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−大タヲ山 新展望台が完成しました

４月９日−

環境水道課からのお知らせ

5月15日（日）は
町内一斉清掃の日です（小雨決行）
横倉山自然の森博物館からのお知らせ

企画展
「高橋宣之写真展〜闇の彩り〜』
いろど

越知町イメージキャラクター

６月５日
（日）まで

新規採用職員紹介

その後すぐ越知町に移り住
み︑２〜５歳の間越知町で過
ごしました︒この度︑越知町

一生懸命頑張ります︒これか

り︑保育園に勤務することに

今年度から職員に採用とな

ません︒一日も早く越知町の

ご迷惑をお掛けするかもしれ

ても︑町民としても新人で︑

年の２児の母です︒職員とし

す︒越知町で暮らし始めて ３

りました片岡結花と申しま

支援センターで働くことにな

今年度から住民課地域包括

切にお仕事できるよう頑張っ

町民の皆さんとの出逢いを大

や︑やったことのない体験︑

が︑訪れたことのない場所

けすることがあると思います

れな点も多く︑ご迷惑をお掛

思っています︒まだまだ不慣

事できることを大変嬉しく

地元・越知町でこれからお仕

なりました織田和洋といいま

今年度より税務課に配属と

ちのため︑日々頑張っていき

りですが︑越知町の子どもた

だまだ未熟で至らない点ばか

い︑子どもたちが楽しいと思

子ども一人ひとりと向き合

たいと思いますのでよろしく

していけたらと思います︒ま

皆さんとも行事を通して交流

た︑保護者の皆さん︑地域の

していきたいと思います︒ま

えるよう元気いっぱいに保育

ことを学び︑町民の皆さんの

す︒越知には長期の休みのた
びに帰省していました︒住居

お願いします︒

なりました︑内田香子です︒

今年度より住民課に配属と

すので︑皆さんどうかよろし

んの力になれるよう努力しま

た︒生まれは土佐町ですが︑

くお願いします︒

状態ですが一日でも早く皆さ

ます︒初めは全く分からない

貢献できるよう尽力していき

れるよう努力をし︑越知町に

した︒そんな越知町の力にな

越知町は故郷といえる場所で

を転々としてきた私にとって

お だ

窓口業務の担当となりまし

内田 香子
（住民課）

越知町消防団総合演習

明治地区で送水訓練

３ 月 日︑越知町消防団に
よる春の総合演習が行われ︑
約 人の団員が集まりました︒
この演習は︑毎年３月に消防
団員の技術の向上を図ること
を目的として行っているもの
です︒
午前中は宮の前公園で分列
行進や一斉放水などの基礎訓
練を行い︑今回は︑午後から
の演習の場を鎌井田地区へ移
し︑地震などで消火栓が使用
できない想定での消火活動と
して︑仁淀川や谷川から送水
を行う訓練を行いました︒
複数箇所からの同時送水訓
練には指揮や連携などに混乱
する場面もありましたが︑問
題点の気づきなどがあり︑有
意義な訓練になりました︒参
加された消防団員の皆さん︑
本当にお
疲れさま
でした︒
また︑鎌
井田地区
の皆さん︑
訓練への
ご協力あ
りがとう
ございま
した︒

27

で仕事ができることを大変嬉
しく思っています︒越知町の

今年度より企画課で勤務す

らどうぞよろしくお願いいた

なりました︑岡本愛未です︒

皆さまのお役に立てるよう︑
ることになりました古味由有
します︒

岡本 愛未
（保育園）

ていきますので︑よろしくお

かずひろ

少しでもお役にたてるよう一
いと思います︒見掛けたらお
気軽に声を掛けてください︒

きょうこ
うち だ

100

まな み

おかもと

ゆ う
こ み

です︒生まれ育った大好きな

古味 由有
（企画課）

願いいたします︒

片岡 結花
（住民課）

生懸命頑張らせていただきた

織田 和洋
（税務課）

ゆ か
かたおか

｜広報おち｜5月号｜2｜

新任者紹介
︻地域おこし協力隊︼

にしむら

あい

西村

愛
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きよとう

あずさ

清遠

梓

越知町の皆さん︑初めまし
越知町の皆さん︑初めまし
て︒地域おこし協力隊の清遠
て︒この度地域おこし協力隊
梓と申します︒協力隊として
として越知町へやってきまし
の活動地域は横畠西部地区に
た︒西村愛と申します︒出身
なります︒
は大阪府堺市です︒上京後︑
高知県安芸市に生まれて︑
デザイン事務所でデザイナー
年間の大半は高知で過ごし
として働いていました︒越知
てきました︒大学生の頃︑
町を選択した理由は︑移住
サークル活動を通じて越知町
フェアで役場の方と現役の協
を訪れたのをきっかけに何度
力隊の方の雰囲気︑明るさが
とても魅力的だと感じたのが︑ か足を運んでいたのですが︑
その度に地域の方からあたた
決め手でした︒食べ歩きと旅
かいおもてなしを受けて︑い
行が好きなので︑越知町の素
つしか越知町のファンになっ
敵な所をたくさん見付けて︑
ていました︒
今までの経験を生かしたデザ
特に特技はなく不器用な私
イン・アイデアを使って︑発
ですが︑人見知りをしないこ
信できるように観光・イベン
とが唯一の長所です︒これか
トをサポートしたいと思って
らいろんな場所で皆さんとお
います！よろしくお願いしま
会いできると思いますので︑
す︒
まずは顔と名前を覚えていた
だいて︑気軽に話しかけても
らえるような存在になりたい
と思います︒どうぞよろしく
お願いいたします︒

退職職員紹介

越知町の皆さん︑初めまし
て︒西森俊博と申します︒
和歌山県で生活し︑今年 ３
月まで大阪の消防署で勤務し
ておりました︒佐川町尾川出
身で妻は越知町出身です︒定
年退職を機に縁あって集落支
援員として勤務させていただ
くことになりました︒分から
ないことばかりですが︑越知
町の更なる発展︑活性化また
住民の皆さんのお役にたてる
ように頑張りますのでよろし
くお願いいたします︒

︻集落支援員︼

としひろ

にしもり

越知町職員であった藤田尚
子さん︵保育園︶が３月 日
付で退職されました︒長い間
お疲れさまでした︒

火災・犯罪を
防止しよう！
横畠地区地域
安全診断

３ 月4日に︑消防署・消防
団・警察署・地域安全協会・
民生委員・区長の皆さんと︑
社会福祉協議会・町職員らが︑
横畠地区にお住まいの独居老
人や高齢者夫婦のお宅を訪問
しました︒
訪問先では︑台所や風呂場
など︑火の元を点検するとと
もに︑火災発生時に命を守っ
てくれる住宅用火災警報器の
設置の有無を確認し︑未設置
の世帯には︑設置するようお
願いしました︒
また︑交通安全に対する注
意喚起や︑﹁振り込め詐欺﹂
など悪質商法の防犯対策を指
導して︑防火・防犯意識の高
揚を図りました︒

