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広 報［ひだかがわちょう］

赤ちゃんかわいいなあ！
６月２日、思春期ふれあい体験教室が保健センターで開催され、丹生中学校の３年生２０名が、実際の健
診で、赤ちゃんを抱かせてもらったり、妊婦さんの大変さを体験したりして、命の大切さを学びました。

７月１日から庁内機構の
名称・配置を一部変更しました。
●「まちみらい課」
と
「税務課」が新設されました。
●「まちみらい課」…商業及び工業に関すること・観光に関すること 総合計画に関すること・広報及び公聴に関すること
●「税務課」…町税及び県民税の賦課徴収に関すること・国民健康保険税に関すること

お問い合わせ

お手洗い

EV

●「まちみらい課」は3階です。

役場本庁
会議室

☎22−1700㈹

役場 3階

まちみらい課

倉 庫
会議室

上下水道課

第二会議室

倉 庫

倉庫

お手洗い

防災
無線室

総務課

第一会議室

倉庫
お手洗い

EV

役場 2階

議 場
会議室

秘書室
公室長室

町長室

応接室
議員控室

議会事務局

正・副議長室

議会図書室
委員会室

電算室

正面玄関

地域包括

保健福祉課

印刷室 洗濯室

お手洗い

EV
支援センター

ロビー

税務課

機械室

住民課

閲覧室

お手洗い

会計室

委員会室

役場 1階
●「農業委員会」は1階へ移動しました。

更衣室

宿直室

職員厚生室

書庫
農林業課

農業委員会

倉

教育委員会

庫

農村環境改善センター 1階

建設課

お手洗い
教育長室

●「教育委員会」は農改センター1階へ移動
しました。

EV

図書室

川辺公民館

玄関
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お問い合わせ
中津支所

予備室

EV

☎54−0321㈹
会議室

お手洗い

打合せ室
電算室

コピー室

建設課
（地籍調査室）

多目的
トイレ

書 庫

中津支所 2階
中津支所 1階
支所長室

EV

多目的
トイレ

お手洗い

中津振興課

書 庫
宿直室

更衣室

機械室

宿直室

書庫

正面玄関

お問い合わせ
美山支所

☎56−0321㈹

コピー室
商工会

更衣室 第一会議室 お手洗い
農林業課

美山振興課

美山支所 1階

新設・名称変更した課の直通電話番号
※
（

）
は旧名称

まちみらい課 .....................ＴＥＬ.２２−２０４１ ＦＡＸ.２２−1767
税務課 ..............................ＴＥＬ.２２−８８４１ ＦＡＸ.２２−９６８３
総務課（総務政策課）.........ＴＥＬ.２２−１７００ ＦＡＸ.２２−８７７９
農林業課（産業振興課）......ＴＥＬ.２２−２０４８ ＦＡＸ.２２−１７６２
中津支所中津振興課（中津支所地域行政課）
........................................ＴＥＬ.５４−０３２１ ＦＡＸ.５４−０１２３
美山支所美山振興課（美山支所地域行政課）
........................................ＴＥＬ.５６−０３２１ ＦＡＸ.５６−０４４３
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支所
長室

正面玄関

県をあげて流通の確保︑需要の拡大に

一つとして︑中 山 間 地 域の希 望 となる

町長は﹁実効性のある鳥獣害対策の
された地元の西 さおりさん︵船津︶に

また︑公募した施設の愛称名が採用

開所式の後︑出席された方々は施設

記念品を贈呈しました︒

う
ットで完成を祝
長らがテープカ
町
や
事
知
坂
仁

施 設にしていきたい︒﹂と挨 拶しまし
た︒

内で︑鳥獣肉をスライスする機械や金
属探知器など︑実際の作業を見学しま
した︒
その後︑獣肉を利用したジビエ料理
の試 食 会 が行われ︑猪 肉 を使った﹁ 味
噌カツ﹂や﹁シュウマイ﹂鹿肉を使った
﹁バッテラ﹂や﹁ビーフシチュー ﹂など
品目を振る舞い︑仁坂知事らも試食

