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////表紙の写真////
梨の袋がけ作業の写真
（P.10-11に関連記事あり）

＝広報の表紙写真（イラスト可）を募集します＝
町内の風景・人物・イベント等季節感のある作品
を募集します。詳細は、町ホームページをご覧く
ださい。
【９月号締切８月12日
（水）
】
問い合わせ 総務課総務係（内線2025）

町長メッセージ

町民のみなさまへ
暑い日が続き、暑さ対策とコロナ対策により健
康管理が難しくなっています。
今月は、少し経済のお話をしたいと思います。
当たり前の話ですが、町財政が潤うためには、
町に税金が多く入ってこないと潤いません。町に
税金が入る仕組みを考えてみますと、町外で稼い
だお金を町内で消費すれば、経済活動が活発にな
り、結果、町への納税額が多くなり、多くの住民
サービスに使えるようになります。もちろん、観
光客などが町内で買物をしてくれても同じです。
逆に町内で稼いだお金を町外で消費すれば、町外
にお金が流通し、結果として納税額が少なくなり、
町財政は苦しくなっていく訳です。
私たちが、町外のお店やインターネット通販な
どで買物をすればするほど、町内のお店が儲から
ない訳で、結果、廃業されて地域で買物ができる
お店が減ってしまいます。
暮らしやすい町を維持するには、こういう事を
皆で意識し、できるだけ町内でお金を消費するよ

うに努める事が必要なのです。
田舎のまちでは、車がないと生活が成り立ちに
くいのですが、近くで生活に必要な最低限の買物
ができれば、高齢者が運転免許証を返納しても生
活はできます。コミュニティバスや鉄道なども同
じで、車を運転する人もしない人も、意識して少
しでも公共交通を利用すれば、存続できます。
また、買物も同じであり日頃から町内、特に個
人商店などで買物をするように皆が意識すればお
店は繁盛し、便利な環境は続きます。
７月から、スクールバスを活用した町内巡回バ
スがスタートしましたが、存続させるためには町
民の皆さんに意識してご利用いただく事が必要で
す。
これから夏本番となりますが、暑さ対策を万全
にし、町内での買物に出かけましょう。
かつらぎ町長 中阪 雅則
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町からのお知らせ

かつらぎ町高齢者等見守り配食 サービスがスタート！

れ
利用の流

お弁当イメージ／︵写真
上︶宅配弁当どばし︵写
真下︶日の丸観光バス

金の

支
達・ 払
見守
り
当配
利用者

８月から高齢者等を対象とした

配達日

月〜土曜日の間で︑昼食

または夕食

※地域によってご希

見守り配食サービス事業を開始し

１食４５０円〜

望に添えない場合があります︒

利用者負担

ます︒
高齢者等が地域で自立した日常
生活を送ることを支援するため︑

利用事業者

栄養バランス等を考慮したお弁当
の配達を活用して見守り訪問をし︑

●日の丸観光バス株式会社

︱６３６６

かつらぎ町佐野１３９５︱１

安否確認を行うことを目的として
います︒

☎

●株式会社カネト宅配弁当どばし

かつらぎ町三谷１︱２

在宅で町内に居住する介護
保険の被保険者で︑次のいずれか

︱８１４９

☎
歳以上の要介護または要支援

事業所のみです︒申込時に選んで

※ 利 用 で き る の は ︑ １人 に つ き １
と認定された方で︑一人暮らし

いただきます︒

８月３日︵月︶より

申し込み先

申し込み
人暮らしや高齢者のみの世帯ま

・地域包括支援センター・健康推

係︵内線６０２０︶

健康推進課長寿社会

担当ケアマネジャー
たは日中独居世帯の重度身体障

進課長寿社会係

１週間に３回まで

由により安否確認が必要な方︒
利用回数

※介護サービス︵訪問・通所サー

問い合わせ

がい者および老衰や傷病等の理

身体状況と認められる方で︑一

②要介護または要支援と同程度の

独居世帯で安否確認が必要な方︒

①

に該当する方︒

対象

22

22
や高齢者のみの世帯または日中

65

ビス等︶の利用日は利用不可︒
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❸見守りの依頼
かつらぎ町

❺弁

請

町からのお知らせ
● ごみ集積施設設置補助金制度

問い合わせ 住民福祉課生活環境係
︵内線２２３０・２２３１︶

補助金の申請 申請書は︑住民福
祉課生活環境係にあります︒

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお
願いします。
●休業期間
８月10日
（月・祝）
〜８日16日
（日）
※平常業務は８月17日
（月）
から
●町くみ取り許可業者
アップランド㈱、㈱松本衛生、
㈲武田清掃

添付書類
・見積書の写し
・ごみ集積施設の寸法が分かる書
類
・設置位置図
※設置場所については︑土地所有
者の承諾が必要︒

し尿くみ取りの休業

ごみ集積場所のごみ飛散などを
防止し︑集積場所周辺の美化を図
るため︑自治区および町内会が行
う﹁ごみ集積施設﹂の設置に要す
る経費に対し︑補助金を交付しま
す︒

集積場所が鳥獣などで荒らされてお
困りの地区に対して、集積場所のごみ
袋の上にかけるネットを配布していま
す。自治区または町内会役員の方を通
じて配布していますので、必要な地区
はご相談ください。

10

夏本番となり、果物など水分を多く
含むごみが多くなってきます。
生ごみの処理費用は、ごみの重量に
よって決まります。生ごみの水切りを
しっかりすることで、多額のごみ処理
費用が節約できます。
ごみ処理費用削減のため、地球温暖
化防止対策としても、『もう一絞り』
お願いします。

設置基準 次に該当するごみ集積
施設の設置を行う自治区・町内会
・堅固な構造で側面および上部を
金網などで囲ったもの
・投入口および取出し口が大きく︑
集積および収集作業が容易に行
うことができるもの
・ごみの飛散を防止する機能を有
するもの
※右記に掲げるもののほか︑ごみ
集積施設の美化が図れるもの

