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26日㈯ 本州最南端の火祭り

日 御坊商工会館

建築大工一級技能士・大工育成塾塾生受入工務店

玉置工務店

日高郡日高町志賀3581

TEL.0738-64-2147

紀州材工事看板 製作・販売
お問い合わせ TEL.0738-22-0371

FAX.0738-22-4869
㈲ 青 木 美 工 社 http://www.aokibikou.com

すいせんの名所として知られる由良町大引、県立白崎青少年の
家で 27 日㈰ 10 時〜 15 時、第 16 回「すいせん祭」が行われる。
青少年の家周辺は、八重咲きのにほんすいせんなど 10 万株を誇る
南紀最大の野生すいせん群生地で知られ、見ごろを迎えたすいせ
んの花から甘い香りが漂っており、番所山にはすでに大勢の人が
訪れている。
当日はイベントも盛り沢山で、石窯ピザ体験（一枚３００円）
陶芸体験（３００円）科学体験 14 種類（各 50 円）▽クラフト体
験＝まが玉（２００円）マグカップ（３００円）プラ板（１００円）
その他、火おこし、ヨガ、丸太切り、海上自衛隊、古代、餅つき
のそれぞれの体験と海望風呂は無料。体育館で卓球、バドミント
ンが親子で楽しめる。人気の振る舞い鍋は１５０食限定。食堂の
カレー、うどん各３００円も好評だ。献血車も配置して協力を呼
びかける。問い合わせは同青少年の家☎０７３８・６５・２３５１。

28日㈪ 霊巖寺初不動の護摩供養

２月２日㈯〜３月３日㈰ 南部梅林

広川町前田の海抜４２０㍍に石造の不動明王を祀る霊巖寺の初
不動の護摩供養が 28 日㈪ 12 時 30 分から行われる。境内に鐘の
音が響くと奈良県の大峯山から初不動の護摩供養のため訪れた山
伏姿の行者 10 人がほら貝を吹きながら不動明王を祀る堂の前の式
場に登場。古式にのっとり５本の弓矢を四方と真上に放ち、五穀
豊穣、世界平和、家内安全、厄よけなど祈願し、高く積まれた護
摩壇に火が掛けられると煙とともに炎が高く上がり、参拝者は手
を合わせて供養祈願をする。その後は、餅まきやぐらから餅に交
えて鯛などもまかれる。
霊巖寺は、南北朝時代に円勝法師が侘行し、のち本尊観世音像
を祀って栄えたが、慶長年間（１５９６～１６１５年）豊臣秀吉
の丘火で諸堂を失い、現在は石造の不動明王を祀る小堂と篤信者
たちが籠りする建物がある。毎月 28 日は縁日として護供養が行わ
れている。問い合わせは事務局、山﨑さん☎０７３７・６３・５
３０３。

・車 バイク
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趣味の空間
創りませんか

㈱中野鉄工所

雨漏り・屋根のリフォームは一級技能士の店へ!!

和歌山けんさんぴん登録

看 板 の 青木

猛方）☎０７３８・２

２・７７０６。

住宅性能保証制度登録店

27日㈰ 第６回すいせん祭（由良町）

本州最南端、串本町潮岬の望楼の芝を焼き春を呼ぶ火祭り「本
州最南端の火祭り」
（南紀串本観光協会主催）は 26 日㈯潮岬で行
われる。約 10 万平方㍍の芝生を焼き尽くすもので、芝の害虫を駆
除して、新芽の成長を促すのが狙い。▽ 13 時～地元の物産販売▽
16 時 30 分～トビウオのつみれを使った名物「しょらさん鍋」の
振る舞い、潮岬節保存会、串本町トルコ文化協会、串本節保存会
による踊り▽ 17 時～芋餅販売▽ 17 時 20 分～式典▽ 17 時 25 分
～餅まきまで多彩なイベントがある。▽ 17 時 30 分に串本古座高
校弓道部員による火矢が芝生に向かって放たれると同時に演出花
火が上がり、串本黒潮太鼓が鳴り響く中、観光協会員らが手にた
いまつを持ち枯れ芝に火をつけるとアッと言う間に炎が広がり、
炎の大パノラマが幻想的な世界へと変えて来場者を魅了する。終
了予定は 18 時 30 分。
（雨天・強風の場合は２月２日㈯に延期）問
い合わせは南紀串本観光協会☎０７３５・６２・３１７１。

