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●音声版・点字版「市報わかやま」
音声版市報わかやま（デイジー図書※ CD）や点字版市報わ
かやま（冊子）を送付しています。ご希望の方は広報広
聴課へご連絡ください。
※デイジー（DAISY）図書：視覚障害者向けデジタル録音図書

●テキスト版「市報わかやま」メール
市報わかやまのテキストファイルをメールに添付して配信
します。「reg@mm.city.wakayama.wakayama.jp」に
空メールを送信し、登録してください。
※迷惑メール対策をしている方は｢mm.city.wakayama.wakayama.jp｣か
らのメールが受信できるよう設定してください。

障害者週間は、広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化そ
の他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設定されました。
誰もが暮らしやすい社会づくりのため、ご理解・ご協力をお願いします。

問 障害者支援課 ☎ 435-1060、ＦＡＸ 431-2840
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12 月３日～９日は「障害者週間」

誰もが暮らしやすい社会をめざして
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今年度は和歌山県民文化会館で開催します

和歌山市はたちのつどい（成人式）
問 生涯学習課 ☎435-1193

和歌山市
障害の理解・啓発
ポスターコンクール 手話部門

ヘルプマーク
部門

音声や点字で広報紙を送付します

代読・代筆ヘルパー派遣事業

視覚障害や、その他の障害のために字の読み書きが困難
な方を対象に、代読・代筆を行うヘルパーを派遣します。
詳細は市 HP（ID：1017505）。

障害者マーク
マークの意味を理解し、その場にあった配慮をお願いします。

すべての障害者が利用できる建物・施設を表す
世界共通のシンボルマーク。

肢体に不自由のある方の運転を示すマーク。無理
な幅寄せや割り込みはしないようにしましょう。
※道路交通法の規定により罰せられることがあります

聴力障害のある方の運転を示すマーク。無理な
幅寄せや割り込みはしないようにしましょう。
※道路交通法の規定により罰せられることがあります

聴覚障害を示すマーク。手話や筆談で話したり、
正面を向いてゆっくりはっきり話したりしま
しょう。

視覚障害を示す世界共通のマーク。点字ブロッ
ク上や周辺には物を置いたり、駐車・駐輪した
りしないようにしましょう。

白杖を頭上 50㎝程度に掲げていれば SOS のシ
グナル。進んで声をかけ、サポートしましょう。

盲導犬・介助犬・聴導犬などの訓練された身体
障害者補助犬の同伴を啓発するためのマーク。
※障害のある方が補助犬を伴って利用できるようご協力ください

身体の内部に障害がある人を表すマーク。外見
からはわかり難い不便さを抱えていることを理
解しましょう。

人工肛門・人工膀胱を造設した方（オストメイ
ト）の設備（主に装具の洗浄等を行える設備）が
あることを表すマーク。

在宅障害者就労支援・障害者就労支援を認めた
企業・団体へ付与されるマークです。
※実際のマークには通し番号が明記されています

義足を使用している方、内部障害のある方、妊
娠初期の方など、障害に限らず援助や配慮を必
要としていることを知らせるマークです。

新たな一歩を踏み出す
記念の日

●日時／１月７日日13 時～ 14 時 50 分（受付 12 時～）
●場所／和歌山県民文化会館
●対象／平成９年（1997 年）４月２日～ 10 年（1998 年）４月１日生まれの方

※進学や就職などで市外に転出している方で参加を希望する場合は、12 月１日金以降、
生涯学習課公民館振興班（☎435-1193）にご連絡ください。
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防火防災の決意をこめて

消防出初式 ～みんなでみにいこら～
問 消防総務課 ☎426-0119

消防職員や消防団員をはじめ消防関係機関約 3,000 人が参加します。消防自動車の行進
や放水演技、救助訓練のほか、体験コーナーもあります。皆さんでお越しください。

●日時／１月 14 日日９時 30 分～
●場所・内容／砂の丸広場：式典、分列行進
　　　　　　　東側堀端：放水演技、救助訓練（10 時 50 分頃～）
　　　　　　　東側広場：消防音楽隊ミニコンサート（放水演技・救助訓練終了後）
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平成 29 年度

