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本市の行政相談委員の辰巳惠子さん、坂本修一さんが、高田小学
校で行政相談について、授業をしました。スクリーンの映像を見た
り、クイズに答えたりするなど、楽しみながら学べるように工夫さ
れています。授業を受けた6年生の質問に答える元気な声が、教室
に響いていました。
住んでいる人の意見を聞いて、社会をよりよくするのが行政相
談です。「道路に危険なところがあるので直してほしい」というの
も、相談の一例です。
行政相談は、毎月第4火曜日の午後1時から4時まで、総合福祉会
館（ゆうゆうセンター）で、相談所を開いています。また電話（0570-
090110）やインターネットでも、相談を受け付けています。国・県・
市町村の仕事で、何か不便なことや、困ったことがあれば、利用し
てください。

（1月14日　高田小学校にて撮影）
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行政相談員って、なにする人？



〔葛城コミュニティセンター　☎ 23-8001〕

平成27年度の各教室生・講座生を、募集します。
新しい学びを取り入れて、豊かな時間を過ごしませんか。

▽申込方法　2月28日㈯【当日消印有効】までに、往復はがきで葛城コミュニティセン
ターへ。 ※申込多数の場合は、抽選

▽ 受講料の納付　講座案内はがきが届いた人は、期日（4月1日〜初回の開講日）まで
に、葛城コミュニティセンターへ、年間受講料を納付してください（納付受付：午前9時
〜午後4時30分）。

※期日までに納付のない場合は、受講を取り消します。
※納めた受講料は、返しません。

※浮孔高齢者学級、おりがみ教室の小・中学生、ジュニア将棋教室の
受講料は不要です。
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葛城コミュニティ
センター講座申込

● 教室名
● 名前（フリガナ）
● 性別・生年月日
● 住所・電話番号

往復はがきの書き方

葛城コミュニティセンター
教室生・講座生募集

◆小倉百人一首
　かるた取り

◆実用書道教室

◆家庭料理◆子育て教室

◆洋菓子作り◆コラージュ＆ペイント教室

◆ジュニア将棋教室

◆男性クッキング
（和・洋・中のおうちごはん）

◆浮孔高齢者学級

◆パソコン教室

◆イタリア料理と
   楽しいクラフト教室

◆おりがみ

◆デコ・アメリカンフラワー

とき　第1火曜日
（全12回）
午後1時〜3時
4月7日㈫開講

講師　北野律子　
受講料　2,400円
※5月、11月のみ第2火

曜日
　1月は第3火曜日

とき　原則第2・4水曜日
（全24回）
午後1時から
4月8日㈬開講

定員　20名
講師　水本蒼穹　
受講料　4,800円
※書道用具は、各自
　用意してください

とき　第3金曜日
（全12回）
午前10時〜正午
4月17日㈮開講

定員　20名
講師　仲村あけみ　
受講料　2,400円
※別途、費用が必要
※柿の葉すし、みそ作
　りもあります

とき　第1水曜日
（全12回）
午前10時〜正午
4月1日㈬開講

対象　2〜5歳の幼児と保護者
定員　15名
講師　藤田勝文　
受講料　2,400円
※5月のみ第2水曜日

とき　4月14日、5月12
日、6月16日、7月
14日（全4回）　
午前9時30分〜
正午

定員　20名
講師　 「洋菓子エンジェ」

のスタッフ
受講料　800円
※別途、材料費（1回3,000

円）が必要

とき　第3木曜日
（全12回）
午前10時〜正午
4月16日㈭開講

講師　吉田成美　
受講料　2,400円
※別途、費用が必要

とき　第1日曜日
（全12回）
午前9時30分〜
正午
4月5日㈰開講

定員　駒を動かせる
　　　小・中学生 20名
講師　山元隆吉　
※5月、1月のみ第2日

曜日

とき　第1土曜日
（全12回）
午前10時〜正午
4月4日㈯開講

定員　20名
講師　仲村あけみ　
受講料　2,400円
※別途、費用が必要
※5月、1月のみ第2土曜日
※柿の葉すし、みそ作りもあります

とき　原則第3金曜日
（全11回）
午後1時30分から
4月17日㈮開講

講師　浮孔・浮孔西校
区の60歳以上の人　
※申し込みは、電話でも可

とき　原則第1・3土曜日
10月からは、第
2・4土曜日

（全24回）
午前10時〜正午
4月4日㈯開講

定員　10名
講師　仲本季代　
受講料　4,800円
※ノートパソコン・コード・マウスを持参
　してください
※初心者対象（電源の入れ方から始めます）

とき　第2金曜日
（全12回）
午前10時〜正午
4月10日㈮開講

講師　仲村あけみ　
受講料　2,400円
※別途、費用が必要

とき　第3日曜日
（全12回）

◦一般：午前10時〜正午
◦小・中学生：午後1時から

4月19日㈰開講
講師　竹尾篤子
受講料　一般のみ2,400円
※別途、費用が必要

とき　第1土曜日
（全12回）
午後1時30分から
4月4日㈯開講

定員　20名
講師　城井秀子　
受講料　2,400円
※別途、費用が必要
※1月は第2土曜日

（講師名敬称略）
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中央公民館活動
　　学習成果発表会

コーラスひまわり、コーラスまほろば、ヴォイストレーニング講座、高田混声合唱
団、若葉コーラス、大正琴の会、太極拳クラブ、文協社交ダンス部、ふたかみ吟詩会、
ピカケレイラニ・アロハモエ教室、高田民踊普及会、神心流尚道館龔風会

