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かつらぎ町地域おこし協力隊
の永田さん
(P.8-9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＝
町内で撮影した桜の写真を募集します。応募方法
などは町ホームページ、またはお問い合わせくだ
さい。【４月号締切３月８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
１月22日の朝刊に本町の役場庁舎移転につい
ての住民アンケート結果が掲載されました。
現庁舎は昭和35年に建てられたもので、実に
建築から61年が経過しています。この庁舎の建
て替えについては、平成31年３月の議会で早急
に決断すべきと指摘を受けています。
建物の耐震性は、IS値という数値で表します。
一般的にIS値が0.6以下だと、大きな地震が来る
と倒壊してしまう恐れがあり、人命の安全が確保
できないということです。現庁舎の耐震性は、IS
値0.2〜0.4と分かっており、耐震基準であるIS値
0.6の半分程度しかありません。このことは、少
し大きめの地震が来ると、高い確率で倒壊すると
いうことです。
これまで庁舎の建て替えの話が進まなかったの
は、財政的な理由からですが、近い将来必ず起こ
るといわれている東南海・南海地震が発生したと
き、一番に活躍しなければならないのが防災拠点
である役場庁舎であり、そこで働く職員でありま
す。その機能が果たせず職員の命も守れない庁舎

というのは、本末転倒であり、庁舎の建て替えは、
一刻を争う最重要課題であると思います。
今回、JR大谷駅付近を庁舎建設の候補地とし
たのは、紀の川の浸水想定区域外であり、土砂災
害区域外でもあることから、防災拠点としてふさ
わしいということ。公共交通機関であるJR大谷
駅から至近距離であり、来庁にはJRが使えるこ
とからJR和歌山線の利用増も見込めること。現
庁舎からも近く、現在の利便性がある程度、確保
できることが理由です。
本来は住民の皆さまから、直接、ご意見を伺い
ながら決定していくべきところですが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で行政懇談会が中止とな
るなど、止むを得ずアンケートでの意見聴取とな
りました。結果は回答者の73％の方から賛成を
いただきましたので、一定の理解を得たというこ
とで、この候補地で進めていきたいと思います。
なお、庁舎建設へのご意見・ご要望などはお気軽
にお寄せいただきたいと思います。
かつらぎ町長 中阪 雅則
広報かつらぎ 令和4年（2022年）3月号
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日時・場所
毎月第３木曜 午後１時〜３時
かつらぎ町地域福祉センター２階
※開催予定については、かつらぎ町地域包括支援
センターへお問い合わせください。

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（☎22-2322）

税内容を確認し︑固定資産課税台
帳記載事項の証明書の交付を受け
ることができます︒
※貸借関係と貸借物件が分かる書
類を必ず持参ください︒
閲覧・証明書交付開始日 ４月１
日︵金︶〜

「 認知症家族の会 」

場所・問い合わせ 税務課固定資
産税係︵内線２０４３︶

認知症や介護の相談･情報交換･勉強会

● 令和４年度固定資産︵評価額・課税台帳︶
縦覧・閲覧について

◆土地・家屋の評価額の縦覧制度
納税者の皆さんが︑土地や家屋
の評価額を比較し︑自分の土地や
家屋の評価額の適正さを判断でき
る制度です︒
・土地価格等縦覧帳簿︵土地の所
在︑地番︑地目︑地積︑評価額
を記載︶
・家屋価格等縦覧帳簿︵家屋の所
在︑家屋番号︑種類︑構造︑床
面積︑評価額を記載︶
土地の納税者の方は︑町内全て
の土地の評価額を︑また︑家屋の
納税者の方は︑町内全ての家屋の
評価額を縦覧できます︒
日 程 ４ 月 １ 日︵金︶〜 ９ 月 日
︵金︶※土日祝除く
時間 午前８時 分〜午後５時

