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お知らせ版

広 報
高野町観光・広報大使

11月月月月

No.79

2013年年年年（（（（平成平成平成平成25年年年年））））

役場役場役場役場のののの代表電話番号代表電話番号代表電話番号代表電話番号はははは５６５６５６５６－－－－３０００３０００３０００３０００、、、、富貴支所富貴支所富貴支所富貴支所のののの電話番号電話番号電話番号電話番号はははは５３５３５３５３－－－－２３０１２３０１２３０１２３０１ですですですです。。。。

10月5日、6日奈良公園春日野園地において地域活性たからいちが開催されました。「歴史や文化、

伝統などのソフト産業によって活かされた地域資源が、人々のつながりによって地域のたからに磨き

上げられたもの」として、7０を超える団体の中から、高野町発信有志の会が｢地域活性たからいちｉ

ｎ奈良 たからいちグランプリ２０１３ 一般審査部門｣で第三位に輝きました。

この催しは、全国で地域活性化に取り組む団体、人々が集い、ソーシャル・ストックによって磨か

れた「地域のたから」を創造している参加者同士をつなげる機会とし、更なる取り組みに向けて意識

を高め実践へとつながることを目的に公益社団法人日本青年会議所が開催しました。

高野町から観光事業推進協議会が主となり、地域の皆様とともに参加しました。

舞台では、高知のよさこい、青森のねぶた祭、徳島の阿波踊り等の披露がある中、本町からも、高

野山真言宗僧侶による声明、稚児大師音頭、宗教舞踊が出演し、ブースでは、北海道から沖縄までの

地域出店がある中で、本町は、“絆で紡ぐ高野の歴史・文化”をコンセプトに高野山の地域のタカラを

遺憾なく発揮しました。

今回参加したことで、地域活性の手法、発想、着眼点、人の繋がり、等を学ばせていただき、町の

活性化のヒントもたくさんいただきました。本催しに参加いただきました町内関係各位、又、主催さ

れましたＪＣ ２０１３年度ソーシャル・ストック確立会議の皆様にお礼申し上げます。

～～～～今月今月今月今月のののの主主主主なななな内容内容内容内容～～～～

Ｐ 2 24年度決算報告 Ｐ 7 秋季消防総合訓練のお知らせなど Ｐ 11 年末調整説明会の案内など

Ｐ 3 24年度決算報告 Ｐ 8 介護保険制度に関する意見募集など Ｐ 12 橋本・伊都ふれあい広場の案内など

Ｐ 4 町民広場 Ｐ 9 教育委員会定例会のお知らせなど Ｐ 13 健康づくりだよりなど

Ｐ 5 町民広場 Ｐ 10 火災警報機器設置率調査の案内など Ｐ 14 婚活イベントの案内など

Ｐ 6 大人のサンわく学のお知らせなど

期間 人権を考える強調月間：毎年11月11日～12月10日

同 和 運 動 推 進 月 間：毎年11月 1日～11月30日
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決 算 報 告

目的別歳出目的別歳出目的別歳出目的別歳出（（（（一般会計一般会計一般会計一般会計））））

性質別歳出（一般会計）

用語解説

性質別歳出 つづき

●物件費…旅費や消耗品費な

ど、他の性質に属さない消費

的な経費

●補助費等…各種団体などに

対する補助金・負担金、水道

事業に対する繰出金など

●繰出金…基金や他の会計等

に支出するお金

●維持補修費…町が管理する

施設を維持・保全するために

行う施設の維持補修経費

●積立金…基金として積み立

てるお金

●貸付金貸付金貸付金貸付金…高野町内の小規模

企業振興のための銀行への預

託金

【目的別歳出】

○○○○議会費…議会の運営経費

○○○○総務費…防災対策、地域振

興対策など町民が安心して暮

らすための費用や基金への積

立金、選挙費、内部管理など

の経費

○○○○民生費…障害者やお年寄り

に対する福祉、子育て支援な

どの事業費

○○○○衛生費…健康で衛生的な生

活環境を守るための保健・医

療・環境などの事業費

○○○○農林業費…農林業の振興を

図るための支援や生産基盤整

備などの事業費

○○○○商工費…商工業の振興を図

るための支援や中小企業、観

光振興のための事業費

○○○○土木費…道路、河川、公園

などの整備事業費

○○○○消防費…町民生活の安全を

守る消防活動費

○○○○教育費…学校教育・生涯学

習の充実、芸術・文化・ス

ポーツ振興の経費

○○○○災害復旧費…被災した施設

などの復旧に要した費用

○公債費…町が借りた借入金

の元金・利子の返済金

人件費人件費人件費人件費

8億853万円

23%

扶助費扶助費扶助費扶助費

1億1,667万円

4%

公債費公債費公債費公債費

4億8,853万円

14%

普通建設事業費普通建設事業費普通建設事業費普通建設事業費

他他他他

4億5,256万円

13%

物件費物件費物件費物件費

4億8,051万円

14%

補助費等補助費等補助費等補助費等

2億4,679万円

7%

繰出金繰出金繰出金繰出金

4億4,770万円

13%

そのそのそのその他他他他

4億2,212万円

12%

維持補修費 682万円

積立金 3億1,530万円

貸付金 1億円

歳出合計歳出合計歳出合計歳出合計

34億億億億6,341万円万円万円万円

議会費議会費議会費議会費

6,542万円

2%

総務費総務費総務費総務費

9億2,671万円

27%

民生費民生費民生費民生費

4億9,333万円

14%

衛生費衛生費衛生費衛生費

4億3,107万円

12%

農林業費農林業費農林業費農林業費

6,626万円

2%

商工費商工費商工費商工費

19,176万円

6%

土木費土木費土木費土木費

3億2,911万円

9%

消防費消防費消防費消防費

1億7,863万円

5%

教育費教育費教育費教育費

2億2,118万円

6%

災害復旧費災害復旧費災害復旧費災害復旧費

9,142万円

3%

公債費公債費公債費公債費

4億6,852万円

14%

義務的経費

14億1,373万円

41％％％％

消費的経費

15億9,712万円

46％％％％

投資的経費

4億5,256万円

13％％％％
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決算の概要

会計別決算総括表　　　　　　　　　　　　　　　　　

歳入歳入歳入歳入 歳出歳出歳出歳出 差引差引差引差引

35億8,166万円 34億6,341万円 1億1,825万円

国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険 6億6,212万円 5億3,370万円 1億2,842万円

