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　陵西小学校でICT機器を使った公開授業が行われました。児童たちは、
タブレット端末を2人で1台使い、画面には考えるヒントが視覚的に分かり
やすく提示されたり、前回の授業の板書が表示されたりして、自らの力で解
決するヒントにしていました。
　解決の糸口をつかむヒントを活用し、「あー、そういうことか！」「なるほ
ど！」と画面を指でなぞりながら、問題の解き方を隣の人と相談したり、興
味深い様子でのぞき込んだりしている姿も見られました。
　タブレットを使うことで、学習意欲を高めることにつながるのではないか
と、先生たちは話していました。
※�ICT(Information�and�Communication�Technology)とは、情報通信技
術の総称です。

（11月20日㈮撮影：陵西小学校）
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学習意欲もりもり！最新の授業は楽しいよ。

お知らせ版
やまとたかだ



　〔文化振興課　☎53-8200〕

2月7日（日）  
開会式：午後 0 時 30 分から

◆ 総合公園多目的グラウンド周辺
※小雨決行・悪天候の場合は中止

▽種目・対象
コース 対象 距離 スタート時間

ちょこっとコース 小学 1～ 3年生の部 1㎞ 午後 1時
さわやかコース 小学 4～ 6年生の部 3㎞

午後 1時 15分
ウォーキングコース 一般の部（20歳以上） 3㎞
さわやかコース 一般の部（中学生以上） 3㎞

午後 1時 45分
チャレンジコース 一般の部（中学生以上） 6㎞

第14回　「 作品展」

第3９回大和高田市民　マラソン大会

▷申込方法　�大会当日、会場で受付　�
午前11時30分～正午まで（ゼッケン配布）

※�小・中学生が参加するときは、申込書（保護者の同意書）を大
会当日に提出

▷表彰　
・�マラソンの部は、各コースとも男女それぞれの1位から3位に、
賞状とメダルを授与します。
・�参加者全員に参加賞、完走者・完歩者には、完走証・完歩証があ
ります。

▷その他　行事における傷病や紛失、その他の事故に際し、応急
措置を除いて、一切の責任を負いません。

〔総合体育館　☎22-8862〕

▷とき　1月30日㈯～2月3日㈬　※2月1日㈪は休館日
　　　午前10時～午後5時（最終日は午後4時まで）
▷ところ　さざんかホール　2階展示ホール
▷出展作品　日本画・洋画・写真

◎併設展　「温もりいっぱい和紙ちぎり絵展」
　八景を和紙ちぎり絵にして、展示します。

　平成14年に市民投票で選定された大和高田八景だけでなく、築山古墳や高田城址などの歴史あるもの、そ
　の他、公共施設や公園など、広く大和高田市の景観を題材した作品を展示しています。
　大和高田の美しい景色を切り取った作品を、鑑賞しませんか。

大和高田八景・・・�高田川畔の桜、大中公園（桜華殿）、花火（夏まつり）、蓮取り行事と捨篠池の蓮華、専立寺と
寺内町、総合公園、近鉄大和高田駅前風景、コスモス畑（市の花）
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第3期エアロビクス教室生募集
▷とき　�1月12日～ 3月1日の毎週火曜日（全8回）　�

午後1時30分～ 2時30分
▷ところ　総合体育館
▷対象　市外の人も可
▷受講料　2,000円（8回分）
▷傷害保険料　1,850円（満65歳以上の人は1,000円）
※�必ず加入してください。同好会などで加入済の人も、
加入が必要です。なお、すでに平成27年度総合体育館
スポーツ教室に参加したことがある人は、加入の必要
はありません。

▷�申込方法　1月4日㈪～ 8日㈮の期間中に、受講料・傷
害保険料を添えて、直接総合体育館へ。
※開館時間は、午前9時～午後5時（水曜日は休館）

〔総合体育館　☎22-8862〕

市営住宅入居者募集
（平成28年3月入居予定分）

団地名 募集
戸数 家賃 見学会

礒野 5戸 9,800円～
24,100円

1月15日㈮
午前10時～10時30分

西坊城 1戸 21,700円～
42,500円

1月15日㈮
午後2時～ 2時30分

サンライズ 3戸 26,000円～
51,000円

1月15日㈮
午後3時～ 3時30分

※�西坊城団地・サンライズ団地は、別途、駐車場使用料月
額2,000円が必要
※敷金は、家賃の3か月分
※家賃は、入居家族全員の収入の合計で計算
▷申込資格
◦�住宅に困っている人（持ち家がある場合は不可）
◦�基準月収額158,000円以下の人
◦�平成28年1月8日現在、3か月以上市内に居住、または
勤務する人
◦�市税、水道料金などに滞納がない人（納付状況調査を
実施し、滞納があれば不受理）
◦�その他、条件あり
▷�申込方法　1月8日㈮から、市建築住宅課窓口で配布す
る申込書に必要事項を書いて、1月8日㈮～ 22日㈮の午
前9時～午後5時（最終日は午後4時まで）の期間に、市
建築住宅課窓口へ提出
※土日・祝日を除く
▷�公開抽選　1月28日㈭の午後2時に、市役所3階東会議室
で行います。

〔建築住宅課　内線656〕

朗読奉仕員養成講座
　グループさざなみは、「広報誌やまとたかだ」を録音し
たCDやテープを視覚障がい者の皆さんに届けています。
　次の内容で、音訳講習会を開催します。あなたも広報
誌を声に出して読んでみませんか。

とき 内　容
2月25日㈭ 音訳とは、音訳の基礎

3月　3日㈭ 広報誌の読み方①

3月10日㈭ 広報誌の読み方②

3月17日㈭ 録音風景の見学、録音体験、まとめ
▷時間　午後1時～ 3時
▷�ところ　総合福祉会館（ゆうゆうセンター）　2階会議
室2
▷申込方法　2月10日㈬までに、電話で下記へ。
※�グループさざなみは、毎週木曜日の午前10時～午後4
時、総合福祉会館（ゆうゆうセンター）3階録音室で活
動しています。いつでも見学に来てください。

〔総合福祉会館　☎23-0789〕

土庫市営墓地使用者募集
▷募集墓地名称・場所
　土庫市営墓地（土庫219番地）他
▷募集区画　15区画（随時補充）
▷1区画の大きさ　間口1.3m×奥行1.24m（1.6㎡）
▷�価格　400,000円（内訳：永代使用料370,000円、永
代管理料30,000円）
▷�受付期間　1月15日㈮～ 2月29日㈪　午前8時30分～
午後5時15分（土日・祝日を除く）
▷受付場所　市役所別棟1階　環境衛生課
▷�申込資格　平成27年12月1日時点で、本市に住民登録
のある世帯主（1世帯1区画）
※�すでに土庫市営墓地の使用許可を受けている人は、申
し込みできません。
※�使用許可後は、承継者（相続人またはその親族）以外
は、名義変更できません。
※他人名義での申請は、できません。
▷必要書類　
◦�墓地使用申込書（市環境衛生課にあります）
◦�住民票謄本（続柄・本籍地が書いてあるもの）
◦�印鑑（認め印可、朱肉を用いる物）
▷�区画の決定方法　本市指定の15区画から、申込時に
場所を決めます。

