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Z020 読婁週問10 訂日(火) 11月9日(月)
「ヲストページ衰で駆け抜けて」
秋も深まってきました。ゆっくり読書などはいかがですか?
0児童書
ニック・ブランド

●スマホをひろったにわとりは

友達思いのにわとりミス・ポップコーンがひろったのは素敵な光る箱。
彼女はその箱に夢中になりますがー。 SNS犯罪から子どもを守るため
に読んで欲しい、ちょっとおかしなおとぎ話です。
松丸亮吾

●東大松丸式ナゾトキスクール

●おやこで話すはじめてのLGBTS 一きみは世界でただひとりー
鶴岡そら
0一般

●ヒロシのソロキャンプー自分で見っけるキャンプの流儀一

純孝

ヒロ:

西川

●子どもが「学び合う」オンライン授業
●1日15分の読み聞かせが本当に頭のいい子を育てる

齋藤

0文学
高山羽根子
東川篤哉
浜口倫太郎

●首里の馬(第163回芥川賞受賞作)
●きみに読ませたいミステリがあるんだ
●お父さんはユーチューハー

突然「ユーチューバーになる!」と宣言したお調子者の父。しかしそ
の裏には感動の真実がー・。宮古島の雄大な自然と、ゲストハウスに集
1

う人々を通じて描く、感涙の家族小説です。
暑^

、

^

亜凄

壹

◆和歌山県立図書館の図書を借りることもできます。
1人5冊まで 2週問借りられます。
公民館受付でお申込みください。(9時 17時)
■問い合わせ中央公民館(654‑2019)

朋1馴川
.1卵帖60394.

垢

画図害利用力ード

.命';

亀一︑

、゛

夏

響貿

末登録の方は、身分証明書等をご持参ください。
◇新着本は、ほかにもあります。

一晋

☆本を借りるとき利用力'ドが必要になりました。

,

^

住民課からのお知らせ

問い合わせ(冒^12019)

ごみの散乱防止について

本年W月1日から﹁和歌

山県ごみの散乱防止に関す

る条例﹂が全面施行されま

す︒

この条例はごみの散乱を

﹁しない﹂﹁させない﹂﹁許さ

ない﹂をモットー に 何 人 に
対してもごみの不法な投棄

を禁止しています︒

■申込先

.町直営(倉餌
14832)

・クリーンシステム

(冒鼠14515)

※ただし︑浄輩の清掃は︑

Ⅱ月即日側までにお申

込みください︒

源ごみ分別のお願い

0どのごみも中身を残さず︑

きれいに洗ってください︒

キャップを外してください︒

0ぺットボトルは︑ラベルと

0缶類やビン類について

は︑飲食料用のものだけ

が対象です︒

※不明な点がありましたら︑

お問い合わせください︒

産業振興課からの
お知らせ

問い合わせ(^12019)

﹁大収薹州九度山﹂
中止のお知らせ

■申告方法

最近資源ごみ(プラスチ
ツク製容器包装︑ペットボ
トル︑缶類︑ビン類)につ
いて︑分別の間違いや汚れ
た物が入っている事例が多
くあります︒りサイクル維
持のために︑特に左記の点
を守っていただくようお願

50%未満の場合は2分の1、 50%以上の場合は全額。

新型コロナウイルス感染

A和2年2月から 10月までの任意の継続する3ケ月間の事業収入の対前年同期比減少率が、30%以上

症の感染拡大防止のため︑
Ⅱ月Ne ・巧日に予定し

■軽減率

ておりました﹁大収穫祭Ⅲ

ただし、大企業の子会社等は対線外となります。

九度山﹂を中止します︒

資本または出資を有しない法人または常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

■問い合わせ

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

大収穫祭則'丸度山実行

課内)

