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役場の代表電話番号は５６－３０００、富貴支所の電話番号は５３－２３０１です。

～今月の主な内容～

Ｐ 町民広場 Ｐ ごみ指定袋販売店一覧など Ｐ 産業フェスタ実行委員会募集など2 5 8
Ｐ 町民広場など Ｐ 農地パトロールのお知らせなど Ｐ 健康づくりだより3 6 9
Ｐ エコ通信 Ｐ 高野山学の案内など Ｐ サークル・クラブ活動紹介など4 7 10

高野山こども園ではみんなの広場（園庭開放）がはじまりました。
第1回目は6月7日（金）に開催し、はじめての環境でドキドキ顔の子どもたちで

したが、みんな真っ先に玄関の金魚にくぎづけになっていました。お遊戯室ではお
家の方とおもちゃで遊んだり絵本を見たりして少しずつ雰囲気に慣れていってくれ
ました。今回は「揺さぶられっこ症候群」についての話もあり、皆さんでDVDをみ
たりアンケートに答えて頂いたりもしました。

お家の方同士の話も弾み、あっという間の1時間でした。
次回のみんなの広場（園庭開放）は8月2日（金）に予定しています。
ぜひ遊びに来てください。
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【問い合わせ】 高野山真言宗総本山金剛峯寺開創法会事務局 TEL 56-1200
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高野山大学密教文化研究所主催
『東日本大震災復興支援活動から学ぶ連続講座』のお知らせ

第３回 ７月１７日（水 「郡山市における子どものこころのケアプロジェクト」）
講師：渡辺久子（慶応義塾大学医学部小児科講師）

■時間：午後１時３０分～４時
■会場：高野山大学本館２階第３会議室
■入場：無料
第４回「被災地におけるスピリチュアルケアの実際」は９月２５日（水）に開催します。

TEL 56-2390【問い合わせ】 高野山大学密教文化研究所事務室

＜総務課・健康推進課からのお知らせ＞

3000【問い合わせ】 総務課 税務係 ・健康推進課 健康づくり係 TEL 56-

■ 町税は納期限内に！
町税は、納税者の皆さんが納期内に納めて

いただくものです。納期を過ぎても納めていた
だけない人には、督促状や催告書をお送りし
ています。そのままにしておきますと本来の税
額のほかに、延滞金がついてしまうばかりでは
なく、差し押さえなどの滞納処分になってしま
うこともあります。期限内納付にご協力ください
ますようお願いします。
※特別な事情により、やむを得ず納期限まで
に納付できない方は、未納のまま放置すること
なく、必ず担当係までご相談下さい。

■ 納税は便利な口座振替で
忙しい毎日、わざわざ金融機関へお出かけ

になっている方。ついうっかり忘れてしまい、
督促状が届いてしまっている方。口座振替が
解消してくれます。納め忘れがなく、忙しい時
でも安心です。お申込は納税通知書等の裏
面に記載の金融機関窓口に預金通帳及び届
出印をお持ちになってご依頼下さい。

●町・県民税(普通徴収分)

期 別 納 期 限

第1期 7月 1日

第2期 9月 2日

第3期 10月31日

第4期 12月25日

●固定資産税・都市計画

期 別 納 期 限

第1期 5月31日

第2期 7月31日

第3期 12月 2日

●軽自動車税

期 別 納 期 限

第1期 4月30日

●国民健康保険税(普通徴収分)

期 別 納 期 限

第1期 7月 1日

第2期 7月31日

第3期 9月 2日

第4期 9月30日

第5期 10月31日

第6期 12月 2日

第7期 12月25日

第8期 1月31日

第9期 2月28日

第10期 3月31日

＜総務課からのお知らせ＞

日 時 7月17日（水） 午後1時から3時まで（毎月第3水曜日に開催）

場 所 高野町役場 住民ホール

相談内容 訪問販売、悪質リフォーム、催眠商法、クーリングオフ、多重債務など

※専門の相談員が対応します。電話での相談も受付けます

【問い合わせ】 総務課 消費生活相談係 TEL 56-3000
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＜生活環境課からのお知らせ＞

