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新春恒例

消防出初式

１月６日（日）、かつらぎ町消防出初式が開催され、式
典終了後、総合文化会館前で観閲が行われました。

妙寺の

な

お

宮本 佑子さん・夏緒ちゃん
（平成30年8月8日生まれ）
発 行 日：平成31年2月1日（通巻720号）
編集･発行：かつらぎ町役場総務課

「元気に育ってね」

続いて三谷橋北詰めにおいて、一斉放水訓練が行われ、
消防団員が消防活動への誓いを新たにする放水となりま
した。

人口と世帯数
12月末日現在
人 口 16,970人
男
7,996人
女
8,974人
世帯数 7,207世帯
人口の前月比

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

図書館
事業

12月のうごき
出生 5人
死亡 23人
転入 9人
転出 32人
−41人

消防団本部指令車が寄贈されました
「よみきかせ会」
のお知らせ

図書館のよみきかせボランティ
ア「よみきかせの会プーさん」に
よるよみきかせです。
どんな絵本かはお楽
しみに…

12月25日（火）、紀北川上農業協同組合より共済事業の
一環として町消防団本部指令車が寄贈されました。前指
令車は、配備後14年経過し、老朽化が進んでおりました。
今回寄贈された指令車は、火災時などに出動し、町民
の皆さんの生命、財産を守るため大切に使用していきま
す。ありがとうございました。

日 時

２月18日（月）
午前10時〜（約30分）
場 所 保健福祉センター１階
地域子育て支援センター
入場料 無料
（事前申し込み不要）
対 象 ０歳〜
問い合わせ
図書館（内線３０２０）
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今月の主な内容
●確定申告 町民税・県民税の申告
●人権作文
●ＪＲ和歌山線の新型車両に手を振ろう！
●予防接種の助成について
●まちのわだい
●２月のお知らせ
●図書館だより
●健康ひろば 保健カレンダー
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平成31年（2019年）第720号
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所得税の確定申告︑町民税・県民税の申告
粉河税務署の申告会場

73

確定申告書には︑マイナンバー
︵ 桁︶の記載︵納税者本人・控除
対象配偶者・扶養親族・事業専従
者︶が義務付けられます︒
申告書提出の際に︑ご本人の本
人確認書類の提示または本人確認
書類写しの添付が必要です︒

※土、
日、
祝日を除く。

□地区相談会場

かつらぎ町の申告会場
15

２月６日︵水︶〜３月 日︵金︶ま
期 間 ２ 月 日︵ 月 ︶〜 ３ 月 日
での期間中︑ご都合の良い日にご
︵金︶ 午前９時〜午後４時︵土︑
来場ください︒なお︑還付申告以
日を除く︶
場所 紀の川市商工会館︵粉河︶
外の申告は︑２月 日︵月︶以降と
なります︒
※前年分の申告書控えをご持参く
※土地・建物や株式などを売った
ださい︒
譲渡所得のある方︑災害などによ
問い合わせ 粉河税務署︵☎０７
る雑損控除の適用を受ける方で︑
確定申告が必要な方や︑青色申告
３６︱ ︱３３０１︶
を行う方は税務署で申告相談を行
ってください︒
社会保障・税番号制度
※混雑状況によっては長時間お待
について
ちいただくことがあります︒また︑ ︵マイナンバー制度︶
収支内訳書や医療費の内訳書作成
などの事前準備が不十分な場合︑
申告相談を行う前に書類の整理・
集計などをお願いする場合があり
ますので︑ご承知願います︒
問い合わせ 税務課住民税係︵内
線２０４２︶

15

かつらぎ町の
申告会場は
２月６日︵水︶から開設！

12

︻本人確認書類の例︼
①マイナンバーカード
②通知カード＋源泉徴収票・運転
免許証・健康保険被保険者証など
◆詳しくは︑国税庁ホームページ
をご覧ください︒

花園地区
２月20日（水）

ORIENTEERING

かつらぎ町では、11月10日（日）に
天野の里でオリエンテーリング交流大会が
開催されます。

対象地区

時 間
午前９時〜
正午
場 所
花園支所
１階
申告の種類
所得税確定申告、
町民税・県民税申告
月 日

農業・営業・不動産
などの所得者
午前９時〜
午後５時
所得税確定申告、
町民税・県民税申告

防災セン
ター１階
還付申告

時 間

対 象 者
年金受給者、住宅取得控除、
医療費控除などの還付申告者
場 所
申告の種類

月 日
２月６日（水）
〜15日（金）
２月18日（月）
〜３月15日（金）

18

□庁舎相談会場

◎人権作文優秀賞◎

﹁みんなと違っても﹂
植田祐佳

のことを尋ねると母は︑
﹁みんなにないものがある
ことで冷やかされたり笑わ
れることもあるかもしれな
いけど︑
╡福╢
と名のつくも
のは誰にでもあるわけでも
ないし︑取ってしまうこと
はいつでも出来る︒けれど
あなたに決めさせようと取
らずにいたのよ︒これから
長い人生で色んなことがあ
るけど︑いつでもやり直し
はできる︒でも一時の思い
で決めるのではなく︑しっ
かりと向きあって考えて決
めてほしい︒必ず未来はあ
るのだから︒﹂と話してく

