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勢.査が始ましほす!

令和2年国勢調査が9月から10月にかけて行われます。
国勢調査は、今回で開始100年目の節目で、人口・世帯の実態を明らかにする国の最も重要
な統計調査で、国勢調査の結果は、日本の未来をつくる基礎資料になります。
9月中旬頃から調査員が各世帯を訪問して調査票を配布します。
皆さまのご理解、ご協力よろしくお願いします。
10月1日(木)

六.

■調査期日

、

※この日時点での状況を回答してください。
■回答方法
回答方法には、次の3つの方法があります。

卑.

'''

①インターネット回答
9月14日絹)から 10月7日(水)まで回答できます。
調査期問中であれば24時間いつでも回答することができ、便利です。
お使いのスマーフォン、タブレ、、トからも、お気軽に回答できるためオススメです
また、インターネットで回答した場合、紙の調査票に記入する必要はありません。
、、

②郵送提出
配布された調査票に記入し、『郵送提出用封筒』に封入し、郵便ポストに投幽することで回
答できます。

郵送による回答を希望される場合は、10月1日(木)から 10月7日(水)までの司に郵便
ポストに投函してください。(切手不要)
③調査員への提出

上記①、②により回答しない場合は、調査員が 10月1日(木)から 10月7日 0拘

魚閲で再度訪問し、回収に伺います。
■問い合わせ総務課(丑54‑2019)

中央公民館を会場に、「作品展示」や「演技発表」など楽しいイベントを計画しています。
●作品展示

■日時Ⅱ月3日(火)午前9時 午後5時

※皆さまの作品のご応募、ご参加をお待ちしています。作品はⅡ月2日絢)の午後1時か
ら搬入し、所定の場所に展示していただきます(時間厳守でお願いします。)。

設はすべて下水道です︒

中継ポンプ施設︑処理施

する施設です︒管路施設︑

下水道は︑家庭のトイ
レ︑風呂場︑台所などか
ら出る汚水を管路によっ
て集めて︑処理場で処理

たさい

●下水道を正しくお使いく

しくお願いします︒

も早く下水道へ接続して
いただきますよう︑よろ

をご理解いただき一日

公共下水道または農業
集落排水施設に接続でき
る区域にお住まいの皆さ
ま方には︑下水道の役割

します

●下水道への接続をお願い

力をお願いします︒

こと︑整備されていない
区域の皆さまも︑家のま
わりの側溝や川などの水
質を少しでもきれいにす
るため︑日頃からのご協

本年で叙回目となる町文化祭を開催します。

下水道の維持管理は︑皆
さまにお支払いい た だ い て
いる下水道使用料でまかな
われています︒つまり︑下
水道はみんなの財産です︒
下水道へ汚水を流すよう

■日時 H 月3日(火)午後0時30分

※開会式の前に、景品が当たる抽選券を午後0時巧分から先着順にお渡しします。

演技発表に出演していただける方は、 9月10日(木)までに中央公民館にお申し込み

ください。

ることにつながります︒

/
,

●お茶席

う

.︑︑︑

醍場所ふるさとセンター1階ロピー

0中央公民館利用の皆さまへ

文化祭の準備と後片付けのため、教室等で
さい。

■問い合わせ中央公民館(金54‑2019)

8

凸
一︑

,.▲

81668

︑

,,一▼
f,1●

゛

一皇

'

一︑︑

戸6

︑

.

広域連△只金073

42

■問い合わせ
和歌山県後期高齢者医療

し

)0

す︒切り替えを希望される
方は︑かかりつけの医師ま
たは薬剤師にご相談くださ

ができない場合もありま

リック医薯叩への切り替え

お薬によっては︑ジエネ

ものではありません︒

このお知らせは︑現在処
方を受けているお薬をジエ
ネリック医薬品に切り替え
た場合に自己負担額が軽減
できることをお伝えするも
ので︑切り替えを強制する

討ください︒

リック医薬品の使用をご検

です︒この機会に︑︑ジエネ

険財政の改善には︑ジチネ
リック医薬品の普及が重要

周日時Ⅱ月3日(火)午前Ⅱ時 午後3時

2019)