定期講座や自主グループ活動の、日ごろの成果を発表します。
また、体験コーナー・茶席も用意しています。

ところ さざんかホール
※開会式：2月14日㈯　午前9時45分から

（3階小ホール）

〔中央公民館　☎ 22-1315〕

14日：午前10時〜午後4時　15日：午前10時〜午後3時

14日：午前10時から

　　　  舞台発表（3階 小ホール）

体験コーナー
（2階展示ホール・3階レセプションホール）　※一部有料

グループ名 内容 定員 参加費 申込先
アメリカンDip
キャンドル教室

誕生日・記念日キャンド
ル作り 各日15名 300円〜 当日会場で

押し花創作クラブ
（15日のみ）

押花をデザインして
「花絵額」を作ります 25名 100円 当日会場で

おり紙サークル 楽しいおり紙を一緒に
折りましょう！ なし ― 当日会場で

華道教室（池坊） テーブルの上にかわい
い花を生けましょう 各日15名 500円 中央公民館

☎22−1315

刺しゅう教室 ファスナー付き
ミニポーチを作ります 各日10名 1,000円 中央公民館

☎22−1315

パンの花クラフト 粘土で作るバラと
千日紅 各日15名 1,000円 栗牧裕子

☎090−8933−2637

満帆俳画教室 簡素な絵に俳句を書き
ます（手本あり） なし 100円 当日会場で

RoseParfum プリザーブドフラワー
グラスアート 各日10名 1,000円 中央公民館

☎22−1315
囲碁教室 囲碁の対局、解説 なし ― 当日会場で

ふれあい体操 日常使わない筋肉を
ほぐしてみませんか？ なし ― 当日会場で

平成ヨーガ＆足操
同好会

足裏マッサージの体験
（裸足になれるように） なし ― 当日会場で

※一部、公民館に見本があります。

14日：午前10時〜午後3時
茶道教室（裏千家）

15日：午前10時〜午後3時
茶道教室OB（裏千家）

▷定員　各日100名
茶席券（200円）は、公民館で販売

（当日は茶席で販売）します。

とき 2月14日㈯　午前9時45分〜午後4時

    15日㈰　午前10時〜午後3時

アメリカンDipキャンドル教室、押し花創作
クラブ、おり紙サークル、華道教室、かな書
道教室、写真教室、刺しゅう教室、書道、川柳
すその会、彫宝会、手あみ教室編夢、陶芸、
日本画教室、布花教室、葉月句会、パンの
花クラフト、美術教室、ひょうび会、ひらめき
倶楽部、フォト・コスモス、文協合同俳句会、
文協短歌教室、満帆俳画教室、木彫教室、
YAMATO水墨会、料理教室、男性料理教
室、RoseParfum

作品展示

茶席

14 日：午前10時〜午後4時
15 日：午前10時〜午後3時

第41回

（２階展示ホール・
３階レセプションホール）

（4階　和室）
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個人住民税（市民税・県民税）の申告を
しなければならない人

個人住民税の申告をしなくてもよい人

申告に必要な書類等

　申告期間中は、混雑が予想されます。申告書には、自分で住所・名前・扶養親族の欄などを事前に書いてください。
※市役所では、税務署から送付している「所得税の確定申告書」の受付はできません。税務署に提出してください。

　ただし、作成済みの申告書は預かり、税務署へ回送します。

　受付期間　　2月16日 ㈪〜 3月16日 ㈪    ※土・日曜日は閉庁	

　受付時間　　午前8時 30 分〜正午、午後1時〜 4時
　受付場所　　市役所3階 東会議室

平成27年度

個人住民税の申告相談・受付

①平成27年1月1日現在、市内に住所があり、昨年1年間
（平成26年1月1日～ 12月31日）に収入（所得）があった
人で、税務署へ確定申告をしなくてもよい人
②給与所得者で、次のいずれかに該当する人
●勤務先等から給与支払報告書（受給者交付用の名称は
源泉徴収票）が、市役所税務課に提出されていない人

●給与所得以外の所得金額が20万円以下で、確定申告
の必要がない人
◎公的年金等の収入金額が400万円以下の人へ
平成23年分から、公的年金等の収入金額が400万円以
下（※）で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金
額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不
要となりました。ただし、所得税が源泉徴収されている人のう
ち、確定申告をすることにより所得税が還付される人につい
ては、所得税の確定申告書を提出することができます。また、
確定申告が必要ない場合でも、各種保険料、生命保険料、
医療費、障害者等の控除を受ける場合や、公的年金等に
係る雑所得以外の所得がある場合には、市民税・県民税の
申告が必要です。
※複数の公的年金等を受給している人は、その収入金額
の合計額となります。
◎前年中の収入がなかった人へ
申告書の提出義務はありませんが、申告書の提出がない

ことで児童手当・国民健康保険税の免除申請・就学援助・
公営住宅等の各種申請ができない、市民税・県民税諸証明
の交付を受けることができないなど、様々な支障をきたすこと
があります。前年中の収入がなかった人でも、各種申請に必
要だと思われる場合は申告書を提出してください。
◎期限内に申告をしないと、こんな時に困ります
申告は、市・県民税の税額を算出する基礎となり、行政サ

ービスを受けるために必要な所得証明書・課税（非課税）証
明書を交付する際の重要な資料になります。期限内に申告
書の提出がない場合、所得証明書・課税（非課税）証明書
の即日交付ができない場合があります。

●申告書
●印鑑（認印可）
●前年中の収入を明らかにするもの
給与所得者は、源泉徴収票・給与明細など
営業などの事業所得者・不動産所得者は、収入と経費が
わかる帳簿など
※所得税の確定申告が必要な人は、税務署で申告をしてく
ださい。

●生命保険（一般分、個人年金保険、介護医療保険）、地
震保険、平成18年12月31日までに締結した長期損害保
険の保険料払込証明書（平成26年中支払分）

●国民健康保険税、国民年金保険料などの領収書または
納付金額のわかるもの（平成26年中支払分）
※国民年金保険料については、日本年金機構から発行さ
れた証明書

●医療費控除を受ける人は、医療費の領収書と保険金な
ど、補てんされた金額がわかるもの（平成26年中支払分）
※領収書の整理（集計）は、事前に済ませておいてください。
●障害者控除を受けようとする人は、障がいの程度がわか
るもの（障害者手帳など）

●介護保険法の要介護認定者が障害者控除の適用を受
ける場合、「障害者控除対象者認定書」の添付が必要
です。
※認定書は、介護保険課（内線572）で交付しています。

