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カヌー教室

〜美山漕艇場〜

長月
9月

台風12号災害から
2年を迎えて─
町 長

当時

市 木 久 雄

成23年9月の台風12号による大洪水から２年の月日が経ちました。3日

平

から4日未明にかけての大雨により、川原河地内で１名、小釜本地内で２

名が死亡、田尻地内で1名が行方不明となるなど尊い生命が失われ、流域では

町道越方バイパス線

家屋の浸水をはじめ、道路や橋、田畑の流失など多くの被害が発生しました。
改めて、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。

現在

の大災害から2年が経過する中で、多くの方々のご努力で道路をはじめ

あ

田畑などの復旧もすすみ、現在も一部の橋や河川の整備が急ピッチで

行われています。日高川流域では、明治、昭和、平成と約60年サイクルで大水
害が発生しています。また、近年の気象状況の変化は全国各地で頻繁に災害
をもたらしています。今後は、近く発生する可能性が極めて高いといわれてい
る「南海トラフ大地震」への対応と合わせて、町民の皆様にもご協力をいただ
いて、防災・減災対策を喫緊の課題として取り組んでまいります。

退任された区長さんに
知事感謝状が贈られました
１０年以上区長として務められ、昨年中に退任された方々を対象に、長年の
区長としての自治会活動への貢献をたたえた感謝状がこのほど知事から贈呈
され、
７月１９日に日高振興局において岡本敏秀振興局長から伝達されました。
今年度、本町では次の皆さんに知事感謝状が贈呈されました。
元原日浦区長

元上越方区長

赤松 高行 氏

山下

勝 氏

元上長志区長

丸山 真一 氏

長い間、大変ご苦労様でした。

あやめ学園世代間交流事業
７月２５日、あやめ学園生と子どもクラブの世代間交流事業が行
われました。
最初に子どもクラブの児童５３名に、あやめ学園吉村晴男学
園長からあいさつがあり、その後、
「寄せ植え」や「陶芸」、
「指
編みによる座布団作り」、
「カラオケ」の部門に
分かれて学園生の皆さんから実技指
導を受けました。参加した児童は
思い思いの作品を仕上げたり、
カラオケで童謡など唄ったり
楽しい一時を過ごしました。
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高速道路４車線化事業
推進に関する協定

調印式

７月１７日、和歌山県庁知事室に
おいて、和歌山県と西日本高速道
路株式会社と日高川町他関係４市
町による「湯浅御坊道路４車線化事
業の推進に関する協定」の調印式
が行われました。
今後、早期完成に向け、具体的な
４車線化推進への取り組みについ
て協議がなされていきます。

㈱たにぐちの日高川工場が
完成しました
和佐にあるチョコレート製造メーカー㈱たにぐちの新工場が
完成し、
７月２５日竣工式が行われました。谷口静雄会長や谷口
壽社長、町長ら約５０人が出席し、谷口社長は「安全、安心で高
品質な製品を作るための建物、設備、環境を整えることが出来
ました。日高川町と一緒に発展していきたい。」と挨拶をされ
ました。新工場は既存の工場から南東約２００メートルに建設さ
れ、
１階部分は製造エリアで２階は会議室などを完備。工場見
学もできチョコレートに関する展示やＶＴＲ観賞、チョコやケー
キ作りの教室を開催できるスペースも設置されています。

─ 町営住宅の入居者募集について ─

ただいま、
下記住宅の入居者を募集しています。
川辺地区

美山地区

山野団地

２戸

滝頭団地

１戸

平 団 地

２戸

寒川団地

４戸

※随時募集につき、申込時、ご希望団地がない場合はご了
承ください。詳しくは下記までお問い合わせください。
写真は山野団地
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■お問合せ

住民課 ☎２２−１７０１

集落排水施設ご利用のみなさんへ

使用人員が増減したら
届出をしてください！
転入・転出・死亡・出生等により、集落排水施設の使用人員に変更が生じた場
合は、使用料金変更に係る届出が必要となりますので、役場への書類提出をお
願いします。