ごみ飛散防止ネットの配布

補助金額 ごみ集積施設︵１施
設 ︶ の 設 置 に 要 す る 費 用 の ２分 の
１以 内 の 額 で 上 限 万 円 ︵ 千 円 未
満は切り捨て︶

夏のごみ出しのお願い

有

料

広

告

4
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町からのお知らせ

各種福祉手当について
福祉関係の手当には、いろいろなものがありま
す。受給するためには申請する必要があります。該
当すると思われる方はお問い合わせください。

各種福祉手当を受けている方は、毎年８月に現況
届の提出が必要です。
期限内に忘れずに現況届を提出してください。

特別児童扶養手当
［手当を受給できる方］
次の①〜②すべてを満たす児童を監護する父母、
または父母にかわって児童を養育している方。

児童扶養手当

①20歳未満の児童

［手当を受給できる方］

②身体や知的または精神に中程度以上の障害が

次の①〜⑨に該当する児童（18歳に達する日以

ある児童（もしくは、長期にわたる安静を必要とす

降の最初の３月31日までの間にある者、または20

る病状にある児童）。

歳未満で一定の障害のある者）を監護している

［手当を受給できない方］

母または父、父母に代わりその児童を養育してい

ⅰ児童が障害を事由とする公的年金を受けている

る方。

とき

①父母の離婚後、父または母と別れて生活している児童

ⅱ児童が児童福祉施設などに入所しているとき

②父または母が死亡した児童

［手当月額］

③父または母が一定の障害の状態にある児童

対象児童１人につき

④父または母が生死不明の児童

２級

１級 ５２，
５００円

３４，
９７０円

⑤父または母から引き続き１年以上遺棄されている児童
⑥父または母が引き続き１年以上拘禁されている児童
⑦母が婚姻によらないで出生した児童
⑧ＤＶ防止法による保護命令を受けた児童（平
成24年８月から新たに追加）
⑨その他（棄児など）
［手当月額］

障害児福祉手当
［手当を受給できる方］
身体や知的または精神の障害が著しく重度で、
日
常生活に常時特別の介護を必要とする、在宅の20
歳未満の児童。
［手当月額］

１４，
８８０円

子ども１人の場合
１０，
１８０円

〜 ４３，
１６０円

※子ども２人目５，
１００円 〜 １０，
１９０円、

特別障害者手当
［手当を受給できる方］

３人目以降 ３，
０６０円 〜 ６，
１１０円が加算

身体や知的または精神の障害が著しく重度で、
日

［支払月］

常生活に常時特別の介護を必要とする、在宅の20

奇数月

歳以上の方に支給されます。

［手当を受給できない方］

［手当月額］

２７，
３５０円

ⅰ児童が里親や児童福祉施設（母子生活支援施
設、保育所および知的障害児通園施設などを除
く）に入所措置されているとき

※福祉関係の手当には所得制限があり、手当を受

ⅱ父または母が婚姻の届出をしていなくても事

ける方や扶養義務者の前年の所得が一定の額以

実上の婚姻関係にあるとき（③の児童を除く）

上であるときは、手当は支給されません。

ⅲすでに父または母のどちらかが児童扶養手当
を受給しているとき

5
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問い合わせ 住民福祉課福祉係（内線20264）

町からのお知らせ

福祉係

注意点
・新規申請や変更申請については︑
手続きが必要です︵郵送可︶︒
・診断書を既に取得されている場
合や︑精神通院と精神保健福祉
手帳を同時申請されている場合
などは︑更新申請していただく
事も可能です︒

問い合わせ 住民福祉課
︵内線２０６４︶

● 自立支援医療受給者証︵更生医療・育成医
療・精神通院︶をお持ちの方へ

新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から︑更新申請をしな
くても有効期間が１年間延長とな
ります︒

対象 受給者証記載の有効期間が
令和２年３月１日から令和３年２
月 日までの方

受給者証について 現在お持ちの
受給者証を引き続き利用ください︒

助成額 町が定める自己負担額を
差し引いた額

● 予防接種費の償還払について

里帰り出産や長期入院等により︑
県外の医療機関や施設等で予防接
種を希望される方に︑予防接種費
の助成を行います︒助成を受ける
には︑事前に申し出が必要です︒

問い合わせ 健康推進課衛生係
︵内線２０５３︶

対象者 事前に町に申し出をし︑
認められた者

対象予防接種 予防接種法に定め
る定期の予防接種

28

8/18締切！ 特別定額給付金（10万円給付）
８月18日（火）までに申請をしないと10万円の給付金が受け取れ
なくなります。受給を希望しており、手続きがお済みでない方は、お
早めに申請書の提出をお願いします。申請書を５月19日（火）に発送
しておりますが、現時点で申請書が届いていない、または紛失された
方はお問い合わせください。
｜注意事項｜
申請の内容や添付書類に不備があった場合は、内容確認や修正作業
のため、給付（振込）が遅れますので、次の事項にご注意ください。
・お問い合わせをする場合がありますので、日中連絡可能な電話番号
をご記入ください。
・申請には、申請者の本人確認（免許証、保険証等）のコピーと、振
込先の通帳（口座番号、口座名義人が印字されたもの）またはキャ
ッシュカードのコピーの添付が必要です。（基本は世帯主申請）
・世帯主以外の家族の口座に入金する場合、申請書裏面の代理申請欄
の記載と、世帯主および代理申請者の本人確認（免許証、保険証
等）のコピーと、振込先の通帳（口座番号、口座名義人が印字され
たもの）またはキャッシュカードのコピーの添付が必要です。
問い合わせ

給付金を装った詐欺やデマ
にご注意ください！
●町や総務省などが現金自
動預払機（ＡＴＭ）の操作を
お願いすることは、絶対にあ
りません。
●町や総務省などが『特別
定額 給付金』の給付のため
に、手数料や振 込みを求め
ることは、絶 対にありませ
ん。
※ご自宅や職場などに町や
総務省などをかたった電話
や、郵 便、メールが 届 いた
ら、役場や警察（または警察
相談専用電話（＃9110）にご
連絡ください。）

