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参加者募集中!
今年も、毎年好評の婚活イベント
が開催されます。
楽しく交流して、新たな出会いを
見つけましょう♪
日

時

受
付
参 加 費
妙寺の

内

容

会
人

場
数

おう り

堀田

歩さん・桜利ちゃん

（平成30年4月17日生まれ）
発 行 日：平成30年10月1日（通巻716号）
編集･発行：かつらぎ町役場総務課

「すくすく元気に育ってね」

人口と世帯数
８月末日現在
人 口 17,059人
男
8,032人
女
9,027人
世帯数 7,235世帯
人口の前月比

８月のうごき
出生 14人
死亡 19人
転入 31人
転出 25人

応募資格

応募方法

＋１人

ホームページ：http：//www.town.katsuragi.wakayama.jp/
電子メール：info@town.katsuragi.wakayama.jp

事前セミナー

11月11日
（日）

女塾：午後4時00分〜
場所：保健福祉センター３階

男塾：午後6時00分〜

11月24日（土）
午前11時30分〜午後４時30分
男性10時30分〜女性11時00分〜
1,500円（軽食・保険代含む）
ご友人と一緒に参加で500円引き！
グループトーク、料理教室、フリータイム
など
天野地域交流センター（ゆずり葉）
男女各15名程度
（応募者多数の場合は抽選）
※セミナー参加者を優先します。
おおむね25〜45歳の独身男女
※男性は、九度山町・橋本市内に在住また
はかつらぎ町在住・在勤・出身で、将来か
つらぎ町に住む意思のある方。
事前申し込みが必要です。
①応募される方は必要事項を記入いただき、
直接持参・郵送・FAXにて応募先までお
願いします。 申込用紙は、役場、公民館、
紀北かわかみ農協各支店などに設置してい
ます。
②町ホームページの申し込み入力フォーム
に必要事項を入力の上、送信してください。

URL:http://www.town.katsuragi.wakayama.jp/
010/150/20170606120732.html
応募締切

11月４日（日）
※当日消印有効
※直接持参の場合は、
11月２日（金）午後５時まで

場所：総合文化会館３階研修室
【内容】
好感がもたれる服装と、
コミュニケーションの取り方
・セミナーのみの参加OK
・友達との参加OK
・人数15名程度

☆昨年度実績☆
第１回
連絡先交換者数（８組）
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申し込み・問い合わせ

第３回
カップリング数（３組）
和歌山の有名シェフが教える
地元食材を使った料理教室♪

※第２回は台風のため中止
※第１回はカップリングなし

かつらぎ婚活推進実行委員会事務局（企画公室内 内線２２１１）
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小林 明以

議長〈笠田中学校３年
議長〈笠田中学校３年〉

壱岐 祥一朗

議長〈妙寺中学校３年
議長〈妙寺中学校３年〉
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今月の主な内容
●平成31年度入園児童募集
●かつらぎ町夏まつり開催
●インフルエンザ予防接種助成
●安心して農地の貸し借りを
●まちのわだい
●10月のお知らせ
●８月のお知らせ
●シリーズ防災
●図書館だより
●健康ひろば 保健カレンダー
●婚カツ♡ラギ2018参加者募集
●謎解きモバイルスタンプラリー
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（2018年
2018年）第716号
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かつらぎ西部公園パークゴルフ場
10月２日
18ホールを開場します！
かつらぎ西部公園パークゴルフ場の全36ホールのうち、
一部（18ホール）を10月２日（火）から開場します。貸クラ
ブ・ボールもありますので、皆さんで一緒にパークゴルフを
楽しみませんか。

パークゴルフとは

パークゴルフは︑芝で覆
われたコースで専用のクラ
ブ１本とボール１個でスタ
ート地点︵ティグラウン
ド︶から各人が自分のボー
ルを打ち︑いかに少ない打
数でカップに入れるかを競
い合います︒ルールも易し
く︑子どもから高齢者まで
世代を問わず誰でも楽しむ
ことができるスポーツです︒
一人でも何人でもプレー
は楽しめますが︑グループ
の場合は３〜４名で１組と
してコースを回ります︒空
振りは打数に数えませんの
で初心者の方でも気軽に始
めることができ︑その土地
ならではの特色を活かした
コースでのびのびとプレー
できることがパークゴルフ
最大の魅力です︒

【かつらぎ西部公園パークゴルフ場】
■名称・設備
かつらぎ西部公園パークゴルフ場
（かつらぎ町大字窪 地内）
※駐車場、トイレあり。

和歌山線

かつらぎ西部公園
■休場日
パークゴルフ場
・毎週月曜日
（18ホール）
・12月29日〜翌年１月３日まで

駐車場
駐車場

■利用時間
・４月１日〜９月30日
午前８時〜午後５時
・10月１日〜３月31日
午前９時〜午後５時
※日没により時間変更あり。

伊都浄化センター
●

至橋本

●

ジョイフル

●
道の駅紀の川万葉の里

国道24号 背ノ山交差点を北へ入りすぐ
至和歌山

■料金

種 別

パークゴルフ場

貸クラブ・ボール

区 分

単位

大人
小人

人
人

身体に障害のある方
高齢者（65歳以上）

人
組

料
金
１ラウンド ２ラウンド
500円
750円
250円
350円
400円

600円

終 日
1,000円
500円
800円
100円

※平成32年３月末までの間は、この表に掲げる額の２分の１の額（10円未満は切り捨て）となります。
※小人とは、４歳以上中学生以下の方です。
※１ラウンドは18ホールです。
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かつらぎ西部公園パークゴルフ場 コースの紹介

A かきコース
・９ホール
・パー33

・距離
Ａ-７-１：493ｍ
Ａ-７-２：488ｍ

B ももコース
・９ホール
・パー33
・距離
491ｍ

A かきコース
ホール

Ａ-１

Ａ-２

Ａ-３

Ａ-４

Ａ-５

Ａ-６

Ａ-７-1 Ａ-７-2

Ａ-８

Ａ-９

ＰＡＲ

５

４

４

３

４

３

３

３

４

距 離

85ｍ

78ｍ

52ｍ

31ｍ

47ｍ

55ｍ

43ｍ

38ｍ

34ｍ

68ｍ

B ももコース
ホール

Ｂ-１

Ｂ-２

Ｂ-３

Ｂ-４

Ｂ-５

Ｂ-６

Ｂ-７

Ｂ-８

Ｂ-９

ＰＡＲ

４

５

４

３

３

３

４

３

４

距 離

70ｍ

74ｍ

70ｍ

46ｍ

40ｍ

50ｍ

50ｍ

48ｍ

43ｍ

問い合わせ

３

教育委員会生涯学習課社会体育係（内線３０１７）
かつらぎ西部公園パークゴルフ場（☎２２−８９５２）
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平成31年度

こども園・幼稚園

入園児童募集

平成31年度内にこども園・幼稚園への入園を
希望される方は、申請期間内に入園手続きを行
ってください。なお、平成31年度より聖心幼稚
園についても施設型給付の対象施設となります
ので、入園手続きが必要となります。

申請方法
申請に必要な書類に必要事項を
記入し︑在園児︵在園児の弟妹含
む︶は現在通園している園に︑新
入園児は教育総務課子育て係に提
出してください︒

入園の資格︵対象児︶

※こども園︵保育所部︶への入園
を希望する場合︑保育が必要な事
由が必要です︒父母および扶養義
務者︵ 歳〜 歳の同居している
祖父母など︶が次のいずれかの事
由で保育できない場合︑申請でき
ます︒
①就労︵一時保育で対応可能な短
時間の就労は除く︶
②妊娠・出産︵出産予定日の前後
８週︶
③疾病・障害
④同居または長期入院等している
親族の介護・看護
⑤災害復旧
⑥求職活動︵起業準備︶
⑦就学
⑧社会的養護
⑨継続申請︵就労から育児休業に
変更・在園児で継続利用が必要
と認められる場合︶
⑩その他︵町長が特に必要と認め
た場合︶