和歌山市文化表彰
問 文化振興課 ☎435-1194

本市文化の向上発展に、特に顕著な功績のある
個人・団体を表彰します。今年度は次の個人・団
体が受賞されました。（敬称略）

尾
お ざ き

﨑 好
よ し あ き

昭（尾﨑 斎晃）【版画家】

和歌山「板画の会」を結成し、現在は日本板画
院名誉会員を務める。平成 24 年の日本美術評
論家大賞をはじめ数々の賞を受賞。国内のみな
らず海外でも高い評価を受ける。古き良き日本

の風景を、白と黒の世界で表現し続け、本市はもとより日本の美
術文化の振興に対する功績は多大である。

文 化 賞

恩
お ん だ

田 雅
ま さ か ず

和【文学・芸能研究】

和歌山放送に入社し、多くの番組を担当。「紀の
芽寄席」を立ち上げ、各地で落語会を行い、平
成３年からラジオ番組「紀の国寄席」を担当。19
年 1 月、天満天神繁昌亭の支配人に就任。その

ほか「有吉佐和子作品を読む会」など主宰し、落語や近代文学へ
の深い造詣を生かした活動で本市の文化向上に貢献している。

文化功労賞

西
に し

 陽
よ う こ

子【箏曲家】

幼少の頃から箏を学び、さまざまな楽器や芸術
分野と共演。平成 27 年 3 月、真舟芸術振興基金・
若手芸術家支援事業で湊御殿にて演奏会を実
施。28 年 5 月には、台湾の「紀州庵」の離れ修

復完了 2 周年記念式典で演奏を行う。30 年以上もの間、後進の指
導にも力を注ぎ、本市の伝統文化の振興に対する貢献は大きい。

寺
て ら し た

下 真
ま り こ

理子【ヴァイオリニスト】

幼少からヴァイオリンを始め、国内のコンクー
ルで受賞歴を重ねる。東京藝術大学音楽学部器
楽科ヴァイオリン専攻を経て、ブリュッセル王
立音楽院修士課程を卒業。在学中からさまざま

なコンサートに出演し国内の名立たるオーケストラと共演。市内
でも積極的に公演を行い、今後の活躍に大いに期待が集まる。

文化奨励賞
トンガの鼻

は な

 自
し ぜ ん

然クラブ【文化財保護活動】

雑賀崎「トンガの鼻」の遺跡・雑賀崎台場の
周知を目的に地元住民を中心に発足。草刈
り等の里山保全や周辺海岸の美化に尽力。そ
のほか「夕日からハナがフルのを見る」とい
う風習を伝承する「夕日を見る会」を開催。

文化資源の保護のみならず、地域の活性化に大いに寄与している。

障害の正しい理解と啓発のため、ポスターコンクールを
開催します。優秀作品は啓発事業などで活用します。

●募集要項／1 各部門に合わせ、障害への理解や障害者
　　　　　　　 への思いやりなどが伝わる作品
　　　　　　2 個人の作品で未発表のもの
　　　　　　3 B3・B4・四つ切り・八つ切り程度の用紙
　　　　　　4 彩色・画材は自由、パソコン等の使用可

●応募期間／ 12 月１日金～１月 31 日水
※申込書は障害者支援課（東庁舎１階）で配布、市 HP（ID：
1018067）からダウンロード。

●応募・問合先／障害者支援課
　　　　　　　　☎ 435-1060、ＦＡＸ 431-2840

問 障害者支援課 ☎435-1060、ＦＡＸ 431-2840

問 広報広聴課 ☎435-1009、ＦＡＸ 431-2931
　 ✉ koho ＠ city.wakayama.lg.jp
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●対象／平成 31 年３月卒業予定の大学・大学院・短大・専門学校の学生等
●定員／各会場先着 50 人
●申込／１月 12 日金までに専用 HP で
●問合先／㈱キャリア・ブレスユー
　　　　　☎ 0120-281-075

