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女性とともに今に息づく女人高野

時を超え、時に合わせて見守り続ける癒しの聖地

「日本遺産」に認定される!

ため、広域観光での誘客や岡内外での普及啓発など地域の活性化のための事業や調査研究を推進します。
【ストーリーの概要1

河内長野市(大阪府)、宇陀市(奈良県)、高野町と連携して申請していました「女性とともに今に

息づく女人高野 時を超え、時に合わせて見守り続ける癒しの聖地 」が、令和2年度の「日本遺産」
に認定されました。
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企Π本刀駈会近畿地方支部腰
,
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︑

日本独自の鍛冶技法で製
作された刀剣﹁日本刀﹂は
武器として培われた﹁機能
性﹂︑人忠を魁了する﹁
芸術性﹂︑守η刀・神器な
ビで示される﹁精神性﹂︑

ご釋の?え︑重﹂来芋ださい︒お侍ちしてーす

7月四日(水)から扣月4日(日)までの2か月間︑
全 日 本 刀 匠 会 近 畿 地方支部並びに日本美術刀 剣 保 存
協 会 和 歌 山 県 支 部 の皆様方の協力を得て︑現 代 刀 匠
達 が 鍛 え 上 げ た 日 本刀の数々や︑紀州ゆかり の 貴 重
な刀剣など数々の名品や刀装具を紹介します

九度山・真田ミユージアムの夏期特別企画展として︑

︑

高野山は、近代まで「女人結界」が定められ、境内での女性たちの参拝は叶いませんでした。そんな
時代にあっても、女性たちの明日の安らぎを願う声を聴いていた「女人高野」と呼ばれるお寺があり、
現在でも女性とともに息づき、訪れる女性たちを癒し続けています。

別止

今後は、連携自治体と協力し、文化庁の支援のもとに、「日本遺産」プランドの確立と認知度向上の
■■

究会を開催し︑作刀技術の

畿地方支部は︑︑定期的に研

わる刀剣製作技術の研究及
び新作刀剣の普及を図η︑
併せて作家としての人格の
陶冶を旨とし︑会員相互の
親睦を回ることを目的とし
た全国組織です︒同会の近

る日本刀﹂を古耒よη伝

全日本刀匠会は︑わが国
独自の伝統美術工芸品であ

術日本刀展﹂を開催します︒

びに日本美術刀剣保存協会
和歌山県支部展として﹁美

﹁て悠久の美・日本刀展﹂並

今回︑九度山・真田ミユ
ージアムにおいて︑全日本
刀匠会近畿地方支部展とし

されています0

さらに︑古い刀剣では﹁歴
史遺産﹂としての価値も含
む﹁多面性﹂を兼ね備えた
存在です︒特に︑優美な形
状やよく鍛錬された地鉄︑
変化に富む刃文は︑精美な
美術工芸品として高く評価

0日本遺産とは

発志並びに荒を行いなが

地域の歴史的魅力や世代を超えて受け継がれてきた伝承や特色を通じて我が国の文化・伝統を語る

ストーリーを構成する魅力温れる文化財群を、地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内外

.

へ戦略的に情報発信していくことで地域の活性化を図ります。

九度山町

人権重委員委嘱
7月5日付けで︑次の方々が人権薗重委員に
委嘱されました︒
※任期は︑令和4年7月4日までです︒(敬称略)
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一一一

L

1

井上崇(下古沢)
曽和雅之(下古沢)

杉本昇(椎越
達谷良章(東郷

坂本博父郷
廣田栄子(下古沢)

小西恵代(北又)

上西昭泰(椎邑
廣田久美子(椎出
野上久美子(九度山
下坊陽規(下古沢)

※但し︑夏期特別企画展開
雋間中は︑﹁火縄銃の魁

(合5412727)

大人 500円
小人(小・中学生)250円
■問い合わせ
九度山・真田ミユージフム

■入場料金

ず開館します)

■休館口
月・火曜日
(ただし︑お盆期間は休ま

(最終入館4時卸分)

■開催時間
午前9時S午後5時

れています︒

に寄与することを目的とさ

恊会においても︑美術工芸
品としての価値ある刀剣類
の保存及び公開︑さらに無
形文化財としての日本刀の
製作・研磨並びに刀装・刀
装具の製作等の技術の保存
向上に資するとともに︑作
刀に山要な材料の確保を図
り︑これに関する羽査研究
と鑑賞指導を行い︑わが国
文化の普及と文化財の保護

