパーフライ級王座に就いた。９４年５月、ＷＢＣ世界ジュニアバンタム級 ( 現スーパー

　　　　　　　　　　フライ級 ) 王座を獲得し、６度の防衛に成功。それまでの日本人ボクサーのワクを超えた比類ないテ

　　　　　　　　　　クニックで、世界中のボクシングファンを魅了した。

　　　　　　　　　　　連続防衛記録６回。平成最強の男「アンタッチャブル」の異名をとる技巧派の左ボクサー。

　　　　　　　　◆日　　程：１１月２０日（日）
　　　　　　　　　　午前の部　１０：００～１２：００（受付　９：３０～）

　　　　　　　　　　午後の部　１３：３０～１５：３０（受付１３：００～）

◆開催場所：まぜのおか体育館

◆内　　容：ボクシングの基礎形指導、シャドウミット、ボディプロテクターを使った

　　　　　　ミット打ち応用姿勢指導

◆参 加 費：５００円（スポーツ傷害保険代金）

◆対　　象：小学生以上

◆お申込み：まぜのおかオートキャンプ場（９：００～１７：００）　☎０８８４－７４－３１１１

※新型コロナウイルス感染症拡大防止へのご協力をお願いします。

【お問合せ先】 まぜのおかオートキャンプ場（9:00 ～ 17:00）　☎ 0884-74-3111

まぜのおか　川
かわ

 島
しま

 郭
ひろ

 志
し

 のボクシング教室

WAKAISHI   CAFE
第４８回　ゆるゆるバードウォッチング&フリスビー&モルック

■日 時：１１月２３日 ( 水・祝 )　１３: １５～１５: ００ ( １３: ００受付 )

■場　所：ピクニック公園 ( 海陽町浅川ヒムロ谷 59)

■参加費：無料

■対象者：年齢制限なし

※予約不要、当日参加Ｏ K ！

◎雨天時はまぜのおか体育館 ( 海陽町浅川西福良 43) にて、ソフトバレーをします。

※雨天時は当日９時に判断し、ＳＮＳにてお知らせします。

※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。

　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４８回はゆるゆるバードウォッチング ♫ 海老が池の野鳥を観察したり、ピクニック公園の芝生でフリス
ビーやモルックをして遊びましょう☆どうぞお気軽にお越しください♪

WAKAISHI  CAFE とは…

～イベント情報～
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　【日　　時】　１１月５日（土）９：００～１２：００
　【集合場所】　宍喰道の駅駐車場
　【参 加 費】　無料（要予約）
　【内    容】　宍喰の山で木を切るところを見学→甲浦の炭焼き窯見学→

　　　　　　　海の駅東洋町で休憩・買い物→宍喰道の駅にて解散
　※動きやすい靴・服装（長袖・長ズボン）で来てください。

　※天候や作業工程により日程変更になる場合があります。

【主催・お問合せ先】ＮＰＯ法人　あったかいよう　☎ 0884-70-1413

 「山の仕事を見学してみませんか！
 　木から炭になるまで　備長炭窯見学」

日時 ： 1 １/ １２　第２ （土）　９ ： ３０スタート

場所 ： 海老ヶ池外周　ピクニック公園の海老ヶ池に集合してください。
料金 ： 無料　＊どなたでもご参加いただけます！
＊事前のご予約は要りませんので マスク着用 でお越しください。

今月の月いちウォーク ＊雨天中止

日時 ： 1 １/ ２６　（土）　１９ ： ００スタート （６０分）
場所 ： 海部公民館４階　大スクリーンでのオンライン配信
料金 ： 無料　＊どなたでもご予約無しでご参加いただけます！

今月の

　　　　

