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////表紙の写真////
成人式の写真。上が笠田中
学校、下が妙寺中学校出身。
(P.12-13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・人物等の作品を募集します。詳細は
町ホームページ、またはお問い合わせください。
【３月号締切２月９日
（火）
】
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
今月はゴミのお話です。私たちは、毎日の生活
の中で出るゴミは、ゴミ袋に入れて「家庭ゴミ」
として決められた日に出します。家庭ゴミは、法
律で市町村の責任で処理するとされております。
そのためゴミをたくさん出す人と、そうでない人
の負担を公平にする必要があり、町指定ゴミ袋を
作り有料にしている訳です。指定ゴミ袋の値段に
は、ゴミの収集運搬に係る費用と、処理に係る費
用が含まれているため、市販のゴミ袋より高い値
段になっています。仮に、わが町の指定ゴミ袋の
値段を隣町の指定ゴミ袋より安くすると、隣町の
住民の中には、安いわが町の指定ゴミ袋を買って、
わが町のゴミとして出す人が出てきます。このよ
うなことが起こらないように近隣の町は互いに値
段を同じくらいになるように調整しているのです。
また、山中や道路脇にゴミを「不法投棄」する
人もいます。「自分さえよければいい」という考
えでの「不法投棄」は決して許されるものではな
く、厳しく取り締まりが行われています。監視カ

メラの設置やパトロールの強化により、かなり減
りましたが、未だに後を絶たないのが現状です。
ちなみにゴミが不法投棄された場合、捨てられた
土地の所有者が責任を持って自らの費用でゴミを
処理しなければなりません。本当に理不尽な話で
すが、捨てられた側にも責任があるという事です。
一方、農業や商売などの事業を営む中で出てき
たゴミは「事業ゴミ」として、法律で事業者自ら
の責任で処理しなければならないとなっています。
要は自分のお金で責任を持って処理しなければな
らないということです。
事業ゴミの収集運搬を専門事業者に頼む場合は、
法律で許可を受けている専門事業者にお願いしな
ければならないとなっています。許可を持たない
事業者にゴミの収集運搬を頼むと法律により罰せ
られます。もちろん、家庭ゴミとして出すのも違
反となります。きちんとルールを守ってゴミを処
理しましょう。
かつらぎ町長 中阪 雅則
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町からのお知らせ

かつらぎ町に

聖火がくるのは
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２日目の走行市町
第１区間
第２区間
第３区間
第４区間
第５区間
第６区間

和歌山市
岩出市
紀の川市
かつらぎ町
高野町
橋本市
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延期になっておりました、東京2020オリンピック聖火リレーが
３月25日（木）から福島県・ナショナルトレーニングセンターＪ
ヴィレッジをスタートした後、日本全国47都道府県で実施されま
す。聖火は、121日間をかけて日本全国を巡ります。
かつらぎ町内は、4月10日（土）の午後に、下記走行ルートを通
過予定です。
｜オリンピック聖火リレー実施日程
リレー全体
和歌山県

３月２５日（木）〜７月２３日（金）
４月９日（金）・１０日（土）の２日間
※三重県から本県へ、本県から奈良県へ

走行ルート

スタート
佐野こども園

ゴール
かつらぎ公園

※聖火リレー実施時は、１時間程度の交通規制（主に国道24号線）を予定していま
す。ご協力をお願いします。
問い合わせ
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生涯学習課社会体育係（内線3017）

町からのお知らせ

4/1
（木）
運行スタート

● コミュニティバスが変わります

24

身近な公共交通機関である﹁コ
ミュニティバス﹂が４月１日から
変わります︒今回は︑主な変更点
や内容についてお伝えします︒

コミュニティバスの課題と再編に
ついて
本町のコミュニティバスは︑通
学を目的として平成 年度より運
行を開始しました︒平成 年度か
らは︑小学校の統廃合に伴うス
クールバスの本格的な運行により︑
通学という目的はなくなりました
が︑高齢者など交通弱者のための
日常生活の移動手段として利用さ
れています︒
しかし︑人口減少などによって︑
利用者は年々減少しており︑利用
率が低い便や路線が存在し空車で
の運行が目立つようになってきま
した︒そこで︑利便性の向上と効
率的な運行により将来にわたって
持続可能な公共交通を目指してコ
ミュニティバスを再編します︒

コミュニティバスの変更点
①新城花園コース 継続運行
②天野コース
継続運行
③四郷コース
廃止
④河北通院コース 一部廃止︵高
田〜笠田駅前︶

14

[ コミュニティバスの変更点の比較表 ]

〜3/31(水)まで
運行コース

コミュニティバス
①新城花園コース（７往復 14便）
②天野コース（６往復 12便）
③四郷コース（３往復 ６便）
④河北通院コース（４往復 ８便）
⑤河南コース（３往復 ６便）
・毎日運行（12/31〜1/3は運休）

大人（中学生以上）150円
料金

（障害者およびその介護者は80円）

小人（小学生以下）80円
（障害者は40円、幼児１人目無料
・2人目から80円）
※乗り継ぐ場合は、「乗継券」で無料

4/1(木)以降〜
コミュニティバス（運行日・便数は5ページ）
・新城花園コース
・天野コース
・通院コース ※④の笠田駅前〜和医大紀北分院前
デマンド型乗合タクシー
・四郷ルート
・笠田西部ルート
・河南西ルート
・河南東ルート
・妙寺ルート

大人（中学生以上）200円
（障害者およびその介護者、高校生以下の生徒は半額）

小人（小学生以下）100円
（障害者は半額、６歳未満の幼児は無料）
※乗り継ぐ場合は、「乗継券」で無料
※コミュニティバスとデマンド型乗合タクシーは、
どちらも同料金です。
運行概要は５ページ
広報かつらぎ 令和3年（2021年）2月号
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4/1（木）以降の公共交通ネットワ
ーク図は裏表紙をご覧ください。

コミュニティバス運行概要

路線名

新城花園コース

天野コース

通院コース

運行経路

笠田駅前〜花園

笠田駅前〜丹生都比売神社前

笠田駅前〜紀北分院前

運行日

毎日
（12/31〜1/3は運休）

毎日
（12/31〜1/3は運休）

月〜土曜日
(日祝、12/31〜1/3は運休)