れました︒それを聞いて私
は︑
╡決める╢
ということが
本当はとても難しく大切な
ことなんだと改めて思いま
した︒これからの人生で︑
私はたくさんのことを決め
なければならないと思いま
す︒そして︑失敗し︑もう
だめと思う場面に出会うか
もしれません︒でもそんな
時でもあきらめず前を向い

て歩んでいきたいと思いま
す︒いつでもどんな時でも
やり直しができると教えて
くれた母のことを︑そんな
母の思いが詰まった福耳と
一緒に強く生きたいと思い
ます︒そして友達に福耳の
ことを聞かれてもきちんと
母の思いを話したいと思い
ます︒

૧ා߉ٛවરैતٚ
１月 日︵成人の日︶新年俳句会が総
合文化会館で開催され︑次の方々の
作品が入賞作品に選ばれました︒

商工会会長賞
古稀すぎて傘寿も過ぎて寝正月

教育長賞
初稽古母の形見の帯しめて

議長賞
雑煮餅二つ三つと年を知る

町長賞
七草の難なく揃ふ里ぐらし

南出香予子

山口とよ子

黒田ツヤ子

山下八重子

中谷

つた

文化協会会長賞
的に書く亥の一文字事始め

認知症介護を行っ
ている皆さんへ

﹁家族交流会﹂
のご案内

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︒

名称 認知症家族の会
日時 毎月第３木曜 午後
１時〜３時
場所 地域福祉センター２
階
問い合わせ 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︵☎ ︱２３２２︶
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妙寺小学校５年

私には生まれた時から右
耳にイボのようなふくらみ
があります︒小さい時初め
て会う友達にはいつも
﹁これって何？﹂﹁病気？﹂
と聞かれ︑みんなにはない
ものがあることに対して
﹁何でついているの︒﹂
﹁ ど う し て 私 だ け︒﹂ と 不
思議に思うと同時に嫌な気
持ちもありました︒母に
﹁これ何？﹂﹁何で私だけ
あるの？﹂
と尋ねると︑母は﹁それは
福耳と言って耳のおまけみ
たいなものでお腹の中にい
る時からあったのよ︒特に
悪いものでもないし︑
╡福╢
とつくから取らずにいたん
だけど︑もし嫌ならいつで
も 取 れ る か ら 言 っ て ね︒﹂
と話してくれたことを憶え
ています︒小学校に入学し︑
私もこの福耳のことをあま
り気にしなくなっていたの
ですが︑最近母にこの福耳

22

14

かつらぎ町内でも被害発生!! もはや他人事ではありません!!
かつらぎ町内のお宅に、ニセ警察官が、『あなた（家族）の口座が被害に遭っ
ている』『口座の暗証番号を教えて欲しい』などとウソの電話を掛け、犯人が
家に来て、キャッシュカードを騙し取られる事件が発生。
警察や官公庁では、電話で暗証番号などを尋ねることは 絶対 にありません。
不審な電話がかかってきたら、一度電話を切って、家族や知人、警察に相談
してください。

問い合わせ

かつらぎ警察署（☎２２−０１１０）

土砂災害から身を守るために知っていただきたいこと
国土交通省の発表によると、７月の西日本豪雨では、土砂災
害による犠牲者の約９割が「土砂災害警戒区域」などで被災し
たことがわかりました。
ハザードマップや「わかやま土砂災害マップ」により、お住
いの場所が、土砂災害の危険があるかどうか確認してください。
わかりにくい場合、お住いの県振興局建設部や市町村役場にお
問い合わせください。

※土砂災害警戒区域とは
急傾斜地の崩壊などが
発生した場合に、住民な
どの生命または身体に危
害が生ずるおそれがある
と認められる区域

わかやま土砂災害マップ
http://sabomap.pref.wakayama.jp/
問い合わせ 和歌山県砂防課（☎０７３−４４１−３１７１）
伊都振興局建設部（☎０７３６−３３−４９２５）

ＪＲ和歌山線の新型車両に手を振ろう！
３月16日（土）、ＪＲ和歌山線に新型車両（227系）がやって来ます。
それを記念し、以下の日程で和歌山線を新型車両が試験走行し
ます。沿線から電車に手を振り、新しい電車を歓迎しましょう。な
お、当日の様子は車内から撮影し、和歌山線ＰＲムービーを作成し
てYouTubeやその他媒体で放映予定です。和歌山線沿線の魅力を
全国に発信しましょう。横断幕やパフォーマンスなど大歓迎です。
運 行 日 ２月23日（土）
区
間 和歌山〜橋本駅間
運転時刻 和歌山駅 10時30分頃発車
妙 寺 駅 11時30分頃通過
注意事項

粉河駅 11時15分頃通過
橋本駅 11時45分頃到着

※運転時刻は
変更となる
場合がござ
います。

・この列車には、ご乗車いただけません。
・危険ですので、線路や無人駅に侵入することはおやめください。
・安全には十分にご注意ください。
・詳しくは、和歌山線活性化検討委員会ＨＰ（http://wakayamasen.com/）をご覧ください。

問い合わせ 企画公室まちづくり推進係（内線２２１１）
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予防接種の助成について
日︵金︶

