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はるかな時を越えて︑今 ││
む へんしん ぼ さつ

無辺身菩薩（称名寺）

だ

にょ らい

どうちがう？
色んな姿の仏像
仏像といってもその姿は様々︒
その意味を知れば︑仏様の思いを身近
に感じられるかもしれません︒

仏様の姿のうつりかわり

か

高野山開創１２００年記念特別展
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和歌山県立博物館主査学芸員
おお こ うち

大河内

月 日︵土︶
﹃有田地域の仏教事情﹄

にし

有田市郷土資料館学芸員
てら

寺 西
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月 日︵土︶
﹃円満寺出土銅造
十一面観音懸仏が語るもの﹄
有田市郷土資料館学芸員
よし

吉 田
時間／午後１時

会場／文化福祉センター
３階大会議室
※入場無料
※申し込み不要

郷土資料館の臨時休館の
お知らせ
臨時休館日
９月９日 水( 〜)９月 日 金(
月２日 月( 〜) 月９日 月(
※火曜日は通常休館日
郷土資料館
℡
３２２１
問

ぼ さつ

ぜひお越しください︒
だい せい し

◀大勢至菩薩︵称名寺︶

)

有田市の仏像について知識を深
めてみませんか︒
また︑記念講演も行いますの
で︑ぜひご参加ください︒
開催期間／９月 日 土 〜)
(
月１日 日( )
午後９時 分〜午後５時
※入場は午後４時まで

記念講演
開催日・内容・講師
９月 日︵水・祝︶
﹃有田のみ仏を知ろう﹄

かわ

有田市文化協会美術工芸部長
なり

成 川
月３日︵土︶

氏

会場／郷土資料館
文(化福祉センター内
※入場無料

30
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﹃ 有田川下流域の仏像と地域史﹄

10

仏像の
世界に触れて
仏像にあまりなじみがないという方も
多いのではないでしょうか︒
仏像といえば京都や奈良のイメージが
強いですが︑有田市にも古くは平安時代
に制作されたとみられるものなど︑貴重
な仏像が多く保存されています︒
そこで今回高野山開創１２００年を記
念し︑それらの仏像を集めた特別展を開
催します︒
有田の仏像は︑この地に深く根ざし︑そ
して有田に住む人々を見守っています︒
そこからは仏像を大切に守ってきた
人々の存在も感じさせてくれます︒
仏像と人との交わりや︑その姿に込め
られた意味など︑仏像の世界に触れてみ
ましょう︒

仏像と人との交わり

み

しゃ

郷土資料館

長い歴史の中で︑仏像は多くの人たち
によって大切に守られてきました︒
時代が変わっても︑仏像に寄せる人々
の祈りや思いは同じ︒
この機会に仏像をじっくり見つめ︑仏
像世界の豊かさを感じてください︒

あこが

仏教や仏様と
いうと﹁何か古
くさいもの﹂と
思う人がいるか
もしれません︒
しかし︑お釈迦様の教えは︑この世
の中のすべてのことには原因がある
と説いています︒すなわち︑非常に
合理的で科学的な教えです︒その教
えを人々が心に深く刻むために︑仏
様を拝むのです︒
仏様の姿も時代によって変化しま
す︒空海 が開いた真言宗では大日如
来という仏様 が大切にされました︒
やがて極楽浄土に憧れるようになる
と阿 弥陀 様 が好まれ︑その後さらに
自分たちを救うためにやってきてほ
しいと思うようになると︑立ち姿の阿
弥 陀 様 が拝まれました︒このように
時代によって仏様の姿も変わります︒
今回市指定文化財の仏様を一堂に
展示します︒有田地域の長い歴史を
仏様の姿を通して見つめ直してみて
はいかがでしょうか︒
てら にし さだ ひろ

19

30

仏像はなじみ深いようで︑遠い存在︒
日々仏像と関わっているお寺の住職さ
んはどのような気持ちで仏像と向き合っ
ているのでしょうか︒

あ

大日如来は︑弘法大師空海が日本に伝
えた密教で生まれた如来様で︑宇宙の中
心にいて︑絶対的な力を持つと考えられ
ています︒１２００年前︑有田に空海の宗
派 が伝わっていたことを私たちに教えて
くれます︒

阿弥陀様は現世の私たちの心を救済す
るとともに︑亡くなった後︑極楽の世界
に連れて行ってくれる仏様だと言われて
います︒阿弥陀如来は座っている姿が多
いのですが︑この仏像は立っています︒
これは私たち人間を救済するために立ち
上がっていると考えられています︒
優しい思いが伝わってきますね︒
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寺西貞弘学芸員

11

11

大日如来座像
（安養寺）

10

10

11

│得生寺の阿弥陀如来立像はいつご
ろつくられたものですか？
│室町時代に制作されたといわれて
います︒私はこの寺の 代目とし
て︑守っていく使命があると感じ
ています︒
そしてお参りしてくださる人たち
も仏像を維持するために協力して
くれています︒お寺と︑まわりの
人々とともに︑これからも仏像は
守られていくのだと思います︒

い とう こう せき
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きん ぱく

伊藤光碩 住職
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17

82
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│日々の仏像の手入れはどのように
されているのですか？
│金箔が貼ってあるので︑拭いたり
はせず︑ほこりををそっと払いま
す︒
│毎日の決まり事はありますか？
│毎朝仏様にごはんとお水を供えて
います︒その時は手を合わせ︑無
心になって仏様と向き合います︒

