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広 報［ひだかがわちょう］

アーチェリー銀メダリスト
古川高晴さんが来町（詳しくは5ページ）

神無月
10 月

台風12号から1年

〜 復 興 式 典 〜
台風12号災害から1年の9月4日、日高川交流センターで復興式典が行われました。
遺族や被災者、復興にご協力いただいた団体関係者ら約200人が犠牲者に黙とうを捧げた後、復興にご尽力いた
だいた町建設業協同組合、町水道協会、JA紀州中央、町社会福祉協議会、県産業廃棄物協会、日高環境衛生協同組
合、美山村森林組合に感謝状が贈呈されました。
玉置町長からは、県はじめ県内外の市町村からの支援や、自衛隊やボランティアなど多くの皆さんへの感謝を申
し上げ、「この大災害を教訓に強靭な筋肉質の防災、減災体制を作り上げていきます。日高川町は負けへんで！み
んなで力を合わせて元気な日高川町を再建します。」と誓いの言葉を述べました。
式典後は、「日高川町での災害リスクと地域防災力」をテーマとした和歌山大学防災教育研究センター長、此松
昌彦さんによる記念講演も行われ、台風12号災害当日の雨量データについて説明された他、「地域がコミュニケー
ションをとることが大切。日高川町の『防災となり組』は模範になる。」と今後も地域における災害対策が重要で
あることをお話しいただきました。

─ 台風12号災害 ─

動画映像を募集

和歌山県では、昨年9月の紀伊半島大水害の多大なる被害状況と復興の取り組みを風化させることなく
後世に引き継ぐため、記録DVDを制作します。災害の教訓を語り継ぐためにも、ぜひ多くの皆様のご協力
をお願い申し上げます。
■募集内容
県内で撮影した被害発生時の状況を記録した動画映像。（浸水被害の様子や土砂崩れ・土石流の様子な
どがわかるもの。携帯電話やスマートフォンでの撮影も可）
■応募方法
「撮影場所」「撮影時間」「提供者の住所・氏名・連絡先」を明記の上、動画映像のデータをDVD等の
電子媒体に複製し持参か郵送して下さい。当時の状況を説明するコメントなども書き添えて頂ければ幸
いです。（※返却が必要な場合はその旨を明記してください）
■応募締切 10月22日㈪
■ご 応 募
■お問合せ

〒640−8533

和歌山市栄谷151

メール：suigai@tv-wakayama.co.jp

㈱テレビ和歌山

「紀伊半島大水害DVD」制作係

㈱テレビ和歌山

営業部【担当

吉井・花阪】

☎073−455−5721
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台風12号から1年

〜 被 災 当 時と現 状 〜
昨年9月4日当時の写真と、現状の写真とを並べてご紹介します。完全復興している所、まだ復旧中の所と様々で
すが、他の地域の被災状況や台風の猛威を再認識すると共に、この1年の復興の姿をご確認ください。
川辺大橋より松瀬地区を臨む

蛇尾方面より下平川地区を臨む

役場中津支所前より新田橋を臨む

鳴滝キャンプ場前

皆瀬地内

川上橋より下流側を臨む
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JA紀州中央と災害協定調印
JA紀州中央と日高川町は9月11日、
「防災関係の協働事業に関
する協定」を締結しました。昨年9月の台風12号災害時は、Aコー
プかわべ店の食料（水やお茶、おにぎり、パン等）の無償提供の他、
選果場の避難場所としての開放など初動支援に大きく貢献してい
ただきました。
今後は、災害時の救援物資調達や集積場所、搬送車両の提供に
ついて町の要請に応じてJA紀州中央よりご協力いただく他、防災
啓発事業や災害応急対策事業等地域の防災活動における協働を
進め、より一層の防災意識と協力体制の強化を図ることを約束し
ました。

紀州路クリーン大作戦が
行われました
8月25日に「紀州路クリーン大作戦」として、町建設業協同組合（清水達成組合長理事）に加入する40社約140人が参
加し、県道及び町道の清掃作業が実施され、道路に覆いかぶさった木々の伐採作業等が行われました。

