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放送部門の開催会場写真
（P.9に関連記事あり）

など

＝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。
【10月号締切９月７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
待ちに待った東京オリンピックですが、コロナ
禍の中での開催に意見が分かれ、さまざまな議論
の後、無観客という選択の下で開催となりました。
そして、連日の日本人選手の活躍は、テレビやＳ
ＮＳなど幅広く放映され、多くの国民に勇気と感
動を与えてくれました。
今回のオリンピックで社会問題となったのは
「ＳＮＳによる誹謗中傷」です。意見が極端にな
りがちなＳＮＳはリスクもありますが、選手に
とって情報発信に欠かせないツールでもあります。
私もＳＮＳでの発信は毎日のように行っており、
今や情報発信の中心となっているのがＳＮＳと
いっても過言ではないように思います。
日本選手団の福井団長は、記者会見で「一部の
心無い人による中傷の事実がある。選手が積み重
ねてきた時間を侮辱する行為だ。」と述べました。
競泳の瀬戸大也選手は、400ｍ個人メドレー、
200ｍバタフライで予選落ちしましたが、ＳＮＳ
の誹謗中傷を目にしなくていいようにするため、
その後は携帯電話を触らないようにし、最後の種

目を戦ったようです。
私たちは、インターネットの普及とともに、自
分から情報を発信する環境を手に入れました。本
当に素晴らしいことでありますが、同時に匿名で
情報発信できることから、多くのネット犯罪や誹
謗中傷も生まれております。
以前「学校裏サイト」というインターネット上
の書き込み掲示板があり、誰もが匿名で書き込め、
特定の児童生徒を名指しで誹謗中傷するなど大き
な社会問題となりました。サイバーパトロールな
どを行い、場合によっては書き込んだ者を特定す
るなど、取り締まりを強化することでなくなりま
した。
改めて思うことですが、自分の意見を持ち、主
張することと、他人を誹謗中傷することは全く違
います。人権を守り、お互いが気持ちよく社会生
活を営めるように努力をしなければならないので
す。そして、互いに思いやり、許し合える社会に
していく必要があります。
かつらぎ町長 中阪 雅則
広報かつらぎ 令和3年（2021年）9月号
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町からのお知らせ

交付部数

１部

交付請求者の種別 第三者請求

● 本人通知制度を実施しています

交付証明書の種別 住民票の写し

録の際は︑本人確認書類︵運転免
許証︑個人番号カード︑パスポー
ト︑顔写真入り住民基本台帳カー
ドなど︶が必要です︒

令和３年９月１日

通知対象
・住民票の写し
・住民票の記載事項証明
・戸籍の附票の写し
・戸籍の謄抄本
・戸籍の記載事項証明など

通知内容
・交付年月日
・交付した証
明書の種別
と通数
・交付請求者
の種別
※交付請求者
の氏名・住所
は含まれませ
ん︒

登録・問い合わせ 住民福祉課住
民係︵内線２０６１︶

交付年月日

この制度は︑第三者に住民票の
写しなどの証明書を交付した場合︑
事前に登録した方に交付の事実を
通知する制度です︒
住民票の写しや戸籍謄抄本など
の不正請求や不正取得による個人
の権利侵害の防止などを図ります︒
※住民票や戸籍の交付を制限する
制度ではありません︒

第三者とは 登録者本人以外の方︒
ただし︑次の方は通知対象外とな
ります︒
・国または地方公共団体の機関
・住民票関係⁝登録者本人と同一
世帯に属する者
・戸籍関係⁝登録者本人の配偶者︑
直系尊属および直系卑属

登録できる方
・本町の住民基本台帳に記載され
ている方︵除かれた方を含む︶
・本町の戸籍に記載されている方
︵除かれた方を含む︶

登録方法
事前に登録をしてください︒登

(例)かつらぎ町住民票の写し等交付通知書

● 後期高齢者医療制度に加入されている皆さまへ
ジェネリック医薬品を使用した場合、１カ月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある
方を対象に、８月下旬から９月上旬にかけ和歌山県後期高齢者医療広域連合から、

ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付します。
患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、この機会にジェネリック医薬品の使用をご検討
ください。
※このお知らせは、現在処方を受けている薬を
ジェネリック医薬品に切り替えた場合、薬代が軽
減できることをお伝えするものです。ジェネリッ
ク医薬品への切り替えを強制するものではありま
せん。
※薬によっては、ジェネリック医薬品への切り替
えができない場合もあります。切り替えを希望す
る方は、かかりつけの医師または薬剤師にご相談
ください。
問い合わせ
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健康推進課保険年金係（内線2058）
和歌山県後期高齢者医療広域連合
和歌山市吹上２丁目１番22号日赤会館９階

