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−越知町・滝上町児童交流事業

2月７日〜９日−

観光協会からのお知らせ

越知町ぼんぼり桜まつり
3月25日（土）午後4時〜
宮の前公園
越知町イメージキャラクター

越知町消防団
12

２月 日︑宮の前公園で︑
約 人の 消 防 団 員 が 集 結 し ︑
越知町消防団出初式が行われ
ました︒
これは︑火災や水害︑また
今後必ず発生するといわれる
南海トラフ地震などの災害に
向けて︑消防団員の心を一つ
にし︑これらの困難に立ち向
かっていく決意表明の場とな
っています︒
出初式終了後は５分団が町
内各所に分散し︑無火災の祈
りを込めて家々の屋根に放水
しました︒
団員の皆
さ ん ︑な ら
びに参加協
力された今
成婦人防火
クラブや高
吾北消防署
員の皆さん︑
早朝からの
出 動 ︑本 当
にお疲れさ
までした︒

16

家族との時間を大切に

﹁第 回たこ揚げ大会﹂

毎年恒例の﹁たこ揚げ大
会 ﹂ が ︑１ 月 日 に 町 民 会 館
で行われました︒
このイベントは伝統的な土
佐凧の作り方を学ぶとともに︑
たこ揚げを通して家族との大
切な時間を過ごしてほしいと
いう願いを込めて地域教育推
進協議会が開催しています︒
地域の方が先生役となり︑
子どもたちと保護者が思い思
いの絵を描き︑たこを作りま
した︒初めて参加した家族も

18

第 回越知町少年柔道
錬成大会

11

第 回越知町少年柔道錬成
大会が 月 日に町民総合運
動場体育館で行われ︑県内外
の小学生 団体︑約 人が集
い︑熱戦が繰り広げられまし
た︒
開会式では︑越知町少年柔
道部の岡﨑力丸選手が力強く
宣誓を行いました︒
越知町少年柔道部はそれぞ
れの部門に参加し︑激しい戦
いの中︑日ごろの練習の成果
を発揮し︑団体戦低学年の部
と︑団体戦女子低学年の部で
堂々の準優勝をしました︒
今大会にご協力いただきま
した関係者︑保護者の皆さん
誠にありがとうございました︒
31

︻団体戦低学年の部︼
準優勝
越知少年柔道クラブ
岡﨑智稔・山中海心

22

31

12

︻団体戦女子低学年の部︼
準優勝
仁淀・越知連合
大﨑心春

礼に始まり礼に終わる
熱戦！
激戦！

初午の日、出初式
130

多く︑戸惑いながらも世界に
一つだけのたこができました︒
今年は悪天候のため︑屋内
多目的運動場でのたこ揚げで
したが︑たこはよく揚がり︑
大人も子どもも楽しみました︒
また︑昼食は食生活改善推
進協議会の皆さんが作ってく
れたカレーライスをいただき
ました︒
皆さんのご協力により参加
者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︒イベントに協力していた
だいた皆さんありがとうござ
いました︒

｜広報おち｜3月号｜2｜

寺ちゃんの

寺岡

県民一斉美化活動が

地域おこし協力隊

います︶

かれこれ２時間くらいやって

︵笑︶︵書いては消して︑を

されて筆が全然進みません

れませんが︵笑︶︑まだまだ

いたい︒町の人は迷惑かもし

れからもここにおる︒ここに

任期は終わっても︑僕はこ

迷惑掛けて︑助けてもらわな

ど︑それでも相変わらずへら

いといけないことだらけやけ
越知町の皆さん︑お久しぶ

へらしながら﹁すいませ

のに︑他のことばっかりで畑

最初は﹁なんで農業やりたい

たなぁ︑生意気やったかなぁ︑

ったなぁ︑いっぱい迷惑掛け

うれしかったなぁ︑悔しか

なので︑いつもどおり最後

町で暮らしていきたいです︒

ん！﹂って言いながら︑越知

寺岡です！

りです！

さて︑ついに僕も任期満了
思い返せば︑この３年間︑

の日がやってきました︒
本当にいろいろなことがあっ

行かれへんねん！﹂と思うこ

いろいろ助けてもらったなぁ︑

て︑協力隊の仕事にしても︑

とが多々ありました︵笑︶

不義理なことしてないかなぁ︑

まだまだやらなあかんことい

っぱいあるなぁ︑この年にな

なぁ︑まさか︑あんなことす

す！﹂

家をよろしくお願いいたしま

﹁皆さん︑これからも寺岡

のあいさつは︑

るとは思わんかったなぁ︑あ

って友達もまた新しくできた

の人最初は怖かったなぁ︑ご

あいさつできる人増えたなぁ︑

いぶ飲めるようになったなぁ︑

飯おいしかったなぁ︑酒もだ
でも︑そのおかげで︑いろ

などなど︒

なんか︑いっぱいあり過ぎ

んな場所で︑多くの人に出会
してもらい︑結果としては︑

て僕には全然まとめることが

い︑たくさん貴重な経験をさ
文句言いながらでもやって良
最後の記事ということです

は﹁結局楽しかった！﹂

ただ︑やっぱり一番思うの

かった！と今は思っています︒ できません！︵笑︶
が︑いろいろなことが思い返

｜3｜広報おち｜3月号｜

受賞おめでとうございます

２月の﹁県民一斉美化活動
月間﹂において︑文徳コスモ
ス園︑女の井戸端会議︑四国
部品︑なごみの里日ノ浦︑高
知県建設業協会高吾北支部な
どの皆さんが文徳から楠神ま
での国道 号沿いなどを清掃
しました︒
この活動は︑県民総参加に
よる美化活動や快適な生活環
境実現への取り組みを広げ︑
清潔で美しい県土を保持し︑
次世代へ引き継いでいこうと
するものです︒
ご協力いただきましたボラ
ンティアの皆さん︑大変お疲
れさまでした︒今後ともご支
援ご協力のほどよろしくお願
いします︒
33

行われました！

12

高知県知事表彰︵２月２日︶

28

たっすいがはいかん！

平成 年度栄養関係功労者
知事表彰を正岡洋子さん︵８
区︶が受賞されました︒
越知町食生活改善推進協議
会の会長を 年３月まで 年
間務められ︑現在もヘルスメ
イトとして地域住民の健康づ
くり︑栄養改善の普及に貢献
しておられます︒
受賞のお祝いを申し上げま
すとともに長年の活動に感謝
いたします︒
28