地域防災課からのお知らせ
問い合わせ(宝^

秋の全国交通安全
秋口における日没時間の
急激な早まりとともに︑例
年夕暮れ時や夜間には︑重
大事故につながるおそれの
ある交通事故が多発してい
ます︒左記の点に気をつけ
て︑交通ルールの遵守と正
しい交通マナーにご協力を
お願いします︒また︑交通
安全運動期間の前日に街頭
啓発を実施いたします︒
■運動期間

9月討日明から即日劇
までの円日間
※9月即日圃は冥X通事
故死ゼロを目指す日﹄
■運動の重点
①子供を始めとする歩行
者の安全と自転車の安
全利用の確保
②高齢運転者等の安全運
転の励行
③夕暮れ時と夜問の交通
事故防止と飲酒運転等
の危険運転の防止

2019)

産業振興課からのお智せ
問い合わせ(宕^

業者年金に
加入しませんか

■街頭啓発
0日時
9月器日姻
午前7時即分S
同8時(予定)

0場所
九度山駅下交差点およ
び丹生橋付近交差点
0内容
啓発物資の配布および
街頭指導
0その他
天候等により中止とな
る場合あり︒

上下水道課からのお知らせ
問い合わせ(冒^12019)

9月W日は
﹁下水道の日﹂です

●家庭でできる生活環境の
改善と水質保全
下水道が整備された区
域の皆さまはもちろんの

立方式(確定拠出型)﹂の年
金です︒

◇終身年金
農業者年金は︑一生涯受
給できます︒肋歳までに亡
くなられても死亡一時金が
遺族の方に支給されます︒

こともできます︒

◇保険料の国庫補助
認定農業者等︑工疋の条
件を満たせば補助を受ける
であれば︑経営主・後継者・

■問い合わせ産業振興課

※士日祝を除く︒

9月1日側S円月即日樹

本人確認書類とあわせて提出
■募集期問

書一に必要事項を記入の上︑

﹁自動通話録音機貸与申込

■応募方法

独居など一定の要件を
満たす備歳以上の高齢者

■対象者

(※なくなり次第終了)

音機を無料で貸し出します︒

電話による消費者被害の
未然防止につなげる通話録

しします(追加募集)

自動通話録音機をお貸

(丑熨,2019)

■問い合わせ
農業委員会事務局

等控除が適用されます︒

◇税制面での優遇措置
支払った保険料は︑全額
が社会保険料控除の対象と
なり︑所得税・住民税が節
税となります︒また︑将来
受け取る年金は︑公的年金

7千円で千円単位)︒

◇保険料の自由設定
保険料の額は︑自由に設
定でき︑いつでも見直しで
きます(月額2万円S6万

③肋歳以上舶歳未満の方

する方

①国民年金第1号被保険者
②年間印日以上農業に従事

配偶者等広く加入できます︒

次の①S③すべてを満たす方

■加入者のメリット
◇農業者は広く加入可

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合がありま
◇積立方式の年金
自ら積み立てた保険料と
その運用益により︑将来受
け取る年金額が決まる﹁積

令和2年9月号 12]
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公共下水道または農業集
落排水施設をご利用の皆さ
まは︑下水道を大切に使っ
てください︒

住民課からのお知らせ
問い合わせ(冒^.12019)

後期高齢者医療制度に
加入されているみなさ

かけ︑ジエ︑不りツク医薬品

8月下旬から9月上旬に

まへ

.＼雄︑

0

︑一針豊

皆さまの出演をお待ちしています。

を使用した場合 1か月の
自己負担額が 2 0 0 円 以 上
軽減される可能性がある方
を対象にジエネリック医薬
品使用促進のお知らせを送
付しています︒

の各室利用はできませんので、ご了承くだ

伽/.弌べ︑い︑︑,,川

'ム',一゛ず〆.
,︑︑電゛゛ i

.
ノず.'゛

0演技発表の申し込み

になって︑衛生的で快適な
生活を送ることができます
︑
が゛︑︑
どんなものでも下水道
へ流してょいということで
はありません︒私たち一人
一人がルールを守り下水道
を正しく使えぱ︑管路やポ
ンプまたは処理場の故障を
へらし︑下水道を長く使え

●演技発表

患者負担の軽減や医療保

^
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BI

10月28日 0拘からⅡ月5日(木)まで、
、、、

己

文化祭の開につし

建叢からのお知らせ

問い合わせ(密^12019)

皆さんに通知します︒(不

地籍調査で

昭和釦年度から始まっ

立会の場合は筆界来定地

土地の所在を 明 確 に !

