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　これまで交換学生制度に尽力されたコリーンさん、リック
さん夫妻が、プライベートで本市を訪れました。姉妹都市で
あるオーストラリア・リズモー市からの派遣学生と一緒に、
毎年秋に本市に来ること10回以上。「名所・高田千本桜」を
見るのは初めてです。以前から、「一度春に訪れて、満開の
桜を見てみたい」と言っていたコリーンさん夫妻。
　美しい桜のトンネルを通った気分は、いかがですか？
　高田川沿いから見上げる景色は、想像以上でしょう？
　初桜・夜桜・桜雨・桜ふぶき・・・など、桜にまつわる言
葉はたくさんありますが、滞在期間中に、いろいろ体験でき
たのではないでしょうか。

（4月1日撮影）
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春の大和高田を楽しんでいますか？

お知らせ版
やまとたかだ



　大和高田・リズモー都市友好協会では、リズモー市に派遣する学生を、下記の要領で
募集します。この事業は、大和高田市を代表して、ホームステイや地元の高校生と交流
し、リズモ－市に本市の魅力を伝えることを目的とします。

募　集　要　項

選　考　試　験

▷募集人数　4名(一般公募4名、市
立高田商業高校の推薦学生1名、
引率教諭1名　合計6名を派遣）

▷派遣期間　7月27日㈪～8月9日㈰
▷自己負担金　13万円　
※他に、オイルサーチャージ、旅券手

続費用、空港利用税、任意に加入
する保険、国内での交通費などが
必要です。

▷応募資格
以下の要件をすべて満たしている人
①大和高田市に居住する人
②平成7年4月2日以降に生まれた、

学校教育法に定める高等学校、中
等教育学校（後期課程）、高等専
門学校(1年～3年)、専修学校に
在籍する学生

③心身ともに健康であること

⑦国際交流や異文化交流活動に、興
味と意欲がある人

⑧過去に公的機関などを通じて海外
に派遣されたことがない人

▷募集期間　5月7日㈭～21日㈭
平日の午前8時30分～午後5時15分
▷応募方法　｢リズモー市への派遣

学生応募用紙(顔写真を貼付)｣を、
大和高田・リズモー都市友好協会
事務局へ持って来てください。

※｢応募用紙｣「派遣に関する規定」
「募集要項」は、広報情報課にあり
ます。また、市ホームページからも
ダウンロードできます。

※在学する学校で、「在学証明書」欄
を記入してください。

※提出書類は、返却しません。

※持病、アレルギーなどがある場合
は、医師に一般家庭でのホームス
テイであることを伝え、許可を得て
ください。

※ホームステイでは、対応できる範囲
に限りがあることをご了承ください。

④リズモー市への派遣に、保護者が
同意していること

⑤大和高田・リズモー都市友好協会
に入会し(年会費3,000円)、帰国
後も、会員として姉妹都市交流や、
同協会が開催する事業に参加・協
力すること

⑥リズモー市の学生が本市に派遣さ
れた場合は、保護者が同意の上で、
ホストファミリーを引き受けること

※この派遣制度は、両市のホストファ
ミリーの協力のもと、続いています。

姉妹都市リズモー市への　派遣学生募集

▷とき　5月24日㈰  午前9時から
▷ところ　市役所4階
▷試験内容・配点(200点満点)
①作文試験(50点)
②一般教養試験(50点)
③英語による面接(50点)
④日本語による面接(50点)
※①～④により、派遣学生選考委員会で決定し、本人に通

知します。　　
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　大和高田・リズモー都市友好協会で
は、市民レベルでの交流をさらに推進
するため、ホストファミリーを募集して
います。
▷�登録方法　申込用紙に、必要事項を

書いて提出してください。メールで
の申し込みも可

※ 申込用紙は、広報情報課にありま
す。また、市のホームページからもダ
ウンロードできます。

展」などを、企画運営しています(今ま
での交流の歩みは、市ホームページで
見ることができます)。
　英語が得意な人もそうでない人も、
一緒に、姉妹都市との交流活動をして
みませんか(会費：個人3,000円、法人・
団体　10,000円)
　詳しくは、大和高田・リズモー都市友
好協会事務局へ。資料を送付します。

ホストファミリーに
登録しませんか 一緒に姉妹都市交流活動しませんか

大和高田・リズモー都市友好協会 会員募集
　大和高田市とオーストラリア・リズ
モー市は、1963(昭和38)年、姉妹都
市締結をしました。日本とオーストラリ
ア間の姉妹都市第1号です。
　現在、大和高田・リズモー都市友好
協会が、大和高田市から委託を受け、
交流活動をしています。交換学生の
派遣や受け入れ、英字新聞「バンブー
シューツ」の発行、やまとたかだ元気
ウィークでの「姉妹都市リズモー物産

▷問合せ先
　大和高田・リズモー都市友好協会
　（事務局：市役所３階　広報情報課内）
　☎22-1101（内線291）　 52-2801
　E-mail:takadasi@city.yamatotakada.nara.jp

