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＝広報の表紙写真（イラスト可）を募集します＝
町内の風景・人物など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。
【７月号締切６月９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
先日、和歌山県立医大整形外科の山田先生と、
橋爪先生、県立医大紀北分院長の廣西先生の３人
が、本町の「健診結果」を報告に来られました。
報告内容が実に興味深いものでしたので皆さまに
ご紹介させていただきます。
「ロコモ」という言葉をご存じでしょうか？
「ロコモ」とは、「ロコモティブシンドローム」
の略称で、運動器*の機能が低下した状態のこと
をいいます。運動器*…人間が立つ、歩く、作業
するといった広い意味での運動の為に必要な身体
の仕組み全体（骨・関節・筋肉・神経等など）。
「ロコモ」が進行すると、将来、介護が必要に
なるリスクが高くなります。要支援や要介護にな
る原因の１位は、転倒、骨折や関節の病気などで
すが、それらを引き起こすのが「ロコモ」だとい
うことはあまり知られていません。「ロコモ」の
状況は、血液中のビタミンD濃度で調べることが
できます。
昨年、新型コロナウイルス感染症により全国一
斉に緊急事態宣言が出され、学校が休業となりま

した。これにより子どもたちが家で過ごす時間が
増え、結果、骨折が増えているように思うと紀北
分院から報告がありました。実は血中ビタミンD
濃度と太陽に当たる時間とは、密接な関係がある
ことが分かっています。
妙寺中学校の昨年度の健診結果では、「子ども
ロコモ」と診断された生徒の割合は、なんと
56％を超えました。また、血中ビタミンD濃度
では、さらに驚くような結果が出ました。血中ビ
タミンD濃度が「欠乏」している割合は、１年生
で49％、２年生で35％、３年生では51％となっ
ています。「不足」している割合は、１年生が
49％、２年生が40％、３年生では29％となって
おり、「欠乏」または「不足」している生徒の割
合は、全学年で95％以上となっていました。
子どもは基本的に健康であると思っていました
ので、この結果に衝撃を覚えると共に認識を改め
させられました。
かつらぎ町長 中阪 雅則
広報かつらぎ 令和3年（2021年）6月号
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町からのお知らせ

納税通知書・納付書を6月13日（日）に発送します

個人町民税・県民税、固定資産税・都市計画税の納税通知書・納付書を６月13日（日）に発送しますの
で、下記納期限までに納付してください。
〔納期限〕
第１期
６月３０日（水）
第２期
８月 ２日（月）
第３期
８月３１日（火）
第４期
９月３０日（木）
第５期 １１月 １日（月）
第６期 １１月３０日（火）
第７期 １２月２７日（月）

〔納付場所〕
かつらぎ町役場／きのくに信用金庫
紀北川上農業協同組合
近畿労働金庫／㈱紀陽銀行
㈱ゆうちょ銀行（近畿2府4県に限る）
㈱南都銀行／㈱関西みらい銀行
納付書に記載のあるコンビニエンスストア・ス
マートフォンアプリ

〔スマートフォンアプリによる納税〕
〔口座振替による納税〕
納付書裏面に記載のあるスマートフォンアプリ
税務課または指定金融機関等に備えている「町
税等口座振替申込書」に必要事項をご記入のうえ、 を登録し、納付書のバーコードを読み取ることで、
銀行口座や電子マネーを利用して納付できます。
預貯金口座届印を押印して指定金融機関にお申し
詳しくは、徴収係へお問い合わせください。
込みください。

申告期限延長による町民税・県民税への影響
所得税の確定申告や、町民税・県民税の申告
について、３月15日（月）までを期限としてい
ましたが、新型コロナウイルス感染症拡大予防
の観点から申告期限が延長されました。そのた
め、３月16日（火）以降に提出された申告書の
内容を、今回発送する納税通知書に反映できな
い場合があります。
この場合は、のちに更正納税通知書を送付し
ます。
固定資産税課税物件明細書
固定資産税納税通知書に課税物件明細書を同
封していますので、所有されている土地・家屋
などをご確認ください。
また、農業や営業などの事業用の土地・家屋
について、確定申告における租税公課の計算に
利用できますので大切に保管してください。

