
2017

9
No.988

交通安全&子育てフェスティバル… ……… 1
English…World… ……………………………2
市民体育大会…………………………………3
「マザーズセミナー」参加者募集…………… 4
ヘルシーライフ…………………………5～6
くらしの案内……………………………7～8
お知らせBOX…………………………… 9～�
情報アンテナ……………………………�～�

I

N

D

E

X

広報誌　やまとたかだ　2017.9　No.988
●人口／66,141人（－65）男／31,339人（－12）女／34,802人（－53）●世帯数／29,749世帯（＋5）平成29年8月1日現在（　）内は前月比です
■発行／大和高田市役所　〒635－8511　大和高田市大中100－１　☎22－1101　 52－2801　URL http://www.city.yamatotakada.nara.jp/
■企画・編集／企画広報課　■印刷／橋本印刷株式会社　　各課への問い合わせは、市ホームページの「組織から探す」から送信することもできます。

お知らせ版
やまとたかだ

　7月29日、さざんかホール南側の馬冷池公園で「こども夢街道」が開催さ
れました。市内のこども園・幼稚園・小学校などが、ペットボトル容器を
加工して灯

とうろう

篭を作り、公園内に飾りつけました。
「自分が作った灯

とうろう

篭はどこかな」
「一生懸命つくったから、みんなキレイだね」
　家族から、友だちから、いろいろな声が聞こえました。
　この日、さざんかホール北側では「活活まつり」が行われ、夜店やパ
フォーマンスを楽しむ人が、たくさん訪れていました。夜店から溢れるに
ぎやかな灯りと、灯篭からこぼれる幻想的な灯り。ふたつの灯りが混ざり
合い、さざんかホール周辺を包みこみました。

〔平成29年7月29日撮影　こども夢街道〕

あたたかい灯りに包まれて

大和高田市ホームページ



◎総合福祉会館内
●交通安全クイズラリー
●交通安全啓発コーナー
●「ヒート　ハート たかだ」による啓発イベント（ペープ

サート）
　「交通ルールを守ろう」「アンパンマンとトランプのくに」
●交通安全母の会ゲームコーナー（チケット制1回50円）
・…サイコロゲーム・わなげ・ボウリング・スーパーボール
すくい・信号的あてチャレンジ・交通安全グッズ釣り
※チケットは当日、総合福祉会館2階で販売
　6枚綴り250円（ばら売りあり・払戻不可）
●手作り体験
●親子でつくってあそぼう
・…紙コップけん玉・紙コップの動くおもちゃ・手作りカ
スタネット
・手作りうちわ・牛乳パックぴょんぴょんかえる
●みくちゃんグッズ販売
● お楽しみ劇場（パネルシアター、エプロンシアター、大

型絵本など）

●バルーンアート
●プレイルーム
●パネル展示
　…交通安全ポスター等交通安全に関するもの、少子化
対策推進事業、幼稚園・こども園の紹介など

◎ゲートボール場内
●模擬店（50円から）
・…からあげ・きつねうどん・フライドポテト・カレー・
フランクフルト・えびせんたまごのせ・みたらし団
子・焼きそばなどの販売

◎ふれあい交通広場
●ゴーカート試乗コーナー（運転は免許保有者に限る）
●警察ふれあいコーナー
・ちびっこポリス撮影会（制服を着てパトカーと記念撮影）
●ＪＲ体験コーナー
・ちびっこ車掌撮影会
※…雨天の場合、ゴーカートは中止、他は総合福祉会館内
で実施

＜駐車場の案内＞
　�高田西中学校・ハローワーク（高田公共職業安定
所）・さくら荘・泉建設資材置き場
※満車のときはご了承ください。
※�できるだけ、公共施設循環バス（きぼう号）を利用して
ください。

▷主催　大和高田市交通対策協議会
　　　 大和高田市少子化対策推進本部　

〔生活安全課　内線321・児童福祉課　内線582〕

▷とき・ところ　

9月16日㈯　午前9時30分～午後2時
総合福祉会館・ふれあい交通広場・さくら荘ゲートボール場
家族で楽しく遊びながら、交通ルールなどを学びます。
また、食べ処、遊び処、学び処など、3つのコーナーで参加体験型の「交通安全」
と「子育て」の合同イベントを開催します。
※雨天の場合は、内容が変更・中止となる場合あり
※警報が発令された場合は中止

◆式典　午前9時30分から（総合福祉会館３階研修室）
◆奈良県警察音楽隊カラーガード隊によるミニコンサート
　午前10時10分～30分（総合福祉会館３階研修室）
◆イベント　午前10時30分～午後2時まで

交通安全＆子育てフェスティバル
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English World
 ～世界を旅しよう～

　パスポートを持って、世界
をまわってみませんか。いろ
いろな国の人と話し、英語を
使って音楽やゲームを楽しみ
ましょう。

▷�とき　11月23日（木・祝）
　第1部　午前10時～正午（受付：午前9時から）
　第2部　午後1時30分～3時30分（受付：午後1時から）
▷�ところ　市民交流センター（コスモスプラザ）2階交流ス
ペース（片塩町12-5）
▷�内容　外国人講師6名（アメリカ、カナダ、イギリス出身な
ど）がブースを作り、子どもたちにそれぞれの国の文化や
特色などを紹介
▷�対象　県内に住んでいる小学生
▷�定員　各部60名
▷�持ち物　筆記用具（えんぴつ、消しゴム）
▷�申込方法　往復はがきに、住所・名前・年齢・電話番号・参
加希望の部（第1部・第2部）を書いて、9月29日（当日消
印有効）までに下記へ。
▷�申込先　〒635-8511　大和高田市大字大中100-1　
大和高田市役所企画広報課内　大和高田・リズモー都市
友好協会事務局
▷�注意事項
・応募者多数の場合は抽選
・往復はがきは、1人1枚で申し込み。
・第1部、第2部を同時に申し込むことはできません。
・�会場に駐車場はありません。公共交通機関などを利用し
てください。
・イベント当日の朝に警報が出た場合、中止となります。