得生寺

阿弥陀如来立像
（得生寺）

39

情報ありだ

有田市の人口世帯数
（平成 27 年 7 月 1 日現在）

人口 29,945 人（前月比− 56 人）
男 14,242 人 女 15,703 人 世帯数 11,896 戸

Active Arida Tooics

有田市の施策やまちの話題など…

問

有田市職員採用試験案内
職種
一般事務職
Ⅰ

採用人員
６名

一般事務職
Ⅱ

１名

土木技術職

１名

建築技術職

１名

保育士

２名

消防職

１名

総務課 (内線２１２・２１３)

受験資格
昭和56年４月２日以降、平成10年４月１日まで
の間に生まれた方
昭和56年４月２日以降に生まれ、図書館法第５
条に規定する司書の資格を有する方又は平成28
年３月末日までに資格取得見込みの方
昭和51年４月２日以降に生まれ、土木の専門課
程（準ずる課程を含む。）を修了した方又は平
成28年３月末日までに修了見込みの方
昭和51年４月２日以降に生まれ、建築の専門課
程（準ずる課程を含む。）を修了した方又は平
成28年３月末日までに修了見込みの方
昭和51年４月２日以降に生まれ、保育士資格を
有する方又は平成28年３月末日までに資格取得
見込みの方
平成３年４月２日以降、平成10年４月１日まで
の間に生まれた方

※次のいずれかに該当する方は、受験できま
せん。
・日本国籍を有しない方※保育士を除く
・地方公務員法第16条（欠格条項）の規定
に該当する方
採用予定日／平成28年４月１日
試験期日／第１次試験 ９月20日（日）
受付期間／８月３日（月）〜８月17日（月）
午前８時30分〜午後５時15分
※土・日を除く
募集要項、受験申込書
市役所４階総務課にて配付します。
募集要項は、市ホームページにおいても、
ご覧いただけます。

有田市役所 職員募集

歯をいつまでも大切にしよう！
平成26年度に実施した３歳６ヶ月児歯科健診受診者187
しら くら

た

ず

あゆ

な

組中、親子そろって虫歯がなかった白倉多寿さん・歩 奈
ちゃん親子が「家族でよい歯のコンクール」に推薦され、
有田歯科医師会長・湯浅保健所長より表彰されました。
おめでとうございます。

地元みんなでおもてなし

検索
索

７月６日（月）宮原駅前にて「駅前マナーアップ・ク
問

有田市立病院職員採用試験案内

リーンアップ活動」として、あいさつ運動、清掃活動そ

市立病院 ℡８２-２１５１

して駐輪マナーアップ活動が行われました。これは宮原
職

種

採用人員

薬剤師

２名程度

看護師または准看護師 ７名程度
訪問看護師

４名程度

作業療法士

２名程度

作業療法士または理学療法士 ２名程度
（訪問看護ステーション専属）
言語聴覚士

１名程度

事務職①
（係長級）

１名程度

事務職②
（係長級）

１名程度

受験資格
昭和 46 年４月２日以降に生まれ、薬剤師免
許を有する方又は免許取得見込みの方
昭和 36 年４月２日以降に生まれ、看護師
免許又は准看護師免許を有する方又は免許
取得見込みの方
昭和 36 年４月２日以降に生まれ、看護師
免許を有する方
昭和 51 年４月２日以降に生まれ、作業療法
士免許を有する方又は免許取得見込みの方
昭和 51 年４月２日以降に生まれ、作業療
法士免許又は理学療法士免許を有する方
昭和 51 年４月２日以降に生まれ、言語聴覚
士免許を有する方又は免許取得見込みの方
昭和 46 年４月２日以降、昭和 53 年４月
１日までに生まれ、公認会計士又は税理士
事務所での実務経験年数が２年以上の方又
は企業会計実務経験が３年以上の方
昭和 46 年４月２日以降、昭和 53 年４月
１日までに生まれ、医事実務経験が 10 年
以上の方

※免許取得見込者で採用日において免許
を取得できない場合は、採用を取り消し
ます。一般事務職の経験年数は、7月31
日現在とします。また、採用にあたり経
験証明書を提出していただきます。
受験できない方
・日本国籍を有しない方※一般事務職員のみ
・地方公務員法第16条（欠格条項）の規
定に該当する方
採用予定日／平成28年４月１日
試験期日／９月20日（日）・27日（日）
の２日間
受付期間
８月３日（月）〜８月28日（金）
午前８時30分〜午後５時15分

小学校児童会が校外ボランティア活動として他の機関と
連携して実施。駐輪場では２人１組で声をかけあって自
転車を持ち上げ、きれいに並べていきました。国体で訪
れるお客様のためにおもてなしの準備をしています。

除虫菊が結ぶ縁
明治時代に除虫菊の栽培が有田市から広島県尾道市へ
みつのしょう

広がりました。そしてこの３月、尾道市立三 庄小学校

※土・日を除く

の閉校式に子どもたちが除虫菊の種を風船に結んで飛ば

※郵便は８月28日（金）必着

したところ、４月に千田のみかん畑に飛来しているのが

募集要項、受験申込書、実務経験申立書
市立病院医務課にて配付します。
募集要項は、市立病院ホームページにお
いても、ご覧いただけます。

発見されました。発見した村上さんは「すごい偶然に
びっくりしています」と語っていました。

問

有田周辺広域圏事務組合職員採用試験案内

職種

採用人員

一般事務職

電気技術職

１名

１名

受験資格
昭和 55 年４月２日以降
平成 10 年４月１日までの間に生まれ
た方
昭和 55 年４月２日以降
平成 10 年４月１日までの間に生まれ
た方

※次のいずれかに該当する方は、受験できません。
・日本国籍を有しない方
・地方公務員法第16条（欠格条項）の規定に該当する方
採用予定日／平成28年４月１日
試験期日／10月18日（日）
受付期間／８月３日（月）〜８月31日（月）
午前８時30分〜午後５時15分
※土・日を除く

こどもル ８

スマイ

ます !

