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仁淀川は4年連続5回目の水質日本一となりました

−北海道滝上町・越知町児童交流
仁淀川で川遊び ７月28日−

投票よろしくお願いします！
！
「ゆるキャラ®グランプリ2016」に越知町イメージキャラクター
『よコジロー』がエントリーしています。 ※詳しくは3ページをご覧ください。

越知中学校からのお知らせ

9月10日（土）
越知中学校体育祭
越知町イメージキャラクター
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27

高齢 者 叙 勲

10

越知の夏を
満喫しました！

32

たん こう しょう

29

友好交流町の北海道滝上町
から小学５年生 人と引率者
人が来町し︑７月 日〜
日までの日程で越知小学校の
５ 年生 人と児童交流を行い
ました︒
初日は︑午後から越知小児
童と合流し︑小学校で名刺交
換やゲームをしたり︑鳴子に
思い思いの絵を書いてオリジ
ナル鳴子を作りました︒
夕食は︑野老山公民館へ行
き︑おとなの学校の皆さんが
用意してくれた流しそうめん
や田舎ずしなどをいただきま
した︒またピザ作りも体験さ
せてもらい︑子どもたちは焼
き立てピザをおいしそうに食
べていました︒
翌日の午前中は横倉山自然
の森博物館を見学し︑午後か
らは越知小児童と宮の前公園
の仁淀川で班ごとに分かれ︑
ラフトやカヌー︑魚釣りを体
験しました︒
北海 道では川で泳 ぐことが
あまりないそうで︑子どもたち
は貴重な体験に大喜びでした︒
その後︑町民会館で保護者
の方がわら焼きカツオタタキ
の実演をしてくださり︑何人
10

きょく じつ

﹁旭日単光章﹂を受章
高齢者叙勲は︑国家や公共
のために功労のあった方のう
ち︑ 歳になられた方に授与
されるものです︒
能勢秀忠さん︵８区︶は︑
昭和 年８月に越知町議会議
員に初当選され︑平成 年８
月まで 年間の長きにわたり
地方自治に多大な功績を残さ
れたとして︑旭日単光章を受
章され小田町長より伝達を受
けられました︒
ご功労・ご功績に敬意を表
し︑晴れの受章を心からお喜
びいたします︒
小田町長、能勢秀忠さん、能勢郁子さん
左から

88

61
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かの児童は実際にタタキ作り
を体験させてもらいました︒
夕食は出来たてのタタキや︑
昼間︑子どもたちが川で釣っ
た魚をから揚げにして︑みん
なでおいしくいただきました︒
夕食後の交流セレモニーで
は︑観光おち大使の淀家萬月
さんに司会をしていただき︑
滝上町児童はよさこいソーラ
ンを︑越知町児童は小ばなし
や落語を披露したり︑班ごと
でクイズにも挑戦し︑交流を
行政視察に関する
深めました︒
最終日︑滝上町の皆さんは
協定締結
早朝に越知を出発して帰路に
︻北海道滝上町︼
就きましたが︑朝早くにもか
友好交流町である北海道滝
かわらず越知小児童や保護者
上町と職員相互の行政視察研
の方が町民会館へ見送りに来
修に関する協定を結びました︒
てくださいました︒
この協定は︑職員の視野を
あっという間の３日間でし
広め効果的な政策立案および
たが︑両町の児童は交流を深
地域の振興と発展に寄与する
め︑楽しい思い出もたくさん
ため︑管理職員を対象に相互
できたのではないかと思いま
に視察研修を実施するもので
す︒また︑北海道では体験す
す︒
ることのできない南国土佐の
児童交流に続き職員間での
暑さや越知町の自然を満喫し
相互視察によって観光や防災︑
てもらえたのではないでしょ
教育などあらゆる分野での交
うか︒
来年２月には越知小５年生
流を図っていきます︒
が滝上町を訪問し︑交流する
予定です︒
○協定内容
今回︑この児童交流にご協
対象者 管理職員︵課長級︶
力くださった皆さん︑本当に
人員 本年度２名予定
ありがとうございました︒
行程 ３泊４日以内

商工会青年部だより

商工会青年部です！８月
日︑香南市商工会青年部の主
催イベントである﹁田園祭﹂
に出店し︑青年部として越知
町をＰＲしてきました！

こうした各地域イベントを
通じて︑志を共にする青年部
との交流を深めながら︑越知
町の良さを伝え︑それぞれの
地域の良さを吸収することで︑
越知町の活性化に貢献してい
きたいと考えています︒
さて︑越知町もコスモス祭
りに向けての準備が始まりま
した︒
早朝に行われている草引き
作業をはじめ︑関係各位の皆
さんと力を合わせながら︑越
知町の一大イベントであるコ
スモス祭りの運営に貢献して
いきたいと思います︒

20

｜広報おち｜9月号｜2｜

東京・六本木で

物の試食・販売︑土佐茶の試
飲・販売などを行いました︒
中でも︑ふるさと納税の返
礼品で人気のあるスイカの試
食はあっという間になくなり︑
お客さんからも﹁すごく甘
い﹂﹁いつも食べているスイ
カと違う︒おいしい﹂と大変
人気でした︒
1週間のイベント期間で
﹁越知町へカヌーをしに行き
たい﹂などの声や︑﹁よコジ
ローかわいい﹂などのうれし
い声を聞くことができ︑越知
町をたくさんの人に知っても
らえる良いイベントでした︒

みんなで
﹁よコジロー﹂
をＰＲ！
現在ゆるキャラ®グランプ
リにエントリー中の﹁よコジ
ロー﹂をたくさんの方に知っ
てもらえるようピンバッジ
︵タテ ×ヨコ ミリ︶を作
りました︒

26

越知町をアピール
８ 月１ 日 か ら７ 日 ま で 東
京・六本木ヒルズで開催され
たふるさと納税のイベント
﹁ふるさとコレクション﹂に
越知町も出展しました︒
週ごとに出展ブースの自治
体が替わり︑同じ週には石川
県能登町︑静岡県西伊豆町︑
沼津市︑島根県浜田市︑宮崎
県からは４つの町が日替わり
で参加していました︒
各自治体は︑ふるさと納税
の返礼品を展示したり︑試
食・試飲を行ったりと︑お客
さんにふるさと納税を広く
知ってもらえるよう工夫をこ
らしていました︒
越知町のイベントブースで
は︑返礼品の芋けんぴやお漬