参加さ
れた関係
機関の皆
さん︑本
当にお疲
れさまで
した︒

｜3｜広報おち｜5月号｜

藍

初めまして︒茨城県つくば
市出身の青木藍と申します︒
料理が好きで食に関わる仕
事に就きたいと考えていたと
ころ︑越知町の地域おこし協
力隊の募集を拝見しました︒
地域の食に関わる仕事と環
境に大きな魅力を感じ︑こち
らの地域おこし協力隊に応募
いたしました︒
これから特産品の開発に取
り組んでまいります︒
まずは越知町の魅力を知り︑
その魅力を内外に発信してい
けるよう越知の魅力をもっと
知っていけたらと思います︒
何かとお世話をお掛けするか
もしれませんが︑少しでも早
く仕事と地域になじめるよう
精いっぱい頑張ります︒
どうぞよろしくお願いいた
します︒
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あい

青木

西森 俊博

藤田 尚子
（保育園）

あお き

子どもと高齢者の

月以降毎月のよう
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４ 位という結果をいただき︑
６月の第１回四国食１グラン
プリの出場資格を獲得できま
した︒
たくさんの人に応援してい
ただいたおかげです︒本当に
ありがとうございました︒

リをもって帰れるように頑張

６ 月には︑越知にグランプ

にラーメンを作ってますが︑

りますので︑みなさん応援よ
ろしくお願いします︒
ラーメンばかりやってるみ
たいですけど︑隊員として与
えられた空き家︑空き店舗調
お邪魔することもあると思

査などもやってます︒
らって順位を決めるんですけ

いますのでご協力をよろしく

ど︑過去最多の

お願いします︒

店舗が出店

いと思った店舗に投票しても

お客さんが食べて︑おいし

リに出場しました︒

先日︑土佐の食１グランプ

て感じです︒

越知ってイベントが多いなっ

去年の

癒やされてます︒

毎日仁淀川を眺めてるだけで

１ 年になり初めての春です︒

ね︒僕が越知に来てもうすぐ

いい季節になってきました

地域おこし協力隊
倉橋

した中で︑﹁おち坦々麺﹂が
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地域おこし協力隊
村田

地域おこし協力隊の村田で
す︒昨年５月に越知町へ移住
し︑早くも１年が経ちました︒
２年目も頑張っていきます︒
昨年 月から始めた仁淀川
舟の建造も３月に無事完成で
きました︒
和船の建造は手順こそ単純
ですが︑一つ一つの作業は難
しく︑すべての工程で苦労し
ましたが︑なんとか舟の形に
することができました︒

今日も
漕ぎゆうで

この仁淀川舟で子どもたち
に遊んでもらい︑昔︑舟で栄
えた越知の歴史を学んでもら
えたら嬉しく思います︒
仁淀川舟製造の報告書を現
在作成していますので︑完成
したらフェイスブックで発表
しますのでご覧ください︒

11

空き店舗
探してます
10

交通事故防止を願って
４月６日から 日まで︑春
の全国交通安全運動が実施さ
れました︒運動期間中には︑
佐川署・交通安全協会・交通
安全指導員や町職員︑越知小
中学校ＰＴＡによる街頭啓発
をはじめ︑交通マナーの向上︑
安全で安心な人にやさしい交
通環境の改善に向けた推進が
行われました︒
運動初日の４月６日には︑
サンプラザ越知店周辺で高齢
者交通事故防止キャンペーン
が行われ︑その後︑国道 号
で実施されたドライバーサー
ビスでは︑高知ファイティン
グドッグスの選手らが︑チー
ムキャラクターの﹁ドッ
キー﹂︑町のイメージキャラ
クターの﹁よコジロー﹂とと
もに啓発チラシや緑茶を運転
手に手渡し︑安全運転を呼び
掛けました︒
15

フェイスブック 村田弘毅
で検索してください︒

地域おこし協力隊１年目は︑
観光協会に所属して︑ラフ
ティングやイベント活動を行
いました︒
２ 年目は各地域の観光振興
のお手伝いをしていきたいと
思いますので︑村田を必要と
思われる方は役場企画課へお
声掛けください︒
今後は︑横畠の茶摘み体験
やサイクリング大会などをさ
せていただきたいと思います︒
先日行われた小日浦大タヲ山
のつつじまつりでは準備段階
の道路整備や展望台の塗装作
業︑前日のテント張り︑当日
の駐車場誘導などをさせてい
ただきました︒
越知町には観光資源がたく
さんありますので︑それぞれ
の魅力を引き出して︑越知の
観光に役立つような活動をし
ていきたいと思いますので︑
これからもご指導をよろしく
お願いします︒

https://www.facebook.com/2410fune/
videos/1119180758129275/
（漕いでいる動画が見られます）

｜広報おち｜5月号｜4｜

オチチョウヨロブン、アンニョンハセヨ。越知町の皆さんこんにちは♪
今回は皆さんにご報告したいことがあります。私事ですが、去年結婚した兄に、赤ちゃんが生まれま
した！私は叔母さんになりました^^

まだまだ子どもだと思っていた兄が父になるなんて！不思議な

感じです。実は去る３月に友達の結婚式があって韓国に帰っていたのですが、私が帰る２日前にちょう
ど生まれてくれたので、顔を見ることができました。生まれたばかりの赤ちゃんを私は初めて抱っこし
ました。家族だからなのかもしれませんが、なんだか感動して涙が出そうでした。
2.7㎏で少し小さく生まれたけど、とても元気な女の子です。名前は 柳 利
といいます。「

（유 리아/ユゥ・リア）

」という漢字は日本では使わない漢字ですが、美しいという意味で、女の子の名前の

「ア」の字によく使われる漢字です。
韓国の名前の話を少ししますと、韓
国も漢字の文化圏ですので、ほとんど
の人の名前に漢字があります。一昔前
は名前をつける時、日本のように漢字
の意味を考え、それの韓国語での読み
方を名前にする人が多かったです。最
近は、ハングルの名前を考えてから、
それに合う当て字の漢字をつける人
や、私の名前（가예/ガイェ）のよう
に、漢字のない純ハングルの名前も多
くなりました。
韓国は約280種類の苗字がありますが、皆さんがパッと思い浮かべる苗字はキム（金）だと思いま
す。それもそのはず、韓国人の２割以上がキムなんです。韓国は人を呼ぶときに下の名前で呼ぶことが
多いですが、もし日本のように苗字で呼ぶとしたら、街中での「キムさん！」で何人が振り向くので
しょう（笑）
最後に、新しい家族になってくれたリアちゃん！元気にすくすく育ってくださいね^^
☀国際交流協会からのお知らせ☀
「韓国料理教室＆燃灯作り」
韓国料理の定番、「チヂミ」はいろんな種類がありますが、
今回はジャガイモのチヂミとキムチチヂミを作ります。
韓国では旧暦4月8日は釈迦の誕生を祝う日で、あっちこっちに燃灯が灯ります。
簡単にできる燃灯作りも準備していますので、たくさんのご参加をお待ちしています。
日時：5月14日(土曜日) 午前11：00〜午後１：30
場所：町民会館
参加費：1,000円
（＊燃灯:蓮の形の提灯）
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定員：12

お申し込み・お問い合わせ：26-3400（ユゥ）

プテンの河田選手が初回と8
回に犠飛と適時打で2点を挙
げ︑松本︑フィリップス︑平
良のリレーでＯＧの攻撃を1
点に抑えて2対1で勝ちを収
めました︒
2日目の決勝は︑初戦を同
点の上︑抽選で勝ち上がって

