献
献血へ行こう！

７月９日（水） オークワ箕島店／午前10時〜正午、午後１時〜４時30分

情報ありだ

岡崎慎司／著

幻冬舎

サッカー日本代表岡崎慎司が、
足
が遅い、
背も低い、
テクニックもな
いなど、
自身のコンプレックスとど
のように向き合い、
克服、
成長して
きたかを語る

看護師
作業療法士
または、
理学療法士
薬剤師

人員

有田市立病院職員募集

受験資格

昭和50年４月２日以降に生ま
れた方で、看護師免許を有し
５名程度
ている方または、免許取得見
込みの方
昭和55年４月２日以降に生ま
れた方で、作業療法士免許ま
２名
たは、理学療法士免許を有し
ている方または、免許取得見
込みの方
昭和55年４月２日以降に生ま
れた方で、薬剤師免許を有し
１名
ている方または、免許取得見
込みの方

※ただし免許取得見込者で、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。

受験できない方／①受験資格に該当しない方
②地方公務員法第 16 条（欠格条項）の規定に該当する方
採用予定年月日／平成 27 年４月１日
試験期日・場所／８月 24 日（日）・市立病院
試験科目／面接試験・作文試験
※合格者には合格通知とともに健康診断書用紙を送付しま
すので、医療機関において健康診断を受診し、提出して
いただきます。

⑨ 広報ありだ 2014.7

協会
文化福祉センター℡ │３２２１

げん とう しゃ

31

問

職種

おか ざき しん じ

30

スターウォッチング

集

採用職種、予定人員及び受験資格

鈍足バンザイ！

29

82

問

募

夏の星座・土星・火星・流れ星観
望会
日 時 ／ ７ 月 日︵ 火 ︶ 〜 日︵ 木 ︶
午後７時 分〜
場所／ふるさとの川総
合公園︵宮原側︶
※曇や雨の場合は中止
になります︒
※ 未成年者だけの参加

27 2

文化福祉センター℡ │３２２１

21

82

はご遠慮ください︒

18

10

問

18

82

集

21

募

17

︶

期間／７月21日（月）〜８月30日（土）
※ただし以下の日は利用できません。
・毎週火曜日・７月31日（木）
８月７日（木）、14日（木）、24日（日）
時間／午前９時30分〜午後５時
場所／文化福祉センターミーティング室
対象者／有田市内在住・在勤・在学の方。
申込方法／図書館利用券を持参のうえ、図書館カウン
ターまでお越しください。
※利用券をお持ちでない場合、当日発行しますので、
住所の確認できるもの（免許証・保険証・学生証
等）をご持参ください。

21

自衛官募集説明会

21

募集案内所︵有田市宮崎町１０６│

学習室を開設します

日時／ ７月５日︵土︶午前 時〜午後４時
場所／自衛隊和歌山地方協力本部有田

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︼
自衛隊和歌山地方協力本部
有田募集案内所 ℡ │６６３１
問

27

談

30

相

10

12

紀の国被害者支援センター相談

犯罪︑事故等の被害者やそのご家
族・ご遺族は︑直接的な被害だけでな
く︑身近に相談相手を見つけられない
場合や︑精神的ダメージを受けるな
ど︑被害後に生じる様々な問題に苦し
められます︒
紀の国被害者支援センターでは︑
弁護士や精神科医︑臨床心理士などの
専門家と連携し︑無料の電話相談を実
施しています︒
一人で悩まないで︑話すことから始
めませんか︒まずはお電話ください︒
受付時間
月〜金曜日／午前 時〜午後５時
土曜日／午後１時〜５時
※日・祝日・年末年始は休み
相談電話番号
℡０７３│４２７│１０００
※秘密は厳守されます︒
紀の国被害者支援センター
℡０７３│４２７│２１００
問

26

イベント

そう きょく

回有田市芸能大会

20

第

日時／７月 日︵日︶ 時 分〜
場所／文化福祉センター
内容／器楽・声楽・箏曲・大正琴・舞
踊・邦楽・フラダンス

※文化協会会員の作品も展示します︒

図書館だより

新着図書紹介

広告

※プログラム終了後︑抽選があります︒

21

57

主催／有田市教育委員会・有田市文化

83

27

警察官募集

■夏の子どもをまもる運動
期間／７月１日 ( 火 ) 〜８月 31 日 ( 日 )
有田の青少年の健やかな成長のため
に、わたしたちに今、できることは？
・家族のふれあい
・地域の絆
・安全安心環境づくり
・ケータイにフィルタリング
有田市教育委員会
有田市青少年育成市民会議

和 歌 山 県 警 察 官 第( ２回 警 察 官 Ａ・
警察官Ｂ の)採用試験を行います︒
受験資格／昭和 年４月２日以降に生
まれた方で︑
大学︵短期大学を除く︶
を卒業又は平成 年３月末までに卒
業見込みの方
受付期間／ ７月１日 火
( 〜
) ８月８日 金
( )
第１次試験日／９月 日︵日︶
試験会場／和歌山市・田辺市
問 有田警察署 ℡ │０１１０

88

有田市老人クラブ連合会会員募集

歳以上の市民の皆さん︑共に文
化︑スポーツ両面で大いに楽しもうで
はありませんか︒きっと健康の増進に
も役立つと思いますので︑ぜひお申込
ください︒
また︑老人クラブが解散した地区で
加入したい方はなごみクラブに加入で
きます︒お気軽にお問合せください︒
問 有田市老人クラブ連合会事務局
社(会福祉協議会内 ℡) │２７５０

固定資産税 第(２期 )
国民健康保険税 第(１期 )
後期高齢者医療保険料 第(１期 )
介護保険料 第(１期 )
納期限は７月 日 木( で)す︒
市税の納付は
安全・安心な口座振替で
31

60

市立病院℡ 82-2151

提出書類／・受験申込書
・受験職種の資格免許証の写し
提出先／有田市立病院医務課庶務係
郵送の場合 宛先 〒 649-0316 有田市宮崎町６番地
有田市立病院医務課庶務係
※必ず簡易書留郵便とし、封筒の表に「職員採用試験申
込」と朱書してください。
受付期間／７月７日（月）〜８月１日（金）
午前８時 30 分〜午後５時 15 分
※土、日、祝日は除きます。
※郵送については８月１日（金）必着のこと。
募集要項、受験申込書／募集要項は市役所及び市立病院
ホームページにて案内しています。受験申込書は市立病
院ホームページからダウンロードまたは、市立病院医務
課庶務係にて配布します。
その他
・点字による試験は実施できませんが、試験に際し、ケガ
等により介助を必要とする場合は申し出てください。
・応募書類等の返却はいたしませんので、ご了承願いま
す。また、応募書類等で得た個人情報は、職員採用に関
してのみ使用し、他の目的には使用しません。

広報ありだ 2014.7 ⑧