広報かつらぎ 令和3年（2021年）9月号

ジェネリック医薬品とは
先発医薬品（新薬）の特許が終了
した後に発売される、先発医薬品と
同等の品質・有効性・安全性を持つ
と国から認められた医薬品です。開
発費が抑えられるため、先発医薬品
より低価格で提供され経済的です。

☎073-428-6688

町からのお知らせ

居を希望する住宅の家賃額の３
倍以上あること︒
③地方税を滞納していないこと︒
④申込者および現に同居し︑もし
くは同居しようとする親族が暴
力団員でないこと︒

● 町営住宅・桜ヶ丘定住促進住宅・高田コミュニティ住宅の入居者を募集します

申込書の配布︑受付は住宅係で
行います︒申込時に申込書および
添付書類一式が︑そろい次第の受
付となります︒住宅の概要は左の
ページをご覧ください︒
また︑山間部︵花園地区︶にあ
る町営住宅については︑随時入居
募集を行っています︒詳細は︑お
問い合わせください︒

問い合わせ
２０８５︶

以上ある世帯︒
③本人および同居者の所得を加算
し︑控除対象額を引いて で割
った額が条例で定める規定内
︵月額 万８０００円以下︑裁
量階層にあっては月額 万４０
００円以下︶の方︒
④地方税を滞納していないこと︒
⑤申込者および同居しようとする
方が暴力団員でないこと︒

12

建設課住宅係︵内線

21

問い合わせ
住民福祉課住民係（内線2065）

った額が条例で定める規定内
︵月額 万８０００円以下︑裁
量階層にあっては月額 万４０
００円以下︶の方︒
③地方税を滞納していない方で︑
定められた家賃および敷金を支
払う能力を有すること︒
④申込者および同居しようとする
方が暴力団員でないこと︒
⑤単身での申し込みが可能な住宅
は︑床面積が ㎡以内の住宅に
限られます︒

9／26(日)9:00〜15:00

45

桜ヶ丘定住促進住宅

選考方法
規定により選考には次の優先順
位があります︒
１位順位⁝入居申込時に婚姻して
１年 以 内 の 方 ︑ ま た は 婚 約 者 を 有
し６カ月以内に婚姻することが確
実な方︒
２位順位⁝入居申込時に満 歳以
下の扶養親族を有する方︒
右記選考後︑入居申込者が募集
戸数を超える場合は︑公開抽選に
より入居者を決定します︒

高田コミュニティ住宅

15

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

入居申込資格
①現に住宅に困窮していることが
明らかな方︒
②現に同居をし︑または同居しよ
うとする親族が本人を含め２人

※事前予約制

15

入居申込資格
定住促進住宅は︑かつらぎ町に
定住するため︑居住する住宅を必
要としている方に賃貸するための
住宅です︒次の要件を満たすこと
が条件になります︒
１号棟の入居要件
①入居申込時の年齢が満 歳以下
で︑同居親族を有する方︑また
は婚約者を有し６カ月以内に婚
姻することが確実な方︒
②年間収入の 分の１の金額が入

マイナンバー休日窓口

21

40

入居申込書配布期間
９ 月 ３ 日︵金︶〜 ９ 月 日︵金︶
︵土日除く︶の午前８時 分〜午
後５時 分
入居申込書受付期間
９ 月 日︵金︶〜 ９ 月 日︵金︶
︵土日除く︶の午前８時 分〜午
後５時 分

町営住宅

12

入居申込資格
①現に住宅に困窮していることが
明らかな方︒
②本人および同居者の所得を加算
し︑控除対象額を引いて で割

12

30 17

30 17

15

10

15
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広報かつらぎ 令和3年（2021年）9月号

町からのお知らせ
｜ 募集する住宅の概要 ｜
町営住宅
団地名

渋田
丁ノ町
妙寺団地
1号館
妙寺団地
3号館
渋田第２

所在地

募集戸数

建築年

月額家賃

西渋田28

１戸

S45

4,100〜8,100

丁ノ町478

１戸

S50

8,900〜17,500

構造
簡易耐火
平屋
簡易耐火
平屋

丁ノ町817

（3階）

H27

14,500〜28,400

RC4階

38.9㎡

R3

14,500〜28,500

RC3階

39.2㎡

H14

22,100〜43,400

RC3階

68.6㎡

号数

建築年 月額家賃 月額共益費

丁ノ町817
西渋田20-2

１戸
１戸
（2階）

１戸
（3階）

床面積

34.0㎡
53.0㎡

間取り
2K、浴室スペ
ースのみ
3DK、浴室ス
ペースのみ
1DK、浴室あ
り
1DK、浴室あ
り
3LDK、浴室
あり

桜ヶ丘定住促進住宅
団地名

所在地

桜ヶ丘

佐野
852

募集戸数

1号棟
(北側)

