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９月21日から30日まで行われた秋の全国交通安全運動で、よコジローも
ドライバーに安全運転を呼び掛けました（９月21日：片岡ドライブイン前）

観光協会からのお知らせ

第34回「コスモスまつり」
10月1日（土）〜
10月16日（日）
越知町イメージキャラクター

越知中学校３年生

グアム島に英語の研修に
行ってきました！
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取ることができました︒買い
物体験では︑まずドルの使い
方が難しかったです︒特にコ
インは数字がなく見分けるこ
とが難しく︑お金を出す時店
員さんに全て見せて取っても
らうことも何回かありました︒
そのことによりだんだんとド
ルに慣れたり︑コミュニケー
ションを取ることもできまし
た︒そして何かをしてもらっ
﹂という
た時は﹁ thank you
こともだんだんとできるよう
になりました︒
他にもホテルのフロントの
方への挨拶︑レストランに
入ったときの挨拶など︑始め
の方は自分で積極的にできず︑
できても小さな声だった挨拶
はだんだんと積極的にできる

27

ようになったり︑大きな声で
相手の目を見て︑笑顔ででき
るようになりました︒決して
簡単なことばかりではありま

８ 月 日 〜 日 ︑ 越 知 中 学 校３ 年 生 人 が ︑ グ ア ム 島 で の 語 学 研 修 に 参 加 し
ました︒この事業は︑﹁国際感覚を養うとともに︑日本人としてのアイデン
ティティを持った︑グローバルな人材づくり﹂を目的として︑平成 年度から
越知中学生を対象に始まった事業です︒
３ 泊４ 日 の 日 程 で す が ︑１ 日 目 と４ 日 目 は 夜 中 に 移 動 す る と い う ︑ ハ ー ド ス
ケジュールでした︒研修の主な内容はグアム大学を訪問し︑大学生との英語に
よ る 会 話 実 習 で し た ︒ 生 徒 た ち は４ 班 に 分 か れ 各 班 に 大 学 生 一 人 が 付 き ︑ キ ャ
ンパスツアーやマシュマロチャレンジという共同作業を行いました︒そのほか︑
大型ショッピングモールでの自由時間では︑買い物や食事を注文するなど︑英
語でのコミュニケーションが問われる機会が多くありました︒また︑太平洋戦
争博物館では︑淡路島より少し小さいグアム島が︑かつて激戦地であったこと
を物語る数々の資料を見ることができました︒
生 徒 た ち は３ 日 間 の 事 前 研 修 を 受 け 日 常 英 会 話 を 学 び ︑ 研 修 を 心 待 ち に し て
いました︒この研修を通じてどのようなことを思い︑感じたのでしょうか︒感
想文をご紹介します︒
29

金堂 咲良
私はこの４日間の研修を通
して︑英語で積極的に話すこ
とができるようになったり︑
英語でのコミュニケーション
力が上がったように思います︒
１ 日目の入国審査ではほと
んど日本語を話してくれたの
で︑英語を使うことはなく安
心しました︒
２日目・３日目は英語で話
し掛けられたりしてたくさん
の英語を使いました︒
まず︑グアム大学との交流
では︑キャンパスツアーの説
明がすべて英語で︑言ってい
ることを理解することにとて
も苦労しました︒分からない
ことは英語で質問するなど︑
英語でコミュニケーションを

26
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せんでしたが︑英語の授業で
は体験できないようなことも
でき︑良い経験をすることが
できました︒
若狭信之介
初めての入国審査は不安
だったけど︑日本語で聞かれ
たのですこし安心しました︒
でも一応英語で答えました︒
２ 日目の大学のキャンパス
ツアーでは︑ナチュラルな英
語を聞くことができたので良
かったです︒僕は将来英語関
係の仕事に就きたいと思って
いるので︑英語を聞き取ろう
と頑張ってみたけど︑なかな
か聞き取れなかったので︑
もっと英語の勉強をしたいと
思いました︒また︑自分から
大学の方に話し掛けることが
できなかったので︑もっと積
極的に話し掛ければ良かった
なと思いました︒夕方ビーチ
に行くととてもきれいで印象
的でした︒

片岡 佐代
私にとって初めての海外旅
行がこの研修でした︒飛行機
だけの移動がほとんどで︑
フェリーに乗ったことがなく︑
海上での揺れがとても新鮮で
した︒行きの飛行機ではお尻
が浮くほどの揺れがあり︑少
し怖かったです︒行きの移動
だけでも楽しんでいたのです
が︑グアムに着き入国審査を
受ける時︑緊張で胃が痛く

できたけど︑自分から質問を
３ 日目では恋人岬からの景
することができなかったので︑
色がとても良かったです︒
残念でした︒日本のゲームを
ショッピングでは店員の方々
一緒にやったりして︑交流が
とコミュニケーションをとっ
できたので︑楽しかったです︒
て︑自分の欲しいものを買う
観光地もたくさん行きまし
ことができたし︑２日目の反
た︒ホテル近くのビーチがキ
省を生かすことができたので
レイで感動しました︒砂も白
良かったです︒
くてあんなにキレイな海は初
４ 日目︑台風の影響が心配
めて見ました︒ショッピング
だったけど無事に帰ってくる
ではグアムのお店は︑デザイ
ことができて良かったです︒
４日間すごく楽しかったです︒ ンがとてもユニークなので︑
とてもかわいくて自分用にも
お土産用にもたくさん買いま
した︒Ｋマートでは主に後輩
にお菓子をたくさん買ったの
ですが︑とても喜んでくれて
良かったです︒
英語もたくさん使えて︑思
い出もたくさんできたこの４
日間はとても楽しかったです︒
これからの英語の勉強も頑
張っていきたいなと思いまし
た︒そして英語をたくさん話
せるようになって︑またグア
ムに行きたいです︒
織田 彩嘉
グアム大学では︑たくさん
の大学生たちとお話をするこ
とができて︑とても楽しかっ
たです︒私たちのグループに
ついてくれたカイルさんは︑
なんとドラムが叩けるそうで
私と同じだったので︑とても
テンションが上がりました︒
カイルさんはオール英語だっ
たので︑聞き取って答えるの
が大変だったけど︑聞かれた
ことが分かったり︑単語を組
み合わせて作った英文が伝
わった時はすごくうれしかっ
たです︒英語が完璧になれる
ように頑張りたいなと思いま
した︒
マシュマロチャレンジでは︑
班のみんなで協力することが
できたけど︑最終的に立たな
くて最下位になってしまいま
した︒でもとても楽しかった
です︒最後にカイルさんと班
のみんなでお話しをしました︒
自分の考えなどを言うことは

なっていたのですが︑やって
みるとすべて日本語で︑肩透
かしを食らった気分でした︒
２ 日目は︑実は一番楽しみ
にしていたグアム大学でした︒
最初の初歩的な会話はできま
したが︑少し難しくなると会
話ができなくなり︑勉強不足
を痛感しました︒ですが︑最
後にした英語しりとりはとて
も面白かったです︒
３ 日目はたくさんお土産が
買えてよかったです︒周りが
すべて外国人で﹁あぁ︑ここ
は外国なんだぁ﹂としみじみ
思いました︒
４ 日目はほぼ寝ていて記憶
がありませんが︑日本に着く
とホッとしました︒
この４日間で︑今までに体
験したことがほぼないことが
たくさんの︑目まぐるしい
日々でしたが︑自分の価値観
のような︑そういったところ
が少し広がった気はします︒
とても良い勉強になりました︒

門田 伊織
語学研修ということで︑ど
れだけ自分の英語力があるか
不安でした︒やっぱり授業で
英語を聞くのと︑現地で英語
を聞くのとでは違って︑何を
言っているのか分からない時
もありました︒だから︑海外
に行く時は︑リスニングを鍛
えて行きたいです︒頑張って
身振り手振りを交えて︑知っ
ている単語を出していたら︑

どうにか通じることが分かり
ました︒
空港の出入国では︑もっと
英語を使うのかと思ったら人
が多かったせいか︑あまり使
わず拍子抜けでした︒３日目
は観光でいろんな所を巡りま
した︒友達と写真が撮れてよ
かったです︒
お金を払う時は︑硬貨の見
分け方がつきにくく︑面倒く
さかったです︒特にお土産を
買う時は︑硬貨を出さなけれ
ばならなく︑手間取ってしま
いました︒でも︑現地では
ゆっくりしていて︑﹁日本で
は速くやるのに︑そこは違う
な﹂と思いました︒最後に食
べ物は決してまずいわけじゃ
ないけど︑おいしくなかった
です︒日本食が恋しくなりま
した︒
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歳の成人式や道

14

路整備の状況などにつ

れ︑

9月9〜 日まで町
議会9月定例会が開か

町長からの報告
︵要旨︶

気の合う仲間と町の未来を考える（８月13日：町民会館）

つながるイベントとなった︒
彼らが 歳から 年間で確
実に成長し︑未来の越知を担
う世代になりうる可能性を実
感した︒

10

進捗率アップを要望
国道 号・越知道路2工区
は︑洞門の坑口工事と現道の
法面工事を行っている︒開通
年度が未定なので引き続き要
望していく︒
県道伊野仁淀線の黒瀬工区︑
下山越知線の女川地区︑柳瀬
越知線の女川〜柴尾間などを
進めているが︑これらは生活
道や災害時の避難道︑仁淀川
を生かした観光などに重要な
路線であり︑予算措置と進捗
率アップを要望している︒

国道・県道の整備

下ノ谷堂林線の復旧に全力
四国地方は台風の直撃はな
く︑大きな被害もないが︑異
常気象が叫ばれる中︑今後十
二分に警戒する必要がある︒
町道下ノ谷堂林線の山手崩
壊は地域住民の生活に大きな
支障をきたしており︑国・県︑
四国電力等の支援・協力を得
ながら︑復旧に向けて全力で
対応している︒

災害への対応

20

33

30

いて行政報告を行いま
した︒

越知を担う可能性を実感
歳の成人式は︑初めての
試みだったが︑実行委員に町
外出身者で同学年の地域おこ
し協力隊員2人が参加し︑単
なる同窓会的な集まりでなく︑
町の 年前と今を学び︑未来
について話し合った︒
また︑地域おこし協力隊員
から町の印象を含めた活動報
告を聞き︑5年後の自分への
メッセージをタイムカプセル
に収めるなど︑新鮮で今後に
30

