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広 報［ひだかがわちょう］

中津小・中学校合同運動会

神無月
10 月

紀州路クリーン大作戦が行われました
８月２４㈯・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や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。

第３１回和歌山県小学校

「人権の花運動」
最優秀賞

川原河小学校

奨 励 賞 三百瀬小学校・江川小学校
和 歌 山 県 人 権 啓 発 活 動ネット

調停相談会
開催のお知らせ
御坊調停委員懇話会では、来る
１０月２６日㈯１０時から１５時まで
御坊市民文化会館において調停
相談会を開催します。調停手続き
等でお困りの方はどうぞご利用く
ださい。相談料は無料です。

ワーク協議会では毎年人権啓発活
動の一環として、県内の小学校を
対象に「人権の花運動」を実施し
ています。この運動は、次代を担う
児童が協力して花を栽培すること
により「思いやりの心」を育んでも
らおうと実施しているもので、今
■お問合せ

年は県下１０４校から応募があった

御坊裁判所 ☎２２−０００６

中、町内から３校が受賞しました。

平成２５年１０月１日から免許証を返納された６５歳以上の方は

コミュニティバスの料金が半額になります
高齢のため 「自動車やバイクの運転に自信がなくなった」、
「もう、車が必要でなく
なった」などで運転免許証を自主的に返納され、警察署から運転経歴証明書の交付を
受けた方は、町のコミュニティバスの利用料が２００円の半額の１００円となります。
（運転経歴証明書は、身分証明などとしても使えます。）
■お問合せ

総務課 ☎22−1700
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仁坂知事がそうがわ茶屋を訪問
９月３日、仁坂知事が２年前に県の過疎集落再生・活
性化支援事業で誕生した「そうがわ茶屋」などを訪れ、
寒川ホタルの会の皆さんが作ったシシ肉丼やそうめん、
ごんちゃん漬けを味わい、寄合会の方たちと意見交換
を行いました。寄合会の堺会長が「寒川が地域づくりに
励んでいる際にこの事業に選んでいただいた、これを
機会にさらに活力あるまちづくりに取り組みたい」と話
すと、知事も「寒川の寄合会は同事業で最初にできた
会で、今後もシイタケや茶の栽培、茶屋などの振興がう
まくいくように応援していきたい」と答えました。

ゆめ倶楽部21の農家民泊へ
東京の修学旅行生が訪れました
３〜４人のグループに分かれ１３軒の農
９月５日から７日までの３日間、足立区立・谷中中学校の３年生が日高川町を訪れ、
家に宿泊しました。この旅行は２年ほど前から計画をしてきたもので、滞在中はそれぞれの家で農作業など田舎でしか
できない体験をし、地元の野菜を使った料理を食べるなど日高川町を満喫しました。

敬老会が開催されました
９月６日、町敬老会が日高川交流センターで
開催され、午前・午後に分けての２回公演に約
６００人の方が来場されました。
式典に続いての演芸の部では、印南町出身
のにしゆきさんが、
「花咲くまち」など３曲を
歌ったあと、歌手の金沢明子さんが「会津磐梯
山」や「宮津節」、
「炭坑節」などの民謡をはじ
め演歌数曲を披露されました。会場の人たちも
手拍子をしたり、金沢さんにマイクを向けられ
一緒に歌うなど盛り上がりをみせました。
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平成26年

日高川町

成人式

■日 時

平成26年1月12日
10：30〜

■場 所

日高川交流センター
（日高川町大字高津尾718-3）

■新成人対象者
平成5年4月2日〜平成6年4月1日までに生まれた方
で次のいずれかに該当する方。
①平成25年10月1日現在で町内に住所を有する方。
②平成21年 3月1日現在で町内に住所を有した方。
昨年度の決意表明