盟対象者

委員会事務局是業振興

事業用家屋および設備等の償却資産に対する令和3年度の固定資産税

いします︒

■軽減対象

県内に環境監視員が配置
され︑ごみの不法な投棄を
発見した場合は回 収 命 令 を
行い︑それに従わない場合

減します。

nプラスチック
製容器包装

"ペットボトル

コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等の令和3年度の固定資産税を軽

・スチール缶

中小企業者等の皆さまへ固定資産税軽減に関するお知らせ

フル§、こ;̲,9P t乞,
・アルミ缶

"問い合わせ税務課(654‑2田9)

れてください︒

の場合は、 5,000 万円。

0それぞれ︑ 左 の マ ー ク の
付いているごみだけを入

ただし、長期優良住宅等

は︑ 5万円以下の過料が科

せられます︒

ごみの散乱をなくし︑も

建物購入価格、住宅借入金等の年末残高の控除対象限度額は、4,000万円。

つともっと和歌山をきれい

●建物購入価格の3分の2%
●住宅借入金等の年末残高の1%

にしていきましょう︒

※Ⅱ年目から13年目までの各年の住宅口ーン控除限度額は、次のいずれか小さい額となります0

年末のし尿のくみとり

において、住宅口ーン控除のうち所得税額から控除しきれない額にっいては、控除限度額「所1守税の課
税総所得金額等の7%(最高 136,500円)」の範囲内で町県民税から控除されます0

年末のし尿くみとりを希
望される方は︑大変混雑し
ますので︑ n月扣日側ま

て、所得税の住宅口ーン控除の控除期問が3年間延長されます。その控除期間(Ⅱ年目から 13年目)

でにお申込みください︒

住宅口ーン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充にっいて
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの問、消費税率 10%が適用される住宅取1守等にっい

①認定経営革新等支援機関等(税理士や会計士等)に次の3点にっいて確認を受ける0
(1)中小企業者等であること
(2)事業収入の減少割合について

(3)特例事業家屋の居住用・事業用割合にっいて
②認、定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、 必要書類とともに役場税務課へ提出する。
■申告時期

令和3年1月4日から令和3年1月31日まで
※詳細は、町ホームページをご覧ください。
亜問い合わせ税務課(丑54‑2019)

NOSA 1和歌山からのお知らせ園芸施設共済へご加入ください!

突然発生する爆弾低気圧や突風、50年に1度といわれるスーパー台風が発生するとい0た異吊気象の中、ビニ
ールハウス等の施設の備えは万全ですか?

NOSNの園芸施設共済は、自然災害などにより施設が被害を受けた場合に共済金をお支払いする保険です0
風水害.雪害.ひょう害などの自然災害はもちろん、鳥獣害・火災・車両の衝突や接触など、幅広い事故に対応し

てぃます。また今年9月に制度の拡充を行い、補償額の上乗せ特約や小さな被害からも対応できる小損害不填
補1万円コースの追加など各種特約が選択できるようになりました。

施設は園芸施設共済、施設内の農作物は収入保険(納税方法が青色申告者に限る)で万全の補償を検討して
みませんか?

補償内容や掛金等の見積もりは下記までお気軽にお問い合わせください。

■問い合わせ和歌山県農業共済組合北部支所紀の川市粉河能1‑2(丑0736一窮・6π4)
31 広報くどやまお知らせ版令和2年η月号

「年末調整研修会開催」のご案内
公益社団法人粉川納税協会主催による「年末調整研修会」を下記のとおり開催いたします。
研修会では、年末調整の仕方や法定調書の作成方法等にっいて、前年からの改正点を踏まえてわか
りやすく解説します。

なお、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため受講者数を制限し、事前予約制とさせていただき
ますので、受講を希望される方は電話によりお申し込みください。定員になり次第、締め切らせて
いただきます。

【年末調整研修会】

開催日時
令和2年Ⅱ月25 e ok)
午後1時30分 3時10分

かつらぎ総合文化会館

令和2年Ⅱ月26日(木)

伊都郡かつらぎ町丁ノ町2454

(あじさいホール)