申請方法 接種後に次のも
のを持参してください︒
・領収書
・予防接種済証
・印鑑
・振込先のわかる物
妊婦の夫は︑夫であるこ
※
とを確認できる物︵母子健
康手帳など︶も必要︒
注意事項
妊婦は予防接種を受ける
※
ことができません︒また︑
接種後２カ月間は避妊が必
要です︒
集団接種は行っていませ
※
ん︒個別接種のみです︒
この予防接種は任意接種
※
になりますので︑希望され
る方のみの接種となります︒
対象外の方には助成でき
※
ませんので︑事前確認を行
った上で接種してください︒
問い合わせ 健康推進課衛
生係︵内線２０５３︶

平成30年度健康推進員養成講習会受講生募集

地域住民の健康向上を図るため、健康寿命日本一わかやまの実現に向けた取り組みの一環
である健康推進員の養成を行い、地域に根付いた健康づくりを推進することを目的とします。

対象者
地域で健康づくり活動を実践する方
実施主体
橋本保健医療圏地域・職域連携推進協議会
認定基準 養成講座の５分の４以上を受講
※ただし、過去に他の団体研修などで同一課
目を受講していることが確認できた場合は、
一部研修科目を免除（左記②は受講必須）
修了認定
受講状況により知事名で修了認定書を交付

ください︒
接種期間 平成 年４月１
日〜平成 年３月 日
31

申請期限 ３月

30

29

29

請不要です︒

風しんワクチン
予防接種
対象者
①妊娠を希望している女性
︵ 歳以上 歳未満︶
②妊婦の夫
︵妊娠中に限る︶

実施場所 希望する医療機
関へ実施の有無を問い合わ
せの上︑予約申し込みして

助成回数 一人につき１回
過去に助成を受けた方は
※
対象外となります︒

県の助成は今年度で終了
予定です︒希望される方
はお早めに接種をご検討
ください︒

助成額 上限１万円︵内
訳 県５千円︑町５千円︶

対象ワクチン ﹁風しんワ
クチン﹂もしくは﹁麻しん
風しん混合ワクチン﹂

50

小児インフルエンザ
予防接種

日︵金︶

19

対象者︵接種日現在︶ 町
内在住の生後６カ月〜小学
６年生までの方
助成額 上限１千円
対象者一人につき年１回
※
接種期間 平成 年 月１
日〜平成 年１月 日
申請期限 ３月
申請方法 次のものを持参
し︑払い戻しの手続きをし
てください︒
・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
医療機関に委任状を提出
※
し︑費用から１千円差し引
いた金額を支払った方は申
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健康推進課衛生係（内線６０３１）

申し込み・問い合わせ

10

２/8（金）
申込締切

日時 ２月15日（金）午後１時〜４時30分
場所 かつらぎ町保健福祉センター
内容 開校式、オリエンテーション
①講義「健康増進施策について」
橋本保健所、かつらぎ町
②講義「あたりまえの暮らしを求めて」
講師 有田 幹雄 氏
（角谷リハビリテーション病院院長）
③講義「フレイル予防について」
講師 小林 啓晋 氏
（角谷リハビリテーション病院リハビリ科長）
④修了式（修了認定書交付）

30

31

29

31

まちのわだい
黄綬褒章受章
11月２日（金）、秋の農林水産省関係褒章受章者が発表され、有
限会社新岡農園の新岡敏美さん（窪）が黄綬褒章を受章されました。
新岡さんは、昭和46年に就農されて以来、和歌山県農業法人化
協会会長を務めるなど６次産業化の先駆者として長年にわたり果
樹農業の経営に励まれるとともに、法人化の推進、農業法人の資
質向上、経営安定など、本町の農業発展に精励されたことが認め
られての受章となります。

文部科学大臣表彰
12月７日（金）、文部科学省による平成30年度地方教育行政功労者表
彰の伝達式が行われ、楠サヨコさん（三谷）に教育長より文部科学大臣
表彰が、町長からはお祝状が贈呈されました。
楠さんは、民生児童委員会委員を始め、人権啓発推進委員など数々
の要職を歴任され、平成17年からは、かつらぎ町教育委員、平成25年
からは教育委員長を勤められました。
今回の受賞は、長年の教育行政に対する貢献が認められたものです。

平成30年度「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰受賞
文部科学省では、地域全体で次代を担う子どもたちを育成するために、地域と学校が連携・協
働し、地域の教育力の向上を図り、社会総掛かりでの教育の実現を目指すことを目的に、幅広い
地域住民などの参画により、地域全体で未来を担う子どもた
ちの成長を支え、地域を創生する活動（地域学校協働活動）
のうち、その内容が他の模範と認められるものに対して、文
部科学大臣表彰を行っており、この度「かつらぎ町地域学校
協働活動」が認められ、12月３日（月）、文部科学省において
表彰されました。
子どもたちのために多くの方が関わり、支えてくれている
功績が認められての受賞です。地域活動の内容としては、
「通学合宿・児童館活動・子どもの居場所づくり推進事業」
子どもの居場所づくり推進事業
などです。

