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　この夏に行われる国政選挙から、選挙権が18歳以上に引き下げられま
す。そこで、新しく有権者になる高校3年生を対象に、選挙に関する知識や
投票の流れを学んでもらおうと、出前授業が行われました。
　選挙の現状などに関する講座の後は、いよいよ模擬選挙です。まずはこ
の為に作られた選挙公報をしっかりと読みます。そして、実際に使われてい
る投票記載台や投票箱などを使った、本番さながらの投票ブースで、一人
ひとりが一票を投じました。
　「自分のためにも、国や市のためにも、ちゃんと投票に行こうと思いま
す」
　授業を受けた生徒の言葉からは、未来を担う若者としての強い意気込
みを感じることができました。

（1月21日㈭撮影：市立高田商業高等学校）
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これからは、みんなも一人の有権者
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やまとたかだ



期間中、ぼんぼり設置、ライトアップを行います。

 期間　3月下旬〜 4月上旬
ところ　大中公園、高田川畔ほか

（お願い）
◎大中公園周辺に、駐車場はありません。
なるべく、公共交通機関などを利用して
ください。車で来る場合は、JR高田駅西
側市営駐車場、近鉄大和高田駅北側駐車
場（サイクルポート北側）を利用してく
ださい。

　※いずれも有料
◎3月26日㈯・27日㈰、4月2日㈯・3日㈰・9
日㈯・10日㈰は、市役所、高田総合庁舎、
保健センター、ハローワーク大和高田、
高田小学校の駐車場を開放します。

　※駐車場台数に限りがあるため、待ち時
間が生じる場合があります。また、高田
小学校は、開花状況やグラウンド状態な
どにより閉鎖することがあります。

※市立病院の駐車場は、来院者専用です。絶
対に駐車しないでください。

　　詳しくは、産業振興課、または大和高
田商工会議所（☎22-2201へ）。

〔産業振興課　内線248〕

働く女性を応援します
子育てライフサポートナビ
　本市は２月に、働く女性を応援するサイト「子育てライフサポートナビ」を開
設しました。妊娠・出産から乳幼児期の子育て情報や、子どもの就学、困ったと
きの相談先などを掲載しています。

〔広報情報課　内線291〕

　市内の景観など、本市の魅力をつめこんだ、大和高田市
を紹介する映像「時を紡ぐ　大和高田」と、姉妹都市交流の
あゆみを紹介する映像「A bond of friendship」の貸し出
しをしています。美しい四季折々の景色や、歴史・文化をお
楽しみください。また各企業や団体などが、市外・海外で本
市をPRするツールとして利用することもできます。
▷映像一覧　 時を紡ぐ　大和高田　（日本語・英語・中国語） 

A bond of friendship（日本語・英語）
※DVD版とブルーレイ版があります
▷貸出場所　広報情報課広報広聴係（市役所３階）
▷貸出期間　 10日間以内（利用目的により、長期貸し出し

できます）

▷貸出料金　無料
※ 市ホームページから貸

出申請書をダウンロー
ドできます。

※ 海外で使用する場合、
DVDプレーヤー等では
再生できません（パソコ
ンでは再生できます）。

〔広報情報課　内線291〕

大和高田市紹介映像　「時を紡ぐ　大和高田」「A bond of friendship」
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▷対象
◦市内在住、または通勤・通学している人　
※シェイプアップ教室・エアロビクス教室は市外の人も可
◦�リズムダンス教室は、平成22年4月2日～平成23年4月
1日までに生まれた子ども
◦�親子エクササイズ教室は、平成22年4月2日～平成23
年4月1日までに生まれた子どもと、その保護者
◦�ソフトテニス教室の初級以上、バドミントン教室の中級
以上は、原則として平成27年度の教室生および経験者

▷�申込方法　往復はがき（右記参照）送付、または所定
の申込書に官製はがき1枚を添えて、直接総合体育館
へ。申込書は、体育館にあります。
▷受付期間　3月3日㈭～17日㈭　【必着】
▷�受講手続　受講手続通知のはがきに受講料を添えて、
手続期間中に、総合体育館まで来てください。辞退する
場合は、必ず電話で連絡してください。
※手続きは、代理の人でも可

◎注意
◦�受講料は、全期分前納です。※エアロビクスは除く
◦納入された受講料は、返金できません。
◦�傷害保険に、必ず加入してください。すでに他の傷害
保険に加入している人も、加入が必要です。

