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あじさい街道

受賞者の岡田夏芽さん

11

おちスポーツクラブ
スポーツ振興表彰
この表彰は︑令和３年度に
越知町内でスポーツに功績に
あった方々やスポーツクラブ
の発展・育成に多大な貢献を
した団体及び個人に贈られる
賞です︒
受賞者は次のとおりです︒

個人表彰
高校ソフトボール 河添
吉村
西内
西森

高校バレー
中学サッカー
小学新体操

︻敢闘賞︼

航汰
涼花
文哉
絆莉

団体表彰
小学野球
越知バッファロー
個人表彰
小学水泳
大﨑 瑞希
小学水泳
麻田 宗紀
小学水泳
金子 昴

◆お申し込み・お問い合わせ先
教育委員会
℡︵２６︶３４００

高 知 松 山自 動 車 道
︵いの〜越知︶
意見交換会を開催

４月 日︑町民会館で︑
国が示す高知松山自動車道
︵いの〜越知︶のルート帯
案に関する意見交換会を開
催しました︒
約 人の参加があり︑国
か ら３ つ の ル ー ト 帯 案 の 説
明を受けた後に︑２ 班に分
かれて︑新しく道路を建設
する場合に大事なことや︑
思い描く理想の道路像につ
いて意見を述べ合いまし
た︒
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◆お問い合わせ先
建設課
℡︵２６︶１１１３

参加いただきました皆さん
に厚くお礼申し上げます︒

意見交換会の様子

受賞者の岡田実桜さん

27

︻優秀賞︼
団体表彰
小学サッカー
越知サッカースクール
小学バレー
越知エンジェルズ

※おちスポーツクラブは随時会員を募集しています

手紙です︒
岡田実桜さんの作品は︑夏
休みの標本づくりイベントで
牧野博士を知り︑大きな刺激
を受けたことがよく分かる手
紙です︒

15

２人の作品を含む受賞作品
は︑佐川町の牧野富太郎ふる
さと館で６月 日まで展示さ
れており︑横倉山自然の森博
物館でも 月１日から 月
日まで展示されます︒
10

◆お問い合わせ先
企画課
℡︵２６︶11６４

受賞者の皆さんおめでとうございます
これからの活躍も期待しています

コンテスト 牧野富太郎さんへの
手紙の受賞者が決定
牧野富太郎生誕１６０年記
念事業で行われた手紙コンテ
スト﹁拝啓 牧野富太郎さん
への手紙﹂
で︑応募総数３１０
通の中から︑越知中学校１年
生の岡田夏芽さんが小学生以
下の部で最優秀の﹁牧野成太
郎賞﹂
を︑同じく越知中学校１
年生の岡田実桜さんが佳作を
受賞しました︒︵応募時は２人
とも小学６年生︶
４月 日に︑佐川町青源寺
で表彰式が行われ︑２人に表
彰状と副賞が送られました︒
岡田夏芽さんの作品は︑植
物の命名にロマンを感じてい
る様子がうかがえ︑本当に植
物が好きだと思わせてくれる
24
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とも き

（地域おこし協力隊）

地域活性化・環境保全の活動
に携わらせていただきます︒
これまで 年間︑東京の私
立小学校で教員を務めてまい
りました︒子どもと遊ぶこと
が大好きです︒中でも︑自然
体験活動の機会がうれしく
て︑林間学校や遠足など︑野
外での活動は︑子どもたち以
上にわくわくして︑楽しく企
画をしていました︒
国道 号のトンネルを抜
け︑はじめて越知町を訪れた
とき︑目に飛び込んできた壮
大な景色は今でも忘れられま
せん︒仁淀川の奏でる天然の
音楽︒町の皆さんが温かくお
もてなしくださったこと︒
越知町で暮らしたいという
思いがどんどん膨らんでいき
ました︒越知町の皆さんのお
役に立てますこと︑心より光
栄に思います︒何とぞよろし
くお願い申し上げます︒

児島県ですが︑これまで長
崎・愛知・大阪・京都で生活
してきました︒以前︑越知町
に旅行で訪れた際︑町の方の
温かさや自然に魅力を感じ︑
いつか住みたいと思い続けて
４年︒ようやく生活拠点を移
すことができました︒生活し
て１カ月たちましたが︑自然
も感じながら︑皆さんに優し
くしていただき︑引っ越して
よかったと感じています︒
越知町の魅力を発信する為
に︑まずは越知町のことを知
りたいと思っています︒自然
や歴史︑食など︑いろいろと
お話させてもらえると幸いで
す︒
また︑趣味で靴磨きをして
います︒もし冠婚葬祭などで
きれいにしたい革靴がありま
したら︑ご相談ください︒

退 職 職員

11

４月より越知町の地域おこ
し協力隊に着任しました︒
以前は茨城のケーブルテレ
ビで勤務した後︑食と農に興
味を持ち︑農業法人で働いて
おりました︒
任期中は︑観光振興を担当
させていただきます︒自然が
大好きで︑牧野富太郎博士の
朝ドラ決定のこの時期に携わ
らせていただくことを私も楽
しみにしています︒
越知町に来てまず驚いたの
は︑水がおいしいことです︒
お茶やコーヒーが格段におい
しくなりました︒
お気に入りの風景は仁淀川
から見る横倉山です︒朝夕に
散歩しながら︑美しい自然に
癒やされています︒
高知の食や風土にも魅了さ
れています︒野草採取と料理
や田舎寿司なども学びたいと
考えています︒
皆さん︑どうぞよろしくお
願いいたします︒

智貴

右田

みぎ た

パタパタ 通信

<>

︻先日のよコジロー︼
さわやかな新緑がきれいな
季節︑大好きな横倉山をお散
歩したよコジロー︒
木々の揺れる音や鳥のさえ
ずりを楽しみながら︑森林の
空気を満喫していました︒

<>

自然の奏でる音に
耳を傾けながらの
お散歩︑
とっても
素敵な時間を
過ごせたよ！

うれしそうにポーズを決めるよコジロー

新 規 採用 職 員

（地域おこし協力隊）

５月より総務課に配属にな
りました︑古田大輝と申しま
す︒出身は高知市で︑越知町
はあまり縁のない地域でした
が︑観光に訪れた際には︑自
然の豊かさに魅了されまし
た︒その自然の豊かな環境の
中で働けること︑越知町の発
展を目指す取り組みに関われ
ることを大変うれしく思って
おります︒
そして︑社会人１年目でさ
まざまな点で至らないところ
も多いと思いますが︑越知町
の皆さんのお役に立てるよう
に精いっぱい努力いたします
べん たつ
ので︑ご指導ご鞭撻のほどよ
ろしくお願いします︒
（地域おこし協力隊）

33
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か

越知町職員であった森昭人
さんが４月 日付で退職され
ました︒
今後のご活躍をお祈りいた
越知町の皆さん初めまして︒
します︒
観光振興ミッションで活動す
越 知 町の皆さんこんにちは︒ る右田と申します︒出身は鹿
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まさ と
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え

朋生

加藤

（総務課）

大輝

古田

正人

海老原

18

山本紗英子

いる山椒を香辛料や漢方薬と
して利用していたそうです︒
実は山椒は﹁捨てるところ
がない﹂と言われているほど
利用部位が多くあります︒
実・花・若葉が主に食用と
して︑幹もすりこ木の材質と
して最適だそうで︑用途がか
なり広いことから︑昔から家
の庭の隅によく植えられてい
た木でした︒昔の人は食用だ
けでなく︑薬用としても重宝
されている梅や南天の木を家
の近くに植えていたので︑山
椒もその意味合いが強かった
んだと思います︒
私も譲ってもらった山椒苗
を実家の庭に植えたところな
ので︑その成長が今から楽し
みです！
ピコロ通信

同日より始まる公園の公開
にあたっては︑新型コロナウ
イルス感染防止のため︑イベ
ントや売店を一部縮小して純
粋に花を楽しむお花見公開が
行われます︒

〜 ３分咲き開花宣言〜

芝ざくら滝上公園の
お花見公開が始まりました
【北海道滝上町】

５月６日に芝ざくら滝上公
園 の 芝 ざ く ら が３ 分 咲 き に
なったとして︑
︵一社︶滝上町
観光協会︵会長 大原滿︶
︑滝
上町商工会︵会長 眞貝眞佐
喜︶
︑滝上町
︵町長 長屋栄一︶
からなる開花判定委員会が︑
開花宣言を行いました︒この
宣言は昨年より１日早く︑平
年よりやや早い開花となりま
した︒
宣言後は多くの応募をいた
だいた﹁芝ざくら開花クイズ﹂
の正解者の中から︑賞金や記
念品の抽選が行われました︒