〔大和高田・リズモー都市友好協会　事務局　内線291〕
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　B・C型肝炎ウイルス検診

▷とき　5月～ 8月末まで
▷ところ　市立病院
▷内容　血液検査　※絶食等不要
▷対象　40歳以上で過去に受けた

ことがない人
▷持ち物　検診票
▷定員　250名
▷費用　400円　※免除要件あり
▷申込方法　8月26日㈬までに保健

センターへ。後日、検診票を発送し
ます。

※検診票は、毎週火曜日に発送予定
(火曜日が休日の場合は、水曜日)

※詳しくは、検診票の表紙を見てく
ださい。

※検診料の免除要件に該当する人
は、検診を受ける前に、保健セン
ター窓口で無料の検診票を申請し
てください。

　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、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。
※託児はありません。
▷�とき　6月10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　「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、

または窓口へ。

　子宮頸がん・乳がん検診

▷とき　平成28年2月末まで
▷対象・子宮頸がん検診 20歳以上
　     ・乳がん検診 40歳以上
※昨年受診した人は対象外
▷費用　2,000円　※免除要件あり
▷申込期間　11月末まで
※検診料の免除要件に該当する人

は、検診を受ける前に、保健セン
ター窓口で申請してください。

※申込方法など詳しくは、検診票と
同封する案内文を見てください。

※検診票を持っていない人は、保健
センターへ申し込んでください。

　がん無料クーポンの配布

　対象者に、子宮頸
けい

がん･乳がん・大
腸がん検診の無料クーポン券を送
付します。
▷対象　4月20日現在、市内在住で、

今年の4月2日から来年の4月1日
に次の年齢になる人

・子宮頸がん検診：21歳になる女性
・乳がん検診：41歳になる女性
※子宮頸がん・乳がん検診について

は、平成25年度に無料クーポン券
を配布された人でまだ利用してい
ない人と、平成22年度から26年
度の間に、市の検診票を使って検
診を受診したことがない人も対象
です。

・大腸がん検診：41歳、46歳、51歳、
56歳、61歳になる男性・女性

※詳しくは、４月下旬に発送のクー
ポン券を見てください。

　知って防ごう！熱中症

　熱中症は、高温多湿の環境下で、
体内の水分や塩分バランスが崩れ
たり、体温調整機能がうまく働かず、

体内に熱がたまったりすることで起
こります。症状は、筋肉痛や大量の
発汗、さらには吐き気や倦怠感など
があらわれ、重症になると意識障害
などが起こります。室内にいても、急
に暑くなった日や体調が悪いときは、
注意が必要です。熱中症の予防に
は、水分補給と暑さを避けることが
大切です。
・のどの渇きを感じなくても、こまめ

に水分・塩分を補給する。
・衣服は通気性のよい吸湿・速乾の

ものを着用し、体を冷たいタオル
で冷やす。

・決して無理な節電はせず、適度に
扇風機やエアコンを使用する。

・外出時は、日傘や帽子を着用する。
　熱中症が疑われる人を見かけた
ら、涼しい場所へ避難させ、身体を
冷やし、水分・塩分を補給しましょ
う。自分で水を飲めない、意識がな
い場合は、直ちに救急隊を呼びま
しょう。

　前立腺がん検診

▷とき　5月～ 8月末まで
▷ところ　市立病院
▷内容　血液検査　※絶食等不要
▷対象　40歳以上の男性
▷持ち物　検診票
▷定員　300名
▷費用　900円　※免除要件あり
▷申込方法　8月26日㈬までに保健

センターへ。後日、検診票を発送し
ます。

※検診票は、毎週火曜日に発送予定
(火曜日が休日の場合は、水曜日)

※詳しくは、検診票の表紙を見てく
ださい。

※検診料の免除要件に該当する人
は、検診を受ける前に、保健セン
ター窓口で無料の検診票を申請し
てください。

1 日 2日 3日 4日 5日 6日

㈮ ㈯ 祝㈰ 祝㈪ 祝㈫ 振替休㈬

休 休 ● ● ● ●

▷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）
　　　　　（歯科のみ、受付は午後3時30分まで）
▷診療科目　内科、小児科、歯科

