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No.949お知らせ版

今日は、みどり保育所でグリーンピースの収穫が行われました。

去年の秋ごろ、子どもたちによって植えられたグリーンピース

は、すくすくと育ち、ふっくらと大きく成長しました。

収穫したグリーンピースは、この後給食の材料に使い、みんなで

おいしくいただきます。

みどり保育所では、庭でさまざまな野菜を栽培しています。次

は、夏にトマトやナスビの夏野菜の収穫があります。

大きく元気に育つといいね。  （５月８日撮影：みどり保育所）
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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～

修験道の開祖・役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・刀良売の墓を巡り、吉
野山金峯山寺蔵王堂へ運ばれます。これが「奥田の蓮取り行事」です。

その後蓮花は、「蛙飛び行事」で知られる「蓮華会」で、蔵王権現に供えられます。
地元奥田の人たちにより、連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。

行事の流れ
①午前１０時～
　捨篠池で蓮取り
②午前１１時３０分～
　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～
　弁天神社で護摩供養

☆当日、現地への無料バスを運行しますので、
　利用してください。

【帰　　り】　午前１０時３０分から午後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
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◎今回の選挙に投票できる人
平成26年3月31日に確定した、「本市農業委員会委員

選挙人名簿」に登載されている人です。なお、登録された
ときに選挙権があっても、投票当日までに選挙権を失った
人は、投票できません。

◎投票所入場整理券の送付
農家世帯ごとに、封書で郵送します。

◎投票所・投票区（支部名）一覧

◎期日前投票
投票当日に、仕事、旅行、病気等の理由で投票できない

人は、市役所4階会議室において「期日前投票」をすること
ができます。

◎郵便による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付、または要介

護認定を受けている人で、一定の要件に該当する人は、
郵便による不在者投票の制度により、自宅などで投票を
することができます。この制度で投票をおこなうには、あらか
じめ「郵便等投票証明書」の交付を受けるなど、事前手
続きが必要です。

◎不在者投票
病院・施設に入院または入所していて、選挙当日、投票

所へ行けない人は、指定機関に限り、病院・施設内で不
在者投票ができます。

◎開票
開票は、7月6日㈰午後8時45分から総合福祉会館3

階でおこないます。なお、当日、会場内の混雑が予想される
場合は、入場制限をしますので、あらかじめご了承ください。

農業委員会委員一般選挙の立候補予定者への説明会
7月6日㈰執行の、農業委員会委員一般選挙の立候補

予定者への説明会を、開催します。
▷とき　6月13日㈮　午後2時～
▷ところ　総合福祉会館3階　研修室

※会場の都合により、立候補予定者１名につき、出席
者２名以内でお願いします。

〔選挙管理委員会事務局　内線 352・353〕

大和高田市農業委員会委員の一般選挙は、6月29日㈰に告示、7月6日㈰が投票日です。

投票区 投票所 農家支部

第１ 市役所４階
会議室

日之出、本郷、神楽、土庫北・土庫、
高田西、築山、松塚、有井、藤森、曙
町、大中、池尻、大道、礒野、農協外

第２
総合福祉会
館第２会議
室

北市場・市場、池田、新田、北角、野
口、大谷、西代、出屋敷、岡崎、領家

第３ 菅原公民館
根成柿南部、根成柿北部１、根成柿
北部２、根成柿中部、奥田、秋吉、吉
井、西坊城、出

第４
葛城コミュ
ニティセン
ター

三倉堂、曽大根、田井、勝目、東中、
今里

みくちゃんグッズ
販売中

マスコットキャラクター「みくちゃん」のグッズ（缶バッヂ・刺繍入りタオル・スタイ）
を販売しています。

6月からは、新しくクリアファイルとメモ用紙を販売します。
▷販売場所　市役所1階　市民課窓口、市役所３階　企画法制課

また、各イベントでも販売ブースを設置しています。
価格など、詳しくは企画法制課まで、お問い合わせください。

〔企画法制課　内線 286〕

農業委員会委員の一般選挙
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介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料
の１割を自己負担して、９割が介護保険から給付されます。