〔大和高田・リズモー都市友好協会事務局　☎22-3431〕

おとなのピアノ教室
▷�とき　10月5日・19日・26日
　　　　11月2日・9日・16日・30日
　　　　12月7日・14日・21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　9月16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〕

薬膳料理教室
▷�とき　10月20日㈮、11月17日㈮、12月15日㈮　
　午前10時～午後1時30分
※�3回連続受講が基本。締切後、空き状
況により、1回のみの受講可能

▷�ところ　中央公民館
▷�対象　市内在住または在勤の成人（性
別問わず）
▷�定員　16名　※申込多数の場合は、
抽選
▷�費用　4,100円（3回分）
▷�持ち物　エプロン、三角巾、ふきん
▷�申込方法　9月15日㈮までに、中央公民館へ電話または
窓口へ。

〔中央公民館　☎22-1315〕

山中しんちゃん
　絵本の広場

▷�とき　9月26日㈫  午前10時から
▷�ところ　市民交流センター（コスモスプラザ）3階す

こやか広場（片塩町12－5）
▷�対象　就学前の児童とその保護者
▷�定員　先着25組
▷�申込方法　9月18日㈪から、受け付けます。「すこや

か広場」へ来てください　※電話不可

〔市民交流センター　親と子のすこやか広場　☎44-3213〕
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第70回　市民体育大会
〔陸上レクリエーション大会〕

団体対抗リレー　参加チーム募集
▷�募集チーム数　男女各16チーム
▷�チーム編成　1チームは10代（中学生以
上）、20代、30代、40代より各1名の4人
で編成する。
※�年齢が上の人は、下の年齢区分でも参加で
きます。
※�男女混成チームでも参加できます。男性の
部に女性が入ることは可能ですが、女性の
部に男性が入ることはできません。
※原則として各団体１チームとします。
※�年齢は、平成29年10月15日（大会当日）現
在の満年齢とします。

▷�競技方法　各自トラックを半周ずつ走行
▷�申込方法　9月２９日㈮までに総合体育館へ
▷�エントリー　大会当日、エントリー用紙を大
会本部席へ提出してください。

10月15日㈰　午前8時30分　開会式
※雨天の場合は中止

総合公園多目的グラウンド（大字出３２５）

　（写真は、昨年の様子です）

※�午前中の出場者には抽選券、午後からの競技入賞者には、賞品
があります。
　また、抽選で素敵な賞品も進呈します。

プログラム
順 午前の競技 対象 内外別
１ ラジオ体操 全員 内
２ それ行け！卓球便 来賓 外
３ 愛恵幼稚園鼓笛隊 愛恵幼稚園児 内
４ スプーンレース 高齢者 外
５ 宝さがし 幼児 内
６ 少年野球対抗リレー（1次予選） 少年野球 外
７ 綱引き合戦 中・高・一般 内
８ 40 メートル競走 小学 1・2年 外
９ 60 メートル競走 小学 3・4年 外
10 80 メートル競走 小学 5・6年 外
11 団体対抗リレー（予選） 各種団体 外
12 スポーツ少年団対抗リレー（予選）スポーツ少年団 外
13 借り物競走 地域婦人会 外
14 ぐい飲み競走 スカウト 外
15 少年野球対抗リレー（2次予選） 少年野球 外

（昼食）
（グラウンドゴルフとペタンクに挑戦）

順 午後の競技 対象 内外別
16 民踊 地域婦人会 内
17 回って・回って 中・高・一般 内
18 玉入れ合戦 高齢者・幼児 内
19 回転ジャンプ 小学 1・2年 外
20 モグラ競走 小学 3・4年 外
21 人間モトクロス 小学 5・6年 外
22 けつ圧測定 地域婦人会 内
23 大縄跳び 各種団体 内
24 スカウト対抗リレー（決勝） スカウト 外
25 スポーツ少年団対抗リレー（決勝）スポーツ少年団 外
26 少年野球対抗リレー（決勝） 少年野球 外
27 団体対抗リレー（決勝） 各種団体 外

〔体育振興課　☎22-8862〕
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▷�とき　9月9日㈯　午後1時から（開場：午後0時15分）
▷�ところ　さざんかホール（大ホール）
▷内容　式典と演芸
　司会：寺田有美子
　漫才：ミヤ蝶美・蝶子
　歌謡ショー：大空美樹
　大神楽曲芸：豊来家玉之助
　落語：ザ・ぼんち（ぼんちおさむ・里見まさと）
▷�対象　満70歳以上の人（昭和22年9月30日までに
生まれた人）
※�対象者には、「敬老会案内状」を送ります。必ず、��
「案内状」を持ってきてください。
※�8月28日㈪までに「敬老会案内状」が届かない場
合は、社会福祉課へ連絡してください。
※�参加できなかった人は、案内状を持って記念品を
受け取りに来てください。
　�9月11日㈪～13日㈬の間に、市役所1階ロビー
で、お渡しします。

〔社会福祉課　内線534〕

敬 老 会

子育てママの就職準備講座
「マザーズセミナー」参加者募集

1号車

2号車

奈良農協天満支店前（11:40…発）
→西坊城市場前（11:45…発）
→出郵便局前（11:47…発）
→浮孔駅バス停（11:50…発）→さざんかホール

3号車
曽大根バイパス下 JR…踏切東側（11:…50…発）
→東中バス停（11:55…発）
→栄町バス停（11:58…発）
→高田市駅バス停（12:03…発）→さざんかホール

4号車

5号車

朝井酒店前（11:30…発）
→北敷島町地蔵尊前（11:35…発）
→野口和里前（11:45…発）
→陵西小学校バス停（11:50…発）
→市場北口バス停（11:52…発）
→陵西市場バス停（11:54…発）
→新田バス停（11:57…発）→さざんかホール

6号車

東部こども会館横駐車場（11:20…発）
→土庫小学校前（11:30…発）
→松塚山陽プラスチック㈱前（11:35…発）
→藤森バス停（11:40…発）
→池尻大和グリーンハイツ前（11:50…発）
→セブンイレブン日之出町店前（11:55…発）
→さざんかホール

