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村の出来事村の出来事村の出来事

　ご夫婦の金婚（結婚50周年）を心から祝福申し上げ、幾久しきご健勝とご多幸をお祈りいたします。

金婚おめでとうございます１㊌
9

　第61回全国中学校水泳競技大会が千葉県習志野市で行われました。日高中学校からは瓶子礼智さん（３年生）が
出場し、高飛込・３ｍ飛板飛込の部にて共に優勝という輝かしい成績を収めました。

第61回全国中学校水泳競技大会17㊋～19㊍8

＊柏井　之彦 ご夫妻　　　香代子
＊高野　泰雄 ご夫妻　　　　純子

＊中村　宏一 ご夫妻　　　　悦子
＊藤岡　和廣 ご夫妻　　　　光枝

＊山本　鋭一 ご夫妻　　　　京子
　９月１日の高知新聞創刊記念日に開催を予定していた「金婚夫婦祝福式典」は、県内で新型コロナウイルス感染が急拡大していた
ため中止となりました。

メダルを掲げる瓶子さん（中央）

～企画課より～

■1 ■2 ■3

■4 ■5 ■6

■7 ■8

へい し らい ち
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村の出来事

　現在実施している「村まるごとデジタル化事業」の来年度事業について検討するために、スマホ普及状況の調査
を下記の内容で実施します。つきましては、別途、同封の調査文書を確認して、回答のほどよろしくお願いします。

スマホ普及にかかるアンケート調査協力について

調査方法について

～企画課より～～企画課より～～企画課より～

（目的）
現在の普及状況を把握
し、取り組み改善や来年
度事業の検討のための調
査

スマホを持っている人向け事業スマホを持っていない人向け事業

返信用封筒に
アンケートを
入れています
ので、配布し
てください。

自治会人数分

御
中

返信用封筒に
記入したアン
ケート用紙を
入れ、郵送を
してください。

スマホの貸し出し（２日間）
スマホ教室、料金見直しや相談

ガラケーからスマホへの切り替え（３Ｇ）
　⇨４Ｇの場合は、12,000円の自己負担
端末の設定（携帯会社問わず）
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村の出来事村の出来事村の出来事

　村では、「村まるごとデジタル化事業」の一環として、村指定のスマホ受付会場をサンシャイン店内に常設して
いました。
　10月以降は、皆さんの要望を踏まえ、以下の内容で実施します。

スマホ受付会場について

スマホ教室について

予約・問い合わせ先

①ミライエ①ミライエ①ミライエ

②②②
サンシャインサンシャインサンシャイン

③村の駅③村の駅③村の駅
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村の出来事

相談できます! !  スマ友ステーションのお知らせ

スマホを持っていても
使い方が分からない 自分にも

使えるろうか
まずは身近な人に
相談したい

困ったときに
聞ける人がおらん結局

どうしたらえいが？

このマークが目印! !

①ミライエ

②
サンシャイン

③村の駅
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サンシャイン駐車場

国道33号

駐輪場

村
道　

全
面
通
行
止
め

新庁舎

（仮）出入り口

日下小学校　体育館

図書館

図
書
館
駐
車
場

現庁舎
サンシャイン日高店

水
槽

水
槽

12月上旬か
らの来庁者
用駐車場

＊12月上旬からの来庁者用駐車場

新庁舎建物完成のお知らせ新庁舎建物完成のお知らせ新庁舎建物完成のお知らせ
　住民の安全・安心な暮らしを支える拠点として、また、誇りや愛着を持てる親しまれる庁舎を目指し、令和２
年１月から工事を進めてきました日高村役場新庁舎の建物部分が完成しました。
　この間の工事では、特に近隣にお住まいの皆さんにはご不便をお掛けいたしました。
　今後は11月１日（月）の供用開始を目指し、備品等の搬入や現庁舎から新庁舎への移転など、開庁に向けた準備
を行います。その後全体の竣工を目指し、12月上旬から年度末まで、現庁舎の取り壊しや外構工事にあわせ、隣
接する道路の改良や水槽工事を進めていきます。
　今後の工事に伴い、国道北側の駐車場が工事場所となるため駐車できなくなりますが、車での来庁の際は商工
会跡地付近に駐車できます（国道33号からの進入はできません。気をつけてください）。駐輪場は当面の間、商工
会跡地付近カーポートとなります。
　今後とも、近隣住民の皆さん及び来庁者の皆さんへご不便とご迷惑をお掛けしますが、安全に工事を進めてい
きますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

※11月１日の新庁舎の開庁にあわせ、住民課への直通の電話番号（☎24－5001）が設置されます。

11月から本庁へ移動となる課・部署
・産業環境課
　旧農業共済組合１階　⇒　役場新庁舎２階
　電話番号は以前と変わりません
　☎0889－24－4167へ連絡してください
・教育支援室
　日高村立図書館ほしのおか内
　⇒　役場新庁舎１階
　11月以降の電話での問い合わせは
　☎0889－24－5115へ連絡してください
・保健センター
　日高村保健センター（日高村沖名23）
　⇒　役場新庁舎１階
　11月以降の電話での問い合わせは
　☎0889－24－5197へ連絡してください

INFO01INFO01
～総務課より～

【問い合わせ先】　総務課　☎24－5113

災害時に取るべき避難行動について考えてみましょう INFO02

新庁舎の来客者用出
入り口は、11月中は
北側のみ、12月から
は北側と南西部の２
カ所となる予定です。
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新庁舎建物完成のお知らせ INFO01

【問い合わせ先】　総務課　☎24－5113

災害時に取るべき避難行動について考えてみましょう災害時に取るべき避難行動について考えてみましょう災害時に取るべき避難行動について考えてみましょう
　災害が発生した場合に備えて、日頃からハザードマップ等を確認して平時の事前準備及び災害時
の対応を考えてみましょう。また、現在の新型コロナウイルス感染症が蔓延する状況に備えて、日
高村でも十分な換気やスペースの確保など感染リスクが軽減されるよう対策を実施して避難所を開
設しますが、自助としての感染防止対策をお願いします。

主な持ち出し品（例）
・マスク　・石鹸　　　・除菌シート　・寝具（毛布等）　　・ビニール袋　　・食料
・飲料水　・持病の薬　・保険証　　　・現金　　　　　　・モバイルバッテリー  など

災害時の避難について
①避難情報の入手を
　災害の恐れがある場合には、「緊急速報メール」やＩＰ告知端末、上記のアプリなどを通じて迅
速に避難を呼びかけます。また、テレビ放送でも報道されます。
　
②避難を検討されている人へ
　避難とは命を守るための行動であり、必ずしも開設する避難所だけが避難先ではありません。
　親戚の家などで安全な場所がある場合は、そちらへ避難することも検討しましょう。
　やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を事前に確認してください。
　
③避難所へ持参するもの
　村で準備できる物品には数に限りがあります。
　万が一の際に持ち出すことができるよう、準備をしておきましょう。

高知県防災アプリ等の情報配信ツール
　雨量・河川・避難情報等の防災情報が確認できます。
　【高知県防災アプリＱＲコード】

日高村防災・ハザードマップ
　浸水想定区域・土砂災害危険箇所・避難所の確認ができます。
　日高村ホームページへ掲載しています。

〈事前にできること〉
危険な場所について防災マップ・ハザードマップ等で確認！

INFO02INFO02

日高村ホームページＱＲコード

高知県防災アプリＱＲコード
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～住民課より～
国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ

【問い合わせ先】　高知西年金事務所　 ☎088－875－1717　住民課  国民年金係　☎24－5111

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！
　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。この社会保険料控
除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、納付したことを証明する書類の添付が必要です。
　このため、日本年金機構では、添付書類となる「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」の送付を下記のよう
に予定しています。
　　※過去の年度分を追納された場合も含まれます。また自身が納めた、配偶者および子どもの保険料も控除の

対象となります。
　　　　 11月上旬に送付：2021年１月１日～９月30日に納付済みの人
　　　　 翌年２月上旬に送付：2021年10月１日～12月31日に、その年はじめて納付する人

