８月13日（水）オークワ箕島店
午前10時〜正午
午後１時〜４時30分

献
献血へ行こう！

情報ありだ

づ

お

よし

かわ

こ

青少年センター
問

日時／毎日（土・日・祝・年末年始を除く）
午前８時30分〜午後５時15分
場所／青少年センター（文化福祉センター内）
青少年センター ℡0120-783-782、
82-3591

家庭児童相談
問

か

講談社

中二の夏、
溺れていた子ども
を助けようとして、
命を落としか
けた希子。
体は生き返ったけれど、
それ
以来、
心は死んだままになって
しまった。
だれとも関わりを持たず、
将
来の夢も見ない希 子 の前に、
「 死神うどんカフェ１号
店」があらわれた！
妙に人間くさい死神店長と訳あり店員たちと、
自分
のせいで半分死人になってしまったクラスメイト…そ
んな彼らと触れ合ったらどうなるの？
き

広告
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こ

き

こ

問

日時／８月５日
（火）、
９月２日
（火）午後１時〜４時
場所／市役所３階ミーティングルーム
※電話での相談も受付します。
また、
上記日時以外でも市
職員が相談を受けます（土・日・祝・年末年始除く）。
午前８時30分〜午後５時15分
産業振興課 ℡83-0225

いし かわ ひろ ち

石川宏千花／作

10

【対象：小学校高学年から】

募

集

婚活イベント ARIDA 出会いの広場『ありだっ婚』を開催
〜結婚を希望している独身の方に出会いの場を提供します〜
経営企画課（内線 323）
日時／ 10 月５日（日）午前 10 時 30 分〜午後２時 30 分
場所／地ノ島海水浴場
対象／ 20 才〜 35 才の男女各 25 名
参加費／ 2,000 円（当日支払い）
内容／観光スポット「地ノ島海水浴場」で婚活パーティ−。たっちょほ
ねく丼とバーベキューを満喫しながら、ゲーム等でカップリング。
申込締切／９月 15 日（月）必着
参加条件／有田市内在住在勤の方、
または結婚後、有田市に定住する
意志のある未婚者（学生は不可）
申込方法／郵送、FAX、E メール又は
持参で下記申込先にお申込ください。
※応募者多数の場合は抽選します。
※詳しくはチラシ又は市ホームページでご確認ください。
申込先／〒 640-8577 和歌山市湊本町 3-3 和歌山放送内
「ありだっ婚」事務局
TEL 073-427-4000 FAX 073-428-0960
E メール arida@wbs.co.jp
※第２回は、平成 27 年２月 21 日（土）に開催予定です。
※都合により、時間・内容等が変更になる場合があります。

お知らせ
集団健診
〜健診からはじめる健康づくり！〜
健康課（内線 343）
問

消費生活相談（専門の相談員による相談）

死神うどんカフェ１号店１杯目

問

日時／月・水・金（祝・年末年始を除く）
午前８時30分〜午後５時15分
場所／家庭児童青少年相談室（文化福祉センター内）
家庭児童青少年相談室 ℡82-3711

−

−

産業振興課︵内線２７２︶
和歌山県下水道協会
℡０７３ ４３５ １０９３

問

新着図書紹介

26

習 会

−

28

講

教育相談
日時／毎日（土・日・祝・年末年始を除く）午前９時〜
場所／市役所４階教育委員会
教育総務課（内線512）

11

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者

大型絵本と普通サイズの絵本を
比べてみました。

日時／８月 日︵火︶午後１時〜５時
場所／和歌山県建設会館
受付／７月 日︵月︶〜
受講料／９︐１００円
※１・２級土木施工管理技術検定合格
者のみ

10

職長・安全衛生責任者教育
︵リスクアセスメント含む︶
日時／９月９日︵火︶〜 日︵水︶
午前９時〜午後５時
場所／和歌山県建設会館
受付／８月 日︵月︶〜
受講料／１２︐９００円