た地籍調査事業 は ︑ 託 年 自

を迎えました︒地籍調査は︑

お願いします︒

一筆ごとの士地の地番・地
目・面積・所有者・筆界等
を調査し︑現在 の 測 量 技 術
で測量するものです︒皆さ
んの土地の権利を守るため
にも︑この調査にご協力を

マ新婚世帯(婚姻の届け出が過去3年以内で夫婦がいずれも満卯歳未満の世帯)
または子育て世帯(夫婦の問に小学校卒業前の子がいる世帯)であること。

本年度の調査区域は︑

卑申込資格

下図のとおり ︑ 大 字 丹 生
川・大字慈尊 院 の 各 一 部
地区です︒ま た ︑ 昨 年 度
に現地調査を 行 っ た ︑ 大
字東郷・大字 慈 尊 院 の 各
一部地区と︑一昨年に現
地調査を行っ た 大 字 入 郷

ワ構造・・・木造2階建て 1棟2戸マ月額家賃・・45,000円

の一部地区に つ い て も ︑

ます︒

▽所在地・・・入郷▽募集戸数・ 1戸▽間取り・・2DK

調査完了を目指していき

■募集住宅概要

■調査区域について

地域優良賃貸住宅(さくら団地)入居者募集

▽すでに同居または同居しょうとする親族がいる者。
■調査者からのお願い

①筆地調査は︑必ず立会

ください︒

地籍調査の中で︑各筆

申込書、所得証明書および住民票(入居しようとする者全員)、その他必要書類

︑ごとに現地で地番・筆界

■申込手続(提出書類)

ず立会ください︒日時は︑

申込用紙配布令和2年9月8日(火) 18日(金)
申込受付
令和2年9月9 昌(水) 18日(金)

等を確認する一筆地調査
は特に重要ですので︑必

(政令月収)が 158,000円以上 487,000円以下であること。
盛申込用紙配布および受付期間

調査区域ごとに所有者の

▽入居しようとする者およびその親族、ならびに連帯保証人が暴力団員でないこと。
▽半込者本人と同居者全員の合計所得金額から控除額を引いてnケ月で除した金額

■入居決定

となり︑今後各個人の負
担で測量および登記手続
きをしていただくことに

なりますJ

じ刈り払いをお願いします︒

③絶対に杭を動かさないで

ください︒

に発展したりするので︑

杭は︑一本一本重要な
意味を持っています︒自
分勝手に移動したり抜い
たりしますと︑後に測量
ができなかったり︑紛争

..

.

..

゛.

このようなことのないよ

,
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うにお願いします︒

艇れて暮らす家族が心配で簡単で気軽に使えるサーピスがいいけれど安否確認サービスを使いたいけれど

.

こんなお悩みはありませんか?

゛、、■

00

0

離れた家族とつながる「みまもりでんわ」をご」用ください!

大切な寒蕨七

0)

0

0

゜゜゜゜0 会会分く^黍^

②筆界付近の雑木︑雑草等

※詳しくは、募集の回覧または九度山町のホームページを革覧ください。

は刈り払ってください︒

0

建設課(臼54‑2019)

0

.