403

35,000

1,100

構造

１戸

(４階)

S41

募集戸数

号数

建築年

月額家賃

構造

１戸

16

H25

23,000〜36,300

準耐火
平屋

RC4階

床面積

間取り

3DK
57.96㎡ 浴室あり

高田コミュニティ住宅
団地名

高田

所在地

高田235番地4

床面積

間取り

2DK
54.15㎡ 浴室あり

※町営住宅・高田コミュニティ住宅の家賃は、本人および同居者の所得などによって決定することになります。
※妙寺団地３号館以外は、先住者が退去した空家住宅を居住に支障のないよう補修したものです。修繕につい
てできかねる箇所もありますのでご了承ください。

まちのわだい
県大会出場時の写真

伊藤大稀選手 甲子園出場
７月９日（金）から紀三井寺公園野
球場で開催された、全国高等学校
野球選手権和歌山大会において、
智辯学園和歌山高等学校が優勝し
ました。伊藤大稀さん（窪）が同校野
球部に所属しており、７月27日
（火）に行われた県大会決勝戦におい
て投手として先発出場されるなど、
優勝に貢献されました。
伊藤さんのコメント
高校球児の憧れの舞台に立てることがとても嬉しい。中学校
から一緒に野球をしている地元の友達が応援してくれているの
で、それに応えるためにも日本一になりたい。
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まちのわだい

各地区 の民生児童委員さんを紹介します
民生児童委員は地域での身近な相談相手となり、心配ごとや不安に関するさまざまな相談や支援
を行い、必要とされる方と行政や専門機関とのパイプ役を担っています。
心配ごとや困りごとがあるときは、地域の民生児童委員へお気軽にご相談ください。相談者の秘密
は守られます。各地域の民生児童委員の連絡先については、お問い合わせください。
問い合わせ

住民福祉課福祉係（内線2063）
〈敬称略〉

笠田地区
山本 光子
山本久美子
妙中 眞理
和田 悠子
小西 文代
亀岡 俊和
中垣 幸次
木村 哲生
阪本美佐子
中西美知子
東
千歳
藤岡 稔忠
西浦 友子
中澤 浩二
丸尾 暁子
塚本 和子
上田 和義
森田真智子
岡井眞規子
※ 東 智珠子
大谷地区
西林 好
杉山 匡代
守口 惠子
山本 孝男
宮本 孝子
見好西部地区
薮本 惠子
長谷川紀子
片山 壽子
長谷場惠子
岸本みゆき
西林美津子
玉置 祥子
羽矢起己子
𠮷田 泰和
※ 窪田眞由美
四郷地区
勝岡 美代
中峯 育子
岡本紀公子
窪田 雅也
松岡 和美

高田1〜6班
高田7〜12班
移・背ノ山
窪・萩原
北川･中山田･中北出･小田井･大縄
出口・中南・中田中・礼上
駅東・駅西
戎丁・楠丁・十五社
中ノ丁・南新町
東北出・東山田・睦ヶ丘
本町・駅南・第三班
西部・中部
東部・丸和・新生
笠田団地
折居
中佐野
上松東･上松西･緑ヶ丘･東広浦･西広浦･住吉
佐野1・佐野2・佐野3
佐野4・佐野5・佐野6
笠田・四郷・大谷地区
西大谷・永安
東大谷
蛭子
大薮
西柏木・東柏木
西山･西ノ五･西ノ三･白原･畑峯
東和･北出･谷口･谷口第一･二八
島・今西・宮浦
御所1・御所2・星山
星川・日高
入道山･親友･共和･二六･大橋･神祐
懇友･昭和･友愛･同友･近友
中村・名山
宮本･上平沼田･平沼田･桃の木団地
見好西部･志賀･天野･新城･花園地区
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

