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　歴史友好都市である香川県善通寺市の、東・西両中学生 16 名が、

8 月 5 日～ 6 日の 2 日間、 高野町を訪れ高野山中学校 1 年の生徒と

社会見学や体験学習等を通して交流を行いました。

善通寺市と交流
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9月のテーマは「茶室建築」です

宿泊施設や商店のWi-Fi（無線LAN）の
整備を支援します!!

　　　　　　　「茶 室」　現在に伝わる茶道を生み出した千利休は、無駄なものを一切省いた「わび茶」を確立し、
茶の湯に使われる道具もそれまでもてはやされていた中国の茶器などではなく、国産の道具を使い、職人に作らせた。
茶室についても山里の風情を味わう「草庵茶室」を創出し、四畳半や三畳という、極端に狭い空間の茶室を取り入れ、
茶を点てて飲む、お茶だけのために設計した茶室を作った。
茶室建築は素朴な材料を使い、土壁、丸太の柱、竹を編んだ窓、縁のない襖（太鼓張）などの特徴がある。自然素材
を生かした質素な工法はごまかしがきかないため、職人の技術や細やかな神経を必要とする。茶室は、大陸文化を受
けた荘厳な社寺建築とはまた違う、日本的な美しさを表した建築であるとも言える。

今月の特集

高野の手仕事プロジェクト開催！

■日時：9月20日（土）～23日（火）10：00～16：00
■場所：高野霊木之家2階

高野山には、茶室のあるお寺が多数あります。茶道は安土桃山時代に成立した茶の入れ方や飲み方の伝統的な作法で、
茶室は客人へのおもてなしの心を尽くす場所です。そこには、屋根、表具、畳、左官などの職人による「わび・さび」を
感じさせる独特な工法がたくさんあります。

今回の手仕事プロジェクトでは、寺院と茶室の特徴を比べて見ることで、職人の技と日本文化の奥深さをご紹介します。

高野町では、高野山の歴史と風土に培われた伝統的な産業である「高野の手仕事」の魅力を多くの方々に知っ
ていただくため、定期的にイベントを開催しています。9月は「茶室建築」に関わる手仕事を紹介します。

【問い合わせ】まち未来課 地域振興係　☎ 56－3443

1　事業目的
　当事業は、観光客からの需要の高い Wi-Fi（以下「無
線 LAN」という）の整備による利便性の向上を図り、
観光客が必要とする観光情報を気軽に入手出来るよ
う、宿泊施設及び商店における無線 LAN の設置を支
援するものです。

2　募集内容
　（1）補助対象者
　　　 高野町内の宿泊施設及び商店（Wi-Fi フリース

ポット設置補助金交付要綱第 3 条による）
　（2）補助対象事業の内容
　　　 観光客が無料で利用することができる公衆無線

LAN を設置する事業。
　（3）補助対象経費
　　　宿 泊施設及び商店において、公衆無線 LAN の設

置に要する初期経費。
　　　①機器購入費
　　　　 無線 LAN（親機）、無線LAN（子機）、その他無線

LAN 設置に関して必要と認められる機器。

　　　②設置工事費
　　　　 無線 LAN 設置に関して必要と認められる電源

設置工事、配線工事等。
　　　※ ただし、無線 LAN を観光客が無料で利用して

いただける環境の整備に限る。
　　　※補助対象とならない経費
　　　　①事業期間外に設置された工事費等　
　　　　②整備後の維持管理費用（ランニングコスト）
　（4）補助額
　　　　1 件当たり 35 万円を補助限度額とします。
3　募集期間
　（1）決定方法
　　     予算総額に達するまでの先着順とする。
　（2）募集期間
　　　　　平成26年9月1日（月）～12月26日（金）
　　　　※ 募集期間中であっても、補助額が予算総額

