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今月の表紙
『貴志川清掃 がたろ大作戦』
７月15日、貴志川を清掃する『がたろ
大作戦』が行われました。夏の行楽シー
ズンに向け、河川は大変きれいになりま
した。
【４面に詳細記事】

平成 年度
日時

時～

紀美野町文化センター

９月８日（土）

■美里地区

敬老会のお知らせ

紀美野町の高齢者の皆さまのご長寿
を心よりお慶び申し上げます。
場所
■野上地区

９月８日（土）美里地区、９日（日）
野上地区において、区長会、民生委員
時～

紀美野町中央公民館

９月９日（日）

日時
場所

児童委員協議会、老人クラブ、その他
各種団体の皆さまのご協力を得て敬老
【内容】

会を開催します。
歳以上の方が

きみの夏祭り

回きみ

日（ 水 ）、 紀 美 野 町 文 化 セ ン

第 回
８月

ターの木の温もり広場で「第

日時：８月 日（水） 時スタート
場所：木の温もり広場
（紀美野町文化センター内）

大幅に変更（中止を含む）されますの

で、ご了承ください。

※夏祭りの駐車場係をお手伝いしてい

の夏祭り」が開催されます。
花火大会をはじめ盆踊りや色々なイ

ただけるボランティアを募集いたし

い合わせてください。

ます。詳しくは実行委員会までお問

ベントが開催されます。皆さんお楽し
みください。
また、当日は交通規制がありますの

おかけいたしますが、ご協力お願い

※会場周辺の方々には色々とご迷惑を

納涼花火大会

日で

で お 早 め に ご 来 場 く だ さ い。（ 駐 車 ス

20:00 ～

年９月

ペースに限りがありますので、できる

総合盆踊り

※平成
北山たけし・桂枝曾丸・

19:25 ～

式典

河村一樹（演歌）

演芸

19:15 ～

対象です。

だけ乗り合わせてご来場ください。）

いたします。

林田麻友子・河村一樹

紀美野町吹奏楽団

◎敬老祝金の支給（きみの共通商品券）

臨時駐車場から会場までの無料送迎

■問い合わせ

18:55 ～

３，０００円

バスについては、別に配布しています

きみの夏祭り実行委員会事務局

りら創造芸術高等学校

歳以上

16

・紀美野町青少年センター

18:35 ～

2
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15

℡ ０７３‐４８９‐５９０９

仮面ライダービルドショー

・紀美野町商工会   
℡ ０７３‐４８９‐３２６０

17:35 ～

保健福祉課

17:15 ～ 海南高等学校大成校舎軽音楽部

■問い合わせ

時からの開

日（木）へ順延

チラシをご覧ください。

16:45 ～ スポーツ少年団新体操クラブ

５，０００円

13

℡ ０７３‐４８９‐９９６０

荒天の場合は８月

いたします。その場合、

始となり、仮面ライダービルドショー

16:30 ～ 海南高等学校美里分校和太鼓部

の中止をはじめ、ステージイベントは

※天候等諸事情によりプログラムは
変更する場合がございます。

17

16

野上中学校吹奏楽部
16:55 ～

開会セレモニー
16:00 ～

歳以上

13

15

13

第 13 回きみの夏祭りプログラム

75

13

30

30

１０，０００円

枝曾丸
桂
麻友子
林田
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北山

30

歳以上

100 90 80

平成 30 年度

紀美野町職員採用試験のご案内

紀美野町では、自然を活かした夢と活気のあるまちづくりをめざし、責任感を持ち、自ら考え
行動できるチャレンジ精神豊富なみなさんの応募をお待ちしています。
以下の要領で職員採用試験を実施します。

■職種、予定人員等
一般事務職Ａ、Ｂ
（大学卒業、高校卒業程度）
      ３人程度
保健師
２人程度
保育士
２人程度
消防吏員
２人程度
■受験資格
『一般事務職Ａ（大学卒業程度）』
・昭和63年４月２日から平成９年４月１日までに
生まれた者で、学校教育法による大学（短期大
学を除く）を卒業した者（平成31年３月31日ま
でに卒業する見込みの者を含む）
・平成９年４月２日以降に生まれた者で、学校教
育法による大学（短期大学を除く）およびこれ
と同等と認められる学校を卒業した者（平成31
年３月31日までに卒業する見込みの者を含む）
『一般事務職Ｂ（高校卒業程度）』
・昭和63年４月２日から平成13年４月１日までに
生まれた者で、学校教育法による高等学校を卒
業した者（平成31年３月31日までに卒業する見
込みの者を含む）
ただし、学校教育法による大学（短期大学を除
く）およびこれと同等と認められる学校を卒業
した者（平成31年３月31日までに卒業する見込
みである者を含む）など、平成31年３月31日現
在で大学（短期大学を除く）における在籍期間
が通算して３年を超える者は受験できません。
『保健師』
・昭和58年４月２日から平成９年４月１日までに
生まれた者で、保健師の資格を有する者（平成
31年３月31日までに取得する見込みの者を含
む）
『保育士』
・昭和58年４月２日から平成13年４月１日までに
生まれた者で、児童福祉法により保育士登録簿
に登録されている者（平成31年３月31日までに
登録される見込みの者を含む）
『消防吏員』
・平成４年４月２日から平成13年４月１日までに
生まれた者

■採用試験日および試験会場
『一般事務職Ａ、Ｂ』、『消防吏員』
【第１次試験】９月 16 日（日）
総合福祉センター（紀美野町下佐々 1408 番地４）
『保健師』、『保育士』
【第１次試験】10 月 14 日（日）
総合福祉センター（紀美野町下佐々 1408 番地４）
『消防吏員』
【第２次試験】10 月 14 日（日）
総合福祉センター（紀美野町下佐々 1408 番地４）
『一般事務職Ａ、Ｂ』
【第２次試験】10 月 27 日（土）
中央公民館（紀美野町動木 288 番地４）
■試験方法
【第１次・第２次試験】『一般事務職 A、B』、
『消防吏員』
【第１次試験のみ】
『保健師』、『保育士』
■受験申込書の入手方法
８月１日（水）から８月 17 日（金）までの間（土・日・
祝日を除く、８時 30 分から 17 時 15 分）に以下の
場所において配布を受けるか、紀美野町ホームペー
ジからダウンロードしてください。郵送による配
布はいたしません。
・紀美野町役場本庁２階 総務課
（紀美野町動木287番地）
・紀美野町役場美里支所 住民室
（紀美野町神野市場226番地１）
・紀美野町消防本部
（紀美野町下佐々803番地１）
※消防吏員受験申込書のみ配布します。
・紀美野町ホームページアドレス
「http://www.town.kimino.wakayama.jp」
※８月１日以降に採用試験案内、申込書等がダ
ウンロードできます。
■採用予定日 平成 31 年４月１日
■申込み受付期間
８月１日（水）～ 17 日（金）17 時 15 分必着
（受付期間の土・日・祝日除く、８時 30 分から 17 時 15 分）
紀美野町役場 総務課で受付をします。郵送の場
合も、簡易書留郵便で受付期間内に必着です。