届いたら大切に保管し、確定申告などの際に提出してください。

～健康福祉課より～
障害者相談日の実施について障害者相談日の実施について障害者相談日の実施について INFO01INFO01
　障害者相談を下記日程で開設します。
　自身や家族が障害を持っている人で、心配事があったり、誰かに相談したいことはありませんか？
　同じ障害者または障害者の家族の立場で自らの経験を生かして、障害のある人やその家族の相談に応じていま
すので、一人で悩まずに相談してください。秘密厳守、相談料は無料です。
　事前予約を健康福祉課で受け付けています。また、当日受付でも相談できます。

【問い合わせ先】　健康福祉課　☎24－5197

日　時　10月21日（木）　13：00～15：00
場　所　日高村保健センター　ホール

相談員　西内惠美子 氏（身体障害者相談員）
　　　　大川　わき 氏（知的障害者相談員）

後期高齢者医療の歯科健診を受けましょう後期高齢者医療の歯科健診を受けましょう後期高齢者医療の歯科健診を受けましょう INFO02INFO02
　後期高齢者医療の被保険者を対象に、歯・歯肉の状態や口腔内の衛生状態等をチェック
し、口腔機能の維持・向上、全身疾患の予防等につなげるため、歯科健診を実施します。
　皆さんのお口の健康状態を知る良い機会となりますので、後期高齢者の特性に合わせた歯
科健診を受診しましょう。

 対象者
高知県後期高齢者医療の被保険者
＊ただし、長期入院中の人、施設等への入所者は対
象外となります。
　前年度75歳年齢到達者（昭和20年４月１日～昭和
21年３月31日生まれ）と前年度に後期高齢者医療
の歯科健診を受診した人には、９月末ごろから受
診券を送付します。

 自己負担
　無料　※治療が必要な場合の治療費は自己負担
 受診回数
　実施期間内に１回
 受診方法
事前に、受診を希望する登録歯科医院を予約して、
受診してください。

 健診実施期間（令和３年度）
10月１日～令和４年２月28日（５カ月間）

 持ち物
被保険者証、受診券、問診票、入れ歯、お薬手帳
 実施機関
受診券と同封の実施機関一覧表に記載されている登
録歯科医院（受診券発送前に実施機関を確認する場
合は、下記まで問い合わせてください）
 健診結果
健診当日、受診した歯科医院で結果説明が行われます。
 その他
•歯科健診は、実施期間内に１回のみ無料の対象で
す。後日、重複受診が判明した場合は、費用を請
求します。
•健診結果は、保健指導などに活用します。

【問い合わせ先】　高知県後期高齢者医療広域連合　☎088－821－4896

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ INFO03

秋の「緑の募金」へ協力を！ INFO01
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国民年金からのお知らせ

障害者相談日の実施について INFO01

後期高齢者医療の歯科健診を受けましょう INFO02

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ INFO03INFO03

【問い合わせ先】　日高村保健センタ－　☎24－5001

　インフルエンザワクチンは重症化予防のために有効です。

～産業環境課より～

秋の「緑の募金」へ協力を！秋の「緑の募金」へ協力を！秋の「緑の募金」へ協力を！
　９月１日～10月31日は秋の「緑の募金強化期間」です。
　地球温暖化の影響がいろいろな方面で問題となっている今日、二酸化炭素を固定する森・
緑・木への期待は高まる一方です。
　皆さんから寄せられた寄付金は、公益社団法人高知県森と緑の会を通じ、県内の森林の整
備、緑化の推進、子どもたちの木や森とふれあう機会の提供、公募による森林ボランティア
や市町村の緑化活動への助成等、皆さんの身近なところで活用されています。
　緑の募金への寄付は産業環境課で受け付ていますので、協力をよろしくお願いします。

INFO01INFO01

【問い合わせ先】　産業環境課　☎24－4647
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第11回仁淀川一斉清掃の参加者募集 ！ INFO03

毎年10月１日は、「浄化槽の日」です INFO04

間伐や造林などに関する支援制度（令和３年度）間伐や造林などに関する支援制度（令和３年度）間伐や造林などに関する支援制度（令和３年度）INFO02INFO02高知県からのお知らせ
　森林所有者の皆さんへ…

令和３年７月１日現在

【問い合わせ先】高知県　林業振興・環境部　木材増産推進課（造林・間伐担当）　　☎088－821－4602
　　　　　　　　安芸林業事務所　　　☎0887－34－1181　　中央東林業事務所　☎0887－53－0657
　　　　　　　　嶺北林業振興事務所　☎0887－82－0162　　中央西林業事務所　☎088－893－3612
　　　　　　　　須崎林業事務所　　　☎0889－42－2371　　幡多林業事務所　　☎0880－35－5977
■日高村近隣の森林組合は高知中央森林組合　☎088－867－2221です

環境林整備事業、みどり
の環境整備支援交付金、
公益林保全整備事業に
は、県民の皆さんからの
森林環境税が活用されて
います。
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第11回仁淀川一斉清掃の参加者募集 ！第11回仁淀川一斉清掃の参加者募集 ！第11回仁淀川一斉清掃の参加者募集 ！
　仁淀川に親しみ、その清流を守っていくために、今年度も流域７市町村が協力して、一斉清掃を行います。多
くの人の協力をお願いします。

　このイベントは、アサヒビール株式会社からの寄付金及び株式会社サニーマートから寄付をしていただ
いた水切り袋を活用して実施します。

実 施 日　10月23日（土） 　※小雨決行（※悪天中止　順延なし）
　　　　　※当日の決行及び中止については、高知県ホームページ及びフェイスブックに掲載します。
時　　間　８：00～９：00
内　　容　仁淀川河川の一斉清掃
場　　所　日高村会場　能津地区屋形船仁淀川発着場（能津本村）
募集対象　誰でも自由に参加できます。

新型コロナウイルス感染症対策のため、事前申し込みが必要です。申込方法については、高知
県自然共生課のホームページを確認してください。

主　　催　仁淀川清流保全推進協議会、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村、いの町、高知市、土佐市（流
域７市町村）、高知県

共　　催　仁淀川流域交流会議、ラブリバー仁淀川パートナーシップ
協　　賛　アサヒビール株式会社、株式会社サニーマート
後　　援　ＮＨＫ高知放送局、高知新聞社、ＲＫＣ高知放送、ＫＵＴＶテレビ高知、ＫＳＳ高知さんさんテ

レビ（申請予定）

INFO03INFO03

毎年10月１日は、「浄化槽の日」です毎年10月１日は、「浄化槽の日」です毎年10月１日は、「浄化槽の日」です INFO04INFO04

【問い合わせ先】　産業環境課　☎24－4647
　　　　　　　　仁淀川清流保全推進協議会事務局（高知県環境共生課）　☎088－821－4863

【保守点検について】　　　高知県浄化槽協会　☎088－832－2135
【清掃について】　　　　　仁淀川下流衛生事務組合　☎088－852－0783
【法定検査機関について】　高知県環境検査センター　☎088－860－2400
【問い合わせ先】　　　　　産業環境課　☎24－4647

　合併処理浄化槽はトイレの水洗化で快適な生活が楽しめるだけでな
く、きれいな水を川などの自然に帰し、美しく豊かな自然を守ります。
　平成13年４月からは、単独処理浄化槽の新設が原則禁止され、地球
にやさしい合併処理浄化槽の設置が進んでいます。
　浄化槽は下水道と同程度の汚水処理性能を持つものですが、正しい
使い方と適正な維持管理がなされないと、本来の機能を十分に発揮す
ることができません。
　合併処理浄化槽の普及促進を図り、浄化槽法で定められた保守点検・
清掃・法定検査（※７条検査・11条検査）を行って、高知県の美しい
自然をみんなで守りましょう。
（注）法定検査は、維持管理業者に浄化槽の保守点検及び清掃を委託し