町制60周年記念事業「かるた大会」開催
12月８日（土）、総合文化会館大ホールで「かるた大会」が開催
されました。この大会は町制60周年を記念し製作された、町の名
所・名物を題材にした「かつらぎかるた」を使って行われ、事前
に町内小中学生で選抜された小学１年生〜中学２年生までの児
童・生徒併せて104名が参加し熱戦が繰り広げられました。
各クラスの優勝、準優勝者は以下のとおりです。
【小１・２クラス】優勝：中薗
【小３・４クラス】優勝：西畑
【小５・６クラス】優勝：中谷
【中１・２クラス】優勝：澁川

弥洋（渋田小）準優勝：辻
遼祐（渋田小）準優勝：薄月
柚葉（大谷小）優勝 ：中泉
憂真（笠田中）準優勝：中谷

璃子（渋田小）
珠煕（大谷小） ※小５・６クラスは
風笑（渋田小）
同数にて優勝
友香（妙寺中）
２名
広報かつらぎ 平成31年（2019年）2月号
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新成人おめでとう！
平成31年成人式開催
１月13日（日）、総合文化会館大ホールで、成人式
が開催され、143名（男性66名、女性77名）が、成人
の仲間入りをしました。式典では、町長や来賓の
方々からお祝いの言葉の後、新成人を代表して、２
名の若者がメッセージを読み上げました。その後、
町からの記念品贈呈があり、代表して稲本美玖さん
（笠田東）が受け取りました。
今年も式典の最後に、成人の２分の１年齢に
あたる町内小学４年生の子どもたちによる歌の
斉唱とメッセージの上映があり、「おめでと
う」の気持ちを精一杯歌声に乗せて伝えてくれ
ました。
式典終了後は、激励会（町青年団体連絡協議
会主催）が行われ、恩師からのビデオレターや、
抽選会などで盛り上がりました。

7

斉藤 浩哉さん（妙寺）のメッセージ

田村 栞さん（笠田東）のメッセージ

成人式を迎え、大人の仲間入りをした今、
私はまだ学生ですが、学生であるというこ
とに甘えるのではなく、この決意を常に意
識することで将来社会人として生活するた
めの準備を進めていきたいです。
また、それと同時に、今まで出会った多
くの人々への感謝の
気持ちを忘れず、
これから出会う
多くの人々との
つながりや、そ
の中で得るもの
を大切にしたい
と思います。

私は今年で学校を卒業し、この春から新
しい社会で生活を始めます。まだ見ぬ新し
い世界は不安も大きいですが、私も今まで
憧れて見てきた皆さんのように優しく、強
く、大きな大人になれるように、自分なり
に一歩ずつ前に進んでいきたいと思ってい
ます。
まだまだ不慣
れで不器用な私
たちですが、こ
れからも温かく
見守っていただ
ければ幸いです。

広報かつらぎ 平成31年（2019年）2月号

まちのわだい
消防出初式を開催

受賞者︽敬称略︾

康之
孝和
宏幸
成悟
泰久

◆５年以上在職退団者感謝状

守岡
狀家
松岡
勝岡
大倉

︵かつらぎ町長・県消防協会総裁︶

20

前第１分団
前第１分団
前第１分団
前第４分団
前第５分団
◆ 年勤続章
︵伊都地域消防協会長︶
第１分団団員 東山 晴彦
第６分団団員 丹田 英男
第８分団団員 下迫
徹
10

団員
団員

第１分団部長
第３分団部長
第４分団部長
第５分団部長
第７分団部長
第８分団団員
団員
団員

久保
栗本
竹徳
守

◆ 年勤続章
◆精績章
︵かつらぎ町消防団長︶
︵県消防協会総裁︶
第２分団部長 松山 正樹 第７分団分団長 杉本 隆彦
第１分団班長 竹田
均
第６分団副分団長 下垣内將司
第３分団班長 北林 卓也
森
忠正
第４分団班長 山本 恒弘
小西 孝明
第８分団団員 上田 敦史
上田 昌弘
団員 藤上 和孝
菅野 勝文
団員 野川 佳則
上山不二男
上田 敦史
藤上 和孝
野川 佳則

◆功績章
︵伊都地域消防協会長︶
第１分団部長 大川
博
部長 額田 敦男
部長 曽和 則光
第７分団部長 安武 信之
第１分団班長 井下 郁英
第３分団班長 植野 通隆
第６分団班長 田中 長和
班長 西川 義彦
第１分団団員 築野 暢良
第８分団団員 髙橋 伸治
団員 北
典浩

１月６日（日）、かつらぎ町消防出初式が総合文化
会館大ホールで開催され、町内の消防団員をはじ
め、多くの関係者が参加し、盛大に行われました。
式典では、人員報告、消防関係殉職者への黙と
うなどの後、退職消防団員の方々への感謝状の贈
呈をはじめ、消防活動に貢献された団員に表彰状
などが贈られました。

ビブリオバトル和歌山大会決勝戦
12月９日（日）、「ビブリオバトル和歌山大会決勝戦」が和歌山県立図書館
で開催され、町代表として出場した井戸幸祐さん（笠田中学校２年）が和歌山
県代表に選ばれました。
この大会は、地方大会を勝ち抜いた優勝者計14名が出場したものです。井
戸さんは、３月24日（日）に開催される「全国中学ビブリオバトル大会」へ出
場します。大会で井戸さんが紹介した「山怪〜山人が語る不思議な話〜」
（田中康弘著）は、図書館にも所蔵しておりますので、
お気軽にご利用ください。