に達した時点で終了いたします。
【問い合わせ】まち未来課 観光振興係 ☎ 56 － 3443
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　任期満了による高野町農業委員一般選挙が行われ無投票
当選 6名と、町議会 2名、紀北川上農業協同組合 1名、
和歌山北部農業共済組合1名からそれぞれ推薦された方
4名とあわせて10名の方が新しい農業委員に就任されま
した。
　なお、臨時総会にて、会長に柳葵氏、会長職務代理者に
下名迫勝實氏が就任しました。

◎農業委員会とは
　農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて、
町に設置が義務付けられている行政機関で、農業者によっ
て選ばれた農業委員を中心に構成される合議体の行政委員
会であり、毎月開催される定例総会で農地法に基づいて、
農地の売買・転用等の審議等を行っています。
　その他にも、農地のパトロールや研修会等農業に係る業
務を行っています。

日　　時　　9月17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　☎56-3000　

新しい農業委員が
決まりました！

【問い合わせ】高野町農業委員会事務局（まち未来課）☎ 56 － 3443

氏������名 選出区分 担当地区
井　阪　晴　美 議会推薦 馬場手・松岡他
梶　谷　廣　美 議会推薦 新 生・ 桑 原 他
久　保　良　作 共済推薦 筒 　 香
中　林　　　敬 農業推薦 高野山・大滝他
柳　　　　　葵 選　　挙 桜地蔵・成金他
下名迫　勝　實 選　　挙 共立・下天神他
尾　家　冨千代 選　　挙 上馬場・上稲葉他
辻　本　　　一 選　　挙 中稲葉・塙手他
井手上　治　己 選　　挙 細 川・ 西 郷
上　田　静　可 選　　挙 花 坂・ 湯 川

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。お知らせ

9月 6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。
9月20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。

イベントの
お知らせ

中央公民館

「紀の国わかやま国体・大会」
開催までいよいよあと一年となりました！

　これを機会に選手への応援、両大会の準備・広報をより一層推進し
てまいります。
■両大会開催一年前イベント
　県民みんなで長崎国体・大会に出場する選手達を激励し盛り上げに
つなげていきます。
　日程：9 月 23 日（火・祝）
　場所：和歌山県民文化会館　大ホール
■きいちゃんダンスコンテスト
　9 月より出場者の募集開始。上位入賞チームには、両大会開会式の
オープニングプログラムにおいて、ダンスを披露していただきます。
　詳しくは、実行委員会 WEB サイトまたは、問い合わせ先までご連
絡ください。

【問い合わせ】　県庁国体推進局総務企画課
　　　　　　　電話 073-441-2579　FAX073-427-5377
　　　　　ホームページは、 検　索きのくに和歌山国体・大会

９月の消費生活相談会
のお知らせ
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　講師は毎回変更してお送りいたします。
詳細につきましては高野山内に掲示してい
るポスターもしくは大学ホームページをご
覧ください。
【http://www.koyasan-u.ac.jp/】

期　間：11月まで
時　間：19：30～ 20：30
場　所：高野山大学松下講堂黎明館

高野山大学では大学施設を用いた地域貢献の一環として黎明館ナイトレクチャーを企画いたしました。
この企画では、本学の教員による講演を無料で開講しております。
是非この機会にご聴講いただき、高野山大学をより身近に感じていただければ幸いです。

高野山大学黎明館ナイトレクチャー

開催日時：平成26年9月15日（月）
会　　場：高野山大学　松下講堂黎明館
開　　場：16：30　　
開　　演：17：00
出　　演：クラブ歌の輪有志
　　　　　箏連々の会有志
　　　　　宗教舞踊高野山司部有志
　　　　　一般有志
スペシャルゲスト：WINDS
　　　　　　　　　こうやくんがお出迎え
　　　　　　　　　3B体操のチームと町長がダンスで出演！
入　場　料：チケット前売り　500円　　当日　800円
問い合わせ：高野山宿坊協会窓口　または　080-3134-2606（中西）まで
主　　　催：クラブ歌の輪　
協　　　力：カラオケスタジオ　ひばり　tone

