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平成 26 年 4 月からオープンした「子育て支援センター」（高野町
保健福祉センター）において、７月 1 日に親子で七夕飾りを作り
ました。先生のお話をよく聞き、上手にお飾りをつくっていました。
笑い声と笑顔がいっぱいで楽しいひと時を過ごしました。

子育て支援センターで七夕の飾りづくり
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主　　催／ろうそく祭実行委員会　　　　
共　　催／高野町青少年団体連絡協議会

【問い合わせ】高野町まち未来課　☎ 56－3443

時　間　午後 7:00～
場　所　奥之院参道2014  8月13日（水）

中の橋青年部夏祭り

日　時：8／23（土）午後5：00～
場　所：中の橋　レストラン楊柳様下の広場
出　店：【食べ物】たこ焼き、焼き鳥、フライドポテト、かき氷、飲み物
　　　　【その他】くじ引き、光物すくい、人形すくい、金魚すくい、ヨーヨー、
　　　　　　　　  スーパーボールすくい
　　★盆踊り、高野和太鼓 DONKAKA によります演奏もありますので、ぜひ足をお運びください。
　　★今年も豪華景品が当たる大抽選会を開催！
　　※開催内容は変更となる場合があります。

【問い合わせ】中の橋青年部部長　上西輝勇 　☎56ー4734

第 10 回　中の橋青年部の夏祭りを開催します！
みなさんお誘いあわせのうえお越しください。

このコーナーは、町民の皆さんにご利用いただくページです。
町内の催し物や祭りの案内、サークルの会員募集などにご利用下さい。
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参 加 費 用　事前申込…一般　1,500 円、大学生・高校生　800 円、中学生以下　無料
　　　　　　当日申込…一般　2,000 円、大学生・高校生 1,000 円、中学生以下　無料
免責の範囲　 参加者は万全な健康管理のもと参加してください。すべての参加者に対し万一、事故が発生し

た場合は、ウオーキング障害保険福祉制度の範囲内及び現場での応急処置以外の責任は負えま
せんのでご了承ください。また自然災害、歩行困難な荒天等の不慮の災害が生じた場合、大会
の実施・中止の判断は、当該実行委員会の決定に従います。なおその場合、大会誌・ゼッケン・
地図等の大会資料を送付しますが、参会費の払い戻し及び各歩行記録の認定は出来ませんので
ご了承ください。

お問合せ先　世界遺産高野山ツーデーマーチ実行委員会事務局（中央公民館内）　☎56 －2076

　爽やかな秋空の下、風光明媚な高野町を歩いて巡ると、今まで知っているつもりであった ｢寺院｣
や ｢高野山町石道｣ など随所にある高野を改めて感じることができます。
　今年も家族向けから健脚のウオーカー向けまで色んなコースをご用意しております。紅葉を楽し
みながら森林の中を歩いて心身ともに健康になりましょう。

※コース及び申込などの詳細につきましては、公民館や役場にあるパンフレットをご覧ください。

（但し、小学生以下は保護者の同伴を、歩行困難な方は介助者の同伴をお願いします。）

開 催 日　10月25日（土）・26日（日）
参加資格　健康な方ならどなたでもご参加いただけます。

　「弘法大師　吉野・高野の道プロジェクト」実行委員会により本年 3
月までに数回にわたる踏査が行なわれ、吉野から高野山までお大師さま
が歩かれたルートを特定しました。これをうけ、平成 26 年 5 月 28 日か
ら 30 日の日程で全行程をはじめて踏破する「弘法大師の道 再興・開闢
修行」が実施され、金峯山寺、金剛峯寺、奈良・和歌山両県、関係市町
村などから 30 名ほどが参加する行脚隊が踏破し、奥之院燈籠堂でお大
師さまに報告いたしました。これにより、吉野と高野山という世界遺産

「紀伊山地の霊場と参詣道」の二大霊場がお大師さまの歩いた道によっ
て結ばれ、新たな巡礼道となりました。
　来年 3 月には高野山真言宗教師による結縁行脚隊が全国を行脚した高
野山結縁行脚本尊「祈念三鈷杵」と奥之院の「不滅の聖燈」を捧持して
全行程を踏破します。