■その他
職員採用試験の詳細については、申込書と一緒にお渡しする「採用試験案内」に記載しています。その他お
問い合わせは、総務課人事担当までお願いします。
■問い合わせおよび受付
総務課人事担当 ℡ ０７３ ‐ ４８９ ‐ ５９１２（紀美野町動木 287 番地）
3

2018.8

水道水ができるま で の
勉強会が 行 わ れ ま し た
６月４日に野上小学校と小川小学校
の４年生、計 人が下佐々浄水場へ見
学に来てくれました。毎年社会見学に
来てくれており、取水井戸やろ過池、
ポンプ室など浄水場内を回り、各家庭
に水道水が配られるまでの仕組みにつ
いて熱心に学びました。また、同月
日には水道課職員が下神野小学校に出
向き、４年生 人を対象に『水道水が
できるまでの仕組み』について出前授
業を行いました。
生徒たちは「水の大切さを学ぶこと
ができました。ありがとうございまし
た。」と感想文を送ってくれました。
きれいでおいしい水をお届けできる
ように職員一同取り組んでおりますの
で、これからも水を大切に使用してく
ださい。

寺中佐知子氏

緑ヶ丘地区自主防訓練が
行われました

4

2018.8

がたろ大作戦に約２００人が参加

７月 日、貴志川を清掃する『がた
ろ大作戦』に各種団体をはじめ地元
子ども会、一般参加者など約２００
人が参加して行われました。（主催：
リバーサイドフェスティバル実行委員
会）
参加者は６班に分かれて、貴志川
（落合橋から小畑間）で一斉に清掃作
業を開始。金属類、ビニール類、空き
缶などを拾い集め、ボートに積み込ん
でいました。作業は午前中に終了し、
この日回収されたゴミは、２トント
ラック５台分にもなり、河川は大変き
れいになりました。
参加された皆さま、猛暑の中、本当
にありがとうございました。

15

法務大臣感謝状を受賞
更生保護女性会会員
寺中佐知子氏は、昭和 年より 年
間の長きにわたり、更生保護女性会会
員として、関係機関と連携しながら、
地域社会の犯罪・非行の未然防止や、
罪を犯した人の立ち直りを支える活動
等にご尽力されました。このたびの受
賞、おめでとうございます。

５月 日に緑ヶ丘地区自主防災訓練
が行われ、約
人が参加し
ました。自家
発電機等の資
機材の点検や
水消火器を使
用した初期消
火訓練を行い
ました。
20

地震防災訓練が行われました

10

42

【写真左から】黒西京子氏 ( 更生保護女性
会会長 )、寺中佐知子氏、寺本町長

90

７月５日に全国的に地震防災訓練が
行われ、町内各保育所では 時頃に大
きな揺れの地震が発生したと想定し
て、地震発生メールの着信を合図に避
難訓練が行われました。園児達は、先
生の「地震ですよー」という声を合図
に一斉に机の下にもぐり、そのあと先
生の誘導で運動場に避難する訓練を行
いました。

がたろ大作戦に参加された皆さん

51

福田地区自主防訓練が
行われました
５月 日に
福田地区自主
防災訓練が行
われ、約 人
が参加しまし
た。厚生病院
栄養課から災
害食作りを学
び、試食を行
いました。
10