오치초 여러분 안녕하세요? 越知町の皆さん、アンニョンハセヨ。
いつもユゥちゃんだよりを読んでいただき、ありがとうございます。寂しいですが今回が最後のユゥ
ちゃんだよりになりました。2014年４月に国際交流員として越知町に来ました。３年の任期を終え、越
知町を離れることになりました。３年前、高知龍馬空港に降りて、坂本龍馬が描かれている自動販売機
の前で写真を撮ったのが記憶に新しいですが、時間の早さにただただビックリです。
越知町での生活は本当に幸せで、楽しくて、自由で、時々寂しくて、時々飲みすぎて苦しんで
（笑）、特別な時間でした。人生で初めて経験したこともたくさんあります。おなばれでは着物姿で越
知の町を練り歩いたり、文化祭では韓服で韓国のお菓子を売ったりしました。よさこい、盆踊りやフラ
ダンス、韓国の「扇の舞」にも挑戦しました。カンタローという生命体を目にしたのも初めての経験で
す（笑）。

すてきなお仕事もさせていただきました。週３回５クラスの韓国語教室は本当に幸せな時間でした。
７割がおしゃべりで成り立っている教室でしたけど！
韓国語に興味を持ち、一生懸命勉強してくださる皆さんのおかげで、楽しい教室を作ることができま
した。小学校では越知の子どもたちに会い、韓国の文化を紹介しました。微力な私ですが、日本と韓国
の懸け橋になれた大切な時間でした。このユゥちゃんだよりを通じても、越知町の皆さんとつながるこ
とができてうれしかったです。
越知町の皆さん、３年間お世話になりました。本当にありがとうございました。また、大好きな越知
町に帰ってきます。감사합니다！（カムサハムニダ）
☀国際交流協会からのお知らせ☀
新しいALTアリさんからの挨拶
皆さん、こんにちは！アリ・ハフサと申します。アリちゃんと呼んでください。カナ
ダから来ましたが、生まれたのはインドです。（６歳の時にカナダに移住・国籍はカナ
ダ）今回初めて日本に来ました。日本語の勉強をしたいと思っています。今のシーズ
ン、カナダでは雪景色ばかりですが、越知町は天気も良く素晴らしい景色で、山はとて
もきれいです。越知町は本当にきれいで大好きになりました。そして皆さんの優しさ、
本当にありがとうございます。これからも、どうぞよろしくお願いします。
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︻炊き出しへのお礼︼

︻ドッグス畑大根収穫︼

その中の韓国人選手２人︑

多くのファンの方からのご協

が少し遅かったので全体的に

全員で収穫しました︒種まき

にもお手伝いいただき︑選手

ています︒今年はファンの方

でのトレーニング期間中には︑ グス畑では毎年大根を栽培し

２ 人は早速練習に合流し︑日

迎えに来てくださいました︒

員のユゥ・ガイエさんもお出

流協会の皆さんと︑国際交流

韓国と縁が深い越知町国際交

ンサム選手が来日しました︒

知大学︑高知工科大学の県内

リーを超えて︑四国銀行︑高

社会人・大学というカテゴ

今年はなんと︑独立リーグ・

きゃく﹂の野球対決ですが︑

すっかり定着した﹁土佐のお

高知の春のイベントとして

☆交流戦のお知らせ

力を得て︑選手にお昼ご飯を

小さめでしたが︑きれいに水

本野球を吸収しようと毎日頑

硬式野球チームが一堂に会し

ハン・ソング選手とウ・ギョ

提供することができました︒

洗いした大根は越知物産にお

張っています︒国際交流協会

グラウンド外野後方のドッ

駒田ドッグス２シーズン目

納めし︑おいしいお漬け物に

昨年に続き︑今年も越知町

の開幕に向けて︑２月１日か

て︑最強チームを決める﹃ベ

ロベロの神様カップ﹄を開催

の協力も得て︑日本語の習得

することになりました︒サブ

なる予定です︒

にも努めていますので︑応援

ら始まったスプリングトレー

よろしくお願いします︒

タイトルにもあるように︑

ニングも順調に進んでいます︒
り︑黒潮町でのトレーニング

﹁高知のチームでどこが強い

今年も越知町でスタートを切
を経て︑再び越知町に戻って

アで取り上げられることも多

や越知町の話題がマスメディ

ス選手が合流すると︑チーム

ます︒今後︑マニー・ラミレ

ムを仕上げていくことになり

で実践的な調整を進め︑チー

片付けのお手伝いに加え︑食

も喜んでくれました︒準備や

き︑県外出身が多い選手たち

を使った料理を出すことがで

や猪汁など︑高知県の特産品

いった定番に加え︑イタドリ

メニューもカレーや豚汁と

第一試合

第二試合

四国銀行

高知ＦＤ

午前 時〜

◆３月 日︵土︶

︻入場料︼無料

︻会場︼高知球場

さい︒

ます︒ぜひ球場にお越しくだ

ワンチームになれるよう戦い

がー？﹂という皆さんの疑問

︻韓国人選手合流︼

きて︑じっくりと体と技術を

くなりますので︑皆さんも目

材を提供くださった皆さん︑

今年のドッグスは国際色豊

に応え︑我々が高知ナンバー

にされる機会が増えることと

本当にありがとうございまし

かな選手構成です︒マニー・

高知工科大学

午後１時 分〜

高知大学

日︵日︶

時〜

分〜

｜5｜広報おち｜3月号｜

鍛えています︒

思います︒優勝争いに加わる

た︒

◆３月

午前

30

３ 月は交流戦やオープン戦

ことで注目を浴び︑皆さんか

ラミレス選手に加え︑アメリ

３位決定戦

お米や季節の野菜などの食

決勝戦

らももっと応援がいただける

台湾２人︑韓国２人の外国人

カ２人︑ブルキナファソ１人︑
付けておりますので︑よろし

が登録されています︒

午後１時
くお願いします︒

材提供は今後も継続して受け

10

30 10

よう︑チーム全員で頑張って
いきます︒

vs

vs

11

12

情 報 広 場

町民バスが４月１日から有料になります
第６回越知町地域公共交通会議を２月１日に開
催し、現在無料で運行している町民バスを４月１
日から有料化し、黒岩観光が運行している路線バ
スは、週３日（月・水・土）の運行日数とするこ
とに決まりました。
４月1日から「有限会社黒岩観光」と「岡林ハイ
ヤー」に委託して実証運行を行います。