①税務署に所得税の確定申告書を提出した人
②収入が給与のみの人で、その支払者から大和高田市へ
給与支払報告書が提出されており、控除内容等に変更
のない人
③収入が公的年金のみの人で、その支払者から大和高田
市へ公的年金等支払報告書が提出されており、控除内
容等に変更のない人
④前年中の合計所得金額が、住民税均等割非課税基準
以下の人
⑤控除対象の配偶者または、親・子などの扶養親族
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申告における注意事項 出張申告受付・相談等の日程

所得税・復興特別所得税・消費税・地方消費税の確定申告
葛城税務署

①所得税の確定申告を税務署に提出した人は、個人住民
税の申告書を提出する必要はありません。
②申告受付窓口は、申告受付期間【2月16日㈪～ 3月16
日㈪】は市役所3階東会議室、申告受付期間以外は市
役所２階税務課、出張申告受付の日程は当該会場です。
時間などに注意してください。
③申告書（個人住民税申告書に限る）は、郵送でも受付し
ています。ただし、押印もれ、記載内容に不明な点があると
き、添付資料に不備があるときなどは、当該申告書は受付
できません。
◎郵送での申告をおすすめします
2月から3月にかけて、申告会場は大変混み合います。申
告書を書いた人は、郵送での申告をおすすめします。申告
書に住所・名前・フリガナ・生年月日・電話番号・必要事項等
（所得や控除など）の記入もれがないことを確認し、押印の
上、源泉徴収票・控除証明書などの必要書類を同封して郵
送してください。
※郵送申告分については、記入した内容に関して電話で確
認をすることがあります。ご了承ください。

平成26年分の申告
所得税および復興特別所得税は2月16日㈪～ 3月16

日㈪まで、消費税および地方消費税は3月31日㈫までで
す。
※葛城税務署の申告会場は大変混雑します。混雑状況
や相談内容によって、申告書の作成等に時間がかかり
ます。なるべく、早め（午後4時まで）に来てください。

平成26年分の納税
①振替納税でない人の納付期限
●所得税・復興特別所得税…3月16日㈪
●消費税・地方消費税…3月31日㈫
②振替納税の人の納付期限（振替期日）
●所得税・復興特別所得税…4月20日㈪
●消費税・地方消費税…4月23日㈭

※消費税率の引上げを含む消費税法の改正内容につい
ては、国税庁ホームページの「消費税法改正のお知らせ
（社会保障と税の一体改革関係）」を見てください。
※残高不足などで振替納税ができなかった場合は、本来
の納付期限の翌日から延滞税が計算されます。
※還付金の口座振込には、e-Tax利用の人は約3週間、
それ以外の人は1か月半程度かかります。

【国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の利用を】
所得税の申告は、自動計算で便利な国税庁ホーム

ページの「確定申告等作成コーナー」を利用してください。
作成したデータは、「e-Tax（国税電子申告・納税システ
ム）」（http://www.e-tax.nta.go.jp）を利用して提出でき
ます。

〔葛城税務署　☎22-2721〕

市役所税務課では、次の日程で、申告期間前の受付など
を行います。

とき 受付会場 主な対象区域

2月5日㈭ 池尻公民館 池尻、藤森
2月6日㈮ 築山公民館 築山、大谷
2月9日㈪ 西坊城公民館 西坊城、出、秋吉

2月10日㈫
市立陵西公民館 野口、池田、市場

市立土庫公民館
松塚、東雲町、土庫
土庫1・2・3丁目

2月12日㈭ 根成柿公民館 根成柿、吉井、奥田

2月13日㈮ 葛城コミュニティ
センター

曽大根、曽大根１・２丁目
南陽町、甘田町、蔵之宮町

※公民館などでの出張申告受付・相談時間は、午前10
時～午後3時までです。
※市民税・県民税申告書は、「申告書の手引き」を参照し
て、自分で作成してください。
混雑が予想されますので、住所・名前・生年月日・扶養
親族の欄は、事前に書いておいてください。
※税務署から送付している「平成26年分所得税の確定
申告書」は、自分で作成（自書申告）してください。市
役所では、預かるだけで「受付」はできません。

〔税務課市民税係　内線254・259・269〕
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作
り
方

① フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、みじん切りにした生姜をサッと炒めて香りを出す。み
じん切りにしたにんにく・豆

と う

板
ば ん

醤
じゃん

・甜
て ん

麺
め ん

醤
じゃん

も順に加え、炒めてさらに香りを出す。
② ひき肉を加え、ポロポロになるまで炒める。
③ 食べやすい長さに切ったシロナとⒶを加え、煮立ったらフライパンをゆすりながら2分程度煮る。
④ その中にサッと茹でたさやいんげんを加える。
⑤ 全体を混ぜながらⒷの水溶き片栗粉を加えてとろみをつける。

〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

麻婆シロナ シロナを中華料理に！！

《エネルギー 130kcal　塩分 0.7 ｇ》（１人分）

材　料（４人分）

食生活改善推進員
澤井　芙美代さん

シロナ ………………… 400ｇ
さやいんげん ………… 10本
豚ひき肉 ……………… 100ｇ
生姜…………………… 1/2かけ
にんにく ……………… 1/2かけ
豆板醤………………… 小さじ１
甜麺醤………………… 大さじ2

ごま油 ………………… 大さじ1

とき

内容

ところ

女
ひ と

と男
ひ と

 ハートアップフォーラム
２月11日（水・祝）
開場：午後１時
開演：午後１時30分

（午後４時終了予定）

○第１回大和高田市男女共同参画社会づくり表彰式
○ヒート　ハート たかだ劇場　「地域ボランティアの藤田さん」
　脚本公募優秀作品を、ヒート　ハート たかだ運営委員が上演します。

○講演
「いくつになっても輝きたいねん！！

～大阪みかん農家のおばちゃんが、元気を運びまっせぇ～」
タレント・漫才師・㈲みかん山プロダクション　辻　イト子さん・まがるさん

子育てに介護、仕事など時間をやりくりしながら輝く自分を手に入れた実体験をもと
に、元気と勇気をもらえるお話です。まがるさんとの夫婦漫才もお楽しみに！

講師プロフィール
ごく普通のみかん農家の主婦が、知的障がいの長女ら二人の娘の子育てが落ち着いたこ
ろ、ひょんなことから40代半ばで芸能界へ。現在は、『みかん山プロダクション』を経営、「夫
婦漫才」や「講演活動」でも活躍中。

