
あなたも消防団員になりませんか？

普通救命講習会を受講しましょう
受講料無料

　傷病者を救命するためには、あなたの勇気ある行動が必要です。「もしも」のために心肺蘇生法や
ＡＥＤの取扱い方法など、救急隊が到着するまでの応急手当の知識と技術を習得しませんか？講習の
修了者には、修了証を交付します。

11 月 11 日（金）までに受講申請書を持参また
はメールにて申込みください。受講申請書は、
市のホームページでダウンロードできるほか、
美馬市消防本部でも配布しています。

11月19日（土）午前９時～正午

美馬市消防本部

10名程度（先着順）

※水分を持参のうえ、動きやすい服装でご参加く
ださい。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって
は、開催方式の変更または中止する可能性がござ
いますのでご了承ください。

美馬市消防本部救急救助課 ☎５２-３０６１        kyuukyuu@mima.i-tokushima.jp

美馬を守る消防団員を募集しています。

・18歳以上の健康な方
・消防団の区域内に居住・勤務している方

・年額報酬や出勤手当の支給があります。
・活動中に負傷した場合の様々な補償があります。
・活動に必要な活動服等が支給されます。
・一定以上の期間、活動を行なった場合、退職報償金が
支給されます。
・団員とその家族の福利厚生を図る共済制度があります。
・活動にあたって功労・功績があった場合に表彰されます。

▶入団資格

消防団年間行事

▶日時

▶場所

▶定員

▶申込方法

▶消防団員の処遇

  6月　水防訓練
  7月　ポンプ操法（隔年）
10月　新入団員講習

11月　礼式講習・秋季支障木伐採活動
12月　年末警戒
  1月　出初め式・文化財防火デー訓練
  3 月　春季支障木伐採訓練

美馬市消防本部総務課 ☎５２-３０６１

申

問

問

緊急地震速報訓練を実施します

緊急地震速報訓練にあわせて
シェイクアウト訓練「シェイクアウトみま2022」に参加しよう！

　災害時に全国瞬時警報システム（ Jアラート）で送られてくる国からの緊急情報を確実に皆様に
お伝えするために訓練を実施します。実際に地震を知らせる放送が流れますのでご注意ください。

11月2日（水）　午前 10時頃

美馬市内全域が対象！

「只今から訓練放送を行います。緊急地震速報。大地震です。大地震です。」

音声告知放送端末および屋外スピーカー

▶日時

▶伝達手段

▶放送内容

　シェイクアウト訓練とは、地震発生の合図と
ともに「３つの安全確保行動」を行う、どこでも、
誰でも気軽に参加できる一斉防災訓練です。
　訓練や参加登録方法など、詳しくは同封のチ
ラシをご覧ください。

事前の参加登録にご協力をお願いします。

危機管理課 ☎５２-１６７７

11 月 9日～ 11 月 15 日は
秋季全国火災予防運動の実施期間です

　住宅防火いのちを守る10 のポイントを参考に、絶対に火災を
起こさないようにしましょう。住宅火災においては、死傷者が発
生する恐れが高くなります。火の取り扱いには十分注意し火災の
ない安全・安心なまちづくりにご協力お願いします。

①寝たばこは絶対にしない、させない
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
③こんろを使うときは火のそばを離れない
④コンセントはほこりを清掃し、不要なプラグは抜く

４つの習慣

６つの対策
①火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する
②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは防災品を使用する
④火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し使い方を確認しておく
⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

住
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令和5年度 美馬市立幼稚園、認定こども園等の
入園申込受付について