ピンバッジデザイン

﹁よコジロー﹂ピンバッジ
を名札や服︑バッグなどにつ
けて︑サポーターとしてＰＲ
のご協力よろしくお願いしま
す︒

19

︻サポーター協力金︼
円

｜3｜広報おち｜9月号｜

25

◆お問い合わせ先
企画課
℡︵ ︶１１６４

100

女川地区初めての
夏祭り
８月 日︑１区の女川地区
でふれあい夏祭りが行われま
した︒
延べ 人の来場者があり︑
谷ノ内フラガールズのハワイ
アン・フラダンスやカラオケ
大会を楽しみました︒

また︑地元の皆さんが作っ
た焼きそばやおにぎり︑かき
氷などの出店は大人気でほと
んどが売り切れました︒

今回が初めての開催だった
夏祭りですが︑区長の藤田一
夫さんは﹁たくさんの方に来
ていただいたので︑また来年
も開催したい﹂とのことでし
た︒

﹁よこばたけの夏﹂

梓

地域おこし協力隊

清遠

こんにちは︒地域おこし協
力隊の清遠梓です︒今年の夏
も暑かったですが皆さんはど
んな過ごし方をされました
か？
私は４月に横畠西部地区に
移り住んで集落支援の仕事を
させていただいていますが︑
集落の支援といってもさまざ
まで︑声を掛けていただいた
ところには体と時間の許す限
り参加させていただき︑あっ
という間に月日が経ってしま
いました︒
特に横畠の夏は行事が多く︑
﹁によどかあにばる﹂の予選
会︑廃校になった小学校の
プールでの﹁天空のプール大
会﹂︑たくさんの方が足を運
んでくれた﹁第９回横畠キャ
ンドルナイト﹂︑ 年以上継
承されてきた﹁盆踊り﹂など︑
その運営をお手伝いさせてい
ただきました︒お越しいただ
いた皆さん︑本当にありがと
うございました︒
100

21

150

イベントを通して地域の文
化や生活︑人を知ることがで
きましたし︑なにより人が集
まって横畠に活気がある様子
を見るとなんだかうれしくな
りました︒

また︑お盆の時期は皆さん
のご家族が帰省するので県外
ナンバーの車があちこちに
あったり︑普段は少ない子ど
もの姿をたくさん見たり︑お
庭でバーベキューを楽しんで
いたりといつも以上ににぎ
わっていました︒人が減るの
はしょうがないと思いつつも︑
やっぱり地域の活気は人が
あってこそのものだな︑もっ
とここに人を増やしたいなと
思いました︒

人が集まる機会が多いと自
然とお酒を飲むことが多く
なってきます︒私がこの夏飲
んだビールの量は︑これまで
の１年間で飲んでいた量に匹
敵するのではないかと思うく
らいたくさん飲ませていただ
きました︒今年の夏は経験し
たことがないことも多く︑た
くさんいい思い出がつくれま
した︒が︑その思い出の中に
は必ずビールが登場します︒
これも私の﹁よこばたけの
夏﹂と言えるのかもしれませ
ん︵笑︶

｜広報おち｜9月号｜4｜

越知町の皆さん、アンニョンハセヨ！こんにちは。猛暑が終わり、ようやく朝晩涼しくなりました
ね。皆さんはこの夏、良い思い出をたくさん作りましたか。私は人生初めて風邪で高熱を出したり！今
時の人のようにポケモンを取りに行ったり！いろんなことがありました。その中でもとても楽しかった
出来事を皆さんにお話ししたいと思います。
高知県にいる国際交流員たちが越知町に遊びに来たことです。国際交流員との飲み会で私が越知町の
ことを話していたら、いつの間にか自慢話になり、みんなが「越知町へ遊びに行きたい！」となったの
がきっかけです。高知県庁から２人（中国・韓国）、高知市役所から２人（インドネシア、アメリ
カ）、馬路村から１人（アメリカ）が越知町に来ました。各国の料理を作って一緒に食べたり、トラン
プをしたり、飲んだり…日本人は１人もいないのに、話はすべて日本語です（笑）。
今回みんなが越知町に来た一番の目当ては仁淀川でのラフティングでした。皆さん、越知町でラフ
ティングやカヌーができることはご存じでしたか。私は２年前に乗ったことがあり、すごく楽しかった
ので、みんなを誘ったのです。しかし、ラフティングを予約した前の日がまさかの大雨！！でも当日は
幸運にも雨がやみ、予定通りラフティングができました。前日の雨で川は少し濁っていて、美しい仁淀
ブルーは見られなかったけど、霧がかかった仁淀川の幻想的な雰囲気を楽しめました。流れもいつもよ
り速く、迫力のあるスリル満点のラフティングでした。

一番のハイライトは岩の上からの飛び込み！かなづちの私にはけっこうハードルが高かったです（言
い訳をしますと、韓国は学校で水泳の授業がないので、泳げない人が多いです）。みんなが次々ちゅう
ちょせず飛び込むのを見ながら、今年最高のプレッシャーを感じました。めったに出ない女子力全開の
「キャー！」という悲鳴とともに飛び込み成功！ライフジャケットを着ていても、水に落ちた瞬間は大
パニックでした。絶叫マシンが大好きな私ですが、水の中で足がつかないという恐怖はなかなかのもの
です。みんなが川遊びではしゃいでいる姿を見ていたら、私がなぜかドヤ顔になっちゃいました。私も
あらためて越知町の美しい自然に感謝しました。
仁淀川のソフトラフティングやカヌーは10月上旬まで体験することができるようです。皆さんもぜひ
いかかでしょうか。きっと越知町の新しい魅力に出合うことができますよ^^

