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　防災の日にちなみ、市内の小学校・幼稚園で、「防災給食」が行
われました。献立は、救給カレー、乾パン、豚汁、ヨーグルト、牛
乳です。給食前の校内放送では、「毎日こうして給食を食べられる
ことのありがたさを感じましょう」と、この献立に込められた、大
切な思いが伝えられました。
　この救給カレーは、ごはんも入っていて、袋をあけるだけで温め
なくてもそのまま食べられます。気になる味の感想は、「いつもの
カレーとは少し違うけど、美味しい！」「災害食でも、こんなに美
味しいのなら食べられる！」と好評でした。
　近ごろ、多くの災害が発生しています。今日の体験をひとつの
きっかけに、「自分には関係ない」という気持ちを捨てて、防災意
識を高めましょう。

（9月17日㈭撮影：磐園小学校）
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Happy New
Year

大和高田市マスコットキャラクターみくちゃん

高田千本桜

「みくちゃん年賀」限定販売
！

手軽にできる男性のための料理教室 パート10

　昨年好評だった、大和高田市マスコットキャラクターみくちゃ
んのオリジナル年賀はがきを、今年も販売します。
　「みくちゃん年賀」で、新年のあいさつを伝えませんか。
※先着順、予定数量を超えた時点で販売終了

▷販売開始日　11月9日㈪　午前8時30分から
　　　　　　　平日の午前8時30分～午後5時15分 
　　　　　　　※事前購入予約はできません。
▷販売場所　市役所3階　企画法制課
▷販売枚数　10,000枚
▷販売価格　1枚52円
▷はがき種類　インクジェット紙

〔企画法制課　内線285・286〕

　家事参加のきっかけづくりになればと始めた「ヒー
ト　ハート たかだ」の男性料理教室も、10回めとな
りました。
　今回も、手軽にできる中華料理の人気メニューで
す。ランチにもちょうどいい天津飯や、甘酢あんが食
欲をそそる酢豚など、みんなと楽しく中華料理に挑戦
してみませんか。
　「ヒート　ハート たかだ」のメンバーが、お手伝いし
ます。気軽に参加してください。

メニュー：天津飯・酢豚・野菜炒め・スープ・フルーツ

▷とき　11月29日㈰　午前10時～午後1時
▷ところ　葛城コミュニティセンター　1階調理実習室
▷対象　男性のみ
▷定員　20名 ※申込多数の場合、抽選
▷実習材料費　1,000円
▷持ち物　エプロン・三角巾

▷�申込方法　11月19日㈭までに、電話（☎22-1101 内
線287）、またはFAX（ 52-2801）、Eメール（gender

　 @city.yamatotakada.
nara.jp）に、「男性料理教
室」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。
▷共催　大和高田市、ヒートハートたかだ

　
　〔人権施策課男女共同参画推進係　内線287〕

予約制・無料
（料理教室申込時に予約）
※対象:0歳〜就学前

託児ルームが
利用できます

コミュニティ
サイクル

　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。
　中心市街地周辺を自転車でまわり、「たかだのまち」
を再発見してみませんか。

▷期間　11月9日㈪～平成28年1月17日㈰
　※12月28日㈪～平成28年1月3日㈰は除く
▷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
　　※日曜日は定休日
　利用方法は、市ホームページを確認、または下記へ。

〔都市計画課　内線687/産業振興課　内線248〕

参加者募集

（写真は、昨年の様子です）
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Happy New
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◎ふれあいスポーツ広場
▷とき　11月15日㈰　午前9時から
　　　　総合体育館で開会式
▷種目
　ソフトバレーボール
　▷ところ　総合体育館
　▷募集チーム
　　◦一般の部（チャンピオンコース）
　　　30チーム（1チーム8名編成）
　　◦一般の部（ふれあいコース）
　　　12チーム（1チーム8名編成）
　グラウンドゴルフ
　▷ところ　高田小学校
　▷募集チーム
　　◦団体の部　16チーム（1チーム3名編成）
　　◦個人の部　24名
※用具は、主催者側で用意します。
※ 雨天の場合、中止（前日の天候により、中止の場合もあ

り）。開催･中止の決定は、当日の午前7時30分に行い
ます。
▷参加資格　市内在住・在勤・在学の人
▷申込方法　11月7日㈯までに、総合体育館へ。
◎ 新しい軽スポーツ種目「カローリング」の体験も、総合

体育館にて同時開催

◎親子バドミントン大会
▷とき　12月5日㈯　開会式：午前9時から
　　　　（受付：午前8時45分から）
▷ところ　総合体育館　主競技場
▷�対象　 保護者（祖父母も可）と小学生の子どもを 

1チームとして、80組
▷申込方法　11月14日㈯までに、総合体育館へ。

◎市町村対抗子ども駅伝大会
 代表選手選考会
▷とき　11月28日㈯
　　　　（受付：午前9時～9時10分）　※小雨決行
▷ところ　総合公園 多目的グラウンド周辺
▷�対象　市内在住の小学5･6年生の男女で、平成28年

3月5日㈯に開催される本大会に出場できる児童
▷競技種目　男女ともに約2,000メートル走
▷�申込方法　11月16日㈪までに、各小学校の担任へ。

市内小学校以外の児童は、直接総合体育館へ。

※ 各行時における傷病や紛失、その他の事故に際し、応
急処置を除いて一切の責任を負いません。

※上記すべての種目の競技方法など、詳しくは、下記へ。
〔総合体育館　☎22-8862〕

　下記の日程で、市内各小学校のマラソン大会が行われます。元気に走る子どもたちを、応援してください。
※終了時刻は、浮孔西小学校のみ午後0時25分、その他の学校は、正午までに終了予定

学校名 とき コース
菅原小学校 11月25日㈬ 学校周辺（大字根成柿）
浮孔小学校 11月26日㈭ 総合公園内
磐園小学校 11月26日㈭ 大字有井周辺
陵西小学校 12月 1日㈫ 第二健民グラウンド敷地内および大字野口周辺
片塩小学校 12月 3日㈭ 旭北町周辺