また︑日本美術刀剣保寿

ストーリーを「日本遺産」として文化庁力靖忍定します。
力展﹂はお休みです︒

允度山町杜明
央抱春員

(慈尊院の乳型絵馬>
く慈尊院の建物群)

ら会員の研嶺を図っていま
す︒そして︑博物館・美術
館における展覧会への出品
協力や展示指導なビを通じ
て︑﹁日本刀﹂への関心を
高め︑普及保寿への理解を

犯罪や非行のない明るい社会が築かれるよう、皆さ
んのビ支援、ご協力をお願いします。

「女人高野」にまつわるストーリーが
文化庁から 「日本遺産」に認室才糸まリU
美術

されました。

亀
深める活動を行っています︒

会

7月1日、保護司会・更生保護女性会・BBS会・
九度山駐在所・青少年センターの皆さんが集まり、
閣総理大臣より送られた社会を明るくする運動啓発メ
ツセージが森一司保護司より、九度山町長へと手渡

宇陀市:室生寺、佛隆寺など
九度山町:慈尊院、町石道など
【ストーリーを構成する主要な文化財】
河内長野市:金剛寺、天野街道など
局 野町:不動坂口女人堂、女人道など
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社間
九度山町社会を明るくする運啓発

令手02年6月
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空き家についてどこに相談して良いかわからない場合
空き家について、ビ家族、ご親戚でお集まりになる機会に話し合ってみてはいかがでしょうか。
空き家の問題は、様々な問題が絡むことで複雑になりやすいです。
そんな時は各分野の専門家に相談し、アドバイスをもらいましょう。

空き家をお持ちの方へ

^●..
.

「空き家バンク」に物件を登録しませんか??
相談先

ラ.

相談内容

九度山町では空き家情報を募集しています

建物の耐震は大丈夫?
どんなところを修理するのが効果的?
建物が古いけど価値がありますか?

建築士(建設会社)

解体したいなど

使ってくれる人はいるの?
売買の手続きはしてもらえるの?
取引相場はどれくらい?価格をいくらにすればいいの?など

宅地建物取引士

1.き家がどんどん増えています

,子高齢化等に伴う人口減少や、都市部への人口集中、核家族化等の社会的な原因に加え、
所有者の様々な不安やまだ大丈夫といった心理的な原因により、空き家がどんどん増えています。

相続ってだれがするの?
相続手続きをしていなかったけどどうしよう?
今から子ども達に任せる方法はある?など

司法書士

不動産鑑定士

土地や建物の正確な評価を知りたい
固定資産税の評価の仕組みは?など

士地家屋調査士

自分の土地の大きさがわからない
境界がどこにあるかわからないなど

行政書士

お店に使うための手続きはどうすればいい?
民泊に使ってみたい
相続の調査をしたいなど

.

3.む前に、「空き家バンク」に登録しましょう

では、町内への定住促進等による地域の活性化を図るために、「空き家バンク」に取畔且ん
でいます

空き家バンク」とは、空き家の賃貸・売却を希望される所有者から登録された物件情報を、
定住・住み替えなどで空き家の利用を希望される方に提供するシステムです。

親戚と相続が原因でトラプルになっている
土地建物の売買でトラブルが発生した
建物が壊れ、近所の人をけがさせてしまったなど

弁護

しかしながら、空き家になってから年月が経過した後に登録されている物件が多く、使用する
には大幅な改修が必要な場合が大半です。少しでも良い状態でのご登録をお願いいたします。

所有者の方から「空き家を貸したい、売りたい」という物件の登録申し込みを募集しています。

どんな税金がかかるの?
賢い減税制度の使い方はある?
税金の納め忘れが心配など

税理

行政の窓口

(令和2年4月から改正民法の施行により、住宅協力員の契約仲介を求める場合など、建物状況
調査(参考価格約5万円)が必、要な場合があります。)

.

■問い合わせ企画公室(B54‑2019) E‑mail: kikaku@town.kudoyama.1g.jp

「九度山の木炭」を知っていますか?
仇度山の木炭」の商品紹介

「九度山の木炭」は、原木調達から焼き
上げまでのすべての行程を九度山で行い、
作業に当たる職人は、経験豊富な九度山
町東部林研グループの会員です。
「林総合研修センターはえもん)」な
どで販売しており、観光客にはお土産とし
て、地元の方からは生活用品として、ご好
評をいただいております。
珂問い合わせ産業振興課(九度山町東
部林研グループ事務局)(丑54‑2019)
〔5〕広報くどやま令和2年8月号

①如炭
しっかり焼けた炭を厳選し、手頃
な大きさに切っだ炭です。
<価格>5キロ 1,250円
10キロ 2,500円

ノ

1空き{の登

②現地調査

③登録完了

、

④情報提供
⑤利用申し込み

、
^^^^

⑥宅地建物取引業者が仲介して、交渉・契約

︑

税務署

︑利用希望者

相続税のこと

一空き家を借り会貝い︼たい人︑

九度山町役場税

︑九度山町空き家バンク

固定資産税のこと

一所有者など︑

法務局

一空き家を貸し(売り)たい人一

登記のこと

「バーベキュー・消臭・杷料」に最適です。
★「九度山の木炭」とは?