町民バスの料金（片道料金）
近距離100円、中距離300円、遠距離500円
現在、町民バスの利用料金は無料ですが、今後も運行を続けていくには有料化が避けられない状況です。
利用者の大半が中心市街地への通院や買い物などであるため、市街地への距離に応じた料金設定となり
ました。
なお、小学生以下や障がいのある方などは減額となります。詳細はチラシでご確認ください。

（運行日、運行時刻は変更ありません）

「宮ケ奈路〜越知」、
「 桐見川〜越知」の路線
運行日：月曜日、水曜日、土曜日（祝日でも運行します）
これまで黒岩観光が運行していた「宮ケ奈路〜越知」、「桐見川〜越知」の路線バスは、利用者が少な
いことや運行費補助金の将来的な財政負担を考え、運行日数を週６日から週３日（月・水・土）に減ら
し、町民バスとして運行します。料金は町民バスと同額です。

（運行時刻は変更ありません）
◆お問い合わせ先

総務課

子ども支援ネット
ワークこすもす

26

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

20

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℡︵ ︶３４００
・児童家庭支援センター
ひだまり︵佐川町︶
夜間℡︵ ︶０２０３

866

その他関係機関
・中央児童相談所

866

℡０８８︵ ︶６７９１
・高知県教育センター

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

007

℡０８８︵ ︶３８９０
・子どもの人権１１０番

℡０１２０︵ ︶１１０
・高知県心の教育センター
℡０８８︵ ︶２９２２

833

℡（２６）１１１１

｜広報おち｜3月号｜6｜

情 報 広 場

30

90

90

狂犬病予防注射を
実施します

91

狂犬病予防法により︑犬の
登録と狂犬病予防注射が義務
付けられています︒

︻犬の登録︼
生後 日以上の犬は︑飼い
始めてから 日以内に登録し
てください︒︵生後 日以内
の犬は︑生後 日を経過して
から 日以内︶
○登録がお済みでない飼い主
の方は︑登録してくださ
い︒
○なお︑下記表の狂犬病予防
注射当日も登録を受け付け
ますので︑ご連絡いただき
ますと問診票を送付しま
す︒

︻狂犬病予防注射︼
毎年１回必ず受けてくださ
い ︒４ 月 に 下 記 の 狂 犬 病 予 防
注射日程により︑集合注射を
町内各地で行います︒もし︑
集合注射で受けることができ
ないときは︑動物病院で受け
てください︒
︽狂犬病予防注射は問診票へ
必要事項を記入してくださ
い︾
○登録済みの飼い主の方には
予防注射の通知と問診票を
送付します︒
※注射を受けるときは必ず問
診票を持参してください︒

︵問診票を忘れると注射に
時間がかかります︶

︻料金︵１匹につき︶︼
○登録料
３︐０００円
○注射料
︵集合注射︶３︐１００円
※釣り銭がいらないようご協
力をお願いします︒
※登録している犬が死亡した
り︑犬の所在等登録事項が
変わっている場合はご連絡
ください︒

登録をしたら﹁犬鑑
札﹂が交付されますので
犬の首輪に付けてくださ
い︒
行方不明で保護された
とき︑付けていれば飼い
主が分かり飼い主の元へ
帰ることもできますが︑
分からなければ処分され
ます︒

︻マナーを守りましょう︼
○尿は持ち帰ることができず
悪臭となり清潔ではありま
せん︒家の周囲︵庭先や生
け垣沿いなど︶ですると︑
そこで生活をしている方に
迷惑となります︒
○散歩の途中で犬がフンをし
た場合は︑必ず自宅へ持ち
帰って処理してください︒

◆お問い合わせ・登録届出先
環境水道課
℡︵ ︶１１１４

26

30

【 平成29年度狂犬病予防注射日程 】
予防注射は、都合のよい場所で受けられます。ただし、実施日の時間に遅れないようご注意ください。
月日

場

所

集合時間

月日

場

所

集合時間

15区1・藤原次郎宅前

8：50

日ノ浦集会所前

9：15

15区2・舟戸バス停横

8：55

清助集落入口前カーブ

9：25

４月

野老山多目的集会所前

9：10

9：35

18区1・熊秋集会所前

9：30

４月

稲村集落入口（横畠側）

日︵月︶

17区2・八ヶ窪集会所前

9：50

日︵火︶

横畠多目的集会所前（本村） 10：35〜10：50

17

月日

10：10

13区・織田憲照氏宅前ごみステーション 10：30

９：55〜10：20

堂岡集会所

11：00〜11：10

今成集会所前

11：20〜11：35

文徳集会所前

10：50〜11：10

柴尾集会所前

13：15〜13：25

遊行寺集会所前

11：35

宮地上・神母谷

13：35

1区・宮崎商店前

13：15〜13：45

宮地下・岡本政晴氏宅前

13：45〜13：50

役場東側車庫

14：05〜14：45

役場東側車庫

14：15〜15：00

場

所

集合時間
9：10

西浦複合集会所前

9：30

田代・齋藤満行氏宅入口県道三差路

9：50

日︵木︶

栃ノ木集会所

10：10

大平集会所前

10：45

大桐郵便局前（島）

11：00

上流バス停横

日︵金︶

小日浦・岡村敬喜氏宅前

月日
４月

４月
20

17区1・中村集会所

18

横畠西部老人里の家前

21

場

所

集合時間

山室農林共同館前

8：50

鎌井田・山中タバコ店前

9：20〜 9：30

京塚・山中宅前

9：45

梶ヶ奈路・中内正房氏宅入口

9：50

桑薮公民館

10：00

片岡老人里の家前

10：30

11：10

黒瀬集会所下

10：40〜10：45

五味複合集会所前

11：20〜11：30

役場東側車庫

11：05〜11：45

保健福祉センター駐車場

13：10〜14：00

｜7｜広報おち｜3月号｜

情 報 広 場

平成27年１月１日以降に他市町村から転入してきて
越知町内の＊民間賃貸住宅に入居している世帯主さん、ご確認ください！
要件に該当する世帯には、入居費用と家賃の一部を助成します
＊民間賃貸住宅とは…居住用に建設された建物で、所有者などとの間に賃貸借契約を締結し、自己の居住用に使用する
住宅です。
ただし、町営、県営など公的賃貸住宅や社宅、社員寮などまたは、３親等以内の親族が所有する住
宅は除きます。