要介護度ごとに、１か月に１割負担で利用できる限度額が
決められています（下表 平成26年4月から、利用限度額が
引き上げられました）。

限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全
額自己負担となります。

※特定福祉用具の購入（年間10万円まで）、住宅改修費
の支給（20万円まで）、居宅療養管理指導等の費用は
利用限度額に含まれません。

世帯内で同じ月に利用したサービスにかかる１割の利用
者負担額（月額）が一定の上限額を超えたときは、「高額介
護サービス費」として後から支給されます。
※ただし、在宅サービスの福祉用具購入・住宅改修費、

および施設サービスの食費・居住費・日常生活費等介
護保険給付対象外の自己負担額は除く。

※給付を受けるには、申請が必要です。対象者には、随
時お知らせしています。

また、介護保険と医療保険の一年間の自己負担合計が
一定の負担限度額を超えた場合に、超えた分が支給される

「高額医療合算介護サービス費」などの制度もあります。

介護保険施設でのサービス（ショートステイ・対象施設入
所）の利用者で、利用者と同世帯全員が市民税非課税の
人には食費と居住費の負担が軽くなる「負担限度額認定
証」を交付します。
▷申請方法　利用者の介護保険証と、申請に来る人の印
鑑を持って、市役所介護保険課へ来てください。

現在「認定証」を持っている人も有効期限は、６月末まで
になっています。引き続き認定証が発行できる人には、更新
の申請書を送付しています。

◯軽減を受けるためには、必ず申請が必要です。
◯通所サービスによる食費負担分は、軽減の対象になり

ません。
◯申請月の１日から、有効になります。

高額介護サービス費の支給や負担限度額認定証の交付
を受けるには、課税対象外の年金受給者（障害年金・遺族
年金等）および所得のない人も、所得の申告が必要です。
市役所税務課で、所得申告をしてください。

保険料の未納がある場合は、その未納期間に応じて、本
来１割である利用者負担が３割に引き上げられたり、高額介
護サービス費等の給付が受けられなくなったりします。保険
料は、必ず納めてください。

〔介護保険課　内線 573〕

介 護 保 険 介護保険のサービスにかかる費用

在宅サービス・介護予防サービスを利用した場合

所得申告が必要です

保険料の未納があると

要介護度 利用限度額（1か月） 利用者負担（1割）

要支援 1 50,030 円 5,003 円

要支援 2 104,730 円 10,473 円

要介護 1 166,920 円 16,692 円

要介護 2 196,160 円 19,616 円

要介護 3 269,310 円 26,931 円

要介護 4 308,060 円 30,806 円

要介護 5 360,650 円 36,065 円

利用者負担段階区分 世帯の上限額（個人の上限額）

市民税課税世帯 37,200円（37,200円）

市民税非課税世帯 24,600円（24,600円）

①�前年の合計所
得金額＋課税
年金収入額が
80 万円以下
の人
②老齢福祉年金
受給者

24,600円（15,000円）

生活保護の受給者等 15,000円（15,000円）

自己負担が高額になったら

介護保険施設サービス費用（食費・居住費）の軽減
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児童手当等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、児童手当等を受給している人の前年（平成25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、引き続いて受給資格があって
も、6月以降の手当を受給できなくなることがあります。
※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。
※手当は所得制限があり、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
外の届出が必要なので、お問い合わせください。また、現
況届提出後でも審査結果により、受給者の変更の届出
が必要な場合があります。

▷提出書類
●児童手当・特例給付　現況届（必要事項を書いて、捺

印）
●受給者本人の健康保険被保険者証等の写し（国民年

金加入および年金未加入の人は、不要）
●平成26年1月2日以降に転入した人は、平成26年度（平

成25年分）の課税証明書または非課税証明書の原本
（平成26年1月1日現在の住所地の市町村で発行され
た、総所得額・扶養親族数・控除内訳等記載のもの）。源
泉徴収票は不可。
※受給者だけでなく、配偶者の証明書も必要です（配偶
者が平成25年中において受給者の税法上の扶養親族
の場合は、配偶者の証明書は不要）。

