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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。

8月1日、高野山開創1200年記念大法会マスコットキャラクター「こうやくん」に特別住
民票を交付し、さらに「高野町観光・広報大使」を委嘱しました。木瀬町長は「夏バテし
ないようによろしくお願いします」と激励し、添田宗務総長は「高野町や和歌山県を代表
して頑張ってほしい」と述べられました。こうやくんは町の観光・広報活動に協力し高野
町の魅力を全国に発信していきます。
～今月の主な内容～
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町民広場
町民広場
緊急情報伝達試験のお知らせなど
精神障害者家族教室の案内など
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町営住宅入居者募集など
卓球大会結果報告など
町史編纂室からのお知らせなど
トンネル橋梁名決定のお知らせなど
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3Ｂ体操教室のお知らせなど
健康づくりだより
中央公民館のお知らせなど

【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
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TEL 56-1200

♪♪芸能（町民）のつどい ♪♪ 開催します
町民の有志の皆様方日頃のご自慢の踊りや唄をご披露します
主な出演者は次の方々です
★ ソプラノ歌手 尾上利香さん
★ 福岡社中の皆様の日本舞踊
★ エバーグリーンコーラスの皆様

★ 田輪稜子さんのうばすて山絵暗物語
★ 林 恭 行さんのバイオリン演奏
★ 有志の方々ののど自慢（カラオケ）

♪ 主 催 芸能まちづくり実行委員会
♪ 日 時 9月14日（土）（開場：午後６時 終了：午後９時）
♪ 会 場 高野町中央公民館２階大会議室
◎入場無料です。皆様お誘い合わせのうえご来場ください。
（申し込みは不要です）
【問い合わせ】

平野

TEL

090-7108-8300

第２回高野文化圏研究会シンポジウムを開催しま す

高野文化圏の多様性を考える

―人々はなぜ高野山を訪れるのか―

人々はなぜ高野山を訪れるのか。高野山は真言宗の一つの拠点であるとともに、修験道や骨のぼ
せなど山岳信仰が融合した宗教都市である。奥之院にある大名墓や企業墓は高野山への強い関心を
物語っており、法然や親鸞など他宗の開祖の石塔は高野山が宗派を超えた聖地であることを示して
いる。
今回は中世史の峰岸先生に真言・禅・律の道場であった金剛三昧院の成立についてご報告いただ
き、紀の川流域の民俗調査をおこなってきた宮本先生の高野山地域における信仰的多様性について
のコメントをもとに、高野山の多様性について検討していきたい。

日 時 9 月 17 日（火）13:00 ～ 16 :30
場 所 高野山大学203号教室 TEL 0736-56-2921(代)
参加無料・当日参加歓迎
【問い合わせ】

高野文化圏研究会

TEL

0721-28-6035

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４回

９月２５日（水 ）「被災地におけるスピリチュアルケアの実際」

講師：堤

澄子氏（パストラルケアセンターＨＵＧハウス）

■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５回「『遺体』から見えてきた宗教の原点について」は１０月２３日（水）に開催します。
【問い合わせ】

高野山大学密教文化研究所事務室
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TEL

56-2390

＜総務課防災対策推進室からのお知らせ＞

平成２５年９月１１日(水)

１１時００分ごろ と

１１時３０分ごろ の ２回 実施します

高野町では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に、全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）
(※)から送られてくる国からの緊急情報を、防災行政無線を用いて皆様へお伝えするため、
町内で緊急情報伝達手段の試験を行います。
高野町が実施する試験は次のとおりです。
情報伝達手段

防災行政無線の放送

内
容
町内３６か所に設置してある防災行政無線から、
次の放送内容が一斉に放送されます。
【放送内容】
「これは、試験放送です。」×３
＋ 「こちらは、ぼうさいこうやちょうです。」
＋ 防災行政無線チャイム

(※)Ｊ-ＡＬＥＲＴ(ジェイ・アラート)とは、地震・津波や武力攻撃などの災害時に国から送られてくる
緊急情報を人工衛星などを活用して瞬時に情報伝達するシステムです。