土庫小学校 12月 3日㈭ 土庫小～広陵町浄水場手前
（明日香大和郡山自転車道）

高田小学校 12月 4日㈮ 大中公園敷地内および大字大中周辺

浮孔西小学校 平成28年
 1月29日㈮ 学校敷地内

※雨天の場合、日程が変更になる場合があります。
※コースの詳細は、各学校へ問い合わせてください。

いい汗かこう！スポーツイベント

みんなで応援！ 市内小学校マラソン大会

小学校からのお願い
　マラソン大会当日は、学校敷
地内だけでなく、小学校の周辺
などもマラソンコースになりま
す。児童の安全を守るため、コー
ス付近を車などで走行するとき
は、十分に気をつけてください。
　皆さんの協力をお願いします。

〔学校教育課　内線152〕
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※検診などに関する問い合わせは、

作
り
方

材 料（4人分）

《エネルギー 142kcal　塩分 0.9g》（1人分）

①  青ねぎは、2㎜幅の斜め切りにする。油揚げは2 ～ 3㎜幅の細切りにする。
②  フライパンに油を熱し、油揚げを入れて香ばしくなるまでしっかりと炒め、オイスターソース

と酒をからめる。
③  ②に青ねぎを加えてサッと炒め合わせ、火を止めてこしょうをふる。

〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

青ねぎと油揚げのオイスターソース炒め

食生活改善推進員
稲見　悦子さん

シンプルな料理です。オイ
スターソースを入れ過ぎな
いのがポイントです。

青ねぎ ……………1束
油揚げ ……………2枚
サラダ油 …………大さじ2

2回接種が大事！
麻しん風しん混合（ＭＲ）

　麻しんは、空気感染で簡単にかか
りやすく、かかると重症化しやすい病
気です。また、風しんは、妊娠初期の
妊婦がかかると、赤ちゃんの心臓や
目、耳に影響が出る可能性がありま
す。2回の接種で免疫をつけましょう。
▷ところ　市内委託医療機関
▷対象年齢
・1期…生後12か月～ 24か月未満
・ 2期…小学校入学前の１年間（年

長児）（平成21年4月2日～平成
22年4月1日生まれ）

※ 2期接種期間は、平成28年3月末
日までです。

▷�持ち物　母子健康手帳、予診票
（予防接種手帳）

※ 対象年齢で、紛失・転入などで予
診票を持っていない人は、保健セ
ンターに連絡してください（予診
票は送ることができません）。

※ 接種期間を過ぎると、任意接種と
なり、全額自己負担です。また、健
康被害が発生した場合は、国の補
償はなく、医薬品医療機器総合機
構法に基づく補償となります。

働く世代への
大腸がん検診推進事業

　がんの早期発見、健康保持・増進

のため、対象者に大腸がん検診無料
クーポンなどを送っています。申込
方法など詳しくは、4月下旬に送っ
ている「大腸がん無料検診のご案
内」を見てください。
▷対象者
・ 昭和49年4月2日～昭和50年4月

1日生まれ
・ 昭和44年4月2日～昭和45年4月

1日生まれ
・ 昭和39年4月2日～昭和40年4月

1日生まれ
・ 昭和34年4月2日～昭和35年4月

1日生まれ
・ 昭和29年4月2日～昭和30年4月

1日生まれ
◎大腸がん検診のみの日
▷�とき　 11月9日㈪・10日㈫・11日㈬・

24日㈫・25日㈬ 
午前9時～ 10時30分

※ 受診希望者には、検診票と採便容
器を送ります。希望日の1週間前ま
でに、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。

もぐもぐ教室の

　子どもの栄養と離乳食について

の話、試食を行います。初めての子
育てにとまどっているお母さん、ぜひ
参加してください。
▷�とき　12月11日㈮　 午 前9時45

分～ 11時30分（受付：午前9時30
分から）
▷�ところ　保健センター
▷�内容　子どもの栄養や離乳食の

話、離乳食のデモンストレーショ
ン、試食（保護者）
▷�対象　平成27年6月・7月生まれの

乳児（第１子）と保護者　
※第2子以上は要相談
※保護者のみの参加も可
▷�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。

受け忘れていませんか？

　4月に、子宮頸がん･乳がん検診の
無料クーポン券を送付しました。
　まだ、使用していない人は、有効期
限が迫っています。有効期限間近に
なると、予約が取れない場合があり
ます。早めに予約・受診しましょう。
▷�対象者　平成28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
▷検診期間　どちらも2月末まで

オイスターソース …大さじ2
酒  ………………大さじ2
こしょう …………少々

2回接種が大事！
麻しん風しん混合（MR）

もぐもぐ教室
（妊婦交流会）

受け忘れていませんか？
がん検診

働く世代への
大腸がん検診推進事業

3



　「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」
を装った“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”に注意し
てください。
　自宅や職場などに、市や厚生労働省の職員などをか

たった不審な電話や郵便があった場合は、迷わず110番、
または高田警察署（☎22-0110）（または警察相談窓口
電話（＃9110））に連絡してください。

※期限を過ぎてからの申請受付は、できません。

申請は、もう済みましたか？「臨時福祉給付金」

｢子育て世帯臨時特例給付金｣

申請期限は、12月1日㈫まで

申請期限は、12月1日㈫まで

　本市では、「臨時福祉給付金」の支給対象者と思われ
る人に対し申請書などを送り、9月1日から受付を開始し
ています。
　申請期限は、12月1日㈫まで【消印有効】です。期限ま
でに、郵送または窓口へ持参し、申請漏れのないように注
意してください。なお、申請については、申請書に記名し
たすべての人の本人確認書類の添付と、押印または署名
を忘れないようにお願いします。
　また、次の日程で「夜間窓口」「休日窓口」を開設します
ので、利用してください。
◎夜間窓口
▷とき　11月12日・19日・26日
　　　　いずれも木曜日　午後5時15分～8時
▷ところ　市役所 3階西会議室
　　　　　社会福祉課　臨時福祉給付係