開花判定委員会による開花宣言

今の時期に越知町内を車で
走っていると︑道路脇の畑や
山の棚田などに︑青葉を茂ら
せ鮮やかな黄緑色の実をつけ
た低木の山椒の木々を目にす
ることができます︒四国内だ
けで言えば︑この山椒畑が町
の至る所で見ることができる
のは越知町だけです︒

山椒の特徴は︑ピリッとし
たさわやかな辛味と︑柑橘系
の独特な香りですが︑もとも
と日本人にとってなじみ深
く︑古くから山野に自生して

青実山椒の実付きを確認

実は︑越知町は
日本有数の
山椒の
一大生産地

雨で緑も深まる６月︑梅や
ビワの収穫期でもあるこの時
期は︑町内では加工用・薬用
の山椒の収穫が徐々に始まっ
ている頃でしょう︒
越知町の山椒栽培の歴史は
浅く︑まだ三十数年なのです
が︑今や日本の山椒供給の一
翼を担うまでに成長している
ことを︑皆さんはご存じで
しょうか︒
現在は約１５０軒が町内で
山椒を作っていますが︑これ
は越知町に住む約２７００世
帯の内︑実に 軒中１軒が山
椒を栽培している計算になり
ます︒このことからも︑山椒
が産業としてこの町に根付い
ていることがよく分かります
よね︒

この日は
芝ざくらと
を
エゾヤマザクラ
両方
楽しむことが
できました

小道添いの山椒畑はロケーション抜群

第2回

4
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よそもん通信とは︑固定概念なくまちの魅力に気付くこと
ができる地域おこし協力隊を﹁よそもん﹂と置き換え︑その活
動内容を町民の方々に広く知ってもらうためのものです︒

じ作業を６回程繰り返さなく
てはならないので︑販売前か
らもうヘトヘト⁝︒
しかし︑町民の方が調理器
具や冷凍庫まで貸してくれ
て︑なんとか無事に周年祭で
販売することができました︒
実際に販売をしてみると︑
まだまだ課題は山積みです
が︑これから一つ一つ解決し
ていきたいと思います︒

と︑ 町 民の皆さんが﹁困ってい
るときはなんとかしてやろう﹂
と力 を 貸してく れ︑いつも 助
けてもらっていま す ︒
この心 意
気が︑﹁ 越知町らしさ﹂
だと感
じている毎日です︒

たけのこの楽しみかた

木々の緑が日ごとに色を深
めていく昨今︑いかがお過ご
しでしょうか︒

■自家製メンマ風

①ゆでた﹁たけのこ﹂を切っ
て︑ごま油で炒める
②油がまわったら︑鶏がら
スープ２００ ︑酒大さじ
１︑しょうゆ小さじ２を加え
て中火で煮る︒
③汁気がなくなったら︑みり
ん小さじ２︑ごま油少々を加
えて︑水分を飛ばして完成︒

おいしくできた自家製メンマ風

シミズ

自分でとったたけのこ

■竹林整備とたけのこ狩り

トモキ

竹林整備をする中で︑たけ
のこを見つける時期になった
ら︑みなさんも作ってみてく
ださい！

(地域活性化)

越知町に来て︑早いことに
一年がたち︑竹林整備とたけ
のこ狩りをしました︒私が
育った知立市というところで
は︑畑は多くあるものの竹林
を見ることは滅多になく︑春
になり︑たけのこがひょっこ
りと地面から顔を出している
様子に︑物珍しさと春を感じ
ました︒
地元の方と一緒に︑竹の伐
採をした後︑たくさんのたけ
のこを採り︑意気揚々と帰宅
しました︒

ml

おちまんの販売に挑戦

イベント当日協力隊の仲間と

また周年祭では︑町の名人
たちの手作り作品や越知町の
採れたての新鮮野菜の販売︑
こんにゃく作りのワーク
ショップも開催し︑町内外の
お客さんに楽しんでいただく
ことができました︒
協力隊として活動している

広報おち︱6 月号
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した︒モチモチッとしてほん
のりとした甘みと小麦の香り
がする皮を目指して試作を繰
り返し︑ようやく完成！
次は中身の餡です︒具材は
小さい方がいいか︑大きい方
がいいか︑味付けは濃いめで
甘辛く⁝︒
そうして試作を終えて︑い
ざ本番へ
生地は全て手でこねるた
め︑一回に 個分しか作れ
ず︑目標１００個作るには同

試行錯誤して作ったおちまん

!!

16

（特産品開発）

先日︑４月９日・ 日にス
ノーピークの周年祭のイベン
トが﹁かわの駅おち﹂と日ノ
瀬の﹁おち仁淀川キャンプ
フィールド﹂で実施されまし
た︒
私は︑日ノ瀬の﹁おち仁淀
川﹂
に出店し︑松田精肉店の牛
すじ肉と︑越知町産のたけの
こ・干し椎茸・イタドリ・干
し大根を使った︑オリジナル
のおやき風 肉まん︑その名も
﹁おちまん﹂を初めて販売しま
した︒
肉まん作り初挑戦の私は︑
まず皮作りからスタートしま
10

越知町にホームタウンを置く
高知ファイティングドッグス
の情報を
お届け！

奮闘中︒
野手では︑有田諒嘉外野手
が︑一時は４割を超える打率
で打線を率い︑安打数や打点
などでもリーグトップを争っ
ています︒
４番に座る鳥井弘樹外野手
は︑打点でリーグ２位と勝負
強 さ を 発 揮︒西 川 洸 内 野 手 は
盗塁王争いを演じるなど︑新
戦力の選手たちも活躍中で
す！
ゴールデンウィークの大型
連戦を︑６勝３敗２分けと勝
ち越しで乗り切り︑前期日程
の後半戦を闘っています︒

果たして︑この記事をご覧
ら︑目標のＮＰＢの舞台を目
いただいている頃には︑歓喜
指して︑まずは選手登録を目
の優勝を達成できているの
指します︒
か ぜひご注目ください！
二口投手の挑戦を後押しし
ていただける︑ご寄付を募集
■パラグアイからの挑戦者
し て い ま す︒賛 同 い た だ け る
チームが首位をひた走る中︑ 方は高知ファイティングドッ
グ ス ま で ご 連 絡 く だ さ い︒ぜ
日 本の裏 側の国から ︑新 たな
挑 戦 者がやってまいりました︒ ひご支援のほど︑よろしくお
願いいたします︒
その名も︑
二口卓矢︵ 歳︶︒
パラグアイ共和国・イグア
■新たな高知球場グルメ！
ス市出身の日系２世の投手で
高 知 球 場でのホームゲーム
す︒
ＪＩＣＡと フ ァ イ テ ィ ン
といえば︑ビールやハイボールな
グドッグスの連携事業から実
どのアルコール販 売です︒その
現 し た 挑 戦︒今 や 主 将 を 務 め
るサンフォ・ラシィナ選手も︑ 販 売 ブースに 登 場 したのが︑
かつては 歳にしてアフリカ ﹃ドッグスキッチン！﹄ジューシー
なソーセージをパンで挟 んだ︑
から挑みに来た選手︒﹁８年前
新 商 品﹁ファイティングドッグ﹂
の 自 分 を 思 い 出 す︒応 援 し た
や︑その場で焼き上げる焼き
い﹂とのコメントを残してい
鳥など︑いい匂いが立ち上って
ます︒
いま す！ アルコール飲 み 放 題
二口投手も︑他の選手と同
様に選手寮で生活しなが
もございます ︒
ぜひ球 場に︑飲

