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沿道から拍手で後押し
ゴールを目指して
新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせ

（事業を営む方や個人への支援施策・新型コロナワクチンについて）
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TOWNニュースピックアップ
今月号の目次（主な内容）

愛媛
CATV
動画

今月

の

表 紙 写 真

◀保護者や地域の方々、児童が送る拍手の中、最後の交流マ
ラソン大会に全力で取り組む１・２年生たちの写真です。

【記事は同ページ上部に掲載】

令和４年３月号
  P2 TOWNニュースピックアップ、目次

  P3 新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせ
（事業を営む方や個人への支援施策

－目次（主な内容）－
P24 文化・スポーツ
P26 食育通信

P27 今月の笑顔

「はまゆう乳幼児保育所 すみれ組・れんげ組」、

    ・新型コロナワクチンについて）

子育てサポート

  P6 TOWNニュース、議会からのお知らせ
  P9 豊予交流（最終号）

P28 暮らしカレンダー

P16 あいなん仕事紹介

P30 あいなん音故地新（kikuさん）、

・行事予定、各種相談、健（検）診ほか

P10 マチヤクバ便り（町の施策・情報）
「愛媛県立南宇和病院 看護師の皆さん」

ともてる

やすひこ

本日!海日和!!(西尾知照さん）

P18 あいなん逸品図鑑「甘夏」、就農者紹介「宮川泰彦さん」 P31 愛南文芸（俳句・川柳・短歌）、出生・お悔やみ
た つ や
P32 私と陸上競技 井村竜也さん
P19 あいなん掲示板（役場以外の機関からのお知らせ）
P22 南宇和高校「総合的な探究の時間」

広報あいなん 2022.3

p2

新型コロナウイルス 感染症
対策
追加接種についてお知らせします。

新型コロナワクチン接種後に愛南町へ転入された場合の手続きについて
新型コロナワクチンの接種を受けるには、接種日時点に住民票がある市町発行の接種券が必要です。

接種履歴は、接種した時点で住民票がある市町でしか把握ができません。

そのため、他の市町で新型コロナワクチンを1回または2回接種された後、愛南町へ転入された方は、

2回目または追加接種用の接種券を交付するために手続きが必要です。
必要なもの：接種券交付申請書
（１・２回目用または追加接種用）
、
接種済証、もしくは接種履歴が分かるものの写し

場所：役場本庁保健福祉課・城辺保健福祉センター・各支所

新型コロナワクチン接種証明書の発行について
マイナンバーカードがあれば、1・２回目と同じ手順で追加接種の証明書も

スマートフォンに追加できます。

新型コロナワクチン接種証明書アプリをインストールしてご利用ください。
こちらの二次元コードからダウンロード

App Store（ios）

Google Play（Android）

子ども用ファイザーワクチン接種開始について
ワクチンの供給量に合わせて、11歳から年齢順に通知を行います。

基礎疾患等で早めに接種を希望する保護者の方は、保健福祉課までご連絡ください。

対象：5～11歳の子ども

接種開始時期：３月から開始

子どもインフルエンザ予防接種費用 償還払い
★やむを得ず、町外の医療機関で接種された方に対し、上限金額の範囲で接種費用を助成します。
対象者/接種回数：愛南町に住所がある ６カ月～12歳 / ２回

愛南町に住所がある 13歳～18歳 / １回

接種期間：令和３年11月１日㈪～令和４年１月31日㈪

補助金額：上限 １回4,100円

申請期限：４月28日㈭

必要なもの：印鑑・振込口座通帳・領収書原本（インフルエンザと記載のあるもの）
[申請場所、問い合せ先]
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役場本庁保健福祉課 電話：72-1212

新型コロナウイルス 感染症
対策

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方を支援します！

事業者への支援施策
区
分

支援対象

愛南町
ホーム
ページ

支援施策 ・ 内容

◀事業者への支援施策
一覧はこちら
担当窓口
( 連絡先 )

詳細の参照先
ホームページ

経済労働部
産業政策課
☎089912-2465

H
P

町内に事業所がある方に、衛生用品(消耗品)お 愛南町役場
よび感染防止対策物品（アクリル板等）の費用の 商工観光課
1/2 の額を助成します（衛生用品：上限１万円。 ☎72-7315
物品：上限２万円）。

H
P

新型コロナウイルス感染症対策で、町内工事業
者施工により店舗等を改装した方に、施工費用の
3/4の額を助成します（上限３０万円）。

H
P

町

補助金

国（持続化補助金・ＩＴ導入補助金）・県（コロナ
中小企業者等経 対応新ビジネスモデル補助金）の各助成金の採
択者に対して、町がそれぞれ上乗せして助成しま
営強化補助金
す（助成率１/６。上限５０万円）

町

新型コロナウイル
ス感染症感染防
新型コロナウイルス 止用品・物品補
感染症感染対策に 助金
取り組む方
新型コロナウイル
ス感染症対策店舗
等改装費補助金

H
P

町

国・県の補助金の
採択者

令和４年１月から３月までのうち、次のいずれかに
該当する場合に給付金を支給します（法人20万
円。個人事業主10万円）。
・ いずれかの月の売上が平成31年から令和３年
までのいずれかの年の同月比で30%以上減少
している。
・ 連続２カ月（１月と２月または２月と３月）の売上
が平成31年から令和３年までのいずれかの年
の同期比で15%以上減少している。

H
P

県

新型コロナウイルス感
染症第６波の影響を受
け ながらも、事業を継
続し感染 対 策を徹 底 えひめ版応援金
する中小企業者等
（第４弾）
※ただし、上記の事業
復活支援金の受給者
は対象外

中小企業庁

支援金

新型コロナウイルス感
左記の影響を受け、自らの事業判断によらずに対 事業復活支
染症の拡大や長期化
象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以 援金事業コー
に伴う需要の減少また
事業復活支援金 上または30%以上50%未満減少している場合 ルセンター
は供給の制約により大
に、給付金を支給します(法人上限250万円。個人 ☎0120きな影響を受けている
事業主上限50万円)。
789-140
中小企業者等

H
P

県

愛媛県
産業人材室
☎089-912国の雇用調整助成金の交付決定額に県と町が 2505
上乗せして助成します。
愛南町役場
中小企業緊急雇
商工観光課
用安定助成金
☎72-7315

従業員を一時的に 緊急地域雇用維
休業させたい方
持助成金

労働局

休業補償

ハローワーク
労働者１人につき、上限日額9,000円以上を事
宇和島
雇用調整助成金
業主に助成します。
☎0895（コロナ特例）
※月によって上限日額が違います。
22-8609

H
P

農林漁業者

愛南町役場
水産課
農林漁業に従事されている方々が利用できる制
☎72-7312
農林漁業者向け
度資金等を町ホームページに取りまとめて掲載し
愛南町役場
金融支援
ています。
農林課
☎72-7311
広報あいなん 2022.3

町

猶予 ・その他助成

漁業者の皆さまが漁協に申し込みをした漁業共
済のうち、養殖共済および漁獲共済掛金の10％
を助成（契約保証割合が30％以上のもので上 愛南町役場
漁業共済に加入し 漁業共済支援事
水産課
限１５０万円）
ている漁業者
業補助金
☎72-7312
事業主体：愛南漁協、久良漁協
漁業者の皆さまの申請は不要です。加入した漁
業共済の内容を基に各漁協が申請します。

H
P
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新型コロナウイルス 感染症
対策

個人 への支援施策
区
分

支援対象

支援施策 ・ 内容

担当窓口
( 連絡先 )

詳細の参照先
ホームページ
町

給付

H
P

休業等で収入が減少し、離職や廃業と同程度の 愛南町社会
住宅確保給付金
状況に至り、住居を失う恐れが生じている方に一 福祉協議会
（家賃）
定期間家賃相当額を支給します。
☎73-7776

H
P

愛媛県
労政雇用課
☎089-912
-2500
四国労働金
庫宇和島支
店
☎0895-22
-0565

愛南町役場
【対象者】新型コロナウイルス感染症により町税
税務課
等の納付が難しい方
☎72-7301

水道料金の支払い
が難しい方

愛南町役場
水道課
☎72-0835

H
P

町

町税等の納付が難
しい方

H
P

県

【対象者】離職後、求職活動を行っているか、休
業中の方で、一定の要件に該当する方に資金を
融資します。
離職や休業で生活 離職者等緊急生 【融資条件】
資金にお悩みの方 活資金
融資限度額：100万円
融資期間：５年以内（６カ月以内の据え置き可能）
※制度に関する問い合わせは県労政雇用課、融
資の申し込みは四国労働金庫へ

H
P

町

融資 ・貸し付け

緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場
（主に休業された
合に少額の資金を貸し付けします。
愛南町社会
休業や失業で生活 方向け）
福祉協議会
資金にお悩みの方 総 合 支 援 資 金
生活再建までの間に必要な生活資金を貸し付け ☎73-7776
（主に失業された
します。
方向け）

厚労省

新型コロナ
新型コロナウイルス
休業手当を受け取っていない方に、休業日数に 対応休業支
の影響により、事業 休 業 支 援 金 ・ 給
援金・給付金
応じて、1日当たり平均賃金×80％（原則として
コールセンター
主が休業させた労 付金
上限8，265円）を助成します。
☎0120働者
221-276

町

休
業
支
援
金
等

◀個人への支援施策
一覧はこちら

新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑 愛南町役場
われた場合で、療養のため労務に服することがで 町民課
きなかった期間において傷病手当金を支給します。 ☎72-7300

国民健康保険に加
傷病手当金
入している被用者

住居を失う恐れが
生じている方

愛南町
ホーム
ページ

H
P

愛南町役場
【対象者】新型コロナウイルス感染症の影響を受 環境衛生課
納付（支払い）の け、収入が減少したことの事情により、納入期限 ☎72-7316
猶予
愛南町役場
までにお支払いが困難である方
住宅使用料の支払
建設課
いが難しい方
【猶予等の期間】それぞれの担当課で、ご相談に ☎72-7313
応じますのでお問い合わせください。
保育料の支払いが
難しい方
愛南町役場
保健福祉課
放課後児童クラブ
☎72-1212
保護者負担金の支
払いが難しい方
下水道使用料の支
払いが難しい方

猶予・免除等
p5
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宇和島年金
事務所
☎0895-22
-5440
愛南町役場
町民課
☎72-7300

町

【対象者】令和２年２月以降に新型コロナウイル
ス感染症の影響で収入が減少した方などの国民
国民年金保険料の 免 除 ・ 納 付 の 猶
年金保険料の納付を免除・猶予等
納付が難しい方
予・学生納付特例
【免除・猶予等の期間】令和２年２月分以降の国
民年金保険料