30

9月
定例会

30歳の成人式を初開催

農 業

8月の日照り影響大
生姜は︑7月まで順調だっ
たが︑8月の日照りで生育が
遅れ︑9月の雨で根茎腐敗病
が発生している︒
ピーマンは︑7月末までの
出荷額は良かったが︑日照り
の影響で下降状況である︒
今後︑他の作物も含め必要
な対応を図っていく︒
新規就農者5人は順調に実
績を積んでおり︑就労実績は
良好と県へ報告した︒
柴尾地区の集落営農組織は︑
貯蔵庫と倉庫などが整備でき
るので︑今後の運営と人員増
に期待している︒

発育状況が心配される生姜
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京都大学オーケストラが
500人余りの観客を魅了した
（8月25日：越知中体育館）

京都大学交響楽団の越知公演が実現

越知中吹奏楽部と越知出身高校生も共演

文化力向上につながる
京都大学交響楽団・越知公
演が地域おこし協力隊員の縁
と行動力によって実現した︒
越知中吹奏楽部と野老山出
身の高校生も共演できたこと
は非常に貴重な体験となり︑
音楽を通じた交流で︑本町の
文化力向上にもつながると考
えている︒

11

ラフティングで仁淀ブルーを体感

その他

第 回コスモスまつり
月1日から 日まで開催
される︒
仁淀川の知名度アップで︑
河畔の宮の前公園・コスモス
も注目度が上がっており︑天
候次第だが︑大勢の来客を期
待している︒
16

来園者で賑わう宮の前公園

731

仁淀川への来客数
8月末実績は︑カヌー 人︑
ラフティング 人︑黒瀬キャ
ンプ・バンガロー 人となっ
ている︒
昨年に比べ︑カヌー・ラフ
ティングで約 人の減だが︑
昨年はプレミアム旅行券によ
る利用者が多かったことが要
因の一つである︒
黒瀬は約 人の増となって
いる︒

579

歳6人を祝福
今年度 歳を迎える方が6
人で︑９月 日に3人の方に
内閣総理大臣表彰と記念品を
贈呈した︒
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975
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仁淀川

水質日本一に５回選ばれた
奇跡の清流仁淀川

10 34

夏のイベント多数開催
町内で数々の夏のイベント
が行われ︑﹁によどかあにば
る﹂は例年以上の人出があり︑
花火大会も評判が良かった︒
多種多彩な祭りの開催に尽
力された町民や各種団体に厚
く感謝する︒

100

5回目の全国水質日本一
仁淀川が5回目の国土交通
省による全国一級河川水質日
本一に選ばれた︒
過去 年間で5回以上の河
川は︑全国で 河川︑四国で
は仁淀川のみである︒
仁淀川の知名度は確実に上
がっており︑環境を守りつつ
仁淀川を活用していくことは︑
本町の観光産業をはじめ活性
化に重要である︒
10

京都大学交響楽団の演奏会が8月25日に越知中体育館で開催されました。
楽団OBで町地域おこし協力隊員である佐竹祐次郎さんの力添えで実現でき、
500席はほとんど満席となり、観客はオーケストラの演奏に聴きほれました。

生演奏が素晴らしい
町内外から幅広い世代の方
が会場に足を運んでいただき
﹁生演奏の迫力が本当に素晴
らしかった﹂と満面の笑顔が
たくさん見られました︒
﹁お酒と餅まきがないのに
こんなに人が集まったのはす
ごいことだ﹂と今までにない
客層の多さに称賛の声をいた
だき︑アンケートでも﹁忘れ
られない思い出になった﹂
﹁また呼んでほしい﹂といっ
た回答が多数寄せられました︒

これまで四国・中国地方を
演奏旅行で巡ってきた京大楽
団員たちからも﹁越知のお客
さんの反応はすごく温かっ
た﹂﹁今までの公演で一番楽
しかった﹂との声があり︑特
に印象に残る演奏会になった
ようです︒

越知中吹奏楽部も共演
共演した越知中吹奏楽部は︑
楽団員から個別の楽器指導も
あり︑演奏レベルの高さは指
揮者からもお褒めをいただき
ました︒
ピアノ演奏で共演した井上
柊摩さんは︑直前に調律のア
クシデントがありながらも︑
堂々とした素晴らしい演奏を
聴かせてくれました︒
昨年 月に演奏会の話が挙
がった時は﹁ 人もどこに泊
まるのか﹂﹁オーケストラの
演奏会に果たして人が集まる
のか﹂と前代未聞の企画にと
まどいもありましたが︑たく
さんの関係者のご協力により
計画を進め︑町内外でもポス
ターやチラシなどで宣伝して
いただき︑素晴らしい演奏会
が開催できました︒
10

120

開催担当 地域おこし協力隊から

自分が学生時代に打ち込んでい
た京大オケの演奏を越知の皆さん
に聴いてもらうことができてとて
も 感 慨 深いです︒
そ して 聴 きに 来
て く だ さった 方々に も︑
オケの団
員 に とって も 心 に 残 る 演 奏 会 と
なったようでなによりです︒
これ を 機 に ま た 新 しい 動 き が
生まれていけばいいなと思います︒
何もかも初めてのことで自分
た ちの 力 だ け で は 到 底 で き ない
ことでしたが︑
たく さんの 方に ご
協 力いただき 無 事 開 催 すること
ができました︒
あ り が と う ご ざい
ました！
︵佐竹祐次郎︶

演 奏 会のサポート役 として佐
竹さんと五月 中 旬からさまざま
な調整や宣伝︑
設営などを行って
きました︒
一から作り上げるのって本当に
大 変 で︑
当 日 も 不 安 で し た が︑
た
くさんの方にご協力いただき︑
無
事に演奏会を迎えられ︑
さらに大
勢のお客さんに来ていただき︑
喜
ん で も ら え て 感 動 で し た！本 当
にありがとうございます！
︵尾方美貴︶
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少年野球越知バッファロー
お礼と今年度成績
築後川旗第 回西日本学童
軟式野球大会出場のお礼
7月

日から福岡県久留米

市で行われた西日本大会への
参加にあたり︑皆さんには︑
たくさんのお心遣いをいただ

チームの参加

き︑誠にありがとうございま
した︒
本大会には
があり北は北海道︑南は沖縄

今大会を通じ︑子どもたち

チームとなる連合化の流れが

チームでも︑複数チームが一

のみならず︑児童の多い市内

はもとより︑保護者も大変貴

急速に進んでいます︒

ちを大切に臨みました︒

重な経験をさせていただいた

ローへの応援よろしくお願い

目指せ 上位入賞！

大桐分団

高知県中央地区消防操法大会

私たち越知バッファローは︑
ことに︑チーム一同心から感
月9日に︑いの町にある
今後もよりいっそう魅力ある
謝しております︒
高知県消防学校訓練場におい
チーム作りに努力し︑連合化
誠にありがとうございまし
て︑高知県中央地区消防操法
大会が行われます︒
の波に負けないように励んで
た︒
この大会には︑大桐分団が
いきたいと思います︒
﹁小型ポンプの部﹂に越知町
9月より新チームでの体制
第 代越知バッファロー
の代表として出場します︒
がスタートしました︒先輩た
現在︑出場選手をはじめと
成績︵平成 年度チーム︶
する大桐分団全員が︑この競
ちが残してくれた︑取り組む
技での入賞を目指し︑日々猛
姿勢と大切な思い出を胸に︑
第 代越知バッファロー6
訓練に励んでいますので︑町
今後も越知バッファロー心は
年生は︑8月末をもって全日
民の皆さんの温かいご声援を
ひとつ！で成長していきます︒ よろしくお願いします︒
程を終了しました︒
なお︑出場選手は次のとお
これからも︑越知バッファ
平成 年度の5年生時には︑
りです︒
◎指揮者
6年生が一人もおらず敗戦に

平成

位

片岡
齋藤
齋藤
舩本

齋藤 秋俊
︵副分団長︶
一郎︵団員︶
真 ︵団員︶
健郎︵団員︶
司 ︵団員︶

まで西日本大会とはいえ︑全

します︒
めず︑﹁夢叶うまで挑戦！元

越知バッファロー成績

3

1番員
2番員
3番員
補助員

涙する日々が続いていました

10

国規模の大会でした︒
る猛暑でしたが︑敢然と試合

気・遊気・強気！越知バッ

年度

に臨み︑初戦は先制を許す苦

ファロー全員野球︑心はひと

が︑今年度は最後まであきら

しい展開でしたが︑すぐさま

ベスト8

勝

ベスト8

優

︵県︶越知新人大会

した︒

佐川大会
これは子どもたちのひたむ

高知県予選

次戦も︑初日以上の暑さの
中︑弱音を吐くことなく戦い

きな努力と︑日ごろからの皆

マクドナルドトーナメント
ましたが︑惜しくも3対0で

位

位
伊野招待大会

3

勝

位
︵県︶葉山センダン杯

優

3

久礼大会
※︵県︶は高知県大会

位

3
深く感謝しております︒

一方で︑高知県の少年野球

3

︵県︶幡多大会
この大会に参加するにあた

敗れました︒
り︑たくさんの方のご協力が

人口の減少は深刻化し︑郡部

あり参加ができたこと︑日ご
ろから大好きな野球をできる

︵県︶低学年大会

さんの応援があってのことと

することができました︒

︵県︶室戸大会

度を超え

28

つ！﹂のチームテーマをもっ

福岡県は︑日中

27

て︑たくさんのメダルを手に

28

35

逆転しコールド勝ちを収めま

40

環境にあることに感謝の気持
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33

92

35

29

支え合って

年

525

ルの会場へ４組のご夫婦が出
席され︑結婚から 年の節目
をお祝いしました︒
これからも末永く︑お祝い
を重ねられますようお祈りい
たします︒

金婚式おめでとうございます

50

９月１日に︑高知新聞社・
ＲＫＣ 高知放送・高知新聞社
会福祉事業団の主催による
﹁第 回金婚夫婦祝福式典﹂
が県内６会場で開催され︑
組の夫婦が出席し︑越知町か
らは︑土佐市のグランディー
59

