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　とても暖かく、お天気に恵まれたこの日、土庫こども園の３歳児た

ちが、園外散歩にでかけました。目的地の公園をめざして、子どもた

ちが元気よく歩きます。お友だちのみんなと歩くと、普段見ている光

景も、また違って見えますよね。

　さあ、公園につきました。すべり台や、きのこの形をしたお家など

があります。どれもとても楽しそうで、順番が待ちきれません。遊具

だけではありません。落ち葉を拾うのも、遊びのひとつでした。キレ

イな落ち葉を見つけると、すぐに先生に「見て～」と報告です。小さ

な公園ですが、子どもたちの元気な声が響き渡っていました。

〔10月30日撮影〕
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園外散歩でハイ、ポーズ！
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市の公共施設等 ★詳しくは、各施設・部署へ直接、お問い合わせください。

医療機関

★保健センター・青少年センター・社会福祉協議会・生涯学習課・下水道課の業務日程は、市役所と同じです。
★ JR 高田駅西側駐車場は、年中無休です。

◎診察日　12月29日㈰～１月３日㈮
◎受付
 ● 午前 8 時 30 分〜 11 時 30 分（診察は午前 9 時から）
 ● 午後 1 時〜 3 時 30 分（診察は午後 1 時から）
 ● 午後 5 時 30 分〜 8 時 30 分（診察は午後 6 時から）
◎診療科目　内科、小児科、歯科
　（歯科のみ受付は、午後3時30分まで）

　　　　　〔葛城地区休日診療所　☎ 22-7003〕

■　葛城地区休日診療所業務案内　■

市役所
☎22-1101 12/28㈯ ～1/5㈰ 閉庁

水道部門　※1
☎52-1365

12/28㈯ ～1/5㈰ 閉庁

斎場　※2
☎25-1574

1/1㈷ ～1/2㈭ 休館

さざんかホール
☎53-8200
1月 6日㈪は開館、1月 7
日㈫は臨時休館します　

12/28㈯ ～1/4㈯ 休館

図書館　※3
☎52-3424

12/29㈰ ～1/4㈯ 休館

中央公民館
☎22-1315 12/26㈭ ～1/6㈪ 休館

葛城コミュニティセンター
☎23-8001 12/26㈭ ～1/6㈪ 休館

総合体育館・武道館 ※4
☎22-8862

12/25㈬ ～1/5㈰ 休館

総合公園
☎52-4700 12/28㈯ ～1/4㈯ 休館

総合福祉会館
☎23-0789 12/29㈰ ～1/3㈮ 休館

さくら荘
☎23-4126 12/29㈰ ～1/3㈮ 休館

きぼう号
☎22-1101（自治振興課） 12/27㈮ ～1/6㈪ 運休

サイクルポート 12/31㈫ ～1/3㈮ 休み

高架下自転車保管所
☎25-0103 12/29㈰ ～1/4㈯ 休み

市立病院　
☎ 53-2901

12/28㈯ ～1/5㈰ 休診
天満診療所　
☎ 52-5357

12/28㈯ ～1/5㈰ 休診

年 末 年 始 の 業 務 案 内

 「出生届は14日以内、死亡届は7日以内」と定
められています。届出期限が12月28日㈯〜1月5
日㈰にかかる場合は、1月6日㈪まで延長できま
す。死亡・死産届以外は、できるだけ1月6日㈪
に届け出てください。

〔市民課　内線522・525〕

■　戸籍の届け出　■

※1　水道部門
  ●    1月1日〜3日を除き、休日も開栓・閉栓のみ行います。
  ●    当直者への連絡☎52-1365、漏水110番☎52-3901
※2　斎場
  ●    12月31日は、午後3時まで利用できます。
  ●    1月2日は、休館していますが、受付はできます。
※3　図書館　休館期間中の本の返却は、図書館入口

左側の返却ポストにお願いします。ただし、付属
資料があるものや、視聴覚資料は、開館時にカウ
ンターへ直接返却してください。

※まちがい電話が多発しています。電話をかける際は、あわてず、番号をよく確かめてから、
おかけください。

※4　総合体育館・武道館　トレーニングルームの
み、12月29日㈰〜1月3日㈮休館になります。
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△