さざんかホール（小ホール） 

〔人権施策課　内線287〕

◎共催　大和高田市・ヒート　ハート  たかだ

※申込不要、入場無料
◦ 託児ルーム利用希望の人は、2月3日㈫までに

男女共同参画推進係へ申し込んでください。
（対象：0歳〜就学前、無料）

◦手話、要約筆記の準備があります。

人と人　男と女　つなぐその手　未来へむかって 

水………………… 1/2カップ
しょう油 …………… 大さじ1
酒…………………… 大さじ1
片栗粉 ……………… 大さじ1
水…………………… 大さじ2

Ⓐ

Ⓑ
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※検診などに関する問い合わせは、保健センター（23-6661）へ

歯科健診（親子・妊婦）、希望者（子
のみ）には、フッ素塗布も行います。
▷とき　3月5日㈭
グループ 受付時間

1グループ 午前9時～9時10分

2グループ 午前9時45分～9時55分

3グループ 午前10時30分～10時40分

妊　　婦 午前9時～9時20分

※各グループ、受付後１時間ほどで
終了予定

▷ところ　保健センター
▷内容　歯科診察（親子・妊婦）、歯

みがき練習（子ども）、希望者はフ
ッ素塗布（子どものみ）

▷対象　平成24年8月〜9月生まれ
（2歳6か月〜 2歳7か月）の幼児
と保護者、妊婦

▷持ち物　子どもが使っている歯
ブラシ、タオル、エプロン、うがい
用コップ、手鏡、母子手帳、健診票

（申込後、送付）
▷定員　各グループ10組
▷費用　フッ素塗布は500円（免

除要件は、保健事業案内を見てく
ださい）

▷申込方法　電話で保健センター
へ。 ※先着順
実施日の1か月前から1週間前ま

で、受付（家族の人が、申し込んでく
ださい）
※歯科診察・フッ素塗布を受ける人

は、歯みがきをして来てください。
※妊婦歯科健診終了後、プレママ
（妊婦）、プレパパ、祖父母、家族
になる人向けに、ウェルカムベビー
教室を実施しています。教室にも
参加する人は、同時に申し込んで
ください。

※託児はありません。

ウェルカムベビー教室Ａ
～知って安心！私らしく出産～
初めての妊娠・出産を経験する

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、知って安心できる情
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　3月5日㈭

受付：午前9時〜 9時20分
正午に終了予定

▷ところ　保健センター
▷内容
「妊娠中のカラダとココロ」（歯科
健診、安産になる食生活、その他）

「知ってナットク！赤ちゃんのヒミツ」
「プレパパ・ご家族応援講座」

▷対象　市内在住のプレママ（妊婦）・
プレパパ、祖父母、家族になる人

※託児はありません。
▷持ち物　母子健康手帳、筆記用

具、健診票（申込後、送付）、動き
やすい服装で。

※歯科健診があるので、歯みがきを
して来てください（歯科健診は、2
歳児親子歯科健診と同時開催）。

▷申込方法　保健センターに電話
または窓口へ。

眼科医師による講演会
高血圧や糖尿病などは、目に重

大なダメージを与える生活習慣病
です。目の網膜の血管がダメージを
受けると、視力低下・視野欠損など
の症状や、失明の可能性もでてきま
すが、かなり進行しないと自覚症状
がありません。早期発見や予防のた
めの知識について、学びましょう。講
演会終了後、食生活改善推進員に
よる、「減塩みそ汁の試食会」もあり
ます。ぜひ、参加してください。
▷とき　3月10日㈫ 午後2時〜3時

15分（受付：午後１時30分から）
講演会終了後、試食会（午後4時
終了予定）

▷ところ　保健センター　2階多目
的ホール

▷持ち物　筆記用具、眼鏡（必要時）
▷定員　80名　※参加費無料
▷講師　医師　池田 定嗣さん（南

本町　池田眼科医院）
▷申込方法　保健センターに電話

または窓口へ。

水痘の定期予防接種
平成26年10月より、水痘ワクチン

が定期予防接種になりました。対象
の人には、案内はがきを送付してい

ます。
▷標準的な接種期間　1歳〜1歳3

か月未満で1回目の接種を行い、
2回目は1回目終了後、6か月〜
12か月の間隔をおいて接種。

▷接種場所　市内委託医療機関
▷接種方法　水痘生ワクチンを2

回皮下接種
▷対象　①1歳・2歳（3歳の誕生日

の前日まで）②平成27年3月31日
までに限り、3歳・4歳（5歳の誕生
日の前日まで）の人を対象とし、1
回のみ接種

※過去に水痘に感染したことがあ
る人は、対象外

※任意接種として、過去に水痘ワク
チンを接種した人は、その接種回
数分を接種したものとする。

▷接種回数　2回（1回目から2回目
は、最低3か月以上間隔をあける）

▷持ち物　母子手帳と案内はがき
（はがきは無くても可）

※市外で接種する人は、母子手帳と
予防接種手帳を持って保健セン
ター窓口へ。

▷接種費用　無料

3 種混合追加接種
平成24年11月から4種混合ワク

チンの接種が開始され、3種混合
ワクチン（DPT）の供給が減ってい
ます。3種混合を初回1期3回まで
接種した人は、3回目終了後（標準
は12か月〜 18か月、最低でも6か
月以上あける）早めに追加接種しま
しょう。

3種混合ワクチンを、不活化ポリ
オワクチンと同じ回数まで接種して
いれば、4種混合ワクチンで追加す
ることが可能です。
※不活化ポリオワクチンを、合計5

回を超えて接種することはできま
せん。

※不活化ポリオワクチンを4回接種
している人と、生ポリオワクチンを
2回飲んでいる人は、受けることが
できません。母子手帳を確認して、
早めに追加接種してください。

