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9月20日から26日は
動物愛護週間です♥

ら︑

毎月1日発行

な
印刷 のこと

次回10月1日発行

http://www.2kai-scrum.net

50年以上の実績に裏打ちされた知識と
経験を基に広告・印刷のコンシェルジュとして、
お客様のご要望にお応えします。

見やすく
楽しい
スクラム
サイト

協和 に
私たち
い！
くださ
お任せ
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海南 協和

動物との暮らしは日々に幸せをもたらしてくれます。ペットを飼っている人や、これから飼おうと思っている人、家族の一員である
ペットを飼うには、たっぷりの愛情と最後まで責任を持つ覚悟が必要。正しい知識を持ち、楽しいペットライフを過ごしましょう。

ペットも人と同じ生命ある生き物です。可愛いさに負けてその時の衝動で飼ってしまい、身勝手な理由で捨てられてしまうことも少なくはありません。飼う前にもう一度よく考えて責任を持って正しく飼いましょう。

犬を飼うときのルール

飼い主には終生飼養の責任があ
ります。ペットを飼い始めたら、ペット
がその命を終えるまで、愛情をもっ
て適切にお世話をしましょう。また、
不妊・去勢手術をしてきちんと世話
ができる頭数にしましょう。ペットを
飼うには手間と費用がかかります。

散歩のマナー

必ず2ｍ以内のリードをつけましょう。公共の場所
や他の家の前で排泄をしないように気をつけて。ふん
は必ず持ち帰り、水で汚れや臭いを落としましょう。

社会のルールやマナーを守りましょう

室内で飼いましょう

交通事故や病気などの危険から守るために、室内で
飼いましょう。猫は環境を整えてあげると、室内でも十
分生活ができます。また、糞尿や菜園荒しなど、周りに
迷惑をかけないようにすることも飼い主の責務です。

犬の体温や脈、呼吸、肉球などがいつもと同じなのか、体を触って変
化がないのかを確かめておくことが大事。日頃のコミュニケーションで
犬の体調の変化を見逃さないよう体調管理を万全に。
水を飲む量がいつもより減ったら飲むように促したり、餌に水分を含
ませたりして水分補給を心がけるようにしましょう
（1日に体重1kgに対
して50〜70mlの水分が必要）
。枝毛・長毛種と種類によって熱の伝わ
り方も異なります。犬の毛は個体差も大きいので、日頃のブラッシング
で無駄な毛を取り除いてすっきりさせてあげましょう。

迷子札等で所有者の明示をしましょう

雷に驚いたり、扉の閉め忘れ、突然の災害などで迷子になることがあり
ます。万が一に備え、飼い主の連絡先を書いた迷子札やマイクロチップを
つけましょう。また、ペットがいなくなったら保健所などへ連絡するように。

5つの自由とは、動物が生きていくために必要な要
求が満たされて、動物が心地よく、安心して安全に暮
らせているかを確かめるための指標です。飼い主は、
動物であるペットにこの5つの自由を与え、できる限
り快適に生活ができるようにする責務があります。

ときのルール

体調管理

犬は登録と狂犬病予防注射をしましょう。放し飼いや鳴き声、糞尿な
どで地域社会に迷惑をかけないように。また、ペットを捨てるのは犯罪
です。捨てられたペット自身もかわいそうですが、人や動物を襲ったり、
生態系に悪影響を及ぼす場合もあります。

動物の「5つの自由」

猫を飼う

最後まで愛情と責任を持って飼いましょう

動物の愛護及び管理に関する法律（動物法）の改正

①飢え・渇きからの自由
②痛み・負傷・病気からの自由
③不快からの自由
④恐怖・抑圧からの自由

2019年6月より動物愛護法が改正されています。ブリーダーや繁殖業者に犬や猫へのマイ
クロチップ装着と所有者情報の環境相への登録義務付けが成立。一般の飼い主は努力義務。
その他、動物虐待罪が厳罰化。ペットの殺傷に対する罰則
（5年以下の懲役または500万円
以下の罰金）
に引き上げ。生後56日以下の犬、猫の販売を原則禁止。施行は、3年以内のマイ
クロチップの義務化、2年以内に56日規制。

⑤本来の行動がとれる自由

和歌山県動物愛護センター

不妊・去勢をしましょう

健康な猫に手術をするのはかわいそうと思う人も
いるかもしれません。でも、生まれた子猫も責任をも
って飼うことができますか？不幸な命を増やさないた
めに不妊・去勢手術をしましょう。病気の予防やマー
キング行為の減少にもなります。

ペットシッター FamilyKong

保護猫カフェ Maron

海南市初の譲渡型保護猫カフェが
6月にオープンしました。猫ちゃんは好
きだけど飼えない方や、里親希望の方
はぜひ会いに来てください。可愛い猫
ちゃんが待っていますよ。
○1時間 1,000円
（ワンドリンク制）

●
Red Cafe
factory

ドーシェル ●

●紀美野町役場
野上中学校
●
R370

●
釜滝薬師
↓

JA
●
←至海南

海草郡紀美野町国木原372 ☎073-489-6500
営業／10：00〜17：00 定休／火曜日・年末年始

●
紀の国
山田ダム● カントリー
倶楽部

七山交差点

24

R4

海南市重根西1丁目1-22 ☎090-5169-5775
営業／14：00〜17：30
（最終受付16：30）
※土・日曜日は11：00〜 定休／火曜日

☎090-1587-4025
（代表：今井昭文） https://family-kong.com/
年中無休
（急な対応も可能な限りさせていただきます）

至高野

訪問マッサージ・訪問はりきゅう
おひとりでの外出が困難な方に訪問施術いたします。

野口鍼灸マッサージ院
海南市日方 96-1 ☎073-482-4559

I.C

R370
コメダ
●珈琲

●とれたて広場

留守中の飼い主さんに代わって、
ご自
宅までお伺いし、ペットのお世話をさせ
ていただく代行サービスです。ワンちゃ
んネコちゃんに快適に過ごしてもらう為
の様々なサービスをご提供。病院やペッ
トサロンへの送迎もしてくれる飼い主さ
んにとって心強い味方！
！
！
詳しくはホームページかお電話にて。

