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　住民票などの証明書発行を中心に実施します。他機関との都合で業務を
限定して行います。あらかじめ、ご了承ください。

業務内容は住民福祉課の以下の業務となります

　その他、課内にて可能と判断する申請について受付しますので、ご不明な
点はお電話でお問い合わせください。

■住民票・戸籍・印鑑証明等の証明書の交付（異動が必要なもの、
広域交付は除く）、印鑑登録

■戸籍届書の受理（他の機関、他の課に確認が必要なものは除く）
■住所変更などの住民異動届（住基カードを使用しないもの）の申

請受付
■国民健康保険の資格取得・喪失、保険証の交付、再発行
■受給者証（乳幼児医療・子ども医療・ひとり親医療・重身医療）

の再発行
　※後期高齢者医療の被保険者証、限額認定証の交付・再発行はで

きません。
■高額療養費に係る申請受付
■国民年金に係る申請受付
■児童手当の申請受付
■介護保険に関する資格の異動届、要介護認定申請書の受付
■保険料（後期高齢医療・介護保険）の納入　など

10月より毎月第3日曜に
役場窓口の開庁を試行します！

お問い合わせ先　住民福祉課　☎42－1738

10月の開庁は21日（日）
（午前8時30分から午後5時15分）
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滋賀県大津市において、いじめを背景に、痛ましい事件が発生し、それ以降もいじめに関す
る事件が連日のように報道されています。
こうした状況の中、7月13日に全国の学校、教育委員会関係者に「文部科学大臣談話」が
通知されました。印南町教育委員会と致しましては、この談話を真摯に受け止め、早速緊急に
校長会を開き、各学校の取組状況を細部にわたり報告を受けました。
町内各学校では従前よりいじめに対する取組を計画的に行っていますが、さらに「いじめを
起こさない学校づくり」の実現に向け、教育委員会から各学校に指導、支援を行っているとこ
ろであります。
いじめを起こさないための対策は多岐にわたり数多く考えられますが、最低以下の点は各学
校が徹底して取り組むべき項目と考えています。

保護者の皆様におかれましては、ご家庭で子どもたちと
「いじめ」について是非話し合っていただきたく思います
が、町民の皆様方も、いじめに関して見聞きすることがあ
れば、是非学校、または教育委員会へご一報お願い致しま
す。
町民一人ひとりが「いじめは人間として絶対許されない」

という認識をもっていただき、「いじめを起こさない学校
づくり」の実現にご支援、ご協力いただけますよう、よろ
しくお願い致します。

●日頃から子どもたちの様子を細かく観察し、児童生徒等が発する危険信号を
見逃さないようにして、早期発見に努めること。

●自他共に大切にし合い、協力し合える学級集団作りをすすめること。
●年間を通じ、学級活動、道徳、人権学習等の時間で、お互いを思いやり、尊

重し、生命や人権を大切にする態度を育成し、生きることの素晴らしさや喜
び等についても適切に指導すること。

●生活、人権等に関するアンケートを、今まで行ってきたとおり年2回以上実
施し、いじめの実態把握に努めること。

●いじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に報告し、適切
な連携を図ること。保護者からの訴えを受けた場合には、まず謙虚に耳を傾
け、その上で、関係者全員で取り組むこと。

いじめ問題への対応について
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お問い合わせ先
　総務課　☎42－0120

町内において住宅取得.(新築・購入・改築)に1,000万円以上要した若者に対し、
取得費用の一部を助成します。
〈平成24年8月末日現在〉
　・助成金申請数　20世帯（うち町外からの転入　6世帯）
　・新築住宅等取得助成金支払額　2,000万円
　　【内訳】. 新築取得. 17件
. 売買取得. 　2件
. 改築. 　1件

①新築住宅等取得助成事業

町内の若者定住の促進と町外から若者を呼び込むことにより印南町の人口減少を防止し、若者が集
う活力と魅力ある町づくりを進めることを目的とした事業です。今年10月1日で開始1年になりま
す。その結果をご報告します。

町に登録した民間経営の賃貸住宅等に居住する若者世帯に、家賃の一部を助成す
る事業です。
〈平成24年8月末日現在〉
　・家賃助成登録世帯　31世帯（うち町外からの転入　8世帯）
　・家賃助成金支払額　428万円（予定額含む）
　　【世帯内訳】. 単身世帯. 　1世帯
. 夫婦等の同居世帯. 11世帯
. 小学校修了までの子どもを含む世帯. 19世帯