■問い合わせ

筆界付近に生い茂って
いる雑木・雑草等は︑調
査時間を無駄に費やすば
かりか︑正確な測量がで
きませんので︑必要に応

入居申込者数が募集個数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定します。

0

!元気です
iいつも通リです

i元気かありません
*留守の場合には、その舌が
メールされ、1時問以内にもう

一儀、電話がかかってきます

15 ]

広報くどやまお知らせ版令和2年9月号

友人等へその臼の
健康状態がメールで
送られてきます。
崇なお、管理情報として
役場梧祉課にも同じ内容
の情報が届きます、

゛

お問含せ・お申込み

0 登録してあるご家族、

届用する杭の種類︼
黄杭・・・官民界
赤杭・・・民民界

①②③から選んで押す、

ではありません︒

しま

の︑
望か

希力

,

合その日の体調を受話機の

白杭・・・測量の基準杭

今、ご自宅でお使いの電話機で藺単に操作できて、"個人の費用負担"はありません。是非、ご活用ください。

※白杭は︑筆界を示す杭

一,倉

町では主に一人暮らしの高齢者の方向けの見守り事業として「みまもりでんわ」のサービスを行っています。

広報くどやまお知らせ版令和2年9月号 f41

台風・大雨に備える
累の外の備え

大雨が降る前風が強くなる前に行いましょう
●窓や雨戸はしっかりと鍵をかけ︑必要におうじ

て補強する︒

を卒業した人(令和3年3月卒業見込みの人を含む。)

こころの病気のある方と生活しておられる家族の方々への教室を開催します。不安や悩みはありませ
んか?こころの病気について正しい知識や接し方を学ぶことは、家族の不安をやわらげ、病気の早期回

第1次試験令和2年Ⅱ月8日(日)教養試験・職場適応性検査

復と再発防止につながります。

第2次試験第1次試験合格者に別途通知面接試験(個別)

第1回は家族支援に関することで、ご家族からも日頃の思いをお話いただきます。第2回は家族を対
象とした SST (soclal ski11S Training:社会技能訓練)です。どちらも家族の関わり方を振.り返っ

令和2年10月1日(木) 14日(水)土曜日・日曜日・祝日を除く。
午前8時30分 午後5時15分

て、家族が元気になれる企画です。
<第1回>

■提出書類

①職員採用試験申込書

圃日時9月29日(火)午後1時半 午後3時

②受験票

■場所かつらぎ町保健福祉センター3階研修フロアー(かつらき町丁ノ町2148‑1)

③封筒2通(受験票返送用・結果通知用)
長形3号封筒に郵便番号、住所、氏名(敬称「様」)を明記し、 84円釖手を貼付

■内容講演「家族が元気になるために」
■講師

※4)②は、組合事務局または組合ホームページから入手できます。提出書類は一切返却しません。
■提出方法

.社会福祉法人一麦会麦の郷ゆめ・やりたいこと実現センターコーディネーター藤本綾子氏
・「ゆかいな会(精神障害者家族会)」副会長貞包未奈江氏
U‑

①事務局へ直接持参

②郵送(令和2年10月14日消印有効)

※角形2号封筒に「職員採用試験申込書」と朱書きし、簡易書留郵便で郵送してください。
■提出先・問い合わせ

橋本周辺広域市町村圏組合事務局
〒648‑0073 橋本市市脇一丁目 1‑6 」A紀北川上農協橋本支店3階
丑0736一噐一7121

ht ゆ://WWW. hashiⅡoto‑kouiki. jp

<第2回>

広郭く声やま

お知らせ版令和2年9月号

^

f

■日時10月29日(木)午後 1時 午後5時

■場所那賀振興局3階大会議室(岩出市高塚209)

1‑

■内容講演「家族の関わり方」

■講師 SST普及協会リーダー高森信子氏

、

^

※都合のつく時間だけの参加も可能です。
長問い合わせ・申込み

^

.

橋本保健所保健課(三木・辻)(丑 42‑5440 FAX 42‑0認6)
※参加を希望される方は、電話かFAXで「氏名、連絡先、特別な配慮が必要か
どうか」をお知らせください。
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●側溝や排水溝は掃除して水はけを良くしておく
●風で飛ばされそうな物は飛ばないよう固定した

令和2年度精神障害者家族教室のご案内

.

