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仁淀川町成人式

秋の叙勲 二宮基晴さん旭日単光章受章

社会を明るくする運動作文コンテスト 松田愛海さんが最優秀賞

防災へ向けた決意新たに 仁淀川町消防団出初式
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成人 とう！！
おめで

く働いて、両親、兄弟に恩返しがしたい｣、片岡さんは｢お母さんに
ありがとうと伝えたい｣、大野さんは｢家族やおばあちゃんに感謝で
す｣と育ててくれた人たちへの思いが溢れていました。

▲大蛮や獅子駒も祝福に駆けつけました
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《3》 広報によど川 2月号
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細川みなみさん 右( )
片岡朱里さん 中( )
大野茉耶さん 左( )
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人式が１月２日に池川
コミュニティセンター
で開催されました︒
今年の新成人は︑平成７
年４月２日から平成８年４
月１日までの間に生まれた
町内小中学校卒業者および
町内在住者 人が対象で︑
人が出席しました︒
会場は︑振り袖やスーツ
に身を包み︑久しぶりに会
う同級生や恩師らと思い出
話に花を咲かせ︑再会を喜
び写真を撮り合う新成人た
ちの笑顔で溢れていました︒
式典では︑はじめに新成
人の自己紹介が行われ︑美
しく︑たくましく成長した
姿を訪れた家族や地域の
方々に披露しました︒続い
て︑大石町長からの祝辞や
記念品贈呈︑新成人代表の
谷興輝さんから謝辞が述べ
られ︑厳粛な雰囲気の中︑
式典が行われました︒
その後行われた記念コン
サートでは︑堀内佳さんの
熱いメッセージが込められ
た曲が次々に披露され︑新
成人は輝かしい未来へ思い
をはせていました︒

良
太

上
岡

安
井

将来の夢は、栄養教
諭になることです。
自然豊かなこの地元
で育んだ心と体を大
切にして、感謝の気
持ちと故郷を忘れず、
一生懸命頑張ります。

｢町の魅力は、自然、何よりきれいな川｣と話す仲の良い３人。成人
を迎えた３人が口にしたのは、
やはり感謝の気持ち。細川さんは「早

吾川地区
谷

農
本

学校に通うため地元を
離れた時から同居して
支えてくれた祖母に｢あ
り が と う｣と 伝 え た い。
自立した大人、そして
人を笑顔に、幸せにす
る人になりたいです。

謝辞を述べる谷興輝さん

人が温かく、近くに感
じられるこの町が大好
きです。消防士になる
ため、しっかり勉強し
て、少しでも早く両親
と地域に恩返しができ
るように頑張ります。
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年 仁淀川町成人式

上
野

平成

町長から記念品を受け取る隅田穂乃香さん

池川地区
鈴
木

二十歳の誓い
新たな一歩を踏み出す晴れ姿

◆ 特集 ◆ 仁淀川町成人式 ◆
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88

歳・葛原︶

花いっぱい運動・年越しキャンドルナイトで
地域を明るく元気に！

高齢者叙勲

揮した子どもたちは、今後の英語学習への大きな自信を得ました。

さん︵

たくさんの小学生が参加する高いレベルの大会で、練習の成果を発

この受章を受け︑二宮さん
からお礼の言葉が寄せられま
した︒
﹁私は︑職業上︵蚕業普及
員︶︑物部・吉野・四万十・
仁淀の県内四大河川流域を移
住し︑最後の任地︑この仁淀
川町︵旧吾川村︶にご縁を得
て定住いたしました︒
定年退職後地域の方々にご
支持いただき議席を授かり︑
私は︑県内陸部の東西で勤務
して得た体感を糧に︑未熟で
すが︑皆さまと共により良い
里づくりを︑この初心を肝に
そのためになればと信ずるこ
とに心して歩みました︒
齢も米寿の年齢を刻み往時
を回顧し感無量です︒この場
をお借りし︑ご厚情賜りまし
た皆様に感謝の念を込め︑妻
と共に心より御礼申し上げま
す︒﹂

し、熱演賞に入賞。見事トロフィーを持ち帰りました。

は る

の出場となった陽那太くんは、お父さんを題材とした自由課題を発表

も と

長文を緊張の中、堂々と暗唱し敢闘賞を獲得しました。また、２回目

基晴

花菜さんは３年連続出場。最後の出場となった今大会では、難しい

旭 日 単 光章 地方自治功労

菜さんと２年生の佃陽那太くんの姉弟が出場しました。

12

10

二宮

県こども英語弁論大会｣が開催され、別府小学校から、６年生の佃花

88

月１日付で︑高齢者叙勲受章者が発表され︑仁淀川町では
二宮基晴さんが旭日単光章を受章されました︒

高知県生涯学習支援センター分館で、｢第４３回高知

二宮基晴さんは︑旧吾川村時
代に３期 年にわたって村議会
議員を務められました︒
高齢者叙勲は国家や公共に対
し︑長年にわたり功労のある人
で 歳になった方を対象に贈ら
れるものです︒

１２月２３日

伝達式で高知県岩城副知事 左( と)
記念撮影をする二宮ご夫妻

高知県こども英語弁論大会

英語教室の講師の古味雪子さん 左( と
) 受賞を
喜ぶ陽那太くん 中(央 と
) 花菜さん 右( )