｜5｜広報おち｜9月号｜

場での試合を観戦いただいて

︻登録選手︼

︻練習生︼

☆野球交流

中断期間の北米遠征でお世

いますが︑メインスタジアム
の高知球場でのナイターを楽

話になった︑アメリカニュー

右投げ左打ち

真登︵ふかえ・まさと︶

内野手

神奈川県出身

背番号２

深江

右投げ左打ち

外野手

神奈川県出身

背番号

右投げ右打ち

隆靖︵まえだ・りゅうせい︶

内野手

高知県出身
背番号

前田

右投げ右打ち
捕手

高知県出身
背番号

関口

貴弘︵ せきぐち・たかひろ︶

13

きたいと思います︒

宿の誘致を積極的に進めてい

らは︑こういったスポーツ合

ジョイしていました︒これか

だけでなく日本の生活をエン

い祭りに参加したりと︑野球

手と交流を深めたり︑よさこ

ドッグスの練習に参加して選

期間中にはファイティング

町に滞在しました︒

日に越知

しんでいただきたいと思いま

中断期間にも選手の補強を行
峻太︵おかべ・しゅんた︶

右投げ左打ち
内野手

東京都出身
背番号

人が︑８月８日〜

ジャージー州のＲｏｏ ｋｉｅ

９月３日に高知球場で開催

いました︒すでにチームの主

岡部

悠吾︵おかだ・ゆうご︶

す︒生ビールを片手に︑駒田

高知球場

される公式戦対ソフトバンク

力として活躍している選手も

右投げ右打ち
投手

大分県出身
背番号

岡田

ｓ から︑小学生〜高校生の

場
時
分後

越知町役場前出発
試合終了

高知ファイティングドッグス

ホークスに︑無料のシャトル

いますので︑さらなるご声援

今井寿希也︵いまい・じゅきや︶

ドッグスの戦いを応援してみ
ませんか？
開催日 ９月３日︵土︶
会
路

企画課

となって最後まで頑張ります

︶１６３３

☆新入団選手紹介

バスを運行します︒普段越知

をよろしくお願いします︒

チーム力アップを目指して︑

町の皆さんには町民総合運動

26

時プレーボール
駒田ドッグスの後期シーズ
往
路
球場出発
円︑

大人 円︑
中学生

小学生以下は無料

期での課題を克服し︑勝利に
℡︵

予約・問い合わせ

入場料

復

ンも一カ月が過ぎました︒今
年は天候に恵まれて順調に試
合を消化していますが︑厳し
い高知の暑さに手を焼いてい
る選手も見受けられます︒
中断期間で北米遠征に参加
した主力選手も︑残留して毎

45

℡︵

︶１１６４

貢献できるよう︑チーム一丸

日の練習に励んだ選手も︑前

800

400

ので︑温かいご声援よろしく
お願いします︒

26
27
61

27

61

24

28

☆応援シャトルバス

2
24
28

18

16

26

26

24
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情 報 広 場

℡（３５）００１７

ひとり親家庭の

◆お問い合わせ先

お父さん・お母さんへの

ご理解、ご協力をお願いいたします。

就職移動相談を行います
ひとり親家庭のお父さん・
お母さんを対象に︑就職相談
や就業のための各種資格や技
能を習得する支援制度につい
て情報提供を行います︒
予約優先となっております
ので︑前日までにご連絡くだ
さい︒予約状況により当日参
加も可能です︒

小ホール

︻日時︼
9月 日︵土︶
午後１時〜午後４時
︻場所︼
町民会館

115

犬や猫を
飼いたい方へ

︶９２６４

875

17

◆お問い合わせ先
ひとり親家庭等就業・自立
支援センター
高知市旭町３丁目 番地
こうち男女共同参画センタ
ー︵ソーレ２F︶
℡０８８︵ ︶２５００

｜7｜広報おち｜9月号｜

犬や猫を飼いたいと思った
ら︑ぜひ小動物管理センター
までご連絡ください︒
高知市と四万十市にある小
動物管理センターでは︑引き
取られた犬や猫の譲渡をして
います︒小動物管理センター
ホームページに譲渡動物を掲
載していますので︑飼ってみ
たいと思われた方は︑小動物
管理センターに動物たちを見
に来てください︒
また︑新たな飼い主探しに
ご協力いただけるボランティ
アの方々を募集しています︒
引き取られた犬や猫を預かっ
ていただき︑新たな飼い主に
譲渡していただくボランティ
アです︒関心がある方は︑食
品・衛生課までお問い合わせ
ください︒

ＦＡＸ０８８︵

◆お問い合わせ先
県庁食品・衛生課
℡０８８︵ ︶９６７３
http://www/pref.kochi.lg.jp/
soshiki/131901/
中央小動物管理センター
℡０８８︵ ︶７９３９
中村小動物管理センター
℡０８８０︵ ︶６２５２

823

仁淀川分署

℡（２６）２１１１

高吾北消防署

823

831

34

〜高吾北消防本部からのお知らせ〜《防災の日》《救急の日》

９月に入りました。９月といえば９月１日の《防災の日》、そして９月９日の《救急の日》、この機会に防
災、そして救急について考えてみませんか？

《防災の日》

防災の日とは大正12年９月１日に発生した関東大震災を忘れないために制定されました。またこの日を中心
とした防災週間でもあります。

地震や台風などの風水害、火災など災害はいつ起きるか分かりません。そのため非常用持ち出し袋の点検や

避難経路、避難先での家族の連絡手段の確認などを行ったり、家具などの転倒防止や固定用品などをもう一度

チェックしてみるのも良いかもしれません。

また、地域で防災訓練が行われていれば、ぜひ参加をオススメします。

《救急の日》

救急の日とは昭和57年、毎年９月９日を救急の日、またこの日を中心とした１週間を救急週間として、救急

業務および救急医療に対して町民の皆さん方の理解と認識を深めていただくことを目的に定められました。

高吾北消防署では、ＡＥＤ講習をはじめとした救急法指導講習などを行っております。こういった機会にぜ

ひお申し込みください。

また、より良い救急サービスを提供するために、救急車の適正利用についても呼びかけを行っております。

情 報 広 場

9 月 1 日 スタート

高知家

健康パスポート
郵送や保健福祉センターの窓口で
パスポートが交付されます

健康パスポートの
取得方法

健診を受ける
特定健診、
がん検診、
人間ドックなどを受診すると
ポイントがもらえます。

知る・参加する
保健福祉大会やウォーキング
大会への参加、献血、
特定保健指導の利用などで
ポイントがもらえます。

楽しく動く
プールや体育館等の利用、ゴルフ場、
テニス場、ボウリング場
の利用などでポイントがもらえます。

3ポイント集めて申請

健康パスポートを申請すると
「おトク」がいっぱい

参加施設で料金割引や
プレゼント等の特典

その

１

●スーパーなどでのお買い物ポイント付与
●飲食店でのヘルシーな食事の提供や割引
●温泉の入浴料金の割引
●スポーツジムでお試し体験無料
●ゴルフ場での売店での割引
●マッサージ料金の割引 など

抽選で健康的な賞品が当たる
キャンペーン開催
第1弾【9/1〜2/28】

その

2

越知町が実施する事業での特典
【平成29年度以降実施予定】

その

3

●郵送 ●インターネット
●越知町保健福祉センターの窓口

｢高知家健康パスポート｣は、提示するだけで運動施設や飲食店などの特典が受けられるおトクなパ
スポートです。
たのしみながら健康になれる高知家健康パスポートで、
健康な生活をはじめましょう。
詳しくは、
保健福祉センター（役場保健福祉課）℡（26）
3211までお問い合わせください。