国保富貴診療所国保富貴診療所国保富貴診療所国保富貴診療所 7,120万円 6,565万円 555万円

簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道 2,977万円 2,790万円 187万円

特特特特 富貴財産区富貴財産区富貴財産区富貴財産区 525万円 516万円 9万円

別別別別 下水道下水道下水道下水道 2億7,460万円 2億7,224万円 236万円

会会会会 農業集落排水事業農業集落排水事業農業集落排水事業農業集落排水事業 1,406万円 863万円 543万円

計計計計 介護保険介護保険介護保険介護保険 5億4,572万円 5億2,597万円 1,975万円

生活排水処理事業生活排水処理事業生活排水処理事業生活排水処理事業 2,316万円 2,133万円 183万円

高野山総合診療所高野山総合診療所高野山総合診療所高野山総合診療所 3億7,836万円 3億4,547万円 3,289万円

後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療 1億3,818万円 1億3,441万円 377万円

収益的収益的収益的収益的 1億2,886万円 1億2,496万円 390万円

資本的資本的資本的資本的 1億6,130万円 2億1,023万円 △4,893万円

歳入（一般会計）

平成24年度

　高野町の会計は、総務費・民生費・教育費など行政サービスを

行ううえで基本となる一般会計と、国民健康保険など１０の特別

会計、水道事業会計の企業会計、合計１２会計から成り立ってい

ます。一般会計と特別会計を合わせた町全体の会計総額は、歳入

57億2,408万円、歳出54億387万円となりました。

会計名会計名会計名会計名

一般会計一般会計一般会計一般会計

水道水道水道水道

用語解説

【歳入】

■自主財源…町町町町がががが自主的自主的自主的自主的にににに調調調調

達達達達できるできるできるできる財源財源財源財源

○○○○町税町税町税町税…町民の皆さんから納

めていただいていた税金や企

業からの法人税など

○○○○使用料使用料使用料使用料・・・・手数料手数料手数料手数料…町営住宅

等、町有施設の使用料と、諸

証明の交付手数料など

○○○○繰入金…各基金や他の会計

などから繰り入れたお金

○○○○繰越金…前年度決算で出た

剰余金など

■依存財源…国国国国やややや県県県県のののの基準基準基準基準にににに

よりよりよりより交付交付交付交付されたりされたりされたりされたり、、、、配分配分配分配分されされされされ

るるるる財源財源財源財源

○○○○地方譲与税…本来、地方税

として徴収すべき税を徴収の

便宜等から、いったん国が徴

収し、一定の基準に従い地方

に譲与される税

○○○○地方交付税…財政力の差に

より行政サービスに大きな較

差が生じないように、一定の

基準により国から交付される

税

○○○○国庫・県支出金…町が行う

特定事業に対して国や県から

その使い道を定めて交付され

る資金

○○○○町債…道路や施設の建設や

改修などのための財源となる

長期的な借入金

【歳出】

性質別歳出

●人件費…議員報酬、特別職

給与、職員給与など、勤務の

対価として支払われる経費

●扶助費…社会保障制度の一

環として、児童、老人、障害

者、生活困窮者等を支援する

ための経費

●公債費…町が借りた借入金

の元金・利子の返済金

●普通建設事業費…道路や施

設の建設、大規模改修などの

ための経費

町税町税町税町税

3億7,213万円

10%

使用料及使用料及使用料及使用料及びびびび手数料手数料手数料手数料

7,940万円

2%

繰入金繰入金繰入金繰入金

1億7,706万円

5%

繰越金繰越金繰越金繰越金他他他他

4億6,109万円

13%

譲与税譲与税譲与税譲与税、、、、交付金交付金交付金交付金

9,460万円

3%地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税

18億7,083万円

52%

国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金

1億4,937万円

4%

県支出金県支出金県支出金県支出金

1億3,647万円

4% 町債町債町債町債

2億4,071万円

7%

自主財源自主財源自主財源自主財源

30%

依存財源依存財源依存財源依存財源

70%

歳入合計歳入合計歳入合計歳入合計

35億億億億8,166万円万円万円万円
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【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 高野山真言宗総本山金剛峯寺開創法会事務局高野山真言宗総本山金剛峯寺開創法会事務局高野山真言宗総本山金剛峯寺開創法会事務局高野山真言宗総本山金剛峯寺開創法会事務局 TELTELTELTEL 56565656----1200120012001200
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高野山大学密教文化研究所主催高野山大学密教文化研究所主催高野山大学密教文化研究所主催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東日本大震災復興支援活動東日本大震災復興支援活動東日本大震災復興支援活動からからからから学学学学ぶぶぶぶ連続講座連続講座連続講座連続講座』』』』のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

第第第第６６６６回回回回 10101010月月月月30303030日日日日（（（（水水水水））））「「「「被災地被災地被災地被災地におけるにおけるにおけるにおけるDMORTDMORTDMORTDMORT活動活動活動活動のののの可能性可能性可能性可能性についてについてについてについて」」」」