〔総合体育館　☎22-8862〕
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往復はがきの書き方

総合体育館主催
スポーツ教室生募集

平成28年度

教室名 日程 時間 定員 受講料 傷害保険料

シェイプアップ
（女性限定）

第1期　5月9日～6月27日の月曜日（8回）
第2期　�9月5日～26日、10月31日～11月28

日の月曜日（8回)　�
※9月19日は休み

第3期　1月16日～3月6日の月曜日（8回）

前半
　午前9時20分～10時30分
後半
　午前10時40分～11時50分

各30名 3,000円
1,850円
65歳以上は
1,200円

リズムダンス 5月9日～6月27日の月曜日（8回） 午後3時45分～4時30分 30名 無料 800円

ソフトテニス

第1期　5月10日～6月28日の火曜日（8回）
第2期　�9月6日～11月22日の火曜日（8回）　

※10月は休み
第3期　1月10日～2月28日の火曜日（8回）

初心者・初級　
　午前9時～10時20分
中級・上級　
　午前10時30分～11時50分

各20名 2,400円
1,850円
65歳以上は
1,200円

エアロビクス
第1期　5月10日～6月28日の火曜日（8回）
第2期　9月6日～10月25日の火曜日（8回）
第3期　1月10日～2月28日の火曜日（8回）

午後1時30分～2時30分 各60名 6,000円
1,850円
65歳以上は
1,200円

親　　子
エクササイズ

第1期　5月10日～6月7日の火曜日（5回）
第2期　�9月6日～10月4日の火曜日（5回）�

※9月22日は休み
第3期　2月7日～3月7日の火曜日（5回）

午後4時～5時 30組 無料
子ども
800円
保護者
1,850円

健　　康

第1期　6月2日～7月21日の木曜日（8回）
第2期　�9月1日～29日、11月10日・17日、12月

1日・8日の木曜日（8回）�
※9月22日は休み

第3期　1月12日～3月2日の木曜日（8回）

午前9時40分～11時10分 50名 2,400円
1,850円
65歳以上は
1,200円

卓　　球 4月7日・21日、5月12日～26日の木曜日（5回） 午前9時30分～11時 30名 500円
1,850円
65歳以上は
1,200円

バドミントン

第1期　5月13日～7月1日の金曜日（8回）
第2期　�9月2日～30日、11月4日～18日の金

曜日（8回）
第3期　1月13日～3月3日の金曜日（8回）

初心者・初級　
　午前9時～10時20分
中級・上級　
　午前10時30分～11時50分

各20名 2,400円
1,850円
65歳以上は
1,200円

シルバー
リフレッシュ

第1期　5月13日～6月10日の金曜日（5回）
第2期　9月2日～30日の金曜日（5回）
第3期　2月3日～3月3日の金曜日（5回）

午後1時30分～2時30分 30名 無料 1,200円
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※検診などに関する問い合わせは、

▷期間　4月1日～平成29年3月下旬
▷対象　市内在住、または通勤・通学している小学生以上の人（ただし、小学生はスポーツ少年団としての活動）
▷�申込方法　原則、各教室の開催時に、直接申し込んでください。各申込先は、総合体育館（体育協会事務局）に問い
合わせてください。
※卓球とグラウンドゴルフ上級者は、定員になり次第締切
※グラウンドゴルフ一般は、3月15日（火）申込締切です。

種目 開催日 時間 場所

剣　　　　　道 火・金 午後7時～9時 武道館

柔　　　　　道 月・金 〃 〃

空　　手　　道 月・木 〃 〃

　　　　〃　（浮孔教室の部） 〃 午後6時30分～9時 浮孔小学校体育館

　　　　〃　（磐園教室の部） 〃 〃 磐園小学校体育館

少 林 寺 拳 法 火・土 〃 武道館

合　　気　　道
火
木
土

午後７時～８時
午後６時30分～９時
午後１時～４時

高田中学校
武道館

バスケットボール 火 午後7時～9時 総合体育館主競技場

バレーボール・ソフトバレーボール 火・金 午後7時～9時 〃

バレーボール（家庭婦人の部） 木 午後1時～4時 〃

〃（小学生の部） 火・金 午後5時30分～7時30分 〃

卓　　　　　球 月・木 午後7時～9時 〃

　　〃　（女性の部） 月 午前９時30分～１１時45分 〃

バドミントン（小学生の部） 月・木 午後7時～9時 〃

　　〃　（一般の部） 木 午後1時～4時 〃

ソフトテニス 金 午前9時～正午 総合公園テニスコート

　　　〃　（小学生の部） 月
土

午後6時～8時
午後6時～9時 総合体育館主競技場、他

サッカー（小学生の部） 月～金 午後4時30分～6時 市内小学校（土庫除く）

　  〃　（中学生の部） 火・木・金 午後7時～8時30分 高田中学校グラウンド

ソフトボール（女子の部） 土 午前9時～正午 第２健民グラウンド

グラウンドゴルフ（上級者） 水・金 午前9時～11時 市民グラウンド

 〃　（一般） 木 〃 総合公園仮設グラウンド

ぺ　タ　ン　ク 月・木 午前8時～11時 市民グラウンド

テ　　ニ　　ス 水・木・土 午前9時～午後5時 総合公園テニスコート
〔総合体育館　☎22-8862〕

平成 28 年度
体育協会主催スポーツ教室生 募 集
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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 89kcal　塩分 1.0g》（1人分）