標に︑一戦一戦を大切に戦っ

リーグ優勝とＮＰＢ入りを目

1カ月が経ちました︒今年も

2016シーズンが開幕し

駒田監督を迎えて臨んだ

山下の適時打で3点を加え︑

を絡めて4点︒5回にも大城︑

ザックのヒットに相手エラー

で3点を先制し︑3回には︑

ク︑香川︑宮下の二塁打4本

が相手︒初回に︑山下︑ザッ

目を開催することができず︑

☆お知らせ

昨年に続き︑前期︵4︱5
月︶と後期︵8︱9月︶の間
の中断期間には︑リーグ選抜
チームを北米に派遣し︑現地
の独立リーグに参戦する予定
です︒
こ の 期 間 の チ ー ム は︑残 っ
た選手で練習を続けると同時
に︑﹁ス ー パ ー 地 域 貢 献 活 動﹂
の 合 言 葉 の 下︑地 域 の 皆 さ ん
のもとに出かけていきます︒
野球教室はもちろんですが︑
学校行事や地域イベント︑農
作業のお手伝いなど︑ドッグ
スの若者がお手伝いできる場
所であれば何でも構いません︒
駒田ドッグスの選手たちと一
緒に︑楽しいひとときを過ご
してみませんか？興味があり
ましたら以下連絡先までご相
談ください︒

◆連絡先
〒781︱1301
越知甲３２６８
越知町民総合運動場
管理棟内
高知ＦＤ越知事務所
ＴＥＬ ２６︱１６３３
担当 木屋信明
︵きやのぶあき︶

☆公式戦情報

13：00〜試合開始

8月28日（日）ＶＳ 徳島インディゴソックス

きた徳島インディゴソックス

ています︒

中盤までに勝負を決定づけま
した︒投げては先発秋山が6
回を2安打1失点と好投︒続

☆イベント報告
︻越知町長杯トーナメント︼

く井坂︑嘉数︑平良もそれぞ
対

1と大勝で優勝を決めました︒

れ1回を無安打に抑え︑

3回目を迎え︑ファンの皆
さんにもすっかりおなじみに
なったスプリングトーナメン
町民総合運動場で開催されま

3回目の開催で初めて決勝戦

過去2回は雨のために2日

した︒四国アイランドリーグ

を行うことができましたが︑

日の2日間︑

の4チームが一堂に会する絶

多くの町民の皆さんの前で気

日と

好の機会に︑県内だけでなく

持ちの良い戦い方で優勝を決

い抜きたいと思います︒

の勢いを保ってシーズンも戦

県外からも多くのお客さんが

イナーズ︵ＯＧ︶︒今季キャ

スの初戦は対香川オリーブガ

高知ファイティングドッグ

められ︑嬉しく思います︒こ

トが3月

12

駆けつけてくれました︒

27

☆

高知ファイティングドッグス2016年公式戦
〜試合情報＠越知町民総合運動場〜

☆

26

高知ファイティングドッグス球団株式会社
TEL：088−878−0775 E-mail：info@ﬁghting-dogs.jp
詳しくは、
高知ファイティングドッグスのホームページをご覧ください！
http://www.ﬁghting-dogs.jp/schedule

｜広報おち｜5月号｜6｜

情 報 広 場

マイナンバー
○通知カードを受け取ってい
ない方へ
郵便局で︑保管切れとなっ
た通知カードを住民課で預
かっています︒
一定期間︵当面の間6月末
を予定︶保管する予定です︒
これから︑住所変更や介護保
険等の申請に通知カードが必
要となるので︑必ず受け取り
に来てください︒

カード︵紙製︶もしくは︑個
人番号カードを持参していた
だき︑新しい住所を追記する
ことが必要です︒
個人番号カードを申請され
ている方で︑転入転出や転居
をされる方は︑異動届出時に
申し出てください︒再申請が
必要となる場合があります︒
◆ お問い合わせ先
住民課
ＴＥＬ２６ １１１５

障害福祉医療費
受給者証・
高齢障害福祉医療費
受給者証
をお持ちの方へ

時

町内一斉清掃の
お知らせ

分〜午前

日︵日︶

︻日時︼
5月
午前8時
分︵小雨決行︶
日︵日︶に延期します︒

※雨量が多い場合は︑５月

11

︻注意事項︼

にしてください︒

・家庭のごみは出さないよう

てください︒

道路や側溝等の清掃を行っ

・区長︵班長︶の指示に従い︑

30

子ども支援ネット
ワークこすもす

いじめ︑不登校︑児童虐待

などの相談ごとは︑子ども支

援ネットワークが中心となっ
て支援します︒
︻相談窓口︼

・子ども支援ネットワークこ

すもす︵教育委員会︶

昼間TEL２６ ３４００

・児童家庭支援センター

ひだまり︵佐川町︶

６７９１

夜間TEL２０ ０２０３

８６６

８６６

００７

３８９０

１１０

・子どもの人権１１０番

TEL０８８

・高知県教育センター

TEL０８８

・ごみは分別して清掃セン
その他関係機関
ターに持ち込んでください︒ ・中央児童相談所

環境衛生係

◆お問い合わせ先
環境水道課

１１１４

TEL０１２０

−

２９２２

泥棒ですか？
母のツッコミ
ただいまというまで やりなおし

想いやる 心で創る 地域の輪

−

−
８３３

−

15

22

ＴＥＬ２６

−

−

・高知県心の教育センター
TEL０８８

｜7｜広報おち｜5月号｜

−

三行詩優秀作品（PTA全国協議会選）②

27年度優秀標語②

「家庭の日」の標語

−

−

−

○受け取りに必要なもの
本人確認できるもの
1点確認︵運転免許証・運転
経歴証明書等写真付き︶
2点確認︵健康保険証・介護
保険証・年金手帳等︶

46

平成 年4月より︑障害福
祉医療費受給者証﹇公費 ・
グレーの受給者証﹈と︑高齢
障害福祉医療費受給者証﹇公
費 ・黄色の受給者証﹈の担
当が︑住民課︵役場本庁︶か
ら保健福祉課︵保健福祉セン
ター2F︶へ変更となりまし
た︒各種手続きやお問い合わ
せなどは︑保健福祉センター
へお願いします︒
◆ お問い合わせ先
保健福祉課
ＴＥＬ２６ 3211

28

30

−

−
−

○個人番号カードの受け取り
について
個人番号カード受け取りに
必要なもの
・交付通知書︵ハガキ︶
・通知カード
・本人確認書類
︵通知カードの受け取りと同じ︶
ハガキにも書いてあります
ので確認をお願いします︒
暗証番号の登録が必要とな
りますので︑事前に考えてき
てください︒
○住所変更について
転入・転居の時には︑通知

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

47

情 報 広 場

平成28年度越知町教育行政の方針
越知家の挑戦

〜学びの革命を越知から〜

少子・高齢化、グローバル化や IT の進化により、社会・経済が目まぐるしく変
化していく中で、社会を生き抜く力の養成が求められております。越知町は、町の
発展は人づくりと捉え、21 世紀に求められる人材を育成するため、越知町教育大綱、
越知町教育振興基本計画に基づき、越知家（行政・学校・家庭・地域）が協働して、
教育の振興を図ります。

