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お知らせ版
高野町観光・広報大使

広 報

No.78

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２６日・２７日高野山中学校１年１１名が、歴史友好都市香川県善通寺市を訪れ交
流を行いました。この交流は中学生が毎年交互に訪問し、親睦を深めているものです。今
年の交流では初日にはお茶会、善通寺市民プールで水泳をし夕食をいっしょに食べました。
翌日には総本山善通寺の戒壇めぐり、うどん打ち体験、金刀比羅宮参拝などを善通寺の中
学生と行いました。初めは緊張しながらの交流でしたが徐々に打ち解けとても良い交流が
できました。
～今月の主な内容～
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町民広場
町民広場
町民広場など
例規集のホームページ公開など
空き家情報の登録など
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インフルエンザ予防接種の予約など
サンわく学実施報告など
健康推進課からのお知らせなど
産業フェスタ出店者募集など
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世界遺産トレイルの案内など
生活環境課からのお知らせなど
健康づくりだよりなど
中央公民館からのお知らせなど

【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

第３回高野山大学図書館戸田文化講座を開催します

「天野丹生都比売神社本殿平成のご造替について」
講 師 結城啓司氏（和歌山県文化財センター技師）
日 時 10月10日（木）17:00 ～ 18:00
場 所 高野山大学3階308号教室
参加無料・当日参加会場へお越しください。
【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５回

１０月２３日（水）「『遺体』から見えてきた宗教の原点について」

講師：石井光太氏（ノンフィクション作家）
■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６回「被災地におけるDMORT活動の可能性について」は１０月３０日（水）に開催します。

【問い合わせ】

『第42回全日本仏教徒会議
テーマ

～宗教と環境

10月16日（水）／17日（木）

高野山大学密教文化研究所事務室

TEL

56-2390

和歌山・高野山大会』を開催します

自然との共生～
メイン会場：高野山大学黎明館

○大会タイムスケジュール
16日（水） 12：30 開会式
13：30（第1部）15：20（第2部） 合同法会「全日本仏教徒のつどい」
（参加宗派：西山浄土宗・浄土宗・高野山真言宗・日蓮宗・法華宗・
曹洞宗・浄土真宗本願寺派）
19：00 声明ライブ・ナイトツアー（伽藍）
17日（木） 10：00 基調講演シンポジウム
講師：武田邦彦氏
コーディネーター：竹村牧男氏
パネリスト：大河内秀人氏・村上保壽氏
○体験プログラム 16日（水）／17日（木）
9：00～ 写経・瞑想（臨済禅・曹洞禅・阿字観）当日受付、先着順
○森林セラピー 16日（水）／17日（木）（午前・午後 計4回開催 雨天決行 参加費1000円）
※ 森林セラピーの申し込み、問い合わせは金剛峯寺山林部 TEL56-2016 までお願いします

主催：和歌山県仏教会/高野山真言宗・総本山金剛峯寺/公益財団法人全日本仏教会

※高野町民で参加を希望される方は招待券をご用意しますので下記まで
お問い合わせください。
【問い合わせ】
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全日本仏教徒会議和歌山・高野山大会事務局
（金剛峯寺総長公室内） TEL 56-2011