祖父母など︶全員について︑次の
該当する書類を提出してください︒
こども園︵幼稚園部︶・花園幼稚
園・聖心幼稚園への入園を希望す
る場合︑添付書類は不要です︒
① 就労証明書・就労申告書︵就労︶
②母子手帳の写し︵妊娠・出産︶
③医師の診断書︵疾病・障害・介
護・看護︶
④申立書︵災害復旧・求職活動・
起業準備・その他︶
⑤学生証の写し︵就学︶
⑥こども園等入園継続申請書︵継
続申請︶

入園の内定

申請書類の精査後︑申請者に内
定通知書などを送付します︒
※申請期間内に入園申請を完了し
た方は︑平成 年１月中旬に送付
を予定しています︒

利用者負担額︵保育料︶

金額は町条例に基づき決定し︑
通知します︒
※原則︑父母の市町村民税額を合
算し︑平成 年４月分から８月分
は平成 年度市町村民税額︑平成
年９月から平成 年３月分は平
成 年度市町村民税額で算定しま
す︒

32

25

25

31

31

申請に必要な書類
①支給認定申請書
②添付書類︵必要に応じて︶
③保育時間申出書
◆添付書類について
こども園︵保育所部︶への入園
を希望する場合︑父母および扶養
義務者︵ 〜 歳の同居している

30

10月15日㈪〜31日㈬

︻こども園︵幼稚園部︶︼
町内に住所を有し︑平成 年４
月２日〜平成 年４月１日までに
生まれた児童
︻こども園︵保育所部︶︼
町内に住所を有し︑平成 年４
月２日以降に生まれ︑入園希望日
前日に月齢６カ月以上の児童
︻花園幼稚園・聖心幼稚園︼
町内に住所を有し︑平成 年４
月２日〜平成 年４月１日までに
生まれた児童

31

31

※10月１日（月）から教育総務
課子育て係、各こども園、花
園幼稚園、聖心幼稚園で申請
書類を配布します。町ホーム
ページでもダウンロードでき
ますのでご活用ください。
25

65

65

（土、日を除く）

28

28

20

20

申請期間

4
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※平成 年１月１日時点で町内に
住所を有していない方は︑平成
年１月１日時点で住所を有してい
た市町村発行の平成 年度︵平成
年分︶市町村民税課税証明書な
どが必要です︒該当する方は入園
申請時に添付してください︒

広域入所

広域入所とは︑町内に住所を有
するが︑里帰り出産や勤務地など
の理由により他市町村のこども園
などを利用できる制度です︒当該
制度の利用には申請が必要です︒

その他

・入園申請に際して︑不足書類が
ある場合︑受付できない場合があ
りますので︑ご留意ください︒
・入園申請後に入園の必要がなく
なった場合は︑速やかに教育総務
課に申し出てください︒
・申請内容に虚偽が判明した場合
は︑内定ならびに入園を取り消す
場合があります︒
・申請期間内に入園手続きを完了
した方については︑原則︑先に入
園の内定を行います︒申請期間を
過ぎての入園手続きは随時︑入園
の内定を行います︒なお︑入園の
内定は先着順ではありません︒

29

30

30

30

施設名（所在地）

佐野こども園
（佐野827番地の1）

三谷こども園
（三谷1650番地）

花園幼稚園
（花園梁瀬664番地の5）

聖心幼稚園
（笠田東577番地）

定員
260名
200名
35名
35名

町発足６０周年記念 かつらぎええとこフォトコンテスト
町発足60周年を記念し、フォトコンテストを開催します。町のフルーツ、受け継がれる
伝統・文化など、町の魅力が伝わる写真をお待ちしております。第２期のご応募受付中！
■応募テーマ
町で撮影されたもので魅力が伝わるもの。
【第２期】「かつらぎ町の伝統行事・文化」
「かつらぎ町のフルーツ」
「かつらぎ町のええとこ」

■応募締切
【第２期】平成31年1月31日（木）
※郵送の場合は、当日消印有効。
■応募資格
町内外の居住問わず、どなたでも応募可能

■応募方法
賞 品
グランプリ：１作品
下記のいずれかの方法でご応募ください。
３万円（商品券）
・２万円相当の特産品
（お一人様何回でもご応募いただけます。）
優秀賞：５作品
１．郵送・持参による応募
１万円（商品券）
・３千円相当の特産品
応募用紙に必要事項をご記入の上、データとともに
入選：５作品
郵送または持参してください。
（データはCD-Rに入れてください。※返却しません。）
３千円相当の特産品
２．応募フォームから
下記応募フォームからお申し込みください。（写真の容量は合計５MB以内）
『http://www.town.katsuragi.wakayama.jp/050/010/20180514163357.html』
※応募用紙は、役場や公民館などに設置しています。
※詳細は申込用紙またはホームページをご覧ください。
応募・問い合わせ

5
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企画公室まちづくり推進係（内線２２１１）

◆入園手続きに関する詳細は︑教
育総務課にお問い合わせください︒

問い合わせ
・こども園・聖心幼稚園・広域入
所について 教育総務課子育て係
︵内線３００８︶
・花園幼稚園について 教育総務
課指導係︵内線３０１２︶

かつらぎ町の施設一覧

①広域交流
促進事業

対象経費の２分の１以内、または補助対
象経費から収益を除いた額のいずれか低
い方

上限50万円

②地域活動
支援事業

対象経費の３分の２以内、または補助対
象経費から収益を除いた額のいずれか低
い方

上限50万円
※継続する3年間を限度

皆さんが企画する
﹁まちづくり事業﹂を支援します

◆応募できる団体

◆提出書類
○事業計画書
○収支予算書
○会則︑規約および構成員
の名簿など
※様式はホームページから
ダウンロードできます︒

◆審査および決定

審査委員会による審査を
行い︑補助金額および交付
団体を決定します︒

※その他募集や事業に関す
る詳しい内容・申請書類な
どについては︑ホームペー
ジ︵﹁かつらぎ町まちづくり
事業﹂で検索︶をご覧いただ
くか︑お問い合わせくださ
い︒

問い合わせ
企画公室まちづくり推進係
︵内線２２１１︶

6
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第６回

障害者就労
支援セミナー

第６回障害者支援セミナ
ーを開催します︒今年度は︑
橋本・伊都圏域にて︑障害
者の﹁働く﹂についてシン
ポジウムを開催します︒障
害者雇用をしている企業の
方から障害者の就労につい
て︑お話を聞いて障害者の
﹁働く﹂について︑一緒に
考えてみませんか︒ご参加
お待ちしております︒
参加費は無料ですが事前
申し込みが必要です︒
※手話通訳・要約筆記あり
ます︒

日時
月 日︵火︶
午後１時 分〜３時
会場 橋本市保健福祉セン
ター３階 多目的ホール
申込締切
月 日︵火︶
申し込み・問い合わせ
橋本・伊都地域自立支援協
議会 就労支援部会事務局
︵伊都障がい者就業・生活
支援センター 大垣︶︵☎
０７３６︱ ︱１９１３︶

30

16

30

10

33

◆募集期間
31

申請限度
補 助 金 額

個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため︑
住民自らが企画し実施する︑住民主体のまちづくりの活
動を募集します︒提案された事業は︑審査を行い︑決定
された事業に対しては︑補助金を交付します︒