午後1時30分 3時10分
冒申込期限

定

開催場所

員

即名
80 名

令和2年Ⅱ月10日(火)

■当日ご持参いただきたい書類等粉川税務署から送付された年末調整完成書類」一式
■受講料無料

※新型コロナウィルス感染症予防のため、受講者のみなさまにはマスクの着用をお願いします。
■問い合わせ公益社団法人粉河納税協会紀の川市粉河認2‑8 冒0736‑73・路66
(例年、税務署との共催で開催しておりました「年末調整説明会」は中止となりました。)
広報くどやまお知らせ版令和2年11月号[2]

秋の全火災予遅動
今年もⅡ月9日からⅡ月15日までの 1週問、秋の全国火災予防運動を実施いたします。
これからは、寒さも厳しくなり、火を取り扱う機会が多くなります。一人ひとりが火災予防

教育委員会は、和歌山県教育委員会が制定した「きのくに学び月間」 に合わせ、Ⅱ月を「くどやま学び
月間」、Ⅱ月1日を「くどやま学びの日」と定め、町内の幼稚園と小 中学校で学校開放や諸行事を行い

心力斗ナ、私たちの町から火災を出さないようにしましょう。

ます。

10年以上が経過しました。機器の交換の目安が10年となっていますので、今一度、点検を実
施していただき、住宅火災による死者ゼロを目指しましょう。
●住宅防火いのちを守る 7つのボイントー3つの習・4つの対策一
<3つの習慣>

、

0ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
0逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
0寝具、衣類及び力ーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する

0

0火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する

0お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる

九度山小学校

承

<4つの対策ン

r

命一e

︑︑.

0寝たばこは、絶対やめる
0ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する

問い合わせ伊都消防組合消防本部(a22‑0Ⅱ9)

受付期間

試験期日

年問を通じて行ってお

受付時にお知らせし

ります。

ます。

受験資格

募集種目
自衛官候補生

18歳以上 33歳未満の者

陽子・女子)

令和3年1月10日
令和2年Ⅱ月1日旧)
U 月30 口嶋)

旧)・Ⅱ日綱)
※いずれか1日を指
定されます。

九度山中学校

推薦

中学卒業(見込み含む。)
17歳未満の男子で成績優
秀かつ生徒会活動等に顕
著な実績を修め、学校長

河根小中学校

自衛官等募集案内

伊都消防署による消防車見学

U 月4日(水)
U 月6日(金)

「幼稚園で遊ぼう」(未就園児親子対象)

U 月13日(金)

「幼稚園で遊ぼう」(未就園児親子対象)

U 月20日(金)

「幼稚園で遊ぼう」(未就園児親子対象)

U 月27日(金)

「幼稚園で遊ぼう」(未就園児親子対象)

U月未定

親子イベント

U 月24日(火) 11月27日(金)

授業および学校生活の公開(終日)

"月9日絹)午前10時如分 Ⅱ時器分

手話教室(4年生) 3限

U 月16日綱)午後1時40分 3時20分

盲導犬体験学習(4年生) 5・ 6限

Ⅱ月24日(火)午前 10時卯分 Ⅱ時25分

点字教室(4年生) 3限

11月24日(火)午後1時 3時20分

減災教育(1 4年生)

Ⅱ胃 25日(水)午前 10時如分 Ⅱ時25分

キッズサボート教室(2 ・ 5年生) 3限

Ⅱ月26日(木)午後1時40分 2時25分

人権スマホ教室(5 ・ 6年) 5限

Ⅱ月27日(金)午後 1時40分 2時?5分

授業参観(全学年) 5限

◆1次試験
令和3年明器日仕)

工科学校生徒

17歳未満の男子

令和2年Ⅱ月1日旧)
令和3年1月6日(水)

◆2次試験
令和3年2月4日
(木) 7日(日)
※2次試験はいずれ
か1日を指定されま
す。

■問い合わせ自衛隊橋本地域事務所橋本市市脇1丁目3番2
[5]