◎休日窓口
▷とき　11月23日（月・祝）・29日㈰
　　　　午前9時～午後4時
▷ところ　市役所 3階西会議室
　　　　　社会福祉課　臨時福祉給付係
※ 申請受付場所の社会福祉課　臨時福祉給付係（3階

西会議室）へは、庁舎正面玄関から入り、エレベーター
を利用してください。
▷申請先
　社会福祉課　臨時福祉給付係（3階西会議室）
　☎22-1101（内線381）
　受付時間：午前9時～午後5時
　　　　　　（土日・祝日を除く）

〔社会福祉課　臨時福祉給付係　内線381〕

　本年5月31日時点において、本市で児童手当・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（平成27年度）および子育て世帯臨時特例給
付金申請書」を送っています。まだ提出していない人は、
すぐに提出してください。
　書類を紛失した人は、再発行します。児童福祉課へ問
い合わせてください。
●公務員の人へ
　勤務先で児童手当を受給している公務員の人は、本市
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
申請書を提出してください。
※ 平成27年5月31日時点の住民票所在市区町村への申

請が必要です。6月1日以降に本市へ転入した人は、前
住所地に申請してください。

 　また、次の日程で「夜間窓口」「休日窓口」を開設します
ので、利用してください。
◎夜間窓口
▷�とき　11月12日・19日・26日　
　　　　 いずれも木曜日　午後5時15分～8時
◎休日窓口
▷�とき　 11月23日（月・祝）・29日㈰ 

午前9時～午後４時
※ いずれも市役所2階　児童福祉課（7番窓口）で行いま

す。庁舎正面玄関から入り、エレベーターを利用してく
ださい。

　なお、申請書を郵送で提出する場合は、12月1日㈫【消
印有効】で、市児童福祉課（〒635-8511　大中100番
地1）へ。

〔児童福祉課　内線567〕

※期限を過ぎてからの申請受付は、できません。

●“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”に、ご注意を
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くらしの案内くらしの案内
市　税市　税

11月30日は、固定資産税（第4期）
と国民健康保険税（第5期）の
納期月
　納税通知書と納付書は、固定資
産税については4月に、国民健康
保険税については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、皆さん自身が
自主的に納期限までに納付する｢自
主納付｣が基本です。納付には、納付
書により納付場所（納付書裏面に書
いています）で納める方法と、口座振
替により納付する方法があります。
　納め忘れた市税・国民健康保険
税には、各納期限から一定期間が過
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、便利
な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
・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
※�12月に限り、市税・国民健康保険
税ともに、25日が振替日（休日の
場合は、翌営業日）となります。注
意してください。

督促手数料・延滞金について
　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。

大和高田市・奈良県・香芝市の
協働で、滞納整理をさらに強化
　本市・県・香芝市との協働で、税
負担の公平性と財源確保を目的に、
市税の収納強化のため、「特別滞納
整理強化チーム」をたちあげ、滞納税
のさらなる徴収強化に取り組んでい
ます。このチームは、財産調査（預貯
金・給与など）し、積極的に差押えや
家宅などの捜索を行います。滞納を
放置したままにしておくと、差押えな
どの不利益を受けることになります。
納期限までに納付できない場合は、
早めに相談してください。

〔収納対策室　内線239〕

国　保国　保
特定健診を来年１月末まで実施
　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
のための健診を実施しています。
　例年、12月から1月までは、インフ
ルエンザなどの流行により、医療機
関が混み合います。早めの受診をお
すすめします。
▷�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
▷�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28年1月31日㈰まで
▷受診方法
・�個別健診（県内の指定医療機関）
　�　日時と医療機関を選んで受診で
きます。直接、指定医療機関へ申
し込んでください。
・集団健診
　�　決まった日時に、健診専門機関
が実施する健診を受診できます。
保険医療課へ予約してください。

◎集団健診（予約制）の日程
とき ところ

11月12日㈭ 保健センター2階
11月14日㈯ 市立土庫公民館
11月24日㈫ 保健センター2階
11月28日㈯ 市立菅原公民館
12月 8日㈫ 葛城コミュニティセンター
12月12日㈯ 市立陵西公民館
12月16日㈬ 保健センター2階
12月21日㈪ 保健センター2階
平成28年
 1月14日㈭ 保健センター2階

 1月19日㈫ 保健センター2階
 1月27日㈬ 保健センター2階
※�特定健診に関すること、集団健診
の予約・申込は、保険医療課国保
係へ問い合わせてください。
※�後期高齢者医療制度加入者は、
「後期高齢者の健康診査」を受
診できます。
〔保険医療課　国保係　内線568〕

児童福祉児童福祉
受給申請をお忘れなく
「児童手当・児童扶養手当・特別児
童扶養手当」
　すでに受給している人は、受給申
請は不要です（ただし、毎年の現況
届出などは必要です）。
※�毎年の現況届は、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
にあります。

〔児童手当〕
▷�対象者　中学校卒業までの児童
（15歳の誕生日後の最初の3月31
日まで）を養育している人
▷手当月額（児童1人あたり）
◦3歳未満…一律15,000円
◦3歳以上小学校修了前…10,000円
（3子以降は15,000円）
◦中学生…一律10,000円
※�申請者の所得が、所得制限限度額
以上の場合は、児童の年齢などに
関わらず、月額一律5,000円を支給
※�児童が生まれたとき、受給者の住
所が他の市区町村に変わったとき、
公務員でなくなったときなどは、必
ず15日以内に届出をしてください。
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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