H
P

TOWNニュース

町のできごとをお伝えします。

１/

11

南宇和高等学校が「エシカル甲子園2021」本選に出場

令和3年12月17日㈮に行われた「エシカル甲子園2021」
予選で、優秀な成績を収めた南宇和高等学校の地域振興研
究部が四国ブロック代表に選ばれました。
今回、同校は「愛南ゴールドから始まる持続可能なまちづく
り」をテーマに、農業生産物における国際認証規格で食品安
全・環境保全などに配慮したGAP認証を継続して取得したこと
や、育てた愛南ゴールドの果汁が愛南ゴールド真鯛に使用され
たことなど、１年間にわたり取り組んできた内容が評価されまし
た。
ち か こ
参加する三好千 華子さんは、「愛南ゴールド真鯛をPRしつ
つ、いろいろなことを学んでいきたい」と意気込みを述べました。

１/

20

愛媛
CATV
動画

１年間の取り組みを発表

▲左から

橋本怜奈さん、三好千華子さん、豊田愛
華さん、山口恵未さん

※全国大会は、3月18日㈮に開催される予定です。

愛媛
CATV
動画

遊びの中で木の良さを感じる

木製玩具（積み木）を町内施設へ贈呈
まさふみ

役場本庁で木製玩具（積み木）の贈呈式があり、清水雅文町長
か ず え
から『こぶたたんぽぽポケットとんぼ』の増田和恵代表に愛媛県産
木材で制作した積み木が手渡されました。
町では、令和2年度から愛媛県産の木材で作られたおもちゃをプ
レゼントする木育推進事業を行っており、町内で生まれた子どもを
対象に、乳幼児健診の際に贈呈しています。今回は子どもたちが利
用する施設を対象に、町内の保育所や医療機関など48施設に積
み木が贈呈されました。
実際に使用している様子について増田さんは、「軽くて持ちやすく、
月齢の低い子もヒノキの香りを嗅いで楽しんでいます。保護者の皆さ
んも香りや温かみを感じて一緒に癒やされている」と話しました。

１/

21

▲清水雅文町長から木製玩具（積み木）を受け取る増
田和恵代表

農業者の経営安定を図る

全国農業共済組合連合会から感謝状の贈呈

役場本庁で感謝状贈呈式があり、愛媛県農業共済組合の
か ず お
まさひろ
鴨川和 夫保険事業部長と小西正 洋共済事業部長が訪れ、
まさふみ
清水雅文町長に感謝状を手渡しました。
今回は町が実施した農業経営収入保険事業および農業
共済事業の加入促進を目的に、農業者が負担する保険料の
一部を助成する農業経営セーフティーネット加入促進補助事
業が、農業者の経営安定に尽力したことが評価され、全国農
業共済組合連合会から感謝状が贈られました。
▲左から 鴨川和夫保険事業部長、清水雅文町長、
小西正洋共済事業部長
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TOWNニュース

町のできごとをお伝えします。

１/

27

１年間の成長を撮影

令和３年度家串小学校学習発表会

愛媛
CATV
動画

家串小学校で「令和3年度家串小学校学習発表会」が行
われました。今年の発表会は新型コロナウイルス感染防止の
ため、無観客・CATVの撮影のみで実施され、１・２年生、３・４
年生、５・６年生の劇と全校児童による合唱を撮影しました。
児童たちは、発表会に来ることができなかった保護者や地
域の方々に自分たちの学習の成果が伝わるよう力いっぱい
演じました。
6年生の児童は、「６年間いろいろな発表をしてきたけど、
▲狂言「柿山伏」を題材とした５・６年生の劇「古典
こってん十人衆」

１/

30

5

愛南町シルバー人材センターの花植えボランティア
御荘老人福祉センター周辺の県道脇の花壇で、愛南町シル
バー人材センターによる花植えがあり、会員ら25人が参加しま
した。
この花植えはもともと地域のグループが行っていましたが、
高齢化により続けることが難しくなったため、シルバー人材セン
ターが引き受け、会員に声を掛けてボランティアで実施されまし
た。この日は平城公民館の協力のもと1,200株の苗が用意さ
れ、1時間ほどかけて作業をしました。
や え み
弘瀬八重美理事長は、「シルバー人材センターとして初めて
の試みでしたが、地域美化のために少しでも地元の役に立てた
のなら幸い」と話しました。

５年間のスマ養殖で得た研究結果を発表

「第12回愛南町水産フォーラム」をオンラインで開催

▲モニター越しにあいさつをする清水雅文町長

p7

力して練習した成果に笑顔を見せました。

地域美化のため

▲１株１株丁寧に花の苗を植える会員の皆さん

２/

その中でも今回の発表会は良くできたと思う」とみんなと協
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愛媛
CATV
動画

「第12回愛南町水産フォーラム」が事前申し込みによりオン
ラインで開催され、大学関係者や水産・行政関係者など約100
人が参加しました。
会は、愛媛大学と愛媛県が共同で平成29年度から『「えひ
め水産イノベーション・エコシステムの構築」～水産養殖王国愛
媛発、「スマ」をモデルとした新養殖産業創出と養殖産業の構
造改革～』という課題に、５年間取り組んできた事業化プロジェ
クトと基盤構築プロジェクトの研究について、愛媛大学南予水
産研究センターの教員が成果報告を行いました。

議会からのお知らせ
議会情報をお伝えします。

令和4年第1回町議会臨時会
議案等表決結果一覧表
議案番号
第1号議案

【会期：1月20日】

本会議の審議の結果は次のとおりです。

◆全会一致で可決した議案
件

名

令和３年度愛南町一般会計補正予算（第12号）について

詳しくは、 次回定例会までに町ホームページに公開予定の会議録によりご確認
ください。 なお、 議会のインターネット中継は町ホームページから専用サイト (愛媛
CATV) にアクセスして録画中継をご覧いただけますのでぜひご利用ください。

議決の結果
原案可決
愛媛CATV
ホーム
ページ

「甘夏の収穫が最盛期です」
皆さん、こんにちは。農業支援センター地域
な だ た ろ う
かんきつ
おこし協力隊の名 田太 郎です。現在、柑 橘園
地の維持、再生を目指して日々仕事をしてい
ます。
春らしいうららかな日和になると、気持ちも
柔らかくなりますね。この季節町内では、甘夏
の収穫が行われています。収穫に訪れた園地
では、鈴なりに実った甘夏の木々に囲まれて、
そこから元気を分けてもらっているような気に
なります。
また、天気が良い日は特に、時間の流れと
は関係ない落ち着きを感じることがよくありま
す。それは柑橘園地だけではなく、沖の島々を
望める海岸や渓谷など、愛南町には人がほっ
とできる癒やしの場所がたくさん存在している
からだと思います。人々の温かさについても同
じで、こうした町が持つ特徴が訪れる人たちへ
の優しさや、魅力でもありますよね。
私が初めてこの町に訪れたのも春先の季
節でした。当時は東京から仕事での出張でし
たが、初めて見る澄んだ海、山の中腹や丘に
広がる柑橘園地、風で揺れる道路脇の菜の
けんらん
花、絢爛たる風景が20年経った今でも鮮明に
記憶に残っています。

好きな小説の一文に「南伊予の温暖な気
候風土の影響をたっぷりうけて、士も農もここ
ほどおだやかなところはほかに類がない」とあ
ります。私自身、仕事にあたった何年もの間で
町の人々にお世話になった経験が非常に多
く、よく理解できるこの町の特長です。
しかしながら、人口が徐々に減少している
今、柑橘園地が遊休園地に変わってしまう事
態にもつながっていきます。
“町の魅力あるもの”を失わないためにも活
性化させる大切さは非常に大きいと感じてい
ます。

広報あいなん 2022.3
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大分県側の自治体の特産品や観光地、
歴史・文化などを掲載します。

ＶＯＬ.１6

最終号

今月は、大分県側の伝統的な行事や文化をご紹介します。
コロナ禍の影響でさまざまな行事が中止されていますが、大分には、魅力的な伝統行事や文化がたく
さんあります。機会があれば、是非訪ねてみてください。 ※各市町の詳細は、ＱＲコードをご確認ください。
【別府市】

【豊後大野市】

別府八湯温泉まつり

朝倉文夫記念館・記念公園

毎年4月1日の温泉感謝
の日と4月第1週の週末
を中心にイベントが開
催される、別府八湯の
豊かな温泉の恵みに感
謝するお祭り。

朝地町出身の彫塑家、故
朝倉文夫の作品を展示す
る記念館。東京藝術大学
生等が製作した3体の巨大
猫もみなさんをお待ちし
ています。

【佐伯市】

豊後二見ヶ浦

日の出スポットとし
て人気の佐伯のシン
ボル。重さ約2トンの
大しめ縄は毎年地元
の有志の手で張り替
えられます。

【竹田市】岡城桜まつり・

撮影：竹内康訓

【津久見市】

つくみ港まつり

【臼杵市】

大名行列・甲冑武者行列

国指定史跡岡城跡と城
下町の春の風物詩。第
74回岡城桜まつり・第
48回大名行列・甲冑武
者行列が4月上旬に開
催されます。

【由布市】

湯布院映画祭

映画館のない湯布院
町で古くから行われ
市の一大イベントで、
ている映画祭で、懐
７月中旬に開催され、
かしい邦画が多数上
特にメインの花火大
映されます。
会は、県内外から多
くの見物客が訪れま
す。大迫力の花火を
お楽しみください。

うすき竹宵

毎年11月第1週の週末に
行われています。竹ぼん
ぼりと竹オブジェの灯り
が並び、歴史ある古い街
並みに幻想的な世界が広
がります。

【日出町】
的山荘

大正４年に建てられた
和風建築の料亭。広大
な敷地には別府湾や高
崎山を借景とした庭園
が広がります。城下か
れいなどの特産をはじ
めとする四季折々の懐
石料理がいただけます。

【大分市】

大分七夕まつり

８月第一金曜日から
３日間開催。中心部
商店街は七夕飾りで
彩られ、山車が練り
歩く「府内戦紙（ふ
ないぱっちん）」を
はじめとするイベン
トや花火大会が開催
されます。

令和2年12月よりコラボ企画として大分県側の食や歴史・文化などの魅力をシリーズで掲載してきました
が、今月号で終了となります。これまでお付き合いいただきありがとうございました。
今後は、「愛媛・大分交流市町村のホームページ」を開設し、双方の魅力をお伝えしていく予定です！
引き続き、各市町の魅力を余すことなくお伝えします！！
【問い合わせ先】 大分市役所 企画課 広域連携推進室
☎ 097（585）5242
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マチヤクバ 便 り
町の施策・情報をお伝えします。