●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）。

〔児童福祉課　内線 567〕

この施策は、吹付け石綿等による人災を防止するための
正しい情報と、吹付け石綿等を施工してある建築物の所有
者への、今後のための情報提供を目的としています。
▷対象地域　市内全域
▷対象建築物　民間の建築物のうち、吹付け石綿等が施

工されている可能性のあるもの
▷補助対象経費　分析調査に要する経費
▷補助対象限度額　１棟につき250,000円
▷募集件数　２件　※先着順
▷申込方法　6月2日㈪～平成27年1月30日㈮午前8時30

分～午後5時15分（土・日曜日、祝日は除く）までに、建築
住宅課窓口へ。
分析結果は、「広報誌やまとたかだ」、「市ホームページ」
等に掲載します。

〔建築住宅課　内線 651・678〕

「いつ・どこで」発生するかわからない大規模地震から私
たちの住まいを守るため、『わが家の耐震性能の確認』をし
てみませんか。
▷募集期間　7月7日㈪～ 25日㈮午前8時30分～午後5時

15分（土・日曜日、祝日は除く）
▷対象地域　市内全域
▷対象家屋　昭和56年5月31日以前に着工された木造住

宅で、延べ面積が250㎡（75坪）以下で、地階を除く階数
が２以下の建築物

▷診断費用　無料
▷募集件数　20件　※申込多数の場合、抽選
▷診断時期　平成26年8月の予定
▷診断員　県主催の耐震診断講習会の受講者で、診断

者として県に登録を行った建築士
▷診断方法　（財）日本建築防災協会発行「木造住宅の

耐震診断と補強方法」の一般診断によりおこないます。
▷診断結果の報告　耐震診断員が耐震診断結果報告書

を提出し、説明をします。
▷申込用紙配布　7月1日㈫より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
※申込時に添付する書類があります。必ず事前に、市役
所建築住宅課で確認してください。

〔建築住宅課　内線 651・678〕

児 童 福 祉
提出は6月30日まで

「児童手当
特例給付 現況届」

■大和高田市民間建築物吹付け
石綿等分析調査を支援します

■既存木造住宅耐震診断事業を
してみませんか

※土・日曜日・祝日は、受付していません。

4



広告欄

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、お友だちづ
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。

プレパパやご家族の妊婦体験も
好評です。
▷とき　7月3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
「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
をしてきてください。（歯科健診
は、2歳児親子歯科健診と同時
開催）。

▷申込方法　保健センターへ 電話
または窓口へ。

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3日㈭

※各グループ受付後1時間ほどで
終了する予定。

▷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23年12月～平成24
年1月生まれ（2歳6か月～ 2歳7
か月）の子どもと保護者・妊婦

▷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）
▷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

▷申込方法　電話で保健センター
へ。実施日の1か月前から実施日
の1週間前まで受付（土・日曜日・
祝日をのぞく）。※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、

歯みがきをしてから来てください。
※妊婦歯科健診終了後、プレママ
（妊婦）・プレパパ、祖父母、家族
になる人向けに、ウェルカムベビ
ー教室を実施しています。教室に
も参加する人は、同時に申し込ん
でください。

※託児はありません。

▷日程

▷受付時間　午前8時45分～11時
※保健センター以外は、午前9時～

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　胃がん1000円、肺がん

300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。

マダニが媒介する重症熱性
血小板減少症候群（SFTS）
ダニ媒介性疾患「重症熱性血小

板減少症候群（SFTS）」が国内で
も発生しています。

SFTSは、森林や草地等の屋外
に生息するマダニにかまれることで

胃・肺・大腸がん検診実施中グループ 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

とき ところ
6月３日㈫ 保健センター

6月５日㈭ 保健センター
※歯科検診とセット

6月６日㈮ 陵西公民館

6月20日㈮ 保健センター
※女性のみ

6月24日㈫ 保健センター
※歯科検診とセット

6月25日㈬ 葛城コミュニティ
センター
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感染します。マダニの活動期である
春から秋にかけて、マダニにかまれ
ないよう注意してください。マダニ
類は固い外皮に覆われた比較的大
型で、成ダニでは吸血前3 ～ 8㎜、
吸血後は10 ～ 20㎜程あります。
◎予防法
・草むらなどに入る場合、長袖、長