葛城地区休日診療所（☎ 22-7003）5月の連休中の診察日

ウェルカムベビー教室Ｂ
～知って安心！私らしく出産～

がん無料クーポンの配布

前 立 腺 が ん 検 診

熱中症からカラダを守ろう

B・C型肝炎ウイルス検診 子宮頸
けい

がん・乳がん検診
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作
り
方

材　料（4人分）

《エネルギー 191kcal　塩分 1.1g》（1人分）

①  小松菜は3㎝の長さに切る。生しいたけは石づきを取り、4つ切りにする。キャベツは3㎝角に
切る。にんにく、しょうがはみじん切りにする。

②  厚揚げは、熱湯をかけて油抜きをし、一口大に切る。
③  フライパンにサラダ油、にんにく、しょうがのみじん切りを入れて中火で炒め、香りがでてき

たら厚揚げ、しいたけ、キャベツ、小松菜の茎、葉の順に加えて炒める。
④  小松菜がしんなりしたら、Aを加えて手早く炒めて全体にからめ、ごまを加えてひと混ぜする。

〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

厚揚げと小松菜の味噌炒め

食生活改善推進員
松田　紀代子さん

味噌炒めにしておいしい小
松菜。歯ざわりもシャキシャ
キです！

小松菜……………1束
厚揚げ ……………1枚
生しいたけ ………8枚
キャベツ …………3枚
にんにく …………1/2かけ
しょうが …………1/2かけ

　5月31日は｢世界禁煙デー｣

　5月31日から6月6日までの1週間
は、｢禁煙週間｣です。
　たばこは、吸う人の健康を害する
だけでなく、周囲の吸わない人の健
康までも害します。喫煙者の皆さん、
自分と家族の健康のために禁煙を
始めませんか。「たばこをやめたい」
と思ったら、１日も早く禁煙に挑戦し
ましょう。保健センターのがん検診
のときに、禁煙相談を実施していま
す。気軽に相談してください。

　おとなの歯科無料健診

▷とき　5月8日㈮
　　 　6月4日㈭・30日㈫
　　 　午前8時45分～ 11時15分
▷ところ　保健センター
▷対象　今年度41歳、51歳、61歳、

71歳になる人を優先的に受付
※上記の年齢でない人も、歯科検診

を希望する人は、相談してください。
▷持ち物　健康手帳(持っている人）、

眼鏡(必要な人)
▷定員　100名　※定員になり次

第、締切
▷費用　無料
▷申込方法　保健センターで受付
※歯科検診前に、歯みがきを済ませ

ておいてください。

　もぐもぐ教室

　子どもの栄養と離乳食について
の話、試食を行います。
▷とき　6月19日㈮ 午前9時45分～

11時30分（受付：午前9時30分か
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)

▷対象　平成26年12月・平成27年1
月生まれの乳児(第1子)と保護者

※第2子以上は、要相談
▷持ち物　母子手帳・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、

または窓口へ。
※保護者のみの参加も可

お詫びと訂正
　本誌3月号へ折り込みの「成人保
健事業のご案内」の内容に、間違い
がありました。お詫びするとともに、
下記のとおり訂正します。
◎「特定健康診査・特定保健指導」

の申込先
<誤>保険医療課　
<正>保健センター

■献血にご協力を
▷とき　6月3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

サラダ油 …………大さじ2
白ごま ……………大さじ1/2
　　赤みそ ………大1・1/2
　　酒……………大さじ1
Ａ　
　　砂糖…………大さじ1
　　しょう油 ……大さじ1/2

5月31日は
「世界禁煙デー』

もぐもぐ教室
（妊婦交流会）

おとなの歯科無料検診
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くらしの案内くらしの案内
市　税市　税

5月は軽自動車税の納期月
納期限は６月１日㈪
（納税通知書・納付書は5月上旬に
発送予定）
◎5月の出張窓口

日 場所
20日㈬ 東部子ども会館
21日㈭ 西部文化センター
22日㈮ 北ふれあいセンター

▷時間　午前9時30分〜11時まで
市税等の納付について
　市税等の納付は、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。納付には、納付書
により納付場所で納める方法と、口
座振替による納付があります。
　納め忘れた市税・国民健康保険税
は、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
れのない口座振替をお薦めします。
　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、早めに収納対策室へ連絡してく
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　各納期月の月末（振替日

が休日・祝祭日の場合は翌営業日）
督促手数料・延滞金について
　平成26年4月から、督促手数料を
徴収しています。督促状を発送する
と、本税や延滞金とは別に、1期に
つき100円の督促手数料が加算され

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、期限
切れの納付書は、コンビニエンスス
トアでの納付はできません。注意し
てください。
　延滞金は、市税等を納期限までに
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
されるものです。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。
納税相談に来てください
　災害や盗難、本人や家族の病気、
事業の休廃止・失業などのやむを得
ない事情などにより、納期ごとの納
付が困難な場合は、放置せず早めに
相談してください。

〔収納対策室　内線238〕

国　保国　保
簡易申告書の提出をお忘れなく
　所得申告は、毎年行うことが義務
付けられています。申告が済んでいな
い世帯には、簡易申告書を送付（5月
中旬予定）します。簡易申告書に、前
年の所得と必要事項を書き、押印し
て提出してください。申告がないと、
国民健康保険税の軽減世帯であって
も、その適用が受けられない場合が
あります。
※ 税務署・市役所税務課で申告した

人は、申告の必要はありません。
受診しましょう ｢特定健診｣
　5月下旬に、特定健診の対象者に
「受診券」を送付します。
　生活習慣病を防ぐためにも、自分
の健康状態を知るためにも、ぜひ受
診してください。

