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8月21日（木）、天理市で第25回奈良県消防操法大会が開催されま
した。消防団員による、火災時の迅速的確な消火活動を競う大会
で、2年に1回開催されます。
大和高田市部消防団員8名は、ポンプ車操法の部（全8チーム）に
出場しました。
この日に向けて、5月の連休明けから週2～ 3回、業務を終えた
後、高田商業高校グラウンドで、練習を積んできました。
当日は、たくさんの観衆の中で、日ごろの練習の成果を遺憾なく
発揮し、見事に準優勝を勝ち取りました。
これからも地域の安全を守る存在として、活躍してください。
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県消防操法大会 大和高田支部 準優勝！



第１8回高田おかげ祭り
10月１２日㈰～１３日（月・祝）

近鉄高田市駅前片塩商店街
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会
場
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内
図
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※写真は、昨年の様子です。

〔産業振興課　内線248〕

◎問い合わせ
片塩振興協議会　布川
☎52-4189

 【12日の催し】
● おかげ踊りパレード
午後1時35分〜、午後2時〜

● 片塩小・金管クラブマーチング＆三
倉堂3町みこしパレード
午後3時〜

● 白鳳座當麻太鼓
④午前10時〜

● 高田高校音楽部演奏
⑭午前10時15分〜

● 高田商業高校アカペラミニステージ
①午前10時30分〜
⑭午前11時40分〜
①午後0時50分〜
④午後3時30分〜

● 高田高校吹奏楽部演奏
④午前10時50分〜

● Dimanche（フルートデュオ）
⑭午前11時5分〜

● 大淀養護学校OB他（電車でGO！）
④午前11時30分〜

● 高田中学校吹奏楽部演奏
④午後0時5分〜

● 大正琴＆ギター
⑭午後0時35分〜

● つぼみ保育園マーチング
④午後0時45分〜

● 私立應南学院高等部（ヴォーカル
ユニット）
⑭午後2時45分〜

● 高田小学校合唱
④午後2時50分〜

 【13日の催し】
● 駅前おかげ市（各店お買い得な商

品をご用意）
②午前10時〜午後5時

● みんなで作る巨大かくし絵
● 餅つき（きな粉餅の施行）
⑬正午〜、午後3時〜

●さざんかーど交換会
⑮午後2時〜（先着100名）

● 子供ポリス・交通安全キャンペーン⑥
● 大和高田市土曜塾（やまと高田太鼓）
④午前10時〜

● 津軽三味線　やまびこ
⑭午前10時20分〜

● 片塩中学校吹奏楽部演奏
④午前10時40分〜

● みとか一座の南京玉すだれ
④午前11時25分〜

● ピカケ・レイラニ・フラ・ハラウ（フラ
ダンス）
⑭午前11時30分〜

● けはや相撲甚句会
④午後0時10分〜

● 大和撫子塾京ろまん（実演披露）
④午後0時50分〜

● 神宮の森ギタークラブ演奏
⑭午後0時25分〜

● 辻井コースケ　アコースティック・ト
リオ
④午後1時20分〜

● 文化財を考える会（昔話を語る）
⑭午後1時30分〜

● 上山弥容子＆植田未来そよ風コン
サート
④午後2時15分〜

● フルート＆エレクトーン
⑭午後2時20分〜

● 私立鷹南学院高等部（ヴォーカル
ユニット）
④午後2時55分〜

● 白拍子の舞
⑭午後3時〜

● 三倉堂保育園（南中ソーラン）
④午後3時45分〜

 【12日・13日の催し】
● かたしおおかげラリー（商店街で買

い物して豪華賞品をゲット）
● 奈良芸短大生による似顔絵（１画

500円）
⑨午前10時〜午後4時

● 子ども絵画展
③午前10時〜午後5時

● スーパーボールすくい・金魚すくい
⑩午前10時〜午後4時

● 高田うまいもん市
⑤午前10時〜午後4時

● フリーマーケット・銘店コーナー
⑦午前10時〜午後4時

● かたしお手づくり市・巨大ピンボー
ル・射的
⑧午前10時〜午後4時

● 占い師コーナー（１0分500円）
⑦午前10時〜午後4時

● 盲導犬とのふれあいキャンペーン
⑫午前10時〜午後4時

● 近鉄キッズコスプレ（プラレール走
行会）
⑪正午〜午後3時

● 脳と身体の若返りコミュニティ「わ
かがえりーな」無料体験
⑯午前10時〜午後3時

※�○内の数字は、案内図中の所在を
表しています。
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第67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（各団体1
チーム）

▽  チーム編成　1チームは10代、20代、30代、
40代より　各1名の4人で編成（大会当日
現在の年齢）
※�男女混成チームでも参加できます。ただし、
男性の部に女性が入ることはできますが、女
性の部に男性が入ることはできません。ま
た、自分の年齢より若い年齢区分での参加
は、可能です。

▽競技方法　１人トラック半周ずつ走行

▽  申込方法　10月11日㈯までに総合体育館へ。
※�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19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番地）

※写真は、一昨年の様子です（昨年は、悪天候のため中止となりました）。

※�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。

〔体育振興課　☎22-8862〕

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 愛恵幼稚園鼓笛隊 愛恵幼稚園児 内
３ それ行け！卓球便 来賓 外
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 団体対抗リレー（決勝） 各種団体 外
27 少年野球対抗リレー（決勝） 少年野球 外
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大和高田市マスコットキャラクター「みくちゃん」
が、さまざまな活動を通じて知り合った、県内外
のご当地キャラクター（34体）が、大和高田市に
集結します。郷土愛にみちあふれたご当地キャ
ラクターが、各地の魅力を伝えます。

▷とき　11月15日㈯　午前10時〜午後4時
　※雨天決行・荒天中止
▷ところ　ＪＲ高田駅�東広場
　※入場無料
▷内容　ご当地キャラクターPRステージ、みく
ちゃんテーマソング発表記念ライブ、ご当地
特産品・キャラクターグッズ販売
大和高田のグルメ・うまいもん市　など

〔企画法制課　内線285・286〕

ご当地キャラ　出演スケジュール
午前10時30分～ 11時25分
●みくちゃん（大和高田市）
●ぼっくりん（NPO法人高砂物産協会）
●バリィさん（第一印刷株式会社）
●雪丸（王寺町）
●くろたん（黒滝村）
●たいしくん（太子町観光・まちづくり協会）
●きんとっとくん（全国金魚すくい競技連盟）
●ゴセンちゃん（御所市）
●カッシー（香芝市）
●ももたん（田原本桃太郎会）
●あゆコロちゃん（厚木市）