問い合わせ
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個人町民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度
この制度は、納税義務者（年金受給者）が支
払うべき、年金所得に係る個人町民税・県民税
を日本年金機構などの「年金保険者」が町に直
接納めるように納税方法を変更するものであり、
新たな税負担が生じるものではありません。
（年金以外の所得に係る町民税・県民税がある
場合は、別途納めてください。）
対象者 ４月１日現在65歳以上の公的年金の
受給者で、年金所得に係る個人町民税・県民税
の納税義務のある方。※ただし、次のような場
合は対象となりません。「介護保険料が特別徴
収の対象とならない方」「当該年度の特別徴収
税額が老齢基礎年金などの額を超える方」
※令和３年度から新たにこの制度の対象と
なった方は、10月支給分の年金から特別
徴収を開始しますので、６月〜９月は普通
徴収となり納付書により納めてください。

町民税・県民税 住民税係（内線2042）
固定資産税・都市計画税 固定資産税係（内線2043）
納税、証明書発行など 徴収係（内線2041）

広報かつらぎ 令和3年（2021年）6月号

町からのお知らせ

後期高齢者医療保険の被保険者を対象に

１日人間ドックを実施します
後期高齢者医療保険の被保険者を対象に、生活習慣病予防の一環として１日人間ドック
を実施します。ぜひ、この機会に受診し、健康管理にお役立てください。
なお、県内医療機関、または町集団健診で、健康診査を受診予定の方、既に受診した方
は１日人間ドックの受診は出来ませんので、ご了承ください。
実 施 期 間

９月１日（水）〜令和４年１月３１日（月）

受 付 期 間

６月１日（火）〜３０日（水）※土日除く
午前８時３０分〜午後５時

対

者

下記ア、イ、ウ、エのすべてに該当される方
ア．かつらぎ町に住所を有し、和歌山県後期高齢者医療に加入し
ている被保険者
イ．後期高齢者医療保険料を滞納していない方
ウ．県内医療機関、またはかつらぎ町集団健診による特定健診を
受診していない方
エ．個人情報保護法に基づく検査結果などの個人情報を、町が医
療機関から提供を受けることに同意をいただける方

検 査 項 目

診察・血圧・眼・耳・尿・大腸ガン・血液検査・胸部・心臓・胃部
・腹部
※乳ガン・子宮ガン検診は含まれていません。ご希望の方は一般検
診をご利用ください。

検 査 費 用

自己負担金

実施医療機関

紀和病院・橋本市民病院・名手病院

申 込 方 法

下記①〜③を全て持参のうえ、保険年金係（役場４番窓口）でお申
し込みください。
①後期高齢者医療被保険者証
②印鑑
③和歌山県後期高齢者医療広域連合から送付された健康診査受診券
および問診票
（健康診査受診券、問診票をお持ちで無い時は受付できません）

象

５，
０００円

※新型コロナウイルス感染症の影響により、実施期間の変更や中止となる場合もありま
すので、ご了承ください。
申し込み・問い合わせ 健康推進課保険年金係（内線2058）
広報かつらぎ 令和3年（2021年）6月号

4

町からのお知らせ

● 不良空家除却補助事業

令和３年度より︑住宅などの空
き家で倒壊などの恐れのある危険
な建物を所有する方などに︑解体
費用の一部を補助する事業を実施
しています︒
対象の住宅
次の全ての条件を満たした住宅︒
・事前に不良空家認定申請を行い︑
不良空家の認定を受けたもの︒
※﹁屋根が抜け落ち家屋が傾いて
いる﹂など老朽化した倒壊の恐
れのある危険な状態にある建物
に限られます︒
・不良空家認定申請の時点で︑お
お む ね １年 以 上 空 き 家 と な っ て
いるもの︒
・居住の用に供する建築物または
そ の 床 面 積 の ２分 の １以 上 に 相
当する部分が住宅の用に供され
ていたもの︒
・周辺建築物や道路︑水路などの
公共施設に著しい悪影響を及ぼ
しているまたは及ぼす恐れがあ
るもの︒
・同一敷地内に居住者がいない土
地であること︒