30

29

出前授業の様子

31

14

お知らせ・募集
紀美野町臨時職員の募集について

■試験日時

９月中旬

時

分（必着）

総合福祉センター

（応募者には別途通知いたします。）
■試験会場
日（月）

■申込方法及び応募締切
８月
（持参の場合は土・日・祝日を除く）
履歴書、運転免許書の写し、看護師

地域サロンコーディネー

ター業務・サロン運営業務 ・高齢
■募集人員
平成 年

１人
■問い合わせ・申し込み
保健福祉課

平成

年１月
時～
時

日（日）
分

年４月２日～平成

（神野市場２１８番地）

文化センター

開式

受付

平成

成人式のご案内
■日時

■場所
■対象

年

月をめどに案内

４月１日までの間に生まれた方
※該当する方には、

のはがきをお送りします。
教育委員会教育課

■問い合わせ

〒６４０‐１１２１

℡ ０７３‐４８９‐９９６０

■賃金

ります。
■提出先

紀美野町長

時～

年

時の間を除く）

時までの間

（土・日・祝日は除く）

日（金）

企画管財課

℡ ０７３‐４８９‐５９０９

分

分～
（

日）

１年６か月間（平成
年３月
年２月１日～２月

日）に追加

加資格申請の追加受付は町内業者に限

しています。なお、今回の競争入札参

また、提出様式は企画管財課でも配布

掲載しておりますのでご覧ください。

℡ ０７３‐４８９‐５９１３

企画管財課

■問い合わせ

あります。

書類を提出し、審査を受ける必要が

成

※ただし、中間審査申請受付期間（平

月１日～平成

■有効期間

８時

８月１日（水）～

■受付期間

■申請書宛名

紀美野町役場

紀美野町下佐々１４０８番地４

分～ 時

平成 ・ 年度競争入札参加資
格審査申請（物品製造等及び役
務提供）の追加受付のお知らせ
紀美野町が発注する物品製造等およ
加を希望される方は、競争入札参加資

び役務提供に係る競争入札に新たに参

（正看護師・准看護師問いません。）

格審査申請書を提出していただく必要
年度の競争入札参加資格審査申
請（物品製造等及び役務提供）の追加

・

があります。紀美野町における平成

普通自動車運転免許をお持ちの方

看護師免許

■応募資格

※勤務日、時間については、応相談

（休憩時間１時間含）

８時

原則として月～金曜日

■勤務時間

時給１，２００円

もしくは郵送でお申込みください。

免許の写しを保健福祉課まで持参、

■雇用期間
日（金）

月１日（月）

者見守り事業

■業務内容

15

受付を次の期間で行います。

12 17

31

詳細については、町ホームページに

31

30

31

13
32

（ＡＴのみ可）
パソコンの操作（エクセル・ワード
など）ができる方
■加入保険
健康保険、厚生年金保険、雇用保険
和歌山県市町村総合事務

（ 勤務時間により変更する場合があります。）
■災害補償

31

国民年金保険料の免除期間・納
付猶予がある方へ

国民年金保険料の免除（全額免除・

一部免除・法定免除）、納付猶予、学

生納付特例の承認を受けられた期間が

歳から受けられ

ある場合、保険料を全額納めた方と比

べ、老齢基礎年金（

年以内であれば遡っ

℡ ０７３‐４４７‐１６６０

和歌山西年金事務所お客様相談室

℡ ０７３‐４９５‐３４６４

美里支所住民室

℡ ０７３‐４８９‐５９０３

住民課

■問い合わせ

願いします。

くの年金事務所または、役場までお

※追納のお申込みや、ご相談は、お近

こととなります。

追納は、古い月のものから納付する

上乗せされます。

は、当時の保険料額に一定の加算額が

度から、３年以降遡って追納する場合

ただし、免除等の承認を受けた翌年

て納める（追納）ことができます。

料については、

るために、免除等これらの期間の保険

将来受け取る老齢基礎年金を増額す

す。

る年金）の受け取り額が少なくなりま

65

30
12

17

31

13 13

10

27

30

（ 昇給・賞与・退職金および通勤手当なし）

※更新する場合があります。

～平成 年３月

10

13

28

30

10

29 30

15

面接試験

組合規約による
■選孝方法

2018.8

5

10

31

17

11
30

31

30

ひとり親家庭医療費助成制度の
お知らせ
町営住宅および美里緑の雇用担い
手住宅入居者の随時募集について

住宅入居者を随時募集中です。応募に

町営住宅および美里緑の雇用担い手

内に住所を有する方でひとり親家庭の
際しては、それぞれの住宅において入
居資格が定められています。詳しく

８月

日（水）～

全国一斉「子どもの人権１１０番」
強化週間を実施します！
■期間
分～

時

９月４日（火）までの７日間
８時

時）

事業主の皆さまへ
毎月勤労統計調査特別調査のお願い

和歌山県では、厚生労働省所管のも

と今年も毎月勤労統計調査特別調査を

この調査は、常用労働者を１～４人

実施します。

雇用している事業所を対象に、小規模

事業所における賃金、労働時間および

を目的に年１回実施され、小規模事業

雇用の実態について明らかにすること
（全国共通・無料）

所の実態を示す資料として最低賃金の
■相談は無料で、秘密は厳守されま

ら９月にかけて統計調査員が訪問して

調査対象となる事業所には、８月か

改訂審議等に使用されています。
す。いじめ、体罰、家庭内における
な心配ごとや悩みごとについて、法

法」により厳しく秘密が守られます。

■問い合わせ

℡ ０７３‐４４１‐２３８８

調査統計課

和歌山県企画部企画政策局

■問い合わせ

ます。

回答をいただきますようお願いいたし

の重要性をご理解いただき、調査にご

ご多忙のこととは存じますが、調査

とも固く禁じられています。

調査票に書かれた内容は、「統計

・美里緑の雇用担い手住宅１号棟

務局職員または人権擁護委員が電話

調査票を作成します。

（毛原宮２０８番地４）２ＤＫ
■問い合わせ・申し込み
企画管財課
℡ ０７３‐４８９‐５９１３

和歌山地方法務局人権擁護課内
和歌山県人権擁護委員連合会

明書が必要になります。

たは、美里支所住民室までお問い合わ
せください。

するために、掛金の半分を国が負担し
ています。
詳しくは、ＮＯＳＡＩわかやま海草
出張所までお問い合わせください。

■問い合わせ   

ニールハウス・ガラス室等の施設が被

■問い合わせ

住民課

害を受けたとき、損害を補填し、農家

℡ ０７３‐４８９‐５９０３
美里支所住民室

海草出張所
℡ ０７３‐４８２‐２２０５

ＮＯＳＡＩわかやま
の経営をバックアップします。
また、農家のみなさんの負担を軽く

℡ ０７３‐４９５‐３４６４

園芸施設共済は、自然災害などでビ

℡ ０７３‐４２２‐５１３１

ＮＯＳＡＩわかやまからのお知らせ

ださい。

また、統計以外の目的に用いられるこ

虐待など、子どもに関するいろいろ

たします。

※おかけ間違いのないようにお願いい

℡ ０１２０‐００７‐１１０

■電話番号

時～

（た だ し 、 土 ・ 日 曜 日 に つ い て は 、

■時間

19

ひとり親家庭医療費助成制度は、町
歳に達する日以

父、母および児童（

項または紀美野町ホームページをご覧

後の最初の３月末までの間にある人）
（保険適用分）を助成する制度です。
ください。なお、今回は随時募集のた

は、企画管財課で配布している募集要

該当される方は、役場住民課または
め、入居申込書の受理による先着順と

にかかった医療費のうち一部負担金

美里支所住民室で申請してください。
なります。

29
30

相談に応じます。お気軽にご相談く

■美里緑の雇用担い手住宅

（安井２０５番地）３ＬＤＫ

・安井第２団地２０１号

■町営住宅

申請の際、次のものが必要になりま
す。
・健康保険証
・印鑑
・マイナンバー（個人番号）
・資格確認等書類
※今年度１月１日時点で町内に住所が

17

ご不明な点があれば、役場住民課ま

無かった場合、前の所在地の所得証

10

18

6

2018.8

高齢者在宅介護支援事業について
在宅で介護サービスを利用せず高齢
者を介護している家族等に対し、紙オ
ムツなどの介護用品や慰労金を支給し
ます。
【介護用品支給事業】
以下の要件をすべて満たす方を介護

で、おむつの必要性が実態把握調査
年額７２，０００円

等により確認できるもの
■給付額

児童扶養手当・特別児童扶養手当
を受給されている皆さまへ

している家族に対し、慰労金を支給し

以下の要件をすべて満たす方を介護

を添えて総合福祉センター内保健福祉

受付期間中に、現況届および添付書類

現在、手当を受けている方は左記の

〈現況届の提出について〉

ます。

課または、美里支所住民室に提出して

【家族介護慰労金支給事業】

■要件

ください。なお、所得制限等で現在支
給が停止されている方も必ず提出をし

歳以

上の在宅の方（入院中を除く）で、

てください。

①町内に住所を有するおおむね

の介護用品を支給します。
介護保険法に規定する要介護認定で

している家族等に対し、紙オムツなど
■要件

日（火）

日（金）

■受付期間
児童扶養手当
８月１日（水）～

日（月）～９月

特別児童扶養手当
８月

◇児童扶養手当とは、父母の離婚など
により父または母と生計を同じくし
ていない児童について手当を支給す
る制度で、ひとり親家庭の生活の安
定と自立を助け、児童の福祉の増進
を図ることを目的にしています。

にわたる安静を必要とする病状にあ

る児童を監護している父、母、また

は父母に代わって児童を養育してい

保健福祉課

る方に支給される手当です。

■問い合わせ

℡ ０７３‐４８９‐９９６０

月

日（日）

平成 年度和歌山県下水道排水
設備工事責任技術者資格認定共
通試験
（主催：和歌山県下水道協会）

■試験日

■試験会場

和歌山県民文化会館

（和歌山市小松原通り一丁目１番地）

[ 月 日（土）同会場にて希望者
に受験講習を実施します。 ]

日（月）～９月７日（金）

■申込書配布期間

８月

８月

日（月）～９月７日（金）

■申込書受付期間

会通念上、当事者間に夫婦としての

℡ ０７３‐４８９‐５９０４

紀美野町役場

■申込書配布・申し込み・問い合わせ
共同生活と認められる事実関係（ひ

和歌山県下水道協会

います。

道公社および各振興局でも実施して

※申込書配布は県庁下水道課、県下水

建設課
んぱんな定期的訪問かつ、定期的な

℡ ０７３‐４３５‐１０９３
す。
◇特別児童扶養手当とは、

の障害を有する児童、もしくは長期

身体や知的または精神に中程度以上

歳未満で

わない。）が存在することをいいま

生活費の補助など。同居の有無を問

（事実婚は除く）※事実婚とは、社

18

要介護４または５に相当する方（要

歳以

介護認定を受けていない場合は、実

時

11

①町内に住所を有するおおむね
上の在宅の方（入院中を除く）
態把握調査等で決定）

②過去１年間、介護保険のサービス

②介護保険法に規定する要介護認定で
要介護１から３に相当する方（要介

（年間１週間程度のショートステイ

保健福祉課

年額１００，０００円

■問い合わせ

■給付額

の利用を除く）を受けていない方

護認定を受けていない場合は、実態
把握調査等で決定）
③過去１年間、介護保険のサービス
（年間１週間程度のショートステイ

分～

紀美野町役場１階

時

８月９日（木）

℡ ０７３‐４８９‐９９６０
■開催日時
■開催場所

１Ａ会議室

℡ ０７３‐４８３‐８６０９

27

13

27

31

30

10

65

ハローワークかいなん職業紹介部門

■問い合わせ

16

の利用を除く）を受けていない方

ひとり親全力サポートキャン
ペーン 紀美野
児童扶養手当を受給されている皆さ
まの就職をお手伝いするハローワーク
による出張相談窓口です。
相談を希望される方はぜひお越しく
ださい。事前のご予約は不要ですが、

