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　4月18日・19日、片塩商店街一帯で、春のおかげ祭りが行わ
れました。歌や踊り、演芸などの楽しいステージが各所で繰
り広げられ、多くのお客さんで賑わいました。
　片塩商店街では、「おかげの心でおもてなし、来て見て楽
しい商店街」を合言葉に、毎年楽しいイベントを計画してい
ます。そのひとつが「みんなで作ろう　巨大かくし絵」で、
去年から始まったコーナーです。19枚にわたって描かれた木
の絵が、パズルのようにバラバラになっています。子どもた
ちが、その絵に雲や虫や桜の絵を描き、色を塗りました。そ
の絵をつなげてみると、個性があふれる大きな桜の絵が出来
あがりました。10月に行われる「秋のおかげ祭り」では、ど
んな作品が完成するかな？

（春のおかげまつり：4月18日撮影）
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塗って、描いて、つなげてみよう！

お知らせ版
やまとたかだ



　この祭りは、修
しゅげんどう
験道の開祖・役

えんのぎょうじゃ
行者にゆかりの深い奥田捨篠池（弁天池）

で、蓮花が摘み取られます。桶に入れられた蓮花は、修験者たちの手で、福
田寺や役行者の母・刀

と ら め
良売の墓を巡り、吉野山金峯山寺蔵

ざ
王
おうどう
堂へ運ばれる

のです。
　そして、「蛙飛び行事」で知られる「蓮

れん
華
げ
会
え
」で、蔵

ざ
王
おうごんげん
権現に供えられます。

　地元奥田の人たちにより、連
れんめん
綿と続けられてきた伝統行事「奥田の蓮取

り行事」を見学しませんか。

奈良県無形民俗文化財

奥田の蓮取り行事
　７月７日㈫ 午前１０時から

【帰り】　午前１０時３０分～午後２時までの間、３０分ごとに奥田捨篠池を出発します。
【運行経路】　奥田捨篠池→近鉄高田市駅→天神橋（JR高田駅付近）→近鉄大和高田駅

　〔文化振興課　☎53-8200〕

無料バス運行表
奥田捨篠池行き

近鉄大和高田駅 8：30 8：45 9：00 9：15 9：30 9：45 10：00 10：30 11：00 11：30 12：00
▼

JR 高田駅 8：33 8：48 9：03 9：18 9：33 9：48 10：03 10：33 11：03 11：33 12：03
▼

近鉄高田市駅 8：40 8：55 9：10 9：25 9：40 9：55 10：10 10：40 11：10 11：40 12：10
▼

奥田捨篠池（到着） 8：58 9：13 9：28 9：43 9：58 10：13 10：28 10：58 11：28 11：58 12：28

行事の流れ
①午前１０時から
　捨篠池で蓮取り
②午前１１時３０分から
　修験者一行は、善教寺を出発
　福田寺行者堂を経て、刀良売塚に墓参
　捨篠池を一周して弁天神社へ
③正午から
　弁天神社で護摩供養

◎当日、大和高田市内の主要駅から奥田（現地）
　への無料バスを運行します。利用してください。
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〔市立病院　☎ 53-2901〕

▷活動内容
　◦初診・再診の案内や、院内での誘導、介助
　◦患者図書室の整理、本の貸出し・返却の手伝い
　◦花壇への花の植えつけ、水やりや草取り
　◦院内で実施される各種イベントの手伝い
　◦その他、病院とボランティアで協議した活動
▷�活動日時　月～金曜日（祝日除く）の午前9時～午後5

時の間で、自分で選べます。
▷�問合せ先　市立病院 1階患者図書室「こもれび」
　　　　　　☎53-2901 （代表）
　現在、登録しているボランティアは、10名です。年齢層は
幅広く、20～70代です。一緒に活動してみたい人は、市立
病院1階患者図書室「こもれび」に立ち寄ってください。 〔市立病院　☎ 53-2901〕

市立病院ボランティア募集

〔中央公民館　☎ 22–1315〕

中央公民館 定期講座受講生 追加募集
平成27年度

木彫の基礎と作品作り

木彫教室
火曜日（月2回）午後7時～9時
6月16日から　残17回（年間20回）
定員�5名 講師�表啓充
受講料�3,400円（17回分）

陶芸を基礎から学ぶ

陶芸教室　※再受講不可
日曜日（月2回）午前10時～正午
6月21日から　残17回（年間20回）
定員�5名 講師�上島伸五
受講料�3,400円（17回分）

書道を基礎から学ぶ

書道教室　※再受講不可
火曜日（月2回）午後1時30分～3時
6月16日から　残17回（年間20回）
定員�10名 講師�水本蒼穹
受講料�3,400円（17回分）

生活の中にゆとりの茶道を

茶道教室（裏千家）

土曜日（月2回）午後1時30分～4時30分
6月27日から　残17回（年間20回）
定員�5名 講師�加納宗有
受講料�3,400円（17回分）

自然の花を心豊かに生ける

華道教室（千風未生流）

土曜日（月2回）午後2時～4時
6月27日から　残17回（年間20回）
定員�15名 講師�嶋越美和
受講料�3,400円（17回分）

歌で笑顔と感動を

若葉コーラス
水曜日　午後1時30分～4時
6月17日から　残35回（年間40回）
定員�20名 講師�佐竹しのぶ
受講料�7,000円（35回分）

6 3 5 00 9652
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▷注意  
※講座は5月から始まっているため、途中参加となります。
※受講料の他に、教材費などが必要です。
※講座の日程は、都合により変更する場合があります。

▷対象  市内在住・在勤の人
▷申込方法　6月10日㈬【必着】までに、往復はがき（右記参

照）を送付、または所定の申込用紙（中央公民館に配置）に
官製はがき1枚を添えて、直接中央公民館へ。

（受付：午前9時～午後5時　※土・日曜日も受付。月曜日は休館）
※申込多数の場合、抽選（新規受講者優先）
※申し込みは、1人1講座。ただし、「高齢者学級」「中央女性