新型コロナウイルス感染症対策総合窓口（内線2215・2217・2218）
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町からのお知らせ

駆除費補助金交付申請書﹂に必要
事項を記入・押印の上︑次の書類を
添付して︑提出してください︒
①駆除業者発行の駆除費見積書
②現場の位置図と見取図
③写真︵営巣駆除前の建物または
土地の全景及び営巣部分︶

● スズメバチ駆除費用の一部助成

対象者 町内においてスズメバチ
が営巣している建物・土地の所有
者や使用者で︑駆除業者に依頼し
てスズメバチの巣を駆除される方︒
スズメバチ以外︵アシナガバチ︑
※
ミツバチ等︶は対象となりません︒
補助金 駆除費用の３分の１︵上
限１万円 )※
百円未満端数切捨

受付・問い合わせ 健康推進課衛
生係︵内線６０３１ )

クラブハウスも３月末にオープンしました。
止されました。

申請方法﹁かつらぎ町スズメバチ

問い合わせ 健康推進課衛生係
︵内線６０３１ )

ードは５月25日に廃

問い合わせ 生涯学習課社会体育係（内線3017）

2061・2062）

ぜひ、パークゴルフをお楽しみください。
以降、通知カードに関する ①氏名、住

わります。）をプレゼントします。

×

の各日先着20名の方に、粗品（品物は毎日変
マイナンバー通知カ

● ハチの巣駆除の防護服の貸出

役場衛生係では︑ハチの巣でお
困りの方に対し︑駆除するための
防護服の貸出を行っています︒
なお︑危険性が高い場合は専門
業者に依頼してください︒
役場での駆除作業は行っていま
※
せんのでご注意ください︒

広報かつらぎ 令和2年（2020年）8月号
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住民福祉課住民係（内線

問い合わせ

②通知カードの発

所等の記載事項変更

の日を記念して８/８（土）
・９（日）
・10（月祝）
法律の改正により、

● ８月９日は「パークゴルフの日」
マイナンバー
通知カードの廃止

西部公園パークゴルフ場では、パークゴルフ

行・再発行の手続きはできません。

※廃止後も、通知カードをマイナンバー

の証明として使用することができます

が、記載事項が住民票と完全に一致して

いる必要があります。マイナンバーカー

ドへの切り替えもご検討ください。

町からのお知らせ

11

支給対象者 戦没者等の死亡当
時の遺族で令和２年４月１日に
おいて恩給や遺族年金などを受
けている方がいない場合︑次の
順番による先順位の遺族一人
１．
弔慰金の受給権者
２．
戦没者等の子
３．
戦没者等の父母︑孫︑祖父
母︑兄弟姉妹 ※戦没者等
の死亡当時︑生計関係を有
していること等の要件を満
たしているかどうかにより︑
順番が入れ替わります︒
４．前 記 １．か ら ３．以 外 の 遺 族
で︑戦没者等の死亡時まで
引き続き １年以上の生計関
係を有していた三親等内の
親族

申請受付窓口・問い合わせ 住
民福祉課福祉係︵内線２０６
４︶

● 第 回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
の申請について

31

第 回特別弔慰金の申請受付を︑
４月１日から開始しています︒ま
だお済みでない方は︑申請をお願
いします︒

日

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。

25

令和５年３月

町民税・県民税 第３期
固定資産税 第３期
国民健康保険税 第２期
後期高齢者医療保険料 第２期
介護保険料 第３期

万 円 ︑５ 年 償 還

●
●
●
●
●

申請期限

８月31日（月）

支給内容 額面
の記名国債

納期限

11

● 成年後見制度とは
認知症・知的障がい・精神障がいなどによって、
物事を判断する能力が十分でない方について、本人
の権利を守る援助者(成年後見人)を選ぶことで、本
人を法律的に支援する制度です。
支援内容は、財産の管理、介護・福祉サービスの
利用、医療・福祉施設への入退所の手続きや費用の
支払いなど、日常生活に関わってくる契約などがあ
ります。本人の判断能力に応じて「後見」「補佐」
「補助」の３つの制度があり、また、成年後見制度
には将来判断能力が不十分になることに備えておく
「任意後見制度」もあります。
後見人の選任について
本人のためにどのような保護・支援が必要なのか
など事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人
の親族以外にも、法律・福祉の専門家が選ばれる場
合があります。
利用したいとき
本人の住所地にある家庭裁判所へ後見開始の審判
の申し立てを行います。申し立てのできる人は本
人、配偶者、四親等内の親族、市町村長（身寄りの
ない方など）となっています。

【申し立てに係る費用】
・申立手数料
８００円
・登記手数料
２，６００円
・診断書料
※鑑定料（本人の判断能力の程度を医学的に
十分確認するため、医師による鑑定が必要と
なる場合があります。）
・郵送料 後見開始
３，１９５円
※保佐、補助開始は ４，１９５円
後見開始後の後見人への報酬について
後見が開始されれば、本人の支払い能力に
応じて妥当な報酬を後見人に支払う必要があ
り、家庭裁判所が審判により決定します。
※生活困窮の状態にある場合は、申し立て費
用、報酬について助成制度があります（要件
有）。
問い合わせ
住民福祉課福祉係（内線2066）
社会福祉協議会 ☎22−4311

広報かつらぎ 令和2年（2020年）8月号
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介護予防情報第２弾!! 新型コロナウイルス感染症対策により外出の機会が減少し、
運動不足が気になるところです。介護予防の一環のため運動・栄養・口腔ケア
などシリーズで紹介します！