◆固定資産課税台帳︵土地・家
屋・償却資産︶の閲覧制度および
証明制度
納税者本人が︑自分の固定資産
税の課税内容を確認できる制度で
す︒
また︑借地人︑借家人の方が︑
借地・借家部分の固定資産税の課
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● 重複・多剤服薬を見直しましょう!!
①重複服薬とは
同じ時期に複数の医療機関を受診し、かつ担当医が他の医療機関での処方内容を把握できなかっ
た場合に、同じ効能の薬が重複して処方され、服薬することです。
②多剤服薬とは
必要以上に多くの種類の薬を処方され、服薬することです。
重複・多剤服薬により、次のようなことが起こるかも…
（１）副作用が出たり、症状が悪化したりすることがあります。
（２）薬本来の効果が現れないことがあります。
（３）余計な出費となってしまいます。
薬の安全な使用のためにも、お薬手帳を必ず活用しましょう！
「お薬手帳」は、あなたが持っている全ての薬を記録するための手帳です。医療機関や薬局を利
用する際には必ず持って行きましょう。
また、医師や薬剤師などが、あなたの使っているすべての薬を把握できるよう、病院や薬局ごと
にお薬手帳を使い分けないで、一つの手帳に継続して記録するようにしましょう。（※お薬手帳は
薬局で一つにまとめてもらえます）
問い合わせ
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健康推進課保険年金係（内線2214）

町からのお知らせ

郵送⁝作品を折り曲げないように
し︑封筒に﹁ロゴマーク応募﹂と
明記してください︒
電子メール⁝データは︑Ｊ ＰＥＧ
形式またはＧＩＦ形式とし︑２
MB以内で件名を﹁ロゴマーク応
募﹂としてください︒
資格 どなたでも応募できます︒
応募期限 ４月 日︵土︶
選考 協議会事務局に設置した審
査委員会にて審査し︑入賞作品を
決定︵７月下旬を予定︶
表 彰 最 優 秀 賞 ︵ １点 賞 状 ︑ 賞
金 万円︶︑優秀賞︵２点 賞状︑
賞金２万円︶
発表 町ホームページなど
※詳細は︑お問い合わせ︑または
町ホームページをご覧ください︒
応募・問い合わせ 高野山・有田
川流域世界農業遺産推進協議会事
務局︵有田川町清水行政局産業振
興室内︶〒６４３︱００２１有田
郡有田川町大字清水３８７︱１
︵☎０７３７︱ ︱７１０５
電子メール
22

s.sangyoshinko@town.aridaga
︶
wa.lg.jp

車 種

手続き・お問い合わせ

・原動機付自転車
（125cc以下）
・小型特殊自動車
（農耕作業用など）

税務課住民税係（内線2042・2046）
〔名義変更・廃車に必要なもの〕
・ナンバープレート
・本人確認できるもの（免許証など）

・軽自動車（軽四輪乗
用・貨物、軽三輪）

軽自動車検査協会和歌山事務所
（☎050-3816-1846）

・軽二輪車（125cc超
250cc以下）
和歌山運輸支局（☎050-5540-2065）
・小型二輪（250cc超）

※盗難に遭った場合には、
警察への盗難届の後に、廃
車手続きを行ってくださ
い。
※小型特殊自動車（農耕作
業用など）は、公道走行の
有無に係わらず、所有者に
よるナンバーの取得が義務
となっていますので、ナン
バーの登録をお願いしま
す。
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● ﹁聖地 高野山と有田川上流域を結ぶ持続的
農林業システム﹂ロゴマーク募集
﹁高野山・有田川流域世界農業
遺産推進協議会﹂では︑高野・花
園・清水地域の農産物等のブラン
ド化やイメージアップを図るとと
もに︑日本農業遺産﹁聖地 高野
山と有田川流域を結ぶ持続的農林
業システム﹂認知度向上を推進す
るため︑ロゴマークを募集します︒
ロゴが象徴する内容
・高野地域の高野六木制度
・花園地域のコウヤマキなど仏花
栽培
・清水地域の棚田や棚田の畦畔を
利用した山椒などの多様な植物
の栽培
・高野・花園・清水地域が信仰や
農林産物の供給により結びつき︑
支え合い発展してきたこと
応募方法
協議会事務局︵有田川町清水行
政 局 産 業 振 興 室︶︑ 高 野 町 観 光 情
報センター︑花園支所に備え付け
の応募用紙または︑有田川町ホー
ムページからダウンロードしたも
のを使用してください︒
応募作品は︑下記のいずれかの
方法でお送りください︒
10

● 軽自動車の名義変更・廃車の手続きはお早めに

軽自動車税（種別割）の課税基準日は４月1日となっており、軽自動車や原動機付自転車など
の所有者に対して課税されます。
車両を「他の人に譲った」「故障により解体処分した」などの場合は、名義変更や廃車の手続
きが必要となりますので、４月１日（金）までに手続きを行ってください。
なお、車種により手続き先が異なりますので、ご注意ください。
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INFO

