平成22年度

交流センターのコーナー

平成２２年度町税の納期は以下のとおりです。町税は納期限内に納めていただきますようお願いします。
町 ・ 県 民 税
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日高川町税納期一覧表
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期

①４/16㈮〜４/30㈮

納

期

②７/１㈭〜８/２㈪

８月 ②８/２㈪〜８/31㈫

口 座
振替日

８/２㈪

８/31㈫

11/１㈪

12月

③12/１㈬〜12/27㈪

12/27㈪

④２/１㈫〜２/28㈪

２/28㈪

１/31㈪

２月
３月

口 座
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①７/16㈮〜８/２㈪

８/２㈪

②８/２㈪〜８/31㈫

８/31㈫

③９/１㈬〜９/30㈭

９/30㈭

④10/１㈮〜11/１㈪

11/１㈪

⑤11/１㈪〜11/30㈫

11/30㈫

⑥12/１㈬〜12/27㈪

12/27㈪

⑦１/５㈬〜１/31㈪

１/31㈪

⑧２/１㈫〜２/28㈪

２/28㈪

⑨３/１㈫〜３/31㈭

３/31㈭

５月は「消費者月間」です
〜守ろうよ、みんなを！〜なくそう！高齢者被害〜
５月を消費者月間として、県内各
地で消費者被害防止の広報啓発や

消費生活でのご相談・お問い合わせ先（相談は無料です）

相談窓口の周知などを行います。

■和歌山県消費生活センター
ＴＥＬ０７３−４３３−１５５１ ＦＡＸ０７３−４３３−３９０４
【相談受付時間】平日午前９時〜午後５時（土・日祝日、年末年始は休み）
【土・日曜日消費生活相談受付時間（電話相談のみ）】午前１０時〜午後４時

この機会に今一度、身近な消費生
活や消費者問題を見直し、安全安心
な生活が出来る社会づくりをめざし
て、消費生活に関する知識を身につ

by ジャミラ

期

５/31㈪

11月

１月 ④１/５㈬〜１/31㈪

納

４/30㈮

９月
10月 ③10/１㈮〜11/１㈪

国民健康保険税

６/30㈬

７月

●５月１日㈯〜５日㈬ 「わたしのお宝展」
（親子連れ大歓迎）
午前１０時〜午後４時（最終日は午後３時まで）※ゴールデンウィークは、交流センターへ！
●５月３０日㈰ ＮＨＫ公開録音「邦楽ジョッキー」
開 演：午後２時〜
出 演：尾上松也（歌舞伎俳優）、内海英華（三味線漫談「女道楽」）
木及下真市（津軽三味線）、藤舎呂英（長唄囃子方） ほか
入場料：無料（５/１４までに往復ハガキをＮＨＫへお出しください。）※詳細は広報４月号をご覧ください。
●６月１８日㈮ 東京あじさい寄席（平成22年度きのくに舞台芸術祭支援事業）
開 演：午後７時〜
出 演：三遊亭歌奴・柳家三三・入船亭遊一（落語）、ロケット団（漫才）、林家二楽（紙切り）
入場料：一般選択指定／2,000円（自由席／1,800円） 高校以下 選択指定／1,200円（自由席／1,000円）
※本物の東京の寄席をご堪能ください。

■和歌山県消費生活センター紀南支所

け、みんなで消費者力を高めましょ
う！

ＴＥＬ０７３９−２４−０９９９ ＦＡＸ０７３９−２６−７９４３
【相談受付時間】平日午前９時〜午後５時（土・日祝日、年末年始は休み）

「ロサンゼルスが大好きなわけ」

To most people, Los Angeles is famous for Disneyland,

ロサンゼルスはディズニーランド、ハリウッド、そして

Hollywood and sexy celebrities. But there are a ton of

目を引く有名人がある事で有名です。けれど、他にもロサ

other unique treasures that make the city of angels so

ンゼルスにはとてもユニークな物がたくさんあります。ロ

special. In my opinion, Los Angeles is one of the best and

サンゼルスは世界中の都市の中で一番魅力的な都市だと思

most interesting cities in the world. Warm summer days,

います。夏は快適で、様々な異文化、博物館のすごさや目

cultural diversity, wonderful museums and breathtaking

を引く景色の数々は、私がロスを満喫するほんの一部にし

landscapes are just a few of the things I enjoy about L.A.

か過ぎません。

Los Angeles is the second largest city in America with

ロサンゼルスは世界中から来た人々も含め４００万人以

over 4 million residents from all over the world. Because

上住んでおり、アメリカで２番目に大きい都市です。人種

of the diversity, LA has developed into a passionately

が多いため、ロスはみんなが楽しめる都市として、色々な

creative city that oﬀers something fun for everyone. If you

文化を取り入れる事に力を入れて来ました。もしみなさん

visit Los Angeles, I guarantee that you will leave singing

がロサンゼルスに訪れたなら、有名なランディ ニューマン

the words of the famous Randy Newman song, We love

の We love LA! We love it! （LA 大好き！大好きだ−！）

LA! We love it!

の言葉を歌いながら帰ること間違いなしです！
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軽 自 動 車 税

①５/11㈫〜５/31㈪

６月 ①６/16㈬〜６/30㈬

（中津公民館）
お 問 い 日高川交流センター
合わせ先 TEL ５４−０３２６ ＦＡＸ ５４−０１７４

Why I Love Los Angeles

口 座
振替日

５月

●コミック「ブラックジャックによろしく」
●なごみ本「リラックマ生活シリーズ」
●お待たせしました 村上春樹の「1Q84 Book3」
●今晩のおかずは、これで決まり！人気の料理本
「今日から使えるシリーズ」と「暮らしの実用シリーズ」
●今話題の「ダーリンは外国人シリーズ」などなど好評貸出中

催し物のご案内

固 定 資 産 税

職業訓練生の募集
就職に有利な専門的知識や
技能を習得します。
募集訓練科

●テクニカルメタルワーク科
●テクニカルオペレーション科
●ビル管理料
訓 練 期 間 平成２２年７月１日㈭〜１２月２４日㈮
募 集 期 間 平成２２年５月７日㈮〜６月４日㈮
受 講 料 無料（但し、テキスト代等は自己負担）
問い合わせ先──────────────────
独立行政法人雇用・能力開発機構和歌山センター訓練課
℡０７３−４６１−１５３２

気象警報・注意報を

市町村ごとに発表します！
平成２２年５月２７日（予定）から
気象庁では、これまで地域ごとに発表していた気象警
報・注意報を市町村ごとに発表します。発表単位を細かく
することで、注意警戒が必要な地域を絞り込んで発表す
ることができます。
問い合わせ先────────────
和歌山地方気象台 防災業務課
℡０７３−４２２−５３４８
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