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「第51回 越知町文化祭」
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選手権大会
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交通安全を願って

ドライバーサービス
︵９月 日・ 日︶
22

30

30

日はドライブイン片岡の
駐車場をお借りして︑ 日は
佐川町のタンポポ公園前で︑
ドライバーサービスを行いま
した︒
佐川警察署︑交通安全指導
員︑交通安全協会などの皆さ
ん︑高知ファイティングドッ
グスの選手とドッキー君も参
加し︑運転手にチラシや啓発
物品などを配布して交通事故
防止を呼びかけました︒

反射タスキを
無料で配布します

枚

夜間の歩行時︑ドライバー
に自分の存在を知らす手段と
して︑有効な道具となる反射
タスキと反射シールを無料で
配布します︒

配布物
反射タスキ
本
靴用の反射シール

◆お問い合わせ先
総務課交通安全係
ＴＥＬ２６ １１１１

数に限りがあるため︑必要
な方は役場までお早めにお越
しください︒

100

９ 月 日から 日までの
日間︑秋の全国交通安全運動
が実施されました︒
子どもと高齢者の交通事故
防止を運動の基本とし︑越知
町でも交通安全を願ってさま
ざまなキャンペーンやイベン
トが行われました︒
カーブミラー清掃
︵９月 日︶

30

交通安全協会越知分会の皆
さんに協力していただき︑町
内のカーブミラーを清掃しま
した︒
運動期間中︑交通安全協会
の皆さんには桃太郎旗の設
置︑撤去や街頭指導にご協力
いただきました︒

22

運動期間中は︑早朝からＰ
Ｔ Ａ をはじめ︑多くの方々に
街頭指導を行っていただきま
した︒
ご協力いただきました関係
者の皆さん︑ありがとうござ
いました︒

400
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９月７日︵日︶佐川町総合
文化センター体育館にて︑高
知県日本空手協会四国地区本
部主催︑第 回日本空手協会
四国空手道選手権大会が開催
され︑高知県選手団として︑
おちスポーツクラブから︑７
人の小中学生が参加しました︒
８月 日︵土︶・ 日
大会前日は︑会員︑保護者
︵日︶東京武道館において︑
の皆さまに会場の準備にあ
第 回全日本少年少女空手道
たっていただき︑四国地区か
選手権大会が開催され︑高知
ら 人ほどの選手︑役員︑観
県空手道連盟代表として︑３
客が集まり盛大に行われまし
人の部員が選抜出場しまし
た︒
た︒残念ながら初戦突破はな
入 賞 し た 部 員 は 次 の２ 人 で
りませんでしたが︑全国大会
す︒
を経験したことは︑本人たち
小学生高学年女子個人形の部
の今後の活動に大きな影響を
優 勝
残すことだと思います︒大会
福永 愛唯︵佐川小６年︶
参加にあたっては︑たくさん
第３位
のご寄付をいただきました︒
立仙 沙紀︵越知小５年︶
誌面をお借りしまして厚くお
礼を申し上げます︒
大会出場した部員は次の３
人です︒
小学５年女子個人形の部
立仙 沙紀︵越知小５年︶
小学６年男子個人形の部
片岡 隼人︵黒岩小６年︶
小学６年個人形の部
福永 愛唯︵佐川小６年︶

−
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︻越知町消防団明治分団︼

月 日︵日︶に︑高知県
消防学校において︑高知県中
央地区消防操法大会が行わ
れ︑明治分団︵山橋正男分団
長︶が越知町代表として出場
し︑３位入賞という堂々たる
成績を収めました︒
６ 月から猛練習を行ってき
た選手たちは︑競技時間がわ
ずか 分程度の本番で︑日ご
ろの練習成果と全力を出し切
りました︒本当にお疲れさま
でした︒
越知町消防団は︑これから
も住民の生命・財産を守るた
10

12

10

め︑消防・防災活動に尽力し
ますので︑皆さんからの温か
い応援を賜りますようお願い
申し上げます︒

☆出場選手は次のとおりで
す︒
指揮者 岡
竜治︵団員︶
１番員 仲村 貴介︵団員︶
２番員 壬生 博文︵団員︶
３番員 片岡 一洋︵団員︶
補助員 片岡 大介︵部長︶
補 欠 仲村 充史︵班長︶

ら︑僕の呼び名は玉伩になっ

︵タマスダレ︶﹂その後か

した︵笑︶四股名は﹁玉伩

神相撲の力士役になっていま

わしを絞められ︑気がつけば

て行かれ︑服を脱がされ︑ま

い！﹂と言われ︑小屋に連れ

﹁チョンマゲがちょうどい

﹁突破﹂するためにはどうす

町に点在する集落が限界を

と言われるようですが︑越知

世間では﹁限界集落﹂など

ろに行き着いてしまいます︒

し︑集落の活性化というとこ

いくと︑やっぱり︑地域おこ

で・・・というふうに考えて

寺ちゃんの

越知町の皆さん︑こんにち

ればいいのか？難しい問題か

地地域
地
域域域おこ
ここし
ししし協力力
力力力
力
力力力力隊
隊隊隊隊隊

たっすいがはいかん！

は！どうも︑毎度おなじみ︑

てしまいました︵笑︶

もしれませんが︑取り組みが

先日は桑薮地区の五在所山

ても貴重な体験ができまし

力士をやらせていただき︑と

神事に参加して︑神相撲の

が必要になったときは︑どう

もありません︒皆さんのお力

すが︑僕一人ではどうしよう

す︒色々と方法を考えていま

いのある課題だと思っていま

の神事に参加させていただき

た︒ちなみに︑この神事は旧

か︑お力添えをよろしくお願

うになってしまいました︒

神相撲の後は昼食もごちそ

寺岡です︒
いつも僕の記事が長いの
で︑今回から控えめにしま

ました︒山頂近くまで車で登

暦の９月１日に行われるそう

す︒

りました︒天気が悪かったせ

いします︒

数が減ってきているようで

たようですが︑年々︑参加人

昔は屋台なども出て賑わっ

です︒
鳥居は神秘的に思えました︒

す︒今回は平日だったので︑

http://blog.goo.ne.jp/
yudaiteraoka0823

ブログ︵日記︶タイトル
﹁いつも心に文旦を﹂

いで霧が出ていましたが︑霧

木材だけで作られた鳥居も僕

仕事で参加できない人もいた

の奥から現れる五在所神社の

にとっては珍しく︑年季が

と思いますが︑集落における

古くから伝わる習慣や行事

入っている感じがまた良かっ

を存続するためには︑集落以

たです︒あと︑鳥居のデザイ

のせいで視界はゼロ︵笑︶普

外の若い人にも関心を持って

住民の高齢化︑減少︑という

段はすごく見晴らしが良いみ

もらうことが必要だと思いま

ンがちょっと変わっている気

たいなので︑今度は晴天の日

すし︑若い人を集落にとどめ

ことが主な原因だと思いま

に行ってみたいです︒神事が

める必要があると思います︒

がしました︒神社の奥の展望

厳かに終了し︑最後に神様に

そのためには仕事が必要

す︒

奉納する相撲﹁神相撲﹂を見

所にも行ってみましたが︑霧

学しようと思っていたら︑

｜3｜広報おち｜11月号｜

操法大会で︑
見事 ３位入賞！

ま・ち・の・話・題

柳 谷 広広広
広之

地域おこし協力隊

いんどうりをたくさんもら
えるので︑いろいろやってみ
ました︒
まず︑ピリ辛酢じょうゆ漬
け︒夏の長雨でキュウリがほ
とんど取れなかったので︑
キュウリのかわりにいんどう
りで漬けてみました︒まずは
塩して置いてから︑５ ミリぐ
らいにスライスして漬けるだ
けです︒漬けこみ液は︑トウ
ガラシ︑酢︑醤油︒数時間か
ら食べられて︑キュウリより
日持ちします︒
次に︑ピクルス︒よく塩し
て か ら ︑ 縦 に５ つ ぐ ら い に
切って︑ピクルス液に漬ける
だけです︒ピクルス液は︑酢
に砂糖︑トウガラシ︑ハーブ
類を入れます︒火にかけたり
はしていません︒
ロシア流の︑酢をほとんど
使わないピクルスも今度やっ
てみたいです︒
奈良漬は昨年漬けたのが︑
いまいちなので今年は漬けて
いません︒
ここからは火を使う料理で
す︒まずはお好み焼き︒キャ

ベツのかわりにいんどうりを
使います︒切り方はお好み
で︒火が通りやすいように薄
くか細く切るとよいです︒
いんどうりのパスタ︒玉ね
ぎのかわりにいんどうりを使
います︒
いんどうりのちゃんぷる︒
ゴーヤのかわりにいんどうり
を使います︒
どれもおいしくいただけま
した︒取り遅れると︑いんど
うりのおしりのあたりの皮が
固くなるので︑その場合は固
い部分の皮を厚いめに切り取
るとよいようです︒
ほかにもおいしい︑いんど
うり料理あったら教えてくだ
さい︒

柳谷ブログ
http://plaza.rakuten.co.jp
/yanagiluge/
おち駅ブログ
http://ochikanko.blogzine
.jp/blog/