運行便数

４往復 ８便

５往復 10便

３往復 ６便

4/1スタート

デマンド型乗合タクシー運行概要

路線名

四郷ルート

笠田西部ルート

河南西ルート

河南東ルート

妙寺ルート

運行経路

大久保
〜
笠田公民館

移
〜
笠田公民館前

西渋田西
〜
役場前

河南地域交流
センター
〜
伊都消防署前

役場前
〜
妙寺駅前

運行日

平日のみ（土日祝、12/31〜1/3は運休）

運行便数

３往復 ６便

予約時間

１便目は、前日予約
２便目以降は、１時間前までに予約

（運行会社に電話にて予約）

※運行ダイヤは、３月広報と併せて全戸配布を予定しています。
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⑤河南コース
廃止
※継続コースについて︑便数・料
金などはページ下部をご覧くださ
い︒廃止コースは︑３月 日︵水︶
の運行をもって廃止します︒

総務課総務係︵内線

デマンド型乗合タクシーの導入に
ついて
廃止するコミュニティバス３
コースを補完する目的で︑デマン
ド 型 乗 合 タ ク シ ー を 導 入 し 町 内５
ルートを運行することで︑利用者
の利便性の向上と効率的な運行を
図ります︒
デマンド型乗合タクシーとは︑
利用者の予約により運行する公共
交通です︒予約が無いときは運行
しないため︑空車で運行すること
が無くなり︑効率的な運行が期待
できる他︑タクシー車両を使用す
るため道路幅が狭い集落に停留所
を設置することもできます︒︵※デ
マンド型乗合タクシーの利用方法
については︑広報３月号に掲載し
ます︶

問い合わせ
２０２１︶
4/1スタート

31

広報かつらぎ 令和3年（2021年）2月号

町からのお知らせ

令和２年分所得税の確定申告期間

町民税・県民税の申告は
期間内に提出しましょう！

税務署申告相談会場

２/８(月)〜３/15(月)※土日祝除く

２/16(火)〜３/15(月)※土日祝除く
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告相談会場をご利用ください︒

役場申告相談会場

申告書の自宅などでの作成
感染症対策の観点から︑自宅な
どでの申告書作成にご協力をお願
いします︒
確定申告書は︑国税庁ホーム
ページで作成・提出することがで
きます︒また︑町民税・県民税申
告書は︑町ホームページから様式
をダウンロードすることができま
す︒
問い合わせ 税務課住民税係︵内
線２０４２︶

問い合わせ 粉河税務署（☎0736-73-3301）

◆地区申告相談会場
〔日時〕２／18（木）午前９時〜正午
〔場所〕花園支所１階

〔時間〕午前９時〜午後４時
〔場所〕紀の川市商工会館（粉河）
※会場への入場には「入場整理券」が必要と
なる他、整理券の配付状況により、早めに受
付を終了する場合があります。

〔時間〕午前９時〜午後５時
〔場所〕防災センタ−１階
※２／８日（月）〜15日（月）の期間は、
所得税の還付申告のみ対象。

役場および粉河税務署では︑次
のとおり申告相談会場を設けます︒
会場では新型コロナウイルス感染
症対策を実施しますので︑ご協力
をお願いします︒
また︑会場の混雑を回避する必
要がありますので︑申告相談会場
にご来場される際は︑申告に必要
な事前準備︵決算書・収支内訳書
等の作成︑医療費控除の明細書の
記入など︶を事前に済ませ︑でき
るだけ少人数でご来場ください︒
感染症対策
①マスクの着用をお願いします︒
︵マスクを着用されていない場
合︑入場をお断りする場合があ
ります︶
②咳・発熱などの症状のある方や
体調のすぐれない方は︑入場を
お断りします︒
③会場で使用する筆記用具や計算
器具などはご持参ください︒
確定申告書の控えに︑税務署受付
印が必要な場合
役場申告相談会場では︑税務署
受付印を押印することができませ
ん︒受付印が必要な場合は︑宛名
を記入し切手を貼付した返信用封
筒をご持参いただくか︵税務署で
押印後郵送されます︶︑税務署申

国税庁の
ホームページ
はこちら▶▶▶

2/16
3/15
所得税 の確定申告、

町からのお知らせ

償却資産とは土地・家屋以外の事業の
用に供する資産（構築物・機械・器具・
備品等）のことで、毎年１月１日時点で
所有している場合は、固定資産税の対象
となります。
償却資産には土地・家屋のように登記
制度がないため、所有者が町に申告する
義務があります。税務課では申告状況、
内容について確認する場合がありますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
〔償却資産の例〕
事務機器、駐車場舗装、商品陳列ケース、
屋外電気設備、看板、太陽光発電システ
ムなど
問い合わせ
税務課固定資産税係（内線2043）
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重点目標

を忘れていませんか

〇農村の特性をいかした地域農産
物の利用と女性起業活動を推進
しよう
〇グループ活動を活発に行い︑積
極的な社会参画を進めよう
〇消費者や子どもたちとの交流に
よる地域の活性化を図ろう

償却資産申告

主な活動

〇柿料理の試食イベント開催
〇町内小中学校への食育学習
〇会員の研修や交流会

令和３年度

● かつらぎ町生活研究グループ連絡協議会の
ご紹介

かつらぎ町生活研究グループ連
絡協議会は︑現在︑ 名の女性会
員が在籍している︑町内の４つの
グループで構成された団体です︒
女性農業者の活躍を推進し︑地域
に伝わる食や農の魅力を伝える活
動や︑町より食育事業の委託を受
け︑郷土の﹁食農﹂への親しみや
﹁心身が健康になる食﹂への理解
を深めるために小学校での食育学
習などの活動も行っています︒
活動にご興味のある方は︑事務
局までお問い合わせください︒