鍛えた英語力、存分に発揮

大崎地区で、｢花いっぱい運動・年越しキャンドルナイト｣のイベント
が、武田勝頼土佐の会・大崎を元気にする部会（中島道雄部長）と地区
民によって開催されました。

プロゴルファー

旧吾川中学校校庭と大崎保育所と

片岡大育選手がふるさと納税
だ い

の周りを花いっぱいにしようと、６
日に地域の方と、２１日には大崎保

１２月２２日

育所の園児たちと一緒に花を植えま

す け

現在プロゴルファーとして活躍している片岡大育選手の父

和人さんと祖母の富士子さん（名野川）が役場を訪れ、｢仁淀ブループロ

した。

ジェクト寄付金(ふるさと納税)｣の寄付をいただきました。

また、大晦日の夜には、大崎八幡
宮で｢年越しキャンドルナイト｣のイベントも行われ、参拝に訪れた人
たちがろうそくに火を灯し、お宮に向かって続く参道階段１８４段は
温かみのある明かりに包まれていました。

片岡選手は、１３歳の時に親の勧めでゴルフを始め、わずか数年でナシ
ョナルチーム入りを果たし、２００７年にプロへ転向。昨年は悲願の初優
勝をつかむなど、国内男子ツアーの｢顔｣として期待が高まっています。当
日は、片岡選手も来庁するのを楽しみにしていたそうですが、都合がつか
ず来庁はなりませんでした。

１２月２７日

愛媛県今治市菊間緑の広場公園体育館で、「第３０

回記念四国ジュニアソフトテニス大会」が行われ、高知県代表とし
て池川中学校２年の岡林加津子さんと黒川結可さんのペアが出場し
ました。
一回戦、香川県多度津中学校相手に引けをとらないゲーム運びを

のおかげだと思っております。仁淀川町のお役に立てたらと思い、ふるさ
四国大会出場を果たした︑
岡林加津子さん︵右︶と
黒川結可さん

池川中の岡林加津子さんと黒川結可さんペアが
四国ジュニアソフトテニス大会出場

ご家族から大石町長へ「本年良い成績を残せたのは、仁淀川町の祖父母
と納税させていただきます｣ との片岡選手のメッセージが送られました。

ふるさと納税に訪れた和人さん（左）
と富士子さん

これを受けて大石町長は、｢町関係者の活躍は地域や町にとっても本当にうれしく、明るい話題です。今後
のさらなる活躍を期待しています｣と話していました。片岡選手の今後ますますのご活躍を期待しています。

安居渓谷でイルミネーション

地域感謝祭開催

展開。打力、攻撃力に勝る相手に惜敗したものの、日ごろ練習して

１２月２６日

安居渓谷宝来荘で「地域感謝祭」が行われ、約４０人が渓谷のイルミネーションを楽し

きたことを実践し、四国の強豪を相手に高知県代表として今できる精いっぱいのプレーを見せてくれました。

みました。これは、２０１５年４月にリニューアルオープンした宝来荘が、地域への感謝の気持ちと恩

顧問の弘瀬彰博さんは、「来年度の四国大会出場を第一の目標に掲げ、全国大会に出場できるだけの力をつ

返しの一環として開催したものです。当日はクリスマスバイキングやカラオケ大会なども行われ、参加

けるために、選手たちは努力を続けています。できると信じて、「あきらめず」「投げ出さず」毎日の練習を

者は普段見ることのできない幻想的な渓谷の雰囲気を楽しみながらイベントを満喫していました。

コツコツと続け、選手と一緒に夢に向かって進んでいきたいと思っています」と抱負を話してくれました。

■カラオケ大会入賞者

《5》 広報によど川 2月号

優勝

隅田智美 (田村)

ホタル賞

隅田美恵 (北川) ・石本和美 (坂本)
広報によど川 2月号 《4》

長者地区

﹁ 一歩間違えば …
﹂
仁淀中３年

松田 愛海
世の中には︑﹁犯罪者に人権なんかあるはずがない︒
﹂
という意
見をもっている人は少なくない︒
でも私は︑
日本国民である限り
人権はなくならないと思う︒
日本国憲法にも記されているし︑
前に罪を犯した人を差別するのはおかしいと思う︒
たしかに犯

毎日のように報道される事件のニュース︒私はそれを見ていつ
も悲しく︑
恨めしい気持ちになる︒母もそんなニュースを見てよ
罪を犯したことは許されないことであり︑
決して被害者や罪を
人も同じ人間だ︒刑を終え︑反省し︑
心を入れ変えた人でも︑

く怒っている︒
なぜこんなに残酷なことができるのか︑
不思議で
ある時ふと思った︒
なぜ︑
この人たちは犯罪を犯すのか︒
その
周りから差別されたり︑
嫌な目で見られたりするのはかわいそ

