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図書館って
本を借りるだけの場所？

レファレンスサービスって何？
て何？

調べてみますね

どうぞ
見つかりまし
たよ！

利用者インタビュー
〜気軽に相談できて大満足〜

ど
̶んな時にサービスを利用しま
したか？
知人に︑﹁死後の世界について
の本を探してほしい﹂と頼まれた
とき︑自分ではなかなか探すこと
ができなかったので︑相談しまし
た︒すると︑バラエティに富んだ
本を何冊も用意してくれて︑相談
して良かったなと思いました︒
利
̶用してみてどうでしたか？
このサービスでは︑司書さんと
のやりとりの中で自分の言いたい
ことがスムーズに伝わり︑かゆい
ところに手が届くように対応して
くれるので︑大満足です︒司書さ
んも親身になって聞いてくれるの
でうれしいですね︒
こ
̶れから利用する方へメッセー
ジをお願いします︒
私にとって図書館は︑困ったら
いつでも相談できる学校みたいな

知りたいことがある時︑あなたな
らどうしますか？
インターネットで検索したり︑人
に聞いたり・・・
本で調べてみよう！
と思っても︑タイトルだけでは調
べようがない時︑内容を一冊一冊確
認するのは大変ですよね︒
なかなか答えにたどりつけず︑あ
きらめてしまう・・・
そんな時！
図書館を活用してみませんか？
図書 館はただ本を借りるだけの
場所ではありません︒
あなたが答 えにたどりつけるよ
う︑資料さがしをサポートするサー
ビスがあります︒
その名も︑

﹁レファレンスサービス﹂
図書館は︑全力であなたの﹁知り
たい﹂のお手伝いをします︒
調べ物がある時は︑図書館へ︒
知的好奇心を満たしませんか？

困ったときは図書館へ
〜みなさんの調べもの
お手伝いします〜
﹁○○○○という本を借りたいけ
れどありますか？﹂という所蔵調
査から︑﹁△△△について調べた
いけれど︑どう調べたらいいのか
分からない！﹂﹁こんなことも聞
いてもいいのかな？﹂などの日常
生活での疑問も︑お気軽に図書館
スタッフに声をかけてください︒
皆さんの﹁知りたい﹂﹁学びた
い﹂を応援します︒

あなたに寄り添う図書館へ
これまで︑図書館で本を借
りられるのは市内在住・在
勤・在学の方のみでしたが︑
１月から郡内にお住まいの方
も利用できるようになり︑利
用の輪が広がっています︒図
書館の活用方法は様々です︒
皆さんのニーズにできる限り
対応していきますので︑お気
軽にお越しください︒
有田市図書館
３２２０
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存在です︒誰でも気軽に相談でき
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有田市図書館

ばし
で
あ

知ってトクする
ますので︑ぜひ利用してほしいと
思います︒
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インターネットでも
わからない ･･･
安諦橋の由来
についてわか
る資料ありま
すか？

安諦橋の由来って
なんだろう？
そ う だ！ 図 書
館へ行こう！

数日後 ･･･
数

やった〜！

ありがとう！

Active Arida Tooics

有田市の施策やまちの話題など…

避難道を地域の手で

はばたけ！明るい未来へ

平成26年12月23日(火)田鶴小学校の児童と地域の皆さ
んが、学校の裏から有田みかん海道へ続く避難道を整備

1月11日(日)文化福祉センターにおいて平成27年有田市成

しました。茂った草木を大人が刈り、それを一列に並ん

人式が行われました。華やかな振袖が会場を彩るなか、新

だ児童がバケツリレーの要領で下ろしていきました。作

成人たちは、旧友との再会を喜びあい、顔を輝かせていま

業後、児童は「疲れたけど、みんな力を合わせて整備で

した。20歳という節目を迎え、今まで育ててきてくれた親

きてよかった」と話していました。災害時はこの道を逃

御さんやお世話になったたくさんの方々への感謝を胸に、

げるんだ、と防災意識を共有できました。

大人としての第一歩を踏み出しました。

ふりそで

①

新しい年の幕開け
⑤

②

１月５日(月)平成27年有田市新年互礼会が開催されまし
そ う きょく

た。開会前にはARIDA糸竹会さんが箏曲を奏でられ、来場
者たちを和ませていました。各界から約200名の参加があ
り、有田市の発展を祈る鏡開きを行うなど、会場は大変に
③

