情報ありだ

お知らせ
有田市物品・委託役務業務
競争入札参加者の追加登録

℡０７３ ４４１ ３２３１
市役所建設課︵内線３３１︶
事業者のみなさまへ
労働保険に入っていますか？

集

正社員︑パート︑アルバイトなど︑
雇用形態にかかわらず︑一人でも労働
者を雇っている場合︑事業主は︑労働
保険に加入する義務があり︑その手続
きが必要です︒
詳しくは和歌山労働局︑最寄りの労
働基準監督署︑ハローワークにご相談
ください︒
問 和歌山労働局
℡０７３ ４８８ １１０２

募
保田公民館主事補募集

放送大学学生募集
放送大学はテレビ・ラジオの放送や
インターネットを通して学ぶ正規の通
信制大学です︒
ただいま４月入学生を募集していま
す︒心理学・福祉・経済・歴史・文学・
自然科学など幅広い分野を学べます︒
入学試験はありません︒
出願期間／〜３月 日︵金︶
問 放送大学和歌山学習センター
℡０７３ ４３１ ０３６０

イベント
家庭教育支援講座
第４回︿親こみゅ﹀開催

こ

年有田市消防出初式

申込期間
１月 日︵月︶〜２月３日︵火︶
定員／ 名
※託児も受け付けます︒申込時にお申
し付けください
生涯学習課︵内線２９７︶
申・ 問

平成
車 両 行 進 や一斉 放 水
訓練を行いますので︑市
民の皆様お誘い合わせ
のうえご観覧ください︒
日時／１月 日︵日︶
午前９時 分〜
場所
箕島中学校
グラウンド
※雨天の場合︑
箕島中学校体育館
消防本部
℡
０１１９
問

スターウォッチング
冬の星座︵オリ
オン座・おひつじ
座など︶︑木星と
月を見よう！

文化福祉センター

℡

30

市︵水道事務所︑病院を除く︶に物
品の納入または役務の提供における入
札・見積合わせへ参加しようとする業
者の方は︑事前に入札参加者としての
登録が必要です︒
登録有効期限
４月１日〜平成 年３月 日
受付期間
２月２日︵月︶〜 日︵金︶
平日午前８時 分〜午後５時 分
※郵送の場合は 日︵金︶必着
受付場所／総務課管財係
※現在登録されている方は︑今回申請
の必要はありません︒
※登録されても必ず入札・見積合わせ
に参加できるということではありま
せん︒
総務課︵内線２２２︶

まさ

30 11

24

問

だ

30 26

27

83

−
日時／１月 日︵土︶・ 日︵日︶・
日︵月︶ 午後６時 分〜
※曇天︑雨天の場合は中止
場所／ ふるさとの川総合公園︵宮原側︶
※ 未成年者だけの参加はご遠慮ください︒
問

３２２１

25

82
−

26

都市計画区域マスタープランの
変更に関する都市計画案の縦覧

ほん

︿親こみゅ﹀と
は︑子育てについ
ての学習と〝親〟
同士の〝コミュニ
ケーション〟を目
的とした︑パパ・
ママ対象の講座で
す ︒ 第 ４回 目 の 内
容は幼児期の学習
についてです︒是
非ご参加ください！
日時／２月５日︵木︶午前９時 分〜
場所／文化福祉センター
対象／市内在住の子育て中の親
講師／本田昌子氏
和歌山市教育委員会客員指導主事
テーマ
子どもを変えよう︑大人も変わろう
〜言葉力は大人から〜
参加費／ 円︵お茶代︶

辰ヶ浜ふれあいセンター 2月５日（木）午後１時〜２時30分

募集職種・人員／主事補・１名
応募資格／エクセルやワードなど︑
パソコン操作ができる方
勤務先／保田公民館
勤務内容／公民館運営・管理事業に係
る事務等
勤務時間／午前９時〜午後 時までの
時間のうち︑週 時間程度
休館日／木曜日
報酬／月額６５︐５００円
※固定給・源泉徴収前
申込方法／生涯学習課へ履歴書をご持
参ください︒
申込期限／ １月 日︵金︶午後５時まで
選考方法／面接試験
※２月中旬実施予定
生涯学習課︵内線２９６︶