7号車
田井橋東側堤防（11:45…発）
→田井新町バス停（11:50…発）
→東三倉堂バス停（11:55…発）
→今里バス停（12:00…発）→さざんかホール

敬老会バス敬老会バス
配車表（無料）

　マザーズセミナーは、そんな子育てをしながら働き
たいあなたを応援します。
　再就職をした先輩ママの体験談も聞けます。
　ぜひ参加してください。

　「子育てと仕事、両立できるかな」「就職をするた
めに、どんな準備をしたらいいの」「ブランクがある
し・・・」「保育所や児童ホームは、どのように利用でき
るのかしら」

●主な内容
○�ハローワークの就職支援ナビゲーターから、就職活
動の準備、心構えや応募書類の書き方・面接のポイ
ントなどをアドバイス
○�先輩ママからの体験談
○�市の担当者から保育所や幼稚園の入所などについ
ての説明
○質問コーナー
▷�とき　10月13日㈮
　　　　午前10時～正午
▷�ところ　総合福祉会館2階　会議室１
▷�定員　30名（申込多数の場合、抽選）
▷�申込方法　9月28日㈭までに、電話（☎22-1101）
FAX（ 52-2801）、または、メール（gender@city.

yamatotakada.nara.jp）に（「マザーズセミナー」
受講希望、住所、名前、年齢、電話番号を書いて、男女
共同参画推進係へ。
※�メールで応募する場合は、件名（タイトル）は必ず
「マザーズセミナー申し込み」としてください。

◎託児ルームがあります。
　※予約制・無料
▷対象　0歳～就学前
▷定員　8名（申込多数の場合、抽選）
※�希望する人は、9月28日㈭までに男女共同参画推進
係へお申し込みください。

【共催】　大和高田市・ハローワーク大和高田
〔人権施策課　男女共同参画推進係　内線287〕
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ウェルカムベビー教室B
～知って安心！私らしく出産～

初めての妊娠・出産の人、友だち
づくりをしたい人におすすめです。
助産師・保健師・栄養士が、インター
ネットや本だけではわからないコツ
や知って安心の情報を伝えます。プレ
パパや家族の妊婦体験も好評です。
▷とき　10月11日㈬
　受付：午前9時～9時20分
　終了予定：正午
▷ところ　保健センター
▷内容　「知れば安心！出産のコツ」
▷対象　プレママ（妊婦）・プレパパ、
祖父母、家族になる人
※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。

▷申込み　保健センターへ、電話ま
たは窓口で。

もぐもぐ教室

子どもの栄養と離乳食について
の話や試食を行います。初めての子
育てにとまどっている人は、ぜひ参
加してください。
▷とき　10月20日㈮　午前9時45
分～ 11時30分
　（受付：午前9時30から）
▷ところ　保健センター

▷内容　子どもの栄養や離乳食の
話・離乳食のデモンストレーショ
ン・試食（保護者対象）
▷対象　平成29年4月・5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　母子健康手帳・赤ちゃん
に必要なもの（オムツ・ミルク・バス
タオルなど）
▷申込方法　保健センターへ電話、
または窓口で。
※保護者のみの参加も可

秋の胃・肺・大腸がん検診

◎保健センター
▷�とき　9月4日㈪・※8日㈮・13日
㈬・15日㈮・19日㈫・※26日㈫、
10月23日㈪・30日㈪、11月2日
㈭・7日㈫�
※は、女性のみ

▷受付　午前8時45分～11時15分
◎市民交流センター（片塩町12-5、
駐車場有料）

▷とき　10月24日㈫
▷受付　午前9時～ 11時15分
▷対象　40歳以上の人
▷検診料　胃がん1,000円、肺がん
400円、大腸がん500円
※検診料の免除要件（保健事業案
内参照）に該当する人は、検診日
までに保健センターの窓口へ申請

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

生活保護受給者の健康診査の

40歳以上の生活保護を受給して
いる人（内科治療中の人は除く）で、
医療機関で健診を受ける機会のな
い人は、1年に1回、自分の健康状
態を知るために健診を受けましょう。
▷とき　11月～ 12月22日の月～
木曜日（受付：午前10時30分か
ら）
▷ところ　葛城メディカルセンター
▷内容　体重、身長、腹囲の測定、
血圧測定、血液検査、尿検査など

▷費用　無料
▷申込方法　9月～11月末までに、
本人または家族の人が保健セン
ター窓口で申し込む。生活保護受
給の確認をします。生活保護受給証
明書は不要です（本市以外で受給し
ている人は持ってきてください）。�
　　詳しくは、保健センターへ問い
合わせてください。

〔保健センター　☎23-6661〕

奈良県風しん抗体検査

妊娠前半期の女性が風しんにか

◎ 結核は過去の病気だと思ってい
ませんか
現在でも毎年全国で約2万人近

くの人が、本市でも平成26年～
28年の3年間で31名の人が、新た
に結核にかかっています。結核に

かかる人は決して少なくありませ
ん。
奈良県の結核発症者の年代別
割合をみると、約7割が65歳以上
です。高齢になると結核にかかっ
ても目立った症状が出ないことも
あるので、1年に1回の健康診断
（胸部レントゲン検査）が重要です。
◎ 結核の初期症状は風邪とよく似

ています
風邪と思い込んでいるうちに診
断が遅れて周囲の人に感染させた
り、重い症状に進展することもあり
ます。「2週間以上せきが続く」「か

ぜがなかなか治らない」「かぜ薬が
効かない」場合は、早期に医療機
関を受診しましょう。
◎結核予防のポイント
①免疫力を低下させない・・・規則
正しい生活と健康管理を心がけ
ましょう。
②検診で早期発見する・・・特に65
歳以上の人で、今年の春の検診
をまだ受けていない人は、9月
からの肺がん検診（結核検診も
含む）を受けましょう。
　肺がん検診（要予約）の日程や、
不明な点は、保健センターに問
い合わせてください。