広報くどやまお知らせ版令和2年η月号

丑54‑2078

(ただし、 9日を除く。)
小学校

11月4 e ok)・ 11日(水)・ 25日(水)

保護者・地域住民対象ヴァイオリン教室

午後1時40分 3時30分

丑54‑2270

中学校
狂54‑21認

Ⅱ月10日(火)午前 12時55分 午後3時50分

授業参観・教育講演会

11月15日(日)

河根中学校区文化祭

11月2日(月) Ⅱ月27日(金)

授業及び学校生活の公開

11月9日綱)・ 10日(火)・ 13日(金)

授業参観(3限・ 5限)・進路説明会(9日のみ)

11月 U e (水)

校内研究授業(数学)

11月18日(水)

校内研究授業(英語)

11月26日(木)

校内研究授業(保健体育)

丑54‑21M

アクティフチャイルドフログヲム&スポーツ少年団体験会

陸上自衛隊高等

中学卒業(見込み含む。)

塞54‑3380

授業及び学校生活の公開
Ⅱ月2日(月) 11月30日(月)

が推薦できる者

一般

問い合わせ

,闇
,■

九度山幼稚園

●火災による死者ゼロを目指して(住宅用火災報器について)
全国で住宅火災による死亡事例が発生しています。住宅用火災警報器の設置が義務となり、

罰各学校・園の行事■

KK 6 ビル 3階(a0736‑32‑0744)

運動不足の子どもたちのスポーツ活動へのスムーズな復帰を可能とすると共に、日常的にスポーツを
行う場を持たない子どもたちが、身体を動かすことの楽しさを体験する機会を提供することを目的に開
催します。

■日時令和2年Ⅱ月29日(田 10:00 開始Ⅱ:00 頃終了予定
■場所県立橋本体育館(橋本市北馬場455)
邑対象 4歳 8歳(小学2年生まで)と保護者
■内容アクティブチャイルドプログラム&スポーツ少年団体験会
(少林寺拳法、なぎなた、ウォーキングサッカー)
、

■定員 50組 100 名
画申込期間 11月13日(金)まで
■問い合わせ社会教育課(塞54‑2019)
広報くどやま

お知らせ版令和2年Ⅱ月号[41

情報ボックス

「和歌山県部落差朋の解消の推進に閲する条例」について

/nformation

相談・お知らせ

全国一斉「女性の人権ホ"ト弓イン」

こころの健康相談
こころの健康に関する悩みのある人や周

囲の人を対隷に、こころの健康相談を開催
します。【要予約】
■日時Ⅱ月6日(金)午後
26日(木)午後
■場所橋本保健所
■問い合わせ・予約
橋本保健所(伝42‑5440)

強化週問を実施しぎす!
夫・パートナーからの暴力やストーカー、
セクハラなどの女性をめぐる人権の何でも
相談に応じます。

相談は無料で、秘密は厳守されます。法
務局職員または人権擁護委員が相談に応じ
ますので、お気軽にご相談ください。
■期間 11月12日(木) 18日(水)
時間午前8時30分 午後7時
※ただし、土・日曜日については、午前

心配ごと相談
生活での心配ごとに関する相談に応じます。
■日時Ⅱ月10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(雪54‑9294)

行政相談
「行政相談制度は」は、皆さんから役所
や特殊法人などの仕事に関する苦情を聞き、

10時から午後5時まで

■電話番号金0570‑070‑810(全国共通)
※一部IP電話からはご利用できない場
合があります。

■問い合わせ
和歌山地方法務局・和歌山県人権擁護委員連合会

消費坐舌相談

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
としたら・・・?」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Ⅱ月24日(火)午後1時
●かつらぎ町役場2F会議室B
日時Ⅱ月4日(水)午後1時
(3日祝日のため、振替え)
●高野町役場2階応接室
日時Ⅱ月10日(火)午後1時
●橋本市役所消費生活センター
日時Ⅱ月17日(火)午後1時