30

13

65

相談者が複数いる場合には、お待ちい
ただくことがあります。

2018.8

7

13

11

20

in

平成 年度衛生カレンダーもご覧くだ
さい。

11

11

30

22

★子育て支援センター開放のご案内
親子、友達との遊び場として、ご活
用ください。
月～金曜日（土・日・祝は休み）
（９時～ 時・ 時～ 時）

30

■８月 日（月）実施
・
『野 い ち ご の 会 』 に よ る 絵 本 の 読 み
聞かせ
時 分～
・栄養士による栄養相談 午前中
■８月 日（火）実施
・ＡＬＴと遊ぼう
時 分～
※子育て支援センター開放の利用につ
いては、事前の申し込みは不要で
す。
20

10

30

14

30

■場 所 総合福祉センター
■日 時 毎週水曜日 ９時～ 時
８日、 日、 日、 日
■対象者 紀美野町在住の方
■内 容 健康に関することすべて
（乳 幼 児 の 相 談 、 離 乳 食 の 相 談 、 健
診結果の相談 等）

【健康相談のお知らせ（８月の日程）】

いくつになっても食事をおいしく食
べるため、今一度健康と食事について
振り返ってみませんか？
この教室の内容は、栄養士、歯科衛
生士、保健師からの講話と調理実習で
す。
８月の予定
■日 時 ８月 日（水）
９時 分～ 時
■場 所 紀美野町総合福祉センター
■定 員
人
■申込締切 ８月 日（水）
■用意する物
エプロン、食材料費３００円
■８月の講座内容
・認知症を予防する食生活
・お口から認知症予防
・調理実習
（食生活改善推進員さんからもアドバ
イスします）
■問い合わせ・申し込み
保健福祉課
℡ ０７３‐４８９‐９９６０

【健康づくり講座のお知らせ】

22

29 11

保健師・栄養士が各種検診結果を説
明します。自分の健康状態を知り、今
後のよりよい生活につなげましょう。
生活改善に関心のある方は、保健師・
栄養士が相談に応じますので、お気軽
にお問い合わせください。
※母子手帳・健康手帳・健康ファイル
をお持ちの方は、必ず持ってきてく
ださい。
※ご希望により血圧測定・検尿・体脂
肪測定・骨密度測定も行います。
■問い合わせ
保健福祉課
℡ ０７３‐４８９‐９９６０

15

〔連絡先〕
■平日（８時 分～ 時 分）
【保健福祉・介護などの総合相談窓口】
地域包括支援センター（保健福祉課内）
℡ ０７３‐４８９‐９９６０
■休日・夜間（ 時 分以降）
℡ ０７３‐４８９‐２４３０
■場 所 総合福祉センター
■メール
houkatu@town.kimino.lg.jp

★育児相談のお知らせ
子育て支援センターでは、育児相談
を随時行っています。また、きみのこ
ども園、神野保育所でも相談を行って
います。
※保育士資格を持った職員が、子育て
に関する悩み事等、個別に面談・電
話・訪問相談を行います。
お越しいただくか、お電話にてお気
軽にお問い合わせください。
■問い合わせ
子育て支援センター
℡ ０７３‐４８９‐６７００
保健福祉課
℡ ０７３‐４８９‐９９６０

21

保健福祉・介護などの総合相談窓口
を設置していますので、お気軽にお問
い合わせください。

30 22

15

【子育て支援センターからのお知らせ】
★こども園・保育所開放のご案内
１(歳児～） 				
■きみのこども園
８月 日（月）
時～ 時 分
℡ ０７３‐４８９‐２１４４
■神野保育所
８月１日（水）
時～ 時 分
℡ ０７３‐４９５‐２０４９
30

★遊びの教室のご案内 		
■コアラ教室【８月７日（火）】
（生後１年６か月～入園・入所まで）
・時間 ９時 分～ 時 分
・場所 総合福祉センター２階
■カンガルー教室【８月 日（水）】
（生後５か月～１年６か月まで）
・時間 ９時 分～ 時
・場所 総合福祉センター２階
※初めて参加される方は、子育て支援
センターまでお申し込みください。

30

30

16

15

11

13

17

15

11

27

12

30

17

30

10

10

15

13

8

2018.8

障害のある人やその保護者、介護者

分

失いがちな体はたっぷりの栄養が必

暑さで疲れやすく、汗でミネラルを

℡ ０７３‐４８３‐０４５４

療育センターＡＯＩ

℡ ０７３‐４８９‐２９０８

８月13日（月）
８月27日（月）
９ 時 30 分～ 10 時 30 分 ( 受付 )

●こまめに水分補給をする。

入浴後、スポーツ時は特に水分補給

などからの様々な相談に応じ、必要な

障害者巡回相談のお知らせ

を心がけてください。汗をかいたと

情報提供や権利擁護のための援助など

のどが渇いていなくても、こまめに

暑い日が続くと、疲れが抜けにく
きは、塩分補給も心がけてくださ

を行います。巡回相談は、原則予約制

「夏バテ」「熱中症」を予防して、

い、食欲がわかない、だるいなど、病
い。

となりますので、直接事業所にご連絡

とるようにしてください。起床時や

気ではないのに不調が続いてしまう…
アルコールには利尿作用があり、水

元気に夏を乗り切ろう！

夏に起こるこのような体の状態を「夏

電話相談は随時応じていますので、予

ください。なお、巡回相談日以外でも

●温度差や体の冷やしすぎに注意する

約先事業所へお問い合わせください。

分補給にはなりません。

は、室内・室外に関係なく、高温多湿

外気温との温度差や体の冷やしすぎ

バテ」とよんでいます。「熱中症」と
の環境に、身体が適応できなくなった

時

日（水）

■日時

８月

は自律神経の乱れを招きます。

時～
■場所

●睡眠をしっかりとる

ときに様々な症状を起こす病気です。
暑さはまだ続きます。対策をしっか

疲労回復や自律神経を整えて体調不

■巡回相談予約先・相談窓口
国保野上厚生総合病院

総合福祉センター

良を改善するために睡眠は欠かせま
せん。

要です。バランスのよい食事を心が

海草圏域障害児者相談支援事業所らん

指定相談支援事業所

けてください。こまめな休憩をとる

℡ ０７３‐４８８‐６３１４

●暑さに負けない体づくり

ようにしましょう。

何かご不明なことがあれば、保健福
■問い合わせ

海南市大野中９３９番地

海南保健所

り行って、夏を乗り切りましょう。

『熱中症対策』
扇風機やエアコンで室温を適度に下

保健福祉課

祉課までお問い合わせください。

げましょう。衣服を工夫したり、

℡ ０７３ ４-８９ ９-９６０

℡０７３‐４８２‐０６００

医 療 安 全 相 談 医療に関する各種相談に応じます。
検査結果は約１時間後(確認検査が必要と判断された場合は約２週間後）にお知
エイズ即日検査
らせします。(予約制)