あやめ学園ボウリング大会
あやめ学園主催の「ボウリング大会」が御坊市内の東宝ボウルで行わ
れ、学園生22名・5チームが参加。親睦を深めることができました。結果は
下記の通りです。
（敬称略）

団

体

［第１位］横山チーム（横山美雪・橋爪房子・石本幸也・東 スミ子・原 殖明）
［第２位］谷平チーム（谷平 富・清水薗子・吉村晴男・谷平貴代子）
［第３位］勝元チーム（勝元 勲・谷口 彰・柳川定夫・熊代富美子）

個

人

［第１位］横山

美雪

［第２位］井原

廣美

［第３位］谷平

貴代子
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平成25年 日高川町成人式
■日時 平成25年1月13日㈰10：30〜（受付 9：30〜）
■場所 日高川交流センター（高津尾718−3）
■新成人対象者 平成4年4月2日〜平成5年4月1日までに生まれた町内居住
者。在学当時町内に居住し、町内小・中学校を卒業し、現在町外に転出した方。
※対象者には、10月下旬に案内状を送付いたします。
■お問合せ 教育委員会生涯学習課 ☎22−8816

平成24年日高川町成人式の様子

中高生が交流舞台「ふたりのひとつ星」
〜日高川町・大阪狭山市青少年交流事業

第1弾〜
日高川町と友好都市・大阪
狭山市の中高生による、両市
町 の 絆を結 ぶ 物 語「 ふたり
のひとつ星」が8月18日に日
高川交流センターで行われ、
110人の出演者によるダンス
パフォーマンスや美山太鼓と
のコラボレーションで満員の
観客を魅了しました。

美山太鼓もコラボレーション

中高生の力強い姿に、
観客も涙

終演後はセンターの外でお見送り

ロンドン五輪アーチェリー個人銀メダリスト
古川さんが来町
南山陸上競技場で開催された第67回国体近畿ブロック大会にて、
ロンドン五輪でアーチェリー個人の銀メダルを獲得した古川高晴選
手が銀メダル獲得を報告されました。
報告後は選手仲間や見学に来ていた町民との撮影会にも応じる、
気さくな人柄。アーチェリー教室に参加する子ども達も、
銀メダルを首にかけてもらい撮影会にのぞみました。
2015年の第70回紀の国わかやま国体では、アー
チェリー競技の会場となる予定ですが、古川選手も「こ
の機会に、ぜひ皆さんアーチェリー教室などで経験し
てみてください。」と話されていました。
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銀メダル獲得を報告する古川さん

公 民 館 委 員 を 募 集 します。
■対

象

特に公民館活動に興味・関心のある、町内に居住している方で、
公民館事業の企画・立案・運営に参画していただける方

■人

数 各公民館（川辺、中津、美山）の区域ごとに、3名以内

■年

齢 20歳〜

■委嘱任期 2年間
■公募締切 10月31日㈬
■提出書類 履歴書、応募理由
■お問合せ 川辺公民館

☎22−9553

中津公民館

☎54−0326

美山公民館

☎56−0391

日高川町「女性の集い」
■日 時

10月27日㈯ 13：30〜16：00（受付 13：00〜）

■場

所 日高川交流センター ホール

■内

容 日高川町女性団体連絡協議会加盟団体メンバーによる「演奏」、
「カラオ
ケ」、
「舞踊」、
「コント」、
「腹話術」、
「人形劇」などの発表
※ゲスト出演：天音太鼓保存会

■来場記念品 受付順に先着200名に記念品をプレゼント
■主

催 日高川町女性団体連絡協議会
※加盟団体：美山女性会、日高川町生活研究グループ連絡協議会

■お問合せ 教育委員会生涯学習課

☎22−8816

川辺文化祭

中津文化芸能祭

■開催日 11月3日㈯・4日㈰
■場 所 川辺西小体育館・農村環境改善センター
○作品展示 ［3日］9：00〜19：00 ［4日］9：00〜16：30
○舞台発表 ［4日］13：00〜16：00