実現することを目指しています。

和歌山県では、引き続き、部落差別の解消のための教育・啓発や、県民の皆さんからの相談への対
応などに取り組んでいきます。

県民の皆さんも、条例の趣旨をご理解いただき、部落差別は許されないものであるといった認識の
もと、すべての県民の人権が尊重される豊かな社会を実現しましょう。

・人権ホットライン a073‑42トフ830
(公aわ和歌山県人権啓発センター

※各振興局総務県民課でも実施しています。

特設人権相談の開設について
12月4日 10日の「人権週間」において、

エンジョイウ井ーク
紅葉の和歌山域周辺を歩く

弁護士による人権相談を実施し、人権に関
して困っている方々から相談に応じます。

■開催日Ⅱ月器日(印<雨天決行>

"日時12月5日(士)

囲集合時間午前円時10分

午後1時半 午後4時半
■場所和歌山県民文化会館 410会議室
(和歌山市小松原通1‑1)

■行程約5kⅢ

鳳内容弁護士相談(無料)
■相談時間 1件あたり約30分

■予約受付事前申込、先着6名
※Ⅱ月5日(木)

午前9時から受付開始
■問い合わせ和歌山県庁人権政策課
(6073‑44卜25腿、 FAX073‑4開一454の

■集合場所 JR和歌山駅西口

和歌山駅西口 a0時3分着)→和歌山城(10
時託分頃着)→和歌山城紅葉渓庭園→和歌山

城公園動物園(昼食)→岡公園武家屋敷→和
歌山県立美術館・t専物館→和歌山駅西口 a5
時21分発)→高野口駅 U6時24分着)解散
◎九度山駅から乗車される場合は、九度山駅8
8時叙分発となります。
また、高野口駅から乗車の場合は、高野口

駅9時4分発です。
■交通費大人 1,360円
(別途、美術館・博物館入館料腿0円、

4時

■昼食和歌山城公園動物園近くでランチ

4時

■持ち物飲み物・タオル・雨具など
■申込締切Ⅱ月18 e ok)
西問い合わせ
九度山町中央公民館(丑54‑2019)

(850円)を用意します。

■問い合わせ産業振興課(冒54‑2019)

厘問い合わせ

和歌山県人権政策課
丑073‑44卜25那

11月侍「労働保険適用促進強化月間」です
1人でも雇ったら、労働保険(労災保険・
雇用保険)の加入手続きが必硬です。
労働保険(労災保険および雇用保険)は、従業
員の方が安心して働くための社会保障制度のひ
とつであり、1人でも労働者を雇い入れた時は、
加入することが法律で義務付けられています。

まだ加入されていない事業主の方は、下記まで
お問い合わせのうえ、早急に加入手続きをお願い
いたします。

0労災保険・・業務上や通勤時のけが、病気が原
因の休業等に対する給付制度

時41分発→橋本駅8時馴分着 R橋本駅

昼食代850円)

4時

ヲー＼

・和歌山県人権政策課丑073‑441‑25腿

(高野口駅⇔和歌山駅往復)

4時

'刃竹d

【同和問題(部落差別)の相談窓口】

(密073‑422‑513 D

その解決を図ることで、行政運営の改善に
役立てようとするものです。<相談無料>
■日時Ⅱ月17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(宮54‑2伽9)

和歌山県では、県民の皆さんとともに様々な施策に取り組んできた結果、部落差別は解消へと向か
つています。しかしながら、今もなお、結婚などに際して同和地区かどぅかを問い合わせる行為や、
インターネット上に誹請中傷や同和地区を忌避する書き込みなどの部落差別が発生しています。
このような状況を踏まえ、令和2年3月24日から「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」
を施行し、行政、県民、事業者等が一体となって、部落差別の解消を椎進して部落差別のない社会を