学級」「テレビで学ぶ会」「若葉コーラス」「コーラスひまわ
り」は除く。
▷受講料の納付  返信案内はがきに年間分の受講料を添え

て、納付手続き期間中に、中央公民館へ来てください。納付
した受講料は、返金できません。受講を辞退する場合は、必
ず電話で連絡してください。なお、「若葉コーラス」のみ、前
期後期に分けて納付できます。
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〔人権施策課男女共同参画推進係　内線 287〕

「いい話」
　「いい情報」
　　　発信人

　女性の能力活用や、仕事と家庭の両立支援など、性別にかかわらず誰もが働きやすい環境づくりを進めている事業所
を｢大和高田市いきいき会社宣言事業所｣として登録します。取り組み内容などを市のホームページなどで紹介し、その
活動を応援します。
　また、「いきいき会社宣言事業所」の中から、取り組み内容が優れている事業所を表彰します。
※26年度は7社の登録がありました。
▷�応募対象　市内に事業所があり、男女共同参画の推進に取り組んでいる事業所（国・地方公共団体・独立行政法人は

除く） ※規模は問いません。
○具体的な取り組み例
◦ 性別にとらわれない能力活用や、女性の職域拡大のための取り組みを行っている。
◦ 仕事と家庭生活、その他の活動との両立を支援するための取り組み（ワーク・ライフ・バランスの取り組み）を行っている。
◦ 男女の人権に配慮した働きやすい職場環境づくりを行っている。
◦ その他、男女がともに参画できる環境づくりに向けて取り組みを行っている。
▷応募期間　６月１日㈪～７月31日㈮
▷�応募方法　登録申請書に必要事項を書いて、郵送（〒６３５–８５１１　大中１００–１　大和高田市役所　人権施策課

男女共同参画推進係）、電子メール（gender@city.yamatotakada.nara.jp）または持参で、人権施策課男女共同参
画推進係へ提出してください。

※登録申請書は、市ホームページからダウンロード、または人権施策課にあります。

差別をなくす市民集会

とき

内容

ところ7月4日㈯
午後1時30分～
3時30分

　演題　「親しき仲にも人権あり」
　　　～人権は私の問題です～

　講師　水谷�もりひとさん�（宮崎中央新聞社�編集長）

講師プロフィール
 学生時代に東京都内の大学生と「国際文化新聞」を創刊し、初代編集長となる。後に宮崎
に戻り、宮崎中央新聞社に入社。20年間社説を書き続け、現在も「魂の編集長」として、心
を揺さぶる社説を発信中。人権や教育問題にも積極的に取り組み、心が元気になるような
講演を各地で開催し、好評を得ている。　

さざんかホール（小ホール） 

〔人権施策課　内線279〕

※申込不要、入場無料
◦ 託児希望者は、6月26日㈮までに、人権施策課へ申し込んで

ください（対象：0歳～就学前、無料）。
◦ 駐車場は、ＪＲ高田駅西側駐車場（有料）を利用してくださ

い。
◦手話通訳・要約筆記の準備をしています。

はじめませんか「いきいき会社宣言」
男女共同参画推進事業所を募集します！
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■耐震対策事業
◎わが家の耐震性能の確認
　「いつ・どこで」発生するかわからない大規模地震から
住まいを守るため、『わが家の耐震性能の確認』をしませ
んか。住まいの安全の確認、今後の改修計画の参考とで
きるよう、「既存木造住宅耐震診断事業」を実施します。
▷対象地域　市内全地域
▷�対象家屋　昭和56年5月31日以前に着工した市内に

ある木造住宅で、延べ面積が250㎡（75坪）以下、地階
を除く階数が2以下の建築物
▷費用　無料
▷�受付期間　7月1日㈬から　午前8時30分～午後5時

15分（土日、祝日は除く）
▷�募集件数　20件（先着順）※募集件数になり次第終了
▷診断時期　7月以降
▷�診断員　奈良県木造住宅耐震診断員として県に登録

された建築士
▷�診断方法　㈶日本建築防災協会発行「木造住宅の耐

震診断と補強方法」の一般診断
▷�診断結果報告　耐震診断員が、耐震診断結果報告書

を提出し、説明を行います。
▷�申込方法　申請書に必要事項を書いて、建築住宅課へ
（申請書などは、6月1日㈪から、建築住宅課窓口または
市ホームページよりダウンロード可）。

※ 申し込みの際に添付する書類があります。必ず事前に
建築住宅課に問い合わせてください。

◎木造住宅の耐震改修費用の一部補助
　住宅の耐震化を促進し、災害に強い安全・安心なまちづ
くりを推進するため、木造住宅の耐震改修にかかる費用
の一部を補助します。
▷補助対象住宅
　（1） 昭和56年5月31日以前に着工した、市内にある木

造住宅（階数2以下）
　（2） 耐震診断結果の上部構造評点が、1.0未満の市内

にある住宅
▷�補助対象者　耐震改修工事を行う補助対象住宅の所

有者などで、市税を滞納していない人
▷補助対象者耐震改修工事
　（1） 耐震改修前の上部構造評点が1.0未満であったも

のを1.0以上の数値にする改修工事
　（2） 耐震改修前の上部構造評点が0.7未満であったも

のを0.7以上の数値にする改修工事

※ただし、平成28年3月上旬ごろまでに完了できること
▷�補助金　200,000円～500,000円（改修工事費が

500,000円以下のときは、補助対象となりません）
▷�受付期間　7月1日㈬から　午前8時30分～午後5時

15分（土日、祝日は除く）　※書類が不足している場合
は、受付できません。
▷募集件数　5件（先着順）　※募集件数になり次第終了
▷�申込方法　申請書に必要事項を書いて、下記の関係

書類を添えて、建築住宅課へ（申請書などは、６月１日㈪
から、建築住宅課窓口または市ホームページよりダウン
ロード可）。　※郵便などによる受付は不可
▷�関係書類　耐震改修工事見積書及び内訳書・補助対

象住宅の付近見取図及び写真・現状配置図及び平面
図・着工日を証明する書類（登記事項証明書、建築確認
申請書検査済証、固定資産税・都市計画税名寄台帳兼
課税台帳など）・住宅の所有者が確認できる書類（登記
事項証明書、固定資産税・都市計画税課税明細書、固定
資産税・都市計画税名寄台帳兼課税台帳など　※申請
者が所有者でない場合は同意書）・耐震診断結果の写
し・耐震補強設計図書・耐震改修工事工程表・設計内容
確認書・工事監理者選任報告書など