犯した人の心からもその事実は消えない︒
しかし︑罪を犯した

時はただ︑仕事や人間関係が上手くいかなかったり︑腹が立っ
うな気がする︒
自業自得だと思ってしまうが︑
広い心をもち︑
接

たまらない︒

たりしていただけだろうと思っていた︒
しかし︑
よく考えてみると︑

更生について考えることはとても大切だ︒
しかし︑
一番は犯罪

することで刑を終えた人の心が楽になると思う︒
そうすること

もらっていないと周りの人や自分さえも大切にできなくなると
や非行をなくすことだと思う︒
そのためのさまざまな方法が日

子どもの時にたくさんの愛情をもらっていないことや家族間に

思う︒
だから︑
今子どもを育てている人はその子どもに︑
私たち
本にもたくさんある︒
パトロールや防犯カメラなどだ︒
しかし︑
そ

で再び罪を犯すこともなくなると思う︒

は自分の家族や友達に︑﹁あなたを必要としている﹂
ということ
のようなことを私はできない︒

何か問題があったことが原因なのではないかと思った︒愛情を

を伝えたり︑感じさせたりするべきだと思う︒
そうすることで

や苦手な人がいるのは普通だと思う︒大切なのはその人にどう

そこで︑
私にもできることを考えた︒

私は︑帰り道の途中︑
エンジンがついたままのバイクを見かけ
いう関わり方をするかということだ︒
ここで嫌いな人をいじめ︑

人への思いやりの心をもち︑
犯罪や非行にはしることはなくなる

た︒周りに人はおらず︑今なら誰にでも盗まれる︑
と思った︒私
いじめられた人は強い悲しみ︑
苦しみと同時に恨みをもつことに

それは︑
周りの人を大切にすることだ︒人間だから嫌いな人

の住んでいる町はそんな心配はないが︑
都会なら必ず盗まれてい

と思う︒

ただろう︒私はその時︑今バイクを盗んだら犯罪者になるんだ

私にできることはこのような小さなことだ︒
しかし︑﹁周りの

なる︒
その恨みで罪を犯してしまったら ︒嫌いだと思っている
…
人でも︑
その人の長所を見つけてみればどうだろう︒
いじめなど

をそそいでくれたからだと思った︒
だから私は今︑友達や家族
人を大切にする﹂
という行動には大きな力が秘められていると

と思い︑
とても恐ろしくなった︒私がその時︑
バイクを盗もうと

を大切にしていきたい︒
そして︑
その人達に
﹁自分は愛されてい

思う︒
だから︑
私は必ず実践していきたい︒
また︑
犯罪に手をの

からつながる犯罪はなくなると思う︒

る﹂
という感情をもってほしい︒私に子どもができた時は愛情を

ばしかけている人を何かが起こってしまうまえに止めてあげたい︒

思わなかったのは︑
今まで私に関わってきた人がたくさんの愛情

もってしっかり育てていきたい︒
こんな少しのことでも︑
この世か

そして︑自分自身が犯罪︑非行をしないように家族や友達の
存在を大切にし︑幸せにしていきたい︒犯罪がなくなることを

ら犯罪者は少なくなると信じている︒
また︑
犯罪を犯し︑
刑務所に入って期間が過ぎ︑
その人が世
願って …
︒

晴れ舞台に向け、日ごろ接することのない大人からの指導を素直に受け、成長していく子どもたち。伝統と文化の
小さな守り手たちは、秋葉祭り本番の舞台で、人を惹きつける小さな役者となり、力強い太刀踊りを披露します。

指導を受け︑ならしに励む子どもたち

〜普段静かな山里に祭り囃子が響き、踊り子のお囃子がこだまします〜

に出てきた時の対応をどうするかという問題もある︒

秋葉祭り本番に向け、
『ならし』
が始まり活気づく山里

広報によど川 2月号 《6》

《7》 広報によど川 2月号

霧之窪地区
沢渡地区

木村地区
年が明け、秋葉祭りの本番に向け、1月９日から３
つの奉納組(沢渡、本村、霧之窪)で太刀踊りや鳥毛
の練習(ならし)が始まりました。
子どもたちは厳しい寒さの中、世話役や先輩たちか
らみっちり手ほどきを受けます。日を重ねるごとに
家族のような絆が生まれ、稽古場はいつしか温かい
空気に包まれてきます。ならしも終盤に近づくと竹
光が真剣に変わり、子どもたちの表情も誇らしく、
練習にも一段と熱が入ります。この世代を超えて受
け継がれる地域の交流が祭りを支えています。

池川地区
吾川地区
森地区

松田愛海さんが最優秀賞に輝く
各地で新春スポーツ始め

左から大野教育長、松田さん、氏次会長

12月17日 高知県社会を明るくする運動作文コンテストが行わ
れ、仁淀中学校３年の松田愛海さんが最優秀賞に選ばれ、仁淀中
学校で高吾保護区保護司会の氏次司会長から表彰状が授与されま
した。
今回のテーマは「犯罪、非行のない地域社会づくり」。この作
文には、松田さんが自ら学び、このテーマに真剣に向き合った思
いが込められています。受賞された松田さんの作文を紹介します。
１月２日 新春恒例のスポーツ始めが、吾川、池川、仁淀
(森・長者)地区の４カ所で行われ、約１５０人が参加し、
さわやかな汗を流しました。
当日は晴天にも恵まれ、参加者らは、それぞれのペース
で楽しみ、気持ちの良い１年のスタートを切りました。

高知県社会を明るくする運動作文コンテスト

スポーツ始めで新年のスタート！

山里に繰り広げられる
華麗な時代絵巻

高知県保護無形民俗文化財
時を越えて伝承される﹁秋葉祭り﹂

秋葉神社祭礼 練り
２月11日（建国記念の日）
【行列順路】
岩屋神社（午前８時30分出発）
→市川家→法泉寺→中越家→秋葉神社
■別枝大橋まで車で
○ドライブイン引地橋から約15分
○佐川から約40分
○高知から約１時間30分
○松山から約１時間30分
■問い合わせ
仁淀総合支所地域振興課 ☎３２−１１１３

※弱者送迎バスⒶ・Ⓑ・Ⓒ・Ⓒ・Ⓑ・Ⓐ順次運行
霧之窪

P

Ⓒ

１月17日 旧吾川中学校グラウンドで、仁淀川町消防団
出初式が行われ、寒空のもと、合田幸市郎団長以下２４
７人の団員と女性防火クラブのメンバーが一糸乱れぬ団
結力を披露し、今年一年が災害のない年であるよう願う
とともに、防火・防災意識の高揚を図りました。
式では、力強い分列行進を披露し、来賓や観覧席で見
守る親族や地域の人たちに、今年一年の防災へ向けた決
意を示しました。
■無火災報奨（１０分団）
■新入団員（３人）

。

■日時
■場所
■内容

２月２１日（日）午後１時〜４時１５分
日高村社会福祉センター
第一部「流域の活動報告」
第二部「ワークショップ」
テーマ①子どもたちを川へ呼び戻す
テーマ②美しい環境・景観を保全する

■対象

どなたでも参加自由（参加費無料）

今年は、東京医科歯科大学名
誉教授の藤田紘一郎さんをお招
きし、ご講演をしていただきま
す。TV「世界一受けたい授
業」等多くの番組に出演してい
ます。ユーモアを交えたお話を
ぜひお聴きください。
■日
■場
■内