募集戸数 ５戸
受付開始 ６月７日︵月︶
※相談は随時受け付けます︒
申請対象者
・空き家の所有者または所有者の
相続人
・空き家の所有者の同意が得られ
ている場合の土地所有者
補助内容
認定を受けた不良空家の除却費
用※に５分の４を乗じた額︵上限
万円︶
※家財道具︑門︑塀︑車両などの
処分に係るものおよび地下埋設物
︵浄化槽など︶の除却に係るもの
を除く︒

建設課事務係

その他
申請前に行った工事は補助対象
外︒また︑令和４年２月末までに
工事を完了する必要があります︒
受付・問い合わせ
︵内線２０８１︶

問い合わせ 総務課管理係
︵内線２０２６︶

かつらぎ町固定資産評価審査
委員会
公文書開示請求件数 ０件
個人情報開示請求件数０件

かつらぎ町農業委員会
公文書開示請求件数 ０件
個人情報開示請求件数０件

かつらぎ町監査委員
公文書開示請求件数 ０件
個人情報開示請求件数０件

● 情報公開条例・個人情報保護条例
かつらぎ町長
公文書開示請求件数 ７件
︵内訳︶全部開示
２件
部分開示
５件
個人情報開示請求件数６件
︵内訳︶全部開示
２件
部分開示
４件
かつらぎ町議会
公文書開示請求件数 ０件
個人情報開示請求件数０件
かつらぎ町教育委員会
公文書開示請求件数 １件
︵内訳︶全部開示
１件
個人情報開示請求件数０件
かつらぎ町選挙管理委員会
公文書開示請求件数 ０件
個人情報開示請求件数０件
かつらぎ町公平委員会
公文書開示請求件数 ０件
個人情報開示請求件数０件

広報かつらぎ 令和3年（2021年）6月号
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町からのお知らせ

「生活も ウイルス予防も 蛇口から」

６月
日︵水︶

30

勤務先や別の市町村から児童手当
を受給している方
勤務先などに現況届を提出して
ください︒

提出期限

問い合わせ
上下水道課（☎22-6566）

問い合わせ 住民福祉課福祉係
︵内線２０６４︶

水道週間は、厚生労働省、都道府県
をはじめ、各市町村の水道事業体など
によるさまざまな広報活動などを通し
て、水道について住民の理解と関心を
高め、公衆衛生の向上と生活環境の改
善を図るとともに、水道事業のさらな
る発展に役立てることを目的として実
施されています。

〜現況届をお忘れなく〜

今回の水道週間スローガン

● 児童手当

31

６月以降も継続して児童手当を
受けるには︑６月中に﹁現況届﹂
を提出する必要があります︒この
届の提出がないと︑６月分以降の
手当が受けられなくなりますので
ご注意ください︒

６／１
（火）
〜７
（月）

町から児童手当を受給中の方
現況届を５月 日︵月︶に発送し
ますので︑提出期限内に必ず提出
してください︒

第63回水道週間

● 令和３年度各種健診についての訂正
４月に郵送した各種健診チラシにおいて、実施医療機関に間違いがありましたので、お詫びして訂正
します。 問い合わせ 健康推進課衛生係（内線2053）