県内のホテルやレストランへの供給も

設で﹁ジビエ料理﹂を振る舞う予定で︑

ますが︑産品販売所での販売や観光施

今 後は販 路 拡 大 が 重 要 課 題 と な り

出来るようにします︒

開設し︑捕獲した獣肉を安心して販売

スト ラン棟 を 改 修 して同 様の施 設 を

また︑美山地区でも猪谷水辺公園レ

し︑好評でした︒

15

期待されます︒

獣肉をスライスする機械

スライスした獣肉

金属探知器

知事にも好評の試食会

鳥 獣 食 肉 処理加工施設

﹁ジビエ工房紀州﹂開所
に完成した施設で︑仁坂知事をはじめ
取 り組みたい︒﹂と祝 辞 を述べられま

仁 坂 知 事は﹁ 施 設の発 展の為にも︑

名 が出 席し︑
﹁ジビエ工 房 紀

日︑道の駅Ｓａｎｐ ｉｎ中津前

関係者
した︒

５月

州﹂の開所式が行われました︒

29

29
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して商 品に加工 する獣 肉 解 体 処 理 施

町では︑シカやイノシシの肉を解体

か？

料理にチャレンジしてみてはどうです

以外と低カロリーでヘルシーな獣肉の

鹿肉の竜田揚げ

鹿肉チーズカツ

＜材 料＞
・鹿肉 ...................................................... 700g
・辛口の焼き肉のたれ
（市販）
.....400g
（１瓶）
・リンゴ ....................................................１個
・片栗粉 ....................................................適量
・油 ............................................................適量

＜材 料＞
・鹿肉（ロース肉） ............................... 800g
・とろけるチーズ................................... 100g
・卵 ............................................................２個
・小麦粉 .................................................... 40g
・パン粉 .................................................. 100g
・油・塩コショウ・大葉 .........................適量
＜作り方＞
①鹿肉は1㎝程度の厚さに切り、
「 肉たたき」
でよ
く叩いて伸ばし、
塩コショウする。
②①の肉の上に大葉をしき、
とろけるチーズをの
せ、棒状に包み込み、小麦粉、卵、
パン粉の順
番に衣をつける。
とろけるチーズなので、包み込
むよう注意する
③180℃程度の油で揚げて完成。

＜作り方＞
①すりおろしリンゴを、
たれに混ぜる。
②１口サイズ
（厚さ1㎝）
に切った鹿肉を、①のた
れに５〜６時間程度漬け込む。
③鹿肉に片栗粉をまぶして、170℃程度の油で
からりと揚げる。
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ジビエ料理のレシピ集出来ました！

設が完成したことを機会に︑加工した

今 回は︑レシピ集の中で︑家 庭でも

気 軽に挑 戦 出 来て︑おいしい﹁ 鹿 肉の

獣肉の販売促進︑消費拡大を目指して︑

﹁ジビエ料 理 ﹂のレシピ集 を作 りまし

紹介します︒焼き肉のたれやチーズと

竜田 揚 げ﹂と﹁ 鹿 肉チー ズカツ﹂をご

肉の販 売 を 予 定 している 産 品 販 売

合わせることで︑淡泊な鹿肉に味わい

た︒

所等で︑獣肉を購入して頂いたお客様

が出ます︒

鹿肉は牛肉などに比べて低脂肪・低

カロリー なのに︑高タンパクでミネラ

ルが豊富な食材です︒

や︑町内の観光施設や公共施設に置い

て︑無料配布しています︒

獣 肉 と 言 え ば ︑冬 場 の ボ タン 鍋 が

我が家の定番ですが︑この機会に是非︑

ジビエ料理
レシピ集から

準優勝で表彰される中下さん
（中央）

平成２２年度

県知事表彰受賞
中下さん全国大会出場決定！
おめでとうございます
〜喜の国いきいき健康長寿・スポーツ交流大会〜

５月２６日、和歌山県知事表彰式が、和歌山市のア
バローム紀の国で開催されました。
日高川町では、県政功労（地方自治振興）で林雅
臣氏（小熊）が受賞されました。
林雅臣氏は、旧川辺町議会議員及び日高川町議会
議員として２５年余の永きにわたり、地方自治の育成
発展に多大な貢献をされました。