No.55

住民１人につき１冊分一般家庭の負担を軽減し、住みやすい地域づくりを目指すため、

（１０枚）の可燃ごみ袋（大）無料引換券を配布します。

平成25年6月1日時点で高野町に住民登録のある世帯対象世帯：

※寮・福祉施設への居住、6月１日以降の転入・出生は対象外となります。

７月下旬に引換券を発送予定。発 送：

１人につき 「燃えるごみ袋（大）１冊（１０枚入り 」交換枚数： 、 ）
例）５人家族の世帯の場合、ごみ袋５冊分の引換券１枚を発送します。

引換券取扱店舗で、引換券とごみ袋を交換。交換方法：

：引換券取扱店舗一覧をご参照ください （引換券にも同封）取扱店舗 。

平成25年10月31日まで交換期間：引換券到着時から

※引換期間を過ぎると、取扱いできませんのでご注意下さい！

追加分は各販売店舗でご購入ください。※ 無料引換分の袋を使い切った場合、

引換券の再発行はできません。※ 引換券をなくしてしまった場合、原則として

※ また、生ごみの水切りや、資源ごみの分別徹底など、ごみの減量化にもご協力お願い

いたします。

※ごみ袋の販売店及び引換取扱店は5ページでご確認ください。

【問い合わせ】生活環境課 環境衛生係 TEL 56-3760
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＜生活環境課からのお知らせ＞

高野町ごみ指定袋・指定シール販売店・引換取扱店一覧

地 区 販売店名 住 所 電 話
ごみ袋

引換取扱

蓮花谷 米徳商店 高野町大字高野山757 56-2048×

河内屋 高野町大字高野山767 56-2424○

東小田原 とらや薬局 高野町大字高野山768 56-2008○

ヒラノ薬局 高野町大字高野山730 56-2426○

(有 )勝間屋 高野町大字高野山782 56-2334
西小田原

○

小堀商店 高野町大字高野山781 56-2324○

小西屋 高野町大字高野山448 56-2155
南小田原

×

松山金物店 高野町大字高野山444 56-2147○

ココストアぜにや 高野町大字高野山417 56-3939
弁天通

○

富貴屋商店 高野町大字高野山417 56-2208○

かねや食料品店 高野町大字高野山278 56-2546
愛宕谷

○

北川酒店 高野町大字高野山263 56-2330○

大門西部 尾方商店 高野町大字高野山245 56-2572○

千手院 順敬堂薬局 高野町大字高野山723 56-2040○

鶯 谷 かむろや 高野町大字高野山36-4 56-2640○

小田商店 高野町大字細川965 56-4109
細 川

×

ひらき商店 高野町大字細川717 56-4102×

掛商店 高野町大字花坂677 56-4047○

上きしや 高野町大字花坂753-１ 56-4035
花 坂

○

きしや本舗 高野町大字花坂676 56-3877○

森谷石油店 高野町大字花坂625 56-2688○

高野町大字東富貴1218 53-2024ぬしや ○

高野町大字東富貴626-1 53-2133芝 酒店 ×

白滝 高野町大字東富貴414-4 53-2036○

岡益商店 高野町大字東富貴415-2 53-2047○

中垣内商店 高野町大字東富貴526 53-2061
東富貴

○

負門電気店 高野町大字東富貴258-1 53-2015○

宮前商店 高野町大字東富貴435 53-2022○

柳澤米穀酒店 高野町大字東富貴433-2 53-2213○

高野町大字東富貴430 53-2010柳澤薬局 ○

高野町大字東富貴332-2 53-2030中垣内酒店 ○

西富貴 高野町大字西富貴68 53-2068東久保電気商会 ○

上筒香 大谷商店 高野町大字上筒香135 53-2521○

【問い合わせ】生活環境課 環境衛生係 TEL 56-3760

『今年のサマージャンボ宝くじは、１等・前後賞合わせて５億円！』

１等 ３億円×２６本（発売総額７８０億円・２６ユニットの場合）

前後賞各 １億円×５２本（発売総額７８０億円・２６ユニットの場合）

『２０００万サマーと同時発売』

１等 ２，０００万円×４５０本（発売総額２７０億円・９ユニットの場合）

発売期間：平成25年7月10日（水）から8月2日（金）まで

※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に使われています。
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＜まち未来課（高野町農業委員会）からのお知らせ＞

平成21年12月施行の改正農地法により農地の所有者、耕作者の方には適正に営農または管理（草刈
り等）する責任が明記されるとともに、農業委員会には「農地の利用状況についての調査」が義務
付けられました。

