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癒しの里　四国の道を歩こう「トレッキング・ザ・空海あいなん」
「夏井いつき句会ライブ」の参加者を募集します

　　3年ぶりに開催される　「トレッキング・ザ・空海あいなん」の参加者を募集します。
　　国の史跡に指定された観自在寺道（松尾峠）や柏坂を、歩いてみませんか？

問 ：内海公民館　電話：85ｰ1021

　　テレビでおなじみの夏井いつき先生の句会ライブです。　
画像を見て投句を行います。楽しいトークに参加してみませんか？
トレッキングに参加しなくても、句会ライブのみの参加も可能です。

癒しの里　四国の道を歩こう　　

　▶松尾越えコース　　　　　　　11㎞　　　　
　▶宿毛・愛南の道コース　　22㎞　　　　　　
　【受け付け】　7:30～　
　　　　　　　　　　　 御荘文化センター
　　▶▶一本松里の道コース　　　11.5㎞一本松里の道コース　　　11.5㎞
　【受け付け】　12:00～　【受け付け】　12:00～
　　　　　　　　　　　　一本松山村開発センター　　　　　　　　　　　　一本松山村開発センター

　　▶▶柏坂へんろ道コース　　　13㎞柏坂へんろ道コース　　　13㎞
　【受け付け】　7:30～　【受け付け】　7:30～
　　　　　　　　　　　 DE・あ・い・21　　　　　　　　　　　 DE・あ・い・21

　　　　　　　　　　　　　　夏井いつき句会ライブ

▶句会ライブ　
　　【会場】御荘文化センター
　　【受け付け】　14:00～
　　【開会】　15:00～　　

【事前申し込み受付期間】
１０月１日㈯～１１月２１日㈪　
【申し込み・問い合わせ】
　内海公民館　

※参加料は無料

12月10日㈯

12月11日㈰12月11日㈰

12月11日㈰

※参加料は500円（高校生以下無料）

　　「トレッキング・ザ・空海あいなん」・「夏井いつき句会ライブ」ともに
事前申し込みが必要です。
　　右記申し込みフォームに必要事項を記入してお申し込みいただくほか、
内海公民館でもお申し込みいただけます。

募 集
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➌愛南町国民健康保険運営協議会の
委員を募集します

　　町では、愛南町国民健康保険運営協議会の委
員を公募します。申し込み方法など、詳しくは町民
課までお問い合わせください。

▶職務の内容
国民健康保険特別会計全般等、その運営状況
について協議を行う。
▶報酬の条件

日額７，０００円（交通費支給有り）
▶公募人数

１人（委員定数９人）
▶任期

委嘱の日から令和６年３月31日まで
▶応募資格

町内在住の国民健康保険被保険者で、年齢が
20歳以上73歳未満の方
▶募集期間

10月３日㈪～20日㈭
▶注意事項

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。

問 ：町民課　電話：72ｰ7300

募 集

愛南町
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納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

　　国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除さ
れ、税額が軽減されます。控除の対象は、令和４年１月から12月までに納められた保険料の全額です。過
去の年度分や追納された保険料も含まれます。
　　また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶者やお子さんなど）の国民年金保険料を支払ってい
る場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
　　なお、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
定申告を行うときに、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、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には、11月上旬に日本年
金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られる予定ですので、申告書の提出の際
には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。
　　また、10月１日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方には、翌年の
２月上旬に送られる予定です。税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のと
きにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないよう、きちんと納めましょう。

問 ：宇和島年金事務所　電話：0895ｰ22ｰ5440　 町民課　電話：72ｰ7300

愛南町議会主催
議会報告会の開催について

　　愛南町議会では、町民の皆さまに議会活動を報
告し、議会への関心を高めてもらうことを目的に議
会報告会を開催します。なお、今回は法政大学土山
希

き み え

美枝教授をお迎えして、町民と議員で議会を語
るミニフォーラムを行います。お誘い合わせのうえお
越しください。

問 ：議会事務局　電話：72ｰ7320

※ 事前の予約は必要ありません。定員に達した場合
は、別室にてモニター視聴できます。
 新型コロナウイルス感染拡大等の状況により、延期
または中止となる場合があります。ご了承ください。

募 集

◀法政大学　土山�希美枝　教授

愛南町
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▶開催日　　10月6日㈭
▶時間　　18:30～
▶会場　　御荘文化センター2階　　大研修室
▶定員　　50人程度
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問 ：愛南町選挙管理委員会　電話：72ｰ1211

期日前投票について

不在者投票について

　 当日の選挙権がある方のうち仕事や旅行などで愛南町以外の市区町村に滞在している方は、愛南町選挙管理
委員会へ投票用紙等を請求の上、告示日の翌日から投票日の前日までの間、滞在地の選挙管理委員会で不在者
投票をすることができます。郵送にかかる日数を考慮し、お早めに投票用紙等の請求を行ってください。

　 投票日当日、仕事やレジャーなどでお出掛けの予定があり投票できない方が、投票日より前に投票することがで
きる制度です。告示日以降にご自宅に届く入場券を持参して投票することができます。
※新型コロナウイルス感染症への感染が懸念されるため投票日当日の混雑を避け、期日前投票を行うことも期日
前投票をすることができる事由（６号：天災または悪天候により、投票所に到達することが困難）に該当します。