広報担当より
お知らせ

町広報担当では、地域（自治区・町内会は問いません）の話題を
募集しています。地元で取り組まれていることや、広く町民の方に
知っていただきたい情報などをお寄せください。内容によっては、
広報に掲載を行う予定ですので、詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ 総務課総務係広報担当（内線２０２５）

広報かつらぎ 平成31年（2019年）2月号
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教育委員

集

課程それぞれの受講者を募
集します︒
開催日
①入門課程 ４ 月 日〜翌
年３月 日の第２・４水曜
日︵全 回︶
②基礎課程 ４月３日〜翌
年３月４日の第１・３・５
水曜日︵全 回︶
開催時間 午後１時 分〜
３時 分
場所 地域福祉センター２階
申込資格
・町民または本町に通勤︑
通学している方
・平成 年以降の手話奉仕
員養成講座の入門課程を修
了された方︵基礎課程のみ︶
参 加 費 ３ ︐ ２ ４ ０ 円︵テ
キスト代︶
定員 各講座 名
申込締切 ３月８日︵金︶
申し込み・問い合わせ 住
民福祉課福祉係︵内線２０
６３︑２０６４︶
25

20

受付 ４月 日︵金︶まで
試験日 ４月 日︵土︶〜
日︵水︶のうち１日を指定
詳細は︑お問い合わせく
※
ださい︒
問い合わせ 自衛隊和歌山
地方協力本部橋本地域事務
所︵☎０７３６ ― ０
―７
４４︶
12

32

平成 年度農業技術
講習会受講者募集

24

催します︒
ただし︑趣味で家庭園芸
を行う方に対する講習会で
はありません︒
講習会内容︵４コース︶
①柿基礎コース︵全５回︶
②柿専門コース︵全３回︶
③野菜コース︵全３回︶
④花コース︵全２回︶
定員 各コース 名
対象者 就農意欲がある方
申込締切 ２月 日︵木︶
申し込み・問い合わせ 伊
都振興局農業水産振興課
― ４
―９３０︶

︵☎０７３６

25

28

20

農業の基礎知識や技術を
習得するための講習会を開

31

33

10

予備自衛官補募集

かつらぎ町役場庁舎より車で22分

12

任期満了に伴い︑ 月
日付けで草田英嗣委員が再
任されました︒
任期 平成 年 月 日〜
平成 年 月 日

募

12

30

11

◆予備自衛官補
資格︽一般︾ 歳以上 歳
未満︽技能︾ 歳以上で募
集要項に記載する国家免許
資格などを有する方

只今空室ございます

12

21

30

26

Information
30

19

24

﹁源流体験会﹂参加者募集

対象 吉野川・紀の川流域
の住民で︑川の水環境など
に関心のあるグループや個
人
申込方法 電話︑ＦＡＸ︑
メールで﹁参加者全員の氏
名︑年齢︑住所︑電話番号︑
メールアドレス﹂をお知ら
せください︒
その他 昼食︑飲み物は各
自持参してください︒
主催 吉野川・紀の川流域
協議会
申込締切 ２月 日︵水︶
申し込み・問い合わせ 企
画公室まちづくり推進係
︵内線２２１１︶
年度かつらぎ町手話奉

仕員養成講座受講者募集

平成

20

コミュニケーション手段
の一つ﹁手話﹂を学んでみ
ませんか︒入門課程︑基礎

34

34

奈良県川上村にある紀の
川︵吉野川︶の源流の森を歩
きながら︑水環境について
考えてみませんか︒
日時 ３月 日︵日︶午前
時集合
集合場所 森と水の源流館
︵奈良県吉野郡川上村︶
定員
名
応募多数の場合は抽選
※

広報かつらぎ 平成31年（2019年）2月号
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20

18 18

31

お知らせ
20
10

２月の
50

39

16

30

32

お知らせ

精神障害者社会参加促進
事業

19

ほっとする 私の街のここ
ろの診療所 パート

30

西日本最大級の縄文時代大

26

型竪穴建物中飯降遺跡現地

ます︒
２月１日︵金︶︑ 日︵金︶
３月１日︵金︶
午後１時〜５時
場所 保健福祉センター
１階機能訓練室
問い合わせ 健康推進課衛
生係︵内線６０３１︶

ひきこもり青年のための

﹁居場所﹂﹁親の会﹂

25

にお越し下さい︒
午後１時 分〜２時︑２時
分〜２時 分
場所 中飯降遺跡現地
︵Ｊ Ｒ中飯降駅北徒歩５分︶
雨天決行︵ただし︑警報
※
発令時は中止︶
問い合わせ 教育委員会生
涯学習課︵内線３０１９︶

日時 ３月９日︵土︶午後２
時〜４時
場所 医療法人郷の会 こ
ころの郷クリニック
テ ー マ ﹁ ひ き こ も り ﹂っ
て何？
定員 先着１００名︵申込
制︶
申込方法 直接電話をする
か︑ＦＡＸに﹁氏名︑連絡
先︑手話通訳などの要否﹂
を記載してお申し込みくだ
さい︒
主催 橋本保健所
申し込み・問い合わせ
橋本保健所保健福祉課︵☎
０７３６ ― ５
―４４０︶