くらしの情報

｜なぜこの制度が必要なの？
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段で
す。そして、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人
のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺
言者本人の死亡後、相続人などに発見されなかったり、一部
の相続人などにより改ざんされるなどの恐れが指摘されてい
ます。
そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解
消するための方策として、本制度が創設されました。

｜ぜひ、ご活用ください！
高齢化の進展とともに、「終活」などが浸透しつつあると
いわれていますが、ご自身の財産をご家族などへ確実に託す
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。※法務局（遺言書保管所）に
保管の申請をされた場合には、ご家族のどなたかにその旨お
伝えになると、相続開始後の証明書の請求などの手続もス
ムーズに行われます。
問い合わせ
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申込期限
４月８日（金）

参加費

3,900円

４月22日（金）
５月10日（火）
５月24日（火）
６月３日（金）
６月14日（火）

申し込み・問い合わせ／粉河税務署
法人課税第１部門（☎0736-73-4255）

無料・事前申込制

定員 各日とも10人
場所

広報かつらぎ 令和4年（2022年）3月号

手数料

和歌山地方法務局橋本支局（☎0736-32-0206）

● 消費税インボイス制度説明会を
開催します
開催日時
４月12日（火）
午後３時〜４時
４月26日（火）
午前10時〜11時
５月12日（木）
午前10時〜11時
５月26日（木）
午後３時〜４時
６月７日（火）
午前10時〜11時
６月16日（木）
午後３時〜４時

遺言書の保管の申請

粉河納税協会３階会議室

主催 粉河税務署・粉河納税協会
※軽減税率制度およびインボイス制度に関する情報
は、国税庁ホームページの「消費税
の軽減税率制度・適格請求書等保存
方式（いわゆるインボイス制度）」を
ご覧ください。
（https://www.nta.go.jp）
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、中止する場合があり
ます。あらかじめご了承ください。

月 日付︶

集

知ってもらい︑精神疾患への理解
を広めたいという思いのもと開催
します︒今回で 回目を迎える住
民啓発の取組です︒
日時 ３月 日︵土︶午後１時 分
〜２時
放送 ＦＭはしもと ・６
内 容 ﹁ ク リ ニ ッ ク の １日 と 精 神
疾患について﹂
メインパーソナリティー 向井景
子︵FMはしもと株式会社代表︶
講師 上田英樹︵上田神経科クリ
ニック院長︶
共催 橋本・伊都地域自立支援協
議会精神保健ネットワーク部会
主催・問い合わせ 橋本保健所保
健課︵☎０７３６︱ ︱５４４０︶

募
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MHz

令和４年度会計年度任用職
員︵指導主事︶募集

12

30

募集職種・人員 パートタイム会
計年度任用職員︵指導主事︶・１人
業務内容 町立小中学校における
教育課程︑学習指導その他学校教
育に関する専門的事項の指導に関
する業務など︒
任用期間 ４月１日〜令和５年３

月 日︵能力実証を行った上で再
度任用する場合あり︶
任用条件
勤務日時 週５日 １日７時間
分︵午前８時 分〜午後５時まで︶
休日 土日祝︑年末年始︵ 月
日〜翌年の１月３日︶
報酬・手当 会計年度任用職員の
給与及び費用弁償に関する条例に
よる︒︵通勤手当・期末手当・超
過勤務手当など︶
休暇 会計年度任用職員の勤務時
間︑休暇等に関する規則による︒
︵年次休暇・夏季休暇など︶
その他 健康保険・厚生年金保
険・雇用保険・公務災害保険加入
応募資格 以下全てに該当する方︒
・教育に関し見識を有し︑かつ︑
学校における教育課程︑学習指導
その他学校教育に関する専門的事
項について知識と経験を有する方︒
・パソコン操作︵ワード・エクセ
ル︶ができる方︒
・︵要︶普通自動車運転免許
※地方公務員法第 条に規定する
欠格事項に該当しない方︒
申込方法 次の書類を持参または
郵送︒※郵送の場合３月 日︵火︶
必着
①市販の履歴書︵写真添付︶
②運転免許証の写し
③確認書︵教育委員会指定の様式︶
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職員人事