▷11月の実施日
　11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 530〕

市民課窓口業務市民課窓口業務

税の申告をするとき、納めた国
民年金保険料は、社会保険料

控除の対象となります。平成27年1月1
日から9月30日までの間に、国民年金
保険料を納付した人に送られる「社
会保険料(国民年金保険料)控除証明
書」は、申告するときの添付書類とな
ります。年末調整や確定申告を行うま
で、大切に保管しておいてください。
◇納付状況に関する問い合わせ
　大和高田年金事務所　☎22-3531

〔市民課年金係　内線529〕

Ａ

　　毎年11月上旬になると、日
　　本年金機構から、国民年
金保険料の控除証明書が送ら
れてきます。どのような手続き
に必要ですか。

�　　�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　11月26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　12月2日㈬・16日㈬�
　【次回予定�平成28年2月3日㈬】
※12月は、夜間窓口を2日間設けます。
▷ところ　上下水道部料金係
　☎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。

★☆ 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。

〔児童扶養手当〕
▷�対象者　父または母と生計を共に
していない家庭、または、父または
母に一定の障がいがある家庭で、
児童（18歳になった年度の3月31日
までの間にある人）を養育してい
る父母、もしくは父母にかわって養
育している人
▷�手当月額　所得制限により、次の
いずれかの額になります（児童1
人の場合）。
◦42,000円（全部支給）
◦9,910円〜41,990円（一部支給）
※�受給者、配偶者、扶養義務者など
の収入が限度額以上の場合は、
支給されません。児童が児童福祉
施設などに入所している場合は、
申請できません。

〔特別児童扶養手当〕
▷�対象者　20歳未満の身体または
精神に重度、または中度以上の障
がいのある児童を家庭（児童施設
など入所児童を除く）で養育して
いる父母、または父母にかわって
養育している人
▷手当月額（児童1人あたり）
◦1級…51,100円
◦2級…34,030円
※�受給者、配偶者、扶養義務者など
の収入が限度額以上の場合は、
支給されません。
�　上記の3手当の要件に該当する
人は、児童福祉課で申請してくださ
い。原則、申請した翌月分からの支
給となります（要件に該当していて
も、手続きが遅れると、申請月以前
の手当は支給されません）。
�　必要書類など、詳しくは児童福祉
課に問い合わせてください。窓口来
庁の際は、本人確認できるもの（免
許証、保険証など）を持ってきてくだ
さい。

〔児童福祉課　内線567〕

水　道水　道
メーターの取り替え、検針に
ご協力を
　上下水道部では、水道料金算定の
ため、検針員が2か月ごとに、メーター
を検針しています。また、メーターの

取替については、検定期間満了まで
に、順次取替作業を行っています。正
しい検針、取替作業ができるよう、次
の点に協力をお願いします。
○�メーターボックスの上に、物を置かない
○�メーターボックスの中は、いつもきれ
いにしておく
○�犬は放し飼いにせず、出入口やメー
ターボックスから離してつなぐ
○�家の増改築などで、メーターボックス
が床下や屋内に入らないようにする

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。このようなとき
は、飲み水としての使用を控え、しば
らく様子を見るか、上下水道部へ連
絡してください。

収納事務の一部を弁護士法人に
委託
　水道料金や下水道料金を滞納し
ている人への、郵便督促や電話督促
などの収納事務を、弁護士法人「舘
野法律事務所」に委託しています。
　郵便督促や電話がかかってきて
も、預金通帳番号やキャッシュカー
ドの暗証番号を聞くことはありませ
ん。水道料金などを完納している人
との公平性を図るためです。協力を
お願いします。

��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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■ペーパードライバーのためのドラ
イバースクール
▷�とき　12月4日㈮・11日㈮ 

午前9時～午後0時30分 
（午前8時15分までに、市役所東側
駐車場に集合） ※現地まで送迎
▷�ところ　橿原中央自動車学校（橿

原市葛本町159）
▷�対象者　市内在住・通勤・通学の

普通免許保持者
▷�持ち物　運転免許証（運転に支障

のない服装）、筆記用具、メガネ（必
要な人）
▷�内容　ドライブシミュレーター、実車
（AT車のみ）を使った指導など
▷定員　各日15名
▷申込方法　電話で生活安全課へ。
※両日の申し込みは、できません。
※ 申込多数の場合は抽選し、後日申

込者に連絡します。
▷�受付期間　11月2日㈪～13日㈮の

午前9時～午後5時　※土日を除く
〔生活安全課　内線321〕

■にこにこ広場
▷�とき　 12月8日㈫、平成28年1月21

日㈭、3月4日㈮ 
いずれも午前10時から

▷ところ　児童館 2階
▷�対象　平成26年12月1日～平成27

年3月31日生まれ
▷�定員　親子で10組　※申込多数

の場合、抽選
▷�申込方法　11月20日㈮【必着】まで

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

〔児童館　☎22-4150〕

■大和高田市心身障害者作品展　
作品募集
▷�種目　絵画、写真、書道、工芸、手

芸、コンピューター・タイプアート
▷対象　市内在住で障がいのある人
▷�申込方法　11月20日㈮までに、所

定の申込用紙に必要事項を書い
て、持参またはFAX（ 24-2730）
で総合福祉会館へ。
◎大和高田市心身障害者作品展
▷�とき　12月12日㈯～18日㈮ 正午

まで
▷�ところ　総合福祉会館（ゆうゆうセ

ンター）
〔総合福祉会館　☎23-0789〕

■タカザニア2015
▷�とき 11月7日㈯･8日㈰　午前10時～

午後4時（受付：午前9時30分、午前
11時30分、午後1時30分）

▷ところ　県産業会館　1階
▷�内容
　 7日：アナウンサー、パティシエ、グロー

ブ職人、警察官
　 8日：マジシャン、絵かきさん、パン屋さ

ん、消防士
　両日：自衛隊
※事前予約は行っていません。
〔大和高田商工会議所青年部

�☎22-2201〕

■平成28年成人式
▷�とき　 平成28年1月10日㈰　 

午前10時～11時15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
〔生涯学習課　☎53-6264〕