最近下水ポンプの故障が
多く発生しています。

接続工事が

ビニール、タオル、衛生用品、ティッシュペ−パ−、たばこの吸

お済みでない

い殻等の水に溶けない物を下水道に流すとポンプが詰まる原

加入者につきましては、

因になりますので、絶対に流さないよう注意してください。
また自宅の下水桝では、定期的にゴミなどを取り除き、清掃

接続期限が

をお願いします。また誤って流した場合は、至急下記担当課ま

過ぎていますので、

で連絡してください。
（川辺地区の方は） 上下水道課

☎22−4814

（田尻地区の方は） 中津振興課

☎54−0321

お早めにおつなぎください。

合併浄化槽の

合併浄化槽の

申込案内について

清掃料金減額について

平成２５年度浄化槽設置整備事業の申込は１０月末日
までとなっています。申込期日が近づいてきています

下記条件を満たしていると思われる浄化槽管理者
は申請してください。

ので、新築または改築を予定・施工されている方は、お
早めに申込ください。
（７月末時点で残り１０基程度の
申込枠があります。）また浄化槽設置工事は平成２６年
２月末までに完成してください。
事前に設置申込書の提出が必要ですので、詳しくは
下記までお問い合わせください。

①対象人槽 ８・１０人槽
②適用条件
⑴維持管理において過去３年間、浄化槽法に
順じて浄化槽法第１０条の浄化槽清掃及び
浄化槽保守点検、並びに同第１１条の法定検
査を実施していること。
⑵法定検査において、適正な放流値が確認さ
れている事
⑶使用人員が２人以下であること 等々
これらの条件が満たされていれば、清掃料金が減額さ
れます。

〜 詳しくは下記までお問合せください 〜
■お問合せ

上下水道課 ☎２２−４８１４ ／

中津振興課

☎５４−０３２１ ／

美山振興課

☎５６−０３２１
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内
ま
夏
町の つり
第18回 子ども夏まつり
inみやま2013
８月３日、山村開発センターにおいて、子ども夏まつり
inみやまが行われました。
みやま、寒川保育園児のかわいくも凛々しいダンスが
オープニングを飾り、絵本作家Ｈ＠Ｌ
（はる）さんのオリ
ジナル時計作りや、みんなでいっしょにライヴペイント
で子どもも大人も大喜び！ 恒例の地元各種団体による
バザーやゲームも大盛況で、司会を務めた藤原圭子さ
んの読み聞かせも行われました。美山の歌でダンスを
楽しんだ後、美山太鼓子ども教室の新メンバーを中心と
したお披露目演奏会がイベントの最後を飾りました。
たくさんの皆様にご参加いただきありがとうございま
した。

日高川町夏まつり
8月10日、高津尾の日高川ふれあいドーム周辺
で日高川町夏まつりが開催されました。毎年恒例の
アユとウナギのつかみどり では、小さなお子さ
んから大人までが水しぶきを上げながらプールの
魚を追いかけ、捕まえると見物の人たちも一緒に
歓声を上げ会場は大いに賑わいました。夕方からス
テージでのダンスショーがあり、まつりの締めくく
りの花火大会では、スターマインや仕掛け花火約
1,000発が山間にこだまする音とともに打ち上げら
れ観客を魅了しました。

美山納涼盆踊り大会
８月１３日、山村開発センター前で美山盆
踊り大会が開催されました。村人ライブコン
サート、美山太鼓保存会の皆さんの打ち鳴ら
しの後「吉川音頭」での盆踊り大会が始まり、
やぐらの周りはうちわを片手に楽しく踊る方
たちで賑わいました。また終盤の豪華景品が
当たる抽選会で会場はさらに盛り上がり、山
あいに響き渡る花火が打ち上げられると来
場者から歓声があがりました。
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「特別警報」が発表されないからといって
安心することは禁物です。
●重大な災害のおそれがあるときは従来どおり警報が発表されます。これまでどおり、最新の情報に注意するなど、警戒
してください。
●大雨等においては、時間を追って段階的に発表される気象情報、注意報、警報を活用して、早め早めの行動をとること
が大切です。