退職︵
横田望

町営住宅・桜ヶ丘定住促進住宅
の募集は︑４月広報で案内します︒
問い合わせ 建設課住宅係︵内線
２０８５︶

町営住宅・桜ヶ丘定住促進
住宅入居者募集について

お知らせ

▽危機管理課主査
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将来の国民年金額の減額・
増額について

未納がある方は︑納付書をご覧く
ださい︒
保険料は納付期限を過ぎても一
定の期間は遡って納付することが
できます︒
未納期間の確認や納付書を再発
行する場合は︑和歌山東年金事務
所︵☎０７ ３︱ ４７ ４︱ １８ ４
１︶へ問い合わせください︒
また︑将来の年金額を増額した
い方は︑定額保険料の他に付加保
険料︵１カ月４００円︶をプラスし
て納めると︑老齢基礎年金に付加
年金が加算されます︒納めるには
申し込みが必要であり︑申し込ん
だ月分から納付することができま
す︒なお︑国民年金基金に加入し
ている方は利用することができま
せん︒
付加保険料の申込受付は︑健康
推進課保険年金係または和歌山東
年金事務所です︒
手続きに必要なもの
・年金手帳またはマイナンバーカ
ード
問い合わせ 健康推進課保険年金
係︵内線２０５５︶

ほっとする私の街のこころ
の診療所パート
精神科医療について地域の方に

12

15

81

42
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将来受け取れる老齢基礎年金の
額は︑保険料納付月数によって決
まります︒しかし︑未納期間があ
ると︑その月数に応じて減額され︑
年金額が少なくなってしまいます︒
例えば令和３年度の額で計算す
る と ︑ １年 間 の 未 納 で 年 間 約 ２万
円の年金が生涯︑減額されます︒

14

INFO
くらしの情報
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修士課程修了者は 歳未満
︿院卒﹀ 歳以上 歳未満の修士
課程修了者︵見込含︶
受付 ①4月 日︵木︶まで②6月
日︵木︶まで︵飛行要員除く︶
試験日 ①一次 ４月 日︵土︶・
日︵日︶②一次 ６月 日︵土︶
※記載内容は変更する場合があり
ます︒変更事項はお問い合わせま
たは︑自衛官募集ホームページな
どをご覧ください︒
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︶

● 有料広告募集中

（縦50ｍｍ×横83ｍｍ）

お知らせ

49

１万円

１カ月

若者サポートステーション
就職相談

広告掲載サイズ（原寸大）

町では、「広報かつらぎ」への有料広告を
募集しています。広報かつらぎは、町に住む
皆さんの目に留まる可能性があります。
ぜひ貴社の広告、PR活動にお役立てくだ
さい。

32

20

14

28 28

25 23

警察官採用試験について

﹁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︒
コミュニケーションワーク︑ＰＣ
ラーニング︑職場体験・見学など︑
各種プログラムを活用してスキル
を身に付け︑就労を目指します︒
適職検査︑興味検査で自分に合
った職種を見つけましょう︒履歴
書作成︑面接練習など︑就職活動
を全面的にバックアップします︒
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︶
15

16

和歌山県警察では︑警察官の第
１回 採 用 試 験 受 験 者 を 募 集 し て い
ます︒
受付期間 ３月１日︵火︶〜４月８
日︵金︶
第１次試験 ５月８日︵日︶
受験資格 平成２年４月２日以降
に生まれた方で︑大学︵短大除く︶
の 卒 業 者 ま た は ︑ 令 和５ 年 ３ 月 末
日までに卒業見込みの方︒
詳しくは︑お問い合わせください︒
問い合わせ かつらぎ警察署︵☎
︱０１１０︶

総務課総務係（内線2025）

問い合わせ

10
33

※様式はホームページに掲載しま
す︒
申 込 期 間 ３ 月 １ 日︵火︶〜 日
︵火︶の午前８時 分〜午後５時
分※土日除く
選考方法 書類選考・面接 ※面
接日は個別に通知します︒
申し込み・問い合わせ 教育総務
課指導係︵☎ ︱０３０３・内線
３０１２︶