▷とき　平成28年1月31日まで
▷�ところ　指定医療機関、または集

団健診実施場所
▷�対象　国民健康保険に加入してい

る40歳〜74歳の人
▷�持ち物　受診券、質問票、保険

証、自己負担金（1,000円）
※ 本年度は、集団健診を19回実施し

ます。うち5回は、がん検診とセッ
ト（予約制）で受診できます。校
区公民館では、土曜日に実施しま
す。詳しくは、受診券に同封の案
内パンフレットを見てください。

※ 特定健診は、加入している保険者
ごとに実施しています。国民健康
保険以外の人は、各保険者に問い
合わせてください。

※ 後期高齢者医療制度加入者も受
診できます。詳しくは、保険医療課
医療係（内線553）へ。
〔保険医療課　国保係　内線568〕

水　道水　道
上下水道部を騙

かた

る業者にご注意を
　2月中旬、「市役所水道課からの水
質検査の依頼を受けた」と偽る業者
が、家庭を訪問する事例がありまし
た。水質検査を装い、水質に問題が
あるとして、水道管の取り替えを勧め
る手法であったとの報告を受けてい
ます。上下水道部では、戸別に水質
検査を行っていません。注意してくだ
さい。
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
か月ごとに、お客様のメーターを検針
しています。また、メーターの取り替
えについては、検定期間満了までに
順次取替作業を行っています。正し
い検針、取替作業ができるように、次
の点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
 ●  家の増改築などの際は、メーター

ボックスが床下や屋内に入らないよ
うにする

 　　 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　5月14日・21日・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　6月3日㈬【次回予定7月1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。

★☆ 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。
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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

△

5月の実施日
　5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

国民年金には、経済的な理由
で保険料を納めることが困難な

場合は、申請により保険料の納付が
免除される制度があります。
　失業などにより納付が困難な場合
は、雇用保険被保険者離職票と印鑑
を持って、市役所年金係で申請をして
ください。

〔市民課年金係　内線 529〕

Ａ

　　私は、会社を退職したので
　　国民年金に加入しました
が、収入がないため、国民年金
の保険料を払うことができませ
ん。どうしたらよいでしょ
うか。

▷５月の開場日　9日・２3日
▷時間　午前9時〜午前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

配水管の洗管作業のお知らせ
　配水管のにごり水を排除するため
の洗管作業を、下記日程で実施しま
す。作業は、午前0時〜4時の時間帯
に行います。なお、雨天の場合は延
期します。
　作業中は、水が出にくくなることや
濁ることがあります。にごり水が出た
ときは、飲み水としての使用を控え、
しばらく様子を見るか、水道工務課
（☎52-3901）へ連絡してください。
▷�日程　5月12日㈫・14日㈭・19日㈫・ 

21日㈭・26日㈫・28日㈭
急なにごり水に注意
　水道工事や断水、火災による消火
活動などで、水道管の中を流れてい
る水の速さや方向が変わったことな
どにより、にごり水が出ることがあり
ます。そのようなときは、飲み水とし
ての使用を控え、しばらく様子を見る
か、上下水道部へ連絡してください。

��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。

児童福祉児童福祉
母子家庭等自立支援給付金事業
　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
支援のための制度があります。
◎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
※ 受講開始前に、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
※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
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　全期間支給（上限2年）
※ 平成24年度以前の入学者は、児童

福祉課へ問い合わせてください。

※ 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・特別児童扶養手当の手当額変更のお知らせ
児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給月額が、平成27年4月分から
2.4%引き上げられました。
◎児童扶養手当
支給区分 平成27年3月以前 平成27年4月以降
全部支給 月額41,020円 月額42,000円
一部支給 月額9,680円〜 41,010円 月額9,910円〜 41,990円

　※対象児童が2人の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人目以降
はさらに3,000円ずつ加算されます。
◎特別児童扶養手当

支給区分 平成27年3月以前 平成27年4月以降
１級該当児童 月額49,900円 月額51,100円
２級該当児童 月額33,230円 月額34,030円

〔児童福祉課　内線567〕
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■茶道「いただく作法」受講生募集
▷�とき　6月6日・13日・20日（いずれも

土曜日）　午後1時30分から
▷ところ　葛城コミュニティセンター
▷�会費　1,000円（3回分）　※茶菓

子代を含む
▷�定員　10名　※申込多数の場

合、抽選
▷講師　植田　宗枝さん（裏千家）
▷受講料　600円
▷�申込方法　5月20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〕
■エンジェルスマイル子育て教室
▷�とき　6月11日㈭　午前10時～正