■開催日 11月3日㈯
■場 所 日高川交流センター
○作品展示 9：00〜15：30
○舞台発表 10：00〜15：30
○バザー 生活研究グループ
うどん／カレー／おにぎり／
炊き込みごはん／コーヒー／
ロールケーキ／和菓子／ジュース類
○体験コーナー
・茶道部……………お茶席
・押し花サークル…押し花体験
（水害を生き抜いた桜花で）
■お問合せ 中津公民館
☎54−0326

各種体験教室
生け花教室

日 時
［3日］9：00〜

定

員

30組

材料費
¥300

パッチワーク教室 ［3日］9：30〜15：00

−

¥100または¥200

絵手紙教室

［4日］9：00〜14：00

−

¥100

押し花教室

［4日］9：30〜14：30

−

¥100

しめ縄教室

［4日］9：30〜11：30

親子10組

¥100

（よく切れるハサミを持参）

○お茶席コーナー ［4日］10：00〜 参加費無料
○オセロ大会 ［3日］13:30〜 対象小学生 参加費無料
★文化祭講演会「明恵上人のお話」★
☆日 時 10月30日㈫19:30〜
☆講 師 川岸光司氏（有田川町）
☆場 所 農村環境改善センター
■お問合せ 川辺公民館 ☎22−9553
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第8回 日高川町

バドミントン大会のおしらせ
日

時

10月28日㈰9：00〜

競技種目

ダブルス個人戦

会

場

川辺西小学校体育館

競技方法

各ブロック別のリーグ戦

参加資格

※21点のラリーポイント制。ただし参加

町内に在住、もしくは在勤されている小

人数により変更あり

学生以上の方。
部

門

①ジュニア（小学生の部）②一般Ａ

参

加

費

※当日受付で徴収します

③一般Ｂ④一般Ｃ（初心者 中学生以上）
※参加人数により編成替えもあります。

1人500円（学生は無料）

申込締切

10月18日㈭まで

※男女混合で行う場合もあります。

大会参加に向けたバドミントン教室を実施します！
ご都合にあわせて直接会場へお越しください。
（持ち物：ラケット、体育館シューズ ※貸ラケットは多少あります。）

○川辺教室

10月3日・10日・17日・24日の各水曜日 19：30〜 ・ 川辺西小学校体育館

○中津教室

10月6日・20日・27日の各土曜日

■お問合せ・お申込み

20：00〜 ・ 早蘇中学校体育館

体育協会事務局（教育委員会内） ☎22−8816

fax24−0154

日高川町自主講演会開催補助事業のご案内
広く町民や地域住民を対象とした講演会や研修会等を開催する場合に町から補助金が出ます！
補助対象

申

日高川町内に住所を有する方々で組織された団体また
はグループ
※同じ趣味を持つ仲間や地域の仲良しグループも可

補助金交付申請書を教育委員会 生涯学習課へご提出
ください。
※申請書提出期限：12月10日㈪

補助事業の内容
補助対象団体が主催し、広く町民や地域住民を対象と
した講演会や研修会等の開催。
（例）
○子育てサークルが講師を招いて町民を対象に子育

請

※申請書等は郵送します。または教育委員会ホーム
ページ「生涯学習課からのお知らせ」よりダウンロー
ドできます。
（アドレス http://www.hidakagawa-ed.jp/）
補

助

額

て講演会を開催する
○ジョギング仲間が講師を招いて地域住民を対象に健

団体またはグループからの申請に基づき審査し決定し
ます。

康体操教室を開催する
○仲良しグループが講師を招いて地域住民を対象に料
理講習会を開催する
※営利活動や宗教活動に該当せず、社会教育の範疇で

実績報告
事業終了後速やかに実績報告関係書類を提出してい
ただく必要があります。

あると認められる事業が対象。ただし、他の補助金
制度と重複する事業は対象外となります。
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お問合せ
教育委員会生涯学習課

☎22−8816

平成24年10月1日㈪から

「障害者虐待防止法」が施行されました。
障害者虐待防止法は、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた方に対する保護や自立の支援及び養護者に対
する支援などを行うことにより障害者の権利利益を擁護することを目的としています。
虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は、速やかに相談窓口にご相談下さい。
■相談窓口
○保健福祉課