12月の開場日　14日△

時間　午前9時〜午前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

■ 年末のゴミ搬入はお早目に！■

粗大ゴミの申し込みは12月15日㈭までに

12月 1月

25日㈬ 26日㈭ 27日㈮ 28日㈯ 29日㈰ 30日㈪ 6日㈪

月・木曜日に燃えるゴミを収集している地区 燃・紙 燃 燃

火・金曜日に燃えるゴミを収集している地区 ペット
ボトル 燃・紙 燃

カン・ビン収集地区番号 ⑦ ⑧ ①
クリーンセンターへのゴミ搬入の受付時間 午前9時30分〜11時30分

午後1時〜4時30分 休 午前9時30分〜11時30分
午後1時〜4時 ※注５

粗大ゴミの申し込みは12月13日㈮までに

ゴミ収集・搬入 クリーンセンター（収集：☎53-5383　搬入：☎52-1600）

※注５　 1月6日㈪からの平日、ゴミ搬入の受付は、通常どおりおこな
います（午前9時30分〜11時30分、 午後1時〜4時30分）

【お願い】  ●  ゴミ搬入時、運転免許証などで住所を確認しますの
で、ご了承ください。

　　　　　　　 ● ゴミは、必ず午前7時30分までに出してください。
　　　　　　　 ●  ゴミコンテナを設置している集合住宅は、別途収集日

をお知らせします。

　電話予約による粗大ゴミ収集は、12月13日㈮
までに申し込みのあった分を、12月24日㈫までに
収集します。
◎申込先　クリーンセンター美化推進課 ☎53-5383
◎申込受付時間　午前9時〜11時30分
　　　　　　　　午後1時〜3時30分
※年始の電話予約受付は、1月6日㈪からです。

■ 分別してから搬入を■
　クリーンセンター構内は、ゴミの種類によって、降ろす場所
が異なります。年内にどうしても持ち込まなければならない場
合は、「燃えるゴミ」「粗大ゴミ」「カン・ビン」「せともの」など、あ
らかじめ種類別に分別して、搬入してください。
★ ゴミとして廃棄する前に、リデュース（ゴミを出さない）、リ

ユース（再利用する）、リサイクル（資源にする）の3Rに取り
組み、「エコライフ」へのご協力をお願いします。

　年末には、たくさんの買い物や、大掃除で、たくさんのゴミ
が出ます。年末にまとめてクリーンセンターに搬入すると、構
内は大変混雑します。また、搬入されるゴミの計量と料金徴
収の作業に時間がかかり、構内は一層混雑してしまいます。

講内には待機場所がないため、一般道路上で待つ自動車
で渋滞が発生し、交通事故の原因にもなります。
　特に12月29日㈰、30日㈪は大変な混雑が予想されます。
年末に集中しないよう、12月の早い時期、または、年始に分
散して搬入をお願いいたします。
　年始は、1月6日㈪から通常どおりの業務を行います。

子ども（15歳未満）の病気等が心配なとき
《こども救急電話相談》
　＃8000（プッシュ回線・携帯電話）
　または☎ 0742-20-8119
◎相談日時
 ● 平日　午後6時〜翌日 午前8時
 ● 土曜日　午後1時〜翌日 午前8時
 ● 日曜・祝日・年末年始（12月29日〜 1月3日）　
　午前8時〜翌日 午前8時　※ 24時間
　　　　　　　　　　　　　〔県地域医療連携課〕

急な病気やケガで対応に迷ったら
《奈良県救急安心センター相談ダイヤル》★24時間受付
　＃7119（プッシュ回線・携帯電話）
　または☎ 0744-20-0119

〔県地域医療連携課〕

夜間の小児応急診療
《橿原市休日夜間応急診療所　☎ 0744-22-9683》
◎診療時間　午前0時〜 6時（受付は診療開始・終了の30分前です）

◎所在　橿原市保健センター内（橿原市畝傍町 9-1）
◎持ち物　健康保険証、資格証（ある人）、現金

救　急

★広報誌「やまとたかだ」1月号は、年内に発行予定です。〔広報情報課　内線 291〕 2



ピック アップ

広告欄

　高田警察署では、自転車盗難防止対策として、市内
の駅駐輪場等で、無施錠の自転車を対象に、「あなたの
自転車守りたい大作戦」を開始しています。
　本作戦の趣旨を記載した札とチェーン錠を、無施錠
の自転車に取り付け、盗難被害の対象となりやすいこ
とを呼びかけます。チェーン錠は、以後の盗難防止を
図るため、所有者に対し無料配布しています。皆さん
のご協力を、お願いします。

〔生活安全課　内線321〕

▷とき　12月20日㈮　午後２時〜４時　
　（受付：午後１時30分〜）
▷ところ　市立中央公民館
　１階　調理実習室、２階　第１第２講座室　
▷テーマ　いこいの場　みんぞく食卓
▷ 内容　
・民族料理を楽しく作って、美味しく食べよう。
・ それぞれの民族が大切にしている食文化（食材、調

理方法、食器、食事マナーなど）を体感しよう。
▷民族講師
　キﾑ・カンヂャ（金康子）さん
　梅　玉婷（メイ イウティン）さん
　淡路 Alicia Vinson（アワジ アリシア ビンソン）さん
▷ 対象　市内在住で、学齢期にある外国籍の子ども、

両親のどちらかが外国籍の子ども、両親またはどち
らかが日本国籍の取得者の子ども

▷ 申込方法　12月13日㈮までに、市内各小・中学校、市
立中央公民館、さざんかホール、葛城コミュニティ
センター、市立図書館、青少年会館、市学校教育課、
市人権施策課にある申込用紙か、市ホームページ