時
所
容

仁淀川清流保全推進協議会、高知県

P

P

■問い合わせ・申し込み
県環境共生課

☎０８８−８２１−４８６３

３月１日（火）午前１０時半から
仁淀多目的研修集会施設３階ホール
午前１０時半〜 開会・表彰・発表
午後 １時〜 講演(午後２時１５分閉会)
演題

■対

象

※このイベントは、アサヒビール株式会社からの
寄付金を活用して実施します

P

P

仁淀川町健康福祉大会

※ワークショップは事前申込が必要です

■主催

P

第１１回

仁淀川の上流から下流における地域の交
流を進めるため、仁淀川流域での取り組み
事例を報告し、仁淀川流域の清流保全につ
いて、流域の皆さまと考えていきます。当
日参加も可能です。多くの方のご参加をお
待ちしています。

。

※全線午後４時以降
駐車禁止となります。

分列行進を披露する消防団員

大崎・寺村・池川・用居・安居・川渡・長者・泉川・高瀬・沢渡
伊藤達也(安居分団) 井上敏彦(寺村分団) 十倉裕和(川渡分団)

仁淀川シンポジウム

秋葉祭り開催に伴い、2月11日（木）午前7時から午後5時頃までの間、車両の交通規制が下記の
通り行われます。混雑が予想されますので、交通整理員の誘導にご協力をお願いいたします。

Ⓑ

仁淀川町消防団出初式

第５回

「秋葉祭り」交通規制にご協力を！

Ⓐ

防災へ向けた決意新たに

「長寿社会の生活環境と健康
〜免疫力を高める〜」

午前の部は、申し込みいただいた福祉関係
者に限りますが、午後の講演は一般の方々
も参加自由です。（参加費無料）

■問い合わせ
仁淀川町社会福祉協議会

☎３５−０２０７

＊どんど焼き・案内
２５年ほど前から続いている｢どんど焼き｣。節分を境に春祈祷を行って
家庭の神札を変える習慣から節分後の２月の第２日曜日に行っています。
■日 時 ２月１４日(日) １４時〜１５時
■場 所 長生教神社境内（旧大崎小学校の裏手）
■主 催 大崎を元気にする部会・長生教本院神社
■問い合わせ 長生教 ☎２０−２００３
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火入れの様子
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教｜育｜研｜究｜所｜便｜り｜

学力の向上は達成できたでしょうか！
学力を測るのに、いちばん標準的な物差し
ですので、小学校では１時間、中学校は２時
となるのが、今のところ全国および県版の学
間以上の時間設定をしています。
力テストです。全国版の本年度集計結果が、
もちろん、学力一辺倒というわけではあり
昨年８月末に公表されました。
ません。これからの時代をしっかりと生き抜
それを見ますと、本町の小学校は全国超え
いていく人づくりには、この時期、心も体も
の教科も出てきましたが、全体としては平均
バランスのとれた育ちが大切ですので、町内
まであと一息で、も
のどの学校でも、
うひと頑張りという
学力にきちんと向
ところです。一方、
き合いながら、全
中学校はどの教科も
体に細かく気を配
全国超えの結果が出
った実践が進めら
ております。高知県
れています。
全体で言うと、小学
さて、今の時点
校は全国と比べても
で、 学力の向上
高いレベルにあるの
は達成できたか
に対し、中学校はな
と問われると、達
かなか厳しいようで
成の途中と答える
すから、本町の場合、
ことになりますが、
そこが逆になってい
何よりも大切なの
池川中学校の授業風景
る状況です。
は、目標を目指し
学力に関しては、「仁淀川町教育目標」の
て努力を重ねるその過程です。各校の地道な
中で、具体的な数字を挙げて取り組んできま
取り組みがやがて大きな実を結ぶことを信じ、
した。例えば、全国の平均正答率を３ポイン
教育研究所もさらにパワーアップして頑張ら
ト超えること、県版では５ポイント超を目標
なければならないと、気持ちを新たにしてお
にしています。また、家庭学習もとても大事
ります。
（仁淀川町教育研究所長 堅田潤平）

子 育てｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
子育てに悩みや不安はありませんか？
よりよい環境で子育てができるように支援します

▲ ▲

２４日(水) １０：００〜１２：００
１３：００〜１５：００

■問い合わせ

助産師のお話（大崎地域集会所）
小児科医の講話（子育て支援センター内）
小児科医の相談会（中央公民館）

仁淀川町地域子育て支援センター (仁淀川町大崎158)

《11》 広報によど川 2月号

地域で介護予防！
こんにちは！
保健師です

介護が必要な状態にならないようにすることは、住み慣れた地域で長く
暮らしていくために必要不可欠なものです。特に冬場は外に出ることが少
なくなり、家でゆっくり過ごすことが多く、体を動かさないため筋肉が弱
ってしまいます。そのため、冬場こそ体を意識的に動かすことが必要です。
しかし、一人で体を動かすことは、なかなか長続きしません。運動を続
けるコツは「みんなでやる」です。友人たちとおしゃべりしながら体を動かすことで、楽しく長続き
します。今回の保健師だよりでは、みんなでできる介護予防として、町内で自主的に運動を続けてい
るグループについてご紹介させていただきます。

◆地域でできる介護予防
現在、町内１２カ所で、住民が主体と
なって運営している運動グループがあり
ます。週に1回程度集まり、DVDを見な
がら体操したり、ゲームをして遊んだり、
食事を楽しんだりしています。身体を動
かしたり、人と交流することは認知症予
防にもいいと言われ、住民同士で見守り
をしながら、その地区の大切な交流の場
となっています。