午後0時30分～ 1時30分
●みっけ（樟葉宮表参道商店会）
●マッキー（松原市）
●みやっぴぃ（三宅町）
●八っぴー（宇陀市）
●くしたん（新世界串かつ振興会）
●パゴちゃん（斑鳩町）
●つえみちゃん（御杖村）
●和み紫っこ（京の三条まちづくり協議会）
●ひいなちゃん（天の川実行委員会）
●龍王さくらちゃん（津市芸濃町）
●吉野ピンクル（吉野町）
●しまねっこ（（公社）島根県観光連盟）

午後2時15分～ 3時35分
●かぐやちゃん（広陵町）
●ゴーヤ先生（福知山環境会議）
●よどりちゃん（大淀町）
●いしきりん（石切参道商店街振興組合）
●さららちゃん（橿原市）
●いが☆グリオ（いが☆グリオ実行委員会）
●シカッチェ（バンビシャス奈良）
●からす天狗のてんまる（山添村）
●蓮花ちゃん（葛城市）
●せんとくん（奈良県）
●しんじょう君（須崎市）

◆みくちゃんからのお願い◆
「１日１票」投票のご協力をお願いします！

ゆるキャラRたちの1年に1度のお祭り、「ゆるキャラRグラ
ンプリ」が今年も開催中です。
インターネット上で、みくちゃんに投票をお願いします。
今年は、インターネット投票に加え、11月1日㈯〜 3日
（月・祝）に開催される「ゆるキャラRグランプリ2014inあい
ちセントレア」で、来場者による決戦投票も行われます。

▷投票期間　10月20日㈪まで
投票はこちらから
http://www.yurugp.jp/

※注意
携帯電話やスマートフォンの場合、パケット通信料がかか

ります。パケット定額サービスに加入していない場合は、通
信料が高額になる恐れがありますので、注意してください。

未来は元気フェスティバル
　～みくちゃんのおともだち大集合 in 大和高田～

11/15土
午前10時から

やまとたかだ元気ウィーク期間中（11月8日～16日）のスペシャルイベント
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◎第24回大和高田市植樹祭
▷とき　10月30日㈭　午前10時30分（受付：午前10時から）　
▷ところ　市総合公園（コミュニティプール前）
▷ 内容　セレモニー、記念植樹、園児によるアトラクションなど

※参加自由
▷協賛　大和高田市緑化推進協議会

第34回全国豊かな海づくり大会奈良県実行委員会
▷後援　公益財団法人　奈良県緑化推進協会

◎秋の合同盆栽展
▷とき　10月10日㈮〜 12日㈰　午前9時〜午後4時
▷ところ　さざんかホール　2階展示ホール
▷内容　秋の山野草と雑木盆栽の展示、山野草の即売も予定
▷後援　公益財団法人　奈良県緑化推進協会

〔都市計画課　内線689〕

▷応募作品　日本画、洋画、写真　※各部とも1人1点
▷応募内容　大和高田市内の景観を題材とした作品
▷応募条件　第13回「大和高田八景作品展」応募要領を見てく

ださい。
※応募要領は、さざんかホール、各公民館、図書館などにありま
す。詳しくは、さざんかホールまで。

▷応募受付・搬入
　平成27年1月28日㈬　さざんかホール

◎開催日
▷とき　平成27年1月31日㈯〜 2月4日㈬

※2日㈪は休館日
▷ところ　さざんかホール

〔文化振興課　☎53-8200〕

保護者、卒業生、地域住民の皆さん、活気あふれる市商祭をお楽しみ
ください。
▷とき　10月11日㈯　午前10時〜午後3時
▷ところ　市立高田商業高等学校(材木町8-3)
▷内容
●生徒模擬店
●バザー (PTA、三浦大輔コーナー )
●青果、乾物、花、コロッケなどの販売
●同窓会コーナー (餅つき、餅販売、振る舞い餅)
※餅つきは、午前11時〜、午後1時〜の2回

●特産物販売��など
〔市立高田商業高校  ☎22-2251〕

｢大和高田八景作品展｣募集

第48回市商祭

秋の緑化フェアー

※写真は、昨年の様子です。
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大和高田市の中心市街地周辺に複数箇所設置する自転
車の貸出場所であれば、どこでも返却できる、コミュニティ
サイクル「たかだ　まわっチャリ」を行います。
大和高田市を自転車でまわり、「たかだのまち」を再発見

してみませんか。

▷期間　10月11日㈯〜 12月7日㈰
▷利用料金　1回200円
▷自転車の貸出・返却場所
●市役所　☎22-1101
●サイクルポート近鉄高田南　☎25-0101
●サイクルポートJR高田　☎25-0102
●上田写真館（片塩商店街）　�☎52-2185�※日曜定休
利用方法は、市ホームページ、または担当窓口まで。

〔都市計画課　内線669・産業振興課　内線248〕

コミュニティ
サイクル

「葛城地域お楽しみバスツアー」参加者募集
葛城地域の魅力を多くの人に知ってもらうため、初冬のバスツアーを開催します。
御所市の一言主神社・船宿寺を見学した後、香芝市モナミホールで吉本爆笑バラエティIN香
芝を観劇します。また、物産店などの催しや、ご当地キャラも登場します。

▷と　き　12月7日㈰　雨天決行（警報発令の場合を除く）
▷定　員　200名（各市町の集合場所で各40名）

▷費　用　3,500円（バス料金・吉本観劇料（2,500円）・昼食弁当（お茶・味噌汁付）・二上山博物館観覧料・保険代込み）

▷申込方法　往復ハガキに、⑴住所（同伴者がいる場合
は、同伴者の住所も）、⑵名前（ふりがな）
（同伴者がいる場合は、同伴者の名前も）、
⑶年齢（同伴者がいる場合は、同伴者の年齢
も）、⑷電話番号（代表者のみ）、⑸集合場所
（第1希望、第2希望を必ず書いてください）
を書いて、10月31日㈮（消印有効）までに申
し込み。

※1組2名様まで（応募者多数の場合は、集合場所によって
抽選）。

※往復ハガキの返信面に、住所・名前を書いてください。
ツアーの抽選結果は、ハガキで通知します。
※参加費用はツアー当日、各集合場所の受付で徴収し
ます。また、当日キャンセルした場合は、キャンセル料
（3,500円）を徴収する場合があります。