「イベント情報」からダウンロードした申込用紙に
必要事項を書いて、各学校または、市役所２階学校
教育課（〒635-8511大中100-1）へ郵送、または持参
してください。※土・日曜日は除く

〔学校教育課　内線154〕

　市内４か所の農産物直売所では、年末・年始用にも
ち米、白菜、しゅんぎく、みずな、ゆず、黒豆、金時にん
じん、大根、里芋、しろな、ほうれん草、ねぎ、小松菜な
どをとりそろえています。
◎年末・年始の営業日

ときめき・たかだ
（総合公園内）

12月29日㈰、1月9日㈭
午前9時～午後0時30分

高田温泉さくら荘 12月27日㈮、1月10日㈮
午前9時30分～午後0時30分

オークタウン 12月28日㈯、1月11日㈯
午前9時50分～午後0時30分

片塩楽市 12月30日㈪、1月[4日㈯
午前9時～午後4時

〔産業振興課　内線246〕

▷ とき　1月14日〜 3月11日の毎週火曜日（全８回）
　　　　午後１時30分〜午後２時30分
▷費用
◦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）
※平成25年度スポーツ教室生以外は、必ず加入

「あなたの自転車守りたい大作戦」

エアロビクス教室生募集
第3期

農産物直売所

みんぞくの広場～未来～冬のつどい
楽しいみんぞくの学習と交流
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▷申込期間　12月9日㈪〜 12月15日㈰　※期日厳守
▷ 申込方法　受講料、傷害保険料を添えて直接総合体

育館へ。
〔総合体育館　☎22-8862〕

▷学習内容
月 内容
1月 講演会（大和における本願寺・蓮如）
2 月 伊勢神宮（バスで内宮・外宮）
3 月 四条畷（四条畷神社・野崎観音）
4 月 大津方面（バスで大津宮跡・近江神宮他）
5 月 京都（新撰組関係の史跡）
6 月 大和郡山（郡山城周辺）
7 月 吉野（バスで吉水神社、如意輪寺）
8 月 講演会（大和高田の歴史）
9 月 和歌山（バスで粉河寺・根来寺）
10 月 富田林（寺内町・興正寺他）
11 月 桜井（安倍文殊院・土舞台他 )
12 月 新庄（葛城市歴史博物館）

※学習内容は、変更する場合があります。
※コースは、徒歩で約４㎞〜６㎞の予定
※ この他、片塩「まちなか歴史文庫」の運営と勉強会が

あります。
▷会費　上期・下期　各3,000円
※交通費・拝観料は、別途
▷ 申込み・問い合わせ　文化財を考える会事務局（牧

口充☎52-2836）へ。
　〔生涯学習課　☎53-6264〕

◎生け花講座（花材：万
お

年
も

青
と

）
▷とき　12月21日㈯
①午後1時30分〜 4時（定員10名）
②午後7時〜 9時（定員5名）
▷持ち物　花ばさみ、剣山（11cm×8cm程度）
※ 剣山を持っていない人は、申込時にお知らせくださ

い。
▷材料費　1,800円（別途受講料200円）
▷応募締切　12月12日㈭
◎生け花講座（花材：若松）
▷とき　12月25日㈬
　午後1時30分〜午後4時（定員10名）
▷持ち物　花ばさみ、寸度、軍手、エプロン
▷材料費　1,700円（別途受講料200円）
▷応募締切　12月12日㈭

◎おとなのピアノ教室
▷とき　1月9日・16日・23日・30日
　　　　2月6日・13日・20日・27日
　　　　3月6日・13日（いずれも木曜日）
　　　　午後１時〜 2時
▷ 対象
　ピアノ未経験、または初級程度の成人（定員10名）
▷受講料　2,000円
▷会費　１期間（3か月）5,000円
　※別にテキスト代　約1,000円
▷講師　樫根香津子さん
▷応募締切　12月20日㈮

▷ 申込方法　往復はがきに、希望の講座名（万
お

年
も

青
と

①、
②または若松、おとなのピアノ教室）、郵便番号、住
所、名前、電話番号を書いて、それぞれの応募締切日
までに、葛城コミュニティセンター（〒635-0054　
曽大根783-1）へ。

※ 場所は、いずれも葛城コミュニティセンター、申込
多数の場合、抽選

〔葛城コミュニティセンター　☎23-8001〕

講座・講師（敬称略） とき ところ

土曜塾お楽しみ会①
（田中知幸、石井敬子、
  弓場一郎）

12月14日㈯
午前10時30分～ 市立中央公民館

キッズ囲碁
（吉村芳倶、西岡正浩、
  弓場一郎）

12月14日㈯
午後1時30分～ 市立中央公民館

やまと高田太鼓
（松本弘昭、表　泰憲）

12月15日㈰
午前10時30分～

大中公園浮舞台
（桜華殿）

キッズダンス
（石井敬子、多田三保子、
  中島　愛）

12月21日㈯
午前10時30分～ 市立中央公民館

土曜塾お楽しみ会②
※みくちゃんがやってきます

（表 泰憲、弓場一郎）

12月25日㈬
午前10時～ 市立中央公民館

※ 各講座に必要な持ち物など、詳しくは生涯学習課
（☎53-6264）へ。

▷対象　５歳〜 18歳　※囲碁は７歳以上
▷定員　各講座とも50名　
▷費用　各講座とも保険料１回20円
▷ 申込方法　電話（☎53-6264）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〕