弘法大師の道 再興

vol.26
《2014年6月号》開 創 通 信

あなたもツーデーマーチに参加して、各地方から来るウオーカーと
一緒にウオーキングを楽しみながら、高野の魅力をあらためて感じませんか？

第9回
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　　　　　　　「宮大工」

高野山は、816 年の開創から社寺の造営と改修、焼失と再建を繰り返してき

た。その度に宮大工の技術も伝承され、聖地としての高野山を支えてきた。

宮大工の仕事の良さは、屋根裏を見れば分かる。屋根裏は、軒先を伸ばすた

めの様々な部材が組み合わさっている所であり、この見えない部分に手間暇

をかけてこそ、美しさと丈夫さを兼ね備えた建物となる。

また、社寺の修復や再建において重要なのは、どの時代に合わせた様式で建

てるかという「時代考証」である。その建物の由来などを踏まえ、先人の技

を生かしながら建物を建てる。まさに歴史を背負った仕事だ。

今月の特集

8月のテーマは「宮大工」です
高野の手仕事プロジェクト開催！

■日時：8月21日（木）～24日（日）10：00～16：00
■場所：高野霊木之家 2 階
＜イベント・体験＞ 23日（土）10：00～宮大工が語る仕事の魅力

24日（日）10：00～宮大工の仕事体験

お寺や神社を建てる宮大工は、高野山に欠かせない手仕事です。
社寺建築の歴史は、仏教などの大陸文化の影響を受けながら発展しました。そのため建て

られた時代によって様々な特徴があり細部のつくりなどを見比べる面白さがあります。
長い歴史の中で受け継がれてきた宮大工の知恵や技術は、木造だけで何百年も残る建物を

作ってきた、世界に誇る日本の伝統です。身近にある高野山の建造物で、その伝統にふれて
みませんか。きっとお寺を見る目が変わるかも⁉

平成 26 年 6 月 6 日、和歌山県社会教育委員連絡協議会の定期総
会が、和歌山市勤労福祉会館プラザホープにて開かれました。

定期総会において、永年の社会教育の発展に対する功績が称えら
れ、高野町社会教育委員の松長昌子氏が、第 25 回会長表彰を受賞
されました。

松長氏は平成 8 年 4 月より、18 年間、高野町社会教育委員として
本町の社会教育発展のため、積極的に尽力され、本人の持つ教養を
通し、優れた発想力と実践力、識見を発揮されたばかりでなく、自
らも講師として町民教養講座において「高野山の歴史から―美福門
院と高野山―」「高野山の歴史から ―秀吉と木食上人応其―」を開
催するなど、精力的に活動していただいています。

松長 昌子氏
平成26年度県社会教育委員 会長表彰を受賞

【問い合わせ】まち未来課 地域振興係　☎ 56－3443
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     廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の
処分に「無許可」の回収業者を利用し
ないでください！

■平成26年度のごみ袋の無料配布事業は行いません
　　【問い合わせ】生活環境課 環境衛生係　☎56－3760

No.61

図書は一人 5 冊まで貸し出しできます。2 週間以内に返却して下さい。
図書室利用カードも好評発行中です。

【問い合わせ】高野町中央公民館　図書室　担当　橋本奈理加
☎ 56－2076

図書または DVD の購入リクエストを受付中です。図書室に入れてほしい本または
DVD がありましたらご遠慮なくお声をかけて下さい。

8月 9日：14：00より、図書室でボランティアによるよみきかせがあります。
8月23日：14：00より、中央公民館ロビーにて子ども向けのDVDを上映します。

お知らせ

イベントの
お知らせ

中央公民館

なぜ「無許可」の廃棄物回収業者に廃棄物の処分を
依頼してはいけないの？

Q2．

廃棄物を無許可の廃棄物回収業者に引き渡すと、法を守った適正な
処理が確認できないからだよ。不法投棄、不適正処理、不適正な管
理による火災などの事例が報告されています。