ぎわいました。民間と行政が情報を共有し、有田市をとも

④

①④成人の誓いを述べる上野
山雄太さん、濵部栞里さん②
祝いのソーラン節を披露する
初島中学校の皆さん③友人と
の再会⑤みんなで集合写真⑥
司会の上野山和杜さん、玉置
結希菜さん

⑥

に盛り上げようと気持ちをひとつにした会となりました。

1月10日（土）ふるさとの川総合公園にて新春たこあげ
大会が行われました。会場は約50名の親子でにぎわい、
人気キャラクターやきいちゃんを描いた手作りのたこを
持ち寄りました。うまく風をとらえ、空高く舞い上がっ
たたこが、色とりどりに冬の空を彩り、誰が一番高く上
はま

べ

しお

り

うえ

濵部 栞里さん

した。昔の手押しポンプを使った放水の実演や、今回初
めての試みである、消防隊員による救助訓練が行われ、
りん

凛とした空気の中、一糸乱れぬ消防隊員や消防団員の動
きに会場に足を運んだ人たちも見入っていました。安
全・安心なまちづくりのため、今年もどうぞよろしくお
たま

き

ゆ

き

な

玉置 結希菜さん

の

やま

ゆう

た

上野山 雄太さん

人生の先輩の思いを引き継ぐ
私は︑人の役に立ちたいという中学
生時代からの夢を実現し︑介護福祉士
として特別養護老人ホーム田鶴苑で勤
務しています︒お世話をさせて
いただいている高齢の方々は︑
この和歌山・有田を築きあげら
れた人生の大先輩です︒この有
田市を引き継ぐ思いで成人とし
ての一歩を踏み出し︑社会・地
域に貢献できる大人になること
を誓います︒

1月11日(日)平成27年有田市消防出初式が開催されま
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夢に向かって

良い影響を与えられる大人に
私は︑人の役に立ちたいとい
う思いから看護師という夢に向
かって日々努力しています︒ま
た︑皆に信頼される人になりた
いと思っています︒そのために
もまず自分から相手のことを一
番に思い︑考え︑行動していき
たいと思います︒私を育ててくれた家
族︑周りの人や友人に感謝の気持ちを
忘れず︑自分自身成長していきたいと
思っています︒

今年もまちを守ります

願いします。

いそ

がるか子どもたちは楽しそうに競い合っていました。

大人の道を一歩ずつ
成人式を迎えるにあたって︑私は新
たな大人の一員としての自覚を持ち︑
それだけでなく︑大学の勉強にも勤し
み︑少しでも社会に貢献できる
ような大人になりたいです︒そ
してこれまで私を支えてくれた
地域の方々や︑家族に感謝する
とともに︑大人の道を一歩ずつ
歩んでいきたいと思います︒

地域社会へ貢献できる社会人へ
私は今︑大学で作業療法士に
なるために医療や福祉関係の勉
強をしています︒これからも作
業療法士になる夢に向かって努
力を重ねていきたいと思いま
す︒そして︑周りの方々への感
謝と︑ふるさと有田を愛する気
持ちを大切にし︑地域社会へ貢献でき
る社会人になりたいと思います︒

空高く舞い上がれ

うえ
え

の

やま

かず

と

上野山 和杜さん
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平成

きずな

地域の絆を
たすきでつなぐ

先日開催されたオレンジマラソン大会
で小学校５年〜中学生の部で上位に入賞
した選手を中心に結成された有田市代表
チーム︒ 名の精鋭たちは︑大会に向け
て厳しい寒さの中︑上位入賞ができる
様︑日々練習に励んでいます︒当日は激
しい戦いが予想されますが︑有田市の誇
りを胸に上位入賞を目指して頑張れ！有
田市代表！

お知らせ
年４月〜
障害者差別解消法が施行

例
・筆談︑文章の読み上げ︑ゆっくりと
丁寧な説明など︑障害の特性に応じ
たコミュニケーションの方法を工夫
して︑情報をうまく提供できるよう
な配慮をすること︒
・案内表示の文字を大きくするととも
に︑弱視の方 や色覚 障 害者の方にも
配慮した色の組み合わせにすること︒
障 害 者 差 別 解 消 法 で は ︑役 所 や 会
社・店などが︑障害のある人に﹁合理的
配慮をしない﹂ことも差別となります︒
問 福祉課︵内線２８９︶