問

令和５年度の美馬市立幼稚園、認定こども園等への入園児を次のとおり募集します。

提出締切：11月11日（金）
受付時間：午前 9時～午後 5時
受付場所：子どもすこやか課（継続児は、現在入園中の施設を通じて提出してください。）

※郵送では受付できませんのでご注意ください。

幼稚園について　教育総務課 ☎５２-８０１０ 問 企業応援課 ☎５２-１２６３
認定こども園・保育所について  子どもすこやか課 ☎５２-５６０６

令和５年４月１日～令和６年３月31日（※途中入園の場合は別）

▶入園期間

▶募集施設

配布開始日：10月17日（月）
配布場所：子どもすこやか課、各市民サービスセンター、各募集施設
　　　　　（市のホームページからもダウンロードできます。）

※継続入園を希望する児童（＝継続児）は、現在入園中の施設を通じてご案内します。

▶申込書類の配布

▶申込書類の提出期限【新規入園児のみ】（当初受付分）

詳しくは、みまっこ子育て応援サイトをご覧ください。→

※利用調整の結果、第１希望の認定こども園等に入園できない場合があります。

江原北幼稚園 70 3歳児～5歳児

木屋平幼稚園 35 3歳児～5歳児

脇町幼稚園 105 4歳児～5歳児

江原認定こども園 182 0歳児～5歳児（受入：11ヵ月から）

美馬認定こども園 230 0歳児～5歳児（受入：11ヵ月から）

穴吹認定こども園 176 0歳児～5歳児（受入：11ヵ月から）

岩倉認定こども園 90 0歳児～5歳児（受入：11ヵ月から）

認定こども園 脇町保育所 150 0歳児～4歳児（受入：10ヵ月から）

脇町小規模保育所 ワールドキッズmima 19 0歳児～2歳児（受入：10ヵ月から）

※美馬市在住で美馬市外の認定こども園及び保育所への入所（広域入所）を希望される場合は、子ども
すこやか課でのみ受け付けます。

名  称 定  員 クラス年齢

10月1日から美馬市デジタル地域通貨「MIMACA（みまか）」　スタート！
お手元にMIMACA専用カードは届いていますか？

MIMACAの使い方 ポイント事業について

新しくMIMACA 加盟店が追加されました！（10月１日時点で利用可能な加盟店）

MIMACA 専用カードの郵送について

　美馬市デジタル地域通貨「MIMACA（みまか）」とは、美馬市内の MIMACA 加盟店（※）で使えるデジタ
ル地域通貨のことで、専用カードまたはスマートフォンのアプリを使って MIMACA 加盟店で買い物や飲食など
ができます。
※加盟店は、市ホームページに掲載しており、加盟店が追加された場合は随時更新します。

　MIMACAを利用する場合は、各世帯に郵送
している専用カードやスマートフォン（アプリ
利用者）をMIMACA 加盟店にお持ちください。
専用カードやスマートフォンアプリに現金で
チャージ（入金）して、チャージ分やその他
ポイントを MIMACA 加盟店で利用することが
できます。
※詳しくは、専用カードと一緒にお配りしてい
るリーフレットおよび広報みま10月号と一緒に
配布しているチラシをご覧ください。

★（株）北條ドコモショップ脇町店　　    
★廻る寿し祭り脇町店　　　　　　 　　　　

・美容室シュガービット　　　　　　　　　 

・片山商店

・サンコー和漢薬局

【脇町】
・喫茶シンプル
★うまいもんや　海鮮市場 おかだ

・理容室&美容室　assist

・( 有 ) 藤畠商店
★やまびこ自動車

・ケーズデンキ脇町店

　MIMACA 専用カードは、令和４年９月１日

時点で美馬市に住民登録されている方に郵送

します。まだご自宅に届いていない方は、企業

応援課までご連絡ください。

　なお、９月２日～令和５年３月31日までに

住民登録された方には随時郵送します。

光ネットみま122ch
テレビ阿波 111ch

放送チャンネル

番組名
「デジタル地域通貨MIMACA」

撮
影
現
場
を
チ
ラ
見
せ

※８分の番組で、１日数
回放送しています。放送
時間についてはテレビの
番組表または市のホーム
ページをご覧ください。

【美馬】
★北岡電材　・さみ整体院　

・重清石油　　　　　　　　　　　　　

・白草社　　★ビーギフトつじよし
★下浦商店　・メモリーフォトカジモト

【穴吹】

令和５年２月28日までにMIMACAにチャー
ジ（入金）すると、チャージ額の 3％分のポ
イントが追加付与されます。

あらかじめ5,000ミマポが付与されています。
（有効期間は５カ月間です。）

※3%分のポイント上限額は、3,000ミマポ
（10万円チャージ相当）です。

※追加付与分のポイントの利用期限は、令和 5
年 2月28日までです。
※チャージは1,000 円単位です。

自
主
放
送
番
組
で

M
I
M
A
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A
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つ
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て
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介
中
！

★印が付いている加盟店ではMIMACAのチャージをすることができます。
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地産地消・美馬の農林産物フェア

開会式

地域交流センターミライズ
市民ホール

【時　間】午前 10時～  

【場     所】

（午前９時 30 分～受付）
第 18 回  美馬市文化祭
～伝統を受け継ぎ、令和から未来へ　文化のおりなすまち～

感染症予防のため、マスクの着用をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントの内容が
　変更となる場合があります。