0

.き家にはりスクがあります
・き家は3年で大きく傷み、資産価値が大きく下がるとともに、管理費用等も発生します。早め
の対応が重要です。
・空き家は地域の防犯力を低下させますので、放火等のりスクが高まります。
・「子供達」が一番困ります。空き家発生の最大のきっかけは「相続」です。所有者が亡くなって
からわかることがたくさんあり、事前の話し合いが重要です。

^ノ

毛

②敷き炭
細かめの炭2キロを赤ネットに入れ
たものです。
<価格>1袋 450円

契約交渉は、媒介業者が仲介を行い、成約となった場合は、宅地建物取引業法に
基づく仲介手数料が発生します。空き家の有効活用をお考えの皆さまのご連絡をお待
ちしております。

※この他にも、茶道用の茶炭なども取扱っています。
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令和2年8月1日発行

町内で活動しているサークル・クラブの活動を知ってほしい!メンバーを募集したい!
どこかで周知してみたい!とお考えの方いらっしゃいましたら広報へ掲載してみませんか?
下記内容を確認のうえ、ご応募ください。なお、クラブ活動内容などによっては、掲
載できない場合がありますので、ご了承ください

風念一五

冒募集資格九度山町内で活動されている非営利団体のサークル・クラプであること
■募集内容広報に載せたい記事・写真をご準備のうえ、ご応募ください。

画締め切り毎月23日(翌々月以降の広報に掲載になります。伊上 8月23日締め切り分は 10月号以降)
※ビ応募いただいた記事・写真がすべて掲載されるとは限りませんビ理解のうえご応募ください
■問い合わせ総務課(各542019)

需集発行︼九度山町役場総務課

九度山・真田ミュージアム企画履「火繩銚の魁力辰」第2期開催
r火繩銃の魁力履」弟 2朗を、 10月7日(水)から 1 2月27日(田まで関催します。
第 1期同様に『火縄銃』の歴史と変遷、火繩銚がもたらした
先端技術を招介します。

また、戦と嚴砲の関わり、鉄砲の製作に従事した鍛冶職人
の技術と社会、日本の歴史の中における蝕砲の黒たした役割
の大き才をこの機会に禽じていただけれぱと思います。

是非ご家族・お友漣お誘いのうえ多敷ご条館くだ才い。
‑T64810198

■問い合わせ九度山・真田ミュージアム(各54‑2727)

コロナウイルス感染症ヌ寸策

町、L̲̲̲̲ら鰯産雛一〔う應圭讐ゑ

和歌山県伊都郡九度山町九度山1190

消毒や除菌効果をうたう商品は、目的{
合ったものを、正しく選びましょっ。
》チエックボイント
団使用方法団有効成分団;農度団使用期限

消毒・除菌
00配合

※商品の購入の際には、必ずこの4点をチエックするようにしましょう。

0

③空間のウイルス対策

こまめな手洗い
を,D力丸ナましょう。

テーフ'ル、ドアノブなど

定期的に換気して
ください。

石けんやハンドソープを
使つた丁寧な手洗いを行
うことで、十分にウイル
スを除去できます。 ^
さらに消毒剤等を

塩素系漂白剤や、一部の

.ー: r 鴫

h電P'ゾ1剖^."

は

一一一一一
一一゛
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衣庭用洗剤等の詳しい
こちらから!

三一一・一

、吐0三ゾi駒゛、"袖計.OJNJ'酬伽.1訓Pdlio,ユフJ011■,Nイ

悪

塩素系漂白剤等の詳しい情報
はこちらから!

をうたう商品を空間噴
霧することは、おすす
めしていません。

閉.●

,

りません。

0

△誤恕耶諸鑛

家庭用洗剤等が有効です

等

使用する必要はあ

の身近な物の消毒に{よ、

七斬

臼0736(54)2019

②物品のウイルス対策

①手指のウイルス対策
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