［誤］
☆《町外 健診実施医療機関》
医療機関名
橋本市

狩谷産婦人科
紀和クリニック

住所

電話番号 特定健診

胃
バリウム カメラ

肺

大腸

乳

子宮
（頸部）

肺

大腸

乳

子宮
（頸部）

高野口町向島 42-2459
岸上

34-1255

［正］
☆《町外 健診実施医療機関》
医療機関名
橋本市

狩谷産婦人科
紀和クリニック

住所

電話番号 特定健診

胃
バリウム カメラ

高野口町向島 42-2459
岸上

34-1255
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人権作文

小学生の部 優秀賞

に ご っ こ し よ う︒﹂ と 言 っ て い る
のを聞いて︑その子をさそってみ
ました︒
すると︑その子は﹁うん﹂と言
っていっしょにやってくれました︒
その子はしたことがなかったので︑
やり方を教えてあげました︒やっ
ていると︑楽しそうにしていまし
た︒それを見てわたしは﹁さそっ
て よ か っ た な︒﹂ と 思 っ て ︑ う れ
しくなりました︒
家に帰ってお母さんに言うと
﹁ よ か っ た ね︒﹂ と 言 っ て く れ ま
した︒
その後もみんなでおにごっこを
するときは︑いつも入ってきて楽
しく遊んでいます︒
わたしは︑こども園からの友だ
ちといっしょに小学校に入学した
ので︑その子の気持ちがはじめは
よく分かりませんでした︒
でも︑ゆう気を出して声をかけ
たりすると︑友だちになれるんだ
と思いました︒
てん校生じゃなくても﹁いっし
ょ に 遊 ぼ う︒﹂ と か ﹁ な か ま に 入
れ て︒﹂ と か ︑ 声 に 出 し て 言 え な
い子もいるかもしれない︒

これからは﹁一人でいるのがい
いのかな？﹂とか﹁遊びたくない
のかな？﹂とか︑かっ手に思わず︑
声に出してさそってみようと思い
ます︒
みんなで遊ぶと楽しいし︑いろ
いろな事ができるからです︒友だ
ちは︑たくさんいる方がうれしい
です︒

広報かつらぎ 令和3年（2021年）6月号
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﹁ 二十一人の友だち ﹂

くしました︒
新がたコロナウイルスのせいで
すぐに学校が休みになり︑六月に
やっと新学期がはじまりました︒
その子は︑休けい時間にいつも
本を読んだり︑絵をかいたりして
一人ですごしていました︒
わたしは︑そんなことをするの
がすきなのかな︒と思っていまし
た︒
ある日︑お母さんに﹁もう友だ
ちになれた？﹂と聞かれました︒
わたしは﹁まだ︒いつも一人で遊
んでいるから︑一人で遊ぶのがす
きだと思う︒だから︑話しかけて
いないんだ︒﹂と答えました︒
すると︑お母さんが﹁それもす
きかもしれないけど︑本当はみん
なといっしょに遊びたいのかもし
れないよ︒あなたには︑新しい友
だちは一人だけど︑その子には︑
新しい友だちは二十一人なんだ
よ︒﹂ と 言 わ れ ま し た ︒ ﹁ 今 ど さ
そってあげたら？﹂と言われたの
で︑わたしは次の日にさそおうと
しましたが︑はずかしくていえま
せんでした︒
その次の日︑クラスの子が﹁お

人権とは、人が人間らしく生きていく権利で、全て
の人が生まれながらにして持っている権利です。人権
は日本国憲法で、全ての国民に保障されています。
互いに相手を思いやり、自分の人権も相手の人権も
大切に守りながら、共に暮らせる社会を築いていくこ
とが、人権擁護委員の願いです。

妙寺小学校３年︵受賞時︶
井上 愛理さん

わたしには︑クラスに二十一人
の友だちがいました︒けれど︑二
年生の秋に女の子が一人てん校し
てしまいました︒友だちが一人少
なくなって︑とても悲しくなりま
した︒
でも︑今年の四月に男の子がて
ん校してきたので︑うれしかった
です︒いっしょに遊んだり︑べん
強したりできると思うと︑わくわ

６月１日(火)は 人権擁護委員 の日
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8

回笠田まつり中止

糖尿病フォローアップ教室

30

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︒
日時 ６月９日︵水︶午前９時 分
〜 時 分
場所 保健福祉センター３階
内容 目標を立てて取り組もう！
〜今日から始める生活改善のポイ
ント〜
※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２０５９︶

