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募

集

ママと赤ちゃんの骨盤ケア講座

おお ひら まさ

こ

いち はら よし

こ

対象／市内在住の子育て中の親
講師／市原悟子氏
︵社会福祉法人アトム共同福祉会理
事長︶
テーマ
﹃〝いい人〟をやめることから始める
子育て〜子育てを楽しもう！〜﹄
参加費／ 円︵お茶代︶
定員／ 名
申込期間／ 月４日︵火︶〜 日︵金︶
※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

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集

談

空学生︵海・空︶等の道へ進みます︒
自衛隊和歌山地方協力本部
６６３１
有田募集案内所 ℡

問

相
﹁女性の人権ホットライン﹂
全国一斉強化週間

相談は無料で︑秘密は厳守されます︒

﹁女性の人権ホットライン﹂は︑女性
をめぐるさまざまな人権問題に関する
相 談に応じています︒次の期間 中︑電
話受 付 終了 時間の延長 や︑土・日にも
相談に応じる強化週間を実施します︒

−

○設置場所は？
寝室・階段への取付けが
義務付けられています。
※台所等にも設置するこ
とをお勧めします。

月・ 月は
﹁税の合同滞納整理強化月間﹂
市では︑納期内に納付された方との
公平を保ち︑滞納の解消を図るため
に︑和歌山県及び和歌山地方税回収機
構と合同で︑ 月・ 月を﹁合同滞納
整理強化月間﹂として︑税収確保に取

月１日︵月︶です︒

安全・安心な口座振替で

市税の納付は

納期限は

介護保険料︵第５期︶

後期高齢者医療保険料︵第５期︶

国民健康保険税︵第５期︶

り組みます︒
滞納処分の厳格化
税金の滞納に対する差押などの滞納
処分は全国的に厳しくなっています︒
市では昨年度︑税務課︑健康課におい
て︑ １８３件の滞納処分を執行し︑
１２︐４２７千円を滞納市税に充当し
ました︒
納税相談の実施
納付が困難な事情がある場合は︑滞
納を放置することなく︑税務課及び健
康課までご相談ください︒なお︑仕事
の都合等の理由
で︑昼間市役所
へ来所できない
場合は︑事前に
担当課までご連
絡ください︒夜
間でも随時︑職
員が納税相談に
応じます︒
問 税務課︵内線２３２︶
健康課︵内線５１５︶

広告
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日ごろの悩みをお気軽にご相談くだ
さい︒
期間／ 月 日︵月︶〜 日︵日︶
時間／午前８時 分〜午後７時
※土・日は︑午前 時〜午後５時
場所／和歌山地方法務局内人権相談室
電話番号／０５７０ ０７０ ８１０
※全国共通ナビダイヤル
相談内容／夫やパートナーからの暴
力︑ストーカー︑職場における性的
嫌がらせといった女性をめぐる人権
問題に関する相談︒
問 和歌山県人権擁護委員連合会
︵和歌山地方法務局内︶
℡０７３ ４２２ ５１６４
11

あや の

﹁妊娠中・産後の腰や
恥骨︑おしりや背中の痛
み﹂
﹁赤ちゃんが反り返
る﹂など気になることは
ありませんか？
﹁姿勢と発達を基本とした身体的援
助﹂で︑ママと赤ちゃんの骨盤ケアを
学びましょう！
日時／ 月９日︵火︶ 午前 時〜正午
場所／地域子育て支援センター
※そとはま保育所内
対象／生後 ヶ月までの赤ちゃんとそ
のお母さん
定員／ 組※申込多数の場合は抽選
費用／無料
持物／バスタオル１枚︑タオル１枚︑
運動できる服装
講師／ちひろ助産院大平昌子さん
申込期間／ 月４日︵火︶〜 日︵金︶
申・ 問 福祉課︵内線３９４︶

問

11

11 月９日（日）〜 15 日（土）

12

17

11

女子高生たちが考えた「いのち
の花プロジェクト」。それは、
動物愛
護センターで殺処分された動物の
骨を、
土に入れて花を育てる活動の
こと。実話をもとにした物語で、
命
の大切さを伝える。
【対象：小学校中学年から】