【問い合わせ】

総務課防災対策推進室

TEL

56-3000（内線102）

＜総務課 からのお知らせ＞

高野町では人権擁護委員による人権特設相談所を年6回（偶数月）開設しています。

開設日
場 所

平成25年10月7日（月）13：00～15：00
高野町役場２階応接室

人権に関する困り事、心配事でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】

総務課

TEL

56-3000

＜和歌山県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ＞

８月下旬から９月上旬にかけ、ジェネリック医薬品を使用した場合、１か月の自己負担額が２００円
以上軽減される可能性がある方を対象に

ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付しています。
患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。
※ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。

※お薬によっては、ジェネリック医薬品への切り替えができない場合もあります。
かかりつけの医師又は薬剤師にご相談ください。
【問い合わせ】

後発医薬品利用差額通知コールセンター
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TEL 0120-53-0006

＜橋本保健所からのお知らせ＞

精神障害のある方と生活しておられる家族の方への教室を開催します。身近な精神疾患や制度につい
て学ぶことは、家族の不安をやわらげ、疾患の早期回復と再発防止につながります。今回は、家族を対
象としたＳＳＴ（Social Skills Training：社会技能訓練）という、日頃の関わりを振り返って、家族
が元気になれる企画もあります。是非ご参加ください！！
３回シリーズですが、何回目からでもご参加いただけます。

第１回

日時：平成２５年９月１９日(木)15：30～17：30
場所：橋本保健所 ２階 会議室 （橋本市高野口町名古曽９２７）
内容：講演「わかりやすい精神疾患のはなし」
講師：上田神経科クリニック 上田英樹医師

第２回

日時：平成２５年１０月１７日(木)14:00～16:00
場所：橋本保健所 ２階 会議室 （橋本市高野口町名古曽９２７）
内容：講演『「働きたい」をサポートします』
講師：伊都障がい者就業・生活支援センター 大垣賢介センター長

第３回

日時：平成２５年１１月１日(金)10：00～16：00（「ゆかいな会」及び岩出保健所と共催)
場所：岩出保健所 １階 会議室 （岩出市高塚２０９）
内容：講演「家族が変われば子どもが変わる」
講師：ＳＳＴ普及協会リーダー 高森信子氏
※昼食(３１５円）を注文することもできます《当日10時まで》
※都合の付く時間だけの参加もＯＫです

○事前に申し込みが必要ですので橋本保健所までお問い合わせください
【申込み・問い合わせ】

橋本保健所

TEL 42-5440

『オータムジャンボ宝くじの賞金は１等・前後賞合わせて3億9,000万円！』

１
等 3億3,000万円×13本
前後賞各 3,000万円×26本
発売期間：9月20日（金）～10月11日（金）まで
※この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策など地域住
民の福祉向上のために使われています。
＜和歌山県世界遺産センターからのお知らせ＞

日 時
場 所
講 師
演 題
参加費
定 員
主 催
その他

平成２５年９月２２日（日） １３：００～１５：００
高野町中央公民館 ２階 第１･２会議室
山陰 加春夫 氏（高野山大学名誉教授）
「高野参詣の作法と利益」
無料
４０名
和歌山県世界遺産センター
事前申込み不要
【問い合わせ】
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和歌山県世界遺産センター

TEL

0735-42-1044

＜建設課からのお知らせ＞

○募集内容
団地名

部屋番号

桜団地1号棟
うぐいす谷団地3号棟
細川団地
紫雲団地

203号
102号
16号
20号

構 造

1か月の家賃

入居可能日

中層耐火（3DK）
14,500円～28,600円
木造（2DK）
23,400円～46,000円
簡易耐火二階（3DK） 12,800円～24,100円
簡易耐火二階（3DK） 9,000円～12,800円

平成25年10月中頃

※家賃は収入に応じて定まります。敷金は入居時の家賃の３カ月分
〇申込み等の日程
平成25年9月2日（月） 9時から
期 日
申込み受付
平成25年9月17日（火）17時まで
場 所
高野町役場
日 時
平成25年9月27日（金）13時30分から（予定）
抽選日
場 所
高野町役場２階 会議室
※このほか、申し込み資格や公営住宅法で定める入居基準算定方法（控除額等）、家賃額、
※申し込みに必要な書類については役場 建設課 住宅担当までお問合せください。
【問い合わせ】