20

みに来てください！

6月26日（日）vs 徳島
場所：アグリあなん

（午後6時）

◆お申し込み・お問い合わせ
球団HPまたは
℡088（802）8725 へ！

34
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場所：坊っちゃん
（午後２時）

2022年ファンクラブ会員、
定員まであとわずか！

■前期シーズン激闘中！
３月 日に開幕した︑２０
２２ 年シーズンの前期日程︒
６月３日︵金︶の高知球場での
ホームゲーム︵午後６時︶が最
終戦となります︒
この記事を書いている５月
９日時点︑ 試合中 試合を
終えた時点では︑ファイティ
ングドッグスは首位を死守し
ています︒ 勝６敗３分けで︑
２位の徳島に２ゲーム差をつ
けています︒
今季から先発に転向した平
間凜太郎投手は︑リーグトッ
プタイの３ 勝を挙げる大活
躍︒
防御率も１．
１７と︑安定
した成績を収め︑チームを牽
引しています︒
主にクローザーを務める秋
田有輝は︑リーグトップの７
セーブ︑防御率も１．
５０と︑

二口 投手 右投右打 178㎝70㎏
平成16年4月17日生まれ

タド
イグ
ムス
ズ
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15

18

後期日程開幕戦

6月25日（土）vs 愛媛

6
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河川やプールなどで
の水の事故を防ごう

遊泳しようとしている
人がいたら︑周りにい
る人は遊泳を止めさせ
ましょう︒

国土交通省︵大渡ダム︶および
四国電力︵筏津ダム︶からのお願い

℡︵３２︶２１２０
四国電力株式会社筏津ダム
管理所
℡︵２６︶１１７３

河口

︵4︶ 海や河川では気象状況
に注意を払い︑荒天時
や天候不良が予測され
る場合は︑遊泳や川岸
などでのレジャーは中
止しましょう︒

大渡ダム警報区間
（予備放流の場合）

筏津ダム警報区間

大渡ダム警報区間

今年も梅雨のシーズンを迎
え︑ダムから放流する機会が
多くなります︒
ダムから放流するときは︑
あらかじめサイレンを鳴らし
てお知らせしますので︑川を
利用される方は︑増水に注意
くださるようお願いいたしま
す︒
大渡ダムの放流状況はホー
ムページから提供しておりま
す︒

１分吹鳴

︵5︶ 海や河川では︑ライフ
ジャケットを着用する
など︑事故の未然防止
に努めましょう︒

http://www.skr.mlit.go.
jp/oodo/
大渡ダムは︑電話応答通報
装置の運用を再開していま
す︒
専用電話番号
℡︵３２︶２３１６︵大渡ダ
ムの放流量等の応答メッセー
ジが流れます︶
筏津ダム放流量等の情報
は︑フリーダイヤル︵無料︶
℡０１２０︵２６︶３６７９
で 時間放送していますので
ご利用ください︒

◆お問い合わせ先
国土交通省大渡ダム管理所

仁淀川

・放流お知らせの分担

１分吹鳴

ウ〜

梅雨が明け夏の暑さがやっ
てくると︑河川やプールなど
に出かける機会が多くなりま
すが︑おぼれて救急搬送され
る事故もこの時期に多くなり
ます︒
河川やプールなどでおぼれ
る事故は︑生命を脅かす事故
となる可能性が高いことか
ら︑十分な注意が必要です︒
事故を防ぐために︑次のよ
うな点に注意して楽しい夏を
過ごしましょう︒
溺れている人を見つけたら
溺れている人を見失わない
ように注意しながら周囲に大
声で助けを求めましょう︒そ
して一刻も早く消防機関に通
報しましょう︒
泳いで助けに行くのは危険
です︒竹竿やロープなど長い
ものを投げて引き寄せたり︑
発泡スチロールやペットボト
ルなど水に浮くものを投げ
て︑つかまらせるようにしま
しょう︒
◆お問い合わせ先
高吾北消防本部︵署︶
℡︵２６︶２１１１

サイレン

いの町（仁淀川橋）

筏津ダム

大渡ダム

ウ〜

１５秒

サイレン

（休み）

・サイレンの鳴らしかた

︵１︶ 小さい子どもと一緒に
水遊びをする際は︑子
どもから目を離さず︑
保護者や大人が必ず付
き添って遊びましょ
う︒
︵2︶ 子どもが泳いでいると
きは︑プールなどに監
視員がいる場合でも油断
することなく目を離さ

ないようにしましょう︒

︵3︶ 飲酒後や体調不良時に
は遊泳は行わず︑もし

24

地震による通電
火災対策として︑
感震ブレーカーを
設置しましょう！
通電火災とは︑停電から電
気が復旧したときに破損した
電気製品や屋内配線に︑再び
電気が流れることによって発
生する火災のことです︒
感震ブレーカーは︑地震時
に一定の揺れを感知した場合
に︑自動的に通電を遮断する
装置で︑ブレーカーを切って
避難する余裕のない場合に通
電火災を防止する有効な手段
です︒
阪神・淡路大震災︑東日本
大震災において︑出火原因の
特定された火災のうち︑過半
数以上が電気を出火原因とす
るものでした︒
越知町では︑地震などの発
災時における通電火災を防ぐ
ために︑感震ブレーカーを購
入する費用に対して補助を
行っています︒

◆お問い合わせ先
危機管理課
℡︵２６︶１２３１

広報おち︱6 月号

7

Ochi information

情 報 広 場

子ども支援ネットワーク

こすもす

8

広報おち︱6 月号

一般廃棄物の収集

下水道に絶対
異 物を
流さないで！

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︒
お悩みのことがありました
ら左記までご連絡ください︒
︻相談窓口︼
・保健福祉課
︵日中︶℡︵２０︶９０７８
︵夜間・休日︶
℡０８０︵８６３３︶７９４３
︵ 子ども支援ネットワークこ
すもす事務局︶
︻その他関係機関︼
☆高知県中央児童相談所
℡０８８︵８２１︶６７００
☆高知県心の教育センター
電話相談
℡０８８︵８２１︶９９００
月〜金 午前９時〜午後５時
☆ 時間子どもＳＯＳダイヤル
℡０１２０︵０︶７８３１０
☆児童家庭支援センターひだ
まり
℡︵２０︶０２０３
☆子どもの人権１１０番
℡０１２０︵００７︶１１０
24

および運搬委託業務
広報４月号で公募していま
した一般廃棄物の収集および
運搬委託業務︵市街地周辺︶
については︑落札業者が決定し
ましたのでお知らせします︒

まっていることがありま
す︒トイレに落としてし
まった場合は必ず拾い上げ
てそのまま流すことのない
ようにお願いします︒
○食べ物のくず・油
排 水管や下水道管︑ポンプ
を詰まらせ︑悪臭の原因に
も なります︒また︑下水道
処理に悪影響を及ぼします
ので︑油は固めるか︑紙やボ
ロ布でふき取って可燃ごみ
として処理してください︒
○危険物
ガソリンや灯油︑シン
ナー︑農薬などの危険物
は︑爆発を起こす危険性が
あります︒また︑汚水の浄
化に必要な微生物を死滅さ
せ︑汚水処理に悪影響を及
ぼします︒
○その他
原則としてトイレットペー
パー以外は流さないでくだ
さい︒
﹁下水道には何を流しても大
丈夫﹂なものではありませ
ん︒ひとりひとりが気を付け
て正しく大切に使いましょ
う︒
◆お問い合わせ先
環境水道課
℡︵２６︶１１１４

日」

の

高島田 護 甲２４９９番地５

委託料︵月額︶
万６７５０円︵消費税別︶
環境水道課

狂 犬 病予 防 注 射を
受けてください
生後 日を経過した犬を飼
うときは︑法律により飼い犬の
毎年１回の狂犬病予防注射が義
務づけられています︒４月の集
合注射で予防注射を受けられ
てない場合は︑必ず動物病院
で注射を受けてください︒
注射料金は動物病院によっ
て違います︒高知県獣医師会
以外で予防注射を受けられた
ときは︑予防注射済票交付手
数料５５０円が必要です︒

私たちの家庭や事業所から
出る汚水が︑いつ排水されて
もきちんと処理できるよう︑
さまざまな施設や機械が働い
ています︒
処理場に汚水が行くまでに
は︑いくつかのマンホールポン
プを経由しています︒異物が混
入するとポンプが故障し停止
します︒マンホールポンプが停
止すると︑マンホールから汚
水があふれるとともに︑接続
しているお宅の排水口から汚
水が逆流する恐れがありま
す︒また︑復旧までに多くの
労力や費用がかかり︑道路の
通行にも支障が生じます︒
このような事態を招かない
ために︑次のものは決して下
水道に流さないでください︒
○水に溶けない紙など
紙おむつやウエットティッ
シュなどで︑水に溶けない
ものは流さないでくださ
い︒
○布類
衣類・下着類︑タオル︑ハ
ンカチなどがポンプに絡

