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●応募内容／覚えやすく親しみやすいもの・和歌山市ら
しさや文化ホールらしさが感じられるもの・自作で未発
表のもの・他で使用されていないもので施設の特徴に合
うもの。１人３点まで。
●応募／９月 24 日火 < 消印有効 > までに郵送・FAX・
メール・持参で　 
●必要事項／名称（読み方・理由）・住所・氏

ふりがな
名・年齢・

職業（学生の方は学校名・学年）・電話番号　 
●応募・問合先／
〒 640-8511　和歌山
市七番丁 23 番地　文化
振興課「新市民会館名称
募集」担当
✉ bunkashinko@city.
wakayama.lg.jp 
※詳細は市 HP（ID：
1011861）
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令和元年 10 月から 
幼児教育・保育の無償化がはじまります

問 保育こども園課 ☎435-1064

問 保健対策課 ☎488-5118結核住民検診日程
９月 24 日～ 30 日は結核予防週間です

日程 受付時間 場所

９/ ４水 14：00～ 中之島連絡所 中之島
15：00～ 本町公園 本町

９/10 火 14：00～ 湊文化会館 湊
15：00～ 島橋公民館 野崎

９/12 木 14：00～ 善明寺文化会館 楠見
15：00～ エバグリーン四ヶ郷店 四箇郷

９/19 木 14：00～ 小倉小学校 小倉
15：00～ 西和佐支所 西和佐

10/ １火 14：00～ 本渡児童館
安原

15：00～ 安原支所

10/ ３木 14：00～ 南保健センター 三田
15：00～ 日前宮 駐車場 宮

10/10 木 14：00～ 牛町公園 雄湊
15：00～ 砂山連絡所 砂山

10/15 火 ９：30～ 河北コミュニティセンター 楠見
10：30～ 野崎連絡所 野崎

10/25 金 14：00～ 三田連絡所 三田
15：00～ 芦原連絡所 芦原

10/31 木 14：00～ 向団地 １号棟北側 貴志
15：00～ 河西コミュニティセンター 西駐車場 松江

11/11 月 14：00～ ショップ玉島 店舗前駐車場 川永
15：00～ 和佐支所 和佐

２/ ４火 ９：30～ 雑賀崎漁業協同組合 雑賀崎

●対象／ 65 歳以上　※今年度中に 65 歳に達する方も対象
●注意／肌着１枚で撮影します。ボタンやプリントのないも
のを着用してください。

※受付時間は 30 分間

※右記の日程以外で受診を希望する方は、市内のがん検診実施
医療機関で「肺がん検診」を受けてください。　40 ～ 69 歳は
1,000 円、70 歳以上は 500 円の自己負担が必要です。

　結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起きる病気です。
　現在でも、日本で年間約 17,000 人が発症している深刻
な感染症です。
　結核の初期症状は、風邪とよく似ています。 
　代表的な症状として
□咳が続く　□微熱が続く　▢急に体重が減る 
▢胸が痛い　などの症状があります。
　咳がなくても、このような症状が２週間以上続く場合には、
必ず医療機関で胸部 X 線検査や痰の検査を受けましょう。

申込不要
保険証不要
無料結核予防会のキャンペーンキャラクター

「シールぼうや」

８月７日には、起工式が執り行われました。

※０～２歳児はこれまでどおり、保育料の一部とし
て負担いただくことになります。
※年収約３６０万円未満の世帯や第３子以降の子供
に係る副食費については無償化されます。

月額42,000円までの範囲で無償化されます。

※満３歳（満３歳になった後の最初の３月 31 日まで）の方は、
市民税非課税世帯の方に限り、月額 16,300 円（日額 450 円）
までの範囲で無償化されます。