2月３日（火）午後１時〜２時30分

問

地域包括支援センター︵内線３４７︶

初島公民館

和歌山県が策定する有田都市計画区
域マスタープランの変更を行いますの
で︑都市計画案をご覧いただけます︒
案について意見のある方は︑縦覧期間
中︑意見書を提出することができます︒
都市計画の名称／有田都市計画都市計
画区域の整備︑開発及び保全の方針
︵ 有田都市計画区域マスタープラン︶
縦覧・意見書提出期間
１月 日︵金︶〜２月 日︵金︶
︿縦覧場所・提出先・問合せ﹀
県庁都市政策課

第 回有田市内駅伝大会

談

主管／市スポーツ推進委員会・市陸上
競技協会
生涯学習課︵内線５１１︶
問

相
高齢者ものわすれ相談

問

﹁最近︑物を置き忘れたり︑何をし
に来たのか忘れたり︑ちょっと心配﹂
といったことはありませんか？
専門スタッフによる﹁ものわすれ相
談﹂を実施します︒ご家族だけでも大
丈夫です︒お気軽にお越しください︒
相談料／無料

1月27日（火）午後１時30分〜３時

30

箕島公民館

広報ありだ 2015.1 ⑧
⑨ 広報ありだ 2015.1

２７５０

広告

−
1月23日（金）午前10時〜11時30分

タヌキに育てられた、
まほろ姫。頭に
葉っぱをのせて、
じゅもんをとなえて、
くる
りと宙がえり。すると、
なんにでも、
思った
ものにばけられるのです。
【対象：小学校中学年から】

糸我公民館

20

20

1月16日（金）午後１時30分〜３時
なかがわ ちひろ／作

−
23

−
山田原柑翁会館
かい せい しゃ

1月14日（水）午前９時30分〜11時
偕成社

保田公民館

「まほろ姫とブッキラ山の大テング」

1月８日（木）午後１時30分〜３時

50

福祉館なごみ

新着図書紹介

時
日
所
場
汚破損本や古い百科事典など図書館では活用できな
い図書もありますので、ご寄贈いただける方は事前に
ご連絡ください。
なお、ご寄贈いただいた図書は、リサイクルブック
フェアで市民に無料でお譲りすることもあります。

31

13

−
10

88
−

27

28

27 30

−

・ベストセラー
・新刊図書
・郷土資料
・地元の方が執筆した図書など

25

15

図書館に所蔵していた資料の再活用により、図書館
の図書収蔵スペースの問題解消と蔵書の更新を図るた
め、除籍済みの図書・雑誌をご希望の方に無料でお譲
りします。この機会にご利用ください。
日時／１月25日（日）
午前９時30分〜午後４時
場所／文化福祉センター
対象／有田郡市内、在住の方・有
田市内に、在勤・在学している方

−

図書館では、市民の方々からのご厚意により、たく
さんの寄贈をいただいております。
今後も蔵書充実を図るため引き続き受付けます。
ご寄贈図書につきましては、たとえば次のような図
書をお待ちしております。

15

30

30

リサイクルブックフェア

有田市社会福祉協議会
℡

寄贈本についてのお知らせ

47

日時／１月 日︵日︶午前８時 分〜
場所／ふるさとの川総合公園︵宮原側︶
競技
・小学生男子・女子の部︑中学生女子
の部︑一般女子の部４区計８．１㎞
・中学生男子の部︑一般男子の部４
区計９．５㎞
資格／市内在住︑在勤︑在学の方
参加料／１チーム５００円
※市内の小中学生のチームは無料
申込先／生涯学習課
※申込用紙は所定のものを備えていま
す︒市ホームページからもダウン
ロードできます︒
締切／１月 日︵木︶
主催／市体育協会・市教育委員会

図書館だより