℡83−0110
有田警察署

12

住宅用火災警報器を設置しましょう
消防法により、全ての住宅に住宅用火災警報器
の設置が義務付けされています。
綾野まさる／著 ハート出版

『もういいかい 火を消すまでは まあだだよ』
いのちの花

平成 26 年秋季全国火災予防運動

14

17

江戸時代もなかば、
東北の村落
が一夜にして壊滅状態に。二つの
藩の対立によるものか。それとも、
流行病の蔓延か。原因が特定でき
ないなか、
村の人びとは、
力を合わ
せて困難に立ち向かっていく。

家庭教育支援講座
第２回︿親こみゅ﹀参加者募集

みや べ

30

広報ありだ 2014.11 ⑧
⑨ 広報ありだ 2014.11

朝日新聞出版
宮部みゆき／著
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●12月３日（水） オークワ箕島店
午前10時〜11時45分
午後１時〜４時30分

陸上自衛隊高等工科学校生徒の受付
を︑ 月１日︵土︶より開始します︒
高等工科学校とは／将来陸上自衛隊に
おいて︑高機能化・システム化された
装備品を駆使・運用するとともに︑国
際 社会においても自信を持って対応
できる自衛官となる者を養成するた
めに︑男子中卒︵見込含︶ 歳未満の
者を対象に採用する制度です︒
待遇等／身分は特別職国家公務員︵生
徒︶で︑自衛官ではありません︒手
当は︑生徒手当として月額 ９４︐
９ ０ ０円 と 期 末 手 当 が 年 ２回 ︵ ６
月︑ 月︶支給されます︒衣食住は
全員が駐屯地︵神奈川県横須賀市︶
で生活し︑宿舎・食事・被服類は︑
無料及び支給︑貸与されます︒
卒業資格等／卒業時に高校卒業資格を
取得し︑陸曹候補生たる自衛官︵陸
士長︶に任官します︒試験に合格し
た一部の生徒は防衛大学校学生︑航

じん

神

●11月27日（木）有田市役所
午前10時〜11時45分
午後１時〜４時30分

︿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︑全４回の開催を予定しています︒
第 ２回 目 は ﹁ 親 子 の コ ミ ュ ニ ケ ー
ション﹂についてです︒是非ご参加く
ださい！
日時／ 月 日︵金︶午前９時 分〜
場所／地域子育て支援センター
※そとはま保育所内

問

申

こう

荒

犯罪被害者週間

10

11

21

キャラバンカーに児童書を積み込んで全国各地を訪
問中の おはなし隊 が来てくれます。
日時／11月24日（月・祝） 午前10時〜
場所／文化福祉センター
内容／キャラバンカー見学とおはなし会
対象／小学校低学年位までのお子さん
※おはなし会は、申込が必要です。
定員／20名
受付／11月14日（金）〜
※定員になり次第締め切ります。
※キャラバンカー見学のみの場合
は、申込不要です。
・
図書館 ℡82−3220

犯罪被害に遭うと、本人やその家族の心身には大
きな負担がかかり、食事や外出などの日常生活を送
ることさえ困難になってしまうことがあります。警
察では、被害者支援センター等と連携し、犯罪被害
者の支援活動を行っています。
誰もが皆、犯罪に巻き込まれる可能性がありま
す。「犯罪被害者週間」を機会に、犯罪被害の深刻
さ、被害者支援の必要性について、より一層のご理
解をお願いします。

新着図書紹介

11 月 25 日（火）〜 12 月１日（月）

12

20

11

●11月12日（水）オークワ箕島店
午前10時〜11時45分
午後１時〜４時30分

本とあそぼう！全国訪問おはなし隊

献血にご協力を！
図書館だより

11 月 11 日（火）〜 17 日（月）
平成 26 年度テーマ／税の役割と税務署の仕事
同和運動推進月間
11 月１日（土）〜 11 月 30 日（日）
人権を考える強調月間 11 月 11 日（火）〜 12 月 10 日（水）

「ためらわず 知らせてつなぐ 命の輪」

税を考える週間

〜 一人ひとりを大切にするまち有田市をめざして〜
平成 26 年度児童虐待防止推進月間標語