50

左から、山本忠昭さん・教さん夫妻
西森正幸さん・房枝さん夫妻
麻田浩男さん・敏子さん夫妻
吉村孝夫さん・多津子さん夫妻

こんにちは︒今年の5月か
ら地域おこし協力隊として越
知町に来た大石晃裕です︒
夏が過ぎ︑越知の季節感の
濃さがとてもうれしいです！
関東ではこの時期︑トンボは
飛ばず︑虫は鳴かず︑スー
パーに並ぶ野菜からも季節感
はさほど感じられませんでし
た︒しかし越知に来て︑トン
ボは飛ぶし︑虫は鳴くし︑栗
は落ちるし︑朝は寒いしで︑
秋を強く実感しています！
さて︑僕は﹁特産品開発﹂
というミッションのもと越知
にやって来ました︒特産品開
発には地域の魅力を把握する
ことが何よりも重要︑という
ことでこの半年間︑越知町に
ついて勉強することが︑僕の
活動の主軸でした︒
農家へ話を聴きに行ったり︑
農協の婦人会の道の駅めぐり
に参加させていただいたり︑

イベントの手伝いや越知町史
を読んだり︑岡林農園の商品
開発に参加など⁝本当に何を
しても発見の連続です︒
越知には陽気な人が多く︑
お祭りや集まりが大好きなこ
と︒イベントでは生ビールに
泡を作らず︑なみなみとつぐ
こと︒円滑なコミュニケー
ションを実現する返杯と︑そ
れに適した小さめおちょこ︑
キリッとしたお酒︒歌うこと
が大好きで皆だいたい歌が上
手︒昼間から夜遅くまでにぎ
わうカラオケスナック︒よそ
者の僕らに興味津々で話し掛
けてくれる気さくな人柄︒盆
踊りや七夕など歴史的なお祭
りが残っていること︒などな

ど︑発見したことを挙げれば
きりがありません︒
この半年で︑﹁ただこの作
物がたくさん取れるから商品
にしました﹂ではなく﹁越知
の人柄がちゃんと出てい
る！﹂という特産品を開発し
たいな！と︑活動の方向が定
まってきました︒
今は︑もう一人いる特産品
ミッション仲間と︑山椒を用
いた特産品の開発計画を立ち
上げ中です︒なにかのイベン
トで試食が出ると思いますの
で︑見掛けたらぜひご賞味く
ださい！
季節の変わり目です︑皆さ
ん体調には気を付けてくださ
いね！では！
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10

ためのアイディアなどを︑学
生ならではの新たな視点で発
表しました︒課題解決という
側面だけではなく︑学生が実
際に感じた越知町の魅力や︑
商店街の方から聞いた町の良
いところも踏まえた発表で︑
学生にとっては貴重な学びの
場となり︑町にとっても新た
な発見や今後の取り組みのヒ
ントになる良い機会となりま
した︒

商工会青年部だより

滝上をイメージした
スイーツが見事入賞！
【北海道滝上町】

都道府県の

高

園・酪農学園大学主催︶にお

50

点の中から入賞作品9

いて︑全国
校︑

23

月上旬に

10

道内期間限定で販売する予定

が決定しており︑

手コンビニチェーンで商品化

このスイーツは北海道内大

ました︒

がユニークで斬新と評価され

飾り芝ざくらに見立てたこと

トッピングにいちごジュレを

滝上産のハッカを使用し︑

れ︑牧草をイメージするため

芝ざくらをデザインに取り入

このスイーツは牧草と牛柄︑

われました︒

宮澤校長から賞状の伝達が行

受賞し︑このほど滝上高校で

上のモームース﹂が奨励賞を

トし︑手がけたスイーツ﹁滝

さん・鈴木真緒さんがサポー

大さんが代表となり渡邊悠斗

点が決まり︑滝上高校の内藤

336

となっています︒

左から鈴木真緒さん・内藤大さん
渡邊悠斗さん

奨励賞受賞の
﹁滝上のモームース﹂
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ピコロ通信

青年部として視野を広げ多
〜滝高生︑牛乳類を使ったお菓子レシピで奨励賞〜
くのものを吸収し︑青年部同
士の結束を強めるため︑９月
４ 日にアサヒビール園を視察
﹁2016年度高校生によ
訪問しました︒ビールの製造
工程や商品管理などを見学し︑ る牛乳類を使ったお菓子レシ
有意義な視察となりました︒
ピ募集﹂︵学校法人酪農学

さて︑ 月１日から一大イ
ベントの﹁コスモスまつり﹂
が始まります︒
早朝の草引きやイベント計
画など準備を進めてきました
が︑今年も町内外の皆さんに
喜んでいただける祭りになり
そうです︒
青年部も越知町の賑わいに
貢献できるよう頑張りますの
で︑皆さんのご来場をお待ち
しています︒
10

大学生が越知町商店街の活性化を考えました
高知県立大学1回生の学生
名が︑9月8日〜 日の3
日間︑﹁地域学実習Ⅰ﹂と題
して越知町の中心商店街を歩
いて回り︑その歴史や現状を
学び︑これからの商店街活性
化について考えました︒
初日︑横倉山の織田公園か
ら越知町を見渡し︑町の地理
や地形を把握するところから
スタートしました︒その後︑
実際に中心商店街に繰り出し︑
4つのグループに分かれて町
歩きをしたり︑いくつかの事
業者を訪問して話を聞いたり
して︑商店街の現状を知りま
した︒
2日目は︑商店街のほぼ真
ん中に位置する旧大川薬舗に
おいて︑おち町並みの会の横
川満久さんから︑中心商店街
の始まりから現在についての
歴史を説明していただきまし
た︒昔の商店街のジオラマや
写真︑引き札と呼ばれる昔の
広告物などを見せていただき︑
商店街の歴史︑変遷を学ぶこ
とができました︒
最終日には︑商店街の事業
者など関係者に向けて︑学ん
だ内容や実際に調査して感じ
たこと︑今後︑活性化を図る
13

越知町の皆さん、アンニョンハセヨ。コスモスの季節がやってきました♪
10月にはソウルで世界花火大会が行われ、会場付近の交通がまひするくらい大騒ぎになります。それ
もそのはず、韓国は日本のような夏の祭りや地域ごとに行われる花火大会が少ないため、ソウルで行わ
れる世界花火大会は１年に１回花火が見られるチャンスなのです。この大会は３〜４か国が参加するの
ですが、今年の大会には日本のチームも参加するようです。世界一とも言われる日本の花火に韓国の人
たちも感動することでしょう。

この花火大会が行われる所は「漢江（ハンガン）」というソウルの中心を東西に流れる川です。 韓国
のドラマで失恋したり、辛いことがあったりしたら必ず主人公が叫んでいる場所！それが漢江です（実
際に叫ぶ人はいませんのでご安心ください^^）。漢江はソウル市民にとって特別な意味がある川だと思
います。漢江に関する思い出はソウルに住んでいる人だったら一つくらいは持っているでしょう。東京
タワーが見える家に住むのが東京都民の成功の証しだとしたら、ソウル市民にとっては漢江が見られる
家が夢のようなものです。

漢江は現在30の橋が架かっています。夜になるとライトアップされ、走る車のライトも加わり美しい
ソウルの夜景を作り出しています。川沿いのあっちこっちには公園があり、季節ごとにいろんなイベン
トが開かれます。夏は熱帯夜を避け、漢江の河岸にシートを敷いて涼む市民たちでにぎわいます。最近
は橋の下での映画祭や夜市が行われ、漢江の楽しみ方がどんどん増えています。大都市の憩いの場とし
て愛され続けている漢江。秋の夜長は漢江での一杯が恋しくなります。越知町ではコスモスと秋空を満
喫しながらの一杯ですね！
８月に女川地区初めての夏祭りでフラダンスを踊ら
せていただきました。硬い体がばれないように笑顔で
ごまかそう作戦！で踊りましたが、緊張して体どころ
か表情までガチガチ。11月、越知文化祭の芸能発表で
韓国舞踊と併せて披露させていただけると思いますの
で、ぜひぜひ私の進化したフラダンスをお楽しみに！
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駒 田 監 督 を 迎 えての 新 生
ドッグス2016シーズンも
３位で全日程を終了しました︒
2009 年の日 本一以 来の7
年ぶりの優勝を目指し︑チー

