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放送大学学生募集
平成25年春の叙勲

夏期でも水温が低かった高野山小学校のプールを温水化する工事が完了し、
6 月 20 日にプール開きが行われました。昨年のプール開きでは 17.5℃だった
水温も今年は 27℃あり、子どもたちは元気いっぱい初泳ぎを楽しみました。
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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？
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。

開 催 日

10月26日
（土）
・27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。
（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。）

参加費用
免責の範囲

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

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。※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。
（7 月下旬配布予定）

【問い合わせ】 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

第18回高野山旗全国学童軟式野球大会を開催します

～ちびっこ選手の熱戦が繰り広げられます～
来る、7月26日(金) から 5 日間にわたり、高野山森林公園ちびっこ野球場をメイン会場に、山内 4 グ
ラウンドにおいて、第 18 回学童軟式野球大会を開催いたします。
本年の大会より全日本軟式野球連盟の正式承認を受け、
北海道から沖縄まで全国各地のチームが集い、全国大会
として新しいステージへ飛翔します。
また平成 16 年の世界遺産登録後、外国人観光客の来
訪が増え続ける高野山において、グローバルな観光振興
を展開する中で、本年は中南米コスタリカ共和国より 1
チームが特別親善参加し、国際色豊かな大会となります。
町民のみなさまの熱い声援をお願いいたします。
【問い合わせ】 高野山旗全国学童軟式野球大会
実行委員会
（まち未来課内）☎ 56－3443
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乳がん啓発に
「こうやくん」が登場！
『ピンクリボンこうやくん』が完成しました！
！
この度、乳がん検診啓発の一つとして世界的に浸透している「ピンクリボンバッジ」と、高野山
開創 1200 年のマスコットキャラクター「こうやくん」がコラボしたバッジ、
『ピンクリボンこ
うやくん』が完成しました。
このバッジは、昨年 10 月に高野山を舞台に全国の乳がん患者が集うイベント
を開催した紀和病院ブレスト ( 乳腺 ) センタ－の『乳がんいのちプロジェクト』
と総本山金剛峯寺がタイアップして製作されたものです。
ここには、
「こうやくん」というなじみやすいキャラクターをあしらう事で乳が
ん検診への恐怖を払拭してもらおうという思いと、医療と宗教が融合した活動と
してがん患者を全人的にバックアップしていくという思いが込められています。
近年増え続ける乳がんに対して、乳がん検診受診率は全国 22.9％、高野町 17.4％（独立行政法人国立がん
研究センターがん対策情報センター 2010 年発表）と低迷しています。
高野町でも従来から集団検診の実施や節目年齢の方への無料クーポン券の交付等、より多くの方に受診いた
だくべく取り組んでいます。これを機に、ご自身の健康を再確認いただければ幸いです。

『乳がん検診無料クーポン券』は、７月上旬より対象の方にお届けします。
『秋の集団検診』は、10 月 10 日（木）高野町保健福祉センターで行います。
検診についてのお問い合わせは、健康推進課

健康づくり係

☎ 56 － 2933

『ピンクリボンこうやくん』のお問い合わせは、

乳がんいのちプロジェクト事務局
＜紀和病院内＞

☎ 34-1317（代）

高野山中学校女子バレー部準優勝おめでとうございます！
4月27日
（土）
・28日（日）に九度山町文化スポーツセンター
で行われた伊都地方春季バレーボール選手権大会において高
野山中学校女子バレー部が準優勝しました。秋の新人大会は
優勝しており、決勝戦は新人大会と同じ高野口中学校との決
勝戦でしたが、惜しくも準優勝となりました。また 6 月 8
日には伊都代表として県大会に出場しました。
夏の中体連では優勝できるよう練習に励んでいます。
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過疎対策関連事業をご紹介します

筒香生活圏（筒香地区）
過疎集落等自立再生緊急対策事業
元筒香小学校を地域活性化に活用していく拠点として、国の補助金を活用し事業
を進めています。
事業内容
廃校となった小学校を体験交流施設や高齢者の自立支援・安
否確認のための「サロン」を整備します。また、地域資源（マ
ツタケ・みょうが）を活用した新商品製造開発（ブランド力強化）
のための加工施設を整備し、地域
資源を活用した様々な体験活動を
通じて、情報発信を行い移住推進
元筒香小学校

を図ります。同時に「ホタルが飛

び交う村」を目指し環境教育、水質検査、環境整備活動を行い
ホタルの生息する環境を整えます。

花坂・細川生活圏（花坂・西細川地区）
和歌山県過疎集落再生・活性化支援事業

つつが産みょうが

元花坂保育所、元西細川小学校を地域内外交流施設、食品加工施設、伝統文化継
承施設の拠点として、和歌山県の補助金を活用し事業を進めています。
事業内容
廃園となった保育所を地元産の野菜を使った加工品を製
造するための加工所に整備し、生産された加工品を販売す
るため空き家を販売所に改修します。加工所横には体験場
を整備し、都市住民等に様々な体験活動を提供するととも
に、遊休地に季節の花を植
元花坂保育所