建設課

TEL 56-2934

＜消防署からのお知らせ＞

救急の日は、救急業務や救急医療に対して皆さんの理解を深め、また、
救急医療関係者の意識の高揚を図るために、昭和57年に定められました。
以来、この日を含む1週間(今年は9月8日～14日)を「救急医療週間」とし
ています。この機会に応急手当を覚え、自分の大切な人の命を救えるよ
うにしましょう。
～救える命を救いたい～
“応急手当の大切さ”心臓停止や呼吸停止といった緊急事態の場合、時間
の経過とともに蘇生する確率が低くなります。救える命を救うためには、
救急車が到着するまでの間、現場に居合わせた人で応急手当をすることが
何より大切です。消防署では、心肺蘇生法(AEDの使用方法)や応急手当な
どの救命講習会を無料で実施しています。受講を希望する方は、消防署ま
でご連絡ください。
※AEDは、心臓に電気ショックを与え、心臓の動きを取り戻すための医療
機器です。音声案内に従い一般の人も簡単に使用できます。

【問い合わせ】

消防署警防係

TEL

56-3820

＜総務課からのお知らせ＞

日
時
9月18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】
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総務課

消費生活相談係

TEL

56-3000

＜中央公民館からのお知らせ＞

去る、７月１４日(日)町民体育館において中央公民館主催、第１回高野町エンジョイ卓球大会が高野山
卓球クラブ主管で開催されました。
今回は、男１２名、女３名の計１５名が参加し、１グループ５名で上級、初級中級Ⅰ・Ⅱの３グループ
に分けリーグ戦を行い順位を競いました。熱い真剣勝負を繰り広げているグループもあれば、笑いの絶え
ないグループもあり大変盛り上がりました。「また秋にも開催してほしい」との声も参加者からあり、年内
中に第２回目の開催も検討中ですので、皆様奮ってご参加ください。

優勝者（左から）
：初級・中級の部Ⅱ小嶋 隆誌、上級の部東 洸太朗、初級・中級の部Ⅰ中迫 義弘（敬称略）

【問い合わせ】中央公民館

TEL

56-2076

環境衛生係

TEL

56-3760

第２回みんなの広場を８月２日に開催しました。今回初め
てのお友だちもたくさん参加してくれました。お部屋で自己
紹介やおもちゃで遊んだあとは、楽しみにしていた水遊びで
す。アンパンマンや魚をすくったり、ジョウロで水をかけた
りと元気に遊んでいました。だんだんエスカレートして、服
を脱いでタライに入って遊ぶお友だちまで・・・。
顔に水がかかっても平気なお友だちばかりで、ダイナミッ
クな水遊びを楽しみました。お母さん同士でもいろいろ会話
を楽しまれていました。
次回のみんなの広場（園庭開放）は９月２１日（土）に予定しています。
この日はこども園の運動会なので、ぜひ競技にも参加してくださいね。
【問い合わせ】 高野山こども園

TEL

56-3938

＜生活環境課からのお知らせ＞

7月下旬に配布しました、ごみ袋無料引換券の 交換期間は、

平成25年10月31日までとなっています。
引換期間を過ぎると交換ができません。
※まだ引換をされていない方は、取扱店舗
(店舗一覧は引換券同封)にて、お早めに交換をお願いします。
【問い合わせ】