ボーイスカウト
伊都第３団隊員募集

30

お知らせ
第

集

取扱いについては︑数量・容器
な ど 法 律 に よ り 定 め ら れ て お り︑
十分注意が必要です︒
家族や地域の生命・財産を守る
ため︑危険物は正しく取扱いまし
ょう︒
問い合わせ 伊都消防組合消防本
部︵☎ ︱０１１９︶

募

30

７ 月に予定していました﹁第
回笠田まつり﹂は︑新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため中止し
ます︒ご理解とご協力をよろしく
お願いします︒
問い合わせ 笠田まつり事務局
︵☎ ︱１００４︶

06

相

談

若者サポートステーション
就職相談

﹁働きたい！﹂を応援します︒
︵相談・利用無料︑秘密厳守︶
就労に関する悩みを抱える無業
の方に︑寄り添いサポートします︒
まずは︑お電話でご相談ください︒
対象
歳〜 歳の方とその家族
開所時間 月曜〜金曜日の午前
時〜午後５時※祝日除く
費用 無料
問い合わせ 若者サポートステー
ションきのかわ︵☎０７３６︱
︱２９００︶

10

22

令和３年度国家公務員採用
一般職試験︵高卒者試験︶
人事院では︑令和３年度国家公
務員採用一般職試験︵高卒者試
験︶を次のとおり実施します︒
申込受付期間
６月 日︵月︶〜６月 日︵水︶
※原則︑インターネット申込をし
てください︒
第１次試験日 ９月５日︵日︶
試験地 和歌山市ほか
詳細は︑５月７日︵金︶より︑人事
院ホームページ﹁国家公務員試験
採用情報ＮＡＶＩ﹂に掲載します︒
問い合わせ 人事院近畿事務局試
験第二係︵☎ ︱４７９６︱２１
９１︶

問い合わせ
住民福祉課住民係（内線2065）

11

伊都第３団では︑隊員の募集を
しています︒
◇カブ隊 小学３年生〜
※小２から体験入隊受付
◇ボーイ隊 小学６年生〜
※小５から体験入隊受付
問い合わせ
カブ隊 大家啓徳
ボーイ隊 木村明宏
︵ＦＡＸ22︱７９０５︶

6／27(日)9:00〜15:00

49

平日、役場開庁時間内でのマイ
ナンバーカードの申請・受取が難
しい方はお越しください。

15

※事前予約制

危険物安全週間６月６日
︵日︶
〜６月 日
︵土︶
令和３年度 危険物安全週間推
進標語は﹃事故ゼロへ トライ重
ねる ワンチーム﹄
危険物は︑現在の私たちの生活
を支えてくれる大変便利なもので
す︒もっとも身近なものにガソリ
ン︑灯油︑軽油などがあげられま
す︒
これらの危険物は管理や取扱い
を誤ると火災・漏洩事故など重大
な事故につながり︑特にガソリン
の引火点は私たちが生活している
温度より低く︑非常に引火しやす
いものです︒

マイナンバー休日窓口

12

22

21

20

22

INFO
くらしの情報

20

10
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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」

6/7㈪、9㈬、
14㈪、16㈬、
21㈪、23㈬、
28㈪、30㈬

13:30〜15:30

無料法律相談

6/14㈪、28㈪

13:30〜15:30
地域福祉センター
（先着順）

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
☎090-7093-9595
社会福祉協議会
☎22-4311
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

6/4㈮、18㈮

13:00〜17:00 保健福祉センター
（予約制）
１階機能訓練室

消費生活相談

①6/1㈫
②6/8㈫
③6/15㈫
④6/22㈫

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
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