学校教育
基本方針

自ら学び、心豊かでたくましく世界に羽ばたく子どもの育成 〜 人間力を育てる 〜

○ 生涯を通じて学ぶ姿勢を忘れず、
主体的に自らの生き方を見いだし、創り上げていこうとする意欲
を持った子どもの育成。
○ 温かい人間愛に満ち、自然や美しいものに感動する心、正義や公正を重んじる心を大切にする子ど
もの育成。
○ 目まぐるしく変化していく社会の中で直面するさまざまな問題に立ち向かい、自ら未来を切り拓
いてゆく、たくましさを持った子どもの育成。

① 保幼小中連携教育の推進
知育・徳育・体育において、０歳から15
歳まで、
連携した教育に取り組みます。
② コミュニティスクールの推進
家庭と地域の教育力の向上に努め、
「越知
の子どもは越知で育てる」
「町ぐるみで子ど
、
もを育てる」
という風土をつくります。
③ 学力・体力の向上
教職員の研修を支援し、
学び合いを中心と
した分かる授業づくりに努めます。また、家
庭学習の充実に取り組みます。
地域人材や外
部コーチなど、
専門的な知識を持った指導者
を活用して、
体力づくりを支援します。

④ 子どもと向き合う時間の確保
先生が子どもと過ごせる時間を増やします。
子どもにとっても先生にとっても、ゆとりの
ある学校づくりを目指します。
⑤ ひとりひとりを大切にする教育
温かい学級づくりに努めます。豊かな心を
培い、
生きる力を育むとともに、
社会性を身に
付けた人材を育てます。
また、社会の変化に柔
軟に対応できる力を育てます。

｜広報おち｜5月号｜8｜
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社会教育
基本方針

〜 目指すべき人づくり・まちづくり 〜
「人やものとの出会いを通じて学び、
人間力あふれるまちづくり」〜おち暮らしの充実

○ 自ら学び、自ら考え、地域課題の解決に向けて取り組むことができる人づくり
○ 幼少期から高齢期までライフステージに応じた生きがいづくり
○ 豊かな自然・歴史・文化・体験を通じ、豊かな心を育む環境づくり
○ 自分の暮らす地域に関心を持ち、地域コミュニティの一員となれる絆づくり

① 社会教育および公民館活動の充実
生涯学習の観点に立って、生涯の各時期に

⑤ 社会教育団体への支援
保・幼・小・中のＰＴＡ連合体に対して、

生じる課題や社会的に要請される現代的課

越知町の教育力向上および子どもたちの健

題の学習に取り組むとともに、講座の開設を

全な発育のための支援・助成を行います。ま

行い、地域の教育力向上や地域活動の充実お

た、母親が子どもたちの健康・しつけ・遊び・

よび、社会教育関係職員の資質の向上に努め、

社会訓練などについて、正しい知識と技術を

町民の生涯学習を支援していきます。

習得し、子どもの健全育成を図れるよう、母
親クラブの活動に支援を行います。さらに、

② 地区公民館活動の活性化
住民自らが主体的に考え、地域課題を解決
する取り組みができるよう、支援を行ってい

国際交流協会への支援として、さまざまな交
流事業を計画・実施し、住民の国際理解を促
進します。

きます。
⑥ 交流事業の充実
③ 読書活動の推進

越知町とは違った気候や文化を持つ北海

本の森図書館では、図書の充実、情報の提

道の滝上町との児童交流を通じて、豊かな体

供を積極的に行っていきます。また、町内の

験活動と育ちを支援します。また、文化研修

団体・関係機関と連携を図り、地域に根ざし

として海外との交流を推進し、国際的視野を

た魅力ある図書館を目指します。さらに、子

もつ人材の育成を目指します。

どもの読書活動推進として、ブックスタート
（１歳６カ月）、セカンドブック（小学校１年）、
サードブック（中学校1年）の取り組みを実
施します。

⑦ 文化推進協議会への支援
やすらぎのある文化性豊かな生活環境づ
くりのために、文化推進協議会の活動への支
援をしていき、住民の芸術・文化への意識向

④ 地域教育の推進

上に努めていきます。

地域推進協議会においては、越知町の子ど
もたちの現状と取り巻く環境について話し
合い、地域社会の役割と相互連携の強化を図

⑧ 文化財活動への支援
貴重な財産である文化財を適切に保護し、

ります。地域の人々が互いに信頼し、連帯意

町の歴史、文化、自然環境などについて、後世

識をもつことができる地域づくりに取り組

に伝えるよう努めていきます。

んでいきます。また、学校支援地域本部の設
置を目指して学社連携を推し進め、地域とと
もに子どもを育てるシステムの構築を図り
ます。

⑨ スポーツの振興
心身ともに健康で、生きがいのある、活力
に満ちた生活を過ごしていくに当たり、広い
年齢層の中で、生涯にわたってスポーツに触
れ親しんでいくことは、非常に重要なことだ
と考えています。

｜9｜広報おち｜5月号｜

情 報 広 場

越知町住宅耐震化事業の負担軽減について
越知町では、南海トラフ地震に備え住宅耐震化のスピードアップを図ることを目的として、町内にある
既存住宅の耐震改修設計および耐震改修工事を行う方への負担軽減を図る改正を行いました。

【耐震改修設計・耐震改修工事補助限度額の上乗せ】
①補助限度額の上乗せ（※上乗せ補助を受ける場合は戸別調査を行う必要があります。）
○住宅耐震改修設計費
改正前
２０５,０００円／棟

改正後
３０５,０００円／棟

○住宅耐震改修工事
改正前
９２５,０００円／棟

改正後
１,２２５,０００円／棟

②対象となる住宅（次のすべてに該当するもの）
○昭和56年５月31日以前に建築された住宅
○越知町木造・非木造住宅耐震診断事業または高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱に基づき実
施した耐震診断等を受け、上部構造評点のうち最小の値（以下「評点」という。）が1.0未満と診断
された木造住宅、「安全でない」と判断された非木造住宅
※耐震診断を行う場合は、自己負担3,000円が必要となります。
○対象となる既存住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是
正する場合を除く。
③補助対象者（次のすべてに該当するもの）
○現に居住の用に供している越知町内の住宅の所有者。
○越知町税を滞納していない者。
○65歳以上の者を含む世帯または収入分位が40％以下の世帯（※詳しくは下記までお問い合わせください）

【代理受領制度の開始】
従来の制度では、一旦住宅所有者（補助申請者）が、施工業者に代金を全額支払う必要があり、金銭的
負担が大きかったのですが、申請者から委任を受けた施工業者が補助金を越知町から直接受け取る「代理
受領制度」を整備しました。これにより、住宅所有者は耐震改修工事費用等の自己負担額のみ施工業者に
支払いすることとなります。
例：耐震改修工事費用150万円の場合（※上乗せ補助適用後）
①
事前に耐震改修工事
費用（150 万円）全額
を施工業者に支払い

住宅所有者

改正後
②
補 助 金 額
（122.5 万円）
の支払い

施工業者

◆お問い合わせ先

越知町

町補助金を除
いた自己負担
額（27.5万円）
のみ支払い

住宅所有者

122.5万円代理
受領者に支払い
施工業者

越知町

建設課公共土木係 ＴＥＬ２６−１１１３
耐震診断については、危機管理課 ＴＥＬ２６−１２３１

｜広報おち｜5月号｜10｜

◀ 募 集・案 内 ▶

５月の母子保健事業の
ご案内

︻２歳児健診対象児︼
平成 年2月1日〜
平成 年3月 日生
︻３歳児健診対象児︼
平成 年 月1日生〜
平成 年4月 日生
※対象児には約1カ月前に通
知を郵送します︒