ている場合であっても、この検査を受けなければいけません。

※•７条法定検査
新たに設置され、または、その構造
もしくは規模の変更をされた浄化槽

　•11条法定検査
　　設置された全ての浄化槽

４カ月に１回以上
処理方式や処理対象人員に
よって回数は異なります。

高知県浄化槽協会
TEL　088－832－2135
高知市大原町87－8

期間

問い合わせ先

１年に１回以上

仁淀川下流衛生事務組合
TEL　088－852－0783
土佐市高岡町甲1460－1

期間

問い合わせ先
１年に１回

高知県環境検査センター
TEL　088－860－2400
高知市介良乙815－1

期間

問い合わせ先

間伐や造林などに関する支援制度（令和３年度）INFO02
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令和３年度 日高村補助事業の募集

第３回村民ゴルフ大会参加者募集 INFO03 令和２年度循環型社会形成推進地域計画令和２年度循環型社会形成推進地域計画令和２年度循環型社会形成推進地域計画 INFO05INFO05

【問い合わせ先】　産業環境課　☎24－4647

成人式の案内成人式の案内成人式の案内
　令和３年度に成人を迎える皆さんの成人式を、下記日程で行います。今年度対象者は、平成13年４月２日～平
成14年４月１日生まれの人です。対象者への案内状は、11月中に送付します。

　　　　　　　　　　　　日　時　令和４年１月９日（日）　10：00～
　　　　　　　　　　　　場　所　日高村社会福祉センター ２階大ホール

【新型コロナウイルス感染症について】
　今後の感染状況次第では、式典の「中止」または「保護者の入場などの内容の変更」の可能性があります。国また
は県の感染対策への指針と照らし合わせながら開催の可否を決定しますが、開催が迫った時期であっても、感染
状況の悪化などによるイベント自粛の要請・指示などがあれば、開催直前でも中止とすることがあります。
　詳細につきましては、11月に送付する案内状を確認してください。

【問い合わせ先】　教育委員会　☎24－5115

【問い合わせ先】　教育委員会　☎24－5115

～教育委員会より～
INFO01INFO01

第27回 日高村文化祭の延期について第27回 日高村文化祭の延期について第27回 日高村文化祭の延期について
　例年11月に開催しています日高村文化祭は、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、２月開催（予定）へ「延期」
となりました。
　なお、感染症の状況次第では中止となる場合もあります。詳細につきましては、後日改めて案内します。
　毎年のイベントで楽しみにされていた皆さんには申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

INFO02INFO02
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【応募先・問い合わせ先】　企画課　☎24－5126　姉24－5250
死 kikaku@vill.hidaka.lg.jp　ホームページ　https://www.vill.hidaka.kochi.jp

１．募集の趣旨
　日高村では、限られた財源をより有効に活用すると
ともに、村民の村づくりへの参加意欲を高め、村民活動
がより活発に展開されるように促すため、補助事業の
提案を募集します。

２．募集の内容
　次の２種類の内容で申請を受け付けます。補助対象
となる事業の実施期間は、令和３年４月１日から令和
４年３月31日です。
【夢アイデア補助金】
•地域で活動している、またはこれから活動しようと
する団体やグループが様々なアイデアを出して取り
組む事業（もの作り経費、劇やコンサート等イベント
の運営費、機器の購入費用等）の他、子どもたちが夢
見ていることを保護者や地域の大人グループが主体
となり実現させる事業（子どもの夢実現事業）への一
部を補助する事業。

【地域でがんばる応援補助金】
•地域活性化分として、地域活性化のために継続して取
り組んでいる事業で、資金が少ないために運営上支障
をきたしている団体に、その一部を補助する事業。

３．応募者の資格
　日高村内にある団体で、政治活動・宗教活動および営
利を目的としていない団体とします。

４．補助金限度額
　予算額200万円（※１団体あたりの限度額はありませ
ん。内容を審査し、補助額を決定します。）

５．応募（申請）方法
（１）提出書類
　　１．補助金交付申請書
　２．申請事業以外に団体で実施している事業があ

る場合は、団体全体の収支が分かる書類を提出
してください。

（２）募集（申請）期間
　　募集　４月１日（木）～11月30日（火）
（※上記の募集期間中、毎月末日に応募（申請）を取
りまとめ、審査・決定を行います。）
（※募集期間初期に適正な申請が集中し予算が不
足する恐れがある場合は申請期間を短縮する場合
があります。）

（３）提出方法
　事業内容により、担当主管課まで提出してくだ
さい。事業内容が分かりにくく提出先が不明な場
合は、企画課まで提出してください。

６．応募上の注意事項
（１）応募のあった補助金交付申請書の内容は、個人情

報に該当する部分を除き原則として公表します。
（２）提出された書類は、返却しません。記載内容の確認

のため、問い合わせをすることも考えられますの
で、必ず写しをとり、保管してください。

（３）各種様式は、日高村ホームぺージに掲載していま
す。必要に応じダウンロードするか、企画課まで取
りにきてください。

７．申請から決定までの流れ

補助金交付
決定

日高村補助
金審査会

庁内評価機
関の審査主管課受付各種団体等

の申請

令和３年度 日高村補助事業の募集令和３年度 日高村補助事業の募集令和３年度 日高村補助事業の募集
～企画課より～

第３回村民ゴルフ大会参加者募集第３回村民ゴルフ大会参加者募集第３回村民ゴルフ大会参加者募集
　11月６日（土）に「第３回村民ゴルフ大会」を開催します。
　参加希望者は10月８日（金）までに日高村教育委員会へ連絡してください。なお、新型コロナウイルス感染症の
今後の状況次第では、開催中止となる可能性があります。

【問い合わせ先】　教育委員会　☎24－5115

　日　時　11月６日（土）　６：52　１組目スタート
　場　所　グリーンフィールゴルフ倶楽部
　参加費　2,000円（プレー費、食事代は別途必要となります）

INFO03INFO03 令和２年度循環型社会形成推進地域計画 INFO05

成人式の案内 INFO01

第27回 日高村文化祭の延期について INFO02
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　こんにちは！
　昨年12月に地域おこし協力隊
に着任しました髙羽開です。
　私は、クラフトビールを作る醸
造所の立ち上げを目指し、普段は仁
淀川町の『Mukai Craft Brewing（ム
カイクラフトブリューイング）』で醸造
の修業をしています。
　また、修業の傍ら『ビール女子』とい
うビールがテーマのウェブマガジンでコ
ラムの連載を書いたり、国際環境ＮＧＯ
の『350.org  Japan』で気候変動に関する
市民運動のサポートをしたりしています。

オンライン
コミュニティー

“nomitomo”については
コチラから

　ビールの販売開始は2023年の夏を予定しています。そこまでの約２年の間に醸造の修業と醸造所・ビー
ル会社の設立を並行して行っていきます。村の皆さんの日常にそっと彩りを添えるような、味わい豊か
なビールを作れるように頑張ります！金髪が目印なので、村内で見かけたときは気軽に声をかけてくだ
さい。
　最後に宣伝をひとつ。９月に、ビールをテーマにした“nomitomo（ノミトモ）”というオンラインコミュ
ニティーを設立しました。このコミュニティーでは、醸造所やビールブランドの立ち上げ過程の報告や、
持続可能なものづくりをテーマにした勉強会などを行っており、現在全国各地から約70名の人が参加し
ています。「ビールが好き」「ものづくりに興味がある」など興味がある人は、ぜひＱＲコードより
“nomitomo”の案内ページを見てください！

髙羽　　開 たかば かい
最長任期：R2.12.1～R5.11.30

～協力隊員より～　日々の活動報告

企画課より
　協力隊と一緒に活動すること
で、日高村を盛り上げたいとい
う意欲のある事業者を募集して
います。興味のある場合は、役
場企画課まで連絡してください。

☎0889－24－5126

地域おこし協力隊とは？
　都市地域から移住して、「地域協力活動」を行いな
がら、その地域への定住・定着を図る取り組みです。
日高村の取り組み状況は？
　活動中の協力隊員：13名
　ＯＢ，ＯＧ：５名（内定住者２名）※R3.10.1現在
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2 0 2 1 年
かんなづき