るっていうのは緊張しちゃい

やっぱ人前で何かを披露す

ね！

やり遂げるっていいですよ

りましたけど︒仲間と何かを

演奏が終わると︑司会の萬

ますね︒久しぶりに緊張して

いる自分に嬉しさが込みあが

写真が寿太鼓のメンバーで

で︑﹁このまま越知に定住す

くれました︒その時の質問

月さんがインタビューをして

す︒演奏が終わってからの一

るんでしょ？﹂と聞かれ︑

ってきました︵笑︶

枚︒みんな良い顔していま
今年のコスモスまつりで

んですけど︑かなり間違えち

半年間の練習の成果だった

かったですが︑驚きました︒

拍手をしてくれました︒嬉し

と︑会場のお客さんが何人か

﹁定住したいです﹂と答える

は︑寿太鼓のメンバーとして

ゃいました︒他のメンバーが

す︒

オープニングで叩いていたん

温かい拍手をありがとうござ

地域おこし協力隊

助けてくれたのでなんとかな

きんちゃんの、
なにしゆう！？
ですけど︑気付きました？

いました︒

僕の協力隊としての任期も

あと半分です︒一年半後︑ど

うなっているのか分かりませ

んが︑明るく楽しく前を向い

て行動していきます！

月のイベントは︑文化

http://blogs.yahoo.co.jp/
kintyan6222024

ブログ︵日記︶
タイトル ﹁越知っ子！﹂

けてやってください︒

思うので︑見かけたら声をか

こかで何かしらやっていると

いも煮会などがあります︒ど

祭・おなばれ・地区運動会・

11

いんどうり料理
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30

第第第第第 回
回回 コスモモ
モス
ススまつり俳
俳俳句大会会
会会会
会

と言ったら﹁まだまだこんな

ヒヤくなってきましたね〜﹂

こないだ話していて﹁朝方

味がちゃんとしておいしかっ

たアメゴは︑臭みがなく魚の

も餌をやって春から育ててき

と栗の甘さが絶妙！

月

自分で

作ってくれた栗ごはんは︑塩

﹁今日山で栗拾ったき﹂と

は困りませんでした︵笑︶

でしばらく食後のデザートに

い！一切れでも十分大きいの

高梨は︑でっかくて瑞々し

梨農家さんの関係で頂いた新

ずっとやっていたら体幹ト

ち上がるのでも一苦労です︒

バランス感覚が良くないと立

立っていられるんでしょう︒

うやったら舟の上で安定して

しょうか︒それにしても︑ど

る目も鍛え方しだいなんで

と言っていました︒暗闇を見

﹁今日は割によう見えるで﹂

ら︑一緒にいたおんちゃんは

るのか見えないと思っていた

す︒闇夜で今何が起こってい

ちなみにアメゴは

た！

日の横畠いも煮会でも食べ
られますよ〜︵笑︶

さて先日︑﹁やきとり﹂に

誘っていただきました︒と
右の写真︑ある日の夕食の

夜︑真っ暗な仁淀川に舟を出

ですよ︒アユ漁なんです！

いっても︑飲み会じゃないん
一部なんですが︑実はどれも

して︑アユを一網打尽にしま

http://yokoguraniyodo.
hatenablog.com

ブログ︵日記︶

よかったです︒

あ︒越知らしい体験ができて

レーニングになるんだろうな

もんじゃないよ〜﹂と返され
﹁南国土佐﹂のイメージ
だったので意外でした︒これ

る

ました︵笑︶山では雪が積も

緑のふるさと協力隊

からまだまだ季節の変化を感

11

越知
越知帳
知帳

じられそう⁝︒

23

ゆ ーじ ろ ー の
ゆーじろーの
人から直接頂いたものです︒
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月 日︵日︶越知町観光協会主催の第 回コスモスまつり
俳句大会が︑越知町民会館大ホールで︑県内各地から参加した
俳句愛好者 人によって開催されました︒
台風 号の影響も心配されましたが︑無事開催することがで
きました︒主催者の越知町観光協会の岡林友一会長による歓迎
のあいさつの後︑参加者全員による選句が行われ︑特別選者の
選もあわせた︑上位得点者から次のとおり入賞者が決まりまし
た︒
町長賞
筋書きのなきが余生よ野分すぐ
高知市
池
蘭子
議会議長賞
こだわりし暗証番号忘れ秋
佐川町
廣田 昌子
教育長賞
これはもう理屈ではない蛇嫌い
佐川町
廣瀬 恵子
観光協会長賞
土佐に生き藷の蔓煮る暮らしかな
高知市
浜田
節
あけぼの句会長賞
集まりし風の別るる花野かな
高知市
山本 呆斎
秀吟賞
少年が来て烏瓜数えおり
佐川町
味元 昭次
遠き日の約束そのまま秋ざくら
佐川町
竹崎 いと
身ぎれいに齢はとるべし秋ざくら
高知市
野田美佐子
一病を持ちて健啖つがに汁
高知市
近藤
勝
山彦も風も土佐弁あきざくら
高知市
島村かりん
◎特別選者に選ばれた作品
たむらちせい選
盆過ぎの畳に猫と転がれり
須崎市
青木伊佐恵
味元 昭次 選
コスモスは人を呼ぶ花揺れる花
仁淀川町 市川 千秋
山下 正雄 選
しべ
けらく
天上に蘂張る快楽曼珠沙華
越知町
松本 孝子
10

19

ま・ち・の・話・題

岡前で︑秋の交通安全運動ド

くり と︑コーディネーション

県内で一斉に行われている

生が課す︑普段とは違った動

た授業を行いました︒西川先

能 力 を 高 めることを 目 的 とし

あいにくの雨で︑２年連続

おもてなし一斉清掃ですが︑

作にみんな楽しみながらチャ

︻おもてなし一斉清掃︼

の屋内実施でしたが︑こちら

越知町では一足先に実施され︑

レンジして︑あっという 間の

︻越知幼稚園運動会︼

も明るく楽しい運動会で︑選

５ 人の 選 手 が 宮 の 前 公 園 の 清

分でした︒授業の後は︑見

した︒村上選手︑山中選手そ

手も十分にリフレッシュでき

掃に取り組みました︒コスモ

ライバーサービスが行われま

皆さんに安全運転を呼びかけ
ました︒

国道

号を通るドライバーの

してドッキーの３人が参加し︑

ました︒

色を楽しみながらゴミ拾いを

スが満開の中︑越知の秋の景

に答えました︒

学に来られた先生たちの質問

昨年に続き︑越知保育園の

て来てくれるといいですね︒

公園に多くのお客さんがやっ

行いました︒きれいになった

選手は来期に向けてハードな
運動会にご招待いただきまし

︻越知保育園運動会︼

自主トレを続けながら︑ホー
た︒園児の皆さんが日ごろの

日に 行 われ た 野 老 山

︻野老山地区運動会︼

月

地区の運動会に︑千葉︑浅野

の２選手が参加しました︒台

風で 雨 が 心 配 され ましたが︑
朝から降った雨のため︑残

きました︒また呼んでくださ

楽しい一日を過ごすことがで

野老山の皆さんと︑最後まで
念ながら保育園と幼稚園の皆

いね︒

したが︑皆さんから大きな声

今年はドッキーが参加しま

とを楽しみにしています︒

の際 に 皆 さ ん と 交 流で き る こ

会で活用いたします︒またそ

ティーと︑幼稚園のお餅つき

お米は︑保育園のカレーパー

んと︑成長痛を予防する体づ

出席しました︒５ 年生の皆さ

西 川 ト レー ナ ー が 講 師 と し て

け︑体育の実技指導講習会に

越知小学校からの要請を受

持って刈り取りました︒この

せんでしたが︑選手が責任を

援を受けて喜んでいました︒

うございました︒

加させていただき︑ありがと

た︑保護者競技には楽しく参

る様子に心が和みました︒ま

ム タ ウ ンで の さ ま ざ ま な イ ベ

☆イベント報告

練習の成果を一生懸命発表す

オフシーズンが続きますが︑

33

ントに顔を出しています︒

︻ドッグス田稲刈り︼

45

10
さん と 刈 り 取 ることはでき ま

︻体育実技指導講習会︼

12

︻ 秋 の 交 通 安 全 運 動 ドラ イ バ

日︑ドライブイン片

ーサービス︼

９月

22

｜広報おち｜11月号｜6｜

ま・ち・の・話・題

日本でも韓国のドラマが好きだと言ってくれる方によく会います。実は韓国でも日本のドラマは
人気があります。特に若い人たちに人気なのですが、韓国のドラマは主に恋愛の内容なので、日本
のドラマのアニメみたいな設定や斬新なストーリーが若者に受けているのではないでしょうか。も
ちろん私も日本のドラマが好きな韓国人の１人です。
最近韓国で話題になっているドラマがあります。その名前が[ネイ ル もカンタービレ( 내일도

칸타빌레)]です。日本のあるドラマの名前と似ていると思いませんか。ドラマが好きな方なら分
かると思いますが、「のだめカンタービレ」というドラマの韓国版です。主人公の「のだめ」が韓
国では「ネイル」という名前になりました。今までいろんな日本のドラマが韓国でリメイクされま
した。日本で大ヒットしたドラマの韓国版が必ずヒットするわけではないですが、個人的には二つ
のドラマを比べながら見るのがとても楽しいです。私は日本のドラマが好きで見ていますが、実は
私にとって日本のドラマは、日本の言葉と文化を勉強できる良い先生なのです。皆さんもテレビで
韓国のドラマが放映されていたら、少し目を通してみてはいかがでしょうか。

「ネイルもカンタービレ」(原作：のだめカンタービレ)

「その冬、風が吹く」
(原作：愛なんていらねえよ、
夏)