ズボン、足を完全に覆う長靴等を
着用する。

・帽子、手袋、首にタオルを巻くな
ど肌の露出を少なくする。
また、屋外活動後は、マダニにかま

れていないかを確認してください。
◎かまれた時の対応

人や動物に取りつくと、皮膚にし
っかりと口器を突き刺し、長時間（数
日から、長いもので10日間）吸血し
ます。無理に引き抜こうとすると、マ
ダニの一部が皮膚内に残ってしまう
ことがあります。吸血中のマダニに
気づいた時は、できるだけ病院で処
置してもらってください。また、マダ
ニにかまれた後に、発熱や消化器症
状（おう吐・下痢）などの症状が認め
られた場合は、病院で受診してくだ
さい。

詳しくは、厚生労働省ホームペー
ジ（SFTSに関するQ&A）へ。

3 種混合
追加接種を忘れずに！
平成24年11月から4種混合ワクチ

ンの接種が開始されました。それに
伴い今後3種混合ワクチン（DPT）
の供給は減る見通しです。原則とし
て最初に使用したワクチンを使用
します。もし不活化ポリオワクチン
を1期追加（4回目）まで接種してい
て、3種混合ワクチンが1期追加（4
回目）まで完了していない人は、早
めに接種してください。また、不活
化ポリオワクチンを5回以上接種す
ることは、現段階で安全性が確認さ
れていませんので、接種することは
できません。3種混合を初回1期3
回まで接種した人は、3回目終了後
12か月から18か月あけて（6か月以
上）早めに1回追加しましょう。

麻しん（はしか）患者急増中
幼児は、MR接種を

麻しんは、麻しんウイルスによる
急性の全身感染症で、感染力が非
常に強く、免疫を持っていない人が
感染すると、発症しやすいといわれ

ています。毎年、春から初夏にかけ
て流行が見られます。

今年に入り、海外渡航中（特にフ
ィリピン）の感染が推定される事例
が多く報告されています。予防接種
で防げる病気であり、ワクチンの接
種は個人でできる有効な予防方法
です。1歳～ 2歳までの子ども、小
学校入学前の1年間（年長児）の幼
児は、定期接種の対象となっていま
すので、早めにMR（麻しん風しん
混合）接種をしてください。

作
り
方

① ねぎは15㎝長さに切り、にんじんは皮をむいて４～５㎝長さの千切りにし、合わせてボウルに入れる。
片栗粉をふり、均一にからめる。卵はときほぐしておく。

② フライパンを熱してごま油をひき、卵の1/2量を流し入れる。手早く①の野菜を広げてのせ、残りの卵を
流し入れて弱火で５分ほど焼く。さらに裏返して卵が固まるまで３～５分焼く。

③ フライパンを返してまな板の上にとり、食べやすく切り分けて器に盛る。
たれの材料を良く混ぜて添える。

〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

ねぎの卵寄せ焼き

食生活改善推進員
當麻　照代さん

ピリ辛たれで味がグッとしま
ります！！

卵……………………６個
ねぎ ………………… 1わ
にんじん …………… 50ｇ

《エネルギー 126kcal　塩分 1.9g》（1人分）

　しょう油 ………… 大さじ3
　酢 ………………… 大さじ2
　豆板醤 …………… 小さじ1/2
片栗粉 ……………… 大さじ2
ごま油 ……………… 大さじ1

た
れ

材　料（4 人分）

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

6



広告欄

水　道水　道

◇水もれは水資源のムダ遣い
もし、道路上や水路で水もれを発

見した時は、すぐに水道工務課（夜
間・緊急時も☎52-3901）へ、お知ら
せください。
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
家庭からの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。

国　保国　保

平成26年度の国民健康保険税
普通徴収の人は、7月中旬に送付

する納税通知書で、7月から8期にわ
たって納付してください。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、10月か
らの本徴収時に、税額を調整します。

今年度より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。
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）