ＩＰ告知端末機からラジオ体操を
放送しています
住民の皆さまの健康増進に役立てるため、世帯・事
業所を対象にＩＰ告知端末機からラジオ体操を放送す
ることができます。放送を希望される世帯・事業所は、
役場本庁保健福祉課までお申し込みください。
▶放送時間 10：00（土・日は放送しません）
▶放送内容 ラジオ体操第１
問 ：保健福祉課
募集

電話：72ｰ1212

健康増進計画策定
住民ワーキングメンバー募集

町では、健康増進計画策定住民ワーキングのメン
バーを公募します。
申込方法等、詳しくは保健福祉課にお問い合わせく
ださい。
なお、他の委員会等の委員を３つ以上兼務している
方は応募できませんのでご注意ください。
▶職務の内容 第２次愛南町健康増進計画後期計
画策定に関する審議
▶報酬等の条件 日額7,000円（交通費支給なし）
▶公募数 ２人程度
▶任期 委嘱の日から町長に答申を行う日（令和５
年３月３１日）まで
▶応募資格 町内在住の20歳以上の方で、健康
増進計画の策定に興味のある方
▶募集期間
愛南町
３月1日㈫～28日㈪
問 ：保健福祉課
電話：72ｰ1212
募集

ホーム
ページ

愛南町介護保険運営協議会の
委員を募集します

町では、愛南町介護保険運営協議会の委員を公募
します。
なお、他の委員会等の委員を３つ以上兼務している
方は応募できませんのでご注意ください。
▶職務の内容 会議に出席し、介護保険事業の適
正かつ円滑な運営についての協議
▶報酬等の条件 日額7,000円（交通費支給あり）
▶公募数 ３人
▶任期 ４月１日から令和６年３月３１日まで
▶応募資格 町内在住の介護保険１号または２号被
保険者（４０歳以上の方）
愛南町
▶募集期間 ３月７日㈪～25日㈮
問 ：高齢者支援課
電話：72ｰ7325

ホーム
ページ

３月は自殺対策強化月間です
自殺した人の原因はうつ病などのこころの病気、仕
事や家庭の問題などさまざまです。あなたの身近にい
る人が悩んでいる様子なら、まずは優しく声を掛けてく
ださい。周囲の気付きと温かい言葉で、大切な命を支
えることができます。
〇こころの健康相談
城辺保健福祉センターで、毎月２回精神科医師によ
る相談会を完全予約制で実施しています。また、保健
師による相談も随時行っています。ぜひ、お気軽にお電
話ください。
問 ：保健福祉課

電話：72ｰ1212

令和4年４月分からの
国民年金保険料について
令和4年4月から毎月の国民年金保険料額が１６，５９０円
（令和３年度保険料額から２０円の引き下げ）に変わります。
国民年金保険料の納付には、保険料をまとめて先払いす
ると割引がある「前納制度」があります。この制度は、毎月納
めるよりもお得な上、納め忘れも防ぐことができて便利です。
【令和４年４月分～令和５年３月分】※現金納付の時
〇１カ月ずつ納付の場合
１９９，０８０円 （１６，５９０円×12カ月）
〇前納の場合
まとめて６カ月納付
９８，７３０円 （６カ月前納割引額８１０円）
まとめて12カ月納付
１９５，５５０円 （12カ月前納割引額３，５３０円）
前納される場合は、４月上旬に日本年金機構から送付さ
れる納付案内書に同封されている「前納納付書」で納付
してください（納付期限にご注意ください）。
問 ：宇和島年金事務所 電話：0895ｰ22ｰ5440
町民課 電話：72ｰ7300

国民健康保険被保険者証
（修学が終了した場合）について
現在、修学のため町外に転出している方が、卒業な
どにより修学が終了した場合、届け出が必要ですの
で、役場本庁町民課または各支所にお越しください。
▶持参するもの
卒業証明書または卒業証書（卒業の日付が分かる
もの）、個人番号カードまたは通知カード、本人確認
書類、被保険者証
▶手続き場所
役場本庁町民課または各支所
問 ：町民課

電話：72ｰ7300
広報あいなん 2022.3
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マチヤクバ 便 り
町の施策・情報をお伝えします。

消防団員を表彰

募集

多年にわたる消防団活動の功績に対し、表彰状と感謝
状が1月23日㈰に授与されました。
令和4年愛南町消防団被表彰者 (敬称略)
表彰区分

被表彰者 (代表) および人数

愛媛県知事表彰

一本松方面隊 第４分団

功労賞

副分団長 中松 勝二 他５名

愛媛県消防協会長表彰

城辺方面隊 第２分団

功績章

副分団長 中野 耕作 他3名

愛媛県消防協会長表彰

内海方面隊 第２分団

勤続章

部長 山下 誠 他21名

しょうじ

こうさく

まこと

消防団員を募集中

愛南町消防団では団員を募集しています。消防団は地
域防災の要として、火災や自然災害への対応のほか、防災
の普及や訓練など、さまざまな活動を行っています。
あなたの「知識や力」そして「自分たちのまちを守りた
い」という思いを、消防団活動で発揮してみませんか。
ボランティア精神あふれる方、地域に貢献したい方、一
緒に活動しましょう。
〇入団資格
・愛南町に在住、在勤または在学で18歳以上の方
・心身ともに健康な方
詳細については、地元の消防団または町消防本部庶務
課にお問い合わせください。

一本松方面隊 第１分団
のぶゆき

愛媛県消防協会長

団員 西山 信之

親子消防団員表彰

一本松方面隊 第１分団
しょうま

団員 西山 翔舞
愛媛県消防協会長感謝状

愛南町長表彰

愛南町消防団長表彰

問 ：消防本部庶務課

一本松方面隊 山本副団長夫人
え

み

山本 恵美
御荘方面隊 第３分団
あつひと

班長 井関 篤人 他9名
あけみ

電話：72ｰ0112

１月26日㈬、平成19年３月から使用されていた救急
車に代わり、新しい救急車が納車されました。
救急車は限られた資源です。119番通報する際は、
本当に必要かもう一度考え、緊急に搬送する必要があ
る人のためにも、救急車の適正利用にご理解とご協力
をお願いします。
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電話：72ｰ0112

部長 田原 朱美 他17名

救急車が消防署へ納車

問 ：消防本部庶務課

問 ：消防本部庶務課

消防団本部 女性部

電話：72ｰ0112

町内の中学生が書いた
防災小説を紹介します
平成28年11月に高知県土佐清水市の清水中学校
で始まった「防災小説」は、巨大な津波から逃れる物語
や、過酷な寒さの中を避難する物語など、中学生が大
つづ
切な家族や友人そして地域を想いながら綴ります。
昨年の11月に『2021年度 第1回 全国｢防災小説｣
交流会 in 愛南』が御荘中学校で実施されました。
御荘中学校1年の生徒は、地震の中で体験したこと
を忘れず、人のために行動できるようになりたいという
決意を小説にしました。
防災小説はホームページで掲載していますので、ぜ
ひご覧ください。

問 ：学校教育課
電話：72ｰ1113

愛南町
ホーム
ページ

マチヤクバ 便 り
町の施策・情報をお伝えします。

第10回愛南町いやしの郷
トライアスロン大会の
再延期について

募集

6月11日㈯に開催を予定していた「第10回愛南町いや
しの郷トライアスロン大会」ですが、オミクロン株による感染
が急拡大するなど、新型コロナウイルス感染症の収束が見
込めない現状であるため、大会の再延期を決定しました。
大会を心待ちにしていた皆さまには大変申し訳ございま
せんが、ご理解とご協力をお願いします。
詳細については大会公式ホームページをご覧ください。

問 ：生涯学習課
電話：73ｰ1112

大会
ホーム
ページ

愛南町ふるさと納税
返礼品協力事業者を募集します

愛南町ふるさと納税制度の推進と本
町のイメージアップ、町内経済の活性化
のため、愛南町をＰＲできるお礼の品を提
供する協力事業者を募集します。
【協力事業者のメリット】
・企業や商品を町がふるさと納税を通じてＰＲします。
・お礼の品にパンフレットなどを同梱することにより、自社
商品の販売促進やＰＲが可能です。
【お礼の品の条件】
・町内で生産された商品であること
・町内で生産されたものを加工した商品であること
・町内で加工した商品であること など
詳しくは商工観光課にお問い合わせください。

町内バス路線（西海地域・
久良地区）の再編について
４月１日㈮から、次のとおり宇和島バス３路線が廃止とな
り、新たにあいなんバス３路線が運行を開始します。
【廃止となる路線 宇和島バス（宇和島自動車㈱）】
・城辺（南宇和病院）久良線
・城辺～樫月下線
・城辺（西海道路）外泊線
【新たに運行を開始する路線 あいなんバス（町営）】
・久良・城辺線（新設）
・武者泊・城辺線（現在の「武者泊・船越線」を延伸）
・外泊・城辺線（新設）
新たに運行を開始するあいなんバスの路線図および時
刻表は、役場本庁総務課および各支所で配布しています。
また、宇和島自動車㈱では、廃止となる路線の定期券お
よび回数券の払い戻しを行っています。回数券の払い戻し
は通常、購入後３カ月以内としていますが、期限を延長して
対応を行います。

問 ：商工観光課
電話：72ｰ7315

バイク・軽自動車等の廃車
名義変更は４月１日までに！
令和4年4月1日時点で、原付バイク・軽自動車等
を所有している方には、令和4年度軽自動車税（種別
割）がかかります。
すでに廃車した、人に譲った、または盗難にあった
場合などで、まだ廃車手続きまたは名義変更手続きを
行っていない方は、4月1日㈮までに必ず手続きを行っ
てください。
問 ：税務課

募集

▲あいなんバス
（イメージ）

問 ：総務課

電話：72ｰ1211

愛南町
ホーム
ページ

愛南町
ホーム
ページ

電話：72ｰ7301

投稿写真（読者の写真）を
募集しています

広報あいなんでは、読者（住民）の皆さまが町内で撮影
した写真を掲載します。
紙面に掲載する写真は、町の伝統芸能や催し、風景、特
産品など、愛南町の魅力を伝えられるものに限ります。ま
た、写真の選定は総務課広報担当者が行い、これまでに
掲載したことのない方の写真を優先します。
詳しくは、町ホームページをご覧く
愛南町
ださい。
問 ：総務課

電話：72ｰ1211

ホーム
ページ
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マチヤクバ 便 り
町の施策・情報をお伝えします。