▷申し込み・問い合わせ先
〒635-0096大和高田市西町1番11号　葛城広域行政事
務組合内　葛城地域観光協議会事務局　☎23-7701

〔企画法制課　観光企画調整係　内線285・286〕

集合場所／
解散場所　 受付 出発 見学 昼食 観劇 帰着予定

大和高田市役所 午前8時30分 午前8時50分

一言主神社
船宿寺

午前9時20分～
11時50分

香芝市総合体育
館内、今池親水
公園内
午後0時30分～
1時30分
二上山博物館見
学 

吉本爆笑バラエ
ティIN香芝（香
芝市モナミホー
ル）
午後2時30分～
4時30分

午後5時30分

御所市役所 午前8時50分 午前9時10分 午後5時45分

香芝市役所 午前8時30分 午前8時50分 現地解散

葛城市役所
（當麻庁舎） 午前8時30分 午前8時50分 午後5時20分

広陵町役場 午前8時20分 午前8時40分 物産展（モナミホール駐車場内） 午後5時20分
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2014（平成26）年度
人権教育地区別懇談会
  テーマ

 「優しさの蓄
たくわ

えを皆さんと」
～謎解きいっぱい？「子育ち人権頭の体操」
　　　　みんなで作り上げるふれあいの場に～

校 区 とき・ところ 時間帯

浮　孔 10月28日㈫
葛城コミュニティセンター

午後7時～
  8時30分

磐　園 10月31日㈮
磐園小学校（磐園ホール）

午後7時～
  8時30分

片　塩 11月7日㈮　さざんかホール 午後7時～
  8時30分

高　田 11月7日㈮　市立中央公民館 午後7時～
  8時30分

陵　西 11月8日㈯　陵西幼稚園 午後1時30分～
  3時

浮孔西

11月12日㈬　東中公民館 午後7時～
  8時30分

11月19日㈬
葛城コミュニティセンター

午後7時～
  8時30分

11月21日㈮　春日町会館 午後7時～
  8時30分

土　庫 11月15日㈯　市立土庫公民館 午後1時30分～
3時

菅　原 11月15日㈯　市立菅原公民館 午後7時～
  8時30分

◎主催　大和高田市人権教育推進協議会
〔人権施策課　内線276〕

優しさの優の字は、にんべんに「憂」と書きます。歌の
文句ではありませんが、「人は悲しみが多いほど人に優し
くなれる」、人が悲しみ（憂）の横に寄り添うのが優しさで
す。「優」はやさしいとも読みますし、すぐれている、ゆたか
とも読みます。
人の悲しみを自分のことのように受け止める感覚、それ

を「優」という字はみごとに教えてくれています。
市民一人ひとりが「高田に住んでいてよかった」「話を

する人がいるんだ」「町内を歩くと、挨拶ができ気持ちがい
い」などと思える雰囲気あふれるまちづくりを推進してい
きます。その根底に「優しさ」を据えたいのです。今回は、
クイズ形式の学びの場を用意します。多くの皆さんの参
加を、お待ちしています。

作
り
方

① あじの干物は焼いてあら熱をとり、頭と骨を除いて粗めにほぐし、お酒をからめておく。

② しろなは3㎝長さに切り、熱湯でサッとゆで、ザルにとって冷ます。

③ すりごまと調味料を合わせてごま酢を作る。

④ ごま酢にあじの干物、しっかり水気を絞ったしろなをサックリと和えて、器に盛る。

〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

あじの干物としろなのごま酢和え

干物は干物で食べた方が・・・
いえいえ、和え物の具材として
使ってみてください。

《エネルギー 90kcal　塩分 0.9g》（1人分）

材　料（4 人分）

あじの干物�…… 2枚
しろな�………… 1束
すりごま�……… 大さじ２
酒　…………… 大さじ1
砂糖………… 大さじ1
だし汁�……… 大さじ1
酢　………… 大さじ2
しょう油� …… 小さじ1

食生活改善推進員
松本　佳子さん
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広告欄

胃・肺・大腸がん検診
▷とき　10月6日㈪、28日㈫、29
日㈬
受付：午前8時45分〜 11時

▷ところ　保健センター
▷対象　40歳以上の人
▷検診料
胃がん…1,000円
　肺がん…300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　電話で保健センターへ。
※４月に無料クーポン券（大腸・乳・
子宮がん検診用）を対象者に送
付しています。受診が遅くなると
大変混雑します。ぜひ、この機会
に検診を受けましょう。

2歳児親子歯科健診妊
婦歯科健診（Dコース）
歯科健診（親子・妊婦）・フッ素塗
布（子のみ希望制）を行います。
▷とき　11月6日㈭

※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
▷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4月〜5月生まれ
（2歳6か月〜 2歳7か月）の幼児
と保護者・妊婦

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

▷定員　各グループ10組
▷費用　フッ素塗布は500円（免
除要件については、保健事業案
内を見てください）

▷申込方法　電話で保健センター
へ。実施日の1か月前から1週間
前まで受付（土・日曜日、祝日を除
く）。　※先着順
※家族の人が、申し込んでください。
※歯科健診・フッ素塗布を受ける人
は、歯みがきをしてきてください。
※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。

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・出産をする人、友

だち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　11月6日㈭（受付：午前9時
〜9時20分�※正午に終了予定）
▷対象　プレママ（妊婦）・プレパ
パ、祖父母、家族になる人
▷ところ　保健センター
※託児はありません。
▷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」
▷持ち物　母子健康手帳、筆記用具、
歯科健診票。

※動きやすい服装できてください。
※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　電話で保健センター
または窓口へ。

元気ウイークイベント

楽しくからだを動かそう
～心が動けば体も動く～

▷とき　11月11日㈫
午前10時〜 11時30分
（受付：午前9時45分から）

▷ところ　保健センター
▷内容　足裏体操・ペットボトル体
操・閉眼足踏バランス・リズム体操
など

▷持ち物　動きやすい服装、飲み物、
500mlペットボトル2本（持ってい
る人のみ）

▷定員　30名　※先着順
▷講師　運動普及推進員

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
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▷申込方法　保健センターへ電話
または窓口へ。