妙寺地区
辻内 文夫 明・井上・丁三・三星
青山 末子 丁四･共進･寺前･丁五･丁六･丁七
田中 勉
昭和･百里･千間･下木原･旭ヶ丘･丁通
北浦勝一郎 市原
伊勢脇智子 丁東・柿ノ木
石阪 新
妙寺団地
中前 隆文 新田宮・新田西
嶋本 裕子 新田駅前・新田東
伊勢川 理 妙1・上ノ丁
田村 龍史 妙2・妙3・妙4
阪口 綠
妙5・妙9・東新町・西新町
井上スミ子 妙6
南
善久 妙７・妙８・西ノ丁
藤本賀津雄 広垣内・妙12
摩上 順一 茶屋出・おばな
溝端 京子 西飯降・妙11
向井 京子 広野・短野・大畑
岡村 由美 城山・乾・農大
森下 順子 三和・睦
小山 等
南東・城南
山浦 真弓 東出・嵯峨谷
※ 岩﨑三起子 妙寺地区
志賀・天野・新城
谷口 叔子 上志賀・中志賀・下志賀
二浦尾幸子 上天野・川東・川西・神田
鍛治 二郎 上新城・下新城
三谷地区
髙嶋眞智子 寺尾・兄井
平岡 暇代 西番・宮番
大倉 康次 中番・島番・東番
竹谷 雅智 教良寺
井本 昌俊 山崎
花園地区
中西 一男 久木・中南
大谷 岩男 新子・池之窪・北寺
中
咲子 臼谷・古向・峯手・中越
中丸 幸子 滝谷・敷地5.6.7
浦津 賢司 敷地1.2.3.4.8
※印は主任児童委員
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まちのわだい

町内の 100歳 以上の皆さん

退任自治会長への知事感謝状

敬老の日にちなみ、町発展のため長年
お力添えいただいていることに感謝し、
これからも末永く、健やかに過ごされる
ことを願って、町内の100歳以上の方を
紹介します。

長く自治会活動に活躍され、地域の発展に尽
くされた方々に対し、知事感謝状が贈呈されま
した。谷本惠則さん（丁ノ町）は10年間丁ノ町自
治区長として、谷岡清一さん（丁ノ町）は10年間
丁東町内会長として、地域の発展に尽くされま
した。

100歳以上の皆さん＜敬称略＞8/16現在
小林 ふみゑ（108 妙寺）
薮本 ツル子（106 短野）
草田 和
（105 大谷）
渡邊 タツヱ（103 中飯降）
平岡 敏夫 （103 中飯降）
髙家 壽子 （102 星川）
中島 一
(101 妙寺)
松下 武子 (101 笠田中)
森本 良
(101 妙寺)
坂口 トヨコ (101 三谷)
田村 貞子 (101 丁ノ町)
黑岩 美栄子 (101 妙寺)
辻田 律子 (101 笠田中)
亀岡 よね子 (100 笠田中)
澁谷 和子 (100 妙寺)
西林 清子 (100 柏木)
井㞍 米子 (100 大薮)
井上 譽至子 (100 笠田中)
井上 フクヱ (100 丁ノ町)
木下 節子 (100 中飯降)
宇井 忠枝 (100 笠田中)
宅間 千代子 (100 萩原)
中井 はま子 (100 志賀)
岸田 君子 (100 丁ノ町)

左から）谷本さん、谷岡さん

功績者表彰
７月13日（火）、かつらぎ総合文化会館にて、
功績者表彰式を行い、12人の方が町長から感謝
状を授与されました。この感謝状は、地域発展
のため、多大な貢献をされた皆さまに贈られた
ものです。

左から）町長、田中さん、柳澤さん、谷本さん、中辻さん、谷岡さん、高橋さん、
安武さん、堂本さん

7
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● 功績者 ＜敬称略＞※（ ）は推薦自治区名
田中 圭子（笠田西部）
柳澤 一好（笠田中）
小森多喜子（笠田東第一）
高橋
治（笠田東第一）
中辻 秀敏（四郷第二）
堂本 義人（四郷第二）
谷本 惠則（丁ノ町）
谷岡 清一（丁ノ町）
山本
修（妙寺）
前
國雄（三谷）
井上 堯央（三谷）
安武
史（新城）

まちのわだい

妙寺少年サッカークラブ

近畿大会出場決定
妙寺少年サッカークラブは、「第52回スポーツ
少年団サッカー大会伊都予選」を勝ち抜き、７月
３日（土）・４日（日）に開催された「第52回和歌山
県スポーツ少年団サッカー交流大会」に出場しま
した。新型コロナウイルス感染症の影響で十分な
トレーニングができない環境が続いている中、強
豪チームを相手に大健闘し、三位入賞という成績
を収め11月に開催される「第40回近畿ブロック
スポーツ少年団サッカー交流大会」への出場権を
獲得しました。