午 （受付：午前9時45分から）
▷�ところ　総合福祉会館（ゆうゆうセ

ンター）　3階研修室
▷�内容　段ボ－ルを使って遊ぼう（ロ

ボット・トンネルなど）　※無料
▷�定員　子ども（2～4歳）30名とその

保護者
▷�申込方法　電話で下記へ。　※先着順
▷�講師　育児ボランティア「どんぐりこ

ろころ」
※育児ボランティアも同時募集中

〔生涯学習課　☎53-6264〕
■『しののめWAKU☆WAKUキッズ』

参加者募集
▷�とき　6月～翌年3月（月1回　原

則、第1金曜日）　午前9時30分～
11時30分
▷ところ　東雲総合会館

▷�内容　七夕・クリスマス会・おもちつき
など
▷�対象　市内在住の平成23年4月2

日～平成25年4月1日生まれの子ど
もとその保護者25組　※申込多数
の場合、抽選
▷�申込方法　5月15日㈮【必着】まで

に、往復はがきに、住所・電話番号・
保護者と子どもの名前（ふりがな）・生
年月日・性別を書いて、東雲総合会館

（〒635-0017 東雲町12-1）へ。
〔東雲総合会館　☎22-6868〕

■つどいのひろば「ウルトラの父」
▷�とき　6月7日㈰　午前10時30分

から（1時間程度）
▷�ところ　市立総合体育館　サブ

競技場
▷�対象　平成22年4月2日～平成25年

4月1日生まれの子どもとその保護者
30組　※申込多数の場合、抽選
▷�申込方法　5月22日㈮【必着】まで

に、往復はがきに子どもの名前（ふり
がな）・生年月日・住所・電話番号を
書いて、児童館（〒635-0036　旭
北町4-34）へ。

〔児童館　☎22-4150〕

■ふれあい教室生募集
教室名 とき ところ

英語教室
毎週火曜日
午後5時30分～7時
30分

市立中央
公民館

数学教室
毎週木曜日
午後5時30分～7時
30分

市立中央
公民館

▷�対象　市内在住の中学1年生～3
年生
▷�定員　各20名
▷�申込方法　電話、またはFAX（

53-6364）で、生涯学習課ふれあい
教室担当者まで。

〔生涯学習課　☎53-6264〕

　かいさい

■さわやか生活教室
とき ところ 担当

5月14日㈭ 市立菅原公民
館（吉井）

天満在宅介護
支援センター

5月15日㈮ 市立中央公民
館（西町）

ふれあい在宅介
護支援センター

▷時間　午後2時～４時
▷�内容　認知症予防の話、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558〕

■天満診療所健康教室
▷とき　5月28日㈭　午後1時～2時
▷ところ　天満診療所
▷テーマ　「薬の知識と自己管理」
▷講師　医師　梅本典江

〔天満診療所　☎52-5357〕

■緑化フェア「春の合同展」
▷とき　5月15日㈮～17日㈰
　　 　午前9時～午後4時
▷�ところ　さざんかホール　2階展示

室ホール
▷�内容　春の山野草と花写真の展

示、会員による山野草即売会を予定
▷�後援　公益財団法人
　　　　奈良県緑化推進協会
〔都市計画課　公園係　内線689〕

■人権擁護委員の日「人権相談」
▷とき　6月2日㈫

お詫びと訂正
　本誌4月号のお知らせ版 3ページ「第68回市民体育大会 バドミントンの部」の種別に、『成年(40歳以上)男・女ダブルス』
が抜けておりました。お詫びするとともに訂正します。　　　　　　　　　　　　　　　　〔総合体育館　☎22-8862〕7



広告欄

● 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。

● し尿くみ取り料金の内、従量によるも
のの手数料が変更になります。現行18
リットルにつき170円が、4月1日から
174円になります。

● 臨時くみとりは、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）

5月のし尿収集予定■使用済みの食用油の回収△

5月の回収日　5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（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〕
■浄化槽清掃料金の改定
　平成9年から浄化槽の清掃料金が
据え置きとなっていましたが、平成27年
4月1日から値上がりします。浄化槽の種
類・大きさにより料金が違います。詳しく
は、直接業者へ問い合わせてください。

「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。」

▷ところ　総合福祉会館
▷相談員　葛城人権擁護委員

〔広報情報課　内線273〕

おしらせ

■就学援助費の申請
　経済的に就学が困難な児童生徒
の保護者に、学用品費・給食費など、
学校の勉強に必要な費用の一部を
援助します。援助を受けるには、毎年
申請が必要です。
▷申請期限　5月29日㈮
※ 申請が遅れると、申請月の翌月から

の支給となります。
▷�申請方法　各小・中学校、または市

教育委員会学校教育課にある申
請用紙を提出してください。
▷対象世帯（認定基準）
　住民税非課税世帯
※ 必ず、所得申告を済ませてください。

〔学校教育課　内線152〕

■大和高田市土曜塾
講座・講師（敬称略） とき ところ

絵画教室天神社
（表 啓充、弓場一郎、ひょうび会）

5月2日㈯
午後1時30分から 天神社集合

キッズダンス
（石井敬子、多田三保子、中島 愛）

5月9日㈯
午前10時30分から 市立中央公民館

いちご狩り
（弓場一郎、植島滋継）

5月17日㈰
午前10時から

ゆうゆうセンター前
集合

いちご狩り
（弓場一郎、植島滋継）

5月24日㈰
午前10時から

ゆうゆうセンター前
集合

※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・大人　※囲碁は7歳以上
▷定員　各講座とも50名
▷費用　保険料　1回20円　※いちご狩りは、別途600円が必要
▷�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〕