三行詩入賞作品

「家庭の日」の標語

なぜだろう 叱られるのに大好きなお父さん、お母さん

なぜだろう 喧嘩するのに 大好きなお兄ちゃん、妹、弟

うれしいな
みんながそろった ばんごはん

95

◆お問い合わせ先
環境水道課
℡︵２６︶１１１４

90

庭

「家

毎月第３日曜日は

Ochi information

青少年育成越知町民会議
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31

除合計に上乗せします︒

◆受付・お問い合わせ先
住民課ひとり親家庭医療担
当
℡︵２６︶１１１５

れる方は随時受け付けしま
す︒

きは︑住民課年金担当窓口
で行います︒

老齢基礎年金は︑２分の１

●生涯支給される国民年金
は︑保険料に国庫負担︵国
費︶分が上乗せされます︒

また︑国民年金には次の
ように公的年金制度として
のメリットがあります︒

︻第３号被保険者︼
第２ 号被保険者に扶養さ
れている配偶者の方です︒
加入手続きは︑第２ 号被保
険者の勤務先を経由して行
います︒
国民年金保険料は︑第２
号被保険者の加入している
年金制度が負担しますの
で︑ご自身で納める必要は
ありません︒
※第２ 号被保険者である配
偶者が転職や退職した時
は︑住民課年金担当窓口へ
の届け出が必要です︒

︻第２号被保険者︼
会社員や公務員など︑厚
生年金保険に加入されてい
る方は︑加入手続きは勤務
先が行います︒

60

国民年金について
国民年金︵公的年金制
度︶は︑高齢者になったと
きや障害の状態になったと
き︑また死亡したときなど
に保障を行い︑本人または
家族の生活を支えていく公
的年金制度です︒
歳以上 歳未満のすべ
ての方は︑国民年金に加入
して保険料を納めることに
なります︒
国民年金の加入者は︑職
業などによって３つのグ
ループに分かれています︒
それぞれ加入手続きが異な
ります︒
20

︻第１号被保険者︼
自営業者︑農･林･漁業
従事者︑自由業者︑無職︑
学生の方などで︑加入手続

が国 庫 負 担 ︵ 国 費 ︶ で 賄 わ
れているため︑納めた保険
料を上回る給付を受けるこ
とができることになってい
ます︒

●納めた保険料は︑所得税
･住民税の申告の際に全額が
﹁社会保険料控除﹂として認
められています︒

●国民年金は経済の変動に
よる賃金や物価の上昇など
にあわせて︑給付のバラン
スをとる仕組みにより年金
給付の額が改定されるた
め︑年金に加入︵ 歳︶し
てから年金を受給︵ 歳︶
するまでの間︑物価が上が
り貨幣価値が縮小しても︑
生活を支える年金額は保障
されます︒

20

◆受付・お問い合わせ先
住民課年金係
℡︵２６︶１１１５

65

助成の内容
受給資格を得ると︑病院
などで治療を受けたときの
自己負担分の助成が受けら
れます︒
対象者であっても︑受給
者証の交付を受けていない
場合は助成を受けられませ
んので︑必ず申請してくだ
さい︒

30

ひとり親家庭
医療費受給者証
の更新申請は
６月 中 に ！

18

手続きに必要なもの
・被保険者証
︵受給者全員の保険証︶
・印鑑
・古い受給者証
︵更新の方のみ・ピンク
色︶
受付期間
６月 日︵木︶まで
︵この期間内に更新申請さ
れないと受給開始月が遅れ
ます︶
※受給者証は︑所得税非課
税世帯であることが確認で
きるまで交付できませんの
で︑ご了承ください︒︵確
認後送付しますが︑前年中
の所得によって交付できな
い場合があります︶
新たに助成を受けようとさ

広報おち︱6 月号

9

７ 月１ 日より︑ひとり親
家庭医療費助成の受給者証
が更新されます︒
今︑お持ちの受給者証は
６月末までの有効期限と
なっています︒引き続いて
受給者証の交付を希望され
る方は︑受付期間中に更新
申請をしてください︒︵申
請用紙は︑受給者の方全員
に郵送します︶
また︑現在受給者証をお
持ちでない方も︑受給対象
者であるかどうかの確認を
されるようお勧めします︒

助成の対象
対象者は︑所得税非課税
世帯︵前年中の所得︶のひ
とり親家庭の父または母
︵兄姉︑祖父母含みます︶
および 歳に達する日以後
の 最 初 の３ 月 日 ま で の 間
にある児童です︒
※所得税法などの改正で廃
止された年少扶養控除を控

Ochi information
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歳未満の基礎疾患がある方への

59

児 童 手 当制 度 が
変わります

６月１日は
人権擁護委員の日

人権擁護委員は︑地域住民
の人権を擁護するため︑さま
ざまなご相談をお受けし︑人
権教室や講演会などの活動を
行っています︒
４月１日現在の人権擁護委
員は︑次の方々です︒お気軽
にご相談ください︒
・西川 光一︵越知甲︶
・箭野 久美︵越知甲︶
・大原 糸代︵越知甲︶
なお︑令和４年度の相談日
は︑左記のとおりです︒

日は食育の日

６月は食育月間

毎月

毎月 日は家族で食事の時
間を楽しみましょう︒

料理を作ったり︑
食事のお手伝い
をしたりする★

家族で
向き合って
楽しく食事
をする♫

地元で
とれる食べ物に
関心をもつ！

食事を通して︑感謝の気持
ち︑マナー︑旬︑伝統料理︑
食文化を次世代に伝えていき
たいですね︒

正しい箸の
持ち方を
意識する！

あいさつをする！

感謝の気持ちを
こめて食事の

10
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歳以上

18

19

19

60

60 60

﹁新型コロナワクチン４回目接種﹂
接種券の申請受付について

18

60

上旬です︒
◆お問い合わせ先
保健福祉課
℡︵２０︶９００８
︵２６︶３２１１

越 知町 議 会 議 員 選 挙

６月から児童手当法の一部
改正に伴い︑現況届の提出が
原則不要となりました︒
現況届は︑毎年６月１日の
状況を把握し︑６月分以降の
児童手当等を引き続き受ける
要件︵児童の監督や保護︑生
計同一など︶を満たしている
かどうかを確認するもので
す︒
これまで︑全ての人に現況
届の提出をお願いしていまし
たが︑令和４年６月以降は原
則不要です︒
ただし︑現況届の提出が必
要な方には︑現況届を送付し
ますので︑期日までに提出し
てください︒
◆お問い合わせ先
住民課
℡︵２６︶11１５

︻相談日︼
・令和４年６月 日︵木︶
・令和４年９月 日︵木︶
・令和４年 月８日︵木︶
・令和５年３月 日︵木︶
︻時 間︼
午前 時から午後３時まで
︻場 所︼
保健福祉センター１階会議室
15 16

16

◆お問い合わせ先
住民課
℡︵２６︶１１１５
高知地方法務局人権擁護課
℡０８８︵８２２︶３５０３

12

﹁ 立候 補予 定 者 説 明 会 ﹂

30

の開催のお知らせ

越知町議会議員選挙︵８月
２日告示︑８月７日投開票︶
に立候補を予定している方︑
または運動員などになろうと
する方々を対象とした説明会
を次のとおり開催します︒
︻日時︼
６月 日︵火︶
午後１時 分〜
︻会場︼役場３階大会議室
28