【助成対象世帯】（以下の全てに該当する世帯）
１．平成27年１月１日以降に新たに越知町内の民間賃貸住宅に入居し、世帯全員が越知町に住民登録を行
い、現に居住していること。
２．世帯全員が、納期の到来した町税等を完納していること。
３．世帯全員が、町内に他の住宅を所有または借用していないこと。
４．世帯に公務員が含まれていないこと。
５．世帯全員が、生活保護法による保護を受けていないこと。
６．世帯全員が、暴力団員等でないこと。
【助成金額・期間】
１．入居費用（入居の際に納入する敷金、礼金、引っ越し費用）
入居費用の３分の１（1,000円未満切り捨て）を助成します。ただし、上限額は80,000円とし、１回限
り。
２．家賃（共益費、駐車場代を除く）
家賃から勤務先が負担する住宅手当等を除いた実質家賃負担額の３分の１（1,000円未満切り捨て）を
助成します。ただし、上限額を月10,000円とし、最長36カ月。
【今回助成の対象となる世帯】
平成27年１月１日以降平成28年４月1日以前に越知町へ転入してきて、基準日である平成29年３月31日
現在、１年以上居住している世帯（見込み）
(注)平成28年４月２日以降に越知町へ転入してきて、基準日（平成29年３月31日）現在、まだ１年に満た
ない世帯は、次の基準日（平成30年３月31日）時点で引き続き越知町に居住していれば、その時点
で、転入時からの月数が対象となります。
【交付申請】
３月21日（火）までに下記の書類を企画課へ提出してください。
用紙（①、④、⑤、⑧）は企画課に取りにきていただくか、ホームページから印刷できます。
①越知町民間賃貸住宅入居費用及び家賃助成金交付申請書 ②民間賃貸住宅の賃貸借契約書等の写し
③世帯全員の住民票

④民間賃貸住宅入居費用及び家賃助成計算書

⑤住宅手当等支給状況証明書

⑥支払い済みの領収証の写しまたはそれに代わるもの

⑦世帯全員の納税証明書

⑧越知町民間賃貸住宅入居費用及び家賃助成金請求書

上記書類には、お勤め先の証明なども含まれていますので、余裕を持って準備してください。
◆お問い合わせ先
企画課

片岡

℡ （２６）１１６４

おち着くライフ

検 索

｜広報おち｜3月号｜8｜

情 報 広 場

●人いきいき︑町わくわく
﹁童話村﹂滝上町の主な行
事予定

5月上旬〜6月上旬
芝ざくらまつり

ゴールデンウイーク頃
道の駅
春のうまいもん市

9月中旬
道の駅
秋のうまいもんまつり
など

◆お申し込み・お問い合わせ先

企画課 片岡
℡︵ ︶1164

滝上町との交流に補助金を出します

越知町は︑平成 年に北海
道滝上町と友好交流町の調印
を行っております︒
町民の皆さんに滝上町の
方々と交流を深めてもらうこ
とを目的とした補助制度があ
ります︒

◎補助を受けるためには
・越知町に住民票を有する方
で2人以上のグループであ
ること
・滝上町で開催される事業に
参加し︑地域団体と交流す
ること
・報告書を提出すること
など
※補助を受けられるのは︑1
人2回限り

◎補助額
・2泊3日の行程に係る旅
費の7割以内で補助しま
す︒
︵限度額あり︶

●滝上町の団体
高知県人会
文化連盟
体育協会
など
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〜高吾北消防本部からのお知らせ〜

消防車や救急車の緊急通行時のお願い
自動車やバイクを運転中に、サイレンを鳴らし赤色の警光灯を点灯した消防車や救急車が近づいてきたら、
進路をスムーズに譲ることができますか？
消防車や救急車などの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送など、緊急性の高い用務を行うことから、一
刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があるため、道路交通法においては、道路の右側部分に車体をは
み出して通行することや赤信号の交差点に進入できることなどの特例が認められていますが、緊急自動車がよ
り安全に通行するためには、一般車両の協力が必要不可欠です。
自動車などの運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、進路を譲っていただき、スムーズな緊急通行がで
きるようご協力をお願いします。
道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場合の対応が次のように定められています。
○交差点またはその付近の場合
交差点を避け、かつ、道路の左側（一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の
通行を妨げることとなる場合は、道路の右側）に寄って一時停止しなければならない。
○交差点またはその付近以外の場合
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。

救

救

｜9｜広報おち｜3月号｜

越知保育園内子育て支援

☆特別企画☆

日︵火︶

２階

保健福祉センターとの
合同企画
﹁時短 朝食作り﹂

３月
時〜午後１時

︻日時︼
午前
保健福祉センター

︻場所︼
調理室
︻対象︼
６ 歳までの未就園の幼児と
その保護者
︻持ち物︼
母子手帳・エプロン・三角

越知幼稚園
園庭開放

2歳児・3歳児健診

３月の母子保健
事業のご案内

︻日程︼
3月8日︵水︶
午前8時 分受付開始
︻場所︼
保健福祉センター ２階

﹁おひなまつりと春の訪れを
楽しもう！﹂
いつの間にか日も長くなり︑
春の訪れをどことなく感じる
ようになりました︒
昨年4月に入園・進級した
子どもたちも︑この1年で心
身共に一回りも二回りも大き
くなったように思うこのごろ
です︒
さて︑3月3日は︑ 年度
最後のお誕生会・園庭開放日
となりますので︑皆さんと一
緒におひなまつりと春を迎え
る楽しいひとときを過ごした
いと思っています︒ぜひ︑幼
稚園に遊びに来てください︒
よろしくお願いします︒

︻2歳児健診対象児︼
平成 年 月1日生〜
月 日生
︻3歳児健診対象児︼
平成 年9月1日生〜
月 日生
対象となる方には通知を送
付しています︒

◆お問い合わせ先
保健福祉センター ２階
︵保健福祉課 健康推進係︶
℡︵ ︶３２１１

献血のお礼と
お知らせ

月 日に役場前で献血を
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︒
今月は役場前で実施します
ので︑皆さんのご協力をお願
いします︒

