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変更点 現在 オープン後

ごみの搬入先
青岸エネルギーセンター

青岸ストックヤード
青岸クリーンセンター

搬入できる時間 12：00 ～ 15：00
月曜日～土曜日（祝日含む）

９：00 ～ 15：30
月曜日～土曜日（祝日含む）

資源の搬入先 なし 青岸ストックヤード

搬入されるごみから資源化可能な物を選別することで、ごみの
減量及びリサイクルを推進し、循環型社会への転換を進めるた
めに整備された施設です。
市民のみなさまのごみの搬入先は、ごみ焼却施設（青岸エネル
ギーセンター、青岸クリーンセンター）から、青岸ストックヤー
ドに変更します。

搬入時は、あらか
じめ品目ごとに分別
して下さい

品目 注意事項
かん

①中身を飲み（使い）きってください　②中を水洗いしたあと、水きりしてください
びん

ペットボトル ①キャップ・ラベルをはずしてください　②中を水洗いしたあと、水きりしてください
紙 新聞・チラシ、雑誌・本・雑がみ、ダンボール、紙パック等に分けてください

古着等 汚れているものは一般ごみとして出してください

小型家電等 家庭で使用されている家電製品です（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣
類乾燥機の家電４品目は搬入できません）

粗大ごみ 木、金属、プラスチック等の材質別に分けてください
陶磁器、ガラス 食器等の細かいものはまとめてください

一般ごみ 上記以外のものです

※新たに蛍光管や羽毛布団等についても資源化可能となります。

　青岸ストックヤードとは

　自己搬入される方へお願い

資
源

ごみの搬入が
しやすくなるよ

後期高齢者医療制度の保険料率等が改定されます

和歌山県後期高齢者医療制度の平成 30・31 年度の保険料率等が決定しました。
保険料は、等しく負担していただく均等割額と、所得に応じて決まる所得割額の合計額となります。
今までどおり所得の少ない方などには軽減制度がありますが、そのうち特例措置として実施されている所得割２割軽減と
元被扶養者の均等割７割軽減について、平成 30 年度は所得割軽減が廃止され、元被扶養者の均等割軽減は５割軽減に変
更されます。なお、均等割額の５割・２割軽減の対象は拡大されます。

問 和歌山県後期高齢者医療広域連合 ☎428-6688 ／保険総務課 ☎435-1062

平成 30 年度保険料額の通知は、７月中旬に送付します。
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年　度 均等割額 所得割額 賦課限度額
（上限保険料額）

平成 30・31 年度（年間） 45,812 円 8.80％ 62 万円
平成 28・29 年度（年間） 44,177 円 8.93％ 57 万円

<所在地>
青岸清掃センター内（湊 1342-８）

問 青岸ストックヤード ☎435-5560
※３月 30 日金までは収集センター北事務所☎471-1503 ／西事務所☎453-0253（土日休み）へお問い合わせください

至 青岸橋

青岸ストックヤード

変わること

至 紀の川河口大橋

産業交流局

文化・スポーツの移管による市長事務部局の施策との一元的管理
　観光施策との一体的推進による地域振興、他施策等との連携強化による市民の文化・スポーツ活動
　の更なる進展など、教育部門の枠を超えて文化・スポーツ振興施策を展開するため、業務の一部を
　教育委員会から市長事務部局に移管します。これに伴い、教育委員会を２部に再編します。

◦「文化に関すること」「スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く）」の業務を教育
　委員会から市長事務部局に移管し「文化スポーツ部」を新設
◦「産業まちづくり局」を「産業交流局」に名称変更

建設部門の集約による業務の効率化・技術職員の育成
　建設部門を集約することで、業務の効率化、技術職員の技術継承・育成を図ります。

◦「都市計画部」を産業まちづくり局から建設局に移管
◦「営繕に関すること」「工事検査及び技術管理に関すること」の業務を財政局から建設局に移管
◦「建設局」を「都市建設局」に名称変更

下水道事業への公営企業会計適用に伴う改正
　下水道事業への公営企業会計適用に伴い、経営の効率化・市民サービスの向上を目的に、建設局「下
　水道部」を水道局に移管します。