第16回日本ジャンボリーに参加しました！！
今回第16回日本ジャンボリーが山口県山口市阿知須きらら浜（博覧会跡地）で開催されました。この大
会は4年に1回開かれるボーイスカウトのメインの行事であり海外のスカウトも沢山参加いたします。大会
テーマは“和”
「Wa:a spirit of unity」であり伝統と技術が交差する日本で人類の平和と調和をめざし、
すべての青少年が1つにまとまり、明日の世界を切り開く大会を目的として開催されました。
期間は7月30日から8月8日の9泊10日で和歌山県からは120人の中学生が派遣され、高野山からは伊都1団
ボーイスカウト隊の中から10名が派遣されました。大会全体では約2万人のスカウトが集い全体で6つのハ
ブ（居住区）が構成され、1つのハブには約2,3千人のスカウトが生活しました。
8月4日には大会のメインである大営火（アリーナショー）が行われ、皇太子殿下が数万のスカウトに対
して暖かいお言葉をおかけくださいました。その他の来賓として安倍内閣総理大臣はじめ多数の方が駆け
つけてくださいました。
また、キャンプサイトのゲート前には、こうやくん看板も出張していただき、ゆるきゃらアイドルとし
て9日間で数千人から注目を集め、高野山開創１２００年も少しはＰＲできたのではないかと思います。
期間中、滝のようなゲリラ豪雨、頭のてっぺんから稲光、その後テントが流され、サイト内が壊滅的な被
害にあったり、他のサイトの復旧のお手伝いに自分たちのお皿やコッフェル（鍋）などで泥水をすくいに
行ったり、また外国のスカウトとの交流で物々交換するために、外国人テントに一人で入っていった男子
スカウト行方不明未遂の出来事、火傷、熱中症、ホームシック等数えきれない出来事があり我々も含めス
カウト達は数えきれない経験をしたと思います。全てが助け合いの中で活動したこの約10日間で、他への
思いやりと生活していくための最低限のルール、そこから生まれる強い絆、友情がエネルギーになり大会
テーマである“和”に近づけたのではないかと思います。
最後になりますが、今回の大会に参加するためにご尽力いただきました各方面の皆様方に厚く御礼を申
し上げ報告とさせていただきます。

伊都1団ボーイスカウト隊長 平野嘉也
＜中央公民館からのお知らせ＞

開 催 日 平成２５年１１月２４日（日）～２５日（月） １泊２日
研 修 地 三重県伊勢方面
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～２５，０００円
宿 泊 先 伊勢志摩ロイヤルホテル
募集定員 ４０名
参加募集等の詳細は、次回お知らせ版１１月号に掲載します。
【問い合わせ】中央公民館
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TEL

56-2076

＜総務課からのお知らせ＞

高野町では、書籍として発行している「高野町例規集」と同様の構成により、データベース化
したものを10月1日より高野町ホームページ（http://www.town.koya.wakayama.jp/）で公開いた
します。このデータベースには、高野町のすべての条例及び規則が掲載されているほか、訓令、
告示等についても一部掲載されています。是非ともご活用ください。
【問い合わせ】総務課

庶務・人事係

TEL

56-3000

＜青少年センターからのお知らせ＞

今年も皆様に「夏の子どもを守る運動」にご協力頂きました。この運動は、和歌山県民総ぐるみ
運動の一環として、特に7月及び8月を「夏の子どもを守る運動」期間と定め、関係機関や、各種団
体、地域社会が一体となって、青少年の非行防止・健全育成、水の事故や交通事故等の防止を図り、
すべての青少年がこの夏を“明るく・正しく・たくましく”育つよう、県内全域で幅広い活動を推
進しようとするものです。合同夜間街頭補導は、非行防止活動を目的に行っており、本年も7月末か
ら8月に渡り、各学校職員、PTA、民生児童委員会、高野山婦人会、青少年団体連絡協議会、県警委
嘱青少年補導委員など約90名の参加を頂き、無事活動を終えることが出来ました。本年もご協力頂
き、誠にありがとうございました。
【問い合わせ】青少年センター TEL 56-3050
＜企画財政課からのお知らせ＞

町民の皆様の居住環境の向上や定住促進を充実させるため、また、町内における経済活性化を目的と
しています。
◆工事施工は町内に住所を有し、生活をしている事業所または個人事業主に限ります。
◆対象となるのは、「現在住んでいる住宅の建物本体の住居部分に対して行う工事」です。
事業所、店舗等が併用している場合は住居としている部分に限ります。
◆賃貸住宅、借家のリフォームは、入居人が高野町民であり、かつ賃借人に承諾を得たうえで入居人が
申請する場合に限ります。（公営住宅は対象外）
◆1年単位で予算の範囲内で補助を行いますが、申し込み多数の場合は年度内途中でも終了し、翌年度
になることもあります。
◆申請は工事着工前に必ず行ってください。申請は工事施行業者に依頼しても結構です。
《対象となる工事例》
・既存住宅の増築、一部改築工事
・屋根のふき替え、塗装、防水工事
・外壁の張替え、補修、塗装工事
・畳替え、建具・内装工事
・ベランダ、サンルームの改修、設置工事
・ 浴室､台所､トイレ等水まわりのリフォーム
・内装工事
・断熱改修工事
等