日高酒蔵ホール通信
日高村本郷1887　☎0889－39－1708

◆こんにちは！日高酒蔵会です。
　ＪＲ岡花駅にほど近い日高酒蔵ホールの活用と保全を目
的に活動するボランティアの会です。ホールでの催し物の
報告や、酒蔵のむかしのおはなし等で皆さんとふるさとの
笑顔を共有したいと思い、「さかぐらだより」を掲載すること
になりました。どうぞよろしくお願いします。

日高村地域おこし協力隊でもある酒蔵会メンバーが
おもてなし。壊かしのレコード盤を試聴可！家で眠っ
ている１枚をかけながら、コーヒーでくつろいでみ
ませんか。

◆かつて「松の緑」という銘柄で県内外に広く親しまれたお
酒の蔵元が村にありました。“日下・大和田の「松岡酒造」”で
す。その歴史を今にとどめる建物が、地域の
新しいつどいの場として活用されている「日
高酒蔵ホール」です。

◆地域の皆さんが手弁当で改修したか
つての酒蔵。ひなまつりの演芸会など
ふるさとの文化を後世に伝え村の皆さ
んと笑顔を「醸造」する新しい蔵に生ま
れ変わりました。

◆火曜日にカフェ営業やっています。
　広報裏表紙カレンダーに予定をお知らせしていま
す。ぜひ来てみてください。大和田の象徴ともいえ
る神社「おいげさま」のムクの木と石段からすぐ右手
に酒蔵へ上がる石垣が見えます。なだらかな坂の上

に登録有形文化財の家屋
と旧えんとつ、その奥に
ある白壁のホールが酒蔵
カフェです。コロナ禍の
ため密を避けての接客に
なりますが、趣ある空間
でひとときを過ごしてみ
てはいかがでしょうか。

回は「日高酒蔵会」の活動について、村と酒蔵のちょっと楽しいむかしの話など紹介する予定です。
また、皆さんの酒蔵に関する思い出ばなしなど教えていただければと思います。

（文責：日高酒蔵Ｈ）

次

る神社「おいげさま」のムクの木と
に酒蔵へ上がる石垣が見えます。

に登録
と旧え
ある白
カフェ
ため密
なりま
でひと
てはいか

高 蔵
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令和４年４月に入学する夜間中学の生徒を募集します！
　令和３年４月に高知県立高知国際中学校夜間学級（夜間中学）が開設されました。
　中学校の卒業資格がほしい人、もう一度中学校の学習を学び直したい人のための、高知県初の公立中学校夜間
学級です。
　学校の場所は、ＪＲ高知駅から徒歩約８分（高知市新本町）の所です。

対　象
　高知県内に在住し、義務教育の年齢を超えた人で、国籍にかかわらず、３年間続けて通学できる人のうち
•小学校や中学校を卒業していない人
•中学校を卒業した人のうち、不登校や病気等の理由で十分に学校へ通えなかった人　
期　間
　10月１日（金）～12月３日（金）
募集案内配布場所・入学希望申請書の提出
　配布場所は各市町村の教育委員会、高知県教育委員会事務局高等学校課、高知国際中学校夜間学級です。
　また、高知県教育委員会のホームページからダウンロードできます。
　入学を希望する人は、募集案内配布場所へ持参または郵送をしてください。

【問い合わせ先】　〒780－0850 高知市丸ノ内１－７－52　高知県教育委員会事務局高等学校課
　　☎088－821－4907　死311701@ken.pref.kochi.lg.jp

【問い合わせ先】　日高村佐川町学校組合教育委員会
　　　　　　　　住所　高岡郡日高村岩目地40番地
　　　　　　　　☎20－1518　姉20－1520

第33回 加茂展のご案内

※今年も引き続き、家庭にある「むかし」と「今」の移り変わりが分かる「加茂の古い写真」の募集をします。
　また、加茂小中学校卒業生の作品もあわせて募集します。多数の出展を待ってます。

※出品応募締め切り　10月29日（金）　10：00まで

　加茂小・中学校区の地域で開催される文化美術展です。
　地域の人や各種サークル、学校・保育園が日ごろの文化活動の成果を発表します。
　皆さん、ぜひ観覧に来てください。
　なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては中止する場合があります。

開催期間　11月13日（土）　９：00～16：30　
　　　　　　　14日（日）　９：00～12：00
場　　所　加茂中学校体育館（入場無料）
主　　催　加茂文化推進協議会
共　　催　加茂の里づくり会
後　　援　日高村佐川町学校組合教育委員会
　　　　　加茂小中学校ＰＴＡ
　　　　　海津見保育園・加茂保育園・各老人クラブ

内　　容　①絵画　②書道（短冊・色紙）
　　　　　③絵手紙・ちぎり絵　④工芸（手芸を含む）
　　　　　⑤写真　⑥生花・盆栽
　　　　　⑦加茂の風景・我が家の笑顔・加茂の古い

写真
　　　　　⑧その他
　　　　　　（作物・骨董品等めずらしいものを含む）
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土佐警察署からのお願い
　突然、あなたの携帯電話や、自宅の固定電話に、
　官公庁の職員を名乗る者から、「調査のため、家族構成を教えてください」などと
言い名前を確認するという内容の電話がかかってきたことはありませんか？
　
　もし、そのような電話があれば、それは詐欺を行おうとする犯人があなたをだま
すため、個人情報などを聞き出しているのかもしれません。
　そのような電話がかかってくれば、迷わず土佐警察署に電話をしてください。

【問い合わせ先】　土佐警察署　☎088－852－0110【問い合わせ先】　土佐警察署　☎088－8

伊野税務署からのお知らせ

　新型コロナウイルス感染症により、社会全体がこれまでとは異なる「新たな日常」に向けて変化している中、行
政についても各種事務手続きのデジタル化を進めるための取り組みを行っています。
　このような状況を踏まえ、年末調整に係る情報提供体制についても見直しを図り、これまで税務署主催で実施
していた年末調整説明会は、令和３年以降実施せずに、デジタル技術を駆使した情報提供体制（動画配信を中心
とした「いつでも」「どこからでも」必要な情報を得られるような体制）としました。
　なお、年末調整に関する各種情報については、国税庁ホームページに「年末調整特集ページ」の作成を予定（11
月掲載予定）していますので、確認してください。

•国税庁ホームページ「タックスアンサー」を利用して
ください
　国税庁ホームページ「タックスアンサー」では、よく
ある税の質問に対する一般的な回答を税金の種類ごと
に調べることができます。また、キーワードによる検
索もできます。
　「タックスアンサー」ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxansw
er/index2.htm

•国税に関する相談は、電話で問い合わせしてください
　税務署の代表電話は、自動音声案内で受け付けてい
ます。
　国税に関する一般的な相談を希望する場合は、自動
音声案内に従い「１」番を選択してください。国税局「電
話相談センター」の税務相談官が相談に乗ります。
　また、消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に
関する質問や相談は「３」番を選択してください。軽減・
インボイスコールセンターのオペレータまたは国税局
「電話相談センター」の税務相談官が相談に乗ります。
　かけた税務署までの通話料金で利用することができ
ます。

•税務署での面接相談は、事前の予約が必要です
　税務署では、国税に関する一般的な相談を面接によ
り希望される場合や相談内容が複雑で、関係書類等に
より事実関係の確認が必要であるものについては、事
前に電話予約をした上で、面接相談を行っています。
　なお、面接相談を希望する場合は、自動音声案内に
従い、「２」番を選択の上、担当職員に住所・名前・相
談内容を伝え、相談日時を予約してください。
　納税者の皆さんの待ち時間を少なくし、相談を効率
よく行うために予約するようにしていますので、理解
と協力をお願いします。
　また、納税が困難な人の猶予制度に関する質問や相
談は「４」番を選択してください。「国税局猶予相談セン
ター」のオペレータが相談に乗ります。
　追って、消費税の適格請求書等保存方式及び軽減税
率制度に関する質問や相談は「３」番を選択してくださ
い。軽減コールセンターのオペレータまたは国税局「電
話相談センター」の税務相談官が相談に乗ります。