町内で賃貸住宅を経営しようとする事業者に町有地を無償で貸し付け、民間活力を利用した賃貸住宅の建
築を促進し、住環境の整備を図ることを目的とする事業です。今回は、宇杉ヶ丘団地内町有地に賃貸住宅
を建築しました。
〈平成24年8月末日現在〉
　・建築戸数. 9戸
　・入居世帯数. 9世帯（うち町外からの転入　7世帯）

②賃貸住宅等家賃助成事業

③賃貸住宅建築用地貸付事業

45歳未満の
人口減少率が

改善?！

印南町若者定住促進事業
1年間の結果報告
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子ども科学実験教室

ジュニアリーダー夏休みレクリエーション活動

いなみっ子広場

■お問い合わせ先　教育委員会教育課　☎ 42 － 1700

メール　kyoiku@town.wakayama-inami.lg.jp

日　程　10月 19日（金）

受　付　午前9時45分

場　所　いなみこども園

持ち物　お茶、タオル

　8月24日（金）に、子ども科
学実験教室「名犬ロボット製作」
が印南中学校理科教室で開催され
ました。46 名の参加者たちは、
和高専の山口先生・岡本先生・中
嶋先生の指導のもと、犬型ロボッ
トづくりを楽しみました。

　8月31日（金）に、ジュニア
リーダーの夏休みレクリエーショ
ン活動が行われました。文化財め
ぐりでは、紀州語り部の坂下緋美
先生に案内していただき、また、
カプラ教室ではトイランドヨネク
ラの米倉千景氏に遊び方を教えて
もらいました。

　頭ごなしにしかったり、子ども扱いしたりするのではなく、考えを聞き、年齢なりにできることは自分
でやらせてみよう！お金の管理なども本人に任せて、使い方やため方を決めてこそ、お金の価値を実感で
きます。そんなときも親は横から見まもろう。ただし、話はしっかりと聞く。親に聞いてもらうことで、
表現力も身につきます。
　このような子育てで地頭力アップをめざしませんか。

　10月の活動は「いなみこども園園
児との交流」です。3歳児のお兄さん・
お姉さんと触れ合いながら、初めての
体験を楽しみましょう。

◆「地
じあたまりょく

頭力」アップ法　その④　～頭ごなしにしからず、すべて自分で考えさせる～

育児ワンポイント あなたの家庭はどんな子育て？　ためしてみませんか！

ひまわり教室（育児教室）

育児ワンポイント あなたの家庭はどんな子育て？　ためしてみませんか！
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9 月 3日に印南地区で 9月 19日に切目地区で地震津
波ワークショップが開催されました。各地域での問題
点を抽出し、避難場所、避難経路等を検討しました。

町のさかな「イサギ」を増やそうと紀州日高漁協印
南支部青年部が行っている放流事業にいなみこども園
5歳児 84 名が参加！ 7～ 8cm の稚魚を海へ放流しま
した。

印南町 PTA連絡協議会主催のビーチボールバレー大会
が、体育センターで開催されました。23チームによる熱戦
が繰り広げられ、結果は、印南小Ａチームが優勝、稲原小
Ａチームが準優勝、切目中Ａチームが 3位となりました。

今年も子ども議会が開会！議長 2名、議員 12名、書
記 3名計 17 名の町内の中学生が参加！印南町役場 3
階議場で本議会さながらの緊張感の中、鋭い意見が飛
び交いました。

九度山町の九度山小学校、河根小学校の 5年生 38名
が来町、印南の海に山に自然を満喫しました。2日目の
夜は「いなみかえるの宿」に民泊！楽しい時間を過ご
しました。

「道路ふれあい月間」の運動の一環として町内の道路
を清掃しました。印南町建設業協会、印南町観光協会、
印南町文化協会、印南町シルバーボランティアなどの
各団体が草刈り、ゴミ拾いに汗を流しました。

自主防災会でワークショップ

イサギの稚魚放流 印南町ＰＴＡ連絡協議会の親睦球技大会

第2回印南町子ども議会 九度山町・こども体験交流会

紀州路クリーン大作戦 ,12

8月25日9月3日
9月19日

9月5日 8月26日

8月29日 8月22日
〜8月24日
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若もの広場バックネットの全面改修工事を実施し
ています。工事期間中は、若もの広場が利用できな
いため、ご迷惑をおかけします。皆様のご理解とご
協力をお願いします。