9月24日～30日は結核予防週間です

奈良県の年代区分別結核罹患割合
（平成27年）

出典：厚生労働省

20 歳未満
　　　0.9％
20歳未満

　　　0.9％ 20歳以上
65歳未満

　　　23.9％

20歳以上
65歳未満

　　　23.9％

65歳以上
　　75.2％
65歳以上
　　75.2％

65歳以上が
　  7 割！

ウェルカムベビー教室Ｂ
～知って安心！私らしく出産～

生活保護受給者の健康診査

奈良県風しん抗体検査

もぐもぐ教室

秋の胃・肺・大腸がん検診
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［大和高田市運動普及推進員協議会］

■献血にご協力を
▷とき　10月10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

かると、胎児が心疾患や白内障、難
聴など「先天性風しん症候群」と呼
ばれる症状を発症することがありま
す。奈良県では、主にこれから妊娠
を希望する人（配偶者を含む）を対象
に風しん抗体検査を無料で実施し
ています。
▷検査期間　平成30年2月28日ま
で�（申し込みは、平成30年1月31
日まで）

▷対象　県内在住で妊娠を希望す
る女性、およびその配偶者（事実
上婚姻関係と同様の事情にある
者）、風しんの抗体価が低い妊婦
の配偶者
ただし、次に該当する人は対象外
です。
①過去に風しん抗体検査を受けた
ことがある（出産経験者は妊婦健
診に風しん抗体検査が含まれて
います）
②明らかに風しんの予防接種歴が1
回以上ある（平成2年4月2日以降
生まれの人は対象外。定期接種2
回対象者のため）
③風しんの既往歴がある
▷市内の協力医療機関（抜粋）　春
日医院・きむクリニック・黄クリニッ
ク・酒本医院・土庫こども診療所・
土庫病院・中村医院・東辻医院・日
の出診療所・大和高田市立病院

▷申込方法　県医療政策部保健予

防課のホームページから申込書
をダウンロードし、必要書類など
を県保健予防課宛てに郵送、また
は中和保健所（橿原市常磐町
605-5）で申込書を書いて提出す
る。確認でき次第、受診票が届く
ので協力医療機関へ電話申し込
み後、受診する。
　　詳しくは、県のホームページを
見てください。

〔奈良県保健予防課感染症係　
☎0742-27-8612〕

受け忘れていませんか？

4月に、子宮頸（けい）がん･乳が
ん検診の無料クーポン券を下記の
対象者に送付しました。有効期限間
際になると、予約が埋まり、希望の
日に受けられない場合があります。
まだクーポンを使用していない人
は、早めに予約・受診しましょう。
紛失した人は、再発行するので、
保健センターへ連絡してください。
▷検診期間　平成30年2月末まで
▷対象者　平成30年4月1日までに
下記の年齢になる人
　子宮頸がん検診…21歳の女性
　乳がん検診…41歳の女性

運動普及推進員
高橋百美子さん

＜仰向け太ももストレッチで「プラス・テン」＞
①�床に座って両足を伸ばした姿勢から片ひざを折り、上
体を後ろに倒し、両ひじを伸ばして30秒間上体を支
え、太ももの前側の筋肉を伸ばす。
②�さらに上体を後ろに倒し、両ひじを床につけて30秒
間上体を支え、太ももから骨盤の前側の筋肉を伸ばす。
左右の足を入れ替えて同様に行う。
→①と②それぞれ3セットを1日3回おこないましょう。

➡

体をしっかり支える太ももの筋肉を気持ちよく
伸ばし、血行を良くして疲労を解消しましょう。
血行が良くなることで、冷え・むくみの予防に
もなります。曲げたひざを浮かせないで、しっ
かり床につける事がポイントですが、痛い場合
は無理をしないようにしましょう。

今日からはじめる+10 今より1日10分多く
体を動かしましょう!プラステン

9月は食生活改善普及運動
月間です。

毎日の食事を少し意識することで
プラス１皿の野菜摂取や減塩に取り
組むことにつながります。

【問い合わせ先】
大和高田市保健センター

☎ 23-6661

受け忘れていませんか？
子宮頸がん・乳がん
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くらしの案内くらしの案内
市　税市　税

9月は固定資産税（第3期）と国民
健康保険税（第3期）の納期月
　納期限は10月2日㈪です。固定資
産税の納税通知書および納付書は
4月に、国民健康保険税は7月にそ
れぞれ発送済みです。

市税などの納付について
　市税などの納付は、｢自主納付｣を
お願いしています。納付方法は、納
付書裏面に記載の納付場所で納め
るか、口座振替により納付する方法
があります。
　また、納期限の過ぎた納付書は、
コンビニエンスストアでは使えませ
ん。金融機関で納付するか（受け付
けてもらえない場合もあります）、
収納対策室まで連絡してください。
　納め忘れた市税・国民健康保険
税は、一定期間が過ぎると督促手数
料や延滞金が加算されます。納め忘
れのない便利な口座振替をおすす
めします。

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（届
けてから3週間程かかります）。
▷�振替日　市税：各納期月の末日
　国民健康保険税：各納期月の26日
　いずれも振替日が休日・祝祭日の
場合は翌営業日となります。なお、
12月に限り、市税・国民健康保険税
ともに25日が振替日となります。注
意してください。　　　　　　

督促手数料・延滞金
　督促状は地方税法に基づき、納
期限から20日程経過しても納付が
確認できない人に発送しています。
なお、納税相談で決められた日に分
割納付しても、当初の納期限までに
納付額に達していない場合は、対象
となります。
　督促状を発送すると、1通につき、
督促手数料100円を納めることに
なります。また、延滞金は納期限の
翌日から計算し、最初の1か月は年

2.7％、1か月を経過した日以降は年
9.0％の割合でかかります（100円
未満の端数があるときは切り捨て
計算します）。
※�延滞金の金額が当初1,000円以
上になると請求します。

〔収納対策室　内線238〕

市町村と県との不動産合同公売
の実施
　差押財産の換価のため、市町村と
県が合同で不動産の公売を実施し
ます。出品物件については状況によ
り変更・取下げとなる場合がありま
す。
　物件について、詳しくは広報誌10
月号、市ホームページ(9月26日から
公開)を確認、または、市役所収納
対策室へ問い合わせてください。