２歳児親子歯科健診
妊婦歯科健診（Fコース）
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「負担限度額認定証」の交付
には、所得申告が必要です
「介護保険負担限度額認定証」の
交付や、「介護保険高額介護サービ
ス費」の支給を受けるには、課税対象
外の年金（障害・遺族年金など）受給
者や所得のない人、または家族に扶
養されている人も、所得の申告が必要
です。2月16日㈪～3月16日㈪の間に、
税務課で所得申告をしてください。

障害者控除対象者認定
障害者手帳などを持っていない人

でも、65歳以上の人で、寝たきりや
認知症の状態が一定の基準に該当
し、「身体障害者または知的障害者
に準ずる」と認められるときは、所得
税や住民税の障害者控除を受けるこ
とができます。この場合、「障害者控
除対象者認定書」が必要となります。
本市在住の要介護認定を受けて

いる65歳以上の人で、「障害者控除
対象者認定書」の交付を受けようと
する人は、介護保険課で申請してくだ
さい。
また、すでに交付を受けている人も、
毎年この申請をしてください。

〔介護保険課　内線572〕

市　税市　税

市税の納め忘れはありませんか
平成26年度「固定資産税・都市計
画税・軽自動車税・市県民税」の納
期限がすべて過ぎています。
市税は、皆さん自身が自主的に納
期限までに納付する「自主納付」が
基本です。
一度に納めるのが困難な場合や、
特別な事情で納付できない場合は、
早めに収納対策室まで相談に来てく
ださい。
納付がないまま、何も連絡がない場
合は、差押を前提とした財産の調査
をすることになります。納め忘れの市
税があれば、連絡してください。

昼間、仕事などで忙しい人は、市
役所夜間窓口を利用してください。

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　各納期限月の月末（末
日が休日・祝祭日の場合は、翌営
業日）

差押実施件数	去年の約3倍
現在、市では県職員と香芝市、本
市職員で構成している『滞納整理強
化チーム』との協働で、差押などの厳
正な処分を実施しています。
平成26年度12月末時点（4月～12

月）の差押件数は335件（平成25年
度は1年間で120件）で、この時点で
去年の約3倍の差押を実施しました。
今後も滞納整理強化に努め、納め

られるのに納めない滞納者について
は、差押や公売などの処分を進めてい
き、税の公平性の確保に努めます。

国　保国　保

税の申告と国民健康保険税
国民健康保険に加入している世
帯には、7月に平成27年度の国民
健康保険税納税通知書を送付しま
す。その税額の算定基礎の一つとし
て、所得割の加算項目があります。新
年度の国民健康保険税は、申告す
る所得額に応じて算出されます。「前
年中の所得がなかった」などの理由
で申告をしないと、法定軽減が適用さ
れず、不利な課税となる場合がありま
す。必ず、所得申告をしてください。

ジェネリック医薬品を
活用しましょう
ジェネリック医薬品は、新薬と同じ
有効成分をもった低価格の薬です。
ジェネリック医薬品を希望する人は、
医師や薬剤師に相談してください。保
険医療課窓口にも、ジェネリック医薬
品希望カードを置いています。
〔保険医療課　国保グループ　内線568〕

児童福祉児童福祉

児童扶養手当と公的年金の
差額申請はお済みですか
これまで、公的年金（遺族・障害・
老齢・労災年金、遺族補償など）を受
給する人は、児童扶養手当を受給で
きませんでしたが、平成26年12月以
降は、年金月額が児童扶養手当月額
より低い人は、その差額分の児童扶
養手当を受給できるようになりました。
ただし、上限は、児童扶養手当
の月額 41,020 円、２人目5,000 円、
３人目以降 3,000 円です（一定の所
得制限あり）。
○今回の改正により、新たに手当を
受け取れる場合
⃝子どもを養育している祖父母などが、
低額の老齢年金を受給している場合

⃝父子家庭で、子どもが低額の遺族
厚生年金のみを受給している場合
⃝母子家庭で、離婚後に父が死亡し、
子どもが低額の遺族厚生年金のみ
を受給している場合  など
上記に該当する場合で、まだ手続

きをしていない人は、児童福祉課へ
の申請が必要です。市役所から対象
者への通知はありません。注意してく
ださい。
・平成26年12月1日時点で支給要
件に該当している人が3月31日まで
に申請した場合、平成26年12月分
の手当から支給されます。
・3月31日を過ぎた申請は、受給資
格があっても、申請の翌月分からの
支給になります。
・平成26年12月～平成27年3月分
の手当は、平成27年4月に支給さ
れます。
※申請に必要な書類は、児童福祉
課へ問い合わせてください。

受給申請をお忘れなく
児童手当・児童扶養手当・特別児童
扶養手当
すでに受給している人は、受給申
請は不要です。ただし、受給している
人でも、毎年の現況届出などは必要
です。
◎児童手当
▷支給対象者　中学校卒業までの
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児童（15歳の誕生日後の最初の3
月31日まで）を養育している人
▷手当月額（児童1人あたり）
⃝3歳未満…15,000円
⃝3歳以上小学校修了前…10,000円
（3人目以降は15,000円）
⃝中学生…10,000円
※申請者の所得が所得制限限度額
以上の場合は、児童の年齢などに
関わらず、月額一律5,000円を支給
※児童が生まれたとき、受給者が引
越ししたとき、公務員でなくなったと
きなどは、必ず15日以内に届出を
してください。

◎児童扶養手当
▷支給対象者　父または母と生計
を共にしていない家庭、または、父
または母に一定の障がいがある家
庭で、児童（18歳になった年度の3
月31日までの間にある人）を養育し
ている父母、または、父母にかわっ
て養育している人
▷手当月額　所得制限により、次の
いずれかの額になります（児童1人
の場合）。
⃝41,020円（全部支給）
⃝9,680円～ 41,010円（一部支給）
※受給者、配偶者、扶養義務者などの
収入が限度額以上の場合は、支給
されません。

◎特別児童扶養手当
▷支給対象者　20歳未満の身体ま
たは精神に、重度または中度以上
の障がいのある児童を家庭（児童
施設など入所児童を除く）で養育し
ている父母、または、父母にかわっ
て養育している人