☎22−9041（平日の8：30〜17：15）

○中 津 支 所

☎54−0321（

〃

）

○美 山 支 所

☎56−0321（

〃

）

○24時間安心コールセンター（御坊・日高障害者総合相談センター内）
☎23−2439（365日、24時間）

園庭開放のお知らせ
かわべ保育所では、園庭を開放しま

なかつ地域子育て支援センター

育児講座のご案内

す。保育所の園児以外のお子様も遊

講 演 会

びに来てください。

日時

『親と子のコミュニケーション』

10月20日

〜 絵本であそぼう 〜

［９
：
３０〜１１
：
３０］
（雨天中止）

■講師

＊必ず保護者同伴でお願いします。＊ケガ等については、
各自責任をもって対処お願いします。
＊ゴミはお持ち帰り
下さい。

お問合せ

かわべ保育所

井原 万見子氏
(イハラ・ハートショップ)
■日時 11月１日㈭ １０
：
００〜１１
：
００
■場所 なかつ保育所 遊戯室

お問合せ

☎２２−８５６０

なかつ地域子育て支援センター（なかつ保育所内）
☎５４−２０３１

かわべほのぼのルーム

「にんぎょう劇
「にんぎょう
劇」
■日時 10月23日㈫10：00開演 ■場所 かわべ保育所（遊戯室）
■内容 「くまパパさんのショータイム」
「そらまめくんのベッド」
※人形劇場クアパパによる人形劇を開催します。
（2歳以上児対象）
お友だちにも知らせてあげて下さいね！遅れないようにお越し下さ
い。お楽しみに☆

お問合せ

かわべ地域子育て支援センター
☎２２− 9266
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農業振興を考える女性の交流事業

「日高川アグリ ウーマンネットワーク」
第１回研修会参加者募集
農作物の生産（家庭菜園可）
・加工等に携わる、日高川町内在住の女性の方を対象に「楽しく語ろう農家ライフ」をス
ローガンとして、相互の交流を深め、ネットワークを広げることを目的に開催します。
■内
容
■日
時
■場
所
■受 講 料
■募集期間

「町内の女性農家による事例発表と座談会」
10月23日㈫ 13：00〜15：00
農村環境改善センター
無料
10月10日㈬まで
第2回は、県内視察研修を平成25年1月28日㈪に予定しています。
改めて募集いたします！
（ただし、県内視察研修では実費負担（2,000円程度）が必要です。）
■主
催 日高川町農業振興協議会「農業振興を考える女性部会」
（協力：女性の交流事業企画立案チーム）
■お問合せ・お申込み 日高川町農業振興協議会事務局（農林業課内） ☎22−2048

FAX 22−1762

農業委員会からのお知ら
農業委員会からのお知らせ

「かけがえのない農地を守り生かしましょう。」
農業委員会では農地パトロールを実施しています。
農業委員会では、10月・11月を農地の有効利用を呼びかける強調月間と定め、各地区農業委員が農地の利用状況（利
用状況調査）や、耕作放棄地等の調査（農地パトロール）を行いますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

◉遊休地や耕作放棄地が増加すると
周辺の環境が悪化します。
①雑草が生い茂り周辺農地に大変迷惑。
②産業廃棄物などの不法投棄、土砂などの堆積が心配。
③病害虫や鳥獣害、枯れ草の火災発生が心配。
耕作放棄地の発生防止と解消対策の強化を図っています。

◉農地を荒らさず耕作しましょう。
農地の権利を有する者は「農地を農地として利用する
責務」があります！農地法では「農地の所有権・賃借権を
有する者はその適正かつ効率的な利用を確保しなけれ
ばならない」旨の 責務規定 が設けられています。

◉農地の売買、農地以外への転用には
農業委員会の許可が必要です。
①農地の売買…農地法３条の許可
②自分の農地を農地以外に転用する…農地法４条の許可
③自分の農地を売買（貸借）して農地以外に転用する
…農地法５条の許可
詳しくは、地区農業委員や農業委員会事務局にお問い
合わせ下さい。
■お問合せ 農業委員会事務局 ☎22−9423