■消費生活講演会＆映画会
▷とき　11月13日㈮
　①午前10時から
　②午後2時から
　（開場：各回30分前）
▷ところ　さざんかホール（小ホール）
※申込不要、入場無料
▷�内容　消費生活に関する講演、映

画「人生、いろどり」の上映会　ほか
▷�主催　大和高田市地域婦人会連

絡協議会
〔生涯学習課　☎53-6264〕

■さわやか生活教室
とき ところ 担当

11月13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
（☎52-3006）

▷�内容　口の健康についての話、家
でもできる簡単な体操、体力測定

とき ところ 担当

12月3日㈭ 市立菅原公民館
（吉井）

天満在宅介護
支援センター

（☎23-1161）
▷�内容　転倒予防についての話、家

でもできる簡単な体操、体力測定
※いずれも午後2時～4時
※ 体力測定記録用紙（持っている

人）、お茶を持ってきてください。
※申込不要･費用無料

〔地域包括支援課　内線571〕

■高田朗読教室「早
さわらび

蕨」発表会
▷とき　 11月29日㈰　 

午後1時30分～3時30分

■大和高田市土曜塾
講座・講師（敬称略） とき ところ

キッズダンス
（石井敬子、多田三保子）

11月 14 日㈯
午前 10 時 30 分から 市立中央公民館

収穫祭（カボチャなど）
（弓場一郎）

11月 15 日㈰
午前 10 時 30 分から 市立菅原公民館

キッズ将棋、オセロ
（増田佳美）

11月 21 日㈯
午後 1時 30 分から 市立中央公民館

やまと高田太鼓
（松本弘昭、表泰憲）

11月 28 日㈯
午前 10 時 30 分から

ときめき高田駐車場横
駐車場（大字出325）

※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 ※囲碁は7歳以上
▷定員　各講座とも50名
▷費用　保険料　1回20円　
▷申込方法　電話、またはFAX（ 53-6364）で、生涯学習課土曜塾担当へ。

〔生涯学習課　☎53-6264〕
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広告欄

日 曜 収、集、区、域

2 月 大谷、北角、敷島町、奥田県住、
出、秋吉

4 水 敷島町、奥田、吉井、根成柿
5 木 敷島町、根成柿、吉井

6 金
東中、東中 1・2 丁目、春日町 1・
2 丁目、根成柿、吉井、秋吉、旭北、
天神橋、藤森、池尻、築山

7 土 三和町、神楽、日之出西・東本町、
有井

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、
西坊城、出、東雲町、土庫住宅、
有井、日之出町

10 火
礒野町、礒野北、南本町、北片塩、
田井、勝目、出、松塚、土庫 1・2・
3 丁目、大東町、花園町

11 水 大中北、新田、岡崎、中町、領家、
礒野北、曙町、材木町、昭和町

12 木 池田、領家、西代、市場
13 金 市場、野口、有井、築山

16 月 出屋敷、有井、西三倉堂 1・2 丁目、
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
20 金 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
● 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、
世帯主などに変更があった場合も、届
け出が必要です。

● 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、下記日程表に書いていない日で
も、汲み取りを行う日があります。ご了
承ください（地区名は、一部通称名を
使用しています）。

11月のし尿収集予定

「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・申し込みができます」

■使用済みの食用油の回収
▷11月の回収日　11月23日（月・祝）
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〕

▷�ところ　 葛城コミュニティセンター　
2階小ホール

▷演目　
・風のでんわ　いもとようこ
・ 詩（胸の思いを歌に託して）　 

山上憶良　他
・玉虫の厨子の物語　平塚武二
・鬼子母火　宮部みゆき
〔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　11月26日㈭　午後1時～2時
▷ところ　天満診療所
▷テーマ　｢冬に気をつけたい病気｣
▷講師　医師　梅本典江

〔天満診療所　☎52-5357〕

■大和高田歴史文化セミナー受講生募集
とき 講師（敬称略） テーマ

11月28日㈯
元奈良県立橿原考古学研究所附属博物館館長

（公財）由良大和古代文化研究協会 業務執行理事
泉森　皎

『横大路を歩く～二上山
の東と西の歴史と文化～』

12月19日㈯ 天理大学文学部歴史文化学科教授
谷山　正道

『大和における近世社会の成
立～織田・豊臣政権と大和～』

平成28年
3月5日㈯

天理大学非常勤講師
井岡　康時 『史料にみる大和高田の近代』

▷11月の開場日　14日、28日
▷時間　午前9時〜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

▷時間　午前10時～正午
▷�ところ　 市立中央公民館　 

1階視聴覚室

▷受講料　1回200円
▷定員　各70名　※当日受付

〔文化振興課　☎53-8200〕
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いろいろな機関からの

広告欄

●多言語に出逢うキラメクまちへ！
　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　11月15日～12月20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　ショッピングモール、街路、公

共機関などに、多言語の表記がして
あれば、多様な人々が共に暮らす
輝くまちを、体感できるのではないで
しょうか。いろんな言語で表記の学
習をします。
▷�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

●COPD（慢性閉塞性肺疾患） 
予防講演会および肺年齢測定会
▷とき　12月5日㈯
・ 肺年齢測定会：午後1時～2時　
　※定員40名
・ COPD予防講演会：午後2時20