事務局・問い合わせ 産業観光課
農業振興係 ︵内線２１０１︶
写真上・下）H30に行われた道の駅かつら
ぎ西上りでの柿料理試食イベントの様子

24

● 国民健康保険税の減免申請
期限延長について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民
健康保険税の減免について、申請期限を３月
31日（水）まで延長します。
この減免制度は、新型コロナウイルス感染症
の影響により次の⑴または⑵の要件を満たす世
帯について、適用できる場合があります。詳細
は、町ホームページまたはお問い合わせください。
⑴新型コロナウイルス感染症により、主たる生
計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負っ
た場合
⑵新型コロナウイルス感染症により、主たる生
計維持者が《①事業・給与等の令和2年分収
入が前年比10分の3以上減少、②令和2年分
で収入減となった所得以外の前年所得が4百
万円以下、③令和元年分所得の合計額が1千
万円以下※》の全てに当てはまる場合
問い合わせ

税務課住民税係（内線2042）

町からのお知らせ

問い合わせ 健康推進課衛生係
︵内線２０５３︶

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か 月
間は避妊が必要です︒
※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することが
できませんので︑事前確認を行っ
た上での接種をお願いします︒

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﹂

申請方法 接種後︑費用の全額を
医療機関で支払い﹁予防接種済
証﹂︑﹁領収書﹂︑﹁印鑑﹂︑﹁振込先
のわかる物﹂を衛生係まで持参し
てください︒妊婦の夫につきまし
ては︑夫であることを確認できる
物︵母子手帳など︶も加えて持参
してください︒

● 風しんワクチン予防接種の助成について

風しんワクチン予防接種の助成
を行っています︒助成の申請をさ
れる方は下記の内容をご確認の上︑
申請手続きを行ってください︒
対象者
① 将来 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︶
助 成 額 上 限 １０ ︐ ０ ０ ０ 円 ︵ 内
訳 県５ ︐ ０ ０ ０ 円 ︐ 町５ ︐ ０ ０
０円︶
助成回数
１人 に つ き １回 ま で ︵ 過 去 に 助 成
を受けられた方は対象外︶

日︵水︶

３月31日（水）

申請期限

実施場所 接種を希望する医療機
関へ実施の有無を問い合わせの上︑
予約申し込みしてください︒

３月

接種費用額から自己負担額1,000円を差引いた額
（上記接種期間内で対象者１人につき１回）

助成額

令和２年10月１日（木）〜１月31日（日）
接種期間

50

助成期間 令和２年４月１日〜３
月 日︵水︶までの間に受けた接種
申請期限

31

接種日にかつらぎ町内にお住まいの 生後６か月以上〜中学３年生の方
対象者

19

31

● 小児インフルエンザ予防接種助成について

インフルエンザ予防接種を受けた方で、まだ助成を受けられていない場合は衛生係で申請を行っ
てください。※医療機関に委任状を提出し、自己負担1,000円を医療機関へ支払された方は申請の
必要はありません。

申請方法 下記の物を持参し、償還払（払い戻し）の申請をしてください。
・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）
・口座番号が分かるもの（通帳など）
・印鑑

申請・問い合わせ 健康推進課衛生係（内線2053）

8
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町からのお知らせ

より良い広報紙づくりのため、読者ア
ンケートを行います。一人でも多くの方
にご回答いただければ幸いです。
回答期限

漏水を発見した場合は
お知らせください
・雨が降っていないのに、地面が濡れている。
・いつも流れていない水路に水が流れている。
・急に水圧が低下した。急に濁り水が発生した。

２月26日（金）

回答方法 ①または②の方法で回答して
ください。
①町ホームページに設置してあるアン
ケートフォームより回答する。
②アンケート用紙を入手（町ホームペー
ジまたは総務係窓口で配布）し、ファク
ス・郵送・持参にて提出する。

アンケート回答は
こちら▶▶▶
提出先・問い合わせ
総務課総務係（内線2025）

9

繕してください︒︵有料︶
※非常時に備え︑止水栓の位置︑
および定期的に止水できるか確認
してください︒

水道管凍結の予防
水道管に布︵タオルや毛布︶を
かぶせ︑養生テープなどで水道管
が濡れないように保温する︒
水道管に保温材を取り付ける︒
※町指定給水装置工事事業者に依
頼してください︒︵有料︶
鉛筆の芯程度水を出しておく︒
︵水道料金がかかります︶

問い合わせ 上下水道課工務係
︵☎ ︱６５６６︶

広報かつらぎ
読者アンケート

● 水道管の凍結や破裂事故にご注意ください

気温の低い冬場は︑水道管の凍
結や凍結による破裂事故が多く発
生します︒
水道管の中の水は︑気温がマイ
ナス４ ℃以下になると凍結すると
されています︒また︑凍結に伴い︑
水が膨張し水道管が破裂する事が
あります︒このような場合は︑特
に注意が必要です︒
・水道管がむき出しになっている︒
・風当たりの強い場所に水道管が
ある︒
・建物の北側で︑日陰に水道管が
ある︒

水道管が凍結した場合
水道管に布︵タオルなど︶をか
ぶせ︑ぬるま湯をかけて解凍して
ください︒
︵注意︶熱湯をかけると︑水道管が
破裂する場合があります︒必ずぬ
るま湯をかけてください︒

水道管が破裂した場合
止水栓を時計回りに回して︑止
水してください︒止水後︑町指定
給水装置工事事業者に連絡して修

22
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上記の場合は、埋設されている水道管が破損
し漏水している可能性があります。お知らせい
ただけましたら、上下水道課職員が現場を確認
し、必要に応じ修繕を行います。
漏水は、水圧の低下、濁り水の発生を引き起
こすだけではなく、道路を陥没させるなど危険
な場合があります。
上下水道課では定期的に漏水調査を行ってい
ますが、みなさまからのお知らせにより、発見
されるケースが多数ありますので、漏水を発見
した場合は、上下水道課までお知らせください。
問い合わせ
上下水道課工務係（☎22-6566）