講師：山崎達枝氏（DMORT研究会幹事）

■時間：午後1時30分～4時 ■会場：高野山大学2階第3会議室 ■入場：無料

第７回「死者を鎮め、生者を安心させる生活仏教について」は11月27日（水）に開催します。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 高野山大学密教文化研究所事務室高野山大学密教文化研究所事務室高野山大学密教文化研究所事務室高野山大学密教文化研究所事務室 TEL 56-2390TEL 56-2390TEL 56-2390TEL 56-2390

第第第第４４４４回高野山大学図書館戸田文化講座回高野山大学図書館戸田文化講座回高野山大学図書館戸田文化講座回高野山大学図書館戸田文化講座をををを開催開催開催開催しますしますしますします

「「「「読書読書読書読書のののの町町町町、、、、高野町高野町高野町高野町をめざしてをめざしてをめざしてをめざして」」」」

講 師 中島紀生氏（和歌山県公共図書館協会理事・高野町副町長）

橋本奈理加氏（高野町公民館図書室司書）

日 時 11月19日（火）17:00 ～ 18:30

場 所 高野山大学3階308号教室

参加無料・当日会場へお越しください。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 高野山大学図書館高野山大学図書館高野山大学図書館高野山大学図書館 TELTELTELTEL 56565656----3835383538353835

橋本伊都橋本伊都橋本伊都橋本伊都スポーツコンファレンススポーツコンファレンススポーツコンファレンススポーツコンファレンス2013201320132013開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

LinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLink!!!! ～～～～つなげようつなげようつなげようつなげよう・・・・つながろうつながろうつながろうつながろう・・・・地域地域地域地域のののの輪輪輪輪！～！～！～！～

日 時：11月9日（土） 10：00～16：00

会 場：県立橋本体育館・橋本市運動公園

内 容：OVER18運動会・庭球野球TE-YA大会・庭球野球TE-YAホームラン競争

スポーツ体験・WFAキッズ＆ガールズサッカーフェスティバルin橋本

スタンプラリー・スポコン縁日・餅まき大会

○小雨決行 荒天の場合はホームページにてお知らせします。

○参加資格・申込みなどの詳しいことは下記問い合わせ先までお問い合わせください。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 一般財団法人 伊都青年会議所事務局一般財団法人 伊都青年会議所事務局一般財団法人 伊都青年会議所事務局一般財団法人 伊都青年会議所事務局

TELTELTELTEL 0736-42-26900736-42-26900736-42-26900736-42-2690 URL:http://www.itojc.org/2013/spoconURL:http://www.itojc.org/2013/spoconURL:http://www.itojc.org/2013/spoconURL:http://www.itojc.org/2013/spocon

中の橋青年部秋祭り！！

中の橋山の神大祭と同時に、中の橋青年部秋祭りを行います。

前夜には、中の橋町内を子どもたちがやぐらを引っ張り盛り上げます。

当日は、フリーマーケット、ゲーム、出店等イベントが盛りだくさん！

中の橋山の神では、町内の皆様が協力し合い、餅つきをしたお餅まきも

ありますのでみなさんぜひ足をお運びください。

＝＝＝＝イベントイベントイベントイベント＝＝＝＝

平成25年11月2日（土） 午後6時～やぐらで町内巡回

※中の橋以外の子どもたちでも大歓迎です。終了後には温かいぜんざい、お菓子などのお楽しみも

あります。

平成25年11月3日（日） 午前11時～ 青年部秋祭り開催（フリーマーケットは12時～）

※たこやき・焼きそば・焼き鳥・おでん・人形すくい・スーパーボールすくい

ヨーヨーすくい・ゲーム・フリーマーケット等（変更する場合もあります。）

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 中中中中のののの橋青年部部長 中谷鈴代橋青年部部長 中谷鈴代橋青年部部長 中谷鈴代橋青年部部長 中谷鈴代 TEL 090-1445-0662TEL 090-1445-0662TEL 090-1445-0662TEL 090-1445-0662
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＜＜＜＜中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

開 催 日 平成２５年１１月２４日（日）～２５日（月） １泊２日

出発・帰着予定：２４日 高野山発 午前６時・２５日 高野山着 午後９時

（花坂、伊都振興局経由予定）※道路事情等により予定時間が変わる場合があります。

研 修 地 三重県伊勢方面（伊勢神宮外宮・内宮・おかげ横丁）、朝熊山金剛證寺ほかを予定

講 師 高野山大学名誉教授 山陰 加春夫 先生

参 加 費 おひとり ２０,０００円 （当日徴収）

参加費に含まれるもの《宿泊代(夕朝食付き)、拝観料、保険代ほか》

募集定員 ４０名

宿 泊 伊勢志摩ロイヤルホテル 三重県志摩市磯部町的矢字笠取９３９－６

TEL：0599-55-2111 FAX：0599-55-2688

・ ２人部屋を予定

・ 部屋割りによる参加費の増減はありません。

申込期間 平成２５年１１月１日（金）～８日（金） ※土日・祝日は除く

受付時間 午前９時～午後５時 厳守

申込方法 下記参加申込書に必要事項を記入のうえ、中央公民館にご持参いただくか

ＦＡＸ（５６－４８３１）で、お申し込みください。

・ 部屋割りの都合上、２人１組または１人でお申し込みください。

・ 応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。

抽選の場合は、中央公民館にて参加者による公開抽選会を行います。

申込用紙は、中央公民館・役場・富貴支所にございます。また、高野町ホームページからも

ダウンロードできます。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館 TELTELTELTEL 56565656----2076207620762076

＜＜＜＜健康推進課 健康健康推進課 健康健康推進課 健康健康推進課 健康づくりづくりづくりづくり係係係係からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