9ROउअठदলਟॊऊ॒ञ॒ઈ

上半身を中心とした筋肉運動（イス編）

健康運

動指導
士と
理学療
法士が
監修

暑さが増してきましたので、熱中症予防のため１日
の中で定期的に水分補給を心がけるようにしてくださ
い。さて、今月はイスを使った上半身（肩・腰・お
腹・背中）運動になります。
無理をせずに、ご自分のペースで頑張りましょう！
問い合わせ

健康推進課長寿社会係（内線6020）

1. 両肩まわし（肩こり予防）

チャレンジする人
健康推進課：中本

健康運動指導士：西風

2. 上体ひねり（腰の可動域を広げます）

両手で肩口の服をツマみましょう。両ヒジで大

両ヒザを閉じて座ります。両手は飛行機を作り

きな円を書くように後から前へゆっくり４回。

広げます。息を吸ってから、吐きながら上体を

両肩をまわします。両ヒジを真上に上げて両肩

ひねりましょう。目線は真後ろを見る。呼吸を

を後ろへゆっくり４回まわします。前後４回ず

吸って元の体勢に。左右８回ずつを２回行いま

つを２回行ないましょう。

しょう。

3. イス座り上体おこし（腹筋運動）

4. 両腕引きと両腕前押し（肩甲骨運動）

背もたれと背中の間隔をあけます。両手を胸の

両手を軽く握り背中をまるめ両ヒジをゆっくり

前に組んで、おヘソを見ながら背中を丸めます。

後ろへ引きます。肩甲骨が寄ってくるのを確認

そのままゆっくり背もたれへもたれ、顔を上げ

しましょう。背中を丸めながら、ゆっくり両手

ないで元の位置に戻ります。８回ずつを２回行

を前へ出して肩甲骨が開いていくのを確認しま

ないましょう。

しょう。８回ずつを２回行ないましょう。

イスは安定のある物を選んで、背もたれに背中をつけず浅く腰を掛けましょう。
※痛み・違和感のあるときは運動を中止してください

9
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町からのお知らせ
かつらぎ町
応援クーポン
券

写真
写真スタジオPhotoYour（フォトユアー）

服飾関係

旅行・交通
株式会社有交紀北
トラスト旅行
日の丸観光バス・たび丸ツアー

ඞ༮
ق४কথঝશँ؞ःअइउದك

ઞ৷
令和３年１月31日(日)まで

浅井洋品店
呉服と洋品にしかわ
さいとう衣料品店
服飾手芸 フクヤ
ブティック プラスY
洋服寸法直し専門 木村
Print Shop P3-Lab

クリーニング
久保ドライ
白鳥ドライ

薬局・化粧品
★大宅丹星薬品
★草田化粧品店
コスメはうす ぶどう園
斉藤化粧品店
★ツルハドラッグ妙寺店
萩原薬局
向山化粧品店
★ヨシダ薬局

美容・理容
★スタイル理容所（中井）
ネイル・マツエク・着付サロンCerto（ちぇると）
ヒロタケ美容室
美容室コリノヘア
美容室タイム
Private nail salon Aimee［エイミー］
HAIR SARON OMAE
ヘアーサロン里
ヘアーサロンサンライズ
ヘアーサロン・はらだ
ヘアースタジオ アサヒ
HAIR＆BEAUTY〔ｅｆ．
〕
モリオカ美容室

娯楽・癒しなど
かつらぎ温泉八風の湯
紀伊高原ゴルフクラブ
小原洞窟恐竜ランド
金剛緑地オートキャンプ場
タイ古式マッサージBaanRack
長生療院 薮本 指圧、
マッサージ
和なごみ整骨院
はなぞの温泉花圃の里
花園グリーンパーク
リラクゼーションサロン リトリート

知らなかったお店、行って
みたかったお店など、この機
会にクーポン券を持ってお出
かけください。
※クーポン券の引き換えは、
令和3年1月29日（金）まで、
新型コロナウイルス感染症対
策総合窓口（土日祝除く）、花
園支所（土日祝含む）にて、引
き換えできます。引き換えに
は「引換券」が必要です。

観光農園
坂田農園（なし狩り）
阪口農園（梅、桃、柿、みかん狩り）
井尾巖農園（ぶどう狩り）
上垣内農園（ぶどう狩り、
りんご狩り）
大家農園（ぶどう狩り）
下垣内農園（ぶどう狩り）
なかたに農園（ぶどう狩り）
松山農園（ぶどう狩り）
水浦農園（ぶどう狩り）
森下農園（ぶどう狩り）

教室
親子ふれあい教室SnowMom

ペット
ペットエステティック エルドープ

最新の
店舗情報は
こちら▶▶▶

●使用できない商品
・商品券・ビール券・図書券、
切手・印紙、プリペイド
カード等換金性の高いもの。
・株式・先物・宝くじ等の金
融商品。
・事業活動に伴い発生した買
掛金・未払金
・国や地方公共団体への支払
い・各種公共料金
・たばこ
※お釣りは出ません。
※税制上「一時所得」に区分
され課税対象となりますが、
必ずしも税負担が生じるも
のではありません。詳細は
税務課にお問い合わせくだ
さい。
●ごみ袋無料引換券
ごみ袋の引き換えは、★マー
クがついている店舗でできま
す。
問い合わせ
新型コロナウイルス感染症対
策総合窓口
（内線2215・2217・2218）
広報かつらぎ 令和2年（2020年）8月号
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町からのお知らせ

飲食店
居酒屋すいれん
居酒屋バタやん
居酒屋むさし
一力
うえすと こーすと
うどん にしうら
８Eight
えびす食堂
お好み焼もちづき
角さん
ｃａｆｅころーれ
カフェハワイ
ｃａｆｅポーリエ
ギャラリー＆カフェNoji
ギャラリーカフェGudang（グダン）
串カツ まるよし
サッポロラーメンにしむら
信濃路かつらぎ店
暫 しばらく
たこ焼久王
たつみ食堂
千鳥
中華料理 笑福亭
フランス家庭料理 伊咲亭
ぺったんこ
歩里人珈琲
★焼肉大樹
よっこいしょ
ランチ雫