①6/8㈫
②6/15㈫
③6/2㈬、23㈬

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

健康推進課衛生係
内線6031

かつらぎ町
無料職業紹介所
（産業観光課内）
内線2103

交際費の公表
３・４月分
月分
弔慰

町および町長
金 額

件 数

金 額

件 数

11,000円
33,000円

1件
2件

―

―

６月30日（水）

見舞い

―

―

―

―

●

お祝い

98,870円
68,658円

4件
5件

20,000円
―

―
1件

●

賛助

―

―

―

―

会費

―

―

―

―

その他

173,410円
11,000円

1件
3件

―

―

計

112,658円
283,280円

9件
7件

0円
20,000円

0件
1件

有
料
広
告
11

納期限

議会および議長

広報かつらぎ 令和3年（2021年）6月号

町民税・県民税
町内固定資産税
● 介護保険料

全期･第1期
全期･第1期
第２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。

まちのわだい

母子保健推進員さんの紹介

氏名
木村
伊藤
木村
山髙

眞
和子
晴美
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
本田

央子
ゆみ

植田

洋子

坪井 静香
木村 安子
辻本三千代

担当地区
高田
移・背ノ山・窪・萩原・北川
笠田中全域（北川除く）
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

町では、現在42人の「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
紹介など、子育てについて相談にも応じます。そ
のほか、さまざまな形で健康づくりの活動を実践
しています。<敬称略>
氏名
溝端

惠子

湯川眞喜子
前田

貞代

井本

公子

森下

尚子

澤本

広枝

土谷きよみ
宇野万由美
正木 佳代
向山 妙子
松山美千代
杉本
円
安武
史
谷口 叔子
土畑 洋子
辻本 惠子
福本 惠子
窪田沙祐里
小林 和代
上東 宏子
西 世紀子

担当地区
広野・短野・大畑・西飯降
城山・城南・乾・農大・三和・
睦・南東
東出・嵯峨谷
西山・西ノ五・西ノ三・白原・
畑峯・北出・島
東和・谷口・谷口第一・宮浦・
今西・二八
入道山・親友・二六・大橋・神
祐・共和・懇友・昭和・友愛・
同友・近友
桃の木・中村・名山・宮本
上平沼田・平沼田
寺尾・兄井
西番・宮番・中番・島番・東番
教良寺・山崎
日高・星山・御所1・2・星川
上天野・川東・神田・川西
上新城・下新城
上志賀・中志賀・下志賀
二ノ宮・新体
下広口・大松
西滝・東滝
平・大久保・下津川
堀越・中畑・神野・東谷
上花園
下花園

第一生命保険株式会社と
包括連携協定を締結
4月15日（木）、第一生命保険株式会社とかつらぎ
町の包括連携協定の締結式が役場で行われ協定を締
結しました。
この協定に基づき、双方が持つ資源や知識などを
活用し、多岐にわたる分野で連携して取り組むこと
で、町民サービスの向上や施策効果の拡大など「地
域活性化に向けた取組」を推進します。

締結時の写真

広報かつらぎ 令和3年（2021年）6月号

12

お 知 ら せ

13

リサイクルフェア

図書館で保存年限が経過した定
期購読雑誌や︑住民の皆さまから
提供された中古本を持ち帰ること
ができます︒︵無料︶
日時 ６月 日︵日︶午前 時〜午
後３時
場所 かつらぎ総合文化会館３階
研修室
提供冊数 制限無し︵ 時までは︑
お １人 に つ き 雑 誌 ︑ 中 古 本 そ れ ぞ
れ５冊以内︶
※６月 日︵金︶まで出品する中古
本を図書館で受け付けます︒絵本︑
文庫は大歓迎︒百科事典︑美術全
集︑雑誌類︑破損や落書きしてい
る本は受け付けできません︒
11