紹介し

んを
お子さ

10月生まれのお子さん（就学前）
を募集しています

※郵便は８月31日（金）必着

やま さき

氏名、生年月日、住所、電話番号、メッセー
ジ（50 字以内）を添えて、お申込みください。
応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
申込方法／郵便・メール・持込
締切／８月 31 日（月）

・

問

募集要項、受験申込書
市役所３階有田周辺広域圏事務組合事務局にて配付し
ます。
募集要項は、有田周辺広域圏事務組合ホームページに
おいても、ご覧いただけます。

まれ

月生

の

っぱい

元気い

申

※技術職は採用後、施設の維持管理及び作業に携わっていただきます。
※他の職種との併願、受付後の職種変更はできません。

有田周辺広域圏事務組合 ℡８３-４４９１

秘書広報課（内線２０５）

あ

れん

いけ

はる

せ

小池 悠生ちゃん
（５歳）

おしゃべりが大好きで、たくさ
んお手伝いをしてくれる優しい
娃憐ちゃん。これからも元気に
育ってね。

５歳になり、楽しみにしていた
スイミングデビューしました!!
やさしくてかっこいい男の子に
育ってね!!

住所 〒 649-0392 有田市箕島 50 有田市役所 秘書広報課あて
⑤ 広報ありだ 2015.8

こ

山﨑 娃憐ちゃん
（３歳）

にし

西

かん

な

柑奈ちゃん
（５歳）

☆５歳のお誕生日おめでとう☆
健康で明るく、心優しい子に
育ってね。

Mail hisho@city.arida.lg.jp
広報ありだ 2015.8 ④

情報ありだ

お知らせ
有田市議会議員一般選挙
告示／８月 日︵日︶
投票日／９月６日︵日︶
投票時間／午前７時〜午後６時
※開票は︑６日午後８
時から箕島中学校体
育館で行われます︒
投票できる方

身体障害者のみなさん

身体に重度の障害のある方︵身体障
害者手帳等を交付されている方で︑一定
の要件に該当する方︶は︑郵便等による
不在者投票をすることができます︒
その際︑﹁郵便等投票証明書﹂が必
要です︒対象者でまだお持ちでない方
は︑市選挙管理委員会に備えている
﹁郵便等投票証明書交付申請書﹂に対
象者自身が署名し︑身体障害者手帳等
を提示して早い機会に申請してくださ
い︒投票用紙・封筒の交付請求は投票
日の４日前までです︒
詳しくはお問合せください︒
選挙管理委員会︵内線２４７︶
問

﹃おくりもの﹄という言葉が入った名
称を応募していただいた 名の方々は
市ホームページに掲載しています︒
たくさんのご応募ありがとうござい
ました︒なお︑秋頃より販売する予定
です︒
経営企画課︵内線３２２︶
問

臨時福祉給付金
臨時福祉給付金は︑平成 年４月の
消費税率引上げによる影響を緩和する
ため︑所 得 が 低い方 々に対して︑暫 定
的・臨時的な措置として実 施するもの
です︒本年度も臨時福祉給付金が支給
されます︒
給付対象者／平成 年度分の市民税が
課税されない方︒
※ただし︑ご自身を扶養している方が
課税されている場合や生活保護制度
の被保護者となっている場合などは
対象外です︒
給付額／対象者ひとりにつき６千円
※給付金の申請方法等は 月頃お知ら
せする予定です︒
※給付を装った﹁振り込め詐欺﹂や﹁個
人情報の詐取﹂にご注意ください︒
市や厚生労働省などがＡＴＭの操作
をお願いすることはありません︒
福祉課 内(線２８９︶
問

児童扶養手当・特別児童扶養手当
届出は忘れずに

続きをしてください︒
手続きが遅れますと８月以降の手当
が受けられなくなりますのでご注意く
ださい︒
問 児童扶養手当
福祉課子ども係︵内線３９４︶
特別児童扶養手当
福祉課福祉係︵内線２８４︶

訪問看護療養費等が助成対象に
重度心身障害児者医療費︑乳幼児医
療費︑ひとり親家庭医療費︑子ども医
療費の受給者証をお持ちの方につい
て︑今まで自己負担助成の対象外で
あった﹁訪問看護療養費﹂及び﹁家族
訪問看護療養費﹂が新たに助成対象と
して追加されます︒
助成開始／８月診察分
問 重度心身障害児者医療費
福祉課福祉係︵内線３６４︶
その他医療費
福祉課子ども係︵内線３９４︶

がん検診無料受診券を送付します
有田市が実施するがん検診の無料受
診券を８月下旬に︑今年度対象となる
方︵男性 歳以上︑女性 歳以上︶に
送付します︒がん検診を受診される場
合︑忘れずにお持ちください︒
なお︑受診券がお手元に届く前でも
がん検診を無料で受診できます︒各検
診︑年度内で１回の受診となっていま
すので︑複数回受診されないようご注
意ください︒
問 保健センター ℡
３２２３

をお願いすることは一切ありません︒

求することは一切ありません︒
● 日本年金機構がお客様にＡＴＭの操作
●電話やメールでお客様の個人情報
︵家族構成など︶を確認することは
ありません︒
ご不審な点があれば︑ご遠慮なく専
用電話窓口︵フリーダイヤル︶まで︒
０１２０ ８１８２１１
受付時間／午前８時 分〜午後９時
※ 月末まで設置の予定です︒
平成