在宅で生活している高齢者向けの福祉サービスのご案内
介護保険サービスとは別に、町が実施している高齢者向けの福祉サービスです。町内在住の方で対象要件を満
たしていれば、申請により各種サービスがご利用できます。サービスの詳しい内容等はお問い合わせください。
※①～⑥の事業については、毎年度更新手続きが必要です。
事業名

支給内容

対象者

① は り ・ き ゅ う ・ マ ッ 町指定の施術機関で施術を受けた場合、１回につ
65歳以上の方。ただし、医療保険で医療費
サージ等施術費助 き1,000円を助成
の支給が行われる場合は、助成の対象外
成事業
1日1回、1カ月に２回を限度
補助券は年間50枚を限度に交付
【券の種類】
②福祉タクシー助成 1,500円券（脇本、中玉）
1,000円券（猿鳴）
事業
800円券（長月第4、左右水、大浜）
500円券（その他の行政区）

当該年度4月1日現在で70歳以上か、2級
以上の身体障害者手帳等の交付を受けて
いる（65歳以上の）方で、乗合バスとコミュ
ニティバスの停留所（フリー乗降できる区間
はその路線）から300メートル以上家が離
れている方
※申し込みの際には、1年以内に撮影した
縦横２センチメートルの顔写真が必要

③高齢者運転免許
補助券は1枚500円、年間50枚を限度に交付
証自主返納支援
初めて申請した年度から３カ年度申請可能
事業

運転免許証自主返納時に満65歳以上で、
平成24年4月1日以降に自主返納された方

【町内医療機関への利用】
1回500円を利用者が負担し、残りの金額を助成
年間48枚の助成券を交付
④介護タクシー助成
【町外医療機関への利用】
事業
令和3年度から実施
年間12回を限度とし、領収書添付の請求により半
額助成（上限あり）

常時寝たきりまたは歩行機能障がいのた
め自力での移動および移乗が困難かつ座
位が保てない方で、車いすまたはストレッ
チャー等を使用すれば医療機関への受診
が可能な方

町内に引き続き1年以上住所を有し、65歳
以上および重度心身障がい者で、在宅で３
⑤在宅ねたきり老人等 １カ月3,000円以内の紙おむつ（フラットタイプ含
カ月以上寝たきり状態または、認知症およ
紙おむつ支給事業 む）、尿取りパット、はくパンツを現物で支給
び身体に障がいがあって、常時紙おむつを
使用しなければならない方
⑥介護用品支給事業 １カ月7,000円以内の介護用品を現物で支給

要介護4または5と判定された在宅の高齢
者で、町民税非課税世帯に属する方を介護
している家族

非常通報、火災監視、ライフリズム等の監視システム 65歳以上の高齢者のみの世帯で、身体お
⑦緊急通報システム
装置を貸与（24時間体制で迅速かつ適切な救済 よび環境上等の理由で緊急時に通報手段
整備事業
体制）
の確保が困難な方
⑧「食」の自立支援 週4回昼食を提供
事業
利用者負担額は1食450円

高齢者のみの世帯で、自身では食事の準
備が困難な方

⑨ 日 常 生 活 用 具 給 火災報知器、電磁調理器、自動消火器を給付
付事業
世帯の所得税額により利用者負担有り

心身機能の低下により火の取り扱いに不安
を感じ、低所得でおおむね65歳以上の高
齢者のみの世帯

課税世帯の介護者に月額3,000円、非課税世帯の
⑩ねたきり老人等介 介護者に月額7,500円を支給
寝たきり高齢者と同居し、生計を同じくする
護慰労金支給事業 ただし、介護保険適用の通所介護、訪問介護等の 方で、3カ月以上介護に当たっている介護者
サービス利用者は月額5,000円を支給
問 ：高齢者支援課
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電話：72ｰ7325

町税等の納付がコンビニ＆スマホで
できるようになります

町税等の納付がコンビニ＆スマホでできるようになります
4月1日㈮以降に発行される納付書から、以下の町税・料金が、従来の金融機関に加え、コンビニエンス
ストア（コンビニ）やスマートフォン決済（スマホ決済）で納付できるようになります。
町税・各種公共料金
固定資産税
軽自動車税（種別割）
町県民税（普通徴収）
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
水道料金
下水道使用料
町営住宅使用料

担当課（電話）

税務課（電話：72ｰ7301）

水道課（電話：72ｰ0835）
環境衛生課（電話：72ｰ7316）
建設課（電話：72ｰ7313）

コ
ン
ビ
ニ
納
付

休日や夜間も全国のコンビニで納付することができます。バーコードが印字されている納付
書で、種類、期別、納期限を確認して現金で納付してください。納付手続き完了後、領収印が押
された領収証書とレシートは5年間大切に保管してください。

ス
マ
ホ
決
済

スマホ決済アプリから、納付書に印字された「コンビニ収納用バーコード」を読み取ることで、
自宅などからいつでも納付できます。アプリを開いてバーコードを読み取り、決済します。詳しく
は利用するアプリの公式ウェブサイトをご覧ください。

【取り扱いコンビニ】
セブン- イレブン、ローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ など

【利用可能アプリ】
PayPay、LINEPay（水道料金は５万円未満）、PayB

▲ご注意▲
・次の納付書は取り扱いできません。
コンビニ取扱期限が過ぎた納付書、バーコードが印字されていない納付書、バーコード部分が汚れたり破れた
りしている納付書、金額を訂正した納付書、納付書1枚の金額が30万円を超えている納付書
・納付手続き完了後、納付を取り消すことはできません。
・スマホ決済による納付は、領収証が発行できません。
・納税証明書の発行には、納付から2週間程度かかる場合があります。納付後すぐに納税証明書などが必要な
場合は、スマホ決済以外で納付してください。
・スマホ決済ですでに納付した町税・料金を、誤って金融機関やコンビニなどで納付しないようご注意ください。

今、お手元にある納付書は…
これまでどおり、納付書に記載の金融機関で納付ができます。コンビニでの納付はできません。

納付は納期限までに
督促状発送後10日以内に納付がない場合は、債権（給与・預貯金など）や財産（不動産・自動車など）
の差し押さえや捜索が行われます。
広報あいなん 2022.3

p14

町税等の納付がコンビニ＆スマホで
できるようになります

水道料金納入通知書が『はがき』様式に変更となります

旧

水道料金納入通知書が『封書』での送
付から『はがき』での送付へ変更となりま
す。令和４年４月に発送する分から変更に
なります。新しい水道料金納入通知書は町
内の取扱金融機関、提携コンビニエンスス
トア、スマホ決済および役場本庁・各支所
にてお支払いできます。
また、督促状についても同様に『はがき』
に変更となります。
▲お支払いの際の留意点▲
・『はがき』ののり付け部分（２カ所）をゆっくりはがして、宛先部分は切り離し
てお支払い窓口にお渡しください。
・雨などで『はがき』が濡れた場合は、乾かしてからゆっくりはがしてください。

新

便利な口座振替も利用できます
【金融機関】
えひめ南農業協同組合、伊予銀行、愛媛銀行、高知銀行、四国銀行、宇和島信用金庫、
愛媛県信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行
【申し込み手続き】
申込書は、上記に記載している町内の取扱金融機関および役場（役場本庁税務課および各支所）の窓口にあり
ますので、通帳、通帳届出印および納税通知書などをお持ちになって手続きをしてください。
※ゆうちょ銀行の口座については、役場で申込書を受け付けできませんので、郵便局の窓口へ直接お申し込みく
ださい。
町ホームページでは、広報掲載内容のほかに、納付できるコンビニエンスストアや利
用可能なスマートフォン決済アプリ、コンビニ収納に関するＱ＆Ａなどを掲載していますの
で、ぜひご覧ください。
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愛南町
ホーム
ページ

やりがいなどをインタビュー
あいなん仕事紹介

あいなん仕事紹介 その⑫
――――――――――――――――

【町内で生き生きと仕事をしている方を紹介します】

愛媛県立南宇和病院 看護師の皆さん
愛媛県立南宇和病院の看護職員は看護師112人、病棟アシスタン
ト6人、看護助手7人で構成されています。看護師の役割は入院患者
や外来患者に、よりよい看護ケアを提供し、あらゆる年代、さまざまな
健康レベルにある人々の生活の質の向上を図ることです。
こ う じ
村上晃司院長の「地域住民の方々に信頼され安全で良質な医療
を提供する、住民の方々の人生に最期まで寄り添いたい」という信念
のもと、多職種と連携し、患者さんに一番近い存在としてチーム医療の
要になれるよう日々頑張っています。
今後も地域住民の方々や保健福祉医療施設の方々に育ててもらい
ながら、地域密着！をモットーに信頼していただけるよう努めていきます
のでよろしくお願いします。
愛媛県立南宇和病院
【所在地】愛南町城辺甲2433番地1
南宇和病院
【電話番号】0895-72-1231 【ファクス番号】0895-72-5552
ホームページ
【外来受診】平日 8:30 ～ 11:00（祝日、年末年始を除く）
【面会時間】令和4年2月現在は原則禁止
※上記情報は令和４年2月現在のもので、新型コロナウイルス感染拡大の影響で時間や制限などがある場合が
ありますので、ホームページをご確認ください。

令和3年度新規採用看護師の皆さん
け い と

中平 圭音さん
新人看護師として地域包括病棟で働いています。入床時と比較
してどんどん病状が良くなり、住み慣れた地域へ帰られる患者さ
んを見て、とてもやりがいを感じています。今後は患者さん・ご家族
の希望に沿えるよう、また自分が目標とする身体的にも精神的に
も寄り添うことのできる看護師に近づけるように頑張りたいです。
ま

み

こ

松岡 茉美子さん
南宇和病院の看護助手として勤務していた時、明るい職場の
雰囲気や優しいスタッフに恵まれ、「私も看護師になりたい」とい
う夢が芽生え、今年度看護師免許を取得し、看護師として南宇和
病院へ戻ってきました。患者さんが住み慣れた地域で安心して生
活が送れるよう、それぞれのニーズに添った看護が行える看護師
になりたいです。
き よ の

宮本 聖乃さん
私が働く病棟は、主に整形外科の患者さんの入院の受け入れ
を行っています。手術後の患者さんとの日々の関わりを通して、目
に見えてできることが増えていくことに、とてもやりがいを感じま
す。入院して来られる方が安心して治療を受けられるサポートが
できる看護師になれるよう頑張ります。

▲左から 中平圭音さん、松岡茉美子さん、
宮本聖乃さん
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外来継続看護
慢性心不全看護認定看護師

▲外来看護師とカンファレンスを行う松浦典
子さん(右)