５月１８日、御坊市総合運動公園で、
１０月に石川県
で開催される全国健康福祉祭ねんりんピックのグラ
ンドゴルフ予選会が行われ、有田市から串本町まで
３５６名の愛好者が参加しました。
当日は、強風が吹きグランドコンディションが悪い
中、中下泰男さん（土生）が見事準優勝し、全国大会
出場を決めました。
中下さんは、
３年前に地元で「川辺友愛クラブ」を
立ち上げ、現在３５名の会員の方と、週３回の練習を楽
しみに、大会等へも積極的に参加し、活動しています。
全国大会では、健康・友愛・奉仕の精神を忘れずに、
マナーを遵守したプレーで、精一杯楽しみたいと抱
負を語って頂きました。

美ら島沖縄総体２０１０出場おめでとう！
〜青天届く君の風 みなぎる闘志が夏に輝く〜
県高校総合体育大会が、このほど開催されました。
弓道では、紀央館女子Ａが団体で優勝。メンバーの３年生、
峪合千咲さん（川原河）と２年生の大又みのりさん（三十木）
が出場します。
女子バレーでは、信愛女子のメンバー、
３年生の清水美来
さん（船津）と２年生の原まなみさん（江川）、山本津麻紗さん
（山野）が優勝し、インターハイ出場を決めました。

峪合

千咲

柔道では、箕島高校３年生の龍田匡史君（船津）が個人戦・

龍田

匡史

団体とも優勝し、インターハイでは、ベスト８が目標です。
皆さん、
町の代表としてベストを尽くしてがんばって下さい。

大又

みのり

山本
清水

美来

原

津麻紗

まなみ
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日高川町地域包括支援センター

介護予防講演会の ご案内
認知症と聞いて、自分には縁のないことだと思っていませんか？認知症は「いつ」
「誰が」発症してもおかしくない
脳の病気です。認知症について正しい理解を深め、その予防について一緒に学んでみませんか。皆さん多数ご聴講
していただけますよう、ご案内いたします。
と

き

平成２２年８月４日㈬
午後１時３０分〜３時

ところ
演

題

講

師

日高川町保健センター（川辺） ２階会議室

「認知症は予防できる」
和歌山県立医科大学附属病院
紀北分院

問い合わせ先

大饗

義仁

先生

日高川町地域包括支援センター（保健福祉課）
☎２２−９６３３

保健福祉課からのお知らせ
○重度心身障害児者医療費受給者証の更新について
重度心身障害児者医療費受給者証の有効期限は７月末
日となっております。
７月上旬に更新申請書を受給者の方にお送りしますの
で、
７月中に更新の手続きを行ってください。
○重度心身障害者福祉手当の認定申請について
重度心身障害者福祉手当の認定期間は７月までとなっ
ております。
引き続き受給される方は、手続きが必要になります。現
在受給中の方には、申請書をお送りしますので、
７月中
に認定申請を行ってください。
また新たに認定要件に該当すると思われる方は、お問
い合わせください。

認定
要件

・身体障害者手帳１級・２級・３級、療育手帳、精神
障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
・在宅で年収１２０万円未満の方
（１８歳以上）

○障害のある６５歳〜７４歳の方へ
長寿医療（後期高齢医療）への加入を選択できます。
「６５歳以上で一定の障害のある方」は、長寿医療（後
期高齢者医療）制度に加入することができます。
加入を希望される方は、申請が必要です。
以下の方は一定の障害があると認められます。
◆ 障害年金１級・２級を受けている方
◆ 身体障害者手帳１級・２級・３級をお持ちの方
◆