【問い合わせ先】　伊野税務署　☎088－893－1121　※音声案内で「２」を選択してください

令和３年以降の年末調整説明会開催取り止めのお知らせ

国税に関する相談について
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【申し込み・問い合わせ先】　〒781－2128 吾川郡いの町波川234
　　　　　　　　　　　　　　県立農業大学校　☎088－892－3000

令和４年度県立農業大学校入校生募集 前期、後期（一般・社会人）

令和３年度仁淀川下流衛生事務組合職員採用試験案内

 試 験 日　前期　11月26日（金）　後期　令和４年３月２日（水）
 　　　　　受付　９：00～９：30　試験　９：40～
 場　　所　県立農業大学校
 定　　員　園芸学科45名・畜産学科５名
 出願期間　前期　令和３年11月１日（月）～16日（火）
 　　　　　後期　令和４年１月25日（火）～２月15日（火）
 申し込み方法　郵送または持参
 ※必要書類に高知県収入証紙2,200円分を貼り付け、書類郵送（当日消印有効）
　または直接持参してください（土・日・祝日除く）
 合格発表　前期　12月７日（火）　10：00
 　　　　　後期　令和４年３月９日（水）　10：00

 １次試験日　11月14日（日）
 申込受付期間　10月22日（金）まで
　仁淀川下流衛生事務組合総務係へ持参または郵送してください。
　※持参の場合は８：30～17：15まで（土・日・祝日を除く）
　※郵送の場合は10月22日（金）消印有効
 採用予定人員　１名（令和４年４月１日採用予定）

【申込書請求及び問い合わせ先】　〒781－1101 高知県土佐市高岡町甲1460番地１
　　　　　　　　　　　　　　　仁淀川下流衛生事務組合総務係　☎088－852－0783（直通）

詳しくはこちらから

相続・売買の登記や遺言など
無料の出張 好評です鎮西事務所

村の駅
至高知市理容

至佐川町

事務所北

陸橋

日高村本郷5399－29

酒

岡花駅

（年中無休‼）
簡裁代理資格 司法書士 ＆ 土地家屋調査士
TEL 0889－24－7365 

国有地払下げ・分筆・建物の登記・時効や境界問題・名義変更
測量・地目ほか ぜんぶ対応 ワンストップ！相談無料

出張 好好評
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高知県立高知城歴史博物館 催し物のお知らせ
●企画展 「廃藩置県150年 藩が消えた日～四国の廃藩置県～」
　開催期間　９月17日（金）～11月29日（月）
　四国を舞台に、廃藩置県とその後の府県統廃合の歴史を振り返り、廃藩置県が実施された要因や藩が消えた日
前後の社会の変化について紹介します。　

会　場　高知城歴史博物館　
時　間　９：00～18：00　日曜のみ８：00～18：00
　　　　※展示室への入室は閉館30分前まで
観覧料　700円（常設展含む。高知城とのセット券900円）
　　　　※高校生以下と県内65歳以上の人は無料

●お月見の会　城博で楽しむ雅楽の調べ
　開催日時　10月17日（日）　18：00～20：00
　10月18日にあたる「十三夜」に合わせてお月見の会を開催。夜の博物館で美
しく響く雅楽の調べと秋の風情ある美術工芸品を堪能してください。

城博講座の共通事項
時　　間　10：00～11：30
会　　場　高知城歴史博物館　１階ホール
講　　師　当館学芸員
定　　員　各40名（要事前申し込み制／先着順）
参 加 費　無料
申し込み　10月１日（金）から申し込み受け付け。電話、ＦＡＸ、受付にて参加者の氏名および住所・電話番号

をお知らせください。
※申し込み多数につき、当日参加できなかった人のうち、希望する人には講座の配布資料を無料で送ります。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては延期や中止となる場合があります。

●学芸員によるスライドレクチャー
　企画展「廃藩置県150年 藩が消えた日～四国の廃藩置県～」の関連行事
として、四国各県の廃藩置県について当館学芸員が解説します。

　開催日　①高知　10月17日（日）　②徳島　10月24日（日）
　　　　　③愛媛　11月７日（日）　④香川　11月21日（日）
　会　場　高知城歴史博物館　３階土佐史探索室
　時　間　各回とも10：30～11：00
　参加費　無料（要観覧券）※申し込み不要

　会　　場　高知城歴史博物館　　演　　奏　繁藤雅陽会
　参 加 費　500円  　定　　員　30名（要事前申し込み）
　申し込み　10月３日（日）17：00までに、電話、ＦＡＸ、ハガキのいずれか

で氏名・住所・電話番号を当館までお知らせください。申し込
み多数の場合は抽選。抽選結果は、当選された人には整理券を
発送します。

※新型コロナウイルス感染症防止のため、食事会や呈茶はありません。

●城博講座
古文書講座　第４回「江戸時代の古文書②」
　古文書を読むときに苦労する理由として、「文字がつながっていて切れ目が分かりづらい」ことがあります。そ
こで山内家に伝わった古文書から典型的なくずし字のものを選び、解読のコツを学びます。
　開催日　11月13日（土）

保存修復講座　第２回「被災資料の応急処置の実際」
　近年増加する大規模自然災害。そんな中、被災した文化財を救出し、保存する取り組みが各地で進められてい
ます。講座では、これら取り組みの動向や被災資料の応急処置等を紹介し、自然災害と地域文化財の保存・継承
について学びます。
　開催日　11月27日（土）
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　国土交通省では、都道府県、高速道路会社などと連携して、９月から11月までの間、全国で自動車の使われ方
などを調べる全国道路・街路交通情勢調査を実施しています。この調査のうち、自動車起終点調査については、
無作為に選定した自動車を保有する人・事業者の皆さんに対して、自動車の利用実態について聞き取り調査を行
います。
　調査結果は、道路の計画や管理などの基礎となる重要な資料となるものです。調査への協力をお願いします。

　国の仕事や手続き、サービスについて、困っていることがあれば、総務省の行政相談を利用してください。
　総務省では、多くの皆さんに行政相談を利用できるように、毎年10月に「行政相談週間」を設け、各種の行事を
行っています。
　日高村では、次のとおり、総務大臣の委嘱を受けた行政相談委員が「一日行政相談所」（無料・秘密厳守）を開設
します。この機会にぜひ相談してみてはいかがでしょうか。

国の仕事や手続き、サービスについて困っていることはありませんか？

日　　　　時　10月14日（木）　10：00～12：00
場　　　　所　日高村社会福祉センター
行政相談委員　前田巳千子

【問い合わせ先】　高知行政監視行政相談センター　☎088－824－4100

【問い合わせ先】　全国道路・街路交通情勢調査サポートセンター　錆0120－888－517
※開設時間　９：00～18：00（日、祝日を除く）　　

国土交通省では、都道府県、高速道路会社などと連携して、９月から11月までの間、全国で自動車の使われ方
などを調べる全国道路・街路交通情勢調査を実施しています。この調査のうち、自動車起終点調査については、
無作為に選定した自動車を保有する人 事業者の皆さんに対して 自動車の利用実態に て聞き取り調査を行

【問い合わせ先】　高知行政監視行政相談センター　☎088－824－4100

自動車の利用実態に関する調査への協力をお願いします

行政相談を利用して

行政相談週間（10月18日（月）～24日（日））

国の仕事や手続き、サ ビスについて、困っていることがあれば、総務省の行
総務省では、多くの皆さんに行政相談を利用できるように、毎年10月に「行政
行 ています

国の仕事や手続き サービスについて 困っていることがあれば 総務省の行

行政相談週間（10月18日（月）～24日
～困ったら一人で悩まず行政相談！～

医療保険や年金のこと
について教えてほしい。

医療保険・年金

国道の危険箇所を改修
してほしい。

道　　路

手続きや申請をどこに
したらよいのか、教え
てほしい。

相談窓口

新型コロナウイルス感
染症について、どこに
相談したらよいのか教
えてほしい。

コロナ相談窓口

外科・整形 循環器・内科

田村 章 田村親史郎

田村カルディオクリニック（田村外科）
いの町波川 R33 沿い ☎088-893-5712（電話予約は前日まで）
水曜午後外科休診 金曜午後循環器内科休診

聖路加国際病院、高知大学附属病院等で研鑽後、実家医院に戻りました。
循環器専門医としての知識と経験を活かし、不整脈、心臓弁膜症、狭心
症、高血圧症、その他生活習慣病の診療を行っています。
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【問い合わせ先】　高知市上町１－９－１　高知県不動産会館
　　　　　　　　公益社団法人高知県宅地建物取引業協会　☎088－823－2001

