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雄湊 （道場町） ℡ 431-0241

鷺森 （鷺森） ℡ 422-6952

さくら （吹上） ℡ 422-2191

聖愛 （吹上） ℡ 422-5010

たから （塩屋） ℡ 444-2773

たちばな（西） ℡ 471-3918

ナザレ （堀止西） ℡ 422-6593

野崎 （梶取） ℡ 455-4113

東山東 （山東中） ℡ 478-0176

日前 （秋月） ℡ 471-0380

まつえ （松江中） ℡ 453-0050

みどり （東高松） ℡ 444-3261

安原 （松原） ℡ 479-0212

信愛 （屋形町） ℡ 423-0114

岡山 （吹上） ℡ 422-4583

中之島 （中之島） ℡ 423-7966

湊 （湊） ℡ 455-3822

本町 （住吉町） ℡ 422-8257

芦原 （雄松町） ℡ 424-7957

宮前 （北中島） ℡ 423-3133

西和佐 （栗栖） ℡ 471-3083

加太 （加太） ℡ 459-0356

紀伊 （弘西） ℡ 461-0371

山口 （里） ℡ 461-0084

和佐 （禰宜） ℡ 477-0167

西脇 （西庄） ℡ 455-1996

雑賀崎 （西浜） ℡ 445-3112

片男波 （和歌浦南）℡ 444-3627

ようすい（西浜） ℡ 445-6875

つくし （吉礼） ℡ 488-7470

さつき （中島） ℡ 473-2444

三宝 （楠本） ℡ 462-0444

いさお （園部） ℡ 461-9585

和歌山ひかり（関戸） ℡ 444-9014

広瀬 （片岡町） ℡ 425-7887

まことなるたき（園部）℡ 455-6469

新堀 （新堀東） ℡ 436-1022

名草 （紀三井寺）℡ 445-6902

愛徳 （今福） ℡ 423-9796

木ノ本 （木ノ本） ℡ 444-3627
※電話番号は片男波こども園内法人本部

申込期間　11 月 21 日月～ 25 日金
願書配布　11 月１日火～各幼稚園で

対象　１年保育：平成 23 年４月２日～翌年４月１日生まれの子ども
　　　２年保育：平成 24 年４月２日～翌年４月１日生まれの子ども
　　　３年保育：平成 25 年４月２日～翌年４月１日生まれの子ども
※芦原幼稚園は１・２年保育のみ募集。

申込期間　11 月１日火～
願書配布　10 月 15 日土～各幼稚園で

　申込時期・願書配布時期については、各認定こども園へお問
い合わせください。

私立幼稚園

市立幼稚園

認定こども園（教育部分）

※申込・問合は各市立幼稚園へ

対象　次の「保育を必要とする事由」に該当することで２号認定・
　　　３号認定を受けた子ども
　　　※２号認定：３歳以上で保育を必要とする子ども
　　　　３号認定：３歳未満で保育を必要とする子ども

徳川吉宗公将軍就任 300 年記念事業

記念イヤーをみんなで楽しもう！

Pic
k Up 

01

　和歌山市の魅力が詰まった新喜劇が誕生！上演当日は「わかやま day」と銘
打ち、特設ブースで和歌山市を PR します。

●日時／ 10 月 16 日日 19 時～（開場 18 時 40 分～）

●場所／なんばグランド花月（大阪市中央区難波千日前 11- ６）

●出演／辻本茂雄（吉本新喜劇座長）・島田一の介・アキ・島田珠代ほか

●チケット（全席指定）／大人 2,500 円、子ども 1,500 円
※なんばグランド花月チケット売場・HP（http://www.yoshimoto.co.jp/
ngk/ticket.php）で販売

よしもと和歌山新喜劇 2016 ～徳川吉宗公将軍就任 300 年記念特別公演～

和歌山市観光大使である辻本茂雄氏が中心となっ
て企画。「笑い」で和歌山市を盛り上げます。

　徳川吉宗公の将軍就任 300 年を記念し、各地のゆるキャラに、吉宗くんが書状を送りました。
　その内容は、「和歌山城に登城せよ！」というもの。
　浜松の「出世大名家康くん」をはじめとする全国のゆるキャラは、どんなリアクションで書状を
受け取り、300 年をお祝いしてくれるのでしょうか。
　配信する PR 動画で、ぜひチェックしてみてください。