酒店
★久保酒店
初桜酒造
★リカー＆ギフト シバモリ

商店

コンビニ

いもづき生花店
★海堀商店
株式会社大覚総本舗
斉藤米穀店
★渋仁商店
★菅野商店
炭火焼キッチン キムラ
宅配弁当どばし
築野のこめ油直売所
畑中商店
★福本商店
藤井商店
★ベーカーショップオータニ
マルケイ
★マルツチストアー
Mika et clair（ミカエクレール）
みまもりショップ杏
★村岡商店
村岡米穀店
★有限会社 池喜商店

★デイリーヤマザキかつらぎ町妙寺店
★ファミリーマートかつらぎ大谷店
★ファミリーマートかつらぎ笠田店

直売所
かつらぎドライブイン
かつらぎ町産品販売所 彩や
（かつらぎ温泉八風の湯内）
かつらぎ町商工会アンテナショップ
柿の茶屋
門農園（ぶどう直売所）
まるしげ農園
道の駅かつらぎ西（上り線）
道の駅紀の川万葉の里物産販売所

スーパー
精肉店
木村ミート
★鳥久精肉店
松下精肉店（笠田）
松下精肉店（紀北分院裏）
松下精肉妙寺店
宮本精肉店

★Aコープかつらぎ
★エバグリーンかつらぎ店
★オークワかつらぎ店
★株式会社松源妙寺店
松源移動販売車
日の丸観光バス・移動販売孫の手

※6/25現在。最新の店舗情報は町ホームページをご覧ください。
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車
カーウォッシュＭＡＴＳＵＭＯＴＯ
株式会社ディエムジーオート
二輪センター キムラ
深田モータース
松下モータース
有限会社 見好モータース

ガソリン
池常燃料石油店
紀北川上農協JOYかつらぎ
田村石油

農業・生活
ガス＆水まわり 北林鉄工所
株式会社アズマ
★紀北川上農協かつらぎ資材センター
紀北川上農協かつらぎ農機センター
★紀北川上農協かつらぎ南支店
紀北川上農協志賀グリーン店
紀北川上農協花園グリーン店
★コーナンホームストックかつらぎ店
永岡電気店
中谷電気工事株式会社
肥料、農薬 株式会社作部屋商店
★ホームプラザナフコかつらぎ店
UGまつや

本・雑貨など
青木商店
おぶつだんの弥勒堂
Ｏｒａｎｇｅ
ナカノ時計メガネ
西岡書店
溝端紙工印刷株式会社
★ミゾバタ文具店

９月９日は﹁救急の日﹂です︒
また︑９月６日︵日︶〜 日︵土︶
の１週間は﹁救急週間﹂です︒

伊都消防組合では︑住民の皆さ
んに応急手当の正しい知識と技術
を身につけていただくため︑例年︑
救急医療週間に合わせて﹁普通救
命講習﹂を実施していましたが︑
新型コロナウイルス感染症の状況
を鑑み︑今回は中止とします︒な
お︑応急手当てに関するご質問等
ありましたら︑お問い合わせくだ
さい︒
問い合わせ 伊都消防組合消防本
部警防課︵☎ ︱０１１９︶

預けて安心
﹁自筆証書遺言書
保管制度﹂
が開始

談

託 課 ︵ ☎ ０７ ３ ︱ ４ ２ ２︱５ １３
１︶ 橋 本 支 局 ︵ ☎ ０７ ３ ６ ︱ ︱
０２０６︶

相

﹁子どもの人権１１０番﹂
強化週間

若者サポートステーション
就職相談

28

﹁働きたい！﹂を応援します︒
就職に向けての不安や困りごとを

ご相談ください︒
対象
歳から 歳までの方とそ
のご家族
内容 個別相談︑職場体験︑スキ
ルアップ講座などを通じて就労に
向けた支援をします︒
日時 月〜金曜日の午前 時〜午
後５時︵祝日除く︶
※電話での事前予約が必要です︒
費用 無料
予約・問い合わせ 若者サポート
ス テ ー シ ョ ン き の か わ ︵ ☎ ０７ ３
６︱ ︱２９００︶

交際費の公表

32

いじめや虐待などの子どもに関
する人権なんでも相談︒相談は無
料で︑秘密は厳守されます︒法務
局職員または人権擁護委員が︑相
談に応じますので︑お気軽にご相
談ください︒
☎０１２０︱００７︱１１０
期 間 ８ 月 日︵金︶〜 ９ 月 ３ 日
︵木︶まで
時 間 午 前 ８ 時 分 〜 午 後７ 時 ※
ただし土日は午前 時〜午後５時
問い合わせ 和歌山地方法務局人
権擁護課・和歌山県人権擁護委員
連 合 会 ︵ ☎ ０７ ３ ︱ ４ ２ ２︱５ １
３１︶
30

10

22

高齢化の進展等の社会経済情勢
の変化に鑑み︑相続をめぐる紛争
を防止する観点から︑法務局にお
いて自筆証書遺言に係る遺言書を
保 管 す る 制 度 が 新 た に ︑７ 月 日
︵金︶から運用を開始しました︒
本制度では︑自筆証書遺言に係
る遺言書を法務局でお預かりする
ことで︑紛失等の遺言書作成後の
トラブルが解消される上︑家庭裁
判所の検認も不要となります︒
ご自身の財産をご家族等へ確実
に託す方法の一つとして自筆証書
遺言を検討されるに当たっては︑
ぜひ本制度をご活用ください︒
問い合わせ 和歌山地方法務局供