◆募集事業

月１日︵月︶〜 日︵水︶
︵土︑日︑祝日を除く︶

10

町内を活動拠点とする︑
次の要件をすべて満たす団
体
○営利を目的としない団体
○宗教活動や政治活動を目
的としない団体
○構成員数が５ 人を超える
団体
○町の他の補助金などの交
付を受けていない団体

町の活性化および発展に
つながる営利を目的としな
いもの
①広域交流促進事業
広域的な交流人口の拡大
に繋がる地域振興のための
イベント事業
②地域活動支援事業
地域活動組織の育成強化
に繋がるまちづくり事業で︑
次のいずれかに該当する事
業
○健康・福祉の推進のため
の事業
○青少年の健全育成のため
の事業
○地域文化の継承または活
用のための事業
○地域資源を活用した事業
○人材育成事業
○移住・定住促進のための
事業
10
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小児インフルエンザ
予防接種助成事業について

29

てください︒
・﹁助成金申請書兼代理受
領委任状﹂
・領収書︵接種ワクチン名︑
対象者氏名が記載されたも
の︶
・インフルエンザ予防接種
日がわかるもの︵母子健康
手帳など︶
・口座番号がわかるもの
︵通帳など︶
・印鑑
申請期限 平成 年３月
日︵金︶まで
31

問い合わせ 健康推進課衛
生係︵内線２０５３︶

問い合わせ 健康推進課衛
生係︵内線２０５３︶

自己負担 １０００円
※接種を受けた医療機関窓
口でお支払いください︒
申込方法
①町内医療機関︑松谷医院
︵有田川町︶を希望する場合
医療機関に電話などで予
約してください︒
②①以外の医療機関の場合
医療機関に電話などで予
約し︑予診票を持参の上接
種してください︒
※予診票は健康推進課衛生
係でお受け取りください︒
※接種の際は︑住所のわか
る書類︵運転免許証︑健康
保険証など︶の提示が必要
となりますので︑必ずご持
参ください︒

高齢者インフルエンザ
予防接種について

寒くなるとインフルエン
ザが流行します︒
高齢者の方を対象にイン
フルエンザの予防接種を実
施していますので︑接種希
望の方は期間内に医療機関
に予約の上︑接種を受けて
ください︒

対象者︵接種日現在︶
①満 歳以上の方︵生活保
護受給者の方には無料接種
券送付︶
②満 歳以上 歳未満で︑
心臓・じん臓・呼吸器の機
能・ヒト免疫不全ウィルス
による免疫の機能に障害の
ある方︵接種券送付︶
接種期間
月１日︵月︶〜
平成 年１月 日︵木︶
接種回数 年１回
接種機関 県内の実施医療
機関
※県外の医療機関などで接
種希望の方は︑全額自己負
担となる場合があります︒
事前にお問い合わせくださ
い︒

広報かつらぎ 平成30年（2018年）10月号
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65

10

31

65

60

31

10

31

電話番号
２３−２１１２
２２−７０１８
２２−５８６２
２２−３０６５
２２−４６００
医 療 機 関
黒岩クリニック
阪中外科（３歳以上）
吉田クリニック
米田小児科医院
紀北分院
電話番号
２２−１３０６
２３−２００１
２２−１１３０
２３−１１３３
２３−２３１１
２２−１０７０
医 療 機 関
上田内科
上田消化器・内科クリニック
北林医院（３歳以上）
たかの耳鼻咽喉科
永野医院（３歳以上）
前田医院

小児のインフルエンザ予
防接種に対して助成を行い
ます︒
対象者︵接種日現在︶
町内にお住まいの生後６
カ月〜小学６年生の方
接種期間
月１日︵月︶〜
平成 年１月 日︵木︶
助成額 上限１０００円
※対象者一人につき年１回
助成方法
①協力医療機関で接種する
場合
﹁助成金申請書兼代理受
領委任状﹂を医療機関に提
出し︑予防接種費から１０
００ 円差し引いた金額をお
支払いください︒
※﹁助成金申請書兼代理受
領委任状﹂は対象者に９月
末ごろ発送します︒
②協力医療機関以外で接種
する場合
接種費用の全額を医療機
関でお支払いください︒そ
の後︑次のものを持参し︑
払い戻しの申請手続きをし
31

＜協力医療機関＞

※医療機関によっては接種対象年齢が定められています。予約時、必ず年齢をお伝えください。

処理できる生活排水

単独処理浄化槽

○

―

現在は新規での設置は
できません。

8
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月１日は﹁浄化槽の日﹂です

57

汚水処理人口普及率とは

ࣣ͂ౙඊੜၑا͈֑̞

問い合わせ 住民福祉課生活環境
係︵内線２２３０・２２３１︶

○

29

18 63

公共下水道︑農業集落排水施設
など︑コミュニティプラント︑合
併処理浄化槽それぞれを利用して
いる人口を合わせた値を総人口で
割って算出した︑汚水処理施設の
普及率です︒

○

飼い主の皆さん︑マナーを守っていますか？
無責任なエサやりは

※町では︑犬猫の避妊去勢手術費
用の補助制度を行っています︒
※野良猫で
お困りの方
には︑捕獲
用の檻の貸
し出しをし
ています︒

問い合わせ 住民福祉課生活環境
係︵内線２２３０・２２３１︶

合併処理浄化槽

単独に比べ、生活排水
の汚れは約８分の１に
抑えられます。

10

平成 年度末現在での汚水処理
犬や猫は大切な家族の一員です︒
やめましょう
人口普及率は︑和歌山県が全国で
人と動物が地域で快適に暮らして
位︵ ．６％︶︑かつらぎ町が県
いくためには︑飼い主の方がモラ
☆野良猫がかわいそうだからと︑
ルとマナーを守ることが必要です︒ 安 易 に エ サ を 与 え て い な い で す
内で 位︵ ．５％︶と決して良い
水準ではありません︒きれいな水
最近︑犬や猫に関する苦情やトラ
か
？
野
良
猫
に
エ
サ
を
与
え
る
こ
と
は
︑
環境を維持し︑後世に残していく
ブルが多く寄せられています︒飼
﹁自分が飼い主だ﹂という自覚を
ためには生活排水の適正処理など︑
い 主 の 方 ︑ 地 域 住 民 の 皆 さ ん は ︑ してください︒
次のことに気をつけて飼育するよ
皆さんのご協力が必要です︒
トイレの後始末︑繁殖の防止に
そのため︑公共下水道が整備さ
う心がけましょう︒
責任が持てないのであれば︑むや
れている地域にお住まいの方で公
みなエサやりはやめましょう︒エ
主な苦情内容
共下水道に未接続の場合は早期の
サを与えることで︑繁殖し不幸な
接続を︑それ以外の地域にお住ま
☆家や建物の周辺︑道路など至る
子猫を増やしてしまうことになり
ところにフン尿をする︒野良猫同
ます︒適正な飼育が困難な場合は︑ いの方でくみ取り式便所または単
独処理浄化槽をご使用の場合は合
士による繁殖︑居宅などへの侵入︑ 避妊・去勢手術を受けさせましょ
併処理浄化槽への転換をご検討く
野良猫のノミや皮膚病などによる
う
︒
ださい︒
健康被害の不安など︒
住宅用の合併処理浄化槽設置に
は補助金がありますので︑詳しく
近所迷惑にならないよう
は町広報６月号またはホームペー
配慮しましょう
ジをご覧になるか︑お問い合わせ
ください︒
☆トイレの後始末は飼い主の責任
であり︑最低限のマナーです︒犬
の散歩を行う際は︑ビニール袋な
どに入れて必ず持ち帰りましょう︒
☆猫についても﹁室内飼い﹂が原
則です︒外でトイレをしないよう
環境を整えましょう︒また︑飼い
猫への所有明示︵首輪や名札など
を装着︶をしましょう︒