〔収納対策室　内線236〕

国　保国　保
特定健診の集団健診
　国民健康保険では、40歳から74
歳までの人を対象に、生活習慣病予
防のための健診を自己負担1,000円
で受けられる「特定健診」を翌年1
月末まで実施しています。
　5月から特定健診実施医療機関
で受診できる個別健診を実施して
いますが、あわせて9月から、保健セ
ンターなどの特設会場で受診できる
集団健診を実施します。集団健診の
受診を希望する人は、保険医療課国
保係へ電話予約してください。
　なお、個別健診は、各実施医療機
関へ直接予約してください。
　平成29年度に健診を受診すると、
商品券1万円分が抽選で50人にあた
るキャンペーンを実施しています。こ
の機会にぜひ受診してください。
▷�対象　国民健康保険に加入して
いる40歳～74歳の人
▷�費用　1,000円
▷�必要なもの　国民健康保険の保
険証、受診券、質問票
▷�期間　平成30年1月31日㈬まで
▷�受診方法
　○�集団健診…保険医療課国保係

へ電話予約
　○�医療機関個別健診…各実施医
療機関へ電話予約

　の2つから選択できます。
※�特定健診実施医療機関や商品券
があたるキャンペーンなど特定健
診について、詳しくは受診券に同
封のパンフレットを見るか、保険
医療課国保係まで。
◎集団健診の日程

とき ところ
　9月27日㈬ 保健センター
10月　5日㈭ 保健センター
10月13日㈮ 保健センター
10月16日㈪ 保健センター
11月10日㈮ 保健センター
11月11日㈯ 土庫公民館
11月15日㈬ 保健センター
11月20日㈪ 保健センター
11月25日㈯ 菅原公民館
11月28日㈫ 保健センター

12月　2日㈯ 葛城メディカルセンター
（保健センター3階）

12月　7日㈭ 葛城コミュニティセンター
12月　9日㈯ 陵西公民館
12月12日㈫ 保健センター
12月18日㈪ 保健センター
平成30年
　1月19日㈮ 保健センター

　1月22日㈪ 保健センター

　1月27日㈯ 葛城メディカルセンター
（保健センター3階）

　1月29日㈪ 保健センター
　1月31日㈬ 保健センター
※各日定員50人
※�受付は①午前9時～9時30分
　②午前10時～10時30分
〔保険医療課　国保係　内線568〕

お詫び
　7月6日付で送付した「後期高齢
者医療保険料額決定通知書」の裏
面に、記載誤りがありました。
13行目（誤）26.5万円→（正）27万円
14行目（誤）48万円→ （正）49万円
15行目（誤）5割軽減→（正）2割軽減
19行目（誤）9割軽減→（正）7割軽減
　なお、決定通知書に記載されてい
る金額については、誤りはありませ
ん。訂正して、お詫びします。
〔保険医療課医療係　内線583〕
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くらしの案内くらしの案内

退職などによって、夫が厚
生年金の資格を喪失したと

き、扶養となっている60歳未満の
妻は、国民年金第1号被保険者に
なった届け出が必要です。
　夫の会社で発行された「厚生年
金保険等資格喪失証明書」など、
扶養からはずれた日付がわかる書
類を持って市役所年金係へ手続き
に来てください。
　なお、夫は60歳を超えているた
め、国民年金の手続きは必要あり
ませんが、年金の受給資格期間が
不足している場合は、任意加入も
できます。
　結婚や就職、退職は年金も節目
です。届け出を忘れ、未納期間を
作ってしまわないよう注意してく
ださい。

〔市民課年金係　内線 529〕

Ａ

　　�私は、57歳の専業主婦で
す。夫の扶養となっていまし

たが、このたび夫が60歳で会社
を定年退職しました。国民年金
の手続きは必要ですか。

★☆ 夜間窓口 ☆★★☆ 夜間窓口 ☆★
ご利用ください

�　　�固定資産税・都市計画税・
市県民税・軽自動車税・
国民健康保険税窓口

▷とき　9月28日㈭
　【次回予定　10月26日㈭】
　午後5時15分～8時
▷ところ　市役所2階　収納対策室
　☎22-1108（夜間窓口専用）
　昼間の納付が困難な人や、納税相

談が必要な人は、利用してください。
※�課税についての問合せ・申請は
受け付けられません。業務時間内
に税務課へお願いします。

�　　水道料金の夜間窓口
▷とき　9月6日㈬・20日㈬
　�【次回予定�10月4日㈬・18日㈬】
▷ところ　上下水道部総務課総務料金係
　☎52-1366（夜間窓口専用）
※�6か月（3回分）以上滞納すると、給
水を停止します。また、滞納者へは
法的措置を行うことがあります。

　マイナンバーカード（個人番号
カード）の申請受付とマイナンバー
カードの交付をおこなう休日窓口
を、下記の日程で開設します。
　申請者本人が来てください。
▷�とき　9月30日㈯
　　　��午前9時～正午
�【次回予定　10月28日㈯】
▷�ところ　市役所１階市民課
※�持ち物など、詳しくは、市民課
まで問い合わせてください。

〔市民課　内線530〕

マイナンバーカード
休日窓口を開設

マイナンバーカード
休日窓口を開設

◎申請方法　
①�スマートフォンで顔写真を撮影。
②�スマートフォンのカメラで交付申
請書のQRコードを読み取り、申
請用WEBサイトにアクセスして
メールアドレスを登録。
③�登録したメールアドレス宛に
通知される申請者用の申請用
WEBサイトにアクセス。

④�画面の案内にしたがって、必要
事項を入力し、顔写真を添付し
て送信。
※�登録したメールアドレス宛に、申
請が完了した旨のメールが届き申
請完了となります。

マイナンバーカードは
スマートフォンでも

申請できます

マイナンバーカードは
スマートフォンでも

申請できます

児童福祉児童福祉
「児童手当・児童扶養手当・特
別児童扶養手当」の現況届
　手当の受給には、毎年、現況届の
提出が必要です。済んでいない場合
は手続きをお願いします（毎年の現
況届の提出は、児童手当は6月、児
童扶養手当は8月、特別児童扶養手
当は8月中旬～9月中旬です）。
〔児童福祉課　内線567・576〕