●配信／和歌山市公式 YouTube チャンネル・和歌山市観光協会 HP・各参加ゆるキャラ公式 HP 等

●PR動画への参加ゆるキャラ／出世大名家康くん（静岡県浜松市）、文化・観光大使ゆっきー（九度山町）、ゆきむらさま（九
　　　　　　　　　　　　　　 度山町）、真田幸丸（長野県上田市）、ゆきたん（長野県上田市）、かんべえくん（兵庫県姫路市）、
　　　　　　　　　　　　　　 またべえくん（兵庫県加西市）※参加ゆるキャラは変更になる場合があります。

300 年記念 PR 動画「いざ、和歌山へ！」 配信中！

　和歌山城で、お殿様、お姫様、腰元、侍の衣装を貸し出します。
　着たまま和歌山公園内を散策できますので、タイムスリップした気分を味わってみてください。

※要申込。本格的な衣装の着付けには約１時間かかります（簡易な着付けも可能）。

●期間／平成 29 年３月 31 日金までの土日祝、11 時～ 16 時　※衣装の受付は 15 時まで

●場所／わかやま歴史館南側芝生広場
●申込／事前に電話で城プロジェクト（℡ 460-3653）へ

変装の術 ～和歌山城でお殿様やお姫様になろう！～

問 観光課℡ 435-1234

問 観光課℡ 435-1234

　吉宗ゆかりの地を巡りスタンプを集める「スタンプラリー」や、スマートフォンをかざす
と観光スポットが紹介される「AR ※１タグ」が楽しめる観光アプリが完成しました。

観光アプリ「和歌山市ぶらり観光ガイド」配信スタート！ 問 観光課℡ 435-1234

問 和歌山城整備企画課℡ 435-1044

（イメージ）

●配信／ App Store、Google Play 各ストアで９月 28 日水～配信開始
　　　　「和歌山市ぶらり観光ガイド」で検索してください。

●内容／スタンプラリー・和歌山城 VR ※２（わかやま歴史館で上映している VR 映像ダイジェ
　　　　スト版）・観光スポット紹介など
※日本語・英語の２か国語対応。SNS・動画サイトとも連携しています。

平成 29 年度

幼稚園・認定こども園・保育所（園）の申込案内
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※一覧は９月１日現在のもの。申込・問合は各私立幼稚園へ。 ※一覧は９月１日現在のもの。愛徳・木ノ本は平成 29 年４月開園予定。

市立保育所・私立保育所（園）・認定こども園（保育部分）

問 保育こども園課℡ 435-1064
城北 （小人町） ℡ 422-3239
まこと（つつじが丘） ℡ 453-0020
むつみ （砂山南） ℡ 424-4414
和歌山（島橋北ノ丁） ℡ 455-1983
さかえ （狐島） ℡ 455-2893
ふたば （友田町） ℡ 423-1103
東洋 （宇田森） ℡ 461-2890
のぞみ （善明寺） ℡ 452-0685
紀伊 （直川） ℡ 461-6566
こひつじ（木ノ本） ℡ 452-0995
みちる （毛見） ℡ 445-4488
しょうぶ（吉礼） ℡ 478-2001
こうま （下三毛） ℡ 477-3310
有功 （園部） ℡ 461-9130
布施屋 （布施屋） ℡ 477-2790
ひまわり（有本） ℡ 432-4567
かんどり（平井） ℡ 451-4350
すみれ （木ノ本） ℡ 455-6656
山口 （谷） ℡ 462-0567
のざき （野崎） ℡ 452-1978
きわ （中之島） ℡ 432-2088
じろうまる（次郎丸）℡ 453-0190
紀之川 （松島） ℡ 473-2003
太陽 （土入） ℡ 455-3300
あわ （粟） ℡ 453-2003
しろがね（秋月） ℡ 473-4320
さんた （坂田） ℡ 473-2327
かぜのこ（大谷） ℡ 453-1506
第二ひまわり（栄谷）℡ 455-2155
岡崎 （井辺） ℡ 472-0774

┨私立保育所（園）
宮前 （北中島） ℡ 422-6622
砂山 （砂山南） ℡ 423-3833
中之島 （中之島） ℡ 422-8629
芦原 （島崎町） ℡ 423-3835
新南 （新生町） ℡ 423-0102
名草 （紀三井寺）℡ 444-0735
楠見 （楠見中） ℡ 455-1728
小倉 （新庄） ℡ 477-0310
西脇 （西庄） ℡ 455-3916
川永 （楠本） ℡ 461-3504
安原 （本渡） ℡ 479-0257
四箇郷 （加納） ℡ 471-1283
宮北 （黒田） ℡ 471-1237
宮 （太田） ℡ 472-2523
西和佐 （岩橋） ℡ 472-7637
杭ノ瀬 （杭ノ瀬） ℡ 472-7638
鳴神 （鳴神） ℡ 473-2595
栄谷 （栄谷） ℡ 453-0807