年度鳥獣害防護柵
設置支援事業
イノシシなどによる農作物の被害を
低減し︑農業振興を図ることを目的とし
て︑田畑への防護柵設置に要する資材費
の一部に対して補助を行う予定です︒
平成 年度において︑農家２戸以上の
共同で防護柵の設置をお考えの方は︑補
助対象になる可能性 がありますので８
月 日︵月︶までにお問合せください︒
有田みかん課︵内線２６７︶
問

園芸施設共済について

ほ

てん

自然災害などでビ
ニールハウス・ガラス
室等の施設が被害を受
けた時︑損害を補填
し︑農家の経営をバッ
クアップします︒農家
の皆さんの負担を軽くするため︑掛金
の半分を国が負担しています︒加入を
お考えの方はお問合せください︒
問 和歌山中部農業共済組合
℡
５１２１

広報ありだ 2015.8 ⑥
「大丈夫？」 その一言で 救われる

有田市ボトルウォーターの名称は
﹁有田日和 ︵ありだびより︶﹂に決定

ボトルウォーター

か

児童扶養手当や特別児童扶養手当を
受給している方は︑毎年８月中に現況
届を提出していただくことになってい
ます︒印鑑と証書をご持参のうえ︑手

預貯金などの勘案

支払われますが︑在宅で生活される方
との公平性を図るため︑８月より次の
要件が新たに追加されます︒本市から
の申請のお知らせが届いている方で預
貯金など各要件に適合する見込みの方
は︑８月中に申請してください︒
※負担限度額認定申請時には︑預貯金
等の金額が確認できる通帳の写しな
どが必要になります︒
追加要件
預貯金や信託︑有価証券などが単身
で１千万円︑夫婦で２千万円を超え
る場合は︑対象となりません︒
配偶者の所得の勘案

世帯分離しているなどで住民票上︑
異なる世帯であっても︑配偶者の所
得を含めて判定します︒
高齢介護課︵内線２９９︶
問

﹁年金情報流出﹂を口実にした
犯罪にご注意ください！

40

有田市の良質な水道水のＰＲ及 び災
害備蓄用として活用する有田市ボトル
ウォ ー タ ー と
炭 酸 水 ︒そ の
名称を募集
し た ところ︑
全国 各 地 より
８２７件もの応募をいただきました︒そ
の中から厳正なる審査をし︑次の名称に
決定しました︒

はる

﹃〜みかんの里のおくりもの〜
有田日和﹄
炭酸水

はやし

﹃〜みかんの里のおくりもの〜
有田日和 しゅわっ﹄
採用者は﹃有田日和﹄を応募していた
だいた林 遥香さん︵有田川町︶に決
定しました︒なお︑﹃みかんの里﹄と

高齢介護課︵内線２９９︶

日本年金機構において︑職員の端末
に対する外部からのウイルスメールに
よる不正アクセスにより︑保有してい
る個人情報の一部が外部に流出したこ
とが判明しました︒該当するお客様に
は︑基礎年金番号を変更させていただ
き︑万全の対処を期す方針です︒
この年金情報流出事案に関して次の
ようなことはありません
●日本年金機構や年金事務所からお客
様に電話やメールをするようなこと
はありません︒基礎年金番号の変更
に関するご連絡は︑該当者様に後
日︑文書をお送りします︒
●日本年金機構からお客様にお金を要

20

82

30
−

高額介護サービス費の
上限額が変わります
同じ月に利用した介護保険サービス
の利用者負 担を合算し︑上限 額を超え
た分は︑申請により後から支給します︒
医療保険制度における現役並み所得者
に相当する方は︑高額介護サービス費
の自己負担の限度額が １ヵ月当たり
３７︐２００円から４４︐４００円に
引き上げられます︒その他の限度額に
変更はありません︒

問

特定入所者介護︵予防︶サービス費
の適用要件が変わります
介護保険施設などの入所に係る費用
のうち居住費と食費は︑所得の低い方
に対して自己負担の上限額が設けられ
ています︒これを超えた分は︑申請に
より︑﹁特定入所者介護︵予防︶サー
ビス費﹂として介護保険から施設等に

28

28

10

31

27

25

26

10

住所要件／平成 年５月 日以前から
引き続き有田市に居住︵住民登録︶
されている方︒
年齢要件／平成７年９月７日以前に生
まれた方︒

※すべて無料。
※事前に電話にてご予約ください。
※ナイト健診では胃がん検診は実施しており
ません。

!!

※現役並み所得者とは、同一世帯に市民税課税所得１４５万円以上
の第１号被保険者（65 歳以上）がいる方。ただし、同一世帯内の
65 歳以上の方の収入合計が５２０万円未満（単身は３８３万円未
満）の場合は、申請により３７，
２００円が負担上限額になります。

期日前投票

９月24日（木）

特定健診

15,000円
生活保護の受給者

15,000円
（個人）
・合計所得金額と課税年金収入
額の合計が80万円以下の方
・老齢福祉年金の受給者

投票日の当日︑仕事や旅行︑用務な
どで投票できない方は︑期日前投票を
することができます︒
日時／８月 日︵月︶〜９月５日︵土︶
午前８時 分〜午後８時
場所／市役所３階会議室
※期日前投票をされる方は︑入場券を
もって投票してください︵入場券が
未着又は紛失の場合でも︑選挙権が
あれば投票できます︶︒