談

22

◆居場所
２月４日︵月︶︑５ 日︵火︶︑
日︵火︶︑ 日︵月︶︑ 日
︵火︶︑ 日︵月︶︑ 日︵火︶︑
３月４日︵月︶︑５日︵火︶
午後１時 分〜３時 分
◆親の会
２ 月 ６ 日︵ 水 ︶︑ ３ 月 ６ 日
︵水︶午後７時〜９時
場所 大谷地域交流セン
ター １階和室
主催・問い合わせ よりみ
ち︵☎０９０︱７０９３︱
９５９５︶開所時間内のみ
※非通知設定の場合はお答
えできない場合もあります
※ひきこもり支援について
の問い合わせ 住民福祉課
福祉係︵内線２０６６︶

18

30

ひきこもり支援講演会

30

12

﹁退院はしたものの …
﹂
﹁リハビリは卒業したもの
の …
﹂と自宅での自主リハ
ビリや健康体操の方法など
でお悩みの方の相談に応じ

理学療法士相談

相

42

40

40

ひきこもり問題の理解と
支援のあり方について学習
し︑社会生活に困難を抱え
る青少年に向けた支援とひ
きこもりについての理解を
深めることを目的として講
演会を実施します︒
日時 ３月２日︵土︶午後１
時 分〜３時︵受付は午後
１時〜１時 分︶
場所 かつらぎ総合文化会
館ＡＶホール
講師 若者サポートステー
ションＷｉｔ ｈ Ｙｏｕ 南
紀支援員 南 芳樹氏
テーマ ﹁ひきこもりの明
日を紡ぐ﹂
参加費 無料
手話通訳あります︒
※
問い合わせ 住民福祉課福
祉係︵内線２０６６︶

12

20

30

学習会開催のお知らせ

町教育委員会では︑平成
年度に４棟発見され︑１
棟が京奈和自動車道の高架
下に移設された中飯降遺跡
の縄文時代大型竪穴建物に
ついて︑次の通り現地学習
会を行います︒
今年度は︑出土品の展示
も行います！ぜひ︑ご参加
下さい︒
日時 ２月 日︵日︶午後１
時 分〜３時
説明は下記のとおり行い
ますので︑お好きな時間帯
24

伊都郡町村及び橋本市老
人福祉施設事務組合

24

15

20

40

養護・特別養護老人ホ
ーム国城寮職員募集
募集職種・採用予定人数
介護員 ４名
受験資格 昭和 年４月２
日以降に生まれた方で︑ヘ
ルパー２級または介護職員
初任者研修の資格を有する
方︵見込みを含む︶︒
日本国籍を有しない方ま
※
たは地方公務員法第 条各
号︵欠格条項︶に該当する方
は受験できません︒また︑
学歴などの詐欺が発見され
た場合は︑採用を取り消す
ことがあります︒
試験日︵第一次︶・試験方法
２月 日︵日︶一般性格診断
検査︑職場適応性検査
受付期間 ２月１日︵金︶〜
日︵水︶午前８時 分〜午
後５時 分︵土︑日︑祝日
を除く︶
郵送による申し込みはで
※
きません︒
詳細はお問い合わせくだ
※
さい︒
提出・問い合わせ 養護老
人ホーム国城寮総務係︵☎
０７３６ ― １
―３２１︶
13

10
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心配ごと・法律相談

員が応じます︒
①２月５日︵火︶
かつらぎ町役場２階会議室Ｂ

②２月 日︵火︶
高野町役場住民ホール
③２月 日︵火︶
橋本市役所消費生活センター

33

30

○２月28日（木）

就職相談

２月 日︵火︶
笠田公民館佐野分館
２月 日︵火︶
笠田東児童館
２月６日︵水︶︑ 日︵水︶
かつらぎ総合文化会館
各日︑午後２時〜３時 分
問い合わせ 伊都振興局企
画産業課︵☎０７３６ ―
４
―９０９︶

●

２月 日︵火︶︑ 日︵月︶
︑
３月 日︵月︶
受付 午後１時 分〜
３時 分︵先着順︶
相談時間 午後４時まで
場所 地域福祉センター
問い合わせ 社会福祉協議
会︵☎
４
―３１１︶

消費生活相談

④２月 日︵火︶
九度山町ふるさとセンター
各日︑午後１時〜４時
どの会場でも相談できま
※
す︒
問い合わせ 産業観光課商
工観光係︵内線２２１２︶

再就職をお考えの方へ

で離職した女性︑定年退職
した方︑都会で働く方に︑
県内で再び働いていただく
ため︑２月を就活強化月間
と定めて４月の就職を目指
す﹁第２の就活サイクル﹂
を推進しています︒
２ 月の就活強化月間に合
同企業説明会を開催します
ので︑再就職を目指す皆さ
ん︑積極的にご参加くださ
い︒
◆橋本会場︵ 社参加予定︶
日時 ２月 日︵木︶午後１
時〜４時
場所 橋本商工会館 大
ホール
問い合わせ 和歌山県再就
職支援センター︵☎０７３
４
―２１ ８
―０８０︶

広報かつらぎ 平成31年（2019年）2月号
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﹁和歌山県就活サイ
クルプロジェクト﹂
合同企業説明会開催
県では︑結婚や出産など

