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01 開催まで１年！
問��文化振興課�☎ 435-1194

●紀の国わかやま文化祭 2021 の内容

　イベントは分野別交流、地域文化発信、障害者交流の
３つとなります。本市は分野別交流として 10 事業を開
催するほか、地域文化発信や障害者交流のイベントにつ
いても様々な事業を実施していきます。またその他にも
多くの事業が開催される予定です。

　2021 年 10 月 30 日～ 11 月 21 日、和歌山県初開催となる文化の祭典「国民文化祭」
と「全国障害者芸術・文化祭」が開催されます。この２つの文化祭を合わせた愛称を「紀
の国わかやま文化祭 2021」と称し、歴史ある和歌山の文化と魅力を発信していきます。
　また、同年夏には「全国高等学校総合文化祭」も同じく初開催されます。
2021年は文化の年として、文化・芸術の魅力で和歌山を元気に盛り上げていきましょう！

和歌山市主催の 10 事業（分野別交流）

●国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭とは？

災害時はまず自分の身を守る行動を 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５日木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５日木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。

※近くに防災行政無線がなく、放送が聞こえない場合は、10 時頃安全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、2015 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。

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５日木の訓練の際は、
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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緊急地震速報チャイム音 
▶ 「緊急地震速報。大地震です。大地震です。」 ▶「これは訓練放送です。」

３回
繰り返し

安全な場所に移動し

秋の火災予防運動スタートキャンペーン

Fun× Fam　防火ライブ
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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。

問��予防課☎ 427-0119

　11 月９日月～ 11 月 15 日日に実施する「秋の火災予防
運動」に先立ち、防火イベント「秋の火災予防運動スタート
キャンペーン」を開催します！
　今年は、和歌山地域密着型アイドル Fun × Fam を「和
歌山市消防局ファイヤアンバサダー」に委嘱し、Fun ×
Fam による防火ライブをメインにイベントを実施します！
　防火ライブでは、体を動かしながら楽しく防火を学べる防
火体操や住宅用火災警報器啓発ソングが初披露されます。

●日時／   1111月８８日日　　1010時3030分～1313時　 
※雨天中止

●場所／マリーナシティマリーナシティ　●参加料／無料　

和歌山市消防局マス
コットキャラクター

1「和歌山市消防局ファイヤアンバサダー就任式」
2�「防火ライブ」・・・防火体操、うちのＵＦＯ住警器（住

宅用火災警報器啓発ソング）、Fun × Fam の新曲など
3�「缶バッジ」・・・お好みデザインの Fun × Fam 缶バッ

ジ等を作成し、お持ち帰りいただけます。
4�「消火訓練」・・・ＶＲ消火シミュレータによる消火訓練

を実施！参加された方には、防火啓発品をプレゼント！

イベント内容

1�分野別交流・・・全国から出演者や作品を募集し、分野別
に公演や展示等を実施

2�地域文化発信・・・日本遺産、食文化や歴史などの文化資
源を活用し、和歌山の魅力を発信

3�障害者交流・・・障害のある人の文化活動の発表の場や障
害の有無に関わらず集い交流する機会を提供

かるた、華道、茶道、短歌、太鼓、洋舞、オー
ケストラ、合唱、吹奏楽、演劇

福田繁雄（グラフィック・デザイナー）

シンボルマーク
（国民文化祭）

　各ジャンルの文化活動を全国規模で発表、共演
し、交流する日本最大の文化の祭典です。1986
年に東京で開催されて以来、毎年開催を希望する
都道府県のうちから選ばれた自治体において開催
されています。2021 年に開催される国民文化祭
は 36 回目となります。

2021 年 10 月 30 日土～ 11月 21 日日開催期間

国民文化祭とは

　障害者の芸術及び文化活動を通して、障害のあ
る人もない人もともに参加し、交流の輪を広げ
る文化祭です。2001 年から開催されています。
2017 年より国民文化祭と一緒に開催することに
なりました。2021 年に開催される全国障害者芸
術・文化祭は 21 回目となります。