┨市立保育所

※一覧は平成 29 年４月１日時点のもの

片男波 （和歌浦南）℡ 444-3627
ようすい（西浜） ℡ 445-6875
つくし （吉礼） ℡ 488-7470
さつき （中島） ℡ 473-2444
三宝 （楠本） ℡ 462-0444
いさお （園部） ℡ 461-9585
和歌山ひかり（関戸）℡ 444-9014
広瀬 （片岡町） ℡ 425-7887
まことなるたき（園部）℡ 455-6469
新堀 （新堀東） ℡ 436-1022
名草 （紀三井寺）℡ 445-6902
愛徳 （今福） ℡ 423-9796
木ノ本 （木ノ本） ℡ 444-3627

┨認定こども園（保育部分）

※認定こども園一覧は９月１日現在のもの。愛徳・木ノ本は平成 29 年４月開園予定。
木ノ本の電話番号は片男波こども園内法人本部。

新規・転園の申込
11 月９日水～ 30 日水に保育こども園課（東庁舎２階）に申込
書と必要書類を提出
※申込書は 10 月 20 日木～各保育所（園）・認定こども園・保育こ
ども園課で配布。必要書類は市 HP（ID：1001802）参照。

継続利用の方
利用中の施設から配布される現況届を提出。詳細は各施設を通
じてお知らせします。

【注意事項】
・家庭調査を行うため、家庭事情に詳しい方が申込にお越しくだ
さい。
・平成 28 年度申込済で待機中の方も、改めて平成 29 年度分を
お申し込みください。
・受入予定人数は市 HP に掲載予定（11 月上旬）です。

※新制度への移行の有無や認定こども園への移行等については
直接各施設へお問い合わせください。

【保育を必要とする事由】
就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、同居親族の介護・看護、
災害復旧、求職活動、就学、虐待やＤＶの恐れがある

※一覧は９月１日現在のもの

※一覧は９月１日現在のもの

※１：拡張現実　※２：バーチャルリアリティ

書状は、われわれ
忍者が届けました！
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災害時は
まず自分の身を守る行動を
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問 地域安全課 ℡ 435-1005、総合防災課 ℡ 435-1199

　11 月５日は「世界津波の日」です。1854 年に
発生した安政の南海地震に由来しています。地震は
いつ、どこで起こるかわかりません。地震が発生し
たときは、まず自分の身を守る行動をとりましょう。

11月４日金 10時  和歌山市一斉安全行動訓練
世界津波の日にちなみ、全国的な緊急地震速報訓練が行われます。
11 月４日金 10 時頃に全国一斉で防災行政無線から緊急地震速報（訓練用）が流れます。
ぜひ、家庭や職場で「地震の際の安全行動」（下イラスト）を行ってください。

※近くに防災行政無線がなく、放送が聞こえない場合は、10 時を過ぎたら防災行動訓練を開始
してください。

　1854 年 11 月５日の安政の南海地震。地震による大津波の際、広村（現有田郡広川町）の濱口梧陵
が「稲むらの火」を灯し、村の人々を高台へ誘導して多くの命を救った逸話は有名です。
　国内では 2011 年から「津波防災の日」と定められていましたが、昨年 12 月の第 70 回国連総会本
会議で採択され、「世界津波の日」として制定されました。

相続登記はお早めに
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　和歌山市では地籍調査などの土地に関する事業や、その
他家屋に関する事業にも取り組んでいますが、相続登記が
未了の場合、事業の進捗に影響をおよぼすことがあります。
　相続登記をしないまま放置していると、さまざまな問題
が発生しますので、早めの手続きをおすすめします。

問 和歌山地方法務局℡ 422-5131

相続した不動産を
売却できない…

用地買収の話で
兄弟姉妹と争いに…

何世代も放置した
せいで、確認に時間
も労力もかかる…

こうしたトラブルを防ぐため
にも、相続登記はお早めに！

和歌山市民憲章制定 50 周年

記念式典を開催します
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問 市民生活課℡ 435-1045

　市民の心がまえとして、昭和 41 年 11 月３
日に制定された「和歌山市民憲章」が今年で制

定 50 周年を迎えます。憲章の理念が次世代へ引き継がれ、
さらに普及・啓発を進めるために、記念式典を開催します。

●日時／ 11 月３日木 12 時 30 分～ 15 時 20 分

●場所／市民会館小ホール

●内容／【第１部】
　　　　市民憲章硬筆競書会
　　　　啓発ポスターコンクール表彰式
　　　　【第２部】
　　　　小西博之氏による講演
　　　　「生きている喜び ー夢はかなう―」