の り こ

松浦 典子さん

心不全は、心臓のポンプの働きが低下したために息切れや
むくみが起こり、だんだん悪化し命を縮める病気です。一方で、
早期に発見し生活を見直すことで悪化を防ぐことができる病気
でもあります。病院では、心不全の予防や治療だけでなく、外来
看護師が退院後の体調チェックや健康管理のアドバイスなどを
行う「継続看護」に力を入れており、病院全体で心不全の悪化
による再入院予防に取り組んでいます。
患者さんやご家族が心不全と上手に付き合いながら生き生
きと生活ができるように支援をしています。心不全に関する困り
ごとなどがありましたら、ぜひご相談ください。

糖尿病・透析予防チーム
透析看護認定看護師

▲患者さんから相談を受ける濵岡大樹さん

た い き

濵岡 大樹さん

毎週火曜日に糖尿病の患者さんに対して腎臓病が悪化しな
いようにするためにはどうすれば良いのか、ご本人に合った日常
生活での注意点や食習慣の見直しを一緒に考えたり、悪くなっ
た腎臓の代わりをする治療の説明をしたり、腎臓病の患者さん
に対しての支援を行っています。
現在、日本では8人に1人が腎臓病と考えられ、新たな国民
病と言われています。腎臓の働きが悪化することにより腎臓の代
わりをする治療が必要になる可能性も高くなります。腎臓病の悪
化予防には早期発見・早期治療が大切です。腎臓について、心
配な事やお困りの事がありましたら、お気軽にご相談ください。

看護補助者（病棟アシスタント・看護助手）
いく

ひ さ え

み

さ

こ

荒木 郁さん 、岡野 久江さん 、尾田 美佐子さん
よ し こ

せ い こ

田中 佳子さん 、間口 聖子さん

▲病棟アシスタント左から 荒木郁さん、岡野久江さん、
尾田美佐子さん、田中佳子さん、間口聖子さん

看護師とチームで働く看護補助者です。病棟アシスタントは
病棟で看護師と共に患者さんの身の回りのお世話をしたり、
入院環境を整えたりする業務を行っています。
外来では看護助手7人が診察や処置の介助などを行い、そ
れぞれの現場で活躍しています！また病院では、病棟アシスタ
ントや看護助手を募集しています。

総合診療地域包括医療センター・地域連携室
ち

と

せ

近田 千登勢さん

▲退院前カンファレンスを行う近田千登勢さん(右)
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地域連携室は、患者さんが入院時から退院後まで安心して、
療養生活が送れるように、院内や地域の保健福祉・医療の多
職種と連携する病院の窓口の役割を担っています。私たち看
護師は、常に患者さんやご家族の思いに寄り添い、地域の
方々に愛され信頼される病院を目指し、継続した支援を行って
います。退院支援以外についてもお気軽にご相談ください。

こだわりの産品を紹介
あいなん逸品図鑑

あいなん逸品図鑑 その㊽
――――――――――――――――
愛媛
CATV
動画

「甘夏」
JA農業研修生（2期生）
こうすけ

唐田 耕佑さん （平山）
以前はゲーム会社に勤め、祖父から続くかんきつ園地を引き継ぐために
こうすけ
かわちばんかん
故郷に戻ってきた唐田耕佑さん。父と一緒に甘夏や河内晩柑の栽培を行い
ながら、JAえひめ南の農業研修事業に参加しています。
さわらび短歌会
小さい頃に収穫の手伝いをした経験はあるものの、本格的に農業に取り
大きく育った甘夏を持つ唐田
組むのは初めてで、「草刈り機の使い方も知らなかったので、研修で一から ▲
耕佑さん
農業について勉強することができて良かった」と話す唐田さん。今年の３月
末で研修を終え、生産者として独り立ちをします。
現在、父と一緒に８反ほどの園地で甘夏を栽培しており、15～6トンの収
穫量があります。甘夏は収穫した後、３月から肥料や木の剪定をして、５月ご
ろから消毒を行っていきます。10月の実ができた頃に枝の剪定や良い実だ
けを残す摘果作業をして、１月から収穫しています。今年の出来については、
「小ぶりですが、糖度が高く酸味もほどよく抜けて、おいしくなっている」と自
信を見せます。
実が大きくなるのが、目に見えて分かるところに農業のやりがいを感じて ▲収穫した甘夏を２～3カ月寝か
いる唐田さんは今後について、「今ある品種を栽培しながら園地を広くしつ
せると、
甘味が増します
つ、新しい品種も育てていきたい」と目標を話しました。

「愛南町次世代ファーマーサポート事業」
JAえひめ南、愛南町、愛媛県が連携し、新規就農者を育成支援する「愛南町次世代ファー
マーサポート事業」の研修期間を３月末に修了し、就農する方を紹介します。

３期生

愛媛
CATV
動画

やすひこ

宮川 泰彦さん

やすひこ

町内出身で全国各地を巡り農業をしていた宮川泰彦さん。新型コロナウイルス
感染拡大により、都道府県を移動するのが難しくなってきたので、腰を据えて農業
をしようと思い故郷に戻ってきました。
畑を探している中で、「愛南町次世代ファーマーサポート事業」の農業研修につ
いて知りました。宮川さんは忙しい時期の収穫や植え付けの経験はありますが、剪
定や消毒など１年通して行う作業をしたことがなかったので、「学べる場があって
良かった」と話します。
宮川さんは今後について、「愛媛県でしか栽培できない品種に挑戦し、全国販
売していけるようになりたい」と意欲を見せていました。

令和4年度のJA 就農研修生を募集しています‼
▶募集期間 令和4年３月末まで ▶研修期間 令和４年４月から
詳しくは、JA えひめ南南宇和営農センター（電話：72-1160）にお問い合わせください。

広報あいなん 2022.3

p18

あいなん掲示板
役場以外の機関からのお知らせです。

相

談

催

し

多重債務でお悩みの方に

大森山桜まつり

四国財務局には、借金を抱え悩んでおられる
方々のための「相談窓口」があります。
一人で悩まず、ご相談ください。必要に応じて、
弁護士・司法書士などの法律専門家への引き継
ぎも行っています。
▶相談方法 相談料は無料です。こちらからかけ
直しますので、まずはお電話ください。
▶受付時間 月曜日～金曜日
9:00～12:00、13:00～17:00
※（祝日および12月29日～1月3日を除く）

毎年、３月下旬から４月初旬にかけて、大森山公
園にて桜まつりを開催しています。
一目３０００本の桜園を自由に散策でき、夜間
（18:30～21:30）は数百個のぼんぼりを灯し、夜
桜の景観を楽しめます。
開花状況に合わせて花見茶屋を開設し、飲食
物等の販売を予定していますので、ぜひご来場く
ださい。
▶期間 ３月26日㈯～４月７日㈭
▶場所 南レク城辺公園大森山桜園

四国財務局多重債務者相談窓口
電話：０８7－811－7801
募

南レク
ホーム
ページ

集

宇和島産業技術専門校の
訓練生を募集しています
愛媛県立宇和島産業技術専門校では、「住ま
いづくり木工科」と「アパレルビジネス科」の訓練
生を募集しています。
▶募集内容 住まいづくり木工科 14人
アパレルビジネス科 10人
▶訓練期間 10カ月
（5月11日㈬～令和５年２月28日㈫）
▶募集期間 3月14日㈪～４月15日㈮必着
※募集期間内にハローワークへ入校願書を提出
▶試験内容 筆記試験・適性検査・面接
▶費用 入校選考料・入校料・授業料は無料
※ただし、テキスト代などは自己負担あり
愛媛県立宇和島産業
技術専門校
電話：0895-22-3410
募

愛媛県
ホーム
ページ

集

「全日本中学生水の作文コンクール
愛媛大会」の作文を募集します
愛媛県では、中学生（令和4年度の新入生を
含む）を対象に「水」に関する作文を募集していま
す。優秀作品には知事賞を贈呈します。
この機会に「水」について考えてみませんか？
詳しくは県ホームページをご覧ください。
▶募集期間 ５月10日㈫まで
▶対象 県内在住の中学生
愛媛県河川課
電話：089-912-2680
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愛媛県
ホーム
ページ

南レク南宇和管理事務所
電話：0895-73-2151
募

集

各種自衛官募集
一般幹部候補生を募集します。
▶受験資格 22歳以上26歳未満（20歳以上
22歳未満の者は大卒（見込み含む）、修士課程
修了者等（見込み含む）は28歳未満）
▶第一次試験
筆記試験 ４月23日㈯
筆記式操縦適性検査 4月24日㈰（飛行要員
希望者のみ）
▶試験地 松山市青少年センター
▶受付期間 ３月１日㈫～4月14日㈭
自衛隊宇和島地域事務所
電話：0895-23-5431
募

集

2022年度国家公務員採用試験
院卒・大卒程度と高卒程度の方を対象とした国
家公務員採用試験を行います。
試験の内容や日程などについては、人事院ホー
ムページをご覧ください。
人事院四国事務局
電話：087-880-7442

人事院
ホーム
ページ

あいなん掲示板
役場以外の機関からのお知らせです。

お知らせ

令和5年10月からインボイス制度が導入されます
【事業者の皆さまへ】
消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
〇インボイス制度とは
令和５年１０月１日㈰から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保
存方式（インボイス制度）が導入されます。
インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者
が交付する適格請求書（インボイス）等の保存が仕入税額控除の要件となります。
〇インボイスとは
売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の区分記載
請求書に、登録番号、適用税率および税率ごとに区分した消費税額等の記載が追加されたものをいいます。
◆売り手である「適格請求書発行事業者」は、買い手である取引相手（課税事業者）から求められたとき
は、インボイスを交付しなければなりません。
また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
◆買い手は、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、取引相手（売り手）である適格請求
書発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
〇適格請求書発行事業者登録制度
◆適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
◆適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書登録申請書」を提出し、登録を受
ける必要があります。
なお、免税事業者が登録を受けるためには、課税事業者となる必要があります。
◆登録の申請は、現在、受け付けをしていますが、令和５年１０月１日㈰から登録を受けるためには、原則
として令和５年３月３１日㈮までに申請を行う必要があります。
詳しくは宇和島税務署までお問い合わせください。
宇和島税務署

電話：0895ｰ22ｰ4511

お知らせ

令和3年分所得税等の確定申告について
確定申告は、もうお済みですか。まだ済まされていない方は、お急ぎください。
期限を過ぎて申告や納税をされると、本税のほかに加算税や延滞税が加算される場合があるのでご注
意ください。
▶申告・納税期限 所得税および復興特別所得税 ３月15日㈫まで
贈与税
３月15日㈫まで
消費税および地方消費税
３月31日㈭まで
所得税および復興特別所得税と消費税および地方消費税は、期限内に「預貯金口座振替依頼書兼納
付書送付依頼書」を提出することにより、振替納税を利用することができます。
振替納税をご利用の方は、あらかじめ届け出た預貯金口座の残高を確認してください。
▶振替日
所得税および復興特別所得税 ４月21日㈭まで
消費税および地方消費税
宇和島税務署