〔環境衛生課　内線281〕

ピック アップ
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※検診などに関する問い合わせは、

作
り
方

材　料（4人分）

《エネルギー 20kcal　塩分 0.6g》（1人分）

①��春菊は、洗って食べやすく切っておく。
②��じゃこは、フライパンでから炒りする。
③��材料をすべて和える。
※春菊の量で、塩昆布の量を加減してください。　　　　　〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

春菊の和風サラダ

食生活改善推進員
岡田　安子さん

塩昆布で和えるだけの簡
単サラダ。時間をかけず、
パパッと一品。

春菊（生食用）� …1束
塩昆布……………10g
ちりめんじゃこ� …大さじ2

■献血にご協力を
▷とき　2月9日㈫
　午前9時30分～正午、
　午後1時～4時
▷ところ　大和高田市役所

ウェルカムベビー教室B
～知って安心！私らしく出産～

　初めての妊娠・出産の人、友だち
づくりをしたい人におすすめです。
助産師・保健師・栄養士が、インター
ネットや本だけではわからないコツ
や、知って安心情報を伝えます。プレ
パパや家族の妊婦体験も好評です。
▷とき　2月9日㈫
　受付：午前9時～ 9時20分
　終了予定時刻：正午
▷ところ　保健センター
▷内容　「知れば安心！出産のコツ」
▷�対象　プレママ（妊婦）・プレパ
パ、祖父母、家族になる人
▷�持ち物　母子健康手帳、筆記用
具、動きやすい服装で。
▷�申込方法　保健センターへ電話、
または窓口で。
※託児はありません。

もぐもぐ教室

▷�とき　2月16日㈫　午前9時45分～
11時30分（受付：午前9時30から）
▷ところ　保健センター
▷�内容　子どもの栄養や離乳食の
話、離乳食のデモンストレーシ
ョン、試食（保護者）
▷�対象　平成27年8月・9月生まれ
の乳児（第1子）と保護者　

※第２子以上は要相談
※保護者のみの参加も可
▷�持ち物　母子健康手帳、赤ちゃ
んに必要なもの（オムツ・ミル
ク・バスタオルなど）
▷�申込方法　保健センターへ電話、
または窓口で。

ノロウイルスを予防しよう

　ノロウイルスによる感染性胃腸炎
や食中毒は、一年を通じて発生して
いますが、特に、冬場の12月～ 1月が
発生のピークです。
　ノロウイルスは、人から人に感染す
る経口感染が大きな特徴です。
　原因食品の一番は、カキなどの2
枚貝ですが、生ものや加熱が不十分
な加工品などからも感染しています。
●ノロウイルス予防の4原則
①�ウイルスをもちこまない
②ウイルスを拡げない
③加熱する
④�ウイルスをつけない（食品を汚
染させない）
●家庭での予防方法
・�手洗い…必ず石けんを使い、よ
く手を洗いましょう。
・�食品の加熱…中心温度85℃～
90℃で、90秒以上加熱しまし
ょう。
　症状は、吐き気、おう吐、発熱、腹
痛、頭痛、下痢です。発症または感

染の疑いがあるときは、すぐに医
師にかかり、脱水症状を防ぐため
に、水分の補給をしましょう。抵抗
力の弱い乳幼児や高齢者は、発症
または重症化しやすいので、注意
が必要です。

男性料理教室参加者募集

　料理の腕前に自信のある人もそ
うでない人も、楽しく料理を作っ
て試食してみませんか。
▷�とき　2月25日㈭�午前10時から�
（受付：午前9時30分から）
▷�ところ　市立中央公民館�1階調
理実習室
▷対象　市内在住の男性
▷�持ち物　エプロン、三角巾、手ふ
きタオル
▷�講師　大和高田市食生活改善推
進員
▷費用　300円
▷�申込方法　2月22日㈪までに、
保健センターへ電話、または窓
口で。※先着順

ウェルカムベビー教室Ｂ
～知って安心！私らしく出産～

もぐもぐ教室
（妊婦交流会）

ノロウイルスを
予防しよう

男性料理教室
参加者募集
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　国民健康保険では、40歳から74歳までの人を対象に、
生活習慣病予防のための健康診断を1月末まで実施して
います。
　約10,000円相当の健康診断が、自己負担1,000円で
受けられます。
　まだ受診していない人は、この機会に受診してくだ
さい。
▷期間　1月31日㈰まで
▷�対象　国民健康保険に加入している40歳～ 74歳の人
▷持ち物　国民健康保険の保険証、受診券、質問票
▷費用　1,000円
▷受診方法
・�個別健診（県内の指定医療機関）…日時と医療機関
を自由に選んで受診できます。直接、指定医療機関
へ申し込んでください。
・�集団健診…決まった日時に、健診専門機関が実施す
る健診を受診できます。保険医療課へ予約してくだ
さい。

◎集団健診（予約制）の日程
とき ところ

1月14日㈭ 保健センター 2階
1月19日㈫ 保健センター 2階
1月27日㈬ 保健センター 2階

※�後期高齢者医療制度加入者の人も、「後期高齢者の
健康診査」として、上記の個別健診や集団健診を受
診できます。「後期高齢者の健康診査」については、
保険医療課医療係へ問い合わせてください。
※�平成28年度の特定健診は、5月末ごろ～翌年1月末ま
で実施する予定です。
※�特定健診に関すること、受診券の再発行、集団健診
の予約・申込は、保険医療課国保係へ。

〔保険医療課　国保係　内線568〕

　就労意欲のある母子家庭の母、または父子家庭の父
の経済的な自立支援のために、次のような制度があり
ます。

〔自立支援教育訓練給付金事業〕
　母子家庭の母、または父子家庭の父が、自主的に行
う職業能力の開発を促進するための給付金を支給
※受講前に、児童福祉課への事前相談が必要
▷�支給対象　母子家庭の母・父子家庭の父（児童扶養
手当受給者、または児童扶養手当を受給できる所得
水準にあり、雇用保険法による教育訓練給付の受給
資格がない人）
▷�対象講座　雇用保険制度の教育訓練給付事業の指
定講座（医療事務、パソコン資格、ホームヘルパーな
ど）
▷支給額　�対象講座受講料の2割相当額�

（上限100,000円、下限4,000円）

〔高等職業訓練促進給付金事業〕
　対象資格取得のための養成訓練の修業期間のうち、
一定期間の生活費を支給
※受講前に、児童福祉課への事前相談が必要
▷�支給対象　母子家庭の母・父子家庭の父（児童扶養
手当受給者、または児童扶養手当を受給できる所得
水準にある人）
▷�対象資格　看護師、介護福祉士、保育士、理学療法
士、作業療法士、准看護師、栄養士、管理栄養士、歯科
衛生士、理容師、美容師など（修業期間が2年以上の
課程）
▷�支給額　�市民税非課税世帯…月額100,000円、�

市民税課税世帯…月額70,500円
▷支給期間　全期間（上限2年）支給
※今後、支給内容などが変更されることがあります。

〔児童福祉課　内線585〕

　児童扶養手当を受給している人を対象に、プログラ
ム策定員との面談を行います。そして、一人ひとりの
ケースに応じた就職までの自立支援プログラムを作
り、ハローワークなどとの連携で、就業までをサポー
トします。
▷とき　毎週月・水・金曜日　午前8時30分～午後5時
※不在の場合があります。事前に連絡してください。

〔児童福祉課　内線585〕

今年度の特定健診は、
1月末まで

ひとり親家庭の
就労を支援

母子家庭等自立支援給付金事業

母子父子自立支援プログラム
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くらしの案内くらしの案内

広告欄

市　税市　税
2月1日㈪は、国民健康保険税

（第7期）の納期限
　納税通知書と納付書は、7月にそれ
ぞれ発送済みです。国民健康保険税
以外の納期限は、すべて過ぎていま
す。納付がまだの人は、早めに収納
対策室へ連絡してください。

市税などの納付について
　納め忘れた市税・国民健康保険税
には、各納期限から一定期間が過ぎ
れば、督促手数料や延滞金が加算さ
れます。納め忘れのない、便利な口
座振替をおすすめします。
　また、仕事の都合や家庭の事情な
どで納期限までに納付できない場合
は、早めに収納対策室に連絡してく
ださい。

納付は便利な口座振替で
▷�申込方法　申込書、通帳、届出印
を持って、金融機関の窓口へ（手
続き完了まで、3週間以上必要な
場合があります）。
▷振替日
・市税…各納期月の末日
・�国民健康保険税…各納期月の26日
※�いずれも、振替日が休日・祝祭日
の場合は翌営業日

督促状・督促手数料・延滞金に
ついて
　督促状は、地方税法に基づき、納
付期限までに納付していない人に発
送しています。また、分割納付をして
おり、当初期別の納付金額に達しな
い場合も発送されます。
　督促状を発送すると、1期につき
100円の督促手数料が、本税や延滞
金とは別に加算されます。まだ納付し
ていない人は、速やかに納付してくだ
さい。なお、指定期限の切れた納付
書は、コンビニエンスストアでは納付
できません。
　延滞金は、市税などを納期限まで
に納めなかった場合、納期限までに
納めた人との公平性を図るために加
算されます。納期限の翌日から計算

され、最初の1か月は年2.8％、それ以
降は年9.1％の割合でかかります。
　今年度も残りわずかとなりました。
現年・過年に関わらず、滞納となって
いる場合は、処分を続行して実施し
ます。納税できない事情がある場合
は、必ず相談に来てください。相談が
ないまま滞納を放置すると、滞納処
分の対象となります。

大和高田市・奈良県・香芝市の協働
で、滞納整理をさらに強化
　本市・県・香芝市との協働で、税
負担の公平性と財源確保を目的に、
市税の収納強化のため、「特別滞納
整理強化チーム」をたちあげ、滞納税
のさらなる徴収強化に取り組んでい
ます。このチームは、財産調査（預貯
金・給与など）し、積極的に差押えや
家宅などの捜索を行います。滞納を
放置したままにしておくと、差押えな
どの不利益を受けることになります。
納期限までに納付できない場合は、
早めに相談してください。

〔収納対策室　内線239〕

．

口座振替済通知書を送付します
　介護保険料を口座振替で納付し
ている人には、1月20日㈬ごろまで
に、1年間（平成27年1月～12月）の振
替状況を書いた通知書を送ります。
通知書が届くまでの間は、預貯金通
帳で振替状況を確認してください。

介護保険料納付確認書が必要
な人へ
　確定申告の社会保険料控除など
に、介護保険料の納付確認書が必要
な人は、身分証明書を持って市介護
保険課窓口へ来てください。
〔介護保険課　給付係　内線572〕

国　保国　保
分離課税の損益繰越
　株式や公募株式投資信託の譲渡
益や配当を申告すると、損益通算や
繰越控除、配当控除を受けることが
でき、所得税の還付や、住民税の減
額を受けられる可能性があります。
　一方で、譲渡益や配当による所得
は、合計所得金額や総所得金額など
に加算されます。これらの所得を判
断基準として、国民健康保険税や医
療費の自己負担額が上がる場合もあ
りますので、注意してください。
　詳しくは保険医療課へ。

▷1月の開場日　23日
▷時間　午前9時～10時30分まで
（祝日と同じ）
▷業務内容　可燃、不燃（粗大ゴミ
含む）の持込みゴミの受入れのみ

〔クリーンセンター企画整備課
　☎52-1600〕

クリーンセンター
土曜開場日

クリーンセンター
土曜開場日
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くらしの案内くらしの案内

午後6時まで時間延長

▷1月の実施日
　1月7日・14日・21日・28日㈭
▷業務時間　午後6時まで
▷取扱発行業務
 ● 住民票の写し
 ● 住民票記載事項証明書
 ● 印鑑登録証明書
 ● 戸籍謄本・戸籍抄本
※発行業務のみです。転入・
転出、印鑑登録・廃止などの
業務は行いません。

〔市民課　内線 530〕

市民課窓口業務市民課窓口業務

学生や自営業などの人は、20
歳になると国民年金に加入する

ことになります。市役所の年金係で、
国民年金加入の届出をしてください。
なお、学生で、年金保険料を納めるこ
とができない場合は、学生納付特例
の申請をすることができます。申請す
る人は、学生証と印鑑を持って来てく
ださい。この学生納付特例の対象と
なる期間は、3月までです。毎年申請
してください。

〔市民課�年金係　内線529〕

Ａ

　　　私は、今月20歳になる学
　　　生です。年金の手続きが
必要でしょうか。

水　道水　道
口座振替をご利用の人へ
　振替指定日は、2か月ごとの15日、ま
たは27日です。預金不足などで振り替
えできなかった場合、次回に振り替え
ますので、入金をお願いします。

使用開始・中止のときは連絡を
　無断で水道を使用すると、処罰の
対象となります。必ず、事前に検針係
へ届け出て、給水契約をしてくださ
い。また、使用を中止する場合も届け
出て、料金の精算をしてください。