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

日 曜 収　集　区　域

1 金 大谷、北角、敷島町、奥田県住、出、
秋吉

2 土 敷島町、奥田、吉井、根成柿

7 木 敷島町、根成柿、吉井、旭北町、
本郷町

8 金
東中、東中 1・2 丁目、春日町 1・
2 丁目、根成柿、吉井、秋吉、藤森、
池尻、築山

9 土
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、三和町、
神楽、日之出西・東本町、有井

11 月
礒野、礒野北、南本町、北片塩、
出、勝目、田井、東雲町、土庫住宅、
有井、日之出町

12 火 松塚、土庫 1.・2・3 丁目、大東町、
花園町

13 水 曙町、材木町、昭和町

14 木 大中北、新田、岡崎、中町、池田、
領家、礒野北、築山

15 金 池田、領家、西代、市場、野口、
築山

18 月 市場、野口、築山
19 火 出屋敷、有井、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

22 金 中三倉堂 1・2 丁目、甘田町、曽
大根、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

27 水 大中東、南陽町、蔵之宮町、甘田
町、永和町、礒野南町、内本町

28 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

8



広告欄

●韓国・朝鮮語を学ぼう！誕生日編
　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　5月24日～6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　韓国・朝鮮では、生まれた赤

ちゃんに、金の指輪やブレスレットを
プレゼントします。1歳の誕生日には、
筆、糸、貨幣などをおいて、子どもが
手にとった物で、将来を占います。
誕生日に、わかめスープを食べる習
慣もあります。年齢は、一般的に数
え年で言います。誕生日のお祝いや
生年月日、年齢の言い方などを学び
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

●つどいの広場からのお知らせ
◎｢子どもの日の集い｣
▷�とき　5月6日（水・祝）　午前10時

～午後2時
▷�ところ　オークタウン　4階子育て

ステーション（幸町3-18）
▷�内容　アートバルーン、昔の遊び、

絵本読み聞かせ、おもちゃの修理
▷対象　0歳～小学校低学年
◎｢英語で遊ぼう｣無料体験
▷�とき　5月8日㈮　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）
▷�内容　外国人と日本人の2人の講

師による英語レッスン
▷�対象　0歳～3歳の子どもとその保

護者
※いずれも無料、申込不要
〔NPO法人マーマの里　

☎080-5334-5092〕

●第18回高田オープンテニス大会
団体戦
▷�とき　6月7日㈰　午前8時30分集

合　※雨天の場合も集合
　予備日：6月14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・

ミックスダブルスの団体戦
▷�参加資格　男子3名・女子3名以上
▷�定員　15チーム　※先着順（定員

になり次第、申込締切）
▷�費用　1チーム　6,000円（当日徴

収）
　※体育協会員チームは3,000円
▷�申込方法　5月23日㈯【必着】ま

でに、はがきに住所、名前、チーム
名、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〕

●甲種防火管理新規講習
▷とき　6月11日㈭・12日㈮
▷�ところ　県産業会館 5階大会議室
（幸町2-33）
▷定員　140名
▷費用　6,170円（テキスト代含む）
▷�申込期間　5月11日㈪～13日㈬　

午前9時～午後4時 ※定員になり
次第、締切
▷�申込方法　所定の申込書に写真

と振替払込請求書兼受領証等の
コピーを添付し、FAXで下記の申
込先へ（郵便・メール便などの申込
みは不可）。
▷�申込先　（一社）奈良県防災安全

協会（奈良市高畑町1116-6）
　 0742-26-6887
※ 受講申込書と講習案内は、高田消

防署にあります。日本防火協会ホー
ムページからダウンロードもできます。

　（http://www.n-bouka.or.jp/）
〔高田消防署　☎25-0119〕

　kaisai

●リウマチ医療講演・相談会
▷とき　5月17日㈰　午後1時～4時
10分
▷�ところ　奈良県文化会館　2階小

ホール（奈良市登大路町6-2）
▷�講演　
・「リウマチの内科的治療の進歩 ～リ

ウマチとの向き合い方～」
・「生物学的製剤時代のリウマチ手

のまもり方と治し方」
※費用無料、申込不要
※先生による療養相談もあります。
〔公益社団法人　日本リウマチ友の会

奈良支部　☎0744-23-1929〕
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●オストメイト個別相談会
▷とき・ところ
① 5月19日㈫　午前9時～正午
　 県文化会館　第1会議室（奈良市