考

備

台所・風呂・洗濯
などの排水

し 尿

浄化槽の種類

46

決定！
行政相談窓口の愛称を「きくみみ」
行政相談のマスコットを「キクーン」

地域社会に寄り添って
一人ひとりの声を聞く

総務省では、行政相談を国民に親しみやすく、気軽に
利用してもらうため、行政相談窓口の愛称を「きくみ
み」とし、ロゴと行政相談のマスコット（キクーン）を決
定しました。
問い合わせ

和歌山行政監視行政相談センター
（☎０７３−４３１−８２２１）

10月15日㈪〜21日㈰は「行政相談週間」です
行政相談制度は、国の行政機関などの仕事に対する
皆さんからの苦情や意見・要望を受けて、公正・中立
の立場から解決や実現の促進を図る制度で、総務省で
行政相談のマスコット「キクーン」
は毎年「行政相談週間」を設け、全国一斉に各種相談
活動を実施しています。
本町の行政相談委員は、柴森千賀子さん（笠田東）と、大原真由美さん（山崎）で、心配ご
と相談などの活動に取り組まれています。
８月に開催の「かつらぎ夏まつり」会場では、和歌山行政監視行政相談センター所長の
久保正之氏と共にうちわやウェットティッシュを配布して、行政相談制度のＰＲ活動を実
施しました。
問い合わせ 住民福祉課住民係（内線２０６１）

第47回かつらぎ町体育まつり開催
種
目
ソフトボール
軟式野球 (一般男子)
軟式野球 (学童)
サッカー (小中学生)
フットサル (一般)
バレーボール (婦人)
剣道
○総合開会式
日時 10月８日（体育の日） ソフトバレーボール
少林寺拳法
午前８時〜
場所 総合文化会館大ホール ソフトテニス (一般)
ソフトテニス (ジュニア)
内容 ・体育協会会長表彰
ハイキング
・選手宣誓 など
硬式野球 (中学生)
グラウンドゴルフ
問い合わせ 教育委員会
生涯学習課社会体育係 空手道
ゴルフ
（内線３０１７）
かつらぎ町内の体育協会
加盟団体が主体となり、ス
ポーツの振興と町民の健康
増進を目的として今年度も
下記のとおり体育まつりを
開催します。

9
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会
場
笠田中学校グラウンド
妙寺中学校グラウンド
河南公園グラウンド
かつらぎ公園グラウンド
かつらぎ体育センター
かつらぎ体育センター
妙寺小学校体育館
かつらぎ体育センター
大谷小学校体育館
かつらぎ公園・
（旧）紀の
川高校テニスコート
金剛山方面
中飯降公園グラウンド
かつらぎ公園グラウンド
紀北農芸高校第１体育館
紀伊高原ゴルフクラブ

ɛਅ࿒༆
実施日 開始時間
10月８日 9:00
10月７日 9:00
９月23日 9:00
10月８日 9:00
10月14日 9:30
10月８日 13:00
10月８日 9:00
10月７日 9:00
10月７日 9:00
10月７日 9:00
11月10日 9:00
10月８日 9:30
10月7日、8日 9:30
10月８日 13:00
10月６日 9:00
10月８日 8:00

30

31
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固定資産税課税にかかる
償却資産申告書送付について

毎年 月末に︑個人事業
主および法人事業主に対し
ては︑固定資産税課税にか
かる償却資産申告書を送付
させていただいていました︒
しかしながら︑昨今の電
子化の流れに伴い︑平成
年度分︵下表③︶からは申
告書を送付せず︑町ホーム
ページから様式をダウンロ
ードの上︑印刷して申告し
ていただくことを予定して
います︵ダウンロードある
いは印刷ができない方につ
いては︑税務課で用紙をお
渡しします︶︒
また︑平成 年度分︵下
表②︶より︑前年度の課税
標準額が免税点未満の方は
申告書に代えて案内はがき
の送付を予定しています︒
なお︑免税点未満の場合
も︑前年中に資産の増減が
あった場合は申告が必要と
なりますのでご注意くださ
い︒
問い合わせ 税務課固定資
産税係︵内線２０４３︶
12

第35回「かつらぎ町子どもあそびのチャレンジ大会」開催
日

時

10月28日（日）午前９時開会
（当日受付で、事前申し込みは不要です。）
※雨天の場合は屋内競技のみとなります。
場
所 かつらぎ公園・かつらぎ体育センター
対 象 者 町内の小・中学生
競技種目 ボール入れ、二人なわとび、
なまけもの２など 全17種目

みんなで記録に挑戦しよう！
ご参加お待ちしています♪
問い合わせ

生涯学習課青少年センター係
（内線３０１５）

「中退共」の退職金制度
中退共は国の制度だから安心・確実！
・新規加入や掛金月額を増額する場合、掛金の一部
を国が助成
・社外積立で、管理も簡単
・パートさん、家族従業員も加入できます
・詳しくはホームページをご覧ください

中退共

検索

問い合わせ （独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部（☎03-6907-1234）

監査委員選任
町の財務管理、事業の経営管理などを監査して
いただく監査委員が、議会の同意を得て新たに選
任されました。
なお、澤本委員につきましては、前回の任期か
ら引き続いて選任されています。
澤本 昌利（有識者）
≪任期≫平成30年８月１日〜平成34年７月31日
赤阪 岩男（議会選出）
≪任期≫平成30年８月１日〜平成34年７月26日
広報かつらぎ 平成30年（2018年）10月号

10

まちのわだい
特別叙勲受章
（故）南衞さん（佐野）が特別叙勲（旭日双光章）に叙され、８月
29日（水）に伊都振興局よりご遺族へ伝達されました。
南さんは生前、町収入役として８年８カ月、町長として平成
７年10月から２期８年間在職され、地方行政の発展に多大な貢
献をされた功績が認められ、今回の受章となりました。

企業によるボランティア活動（株式会社きんでん）
株式会社きんでん紀北営業所では、平成22年度から地域貢献活動の一環として、町内の小・
中学校でボランティア活動を行っています。
今年度も希望のあった各学校で、８月17日（金）に作業員の皆さんによるボランティア活動が
行われました。立ち木の伐採など、専門性を生かした高所での作業により、普段なかなか手入
れのできない場所がとてもきれいになりました。

た
まし
い
ざ
うご
がと
り
あ

笠田中学校／立木伐採

妙寺小学校／立木伐採

防災訓練実施
９月２日（日）、かつらぎ町防災訓練が妙寺中学校で行われました。午前７時、災害発生を告
げるサイレンが鳴ると地元自治区の皆さんは、安否確認や避難訓練を実施し、徒歩や車で体育
館に集まりました。
この日は、地元自治区の皆さんのほかに、警察・消防機関・赤十字奉仕団など、546名の方が
参加して「避難訓練」、「情報伝達訓練」、「炊き出し訓練」、「心肺蘇生・ＡＥＤ使用訓練」、「応
急手当訓練」、「初期消火訓練」などを行いました。

応急手当訓練

11
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救助訓練

伊都地方子ども集団親睦交流スポーツ大会「ドッジボール大会」
８月５日（日）、伊都地方父母クラブ連絡協議会主催の「伊都地方子ども集団親睦交流スポー
ツ大会」が九度山文化スポーツセンターで開催され、Oh！Friends（大谷）が１位、妙小やんちゃ
〜ず（妙寺）が２位となり、８月25日（土）に田辺市で開催された和歌山県子ども会連絡会が主催
する和歌山県地域子ども集団親睦交流スポーツ大会に伊都地域代表として出場し健闘しました。