電話：0895ｰ22ｰ4511

４月26日㈫まで

国税庁
ホーム
ページ
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お知らせ

お知らせ

後期高齢者窓口負担割合
コールセンターをご利用ください
後期高齢者の医療費窓口負担の見直しによ
り、10月１日㈯から新たに「２割」負担の枠が新
設されます。このことについて、国が制度改正の趣
旨などの質問を受け付けるコールセンターを開設
していますので、ご利用ください。
なお、同センターは３月末までの開設予定となっ
ています。
▶受付日時 9:00～18:00（日曜・祝日は休業）

後期高齢者窓口負担
割合コールセンター
電話:0120ｰ002ｰ719

愛媛県
後期高齢者
医療広域連合
ホームページ

４月1日㈮から、松山地方気象台の「天気に関
する問い合わせ（電話：089‐941‐0012）」の対
応時間が平日8：30～17：15に変わります。
天気予報と気象観測データは、自動音声による
気象情報（電話：089‐947‐8249）をご利用く
ださい。
詳しくは気象台ホームページをご覧ください。

松山地方気象台
電話:089ｰ941ｰ6293

令和５年歌会始について
令和５年歌会始のお題は、「友」と定められまし
た。歌に詠む場合は「友」の文字が詠み込まれて
いれば、「友人」「学友」「友好」のような熟語にし
ても構いません。
詳しくは宮内庁ホームページをご覧ください。
宮内庁
ホーム
ページ

コードは引っ張らないで
プラグを持って
アイロンや掃除機などの差し込みプラグを抜く
とき、コードを引っ張っていませんか。コードを引っ
張って抜くと、プラグのねじ締め部分やコードを傷
め、ショートの原因やプラグの故障に繋がります。
必ずプラグを持って抜きましょう。
（一般）財団法人四国電気保安協会
愛媛支部 宇和島事業所
電話: 0895ｰ27ｰ3511

お知らせ

停電情報のプッシュ型配信サービス
四国電力送配電では、停電情報のプッシュ型配信サービスを提供していま
す。お客様が配信を希望するエリアをあらかじめLINEで登録していただくこ
とにより、登録エリア内で停電が発生した場合にプッシュ通知でお知らせしま
す。
登録方法は、四国電力送配電ホームページをご覧いただくか、ネットワー
クコールセンター（電話:0120-410-503）にお問い合わせください。
※電話受付時間は、平日（８:40～17:20）、土日・祝日・年末年始（12月
29日～1月3日）は除きます。
四国電力送配電株式会社宇和島支社
電話：0120ｰ410ｰ736
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松山地方
気象台
ホーム
ページ

お知らせ

お知らせ

宮内庁式部職儀式第二係
電話：03ｰ3213ｰ1111

松山地方気象台からのお知らせ

四国電力
送配電
ホームページ

南宇和高校
総合的な探究の時間

南

特集

的
合
な
総
探
校
究の時
高
和
宇

間

【総合的な探究の時間 「地域未来探究」 とは】
地域の課題解決に向けた枠組みにとらわれない総合的な学習を行っています。生徒の興味・関心等に基づ
く自立的な探究を通じて、自ら課題を見つけ、学び、考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能
力を育てています。また、情報の集め方、調べ方、まとめ方、報告や発表の仕方などの学び方やものの考え方を
身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育成し、自己の在り方生き方について
の自覚を深めています。さらに、自ら問いを見い出し探究する力の育成と社会の変化に対応できるよう他者と
協働する資質や能力の育成を重視し、この「地域未来探究」を推進しています。

農 林 業（ チ ームアグ リ）

農林業（チームアグリ）では、「生産」「加工」「流通」の３つのグループに分かれ、町の農業について調査・
研究を行いました。「生産」では、愛媛県が生産量日本一のキウイフルーツと生産量日本一の愛南ゴールド
かわちばんかん
（河内晩柑）について、栽培方法や産地の特性について学びました。「加工」では、愛南ゴールドの新たな加工
品作りや廃棄物を有効利用するための堆肥作りについて研究を行いました。「流通」では、愛南ゴールドを年
間を通しておいしくいただく方法や、知名度向上の方策を提案しました。あらためて町の魅力を感じることがで
きました。

水 産 業（ チ ームフィッシュ）

水産業（チームフィッシュ）は、町の主幹産業である水産業の現状や課題について、各分野に分かれて研究
を行いました。水産業を取り巻く環境について着目した班では、愛媛大学の社会共創学部の教授陣監修のも
と、赤潮やマイクロプラスチックの問題について研究を行いました。その他、役場水産課の協力によりガンガゼ
ウニの学習や駆除、海洋ゴミの回収など環境保全活動も探究しました。
愛媛県立南宇和高等学校
〒798-4192 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城3269
電話番号 ： 0895-72-1241
ファクス番号 ： 0895-72-6510

南宇和高校 ⇒
ホームページ
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商工観 光
・
化
文

業（ チ ーム カル チ

ャー）

文化・商工観光業（チームカルチャー）は、町内にある観光地や特産品に着目し、SNSを使った情報発信や
ま り
観光動画制作、新しい観光地の紹介をするために、地域おこし協力隊の関根麻里さんから町外から見た町の
た く や
魅力や、観光協会の山岡拓也さんから観光業の現状について学びました。また、西海観光船や四国八十八ヶ
所第40番札所の観自在寺で現地取材を行ったり、新たな町の目玉となる特産品を制作したりして、発表をま
とめました。

防

・ま ち づくり（ チ ームレスキュ
策
対
ー）
災

け ん じ

防災対策・まちづくり（チームレスキュー）は、町における防災の課題解決に向けて、防災対策課の二場健児
ひ ろ き
し ん ぐ う けいいち
さんや森口弘喜さん、愛媛大学の新宮圭一さんに指導していただきながら、研究や実践を行いました。高校生
として地域の方々のために行動することを目的とし、避難所の運営について考えたり、高齢者向けのマニュアル
や防災啓発ポスターを作成したりしました。また、地震や豪雨の被災地の高校生とのオンラインでの交流や防
災士の資格取得なども行い、学びを深めました。

療・
地域医

教 育・福 祉（ チ ームライ
フ）

地域医療・教育・福祉（チームライフ）は、町の医療や福祉、教育の課題解決に向けて、医療従事者や教育
関係者、子育て世帯の方々へのアンケートやインタビューなどの活動に取り組みました。アンケートの集計結果
やインタビューで教えていただいたことを基に、住民への啓発活動として、ポスターやパンフレットを製作しまし
た。できるだけ多くの方々に手に取ってもらい、研究の成果が届くよう発表をまとめました。
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11月に愛南町の新たなALT（外国語指導助手）
として着任したスティーブン先生をご紹介します！

Assistant Language Teacherの略で
ALTとは？
主に小・中学校の外国語（英語）の授業
を補助する外国人の先生の事です。愛南町には、4人の
ALTが在籍しています。

ティーチャー
ランゲージ
アシスタント

glish
n
E
y
d
u
Let's st
T！
with AL

スポーツ
文化

プロフィール

スティーブン ブラッドフォード

Steven Bradford

35歳 アメリカ合衆国メリーランド州出身
趣味：写真、日本語の勉強、読書、物語を書くこと
休日の過ごし方：読書（現在は小学校中学年向けの日本語の本を
読むことができます）
担当校：内海中学校、柏小学校、家串小学校、平城小学校

日本への来日経験は？
２０１６年に１度旅行で来日しまし
た。今回が２度目です。

愛南町にどんな印象を持ち
ましたか？
静かで自然がきれいです。特に高茂
岬の素晴しさが印象に残っています。
人々もとても優しく、愛南町の全てが
大好きになりました。

愛南町の子どもたちと触
れ合ってみて感じたことは？
とにかく優しいです。自分が日本語
の単語が出てこないとき、一緒に考え
てくれたり、待ってくれたりします。
にぎやかで楽しい小学生たちに英語を
教えることができて、とてもうれしい
です。

日本語はどうやって勉強し
ましたか？

ワシントンDC日米協会が運営する
日本語学校で週に１回の授業を２年間
受けました。アプリやユーチューブな
どでも勉強しました。

英語が苦手な子どもたち
とどう向き合っていますか？

英語のかるたやアニメなどを用いて、
子どもたちが少しでも楽しいと思える
ように取り組んでいます。例えば、ア
メリカのアニメを見せて現地の人たち
がよく使う表現の仕方を教えています。
また、つまずいている子どもたちに
はゆっくり話したり、日本語を使った
りして教えることを心掛けています。

今後どういう授業をして
いきたいですか？

時には子どもたちが難しいと感じる
問題もあると思います。でも、一人一
人と向き合って苦手なところを教えた
り、実物を用いてできるだけ分かりや
すく伝わりやすいように工夫をしたり
しています。
どんな難しい課題にも子どもたちが
自らチャレンジし、楽しんで学べるよ
うな授業をしていきたいと思います。
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文化

スポーツ
【愛南町文化協会の加盟団体などの活動を紹介します】

B&G 愛南キッズダンス

え

み

こ

講師 ： 善家 栄美子
毎週木曜日
18:00 ～ 19:00
▶教室場所 御荘 B&G 海洋センター
▶問い合わせ先 御荘 B&G 海洋センター
( 電話：72 ｰ 1117)
▶教室日時

あやか

柿本 彩圭
▲左から

清水さん、西川さん、柿本さん

氏名

あおい

清水 葵生

愛媛CATV
動画

めいな

西川 芽那

初心者でも歓迎です。見学にお越しください。

B&G愛南キッズダンスの皆さんです。平成22年4月から活動を開始し、現在
は小学校3年の3人が夏祭りや町の文化祭、げんき市などでダンスを発表して
います。
J-POPやK-POP、ジャズなど多様な曲に合わせてさまざまなジャンルのダン
スを取り入れて練習を行っています。また、子どもたちから人気のあるアニメの
主題歌やリボンなどの手具を使用することで、楽しく意欲的にダンスに取り組め
るよう工夫しています。
練習は、会員の笑顔と楽しそうな笑い声があふれる中、けがを防ぐための入 ▲先生からのアドバイスを受け、スキ
ルアップを目指します
念なストレッチを行い、各パートごとに振り付けを確認し全体を通します。
会員同士とても仲が良く、誰もが「3人そろって踊ることが楽しい」と笑顔で
話し、一緒に活動してくれる新しい会員を待ち望んでいます。