無料合同労働相談会を開催します
　「職場でパワハラを受けている」、「退職させてもらえない」、「突然解雇された」といった職場の様々な問題で悩

みを抱える人を対象に、国や県などの労働相談機関等が合同で無料相談会を開催します。

　当日は、弁護士、司法書士、社会保険労務士や行政機関の労働相談員といった専門家が面談または電話で相談

に対応しますので、悩みの解決に向けたアドバイスを受けることができます。事業主の相談も受け付けています

ので、相談してください。

　相談は事前予約優先で、先着順となります。予約や問い合わせは下記連絡先までお願いします。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今後の状況により、変更または中止になる場合があります。最

新情報や詳細については、予約申し込み電話番号に問い合わせしてください。

　今回の相談会に限らず、高知県労働委員会事務局では、随時、相談を受け付けています。

予約受付期間　～10月26日（火）　17：00まで

日　時　10月29日（金）　10：00～17：00

場　所　高知県庁北舎（高知市丸ノ内２－４－１）

※受付は４階、高知県労働委員会事務局で行います。

日　時　10月６日（水）　13：00～16：00

場　所　佐川町商工会（高岡郡佐川町甲1650－２　☎0889－22－0053）

不動産に関する無料相談
　公益社団法人高知県宅地建物取引業協会では一般消費者を対象として、不動産・住まいに関する問題等につい

て、当会の専門の相談員が高知県内を巡回して「不動産に関する無料相談」を開催しています。今月は近隣の市町

村で行いますので、悩みを抱えている人はこの機会にぜひ相談してみてはいかがでしょうか。

【予約申し込み・問い合わせ先】　高知県労働委員会事務局　☎088－821－4645
　　　　　　　　　　　　　　当日専用相談ダイヤル　☎088－821－4661

【最低賃金についての問い合わせ先】
　高知労働局（賃金室）　☎088－885－6024　高知労働基準監督署　☎088－885－6031
　須崎労働基準監督署　☎0889－42－1866　四万十労働基準監督署　☎0880－35－3148
　安芸労働基準監督署　☎0887－35－2128

●高知労働局では、県内すべての労働者に適用される「高知県最低賃金」を

改正し、10月２日から施行します。

●10月２日以降分として労働者に支払う賃金は、

１時間820円
　以上としなければなりません。

　不明な点は高知労働局（賃金室）または、最寄りの労働基準監督署へ問い

合わせしてください。

当日専用相談ダイヤ

●高知労働局では、県内すべての労働者に適用される「高知県最低

改正し、10月２日から施行します。

最低賃金改正のお知らせ
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10月の「すくすく広場」

日高村教育委員会 教育支援室
日高村地域子育て

支援センターからお知らせ

８月の「すくすく広場」のようす

★10月の展示

2021.10.1　日高村立図書館

8月の来館者数 731人

★新着図書

一覧は「図書館回覧板」、折り込みチラシで
「Ｎ」道尾　秀介／著
「透明な螺旋」東野　圭吾／著
「おまえなんかに会いたくない」乾　ルカ／著
「カミサマはそういない」深緑　野分／著
「ガラスの海を渡る船」寺地　はるな／著　など

　10月27日～11月９日までの２週間は、秋の「読書週
間」です。75回目となる今年の標語は「最後の頁を閉
じた　違う私がいた」。
　ほしのおかでは、読む前とは何かが変わるような
出会いがありますようにと、一般向けには様々な分野
で受賞された作品を、児童向けには料理や趣味など
の入門書を展示します。
　また、下記の通り関連イベントを実施します。ぜひ
気軽に図書館を利用してください。
●展示
　（一般書）受賞作を読もう
　（児童書）レッツ　チャレンジ
●イベント
①絵本の福袋（３冊セットの本の貸し出し）
　期　間　10月27日（水）～１１月９日（火）
　本が入っている袋はプレゼントします。
②ほしのおかのミニコンサート　「本と音楽の森」
　開催日　11月６日（土）
③親子ワークショップ　「日高の木でスプーン作り」
　開催日　11月20日（土）
　②③の詳細は11月広報および広報折り込みチラシで

●WEB OPACって？
　読みたい本がほしのおかにあるのか、手元の携帯
電話やスマートフォンなどからすぐに調べることがで
きます。当館に来館したり電話したりする手間が省け
て、とても便利。おうちで、出先で、
職場で。ぜひ活用してください。

●相互貸借って？
　「ほしのおかにこの本あるかな？と、調べたけどあ
いにくないみたい。でも他館にはある…」そんなとき
は“相互貸借”（高知県内の図書館に整備されている物
流網を利用して、県内の図書館資料などを当館カウ
ンターで受け取れるサービス）が便利です。遠くの図
書館に行く手間も時間も省けるので、年々利用人数
が増加しているサービスです。
●遠隔地返却って？
　「オーテピアで借りたけど、返しに行く時間がな
い…」そんなときは“遠隔地返却”を活用してください。
当館カウンターからオーテピア高知図書館・高知市民
図書館分館・分室の本を返却することができます。初
めて利用する人はスタッフに声をかけてください。

（一般書）「おいしい本」
（児童書）「スポーツを楽しもう」

★マークの英語でおはなし会
　10月３日（日）　11：00～
★読書週間イベント
　10月27日（水）～11月９日（火）
　絵本のお楽しみセット（３冊セットの本の貸し出し）
★庁舎ネットワーク不通による臨時休館
　10月23日（土）・24日（日）

10月の予定

第269号第269号第269号

「ほしのおか」のお得な活用情報

「ほしのおか」からのお知らせ

－秋の読書週間－
企画展示とイベント
－秋の読書週間－
企画展示とイベント
－秋の読書週間－
企画展示とイベント

10月27日（水）
～

11月９日（火）

　通信　通信　通信　通信　通信101010月月

◆日高村立図書館利用案内◆
　◎開館時間　10：00 ～18：00
　　•図書館前工事中も開館しています。
　　　当館車両駐車場を利用する場合は、東西の村道
　　　へ回り、気をつけて来館してください。
　◎休館日　月曜・祝日・各月最終日曜
　　　　　　年末年始・特別資料整理期間
　◎貸し出し　ひとり10冊まで、２週間
　　当面の間、貸出冊数が増えています。
　　予約者がいなければ、１回限り延長できます。（最新刊を除く）
　　村内無料電話　☎720－1533
　　☎20－1533　姉39－1775
　◎ホームページ
　　https://www.vill.hidaka.kochi.jp/library/

入館時について
　マスク着用と手指消毒をお願いします。発熱など
体調の悪いときは来館を遠慮してください。
閲覧について
　座席数を減らしています。
館内換気及び共用部分の消毒の実施
　換気：サーキュレーターを常時運転させています。
　消毒：定時消毒を行っています。
貸し出しバッグ利用サービス：休止中
　マイバッグを持参してください。
図書消毒機の設置
　貸出時に利用してください。
　返却本は全てスタッフが消毒を行って
います。
※状況によりイベント等中止・変更がある場合は図
書館ホームページでお知らせします。不便をかけ
ますが引き続き理解と協力のほど、お願いします。

当館の感染症対策について当館の感染症対策について当館の感染症対策について

図書消毒機
ぜひ利用してください

当館ホームページはこちらから→
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☆「トリック・オア・トリート☆ハロウィンをたのしもう」
日　　　　　時　10月14日（木）　10：00～11：30　　
場　　　　　所　日高村立図書館「ほしのおか」多目的ホール
持　　ち　　物　お家からの仮装☆大歓迎です♪  
参加申込締切日　10月７日（木）
　みんなでハロウィンの雰囲気を楽しめるように、トリック・オア・トリートができるかぼちゃをモチーフ
にした制作をします。
☆「おはなし会」
日　　　　　時　10月６日（水）、20日（水）　10：30～11：00
場　　　　　所　日高村立図書館「ほしのおか」多目的ホール
　　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症等により、中止になる場合があります。連絡が取れるよう