“紀の国わかやま１万人健康リレーウォーク”で2015年開催のわかやま国体成功に向けて

皆さんで盛り上げていきましょう！

地元の秋を満喫しながらのウォーキング、そして楽しい体操で心も体もリフレッシュ！

多数のご参加をお待ちしています。

日 時：平成25年11月17日（日）13：00～15：30（受付開始 12：30）

集合場所：高野町中央公民館

内 容：①日常生活で取り入れられる運動講座【約30分】

（講師：げんき倶楽部はしもと 柔道整復師 岸田昌章先生）

②ウォーキング【中央公民館～壇上伽藍を巡るコース 約４km】

※小雨決行。荒天時は、室内での運動・ウォーキング講座に変更します【約1時間30分】

持 ち 物：動きやすい服装・靴・帽子・飲み物・タオル【雨天の場合：室内用シューズ】

対 象 者：高野町に在住・在勤の方 （50名程度）

申込方法：電話又はＦＡＸで。（保険加入のため、氏名・住所・連絡先・生年月日をお聞かせ下さい。）

申込〆切：平成25年11月8日（金）

※医師から運動を控えるよう指示を受けた方、体調の悪い方の参加はご遠慮ください。

【【【【申込申込申込申込みみみみ・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】◎◎◎◎高野町役場 健康推進課高野町役場 健康推進課高野町役場 健康推進課高野町役場 健康推進課（（（（健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり係係係係））））TELTELTELTEL 56565656----2933293329332933

◎◎◎◎橋本保健所 保健福祉課橋本保健所 保健福祉課橋本保健所 保健福祉課橋本保健所 保健福祉課 TELTELTELTEL 42424242----5440544054405440 FAXFAXFAXFAX 42424242----0886088608860886

 

参加無料 
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＜＜＜＜高野町消防本部高野町消防本部高野町消防本部高野町消防本部からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

高野町消防本部では、来る11月9日(土)から15日(金)ま

での１週間にわたり、秋季火災予防運動を実施します。

この運動は、火災が発生しやすい気候となる時季を迎え

るに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火

災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減

少させ、財産の損失を防ぐことを目的として、毎年この時

期に全国一斉に実施しているもので、当町においても各種

行事を予定しています。

11月8日(金)には高野町消防団並びに金剛峯寺自衛消防

隊と合同で総合訓練を行い、下記下記下記下記のとおりのとおりのとおりのとおりサイレンサイレンサイレンサイレンをををを吹鳴吹鳴吹鳴吹鳴

いたしますがいたしますがいたしますがいたしますが火災火災火災火災とおとおとおとお間違間違間違間違いのいのいのいの無無無無いいいい様様様様おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

又、当日は車両パレード等の実施に伴い路上駐車はご遠

慮願いたく、何かとご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご

協力いただけますよう併せてお願い申し上げます。

11月8日の行事

◆サイレン吹鳴：7時30分と11時00分頃の2回

◆街頭防火啓発：金剛峯寺前国道480号線路上で7:30～8:15頃まで

◆車両パレード：山内一円を10:00～11:00頃まで

◆消防総合訓練：金剛峯寺前駐車場及びその周辺で11:00～11:30頃まで

※その他の火災予防運動行事

鼓笛パレード：11月12日(火) 10:00～11:00頃まで

場所：持明院信徒駐車場前～金剛峯寺前駐車場（雨天の場合13日(水)に順延）

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】 高野町消防本部 総務係高野町消防本部 総務係高野町消防本部 総務係高野町消防本部 総務係 TELTELTELTEL 56565656----3820382038203820

＜＜＜＜橋本人権擁護委員協議会橋本人権擁護委員協議会橋本人権擁護委員協議会橋本人権擁護委員協議会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

みんなで築こう 人権の世紀

～ 考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心 ～

高野町人権擁護委員による人権特設相談所を開設いたします。

人権に関する困り事、心配事でお悩みの方は、お気軽にお越し下さい。相談は無料で秘密は厳守します。

相談所開設日 12月4日（水） 午後１時～午後３時

場 所 高野町役場２階応接室

【【【【おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】 総務課総務課総務課総務課 TELTELTELTEL 56565656----3000300030003000

＜＜＜＜総務課総務課総務課総務課からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

日 時 11月20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。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 総務課 消費生活相談係総務課 消費生活相談係総務課 消費生活相談係総務課 消費生活相談係 TELTELTELTEL 56565656----3000300030003000
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＜＜＜＜教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

9月14日、町史編纂室と高野山会館にて「伝統の高野紙で匂い袋を作ろう」を開催しました。高野町に

数多くあった伝統工芸は、時代の流れとともに需要が減り、跡継ぎがいなくなるなどして、途絶えたもの

も数多くあります。その中で受け継がれて残っている高野町の伝統に楽しんで触れることのできる機会を

提供できればと、高野紙での紙漉きの担当である飯野さんにご協力頂き実施しました。

普段子どもたちは授業等で高野紙を漉く機会を持つことがあるとのことで、ただ漉くのではなくより親

しみやすく高野紙に触れてもらえるよう、紋きり遊びや匂い袋を取り入れました。

匂い袋は、高野紙に絵を描いたり、レースのリボンを貼り付けたり、紋きり遊びの柄をつけたりして、

ティッシュやコットンにお気に入りの精油を選び匂い付けしました。

一部の匂い袋に関しては、一点一点手作りで、木版画で和紙の匂い袋を製作なさっている二宮美由紀さ

んのデザインを、今回ご本人からの許可を得て参考とさせていただきました。

これからも高野町の伝統や文化を子どもたちに身近に感じてもらえる機会を提供できればと考えています。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会 TELTELTELTEL 56565656----3050305030503050

＜＜＜＜健康推進課 介護保険係健康推進課 介護保険係健康推進課 介護保険係健康推進課 介護保険係からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