※ 申し込みをする前に、必ず建築住宅課へ問い合わせて
ください（事前に着工した場合は、交付対象となりませ
ん）。

■吹付け石綿の調査
　「吹付け石綿等による人災問題」解決の一つの施策と
して、「大和高田市民間建築物吹付け石綿等分析調査支
援事業」を開始します。
▷�対象　市内にある民間の建築物で、吹付け石綿などが

施工されている可能性のあるもの
▷�補助経費　分析調査にかかる経費（1棟につき250,000

円以内）
▷�受付期間　6月8日㈪～平成28年1月29日㈮ 午前8時

30分～午後5時15分（土日、祝日は除く）　
▷�募集件数　2件（先着順）  ※募集件数になり次第終了
▷�分析方法　「建材中の石綿含有率測定方法JIS A 

1481:2008」
▷�分析結果報告　「広報誌やまとたかだ」、「市ホーム

ページ」などに掲載します。
※ 申込方法など詳しくは、建築住宅課へ問い合わせてく

ださい。
〔建築住宅課　内線 651〕

住まいに関する事業案内
安全・安心な住まいづくりのために、活用してください。
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※検診など

広告欄

2歳児親子歯科健診
妊婦歯科健診（Bコース）

　歯科健診（親子・妊婦）・希望者（子
どものみ）にフッ素塗布も行います。
▷とき　7月2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

磨き練習（子ども）・希望者はフッ
素塗布（子どものみ）

▷対象　平成24年12月～平成25
年1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、母子健康手帳・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、保健事業案内を参照）
▷申込方法　電話で保健センター

へ。実施日の１か月前～ 1週間前
まで受付（土日、祝日を除く）※先
着順

※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（託児はありません）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。

子宮頸がん予防ワクチン
　接種の動向

　子宮頸がん予防ワクチンは、平成
25年4月から定期接種となりました。
しかし、接種後に副反応がみられた
ことから、平成25年6月から、積極的
な勧奨を控えています。ワクチンに
ついて理解したうえで、接種を希望
する人や相談がある人は、保健セン
ターへ連絡してください。
▷対象　小学6年生～高校1年生相

当の年齢の女子
　今後変更がありしだい、情報提供
します。市広報誌・市ホームページな
どで確認してください。

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、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　7月2日㈭（受付：午前9時～

9時20分）　正午終了予定
▷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　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（Ｂコース）

子宮頸
けい

がん予防ワクチン
接種の動向
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※検診など

作
り
方

材　料（4人分）

《エネルギー 419kcal　塩分 0.8g》（1人分）

①  青ねぎは、1cm幅の斜め切りにする。
②  イカは片面に格子状に切り込みを入れ、一口大に切る。
  豚肉、イカの順にサッとゆでて水気を切り、片栗粉をまぶしておく。
③  フライパンにサラダ油を熱し、青ねぎをサッと炒め、中華麺を加えて中火で香ばしくなるまで

炒め、器に盛る。
④  あんを作る。③のフライパンに水、鶏がらスープの素、塩、こしょう、酒を入れて煮立てて、②を

入れてよくからめ、ごま油で香りをつける。
⑤  ③の焼きそばに④のあんをかける。

〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

青ねぎのあんかけ焼きそば

食生活改善推進員
吉村　康子さん

あんは塩味で
あっさりと。

青ねぎ ……………5本
サラダ油 …………大さじ1
中華蒸し麺 ………4玉
ロールイカ ………160ｇ
豚こま切れ肉 ……160ｇ
片栗粉 ……………大さじ1

胃・肺・大腸がん検診

▷日程　
とき ところ

6月23日㈫ 市立陵西公民館

6月29日㈪ 保健センター
　※女性のみ

6月30日㈫ 保健センター
　※歯科検診とセット

▷受付時間　
・23日㈫　午前9時～ 11時15分
・29日㈪・30日㈫　午前8時45分

～ 11時15分
▷対象　40歳以上の人
▷定員　130名　※定員になり次

第締切
▷検診料（70歳以上の人は無料）
　胃がん1000円、肺がん400円、大

腸がん500円、歯科検診無料
※検診料の免除要件（保健事業案

内参照）に該当する人は、検診を
受ける前に、保健センターに申請
してください。
▷申込方法　保健センターへ電話、

または窓口へ。

水痘（すいとう）の予防接種

　水痘（「みずぼうそう」のこと）の
予防接種は、平成26年10月から定
期接種となりました。水痘にかかる
と高熱が続くなど、まれに重症化す
ることがあります。1歳を過ぎたら、
体調の良い早い時期に接種をしまし
ょう。
▷対象　1歳～ 3歳未満の人（3歳

の誕生日前日まで）
▷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）
※過去に水痘に感染したことがある

人は対象外です。
※任意接種として、過去に水痘の予

防接種を受けた人は、その接種回
数分を接種したものとみなしま
す。

▷接種方法　水痘生ワクチンを2回
皮下接種

▷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回目接種終了後、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　

※市外で接種する人は、母子健康手
帳、予防接種手帳を持って保健セ
ンター窓口へ来てください。
▷持ち物　母子健康手帳、予診票
（平成26年7月生まれまでの人は、
医療機関に配置している予診票
で、平成26年8月生まれ以降の人
は、予防接種手帳内の予診票で接
種してください）。

閉院のお知らせ
　坂口医院（三和町）が、5月末をも
って閉院しました。それに伴い、保健
センターで委託していた予防接種と
子宮頸がん検診は、受診できませ
ん。ご注意ください。

水   ………………2カップ
鶏がらスープの素 …小さじ1
塩・こしょう ………各少々
酒   ………………大さじ2
ごま油 ……………小さじ2

胃・肺・大腸がん検診 水
すい

痘
とう

の 予 防
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　新しい在留管理制度のスタートにより、外国人登録証明書が変わります。外国人登録証明書を持っている特別永住者
は「特別永住者証明書」に、永住者は「在留カード」にそれぞれ切り替える必要があります。