にするため、前日までに電話または子育て支援センターで申し込みをしてください。
お申し込み先　日高村教育委員会教育支援室　☎24－4411　（村内無料）☎724－4411

10月の「すくすく広場」10月の「すくすく広場」

　さわやかな秋風にのって、キンモクセイの甘い香りに癒やされるこ
の頃、ずいぶんと日が短くなり、ますます秋を実感する日々となりま
した。お天気がいい日にお子さんと一緒に、小さい秋をみつけに出か
けてみませんか。

日高村教育委員会 教育支援室
日高村地域子育て

支援センターからお知らせ

日高村教育委員会 教育支援室
日高村地域子育て

支援センターからお知らせ

日高村教育委員会 教育支援室
日高村地域子育て

支援センターからお知らせ

お知らせ
　11月１日から（予定）、日高村地域子育て支援センターの
場所が、役場新庁舎の中に移ります。（※イベント等の開催
時には保健センター等を使用します。）
　また、開設時間は９：00～12：00　13：00～15：00となります。

【問い合わせ先】
　10月末まで　☎24－4411（村内無料電話　☎724－4411）
　11月から　　☎24－5115（村内無料電話　☎724－5115）

※新型コロナウイルス感染症予防のため、イベントへの参加は、家庭保育中の
親子のみとします。またイベントが中止になる場合もあります。

　「親子で楽しい水あそび」の予定でしたが、雨天のため、風船やボールなどを使って身体を動かすあそ
びや魚釣りゲームをして過ごしました。参加した子どもたちはゲームを楽しんでいる中で、順番を待つこ
とができたり、お友達にゆずってあげたり、成長を感じる姿が見られました。また、あそびの中で子ども
たちから「風船だ！」「お魚いっぱいいるよ」「大きいの釣れた！」など、元気な声があふれていました。

８月の「すくすく広場」のようす８月の「すくすく広場」のようす

第269号

－秋の読書週間－
企画展示とイベント

　通信　通信10月

当館の感染症対策について
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★日下小学校の「夏休み」の取り組みを紹介します！
【その１：日高地区水泳記録会】
　７月29日（木）に日下小学校プールにおいて、日下小学校の５・６年
生と能津小学校の４・５・６年生が合同で「日高地区水泳記録会」を実
施しました。この時点ではまだ感染症の対応レベルが「警戒（オレンジ）」
だったこともあり、１学期末から夏休み４日間の強化水泳練習で飛躍
的に泳力を伸ばした子どもたちの姿を保護者の方に見ていただくこと
ができました。また、能津小学校の子どもたちの泳ぎを間近で見て刺
激を受けることができ、実りある大会になりました。来年度は、コロ
ナが収束して、北一地区（日高村・佐川町・越知町）での水泳記録会が
開催できることを願うばかりです。

【その２：平和学習】
　８月６日（金）は登校日でした。この日は、広島に原爆が投下された
日ということもあり、日下小学校では「平和学習」の日として位置付け
て取り組んでいます。この日は、まず放送による「平和集会」を行った後、
発達段階に応じた教材を用いた学習を各学年で実施しました。その中
で、３年生と４年生は本年度初めての取り組みとして、地域のボラン
ティアさんに戦争や平和をテーマにした本の読み聞かせをしてもらっ
たり、戦争体験を聞かせてもらったりしました。子どもたちにとって、
生の声を聞く貴重な機会となりました。「平和」につながるための日常
での過ごし方を大切にしてほしいなと思います。

【その３：夏の愛校作業】
　夏休みも後半に入った８月16日（月）に「特別警戒（赤）」、19日（木）に
は「非常事態（紫）」と一気に感染症対応レベルが上がり、８月22日（日）
に予定していたＰＴＡ主催の「夏の愛校作業」は急遽中止となりました。
そこで、本年度は各家庭で都合がつく日及び時間帯での親子作業をお
願いすることにしました。保護者や子どもたちをはじめ、地域貢献ボ
ランティア、教職員が、運動場や花壇の草引き、草刈り、木の剪定等
に力を尽くしたおかげで、夏休みの終わりには見違えるほど美しくな
りました。お世話になった皆さん、ありがとうございました。

★２学期が始まりました！
　42日間の夏休みが終わり、９月１日（水）から２学期がスタートしました。
　今年の夏休みは、例年にない長雨に加えて、お盆休みを境に新型コロナウイルス感
染が急拡大し、子どもたちにとっては過ごしにくいお休みになったかもしれませんね。
　さて、高知県の新型コロナウイルス感染症の対応ステージが最高レベルの「非常事
態（紫）」に引き上げられた中で迎えた２学期。一方で、「大運動会」や「遠足」、「校内音
楽会」等、様々な行事を通して子どもたちが大きく成長できる２学期でもあります。１学期に実施を見送った５
年生の「宿泊訓練」や６年生の「修学旅行」も予定されています。教職員一同、感染症対策をより徹底していく中で、
子どもたちが目標を持って活動し活躍できる場を作っていきたいと考えています。

だより学校だより学校 だより学校

ス感
ね

りり

⽇下⼩学校★２学期が始まりました！

学学学学学学学学学学学学学学学学学

⽇

みんなで認め合い みんなで学び合い みんなでやりぬく日下の子

各家庭による「夏の愛校作業」

６年集合写真「小学校最後の水泳記録会」

４年生の平和学習
「地域ボランティアによる読み聞かせ」

最終種目の「200ｍリレー」
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小村神社の「杉」

このコーナーでは、何気ない日常で見つけた素敵なデザインを楽しみます。

気になるデザイン散歩日高村第12回

国道から小村神社社殿までの静かな杉並木の参道は、日常にい
た参拝者が参拝までに、心を整えるのに重要な空間です。なぜ

小村神社境内には杉が植えられているのか？はっきりした答えは分かりま
せんが、常緑で真っすぐ伸びる杉は古来より神の依代と見なされることが
多く、松や楠とともに、三大神木といわれ、境内にふさわしい木です（※１）。
ちなみに、仁淀川の昔の呼び名「三輪川」（※２）や、いの町の椙本神社の縁
起にも関わる奈良県の三輪大神神社の御神木や神紋（※３）が杉で、仁淀川
流域に位置し、土佐二ノ宮である小村神社にも三輪信仰の影響があったの
かもしれません。
※１　京都祇園祭りの山鉾の太子山には神の依代として杉が付けられてい

る。また、日本書紀で杉は男神スサノオノミコトが抜いた髭からで
きたと記述されている。

※２　広報ひだか2021年７月号Ｐ21「日高村と仁淀川（１）」参照。
※３　大神神社の神紋は三本杉。椙本神社の神紋は三輪大神神社にちなん

で三輪。

　「千本杉」　地域の人々は、小村神社参道付近を親しみを込めて地名ではない「千本杉」という呼び名で呼んで
きました。今回は小村神社と関わりの深い「杉」について紹介したいと思います。

小村神社（航空写真）

バス停看板

社殿と牡丹杉（燈明杉）

千本杉

牡丹杉（燈明杉）は、小村神
社社殿の背後にそびえ立

ち、樹齢約800年といわれ、高さ31.5ｍ、
幹周り8.1ｍの御神木です。下枝は普通
の杉の葉ですが、中ほどより上の葉が
牡丹の花の形に似ています（牡丹杉の由
来）（※４）。また、仁淀川の大氾濫の
夜や大地震の前夜、日露戦争の時など、
何か異変のある時、杉の梢に大きな霊
火が爛々と懸かった（燈明杉の由来）
（※５）という伝説もあり、霊験あらた
かな木として崇拝されています。

※４　大豊町桃原にも推定樹齢1200年の牡丹杉があり、この杉には昔天狗
が住んでいたという伝説がある。

※５　社殿近くに植えられる木は、避雷針がない昔、社殿を雷から守る役
目もあった。いの町椙本神社境内の大杉は、昭和元年に落雷に遭い、
木の下の方だけが残っており、現在でも御神木として大切に残され
ている。