認定区分 現状
▶保育所
▶認定こども園 
  （保育所部分）

保育料の一部
として負担

▶幼稚園
▶認定こども園 
  （幼稚園部分）

給食費として
負担

無償化後

給食費
として負担

各地区を巡回して無料検査を実施します。 
この機会にぜひ受診してください。

保育所

保育所
幼稚園

認定こども園（保育所部分）

認定こども園（保育所部分）

認定こども園（幼稚園部分）

▶０～２歳児（市民税非課税世帯のみ）

▶０～２歳児（市民税非課税世帯のみ）

▶３～５歳児

▶３～５歳児

▶３～５歳児

月額 37,000 円までの範囲で無償化されます。

保育の必要性があると認定を受ける必要があります。

幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）終了後に利用
する預かり保育は、月額 11,300 円（日額 450 円）
までの範囲で無償化されます。ただし、別途保育の
必要性があると認定を受ける必要があります。

これまでどおり保護者の負担になります。

➡

※幼稚園、認定こども園（幼稚園部
分）については、満３歳の誕生日後、
年度途中に入園される方を含む。

年 齢 は ４ 月 時
点。６歳になっ
ても、その年度
の３月まで対象
となります。

副 食 費 は、
お か ず の 材
料 費 の こ と
です。

副食費

延長保育

預かり保育

認定外保育施設・一時預かり事業
病児保育事業・子育て援助活動支援事業

問 文化振興課 ☎435-1194、FAX435-1294

● 日 時 ／ 10 月 10 日・17 日・24 日・31 日・11
月７日・14 日の木 各日９時 30 分～ 11 時 30 分
●場所／市民体育館　
●内容／（前半３回）ラジオ体操・ストレッチ・ラー
ジボール卓球　（後半３回）ラジオ体操・ストレッチ・
ファミリーバドミントン・バスケットピンポン　
●定員／先着 50 人　●費用／ 500 円（保険料含む）
●申込／９月 10 日火～　郵送・電話・FAX で　 
●申込先／〒 640-8511　和歌山市七番丁 23　ス
ポーツ振興課（本庁舎 10 階）へ

　令和３年秋に完成予定の市民会館（仮称）市民文化
交流センターは、市民の文化芸術活動や相互交流の場
としての機能のほか、にぎわいの形成の機能も備えた
施設として整備します。
主な施設としては、多目
的な２つのホールや展示
室、５階の屋上空間は市
民の皆様に開放し、ガー
デンテラス等を設けます。

生涯スポーツ交流大会

和歌浦ベイマラソン with ジャズ

和歌山市勤労者総合センター後期教室
問 勤労者総合センター ☎433-1800

問 スポーツ振興課 ☎435-1364 
FAX435-1358
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03 秋のスポーツイベント新市民会館名称募集

ふれあいスポーツ教室

教室名　※〇は回数 期間 時間 定員 参加費 申込
家庭料理をちょっとおしゃれに⑩ 10/２～２/５の第１･３･５水 18：30～20：30 20 人 15,800 円

９月 12 日木（必着）ま
でに往復はがきで

【往信側】希望教室 ･ 住所 ･
氏名 ･ 年齢 ･ 勤務先 ･ 電話
番号 ( 携帯と勤務先の両方 )

【返信側】住所・氏名を記入。
〒 640-8227　西汀丁 34
番地　勤労者総合センター
※電話申込不可。希望者多
数の時は抽選 ( 勤労者の方
優先）。結果はハガキにて通
知。

生花 ( 嵯峨御流 ) ⑫ 10/１～３/３の第１･３･４火 18：30～20：00 20 人 15,800 円
アロマテラピー始めましょう③ 10/４･25･11/１の金 18：30～20：00 15 人 6,800 円
茶道（表千家）⑫ 10/９～２/26の第２・４水 18：00～20：00 15 人 8,400 円
フラワーアレンジメント⑥ 10/16～12/25の第２・４水 18：30～20：00 20 人 17,800 円
おとなのためのギター弾き語り⑥ 10/５～12/14の土 13：30～15：00 15 人 3,200 円
はじめての韓国語⑩ 10/４～２/７の金 18：30～19：30 15 人 3,200 円
初級英会話⑩ 10/１～１/21の第１～３火 18：30～20：00 15 人 2,100 円
着物着付け⑩ 10/11～１/17の第１～３金 18：30～20：30 15 人 1,100 円
ヨガ教室⑩ 10/５～２/１の土 10：00～11：00 30 人 4,300 円
ギャザリング（寄せ植え）③ 10/18・12/20・２/21の金 18：30～20：00 10 人 15,000 円