◦「水道局」を「企業局」に名称変更

※詳細は市ホームページ（ID：1018936）

問 行政経営課 ☎435-1151
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平成 30 年度 市役所の主な組織改正

４月１日から新たな体制がスタート

産業部

観光国際部

農林水産部

文化スポーツ部

都市建設局 企業局 教育委員会

建設総務部

建築住宅部

道路河川部

都市計画部

経営管理部

下水道部

水道工務部

教育学習部

学校教育部

文化振興課

スポーツ振興課

生涯学習部

教育総務部

学校教育部

教育委員会

産業まちづくり局

産業部

農林水産部

観光国際部

都市計画部

建設局

建設総務部

住宅部

道路部

下水道部

水道局

経営管理部

工務部

財政局

営繕課
工事検査課

財政部

移
管

移
管

名称変更 名称変更 名称変更

再編

平
成
30
年
度

市長事務部局 市長事務部局

移
管

移
管

税務部
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～さらなる循環型社会への転換を目指して～

青岸ストックヤードが４月２日月にオープンします
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急な病気やケガ、適切な対応を

電話
救急医療情報センター
☎426-1199

Web 検索
わかやま医療情報ネット

子どもの急病
こども救急ダイヤル
＃ 8000

子供が急病で…

受診が必要情報を知りたい

平日
（診療時間内）

夜間・休日

！
急な病気やケガ

紹介
紹介

病気
夜間・休日応急診療
センター☎425-8181

ケガ
外科系当番医制度

（ページID「1001555」を
市HPで検索）

外来で対処可能 ▶ １次救急医療機関

転搬送

まずは
かかりつけ医

転搬送

入院や手術が必要 ▶ ２次救急医療機関（市内 21 病院）

（和歌山医大附属病院・日赤和歌山医療センター）
生命に関わる症状
高度な専門医療が必要

３次救急医療機関
▶

消防
119番通報

症
状
と
緊
急
度
に
応
じ
た
医
療
機
関
へ
搬
送

緊急性がない軽症者が、２次・３次救急医療機関を直接受診するケースが増加しています。本来の役割であ
る「重症者の対応」に支障が出ていますので、軽症の場合の直接受診は避けましょう。直接受診の場合は診
療費に加えて特別料金がかかります。
症状や緊急度に応じた医療機関が設けられています。あわてず適切な行動をお願いします。

問 総務企画課 ☎488-5109

緊急度が高い

谷
たにぐち

口  寛
か ん じ

治ちゃん
H29.10.18 生（弘西）

川
かわばた

端  聖
しょうま

真ちゃん
H29. ２.15 生（新高町）

藪
やぶした

下  友
ゆ あ

愛ちゃん
H29. ３.11 生（本脇）

中
なかもと

本  尊
たける

ちゃん
H29. ５.27 生（栗栖）

上
う え だ

田  京
きょうえい

永ちゃん
H28.11.11 生（田尻）

松
まつたに

谷  凌
り ん か

花ちゃん
H27.10.16 生（小倉）

わかっこ
すくすく育ってね　和歌山市のこどもたち

３歳未満のお子さん写真大募集！
❶名

ふりがな

前 ❷生年月日 ❸住所 ❹電話番号 ❺メールアドレスを
記載のうえ、メールでご応募ください。抽選で掲載します。
市 HP のトップにもランダムに表示します。※写真データ
は１MB（1000KB）以上のもの。プリント写真の郵送も可。

あて先▶広報広聴課  koho@city.wakayama.lg.jp
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固定資産税
都市計画税

市県民税
（普通徴収分） 軽自動車税

５月
全期  １期
5 月 31 日

全期

5 月 31 日

６月

７月
２期

７月 31 日
全期  １期
７月２日

８月
２期

８月 31 日

９月

10 月
３期

10 月 31 日

11 月
３期

11 月 30 日

12 月
４期

12 月 28 日

平成 31 年
1 月

４期

１月 31 日

問 納税課 ☎435-1038

問 総務課 ☎435-1018、✉soumu@city.wakayama.lg.jp

納期限までに納付を

お願いします！

納期限までに、納付書に記載されている金融機関、郵便局またはコン
ビニエンスストア（納付額が 30 万円以下でバーコードが印字されてい
るものに限る）で納付してください。
※詳細は市 HP（ID：1001449）