　　　　【パネル展示】
　　　　競書会・ポスターコンクール作品
　　　　市民憲章パネル展 小西博之氏

申込不要 入場無料

問 広報広聴課 ℡ 435-1009

　これからの和歌山市について、市民の
皆さんと尾花市長が一緒に考える機会と
して「市政報告会」を開催します。会場
が満員の場合は対象地区にお住まいの方
が優先となりますので、ご理解・ご協力
をお願いします。

当日、手話通訳や要約筆記が必要な方は、10 日前までに広報広聴課（℻：

431-2931、E-mail：koho ＠ city.wakayama.lg.jp）までご連絡ください。 

● 10 月以降の開催予定
対象地区 日時・場所

雑賀崎 10/11 火 19 時～ 20 時
雑賀崎支所

名　草 10/13 木 19 時～ 20 時
名草支所

田　野 10/17 月 19 時～ 20 時
田野自治会館

和歌浦 10/19 水 19 時～ 20 時
和歌浦支所

中之島 10/24 月 19 時～ 20 時
中之島会館

宮　北 11/ ２水 19 時～ 20 時
宮北連絡所

宮 11/ ７月 19 時～ 20 時
宮連絡所

市政報告会を開催します
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●日時・場所／
　1 10 月 31 日月 13 時 30 分～ 15 時 30 分・西保健センター 
　2 11 月 12 日土 ８時 30 分～ 10 時 30 分・保健所
　3 11 月 21 日月 13 時 30 分～ 15 時 30 分・和歌山ビッグ愛

●内容／乳がん検診（マンモグラフィ）
　　　　大腸がん検診（便潜血検査）
　　　　※セット検診可。乳がんの視触診は実施していません。

●対象／ 40 歳以上の方
　　　　※乳がん検診は偶数年齢の女性（前年度未受診の奇数
　　　　年齢も可）

●定員／乳がん検診のみ 20 人（抽選）

●費用／〈乳がん〉1,500 円（70 歳以上は 700 円）
〈大腸がん〉500 円（70 歳以上は 250 円）

●申込／1 10 月 14 日金 23 10 月 28 日金までにはがき・
　　　　電話で
　　　　※住所・氏名・生年月日・電話番号・希望検診名を記入。

●申込先／〒 640-8137   吹上 5-2-15　地域保健課

●日時・場所／
　1 11 月１日火・JA わかやまかせい支店 
　2 11 月４日金・北保健センター
　3 11 月８日火・ユニクロ紀ノ川店第２駐車場
　いずれも９時～ 10 時 30 分

●内容／胃がん検診（バリウム検査）
　　　　大腸がん検診（便潜血検査）
　　　　※セット検診可。胃がんは検診バスでの集団検診。

●対象／〈胃がん〉50 歳以上の方〈大腸がん〉40 歳以上の方
　　　　※胃がん検診は偶数年齢の方（前年度未受診の奇数年
　　　　齢も可）

●定員／胃がん検診のみ 25 人（抽選）

●費用／〈胃がん〉1,000 円（70 歳以上は 500 円）
〈大腸がん〉500 円（70 歳以上は 250 円）

●申込／ 10 月 14 日金までにはがき・ 電話で
　　　　※住所・氏名・生年月日・電話番号・希望検診名を記入。

●申込先／〒 640-8137  吹上 5-2-15　地域保健課

定期的にがん検診を受診しましょう

がん集団検診（乳がん・大腸がん・胃がん）
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乳がん・大腸がん 胃がん・大腸がん

本町通りが歩行者天国に

10月29日土は「まちなか」がアツイ！
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まちなか歩行者天国　わかやま街

ま ち ぽ こ

歩コ
　ライブやコスプレショー、ワークショップ、パレード、
地場産品の販売などイベント盛りだくさん。

●時間／ 10 時～ 17 時
問 商工振興課℡ 435-1233

ぶらくり HAPPY HALLOWEEN
ぶらくり丁でハロウィンイベント開催！

●時間／ 12 時～ 16 時

問 まちなか交流スペース「みんなの学校」
℡ 460-2028（11 時～ 19 時、火曜休校）

街歩コで

イベントが

つながる♪

❶ まず、姿勢を低く

❷ 机の下などで頭を守り

❸ 揺れがおさまるまで動かない

地震の際の安全行動

【イラスト提供】
効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議

※ 11 月 4 日金の訓練の
際は、１分間安全行動を
とり続けてください。

11 月５日
世界津波の日
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親子で楽しめる遊びやミニ講座（申込制・材料費等自己負担）に
参加できる地域交流会です。ぜひご参加ください。