A2．

「無許可の」廃棄物回収業者とは何ですか？Q1．

ご家庭の廃棄物を、市町村の一般廃棄物処理業の許可なく、または
市町村の委託を受けずに、違法に回収している業者のことだよ。

A1．

○�ご家庭の廃棄物を回収するには、市町村の「一般廃棄物処理業許可」や
委託が必要です。産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収でき
ません。

○高額な処理料金を請求された事例もあります。
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　小学生が
エコライフ紀北を見学

お大師様が若かりし頃に歩いたとされる、奈良県
の吉野山から高野山までの道のりを、現代に蘇らせ
ようとする「弘法大師　吉野・高野の道プロジェク
ト」により、実際の道を歩く弘法大師の道再興・開

か い

闢
びゃく

修行が行われました。
金剛峯寺と金峯山寺の僧侶の方々が、平安時代の

文献を元に、調査・推定された 55㎞にもおよぶ険
しい山道を、3 日間がかりで踏破しました。

このルートは、今後新たな観光資源として活用を
検討していきます。

　今年も、旧暦の端午の節
句にちなみ、富貴小中学校
の子どもたちにより、富貴
地区の 80 歳以上の一人暮
らしのおじいさん・おばあ
さんへ「チマキ」を配りました。
　子どもたちは、この日を心待ちにしているおじい
さん・おばあさんの笑顔のために、先生や保護者、
地域の方々からも助けてもらいながら、一生懸命チ
マキをつくりました。

　高野山小学校と花坂小学校の 4 年生が環境学習の
一環として、橋本市にある広域ごみ処理場エコライ
フ紀北を見学しました。処理場の職員による解説で
リサイクルの大切さを勉強した後、実際にごみを焼
却する様子や資源ごみをリサイクルしているところ
を見学しました。
※ エコライフ紀北では団体での見学申込を受付けています。

詳しくはエコライフ紀北（☎ 42-5300）に直接お問い合
わせください。

　サンわく学として、「ラスポンチャスぬり絵教室　
読み聞かせもあるよ♪」を高野山会館の談話室で開
催しました。
　公民館図書室司書による「もぐらバス」など絵本
の読み聞かせをした後、ぬり絵教室が行われ、プロ
画家ひるねさんの指導でちょっとしたプロならでは
のコツを教えていただきました。子どもたちは和気
あいあいとした雰囲気の中楽しんでいました。

5/30

6/4

6/7

　富貴地区でチマキを
地域のお年寄りへプレゼント

「弘法大師　
吉野・高野の道
プロジェクト」
　お大師さまが歩いた道を

現代に～弘法大師の道～

5/28～30

サンわく学　
読み聞かせと
ぬり絵教室
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青葉まつりを前
に、商工会青年部
主催による「奉燈
行列」が行われま
した。

今 年 の ね ぶ た
は、来年に高野山開創 1200 年記念大法会を控えて
いることから、開創にまつわる「飛行の三鈷杵」の
伝承をテーマとして作成され、夕方より昨年のねぶ
たと共に山上をねり歩き、高野の夜に明かりを灯し
ました。

華やかな花御堂渡
御や餅まきなど、青
葉まつりが高野山地
区で盛大に行われ、お大師様のご誕生をお祝いしま
した。

天気にも恵まれ、稚児行列をはじめとした花御堂
渡御を一目見るためや、青葉娘や南山会の皆様によ
る散華を求めて、多くの参拝者や観光客で沿道が埋
め尽くされました。

オペラ歌手中島啓江氏が指導する合唱グループ
「ハートフルヴォイセズ」によるコンサートが開催
されました。

午前中は、根本大塔の中で奉納コンサートが行わ
れました。午後からは高野山小学校に会場を移し、

「ハートフル合唱会 in 高野山」と題し、集まった管
内小・中学生の子どもたちや、南山苑の皆さま、住
民の皆さまも一緒になって合唱や手遊びを楽しみ、
その後、ハートフルヴォイセズよる童謡、唱歌の美
しい歌声を堪能しました。