県では、平成26年度に予定している「わかやま長寿プラン」の策定や今後の施策の参考にするため、

下記のとおり広く県民の皆様から介護保険制度に関する意見を募集しています。

介護保険の利用者をはじめ、介護者、事業者、従事者等関係者の皆様など、制度へのご意見やご

要望などを下記の方法によりお寄せ下さいますようお願いします。

記

１．募集期日 平成２５年１１月６日（水）必着

２．提出様式 様式は自由です。ただし、お住まい（または所在）の市町村名、年齢、性別を必ず

お書きください。

３．提出方法 郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれか

◆郵送の場合 〈送付先〉 〒６４０－８５８５（住所不要です。）

県長寿社会課 介護保険意見募集係

封書で、封筒の表に「介護保険制度への意見」と記入してください。

◆ファクシミリの場合 〈送付先〉073-441-2523 介護保険意見募集係

題名は、「介護保険制度への意見」としてください。

◆電子メールの場合 〈送付先〉e0403001@pref.wakayama.lg.jp

メールの題名は、「介護保険制度への意見」としてください。

４．注意事項

・提出いただくご意見は、日本語に限ります。

・簡潔に、できるだけ４００字以内にまとめてください。

・いただいたご意見は、公開させていただく場合があります。

なお、その場合に、ご意見に個人情報が含まれる場合や、特定の法人又は個人を誹謗中傷する

恐れがあると判断される場合には、該当箇所を伏せて公開させていただきます。

・いただいたご意見に対して、個別の回答はいたしかねます。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 健康推進課 介護保険係健康推進課 介護保険係健康推進課 介護保険係健康推進課 介護保険係 TELTELTELTEL56565656----2933293329332933
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＜＜＜＜青少年青少年青少年青少年センターセンターセンターセンターからのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

最近、LINEやTwitter等を通じた小中学生のいたずら・トラブルが県内で起こっています。

NPO情報セキュリティ研究所のマスコット「さいぱと君」は、LINE上で友達になると、ネットトラ

ブルの相談ができます。

「SNSで友達になった人に会いたいと言われた」「こんな請求メールが来たけど、どうしたらいい？」

「友達がこんなサイト使ってるけど大丈夫かな？」など、質問・トラブル相談は24時間受付中、平日

9時～17時の間に返信してくれます。難しい内容の場合専門家と相談するため数日かかる場合もあり

ます。さいぱと君のLINE IDはriis-cypatです。

スマートフォンは、本質としてはパソコンと同じです。販売時点では、無線LAN回線のフィルタリ

ング（有害サイトへの接続制限）が設定されていない場合がありますので、インターネットを安全

に利用するため、購入時、販売店に子どもが使用することを伝え、無線LAN回線のフィルタリングや

アプリ管理機能の設定を行いましょう。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】青少年青少年青少年青少年センターセンターセンターセンター TELTELTELTEL 56565656----3050305030503050

＜＜＜＜教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

会議では、学校教育・社会教育等の事業や予算などについて、協議しています。

会議は、傍聴することもできますので、希望される方は教育委員会までお問い合わせ下さい。

また、昨年度から、地域に開かれた委員会を目指し巡回教育委員会を実施しています。

教育委員会会議を１０月は富貴小中学校で、１１月は花坂小学校で実施します。地域の皆様との交流も

大切にしていきたいと考えていますので、皆様には是非学校にお越し下さいますようご案内いたします。

尚、個人情報が含まれる議題については、傍聴を控えていただくことがありますので、ご了解いただき

ますようよろしくお願いします。

今後の教育委員会会議の予定

１０月定例会 １０月２８日（月）午前１０時～ 富貴小中学校で開催

１１月定例会 １１月２７日（水）午前９時３０分～ 花坂小学校で開催

１２月定例会 １２月中旬に中央公民館で開催

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会 TELTELTELTEL 56565656----3050305030503050

＜＜＜＜和歌山地域地場産業振興和歌山地域地場産業振興和歌山地域地場産業振興和歌山地域地場産業振興センターセンターセンターセンターからのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

和歌山地域内の各関係組合及び企業等による展示即売会や、保田紙の紙すき・漆器蒔絵・皮革の小物

作りの体験コーナー、パイル織物再織の実演などがあり、気軽に地場産品にふれあうことができます。

また、環境啓発ブースでは、アクリルタワシの指編み・ペーパークラフトなど気軽に物づくりにも参

加できます。

この機会に、伝統ある和歌山の地場産業をご覧ください。

日時：11月16日（土）10：00～17：00

11月17日（日）10：00～16：00

会場：和歌山地域地場産業振興センター

（〒641-0012和歌山市紀三井寺856番地）

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】 （】 （】 （】 （公財公財公財公財））））和歌山地域地場産業振興和歌山地域地場産業振興和歌山地域地場産業振興和歌山地域地場産業振興センターセンターセンターセンター TELTELTELTEL 073073073073----447447447447----3334333433343334
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＜＜＜＜高野町消防本部高野町消防本部高野町消防本部高野町消防本部・・・・消防署消防署消防署消防署からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

平成22年4月1日より設置が義務付けられた住宅用火災警報器について、設置状況の調査を実施します。

今回の調査にあたり、町の住民基本台帳より高野町管内の1800世帯から300世帯を無作為に選ばせてい

ただきましたので、消防署の職員が訪問の際は、ご協力お願いします。

期間：平成25年11月9日から2ヶ月間

調査方法：訪問調査（聞き取り調査）

調査内容：住宅用火災警報器の設置状況

※調査員が、住宅内に立ち入ったり、販売等は実施しません。

調査と偽った悪質な訪問販売等には十分ご注意ください。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】高野町消防本部 予防高野町消防本部 予防高野町消防本部 予防高野町消防本部 予防・・・・危険物係危険物係危険物係危険物係 TELTELTELTEL 56565656----3820382038203820