︻日程︼
3月 日︵月︶
︻受付時間︼
午前 時〜 時
午後１時 分〜４時
︻場所︼
役場前駐車場

11

センターからのお知らせ
支援センターは︑﹁なかよ
しひろば﹂以外の日も開いて
います︒
皆さん︑ぜひ気軽にご利用
ください︒

☆３月の予定☆
︵なかよしひろば︶
◎３日︵金︶
日︵木︶

巾・お子さんが使っているス
プーン・タオル・食事用エプ
ロンなど
︻申込締め切り︼
３月６日︵月︶

分

31

誕生会を楽しもう！
◎
楽しく遊ぼう！
※今年度︑最後のなかよし
ひろばです︒
時

時

31

28 36

12

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︶

15

45

12

12

12

28

27

10

26

25

26

︻時間︼
分〜

︻日時︼
3月3日︵金︶
午前９時 分〜
︻場所︼
越知幼稚園

400

午前9時

◆お申し込み・お問い合わせ先
︶３２１１

保健福祉センター
℡︵

越知保育園
田村・吉村

子育て支援センター
担当

︶２１４１

28

30

10 14

℡︵

◆お問い合わせ先
越知幼稚園
℡︵ ︶１１０７

11

︻場所︼

日︵月︶ま

日

︵水︶の間︑支援センター
は休みです︒
※一時預かりは︑3月
︵ 木 ︶ 〜４ 月
で休みです︒
︵４ 月 以 降 の 利 用 は 再 登 録 が

30

越知保育園
○お知らせ

30

※4月1日︵土︶〜5日

12

10

26

26

16

必要です︶

26
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◀ 募 集・案 内 ▶

｜広報おち｜3月号｜10｜

◀ 募 集・案 内 ▶

第４回越知町ぼんぼり桜まつりのお知らせ
宮の前公園に桜を植樹して10年目を迎えます。夜桜に約500個のぼんぼりを飾り「ぼんぼり桜まつり」を開
催します。町内を回る無料送迎バスも運行しておりますので、ぜひ、宮の前公園に遊びに来てください。
【開 催 日】３月25日（土）午後４時〜
【開催場所】宮の前公園
（小雨決行

悪天候/越知町民会館

大ホール）

【イベント内容】
午後５時
越知中学校吹奏楽部
午後５時40分 よさこい踊り十人十彩
午後６時
ベリーダンスなど
午後６時30分 ぼんぼり点灯式
午後７時
スーパーバンド スペシャルライブ
午後７時30分 フォーリンラブ スペシャルお笑いライブ
【ぼんぼり点灯期間】３月25日（土）〜４月２日（日）
午後６時〜９時
☆無料送迎バス

午後４時〜８時30分（おち駅・役場前・中町駐車場・宮の前公園を巡回します）

◆お問い合わせ先










































  












◆お申し込み先
町民会館内 教育委員会 生涯学習課
℡
（２６）
３４００ 〒781-1301 越知町越知甲2562番地

｜11｜広報おち｜3月号｜
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募集



委員長杯

20 26

℡（２６）１００４

︻会場︼
総合運動場 体育館
︻参加資格︼
次のいずれかを満たす者と
する︒
①町内在住の方︵出身者も可︶
②町内に勤務している方
③①または②の条件を満たす
方の家族︵高校生以上︶
④おちスポーツクラブ会員
︻試合方法︼
参加チームにより主催者側
で決定します︒
︻申込方法︼
所定用紙に必要事項を記入
の上︑下表の日時までに町民
会館へ提出してください︒
︻その他︼
①競技中の事故などには︑責
任を負えませんので十分注
意してください︒
②当日棄権されるチームの代
表者の方は︑必ず事務局ま
で連絡してください︒
③高校生の参加は︑保護者の
承諾が必要です︒

◆お問い合わせ先
町民会館
℡︵ ︶３４００
︵ ︶１０５１

FAX

観光協会




◀ 募 集・案 内 ▶

特定優良賃貸住宅
特定優良賃貸住宅
お願いします。
【募集内容】
所

在

ハイツ・ラピュタ入居者募集について

ハイツ・ラピュタ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

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 （2−101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、階段灯など共用設備維持費等）
◎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および予約者を含む）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）
【申し込みの受け付け】
◎受付期間 ３月１日(水)〜３月９日(木)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け付けしません。
【入居者の選定】申込者が複数の場合は、３月17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】４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。
◆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
イ 高知市九反田4番10−401号

地域と絆を

むすぶ声

四国デスティネーション

27年度優秀標語⑫

キャンペーンの開幕について

４月１日から３カ月 間︑
ＪＲ
グループ６社︵ 北 海 道・東日 本・
東 海・西日 本・四 国・九 州 ︶
の協
力により︑全 国から四国へお越
しいただけるよう観光のＰＲな
どを 行 う﹁四国デスティネーシ
ョンキャンペーン
︵四国ＤＣ︶﹂が
開幕します︒このキャンペーンは
年ぶりの開催で︑
四国全体で︑
非 常に多 くの魅 力 ある観 光 情
報を提案しております︒
キャンペーン期 間 中は多 くの
お客さまが四国に来られます︒
こうした方に︑
観光を楽しんで
いただき︑﹁四国はすばらしい観
光地﹂と感じ︑
その後何度も観
光に来ていただけるような﹁お
もてなし﹂などにご協力をよろ
しくお願いします︒

◆キャンペーン詳細について
四国ＤＣキャンペーン
ホームページ

http://www.shikokudc.com/
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「家庭の日」の標語

「おはよう」は

越知町総務課
℡（２６）１１１１
高知県住宅供給公社（賃貸者） ℡０８８（８８２）１３１３

三行詩優秀作品（PTA全国協議会選）⑫

「ありがとう」なんて素直に言えない
「大好き」なんてもちろん言えない
はやく終わらないかな 反抗期

｜広報おち｜3月号｜12｜

越知小・中学校コミュニティ・スクールだより
第3回
学校運営協議会

平成28年度、3回目の学校運営協議会が1月26日に開催されました。会
の主な内容をお知らせします。

◎地域より
・12月に役場前でイルミネーションの点灯式が開催されたが、たくさんの子どもたちの参加が
あり、大変活気があって良かった。町内のイベントには積極的に参加してほしい。
・道路を横断する小学生のマナーが大変良く、感心した。
・｢おはようございます」「こんばんは」など、あいさつがとてもよくできている。