〜農林業課より、有害獣による農作物被害防止対策について！〜
◇有害獣捕獲状況

有害獣の捕獲頭数は、前年度に比較して急増しています。

捕獲頭数
（４〜８月実績）
イノシシ

ニホンジカ ニホンザル

Ｈ２３

２６１

５１６

７９

Ｈ２４

７５２

８６２

１１５

＋４９１

＋３４６

＋３６

前年度比
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農作物の被害対策は、地域の皆様のご協力が必要です。出来るだ
け農地に出向いて追い払いを行うなど、有害獣を農地に
近づけない、食場や住みかとなる放任農地を減らす、侵
入させない防護対策を行いましょう。
※本年度も毎週月・水・金に環境警備隊が出動していま
す。皆様のご理解とご協力をお願いします。

全国一斉 女性の人権
ホットライン強化週間
☎0570−070−810（全国共通）
11月12日㈪〜18日㈰
8：30〜19：00（ただし土日は10：00〜17：00）
■場所 和歌山地方法務局内人権相談室
夫やパートナーからの暴力、ストーカーなど女性

DV被害者支援ボランティア
養成講座（基礎編）受講者募集
DV（配偶者や恋人からの暴力）への正しい理解
と、被害者への正しい支援方法を身につけ、二次加
害を防ぎDV防止につなげるための講座です。
■日 時 12月2日㈰及び16日㈰ 各10：00〜15：00
■場

所

御坊市中央公民館（御坊市薗387-1）

をめぐる各種の問題について、法務局職員または人

■参加費

無

料

権擁護委員が相談に応じます。

■対

象

一

般

■お問合せ 和歌山県人権擁護委員会連合会

■定

員

30人

☎073−422−5131

（申込者多数の場合は選考させていただきます）

「わかやま企業説明会」開催
〜49社集結予定〜
■日 時 10月9日㈫13：00〜16：00（受付12：30）
■場

所

■対象者

和歌山ビッグ愛

10月31日㈬

■応募方法

郵送、FAX、Eメール、来所
いずれかの方法

※申込時に応募動機（400字程度、形式自由）を
ご提出ください。
■備

考

大ホール(和歌山市)

一般求職者
平成25年春大学等卒業予定者
(既卒3年以内の方を含む)

■内

■応募期限

容 ・適職診断コーナー・交流スペース

希望者には一時保育を行います。
応募時に申し込んでください。

※一時保育対象は１歳〜小学２年生
■主

催 和歌山県男女共同参画センター りぃぶる

■ご応募・お問合せ
和歌山県男女共同参画センター りぃぶる

・新卒応援ハローワークコーナー

☎073−435−5245

・キャリアコンサルタントによる相談コーナー

Eメール

FAX073−435−5247

libre@sirius.ocn.ne.jp

・ジョブカフェコーナー
■服

装 クールビズにてお願いします。
（上着・ネクタイ不要）

■主

催

NPO法人キャリア・ファシリテーター協会

■お問合せ 若年者地域連携事業推進センター
☎073−421−8002

被害者支援 無料相談
弁護士、臨床心理士、犯罪被害者相談員がお答え
します。
（無料、秘密厳守）
■日時 10月27日㈯10：00〜16：00
■場所

田辺市民総合センター（田辺市高尾一丁目）

■内容

犯罪や交通事故などの被害者や家族等か
らの電話・面接による相談

■相談電話 ☎0739−23−5110（専用）
■面談相談

当日もお受けしますが、なるべく前日
までにご予約ください。

■お問合せ 公益社団法人 紀の国被害者支援セン
ター

☎073−427−1000

掲載広告を募集します
［サイズ 縦45.5㎜×横86㎜］
地域経済の活性化および町の財源確保を図るた
め、
「広報日高川町」
（平成25年1月号以降）にて民
間企業等の広告掲載を始めることとなりました。詳
しくは下記までお問合せください。
■お問合せ まちみらい課 ☎22−2041
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環境保全促進助成事業

地球環境保全における森林の役割を考えるシンポジウム
第24回「星空の街・あおぞらの街」全国大会in日高川町プレイベント
この事業は全国
モーターボート競走
施行者協議会からの
拠出金を受けて実施
するものです。