34

33

11

22

18

18 18

22

24

22

自衛官等採用案内

26

30

22

15

15

◆自衛官候補生︵男子・女子︶
資格
歳以上 歳未満の方
受付 年間通じて行っています︒
試験日 受付時にお知らせします︒
◆予備自衛官補︵男子・女子︶
資格
歳以上〜 歳未満の方
一般
技能
歳以上で募集要項に記載
する国家資格などを有する方︵該
当する国家資格などはお問い合わ
せください︶
受付期限 ４月８日︵金︶
まで
試験日 ４月 日︵月︶〜 日︵日︶
までの指定する１日
◆幹部候補生︵男子・女子︶
資格
一般︿大卒﹀ 歳以上 歳未満︑
歳以上 歳未満は大卒︵見込含︶︑
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まちのわだい

令和３年度

かつらぎ町体育協会表彰式開催
１月16日（日）、かつらぎ総合文化会館大ホール
にて、かつらぎ町体育協会表彰式が開催されました。
町内の体育・スポーツの振興・普及に、特に功績の
あった方や団体が受賞されました。
令和３年度は、硬式野球、空手、フットサル、少
林寺拳法で活躍された方およびソフトボールの振興
に長年ご尽力された方ならびにジュニア駅伝かつら
ぎ町選手団に各賞が贈呈されました。《敬称略》
◆スポーツ顕彰
伊藤 大稀 智辯学園和歌山高等学校 硬式野球
◆スポーツ功労賞
平山 忠彦 かつらぎ町ソフトボール協会 ソフトボール
◆スポーツ奨励賞
角野 将太
妙寺中学校
柳澤 仁湖
笠田中学校
木下 歩美
笠田中学校
赤松 海凛
妙寺中学校
赤松 魁理
妙寺小学校
宮本 琉那
妙寺小学校

空手
フットサル
少林寺拳法
少林寺拳法
少林寺拳法
少林寺拳法

◆特別賞
ジュニア駅伝かつらぎ町選手団（陸上競技）
監 督 北山 大輔
コーチ
三嶋 大亮
櫻井
亮
佐野
孝
清水 大幹
選 手
大久保寛太
岡谷 一輝
田村 文人
深本 皓太
向
優太
矢田幸紀斗
木村 光寿
佐々木奏空
田村 海斗
山本 百華
西岡 雅姫
羽矢 凪沙
中泉 風笑
細原 心美
向山 日葵
西岡 志麻
木村 朱里
久保明日香
上垣内 楽
浦野 達也
窪田 耕大
関本 耕大
中邑 夢弥
西村 悠佑
松下 晟也
北村朱寿加
西浦ひなた
浦畑 佑奈
眞田 凉花
田中 菜乃
田村 希愛
平原 瑠夏

（写真上）スポーツ顕彰、スポーツ功労賞、スポーツ奨励賞
を受賞された皆さん（写真下）特別賞を受賞された皆さん
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かつらぎ町
新年賀詞交歓会

きのくに教育賞受賞
１月28日（金）、令和３年度和歌山県
教育表彰式が行われ、笠田中学校教諭
の山部太佳子さん（妙寺）が、きのくに
教育賞を受賞しました。
山部さんは、数学科において、生徒
の主体性を高める授業の展開や教材研
究に積極的に取り組まれています。県
の数学科指導委員として、県内の数学
教員の指導力向上に寄与するなど、優
れた教育実践が評価されての受賞です。

１月５日（水）、かつらぎ総合
文化会館大ホールにて、町とし
ては初めての開催となる「令和
４年新年賀詞交歓会」を、かつらぎ町商工会と共催で
開催しました。
当日は、仁坂和歌山県知事、石田衆議院議員、鶴保
参議院議員を始め、地元選出の県議会議員や町議会議
員の皆さまを迎え、町内の企業経営者など、約60人
が一堂に会しました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、規
模を縮小しての開催となりましたが、参加者の方は和
やかに相互の交流と親睦を深めていました。

山部さん

（写真上・下）賀詞交歓会での歓談の様子

宝くじコミュニティ助成事業

❶テント❷ポップコーン機❸ポン菓子機
❹大豆脱粒機❺太鼓
１

令和３年度の宝くじコミュニティ助成事業で、志賀自治区にコ
ミュニティ活動備品が整備されました。
この事業は、地域コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝
くじの普及広報のために行われている事業であり、整備された備品
は、地域活動の発展のために役立てられます。
２
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３
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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」