美馬市文化祭実行委員会（美馬市教育委員会
地域学習推進課内）☎５２－８０１１

芸能発表会

茶会
脇町中学校・脇町高校茶道部

芸術作品等展示

ビデオ上映会

文化講演会・教育振興大会
美馬市ＰＴＡ連合会研修大会、美馬市青少年健全育成講演会

【時　間】午前 10 時～午後２時
【場　所】ミライズ 西側広場　
【内　容】産直市、そば、うどん、みまからフラ

ンク、田楽など（対象商品を購入さ
れた方に農産物プレゼント※先着順）

開会式の参加者先着 250 名に
苗木（レモン）引換券を配布し
ます！（1世帯に1本限り）

限定 200 名

入場無料（整理券必要）

苗木の引換えについて
【時　間】午前 11 時～正午
【場　所】ミライズ北側入口

【時　間】午後１時～午後２時 30 分
【場　所】ミライズ 市民ホール
【演　題】  「美と健康の秘訣」　
【講　師】デヴィ・スカルノ　

伝統食そば米雑炊無料試食会
【時　間】午前 11 時 30 分～

【時　間】午前 10 時～午後４時
【場　所】ミライズ 市民ホール

【時　間】午前 10 時～午後３時
【場　所】ミライズ２階 和のハコ大

【時　間】午前９時～午後７時
※11月11日（金）は午後 1時まで
【場　所】ミライズ全館

書道・絵画・手工芸品・生け花・小中
学生の作品など多数展示しています。

【時　間】午前９時 30 分～午後４時
【場　所】ミライズ 1階　活動のハコ

土
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農林課☎５２ー５６０９問

問

健幸アンバサダー養成講座の受講者募集について
健康情報を大切な人に伝える伝道師になりませんか

市駐在の ANA の CA（客室乗務員）がレクチャーします

接遇＆マナー講座を受講しませんか？

問 申

申問

　生涯に通じて、健やかに豊かで幸せな生活を
送ることができる、そんな「健幸」なまちをつく
るため、養成講座を受講して健幸アンバサダーに
なりませんか。

健幸アンバサダーは、健康に関する正しい知
識などを身近な人に伝える健康の伝道師で
す。生活の中で家族や近所の人、職場の人
などに健康情報を「心に届く情報として」伝え、
健康づくりの輪を広げていきます。

美と健康のまち推進課☎５２－５７３０

美と健康のまち推進課
☎５２－５７３０　 FAX５２－５７３１
     biken@mima.i-tokushima.jp

   市に地域活性化起業人として駐在している ANA
の CAが市の事業所や団体にむけて接遇＆マナー
講座などの研修を行います。
空の上でのおもてなしやお客様対応のエピソード
（成功談・失敗談ともに）など実際の体験も交え
てお伝えします。

講座テーマ例
・美しい所作や言葉づかい
・接客マナー全般
・インバウンド客に対応するには？
・チームビルディングを醸成するには？　など

美馬市内のグループ、企業、団体等
（概ね 30名以上）

11月20日 (日 ) 午前 9時～正午

穴吹農村環境改善センター

20歳以上の美馬市民

11月11日 ( 金 )

下記問い合わせ先へ電話、FAX またはメー
ルのいずれかで、団体などの名称、住所、
連絡先、講座希望日をお伝えください。
※団体などの性格や日程などの都合によりお
引き受けできない場合があります。

▶対象

▶申込方法

▶日時

▶場所

▶対象

▶申込期限

▶申込方法

随時申込受付中
です。

美と健康のまち推進課まで電話でお申し込み
ください。

▲講師を務める地域活性化起業人の吉田めぐみさん

【主　催】
美馬市文化祭実行委員会、 
美馬市青少年健全育成市民
会議、 美馬市ＰＴＡ連合会、
美馬市教育委員会 

※入場時には、整理券が必要です。
※10月14日（金）までに申し込んでいただいた方に、入場整理券をお送りします。
申込方法については広報みま 9 月号をご覧ください。また、申込多数の場合は
抽選となります。

※受付後に引換券を配布
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▶受付期間　10月21日（金）まで