Oh！Friends

妙小やんちゃ〜ず

大学のふるさと事業
かつらぎ町と大阪樟蔭女子大学の連携事業の一環として、大阪樟蔭女子大学の学生たちによ
る子育て支援事業が実施されました。
・グリムプロジェクト
佐野こども園の５歳児を対象に子ども達に絵本の楽しさを伝えました。子ども達は、たくさ
んの絵本にふれ、大型絵本やペープサートなど、笑顔あふれる時間を過ごしました。ご家庭で
も「絵本読んで」の言葉が増えたのではないでしょうか。

・工作プロジェクト
三谷こども園の５歳児を対象とした紙コップ遊びを通して工作の楽しさを伝えました。子ど
も達は目を輝かせながら紙コップに蓄光塗料を塗ったり紙コップを積み上げたりして、学生達
と共に楽しい時間を過ごしました。

広報かつらぎ 平成30年（2018年）10月号
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募

集

︿紀の川万葉の里マラソン﹀

ボランティアスタッフ
参加ラ ン ナ ー
参加チ ー ム 募 集

さい︒
問い合わせ
つらぎ︵☎
憩楽クラブか
１
―０２３︶

お知らせ

①町内に住所を有し︑満
歳以上である方
②要介護認定３以上でねた
きり状態であると判定でき
る方
③施設に入院または入所し
ていない方
支援金の額 １万円
申請方法 次のものを持参
のうえ申請してください︒
・介護保険被保険者証
・印鑑
・振込口座がわかるもの
申請期間
月１日︵月︶〜
平成 年２月 日︵木︶まで
問い合わせ 住民福祉課福
祉係︵内線２０６６︶

世界遺産トレッキング
︻開催︼③ 月 日︵日︶
世界遺産三谷坂トレッキン
グ
︻中止︼④ 月４日︵日︶
語り部と歩く第５回世界遺
産高野山町石道ウォーク
︻中止︼⑤ 月２日︵日︶
高野七口女人道巡り・高野
七弁天巡りハイキング
問い合わせ 世界遺産高野
参詣道トレッキング連絡会
︵伊都振興局企画産業課内
☎０７３６ ― ―
４９０
９︶

就職応援！﹁ジョブ
フェア はしもと﹂

アザレア３階会議室
対象 一般求職者︑学生︑
保護者
参加費 無料
参加企業 地元企業 社
問い合わせ 若者サポート
ステーションきのかわ︵☎
０７３６ ― ２
―９００︶

33

11

１件
―
３件
―
―
―
４件

10,800円
―
50,000円
―
―
―
60,800円

２件
―
６件
―
―
３件
11件

32,400円
―
103,608円
―
―
26,061円
162,069円

弔 意
見舞い
お祝い
賛 助
会 費
その他
計

議会および議長
金 額
件数

町および町長
金 額
件数

７・８月分

﹁世界遺産高野参詣道トレ
ッキング〜秋シリーズ〜﹂

30

正社員︑パート・アルバ
イト募集企業が集合︒橋本
市〜紀の川市周辺の企業と
の個別面談会︒
仕事の内容や職場の雰囲
気︑求める人材など︑企業
の方から直接話を聞けるチ
ャンスです︒どなたでもお
気軽にご参加ください︒参
加をご希望の方はお電話を
お願いします︒
日時
月 日︵木︶
午後１時 分〜３時 分
会場 橋本市産業文化会館

町および町長・議会および議長交際費の公表

21

33

10

11

12

in

11

10

28

10

の一部中止について

29

13

25

20

31

65

広報９月号にて案内した
﹁世界遺産高野参詣道ト
レッキング〜２０１８年秋
シリーズ〜﹂ですが︑台風
号の影響により一部のイ
ベントが中止となりました︒
︻中止︼①９月 日︵土︶
世界遺産不動坂 槙尾道ト
レッキング
︻中止︼② 月 日︵土︶
第３回高野参詣道﹁黒河道﹂
21

お知らせ
12

12

ねたきり老人介護支
援金の支給について
日常生活に著しく支障の
ある在宅のねたきりの高齢
者を介護する家族などに対
し︑支援金を支給します︒
対象者 町内に住所を有し
対象者個人の当該年度の住
民税が非課税でありかつ︑
平成 年 月１日時点で次
の①〜③のすべてに該当す
るねたきり老人を居宅にお
いて３カ月以上継続して介
護している家族など
ねたきり老人１名につき
※
介護者１名が対象です︒

広報かつらぎ 平成30年（2018年）10月号

13

10

30

11

10

22

10

Information

開催日
月 日︵日︶
場所 伊都浄化センター
◆ボランティアスタッフ
地元の人々でおもてなし
選手受付・飲料配布・走路
指示・誘導・応援
種目
・マラソン︵９時〜 時︶
キロ︵高校生以上︶３．
２
キ ロ︵ 中 学 生 ・ 高 校 生 以
上︶１．
５キロ︵小学生︶
・リレーマラソン︵ 時〜
時終了予定︶
キロ︵外周 周︶１チー
ム ４〜 名
詳細はお問い合わせくだ
※
30

10月の
10

34 16

談

セクハラや妊娠・出産を
理由とした不利益扱いなど
に関する相談対応をはじめ︑
妊娠・出産をしながら働く
女性のためのさまざまな制
度もご紹介します︒
問い合わせ 和歌山労働局
雇用環境・均等室︵☎０７
３ ４
―８８ １
―１７０︶

かつらぎ町役場庁舎より車で22分

﹃上司に妊娠を報告した
ら﹁他の人を雇うので早め
に辞めてもらうしかない﹂
と言われた﹄﹃育児短時間
勤務をしていたら同僚から
﹁あなたが早く帰るせいで︑
まわりは迷惑している﹂と
何度も言われ︑精神的に非
常に苦痛を感じている﹄と
いった︑上司や同僚からの
ハラスメントを受けてお悩
みの方︑一人で悩まずにお
気軽にご相談ください︒

只今空室ございます

相

相談時間 午後４時まで
ひきこもり青年のための
場所 地域福祉センター
﹁居場所﹂﹁親の会﹂
問い合わせ 社会福祉協議
◆居場所
会︵☎
４
―３１１︶
消費生活相談
月１日︵月︶︑２日︵火︶︑
９日︵火︶︑ 日︵月︶︑ 日
ＮＰＯ 法人消費者サポー
理学療法士相談
︵火︶︑ 日︵月︶︑ 日︵火︶︑
トネット和歌山の専門相談
﹁退院はしたものの⁝﹂
日︵月︶︑ 日︵火︶︑ 月
員による﹁消費生活相談
﹁リハビリは卒業したもの ５日︵月︶︑６日︵火︶
会﹂を開設しています︒
悪質な訪問販売や契約・ の⁝﹂と自宅での自主リハ 午後１時 分〜３時 分
ビリや健康体操の方法など ◆親の会
取引に関するトラブルなど
月 ３ 日︵ 水 ︶︑ 月 ７ 日
の消費者問題でお悩みの方 でお悩みの方の相談に応じ
︵水︶午後７時〜９時
の相談に消費生活専門相談 ます︒
月５ 日︵金︶︑ 日︵金︶︑ 場 所 大 谷 地 域 交 流 セ ン
員が応じます︒
月２日︵金︶
ター １階和室
① 月２日︵火︶
午後１時〜５時
主催・問い合わせ よりみ
かつらぎ町役場２階会議室Ｂ
場所 保健福祉センター
ち︵☎０９０︱７０９３︱
② 月 日︵火︶
１階機能訓練室
９５９５︶開所時間内のみ
高野町役場住民ホール
問い合わせ 健康推進課衛 ※非通知設定の場合はお答
③ 月 日︵火︶
生係︵内線６０３１︶
えできない場合もあります
橋本市役所消費生活センター
※ひきこもり支援について
④ 月 日︵火︶
の問い合わせ 住民福祉課
九度山町ふるさとセンター
就職相談
福祉係︵内線２０６６︶
各日︑午後１時〜４時
月 日︵火︶
ど
※の会場でも相談できます︒
笠田公民館佐野分館
問い合わせ 産業観光課商
マタハラ防止対策義務化
月 日︵火︶
工観光係︵内線２２１２︶
笠田東児童館
平成 年１月１日から︑
月３日︵水︶︑ 日︵水︶
妊娠・出産︑育児休業など
心配ごと・法律相談
かつらぎ総合文化会館
に関するハラスメントにつ
各日︑午後２時〜３時 分
いて︑防止措置を講じるこ
問い合わせ 伊都振興局企
とが事業主に義務付けられ
画産業課︵⏉０７３６︱
ています︵男女雇用機会均
︱４９０９︶
等法︑育児・介護休業法︶︒
19