●エバ
グリーン

「人と動物が共生する潤いのある社会
づくり」
をテーマに、
楽しく遊びながら命の
大切さを学ぶことができます。
また、
犬猫
の飼い方講習会や体験教室などイベント
を随時開催。
うさぎ、
カピバラなどの見学
もできます。
隣には
「紀美野町のかみふれ
あい公園」
があるので一日中楽しめます。

●オークワ

可愛い猫ちゃんたちと
のんびり触れ合えるカフェ。

海南東

犬の散歩や猫のお世話などの
お世話をさせていただきます。

しまむら●

動物について楽しく
学ぶことができる施設です。

一人ひとりにあった漢方療法で体質改善を…

呼吸を
する家

漢方 子宝相談

2 つの通気層と形状記
憶バネの力で、家自身
が呼吸して自然な通気
を生み出します。
詳しくは

http://noguchi-seikotsu.com

漢方療法は、本来の自己治癒力を取り戻し、
体を根本
から改善するものです。不妊治療について考え続け
てきた私達の研究の成果が少しでも多くの不妊症に
悩む方の助けになればと思います。

こんな症状にお悩みの方に…
♥ 高プロラクチン血症

教室開設説明会
■

■

岩

※25歳〜60歳（女性）
の方にお願いしています。

ホテルいとう 3階
「雅」
出 9/10（木）10：00〜12：00 〈JR和歌山線
「岩出駅」から徒歩10分

駐車場あり〉

県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛 2階 201

和歌山 9/16（水）10：00〜12：00 〈JR「和歌山駅」よりバス5分

「北出島」
停留所下車すぐ〉

※新型コロナウイルス感染症に配慮して実施しています。
※当日ご都合の悪い方はお気軽にお問い合わせください。オンラインでの説明も対応しています。

（9/10〜9/30）

生徒募集中！

検索

♥ 無月経

♥ 男性不妊 など

お客様に寄り添い、充実した日々になるようお手伝いいたします。
不妊症研究会認定薬剤師 / 漢方療法推進会講師

漢方

江本薬局

TEL.073-447-1725

日曜・祝日・第 1 月曜休み

公文書写 先生

♥ 排卵障害

営業時間/9 時〜19 時

ご来店前にお電話お願いいたします。

http://emotoyakkyoku.com

至紀三井寺
●吉野家
●セブン
イレブン

0120-410-297

♥ 生理不順

♥ 習慣性流産

和歌山市毛見 295-9

9 月無料体験学習

♥ 卵巣嚢腫

♥ 多のう胞性卵巣

指導者養成
プログラムで

未経験でも
安心

♥ 高年齢不妊

パチンコ
●ギンガ
R42
●オークワ
約 1km

毛見トンネル

江本薬局

★
山口●
小児科
至黒江駅

慢性皮膚病
アトピー・乾癬
じんましん

皮膚病の治し方は
人それぞれ違うんです
毎日を楽しく過ごすにはま
ずは健康です。気になるお
悩み、ひとりで悩まないで
私たちにご相談下さい。
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敬老の日は、
9月の第3
月曜日！今年は9月21
日
（月・祝）
です。
おじいちゃん、おばあ
ちゃんに感謝の気持ち
を込めてプレゼントを
贈りましょう
！
メガネ・コンタクトの上から掛けられる

TVCMでおなじみ

ハズキルーペ
9,900円（税込）
ブルーライト
カット

フレーム全10色

制）
デッサン・油絵・こども・陶芸・フラワー、
平日
（火・
水・木）
は席に余裕があります。
海南市馬場町１-２

RENTAL
■ 貸します
★ 大型ガレージ
（内原）★

賃1.2万

倉庫可

☎０７３-４８２-３１１４
（海南駅より北へ徒歩7分）

短期可

★ ホームページ作成＆撮影・動画制作 ★

あなたのホームページはスマートフォンに対応

☎073-４８２-６０５２

していますか？最新の技術で制作致します！通

★ 借家
（四季の郷公園近く）★

平屋

一戸建

収納多い

賃5.5万

駐3台

販・SNS・撮影・動画制作など。制作実績公開中！

水道代含む 敷金礼金なし ☎073-４78-2165

『スタジオなび』
で検索。
☎０１２０-８７９-３５３

INFORMATION
■ お知らせ
★ アトリエ７つの音 ★

★ 結婚相談 ★

「闇の向こうに 新しい地平に向かう道がある ま

只今会費無料 エスポワール和歌山

だ見ぬ世界へ」海南の絵画教室です。
少人数で

毛見

1500部限定出版 9月下旬刊行予定・予約受付中

●福祉センター

☎073-４４５-５０１４

海南医療
●センター

懐かしいふるさとの写真約600点を厳選
収録。胸が熱くなる思い出の情景がよみ
がえります。わかりやすい解説や身近な
話題が満載。
ご家族、
ご近所、
お友達みん
なで楽しめる一冊です。