登大路町6-2）
② 5月23日㈯　午前9時～正午
　 県社会福祉総合センター　2階ボ

ランティアルーム（橿原市大久保町
320-11）
▷�対象　県内在住のオストメイト（人工

肛門・人工膀胱）の人
▷相談対応者　専門看護師、
　支部役員、ストーマ装具業者
※費用無料、申込不要
〔㈳日本オストミー協会奈良県支部

　三田村�☎0742-49-1839〕

●高田市の歴史を語る談話会
　大和高田語りべの、上嶋𠀋夫さん
を囲んで、高田市の歴史を語る談話
会を催しています。
▷�とき　毎月第1月曜日　午後1時～

3時　※5月のみ第2月曜日
▷�ところ　サニー片塩2階
　まちなか歴史文庫（片塩町7-14）
〔大和高田市文化財を考える会　

吉村　☎090-1700-9721〕

●第14回高田夢まちシアター
｢鉄道員・ぽっぽや｣上映会
▷とき　5月31日㈰
　　　　1回目：午前10時30分から
　　　　2回目：午後1時30分から
　　　　※上映時間112分
▷�ところ　専立寺本堂（内本町10-19）
▷定員　100名　※自由席
▷費用　1,000円
〔夢咲塾事務局　阪本　☎53-6059〕

osirase

●自動車税の納期限
　自動車税は、毎年4月1日現在の所
有者にかかります。必ず納期限【6月1
日㈪】までに納付してください。
　金融機関や県税事務所の窓口だ
けでなく、コンビニエンスストアなどでも
納付ができます。詳しくは、納税通知
書に同封のチラシを見てください。納
税通知書が届いていない場合は、下
記へ問い合わせてください。
〔奈良県自動車税事務所

　☎0743-51-0081〕

●総合治水推進週間
　5月15日㈮～21日㈭は、「総合治水
推進週間」です。

　奈良盆地は水害が起きやすい地形
です。総合治水対策を心がけましょう。

〔土木管理課　内線628〕

●平成28年「歌会始」詠進要領
▷お題　「人」
※「人」の文字の入った熟語でも可
▷�申込締切　9月30日㈬【当日消印

有効】
▷�申込方法　詠進歌を入れた封筒

に「詠進歌」と書き添え、「〒100-
8111　宮内庁」へ。

※ 詳しくは、宮内庁ホームページを参
照、または、返信用封筒（切手貼
付）を同封し、質問内容を書いて、9
月20日㈰までに宮内庁式部職宛へ
郵送してください。

〔宮内庁〕

●県立明日香養護学校　見学会・相談会
　明日香養護学校では、肢体不自由部門と病弱部門の理解と認識を深めるた
め、学校見学会や体験学習、教育相談を実施しています。
内容 とき 対象

学校見学会
5月28日㈭

・主に肢体不自由のある幼児・児童・生徒の保護者
・�保育所・幼稚園・小学校・中学校の特別支援学級
担当者、通園施設の職員など
・�病弱教育対象の生徒の保護者、中学校の病弱教
育担当者など

6月10日㈬ 市町村福祉課担当者、保健所・保健センター職員、事業所職員など

体験学習 7月1日㈬ 主に肢体不自由のある5歳児以上の幼児・児童・生徒
とその保護者

教育相談 事前に電
話で調整

主に肢体不自由のある幼児・児童・生徒の保護者およ
び担任など

▷時間　午前9時～正午
▷�ところ　県立明日香養護学校（高市郡明日香村川原410）
　学校の概要など詳しくは、ホームページ（http://www5.kcn.ne.jp/~kameisi1/）、
または下記へ。

〔県立明日香養護学校　☎0744-54-3380〕
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　バタバタと慌ただしい4月がようやく過
ぎて、いよいよゴールデンウィークです。
残念ながら、遠出の予定はありませんが、
ゆったりとした休日にしたいと思っています。

　今年度入庁しました。これから覚えていくことは非常
に多いですが、広報情報課の職員として経験を積み、胸を
張って誇れる市役所職員をめざします。

　3月下旬ころより、見事な桜が咲きました。早速写真を撮ろう
と思いましたが、雨ばかり・・・。救われたのは、リズモーから遊
びにきていたコリーンさん夫妻が、桜を楽しんでいる写真を撮
れたことでした。

　リズモー市のコリーン夫妻が、初めて春の大和高田市を訪れ
ました。大中公園の夜桜を見ながら、「花が散ると一面ピンク色
の絨毯だよ」と話すと、「オーストラリアでは、雨上がり、ジャ
カランタの花が散るとパープルの絨毯になるのよ」と。美し

いものに惹かれるのは、どこも同じですね。
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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
　　～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
　　　　　人権施策課(☎22-1101)　5 月は、15 日㈮・19 日㈫に変更
◆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)
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人形劇団クラルテ
「おきゃく、おことわり？」

第二十回　さざんか寄席

アルバート ロト ピアノリサイタル
～天才の六月 in 大和高田～

ジョイフル・ピアノ・フェスタ2015
♪出演者大募集♪　

さざんかミュージックスポット
外山啓介ピアノ・リサイタル2015
～オール・ショパン・プログラム～

午後2時30分開場　午後3時開演
小ホール【全席指定】
一般1,200円（当日は300円増）
友の会会員1,000円（1会員4枚まで）
※３歳以上有料。３歳未満でもお席の必要

な場合はチケットをお買い求めください。

午後1時開場　午後2時開演
大ホール【全席自由】
一般1,000円　大学生以下500円
（当日は各200円増）
※小学生から入場可
※託児保育あり（無料・予約制 6月19日㈮締切）