南
みなかたくまぐす

方熊楠
ゆかりの地

和歌山市の偉人・南方熊楠
の生誕 150 周年を記念し、
ゆかりの地を紹介します。

  第 12 回（最終回）　南方家の菩提寺　延命院

和 16（1941）年 12 月に 74 歳で亡くなった
熊楠。遺骨の一部は、南方家の菩提寺の

ひとつである真言宗寺院・延
え ん め い い ん

命院（鷹匠町）に納
められました。和歌山市で生まれた熊楠は 15 歳
で上京、その後、14 年間にわたって海外留学し、
帰国後は田辺市で研究生活を送りました。熊楠が
生涯研究を続けられたのは、実家の南方家（弟の
常楠）の経済的な支援があったからこそといわれ

ています。本年 5 月には、
生誕 150 年を記念して、
延命院の境内に熊楠の顕
彰碑が建てられました。
写真：延命院（鷹匠町）

昭
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和歌山市内共通商品券「ナイスカード」

払い戻しの手続きを
和歌山市内共通商品券「ナイスカード」は平成 30 年２月 28
日水で使用終了となります。お持ちの方は、２月 28 日水まで
に使用するか、払い戻し手続きをお願い
します。

※使用済み、偽造・変造、商品券番号の
照合ができない、３分の１以上減少して
いる商品券は払い戻し不可。

●申出／ 12 月１日金～２月 28 日水〈消印有効〉に商品券・振込
　　　　み手続き依頼書を持参・郵送で

【持参】商品券を持参した際、振込み手続き依頼書を記入
【郵送】商品券・振込み手続き依頼書を簡易書留で郵送

※商品券額面金額は、３月 20 日火に振り込み予定。郵送での
申出希望の場合、依頼書を送付しますのでご連絡ください。

●申出・問合先／〒 640-8227 西汀丁 36 和歌山市商業協同組合
 　　　　　　　 ☎433-5180、ＦＡＸ 433-5190
 　　　　　　　 ✉ wsgk@wit.ocn.ne.jp
 　　　　　　　 （土日祝を除く 10 時～ 14 時）
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取得方法をご存じですか？

市・県民税の課税（非課税）証明書 問 市民税課 ☎435-1036

課税（非課税）証明書は、前年の１月１日～ 12 月 31 日の所得を証明する書類で、
所得証明書とも呼ばれています。公営住宅への入居や、年金・社会保険等の手続
きの際に提出を求められる場合があります。

直接行かないと

もらえない？

取得には

何が必要？

どこに行けば

もらえる？

いつ、どこに行けばもらえるの？

土曜・祝日・年末年始を除く８時 30 分～ 17 時 15 分（木曜のみ 19 時まで）、
市民税課１番窓口（市役所２階・日曜を除く）、日曜窓口（市役所１階・日
曜のみ）、各サービスセンター（東部・河南・河西・河北・中央・北）で取
得できます。

本人確認書類（運転免許証など）・手数料（１通 300 円）・委任状（代理人
が受け取りに行く場合）を持参してください。
※本人・代理人が市内在住で同じ住民票に記載の場合、委任状は省略可能。

郵送での請求も可能です。次の書類を市民税課へ送付してください。なお、
投函から１週間程度かかります。
申請書・手数料（郵便定額小為替、１通 300 円分）・本人確認書類の写し・
返信用封筒（切手貼付・宛先記載）・委任状（代理人が申請する場合）

必要書類のダウンロードは市ホームページ（ID：1017402）で。申請書（住
所・氏名・生年月日・必要となる年度・必要枚数・使用目的・電話番号）・委任

状（本人・代理人の住所、氏名、生年月日、代理人に証明発行手続を委任する旨）の
内容を記載した本人直筆の便箋等も使用可能です。

取得には何が必要？

直接行かないともらえない？ 必要な年度、枚数を提出先に必ず確認してくだ
さい。

課税（非課税）証明書は前年の所得を証明する
ものです。

【例】平成 29 年度の課税（非課税）証明書は、28 年１月１日～
12 月 31 日の所得を証明します。

証明書は、課税されている市町村で発行します。

未申告の方（所得の情報がない方）は、まず市・
県民税の申告が必要です。
※申告は市民税課のみ受付。サービスセンターでは申告できま
せん。申告から発行まで３日程度かかる場合があります。

ご注意ください
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職業体験や見学、セミナー等で「働く自分」をイメージ !!