人の町民の皆さんに

ら無 料のシャトルバスを運行
ツが身近にある生活﹂を満喫

話 を 楽 しんだり と︑﹁スポー

手と記念写真を撮ったり︑会

てくれました︒

ホームタウン越知町を満喫し

食 べて 交 流 を 深 め た り と ︑

中断期間の北米遠征でお世

日に越知町に滞在

になり ︑来シーズンに期 待 を

た部分も随所に見られるよう

りには︑これまでから成長し

した︒しかし︑今 季の戦いぶ

の先発岡部がホークス打線に

げ6得 点︒守っては後 期入団

3・5・8回にも 追 加 点 を 挙

打などで2点を先制すると︑

1回表にザック選手の三塁

し た ︒追 い 上 げ ム ー ド が 高

ヒットを放って3点 を返しま

シ ィ ナ ︑宮 下 が タ イ ム リ ー

裏 の チ ャ ン ス に ︑中 村 ︑ラ

5点を追加されますが︑6回

打線に捕まり4失点︒さらに

のの︑先 発 秋山が4回に徳 島

3回裏に2点を先制するも

子 たちは︑アナウンスやボー

たので︑参 加 していたち びっ

キャンプが開 催されていまし

前日から毎年恒例のサマー

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

し︑
ドッグスナイターを楽しんで
していただけ たのではないか
これからも町民の皆さんが

話 に なった ︑アメリ カニュー

☆野球交流

いただきました︒

気軽に試合を楽しめるように

と思います︒

同様のバスの運行を継続でき

から︑
ジャージー州の Rookies
小学生〜高校生の 人が︑8

たらと思います︒

月8日〜

期間中にはファイティング

しました︒

今年のホームタウン公式戦

ドッグスの練習に参 加して選

は︑8月

ゴソックスを迎えて開 催され

残 す ものだったと思います ︒

7安打を許すものの︑要所を

まったのですが︑試 合開 始 前

い祭りに参加したりと︑野球

月のフェニックスリー

押さえて完封勝利で2勝目を

ルボーイなど試合運営のお手

片手に大きな声で選手に温か

グッズに 身 を 包み︑ビールを

お 天 気 で し た が ︑ド ッ グ ス

時折小雨が降るあいにくの

らは大きな声援が送られてい

ずに追い上げる姿に観客席か

敗れはしましたが︑あきらめ

降 雨コールドとなり ました︒

的になり︑7回裏 終了時点で

遊びを楽しんだり︑練習 後の

また︑前日には仁淀川で川

した︒

ン公式戦を盛り上げてくれま

伝いにも 携 わり ︑ホームタウ

て練習に取り組んでいます︒

9月3日に高知球場で開催

い声 援をかけてくださいまし

☆応援シャトルバス

されたソフトバンクホークス

ました︒

選 手と流しそうめんを一緒に

た︒試合終了後も見送りの選

まだ

達成することはできませんで

グが 残っていま す が ︑チーム

からぱらついていた雨が本 格

ました︒

手と交流を深めたり︑よさこ

日に徳 島インディ

☆ホームタウン公式戦

24

挙げ︑6︱0の完勝でした︒

ム一丸 となって取 り 組んでき

13

はすでに来シーズンを見据え

ましたが︑残 念ながら目標を

28

17

との定期交流戦に︑越知町か
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情 報 広 場

地方債
7億1,705万円
（14.3％）

50億2,184万円
県支出金
3億2,519万円
（6.4％）

積立金
1億5,492万円
（3.2％）

人件費
8億6418万円
（17.9）
繰出金
5億8,667万円
（12.2％）

16

物件費
6億6,524万円
（13.8％）

投資的経費
（25.0％）

災害復旧費
7,311万円（1.5％）

（

）
内の数字は構成比

せん︒
歳出の内訳は︑性質別に見ると︑
人件費・扶助費・公債費の﹁義務的
経費﹂は 億3︐918万円で歳出
全 体 に 占 め る 割 合 は ・ 0％ と な っ
ています︒そのうち借金を返済する
公債費は5億5︐655万円で昨年
度より997万円増加しました︒
道路や公共施設の建設︑災害復旧
費などの経費﹁投資的経費﹂は 億
1 8 7 万 円 で 全 体 の ・ 0％ と な っ
ています︒そのうち普通建設事業費
はフォレストタウンおち建築事業等
の大型事業が終了したことにより︑
昨年度より8億3︐164万円減少
しました︒
平成 年度に実施した主な事業と
決算額は下記のとおりです︒

48億1,698万円

34

25

普通建設事業費
11億2,876万円
（23.5％）

27

義務的
経 費
（34.0％）
公債費
5億5,655万円
（11.6％）

歳出合計

18

地方交付税
23億1,950万円
（46.2％）
交付金等
1億7,951万円
（3.6％）

その他
1,721万円
（0.4％）

歳入の内訳は︑国や県に頼った依
存 財 源 が ・ 0％ ︑ 町 で 賄 う 自 主 財
源 が ・ 0％ と な っ て い ま す ︒ 歳 入
の約半分を占める地方交付税が前年
度と比較して1億2︐884万円増
加しましたが︑今後も人口減や国の
財政状況により減少していくことも
想定されます︒歳入の大部分を依存
財源に頼っている脆弱な財政体質で
あることから︑今後も町税などの自
主財源の確保に努めなければなりま

依存財源
（82.0％）

13

寄附金・財産収入等
2億5,658万円
（5.1％）
自主財源
（18.0％）

10

扶助費
2億1,845万円
（4.5％）

補助費等
5億5,189万円
（11.4％）

その他
経 費
（41.0％）

平成 年度決算が一般会計をはじめとする
の 会 計 に つ い て ︑９ 月 定 例 会 で 認 定 さ れ ま し
た︒
その決算の概要および財政の状況についてお
知らせします︒

歳入合計

国庫支出金
5億
7,885万円
（11.5％）

町税
4億6,933万円
（9.4％）

22

82

一般会計歳入・歳出

10

決算の状況

繰越金
6,863万円（1.4％）

27

27

48 50

平成27年度
使用料及び手数料
6,167万円（1.2％）

平成 年度の歳入総額は 億2︐
184万円︑歳出総額は 億1︐
698万円で前年度比で歳入は ・
4％ ︑ 歳 出 は ・ 0％ の 減 少 と な り
ました︒歳入歳出差引額は2億
486万円で翌年度へ繰り越すべき
財源1億463万円を除く実質的な
収支は1億 万円の黒字となりまし
た︒

分担金及び負担金
4,553万円（0.9％）

12

｜広報おち｜10月号｜12｜
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特別会計は下水道事業や国民健康保険事業など特
定の事業を行うために一般会計と区分して設置され
ている会計です︒ 年度に特別会計で赤字となった
会計はありませんが︑なかには一般会計からの多額
の収入︵繰入金︶によって賄われている会計もあ
り︑一般会計とともに︑健全な財政運営に努める必
要があります︒

各会計の決算

財政状況家計簿︵町民１人あたり︶

平成 年度決算に基づいて算定された﹁財政健全
化判断比率﹂・﹁資金不足比率﹂は左の表のとおり
です︒この比率は自治体の財政破たんを未然に防ぐ
ために財政状況をチェックするものです︒
今年度の比率はすべて健全化基準を下回りました
が︑越知町の財政が厳しい状態であることに変わり
はありません︒今後も数値が悪化しないよう︑安定
した財政運営に努めていきます︒

健全化判断比率・資金不足比率

｜13｜広報おち｜10月号｜

左の表は平成 年度の一般会計決算額を町民１人
あたりに置き換えたものです︒食費︑医療費等︑借
入金返済の必要経費だけでも 万円以上あり︑給料
︵町税︶だけでは賄えず︑親からの仕送り︵地方交
付税等︶に頼っていることが分かります︒この仕送
りも今後減っていくことが想定されるので︑収入で
は給料︵町税︶の確保に努め︑支出では食費や日用
品︑住宅費などを削ってやりくりする必要がありま
す︒
貯金残高︵基金残高︶は少しずつ増えております
が︑今後︑親からの仕送り︵地方交付税等︶の減少
等により︑さらに貯金を取り崩すことも予想されま
す︒借入金残高もここ数年増加しており︑今後も厳
しい状況が続くことが見込まれます︒

27

27

27

27
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65歳以上
「インフルエンザ」
予防接種のお知らせ

〜65歳以上の方は1，
100円でインフルエンザ予防接種が受けられます〜
【対象者】越知町に住民登録があり、次の（1）、（2）のうちで本人が接種を希望する方
（１）65歳以上の方
（２）60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器に重い障害がある方
（身体障害者手帳１級相当者）

【実施期間】10月１日（土）〜12月31日（土）
【実施医療機関】町内の医療機関・県内委託医療機関
【申し込み方法】事前に希望の医療機関に連絡してください。接種日時を確認の上、
健康保険証または年齢を確認できるものを持参してください。
【接種料金（自己負担金）】１，１００円（上記期間中１回のみ）
＊生活保護受給者で65歳以上の方は、保健福祉センター福祉係にて発行する免除証明書を持参すれば自
己負担金免除となります。事前に手続きが必要ですので、印鑑を持参の上、保健福祉センターへ申請
してください。
※予防接種の効果は、接種後約２週間から約５か月とされています。
例年インフルエンザは12月から３月にかけて流行しますので、流行する前に接種を受けておくこ
とがより効果的といえます。

後期高齢者医療
被保険者の方へ
歳以上の方々を被保険者

高知県後期高齢者医療広域連合
は︑主に

︶４５１８

こうち勤労センター４階

高知市本町４丁目１︱

︵新住所︶

℻０８８︵

℡０８８︵ ︶４５２５

高知県保健衛生総合庁舎５階

高知市丸ノ内２丁目４︱１

︵旧住所︶

のほど︑よろしくお願いします︒

をおかけしますが︑ご理解︑ご協力

所を移転します︒皆さんにはご迷惑

生総合庁舎の建て替えに伴い︑事務

連合の事務所がある︑高知県保健衛

る特別地方公共団体です︒現在広域

とする後期高齢者医療制度を運営す

75

月１日の予定です︒なお︑移

新事務所での業務開始日は︑平成
年

11

︶4225

高知県後期高齢者医療広域連合

◆お問い合わせ先

ありません︒

転による電話・ＦＡＸ番号の変更は

28

℡088︵

年金記録の確認は
お済みですか？

ねんきん定期便などにより年金記録を確認
いただき︑少しでも心配がございましたら︑
﹁ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイ
ヤル﹂へお電話いただくか︑思い当たる状況
をメモしていただき︑お近くの年金事務所に
ご相談ください︒

お早めにご相談ください！

年金記録が間違っていると思われる方
は︑年金記録の訂正を請求することがで
きます︒
四国厚生支局においては︑さまざまな
調査を行い︑中国四国地方年金記録訂正
審議会の審議結果に基づき訂正︵不訂
正︶の決定を行っています︒
古い期間の記録の調査においては︑会
社に給与台帳が残っていない︑所得証明
が取れないなど︑証拠となる資料の収集
が困難となり︑記録訂正に結びつかない
場合もあります︒
ご自身の年金記録に少しでも心配がご
ざいましたら︑お早めに年金事務所にご
相談ください︒

◆お問い合わせ先
お近くの年金事務所または
﹁ねんきん定期便・ネット専用ダイヤル﹂
℡0570︵ ︶555
※お客様の電話番号が050で始まる場合
℡03︵6700︶1144

058

32

821 821

821

保健福祉センター（健康推進係）℡（２６）３２１１
◆お問い合わせ先

｜広報おち｜10月号｜14｜
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人権擁護委員に
西川光一さん

月１日付で︑西川光一さ
ん︵１区︶が人権擁護委員に
就任しました︒
人権擁護委員は︑法務大臣
の委嘱を受け︑地域の中で人
権尊重思想を広め︑さまざま
な啓発活動を行います︒
高齢者や障害のある人への
虐待︑子どもに対する虐待や
いじめ︑セクハラ︑パワハラ︑
ＤＶなど︑人権問題について
なんでも相談をお受けします︒
相談は無料で秘密は厳守しま
すので︑お気軽にご相談くだ
さい︒