《対象とならない工事例》
・建物の取り壊しのみ
・ 車庫、倉庫、物置、店舗、工場、 事 務 所 の 改 修
・門扉、ブロック塀、エントランス、植樹、剪定
等の外構工事
・下水道、浄化槽等の設置・配管工事（住宅外）
・太陽光発電設備
・防犯機器、防災機器、通信機器等の設置工事
・電化製品（エアコン、暖房器具、テレビ、照明器
具）の購入
等

主な工事内容
水回り改修、屋根の葺き替え・塗り替え、サッシ工事、畳工事

平成25年8月30日現在の申請件数

等

48件

※詳しくは企画財政課までお問い合わせください。
【問い合わせ】企画財政課
-5-

TEL

56-2932

＜企画財政課からのお知らせ＞

平成25年5月より「空き家情報登録制度」がスタートしています。この空き家情報登録制度は、現に空
き家となっている建物の所有者が登録する制度ですが、町が空き家であろうと思われる所有者あてに制度
を推奨し登録を依頼することも可能となっています。高野町への移住相談も月に3～5件程度寄せられており、
移住者の受入れ体制を整える事が今後の高野町にとっても重要な課題となります。家を賃貸したい、売却
したいという所有者の方は情報をお寄せください。また、ワンルームマンション、アパート、借家、空き
店舗を所有される皆様もよろしくお願いします。
空き家・空き店舗所有者

やむを得ず家を手放す
ことになった場合

アパート・借家等所有者

アパートの空きが多い

移住希望者

高野町に移住希望の場
合は連絡をください

移住者へ情報を提供し、条件にあった物
件であれば役場から所有者に連絡をとり
ます

空き家情報を役場に登録

空き家情報を役場に登録

家族でも入れるアパート
なら入居者が増えます

空き家の登録は○○件あります
のでご希望の地域、家賃、環境
などお聞かせください。

気に入った物件があったら、役場か
ら相手先に連絡します。役場は契約
等の仲介は行ないませんが、契約時
に高野町担当の宅建業者に同席し
てもらうことで賃貸トラブルを回
避できます。

メリット
1、宅建業者に仲介してもらうと和歌山県の補助金を利用できます。
2、不安要素となる公共機関や天候などの生活情報についても、町職員が答えるので安心です。
地元の方々からの理解を得やすくなります。
3、民間の不動産会社にはないような物件情報も、地域への定住を目的としている“空き家情報登録制度”
では、見つかることも多くあります。

【問い合わせ】企画財政課

TEL

56-2932

＜和歌山県角膜・腎臓移植推進協会からのお知らせ＞

目の病気も早期発見・早期治療が重要です。
『目の愛護デー』を機会に目の大切さについて考えてみませんか？
また、視覚障害に悩む人が角膜移植を受けて視力が回復できるように“愛と健康の贈り物”
として死後の献眼登録をお願いします。
【問い合わせ】

和歌山県角膜・腎臓移植推進協会
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TEL 073-424-7130

＜健康推進課からのお知らせ＞

住民の方々に対するインフルエンザの予防接種を公費（一部自己負担あり）で行います。
≪対象となる方≫高野町に居住している方で、接種日における年齢が
①満６５歳以上の方
②満６０歳以上６５歳未満で心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫
不全の重度障害がある方。（この場合は予防接種券が必要ですので、
健康推進課へお申し込みください）
≪実 施 期 間≫ 平成２５年１０月１日 ～ 平成２６年１月３１日

（実施期間中に1回の接種のみ対象）

※公費負担期間は上記の通りですが、各医療機関により実施期間は異なります。
≪自 己 負 担 金≫ １,０００円
（生活保護受給者は“無料”）
≪接 種 方 法≫ ①接種を希望する医療機関に直接お申込みください。
≪接 種 方 法≫ ②健康保険証など住所の確認できるものを必ず持参してください。
≪接 種 方 法≫ ③医師の診察を受け、予診票に氏名をサインし接種を受けてください。
（予診票は医療機関に備え付けています。）

高野町内

【インフルエンザ予防接種実施医療機関】
医療機関名
住
所
電話番号
花谷医院
高野町高野山417
56-3213
聖愛会診療所
高野町高野山44-35
56-4990
高野山総合診療所
高野町高野山631
56-2911
富貴診療所
高野町西富貴46
53-2013
橋本市民病院
橋本市小峰台2丁目8-1
36-1200
県立医大付属病院紀北分院
かつらぎ町妙寺219
22-0066
橋本市・伊都郡内の開業医
かかりつけ医のある方は、直接医療機関等にご確認ください
【問い合わせ】