【特別永住者の人】
対　　　　　象 切替期限

平成24年7月9日の時点で、
16歳以上だった人

外国人登録証明書の次回確認申請期間の
始めとなる誕生日が、平成27年7月8日までの人

平成27年7月8日まで

外国人登録証明書の次回確認申請期間の
始めとなる誕生日が、平成27年7月9日以降の人

当該の誕生日まで

平成24年7月9日の時点で、16歳未満だった人 16歳の誕生日まで

▷手続先　市役所市民課
※交付までに、約１か月かかります。早めに手続きに来てください。

【永住者の人】
対　　　　　象 切替期限

平成24年7月9日の時点で、16歳以上だった人 平成27年7月8日まで
平成24年7月9日の時点で、
16歳未満だった人

16歳の誕生日が平成27年7月8日までの人 16歳の誕生日まで
16歳の誕生日が平成27年7月9日以降の人 平成27年7月8日まで

▷手続先　大阪入国管理局奈良出張所（☎0742-23-6501）・大阪入国管理局（☎06-4703-2100）
〔市民課　内線526〕

※申込方法や必要書類など、詳しくは地域包括支援課へ。
〔地域包括支援課　内線589〕

外国人登録証明書が変わります

平成27年度　高齢者の在宅サービス
（介護保険による給付は、伴いません）

事業内容 対象

家族介護継続支援事業
(紙おむつ支給事業)

2か月に1度、紙おむつを配達します
(原則市内)

・65歳以上の在宅にいる高齢者
・要介護3～5の認定を受けていること
・高齢者が属する世帯全員が、住民税が非課税であること
　以上をすべて満たす人
※入院・入所中の人は対象外
※生活保護受給者は、担当ケースワーカーへの相談が必要

「食」の自立支援事業

平日の昼食に、弁当を配達します(個
人負担：1食420円、おかずのみ350円)

・ 65歳以上の1人暮らし、または高齢者世帯で、自分の意思で食生活を管理
できない低栄養の人、もしくは低栄養の恐れがある人

家族介護慰労金事業
(介護慰労金支給事業)

同居し、現に介護した家族に対し、1
年間で100,000円の慰労金を支給し
ます

・介護保険料を完納している住民税非課税世帯であること
・ 要介護4または5の認定を受けたおおむね65歳以上の高齢者を、1年間、

介護保険サービスを利用せず、かつおおむね3か月以上の長期入院をせず
在宅で介護をしたこと

　以上をすべて満たす同居家族
※生活保護世帯は対象外
※該当1年間における1週間程度のショートステイの利用は可能
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提出は6月30日㈫までに
② 受給者本人の健康保険被保険者証の写しなど（大和

高田市の国民健康保険に加入している人以外）
　※児童の保険証の写しは、不可
③ 平成27年1月1日に大和高田市に住民登録がない人

は、平成27年度（平成26年分）課税証明書、または非
課税証明書の原本（総所得額・扶養親族数・控除内訳
等記載のもの）

　※ 平成27年1月1日時点の住所地の市区町村で発行
してください。源泉徴収票や税額決定通知書などで
は、審査できません。

　※ 配偶者が、平成26年中において、受給者の所得税法
に規定する控除対象配偶者でない場合は、配偶者
の証明書も必要です。

　 この他、必要に応じて提出する書類があります（別居児
童がある場合など）。

※ 今年度は、「児童手当・特例給付の現況届」と、下記に
掲載の「子育て世帯臨時特例給付金の申請書」が同
一用紙です。

　児童手当などを受給している人は、6月30日㈫までに
「児童手当・特例給付 現況届」を提出してください（郵
送可）。これは、児童手当などを受給している人の前年

（平成26年中）の所得状況や、6月1日現在の養育状況
などを確認するための届です。提出をしないと、引き続き
受給資格があっても、6月以降の手当を受給できなくなる
ことがあります。
　また、児童を養育している人の所得が、所得制限限度
額を超える場合でも、特例給付として月額5.000円（年齢
に関わらず一律）が支給されます。
※ 現在受給している人には、6月上旬に現況届の用紙を

郵送します。
※ 手当は、父母等のうち、所得の高い人で受給することに

なります。受給者が変わる場合は、現況届以外の届出
が必要になりますので、問い合わせてください。また、現
況届提出後でも、審査結果により、受給者変更の届出
が必要な場合があります。

▷提出書類
①児童手当・特例給付 現況届（必要事項を書いて押印）

　消費税の増税に伴い、昨年に引き続き、臨時特例的な措
置として、「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。
金額は、児童1人につき3,000円です。
※ ただし、児童手当の所得制限（平成26年中の所得で判

定）を超えている人には、支給はありません。
▷支給対象者
○平成27年6月分の児童手当の受給者
　（平成26年中所得が、児童手当の所得制限を超えない人）
▷対象児童　支給対象者の平成27年6月分の児童手当
の対象となる児童
※ 平成27年6月1日から給付金の支給決定までの間に亡

くなった児童は、対象外です。
▷給付額　対象児童1人につき3,000円（１回限りの支給）
▷�申請方法　現在、大和高田市で、児童手当・特例給付を

受給している人には、6月上旬に「児童手当・特例給付
現況届及び子育て世帯臨時特例給付金申請書」（同一
用紙）を送付します。必ず提出してください。

※ 平成27年6月1日以降に転入した人は、平成27年6月分
の児童手当を支給する市区町村が申請先となります。
●公務員の皆さんへ
　勤務先で児童手当を受給している公務員の人は、大和
高田市から申請書の送付はありません。勤務先で現況届
を提出後、所属庁で証明を受けた子育て世帯臨時特例給
付金申請書を持って、申請してください。
※所属庁の証明のない申請書は受付できません。
▷�申請先　平成27年5月31日時点で住民登録のあった