知事感謝状および
県交通指導員会会長表彰
７月５日（月）、和歌山ビッグ愛にて、
和歌山県交通指導員会連絡協議会通常総
会が開催され、平井益美さん（丁ノ町）が
「和歌山県知事感謝状」、池田嘉明さん
（妙寺）が「和歌山県交通指導員会会長表
彰」を受賞されました。
多年にわたり交通指導員として、功績
のあった方に贈呈されます。

県大会出場時の集合写真

少林寺拳法全国大会出場
７月４日（日）、和歌山市東公園体育館にて、
2021年少林寺拳法全国大会in Tokyo和歌山県
選考会が行われ、競技部門組演武中学生女子
の部で木下歩美さん（笠田中）、赤松海凛さん
（妙寺）組が最優秀となりました。また、発表部
門組演武小学生Ｂの部で宮本琉那さん（西飯降）、
赤松魁理さん（妙寺）組が最優秀となりました。
４人は10月に東京都日本武道館で開催される
全国大会に出場されます。

左から）宮本さん、赤松魁理さん

上から）平井さん、池田さん
左から）赤松海凛さん、木下さん
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職員人事

選ばれた世帯に調査票が郵送され
ますので︑ご協力お願いします︒
調査期間 ９月〜 月
問い合わせ 県庁県土整備部道路
局 道 路 政 策 課 ︵ ☎ ０７ ３ ︱ ４ ４ １
︱３１１６︶

集

22

異動︵７月１日付︶

募
読み聞かせ﹁おひざでだっ
こは絵本の時間﹂の開催

22

町長部局︵ ︶は前職
◆企画公室
▽主査 古野めぐみ︵会計課主査︶

お知らせ

高齢者などの訪問調査
９月に高齢者や災害時避難行動
要支援者の調査に民生委員が訪問
します︒新型コロナウイルス感染
症対策を十分に実施して行います
ので︑ご協力お願いします︒
問い合わせ 住民福祉課福祉係
︵内線２０６３︶

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 ９月８日︵水︶午前９時 分
〜 時

住民福祉課生活環境係（内線2230・2231）

野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条に

「野焼きをした者は、５年以下の懲役又は1,000万円以下

の罰金に処し、又はこれを併科する」とあります。

野焼きしたその煙が悪臭や大気汚染の原因となり周辺住

民にも大きな迷惑となり、火災の原因になりますので野焼

きは禁止です。

野焼きをせず、廃棄物の種類に応じて分別を行い適正に

処理をしましょう。

場所 保健福祉センター３階
内容 糖尿病の食事について〜間
食の仕方を考えよう〜
※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２０５９︶

問い合わせ

11

かつらぎ西部公園クラブハウス
内のキッズスペースにて︑未就学
児を対象とした親子読み聞かせを
行います︒
内容 おひざでだっこは絵本の時
間︵講師︶渡辺 敏子先生
日程 ９月 日︵水︶午前 時〜
︵１時間程度︶
場所 かつらぎ西部公園クラブハ
ウス内キッズスペース
参加費 無料
対象 未就学児︵親子で参加︶
定員
人程度︵先着順︶
受付 ９月１日︵水︶より受付開始
︵電話可︶
申し込み・問い合わせ 生涯学習
課スポーツ振興係︵☎ ︱０３０
３・内線３０１７︶

൏ऌभరૃ
11

近畿圏交通実態調査︵パー
ソントリップ調査︶
人 の １日 の 動 き や 交 通 手 段 の 利
用状況を把握するため︑交通に関
する調査を実施します︒無作為に

20

INFO
くらしの情報
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相 談 窓 口
相談名

相談日

時間

場所

問い合わせ

大谷地域
交流センター
１階和室

ひきこもり青年の
ための
「居場所」

月〜金曜(祝日除く）
13:30〜15:30
9/9㈭DVD鑑賞

よりみち親の会

9/1㈬

19:00〜21:00 同上

同上

ひきこもり相談会

9/6㈪※要電話予約

13:30〜15:30 同上

同上

無料法律相談

9/13㈪、27㈪

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

同上

ＮＰＯ法人よりみち
☎090-7093-9595

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

9/3㈮、17㈮

13:00〜17:00 保健福祉センター
１階機能訓練室
（予約制）

消費生活相談

①9/7㈫
②9/14㈫
③9/21㈫
④9/28㈫

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

①9/14㈫
②9/21㈫
③9/1㈬、22㈬

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

有
料
広
告
11
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かつらぎ町
無料職業紹介所
（産業観光課内）
内線2103