生活環境課

＜高野山こども園からのお知らせ＞

-7-

＜町史編纂室からのお知らせ＞

高野町史編纂室では、高野町の歴史や生活文化を見
直し、現在に活かすとともに、後世に伝えることを目
的として、平成12年より編纂事業を開始し、これまで
に『 近現代年表 』、
『 史料編 』、
『 民俗編 』の3冊を刊行し 、
『高野町の昔と今』を残すのみとなりました。
町民の皆様には多大なご協力をいただいたおかげで、
大量の古文書を収集・複写することができ、行事の写
真も多く撮影することができました。編纂事業終了後
に、編纂室に所蔵する貴重な資料を社会教育や学校教
育においてどのように活かすことができるのかが、今
後の課題となってきます。先行して編纂事業を終了し
た近隣自治体の対応も参考にしながらよりよい方向性を模索していきたいと存じます。
その中、5月27日に高野山大学の学生の来室がありました。これまでも研究者の方の来室や問い合わせ
はありましたが、この来室は元高野町史編纂委員の森本一彦先生(高野山大学密教文化研究所受託研究員)
が担当する高野山大学の「密教学特殊講義」の一環であり、受講生が町史編纂の現場を視察するものです。
森本先生には、『民俗編』の執筆・編集を担当していただきましたが、今年度の高野山大学の授業では『民
俗編』をテキストにして、高野町の歴史・民俗について講義をされています。
来室当日は、編纂室に配架されている古文書や参考図書を見ていただくとともに、高野町史に関する古
文書をどのように整理し、翻刻するかについても説明させていただきました。ちょうど新しく発見された
古文書の整理中でしたので、鉛筆で整理番号を書いた和紙製ラベルを糊で一枚一枚貼っていく作業を見て
いただきました。書道を勉強するために高野山大学に進学した学生もおり、古文書の筆跡や紙質に興味を
持って見入っていました。
収蔵庫二階いっぱいに配架された古文書の複写冊子は圧巻だったようで、学生からも思わず声が上がっ
ていました。また、平成10年の台風で屋敷が大破したために、編纂室でお預かりしている東富貴の名迫家
文書も中性紙の箱に保管していますが、この文書群は高野町でも山上の寺院を除くと最大の文書数を誇り
ます。実文書を見ていただき、その量を実感していただくことで、いかに町史編纂が人と時間を要する事
業であるかを理解いただけたようです。古文書収蔵庫の隣りにある民具の収蔵室も見ていただき、昔の生
活について理解を深めていただきましたが、時間が非常に短かったために、十分な説明ができなかったの
が心残りです。
後日、森本先生が来室されて、学生にとっては貴重な体験であり、普段の授業よりも好評であったとの
報告をいただきました。高野山大学でも学生の実体験を促進するインターンシップが導入されており、編
纂室もその対象施設の一つになる可能性があると思われます。今後は、編纂室の社会教育や学校教育の活
用法として、大学生だけではなく、広く編纂室の視察を受け入れてはと考えています。

【問い合わせ】

町史編纂室

TEL

56－2076（公民館内）

＜まち未来課からのお知らせ＞

森林の木を伐るには、森林法に基づく伐採の届出などが必要です。
○普通林の場合
・木を伐る９０～３０日前までに届出が必要です。
○保安林の場合
・間伐は、９０日～２０日前までに届出が必要です。
・皆伐は、伐採面積の限度公表日から３０日以内に県への許可申請が必要です。
無届け、無許可による伐採をした場合、罰金に処される場合があります。
また、１０，０００㎡を越えて、森林を開発する場合は、県知事の許可が必要です。

【問い合わせ】
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まち未来課

産業振興係

TEL

56-3443

＜建設課からのお知らせ＞

高野山内の南側、大門から高野龍神スカイラインを結ぶ高野山道路（現在建設中）のトンネル、
橋梁名が決定しました。
平成25年6月17日から7月16日までの期間で募集したところ、高野山小学校、中学校、花坂小学校、
富貴小学校の児童、生徒をはじめ多数の応募がありました。
平成25年7月31日に審査委員会を開催し、厳正な審査の結果、4箇所のトンネル名と、3箇所の橋
梁名が決定されました。

【決定名称】（大門側から）
◎トンネル名
① 大門口(だいもんぐち)トンネル（仮称１号トンネル）
② 覚海(かっかい)トンネル（仮称２号トンネル）
③ 大滝口(おおたきぐち)トンネル（仮称３号トンネル）
④ 千本槇(せんぼんまき)トンネル（仮称４号トンネル）
◎橋梁名
① 大門橋(だいもんばし)（仮称１号橋）
② 相ノ浦橋(あいのうらばし)（仮称２号橋）
③ 奥の院橋(おくのいんばし)（仮称４号橋）
多数のご応募ありがとうございました。
【問い合わせ】