工　期　平成24年8月28日（火）～11月19日（月）
場　所　若もの広場
内　容　バックネット改修工事

　広報いなみに掲載させていただける「サークル」「クラブ」「団体」「個人」を募集します。自薦他薦は問い
ません。

などの内容を写真とともに紹介します。ご応募お待ちしています。

応募方法
以下の方法でご連絡ください
・秘書政策室へ電話　☎ 42－ 1736
・秘書政策室へ直接お越しいただく
　（庁舎 2階です）
・電子メールを送る
　送付先：hisho@town.wakayama-inami.lg.jp

対　　象
・サークルやクラブ、スポーツ、ボランティアなど
印南町内で活動している団体・個人

・ジャンルは問いません
※法人、政治性・宗教性・営利性がある団体・個人
は掲載できません。

掲載時の流れ
　1．秘書政策室まで電話等で申し込む
　2．秘書政策室から掲載決定の連絡
　3．取材等の調整
　　※通常は掲載する広報いなみの前々月下旬に取

材を行います。
　　　例）広報いなみ 10月掲載→ 8月下旬に取材
　4．原稿の確認・訂正
　5．広報へ掲載

そ の 他
・掲載月のご希望に添えない場合があります

今年も町民プールをご利用いただきありがとうご
ざいました。皆様のご協力により事故なく無事閉館
することができました。今年は昨年より約 100名多
い、3,441 名の方の利用がありました。来年もご利
用よろしくお願
いします。

町民プール遊水館 昨年より利用者増！

こんな活動をし
ています

大会で賞を取り
ました！

大会に出場しま
す・しました

催し・イベント
をします

お問い合わせ先　秘書政策室　☎42－1736

若もの広場バックネット改修工事

「広報いなみ」に掲載希望のサークル・クラブ・団体・個人を大募集！

大会で賞を取り
ました！
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健康ひろば健康ひろば

お問い合わせ先
　保健センター

☎43－8060

　≪日時≫　◆10月12日（金）午後１時30分～３時
　≪内容≫　「赤ちゃんとの安心・安全な生活を送るために」を

テーマに保健師のお話です。
子どもを事故から防ぐには？…
一緒に考えてみませんか。

場　所　保健センター

子どもの健診・健康相談
◆1歳6か月児健診：10月11日（木）
＊平成23年1月生～3月生　　＊歯科健診もあります

◆乳幼児健康相談：10月22日（月）
＊6か月児（平成24年3月生）・1歳児（平成23年8月生）
　2歳児　（平成22年7月生）
　読書の秋、お子さんのブックスタートに合わせて本に親しむのもいいかも！
　※ブックスタートは1歳児を除きます

◆4か月・10か月児健診：10月25日（木）
＊4か月児（平成24年5月生～6月生）
　10か月児（平成23年11月生～12月生）

場　所：保健センター

仲間と一緒に　心も身体もリフレッシュしませんか！？
涼しくなっても、運動をすると汗をかくので、水分補給も忘れずに！
準備の都合上、新たに参加を希望される方は、ご連絡ください。

場　所　 保健センター
◆10月12日（金）・26日（金）　午後7時30分～

・つれもと健診やドックで医療機関での再検査が必要と言われた方
・検診受診券をお持ちの方 (乳がん・子宮がん検診、歯周病検診）
・予防接種の通知が届いている方
医療機関に行かれましたか？
期限があるものもあります。今一度、ご確認いただき早めに
受診してくださいますようお願いします。

10月
1 月

2 火 川又倒れんジャー

3 水 倒れんジャー

4 木 献血

5 金

6 土

7 日

8 月

9 火 川又倒れんジャー

10 水 倒れんジャー

11 木 1歳6か月児健診

12 金 はつらつママ教室
運動deリフレッシュ教室

13 土

14 日

15 月

16 火 川又倒れんジャー

17 水 倒れんジャー

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月 乳幼児健康相談

23 火 川又倒れんジャー

24 水 倒れんジャー

25 木 4か月・10か月児健診

26 金 運動deリフレッシュ教室

27 土

28 日

29 月

30 火 川又倒れんジャー

31 水 倒れんジャー

献血～ご協力をお願いします～

時　間 場　所
9：30～ 11：00 印南町商工会
12：30～ 14：00 カルフール・ド・ルポ印南
14：30～ 16：30 Ａコープいなみ店

◆10月4日（木）

ご確認ください
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ジェネリック医薬品は、これまで効
き目や安全性が実証されてきたお薬と
同等と確認された上で、製造、販売が