▷手当月額（児童1人あたり）
⃝1級　49,900円
⃝2級　33,230円
※受給者、配偶者、扶養義務者な
どの収入が限度額以上の場合は、
支給されません。
上記の3手当の要件に該当する人

は、児童福祉課で申請してください。
原則、申請した翌月分からの支給とな
ります（要件に該当していても、手続
きが遅れると申請月以前の手当は支
給されません）。
※必要書類など、詳しくは児童福祉
課へ問い合わせてください。窓口
来庁の際は、本人確認できるもの
（免許証、保険証など）を持参して
ください。

〔児童福祉課　内線567〕

水　道水　道

メーターの取り替え、
検針にご協力を
水道料金算定のため、検針員が2

か月毎にメーターを検針しています。ま
た、検定期間満了までに、順次メータ
ーの取替作業をしています。正しい検
針、取替作業ができるように、ご協力
をお願いします。
⃝メーターボックスの上に物を置かない
⃝メーターボックスの中はいつもきれいに
⃝犬は放し飼いにせず、出入口やメー
ターボックスから離してつなぐ
⃝家の増改築などで、メーターボックス
が床下や屋内に入らないようにする

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
んの自主管理です。早急に防寒の準
備をし、寒さから守ってください。

午後6時まで時間延長

△

2月の実施日
2月5日・12日・19日・26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527〕

市民課窓口業務市民課窓口業務

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

※くれぐれも、おかけ間違いのないよ
うにお願いします。

★☆ 夜間窓口 ☆★
ご利用ください

昼間、納付が困難な人や、納付・納
税相談が必要な人は、ご利用ください。
時間は、午後5時15分～8時です。

▷とき　2月26日㈭
▷ところ　市役所2階 収納対策室

☎22-1108（夜間窓口専用）　
内線238

▷とき　3月4日㈬
 【次回予定 4月8日㈬】

▷ところ　上下水道部料金係
☎52-1366（夜間窓口専用）

※4か月（2回分）滞納すると、自動的
に給水停止の対象者になります。

水道料金窓口

固定資産税・都市計画税・
市県民税・軽自動車税・
国保税窓口

Ａサラリーマンの人などは、厚生年
金に加入し、「基礎年金＋厚生

年金」が受けられます。しかし、自営業な
どの人は、国民年金だけの加入で、「基
礎年金」のみの受給になります。こうした
アンバランスを是正するため、自営業の
人にも「上積み年金」を支給し、より豊か
な老後生活を保障するのが国民年金
基金です。
▷問合せ先（加入手続き・詳しい資料

請求など）
奈良県国民年金基金（〒630-8115
奈良市大宮町4丁目255 まつもりビ
ル2-302号室）
☎0742-36-5761
☎フリーダイヤル　0120-65-4192
http:www.nara-kikin.or.jp

〔市民課年金係　内線528〕

Q国民年金基金の制度に
ついて教えてください。
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■大和高田歴史文化セミナー
受講生募集

歴史文化振興委員会では、郷土
の歴史を学び、一人でも多くの皆さん
に、ふるさと大和高田への郷土愛をは
ぐくんでもらえるよう、『大和高田歴史
文化セミナー』を開催しています。

とき 講師（敬称略） テーマ

2月21日
㈯

龍谷大学
文学部教授
浦西　勉

『大和高田の寺
内町形成過程

の民俗』

3月28日
㈯

県立同和問題
関係史料センター所長

井岡 康時

『明治・大正時
代の暮らしと

仕事』

▷時間  午前10時～正午
▷ところ　市立中央公民館

1階視聴覚室
▷定員　各70名　※当日受付
▷受講料　1回200円

〔文化振興課 ☎53-8200〕

■大和高田市長・大和高田市議会
議員選挙立候補予定者説明会

平成27年4月26日執行予定の大
和高田市長・大和高田市議会議員
選挙の立候補予定者への説明会
を、下記のとおり開催します。
▷とき　2月24日㈫　午後2時から
▷ところ　総合福祉会館（ゆうゆうセ

ンター）3階研修室
（大字池田418-1）

※会場の都合上、立候補予定者1名に
つき、出席者2名以内でお願いします。

〔選挙管理委員会事務局　内線352〕

■出前つどいの広場
親子であそび、子育て交流しませんか。

▷とき　2月25日㈬ 午前10時～11時
▷ところ　葛城コミュニティセンター
▷対象　未就園児とその保護者
▷内容　おもちゃあそび、絵本の読
み聞かせなど

▷申込方法　2月23日㈪までに、児

童福祉課へ。
〔児童福祉課　内線585〕

■ボランティア養成講座の開催
ボランティアに興味はあるけれど、ど
んなことができるのだろう、どんな活動
があるのだろうと思っている皆さん、一
度ボランティア活動を体験してみませ
んか。
▷とき　2月28日㈯ 午前10時～正
午、3月7日㈯・14日㈯ 午前9時30
分～ 11時30分

▷ところ　1日目：総合福祉会館（ゆ
うゆうセンター）3階研修室
※2・3日目の場所は、１日目にお知らせ
します。

▷内容　
⃝1日目「ボランティアについて」
講師　谷口　直子さん（天理大学）
⃝2・3日目「実践：草花を植えよう！」

▷対象　市内在住の人
※親子での参加も可
▷ 申 込 方 法　2月2日㈪～ 20日㈮
に、電話で下記へ。
〔社会福祉協議会　☎23-5426〕

■さわやか生活教室
開催日 ところ 担当

2月10日
㈫

市立土庫公民館
（土庫3-4-10）

ふれあい在宅介護
支援センター

2月20日
㈮

市立陵西公民館
（市場276-1）

老人介護
支援センター慈光園

▷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
▷費用　無料　※申込不要
▷持ち物　体力測定記録用紙（持っ
ている人）、お茶