海南駅

お一人おひとり、
丁寧に指導します
（各クラス予約
。

情報交換コーナー
奥７M

海南市名高51-2（JR海南駅構内） ☎073-484-2326
営業／9：00〜18：00 定休／年末年始

小関洋治（監修）樹林舎 9,990円（税込）

●ずぼら焼き

海南市物産観光センター（かいぶつくん）

ガスト 海南医療 信濃路
●
●センター ●

海南市名高533-15
（海南医療センター前）
☎073-483-8056 営業／9：00〜19：00
定休／第2・第3木曜日

開口３M

海南駅

まつや
ビル

ピアビル

メガネのツチハシ

海南・有田・御坊・日高の昭和

「たまてばこ」
では、
おじいちゃん・おばあち
ゃんへのプレゼントに最適な手作りの商
品を取りそろえております。
地元の手作り
ケーキや物産品と一緒にいかがですか。

信濃路
●

協力：ブックス青天堂

まさこの オシャレ
ヴァンサンカン

76

モヤモヤを吐き出そう
未曾有のコロナ禍はまだまだ収束しそうもありませ
ん。今年のお盆は娘も帰省せず、
お取り寄せしていた富
良野メロンやお菓子の類のほとんどは私が消費する事
になった。おばあちゃんや家族みんなで食事できるのは
いつになるのやら。人知れず我慢している事色々ありま
すよね。
ストレスを感じたら感情を吐き出すことで
「自分に
とって本当に大切なもの」
が見えてきたり、私はコレが好
きでコレがしたかったんだと自分に対しても寄り添えた
りします。関東圏に住む娘は自粛中猫を飼い始めました。
旅行や外食に行かなくなり自宅にこもる日々、電話のや

☎073-482-0115

り取りも増え、愚意も言
い合った。以前から猫を
飼うことを切望していた
娘に
「飼うなら今じゃな
い？」
と私が背中を押し
た。
ますます帰省は遠の
きそうだが猫を飼うこと
で仕事にも張り合いが
出ているようだ。
私は断捨離の延長でメルカリデビューをし、部屋が
スッキリした。モヤモヤの感情を言語化する、
たったこれ
だけでスッキリするから不思議。聞いてくれる人が周りに
いたら聞いてもらったり独り言でもいい。なので最近ドラ
イブレコーダーの音声はオフにしてしまいました
（笑）

まさこ プロフィール ＦＭラジオパーソナリティ
・アロマセラピスト
・ヨガインストラクター・スィーツプロデュース ｅ
ｔ
ｃ スラッシシャーとして面白いこと発信中

！
おすすめ エクササイズ

Let s exercise!

【 鮭とまいたけのホイル焼き 】
今が旬！しっとり鮭とシャキシャキまいたけが美味しい！

内部進学

高校受験

目標を決めたら さあ、走り出そう

大学受験

学習塾をお探しの方へ

START!

百聞は一見に如かず。まずは無料体験にお越しくだ
さい。お電話で日時のご予約をお願いします。

2学期生無料体験・入塾受付中
開設コース

学

年

小1〜6

算/国/英

智辯小学校準拠コース

小1〜6

算/国/理/英

県立中学校受験コース

小 5・6

算/国/理/適性

私立中学校受験コース

小4〜6

算/国/理

中高一貫コース

内部進学生

数/英/理

高校受験コース
大学受験コース

高校入試へ向けてスパート！

教科（選択制）

公立小学校準拠コース

中1〜3

中学 3 年生の新規入塾も受付させていただきます。
理科や社会、弱点教科のみの単科指導についてもご
遠慮なくご相談ください。

高1〜3

安心して通塾いただけるように

●詳細はお電話でお問い合わせ下さい。 ●受講案内の郵送も承ります。
小 中 高
一貫指導
個別学習塾

Tセミナー

海南市重根 970-1

まだまだ暑いですね〜！ 毎年の

録的豪雨など普通じゃない気候でし

ように異常気象だとかいっています

た。予想外の災害が起こる可能性は

が、皆様いかがお過ごしでしょうか？

多いにあります。
これからのシーズ

熱中症には気をつけてくださいね。

ン、
台風の上陸が増えてきますので、

今年は平年に比べて大幅に遅い

災害に備え、
準備をしておきましょう。

教室の壁・床・机やいす、ドアノブな
ど大勢が触れる場所に抗ウイルス・抗
菌コーティングを施工しております。

海南
IC

ガーデナーズジャパン

●

オークワ●

R
42

●ダイキ

今の季節では、夏の紫外線や暑さによる身体の疲れから、
髪のパサつきやカラーの褪色、枝毛や切れ毛、抜け毛などと
いった、髪や頭皮のトラブルを起こしやすくなります。
フェリーチェでは、一人一人の状態に合わせたヘッドスパや
トリートメントを用意していますので、ぜひ体験してください。

海南
東IC

しまむら

■営業時間／10：00〜17：30
■定休日／毎週木曜日

〒

海南駅

TEL.073-482-3333

それに伴いよりヘアケアを充実させ、
さらに居心地の良い空間を目指していきます。

阪和自動車道

和歌山県海南市南赤坂3-3

この度フェリーチェでは店舗内・外を一部リニューアルいたしました。

ガスト●

リニューアルキャンペーン

割引メニュー

カット＋カラー
カット＋パーマ
カット＋ストレート
トリートメント各種
ヘッドスパ各種

で 熱中症対策

暑い夏の水分補給におすすめ商品のご紹介いたします。
保冷25時間の機能性、デザイン性に優れた
「CORKCICLE」
。
お出かけの際の水分補給にぴったりの水筒です。
様々な色やデザインで、お好みの
「CORKCICLE」
は
いかがでしょうか？ギフトにも喜ばれますよ。
また、保温も約12時間と冬場でも活躍する優れものです。
新色も入荷しました。ご来店お待ちしております。