水道管の冬じたく
　気温が－3℃以下になると、水道管
が凍結しやすくなります。水道管が
凍結すると、水が出なくなり、破裂す
る恐れもあります。
　家庭の水道管は、皆さんの財産で
す。早めに防寒の準備をし、寒さから
守ってください。

��上下水道部（水道部門）
��� ☎ 52-1365�
��夜間・緊急時�☎ 52-3901

※くれぐれも、かけ間違いのない
ようにお願いします。

　仕
しごと

事を辞
や

めてから、次
つぎ

の仕
しごと

事が見
み

つからず、生
せいかつ

活に困
こま

っているという相
そう

談
だん

があります。ハローワークに行
い

っても上
う

手
ま

くいかない。そういった経
けいけん

験
はありませんか。
　行

い

けばすぐに仕
しごと

事が見
み

つかるというわけではありません。自
じぶん

分から求
もと

めていかないと、良
よ

い結
けっ

果
か

は得
え

られないようです。
　ハローワークでは、履

りれきしょ

歴書の書
か

き方
かた

、面
めんせつ

接の受
う

け方
かた

やコツも教
おし

えてもら
えます。
　生

せいかつ

活困
こんきゅうしゃ

窮者自
じり つ

立支
しえんがかり

援係では、就
しゅう

職
しょく

活
かつどう

動のお手
て

伝
つだ

いもしています。一
いち

度
ど

相
そうだん

談してください。

　　　　　　　ここから始
はじ

まる。
〔生
せいかつ

活困
こんきゅうしゃ

窮者自
じりつ

立支
しえんがかり

援係　内
ないせん

線547〕

�　　�固定資産税・都市計画税・
市県民税・軽自動車税・
国保税窓口

▷とき　1月28日㈭
▷ところ　市役所2階　収納対策室
　☎22-1108（夜間窓口専用）

�　　�水道料金窓口
▷とき　2月3日㈬�【次回予定：3月2日㈬】
▷ところ　上下水道部料金係
　☎52-1366（夜間窓口専用）
※�6か月（3回分）以上滞納すると、給
水を停止します。また、滞納者へは
法的措置を行うことがあります。

★☆ 夜間窓口 ☆★★☆ 夜間窓口 ☆★
ご利用ください 　昼間、納付が困難な人や納税相談

が必要な人は、利用してください。
　時間は午後5時15分～8時です。

お詫びと訂正
　広報誌12月号お知らせ版7ページ
に誤りがありました。
　「2015年度上半期の滞納処分実施
状況」の表において、「合計件数」と
「差押金額」の表記が入れ替わって
いました。
　訂正し、再掲してお詫びします。

◎�2015年度上半期の滞納処分実施
状況
差押財産および件数
合計件数 差押金額 合計金額
不動産
　25件 3,741,774円

252件
27,781,935円

預金
　190件 7,948,091円

生命保険
　17件 14,151,026円

給与・年金等
　20件 1,941,044円
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■聞こえのサポーター講座
　聞こえの不自由な人たちに、書いて
伝えるサポートをしてみませんか。
▷�とき　1月23日～3月5日の毎週土

曜日（全7回）　午後1時～3時
▷�ところ　総合福祉会館（ゆうゆうセ

ンター） 2階会議室
▷�対象　市内在住・在勤・在学の高

校生以上
▷費用　500円（テキスト代）
▷�申込方法　1月20日㈬までに、電話

で下記へ。
〔総合福祉会館　☎23-0789〕

■茶道「いただく作法」 
受講生募集
▷�とき　2月6日・13日・20日　いずれ

も土曜日　午後2時から
▷ところ　葛城コミュニティセンター
▷�会費　1,000円（全3回）　※茶菓

子代含む
▷講師　植田宗枝さん（裏千家） 
▷�定員　10名 
※申込多数の場合、抽選
▷受講料　600円
▷�申込方法　1月24日㈰【必着】まで

に、往復はがきに、「いただく作法希
望」、郵便番号、住所、名前、電話
番号を書いて、葛城コミュニティセン
ター（〒635-0054　曽大根783-
1）へ。

〔葛城コミュニティセンター
　☎23-8001〕

■子育て支援センターで遊ぼう
◎プレイルーム
　小さな子どもの遊び場です。楽しく
遊びながら、友だちを作りましょう。
　子育てで知りたいこと、不安なことが
あれば、職員に気軽に声をかけてくだ
さい。
▷�とき　火～土曜日　午前9時～午

後4時（月曜日が祝日の場合は、火
曜日も休館日）
▷�ところ　総合福祉会館（ゆうゆうセ

ンター）　1階
※ 保育所・幼稚園に通っている乳幼

児は、利用できません。

◎�のびのび・すくすく・ひよこ・ベ
ビーランドの開催

　市内在宅の対象年齢であれば、自
由に参加できます。
【のびのび・すくすくランド】
とき 対象

1月28日㈭ 平成23年4月2日～平
成25年4月1日生まれの
子どもと保護者

2月25日㈭
3月10日㈭
【ひよこランド】
とき 対象
Aコース

平成25年4月2日～9月
30日生まれの子どもと
保護者

1月22日㈮
2月19日㈮
3月　8日㈫
Bコース

平成25年10月1日～翌
年4月1日生まれの子ど
もと保護者

1月29日㈮
2月23日㈫
3月　8日㈫
【ベビーランド】
とき 対象
Aコース

平成26年4月2日～9月
30日生まれの子どもと
保護者

1月7日㈭
2月5日㈮
3月2日㈬
Bコース

平成26年10月1日～翌
年4月1日生まれの子ど
もと保護者

1月　8日㈮
2月12日㈮
3月　4日㈮

Cコース
平成27年4月2日～9月
30日生まれの子どもと
保護者

1月13日㈬
2月16日㈫
3月11日㈮
Dコース

平成27年10月1日生ま
れ以降の子どもと保護
者

1月15日㈮
2月18日㈭
3月15日㈫
▷時間　午前10時～11時
▷�ところ　総合福祉会館（ゆうゆうセ

ンター）　3階交流広間　※のびの
び・すくすくランドは3階研修室
▷�内容　同年齢の子どもと保護者が

集まり、親子で友だち作りができる
場所の提供

※ 対象年齢以上の兄弟の参加は、で
きません。

※申込不要
◎チビッコ広場
　楽しい遊びがいっぱい。友だちを
誘って参加しましょう。
▷対象　市内在宅の未就園児
▷�とき　1月19日・26日、2月2日・9日、

3月1日　いずれも火曜日　午前10
時から　

※3月1日のみ、午前10時30分から
▷�内容　1月26日・2月9日は、生涯学

習課主催の親子体操、3月1日はお
楽しみ会　

■大和高田市土曜塾
講座・講師（敬称略） とき ところ

キッズダンス
（石井敬子、多田三保子）

1月9日㈯
午前10時30分から 市立中央公民館

キッズダンス
（石井敬子、多田三保子）

1月16日㈯
午前10時30分から 市立中央公民館

やまと高田太鼓
（松本弘昭、表 泰憲）

1月17日㈰
午前10時30分から

ときめきたかだ 
駐車場（大字出325）

やまと高田太鼓
（松本弘昭、表 泰憲）

1月23日㈯
午前10時30分から

ときめきたかだ 
駐車場（大字出325）

キッズ将棋、オセロ
（増田佳美）

1月30日㈯
午後1時30分から 市立中央公民館

素敵な折り紙とキャンドルアート
作って楽しもう ! 