国民年金からのお知らせ

今回も２チームが出場し
ます︒
名の選手は 月から週
３回の練習に励んでいます︒
真面目な練習ぶりから着実に
力をつけ︑総合力では例年を
上回っています︒８位入賞と
チーム記録更新を目指し頑張
ります︒

僕はキャプテンとして︑
みんなを引っ張っていきたい
と思います︒そして︑昨年よ
り良い成績が残せるように︑
チーム一丸となり練習に励み
たいと思います︒

キャプテンとしてチーム
がひとつになるように厳しい
練習でもみんなで声をかけ︑
支え合って︑頑張りたいで
す︒昨年より少しでも順位を
上げられるようにチームを
引っ張っていきたいです︒

国民年金保険料の納め忘れなどによ
り︑保険料の納付済期間が 年間に満
たない場合は︑ 歳から 歳になるま
での間に国民年金に任意加入して保険
料を納めることにより︑満額に近づけ
ることができます︒
なお︑老齢基礎年金を受けるために
は︑保険料の納付済期間や保険料の免
除期間等が原則として 年以上必要と
なりますが︑この用件を満たしていな
い場合は︑ 歳になるまで任意加入す
ることができます︒
※昭和 年４月１日以前に生まれた方
に限られます︒
問 和歌山西年金事務所
℡０７３ ４４７ １６８８
健康課︵内線５１６︶
資源ごみのリサイクルに
ご協力を

吉田 晴菜
箕島中１年
森 勇人
箕島中２年
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固定資産税︵第４期︶
国民健康保険税︵第８期︶
後期高齢者医療保険料︵第８期︶
介護保険料︵第８期︶
納期限は３月２日︵月︶です︒
市税の納付は
安全・安心な口座振替で

せん てい

野焼きは近隣住民の
迷惑になります
家庭から出る
ごみや︑産業廃
棄物等の野焼き
は︑煙や悪臭に
よる周辺住民の
迷惑になるばか
りでなく︑焼却
物によってはダ
イオキシンなどの有害物質を発生さ
せ︑人の健康や生活環境へ影響を与え
たり︑火災の原因ともなり禁止されて
います︒
また︑悪質な野焼き行為は法律によ
り罰せられます︒
ただ︑農業者が畑で行う︑剪定した
枝や枯れ草・落ち葉の焼却︑人が集ま
るところでの暖を取るためのたき火や
キャンプファイヤーなどは︑野焼き禁
止の例外とされています︒
しかし︑例外となるものでも︑周辺
住民から煙害などの苦情が生じた場合
は認められません︒
近隣のトラブルを防ぐためにも︑農
業者が畑で野焼きをするときは︑あら
かじめ近隣の住宅に声を掛けてから行
いましょう︒
問 生活環境課︵内線２２９︶

みや ざき

山本 実那
宮原小５年
宮﨑 眞
保田小６年

守田 遥
箕島中１年
藤本 捷希
文成中２年
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御前 絢加
箕島小５年
古川 士 恩
保田小６年

望月 志織
箕島中２年
中林 瑚大郎
箕島中１年
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中尾 心桜
宮原小６年
芝辻 晴 裕
保田小６年

宮井 望嘉
保田中１年
田伏 陸人
箕島中２年
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川乘 沙也花
箕島小６年
児嶋 将大郎
保田小６年

辻岡 由妃菜
箕島中１年
桒山 真悟
箕島中２年
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川島 詩珠花
保田小６年
小阪 琉 斗
保田小６年

か
ほの
はら
さ
しゅん すけ
の

佐原 穂香
保田中２年
北野 竣介
箕島中１年

ば
わか

新聞・雑誌・ダンボール・古紙・
紙パック・古着
︵布︶・アルミ缶
は資源として生か
せますので︑でき
るだけ地域の資源
ごみ回収団体に出
していただくか︑
清掃センター︵ア
ルミ缶は不可︶へ
持ち込んでください︒
清掃センターへの持込時間
平日／午前８時 分〜午後５時 分
土曜日／午前８時 分〜正午
※日・祝日は休み
清掃センター︵℡
５７４７︶
問
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五十音順