越知保育園内子育て支援
センターからのお知らせ
5 月の﹃ な かよしひろば ﹄
は次の通りです ︒皆さん誘い
合って︑ぜひ遊 びに来てく だ
さい︒
ま た ︑﹃ な かよしひろ ば ﹄
以外の日でも︑自 由に遊びに
来てください！お待ちしてい
ます！

☆5月の予定☆
☆ 日︵木︶
楽しく遊ぼう
☆ 日︵金︶
誕生会を楽しもう！
☆ 日︵木︶
楽しく遊ぼう
︻時間︼
午前９時 分〜正午
︻場所︼
越知保育園

越知幼稚園園庭開放
今年度の越知幼稚園のお友
達は 人でスタートしました︒
子どもたちは広い園庭を走
り回ったり︑虫とり︑泥遊びな
ど元気いっぱいに遊んでいます︒
今月は︑5月生まれのお友
達をみんなでお祝いするお誕
生日会と園庭開放が重なって
おります︒お誕生日会では各
組の楽しい出し物もあります︒
今年度も︑月一回の園庭開
放を設けております︒広い園
庭で楽しく一緒に遊びません
か︒ぜひ︑来てくださいね︒
︻日時︼
5月 日︵金︶
午前9時 分〜午前 時 分

献血のお礼とお知らせ
3月 日に役場前と北島病
院で献血を実施しました︒
人の方がおいでくださり︑
人の方にご協力いただきまし
た︒ありがとうございました︒
今月は前田病院で実施しま
すので︑皆さんのご協力をお
願いします︒
︻日程︼
5月 日︵土︶
︻受付時間︼
午前 時〜 時
午後1時〜3時 分
︻場所︼
前田病院

ＴＥＬ２６−２１２１

事務局2F

◆お問い合わせ先（申し込み、入札場所） 高吾北広域町村事務組合

317㎡

地

種

雑

積
地
目

離乳食・幼児食講習会
お子さんの離乳食について
の心配ごと︑悩みごとはない
ですか？
離乳食についてもっと知り
たい方︑ちょっと相談してみ
たいと思っている方︑離乳食
講習会に来てみませんか？試
食を通してお子さんの口の動
き方や食べ方を一緒に確認し
たり︑保護者の方は固さ︑大
きさ︑味付けが体験できま
す︒パンフレットでは分かり
にくい離乳食を実際に作って
みましょう︒
︻日程︼
5月 日︵火︶午前 時〜
︻場所︼
保健福祉センター
2階 調理室
︻申込期限︼
5月 日︵月︶
材料・託児スタッフの準備のた
め申し込みをお願いします︒
◆お申し込み先
保健福祉センター ２階
︵保健福祉課 健康推進係︶
ＴＥＬ２６ ３２１１

30

移動献血バスは︑ ㎖ の献
血のみとなっています︒
︵保健福祉課 健康推進係︶
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31

30

26 26

25 24

◆お問い合わせ先
越知保育園
子育て支援センター
担当 田村・吉村
ＴＥＬ２６ ２１４１

30

丙2813番1

字乙川長谷口アラヒラ

高岡郡佐川町

10

☆６月の乳幼児健診予定☆
２歳児・３歳児健診
︻日程︼
6月 日︵水︶

12

地
在
所

30

34 41

11

400
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高吾北広域町村事務組合 所有地の売り払いについて

下記の組合所有地を一般競争入札により売り払います。
【売り払い物件】

【入札者の資格】
次の各号に該当する者は、参加することができません。
１ 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
２ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項各号の規定に該当する者で、当該
事実があった日から２年を経過しない者
３ 公有財産に関する事務に従事する職員で、地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の３の規
定に該当する者
【入札参加申込期間】 平成28年５月６日（金）から平成28年５月18日（水）まで
【入札日時】 平成28年５月23日（月）午後２時
【最低売却価格】 506,200円
【入札保証金】
入札開始前に入札保証金として入札金額の100分の5以上（円未満切り上げ）の金額を納めてください。
【申し込み方法】
必要書類は組合事務局にて配布いたします。
申込書に必要事項を記入し、申込期間内に組合事務局へ申し込んでください。

◀ 募 集・案 内 ▶

国保・後期高齢者医療保険被保険の被保険者のみなさま
人間ドック(総合・脳) 受診者を募集します
平成28年度の半日人間ドック（国保・後期高齢者医療）助成事業を行います。
半日人間ドック（総合）は、生活習慣病の早期予防を行う特定健康診査も同時に行うことができます。
生活習慣が発症の原因ともなる疾病（がん・心疾患・脳血管疾患・糖尿病など）の予防を早期から行うた
めにも半日人間ドックの受診をお勧めします。
【受診対象者】

国保加入の方

後期高齢者医療保険の方

越知町国保に１年以上加入（被保険者証
の資格取得日で確認）している30歳以上
の方で、国保税を完納されている方。

後期高齢者医療被保険者の方で、保険料
の滞納がない方。

※受診された結果の写しを保健福祉センターで保管します。結果によっては、後日保健師から保健指導
をさせていただく場合があります。このことに同意していただける方。
【受付期間】５月10日（火）〜７月29日（金）まで
【申し込みに必要なもの】被保険者証・印鑑・自己負担金
【検診時期】 ８月から12月まで ※申し込み日によっては、受診月がご希望にそえない場合があります。
【募集人数】国保：人数制限なし
後期高齢者医療保険：50人
【検査内容】○総合 胸部X線、胃透視、腹部超音波、心電図、血液検査、尿検査、便検査、
糖尿病検査、肝機能検査、腎機能検査、視力眼底検査、腹囲測定など
○脳
頭部映像診断（MRI）、頭部・頸部血管撮影（MRA）、頸部超音波など
＊人間ドック（総合）を受けられた方は、特定健診または総合健診を受ける必要はありませんが、65歳以
上の方は、別に生活機能評価を受けていただく場合があります。
【健診コースと自己負担金】
医療機関等
検診コース
自己負担金
備
考
前田病院
総
合
３,１２８円
北島病院
総
合
６,６０８円
もみのき病院
総合と脳
５,２０８円
胃透視なし（腹部超音波なし）
〃
脳 の み
３,２００円
高知検診クリニック
総
合
６,８００円
〃
総合と脳
１０,２５６円
高北病院 （木曜日のみ）
総
合
２,９０８円
胃透視は内視鏡検査
〃
総
合
１,６０８円
胃透視なし
◆お問い合わせ先 住民課 国保・後期高齢者医療担当 ＴＥＬ２６−１１７０

平成28年4月から障害者差別解消法がスタートしました
この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を
つくることを目指しています。
障害者差別解消法とは？
この法律では「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのこと
によって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
「不当な差別的取り扱いの禁止」とは？
正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
【具体例】
・受付の対応を拒否する。
・本人を無視して介助者や支援者、付添いの人だけに話しかける。
・障害者向け物件はないと言って対応しない。
「合理的配慮の提供」とは？
障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思
が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること（事業者に対しては、対応に努めること）
を求めています。
【具体例】
・障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。
・意思疎通のために絵や写真カード、ICT 機器（タブレット端末等）を活用する。
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
障害を理由とする差別を解消し、誰もがいきいきと暮らしていける社会をつくっていきましょう。
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◀ 募 集・案 内 ▶