＜＜＜＜高野山中学校高野山中学校高野山中学校高野山中学校からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 高野山中学校高野山中学校高野山中学校高野山中学校 TELTELTELTEL 56565656----2116211621162116

テーマ：「「「「命命命命をををを守守守守るるるる（（（（地域地域地域地域、、、、家庭等家庭等家庭等家庭等でのでのでのでの防災防災防災防災についてについてについてについて）」）」）」）」

日 時：平成２５年１１月３０日（土） １５時から（予定）

場 所：高野山中学校

※詳しくは、学校だよりやチラシ等でお知らせいたします。

どなたでも参加していただけます。

たくさんの方々のお越しをお待ちしています。

高野山中学校長

＜＜＜＜伊都医師会伊都医師会伊都医師会伊都医師会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

と き 11月17日（日） 午後2：00～3：30

ところ 橋本市教育文化会館 2階 大ホール 橋本市東家1丁目6－27

特別講演特別講演特別講演特別講演『『『『胃胃胃胃のののの病気病気病気病気ととととピロリピロリピロリピロリ菌菌菌菌～～～～胃胃胃胃がんはがんはがんはがんは予防予防予防予防のののの時代時代時代時代へへへへ～』～』～』～』

大阪市立大学大学院 消化器内科学 渡辺俊雄 先生大阪市立大学大学院 消化器内科学 渡辺俊雄 先生大阪市立大学大学院 消化器内科学 渡辺俊雄 先生大阪市立大学大学院 消化器内科学 渡辺俊雄 先生

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 一般社団法人伊都医師会一般社団法人伊都医師会一般社団法人伊都医師会一般社団法人伊都医師会 TELTELTELTEL 33333333----1923192319231923

＜＜＜＜和歌山労働局和歌山労働局和歌山労働局和歌山労働局からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

『確認しましょう！最低賃金』

和歌山県最低賃金和歌山県最低賃金和歌山県最低賃金和歌山県最低賃金 時間額時間額時間額時間額701701701701円円円円 効力発生日 平成効力発生日 平成効力発生日 平成効力発生日 平成25252525年年年年10101010月月月月19191919日日日日

詳しいことは、和歌山労働局（TEL 073-488-1152）または最寄りの

労働基準監督署へお問い合わせください。
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＜＜＜＜粉河税務署粉河税務署粉河税務署粉河税務署・・・・粉河納税協会粉河納税協会粉河納税協会粉河納税協会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

平成25年分の年末調整の仕方、法定調書の作成方法等についての説明会を以下のとおり開催いた

しますので、ご案内申し上げます。

なお、説明会では、年末調整における前年からの変更点をはじめ、平成25年度税制改正事項、国

税電子申告・納税システム(e－Tax）の概要等についても説明いたします。

開 催 日 時 開 催 場 所 対 象 者

平成25年11月26日（火） かつらぎ総合文化会館

午後1時30分から ＡＶホール 橋本市・伊都郡の方

午後3時30分まで かつらぎ町丁ノ町2454

平成25年11月27日（水）

岩出市立市民総合体育館

午後1時30分から

岩出市荊本63-2

紀の川市・岩出市の方

午後3時30分まで

＊ 各説明会場を地域でご案内しておりますが、いずれかご都合の良い会場に出席していただいても

構いません。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 粉河税務署粉河税務署粉河税務署粉河税務署 TELTELTELTEL 0736073607360736----73737373----3301330133013301（（（（代代代代））））

※音声案内に従って、「2」をダイヤルして下さい。

粉河納税協会粉河納税協会粉河納税協会粉河納税協会 TELTELTELTEL 0736073607360736----73737373----2466246624662466（（（（代代代代））））

テーマテーマテーマテーマ －－－－税税税税のののの役割役割役割役割とととと税務署税務署税務署税務署のののの仕事仕事仕事仕事――――

国や地方公共団体は、国民の生活に欠かすことのできない公共サービスを提供するため、様々な行政

活動を行っており、その活動のために必要な経費を賄う財源が「税金」です。

国税の多くは、納税者自らが税務署へ所得などの申告を行うことにより税額を確定させ、この確定し

た税額を納税者が自ら納付する「申告納税制度」を採用しています。この申告納税制度が適正に機能す

るためには、第一に納税者が高い納税意識を持ち、憲法・法律に定められた納税義務を自発的に履行す

ることが必要です。

国税庁では、この納税義務の履行を適正かつ円滑に実現するため、様々な納税者サービスの充実を図

っています。

詳しくは、国税庁ホームページ「www.nta.go.jp」をご覧下さい。

法律の改正により、平成26年1月から個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、記帳と帳簿等の

保存が必要になります。

※対象となる方は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

※記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ（http：//www.nta.go.jp）を

ご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 粉河税務署粉河税務署粉河税務署粉河税務署 TELTELTELTEL 0736073607360736----73737373----3301330133013301（（（（代代代代））））

＜＜＜＜和歌山労働局和歌山労働局和歌山労働局和歌山労働局からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働者労働者労働者労働者としてとしてとしてとして働働働働くくくく皆皆皆皆さんさんさんさん 注目注目注目注目～～～～!!!!!!!!!!!!