そのため、町では農業委員会が中心となり7月から11月まで調査（農地パトロール）を実施します。
農地パトロールに伴う土地への立ち入り及び調査員からの聞き取り調査などにつきまして、ご理解、
ご協力をお願いします。

3443【問い合わせ】 まち未来課 農業委員会 TEL 56-

＜健康推進課からのお知らせ＞

平成25年7月31日の有効期限満了に伴い被保険者証（以下 「保険証」という ）を更新いたします。、 。
新しい保険証は『うすいオレンジ色』です。7月初旬頃から順次、郵送する予定となっております。

今回お届けする『うすいオレンジ色』の保険証は7月1日から使用できます。

それが届くまでは現在お持ちの保険証「みず色」をご使用ください。
（ みず色」の保険証は平成25年8月1日以降使用できません ）「 。

○現在お持ちの保険証「みず色」について
新しい保険証『うすいオレンジ色』がお手元に届き次第、「みず色」の保険証は、下記問い合わせ先
にお越しの際にご返却いただくか、ご自分で細かく裁断するなどして、住所・氏名などが他人に知ら
れないよう十分ご注意のうえ、処分してください。

※平成25年度住民税の課税所得により、一部負担金の割合が変更になっている場合がありますので
ご確認ください（住民税の課税所得が145万円以上の被保険者のいる世帯の方は、一部負担金の
割合が3割となります 。）
（例） 今まで1割だった方が3割負担に変更となる場合

「3割（平成25年7月31日までは1割 」と表示されます。）

2933【問い合わせ】 健康推進課 健康づくり係 TEL 56-
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＜橋本警察署からのお知らせ＞

和歌山県警では、警察官A、警察官Bの採用試験を予定しています。
申込書は、橋本警察署もしくはお近くの交番・駐在所にて7月9日より配布を予定しております。
第1次試験の予定日は、9月22日（日）です。
また、採用試験に合わせて、警察官採用説明会を下記の日程で開催します。

警察官採用説明会
とき 7月13日（土）10：00～11：30
ところ 橋本警察署 講堂

受験資格
警察官A 昭和56年4月2日以降に生まれた人で、大学を卒業した人又は平成26年3月末日までに

卒業見込みの人
警察官B 昭和56年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた人で、上記「警察官A」の受験資格

に該当しない人

【問い合わせ】橋本警察署 TEL 33-0110

６月は「食育推進月間 。町内の小中学校で給食試食会が開催」

されました。高野山小学校では２０余人の保護者が参加して、児

童と同じメニューを試食。子どもたちがランチルームで配膳して

食べる様子も見学しました。

そのあと給食センター栄養士の西浦さんが「高野町の学校給食」

について説明。県教育委員会の田中いずみさんからは「早寝早起

き朝ごはん」を実践しての経験談を交えたお話がありました。

参加したお母さんたちからは 「給食費が無償化されてよかった」、

「早寝早起き朝ごはんが勉強やスポーツに効果があるだけじゃな

く、ダイエットにもつながるなんて！」といった声が。また給食

センターには「安全な食品を使用してほしい 、学校に対しては」

「基本的な食事のマナー、栄養や食品についての知識を身につけ

させてほしい」といった要望がありました。

～高野山の魅力を体系的に学び、再発見する～

《会場》高野山大学 ２０１号教室７月２０日（土）
日 程 講義テーマ 講 師 受講料

高野山五智院
10：30～12：00 《基本講座》 第4回

円平成の「高野山獨案内」
山口 文章

1,000
受付 －参拝者がみた祖先の昔と今－（ ９：30～）

※事前の申込みは不要です。当日会場へ来ていただければ、どなたでも受講できます。

【問い合わせ】 高野山学事務局（公民館内） TEL 56-2076（直通）
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＜まち未来課からのお知らせ＞

昨年11月に開催され、盛況のうちに終わった「 高野の産業
フェスタ 。今年は実行委員会を発足し開催いたします。」
町民の皆様の創意工夫で、まちの未来のために心をひとつに
できるイベントとなるよう、幅広い方々の参加・協力をお待
ちしております。
実行委員会に参加を希望される方は、お問合せ先へご連絡く
ださい。