高野山クラブ歌の輪

三周年記念 秋の発表会

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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　現在、大門付近の国道 480 号バイパス道路沿
に高野町の新たな駐車場の造成が行われていま
す。残念ながら開創法会までの完成は間に合わ
ない見通しですが、開創法会期間中は未舗装の
まま仮の区画線を引いて大型バスや乗用車を駐
車できるように整備する予定です。また、大門
まで少し距離が離れていますので、駐車場から
高野山内までのアクセス方法を現在調整中です。
　国内外から高い評価を得ている高野山のイ
メージを損なわないためにも、聖地・霊場とし
ての環境空間を整える取り組みに力が注がれて
います。

大門南駐車場

vol.28
《2014年8月号》開 創 通 信

知らせてネットこうやは、携帯電話やスマートフォンを使った高野町からの情報提供サービスで
す。情報の提供を希望する方に携帯メールで町からの情報を配信します。

（1） 携帯電話やスマートフォンでつぎの申し込みページにアクセスし、申し込みボタンを押すと、メー
ル作成画面になります。メールの本文にあなたのお名前を入力して送信してください。

（2） 申し込み本人を確認するためのメールがあとで届きますのでそこに表示されているアドレスにア
クセスし、提供を希望する情報のカテゴリーを選んで登録してください。

（3）選んだカテゴリーの情報があればメールで送られてきます。

■登録方法は簡単です■

http://i.koya.info/
メールの設定で指定受信または指定拒否の設定をされている場合はつぎの設定が必要です。
●携帯メールのみ受信の設定をされている方
　 ⇒ドメイン指定受信を選択して「info@koya.info」からのメールを受信するよう設定して

ください。
●ドメイン指定受信またはアドレス指定受信の設定をされている方
　⇒「info@koya.info」からのメールを受信するよう設定してください。

○観光・イベント情報　○高野の四季　○町政ニュース　○議会事務局　○すまいとくらし　

○子どもの健康　○おとなの健康　○学校・教育・文化　○小学校　○中学校　

○こども園　○公民館　○消防署　○まちづくり　○工事・規制　○防災安全

■カテゴリー■

問い合わせ　企画財政課　企画係　☎ 56-2932

知らせてネットこうやをご利用下さい。

バーコード読み取り機能の
ある機種はこのバーコード
を読み取ってアクセス
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　小学校が工事中の
大門橋を見学

高 野 山 小 学 校 4
年生 12 人が、高野
町上下水道施設を見
学しました。水の管
理を行う中央監視室で谷からの水が飲料水になるま
での処理や、下水道を川に放流するまでの処理方法
等の説明後、水の値段や、水の使用量等の質問があ
りました。子供たちは、メモを取りながら熱心に説
明を聞きました。下水処理場の施設見学では、下水
の匂いに戸惑っていましたが、見学が終了するころ
にはすっかり笑顔になっていました。

　富貴地区で伝統的
に作られている薄
板について紹介しま
した。近年需要が低
下している薄板です
が、「ふきいちの会」のみなさんに現代の暮らしの
中での活用方法を提案していただき、薄板の魅力や
木を生かした先人の知恵などを感じてもらうことが
できました。

　空海（弘法大師）が、遣唐使
として入唐・勉学の折、（835
年 11 月長安入り）唐の金山寺
から持ち帰り、高野山開創後、
大勢の修行僧を養う「僧坊食」
として用い、その後修行僧が各地に広めたとされる
説がある和歌山県の特産品である金山寺みそを、講
師の亀田嘉代氏のご指導のもと、大豆を炒るところ
から作りました。
　糀で丸麦を発酵させ、野菜を切り、手間がかかる
作業でしたが、日々、材料の変化と香りを楽しみな
がら、和気あいあいと作ることが出来ました。
　参加者の皆さまは、秋に出来上がる金山寺味噌を
とても楽しみにしていました。

　高野山小学校の 5 年生
（20 名）、6 年生（5 名）が社会勉強の一環として
現在工事中の『大門橋』を見学しました。『大門橋』
は、環状道路の 3 つある橋の中で 58 メートルと最
も長く、この日は工事のメインとなる橋桁を架ける
作業を見学することが出来ました。生徒たちは、普
段見ることのできない作業を間近で見ることができ
貴重な体験をすることができました。