文化団体・スポーツ団体の皆さん！
「広報あいなん」で自分たちの活動を紹介しませんか？

広報あいなん「文化団体活動紹介」・「あいなんスポーツ天国」のコーナーでは町内で活動
する文化団体（町文化団体に加盟している団体に限る）やスポーツチームを紹介しています。
・・・ダンスや楽器演奏を一緒に楽しむ仲間を集めたい方
・・・書道や生花、絵画など作り上げた作品をもっとみんなに見てもらいたい方
・・・大会で優勝した事を知ってもらいたい方
・・・一緒に楽しく汗を流すメンバーを増やしたい方

など

取材にご協力いただける団体はぜひ、ご連絡ください。

総務課 電話：72-1211

1. 取材日の調整を行います（基本的には各団体の都合に合わせます）。
2. 普段どおりに練習しているところへ広報担当者が出向いて取材を行います
（所要時間は1時間程度）。
取材内容は、チーム代表者（主将、監督など）へのインタビューや集合写真
の撮影などを行います。

取材の進め方

3. 記事が出来上がり次第、チーム代表者に内容の確認を行っていただきます。
※ケーブルテレビ（愛媛CATV）の取材も同時に行い、「びやびや愛南タイム」の
中で放送します。
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食 育 通 信

Minamiuwa 青春！食育！high school

食育の取り組みを紹介します。

〜南宇和高校農業科活動日記〜

愛南ゴ ールド・甘夏の収穫ス タート
農業科の生徒が平山農場で栽培している、愛南ゴールドと甘夏の収穫がスタートしました。
一つ一つ丁寧に、全員で協力しながら作業しています。少ない人数ですが、食品安全・労働安全
などＧＡＰの指針にあった手順で進め、全国の方々へ愛南の山の宝を届けたいと思います。

食

育 アカデミー

【愛南町食育協働部会産業部会より】

か ん き つ

五感を使った柑 橘の学習会を開催しています
農業支援センターでは、食育の一環として
かんきつ
毎年２月上旬に保育所や幼稚園で柑橘の学習会
を開催しています。（令和３年度は新型コロナ
ウイルス感染防止のため中止）町内や県内で生
産されている約20種類の柑橘について、五感を
めいっぱい使って体験します。香りを楽しむも
のや甘さ・酸っぱさを感じるもの、自分の顔よ
り大きなものなど、普段食べている柑橘につい
て楽しく勉強します。

野菜苗を配布し、
野菜栽培を通じて食への関心を高めています
毎年、保育所や幼稚園、小学校や中学校
（特別支援学級）に春と秋の２回にわたって
野菜苗の配布を行っています。春には夏野菜
を、秋には冬野菜を子どもたち自らの手で栽
培から収穫まで体験します。
また、害虫被害や栽培過程での苦労を楽し
みながら学ぶことで、虫食いがあっても大事
に育てた野菜をなるべく残さずに食べよう、
といった食品ロス削減の意識を高めることが
できる側面も持っています。

広報あいなん 2022.3
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子どもたちの笑顔と
子育てサポートをご紹介します。

３月の子育てサポートご案内

子どもたちの笑顔と子育てサポートをご紹介します。

はまゆう乳幼児保育所 地域子育て支援センター

「どんぐりの会」では
●サークル活動

月曜日
火・木曜日
●園庭・保育室開放
水・金曜日
●育児
（電話）
相談
月〜金曜日

12：00〜17：00
8：00〜13：00
8：00〜17：00
8：00〜17：00

15日㈫・17日㈭『思い出制作』※要予約
問い合わせ

はまゆう乳幼児保育所内 電話：72-4328
御荘子育て支援センター

では
「こあら」

●サークル活動

月・水・金曜日

8：30〜13：30

●

はまゆう乳幼児保育所 すみれ組
１年でみんな大きくなりました !!

●

はまゆう乳幼児保育所

●園庭等開放

火・木曜日

8：30〜13：30

●育児
（電話）
相談

月〜金曜日

8：30〜17：15

４日㈮・14日㈪・16日㈬・18日㈮・23日㈬・
25日㈮は夢創造館で行います。
11日㈮の育児講座は「お別れ会」を行います。
令和３年度の締めくくりのイベントを行いま
す。
※育児講座の参加は先着15組までとさせてい
ただきます。
問い合わせ

御荘保育所内 電話：72-0598
では
「こぶたの広場」
●育児相談・つどいと交流・各種ワークショップ

月〜金曜日

10：00〜16：00

１日㈫『ベビーマッサージ交流』
17日㈭『おはなし会 』
22日㈫『たんぽぽ交流』
※全て要予約
問い合わせ

こぶたのお家 城辺甲2652番地 電話：73-7321
※
「こぶた通信」に記載
御荘文化センター

では
「あいなん子育て応援グループ」
●子育て
（電話）
相談

電話：73-1111

10日㈭13：00～15：00
その他の曜日は電話でお問い合わせくだ
さい。
問い合わせ

生涯学習課内 電話：73-1112
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れんげ組

はたらく車の歌がきこえてくると、
思わず踊りはじめる子どもたちです。
今回は予定を変更してはまゆう乳幼児保育所を紹介します。
次回(４月号)は一本松保育所を紹介しますので、楽しみに
お待ちください‼

子育てサポートをご利用の方へご案内
緊急事態宣言・まん延防止地域・特別指定地域
からお越しの方の来所は『2週間の健康観察期間』を空けて
からにしていただきますようお願い致します。

３月

暮らしカレンダー
各種健(検)診／当直医

日 曜 受付時間
1

火

2

水

3

木

4

金

5

土

6

日

7

月

8

火

9

水

12:50-

健(検)診内容・場所
【5歳児健診(H28.11.1~H29.1.31)】
城辺保健福祉センター

10 木
11 金
12 土
13 日
14 月
15 火
16 水
17 木
18 金
19 土
20 日
21 月
22 火

内科・救急
当直医

内科)南宇和病院
救急)南宇和病院

3 月の救急担当当直医

日時 ( 日・祝日 ) 県立南宇和病院
診療時間 8:30 〜翌 8:30
県立南宇和病院
電話：72-1231

３月の出張年金相談 ( 予約制・無料 )

日時 18 日㈮ 10:00 〜 15:30
場所 城辺商工会館 2 階
予約の際は基礎年金番号が必要。
お越しの際は年金証書や年金手帳を
内科)南宇和病院
持参。
救急)南宇和病院
内科)粉川ファミリークリニック 宇和島年金事務所
電話：0895-22-5440
救急)南宇和病院
( 予約受け付け 平日 8:30 〜 17:15)
３月の消費生活相談 ( 予約不要・無料 )

25 金

28 月

6日㈰・20日㈰・27日㈰
県立南宇和病院
13日㈰
岡沢クリニック
21日(月・祝) 粉川ファミリークリニック
診療時間 9:00 〜 16:00
診療科目 内科系の救急患者
県立南宇和病院
電話：72-1231
岡沢クリニック
電話：70-1511
粉川ファミリークリニック
電話：72-2111

行政相談委員による行政全般の相談。
日時 9 日㈬ 13:00 〜 15:00
場所 [ 内海地域 ] DE・あ・い・21
[ 御荘地域 ] 御荘文化センター
内科)岡沢クリニック
[ 城辺地域 ] 城の辺学習館
救急)南宇和病院
[ 一本松地域 ] 役場一本松支所
[ 西海地域 ] 西海町民会館
総務課 電話：72-1211

24 木

27 日

日時

３月の行政なんでも相談 ( 予約不要・無料 )

23 水

26 土

3 月の一般内科当直医

内科)南宇和病院
救急)南宇和病院

29 火

消費生活相談員による相談。
日時 ３日㈭・10 日㈭・17 日㈭
24 日㈭・31 日㈭
9:00 ～ 16:00
場所 役場本庁 2 階
消費生活相談窓口 ( 商工観光課内 )
電話：72-1405

３月の無料法律相談 ( 予約制・無料 )

30 水
31 木

【特定健診・各種がん検診等A】…特定健診・肺・大腸・前立腺・肝炎検査(胃がん検査あり)
【特定健診・各種がん検診等B】…特定健診・肺・大腸・前立腺・肝炎検査(胃がん検査なし)

弁護士または司法書士による相談。
日時 15 日㈫ 14:00 ～ 16:00
場所 御荘老人福祉センター
保健福祉課
電話：72-1212
( 予約受け付け 平日 8:30 ～ 17:15)
３月の犬・猫の引き取り

３月の病態栄養相談 ( 予約制・無料 )

栄養士による食事や栄養に関する相談。
日時 9 日㈬ 13:30 〜 16:00
場所 城辺保健福祉センター
城辺保健福祉センター 電話：73-7400
３月の発達支援相談会 ( 予約制・無料 )

子育てに工夫が必要または発達に不安のあ
るお子さんの相談。
日時 16 日㈬ 10:00 ～ 16:00
場所 城辺保健福祉センター
城辺保健福祉センター 電話：73-7400

３月のこころの健康相談 ( 予約制・無料 )

認知症やうつ病、精神障がいなどが疑われる方や
その家族、支援者を対象に精神科医による面接相談
日を設けています。
日時 14 日㈪・28 日㈪ 13:00 ～ 17:00
場所 城辺保健福祉センター
地域包括支援センター 電話：72-7325

飼えなくなった犬・猫や、野良犬・
猫の引き取りは指定日に行います。
日時 ２日㈬・16 日㈬・30 日㈬
8:30 ～ 9:30
場所 役場本庁または各支所
持参物 印鑑
飼い犬・猫の場合は、２週間前ま
でに連絡が必要です。また、愛媛県
収入証紙も必要です。
野良猫の引き取りには一定の要件
があり、引き取りができない場合が
あります。
環境衛生課 電話：72-7316
広報あいなん 2022.3
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暮らしカレンダー

３月
日 曜
1

火

3

木

2
4
5
6
7
8
9

水
金

行事予定／各種相談／犬・猫の引き取り
相談

犬・猫
引き取り

令和4年第１回愛南町議会定例会初日

●

議会定例会は3月８日㈫に開会予定です。

消費生活

夜間緊急通報不通のお知らせ

土
日
月
火
水

10 木
11 金

▶工事日時 3月11日㈮ 0：00 ～ 3：00（3時間のうち3分程度）
電話交換機のメンテナンス工事に伴い緊急通報（119番）・消防署一般加入電
話が一時的に利用できません。
利用できない時間は3分程度になりますので、緊急通報時に不通の場合は、し
ばらくの間かけ続けるか、少し時間を置いてからおかけ直しください。
大変ご迷惑をお掛けしますがご理解とご協力をお願いします。