受講生募集！
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　勤労者福祉の充実と勤労意欲の向上のため、文化・教養・研修・スポーツ活動などの設備を備える「和歌山市勤労者総合セン
ター」（市役所西側）。さまざまな教室を開催していますので、この機会に生涯学習を始めてみませんか？

種目 開催日 場所 定員 申込期間

ソフトバレー
ボール 10/13 日 東公園体育館 なし 10/ ４金 

まで

ゲートボール 10/17 木
予備日 10/18 金

紀の川ゲートボー
ル専用コート なし ９/30 月 

まで

ハイキング 10/20 日
予備日 11/ ３日

ＪＲ田井ノ瀬駅
～ＪＲ千旦駅

先着
200 人

９/10 火
～ 30 月

ソフトテニス 10/20 日 つつじが丘
テニスコート なし 10/10 木 

まで

バレーボール 10/20 日 市民体育館
河南総合体育館 なし ９/30 月 

必着

●申込／電話・FAX・窓口で各競技団体かスポーツ振
興課（本庁舎 10 階）へ

名付け親はあなた！

10月27日日　開催
沿道での応援をよろしくお願いします！
※限定で追加エントリー受付中！

スポーツの秋！

★施設の特徴★
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完成イメージ

対象者
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My Town Topics

まちの話題

◦◦  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 ◦◦

新・出生届配布スタート
和歌山市オリジナル出生届　８月から配布開始

ベニー園長にスイカパフェ
ベニー園長にスイカパフェをプレゼント　　  ７/23 火

　二十四節気のひとつで、一年で最も暑いとされる「大暑」
の 23 日、和歌山城公園動物園の園長を務めるツキノワグマ
のベニーにスイカのパフェを贈りました。
　暑い日が続く中、園長としていつも頑張ってくれているベ
ニーを労おうと、2012 年から毎年プレゼントしています。
　スイカの器には、大好物の桃や凍らせたバナナなどが入っ
ており、モグモグとおいしそうに食べていました。

　南海加太線の「めでたいでんしゃ」をデザインしたオリ
ジナル出生届の第２弾を作成。南海加太線を走る電車「さち」
と「かい」に誕生したこどもの名前が「なな」に決定した
ことに伴い企画しました。
　また、同様にデザインした命名書もあり、出生届受付窓
口や子育て支援課、市役所ホームページでダウンロードで
きます。

「カガク」を通して課題解決
サマーサイエンスキャンプ in 和歌山・加太
～カダデカガクスル夏 2019 ～　　　８/ ４日～６火
　東京大学生産技術研究所設立 70 周年にあたり、和歌山大
学と連携し、青少年国際交流センターで行われました。両大
学の各分野の第一線で活躍する研究者等を講師陣として迎
え、ロケット開発にゆかりのある千葉市、秋田県能代市の中
高生と和歌山市の中高生計 32 人が直接指導を受けられる、
価値ある体験となりました。本市は、今後コンソーシアムに
参加し、これからの科学を担う人材の育成に取り組みます。

あたたかな灯りで夜を彩る
竹燈夜 in 山東 2019
～ # マチノアカリ～、わかやま夜市　　　８/10 土

　四季の郷公園で３つのイベントが開催されました。「竹燈
夜 in 山東」では、子供たちが作ったペーパーキャンドルな
ど、約２万本のキャンドルが幻想的な空間を作り出し、「～
♯マチノアカリ～」では、参加者が 450 個のスカイランタ
ンを空に浮かべて暑い夏の夜空を彩りました。「わかやま夜
市」は、台湾の夜市を再現。台湾のグルメなどを販売する
屋台が並び、本場さながらの雰囲気で大盛況となりました。

