６月は『不法就労・不法滞在防止のための活動強化月間』

リデュース

Reduce ごみを出さない

〜和歌山から不法滞在者をなくそう〜

情報があれば有田警察署もしくは最寄りの交番、駐在
所まで連絡してください。
通報先／有田警察署 ( ℡ 83-0110)

よし

かわ

こ

クラブ活動に役立つまんがと
イラストの参考書。顔の描き方、
人物の様々なポーズや背景の描
き方、
ストーリーづくりが学べる。
【小学校高学年から】

10

15

31

23

23

26

23

27

26

問

みつ
お

放送大学和歌山学習センター
℡０７３│４３１│０３６０

イベント

く

市立病院第３回市民公開講座

82

か

℡ │４７１６

30

06

感染症は老若男女問わず起こりうる
病気です︒予防の基本は正しい﹁手洗
い ﹂ と﹁ 情 報 ﹂︒ 専 門 ス タ ッ フ が お 手
伝いします︒
開催日時／６月５日 木( 午
) 後６時〜
場所／文化福祉センター
内容／迫りくる感染症の脅威
│ 感染症危機管理の重要性とその意義│
講師／東北大学大学院
賀来 満夫 教授
℡ │２１５１

22

市立病院

お

82

06

問

なか

中尾

30

有田市朗読ボランテティアささやき

26

26

有田市朗読ボランティア
ささやき 発表会
広報ありだを毎月テープ収録してく
れている有田市朗読ボランティアささ
やきが︑日頃の活動を発表します︒皆
さんぜひお越しください︒
日時／６月 日︵日︶ 午後１時 分〜
場所／文化福祉センター
内容／絵本の読み聞かせ︑朗読劇︑広
報ありだテープ収録風景など

平成 年度市県民税︵全期・第１期︶
納期限は６月 日︵月︶です︒
市税の納付は安全・安心な口座
振替で

問

広告

⑨ 広報ありだ 2014.6

25

集

まんがイラスト研究会／編 ポプラ社

10

ない者及び平成 年３月までに高等
学校又は中等教育学校卒業見込みの
者②人事院が①に掲げる者に準ずる
と認める者
申込期間／６月 日︵月︶〜 日︵木︶
※インターネットでの申込は７月２日
︵水︶まで
第１次試験日／９月７日︵日︶
試験地／和歌山市など
人事院近畿事務局
℡ │４７９６│２１９１

まんがとイラストの描き方１〜５

午前 10 時 30 分〜正午
午後１時 30 分〜３時 30 分

問

サン=テグジュペリの「星の王
子さま」といっしょに星ぼしをめぐ
る旅に出かけましょう。
月、
金星、
火星、
星の一生など
を写真とともに紹介します。
【小学校中学年から】

有田市役所 6/20 ㈮

平成 年度税務職員採用試験
︵高卒者試験︶
受験資格／①高等学校卒業見込みの者
または高等学校卒業後３年を経過し
ていない者︵平成 年４月１日以降
に卒業した者︶②人事院が①に掲げ
る者に準ずると認める者
■申込期間／６月 日︵月︶〜 日︵木︶
※インターネットでの申込は７月２日
︵水︶まで
第１次試験日／９月７日︵日︶
試験地／和歌山市など
問 大阪国税局
℡ │６９４１│５３３１

問

日時／６月３日(火)、
７月１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

河出書房新社

初島公民館 6/19 ㈭ 午後１時 30 分〜３時 30 分

16

放送大学学生募集

問

消費生活相談(専門の相談員による相談)

秀彦／作

6/19 ㈭ 午前 10 時 30 分〜正午

10 17

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 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／６月 日︵日︶〜８月 日︵日︶

問

家庭児童相談
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

ひで ひこ

縣

箕島漁村
センター

募

青少年センター
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

あがた

26

26

星の王子さまとめぐる 星ぼしの旅

宮原公民館 6/18 ㈬ 午後１時 30 分〜３時 30 分

有田市中学生海外派遣事業
参加者募集

問

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)

新着図書紹介

保田公民館 6/18 ㈬ 午前 10 時 30 分〜正午

本市では︑今後のグローバル化に対
応できる人間性豊かな青少年を育成す
ることを目的にオーストラリア・ケア
ンズへの海外派遣研修を実施します︒
期間／８月 日︵日︶〜 日︵月︶
募集人員／ 名
対象者／市内在住または市内中学校へ
通学している中学２年生
参加費用／１人 万円
※本市の就学援助の認定を受けている
場合は免除
申込方法／①市
内中学校へ
在学中の生徒
は︑各中学校
を通じて申込
書等を配布・
提出となりま
す︒②市外中学校へ通学している生
徒は︑６月２日︵月︶から教育総務
課にて申込書等を配布します︒ま
た︑市ホームページからもダウン
ロードできます︒
提出期限／６月 日︵月︶必着
教育総務課︵内線２９２︶

教育相談

時 間

問

旅のお供など、
持ち運びがしやすく気軽に読書を楽しむ
ことができる文庫本を購入しました。
今後も増やしていく予定です。
どうぞご利用ください。

問

日時／６月５日(木)、
10日(火)、
18日(水)
７月３日(木)、
８日(火)、
16日(水)
午後１時30分〜午後５時
場所／湯浅保健所
湯浅保健所℡64-1294

文庫本を購入しました!!

平成 年度国家公務員採用
一般職試験︵高卒者試験︶
試験区分／事務 技
･ 術・農業土木・林
業
受験資格／①平成 年４月１日におい
て高等学校又は中等教育学校を卒業
した日の翌日から２年を経過してい

こころの健康相談(予約制）

※申込・参加費は不要です

検査日

お知らせ

お

63

場 所

和歌山県﹁はかり﹂定期検査

づ

30

有田市検査会場 ･ 日程

取引︵商売︶や証明に使用する﹁はか
り ﹂は ︑計 量 法の規 定 に よ り ２年 に １
度︑和歌山県が実施する検査を必ず受検
しなければなりません︒はかりを使用し
ている方は必ず検査を受けてください︒

し

日時／６月22日(日)午前10時30分〜
場所／図書館えほんのへや
内容／①絵本の読み聞かせ
②かんたん工作「季節のお
りがみで作品を作ろう!!」
あじさいの花をおりがみ
で作ります。

産業振興課︵内線２７５︶

問

日時／６月12日(木)・
７月10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

おはなし会

平成 26 年度内閣府キャッチフレーズ

問

３者合同相談(行政、人権、心配事・悩み事)

水道週間

Recycle 資源として再利用する

ＮＯＳＡＩ和歌山中部からお知らせ

問

日時／６月17日(火)・
７月15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)

い

繰り返し使う

リサイクル

図書館だより

市民法律相談(電話予約必要)

いし

６月は環境月間
地球に優しい暮らし方３Ｒ

果樹栽培農家の皆様が︑心をこめて
作られた果実が災害などで減収したと
き︑それを補てんできる唯一の制度が
果樹共済です︒果樹共済は国が実施す
る公的保険制度で︑掛金の半額を補助
しています︒
申込受付／６月 日︵月︶まで
問 和歌山中部農業共済組合
℡ ︱５１２１

そうだん（無料）

リユース

Reuse

６月 23 日〜 29 日男女共同参画週間

おいしいな
だいじなお水
だ
ごくごくり

６月１日〜７日
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