参加申込み締切：7月12日（金）

※今回は実行委員会への参加募集であり、産業フェスタ当日への参加募集は、後日別途行います。

【問い合わせ】まち未来課 TEL 56-3443

＜総務課 人権推進室からのお知らせ＞

日 時 平成25年7月23日（火） 午後2時から午後4時まで

場 所 かつらぎ総合文化会館（あじさいホール）１Ｆ ＡＶホール

伊都郡かつらぎ町丁ノ町2160

企業関係者並びに一般県民のみなさま対象者

子どもたちから学んだ人権 ～弥栄中学校を取材して～内 容 講演

講師 林 由紀子さん （毎日新聞大阪本社社会部記者）

子どもたちとの出会いを通じて、人の痛みや苦しみを知ることの大切さを、取材の

経験からお話いただき同和問題・人権についてみんなで考える機会にしましょう。

3000【問い合わせ】 総務課 人権推進室 TEL 56-

＜中央公民館からのお知らせ＞

５月３０日午後７時から、今年度第１回目となる町民教養講座

「和太鼓体験」が、高野山会館にて行われました。夜にもかかわ

らず、親子2組7名と大人1名の計8名の参加がありました。

初めにウォーミングアップを行ってから、高野和太鼓童（わら

べ）指導者が歌に合わせたリズム指導を行い、子どもたちやお母

さんも叩けるリズムを増やしていきました。指導者が大きな太鼓

を叩き、その振動を手で触る子どもたちの驚いた顔が、いきいき

した笑顔に満ちていました。最後に前列後列に分かれてそれぞれ

別のリズムを担当し、全体で和太鼓の合奏をして終了しました。

講座終了後も子どもたちは楽しそうに太鼓を叩いていました。

【問い合わせ】中央公民館 TEL 56-2076
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こどもの健康づくり（７月分）
ワクチン名 対象児 実施日 会 場

8日（月）
日本脳炎

不活化ポリオ・三種混合 高野町保健福祉センター
個別通知します

四種混合・BCG （受付時間13：00～14:00）
23日（火）

麻しん、風しん

※富貴地区の児童は随時、富貴診療所で行います

乳幼児健診の対象児 健康相談の対象児 実施日／会場

4ケ月児 平成25年 3月生まれ 4ケ月児 平成25年 4月生まれ

日（火）6ケ月児 平成25年 1月生まれ 6ケ月児 平成25年 2月生まれ 30

高野町保健福祉センター10ケ月児 平成24年 9月生まれ 10ケ月児 平成24年10月生まれ

（健康相談 10:00～11:00）1歳6ケ月児 平成23年11月生まれ 1歳6ケ月児 平成23年12月生まれ

（乳幼児健診13:00～14:00）3歳6ケ月児 平成21年11月生まれ 2歳6ケ月児 平成22年12月生まれ
3歳6ケ月児 平成21年12月生まれ

（7月分）大人の健康づくり
20～60歳の節目年齢の方に、検診が

無料になる「クーポン券」をお届けします。

20歳：H 4年4月2日～H 5年4月1日生まれの方

25歳：S62年4月2日～S63年4月1日生まれの方

子宮がん検診 30歳：S57年4月2日～S58年4月1日生まれの方

35歳：S52年4月2日～S53年4月1日生まれの方

40歳：S47年4月2日～S48年4月1日生まれの方

40歳：S47年4月2日～S48年4月1日生まれの方

45歳：S42年4月2日～S43年4月1日生まれの方

乳がん検診 50歳：S37年4月2日～S38年4月1日生まれの方

55歳：S32年4月2日～S33年4月1日生まれの方

60歳：S27年4月1日～S28年4月1日生まれの方

40歳：S47年4月2日～S48年4月1日生まれの方

45歳：S42年4月2日～S43年4月1日生まれの方

50歳：S37年4月2日～S38年4月1日生まれの方大腸がん検診
55歳：S32年4月2日～S33年4月1日生まれの方

60歳：S27年4月1日～S28年4月1日生まれの方

会 場 名 実施日 実 施 時 間 備 考
１３：３０～１５：３０高野山多目的集会所 ０３日（水）

９：３０～１０：００下筒香集会所 ０９日（火） ０
１０：１０～１０：５０中筒香消防団詰所 ０９日（火）

１３：３０～１４：００大滝集会所 ０９日（火）

１０：００～１０：３０高根集会所 １７日（水）

１３：３０～１４：００杖ヶ薮 龍福寺 １７日（水）

９：３０～１０：００東細川集会所 １９日（金） ０
１０：１０～１０：４０西細川多目的集会所 １９日（金）

１０：５０～１１：１０細川団地集会所 １９日（金）

１２：３０～１３：００桜茶屋（横谷様宅） １９日（金）

１３：３０～１４：００西郷集会所 １９日（金）

理学療法士が同行します。湯川集会所 ２６日（金） １０：００～１０：３０
10:30～生活リハビリ（500円持参）神谷多目的集会所 ３１日（水） １０：００～１０：３０