応援する仕組みです︒寄附金

による資金的な援助により︑

プロジェクトの立ち上げ等に

必要な資金援助や︑プロジェ

クトの成功に寄与することが

できる仕組みです︒

この寄附金はふるさと納税

として扱われるため︑２千円

万１８０

219

を除く金額が税控除の対象と

日現在︑

22

なります︒

８月

０ 円の温かいご寄附を申し込

万円までは届いてお

300

みいただいておりますが︑目

標額の

︻寄附の方法︼

らず︑寄附金の受け付けを延

した︑越知町地域おこし協力

①インターネットのふるさと

長しました︒

隊として活躍していただいた

納税サイト﹁ふるさとチョ

広報６月号でお知らせしま

金原隆生さん︵愛称・金ちゃ

イス﹂から申し込み

︶
︵ http://www.furusato-tax.jp/gcf/73
②総務課に持参して申し込み

皆さんの温かいご寄附で︑

金ちゃんのゲストハウス支援

ん︶を支援するための︑地域

おこし協力隊クラウドファン

ディングを９月末日まで延長

しました︒

地域おこし協力隊クラウド

をよろしくお願いします︒

◆お申し込み・お問い合わせ先

ファンディングとは︑全国の

し協力隊の取り組みやプロ

総務課ふるさと寄附金係

地方自治体における地域おこ

ジェクトに対して寄附をする

℡︵
︶１１１１

ことで︑ふるさとの活性化を
26

金ちゃんのゲストハウスの
支 援 を延 長 し ま し た

｜広報おち｜9月号｜8｜

情 報 広 場

「平成28年度臨時福祉給付金」・「障害・遺族基礎年金受給者向け給付金」のお知らせ
平成28年１月１日において越知町に住民登録がされている方で、それぞれの条件を満たす方に、給付金が支
給されます。
給付金を受け取るには、申請が必要です。

※対象と思われる方には、申請書を９月中に送付します。
「平成28年度臨時福祉給付金」

「障害･遺族年金受給者向け給付金」

平成26年４月に実施した消費税率引き上げに伴
う所得の少ない方への影響を緩和するため支給し
ます。

一億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの
恩恵が及びにくい所得の少ない年金受給者の方を
支援するため支給します。

○支給対象者
平成28年度分の住民税（均等割）が課税されて
いない方。
ただし、住民税において課税者の扶養親族に
なっている方や、生活保護の受給者である方など
は除きます。

○支給対象者
平成28年度臨時福祉給付金支給対象者のうち、
平成28年５月分の障害基礎年金や遺族基礎年金等
を受給している方。
ただし、「高齢者向け給付金」（３万円）を受
給された方は除きます。

○支給額
支給対象者１人につき３千円

○支給額
支給対象者１人につき３万円

【申請受付期間】
９月１日から12月28日まで
【申請に必要なもの】
・申請書
・本人確認書類（保険証など）
・振込口座が確認できる通帳
・印鑑

※支給対象者全員の確認書類が必要です。
※前回と同じ口座に振り込みを希望される場合は不要です。
住民課

【申し込み先】
・住民課
・保健福祉センター２階
【お問い合わせ先】
保健福祉課 福祉係

10

高知県立大学
地域学実習Ⅰ

30

高知県立大学の１回生が︑
﹁越知町の商店街の昔のにぎ
わいと今を知り︑これからの
地域の活性化について考え
る﹂をテーマに︑地域学実習
を行います︒
越知町の中心商店街をヒア
リングしながら歩いてまわり︑
地域の商店街の歴史や文化を
通して︑商店街の存続の意義︑
失われつつある魅力を再発見
し︑実習最終日には︑学生の
視点で﹁商店街の今後の展望
や活性の可能性﹂について発
表会を行います︒ぜひご参加
ください︒

10

︻実習期間︼
９月８日︵木︶〜 日︵土︶

｜9｜広報おち｜9月号｜

︻発表会日時︼
９月 日︵土︶
午後１時 分〜午後３時

26

福祉係

℡（２６）３２１１

︻場所︼
観光物産館おち駅２階
多目的交流フロア

◆お問い合わせ先
商工会
℡︵ ︶１１８１
企画課
℡︵ ︶１１６４

26

保健福祉課

◀ 募 集・案 内 ▶

平成28年度 総合健診・女性特有のがん検診のお知らせ
〜健（検）診を受けて、みんなぁで健康おち家を目指そう！〜
下記の日程で、総合健診および女性特有のがん検診を保健福祉センターにて実施します。
３月下旬に受診希望調査票を送付していますが、申し込みはお済みでしょうか。まだ申し込んでない方は、
保健福祉センターまでご連絡をお願いします。

耳より情報！
今年度は、30歳から74歳の国保の方が特定健診を受診すると、満点コスモスカード（500円分）がもらえ
ます。さらに、その中から10人の方に越知町特産物セット（約5,000円相当）が当たります。これを機会に、
年に一度、ご自身の健康を確認する習慣を身につけてください。
【総合健診日程】
実施日

健（検）診の種類

送迎バス運行地区

10月27日（木）

小舟、１区〜３区、南国地区

・特定健診、健康診査

10月28日（金）

４区〜７区、13区、野老山地区

・結核・肺がん検診（胸部レントゲン）

10月30日（日）

８区〜10区、大桐地区

・胃がん検診

10月31日（月）

11区、12区、横畠地区、宮地、柴尾

・前立腺がん検診

・大腸がん検診

・肝炎ウイルス検査 ・ピロリ菌検査

１月26日（木）
【女性特有のがん検診（子宮頸がん・乳がん）】
実施日

・子宮頸がん検診

送迎バス運行地区

9：00〜14：45
１月13日（金）

11区〜13区、野老山地区、

・乳がん検診

横畠地区、宮地、柴尾

8：40〜15：00

※女性特有のがん検診は時間指定がありますので、当日は時間をご確認の上、受診してください。
【申し込み方法】申し込み期限は10月３日（月）です。
10月はほぼ定員に達しており混み合っていますので、１月の受診をおすすめします。
送迎バスを利用する際には、送迎バス運行地区の日程を確かめてください。
検診種別により受診料がかかります。また、年齢などによって受けることができない健（検）診もありますの
で、詳しくは下記までお問い合わせください。
◆お申し込み・お問い合わせ先
保健福祉センター ℡（２６）３２１１

11

11

12

11

53

越知町文化祭の
お知らせ

11

月５日から７日までの３
日間︑町民会館で︑第 回越
知町文化祭が開催されます︒
期間中は書道や陶芸・絵画な
どの展示や︑芸能発表会など
が行われます︒多くの方のご
来場をお待ちしています︒