葛城コミュニティセンター講座生募集

地域ふれあい土曜塾

「文化財を考える会」会員募集
文化財・歴史の見学と学習
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▷募集人員　30名（推薦含む）　
▷修業年限　3年
▷受験資格　�高等学校卒業者、平成25年3月卒業見込み

の人、またはこれと同等以上の学力のある人
▷受験料　20,000円（指定の受験料納付書で銀行振込）
▷願書受付期間　12月17日㈫～ 26日㈭【必着】
▷試験日　平成26年1月21日㈫　午前9時～
▷ところ　市立看護専門学校
※�出願書類・出願手続き・試験科目等、詳しくは、市立
看護専門学校のホームページ（http://www.ym-hp.
yamatotakada.nara.jp/gakko/）または、下記へお問い
合わせください。
〔市立看護専門学校　☎53-2901（内線5248）〕

平成26年度学生募集
市立看護専門学校

　平成25年10月に、市立病院で「第2回健康いきいき
フェスタ」で開催しました。その中でチャリティバ
ザーが行われ、収益金は、47,860円になりました。
　平成23年3月に甚大な被害に遭い、今だ、復興途中
の東北へ届けるため、市立病院
は、「東北地方太平洋沖地震大
和高田市災害義援金」に、収益
金を寄附しました。
　同イベントは、今後も継続し
ていきます。よろしくお願いし
ます。

〔市立病院　☎53-2901〕

「東北地方太平洋沖地震」の被災地へ
市立病院が、チャリティバザー収益金を寄附

平成26年度児童ホーム入所者募集
▷ 対象　市内公立小学校に平成26年度在籍を予定し、

放課後、保護者等が保育できない家庭の児童
※ 現在入所中で、継続して希望する人も申し込みが必

要です。
※平成26年度新1年生も申し込みが必要です。
▷受付期間　12月2日㈪〜 12月27日㈮
　午前8時30分〜午後5時15分
※12月19日㈭・26日㈭は午後7時30分まで
※土・日・祝日は受付けしていません。
▷受付場所　学校教育課（市役所2階）
▷保育時間
◦平日授業がある日　放課後〜午後6時
◦平日授業がない日　午前9時〜午後6時
　但し、土曜日は午後5時30分まで
※ 日曜・祝日・夏期（8月12日〜 16日）・年末年始（12月28

日〜 1月4日）・3月31日（ホーム休所日）は閉所します。
▷必要書類
① 児童ホーム入所申請書　②勤務状況証明書　③承

諾書（仕事の都合などで保護者が迎えにくることが
できない場合は提出が必要）

※ 児童ホーム入所申請書は、学校教育課で12月2日㈪
より配布

※ 市ホームページからも申請書一式をダウンロード
できます。

【申請書ダウンロード→学校教育課→児童ホーム入所
申請書様式】
▷入所決定　2月上旬ごろ
▷保育料
　月額4,000円（2人目以降は月額2,500円）
※傷害保険に加入していただきます（年額4,000円）

〔学校教育課　内線151〕

　10月の園児募集の結果、定員に空きがありましたの
で、二次募集をおこないます。
市内在住であれば、申し込みができます。
◎申込期間・時間　　12月13日㈮まで
　　　　　　　　　 午前9時〜午後5時　
　※ 期間内に募集人員を超えた場合は、抽選。定員に

満たない場合は、以後随時先着順。
◎入園願書（募集要項）の配布場所・
　提出先
　市役所2階　学校教育課
　※印鑑があれば、その場で提出可
◎募集年齢・定員

浮孔西幼稚園 土庫こども園

募集年齢
定員

3 歳児　4名

4歳児 17名

5歳児　9名

3歳児 21名

4歳児 11名

5歳児 18名

※�高田こども園を除くその他の幼稚園の 4歳児、5歳児に
も空きがあります。

◎入園該当児の生年月日
◦5歳児クラス
　平成20年4月2日生〜平成21年4月1日生
◦4歳児クラス
　平成21年4月2日生〜平成22年4月1日生
◦3歳児クラス
　平成22年4月2日生〜平成23年4月1日生

〔学校教育課　内線154〕

平成26年度
市立幼稚園・こども園
（短時間利用児）二次募集
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作
り
方