■受付期間

り︑家の中へ格納する︒

巨試験日

台風や大雨は︑毎年大
きな災害をもたらします︒
警穀などの防災気象情報
を利用して︑被害を未 然
に防いだり︑軽減する こ
とが可能です︒テレビ や

昭和60年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学(短期大学を除く

累の中の備え

■受験資格

●非常用品の確認
懐中電灯・携帯用ラジオ・緊急薬品・衣類・
非常用食品・携帯ポンべ式コンロ・貴重品など
●室内からの安全対策

一般事務職 1名
令和3年4月1日

飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼った

鳳募集人員
■採用予定日

り︑万一の飛来物の飛び込みに備えて力ーテン

令和3年度橋本辺広域市町村圏組合職貫募集

やブラインドを下ろしておく︒

南海りんかんバス橋本営業所お0736一噐一0779

水を張るなどして生活用水を確保する︒

直バス利用に関する問い合わせ

③避難場所の確認など

60736‑33‑4909

●災害時には︑携帯電話・スマートフォンへの工
リアメール︑防災行政無線の放送などで確認し

橋本.伊都広域観光協議会(和歌山県伊都振興局企画産業課内)

"

■問い合わせ

.

QRコード少

..

詳しくはHP 高野山麓いと楽し

回・:回

艮

バス車内、南海りんかんバス高野山営業所、はしもと広域観光案内所、高野山宿坊協会

てください︒

※高野山内 1日券付きは大人:1,500円・小人:750円
※発売日当日限り有効
企画乗車券販売場所

●普段から家族で避難場所や連絡方法などを話し

匪企画乗車券お得な「ぐるっとパス」(大人:1,200円・小人:600円)

合っておく︒

(高野丹生都比売線)

●避難するときは︑持ち物を最小限にして︑両手

(橋本丹生都比売線)

が使える様にしておく︒

■運行経路 JR・南海橋本駅゛ー^丹生都比売神社゛ーーー高野山内

●水の確保
断水に備えて飲料水を確保するほか︑浴槽に

皿運行日 9月12日(土) Ⅱ月29日(日)の土・日・祝日限定

ラジオなどの気象情報 に

*橋本.伊都広域観光協議会,・橋本市・かっらぎ町・九度山町・高野町・伊都振興局で構成桧長中阪雅則かっらぎ町長)

十分注意してください ︒

ぜひこの機会にアクセスバスを利用して、高野山麓地域の魅力を楽しむ旅に出かけましょう!

台風や大雨の危険が近 づ
いているというニユー ス
や気魚情報を見たり聞 い

楽しんでいただける特別バスを秋限定で運行します。

たりしたら︑災害への備
えをもう一度確認しま し
よう︒また︑いざとい う

橋本.伊都広域観光協議会、では、高野山麓地域の世界遺産などの魅力的な観光スポツトを周遊して

時には︑ 周囲の人にも声
をかけ︑跨路せず避難 し

ましょ一つ︒

「高野山麗世界遺産アクセスパス」が秋限定で遅行します!

ー'

、、、.●1 /,,、
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相談

こころの健康相談

情

囲の人を対象に、こころの健康相談を開催

人権に関する相談に応じます。
■日時9月9日(水)

します。【要予約】

■場所橋本保健所

■場所ふるさとセンター

■問い合わせ
住民課(冒54‑2019)

■問い合わせ・予約

橋本保健所(金42‑5叫の

移動県民相談
弁護士および県民相談員が法律相談、行

心ごと相談
生活での心配ごとに関する相談に応じます。
皿日時9月8日(火)
午後1時30分 4時
■場所ふるさとセンター

■問い合わせ社会福祉協議会(冒54‑9294)

行政相談
行政に関する苦情・要望・意見などの相
談に応じます。
■日時9月15日(火)
午後1時30分 4時
■場所ふるさとセンター
問い合わせ企画公室(密54‑2

政相談、その他一般相談に応じます。

悪徳商法による被害、消費者問題に関す

る契約や取引のトラブルなどの相談に応じ
ます。「もしかしたら・
?」「ひょっ

9月24日(木)午前 10時 正午

・?」そんな心当たりのある

方は、ぜひ消費生活相談をご活用ください。
また、橋本市(第3火曜日)・かつらぎ町
(第1火曜日)・高野町(第2火曜日)と協
定を結んでいますので、 3市町において実
施される消費生活相談もご活用いただけま
す。