②抗ウイルス・抗菌対策

TEL073-499-7605

自宅でも気軽にできる有酸素運動の代表的なもの
が踏み台昇降です。台への上り下りを一定時間繰り
返します。段差を上り下りするだけなので、簡単に取
り組めます。専用の台がなくても低めのイスや階段、
雑誌を重ねたものなどでも代用できます。踏み台昇降
は筋肉への刺激が多く、特に太ももの筋肉やお尻の
筋肉が鍛えられます。足腰の強化におすすめ！

CORKCICLE

JR を利用して通学している生徒のみ
なさんにも無理なく通塾していただ
けるように月曜日から金曜日まで
シャトル便を運行しています。乗車
時間は片道約 8 分です。

数/英/化/生/物

踏み台昇降

梅雨明け、
特に九州などを襲った記 “備えあれば憂いなし”
ですよ！

①JR海南駅発着の無料シャトル便運行中！

数/英/国/理/社

有酸素運動

運動不足で体がなまって
きていませんか？ そこで、
スクラムおすすめの有酸素
運動・筋トレ・ストレッチを紹
介します。運動は免疫力を
高めたり、ストレスを解消し
たりできます。少しでも体
を動かすことを習慣づける
ことが大事ですよ！

集記
編後

中学受験

免疫力アップ！
ストレス解消！

材 料（2人分）
生鮭（切り身）…2切れ／まいたけ…1パック／塩こしょう…
少々／酒…大さじ2／バター…大さじ1／水…130ml／万
能ねぎ・ポン酢…各適量
作 り 方
① 鮭は塩こしょうを振っておく。まいたけは石付きを取り、
食べやすい大きさにほぐす。
② アルミホイルを30cmほどの長さに切り、2枚用意する。
ホイルの中央にまいたけの1/4量を広げ、鮭を1切れの
せる。さらにまいたけの1/4量をのせる。酒を半量かけ、
バターを半量のせて包む。これをもう１つ作る。
③ フライパンに②を並べ入れ、水を注ぎ、フタをして弱火
にかけ、15分蒸し焼きにする。できたらホイルごと器に
盛りつけ、万能ねぎを振り、ポン酢をかけたら完成。

スクラム編集部おすすめのひと味違ったレシピをご紹介！

健康で強い
体を作る！

至有田

￥9,130 → ￥7,700
￥9,900 → ￥8,250

￥14,300 → ￥12,100

スタッフ全員が親身で気さくなので
相談しやすいサロンです。

20%oﬀ
30%oﬀ

和ささらの会席

※この広告を切り取ってお持ちください。上記価格で施術させていただきます。※他の割引との併用不可
※掲載価格は税込価格です。※有効期限：2020年9月末日まで。

西松屋 ●

●

グリーン

●エバ

幡川店

●ダイキ

海南市幡川78-3（オークワ幡川店斜め向かい）https://www.tairan.info/salon̲info#i-felice

しまむら
●オークワ

■ 定休日 毎週月曜日・第3日曜日

I.C

●コメダ珈琲

予約優先制

パーマ・カラー/17：30 縮毛矯正 /16：30

松茸と鱧の会席
阪和自
動車道

■ 営業時間 9：00〜19：00

※新型コロナウイルス感染症
予防の為、店内はマスク着
用・除菌・換気などを徹底し
ています。お客様とスタッフ
の安心・安全のためにご協
力をお願いします。

海南東

TEL.073-497-8655

5,400 円

（税込）

お月見八寸
雪ウサギの刺身盛
● 鱧鍋
● サワラの西京焼き
● 松茸と鱧の土瓶蒸し
● 松茸のおこわ

和ささら

●
●

料理内容は天候等により変更になる場合がございます。

プリンスイン海南2階

073-482-8031

TEL.

○営業時間／午前十一時〜午後三時
午後五時〜午後十時
○定休日／月曜日・第四火曜日

第366号 2020年9月1日
（火）❸

快眠 ふとん屋 ヤマグチ 羽毛ふとんリフォーム相談会

紀三井寺開創1250年記念演劇
「千年前から、君を探していた」

5年以上お使いの方は要チェック！

日時 10 月 3 日（土）午後 1 時〜 / 午後 6 時〜（開場 30 分前）
10 月 4 日（日）午後 1 時〜 / 午後 5 時〜（開場 30 分前）
場所 海南 nobinos 内 ノビノスホール
料金 （前売）3,000 円（当日）3,500 円（配信）2,000 円