材　料（4 人分）

《エネルギー 48kcal　塩分 2.0g》
（1人分）

① 切り昆布はザルに入れてさっと洗い、ボウルに入れる。水1/4カップを加え、柔らかくなるまで30分程度おく。
② 切干大根は水をたっぷり回しかけ、全体を湿らせる。10分ほどおいてみじん切りにする。
③ 小松菜は3～4㎝長さに切る。人参は皮つきのまま4～5㎝長さの斜め薄切りにして細切りにする。
④ ③の材料に塩小さじ１をふってもみ込み、全体に塩がなじんだら水分がでるまで15～20分おく。
⑤ ①と④の水気をしっかり絞って、②とともに、つけ汁に30分程度漬ける。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

小松菜と人参、切干大根の松前漬け

食生活改善推進員
宮本　八重子さん

数の子もスルメも入らな
い、小松菜が主役のヘ
ルシーな松前漬けです。

小松菜………… 1/2束（200ｇ）
人参…………… 約1/2本（80ｇ）
切干大根……… 15ｇ
切り昆布 ……… 25ｇ
つけ汁
　昆布だし …… 大さじ3
　煮切り酒 …… 大さじ３
　しょう油 …… 大さじ2
　はちみつ …… 大さじ１
　赤唐辛子…… 1本（小口切り）
　柚子の皮…… 1/4個分（千切り）

2歳児親子歯科健診妊婦
歯科健診（Eコース）

　歯科健診（親子・妊婦）・希望者
（子のみ）に、フッ素塗布も行います。
▷とき　1月9日㈭
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、

終了する予定です。
▷ところ　保健センター
▷定員　各グループ10組
▷ 対象　平成23年6月～平成23年

7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

▷ 費用　フッ素塗布は500円（免除
要件は、保健事業案内を参照）

▷ 内容　歯科診察（親子・妊婦）・歯
磨き練習（子ども）・希望者はフッ
素塗布（子どものみ）

▷ 申込方法　電話で保健センター
へ。実施日の１か月前から、受付。

（先着順）
※ 家族の人が、申し込んでください。
※ 歯みがきをしてから、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、同時に申し込みし
てください。託児はありません。

子宮頸がん・乳がんの検診を
受け忘れていませんか？

　4月に、子宮頸がん･乳がん検診の
無料クーポン券を送付しました。ク
ーポン券の有効期限が間近になる
と、病院では受け入れ人数に限りが
あるため、予約が取れない場合もあ
ります。まだ、使っていない人は、有効
期限が迫っていますので、早めに予
約・受診しましょう。
▷受診期間　2月末まで
▷対象者
　平成26年3月末日までに下記の
年齢になる人
子宮がん検診－ 21・26・31・36・41歳

の女性
乳がん検診－ 41・46・51・56・61歳の

女性

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、
友達づくりをしたい人におすすめ。
　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、知って安心な情報を伝えます。
プレパパや家族の妊婦体験も好評
です。
▷とき　1月9日㈭
　受付時間：午前9時～ 9時20分
　終了時間：正午ごろ
▷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　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、動きやすい服装で。

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

▷ 申込方法　保健センターへ電話ま
たは窓口へ。

ウェルカムベビー教室Ａ
～知って安心！私らしく出産～

２歳児親子歯科健診
妊婦歯科健診（Ｅコース）

子宮頸がん・乳がんの検診を
受け忘れていませんか
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くらしの案内くらしの案内くらしの案内くらしの案内

国保税、市税、水道料金、し尿くみ取り手数料、介護保険料（普通徴収分）の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

12月25日は国民健康保険税
第6期分の納期限です
　国民健康保険税は、病気やケガ
をした時の医療費や出産育児一時
金、葬祭費等の給付にあてられま
す。そのため、納め忘れがあると、国
民健康保険事業の運営に支障をき
たすことになります。
☆ 国民健康保険税を災害その他、

特別な事情がないのに滞納した
場合、次の措置が講じられます。

①�滞納の期間が1年を経過した場
合、被保険者証を返還してもら
い、資格証明書を交付します。ま
た、それ以外の場合でも、滞納の
状況によっては、短期保険証を交
付します。

②�滞納の期間が1年6か月を経過し
た場合、保険給付費（療養費など
の現金給付）を差し止めます。

納税には口座振替を
　国保税の納税には、納め忘れの
心配がない口座振替をご利用くださ
い。申込手続は、市内金融機関また
は、保険医療課窓口へ。
納税相談に来てください
　災害や失業・病気等、特別な理由
で納期内の納税が困難な人や、課税
内容等に疑問のある人は、保険医療
課まで来てください。
口座振替済通知書を送付
　国保税を口座振替で納税してい
る人には、来年1月20日頃までに1年
間（平成25年1月～12月）の振替状
況を記載した通知書を送付します。
社会保険料控除等に利用できます。
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。

〔保険医療課　内線564〕

特定健康診査を受けましょう
　生活習慣病を予防することによ
り、自分の健康を守りましょう。
▷期間　平成26年1月31日まで
▷ 健診場所　指定医療機関及び下
記の集団健診場所