◆運動グループを作るためには…
地域包括支援センターでは、新たに運動を始めたいグループに対して、
健康運動指導士の先生に来ていただき、３カ月間運動教室を実施してい
ます。運動教室に参加していただいた方々がそのまま自主的な運動グル
ープに移行しています。体操の様子を撮影したDVDやビデオを見なが
ら、住民同士で体操を行っています。自主グループになった後も、年に
1回は健康運動指導士の先生に来ていただき、長く続けられるようにお
手伝いさせていただいています。

◆運動教室についてのお問い合わせ

2月の予定行事 (仁淀川町母子支援事業)
４日(木) １３：３０〜１５：００

！
みんなで楽しく

※個別相談は要予約
☎・

３５−０４３３

地域包括支援センターでは、運動教室に興味がある方や地域の相談を受け付けています。「自
分も参加したい」「地区で始めてみたい」など、詳しい内容やご質問については、仁淀川町地域
包括支援センターまでご相談ください。
■問い合わせ

地域包括支援センター

仁淀川町大崎３９３−５

☎３５−０８８０

広報によど川 2月号 《10》

■■■お知らせコーナー■■■

○所得税及び復興特別所得税・贈与税・消費税及び地方消費税の申告と納税
所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告と納税の期限は
個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納税の期限は

３月15日（火）まで
３月31日（木）まで

お知らせ
コーナー

等で相談の予約をお願いし
ます︒なお︑相談時間は︑
分以内とし︑相談料は無
料です︒
■予約・問い合わせ
高知地方法務局本局登記
部門︵高知市栄田町２丁
目２番 号︶
☎ ０８８・８２２・３３３１

社会福祉協議会
保育士募集

■採用時期
随時
■勤務場所
仁淀川町社会福祉協議会
が運営する保育所
■受験資格
・年齢は不問
・普通自動車運転免許を有
する方
・町内保育所に通勤可能な
方
■問い合わせ
〒７８１︱１５０１
吾川郡仁淀川町大崎
264番地８
仁淀川町社会福祉協議会
☎ ０８８９・３５・０２０７

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コ
ーナー」では、画面の案内に従って該当項目
を入力することにより、所得税及び復興特別
所得税、贈与税、消費税及び地方消費税の申
告書や青色申告決算書などが作成できます。
作成した申告書は、直接、電子申告するか
Ａ４サイズの普通紙に印刷して郵送等で税務
署に提出することができます。
また、給与所得者または公的年金所得の方
向けの申告書作成画面を新設しました。初め
ての方でも操作がしやすい画面となっていま
すのでぜひご利用ください。
■作成コーナーに関する問い合わせ
「e−Tax・作成コーナーヘルプデスク」
☎０５７０−０１−５９０１
※受付：月曜日〜金曜日（祝日等を除く）
国税庁ホームページアドレス http://www.nta.go.jp

・・・INFORMATION・・・

■会場
仁淀川町中央公民館２階
実習室
■相談時に必要なもの
・年金手帳
・写真付きの身分証明書
︵運転免許証等︶
・年金証書
・その他年金機構から交
付された文書など本人
確認ができるもの
※代理の方が相談に来られ
る場合は︑ 併せて 本人か
らの委任状 とお見 えにな
る方の本人 確認が できる
身分証明書 ︵運転 免許証
等︶が必要です︒
委任状が必要な方は仁淀
川町役場町民課までご連絡
ください︒
■問い合わせ
仁淀川町役場町民課
☎３５・１０８８

簡単操作！

12

登記手続相談予約制を

初めての方でも

17

利用される皆さまへ

確定申告書等作成コーナーで申告書が作成できます

15

高知地方法務局では︑登
記手続相談を予約制により
実施しています︒
登記手続相談を利用され
る場合は︑あらかじめ電話

毎年、期限間近になりますと税務署は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。
申告書はできるだけご自分で作成して、お早めに提出してください。
なお、伊野税務署においては、２月16日（火）から２月29日（月）の間は、贈与税・譲渡所得
の担当職員が従事しておリませんので、申告の記載方法等に不明な点がある方は、できるだけ３
月１日（火）から３月15日（火）の間にお越しください。

13 10

出張年金相談所
を開設します

伊野税務署からのお知らせ

高知西年金事務所の職員
が年金に関するご相談をお
受けします︒お気軽にお越
しください︒
待ち時間の短縮及び混雑
の解消を図るため︑今回か
ら事前予約制とさせていた
だきます︒
予約をされていない方に
ついても相談をお受けしま
すが︑事前予約をしていた
だくことで当日お待たせす
ることなく相談が受けられ
ますので︑予約をご希望の
方は仁淀川町役場町民課ま
でご連絡ください︒
■日時
２月 日︵水︶
時〜 時︵ 時から
時を除く︶

確定申告はお早めに！

30

10

○便利な振替納税をご利用ください。
振替納税は、金融機関の預貯金口座から納税額が自動的に引き落とされる便利な制度です。
ご利用開始に当たっては、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を申告所得税及び復興特
別所得税または消費税及び地方消費税の申告期限までに提出してください。
振替納付日 所得税及び復興特別所得税 4月20日（水） 消費税及び地方消費税 4月25日（月）

◆電話によるお問い合わせについて◆
確定申告に関する一般的な相談については、「確定申告電話相談センター」（３月１５日（火））
へ問い合わせください。税務署の代表番号にお電話いただくと自動音声案内が流れますので、案内番
号「０」を選択してください。「確定申告電話相談センター」へおつなぎします。
■問い合わせ 伊野税務署 ☎０８８−８９３−１１２１（代表）
《13》 広報によど川 2月号

カ
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カ

お問い合わせくだ
さい。
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交通安全協会からのお知らせ
交通安全協会からのお知らせ
佐川警察署・交通安全協会佐川支部 ☎２２−０１１０
※交通安全協会は皆さま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