町からのお知らせ
さやでらあとしゅつどさはりわんぶた

入 場
無 料

佐野寺跡出土佐波理鋺蓋

展覧会開催

『佐野寺跡とその時代』

日程
時間
場所

３/９（火） 14（日）
9:00~17:00
笠田公民館佐野分館

２階大ホール

内容 ・佐野寺跡・佐野寺跡関連遺跡出土品の展示
・触れる！展示コーナー
・瓦のパズルに挑戦！
・瓦の拓本を体験してみよう☆
・日本霊異記の世界 など

拓本体験の写真
左)墨をのせる、
右)できあがり

中飯降遺跡現地学習会・
西飯降Ⅱ遺跡発掘調査成果展
を実施しました
令和２年12月６日(日)に中飯降遺跡
現地学習会を、12月１日(火)〜６日
(日)に西飯降Ⅱ遺跡発掘調査成果展を
実施しました。
両会とも多くの方にご参加いただき、
貴重な文化財を活用しながら、町の歴
史を学ぶことができました。

[会場位置]

参加
無料

日時

木製基壇の古代寺院
佐野寺跡現地学習会開催

3/14（日）※雨天決行･警報発令時中止
第１回説明
第２回説明

13：00〜13：30
14：00〜14：30

会場

県史跡佐野寺跡

内容

木製基壇で有名な
県史跡佐野寺跡を
現地で学習します。

木製基壇

展示コーナーで出土品を触る子ども達

問い合わせ

生涯学習課指導係（内線3019）
広報かつらぎ 令和3年（2021年）2月号
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介護予防情報第８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！

9ROउअठदলਟॊஂ૧ଆ
問い合わせ
健康推進課長寿社会係（内線6020）

口腔ケアで認知症予防
よく噛んで食べること

歯周病と認知症の関係

「噛むこと」で歯根幕（歯と骨の間
にある組織）が押され、その刺激が神
経を通じて脳を刺激します。その結果、
脳血流を増大させるため、噛むことが
認知症の予防に効果があると言われて
います。噛むためには、残っている歯
を治療して保つこと、口に合った入れ
歯を使うことが大切です。
歯がなく入れ歯を使っていない人は、
歯が20本以上ある人に比べて、認知
症を発生するリスクが1.9倍も高くな
るという研究報告もあります。

歯周病は細菌の感染により、歯を支える周りの組織
に炎症が起こる病気です。口の中には、およそ300〜
500種類の細菌が住んでいます。歯周病細菌が血管を
通じて脳内に入ると、脳内で「アミロイドβタンパク
質」が増えて、アルツハイマー型認知症の発症が高
まったり、悪化したりします。
歯周病は、正しい歯みがきや口腔ケアを行うことで治
療・予防できる病気です。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で自粛生活
が続き、マスクでの生活により、口の手入れがおろそ
かになり、口腔環境が悪化することで歯周病が進行し、
認知機能の低下につながることが心配されます。
唾液腺マッサージで唾液量を増やしたり、口腔体操で
お口の筋肉を鍛えましょう。

歯みがきは、手を使い、歯ブラシを
動かす複雑な動作によって脳の広い範
囲を使用・刺激することができるため、
歯みがき自体も認知症の予防に効果が
あると言われています。

自粛生活のために会話で口を動かす機会が減った人
は、電話を活用し、意識して会話する機会を増やしま
しょう。また、家で歌を歌ったり、早口言葉を言った
りして、口の筋肉を鍛えましょう。もちろん定期的
（３〜６か月）な歯科受診により、健康な口腔状態を
維持することは大切です。

唾液腺マッサージ

口腔体操

耳下腺
両耳の前を、親指以外
の４本の指で後方から
前方に向かって円を描
くようにマッサージし
ます。（10回）
顎下腺
耳の下から顎の下の柔
らかいところを５か所
くらいに分けて親指で
押します。（10回）
舌下腺
両手の親指で、顎の下
を突き上げるように押
します。（10回）

口を閉じたまま、ほお
をふくらませたり、す
ぼめたりします。

口を大きく開けて、舌
を出したりひっこめた
りします。

舌を出して、上下左右
に動かします。

口を閉じて、口の中で
舌を上下左右に動かし
ます。

かつらぎ町地域包括支援センター認知症地域支援推進員 岡浦 詞美
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秋の叙勲受章
令和２年11月３日（文化の日）、秋の叙勲受章者が発表
され、町内から元和歌山県公安委員会委員長の溝端莊悟
さん（妙寺）が旭日小綬章を、元一般社団法人和歌山県警
備業協会会長の中谷保さん（妙寺）が旭日双光章をそれぞ
れ受章されました。
溝端さんは、平成22年からの９年間、和歌山県公安
委員会委員に就任され、そのうち３年を委員長として会
務を総括され、和歌山県警察の公正な業務管理、監督に
尽力されるなど、警察管理運営への多大なる功績が認め
られての受章となりました。

上）溝端さん、下）中谷さん

中谷さんは、平成９年に一般社団法人和歌山県警備業
協会理事に就任され、平成16年からの12年間を会長と
して協会の健全な発展および適正な運営に尽力されるな
ど、警備業分野への多大なる功績が認められての受章と
なりました。

左から）小山さん、中澤さん

和歌山県社会福祉功労者表彰
令和２年10月16日（金）、中澤浩二さん（笠田東）
が県知事感謝状、和歌山県社会福祉協議会会長か
ら表彰されました。

永年勤続民生委員・児童委員表彰
令和２年10月22日（木）、小山等さん（中飯降）が
全国民生委員児童委員連合会会長から表彰されま
した。
お二人とも長きにわたり活動を続けられ、社会
福祉の推進に尽くされた功労が認められての受賞
となりました。

築野さん

秋の褒章受章
令和２年11月３日（文化の日）、秋の
褒章受章者が発表され、町内から築野
食品工業株式会社社長の築野富美さん
（新田）が黄綬褒章を受章されました。
築野さんは、平成13年に築野食品工
業株式会社社長に就任され、研究・開
発に積極的に取り組まれ、こめ油、米
ぬかを素材とした様々な製品を開発さ
れました。
また、平成27年に日本こめ油工業協
同組合理事長に就任され、業界の発展
に貢献されるなど、多大なる功績が認
められての受章となりました。

広報かつらぎ 令和3年（2021年）2月号
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※写真撮影のため一時的にマスクを外しています。