問

日時／８月７日
（木）、
12日
（火）、
20日
（水）
９月４日（木）、
９日
（火）、
17日
（水）
午後１時30分〜５時
場所／湯浅保健所
湯浅保健所 ℡64-1294

12

現場管理者統括管理講習
︵リスクアセスメント含む︶
日時／ 月１日︵水︶
午前９時〜午後５時
場所／和歌山県建設会館
受付／９月１日︵月︶〜
受講料／８︐２００円
※受講料にはテキスト代が含まれま
す︒
※申込者少数の場合︑講習会を中止す
る場合があります︒
問 建設業労働災害防止協会
和歌山県支部
℡０７３ ４３６ １３２７

こころの健康相談（予約制）

大型絵本は、写真の通
り、普通の絵本よりも大き
なサイズの絵本です。いつ
もの絵本にはない迫力があ
ります。
大型絵本紹介
おべんとうバス
おまえうまそうだな
からすのパンやさん
ぐりとぐら他

談

し

22

30

相

い

23

高齢者ものわすれ相談会

いし

11

最近︑物を置き忘れたり︑何をしに
来たのか忘れたり︑ちょっと心配だ
けど︑すぐに病院に行くのはちょっ
と・・・という方のために︑高齢者も
のわすれ相談会を開催します︒
日時／８月 日︵金︶ 午後１時〜
開催場所／市役所３階会議室
相談料／無料
内容／医師による個別相談
ものわすれの簡易検査
定員／５名程度※要電話予約
※プライバシーを守ります︒
※ご本人︑ご家族︑どちらからの相談
も可能です︒
※他にも︑専門スタッフによる﹁もの
わすれ相談﹂を実施しています︒
日時／毎月第１木曜日
午後１時 分〜３時
場所／福祉館なごみ
有田市地域包括支援センター
︵介護保険課内・内線３４７︶

大型絵本の紹介

問

日時／８月14日
（木）
・
９月11日
（木）午後１時30分〜４時
場所／文化福祉センター
行政相談／市民課（内線244）
行政相談員／石井志通男氏、
吉川かよ子氏
人権相談／人権室（内線368）
人権相談員／人権擁護委員
心配事・悩み事相談／社会福祉協議会 ℡88-2750

日時／８月30日（土） 午後１時〜 1時間程度
場所／文化福祉センター
内容／『おじゃる丸』（2007年制作）
※申込・入場料は不要です。

験

３者合同相談（行政、人権、心配事・悩み事）

夏休みこども映画会

試

問

日時／８月19日
（火）
・
９月16日
（火）午後１時〜４時30分
場所／市役所３階第１会議室（定員10名）
※弁護士は月替わりとなっています。
市民課（内線244）

11

問

市民法律相談(電話予約必要)

和歌山県下水道排水設備工事
責任技術者資格認定試験

図書館だより

試験日／ 月 日︵日・祝︶
試験会場／和歌山県民文化会館
※ 月３日︵月・祝︶︑同会場にて希
望者に受験講習を実施
主催／和歌山県下水道協会
受付期間／ ９月１日︵月︶〜 日︵金︶
申込書配布・受付・問

そうだん（無料）

健診日
９月21日（日）
９月30日（火）
10月７日（火）
（ナイト健診）

受付時間

申込締切日

午前８時〜９時

9月８日（月）
9月17日（水）

午後６時〜７時

9月24日（水）

※場所はいずれも保健センターです。
※事前に申込が必要です。
※10月７日のナイト健診に胃がん検診は実施しません。

▶特定健診（受診券が必要）
対象者／ 40 〜 74 歳の国保加入者
自己負担額／無料
内容／問診・診察・身体測定・血圧
測定・尿検査・心電図・血液検査
▶がん検診
対象者／満 40 歳以上の有田市民
自己負担額／胃がん検診／ 700 円
乳がん検診／ 1,000 円
胸部検診／無料
肝炎ウイルス検診／無料
大腸がん検診／ 300 円

日曜日や夜間
の健診もあり
ます。
ぜひご利用く
ださい！
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