平成２7年

交通事故の概要

★県警が統計を取り始めた昭和27年以降、過去最少の死者数となった。

死亡事故の特徴
●佐川警察署管内の交通死亡事
故１件は、軽四貨物車運転中
の67歳男性が道路から転落。
●県内の死者数30人のうち、
19人が高齢者で約63.3％を
占めている。
●高齢者の交通死亡事故死19
人中、歩行中が８人と多く、
次いで車両運転中が７人。

年末年始の交通安全運動が実施されました
平成27年12月10日〜平成28年１月９日の間で行われ、12月
18日は交通指導員・各町役場・佐川警察署・交通安全協会によ
る、飲酒・暴走運転根絶を呼びかけるパトロールが行われました。
運動にご協力いただきました方々、ありがとうございました。

平成２７年中の火災・救急・救助出動状況
高吾北消防本部では、平成２７年中の火災・救急・救助出動状況をまとめましたので発表します。
〈火災状況〉管内件数は増、本町も４件増
火災件数は前年より６件増加しました。本町は件数、損害
額ともに増加し、管内で最も大きい金額となっています。
火災の原因は、たき火関係が５件と最も多く、次いで電気
機器の絶縁劣化による発火が３件、原因不明が２件となって
います。

※保育内容などにつきましては、直接保育所（園）まで問い合わせください
※広域入所（他の市町村にある保育所への入所）については、相手方市町村との協議が必要となりますのでお早めに
申請書の提出をお願いいたします（市町村の状況によっては、ご希望に沿えない場合もあります）

○問い合わせ・書類受け付け
仁淀川町教育委員会（中央公民館）
仁淀教育事務所
池川教育事務所

☎３５−００１９
☎３２−１０４１
☎３４−２４８０

※提出書類（申込書・就労
証明書等添付書類）は左
記にあります

ご 寄 付のお 礼

)
)
)
)
)

)
)
)

◇ 仁淀ブループロジェクト
寄付金
早川 豪彦 様 東
( 京都
大田 剛 様 下
( 土居
木村 伸也 様 東
( 京都
岸田 昌弘 様 東
( 京都
斉藤 哲郎 様 神
( 戸市
田村 誠邦 様 川
( 崎市
藤堂 一男 様 豊
( 中市
片岡 大育 様 高
( 知市

)
)
)
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【受付期間】
【入所基準】
２月１日（月）〜 ２月１９日（金）
【受付時に持参する物】
①就労（居宅外・居宅内）
・支給認定申請書兼利用申込書および
②妊娠・出産
添付書類（就労証明書等）
③疾病・障害
・印鑑
④介護・看護
・口座振替依頼書
⑤災害復旧
（希望する金融機関の窓口で手続きしてください）
⑥求職活動
※平成２７年１月１日の住所が仁淀川町外の方は、
⑦就学
前住所地の平成２７年度分市町村民税所得課税証
⑧社会的事由
明（住民税額のわかるもの）
⑨育休中の継続利用
【入所の決定と通知】
後日保護者あてに通知します。
【保育料の通知】
保育料については、保護者の市町村民
税所得割課税額により決定します。
■保育所(園)の連絡先
平成２８年４月から８月分までは、平
●大崎保育所 (大崎158)
☎３５−０１５２
成２７年度市町村民税所得割課税額によ
●ふたば保育所 (森4279-1)
☎３２−１０２１
り、９月から３月分までは平成２８年度
●長者保育所 (長者乙2502-2) ☎３２−１７５６
市町村民税所得割課税額により決定しま
●池川保育園 (土居甲1190)
☎３４−２４２７
す。

◇広報寄付金
竹本 盛喜 様 高
( 知市
岡崎 俊夫 様 東
( 京都
岡林 勇 様 神
( 戸市

〈救助出動状況〉一般負傷と水難事故が大幅に減
救助出動件数は、前年より８件減少しています。
交通事故の出動が、１件増加して１３件と大半を占めてい
ます。続いて一般負傷が６件となっています。

平成２８年４月からの保育所（園）入所希望者の申し込み受付を次の要領で行います。期間内に
申込書を提出してください。

ご芳志をありがたくお受
けし︑町行政ならびに広報発
行に有意義に活用させてい
ただきます︒
ありがとうございました︒
仁淀川町役場

〈救急出動状況〉救急出動件数・人員ともに減
救急出動件数は前年より６８件減少しています。
搬送人員も前年より５６人減少しています。
うち高齢者は１，１００人で救急搬送全体の約７６％を占
めており、依然として高い数値です。また出動件数は１日平
均４．１件となっています。

平成２8年度保育所入所のご案内

広報によど川 2月号 《14》

地 域 お こ し 協 力 隊 が ゆく

こう

じ

〜今月は岩井 幸次隊員〜
石垣を利用した木造ビニールハウス

体のケアは大 切に

年末から謎の首への激痛が長引き、新年早々最悪な
スタートを切ってしまいましたが、数十年ぶりの大雪
を経験できたことはある意味良い経験ができたと思い
ます。
今は石垣を利用した木造ビニールハウスの建築に携
わりながら、卒業後にそれを利用して何ができるかを
考えながら活動しています。この記事を書かせていた
だいているのは１月ですが、２月中旬以降にはある程
度建築の完成のめどはついているので様々な方と相談
しながらチャレンジしていきたいと考えています。
今年はじまって、一番に痛感したのは体のことでした。長引く首への激痛の原因は不明ですが、お
そらく寄る年波での筋力低下で学生の頃にやっていたラグビー等で知らずに痛めていた箇所が表面化
してきてのことだと思われます。特に不摂生な独身生活なので酷い形で出てきたと思います（まぁ自
業自得です・・・）。今後は体のケアを怠らずにまだまだ、他にも色々とチャレンジしていきますの
で、ご協力の程よろしくお願いいたします。