※「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　内線578〕

児童福祉児童福祉

子育て短期支援事業
保護者の病気などで、家庭におい

て児童を養育することが、一時的に
困難となった場合に、次のような制度
があります。

〔短期入所生活援助（ショートステイ）事業〕
▷利用期間　原則７日以内

〔夜間養護（トワイライトステイ）等事業〕
▷利用期間および利用時間

原則6か月以内で、午後10時まで
※利用者の課税状況により負担金

が必要
※事業の利用を希望する人は、児

童福祉課で事前登録が必要です
（利用の理由が変わらない場合で
も、毎年４月に相談・登録が必要）。

〔児童福祉課　内線567〕

市　税市　税
６月は市・県民税（第１期）の
納期月

納期限は6月30日㈪です
6月の出張窓口

▷時間　午前9時30分～ 11時
市税の納付について

市税は、皆さん自身が自主的に納
期限までに納付する「自主納付」が
基本です。

納付場所は、従来の金融機関に
加え、全国のコンビニエンスストアでも
納めることができます。

また、納期限までに納付できない場
合や、納税相談等は、早めに連絡し
てください。
納付は便利な口座振替で
▷申込方法　申込書、通帳、届出印

を持って、金融機関の窓口で手続

  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。

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
（１世帯あたり） 25,000 円 7,000 円 7,300 円

賦課限度額 510,000円140,000円120,000円

とき ところ
25日㈬ 東部子ども会館
26日㈭ 西部文化センター
27日㈮ 北ふれあいセンター
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きをお願いします。
▷振替日　各納期限月の月末（末日

が休日・祝祭日の場合は翌営業日）

▷対象者
　　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軽減措置
　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等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（ハローワークで交付）、
印鑑、国民健康保険証（すでに加入している場合）
を持って、保険医療課に来てください。

〔保険医療課　内線568・569〕

★☆ 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　6月26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　7月2日㈬【次回予定日8月6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

Ａ学生や自営業などの人は、
20歳になると国民年金に加

入することになります。市役所の
年金係で国民年金加入の届けをし
てください。なお、学生で、年金保
険料を納めることができない場合
は、学生納付特例の申請をするこ
とができます。申請をする人は、学
生証と印鑑を持って来てくださ
い。この学生納付特例の対象とな
る期間は、翌年の3月までですので、
毎年申請してください。

〔市民課年金係　内線528・529〕

Q私は、今月20歳になる学
生です。年金の手続きが

必要でしょうか。

△

6月の開場日　14日、28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○新聞の収集の変更

水曜日（2週間に1回）に変更に
なりました。収集日は、「平成26年
度分別収集カレンダー」で確認し
てください。
〔クリーンセンター　☎53-5383〕

午後6時まで時間延長

△

6月の実施日
6月5日・12日・19日・26日㈭△

業務時間　午後6時まで△

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

出、印鑑登録・廃止などの業務
は行いません。

〔市民課　内線527・530〕

市民課窓口業務市民課窓口業務
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■第9回そよかぜ（オストメイトサ
ロン）

▷とき　6月14日㈯　午前10時～正午
▷ところ　市立病院１階 患者図書室
▷費用　一家族300円
▷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「そよかぜ参
加希望」を書いて、地域医療連携
センターへ。

※電話・外科外来窓口でも受付
〔大和高田市立病院看護局

☎53-2901〕

■ふれあい教室生徒募集
学習や異世代交流をとおして、子

どもたちの学力向上・社会性や規範
意識を育む取り組みをめざします。
※開講式は、7月8日㈫
▷とき　毎週火・木曜日
　午後5時30分～ 7時30分
▷ところ　市立中央公民館
▷内容　英語（火曜日）、数学（木曜

日）
▷対象　市内在住の中学1年生～

3年生
▷定員　20名
▷申込方法　電話（☎53-6264）ま

たは、FAX（ 53-6364）で、生
涯学習課ふれあい教室担当へ。

〔生涯学習課　☎53-6264〕

■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種目につき1人2点まで、

未発表のもの
▷資格　県内在住の満60歳以上
（４月１日現在）のアマチュア

▷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　百地　享

▷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29日㈮～9月3日㈬
▷ところ　県文化会館展示室（奈良

