Pick Up News

市議会議員

～身体活動・運動編～
チャレンジ目標▶「運動習慣を身につける」

まずは、毎日プラス 10 分（1000 歩）多く歩きましょう！
今日からチャレンジ
●毎日の生活の中で意識的に身体を動かす機会を増やしましょう
●１回 30 分以上の運動を週に２回以上行うようにしましょう

いもと

井本

ゆういち

有一① 53 歳

就職活動に役立つセミナーと、県内優良企業（30

業予定者（高校生除く） ●費用／無料

Pi

●日時／７月 31 日水 13 時～ 16 時

●場所／和歌山ビッグ愛（手平２－１－２）

社程度）の人事担当者から直接話を聞ける企業説明

Up

●対象／一般求職者、令和 2 年 3 月卒

Pi

03 和歌山市職員募集 ( 第２回 )
試験区分
事務職（情報職）
行政職Ⅰ種

事務職
［UIJ ターン型］

採用予定
１人

昭和 59 年４月２日～平成 10 年４月１日生まれ。情報処理に関する資格要件あり。

１人

昭和 54 年４月２日～昭和 59 年４月１日生まれ。令和元年６月 30 日現在、和歌
山県外に在住し、和歌山県外に本社・本店を置く民間企業や和歌山県外に本庁所
在地を置く公的機関等における常勤の職務経験が通算して５年以上ある方。

1人

資格免許職Ⅰ種 保健師

２人

昭和 59 年４月２日以降生まれ。資格要件あり。

資格免許職Ⅱ種 保育士

６人

昭和 61 年４月２日以降生まれ。資格要件あり。

４人

平成５年４月２日～平成 14 年４月１日生まれ。 ※令和２年３月 31 日現在で
大学在籍期間が通算３年を超える方は除く（短大は可）
。

２人

昭和 44 年４月２日～平成 14 年４月１日生まれ。次の①～③のいずれかに該当
する方 ①身体障害者手帳１級～６級の交付を受けている方 ②療育手帳の交付
を受けている方又は児童相談所等により知的障害があると判定された方 ③精神
障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

技能労務職

１人

保育調理業務員

３人

学校給食調理員

１人

市報わかやま 令和元年７月号

街頭おどり／ 17 時～ 21 時

（県道六番丁交差点～市役所前～西の丸広場）
【第１部】ニューバージョン「ぶんだら 21」

場所

７月 28 日 日 20 時～ 21 時
※雨天時は７月 31 日水

和歌山港中ふ頭（万トンバース）
駐車場はありませんので、公共
交通機関をご利用ください。

輪おどり／ 18 時～ 21 時（西の丸広場）
縁日横丁／ 16 時 30 分～ 21 時 30 分（西の丸広場）
●問合先／和歌山市紀州おどり実行委員会事務局

和歌山市の夏の風物詩である港まつり花火大会。
約3,000 発の花火が夏の夜空を彩ります。

（観光課内） ☎ 435-1234

おどるんや
●７月

●７月

～第16回紀州よさこい祭り～

27 日土 イオンモール和歌山演舞場
28 日日 和歌山マリーナシティ演舞場

●８月３日土 ＪＲ和歌山駅前演舞場、ぶらくり演舞場、
和歌山城砂の丸演舞場

●８月４日日 高松小学校演舞場、モンティグレ演舞場、
けやき大通り競演場、和歌山城砂の丸競演場、和歌山城西の丸
広場

※グルメイベントも同時開催（８月３日土・４日日砂の丸広場）

●問合先／NPO 紀州お祭りプロジェクト

☎426-4424

昭和 54 年４月２日以降生まれ
昭和 59 年４月２日以降生まれ。資格要件あり。

●受験案内／７月１日月～人事委員会事務局・総合案内所（市役所１階）で
配布、市 HP（ID：1002972）でダウンロードできます。
※郵送請求は、返信用封筒（角２、試験区分・あて先を記入し 140 円切手を
貼付）を事務局（〒 640-8511 七番丁 23）へ郵送。
●申込／【持参】８月８日木・９日金 【郵送】８月９日金〈消印有効〉
※行政職Ⅰ種事務職［UIJ ターン型］
・障害者を対象とした行政職事務職の受
験申込みは郵送に限ります。
●第１次試験日／９月 22 日日
※詳細は受験案内・市 HP（ID：1002972）をご覧ください。
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開催日

