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いよいよ今年開催です
Kiichan-Report

紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会
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いよいよ 44 年ぶりの国民体育大会、そして和歌山県で初開催となる障害者ス
ポーツ大会の開催年になりました。和歌山市では国体の 14 競技 16 種目、大
会の４競技が開催されます。開会式や競技のスケジュールは要チェックです！

紀の国わかやま国体 総合開会式

 ９月 26 日土
／紀三井寺公園陸上競技場　　　
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仲間や観客の皆さんの応援が力になります

　フェンシングを始めた中学３年のとき、同世代の
人がおらず練習に行くのが怖くて嫌だったんです。
でも、初めて出た試合で仲間が応援してくれたのが
嬉しくて、競技を好きになりました。見どころはス
ピードと駆け引き。私の持ち味は、相手の攻撃動作
を見極めて逆に攻撃するなど、タイミングの良さで
す。ピストに立つまでは不安だらけですが、構える
と「やるしかない！」と集中して試合に臨めます。

仲間や観客の応援も力にな
り、昨年のリハーサル大会で
は優勝できました。油断せず、
今年の国体に出場できるよ
う予選を勝ち抜きたいです。

棒高跳の醍醐味は浮き上がる高揚感です

　中学２年のとき、陸上部の先生に勧められて棒高
跳を始めました。跳んだときのふわっと浮く感覚や
時間が止まったような感じは、他では味わえません。
　棒高跳は精神面が結果に表れるスポーツです。少
しでも迷いがあると失敗してしまいます。自分の強
みはどんな状況でも安定して跳べる気持ちの強さで
す。試合では１本にかける選手の緊張感が会場全体
に伝わります。また選手が味わう高揚感も共有でき
るので、ぜひ近くで見てほ
しいと思います。昨年の長
崎国体は６位で悔しい思い
をしました。和歌山国体で
は優勝を狙っていきます！

誰が勝ってもおかしくない僅差の闘いです

　ぜんそく持ちだった私は、体力づくりのために水
泳を習い始めました。低学年で選手育成コースに入
り、タイムが伸びるたびに面白さを感じてここまで
続けてきました。競泳は様々な種目があり、観る方
も楽しめると思います。私の出る種目は最もスピー
ド感のある 50m 自由形。レースは僅差の争いにな
るので電光掲示板で順位を見るまでドキドキしま
す。「勝ちたい！」と意志を強く持てるところが長

所です。長崎国体では自己
ベストを４年ぶりに更新し
て優勝できたので、これを
はずみに今年の国体も優勝
めざして頑張ります。

笑顔でガンバ！  注目☆ 和歌山市のふぁいた～ず

●フェンシング / フルーレ●

後藤  伊世さん
（和歌山クラブ）

●陸上競技 / 棒高跳●

田中  僚さん
（和歌山県教育庁）

●競泳 /50m 自由形●

押川  里奈さん
（アドヴァンスむそた）

SMile
&

Fight!

ボランティア募集中

目標は 2015 人です！

　 44 年ぶり２回目の国体に
ボランティアで参加し

ませんか？ドリンク
やお弁当の配布など
簡単な手伝いです。

チーム和歌山で「おも
てなし」しましょう。

11 月末現在の登録人数
･･･1,248 人

※競技日程・会場は、変更される場合があります。

競技・種目名 開催期間 会場
体操（新体操） 9/6 ～ 7 和歌山ビッグホエール
水泳（水球） 9/7 ～ 9 秋葉山公園県民水泳場
体操（競技） 9/10 ～ 13 和歌山ビッグホエール
セーリング 9/10 ～ 13 和歌山セーリングセンター
水泳（競泳） 9/11 ～ 13 秋葉山公園県民水泳場

バスケットボール 9/22 ～ 26

和歌山ビッグホエール
和歌山ビッグウエーブ
ノーリツアリーナ和歌山
河南総合体育館

相撲 9/27 ～ 29 県営相撲競技場
テニス 9/27 ～ 30 つつじが丘テニスコート
フェンシング 9/27 ～ 30 和歌山ビッグウエーブ
高校野球（硬式） 9/27 ～ 30 紀三井寺公園野球場
ウエイトリフティング 9/27 ～ 10/1 片男波公園健康館
ライフル射撃（CP） 9/28 ～ 30 和歌山県警察学校訓練場
自転車（トラック・レース） 9/28 ～ 10/1 和歌山競輪場

ハンドボール 9/28 ～ 10/2
和歌山ビッグホエール
河南総合体育館

陸上競技 10/2 ～ 6 紀三井寺公園陸上競技場
柔道 10/3 ～ 5 和歌山ビッグウエーブ

紀三井寺公園陸上競技場

和歌山ビッグホエール

秋葉山公園県民水泳場

和歌山市での開催競技 （開催順）

紀の国わかやま大会 開会式

競技・種目名 開催期間 会場

卓球（身・知）
※サウンドテーブルテニス（身）を含む

10/24 ～ 25
和歌山ビッグホエール
和歌山ビッグ愛

車椅子バスケットボール（身） 10/24 ～ 25 和歌山ビッグウエーブ
水泳（身・知） 10/24 ～ 26 秋葉山公園県民水泳場
陸上競技（身・知） 10/24 ～ 26 紀三井寺公園陸上競技場 つつじが丘テニスコート（屋内コート）