12

石本 稚葉
保田中２年

選手紹介（小 ･ 中学校

28
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上野山 聖基
保田小６年

!!
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上野山 智也
箕島中２年

監督
吉田 靖
男子キャプテン
佐原 壮大郎
保田中２年

30

国民年金保険料は
前納の口座振替がおトク
国民年金保険料を１年分または半年
分︑口座振替で前納した場合︑納付書
で前納するよりも割引額が大きくなり
ます︒
なお︑口座振替のみ２年前納も割引
額が大きくおトクです︒
申込方法／郵便局や金融機関の窓口
︵市役所国保年金係でも受付可︶へ預
金通帳・金融機関届出印・年金手帳か
納付書を持参の上︑２月 日︵金︶ま
でにお申込ください︒

60

女子キャプテン
太田 実可子
文成中３年

30

27

ご存知ですか？
国民年金の任意加入制度
老齢基礎年金は︑ 歳から 歳にな
るまでの 年間保険料を納めなけれ
ば︑満額の年金を受け取ることができ
ません︒
20

２月15日（日）午前11時スタート

この法律は︑障
害を理由とする差
別をなくしていく
ことで︑障害のあ
る人もない人も︑
分けへだてられる
ことなく︑お互い
に人格と個性を尊
重し合いながら共に生きる社会をつく
ることを目指しています︒正式には
﹁障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律﹂といいます︒障害者差
別解消法では︑﹁障害を理由とする差
別﹂の禁止として︑次のように定めて
います︒
不当な差別的取り扱いの禁止
障害を理由として︑正当な理由な
く︑サービスの提供を拒否したり︑制
限したり︑条件を付けたりすることを
してはいけません︒
例
・障害があることを理由に︑施設の利
用や習い事の入会を断ること︒
・障害があることを理由に︑バスやタ
クシーの乗車を断ること︒
・車いすを利用していることが理由
で︑飲食店の入店を断ること︒
合理的配慮の提供
障害のある方から何らかの配慮を求
められた場合には︑負担になり過ぎな
い範囲で︑社会的障壁を取り除くため
に必要で合理的な配慮を行うことが求
められます︒
40

ジュニア駅伝競走大会
28

第 14 回和歌山県市町村対抗
有田市の人口世帯数

人口 30,215 人（前月比− 14 人）
男 14,346 人 女 15,869 人 世帯数 11,904 戸
（平成 27 年 1 月 1 日現在）

情報ありだ

献血へ
行こう！

情報ありだ
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等︑お楽しみ抽選会
有田振興局保健福祉課
１２９４︶
︵℡

問

23

談

−
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−

22

相

20

里親相談会

里親に関心がある人を対象に︑個別
に相談会を開催します︒相談は予約制
で１人約１時間程度です︒
日時／２月 日︵日︶・ 日︵月︶
午前 時〜午後４時
場所／市役所３階 第２会議室
申込／２月 日︵金︶までに電話また
はメールで申込
申・ 問 里親支援センター﹁なでしこ﹂
︵℡ ０７３６
１００４︶
／ nadeshiko@shirt.ocn.ne.jp
Mail

お詫び ̶
̶
防災行政無線の誤放送

１月６日︵火︶午前０時︑放送

時間の設定誤りにより︑市内に防

災行政無線放送が流れました︒

大変ご迷惑をおかけしました

こ と を お 詫 び 申 し 上 げ ま す ︒今

10

申込先／福祉課子ども係
※申込書は︑福祉課窓口︑市内各保育
所︑子育て支援センターに備えてい
ます︒また︑市ホームページからも
ダウンロードできます︒
福祉課︵内線２８５︶

30

後このようなことがないよう︑

頼も、ぐっと深まります。さらにうれしいことに、燃費や
安全面にも優れています。燃費が良いということは、当然
地球温暖化防止になります。
運転中に、ちょっとした気遣いができるひとって、カッ
コイイと思いませんか？
これからは、そんなドライブマナーに優れたひとを「エ
コドライバー」と呼びます。
みんながエコドライバーになれば、毎日はもっと快適に
なるはず。
大人として、クルマを愛する者と
して、あなたも、エコドライバーに
なろう。
そして、その輪を広げましょう。