牡丹杉

•参考資料　有岡　利幸　「ものと人間の文化史  杉Ⅱ」法政大学出版局　2010年
　　　　　　小原　二郎　「木の文化」鹿島出版会　1972年
　　　　　　広谷喜十郎　「土佐史の神々」高知県神社庁　1995年

上空から見る境内。現在の杉並木
の長さは約200ｍ

み　わ  がわ

み　わ

みつ  わ

よりしろ

すぎもとじんじゃ

お　むらじんじゃ

おおみわじんじゃ

とうみょうすぎ

らんらん か

ぼ  たんすぎ

校校
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交通
事故

8月　　 累計

令和３年8月末現在

発生件数　 １件　　７件
傷　　者　 １名　　８名
死　　者　 ０名　　０名

※家族の同意がある人のみ掲載しています。

氏名 享年（満）　自治会

須内　芳子
正岡美和子
森下　　峯

90歳
88歳
86歳

井峯
岩目地東
九頭

ご冥福をお祈りいたします

アダムのニュースレター

ひ
だ
か
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壇
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〜

日高村観光協会
むらたび通信　第19号

☎0889－24－5888　日高村本郷1478－9（村の案内所ひだか内）
営業時間　９：00～17：00　連絡先　☎050－3204－1996（転送専用）

地域通貨ポイント説明会のお知らせ
　日高村観光協会では今年度よりスタートした地域
通貨ポイントの利用ツアー（説明会）を開催していま
す。今月は、10月13日（水）に村の駅ひだか、10月
24日（日）にサンシャイン日高店にて行われます。ポ
イントの利用方法が分からない人はこの機会に参加
してみてはいかがでしょうか。参加申し込みは前日
17：00までに下記へ連絡してください。

 連絡先　☎050－3204－1996
 　　　　（日高村観光協会転送専用）

 開催日　10月22日～11月30日
 詳　細　仁淀ブルー体験博
 　　　　公式ホームページ
 　　　　https://niyodoblue.club/

「仁淀ブルー体験博2021」が開催
　日高村を含む仁淀川流域（土佐市・いの町・日高村・
佐川町・越知町・仁淀川町）で開催される、33のプ
ログラムをまとめた『仁淀ブルー体験博2021』が開
催されます。木の駅ひだかで行われる「薪割りの極
意と薪で炊くほっこり羽釜飯」や村の小さな台所お
きなで行われる「料理を彩る装飾作り教室」などが実
施される予定です。詳細は仁淀ブルー体験博のホー
ムページもしくは公式パンフレット（村の案内所ひ
だかにて配布中）にて確認できます。

ポイント利用可能店一覧（９月１日現在）

日下川調整池での野鳥観察 今しか見えない！日下川新規放水路見学‼

木の駅ひだかで行われる薪割り 村の小さな台所おきなで学ぶ飴細工
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くらしの情報 Information お問い合わせはこちらまで
イン
フォ

メー
ショ
ン

役場（本庁舎内）
住民課（～10月末） ☎24-5111
住民課（11月１日～） ☎24-5001
出納室 ☎24-5111
健康福祉課 ☎24-5197
地域包括支援センター ☎24-5197
総務課 ☎24-5113
建設課 ☎24-5114
企画課 ☎24-5126

教育委員会 ☎24-5115
議会事務局 ☎24-7777

産業環境課 ☎24-4647
（10月末まで旧中央農済１階　11月から新庁舎２階）
教育支援室 ☎24-4411
（10月末まで図書館内　11月から新庁舎１階）
保健センター（～10月末） ☎24-5001
保健センター（11月１日～） ☎24-5197

下分ふれあいプラザ ☎24-5440
本郷ふれあいプラザ ☎24-4136
能津出張所 ☎24-5141
☎　村内無料電話
　「24」の前に「7」をつけて発信し
てください。
　ただし、利用するには、IP告知端
末と電話機の接続が必要です。

　Back to school again! I hope everyone was able to enjoy their 
summer break. I didn’ t do any travelling but I still enjoyed my summer. 
I spent my summer playing sports almost every day. I played baseball, 
track and field, and a lot of volleyball. Summer is so hot and humid in 
Kochi but all the teams were out practicing all summer. I think Hidaka 
kids are really tough for practicing in the hot summer. It was very hard 
for me and I didn’ t want to move at all. Please keep up the hard work 
and let's play again next time.

夏の間はスポーツ三昧

　また学校に戻りました！皆さん、

夏休みを満喫できましたか？僕は、

旅行はしませんでしたが、それで

も夏を楽しめました。ほぼ毎日ス

ポーツをして過ごしました。野球、

陸上、そしてバレーボールをたく

さんしました。高知の夏はとても

蒸し暑いですが、どの部活も夏の

間ずっと練習に励んでいました。

日高村の子どもたちは暑い夏に練

習するのは本当に大変だと思いま

す。僕にとってもとても大変で、

全く動きたくありませんでした。

これからも頑張ってください、そ

して、また一緒に練習しましょう。

Sports all summer long

アダムのニュースレターアダムのニュースレターアダムのニュースレター

加茂中学校  野球部の練習に参加させてもらいました
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〒781-2194　日高村本郷61-1　日高村役場　総務課　広報担当者
　　　　　　 ☎　24-5113　 E-mail: soumu@vill.hidaka.lg.jp広報紙への感想・ご意見をお待ちしています。

日高村
の現況10月

へい  し らい  ち

瓶子礼智さん（日高中学校３年生）が
全国中学校水泳競技大会で２冠を達成

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

日 　 月 　 火 　 水 　 木 　 金 　 土

5

12

19

26

3

10

17

24

31

4

11

18

25

2

9

16

23

30

障害者相談日
13:00～15:00 社協

行政相談日
10:00～12:00 社協

すくすく広場
「おはなし会」
10:30～ 11:00

図書館

図書館

すくすく広場
「おはなし会」
10:30～ 11:00 図書館

マークの英語で
おはなし会
11:00～ 図書館

11/1（月）
村税等納期限　
 国保税
 村県民税
 後期保険料

令和３年8月末現在

世帯数  2 ,449戸

人　口  4 ,932人
（前月比－５戸）

（前月比－７人）

男  2 ,337人

女  2 ,595人
（前月比－５人）

（前月比－２人）

酒蔵カフェ
11:30～17:00 酒蔵

酒蔵カフェ
11:30～17:00 酒蔵

酒蔵カフェ
11:30～17:00 酒蔵

酒蔵カフェ
11:30～17:00 酒蔵

スマホ購入ポイント
利用ツアー
14:00～ 村の駅

スマホ購入ポイント
利用ツアー
14:00～ 村の駅

すくすく広場
「トリック・オア・トリート☆
    ハロウィンをたのしもう」
10:00～ 11:30

第11回仁淀川一斉清掃
8:00～9:00

秋の読書週間（11/9まで）

屋形船仁淀川 発着場

中央西地域包括ケア推進
フォーラム～認知症～
9:30～11:30 社協

グラウンドワーク作業
8:30～10:30 めだか

グラウンドワーク作業
8:30～10:30 めだか

 がん検診 7:30～10:30
 特定健診 8:00～11:00

総合健診 保セ

保セ
乳児健診
12:00～

〒781-2194　日高村本郷61-1　日高村役場　総務課　広報担当者
☎ 24-5113　 E-mail: soumu@vill.hidaka.lg.jp広報紙への感想・ご意見をお待ちしています。

31 村県民税
 後期保険料秋の読書週間（11/9まで）

二宮　向日葵ちゃん（女の子）

令和３年８月17日生まれ

保護者：愛美　自治会：第１県住

ひ  ま  り

ひだ
ひだかひだかカレンダーふれ愛ネットワーク NO.634

社協 社会福祉センター
日高村立図書館「ほしのおか」
日高酒蔵ホール
保健センター
村の駅ひだか
めだかさん家前

図書館

めだか

※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程に変更が生じることがあります。

村の駅

酒蔵
保セ