「職場の神」
(原作：ハケンの品格)

「美しい君へ」
(原作：花ざかりの君たちへ)

先日、韓国から両親が越知町に来ました。越知町の多くの方に出会えて、日本の「オモテナシ」
を実感しました。私も両親も本当に良い思い出をたくさん作りました。
国際交流協会では韓国料理教室を開きました。料理の先生はもちろん母です(今回、私が料理が
全然できないことがばれてしまいました)。一緒に作った韓国料理を食べたり、日本語ができない
母に一生懸命韓国語で話しかけてく
れたり、母も越知町の優しさに触れ、
大変喜んでいました。私が来日して
から、両親はいつも私のことを心配
していたようですが、実際に越知町
に来てみて安心したと言いながら帰
りました。歓迎してくださった皆さ
ん、ありがとうございました。
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情 報 広 場
空き家情報を
お待ちしています
越知町では移住定住促進に
取り組んでおり︑町内への移
住 希望者に空き家情報 を提供
しています︒空き家バンクに
登録していただいている物件
もあります︒
空き家を﹁貸してもよい﹂
﹁売ってもよい﹂という方は︑
企画課までお知らせください︒
また︑近所に空き家がある
などの情報もお待ちしていま
す︒
◆お問い合わせ先
企画課
ＴＥＬ２６ １１６４
担当 國貞
移住支援相談員 中村・山﨑

ひとり親家庭の
お母さん・お父さんへ

月 日は
﹁年金の日﹂
です
11

厚生労働省では︑﹁ねんき
んネット﹂などを活用し︑年
金支給が始まる将来︑高齢期
の生活設計を考えていただく
よう︑ ︵いい︶月 ︵みら
い︶日を﹁年金の日﹂としま
した︒
この機会に︑﹁ねんきん定
期便﹂や﹁ねんきんネット﹂
で︑ご自身の年金記録と年金
受給見込額を確認し︑将来の
生活設計について考えてみま
せんか︒ご利用いただくと︑
いつでもご自身の年金記録が
確認できるほか︑年金受給見
込額の計算などご自身の年金
記録を基にさまざまなパター
ンの試算をすることもできま
す︒
﹁ねんきんネット﹂につい
ては︑日本年金機構のホーム
ページでご確認いただくか︑
高知西年金事務所にお問い合
わせください︒
また︑住民課年金係でも︑
平成 年度から﹁ねんきんネ
ット﹂端末を設置しています︒
年金記録︵加入記録・納付期
間・未納期間・免除期間な
ど︶の記録書類と一緒に︑見
方を説明したリーフレットも
お渡しします︒お気軽にご相
談ください︒
◆お問い合わせ先
高知西年金事務所
ＴＥＬ０８８ ８７５ １７１７

ペットの幸せと飼い主の責任

犬や猫は︑種類や飼育環境
の侵入と蔓延予防のために
によって 年以上生きます︒
とても重要です︒
間違った飼い方による事故や
トラブルも発生しています︒
﹁飼い猫﹂
正しい飼い方やペットへのし
○室内飼いで安全・清潔な生
つけをきちんとしましょう︒
活をさせましょう︒
室内飼いにより交通事故や
伝染病を予防できます︒ま
︻守ろう飼い主のマナー︼
た︑ふん尿︑他人の人家に
入り込むなどによるご近所
﹁飼い犬﹂
とのトラブル回避にもつな
○フンの始末は飼い主の責任
がります︒
です︒
○繁殖制限は飼い主の責任で
﹁フンは必ず持ち帰る﹂そん
す︒
な当たり前のことができて
﹁飼い主の知らない所で飼
いない飼い主がいます︒飼
い猫が赤ちゃんを産んだ︒
い主のモラルとマナーを守
飼えないから 殺処分に持
りましょう︒
ち込む﹂そんなことを考え
○散歩のときは必ずリード
る飼い主が実際にいます︒
︵引き綱︶をつけましょう︒
繁殖制限をきちんと行い︑
敷地外での放し飼いは交通
できない場合は不妊去勢手
事故や伵傷事故など︑周り
術を受けさせてください︒
に迷惑をかけることになり
ます︒必ずリードにつない
◆お問い合わせ先
で散歩をさせましょう︒
環境水道課
○健康管理には細心の注意を
ＴＥＬ２６ １１１４
しましょう︒
狂犬病は犬だけでなく︑人
に も 感 染 し ま す ︒ 年 に１ 回
は狂犬病予防注射を受けま
しょう︒国外からの狂犬病
15

移動相談を行います
﹁就職したい﹂﹁転職した
い﹂﹁資格を取りたい﹂など︑
またその他いろいろなご相 談
に応じます︒お気軽にご相談
ください︒
︻日時︼
月 日︵金︶
午後1時〜午後4時
︻場所︼
保健福祉センター
１階会議室
※事 前 申 し 込みは不要です ︒
ひとり親家庭以外の方もご
利用ください︒
◆お問い合わせ先
母子家庭等就業・自立支援
センター
高知市旭町3丁目

２５００

11

住民課年金係
ＴＥＬ２６ １１１５

−

︵こうち男女共同参画セン
ター2階︶
８７５

30

−

28

30

−

−

115

−

23

11

ＴＥＬ０８８

−

−
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農業委員会だより
14人体制となり新たに出発をしました。
【公選８人（内女性委員２人）、推薦６人、会長：山﨑 耕助】
農地等に関するご意見・ご相談は下記の地元委員、または事務局までお気軽にお寄せください。
委員名

担当地区

委員名

担当地区

藤原

幸子

小舟・１区〜４区

箭野

正昭

今成・小浜・堂岡・本村

松井

邦夫

５区〜10区・山室

大原

利武

後山・栂ノ森

中内

京子

11区・13区・14区

片岡

政彦

袖野・柚ノ木・薬師堂・稲村

楠瀬

克之

15区１〜18区２

和田

昌夫

栗ノ木・清水・筏津・深瀬

山﨑

耕助

12区・五味

岡林富士男

桑薮・京仲・鎌井田・浅尾
清助・日ノ浦

齋藤

秀夫

桐見川1区〜桐見川３区

片岡久一郎

片岡・谷ノ内・南片岡
黒瀬・宮ケ奈路

片岡

清則

大平・中大平・佐之国・峯
南ノ川１区〜２区・小日浦・堂林

須内 啓次

柴尾・宮地下・宮地上

事務局：田村・西森・森下 ＴＥＬ２６−１１０５

●

農地を貸したい方募集中です

●

本年４
本
年４月１
月１日よ
日より、
り、農地
農地の貸
の貸借等
借等を主
を主体に
体に農業
農業経営
経営の規
の規模拡
模拡大、
大、農用
農用地の
地の集団
集団化、
化、新た
新たに農
に農業経
業経営
営
を営もうとする者の参入の促進による農用地の利用の効率化および農地の合理化を図るために、市町
村・農業委員会などと連携し、農地中間管理機構が出し手から農地を借入れ、受け手に貸付けする事
業を実施
業を
実施して
していま
います。
す。
第２回の募集から越知町も対象地域となり、随時出し手の募集を受け付けておりますので希望され
る方は下記にお問い合わせください。
※受け
受け手の
手の募集
募集は
は10
10月
月20
20日に
日に終了
終了いた
いたしま
しました
した。次
。次回の
回の募集
募集は来
は来年４
年４
月下旬ごろを予定しております。
※借り手が見込まれる場合には、農地を借受いたします。
◆お問い合わせ先
高知市丸ノ内2丁目4-1 県庁北庁舎4階
公益財団法人高知県農業公社(農地中間管理機構)
TEL 088-823-8618(直)
索←
HP http://www.kochi-apc.or.jp/ 高知県農業公社 検索
越知町役場

産業建設課産業振興係

「家庭の日」の標語

TEL２６−１１０５

25年度優秀標語⑧

朝ごはん 家族そろって いただきます
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三行詩優秀作品（PTA全国協議会選）⑧

あの頃は、障害のある 我子に 神うらみ
今は、この子が 神と思えし

情 報 広 場
ごみステーションへの

︻在宅医療廃棄物︼
注射針等危険なもの

月9日は
︻ 番の日︼
119

今日では︑緊急電話の代名
詞となっている﹁ 番﹂︒誕
生 し た の は ︑ 昭 和２ 年 月１
日です︒
昭和 年から︑全国一斉に
毎年 月９日が﹁ 番の日﹂
として制定されました︒この
機会に消防の仕事や 番につ
いての正しい知識と理解を深
めていただき︑防火防災意識
の高揚を図っています︒
火災や急病・けがなど︑目
の前で火災や事故が発生した
場合は︑誰でも気が動転し興
奮した状態になりがちです︒
１ 秒をあらそう時でも落ち着
いて 番通報できるようにし
ましょう︒

10

最低賃金改正の
お知らせ

６０２４

６０３１

１８６６

３１４８

２１２８

62

ごみ出しは︑
ルールを守って

高知労働局では︑県内すべ
ての労働者に適用される﹁高
知県最低賃金﹂を改正し︑
月 日から施行することとし
ました︒この決定により︑
月 日以降分として労働者に
支払う賃金は︑1時間 円以
上としなければなりません︒