運動普及推進員になりませんか
運動普及推進員は、市民に運動

を広げる活動をしています。
みんなで楽しく体を動かすこと

を、市民に広げたい人、一緒に活動
しませんか。
詳しくは、保健センターへ。

大腸がん無料検診
本市では、がんの早期発見、健康

の保持・増進のため、大腸がん検診
を無料で受診できる無料クーポンを
対象者に送付しています。
▷とき　11月17日㈪、18日㈫、21
日㈮、25日㈫、26日㈬
午前9時〜10時30分
▷対象者
●昭和48年4月2日〜

昭和49年4月1日生まれ
●昭和43年4月2日〜

昭和44年4月1日生まれ
●昭和38年4月2日〜

昭和39年4月1日生まれ
●昭和33年4月2日〜

昭和34年4月1日生まれ
●昭和28年4月2日〜

昭和29年4月1日生まれ
※希望する人には、検診票と採便
容器を送付します。希望日の2週
間前までに、保健センターへ申し
込んでください。
※今年度、4月20日以降に本市に
転入し、「大腸がん無料検診のご
案内」が届いていない人は、連絡
してください。
※国の補助事業のため、来年度の
実施は未定です。

健康診査
40歳以上で生活保護を受給して

いる人や医療保険未加入の人など
で、医療機関で健診を受ける機会の

ない人は、健康診査の機会を利用
してください（内科治療中の人は除
く）。
▷期間　11月27日㈭まで
▷ところ　葛城メディカルセンター
（受付：月〜木曜日の午前10時
30分から）

▷内容　問診・身体計測・血圧測定・
尿検査・血液検査・心電図など
▷費用　無料
▷申込方法　事前に保健センター
へ電話または窓口へ。
健診の案内と質問票を送付します。

水痘予防接種の定期化
10月から、水

すい

痘
とう

（みずぼうそう）
予防接種が定期接種となります。対
象者へは、個別で案内ハガキを送付
します。
▷標準的な接種期間　1歳〜1歳3
か月未満で1回目の接種を行い、
2回目は初回接種終了後6か月〜
12か月未満の間隔をおいて接種
する。
▷接種場所　市内委託医療機関
▷接種方法　水痘ワクチンを合計
2回、皮下接種
▷対象　1歳・2歳（3歳の誕生日の
前日まで）
※平成27年3月31日までに限り、3
歳・4歳（5歳の誕生日の前日まで）
の人を対象とし、1回のみ接種。
※過去に水痘に感染したことがあ
る人は、対象外です。
※任意接種として、過去に水痘ワク
チンの予防接種を受けたことが
ある人は、接種した回数分の接種
を受けたものとみなします。
▷接種回数　2回（1回目から2回目
は、3か月以上間隔をあける）
▷持ち物　母子手帳と案内ハガキ
▷接種費用　無料

高齢者肺炎球菌
予防接種の定期化
10月から、高齢者肺炎球菌予防
接種が定期接種となります。対象
者へは、個別で案内ハガキを送付
します。
▷接種期間　平成27年3月31日まで
▷接種場所　市内委託医療機関
▷対象
①年度内年齢が65歳、70歳、
75歳、80歳、85歳、90歳、
95歳、100歳の人
②60歳から64歳の人で、心臓・腎
臓もしくは呼吸器機能または、
ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫機能による障がいがある人
（身体障害者手帳１級相当の
人）
③平成27年3月31日までに限り、
101歳以上の人は、全員対象。

※過去に23価肺炎球菌ワクチンを
受けたことがある人は、対象外で
す。
▷接種回数　１回
▷持ち物　案内ハガキ・接種費用・
健康保険証
▷接種費用　2,000円

【事前に手続きが必要な人】
生活保護世帯・市民税非課税世帯
の人
手続き後、「免除証」を発行しま

す。本人または家族の人が、窓口に
来てください。やむを得ない事情
で、代理の人が来る場合は、「委任
状」が必要です。委任状には、本人
の印が必要です。郵便での手続き
は、原則できません。手続きせずに
接種した場合、接種費用の払い戻し
はできません。
市外で接種する人（県内指定医療
機関のみ）
接種費用（2,000円）を保健セン

ターに持参してください。
県外で接種する人
手続きに2週間程かかります。ま

た、全額自己負担になります。
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市　税市　税

10月は市・県民税（第3
期）の納期月
納期限は10月31日㈮

10月の出張窓口
とき ところ

22日㈬ 東部子ども会館
23日㈭ 西部文化センター
24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、私たちの暮らしを守り、市

の発展に必要なさまざまな施策や事
業を推進するための、貴重な自主財
源です。皆さん自身が自主的に納期
限までに納付する、「自主納付」をお
願いします。

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（１回30万円まで）。

また、納期限までに納付できない場
合は、早めに連絡してください。

国　保国　保
10月31日㈮は国民健康
保険税第4期分の納期限

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、
葬祭費など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します。
◎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、次のような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。

他の健康保険の被扶養
者になれませんか

生計の中心者が、健康保険などの
資格を持ち、その人の収入で生計を
維持している場合、国保の資格を持
っている人が、健康保険などの扶養
家族として認定されれば、国保の資
格をなくすことができます。国保税の
負担がなくなり、健康保険料も高くな
らないので、より合理的です。
◎健康保険などの扶養家族認定の条件

60歳未満で年間収入130万円未
満、60歳以上で180万円未満（年
金収入含む）、などの要件がありま
す。健康保険の加入先によって異な
る場合があります。会社などで確認し
てください。

会社都合（倒産・解雇・雇
い止めなど）により離職
した人への軽減措置

下記に該当する人は、申請により、
軽減措置を受けることができます。
● 離職日において、65歳未満の人
● 雇用保険の失業給付を受けてい

て、雇用保険受給資格者証の離
職理由コードが、11.12.21.22.23.
31.32.33.34に該当する人

※上記に該当しない人は、軽減措置
を受けることができません。詳しく
は、保険医療課窓口へ。

国民健康保険の脳ドック
国民健康保険加入者を対象に、

市立病院で、費用の8割を助成して
います。健康管理と疾病の早期発
見・早期治療に役立ててください。

特定健診を受診しましたか
生活習慣病を防ぐため、自分の健

康状態を知るためにも、ぜひ受診して
ください。市内の医療機関および集
団健診で受診する人全員に、通常検
査項目に貧血・心電図検査を実施し
ています。
▷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
▷期間　平成27年1月31日㈯まで
▷健診場所　指定医療機関および