健康推進課 健康づくり係 TEL56-2933

＜橋本保健所からのお知らせ＞

“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。
秋の“はしもと”を満喫しながらのウォーキングと楽しい体操で体をリフレッシュ！多数のご参加
をお待ちしています。
日
時：平成25年11月15日（金）9:30～12:00（受付開始 9:00）
集合場所：県立橋本体育館 メインアリーナ
内
容：運動講座・ウォーキング（県立橋本体育館～相賀八幡神社を巡るコース 約４．０km）
持 ち 物：動きやすい服装・靴・帽子・飲み物・タオル【雨天の場合のみ：室内用シューズ】
対 象 者：橋本市、伊都郡に在住又は在勤の方 １００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１日（金）
＊第100回ウォーキングデー（橋本市保険年金課）と同時開催いたします。
＊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。
＊小雨決行。荒天時は内容を変更し、室内で運動講座を実施します（～11：30）。
【申込み・問い合わせ】橋本保健医療圏地域・職域連携推進協議会事務局（橋本保健所 保健福祉課）
TEL 42-5440／FAX 42-0886
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＜教育委員会からのお知らせ＞

7月31日、南山苑にて南山苑夏祭りが開催されました。その中で、模擬店の出店があり、サンわく学
として運営のお手伝いをさせて頂きました。商工会青年部、婦人会、社会福祉協議会、役場健康推進課
等各団体の方々に教えて頂きながら、子どもたちは一生懸命模擬店を手伝っていました。その後は、金
魚すくいをさせて頂いたり、綿菓子などを食べて楽しんでいました。ご協力頂きました皆さま、ありが
とうございました。

8月25日午前10時より高野町中央公民館2階会議室にて、おもしろ算数教室が開催されました。担当して
くれた橋本市岡潔数学ＷＡＶＥでは１人でも多く算数・数学に興味を持つ子どもを増やしたいとほぼ毎月
第3土曜日に橋本市で授業を行っているそうです。
8月中旬には数学ＷＡＶＥ夏季講座も開催され、ドラマ「ガリレオ」、映画「真夏の方程式」等で実験監
修を行う東海大学教育開発研究所所長・NPO法人ガリレオ工房理事長の滝川洋二氏も出演されたとの事です。
子どもたちは意外な形から生まれる新たな形が何か、常に頭を使いハサミを使って検証し、わくわくし
ながら思考を重ね、次々と先生から出される新たな問題に取り組みました。
どうすればその形が出来るか考えて試行錯誤しながらハサミで紙を切るとともに、先生方の励ましもあ
り、出来るまでがんばろうと思っている様子が見受けられ、とても刺激を受けたのではないかと思います。

【問い合わせ】教育委員会

TEL

56-3050

＜総務課からのお知らせ＞

日
時
10月16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】
-8-

総務課

消費生活相談係

TEL

56-3000

＜健康推進課からのお知らせ＞

１０月は『乳がん月間（乳がん早期発見強化月間）』のため
ピンクリボン運動の一環として行なわれます。
10月になると世界各地の有名な建造物や名所約200ヶ所がピンク色
にライトアップされ、乳がんへの正しい知識と早期発見の大切さを
アピールする『グローバル ランドマーク イルミネーション』とい
う世界的規模のキャンペーンが行なわれます。
国内では東京タワーや東京スカイツリー、県内では和歌山城や熊
野本宮大社などで行なわれており、皆さんもご存知ではないでしょ
うか？
このキャンペーンに高野町が誇るランドマーク『根本大塔』が加
わることになりました。
これは以前ご紹介した“ピンクリボンこうやくん”製作に引き続
き、総本山金剛峯寺と乳がんいのちプロジェクトの取り組みによる
ものです。
10月5日(土)、大塔前では午後6時から点灯式が執り行われ、午後6
時30分に一斉点灯。ピンク色の光が優しく大塔を包み込みます。
普段のライトアップとは違う雰囲気をお楽しみいただきながら、
女性は自分自身について、男性はパートナーやご家族について、乳
がん検診の重要性を意識していただければ幸いです。