大谷地域
月〜金曜(祝日除く）
3/9㈬は13:00〜卓球 13:30〜15:30
交流センター
３/25㈮は女性相談日
１階和室

よりみち親の会

3/2㈬、4/6㈬

19:00〜21:00 同上

同上

ひきこもり相談会

3/7㈪※要電話予約

13:30〜15:30 同上

同上

無料法律相談

3/14㈪、28㈪

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

3/4㈮、18㈮

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

①3/1㈫
②3/8㈫
③3/15㈫
④3/22㈫

①かつらぎ町役場
産業観光課
13:00〜16:00 ②高野町役場
商工観光係
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

①3/8㈫
②3/15㈫
③3/2㈬、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

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

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

マイナンバー休日窓口
※事前予約制
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。

３／27(日)9:00〜15:00
問い合わせ
住民福祉課住民係(内線2065)

有
料
広
告
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７・14・28・3 1日

開館 9:00〜17:00
☎22-0303

●児童書

愚かな薔薇
恩田 陸
ひとりでカラカサさしてゆく
江國 香織
頼朝の武士団
細川 重男
むかし話で学ぶ経営塾 大澤 賢悟
世界一親切な片づけの教科書
長島 ゆか
しらいのりこの絶品！ご飯のおと
も１０１
しらい のりこ

●一般書

新 着 図 書

３月の休館日

まじょばーのたまごやき
堀 直子︵作︶ 木村 いこ︵絵︶
おめんです
いしかわ こうじ
錯視で遊ぼう
杉原 厚吉

月別カレンダーで１からわかる！
日本の政治
伊藤 賀一
オドロキ珍百景超百科
珍百景研究会
野 菜 は す ご い ！ 柴 田 書 店︵編 ︶
秋元 さくら ほか︵著︶

おすすめ 図 書
●卒園・卒業を迎えるあなたに
・一般書
少女は卒業しない 朝井 リョウ

・児童書
おおきくなったらきみはなんにな
る？
藤本 ともひこ︵文︶
村上 康成︵絵︶

﹁変な姿を楽しんでほ
しい﹂精神の微妙な変
遷の記録！

現代日本の混迷を鮮や
かに描くサスペンスフ
ルな傑作長編！

大注目のミステリー作
家たちの豪華な警察小
説アンソロジー

新着図書
PicUp!

もしも︑絶滅した生き
物をよみがえらせるこ
とができるとしたら？

おいしい おいしい絵
本︒たべたくなっちゃ
うよ！

姫と貴公子の恋︑ そし
て︑その恋を応援する
少女の活躍を描く千年
前のシンデレラ・スト
ーリー︒
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「よみがえれ、マンモス！」
令丈 ヒロ子（文）
深川 直美（絵）

「あ・さ・ご・は・ん！」
武田 美穂（作）

「落窪物語」
花形 みつる（編訳・絵）

児童書

児童書

児童書

「三十代の初体験」
羽田 圭介（著）
「黒白の一族」
明野 照葉（著）

「警官の道」
呉 勝浩・下村 敦史・長浦 京・中山 七里
（著）
葉真中 顕・深町 秋生・柚月 裕子

一般書
一般書
一般書

図書館
だより

でも
いつ てね
にき
遊び

３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、
指先を使う知育おもちゃや、
段ボールで作ったトンネルな
どの、手作り玩具を用意して
います。
同じ年齢や、少し年の離れ
た子どもとも遊ぶことができ、
保護者の方も子育ての情報交
換などの場として楽しく利用
してくれています。
これからも、新型コロナウ
イルス感染症の感染予防対策
を徹底しながら、楽しいイベ
ントを企画していきますので、
ぜひ遊びに来てください。

3/4（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
3/10（木）10:00〜11:00
わくわく広場
製作など楽しい活動の場。
内容
「記念カード作り」
定員：
６人 要予約：2/24(木)〜
赤ちゃんクラブ「よちよち」
※3/21が祝日のためお休みです
3/23（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
「フォトフレーム作り」
定員：
６人 ※要予約 3/9(水)〜
※イベントについては新型コロナウイルス感染拡
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」
子育てに
開館：月〜土曜日
（祝日除く）
悩んでいませ
時間：9:00 〜 12:00
んか？
お気軽に
13:00 〜 16:00
ご相談くださ
い。
※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 ☎080-8317-3788・内線 6013