■問い合わせ・申し込み

●暑さを避ける

外出時は、帽子をかぶったり、日
傘をさしたり、なるべく日陰を選ん
だり、冷却グッズを利用したりしま
しょう。

2018.8

9

８月８日（水）
８月22日（水）
13 時 30 分～
８月13日（月）
８月27日（月）
10 時 30 分～ 11 時 30 分
月曜日～金曜日（祝日除く）
８月27日（月）
17 時 00 分～ 19 時

骨 髄 バ ン ク 骨髄提供者（ドナー）の登録をするための血液検査と登録手続きを行います。
登 録 検 査 （予約制）

日時

よ

だ

所

健

保

南

30

22

11

り

対象・内容等
健康診断書の作成等を行います。（予約制）
ク リ ニ ッ ク
・尿検査、血液検査がある場合は朝食を抜いてお越しください。
（健康診断書発行）
・診断書発行の場合、実施できない内容もあるため、予約時にご相談ください。
エ イ ズ 検 査
検査の結果は、次回のクリニック時に本人にお知らせします。（予約制）
肝炎ウイルス検査
・予約は必要ありません。（事前に容器をお渡ししますので保健所まで受け取り
検
便
にお越しください。)
（腸内細菌検査）
・検査できる項目 赤痢、サルモネラ、O-157、チフス、パラチフス
こころの健康に不安をもつ方やその家族で相談を希望される方には、精神科医師
こころの健康相談 が相談に応じます。（予約制）
※他の日は精神保健福祉相談員が相談に応じます。

海

名

業

事

10

生涯学習情報

■販売場所
中央公民館、小川・志賀
野地区公民館、文化セン
ター、美里支所、総合福祉
センター、真国・国吉・長
谷毛原出張所
※配布は各施設開館時間中。
■お問い合わせ 生涯学習室
志賀野地区公民館イベント

「夏の夜空を見上げると！」

みさと天文台イベント
① 大型望遠鏡で土星を撮ろう！
＋天文台カフェ
■日程 ８月 日（土）
８月 日（日）
■撮影受付
時～ 時
■内容 スマートフォンを使っ
て大型望遠鏡で見える惑星を
撮影できます。（デジカメや
レンズ交換式カメラなどは対
象外です。）

℡ 073‐489‐5909

青少年センター

℡ 073‐495‐9055

中央公民館

℡ 073‐489‐2877

■日時 ８月 日（土）
時 分～（ 分前開場）
■場所 文化センターみさとホール
■出演 和歌山大学吹奏楽団
■曲目
【１部】
・アルセナール
・吹奏楽のための音詩
「輝きの海へ」
りょうじんひしょう
・梁塵秘抄 ～
  熊野古道の幻想
【２部】
・わたしのお気に入り
「千と千尋の神隠し」ハイライト
・
・ディープ・パープルメドレー
他
■備考 入場無料
■問い合わせ 文化センター

和歌山大学吹奏楽団
Ｓｕｍｍｅｒ Ｃｏｎｃｅｒｔ

文化センター

30

小川地区公民館

℡ 073‐489‐4511

志賀野地区公民館

自然体験世代交流センター

℡ 073‐495‐3127

℡ 073‐498‐0305

℡ 073‐489‐5368

■日時

■参加費 ５００円
（さおり織り、組ひも材料代）
■持ち物 すいとう、タオル
■対象 小学生と未就学児及び
保護者の方
（未就学児は保護者の方と一
緒に参加お願いします。）
■募集人数
人（先着順）
★おやつあります！（無料）
■申し込み ８月 日（金）
までに青少年センターへ。

「グリーンライフわかやま」さん

■場所
■共催
■講師

８月 日（土）
時 分～ 時 分
中央公民館大ホール
ほんの森

じどうかん「さおり織り＆
組ひもの小物作り体験」
と「絵本の読み聞かせ」

スポーツ公園管理棟

30

℡ 073‐489‐5915

30 18

℡ 073‐489‐5145

13

教育委員会
教育課
生涯学習室

14

ふれあいネット
30

みさと天文台

15

10

■日時
８ 月 ６ 日（月）
・７ 日（火）
・
８日（水）各日 時～
■場所 志賀野地区公民館
■内容 双眼鏡や天体望遠鏡
を使った観望会を開催しま
す。天 文 台・友 の 会 ス タ ッ フ
の楽しいお話もありますよ！

② 大型望遠鏡で火星を撮ろう！
＋天文台カフェ
■日程 ８月 日（土）
８月 日（日）
■撮影受付
時 分～ 時
■内容 スマートフォンを使っ
て大型望遠鏡で見える惑星を
撮影できます。（デジカメや
レンズ交換式カメラなどは対
象外です。）
①・②イベント共通
■カフェ営業
時～ 時頃まで
※参加無料 事前申し込み不
要で気軽にご参加いただけ
ます。
■問い合わせ みさと天文台
21

48

■備考
・ 天気の良い日に実施します。
・ 子どもは必ず保護者の方と
一緒に参加してください。
・双眼鏡・天体望遠鏡は公
民館でも用意しています。
■問い合わせ
志賀野地区公民館

30

30 18

15

21

22

19

19 19 18

18 26 25

18

紀美野町文化セン タ ー 自 主 事 業 ・ 第 回 町 民 大 学 講 座

23

アロージャズオーケストラコンサート～Ｓｗｉｎｇ Ｓｗｉｎｇ Ｓｗｉｎｇ～

■日時 ９月 日（日）
時～（ 分前開場）
■場所 文化センターみさとホール
■出演 アロージャズオーケストラ
ゲスト：ＫＩＫＯ（ボーカル）
■演奏予定曲目
「Ａ列車で行こう」
「ムーンライトセレナーデ」
「 Ｓｉｎｇ Ｓｉｎｇ Ｓｉｎｇ」 他
※一部野上中学校吹奏楽部と
コラボ演奏あり
※ 曲目は変更になる場合があります。
■入場料（全席指定）
Ａ席 ３，０００円
Ｂ席 ２，０００円
※ ８月１日よりチケット販売開始。
※Ａ席は文化センターのみ取
り扱い。
※未就学児
の入場は
お断りし
ておりま
す。
※詳しくは
チラシを
ご覧くだ
さい。
18

10

2018.8

ふれあいルーム
○時間 各日 時 分
～ 時 分
■中央公民館
１日 ペーパークラフト教室
８日
お休み
日
日 クラフト工作
日 ＤＶＤ鑑賞会
■文化センター
１日 しゃぼん玉をとばそう
８日 貯金箱を作ろう
日 お休み
日 夏のイベント「ほたる」
日 ゲーム大会

第

分

分

回紀美野町文化祭
日程決まる

月３日（土祝）
４日（日）
５日（月）

【作品展示会】
■日時
３日～５日 ９時～ 時
※５日は 時まで
■場所
【一般】中央公民館
【児童生徒】文化センター
【児童生徒発表会】
■日時
３日
時 分～ 時
■場所 文化センター

15

～星に願いを～

17

15

15

【一般芸能大会】
■日時
４日 ９時 分～ 時
■場所 文化センター

30
30

13
11

図書室だより

■新刊紹介
【中央公民館】
「未来」

北村裕花

山本一力

著

絵

著

著

【文化センター】
「テーラー伊三郎」
川瀬七緒

著

「長兵衛天眼帳」

葉室麟

作

「おさがり」

桂文我

湊かなえ

～たくさん読んだよ～（敬称略）
【１００冊】
谷口 奈津実（下小３年）
【３００冊】
金築 由來 （野小２年）
【４００冊】
吉田 実愛 （智辯中３年）
田中 猛寅 （下小４年）

!!