●展示部門
︻日時︼
月５日︵土︶〜
月７日︵月︶
︻会場︼
町民会館多目的運動広場
●芸能発表会
︻日時︼
月６日︵日︶ 時開演
︻会場︼
町民会館大ホール

14

出展作品︑募集中！

趣味で写真を撮っている方
や︑絵画︑手芸などをしてい
る方︑自慢の作品を文化祭に
出展してみませんか︒作品の
テーマなどは問いません︒た
くさんの方からの出展をお待
ちしております︒
︻申込締め切り︼
月 日︵金︶

◆お申し込み・お問い合わせ先
町民会館
℡︵ ︶３４００

26

10

｜広報おち｜9月号｜10｜

◀ 募 集・案 内 ▶

30

28

45

11

９月の母子保健
事業のご案内

◆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︶
℡︵ ︶３２１１
１歳６カ月児・２歳児健診

27

離乳食・幼児食講習会
︻日程︼
９月 日︵水︶
午前８時 分受付開始
︻１歳６カ月児健診対象児︼
平成 年 月１日生〜
平成 年２月 日生
︻２歳児健診対象児︼
平成 年４月１日生〜
平成 年６月 日生

越知保育園内子育て支援
センターからのお知らせ
まだまだ暑い日が続きます
ね︒
９月の﹃なかよしひろば﹄
は次のとおりです︒
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！

☆ 月の予定☆
︵なかよしひろば︶
◎１日︵木︶
楽しく遊ぼう！

◆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
℡︵ ︶２１４１

﹁誕生会を楽しもう！﹂

〜越知幼稚園〜

分

夏休みが終わり︑子どもた
ちが元気に登園してきました︒
真っ黒に日焼けした子どもた
ちはひと回り大きくなったよ
うに思います︒さあ！２学期
の始まりです︒
今月の園庭開放日は９月生
まれのお友達をみんなでお祝
いしたり︑園庭で自由に遊ん
だりしたいと思っています︒
日にはぜひ幼稚園に遊び
に来てください︒お待ちして
います︒
︻日時︼
９月 日︵木︶
午前９時 分〜
午前 時
︻場所︼
越知幼稚園

ねるまえの おやすみぎゅうは いいきもち
一日のごほうびみたいだな

「お帰り」と 笑顔でむかえる 家族好き

26

※対象児には約１カ月前に通
知を郵送します

◎８日︵木︶
一緒に作ろう！
お じいちゃん・お ば あ ちゃ
んに︑プレゼントを 作 り ま
す
◎ 日︵金︶
誕生会を楽しもう！
◎ 日︵木︶
楽しく遊ぼう！

30

26

28

26

26

26

◆お問い合わせ先
越知幼稚園
℡︵ ︶１１０７

｜11｜広報おち｜9月号｜

11

三行詩優秀作品（PTA全国協議会選）
⑥

27年度優秀標語⑥

「家庭の日」の標語

30

お子さんの離乳食について
の心配事︑悩み事はないです
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︼
９月 日︵火︶
午前 時〜 時
︻場所︼
保健福祉センター ２階
調理室
︻申込期限︼
９月５日︵月︶
︻参加費︼
無料

︻時間︼
午前９時 分〜 時
︻場所︼
越知保育園

12

15

9

16

29

15

26

12

＊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︒

30

10 13

◀ 募 集・案 内 ▶

〜森林環境税に関する「地域座談会」開催のお知らせ〜
高知県では、県民を挙げて森林環境の保全に取り組むことを目的に、平成15年度に全国で初めて森林環境税
を導入し、森林環境の保全をはじめ、県民参加による森づくり活動や、森林環境教育、シカ被害対策、公益的
空間での木材利用などに活用しています。
同税は、平成29年度末をもって第三期目の課税期間が終了するため、県では、この森林環境税の今後のあり
方について、県民の皆様方と一緒にその使途を考える「地域座談会」を下記の日程により開催します。
「地域座談会」では地域でご活躍されている県民の方々による意見交換や参加者全員でワークショップを行
います。

【日

程】

９月17日（土）午後１時30分〜午後４時

【場

所】

いの町

【内

容】

○第一部

森林環境税のこれまでの取り組み紹介

○第二部

地域でご活躍されている県民の方々との意見交換

○第三部

参加者全員によるワークショップ

いのホール

【申込方法】 件名に「座談会参加希望」とお書きいただき

①代表者の氏名

②参加人数

③参加希望会場

④電話番号を明記の上、
ファックスまたはメールでお申し込みください。
◆お申し込み・お問い合わせ先
高知県林業振興・環境部
ＴＥＬ

０８８（８２１）４５８６

ＦＡＸ

０８８（８２３）５６１５

E-mail

sinrin＠nanpo-sa.co.jp

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
などの相談事は︑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

︶３４００

26

こすもす︵教育委員会︶

昼間℡︵

・児童家庭支援センター

︶０２０３

20

ひだまり︵佐川町︶

夜間℡︵

その他関係機関

︶６７９１

︶３８９０

866

・中央児童相談所

℡０８８︵

℡０８８︵

866

・高知県教育センター

007

・子どもの人権１１０番

︶２９２２

℡０１２０︵ ︶１１０

℡０８８︵

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

・高知県心の教育センター

833

﹁全国一斉！法務局休日

10

相談所﹂
の開設について

10

高知地方法務局では１日無
料相談所を開設します︒
なお︑当日の相談について
は︑あらかじめの予約が必要
となりますので︑相談を希望
される方は︑高知地方法務局
に連絡の上︑事前の予約をお
願いします︒

号

10

木の文化担当

︻日時︼
月２日︵日︶
午前 時〜午後３時まで
︻相談内容︼
相続や会社などの登記に関
す る 登 記 相 談︑土 地 の 境 界
に関する相談︑戸籍・国籍・
供託・人権擁護に関する相
談︑公正証書に関する相談
︻相談員︼
公証人︑司法書士︑土地家
屋調査士︑人権擁護委員︑
法務局職員
︻開設場所︼
高知地方法務局本部

高知市栄田町２丁目２番

高知よさこい咲都合同庁舎

◆ご予約・お問い合わせ先
高知地方法務局総務課
︵担当 岡林︶
︶３３３１

℡０８８︵
822

林業環境政策課

｜広報おち｜9月号｜12｜

◀ 募 集・案 内 ▶
高吾北広域町村事務組合

職

員

職種・人数

行政職：若干名
消防職：２名
医療職（日勤）：若干名
介護職：５名程度

待

組合条例による

遇

募

集

受験資格

下記の要件をすべて満たす方
１ 応募時に関係町（佐川町、越知町、仁淀川町）に住民登録している方または
採用後に住民登録する方
２ 行政職 昭和 56 年４月２日以降に生まれた方
消防職 平成元年４月２日以降に生まれた方
医療職 昭和 51 年４月２日以降に生まれた方
介護職 昭和 56 年４月２日以降に生まれた方
３ 医療職については、看護師・准看護師いずれかの免許取得者
（平成 29 年３月 31 日までに取得見込者を含む）