0雇削保険一・失業した際の求職活動中の給付、
在職中の育児や介護休業時の給付
教育訓練や職業能力開発(職業訓
練)に対する給付制度
※厚生労働省では、11月を「労働保険適用促進
強化期問」とし、労働保険未加入の事業主への
訪問指導等を強化します。また、それでも自主
的に加入手続きを取らない事業主に対しては、
職権による成立手続を実施します。
、

■問い合わせ
橋本労働基準監督署 a0736‑32一Ⅱ90
ハローワーク橋本丑0736‑33‑8609
和歌山労働局労働保険徴収室丑073‑488・Ⅱ02
広報くどやまお知らせ版令和2年れ月号

7

広報くどやまお知らせ版令和2年"月号

4

◆S井戸端会
「散歩」午前9時
◆若がえり

◆愛

◆げんき

◆夢

◆なごみ

◆椎の実

◆Sほっこり

午前9時
9

Ⅱ

10

◆花咲く中古沢

12
◆愛

◆げんき

◆若がえり

◆夢

◆なごみ

◆河根若鮎

◆椎の実

午後1時

◆ほっこり

17

◆花咲く中古沢

19

18
◆いきいき

◆愛

◆Sやすらぎ

◆S夢

「会館の清掃作業」
午前9時
◆S河根若鮎
「音楽療法」
午後2時

肋

事業名

◆Sありんこ

勤労感謝の日

◆いきいき

11月20 日(金) 10:00

11:00

栄養士による講義

◆若がえり
◆河根若鮎

9日(月)
Ⅱ月

17日(火)

12月4日(金)

◆えびす

お、すり手

27

ふるさとセンター

30

10:00

野平集会所

骨粗継症(こつそしょうしょう)は"骨の強度が低下し、骨折のりスクが増大し
やすくなる病気"であります。特に閉経後の女性の方が多くみられ、気付かない内
に背骨の骨折を起こし腰曲がりや慢性的な腰痛の原因となってしまいます。さらに
一度骨折を生じると連鎖的に骨折を生じるようになり寝たきりになるなど、生活の
質を著しく低下させます。そのため、骨粗癒症は早期に診断し治療を開始する必要
があります。しかし、骨粗継症それ自体は症状が無く、治療中の患者さんは、「なぜ

午前9時

うコーディネーターとして、「骨粗懸症りエゾンサービス委員会」を2呪0年5月に立ち上げました。多

◆ほっこり

職種でチームを組んで院内だけでなく地域のかかりつけ医師、歯科医師、そして薬局とも連携を取り骨

粗霖症の治療率の向上・継続率の改善を目指しております。また、啓蒙活動の一環として健康講座の開
催や患者さん.家族さんに寄り添った治療方法の提案をしており、県内でもモデルケースとして取り上

げられてきております。特に当院の骨粗継症外来を受診された方には"かわいい骨のお薬手帳カバー"

30

◆花咲く中古沢

会場

◆河根若鮎クラブS河根若鮎(河根児童館)
◆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井戸端会価集会所畑紀陽銀行九度山支周 ◆なごみクラブSなごみ(旭集会所)

◆げんきかいSげんき(下古沢コミュニティ消防センター)
◆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)

10:30

「ちぎり絵」

午前9時

◆愛クラプS愛(九度山児童館/旧紀陽銀行九度山支店)