「玄鳥さりて」
【茶席】
■場所・日時
「おしりつねり」
・中央公民館
３日～５日 時～ 時
・文化センター
４日
時～ 時
※作品・出演募集についての
詳細は来月号に掲載します。
■問い合わせ 生涯学習室

12

■臨時休館のお知らせ
８ 月 日（日）
・ 日（水）
文化センターは臨時休
館いたします。本の返
却は返却ポストをご利
用ください。

歌

の

小

道

車窓より山々迫る故里の

匂いなつかし廃家近づく

息らよわが身を大事に生きよ

こ

父の日と父の命日重なりぬ
あまた

数多なる双手のしわは幾年の

あかし

生き来し道の証となりぬ

突然に「ブリキの玩具」声を出す
ひまご

つま

曽孫帰りて淋しき部屋に

西佐古

横出

梶谷

裕子              

圭子

美瑳子

木綿の布目くつきりと冷奴

八ヶ岳望む湖畔の梅雨茸

庭に出し我が家のプール開きかな

校長の作業着干され梅雨晴間

明け易し朝の献立ひとつ増え

父を尋ねし八歳の夏

鈴木

田代

馬谷

手拝

浦

今野

中浴

森脇

寺岡

森下

哲郎

なをみ

貴子

昭子

昭江

牧子

伊佐子

上中前

惇子

富貴子

小根田

浩平

幸子

玉子

澄子

滝垣内嘉代子

あけすけに物言ふ一家アッパッパ

浦

隆之

双の手に抱き持ち来し夫の骨

血を吸ひし蚊を許す気になる夜かな

山本

小さき音立て今僧の手に

東征の神武の像や雲の峰

前

ご

誘いくれたる歌友に感謝

そ

高野山へ七里歩みて予科練の

のびたる背筋八十は負けたり

や

百二歳のど自慢にて壇上に

水害のことと夫は言うなり

おっと

九十年いきて思うは戦争と

ツバメのひなは今朝飛び立ちぬ

愛し娘を嫁がせる如寂しかり

いと

月一度の短歌の会も忘れ去り

宅配便にて父の日のプレゼント

岩間

文鳥

廣

ぬり絵済み老いらのお八つ葛の餅

2018.8

11

10

15

30

30

14

16

今年も中央公民館の大き
な笹飾りに、たくさん短冊を
つけてくれました。皆さんの
願いが叶いますように・・・。
☆大きくなったら小学校の
先生になれますように
☆安全で楽しい紀美野町に
なるように
☆みんなと仲良くできます
ように
☆みんな元気に過ごせます
ように
☆魔法が使えるようになり
ますように
☆おばあちゃんが長生きし
ますように
☆宝くじが当たりますように

15

30

30

16

12

10

29 22 15

29 22 15

史・中前大樹・奥紘雅・芝
児童生徒絵画展示
滝月雲・宗和優斗・段木康我
☆ 皆さんの絵画か飾られています。 【文化センター】
（敬称略） （神野保育所）
■展示期間 平成 年 月末まで
おかだあすか・こばやしし
■展示場所
げき
【役場本庁】
（下神野小学校）
（きみのこども園）
おばなゆうあ・前田蓮・南
ごとうけいた・いとうはる
奈那
か ・ う え だ ひ で と ら ・ き た （美里中学校）
りくと・やまもとめい
岡本拓実・中前吉広・東芝菖
（野上小学校）
【美里支所】
東 葵 ・ 木 下 桜 花 ・ 道 上 心 （神野保育所）
菜・吉本晃靖・山本絆奈
たにぐちかずまさ
（小川小学校）
（下神野小学校）
東柚友・坂口巧
新家煌史・岡本芽衣子・浜
（野上中学校）
田梨凜
増 山 凱 士 ・ 松 尾 寛 大 ・ 栗 山 （美里中学校）
美依那・徳田航依・中西祥
油谷依里・中前里菜
太郎
【中央公民館】
（きみのこども園）
まつもとろきあ・いしばゆ
うと・にったりおん・なか
たにけんと・おかほづみ
（野上小学校）
中兀蒼麻・児玉姫愛・堀内
颯太・彌六佑莉・赤阪諒・
西田遼汰・上赤坂心海・本
上麗耶・岩橋未紗
（小川小学校）
アレン瑠日・大谷帆乃花・
小川叶馬・横谷飛友
（野上中学校）
松浦駿・赤阪ゆう・田渕和
香奈・古垣内愛香・兼本篤
30

10

― わが町サークル ―「野上少年野球クラブ」

紀美野町の歴史と文化
その百四十四
野上を訪れた若山牧水（第１話）
紀美野町役場の駐車場の一角に
若山牧水の歌を刻んだ石碑があり
ます。皆さんご存知でしょうか。
なぜこの地にそのような石碑が
立っているのでしょうか。
まず、「若山牧水」とは、名前
を聞いたことがある人も多いと思
いますが、いったい何者でしょう
か。「白鳥はかなしからずや空の

０００首（未発表含む）もの多く
の歌を残しています。
その歌人が大正７年５月の末に

旧の野上町を訪れ、３泊もしてい
ます。そのことを記念して、後年

多くの人々の尽力により歌碑が役
場の駐車場の一角に建立されたの
でした。この歌碑の建立を記念し
て、「のかみを訪れた若山牧水」
という小冊子が作られています。

今回はこの小冊子から牧水が野上
を訪れた時の状況を引用したいと

思います。（以下「野上を訪れた
若山牧水」から引用）
大正７年５月も末のこと、動木
の石本喜十郎さん（ペンネーム野
上草夫氏、以下「草夫」と呼ばせ
ていただきます。）宅を訪れた牧

水は３泊もしています。訪れる
日ほど前の大正７年５月８日付け

で草夫宛に牧水は１枚のハガキを
出します。
このハガキはあの牧水特有の丸
みを帯びた筆書きで東京駅で投函

しています。草夫は小踊りしなが
ら早速是非お越し下さるようにと
の返事を牧水指定の京都吉野宅へ
出します。

ところで牧水と草夫のつながり
ですが、大正の始めごろ雑誌「創
作」というのがあり、草夫がその
同人で雑誌と関係していた牧水と

は自然書簡の往復などがあり、歌
を添削してもらったり、いろいろ
教えを受けていた。まあ言いかえ
れば一面識もありませんが師弟
だったわけです。

大正７年５月 日、若山牧水
は、和歌山市駅に立っていまし
た。牧水は草夫を訪ねていくかど
うか迷っていました。熊野を廻っ
て鳥羽の方へ行く汽船が新和歌浦
を出るまでは随分時間もあるし、