由良町門前の臨済宗 に舞い、続いてノコギ 立の様子を踊りで表現 スポーツ吹矢大会」で モラロジーセミナー ３御坊市島５４５（林
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日本建築の美を求め続けます

有限会社

鷲峰山興国寺（山川宗 リやノミ、木槌などを し、見物人を魅了させ 日高川町船津の渡瀬幸

玄住職）で 日、恒例 持った烏天狗や子天狗 た。その後は、餅まき 嗣さん（県スポーツ吹

移動県民相談

モラロジー研究所主

川支部長）が、県記録 催による生涯学習セミ

の「天狗祭り」が行わ たちが太鼓や鐘や尺八 があり多くの参拝客ら 矢協会長・紀の国日高

を更新する高得点で３ ナー「知って！ネット
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れた。その昔、火事で のリズムに合わせ寺建 でにぎわった。

再建に困っていた興国

２月 日
有田振興局

時代に大切にしたいモ

県では法律問題、交

位に入賞した。
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同大会は毎年、日本 ラル〜道徳で人生を豊

16

寺のお堂を赤城山大天
渡瀬幸嗣会長３位入賞

時 分〜 時、御坊 通事故等について、弁
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スポーツ吹矢協会員の かにする〜」は 日㈰

上 段 位（ 六 段・ 五 段 ）
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狗が一夜にして建立し

桃太郎の國スポーツ吹矢大会

時〜

16
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商工会館３階中会議室 護士、県民相談員によ

日㈬

13

日、 岡 山 県 岡 山 市、 インアリーナで開かれ 保持者の強者による

２月

講師は公益財団法人 時、１階第２会議室で

20

で国内大会の最高峰と 呼びかけている。参加 ており、有田振興局は

も言われる大会。全国 費は１０００円。
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都道府県から１１０

申し込みは２月６日

㈬９時から有田振興局

人が参加し、２ゲーム モラロジー研究所生涯 開く。無料。

われ渡瀬さんはトップ 氏。

問い合わせ・申し込 総 務 県 民 課 ☎ ０ ７ ３

（４１０点満点）で行 学 習 講 師 の 堀 井 嘉 久

と４点差の３９４点で

３位入賞を果たした。 みは〒６４４‐０００ ７・６４・１２５７。

大会会場で渡瀬さん

たという伝説をもとに

１９８０年から大天狗

に感謝した天狗祭りが

毎年成人式の日に行わ ジップアリーナ岡山メ た「第７回桃太郎の國 ㍍（男女混合）競技会 で開催、多くの来場を る移動県民相談を行っ

れている。

天狗堂で祈禱のあ

と、虚無僧の尺八で先

導。烏天狗、子天狗を

従えた大天狗が特設舞

台に登場。大うちわを

手にした大天狗が、う

ちわを振りかざし勇壮
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風物詩を訪ね 一歩早く早春をつかもう

にぎわった興国寺の天狗祭り

大天狗を囲んで出演者、山川住職ら記念撮影

31 年（2019 年） 1 月 25 日（金）

中西

施工店

http://www.nakanishikawara.com
☎0738-22-9567

御坊市湯川町小松原50-3

過去
最大級!

「一目百万、香り十里」で知られる名実ともに日本一の南部梅林
は例年多くの見物客でにぎわう早春の風物詩。今年は２月２日㈯
〜３月３日㈰まで開園。期間中さまざまなイベントを土・日・祝
日をメインに企画している。▽２月３日㈰＝梅の種とばし大会▽
９日㈯＝紀州梅林太鼓（上南部中学校生徒）▽ 10 日㈰＝よさこい
踊り〜梅舞〜プラリズム▽ 11 日㈪㈷＝内中源蔵翁供養祭、みなべ
味わい祭り、梅林エクササイズ▽ 16 日㈯＝野点▽ 17 日㈰＝みな
べジュニアバンド演奏▽ 23 日㈯＝梅の種とばし大会▽ 24 日㈰＝
うたうかみしばい。もち投げは２月９・10・11・16・17・23・24
日の 14 時 30 分から。
また、
開花期間中に日本伝統芸能「猿まわし」公演（公演日はフェ
イスブックページで告知）のほか、フォトコンテスト、小学生写
生画展、梅の枝アートがある。
入園料は大人３００円（中学生以上）小学生１００円、ペット
入園可。問い合わせは梅の里観梅協会☎０７３９・７４・３４６４。

2019年も 優遇制度が充実

1 「住宅ローン減税」で最大500万円の控除！

!