30

の継続率は1年間で約半数となってしまうといった報告があります。
当院の整形外科・脊椎ケアセンターではこの連鎖骨折を防ぐために、骨粗継症を系統立てて治療を行

◆Sなごみ

「ビデオ鑑賞」
即

下古沢コミュニティ消防センター

このような治療を続けていかなくてはならないのか」と思われる方が多く、治療

◆げんき

◆Sありんこ

10:30 11:00

所

◆ほっこり

26

◆夢

場

骨粗綴症をみんなで治そう。・骨粗煮症りエゾンサービス委員会の立ち上げにっいて・

◆なごみ

治療中です

午前9時半

ふるさとセンター2階

実施日時

モ

「正しい手洗い方法」

場所

午前9時

午前9時半

◆S愛

容

食と健康の教室

「正しい薬の飲み方」

25

内

脳トレーニングゲーム

午前9時
24

時

日

11:00

「作品作り」

器

平成30年Ⅱ月生まれ

11月13 日(金) 10:00

◆Sえびす

詑

令和元年 H 月、令和2年1月生まれ

脳トレーニング教室

「ちぎり絵」

午前 10時

10:30

場所ふるさとセンター2階

※母子健康手帳をお持ちください

◆Sげんき

「暮らしと電気」

11月17日(火) 9:30

99

16

平成31年3月 4月生まれ

平成29年3月 4月生まれ

3歳児健診

※申込先は、保健師(予約が必要)

◆えびす
15

Ⅱ月18日(水)時間予約

1歳6ケ月児健診

健康相談

◆いきいき

令和2年4月 令和2年7月生まれ

乳児健診

10 ケ月・12 ケ月児健康相談

健康教室

「ポディケア」

対象児

時

日

2歳児健康相談

午前9時半

◆Sえびす

■問い合わせ保健師(密54‑2田

事業名

「腹話術」

◆河根若鮎

8

ほけん行事予定表
健診・相談

金6

水

土7

◆自主サークル午前9時 Π時 S介護予防サロン

木5

◆花咲く中古沢

火 3 文化の日

日1

月2

介護予防行事11月予定表

困問い合わせ地域包括支援センター(冒/FAX 54‑2233)

◆花咲く中古沢(中古沢集会所)
◆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)

を差し上げております。このカバーはかかりつけの先
生と薬局、そしてわれわれが骨粗綴症の治療を通じて
連携を取り、骨粗綴症の治療薬の重複を無くし、さら
に治療の継続率を改善させることが目的です。
また長期で骨粗綴症治療を頑張っておられる方に
は"VW骨のお薬手帳カバー"も差し上げます。是非、
この機会に骨密度検査を受けられることや、骨粗継
症につぃてかかりつけの先生もしくは当院骨粗癒症

、
子

外来を受診されることを検討されてはいかがでしょ
うか。

整形外科・脊椎ケアセンター講師寺口真年
広報くどやまお知らせ版令和2年"月号[8}
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ぎちの行事予正表
冨

=

=

=

●エンジョイウォーク

7
8
9

3 4 5 6 7 8 9
2 2 2 2 2 2 2

6

金土 日月 火水木金土

2

5

◇第3回森の秋コンサートⅡ3:00 15:0の

2

文化の日

1

3 4

★下水道・集落排水9月分納期限
◆読書スタンプラリー

0食と健康の教室 00:00 11:00)

2

2

★後期高齢者医療保険料第4期の納期限

0

1

★国民健康保険税第4期の納期限

曜行事予定(時問・場所など)

2

行事予定(時間・場所など)

=
■=
12月3日>

日

日

曜日月 火水木金土日月火水木金 土日月火

.

2020年11 12月

(紅葉の和歌山周辺を歩く)

勤労感謝の日
■消費生活相談 a3:00 16:0の

0

日

個心配ごと相談(13:30 16:0の

1
2

30月

0九度山幼稚園入園説明会
(19:00 20:0の

23

5 6

火水木

1

3 4

0脳トレーニング教室(10:00 11:0の

0ひよこクラブ(9:00 10:30)
★町県民税第3期の納期限
★国民健康保険税第5期の納期限
★介護保険料第4期の納期限
★後期高齢者医療保険料第5期の納期限
★下水道・集落排水10月分納期限

■特設人権相談(13:30 15:3の

0ひよこクラプ(9:00 10:30)
010 ケ月・12 ケ月・ 2歳児健康相談

水木
8
9
ーー

17

(9:30 10:3の

■行政相談(13:30 16;00)

0乳幼児・1歳6ケ月・ 3歳児健診
(時問予約)

◇●◆':行事関係
0◎:保健関係

置:相談関係
★:税関係

[■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。
◇の場所は、くどやま森の童話館です。]
※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す。
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