身体障害者手帳４級をお持ちの方のうち、音声・
言語、下肢機能障害の一部などの障害による手
帳をお持ちの方

◆ 療育手帳Aをお持ちの方
◆ 精神障害者手帳1級・２級をお持ちの方
■お問い合わせ先
保健福祉課 ☎２２−９０４１

ゴルフ場排水の水質検査結果は基準値以下です
───レオグラードゴルフクラブ・㈱オレンジヒルズ───
町とゴルフ場との間で締結している公害防止協定に基づき、
レオグラードゴルフクラブにつ
いては年４回、㈱オレンジヒルズについては年２回、町が立ち会いで水質検査していますが、平
成２２年３月に実施した水質検査では、両ゴルフ場とも基準値以下でありました。また、農薬検
査についても、
３項目にわたり行った結果、全項目とも環境省から示された指針以下でありまし
た。今後も農薬の適正使用と公害防止対策の徹底を図るため、監視いたします。
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◎農地の賃貸借契約を双方で合意解約したときは、農業委員

農業委員会より

会に通知をお願いします。
賃貸借契約（小作契約）していた農地が賃貸人から返ってき

◎農地の権利（所有権・賃借権等）を相続したときは、農業委
員会に届出をお願いします。

た等、
賃借人と賃貸人双方が合意で解約した場合は、
「農地法第
１８条第６項の規定による通知書」を農業委員会に御提出下さい。

農地法の改正により、相続等で農地の権利（所有権や賃借

通知書は１枚で、簡単です。農業委員会事務局へお問い合

権など）を取得した場合は、農業委員会へ、その旨を届け出

わせ下さい。

しなければなりません。届け出は簡単です。農業委員会事

◎農地を貸したい場合は、お気軽に農業委員会にご相談下さい。

務局へお問い合わせ下さい。

問い合わせ先：農業委員会事務局（☎２２−９４２３）

ご存じですか？ 農業者年金保険料は全額所得控除となります
公的年金である農業者年金の保険料（国庫補助を除く）は、全額が所得控除の対象になり節税効
果が大変大きい。民間の個人年金ですと、年間で控除対象となる保険料は、所得税で５万円まで、住
民税で３万５千円までです。
農業者年金は終身保障です。今の掛け金はしんどいですが、老後、定期的に手に入るお金は貴重
なもの。自分への長期投資と考え、できれば若いうちから加入しましょう。
農業者年金加入家族

未加入家族

年間所得

２００万円

２００万円

農業者年金保険料

２４万円

な し

21.4万円

25万円

農業者年金の節税効果イメージ
（保険料

月額２万円の場合）

※夫婦２人家族で、農業以外に所得はなく、他の所得控
除もない家庭を試算しています。
※表は上記条件の場合の金額であり、個人により税額
等は異なります

税

額

注）
所得税と住民税の合計額

税負担３.６万円の差：自分の老後に年２４万円投資して３万６千円の利息がついた。
（日本農業新聞６月１日付より）
農業者年金は、農業者の方なら広く加入できます（下記の要件を全て満たす方）
①国民年金の第１号被保険者 ②年間６０日以上農業に従事する６０歳未満の方
保険料は、月額 ２万円から６万７千円まで選べます。中途で変更も可能です。
詳しくは、農業委員会事務局（☎２２−９４２３）までお問い合わせ下さい。

事業者の皆様へのご案内
従業員の町県民税は特別徴収による納税を！
● 特別徴収とは？
所得税の源泉徴収にあたるものが町県民税では特別
徴収と呼ばれています。
町県民税の特別徴収とは、事業者（給与支払者）が、従
業員（給与所得者）が納めるべき税額を毎月支払う給与
から徴収（天引き）し、その徴収した税金を町に納入して
いただく制度です。
従業員毎の町県民税は、町で計算してお知らせします
ので、事業者の方にとっては所得税のように年末調整を
するなどの手間がかかりません。
※地方税法第３２１条の４及び町条例の規定により、事業
者は原則としてすべて特別徴収義務者として町県民税
の特別徴収を行うこととされています。