◆お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
℡︵２６︶1111

10

18

新型コロナワクチンの４回
目接種については︑厚生労働
省より対象者を︑３回目接種
が完了した﹁ 歳以上の方﹂
と﹁ 歳以上 歳未満で基礎
疾患がある方︑その他新型コ
ロナウイルス感染症にかかっ
た 場 合 の 重 症化リスクが高い
と医師が認める方﹂とする方針
が示され︑接種開始に向けた
準 備 を 行 うよう通知がされま
した︒
４回目接種が開始した際に
速やかに接種券を送付できる
よう︑申請を受け付けます︒
３回目が完了した 歳〜
歳までの方に順次︑希望調査
票を送付しますので︑４回目
接種の対象者に該当し接種を
希望される方は︑申請書の返
送をお願いします︒
歳未満で基礎疾患がない
方は４回目の対象ではありま
せんので︑接種できません︒
申請も不要です︒
希望調査時期は3回目を3
月までに完了した方が6月上
旬︑4月に完了した方が7月

Ochi information

情 報 広 場

・月曜︑水曜
午後１時 分〜３時 分
・火曜︑木曜︑金曜
午後１時 分〜４時 分
・土曜 午後２時〜５時
・日曜︑祝日 休み
○料金
８００円〜
◆予約・お問い合わせ先
出店者 畑山奈保
℡ ０９０︵６８８５︶２１１７
※仕事の都合で電話に出ら
れない場合があります︒

役場・GLUCKバレー（バレーボール）

吹矢クラブ

越知Devils(バレーボール)

越知体育会（スカッシュバレー）

コスモス（テニス）

スカッシュバレー連盟

越知町中央ゲートボール

HRTバドミントン倶楽部

グランドゴルフ

バドミントン愛好会

カローリングクラブ

ハングオーバー（サッカー）

和の輪（カローリング・ソフトバレー）

空手道連盟

ソフトバレー連盟

個人会員

少年団体

クラブ名（種目）

越知バッファロー（小学生野球）

越知エンジェルズ（小学生バレー）

越知サッカースクール（小学生サッカー）

越知町少年柔道部

空手道連盟少年部

バスケットボールクラブ（中学生バスケット）

KSS愛好会（小学生バレー）

CFS+（小・中学生サッカー）

皆さんの参加をお待ちしています

クラブ名（種目）

︻おちスポーツクラブ加入団体紹介︼

一般団体

おちスポーツクラブ
おちスポーツクラブは会員
のスポーツ活動のほかに︑お
ちスポーツクラブカップやピ
ラティス教室の開催など︑一
般の方も参加していただける
行事も行っています︒
広報おちなどで紹介してい
きますので︑皆さんの参加を
お待ちしています︒また気に
なる種目や入ってみたいクラ
ブがありましたら︑教育委員
会事務局までご連絡くださ
い︒

◆ お申し込み・お問い合わせ先
教育委員会
℡︵２６︶３４００

カローリングクラブもあります

30

30

30

︻ その他の利 用 ︼
﹁おちぞね﹂は︑越知町の
皆さんの交流の場として︑ご
利用いただけます︒会議や
ワークショップなどの利用も
できますので︑利用を希望さ
れる方は︑企画課までお問い
合わせください︒

耳つぼサロンの様子

﹁おちぞね﹂を
ご利用ください

12

30

◆お問い合わせ先
企画課
℡︵２６︶１１６４

広報おち︱6 月号
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︻駐車場の変更︼
左の地図のとおり駐車場が
変わりましたので︑西町商店
街活性化拠点施設﹁おちぞ
ね﹂をご利用の際は︑こちら
に駐車してください︒

︻チャレンジショップ︼
昨年の 月から﹁おちぞね﹂
内のチャレンジショップに耳
つぼサロンが出店しています︒
○営業時間

Ochi information

募集・案内

６,７８４円

乳腺エコー等個人負担で受診可

健診と脳

３,１８４円

特定健診と脳ドックのみ

脳のみ

３,６０８円

脳ドックのみ

総合

６,９２４円

12

広報おち︱6 月号

人間ドックの申し込みを受け付けています

総合

胃内視鏡検査の実施について

【受診コースと自己負担金】

〜いただきます

北島病院

人生１００年歯と共に〜

胃透視は胃カメラ

︽募集人数︾ ５人

５,３８４円

国民健康保険加入者の方の
人間ドックの申し込みを受け
付けています︒

胃透視なし

食後の歯みがきや定期的に

16

６月４日〜 日は﹁歯と口
の健康週間﹂です︒

２,１８４円

歯科健診を受けて︑歯の健康を

︻受付場所︼
住民課

総合

︻受付締切︼
７月 日︵金︶まで

︽検診内容︾
申込者に保健福祉課から受
診票と問診票を送付し︑受診
できる医療機関についてもお
知らせします︒
医療機関での個別検診で︑
予約後︑受診します︒

︻受付時間︼
午前８時 分〜正午
午後１時〜５時

胃透視は胃カメラ

守りましょう︒歯の健康は︑食

︽自己負担金︾
３０００円
︵医療機関で支払います︶

３,６２４円

考

備

事などの生活で必要なだけでな
く︑心 疾 患 や 生 活 習 慣 病 な ど

今年度も町で行うがん検診
として︑胃内視鏡検査を実施
します︒希望される方は︑総
合健診とは別にお電話でお申
し込みをお願いします︒
＊次の方は胃内視鏡検査を受
診できません︒
妊娠中︑入院中︑胃疾患で
受療中の方︵ピロリ菌除菌中
の方を含みます︶︑胃全摘出
術後の方︑令和３年度に町の
胃内視鏡検査を受診した方

◆ お申し込み・お問い合わせ先
保健福祉課
℡︵２６︶３２１１

︻申し込みに必要なもの︼
被保険者証・印鑑・自己負
担金
詳 し く は ︑ 広 報５ 月号
ページをご覧になるか︑住民
課保険係までお問い合わせく
ださい︒

総合

高北病院（木曜日のみ）

１０,４４４円

総合と脳

30

29

◆ お申し込み・お問い合わせ先
住民課
℡︵２６︶１１１５

総合

高知検診クリニック

全身の健康にも影響します︒

50

︽受付期間︾
６月１日︵水︶〜
６月 日︵木︶
︽対象者︾
令和４年３月 日現在 歳
以上で︑職場などで胃がん検
診を受診する機会がなく︑胃
疾患に関連する症状のない方
︵ピロリ菌除菌後の人は対
象︶

50

︽検診の間隔︾
２年に１回︵翌年度の胃が
ん検診は受診できません︶
︽検診時期︾
６月末から１月末

前田病院

もみのき病院

歯周病と関係のある全身疾
患には︑
. 心臓血管疾患
1
. 早産・低体重児出産
2
. 骨粗しょう症
3
. 誤嚥性肺炎
4
. 認知症
5
. 糖尿病
6
などがあります︒

40

自己負担金

受診コース

医療機関等

無料歯科健診のご案内

70

30

31

10

今年度内に︑ 歳︑ 歳︑
歳︑ 歳になられる方に
は︑年度中に１回無料で歯科
健診を受診できる受診票を送
付 し ま す ︒︵ 発 送 は ６ 月 予
定︑受診期間は︑６月から令
和５年１月までの間です︶
◆お問い合わせ先
保健福祉課
℡︵２６︶３２１１
60

募集・案内

Ｑ．
どんな人がするが？
Ａ．現在 歳代から 歳代ま
で幅広い年代の方が参加して
います︒
体操を行う方は︑自分の体
の状態に合わせて体操を行っ
ているため︑どのような方で
も無理せず行うことができま
す︒
Ｑ．
いつ︑
どこでやるが？
Ａ．日程と場所は体操を行う
地区によって異なります︒地
区の皆さんで話し合って皆さ
んの集まれる日・場所に決定
できます︒現在は横畠本村集
会所
︵火︑午後２時〜︶
︑中村集
会所
︵水︑午前９時〜︶
︑保健福
祉センター
︵水︑金︑午前９時
分〜︶
で実施しています︒
Ｑ．感染が心配やけど⁝なん
か対策しゆろうか？
Ａ．
各地区︑できるだけ広い会
場で検温︑手指消毒︑マスクの
着用︑窓を開け換気︑隣の人と
の距離を保ちながら実施して
います︒
Ｑ．
手伝いって︑保健師はなに
をしてくれるが？
Ａ．体操は住民の方が自分た
ちで協力して運営します︒保
健師は体操をやってみたいと
いう地区に出向き︑体操の大
切さや体操の方法︑ポイント
を伝えます︒
わからないとこ