▶申込場所　 住宅・空き家対策課

▶申込方法　

▶申込方法　

▶日時

▶場所

▶申込期限

▶募集住宅一覧

　入居を希望される方は、申込資格や必要書類

などを必ず事前に住宅・空き家対策課に確認の

うえお申し込みください。

　美馬市生薬生産組合は、薬草栽培及び休耕農

地の活用に関心のある方に対して、「薬草（ミシマ

サイコ）新規栽培説明会」を開催します。

10 月 26 日（水）

10月28日（金）午前 10時～

美馬市役所 北館１階 101 ・102 会議室

ミシマサイコほ場。２年間栽培し、収穫した
根を乾燥させて、漢方薬の原料として出荷し
ます。

美馬市生薬生産組合事務局（農林課）☎５２－５６０９

申込書に必要事項を記入し、必要書類を添え

て提出してください。申込書は住宅・空き家

対策課また各市民サービスセンター窓口に備

え付けています。

住宅・空き家対策課　☎５２－５６１２

市営住宅入居者募集中
お申し込み前に住宅・空き家対策課までご確認ください

お気軽にご参加ください

薬草新規栽培説明会を開催します

問

問

お電話にて、参加希望者の氏名と連絡先を

お伝えください。

問

▶持ち物

▶日程

個別で募集する施設

▶申請受付期限

▶場所

市民課にてマイナンバーカード休日申請サポートを下記の日程で実施します。

カードの申請・顔写真の撮影は無料です。
ぜひ、この機会にマイナンバーカードを
申請しましょう。
マイナンバーカードの受け取りがまだの
方は、左記の日程で休日交付窓口も設置
しております。

※受け取りは予約制です。事前に市民課
へご連絡ください。本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）

QRコードの付きの個人番号交付申請書

10 月 23 日（日）

10 月 30 日（日）

11 月   6 日（日）

午前９時～午後４時

市民課（美馬市役所北館２階）

市民課　☎５２－８００１

指定管理者制度について  総務課☎５２－１２１２

マイナンバー休日申請サポートについて

施設ごとの募集内容は、施設の担当課へお問い合わせください。

公の施設の指定管理者を募集します

問

次の施設について指定管理者を募集します。応募団体の中から、選定基準に照らし最も適当な団体
を候補者として選定し、議会の議決を経て正式に管理者として指定します。

10 月 28 日（金）（必着）

※募集要項は、施設の担当課で配布しています。
また、市のホームページからも取得できます。

施 設 名 所 在 地 指定期間 担当課

木屋平字川井
令和 5 年 4 月 1 日～
令和 8 年 3 月 31 日

観光交流課
☎52-5610

木屋平特産物販売センター

交流施設つるぎの湯大桜

一括で募集する施設

施 設 名 所 在 地 指定期間 担当課

木屋平字太合カケ
令和 5 年 4 月 1 日～
令和 8 年 3 月 31 日

観光交流課
☎52-5610

中尾山林業者等健康増進施設

中尾山健康増進施設

中尾山高原森林総合利用施設

※風呂×表示は、浴槽・ボイラーが自己負担
ト トイレ間 間取り 風 風呂 駐 駐車場

●北庄団地第３棟（1階） 脇町大字北庄
ト 水洗 ( 洋式 )駐 ○風 ×間 ３DK

●中島団地第１棟（２階） 穴吹町三島字舞中島
ト 水洗 ( 洋式 )駐 ○風 ×間 ３DK

●明連団地第１棟（２階） 穴吹町三島字舞中島
ト 水洗 ( 洋式 )駐 ○風 ×間 ３DK

●大原第２団地（１・２階） 穴吹町三島字舞中島
ト 水洗 ( 洋式 )駐 ○風 ○間 ３DK

●北庄団地第３棟（4階） 脇町大字北庄
ト 水洗 ( 洋式 )駐 ○風 ×間 ３DK

●明連団地第１棟（1階） 穴吹町三島字舞中島
ト 水洗 ( 洋式 )駐 ○風 ×間 ３DK

●川井団地（上）（２階） 木屋平字川井
ト 水洗 ( 和式 )駐 ×風 ○間 ３DK

●川井銀杏団地（１階） 木屋平字川井
ト 水洗 ( 洋式 )駐 ○　　　風 ○間 ３DK

●三ツ木団地（１階） 木屋平字小日浦
ト 水洗 ( 洋式 )駐 ○風 ○間 ３DK

定
期
募
集

随
時
募
集

※マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請
期限が 12 月末まで延長されました。
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１０月１７日から２３日は行政相談週間
行政相談制度を広くお知らせするため、総務省が全国一斉に実施しています。

　行政相談は、行政などへの苦情
や意見等を受け付け、関係行政機
関に必要なあっせんを行い、解決
や実現の促進を図るとともに、行
政の制度や運営の改善に生かす
ものです。
　市では、次の日程で相談所を
開設しています。「コロナに関する
支援策を知りたい」、「どこに相談
したらよいか分からない」など、
お気軽にご相談ください。相談は
無料で、秘密は固く守られます。