主な受験資格

土木職

環境整備員

商工振興課 ☎435-1233

問 人事委員会事務局 ☎435-1371

昭和 63 年４月２日～平成 14 年４月１日生まれ。土木職は、専門課程を修了（令
和２年３月修了見込を含む。
） ※令和２年３月 31 日現在で大学在籍期間が通算
３年を超える方は除く（短大は可）
。

障害者を対象とした行政職事務職

月
日土
●
開会セレモニー／ 16 時 50 分～（公園前交差点）

問 和歌山港振興協会 ☎432-3116

和歌山市を元気に！

1人

消防職Ⅲ種

８ ３

「ぶんだら節」

あなたのやる気で

事務職

行政職Ⅲ種

第51回紀州おどり

第６７回 港まつり花火大会

●申込み／不要（入退場自由）

令和元年度

※令和２年４月１日採用予定

01

【第２部】正調「ぶんだら節」

02 紀の国就職フェア
問 和歌山県労働政策課 ☎ 441-2807

ck

夏まつり

和歌山市の

詳しくは市 HP（ID：1001546） 問 地域保健課 ☎ 488-5121

Up

会を同日に開催します。是非ご参加ください。

Up

Pi

市選挙管理委員会は６月３日選挙

会を開き、市議会議員選挙で次点の

井本有一氏の繰上げ当選を決めまし

た。
写真の下は６月３日時点の氏名・

当選回数・満年齢です。
（敬称略）
ck

みんなでチャレンジ！健康づくり！

ck

Pick Up News

医師（公衆衛生）募集中！
●業務内容／保健所での結核予防、感染症
予防業務等
●採用予定／１人
※詳細は受験案内・市 HP（ID：1019084）
をご覧ください。