10

お知らせ

11

下水道排水設備工事責任
技術者資格認定試験

15

﹁普通救命講習﹂
中止のお知
らせ

令 和 ２年 度 和 歌 山 県 下 水 道 排 水
設備工事責任技術者資格認定試験
を実施します︒
申込書配布期間 ８月 日︵火︶〜
９月４日︵金︶
配布場所 上下水道課︑県庁下水
道課︑県下水道公社︑各振興局
受付期間 ８月 日︵火︶〜９月４
日︵金︶必着 ※郵送︵特定記録郵
便︶により和歌山県下水道協会へ
提出してください︒
試験日
月 日︵日︶
試験会場 和歌山商工会議所
※希望者に対し︑受講講習を 月
３日︵火・祝日︶同会場にて実施︒
問い合わせ 上下水道課︵☎ ︱
６ ５ ６ ６︶・ 和 歌 山 県 下 水 道 協 会
︵☎０７３︱４３５︱１０９３︶
11

22

33

15

49

10

議会および議長
金 額
件数
―
―
―
―
―
―
5,000円 １件
―
―
―
―
5,000円 １件

弔 意
見舞い
お祝い
賛 助
会 費
その他
計

11

12

町および町長
金 額
件数
―
―
―
―
70,580円 ３件
―
―
5,000円 １件
―
―
75,580円 ４件

５・６月分

11

INFO
くらしの情報

14
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相 談 窓 口
相談名

相談日

時間

場所

問い合わせ

ひきこもり青年の
ための
「居場所」

8/3㈪、5㈬
17㈪、19㈬
24㈪、26㈬、
31㈪、9/2㈬

13:30〜15:30

ひきこもり青年の
ための
「親の会」

8/5㈬、9/2㈬

19:00〜21:00 同上

同上

無料法律相談

8/11㈫、24㈪

13:30〜15:30
地域福祉センター
（先着順）

社会福祉協議会
☎22-4311

ふくし何でも相談

月〜金曜
（祝日除く）
※電話相談や、訪問 8:30〜17:15
相談も行っています

日常生活上の困りごと
など幅広い相談に

理学療法士相談

大谷地域
交流センター
１階和室

ＮＰＯ法人よりみち
☎090-7093-9595
※開所時間内のみ

同上

同上

保健福祉センター
１階機能訓練室

健康推進課衛生係
内線6031

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

8/7㈮、20㈭

13:00〜17:00

消費生活相談

①8/4㈫
②8/11㈫
③8/18㈫
④8/25㈫

①かつらぎ町役場
産業観光課商工観
13:00〜16:00 ②高野町役場2F応接室 光係
③橋本市役所消費生活センター
内線2103
④九度山町ふるさとセンター

①8/11㈫
②8/18㈫
③8/5㈬、26㈬

①笠田公民館佐野分館 伊都振興局企画産
業課
14:00〜15:30 ②笠田東児童館
③かつらぎ総合文化会館 ☎0736-33-4909

悪質な訪問販売や契
約・取引に関するトラ
ブルなどでお悩みの方

就職相談
無料職業紹介所
町内事業者・住民の方
に対して、求人求職の
情報提供・あっせん

月〜金曜
（祝日除く） 8:30〜17:15

行政相談所開設
８月20日
（木）
13:30〜15:30
※相談時間16:00まで

四郷地域交流センター
行政相談委員による行
政相談所を開設します。
相談無料・秘密厳守。

問い合わせ 住民福祉
課住民係
（内線2061）

マイナンバー

休日窓口
８月23日
（日）
9:00〜16:00
役場1階①窓口
※事前予約制

問い合わせ 住民福祉
課住民係
（内線2061）
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役場産業観光課

かつらぎ町
無料職業紹介所
（産業観光課内）
内線2103

新型コロナウイルス感染症に関連した

法務大臣メッセージ
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、
医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあっては
なりません。法務大臣メッセージは、YouTube法務省チャンネ
ルをご覧ください。（https://youtu.be/RYS00qCxo-0）
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連
する不当な差別・偏見・いじめ等の被害に遭った方からの人権相
談を受け付けています。困ったときは、１人で悩まず、私たちに
相談してください。

母子保健推進員さんの紹介
かつらぎ町では、現在42名の「母子保健
推進員」が町長の委嘱を受けて地域で活躍し
ています。乳幼児の健診や予防接種の推進、
育児サークルの紹介等、子育てについて相談
にも応じます。そのほか、様々な形で健康づ
くりの活動を実践しています。<敬称略>

活動写真：昨年11月「なか
よし広場 運動会」でお手
伝いをしました。

氏名
木村 眞紀
伊藤 和子
木村 晴美
山髙 晴美
北林 悦子
中岡ひとみ
山本妃佐子
宮口 廣子
森本 秀子
朝木眞里子
林
育子
内田 俊子
南 久美子
木村 温代
森本 榮子
松田 央子
本田 ゆみ
植田 洋子
坪井 静香
木村 安子
辻本三千代

項

担当地区
高田
移・背ノ山・窪・萩原
笠田中全域・北川
駅東・駅西
中ノ丁・戎丁・楠丁・南新町・十
五社・東北出・東山田・睦ヶ丘
西部・中部・丸和・東部
新生・駅南・本町・第3班
笠田団地
中佐野・折居・上松西・上松東
緑ヶ丘・住吉・東広浦・西広浦
佐野1・2・3・4・5・6
西大谷・永安
東大谷・蛭子
大薮
西柏木・東柏木
昭和・丁通・百里・千間・下木原
旭が丘・明・井上・丁3・三星・
丁4・共進・寺前・丁5・丁6・丁7
市原・丁東・柿ノ木
新田東・新田駅前・新田宮・新田西
妙1・2・3・4・9・東新町・
西新町・上ノ丁・紀北分院
妙5・6・7・8・西ノ丁
妙寺団地・おばな・茶屋出
広垣内・妙11・妙12

お 名 前
第一生命保険(株)和歌山支社
マスク等
かつらぎ営業オフィス
匿名 様
楠見 敏明 様
寄 付 金 楠見 余史子 様
楠見 喜代子 様
柳澤 一好 様