市区町村（大和高田市の場合は、2階7番  児童福祉課）
▷申請期間　平成27年9月1日㈫まで
▷�提出書類
　・ 子育て世帯臨時特例給付金申請書（所属庁の証明

を受けたもの）
　・ 申請者名義の振込先口座の通帳やキャッシュカード

の写し
〔児童福祉課　内線567・576・585〕

▷対象事業　高等職業訓練促進給付金
▷�対象資格　看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・

作業療法士に加えて、准看護師・栄養士・管理栄養士・歯

科衛生士・理容師・美容師（いずれも修業期間が2年以
上のもので、事前相談が必要）

※詳しくは本誌5月号を参照、または児童福祉課へ。　　
　  　   〔児童福祉課　内線585〕�

『母子家庭等自立支援給付金事業』の対象資格拡大

『子育て世帯臨時特例給付金』

『児童手当・特例給付　現況届』
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くらしの案内くらしの案内

▷対象　倒産・解雇などにより離職し、ハローワークで交
付された雇用保険受給資格者証の離職理由コード（数
字2桁）が、11・12・21・22・31・32・23・33・34に該当す
る人
※ただし、高齢者受給資格者・特例受給資格者は、対象
になりません。
▷軽減内容
　国民健康保険税
　　失業した月（失業日が月末の場合は、翌月）から翌
年度末まで（最長2年間）、該当する人の給与所得を
30/100とみなして、国民健康保険税を決定します。

　　　非自発的失業者の国民健康保険税
　　国民健康保険でかかった医療費の自己負担限度額
　　離職日翌日の属する月の翌月から翌々年の7月末ま
で、該当する人の給与所得を30/100とみなして、国民
健康保険の高額医療費などの自己負担限度額を決定
します。
※�軽減措置を受けるには、手続きが必要です。雇用保
険受給資格者証の原本、印鑑、国民健康保険証（こ
れから加入する人は不要）を持って、保険医療課に来
てください。

〔保険医療課　内線568〕

軽減措置があ
ります

市　税市　税
６月は市民税の納期月
　納期限は6月30日㈫です（納税通
知書と納付書は、6月上旬に発送予
定）。
◎6月の出張窓口
とき ところ
24日㈬ 東部こども会館
25日㈭ 西部文化センター
26日㈮ 北ふれあいセンター

▷時間　午前9時30分～11時まで
市税などの納付について
　市税などの納付は、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。納付方法は、
納付書により納付場所（納付書裏面
に書いてあります）で納めるか、口座
振替によるものがあります。
　納め忘れた市税・国民健康保険
税には、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
め忘れのないよう、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、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、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。
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、やむを得
ない事情で、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
特定健診がはじまりました
　5月下旬に、特定健診の対象者に
「受診券」を送付しました。
　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）
※�受診券は、平成27年3月末までに
国民健康保険に加入した人を対象
に、送付しています。
※�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。

国民健康保険税の納税通知書は、
７月１０日ごろ発送します
　普通徴収の人は、7月～翌年2月ま
での8回で納付してください。年金か
らの特別徴収の人は、4月の年金か
らすでに仮徴収していますので、8月
の特別徴収から税額を調整します。
今年度から特別徴収が開始になる人
は、7･8・9月は普通徴収、10月から特
別徴収が始まります。
【国民健康保険税の計算方法】
　医療保険分、後期高齢者支援金
分、介護保険分を次の要領で算定し
た合計が、1年間の税額になります。
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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

△

6月の実施日
　6月4日・11日・18日・25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

60歳未満で会社などを退職し
た人と、その人に扶養されてい

る60歳未満の配偶者の人は、国民年
金の加入の手続きが必要です。市役
所年金係で手続きをしてください。
▷�手続きに必要なもの　年金手帳、
印鑑、厚生年金などの資格を喪失
した日を確認できるもの
※�保険料の納付が困難な場合は、
申請により、保険料が免除され
る制度があります。退職により
納付が困難で、免除の申請をす
る場合は、雇用保険被保険者離
職票を持って、市役所年金係へ
来てください。
〔市民課年金係　内線 529〕

Ａ

　　私は58歳の男性です。会
　　社を退職しましたが、これま
で35年間、厚生年金に加入して
いました。退職後は、国民年金
に加入しなければなりませ　　
んか。

▷6月の開場日　13日・27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

�　　�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　6月25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　7月8日㈬【次回予定�8月5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。

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

①所得割…申告所得－基礎控除（330,000円）＝基準所得
　基準所得×所得割税率＝所得割額　※前年中の所得が基準
②均等割…加入者人数に応じた税額
③平等割…1世帯あたりの税額
◎税率（額）

医療保険分 支援金分 介護保険分※
①所得割 9.0% 2.0% 2.3%
②均等割額

（1人あたり） 26,000 円 8,000 円 9,200 円

③平等割額 25,000 円 7,000 円 7,300 円
賦課限度額 510,000 円 160,000 円 140,000 円
※�｢介護保険分｣は、40歳以上65歳未満の人にかかります。

〔保険医療課　国保係　内線568〕

水　道水　道
水もれは水資源のムダ遣い
　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（☎52-
3901）へ。

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・修理、浄水器の
取替・販売を行う、悪質な業者が増
えています。上下水道部では、各家庭
から修理依頼を受けた場合以外に、
訪問することはありません。不審に
思ったら、水道工務課（☎52-3901）
へ。

��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。

【�子どもいきいき応援
�すこやか子育て商品券】（無料）

のお知らせ

　本誌5月号などでお知らせした、無
料の「子どもいきいき応援　すこやか
子育て商品券」は、8月からの利用開
始に合わせて、郵送します。
　なお、利用できる参加店は、「生活
応援プレミアム　すこやか子育て商
品券」（有料）と共通です。

〔児童福祉課　内線567〕
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広告欄

さんか
■第11回そよかぜ（オストメイトサロン）
▷とき　6月13日㈯　午前10時～正午
▷�ところ　市立病院　1階患者図書室
▷費用　無料
▷�申込方法　FAX（ 53-7188）
で、住所・氏名・参加人数・日中連絡
の取れる電話番号と、「そよかぜ（オ
ストメイトサロン）参加希望」と書い
て、地域医療連携センターへ。
※�電話・外科・泌尿器科外来窓口でも
受付可
※飲み物は、各自持ってきてください。
〔市立病院看護局　☎53-2901〕