問 ファミリー・サポート・センター ℡424-3770（小人町29　あいあいセンター５階・月曜休み）

「子育てを支えてほしい人」と「サポートしたい人」をつなぐ

ファミリー・サポート・センター（ファミサポ）

Pic
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場所／あいあいセンター
　　　（小人町 29）

費用／資料代自己負担
※一時保育（１歳～未就学児）
あり。要予約。

会員登録に必要なもの／　
①本人確認書類（運転免許証
等）②写真（３× 2.4㎝）２枚
※両方会員希望者は３枚

開催日 時間

10/26 水 10：50～15：40

10/27 木 10：30～15：40

11/ １ 火 10：30～14：40

11/ ２ 水 10：30～16：00

11/ ４ 金 10：30～16：00

11/11 金 10：00～16：00

講習（全６回）終了後、提供会員・スタッフ会員登録ができます。
会員登録の予定がない方も参加できます。

●スタッフ会員になるための講習会

開催日 時間・場所 場所・内容等

10/14 金 ９：30 ～ 11：30
中央コミセン

おためしファミサポ体験
※要予約

10/30 日 10：00 ～ 14：00
さんさん公園

段ボール迷路・シャボン玉など
※雨天時は北コミセン。昼食持参可能。

11/20 日 10：00 ～ 11：45
河南コミセン 親子でクラフト

●ファミサポキャラバン 2016

ファミサポとは、子育ての援助をしてほしい人と、
子育てをサポートしたい人が登録し、できる人が、
できる時に、できることで支えあう会員組織です。

※スタッフ会員は、提供会員のなかでも病児・病後児、
宿泊サポートができる会員。依頼会員は、０歳～小学
６年生までの子どもがいる方。依頼と援助、どちらも
する「両方会員」の方もいます。

提供会員
スタッフ会員 依頼会員

ファミリー・サポート・センター
（アドバイザー）

1援助の申込2援助の打診

3三者で
　打合せ

4サポート

5利用料の支払い

●ファミサポのしくみ

10 月は「里親月間」

子ども達の未来のために、私達にできること

Pic
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事情があって、家族と暮らすことができない子ども達がいます。

多くは児童養護施設で生活していますが、子ども達の成長にはあたたかな家庭での
生活経験が必要です。

子ども達を受け入れ、家庭の中で愛情と理解をもって育てる「里親」。

里親になるために特別な資格は必要ありません。
必要な研修を受講し認定を受けることで、里親になることができます。

問 県子ども・女性・障害者相談センター ℡445-5312、里親支援センター「なでしこ」℡0736-69-1004
　 児童養護施設つつじが丘学舎℡480-1043、児童養護施設こばと学園℡461-0072

開催日・場所／① 10 月 15 日土 河北コミュニティセンター
　　　　　　  ② 10 月 27 日木 市役所７階 第１会議室
時間／ 10 時～ 16 時　※予約制。１グループにつき約１時間。
申込／① 10 月 13 日木 ② 10 月 25 日火までに電話・メールで
申込・問合先／児童養護施設つつじが丘学舎℡ 480-1043
　　　　　　  E-mail：torafusugakuen@able.ocn.ne.jp

里親相談会子ども達の未来の

ために里親登録を

お願いします。

●● 市 HP のトップから関連ページを検索できます。①ページ番号（ID）を入力 ②表示ボタンをクリック  ●●9 市報わかやま  平成27年10月号

あきさきクリニック ℡475-4165
秋月レディースクリニック ℡423-9888
いまえクリニック ℡412-1126
生馬医院 ℡422-1458
生馬内科小児科医院 ℡471-5855
石本胃腸肛門クリニック ℡422-6524
岩橋内科 ℡427-1030
宇都宮病院 ℡471-1111
浦医院・胃腸・肛門科 ℡475-1113
うらがみ内科クリニック ℡475-4970
大河内医院 ℡473-5800
太田医院 ℡473-0010
岡本内科 ℡426-2567
岡本皮フ科 ℡427-5505
柏井小児科 ℡422-8538
加守田医院 ℡475-1175
かわくぼ皮ふ科クリニック ℡488-4318
木下胃腸科内科医院 ℡471-6470
北村泌尿器科・内科クリニック ℡423-2330
木広町クリニック ℡433-5566
きみこ・クリニック胃腸肛門科 ℡474-2111
栗山内科 ℡436-0191
黒田医院 ℡422-3990
くろだ耳鼻咽喉科 ℡473-3396
けやきメンタルクリニック ℡431-5560