特別警報が発表されるまで
（大雨の場合のイメージ）
気象台が発表する気象情報
大雨に関する気象情報
警報・注意報に先立ち発表

大雨注意報
警報になる可能性がある場合はその旨記述

大雨警報（土砂災害）

大雨警報
（浸水害）

大雨の期間、
予想雨量、
警戒を要する事項などを示す

土砂災害警戒情報
土砂災害の危険性が、さらに高まった場合に発表

ただちに 動を！
行
命を守る

大雨がさらに降り続き、

重大な災害が起こる危険性が非常に高まる

大雨特別警報
あらかじめ、
取るべき行動を考えておきましょう。

特別警報は行政機関や様々なメディアを通じて
伝えられます。
情報収集に努めてください。
広報車

防災無線

ラジオ

テレビ

インターネット

特別警報の伝達の流れ

庁
■お問合せ

民

象
報道機関

住

気

自治体

総務課 ☎22−1700
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特 別 警 報 が始まります。
気象庁は、重大な災害の起こるおそれが
著しく大きい場合に特別警報を発表します。
警報の発表基準をはるかに超える現象に対して、
特別警報を発表します。
特別警報は、
「東日本大震災」における津波や、
「平成23年台風第12号」による豪雨、
「伊勢湾台風」による高潮のような、
警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、
重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に発表されます。
警報の発表基準をはるかに超える現象に対して、
甚大な被害が発生する危険性を充分に伝えるこ
とができない。

特別警報のイメージ
大雨特別警報

「特別警報」を新設し、災害発生の危険性を分か
りやすく伝える。

特別警報に相当する大雨の例
平成23年台風第12号

数十年に一度の大雨となる
おそれが大きいときに発表

続
大雨

が継

特別警報

その後も降り続き、
降水量が警報基準
を大きく超えるよ
うな大雨

警報

警報を発表

降 水 量
0：00

12：00

0：00

12：00

平成24年7月
九州北部豪雨

※特別警報の発表基準は自治体と調整した上で決定します。決まり次第、気象庁ホームページ、広報誌等でお知らせします。

特別警報が発表されたら、
身を守るために最善を尽くしてください。
●経験したことのないような激しい豪雨や暴風など異常な気象現象が起きそうな状況です。ただちに命を守る行動を
とってください。
●周囲の状況や市町村から発表される避難勧告等の情報に留意し、ただちに避難所へ避難するか、すでに外出すること
が危険な状態のときは、無理をせず家の中のより安全な場所にとどまってください。
●この数十年間災害の経験がない地域でも、災害の可能性が高まっています。油断しないでください。
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新しいＡＬＴが着任しました
Hello everyone! My name is Rebecca Schwer, but please call me Becca. I m from
Fennimore, Wisconsin (population 2,497). My family runs a beef farm there. Wisconsin is
known for its delicious dairy products, so I really love ice cream!
In college I studied abroad at Kansei Gakuin, but my Japanese still isn t very good
（I ll try hard!）. During that time, I fell in love Japan（the culture, the food, the peopleeverything!）So I m very happy/lucky/blessed to be able to return! Especially because
Wakayama is so gorgeous!
I look forward to meeting and working with everyone!
どうぞよろしくおねがいします！
語はまだまだです（がんばります！）。留学中、私は日本の文化、日本

みなさん、こんにちは！私の名前は レベッカ・シュウィアーと申し
ますが、
「ベッカ」と呼んでください。私はウィスコンシン州のフェニ

食、人々など全てが好きになりました。それで日本に来ることが再

モア（人口：2,497人）出身です。私の家族はそこで食用の牛農場を

び出来たので、私はとてもうれしく、ラッキーで恵まれています！と

営んでいます。ウィスコンシンは乳製品が美味しいことで知られて

りわけ和歌山はとても美しいからです！
みなさんと出会い、一緒に働くことを楽しみにしています！

いて、私はアイスクリームが大好きです！

どうぞよろしくおねがいします！

大学の在学中に、関西学院での留学経験がありますが、私の日本

かわべほのぼのルーム次回のおしらせ

かわべ保育所から
園庭開放のお知らせ

9月10日㈫

■日 時
［9：30〜１１
：00］
■場 所 かわべ保育所 多目的室 ■内 容 運動会ごっこ
■対 象 日高川町在住 ２才児以上
■お問合せ かわべ地域子育て支援センター ☎２２−８５６０