〔地域包括支援課　内線558〕

■天満診療所健康教室
▷とき　2月19日㈭　午後1時～2時

▷ところ　天満診療所
▷テーマ 「骨粗しょう症の予防と治療」
▷講師　医師　梅本典江

〔天満診療所　☎52-5357〕

■文化財講座
▷とき　3月7日㈯　午後2時から

受付：午後1時30分から
▷ところ　さざんかホール（小ホール）
▷演題　「地震考古学から21世紀の
大地震を考える―奈良盆地も激し
く揺れるのか？」

▷講師
独立行政法人 産業技術総合研究所 
活断層・火山研究部門 客員研究員
理学博士　寒川　旭さん
※入場無料

〔生涯学習課　☎53-6264〕

■「女性のための健康講座」
▷とき　3月8日㈰ 午後2時～ 4時
▷ところ　学園前ホール（奈良市学
園南3-１-5）
▷内容　「女性が知っておきたいか
らだのリズム～女性のライフステージ
と健康管理～」
▷講師　奈良県立医科大学　産科
婦人科学教室　教授　小林 浩さん
▷費用　無料
▷申込方法　電話で奈良県産婦人
科医会公開講座係（☎0744-22-
8502）へ。 ※当日参加も可

◎産婦人科なんでも無料相談会も
同時開催
▷定員　20名　※先着順
▷申込方法　当日会場にて受付
（午後１時15分から）

〔保健センター　☎23-6661〕

■農業委員会委員選挙人名簿の縦覧
▷とき　2月23日㈪～ 3月9日㈪
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午前8時30分～午後5時
▷ところ　選挙管理委員会事務局

（市役所3階）
▷選挙権のある人
⃝大和高田市農業委員会委員選挙
の区域内に住所がある人
⃝平成7年4月1日まで（4月1日含む）
に生まれた人
⃝ア 10アール以上の農地を耕作し
ている人
イ アと同居している親族またはそ
の配偶者で、年間60日以上、耕作
に従事している人
※以上の要件を満たす人でも、毎年
1月10日までに、農業委員会へ申
請書を提出していない人は、選挙
人名簿に登録されません。

〔選挙管理委員会事務局　内線353〕

■使用済み食用油の回収△

2月の回収日　2月23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）

「対象者の指定のないものは、市内在住等問わず、だれでも参加・申込等できます」

2月のし尿収集予定

●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。

●転居の場合や、便槽を廃止する場合は、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、世帯主などの変更や、人員に変更
のあるときも、届け出が必要です。市役所環
境衛生課まで連絡してください。

●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ます
ので、ご了承ください（地区名は、一部通称名
を使用しています）。

し尿処理手数料の納付はお早めに。
平成26年4月分の手数料より、納付期限が

過ぎると、督促手数料（100円）が加算されます
（1月分の納付期限は、平成27年3月2日です）。

日 曜 収　集　区　域

2 月 大谷、北角、敷島町、奥田県住、
出、秋吉

3 火 敷島町、奥田、吉井、根成柿
4 水 敷島町、根成柿、吉井

5 木 根成柿、吉井、秋吉、旭北、天神
橋、藤森、池尻、築山

6 金
東中、東中1・2丁目、春日町1・
2丁目、西坊城、出、三和町、神
楽、日之出西・東本町、有井

7 土 東雲町、土庫住宅、有井、日之出町

9 月

東中、東中1丁目、春日町1・2
丁目、南本町、大中南、礒野町、
田井、勝目、出、松塚、土庫1・
2・3丁目、大東町、花園町

10 火 礒野町、礒野北、南本町、北片
塩、曙町、材木町、昭和町

12 木 大中北、新田、岡崎、中町、領
家、礒野北、築山

13 金 池田、領家、西代、市場、築山
16 月 市場、野口、築山
17 火 出屋敷、有井、築山

18 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

19 木 中三倉堂1・2丁目、西三倉堂
1・2丁目、甘田町、敷島町

20 金 中三倉堂1・2丁目、甘田町、今
里、旭北町、旭南町

23 月 曽大根、北片塩町、東三倉堂
町、旭北町

24 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

25 水 大中東、南陽町、蔵之宮町、甘田
町、永和町、礒野南町、内本町

26 木 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

△
2月の開場日　14日、28日△
時間　午前9時～10時30分まで△
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

広告欄

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
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●韓国・朝鮮語を学ぼう！	日常生活編

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　2月22日～3月29日　毎週日
曜日　午後2時～3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　起床、洗顔～就寝まで、1
日の基本的な行動を韓国・朝鮮語
で学びます。

▷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

●高田オープンテニス大会
新春ダブルス参加者募集

▷とき　3月8日㈰ 午前8時30分集合
※雨天の場合も集合
予備日：3月15日㈰

▷ところ　総合公園テニスコート（出
325番地）

▷種目　男子ダブルス・女子ダブルス
各16組　※先着順

▷費用　1人　1,000円（体育協会
員は500円）　※当日徴収

▷申込方法　2月20日㈮【必着】まで
に、はがきに住所、名前、電話番号
を書いて、榎本　務（〒635-0034
東三倉堂町13-6）へ。

〔体協テニス部　榎本
☎090-9050-2398〕

●あおがきハートフルフォーラム
▷とき　3月22日㈰ 午後0時30分～
4時45分（受付：正午から）

▷ところ　県社会福祉総合センター
大ホール（橿原市大久保町320-11）

▷募集人数　550名
▷費用　無料
▷申込方法　2月2日㈪以降に、電
話で下記へ。

〔あおがきハートフルフォーラム実行委員会
事務局（社会福祉法人　青垣園内）

☎53-2526〕

●「親と子のつどいの広場」会員募集
音楽を通じて右脳を鍛え、育児相
談や情報提供を行います。遠足、パ
パと遊ぼう会、クリスマス会など楽しい
行事もいっぱいです（無料体験可）。
▷とき

内容 曜日 対象

ベビーサロン 月曜日 生後3か月から

音感クラス 水曜日 平成23年4月2日～
平成25年4月1日生まれ

音楽サロン 金曜日 平成25年4月2日～
平成26年4月1日生まれ

▷時間　午前10時30分～11時30分

▷ところ　オークタウン4階　子育て
ステーション（幸町3-18）

▷期間　4月～平成28年3月（年36回）
▷費用　月1,500円

（諸会費、教材費別）
▷申込方法　往復はがき（〒635-
0065　東中2-13-23）またはメール
（npomamanosato@gmail.com）
に、親子の名前、住所、生年月日、
電話番号、メールアドレス、希望クラ
スを書いて、田丸かよこへ。子育て
ステーションでの申し込みも可。