行政相談員

近藤 一郎 毎月第１金曜日
午前９時 30 分～正午

10月20 日 （木）
午前９時～正午

随時 適宜

地域交流センターミライズ
１階 会議のハコ

美馬町市民サービス
センター 102 会議室☎ 090 - 1572 - 9499

☎ 52 - 0338

☎ 53 - 8554

☎ 090 - 1004 - 3500

穴吹農村環境改善
センター 会議室３

木屋平市民サービス
センター

毎月第３火曜日
午前９時～正午

毎月第２水曜日
午前10時～正午

伊良原 和夫

大石 雅生

江口 文之

日時 場所

　令和４年９月に次の方が100歳を迎え、県と市から祝い状等が贈られました。

おめでとうございます。

磯田 初子さん（大正 11年9月19日生まれ、山路）

100歳おめでとうございます

9/7　赤十字要支援者用段ボールベッド引渡式

    日本赤十字社徳島県支部から、災害時に避難所で使
用する「赤十字要支援者用段ボールベッド」（要配慮
者支援用、乳児支援用各10セット）の引渡式が行われま
した。引渡しの後、段ボールベッドの活用と組み立て
方法について美馬市地区赤十字奉仕団の代表者の方々
が説明を受けました。今後、この段ボールベッドを活用
した訓練を重ね、災害時に迅速な対応ができる体制づ
くりを進めていきます。

大人４人が余裕で座れる頑丈な段ボールベッド↑

　まるで物語の中の風景に降り立ったような気がしてい
ます。美しい緑の山々と輝く吉野川が目に飛び込んでき
て、心が躍りました。南アフリカのほとんどの地域の気
候はサバンナですので、ここのようなイキイキした植物
はありません。
　日本に来るまでは母国で英語と地理の教員をしていま
した。南アフリカの大半の人々が2か国語を話しますが、
私は英語とアフリカーンス語を話します。今は日本語は
ほとんどできませんが、しっかり勉強してみなさんとお話
できるようになりたいです。もし私を見かけましたら
"Hello!" と声をかけてください。みなさんにお会いできる
ことを楽しみにしています。

　南アフリカ共和国はレインボー・ネーションとして有名です。レインボー・ネーションとは人種・
文化・言語の多様性を認める国という意味です。私はヨハネスブルグの郊外で育ちました。ヨハ
ネスブルグはかつて金鉱の街でしたが、金が掘り尽くされた何年も後に栄えました。Gold Reef 
Cityという遊園地はその時代の象徴として愛されていて、私の好きな場所です。

出身：南アフリカ共和国
ヨハネスブルグ

新任 ALTをご紹介！あなたのことを教えてティーチャー

故郷の自慢は？

美馬市の印象や意気込みなど！

ケンプ・エンヤさん

地域レポート
令和５年１月15日（日）までに接種してください

高齢者インフルエンザ定期予防接種

申問 保険健康課　☎５２－５６1１

・本人確認できるもの（健康保険証など）
・予診票（記入済のもの）
・自己負担金

1,600 円　
※２回目の接種をする場合は、全額自己負担

▶接種期間 令和５年１月15 日（日）まで

▶対象者

▶実施医療機関（美馬市・つるぎ町）

①接種日に満65歳以上の方

②60歳以上65歳未満で、心臓や腎臓又は呼吸器
の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限さ
れる程度の障がいを有する方、およびヒト免疫不
全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとん
ど不可能な程度の障がいを有する方

必ず医療機関に予約してください。

接種希望日の１週間前までに保険健康課へご連絡ください。
必要な書類を発行します。連絡をせずに接種された場合は、
費用の助成は受けられません。

接種時に美馬市に住民票を有し、次の①ま
たは②に該当する方

▶接種予約について

▶自己負担額

▶接種当日に持参するもの
美馬市•つるぎ町以外の医療機関で接種する場合

としま小児科
成田病院
大島医院
成田クリニック
成田診療所

口山診療所

市橋内科医院
岡内科病院
吉川医院
脇町中央医院
林クリニック

木下医院
サンクリニック
折野病院

木下内科循環器科
佐々木医院
美馬リハビテーション
病院木屋平診療所

佐藤内科
西条産婦人科
桜木病院
ホウエツ病院
おおた整形外科
クリニック

※１自院の接種日・時間帯に応じて頂ける方
※２定期通院（内服通院 ) 患者のみ

※2

※1

脇町

美馬町穴吹町

木屋平

田村医院
一宇診療所

永尾病院
田村医院

武原外科整形外科
町立半田病院

つるぎ町（一宇） つるぎ町（貞光） つるぎ町（半田）