（竹尾篤子、松村喜美代、中谷タミ、
阪田綾子、石井敬子）

2月6日㈯
午後1時30分から 市立中央公民館

※持ち物など詳しくは、生涯学習課土曜塾担当へ。
▷対象　5歳～18歳　
▷定員　各講座とも50名　
▷費用　保険料　1回20円
▷申込方法　電話、またはFAX（ 53-6364）で、生涯学習課土曜塾担当へ。

〔生涯学習課　☎53-6264〕
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●�トラブルを避けるためにも、立会をお願
いします。

●�し尿くみ取りの妨げになるペット類・鉢
植えなどは、作業場所・通路に置かな
いようお願いします。

●�転居の場合は、それまでの手数料を清
算し、くみ取り登録を廃止してくださ
い。そのままにすると、転居後に行った
くみ取り手数料が請求されます。また、
世帯主などに変更があった場合も、届
け出が必要です。

●�臨時くみ取りは、作業日の調整が必要
です。委託業者〈おおやまと環境整美
事業協同組合☎52-2982〉〈大和清
掃企業組合☎52-3372〉に直接申し
込んでください。

　日程は、都合により変更になることも
あり、下記日程表に書いていない日で
も、汲み取りを行う日があります。ご了
承ください（地区名は、一部通称名を
使用しています）。

1月のし尿収集予定

「対象者の指定のないものは、市内在住など問わず、だれでも参加・申し込みができます」

児童虐待？迷わずに連絡を！
�
●�市児童福祉課（家庭児童相談室）
����������������☎�23-1195
�●�県中央こども家庭相談センター
　����������☎�0742-26-3788
�●�県高田こども家庭相談センター
　����������☎ 22-6079

■使用済みの食用油の回収
▷1月の回収日　1月25日㈪
午前9時15分〜9時30分 陵西校区公民館

午前9時45分〜10時 橘町集会場前

午前10時15分〜10時30分 築山公園前

午前10時45分〜11時 塙青少年会館（塙コミュニティーセンター）

午前11時15分〜11時30分 曙町青少年会館（東部こども会館）

午前11時45分〜正午 片塩幼稚園東側道路

午後1時15分〜1時30分 総合体育館

午後1時45分〜2時 大和ガス南側道路

午後2時30分〜2時45分 市立菅原公民館

午後3時〜3時15分 ネオシティ大和高田正面玄関前

午後3時30分〜3時45分 葛城コミュニティセンター

午後4時〜4時15分 春日町会館前

◎ 環境衛生課【市役所別棟１階】で
は毎日回収しています（土・日・祝日
を除く）。

◎ さざんかストリートの「生活雑貨ささおか」
で回収しています。ご利用ください。

◎ 油の入ったビンやカンは、リサイクル
できないため、処理が困難です。

　使用済み食用油は、固めずに、食
用油の容器（ペットボトル容器）などに
入れて持ってきてください。
〔クリーンセンター　☎52-1600〕

※ その他、内容など詳しくは、子育て支
援センターへ問い合わせてください。

▷�ところ　総合福祉会館（ゆうゆうセン
ター）　3階研修室

※時間厳守、申込不要
〔子育て支援センター　☎23-1501〕

■「折り紙教室」の作品展示
▷�とき　1月19日㈫～30日㈯　午前

8時30分～午後8時（最終日は正午
まで） ※月曜日は休館
▷�ところ　葛城コミュニティセンター　

1階ロビー
〔葛城コミュニティセンター

　☎23-8001〕

■天満診療所健康教室
▷とき　1月21日㈭ 午後1時～2時
▷ところ　天満診療所
▷�テーマ　「血尿・タンパク尿・腎臓の

病気」
▷講師　医師　梅本典江

〔天満診療所　☎52-5357〕

■さわやか生活教室	
とき ところ 担当

1月14日㈭
総合福祉会館

（ゆうゆうセンター）
（池田）

在宅介護支援
センター慈光園
（☎52-3006）

1月15日㈮ 市立土庫公民館（土庫）
ふれあい在宅介
護支援センター	
（☎53-5499）

2月　5日㈮
葛城コミュニティ
センター
（曽大根）

天満在宅介護
支援センター
（☎23-1161）

▷時間　午後2時～4時
▷�内容　転倒予防の話、家でもできる

簡単な体操、体力測定
▷�持ち物　体力測定記録用紙（持っ

ている人）・お茶
※費用無料、申込不要

〔地域包括支援課　内線571〕

日 曜 収　集　区　域

6 水 大谷、北角、敷島町、奥田県住、出、秋吉
7 木 敷島町、奥田、吉井、根成柿

8 金 敷島町、根成柿、吉井、藤森、池尻、築山

9 土 三和町、神楽、日之出西・東本町、有井

11 月 東雲町、土庫住宅、有井、日之出町

12 火
東中、東中 1・2丁目、春日町 1・
2丁目、根成柿、吉井、秋吉、旭北、
天神橋、松塚、土庫 1.・2・3丁目、
大東町、花園町

13 水
東中、東中 1丁目、春日町 1・2
丁目、南本町、大中南、礒野町、
西坊城、出、曙町、材木町、昭
和町

14 木 礒野町、礒野北、南本町、北片塩、、田井、勝目、出

15 金 大中北、新田、岡崎、中町、領家、礒野北
16 土 池田、領家、西代、市場、築山
18 月 市場、野口、有井、築山

19 火 出屋敷、有井、西三倉堂 1・2丁目、築山

20 水
西町、有井、内本町、中三倉堂
1･2 丁目、西三倉堂 1・2丁目、
築山

21 木 中三倉堂 1・2丁目、西三倉堂 1・2丁目、甘田町、敷島町、築山

22 金 中三倉堂 1・2丁目、甘田町、今里、旭北町、旭南町

25 月 曽大根、北片塩町、東三倉堂町、旭北町

26 火
南陽町、蔵之宮町、甘田町、南
今里町、中今里町、片塩町、礒
野東町

28 木
大中東、南陽町、蔵之宮町、甘
田町、永和町、礒野南町、内本
町

29 金
蔵之宮町、甘田町、栄町、東中 1・
2丁目、本郷町、北本町、高砂町、
永和町

■市立学校入学式に「就学通知
書」を

　4月から市立小・中学校に入学する
児童・生徒の家庭に、「就学通知書」
を送ります（2月1日㈪発送）。入学式
当日に、指定された学校へ持ってきて
ください。
※ 届いていない場合や記載内容に誤