平成28年度 青少年育成越知町民会議 総会のご案内〜越知の子は、越知で守り育てよう〜
【日
【場
【主

時】
所】
催】

５月11日（水） 15：00〜16：50（受付 14：30〜）
子どもを
越知町民会館 １階【大ホール】 越知町越知甲2562
守るため、
青少年育成越知町民会議
大人のすべき
ぜひ、
ことを考え
お聞き
第１部 15：00〜15：45
第２部
講演会
15：50〜16：45
ましょう
ください
【中学生の意見発表：越知中学校】
「スマホ・携帯・ネットの危険性」
【育成団体意見発表：
講師 高知県警察本部 少年サポートセンター
少年野球「越知バッファロー」】
重光 孝彦 氏
【27年度活動報告等】

◆お問い合わせ先

越知町少年育成センター

ＴＥＬ２６−３４００

特定優良賃貸住宅 ハイツ･ラピュタ 入居者募集（1戸） 3DK（82.65㎡）
【募集内容】
所

在

地

戸

数

構

造

規

模

等

３DK（６畳和＋７畳洋＋５畳洋＋15畳DK）
１戸
耐火構造３階建
住戸面積（82.65㎡）
高岡郡越知町越知甲3181番地 （2−201号）
（鉄筋コンクリート造） 倉庫（1.5㎡）専用バルコニー（14.86㎡）
テレビ（衛星有り）、上水道（受水槽）、公共下水道

【家賃その他の条件】
◎入居者負担額 月額39,000円（契約家賃は月額60,000円）
◎敷金
60,000円=契約家賃１カ月分。（礼金等不要。）
◎共益費
月額2,000円（水源施設使用料、受水槽、階段灯等共用設備維持費等）
◎駐車場
各戸１台分は無料、使用場所等については、自治会で決定していただくことになります。
【入居者の資格】入居者は、次の要件を全て備えていることが必要です。
ア 自ら居住するための住宅を必要としていることが明らかなこと。
イ 現に同居または同居予定の親族（事実上の婚姻関係者及び予約者を含む。）があること。
ウ 入居世帯全員の総所得額が法で定める基準内であること。
（基準内=計算所得額（月額）が、158,000円以上487,000円以下。）
ただし、158,000円に満たない所得がある方で一定の条件に該当する方については、別途資格審査を行い入居資格の
有無について判断を行います。（詳しくは募集案内書をご覧ください。）
【申し込みに必要な書類】
申込書、所得証明書、住民票等（詳しくは募集案内書をご覧ください。）
【申し込みの受付】
◎受付期間 ５月６日（金）〜５月13日（金）まで （土、日、祝日を除く。）
◎受付時間 午前９時~午後４時（正午から１時間は除く。）
◎受付場所 ア 越知町総務課
高岡郡越知町越知甲1970番地
イ 高知県住宅供給公社
高知市九反田４番10−401号 トップワン四国４階
◎本人または家族以外の代理人や電話などによる申し込みは受付しません。
【入居者の選定】
申込者が複数の場合は、５月20日（金）午後２時に越知町役場において公開抽選を行い決定します。
【入居時期】
平成28年６月上旬を予定しています。当初の募集で応募者がいない場合は継続募集とし、入居者決定後速やかに行います。
募集案内書の配付場所
ア 越知町役場
イ 高知県住宅供給公社
◆お申し込み･お問い合わせ先

ア 高岡郡越知町越知甲1970番地 越知町総務課 TEL26−1111
イ 高知市九反田４番10−401号 高知県住宅供給公社（賃貸者）（TEL088−882−1313）

平成28年度警察官A採用試験
【申し込み受付期間】
【受験年齢など】
【第一次試験日】
【第一次試験内容】
【第二次試験日】
◆お問い合わせ先

４月11日（月）〜５月23日（月）
※申込書に必要事項を記入し、上記期間内に申し込みを行ってください。
※申込書は佐川警察署、各駐在所にて配付しています。
昭和57年４月２日〜平成11年４月１日までに生まれた方で、学校教育法による４
年制大学等を卒業した方または平成29年３月までに卒業見込みの方
平成28年７月10日（日）
【第一次試験会場】 高知・東京・大阪会場
☆教養試験（五肢択一式）
☆体力試験：反復横跳び・腕立て伏せ・上体起こし・20mシャトルラン
☆身体検査
平成28年７月下旬〜８月中旬
【最終合格発表日】 平成28年８月下旬

高知県警察本部警務課人事係 （フリーダイヤル）０１２０−０３２−３７６
佐川警察署 ＴＥＬ２２−０１１０

｜13｜広報おち｜5月号｜

越 知 中 学 校
平成28年度スタート
１ 卒業証書授与式
３月12日に平成27年度卒業証書授与式が行われました。卒業生たちは、たくさんの御来賓の祝福や
励ましを得て、学び舎を巣立っていきました。
２ 入学式
平成28年度入学式が４月７日に行われました。39人が入学しました。入学式では、ＰＴＡ会長の祝
辞と歓迎演奏が行われ、これから始まる中学校生活にエールを送りました。

入学式歓迎演奏

家庭教育講演会の様子

☆ 家庭教育講演会開催
越知町教育委員会では、平成28年度を「家庭教育元年」と位置づけ、家庭教育充実の取り組みを始め
ました。
まずはじめに、越知中学校入学式終了後、家庭教育の講演会を開催しました。
講師は香川大学教授清國祐二先生です。入学式後、新入生保護者対象に１時間の講演を行いました。
３ 教員異動のお知らせ
春の教員異動で４人の先生方が転出され、新たに３人の先生方が本校に着任されました。
転出、転入された先生方のご活躍を期待します。
転出教員

担当教科

転出先

転入教員

担当教科

転入先等

松田美由貴

社会

尾川中学校

梶原

航

数学

初任者

野川

友志

数学

窪川中学校

山本

薫

国語

初任者

田中

貴子

英語

土佐南中学校

小島

静華

英語

講師

米女

知沙

国語

高岡中学校

箭野

久美

学習支援員（町職）

☆５月・６月の主な行事予定
５月７日（土) 県春季バレー
９日（月) 保幼小中合同避難訓練
教育実習開始
11日（水) 校医検診（3年）Ｑ−Ｕ実施予定
青少年育成町民会議15：00〜
12日（木) 第1回PTA役員会（組織作り）
19日（木) 第1回開かれた学校づくり推進委員会
21日（土)・22日（日) 支部体
23日（月) 中間試験発表
27日（金) 教育実習終了
30日（月)・31日（火) 中間試験

６月１日（水) 高知新聞出前講座
３日（金) ＡＥＤ講習 １−１ OB会総会
６日（月) プール開き
８日（水) 中３第２回実力試験
10日（金) 英語検定1次
11日（土)〜13日（月) 高吾地区総合体育大会
17日（金) 高校説明会 2年生福祉体験
22日（水) 生徒総会
24日（金) 期末試験発表
第２回PTA役員会
30日（木) 期末試験
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新入学児童へランドセルカバーの贈呈
佐
⬆川小学校入学式

交通安全協会は、悲惨な交通事故を防ぐため運転免許保有者の皆さん
からお納めいただいた会費を財源に様々な活動を展開しています。
その一つとして、新小学１年生へ黄色いランドセルカバーを贈呈して
います。
今年は、管内８小学校の148人へ贈呈しました。
まだ通学路に慣れていないので、地域の皆さんの温かい目で見守って
あげましょう。