～スポーツＤＸ事業～

クラブ１０周年を迎え、の～んびりウォークが復活。
海部地区の清流や紅葉を眺めながら楽しくウォーキング。 
皆様のご参加をお待ちしております。 

　参加した方に
完歩賞プレゼント
　いたします。

の～んびり
１０周年記念イベント

ウォーク

●日　　時　１２月３日 ( 土 ) （小雨決行）　９：００スタート （受付８：３０～）
　　　　　  （中止の場合は７：３０にホームページ・Facebook で告知いたします）
●集合場所　奥浦町民グラウンド（旧海部中学校グラウンド）
●準 備 物　雨具・水筒・動きやすい服装
●参 加 費（当日支払い）　愛あいクラブ会員　２００円
　　　　　　　　　　　 　　　　　　一　般　５００円
　　　　　　　　　　　 　　　　　　中高生　１００円
　　　　　　　　　　　 　小学生以下無料（保険代含む）
●コ ー ス　５キロコース
          　奥浦町民グラウンド～海部川沿い～清流橋左折～野江不動さん～母川沿い
　　　　　　１０キロコース
　　　　　　奥浦町民グラウンド～海部川沿い～梅ノ木谷右折～吉田城満寺～中山～野江不動さん～母川沿い
●お申込み　希望される方は海陽愛あいクラブ事務局（☎０８８４－７３－３９６０）までご連絡ください。
●申込締切　１１月２８日（月）
　　主催：海陽愛あいクラブ　　後援：海陽町教育委員会・海陽町公民館・青少年育成海陽町民会議

～イベント情報～
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～イベント情報～

ＤＭＶに関する今後の放送予定
【お問合せ先】 まち・みらい課　（海南庁舎）☎ 0884-73-4156

１１月開演の人気施設 VS ローカル
◆長旅で行くＤＭＶのシステム
　や車輌を紹介
“ＤＭＶ”のシステムや楽しさ、
他とは違う取り組みなどに密着
し紹介。

関西テレビ
（フジテレビ系
全国ネット放送）

テレビ東京

四国放送

テレビ朝日

世界中の「なぜそこ？」と思え
る場所を紹介するドキュメンタ
リー番組

徳島県南部エリア「四国の右下」
の穴場スポットやグルメを紹介
する情報バラエティー番組。
【世界初の乗り物・ＤＭＶ】や
【海中観光船ブルーマリン】な
どご当地スポットを巡る。
特産の伊勢エビなどを活きた
まま網焼きする【海賊料理】、
【オバ戦隊】も登場！

「所ＪＡＰＡＮ」

ナゼそこ？

大下容子
ワイド！スクランブル

四国放送
開局７０周年特別番組
「ヒコロヒー・なすなか
にしの“四国の右下”
の歩き方」

ＴＶ

ＴＶ

ＴＶ

ＴＶ

２１：００～１１月　１日（火）

１９：５８
～２１：５８１１月１０日（木）

１１月下旬頃

未　定

メディア 番　組　名 放送日時放　送　局 放送時間 番　組　名

※予定につき、日時等変更される場合がございます。

　県南を舞台に、豊かな自然や魅力ある食、観光地等を自転車で巡るサイクリングイベント「『四国の右下』ロー

ドライド２０２２サイクルロゲイニング」が次のとおり開催します。

　なお、大会運営にあたり、交通安全には十分注意して行いますが、大会期間中に道路を通行される場合は、

参加車両に十分ご注意ください。

　皆様の温かいご声援をよろしくお願いします。

【お問合せ先】 　「四国の右下」ロードライドイベント実行委員会事務局　☎ 0884-74-7356
　　                                      （徳島県南部総合県民局地域創生防災部（美波）内）

「四国の右下」ロードライド２０２２サイクルロゲイニング開催
                 《11 月 12 日 ( 土 )、13 日 ( 日 ) 開催》

～サイクリングイベントの走行車両にご注意ください～

　今月のＤＭＶのメディア放送は次の通りです。皆さまぜひご覧ください。
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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

◆看護アシスタント（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。

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】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

　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

　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（試用期間１ヶ月）～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、給与条件など詳細については海南荘までお問い合わせください。