全国障害者芸術・文化祭とは

　文化は人間の知恵であり、秩序ある生
活との結合であります。限りなく広がる
文化へのあこがれを、歓喜の人形（かた）
の構成でイメージしたデザインです。日
本古来の古代紫を基調に、明るさを加え
て、新しい日本の未来色のイメージにし
た色彩計画です。

「第 18 回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会」の「日田杉×まちなか

アート」より
「第 33 回国民文化祭・おおいた 2018」開会式・オープニングより
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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。

●対象／おおむね１歳以上で、発達に課題や心配があるため
療育を必要とする児童

Pi

ck Up 

04

おのみなと（道場町）☎431-0241
鷺森 （鷺森） ☎422-6952
さくら （吹上） ☎422-2191
聖愛 （吹上） ☎422-5010
たちばな（西） ☎471-3918

ナザレ （堀止西）☎422-6593
のざき （梶取） ☎455-4113
ひのくま（秋月） ☎471-0380
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
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）☎488-1700
たから （塩屋） ☎444-2773

むつみ （砂山南）☎424-4414
こひつじ（木ノ本）☎452-0001
しょうぶ（吉礼） ☎478-2001
ひまわり（有本） ☎432-4567
かんどり（平井） ☎451-4350
じろうまる（次郎丸）☎453-0190
みどり （東高松）☎444-3261
山口 （谷） ☎462-0567
とうよう（宇田森）☎461-2890
和歌山 （中） ☎455-1983
ほしや （布施屋）☎477-2790
すみれ （木ノ本）☎455-6656
まつえ （松江中）☎453-0050

（一覧は９月１日現在のもの）

市立幼稚園

●申込期間／ 11 月 16 日月～ 20 日金
●願書配布／ 11 月２日月～各幼稚園で
●対象／
　５歳児（１年保育）：平成 27 年４月２日～翌年４月１日生まれ
　４歳児（２年保育）：平成 28 年４月２日～翌年４月１日生まれ
　３歳児（３年保育）：平成 29 年４月２日～翌年４月１日生まれ

●申込期間／ 11 月２日月～
●願書配布／  10 月 15 日木～各幼稚園で

●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

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 ●新規・転園の申込／※先着順ではありません
11 月９日月～ 12 月４日金に保育こども園課（東庁舎２階）に申込
書と必要書類を提出
※申込書は 10 月 19 日月～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。家庭調査を
行うため、家庭事情に詳しい方が申し込みにお越しください。年度ご
との申請のため、令和２年度分を申し込み済みで待機中の方も、改め
て令和３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。認定こども園への移行、新制度への移行
については、直接各施設へお問い合わせください。例年通り混雑が予
想されるので、時間の余裕をもってお越しください。

●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。

【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のおそれがある

城北 （小人町）☎422-3239
まこと（つつじが丘）☎453-0020
さかえ （狐島） ☎455-2893
ふたば （友田町）☎423-1103
のぞみ （善明寺）☎452-0685
紀伊 （直川） ☎461-6566
みちる （毛見） ☎445-4488
こうま （下三毛）☎477-3310
有功 （園部） ☎461-9130

のざき （野崎） ☎451-2327
きわ （中之島）☎432-2088
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
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
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
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

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） ☎ 488-1700
たから （塩屋） ☎ 444-2773

むつみ （砂山南） ☎ 424-4414
こひつじ（木ノ本）☎ 452-0001
しょうぶ（吉礼） ☎ 478-2001
ひまわり（有本） ☎ 432-4567
第二ひまわり（栄谷） ☎ 455-2155
かんどり（平井） ☎ 451-4350
じろうまる（次郎丸）☎ 453-0190
みどり（東高松） ☎ 444-3261
山口（谷） ☎ 462-0567
とうよう（宇田森） ☎ 461-2890
和歌山 （中） ☎ 455-1983
ほしや （布施屋） ☎ 477-2790
すみれ （木ノ本） ☎ 455-6656
まつえ （松江中） ☎ 453-0050

✿私立認定こども園（保育部分）
（一覧は９月１日現在のもの）

（一覧は９月１日現在のもの）

（一覧は９月１日現在のもの）

令和３年度　園児募集のご案内Pi
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　さまざまな事情により家族と暮らすことができない子供
たちが身近にいます。里親は子供たちを家族の一員として
受け入れ、愛情と正しい理解を持って育てています。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。
色々な受け入れ方があり、相談機関がサポートしています。
　家庭という居場所を求める子供がたくさんいます。
　関心を持たれた方は一度お問い合わせください。