納期限（月）
税目
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平成 30 年度

和歌山市納税カレンダー
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奨学金返還助成制度

対象大学生等を募集
日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けた方で、本制度の参画企業に専門的職種で就職し３年以上勤務した際に、奨学金返
還を助成する制度の対象となる方を募集します。

●対象／以下の①～⑥のすべての条件を満たす方
　①平成 32 年３月に卒業を予定している大学生・短期大学生・大学院修士課程の学生・専門学校生
　②独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を借り入れている方・借り入れる予定の方
　③看護師・薬剤師・歯科衛生士・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士・社会福祉士・介護福祉士
　　の資格を取得予定の方
　④大学等卒業後、参画企業に期限の定めのない雇用により継続して３年間以上専門的職種で勤務す
　　る予定の方
　⑤大学等卒業後、市内に在住する予定の方
　⑥留年していない方

●応募期間／４月 20 日金～９月 28 日金
●応募方法／所定の様式に記入の上、必要書類を添付し、郵送か持参で総務課（市役所５階）へ提出

納期のたびに現金を持ち歩く必要がなく、金融
機関などに出かける手間を省くことができます。
ご希望の場合は、取扱金融機関の窓口でお申し
込みください。
※口座振替の詳細は市 HP（ID：1001441）

申し込みに必要なもの
❶ 預貯金通帳　　❷ ❶の通帳の届出印
❸ 納税通知書など通知書番号がわかるもの
※❸は、軽自動車税の場合は不要。

口座振替取扱金融機関
全国の本支店で取扱／みずほ銀行・三菱 UFJ 銀
行・三井住友銀行・りそな銀行・池田泉州銀行・南都
銀行・紀陽銀行・三菱 UFJ 信託銀行・三井住友信託
銀行・第三銀行・関西アーバン銀行・きのくに信用
金庫・近畿労働金庫・ゆうちょ銀行（郵便局）

市内のみ取扱／商工組合中央金庫・近畿産業信用
組合・ミレ信用組合・和歌山県信用農業協同組合
連合会・わかやま農業協同組合

県内のみ取扱／なぎさ信用漁業協同組合連合会

詳細や参画企業は
市 HP（ID：1013323）

納付には口座振替が便利です
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保健所・保健センターのおもな健康事業
中保健センター（吹上 5-2-15） ☎488-5122、南保健センター（田尻 493-1） ☎499-5566、
西保健センター（松江 775-1） ☎455-4181、北保健センター（直川 326-7） ☎464-5051、
地域保健課  ☎488-5119、保健対策課  ☎488-5118

平成30年度

種　別 項　目 自己負担金   備 　考　※年齢はすべて満年齢

胃がん検診 問診、胃部エックス線直接撮影または胃内
視鏡検査

50～69歳 3,000円 ◦ 50 歳以上の市民で偶数年齢の方　
◦胃腸科などの市内の医療機関（医大・日赤を除く）70歳以上 1,500円

子宮頸がん検診 問診、視診、頸部細胞診、内診
20～69歳 2,000円 ◦ 20 歳以上の市民で偶数年齢の女性　

◦産婦人科などの市内の医療機関（医大を除く）70歳以上 1,000円

乳がん検診 問診、触診、視診、マンモグラフィ（２方向撮
影）

40～69歳 2,000円 ◦ 40 歳以上の市民で偶数年齢の女性
◦実施医療機関などはお問い合わせください。70歳以上 1,000円

大腸がん検診 問診、便潜血検査
40～69歳 1,000円 ◦ 40 歳以上の市民　

◦市内の医療機関（医大・日赤を除く）70歳以上 500円

肺がん検診 問診、胸部エックス線直接撮影（肺がん
検診・結核健診）

40～69歳 1,000円 ◦ 40 歳以上の市民　
◦市内の医療機関（医大・日赤を除く）　70歳以上 500円

歯周病検診 問診、歯周病検査 無　料 ◦ 40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の市民
◦県内の歯科医院