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・販売などを行い、高額な代
金を請求する悪質な業者が増えて
います。
　不審に思ったら、水道工務課（☎�
52-3901）へ問い合わせてください。

急なにごり水にご注意
　水道工事や断水、火災による消
火活動などで、水道管を流れてい
る水の速さや方向が変わり、にごり
水が出ることがあります。そのよう

な場合は、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。

水道管の漏水調査にご協力を
　水資源の有効利用を目的に、水
道管の漏水調査を実施します。調査
は、道路に埋設した水道管の漏水
を探知するため、各家庭のメーター
に音聴棒を当てて行います。市上下
水道部漏水調査業務委託の身分証
明書を携帯した調査員が、訪問しま
す。ご協力をお願いします。
▷�訪問期間　11月末までの午前8
時30分～午後5時

��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。
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広告欄

０６－１

■市民体育大会　水泳の部参加者募集
▷�とき　11月12日㈰午前10時から
（受付：午前9時から）
▷�ところ　総合公園コミュニティ
プール（大字西坊城414）
▷�出場資格　市内に在住または通
学・通勤している人および体育協
会水泳部加入者
※ただし、小学4年生以上に限る。
▷�年齢区分
・�個人種目（小学/中学/高校/一般
の男女別に実施）
※一般の部は年齢区分有
・�リレー種目（男女別で4人年齢合
計で編成）
▷�競技種目　自由形、背泳ぎ、平泳
ぎ、個人メドレーなど
▷�申込方法　10月6日㈮までに、申
込用紙（総合体育館設置）に必要
事項を記入し、総合体育館へ。
※小学生は保護者の署名・捺印必要
※�個人種目は1人2種目以内（ただ
し、リレーは除く）
※水曜日は休館
▷�費用　無料（ロッカー使用料10
円は個人負担）
※�詳しくは、総合体育館または、水泳�
部長�北林（☎090-3353-9441）
まで。

〔体育振興課　☎22-8862〕

■おかげ祭りパレード参加グループ
（連）を募集
▷�とき　10月8日㈰午後１時から
▷�コース　龍王宮周辺商店街
▷�応募資格　10名以上のグループ
（服装は自由）

※�市制作の「高田おかげ祭り」の音
楽にあわせて、踊ってください。
※振付担当は、文化協会・福本さん
▷�申込方法　ハガキ、またはFAX
（ 52-2801）に、グループ名・
参加人数・代表者の名前・住所・
連絡先を書いて、9月20日㈬【当
日消印有効】までに、市産業振興課
（〒635-8511大中100-1）へ。

〔産業振興課　内線265〕

０６－２

■子育て支援センターからのお知らせ
　いずれも市内在住の未就園児が
対象、費用無料・申込不要です。
◎プレイルームで遊ぼう
▷�とき　火～土曜日　午前9時～午
後4時（月曜日が祝日の場合は、

火曜日も休館）
▷�ところ　総合福祉会館1階
▷�内容　親子で遊べる安心で安全な
場所の提供と利用者同士の交流

◎�のびのび・すくすく・ひよこ・ベビーラ
ンドの開催

【のびのび・すくすくランド】
開催日 対象
　9月28日㈭

平成25年4月2日～
27年4月1日生まれの
子どもと保護者

10月24日㈫
11月　9日㈭
12月14日㈭

【ひよこランド】
開催日 対象
Aコース

平成27年4月2日～9月
30日生まれの子どもと
保護者

　9月13日㈬
10月26日㈭
11月22日㈬
12月　8日㈮

■大和高田市土曜塾
講座・講師（敬称略） とき ところ

やまと高田太鼓
（松本弘昭、表　秦憲、弓場一郎）9月2日㈯�午前10時30分から ときめき高田横駐車場

漢字検定対策※ 9月2日㈯�午後2時から 市立中央公民館
キッズ将棋、オセロ
（中村正継、増田佳美） 9月9日㈯�午後1時30分から 市立中央公民館

漢字検定対策※ 9月9日㈯�午後3時から 市立中央公民館
やまと高田太鼓
（松本弘昭、表　秦憲、弓場一郎）9月16日㈯�午前10時30分から ときめき高田横駐車場

英語で遊ぼう�（西川久美） 9月16日㈯�午後1時30分から 市立中央公民館
漢字検定対策※ 9月16日㈯�午後3時から 市立中央公民館
漢字検定対策※ 9月24日㈰�午後2時から 市立中央公民館
※�10月2８日㈯に中央公民館で漢字検
定を受ける児童のみ受講できます。
▷対象　5歳～18歳
▷定員　各講座とも50名
▷費用　保険料　1回10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〕

9 広報誌　　　　　　　2017年9月号



広告欄

Bコース
平成27年10月1日～
翌年4月1日生まれの
子どもと保護者

　9月29日㈮
10月27日㈮
11月29日㈬
12月　8日㈮

【ベビーランド】
開催日 対象
Aコース

平成28年4月2日～9月
30日生まれの子どもと
保護者

　9月　1日㈮
10月13日㈮
11月　2日㈭
12月　1日㈮
Bコース

平成28年10月1日～
翌年４月１日生まれの
子どもと保護者

　9月　7日㈭
10月18日㈬
11月14日㈫
12月13日㈬
Cコース

平成29年4月2日生ま
れ以降の乳児と保護者

　9月12日㈫
10月20日㈮
11月17日㈮
12月15日㈮

▷�時間　いずれも午前10時～11時
▷�ところ　総合福祉会館3階　研
修室か交流広間
▷�内容　同年齢の子どもと保護者
が集まり、親子で友だち作りがで
きる場所の提供
※�対象年齢以上の兄弟の参加はで
きません。
◎チビッコ広場であそぼう
　楽しい遊びがいっぱい。友だちを
誘って参加しませんか。
▷�とき　9月5日、10月3日、11月7
日、11月28日、12月5日
　いずれも火曜日　午前10時から
※�11月28日は親子体操（生涯学習
課主催）
　各日の詳しい内容は、子育て支援