役場産業観光課

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、一人で抱
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）
【その他の相談先】
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

９月30日（木）
●

町民税・県民税

第４期

●

固定資産税

第４期

●

国民健康保険税

第３期

●

後期高齢者医療保険料 第３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。

人権作文

中学生の部 優秀賞

﹁﹃ＳＤＧ ﹄を知って ﹂

﹁ＳＤＧs﹂は︑世界中の国も地
域も企業も個人も︑あらゆる人々が
協力して︑世界の明るい未来のため
に頑張ろうと国連で決めた２０３０
年までの の目標です︒私はこの
﹁ＳＤＧs﹂を授業で知りました︒
貧困をなくす︑飢餓をゼロに︑すべ
ての人に健康と福祉を︑質の高い教
育をみんなに︑ジェンダー平等を実
現︑安全な水とトイレを世界中に︑
エネルギーをみんなにそしてクリー

古佐田丘中学校１年︵受賞時︶
植田 祐佳さん

s

17

ンに︑働きがいも経済成長も︑産業
と技術革新の基盤を作ろう︑人や国
の不平等をなくそう︑住み続けられ
るまちづくりを︑つくる責任つかう
責任︑気候変動に具体的な対策を︑
海の豊かさを守ろう︑陸の豊かさを
守ろう︑平和と公正をすべての人に︑
パートナーシップで目標を達成しよ
う︑の 項目です︒日本に住む私に
はどれもピンとこないもので︑３食
普通に食事ができている私には貧し
くてご飯が食べられない子供がいる
ことはテレビの中の世界でしかあり
ません︒新型コロナウイルスが流行
しても国や都道府県︑市町村が私た
ちの健康を守るために色んな対策を
考え︑万がいち感染しても医療機関
の従事者の方が自分の危険を顧みず
必死になって治療をしてくれます︒
これは普通のことだと思っていまし
た︒しかし︑﹁ＳＤＧs﹂を授業で
習い︑今私たちが学校に通えるよう
になったのは︑色んな人が自分以外
の人のために頑張ってくれたおかげ
だと改めて思いました︒私は︑今年
の夏﹁平和のバトン﹂という本を読
みました︒被爆体験証言者の記憶を︑
広島の高校生たちが１年かけて油絵
に描いて記録する﹁次世代と描く原
爆の絵﹂プロジェクトのことが書か
れていました︒凄まじい被爆体験で
した︒昔のことではなく今現在も戦
争の中に命が危険にさらされ栄養が
足りず病気に苦しむ人達がいて︑そ
17

こでは︑当たり前にご飯を食べて水
を飲んでトイレをし︑学校に通って
勉強することが当たり前ではないこ
とを痛感させられました︒そして
項目の中で私が一番注目したのが︑
ジェンダー平等のことでした︒先進
国でありながら︑世界でみる日本の
男女平等は１４９か国中１１０位で
した︒教育と健康度は平等でありな
がら経済と政治への参画が極端に低
く︑様々な場面で女性が平等を得ら
れていない状況だとテレビのニュー
スでよく取り上げられているのを目
にします︒私は大人になって目指す
職業があります︒そのために今しっ
かり学習して夢をかなえたいと思っ
ていますが︑かなった時に︑良い環
境で家庭を持ちつつ働くことができ
る世の中になって欲しいと思います︒
そして︑それはＬＧＢＴの人たちに
も暮らしやすい社会にきっとなるは
ずだと思います︒最近ドラマで取り
上げられたり︑漫画や小説にも取り
上げられ︑ＬＧＢＴという言葉を身
近に感じるようになりましたが︑Ｌ
ＧＢＴの人は変わっていると﹁ちが
う﹂目で見られ︑まだまだ肩身が狭
い世の中だと思います︒それは障害
者問題と同じだと思います︒ＬＧＢ
Ｔであって︑障害者であって何が違
うのでしょうか︒私だって他の人と
違うことや苦手なことはたくさんあ
ります︒身体にも人に言いたくない
ことがありますし︑小さいころから