文芸の窓

句

寺田

俳

針供養淡島神社のテレビ見る

金子しげを

あや

昭子

鬼払ひ戸口にイワシの頭さし

久保

なり

和子

よわい

玉置

影にさえつまずく齢二月優

ワビスケを貰って帰る足軽く

愛泉

︵若返り会︶

谷

歌

松の葉に青き小春の入り日かな

短

病院の渡り廊下を車椅子延ばした足のギプスの白き
上岡 潤子

土にふれすべての生命ひたすらに上に向って延びる
を学ぶ
大前 洋子

車中にて手話で語らう生徒等の楽しげにして一隅明
るし
亀田 重子

コロナ禍と戦い三年うち勝たむ虎の勢心ひとつに
谷澤三重子

植林の深き緑に雑木木の萌えて彩る紀伊の山脈
作部屋昌子

︵笠田短歌サークル︶
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３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
３歳６か月児
健康診査
10か月児健康相談
２歳児健康相談
股関節検診
子育て広場
「すくすく」

時 間

対 象

内 容

３/30㈬

令和３年９・11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

３/15㈫

平成30年８・９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

４/14㈭

受付時間は
令和３年４月生まれ
個別に通知
令和３年５月生まれ

３/７㈪

令和２年１月生まれ

４/4㈪

令和２年２月生まれ

３/9㈬

令和３年９〜12月生まれ 股関節異常の有無

３/10㈭

３/11㈮
４/8㈮

７か月児教室
「さくらんぼ」

３/2㈬
３/16㈬

11か月児教室
「りんごちゃん」

３/２㈬
４/６㈬

13：30〜 令和３年８月生まれ

10：00〜

令和３年３月生まれ
令和３年４月生まれ

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。

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２階
問い合わせ
健康推進課衛生係（内線2054・2059）

●

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////

※新型コロナウイルス感染症の動向により、内容等を変
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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
15：00
による離乳食相談など

※母子手帳、バスタオルを持参してください。

15

身体計測・発達観察・育児相談・
離乳食指導・歯科指導

・風邪の症状や熱がある、新型コロナウイルス感
染者と濃厚接触、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

３月・４月はお休みです。次回の園庭開放は５月から始まります。
※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覧く
ださい。
問い合わせ 三谷こども園（☎23-3730）・佐野こども園（☎22-6260）
聖心幼稚園（☎22-1336）

〒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
らおちゃん

赤ちゃん

ももちゃん

１月の４か月健診に
来られた赤ちゃんを
ご紹介します♪

はくちゃん

まなとちゃん

発 行 日：令和4年３月1日（通巻757号）
編集･発行：かつらぎ町役場総務課

みおりちゃん

なぎちゃん

あおとちゃん

すずりちゃん

厚生労働大臣表彰受賞

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

原田千惠子さん（笠田東）が、令和３年度ボランティア功
労者に対する厚生労働大臣表彰を受賞され、１月26日（水）
町長室にて表彰伝達式が行われました。
原田さんは、平成12年にボランティアグループ「朗読山
びこ」を結成。町内の目が不自由な方々に「広報かつら
ぎ」「議会だより」「福祉かつらぎ」などを録音し、声の広
救出訓練
報として20年以上届けられています。また、町ボランティ
写真左から）町長、原田さん、伊都振興局長
ア連絡協議会会長を長きにわたり務め、 その間、 多くの新
たなボランティアの指導や育成に積極的に取り組んでこられたことが評価されました。
今回の受賞に対し、原田さんは「グループの皆さんのおかげで受賞できました。本当にありが
とうございました。」と話されていました。

和歌山県教育功労者知事感謝状贈呈

山田さん

１月28日（金）、社会教育委員の山田昌美さん（三谷）に、知事
感謝状が贈呈されました。
山田さんは、平成29年の教育委員会功労賞の受賞後も、引き
続き社会教育委員として活躍されています。町民が心豊かに人
生を送れるよう生涯学習の場を提供するための支援や活動を行
うなど、社会教育の振興に寄与されたことが評価され贈られた
ものです。

かつらぎ町の人口 16,122人（前月比−15人） 男 7,642人 女 8,480人
（１月末日現在） 出生 6人 死亡 31人 転入 37人 転出 27人

世帯数 7,135世帯

かつらぎ町
ホームページ

かつらぎ町
L I N E登録