ふくらまない

えり元の汗ジミ

スカスカ片寄り

羽毛の飛び出し

（完全洗浄）

➡
シングルサイズからシングルサイズ
約1ヶ月で仕上がります

寝装・寝具

【お問い合わせ】
演劇街道きのくにプロジェクト☎090-6065-0470

海南・海草

南

お問合せ ☎
（０７３）
482・0285

市

□〒640-1174 海南市木津233-23
海南市歴史民俗資料館

■海南市歴史民俗資料館
「はたおり教室」

長年連れ添った夫婦の秘めた想いと愛を描き、
「泣ける！」

紀 美 野 町

たくり体験」
や「糸くり体験」、
「 はたおり体験」

■第15回紀美野町文化祭の開催中止のお知らせ
今年11月に開催予定の紀美野町文化祭は、

コースターを作ってみませんか。

新型コロナウイルスの感染状況を考慮し中止

◯日時／9月20日
（日） 午前9時〜

いたします。

◯場所／海南市歴史民俗資料館

■各地区公民館作品展示会の開催中止のお知らせ
小川地区と志賀野地区公民館で今年開催予

◯定員／先着20名

定の各作品展示会は、新型コロナウイルスの

◯材料費／300円

感染状況を考慮し中止いたします。

初めて明かす「真実」を、時にコミカルに、時に感動

nobinos HALL「君の音楽ライブ」
海南ノビノスにて開催！

的に描き出したこの作品をぜひご覧ください。

日時

「こんな夫婦になれたら」と話題を呼んだ作品。人生
の酸いも甘いも共に経験した夫婦が、猫の失踪を機に

日時

9 月 21 日（月・祝）
開場／午後 1 時

場所

場所

海南市民交流センター ふれあいホール

出演

◎ 9 月 1 日より右記にてチケット発売開始
用をお願いします。また、体調不良と思われる場合は、

カラー
フォーマル
セール

「ジミ・ヘンドリックス」

対象商品

２学期生
受付中

11

私立学校個別相談会

12

冬期講習

１月

私立合格特訓講座
私立直前予想テストゼミ

３月

公立直前予想ゼミ
公立直前予想テスト会

!!

小1

和歌山県海南市南赤坂5-3
TEL073-483-5211
海南 協和

たったひとつの

自分を伸ばす働きやすいお店です!！
※要美容師免許

※要理容師免許

一緒に楽しく
働きませんか

＊スタイリスト
25万円〜
＊Jrスタイリスト
20万円〜
＊アシスタント
13.5万円〜
＊パート
900〜1,000円/時

＊スタイリスト

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◎社内規定により各種保険有り
◎各種手当て有り ◎詳細は面談にて
まずはお気軽にお電話下さい。

（短時間でもOK）

□時間/9：00〜19：00（日祝8：30〜19：00）
□休日/月5日シフト制（1/1〜4は正月休み）

技術者
見習い

詳しくは
お電話ください

（有）坂部ブラシ

海南市九品寺465-2

☎073-487-1263

デイサービス

※介護保険サービス

自己意欲向上型サービスを取り入れています。
── 生きがい（目的・目標）が持てなくなった

大丈夫です！
！
ケアチーム大河のスタッフが一緒になってサポートさせて頂きます。
各自の趣味や特技を活かしての自身でやりたいリハビリを一緒にしましょう。
「やる気＝向上心」
「やる気＝健康体」

ブロードバンド予備校和歌山海南校

理 容

（午前の部）
8：30〜12：00

他 にはない

高3

新規スタッフ大募集

みその・COCO理美容

株式会社 協和

海南校 重根校 野上校 箕島校 吉備校 湯浅校 神前校

073−482−3101㈹

美 容

※不織布
の場合

パート募集

── 今まで出来ていた事が病気等で出来なくなった

▼

受験合宿

月

91

10

月

60

1,800円
税込 25,000円

税込

◎詳しくは下記までお問い合わせください。

483-5535 無休

TEL.

月

業務拡大予定につき

※半光沢紙
の場合

＊サイズ/5号〜25号＊

総合学院
資料請求・お問い合わせ・お申し込みは

A2ポスター
60㎝×6m 横断幕

【お問い合わせ】
海南ノビノス☎073-483-8739

冷暖房完備

等

例 下記価格はデータ持込価格です。※デザイン代別途

http://www.formal-aduma.com

私立合計
名
開智12 名・信愛 15 名
近附 11名・智辯 1名
他私立 21名
国・公立合計
名
桐蔭 4 名・向陽 5 名
海南 11名・星林 5 名
耐久 13 名・和高専 4 名 他

本部
海南校

■半光沢紙・マット紙・不織布に印刷できます

紳士
婦人服

海南店

2020年12月25日㈮まで

ポスター 横断幕 懸垂幕

3 割引

9/1〜9/30 迄

2020 高校入試合格者数

アクセスには中 3 になってから入塾
（塾は初めて）する生徒や他塾から転
塾してくる生徒がたくさんいます。み
んな最初は不安もあるようですが、す
ぐに慣れ、アクセス生の一員として受
験勉強に励んでいます。
（中 2 までの
苦手分野の克服補習など無料で実施）

印刷サイズ 最大1m幅×10m

カラーアンサンブル
（卒入対応）

集まれ!中3生!
本気で志望校を
目指すなら…

地域応援キャンペーン

スカート・ジャケット
・ワンピース

通称「ジミヘン」こと「ジミ・ヘンドリックス」です。地味で変
な人じゃないですよ。世界的に有名な永遠のギターヒーロー
です。活躍したのは60年代後半、同時期には「ビートルズ」や
「ローリングストーンズ」がいました。
しかし、デビューから4年
後、27歳の若さでこの世を去ってしまいます。
今ではロックギタリストの神的存在で、ギタープレイの凄
さはもちろん、ライブパフォーマンスは伝説となっています。
ギターを歯で弾いたり、ギターに火をつけたりと、
とにかく激し
くて度肝を抜かれます。興味のある人は映像を観てください。
もちろん曲もかっこいいですよ。
ロックは永遠に不滅です！