ご利用ください！ 仁淀川町奨学資金の貸し付け制度
経済的理由により修学が困難な学生および生徒に対し、
平成２８年度仁淀川町奨学資金の貸し付けを行います。
■資
格
仁淀川町に２年以上住所を有し、町税、使用料または手
数料等、町に納付すべき債務に滞納がない者の子で次の条
件を満たす者。
・品行方正にして勉学意欲旺盛で学資支弁の困難な者
・高等学校（通信制除く）、高等専門学校、大学（大学
院、短期大学含む）、専修学校に籍を置く者
■貸 与 額
①高等学校、高等専門学校、専修学校に在籍する者 １カ月：２５，０００円以内
②大学に在籍する者
１カ月：３７，０００円以内
■保 証 人

■返

保証人は２人とし、１人は父母または
これに代わるべき親類縁故者、他の１人
は仁淀川町で独立の生計を営み各税の未

卒業後、満１カ年を経過した後、２０年以内で教育委員
会規則で定める期間内に返還しなければならない。ただし、
本人の便宜上奨学金の全部または一部を繰り上げて返還す

納のないものとする。特にやむを得ない
事情があると町長が認めるときは、町外

ることができる。
■申請締切（貸付願・成績証明提出）
平成２８年４月８日（教育委員会または各教育事務所必着）

の在住者を保証人とすることができる。

町内図書室ご利用のお知らせ

■問い合わせ

町内には、中央公民館・池川教育事務所・仁淀教育事務所・長者出張所の４カ所に図書室があり
ます。そこには、町が購入した本や寄贈本、県立図書館から定期的に借り入れている本があります。
自由に無料で利用することができます。

﹁人魚の眠る家﹂
東野 圭吾・著

今月の新刊本
中央公民館
『老後の資金がありません』 垣谷 美雨／著
『おやすみ、ロジャー』（絵本）カール＝ヨハン・エリーン／著
『帰蝶』 諸田 玲子／著

仁淀教育事務所
『孤狼の血』 柚月 裕子／著
『漢字でおはなし』（児童書） 川北
『社会人大学人見知り学部卒業見込』

亮司／著
若林 正恭／著
ミステリーではなく、脳死がテーマの
作品。
何をもって人の死とするのか…。娘
の死を受け入れられない母親の狂気
ともいえる姿に深く考えさせられます。

池川教育事務所
『Ａではない君と』 薬丸 岳／著
『ユートピア』 湊 かなえ／著
『４０代からの「太らない体」のつくり方』
■問い合わせ

満尾

正／著

中央公民館 ☎３５−００１９
池川教育事務所
仁淀教育事務所 ☎３２−１０４１

《17》 広報によど川 2月号

☎３４−２４８０

還

仁淀川町教育委員会 ☎３５−００１９
提出書類（奨学資金貸付願）は教育委員会と池川・仁淀各教育事務所にあります。

NEW FACE!

仁淀川町の未来を紡いでいく力

仁淀川町新採用職員をご紹介します【平成２８年１月１日採用】

人も自然もいきいきと

元気に取り組みます!

大阪から上名野川に移住
して２年。池川小学校放課
後子供教室、あめご養魚場
を経て、１月より本庁企画
課に配属となりました。
私は仁淀川町が大好きで
す。仁淀川町のことをもっ
と知りたい。外からも内か
らも、仁淀川町のすばらし
さを、発見したい。アイデ
本庁企画課
ひがしづつみ
はる か
アと行動力、素直さには自
東堤 春香 (29)
信があります。皆さんの話
を聞かせてください。皆さんの町のことを教えてく
ださい。一人一人の人生がいきいきと輝くために、
精一杯努めてまいります。よろしくお願いします。

初めまして。池川総
合支所住民課に配属さ
れました、髙井李奈で
す。出身はいの町です。
幼い頃よく訪れていた
第二の故郷仁淀川町で
働きたいという思いが
実り、１月から職員に
なれたことを本当に嬉
しく思います。住民の
池川総合支所住民課
たか い
もも な
皆さまのお役にたてる
髙井 李奈 (19)
よう明るく元気に取り
組んでいきますので、ご指導のほどよろしくお
願いします。

広報によど川 2月号 《16》

文芸
投稿をお待ちしています

藪柑子句会
荒木 青踏
年過ぎる音かな腹が
鳴ってをり
高橋 幸恵
カーナビのセット仕直し
寒見舞い
小崎 千恵
立冬や予防接種を夫と受く
上岡 利寿
一盛りの滑子も求む
小さき旅

高橋 房子
標札は師のフルネーム
菊かほる
隅田 邦子
小春日や干物づくりに
いそしみぬ
藤原多津子
このたびも雨の命日
菊を挿す
片岡とくぞう

都会から帰り来たみち
師走道
鎌倉いちいち

寒がりの妻は炬燵で
くつろげり

仁淀俳壇

古味 幸子
杣人の煮炊きの跡か山眠る
古味 孝子
伊予言葉なつかし友の
賀状受く
市川 千秋
すっきりと衿足見せて
春著の娘
田村 千草
遠つ嶺は雪となりたる
句会かな

投稿
俳句
西森 今子
おだやかな卆寿の春を
迎へけり
井上 一明
裏白のふっくらと巻
そろいけり
掛水 春子
節分のおしめを張りて
邪気払う

松岡 豊子
傘寿はや昔のことよ
年明くる
吉岡豊之祐
桂月の酒は甘口年賀酒

中越 勝子
幼子ら何願いしや初詣で

杉本あけび
源流やダイヤの雫が雪間草

井上カメコ
初春の願いは一つ健やかに

川上 純子
この山と今年も生きる
初明かり
田村 大陸
妻だけが少し肥りて三ヶ日
植田 秋恵
初時雨仲良き兄と妹と
堀部 貞子
血圧は少し高めと日記果つ

広報によど川 2月号 《18》

《19》 広報によど川 2月号

尾崎マチエ
有明の牡蠣を送ると
メール来る
井上 美智
父逝きて熱燗つける
事もなく
片岡代美子
やや寒き雨のひと日や
句集読む
掛水 妙子
男手を亡くして久し冬支度