◎学校より
・小学校と中学校より、10月末に行われた「学校新聞づくりコンクール」の審査に地域審査員
として参加してくださった委員さんへのお礼。
・小学校では総合的な学習の時間に行った横倉山登山（６年生）や落語の発表（３年生）を通
して、地域で本物の体験をすることができている。おかげで得たものも大変大きく、学びが
充実している。
・中学校では３年生が高校入試に向けて頑張って準備をしている。２年生は４月から最上級生
になることを意識するようになってきている。

◎小学校・中学校に分かれて意見交換
小学校・中学校共に、各学校が作成した学校評価書を見ながら意見交換を行いました。委
員の皆さんから出された意見をまとめて、最終的な学校評価書を作成します。

ゲストティーチャーをお招きしました（小学校６年生）
キャリア教育の一環として、小学校６年生の総合的な学習の時間に地域の方をゲストティー
チャーとしてお招きしました。１月30日には、ゲストハウス縁のオーナーである金原さんをお招き
し、なぜ越知町にゲストハウスを作ろうと思ったのかなどをお話ししていただきました。翌日は、
越知町長が越知町の取り組みなどをお話ししてくださいました。どちらのお話も大変楽しく、そし
て興味深い内容で、あらためて自分たちの可能性や、自分たちが住んでいる越知町の魅力について
考えることができる時間になりました。

してみませんか？学校支援ボランティア！
小学校で活動しているイメージが強いかもしれませんが、中学校でも学校支援ボラ
ンティアを募集しています。中学校では特に草刈りや花壇の手入れなどの環境整
備をしてくださる方を募集しています。詳細は中学校の教頭までお気軽にお問い合
わせください。

｜13｜広報おち｜3月号｜

越 知 中 学 校
平成28年度越知中学校３学期 １年の締めくくりをめざして！
平成28年度３学期が１月10日からスタートしました。越知中学校の１年間を締めくくる大切な学期
であり、３年生は、高等学校受験、卒業という人生の節目を迎えます。生徒のより良い成長を目指
し、教職員一同頑張ります。
１ ３学期の主な行事をお知らせします。
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新生徒会執行部役員・専門委員会委員長決定！ 生徒会と専門委員会の活動は、越知中学校を
リードし、生活や学習を向上させる原動力です。新執行部、新専門委員長の活躍を期待します。
生徒会執行部

左から

３

 
 
 
 
 
 
 

生徒会会長
副会長
副会長
書 記
書 記
会 計
会 計

古味
坂本
大原
山﨑
青木
三橋
織田

真旺
翔哉
未宙
美幸
羽流
凜
侑駿

専門委員会委員長：２年生

左から

君 （２年）
君 （２年）
さん（２年）
さん（２年）
さん（１年）
さん（２年）
君 （１年）

代表委員会委員長
生活委員会委員長
図書文化委員長
保健体育委員長
交通整備委員長
放送委員会委員長

岡田 芹菜
工藤 優那
矢野
鞠
和下田 瑛
田中 亜海
横山 和杏

さん
さん
さん
君
さん
さん

２月９日 小学６年生１日体験入学実施！ 新執行部最初の仕事です。６年生は生徒会執行部・
各専門委員長による学校生活や学習の説明、部活動のキャプテンによる部活動の説明、および体
験授業、部活動体験を行いました。
執行部・委員長による説明

数学体験授業風景

卓球部部活動を体験

４ ２年生修学旅行 東京方面へ３泊４日の旅程で行ってきました。国会、早稲田大学、東京ディズ
ニーランド、ＡＮＡ機体整備工場、東京証券取引所など、キャリア教育の視点を重視した日程で
した。助け合いや協力、マナーについても生徒の態度は立派なものでした。
ANA機体
整備工場

国会議事堂

東証アローズ

☆３月の主な日程
３月４日（土) 学力検査
国語 社会 数学 理科 英語

３月５日（日) 面接
３年生頑張っています！

｜広報おち｜3月号｜14｜

運転免許の
運
転免許の記載変更について
●住所変更の多くなる時期です。住所・本籍・氏名など免許証の記載に変更を生じたときは、速やかに運転免許証
の記載事項の変更を届けなければなりません。免許証の住所は、住民票の変更がなくても郵便物などの証明物
で変更できます。県内であれば佐川町以外のご住所の方でも佐川署で変更できます。
【記載事項の変更届け出義務：罰則２万円以下の罰金または科料】
＊次回の更新案内ハガキは免許証の住所地に届きます。変更をしていないと届かない場合があります。
変更内容
必要な書類
①運転免許証
住所のみ
②新しい住所が証明できる書類
（住民票・保険証・郵便物・公共料金の領収書など）
※お返しできます
①運転免許証
氏名・本籍
②住民票
（本籍が記載されているものに限る）
※お返しできません
①月〜金曜の平日
受付日時
② ８：３０〜１７：００
（１２：００〜１３:００除く） ※所要時間５分程度

75歳以上の高齢ドライバーは、認知機能が厳しくチェックされます！
【平成29年3月12日施行】
75歳以上のドライバーが、認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為（規定の違反行為）をすると、
臨時に｢認知機
能検査｣が行われます。
その結果｢認知症のおそれあり｣と判断された場合、専門医の診断を受けなければなりません。

臨時認知機能検査
臨
時認知機能検査の対象となる違反行為の例
●信号無視●右側通行（逆走）●
「通行禁止」
の道路の通行●合図不履行●遮断機が閉じた踏切
への進入●一時不停止●危険なＵターンや進路変更●横断歩道通行中の歩行者の妨害●交差
点右折時の直進車・左折車の妨害●優先道路や環状交差点内の通行者の妨害●徐行場所違反●
安全運転義務違反

インターネットでのトラブルを防ぐために②

自宅や公共施設で無線通信環境が広がり、ネットは子どもにも身近なものになりました。
「リスクがあるから使わ
せない」ではなく、利用の危険を教え、少しずつ上手に使える能力を育てましょう。