集団健診場所（要予約）
とき ところ

12月14日㈬ 葛城メディカルセンター
12月15日㈭ 葛城コミュニティセンター
12月17日㈯ 市立陵西公民館
12月11日㈬ 葛城メディカルセンター
12月18日㈬ 葛城メディカルセンター
11月22日㈬ 葛城メディカルセンター
11月29日㈬ 葛城メディカルセンター

▷ 対象　国民健康保険に加入して
いる�40歳～74歳の人（平成25年4
月1日現在の対象者）

▷費用　1,000円
※�申込方法など詳しくは、保険医療
課国保給付係（内線579）へ。

ジェネリック医薬品に関する
お知らせ
　現在処方されている薬から、ジェ
ネリック医薬品に変更した場合に、
どれくらい薬代を減らせるか、軽減
可能な金額を対象者の自宅に送付
します。
　国保に加入している40歳以上の人
で、院外処方されている人が対象と
なります（医療機関で処方せんをもら
い、保険薬局で薬を受け取る人）。
※�主成分が同じでも、適応が認められ
ていないものがあるので、全ての薬
剤がジェネリック医薬品に変更でき
るものではありません。ジェネリック医
薬品を希望する場合は、医師薬剤
師に相談してください。

〔保険医療課国保給付係　内線579〕

市　税市　税
12月は固定資産税・都市計画税
第４期分の納期月
☆納期限は１２月２５日㈬です
◎12月の出張窓口

日 出張窓口場所
18日㈬ 東部こども会館
19日㈭ 西部文化センター
20日㈮ 北ふれあいセンター

▷時間　午前9時30分～11時
市税の納付について
　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。
　納付場所は、従来の金融機関に
加え、全国のコンビニエンスストアで
も納めることができます。
　また、納期限までに納付できない
場合や、納税相談等は、早めに連絡
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。

▷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）�
◎延滞金の利率の見直し
　国税の見直しに合わせ、平成26年
1月1日より、地方税に係る延滞金の
利率を引き下げます。
　延滞金：14.6％→9.3％
11月・12月は市町村税・県税の
一斉滞納整理強化期間です
　地方税の公平・公正を確保し、納税
者の信頼を守るため、11月・12月を市
町村税・県税の一斉滞納整理強化期
間に設定し、市町村と県が協働して、
差押え等をはじめとする滞納整理に
集中的に取り組んでいます。

水もれは水資源のムダ遣い
　もし、道路上や水路で水もれを発
見したときは、すぐに水道工務課へ
お知らせください。（夜間・緊急時は
☎52-3901）
悪質な業者にご注意
　家庭を訪問し、水道水の検査や
水道管の点検・清掃・浄水器の取
替・販売をおこなう悪質な業者が
増えています。上下水道部では、各
家庭からの修理依頼を受付した場
合以外に、訪問することはありませ
ん。不審に思ったら、上下水道部水
道工務課（☎52-3901）まで問い合
わせてください。次の３つは代表的
な例です。ご注意ください。
◦かたり商法　
　「上下水道部の方から来ました」
「上下水道部の依頼で」などと、上
下水道部を名乗って消費者を安心さ

7



くらしの案内くらしの案内くらしの案内くらしの案内

午後6時まで時間延長

△

12月の実施日
　 12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 526・527〕

市民課窓口業務市民課窓口業務

申込方法：預貯金通帳、届出印、納付書または使用水量のお知らせ等を持って、金融機関、郵便局または各担当課窓口へお越しください。

　　　　　詳しくは、各担当課までお問い合わせください。

外国に居住する場合は、国
民年金の資格を喪失します。

ただし希望により、国民年金に任意
加入し、年金保険料を納めることが
できます。外国に住所を移す人や、
国民年金任意加入を希望する人は、
年金係で手続きをしてください。
〔市民課年金係　内線 528・529〕

Ａ

　　　私は、国民年金に加入
　　　していますが、今度外国
に住むことになりました。何か
手続きが必要ですか。

　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。

　　固定資産税・都市計画税
　　市県民税、軽自動車税窓口△

とき　12月12日㈭・26日㈭△

ところ　市役所2階 収納対策室
　☎ 22-1108（夜間窓口専用）

　　国保税窓口

△

とき　12月26日㈭△

ところ　市役所1階 保険医療課
　☎ 22-1105（夜間窓口専用）

　　水道料金窓口

△  

とき  12月4日㈬・11日㈬
　　　 【次回予定2月5日㈬】△

ところ　上下水道部料金係
　☎ 52-1366（夜間窓口専用）
※12月は2回夜間窓口を設けます。
※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。