受付期間

９月１日（木） 〜

１次試験日時

消防職：10 月 ２日（日）午前９時
行政職、医療職、介護職：10 月 16 日（日）午前９時

その他

詳しくは、組合事務局または役場で試験実施要領と受験申込書を受け取り確認し
てください。

９月 16 日（金）

◆お申し込み・お問い合わせ先
高吾北広域町村事務組合 事務局
〒781−1301 高知県高岡郡越知町越知甲2129番地７
℡ ０８８９（２６）２１２１ （サンプラザ越知店道路向かい）

︻電話番号︼

全 国 一 斉﹁ 高 齢 者 ・ 障 害 者 の
人 権 あ ん し ん 相 談 ﹂強 化 週 間

高知地方法務局と高知県人

︶110

003

ゼロゼロみんなのひゃくとおばん

︵全国共通ナビダイヤル︶

℡0570︵

者による虐待︑障害を理由と

電話は︑おかけになった場

権擁護委員連合会では︑介護

する差別など高齢者・障害者

所の最寄りの法務局につなが

｜13｜広報おち｜9月号｜

をめぐる人権問題の解決を図

15

ります︒

5

るため︑次のとおり電話相談

時

分以降の時間および土曜日・

ただし︑平日の午後

間中は︑土曜日・日曜日もご

日曜日の全時間は本局︵人権

の強化週間を実施します︒期

相談をお受けします︒また︑

︻取扱内容︼

介護者からの肉体的・心理

的虐待あるいは家族などによ

る経済的虐待︑就業差別︑障

害を理由とする差別︑暮らし

の悩み事など高齢者・障害者

をめぐる人権問題

︻その他︼

相談は無料︑秘密は厳守し

ます︒

◆お問い合わせ先

擁護課︶につながります︒

11

平日は時間を延長し︑午後７

日︵日︶

時までご相談をお受けします︒

︻実施期間︼

９月

分〜午後７時

30

９月５日︵月︶〜

︻時間︼

午前８時

時〜午後５時

ただし︑土曜日・日曜日は

午前

︻開設場所︼

高知地方法務局

人権擁護課または各支局
︶３５０３

高知地方法務局人権擁護課

℡０８８︵
822

10

越 知 中 学 校 の 夏 休 み 〜 輝 く 夏 の 思 い 出 〜
１ PTA文殊様売店の取り組み
越知中学校PTAと越知中学校PTA-OB会、開かれた学校づくり推進委員
会の協力のもと、７月23日に恒例のPTA文殊様売店活動が行われました。
「子どもたちに楽しい夏休みの思い出を作ってあげたい」というPTAや
学校関係者の思いで例年通り行われました。町民の皆さんのご協力に感謝します。

２ 高知県中学校総合体育大会結果
７月22日〜24日の期間、中学校総合体育大会が開催されました。結果は下記の通りです。
１回戦 〇越知中２−０土佐町中
３回戦
越知中０−２西部中〇

バレーボール部
団体戦
女子個人

柔 道 部

２回戦 〇越知中２−０中村西中
※ベスト８

１回戦 越知０−30中村中〇

１年生貞廣そら３位 １回戦 〇貞廣
（上四方固）
−岡村
（須崎中） 準決勝 貞廣−
（優勢）
溝
渕
（中村中）
〇
順位決定戦 貞廣−
（優勢）
福井
（高岡中）
〇
貞廣さん四国大会出場
２年生片岡なずな３位
準決勝 片岡−
（横四方固）
廣内
（夜須中）
〇
順位決定戦 片岡−
（横四方固）
大野
（高岡中）
〇
片岡さん四国大会出場

野 球 部

１回戦 越知中０−１鳶が池中〇

水 泳 部

田中亜海

女子400m自由形 第２位 ４分54秒92

西森万玲

女子50m 自由形 第３位 29秒24

小松来瑠

女子200m 個人メドレー第３位 ２分51秒85

山﨑累幾

個人 形 １回戦 越知中−野市中〇

個人 組手 ２回戦 越知中−城東中〇

山﨑諒久

個人 形 １回戦 越知中−城東中〇

個人 組手 １回戦 越知中−城西中〇

空手道部

剣 道 部

男子団体戦 １回戦 越知中０−５土佐塾中〇
田中さん四国大会出場

３ 四国大会結果
柔道部（会場：徳島市）
１回戦 中１貞廣そら−愛媛県代表城北中○
中２片岡なずな−香川県代表丸亀西中○
水泳部（会場：高松市）
田中亜海 女子400m自由形 第８位 ５分６秒06

４

吹奏楽部 高知県吹奏楽コンクールB部門参加（８月１日）県民文化ホール
結果＝金賞受賞 惜しくも四国大会出場は逃しましたが、難易度の高い演奏曲に挑戦し、頑張った成
果が表れた演奏でした。応援の保護者の皆様や教職員は吹奏楽部の頑張りをたたえていました。

５

ボランティアに取り組む越知中学校

仁淀川であそぼう
①仁淀川であそぼう大会ボランティア参加
ボランティア
②横畠キャンドルナイト 吹奏楽部参加
生徒会執行部手紙の朗読
７月30日、宮の前公園の仁淀川河畔で「仁淀川で
あそぼう大会」が開かれました。中学生４人が児童
の見守り活動に参加しました。８月６日には、横畠
キャンドルナイトに吹奏楽部が参加し、演奏を行い
ました。また、昨年度に引き続き地域在住の方々の
お孫さんからの手紙を生徒会執行部が朗読させてい
ただき、心温まる時を持つことができました。
③８月桐見川七夕祭りの準備にボランティア参加（生徒会執行部）

❶

6

中3グアム語学研修が下記の日程で開催されます。
本年度はグアム大学での研修と交流活動が予定されています。
中３

グアム語学研修８月26日（出発）〜29日（帰校）

吹奏楽部の演奏

❷ 横畠キャンドルナイト

手紙の朗読

生徒会長の司会

〇越知中学校の生徒は、上記の活動以外に、夏休み3年生職場体験学習・体育祭の取り組み・進路補習・
加力補習・サマースクール・部活動と多岐にわたり意欲的に取り組んでいます。
☆９月の主な行事
９月体験入学