九度山町ふるさとセンター
日時9月器日(水)午後1時 4時
●かつらぎ町役場2F会議室B
日時9月1日(火)午後1時 4時
●高野町役場2階応接室
日時9月8日(火)午後1時 4時
●橋本市役所消費生活センター
日時9月15日(火)午後1時 4時

■問い合わせ産業振興課(冒54‑2019)
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①平成8年4月2日から平成 15年4月1日までに生まれた方

広報くどやまお知らせ版令和年9月号

②採用された場合、伊都消防組合構成市町(橋本市・かっらぎ町・九度山町)に居住できる方
③身体要件が一定基準以上の方
※日本国籍を有しない方および地方公務員法第16条各号(欠格条項)に規定する方は受験できません。
■試験日・内容

1次試験令和2年10月18日(印教養試験塙校卒業程團、消防適正検査、作文試験、体力検査
2次試験令和2年Ⅱ月下旬予定(第1次試験合格者のみ)面接試験
試験場所伊都消防組合消防本部(伊都郡かつらぎ町妙寺 126‑1わ
匿申込方法採用試験受験申込書に必要事項を記入し、提出してください。
■受付期間令和2年9月1日(火) 巧日(火)午前8時30分 午後5時巧分
※土曜日・日曜日・祝日を除く。

■場所

海南保健所(海草振興局健康福祉部)
海南市大野中939

閥相談内容
●土地・建物、借地・借家、相続、離婚、

■採用予定日令和3年4月1日採用予定
■提出先・問い合わせ
伊都消防組合消防本部総務課(丑器・0Π9)

令和3年度壽暴き鳥全t井1':.会国城寮職員採用試験受験案内

金銭関係、損害賠償などの法律問題(弁

護士が無料で相談)
●行政相談
談時間 1件あたり約20分
■予約受付 9月川日(木)

■試験の職種と募集人数、受験資格
職種募集人数
介護員

3名

管理栄養士

1名

海草振興局総務県民課(丑073‑44卜器52)

アイヌの方々からの様々なご相談を

お受什し衰す 相誤専用電話

..

..

■受験資格次の① ③すべてを満たす方

※採用試験申込書は伊都消防本部総務課で配布または、伊都消防組合ホームベージからもダウンロードできます。

肩日時

へ電話予約(先着6名)

消費生活相談

としたら

■採用予定人数 3名程度

午後1時30分 3時30

加日時9月4日(金)午後
24日(木)午後

/nfomation

令和3年度伊都消防組合消防職員募集

人権相誤

こころの健康に関する悩みのある人や周

゛、ツ

日常生活でお困りのこと、嫌がらせ、
別など何でもご相談ください。
■受付月曜日 金曜日
※祝日、 12月29日 1月3日を除く。

■時間午前9時 午後5時
■相談専用電話

アイヌの方々のための相談専用フリー
イヤル 0120‑フ?1‑208

●相談無料●匿名可●秘密厳守
■問い合わせ
公益財団法人人権教育啓発推進センタ
〒105‑0012 東京都港区芝大門 2‑10‑1
KDX芝大門ビル4階
(丑03‑57フフ‑1802)

◆本相談事業は、(公財)人権教育啓発推進
センターが、厚生労働省生活相談充実事
業により実施するものです。

受験資格

昭和41年4月2日以降に生まれた人で、ヘルパー2級又は介護職員初
任者研修の資格を有する人(取得見込みを含む。)
昭和41年4月2日以降に生まれた人で、管理栄養士の資格を有する人
(取得見込みを含む。)

※日本国籍を有しない人、地方公務員法第 16条各号(欠格条項)に該当する人は受験できません。また学歴等の詐欺が
見された場合は、採用を取消すことがあります。

■試験日第1次試験令和2年10月18日(田
第2次試験第1次試験合格者に別途通知します

闘試験方法第1次試験一般性格診断検査、職場適応性検査(各20分)
第2次試験面接

豊提出書類

①採用試験申込書※受験案内・申込書は、養護老人ホーム国城寮総務窓口または、 HPで入手できます。
②最終学校卒業証明書または、卒業見込み証明
③資格免許証の写し(資格取得見込みを証明する書類)
④採用試験申込書に貼付したものと同一の写真(30肌X30叩)