左から）テニス部団体女子（妙寺中）、テニス部団体男子（笠田中）、
剣道部団体男子（妙寺中）

中学校秋季新人大会
第24回近畿小学生選抜
インドアソフトテニス大会
令和2年12月５日
（土）・６日（日）、滋
賀県長浜市民テニス
コートにて行われた、
上記大会において、
女子個人戦ダブルス
で北村朱寿加さん
（笠田東）、小山さん
（橋本市）ペアが優勝
されました。

令和２年11月７日（土）・８日（日）に中学
校秋季新人大会が開催され、町内各中学校
の生徒が日頃の練習の成果を発揮し、健闘
しました。その中で、伊都地方大会を経て
和歌山県大会に出場し、近畿大会への出場
を決めた３チームを紹介します。

北村さん

かつらぎ町観光農園連絡協議会（阪口さん）

寄 付
本町における新型コロナウイルス感染症対
策に対し、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。
項目
寄付金

お 名 前
築野 富美 様
築野食品工業株式会社 様
築野ライスファインケミカルズ株式会社 様
築野開発株式会社 様
築野運輸株式会社 様

※令和２年12月１日〜31日にご寄付いただいた方
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県農林水産業賞受賞
令和２年12月２日（水）、かつらぎ町観
光農園連絡協議会が令和２年度和歌山県農
林水産業賞を受賞されました。
協議会は、農業により多くの観光客を誘
致することを目的に平成５年７月に設立さ
れ、かつらぎ町や和歌山県との連携による
観光農業を通じたグリーンツーリズムの推
進と観光客誘致に積極的に取り組まれてい
ます。また、会員の連携により、年間を通
じて多種多様な果物を楽しんでいただく環
境を作り出し、協議会による消費者への
PR活動や受入体制の向上に努めるなど、
農業を通じたふるさとづくりに貢献された
ことが認められての受賞となりました。

人権作文

一般の部 最優秀賞

﹁ 高齢者の人権 ﹂
前東 晃代さん
︵佐野在住︶

﹁ありがとう﹂
母と私の一日の終わりに︑母が
私に必ず言う言葉です︒
私の一日は︑一人暮らしの母の
食事作りから始まります︒それを
母に届けてから仕事に向かい︑仕
事帰りに入浴介助をして家に帰る
のが今の私の日常です︒
﹁もう寝りよ︒また明日来るわよ﹂
そう言って私は︑実家を出ます︒
﹁ありがとう﹂
私が玄関に向かうと母は︑決ま
ってそう言います︒その言葉を聞
くたびに私は泣きそうになる自分
と格闘しながら玄関の伴を閉めま
す︒その伴の音は何とも切ないけ
れど私にも私の生活があるので︑
どこかで区切りをつけるしかない
のです︒
母もまた︑一人になる淋しさと
闘いながらベッドに入っていると
思います︒
時に母は⁝
﹁もっとおって欲しいけど︑あ
んたも家に帰ってご飯せんなんか
らなぁ﹂
と︑弱音を吐くことがあります︒
そんな時︑私は︑溢れる涙を抑え

きれず︑部屋から出て服で涙を拭
い感情の整理をしています︒弱気
になる時は︑身体も弱っているサ
インです︒そのサインを見逃して
はいけないと思っています︒だか
ら私は︑短い時間でも母との会話
を大切にしています︒子供には迷
惑をかけたくないと想う親心と︑
弱っていく自分との葛藤の中で母
は︑今を精一杯︑生きているのが
わかります︒日ごと︑弱る身体は
歩くこともできなくなる未来を想
像させます︒
子育ては⁝
﹁這えば立て︑立てば歩めの親心﹂
と言われるように︑成長していく
子供の姿を見ては︑毎日が喜びと
感動の連続でした︒
でも私は︑老いていく母を介護
しながらも喜びや感動を母と一緒
に味わいながら生きていきたいと
思っています︒
頭で理解している事と現実を受
け入れる事との狭間で︑正直︑辛
いこともあります︒
ずっと傍にいてあげたい私と︑
仕事と自分の家庭での役割と⁝
いろんな想いや感情が渦巻きな

がらも︑心が離れることはありま
せん︒
子育て中は︑早く子離れを︒と
よく言われたものですが︑介護中
に親離れをしなさい︒と言う人は
いません︒かといって︑介護の全
てを自分一人で背負う事もできな
いのが現実です︒福祉制度を利用
しながら︑高齢者も介護する者も︑
少しのゆとりを持って︑お互いに
寄り添い︑生きていけたら一番い
いのではないかと感じています︒
私たちは︑この世に﹁生﹂を受
けた時にミルクを飲ませてもらい
オムツを交換してもらって生きて
きました︒
私たちは︑皆︑初めから自分一
人で出来ることは何もなかったの
です︒
だから︑高齢者が︑身体の衰え
と共に︑オムツをする日が来ても︑
物忘れをするようになっても決し
て怒ったり責めたりしてはいけな
いと思います︒
人は皆︑生まれながらにして幸
せになる権利を持ってこの世に生
まれてきました︒それは﹁命﹂を
全うするその瞬間まで幸せである
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「 言葉の力 」

大谷小学校４年
森本 竜生さん

幼き頃に⁝
母が私に言ってくれた言葉ばかり
です︒
人は︑その存在を認められた時
に︑生きる価値を見出すことがあ
ります︒
たとえ︑身体が動かなくなった
としても︑いろんなことを忘れて
しまっても︑一生懸命生きている
のです︒どの命も尊いものであり
年齢に関係なく人が人を尊重し︑
人それぞれに役割があることを認
め合いながら生きていくことが本
来の社会の姿ではないでしょうか︒

元気な方も体調を崩されている
方も︑全ての高齢者の方々が安心
して楽しく暮らせるような社会に
していくことが私たち若者に課せ
られた役割の一つだと思います︒
家庭と地域と行政が繋がりを持
ちながら︑皆で支え合う意識を持
てば︑高齢者の方々だけでなく多
くの人が住みやすい社会になると
思います︒
高齢者の方々の笑顔が子どもた
ちの笑顔に負けないくらいキラキ
ラと眩しく輝き続ける社会になっ
てほしいと願っています︒