市登大路町6-2）
▷主催　奈良県、県社会福祉協議会

〔社会福祉課　内線534〕

■おとなのピアノ教室
▷とき

7月3日・10日・17日・24日・31日
8月7日・28日
9月4日・11日・18日
いずれも木曜日の午後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
▷会費　1期間（3か月）5,000円
※別にテキスト代　約1,000円必要
▷講師　樫根香津子さん

▷申込方法　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、6月20日㈮
までに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〕

■にこにこ広場
▷とき　7月10日㈭・8月7日㈭・9月10

日㈬　午前10時から
▷ところ　児童館2階
▷対象　平成25年7月1日から9月30

日生まれの子ども
▷定員　親子で10組
　※申込多数の場合、抽選
▷申込方法　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、6月20日
㈮までに児童館（〒635-0036　
旭北町4-34）へ。

〔児童館　☎22-4150〕

■地域ふれあい土曜塾
講座・講師（敬称略） とき ところ

キッズ囲碁
（吉村芳倶、西岡正浩）

6月7日㈯
午後1時30分～ 市立中央公民館

やまとたかだ太鼓
（松本弘昭、表　泰憲）

6月14日㈯
午前10時30分～ ときめき高田駐車場

やまとたかだ太鼓
（松本弘昭、表　泰憲）

6月22日㈰
午後１時30分～ ときめき高田駐車場

※持ち物など詳しくは、生涯学習課（☎53-6264）へ。
▷対象　5歳～ 18歳　※囲碁は７歳以上
▷定員　各講座とも50名　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〕
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■平成27年成人式
▷とき　平成27年1月11日㈰

午前10時～ 11時15分（受付：9時
30分）

▷ところ　さざんかホール
▷対象　平成6年4月2日～平成7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20日㈮までに、電

話で生涯学習課へ。
〔生涯学習課　☎53-6264〕

■平成26年度「中途失明者等生
活訓練事業」希望者の募集

▷対象　県内在住の重度視覚障が
い者（身体障害者手帳1級、2級）

▷内容　視覚障がい者生活訓練指
導員による、生活相談・指導ならび
に歩行訓練・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4日㈮までに、市社

会福祉課へ。
〔社会福祉課　内線538〕

■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級又は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４日㈮までに、市社

会福祉課へ。
〔社会福祉課　内線533〕

■天満診療所健康教室
▷とき　6月19日㈭　午後1時～ 2時
▷ところ　天満診療所
▷テーマ　「健康食品とサプリメント」
▷講師　医師　梅本 典江

〔天満診療所　☎52-5357〕

日 曜 収　集　区　域

2 月 大谷、北角、敷島町、奥田県住、出、
秋吉

3 火 敷島町、奥田、吉井、根成柿
4 水 敷島町、根成柿、吉井

5 木 根成柿、吉井、秋吉、旭北、天神橋、
藤森、池尻、築山

6 金
東中、東中1・2丁目、春日町1・2丁
目、西坊城、出、三和町、神楽、日之
出西・東本町、有井

7 土 東雲町、土庫住宅、有井、日之出町

9 月

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

10 火 礒野町、礒野北、南本町、北片塩、
曙町、材木町、昭和町

11 水 大中北、新田、岡崎、中町、領家、礒
野北

12 木 池田、領家、西代、市場
13 金 市場、野口、築山
16 月 出屋敷、有井、築山

17 火 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 水 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 木 中三倉堂1・2丁目、甘田町、築山
23 月 曽大根、今里、旭北町、旭南町