17

暗いところが苦手で水族館は最悪︑
サメがガラスをぶち破って来そうで
怖くて仕方なくて入れませんでした︒
また︑耳がよく聞こえるので大きな
音が怖くて花火を近くで見られるよ
うになったのは小学校６年になって
からです︒他の人にはそのくらいと
思うことでも︑とても悩んできまし
た︒そのたびに﹁あなたはそれでい
いの﹂とわかって認めてくれる家族
がいてくれたので︑自分自身の苦手
な部分を受け入れられるようになり︑
少しずつ上手に付き合えて︑耳がよ
く聞こえるのはラッキーなこともあ
ると思えるようになりました︒家で
家族の帰りを待つとき︑帰ってきた
ことが音でわかるので︑素早く片付
けることができますし︑英語の発音
がいいと褒められたことだってあり
ます︒小さな事かもしれません︑も
っと大きな不自由さや不条理を感じ
ている人はたくさんいると思います︒
みんなが人それぞれ違っていいし︑
自分は自分であっていいと思えるよ
うに︑私にできることは︑私を認め
てくれ受け入れて自信をつけてくれ
た家族のように︑一緒に考え理解し
てくれた人のように︑周りの人を理
解し︑認め合うことから始めていき
たいと思います︒﹁ＳＤＧs﹂の大
きな目標からはとっても小さいこと
で物足りないことだと思いますが︑
今自分にできることから向き合って
いきたいと考えます︒

12
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新 着 図 書
●一般書

新着図書
PicUp!

地球一周！世界の国ぐに大図鑑
アンドレア・ミルズ

司 書 おすすめ
●お じ い ち ゃ ん ︑ お ば あ ち ゃ
んに会いたい！
おじいちゃんの大切な一日
重松 清
このあとどうしちゃおう
ヨシタケ シンスケ
カタカタカタ おばあちゃんのた
からもの
リン・シャオペイ

●自 分 の 健 康 管 理 は で き て い
ますか？

驚天動地！唯一無二
のネコミス誕生！

料理が取り持つ情けと
縁︒くすっと笑って︑
ほろりと泣ける感動の
夫婦奮闘記！

一般書

デジタル社会に警鐘を
鳴らす︑ＳＮＳ時代の
新たな社会派小説︒

歴史を変えた の
名戦︒いざ︑決戦の
とき！

へんてこ・けんだま
・技くらべ！

75

さあ君も一緒に楽し
い空想の世界へ︒
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「超ビジュアル！日本の合戦大事典」
矢部 健太郎（監修）

「けんだましょうぶ」
にしひら あかね（作）

「もしものくに」
馬場 のぼる（作）

児童書

児童書

児童書

「まりも日記」
真梨 幸子（著）
「婿どの相逢席」
西條 奈加
（著）
「ブレイクニュース」
薬丸 岳（著）

６日・13日・2 7日
開館 9:00〜17:00
☎22-0303

ヒトコブラクダ層ぜっと
︵上・下︶
万城目 学
老いの福袋
樋口 恵子
キャンプでしたい１００のこと
フィグインク
窓辺ｄｅ 採れたて！ミニ菜園
竹村 久生

90

一般書
一般書

● 児童書

体が生まれ変わる！階段筋トレ
松尾 タカシ
新しい体幹の教科書 林 英祐他
・ ・ 歳の ”若返り“筋トレ
久野 譜也
80

９月の休館日

わんぱくだんのりゅうぐうじょう
末崎 茂樹
せんろをまもる！ドクターイエロ
ー
鎌田 歩
トムと３時の小人
たかどの ほうこ

70

図書館
だより

でも
いつ てね
にき
遊び

９月のスケジュール

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

子育て支援センターで
は、お家でできる簡単な
ふれあい遊びを紹介して
います。
ふれあい遊びは、肌と
肌とが触れ合うことで、
ぬくもりを感じ、子ども
の安心感や情緒安定にも
繋がるそうです。
赤ちゃんはもちろん、
幅広い年齢の子ども達と
楽しむことができます。
触れる場所を変えたり、
メロディーを変えたりし
て歌い易くすることで、
単調にならずドキドキワ
クワクして楽しむことが
できます。
親子で一緒にやってみ
ませんか、お待ちしてい
ます。

9/3（金）
・10
（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
9/9（木）10:00〜11:00
わくわく広場
製作など楽しい活動の場。
内容
「うさぎちゃんを作ろう」
定員：
６組 ※8/26(木)〜要予約
赤ちゃんクラブ「よちよち」
祝日のためお休みです。
9/15（水）10:00〜11:00
なかよし広場
内容
「イライラしない子育て講座」
定員：
７組 ※９/1(水)〜要予約
※上記以外にも、
イベントを企画しています。
町ホームページをご覧ください。
※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。