※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

生涯学習課 ☎22−8816

専業主婦・主夫の皆様へ
〜国民年金からのお知らせ〜
保険料の納付期間が足りなくて年金が受けられない・
・
・
という方に大事な「国民年金」のお話です。

専業主婦・主婦の年金が改正されました
手続きすれば年金を受け取れる場合があります。
▶サラリーマンの夫が・
・
・
○退職した ○脱サラして自営業を始めた ○６５歳を超えた ○亡くなった
▶サラリーマンの夫と離婚した
▶妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた（妻が会社員で夫が専業主夫の場合でも同じです。）

この時に届出が遅れ、未納期間が発生した方はすぐにお問合せください。
６５歳以上の方は、お問合せが遅れると年金の受け取りも遅れます。
６５歳以下の方は、障害・遺族年金を受け取りやすくなります。
詳しくは、最寄りの年金事務所、または
『国民年金保険料専用ダイヤル』へ

☎０５７０−０１１−０５０
（お問合せの際は、年金手帳など基礎年金番号がわかるものをご用意ください。）
■お問合せ

住民課 ☎22−1701
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なくそう耕作放棄地、
守ろう優良農地。
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、各地区農業委員が管内を巡回（農地パトロール）して、全ての農地の利用
状況を調査し、農地の有効利用を促進するとともに違法な転用などの調査を行
います。又、耕作放棄地等の調査を行いますので、ご理解・ご協力をお願いいた
します。
の適正かつ効率的な利用を確保しなければならない」

◉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。

旨の 責務規定 が設けられています。

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。

◉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。

③病害虫や鳥獣害、枯れ草の火災発生が心配。

①農地の売買…………………………農地法３条の許可

耕作放棄地の発生防止と解消対策の強化を図ってい

②自分の農地を農地以外に転用する
………農地法４条の許可

ます。

③自分の農地を売買（貸借）して農地以外に転用する

◉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

………農地法５条の許可

する責務」があります！

詳しくは、地区農業委員や農業委員会事務局にお問

農地法では「農地の所有権・賃借権を有する者はそ
■お問合せ

合せください。

農業委員会事務局 ☎２２−９４２３

特設労働相談会［無料］〜あなたの立場で考える〜
経験豊富な委員が３人１チームで相談に応えます
和歌山県内に所在する事業所に勤務する労働者及びその事業主の方お気軽にご相談ください
［御坊市会場］
■日時 １０月１６日㈬
■場所

■事前予約先
18：00〜21：00

☎０７３−４４１−３７８１

御坊商工会議所3階中会議室

■ホームページ
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/220200/index.html

（御坊市薗３５０番地の２８）
■定員

県庁 和歌山県労働委員会事務局

公益代表・労働者代表・使用者代表の委員が三者一組に

事前予約制で先着４〜５名程度
（予約状況に空きがある場合は、当日８時まで会

なって、
公正・中立の立場で、
親身になって相談に応じます。
■主催

場受付をします）
■お問合せ

和歌山県労働委員会

企画政策課 ☎22−2041

祭りの道具が新調されました。
宝くじの社会貢献広報事
業により、江川区の太鼓、
太鼓台、祭りを盛り上げる
担ぎ手の衣装が新調され
ました。
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▲新調された衣装
◀新調された太鼓と太鼓台

「日高川町学びの日を定める要綱」を制定しました
今年から11月1日は 日高川町学びの日 11月は 日高川町学び月間
日高川町教育委員会では、住民のみなさんが自ら学ぶことを通じて、いきいきとした日々を送り、豊かな心を育むこと
ができる町づくりを目指して、教育の充実と発展を促進するため、11月1日を「日高川町学びの日」、11月を「日高川町
学び月間」としました。