りがある場合は、市学校教育課へ
連絡してください。

※ 国立・県立・私立の小・中学校に入
学する場合は、下記のものを持っ
て、市学校教育課へ来てください。

１．　 入学を証明するもの（入学許可
書、入学承諾書など）

２．　「就学通知書」
３．　印鑑

〔学校教育課　内線152〕
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いろいろな機関からの

広告欄

●多言語・多文化でティータイム
　大和高田 

ケグリ　　オリニ
 会

　「ケグリ」とは「蛙」、「オリニ」とは「子
ども」という意味です。

▷�とき　1月24日～2月28日　毎週日
曜日　午後1時～2時（6回シリーズ）
▷�ところ　大和高田ケグリ・オリニ会
（花園町バス停すぐ）
▷�内容　多言語、多文化の文様を彫

刻して、コースター、カップ、調味料ボ
トルを作ります。自作のカップで、ほ
んわかティータイム。心に豊かさが広
がります。
▷�対象　子どもから大人まで、どなた

でも参加できます。
▷参加費　各回2,000円
▷持ち物　筆記用具
▷�申込方法　1週間前までに、往復

はがきに名前、住所、FAXのある方
はFAX番号を明記の上、申し込み
ください。電話での受付、返信はお
こなっていません。
▷連絡先　キム・カンヂャ（金康子）

〒635-0003 土庫726-2
　 52-0402

●スキーツアー参加者募集
▷とき　1月29日㈮夜～31日㈰夜
▷�ところ　 サンメドウズ清里スキー場

（山梨県）
▷�費用　30,000円（小学生以下は

26,000円）
▷�申込方法　1月18日㈪までに、FAX

で下記へ。
〔体育協会スキー部

　藤田　 53-7656〕

●看護職ミニ就職相談会
▷�とき　1月29日㈮ 午後0時30分～

4時
▷�ところ　王寺町地域交流センター 

フリールーム（王寺町久度2丁目2番
1-501 りーべる王寺東館5階）
▷�内容　交流カフェ、求人施設紹介、ミ

ニ就職相談会、採血の技術再確認
▷�申込方法　電話で下記へ。
※当日参加可能、費用無料
※託児あり（要予約）
※ 1月22日㈮までの申込者にQUOカー

ド進呈
〔�奈良県看護協会�
奈良県ナースセンター

　☎0744-25-4031〕

●第2回　中和保健所がん患者サ
ロン『すずらん』

　がん患者サロンは、がん患者や家族
同士が悩みや不安を語り合うことがで
き、同じ体験をした仲間が集う場です。
かかっている医療機関やがんの種別
に関わらず参加できます。当日は、がん
専門相談員も参加します。
▷とき　１月25日㈪　午後2時～4時
▷�ところ　橿原総合庁舎　１階交流

室(橿原市常磐町605-5)
▷�内容　交流会(参加者相互の交

流、情報交換)
▷�対象　県内に居住のがん患者や

家族など
▷申込方法　電話またはFAX（
0744‒47‒2315）で下記へ（FAXの
場合は、住所、氏名、電話番号、参加
人数を書いてください）。
※申込期限なし
〔�奈良県中和保健所健康増進課�
健康づくり推進係�

☎0744-48-3034〕

●在宅医療に関する研修会
▷�とき　1月14日㈭　午前10時から
（1時間30分程度）
▷�ところ　総合福祉会館（ゆうゆうセ

ンター）　3階研修室（池田418-1）
▷�対象　旧葛城保健所管内通所施

設と訪問看護ステーション従事者
〔奈良県歯科医師会

　☎0742-33-0861〕

●夢咲塾発大和高田の魅力再発見
シリーズ「なつかしの映画展」

　大和高田市内には、8つもの映画
館が存在した時期がありました。大和
高田の映画の歴史を振り返ります。
▷とき　1月7日㈭～2月24日㈬　
午前9時～午後7時　
※最終日は午後5時まで
▷�ところ　市立図書館（西町1-45）
▷�内容　なつかしい映画館や映画看

板の写真、ポスター、映画チラシ、パ
ンフレットなどの当時の資料展示

〔夢咲塾事務局　阪本�☎53-6059〕

●奈良県立医科大学附属病院 
「県民公開講座」
　病気とうまく付き合うために
　～知って得する緩和ケア～
　がん患者さんや家族には、身体のつ
らさだけではなく、不安や抑うつなど気
持ちのつらさ、就業面や経済的な心配
などが生じます。緩和ケアは、このよう
なつらさを和らげ、問題解決のお手伝
いをする医療です。
　私たちといっしょに、緩和ケアについ
て考えてみませんか。
▷�とき　2月28日㈰　午後1時30分～

3時30分（開場：午後1時）
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いろいろな機関からの

広告欄

▷�ところ　県産業会館　5階大会議
室（幸町2-33）
▷内容
・講演1：「抗がん剤治療と緩和ケア」
・講演2：「がんと診断されてからの緩
和ケアとは？」
・講演3：「がんになった時のかかりつ
け医との上手な付き合いかた」
▷定員　200名
※費用無料、申込不要
▷共催　大和高田市立病院
〔�奈良県立医科大学附属病院��
病院管理課　
☎0744-22-3051（内線3279）〕

●自衛官等の募集
▷�募集種目　自衛官候補生、幹部

候補生、予備自衛官補
※ 受験資格、受付期間、試験日な

ど、詳しくは下記へ連絡、または
奈良地方協力本部のホームページ

（http://www.mod.go.jp/pco/
nara）を見てください。

〔自衛隊橿原地域事務所
　☎0744-29-9060〕

●マンションの建替えや敷地売却
に関する相談窓口「住まいるダ
イヤル」

　一級建築士などの資格を持ち、住
宅に関する広い知識を備えた相談員
が、専門的な見地からアドバイスしま
す。
▷�相談先　「住まいるダイヤル」
　☎0570-016-100（ナビダイヤル）
　 ☎03-3556-5147（PHS、一部IP

電話）

▷受付時間　午前10時～午後5時
※土日、祝日、年末年始を除く
　 詳しくは、ホームページ（http ://

www.chord.or.jp/news/6886.
htmlまたはtatekae-mansion.jp）に
も掲載しています。

〔�国土交通省�住宅局�市街地建築課
マンション政策室　

☎03-5253-8111〕

●商品券の使用期限が近づいてい
ます

　「生活応援プレミアムすこやか子育
て商品券」および「子どもいきいき応
援すこやか子育て商品券」の使用期
限は、1月31日㈰です。期限を過ぎる
と、使用も返金もできません。
▷�問合せ先　大和高田市・大和高田