9月２1日㈯

■日 時

［９
：
３０〜１１
：
３０］
※雨天の場合は中止です。ただし、
天候に関係なく園庭の状況に

９月になると、
あちこちで運動会がにぎやかに開催されますね。次回は、
体をの
びのびと動かして運動会ごっこをして楽しみたいと思います。親子で、ぜひ楽し
い時間を過ごしていただきたいと準備しています。
ご参加お待ちしています。

より中止となる時があります。

■お問合せ かわべ保育所 ☎２２−８５６０

㈱オレンジヒルズおよびレオグラードゴルフクラブの

水質検査結果「ゴルフ場排水の水質検査結果は基準値以下」
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、㈱オレンジヒルズは年２回、レオグラードゴルフクラ
ブは年4回町が立ち合いで水質検査を実施しています。
その検査結果については、次のとおり、すべての項目に

ついて基準値以下でありました。また、農薬検査について
も２項目にわたり行った結果、全項目とも環境省から示さ
れた指針値以下でありました。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。

■水質検査結果（平成２５年７月実施分）
レオグラードゴルフクラブ
検
項

体
目

水素イオン濃度
（pH）

㈱オレンジヒルズ

協定書による
検 査 用 採 水 場 所
許 容 限 度 久保ノ谷池（佐井) 鳴戸谷（坂野川)

体
目

協 定 書 に よ る 検査用採水場所
許 容 限 度 井の谷（小釜本)

7.0

7.2

水素イオン濃度（pH）

6.5〜8.5

7.2

生物化学的酸素要求量（BOD） 10㎎／ℓ以下
浮遊物質量（SS）
50㎎／ℓ以下

0.8㎎／ℓ
2㎎／ℓ

0.5㎎／ℓ
2㎎／ℓ

生物化学的酸素要求量（BOD）

10㎎／ℓ以下

0.9㎎／ℓ

浮遊物質量（SS）

50㎎／ℓ以下

5.3㎎／ℓ

全窒素濃度（T-N）

5㎎／ℓ以下

0.7㎎／ℓ

1.1㎎／ℓ未満

全窒素濃度（T-N）

5㎎／ℓ以下

0.22㎎／ℓ

全リン濃度（T-P）

1㎎／ℓ以下

0.05㎎／ℓ未満

0.22㎎／ℓ未満

3000個/㎖以下
検出されない

7.9個／㎖
検出されない

13個／㎖
検出されない

全リン濃度
（T-P）
大腸菌群数
有 機リ ン

1㎎／ℓ以下
3000個/㎖以下
検出されない

0.012㎎／ℓ
0個／㎖
検出されない

大腸菌群数
有 機リ ン

6.5〜8.5

検
項

※農薬検査 ・ダイアジノン・プロピザミド

※農薬検査 ・チフルザミド・クロチアニジン

■お問合せ 中津振興課 ☎54-0321
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容

願 書 受 付

自衛官になる一般的コース
（任期制）
18〜27歳未満
任期は陸２年、
海・空は３年とし、
選抜試験に
（高卒見込含む）
より曹・幹部自衛官への道も開かれています

推薦・総合選抜
９月５日〜９月９日まで

18〜21歳未満
看護師、保健師の幹部自衛官を養成
（高卒見込含む）
防衛医科大学校
看護学科学生
18〜24歳未満
看護師、保健師の技官を養成
（高卒見込含む）
防衛医科大学校