栽し、花坂のイメージを定

着させます。また移住検討者が地域の暮らしを体験できる「お
試し住宅」を整備するなど移住推進地域の確立を目指します。
また、細川地区においては「高野紙＝（和紙）
」の漉き手を育
成し、継承していくための拠点を、元小学校を改修して整備
するとともに新たな商品開発を実施していきます。

高野紙製品

【問い合わせ】 企画財政課

☎ 56 － 2932
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『有志の会』に感謝状
5 月 11 日、有志の会（会長：真鍋光良氏）に対し
木瀬町長から感謝状が贈られました。
「高野山の自然を守るボランティア活動」は旧高野
龍神スカイライン沿道及び、世界遺産小辺路近辺の清
掃活動を平成 16 年から実施されており、周辺の美化
に大きな成果を上げられました。

平成25年度
募集種目

受験資格

自衛官等募集案内
受付期間

試験期日

男子：随時

男子：受付時にお知らせします。

自衛官候補生

18歳以上～
27歳未満の者

女子：8月1日(木)～9月6日(金)

女子：9月22日(日)～26日(木)の指定する1日

一般曹候補生

18歳以上～
27歳未満の者

8月1日(木)～9月6日(金)

9月16日(月)・17日(火)の指定する1日

航空学生

高卒(見込含)～
21歳未満の者

8月1日(木)～9月6日(金)

9月21日(土)

看護学科(自衛官コース)

18歳以上～
21歳未満の者

9月5日(木)～9月30日(月)

10月19日(土)

防衛大学校学生

高卒(見込含)～
21歳未満の者

9月5日(木)～9月30日(月)

11月9日(土)及び10日(日)

防衛医科大学校学生

高卒(見込含)～
21歳未満の者

9月5日(木)～9月30日(月)

11月2日(土)及び3日(日)

※受験説明会を実施しております。詳しくは、下記の連絡先までお問い合わせ下さい。
自衛隊橋本地域事務所 TEL(0736)32 － 0744（橋本市市脇 1 丁目 3 番 2 KK6 ビル 3 階）

吉野川・紀の川流域協議会

『夏休み親子わくわく釣り体験』参加者募集
～ 親子で
「ヘラブナ釣り」
を体験し、
夏の思い出にしませんか！～

○日

時：8月11日（日）8時30分現地集合
（11時30分解散予定）

○場
○内

所：隠れ谷池 （和歌山県橋本市清水地内）
容：親子でのヘラブナ釣り体験（釣り方教室を開催します。
初めての方大歓迎！）
※雨天の場合も催行しますので、傘などの雨具をご持参ください。

○参加料：無料
○対象・定員：小・中学生の子どもとその保護者50組
○申込方法：電話・FAX・メールで

先着順

（氏名、住所、電話番号、年令、
学年を記入）
○申込締切：7月22日（月）
○申込・問合先：企画財政課 TEL.56-2932 FAX.56-3022
kikaku@town.koya.wakayama.jp

平成25年7月12日
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放課後子ども教室
4／

8・9

小学生 21 名
中学生 13 名が入学
高野山大学黎明館において、放課後子ども教室が
開催されました。
放課後子ども教室は高野山大学の宗教教育部の部
員が中心となり、教職課程の学生とボランティアの
学生の協力のもとに運営されています。小学生が楽
しめる時間となるよう工夫をかさね、大学生が小学
生の宿題を見てあげたり、大学生と小学生が一緒に
なって、オセロやお絵かき、鬼ごっこ、様々なスポ
ーツをしたりしています。そうした世代を超えた交
流は、小学生にとっても、大学生にとっても、貴重
な成長の機会となっています。今回は今まで以上に
多くの小学生が参加し、和気あいあいとした楽しい
時間となりました。今後はこうした活動をさらに広
げたいと考えています。

5／

26

子どもたちがサンわく
学で「高野山参詣登山」
に参加しました

伊都橋本青少年団
体連絡協議会主催「第
29 回 高 野 山 参 詣 登
山」にサンわく学とし
て参加し、他の参詣登
山参加者と共に、慈尊
院から壇上伽藍までの
約 20 キロの町石道を
歩きました。当日、子
どもたちと保護者は高
野山の本山前駐車場に午前 7 時 30 分集合後、車で
九度山町へ向かい、受付を済ませ出発。昼食休憩も
取りながら、午後 3 時頃、壇上伽藍に到着しました。
子どもたちも、弘法大師や多くの参詣者たちの通り
道として、歴史と祈りの道について、元気に体験し
てくれたことと思います。