９月１日（木）始業式・１〜３年実力試験

10日（土）越知中学校体育祭

23日（金）須崎高校・丸の内高校
26日（月）小津高校
28日（水）須崎工業
29日（木）東高校
30日（金）西高校・高知商業高校・高知工業高等専門学校

【お詫びと訂正】 7月号の「中学校コミュニティ・スクールだより」の内容で、名前の誤記がありま
した。関係する皆様に大変ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げるとともに訂正いたし
ます。
教育実習 本校卒業生
（正）箭野 安美さん
（誤）箭野 亜美さん

｜広報おち｜9月号｜14｜

重点
目標

①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
（特に、反射材用品などの着用の推進および自転車前照灯の点灯の徹底）
②後部座席を含めた全てのシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶

ドライバーの皆さん！

子どものいる家族の皆さん！

子どもと高齢者には、特に思いやりのある運転を！！
体調にも気を付けて無理な運転はしないで！

高齢者の皆さん！
無理な横断はやめて！
道路では必ず左右の確認を！
目立つ服装の着用や、反射材・ライトの利用を！

道路での飛び出しなどには注意を！

交通社会では思いやり
（徐行する・道をゆずる）を
大切にしましょう！

この 運 動 は、県 民 一人一人 が 交 通 安 全 に 対 する意 識 を高め、交 通 ル ールを 守り、
交 通マナー の 向 上に努めるとともに、安 全 で 安 心 な人 にやさしい 交 通 環 境 の 改 善 に
向 けた 取り組 みを 推 進することにより、交 通 事 故を 防 止することを目 的とします。

「不要品を買い取ります」という電話にご注意を！
こんなトラブルが起きています！！
①悪質な勧誘
突然の訪問による強引な買い取りの勧誘。
「着物を売ってくれ」と電話がかかってきたが
実際は「指輪を売ってくれ」
というものだった。
断ってもしつこい。

②契約内容や事業者の連絡先が分からない
売った物を返してほしいが、連絡先が分からない。
何を買い取られたのか記憶が曖昧になってしまい、
事業者と交渉しにくい。

③一度引き渡すと、原状回復は難しい
返してもらおうと思ったら、もう
（ネックレス、指輪は）溶かし
たと言われた。

④クーリング・オフができなかった
契約後、すぐにクーリング・オフを申し入れたが「買い
取りの場合はクーリング・オフできない」
「キャンセル
料が掛かる」
と言われた。

解決するには…訪問購入にはルールがあります！
①不招請勧誘の禁止
訪問勧誘について、飛び込み勧誘は禁止されています。消費者から査定の依頼があっても、査定を超えた勧誘
をしてはいけません。
また、
しつこい勧誘や買い取る物品の明示をしないで勧誘することも禁止されています。
②書面の交付義務
事業者の連絡先および物品の種類や特
徴、購入価格、引き渡しの拒絶やクーリン
グ・オフ制度について記載された書面を交
付しなければなりません。

③引き渡しの拒絶
クーリング・オフ期間中
（書面交付から８日以内）
は物品の引き渡しを拒
むことができます。
また、事業者は迷惑を覚えさせるような方法で引き渡しをさせることも
禁止されています。

④クーリング・オフ
クーリング・オフ制度により、書面を受け取ってから８日間は無条件で契約の解除が可能です。
また、
クー
リング・オフ期間中に事業者が物品を第三者に引き渡す場合、
もともとの売主である消費者に通知しなく
てはなりません。
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その他の新刊
＊
﹁植物好きの庭づくり﹂
＊西岡文彦・著
﹁名画の暗号﹂
＊羽生善治
﹁手筋の教科書﹂
＊
﹁看取られる技術﹂
＊
﹁つよい体をつくる離乳食
と子どもごはん﹂
＊
﹁ セルフエステ美顔美肌大全﹂
＊
﹁親の入 院・介 護です ぐ
お金のこと﹂

やること・考 えること・
＊
﹁ インテリア本 日曜日の風景﹂

充実しました

その他の新刊

＊ ﹁ぼくのおじいちゃん﹂
＊ ﹁ぼくのにいちゃんすごい
やろ！﹂
＊ ﹁あそぼう！むしのもり﹂
＊ ﹁つなみとゴンとコン﹂

動物と話せる少女リリアーネ

伝記を読もう﹁やなせたかし﹂

＊
﹁物語の花束﹂
＊ ﹁ポケモン空想科学読本
１・２﹂
＊

充実しました

おくやみ

月届け出分

小田

重子

文雄

名

１区

高橋

隆宜

所 氏

１区

小田

永哲

住

３区

車

区

中大平 古味龍太郎

細川

揖造

一豊

谷ノ内

宮地下 小田

︵敬称略︶

※住民課に死亡届のあった方を掲載しています。

（7月31日現在）

＊ 九月一日は防災の日

11

・こわい話 ・しゃれた話

転出

＊ 英語が好きになる！
英語と日本語両方で読
める名作選
﹁ド ラ え も ん セ レ ク
ション﹂

2）

﹁ 最新版防災用品カタログ﹂

2,9０9（

・感動する話・ファンタジー

世帯数

・爆笑する話・恋の話

12

ら命を守れ﹂

転入

﹁南 海トラフ巨 大 地 震か

2）

＊ 大切なこと♥

3,202（

町民の動き

女

＊ 基礎・入門編

7

﹁身近な危険﹂﹁友だち関係﹂

死亡

﹁時間の使い方﹂﹁整理整頓﹂

△4 ）

﹁かんたんパソコン﹂

2,767（

絵本 絵本

﹁ネットのルール﹂
＊ 興味深々！
﹁戦慄！超常現象の謎﹂
﹁１日 分でち ず をおぼ
える絵本﹂
﹁チリメンモンスターのひ
みつ﹂
﹁美しい顕微鏡写真﹂
﹁声優バイブル﹂