小池クリニック ℡474-0333
向陽病院 ℡474-2000
児玉病院 ℡436-6557
古梅記念病院 ℡431-0351
こばやし小児科 ℡402-0322
さくら内科クリニック ℡494-7071
さとう内科 ℡475-0111
さわ内科医院 ℡422-2365
サンクリニック ℡402-7750
しもがいとメンタルクリニック ℡474-2288
しんどうなおこクリニック ℡472-0333
須佐病院 ℡427-1111
角谷整形外科病院 ℡433-1161

角谷リハビリテーション
病院 ℡475-1230

高山病院 ℡426-2151
瀧口レディースクリニック ℡473-6220

だけクリニック耳鼻咽喉科
アレルギー科 ℡402-4351

橘医院 ℡471-3940
谷本内科医院 ℡473-1900
多美クリニック ℡475-0010
土井整形クリニック ℡426-0555
土井内科胃腸科 ℡474-8885
得津医院 ℡432-1092
なおや内科クリニック ℡427-0012
中西クリニック ℡402-3336
なかむら消化器科・内科 ℡475-5385
中谷病院 ℡471-3111
西川内科クリニック ℡471-0002

ねごろクリニック ℡435-0411
野村内科医院 ℡433-6533
はぜはら整形外科クリニック ℡475-0055
畠内科循環器科 ℡436-1500
花山ママクリニック ℡474-1001
ひうらクリニック ℡433-7556
廣井小児科医院 ℡424-0072
武用整形外科 ℡473-5000
星野胃腸クリニック ℡422-0007
まえだ内科クリニック ℡474-0080
まつもとクリニック ℡476-0801
まとばクリニック ℡475-5670
道浦クリニック ℡472-7377
みながクリニック ℡432-2666
宮崎クリニック ℡431-7391
森女性クリニック ℡488-7027
森内科クリニック ℡402-3281
森内科小児科 ℡422-6588
やまもとクリニック ℡474-1370
吉田医院 ℡423-5454
米満内科 ℡471-2555
楽得内科 ℡436-4611
龍神整形外科 ℡436-0001
レディースクリニック三木町 ℡422-4960
和歌山生協病院 ℡471-7711
和歌山生協病院附属診療所 ℡471-8171
和田医院 ℡422-2239
和田胃腸科医院 ℡473-5252

大新・新南・宮・宮北
宮前・中之島・四箇郷

(五十音順)

●対象者　①接種時、65 歳以上の市民　② 60 歳以上 65 歳未満で、心臓・腎臓・

　　　　　呼吸器・HIV感染による免疫機能障害により、身体障害者手帳１級を

　　　　　もつ、または同等の障害を有する市民

●接種期間　10 月１日土～平成 29 年１月 31 日火　

●自己負担分　1,500 円（生活保護世帯に属する対象者は免除）

　　　　　　　※接種を受けた医療機関でお支払いください。

●接種方法　実施医療機関に予約して受診（市外での接種を希望する場合は、

　　　　　　事前に保健対策課までお申し出ください）。

高齢者インフルエンザ予防接種
実施医療機関一覧表 地区別 五十音順

接種 1 回

1,500 円
流行する前に
予防接種を
受けましょう

平成
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問 保健対策課 ℡488-5118

10/1土～

29年1/31火
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あさかクリニック ℡477-5155
稲田病院 ℡472-1135
いわはし小児科 ℡499-6889
岩本脳神経外科 ℡474-3357
上中クリニック ℡475-5030
岡内科・胃腸科クリニック ℡497-5800
小倉内科 ℡478-1912

かさの医院 ℡471-1197
きのしたクリニック ℡465-3777
坂田内科 ℡474-7119
佐々木産婦人科医院 ℡477-2238
山東整形外科肛門科医院 ℡471-5800
耳鼻咽喉科はやしクリニック ℡474-3321
じょうはたクリニック ℡475-8050
角田医院 ℡473-3656
寒川内科医院 ℡479-3633
竹の里園診療所 ℡466-2233
たにやまクリニック ℡477-7060
武輪内科医院 ℡472-1982

辻岡医院 ℡477-1868
中居内科 ℡477-6870
仲河医院 ℡471-3250
中村クリニック ℡472-7700
舩橋クリニック ℡472-2666
風土記の丘診療所 ℡473-6070
まきのクリニック ℡479-3567
松尾クリニック ℡479-5055
吉村消化器クリニック ℡472-7788
みどりが丘ホーム診療所 ℡477-4374
和田胃腸科内科 ℡472-1789