年 末 のローン残 高 の１% 、1 0 年 間で 最 大 合 計 5 0 0 万 円まで
所得税の控除が受けられます。

2

贈与税の「非課税枠」は1,200万円！

住宅取得資金の親からの贈与の非課税枠は、省エネ性又は耐震
性を満たす住宅の場合基礎控除と合わせると1,310万円の控除に。

3

長期優良住宅は、固定資産税５年間 減額

認定長期優良住宅の新築には、登録免許税、不動産取得税、
所得税の特別措置のほか、固定資産税が5年間１／２減額されます。

押上げ

各設計監理

新築・増改築・土木・解体

何でも（有）屋さん

090-3350-6863（阪本）

株式
会社

TEL 44-0666
0738-

坂井家起こし
日高郡印南町印南原1976

日高川町小熊2633-1

（順不同）
キヤノン製品販売店

その他相談に応じます。

阪本家具工芸

22-1254

TEL

工場／御坊市御坊字東筋23-14

いつまでも安心して、お住みいただくために！

防蟻防虫処理
㈳日本白蟻対策協会会員

㈲紀南白蟻駆除社
0738-22-2753

日高地方登録業者

TEL・FAX0738-24-0832

・お部屋などの掃除、
整理整頓
・棚などの取付
〈現場に応じて作ります〉
・遺品整理のお手伝い
・家具等の耐震補強

白蟻駆除
御坊市名屋町１丁目11-4

小川屋根工事

御坊市湯川町富安2352-9

建てる前も、建てた後も大きな安心。
良質な住宅を約束します。

登録店で良質な住宅を

―屋根の事ならまかせて安心―

各社パソコン・テックレジスター
スチール家具・測量器・武藤ＣＡＤ

工法特許
による

雨漏り修理・ふきかえ

あり

ピカ 新入学応援
ピカ
セール
〜4/12㈮まで

新入学・新学期商品
3,000円以上
お買い上げの方

30%OFF
えんぴつ1打以上
お買い上げの方
お名前入れ

わくわくスタンプ

無料

2倍!!

御坊市中町二丁目
TEL.0738-22-0143
FAX.0738-22-2655

〒644-0033
御坊市熊野441-2

TEL.0738-22-7101
FAX.0738-23-4155

㈱

市

川

組

日高郡美浜町和田2101-3 ☎0738-23-3485

㈲近畿紀の国建産

御坊市藤田町吉田544-1 ☎0738-35-3021

小 瀬 工 務 店

御坊市島236 ☎0738-22-1225

東

伸

建

住宅性能

移動

お困りの方、ぜひお気軽に下記までお問い合わせ下さい

保証制度

※上記は長期優良住宅対応の内容になります。※優遇制度の適用には一定の要件を満たす必要があります。

家起こし（補強・耐震壁等）

設

御坊市湯川町財部987 ☎0738-22-4366

㈱駒場工務店

日高郡日高川町高津尾1400 ☎0738-54-0314

巧 細 川 組 ㈱

御坊市岩内198-1 ☎0738-32-2285

品質・安全・信頼のマイホームは
（財）
住宅保証機構・登録業者へ。

この制度は、国土交通省及び和歌山県の
指導により、消費者の保護を主目的と
し、住宅の建設業者が品質・性能につい
て、最長10カ年保証するものです。

（財）住宅保証機構に登録された技術力
と経験豊かな業者が設計施工基準に
基づき入念に建築します。住宅の建設
中に重要な部分について機構の検査
員の現場審査を２回受けます。完成後
は（財）住宅保証機構に登録され、登録
業者より「保証書」が発行されます。

新築住宅の取得契約
（請負／売買）
において、
基本構造部分について 10 年間の修補責任が義務づけられました。