〔NPO法人マーマの里
田丸　☎22-1438〕

●不動産無料相談会
▷とき　2月13日㈮

　午前10時～午後4時
▷ところ　香芝市ふたかみ文化セン
ター（香芝市藤山1-17-17）

▷相談内容　土地有効活用、贈与
と相続、売買・賃貸など、不動産に
関する諸問題

▷申込方法　電話で下記へ。
〔NPO法人奈良県不動産コンサルティング協会

☎0742-41-7443〕

●相続登記無料相談会
▷とき　2月15日㈰　午後1時～4時
▷ところ　橿原文化会館3階　第2
会議室（橿原市北八木町3-65-5）

▷内容　相続登記、その他の登記
▷費用　無料

広告欄
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※予約優先、当日参加も可
〔奈良県司法書士会

☎0742-22-6677〕

●オストメイト個別相談会
▷とき・ところ
①2月17日㈫ 午前9時～正午
奈良県文化会館2階 集会室C
（奈良市登大路町6-2）
②2月21日㈯ 午前9時～正午
橿原文化会館3階 音楽練習室
（橿原市北八木町3-65-5）

▷対象　県内在住のオストメイト（人
工肛門、人工膀胱）の人

▷相談料　無料　※申込不要
▷相談対応者　専門看護師、
支部役員、ストーマ装具業者

〔㈳日本オストミー協会奈良県支部
三田村　☎ 0742-49-1839〕

●本町どしろうと寄席
▷とき　2月22日㈰
開演：午後1時（開場：午後0時30分）

▷ところ　専立寺本堂（内本町10-19）
▷出演　河乃帆鳥、河内家雷三ほか
※入場無料（カンパ方式）
〔竹内 秀憲　☎090-3035-2095〕

●やまとたかだおもちゃ病院
▷とき　毎月第1土曜日（その日が祝
日の場合および1月は、第2土曜日）
午後1時30分～ 4時

▷ところ 総合福祉会館（ゆうゆうセン
ター）（池田418-1）

▷内容　ボランティアによるおもちゃの

無料修理　※部品交換の場合、
費用がかかる場合があります。
詳しくは、ホームページで。
http://www.mahoroba.ne.jp/～
takada-omocha/

〔やまとたかだおもちゃ病院
中島　☎090-3941-9321〕

●「デジアナ変換サービス」は、平
成27年3月までに終了します
デジアナ変換サービスとは、ケーブ
ルテレビなどにおいて、地デジ放送を
アナログ放送の方式に変換して再放
送するものです。
平成27年3月までに、次のいずれ

かの方法により、手持ちのアナログテ
レビを地デジ放送に対応しなければ、
視聴できなくなります。
１．デジタルテレビに買い替える。
２．チューナーを購入する。
※世帯の状況により、チューナーの無
償給付を受けられる場合があります。
３．ケーブルテレビと契約する。
▷問合せ先　総務省地デジコールセ
ンター（☎0570-07-0101）
受付：平日　午前9時～午後7時
土日祝　午前9時～午後6時

〔総務省〕

●第25回タイ支援活動	参加者募集
ボランティア団体「地球家族の
会」では、タイの子どもたちに、奨
学金の支援活動や学用品などの配

布を行っています。貧困で十分な
学用品がない子どもたちがいるこ
とを知ってもらうため、タイ訪問
の参加者を募集します。また、衣
類・防寒着などの提供もお願いし
ます。
▷とき　5月下旬（予定）
▷定員　20名
費用など詳しくは、下記へ。

〔地球家族の会　辻本
☎090-7103-1331〕

●自衛官等の募集
▷募集種目　幹部候補生、予備自
衛官補、一般曹候補生、自衛官候
補生
※受験資格、受付期間、試験日な
ど、詳しくは、下記へ。

〔自衛隊橿原地域事務所
☎0744-29-9060〕

●自動車の検査・登録はお早めに
毎年3月末は、決算期や自動車
税の賦課期日の終期で、自動車の
検査・登録の各種申請が集中し、待
ち時間が長くなります。このよう
な状況を緩和するため、各種手続
きは早期に済ませてください。
手続き案内は、ヘルプデスク（☎
050-5540-2063　音声またはFAX
サービス）へ。

〔近畿運輸局奈良運輸支局〕

広告欄
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阪神淡路大震災から20年、当時の勤め先で、
支店や取引先が倒壊し、手伝いに走りまわったこ
とを思い出します。日ごろの備えなど、体験したか
らこそ、正しく伝えていかなくてはいけませんね。

「鬼は外、福は内」。節分の時期がやってきました。
実はこの言葉も、「鬼は内、福も内」や「鬼は内、福は外」などと言う地域

やお寺もあるそうです。自分の場合は、「福は内、福は内」です。今年も、た
くさんの福が来ることを願います。

友人が沖縄から帰ってきました。人口500人ほどの離島で暮らす友
人の話は、とても興味深く、そして感心することばかりです。近いうち
に、彼女が家族と住む島を訪れたいと思います。

職場で、同窓生が通学路の話で盛り上がりました。年齢は全く異なるのです
が、しばらくそれぞれの時代へさかのぼったようで。行きと帰りは違う道。「え、
ここでまがったん？」「ここ、狭かったよなぁ」などなど。今でも降りていた駅
で学生服姿をみかけると、あの頃の友人がいるような気がするのです。
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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 FAX.53-8201
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(☎ 23-2298）
◆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）
◆法律相談（要予約）　毎週木曜日　午後1時〜4時　於：総合福祉会館

奈良弁護士会（☎ 0742-22-2035）
相談日の 1 週間前の午前 9 時 30 分から予約（先着順）

◆生活相談　毎月第2・3・4水曜日　午後1時〜4時　
※事前にお問い合わせください。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
〜5時（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

人権施策課（☎22-1101）
◆住まいづくり相談（第1水曜〜第2水曜の間に予約：定員4名）
　　　　　  第3水曜日　午後1時〜4時10分　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）
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