若者の和歌山への就職を応援します 問 産業政策課 ☎435-1040

県内企業への UI ターンをめざす大学生・保護者対象の就職セミナーです。

●日時／ 12 月 24 日日 13 時 30 分～ 15 時 30 分
●場所／プラザホープ４階
●内容／講演（県内企業の魅力、就職活動の注意点など）・パネルディスカッション
●定員／先着 200 人　※事前申込必要
●申込・問合先／ジョブカフェわかやま「UI ターン就職セミナー」係
 　　　　　　　  ☎ 402-5757、ＦＡＸ 424-5670、✉ jobwaka@npo-cfa.com

わかやま UI ターン就職セミナー

●日時・場所・費用
日時 場所 費用

１/14 日
10：30 ～ 15：00

エルおおさか（大阪府立労働センター）
（大阪市中央区北浜東 3-14） 500 円

１/18 水
12：00 ～ 15：00

京都テルサ
（京都市南区東九条下殿田町 70） 500 円

わかやま魅力発見「学生×企業」ランチ交流会 ～採用担当者とホンネで語る !! ～

●開催日・内容（午前：セミナー、午後：バスツアー）

開催日 午前 午後

２/14 水 業界動向・企業研
究のポイント

Ａ わかやま農業協同組合
キクロン㈱

Ｂ ㈱松源、きのくに信用金庫

２/15 木
内定獲得のための
自 己 分 析・ 自 己
PR の秘訣

Ｃ ㈱ 117（ラヴィーナ和歌山）
㈱紀陽銀行

Ｄ ㈱島精機製作所
紀州技研工業㈱

●時間／９時～ 17 時 15 分　※勤労者総合センター４階集合
●対象／平成 31 年３月卒業予定の大学・大学院・短大・専門学校生
●定員／各コース先着 20 人　●申込／１月 31 日水までにメールで
●申込・問合先／産業政策課「企業ウォッチング」係 ☎ 435-1040
　　　　　　　　✉ wakuwork-navi@city.wakayama.lg.jp
※住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話番号・学校学部学科・学年・希望コース
（第２希望まで）を記入

わかやま企業ウォッチング

約 20 社が参加するランチ交流会。本格的な就職活動前に、リラックスした雰囲気の中で人事
担当者と意見交換できます。気軽に、自由な服装でご参加ください。

申込 HP（大阪） 申込 HP（京都）

大阪でも２回開催します！

１/14 日 エルおおさか
２/25 日 立命館いばらぎ
　　　　 フューチャープラザ

就活中のご家族や
お友達にも

ぜひお知らせください！

セミナー＆企業見学バスツアーで
働く自分の姿をイメージ！

●期間／２月 15 日木～３月 11 日日
●対象／大学１・２年生、短大１年生、高専２・３年生、専門学校生
●申込／ 11 月 24 日金～１月 28 日日までに専用 HP で
●問合先／県経営者協会 ☎497-8115

※参加学生を対象に事前説明会（１月 21 日日 13 時～ 14 時・県 JA ビル）を
開催します。

わかやま市１DAY インターンシップ
１日または半日のインターンシップ。実際に職業を体験し、経営者や先輩職員との交流を通して
地元の産業や企業の魅力を知ることができます。

約30社参加予定
複数企業への参加OK！

　　　　●日時／３月４日日 13 時～ 16 時
　　　　●場所／大阪産業創造館（大阪市中央区本町 1-4-5）

　　　　●日時／３月９日金 13 時 30 分～ 16 時
　　　　●場所／東京新卒応援ハローワーク（新宿区西新宿 2-7-1 小田急第一生命ビル 21 階）

　　　　●日時／３月 12 日月 13 時～ 16 時 30 分
　　　　●場所／京都テルサ東館３階（京都市南区東九条下殿田町 70）

　　　　　　　　　●対象／平成 30 年・31 年３月卒業予定の大学・大学院・短大・高専・専門学校生、一般求職者
　　　　　　　　　●問合先／県経営者協会 ☎497-8001、☎497-8115

わかやま就職フェア in 大阪・東京・京都 首都圏や近畿圏に住む
ご家族やお友達にも

ぜひお知らせください！
大阪

東京

京都

大阪・東京・京都

事前申込不要！
自由に入退場できます！

１/14は
ランチ交流会と

同時開催