■日程 10月28日㈰13：00〜（現地見学会は9：00〜）
■場所 日高川交流センター他
■入場 無料
■定員 先着500名
■開催概要
○ 9：00〜11：00 木質バイオマス利活用 現地見学会
○13：00〜14：00 基調講演「地球環境保全における森林の役割と木質バイオマス」
［講
師］秦 誠二氏（植物化学研究所 所長・インドネシア技術評価応用庁シニアアドバイザー）
○14：10〜14：55 木質バイオマス取組事例報告
谷関 俊男氏（和歌山県森林組合連合会 代表理事専務）／篠宮 健氏（株式会社バイオマス・プロダクツ代表取締役社長）
大澤 一岳氏（和歌山県産業技術政策課企画・エネルギー班 主査）
○15：05〜16：30 パネルディスカッション「環境にやさしい新エネルギー（再生可能エネルギー）の町づくり」
［司
会］岡田 和久氏（社団法人わかやま森林と緑の公社・森林インストラクター）
［パネラー］玉置 俊久町長（日高川町）／谷関 俊男氏（和歌山県森林組合連合会 代表理事専務）／藏光 俊輔氏（藏光農園）
吉田 英義氏（美山村森林組合 代表理事組合長）／西 和洋氏（株式会社共立メンテナンス 日高川営業所長）
■お問合せ・お申込み まちみらい課 ☎22−2041

〜 かわべ天文公園コーナー 〜

★

A murmur of a ★ star

星のつぶやき

夏休みが終わって一息ついたころから、天文公園の地
元・和佐地区の祭囃子の練習の音が聞こえてきます。しか
し皆さんがこの広報をお読みになっているころは、そのお
祭りもハイライトを迎えていることでしょう。この祭囃子が
聞こえなくなると、秋も本格的になっていくように感じて
いるのですが、皆さんはいかがでしょうか。
そんな祭囃子の陽気さとは逆に、秋の星空は他の季節と
比べると少し寂しいと言われます。それは、前後の季節の
星空には街中でも必ず見える明るさの １等星 が複数個
あるのに対し、秋にはたった一つしかないからです。 秋の
ひとつぼし とも呼ばれるこの星の名は、
「フォーマルハウ
ト」。 みずがめ座 のモデルとなっている美少年ガニュメ
デスが持つ水瓶から流れ落ちる水を、飲み干さんばかりに
大口を開けている みなみのうお座 と言う大変マイナー
な星座の口に輝いています。ずば抜けて明るいわけでもな
いので、他の星たちに惑わされることのない街灯りの中の
方が、かえって探しやすいかもしれません。
詳しい探し方は、現在投影中のプラネタリウム番組『秋
の星空交差点』
を見て下さいね。
ところで、先月号に 天の川が写っている と言う写真を
紹介しましたが、秋が深まるにつれて、この天の川とも出
会いにくくなります。その代りにと、天の川と同様に星空の

良さを表す目安になってくれるのが、
「アンドロメダ銀河」
です。かつては、望遠鏡を通してもただぼんやりと見える
その様子から アンドロメダ星雲 と呼ばれたこともありま
したが、望遠鏡や観測技術の発達により、 星雲＝ガスの
かたまり ではなく 銀河＝星の大集団 であることが分か
りました。そのため、現在では「アンドロメダ銀河」と表す
ようになっています。アンドロメダ座は、母親であるカシオ
ペヤ座の隣に描かれているので、カシオペヤ座の辺りをぼ
けっと見ていると、近くにぼんやり見えるものがあるハズ
…です。とは言っても、なかなか気づいてもらえないかも
しれません。よかったら、毎週末の夜に行っている観望会
にお越しいただき、私と一緒に探してみませんか？
■かわべ天文公園 館長 上玉利 剛
（かわべ天文公園 ☎53−1120）