郵便等による不在者投票について

　　身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方、または介護保険法上の『要介護５』の認定を受けている
方は、郵便等による自宅等での投票ができます。

投票日当日の投票終了時刻について

　　投票日当日は、投票終了時刻を繰り上げしている投票所がありますので、町ホームページや告示日以降にご
自宅に届く入場券で確認してください。

★有権者の方へ
　１．投票所入口の消毒液で手指の消毒をお願いします。

　２．投票所内でのマスク着用にご協力をお願いします。

　３．他の有権者の方と一定の距離（１メートル程度）を保ってください。

　４．発熱等体調が気になる方は、受け付けの係員にお申し出ください。

　５．持参した筆記具を使用できます。※黒鉛筆、シャープペンシルを推奨

　　（注意）投票用紙の素材は樹脂のため乾きにくく、水性ペン、筆ペン等では、

　　文字がにじみ、投票用紙が汚れたり、接着したりするおそれがあります。

　６．帰宅後の手洗い、うがいをお願いします。

※新型コロナウイルス感染症により外出自粛要請等を受
けた方で一定の要件を満たす場合は、療養先の宿泊・自
宅等から郵便等で投票ができます。
　　詳しくは町ホームページに掲載予定ですのでご確認く
ださい。

障害名等 障害の程度等

両下肢等の障害の程度 1級もしくは2級

内臓機能の障害の程度 1級もしくは3級

免疫、肝臓の障害の程度 1級から3級

戦傷病者手帳をお持ちで両下肢
もしくは体幹の障害の程度　　

特別項症から第２項症

内臓機能の障害の程度 特別項症から第3項症

介護保険法上の要介護者 要介護5

　　投票のできる場所と期間は、今後掲載予定の町ホームページや告示日以降に
ご自宅に届く入場券をご確認ください。

　　希望される方は事前にご家族の方が身体障害者手
帳等を持参して、証明書の交付手続きをしてください。

　　7月に開催された愛媛県選挙管理委員会において、11月30日任期満了の

愛媛県知事選挙は、　11月3日㈭告示、20日㈰を投票日　と決定されました。

11月20日㈰は愛媛県知事選挙の投票日です

問 ：保健福祉課　電話：72ｰ1212
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生活に便利なあいなんバスをご利用ください

　　町では、町内8路線であいなんバスを運行しています。買い物や通院、通学など、日常生活の移動手段に
あいなんバスをご利用ください。
▶運行路線（8路線）

▶乗車方法　　あいなんバスは、停留所以外でもバスの乗り降りができるフリー乗降制で運行しています。
ただし、民間バス事業者が運行している競合区間内および運行上安全が確保できない場所では乗降で
きない場合があります。
路線図や時刻表などは町ホームページに掲載しています。詳しくは総務課にお問い合わせください。

問 ：総務課　電話：72ｰ1211

路線名 運行日 運賃

①敦盛・大僧都線 毎日

一人１回100円
（片道１回乗車）

※利用者と共に乗車する
６歳以下の児童（小学校
就学前の方に限る）の運
賃は無料

②増田・広見・上大道線 月・水・金曜日

③小山・正木・中川・満倉線 火・木・土曜日

④武者泊・城辺線 毎日

⑤本網代・柏線 毎日

⑥中浦・城辺線 毎日

⑦久良・城辺線 毎日

⑧外泊・城辺線 毎日

愛南町
ホーム
ページ

ペアレントメンターCafeの参加者を募集中

　ペアレント・メンターとお子さんやご家族のことについてお話ししませんか。

問 ：保健福祉課　電話：72ｰ1212

ペアレント・メンターとは、
「親による親のための相談者」のことで、発達障がいの診断を受けたばかりの子を持つ親やさまざまな
子育ての疑問を持つ親の悩みを聞き、情報提供を行う親のことです。

　　子育ての悩みに寄り添い、保護者目線で発達障がいの支援や地域の資源に関する情報を提供します。
どなたでも参加できますので、お気軽に下記申込先へお申し込みください。
▶日時　　10月22日㈯
▶会場　　御荘夢創造館
▶対象者

発達障がい（疑いを含む）のある子どもの親
▶内容　　グループ相談会
▶定員　　10人
▶申し込み方法

氏名・メールアドレス・電話番号・お子さんの性別、年齢・家族構成・困りごとや知りたいことを記入し、
ファクスかメールにてお申し込みください。

▶申し込み締め切り　　10月15日㈯

【申込先】　　ペアレント・メンターえひめ
　ファクス：089-965-2593
　メール：ehimementa@gmail.com

相 談
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虫歯0本のお子さんを表彰

　　町では、５歳児健診で、虫歯が０本だったお子さ
んを表彰しています。６月に実施した５歳児健診で
次の方が表彰されました。これからもしっかり歯磨き
をして、きれいな歯を守りましょう。