肝炎ウイルス検診 Ｂ型肝炎ウイルス検査、Ｃ型肝炎ウイル
ス検査　※特定健康診査と同時実施

40～69歳 1,000円 ◦ 40 歳以上の市民で肝炎ウイルス検査を受診した
　ことがない方　70歳以上 500円

結核住民健診（集団健診） 65歳以上 無料 ◦職場等で受診できない方 

問 地域保健課
　（結核住民健診は保健対策課）

検診 職場等で検診を受ける機会のない方は、４月～翌年３月に１回、最寄りの医療機関で受診で
きます。同じ検診は２回受けられません。検診車を利用したがん集団検診（子宮頸がん除く）
も実施。日程は市報わかやまなどでお知らせします。

高齢者インフルエンザ予防接種　問 保健対策課

●対象／接種時、① 65 歳以上の市民 ② 60 歳以上 65 歳未
満で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能（ヒト免疫不全ウイ
ルスによる）に障害があり身体障害者手帳１級を持つ市民、
または同等の障害を有する市民

●接種方法／市内の実施医療機関で接種。年１回のみ。

●実施期間／平成30年10月１日～平成31年１月31日

高齢者用肺炎球菌予防接種　問保健対策課

平成 30 年度の対象者には６月末頃、接種に必要な書類を
送付します。過去に当該予防接種を受けた方は対象外。

生活習慣病予防・介護予防　問 地域保健課

●訪問指導／
保健師等が対象者宅を訪問し、生活習慣病予防や介護予防、介護者の
健康管理などについて指導、助言します。対象者は療養上の保健指導
が必要な方。

●健康教育・健康相談／
婦人会など各種団体を対象に、保健センターほか会場において栄養相
談・歯科相談・保健相談を行います。希望により血圧測定、骨密度測
定も行います。65 歳以上の方には、介護予防の教室や相談も。

予防接種  予防接種は医療機関で通年実施しています。市外での接種を希望される場合はご相談ください。問 保健対策課
種　別 接種対象者 接種回数等   備　考

ＢＣＧ（結核）
生後３か月～１歳に至るまで
できるだけ生後５か月～８か月に

１回 ー

四種混合 １
期

生後３か月～ 90 か月に至るまで
【初回接種・３回】できるだけ生後12か月まで
【追加接種・１回】できるだけ初回接種終了時

から12か月～18か月後に

合計４回 ◦四種混合の内容：百日咳・ジフテリア・破傷風・
　　　　　　　   　急性灰白髄炎（ポリオ）

二種混合 ２
期

11 歳以上 13 歳未満
できるだけ11歳（小学校６年）で

１回 ◦二種混合の内容：ジフテリア・破傷風
予診票は小学６年時に学校を通じて交付します。

麻しん
風しん

１
期

生後 12 か月～ 24 か月に至るまで
１歳の誕生日以降できるだけ早期に

１回
２期の接種時期は年長時のみです。

２
期 ５歳以上７歳未満、就学前１年間で １回

水痘 生後 12 か月～ 36 か月に至るまで 合計２回 ー

B 型肝炎
生後１歳に至るまで
できるだけ生後２か月～９か月に

合計３回 平成 28 年 10 月１日から定期接種になりました。

日本脳炎

１
期

生後 6 か月～ 90 か月に至るまで
【初回接種・２回】できるだけ３歳で
【追加接種・１回】できるだけ４歳で

合計３回

〈特例〉平成 19 年４月２日～平成 21 年 10 月１
日生まれの方で、１期未完了の場合、９歳以上
13 歳未満の間に限り未接種分を接種できます。
特例の方の予診票は医療機関にあります。

２
期 ９歳以上 13 歳未満 １回 予診票は医療機関にあります。

〈特例〉平成 25 年４月１日以降、次の方は 20 歳になるまでに未完了分の接種が受けられます。
●対象　平成７年４月２日～平成 19 年４月１日生まれの方　※予診票は医療機関にあります。