建設課

TEL

56-2934

＜教育委員会からのお知らせ＞

7月6日、龍泉院にて14名がHappy maker in 高野山へ参加させて頂き、自然の素材を使ったモビー
ルを制作しました。モビールとは、紙や、薄い木の板を糸や棒を使って安定させ、バランスをとり
宙に浮かべるものです。
参加者は、お寺の中に展示されている作品を見せて頂きイメージを膨らませながら、薄板に絵の具、
クレヨン、水玉などのカラフルな折り紙等を使って絵柄を作り、自然の素材でモビールを作りました。
子どもたちは感性が豊かな作品を作り、スタッフの方に褒められながら、それぞれの作品を作り上げ
ていました。

【問い合わせ】教育委員会
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TEL

56-3050

＜公民館からのお知らせ＞

と き：9月14日（土） ・ 28日（土）
10月5日（土） ・ 12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。
赤ちゃんから高齢者まで誰でも参加できます。
みんなで楽しく いい汗かこう！
高野町は、 ２０１５年に紀の国わかやま国体において、
ゲートボール(公開競技)と共に デモンストレーションスポーツ『３Ｂ体操』を 開催します!
【問い合わせ】

中央公民館

TEL

56-3820

FAX

56-4831

＜青少年センターからのお知らせ＞

「背中で教える」とよく言われますが、それは親子が向き合える関係にあって初めて成立するもの
です。大人がしっかりと子どもと向き合い 、「 おとなのせなか 」を通して、子どもによい手本を示し、
正しい方向へ導きましょう。

※なくそう

いじめ・ネット上のいじめ

いじめは人間として絶対に許されないことです

～子どもがいじめられた場合～
落ちついて、子どもの話をじっくりと聞き、気持ちをありのままに受け止め、苦難を乗り越えて
いく勇気と愛情を与えましょう。
～子どもがいじめた場合～
いじめられる側の苦しみや痛みは深刻であることを理解させ、どのような理由があってもいじめ
ることは人間として決して許されないことであり、いじめをはやし立てたり傍観したりすることも
同じであるということを話し合いましょう。

「ネット上のいじめ」
携帯電話やパソコンを通じて、インターネット上のウェブサイトの掲示板などに、特定の子どもの
悪口や誹謗・中傷を書き込んだり、メールを送ったりするなどの方法により、いじめを行うものです。
・不特定多数の者から、絶え間なく誹謗・中傷が行われ、被害が短時間で深刻なものになる。
・インターネットの持つ匿名性から、子どもが簡単に被害者にも加害者にもなる。
・インターネット上に掲載された個人情報や画像は情報の加工が安易にできることから、誹謗・中
傷の対象として悪用されやすい。また、一度流出した個人情報は回収することが困難になるとと
もに、不特定多数の他者からアクセスされる危険性がある。
・保護者や教師などが、子どもの携帯電話等の利用状況を把握することが難しい。また、利用して
いる掲示板などを詳細に確認することが困難で「ネット上のいじめ」の実態の把握が難しい。

「ネット上のいじめ」も他のいじめと同様決して許されません！
【問い合わせ】高野町青少年センター
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TEL