認可されています。

医師・薬剤師に、お気軽にご相談く
ださい。ジェネリック医薬品は医療用
医薬品ですから病院や診療所の医師に

よる処方せんが必要です。また治療内容によって
は適さない場合もあり
ますので、詳しくは、
かかりつけの医師や薬
剤師にご相談ください。

高血圧や高脂血症、糖尿病のお薬な
ど、さまざまな病気や症状に対応して
います。カプセル・錠剤・点眼剤など

形態も豊富です。ただしすべてにジェネリックが
あるわけではありません。新薬として開発された
医薬品には 20～ 25 年の特許期間があるため
に、特許期間が終わるまでは、他のメーカーが同
じ成分の薬を使うことはできないことになってい
ます。

① ②

ウォーキングを始める前に
ちょっとストレッチで筋力アップ！

新薬は開発に長い時間と多くに費用
がかかりますが、ジェネリック医薬品
は開発期間が短くて済むので、当然価

格が安くなります。3割以上、中には5割以上安
くなる場合もあります。

種類はあるの？

価格は安くなるの？

もっと詳しく知りたい場合は？

効き目や安全性は？

ジェネリック医薬品をご存知ですか？

①椅子に浅く腰掛け、手で椅子の座面をつかみます。
②片方の膝をまっすぐに伸ばし、足首を直角に曲げます。
息を吐きながら、かかとを10㎝ほどゆっくり上げま

す。5秒間ほど保ち、息を吸いながら上げている足をゆっ
くりおろします。
【1 セット片側 20 回（反対側も同様に行います）】

『膝のトレーニング』ちょっとチャレンジ！

ウォーキングを始める前に
ちょっとストレッチで筋力アップ！

特に少し歩くと膝や腰に痛みが出る方は、常に筋
肉を意識してみましょう。関節を支え、動かしてい
るのは筋肉です。そのため関節を強化するには、筋
力を上げることがまず大切なのです。歩くだけでな
く、日常生活に筋トレやストレッチなどを取り入れ
ていきましょう。
ただし治療中の病気やけががある場合、体調に不

安があるときは医師に相談してから始めましょう。

運動の秋、ウォーキ
ングを始めるにはよい
季節です。
でも、いきなり始め
ると逆に体に負担をか
けることもあります。
そこで、少しずつ筋力
をつけていくことが大
切です。

ジェネリック医薬品とは、後発医薬品とも呼ばれ、新薬（先発医薬品）の特許が切れた後に販売される、
新薬と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。

10月17日から23日は「薬と健康の週間」です
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コミュニティバスの利用状況（8月分）

世　帯：3,256世帯（ ＋2）
人　口：...9,028人（−16）
　男性：...4,280人（ −4）
　女性：...4,748人（−12）
※（　　）内は8月1日との比較です。

※相談日・相談場所は変更になる場合があり
ます。10月11日は消費生活に関する相談
も同時開設します。

開.設.日 会　　場 相談時間

10月11日（木）
印南町社会福祉

センター
10：30
～15：00

10月25日（木）
切目川　　　
防災センター

13：30
～15：30

人の動き
平成24年9月1日現在

心配事相談所開設予定

お問い合わせ先
印南町社会福祉協議会　☎42－1433

あかちゃんがやってくる. ジョン・バーニンガム
クジラ・イルカのなぞ99. 水口　博也
くらくてあかるいよる. ジョン・ロッコ
戦国武将大百科　全3巻. 二木　謙一
つやっつやなす. いわさ　ゆうこ
できる！スポーツテクニック　全10巻. ポプラ社
人気キャラクターいっぱいのおりがみ. 金杉　登喜子
ふたつの名前で愛された犬. 平野　敦子
ぼくはモンスターのとこやさん. マシュー・マケリゴット
りゅうのぼうや. 富安　陽子
. ほか