センターに問い合わせてください。
※時間厳守
▷�ところ　総合福祉会館　3階研
修室。

〔子育て支援センター　☎23-1501〕

■さわやか生活教室
とき ところ 担当

9月 8日㈮ 土庫公民館
（土庫）

ふれあい在宅介護
支援センター
☎53-5499

9月21日㈭
葛城コミュニ
ティセンター
（曽大根）

天満在宅介護
支援センター
☎23-1161

▷�時間　午後2時～4時
▷�内容　認知症予防についての話、
家でもできる簡単な体操やスト
レッチ、体力測定
▷�持ち物　お茶、持っている人は『介
護予防手帳』『体力測定記録用紙』

※費用無料、申込不要
〔地域包括支援課　内線558〕

■計量器（はかり）の定期検査
　物品の売買・取引に使用する計量
器は、2年に1回の検査が義務づけら
れています。公正な取引のため、必ず
検査を受けましょう。また病院、学校
などの健康診断に使用する体重計も
定期検査が必要です。
▷�とき・ところ

月　日 時　　間 検査場所

10月　3日㈫ 午前9時～午後3時 所在場所検査

10月　4日㈬ 午前10時～正午
午後1時～3時

さざんかホール
（西側搬入口）

10月　5日㈭
午前10時～正午 葛城コミュニティセンター
午後1時30分
～午後2時30分 農協天満支店

10月10日㈫ 午前9時～午後3時 所在場所検査

10月11日㈬ 午前10時～正午
午後1時～3時

市役所
正面玄関

10月12日㈭ 午前10時～正午
午後1時～3時

市役所
正面玄関

▷�費用　500円～2,200円程度（は
かりの種類による）

〔産業振興課　内線265〕

０６－３

■子育てサポーター養成講座
▷�とき　10月3日㈫・4日㈬・5㈭・
11日㈬・12㈭・13日㈮・18日㈬・19
日㈭・26日㈭・27日㈮・31日㈫
　全11回　午前10時～正午
※�10月13日㈮・31日㈫は、午前9時
30分～正午
※10月19日㈭は、午前9時～正午
▷�ところ　総合福祉会館　2階会
議室
▷�内容　12歳までの子どもを託児
する有償ボランティアの養成講座
�　�（主な活動は、幼稚園などでの
行事の際の集団託児です）
▷�対象者　市内在住の20歳以上
で、健康で子育てに関心がある人
※�子育て中の人で子育てに役立てる
ための受講のみも可
▷�費用　無料
▷�定員　30名
▷�申込方法　9月22日㈮までに、電
話で下記へ。
※月曜日・祝日は休み
〔子育てサポートクラブ

　☎23-1006〕
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「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。」

●�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。

●�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）

9 月のし尿収集予定■使用済みの食用油の回収△

９月の回収日　9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。利用してください。
◎�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〕

日 曜 収　集　区　域
1 金 奥田県住、出、秋吉
2 土 大谷、北角、敷島町

4 月 敷島町、奥田、吉井、根成柿、藤森、池尻、築山

5 火
敷島町、根成柿、吉井、旭北町、本
郷町、三和町、神楽、日之出西・東
本町、有井

6 水 根成柿、吉井、秋吉、東雲町、土庫住宅、有井、日之出町

7 木
東中、東中1・2丁目、春日町1・2
丁目、西坊城、出、松塚、土庫1・2・
3丁目、大東町、花園町

8 金
東中1丁目、春日町1・2丁目、南
本町、大中南、礒野町、出、勝目、
田井、曙町、材木町、昭和町

11 月 礒野、礒野北、南本町、北片塩、築山

12 火 大中北、新田、岡崎、中町、池田、領家、礒野北、築山

13 水 池田、領家、西代、市場、野口、築山
14 木 市場、野口、有井、築山

15 金 出屋敷、有井、西三倉堂1・2丁目、築山

19 火 西町、有井、内本町、中三倉堂1･2丁目、西三倉堂1・2丁目

20 水 中三倉堂1・2丁目、西三倉堂1・2丁目、甘田町、敷島町
21 木 中三倉堂1・2丁目、甘田町
22 金 曽大根

25 月 南陽町、蔵之宮町、甘田町、今里、旭北町、旭南町

26 火 大中東、南陽町、蔵之宮町、甘田
町、北片塩町、東三倉堂町、旭北町

27 水
蔵之宮町、甘田町、栄町、東中1・
2丁目、南今里町、中今里町、片塩
町、礒野東町

28 木 永和町、礒野南町、内本町
29 金 本郷町、北本町、高砂町、永和町

■高齢者交通安全教室
　依頼に応じて、交通指導員などが
交通安全教室を行います。楽しく、
わかりやすく、交通安全について講
習をします。町内会・高齢者サーク
ルなど、団体の大小は問いません。
　少人数でも行うので、気軽に問い
合わせてください。
▷�内容　高齢者の交通事故防止など

〔生活安全課　内線326〕

▷９月の開場日　9日・23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

ご利用ください
 JR高田駅西側駐車場

◎定期駐車券の利用条件
 ●  駐車場の利用場所は、指定できま

せん。
 ● 車庫証明は、発行できません。
 ● 満車時には、駐車できません。
 ● 営業時間外の入出庫は、できません。

◎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
★11枚で10枚分のお支払い！　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
／生活安全課　内線 321〕

1か月1万円の定期
駐車券発売中 !