■おとなのピアノ教室
▷とき　7月2日・9日・16日・23日・30日
　8月6日・27日、9月3日・10日・17日
　いずれも木曜日、午後1時～2時
▷ところ　葛城コミュニティセンター
▷�対象　ピアノ未経験、または初級程
度の成人
▷�定員　10名�※申込多数の場合、
抽選
▷受講料　2,000円
　�他に、会費5,000円（1期間、3か月
分）とテキスト代約1,000円が必要
▷講師　樫根　香津子さん
▷�申込方法　6月20日㈯【必着】まで
に、往復はがきに「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、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〕

■県高齢者美術展作品募集
▷�募集種目　日本画、洋画、書、工

芸、手芸、写真
※�出品は、1部門につき1人2点まで。
未発表のもの
▷�資格　県内在住で、昭和32年4月1
日以前に生まれたアマチュア
▷出品料　1点1,000円
▷振込先
●南都銀行神宮前支店
　普通　2075775
　奈良県社会福祉協議会
　すこやか長寿センター
　事務局長　山田享子
▷�申込方法　出品料を納付した振込
納付書を持って、7月1日㈬までに、
市役所社会福祉課へ。
◎県高齢者美術展
▷とき　8月28日㈮～9月2日㈬
▷ところ　奈良県文化会館　展示室
▷�主催　�奈良県、奈良県社会福祉協

議会
〔社会福祉課　内線535〕

かいさい

■さわやか生活教室
とき ところ 担当

6月9日㈫ 市立土庫公民館
（土庫）

ふれあい在宅
介護支援
センター

6月12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

▷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〕

■平成27年度成人式
▷とき　平成28年1月10日㈰
　�午前10時～11時15分（受付：午前
9時30分）
▷ところ　さざんかホール
▷�対象者　平成7年4月2日～平成8
年4月1日生まれの人
◎成人祝賀式実行委員募集
　新成人代表で組織する成人祝賀
式実行委員になって、成人祝賀式の
記念品の選定、答辞作成、アトラクショ
ンの企画や運営をしてみませんか。
▷�申込方法　6月19日㈮までに、電話
で下記へ。

〔生涯学習課　☎53-6264〕

■平成27年度「中途失明者等生
活訓練事業」希望者募集
▷�対象　県内在住の重度視覚障害者
（身体障害者手帳1級、2級）の人
▷�内容　視覚障害者生活訓練指導
員による生活相談・指導、歩行訓練
やコミュニケーション訓練、日常生活
訓練など
▷実施主体　奈良県
▷�申込方法　7月3日㈮までに、下記へ。

〔社会福祉課　内線533〕

■身体障害者補助犬（盲導犬・介
助犬・聴導犬）貸与希望者の募集
▷�対象　18歳以上で、県内に1年以
上住んでいる人
・盲導犬：視覚障害１級
・介助犬：肢体不自由1級、または2級
・聴導犬：聴覚障害2級
※その他にも、貸与条件があります。
▷実施主体　奈良県
▷�申込方法　7月3日㈮までに、下記へ。

　〔社会福祉課　内線533〕
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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）

６月のし尿収集予定

■使用済みの食用油の回収△

6月の回収日　6月22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、市内在住など問わず、だれでも参加・申込などできます。」

■大和高田市土曜塾
講座・講師（敬称略） とき ところ

キッズ将棋・オセロ�
（増田佳美）

6 月6日㈯ 
午後 1 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、中島愛）

6 月13日㈯ 
午前 10 時 30 分から 市立中央公民館

かぼちゃ植え�
（弓場一郎）

6 月14日㈰ 
午前 10 時 30 分から 菅原公民館集合

やまと高田太鼓�
（松本弘昭、表�秦憲、弓場一郎）

6 月28日㈰ 
午前 10 時 30 分から

ときめき高田横
駐車場

■天満診療所健康教室
▷とき　6月25日㈭　午後1時～2時
▷ところ　天満診療所
▷テーマ　「夏の胃腸トラブル」
▷講師　医師　梅本典江

〔天満診療所　☎52-5357〕

おしらせ

■病児保育の開始
　6月1日㈪から、土庫こども診療所
が、敷地内にて「病児保育園�ぞうさん
のおうち」を開設します（予定）。
　利用方法など詳しくは、下記へ。
▷問合せ先
　病児保育園�ぞうさんのおうち
　☎24-3120
　kodomo@kenseikai-nara.jp
〔病児保育園�ぞうさんのおうち

☎24-3120〕

■国際交流イベントのサポーター
募集
　大和高田・リズモー都市友好協会
では、9月27日㈰に開催する、国際交
流推進を目的としたイベントのサポー
ターを募集しています。
▷�活動内容　子どもたちと英語でふ
れあうイベントの計画から実施まで
▷�対象　英語に興味があり、国際交
流に理解がある人　
※�年齢・性別・市内在住などは問いま
せん。
▷�申込方法　6月29日㈪までに、応募
用紙を大和高田・リズモー都市友
好協会事務局（市役所3階　広報

※�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
▷定員　各講座とも50名
▷費用　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〕

日 曜 収　集　区　域
1 月 奥田県住、出、秋吉

2 火 大谷、北角、敷島町、奥田、吉井、
根成柿

3 水 敷島町、根成柿、吉井

4 木 敷島町、根成柿、吉井、秋吉、旭北、
天神橋、藤森、池尻、築山

5 金 西坊城、出、三和町、神楽、日
之出西・東本町、有井

6 土 東雲町、土庫住宅、有井、日之出町

8 月
東中、東中 1・2 丁目、春日町 1・2
丁目、田井、勝目、出、松塚、土庫
1.・2・3 丁目、大東町、花園町

9 火
東中、東中 1 丁目、春日町 1・2
丁目、南本町、大中南、礒野町、
曙町、材木町、昭和町

10 水 礒野町、礒野北、南本町、北片塩、

11 木 大中北、新田、岡崎、中町、領家、
礒野北

12 金 池田、領家、西代、市場、築山
15 月 市場、野口、有井、築山

16 火 出屋敷、有井、西三倉堂 1・2 丁目、
築山

17 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

18 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

19 金 中三倉堂 1・2 丁目、甘田町
22 月 今里、旭北町、旭南町

23 火 曽大根、北片塩町、東三倉堂町、
旭北町

24 水 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 木 大中東、南陽町、蔵之宮町、甘田町、
永和町、礒野南町、内本町