日高川町学びの日を定める要綱（日高川町教育委員会告示）
（趣旨）
第１条 町民一人ひとりが生涯にわたって自ら学び続けることにより、いきいきとした日々を送ることや豊かな心を
育むことができる町づくりを目指して、教育の充実と発展を促進するために日高川町学びの日を設ける。
（日高川町学びの日）
第２条 日高川町学びの日は、１１月１日とする。
（日高川町学び月間）
第３条 日高川町学びの日の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、１１月１日から１１月３０日までの１か月間
を日高川町学び月間とする。
（町の取組）
第４条 町は、町民の幅広い学習ニーズを把握し、教育関係機関及び団体等の協力を得ながら、町の教育資源等を生
かした講座・教室や各種事業を行い、子どもからお年寄りまで幅広い年代の方々が自身の要望に応じて学ぶこ
とができる学習環境づくりや学習情報の提供に努める。また、町民の学習活動が地域社会の発展に生かされる
取組を進めながら、指導者の育成等を図る。
（その他）
第５条 この要綱に定めるもののほか、日高川町学びの日に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。

※「日高川町学び月間」である11月には、次のような社会教育関連事業を予定しておりますので、ぜひご参加ください。
開 催 日 時

事

業

名

事 業 内 容
2日
3日

作品展示、
体験教室等
作品展示、
体験教室等
13：00から舞台発表

開 催 場 所
農村環境改善センター
川辺西小学校体育館

2日
3日

9：00〜18：00
川辺文化祭
9：00〜16：00

3日

9：00〜16：00 中津文化芸能祭

作品展示、体験教室、舞台発表等

日高川交流センター

4日

9：00〜16：00 日高川町マラソン大会

申告マラソン1㎞、
競走2㎞・3㎞、
健康マラソン1㎞

南山陸上競技場

8日

19：00〜21：00 男の料理教室

料理が苦手な一般男性を対象にした
家庭料理づくり教室

保健センター

9日

13：00〜15：00 川辺文化祭講演会

作家 辻原登さんによる講演会

川辺西小学校体育館

作品展示

美山スポーツセンター体育館

10日

9：00〜16：00 美山文化展

10日

17：00〜19：00 沢田知可子コンサート 〜会いたい〜 歌手 沢田知可子さんによるコンサート 日高川交流センター

16日

時間未定

ソフトテニス教室
（中学校テニス部） トップアスリートを招聘し、技術の指導

かわべテニス公園

23日

9：00〜16：00 秋の里山歩き

里山ウォーキング
（地域の文化財に関する説明あり）

30日

13：30〜15：00 人権教育講演会

演題：出会いの人生から学んだこと
講師：菊地幸夫弁護士

日高川交流センター

中津地区

日程は未定

詩吟体験教室

詩吟の基本から学べる体験教室

農村環境改善センター

日程は未定

四季折々の漬け物作り教室

地元食材等を使った漬け物作り教室

日高川交流センター

■お問合せ

生涯学習課 ☎22−8816
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平成25年度 日高川町人権教育講演会

日本テレビ「行列のできる法律相談所」などでおなじみの
き く ち

ゆ き お

菊地 幸夫先生（弁護士）による
講演会を開催します！
日

時

平成25年11月30日㈯
13：30〜〔約90分〕
（開場：13：00）

場

所

日高川交流センター ホール

講

師

菊地幸夫先生（弁護士）
弁護士業務やテレビ出演の傍ら体力作りにもいそしまれ、
各地のトライアスロン大会へもご出場。また、地元小学生
のバレーボールの監督等も務められています。

主

催

入場無料
場
どなたでもご入
いただけます。

全席自由席

日高川町人権推進会

テ ー マ 「出会いの人生から学んだこと」

■お問合せ 日高川町人権推進会事務局（教育委員会内）☎22−8816

川辺文化祭

中津文化芸能祭

■開催日 １１月２日㈯〜３日㈰
■場 所 川辺西小体育館・農村環境改善センター
○作品展示 １１月２日㈯ 9：00〜18：00／１１月３日㈰ 9：00〜16：00
○舞台発表 １１月３日㈰ 13：00〜16：00
各種体験教室