午後６時〜７時
保健センター
（ナイト健診）
10月６日（火）

対象者／ 〜 歳の国保加入者
※受診券が必要です︒
内容／問診・診察・身体測定・血圧測
定・尿検査・心電図・血液検査

24,600円

不在者投票

９月14日（月）

がん検診

37,200円
市町村民税非課税世帯

次の場合は︑不在者投票をすること
ができます︒
・指定病院・指定老人ホーム等に入
院︑入所中の方︒
・他市町村に滞在中の方︒
・投票の当日には 歳を迎えるが︑投
票を行おうとする日においては︑ま
だ 歳である方︒

午前８時〜９時

対象者／満 歳以上の有田市民
検診種別／胃がん・大腸がん・胸部・
乳がん・肝炎ウイルス
申・ 問 健康課︵内線３４３︶
保健センター℡
３２２３

一般世帯（市町村民税課税世帯）

お知らせ

９月27日（日） 保健センター

集団健診
９月２日（水）
74

あたたかい 心は人を 救うもの
平成26年度 人権啓発標語 入選作品 中学生の部
⑦ 広報ありだ 2015.8

44,400円

20

午前８時〜９時

−
63

−

現役並み所得者に相当する方がい
る世帯（新設）

29

30

日曜日や夜間の健診もあります。
82

−

限度額（月額）

27

30

31

９月15日（火） 保健センター
40

申込締切日

40

利用者負担段階区分

19

受付時間
場所
実施日

82-3168
88-5524
88-5500
82-1093
保田公民館…………
宮原公民館…………
糸我公民館…………
中央地区公民館……
82-3220
82-4159
82-5957
82-2276
83-3955
有田市図書館………
初島公民館…………
港町公民館…………
箕島公民館…………
宮崎公民館…………
83-1111
83-0119
82-2151
83-2141
82-3221
有田市役所…………
有田市消防本部……
有田市立病院………
有田市水道事務所…
有田市文化福祉センター …

市庁舎関係
連絡先

ほ

くり

やま

かつ

納期限は８月

日︵月︶です︒

平成 年度
市県民税︵第２期︶
国民健康保険税 第(２期︶
後期高齢者医療保険料
︵第２期︶
介護保険料︵第２期︶

21

集

午後１時 分〜
場所／文化福祉センター
対象／平成７年４月２日〜平成８年４
月１日に生まれた方
※有田市に住民登録のない方もご参加
いただけます︒
生涯学習課︵内線２９７︶
申・ 問

自衛官募集説明会

30

日時／８月 日︵日︶
午前 時〜午後４時
場所／自衛隊和歌山地方協力本部有田
募集案内所︵宮崎町１０６ ２-︶
対象／有田郡市在住の方
種目／①自衛官候補生︻ 歳以上 歳
未満対象︼②一般曹候補生︻ 歳以
上 歳未満対象︼③航空学生︻高卒
︵見込含︶ 歳未満対象︼④防衛大
学校学生︻高卒︵見込含︶ 歳未満
対象︼⑤防衛医科大学校医学科学生
︻高卒︵見込含︶ 歳未満対象︼⑥
防衛医科大学校看護学科学生︻高卒
︵見込含︶ 歳未満対象︼⑦高等工
科学校生徒︻中卒︵見込含︶ 歳未
満の男子対象︼
問 自衛隊和歌山地方協力本部
有田募集案内所 ℡
６６３１
18

82

27

18

21

10 30

21

21

募

Mail jinken@city.arida.lg.jp

問

27

人権啓発標語募集

ます

お知らせ

糸我公民館

無料登録はコチラ

URL ／ http://www.city.arida.lg.jp/bousai/aridacitymail.html

情報公開条例に基づく
公文書の公開状況

なか

10

予約方法／電話予約
※予約後にキャンセルされる方は必ず
ご連絡ください︒
問 和歌山県立医科大学付属病院
肝疾患相談支援センター
℡０７３ ４４１ ０８５０

た

高齢者ものわすれ相談

テーマ／日常生活の中でさまざまな人
権︵職業や地域による差別・高齢
者・障がい者・外国人・被災者・子
ども等の人権問題︶の大切さに気づ
いたこと︒
応募資格 ／市内在住者及び
在学・在勤者︵高校生以上︶
応募期間／
８月 日︵月︶〜９月 日︵木︶
応募方法／ Ｆａｘ ・メール・郵便・持参
※住所︑名前︵ふりがな︶︑電話番号
を明記
発 表 ／﹁第 回人権啓発市民の集い﹂
で会場内へ掲示予定です︒
︵氏名公表︶
申・ 問 市民課︵内線３４６・３６８︶
Ｆａｘ
６３３２

ひろ

17

83

−

平成 年成人式司会者・
新成人誓いの言葉発表者の募集

よし

−

22

平成 年有田市成人式
を開催することに伴い︑
成人式対象者の中から
﹁司会者﹂及び﹁新成人
誓いの言葉発表者﹂を募集します︒
新成人の代表として︑思い出に残る
成人式にしませんか︒
募集人数／司会者 男女各１名
誓いの言葉発表者 男女各１名
締切／８月 日︵金︶
※応募者多数の場合は選考します︒
◆平成 年有田市成人式
日時／平成 年１月 日︵日︶