ピンク色のライトアップは午後6時30分から午後9時まで。
9時以降は通常のライトアップに戻ります。

10月10日(木) は『秋の集団検診（会場：高野町保健福祉センター）』です。
乳がん検診も実施しますので、この機会に是非どうぞ！
【検診についての問い合わせ】 健康推進課 健康づくり係 TEL56－2933
【ライトアップ／点灯式の問い合わせ】
乳がんいのちプロジェクト事務局 ＜紀和病院内＞ TEL34-1317（代）
＜総務課からのお知らせ＞

総務省では、今年の１０月１日を期日として「平成２５年住宅・土地統計調査」を実施します。
この調査は、「統計法」（国の統計に関する基本的な法律）に基づいた基幹統計調査で、昭和２３年以
来５年ごとに行われ、今回は１４回目となります。
全国約３５０万世帯の方々を対象とし（高野町では１０２世帯が対象）、その世帯には県知事が任命
した調査員がお伺いしますので、調査票へのご記入をお願いいたします。また、今回よりインターネッ
トによる回答ができます。ご回答いただいた内容は、統計法で厳しく守られていますので、統計を作成
する目的以外は使用しません。調査の結果は、国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指
標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定など幅広く利用されます。
・９月中旬 → 調査員が対象調査区内を巡回し、「調査のお知らせ」のチラシを配布。
・９月２３日～３０日 → 調査員が対象の１７世帯に調査票の配布と、インターネットでの回答の
方法を説明に伺います。
・１０月１日～６日 → 調査票の回収。インターネットによる回答の閉め切り日（６日）。
・１０月７日～ → 調査用紙またはインターネットの回答がない世帯に提出のお願いに伺います。

【問い合わせ】総務課

TEL

56-3000
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住宅・土地統計コールセンター

0570-08-5656

＜高野の産業フェスタ実行委員会からのお知らせ＞

高野町の秋のイベントとして近年開催してまいりました「高野の産業フェスタ」。今年から町民の皆さま、
各種団体の皆さまと実行委員会を結成し、取り組むこととなりました。
皆さまと共に、高野の産業フェスタを盛り上げるため、下記の内容で出店していただける個人・団体（町
内会、サークル等）を募集します。町内の皆さま一人ひとりの力で、高野山への来訪者にわがまちの魅力を
発信するとともに、参加者との交流を深めていただきたく、多くの方のご参加をお待ちしています！
＜開催概要＞
■日時：10月27日（日）、28日（月）、29日（火）
■場所：高野霊木之家
＜募集内容＞
①農産物、加工品、伝統工芸品や手芸品など手づくり品の販売、体験、実演等
②郷土料理や高野町の食材を使った模擬店
③フリーマーケットの出店
※出店料は無料です。
※出店を希望される方は、10月11日（金）までに、まち未来課までご連絡ください。
※ただし、希望者多数の場合や内容によっては、出店をご遠慮する場合がございます。

【問い合わせ】高野の産業フェスタ実行委員会事務局（まち未来課内）

56-3443

高野町教育委員会では「早寝早起き朝ごはん運動」を推進
しています。
文部科学省の調査では、全国学力テストの結果で朝食を毎
日食べている子と全く食べていない子の間には小6で23．4ポ
イント（国語Ｂ）、中3で20.2ポイント（数学Ａ）もの差があ
ります。
また体力テストでも朝食を食べている子といない子では大きな差がありました。
朝食には一日の活力の源を作り、意識をはっきりさせ、体を目覚めさせる役割があります。「朝ごは
ん」をきちんと食べると、脳と身体にエネルギーがいきわたります。
さらに、日本スポーツ振興センターによると、朝食を毎日食べる児童生徒は、早寝、早起きの望まし
い生活習慣が身に付いていて食事時のマナーも良く、偏食も少なく、食に対する意識が高い傾向がある
とのことです。
高野町の未来の担い手である子どもたちのために、各家庭において「早寝早起き朝ごはん」に取り組
みましょう。
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＜高野ちいき癒しのトレイル実行委員会からのお知らせ＞