保健師による相談と簡単な健康チェック（血圧測定、検尿等）を行います

【問い合わせ】 健康推進課 健康づくり係（保健師） TEL 56-2933
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。左記の年齢の方が対象となります
クーポン券は、7月上旬より順次お
届けします。

通常、子宮がん検診は1,000円、乳
がん検診は2,000円の自己負担が必
要ですが、このクーポン券を使う
と無料で受診いただけます。
ご自身の健康のため、是非ご活用
ください。
（有効期限は来年3月末です）

大腸がん検診につきましては、4月
、に無料受診券をお届けしましたが

受診の際はクーポン券と無料受診
券を併せてご使用ください。
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◆ （前月比 ）男 人／女 人◆世帯 戸（前月比- ）高野町の人口 人口 人( 月末日現在5 ) 3,550 -5 1,743 1,807 1,809 1
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＜ ＞教育委員会からのお知らせ

参加者を募集しています！
【問い合わせ】 教育委員会 TEL 56-2076

○寿野球 高野山シニアクラブ

私達は野球をこよなく愛する４０歳以上の生涯野球

小僧の集まりです。現在和歌山県下で約２０チームが

活動しており、和歌山県寿野球連盟を構成しています。

我がチームには木瀬武治町長をはじめ、元高野山高

校監督の鈴木道雄氏、現笠田高校監督の牧野充洋

氏の他、役場や本山の職員、自営業者等多士済々

のメンバーがいます。８月下旬には海南・有田・三重県

御浜町の３チームを招待し親善試合を実施。９月に龍

神、１０月に御坊、１１月に白浜で県大会に参加。優

勝をめざします。

○高野山少年剣道クラブ

火曜日・木曜日（第２火曜を除く）午後７時～８時

３０分、高野山小学校体育館で稽古しています。会

費は一ヶ月１０００円です（竹刀等の消耗品購入に使

用します）。見学も歓迎してますので水筒・タオルを持っ

て来てみて下さい。剣士になって強く、たくましく、綺麗

な姿勢を身につけませんか？

○ソフトバレーボールクラブ

活動日 毎週火曜日

活動時間 午後７時～１０時

場 所 町民体育館

4人制の男女2名ずつ1チームで練習試合しています。

部員約10名で会費は月500円です。興味のある方、初

心者の方大歓迎で～す。

まずは見学でいいので一度きてください。

○高野山バドミントンクラブ
皆さん運動不足になっていませんか？バドミントンは

老若男女問わず楽しめるスポーツです。経験者の方で

も初心者の方でもお気軽に参加してください！貸し出

し用のラケットは数本用意しておりますので動ける格好

で、体育館シューズは持参お願いします。

良い汗をかいて日頃の運動不足を解消しましょう！

活動日 毎週木曜日（第３週は除く）

会 費 １回２００円（初回は無料です）

活動時間 午後８時～１０時
場 所 町民体育館

○高野山硬式テニスクラブ
高野山硬式テニスクラブは、４月から１１月の毎週火

・水曜日に中学校下のテニスコートで活動しています。

毎週の練習の成果は、６月に行われる奉賛会テニス大

会で発揮して頂きます。自分のペースで打ったり、経験

者が初心者に教えたり、和気あいあいとした、小さな山

上のテニススクールのような雰囲気です。会費は、ボール

代、保険代、備品代です。

また、月に一回プロのコーチをお招きし、キッズテニス

スクールも開催しています。

お気軽にお問い合わせください。

○高野山卓球クラブ

私達卓球クラブは日頃の運動不足解消と親睦を

兼ねてお昼は月～金曜日の午後１時～３時、夜の部

は水曜日の午後６時３０分～９時 高野町民体育

館で活動しています。都合の付く時間帯が少しでもあ

れば一度見学に来て下さい。持参する物として上靴、

ラケットをお願いします。会費は無料です。現在活動し

ている部員は１０名程度です。部員一同１人でも多く

参加してもらえるのをお待ちしております。