・入社以来時給が全く上がりません。パートだから仕方がないのでしょうか・・・。

・正社員と同じ仕事をしているのに、待遇差が大きすぎるのではなかと不満に感じていますが、

パートだから 仕方がないのでしょうか・・・。

・本当は正社員で働きたかったけど、とりあえず就職先がなかったのでパートとして働いています。

正社員に転換できるチャンスはないのでしょうか・・・。

こんな疑問はありませんか？パートタイム労働法は、労働条件の明示や賃金、正社員転換などについて

定めていますので和歌山労働局雇用均等室（073-488-1170）へお気軽にお問い合わせ下さい。

～～～～ あなたをあなたをあなたをあなたを守守守守るるるる!!!!!!!!!!!! パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働法労働法労働法労働法 ～～～～
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＜＜＜＜和歌山県観光振興課和歌山県観光振興課和歌山県観光振興課和歌山県観光振興課からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

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。

○対象：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）

○宣言者には：宣言・登録証、ステッカー、ハンドブックを配布

○希望者には：接客の研修会などで実践をサポート

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】和歌山県観光振興課和歌山県観光振興課和歌山県観光振興課和歌山県観光振興課 TELTELTELTEL 073073073073----441441441441----2777277727772777

＜＜＜＜伊都振興局 健康福祉部伊都振興局 健康福祉部伊都振興局 健康福祉部伊都振興局 健康福祉部（（（（橋本保健所橋本保健所橋本保健所橋本保健所））））からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

日 時 12月1日（日）12：00～16：00

場 所 かつらぎ総合文化会館（あじさいホール）大ホール

内 容

【ステージ部門】

12：30 開 場

13：00 開 会（オープニング）

・手話コーラス 「明日へと」紀の国わかやま国体･紀の国わかやま大会イメージソング

妙寺小学校4年生､橋本市･かつらぎ町･九度山町手話ｻｰｸﾙ､和福祉会のみなさん

・さをり織りファッションショー 和福祉会のみなさん

13：30 体験談「（仮）障害者スポーツについて」 中村由美さん

（2012ロンドンパラリンピック100ｍ平泳ぎ銀メダル中村智太郎選手の母）

13：50 映画上映「ウィニング・パス」出演：松山ケンイチ・堀北真希他

車椅子バスケットボールにかける高校生の青春群像を描く

15：40 和太鼓演奏 楽鼓（らっこ）

※ 公演の内容及び順番等変更となることがあります

【展示等部門】 12：00～16：00

（各団体や障害福祉関係機関・施設等による障害者福祉啓発のための展示・販売・体験コーナー）

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】伊都振興局 健康福祉部伊都振興局 健康福祉部伊都振興局 健康福祉部伊都振興局 健康福祉部（（（（橋本保健所橋本保健所橋本保健所橋本保健所）））） TELTELTELTEL 42424242----5440544054405440

＜＜＜＜和歌山県経営者協会和歌山県経営者協会和歌山県経営者協会和歌山県経営者協会からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

日 時 12月4日（水）13：00～15：30（受付12：45）

場 所 橋本商工会館 8階大ホール （橋本市市脇1丁目3－18）

対 象 一般求職者および平成26年3月新規学校卒業予定者（大学～高等学校まで）

○当日就職支援セミナーを開催しますのでご活用ください。

日 時：12月4日（水）10：00～12：00 橋本商工会館5階会議室

定 員：50名 対象：橋本・伊都地域企業合同面談会に参加される方

セミナーに参加を希望される方は和歌山県経営者協会までお申し込みください。（開催日の5日前まで）

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】 （】 （】 （】 （公財公財公財公財））））和歌山地域地場産業振興和歌山地域地場産業振興和歌山地域地場産業振興和歌山地域地場産業振興センターセンターセンターセンター TELTELTELTEL 073073073073----447447447447----3334333433343334
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こどものこどものこどものこどもの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり（（（（１１１１1111月分月分月分月分））））

ワクチンワクチンワクチンワクチン名 対象児 実施日 会 場名 対象児 実施日 会 場名 対象児 実施日 会 場名 対象児 実施日 会 場

四種混合、三種混合、不活化ポリオ

個別通知します

12日（火） 高野町保健福祉センター

日本脳炎、BCG、麻しん・風しん 18日（月） （受付時間13：00～14:00）

※富貴地区の児童は随時、富貴診療所で行います

乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診のののの対象児 健康相談対象児 健康相談対象児 健康相談対象児 健康相談のののの対象児 実施日対象児 実施日対象児 実施日対象児 実施日／／／／会場会場会場会場

4ケ月児 平成25年 7月生まれ 4ケ月児 平成25年 8月生まれ

6ケ月児 平成25年 5月生まれ 6ケ月児 平成25年 6月生まれ 26日（火）

10ケ月児 平成25年01月生まれ 10ケ月児 平成25年12月生まれ 高野町保健福祉センター

1歳6ケ月児 平成24年13月生まれ 1歳6ケ月児 平成24年04月生まれ （健康相談 10:00～11:00）

3歳6ケ月児 平成22年13月生まれ 2歳6ケ月児 平成23年04月生まれ （乳幼児健診13:30～14:00）

3歳6ケ月児 平成22年04月生まれ

大人大人大人大人のののの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり（（（（１１１１1111月分月分月分月分））））

秋の献血
と きと きと きと き：：：：１１１１１１１１月月月月２２２２日日日日（（（（土土土土））））

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時～～～～午後午後午後午後３３３３時時時時

ところところところところ：：：：高野山大学構内高野山大学構内高野山大学構内高野山大学構内

当日、高野山大学では学園祭の『曼荼羅祭』が行なわれ

ていますので、色々なイベントをお楽しみがてら、献血

ブースにも是非お立ち寄りください。

会 場 名 実施日 実 施 時 間 備 考会 場 名 実施日 実 施 時 間 備 考会 場 名 実施日 実 施 時 間 備 考会 場 名 実施日 実 施 時 間 備 考