7/15

7/8

高野の手仕事プロジェクト

第 3 回町民教養講座
「金山寺味噌造り」 上下水道施設

見学

7/19～
21

7/16～
18
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　和歌山県過疎集落再生・活性化支援事業を活用し、花
坂さくら会が地域内の野菜や、手作り豆腐・凍み豆腐、
こんにゃくなどを販売する「なるこ川」販売所がオープ
ンしました。開店は、毎週土日の予定で、場所は、志賀
高野トンネル入り口を花園方面へ左折したところです。
今後も会員を募り、高野町内の手作り品など販売できる
システムを検討していきます！

　第 19 回高野山旗全国学童軟式野球大会の開会式
が、晴天のもとちびっこ野球場で行われました。52
チーム、総勢 874 人の子供たちが元気良く行進し、
北海道代表　岩見沢東ブラックベアーズの主将　廣
田晴飛君が力いっぱい選手宣誓を行い、高野山少年
野球クラブ主将、相馬啓佑君が、顔を見かけたら声
を掛けてください！頑張ってください！と、激励と
歓迎のあいさつを述べ大会が開幕しました。熱戦を
制したのは大阪府代表「西陶器ジュニアファイター
ズ」ですが、どのチームも「打った！走った！僕ら
の高野山」にふさわしいプレーを見せてくれました。
　
大会結果
　優　勝　西陶器ジュニアファイターズ（大阪府）
　準優勝　松山ヤンキース（愛媛県）
　第 3 位　岩見沢東ブラックベアーズ（北海道）
　第 4 位　深川ジャイアンツ（東京都）

　　　　花坂地区販売所
『なるこ川』がオープン

高野山旗全国学童軟式野球
大会が開催されました！

7／21
・22

7／25
～29



※昨年度参加者
の感想
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　高野町では高齢者の日常生活行為に必要な筋力、特に歩行機能に関する筋力の向上等への効果が実証
されている「わかやまシニアエクササイズ」の運動指導プログラムを介護予防事業として、本年も下記
のとおり実施致します。
　このプログラムは、踏み台・イス等の身近な用具を使用し、在宅での自主トレーニングを組み込み、
歩行機能の改善に効果的な「筋力トレーニング」と生活習慣病予防等に効果的な「有酸素運動」をバラ
ンス良く組み合わせた運動プログラムであり、総合的な介護予防効果が期待できる内容となっています。
　この機会にぜひ参加して頂き、より健康な生活をお送り頂ければと思います。

記

1．日　　　時���平成26年9月11日～平成26年11月27日　毎週木曜日　午後2時から約2時間　
2．場　　　所　高野町保健福祉センター　　　　　　　
3．参加対象者　�おおむね65歳以上の要介護・要支援認定を受けていない方
　　　　　　　　主治医の運動可否判定で可の方
4．参加費用　　1回につき�200円���傷害保険料�1，000円�(年間)　主治医の運動可否判定料�1，250円�����
5．募集人数　　15名（申込先着順）
6．応募先　　　高野町役場�健康推進課�福祉係(介護保険)へ電話にて申込み下さい。
7．応募締め切り　平成26年9月5日（金）まで
8．その他　　　詳細については、応募者の皆様に後日お知らせいたします。

上記のご感想からもエクササイズの効果が見られました。ご参加をお待ちしております！
【問い合わせ】　健康推進課　福祉係（介護保険）　☎56－2933

・動きが楽になった。　・気持ちが前向きになった。
・楽しかった・日常生活での動作がスムーズに出来るようになった。
・体の動きが楽になり特にバランスがよくなりました。
・膝の痛みが良くなった。　・次があればぜひ参加したいです。

『シニアエクササイズ』参加者の募集について

高齢者筋力向上トレーニング教室



(9) 第２号 平成26年8月22日高　　KOYA　　野

　児童扶養手当・特別児童扶養手当所得状況届の提出はお済みですか？
　まだ手続きを済ませていない方は、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