８８５

◆お問い合わせ先
高知労働局︵賃金室︶
ＴＥＬ０８８

８８５

高知労働基準監督署
ＴＥＬ０８８

４２

須崎労働基準監督署
ＴＥＬ０８８９

３５

四万十労働基準監督署
ＴＥＬ０８８０

３５

安芸労働基準監督署
ＴＥＬ０８８７

119

119

◇正しい通報要領
いざという時に備えて︑電
話のそばに﹁住所︑名前︑目
印︑電話番号﹂を記入したメ
モなどを準備しておきましょ
う︒
番に通報した場合︑消防
署はまず﹁火事か︑救急か﹂
を聴き︑続いて﹁町名﹂と
﹁地区名﹂を確認します︒

119

10
10

11
11

26

26

※詳しくは︑﹁ごみカレンダ
ー﹂・﹁ごみの分け方出し
方﹂を参照して出してくだ
さい︒お持ちでない方は役
場でお渡しします︒

◆お問い合わせ先
環境水道課
ＴＥＬ２６ １１１４

677

︽※この時点で緊急車両は出
動を始めます！︾それから詳
しい状況や場所︑名前などを
聴き取りしますので︑落ち着
いて︑はっきり伝えるように
してください︒
携帯電話からの通報でも
﹁ ﹂で大丈夫です︒しかし
電波状況によってはまれに他
の消防本部につながってしま
う場合がありますが︑その場
合でも高吾北消防署にそのま
ま電話をつないでくれますの
で︑電話を切らずにお待ちく
ださい︒

※ 番通報の中には︑いたず
ら通報も少なからずあり︑
適正な利用について︑住民
の皆さまのご協力とご理解
をお願いします︒

119

◆高吾北消防署
ＴＥＬ２６ ２１１１

119

◆お問い合わせ先
環境水道課
ＴＥＬ26 1114

し尿の汲み取りは
お早めに
年末は︑汲み取りの申し込
みが殺到します︒ 月中に
は︑汲み取り業者へ申し込ん
でください︒
︻汲み取り業者︼
越知衛生
ＴＥＬ２６ ０５９１
高吾北衛生社
ＴＥＬ２６ １０５３
佐川衛生
ＴＥＬ２２ １２９０

11

ごみステーションは︑その
地 区 の 利 用 者 が 自 らの 責 任 で
清潔を保っています︒他の地
区 よ り 持 ち 込 むことはご遠 慮
ください︒
また︑ごみの収集時間は午
前８時となっています︒午前
８時以降は収集できません︒
収集できないごみ
︻分別されていないごみ︼
︻ 指 定 の ご み 袋 に 入っ て い な
いごみ︼
︻産業廃棄物︼
︻事業系一般廃棄物︼
事業活動︵会社・商店・工
場・飲食店等︶に伴い発生
したごみ
︻処理困難物︼
自動車部品︑農業用機械︑
ガスボンベ︑消火器︑耐火
金庫︑ピアノ︑OA機器︑
ボタン電池︑スプリング入
りマットレス︑ソファー等
︻パソコン︼
購入時の標準添付品︵マウ
ス︑キーボード︶
︻特定家庭用機器︼
テ レ ビ ︑エ ア コ ン ︑冷 蔵
︵凍︶庫︑洗濯機

−

−
−
−

−
−

119

119

−

−

−

−

−

−
−

−

−
−
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児童虐待は社会全体で解決すべき問題です
月は児童虐待防止推進月間です。

児童虐待とは
身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど

性 的 虐 待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、
重い病気になっても病院に連れて行かないなど

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に
対して暴力をふるう（ドメスティック・バイオレンス : DV）など

乳幼児揺さぶられ症候群
赤ちゃんを激しく揺さぶらないで
赤ちゃんが何をやっても泣きやまないと、
イライラしてしまうことは誰にでも起こり得ま
す。しかし、
泣きやまないからといって、
激しく揺さぶらないでください。赤ちゃんや小さ
な子どもが激しく揺さぶられると、
見た目にはわかりにくいですが、
頭(脳や網膜)に損
傷を受け、重い障 害が残ったり、命を落とすこともあります。どうしても泣きやまない
時は、赤ちゃんを安全な所に寝かせて、
その場を少しの間でも離れ、
まず自分をリラックスさせましょう。

虐待を受けたと思われる
子どもがいたら

ご自身が出産や
子育てに悩んだら

子育てに悩む
親がいたら

中央児童相談所 088-866-6791や
子ども支援ネットワーク こすもす(教育委員会内)26-3400へ連絡 ・ 相談ください。
※ あなたの連絡相談が子どもを守るとともに、子育てに悩む保護者を支援するための大きな一歩になります。
※ 連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
◆お問い合わせ先

教育委員会生涯学習課 ＴＥＬ２６−３４００

犯罪被害に遭われた方、ひとりで悩んでいる方へ
犯罪の被害に遭われますと、その後においても事件を思い出して怖くて不安になった
た
り眠れなくなったりするなど、心身ともにいろいろな症状に悩まされることがあります
す。
警察は、あなたの味方です。
警察では、各種相談電話を設置し、それぞれ専門の職員が相談にお応えします。
ひとりで悩まないで、まずは電話をかけてください。
相談 電 話

内

容

電話番号

警 察 総 合 相 談 電 話

困りごと相談、警察に対する意見・要望

088−823−9110／＃9110

犯罪被害者ホットライン

犯罪被害に遭われた方の心の悩み

088−871−3110

ヤ ン グ テ レ ホ ン

少年の非行や問題行動に関する相談

088−822−0809

サイバー犯罪相談電話

インターネット使用による各種犯罪の相談

088−875−3110

レディースダイヤル110番

女性の犯罪被害に関する相談

088−873−0110

暴 力 団 相 談 電 話

暴力団等の被害に関する相談

088−822−8930

佐川警察署（０８８９−２２−０１１０）でも各種相談にお応えしております。
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情 報 広 場

−日ごろから防災対策に取り組みましょう！−

防災情報広場 ＮＯ,２
避難行動と避難所について

◆避難行動の種類について
避難とは、「災害から命を守るための行動」です。避難行動には、避難所に移動する「立ち退き避難」
と、建物内にとどまって身を守る「自宅避難」があります。原則、危険が過ぎ去るまで安全な避難所に退
避することを第一としてください。
立ち退き避難
集会所や町民会館などの避難所や親せき・友人宅など、安全な場所へ移動することです。急傾斜地の崩
壊や土石流・地すべり、大規模な水害の発生の恐れがある場合は、危険区域外への避難を実施してくださ
い。
この場合、風雨が強まる前での早め早めの避難開始と、さまざまな危険性が比較的少ない明るい時間帯
での避難を心がけてください。
なお、夜間に風雨が強まり、また、道路が冠水したり、河川や水路が氾濫し、避難所への移動が困難と
なった時は、無理をして危険な屋外へ外出（避難）することは控えてください。
自宅避難
自宅などにとどまって安全を確保することです。短時間の局地的な大雨や中小規模の水害の恐れがある
場合や、高齢者などが逃げ遅れた時は、無理に移動せず、自宅の２階などで安全確保することも、避難手
段の一つです。

◆避難所について

避難所
（拠点避難所）

越知幼稚園・越知小学校・越知中学校・越知町民会館・越知町民総合運
動場・横倉山自然の森博物館・越知保育園・保健福祉センター・野老山
公民館・桐見川公民館・横畠小学校・明治中学校・片岡小学校・黒石小
学校
台風や地震など大規模な災害の危険性があり、避難した住民等を災害
の危険性がなくなるまでに必要な期間滞在させ、または災害により家に
戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設です。
越知町では、拠点避難所として指定しています。避難勧告などが発令
される場合は、これらの施設を避難所として開設することを防災無線や
エリアメールでお知らせします。

避難所
（一時避難所）

各地区の集会所・公民館、小中学校など
災害が発生し、または発生する恐れがある場合に、緊急的にその危険
から逃れるための施設です。
越知町では、一時避難所として指定しています。避難勧告や避難指示
発令前に、自主避難をする時、区長さんなどの了承を得て利用します。

◆お問い合わせ先

総務課消防防災係 ＴＥＬ２６−１１１１

｜広報おち｜11月号｜12｜

◀ 募 集・案 内 ▶

︻日時︼ 月 日︵日・祝︶
︻会場︼横畠小学校
︻日程と内容︼
●午前９時 分〜受付
●午前９時 分〜開会行事・
オリエンテーション
●午前 時〜希望のコースに
分かれて体験
＊体験をされない方は︑ 時
分から受付
●正午〜食事をしながら交流
＆演奏
●午後２時 分〜閉会行事
◎いなか体験
＊あめごのつかみ取り＆料理
︵二匹 円︶

＊地元案内人と歩く横畠の史
跡・景観めぐり ︵無料︶

＊昔遊びの達人と突き鉄砲・
竹鉄砲づくり︵ 円︶

◎丸ごと食べよう横畠
＊薪佂で炊くキビごはん
＊アメゴの炭火焼き
＊里芋とコンニャクの田楽
＊焼き芋
＊山菜料理
＊大鍋で炊く具だくさんのキ
ジ汁︵おかわり自由︶
◎休校中の教室を使った特設
の喫茶室も営業します︒
◎玄蕃太鼓演奏＆仲町浩二歌
謡ショー
＊食事後のおくつろぎのひと
ときを︑迫力ある玄蕃太鼓
の演奏とプロ歌手の歌でお

楽しみください︒
︻参加費︵お食事代︶︼
＊小学生＆ 才以上１０００
円︑中学生以上１５００
円︑幼児無料
◎地場産品の販売
＊地元で採れた野菜や加工食
品も販売します︒
︻申し込み締切︼
準備の都合がありますの
で︑ 月 日︵木︶までにお
申し込みをお願いします︒
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80