30

30

申・ 問

家の中には、
「ぬらりひょん」や「かなし
ばり」など、
こわいおばけがいっぱいいる。
おばけたちは、
かってに人の家に入ってき
て、
食べたりのんだりして帰っていったり、
夜ねているときに、
体の上にのしかかって
くる。こわいけどおもしろい、
家のおばけ
のお話。

15

回オレンジコンサート

講談社

12 15

第

みや もと

宮本えつよし／絵

定員／ 名
参加者／市内在住・在学の小・中学生
︵保護者同伴︶
参加費
小・中学生
２︐０００円
大人／３︐０００円
※ 入 館 料・ト ロッコ 列
車料・バス代・保険料などを含む︒昼
食は別途負担︒
申込／２月 日︵木︶〜 日︵金︶
受付時間／平日午前９時〜午後５時
※参加費と印鑑必要
申・ 問 生涯学習課︵内線２９７︶

ひろし

チェック体制を強化いたします︒

⑨ 広報ありだ 2015.2

さい とう

防災安全課︵内線２１８︶

あなたにとって、クルマって？運転って？
家族を乗せたり、大切な人に会いに行ったり。じぶんと向
き合う時間や、友人と語り合う場所をくれたり。
いまクルマは､単なる移動手段ではなく、人生の一部であ
り、あなたと社会を結ぶコミュニケーションのひとつです。
コミュニケーションにおいて大切なのは「マナー」。
失礼な態度や言葉づかいは、人間関係を悪化させるよう
に、乱暴にアクセルを踏みつけたり、車間距離を十分にと
らないなどのマナーを破ると、同乗者を不安にさせ、周り
からも信頼を失ってしまいます。
一方、ていねいな運転を心がけると、周りの人からの信

「いえのおばけずかん」

27

30

問

エコドライバーになろう！

ＮＨＫ出版

「机にゴンとたたいて衝撃を与えたキ
ウイは１週間ほどで熟す」
「切れ味が悪く
なったハサミでも、
ハサミの持ち方次第で
スパッと切れるようになる」など、
日常生
活に役立つ情報が満載。

斉藤 洋／作

19

有田で活動する合唱サークル︑器楽
サークルなど多くの
団体が参加します︒
皆様︑ぜひお越
しください︒
日時
２月 日︵日︶
時 分〜
場所
文化福祉センター
入場料／無料

問

日時／２月３日
（火）、
３月３日
（火） 午後１時〜４時
場所／市役所３階ミーティングルーム
※電話での相談も受付します。
また、
上記日時以外でも
市職員が相談を受けます（土･日･祝･年末年始除く）｡
午前８時30分〜午後５時15分
産業振興課 ℡83-0225

「ＮＨＫ ためしてガッテン １８」
ＮＨＫ科学・環境番組部／編

40

13

有田地方障害児者ファミリーデイ

問

消費生活相談（専門の相談員による相談）

新着図書紹介

地域の障害のある人とない人がふれ
あい︑互いに理解と認識を深め︑心のバ
リアフリー化を目指すイベントです︒
日時／２月 日︵日︶
午後１時 分〜３時 分
場所／ 有田川町地域交流センターアレッ
ク︵有田郡有田川町下津野７０４︶
内容／自立支援協議会作業所部会の活
動紹介及び精神保健福祉に関する知
識の啓発パネルの展示︑作業所物品
販売及び啓発物品の配付
手作り・体験コーナー︵きいちゃ
ん参加︶ バルーンアート︑押し花
教室︑こけ玉作り︑折り紙︑ぬりえ

問

家庭児童相談
日時／月･水･金（祝・年末年始を除く）
午前８時30分〜午後５時15分
場所／家庭児童青少年相談室（文化福祉センター内）
家庭児童青少年相談室 ℡82-3711

21

13

子育て支援講演会

問

青少年センター
日時／毎日（土・日・祝・年末年始を除く）
午前８時30分〜午後５時15分
場所／青少年センター（文化福祉センター内）
青少年センター ℡0120-783-782、
82-3591

30

しん ざわ

教育相談
日時／毎日（土・日・祝・年末年始を除く）午前９時〜
場所／市役所４階教育委員会
教育総務課（内線512）

11

40

問

日時／２月５日
（木）
・10日
（火）
・18日
（水）
３月５日（木）
・10日
（火）
・18日（水）
午後１時30分〜５時
場所／湯浅保健所
湯浅保健所 ℡64-1294