会田内科医院 ℡461-1510
飯沼内科医院 ℡461-9931
岡本医院 ℡455-6468
紀伊クリニック ℡461-7161
串上内科消化器科 ℡464-3050
クリニックもり ℡464-3060

黒田内科医院 ℡464-1600
坂部クリニック ℡461-1030
塩﨑医院 ℡461-8004
菖蒲医院 ℡461-8911
誠佑記念病院 ℡462-6211
土井脳神経外科クリニック ℡461-2777
なんぶ胃腸科内科 ℡461-3511
二澤医院 ℡461-0697
にしたに内科 ℡462-4131
花野医院 ℡461-8189

はまだ産婦人科 ℡462-0341
前田外科 ℡461-0002
みずこしこどもクリニック ℡462-2121
向井病院 ℡461-1156
森医院 ℡461-0005
米田医院 ℡461-7807
綿貫整形外科 ℡462-6200
綿貫第二クリニック ℡462-6202

西和佐・和佐・小倉
三田・岡崎・安原

西山東・東山東

有功・直川・紀伊
川永・山口　　　

高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表

あおたハートクリニック ℡427-0324
有田内科 ℡433-7899
有馬医院 ℡422-8451
有本胃腸科 ℡436-5010
伊奈胃腸科 ℡428-1717
乾医院 ℡422-9055
井上整形外科・内科 ℡433-2500
上西内科 ℡422-2965
太田内科医院 ℡422-3953
小川内科リウマチ科 ℡433-9488
岡本クリニック ℡432-3244
岡内科医院 ℡433-3872
奥医院 ℡422-4360
おくむらクリニック ℡435-0510
金澤内科クリニック ℡418-1171
喜多クリニック和歌山診療所 ℡425-2235
きのくに漢方クリニック ℡426-1156
久保皮フ科・内科 ℡423-3111
済生会和歌山病院 ℡424-5185

阪井循環器内科医院 ℡422-0534
さかぐち医院 ℡427-0072
さかつじ内科 ℡433-0880
阪本医院 ℡423-5073
嶋倉クリニック ℡423-3800
島循環器・内科 ℡427-0006
嶋病院 ℡431-3900
十一番丁てらしたクリニック ℡425-1123
新谷医院 ℡422-6629
生協芦原診療所 ℡423-4349
瀬藤病院 ℡424-3181
瀧本クリニック ℡425-6161
多田内科 ℡431-6525
玉井循環器内科クリニック ℡423-3553
月山チャイルドケアクリニック ℡423-2300
寺下サニークリニック ℡436-5522
中谷医科歯科病院 ℡433-4488
中谷クリニック ℡428-2000
ナカムラメディカルクリニック ℡433-3305
中山内科 ℡433-8355
中山レディースクリニック ℡402-3741
西川内科診療所 ℡431-0526
日赤和歌山医療センター ℡422-4171

根来産婦人科医院 ℡425-3351
橋本病院 ℡426-3388
浜病院 ℡436-2141
半羽胃腸病院 ℡436-3933
林正泌尿器科クリニック ℡435-5028
菱川クリニック ℡423-8201
吹上クリニック ℡423-2700
藤澤内科医院 ℡431-3921
藤永医院 ℡432-1200
堀口記念病院 ℡435-0113
堀止西クリニック ℡402-6878
本多内科クリニック ℡425-3661
松山医院 ℡422-1293
丸山整形外科 ℡422-1727
三木町歯科・内科 ℡402-0011
三木町寺下整形外科・内科 ℡435-5552
御前内科 ℡422-2640
みつばクリニック ℡422-2122
宮本内科循環器科 ℡425-1566
山路小児科 ℡428-0506
楊消化器クリニック ℡427-2155
和医大サテライト診療所本町 ℡488-1930
渡辺内科 ℡425-0323

芦原・本町・城北・広瀬
雄湊・吹上　　

(五十音順)

(五十音順)

※対象者や自己負担額などは前ページをご覧ください。問 保健対策課 ℡488-5118

(五十音順)
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ＮＳメディカル・ヘルスケア
サービス和歌山診療所 ℡451-3398

有井医院 ℡455-3411
ありいクリニック ℡457-9500
石井内科 ℡452-3010
いしぐちクリニック ℡452-7000
上西医院 ℡453-2250
宇治田循環器科内科 ℡455-6699
榎原内科医院 ℡454-2662
奥本医院 ℡455-0709
オレンジクリニック ℡457-1133
河西田村病院 ℡455-1015
かとうクリニック ℡480-1233
かわばた産婦人科 ℡453-0600
貴志内科 ℡455-1120
北島橋クリニック ℡457-2626
北山クリニック ℡454-2700
北山健医院 ℡454-6234
楠見台耳鼻咽喉科 ℡456-3341