　　　　　※見学などもできますので、お気軽にお問い合わせください。

自衛隊職業説明会
【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

　・各種資格を取りたい方

　・家族や知人に勧めたい方

　・陸・海・空自衛隊の装備品に興味のある方

　・災害派遣や国際貢献に興味のある方

　・資金を貯めて進学や起業を考えている方など

　　◆日  時　平日９：００～１７：００　土・日９：００～１５：００

　　　　　（※要事前予約）

　　◆場  所　富岡町内町１６４－１　内町会館１階

　　◆対象者　１７歳以上３３歳未満の方または、その保護者

  　        　( 対象者以外でも興味のある方大歓迎）

　お気軽にお問い合わせてください。参加者には自衛隊オリジナルグッズをプレゼント！

広報海陽  2022.11 № 199
25



広報海陽  2022.11 № 199
26

海南病院だより
【お問合せ先】町立海南病院　☎ 0884-73-1355

改革に向けた取り組み

　１０月７日（金）に、当院スタッフや役場職員、社会福祉協議会職員、海南荘職員等、約９０名

を対象に「離島医療から学んだこと～命の重みを求めて、私が与論島で何を学んだか」という演題で、

当院の古川誠二非常勤医師による講演会を開催しました。

　古川医師は、徳島県出身で大学卒業後、徳之島徳洲会病院、与論町立診療所などを経て、平成３

年に与論島に自らパナウル診療所を開設、若いころから離島医療を志し、総合的な能力を持つプラ

イマリ・ケア医として、３０年余りにわたり地域医療に携わってこられました。

　講演では、離島医療を志した理由や、与論島の人々の人生観や暮らしの様子、離島特有の診療の

現状、地域（離島）医療への思いや理想とする医師のあり方等についてお話いただきました。

　古川医師からは、地域（離島）医療では、『病気を診るのではなく、人を診る、地域を診る』、『い

かにその人らしく最後まで生きるを支えるか』という考え方が大切であると伝えていただきました。

　海南病院では、令和２年１２月策定した「海南病院改革計画」において、令和４年度までの具体

的目標を掲げ、スタッフが一丸となって病院改革に取り組んでいるところです。

　今回の講演会や、当院での実際の診察等で接することにより、古川医師の地域医療に対する熱い

想いや、実践方法をできる限り吸収するとともに、社会福祉協議会や海南荘等とより密に連携する

ことを再度確認し、町民ができる限りいきいきと住み慣れた海陽町で生活できるよう努めてまいり

ます。

　

講演をする
海南病院  古川誠二 医師

新規職員紹介（10 月 1 日より）
【お問合せ先】町立海南病院　☎ 0884-73-1355

牛
うし

　田
た

　　登
のぼる

　（海南病院　看護師）

海南病院に配属となりました牛田です。患者さまに気軽に

頼ってもらえる看護師を心掛けます。
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～次世代経営者育成プログラム
　　　　（アントレプレナーシップの育成）～

～人材育成事業「海陽町の魅力を伝える YouTube 配信」～
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【お問合せ先】阿南市男女共同参画室分室　☎ 0884-22-0361

11 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
  １日( 火 ) 13:00 ～17:00
  ８日( 火 ) 13:00 ～16:00
１１日( 金 ) 13:00 ～16:00
１５日( 火 ) 13:00 ～17:00

１９日( 土 ) 13:00 ～15:00
２２日( 火 ) 13:00 ～16:00
２５日( 金 ) 13:00 ～16:00
２９日( 火 ) 13:00 ～17:00

【要予約】
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とき…9:30 ～ 15:00
ハンカチ 500 円、エコバッグ 1000 円など

（毎週水・土）

  12
箸作り

とき…9:00 ～ 16:00
木のネックレス　800 円など

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

広報海陽  2022.11 № 199
35



秋の映画上映会のお知らせ
【お問合せ先】海陽町教育委員会　 ☎ 0884-73-3100

日　　　時：11 月 27 日 ( 日 )　　① 10：00 ～　② 14：00 ～　各回 200 席 
場　　　所：阿波海南文化村　文化館ホール
入　場　料：一般・大学生 ･･･ 前売り 1,000 円 ( 当日 1,200 円 )　※60 歳以上の方は当日も 1,000 円

　　　　      小・中・高生 ･･･ 当日・前売り 500 円
　　　  　　 一般・大学生ペア券 (2 人分 )･･･1,800 円　※ 前売りのみ

前　売　券：海南文化館・宍喰庁舎・海陽愛あいクラブ・リーブル若山 ( ピアカイフ内 )
販　売　所　リバティ ( 牟岐町 )・海の総合文化センター ( 牟岐町 )
主　　　催：海南文化館・徳島映画センター

表紙の宍喰八幡神社祭りの写真は戎谷真一さんからご提供いただきました。