不良の方はご入場をお控えください。※入場の際はマスク着用、
アルコール消毒をお願い致します。※ホール内での飲食は不可。

大判プリント

Color
FormalSale

My Favorite Things

YOUR
SOUND
LIVE

※感染防止の為ソーシャルディスタンスをお願いします。※体調

【お問い合わせ】
海南市民交流センター☎073-492-4490

ご来場をお控えください。

ザ・ハニービーズ、
麦とホップステップジャンプ、
和歌山琉

風会、
SPREAD!!!!、
Haflat
（ハフラ）
、
Lukka、
Tina&Instants

©2019 西炯子・小学館／
「父さん、チビがいなくなりました」製作委員会

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、マスクの着

スクラムおすすめの
アレコレをご紹介！

開演／午前12時

海南ノビノス ホール
（海南市日方1525-6）

入場 無料
（入場制限有り）

料金 500 円（前売・当日共）全席自由・定員 200 名

私のお気に入り♪

9月22日
（火・祝）
開場／午前11時30分

開演／午後 2 時

☎487・3808

伝統文化のはたおり教室を開催します。
「わ

◯対象／小学生以上

〜今までも これからも 一緒に生きていくために。〜

Ｐ 当店北隣 B

（日）
の間に電話にてお申し込みください。

ができます。はたおりで自分だけのオリジナル

ふれあいシネマ
「初恋〜お父さん、
チビがいなくなりました〜」

JR

◯申込方法／9月9日
（水）
午前9時〜9月13日

イベントピックアップ
海

当店北隣ⒷⓅ

ミミー●
青天堂●

駅
海南

海南駅前通り２丁目

※水洗いクリーニングも承り中！
香苗は和歌浦出身の音大生、ピアニストを目指して音大に行った
がその夢は頓挫している。
ある日、彼女のもとに失踪した恋人からの手紙が届く。
「僕はまだあそこにいる。僕を探して」
その言葉で彼女は荷物をまとめ、故郷へ帰ってくることに。ところ
が、そんな香苗の周囲で、人々が失踪する事件が起こり始める…。
その事件の謎は 8 月 9 日の紀三井寺に隠されているようだった。

B

（有限会社 山口ふとん店）

ヤマグチ

（http://kw-planning.com/trk-project/）

歌山
至和

※詳しくは公式サイトでご確認下さい。

19,800 円＋税〜

おためしキャンペーン！

ご安心下さい
羽毛ふとんはリフォームできます！
解体→洗浄→充填＆仕上げまで
丁寧に仕上げてお届けします。

幸龍創房・黒江ぬりもの館

After

Before

でも、すてるのはもったいない！

〈チケット取り扱い〉紀三井寺納経所・海南市物産観光センター・

紀三井寺にて制作発表記者会見（8 月 2 日）

プレミアムダウンウォッシュ仕上げで安心

こんなお悩みありませんか？

精神的にも身体的にも元気になって生きがい（目的・目標）を持って過ごして
頂きたい。それがケアチーム大河が取り組む自己意欲向上型サービスです。

ケアチーム大河の自己意欲向上型サービス例
地域の方々と共に歩んでいきたいと思い始めて早８年目。安心した入浴介助や皆と
共に栄養コントロールされた昼食を皆と食して頂いています。
（1日の食費は350円）
１日定員１８名の地域密着型のデイサービスになります。

随時、見学・
お試し利用を
受付させて
頂いています

（歩合制）

35万円〜
16万円〜

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

□時間/8：30〜19：30
□休日/月5日（1/1〜4は正月休み）

483-5117

和歌山・海南・楠見・箕島・湯浅 Tel. 073JR和東口・御坊・有田川店
http://www.coco-misono.jp/

パチンコ

大河農園

カラオケルーム

（通信カラオケ）

株式会社大河/ケアチーム大河

本格手芸教室

代表者

前田 俊和

音活クラブ

所

在

魚釣り

（施設内からの海・釣り堀）

海南市名高474番地

TEL:073-483-6066 FAX:073-483-6077
E-mail:info@taiga0402.jp URL:http://taiga0402.jp

❹ 第366号 2020年9月1日
（火）

作：香月 にいな

「どうした？ 最近、楽しそうだな。マスクしてて
も分かるぞぉ。こりゃ、恋か？」
いつも通りデスクに向かっているはずの希が、
よりによって専務に茶化された。
「いえ、伊佐治工房に代わる新しい仕入れ先が
決まって、安心したからです」
「ツレないねぇ。プライベート公開は自粛ってか？
ま、寿退社という時代でもないし、希ちゃんは
取引先からも評判いいしさ、会社としても長く働
いてくれたら嬉しいよ」
「ちゃん」 付けなんて希の性に合わないが、
入社以来、ここではずっとそう呼ばれている。
専務は社員やパートの人も全員、名前で呼んで
いるものだから、もうその流れに身を任せた。
専務は何を察したというのだろう。
今日までに至る、この１ヵ月の彼とのやりとり
が、それに値するかについて、希は考えてこな
かった。それを耳にした途端、脳裏に浮かんだ
のは衣美子の顔と、今夜、焼き鳥を一緒に食
べに行くのは、衣美子の「元カレ」という事実
だった。二人が別れた春から、未練を残したま
まの衣美子が彼を吹っ切るまで、ずっと寄り添っ
て励ましていたのは他でもない、希だった。ま
さか、それを意識しているからなのだろうか、海
外出張中の衣美子から連絡があった時も、今夜
のことについては、話してこなかった。

vol. 28

枝を少し切りつめる弱剪定を行ないま
す。大きさは春バラに比べて少し小さ
めですが、香りは強くなります。剪定し
た時に合わせて台風対策の支柱を付
けると強風で枝が折れることも少なく
なります。水菜や春菊などの葉菜の種
まきや玉ネギやカリフラワー、ニンニ
クの植え付けもしやすい時期です。秋
雨の影響による病害の発生も考えた
畑作りも大切で、多湿を嫌う野菜が多
いのでその点も注意しましょう。
楽しいガーデニングをお楽しみくだ
さい。
ガーデナーズジャパン