24

22

９

９

11 10

16

16

月９日︵火︶︑ 日︵月︶︑
月 日︵月︶
受付 午後１時 分〜
３時 分︵先着順︶

22

30

10

23

30

10

10

10

10

10

12

10

11 10

33

30

23

11

16

11

15

30

30

22

29

10

29

10

30

14
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期間
月 日︵月︶〜 日
︵日︶午前８時 分〜午後７
時︵土︑日は午前 時〜午
後５時︶
全国共通ナビダイヤル

全国一斉強化週間
女性の人権ホットライン

和歌山県就活サイクル
プロジェクトについて

日付︼

●

●

職員人事

●異動︻８月

日付︼

◆地籍調査室
▽室長 斉藤浩治︵総務課
調査員︶
●異動︻９月

●

出して下さい︒
また︑県外で働くご家族
やご友人の中で︑県内への
再就職を考えている方がい
●異動︻８月９日付︼
ましたら︑センターから情
報をお届けいたしますので︑ ︽町長部局︾︵ ︶は前職
◆産業観光課
ぜひご連絡ください︒
▽課長 井本恭弘︵地籍調
査室長︶
◆総務課
▽調査員 斉藤浩治︵産業
観光課長︶

◆スケジュール
月〜 採用情報発信
９月〜１月 各地域で就活
セミナー開催
２月 合同企業説明会開催
４月 就職

☎０７３︱４２１︱８０８０

和歌山県再就職支援センター

10

問い合わせ 和歌山県商工
観光労働部労働政策課︵☎
０７３︱４４１︱２８０
５︶

広報かつらぎ 平成30年（2018年）10月号

15

町税などの納付は便利で確実な口座振替をご利用ください。

紀和病院

県では︑結婚や出産など
で離職した女性︑定年退職
した方︑都会で働く方に︑
県内で再就職をしていただ
くため︑﹁就活サイクルプ
ロジェクト﹂に取り組んで
います︒
再就職を支援するための
施設﹁再就職支援センタ
ー﹂では︑再就職に関する
相談やホームページに再就
職に役立つセミナーの開催
情報︑人材を必要としてい
る県内企業の企業情報・採
用情報を掲載しています︒
再就職をお考えの方は︑
センターをご活用していた
だき︑新たな第１歩を踏み

●

10

18

☎０５７０ ―
０７０ ―
８１０
相談内容 夫・パートナー
からの暴力やストーカー︑
セクハラなどの女性をめぐ
る人権の何でも相談
法務局職員または人権擁
※
護委員が相談に応じます︒
相談は無料で相談内容の
※
秘密は守られます︒
問い合わせ 和歌山地方法
務局・和歌山県人権擁護委
員連合会︵☎０７３ ４
―２
２ ５
―１３１︶

◆総務課
▽企画員 井尾明日香︵生
涯学習課企画員︶
◆健康推進課
▽企画員 松下秀江︵総務
課企画員︶
◆上下水道課
▽企画員 柴田美紀︵健康
推進課企画員︶

●

○10月31日（水）

納期限

12

30

第５期
第５期
第３期
第４期
第４期
第４期

●

町民税・県民税
固定資産税
町外固定資産税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料

医療法人南労会

20

１

11

災害時の行動について︵地震編②︶
危険な箇所に近寄らない

ら正しい情報を集め︑災害
時に増えるデマに惑わされ
ないようにしてください︒

ご近所の安全を確認

避難の前に安全確認

いざというとき安全に避難できるように、玄関など
の出入り口やそこにいたる通路には倒れやすいものを
置かないようにしましょう。

先月号で地震の種類についてご紹介をしましたが︑今
回は地震が発生したときの取るべき行動についてご紹介
します︒

火災などの二次災害を防
ぐため︑電気のブレーカー
やガスの
元栓を閉
めてから
避難しま
しょう︒

◆出入り口や通路にはものを置かない

地震発生直後の
行動について

家具と壁や柱の間に遊びがあると倒れやすくて危険
です。また、家具の上に落ちやすいものを置かないよ
うにしましょう。

地震発生時の
行動について

16

◆家具の転倒や落下を防止する対策を講じましょう

問い合わせ 総務課消防防
災係︵内線２０２２・２０
２３︶
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特に子供や高齢者、障害をお持ちの方など、就寝中
に倒れた家具に下敷きにならないように、家具は減ら
しましょう。

自宅の安全が確認できた
ら︑ご近所の安否を確認し
ましょう︒
特に高齢者世帯などの要
配慮者がいる家には積極的
に声かけをお願いします︒

◆寝室は家具を減らしましょう

屋外で大きな揺れを感じ
たら︑倒壊の恐れのあるブ
ロック塀︑電柱︑看板︑自
動販売機︑橋などには近寄
らないでください︒

重心を安定させるため、重い物は下に、軽い物は上
に収納しましょう。また、なるべく棚に隙間を作らな
いようにしましょう。

火元の確認と初期消火

正しい情報を集める

一緒にいる家族にケガ人
がいないか︑自宅内に危険
はないか確認しましょう︒

自宅の安全を確認

地震発生後の
行動について

火を使っているときは︑
出口を確保する
揺れがおさまってから慌て
揺れがおさまったのを確
ずに火の始末をしましょう︒
出火しているときは火が 認してから︑いつでも避難
小さいうちに消火器で初期 できるように窓や玄関のド
アを開けましょう︒
消火しましょう︒

けがに注意する
屋内では転倒や落下した
家具類︑割れたガラスの破
片などに注意しましょう︒
瓦︑窓ガラス︑看板など
が落ちてくる危険があるの
で慌てて
外には飛
び出さな
いでくだ
さい︒

ラジオやテレビ︑防災メ
ールなど信頼できる機関か

◆重い物は下に収納しましょう

自分の身を守る

緊急地震速報や大きな揺
れがあったときは︑まずは
身の安全を最優先に行動し
てください︒
﹁緊急地震速報﹂とは⁝
地震の発生直後に震源
近くで初期微動をキャッ
チし︑強い揺れが到達す
る直前に知らせる情報で
す︒
最大震度５弱以上が推
定される場合に︑テレビ
やラジオなどを通じてお
知らせをします︒
緊急地震速報から揺れ
るまでの時間はわずか数
秒から数十秒しかありま
せん︒