⑤結果通知用封筒※長形3号封筒に、郵便番号、住所、氏名を明記し、84円切手を貼付したもの。
廼受付期間令和2年9月1日(火) 9月17日(木)午前8時30分 午後5時15分
※土曜日・日曜日・祝日は受付できません。また、郵送による申込もできません。

■採用予定日令和3年4月1日採用予定
※ただし、受験資格がないこと、職員採用試験申込書その他提出書類の記載事項が正しくないことがあきらかになった
場合、または採用時に必要な書類の提出がない場合は、合格または採用を取り消すことがあります
■提出先・問い合わせ
養護老人ホーム国城寮総務係(a0736一噐一1託D

橋本市隅田町河瀬907 URL httPゾ/WWW,kuniki.sakura.ne,jp/WP/
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介護防行事9月予定表

4

◆S井戸端会

'.、

新聞で作るエコバッグ」

◆夢

午前9時

◆椎の実

..゛

午前9時
9

◆若がえり
◆河根若鮎

r

14

◆ほっこり

◆椎の実

◆なごみ

16
◆いきいき

◆花咲く中古沢

◆えびす
◆S河根若鮎

午前9時

リンパ体操」午前9時

「DVD鑑賞」

◆椎の実
訂

器
◆花咲く中古沢

ベル」午前9時

30

器
◆いきいき

◆若がえり
◆Sえびす

◆えびす会Sえびす(上古沢児童館)
◆椎の実Sありんこ(椎出児童館)
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プ'手スチサク呈に、=
1公.↑=て松U'
t
一す

◆夢倶楽部S夢(東集会所)
◆ほっこり会Sほっこり(入郷コミュニティ消防センター)

◆花咲く中古沢(中古沢集会所)
◆河根若鮎クラブS河根若鮎(河根児童館)
◆なごみクラブSなごみ(旭集会所)

霞イ,熱▼

◆若がえりサークルSやすらぎ(福祉会館)
◆いきいきサークルS井戸端会晒集会所畑紀陽銀行九度山支周
◆愛クラブS愛(九度山児童館/旧紀陽銀行九度山支店)
◆げんきかいSげんき(下古沢コミュニティ消防センター)

喜

盆・

会場

平野恵理子

気、

^

ふるさとセンター

植西聰

えよう』午前9時

(時問予約)

坂詰真二

地域のことをみんなで考

17日(木)

ルーイ・ストゥエル

◆河根若鮎

下古沢コミュニティ消防センター

新着本のご案内

「私たちのハンド

10:30 11:00

0児童書

◆夢

14日(月)

●プラスチック星にはなりたくない!ニール.レイトン

◆えびす

◆Sなごみ

野平集会所

1地球のためにできることー
世界が注目しているプラスチックごみのことがよく分
かる!低学年から読める環境問題の絵本︒
●ぼくは犬や
ペク・ヒナ

午前9時

◆ほっこり

9:30 10:00

●和菓子の絵本1和菓子っておいしい!1

◆河根若鮎

◆げんき

4日(金)

10:00

0一般
●迷いがすっきり消えるイソツプ人生論
●今日から自宅がジムになる宅トレ
ーなりたいカラダは家でつくれるー
●ネットとSNSを安全に使いこなす方法

「りンパ体操」

26

北又児童会館

9:30

2週間借りられます︒

◆若がえり

25

所

3日(木)

(UW世の中ガイドブツク)

24

◆S愛

◆いきいき

9月

場

0文学
●暗鬼夜行
月
村了衛
●告解
薬丸岳
●晴れ︑時々くらげを呼ぶ
鯨井あめ
第N回小説現代長編新人賞受賞作︒本好きな人に︒

敬老の日

保健師の話と沫浴実習(中央公民館)

未登録の方は︑身分証明書等をご持参ください︒

「振り込め詐欺につい

器

認

妊産婦交流会

◆なごみ

^

秋分の日

21

栄養士による講義

9月29日(火) 13:30 15:00

午前9時

て」午前 10時
加

9月30日(フK) 1U:00 11:00

1人5冊まで

ハンドベル」午前9時

食と健康の教室

問い合わせ中央公民館(丑臭'2019)

0 白ア;,

容

脳トレーニング

☆本を借りるとき利用力ードが必要になりました︒

、.