海南警察署からのお知らせ
事故注意 帰宅急ぎし 秋の夕暮れ

応

募

方

法 インターネットからも応募OK！

A. D

右記3択クイズの答えをA・B・Cの中から選び、住所、氏名、年
齢、電話番号を明記の上、ハガキ・FAX・ホームページで応募
をお願いします。正解者の中から抽選で5名様にamazonギ
フト券2,000円分を差し上げます。
【〆切】令和2年9月15日
（火）
消印有効

前回の
答え

■ 宛 先 〒642-0017 海南市南赤坂5-3
ツーカイネットスクラム
「スクラムQ係」
まで

シリーズ

正解は…

わってゆきましたが佇まいはあまり変わっていない
と思われます。写真は昭和４０年代頃の伊太祈曽駅。
今は駅舎とホームの間に踏切や柵がありますが建物
などはあまり変わっていません。現在は有形文化財
に指定されている木造検修庫横に佇む正面二枚窓
の車両は２０１か２０２だと思います。和歌山鉄道時代
に新造された昭和一桁生まれの車両です。

伊太祁曽神社 禰宜 奥 重貴
☎０７３-４７８-０００６

（写真：風間克美様撮影）

英会話 ワンポイントコーナー
September（9 月）です。11 月のアメリカ大統
領選が近づき反トランプという言葉を見聞きするこ
とが多くなりました。それで、今月は反トランプの
反をとって、反…反意語で行きたいと思います。次
の①〜⑩の名詞の反意語を言って下さい。
（答えは
下です。） ① attack（ 攻 撃 ） ② increase（ 増 加 ）
③ income（収入）④ optimist（楽観主義者）⑤
virtue（美徳）⑥ summit（頂上）⑦ time（時間）
⑧ theory（ 理 論 ） ⑨ construction（ 建 設 ） ⑩
production（生産）言えましたか？反意語も覚えて

Revic 代表 Akira Kodama

答え ① defense ② decrease ③ expense ④ pessimist ⑤ vice ⑥ bottom ⑦ space（空間）⑧ practice
⑨ destruction ⑩ consumption

レンタルDVD映画ランキング

8月現在

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

直木賞受賞作品

救急車は地域の限られた救急資源
救急車を正しく利用し、緊急性の低い場合の利用は避けましょう。

火事・救急は 119
全国統一防火標語
「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」

協力：ブックス青天堂

「ヲタクに恋は難しい」
「犬鳴村」
「1917 命をかけた伝令」
「ナイブズ・アウト 名探偵と刃の館の秘密」
「スキャンダル」
「カイジ ファイナルゲーム」
「パラサイト 半地下の家族」
「僕のヒーローアカデミア」
「HiGH&LOW THE WORST」
「仮面病棟」

協力：TSUTAYA WAY 海南店

一般社団法人 日本塗装工業会

有限会社

阪口塗装

しませんか

45年の 安心・実績 防水
屋根・外壁の
リフォームは 当社 へ！

耐震診断

きれいで
長持ち

住宅リフォーム
事業者団体

☎ 073-483-5631

大切なお家の

塗装

創業

国土交通大臣登録

8月現在

★今後のリリース予定★
9/2
「サヨナラまでの30分」
9/9
「ミッドサマー」
「弥生、三月 −君を愛した30年−」
携帯から簡単無料登録OE-net会員募集中
☆http://www.oe-net.jp/へ今すぐアクセス☆

☎ 073-482-0115

地元で生まれ、育ち皆様に愛されて

国土交通大臣（13）第 1968 号
和歌山県宅建協会会員

vol.196

語彙力をどんどん付けて行きましょう。
さて、話は大統領選にもどりますが、今回も感性
の面から予測したいと思います。皆さんに聞きたい
です。民主党大統領候補のバイデン氏よりも副大統
領候補のハリス氏の方がカリスマ性が高いと感じて
しまうのは私だけでしょうか？このことが、後々バイ
デン氏にプラスになるとは思えず、１＋１が２ではな
く、０になるような気がします。前回、外れたので
今回は少し謙虚に…たぶんトランプ氏勝利！んーやっ
ぱりズバッと、トランプ氏勝利〜 !!

See you next month!

海南市消防本部からのお知らせ

株式
会社

178

和歌山電鐵本社のある伊太祈曽駅。山東軽便鉄

家族のために犯罪に手を染めた男。
拾った犬は男の守り神になった―男
と犬。
仲間割れを起こした窃盗団の
男は、
守り神の犬を連れて故国を目
指す―泥棒と犬。
壊れかけた夫婦
は、
その犬をそれぞれ別の名前で呼
んでいた―夫婦と犬。
体を売って男
に貢ぐ女。
どん底の人生で女に温
もりを与えたのは犬だった―娼婦と
犬。
老猟師の死期を知っていたかの
ように、
その犬はやってきた―老人と
犬。
震災のショックで心を閉ざした少
年は、
その犬を見て微笑んだ―少年
と犬。
犬を愛する人に贈る感涙作。