15

日時／３月 日︵土︶午後１時 分〜
場所／文化福祉センター
講師／新沢としひこ氏
テーマ／たいせつなたからもの
定員／ 約１５０名︵多数の場合は抽選︶
対象／市内在住・在勤で子育て中の保
護者・子育てに関心のある人
※お子さんの会場への入場はお断りし
ます︒託児のご利用やご家庭でのご
協力をお願いします︒
託児／有 ※事前に申込が必要です
申込期間／〜２月 日︵金︶
※郵送は 日︵金︶必着

こころの健康相談（予約制）

82-3168
88-5524
88-5500
82-1093

お知らせ

し

25

保田公民館…………
宮原公民館…………
糸我公民館…………
中央地区公民館……

有田みかん海道マラソン
開催による通行規制

い

82-3220
82-4159
82-5957
82-2276
83-3955

日時／２月８日︵日︶
午前９時 分〜 時 分過ぎ
２０１５有田みかん海道マラソン大
会の開催に伴い︑マツゲン有田球場付
近︵男浦︶から山地にかけての有田み
かん海道︵全線︶では一般車両の通行
ができなくなります︒
大変ご迷惑をおかけいたしますが︑
ご協力をお願いします︒

いし

蔵書点検とは…
蔵書の所在状況を明ら
かにする作業で、全所
蔵（約77,000冊）を、
照合・点検します。所
在不明図書・破損図書
等の確認・摘出のため
に定期的に実施する、
図書館の重要な作業の
ひとつです。

15

有田市図書館………
初島公民館…………
港町公民館…………
箕島公民館…………
宮崎公民館…………

産業振興課︵内線２７１︶

問

日時／２月12日
（木）
・
３月12日
（木）午後１時30分〜４時
場所／文化福祉センター
行政相談／市民課（内線244）
吉川かよ子氏
行政相談員／石井志通男氏、
人権相談／人権室（内線368）
人権相談員／人権擁護委員
心配事・悩み事相談／社会福祉協議会 ℡88-2750

休館期間／２月23日（月）〜28日（土）
貸出冊数の変更／２月９日（月）〜22日（日）にご利
用の方は、お一人15冊まで貸出します。

83-1111
83-0119
82-2151
83-2141
82-3221

問

３者合同相談（行政、人権、心配事・悩み事）

蔵書点検による休館

イベント

問

日時／２月17日
（火）
・
３月17日
（火）午後１時〜４時30分
場所／市役所３階第１会議室（定員10名）
※弁護士は月替わりとなっています。
市民課（内線244）

有田市役所…………
有田市消防本部……
有田市立病院………
有田市水道事務所…
有田市文化福祉センター …

春の遠足

図書館だより

市民法律相談（電話予約必要）

市庁舎関係
連絡先
日時／３月 日︵水︶午前７時 分
市役所前出発
午後６時 分 帰着予定
場所／京都水族館
トロッコ列車 嵯峨駅〜亀岡駅

そうだん（無料）

２月11日（水）オークワ箕島店
午前10時〜11時45分・午前１時〜４時30分

64
−
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問

第５回市民公開講座を開催します

せき たん

たか のぶ

市立病院で一緒に働きませんか
現 在 ︑職 員の 随 時
募 集を受け付けてい
ま す ︒若 手 職 員 が ︑
今以上に魅力ある病
院 に す る た め ︑ア イ
デア を 出 し 合い︑具
現 化 する﹃ 若 者 プロ
ジェク ト ﹄が 発 足 し
ま し た ︒ク リスマス
イベントや若手 勉強
会 な ど ︑ア イ デア を
形にすること ができ
ますので︑一緒に未来
の病 院 づくりをして
いきませんか︒
︻募集職種︼
正規職員／看護師・准看護師・薬剤師・
理学療法士・作業療法士・看護師︵訪
問看護ステーション勤務︶
臨時職員／臨床検査技師
募 集 要 項 は ︑有 田 市 立 病 院 の ホ ー ム
ページに掲載しております︒
http://www.aridahp.arida.wakayama.jp