20

◆無料送迎バス
佐川駅発８：50 おち駅発９：10
帰り 14：45発（佐川駅着15：15）
※ご利用の方は、０９０−９５５５−６４７５までご連絡ください

23

50 30

20

500

300

＊畑に入って里芋掘り
︵ 円／１㎏ ︶
500

11

10

300

700

30

11

＊料理の達人とこんにゃく作
り︵ 円／ ｇ ︶

虹色の里横畠事務局
０９０−９５５５−６４７５（大原）まで
０８８９−２６−００９６
ryu̲takechi@jp.bigplanet.com

◆申込先
ＴＥＬ
ＦＡＸ
メール

横畠いも煮会のお知らせ〜
〜第１２回

秋のよこばたけ
田舎満喫

横畠の豊富な食材を使った料理やお店では買えない山の幸の珍料理を食べながらの交流、
埋もれている地域の史跡巡りや加工食品作りなど、秋の横畠をご一緒に楽しみませんか？

◀ 募 集・案 内 ▶

地域優良賃貸住宅「フォレストタウンおち」 の
入居者募集について
下記の要領で地域優良賃貸住宅の入居者を募集しますので、希望される方は申し込みをしてください。
記
１ 募集する住宅戸数等
◇物件名
フォレストタウンおち（平成26年度建設）
◇構 造
鉄筋コンクリート造
◇戸数等
３棟 50戸
【南棟 ４階建14戸 ・ 中棟 ６階建28戸 ・ 北棟 ３階建８戸】
◇所在地
越知町越知甲1398番地１
◇間取り
１ＤＫ〜４ＬＤＫ（上下水道完備、全室オール電化、全室エアコン・照明完備）
※ＩＨ対応調理器具が必要となります。
◇駐車場
各戸普通車１台分（無料）
２ 家賃月額

２２，０００円〜６０，０００円（別表）

３ 敷金

家賃の３カ月分

４ 入居の時期

平成27年４月中
※工事の進捗状況により、入居可能日が平成27年４月１日以後となる場合があります
ので、ご了承ください。

５ 受付期間

平成26年12月１日（月）〜12月26日（金）（土、日、祝日を除く）

６ 入居の資格等
①越知町に定住しようとする者。（町内外を問わない）
②市町村税等を滞納していない者であること。
③申込者、その同居者が暴力団員でないこと。
◎入居人数制限については、
・４ＬＤＫ（南棟Ｓ３０７）に入居を希望する世帯は、世帯人員３人以上
・２ＤＫ（４戸）・２ＬＤＫ（15戸）に入居を希望する世帯は、世帯人員２人以上
・１ＤＫ（30戸）に入居を希望する世帯は、世帯人員２人以下
の世帯が申し込みできます。
７ その他の賃貸条件
共益費（集会所・外灯等の共用部分にかかる経費等）、電気料、上下水道料などは別途負担。
地区会費や募金・寄付金等の負担および徴収方法は自治会等において決められています。
８ 申し込みに必要な書類
①入居申込書
②地域優良賃貸住宅入居申込に関する調書
③住民票の写（入居予定者全員が確認できるもの）
④所得証明書（入居予定の所得者全て）
⑤納税証明書（納税のある者全て）
※①入居申込書と、②地域優良賃貸住宅入居申込に関する調書は、越知町役場総務課と企画課にあり
ます。
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◀ 募 集・案 内 ▶
９ 入居申し込み方法
◇必要書類をそろえ、受付期間内に越知町役場総務課または企画課へ提出してください。
◇本人または家族の方が申し込みしてください。電話での申し込みは受付いたしません。
10 入居者の選考
入居条件を満たしている申込者が募集戸数を超える場合は、部屋の種別ごとに抽選で決定します。
11 家賃表
北 棟

中 棟

室番【面積】

家賃（月額）

室番【面積】

家賃（月額）

Ｎ２０１【63.86㎡】

３３，５００円

Ｃ２０１【75.07㎡】

３７，４００円

Ｎ２０２【30.52㎡】

２２，０００円

Ｃ２０２【60.52㎡】

３２，４００円

Ｎ２０３【51.35㎡】

２９，２００円

Ｃ２０３【30.26㎡】

２２，０００円

Ｎ２０４【79.02㎡】

３８，８００円

Ｃ２０４【30.26㎡】

２２，０００円

Ｎ３０１【63.86㎡】

３３，５００円

Ｃ２０５【30.26㎡】

２２，０００円

Ｎ３０２【30.52㎡】

２２，０００円

Ｃ３０１【75.07㎡】

３７，４００円

Ｎ３０３【51.35㎡】

２９，２００円

Ｃ３０２【60.52㎡】

３２，４００円

Ｎ３０４【79.02㎡】

３８，８００円

Ｃ３０３【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ３０４【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ３０５【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ４０１【75.07㎡】

３７，４００円

Ｃ４０２【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ４０３【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ４０４【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ４０５【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ４０６【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ５０１【75.07㎡】

３７，４００円

Ｃ５０２【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ５０３【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ５０４【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ５０５【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ５０６【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ６０１【75.07㎡】

３７，４００円

Ｃ６０２【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ６０３【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ６０４【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ６０５【30.26㎡】

２２，０００円

Ｃ６０６【30.26㎡】

２２，０００円

南 棟
室番【面積】

家賃（月額）

Ｓ２０１ 【32.93㎡】

２２，９００円

Ｓ２０２ 【30.26㎡】

２２，０００円

Ｓ２０３ 【30.26㎡】

２２，０００円

Ｓ２０４ 【32.93㎡】

２２，９００円

Ｓ２０５ 【32.93㎡】

２２，９００円

Ｓ２０６ 【30.26㎡】

２２，０００円

Ｓ２０７ 【79.56㎡】

３９，０００円

Ｓ３０１ 【32.93㎡】

２２，９００円

Ｓ３０２ 【61.26㎡】

３２，６００円

Ｓ３０３ 【58.48㎡】

３１，７００円

Ｓ３０４ 【63.64㎡】

３３，５００円

Ｓ３０５ 【63.64㎡】

３３，５００円

Ｓ３０６ 【58.48㎡】

３１，７００円

Ｓ３０７【109.73㎡】

６０，０００円

※配置図・間取りは次ページをご覧ください。

12 その他
・入居申し込みの際に、簡単な面接を行わせていただく場合があります。
・建設の都合により、部屋の下見はできない予定となっておりますので、ご了承ください。
・入居時に、原則世帯主と同等以上の所得者２人の連帯保証人が必要となります。
・犬、猫等、他人の迷惑になる恐れのある動物は飼育できません。（補助犬を除く。）
◆お問い合わせ先
越知町役場総務課（２６−１１１１）または企画課（２６−１１６４）までお問い合わせください。
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◀ 募 集・案 内 ▶
単身向けから家族向けに１DK〜４LDKの部屋があります。（１３タイプ）
【配置図】
６F

302 303 304 305 306 307
２LDK ２LDK ２LDK ２LDK ２LDK ４LDK

４F
３F
２F

604 605 606
１DK １DK １DK

501 502 503
２LDK １DK １DK

504 505 506
１DK １DK １DK

401 402 403
２LDK １DK １DK

301 メゾネット メゾネット メゾネット メゾネット メゾネット メゾネット
１DK タイプ タイプ タイプ タイプ タイプ タイプ

301
２LDK

302
２DK

201 202 203 204 205 206 207
１DK １DK １DK １DK １DK １DK ２LDK

201
２LDK

202
２DK

１F

エレベーター

５F

601 602 603
２LDK １DK １DK

404 405 406
１DK １DK １DK

301 302 303 304
２LDK １DK ２DK ２LDK

303 304 305
１DK １DK １DK

201 202 203 204
２LDK １DK ２DK ２LDK

203 204 205
１DK １DK １DK

駐 車 場

駐 車 場

駐 車 場

南 棟

中 棟

北 棟

【間取り（例）】
１DK
（A）
床面積
家賃月額

30.26㎡
22,000円

１DK
（B）
床面積
家賃月額

２LDKメゾネットタイプ

２DK

30.26㎡
22,000円

床面積
家賃月額

床面積
家賃月額

63.64㎡
33,500円

２LDK
60.52㎡
32,400円

床面積
家賃月額

４LDKメゾネットタイプ

75.07㎡
37,400円

床面積
家賃月額

109.73㎡
60,000円
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越知保育園内子育て支援

育児相談・親子ふれあい
サロンのご案内

ヘルスメイトがＴＵＮＡＧＵ

︵繋ぐ︶
パートナーシップ事業

リーダー養成講習会のご案内

﹁減塩﹂と﹁野菜あと1皿
︵ ｇ ︶﹂の 普 及 を テ ー マ
に ︑料 理 講 習 会 を 通 し て 学
び︑地域の健康づくりを上手
に繋 ぐリーダー講習 会 を開 催
して︑生活習慣病予防・健康
寿命の延伸を目指します︒

︻申込締切︼
月 日︵金︶

◆お申し込み先
保健福祉センター
ＴＥＬ26 3211
︵主催︶越知町食生活改善
推進協議会

︻日時︼
月 日︵月︶
午前８時 分
サンプラザ越知駐車場集合
午前9時
サンプラザ越知駐車場出発
午後５時 帰着予定

菊花見分コース

歩こう会

−

越知幼稚園
庭園開放

先生
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◆お申し込み・お問い合わせ先
矢野︵３区︶
ＴＥＬ２６ ０４５８