事業者の皆様
従業員（給与所得者）の「所得税は給与から源泉徴収
しているけれど、町県民税は徴収していない」ということ
はありませんか？

従業員の皆様
給与所得に係る町県民税は、給料より天引き（特別徴
収）されていますか？
従業員の町県民税は、特別徴収による納税をよろしく
お願いします。
税務課……………………☎ 22-8841
中津支所地域行政課……☎ 54-0321
美山支所地域行政課……☎ 56-0321
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交流センターのコーナー

長保有紀 歌謡ショー
平成２２年8月14日
開

入場無料

演 午後2時（開場：午後1時３０分）

出

演：長保 有紀［日本クラウン演歌歌手（'94ＮＨＫ紅白歌合戦出場）］
丘 みどり［徳間ジャパン演歌歌手］
お問い合せ先：日高川交流センター（☎54−0326、FAX54−0174）

催し物のご案内

（中津公民館）
お 問 い 日高川交流センター
合わせ先 TEL ５４−０３２６ ＦＡＸ ５４−０１７４

●7月18日㈰ ＧＲＥＥＮ ＰＩＥＣＥ
（野外ライブ）
開
演：午前11時
アーティスト：有山じゅんじ・川上次郎（EX.KUSUKUSU）・はじめにきよし・藪下将人
ビューティフルハミングバード・メトロロ・楽音カルテット（fromぽんぽこ楽音）
チケット：前売り券 3,000円
●7月25日㈰ 夏の祭典 カラオケ夢祭り（カラオケ発表会）
開
演：午後１時
●8月8日㈰ 生涯学習講演会
開
演：午後１時
講
師：木下博勝
●8月28日㈯ 名古屋大交響楽団演奏会（オーケストラ）
開
演：午後１時30分
演
奏：名古屋大学交響楽団（総勢１００名）

カブト虫と遊ぼう！
！
緑いっぱいに囲まれた自然体験型施設「カブト虫の森」
！
！
ヽ(^◇^*)/
園内の樹木からカブト虫を探してみよう！うまく見つけられるかな？
世界のカブト虫や、クワガタの展示販売もあるよ！
【場

所】高津尾地内（第二鳴滝キャンプ場隣接）

【営業期間】午前10時〜午後４時まで

◆７月３日から８月１日までは、土日祝のみ営業
◆８月７日から８月１５日までは休まず営業

【入園料金】お一人様（３歳以上）300円
【販

売】カブト虫の販売

※団体割引有

◆オス 500円／匹

◆メス 300円／匹

【団体予約・お問い合わせ先】なかつのカブト虫グループ
TEL：５５−０５６５（代表）
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◆ペア 700円／匹

６０回「社会を明るくする運動」

第

〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ〜

７月を「社会を明るくする運動」の強調月間としています。
すべての人々が犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更正について理解を深め、それぞれの立場において力を合
わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
近年、高齢や障害を抱えた出所者、身寄りが無くなった出所者が増加し、又、非行少年の問題が深刻化するにもかかわ
らず、厳しい社会情勢を反映して就労や福祉の機会は狭まっており、過ちを犯した人が一人で立ち直ることは、ますます
難しくなっています。
このような状況の中、更正を志す人には地域の皆さんのあたたかい支えが何よりも必要となってきます。罪を犯した人
や非行のある少年を励まし、すべての人が幸せに暮らせる安全・安心な社会を実現するため、皆様のご協力をお願いします。

「防ごう犯罪と非行・助けよう立ち直り」
日高川町社会を明るくする推進委員会

金融庁・消費者庁からのお知らせです

貸金業法が大きく変わります!
平成22年6月18日に改正法が施行され、
■ 借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
■ 借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。
年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。
法律の詳しい内容は、金融庁ウェブサイトをご覧ください。 http://www.fsa.go.jp/