町内の各小中学校で入学式が行われました。
4 月 8 日 高野山小学校 21 名
富貴中学校
1名
9 日 高野山中学校 12 名

5／
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小学生が
エコライフ紀北を見学

高野山小学校 4 年生と花坂小学校 3・4 年生が環
境学習の一環としてエコライフ紀北を見学しまし
た。説明の DVD を見てリサイクルの大切さを勉強
した後、施設を見学しました。実際にゴミを燃やし
ている様子や資源としてリサイクルしているところ
を見ることができて大変勉強になりました。
※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。

高 野 町 広 報

(7) 第244号

6／

2

「少年メッセージ 2013
伊都地方発表大会」

「少年メッセージ
2013 伊都地方発表大
会」が、
6 月 2 日（日）
に高野山会館にて開
催されました。伊都地方の各中学校の代表 25 名が、
自分の町のラジオ局について、家族から学んだこと、
東日本大震災の復興についてなど、様々なテーマで
発表しました。
この大会では、高野山高校の内堀陽さん、伊藤侑
加さんの 2 名が司会を務め、高野山中学校の 2 名
が発表を行いました。山口政紀さんは「ゴミ問題に
ついて」
、佐藤百花さんは「保育園・幼稚園での体
験を通して」というテーマで発表を行いました。

6／

5／
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高野山小学校・花坂
小学校交流田植え体験

高野山小学校 5 年生と花坂小学校全校児童が参
加し、『田植え』を体験しました。
地元の方から説明を受けた後、みんなで横一列に
並び苗を植えていきました。最後まで協力しながら
植えることができたので、すごくきれいに植えるこ
とができたと地元の方にほめてもらいました。秋の
稲刈りが楽しみです。

29

林野を火災から守れ
～大規模林野火災消火訓練～
5／

15

宗祖降誕会「青葉まつり」

華やかな花御堂渡御を中心に、様々な催しが行わ
れ弘法大師のご誕生をお祝いしました。
花御堂渡御は、鼓笛隊や稚児行列、更には青葉娘
による散華などが行われ、鳴り響く大師音頭に合わ
せてメインストリートをパレードしました。
また、前日には前夜祭が開催され、商工会青年部
主催による「奉燈行列」もあり、明かりがともされ
た力作のねぶたが夜の町をいろどりました。

高野山スキー場・紫雲団地周辺において、消防職・
団員ら計 133 人と消防車両 20 台近くが参加し消
防訓練が行われました。14 時頃、スキー場の山林
が広範囲に延焼しているという想定で各隊が出動。
周辺の河川や防火水槽から水を吸い揚げ、火元に一
斉放水しました。参加者は全員、実践さながらに取
り組んでいました。
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成人式実行委員募集！
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－放送大学学生募集－
放送大学はテレビなどの放送

成人を迎えるみなさんを中心に

自分たちの成人式を作ってみませんか。
高野町では、成人式の企画・運営を行う新成人によ
る実行委員会形式を予定しています。成人式に何をし
たいか考え、企画立案し実行していくのが実行委員会
です。皆さんの心に残る成人式運営に『あなたの力』
を活かし、オリジナルな成人式のかたちを作ってくだ
さい。

やインターネットを通して学ぶ
通信制の大学です。
大学を卒業したい、学びを楽
しみたいなど、様々な目的で、
いつでも、どこでも、誰でも、学びたいだけ
学べる大学です。
ただいま平成 25 年 10 月入学生を募集し
ています。心理学・福祉・経済・歴史・文学・
自然科学など幅広い分野を学べます。入学試

開催日時

験はありませんので、お気軽にお問い合わせ

平成26年1月 初旬

ください。資料のお取り寄せは無料です。
○出願期間：6月15日～8月31日
（インターネット出願は6月1日～8月31日）

～応 募 要 領～
対 象 者：平成5年4月2日～平成6年4月1日生まれの方
募集人数：10 名程度

○お問合わせ先 ：
放送大学和歌山学習センター
〒 641-0051

応募方法：電話 or Fax（住所・氏名・TELを記入）

和歌山市西高松 1 丁目 7 － 20

応募締切：平成25年7月29日(月)
問合せ先：高野町教育委員会

社会教育係

成人式担当

TEL：073－431－0360

電話（56）
－3050 ／ Fax（56）
－4831
＊ご応募お待ちしております＊

Ｅ-mail： wakayama-sc@ouj.ac.jp

あなたも放送大学で学んでみませんか？

地域の防災や消防組織の
強化に貢献
平成25年春の叙勲
前高野町消防団長 中本芳也氏は、昭和 50 年に消防団員を拝
命以来、38 年にわたり、安心・安全なまちづくりのため消防
団活動に尽力され、地域防災の発展や団員の指導育成などに貢
献した功績により『瑞宝単光章』を受章されました。

中本

芳也 氏（写真右）