歌に私は泣くだろう. 永田　和宏
確証. 今野　敏
神様のカルテ3. 夏川　草介
鬼談百景. 小野　不由美
この国で起きている本当のこと. 辛坊　治郎
空飛ぶ広報室. 有川　浩
世界のニュースがわかる本. 岩本　裕
とにかく散歩いたしましょう. 小川　洋子
ぼくらの祖国. 青山　繁晴
森恵美子のアイデアリメイク. 森　恵美子
. ほか

公民館図書室の本は、印南町ホームページ
から検索することができます。
http://www.town.wakayama-inami.lg.jp/

絵本・児童書 一　般　書

新 刊 新 着 のおしらせ！

稲原ルート 切目川ルート 合　計

11人 105人 116人

図書室通信　〜レッツ・リーディング〜

お問い合わせ先　
教育委員会教育課　☎42－1702　/　FAX 42－1577

平成 24 年度　成人式実行委員の募集！

アークライト（投光器）を購入！

成人式　平成25年1月13日（日）開催
　成人式2部の企画・運営に携わっていただく実行委員を、新成人の皆様
から募集しています。ご興味をお持ちの方は、お気軽に教育課までご連
絡ください。

応募資格　平成4年4月2日～平成5年4月1日生まれの方
活動内容　成人式2部「二十歳の集い」の企画・運営
応募期限　平成24年10月19日（金）
申込方法　教育課まで、電話・ファックス等で住所・氏名・電話番号を

ご連絡ください。なお、11月中旬に第1回実行委員会を予定
しています。

　平成24年度地域防災
組織育成助成金（宝く
じの助成金）を受けて
アークライトを整備し
ました。

－記念すべき晴れ舞台を自分たちの手で作り上げてみよう！－
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総務課………42-0120
住民福祉課…42―1738
税務課………42―1731
生活環境課…42―1732
出納室………42―1733

建設課………42―1734
秘書政策室…42―1736
産業課………42―1737
議会事務局…42―1739
教育課………42―1700

公民館…………42―1702
切目社会教育センター
………………43―0773

保健センター…43―8060

「いのちへの優しさとおもいやり」
　臓器移植は、皆様から善意の臓器提供があって成
り立つものです。
　あなたの意思で助かるいのちがあります。意思表
示カードにご自身の意思を表示して携帯することを

お願いします。
　意思表示カードは役場住民
福祉課窓口、保健センターに
備えています。

　障害者虐待防止法は、虐待の防止、早期発見、虐
待を受けた方に対する保護や自立の支援及び養護者
に対する支援などを行うことにより障害者の権利利
益を擁護することを目
的としています。
　虐待を受けたと思わ
れる障害者を発見した
場合は、速やかに相談窓
口にご相談ください。

　●印南町住民福祉課
　　　☎42－1738　　FAX42－8020
　●24時間あんしんコールセンターいなみ
　　（印南町社会福祉協議会内）
　　　☎42－1433　　FAX42－7294

　毎年約400件発生している農作業死亡事故を減
少させるため、「秋の農作業安全確認運動」を実施
します。

農作業事故防止のポイント
●機械の日常点検、定期点検は必ず行う
●複数人での作業時はお互いに声を掛け合う
●万が一に備えて、携帯電話を持ち歩きましょう

　また農林水産省ホームページにて過去の事故事例
の報告書を取りまとめた「こうして起こった農作業
事故」、農作業事故防止のための活動例を書いた「地
域活動マニュアル」等を掲載しています。

農林水産省ホームページ
　http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/

s_kikaika/anzen/index.html

「明るいビジョンは眼科検診から」
　目が疲れる、目がかすむ、ものがよく見えない、
目が充血する、視野の一部が見えない、目の中に虫
のようなものが見える等の症状はありませんか？
　目の病気も早期発見、早期治療が重要です。
　「目の愛護デー」を機会に目の大切さについて考
えてみませんか？
　また、視覚障害に悩む人
が角膜移植を受けて視力が
回復できるように「愛と健
康の贈りもの」として死後
の献眼登録をお願いします。

10月は臓器移植普及推進月間 「障害者虐待防止法」の施行

2012年秋の農作業
安全確認運動10月10日は目の愛護デー

和歌山県庁薬務課　☎073－441－2663

お問い合わせ先

相談窓口

公益財団法人和歌山県角膜・腎臓移植推進協会　　
☎073－424－7130

お問い合わせ先