商工会議所プレミアム商品券事務局
（大和高田商工会議所　経済会
館5階）　☎24-1022
▷�営業時間　午前9時30分～午後4

時30分（土日・祝日、12月29日㈫～1
月3日㈰は休み）

〔大和高田商工会議所�☎22-2201〕

●放送大学4月入学生募集
　放送大学は、テレビなどの放送やイ
ンターネットを利用して授業を行う通信
制の大学です。心理学・福祉・経済・
歴史・文学・自然科学など、幅広い分
野を学ぶことができます。
▷出願期間　3月20日㈰まで
　郵送およびインターネット出願ができ
ます。詳しくは、電話で下記へ、または
ホームページ（http://www.ouj.ac.jp）
を見てください。
〔放送大学奈良学習センター　

☎0742-20-7870〕

●労働保険料の納付は、口座振替で
　労働保険（労災保険・雇用保険）料
の納付には、口座振替制度を利用し
てください。
　口座振替納付とは、あらかじめ届出
をした口座から、労働保険料を引き落
とし納付する制度です。一度登録す
れば、翌年度も自動継続されます。
　口座振替制度を利用すると、労働局

（労働基準監督署）や金融機関に出
向く手間が省けるほか、納め忘れや納
付遅れもなくなり、非常に便利です。
〔奈良労働局�総務部�労働保険徴収室

　☎0742-32-0203〕

●奈良県特定最低賃金の改正
はん用機械器具、
生産用機械器具、
業務用機械器具製造業

時間額833円
（平成27年12月26日発効）

電機関係製造業 時間額827円
（平成27年12月26日発効）

自動車小売業 時間額830円
（平成27年12月26日発効）

木材・木製品・
家具・装備品製造業

時間額816円
日額6,527円
（平成元年1月25日発効）

奈良県最低賃金…時間額740円
（平成27年10月7日発効）

〔奈良労働局賃金室　
☎0742-32-0206〕

●正社員へ就職希望者の面接会
　ハローワーク大和高田では、毎月定
期的に、正社員の面接会を開催して
います。正社員へ就職希望の人は、
一度面接会に来てください。
　詳しくは、下記へ。
〔ハローワーク大和高田　
求人・企画部門　☎52-5801��31#〕
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　年末、リズモー市ホームページでは、市
や市民が作った、おしゃれなクリスマスツ
リーが紹介されていました。その後には、年
末年始の業務案内も。グーネラバスポーツ

センターは、２日から開いています。リズモー市役所は、４
日までお休み。皆さんも一度のぞいて見てください。姉妹都

市を、少し近く感じます。今年もよろしくお願いします。

　新しい手帳選びに悩む時期がやってきました。機能性やデザイ
ン、持ち歩くのでサイズも重要です。お気に入りの一冊を見つけ
て、新たな一年を記録していきたいです。

　最近、ノロウイルスがよくニュースで取り上げられています。今年
のノロウイルスは新型で、免疫をもつ人がいないため、大流行する可
能性があるそうです。体調管理には、気をつけていきたいですね。

　家族が増えました。元気にすくすく育っています。見ている
だけで癒されます。寝返りに注意しながら、一緒に布団で寝
ています。なんて可愛い猫でしょう。
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大和高田市
市民憲章

　　　　　大和高田市役所
TEL.22-1101　FAX.52-2801

困っていることや心配事など、ご相談ください。
相談は無料で、秘密は守られます。

市立中央公民館 TEL.22-1315 FAX22-1316
市立土庫公民館 TEL.23-3560
市立菅原公民館 TEL.23-3561
市立陵西公民館 TEL.23-3562
さざんかホール TEL.53-8200�FAX53-8201
図　書　館 TEL.52-3424 FAX52-9415
水道部門 TEL.52-1365 FAX23-3850
総合福祉会館 TEL.23-0789 FAX24-2730
社会福祉協議会 TEL.23-5426 FAX23-2298
クリーンセンター
企画整備課 TEL.52-1600 FAX52-1685
美化推進課 TEL.53-5383
保健センター TEL.23-6661 FAX23-6660
市立病院 TEL.53-2901 FAX53-2908
青少年課 TEL.23-1322 FAX23-2344
生涯学習課 TEL.53-6264 FAX53-6364
葛城コミュニティセンター TEL.23-8001 FAX23-8001
総合体育館 TEL.22-8862 FAX22-8863
総合公園 TEL.52-4700 FAX52-4701
さくら荘 TEL.23-4126 FAX23-8535
下水道課 TEL.52-1258 FAX52-1295
高田消防署 TEL.25-0119 FAX22-4565
高田警察署 TEL.22-0110 FAX22-2292
JR 西日本 TEL.0570-00-2486
近鉄大和高田駅 TEL.52-2414
近鉄高田市駅 TEL.53-2531

◆消費生活相談（要予約）   毎週月～金曜日　午前10時～正午、午後1時～ 4時
　　　　　　　　　　　　　消費生活センター（☎ 22-1101）
◆ 人権相談・行政相談　 毎月第4火曜日　午後1時～4時 

於：総合福祉会館　広報広聴係（☎ 22-1101）
◆中小企業金融相談・中小企業経営相談　　随時　産業振興課（☎ 22-1101）
◆母子父子相談　月･水･金曜日 午前8時30分～午後5時15分 児童福祉係（☎22-1101）
◆心配ごと相談　第2・4金曜日　午後1時～4時　社会福祉協議会（☎ 23-5426）
◆法律相談（要予約）　毎月第2・3火曜日　午後1時～4時　
　　　　　　　　     社会福祉協議会（☎ 23-5426）
◆司法書士の法律相談（要予約）　 毎週月曜日　午後1時～4時 

社会福祉協議会（☎ 23-5426）
◆生活相談　毎月水曜日（第 1 水曜日を除く）　午後1時～4時　

　　　※事前に問い合わせてください。社会福祉協議会（☎ 23-5426）
◆成人健康・栄養相談（要予約）　 毎月1回、所定の日　
　　　　　　　　　　　午前9時～10時　保健センター（☎ 23-6661）
◆子育てホットライン・健康ホットライン　毎日　午前9時～正午、午後1時

　　～4 時30分（土・日・祝日・年末年始を除く）保健センター（☎ 23-6661）
◆教育ガイダンス　毎週月～金曜日  午前10時～午後5時  青少年センター（☎ 23-1322）
◆家庭児童相談　毎週月～金曜日　午前8時30分～午後5時15分　家庭児童相談室（☎ 23-1195）
◆女性相談（要予約）　 第1火曜日・第3金曜日　午前9時15分～午後0時5分 