●

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。

かつらぎ町高田87-6 ☎0736-23-3037
http://kanagawa.zei-mu.com

●

国民健康保険税
第８期
後期高齢者医療保険料 第８期
介護保険料
第６期

金川任孝税理士事務所

納期限

＊確定申告等で
お困りではありませんか？
＊あなたの街の「税理士」に、
お気軽にご相談ください。
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１件
―
３件
―
―
３件
７件

10,800円
―
30,000円
―
―
58,104円
98,904円

２件
―
13件
―
―
６件
21件

20,800円
―
175,144円
―
―
235,564円
431,508円

弔 意
見舞い
お祝い
賛 助
会 費
その他
計

12

19

議会および議長
金 額
件数
町および町長
金 額
件数
11・12月分

25

30

ＮＰＯ 法人消費者サポー
トネット和歌山の専門相談
員による 消
｢ 費生活相談
会﹂を開設しています︒
悪質な訪問販売や契約・
取引に関するトラブルなど
の消費者問題でお悩みの方
の相談に消費生活専門相談

町および町長・議会および議長交際費の公表

12

19

26

11 12

30

22

14 30
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ȢȢȢ⠽tpri⌥j

⟩␕◅ཪ␚ɩ⟸֎؟ཪ⠽؟௰⟴ཪɡɓȤa
⟩Ვߛ՜◅ɨ␕◅༹ཪɩȣaቻྸ˪ߥྸ༹
Ȣ⟧तɩ⑥ɉ⟨ɨ؟௰⟰ཪ⠽⟴ཪɡɓȤ

ゆえに︑警官は見護る
日明 恩
針と糸
小川 糸
夜汐
東山 彰良
介護士Ｋ
久坂部 羊
﹁違うこと﹂をしないこと
吉本 ばなな
はつ恋
村山 由佳
田沼スポーツ包丁部！
秋川 滝美
草々不一
朝井 まかて
入れ子の水は月に轢かれ
オーガニックゆうき
雨上がり月霞む夜
西條 奈加

小説・エッセイなど

新着図書のご案内

⟱࿕ɨ߄࿉◅υ◅༹

２月18日㈪〜３月１日㈮
休館期間

趣味・実用書など

臣吾

イラストでわかる疲れない
カラダの使い方図鑑
木野村 朱美
人間の未来ＡＩの未来
山中 伸弥
小泉信三
小川原 正道
二軍監督の仕事
高津

図書館（内線３０２０）
問い合わせ

星のひとみ せな けいこ
わたしたしざんできるの
ディック・ブルーナ
オリンピックのおばけずか
ん
斉藤 洋
図工室の日曜日
村上 しいこ
ここにも！そこにも！ダニ
皆越 ようせい

児童書

大塚正富のヒット塾
廣田 章光
﹁しつこい怒り﹂が消えてな
くなる本
石原 加受子

蔵書点検のため、休館させていただきます。
図書の返却は、総合文化会館１階入り口のブックポ
ストをご利用ください。
視聴覚資料（ＤＶＤ）は、破損のおそれがあるた
めブックポストへの返却はできません。図書館の開
館日に、カウンターへ返却お願いします。
ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理
解ご協力をお願いします。
また、２月５日（火）〜17日（日）に
本およびＤＶＤをお借りいただいた
方につきましては、貸出期間が28日
以内となります。（この間の本の延
期につきましては、通常通り14日以内となります。
ＤＶＤにつきましては、通常通り延期はできません。）

愉楽にて
林 真理子
常設展示室
原田 マハ
不良老人の文学論
筒井 康隆

図書館蔵書点検に伴う休館のお知らせ

୫ᓻ
ᓻɁ
Ɂሻ
ሻ
୫

貞

小嶋久美子

η
ǽ բ

屠蘇の杯琴の調べに心耳澄む

谷本

安代

しん じ

実南天我が家をまもり庭の隅

辻本

︵丁字会︶

晴天に力授かり鍬始

ᅽ
ǽ ඟ

げ

和子

如月の風つめたくも光あり雪消の水に春の音きく

梶

木村

召子

吾が友にもらいし柚子に癒されん軋む節ぶし冬至待ち
いる

芋瀬

重治

カリスマのカルロスゴーンにゴング鳴り人生レースに
失格決まる

実宝

教雄

雨の降る憂鬱な日に来たる友とりとめもなき話に晴れ
る

︵かつらぎ短歌会︶

12

広報かつらぎ 平成31年（2019年）2月号

健康ひろば
平成30年度かつらぎ町子育て講演会

子育てのもやもやをスカッと！
〜子どもの能力を伸ばすコツ〜
子どもに関わるすべての方に、辻先生からのメッセージを届
けたいと思います。この機会にぜひご参加下さい。
日
場
対

時
所
象

２月23日（土）午後１時30分〜３時（受付：午後１時〜）
保健福祉センター３階
子育て中の保護者、子育て支援関係者、
テーマに関心のある方
託児
申込締切 ２月15日（金）※当日参加可
あります
講
師 辻 由起子 氏
【町内の方のみ利用可】
講師プロフィール
定員 先着20名
18歳で結婚、19歳で娘を出産、23歳でシングルマザーに。仕
費用 無料
事、育児、家事をこなしながら、通信教育で大学を２回卒業。
場所 保健福祉センター１階
娘は重度のぜんそく持ちで中学校は不登校の経験を持つ。リ
スクだらけの子育て経験と、小・中学校の相談員の経験から、
申込締切 ２月15日（金）
すべての人が子育てを楽しめる社会を目指して現在活動中。