会員先行予約開始��5月20日㈬から
一般発売開始��5月23日㈯から

ゲストピアニスト：前田陽一朗（２台ピアノ共演）

　　　午前9時45分開場　午前10時開演　午後4時終演予定
さざんかホールのスタインウェイピアノを弾いてみませんか！

【募集人数】５０組程度　【参加費】無料
【参加資格】
・ピアノが弾ける人（できれば暗譜）
・曲目は自由（申し込み後の曲目変更は不

可）
・連弾、他の楽器とのアンサンブルも可
（生演奏のみ。音響設備使用不可）

・１組５分以内（準備・片づけを含む）
【申込締切】 ５月１5日（金）　※郵送の場合は必着
【お申し込み・お問い合わせ】　さざんかホール　☎５３－８２００
※さざんかホールのホームページ（http://www1.kcn.ne.jp/~sazanka/）でお申

し込みいただけます。

午後5時開場　午後5時30分開演
小ホール【全席指定】
一般2,000円　高校生以下1,500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 7月10日㈮締切）

チケット
取扱

ホール
ローソン（Lコード５７４８９）

チケット
取扱

ホール
ローソン（Lコード５1８４９）

チケット
取扱

ホール
ローソン（Lコード５162７）

チケット
取扱

ホール
ローソン（Lコード５6222）

※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

大和高田さざんかホール ５月の催し物ご案内 ※2015年4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：7㈭、11㈪、18㈪、25㈪、26㈫、6/1㈪、8㈪

※レセ＝レセプションホールの略です。�

日/曜日 催し物名 ホール 開演 入場方法 お問い合わせ先 電話番号
5月1日㈮~3日㈰ 第73回　高田洋画会展 展示 午前9時 無料 高田洋画会事務局　中谷　 ☎22-5562
2日㈯ ピアノ発表会 小 午後1時30分 無料 青木　 ☎77-6129

4日㈪~5日㈫ 奈良県立高田高等学校 吹奏楽部　
第36回　定期演奏会 大 4日午後５時30分

5日午後１時30分
有料、自由席
前売り500円

（当日600円）
奈良県立高田高等高校 
吹奏楽部　 ☎22-0123

9日㈯ 第9回　みんなの発表会 小 午後1時 無料 後藤ゆり子　 ☎070-6686-6491
10日㈰ 畝傍高校音楽部　第6回定期演奏会 大 午後２時 全席自由 200円 畝傍高校　藤井本　 ☎0744-22-5321
15日㈮~17日㈰ 緑化フェア　「春の合同展」 展示 午前9時 無料 都市計画課公園係　 ☎22-1101

（内線689）
17日㈰ 悠選の会 小 午前11時 無料（要整理券） 悠選の会事務局　 ☎52-5895
22日㈮~24日㈰ アルフォンス・ミュシャの世界展

~The Rebirth of Mucha~ 展示 午前11時 無料 アートコレクションハウス㈱ ☎06-4704-4898

31日㈰ 大和高田市立高田商業高校　
第6回 定期演奏会 大 午後２時 無料 大和高田市立高田商業高校

米田　 ☎22-2251

6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28年6月分>
●小ホール<平成27年12月分>
●リハーサル室・会議室・和室<平成27年9月分>

6日㈯~7日㈰ 第22回　高田高校美術部展 展示 6日正午
7日午前9時 無料 奈良県立高田高等学校　

美術部　 ☎22-0123

7日㈰ 第32回　高田高等学校音楽部　定期演奏会 大 午後２時 無料 奈良県立高田高等学校　
音楽部　大野　 ☎22-0123

〈プログラム〉
♪　バラード全４曲
♪　英雄ポロネーズ
♪　別れの曲
♪　雨だれ　ほか

〈アーティストメッセージ〉今回はショパンのバラード全曲を、彼が残した名曲と併せ
て演奏致します。それぞれ作曲された時代が異なる４曲を並べて演奏することはと
ても大変なことですし、私にとって大きな挑戦ですが、彼の作曲家としての魅力をい
ちばん伝えられるプログラムだと思っております。そしてその魅力をどうしたら最大
限に引き出せるかを考え、それぞれのバラードの前後に別れの曲や告別のワルツ、
英雄ポロネーズなどを加えました。ショパンの人生の変遷と共にお楽しみいただけ
れば幸いです。（外山啓介）

午後1時30分開場　午後2時開演
小ホール【全席指定】
木戸銭1,800円（当日は500円増）　
友の会会員1,500円（1会員4枚まで）
※小学生から入場可　　

桂　春之輔 笑福亭�松枝 桂�花團治 露の�吉次 桂　華紋

４月号掲載記事についての訂正とお詫び���
�「4月の催し物ご案内」欄の「高田高等学校吹奏楽部　第36回定期演奏会」公演日時に誤りがありました。正しくは下記のとおりです。訂正してお詫びします。

　正→5月4日㈪、5日㈫　「高田高等学校吹奏楽部　第36回定期演奏会」　４日　午後5時30分開演
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５日　午後1時30分開演

好評発売中好評発売中

好評発売中
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