分～4時
▷�ところ　広陵町さわやかホール 
　大会議室（北葛城郡広陵町笠161-2）

▷�対象
・�肺年齢測定会：現在喫煙者また

は過去喫煙者のうち、希望する県民
・COPD予防講演会：一般県民
▷�講師　奈良県立医科大学内科学

第二講座　友田　恒一さん
▷�申込方法　電話、またはFAX（

0744-47-2315）に名前、年齢、住
所、電話番号、喫煙年数、1日喫煙
本数を書いて下記へ。

※ 肺年齢測定は、定員を超える場合
抽選。測定決定者には、予約券を
送ります。

〔中和保健所健康増進課
☎0744-48-3034〕

●壮年健康ボウリング講習会
▷�とき　11月24日㈫･25日㈬･26日

㈭、12月1日㈫･2日㈬･3日㈭の計6
日　午前10時開始（受付：午前9時
30分）
▷�ところ　オプトボウルタカダ（東雲町

14-14）
▷�参加資格　市老人クラブに入って

いる人、または市内在住の60歳以
上の男女
▷�申込方法　各開催日の4日前まで

に、電話またはFAX（ 52-1117）
で、各校区単位・個人・グループで
申込　※各日、先着40名
▷費用　500円（飲み物代･保険料）
〔オプトボウルタカダ　☎25-0210〕

●公共職業訓練生募集
▷�とき　平成28年1月5日㈫～6月29

日㈬
▷�ところ　ポリテクセンター奈良（橿原

市城殿町433）

▷�訓練科名
　 ①機械CAD/NC技術科、②電気

設備技術科、③住環境コーディネー
ト科
▷対象　仕事を探している人
▷定員　①②16名、③17名
▷費用　無料
※教科書代などは実費負担
▷�申込期間　11月2日㈪～30日㈪の

間に、下記へ。
〔ポリテクセンター奈良　

☎0744-22-5226〕

●測量・土木設計無料相談会
▷�とき　11月26日㈭　午後1時～4

時30分
▷�ところ　県産業会館　3階会議室1
（幸町2-33）
▷�内容　土地の測量や土木設計に

関する相談
▷�申込方法　電話またはFAX（

0742-63-2553）で下記へ。
※予約なしでの来場も可
〔（公）奈良県測量設計業協会　

☎0742-63-2557〕

●ときめき第九合唱団演奏会 
　公開練習参加見学者募集
　公演前の迫力ある練習の見学会に
参加しませんか。また、申込者の中か
ら10名に、演奏会チケットが当たります

（発送をもって当選とします）。
▷�とき　12月20日㈰ 午後3時～5

時、12月23日（水・祝） 午前11時～午
後1時
▷参加資格　小学生以上
▷定員　各日100名
▷申込方法　11月20日㈮【必着】ま

9
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でに、往復はがきに、住所、名前、電話
番号、参加希望日を書いて、ときめき
の第九の会事務局 （〒635-0081　
高砂町4-7 中川ビル2階）へ。
〔ときめきの第九の会事務局

　☎080-9126-5050〕

●てんかん市民公開講座
▷�とき　11月3日（火･祝）　午後2時～

4時（受付：午後1時30分から）
▷�ところ　県文化会館　2階小ホール
（奈良市登大路町6-2）
▷�内容　特別講演「ストレス社会とメン

タルヘルス－てんかん疾患を含めて
－」、日本てんかん協会の活動紹介
▷費用　無料
▷�申込方法　電話またはFAX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　

☎・ 0743-55-1505〕

●オストメイト個別相談会
▷とき･ところ
①11月17日㈫　午前9時～正午
　 県文化会館　第3会議室（奈良市

登大路町6-2）
②11月21日㈯　午前9時～正午
　 県社会福祉総合センター　2階ボ

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

肛門、人工膀胱）の人
▷�相談対応者　専門看護師、支部

役員、ストーマ装具業者
※費用無料、申込不要
〔㈳日本オストミー協会奈良県支部

三田村　☎0742-49-1839〕

●全国一斉｢女性の人権ホットライ
ン｣強化週間
▷とき　11月16日㈪～22日㈰
　平日：午前8時30分～午後7時
　土・日曜日：午前10時～午後5時
▷対象　県内在住の女性
▷�相談内容　夫・パートナーからの暴

力、職場などにおけるセクシュアルハ
ラスメント、ストーカー行為など、女性
の人権に関わる問題全般
▷相談先電話番号　☎0570-070-810
▷�相談員　人権擁護委員、法務局

職員
※費用無料・秘密厳守
〔奈良地方法務局　人権擁護課

　☎0742-23-5457〕

●「聞こえのサポート」へのお誘い
　聞こえに不安のある人、話を聞かせ
てください。
▷とき　12月5日㈯　午後1時～4時
▷�ところ　県産業会館　3階会議室2
（幸町2-33）
〔要約筆記サークル「OHPたかだ」

☎53-0972〕

●｢検察審査会｣を知っていますか
　交通事故や傷害などの被害にあっ
たのに、犯罪を告訴・告発したのに、検
察官が犯人を裁判にかけてくれない
場合、事件の被害者として裁判をする
ように申し立てをすることができます。
▷�申立受付　葛城検察審査会事務

局（大中101-4　奈良地方裁判所
葛城支部内）
▷費用　無料
〔葛城検察審査会事務局

　☎53-1012（代表）〕

●奈良県最低賃金 時間額740円
に改訂 （平成27年10月7日発効）

　最低賃金は、雇用形態に関わら
ず、すべての労働者に適用されます。
〔奈良労働局賃金室

　☎0742-32-0206〕

●自衛官等の募集
▷�募集種目　自衛官候補生、高等

工科学校生徒（推薦・一般）、幹部
候補生、予備自衛官補

※ 受験資格、受付期間、試験日な
ど詳しくは、下記へ連絡、または、
奈良地方協力本部のホームページ

（http://www.mod.go.jp/pco/
nara）を見てください。

〔自衛隊橿原地域事務所
　☎0744-29-9060〕

●特設人権相談所の開設
　12月4日～10日は「人権週間」です。
▷とき　12月1日㈫
▷�ところ　総合福祉会館（ゆうゆうセ

ンター）（池田418-1）
※ 12月は、定例の第4火曜日の人権

相談はありません。
〔広報情報課　内線291〕

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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オーストラリアの定番のお菓子「ラミント
ン」。日本ではあまり見かけない、チョコ
ケーキのようなお菓子です。元気ウィーク
で販売しますので、食べてみてください。