プロトレイルランナー石川弘樹氏を講師に迎え秋の「女人道・町石道」を楽しみながらツーリング
しませんか。高野の魅力を体で感じ気持ちいい秋風を浴びながら高野を駆ける。
※トレイルツーリングは少し厳しいかなって思う友達や家族の為に家族ツーリングとして高野山の
語り部ツアーや柿狩り体験等々も開催します。
○トレイルツーリング
日程：11月16日（土）高野山女人道
11月17日（日）高野山町石道
講師：石川弘樹（プロトレイルランナー）
参加費：1人 5000円
申し込み期間：9月1日～定員次第終了

○秋の世界遺産トレイル～家族ツーリング～
日程：11月16日（土）高野山ツーリング
11月17日（日）九度山ツーリング
参加費：1人 2000円

協賛企業：Ｐａｔａｇｏｎｉａ

【問い合わせ】

高野ちいき癒しのトレイル実行委員会 担当：古屋 TEL 56-2934
e-mail:y-furuya@town.koya.wakayama.jp
HP:http://town.kudoyama.wakayama.jp(九度山町HP)

FAX56-3355

＜和歌山県薬務課からのお知らせ＞

臓器移植は、県民の皆様から善意の臓器提供があって成り立つものです。
あなたの意思で助かるいのちがあります。意思表示カード・シールにご自身の意思を表示
して携帯することをお願いします。
意思表示カード・シールは市町村役場、保健所等に備えています。
【問い合わせ】

和歌山県薬務課

TEL

073-441-2663

＜中央公民館からのお知らせ＞

皆さまはじめまして、新しいALTのスティーブン・ブルックウェーといいます。
アメリカのネバダ州のレイク・タホから来ました。24歳です。
昨年十二月にネバダ大学を卒業しました。専門は地理学ですが、歴史や政治
や世界の食べ物についても勉強しました。それから、地図を読むのが好きです。
他の趣味はハイキングやサッカーやカラオケです。兄弟は「Kyle] という弟が
ひとりいます。レストランにつとめていて21歳です。私は以前にも、日本に来
たことがあります。2010から2011まで広島大学で留学生として過ごしました。広大では日本語と日
本の歴史と文化を勉強しました。留学生の経験で、たぶん一番好きな食べ物は広島お好み焼きでし
ょう。皆さまと一緒にお仕事ができることを光栄に思います。多くの方々とお知り合いになれる
ことを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。
I look forward to meeting you all and hope you'll join the 英会話。
これから金曜日に授業を行いますので、ぜひ、この機会に英会話のクラスにご参加下さい！
授業の日程は下記のとおりです。
○毎週金曜日
・一般クラス
午後１時半～２時４０分
・初級クラス
午後２時５０分～４時
○場 所：高野山会館 一階会議室
受講料：無料
【問い合わせ】
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中央公民館

TEL

56-2076

＜生活環境課からのお知らせ＞

平成25年10月31日までに交換してください。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（店舗一覧は引換券送付時に同封）
にて、お忘れなくお早めに交換をお願いいたします。

高野山内に設置されているごみ箱に家庭ごみが
頻繁に捨てられています。ごみは、指定された収
集日に決められた分別方法で出してください。

本町では、一般家庭から排出される生ごみ等の自家処理への関心を高めるとともに、ごみの減量と
再資源化の推進を図るため、生ごみ処理機器を購入する方に、その購入経費の一部を補助しています。
※平成25年度内（平成25年4月1日～平成26年3月31日)に購入したものに限ります。
補助金の額は、処理機器購入額(消費税及び電気設備等の付帯設備の費用は除く。)の１／２に相当す
る額（1,000円未満の端数は切り捨てる。）とし、上限額は30,000円(１世帯に１台)とします。
消費税等を除く購入価格が

60,000円未満の場合は、１／２を
60,000円以上の場合は、30,000円を補助いたします。

【問い合わせ】生活環境課

環境衛生係

56-3760

＜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＞

○募集職種（採用予定人数）
・介護職員 若干名 ・看護師 若干名 ・理学療法士 １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25年11月10日（日）
○受付期間 10月1日（火）～15日（火）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】
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養護老人ホーム国城寮