家の中の安全対策を！
！

シリーズ防災（その５）

＊開館時間は午前９時〜午後５時です。
＊花園分館の開館日時は、 水曜・土曜日
（年末年始は除く）の午後１時〜５時です。

小説・エッセイなど

新着図書のご案内

1（月）・15（月）
22（月）・29（月）

四十歳︑未婚出産
垣谷 美雨
蝶のゆくへ
葉室 麟
インジョーカー
深町 秋生
一億円のさようなら
白石 一文
星をつなぐ手 村山 早紀
シンドローム︵上・下︶
真山 仁
大山 淳子
円城 塔
冲方 丁
保坂 和志
朝井 まかて
赤い靴
文字渦
破蕾
ハレルヤ
悪玉伝

みんなの心にふるさとを 〜おうちで絵本を読みましょう〜

趣味・実用書など

図書館事業

大好きな人と過ごした楽しい時間はやがて 心の
ふるさと となり、私たちを勇気づけてくれま
す。よみきかせを交えながら 心のふるさと の
お話をさせて頂きます。

も〜っとずぼらヨガ
崎田 ミナ
るるぶにっぽんの博物館
家族がよろこぶダンボー
ル工作
ｐ ｉｋａ
くらべる日本
おかべ たかし
学校に行きたくない君へ
全国不登校新聞社
死ぬまでに行きたい！世界
の絶景 日本編
詩歩
大人に似合うヘアＢＯＯＫ
主婦と生活社

図書館（内線３０２０）
問い合わせ

児童書

歳からの筋トレ＆ストレ
ッチ
大渕 修一
脱！ＳＮＳのトラブル
佐藤 佳弘

11月12日（月）
午前10時〜（１時間程度）
場 所 保健福祉センター１階
子育て支援センター
入場料 無料（事前申し込み不要）
対 象 子育て中のお母さん、お父さん、絵本にご興
味のある方どなたでも（親子でもお一人でも
どうぞ）

おしりたんてい みはらし
そうのかいじけん トロル
ぼくは恐竜探険家！
小林 快次
行ったり来たり大通り
五味 太郎
へんなかお
大森 裕子
おいもをどうぞ！
いもと ようこ

୫ᓻ
ᓻɁ
Ɂሻ
ሻ
୫

日日猛暑暦の上は秋のはず

秋草の一輪にありて母の顔

黒き雨かたる悲惨さ原爆忌

田村アヤ子

寄谷小夜子

南

黒田ツヤ子

η
ǽ բ

秋夕焼流れたおやかライン川

市川

︵やまぼうし句会︶

ゑみ

トキ子

朝採りの紫蘇に染まりし手を洗ふ

ᅽ
ǽ ඟ

木多浦二三子

九十七歳歌友持ちくれし切り抜きの新聞歌壇に花を咲
かせる

重治

紀の川に黄金の影を映しつつ大空染めて秋の陽沈む

い ぐさ

芋瀬

節子

集落に籠売りの来て求めたる円座に座れば藺草が匂う

中

里神美喜代

鳥たちも時代に合わせ田の畔に黒髪茶ばつの案山子が
ならぶ

︵かつらぎ短歌会︶
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日 時

70

渡辺 敏子 氏
NPO法人「絵本で子育て」センター絵本講師
講 師

10月の図書館休館日

健康ひろば
認知症介護を行っている皆さんへ「家族交流会」のお知らせ
認知症のご家族をかかえ、「こんな時どうした
らいいの？」「相談するところはないのかな？」
など、日ごろの 思い を話してみませんか。認
知症や介護の相談・情報交換・勉強会を行ってい
ます。皆さんのご参加をお待ちしています。
問い合わせ

名 称
日 時

認知症家族の会
毎月第３木曜
午後１時〜３時
場 所 地域福祉センター２階

健康推進課長寿社会係（内線６０２０）
かつらぎ町地域包括支援センター（☎２２−２３２２）

10月はピンクリボン月間
乳がん検診→40歳から受け
られます【集団検診は無料、
医療機関は1000円】

乳がんは、約12人に1人と言われています。しかし、早期発
見と適切な治療を受ければ、がんの中でも完治・生存率は高
い病気です。定期的に検診を受診しましょう。
町では、ピンクリボン月間に合わせ、10月10日（水）
に松源、オークワ、Aコープ、エバグリーンで街頭啓
発を行います。それぞれに町の人気キャラクターが登
場します。

★クーポン券対象年齢の方
は、無料で検診を受けられ
ます。クーポン券が届いた
方は是非、この機会に受け
ましょう！！

10月21日（日）は、ジャパン・マンモ・サンデー！
日曜日に乳がん検診を受けることができます。
※受診できる医療機関 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院・紀和病院（要予約）
問い合わせ

健康推進課衛生係（内線２０５９）

動脈硬化講演会・動脈硬化健診結果説明会のお知らせ
動脈硬化講演会および動脈硬化健診の説明会を開催します。町民の健康状況から、健康づく
りに役立つ情報が盛りだくさんです。皆さんお誘いあわせの上、ご参加ください。

10月26日（金）

「健康寿命は高血圧予防から」
和歌山県立医科大学名誉教授
角谷リハビリテーション病院長
和医大公衆衛生学教室 教授

10月27日（土）

「健康寿命は高血圧予防から」
和歌山県立医科大学名誉教授
角谷リハビリテーション病院長
有田 幹雄 氏
和医大保健看護学部教授 脳外科医 上松 右二 氏

有田 幹雄 氏
竹下 達也 氏

時 間 受付：午後１時〜 講演：午後１時30分〜
場 所 かつらぎ総合文化会館 大ホール
内 容 全体説明と個別説明
※個別説明：午後２時ごろから予定 医師・和医大保健看護学部のスタッフが説明します。
※動脈硬化検査結果をお渡ししますので、どちらかの日程にお越しください。
問い合わせ

健康推進課衛生係（内線２０５４、６０３１）
広報かつらぎ 平成30年（2018年）10月号
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風しん患者の発生が増加しています！
例年と比較し、関東地方で風しん患者の届出数が大幅に増加しています！
今後、全国的に感染が拡大する可能性があり、厚生労働省と国立感染症研究所から注意喚起
がされています。特に、妊娠している女性が風しんにかかると、おなかの中の赤ちゃんが重い
障がいを持って生まれる可能性が高いと言われています。県と町では、風しん予防接種に対す
る助成を行っています。詳しくは町ホームページをご覧ください。
対 象 者 ①妊娠を希望している女性（19歳以上50歳未満） ②妊婦の夫（妊娠中に限る）
助 成 額 上限10,000円
助成回数 １人につき１回（過去に助成を受けられた方は対象外）
問い合わせ

健康推進課衛生係（内線２０５３）

家族のコミュニケーションUP！ パパもチャレンジ！
調理体験から「食事」の大切さや作ること
の楽しさを経験しましょう。料理を通して、
おやこのコミュニケーションの充実を図りま
しょう。是非この機会に、おやこで調理実習
にチャレンジしてみませんか？お父さん、お
じいちゃん、おばあちゃんの参加も大歓迎！
今回は簡単に楽しく作れる簡単なメニューを
ご紹介します。ぜひ、ご参加下さい。
問い合わせ

健康推進課衛生係
（内線２０５４）

おやこ料理教室

参加費
【日 時】10月20日（土）
無料
午前10時〜午後1時
※受付9時30分〜
【場 所】総合文化会館３階 調理実習室
【対 象】小学生とその保護者
【定 員】20名（定員になり次第締め切り）
【持ち物】エプロン、手ふきタオル、三角巾
【メニュー】餃子の皮ピザ・季節の果物を使
ったスムージー
【締切日】10月11日（木）