借入れや返済のお悩みは、お早めにご相談を !
─── 相談窓口の連絡先は、以下の番号でご案内します。───
ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ

守

ろう

よ

みん

な

を

消費者ホットライン（消費生活相談窓口） 0570-064-370
多重債務相談窓口 近畿財務局 06-6949-6875

8月は経済産業省主唱の
電気使用安全月間です
忘れていませんか?
コンセントのプラグは定期的に清掃しましょう。
財団法人 関西電気保安協会
http://www.ksdh.or.jp/
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平成２２年度 狩猟免許試験の開催について
（網、わな、第１種銃猟免許、第２種銃猟免許）
平成２２年度の狩猟免許試験が、下記により実施されます。
狩猟免許試験に先立ち、和歌山県猟友会が実施する講習会も下記日程で開催されますのでご案内します。

◇

猟友会主催の講習会
講

習 日

会

場

名

受講料

８月２１日㈯〜８月２２日㈰

和歌山ビッグ愛（和歌山会場）

８月２３日㈪〜８月２４日㈫

上富田文化会館（田辺会場）

10,000円

※他種の狩猟免許を持っている方が、別免許の講習を受ける場合は、5,000円の受講料となります。

◇

狩猟免許試験
講

習 日

会

場

名

手数料

和歌山県民文化会館（和歌山会場）

８月２８日㈯

上富田文化会館（田辺会場）

5,200円

※他種の狩猟免許を持っている方が、別免許試験を受ける場合は、3,900円の手数料となります。

◎申込締切日▶８月１６日㈪まで ◎申込先▶日高振興局農業振興課

☎24-2926

ひとり親家庭医療費受給者証更新のお知らせ
ひとり親家庭受給者証の使用期限が７月末となっています。
７月上旬に更新申請書を受給者の方にお送りしますので、
７月末までに更新の手続きを
行ってください。
※旧受給者証では、
８月以降使用できませんのでご注意下さい。
■お問い合わせ先 住民課

各種講習のご案内
○職長・安全衛生責任者教育
（リスクアセスメント含む）
［日

時］ ８月３日㈫〜４日㈬

［受 講 料］ １２，
５００円（テキスト代含む）

○木造建築物の組立て等作業主任者
［日

時］ ９月７日㈫〜８日㈬

［受 講 料］ ９，
９００円（テキスト代含む）
［場

所］ 和歌山県建設会館 ３Ｆ会議室

［申込み先］ 建設業労働災害防止協会和歌山県支部
ＴＥＬ０７３−４３６−１３２７
ＦＡＸ０７３−４２６−３９８７
※講習会の受付は、約１ヶ月前からですが、定員になり次
第しめきります。
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☎２２−１７０１

あなたも放送大学で
学んでみませんか？
── 放送大学学生募集 ──
放送大学はテレビやラジオで授業を行う通信制の大学
です。
大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的
で、いつでも、どこでも、誰でも、学びたいだけ学べる大
学です。
ただいま平成２２年１０月入学生を募集しています。文学
から科学まで幅広い分野を、半年１万７千円から学べます。
入学試験はありませんので、お気軽にお問い合わせ下
さい。
○出 願 期 間 ６月１日〜８月３１日
○お問い合わせ 放送大学和歌山学習センター
〒６４１−００５１ 和歌山市西高松１丁目７−２０
☎０７３−４３１−０３６０
Ｅ−mail wakayama-sc@ouj.ac.jp