てくれました︒有田市の無形
文化財になっています︒
︵貝尻奈弥︶

は︑矢びつにある南龍神社について

を見直す学習をしています︒私たち

あることを今まであまり知り

ちは︑地域に歴史がたくさん

る神社だと思いました︒私た

南龍神社はとても歴史のあ

取材をしてみて

調べることにしました︒そこで︑南

ませんでした︒でも︑古川さ

ふるかわこういち

龍神社にくわしい矢びつ自治会長の

︵水野真実︶

ことを再発見しました︒

紀州藩初代藩主の徳川頼宣公

たい漁業漁村の歴史文化財産

所の漁業集落から未来に残し

した︒これは国内６２９１か

し︑南龍神社におまつりしま

あらためて自分たちの地域に

も行われていることを知り︑

待祭りという伝統的なお祭り

いうことを知りました︒お日

をまつっているすごい神社と

南龍神社とは︑矢びつの中

二組を移り住まわせました︒

です︒徳川頼宣公は漁師夫婦

あわびや魚などがとれたそう

めて南龍神社にお参りをし︑

ら裸で海に入って︑心身を清

昔は︑青年たちが朝早くか

﹁お日待祭り﹂があります︒

毎年１月第２日曜日には︑

︵橋中美來璃︶

できて良かったです︒

し︑地域のことを知ることが

かなければならないと思った

ちのふるさとを大切にしてい

りました︒これからも自分た

腹にある神社で︑見た目は小

漁場に恵まれたことに加え

翌日には頼宣公が好きだった

︵梅本陽菜︶

はほこれることがあると分か

とくがわよりのぶ

藩主︑徳川頼宣公の像がおさ
められています︒
約四百年前︑家が一軒もな

て︑この地域に住む村民は昔

小豆と羊かんを持ってお墓の

いところだった矢びつでは︑

の税金が免除されたそうで

かったと古川浩一さんは教え

す︒この後のお風呂が嬉し

出た後はさらに寒いらしいで

はもちろん寒いですが︑海を

うです︒冬の海に飛び込むの

ある長保寺に持っていったそ

す︒村民は徳川頼宣公に感謝

お日待祭り

百選に選ばれています︒

矢びつのおこり

んのお話を聞き︑南龍神社が

古川浩一さんにお話を伺い︑様々な

いって︑自分たちのふるさとの良さ

学習の時間で︑﹁地域再発見﹂と

田鶴小学校５年生では︑総合的な

わたしたちの自慢 南龍神社

ほそ

咳痰︑息切れ︑発熱︑胸痛などの症状
があるけれど︑これは肺の病 気？肺の
病気ってどんなのがあるの？
そんな疑問にお答えするため︑当院
内科で毎週金曜日に診察している呼吸
器疾患専門の細医師 が講演します︒お
気軽にご参加ください︒
日時／３月 日︵木︶ 午後７時〜
場所／文化福祉センター
入場料／無料︵申込不要︶
定員／２００名
テーマ／﹃肺の病気について﹄
講師／細 隆信先生
和歌山ろうさい病院副院長・
呼吸器内科部長
12

外来診察変更のお知らせ
木曜日の内科診察再開
平成 年 月 日︵木︶より︑毎週
木曜日も内科診察を再開しています︒
これにより平日すべての曜日での内科
診察が可能となりました︒内科外来受
付時間は午前 時までとなっておりま
すので︑ご留意ください︒
内視鏡検査の医師増員
毎週水曜日の内視鏡検査を︑１月よ
り日本赤十字社和歌山医療センターか
らの応援医師が担当しております︒

※紙面の文章及び掲載の写真はこども特派員によるものです。
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広告
広告

クリスマスのサプライズ
イベントの様子
古川浩一さんから色んな事を
教えてもらいました

18

み

ま

の

みず

り

く

み

はし なか

み

な

かい じり

な

ひ

さいのですが︑紀州藩の初代

徳川頼宣公の像

12

11

４月から白内障手術を開始
白内障とは︑眼の中の水晶体が加齢
とともに濁ってくるため︑ぼんやり曇
りガラスのように見えにくくなる状態
のことを言います︒日常生活に支障が
出る程︑白内障が進行すれば︑濁った
水晶体を入れ替える手術による治療が
一般的です︒
４月より当院の眼科で白内障の手術
を開始いたします︒午前中に手術を行
い︑異常がなければ︑その日に帰宅し
て頂けます︒
手術日は︑毎月第３木曜日とさせて
いただきます
※４月のみ第２木曜日が手術日となり
ます︒