（児童扶養手当所得状況届）
　　児童扶養手当の受付期間は終了していますが臨時に期間を設けますので必ずお済ませ下さい。
　　●臨時提出期間　　9月1日（月）～5日（金）午前8時30分～午後5時まで

（特別児童扶養手当所得状況届）
　�　特別児童扶養手当の受付期間は9月10日（水）までとなっております。まだ、手続きをお済みでない
方は必ず期限内にお済ませ下さい。

児童扶養手当・特別児童扶養手当とは
　次のとおり、ひとり親家庭や障がい児のための手当を設けています。いずれも支給要件や所得制限
があるので、詳しくは担当にお問い合わせください。
（児童扶養手当の対象者）
　父母の離婚などによって父または母と生計を同じくしていない18歳未満の児童を養育している母
子・父子家庭など（公的年金を受給している場合は対象外）
（特別児童扶養手当の対象者）
　身体・知的・精神障がいの状態にある児童を養育している保護者など　

【問い合わせ】　健康推進課　福祉係　☎56－2933

9 月の野菜　～なすび～

手続きはもうお済みですか？

ナスだけで！簡単♪ナス南蛮なすびレシピ

児童扶養手当・特別児童扶養手当所得状況届

1. ナスは一口大の乱切りにして水にさらす。調味料を合わせておく。 
2. ナスの水気をふいて小麦粉をまぶし、熱したフライパンに油をいれてよーく焼く。しなっ

となるくらいまで。弱火にし、合わせておいた調味料を入れる。焦げやすいので、必ず弱火
でお願いします。ナスにとろみがついたら火を止めてできあがり♪器に盛って小口切りにし
たネギをふるといいと思います。

揚げずにできる、おいしいおいしい♪ナス南蛮！甘酢ダレがなすと合います！ 

薬効：�食あたり、のぼせ、歯痛、口内炎、しもやけ、イボ、
がん、高血圧、動脈硬化、眼精疲労など

材料　　
なす　　　　　小3本
　◆しょうゆ　大さじ1
　◆砂糖　　　大さじ1
　◆酢　　　　大さじ1
小麦粉　　　　少々
ネギ　　　　　少々
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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。

9 月 の
予 定

子育て支援センターだより
10日（水）

絵本を楽しもう！
10：00～11：00

18日（木）

おもちゃ作り！
10：00～11：00

24日（水）

園庭遊び！
10：00～11：00

30日（火）

誕生会！
10：00～11：00

【問い合わせ】子育て支援センター　☎56－3938

地域包括支援センターよりお知らせ

【問い合わせ】高野町地域包括支援センター　☎56－2933（担当　田中・日吉田）
＊場所は高野山総合診療所の右隣です。

○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。

　9月の相談日は12日です。誰に相談すればいいか分
からない問題や、ちょっとした疑問などなんでもかま
いません。ご相談のある方は、直接地域包括支援セン
ターにお越しいただくか、もしくは電話にておたず
ねください。

○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」
　　�　参加していただける方を募集していますので、
　　興味のある方はお問い合わせください。

　7 月 26 日（土）日高川交流センターに

て「少年メッセージ 2014 和歌山県大

会」が開催されました。伊都地方の代

表として、高野山中学校 3 年生　伊藤

美空さんが出場し、将来の夢について

堂々とした発表を行いました。

「少年メッセージ2014 和歌山県大会」開催
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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

9月の健康づくり便り

子育て支援センターだより

こどもの健康づくり

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 8日（月） 高野町保健福祉センター
（受付時間　13:00 ～ 14:00）日本脳炎、BCG、麻しん・風しん 個別通知します 16日（火）

※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 5月生まれ

Ｈ26年 3月生まれ

Ｈ25年11月生まれ

Ｈ25年 1月生まれ

Ｈ23年 1月生まれ

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 6月生まれ
Ｈ26年 4月生まれ
Ｈ25年12月生まれ
Ｈ25年 2月生まれ
Ｈ24年 2月生まれ
Ｈ23年 2月生まれ