◦◦ 和歌山市役所 ☎ 073-432-0001
（代表） 〒640-8511 和歌山市七番丁23 ◦◦

◦◦ 市HPのトップから関連ページを検索できます。①記事記載のIDを入力 ②表示ボタンをクリック ◦◦

市報わかやま 令和元年７月号

4

Pick Up News

まちの話題
My Town Top

ck

Up

取付作業員を無料で派遣します

Pi

04 家具転倒防止用固定金具の取付

ics

問 地域安全課 ☎435-1005

地震などの災害発生時に家具の転倒等による被害を防止するため、家具転倒防止用固定金具の取り付けを希望する世帯に取
付作業員を派遣しています。

ハーブの香りに包まれながら

3身体障害者手帳（１級・２級）
・療育手帳（A1・A2）
・精神障害者保健福祉手帳・特定医療費（指定難病）

５/21 火

受 給 者 証・ 小 児 慢 性 特 定 疾 病 医 療 受 給 者 証 の い ず れ か の 交 付 を 受 け て い る 方 が い る 世 帯

西庄ふれあいの郷で毎年開催されている花摘み体験が

今年も開催され、114 人が参加しました。ハーブ園では、

※固定金具代は自己負担。固定する家具は３つまで。

一面観

●申込先／〒 640-8157

八番丁 12

紀三井寺を含む巡礼の旅 日本遺産に

紀三井寺を含む「西国三十三所観音巡礼」が日本遺産に認定

５/17 金

紀三井寺を含むストーリー「1300 年つづく日本の終

活の旅～西国三十三所観音巡礼～」が令和元年度「日本遺
産」に認定されました！紀三井寺は西国三十三所の２番札

所で、「金剛宝寺（紀三井寺）と木造十一面観音立像」が
ストーリーの構成文化財となっています。紀三井寺は、平

成 29 年度に日本遺産に認定された「絶景の宝庫 和歌の浦」
の構成文化財でありましたが、今回で２度目の日本遺産認
定となりました。

地域安全課（消防局庁舎 5 階）

※申込書は同課・支所・連絡所・サービスセンターで配布、市 HP（ID：1004384）

申請は一世帯につき１回限りで、過去にこの事業で取付された方は対象になりません。
ck

Up

ck

問 広報広聴課 ☎435-1009

いつまでも歯と口の健康を大切に
歯と口の健康週間に係る表彰式

６/ ８土

本市では「歯と口の健康週間」
（６月４日～ 10 日）にあ

わせ毎年、小中学生から作品を募集しており、優秀作品な
どの表彰式を伏虎義務教育学校で開催しました。

子供たちの作品は、独自の視点で歯と口の健康について

表現したものが多く、
「よい歯の児童」
「よい歯の学校」
「ポ
スター」
「標語」
「詩」の５部門、計 130 人の児童と５校の
学校が表彰されました。

エミューの赤ちゃん限定公開

５/18 土・19 日
25 土・26 日

市を市民の皆さん

申請書の提出後、対象となる方には購入引換券を郵送しますので、

と一緒に考える機

販売店舗に購入引換券と本人確認書類を持参の上、商品券を購入

会として、６月中

して下さい。

旬から市政報告会

●対象／（１）平成 31 年１月１日時点で本市に住民登録しており、

を開催しています。

平成 31 年度市民税が非課税の方

場所
南コミュニティセンター
多目的ホール

（２）平成 28 年４月２日～令和元年９月 30 日に生まれた子のい
開催日
７月６日土 14 時～ 15 時

た。今回公開されたエミューの赤ちゃんは

アドベンチャーワールドから譲り受けた卵

る世帯の世帯主

●申請／７月 16 日火～ 11 月 30 日土〈消印有効〉に郵送で提出
●申請先／〒 640-8511 商工振興課

プレミアム付商品券とは
使用期間
令和元年10月１日火～令和２年２月29日土
市内の商店・百貨店・スーパー・ホームセンターなどで使えます。
※ 5000 円分ずつ購入可（販売額 4000 円）

人権コラム
「ことば」を大切に
皆さんは「あの人はガラが悪い」
「あそこはガラが悪い」とい
う言葉を聞いたことがあると思います。では、
「ガラ」ってなん
でしょうか。「人柄」の「ガラ」のことでしょうか。
誰かをほめる時に「人柄が良い」という言葉を使うときがあり

Up
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あなたも切り替えてみませんか？

ジェネリック医薬品

問 国保年金課 ☎435-1215

ジェネリック医薬品の特徴
●新薬よりも低価格

●効き目・安全性は新薬と同等

否定してしまいます。さらに、
「あそこはガラが悪い」という言
葉は、その地域の人たち全体を否定することになります。このよ

ジェネリック医薬品（後発医薬品）を利用すると、自己負担が軽減

うな「些細」と思う言葉から、差別が生まれていることがあります。
「ことば」が人を深く傷つけることもあるのですから、私たちは、
普段から言葉の意味やその影響を考えて使っていきたいですね。

市報わかやま 令和元年７月号

ck

●内服以外に外用・点眼・注射用などもあり
●味・におい・形状などをより使いやすく改良！

ますが、
「ガラが悪い」という言葉は、その人の人格そのものを

7

※９月下旬以降に、購入引換券を郵送予定。

▶商品券の利用可能額：２万 5000 円分の商品券を２万円で購入できます。

が４月 18 日にふ化したものです。限定公開に

ごい！」と声をあげていました♪

※市民税が課税されている方と

生計同一の配偶者、扶養親族及び生活保護受給者等は対象外。

河西コミュニティセンター
７月 13 日土 14 時～ 15 時
多目的ホール小

の赤ちゃんに興味津々で、「かわいい！」「す

問 プレミアム付商品券申請相談窓口☎488-8002

品券購入引換券の交付申請書を７月中旬に郵送します。

東部コミュニティセンター
７月 13 日土 10 時～ 11 時
多目的ホール

かけつけた子供たちは、初めて見るエミュー

プレミアム付商品券購入引換券

購入対象となる可能性がある市民税非課税の方に、プレミアム付商

これからの和歌山

和歌山城公園動物園で、エミューの

赤ちゃんが期間限定で公開されまし

交付申請が始まります

市長が地域に伺い、

７月の開催

エミューの赤ちゃんがお披露目

Up

05 和歌山市市政報告会 06

Pi

くさんのハーブを摘んでいました。参加した方に話を聞く

音立像

Pi

木造十

のハーブが満開。参加者は爽やかな香りを感じながら、た

ラワーにして楽しむ」と話していました。

●募集件数／先着 230 件

●申込／令和２年１月 31 日金までに郵送・持参で申込書を提出

約３万本のラベンダーに加え、ローズマリーやヤローなど

と、摘み取ったハーブは「お風呂に浮かべたり、ドライフ

2介護保険の要介護認定で３・４・５と認定されている方がいる世帯

Pi

ハーブの花摘み体験

●対象／1 65 歳以上の方のみの世帯

されるだけでなく、医療費全体の抑制にもつながります。

※すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。
また、治療内容によっては適さない場合もあります。お薬手帳
などを活用し、医師や薬剤師に相談しましょう。

◦◦ 市HPのトップから関連ページを検索できます。①記事記載のIDを入力 ②表示ボタンをクリック ◦◦

市報わかやま 令和元年７月号
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