485-3222
☎（073）

C. 87

問題の駐車場を上下逆にして見てみると… なんと左か
ら順番に番号が振られていました。正解はC.87でした。

道開業時は山東駅でした。駅名は変わり、会社も変

★『少年と犬』 馳星周（著）文藝春秋 1,760円

売却物件
募 集 中

C. S

和歌山電鐵貴志川線の 魅力探険

第163回

車の運転者は、早めにヘッドライトを点灯し、
ハイビームを活用しましょう。
歩行者は、明るい服装や反射材を身につけ、安全確認を徹底しましょう。

B. K

【ヒント】一番右の S が青色で、問題の？が赤色です。
これと同じようなものが周りにないですか？

※当選者の発表は景品の発送をもってかえさせていただきます。

おすすめBook

困った時は、
すぐに連絡してね。
海南警察署
☎482-0110

？M T W T F S

3択クイズに答えるだけで抽選で賞品が当たるよ！
あなたも難問クイズに挑戦してみよう！

９月のお庭の作業
９月は台風の影響を受ける時期です
が、後半は気候も落ち着いて園芸作業
もしやすく、種まき・球根の植え付けや
宿根草の株分け、挿し芽などの作業が
しやすい時期になります。球根は植え
付けには少し早いですが、チューリッ
プやスイセンなどの人気品種はすぐに
売り切れになります。早めに購入して
涼しい風通しの良い場所に保存して、
涼しくなったら植え付けましょう。
四季咲きバラは９月上旬までに剪定
して合わせて肥料を施すと10月に花
を咲かす事が出来ます。花の咲かな
い枝や弱った枝を切り戻し、春の開花

問 題

？に入るアルファベットは何でしょう？

98

‐

第二章 ～紅梅～ ⑥

クイズに答えて賞品をゲット！
！

I6 06 68 88

‐その
13

疲れ切ったエアコンの排気音だけが、キー
ボード入力と印刷の音の隙間に埋まっていく。
ピーピーピーピー……ピーピーピーピー……
専務の視線が、希に刺さった。
「あ、トナー、取って来ます」
「助かるよ、希ちゃん」
専務は、トナー交換を覚えない。それが自分
の印刷に関わる事であろうと、その作業は自分
以外の者の為の仕事であり、境界を守ってか、
断固として動かない意思を貫いてくる。
今のこのタイミングで、上手く席を外せること
は、希にとっては救いだった。倉庫に入るや否や、
スマホをポケットから取り出し、確認する。やはり、
コウちゃんから来ていた。
《今日は楽しみにしています。予約、入れてます。
では、現地に 19 時に》
マスクを外した希は、呼吸を落ち着かせ、
《 焼
き鳥は好きですか？ 》と誘われたあの日から今ま
でのトークを辿った。私信の 9 割がコウちゃんで占
められている。お互いのペースで、それでいて 1 日
と空けずに、他愛のない話が続いていた。これが
専務の定義するそれに該当するかは別にして、当事
者の目から冷静に見ても、そこには、明らかにやりと
りを楽しんでいる２人がいた。共通項であったはずの
「衣美子」の名前は、どこにも無かった。あえてそ
れに触れて来なかったのは、
希だけではないはずだ。
「希ちゃーん、ついでに A4 用紙もー！」
専務の大きな声が、 階下まで響き渡った。
慌ててスマホをポケットに戻そうした瞬間、また
通知があった。
《 来月、帰れることになった！また、希の好きな
焼き鳥、食べに行こ♪ 》
衣美子が、帰ってくる。
（続く）

耐震改修に関する補助金制度など詳しくは当社まで

㈱星田建設 TEL（073）482-8281

和歌山県海南市多田408番地

海南市重根 258-5

0120-533-218

（代）

http://www.hoshida-home.com

http://www.sakaguchitosou.com/

昆布とカツオとそうだ節で 14 日 ・28 日 ちゃんぽんをご注文された方に
ダシ汁をとった 次え回る ちゃんぽん
使
半額券 プレゼント!!
1杯
和風のちゃんぽんです。
※半額券が使える対象は、豚ちゃんぽん・イカちゃんぽんです。
【海南営業所】

海南市木津 292-9

オロチョン

海南東部運動場入口スグ

料理人の技術と選び抜いた本物の味をお弁当に…
料理長とスタッフの、心のこもったお料理をお届けしています。

900

￥

美容室

￥

11,000

￥

あどん

9,500

12,000

︵税抜︶

12,000

￥

ふんわりゆる巻
（形状記憶）

￥

パーマ⊕ヘアカラー

やわらかストレート

︵税抜︶

野上工業団地

カラーストレート

7,800

︵税抜︶

↓至紀美野

http://chanpon-sarashina.net

︵税抜︶

☎（073）488-6448

︵税抜︶

営業時間 9：00〜17：00

8,500

￥

デジタルパーマ
︵税抜︶

五色台聖苑
●

海南市七山 1495-3

5,000

︵税抜︶

NAGOMI

縮毛矯正と
ヘアカラーが
同時にできる

海南市・紀美野町・紀の川市
貴志川近郊エリアに配達

お届け料理

セブン●
イレブン

→至桃山

NAGOMI

←至海南

お届け料理

R424

月の
オススメ

七山交差点

OPEN/
平 日11：00〜14：30 17：30〜23：30
土日祝11：00〜15：00 17：00〜23：30

ヘアカラー⊕カット パーマ⊕カット

９
至貴志川↑

︵税抜︶

9月
限定

メニューは様々な行事に合わせてご用
意させて頂きます。会議や法事・慶事
料理、普段の食卓にもお届けします。
週替わり御膳（￥1000税込）
は毎週土
日限定の各20食となります。
お早めにご予約ください。

￥

根元やわらかストレート
⊕毛先デジタルパーマ

￥

TEL.483-7572 ［あどんくらぶ］
TEL.489-6666
［海南店］
チケットお持ちのお客様に限り2020年9月14日まで有効