◇連絡先
越知町１区
西川 光一
℡︵ ︶３３４２

退任
片岡とき子さん︵ 区︶
長い間大変お世話になり︑
ありがとうございました︒

10

26

11

10月からB型肝炎ワクチンの定期接種が始まります
【対 象 児】平成28年４月１日以降に生まれた０歳児
【接種回数】１歳になるまでに３回

対象者には
個別に
通知します

【接種費用】無料
ただし、１歳を過ぎると、定期接種の対象外となり費用がかかり
ます。

Ｂ型肝炎とは？

Ｂ型肝炎ワクチンとは

B型肝炎ウイルスの感染によりおこる肝臓の病気です。
B型肝炎ウイルスへの感染は、一過性の感染で終わる場合と、そのまま感染し
ている状態が続いてしまう場合（この状態をキャリアといいます）があります。
キャリアになると慢性肝炎になることがあり、そのうち一部の人では肝硬変や

肝がんなど命にかかわる病気を引き起こすこともあります。
ワクチンを接種することで、体の中にB型肝炎ウイルスへの抵抗力（免疫）ができ、一過性の肝炎を予
防できるだけでなく、キャリアになることを予防でき、周りの人への感染も防ぐことができます。
◆お問い合わせ先

保健福祉センター（健康推進係）

｜15｜広報おち｜10月号｜

子ども支援ネット
ワークこすもす

「おはよう」が 家族のみんな つないでく

いじめ︑不登校︑児童虐待

27年度優秀標語⑦

などの相談事は︑子ども支援

「家庭の日」の標語

ネットワークが中心となって

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

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

︶１１０

︶２９２２

℡０１２０︵

℡０８８︵

・高知県心の教育センター

833

℡（２６）３２１１

三行詩優秀作品（PTA全国協議会選）
⑦

早寝 早起き 朝ごはん
基本だけれど 母さんは
遅寝 早起き 朝ごはん

母さん いつもありがとう

情 報 広 場

●耐震改修
最 大 ＊ 万５ 千 円 ま で 補 助
します︵本町での実績の中
で最も多い価格帯は 万円
〜 万円です︶
＊設計・改修の補助額は︑世
帯構成や収入により違って
きます
120

家具の転倒落下による圧迫
死などをなくすためには︑室
内の安全対策もとても重要で
す︒しかも︑家具の固定は︑
ホームセンターなどで金具な
どを購入すれば︑ご自分でも
できますので︑その気になれ
ば︑すぐにでも実施できる備
えです︒
まずは︑寝室にあるたんす
や居間にある大型家具・家電
などを固定しましょう︒
ご高齢などで︑ご自分でで
きない場合は︑取り付け作業
費の助成制度をご利用くださ
い︵器具の購入は個人負担で
す︶︒

家具の固定にも助成制度が

122

◆お問い合わせ先
︻耐震診断や家具の固定など
に関して︼
危機管理課
℡︵ ︶１２３１
︻設計・改修について︼
建設課
℡︵ ︶１１１３

月１日は
﹁浄化槽の日﹂

860

この﹁浄化槽の日﹂は︑浄
町内の登録業者
化槽の設置や管理方法などに
・越知衛生㈲
ついて定めている浄化槽法が
℡︵ ︶０５９１
昭和 年 月１日に全面施行
・㈱越知清掃設備
されたことを記念して制定さ
℡︵ ︶１２６３
れました︒
・㈲高吾北衛生社
合併処理浄化槽はトイレの
℡︵ ︶１０５３
水洗化で快適な生活が楽しめ
るだけでなく︑きれいな水を
☆清掃は年１回以上の実施が
川などの自然に返し︑美しく
義務付けられています︒高
豊かな自然を守ります︒
吾北広域事務組合長の許可
平成 年４月からは︑単独
を受けた業者に依頼してく
処理浄化槽の新設が原則禁止
ださい︒
され︑地球にやさしい合併処
町内の許可業者
理浄化槽の設置が進んでいま
・越知衛生㈲
す︒
℡︵ ︶０５９１
浄化槽は下水道と同程度の
・㈱越知清掃設備
汚水処理性能を持つものです
℡︵ ︶１２６３
が︑正しい使い方と適正な維
・㈲高吾北衛生社
持管理がなされないと︑本来
℡︵ ︶１０５３
の機能を十分に発揮すること
☆法定検査は︑浄化槽の機能
ができません︒
が十分発揮されているか確
合併処理浄化槽の普及促進
認する大変重要な検査です︒
を図り︑保守点検・清掃・法
年１回必ず高知県環境検査
定検査をきちんと行って︑高
センター︵℡０８８︵ ︶
知県の美しい自然をみんなで
２４００︶で受けることが
守っていきましょう︒
義務付けられています︒
☆保守点検は定期的に行うこ
とが義務付けられています︒ ◆お問い合わせ先
環境水道課
専門知識を持つ資格のある
℡︵ ︶１１１４
業者に委託してください︒
10

地震対策︑
もうそろそろ本腰入れないと！

︵補助制度の例︶
木造住宅の場合
●耐震診断
個人負担３千円で受けられ
ます
●耐震設計
最 大 ＊ 万５ 千 円 ま で 補 助
します

これらから身を守るために
いつかは必ずやってくる南
は︑まず︑﹁住宅が倒壊しな
海トラフ地震︒最近の知見に
い こ と ﹂が最も重要となりま
基づく︑現時点で最大クラス
す︒
とされる地震は︑マグニ
チュード ︑本町では︑震度
６弱から６強の強い揺れが想
まずは耐震診断を
定されています︒
昭和 年５月 日以前に建
今後 年のうちに発生する
てられた住宅は︑今の耐震基
確率は ％ となっていて︑も
準を満たしていない可能性が
う︑あまり悠長に構えてもい
られない状況となっています︒ 高く︑強い揺れに耐えられな
もうそろそろ本腰入れて︑地
いことが予想されます︒
これらの住宅にお住まいの
震への備えに取り掛かりま
方は︑耐震改修されることを
しょう！
強い揺れから︑あなたとあ
強くおすすめします︒
なたの家族を守る対策︑まず
まずは︑耐震診断を受けて︑
今の状態を把握してください︒
は命を守ることを考えなくて
はなりません︒
そして︑耐震基準を満たすよ
うな補強を行いましょう︒
町では︑耐震診断や改修に
あなたの家はだいじょうぶ？
関して︑皆さんの負担を軽減
すべく︑本年度から補助制度
を充実させています︒この際
に︑積極的にご利用くださ
い！
阪神・淡路大震災では︑死
者６４３４人のうち約９割が
家屋の倒壊や家具などの転倒
による圧迫死でした︒また︑
建物から出られない状態で︑
その後に発生した火災で焼死
した方も多数いたとみられて
います︒
強い揺れによって住宅が倒
壊し︑あなたやあなたの家族
がその下敷きになってしまっ
たら
そして︑そのあと
襲ってくる火災！
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26

26

26

26

26

31

10

60

13

170

26

26
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合併処理浄化槽設置補助金の
再募集について

月に

未満のものを設置する方や

住宅部分の床面積が１／２

付け致します︒︶

ついても予算の範囲内で受け

︵また５人槽以外の浄化槽に

は受付を終了する予定です︒

・店舗との併用住宅において︑ 順に行います︒また︑

申請者の同一世帯内に町税

助金の交付は受けられませ
ん︒

ください︒

環境水道課へお問い合わせ

補助金の交付を受けたい方

◆お問い合わせ先

ください︒

す必要があります︒詳細は︑ は必ず工事着手前に申請して

・法や交付要綱の条件を満た

５．交付金事業の着手

等の滞納者がいる場合︑補

12

〜高吾北消防本部からのお知らせ〜

家具の固定をしましょう

生活排水による公共用水域

３．補助金額

548,000円

の水質汚濁の防止と生活環境

８〜10人槽

年度設置再募集

414,000円

５人槽が６基分残っており

４．平成

６〜７人槽

の保全を図るため合併処理浄

化槽︵単独浄化槽からの設置

替えを含む︶を設置する場合

に補助金を交付します︒

１．設置する対象区域

下水道供用開始区域︵一部

の区域を除く︶以外の越知町
の全域

２．補助金の交付対象

332,000円

槽は︑一般住宅設置用です︒ ます︒受付は︑申請書の提出

・補助事業の対象となる浄化

５人槽

︶１１１４

環境水道課

℡︵
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補助金
限度額

浄化槽の
大きさ

28

26

情 報 広 場

後期高齢者医療制度の歯科健診を受けましょう
後期高齢者医療制度の被保険者の方を対象に、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチ
ご えんせい

ェックし、誤嚥性肺炎等の口腔機能低下の予防をするため、歯科健康診査を実施します。
皆さんのお口の健康状態を知る良い機会となりますので、後期高齢者の特性に合わせ
た歯科健診を受診しましょう。
■対象者
高知県後期高齢者医療の被保険者の方
＊ただし、長期入院中の方、施設等への入所者の方は対象外となります。
（長期入院患者や施設入所の方は、すでに健康状態を把握され、医師や施設管理者等の指導を受けて
いると考えられることから、歯科健診の対象から除いています）
①前年度75歳年齢到達者（昭和15年４月１日〜昭和16年３月31日生まれの方）には、受診券を事前送付
いたします。
② ①以外の方は、申し込みにより受診券が発行され、健診を受けることができます。
■自己負担
無料
＊治療が必要な場合は、別途費用が掛かります
■受診回数
実施期間内に１回
■受診方法
事前に、受診を希望する登録歯科医院にご予約の上、受診してください。
■健診実施期間（平成28年度）
平成28年10月１日〜平成29年２月28日（５カ月間）
■持ち物
被保険者証、受診券、問診票、入れ歯、お薬手帳
■健診項目
・歯の状態（歯の本数、義歯の状態など）
・歯周組織の状態
そ しゃくりょく
こうごう
・咀嚼力評価（噛む力）
・伵合の状態（伵み合わせ）
・口腔衛生、清掃の状態（歯垢の付着状態、自分で口腔清掃できるかなど）
えん げ
・嚥下機能評価（だ液の飲みこみテスト）
・舌、唇機能評価（うがいができるか）
・その他、問診
■実施機関
受診券に同封の実施機関一覧表に記載されている登録歯科医院
（受診券発送前の実施機関の確認は、下記までお問い合わせください）
■健診結果
健診当日、受診した歯科医院で結果説明が行われます。
■その他
・歯科健診は、実施期間内に1回のみ無料の対象となりますので、後日、重複受診が判明した場合は、
費用を請求させていただきますのでご了承ください。
・健診結果は、保健指導などに活用いたしますのでご了承ください。
◆お問い合わせ先