つつじが丘テニスコート

和歌山セーリングセンター

次ページへ
つづくワン！

３月末で
締め切るよ！

和歌山市での開催競技 （開催順）

 10 月 24 日土
／紀三井寺公園陸上競技場

和歌山ビッグウエーブ

秋葉山公園県民水泳場（屋内プール）
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●ホームページ　http://www.kokutai-wakayamacity.jp/
●ツイッターアカウント　@w_city_kokutai

20歳になったら国民年金
PickUp

　日本国内に住む 20 歳以上 60 歳未満の方は、必ず国
民年金に加入しなければなりません。国民年金の被保険
者は３種類に分けられます。

第　  号被保険者　自営業者・農林漁業者・自由業者・
　　　　　　　　  無職・学生等
第　  号被保険者　厚生年金加入者や共済組合員
第　  号被保険者　第２号被保険者の配偶者

　平成 26 年度の保険料は月額 15,250 円です
（第１号被保険者）。保険料納付には、免除制
度などがあります。学生や経済的に納付が困
難な方は、年金の窓口までご相談ください。

　「老齢基礎年金」は 65 歳から受給できる年金
です。（希望すれば 60 歳から受給できますが、
年金額は一生減額されます。）
　保険料納付期間と免除等を受けた期間、カラ
期間を合わせて 25 年以上ある方が受給できます。
　納め忘れがあると満額（772,800 円）受給で
きません。「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」
も受給要件を満たせなくなる可能性があります。

問 国保年金課 ℡ 435-1055

市長と語ろう！市政報告会
PickUp

問 広報広聴課 ℡ 435-1009

保険料、納め忘れてませんか？

　尾花市長と市民の皆さんが一緒にこれか
らの和歌山市を考える機会として「市政報告
会」を順次開催しています。防災・観光・まち
づくり・子育て・教育などの市政情報を発信
し、皆さんの市政への様々な意見を伺いま
す。申込不要です。
※会場の駐車スペースに限りがありますの
で、車の乗り合わせや公共交通機関の利用
など、ご協力をお願いします。

日時　１月 23 日 金 19 時～ 20 時
場所　中央コミュニティセンター３階（多目的ホール大）

日時　２ 月９ 日  月 19 時～ 20 時
場所　河北コミュニティセンター２階（多目的ホール）

貴志・野崎・湊・楠見地区

新南・大新・広瀬・芦原地区
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今年も税の申告、お忘れなく
PickUp

２月 16 日 月～３月 16 日 月
　※復興特別所得税を忘れずにご記入ください。
　※還付申告は２月 13 日金以前でも行えます。

税務署以外の申告会場を開設します。
開設日 場所

２月３日火～５日木 河西コミュニティセンター  ★

２月18日水～20日金 和歌山ビッグ愛（駐車場有料）

２月24日火～26日木 河北コミュニティセンター

★は給与所得者・年金受給者を対象とした申告会場です。
受付時間は９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時。
混雑の状況により早めに終了する場合があります。

問 和歌山税務署 ℡ 424-2131（音声案内「２」を選択）

所得税・復興特別所得税の申告

平成
26年分

２月２日 月まで
　和歌山市に償却資産を所有する事業者は、期限まで
に申告してください。償却資産とは、土地・家屋以外
の事業に使用できる資産（機械・船舶・備品等）のこ
とです。毎年１月１日現在で所有するものの申告が法
律で定められています。申
告には、エルタックス（地
方税ポータルシステム）も
利用できます。詳しくはお
問い合わせください。

問 資産税課 ℡435-1037

償却資産の申告

 Pick U
p N

ews
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国体運営ボランティア
　大会運営を支えるボランティ
アで、「お・も・て・な・し」をして
みませんか。登録人数の目標は
2,015 人で、３月末まで募集し
ています。まだまだ大勢の皆さ
んの力が必要ですので、ぜひご
登録をお願いします。

競技観戦・応援
　国内トップレベルの選手
が熱戦を繰り広げます。豪
快なプレーや、集中力、チー
ムワークなど、すべての競
技に見どころがいっぱい。
興味のある競技を間近で観
戦できるチャンスです！

花いっぱい運動
　競技会場などに飾る花を育て
ませんか。今年は市内で 4,000
を超える花プランターを育てる
予定です。この運動に参加して
いただけるグループや企業を募
集しています。興味のある方は
ご連絡ください。

文化プログラム
　地域の魅力ある芸術・文化を全
国に発信することを目的に行われ
る文化行事のことです。
　対象は４月１日から 10 月 31 日
までに実施されるイベントで、文
化施設での展覧会やコンサート、
文化祭などがあります。文化面か
らも両大会に参加してみましょう。

写真提供／
長崎がんばらんば国体
長崎がんばらんば大会

　クリーンアップ運動
　市を訪れる皆さんをきれいなまちでお出迎
えしましょう。自治会や企業等で定期的に
行っている清掃活動も、両大会のクリーン
アップ運動として活動できます。昨年から多
くの方のご協力で競技会場や和歌山駅周辺な
どがきれいになっています。クリーンアップ
運動の特典もありますので、興味の　　　　
　　　ある方はご連絡ください。

国体・大会の観戦や
ボランティア、関連行事
などに参加し、みんなで

盛り上がりましょう。
皆さんの参加をお待ち

しています！
参加して、盛り上げよう！

きいちゃんだより Vol.21 いよいよ今年開催です
Kiichan-Report