男

「ドラえもん ふしぎのサイエンス 歴史編」

小学館
現代のロボット顔負けのからくりや
エコシティーだった江戸の暮らし。
江戸時代の科学をテーマにした１冊

「ぼくだってトカゲ」
内田麟太郎：文 市居みか：絵
トンビにおそわれそうになったとかげは
しっぽをぷっつんと切って逃げ出した !!
残されたしっぽは・・・

絵本 絵本

◆ 休館のお知らせ
９月 日︵木曜日︶
特 別 整 理 日のため休 館
です︒

4

﹁ たった2日でわかるネットワーク﹂
﹁アイフォン・アプリのつくり方﹂
﹁ Googleトリセツブック﹂

＊ 得しちゃいましょ♥
﹁マンガでわかる！投資信託﹂
家事えもんでおなじみ﹁得する家事﹂

﹁小さい農業で稼ぐコツ﹂

☆飾ってパーティー☆
パーティー﹂

﹁ラップルさんのアイデア・
﹁カルパッチョ！﹂
﹁デコパージュBOOK﹂

出生

「終わった人」
内館牧子：著
「バイリンガル版 SHERLOCK ピンク色の研究」
スティーブン・モファット

7

△2 ）

定年を迎え、取り立てて特技のない主
人公
生きがいを求め、
居場所を探して
戸惑い、
あがく男に再生はあるのか・
・
世界的大人気ドラマの原作に限りなく
近い英語で
スリリングかつスピーディーな展開
英語と日本語のバイリンガルコミック

１０

5,969（

口

人

10

29

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

♡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｜9月号｜16｜

日

曜日

1

木

種

目

場

所

集合時間など

なかよしひろば「楽しく遊ぼう
！」

越知保育園

人権無料相談

保健福祉センタ−

10：00〜15：00

ミニデイ
（鎌井田）

鎌井田老人里の家

10：00〜
個別に時間指定

人

ことができました︒
また︑今回初めて行った中
土佐町矢井賀や大野見北地区︑
いの町柳野などの地域リー
ダーを交えたトークライブに
は︑それぞれの地域から団体
で参加していただき︑内容の
濃い地域間交流となりました︒
こうした出会いを大切にし︑
今後の地域づくりに生かして
いきたいと思います︒
︵虹色の里横畠一同︶

月

9

横畠キャンドルナイトに

８月６日に行った﹁第 回
横畠キャンドルナイト﹂では︑
奇抜なデザインのキャンドル
を設置したり︑越知中学校吹
奏楽部の演奏などを行いまし
た︒地元の皆さんはじめ︑町
内外の事業所様やボランティ
アの皆さんのご支援をいただ
いたおかげで︑さまざまな催
しを行うことができ︑主催者
一同心からお礼申し上げます︒
横畠キャンドルナイトは︑
伝統行事の法界様を
伝承し︑高齢化と人
口減少が進む地域に
町内外から人を招き︑
交流することで地域
を元気にしようとい
う目的に清水地区で
始めました︒
たくさんのお客さ
んに来ていただける
ように︑前回から会
場を旧横畠小学校に
移しました︒今年は
天候にも恵まれ︑県
内外からの家族連れ
も多くこれまでで最
高の人出となりまし
た︒中には茨城県な
どから来られた若い
人もいて︑さまざま
な交流や成果を得る
14

600

備 考

9：30〜12：00 11ページ参照

2

金

4

日

女性特有のがん検診

保健福祉センター

8

木

なかよしひろば「一緒に作ろう
！」

越知保育園

9：30〜12：00 11ページ参照

健康相談

宮ヶ奈路集会所

9：00〜

9

金
ミニデイ
（佐之国）

佐之国集会所

10：00〜13：00 社会福祉協議会
10：00〜12：00 11ページ参照

JAコスモス

13

火

離乳食・幼児食講習会

保健福祉センター

14

水

健康相談

遊行寺集会所

9：30〜

15

木

越知幼稚園「誕生会を楽しもう
！」

越知幼稚園

9：30〜11：30 11ページ参照

なかよしひろば「誕生会を楽しもう
！」

越知保育園

9：30〜12：00 11ページ参照

健康相談

黒瀬集会所

10：00〜

ミニデイ
（谷ノ内）

ふれあい荘

10：00〜13：00 社会福祉協議会
10：00〜

16

金

JAコスモス

17

（大平）
土 ミニデイ

大平集会所

20

火 あいさつ運動

役場前

7：40〜 8：15

28

２歳児健診
水 １歳６カ月児・

保健福祉センター

8：45〜

29

木

越知保育園

9：30〜12：00 11ページ参照

なかよしひろば「楽しく遊ぼう
！」
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11ページ参照

カヌーや川舟︑ハヤ釣りに挑
戦しました︒慣れない体験に
戸惑いながらも︑徐々にそれ
ぞれの遊びの中から楽しみを
見つけていく子どもたちの元
気な歓声が仁淀川いっぱいに
響き渡りました︒
昼食は︑食生活改善推進員
が作ってくれたカレーライス
と︑自分たちで捕まえたばか
りの魚をから揚げにして食べ
ました︒また︑越知町消防団
からは食後のアイスクリーム
の差し入れもいただき︑仁淀
川の自然の中で食べるごちそ
うに子どもたちは大満足の様
子でした︒
皆さんのご協力により 参加
した小学 生の笑顔が絶 えない
楽しい大 会を開 催することが
できました︒このイベントに協
力していただいた皆さん︑本当
にありがとうございました︒

歳の成人式が
行われました
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30

８ 月 日︑町民会館で越知
町では初めての 歳の成人式
が行われました︒
今年度 歳を迎える約 人
が集まり︑町長らに見守られ
ながら︑和やかに式典が執り
行われました︒
第１部では︑ 年前から今︑
そして 年後︑町がどう移り
変わっていっているのかを実
行委員がスライドで説明し︑
人口減少などの課題について
学びました︒
第２部では︑﹁越知町のこ
れからを考える﹂ワーク
ショップを行い︑町内に住ん
でいる人︑町外・県外に住ん
でいる人︑それぞれの意見を
出し合い︑関心を深めていま
した︒同い年ということもあ
り︑話し合いも真剣なだけで
はなく︑リラックスして意見
を出しやすい雰囲気があり︑
いろいろな案が出ていました︒
初めての試みであった 歳
の成人式ですが︑これからを
担っていく大事な世代が町の
ことを考える良いきっかけと
なりました︒
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30

川遊びを満喫！

46

30

30

﹁第 回仁淀川で
遊ぼう大会﹂
夏恒例の﹁仁淀川で遊ぼう
大会﹂が︑７月 日に宮の前
公園で行われました︒

このイベントは︑地域の小
学生がさまざまな川遊び体験
を通じて︑仁淀川の環境を楽
しみながら学ぶとともに自分
たちの住む地域に対する愛を
育んでもらいたいとの思いか
ら︑地域教育推進協議会が中
心となって毎年夏に行ってい
るものです︒ 回目の開催と
なる今年は小学生 人が参加
し︑地域の方々と一緒になっ
て仁淀川の自然を楽しみまし
た︒
天候に恵まれた中︑低学年
児童は手作りの竹水鉄砲やゴ
リ釣りに︒また高学年児童は
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