★☆ 夜間窓口 ☆★★☆ 夜間窓口 ☆★
ご利用ください

せ、高額な契約をさせる。
◦点検商法　
「水道管の無料点検中です」と点検
をするふりをして、「こんな水を飲ん
でいたら体に悪く、病気になります
よ」など、消費者の不安をあおり高
額な契約をさせる。　
◦実験商法　
「水道水の検査にまわっています」
「水道水がにごっていませんか」と
水道水に薬品を入れて、水の色を変
化させるなど、簡単な実験を見せて、
消費者の判断能力を狂わせ高額な
商品（浄水器など）を売りつける。
　市内で、類似の事例が発生してい
ます。十分にご注意ください。
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）
  代表電話番号 ☎ 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。

児童福祉児童福祉
奈良県交通遺児等援護事業
　交通事故や、自然災害により、父
または母等を失った18歳未満の児
童を養育する保護者に、激励金や入

学祝金等が県社会福祉協議会より
支給されます。
○交通遺児等激励金
　遺児一人につき100,000円支給。
死亡より１年以内に住所地の市町村
役場へ申請。
○交通遺児等入学祝金
　小・中学校、高等学校各入学時、
遺児一人につき50,000円支給。
上記各入学時より１年以内に住所地
の市町村役場へ申請。平成25年度
に限り、小・中学校、高等学校の各
在学中の遺児も入学祝金の給付対
象となります。
※�県予算の範囲内での給付となります。
※�父または母等の死亡時、遺児の住
所が奈良県内にある人が対象です。
※�病気等での死亡の場合は対象にな
りません。
※�申請方法など詳しくは、児童福祉課
へお問い合わせください。

〔児童福祉課　内線567〕

社会福祉社会福祉
軽度・中等度難聴児補聴器購
入費助成
　市では、身体障害者手帳交付対
象にならない軽度・中等度の難聴児
を対象に、コミュニケーション能力の
発達を支援するため、補聴器の購入
に要する費用の一部を助成します。
▷対象者
　下記の要件をすべて満たす人
◦�市に住所を有する18歳未満の人

◦�身体障害者手帳の対象とならない人
◦�両耳の聴力レベルが、原則30デシ
ベル以上70デシベル未満の人

◦�補聴器の装用が必要と医師に判
断された人

◦�同一世帯に市民税所得割が46万
円以上の人がいないこと
▷�助成対象経費　補聴器（本体お
よび付属品）の購入費用
▷�補助率　補助基準額の2/3
　（1000円未満切捨て）
※�既に購入したものに対する給付は
できません。必ず購入する前に、社
会福祉課で申請手続きをしてくだ
さい。申請方法等について詳しく
は、社会福祉課（内線541）へ。

〔社会福祉課　内線541〕
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日 曜 収　集　区　域

2 月 大谷、北角、敷島町、出、秋吉
住宅、奥田県住

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、旭北町

6 金 東中1・2丁目、春日町1・2丁目、
西坊城、出、藤森、池尻、築山

7 土 三和町、神楽、日之出西・東本
町、有井

9 月
東中、南本町、北片塩町、礒野、
出、勝目、田井、東雲町、土庫
住宅、有井、日之出町

10 火 大中南、大中北、礒野西、松塚、土
庫 1.・2・3 丁目、大東町、花園町

11 水 新田、岡崎、中町、池田、領家、
曙町、材木町、昭和町

12 木 北市場、野口、西代
13 金 市場、有井、出屋敷

16 月 西三倉堂 1・2 丁目、中三倉堂 1・
2 丁目、西町、内本町、有井、

17 火 西三倉堂 1・2 丁目、中三倉堂 1・
2 丁目、甘田町

18 水 敷島町、西三倉堂、甘田町、曽
大根

19 木 曽大根、南陽町、今里、旭北町、
旭南町

20 金 蔵之宮町、大中東、北片塩町、
東三倉堂町、旭北町

24 火 甘田町、蔵之宮町、栄町、南今里町、
中今里町、片塩町、礒野東町

25 水 永和町、礒野南町、内本町

26 木 築山、本郷町、北本町、高砂町、
永和町

27 金 築山、奥田県住（1 月分）
28 土 築山

●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、くみとり登録を廃止してくださ
い。そのままにすると転居後におこな
われ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。

●人員に異動のあるとき、浄化槽および
下水道に切り替えたときも市役所環
境衛生課までご連絡ください。

●臨時くみとりは、作業日の調整が必要
ですので、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）

12 月のし尿収集予定

■使用済みの食用油の回収△

12月の回収日　12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
（月曜日を除く）。
◎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〕

kaisai

■12月4日～10日は人権週間
　法務省と全国人権擁護委員連合
会は、毎年、関係機関等の協力を得
て、「人権デー」を最終日とする1週間
（12月4日から10日まで）を「人権週
間」として、人権意識の大切さを呼
びかけています。
◎特設人権相談
▷とき　12月3日㈫��午後1時～4時
▷ところ　総合福祉会館

〔広報情報課　内線291〕

　osirase

■選挙人名簿の縦覧
▷とき　12月3日㈫～7日㈯
　　　　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）
☆�12月2日現在で、大和高田市の選
挙人名簿に定時登録される資格
のある人