春の全国交通安全運動で各種イベントを行いました。
ご協力くださいました関係者の皆さん、ありがとうございました！！
交通安全パレード出発式

ドライバーサービス
佐川町加茂晃立前

ドライバーサービス
越知町ドライブイン片岡前
高齢者交通事故防止キャンペーン
越知町サンプラザ前

３町役場新採職員等へ
講習会と事故防止実技

司牡丹ギャラリーほてい内へ
ハンドルキーパーコーナー設置

「訪問購入」に関する電話に注意しましょう！
【事例】〜着物の査定のはずが、貴金属も持っていかれた〜
ある日突然「不用な着物を査定する」と電話があった。処分してもよい着物があったので、
来てもらうことに。後日業者が訪れたが、着物をざっと見ると「ついでに貴金属の査定をして
あげます」と言ってきた。売るつもりはなかったが、あまりにもしつこいので、手持ちのもの
を見せたところ、業者は「すべてを１万円で買い取ります」と一方的に言い、代金と領収書を
渡してきた。安すぎて納得できる金額ではなかったが、恐怖を感じてそのまま代金と領収書を
受け取って帰ってもらった。
佐川署管内でも、このような電話が相次いでいます。買い取ってもらうつもりがなければ、きっぱ
り断りましょう。断っても業者が強く迫ってくるようなら警察に通報してください。
また、査定などを依頼する場合には、家族や近所の人などに同席してもらいましょう。

「訪問購入」
トラブル防止のために知っておきたい“訪問購入のルール”！
１．消費者からの要請がないのに、業者が訪問して買い取りを勧誘することは禁止になります。
２．勧誘に先立って、事業者名や勧誘する物品の種類などを説明しなければなりません。
３．消費者から勧誘の要請を受けて訪問しても、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があるかを確認し
なければなりません。また、一度断った消費者への再勧誘は禁止されています。
４．物品の種類や特徴、購入価格、引き渡しの拒絶やクーリング・オフに関する事項などが記載された書面を
交付しなければなりません。
５．消費者はクーリング・オフ期間中（４．書面の交付から８日間)、物品の引き渡しを拒むことができます。
また、同期間内に無理に引き渡しをさせること等は禁止されています。
６．書面の交付から８日以内であれば、無条件で契約の申し込みの撤回や契約の解除が可能です。
７．クーリング・オフ期間中に物品を第３者に引き渡す場合、第３者にクーリング・オフの対象物品であるこ
とを書面で通知しなければなりません。また、元々の売主である消費者に、第３者への引き渡しに関する
事項を通知しなければなりません。
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その他の新刊
失敗学﹂

＊﹁ 失敗から学び︑創造に生かす
＊﹁ やせる！老けない！
の物語 ﹂

チアシードレシピ﹂
＊﹁小さな酒蔵
野球魂を熱

くする名言集﹂

＊﹁こ と だ ま
＊﹁ クックパッドのおいしい
魚介レシピ﹂
＊﹁夜遅やせごはん ﹂
税金活用術﹂

＊﹁ 家計を元気にする
＊﹁ 根っからの文系のための
数学発想術﹂

充実しました
＊ 世界は美しい

その他の新刊

＊ ﹁ はりねずみのルーチカ﹂
＊ ﹁らいふ いず﹂
＊ ﹁おばけだじょ﹂

＊ ﹁に ん☆に ん☆じ ん の
にんじんじゃ﹂

＊﹁和算って︑なあに？﹂
毒のきほん﹂

＊﹁図解でよくわかる

＊﹁へんてこりんな植物﹂

充実しました

＊みんなちがってみんないい
絵本﹁ＯＮＥ﹂
絵本﹁ＺＥＲＯ﹂

しかけ絵本
﹁ 動物の見ている世界﹂

＊ 動物たちにはどう見える？
絵本﹁女王さまの影﹂

おくやみ

月届け出分

区

上岡

小田

藤村

西森

氏

信秀

政利

勇

冴子

名

区

中川眞佐秀

所

区

8区

住

区

栗ノ木 松岡

桐見川 濱田

辯

竹

敏雄

小日浦 岡村登志衛

須内

柴尾

※住民課に死亡届のあった方を掲載しています。

（3月31日現在）

﹁神話で訪ねる世界遺産﹂

55

﹁ 英語で伝えたい日本の世界遺産﹂

2,899（ △5 ） 転出

町民の動き

世帯数

＊ 部屋を飾ってみる？

30

﹁ 人生が輝くロンドン博物館めぐり﹂

3,190（ △8 ） 転入

おりがみで作るかわいい室内飾り﹂

女

﹁

8

﹁ 季節のおりがみ壁飾り﹂

とっておきのミニチュアスイーツ﹂

﹁ 樹脂粘土でつくる

﹁ ほねほねザウルス超図鑑﹂

＊ グッズ持ってるかな？

﹁ ほねほねザウルス大図鑑﹂

＊ 旅がしたくなるカモ

絵本﹁ だれのものでもない岩鼻の灯台﹂
絵本﹁みずたまのたび﹂

2,772（△24 ） 死亡

絵本 絵本 絵本 絵本

絵本﹁たびするおやま﹂

男

﹁世界で一番美しい瞬間﹂

＊ 趣味は楽しい
売れっ子ハンドメイド作家になる本
﹂

﹁ソープカービングの教科書﹂
﹁

＊ 健康は有難い
﹁ ボケたくなければ歩きなさい﹂
﹁ 指体操で元気な脳になる﹂

免 疫 力を高める子どもの養 生レシピ

﹂

﹁ 実は︑カラダに良くない健康法﹂
﹁

﹁ 食 育ってなぁに？﹂
﹁ アレルギーのない子にするために
1歳までにやっておきたいこと﹂

1

「生きものの持ちかた」
松橋利光：著
カブトムシ・バッタ・カマキリ
・
トカゲ
生きものをムダに傷つけず持つ方
もケガをしない正しい持ち方をプ
ロの生きものカメラマンやペットショ
ップの店員さんが教えてくれます。

「あえのこと」
さとうれいこ：文・英訳 石黒しろう：絵
能登半島に今も伝わる田の神様を
各家でおもてなしする農耕の祭り
を紹介した作品。
日本語と英語の両方で紹介されて
います。

33

3

16 15 13 10

5,962（△32 ） 出生

口

人

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

一般向け

｢作家の珈琲」
コロナブックス編集部

「ひと駅ストーリー 猫の物語」
このミステリーがすごい編集部：編
作家と珈琲の深い関係の愛
すべきエピソード満載！！
三島由紀夫・井上ひさしなど
たくさんの作家たちの写真と
ともにお楽しみください。

ショート ショートの決定版！！
「猫」にまつわる本格謎解きアリ爆笑
アリ、感涙アリ。
「このミステリーがすごい」の大賞受
賞者の作品満載です！！

♡今年度は、本の森図書カード更新年度です♡
子ども向け

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）

｜広報おち｜5月号｜16｜

最後になりましたが︑今大
会の運営にご協力いただきま
した関係者︑保護者の皆様︑
応援にかけつけていただいた
皆様どうもありがとうござい
ました︒
︵教育委員会︶