氏名
担当地区
溝端 惠子 広野・短野・大畑・西飯降
城山・城南・乾・農大・三和・
湯川眞喜子
睦・南東
前田 貞代 東出・嵯峨谷
西山・西ノ五・西ノ三・白原・
井本 公子
畑峯・北出・島
東和・谷口・谷口第一・宮浦・
森下 尚子
今西・二八
入道山・親友・二六・大橋・神
澤本 広枝 祐・共和・懇友・昭和・友愛・
同友・近友
桃の木・中村・名山・宮本
土谷きよみ
上平沼田・平沼田
宇野万由美 寺尾・兄井
正木 佳代 西番・宮番・中番・島番・東番
向山 妙子 教良寺・山崎
松山美千代 日高・星山・御所1・2・星川
杉本 円
上天野・川東・神田・川西
安武 史
上新城・下新城
谷口 叔子 上志賀・中志賀・下志賀
土畑 洋子 二ノ宮・新体
辻本 惠子 下広口・大松
福本 惠子 西滝・東滝
窪田沙祐里 平・大久保・下津川
小林 和代 堀越・中畑・神野・東谷
上東 宏子 上花園
西 世紀子 下花園

目

ご寄付・ご寄贈
本町における新型コロナウイルス感染症対策
に対し、左記の皆様より心温まるご支援を賜り
ました。心から感謝申し上げます。ご寄付いた
だきました、寄付金は、町民の安心安全を守る
ため有効に活用させていただきます。

※６月１日〜30日の間にご寄付・ご寄贈いただいた方
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● 趣味・実用書など

人生の教養が身につく名言集
出口 治明
夫婦幻想
奥田 祥子
せつない星座図鑑
森山 晋平
人は話し方が９割
永松 茂久
妖怪絵草紙と怪談で楽しく学ぶ！
﹁くずし字﹂読解のポイント
山本 明
高たんぱく質レシピ１５１
主婦の友社
ナチュラルおせんたく大全
本橋 ひろえ
おとめ六法
上谷 さくら
図解身近にあふれる﹁化学﹂が ３
時間でわかる本
齋藤 勝裕

22

新 着 図 書
● 小説・エッセイなど

市川 友章(絵)

中村 まさみ(著)

● 児童書

夏はやっぱりこわーい本

「あやし」 宮部 みゆき(著)

どうしたんだよ、震えてるじゃね
えか。悪い夢でも見たのかい…。
月夜の晩の、江戸にまつわる
本当に恐い恐い怪談の数々。

開館時間午前９時〜午後５時 問い合わせ︵☎ ︱０３０３︶
︻花園分館︼水曜･土曜日午後１時〜午後５時︵年末年始除く︶

クリス・プリーストリー(著)

８月の休館日
３日・17日
24日・3 1日

猫のお告げは樹の下で
青山 美智子
おいしくて泣くとき 森沢 明夫
奈落で踊れ
月村 了衛
家族じまい
桜木 紫乃
代表取締役アイドル 小林 泰三
５４字の物語
氏田 雄介
不良
北野 武
旅のつばくろ
沢木 耕太郎
星に仄めかされて 多和田 葉子
ヒソップ亭
秋川 滝美
新任警視
古野 まほろ

ウルトラマンとぼくらＶＳ．怪獣
ぐんだん
山本 孝
ムカッやきもちやいた
小泉 るみ子
貸出禁止の本をすくえ！
アラン・グラッツ
まほうのゆうびんポスト
やまだ ともこ
美術館って︑おもしろい！
モラヴィア美術館
関ケ原の戦いへタイムワープ
三好 直人

広報かつらぎ 令和2年（2020年）8月号
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斉藤 洋(著)

何でも売っている不思議な市
場「夜市」。幼いころ夜市に迷
い込んだ祐司は、弟と引き換え
に「野球選手の才能」を手に
入れた。野球部のエースとして
成長した祐司だったが、常に弟
を売った罪悪感に苛まれてい
て…。

モンタギューおじさんの怖い話

「夜市」 恒川 光太郎(著)
おばけずかんシリーズ

そのほか、
「怖い絵」
中野京子(著)、
「告白」
湊
かなえ(著)、
「黒い家」
貴志祐介(著)、
「火の粉」
雫井修介(著)、
「リカ」
五十嵐貴久(著)、
「山怪」
田中康弘(著)などもおすすめです！

おろしてください

怪談５分間の恐怖シリーズ

一般書
児童書

図書館
だより

かつらぎ町図書館司書いちおし

でも
いつ てね
にき
遊び

８月のスケジュール

子育て支援センターからのお知らせ
…………………………………………………………………………
カレンダー台紙作りの様子

8/7（金）
・14（金）9:00〜11:30
おめでとうコーナー

７月９日のわくわく広
場では、ペットボトルを使
って、水遊びのおもちゃ
を作りました！
ペンギン・ウサギの可愛
いおもちゃができました。

対象：誕生月の未就園児
誕生日の記念に手形または足形を残しませ
んか？
（毎月第１・２金曜日）
8/13（木）10:00〜11:00
わくわく広場
子どもたちの遊びの場。製作など楽しい活
動がいっぱい。
内容
「カレンダー作り
（９月）
」

７月20日の赤ちゃんク
ラブ「よちよち」
では、ベ
ビーマッサージをしまし
た。講師の中村さんの優
しい語りで、
マッサージを
受け、赤ちゃんたちはと
っても気持ちよさそうで
した。

8/17（月）10:00〜11:00
赤ちゃんクラブ「よちよち」
赤ちゃんとお母さんのふれあいの場。
内容
「かきおうじのうちわ作り」
対象：
１歳未満の赤ちゃん
定員：10組 ※8/3〜要予約
8/19（水）10:00〜11:00
なかよし広場
子育て講座や親子でふれあう交流の場。
内容
「小麦粉ねんどを作ろう」
定員：10組 ※8/5〜要予約
※小麦粉アレルギーの方はご遠慮ください。
●育児相談
子育てに悩んでいませんか？
お気軽にご相談ください。