日

時

材料費

生 け 花 教 室 １１月２日㈯ 9：30〜［３０組］ ¥300
パッチワーク教室 １１月２日㈯ 13：00〜15：00

¥100/¥200

絵 手 紙 教 室 １１月３日㈰ 9：30〜12：00

¥100

押 し 花 教 室 １１月３日㈰ 9：30〜14：00
１１月３日㈰ 9：30〜11：30
しめ縄教室
（よく切れるハサミを持参）
［２０名］

¥100
¥100

■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
○体験コーナー
・茶道部……………お茶席
・押し花サークル…押し花体験
○バザー 生活研究グループ
うどん／カレー／たき込みごはん／
ロールケーキ／コーヒー
■お問合せ 中津公民館 ☎54−0326

○お茶席コーナー……１１月３日㈰ 10：00〜 無料
○オセロ大会…………１１月２日㈯ 13：00〜 対象小学生 参加費無料
○ビデオコーナー……１１月２日㈯ 13：00〜 無料
☆１１月９日㈯午後１時から川辺西小学校体育館において、文化講演会を開催します。
○講師 芥川賞作家 辻原 登 氏
■お問合せ 川辺公民館 ☎22−9553

紀勢本線の利用促進について
電車は、子どもから高齢の方まで誰もが利用しやすく、
特に車を運転しない人にとってはなくてはならない、大
切な交通手段です。近年道路交通網の進展により、電車
の利用、特に私たちの生活基盤である紀勢本線の利用者
数は年々減少しています。生活基盤であることはもとよ
り、地域振興や産業振興にとっても欠かせない紀勢本線
を地域で支えることも必要です。
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このため、紀勢本線活性化促進協議会加盟の市町村で
は様々な取組を行っていますが、町民の皆様におかれま
しても、地域の鉄道を守るためにも、旅行などでお出か
けの際には、
「渋滞なしで時間に正確」
「安全性が高い」
「地球環境への影響が少ない」といった利点の多い電車
を、ぜひご利用ください。
■お問合せ 企画政策課 ☎22−2041

第9回 日高川町

バドミントン大会のおしらせ
日

時

平成２５年１０月２７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
※２１点のラリーポイント制。
（ただし参加人数により変更あり）

参加申込

所定申込書に必要事項を記入の上、
１０
月１７日㈭までに日高川町体育協会事務
局へ提出。
（ＦＡＸ可）

参

1人500円（学生は無料）
※当日受付で徴収します

競技規則

現行日本バドミントン協会大会運営規定
及び競技規定に準じます。

試合部門

①ジュニア（小学生の部）②一般Ａ
③一般Ｂ ④一般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。
（男女混合で行う場合もあります。）

参加資格

町内に在住、もしくは在勤されている小
学生以上の方。

加

費

大会参加に向けたバドミントン教室を下記により実施しますので、
希望される方は、ご都合にあわせて直接会場へお越しください。
※貸ラケットは多少ありますが、ご自分のラケットがあればご持参ください。
なお、体育館シューズは必ず各自、ご持参ください。シューズがない場合、試合はできません。

○川辺教室 10月2日・9日・16日・23日の各水曜日........... 19：30〜／川辺西小学校体育館
○中津教室 10月5日・12日・19日・26日の各土曜日........ 20：00〜／早蘇中学校体育館
■お問合せ・お申込み先 日高川町体育協会事務局 ☎22−8816

なかつ地域子育て支援センター

かわべほのぼのルームのお知らせ

育児講座のご案内
子育て講演会『たのしい子育て』
〜 子育てのお話とリトミックを楽しもう！〜
■講 師 くわばら りみ 氏
（歌って笑って楽しい健康づくり研究所）

時 10月22日㈫ 10：00〜11：30
■場 所 なかつ保育所 遊戯室
■日

※リトミックをしますので、動きやすい服装でご参加ください。

■お問合せ なかつ地域子育て支援センター
（なかつ保育所内） ☎ 54-2031

小麦粉ねんど遊び
■日

時

10月18日㈮

9：30〜１１
：00
■場 所 かわべ保育所
子育て支援センター室
■内 容 小麦粉ねんどであそぼう！
■対 象 日高川町在住 ２才児以上
粘土遊びは、指先の感覚を刺激し、豊
かな感性を引き出したり、幼児期の子ど
もの発達にとっても、非常に優れた遊び