24 火 南陽町、蔵之宮町、甘田町、北片
塩町、東三倉堂町、旭北町

25 水
大中東、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

26 木 蔵之宮町、甘田町、栄町、東中1・2
丁目、永和町、礒野南町、内本町

27 金 本郷町、北本町、高砂町、永和
町

■使用済みの食用油の回収△

6月の回収日　6月23日㈪
午前9時15分～9時30分 陵西校区公民館

午前9時45分～10時 橘町集会場前

午前10時15分～10時30分 築山公園前

午前10時45分～11時 塙青少年会館（塙コミュニティーセンター）

午前11時15分～11時30分 曙町青少年会館（東部こども会館）

午前11時45分～正午 片塩幼稚園東側道路

午後１時15分～１時30分 総合体育館

午後１時45分～2時 大和ガス南側道路

午後2時30分～2時45分 市立菅原公民館

午後3時～3時15分 ネオシティ大和高田正面玄関前

午後3時30分～3時45分 葛城コミュニティセンター

午後4時～4時15分 春日町会館前

◎環境衛生課【市役所別棟1階】で
は毎日回収しています（土・日・祝日を
除く）。
◎さざんかストリートの「生活雑貨ささお
か」で回収しています。ご利用ください。
◎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」

6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
境衛生課までご連絡ください。

●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

ぎますと、督促手数料（100円）が加算されます
（5月分の納付期限は、6月30日です）。

広告欄
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●韓国・朝鮮語を学ぼう！
　呼び名編

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22日～ 7月27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　親族や友人間、職場や学
校での相手の呼び方を学びます。
韓国・朝鮮では、他人であっても親
しい間柄では、オンニ（お姉さん）、
オッパ（お兄さん）などと呼ぶことは
一般的です。相手を適切に呼ぶこ
とができれば、よりよい人間関係を
つくることができます。コミュニケーシ
ョンもスムーズにいきますよ。

▷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

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

▷連絡先　キム・カンヂャ（金康子）
〒635-0003　土庫726-2

52-0402

●パソコンを楽しみませんか
◎初心者から楽しめるパソコン講座
▷とき　6月4日～9月3日の第1、3水

曜日（8回）午前9時30分～正午

※6月のみ第4水曜日あり
▷ところ　中和労働会館（西町1-60）
▷内容　ワードでチラシ作り、エクセ

ルで名簿作り、インターネット入門、
デジカメ写真取込・編集・フォトギャラ
リー・ムービーメーカーなど。

▷受講料　1回1,080円（パソコン貸
出あり、1回540円）

▷定員　20名
▷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
▷とき　毎月第1、3水曜日

午後1時～3時30分
▷ところ　中和労働会館（西町1-60）
▷利用料　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〕

●ＮＡＩＳＴサイエンス塾
▷とき　7月12日㈯

①午前10時～ 11時30分
②午後1時～ 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 「楽しいパノラマ写真を作ろう」
▷対象　小学生　※保護者同伴
▷参加費　500円
▷定員　各回20人

※申込多数の場合、抽選
▷申込方法

メール（kagaku@science-plaza.or.jp）
FAX（ 0743-72-5819）
ハガキ（〒630-0101　生駒市高山
町8916-12）で、「第64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、6月19日㈭【必着】まで
に奈良先端大支援財団へ。

※当選者のみ、6月27日㈮までに通知
〔奈良先端大支援財団

☎0743-72-5815〕

●マーマの里 子育てステーション
◎ベビークラス会員募集
▷とき　毎週月曜日　午前10時30

分～ 11時30分（月3回）
▷内容　ベビーマッサージ、ベビーヨ

ガ、アレルギーにならない離乳食など
▷対象　生後2か月～ 12か月
▷費用　月1,500円（教材別）
◎英語サロン・工作会員募集
▷とき　毎月第一金曜日
▷内容　外国人講師と日本人講師

による英語講座と楽しい工作
▷対象　0歳～未就学児と保護者
▷費用　1回1,000円
◎ゆかた着付け教室
▷とき　7月5日㈯　午前10時30分

～ 11時30分
▷内容　子ども用ゆかたの着付け

方、帯の結び方を学びます。
▷対象　2歳～小学生と保護者
▷費用　1人500円
▷持ち物　ゆかた、腰ひも2本、伊達

締め、帯
▷講師　当麻　佐知子　先生
▷申込方法　いずれの講座もオーク

タウン4階子育てステーションで直
接受付か、前日までに電話でマー
マの里子育てステーション（☎080-
5334-5092）へ。

〔NPO法人マーマの里
田丸☎22-1438〕
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●膠原病医療講演会と相談会
▷とき　6月22日㈰　午後1時～ 4