高野山こども園の園児で七夕のお飾りを先生に教
えていただきながらささにつけていきました。

飾り終えてから、「みんなの願いが叶いますよう
に」と手を合わせお祈りしました。

宗祖降誕会
「青葉まつり」

ハートフルヴォイセズ
　コンサートin高野山

高野山こども園で七夕飾り

青葉まつり前夜祭6/146/20

6/15

7/1  
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▽募集テーマ　吉野川・紀の川の自然風景・生きものの生態を題材にした作品
▽募 集 部 門　①上・中・下流部門　　②一般部門　　③キッズ部門
▽募 集 規 定　◦どなたでも応募可 （上・中・下流部門は各流域から1枚ずつ1組として応募、キッズ部門は      

　小中学生）
　　　　　　　◦1人2点まで。（同一作品による複数部門への応募は不可）
　　　　　　　◦A4サイズのプリント
▽応 募 期 間　8月29日(金)(午後5時必着)
▽審 査 結 果　11月上旬発表予定
　　　  ※応募規定の詳細や応募方法については吉野川・紀の川流域協議会ホームページ参照

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_1/gyousei/kikaku/yoshinokinokawa/
▽問　合　先　高野町企画財政課　☎56－2932
▽応　募　先　〒640－8511　和歌山市七番丁23番地
　　　　　　　　　　　　　　　  和歌山市企画課内　吉野川・紀の川流域協議会事務局

○募集職種（採用予定人数）
　　　◦看護師　若干名
　　　　　　※地方公務員法第16条各号（欠格事項）に該当する人は受験できません。
　　　　　　　また、学歴等の詐称が発見された場合は、採用を取消します。
○試 験 日　第1次試験　平成26年 9月21日（日）
○受付期間　8月1日（金）～14日（木）　8：30～17：15
　　　　　　※土・日・祝日は受付できません。また、郵送による申込もできません。
　　　　　　　（URL　http://www.kuniki.info/index.html）　　　　　

　　　　【問い合わせ・提出先】養護老人ホーム国城寮　☎32ー1321

日　時：8月25日（月）　午後7時～8時
講　師：高山道助氏
場　所：高野町中央公民館 2 階

事前申込は不要です。
＊お気軽にご参加ください＊

【問い合わせ】中央公民館　☎56ー2076

吉野川・紀の川の自然風景や生きものの生態を題材としたフォトコンテストが、
吉野川・紀の川流域協議会 10周年記念事業として行われます。

吉野川・紀の川流域協議会

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合からのお知らせ

町民教養講座のお知らせ

第5回「能楽　笛と能について」

『設立10周年記念フォトコンテスト』開催

老人ホーム国城寮職員募集
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8月の消費生活相談会のお知らせ

今夏の節電のお願い

と　き：8月16日（土） ・ 23日（土）
　　　　9月 6日（土） ・ 27日（土）
　　　　　　午後1時～午後2時30分
ところ：中央公民館 2階   
      　　　　上履き・タオル・飲み物は持ってきてください。

○内　容：昨夏実績以上の節電の実施
　　　　　（※昨夏の節電実績：平成22年度夏比11％減）
○期　間：平成26年7月1日（火）～平成26年9月30日（火）の平日
　　　　　（8月13日（水）～15日（金）を除く）
○時　間：9：00～20：00

　　※注意事項

　　　　・高齢者や乳幼児、体調が悪い方のおられるご家庭には、熱中症など健康の支障をおよぼさない
　　　　　範囲での節電をお願いします。

　　【問い合わせ】関西電力節電ダイヤル　☎080－123－0171

日　　時　　8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。
　※高野町のホームページに消費生活相談窓口のページができましたのでご利用ください。　　　　　　　