ンの
ンギ
たペ ゃ♪
し
完成 おもち
び
水遊

子育て支援センター
「はぐくみ」
開館：月〜土曜日
（祝日除く）
時間：9:00 〜 12:00
13:00 〜 16:00
※土曜は午前中のみ
場所：保健福祉センター 1 階
問い合わせ
（内線 6013）
笹にごり川面すれすれ初燕

室岡

辻田

博紀

幸和

文芸の窓

睡蓮や咲く花を見てモネを識る

下村ツヤ子

句

五ひきほど瀬音の闇にとぶ螢

南出香予子

俳

空蝉やひとつ大樹の幹を抱く

隆子

︵椎の実︶

玉置

歌

蓮の葉の小さき滴球となり

短

青鷺の水面に狙いの首伸べて闇に呑まるるまでの執念
木多浦二三子

あかときの青葉の山をわがものと遠く近くに郭公の鳴
く
中
節子

猛暑日を熱中症の予防にと夫に手渡す塩飴五粒
山根木定子

コロナ禍に自粛の日々は続けども季節たがわず花は咲
芋瀬 重治
き次ぐ

︵かつらぎ短歌会︶
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８月

保健カレンダー

場所／保健福祉センター
問い合わせ 健康推進課衛生係
（内線2054・2059）

事業名

日 時

４か月・６か月児
健康診査

8/28㈮

令和２年２・４月生まれ

１歳６か月児
健康診査

8/18㈫

平成30年10月生まれ
平成30年11月生まれ

７か月児教室
「さくらんぼ」

内 容

9/7㈪
8/4㈫

平成30年６月生まれ

9/1㈫

平成30年７月生まれ

２歳児健康相談
子育て教室
「すくすく」

対 象

受付時間は 令和元年９月生まれ
個別に通知 令和元年10月生まれ

8/17㈪

10か月児健康相談

時 間

13：30〜

8/21㈮

概ね4か月児健診までの
乳児を持つ保護者と妊婦

8/5・19㈬

13：30〜 令和２年１月生まれ

8/5㈬

10：00〜 令和元年８月生まれ

9/2㈬

10：00〜 令和元年９月生まれ

11か月児教室
「りんごちゃん」

※母子手帳、バスタオルを持参してください。
※乳幼児健診・健康相談では番号札の配布は行わず、
受付時間も個別に通知いたします。
※新型コロナウイルス感染症の動向により、内容な
どの変更がある場合があります。その際は対象者
に個別に通知します。

● 育児サークル（10:00〜11:00）
日 程

サークル名

8/21㈮

笠田育児

場

所

笠田ふるさと交流館

※新型コロナウイルス感染防止のため、中止とな
る場合があります。詳細は、衛生係までお問い
合わせください。

問い合わせ 健康推進課衛生係（内線2054・2059）

身体計測・医師による診察・
発達観察

身体計測・発達観察・育児相談

子育てワンポイント・授乳指導
※要事前申込
ふれあい遊び・子守唄・絵本の
読み聞かせ・ペープサート・ブッ
クスタート事業による絵本のプ
レゼント
ふれあい遊び・手遊び・絵本の
読み聞かせ

////来られる際のお願い////
・風邪の症状や発熱がある・新型コロナウイル
ス感染者と濃厚接触した・ご家族に感染の疑
いのある方がいる場合は受診を見合わせてく
ださい。
・受付前に検温を行います。できる限りマスク
着用と、手指消毒をお願いします。
・できる限り、兄弟祖父母等の同伴はご遠慮く
ださい。

● 園庭開放（9:30〜10:30）
日 程

場

所

8/18（第3火曜）

佐野・三谷こども園

9/8 （第2火曜）

三谷こども園

9/15（第3火曜）

佐野こども園

※８月まで同日の開催をします。大人はマスク着
用をお願いします。

問い合わせ 教育総務課子育て係（内線3008）

● 子育て世代包括支援センター(SUKU²)
妊娠中から子育て期に関する相談に応じます。
保健師が常駐しておりますので、お気軽にご利
用ください。
(時間)8:30〜17:15 (場所)保健福祉センター
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こんにちは

赤ちゃん

〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160
TEL：0736-22-0300 FAX：0736-22-6432

（お詫び）
広報７月号の記載内容に誤りがありました。心からお詫び申し上げます。
誤：令和２年４月・５月生まれの赤ちゃん → 正：令和元年 12 月・令和２年１月生まれの赤ちゃん

日 ︵ 昭 和 の 日︶︑ 春 の 叙

春の叙勲受章

４月

発 行 日：令和2年8月1日（通巻738号）
編集･発行：かつらぎ町役場総務課

年以上にわたり

年にわたり消防

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

れての受章となりました︒

防分野への多大なる功績が認めら

明者の捜索に尽力されるなど︑消

安全のため火災・風水害・行方不

団員として在職され︑町民の安心

中西さんは︑

認められての受章となりました︒

ど︑地方自治への多大なる功績が

や和歌山県参事を歴任されるな

機管理監をはじめ︑福祉保健部長

和歌山県職員として在職され︑危

白原さんは︑

れ受章されました︒

ん︵志賀︶が瑞宝単光章をそれぞ

かつらぎ町消防団長の中西宏彰さ

ん︵笠田東︶が瑞宝小綬章を︑元

和歌山県危機管理監の白原勝文さ

勲受章者が発表され︑町内から元

29

かつらぎ町
ホームページ→

世帯数 7,135世帯

16,474人（前月比−11人） 男 7,754人 女 8,720人
出生 7人 死亡 18人 転入 21人 転出 21人

かつらぎ町の人口
（６月末日現在）

白原勝文さん

中西宏彰さん

40
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いちかちゃん
せんあちゃん

りょうすけくん
ふうりちゃん
こはるちゃん

6月の４か月健診に
来られた赤ちゃんを
ご紹介します♪

あいりちゃん

たつまくん
たいがくん