◆ お申し込み・お問い合わせ先
〒７８０ ８６６６
高知市本町３丁目２
㈱高知新聞企業 事業部
﹁金婚式﹂係
℡ ０８８︵８２５︶４３２８
︵平日 午前９時 分〜午
後５時 分︶

※パソコン︑スマートフォ
ン︑タブレット端末からの申
し込みは︑高知新聞企業ウェ
ブサイトで詳細を確認してく
ださい︒申込用紙のダウン
ロードも同様︒

︵無職の場合は元職︶︑⑤郵
便番号︑⑥住所︑⑦電話番号
︵携帯番号含む︶︑⑧結婚記
念日︑⑨参加者名簿新聞掲載
の際の氏名等の掲載可否︑以
上を漏れなく記入し︑高知新
聞企業事業部﹁金婚式﹂係ま
で︒

ろを保健師と一緒に見つけ︑
第 回金婚夫婦祝福式典のご案内
解決していきましょう︒
〜私らあも頑張りゆうで〜
３つの場所に加えて︑４月
高知新聞社・ＲＫＣ高知放
から新たに栗ノ木集会所︵木︑ 送・高知新聞社会福祉事業団
午前 時〜︶で体操が始まり
の主催による﹁金婚夫婦祝福
ました︒
式典﹂が開催されます︒
金婚式を迎えられるご夫婦
はぜひご参加ください︒
﹁若い時から体操やった方が

えいでえ﹂﹁今からやっても遅

いかもしれんけど︑これ以上悪

うならんように体操しゆう﹂

︻式典日時︼
９月１日︵木︶午後２時〜
︻会場︼
複合文化施設つなーで
︵土佐市︶

︻申し込み資格︼
昭和 年︵１９７２年︶１
月１日〜 月 日に結婚され
た県内在住のご夫婦
※それ以前の結婚でも初参
加なら可
※前回第 回︵中止︶にお申
し込みいただいたご夫婦の
受け付けはできません
︻申し込み期限︼
６月 日︵金︶必着

15

栗ノ木地区の方の声です ︒
元気な頃から体操を行うこ
とはとても良いことですが︑
今からでも遅くありません！
地区のみんなで体操を始めて
みませんか？

●どこの地区でも大丈夫！
やりたいという地区があれ
ば私たちがお手伝いするので
気軽に連絡してください︒

︻申し込み方法︼
申込用紙もしくは便箋に︑
①２人の氏名︵ふりがな︶︑
②生年月日︑③年齢︑④職業

-

30

65

31

10

◆お問い合わせ先
地域包括支援センター
℡︵２６︶１１８７

広報おち︱6 月号

13

-

30

47

12

64

10

栗ノ木地区の様子

みんなあで
楽しく元気に
きたえん坊
〜地区募集中〜
皆さんは﹁きたえん坊将
軍・おいしん坊将軍﹂をご存
じですか？越知町でうまれた
﹁きたえん坊将軍・おいしん
坊将軍﹂について紹介し︑や
りたい！という地区をお手伝
いします︒
Ｑ．き た え ん 坊 将 軍・お い し
ん坊将軍ってなに？
Ａ．越知町の保健師が考えて
うまれた﹁口と体の体操﹂で
す︒高齢になってもけがや病
気にならないように︑重症化
しないように﹁予防﹂すること
が大切です︒
この﹁体操﹂をす
ることで︑体を元気に保つた
めの﹁予防﹂をすることができ
ます︒
また︑集いの場として人
と人とのつながりをより深
め︑こころを元気にすること
もできます︒
Ｑ．
どんなことするが？
Ａ．動画を見ながら︑手︑
足︑お腹︑口など全身が鍛え
られる体操を行っています︒
体を痛めないように体操前の
準備運動や体操後の整理体操
もかかさず行っています︒
30

60

90

募集・案内

︻活動内容︼
第２・第４木曜日は︑東京
芸大卒の竹山美紀先生に基礎
から学んでいます︒

︻活動費︼
年会費 １０００円
デッサン指導料
月２０００円

越知幼稚園

だんだんと暑くなってきたの
で︑子どもたちは水の感触を楽
しんだり虫とりをしたりカエル
やチョウなどいろいろな生き物
と触れ合ったりして元気いっぱ
い遊んでいます︒
４月に行われた春の運動会
の後︑子どもたちとお家の人
と一緒に種まきをしました︒
ポットに土を入れ︑だいこ
ん︑とうもろこし︑枝豆の３
種類の種の中から好きな種を
選びまきました︒水やりをし
ている時に芽が出ているのを
見つけると︑﹁見て見て！大
きくなりゆう！﹂と先生に伝
えたり友達に思ったことを
言っていたりしました︒
栽培活動に︑興味・関心を
持ち︑収
穫するこ
とや食べ
ることへ
の意欲を
高めてい
きたいと
思います︒

◆お問い合わせ先
越知幼稚園
℡︵２６︶１１０７

14

広報おち︱5 月号

越知保育園

新学期が始まり︑はや２カ
月がたちました︒新入児も園
生活に慣れ︑毎日にぎやかな
声が響いています︒
５月６日︑各学年に分かれ
て春の遠足に行ってきまし
た︒新型コロナウイルス感染
症の影響で︑予定していた親
子遠足は行うことができませ
んでしたが︑子どもたちは春
の園外を楽しんできました︒
乳児組は園庭や園の近くで遊
び︑幼児組は公園の遊具で体
を動かしたり︑川原でお友達
と一緒にガラス石を探したり
しました︒その後︑お家の方
に作ってもらったお弁当をお
いしそうに食べて︑楽しい１
日を過ごしました︒

◆お問い合わせ先
越知保育園
℡︵２６︶２１４１

みんなでお弁当を食べました

︻在籍者︼７人
◆お問い合わせ先
生涯学習課
℡︵２６︶３４００

先生が優しく指導してくれます

趣味の時間を作りませんか？
越知町文化推進協議会 サークル紹介④
今月は︑﹁越知ふれあい絵
画サークル﹂をご紹介しま
す︒興味のある方は︑教育委
員会までご連絡をお願いいた
します︒

【越知ふれあい絵画サークルより】
油彩、アクリル画など好きな方法で描きながら楽しく批評し合ってい
ます。竹山美紀先生にデッサンを指導してもらっていますが、楽しいで
すよ。スケッチブックと鉛筆だけで学べます。一緒にやりませんか。

✿越知ふれあい絵画サークル
︻活動場所︼
ふれあいギャラリー︵４区︶
︻活動日・時間︼
・毎週木曜日
午前 時〜正午
10

ください︒ご協力をお願いし
ます︒
★親子ふれあいサロン︵育児
相談・木のスプーンづくり︶
︽日程︾
７月 日︵火︶
午前 時〜正午
︽内容︾
削ったり︑やすりをかけて
越知町の木でファーストス
プーンを作ります︒妊婦さん
も参加できます︒
ぜひ遊びに来てください︒
★２歳児・３歳児健診
︽日程︾
７月 日︵水︶
午前８時 分受付開始
︽２歳児健診対象児︾
令和２年３月１日〜
令和２年４月 日生
︽３歳児健診対象児︾
平成 年 月１日〜
平成 年２月 日生
︽場所︾
保健福祉センター ２階
※対象児には通知を送付しま
す︒
※新型コロナウイルスの状況
により中止する場合は︑電
話やホームページでお知ら
せします︒
◆ お申し込み・お問い合わせ先
保健福祉課・子育て世代包
括支援センター
℡︵２６︶３２１１

写真と標本で横倉山の水
辺にくらすカエルたちを紹
介︒鳴き声の聞き比べもしま
す︒生きたカエルにもさわっ
てもらうかも？
※観察会と講座は要事前申
込︒申し込みはホーム
ページもしくは電話で︒
各イベントの前日まで受
け付けていますが︑各会
の定員 人で︑先着順に
締切︒
︻入館料︼
大人５００ 円︑高校・大
学生４００円︑小・中学生２
００円︒長寿手帳ご提示か
歳以上の方は半額︒身障者の
方︑小学生未満は無料︒
※越知小・中学生は無料︒
※博物館友の会会員は無料︒
※新型コロナウイルス感染症
拡大を防止するため︑イ
ベントの中止ならびに臨
時休館となる場合があり
ます︒
※ご入館の際は︑手指の消毒
とマスクを着用後︑出入
口の自動ドア付近の検温
器で体温測定を行ってか
ら受け付けしますので︑
ご協力をお願いいたしま
す︒