〜11月17日・18日開催の「第24回星空の街・あおぞらの街全国大会in日高川町」
に向けての連載コラムです。〜
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今年の運動会そして秋祭りは、昨年の災害ですべて中止になった分、皆さんの気合いもひとし
おです。子供さん達の元気な声、そして老若男女一緒になっての運動会。こういった行事は地域の
元気の素です。みんなで去年の分も楽しもう。
「負けてへんで、日高川町は」。そんな表れだと思い
ます。
9月のはじめに、昨年の水害被害から1年ということもあり、御坊保健所の保健師の皆さんと町
の保健師で、家屋の浸水被害に遭われた住民の方々の健康状態の把握のため、家庭訪問に回らせ
ていただきました。
参加した保健師から聞きました。
「身体的・精神的な健康状態、また生活の様子、水害への思い等々聞かせていただき、私自身も
水害のことを思い出していました。あの時も今日みたいに暑さが厳しかったことや健康管理セン
ターの片付けのこと、家屋の消毒に回ったことがまぶたに浮かびました。
・
・
・水害直後、日高川町に関わる誰もが地域のために本当
に一生懸命だったと思いますし、これからも復興に向けてそ
れは続いていくことと思います。また、それぞれに仕事や家
庭での役割をもち、日々の活動の中でも大変なことがある
と思います。
地域住民の皆さんも職員の皆さんも、一生懸命できるの
は健康な身体とこころがあってのことと思います。時々は立
ち止まり、ご自分の身体とこころの健康に目を向けてほしい
と思いますし、私自身もそう心がけたいと思います・
・
・。」
その通り。十分に留意したいと思います。

交流センターのコーナー
来てくれるのは
2号車です。

本とあそぼう！
全国訪問おはなし隊がやって来る☆
（1号車は山形県）

0歳児から小学生を対象とした、約550冊の絵本・児童書を積載した
可愛いキャラバンカーが日高川町にやって来ます！

と き

10月20日

ところ

日高川交流センター 駐車場＆会議室

○10：00〜10：30

おととしの様子
（参考）

キャラバンカーの約550冊の絵本を自由に読めます☆

○10：35〜11：05 おはなし会（紙芝居や絵本の読み聞かせがあります☆）

参加無料 & 申し込み不要
【催し物情報】
●10月28日㈰

お問い合せ先

星空の街あおぞらの街全国大会in日高川町プレイベント
地球環境保全における森林の役割を考えるシンポジウム 〜木質バイオマス活用普及啓発事業〜

日高川交流センター（中津公民館） ☎５４−０３２６ ＦＡＸ５４−０１７４
ホームページ／http://www.hidakagawa-ed.jp/exchange/index̲exchange.html
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日高川町広報カレンダー

後期高齢者医療（第3期分）
日 国民健康保険税（第3期分）
水道料金（8月分）納付期限
月
移動図書（川辺公民館）

1

12日
金

13日 植物観察会（11：00〜
土

2日

日高川交流センター）

14日 下阿田木祭（皆瀬）

火

日

3日

15日 移動図書（川辺公民館）

水

月

4ヶ月・6ヶ月・10ヶ月児健診

4日 〈平成23年11月、平成24年3・5月生〉
木

（13：00〜 保健センター）

16日 心配ごと相談（13：00〜15：00
火

社会福祉協議会中津支所）

17日

5日
金

水

6日

18日

9

1歳6ヶ月・3歳児健診
日〈平成21年2・3月生、平成23年2・3月生〉
水
（13：00〜 保健センター）

10

11日 行政相談（13：30〜15：30
木

役場中津支所)

（13：15〜 保健福祉センター 美山）

25日
金

のびのび広場「クッキング」
〈2歳児〜未就園児〉
日
金 （10：00〜11：30
保健福祉センター 美山）

人権・登記・心配ごと相談
（13
：00〜15：00 社会福祉協議会本所）
日
行政相談
火
（13：00〜16：00 社会福祉協議会本所）

水

男の料理教室（19：00〜 川辺公民館）

丹生祭（江川）、紀道祭（三百瀬）、
日 長子祭（小釜本）
日
美山中学校・体育祭

月

１歳６ヶ月児・３歳児健診

24日〈平成21年2・3・4月・平成23年2・3・4月生〉

26日 巡回職業相談（13：00〜15：00

木

8日

23

木

土

7

かわべほのぼのルーム「人形劇」
（9：30〜11：00 かわべ保育所）
行政相談（9：00〜11：00 役場美山支所)
日 心配ごと相談（13：00〜15：00
社会福祉協議会美山支所）
火
日高川アグリウーマンネットワーク
第1回研修会（13：00〜15：00
農村環境改善センター）