９月は防災月間

　本市でも避難情報などを発表する際は、防災行政無線や和歌
山市防災情報メールを通じて、「警戒レベル」を用いた周知を行
います。

　令和元年６月から、水害・土砂災害について、市町村が出す避難情報と、国や都道府
県が出す防災気象情報が、５段階に整理されました。
　今後は、直感的に理解でき、それぞれの状況に応じて避難できるよう、災害発生の危
険度と住民の方々が取るべき行動を５段階の「警戒レベル」を用いてお伝えします。

ご確認を！

Twitter（和歌山市公式ツイッター）
和歌山市役所▶ @wakayama_master
和歌山市災害警戒・対策本部▶ @w_city_saigai

ラジオ

ＳＮＳ
Facebook（和歌山市公式フェイスブック）
▶ @wakayamacity

情報収集の方法をたくさん知っておき、
もしものときに備えましょう。

NTT災害用伝言ダイヤル
大規模災害時、声の伝言板として利
用できるサービスです。（通話料有料）

▶ 171 → 1 →自分の番号→録音
▶ 171 → 2 →相手の番号→再生

体験利用日は、毎月１日・15日、１/１
～３、防災週間（８/30～９/５）、防災
とボランティア週間（１/15～21）。

録音
再生

防災情報電話案内サービス
☎ 0180-997-199（通話料有料）
防災行政無線と同じ内容を聞くこと
ができます。

和歌山市防災情報メール
防災行政無線の放送内容を配信し
ます。次のアドレスへ空メールを
送信してください。

▶touroku@bosai-mail.city.wakayama.wakayama.jp

※迷惑メール対策をしている方は、　
osirase@bosai-mail.city.wakayama
.wakayama.jp からのメールを受信で
きるよう設定してください。

ぜひご登録ください

テレビ（データ放送）

テレビ和歌山　   ▶５ch
チャンネルを合わせて d ボタンを
押すと、データ放送で災害情報を確
認できます。

エフエム和歌山

和歌山放送 AM　　　
ワイドFM［ ▶ 1431kHz 

▶ 94.2MHz

▶ 87.7MHz

NHK テレビ　　 ▶１ch

ラジオ第１放送
FM

NHK［ ▶ 666kHz
▶ 84.7MHz

ホームページ
和歌山市 HP
▶ http://www.city.wakayama.
wakayama.jp/index.html

災害時の情報収集手段

◦◦  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９月号 6

災害への心構えを高
めましょう。

早期注意情報 洪水注意報
大雨注意報 等 災害発生情報避難準備・

高齢者等避難開始
避難勧告・
避難指示（緊急）

避難に備え、ハザー
ドマップ等で自らの
避難行動を確認をし
ましょう。

既に災害が発生してい
る状況です。
命を守るための最善の
行動をとりましょう。

速やかに避難先へ避難し
ましょう。公的な避難場所
までの移動が危険と思わ
れる場合は、近くの安全な
場所や、自宅内のより安全
な場所に避難しましょう。

避難に時間を要する人
（高齢者・障害者・乳
幼児など）とその支援
者は避難しましょう。

気象庁が発表

- 放送例 -

気象庁が発表 市町村が発令 市町村が発令 市町村が発令

国 土 交 通 省 ・ 気 象 庁 ・ 都 道 府 県 が 発 表

警戒レベル相当情報とは、住民が
自主的に避難行動をとるために参
考とする情報です。
※市町村が発令する「警戒レベル」
の出るタイミングと必ずしも同時
になるわけではありません。

氾濫警戒情報
洪水警報　等

警戒レベル３相当情報 警戒レベル４相当情報 警戒レベル５相当情報
氾濫発生情報
大雨特別警報　等

氾濫危険情報
土砂災害警戒情報　等

警
戒
レ
ベ
ル

と
る
べ
き
行
動

情
報

防
災
気
象
情
報

警戒レベル４
で全員避難！

警戒レベルによる避難情報の発信

警戒レベル１ 警戒レベル２ 警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル５

こちらは防災和歌山市です。 
〇〇地区に洪水に関する警
戒レベル４、避難勧告を発令
します。