◦�平成5年12月2日以前（12月2日含
む）に生まれた人

◦�平成25年9月1日以前（9月1日含
む）に大和高田市で住民票が作
成され（他の市町村から住所を移
した人は転入届をしていること）、
引き続き12月1日現在、大和高田
市の住民基本台帳に登録されて
いる人

◎在外選挙人名簿の縦覧
　外国にいても国政選挙に参加で
きる、「在外選挙」の選挙人名簿の
縦覧も、あわせて行います。

〔選挙管理委員会事務局　内線353〕

■さわやか生活教室
日時 ところ 担当

12月13日㈮ 市立中央公民館
（西町）

ふれあい在
宅介護支援
センター

12月18日㈬ 市立陵西公民館
（市場）

老人介護支
援センター
慈光園

▷時間　午後2時～4時
▷  内容
◦転ばずに歩くためのお話
　�（足の手入れ、正しい爪の切り方
など）

◦家でもできる簡単な体操

◦簡単な体力測定
▽参加費　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〕

■市営住宅の入居者募集
▷募集内容
　平成26年3月入居予定分
▷受付期間　１月10日㈮～24日㈮
※土曜・日曜・祝日を除く
　午前9時～午後5時まで
※�申込書は、1月10日㈮から市役所
建築住宅課で配布します。応募資
格など詳しくは、次号（1月号）に
掲載します。

〔建築住宅課　内線656〕

■天満診療所健康教室
▷とき　12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〕
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広告欄

★広報誌「やまとたかだ」を市ホームページに掲載　インターネットでも、広報誌をみることができます。大和高田市
　ホームページ（http://www.city.yamatotakada.nara.jp/）でご覧ください。　〔広報情報課　内線 291〕

sanka

●NAISTサイエンス塾
▷ とき　1月11日㈯　①午前10時～
11時30分　②午後1時30分～3時

▷ ところ　高山サイエンスプラザ4階
（学研北生駒駅よりバス、サイエ
ンスプラザ下車）

▷ 内容　「ラバランプを作ってみよう」
▷参加費　1人500円
▷対象　小学生　※保護者同伴
▷定員　各回25人
　※多数の場合、抽選
▷ 申 込 方 法　メール（kag a k u@
science-plaza.or.jp）、FAX（
0743-72-5819）、ハガキ（〒630-
0101、生駒市高山町8916-12）で、
「第60回サイエンス塾」、希望時間
（第2希望まで）、参加者氏名（フリ
ガナ）、学校名、学年、住所（郵便番
号）、メール、FAX、電話番号を書い
て、12月19日㈭【必着】までに奈良
先端大支援財団へ。
※�当選者のみ、12月26日㈭までに通知。

〔奈良先端大支援財団
　☎0743-72-5815〕

●チャレンジ！多言語体験講座
　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　12月15日、1月12日～2月9
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　2018年韓国ピョンチャン
（平昌）で冬季、2020年東京で

夏季のオリンピック・パラリンピッ
クが開催されます。韓国と日本間
はもちろん、世界の人 と々出会える
絶好のチャンスです。プレイベント
なども盛んに行われます。是非こ
の機会に、韓国・朝鮮語と英語に
チャレンジして、民際交流を深め
ましょう。

▷ 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
ハガキに名前、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

●就職希望者対象「パソコン講
習」受講者募集

▷とき
◦入門コース
　�2月4日㈫～2月14日㈮
◦ エクセルコース
　2月18日㈫～3月5日㈬
　午前9時15分～午後4時
※土・日・祝日除く
※�各コース内容・受講料など詳しく
は、高田しごとiセンターへ。

▷ ところ　エルトピア中和内　高田
しごとiセンター講習室（西町1-60）

▷定員　各24名
　※申込多数の場合、抽選
▷ 申込方法　1月15日㈬午前9時～
午後5時か、1月16日㈭午前9時～
正午に、80円切手と長形3号封筒

を持って、受講者本人が高田しご
とiセンター（幸町2-33　県産業
会館3階）へ。面談のうえ受付。

〔高田しごとiセンター
　☎24-2010〕

osoraase

●「検察審査会」を知っていますか
　交通事故や傷害などの被害に
あったのに、犯罪を告訴・告発した
のに、検察官が犯人を刑事裁判にか
けてくれない場合、事件の被害者と
して裁判をするように申し立てをす
ることができます。
▷ 申立受付　葛城検察審査会事務
局（大中101-4　奈良地方裁判所
葛城支部内）

▷費用　無料
〔葛城検察審査会事務局

　☎53-1012（代表）〕

●年末年始の犬の捕獲および犬猫
の引取り業務

年内の最終対応日
　　捕獲・引取り　12月17日㈫
翌年の対応開始日（捕獲・引取り）
　　平成26年1月7日㈫

〔奈良県葛城保健所衛生課獣疫生活
衛生係　☎22-1701　内線236〕

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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