ヒブ感染症
生後２か月～60か月に至るまで
できるだけ生後２か月～７か月で開始

合計４回
※接種開始時期によ
り回数が異なります

ー肺炎球菌感染症
（小児用）

ヒトパピローマ
ウイルス感染症

（子宮頸がん予防）
小学６年生～高校１年生年齢相当の女子

合計３回
※ワクチンの種類で接
種間隔が異なります

現在積極的な接種勧奨はしていません。勧奨開
始時にはお知らせします。

●「予防接種と子どもの健康」は母子健康手帳と同時交付しています。予防接種前には必ずよくお読みください。● 予診票を紛失した
場合は、保健対策課、西・南・北保健センターで再交付します（母子健康手帳持参）。●予防接種の詳細は「和歌山市感染症情報センター」
ホームページにも掲載しています。

問合先

保健センター　問 各保健センター（子育て世代包括支援センター）

●「母子健康手帳」の交付／
妊娠届出時に母子健康手帳を交付します。保健相談もできます。

●乳幼児健康診査／対象者に個別通知

※育児不安や発達の悩み相談を随時受け付けています。予約制。

●マタニティサークル（２日コース）／
妊婦と家族への保健指導・栄養指導・歯科指導など。先輩ママ・
赤ちゃんとの交流会もあります。

●離乳食講習会／
妊婦・育児中の方に、離乳食のすすめ方と調理方法の講話を行い
ます。※要申込

治療・健診の助成、訪問相談など　問 地域保健課

●妊産婦健康診査費助成／
妊産婦健診費用の一部を助成します。
※妊娠届出後の健診が対象。母子健康手帳と同時に交付する
　「妊産婦健康診査受診票」が必要。

●不妊治療費助成／
治療費の一部を助成します。
特定不妊治療費：体外受精・顕微授精・男性不妊治療
一般不妊治療費：上記以外の不妊治療・不育治療費など

●新生児訪問／
助産師等が生後 28 日以内の新生児期に家庭訪問し、育児全般
の相談に応じます。
※「母と子の健康のためのしおり」に添付のはがきか電話で
　申込

●こんにちは赤ちゃん事業／
生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育て
情報の提供・育児相談を行います。

●産後ケア事業／
産後のお母さんと赤ちゃんが、産科医療機関にショートステ
イ（宿泊）して母子ケアや授乳指導・育児相談等を受けられ
ます。

健康診査 内容
４か月児
10 か月児

身体計測・診察・育児の話と相談
（生活・栄養・歯など）

１歳６か月児 上記のほかに発達相談、歯科検診あり
３歳児 上記のほかに聴覚検診、尿検査あり
２歳６か月児歯科 歯科健康診査・保健指導
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種　別 内 　容 時 　間 問合先

健康に関する相談 全年齢対象。妊産婦の健康相談、乳幼児の成長発達や育児相談、思春
期の心と体の不安などの相談、栄養相談など。 随時 各保健

センター
歯科健康相談 歯科一般についての相談。

エイズ抗体検査・相談 エイズに関する検査と相談。その他性感染症の相談も可能。必要に応
じて検査も実施。検査費用は原則無料。※予約制。匿名相談可。

毎週火18：00 ～ 20：00
毎週木９：00 ～ 11：00

保健対策課
肝炎ウイルス検査・相談 未受診の方を対象に、Ｂ型肝炎抗原検査・Ｃ型肝炎抗体検査を実施。

検査費用は原則無料。※予約制 第３水９：00 ～ 11：00

不妊相談 不妊に悩む方を対象に、月 1 回専門医が面接相談に応じます。保健師
による電話相談は随時。※予約制

毎月第１水
13：00～15：15 地域保健課

相　談

母子保健

成人保健
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市民会館で表彰式が行われ、スポーツへの貢献や成績をたたえました。