かわべ保育所から
園庭開放のお知らせ
◎かわべ保育所では、園庭を開放します。
保育所の園児以外のお子様も遊びに来てください。
■日

時

10月19日㈯ ９：３０〜１１：３０

です。口に入れても安心な小麦粉で作っ
た粘土で、親子であそびませんか？
※新しいままごとのお家でも遊ぶ予
定です♪ご参加お待ちしてます☆

■お問合せ
かわべ地域子育て支援センター
☎２２−8560

※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
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町内の主な秋祭り
秋には各地区で秋祭りが予定されています。他の地区のお祭りにも是非お出かけくだ
さい。
（時間・内容は例年のもの。変更の可能性あり。）

丹生神社例大祭（江川）
［10月13日 ］
9時頃から行列ができ、山野、和佐、松瀬で鬼が出会って江川入り。11時頃には鈴
振りさんが先導して、
「笑え、笑え」の声に合わせて御旅所から宮に向かう。午後は
神殿前広場で松瀬の竹馬や山野の雀踊り、やっこ踊り、各区の獅子舞が奉納される。

紀道神社例大祭（三百瀬）
［10月13日 ］
12時頃から各区の四ツ太鼓、屋台、だんじりが宮入り。その後神事が行われ、頭屋
獅子の練り込みや巫女神楽、獅子舞が奉納される。毎年テーマの異なるだんじりが
人気。夕方には2頭の馬による競い合い「駆け馬」が行われ、祭りが締めくくられる。

長子八幡例大祭（小釜本）
［10月13日 ］
10時頃、鬼獅子練り込みに続き、5組の屋台が宮入り。11時頃、社務所前で鬼と若
衆との喧嘩「鬼の追い出し」が始まる。午後には神事に続いてお渡りが行われ、獅子
舞や屋台が奉納される。

下阿田木神社例大祭（皆瀬）
［10月14日 ］
12時前から神社前の交差点に各組の若衆がはたを担いで集まり、皆瀬と阿田木
の樽みこし、川原河の手作りみこしを子ども達が練り歩く。午後からは子どもから大
人まで参加し、奉納相撲が行われる。

土生八幡例大祭（土生）
［10月20日 ］
9時頃から屋台、四ツ太鼓が宮入り。13時頃からお渡りが行われる。14時頃には
役場前で小熊のやっこの練り込み、御旅所では双頭の踊獅子や各組の獅子舞が舞う。
双頭獅子は県無形文化財に指定されている。

寒川神社（寒川）
［11月3日 ］
8時頃から７地区の花のぼりが境内に立てられる。12時頃から拝殿で神事の後、獅
子舞を奉納。その後、寒川第一小学校裏の御旅所へ王仁（おに）と和仁（わに）の舞
に導かれ、4人立ちの獅子舞、神輿が続く。御旅所では剣神楽や鈴神楽、子どもの薙
刀の舞がある。お宮に戻った後は、獅子と一緒にお多福のおどけた舞も。

昨年︑デビュー 周年を

届けてくれます︒

開演１７
：
００
（開場１６
：
００）
【場
所】日高川交流センター
【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
（前売りで完売の場合、
当日券はございません。）
【主
催】日高川交流センター自主事業実行委員会

迎えた沢田知可子さん︒

時】

今回はピアノでしっとりと︒

【日

心とカラダに優しい歌を

沢田知可子コンサート
〜会いたい〜
１１月１０日

25

■お問合せ 日高川交流センター ☎54−0326
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ご当地きいちゃんが誕生しました
最近日高川町でもよく目にするようになったこのキャラクター。
その名はズバリ、きいちゃん。きいちゃんとは、紀州犬をモチーフに
した紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会のマスコットで、和
歌山を表す「紀の国」
「紀伊国」と「紀州犬」の頭文字である「き」を
とって名付けられました。きいちゃんは、これまでカヌーやアーチェ
リーなど各競技別にデザインされたものがほとんどでしたが、この
度、県内それぞれの地域の伝統芸能や名所、特産物などに合わせて
デザインした「ご当地きいちゃん」が誕生しました。
日高川町バージョンは、県無形民俗芸能に指定され、
１０月１３日に
行われる丹生神社の笑い祭をイメージしており、きいちゃんが鈴振
りさんと一緒に笑い、踊っている姿が描かれています。平成２７年の
両大会本番まで、町民の皆さまとともに笑顔で元気いっぱい盛り上
げていきます。ワッハッハ〜 だワン！