◆お問い合わせ先
横倉山自然の森博物館
℡︵２６︶１０６０

15

70

に会いに行きます︒

﹁坂折川の魚﹂
７月 日︵日︶午後０時 分
〜３時 分
仁淀川支流の坂折川で︑
浅瀬にすむ生きものを観察し
ます︒長靴を履いて川に入
り︑小さな網で生きものを捕
まえて︑種類や生態について
講師からお話を聞きます︒

30

●講座
﹁ホタルの季節がやってき
た﹂
講師 石川憲一︵高知県ホタ
ルネットワーク︶
６月５日︵日︶午後１時〜２
時 分
横倉山で見られるヒメボ
タルを中心に︑おなじみのゲ
ンジボタルとヘイケボタルに
ついて︑その生活や観察する
ときに気を付けることなどを
紹介します︒
﹁四国のカエル・横倉山のカ
エル﹂
７月３日︵日︶午後１時〜２
時 分

30

博物館からのお知らせ
●企画展
﹁第 回高知県写真家協会展
﹁土佐﹂選抜移動展﹂
６月４日︵土︶〜 日︵日︶
高知県写真家協会が毎年
行っている︑公募写真展の巡
回展です︒会員がカメラを向
けた︑高知の自然︑風物︑日
常生活︑文化などの力作の中
から選ばれた作品が︑展示さ
れます︒
﹁牧野富太郎展〜博士の横顔
〜︹牧野植物園巡回展︺﹂
7月 日︵土︶〜 月 日
︵日︶
生誕１６０ 年を記念して
開催する本展は︑牧野文庫に
残された貴重な資料をもと
に︑家族との生活︑富太郎を
支えた人たち︑誰にも見せな
かった書斎での研究の姿︑南
方熊楠との交流︑高知県内に
残る富太郎の足跡やエピソー
ドを紹介します︒
19

11

●自然観察会
﹁ヨコグラノキ﹂
６月 日︵日︶午後０時 分
〜３時
牧野博士が名前をつけた
植物ヨコグラノキ︒横倉宮の
隣に今もたたずむ︑博士もさ
わったであろうヨコグラノキ

広報おち︱5 月号

15

10 26

13

31 30

17

30

30

27
30

30

28

30

12

16

29

44

23

19

31 21

31

29

30

10

10 21

６月・７月の母子保健事業のご案内
★親子ふれあいサロン
食育・骨々
︵こつこつ︶
測定会
︽日程︾
６月 日︵火︶
午前 時〜正午
︽場所︾
保健福祉センター ２階
︽内容︾
６月は食育月間です︒食育
のお話や骨密度測定機による
骨密度測定を行います︒
︽申込期限︾
６月 日︵木︶
＊託児スタッフや準備のた
め︑お申し込みをお願いし
ます︒
★乳児健診
★１歳６カ月児・２歳児健診
︽日程︾
６月 日︵水︶
午前８時 分受付開始
︽乳児健診対象児︾
令和４年１月 日〜
令和４年３月 日生
︽１歳６カ月児健診対象児︾
令和２年７月１日〜
令和２年 月 日生
︽２歳児健診対象児︾
令和２年１月１日〜
令和２年２月 日生
︽場所︾
保健福祉センター ２階
※対象児には健診日の約１カ
月前に通知を郵送します︒
通知書の受付時間にお越し

募集・案内

ヨコグラノキ

横倉山自然の森博物館は自
然史博物館です︒そのためた
くさんの自然史標本を集めて
います︒標本を集めること︑
地域の情報を蓄積して後世に
残せるように管理することは
自然史博物館の大切な役割の
一つで︑自然史博物館と標本
は切っても切り離せません︒
そんな博物館と密接な関係
をもつ標本ですが︑皆さんは
どんなものをイメージされて
いるでしょうか？左の写真の
ような昆虫標本でしょうか？
実は研究や用途に合わせて
標本の形態もさまざまなもの
があります︒例えば︑哺乳類
の場合だと研究用のサンプル
として内臓をエタノールなど
の液体につけた標本︵液浸標

もらったりしています︒
博物館にいると標本に興味
を持つ方と触れ合う機会が多
いです︒そんな方は自分でも
作ってみたい！でも作り方が
わからない⁝と相談してくれ
ることがあります︒標本づく
りは特殊な技術や道具が必要
で︑なかなかできるものでは
ないイメージが強いみたいで
す︒実はものにも寄りますが
専門家もドラッグストアや
ホームセンターで手に入るも
のを使って標本づくりをして
いる場合が多いのです︒

なんとここに載っている写
真の中でもモグラのフラット
スキンづくりには一般の主婦

や大学生が参加し︑ハサミや
カッターを使って標本を作っ
てくれました︒さらに︑写真
の鳥の仮剥製や本剥製は私が
博物館に勤務する前にお家で
作った標本たちになっていま
す︒本剥製の台座のコルク板
などは百円ショップで買った
鍋敷きを使用しています︒そ
う聞くと標本が身近に感じら
れてきませんか？
もっともっと博物館や標本
を身近に感じてもらうために︑
そして標本づくりに興味を持
つ方々と標本をつなぐために︑
博物館ではこの６月から毎月
第２土曜・日曜に標本作製会
を開催することに決定いたし
ました︒初回のメニューは植物
のさく葉標本の貼り付け作業
です︒ ページに詳細が載って
いますので参加希望の方は博
物館へご連絡ください︒
なかなか聞けない話が専門
家に聞けるチャンスなので︑
ぜひぜひ皆さんふるってご参
加ください︒

15

︵宮地萌／地域おこし協力
隊︶
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博物館と標本
の標本と研究用で作られる標
本とではポーズなども異なっ
ています︒例えば鳥の仮剥製
︵左の写真︶は研究用の標本
で︑引き出しなどにしまいや
すいようコンパクトな姿勢で
つくられています︒ところが
本剥製︵下の写真︶は翼を広
げるなど︑生きたままの姿を
模倣したものです︒こちらは
場所をとりますが︑いろいろ
な人に鳥たちのありのままの
姿を伝えることができます︒

このような標本をたくさん
集めることで博物館は地域の
自然史について調べたい研究
者のお手伝いをしたり︑展示
することでお客さんに知って

鳥本剥製

本︶をつくります︒両生類な
どでは全身まるごと液浸標本
にすることも︒
︵左の写真は
ウシガエルの液浸標本です︶

それ以外にも毛皮や骨格を
カラカラに乾かした標本︵乾
燥標本︶
︑足跡のレプリカなど
用途に合わせていろいろな標
本がつくられます︒︵左の写真
はモグラのフラットスキン︶

動物の種類によっても標本
の作り方はさまざまです︒ま
た︑見せるためや触れるため

鳥仮剥製

博
物
館
だ
よ
り
昆虫標本

カエル液浸標本
モグラ仮剥製

№ 181

交通安全協会佐川支部 ・ 佐川警察署 ℡(22)0110
交通安全協会は、 皆さんの会費で運営されています。 ご協力よろしくお願いします。

運動期間中 （４月６日～１５日）、 ドライバー
サービスや安全グッズの配布、 ３町役場の
新規採用者に対しての交通安全講習会等を
行いました。
ボランティアの方や指導員の方、 早朝の
街頭指導ありがとうございました。

管 内 の 小 ・中 学
校 な ど で安 全 教 室
を 行 っていま す 。
交通ルールを守り
事 故 の な いよ う 気
を付けてください。

今月の「加盟店」ピックアップ紹介

お店で免許証と会員証を提示してください♪

℡(20)9500

高吾北地区地域安全協会事務局 （佐川警察署 刑事生活安全課内） ℡（22） 0560

～一度でも使用するとやめられなくなる“ 強力な依存性 ”～
覚醒剤、大麻、
ＭＤＭＡ、コカイン、ヘロイン、危険ドラッグ等といった種類の薬物
がありますが、これらは全て身体や精神に悪影響を与えます。また、
「強
力な依存性」があり１度でも使用するとやめられなくなるため、法律によ
り禁止されています。
「みんながやっているから」
「ダイエットに効くから」
などと言葉巧みに誘われたとしても「ＮＯ」とはっきり断りましょう。

困ったときは１人で悩まず、相談しましょう。

銃器薬物相談電話（088-822-1074）
佐 川 警 察 署（22-0110）
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本の森図書館

一般向け

「高知のトリセツ」

地図で読み解く初耳秘話満載!!