 第2土曜日　午後1時～3時50分　人権施策課（☎22-1101）
◆住まいづくり相談　第3水曜日　午後1時～4時10分

　　　　　 （第1水曜～第2水曜の間に予約：定員4名）　建築住宅課（☎ 22-1101）
◆税理士による税務相談　2月・3月を除く毎月第3金曜日　午後1時～ 4時

　　　　　　　　　　於：総合福祉会館　近畿税理士会葛城支部（☎22-5288）



イベント情報

※一般発売開始日のホールでの窓口販売は午前9時から、電話予約は午後2時からです。
※友の会会員割引は、前売りのみです。
※都合により、日程、出演者および内容の一部を変更することがあります。ご了承ください。
※前売券が完売の際は、当日券はございません。あらかじめご了承ください。

チケットのお求めは―
■大和高田さざんかホール（休館日：毎週月曜・第4火曜日（その日が休日の場合は、翌日以後の平日））

チケット販売時間�午前9時～午後5時　☎53―8200
■ローソンチケット　チケット予約　☎0570（084）005

お問い合わせ　☎0570（000）777

Osaka Shion Wind Orchestra（旧大阪市音楽団）吹奏楽コンサート
Shionが遂にさざんかホールにやってきます！
プログラムは、２０１６年度の吹奏楽コンクール課題曲を中心に、
吹奏楽の醍醐味を味わっていただけるコンサートです！！

午後２時３０分開場　午後３時開演　大ホール【全席指定】　
一般２，５００円　高校生以下１，０００円（当日は各５００円増）
※団体割引あり（１０枚以上同時購入の場合、一般２，０００円、ホールのみ扱い）
※小学生から入場可　※託児保育あり（無料・予約制２月１２日㈮締切）
指揮：西村 友（課題曲Ⅲ「ある英雄の記憶」作曲者）

〈プログラム〉
♪２０１6年度全日本吹奏楽コンクール課題曲Ⅰ～Ⅳ
♪Ｊ.スウェアリンジェン／管楽器と打楽器のためのセレブレイション　　♪酒井格／たなばた　
♪Ｍ.カロン／チューバ・ポルカ　　♪ライオンキングメドレー　　ほか

【合同演奏】♪風になりたい　
　※当日、楽器をご持参いただいた方は、客席で演奏参加することができます。ぜひご参加ください（注：楽器、楽譜の貸出はございません）。

大和高田市民劇団さざんか　第28回本公演
『舞台を作る人たち』　作・演出／永冨義人

今年の本公演は、演出に劇団「カンセイの法則」 、
劇団「１０デシリットル」の代表、
永冨義人を迎え劇団さざんかが
新たな境地に挑みます！ 

１２日、１３日とも　
午後１時３０分開場　
午後２時開演
小ホール�【全席自由】
一般１，０００円
小学生～高校生５００円

※託児保育あり
  （無料・予約制２月２6(金)締切）

さざんかミュージックスポットデュオ・セルリアン リサイタル
～オカリナ・サクソフォンによる二重奏の響き～
第１回日本オカリナコンクール・
　　　　　　　　　　グランプリ受賞記念リサイタル

出演：森下知子・千井慶子
　　　　　　（オカリナ＆サクソフォン）　
共演：大島忠則（ピアノ＆アレンジ）

午後１時３０分開場　午後２時開演
小ホール【全席自由】
一般２，０００円　高校生・中学生１，０００円　小学生５００円（当日は各５００円増）
※小学生から入場可　※託児保育あり（無料・予約制３月１１日㈮締切）

〈プログラム〉　
♪J.B.サンジュレー／デュオ・コンチェルタント（サクソフォン）
♪大島忠則／こきりこ幻想～オカリナの為の三章
♪ダニエル・アロミア＝ロブレス／コンドルは飛んでいく
♪黒うさP ／千本桜
♪クロード=ミシェル・シェーンベルク／レ・ミゼラブルより
♪久石譲／スタンド・アローン　ほか

会員先行予約開始�� 1月6日㈬から
一般発売開始�� 1月9日㈯から
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チケット
取扱

ホール
ローソン（Lコード５８７２２）

大和高田さざんかホール 1 月の催し物ご案内 ※2015年12月10日現在の内容です。なお、掲載申し込みのあったものを掲載しています。
　休館日のお知らせ:1/1㈮～1/4㈪、12㈫、18㈪、25㈪、26㈫、2/1㈪、8㈪

チケット
取扱

ホール
ローソン（Lコード５3５4７）

2.21
日

好評発売中

好評発売中

チケット
取扱

ホール
Duoたんと（大島） 0７43-５3-0８33

日／曜日 催し物名 ホール 開演 入場料 問い合わせ先 電話番号

9日㈯～11日（祝・月） たかだフォトぐる～ぷ写真展 展示
9日午後1時

10日午前9時
11日午前9時

無料 たかだフォトぐる～ぷ　
喜多 ☎22-8145

10日㈰ 平成27年度　大和高田市成人祝賀式 大 午前10時 無料 大和高田市教育委員会
事務局　生涯学習課 ☎53-6264

11日（祝・月） 第43回 奈良県アンサンブルコンテスト　
中学校の部 大 午前10時 全席自由　500円 奈良県吹奏楽連盟のホームページを参照ください

17日㈰ 第43回 奈良県アンサンブルコンテスト　
小学校・高校・大学・職場・一般の部 大 午前10時 全席自由　500円 奈良県吹奏楽連盟のホームページを参照ください

23日㈯～24日㈰ 第31回　奈良県小学校金管フェスティバル 大 23日午後1時
24日午後0時45分 全席自由　500円

奈良県小学生バンド連盟
事務局
桜井市立桜井南小学校　
高田

☎0744-42-3373

29日㈮ 大和高田市人権教育推進協議会　研究大会 小 午後2時 無料 大和高田市人権施策課 ☎22-1101

30日㈯～2月3日㈬
※2月1日㈪は休館 第14回　大和高田八景作品展 展示 各日

午前10時 無料
大和高田市教育委員会
事務局　文化振興課　　　　　                   　　　　　　　　　　　
（さざんかホール内）

☎53-8200

31日㈰ ハーモニーコンサート 小 午後1時30分 無料 真中 ☎090-6676-7942

2月2日㈫ 右記の貸館受付開始 ミーティング
ルーム 午前9時

●大ホール・レセプションホール・展示ホール<平成29年2月分>
●小ホール<平成28年8月分>
●リハーサル室・会議室・和室<平成28年5月分>

6日㈯ 第4回　大和高田市 市民公開講座
現在の医療　うつ病・在宅医療を中心に 大 午後1時 無料 大和高田市医師会事務局 ☎23-2431

6日㈯～7日㈰ 平成29年　成人式振袖展示会 展示 午前10時 無料 株式会社ベルコ　
奈良南支社　三原 ☎0744-20-3636

※レセ=レセプションホールの略です。�

Osaka Shion Wind Orchestra

前回の本公演「兄帰る」より
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