図書館
だより
６月の休館日

12

７日・14日
21日・2 8日

10

午前９時〜午後５時
問い合わせ︵☎
︱０３０３︶

13

新 着 図 書

開館時間
22

●一般書

内容 山歩きについてのエ
ピソードや印象に残ったこ
とが書き綴られています。

泳ぐ者
青山 文平
救急患者Ｘ
麻生 幾
道連れ彦輔居直り道中 逢坂 剛
小説火の鳥 大地編︵上・下︶
桜庭 一樹

「私の山歩き〜心に残る
１００の山〜」

● 児童書

かつらぎ町在住の上野茂
一様より著書を寄贈いただ
きました。

ももんちゃんどこへいくのかな？
とよた かずひこ
ノラネコぐんだんと金色の魔法使
い
工藤 ノリコ
どっちが強い！？ライオンＶＳト
ラ
スライウム

図書の寄贈

令和２年度

「読書ノート」終了者の紹介
読書ノートに取り組んでもらった児童のうち、たくさん読んでくれた方を紹介しま
す。おすすめの図書をお聞きしましたので、参考にしてください。

読書ノート

7部(210冊)
終了

妙寺小学校 当時3年生
いのうえ

え

り

井上 愛理 さん

おすすめ図書
・「薬が届くまでここが知りたい！」
くろにゃこ。（漫画）
・「北里柴三郎」竹林 月（漫画）
・「名探偵コナン探偵たちの鎮魂歌
（レクイエム）
」水稀 しま（著）

読書ノート

６部(180冊)
終了

妙寺小学校 当時１年生
き むら つぶら

木村 円 さん

おすすめ図書
・「の」ｊｕｎａｉｄａ（著）
・「たべてあげる」
おおの こうへい（絵）
・「はこ」ｎａｋａｂａｎ（絵）

読書ノートとは
読書意欲を高め、少しでも読書をする機会を増やすことを目的に、
小学生に配布し、取り組んでもらいました。30冊の本を読むと読書
ノート１部が終了となります。

広報かつらぎ 令和3年（2021年）6月号

でも
いつ てね
にき
遊び

６月のスケジュール

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

４月８日（木）のわく
わく広場と、19日（月）
の赤ちゃんクラブ「よ
ちよち」では、４月・
５月のカレンダー作り
をしました。
こいのぼりを折り紙
で折り、台紙に貼りま
した。
「ここはこう折るの？」
と保育士に説明をきき
ながら上手に折ってい
ました。
顔やポールを描き足
し、こいのぼりが元気
に泳ぐカレンダーが出
来上がりました。

6/4（金）
・11（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
6/10（木）10:00〜11:00
わくわく広場
製作など楽しい活動の場。
内容
「カレンダー作り
（7・8月）
」
定員：先着６組
6/14（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
「ベビーマッサージ」
対象：
１歳未満の赤ちゃん
持ち物：バスタオル・水分など
定員：
７組 ※5/31(月)〜要予約
6/23（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
「かえるの指人形」
定員：
６組 ※6/9(水)〜要予約
※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。

金子しげを

谷

べ

句

文芸の窓

昨夜の雨大地潤し下萌ゆる

あや

俳

畑の中蝶飛び交す軽やかに

久保

和子

よ

傷つきし右手を庇ひ若葉風

玉置

ゆう げ

筍を近所でもらひ夕餉かな

昭子

愛泉

︵若返り会︶

寺田

歌

潤子

採りたての早蕨もらふ灰そえて

短

しゃ が

谷間に鶯の鳴き射干の花崩れし斜面白く覆いて
上岡

重子

柿若葉朝陽透して見上ぐれば萌黄色濃く青春の候
大前 洋子

夕焼けのかすかに残る茜空一番星と白梅の浮く
亀田

本当の優しさ知るに四十年これから尽くそうこれまで
の分
城向 光代

巣立つ孫振り返えらずにたくましく送る笑顔に涙かく
して
谷澤三重子

︵笠田短歌サークル︶

愛の手を待つ児らの顔愁いなく縁を結ぶ里親を待つ
作部屋昌子

どうだんつつじ

お詫びと訂正
４月掲載短歌で誤りがありました︒お詫びして訂正します︒

︻正︼春あらし満天星の白き花ゆらゆらゆれて踊り子
の様
山根木定子
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６月