（１）規範意識の低下や違法行為を防ぐために
ネットの利用を通じて被害者になる危険がある一方で、不正アクセス
や著作権・肖像権の侵害など、加害者になる可能性もあります。
「見えないだろう」とネットの世界で悪さをしても、すぐに見つかり
現実の世界で罰せられることを教えましょう。

■こんなことは犯罪です
・友達のパスワードを勝手に使う
・いたずらで犯行予告を書き込む
・友達の悪口を書き込む
・他人の作品を勝手にアップする

（２）ネット依存を防ぐために
長時間ゲームをしたり、
「未読」「既読」を気にして深夜までＬＩＮＥなどのやり取りを続けていると、寝不足や体調不良、集中力の
低下などが懸念されます。子ども自身にネットを利用する時間や時間帯を決めさせましょう。

（３）友達同士のトラブルを防ぐために
メールやチャットなど文字のやり取りは、相手の顔や表情、声の感じが分からないため、自分が伝えたいこととは違うニュアンスで
受け取られてしまうこともあります。
誤解されていると感じたときは、直接会って話し合い、誤解を解消させるようにしましょう。

（４）陰湿なネットいじめを防ぐために
大人の目が届きにくいネットでは、一人の書き込みが次第に「みんな」の意見となり、悪口から無視、グループ外しへとエスカレート
するケースさえあります。いじめに悩み、不登校に発展するケースさえあります。
保護者の方へ
保護者の責任としてフィルタリングを活用しましょう。端末機種により、保護者によって利用を制限できる「ペアレンタルコン
トロール」機能を設定することもできます。子どもの利用状況を把握しましょう。

｜15｜広報おち｜3月号｜

特定のサービスに依存しないクラウ
ドの本質を学びたいエンジニアにお
すすめの一冊

その他の新刊

その他の新刊

＊ ﹁みかんのめいさんち﹂
＊ ﹁かぶきわらし﹂
＊ ﹁おいしいふくやさん﹂
アイヌのむかしばなし

＊
﹁ひまなこなべ﹂
＊ ﹁どんぐ りむらのだいく
さん﹂
＊ ﹁きかせたがりやの魔女﹂

人気イラストレーター深町なか

おくやみ

月届け出分

名

西森

節子

哲雄

北川登美惠

所 氏

8区

竹村

芳喜

2区

住

区

植田

五葉荘

9

﹁ぼくらのきせき﹂

楠秀

転出

＊

区2 藤原

益乻

0）

代アメリカ大統領誕生

西森

安子

世帯数 2,883（

第

盈岡

容子

7

＊﹁英語で聴く世界を変え
た感動の名スピーチ﹂
＊﹁お 母 さ ん︑そ の 服 な
んとかしよ！﹂
＊
﹁野 菜 の 植 え つ け と 種
まきの裏ワザ﹂
＊ ゆかいな実験器具図鑑
﹁ビ ー カ ー く ん と そ の
なかまたち﹂
＊ 極上のミステリ×珠玉の恋愛小説
﹁虹を待つ彼女﹂
＊ 渡辺哲也

南ノ川1区

齋藤

清博

山室

桐見川2区

伊藤

転入

充実しました

宮ケ奈路

△6 ）

※住民課に死亡届のあった方を掲載しています。

（1月31日現在）

︵敬称略︶

3,162（

絵本 絵本 絵本
絵本

1

11

町民の動き

女

﹁トランプ！﹂
＊﹁飾 り 巻 き ず し＆飾 り
ちらしの作り方﹂
＊
﹁思 い 出 ま る ご と デ ジ
タル保存﹂

「となりのイカン」
中山千夏：文 長谷川義史：絵
イカンは
「いけない、
ダメ
！」
アカンは同じ意味で関西方面の言葉
マイネも同じ意味で東北方面の言葉
ナランは沖縄方面、
イテキはアイヌ方面

絵本

＊ 探究心旺盛のお子さん
を応援します！
﹁こわがりのガマくんとい
ばりんぼうのカエルくん﹂
﹁どこどこ迷 路の冒 険 7
人組﹂
﹁ D A Y S ︱運 命を
変えた黒人たち﹂
﹁ピクサーのなか ま と 学
ぶはじめての科学﹂
①宇宙のふしぎ
②地球のふしぎ
③生きもののふしぎ
﹁こどもノーベル賞新聞﹂

9

充実しました

子ども向け

児童本

＊ 自立するお子さんを応
援します！
﹁イラスト 版 子 ど ものス
トレスマネジメント﹂
﹁自 分で考 える子になる
﹃こども手帳術﹄﹂
﹁ぜったいたべないからね﹂

死亡

＊ 子育て応援してます！
﹁子 ど も を の ば す ア ド
ラーの言葉﹂
﹁ストレスを 自 分ではね
返せる子の育て方﹂
﹁アレルギー×母 乳 育 児×
スキンケア﹂
＊ 働くあなた応援してます！
﹁最強の働き方﹂
﹁図解パワーポイント﹂
﹁1冊の﹃ふせんノート﹄
で人生は︑
はかどる﹂
﹁ト ヨ タ で 学 ん だ﹃紙 1
枚！﹄
にまとめる技術﹂
＊ 安らぐ時間のほしいあなたに
﹁暮らしをつむぐ﹂
﹁家時間﹂
﹁最高の休息法﹂
★

△5 ）

「誰も知らない世界のことわざ」
「翻訳できない世界のことば」
エラ・アランシス・サンダース
文化によって、食べるものや着
ているものが違うように、ことわ
ざも違うようです。
外国語の中には、一言で表せな
いような言葉があります。
世界一ユニークな単語集

♬ 3月 日♬﹃本の森♬音楽の夕べ﹄
馬頭琴の奏でる音楽とモ
ンゴルのお話

2,733（

45

直木賞﹁蜂蜜と遠雷﹂
芥川賞﹁しんせかい﹂
嵐・大野くん主演
﹁忍びの国﹂
百田尚樹新作﹁幻庵﹂上・下

男

「40歳の言いわけ」
斉木香津：著
高校時代の同窓会当日
幹事を引き受け、店でみんなを待つが、
みんな、のっぴきならない事情で来な
い! !
背中を力強く押してくれる、人生応援
小説
「絵で見てわかるクラウドインフラとAPIの仕組み」
平山 毅：著・監修