26 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

情報課）へ。※応募用紙は、広報
情報課にあります。また、協会ホーム
ページからのダウンロードも可

〔大和高田・リズモー都市友好協会
事務局　☎22-1101　内線291〕
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広告欄

●韓国・朝鮮語を学ぼう！屋台編
　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　6月21日～7月26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　おやつの定番トッポッキ（もち
炒め）から、ご飯代わりになるキムパ
プ（のり巻）まで多種多様な食べ物
がそろい、にぎわう屋台。おいしく楽
しい屋台文化や注文のし方などを
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

●精神障がい者家族の「家族教室」
　家族教室は、精神障がいのある人
がいる家族を対象に、精神疾患に関
する正しい知識や社会資源などの
情報を伝えるとともに、同じ立場の
家族が悩みを分かち合い、話し合う
場です。
▷�とき　6月～来年3月までの毎月第2
水曜日　午後1時30分～3時30分

▷�ところ　エルトピア中和（西町1-60）他
▷�対象　大和高田市、香芝市、葛城
市、広陵町在住の精神疾患がある
人の家族
▷費用　無料
　申込方法など詳しくは、下記へ。
〔社会福祉法人�萌・
�生活支援センターなっつ　☎23-7214〕

●第9回ジョイフルソフトボール大
会参加チーム募集
▷とき　7月12日㈰・19日㈰
▷�ところ　総合公園　多目的広場
（出325-1）
▷チーム編成　10名以上（1チーム）
※�年齢、性別によるハンディキャップ制
採用
※�ケガなどの応急措置は主催者側で
行いますが、その他の責任は負いま
せん。

【受付、抽選、ルール説明会】
▷とき　6月27日㈯　午後7時から
▷�ところ　総合体育館　会議室（幸
町11-14）
▷参加費　5,000円（1チーム）
　※受付当日徴収
〔体協ソフトボール部　

奥野　☎080-6224-0571〕

●膠原病医療講演会と相談会
▷�とき　6月21日㈰　午後1時～4時
30分（受付：正午から）
▷�ところ　県社会福祉総合センター
　�5階研修室B（橿原市大久保町
320-11）
▷�内容
・�講演「膠原病と診断されたら�今の
治療と合併症」�石丸　裕康先生
（天理よろづ相談所病院）

・�先生方による医療相談
▷費用　500円（資料代）
▷�申込方法　6月18日㈭までに、電話
またはFAXで下記へ。

〔全国膠原病友の会奈良支部
　大森　☎・ 0744-42-0699〕

●ひまわり児童合唱団　団員募集
▷�練習日時　毎月第2・4日曜日
　午前9時30分～正午
▷�ところ　市立中央公民館�3階大
ホール（西町1-15）
▷�対象　幼児～中学生　※子どもさ
んだけでも、お母さんと一緒でも可
▷会費　月500円
▷�申込方法　電話またはFAXで下
記へ。

〔ひまわり児童合唱団　稲垣　
☎・ 53-4173〕

●星出彰彦　宇宙飛行士の講演&
座談会
▷�とき　6月21日㈰　午後1時30分
から（受付:午後1時から）
▷�ところ　さざんかホール　大ホール
（本郷町6-36）
▷�内容　現役宇宙飛行士　星出�彰
彦さんによる特別講演
▷対象　小学校4年生～大学生
▷�申込方法　6月8日㈪【当日消印有
効】までに、往復はがきの往信面（裏）
に名前（ふりがな）、性別、学年、郵
便番号、住所、電話・FAX番号を書
いて、阪本　昌敏方夢咲塾事務
局宛（〒635-0042　勝目25）へ。
または、専用ホームページ（http://
www.geocities.jp/astronaut_in_
takada）からの申し込みも可
※�保護者同伴も可（本人含め5名ま
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ご利用ください

JR高田駅西側駐車場

◎利用料金
�●�最初の30分/100円
�●��30分を超え1時間以内/200円　以後、1時間毎に
100円を加算

�●�当日の利用なら、1日とめても最高1,000円
※営業時間外の入出庫は、できません。
お得な「前払い駐車券」もあります。

〔JR高田駅西側駐車場　☎25-0400〕

で）。同伴者がいる場合は、同伴者
の名前も往信面に書いてください。
返信面（表）には、自分の郵便番
号、住所、名前を書いてください。
※申込多数の場合、抽選
▷�問合せ先　夢咲塾事務局
　yumesaki_takada@yahoo.co.jp
※�なお、訓練などのため、中止となる場
合もありますので、ご了承ください。

〔夢咲塾事務局〕

●第72回NAISTサイエンス塾
▷�とき　7月11日㈯
　①午前10時～11時
　②午前11時30分～午後0時30分
　③午後1時30分～2時30分　
▷�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　「つやつや？ざらざら？光を
操って見た目を変えよう」
▷�対象　小学生　※保護者同伴
▷�費用　500円
▷�定員　各回15名　※申込多数の
場合、抽選
▷�申込　6月22日㈪【必着】までに、

メール（kagaku@science-plaza.
o r . j p）、FAX（ 0743-72-
5819）、はがき（〒630-0101　生
駒市高山町8916-12）で、「第72
回NAISTサイエンス塾」、希望時間
（第2希望まで）、名前（フリガナ）、
学校名、学年、住所、メールアドレス、
電話・FAX番号を書いて、下記へ。
※�当選者へのみ、6月26日㈮までに
通知

〔奈良先端大支援財団
　☎0743-72-5815〕

かいさい

●子どもの人権110番
▷とき　6月22日㈪～26日㈮
　　　　午前8時30分～午後7時
　　　　6月27日㈯～28日㈰
　　　　午前10時～午後5時
▷�内容　いじめや不登校などの子ども
の人権に関わる問題を、人権擁護
委員と法務局職員が無料で相談に
応じます。
▷�対象　県内在住の児童・生徒とそ
の保護者