「ひとぬりで幸せになる
パン友レシピ」

ひとさじの魔法で毎日がハッピー♡

「1分ヘア革命」

そのヘアケア間違っていませんか？

「江戸のジャーナリスト
葛飾北斎」

謎多き北斎の意外な姿を描く

「セカイを科学せよ！」

転校してきたのは虫オタク女子!!

「蒼空」

椋庵文学賞受賞作
「段屋敷の子」
掲載

「マスカレード・ゲーム」

マスカレードシリーズ総決算 ： 東野圭吾

「奇跡」

写真家と梨園の妻の物語 ： 林真理子

「りんごの木を植えて」

自分らしく生きるおじいちゃんカッコいい

「サッカー止める蹴る
解剖図鑑」

劇的にうまくなるメソッド大解剖!!

「バレーボール 1人でも
できる最強マル㊙メニュー!!」

ライバルに差をつけろ！自主練習シリーズ

「キャライラストを上手く
描くためのノウハウ図鑑」

画力向上!! 即戦力の知識満載!!

こども向け

幼児
絵本
児童本

これは目に見えないふしぎな力のお話

「つくしちゃんと
おねえちゃん」

マイペースの妹と頑張り屋のお姉ちゃん

「おすしやさんに
いらっしゃい！」

生きものが食べものになるまでを紹介

写真
絵本

「ニュートンりきがく」

開館時間 午前11時〜午後６時 休館 月曜日・特別整理日・年末年始
◆お問い合わせ先 ℡
（26）
2433
（FAX兼用）

おくやみ

名

4月届出分

氏

勤

年齢

71

所

住

岡林

禮香

84

1区

弘井

96

3区

且子

80

吉村

98

3区

87

德雄

89

壬生

（4月30日現在）

5区

22

清子

転出

小田

（1）

︵敬称略︶

世帯数 2,696

6区

13

千良

2,747 （△9） 転入

藤原

女

10

区

7

愛枝

2,447 （△6） 死亡

箭野

男

今成

1

町民の動き

口 5,194（△15） 出生

﹁この世 界から
サイ がいなく
なってし ま う ﹂

村を守る村長さんの本当にあったお話

アフリカでサイを守る
人 たち

「111本の木」

﹁はじ めての﹂

厚切りジェイソンが教える貯まる方法

絵本

﹁ す う がくで
せかいをみるの﹂

すう がくって
どこにでもかくれてる

「ジェイソン流
お金の増やし方」

YOASOBIと４人の
直木賞作家がコラボした短編集

﹁大谷翔平
奇 跡の二刀 流 が
くれたもの﹂

軌 跡と未 来への夢 !
人

新刊便り

※住民課に死亡届のあった方を掲載しています。

広報おち︱6 月号

18

町内の覚え違えた地区名を正しつつ見る
岡本佐江子
ハザードマップ

日を浴びて庭一面に咲くバラと私とかすか
門田 正子
風に揺れてる

せんだん

青田吹く風の匂いて見わたせば堤の栴檀いま
横山 洋子
花盛り

ちちはは

桑ばかりなりしわが村父母の知らぬ花桃いま
宮橋 和代
咲きみつる

月

6

降り止まぬ雨を集めて仁淀川ゴウゴウ唸り橋
井上 るみ
けぶりゆく

℡
︵
２
６
︶
３
５
２
５

さなぎ

敏
機

ぶら下がる小さな蛹を守るがに雨粒弾くビオ
は むら
弘井 知里
ラの葉叢

濃き霧に対岸見えぬ峡の道己が足音ひきずり
宮橋 敏機
歩く

◎会員募集
短歌は直截には感嘆の表現を言わず︑目の前の具体
を詠って感嘆の気持ちを読み手に伝える歌です︒五
七五七七に作ることは簡単ですが︑実は奥の深い文
芸です︒お互いの歌を批評し合いながら上達を目指
すのが私たちの短歌同好会です︒興味のある方はど
うぞ遠慮なくお電話ください︒

宮
橋

五
月
会

日

曜日

2

木

マイナンバーカード交付のための夜間開庁

住民課

3

金

ミニデイ
（鎌井田）

鎌井田老人里の家 10:00〜14:30

5

日

総合健診

保健福祉センター

個別に時間指定

7

火

ミニデイ
（桐見川1区）

桐見ふれあいの里

10：00〜13:00

9

木

マイナンバーカード交付のための夜間開庁

住民課

17：15〜20：30 ※3月広報15ページ参照

12

日

子宮頸がん検診

保健福祉センター

個別に時間指定

14

火

ミニデイ
（12区）

遊行寺集会所

9：30〜12:00

15

水

緊急地震速報訓練
（Jアラート） 町内全域

10：00

16

木

マイナンバーカード交付のための夜間開庁

住民課

17：15〜20：30 ※3月広報15ページ参照

18

土

ミニデイ
（五味）

五味集会所

13：30〜16:00

20

月

あいさつ運動

役場前

7：40〜8：15

ミニデイ
（大平）

大平集会所

10：00〜12：00

21

火

親子ふれあいサロン
（骨密度測定） 保健福祉センター

10：00〜12：00 15ページ参照

23

木

マイナンバーカード交付のための夜間開庁

住民課

17：15〜20：30 ※3月広報15ページ参照

25

土

マイナンバーカード交付のための土曜日開庁

住民課

8：30〜12：30

27

月

ミニデイ
（桐見川2区）

桐見川2区公民館

10：00〜13:00

29

水

乳児健診、1歳6カ月児・2歳児健診

保健福祉センター

8：30〜

30

木

マイナンバーカード交付のための夜間開庁

住民課

17：15〜20：30 ※3月広報15ページ参照

種

目

場

所

集合時間など

備

考

17：15〜20：30 ※3月広報15ページ参照

Jアラートによる町内全域
訓練放送

※3月広報15ページ参照
15ページ参照

※前日午後５時までに予約がない場合は開庁しませんので、事前にお電話でご予約をお願いします。

町内の水道指定業者一覧
事業者名

連 絡 先

事業者名

連 絡 先

（有）
西商店
（６区）

（２６）
０２１３

植 水道設備配管工務店
（１区）

（２６）
２２２５

（有）
中山石油
（２区）

（２６）
０３６２

岡村電設
（２区）

（２６）
２１９６

（有）
三宮商事
（８区）

（２６）
０２２１
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越

知

小

学

校

１年生を迎えて
新年度のスタート

４月、25人の新１年生を迎え、元気に令和４年度をスタートしました。今年も、
コロナ感染症予防対
策をしっかり行いながら、子どもたちに豊かな教育活動を行うことができるよう、取り組んでいきたい
と思います。地域の皆さんのご支援に感謝し、今年度も共に“越知の宝”である子どもたちに温かいご
声援を送っていただきますよう、
どうぞ、
よろしくお願いいたします。

４月22日授業づくり集会
〜５年生、素敵な授業をありがとう〜

越知小学校では、年度初めに、全校児童による「授業づくり集会」
を行います。代表学年による授業を参観し、越知小学校で進めてい
る児童主体の学びを、1年生から6年生までの児童全員と先生たち
とで共有する時間となっています。集会の進行も全て横倉山委員
会の児童が行います。
今年は、5年生と若木先生が授業を公開してくれました。6年生
は、学習の内容をしっかりチェック、その他の学年は、自力解決や
話し合い活動をしている様子を見て、メモを取りながら自分たち
の授業を振り返ることができていました。

楽しかったね、ウエルカム遠足！

5月2日は、楽しみにしていたウエルカム遠足でした。
感染症対策により、低・高学年と分かれての遠足とな
りましたが、元気に宮の前公園まで歩いて行ってきま
した。仁淀川を眺めながら新緑のもとで食べたお弁当
は最高でした。
コロナ禍でも、工夫をすることで自分た
ちの生活を豊かにすることができます。そんな１年の
スタートにぴったりの一日でした。地域の方が交通安
全のために見守り
や同 行をしてくだ
さいました。ありが
とうございました。

最高！
、
川
淀
仁
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