住民課

保険係（後期高齢者医療担当）

℡（２６）１１７０
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情 報 広 場

合同公売のお知らせ
税金滞納で差し押さえた不動産９物件を公売します！
◎「公売」とは
「公売」とは、滞納税に充てるために差し押さえをした財産を売却することです。
具体的には、公売会場において見積価額以上の金額を入札していただき、最高価額の入札者に売却していく
もので、裁判所の行っている競売に類したものです。
◎機構の方針
行政サービスを支える財源の確保に向けて、差し押さえした財産は、随時、公売を行って税収に充てていま
す。滞納の解消、税収確保のために多くの皆さんの参加をお待ちしています。
◎合同公売会
【日時】11月８日（火） 開場：午後１時30分 入札：午後２時〜
【会場】須崎市総合保健福祉センター２Ｆ会議室
今回は、高幡租税債権管理機構と佐川町、高知県中央西県税との合同公売会の形式で、宅地や農地などを売
却します。
公売物件の所在地は須崎市、四万十町、佐川町になります。
◎公売物件
番
号

所在地

地 目 等

登記地積 登記床面積 登記床面積 見積価格 保証金
（㎡） １階（㎡）1 階以外（㎡）（千円）（千円）

1
2
3
4
5
6

佐 川 町 字新市町甲（9 区下）
永野字油田
字猿丸
永野字囃田
佐 川 町 字切塞
須 崎 市 大谷字宮ノ西

宅地建物
雑 種 地
現況宅地
現況宅地
宅地旅館
現況宅地

912.36
466.00
143.00
202.04
961.00
41

306.54
―

125.41
―

―
―
34.12
―

7
8
9

四万十町 仁井田字永泉畑
仁井田字永泉畑
仁井田字石ゾ子

田
田
田

1,367
347
306

―
―
―

指定の状況

―
―
364.50
―

4,100
450
190
400
7,240
310

410
50
20
40
730
40

都計法
農振法
非線引区域
―
非線引区域
―
非線引区域
―
非線引区域
―
非線引区域
―
区域外
―

―
―
―

380
90
100

40
10
10

非線引区域 農用地
非線引区域 農用地
非線引区域 農用地

・表のうち、１番〜４番は佐川町、５番は中央西県税、６番以降は高幡機構が出品する物件です。
・各物件について、状況によって公売が中止になる場合があります。
・公売や物件の詳細は、高幡機構のホームページの閲覧もしくは下記連絡先にお尋ねください。
・公売物件の「現地案内」は、個別に対応します。
◎入札に必要なもの
・全員 保証金［見積価額の約10%］＊現金に限ります。
運転免許証など身分を証するもの
印鑑（認印）
・代理人 委任状
※公売物件が農地の場合は、農業委員会発行の「買受適格証明書」が必要です。
◎注意事項
・保証金納付期限
・買受代金納付期限
・所有権移転登記

11月８日（火）午後２時
保証金は見積価額の約10％と定められています。
11月15日（火）午後２時
買受代金は落札額から保証金を控除した金額です。
費用負担と住民票等の提出を条件として、執行機関が代行することができます。

◎連絡先
・高幡租税債権管理機構
・佐川町役場収納管理課
・高知県中央西県税事務所

須崎市山手町1−7
℡（４０）０９１１
佐川町甲160−2
℡（２２）７７０３
高知市丸ノ内1−7−52高知県庁西庁舎
℡０８８（８２１）４９５２

◆ 行政のサービスは、皆さんの税金で支えられています。！
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越知保育園内子育て支援
センターからのお知らせ
暑さも少し和らぎ︑過ごし
やすい季節になりましたね︒
今月も﹁なかよしひろば﹂
へ遊びに来てください︒
お待ちしています︒

☆ 月の予定☆

︻日時︼
月１日︵土︶
午前９時 分〜
※お土産もあります︒
︻場所︼
町民会館多目的運動広場

〜運動会のご案内〜

越知幼稚園

の参加者募集！

第６回仁淀川一斉清掃

仁淀川に親しみ︑その清流
を守っていくために︑本年度
も流域７ 市町村が協力して︑
一斉清掃を行います︒
日程など詳しくは次のとお
りです︒多くの方のご参加を
お待ちしています︒

なお︑このイベントは︑ア
サヒビール株式会社様からの
寄付金および株式会社サニー
マート様から寄付いただいた
水切り袋を活用して実施しま
す︒

■共催
仁淀川流域交流会議︑ラブ
リバー仁淀川パートナーシ
ップ
■協賛
アサヒビール株式会社︑株
式会社サニーマート
■後援
ＮＨＫ高知放送局︑高知新
聞社︑ＲＫＣ 高知放送︑Ｋ
ＵＴＶテレビ高知︑ＫＳＳ
さ ん さ ん テ レ ビ︵ 申 請 予
定︶

︻内 容︼
仁淀川河川の一斉清掃

◆お問い合わせ先
佐川町役場 町民課
℡︵ ︶７７０６

︻日時︼
月 日︵土︶
午前８時〜午前９時
※小雨決行

︻場 所︼
佐川町やなせばし周辺
︵佐川町・越知町会場︶

■主催
仁淀川清流保全推進協議会︑
仁淀川町︑佐川町・越知町︑
日高村︑いの町︑高知市・
土佐市︵流域７ 市町村︶︑
高知県

︻募集対象︼
どなたでも自由に参加でき
ます︒

22

◆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

幼稚園の子どもたちは︑運
動会に向けて︑毎日広い園庭
で元気いっぱい活動していま
す︒
運動会本番は︑ 月２日９
時からです︒小さいお友達が
参加できる種目もありますの
で︑ぜひ︑おいでください︒
おみやげも用意しております︒
幼稚園児 人全員︑皆さん
の応援を心待ちにしておりま
す︒
︻日時︼
月２日︵日︶午前９時〜

10

︻場所︼
越知幼稚園園庭
※雨天の場合は︑町民会館
多目的運動広場︒
◆お問い合わせ先
越知幼稚園
℡︵ ︶１１０７

10

︵なかよしひろば︶
◎６日︵木︶
ミニ運動会ごっこ

月の
乳幼児健診予定

31

◎ 日︵木︶
文化展用作品作りをしよう

31

22

２歳児健診・３歳児健診

45

46

30

︻日程︼
月 日︵水︶
午前８時 分受付開始
︻２歳児健診対象児︼
平成 年７月１日生〜
平成 年８月 日生
︻３歳児健診対象児︼
平成 年５月１日生〜
平成 年８月 日生
26

10

10

※対象児には約１カ月前に通
知を郵送します︒

25

◎ 日︵金︶
誕生会を楽しもう！
︻時間︼
午前９時 分〜 時
︻場所︼
越知保育園

☆運動会のご案内☆

12

子育て支援センターも︑保
育園の運動会に一緒に参加し
て楽しみたいと思います︒
皆さん︑気軽に遊びに来て
ください︒

26

30

26

30

26

25

13

21

11

11

10

◀ 募 集・案 内 ▶
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◀ 募 集・案 内 ▶
参加者
募集

おち

ふれあい健康ウォーキング大会

ウォーキングは手軽に取り組め、年齢や性別に関係なく誰でもすぐに始められる健康スポーツです。
大会では、健康運動指導士によるウォーキングの説明があり、心拍数の測定で自分の体に見合った運動
の強さが分かり、効果的な歩き方で町の景観や自然を感じながら心と身体をリフレッシュしましょう。ま
た、運動後のたんぱく質摂取で筋力アップにつながることから、越知町食生活改善推進員さんによる軽食
も出ます。みなさん、お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
【日

時】11月13日（日）

雨天の時は中止
午前９時受付
午前９時20分 開会式
午後12時30分 終了予定（歩く速さによって終了時間が変わります）

【集合場所】宮の前公園
【コ ー ス】宮の前公園を出発し、桐見ダムを折り返す約８㎞のコース（給水場所、トイレもあります）
【対 象 者】小学生以上の健康な方（小学生は保護者同伴）
【定
員】40人（先着順）
参加者には
【参 加 料】無料
『高知家健康パスポート』が
【保
険】町負担でイベント保険に加入します。
【注意事項】運動に適した服装で、貴重品は持ってこない
もらえる大チャンス！
ようにお願いします。
【申込方法】保健福祉センターへ10月31日（月）までに電
健康パスポートは、県内協力店で提
話でお申し込みください。
示すると特典が受けられ、日々の健康
づくりがおトクにつながります。
◆お申し込み先 保健福祉センター ℡（２６）３２１１

佐川高校文化祭のご案内
隔年開催の文化祭「佐高祭」を次のとおり開催いたします。
本年度のテーマは「Sakawa High School Heartland Project〜佐川高校心のふるさと企画〜」です。地
域と学校とPTAが仲良く手を携えたイメージを連想し、生徒たちがテーマを生み出しました。“Heartland” とは、「心のふるさと、心臓部（中心部）」という意味があります。佐川高校を中心に地域が活
性化する、そんな文化祭にしたいという願いが込められています。
つきましては、ご多用の折とは存じますが、お誘い合わせのうえ、生徒たちの活動をご覧いただきたく
ご案内いたします。
【日時】10月８日（土）午前10時〜午後２時
【場所】佐川高等学校
【内容】・クラスの模擬店（全日、定時）
・ステージ発表（音楽、吹楽、太鼓）
・PTA地域物産販売コーナー など

お知らせ

地区大運動会の

10 16

スポーツの秋になりまし
た！今年も地区運動会が開催
されます︒事前の申し込みは
不要で︑地区外の方も参加で
きます︒この機会に思いきり
運動しませんか︒皆さんのご
参加お待ちしています︒