高野山多目的集会所高野山多目的集会所高野山多目的集会所高野山多目的集会所 ０１日（金） １３：３０～１５：００

東細川集会所東細川集会所東細川集会所東細川集会所 ０１日（金） ０９：３０～１０：００

西細川多目的集会所西細川多目的集会所西細川多目的集会所西細川多目的集会所 ０１日（金） １０：１０～１０：４０

細川団地集会所細川団地集会所細川団地集会所細川団地集会所 ０１日（金） １０：５０～１１：１０

桜茶屋桜茶屋桜茶屋桜茶屋（（（（横谷様宅横谷様宅横谷様宅横谷様宅）））） ０８日（金） １２：３０～１３：００

西郷集会所西郷集会所西郷集会所西郷集会所 ０８日（金） １３：３０～１４：００

神谷多目的集会所神谷多目的集会所神谷多目的集会所神谷多目的集会所 １３日（水） １０：００～１０：３０ 10:30～生活リハビリ（500円）

湯川集会所湯川集会所湯川集会所湯川集会所 １３日（水） １０：００～１０：３０

大滝集会所大滝集会所大滝集会所大滝集会所 １５日（金） １３：３０～１４：００

高根集会所高根集会所高根集会所高根集会所 ２１日（木） １０：００～１０：３０

杖杖杖杖ヶヶヶヶ薮 龍福寺薮 龍福寺薮 龍福寺薮 龍福寺 ２１日（木） １３：３０～１４：００

下筒香集会所下筒香集会所下筒香集会所下筒香集会所 ２８日（木） ０９：３０～１０：００ 理学療法士が同行します。

（（（（旧旧旧旧））））筒香小学校筒香小学校筒香小学校筒香小学校 ２８日（木） １０：１０～１０：５０ 理学療法士が同行します。

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

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 健康推進課 健康健康推進課 健康健康推進課 健康健康推進課 健康づくりづくりづくりづくり係係係係（（（（保健師保健師保健師保健師）））） TELTELTELTEL 56565656----2933293329332933
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＜＜＜＜中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

9月18日、中央公民館2階にて、社会教育委員で作家の松長昌子氏による「高

野山の歴史から 秀吉と木食(もくじき)上人応其(おうご)」が開催され、多

くの参加者が耳を傾けました。

出家し高野山に上ったのち亡くなるまでの応其の活躍や、応其にゆかりの

深い秀吉について、お話頂きました。

参加された方は、「とてもためになり参加してよかった」と喜んでいました。

「「「「子子子子どもたちとどもたちとどもたちとどもたちと語語語語るるるる読書読書読書読書のののの楽楽楽楽しみしみしみしみ」」」」

日 時：平成２５年１１月２日(土) 午後１時３０分～午後３時

場 所：高野町中央公民館 ２階

内 容：高野山小学校の児童による読書感想文発表会

読み聞かせボランティアによる朗読・高野山小学校児童によるフリートーク

※ 受講料は無料／参加申し込み不要です。 当日、公民館へお越し下さい。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館 TELTELTELTEL 56565656----2076207620762076

～～～～高野山高野山高野山高野山のののの魅力魅力魅力魅力をををを体系的体系的体系的体系的にににに学学学学びびびび、、、、再発見再発見再発見再発見するするするする～～～～

11111111月月月月16161616日日日日（（（（土土土土）））） 《《《《会場会場会場会場》》》》高野山大学高野山大学高野山大学高野山大学 ２０１２０１２０１２０１号教室号教室号教室号教室

日 程 講義日 程 講義日 程 講義日 程 講義テーマテーマテーマテーマ 講 師 受講料講 師 受講料講 師 受講料講 師 受講料

10：30～12：00 《基本講座》 第8回 高野山常喜院 住職

（受付９：30～） 高野山の声明 加藤栄俊 氏

1,000円

※※※※事前事前事前事前のののの申込申込申込申込みはみはみはみは不要不要不要不要ですですですです。。。。当日会場当日会場当日会場当日会場へへへへ来来来来ていただければていただければていただければていただければ、、、、どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも受講受講受講受講できますできますできますできます。。。。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 高野山学事務局高野山学事務局高野山学事務局高野山学事務局（（（（公民館内公民館内公民館内公民館内）））） TELTELTELTEL 56565656----2076207620762076（（（（直通直通直通直通））））

高野町高野町高野町高野町のののの人口人口人口人口(9月末日現在) ◆◆◆◆人口人口人口人口 3,511人人人人（（（（前月比前月比前月比前月比 ＋＋＋＋ 2 ））））男男男男 1,724人人人人／／／／女女女女 1,787人人人人◆◆◆◆世帯世帯世帯世帯 1,788戸戸戸戸（（（（前月比前月比前月比前月比＋＋＋＋----0 ））））

発行発行発行発行・・・・編集編集編集編集：：：： H25.10.25 高野町企画財政課高野町企画財政課高野町企画財政課高野町企画財政課 ／ 〒／ 〒／ 〒／ 〒 648-0281 高野町大字高野山高野町大字高野山高野町大字高野山高野町大字高野山 636 番地番地番地番地

TEL:0736-56-3000 （（（（代表代表代表代表）））） FAX:0736-56-4745 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄ URL http://www.town.koya.wakayama.jp/

＜＜＜＜企画財政課企画財政課企画財政課企画財政課からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞

高野町で初めての婚活イベントを開催！イベント内容は和菓子作り体験などを企画しています。

冬の高野山で暖かい出会いを探しましょう！

日 時 12月1日（日） 11：00～15：00（10：30受付開始）

場 所 高野町中央公民館

参加資格 20歳以上の独身男女（学生不可）ただし男性は高野町在住か勤務している方、

若しくは将来高野町に住む意思がある方に限ります。

募集期間 11月8日（金）まで（17：00必着）

※事前申事前申事前申事前申しししし込込込込みがみがみがみが必要必要必要必要ですですですです。。。。申込用紙が必要な方は高野町のHPでダウンロード

していただくか、企画財政課婚活イベント係までお問い合わせください。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】 企画財政課 婚活企画財政課 婚活企画財政課 婚活企画財政課 婚活イベントイベントイベントイベント係係係係 TELTELTELTEL 56565656----2932293229322932