【問い合わせ】総務課 消費生活相談係　☎56ー3000

高野町は、2015年紀の国わかやま国体で

デモンストレーションスポーツ『3Ｂ体操』、公開競技『ゲートボール』を開催します !
【問い合わせ】中央公民館 TEL：56ー2076 FAX：56ー4831

公民館からのお知らせ

関西電力からのお知らせ 

総務課からのお知らせ

老若男女を問わず誰でも参加できます。

 みんなで楽しくいい汗かこう！

当日受付：参加費無料

「家族でお出かけキャンペーン」にも、ぜひご参加ください。
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人権擁護委員による相談所を下記のとおり開設いたします。

日常生活において心配事・悩み事等がありましたらお気軽にご相談にお越し下さい。

相談は、無料で秘密は厳守します。

【問い合わせ】総務課 総合窓口係　☎56－3000（内線125）

総務課からのお知らせ

地域包括支援センターよりお知らせ

記
相談開設日　平成26年8月4日（月）　午後1時～午後3時
相 談 場 所　高野町役場　2階応接室

日　時　　月曜日～金曜日　9時～14時  （祝日・年末年始・警報発令時はお休みします）
　　　　　　　※申し込みは不要です　※時間内の出入りは自由です
場　所　　子育て支援センター（高野町保健福祉センター内）
持ち物　　水筒、タオル
お願い　　子育て支援センター内での事故やケガにつきましては保護者の方の責任で
　　　　　お願いします。

 　興味のある方は、地域包括支援センター（☎56－2933　担当　田中・日吉田）まで
お問い合わせください。

人権特設相談について

8 月 の
予 定

子育て支援センターだより
6日（水）

プール遊び！
10：00～11：00

12日（火）

水遊び！
10：00～11：00

19日（火）

リズム体操!
10：00～11：00

21日（木）

しゃぼん玉遊び！
10：00～11：00

26日（火）

絵本を楽しもう！
10：00～11：00

【問い合わせ】子育て支援センター　☎56－3938

○介護・福祉に関する相談日を
　毎月第2金曜日に設けています。

　 8月の相談日は8日です。どこに相談したらよい
か分からない困りごと、介護の悩みなど、どなた
でも、どのようなことでも構いませんので、

　ご相談ください。

○地域包括支援センターでは、毎月以下の
　地区で介護予防教室を開いています。
　　　高野山　「たんぽぽ会」
　　　花坂・細川・神谷　「みんなの会」
　　　筒香　「なごみ会」
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【問い合わせ】健康推進課　健康づくり係（保健師）　☎56－2933

8月の健康づくり便り

風しんワクチン接種費用助成のお知らせ

子育て支援センターだより

こどもの健康づくり（８月分）

予
防
接
種

ワ　ク　チ　ン　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 11日（月） 高野山総合診療所

日本脳炎、BCG、麻しん・風しん 個別通知します 19日（火）（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。

健
康
診
査
・
相
談

乳幼児健診の対象児 健康相談の対象児 実施日／会　場

4ヶ月児

6ヶ月児

10ヶ月児

1歳6ヶ月児

3歳6ヶ月児

Ｈ26年 4月生れ

Ｈ26年 2月生れ

Ｈ25年10月生れ

Ｈ24年12月生れ

Ｈ22年12月生れ

4ヶ月児
6ヶ月児

10ヶ月児
1歳6ヶ月児
2歳6ヶ月児
3歳6ヶ月児

Ｈ26年 5月生れ
Ｈ26年 3月生れ
Ｈ25年11月生れ
Ｈ25年 1月生れ
Ｈ24年 1月生れ
Ｈ23年 1月生れ

26 日 ( 火 )
　○健康相談　10：00～11：00
　　高野町福祉センター
　○乳幼児健診 　13：30～14：00
　　高野山総合診療所

健
康
相
談

会　場　名 実　施　日　時 備　　考
相ノ浦集会所 1日（金） 10：00 ～ 10：30
桜茶屋（秋月様宅） 1日（金） 12：30 ～ 13：00
西郷集会所 1日（金） 13：10 ～ 14：00
湯川集会所 4日（月） 10：00 ～ 10：30
東細川集会所 5日（火） 9：30 ～ 10：00
西細川多目的集会所 5日（火） 10：10 ～ 10：40
細川団地集会所 5日（火） 10：50 ～ 11：10
高野山多目的集会所 6日（水） 13：30 ～ 15：00