10

横畠地区

︻日時︼
月 日︵日︶
午前 時開会
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︻場所︼
横畠小学校
※雨天の場合は体育館です

23

明治地区

︻日時︼
月 日︵日︶
午前９時開会

︻場所︼
明治西部公民館運動場
︵元明治中学校︶
※雨天の場合は体育館です

10

・文化部の作品展示
・書道パフォーマンス

◀ 募 集・案 内 ▶
11

10

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︒

11

展示部門

︻日時︼
月5日︵土︶
午前 時〜午後５時
月6日︵日︶
午前９時〜午後５時
月7日︵月︶
午前９時〜午後３時
︻展示会場︼
町民会館多目的運動広場

芸能発表会

︻日時︼
月6日︵日︶正午開演
︻会場︼
町民会館大ホール
※期間中はイベントや売店
もあります︒

◆お問い合わせ先
町民会館
℡︵ ︶3400

26

11

11

53

〔博物館からのお知らせ〕

企画展：
『野並允温傘寿記念個展〜お四国遍路旅を終えて〜』
【期

間】９月24日（土）〜11月13日（日）
９：00〜17：00（最終入館 16：30）

※最終日は 15：00まで

【場

所】横倉山自然の森博物館
の なみのぶはる
さんじゅ
今秋は、越知町出身の洋画家・野並允温氏（大阪在住）の絵画展を開催します。今回、氏が傘寿
（数え年80歳）記念として行った『四国八十八ケ所参り』の霊場を中心に道中の風景などを描いた絵
画約80点を展示します。
氏の絵画は、細密画でありながら硬くなく、どことなくほのぼのとしたメルヘンチックな所もあっ
て、観ていて飽きず“癒し系”とよく言われます。
今回の展覧会では、“お四国巡り”を通じて体感した「自然との調和」や「人とのふれあい」を絵画
の中から特に感じてもらえたらとのことです。
みなさんも、
絵画の世界に浸り、
ゆったりと“お四国巡り”の気分を味わってみてはいかがでしょうか？
《絵画教室》野並先生の直接指導による（参加費無料）
10月9日（日）、23日（日）〔13：00〜16：00〕
《似顔絵コーナー》期間中毎日（お一人 1，000円）
《向陽会の作品展》「2016向陽会越知展」（約40点）
９月24日（土）〜10月23日（日）
【入館料】大人500円、高校・大学生400円、小・中学生200円）。
高知県長寿手帳をお持ちの方・70歳以上250円。身障者の方は入館料無料。
※越知町内の小・中学生は無料
『にしみねくみ草木染教室』
シルクウールのストール（三段染）
日 時：10月15日（土） 13：30〜15：30
参加費：2，000円（材料代込み）
定 員：15名（先着順）
持ち物：エプロン、ゴム手袋、ビニール袋（染めたストールを入れる）
◆お申し込み先
横倉山自然の森博物館
℡（２６）１０６０

10

1017
23

行政相談週間

時

15

10

︵ 月 日
︵月︶
〜
月 日
︵日︶
︶

時〜

10

〜ご相談ください︑あなたの
まちの行政相談委員へ！〜

14

役所の仕事やサービスで︑
困っていること︑分からない
ことがありましたら︑総務省
の行政相談をご利用ください︒
総務省では︑多くの皆さん
に行政相談を利用していただ
けるように毎年 月に﹁秋の
行政相談週間﹂を設け︑各種
の行事を行っています︒
越知町においても︑行政週
間前ですが︑次のとおり︑総
務大臣の委嘱を受けた行政相
談員が﹁一日行政相談所﹂
︵無料・秘密厳守︶を開設し
ますので︑お気軽にご相談く
ださい︒

︻日程︼
月 日︵金︶

︻場所︼
保健福祉センター

︻行政相談委員︼
山中一夫

◆お問い合わせ先
総務課
℡︵ ︶1111

26
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｜広報おち｜10月号｜22｜

越 知 小 学 校

自己記録に挑戦
北一水泳記録会
８月29日に北一地区（越知町・佐川町・日高村の８
校）の５・６年生全員が佐川町民プールに集まり、水
泳記録会が開会されました。
今年も、岡林伸紘さん、新たに金子麻里さんに６月から水泳の授業に入っていただき、基本練習・
泳法などたくさんのことを習いました。お二人には、毎日のように全学年に指導していただきました。
夏休みは７月と８月に水泳強化練習をしました。そして、大会当日は、練習の成果を発揮して頑張り
ました。最後の最も盛り上がるリレーでは、会場が一体となって応援し、声援に後押しされるように
好記録が出ました。個人種目も自己新記録を更新した子どもたちが多く、たくさんの上位入賞者を出
すことができました。また、応援の態度も良く他校の応援もしっかりできました。保護者の皆さんも、
応援にかけつけてくれました。保護者の皆さん、指導してくださった岡林さん金子さん、ありがとう
ございました。
＜上位入賞者＞
25m背泳ぎ
25m平泳ぎ
25m自由形

６年男子１位
５年男子３位
６年女子３位
５年男子３位
５年女子２位
６年女子２位
６年女子１位
５年女子３位
６年女子２位
５年男子３位
５年女子３位
６年女子２位
５年女子１位
６年女子２位
５年男子１位
６年男子３位
女子３位

50m背泳ぎ
50m平泳ぎ
100m平泳ぎ

100m自由形
100mリレー

200mリレー

門谷拓実 29秒２
安部瑛翔 31秒０
高平ひなた 22秒７
和田 圭 23秒６
金子結葉 １分７秒４
木屋さくら 50秒３
山地菜々美 55秒５
鈴木満梨奈 ２分32秒７
岡田 舞 ２分５秒１
大川玉輝 ２分19秒４
小野来望 １分34秒０
西 緋真 １分41秒６
小野来望・鈴木満梨奈・山中桜羽・能勢寧音
岡村楽歩・西森光希・吉村涼花・岡村星愛
若枝誇太朗・大﨑 陸・山﨑幸輝・武智遥久
田野下臥・藤原惟翔・西森颯汰・犬飼 朔
岡田 舞・木屋さくら・山地菜々美・高橋舞耶

１分24秒０
１分18秒８
１分20秒９
１分21秒５
２分49秒８

＜力作ぞろいの夏休み作品展＞
夏休み作品展を開催しました。体育館
には、工作、裁縫などの立体作品。壁面
には、絵、習字、自由研究などの作品を
展示しました。どの作品も個性豊かな作
品ばかりです。中には親子合作の高度な
作品も目を引きました。
１０月
5日
（水）
13日
（木）
16日
（日）
20日
（木）
22日
（土）
24日
（月）
26日
（水）
28日
（金）

町内お店見学
（３年）
第２回学校運営協議会
梅の木川清掃
（６年）
北一陸上記録会
（５・６年）
人権参観日
代休
就学時検診
横倉登山
（６年）

｜23｜広報おち｜10月号｜

１１月
1日
（火）
9日
（水）
12日
（土）
14日
（月）
15日
（火）
20日
（日）

起震車体験・避難訓練
町健康福祉大会
（３年）
学習発表会
代休
持久走開始
梅の木川清掃
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｜広報おち｜10月号｜24｜

型自
自動車免許を
を新
新設
設（
（平成
平 成 29年 ３ 月 1
12日
2 日施
施行）
準 中型
1．近年の貨物自動車の交通事故の実態を踏まえた運転免許制度とするため
①自動車の種類として『準中型自動車』
②免許の種類として『準中型自動車免許』が新たに設けられます。
2．改正後の車両総重量
①普通自動車
（3．5トン未満） ②準中型自動車（3．
5トン以上7．
5トン未満）
③中型自動車
（7．5トン以上11トン未満） ④大型自動車（11トン以上）
の４区分になります。
【導入の背景と効果】
死亡事故全体の３割強を貨物自動車が占め、
特に「3．5トン以上５トン未満」
が「3．5トン未満」
の1．5倍。
この改正で貨物の大半を占める準中型免許の取得の際に安全対策が講じられます。
準中型は、
18歳から取得できるので高卒者のトラック等の業務に就くことが可能です。

75歳以上 の運転者に対する認知症対策を強化（平成29年6月16日までに施行）
1．更新時の認知症検査で「認知症のおそれがある」と判断されれば、医師の診断が義務づけられます。
2．認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為
（逆送、信号無視等）をした場合には「臨時認知機能検査」が行われます。
①検査の結果
「認知症のおそれがある」場合は医師の診断を受け認知症と判断されれば免許の取消し・停止。
②
「認知機能低下のおそれがある」場合は「臨時高齢者講習」
を受講。
③臨時認知機能検査を受けなかったり、臨時高齢者講習を受講しなかった場合は免許の取消しまたは停止の
処分が行われます。

平成28年
『秋の全国交通安全運動』が９月21日
（水）
から30日
（金）
まで行われ
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。

「万引き」
「 自転車盗」をなくしましょう！
万引きは “窃盗罪” 【刑法第235条】10年以下の懲役または50万円以下の罰金
○家族みんなで規範意識を育む

○万引きを招かない店づくり

日ごろから何でも話し合える家庭環境作りをし､
・万引きは犯罪である
・前科がつき､社会的な制裁もある
ことなどを話し合いましょう

・防犯カメラの設置
・店内に死角をつくらない
・積極的な挨拶や声かけ

自転車盗難被害を防ぐ

○万引きを軽視せず
「見たら通報」
する

わずかな時間でも必ずロック！自宅や学校でも油断大敵！

スーパーなどでの買い物など、
自転車からほんの
少し離れている間や、
安全と思える自宅の敷地内や
学校の駐輪場でも盗まれてしまうことがあります。
ど
んな場所でも必ずカギをかけましょう。

自転車は必ず防犯登録！

ワイヤーロックが必要な方は、
、
、
高吾北地区地域安全協会ではワイ
ヤーロックを無償で配布しております。
必要な方は
【℡
（２２）
０５６０】
横山まで
お問い合わせください。

防犯登録をすると盗難防止に視覚的な効果や､また､盗難転車
の早期発見･返還に繋がります｡自転車を購入したときや譲り受け
たときは、
自転車販売店やホームセンターなどで登録をしましょう。