22 日 ( 月 )

　○健康相談　10：00～11：00

　○乳幼児健診　13：30～14：00

　　高野町保健福祉センター

健
康
相
談

会　場　名 実　施　日　時 備　　考
東細川集会所 4日（木） 9：30 ～ 10：00
西細川多目的集会所 4日（木） 10：10 ～ 10：40
細川団地集会所 4日（木） 10：50 ～ 11：10
高野山多目的集会所 4日（木） 13：30 ～ 15：00
桜茶屋　（秋月様宅） 5日（金） 12：30 ～ 13：00
西郷集会所 5日（金） 13：10 ～ 14：00
大滝集会所 8日（月） 13：30 ～ 14：00
湯川集会所 9日（火） 10：00 ～ 10：30
相ノ浦集会所 11日（木） 10：00 ～ 10：30 理学療法士が同行します。
高根集会所 17日（水） 10：00 ～ 10：30
杖ヶ薮龍竜寺 17日（水） 13：30 ～ 14：00
神谷多目的集会所 19日（金） 10：00 ～ 10：30 10：30 ～生活リハビリ（500 円）
下筒香集会所 30日（火） 9：30 ～ 10：00

（旧）筒香小学校 30日（火） 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。

大人の健康づくり

検診名 対象者 受診料 実施日／会場

特定健診

40 ～ 74 歳の国保加入者
（および社会保険の被扶養者） 500 円

10 月 9 日 ( 木 )　

高野町保健福祉センター

（受付時間　8：30～11：00）

※協会けんぽや共済組合等の被扶養者については、事前
に加入保険宛てに受診申込みをする必要があります。

肺 / 胃 / 大腸
40 歳以上の高野町住民 無　料

がん検診

子宮がん検診 20 歳以上の高野町住民 1,000 円
10 月 9 日 ( 木 )

高野町保健福祉センター

（受付時間　13：30～15：00）乳がん検診 30 歳以上の高野町住民 2,000 円

申込方法………下記のいずれかでお申込みください。
　　　　　　　・3 月末に郵送した案内書に附属の申込ハガキのご利用。
　　　　　　　・健康推進課（56-2933）まで直接お電話下さい。
申込締切………9月25日(木) 

秋
の
集
団
健
診
（
特
定
健
診
・
が
ん
検
診
）
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◆人口 3,410 人

( 前月比 +3）

　　男 1,664 人

　　女 1,746 人　

◆世帯 1,758 戸

（前月比 +5）

高野町の人口
（７月末日現在）

高野町各課紹介 私達はこんな仕事をしています 第 2 回

・健康づくりに関すること
・保健衛生に関すること
・国民健康保険に関すること
・介護保険に関すること
・老人保健事業に関すること
・高齢者福祉や児童福祉、介護福祉に関すること
・母子福祉・寡婦福祉に関すること
・高齢者や家族への総合的な相談支援に関すること
・介護予防に関すること
・ケアマネージャーへの支援に関すること　　など

・町費の出納に関すること
・決算に関すること
・物品の出納及び保管に関すること

　　　　など
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見事

会 計 課 

健 康 推 進 課

　7月19日・20日、和歌山県伊都地方中学校夏
季総合体育大会において高野山中学校女子バ
レーボール部が優勝しました。昨年8月の新
チーム結成以来、新人戦、ウインターカップ、
春季大会、に続き見事4大会を制覇しました。
残念ながら、今大会初めて1セットを取られて
しまい、完全試合は出来ませんでしたが、元気
のあるプレーで勝利をつかみ県大会に出場しま
した。
※県大会（7月28日）・・�海南市　
　海南市立総合体育館において箕島中学校と対戦しましたが勝利ならず。
　　　　　（1セット目　高野山18－25箕島��2セット目　高野山22－25箕島）

高野山中学校女子バレーボール部 優 勝‼