行政
病態栄養
消費生活

12 土
13 日
14 月
15 火
16 水
17 木

18 金

19 土

問 ：消防本部 電話：72ｰ0119
育児
こころ
法律
育児
発達支援
消費生活

マイナンバーカードの日曜日「臨時窓口」の中止について
●

3月27日㈰開催予定のマイナンバーカードの日曜日「臨時窓口」について、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止します。

年金

問 ：町民課 電話：72‐7300

20 日
21 月

防災行政無線で放送された内容・行事予定（イベントカレンダー）は町ホーム
ページに掲載しています。随時更新していますのでご利用ください。

22 火

23 水
24 木
25 金

消費生活
←防 災行政
無線放送
文はこち
ら

26 土
27 日
28 月

29 火
30 水
31 木

こころ
●

消費生活

行事予定→
について
はこちら

公民館や観光施設など、町関係の開閉状況につ
いても最新の情報を取りまとめて掲載しています
のでご確認ください。

町内施設→
開閉状況
はこちら

３月納税等のお知らせ
後期高齢者
医療保険料

9期分/9期

保育所保育料

当月分

下水道使用料

前月使用分

国民健康保険税

10期分/10期

介護保険料

10期分/10期

町税（保険料を含む）を滞納すると本来納めるべき額のほかに延滞
金がかかります。
❶町税等、保育所保育料、住宅使用料、住宅共益費、駐車場使用料
は毎月、当月分が月末に振替となります。
❷下水道使用料は毎月、前月使用分が月末に振替となります。
❸上水道使用料の振替日は毎月21日、再振替日は翌月10日です。
※それぞれ上記の該当日が休日の場合は、その翌日が振替日となり
ます。
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３月の育児相談 ( 予約不要・無料 )

保健師・栄養士による乳幼児の育児に関する相談。
日時 14日㈪ 10:00〜11:30
16日㈬
9:30〜11:00
場所

[14日みなみっ子] 御荘夢創造館
[16日すくすく相談] 城辺保健福祉センター
お越しの際は母子健康手帳をご持参ください。
城辺保健福祉センター 電話：73-7400

あいなん音故地新
本日！海日和!!

アコースティックバンド「テノヒラ」のボーカル 愛南町出身の kiku さんがつづるふるさとエッセイ

学校という小さな社会 -前編出会いと別れが交差する季節がまたやってきた。特に子どもたちは学校が変わったり、クラ
スが変わったり、先生が変わったり。新しい環境にワクワクしとる子もおれば、不安を抱いとる
子もおるやろう。コロナで小中学生の不登校も増えとるようで、学校で経験すべきことを経験
できんまま大人になってしまうことを、余計なお世話と分かりながらも心配してしまう。なぜな
ら、学校は"小さい社会"やから。
伝説のロックバンド・THE BLUE HEARTSの甲本ヒロトはこう言うとる。
「(学校の中で)
友達なんていなくて当たり前。クラスメイトなんて友達じゃない。たまたま同じ年に生まれた近
所の子が同じ部屋に集められただけ」続けて、偶然電車に乗って、はい、みんな仲良くね、と言
われてるのと同じ、だと。そして、最後に「ただ、友達じゃないけど、け
んかせず自分が降りる駅まで平和に乗ってられなきゃダメでしょう？
学校はその訓練をするところ。友達でもない仲良しでもない好きでも
ない子たちとけんかしないで平穏に暮らす練習をするのが学校だ」
と。。。(次号につづく)
（テノヒラkiku）

本日! 海日和!!

vol.136

「サンゴの天敵は…」

３月５日は語呂合わせでサンゴの日だ。特別な
行事は行われないが、サンゴを売りにしている愛
南町にとっては、記念すべき日かもしれない。
サンゴの天敵としてオニヒトデが知られている。
ご存知の方も多いだろう。横島でオニヒトデの駆
除をしているとき、仲間の一人が呼びに来た。と
言っても水中なので手招きで付いて来いと言う。
後を追って、指さす方を見ると、先日駆除したオニ
ヒトデに何かが覆いかぶさっている。
何だろうとよく見ると、ホラガイの仲間であるボ
ウシュウボラだ。酢酸を打たれて溶けかかってい
るオニヒトデを一心不乱に食べている。ホラガイと
よく似ているので、同じ貝として流通していること
も多い。

【オニヒトデを食べるボウシュウボラ】

オニヒトデは海のギャングなどと呼ばれること
もあるが、彼らも生きるためにサンゴを食べてい
る。ボウシュウボラも生きるためにオニヒトデを食
べる。本当のギャングは、海の環境を省みない人
間かもしれない。
（撮影地：横島）

ともてる

愛南サンゴを守る会 西尾知照
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か

ふ

城辺川柳会
ゆめ

ゆめ

き

こう

や

かな

じゅう ね ん あ ゆ

ゆめ

わたし ゆ め

ゆめ こ

な

ゆめ

城辺俳句会 加納 幸子さん（御荘平城）

さ ち こ

「季語の力を借りて生活を詠む」俳句を学んでみたいと思った
きっかけは、大和田先生の教えでした。城辺俳句会に参加させてい
ただき毎月五句の投句と月一度の句会、今はコロナ下で中止となっ
ていますが、月一度の吟行とその後の食事会を楽しんでおりました。
句会では、それぞれが五句投句し読み手に委
ね、読み手は選句した感想を述べ合います。自分
と同意見や違った解釈があり、新鮮で奥深くそれ
らがまた魅力でもあります。
難しいですが、風や花や生活に思いを寄せて、
今、俳句に携わる日々をありがたく思っています。

弥生
城辺俳句会
お

「夢」

な らく

山田 静恵

は つ ごおり ふ

初 氷 踏 めば奈 落 へ落 ちそ うな
なか

玉子

ゆめ

藤森

ふ

おど

舞 扇 持 って踊 るよ夢 の中

われ

かゆ

す いせ ん か

ま い おうぎ も

仙波登志子

あお

す いせ ん か

都

あ お うつく

うみ

にぎわ

矢鋪

なな くさ

おき

み

ふゆそう び さん だ い

えき

木戸冨士子

どん こう と

鈍行止まる駅の賑い水仙花

夢 消 えた荒 野 に芽 吹 く小 さな夢

稲 田 つる み

ゆめ

橋本

ボランティア十 年 歩 んで夢 つなぎ

百代

ろう じ ょ

お

ち

大浜 紀子

おみくじに夢は叶うと書いてある

橋本

か ん すばる

ぶ

冬薔薇三代つづく吾も寡婦

宮田志賀子

老女だけど私夢みる夢子さん

とま

め

七 草 の青 美 しくお粥 吹 く

節子

ぼ きょう

百代

沖を見て海の青さや水仙花
山本

あん のん

せ

か

安穏な母郷に泊り寒昴
さ いせん ゆ め

佐賀

暁

ごと

沖

本多

さ

い

い

お賽 銭 夢 を背 負 って投 げられる

け

とも

律子

幸子

そな

じん せ い か ぞく

飯田

一会

加納

ふゆ

ゆめ

本多

冬りんご供えて今朝のひとり言
ほ け ん け いや く

夢 の人 生 家 族 と共 に生 きて行 く

じ

び

幸子

そ

ひ

井手

ふ ゆ ざくら や

みち ゆず

おも

冬桜八十路の保険契約す

ゆめ

ゆめおお

孫達の夢多かれと思う日々

まごたち

治子

ねこ

こう しん

たく

田村

す いせ ん か へい

きょ う

ぞう に

水仙花塀にいつもの猫がゐて
だ

かん

大 和 田 いそ 子

後 進 に夢 を託 して道 譲 る

た

ばし

いり

吉田 丸美

こう えん

こ
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愛南町
ホーム
ページ

死亡後の手続きについては
町ホームページをご覧ください。

公園の炊き出し今日は雑煮なり
ひ

▶俳人をご紹介します

※右記 月受け付け分（敬称略）情報は、広報紙掲載に対して、ご家族等に同意を頂いております。
１

ま きょう

ご冥福をお祈りします。

ご

地区名

満年齢
亡くなった方
地区名

子の名

保護者

護摩経の火 の粉 た走る寒の入

はじめまして。赤ちゃん。

その⑳

何かに情熱を注いでいる方を紹介します

私と陸上競技

愛媛CATV
動画

たつや

井村 竜也さん (柏小６年)

３年生以上の児童と共
◀に放課後練習に励む
第 回愛媛県小学校陸上
◀ 運 動 記 録 会 で の 様 子（ 左 ）
34

“日々の努力を信じ、諦めずに走り切る”
11月15日㈪に行われた「第34回愛媛県小学校陸上
運動記録会」男子60メートルで1位に輝いた井村竜也さん。小学4年生から愛南町スポーツ少年団陸上競技
に所属し、土日の練習に加え平日の放課後も自宅周辺を走るなど自主練習を続けています。
練習中は無心でゴールを目指して走り、「どれだけ記録が伸びているか聞く時が楽しい」と話す井村さん。
長期休業中も学校のグラウンドを借りて練習を行うなど、日々努力を重ねています。
1位を目指して挑んだ記録会では、練習の成果を発揮し、周りを気にせず走り切った事で7.98秒を記録し
ました。「がんばって練習した成果が出てとてもうれしかった」と喜びを見せる井村さんは、「中学校では陸上だ
けでなく、いろいろなスポーツにチャレンジして運動を続けていきたい」と今後の目標を話しました。
たつや

編集後記
昨年の５月ごろから始まった南宇
和高校の総合的な探究の時間に携
わってきました。取材の仕方を教え
たり、町の観光に関する質問を受け
たりと、緊張して汗をかきながら、
指導をしていたことを思い出しま
す。
今回の各班ごとの発表を聞いて、
内容がよくできていて驚きました。
私ももっと勉強して、学生たちに
負けないように頑張っていきます。
Y.O

「1月往ぬる、2月逃げる、3月去る」
という言葉遊びがあります。
楽しい時間はあっという間に過ぎ
て い く も の で、 僧 都 小 学 校 の 閉 校
も間近に迫ってきました。児童たち
は一日一日を大事に、友達や他校児
童とたくさんの思い出を作っていま
す。緑小学校の児童と競い合い、共
に励まし合った時間は、きっと一生
の宝物として心の中に残ったのでは
ないでしょうか。
M.O

愛南町の世帯数と人口
令和４年２月１日現在

世帯数 10,083 世帯 （−６世帯）

口 20,021 人 （− 31 人）

人
男

女

9,493 人 （− 17 人）
10,528 人 （− 14 人）

愛南町の高齢化率

45.4％

※（ ）内は前月比

●10年前 同月の人口 24,854人
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