−高吾北地区地域安全協会からのお知らせ−
毎年10月11日〜20日までの10日間は
「全国地域安全運動期間」
です。
今年も運動期間中の行事として“みんなでつくろう安心な街キャンペーン”を開催します。
当日は
県警ヘリコプターの展示やパトカー・消防車などの乗車体験、
炊き出し、特殊詐欺防止寸劇、
バンド
演奏など楽しいイベント盛りだくさん！また来場者全員にプレゼントもあります。
皆さんのご来場
をお待ちしております。

日時：10月16日
（日）
午後１時から午後3時まで
場所：桜座（佐川町）
※雨天決行（内容を変更する場合があります）

｜25｜広報おち｜10月号｜

参加は全て無料

おくやみ

転入

5

世帯数

2,904（

△5 ）

転出

7

その他の新刊

△9 ）

その他の新刊

月届け出分

名

勇

所 氏

西村

美津

住

８区

山本

静子

８区

藤原

衛

岡村多喜子

区

髙橋

８区

区

3,193（

＊
﹁おうちヨガ﹂
＊
﹁大河ドラマ読本﹂
＊
﹁森を食べる植物﹂
＊﹁季節のおりがみ壁飾り﹂
＊
﹁猫とさいごの日まで
幸せに暮らす本﹂
＊﹁スティーブ・ジョブズ
最後の言葉﹂
＊
﹁やらかし男子が
みるみる変わる育て方﹂
＊
﹁ジオパークへ行こう！
火山や恐竜にあえる旅﹂

鶴一

西村一二三

佐之国 岡本

五味

大原由貴子

女

充実しました

後山

和田

10

＊ ﹁いろとりどり﹂
＊ ﹁おおきなおおきなにん
じん﹂
＊ ﹁回文絵本
キリン ねる ねんりき﹂
＊ ﹁ラ・フォンテーヌのおは
なしコオロギとアリ
キツネとぶどう 他﹂
＊ ﹁ハリーとうたうおとな
りさん﹂
＊ ﹁サイエンスコナン身のま
わりの不思議﹂
＊ 記録が伸びる
﹁陸上競技 跳躍﹂

深瀬

横山智佐子

榮

柴尾

死亡

※住民課に死亡届のあった方を掲載しています。

（8月31日現在）

︵敬称略︶

1）

町民の動き

2,768（

充実しました

＊ 楽しく学ぶ
﹁ア ン パ ン マ ン は じ め て
のことばえほん﹂
﹁ ドラえもん はじめてずかん﹂
﹁100までかぞえるウル
トラかいじゅう﹂
﹁ 数のふしぎにわくわく！
はじめての算数﹂
﹁算数の教科書﹂
﹁ ものの名まえ絵じてん﹂
﹁ 見るだけで頭に入る算数﹂
﹁中学校英文法パズル＆ク
イズ﹂
﹁ 寝る前5分 暗記ブック﹂

男

絵本 絵本
絵本

＊わくわく体験
﹁世界のカマキリ図鑑﹂
﹁ きのこの世界はなぞだらけ﹂
﹁もぐもぐどうぶつえん﹂
﹁ たのしい あやとり大図鑑﹂
ひとり編・みんな編
﹁ おってあそぼ！アンパンマン﹂

4

＊ 生きた英語
﹁英語で話せる日本図鑑﹂
﹁英 語で説 明 する日 本の
観光名所100選﹂
＊コツが大切
﹁ もう限界 介護で心がい
きづまったときに読む本﹂
﹁遺 品 整 理 士 が 教 え る
﹃遺す技術﹄﹂
﹁怒りに負ける人・怒り
を生かす人﹂
﹁アドラーに学ぶ部 下 育
成の心理学﹂
★池井戸潤
足 袋 作 り 百 年の老 舗 が
ランニングシュー ズに 挑
む！
﹁陸王﹂
★宮部みゆき
杉村三郎シリーズ待望の
最新刊﹁希望荘﹂
★有川浩
かりゆし の名 曲﹁アン
マー﹂に着想を得た作品
﹁アンマーとぼくら﹂
※アンマー＝沖 縄の方 言
で
﹁お母さん﹂

出生

「ちっちゃなサリーはみていたよ」
ジャスティン・ロバーツ：著
学年でいちばん小さいサリー。友
だちのいじめや捨てられた物を見
て心を痛めますが周りは無関心…
それでいいの？ある日、サリーは
立ち上がります！！

「ミラクル 昆虫ワールド」
西田賢司：著
探検昆虫学者の西田賢司先生、
自ら撮影した写真と解説で奇
妙な面白い虫たちの不思議な
魅力を伝えます。

8

△8 ）

青森の女子高生たちがペット殺処
分ゼロを目指して咲かせた花
「かわいそう…で終わってはいけ
ない!!」…とプロジェクトを立ち上
げた話
関白・秀吉に低湿地帯の関東をや
ると言われた家康
激怒する家臣たちをしり目に…
ピンチをチャンスに変えた究極の
天下人

１２ １０

5,961（

口

人

「世界でいちばん かなしい花」
瀧 晴巳：著
「家康、
江戸を建てる」
門井慶喜：著

絵本

児童本

絵本

!!

58

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｜10月号｜26｜

九月会

曜日

1

土

保育園運動会

町民会館多目的広場

9：30〜

20ページ参照

2

日

幼稚園運動会

越知幼稚園園庭

9：00〜

20ページ参照

6

木

なかよしひろば「ミニ運動会ごっこ」

越知保育園

9：30〜12：00 20ページ参照

7

（鎌井田）
金 ミニデイ

9

日

鎌井田老人里の家

14

15

20

21

25

木

10：00〜

高知県消防学校訓練場

なかよしひろば「文化展用作品作りをしよう」 越知保育園
13

集合時間など

わが裡の若きストーリー消えてゆけ上がっては
消える花火と共に
山本 紗世

だい こ ま

鮎・鮎と追わえし魚つかまえてギギギとなかれ
悲鳴を上げる
藤原 幸子

所

刈り取りの終わりし田の上夕茜大根蒔きとんぼ
群れて飛び交う
横山 洋子

わが耳は遠くなりたり裏畑に怪我せし夫の呼ぶ
が聞こえず
宮橋 和代

日

高知県中央地区消防操法大会

場

いつもよりヒグラシ盛んに鳴いている夏が逝く
のをよび止めるごと
片岡真梨奈

塩かけて食べるすいかの甘いこと自然の力を味
わう真夏
藤田みね子

目

敬 老 会 で３ Ｂ 体 操 失 敗 を 幾 つ も し た け ど 笑 い は
取れた
門田 正子

いつの間に改造されたか夏の夜はロボットみた
いに重いわが腕
岡本佐江子

種

ラジオからカーペンターズ流れきて片付けの手
が自ずと止まる
井上 るみ

夏休みはテレビにかじりつく娘わたしよりずっ
と情報通だ
高雄 美羽

美味しいとわが子がつぶやく散らし寿司ママが
受け継ぐお袋の味
鈴木 梨加

名をも知らざりし国コソボとぞ女子柔道に金と
輝く
井上善三郎

月

10

栗の実はまだ小さくて眠りいるまあるい棘の揺
りかごのなか
宮橋 敏機

○会員募集・初心者歓迎です︒

連絡先 越知町野老山１０８４
宮橋 敏機 ＴＥＬ２６ ３５２５

−

備 考

JAコスモス
７ページ参照

9：30〜12：00 20ページ参照

健康相談
（桐見川3区）

栃ノ木集会所

13：30〜

ミニデイ
（佐之国）

佐之国集会所

10：00〜13：00 社会福祉協議会

行政相談

保健福祉センター

10：00〜15：00 22ページ参照

ミニデイ
（桐見川１区）

桐見ふれあいの里

10：00〜13：00 社会福祉協議会

高知県小学生野球越知新人大会開会式

町民総合運動場

8：00〜

あいさつ運動

役場前

7：40〜 8：15

健康相談
（中大平）

中大平公民館

10：00〜

ミニデイ
（五味）

五味集会所

13：30〜

なかよしひろば「誕生会を楽しもう
！」

越知保育園

9：30〜12：00 20ページ参照

ミニデイ
（桐見川２区）

桐見川２区公民館

10：00〜13：00 社会福祉協議会

健康相談
（筏津）

筏津集会所

14：30〜

金

土

木

JAコスモス

金

火
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歳を迎える方は６

11

ご当地キャラまつりへ
﹃よコジロー﹄
初参加

10

歳おめでとうございます！
今年度
人いらっしゃいます︒その長

また︑協力金をいただき
﹃よコジロー﹄のピンバッチ
をお渡ししたり︑メルヘンさ
んが作った﹃よコジロー﹄
クッキーを販売しました︒
月５日・６日には︑愛媛
県で行われるゆるキャラ®グ
ランプリに参加します︒ご当
地キャラまつり同様︑たくさ
んの方に応援に来ていただき
たいので︑よろしくお願いし
ます︒
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寿をお祝いするために内閣総

數さん︵１区︶

広報おち 10月号

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︶
岡林 定尾さん︵３区︶
西川

勇さん︵五葉荘︶

鶴井 楠美さん︵五葉荘︶
西森

藤岡 正子さん︵深瀬︶
矢野 弘昌さん︵３区︶
皆さん笑顔のすてきな方ば
かりでした︒
これからもお体をお大事
に︑いつまでも元気でいてく
ださい︒

９ 月 日・ 日に須崎市の
桐間多目的公園で︑第３回ご
当地キャラまつりが行われ︑
﹃よコジロー﹄が参加しまし
た︒
越知町のブースでは︑たく
さんの人が集まってくださり︑
子どもたちは﹃よコジロー﹄
と写真を撮ったり︑抱きつい
たりと︑とても人気者でした︒

11

100

100

100

※写真の掲載は希望者のみ

◇鶴井楠美さん（五葉荘）
◇藤岡正子さん（深瀬）
◇矢野弘昌さん（３区）

両

川澤 希海（女）
平成 27 年 10 月 2 日
川澤 龍太・梨江
越知町 1 区
「明るく元気に育ってね」（パパ・ママより）
「大きくなったらいっぱい遊ぼうね」（お兄ちゃん・お姉ちゃんより）
お 名 前