１０月３日まで

一般
（前期）
９月５日〜９月３０日まで

18〜21歳未満
将来の幹部自衛官を養成するコース
（高卒見込含む）

防衛大学校

男子

９月５日〜９月３０日まで
９月５日〜９月３０日まで

18〜21歳未満
医師である幹部自衛官を養成するコース
（高卒見込含む）

９月５日〜９月３０日まで

年度

自衛官候補生

内

平成

対象年齢

自衛官募集案内

試験項目

25

■受験料は無料です ■試験場所：和歌山市および田辺市
お問合せ

自衛隊御坊地域事務所 ☎２３−００２０
御坊市湯川町小松原４１０−１ 丸仁ビル１階（御坊駅前駐車場入口）

「全国一斉！法務局休日相談所」
の開設について

「わかやまおもてなし宣言」

法務局では、行政サービスの一環として、
１０月６日㈰に
全国一斉に休日相談所を開設します。相談は無料で秘密
は守られますのでお気軽にご相談にお越しください。
■開設日・時間 １０月６日㈰ ９
：
００〜１６
：
００
■開設場所 和歌山地方法務局御坊支局（御坊市薗３６９−６）
■相談内容 ⑴土地・建物の売買や相続、土地の分筆、建
物の新築及び会社の設立などの各種登記、筆界（境
界）の特定、地代・家賃などの各種供託、近隣関係やい
じめなどの人権問題等については、法務局職員、司法
書士、土地家屋調査士及び人権擁護委員が相談に応じ
ます。⑵遺言書の作成や任意後見契約等については公
証人が相談に応じます。
■電話相談 当日、休日相談所にお越しいただけない方
のために、電話による相談（☎073−422−5131当日限
り）もお受けいたします。
■お問合せ 和歌山地方法務局御坊支局 ☎22−0335

和歌山県では、平成26年の世界遺産登録10周年を契
機に実施する和歌山デスティネーションキャンペーン、平
成27年の紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会、高
野山開創1200年とビッグイベントが連続し、国内外から
の観光客の増加が期待されています。
和歌山に来ていただいた方々に、
「和歌山に来てよ
かった！」、
「また、和歌山に来たい！」と心から感じていた
だけるよう、
「笑顔であいさつします」、
「すすんで観光案
内をします」など自分でできる「おもてなし」の宣言をし
ていただける方を募集しています。

参加者募集中!!

和歌山県にお住まいの方、通勤・通学され
ている方（個人、グループ、企業・団体、学校など）
宣言・登録証、
ステッカー、ハンドブック
宣言者には
を配布
対

象

希望者には 接客の研修会などで実践をサポート
■お問合せ

県庁観光振興課 ☎073−441−2777

オータムジャンボ宝くじの賞金は、

1等・前後賞合わせて

3億9,000万円

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりや環境対策、
高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。
◆【1等】3億3,000万円×13本 【前後賞各】3,000万円×26本
■発売期間 9月20日㈮〜10月11日㈮ ■抽選日 10月18日㈮

じは
この宝く
が
かうこと
売でも
販
信
通
!!
できます

昨年のオータムジャンボ宝くじ
（第630回全国自治宝くじ）
の時効
（平成25年10月23日）
が迫っておりますのでお忘れなく。
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カヌー教室を開催しました
８月１１日㈰に美山漕艇場でカヌー教室を開催しました。約２０名の参加申
し込みがあり、講師の指導のもとパドルの漕ぎ方、カヌーの乗り方などを教
わりました。
２時間ほど講習を受けた後、全員でカヌーツーリングを楽しみま
した。暑い中でしたが、参加者は水面の心地よさを感じていました。
この教室は、紀の国わかやま国体において日高川町でカヌー競技が行わ
れることから、地元選手の発掘、育成、並びに町民の皆様にカヌーがどのよ
うな競技であるのかを知っていただくために開催したものです。
２０１５年の
国体本番まで定期的に開催する予定ですので、ふるってご参加ください。
■お問合せ まちみらい課国体準備室 ☎２２−２０４１

交流センターのコーナー
和歌山大学吹奏楽団
オータムコンサート
【日
時】９月２
８日
開演14：00
【場
所】日高川交流センター ホール
【チケット】全席自由席 ５００円（日高川町内の中学生以下無料）
［取扱場所：各公民館］
☆未就学児も入場出来ます。

沢田知可子コンサート 〜会いたい〜
昨年︑
デビュー 周年を

迎えた沢田知可子さん︒

今回はピアノでしっとりと︒

心とカラダに優しい歌を

お問合せ

届けてくれます︒

【日
時】１
１月１０日
開演１７
：
００
（開場１６
：
００）
【場
所】日高川交流センター ホール
【チケット発売日】9月９日㈪ ９
：
００〜
［電話等による申込受付は９月１１日㈬ 9：
００〜］
【チケット】全席指定席 ３，
０００円（前売り・当日券とも）
［取扱場所：日高川交流センター］
【主
催】日高川交流センター自主事業実行委員会
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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