第３回市民公開講座・健康フェスタin伊都・はしもと
〜増え続ける糖尿病を学ぼう〜
医師会・歯科医師会による公開講座のほか、薬剤師会による無料で受けられる血管年齢や骨
密度などの健康測定のコーナー、医師による健康相談、その他､薬相談、さらに健康づくりの
取組みや商品紹介・薬草茶など、どなたでも楽しめるブースが登場！ご家族、お友達、みなさ
んで、ぜひお気軽におこし下さい！

参加費
【日
時】 10月28日（日）正午〜午後５時
無料
【場
所】 九度山町「ふるさとセンター・中央公民館」
申し込み
【対 象 者】 伊都郡・橋本市在住の方
不要
【公開講座】 市民講座Ⅰ「コントで学ぶ糖尿病」 ※手話解説つき
講師 中村 直登 氏〔済生会京都府病院 病院長〕
市民講座Ⅱ「本当はコワイお口の病気〜口腔と全身との関わり〜」
講師 大亦 哲司 氏〔紀南病院 歯科口腔外科 主任部長〕
問い合わせ
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第３回市民公開講座・健康フェスタin伊都・はしもと実行委員会
伊都医師会事務局（☎０７３６−３３−１９２３）
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健康ひろば
子育て支援センターからのお知らせ
日・祝以外は開いているのでいつでも遊びに来てね。

わくわく広場

赤ちゃんクラブ「よちよち」

１歳児以上のお友達とお母さんの遊びの場です。

１歳未満の赤ちゃんとお母さんのふれあいの場です。

・10月11日（木）午後3時〜3時45分

・10月15日（月）午前10時〜11時
親子のコミュニ
ケーション遊び
子育てについて悩んでいませんか？
「ファースト
・10月18日（木）午後1時〜3時
・サイン」
※この日以外でも気軽にご相談ください。 ※要申し込み
9月18日㈫〜

育児相談

なかよし広場
子育て講座や親子でふれあう交流の場を開いています。

・10月25日（木）
午前10時〜11時

「きのこ公園であそぼう！」
※現地集合・現地解散です。
※雨天の場合、センターで遊びます。
※水分と帽子、
忘れずに！

おしゃべりサロン
子育てについて、いろんなおしゃべりを楽しもう♪

・10月18日（木）午前9時30分〜11時30分
第2回「足つぼ＆ストレッチ」
※要申し込み 9月25日㈫〜
定員７組

「おめでとう」コーナー
誕生日の記念に手形or足形を残しませんか？

・ 毎月第１、第２金曜日
午前中（午前9時〜11時30分）
※お誕生月の未就園児のみを対象とさせていただきます。

場所
（上記いずれも）
：子育て支援センター（保健福祉センター1階）
問い合わせ 子育て支援センター「はぐくみ」（内線６０１３）
なかよし広場で﹁首肩マッサージ﹂
をしました︒センターの利用者さん
︵有資格︶がマッサージ︒
﹁あ〜気持ち良かった﹂と日頃の疲
れを癒してもらいました︒

わくわく広場﹁フェルトで手づくり
おもちゃを作ろう﹂
両面テープをペタペタ！フェルトで
﹁モグモグ絵本﹂を作りました

●育児サークル
サークル名

場

所

笠田公民館
笠田育児
サークル （笠田ふるさと交流館）

こども園名
11月16日㈮10:00〜11:00

妙寺公民館

11月９日㈮10:00〜11:00
（佐野ふれあい館）

丁ノ町地域
交流センター

10月18日㈭10:00〜11:00
11月15日㈭10:00〜11:00

時

三 谷

10月16日
第３
午前９時30分
火曜日
〜10時30分

佐 野

11月13日
第２
午前９時30分
火曜日
〜10時30分

三 谷

11月20日
第３
午前９時30分
火曜日
〜10時30分

10月 24日㈬10:00〜11:00

11月の実施は未定です。
予定は11月広報をご覧ください。

日

10月９日
第２
午前９時30分
佐 野
火曜日
10
〜10時30分

11

月

丁ノ町育児
サークル

園庭開放

10月19日㈮10:00〜11:00

10月12日㈮10:00〜11:00

笠田公民館佐野分館
佐野育児
サークル

時

月

妙寺･三谷
育児
サークル

日
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10月の保健カレンダー

【問い合わせ】健康推進課衛生係（内線2054・2059）

● 母子の健診・相談・教室
事

業

名

日

時

対

象

場

所

子育て教室
「すくすく」

10月２日㈫
9:30〜10:00 平成29年11月生まれ

平成28年８月生まれ

11月５日㈪
9:30〜10:00

平成28年９月生まれ

ど

身体計測・発達観察・育児相談・歯科指導・
離乳食指導

11月６日㈫
平成29年12月生まれ
9:30〜10:00
10月１日㈪
9:30〜10:00

な

身体計測・医師による診察・歯科医師による
歯科検診・歯科指導・発達観察・食事指導

保健福祉センター

２歳児
健康相談

容

身体計測・医師による診察・発達観察・育
児相談・離乳食指導 ［バスタオル持参］

4か月・6か月児 10月31日㈬ 平成30年４月生まれ
13:00〜14:00 平成30年６月生まれ
健康診査
１歳６か月児 10月30日㈫ 平成29年２月生まれ
13:00〜14:00 平成29年３月生まれ
健康診査
10か月児
健康相談

内

10月12日㈮ おおむね4か月児健診を受診す
13:30〜15:30 るまでの子を持つ保護者･妊婦
10月３日㈬

身体計測・発達観察・育児相談・食事指導・
歯科指導
授乳指導・子育てワンポイント・交流会
[事前に申し込みが必要です]
ふれあい遊び・子守歌・絵本の読み聞かせ
・ペープサート・交流会・ブックスタート
事業による絵本のプレゼント

７か月児教室 13:30〜14:30
平成30年３月生まれ
「さくらんぼ」 10月17日㈬
13:30〜14:30
10月３日㈬

平成29年10月生まれ
11か月児教室 10:00〜11:00
「りんごちゃん」 11月７日㈬
10:00〜11:00

ふれあい遊び・手遊び・お歌・絵本の読み
聞かせ・交流会

平成29年11月生まれ

※いずれの場合も、 母子手帳を持参してください。
※4か月・6か月児、1歳6か月児健康診査については、午前11時から会場で受付番号札を配布します。

● 糖尿病フォローアップ教室
年間を通して、糖尿病についての正しい知識が学べる教室です。
皆で楽しく健康づくりに取り組んでみませんか。途中からの参加も大歓迎です。お気軽にお問い合わせ
ください。
◆10月の内容

◆11月の内容

「運動編② 〜自分のペースでウォーキング〜」
日
場

時 10月10日（水） 9:30〜12:00
予約
所 保健福祉センター１階に集合 要

※動きやすい服装、はき慣れた靴でお越しください。
水分補給の用意も忘れずに！（※雨天は室内で運動）

● 一般健康相談
乳幼児から高齢者までお気軽にご利用ください。
また、時間を要する相談は事前にご予約ください。
月 日
10月 ４日㈭
11月 １日㈭
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場

所

時 間

保 健 福 祉 セ ン タ ー 9:30〜11:00
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「食事編① 〜糖尿病予防の食事をつくろう〜」
日
場

時 11月14日（水） 9:30〜12:00
要予約
所 総合文化会館３階調理室

※エプロン、三角巾、手拭きタオルをお持ちください。
※材料購入のため、必ず１週間前には予約をお願いします。