市のスポーツ振興に貢献
第 36 回和歌山市スポーツ賞　　  　　　　　　２/24土

　スポーツ振興に貢献、優秀な成績を収めた個人や団体に
和歌山市スポーツ賞が贈られました。99 人・38 団体が受
賞。【受賞者（敬称略）】●スポーツ振興賞／木

きむらいさお

村勲（パー
クゴルフ）、小

こじまつよし

島毅（水泳）、谷
たにぐちけんじ

口健次（硬式野球）●スポー
ツ顕賞／２人・１団体　●スポーツ賞／ 30 人・12 団体
●スポーツ奨励賞／ 64 人・25 団体

活躍する小中学生をたたえて
和歌山市児童生徒文化奨励賞表彰式　 　　　　 ２/23金

　学校内外の文化活動の成果として、全国規模の大会・審
査会等で特に優秀な成績を収めた小中学生を表彰しまし
た。（敬称略） ●個人賞／森

もりぐち

口麻
ま や

絢（太田小１）、的
ま と ば

場匠
た く み

海（雑
賀小２）、岩

い わ た

田凜
り さ

咲（和大附属小２）、津
つ む ら

村千
ち ひ ろ

尋（雑賀小４）、
湯
ゆ だ

田青
あ お は

葉（今福小６）、齋
さいとう

藤亮
りょうた

太（木本小６）、大
おおうら

浦侑
ゆ う き

季（向
陽中１）、楠

くすもと

本一
か ず と

斗（貴志中２）、瓜
う り う だ

生田彩
さ つ き

月（貴志中３）

ふしぎ体験！科学広場
こども科学館２階展示室リニューアルオープン  ３/ ３土
　身の回りにある「光、音、電気と磁力、力と運動」やロボッ
トについて、不思議なおもしろい体験をしながら学習でき
る展示室がリニューアルしました。29 点の展示物を新た
に設置し、計 49 点の展示物で様々な楽しみを創出します。
来場していた栗

くりはら

原光
こうよう

陽くんは「自転車をこいで発電するの
が特に面白かった。また来たいです」と話しました。

「スペースレーシング」人工発電。ゴールの土星に向かって一生懸命こぐ！

（上）
卒業証書授与。
涙ながらに受けとる
卒業生の姿も見られ
ました。

（左）
式後、校舎前で記念
撮影。ご卒業おめで
とうございます！

狂犬病予防法により、すべての飼い犬に登録と毎年
の予防注射が義務づけられています。次の会場また
はかかりつけの動物病院で、登録
の手続きと予防注射を済ませてく
ださい。費用は同じです。
●費用／ 6,190 円
　　　　（登録済の犬は 3,190 円）

※詳細は市 HP（ID：1015613）

　  飼い犬の登録と
狂犬病予防注射の実施

　　　問 生活保健課 ☎488-5114

●２年コース

講座名  ※○は回数 期間 時間 定員
初級囲碁　　　⑰ ５/30～２/20の水 13：30～16：00 40 人
将棋　　　　　⑰ ６/ ５～２/26 の火 13：30～15：00 40 人
民踊　　　　　⑯ ５/29～２/19の火 13：30～16：00 20 人
フラワー　　　⑯ ５/24～２/28の木 13：00～16：00 20 人
コーラス　　　⑯ ５/25～２/22の金 ９：30～11：30 30 人
日本画　　　　⑯ ５/22～２/26の火 13：30～16：00 20 人
初級書道（漢字）⑯ ５/23～２/27の水 ９：30～11：30 20 人
園芸　　　　　⑯ ６/ １～２/22 の金 13：30～15：30 20 人
初級社交ダンス⑯ ６/14～２/28の木 19：30～20：30 40 人
初級俳句　　　⑯ ５/22～２/26の火 ９：30～12：00 20 人
水墨画　　　　⑯ ６/ ８～２/22 の金 13：30～15：30 20 人
大正琴　　　　⑯ ５/24～２/28の木 13：30～15：00 20 人
初級詩吟　　　⑯ ５/23～３/13の水 13：30～15：30 25 人
水彩画　　　　⑯ ５/24～２/28の木 14：00～16：00 20 人
初級英会話　　⑯ ６/ ７～２/ ７の木 18：30～20：00 30 人

●１年コース

講座名  ※○は回数 期間 時間 定員
初級書道（かな）⑯ ６/ １～２/22 の金 ９：30～11：30 20 人
初級ペン習字　⑯ ５/25 ～２/ ８の金 ９：30～11：30 20 人
ストレッチ爽体操 ⑯ ５/25～２/22の金 10：00～11：00 35 人
太極拳　　　　⑯ ５/31～２/28の木 10：00～11：00 20 人
初心者パソコンＡ ⑯