内

9月11日(金) 10:00 H ;00

◆ほっこり

◆Sありんこ

時

日

脳トレーニング教室

◆和歌山県立図書館の図書を借りることもできます︒
1階受付でお申し込みください︒(9時SΠ時)

0

愛

事業名

◇新着本はほかにもあります︒

◆Sやすらぎ

0.゛.

◆Sげんき

「ゴミの分別」

平成31年1月 2月生まれ

実施日時

18

17

◆S夢

9月16日(フk) 13:巧 13:45

※要予約、保健師まで場所ふるさとセンター2階
※時間・内容等が変更する場合があります。

午後1時

15

平成30年9月生まれ
令和2年2月 令和2年5月生まれ

健康相談

玲

Ⅱ

◆夢

◆えびす

令和元年9月、Ⅱ月生まれ

9月17日(木)時間予約

※母子健康手帳をお持ちください場所ふるさとセンター2階

◆げんき

◆愛

対象児

平成29年1月 2月生まれ

◆なごみ

10

◆いきいき

2歳児健康相談

時

◆げんき

健康教室

︑

◆Sえびす「誕生会」

日

10 ケ月・12 ケ月児健康相談

乳幼児健診

午前9時

鄭

◆河根若鮎

■間い合わせ保健師(雪54‑2019

事業名

「誕生会

◆若がえり
三一■

雫撃胎静吸舜

、0ナ

◆Sほっこり

◆愛

ほけん行事予定表
相談・健診

金

士5

◆自主サークル午前9時 H時 S介護予防サロン

木3

水2

火1

月

日

問い合わせ地域包括支援センター(密/FAX 54‑2233)

葬ぶ'
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まの

す^

予{表

2020年9 10月

曜日月 火水木金土

日

行事予定(時間・場所など)

0 1 2 3 4 5 6
2 2 2 2 2 2 2

※美術日本刀展(10/4まで)
(@九度山真ミユージアム)

◆人権学習会(19:00 )

0ひよこクラプ(9:00 10:30)

行事予定(時間・場所など)

※九度山八景絵画展{10/18 まで}
(@松山常次郎記念館)
※九度山百景絵画展(10/18 までj

(@ふるさとセンター1階ロビー)

敬老の日

秋分の日

■消費生活相談(13:00 16:00)

0ひよこクラブ(9:00 10:30)

7
2

■心配ごと相談(13:30 16:00)

8
2

■人権相談(13:30 15;3の

日

9
2

月火

曜火水木金土日月火水木金土 日月火水木金土
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
日123456789 ー
ーーーーーーーーー

< 9月20日 10月3日>

<9月1二 9月1.=

◎妊産婦交流会(13:30 15:00)

0脳トレーニング教室 ao:00 11:00)

30 水

●運動会【河根小中学校】

0乳幼児検診(13:15 13;45)

土

010 ケ月・12 ケ月・ 2歳児健康相談
(時間予約)

●運動会【九度山中学校】

木金

23

■行政相談(13:30 16:0の

0食と健康の教室(10:00 11:0の
★固定資産税第2期の納期限
★国民健康保険税第3期の納期限
★後期高齢者医療保険料第3期の納期限
★介護保険料第3期の納期限
★水道・下水道・集落排水8月分納期限

●運動会【九度山小学校】

●◆';行事関係■:相談関係
0◎:保健関係★:税関係
※:イベント関係(@:場所)

[■と0の場所は、ふるさとセンターです。
◆と◎の場所は、中央公民館です。
新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場
合があります。ご注意ください。
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