※上記の日に引き落としができない場合の再度

（平成27年度北方領士返還運動に関する標語・キャッ
チコピー最優秀作品）

口座振替日は、3月10日 (木)となります。

四島返還」

「重ねる対話

つながる熱意で

し ま

2 月 2 5 日 ( 木 ) です。

択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の北方四島
は、歴史上、一度も外国の領士になったことのな
い日本固有の領土です。
町に納める収納金の今月の口座振替日は、

毎年 2 月は
「北方領士返還運動全国強調月間」
です

口座振替日のお知らせ

………
仁淀川町行事カレンダー（2月・3月）

………

日 多目的研修集会施設14:00〜）

ウィンターコンサート（仁淀
広告

仁淀川町健康福祉大会（仁淀
多目的研修集会施設10:30〜）

今月の賞品

E

過去や自分の周りの記憶を︑思い

☆たてのカギ

1

7

8

競技の決勝点︒努力などの最終目

標点

靴をはく時︑足に直接はく衣料

原因を助成して結果を生じさせる

条件や事情

間の抜けた失敗をすること

体にくらべて足が短く︑尾が細長

く︑角が二本ある︑うし科のけだ

もの

10

出せないこと

血液成分の不足を自他の血液から

補う治療法のこと

ガラス板などに人物・景色などを

描き︑それを幻灯機で壁や白布に

映すもの

旧国名の一︒明治元年︑出羽国を

物をゆずり与えること

食用に供する牛の肉

13 11

2

3

4

自動車︒車輌

南北に二分した北の部分

5

切符や入場券などの有効期間

︵出題・藤原賢一さん︶

C

肝臓で生成される黄褐色でアルカ

17 16 14

A

B

9
リ性の液体

オ ミ ク ジ

営業時間 １０時〜２０時
全身コース ６０分 ４０００円〜
足裏コース ４０分 ３５００円〜
※お待たせすることのないよう、
お電話にてご予約をお願いします。

何とか︒まがりなりに

勲等を与え︑勲章を授けること

晴れ晴れしくにぎやかなさま

魚をとる︒すなどる

《21》 広報によど川 2月号
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人

本紙は再生紙を使用しています。

正解者数

編集 仁淀川町広報編集委員会
発行 仁淀川町
〒781-1592
高知県吾川郡仁淀川町大崎124
☎0889-35-0111
http://www.town.niyodogawa.lg.jp/
印刷 株式会社高知新聞総合印刷

22

人
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・応募者数
・当 選 者

広報によど川

ほほえみの国タイに伝わる伝統マッサージ。
体を流れるエネルギーラインを指や肘、膝、足底で刺激して、
全身をほぐしていきます。「気持ちいい！」「最高！」の声が
続々。出かけるのは都合が悪いという方のためには、出張もし
ていて、喜んでいただいております。
ぜひ一度お気軽にお試しください。

西村 直則︵寺野︶

平成28年1月1日現在
人 口5,963人 （-21）
男 2,788人
女 3,175人
世帯数3,200世帯（ -5 ）
12月中の届出
転入 9人
転出 12人
出生 4人
死亡 22人
（ ）内は前月比

賞

橋本 松子︵下土居︶ 戸田 末美︵中村︶

町の人口・世帯数

D

はがきまたは封書で応募してください。
〒７８１−１５９２ 仁淀川町役場「広報パズル係」
品 「ぽんじゃらす・全身マッサージ60分コ
ース」を１名様、｢1,000円クーポン｣を5
名様に。（当選者の発表は次号広報）

中内 博子︵相能︶

心も身体もゆったりリラックス！

C

応募方法

北川 新一︵竹ノ谷︶

出張サービス大好評

B

ると答えが出てきます。何でしょう？

飛行機が地表に対して急角度で降

関連記事P2)

A

●締め切り
2/17（水）必着

に入る文字をアルファベット順に並べかえ

1

（１月２日撮影

さい。

☆よこのカギ

した。

たて・よこのカギをヒントにマス目を埋めてくだ

下すること

を訪れ、新成人の門出を祝いま

クロスワード パズル

病毒を含んだ血

獅子や大蛮が成人式の会場

60

第127回

6

今月の賞品は︑﹁タイ古
式マッサージ・ぽんじゃら
す﹂提供の全身マッサージ
分コースと︑どのコース
でも使える１０００円割引
クーポンです︒
足の裏から適度な刺激を
与えながら全身へと施術し
ていきます︒血行促進︑自
然治癒力向上に役立ちま
す︒もみかえしもありませ
ん︒癒やし効果も抜群で
す︒
60

﹁ぽんじゃらす・全身マッサージ
分コース﹂
を1名様に！
﹁１０００円クーポン﹂
を５名様に！

表紙の写真

クロスワードパズル

ごめい福をお祈りいたします

タイ古式マッサージ ぽんじゃらす
仁淀川町川口３７−３(交差点すぐ)
【お問い合わせ・ご予約】
☎０８０−３９２９−００３９

﨑

痛いマッサージではありませんので、ご安心ください。
広報によど川 2月号 《20》

仁淀川町が一面銀世界に
（１月１９日撮影

仁淀川町役場本庁裏）

１９日に寒気が入り込んだ影響でぐっと冷え込み、
町内では５０センチ近く積もるなど、断続的に雪が
降りました。

広報によど川
平成28年2月1日発行
（No.127）