す。 分程で当時の野鉄日方駅に
ついたのでしょう。駅周辺は田畑
ばかりで、ほとんど家はありませ
んでした。
日方駅で、牧水は「草夫が留守

黒江駅で降り、野上電鉄日方駅ま
での２キロ余りを人力車に乗りま

行って逢ってすぐ引き返せば汽船
に間に合うと考えました。
こうして草夫訪問の決心を固め
た牧水は和歌山、海南間を走って
いた電車に乗り当時の市電の終点

29

であったらどうしたものか、訪問
するはずであった日はもう 日間
も過ぎている。」などと考えなが

ら 分間電車を待っていました。
やがて向こうから来る野鉄に乗っ
た牧水は、当時の終点「紀伊野上
駅」につきます。待合所を出て人

10

20

20

来月号に続く

ら下駄ばきでカスリの着物を着、
コーモリ傘と風呂敷包みを持ち瓢
然と、でもどことなく淋しそうに
歩いた牧水を思いやって下さい。
（ 野上を訪れた 若山牧水 より）

力車に乗ろうとするが、すぐそこ
だから乗る程のことはないと言わ
れ、歩いていくことになった。野
上川の美しい流れに目をやりなが

40

青海のあをにも染まずただよふ」
この歌は、若山牧水の代表的な短
歌です。国語の時間に習ったこと
が記憶にある人もいらっしゃると
思います。そうこの人は、明治生
まれの有名な歌人です。酒を愛
し、旅を愛し、自然を愛しわずか
年の短い生涯の中で、実に９，
43

12

2018.8

学校だより

天文台だより

『救命士として大人の仲間入り』

『天文台初夏のイベント』
研究員

紀美野町立野上中学校

硲間拓郎

夏休みシーズン真っただ中の 8 月になりましたね。
様々な場所へお出かけを考えている方も多いと思いま
す。実は全国的にみさと天文台が旅行先の候補となっ
ている事をご存知ですか？なぜなら行楽シーズンに向
け観光スポットとして天文台への取材が増えているか
らです。最近では BMW 社の特集、関西ウォーカー、
関西ファミリーウォーカーなどに取り上げていただい
ています。
このような記事のおかげか、最近では全体的な観望
会参加人数や他府県からのお客さまの割合が増えてき
ています。着々と人気スポットとして輝きだしている
みさと天文台。たまには天文台カフェでくつろぐのも
いいですよ。

今年度の野上中学校は 99 人の生徒でスタートしま
した。「しなやかな心」と「創意工夫」をキーワード
に中学校生活の充実を目指しています。
さて、６月１日に１・２年生、そして、７月４日に
３年生がそれぞれ「救命講習」を受講しました。本町
消防隊員の方々が真剣に指導してくださる姿に圧倒さ
れながら、生徒たちは真剣に取り組んでいました。
ある１年生は、「初めて胸骨圧迫を体験しました。
思ったよりも体力を使いました。これをいつもしてい
る消防隊員さんはすごいなと思いました。声を出すの
は少し恥ずかしいですが、今日の内容は一生大切にす
るものだと感じました。もしもの場面では、積極的に
助けられるように心がけたいです。」と感想を書いて
いました。
後日、消防署より、一人一人に『ジュニア救命士認
定証』が届けられました。災害や事故など、誰かの命
に関わる場面に遭遇したとき、大人と同じように重要
な役割を果たすことができる。そのような“頼もしい
自分”を発見できたことでしょう。

（出典：KansaiWalker 関西から行く！奇跡の絶景に出会う旅）

■日時 ９月８日（土）
時～（ 分前開場）
■場所 文化センターみさとホール
■出演 北山たけし・桂枝曽丸・
林田麻友子・河村一樹
■入場料
２，０００円（全席指定）
（当日２，５００円）
８月２日よりチケット販売
開始（販売場所によって取
り扱う席が異なります。詳
しくは今月号のチラシをご
覧ください。）
■問い合わせ 生涯学習室

町民癒しのコンサート開催！

第 回和歌山県スポーツ少
年団総合競技大会バレーボー
ル競技に出場しました。
残念ながら決勝トーナメン
ト１回戦で敗退しましたが、
月に開催される第 回全国
スポーツ少年団バレーボール
交流大会
和歌山県
女子決勝
大会への
出場権を
獲得する
ことがで
きました。

美里バレーボールクラブが健闘！

18
30

16

13

2018.8

49

野上ＪＳＣが奮闘！

49

７月７日に上富田町で開催
された第 回和歌山県スポー
ツ少年団総合競技大会に野上
ＪＳＣが出場しました。
結果は予選リーグ敗退でし
たが、とても良い経験になり
ました。

12

（詳細は、紀美野町消防本部ＨＰ・野上中学校ＨＰをご覧下さい。
）

☆小さな手で星に託した大きな
思い
今年も７月７日の七夕にちなみ、町
内の各保育所で「防火七夕祭り」が行

製品火災によるリコールについて

14

2018.8

火災・救急・救助は１１９番
『忘れてない？ サイフにスマホに火の確認』

アイリスオーヤマ株式会社が輸入し
た電気ストーブ（セラミックファン
ヒーター）およびタイガー魔法瓶株式
会社が輸入した除湿乾燥機から出火す
る火災が発生しました。ご家庭の製品
が該当していましたら、ご使用を中止