広報かつらぎ 令和3年（2021年）2月号

1７

だと思っています︒
多くの人が介護に悩みながら模
索している高齢化社会の中で︑介
護する者も幸せでありたいと私は
思います︒
それは︑高齢者の存在を受け入
れ認めた時に感じるものかも知れ
ません︒
歩いている母に
﹁今日は上手に歩けているね﹂
おかずを残さず食べた日には
﹁えらかったね﹂と︒
そんな他愛無い会話が今の私が
幸せを感じる瞬間です︒それは︑

その一言大丈夫ですか？友だちを傷つけた
り苦しい気持ちにしていませんか？ぼくは、
言葉について考えてみました。
ぼくの家族は、水泳大会、競書会、ドッジ
ボール大会、マラソン大会の朝、「がんばっ
てね」とは言いません。その変わりに「応え
んしているよ」と言います。ぼくはどうして
「がんばれ」じゃなく「応えんしている」な
のか不思議に思いお母さんに聞いてみました。
すると「いつも一生けんめい練習して努力し
ているのは知っているよ。だから応えんする
のよ。もうこれ以上がんばれないほど努力し
ていたから。」と言われ、ぼくが努力してい
るのを見ていてくれた事にとてもうれしい気
持ちになりました。それから家族に言われた
色んな言葉をおもいだしてみました。すると
いつもぼくが前向きになるように言葉をかけ
ていてくれた事に気がつきました。漢字はか
せのテスト勉強している時「これ覚えないと
不合格」とは言わず「これ覚えたら合格でき
るよ。」と言ってくれた事や、「すごいね」
と言うだけじゃなく「すごいね、そういう所
好きだな」と言われた事などたくさんおもい
だしました。言葉一つでナイフのように心に
つきさし傷つけることもあるけど、言葉一つ
でこんなにやる気がでたり、前向きになった
りします。だから言葉はとても大切だとあら
ためて思いました。
言葉は、簡単に使えるけど、その何倍も
「力」があると思います。その一言大丈夫で
すか？友だちを傷つけたり苦しい気持ちにし
ていませんか？ぼくもこの事を忘れず、その
一言で前向きになれたり、元気になれる
「力」のある言葉を使いたいです。

権利であると私は思っています︒
今まで出来ていた事が出来なく
なることは悪い事ではない︑これ
からは周りの人がサポートしてい
く︒ということを伝えてあげない
と︑高齢者は︑時に自分を責め︑
時に自暴自棄になります︒
﹁生きてくれているだけでいい﹂
私は︑いつもそう思っています︒
もしかしたら母はいつの日か︑私
の事も忘れてしまう日が来るかも
しれません︒それでも︑今まで大
きな愛情で私を受け止めてきてく
れた母を今度は私が受け止める番

小学生の部 最優秀賞

にお問い合わせください︒
日時 ２月 日︵水︶午前９時 分
〜 時
場所 保健福祉センター３階
内容 何をどれだけ食べればい
い？バランスのよい食事を考えよ
う
※毎回体操とストレッチをしてい
ます︒動きやすい服装と水分補給
のご用意をお願いします︒
申し込み・問い合わせ 健康推進
課衛生係︵内線２０５４︶

令和３年度かつらぎ町手話
奉仕員養成講座受講生募集
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お知らせ

集

２件

―

―

―

―

―

―

お祝い

―

―

―

―

賛助

―

―

―

―

会費

―

―

―

―

その他

―

―

65,203円

４件

計

44,000円

２件

65,203円

４件

【対象】16〜69才までの方。
ただし、65才以上の方については、
60〜64才の間に献血経験があり、
健康上特に問題のない方。

44,000円

2/24(水) かつらぎ警察署
10:00〜12:30

弔慰

見舞い

2/6(土) ㈱オークワかつらぎ店
10:00〜12:00、13:00〜16:00

10

30

﹁手話﹂を学んでみませんか︒
聞こえない人のコミュケーショ
ン 方 法 の 一 つ ﹁ 手 話﹂︒ 日 常 会 話
ができる技術を身につけるため︑
入門課程︑基礎課程それぞれの受
講生を募集します︒
開催日
①入門課程 ４月 日〜翌年２月
９日の第２・４水曜日︵全 回︶
②基礎課程 ４月７日〜翌年３月
日の第１・３・５水曜日︵全
回︶
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
30

議会および議長

町および町長

金 額

件 数

金 額

件 数

11・12月分

उൢःखऽघ؛

布された﹁パワーハラスメント対
策の法制化﹂により︑セクハラな
ども含む国・事業主・労働者の責
務が明確化されます︒
このような時代背景の中で︑企
業が取り組むべき雇用管理上の措
置とは何かという事を理解し︑働
く人々が良い環境で過ごせる﹁明
るい職場﹂を作るため︑ハラスメ
ントについて学びます︒
主催・問い合わせ 伊都地方人権
尊重連絡協議会︵事務局伊都振興
局総務県民課内 ☎０７３６︱
︱４９００︶

募

糖尿病フォローアップ教室

33

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︒
みんなで楽しく健康づくりに取り
組んでみませんか︒今回は食事に
ついて管理栄養士によるお話です︒
途中からの参加も大歓迎♪お気軽

21

30

交際費の公表

൴ഷपओੈৡ

11

16

こころの研修開催

18

伊都地方人権尊重連絡協議会
︵伊都地方４市町および伊都振興
局で構成︶では︑平成 年から毎
年伊都地方の各企業︑団体などを
対象に人権研修を行っています︒
企業関係者はもちろん︑広く県
民の皆さまにもご参加いただき︑
身近な人権について考える機会に
したいと思います︒
開催形態 オンライン配信
︵YouTube上にて講演動画
をアップロード︶
視聴期間 ２月 日︵月︶〜３月
︵金 ︶ ※ 期 間 限 定 配 信 と な り ま す
のでご注意ください
視聴方法 YouTubeにて
﹁伊都地方人権尊重連絡協議会﹂
または﹁こころの研修﹂を検索︒
また︑下記QRコードから﹁伊都
地方人権尊重連絡協議会﹂のチャ
ンネルへ移動できます︒
内容 テーマ﹁ハラスメント﹂
講師 芝本正明︵企業人権協サポ
ートセンター長︶
︽ねらい︾令和元年６月５日に公
15