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）

保健カレンダー

事業名

日 時

４か月・６か月児
健康診査

6/30㈬

令和２年12・令和３年
２月生まれ

１歳６か月児
健康診査

6/15㈫

令和元年10・11月生まれ 医師による歯科検診・発達観察・

10か月児健康相談
２歳児健康相談
子育て広場
「すくすく」
７か月児教室
「さくらんぼ」
11か月児教室
「りんごちゃん」

時 間

対 象

内 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
身体計測・医師による診察・歯科

6/10㈭

受付時間は
個別に通知 令和２年７月生まれ

7/8㈭

令和２年８月生まれ

6/7㈪

平成31年3・4月生まれ

7/5㈪

令和元年５月生まれ

6/11㈮
7/9㈮
6/2・16㈬
6/2㈬
7/7㈬

食事指導・歯科指導

身体計測・発達観察・育児相談・
離乳食指導・歯科指導
身体計測・発達観察・育児相談・
食事指導・歯科指導

助産師による母乳相談、栄養士
13：30〜
乳児を持つ保護者と妊婦
による離乳食相談など
15：00
13：30〜 令和２年11月生まれ

10：00〜

令和２年６月生まれ
令和２年７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。

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。

● 子育て世代包括支援センター
（SUKU²）

● 園庭開放（9:30〜10:30）

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

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。

問い合わせ 健康推進課衛生係（内線2054・2059）

日 程

場

所

6/８（第2火曜）

三谷こども園

6/15（第3火曜）

佐野こども園

※ご自宅で検温をした後、ご来園ください。
※大人はマスク着用をお願いします。
※予約および当日利用者多数の場合は、利用を
お断りすることがあります。
※予定を変更する場合がありますので、町ホー
ムページをご確認ください。

問い合わせ 三谷こども園（☎23-3730）
佐野こども園（☎22-6260）
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〒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

赤ちゃん
うたほちゃん

たつみちゃん

おとはちゃん

４月の４か月健診に
来られた赤ちゃんを
ご紹介します♪

令和２年度和歌山県

消防功労者定例表彰伝達式
発 行 日：令和3年６月1日（通巻748号）
編集･発行：かつらぎ町役場総務課

３月30日（火）、防災センターにて、「令和２年
度和歌山県消防功労者定例表彰伝達式」を行い、
消防団活動に功績のあった次の方々へ表彰伝達を
行いました。《敬称略》
◆消防庁長官表彰 永年勤続功労章
副団長 山添 伸（欠席）
副団長 大浦 秀樹（左から１番目）
◆和歌山県知事表彰 永年勤続功労章
副団長 木多浦 均（左から３番目）

◆和歌山県消防協会総裁表彰 勤続章（40年）
第１分団 団員 大前 雅弘（左から４番目）
◆日本消防協会会長表彰 勤続章（30年）
第８分団 部長 中 健次（欠席）

行政相談委員の委嘱
ホームページ：http：//www.town.katsuragi.wakayama.jp/
電子メール：info@town.katsuragi.wakayama.jp

４月１日（木）付けで、総務大臣より行政相談委
員が新たに委嘱されましたので、ご紹介します。
当町発展のため、ご協力をよろしくお願いします。
左から）町長、柴森さん、大原さん

和田正史さん（笠田東） 福内清美さん（兄井）

退任行政相談委員への
感謝状の贈呈
４月16日（金）、行政相談委員として８
年間ご活躍いただいた大原真由美さん
（山崎）、柴森千賀子さん（笠田東）に総
務大臣からの感謝状と記念品が贈呈され
ました。

※行政相談制度とは、国の行政機関などに対する苦情や要望など
の相談を、国民の皆さまからお聴きして、担当行政機関とは異な
る立場からあっせんを行い、その解決の促進を図るとともに、こ
れらの声を行政の制度及び運営の改善に役立てることを目的に行
われています。

かつらぎ町の人口 16,278人（前月比−31人） 男 7,696人 女 8,582人
（４月末日現在） 出生 6人 死亡 22人 転入42人 転出 57人

世帯数 7,151世帯

かつらぎ町
ホームページ

かつらぎ町
L I N E登録