５/15～１/29の火
10：00～12：00 20 人

初心者パソコンB  ⑯ 13：00～15：00 20 人
初心者パソコンC  ⑯

５/30～１/30の水
10：00～12：00 20 人

初心者パソコンD  ⑯ 13：00～15：00 20 人
初級トレッキング⑯ ５/24～２/28の木 ９：30～11：30 20 人
ヨガ　　　　　⑯ ６/ ５～２/19 の火 18：30～19：30 40 人
マジック　　　⑯ ５/29～２/19の火 18：30～20：30 20 人
初級写真　　　⑯ ６/ ５～２/19 の火 19：00～20：30 20 人
初級手話　　　⑯ ５/24～２/28の木 18：30～20：00 20 人
応用手話　　　⑯ ６/ ７～２/21 の木 18：30～20：00 20 人
リンパ改善運動⑯ ５/24～２/14の木 13：30～14：30 40 人

※初級囲碁は初心者～５級程度の方。初級トレッキングはテキ
スト講義のみ。パソコン教室はインターネットに接続していま
せん。詳細は市 HP（ID：1002167）をご覧ください。

●場所／あいあいセンター
●対象／市内在住・在勤の 20 歳以上の方
●費用（年額）／ 3,000 円（パソコン教室は 4,000 円）
　　　　　　　※教材費別途
●申込／４月 16 日月〈必着〉までに往復はがきで
　【往信側】住所・氏

ふりがな

名・生年月日・電話番号 ･ 講座名を記入
　【返信側】住所・氏名を記入
　※１人１講座まで。窓口で申込の場合、はがき持参。　　　
　　申込多数の場合、公開抽選（４月 19 日木10:30～見学自由）。
●申込先／〒 640-8226  小人町 29
　　　　　あいあいセンター「市民大学」係

平成 30 年度市民大学
受講生を募集します

　　　問 あいあいセンター ☎431-5247

実施日 時間 場所

４/ ９月

13：30～14：15 西山東支所
13：30～14：30 木本連絡所
14：45～15：30 岡崎支所
15：00～15：30 湊連絡所

４/10 火

13：30～14：00 名草支所
13：30～14：30 紀伊支所
14：30～15：30 宮前連絡所
15：00～15：30 直川支所

４/11 水

13：30～14：00 親子つりパーク（雑賀崎）
13：30～14：15 楠見連絡所
14：30～15：30 松下体育館
14：45～15：30 北島公民館

４/12 木
13：30～14：15

加太支所
吹上連絡所

14：45～15：30 新南連絡所
14：45～15：45 西脇支所

４/13 金

13：30～14：15 有功支所
13：30～14：30 小倉支所
14：45～15：30 善明寺文化会館
15：00～15：45 和佐支所

４/16 月
13：30～14：15

山口支所
砂山連絡所

14：45～15：30 今福連絡所
14：45～15：45 川永支所

４/17 火
13：30～14：15

貴志連絡所
和歌浦支所

14：45～15：30
島橋公民館
高松連絡所

４/18 水

13：30～14：15 県立体育館
13：30～14：30 芦原地区会館
14：45～15：30 四箇郷連絡所
15：00～15：30 本町連絡所

４/19 木

13：30～14：15 東山東支所
13：30～14：30 西和佐支所
14：45～15：45 安原支所
15：00～15：45 宮連絡所

４/20 金 13：30～15：00 衛生研究所（松江）
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旅立ちの日、未来へ進む
伏虎義務教育学校第１回卒業証書授与式　　   　３/ ９金

　伏虎義務教育学校が開校して初めての卒業式が行われ、
中学３年生にあたる９年生 65 人が卒業しました。林校長
は「自分の力を信じて、道を切り拓いていってほしい」と
はなむけの言葉をおくりました。卒業生たちは、在校生が
つくる花道を通りながら、思い出がたくさん詰まった学び
やから、それぞれの新たな道へ踏み出していきました。