︻実施要領︼
・車両を利用して実施する
・会費２︐７００円
︵お弁当代を含む︶
・集合時間厳守
・人員に達すると締め切る
・その他は従来どおり

︻経路︼
越知︱いの︱春野︱越知

17

センターからのお知らせ

︻講師︼
在宅保育士
千頭 眞己

11

11

今 月の﹁ な か よしひろ ば ﹂
の食 事 会では︑保 育 園の給 食
体験もできます︒
ぜひ︑遊 びに 来て く ださい
ね︒お待ちしています︒

時

30

70

乳 幼 児 のお 子 さ ん を お 持 ち
﹁おもちゃを
の 方 を 対 象 に 次 の 日 程 で 行い
作って遊ぼう！﹂
ま す ︒お 誘い合 わ せの う え ︑
ぜひご参加ください︒
園庭の木々の葉が色づいて
秋も深まってきました︒子ど
︻日時︼
もたちは︑戸外で落ち葉や︑
月 日︵水︶
どんぐりを集めて遊んでいま
午後１時 分〜
す︒
︻場所︼
今月は自然物や廃材を使っ
保健福祉センター ２階
て︑おもちゃ作りをしたいと
思います︒ぜひ︑遊びに来て
ください︒お待ちしています︒ ︻内容︼
クリスマス飾りを作ろう
︻日時︼
月 日︵木︶
午前９時 分〜午前

︻日時︼
月9日︵火︶
午前9時 分〜午後1時
︻場所︼
保健福祉センター
︻対象︼
歳代〜 歳代の男女
︻内容︼
生活習慣病予防・正しい食
習慣・低栄養とロコモ予防︑
運動などについて
︻調理実習︼
減塩︑あと１皿の野菜メニ
ューの実習
︵炒め変わりそば・大根と鶏
肉の炒めもの 山椒風味・あ
さりとコーンの和風チャウダ
ー︶
︻参加費︼無料
︻定員︼ 人
︵定 員になり 次 第 締め切り
ます︶
20

70

12

40

︵なかよしひろば︶
◎５日︵水︶
楽しく遊ぼう！
園庭やお部屋で遊ぼう！
◎ 日︵水︶
食事指導・食事会
食 育ペープサートを 楽し
ん だ り 保 育 園の 給 食 を 食 べ
よう！
※予 約 制です ︒申 し 込み を
お願いします︒
︻場所︼
越知幼稚園
◆お問い合わせ先
越知幼稚園
ＴＥＬ２６ １１０７

21

26

︻持参物など︼
母子健康手帳
おやつ・お茶など︵子ども
用︶
※参加希望の方は︑ 月 日
︵金︶までに︑保健福祉セ
ンターまで連絡をくださ
い︒
11

11

◆お申し込み先
保健福祉センター
住民課健康推進係
ＴＥＬ２６ ３２１１

｜17｜広報おち｜11月号｜

◎ 日︵金︶
誕生会を楽しもう！
︻時間︼
午前９時 分〜正午
︻場所︼
越知保育園
◆お問い合わせ先
越知保育園
子育て支援センター
ＴＥＬ２６ ２１４１
担当 大﨑・小﨑

11

50

−

30

−

30

−

30

−
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11

12

21

11

☆ 月の予定☆

◀ 募 集・案 内 ▶

◀ 募 集・案 内 ▶

山は川の生みの親

（必ず電話で予約をしてください。）

成人式を迎えられる皆さん

【申 込】完全予約制で、４人までです。

お早めにお買い求めください。
スリーエフ・サークルＫサンクス・
サニーマート等でも販売しています。

以上３人のいずれか１人が担当します。

町民総合運動場体育館・工事の

し おり

越知町黒森山植樹 第8弾

中江 詩織 弁護士

仁淀川の森に木を植えよう！

法テラス須崎法律事務所

広葉樹の森の木を育てるこ
とにより︑生物的な多様性を
高めることから︑森が持つ水
の保水力および浄化力を高め︑
山と里と川の豊かな自然環境
づくりを目指します︒
︻実施日︼
月9日︵日︶

高林 藍子 弁護士

午前8時 分〜午後2時 分

法テラス須崎法律事務所

なか え

あい こ

たかばやし

たくろう

﹁新成人の集い﹂のご案内

26

平 成 年1月3日︵土︶越
知町民会館において︑平成
年度新成人の集いを行います︒
案 内 状 を 月 中 旬に発 送 し
ます︒越知町に住所がない方
で出席を希望される方は︑左
記までお知らせください︒

【場 所】保健福祉センター 相談室

11

︻対象者︼
平 成 6 年 4 月 2日 〜 平 成7
年4月1日までに生まれた方

かまいませんので、悩みごとや、困りごとなどお気軽に相談くだ

ポケット版：５００円
デスク版：７５０円
☆いずれも数に限りがあります。

中谷 拓朗 弁護士

【弁護士】須崎ひまわり基金法律事務所

なか や

【時 間】午後１時から午後４時10分

【販売開始】平成26年11月４日〜
【販売場所】越知町役場 住民課窓口

【開設日】11月28日（金）

27

◆ お申し込み・お問い合わせ先
教育委員会生涯学習課
︵武智・田中︶
ＴＥＬ２６ ３４００

※植樹作業は正午まで
小雨決行
︻集合場所︼
仁淀川漁業協同組合
午前8時 分集合
︵バスの送迎あり︶
※ 現 地 集 合 の 方 は 午 前9 時
分に黒森山へお集まり
ください
︻植樹場所︼黒森山
︻参加費︼無料
︻ 持 参 す る 物 ︼昼 食・飲 み
物・植樹のできる服装
︻申込締切︼
月6日︵木︶

弁護士による無料法律相談を開設します。どんな法律相談でも

◆お問い合わせ先
総務課２６−１１１１

総務課ＴＥＬ２６−１１１１

◆お問い合わせ先

30

◆ お申し込み・お問い合わせ先
企画課
ＴＥＬ26 1164
︵主催︶
仁淀川漁業協同組合
︵共催︶
仁淀川流域山林保全
育成の会

さい。

15

15

−

大好評! 高知家手帳
平成27年版
販売のお知らせ!!
弁護士による無料法律相談について

11

50

11

おめでとうございます！

11

完成と貸し出し開始について

平 成 年３ 月 よ り ︑ 行 わ れ
ていた町民総合運動場体育館
の耐震補強および大規模改修
工事が完了しました︒
利用者の皆さんには長い間
ご迷惑をおかけしましたが︑
月 日︵月︶より貸し出し
を再開しました︒たくさんの
ご利用をお待ちしております︒
つきましては︑ 月にはおち
スポーツクラブカップなどイ
ベントを予定しておりますの
で︑ご参加のほど︑よろしく
お願いします︒

−

−

26

20

◆お問い合わせ先
教育委員会生涯学習課
ＴＥＬ26 3400

10

（越知町越知甲2457番地（９区））

予約先：総務課（ＴＥＬ２６−１１１１）

｜広報おち｜11月号｜18｜

◀ 募 集・案 内 ▶

小舟団地入居者の募集について
小舟団地１戸の入居者を募集します。希望される方は下記のとおり申し込みをお願いします。
１ 募集する住宅
団地名

構造等

間 取 り

家 賃

入居予定日

小舟団地

中耐

６畳和､６畳和､４.５畳
洋、DK 他に倉庫付

収入に応じて算出

１１月下旬

備

考

４号棟４−１号

２ 受付期間 11月４日（火）〜11月18日（火） 午後５時まで（土、日、祝日を除く）
３ 入居の資格など
（１）世帯の収入の範囲
計算所得月額が158,000円以下（高齢者、障害者、未就学児童のいる世帯等は214,000円以下）
（２）同居者条件など
①自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、または同居しようとする親族があ
る者。（事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。）
②60歳以上の方は、単身入居可。
（３） 国税、地方税を滞納していない者。
（４） 申込者、その同居者が暴力団員でないこと。
４ 申し込みに必要な書類
（１）入居申込書（申込書は役場総務課にあります。）
（２）収入証明書（同居予定者全員）
①給与所得者は、平成25年分の源泉徴収票
②給与所得者以外の方は、所得証明書
５ 入居者の選考
入居条件を満たしている申込者が、募集戸数を超える場合には、選考委員会で審議の後、抽選で
決定する場合があります。
◆お問い合わせ先

総務課住宅係 ＴＥＬ２６−１１１１

平成26年度自衛隊高等工科学校生徒等募集案内
募 集 種目

資

格

受付期間

高等工科学校生徒 中卒（見込み含む） 11月１日〜
17歳未満の男子
（推薦）
12月５日
（推薦については
高等工科学校生徒 中学校長等の推薦 11月１日〜
等が別途必要）
（一般）
27年１月９日
防衛大学校学生
（一般）後期