INFO
くらしの情報

19

25

18
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ている方
・平成 年以降の手話奉仕員養成
講座入門課程を修了された方
︵基礎課程のみ︶
参加費 ３︐３００円︵テキスト代︶
定員 各講座 名︵応募多数の場
合は抽選︶
申込期限 ３月５日︵金︶
申し込み・問い合わせ 住民福祉
課福祉係︵内線２０６４︶

令和３年度農業技術講習会
受講者募集
就農意欲がある方を対象に︑果
樹・野菜の基礎知識や技術を習得
するための講習会を開催します︒
興味のある方は︑お申し込みくだ
さい︒
定員
名
申込期限 ２月 日︵金︶
申し込み・問い合わせ 伊都振興
局 農 業 水 産 振 興 課 ︵ ☎ ０７ ３ ６ ︱
︱４９３０︶

◆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
受付 ①４月９日︵金︶まで
②７月１日︵木︶〜９月 日︵金︶
試 験 日 ① ４ 月 日︵土︶〜 日
︵水︶のうち１日を指定
② 月２日︵土︶〜５日︵火︶のうち
１日を指定
※記載内容については︑変更をす
る場合があります︒変更事項は自
衛官募集ホームページをご覧いた
だくか︑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 ︵ ☎ ０７ ３
６︱ ︱０７４４︶
18

18

17

お詫びと訂正

伊都消防組合消防本部（☎22-0119）

問い合わせ

10

17

34

21

広報１月号で誤りがありました︒
お詫びして訂正します︒
◆ ページ﹁人権作文・ポスター
優秀作品が決定﹂１行目
﹇誤﹈一般︵高校︶
﹇正﹈一般︵高校生以上︶
作文の部 優秀賞 小学生の部
﹇誤﹈井上 愛里
﹇正﹈井上 愛理

・就寝中は火災に気づくのが遅れる

近年、住宅火災でお亡くなりになる方が急増し、特に

ため、住宅用火災警報器を設置し

65歳以上の方が全体の約７割となっております。
参加者全員に
火災から尊い命、大切な財産を守るため、火災予防に
プレゼント！
対する意識を高めて火災を未然に防止しましょう。

ましょう。

発生しやすくなります。

め空気を遮断して避難しましょう。

これからの季節は寒さが増し、空気が乾燥して火災が

きれば燃えている部屋のドアを閉

3位 ストーブ

２位 放火

１位 たばこ

・ 消火が困難な場合は、急いで避難

20

26

33

32

19

26

25

18

自衛官候補生など募集

33

◆自衛官候補生︵男子・女子︶
歳以上 歳未満
資格
受付 随時
試験日 受付時に説明
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くらしの情報

INFO

● 高齢者の住宅火災予防

発掘
住宅火災による死者の
７割 が６５歳以上の高齢者！

死者の発生した住宅火災の出火原因
死因で最も多いのは

逃げ遅れ

しましょう。延焼を防ぐため、で

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」

2/1㈪、3㈬、
8㈪、10㈬、
15㈪、17㈬、
22㈪、24㈬

13:30〜15:30

ひきこもり青年の
ための
「親の会」

2/3㈬、3/3㈬

19:00〜21:00 同上

同上

無料法律相談

2/8㈪、22㈪

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

同上

ＮＰＯ法人よりみち
☎090-2065-7338

同上

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

2/5㈮、19㈮

13:00〜17:00 保健福祉センター
（要予約）
１階機能訓練室

消費生活相談

①2/ 2㈫
②2/ 9㈫
③2/16㈫
④2/24㈬

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

①2/ 9㈫
②2/16㈫
③2/ 3㈬、2/25㈭

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

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

納期限

児童虐待相談ダイヤル
「虐待を受けていると思われる子どもを発見した｣｢子育て
が辛くてつい子どもにあたってしまう｣など、１人で抱え
ないでお気軽にご相談ください。※秘密は厳守されます。
かつらぎ町児童虐待相談ダイヤル（☎22−8877）
【その他の通告先】
伊都振興局健康福祉部（☎0736−42−3210）
和歌山県子ども・女性・障害者相談センター（189番）
※緊急を要する場合は警察（110番）まで

健康推進課衛生係
内線6031

３月１日（月）
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
●
●

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。

有
料
広
告
広報かつらぎ 令和3年（2021年）2月号
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悟郎

私が小学生の頃、コツ
コツと大切に貯めていた
図書カードで初めて買っ
た思い出の1冊です。
この本は、子どもたちの身近にあるも
のが、突然「おやすみがほしい！」と言
い出す"わがままおやすみ"シリーズの中
の1つです。この本の特徴としては、関西
弁で繰り広げられるストーリーと豪快で
かわいいイラストで、笑いあり涙ありの
最高の本です。皆さんも是非読んでみて
ください。

広報かつらぎ 令和3年（2021年）2月号

● 趣味・実用書など

山根

れいぞうこのなつやすみ
村上 しいこ（作）
長谷川 義史（絵）

志麻さん式定番家族ごはん
タサン 志麻
中学英語から始める洋書の世界
林 剛司
いい白髪ケア︑やばい白髪ケア
伊熊 奈美
火災・地震保険とお金の本
石川 英彦
新しい﹁足﹂のトリセツ
下北沢病院医師団
吉永小百合 私の生き方
築山 卓観

歴代作曲家ギャラ比べ

● 児童書

すっすっはっはっ こ・きゅ・う
長野ヒデ子
またまたうそだあ！ 山村 浩二
おねえちゃんって︑きょうもやき
もき！
いとう みく
渋沢栄一
加来 耕三
プロから学ぶ修理ずかん
フレーベル館
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新 着 図 書

● 小説・エッセイなど

夢幻
上田 秀人
二人がいた食卓
遠藤 彩見
あずかりやさん４
大山 淳子
騙る
黒川 博行
雪に撃つ
佐々木 譲
我︑過てり
仁木 英之
火喰鳥を︑喰う
原 浩
雪のなまえ
村山 由佳
しのぶ恋
諸田 玲子
今度生まれたら
内館 牧子
北条五代︵上・下︶ 火坂 雅志
ふつうでない時をふつうに生きる
岸本 葉子
中山 七里