が行く!!
員
派
特
こども

℡82-2151
市立病院

26

このコーナーは、小・中学校の子どもたちが「特派員」となり、
自分たちで編集・発行するものです。今回のこども特派員は、
南龍神社を取材した田鶴小学校５年梅 本 陽 菜さん、貝尻 奈 弥
さん、橋中美來璃さん、水野真実さんです。
うめ もと

ホスピタル トピックス

ひと まち ほこり

ふるさと再 発見

10

こんなまち
だったらい
いのにな
有田市がもっと
元気になったら
いいのにな

問

申

場所 文化福祉センター
定員 100 名
申込 〜２月 10 日（火）まで
・
秘書広報課（内線 206）

Email
URL

hisho@city.arida.lg.jp
http://www.city.arida.lg.jp/
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この広報紙は地球環境保護のために、
再生紙と
植物油インクを使用しています。

日時 ２月 21 日 ( 土 )
予定
午後１時受付 午後５時終了予定

でも、ひとりで考えてるだけじゃ何も始まりません。
そんな思いを共有する場を作りました。それが、「わいがや会」。
これまでも思いをカタチにしてきた会の第３弾！
当日持参するものは「有田市を思うココロ」。
初参加も大歓迎！
あなたが動けば、きっとまちは変わります。

〜 豊かな成長を願って 〜
にあり︑今回の学力調査でも県︑
全国の平均を上回っています︒
今後とも︑教育委員会としっ
かり連携し︑いかに現場の先生
方に力を発揮していただけるか
に重きを置き︑教育環境の整備
に努めてまいります︒
同 時に︑我々大 人 社 会 も成長
する努力を忘れてはなりません︒
今月 日には﹁有田市教育講演
会と懇親会﹂と題し︑有田市の全
教職員約２００名を対象に資質
向上に向けた研 修 と︑教員同士
が子どもの豊かな成長を願い︑親
睦を深める初めての取 り 組みが
予 定されており︑有 意 義な場に
なることを願っております︒
また︑子どもたちの成長には
学校以外での過ごし方も極めて
重要です︒昨今では︑スマート
フォンを長時間使用することに
よる︑学力低下やいじめ問題へ
の悪影響も顕在化しています︒
青少年健全育成には家庭︑地
域︑教育行政の一致団結がある
ことは言うまでもありません︒
今後も︑地域愛に満ちた︑た
くましい新成人が毎年生まれ︑
素晴らしい社会が持続するよ
う︑有田市教育行政に︑思い切
り力を注ぎ込みたいと思ってお
ります︒
皆様方の︑ご理解ご協力をよ
ろしくお願い申し上げます︒
有田市長 望月 良男

あがらのまちを 第3回
会
皆で考えてみよら会

〒 649-0392 和歌山県有田市箕島 50
tel 0737-83-1111 fax 0737-83-2222

市収入の一部とするため有料広告を掲載しています。

広告

がやがや
わいわい

より良い有田市をめざして

こおり

﹁東風凍を解く﹂季節︑立春
を迎え︑旧暦七十二候の上でも
新しい年が始まります︒年始に
掲げた目標を達成させ︑素晴ら
しい年にしたいものです︒
さて︑先 月 日には︑３２７
名の新成人を迎え︑成人式が厳
かに執り 行われました︒式典中
の新成人の落ち着いた姿勢には
感心させられ︑頼もしさも感じ
た︑そんな素 晴 らしい成人 式で
した︒途中︑恩師によるビデオレ
ターの演出もあり︑新 成人たち
は懐かしさを旧友と分かち合っ
ていました︒私 も映 像 を見なが
ら︑彼らの学 生時代を想像する
とともに︑学 校教 育の重要 性に
ついて改めて考えていました︒
昨年８月に﹁全国学力・学習
状況調査﹂の結果が公表され︑
和歌山県は平均で全国ワースト
１位という︑非常に残念な状況
に陥っております︒
有田市の状況は︑市ホームペー
ジに掲 載 しており ますので︑ご
覧いただければと存じますが︑
関 係 各 位のご努 力 をいただき︑
学力︑体力とも近年は上昇傾向
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