川辺公民館
からお知らせ

川辺公民館は、今まで第2、第4日曜日は開館していましたが、
9月からは全日曜日が休館日となりますのでご了承ください。
■お問合せ 川辺公民館 ☎22−9553
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9月
1日
日

日高川町広報カレンダー

大成中体育大会

かわべほのぼのルーム
「運動会ごっこ」
〈2歳〜未就園児〉
（9：30〜11：00 かわべ保育所）
日 心配ごと相談（13：00〜15：00
火
社会福祉協議会川辺本所）
行政相談（13：00〜15：00
社会福祉協議会川辺本所）

10
町・県民税（第2期分）、
国民健康保険税（第2期分）、
日 介護保険料(第3期分)、
月
後期高齢者医療（第2期分）、
水道料金（7月分）納期限

2

11日
12

日 行政相談
：30〜15：30 役場中津支所）
木 （13

火

金

水

4ヶ月、6ヶ月、10ヶ月児健診
日 〈平成24年10月・平成25年2月・4月生〉
木
（13：00〜 保健センター）

5

6日
金

7日
土

14日 町内小学生将棋大会
和佐小運動会、山野小運動会

15日 三百瀬小・早蘇中合同運動会
日

敬老会（日高川交流センター）

日

中津小・中津中合同運動会

16日

21日 園庭開放（雨天中止）
土

小学生将棋教室（川辺公民館）

丹生中体育祭

23日
月

弁護士相談
（13
：00〜16：00 役場美山支所）
日
行政相談
火
（13：30〜15：30 役場美山支所）

25日
水

26日
木

27日 巡回職業相談（13：00〜15：00
金

月

日高川交流センター）

和歌山大学吹奏楽団コンサート

17日 心配ごと相談

28日（14：00〜 日高川交流センター）

18日

29日

19日

30日 後期高齢者医療（第3期分）、

（13：00〜15：00 役場中津支所）

土

川原河・笠松小合同運動会

日

水

9日

（9：30〜11：30かわべ保育所）

22日 寒川第一小運動会

月

火

8日

（川辺公民館）

土

（10：00〜11：30 なかつ保育所）
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13日

4日

金

日

水

3日

なかつ・みやまのびのび広場

20日 「運動会ごっこ」〈2歳〜未就園児〉

国民健康保険税（第3期分）、

月

木

水道料金（8月分）納期限

10月
5日

1日

土

火

6日

2日

日

水

4ヶ月、6ヶ月、10ヶ月児健診

3日 〈平成24年11月・平成25年3月・5月生〉
木

4日
金

美山中体育祭

（13：00〜 保健センター）
庄野真代コンサートin日高川
（19：00〜 日高川交流センター）
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7日
月

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

8

1歳6ヶ月・3歳児健診

9日 〈平成22年2月、3月、平成24年2月、3月生〉
水

（13：00〜 保健センター）

10日 行政相談（13：30〜15：30
木

役場中津支所）

庄野真代

プロフィール
1978年「飛んでイスタンブール」
「モンテカルロで乾杯」などが
大ヒット。その後28か国をめ
ぐる世界旅行に。その体験を
もとに、音楽を通じたボラン

住民登録人口（平成25年7月31日）
人口 10,643
男 5,004 女 5,639 世帯数 4,166

ティア活動を国内外で行
う。現在は歌手活動とと
もにNPO法人『国境なき
楽団』代表理事として、施設
などへの訪問コンサートや家
庭で不用になった楽器を集め
て 途 上 国 の 子ども達に贈る活
動、平和への思いを音楽に託す
市民活動「セプテンバーコンサー
ト」を毎年9月に全国で開催中。ま
た、楽器、音楽教材、物資などを被
災地へ届ける活動を継続的に行っ
て い る 。一 昨 年リリー スした デ
ビュー35周年記念記念CDアル

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

バムがロングセラー中。地球を音
楽でいっぱいにできたらと、
ます
ます好奇心いっぱいで多方面
に、活発に動いています!

コンサート in 日高川
平成25年10月4日
チケット
好評発売中

お問合せ／日高川交流センター TEL:54‑0326 FAX:54‑0174

E‑mail:n‑kouminkan@town.hidakagawa.lg.jp