集団健診場所
※集団健診（予約制）の日程

とき ところ

10月23日㈭ 葛城メディカルセンター

11月15日㈯ 市立土庫公民館

11月18日㈫ 葛城メディカルセンター

11月27日㈭ 葛城メディカルセンター

11月29日㈯ 市立菅原公民館

12月 4日㈭ 葛城コミュニティセンター

12月 8日㈪ 葛城メディカルセンター

12月13日㈯ 市立陵西公民館

12月18日㈭ 葛城メディカルセンター

1月20日㈫ 葛城メディカルセンター

1月29日㈭ 葛城メディカルセンター

※受診する人は、受診券、質問票、
保険証が必要です。

※特定健診に関すること、集団検診
の予約申込は、保険医療課国保
グループ（内線568 ・578）へ。

※後期高齢者医療制度加入者も受
診できます。

〔保険医療課　内線568〕

納税には口座振替を
国保税の納付には、納め忘れの

心配がない口座振替を利用してくださ
い。申込手続は、市内金融機関まで。

納税相談に来てください
災害や失業・病気など、特別な理

由で納期内の納付が困難な人は、収
納対策室まで来てください。

〔収納対策室　内線233〕

午後6時まで時間延長

△

10月の実施日
10月2日・9日・16日・23日・30日㈭△

業務時間　午後6時まで△

取扱発行業務
 ● 住民票の写し
 ● 住民票記載事項証明書
 ● 印鑑登録証明書
 ● 戸籍謄本・戸籍抄本
※発行業務のみです。転入・転

出、印鑑登録・廃止などの業務
は行いません。

〔市民課　内線527・530〕

市民課窓口業務市民課窓口業務
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児童福祉児童福祉
母子家庭等自立支援給付金

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
支援のために、次のような制度があり
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。
※受講前に、児童福祉課への事前

相談が必要です。
▷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10万 円、下 限4千
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。
※受講前に、児童福祉課への事前

相談が必要です。
▷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、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〕

水　道水　道

水道料金の口座振替
振替指定日は、2か月毎の15日、ま

たは27日です。預金不足などで振り
替えできなかった場合、次回に振り替
えますので、入金をお願いします。

水道の使用開始・中止
無断で水道を使用すると、処罰の

対象となります。必ず、事前に検針係
へ届け出て、給水契約をしてください。

使用を中止する場合も届け出て、
料金の精算をしてください。

水道管の漏水調査
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。
▷訪問日時　10月末まで

午前8時30分～午後5時

配水管の洗管作業
配水管のにごり水を排除するため

の洗管作業を、行います。作業は、午
前0時～ 4時の時間帯に実施します。
作業中は、水が出にくくなることや、に
ごることがあります。にごり水が出たとき
は、飲み水として使わず、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　10月8日㈬、10日㈮、17日㈮、

22日㈬、24日㈮

検針票への広告掲載募集
水道の検針票（使用水量のお知ら

せ）への、掲載広告を募集しています。
▷掲載期間　平成27年4月1日～平

成28年3月31日
▷募集期間　10月1日㈬～10月15日㈬
▷申込先　水道総務課
  上下水道部（水道部門）
   ☎ 52-1365 
  夜間・緊急時 ☎ 52-3901

※くれぐれも、おかけ間違いのないよ
うにお願いします。

Ａ60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
請で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
係で申請をしてください。

〔市民課年金係　内線528・529〕

Q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。

★☆ 夜間窓口 ☆★
ご利用ください

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

▷とき　10月23日㈭
▷ところ　市役所2階 収納対策室

☎22-1108（夜間窓口専用）　
内線238

▷とき　11月5日㈬【次回予定日12月3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。

固定資産税・都市計画税・
市県民税・軽自動車税・
国保税窓口

水道料金窓口
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■出前つどいの広場
親子であそび、子育て交流しませ

んか。
▷とき　10月22日㈬　午前10時～11時
▷ところ　葛城コミュニティセンター
▷対象　未就園児とその保護者
▷内容　おもちゃであそぶ、絵本の読

み聞かせなど
▷申込方法　10月20日㈪までに、児

童福祉課へ。
〔児童福祉課　内線585〕

■教育の日・青少年健全育成研修会
▷とき　10月31日㈮　午後7時～8時

30分（受付：午後6時30分から）
▷ところ　市立中央公民館
▷講演　「自ら進んで行動する児童・

生徒、選手の育成法」
▷講師　岡澤祥訓さん（奈良教育大

学教授）
▷申込方法　10月15日㈬までに、電

話（☎23-1322）またはFAX（
23-2344）で、青少年センターへ。
〔青少年センター　☎23-1322〕

■エンジェルスマイル子育て教室
▷とき　11月13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　トランポリンやボールを使っ

て、親子で遊ぼう
▷定員　子ども（2～4歳）30名とその

保護者
▷費用　無料
▷申込方法　電話で生涯学習課まで

※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募
集中。

〔生涯学習課　☎53-6264〕

■さわやか生活教室
とき ところ 担当

10月17日㈮ 市立中央
公民館（西町）

ふれあい在宅
介護支援センター

10月30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

▷時間　午後2時～ 4時

▷内容　感染症を中心とした健康
管理の話、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〕

■押し花展
▷とき　10月24日㈮～ 11月6日㈭

午前8時30分～午後8時（最終日
は正午まで）※月曜日、祝日は休館

▷ところ　葛城コミュニティセンター
1階ロビー

〔葛城コミュニティセンター
☎23-8001〕

■天満診療所健康教室
▷とき　10月23日㈭　午後1時～2時
▷ところ　天満診療所
▷テーマ　｢肝臓の病気と新しい治

療法｣
▷講師　医師　梅本典江

〔天満診療所　☎52-5357〕

■就学時健康診断
来春、小学校に入学する子どもの

「健康診断」を、学校保健安全法に
基づき実施します。これは、心身の状
況を把握し、適正な就学指導をする
ためのものです。安心して受診してく
ださい。
※注意
● 付き添いの人は、子どもの既往症