句

文芸の窓

俳

室岡
博紀

夕立や通り過ぎれば地の香り

隆子

下村ツヤ子

き えん

玉置

雷鳴や大粒の雨走り出す

しば

︵椎の実︶

南出香予子

歌

ゆく雲に羽根休めたる帰燕かな

なにもかも暫し忘れる秋の空

短

こ

株張りて今年も咲きし紫陽花は古希の祝に娘のプレゼ
ント
上岡 潤子

百日草活けし時より姿かえ我に顔向けほほ笑み交す
大前 洋子

野仏に両手静かに合わせたり川のせせらぎ読経のごと
く
亀田 重子

こ

生きてるか息子からの便り今日も待つ恙なきよう過ご
せと祈る
城向 光代

朝露に紀の川堤輝きてお地蔵様に健やか祈る
谷澤三重子

咲きつげる浜木綿の香の漂いて心遊ばすみ熊野の浦に
作部屋昌子

︵笠田短歌サークル︶
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９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

9/30㈭

令和３年３・５月生まれ

身体計測・医師による診察・発
達観察・育児相談・離乳食指導

３歳６か月児
健康診査

9/21㈫

平成30年２・３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・
食事指導・歯科指導

10か月児健康相談
２歳児健康相談

9/9㈭
10/14㈭

内 容

受付時間は
令和２年10月生まれ
個別に通知
令和２年11月生まれ
令和元年７月生まれ

10/4㈪

令和元年８月生まれ

9/8㈬

子育て広場
「すくすく」

9/10㈮
10/8㈮

11か月児教室
「りんごちゃん」

対 象

9/6㈪

股関節検診

７か月児教室
「さくらんぼ」

時 間

10/6㈬

身体計測・発達観察・育児相談・
食事指導・歯科指導

令和３年３〜６月生まれ 股関節異常の有無
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

9/1㈬・15㈬ 13：30〜 令和３年２月生まれ
9/1㈬

身体計測・発達観察・育児相談・
離乳食指導・歯科指導

10：00〜

令和２年９月生まれ
令和２年10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します。
※新型コロナウイルス感染症の動向により、内容等
を変更する場合があります。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。ご不明な点
はご連絡をお願いします。

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。マスク着用と、手
指消毒をお願いします。
・できる限り、兄弟祖父母などの同伴はご遠慮
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

９/14（第2火曜）

三谷こども園

９/21（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。
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問い合わせ 三谷こども園（☎23-3730）
佐野こども園（☎22-6260）

〒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
かいりちゃん

いつきちゃん

赤ちゃん
８/10㈫の４か月健診に
来られた赤ちゃんを
ご紹介します♪

つむぎちゃん

たいしちゃん

発 行 日：令和3年９月1日（通巻751号）
編集･発行：かつらぎ町役場総務課

りあちゃん

ゆのちゃん

らんちゃん

ジュニアリーダー活動表彰

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

７月22日（木）、伊都振興局にて「ジュニアリーダー
活動表彰」の表彰式が行われました。
令和３年度かつらぎ町からは、かつらぎリーダークラ
ブで活動している下記の方々が奨励賞を受賞しました。
この表彰は、青少年自身が地元の青少年を育てる循
環システムを推進するため、子どもの健全育成に取り
組む活動を行っている個人に対し、伊都振興局長が表
彰を行うものです。
左から）中谷さん、青山さん、後藤さん、前田さん

受賞者 ＜順不同＞
笠田高等学校３年 青山 未侑さん、 笠田高等学校３年 中谷 明日香さん
紀北農芸高等学校３年 後藤 優成さん、 紀北農芸高等学校３年 前田 真吾さん

高齢者叙勲受章

服部さん

７月15日（木）、服部正伍さん（笠田中）に対する叙
勲（瑞宝双光章）伝達式があり、教育長から勲記と県
知事お祝状、町長からお祝状の贈呈が行われました。
服部さんは、41年の長きにわたり教員として教育に
携わり、和歌山県の教育の発展と充実に寄与された功
績が認められての受章です。

かつらぎ町の人口 16,235人（前月比−15人） 男 7,677人 女 8,558人
（７月末日現在） 出生 6人 死亡 23人 転入 19人 転出 17人

世帯数 7,148世帯

かつらぎ町
ホームページ

かつらぎ町
L I N E登録