ご当地きいちゃん
（日高川町バージョン）

催し物情報

交流センターのコーナー

第２回

やまびこコンサート
日 平成25年
時
月

10 14日㊗

開場 １３：３０ 開演 １４：００
●出

大阪狭山市吹奏楽団
御坊中学校吹奏学部
●演奏曲目 宝島 ／ ハナミズキ
アニメヒーロー大集合
美空ひばりメドレー
となりのトトロ ほか
※指揮者体験
●入場無料 未就学児も入場できます。

お問合せ

演

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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10月
1日
火

日高川町広報カレンダー

移動図書（川辺公民館）

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〉
（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）
日
男の料理教室
金
（19：00〜 保健センター）

4
5

日 美山中体育祭
小学生将棋教室（川辺公民館）
土

日

第2回キイジョウロウホトトギス観賞会
（10：00〜15：00 バイオセンター中津）

長子祭（小釜本）

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〉
（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）

23日
水

下阿田木祭（皆瀬）
日 やまびこコンサート
月
（14：00〜 日高川交流センター）

14

心配ごと相談
日（13：00〜15：00 役場中津支所）
火
移動図書（川辺公民館）

15

16日
水

24日
木

なかつ・みやまのびのび広場
「クッキング」＜2歳〜未就園児＞
日（10：00〜11：30
美山保健福祉センター）
金
巡回職業相談
（13：00〜15：00 日高川交流センター）

25

26日

17日

土

木

7日

水

13日 丹生祭（江川）、紀道祭（三百瀬）、
日

子育て講演会「たのしい子育て」
（10：00〜 なかつ保育所）
日 行政相談
火 （9：00〜11：00 役場美山支所）
心配事相談
（13：00〜15：00 役場美山支所）

22

土

水

6日

金

12日

2日
木

11日

かわべほのぼのルーム
「小麦粉ねんど遊び」
日
＜2歳〜未就園児＞
金
（9：30〜11：00 かわべ保育所）

18

黒川能道成寺公演
（17
：00〜 道成寺）
日
園庭開放
（雨天中止）
土
（9：30〜11：30 かわべ保育所）

19

20日 土生祭（土生）
日

27日 第9回日高川町バドミントン大会
日

（9：00〜 川辺西小学校体育館）

28日
月

献血（9：30〜10：30 ニシキ合金㈱）、

29日 （11：00〜13：00 大和歯車㈱）、
火

（14：30〜16：30 Ａコープ川辺店）

30日
水

町・県民税（第3期分）、国民健康

31日 保険税（第4期分）、介護保険料

21日

木

月

（第4期分）、後期高齢者医療（第
4期分）、水道料金（9月分）納期限

11月
1日
金

川辺文化祭
（9
：00〜18：00
日
川辺西小学校体育館・
土
農村環境改善センター）

2

寒川祭（寒川）
川辺文化祭
（9：00〜16：30
日
川辺西小学校体育館・
日
農村環境改善センター）
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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4日

8日

月

金

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

5

9日
土

10日 沢田知可子コンサート
日

6日
水

4ヶ月、6ヶ月、10ヶ月児健診

7日 〈平成24年12月・平成25年4月・6月生〉
木

（13：00〜 保健センター）

男の料理教室
（19：00〜 保健センター）

（17：00〜 日高川交流センター）

住民登録人口（平成25年8月31日）
人口 10,631
男 4,996 女 5,635 世帯数 4,158

編集/日高川町企画政策課

〒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