申し込み・問い合わせ

健康推進課衛生係（内線２０５９）

『男性のための料理教室』開催のお知らせ
日

時

場
所
定
員
対
象
持 ち 物
参 加 費
申込締切

３月22日（金）午前10時〜
（受付：午前９時30分〜）
総合文化会館３階 調理実習室
先着20名
町内在住の男性
エプロン、三角巾、ハンドタオル
３００円
３月14日（木）

申し込み・問い合わせ

健康推進課衛生係（内線２０５４）

各種がん検診受診料の見直しについて
平成31年度から、各種がん検診自己負担額の見直しを検討しています。
見直しにより、70歳未満の受診者の負担額増額が見込まれます。
ゴールデンウィーク前後に発送する受診券および案内文に詳細を掲載し
ますので、皆さんのご理解・ご協力をよろしくお願いします。
なお、今年度の協力医療機関でのがん検診・特定健診受診期限は、２月
28日（木）までです。
問い合わせ
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健康推進課衛生係（内線２０５３）

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。

・２月14日（木）午後3時〜3時45分

・２月18日（月）午前10時〜11時
「読みきかせの会」
全年齢児対象のイベントです。

おひなさまをつくろう！

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。

・２月28日（木）
午前10時〜11時

講師の方に来てもらい
お話を聞きます
「子育てを楽しむために」

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♪

・２月１日（金）午前10時〜11時
※今月は第１金曜日です

保健師さんと
おしゃべりしましょう

育児相談
子育てについて悩んでいませんか？

・２月21日（木）午後1時〜3時
※この日以外でも気軽にご相談ください。

「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？

・ 今月第２、第３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）
おしゃべりサロンで﹁ライフプ
ランワークショップ﹂をしまし
た︒ライフプランナーさんの話
を熱心に聞いていました︒

● 育児サークル
サークル名

場

所

日

時

２月15日㈮
10:00〜11:00

笠田公民館
笠田育児
サークル （笠田ふるさと交流館）３月15日㈮
10:00〜11:00
妙寺･三谷
育児
サークル

丁ノ町地域交流センター ２月８日㈮
☆子ども１人100円必要 10:00〜11:00
妙寺公民館
☆子ども１人100円必要

見好公民館

丁ノ町育児
サークル

丁ノ町地域
交流センター

● 園庭開放

３月８日㈮
10:00〜11:00
３月７日㈭
10:00〜11:00
２月21日㈭
10:00〜11:00
３月14日㈭
10:00〜11:00

こども園名

日

時

第２ ２月12日
２ 佐 野 火曜日 午前９時30分〜10時30分
月

渋田育児
サークル

なかよし広場のクリスマスコンサートです。クリスマスの音楽を
中心に、子どもたちが好きな曲を楽しみながら、元気いっぱい歌
ったり体を動かしたりしました。

三 谷

第３ ２月19日
火曜日 午前９時30分〜10時30分

※３月はお休みです。
平成31年度は５月から始まります。
広報かつらぎ 平成31年（2019年）2月号
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２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」

２月５日㈫
9:30〜10:00 平成30年３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

３月５日㈫
平成30年４月生まれ
9:30〜10:00
２月４日㈪
平成28年12月生まれ
9:30〜10:00
３月４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 ２月27日㈬ 平成30年８月生まれ
13:00〜14:00 平成30年10月生まれ
健康診査
１歳６か月児
２月19日㈫ 平成29年６月生まれ
13:00〜14:00 平成29年７月生まれ
健康診査
10か月児
健康相談

内

平成29年１月生まれ

２月８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
２月６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７月生まれ
「さくらんぼ」 ２月20日㈬
13:30〜14:30
２月６日㈬

平成30年２月生まれ
11か月児教室 10:00〜11:00
「りんごちゃん」 ３月６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30年３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。
◆２月の内容

◆３月の内容

「調理実習② 〜野菜を使ってヘルシークッキング」
日
場

時 ２月13日（水） 9:30〜13:00
所 総合文化会館３階調理室
日㈫
２月５

※エプロン、三角巾、手拭きタオルを
お持ちください。

までに
要予約

● 一般健康相談

２月７日㈭
３月７日㈭

場

日
場

時 ３月13日（水） 9:30〜12:00
所 保健福祉センター２階

※最初に体操をします。
水分補給の用意も忘れずに！

● 献血

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

「糖尿病とストレス」

所

時 間

保 健 福 祉 セ ン タ ー 9:30〜11:00

月 日
２月３日㈰

場

所

時 間

紀 北 青 少 年 の 家 10:00〜12:00
（こおるどフェスタ） 13:00〜16:00

２月27日㈬ か つ ら ぎ 警 察 署 10:00〜12:30
【対象者】16〜69歳までの方。ただし、65歳以上の方については、
60〜64歳の間に献血経験があり、健康上特に問題のない方。
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