　いただき物の栗を使って、栗きんとんを作りました。あの
岐阜県の名産が家で食べられるのなら、と圧力鍋を引っ張り出

してきて調理をしました。これからの秋の定番になりそうです。

　ラグビーの勝因に、審判との意思疎通に主将の英語能力が
重要とのコメントを聞きました。ウィーンで迷子になった時英語
が通じました。韓国の女性との会話も英語でした。日本語の、語彙
の豊富さや表現の豊かさが大好きですが、英語をはじめ色々な言
語を知りたいと思うこのごろです。

　9月末から10月の初めまで、リズモー市から派遣学生が来てい
ました。学生たちの食生活を聞き、更に現地で愛されている黒
いお菓子を食べたことで、日本人との感覚の違いを強く実
感しました。
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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�FAX53-8201
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　

　　　※事前に問い合わせてください。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 

 第2土曜日　午後1時～3時50分　人権施策課（☎22-1101） 
11月は、14日㈯・17日㈫・20日㈮に変更

◆住まいづくり相談　第3水曜日　午後1時～4時10分
　　　　　 （第1水曜～第2水曜の間に予約：定員4名）　建築住宅課（☎ 22-1101）

◆税理士による税務相談　2月・3月を除く毎月第3金曜日　午後1時～ 4時
　　　　　　　　　　於：総合福祉会館　近畿税理士会葛城支部（☎22-5288）



イベント情報

※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

2015.11

3.19
土

チケット
取扱

ホール
ローソン（Lコード55614）

大和高田さざんかホール 11 月の催し物ご案内 ※2015年10月10日現在の内容です。なお、掲載申し込みのあったものを掲載しています。
　休館日のお知らせ:2㈪、9㈪、16㈪、24㈫、30㈪、12/7㈪

好評発売中

好評発売中

チケット
取扱

ホール
ローソン（Lコード53547）

チケット
取扱

ホール
ローソン（Lコード57912）

チケット
取扱

ホール
ローソン（Lコード59621）

チケット
取扱

ホール
ローソン（Lコード56155）

会員先行予約開始��12月２日㈬から
一般発売開始��12月５日㈯から

11.23
祝・月

12.23
祝・水

2.21
日

11.7
土

12.6
日

好評発売中

好評発売中

好評発売中
チケット
取扱

ホール
Duoたんと（大島） 0743-53-0833

大阪交響楽団メンバーによる
0才からのコンサート
弦楽四重奏にピアノが加わった本格的な楽器の生演
奏を、歌のお兄さん、お姉さんと一緒にお届けします！
終演後には、ヴァイオリンとチェロの楽器体験コーナーもあります！！

新井宗平（歌のお兄さん）、山本かずみ（歌のお姉さん）、吉岡克典（ヴァイオリン）、
村上�慈（ヴァイオリン）、坂口雅秀（ヴィオラ）、荒木雅美（チェロ）、吉岡麻梨（ピアノ）
午後0時30分開場　午後1時開演
大ホール【全席指定】
大人1，000円　高校生以下500円（当日は各200円増）
※3歳以上有料　※3歳未満でもお席が必要な場合はチケット要

〈プログラム〉♪情熱大陸　♪ブレーメンの音楽隊
♪アナと雪の女王　♪ツィゴイネルワイゼン　ほか

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
30日㈮～ 11/6日㈮ 大和高田市　園児・児童・生徒作品展 展示 午前9時 無料 大和高田市教育委員会事務局　学校教育課 ☎22-1101（内線150）
1日㈰ 大和高田市コーラスのつどい 大 午後0時30分 無料 大和高田市コーラスのつ

どい実行委員会　当麻 ☎53-1663
1日㈰ ピアノ発表会 小 午後1時30分 無料 世古 ☎090-3923-5330
3日（祝火） 高田芸能名人会 大 正午 無料 大和高田市文化協会　福本 ☎52-1475
5日㈭ 大和高田市戦没者追悼式 小 午後1時30分 無料 大和高田市　社会福祉課　地域福祉係 ☎22-1101
8日㈰ It's Fluuuute time! 

～ソロ・デュオ・カルテットを心ゆくまで味わえるフルートな時間♪～ 小 午後2時 全席自由　前売1,500円
　　　　　当日2,000円

まほろばフルートオーケ
ストラ　左川 ☎090-6663-5582

12日㈭～ 15日㈰ 第57回 大和高田市美術展覧会 展示、レセ 午前9時30分 無料 大和高田市教育委員会　生涯学習課 ☎53-6264
13日㈮ 消費者生活講演会＆映画「人生、いろどり」上映会 小 午前10時、午後2時 無料 大和高田市教育委員会　生涯学習課 ☎53-6264
14日㈯ 第63回 奈良県中学校　音楽大会 大 午前10時 無料 田原本町立田原本中学校　秋田 ☎0744-32-2585
15日㈰ アルコール関連問題啓発フォーラム 大 午後1時 無料 アルコール関連問題啓発

フォーラム運営事務局 ☎03-5966-5779
20日㈮～ 22日㈰ 第55回　33会展 展示 午前9時 無料 33会事務局　三本木 ☎0745-82-1917
22日㈰ 第39回　南部地区合唱交歓会 大 午後0時30分 無料 南部地区合唱交歓会 ☎0745-82-7106
22日㈰ 高田高校同窓会総会 小、レセ 午後1時 無料 中尾 ☎53-3115
23日（祝月） 日本民謡　薊会　唄、三味線 発表会 小 午前10時 無料 日本民謡　薊会 ☎52-0619
26日㈭～ 29日㈰ 大和高田市統計図表展（グラフコンクール） 展示 午前10時 無料 大和高田市　産業振興課調査統計係 ☎22-1101
29日㈰ 第16回　西日本文化箏フェスティバルin大和高田 大、レセ 午後0時30分 無料（要整理券） 文化箏音楽振興会西日本本部 