クリニックジョイ耳鼻咽喉科
・アレルギー科 ℡480-1717

クリニック三木 ℡453-2080
クリニック宮本 ℡454-1500
黒田医院 ℡451-7458
こばやし内科クリニック ℡453-3100
こむく整形外科 ℡451-5855
酒井内科 ℡459-2277
佐谷医院 ℡459-0563
しおじやすひさクリニック ℡455-1600
しま内科胃腸科クリニック ℡455-6600
下間クリニック ℡455-1718
しらい眼科 ℡452-1113
生協河西診療所 ℡451-6177
西庄園診療所 ℡452-8856
関口クリニック ℡488-5383
せせらぎクリニック ℡499-7712
たかたクリニック ℡455-5550
髙田整形外科内科クリニック ℡453-7733
たけい耳鼻咽喉科 ℡451-3341
武田医院 ℡455-4500
谷口内科医院 ℡453-6766
田村耳鼻咽喉科 ℡499-7633
中江病院 ℡451-0222
中谷内科・循環器科 ℡451-9348
夏見整形外科 ℡456-6500
西村内科医院 ℡451-3125

西和歌山病院 ℡452-1233
長谷川内科医院 ℡457-2339
はんだ内科クリニック ℡460-7961
ひまわりこどもクリニック ℡480-2515
平井診療所 ℡480-5262
ほしの整形外科 ℡456-0117
前岡小児科 ℡452-2202
増井内科 ℡453-7677
増田内科 ℡453-5735
松谷内科 ℡451-1700
松本医院 ℡455-1966
松本胃腸科肛門科 ℡454-7181
松本メンタルクリニック ℡452-7183
みうら循環器内科 ℡480-6100
三木内科 ℡454-8115
みなかた内科 ℡480-5556
宮﨑泌尿器科内科クリニック ℡457-0870
ゆうゆうクリニック ℡457-1130

与田病院附属ふじと台
クリニック ℡499-8801

淀澤医院 ℡457-2393
和歌山ろうさい病院 ℡451-3181

MIZ 麻川クリニック ℡447-0729
葵町クリニック ℡432-7876
青木整形外科 ℡446-2110
秋田クリニック ℡445-2700
井関循環器科内科 ℡444-8111
今村病院 ℡425-3271
上田クリニック ℡436-0533
上田内科 ℡445-0588
上出皮フ科クリニック ℡402-2200
上林神経内科クリニック ℡447-3111
上山病院 ℡446-1200
榎本耳鼻咽喉科 ℡445-8787
大谷医院 ℡444-5690
岡田内科消化器クリニック ℡445-5770
金丸医院 ℡444-2553
川﨑医院 ℡444-1005

かわらの小児科 ℡447-3112
紀の国今福診療所 ℡425-2775
小池胃腸科 ℡422-1729
坂本内科 ℡425-2588
しおたに循環器内科クリニック ℡446-3333
志波医院 ℡436-1355
嶋内科医院 ℡447-0047
嶋本脳神経外科・内科 ℡446-3636
竹内内科胃腸科 ℡441-5501
竹原外科内科医院 ℡445-0011
田中内科医院 ℡447-0222
田中内科医院雑賀崎診療部 ℡447-2600
田畑内科 ℡444-3000
たまい内科 ℡446-0021
つの小児科 ℡448-3234
虎谷医院 ℡423-2157
中場胃腸科内科 ℡444-3111
西村医院 ℡445-1181
浜田脳神経外科・内科 ℡445-7331
はやし整形外科 ℡446-0333
広瀬内科 ℡444-6313

福外科病院 ℡445-3101
松永内科消化器科医院 ℡445-1441
松本内科クリニック ℡448-2558
三谷整形外科・内科 ℡444-6311
光定内科 ℡445-3200
みなかたクリニック ℡445-1147
宮本医院 ℡422-6065
宮本内科 ℡414-1300
宮本病院 ℡444-0576
村上内科 ℡446-3070
山口内科小児科医院 ℡444-3872
山本内科・消化器科 ℡447-2203
横山内科 ℡422-1741
わかうら会診療所 ℡445-3545
和歌浦中央病院 ℡444-1600
和中内科・循環器科 ℡444-0880

砂山・今福・高松
雑賀・雑賀崎・田野
和歌浦・名草　　　

湊・野崎・松江・木本
貴志・楠見・西脇・加太

(五十音順)

(五十音順)

11 市報わかやま  平成28年10月号