時30分（受付：正午～）
▷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
3201-11）

▷内容　講演「全身性エリテマトーデ
ス＆シェーグレン症候群」、医療相
談

▷参加費　無料
※会員以外の人は、資料代500円

▷申込方法　6月20日㈮までに、電
話かFAXで大森（☎ 0744-42-
0699）へ。

〔全国膠原病友の会　奈良支部〕

●子どもの人権110番
▷とき
　・6月23日㈪～ 27日㈮
　午前8時30分～午後7時
　・6月28日㈯～ 29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〕

●子育てサポーター養成講座
▷とき

6月26㈭、27日㈮
7月3日㈭、8日㈫、9日㈬、11日㈮、

15日㈫、18日㈮、23日㈬、24日㈭、
25日㈮、29日㈫　（全12回）
午後1時30分～3時30分

※7月24日㈭、25日㈮のみ午前9時
30分～ 11時30分

▷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。
▷対象　市内在住で20歳以上の、

健康で子育てに関心がある人
※子育て中で、子育てに役立てるた

めの受講のみも可
▷受講料　無料
▷申込方法　6月20日㈮までに、電

話で子育てサポートクラブへ。
〔子育てサポートクラブ　☎23-1006〕

●なら男女共同参画週間イベント
2014

「女
ひ と

と男
ひ と

共に担える参画社会～ワーク・
ライフ・バランスは進んでいますか～」
▷とき　7月3日㈭～ 6日㈰午前10時

～午後4時（3日は記念講演開催
のため午後2時～4時）

▷ところ　県女性センター（奈良市
東向南町6番地）

▷内容　記念講演「人生充実化プ
ロジェクト～幸福度を上げる働き方
～」、劇、紙芝居、ワークショップなど
※いずれも申込不要・無料

［県女性センター総務係
☎0742-27-2300］

●不動産無料相談会
▷とき　7月12日㈯　午前10時～午

後４時
▷ところ　香芝市ふたかみ文化セン

ター（香芝市藤山1-17-17）
▷内容　土地有効活用・贈与と相

続・売買・賃貸など不動産に関する
問題を専門家がアドバイスします。

▷申込方法　電話でNPO法人奈良
県不動産コンサルティング協会へ。

〔NPO法人奈良県不動産コンサルティング
☎0742-41-7443〕

●かもきみの湯　市町別無料入浴
の実施

▷とき 6月19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　市内在住の人
※小学生以下の人は、保護者同伴
入浴者全員が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）を持って、受付へ（コ
ピー類は、受付できません）。
※他のサービスとの併用はできませ
ん。

〔かもきみの湯　☎66-2641〕

●労働保険年度更新
平成26年度の労働保険（労災保

険・雇用保険）の年度更新手続は、
6月1日㈰～ 7月10日㈭までの期間で
す。期日中の手続・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〕

12



こ
こ
　
何
処
？
の
こ
た
え

写
真
は
、昭
和
29
年
ご
ろ
で
す
。

近
鉄
高
田
市
駅
付
近
か
ら
東
を

向
い
て
い
ま
す
。

交
通
の
発
展
が
、現
在
の
片
塩
商

店
街
を
形
作
る
き
っ
か
け
と
な
り

ま
し
た
。

リズモー市長との８日間は、むこうの希望
を一つでもかなえたいと計画した、大忙しの
日々でした。本当に多くの皆さんにお世話に
なり、全員無事帰国されました。ありがとうご

ざいました。

南半球でしか見られない星座、南十字星。去年リズモー市で実際
に見て、美しい星空に感動しました。今、その星座はいただいたネク
タイの中で輝いています。

毎年のことですが、もうすぐゴールデンウィークが来ると思った時
には、どこの施設も店も予約がいっぱいで入れなくなっています。もう
少し計画性を持たなければ…。

もうすぐ誕生日です。幼い頃は心待ちにしていた日を、今では複
雑な気持ちで迎えることになりました。それも成長の証だと信
じて、また１つ歳を重ねていきたいです。
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う
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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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