や三種混合などの接種年月を答え
られるよう、母子手帳で確認してく
ださい。

■地域ふれあい土曜塾
講座・講師（敬称略） とき ところ

やまと高田太鼓
（松本弘昭、表泰憲、弓場一郎）

10月4日㈯
午前10時30分から ときめきたかだ

キッズダンス
（石井敬子、多田三保子、中島愛）

10月11日㈯
午前10時30分から 市立中央公民館

おかげ祭り参加
（弓場一郎、植島勝美、坂野道治）

10月12日㈰
午後1時から 近商ストア隣接駐車場

キッズ囲碁
（吉村芳倶、西岡正浩、囲碁の先生）

10月18日㈯
午後1時30分から 市立中央公民館

宇陀アニマルパークふれあいフェスタ
（奈良県教育委員会・担当者）

10月25日㈯
午前10時までに集合 市立中央公民館

◎各日程（12日、25日を除く）で、11月1日㈯の検定受験予定者を対象に、漢字検
定対策講座（午後3時から）も開催します。

※持ち物など詳しくは、生涯学習課（☎53-6264）へ。
▷対象　5歳～ 18歳・大人　※囲碁は7歳～ 18歳
▷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〕

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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広告欄

● 強制するものではありません。病気
などで受けられないときは、教育委
員会、または校区小学校へ連絡し
てください。

● 対象者へは、10月中旬に通知書を
送付します。必要項目に記入し、健
康診断当日に持参してください。通
知書が届かない場合は、教育総務
課（内線135）へ連絡してください。
月　日 校　区 受 付 時 間

11月 6日㈭

高 田 小 午後 1 時30分

陵 西 小 午後 1 時45分

浮孔西小 午後 2 時30分

片 塩 小 午後 2 時40分

11月 7日㈮ 土 庫 小 午後 1 時30分

11月11日㈫ 磐 園 小 午後 2 時10分

11月18日㈫ 菅 原 小 午後 2 時30分

11月20日㈭ 浮 孔 小 午後 1 時40分

〔教育総務課 内線135〕

■使用済み食用油の回収△

10月の回収日　10月27日㈪
午前9時15分～9時30分 陵西校区公民館

午前9時45分～10時 橘町集会場前

午前10時15分～10時30分 築山公園前

午前10時45分～11時 塙青少年会館（塙コミュニティーセンター）

午前11時15分～11時30分 曙町青少年会館（東部こども会館）

午前11時45分～正午 片塩幼稚園東側道路

午後１時15分～１時30分 総合体育館

午後１時45分～2時 大和ガス南側道路

午後2時30分～2時45分 市立菅原公民館

午後3時～3時15分 ネオシティ大和高田正面玄関前

午後3時30分～3時45分 葛城コミュニティセンター

午後4時～4時15分 春日町会館前

◎環境衛生課【市役所別棟1階】では毎
日回収しています（土・日・祝日を除く）。
◎さざんかストリートの「生活雑貨ささおか」
で回収しています。ご利用ください。
◎油の入ったビンやカンは、リサイクルでき
ないため、処理が困難です。

使用済み食用油は、固めずに、食用
油の容器（ペットボトル容器）などに入れ
て持ってきてください。

（クリーンセンター　☎52-1600）

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

10月のし尿収集予定

●トラブルを避けるためにも、立会をお願いし
ます。
●し尿くみ取りの妨げになるペット類・鉢植え
などは、作業場所・通路に置かないようお願
いします。
●転居の場合や、便槽を廃止する場合は、そ
れまでの手数料を清算し、くみ取り登録を
廃止してください。そのままにすると、転居
後に行ったくみ取り手数料が請求されま
す。また、世帯主などの変更や、人員に変更
のあるときも、届け出が必要です。市役所環
境衛生課まで連絡してください。
●臨時くみ取りは、作業日の調整が必要です。
委託業者〈おおやまと環境整美事業協同組
合☎52-2982〉〈大和清掃企業組合☎
52-3372〉に直接、申し込んでください。

日程は都合により、変更になることもあります
ので、ご了承ください（地区名は、一部通称名
を使用しています）。

し尿処理手数料の納付はお早めに。
平成26年4月分の手数料より、納付期限が

過ぎると、督促手数料（100円）が加算されます
（9月分の納付期限は、10月31日です）。

日 曜 収　集　区　域

1 水 大谷、北角、敷島町、奥田県住、出、秋吉
2 木 敷島町、奥田、吉井、根成柿
3 金 敷島町、根成柿、吉井
4 土 藤森、池尻、築山

6 月
根成柿、吉井、秋吉、旭北、天神
橋、三和町、神楽、日之出西・東
本町、有井

7 火
東中、東中1・2丁目、春日町1・
2丁目、西坊城、出、東雲町、土
庫住宅、有井、日之出町

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

9 木 礒野町、礒野北、南本町、北片塩、曙町、材木町、昭和町

10 金 大中北、新田、岡崎、中町、領家、礒野北、築山
14 火 池田、領家、西代、市場、築山
15 水 市場、野口、築山
16 木 出屋敷、有井、築山

17 金
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

20 月 中三倉堂1・2丁目、西三倉堂1・2丁目、甘田町、敷島町、
21 火 中三倉堂1・2丁目、甘田町
22 水 曽大根
23 木 南陽町、蔵之宮町、甘田町

24 金 大中東、南陽町、蔵之宮町、甘田町、今里、旭北町、旭南町

27 月
蔵之宮町、甘田町、栄町、東中
1・2丁目、北片塩町、東三倉堂
町、旭北町

28 火 南今里町、中今里町、片塩町、礒野東町
29 水 永和町、礒野南町、内本町
30 木 本郷町、北本町、高砂町、永和町

△

10月の開場日　25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

母子自立支援プログラム
児童扶養手当を受給している人を
対象に、プログラム策定員との面談
を行います。そして、一人ひとりの
ケースに応じた就職までの自立支援
プログラムを作り、ハローワークなど
との連携で、就業までをサポートしま
す。
▷とき　毎週月・水・金曜日
午前 8時 30分〜午後 5時

※不在の場合があります。事前に連
絡してください。

〔児童福祉課　内線 585〕
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●初心者から楽しめるパソコン講座
▷とき　10月15日・22日、11月5日・19