高卒（見込含）
21歳未満

27年１月21日〜
１月30日

試験期日

合格発表

27年１月10日〜
12日のいずれか１日
１次：27年１月24日
２次：27年２月７日

１次：27年１月30日
最終：27年２月20日

１次：26年２月28日
２次：26年３月13日

１次：27年３月６日
２次：27年３月20日

27年１月23日

高等工科学校生徒の概要
将来陸上自衛隊において、高機能化・システム化された装備品を駆使・運用するとともに、国際社会に
おいても自信を持って対応できる自衛官となる者を育成するために、中学校卒業者等を対象に採用する制
度です。
教育および卒業資格
高等学校の普通科と同等の教育を受け、併せて技術的な識能を有する陸曹として必要な各種技術の専門
教育、防衛基礎学、各種訓練を受けることになります。また、提携する通信制高等学校に入学し、生徒課
程終了時に高等学校の卒業資格を取得することができます。
生徒の処遇
身分：特別職国家公務員（生徒）
手当：生徒手当９４，９００円
期末手当２回（６月・12月）
◆お問い合わせ先
〒780−0061 高知市栄田町２−２−10 高知よさこい咲都合同庁舎８階
自衛隊高知募集案内所 ＴＥＬ０８８−８２３−２００６

｜19｜広報おち｜11月号｜

越 知 中 学 校

越知中学校 2 学期の歩みをお知らせします。
１．越知中学校体育祭が9月13日（土）に開催されました。
前日の雨と雷で開催が心配されましたが、好天に恵まれ開催することができ
ました。当日はたくさんのご来賓、保護者の皆さまが来校してくださり体育祭が
大いに盛り上がり、素晴らしい体育祭になりました。

２．部活動の報告
２学期に入り、新チームに移行し、１・２年生が部活動の中心として活動し、
意欲的に取り組んでいます。各部の活躍の記録をお知らせします。
・野球【佐川招待】
１回戦 〇越知５―１高岡 ▲越知０―７加茂
【黒潮リーグ】
▲越知０―６鳶ヶ池 ▲越知７―８清水ヶ丘
【高吾秋季大会】 ▲越知２―５高岡
・サッカー部【県リーグ】 ９／７ 〇越知１３−０香長Ｃ ９／２７ ▲越知０―２南海
・バレーボール部【Ｂ＆Ｇ杯（窪川）】 予選リーグ突破 決勝トーナメント ▲越知０−２香長
・バスケットボール部【高吾地区球技選手権】１回戦 〇越知５６―３３東津野
☆７月２６日に高知県吹奏楽コンクールが行われました。越知中学校吹奏楽部は中学校Ｂ部門で金賞
を受賞しました。（お知らせが遅くなり申し訳ありません。）

３．２年生修学旅行が9月24日（水）〜27日（土）に実施されました。
楽しい修学旅行でした。

キッザニア甲子園で職業体験

大徳寺での座禅体験

京セラドームで野球観戦

《お願い》
町民の皆さま、
越知中学
校の授業を見学しませんか。
高知県学力推進事業発表
会を１１月１３日に開催します。
１３
：
３０〜 ５、
６時間目の授
業を公開します！

４．コスモス祭りで吹奏楽部がオープニング演奏を行いました。演奏した曲名は「祭り」
「三木たかしヒットメドレー」アナと雪の女王より「Let it go」などです。

５．10月3日(金)

3年生が薬草採取体験 （株）ツムラさ

◎町長さんも
た！
参加してくれまし

ん、農事組合法人ヒューマンライフ土佐さん、越知町産業建設課のご
協力のもと行いました。漢方薬を
生産している越知町の豊かさと、
身近な植物が薬草として利用でき
ることを学びました。

お知らせ11月1日（土）
越知中学校文化祭を開催します！

進路 10月１日 3年生 進路説明会開催
関係 10月1日（水）進路説明会を実施しまし

①生徒会企画
生徒会執行部の取り組みとお楽しみパフォーマンス
②吹奏楽部演奏
③合唱コンクール1年〜3年
課題曲「夏の日の贈り物」
・自由曲 など
③総合学習の発表
総合的な学習で学んだことを発表します。
※ＰＴＡ企画（食堂・バザーなど）
・良心市（つきた
て餅、野菜等販売予定）多くの町民の皆さま
のご来校をお待ちしています。

た。平成27年3月実施の高知県立高等学校の入
学試験の制度が変わります。昨年度までは、
合格
者の割合を定員の内、
前期選抜80％後期選抜20
％の生徒を入学させるものでしたが、
27年より、
3
月に実施する入学試験で100％入学させる形に
なりました。つまり受験機会が2回あったものが、
1
回に変更されたことになります。生徒たちは合格
に向け全力で頑張っています。
☆行事がいっぱいの2学期です。毎日頑張る越知
中学校生徒にぜひ声をかけてあげてください。

｜広報おち｜11月号｜20｜

秋の全国交通安全運動中に各種イベントが開催されました

交通安全パレード出発式

ドライバーサービス（越知町国道33号） 高齢者事故防止キャンペーン（越知町） 佐川高校生による自転車街頭指導

＊期間中に行われた行事＊
・9月22日…早朝街頭指導、交通安全パレード
（佐川署〜仁淀川町）
ドライバーサービス
（越知町）
高齢者事故防止キャンペーン
（越知町）
・9月25日…自転車街頭指導（佐川町）
・9月30日…早朝街頭指導、
ドライバーサービス
（佐川町）
斗賀野中央保育園児によるドライバーサービス
（佐川町国道494号）

美砂子

●四国管区警察局長
四国交通安全協会
連名表彰

運転者
岡添

● 全日本交通安全協会
交通栄誉賞
﹁緑十字銅賞﹂表彰

11月12日高知市文化プラザかるぽーと
（小ホール）にて開催されます。
佐川支部から41名の方が受賞されます。そのうち、越知町の方は下記のとおりです。

管理者
︵有︶小田建設
小田 久美子
運転者
仲村 惠
宮崎 春男
岩佐 圭介
福原 英記
藤原 幸男
片岡 孝儀
古味 律子
片岡 健一

高知県交通安全協会長

正幸
忠吉
猪津夫
次郎
敬子
敏明

薬物乱用とは？

連名表彰

運転者
西森
大崎
和田
山中
花岡
齋藤

受賞者の皆さん
おめでとうございます。

●高知県警察本部長

第53回 交通安全高知県民大会

薬物乱用は１回でも「ダメ。
ゼッタイ。
」

薬物乱用とは、社会のルールからはずれた方法や目的で、薬物を使うことです。
覚醒剤などの違法薬物は、たとえ１回の使用でも乱用になり、同時に犯罪になりま
す。
また、病院でもらった薬なども用法用量を守らなければ乱用になります。

なぜ薬物乱用はダメなのか。
乱用薬物は依存性が強いので、乱用すると自力ではやめられなくなります。薬物の効果が切れるとイライ
ラしたり落ち着かなくなり、薬物がほしくなって自分の意志をコントロールできなくなります。
また、薬物の作
用により、急性中毒を引き起こしたり、薬物の使用をやめた後も、後遺症が残る場合もあります。

危険ドラッグ

危険ドラッグとは、既に規制されている麻薬などの化学構造を少しだけ変えた
物質が含まれており、体への影響は麻薬などと変わりません。それどころか、
麻薬などより危険な成分が含まれていることもあります。実際はどんな危険性
があるのか分からないのです。

危険ドラッグの使用者が、
二次
的な犯罪や健康被害を起こす
事件が多発しているよね！

「お香」や「バスソルト」
「ハーブ」
「アロマ」
などと
して見た目も良く安全な製品であるかのように販
売されていますが、
中身は恐ろしい薬物です。

誘われたらどうするか。〜はっきりＮＯと断ろう〜
薬物乱用は、近しい人から誘われたり、好奇心やストレスなどのきっかけから始まります。薬物乱用がもた
らす恐ろしい結果について正しく理解し、
ゼッタイに手を出さないという自覚が大切です。
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その他の新刊

その他の新刊
＊ ﹁おりがみにんじゃ﹂
＊ ﹁はらぺことのさま﹂
＊ ﹁くらやみこわいよ﹂
＊ ﹁さわさわ もみじ﹂
＊ ﹁ねぇ︑どれがいい？﹂
＊ 小説﹁名探偵コナン水平
線上の陰謀﹂
＊﹁おとなも学べるこども礼
儀作法﹂

おくやみ

月届け出分

松永

氏

夏惠

名

所

1区

岡林 和子

住

3区

藤岡

利貞

7区

西村 亀喜

6

＊﹁大人かわいいイラスト﹂
＊﹁四万十食堂﹂
＊﹁焼酎の図鑑﹂
＊﹁大 人に役 立つ頭のいい小
学生が解いているパズル﹂
＊﹁昭和だヨ！全員集合﹂
＊﹁若杉ばあちゃん食養語録﹂
＊﹁心理学大図鑑﹂
＊﹁働く！工具図鑑﹂

８区

玉子

転出

充実しました

片岡

2,919（△ 6）

充実しました

9区

古味 好子

世帯数

＊宮 西 達 也の絵 本
﹁にゃーご﹂
﹁ちゅーちゅー﹂

年子

中内 忠三

大平

大原

至

区

本村

植村

3

最新刊﹁トラネコとクロネコ﹂

深瀬

転入

＊ 頑 張 れ！ 子 育 て
﹁子どもの﹃言わないとや
らない！﹄がなくなる本﹂
﹁子 ど もに体 験 させたい
のこと﹂
﹁育児全百科﹂
＊鉄 道 大 好 き ！