▷電話番号　「子どもの人権110番」
　☎0120-007-110（フリーダイヤル）
〔奈良地方法務局　人権擁護課　

☎0742-23-5457〕

おしあｒせ

●労働保険年度更新
　平成27年度の労働保険（労災保
険･雇用保険）の年度更新手続きは、
6月1日㈪～7月10日㈮までの期間で
す。期日中の手続き･納付をお願いし
ます。
〔奈良労働局総務部　労働保険徴収室

　☎0742-32-0203〕

●高等学校卒業者を採用する事業
者へ
　新規高等学校卒業者対象の求人
は、職業安定所で受理・確認します。ま
た、採用に関する細かい決まりが定め
られています。来春、採用を検討して
いる事業者は、下記へ問い合わせて
ください。
〔�ハローワーク大和高田　求人・企画
部門　☎52-5801　部門コード31#〕
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　久々に「ぎっくり腰」になり、かなり辛
かったです。一部の地方では「びっくり腰」
と呼ばれています。西洋では「魔女の一撃」
と言うそうです。聞くだけで痛そうなネー

ミングですね。
　５月５日、春日神社で万葉雅楽会が行なわれました。藤やツツ

ジに囲まれて、とても優美なひとときでした。６月は、長良川の鵜
飼い。明るい時間は山の緑が美しく、夜は篝火が川面に映り、幽玄
の世界。昔の人は、自然の中でなんと贅沢な時間を過ごしていたの
でしょう。

　はじめて腸炎になりました。非常に辛い数日でしたが、健康のあ
りがたみを知る機会になりました。蒸し暑いこれからの季節、食品
の保存などには細心の注意を払いたいと思います。

　最近、急激に暑くなってきました。週末はカキ氷を食べに行き、
自宅で店のものに近いカキ氷を作れるように試行錯誤をして
います。現在は、糖蜜を使ったシロップを考えています。
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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)　
◆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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さざんかミュージックスポット
田村麻子ソプラノリサイタル

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

ジョイフル・ピアノ・フェスタの後は…
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）

〈プログラム〉
　　♪ベートーヴェン／ピアノソナタ｢熱情｣
　　♪リスト／カンパネラ
　　♪ 中田喜直／２台ピアノのための音楽｢無宗

教者のための讃美歌｣（第１ピアノ：前田陽一
朗、第２ピアノ：アルバート ロト）

　　　ほか

会員先行予約開始�� 6月17日㈬から
一般発売開始�� 6月20日㈯から

午前9時45分開場　午前10時開演　午後4時終演予定
スペシャルゲストコーナー
午後1時～ 1時４０分
（出演：外山啓介）

大ホール【全席自由】　入場無料
ご応募いただいた皆さま（５０組）によるリ
レーコンサート。大ホールにスタインウェ
イの音色が響き渡る！！

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58672）

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 ６月の催し物ご案内 ※2015年５月10日現在の内容です。なお、掲載申込のあったものを掲載しています。
　休館日のお知らせ：6/1㈪、8㈪、15㈪、22㈪、23㈫、29㈪、7/6㈪

〈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　ほか世界のディーバ（歌姫）がさざんかホールで珠玉の名曲を歌い上げる!

午後1時30分開場　
午後2時開演
小ホール【全席指定】
一般2,500円（当日は500円増）
友の会会員2,000円（1会員4枚まで）
※小学生から入場可
※託児保育あり（無料・予約制9月11日㈮締切）

〈プログラム〉
♪ バッハ=グノー、ビゼー、シューベルト／アヴェ・マリア
♪ プッチーニ／歌劇｢蝶々夫人｣より　ある晴れた日に
♪ 詩:石川啄木・曲:越谷辰之助／初恋
ほか

ピアノ:江澤隆行

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�花団治 露の�吉次 桂　華紋

好評発売中

好評発売中

好評発売中

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

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 ☎22-0123

7日㈰ あおぞらジョイフルコンサート 小 午後1時30分 無料 あおぞら音楽サロン ☎0744-26-0320

13日㈯～14日㈰
第53回　奈良県合唱祭
併催： 第38回全日本おかあさんコーラス全国

大会関西支部奈良大会
大 午前10時 無料 奈良県合唱連盟 ☎51-3530

19日㈮～21日㈰ 高田美術協会　陶芸展 展示
19日 午後1時
20日 午前9時
21日 午前9時

無料 高田美術協会　逸﨑 ☎090-2193-6707

20日㈯ 平成27年度　認知症講演会 大 午後2時 無料 大和高田市　
地域包括支援課 ☎22-1101

21日㈰ 歌と舞、そして吟詠　第34回歌謡まつり 小 午後1時 無料 大和歌謡学院　小泉 ☎090-8520-2204
28日㈰ ヤマハ ジュニアエレクトーン フェスティバル 

末吉楽器店大会 小 午後1時 無料 ㈱末吉楽器店 ☎22-5511

7月１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7月分＞
●小ホール＜平成28年1月分＞
●リハーサル室・会議室・和室＜平成27年10月分＞

4日㈯ 差別をなくす市民集会 小 午後1時30分 無料 大和高田市　人権施策課 ☎22-1101
（内線279）

5日㈰ 25周年記念　
松岡ひとみバレエスクール　第14回発表会 大 午後5時30分 無料 松岡ひとみバレエスクール ☎0744-28-2009

5日㈰ リトルコンサート 小 午後0時10分 無料 新口 ☎090-7555-1957
8日㈬ しまじろうコンサート　「しまじろうとロボ

ットのくに」 大 午後1時30分、
午後4時10分

全席指定
前売1,960円

しまじろうコンサート
お客さま窓口

☎0120-988-883
（受付：午前9時～午後9時）

○ときめきの第九　合唱団員募集中
12月23日（祝・水）の第九公演に向けて、合唱団員を募集しています。初心者の人には、発声・発音から丁寧に指導します。学生の人も大歓迎です。
　▷募集人数　140名（定員になり次第締切）　　　　▷練習場所　さざんかホール/大和高田商工会議所　経済会館　　　▷合唱指導　青木耕平、中川令子
　▷問合せ先　ときめきの第九の会事務局　☎080-9126-5050　※7月20日（祝・月）　午後2時から、オリエンテーション・結団式があります。
　　詳細、申込方法は、ときめきの第九の会ホームページ（http://www.tokimeki9.info/）へ。
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