問

問

なか

27

10

問

広告

10

28

28

専門スタッフによる﹁ものわすれ相
談﹂を実施します︒ご家族だけでもＯ
Ｋです︒お気軽にお越しください︒

午前10時〜11時30分

問

こ

市では︑市政に関する情報を広く公
開し︑市民の皆さんに行政について説
明する責任を果たすことにより︑開か
れた市政を実現することを目的として
情報公開条例を定めています︒
昨年度の公文書の公開状況について
は次のとおりです︒
請求期間／平成 年４月１日〜
平成 年３月 日
請求先及び件数
経営企画課︵１件︶秘書広報課︵１件︶
福祉課︵５件︶生活環境課︵１件︶
有田みかん課︵１件︶
教育総務課︵１件︶生涯学習課︵２件︶
議会事務局︵４件︶消防本部︵４件︶
水道事務所︵１件︶市立病院︵２件︶
請求に対する公文書の公開状況
公開 件 部分公開５件 非公開２件
総務課︵内線２１９︶

８月28日（金）

問

あき

問

箕島公民館

問

がき

この本は、
きのこの入門
書です。
きのこは食べ物としてだ
けでなく、見た目や生態
など、
魅力がたくさん。き
のこの観察方法や、
撮影
方法などを写真で紹介。
不思議なきのこの魅力に
とらわれてみませんか？
図書館（℡82-３２２０）

たか

談

午後１時30分〜３時

問

新井 文彦／著

相
８月25日（火）

88

−

肝炎無料出張相談

山田原柑翁会館

※相談は無料
問 有田市地域包括支援センター
高齢介護課︵内線３４７︶
社会福祉協議会 ℡
２７５０

午後１時30分〜３時

お

〜最適な治療を受けるために〜
日時／８月 日︵月︶
午前 時〜午後３時
場所／湯浅保健所
相談内容
・肝炎の診断及び治療について
︵肝疾患全般について︶
・肝炎医療費助成について 等
※相談時間はお一人様約１時間を予定

８月21日（金）

づ

イベント

保田公民館

し

親子体験教室

午前９時30分〜11時

い

問

験

日時／ 月 日︵月・祝︶
時間／午前８時〜午後５時 分予定
内容／ハーベストの丘︵堺市︶で簡単
に作れるパン＆バター作り体験！
参加者／市内在住・在学の方
︵中学生以下は保護者同伴︶
参加費／子ども︵小学生以下︶２千円
大 人︵中学生以上︶３千円
※昼食は各自でお願いします︒
定 員 ／ 名※応募多数の場合は︑９月
８日︵火︶午前 時 分市役所４階会
議室にて公開抽選︒結果は後日送付︒
申 込 方 法 ／ 往復はがきに﹁代表者の名
前・住所・電話番号・参加人数﹂を記入
宛先／有田市教育委員会
生涯学習課﹁親子体験教室﹂係
※はがき１枚につき１家族に限る︒
※電話での申込は受付ません︒
締切／９月１日︵火︶消印有効
申・ 問 生涯学習課︵内線２９６・２９７︶

試

和歌山県下水道排水設備工事
責任技術者資格認定共通試験

８月19日（水）

かわ

所
場
間
時
程

広報ありだ 2015.8 ⑧
⑨ 広報ありだ 2015.8

辰ヶ浜ふれあいセンター
教育相談
日時／平日 午前９時〜
場所・
教育委員会
（内線512）

31

試験日／ 月 日︵日︶
会場／和歌山県民文化会館
※ 月８日︵日︶同会場にて希望者に
受験講習を実施
受付期間／９月７日︵月︶〜 日︵金︶
受付・ 問 産業振興課︵内線２７２︶
和歌山県下水道協会
℡ ０７３ ４３５ １０９３

31

午後１時〜２時30分

よし

文一総合出版

こころの健康相談 ※予約制
日時／8/6（木）･12（水）･19（水）
･9/3（木）･9（水）･16（水）

８月６日（木）

午後１時30分〜５時

28

28

消費生活相談
日時／8/4（火）･9/1（火）
午後１時〜４時
場所／市役所３階
ミーティングルーム
※電話相談も可
産業振興課 ℡83-0225

初島公民館

新着図書紹介

のり

午後１時30分〜３時
℡64-1294
湯浅保健所

28

家庭児童相談
日時／月〜木 ※平日のみ
午前９時〜午後４時
場所・
家庭児童青少年相談室
℡82-3711

−

８月４日（火）

いし

ふみ ひこ
あら い

かん おう

福祉館なごみ

青少年センター
日時／平日 午前８時30分〜
場所・
青少年センター
℡0120-783-782
℡82-3591
ぶん いち

−
午後１時30分〜３時
日時／８月29日
（土）午後１時〜
１時間３０分程度
場所／文化福祉センター
内容／『あらいぐまラスカル』
（２００７年制作）
※申込不要・入場無料

30

毎月第１木曜日
場所・

27

15

18

−

３者合同相談
日時／8/13（木）･9/10（木）
午後１時30分〜４時
場所／文化福祉センター
行政相談員：石井志通男
吉川かよ子
人権相談員：
（8月）高垣明子・中喜弘
（9月）田中増穂・栗山勝典
行政相談・人権相談／
市民課（内線244・368）
心配事・悩み相談／
社会福祉協議会
℡88-2750

「きのこのき」

11

−

日

26

22

市民法律相談 ※予約制
日時／8/18（火）･9/15（火）
午後１時〜４時20分
場所／市役所３階会議室
※弁護士は月替わり
※定員10名
市民課（内線244）