10月は
里親月間です

　児童発達支援センターとは、発達に課題や心配のある就学
前の児童が、通園を通して健やかに成長し、将来豊かな生活
ができるよう心身の発達を支援していく療育の場です。

令和３年度

児童発達支援センター　通所児童の申込受付

●対象／平成 27 年４月２日以降生まれで、発達に課題や
心配があるため療育を必要とするおおむね３歳以上の児童

●申込／地区の保健センターに連絡し、園と見学調整をし
たうえで、10 月１日木～ 12 月４日金に直接、障害者支
援課（東庁舎１階）まで。※後日調査あり。選考により決定。

施設名（住所） 電話番号 予定数
 あおい学園 （今福 2-9-35） ☎ 422-0347 15 人
 こじか園 （上黒谷460-2） ☎ 462-2895 10 人
 第二こじか園（田尻 155-1） ☎ 476-4410 10 人
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問こども総合支援センター☎402-7830、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 
こばと学園つむぎ☎499-8805、児童養護施設 旭学園☎479-0080

施設名（住所） 電話番号 予定数
 カナの家 （葵町３-25） ☎ 496-2368 ７人
 若竹園 （毛見 1451- １） ☎ 445-5721 12 人

毎日通園、幼稚園・保育所等との併行通園も可能な施設

申込・問合は各市立幼稚園へ

●申込期間／ 11月 16日月～ 20日金
●願書配布／  11 月２日月～各こども園で

里親個別相談会を開催します
「里親ってどんなことしているの？」
「やってみたいけど…できるかな？」
そんな方はぜひ気軽にご参加くださ
い！（申込不要）
●日時／ 10 月 17 日土　10 時～ 16 時
●場所／和歌山市こども総合支援センター
▶上記日程への参加が困難な方は…
下記機関では、皆様のご都合に合わせ個別相談会を開催します。
お気軽にご連絡ください。里親支援専門相談員が対応します。
・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　つむぎ☎ 499-8805
・児童養護施設　旭学園　☎ 479-0080 申込・問合は各私立幼稚園へ

（一覧は９月１日現在のもの）

（一覧は９月１日現在のもの）

✿市立認定こども園（保育部分）

✿私立認定こども園（教育部分）

✿市立認定こども園（教育部分）

✿私立幼稚園

✿市立幼稚園

市立幼稚園・私立幼稚園・認定こども園（教育部分）

芦原 （雄松町） ☎ 488-3626 本町 （北桶屋町）☎ 488-5220

芦原 （雄松町） ☎ 488-3626 本町 （北桶屋町）☎ 488-5220

里親制度をご存知ですか？

子供たちの未来のためにできること

問 障害者支援課 ☎ 435-1060

●申込・問合先／各施設まで

毎日通園のみの施設

「子育ての援助をしてほしい人」と「子育てのサポートをしたい人」をつないで支えあう

ファミリー・サポート・センター（ファミサポ）会員募集Pi
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　ファミサポとは、子育ての援助をしてほしい人（依頼会員）と、
子育てをサポートしたい人（スタッフ会員）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。
※依頼会員は随時募集中です。一度お問い合わせください。

スタッフ会員 依頼会員

ファミリー・サポート・センター

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

●場所／ あいあいセンター５階
●定員／ 25 人〈抽選〉
●費用／資料代自己負担
●申込／ 10 月 10 日土までに電話で

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

※一時保育（１歳～未就学児）あり。
要予約。

開催日 時間

10/13 火 10：50 ～ 15：40

10/15 木 10：30 ～ 15：40

10/23 金 10：30 ～ 15：00

10/29 木 10：30 ～ 15：40

11/ ６金 10：00 ～ 16：00

11/11 水 10：30 ～ 15：30

講習（全６日）終了後、会員登録ができます。子育ての参考にな
る内容なので、会員登録の予定がない方もぜひご参加ください。

●スタッフ会員になるための講習会

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、原則月曜（祝日の場合はその次の平日）・祝日休み〉

申込は各こども園へ