15

0

口 5,895（△11 ） 出生

人

28

12

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

大人向け

♡今年度は、本の森図書カード更新年度です♡

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｜3月号｜16｜

金

4

（大平）
土 ミニデイ

7

火 スポーツ推進委員長杯「バドミントン」 総合運動場 体育館

8

３歳児健診
水 ２歳児・

9

木

備 考

JAコスモス

なかよしひろば「誕生会を楽しもう
！」

越知保育園

9：30〜12：00 10ページ参照

園庭開放「おひなまつりと春の訪れを楽しもう！」

越知幼稚園

9：30〜11：30 10ページ参照

大平集会所
保健福祉センター

スポーツ推進委員長杯「ソフトバレー」 総合運動場 体育館
健康相談
「時短

火

10：00〜

間近で流氷の厳しさ︑
美しさを感じて

3

14

鎌井田老人里の家

集合時間など

【北海道滝上町】

〜子ども会で流氷遠足に参加〜

（鎌井田）
木 ミニデイ

紋別地区子ども育成会連

2

絡協議会主催による﹁流氷

所

遠足﹂がこのほど隣町の紋

人が参加し︑

30

別市で行われ︑滝上町から

も子ども約

場

冬の厳しさや自然の豊かさ

を体感してきました︒

分︑海岸線に出

オホーツク流氷公園を出

発して約

目

ると︑この日は︑あいにく

流氷は接岸していませんで

し た が ︑ 沖 合５ ㎞ 付 近 に 白

種

く流氷が肉眼で確認できた

ほか︑海岸には残された大

きな流氷がいくつもあり︑

子どもたちは上に乗ってみ

曜日

たり︑素手で触ってみたり

日

と思い思いに遊んでいまし

た︒

午後からは流氷まつり会

月

場も見学し︑故郷オホーツ

クを心に刻んでもらう体験

となりました︒

3

10

ピコロ通信

遊行寺集会所

朝食作り」

健康相談

10：30〜

JAコスモス

19：00〜

11ページ参照

8：45〜

10ページ参照

19：00〜

11ページ参照

9：30〜

保健福祉センター ２階 調理室

10：00〜13：00 10ページ参照

黒瀬集会所

10：00〜

スポーツ推進委員長杯「カローリング体験会」 総合運動場 体育館
なかよしひろば「楽しく遊ぼう
！」

越知保育園

ミニデイ
（佐之国）

佐之国集会所

16

木

17

金 スポーツ推進委員長杯「スカッシュバレー」 総合運動場 体育館

21

火 あいさつ運動

22

水

25

19：00〜

9：30〜12：00 10ページ参照
10：00〜13：00 社会福祉協議会
19：00〜

役場前

7：40〜 8：15

健康相談

宮ケ奈路集会所

9：00〜

土

ぼんぼり桜まつり

宮の前公園

27

月

献血

役場前

29

（谷ノ内）
水 ミニデイ

谷ノ内ふれあい荘

11ページ参照

16：00〜
10：00〜12：00
13：15〜16：00

11ページ参照

11ページ参照
10ページ参照

10：00〜13：00 社会福祉協議会

【お詫びと訂正】 ２月号４ページ「二十歳のメッセージ」で名前の誤記がありました。
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。

正）織田 知樹 さん

｜17｜広報おち｜3月号｜

誤）織田 智樹 さん

く

る

来瑠さん

３秒差
３秒差

まとい

よコジローが纏を
振る消防ポンプ車
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６秒差
６秒差
６秒差

越知町消防団・越知分団の

年ぶりに

広報おち 3月号

７秒差

４秒差

６秒差

９秒差

消防ポンプ車両が

日に消防関

を呼び掛けています︒

︵まとい︶を振って町の安全

羽織る〝よコジロー〟が纏

輪駆動車で︑後方には法被を

向上させた定員６人乗りの４

新車両は操作性や安全性を

係者に披露されました︒

更新され︑１月

23

30

第 回越知町ピッタリ

32

ロードレース大会
15

明るい選挙啓発作品
︵ポスターの部︶
で
佳作受賞
小松

100

10

︻３㎞の部︼
優 勝
黒原凜太郎
森下
岳
準優勝
金子 総太
木屋
歩
小田 陸将
第３位
安井 愛斗
︻５㎞の部︼
優 勝
田岡 泰子
準優勝
山口 楽陽
第３位
刈谷 駿太

大会に応援︑ご協力をいた
だきました皆さん︑誠にあり
がとうございました︒
︵教育委員会

3㎞の部・優勝

5㎞の部・準優勝

32

１ 月 日 ︑第 回 越 知 町
ピッタリロードレース大会が
行われました︒
この大会は︑あらかじめ申
告しておいたタイムと当日タ
イムとの差を競うもので︑副
賞には︑ＣＤプレイヤーやミ
キサーなどが贈られました︒
今年も︑越知中学校野球部
の楽しい準備体操から始まり︑
元気いっぱいの小中学生や先
生方︑その他町内外から一般
の参加者約 人が︑雪が舞う
寒空の中︑３㎞と５㎞のコー
スを︑それぞれのペースで元
気に走りました︒
また︑高知ファイティング
ドッグスの 人の新入団選手
も参加者と一緒に走り︑ゴー
ルした後は︑恒例となった高
知ファイティングドッグスに
よる的当てゲームなどを楽し
みました︒
大会結果は次のとおりです︒

高知FDの的当てゲーム！

明るい選挙啓発ポスター受賞作品
表彰状を手に、笑顔の小松来瑠さん

越知中学校２年生
平成 年度明るい選挙啓発
ポスターの部で︑越知中学校
２ 年生の小松来瑠さんの作品
が︑みごと入賞︵佳作︶され
ました︒
この作品募集は︑県内の児
童・生徒の皆さんに︑明るい
選挙を推し進めるうえで役立
つ︑独創的で印象深いイメー
ジの作品を作っていただきた
いという趣旨で行っているも
のです︒
小松さんの作品は︑高知県
の明るい選挙啓発ポスター作
品で佳作を受賞し︑１月には
県庁本庁舎１階ロビーにて展
示されていました︒
記念撮影の際︑少し照れな
がらも受賞を大変喜んでいま
した︒心からお喜び申し上げ
ます︒
28