こども映画会のお知らせ

10 24

12

11

無料そうだん
図書館だより

10

40

市の防災・防犯・行政・イベント情報をメールでお届けします！
登録は
お済みですか？

午前10時〜11時45分・午後１時〜４時30分

16

11

有田市メール配信サービス配信中！
保健センター
℡ 82- ３２２３

8月12日（水）オークワ箕島店
献血へ
行こう！

やま

き

み

供の頃からの思い出が詰まっ
の成 長と共に思い出のページ

にか勇人さんの居場所となり︑

が刻まれていく特別な場所と

た箕 島漁港はこれからも自分

そんな勇人さんには面白い

憩いの場となっていた︒
エピソードがある︒いつものよ
なっていくだろう︒
取材を終えて・・・

うに夜中の三時に船を出した
ところ ︑魚をあ げる時に足が
滑って真冬の極寒の海に落ち
は

てしまったことがある︒そこか
ら這い上がろうしても上の服
を七枚 ︑下の服を四枚も 着て
いたため自力ではどうしよう
も出来なかった︒そこで︑船に
ついているフックで釣り 上 げ
られたそうだ ︒今では笑い話
でもあり彼の武 勇伝となって
いるのだが︑この話を持ち出し
く ︑彼の先 輩である漁師 さん

てくれたのは勇人さんではな
であった︒ちょっぴり照れくさ
そうにインタビューを受 ける
勇 人さんであったが ︑彼の周
りにはいつの間にか仲間 が集
きずな

まり ︑皆から 愛 されているこ
とや ︑漁師 さんたちの絆 を感
じることが出 来 た ︒今 後のこ
が

からも怪我をしない限り漁師

け

とについて聞いてみると﹁これ
は ずっ と
続 け てい
く ︒﹂と
語っ て く
れ た ︒勇
人 さ んに

今 回イベントにも 参 加
させていただいて 有 田 市
の魅力を改めて感じまし
た︒毎 月 開かれる新 鮮 な
魚の朝の販 売﹁ とれ ピチ
朝 市 ﹂では地 域の方 はも
ちろん︑地方からのリピー
ターの方 も 数 多 くいると
伺いました︒そこには温か
く 受け入れてくれる有田
市の方々︑箕 島 漁 港の漁
師の方々の優しさがある
からだと︑私 たち も 身 を
もって実感しています︒勇
人さんの憩いの場でも あ
る﹁箕島漁港﹂はすべての
人にとっての船つき場であ
り一人ひとりの船 を 休 め
癒しを与 えてくれる場所
であると感じました︒

し︑楽しんでやっている

お手玉の中身は貝殻︒浜辺

作りして送ったそうです︒

にこにこ会
会員 名
平成 年︑長年の活
動が評価され︑和歌
山県社会福祉協議会
会長表彰受賞

るかもしれません︒

ては？新しい自分に出会え

きって一歩を踏み出してみ

興味のある方はおもい

いることがうかがえます︒

き︑充実した日々を送って

ティアを通して自分を磨

い方たちでした︒ボラン

さん本当に気さくで︑明る

上野山さんをはじめ︑皆

るようになりました︒

ていたことにも︑感謝す

今まで当たり前だと思っ

めて︑家族のことなど︑

ます︒ボランティアを始

︱奉仕は自分磨きだと思い

アとは？

︱代表にとってボランティ

してほしいですね︒

が少ないので︑ぜひ参加

と思います︒特に若い人

間が一人でも増えたら︑

︱一緒に活動してくれる仲

ついては？

︱にこにこ会のこれからに

すね︒

東日本大震災

宮田 澪・鳥本真帆・仁木貴康

ので︑自然体でいられま

とって 子

左から順に

宮城県へ１７００個のお手玉

東日本
大震災の
後︑仮設
住宅で暮
らす人た
いや

毎月第３土曜日に福祉館

を届けたいと︑お手玉を手

ちに癒し

なごみのデイサービスルー

デイサービスルームの清掃

会の臨時総会が上野山代表

縫いで包んだそうです︒そ

の自 宅で開 かれました︒集

の数なんと１７００個︒出

で貝殻を集め︑塩気をとる

とすのに苦労するそうです

来ることをしたいという︑

ため水洗いをしてから︑手

が︑少しでも人の役に立ち

ムの清掃を行っています︒

ており︑なごやかな雰囲気︒
たいという思いで取り組ん

優しさ︑いたわり︑思いやり

が伝わってきます︒

にこにこ会の皆さんの思い

今 まで行ってき た活 動の

また年末には文成中学校

でいるとのこと︒

ことや思いを語ってもらいま
した︒

し︑ボランティアの楽しさ

動しています︒体を動か

︱自分の心の赴くままに活

ですか？

すが︑大変なことはない

︱幅広い活動をされていま

ました︒

さん︒活動への思いを聞き

きから代表を務める上野山

にこにこ会が始まったと

を伝えているそうです︒

の生徒と一緒に大掃除を

お ゆき の
い

き たか みち

に

ほ

とり もと ま

れい

〜青年の人生は漁港とともに〜

﹁ 子供の頃から父の仕 事 場
魚を売る手伝いをしていた︒﹂

であ る 箕 島 漁 港に 連 れ ら れ ︑
さわ

そう語ってくれたのは︑爽やか
な笑顔が印象的な重田勇人さ
事の手伝いの他に︑地元の友達

んである︒勇人さんは父親の仕
と秘密基地を作って遊 び場に
する等この港で多くの時間を
過ごした︒そして今では漁師を
している︒高校を卒業してから
漁師になったという重田さん︒
なぜ漁師の道を選んだのかと
尋ねたところ︑﹁父が漁師とい
師になっていた﹂と答えてくれ