（株）全音　大阪支店内 ☎072-820-3000
29日㈰ 第10回　ミルフィーユ　コンサート 小 午後1時30分 無料 佐藤 ☎76-8893
12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12月分> 
●小ホール<平成28年6月分>●リハーサル室・会議室・和室<平成28年3月分>

1日㈫ 人権教育研修会 小 午後2時 無料 大和高田市　人権施策課 ☎22-1101
4日㈮～ 6日㈰ 第4回　日本画　ひょうび会展 展示 午前10時 無料 今堀 ☎53-2943
5日㈯ さゆりピアノ教室 クリスマスコンサート 小 午後1時 無料 さゆりピアノ教室　小林 ☎63-0786
5日㈯ 親と子の音楽サロン　クリスマス会 レセ 午前10時30分 無料 NPO法人 マーマの里　田丸 ☎22-1438
6日㈰ 女声コーラスはなみずき７周年記念First Concert

～君と好きな人が百年続きますように～ 小 午後2時 無料（要整理券） 寺井 ☎43-6310
※レセ=レセプションホールの略です。�

Osaka Shion Wind Orchestra
（旧大阪市音楽団）吹奏楽コンサート
Shion（旧大阪市音楽団）が遂にさざんかホールにやってきます！プログラムは２０１６年度の吹
奏楽コンクール課題曲を中心に、吹奏楽の醍醐味を味わっていただけるコンサートです！！

午後2時30分開場　午後3時開演
大ホール【全席指定】　一般2，500円　高校生以下1，000円（当日は各500円増）
※団体割引あり（１０枚以上同時購入の場合、一般２，０００円、ホールのみ扱い）
※小学生から入場可　※託児保育あり（無料・予約制２月１２日㈮締切）
指揮：西村 友（課題曲Ⅲ「ある英雄の記憶」作曲者）

〈プログラム〉
♪２０１6年度全日本吹奏楽コンクール課題曲Ⅰ～Ⅳ
♪Ｊ.スウェアリンジェン／管楽器と打楽器のためのセレブレイション
♪酒井格／たなばた　♪Ｍ.カロン／チューバ・ポルカ
♪ライオンキングメドレー　　ほか

人形劇俳優たいらじょうの世界
「エリック～オペラ座の怪人～」
映画やミュージカルでお馴染みの「オペラ座の怪人」が、
ひとり芝居と人形劇を融合させた斬新な演出で蘇る！

午後3時30分開場　午後4時開演　大ホール【全席指定】
一般3,000円（当日は500円増）
友の会会員2,500円（1会員4枚まで）
※中学生以上入場可　※託児保育あり（無料・予約制１１月１3日㈮締切）
たいらじょうによる親子ワークショップ「新聞紙を使った劇遊び」参加者募集中！
どこにでもある新聞紙が、想像力の魔法によってあらゆるものに大変身。子どもと大人のやりとりを交え
ながら、春夏秋冬の情景をダイナミックに描いてゆきます。ぜひ、親子で劇遊びを体験してみませんか！！
・日にち：１１月２５日㈬ ・時間：午前１０時3０分～１１時3０分（予定） ・場所：さざんかホール１階リハーサル室
・参加対象：０ ～ ２歳児とその保護者（お子さん１名につき保護者の方１名でご参加ください）
・参加費：親子ペア１組　１，５００円（大人の１人参加可。１，０００円）
・定員：２０組（定員になり次第締切）
※お申込み、詳細については、さざんかホール・ワークショップ係（☎５3－８２００）まで。

ちょっぴりはやいクリスマスコンサート～特別企画～
後藤ゆり子 マリンバ・リサイタル
後藤ゆり子今年のクリスマスコンサートは、セントシンディアンサンブルとと
もに、マリンバコンチェルト２曲を含むスペシャルバージョンでお届けします！
共演：セントシンディアンサンブル　指揮：福島秀行

午後2時30分開場　午後3時開演　大ホール【全席自由】�
一般2,000円　大学生1,000円　高校生以下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１１月２7日㈮締切）

〈プログラム〉 ♪アルフレッド・リード／マリンバ・コンチェル
ティーノ　♪伊福部 昭／ラウダ・コンチェルタータ　♪ウィーラ
ン／リバーダンス　♪ジョン・レノン／ Happy X’mas　ほか

ときめきの第九　第九回演奏会
年末恒例のときめきの第九公演も今年で９回め。
一年の締めくくりに、ぜひご来場ください。
出演ソリスト：�ソプラノ／中川令子　アルト／西村薫　　�

テノール／松原友　　バス／青木耕平
指揮：大勝秀也　　管弦楽：ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
合唱：ときめき第九合唱団　

午後2時開場　午後3時開演　
大ホール【全席指定】　一般3，500円
高校生以下2，000円（当日は各500円増）
※小学生から入場可

〈プログラム〉　♪ベートーヴェン／歌劇｢フィデリオ｣作品7２序曲　♪ベートーヴェン／交響曲
第九番　二短調　作品１２５ ｢合唱付き｣　♪群青（東日本大震災復興支援ソング）

さざんかミュージックスポットデュオ・セルリアン リサイタル
～オカリナ・サクソフォンによる二重奏の響き～
第１回日本オカリナコンクール・グランプリ受賞記念リサイタル
出演：森下知子・千井慶子（オカリナ＆サクソフォン）　共演：大島忠則（ピアノ＆アレンジ）

午後1時30分開場　午後2時開演　小ホール【全席自由】
一般2，000円　高校生・中学生1，000円　小学生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3月１１日㈮締切）

〈プログラム〉　
♪大島忠則／こきりこ幻想～オカリナの為の三章
♪ダニエル・アロミア＝ロブレス／コンドルは飛んでいく
♪黒うさP ／千本桜
♪クロード=ミシェル・シェーンベルク／レ・ミゼラブルより
♪久石譲／スタンド・アローン　ほか
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