天白　颯
は や と

斗くん
足立　波

な み

くん
津々木　李

り お ん

穏くん
本田　千

ち か こ

珂子ちゃん
大野　真

ま な

奈ちゃん
田中　惟

ゆ い

愛ちゃん
片平　皐

こ う じ ろ う

二朗くん
山西　爽

そ う た

太くん
垣本　和

の ど か

花ちゃん
菅原　凛

り ん

ちゃん
和田　凰

おうり

ちゃん
猪野　陽

は る と

豊くん
吉田　匠

た く み

海くん

問 ：保健福祉課　電話：72ｰ1212

柏
御荘平城
御荘菊川
城辺甲
蓮乗寺
蓮乗寺
緑甲
広見
中川
福浦
福浦
福浦
船越

「甲種防火管理新規講習」と「甲種防火管理【再】講習」を実施
　　受講希望者は、所定の申し込み用紙に必要事項を記入して愛南町消防本部へ申し込み、受講票の交
付を受けてください。※各講習共に受講定員30人になり次第受け付けを終了します。

【甲種防火管理新規講習】
▶日時　　11月17日㈭・18日㈮　　10:00～16:00
▶受付時間　　9:30～9:55
▶場所　　愛南町消防本部２階大会議室
▶申込期間　　10月３日㈪～14日㈮
▶受講料　　受講料は無料です。ただし、受講の際「防火管理講習テキスト」を使用するため、テキスト代金

3,800円が必要です。

【甲種防火管理再講習】
▶日時　　11月25日㈮　　13:30～16:00
▶受付時間　　13:00～13:25
▶場所　　愛南町消防本部２階大会議室
▶申込期間　　10月３日㈪～14日㈮
▶受講料　　受講料は無料ですが、テキスト代金1,400円が必要です。

テキストは当日会場での販売となりますので、お釣りの要らないようご持参ください。なお、領収証が必
要な方は、受け付けの際に申し出てください。
　　講習の全課程を修了した方に、修了証を交付します。詳しくは、愛南町ホームページをご覧ください。

問 ：消防本部庶務課　電話：72-0112

「令和４年度愛南町人権・同和教育指
導者養成講座」を開催します

　　この講座は、町職員・教職員を対象にしています
が、一般の方も参加できますので、関心のある方は
ぜひお越しください。事前申し込みは不要です。

▶時間　　19:00～20:30
▶場所　　御荘文化センター　２階大研修室
▶その他　　演題、講師など、詳しくは町ホームペー
ジをご覧ください。

問 ：人権啓発室　電話：72ｰ1530

開催日 テーマ

10月31日㈪ 同和問題

11月30日㈬ 女性の人権

12月21日㈬ 性的マイノリティ

愛南町
ホーム
ページ

愛南町
ホーム
ページ

愛南町
ホーム
ページ
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令和４年度「野良猫（地域猫）対策支援事業」のお知らせ

　　愛媛県獣医師会では猫を管理、共生することを目的として、飼い主のいない猫（地域猫）の避妊手術を
無料で行っています。
　今年度も次のとおり実施しますので、希望される方は環境衛生課または各支所へお申し込みください。

▶申込受付期間　　10月３日㈪～31日㈪
▶避妊手術経費　　無料
▶対象となる猫 　生後６カ月以上の雌の野良猫（地域猫）

・ 申し込みに対して、すべての方が支援を受けられるわけではありません。
・ 支援対象となった方には11月中旬に愛媛県獣医師会から直接通知があります。
・ 避妊手術以外の経費が必要となった場合（ノミ駆除・術前検査など）は別途自己負担となります。

※この支援事業は、町が行う避妊去勢手術への助成支援とは別の事業になります。

問 ：環境衛生課　電話：72ｰ7316

愛南ゴールドのご当地チューハイが誕生！

　　町内産河
か わ ち

内晩
ばん

柑
かん

「愛南ゴールド」のストレート混濁果汁のみを贅沢に

使用した「愛南ゴールドのチューハイ」が、広島県福山市のアシード株

式会社から発売されました。

　　同社が手がけるご当地チューハイ「A
ア ス タ ー

STERシリーズ」は果実の産地

が一目で分かるかわいらしいパッケージが特徴。「愛南ゴールド」の名

前にちなんで金色に輝くデザインです。果実のおいしさを生かすために

試作・試飲を繰り返して味を作り、ジューシーな甘さとさわやかな酸味を

しっかりと感じる贅沢な味わいに仕上がりました。

問 ：農業支援センター　電話：72ｰ7311

　道の駅みしょうMICや
　フレッシュ一本松、
　ゆらり内海のほか、
　ECサイトでも販売中。

▲愛南ゴールドのチューハイ
内容量：350ミリリットル

　　『生産量日本一の河内晩柑を初夏の風物詩にしたい』元地域おこし協
力隊の中本さんが発信したSNSの投稿をきっかけに、2021年から開発が
スタート。
　爽やかな愛南ゴールドの風味を、お酒でお楽しみください！

「愛南ゴールドのチューハイ」誕生秘話

　　『ハロウィンジャンボ宝くじ』と『ハロウィンジャンボ

ミニ』の販売期間は10月21日㈮までです。

　　この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや

環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上の

ために使われます。