日、12月3日・17日、平成27年1月14
日・28日、2月4日・18日、3月4日・18日

（全12回）　いずれも水曜日
午前9時30分～正午
※途中講座からの参加も可

▷ところ　中和労働会館（西町1-60）
▷内容　デジカメ写真取込・編集、

年賀状・チラシ作成、インターネット
入門・活用、文字入力など

▷定員　20名
▷費用　1回1,080円（パソコン貸出

可　1回540円）
※その他に、教材費1,080円（全

12回分）が必要
▷申込方法　電話でNPO法人電

子自治体アドバイザークラブへ。

◎パソコン何でも相談
操作方法や、Facebook・メールの方

法など、パソコンに関する疑問に答えます。
▷とき　上記パソコン講座開催日の、

午後1時～ 3時30分
▷ところ　中和労働会館（西町1-60）
▷費用　1回540円
▷申込方法　電話でNPO法人電

子自治体アドバイザークラブへ。
〔電子自治体アドバイザークラブ

☎0742-36-8520〕

●第13回夢咲まちづくりセミナー
＆座談会

▷とき　10月18日㈯ 午前10時～正午
▷ところ　市立中央公民館（西町

1-15）
▷内容　姉妹都市交流からみた今

後の地域活性化について
▷講師　大和高田・リズモー都市友

好協会事務局
▷対象　オーストラリアとの交流に興

味のある人
▷定員　20名
▷申込方法　住所・名前・電話番号・
「参加希望」を書いて、FAX（
22-5135）で夢咲塾　水本宛へ。
※当日参加可

〔夢咲塾　水本一次
☎080-5301-8286〕

●労働委員会による労働相談会
▷とき　10月18日㈯　午後１時～ 4時

▷ところ　県高田総合庁舎内会議室
（大中98-4）

▷内容　労働条件その他労働に関
する相談（募集や採用などの相談
を除く）　※要予約（相談日の2日
前までに）

▷対象　県内在住、または在勤の労
働者および事業主

▷費用　無料
▷申込方法　電話で下記まで
〔奈良県労働委員会事務局

☎0742-20-4431〕

●患者等搬送乗務員
基礎講習・定期講習

◎基礎講習
▷とき　10月25日㈯、26日㈰
　午前9時～午後5時
▷ところ　奈良県消防学校（宇陀

市榛原下井足17-2）
※はじめて受講する人、または資

格期限切れの人が対象（2日間
の受講が必要）

◎定期講習
①▷とき　11月6日㈭ 午前9時～正午

▷ところ　奈良市防災センター（奈
良市八条5丁目404-1）

②▷とき　11月7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）
▷定員　いずれも50名
▷受講料　無料（テキスト代別）
▷申込期限　10月8日㈬まで（受付：

平日　午前8時30分～午後5時）
▷申込方法　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㎝）2枚を持って、最寄
りの消防署（奈良市、生駒市を除
く）へ。

〔高田消防署　☎25-0119〕

●韓国・朝鮮語を学ぼう！　味覚編

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　10月26日～ 11月30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　食欲の秋。韓国・朝鮮に
は、マシンヌン（おいしい）食べ物が
いっぱい。うまい、甘い、辛い、酸っ
ぱい、塩辛い、苦いなど、味覚の表

現を学びます。各地方の特産物な
ども紹介しますよ。

▷対象　子どもから大人まで、どなた
でも参加できます。

▷参加費　各回2,000円
▷持ち物　筆記用具
▷申込方法　1週間前までに、往復

はがきに名前、住所、FAXのある
方はFAX番号を明記の上、申し込
みください。電話での受付、返信は
おこなっていません。

▷連絡先　キム・カンヂャ（金康子）
〒635-0003 土庫726-2

52-0402

●高山サイエンスタウンフェスティ
バル

▷とき　11月9日㈰　午前10時～午
後3時

▷ところ　高山サイエンスタウン（生
駒市高山町8916 他）

▷内容　奈良先端大、参天製薬、高
山サイエンスプラザによる、科学技
術の祭典。
体験プログラム、デモ体験、和太鼓
演奏、親子科学教室、プチコンサー
ト、フリーマーケット、ミニ鉄道など。

▷費用　無料　※一部、有料
◎親子科学教室参加者募集
▷とき　11月9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　『密書』秘密の手紙～見え
ない文字をあぶり出す～

▷対象　小学生　※保護者同伴
▷定員　各回20名
　※申込多数の場合、抽選
▷費用　無料
▷申込方法　10月20日㈪【必着】まで

に、メール（kagaku@science-plaza.
or.jp）、FAX（ 0743-72-5819）、
はがき（〒630-0101 生駒市高山町
8916-12）で、「親子科学教室」、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、電
話・FAX番号を書いて、奈良先端大
支援財団へ。

※当選者へのみ、10月31日㈮まで
に通知。

〔奈良先端大支援財団
☎0743-72-5815〕
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●法務行政相談および人権相談
▷とき　10月1日㈬～ 7日㈫
　午前8時30分～午後5時15分
　※土・日曜日を除く
▷ところ　奈良地方法務局葛城支局
（西町1-63）
〔奈良地方法務局葛城支局

☎0745-52-4941〕

●全国一斉！法務局休日相談所
▷とき　10月5日㈰　午前10時～午

後4時
▷ところ　奈良地方法務局葛城支局
（西町1-63）　会議室

▷相談内容　登記・国籍・供託・人
権相談・戸籍・成年後見、遺言・後
見などの公正証書に関する相談

▷相談対応　法務局職員、司法書
士、土地家屋調査士、人権擁護委
員、公証人

※費用無料・秘密厳守
〔奈良地方法務局

☎0742-23-5534〕

●行政なんでも相談所
▷とき　10月14日㈫
　午前10時30分～午後3時30分
▷ところ　イオンモール橿原（橿原市

曲川町7-20-1） 1階サンシャインコ
ート

▷内容　登記・税金・年金など
※法律相談も併設

▷費用　無料
〔奈良行政評価事務所

☎0742-24-0300〕

●なら・ヒューマンフェスティバル
▷とき　10月25日㈯　午前10時～

午後3時30分
▷ところ　広陵中央公民館（広陵町

笠382-1）および周辺
▷内容　トークとパフォーマンスショ

ー、和太鼓演奏、展示など
▷費用　無料

〔なら・ヒューマンフェスティバル実行
委員会事務局 ☎0742-27-8719〕

●萌フェスタ2014 ～今までの感
謝を込めてありがとう そして差
別のない社会に～

▷とき　10月25日㈯ 午前10時～午
後４時

▷ところ　県産業会館（幸町2-33）
▷内容　映画上演「ツレがうつになり

まして」、地元小学校金管クラブの
演奏、地元商店販売ブース、精神
障がい者によるステージ、移動動物
園、授産品販売など

〔地域活動支援センターなっつ
☎23-8105〕

●2014年福祉まつり
▷とき　11月2日㈰　※雨天決行
　午前10時30分～午後3時　
▷ところ　総合福祉会館（ゆうゆうセ

ンター：池田418-1）前駐車場
▷内容　模擬店、ステージ、バザーなど

〔福祉作業室　☎52-4510〕

●てんかん市民公開講座
▷とき　11月2日㈰ 午後2時～ 4時

30分（受付：午後1時30分から）
▷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）
▷内容　てんかんに関する特別講演
『脳を持っているどんな人にも起こ