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
 ●�児童相談所全国共通ダイヤル
☎ 0570-064-000　☎189
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07-1

●チャレンジ　 秋
しゅう
穫
かく
ハングルレッスン

　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　9月24日～10月29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　収穫の秋、韓国・朝鮮語に
チャレンジしましょう。料理、食事
のマナー、レストランでの注文・
会計の仕方など、食に関する基本
会話を学びます。
▷�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
は行っていません。
▷�連絡先　キム・カンヂャ（金康子）
　〒635-0003 土庫726-2
　 52-0402

●やまとたかだ2017創業塾
　受講生募集
▷�とき　9月9日、16日、23日、30日、
10月28日
※いずれも土曜日
▷�ところ　経済会館　4階会議室
（大中106-2）
▷�対象　創業予定者、創業を考えて
いる人

▷�受講料　5,000円（全5回）
▷�定員　15名　
※定員になり次第締切
　申込方法など、詳しくは下記へ。
〔大和高田商工会議所

　☎22-2201〕

●働く女性応援講座Ⅱ
▷�とき　9月16日㈯・30日㈯
　午後2時～4時（2回連続講座）
▷�ところ　桜井市まほろばセン
ター　第4研修室（桜井市桜井
1259番地　エルト桜井2F）
▷�講座名　「働く女性のためのコ
ミュニケーション講座」
▷�内容　さまざまな人が集まる職
場で、自分の考えや気持ちをきち
んと伝えつつ、相手のことも大切
にするコミュニケーションのコツ
を学びます。
▷�対象　女性30名（先着順、定員
になり次第締め切り）
▷�受講料　無料
▷�託児　1歳以上就学前までの子
どもひとりにつき、500円
▷�申込方法　9月12日㈫までに、
FAX（ 0742-22-6729）、ハ
ガキに講座名・住所・氏名・年齢
（○歳代）・電話番号・就業の有
無・託児希望の場合、子どもの名
前・生年月日を書いて、奈良県女
性センター（〒630-8216　奈良
市東向南町�6番地）へ。
※�奈良県女性センターのホームペー
ジからも申し込みできます。

〔奈良県女性センター　
☎0742-27-2300〕

　07-2

●かもきみの湯からのお知らせ
◎大和高田市民無料入浴日
▷�とき　9月13日㈬　午前10時～午
後11時（最終受付：午後10時）
▷�ところ　かもきみの湯（御所市
大字五百家333番地）
▷�対象　大和高田市在住の人
※小学生以下の人は、保護者同伴
※�対象者であることを確認できる
もの（運転免許証、健康保険証
など）を提示してください。コ
ピー不可。
※�他のサービスとの併用はできま
せん。
◎�「敬老の日」次回無料入浴券の配
布
▷�とき　9月18日㈪　午前10時～��
午後11時（最終受付：午後10時）
▷�ところ　かもきみの湯（御所市
大字五百家333番地）
▷�対象　当日入浴券、または回数券
で、かもきみの湯を利用した65歳
以上の人
�（昭和27年以前生まれの人）
▷�内容　次回無料入浴券の配布
�（利用期限：12月31日㈰まで）
※配布当日は利用できません。
※�対象者であることを確認できる
もの（運転免許証、健康保険証
など）と当日入浴券または回数
券を提示してください。コピー
不可。
※�他のサービスとの併用はできま
せん。
〔かもきみの湯　☎66–2641〕
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●患者等搬送乗務員基礎講習およ
び定期講習のご案内
◎基礎講習
▷�とき　10月28日㈯・29日㈰
　午前9時～午後5時
※2日間の受講が必要です。
▷�ところ　奈良県消防学校
�（宇陀市榛原下井足17-2）
※�初めて受講する人、または資格期
限切れの人が対象
◦定期講習①
▷�とき　11月1日㈬
　午後1時30分～4時30分
▷�ところ　奈良市防災センター
�（奈良市八条5丁目404-1）
◦定期講習②
▷�とき　11月2日㈭
　午前9時～正午
▷�ところ　かしはら安心パーク
�（橿原市東竹田町224-1）
※両日とも定員50名
※�平成27年度以降に基礎講習また
は定期講習を受講された人が対
象。2年以内に1回以上受講する
ことで資格は継続されます。
※期限切れに注意してください。
▷�対象者
・�奈良県広域消防組合消防本部の
認定を受けている患者等搬送事
業所の従業員
・�奈良県広域消防組合消防本部に
患者等搬送事業所としての認定
申請を予定している人およびその
従業員
▷�費用　無料（テキスト代別）
▷�申込方法
　10月2日～18日の平日午前8時
30分～午後5時の期間中に、最寄り
の消防署（奈良市、生駒市を除く）

に、6か月以内に撮影した、脱帽、正
面、上半身の写真（横2.5㎝×縦3
㎝）を2枚持参して申し込んでくださ
い。
※定員になり次第、締切
〔奈良県広域消防組合　

高田消防署　☎25–0119〕

●西和養護学校の就学・教育相談
と体験学習
　西和養護学校では、知的障がい
のある幼児や児童生徒の保護者を
対象に、就学相談や教育相談、体
験学習を実施しています。詳しくは、
下記へ。
〔県立西和養護学校　☎73-2111〕

●フラダンス体験レッスン
▷�とき　9月20日㈬
　午前10時～11時30分
▷�ところ　市民交流センター（コス
モスプラザ）2階交流スペース
▷�費用　無料
※誰でも参加できます
※申込不要
※先着15名にレッスン着を貸出
〔�ピカケレイラニ�アロハモエ（文
化協会）　
佐伯清恵　☎080-6156-0513〕

●「なら歯と口腔の健康づくり
　フェスティバル」開催
▷�とき　10月15日㈰
　午後0時30分～4時
▷ところ　奈良県歯科医師会館
▷内容　講演
　講師：一青�妙（歯科医師・エッセ
イスト・女優）、フッ化物塗布など
▷�申込方法　フッ化物塗布、おもし

ろ実験は、9月7日～9月22日に、
往復はがきで申し込み。詳しく
は、下記へ。

〔奈良県歯科医師会�
☎0742-33-0861〕

　07-3

●JICAボランティア募集
　技術や経験を活かし、開発途上
国の人々と共に生活し、相互理解を
図りながら行う海外でのボランティ
アです。事業主体は、国際協力機構
（JICA）が実施する、政府事業です。
▷�募集期間　9月29日㈮～11月1日
㈬正午まで
▷�応募資格
・�青年海外協力隊/日系社会青年ボ
ランティア…20歳～39歳の日本国
籍を持つ人
・�シニア海外ボランティア/日系社会
シニア・ボランティア…40歳～69
歳の日本国籍を持つ人
※�詳しくは、下記またはJICAホー
ムページ（https://www.jica.
go.jp/volunteer）へ。

〔�独立行政法人国際協力機構　
JICA関西国際センター　

☎078-261-0352〕

広告欄
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