3,251（△ 6）

＊たべた く な る な る
﹁とてもおおきなサンマの
ひらき﹂
﹁ぼくのかぼちゃ﹂
﹁くしカツさんちはまんい
んです﹂

女

﹁鉄道駅スタンプのデザイン﹂

11

※住民課に死亡届のあった方を掲載しています。

（10月1日現在）

宮ケ奈路 伊藤 金繁

死亡

﹁ふたごのたこたこウィンナー﹂

2,845（△ 6）

﹁あきやさいのあきわっしょい﹂

男

﹁鉄 道のある風 景︑旅で
見た駅﹂

2

町民の動き

出生

﹁JR鉄道車両コレクション﹂

☆カレーのにおいがするヨ
﹁おともだちカレー﹂
＊興 味 を 持 って み て ・
学 んで み て
﹁マンガ知らなきゃヤバイ
国 境 問 題 尖 閣・竹 島・
北方領土﹂

﹁小学6年分の算数の解き方﹂

＊こ ん な お り が み の 本
も あ る んで す ︒
﹁エリック・ジョワゼル
折り紙のマジシャン ﹂
﹁子どもと楽しむ折り紙﹂
★ 面 白い 生 き も のた ち
﹁ゆかいな魚﹂
﹁淡水魚識別図鑑﹂
﹁イラスト 図 解 ―
ウイル
ス・細菌・カビ﹂
﹁深海生物大百科﹂

6,096（△12）

問 題のない子ども、大人びた子ど
も、
、愛想はないが涙もろい若手職
員 、理論派、熱血ベテラン職員た
ちに囲まれた転 職・新 任 職 員の
児 童養護施設を舞台にした長編。
一 人では無 理でも人が集まれ
ば本が出せる!! それぞれ違う道
を歩んできた著者たち。記録を
残そうと一つになってできた本。

９

11

人 口

20

＊マナ ー 本
﹁礼 儀 正 しい 手 紙・は
がきの書き方とマナー﹂
﹁イザという時の短い短い
スピーチの教科書﹂
﹁短 くて 心 に 響 く！あい
さつ﹂
﹁﹃さらっと 書いたのに心
が伝わった！﹄と言 う 文
章が作れる﹂
＊健 康 な 食 生 活
﹁高血圧の基本の食事﹂
﹁肝臓病の基本の食事﹂
﹁エネルギー早わかり﹂
﹁食 生 活が乱れがちな人
のための新しいヘルシー献
立表﹂

−

「明日の子供たち」
「
有川 浩 著
「世のため人のため
自分のための地域活動」
日本地域社会研究所

絵本 絵本 絵本 絵本 絵本

−

新刊便り
本の森図書館

【開館時間】（平日）11：00〜18：00 （土日・祝）11：00〜17：00 【休館】 月曜日・特別整理日・年末年始

一般用

子ども向け

「ヒッコリーのきのみ」
香山美子：作 柿本幸造：絵

「売れる声優になるために」
平光琢也 著
冬に食 べるヒッコリーの木の実
を穴にうめ、冬が過ぎ春になった
とき、お母さんの教えてくれた約
束の意味がわかります。

現場はこんな声優を求めてい
現
る
る!!
現役の音響監督が本音で語る。
現
声優業指南書☆
声

閉館時の返却は、当館の返却口をご利用ください<(̲ ̲)>

◆お問い合わせ先：本の森図書館 ２６−２４３３（FAX兼用）
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参加費

月

11

日

曜日

2
3

日
月

4

火

5
7
9
10
11
12
13
14
18
19
20

21
23
24
26
27
28
29
30

種

目

文化祭

犬猫引取日
水 なかよしひろば「楽しく遊ぼう
！」
金 ミニデイ
（鎌井田）
日 高知県小学生空手道大会
月 犬猫引取日
火 健康相談
ミニデイ
（大平）
水
なかよしひろば「食事指導・食事会」
木 ＳＰカップ スポーツ吹矢大会
健康相談
金
越知町戦没者追悼式
犬猫引取日
火
ＳＰカップ バドミントン大会
水 越知町保健福祉大会
あいさつ運動
佐之国ミニデイ
木
平成２６年『年末調整説明会』
ＳＰカップ ソフトバレー大会
健康相談
金
なかよしひろば「誕生会を楽しもう
！」
日 横畠いも煮会
（日ノ浦）
月 ミニデイ
谷ノ内ミニデイ
水 育児相談・親子ふれあいサロン
ＳＰカップ ６人制バレー大会
！」
木 園庭開放「おもちゃを作って遊ぼう
金 ＳＰカップ スカッシュバレー大会
土
産業祭
日

｜23｜広報おち｜11月号｜

場

所

申し込み期限

11月10日
11月14日
11月17日
11月21日

11月25日

−−

集合時間など

高校生が参加される場合は
保護者の承諾が必要です︒

チーム編成

おちスポーツクラブ

日 時

11月13日
（木） ひとりから参加可能。
３００円/人
11月18日
（火） 混合ダブルス（女子ダブルス可）
３００円/人
1チーム4人、男性は２人まで。
ソフトバレー 11月20日
（木）
３００円/人
ただし50歳以上の方はこの限りではない。
６人制ルールで行い、男性は４人まで。 １チーム
６人制バレー 11月26日
（水）
ただし40歳以上の方はこの限りではない。 ２,０００円
1チーム３人、男性は１人まで。
スカッシュバレー 11月28日
１部はこの限りではない。
また45歳 ３００円/人
（金） ただし、
以上の男性は女性とみなすことができる。

◆お問い合わせ先
おちスポーツクラブ事務局
ＴＥＬ２６ ３４００
ＦＡＸ２０ １０５１

目

カップ参加者募集集
集

︻主催︼
おちスポーツクラブ
︻種目︼
・スポーツ吹き矢
・スカッシュバレーボール
・ソフトバレーボール
・６人制バレーボール
・バドミントン
各種目とも開会式は午後７
時から行います︒
︻場所︼
町民総合運動場体育館
︻参加費︼
下表の参加費を当日集金し
ます︒
ただし︑おちスポーツクラ
ブ会員は無料です︒
︻試合方法︼
参加チーム数により︑主催
者側で決定します︒
︻表彰︼
上位チームに表彰状・副賞
を授与します︒
︻申し込み方法︼
所定の申し込み用紙に必要
事項を記入の上︑町民会館ま
で提出してください︒︵申し
込み用紙は町民会館︑総合運
動場︑役場窓口にあります︶
︻その他︼
開催中の事故については︑
主催者側では責任を負いませ
ん︒
種

スポーツ吹き矢
バドミントン

備 考

町民会館
役場前
越知保育園
鎌井田老人里の家
町民総合運動場体育館
役場前
黒瀬集会所
大平集会所
越知保育園
町民会館２階
宮ケ奈路集会所
町民会館 大ホール
役場前
町民総合運動場体育館
町民会館
役場前
佐之国集会所
町民会館 大ホール
町民総合運動場体育館
遊行寺集会所
越知保育園
横畠小学校
日ノ浦集会所
谷ノ内ふれあい荘
保健福祉センター
町民総合運動場体育館
越知幼稚園
町民総合運動場体育館
ＪＡコスモス越知支所

8：30〜 9：15
9：30〜12：00 17ページ参照
10：00〜14：00 ＪＡコスモス
8：30〜 9：15
10：00〜
9：30〜13：00
9：30〜12：00
19：00〜
9：00〜
14：00〜
8：30〜 9：15
19：00〜
9：30〜
7：40〜 8：15
10：00〜13：00
13：30〜15：30
19：00〜
9：30〜
9：30〜12：00
9：30〜
9：30〜14：00
10：00〜13：00
13：30〜
19：00〜
9：30〜11：00
19：00〜

ＪＡコスモス
17ページ参照

社会福祉協議会
須崎税務署

17ページ参照
13ページ参照
ＪＡコスモス
社会福祉協議会
17ページ参照
17ページ参照
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﹁土佐ツムラの森﹂
協働の森
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づくり事業に中学生が参加

越知中学生の皆さんありがとうございました︒

広報おち 11月号

20

10

井上 スゲさん
西浦 楠美さん
西森 清子さん
細川千代惠さん
望岡 小鶴さん
山﨑今朝野さん
山本
庚さん
皆さんお元気で︑笑顔のす
てきな方ばかりでした︒
これからもお体を大事に︑
いつまでも元気でいてくださ
い︒

協働の森づくり事業は︑環
境先進企業の株式会社ツム
ラ・農事組合法人ヒューマン
ライフ土佐・高知県・越知町
の四者で平成 年からパート
ナー協定を結び環境保全活動
を行っており︑越知中学校も
総合学習の一環として参加し
ています︒
９ 月 日 に１ 年 生 が 今 成 に
ある農事組合法人ヒューマン
ライフ土佐︵山中嘉壽馬組合
長︶馬越工場を視察しまし
た︒また︑ 月３日には３年
生が横倉山の駄場薬草園で漢
方薬の原料となる薬草を探求
する﹁薬草採取﹂に挑戦しま
した︒
研修を体験した生徒の代表
からは︑﹁普段見ている植物
が薬草であることに驚きまし
た﹂﹁この学習に参加して自
然と健康に興味を持ちまし
た﹂との感想がありました︒
今後も︑中学生や町民の皆
さんと触れ合いを深めなが
ら︑地元の産業や環境意識を
高めていけるような︑協働の
森づくりを進めていきたいと
思います︒
19

﹁ 歳おめでとう
ございます！﹂
今年度 歳を迎える方は７
人いらっしゃいます︒その長
寿をお祝いするために内閣総
理大臣から祝状と記念品が贈
呈され︑町長がお祝いに伺い
ました︒
歳を迎えられた方は次の
皆さんです︒︵五十音順︶

※写真の掲載は希望者のみ
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