神谷多目的集会所 7日（木） 10：00 ～ 10：30 10：30 ～生活リハビリ（500 円）
理学療法士が同行します。

大滝集会所 11日（月） 13：30 ～ 14：00
高根集会所 18日（月） 10：00 ～ 10：30
杖ヶ薮龍竜寺 18日（月） 13：30 ～ 14：00
下筒香集会所 28日（木） 9：30 ～ 10：00
（旧）筒香小学校 28日（木） 10：10 ～ 10：50

※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。

　昨年は風しんが大流行しました。風しんは、妊娠初期に罹患すると、先天性風しん症候群の赤ちゃんが生まれる可
能性があります。高野町では、昨年に引き続き妊婦とその子どもを風しんから守るため、＂風しんワクチン＂または

＂麻しん風しん混合ワクチン＂の接種に対する助成事業を実施します。
≪助成対象者≫高野町に住民票を有し、下記の何れかに該当する方。
　　①妊婦の配偶者（婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係にある方も含む）
　　②妊娠を希望する 19歳～50歳未満の女性（昭和38年4月2日～平成8年4月1日生まれの方）
≪対象期間≫平成26年7月1日～平成27年3月31日(平成26年4月1日接種分から適用)
≪医療機関≫高野町内外・和歌山県内外を問いません。
≪接種費用≫接種費用の全額（限度額 1 万円）
≪申請方法≫領収書 ( ワクチン接種が確認出来るもの / 妊婦の配偶者は、母子手帳等事実確認出来るものを添付。
　　　　　　健康推進課および富貴支所で受け付けます。

【問い合わせ】健康推進課　☎56ー2933
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発行・編集

◆人口 3,407 人

（前月比 +9）

　　男 1,661 人

　　女 1,746 人　

◆世帯 1,753 戸

（前月比 +5）

　今までの年 4 回発行の広報高野と、毎月発行していたおしらせ版広報こうやを 1 つ
に統合し、「広報高野」としてリニューアルいたしました。
　毎月第 4 金曜日を発行日とし、新たな装いで、より見やすく、よりわかりやすくを
目指していきますので、よろしくお願いします。
　また、広報だけでなく、高野町公式ホームページも大きくリニューアルもされ、他に
も高野町フェイスブックページを活用した素早い情報発信なども行っていますので、ぜ
ひともチェックしてください。
　　高野町ホームページ　　　　：http://www.town.koya.wakayama.jp/
　　高野町フェイスブックページ：https://www.facebook.com/townkoya

高野町の人口
（６月末日現在）

8月号より広報をリニューアルしました！

高野町各課紹介 私達はこんな仕事をしています 第１回

・交通安全及び生活安全に関すること
・統計調査に関すること
・選挙に関すること
・職員の人事、給与等に関すること
・窓口業務
・国民年金、人権擁護に関すること
・戸籍、住民基本台帳、印鑑証明に関すること
・町税（住民税、固定資産税、軽自動車等）に関すること
・入札および契約に関すること
・公有財産の管理に関すること
・自治会に関すること　　　・外国人登録に関すること
・情報公開に関すること　　・防災対策に関すること　　など
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総�務�課�

この度、平成 26 年 6 月 11 日の町議会で教育委員の同意を得て、教育
委員会の推挙により教育長に選任され、その重責を担うことになりまし
た角濱正和です。

全国的に少子高齢化に伴う地域コミュニティーの担い手不足や人口減
が社会問題となっていますが、高野町も同様に少子高齢化が進み、社会

を取り巻く環境は大きく変化する中、教育を巡る課題も山積されております。高野山で生
まれ育ったことを大きな糧とし、高野町の教育問題に立ち向かう所存でございます。

もとより微力ではありますが、決意を新たにし本町教育の進展とその使命達成のため子
供たちの笑顔と健やかな成長を願い、挺身努力いたす覚悟でございます。何卒格段のご指
導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

ご 挨 拶