5（１）

39（ １ ）

していただき各メーカーへご連絡くだ

5（１）

39（ １ ）

われました。

3

さい。

日（月）

3

園児の皆さんは「ひあそびしませ

８月

交通事故

ん」「ひのようじん」などの防火の誓

■申し込み期限

■問い合わせ・申し込み

警防課

11

いや、「しょうぼうしになりたい」

セラミックファンヒーター専用アイリスコール ℡ ０１２０‐６３８‐４４４

AHE-A600

紀美野町消防本部

11

「けーきやさんになりたい」など将来

加湿セラミックファンヒーター SHH-121

番

０７３‐４８９‐６３０２

一般負傷

の夢を書いたたくさんの短冊や笹飾り

除湿乾燥機専用お問い合せ窓口

20

を飾ってくれました。

セラミックファンヒーター照明付き JCH-12DL-B

～2007年８月20日

2005年３月9日

次回の普通救命講習・再講
習は９月２日 日( で)す。

℡ ０１２０‐７８０‐４０６

そ の 他

合

計

計

合

外

管

内

℡

）内については、ドクターヘリ搬送

※（

タイガー魔法瓶株式会社

20

20

短冊で彩られた笹は、消防署の玄関

JHA-12-P

品

●火災発生件数…0 件
【事故種別搬送人員】

に飾り、来署した方や付近住民の方々
対象製品（販売期間：2015年８月～2018年３月）

名

品

製

製造期間

対象製品

６月の消防の動き

JHA-12-N
JHA-12-T
JHA-12-W

JCH-12D-D
JCH-12D-W JCH-12D-P

除湿乾燥機

管

神野保育所
消防署

AHE-B600

病

急

JCH-12D2W JCH-12D2P JCH-12D2A

セラミックファンヒーター

番
品
名
品
製

への防火の広報に一役買ってくれまし
た。

きみのこども園

井上

しんご

慎吾

国保野上厚生総合病院だより
平成 年８月号

今年の４月から国保野上厚生総合病
院の内科に赴任しました、医師３年目
の井上 慎吾です。
私の生まれは紀の川市貴志川町で、
紀美野町といえば自然豊かな隣町とし
て、とても馴染みの深い場所です。２
年間の研修を終え、晴れて医師として
のスタートをここで迎えられたことを
嬉しく思います。
現在は毎週水曜日の内科新患外来を
はじめ、野上厚生総合病院の内科医と
して様々な医療に従事しております。
外来に限らず、例えば飲み薬一つ出す
だけでも、皆さんの生活リズムがあ
り、希望や意見を話し合った上で理想
的な治療を導き出すのは中々大変であ
ることを実感しています。その都度、
経験豊富なドクター・看護師・検査技
師・薬剤師の皆さまの協力のもと、
日々の知識と経験を皆さまに還元でき
るよう務めていきます。
私は専攻が整形外科であり、外来に
来られる際は、内科的な知識に限らず
痛みやしこり等も何かアドバイスがで
きるよう準備をして、皆さまをお待ち
しております。

内科医師
いのうえ

30

平成30年度第２回警察官Ａ・警察官Ｂ採用試験のお知らせ

■試験日 ９月16日（日）【申込受付 ７月２日（月）～８月14日（火）】
■募集区分・資格
・警察官Ａ（男性・女性）：33歳未満
（平成31年４月１日現在）
大学卒業者
（平成31年３月卒業見込みの者を含む）
・警察官Ｂ（男性・女性）：18歳以上33歳未満（平成31年４月１日現在）
警察官Ａの受験資格に該当しない方
詳しくは、海南警察署またはお近くの交番・駐在所にお問い合わせください。
■問い合わせ 海南警察署 ℡ ０７３‐４８２‐０１１０

防衛省・自衛隊からのお知らせ
各種自衛官等募集種目
受付締切等
応募資格（年齢・学歴）
自衛官候補生（男子）
随時受付
18歳以上27歳未満
自衛官候補生（女子）
一般曹候補生
18歳以上27歳未満
９月７日（金）
航空学生
高卒（見込含）23歳未満
防衛大学校学生（一般・前期）
防衛医科大学校医学科学生
９月28日（金）
高卒（見込含）21歳未満
防衛医科大学校看護学科学生
■各種募集説明会 日時・場所 有田募集案内所において、平日９時～17時30分 常時実施中
■問い合わせ 自衛隊和歌山地方協力本部 有田募集案内所 ℡ ０７３７‐８２‐６６３１（Fax兼）
〒６４９‐０３１６ 有田市宮崎町１０６番地２
紀美野町防災行政無線の放送内容を下記のフリーダイヤルで確認することができます。

フリーダイヤル

防災行政無線電話対応システム ０１２０‐ ２４３０‐９９

８月
日

時

３日（金）

イベント名

問い合わせ（073）

11時 〜 犬・猫の飼い方講習会【12日（日）・26日（日）】 県動物愛護センター 県動物愛護センター

９日（木）
・17日（金）
16日（木）

開催場所所

移動町長室

美里支所

13時 〜 行政相談
【15時まで】

489‐6500

住民室

495‐3471

総務課

489‐5912

中央公民館

総務課

489‐5912

美里支所

住民室

495‐3471

紀美野町の人口（ ）内は前月比

総人口

9,011人（－24） ［男4,161人（－11） 女4,850人（－13）］

【平成30年 ６ 月末現在】

世帯数

4,315世帯（－ ２ ）

６ 月の人口の動き（平成30年 ６ 月 １ 日～3０日）
15

2018.8

転入11人

面積

転出26人

128.34㎢
出生 ２ 人

死亡11人

23

紀美野町こども食堂
﹃キノコ食堂﹄オープン

■開設日時
毎月第２金曜日
時～ 時
■メニュー 当日のおたのしみ
（提供頂いた食材により決定します）
■問い合わせ・事前予約先
キノコ食堂代表 赤阪
℡ ０９０‐１０２８‐３５９０

平成 年度から健康推進員を務めて
います。私は料理が好きで、平成 年
に仕事を卒業してから平成 年に紀美
野町食生活改善推進員となり、現在で
は食に関連した健康についてお手伝い
をしています。
子どもたちが好き嫌いなく元気に育
つように、食育活動としてクッキング
教室をしたり、親子で魚料理をしてい
ます。
高齢者の方には、男の料理教室、減
塩料理教室、バランスの良い食事等の
指導をお手伝いしています。特に去年
から始まった「 歳からの健康づくり
教室」では、 月におせち料理の「く
るみ入り田作り」を担当し、参加者の
皆さまに感動をいただきました。今年
もやりまっせー。
そのほか、『紀美野町社会福祉協議
会の、高齢者弁当の作成では地場産の
食材を使うことに心がけて』、『生石
加工グループでは、手作りの楽しさ、
食の安全性に心がけて』、『ＪＡ主催
の「男の道楽塾」、老人クラブの料理

健康推進員﹁健康レポート﹂
中井 弘さん

20

25

教室では、仲間づくりに心がけて』等
やりがいを持って活動しています。
最後になりましたが、紀美野町民の
皆さまが健やかな人生をおくれるよ
う、地域に密着した食育活動（男性会
員の少なさ
を感じていま
す。）・健康
推進員活動を
していきたい
と思います。

弘さん

平成 年７月豪雨の
災害義援金箱を設置しました

中井

18

T E L ０７３−４８９−２４３０
F A X ０７３−４８９−２５１０
http://www.town.kimino.wakayama.jp

紀美野町では７月の豪雨により西日
本各地で被災された方々への支援活動
として義援金箱を設置しています。皆
さまのご支援、ご協力をよろしくお願
いいたします。
皆さまからの義援金は、日本赤十字
社を通じて被災者支援に活用されま
す。なお、義援金は現金のみの取扱い
となります。
■設置場所
・役場本庁・役場美里支所・総合福
祉センター・中央公民館・ふれあ
い公園・役場各出張所（小川、志賀
野、国吉、長谷毛原、真国）
■設置期間
９月 日（金）まで
（ただし、各施設の業務時間内に限る）
■問い合わせ
総務課
℡ ０７３‐４８９‐５９１２

編集・発行 紀美野町総務課
〒６４０−１1９２
和歌山県海草郡紀美野町動木２８７

告

広

65

12

７月 日、動木集会所において紀美
野町内で初の子ども食堂「キノコ食
堂」がオープンし、子どもから高齢者
までの総勢１００人の方が、ボラン
ティアスタッフが調理したカレーライ
ス・サラダ等を食べながら交流を行い
ました。
食堂について、詳細は次のとおりで
す。また、当日使用する食材の提供も
随時受け付けていますので、ご協力よ
ろしくお願いいたします。

■対象者
子どもだけでなく誰でも参加可能
※参加登録と事前予約が必要です。
■参加費用
子ども無料 大人は３００円

第152号

オープンしたキノコ食堂の様子

30

30
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2018. 8 広報きみの
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