うこともありいつの間にか漁
た︒そして︑漁師になってから
父親との親子船が始まった︒こ

の

うして﹁箕島漁港﹂はいつのま

ボランティアグループ
うえ

代表者
上野山貴巳さん

箕島漁港

床にこびりついた汚れを落

６月 日︵土︶︑にこにこ

表彰式にて善行表彰を受賞されました︒

長年の取り組みにより︑今年５月に行われた市政功労者

入れなどのボランティアを行っているにこにこ会︒その

福祉館なごみのデイサービスルームの清掃や花壇の手

にこにこ会

漁師２年目

形にしていくことが
ボランティア

にこにこ会のうた
にこにこやさしく
支え合い
みんなのためにと
おだやかに
つくった時間を
分ち合い
オーラ集う
笑顔は宝物

坂元弘輝・良元雪華・猪尾雪乃
みや た

よし もと せつ か
さか もと ひろ き

と
はや
た
しげ
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広告
広告

集めた貝殻を水洗いする皆さん
代表の上野山貴巳さん

※ここでの 縁側 とは、 ホッとできる自分の居場所 という意味です。

な笑 顔でわきあいあいとし

わきあいあいと意見を交わす皆さん

リヤカーとうたせ船が並ぶ

重田勇人（20）

みんなで励もう
にこにこと

20 17

27

まってきたメンバーはみん

♪「めんこい仔馬」のメロディーにのせて♪

このコーナーは、地域の課題解決について研究している龍谷大学政
策学部の学生の皆さんが取材しました。有田市でのフィールドワーク
などでの活動を通じて感じた 縁側 の魅力を多くの人に伝えるため、
学生自ら取材を行い、記事を書いています。今回は、「お魚勉強会」
で出会った一人の青年漁師さんにお話を伺いました。

市民
アイ

有田市 縁側発見新聞 №04
龍谷大学生
持ち込み企画
ひと まち ほこり

ふるさと再 発見

より良い有田市をめざして
〜

みつの

問

◎会場周辺は混雑しますので車でのご来場
はなるべくご遠慮ください。
◎会場周辺は場所取り禁止です。
産業振興課（内線２７５）

Email
URL

hisho@city.arida.lg.jp
http://www.city.arida.lg.jp/

広報ありだ 2015.8 ⑫

この広報紙は地球環境保護のために、
再生紙と
植物油インクを使用しています。

予備日９日（日）

8 月 8 日（土）開催 !!
おお みね しょう じ

〒 649-0392 和歌山県有田市箕島 50
tel 0737-83-1111 fax 0737-83-2222

市収入の一部とするため有料広告を掲載しています。

広告

紀文まつり

消防庁舎前特設ステージ
午後４時20分〜 紀文まつりonステージ
午後５時〜 ヒーローショー
【熊野來神エーワッショー】
午後６時10分〜 ゲストLIVE［A-CO］
午後７時20分〜 大峯章嗣ライブin紀文まつり
午後８時〜 紀文お祭りコンサート
文化福祉センター前
午後５時〜
紀文よさこい 〜つなげ!!紀文音頭〜
黄昏ライブ KI・BU・N
紀文マーケット

第36回
イベント

間
20

時

70

〜

しょう

明治 年頃から広島県︑特に
瀬戸内海沿岸各地の段々畑でも
多 く 栽 培され︑上山氏の功 績は
現地でも讃えられています︒
そして今 年３月︑尾 道 市 立三
庄小学校の児童たちが閉校式で
の記 念 行 事 として︑風 船に除 虫
菊の種 を添 えて飛 ばし︑それが
本 市にたどり 着いたことがわか
り ました︒閉 校 となった小 学 校
は明 治８年から１４０年にわた
る歴史のある学校で︑一世紀以上
にわたり︑除 虫 菊 と共に時 を刻
んできました︒除 虫 菊 栽 培の歴
史と風船の飛来という話を拝聴
し︑先 人の残した功 績の偉 大さ
を再 認 識するとともに︑今 回の
出来 事を未来の私たちへ向けら
れたメッセージとして感じていま
す︒
日常の時間は当たり 前のよう
に過 ぎていきます︒今 年は終 戦
から 年 ︒私たちが享 受してい
る平和と繁栄︑そして︑自然豊か
な郷 土の美しい姿が︑心ならず
も命を落とされた方々の犠 牲の
上に築かれていることを忘れて
はなりません︒そして︑未来のた
めに市民が安心して暮らせるま
ちづくりの実現に向け︑今 後す
べきことは何かを見 失 うことな
く 行 政 運 営にあたっていきたい
と改めて思いました︒
有田市長 望月 良男

広報ありだ 8 月号 2015 年 8 月１日発行
編集・発行 有田市秘書広報課

先 日 ︑ＮＡＳＡ︵ 米 航 空 宇 宙
局︶が打ち上げた無人探 査機が
地球から約 億キロ離れた﹁冥
王星﹂に初めて最 接 近したとい
うニュースがありました︒片道４
時間半かけて順次送られてくる
観 測データにより ︑太 陽 系の成
り立ちが今 後解明されていくと
のことです︒また︑この航行には
９ 年 半 を要したそ うで︑時間 を
かけた地道な取組みに敬意を表
したいと思います︒
空 か らの 話 を も う一つ︒広 島
県の小学 校からはるばる空を旅
して飛 来した風 船が︑有田市 千
田のみかん園 地で見つかり まし
た︒後日︑園主の村上さんは︑こ
の風船を飛ばした現地を訪問さ
れ︑意外な史実を知られたそう
です︒
蚊取り線香の発明者である本
市出身の上山 英 一 郎 氏︵大日本
除 虫 菊 株 式 会 社の創 業 者 ︶は︑
除虫菊の栽培に成功した後︑各
地でその栽培の普及に尽 力しま
した︒
48

花火大会 午後８時20分〜