10

11ページ参照
12

JAコスモス

社会福祉協議会

13
14
15
18
19

20

11ページ参照

11ページ参照
社会福祉協議会
11ページ参照
11ページ参照

27

31

健康相談
なかよしひろば「楽しく遊ぼう」
ミニデイ
（佐之国）
金
園庭開放
火 離乳食・幼児食講習会

土

23
26

月
木

献血

21

︽博物館からのお知らせ︾

月

｜17｜広報おち｜5月号｜

JAコスモス

11ページ参照

10：00
10：00〜
9：30〜正午
10：00〜15：00
10：00〜
8：30〜11：30
8：45〜
10：00〜13：00
7：40〜 8：15
9：00〜
9：30〜正午
10：00〜12：00
13：00〜15：30
9：30〜
9：30〜正午
10：00〜13：00
9：30〜11：30
10：00〜

大平集会所
黒瀬集会所
越知保育園
保健福祉センター
鎌井田老人里の家
町内
保健福祉センター
谷ノ内ふれあい荘
役場前
宮ヶ奈路集会所
越知保育園
前田病院
（すこやかまつり）
遊行寺集会所
越知保育園
佐之国集会所
越知幼稚園
保健福祉センター

土 ミニデイ
（大平）
健康相談
木
なかよしひろば「楽しく遊ぼう」
金 行政相談
（鎌井田）
土 ミニデイ
日 一斉清掃
水 １歳６カ月児・２歳児健診
（谷ノ内）
木 ミニデイ
あいさつ運動
金 健康相談
なかよしひろば「誕生会を楽しもう
！」
7

企画展 ﹃高橋宣之写真展

500

備 考
集合時間など
所

〜闇の彩
︵いろど︶
り〜﹄
︹期 間︺
開催中〜６月５日︵日︶
︹主 催︺
横倉山自然の森博物館
︹主 旨︺
清 流・仁 淀川の稀に見る透
き通った清らかな青い水を〝仁
淀 ブルー 〟と 名 付 け た ︑ネ イ
チャーフォトグラファー・高橋
宣 之 氏︵ 高 知 市 在 住 ︶の写 真
展を開催します︒
これまで二十数年来四季を
通して足しげく通い続け撮影
した︑仁淀川流域の自然の中
で︑今回は闇を彩る光を対象
とした写真の数々︵約 点︶
を紹介します︒美しい水を生
む森の一つである原始の森・
横倉山で繰り広げられる〝ド
ラマ〟の中で︑森にかかる迫
力ある美しい月や普段は見る
ことのない︑闇の森で光る神
秘的なキノコやホタルなどの
生命体を被写体とする作品を
中心に︑高知県内で撮影され
た同一テーマの作品も展示し
ます︒
︹入館料︺大人 円︑高校・
大学生 円︑小・中学生 円
※越知町内の小・中学生は無料
高知県長寿手帳提示 円
400

◆お問い合わせ先
横倉山自然の森博物館
ＴＥＬ２６ １０６０

200

場
目
種
曜日
日

5

30

250

第 回中学校野球越知交歓大会

20

3月 日・ 日の2日間に
わたって︑越知町民総合運動
場をメイン会場に チームが
集まり開催されました︒
越知中学校は︑朝ヶ丘中学
校と対戦し︑たくさんの応援
を背に︑バッテリーを中心に
守り抜き︑互いに譲らず︑0
対0で迎えた5回裏︑永野隆
司君︵現3年生︶が安打で出
塁すると︑古味真旺君︵現2
年生︶が値千金の勝ち越しタ
イムリーを放ち︑そのまま守
り抜き1対0で完封勝ちしま
した︒
大会2日目の準決勝では︑
今大会優勝した南海横浜連合
と対戦し︑幸先よく初回に先
制しましたが︑逆転を許し敗
れました︒結果は次のとおり
です︒
優 勝
横浜・南海連合
準優勝
佐川中学校
第3位
越知中学校
城北中学校

−

35

19

日︑横畠小学校の閉

るとともに︑思い出の母校に

横畠小学校閉校式
３月
別れを告げました︒

おちスポーツクラブ
少年野球 越知バッファロー

高岡地区少年野球
第 回高岡地区佐川交歓大会
兼第４回ドコモショップ佐川杯見事優勝！

10

校式典が行われました︒
民館として︑生涯学習や地域

39

４月１日より︑横畠西部公

年

10

明治８年に横畠村立清水小
学校として開校し︑明治

これからも越知バッファ
ローは﹁夢叶うまで挑戦！﹂
をスローガンに︑野球を通じ
て人づくりをしていきます︒
今後も越知バッファローへ
の応援よろしくお願いします︒
越知バッファロー
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づくりの拠点施設として活用
されます︒

広報おち 5月号

年
年に

完封勝ち︒
続く準決勝・戸波ドラゴン
ズ戦は︑初回にホームランに
よる1点を失い︑追いかける
厳しい展開でしたが︑最終回
に粘りに粘り︑満塁とすると︑
主将片岡留空︵越知小6年︶
が起死回生のサヨナラ打を放
ち︑勝負を決めました︒
決勝戦・葉山メッツ戦では︑
バッテリーミスから1点を失
うものの︑中盤ここしかない
場面でのツーランスクイズを
しっかり決めて︑逆転︒その
後何度もピンチはありました
が︑全員で守り抜き2対1で
優勝を決めました︒
サヨナラ勝ちに泣き︑優勝
に泣き︑選手も保護者も涙な
みだの本大会︒
子どもたちの夢であった︑
金メダルを手中におさめたと
ともに大きな収穫のあった2
日間となりました︒
また︑3月 日から開催さ
れた高知県大会・室戸大会で
も︑今大会準優勝をした︑秦
スポーツ少年団に敗れました
ものの︑ベスト8入りしまし
た︒

優勝を決めて、男泣き

に横畠尋常小学校︑昭和
に西部国民学校︑昭和

3月 日より︑佐川町で開
催されました︑第 回高岡地
区少年野球・佐川交歓大会兼
第4回ドコモショップ佐川杯
に高岡支部 チームが出場し
ました︒
越知バッファローは︑昨年
最上級生がいない状態で負け
試合が続きましたが︑最後ま
であきらめることなく︑たく
さんの汗と涙を流してきまし
た︒
6年生になり︑最後の年を
迎えた今年度は︑昨年 月に
地元で開催された越知新人大
会でベスト8まで勝ち上がる
など︑練習姿勢から創意工夫
し︑少しずつ力をつけてきま
した︒
今回の佐川大会は︑この夏︑
東京で開催される小学生の甲
子園ともいえる︑高知県軟式
野球連盟主催マクドナルド
トーナメント高知県予選大会
に出場するチームを決める高
岡支部選考大会を兼ねており︑
どうしても勝たなくてはいけ
ない大会でした︒
初戦・久礼ジュニアーズ戦
は全員が奮起し︑大量得点で

26

16 20

22

西部小学校と改称し︑同年に
年の町村合

西部中学校を併設︒
昭和
併により︑越知町
年に

立横畠小中学校と
なり︑昭和
併設中学校を越知

年に児童

中学校へ統合しま
した︒
平成
減少に伴い休校と
年

なっており︑今回
の閉校により

人が出

席し︑旧交を温め

生たち約

式典には︑卒業

出しています︒

える卒業生を送り

１︐８００人を超

ました︒その間に

の歴史に幕を閉じ

141

金メダル！

昭和57年以来、34年ぶりの佐川大会

44

200

39

20

20

29

15