梅雨真っ直中、局地的集中豪雨など近年予期せぬ事態が発生します。
携帯電話に、警報のメールが送られて来るたびにどきっとします。
大きな被害がないように、しかし又適当な雨が降りますように。
車にはいつもカッパと長靴が欠かせない時期です。
さて、
２月から実施致しました地区懇談会も第一回目を終えました。
平日の日中、それも短時間の駆け足のようなスケジュール。
区長さんや区民の皆様方に無理をお願いし、生のお声を聞かせて頂きました。
ご指摘頂いたこと、ご意見を伺ったこと、改善すべき所、反省すべき事項は真摯に受け止め対処
していきたく思います。
次回からは夜間や休日に、範囲を広げるとかテーマを絞る等、いろんな工夫をしていきたく思い
ます。色々な方々と色々な立場で、出来るだけ多くの機会を作りお話を伺いたく思います。
懇談会で持ち帰った事項は、全
体の中で検討して、必ずお返事さ
せて頂きます。
また、ご要望頂いたことのうち、
通学路の夜間照明や、手すりの設
置、生活道路補修対策費等何件か
は、すぐに実行に移すべく予算化し
て、
６月議会に上程させて頂きまし
た。
これからもお気軽にご意見ご提
言を申し出て下さい。
今月、機構改革も行いました。親
しみやすい、住民のための役場に
向かって職員一同がんばらせてい
ただきます。

by ダーシャ
To the People of Hidakagawa-cho,

日高川町のみなさまへ

Thank you. From the bottom of my heart, thank you.
Your beautiful town made me feels like I was at home.
From you I learned new ways of thinking and new ways of
doing. Im excited to make niku jagga for my family and to
make ocha for my friends. I think they will like it. When I
go back to America, I will carry Japan in my heart. When I
have a chance, I will teach a little bit about Japanese culture.
Also, I will keep studying Japanese and shuji. I think its
important we dont forget our experiences. My life in Japan
will also have a connection to my life in America because,
maybe the most important thing I learned is never give up!
Even when its diﬃcult, do your best! Wherever I am in the
world, I will always remember the word がんばれ！
Sincerely,
Dacia

みなさん、今までありがとうございました。心から感謝
申し上げます。きれいなこの町は故郷にいる様で快適でし
た。みなさんから今まで知らなかった考え方や方法を教わ
りました。私は家族に肉ジャガを作ったり、友達をお茶で
もてなしたりする事を楽しみにしています。家族や友達は
きっと気に入ってくれると思います。アメリカへ帰国する
際、日本の事も携えて行きます。機会があれば、日本の文
化を少し伝えたいと思いますし、また日本語の勉強と習字
も続けていきます。私達の経験は忘れない事が大切だと思
います。日本の生活で学んだ、決してあきらめない！と言
う事は多分とても大切だと思うので、アメリカの生活でも
活かして行けると思います。困難な時でも、ベストを尽く
せ！私は世界中どこにいても「がんばれ！」の言葉をいつ
も口にする事でしょう。
敬具
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7月

日高川町広報カレンダー

４ヶ月・６ヶ月・１０ヶ月児健診

1日 〈H22年２月・H21年１２月・８月生〉
木

（１３
：
００〜 保健センター 川辺）

2日
土

カブト虫の森 開園日
（10：00〜16：00）

4

7日
水

乳がん・子宮がん検診
（13：００〜 健康管理センター 中津）
集団健診
（７
：
００〜８
：
００ 山野会館）

集団健診
（７：００〜８：００ 入野集落センター）

14日

（７：００〜８：００ 健康管理センター）

24日 カブト虫の森 開園日
土

（10：00〜16：00）

集団健診
（７
：
００〜９
：
００ 寒川多目的施設）
日 空き缶リサイクルデー
日
（かわべテニス公園）
カブト虫の森 開園日（10：00〜16：00）

25

水

16日 のびのび広場
金

土

（１０
：
００〜１１
：
３０ なかつ保育所）

（10：00〜16：00）

野外アコースティックフェスティバル
「ＧＲＥＥＮ Ｐ
Ｉ
ＥＣＥ」
日 〜あの日はじけた やまびこ便り〜
日
（１１：００〜 日高川交流センター野外ステージ）
カブト虫の森 開園日（10：00〜16：00）