TEL 32-1321

予防接種

こどもの健康づくり（１０月分）
ワクチン名

対象児

四種混合、三種混合、不活化ポリオ

実施日

個別通知します

日本脳炎、BCG、麻しん・風しん

会

場

7日（月）

高野町保健福祉センター

21日（月）

（受付時間13：00～14:00）

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

実施日／会場

4ケ月児

平成25年 6月生まれ

4ケ月児

平成25年 7月生まれ

6ケ月児

平成25年 4月生まれ

6ケ月児

平成25年 5月生まれ

29日（火）

10ケ月児

平成24年12月生まれ

10ケ月児

平成25年11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12月生まれ

1歳6ケ月児

平成24年03月生まれ

（健康相談 10:00～11:00）

3歳6ケ月児

平成22年12月生まれ

2歳6ケ月児

平成23年03月生まれ

（乳幼児健診13:30～14:00）

3歳6ケ月児

平成22年03月生まれ

秋の集団健診（
特定健診・がん検診）

大人の健康づくり（１０月分）
健診名

国保

特定健診

対象者

受診料

40～74歳の高野町国保加入者

500円

実施日／会場

※協会けんぽ、共済保険等の被扶養者も受診できますが、 10日（木）保健福祉センター
事前に加入保険宛ての申込みが必要になります。

胸部/胃/大腸がん健診 40歳以上の高野町住民

無料

子宮がん健診

20歳以上の高野町住民

1,000円

乳がん検診

30歳以上の高野町住民

2,000円

（受付時間8：30～11:00）

10日（木）保健福祉センター

（受付時間13：30～15:00）

今年最後の集団健診です。
まだ申込みがお済でない方は、下記までお電話ください。
会

場

名

実施日

健
康
相
談

実 施 時 間
１３：３０～１５：００
０９：３０～１０：００
１０：１０～１０：４０
１０：５０～１１：１０
１３：３０～１４：００
０９：３０～１０：００
１０：１０～１０：５０
１２：３０～１３：００
１３：３０～１４：００
１０：００～１０：３０
１３：３０～１４：００
１０：００～１０：３０
１０：００～１０：３０

備

考

高野山多目的集会所
０２日（水）
東細川集会所
０３日（木）
西細川多目的集会所
０３日（木）
細川団地集会所
０３日（木）
大滝集会所
０４日（金）
下筒香集会所
０７日（月）
中筒香消防団詰所
０７日（月）
桜茶屋（横谷様宅）
０９日（水）
西郷集会所
０９日（水）
高根集会所
１８日（金）
理学療法士が同行します。
杖ヶ薮 龍福寺
１８日（金）
理学療法士が同行します。
神谷多目的集会所
２３日（水）
10:30～生活リハビリ（500円）
湯川集会所
２３日（水）
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＞

8月29日、午後7時より中央公民館2階にて、社
会教育委員で尾上組代表取締役の尾上恵治氏によ
る「中門再建工事の現場から2」が開催されまし
た。40名近くが参加し、中門再建工事の経緯、繊
細な作業となる建築の様子をスライドで見せて頂
き、参加者は尾上委員の臨場感あるお話に耳を傾
けました。
尾上委員は「作業は1人では出来ず、誰か欠け
ても出来ないとつくづく感じております。神秘的
な作業で、“働いている”ではなく、“働かせて頂
いている”と作業を通して自然と感じます」とお
っしゃっており、多くの方々の地道な作業と協力
によって進む中門再建工事の様子について、ドキ
ュメンタリーのようにリアルなお話を聞くことが
出来ました。

講

演

「地域防災について」

企 画：東山泰清氏（高野町社会教育委員）
講 師：青木泰憲氏（自衛隊和歌山地方協力本部本部長）
日 時：平成２５年１０月１８日(金) 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。

高野町における地域防災についてのお話を自衛隊の方から伺い、
防災に関する理解を深めて頂く貴重な機会となります。
皆様、是非ご参加下さい。
※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

～高野山の魅力を体系的に学び、再発見する～

10月 19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7回
（受付９：30～）
伽藍中門の歴史と再建

２０１号教室

師

受 講料

修復 建築家

鳴海

祥博 氏

1,000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 (8 月末日現在 )
発行・編集： H25.9.27

高野 山学事務 局（公民 館内）

TEL

56-2076（直 通）

◆ 人口 3,509 人 （前月比 -16 ）男 1,723 人／女 1,786 人◆世帯 1,788 戸（前月比-11 ）

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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