56-3050

予防接種

こどもの健康づくり（９月分）
ワクチン名

対象児

日本脳炎、不活化ポリオ、三種混合

実施日

会 場

9日（月）

高野町保健福祉センター

24日（火）

（受付時間13：00～14:00）

個別通知します

四種混合、BCG、麻しん・風しん

健康診査・相談

※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
4ケ月児

平成25年 5月生まれ

4ケ月児

平成25年 6月生まれ

6ケ月児
10ケ月児
1歳6ケ月児
3歳6ケ月児

平成25年 3月生まれ
平成24年11月生まれ
平成24年11月生まれ
平成22年11月生まれ

6ケ月児
10ケ月児
1歳6ケ月児
2歳6ケ月児
3歳6ケ月児

平成25年 4月生まれ
平成24年12月生まれ
平成24年02月生まれ
平成23年02月生まれ
平成22年02月生まれ

実施日／会場
24日（火）

高野町保健福祉センター
（健康相談 10:00～11:00）
（乳幼児健診13:30～14:00）

大人の健康づくり（９月分）
秋 の集 団 健 診 （特 定 健 診 ・がん検 診 ）

今年の『特定健診』は受けましたか？
対象となる40歳～74歳の方には、国民健康保険から「特定健診受診券」（黄色の
A4サイズ）をお送りしていますが、受診はもうお済みでしょうか？
日本人の死因の約6割は生活習慣病で、その半分はメタボリックシンドローム（メ
タボ）に関連した疾患と言われています。特定健診では、このメタボを中心とした生
活習慣病に近づいていないかを調べます。
これを毎年継続していくことで健康状態の変化が良く分かり、早期発見・早期治療
につながります。

その費用、たったの500円！
同時に『がん検診』も受けられる“秋の集団健診”は、
10月10日（木）高野町保健福祉センターで行います。
集団健診の申込みは、健康推進課で受付中です！
会

場

名

実施日

実

施

時

間

備

考

健
康
相
談

下筒香集会所
０３日（火）
０９：３０～１０：００
中筒香消防団詰所
０３日（火）
１０：１０～１０：５０
大滝集会所
０３日（火）
１３：３０～１４：００
高野山多目的集会所
０４日（水）
１３：３０～１５：００
東細川集会所
１２日（木）
０９：３０～１０：００
西細川多目的集会所
１２日（木）
１０：１０～１０：４０
細川団地集会所
１２日（木）
１０：５０～１１：１０
桜茶屋（横谷様宅）
１２日（木）
１２：３０～１３：００
西郷集会所
１２日（木）
１３：３０～１４：００
高根集会所
１７日（火）
１０：００～１０：３０
神谷多目的集会所
１９日（木）
１０：００～１０：３０ 10:30～生活リハビリ（500円）
湯川集会所
２５日（水）
１０：００～１０：３０
杖ヶ薮 龍福寺
２５日（水）
１３：３０～１４：００
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
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健康づくり係（保健師）

TEL 56-2933

＜中央公民館からのお知らせ＞

７月１７日摩尼山観音寺にて、社会教育委員の中前好史さん
を講師として、第３回となる町民教養講座「観音経物語」が開
催され、１４名が参加しました。中前さんに観音経について解説
頂きながら参加者たちは、摩尼山観音寺に伝わる如意輪観世音
菩薩の写仏を行いました。

講

演

「高野山の歴史から

秀吉と木食上人応其」

講 師：松長昌子氏（高野町社会教育委員）
日 時：平成２５年９月１８日(水) 午後１時３０分～午後３時
場 所：高野町中央公民館 ２階
対象者：どなたでも参加できます。
※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。
【問い合わせ】中央公民館

TEL

56-2076

＜教育委員会からのお知らせ＞

平成２６年成人式が、１月１１日（土）午後１時から公民館２階で開催されます。
来年成人される皆様はぜひご参加下さい。
【問い合わせ】

教育委員会

社会教育係

TEL

56-3050

～高野山の魅力を体系的 に学 び、再発見 する～

9月 14日 （ 土 ）
日

程

《 会 場 》高 野 山 大 学
講義テーマ

講

10：30～12：00 《基本 講座 》 第6回
（受付９：30～）
金剛 峯寺 と大伝法院創建
13：00～15：00
（受付９：30～）

‐お 大師様さまから 学んだ こと‐
《中級 講座 》 第3回
真言 宗で用いるお経Ⅲ

２０ １号 教 室

師

受講料

根来寺文化研究所

中川

委紀子氏

高野山大学教授

乾

仁志氏

1,000円
2,000円

※ 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】

高野町の人口 (7 月末日現在 )
発行・編集： H25.8.23

高野山学事務局（公民館内）

TEL

56-2076（直通）

◆ 人口 3,525 人 （前月比 -10 ）男 1,729 人／女 1,796 人◆世帯 1,799 戸（前月比-2 ）

高野町企画財政課 ／ 〒 648-0281 高野町大字高野山 636 番地

TEL:0736-56-3000 （代表）

FAX:0736-56-4745

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ URL http://www.town.koya.wakayama.jp/
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