（10：00〜16：00）

26日 保育料（６月分）納期限
月

心配ごと相談
（１３
：
００〜１５
：
００
日
社会福祉協議会美山支所）
火
ほのぼのルーム
（９
：
３０〜１１
：
００ かわべ保育所）

27

28日 集団健診
水

19日 カブト虫の森 開園日

29日

20日 心配ごと相談

30日

月

10日 カブト虫の森 開園日
土

13

18

木

金

22日
金

集団健診
（７
００〜８
：
００ 農改センター）
日 ：
心配ごと相談
火
（１３：００〜１５：００ 社会福祉協議会本所）

17日 カブト虫の森 開園日

8日
9日

（１３：１５〜 保健福祉センター 美山）

木

月

火

水

23日 集団健診

15日

5日

中津・美山地区１歳６ヶ月・３歳

21日（３歳６ヶ月）児健診
木

月

カブト虫の森 開園日
（10
：00〜16：00）
日
集団健診
日
（７：００〜９：００ 川辺西小学校体育館）

6日

11

12日

金

3日

カブト虫の森 開園日
（10：00〜16：00）
日 集団健診
日
（７：００〜９：００ 山村開発センター）
参議院議員通常選挙投票日

火

（10：00〜16：00）

（１３：００〜15：00 社会福祉協議会中津支所）

健診は川辺地区の人は川辺地区で、中津・美山地区の人は中津・美山地区で受診してください。

（７：００〜８：００ 中津小学校体育館）

木

金

31日 カブト虫の森 開園日
土

（10：00〜16：00）

8月
集団健診
（７
：
００〜９
：
００
日
日高川交流センター）
日
カブト虫の森 開園日
（10：00〜16：00）

4日

固定資産税（第２期分）
国民健康保険税（第１期分）
日 水道料金（７月分）
月
長寿医療保険料（第１期分）
納期限

6日

1

2

3日
火
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水

集団健診
（７：００〜８：００ 旧川中第一小学校体育館）
４ヶ月・６ヶ月・１０ヶ月児健診

5日 〈Ｈ２２年３月・１月・Ｈ２１年９月生〉
木

（１３
：
００〜 保健センター 川辺）

金

7日

カブト虫の森 開園日
8/7〜8/15（10：00〜16：00）
※悪天候日を除き毎日開園

8日

集団健診
（７：００〜9：００ 平スポーツセンター）

土

日

9日
月

集団健診
（７：００〜8：００ 旧子十浦小学校体育館）
心配ごと相談

10日（１３：００〜１５：００
火

社会福祉協議会本所）

ホタル祭り賑わいました。
５月２９日夜、玄子地区で商工会青年部主催の
「ホタル

住民登録人口（平成22年6月1日）
人口 11,015
男 5,166 女 5,849 世帯数 4,130

鑑賞の夕べ」
が開催されました。
会場では、
三味線の演奏や恒例のホタルマンとのジャン
ケン大会等で大盛況でした。
訪れた人々は、
川沿いで乱舞する幻想的な光のホタルを、
今年整備された遊歩道でゆっくりと鑑賞しました。
また、
６月１２日には、美山ホタル祭り
（美山ホタル祭り実行
委員会主催）
が寒川地内で開催されました。
ホタル鑑賞に
先立ち、恒例になった
「アユのつかみ取り」
が行われ、子ども
達は焼きたてのアユの串焼きをおいそうに食べていました。
そ
の他にも親子釣り大会等楽しいイベントが行われました。

編集/日高川町まちみらい課

〒649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生160 TEL0738-22-2041 FAX0738-22-1767
ホームページ:http://www.town.hidakagawa.lg.jp

「ほたる寄席」
と
「ささゆり風呂」を満喫
〜 あやめの湯鳴滝 〜
６月１２日、あやめの湯鳴滝で上方落語の桂坊枝さんらによる「ホタル寄席」が開催され
ました。温泉では、
１２・１３日と町特産の「ささゆり」を浮かべた「ささゆり風呂」が登場し、
訪れた人々はホタルの季節のひとときを、温泉と寄席で楽しみました。