境界線
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︶

グリムプロジェクトメンバー推薦

児童教育学科２年生
藤原 明日香

２月の休館日
1日・8日
15日〜2 6日

大阪樟蔭女子大学との連携事業

22

図書館
だより

人形劇「ともだちや」
日時 ２／２０
（土）13：30〜
（約１時間）
場所 かつらぎ総合文化会館ＡＶホール
対象 ３歳以上 100名まで
費用 無料（要整理券）
※1/31（日）
から図書館で配布
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、マスク着用の上、入場時に検温お
よび、氏名・連絡先のご記入にご協力く
ださい。
※状況により延期・中止の場合あり。

図書館蔵書点検に伴う休館
2/15(月)〜26(金)の間は休館します。
図書の返却は、総合文化会館１階入口
のブックポストをご利用ください。ＤＶＤ
は、破損の恐れがあるため、図書館の開
館日に、
カウンターへ返却をお願いしま
す。
また、2/2（火）
〜14(日)の本・ＤＶＤ
の貸出期間は28日以内となります。※
本の延期は、通常通り14日以内。ＤＶＤ
は、延期不可です。

でも
いつ てね
にき
遊び

2月のスケジュール

子育て支援センターからのお知らせ
…………………………………………………………………………

12月10日わくわく広場
では、「お正月飾り」を
作りました。手作りのし
め縄に水引きや造花の花、
まつぼっくりなどを飾り
素敵なお正月飾りを作る
事が出来ました。

2/5・12（金）9:00〜11:30
おめでとうコーナー
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）
持ち物：タオル・ウェットティッシュ
わくわく広場
祝日のためお休み

子育て支援センターに
は、赤ちゃんから就学前
までのお友達が遊びに来
てくれています。
みんな、お友達になり
ましょう!

2/15（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
「はらぺこあおむし手作りおもちゃ」
対象：
１歳未満の赤ちゃん
定員：
７組 ※2/1(月)〜要予約
｢たんじろう｣と｢ねずこ｣を描いたよ

なかよし広場
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

※イベントについては新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、変更となる場合があります。

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）

子育てに
悩んでいませ
んか？
お気軽に
ご相談くださ
い。

文芸の窓

あや

句

久保

俳

日の恵み窓の障子や福寿草

紀代

和子

西村

玉置

昭子

麦踏みや麦立ち上る強さもち

紅梅やチラホラ咲きて皆なごむ

寺田

愛泉

金子よしお

梅見月九十一の誕生日

谷

七草の一品たりぬ粥つづる

うずくまる猫の目細し日向ぼこ

城

︵若返り会︶

野口

歌

火掻棒燃やしてどんど焚き終る

短

吾が住処の河岸段丘坂道の多きもおのず楽しきものぞ
奥田 和美

収穫を終えて一人で剪定す夫の指示なく冬日おだやか
西川
瞳

短歌の友電話の声のかすれいて体調不良を訴えて逝き
新田 一美

寒風もものともせずに自転車をこぎて風切る曽孫の動
画
花岡寿美子

渡り鳥悪しき心じゃあるまいし鳥インフルに農家悲し
む
松本 弘信

︵笠田短歌サークル︶

広報かつらぎ 令和3年（2021年）2月号
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2月

保健カレンダー

事業名

日 時

４か月・６か月児
健康診査
１歳６か月児
健康診査

対 象

内 容

2/26㈮

令和２年８・10月生まれ

身体計測・医師による診察・
発達観察

2/16㈫

令和元年6・7月生まれ

身体計測・医師による診察・歯科
医師による歯科検診・発達観察

2/8㈪

10か月児健康相談

3/8㈪

２歳児健康相談
子育て教室
「すくすく」
７か月児教室
「さくらんぼ」

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）

時 間

受付時間は 令和２年３月生まれ
個別に通知 令和２年４月生まれ

2/2㈫

平成30年12月生まれ

3/2㈫

平成31年１月生まれ
13：30〜

2/12㈮

13：30〜 令和２年７月生まれ

2/3・17㈬

11か月児教室
「りんごちゃん」

概ね4か月児健診までの
乳児を持つ保護者と妊婦

2/3㈬

10：00〜

3/3㈬

令和２年２月生まれ
令和２年３月生まれ

※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。
※警報発令時、午前中の健康相談・教室・育児サーク
ルは午前８時半の時点、午後の健診・教室は午前
11時の時点で警報が発令されていれば中止とします。

● 育児サークル（10:00〜11:00）
日 程

サークル名

2/1９㈮

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症防止のため、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。

● 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）保健福祉センター内2階
問い合わせ 健康推進課衛生係（内線2054・2059）
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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

2/ 9（第2火曜）

三谷こども園

2/16（第3火曜）

佐野こども園

新型コロナウイルス感染症対策のため、園庭開放
を利用される方は、事前予約をお願いします。利
用者多数の場合、利用をお断りさせていただくこ
とがあります。
※大人はマスク着用をお願いします。
※ご自宅で検温をした後、ご来園ください。
※予定を変更する場合がありますので、町HPを
ご確認ください。

問い合わせ 教育総務課子育て係（内線3008）

〒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

こんにちは
こうやくん

たいこうくん

赤ちゃん
12月の４か月健診に
来られた赤ちゃんを
ご紹介します♪

ちづるちゃん

なつとくん

発 行 日：令和3年２月1日（通巻744号）
編集･発行：かつらぎ町役場総務課

りつくん

あんちゃん

ゆうせいくん

のあちゃん

公共交通ネットワーク図

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

かつらぎ町の人口 16,399人（前月比−23人） 男 7,739人 女 8,660人
（12月末日現在） 出生 4人 死亡 28人 転入25人 転出 24人

ゆいちゃん

４月１日（木）から、コミュニテ
ィバスが変わります。詳しい内
容は、P.４〜５をご覧ください。

世帯数 7,150世帯

かつらぎ町
ホームページ

かつらぎ町
L I N E登録