る病気、それがてんかんです。一緒
に考えてみませんか？』、パネルディ
スカッション

▷費用　無料
▷申込方法　電話またはFAX（

0743-54-1430）で、日本てんかん
協会奈良県支部へ。

〔日本てんかん協会奈良県支部
☎0743-54-1430〕

●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 と々共に生活し、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　10月1日㈬～11月4日㈫
▷応募資格

● 青年海外協力隊
　20歳～39歳の日本国籍を有する者
●シニア海外ボランティア
　40歳～69歳の日本国籍を有する者

※詳しくは、下記またはJICAホームペ
ージ（http://www.jica.go.jp）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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自分へのご褒美として利用する場所がありま
す。そこは簡単には人に教えないし、気軽に人を
連れても行きません。数年ぶりに訪れたその場
所は、昔と変わらず、くつろぎと癒しを提供してく

れる空間でした。

この秋からヨガを始めます。ずっと興味があったので、初レッスンを前に、
今からワクワクしています。運動不足だけでなく、没頭できる趣味がないとい
う悩みの解消にも、期待が膨らみます。

明日香村をサイクリングしてきました。
自然を体で感じながら、さまざまな風景が観られる。素晴らしい体験ができ

ました。次回は、奈良公園まで行こうと思います。

友人のリハビリ姿に、励まされています。元の生活に少しでも近づける
よう何ができるか、友人一人一人が考えています。退院したら、一緒にカ
フェでおしゃべりする日をみんなで楽しみにしています。片手でも食べ
やすい食器、かわいい洋服など、ユニバーサルデザインが、社会に
もっと取り入れられて欲しいです。

一
、お
た
が
い
に
、人
権
を
尊
重
し
、

　  

働
く
よ
ろ
こ
び
を
も
ち
ま
し
ょ
う
。

一
、ス
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ー
ツ
に
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み
、

　  

健
康
を
か
ち
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り
ま
し
ょ
う
。

一
、老
人
に
生
き
が
い
を
、こ
ど
も
に

　  

夢
と
希
望
を
あ
た
え
ま
し
ょ
う
。

一
、教
養
を
ふ
か
め
、

　  

文
化
を
た
か
め
ま
し
ょ
う
。

一
、自
然
を
ま
も
り
、

　  
平
和
な
く
ら
し
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
。

大和高田市
市民憲章

　　　　　大和高田市役所
TEL.22-1101　FAX.52-2801

困っていることや心配事など、ご相談ください。
相談は無料で、秘密は守られます。

市立中央公民館 TEL.22-1315 FAX22-1316
市立土庫公民館 TEL.23-3560
市立菅原公民館 TEL.23-3561
市立陵西公民館 TEL.23-3562
さざんかホール TEL.53-8200 FAX.53-8201
図　書　館 TEL.52-3424 FAX52-9415
水道部門 TEL.52-1365 FAX23-3850

総合福祉会館 TEL.23-0789 FAX24-2730
社会福祉協議会 TEL.23-5426 FAX23-2298
クリーンセンター
企画整備課 TEL.52-1600 FAX52-1685
美化推進課 TEL.53-5383
保健センター TEL.23-6661 FAX23-6660
市立病院 TEL.53-2901 FAX53-2908
青少年課 TEL.23-1322 FAX23-2344

生涯学習課 TEL.53-6264 FAX53-6364
葛城コミュニティセンター TEL.23-8001 FAX23-8001
総合体育館 TEL.22-8862 FAX22-8863
総合公園 TEL.52-4700 FAX52-4701
さくら荘 TEL.23-4126 FAX23-8535
下水道課 TEL.52-1258 FAX52-1295

高田消防署 TEL.25-0119 FAX22-4565
高田警察署 TEL.22-0110 FAX22-2292
JR 西日本 TEL.0570-00-2486

近鉄大和高田駅 TEL.52-2414
近鉄高田市駅 TEL.53-2531

◆消費生活相談（要予約）   毎週月〜金曜日　午前10時〜正午  
午後1時〜 4時　消費生活センター (☎ 22-1101）

◆人権相談・行政相談　毎月第4火曜日　午後1時〜4時　
於：総合福祉会館　広報広聴係(☎ 22-1101）

◆中小企業金融相談・中小企業経営相談　　随時　産業振興課(☎ 22-1101）
◆母子相談　月･水･金曜日 午前8時30分〜午後5時15分 児童福祉係(☎22-1101）
◆心配ごと相談　第2・4金曜日　午後1時〜4時　社会福祉協議会(☎ 23-2298）
◆法律相談（要予約）　毎月第2・3火曜日　午後1時〜4時　

社会福祉協議会(☎ 23-5426）
◆司法書士の法律相談（要予約）　毎週月曜日　午後1時〜4時　

社会福祉協議会(☎ 23-5426）
◆法律相談（要予約）　毎週木曜日　午後1時〜4時　於：総合福祉会館

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

◆生活相談　毎月第2・3・4水曜日　午後1時〜4時　
※事前にお問い合わせください。社会福祉協議会(☎ 23-5426）

◆成人健康・栄養相談（要予約）　毎月1回、所定の日　
午前9時〜10時　保健センター(☎ 23-6661）

◆子育てホットライン・健康ホットライン　毎日　午前9時〜正午　午後1時
〜5時（土・日・祝日・年末年始を除く）保健センター(☎ 23-6661）

◆教育ガイダンス　毎週月〜金曜日  午前10時〜午後5時  青少年センター(☎ 23-1322）
◆家庭児童相談　毎週月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
　　　　　　　　家庭児童相談室 (☎ 23-1195）
◆女性相談（要予約）　第1火曜日･第3金曜日　午前9時15分〜午後0時5分

人権施策課（☎22-1101）
◆住まいづくり相談（第1水曜〜第2水曜の間に予約：定員4名）
　　　　　  第3水曜日　午後1時〜4時10分　建築住宅課(☎ 22-1101）
◆税理士による税務相談　2月・3月を除く毎月第3金曜日　午後1時〜 4時

於：総合福祉会館　近畿税理士会葛城支部(☎22-5288）
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