19

園庭開放（雨天中止）
（9：30〜11：30 かわべ保育所）
日 子ども将棋教室
（9：30〜11：00 川辺公民館）
土
本とあぞぼう！全国訪問おはなし隊がやってくる
(10：00〜11：05 日高川交流センター）

20

21日 土生祭（土生）
日

日高川交流センター）

27日 女性の集い（13：30〜16：00
土

日高川交流センター）

第8回日高川町バドミントン大会
（9
日 ：00〜 川辺西小学校体育館）
森林の役割を考えるシンポジウム
日
(13：00〜 日高川交流センター）

28

献血（9：30〜10：30 川辺 ニシキ合

29日 金㈱、11：00〜13：00 川辺 大和歯車
月

㈱、14：30〜16：30 Aコープ川辺店）

30日
火

水道料金（9月分）、介護保険料(第
日 4期分)、後期高齢者医療（第4期
分）、国民健康保険税（第4期分）、
水
町・県税（第3期分）納付期限

31

22日
月

11月
4ヶ月・6ヶ月・10ヶ月児健診
〈平成23年12月、平成24年4・6月生〉
日 （13：00〜保健センター）
移動図書（川辺公民館）
木
なかつ地域子育て支援センター育児講座
（10：00〜11：00 なかつ保育所）

1

2日
金

寒川祭（寒川）
川辺文化祭（9：00〜19：00
日 川辺西小体育館・農村環境改善センター）
土
中津文化芸能祭（9：00〜15：30
日高川交流センター）

3
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川辺文化祭

4日 （9：00〜16：30 川辺西小体育館・
日

農村環境改善センター）

5日
月

心配ごと相談（13：00〜15：00
社会福祉協議会本所）
日
行政相談（13：00〜16：00
火
社会福祉協議会本所)

6

7日
水

8日
木

行政相談（13：30〜15：30
役場中津支所)

9日
金

子ども将棋教室
（9
日 ：30〜11：00 川辺公民館）
ピアノ教室発表会
土
（日高川交流センター）

10

平成24年度文化庁地域発・
文化芸術創造発信イニシアチブ
心の復興プロジェクト

心の復興日高川

南こうせつコンサートツアー
2012 〜愛よ急げ〜

12月11日

開演 18：30（開場 18：00）

場所 日高川交流センター

■入 場 券 前売券4,000円／当日券4,500円
■発売開始 10月22日㈪ 9：00〜 ※前売りで完売した場合、当日券はございません。
■入場券販売所 日高川交流センター

全席
指定席

※電話等による入場券の取り置きは行いません。※未就学児の入場はご遠慮ください。
※購入については、一人1回に4枚までとさせて頂きます。

■主

催 日高川町／和歌山県／
和歌山県地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ事業実行委員会
■企画制作 ベリーファーム
■制作協力 ユイカルチャーリンク
■お問合せ 日高川交流センター ☎54−0326

住民登録人口（平成24年9月1日）
人口 10,786
男 5,062 女 5,724 世帯数 4,174

〜 結果発表 〜
第24回星空の街・あおぞらの街全国大会in日高川町のプ
レイベント「星空青空フォトコンテスト」の入賞作品が決定
しました。
日高川町「星空・あおぞらの街」の魅力をテーマに、町内
で撮影された星空や青空、夕焼け等をテーマとした応募作
品87点の中から選ばれた8点を発表いたします。
（敬称略）

■金賞 砂田愛由
（御坊市）
「小熊橋の夕日」

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

■銀賞 古家禾積
（美浜町）
「春風を受けて」

■大賞 細川信太郎
（印南町）
「雲を操る少女」

■銀賞 三井宜夫
（大阪市）
「オリオン座大星雲」

■入賞 井上 誠
（日高川町）
「青空への落書き」

■入賞 細田 勲
（御坊市）
「明けの明星」

■入賞 北野なおみ
（御坊市）
「蒼い夏、夏の碧」

■入賞 津村富三
（和泉市）
「夕日の見える丘」

この事業は全国モーターボート競走施行者協議会からの拠出金を受けて実施するものです。