①��しろなは3㎝長さに切る。
②��サラダ油を中火で熱し、ちりめんじゃこをきつね色に炒める。
③��強火にしてしろなを加え、全体に油が回ってしんなりしたら、調味料を加えて手早く炒め、か
つお節を加えてサッと炒めて火を止める。　　　　　〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

じゃこおかか炒め

食生活改善推進員
松田�祥子さん

かつお節の風味よ
く仕上がります。

しろな�……………1束
ちりめんじゃこ� …1/4カップ
かつお節�…………適量
サラダ油�…………大さじ2

しょう油� …………大さじ1・1/2
酒�　………………大さじ1
塩　………………少々

　期限は3月末です。対象でまだ受
けていない人は、委託医療機関で早
めに受けましょう。
▷接種期間　3月31日㈭まで
▷ところ　市内委託医療機関
※�各医療機関に、予診票と説明書を
置いています。

▷�対象　4月1日㈮までに、65歳、
70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、
95歳、100歳になる人。また、60
歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼
吸器の機能不全、またはヒト免疫
不全ウイルスにより、日常生活がほ
とんど不可能な程度の障がい（身
体障害者１級相当）のある人
　�　対象者には、平成27年6月下旬
に、案内はがきを送付しています。
※�過去に23価肺炎球菌ワクチンを
受けた人は、対象外

▷�持ち物　はがき、接種費用、保険証
（本人確認のため）
▷費用　2,000円
◎�接種前に保健センターで手続き
が必要な人
●�生活保護世帯・市民税非課税世
帯の人
・�生活保護受給証明書は、不要です
（他市で受給している人のみ必要）。
・�市民税未申告の場合は、市役所
税務課への申告が必要です。

・�転入者の人は、平成27年1月1日
現在の住所地の非課税証明書を
持ってきてください。確認後、接種
費用の「免除証」を発行します。
●市外で接種する人
　�県内指定医療機関で接種できま
す。はがきと接種費用を持ってき
てください。
●県外で接種する人
　�全額自費になり、手続きに2週間
ほどかかります。
※�やむを得ない事情で、家族以外の
代理の人が手続きに来る場合は、
委任状（本人の印）が必要です。
※�この予防接種は、定期接種B類
で、個人予防目的のため、自らの意
思と責任で接種を希望する場合
にのみ行います。意思確認が困難
な人は、定期接種には該当せず、
任意接種で全額自費になります。

　3月1日㈫～7日㈪までの7日間は、
「子ども予防接種週間」です。かかる
とこわい感染症から子どもを守るた
めに、もっとも有効な手段は、予防接
種です。例えば麻しん風しん混合
（MR）ワクチンを1回接種後は、
年々免疫が下がり、感染を完全に防
ぐことは難しくなります。そこで、年
長児で2回めの接種をすることで、免
疫を上げる効果があります。

　MR2期の期限は、3月31㈭まで
です。また、二種混合（ジフテリア・破
傷風）は13歳未満までです。入学前
に、子どもの年齢に応じた予防接種
が済んでいるかを確認して、早めに
接種しましょう。

もぐもぐ教室

　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　4月19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
▷�対象　平成27年10月・11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。
※�必ず家族の人が申し込んでください。

子ども予防接種週間

もぐもぐ教室
（妊婦交流会）

高 齢 者 肺 炎 球 菌
予 防 接 種
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くらしの案内くらしの案内

　個人番号カードの申請受付と個人番号カードの交付を
行う休日窓口を、次の日程で開設します。申請者本人が来
てください。
▷とき　3月5日㈯・26日㈯　午前9時～正午
▷ところ　市役所　1階市民課
▷カード申請に必要なもの
●�本人確認できるもの（運転免許証・パスポート・住民基
本台帳カード・在留カードなど）
●通知カード
●住民基本台帳カード（持っている人のみ）
●個人番号カード申請書
●顔写真（3.5㎝×4.5㎝）
●印鑑（朱肉を用いるもの）
▷カード交付に必要なもの
●�本人確認できるもの（運転免許証・パスポート・住民基
本台帳カード・在留カードなど）

●交付通知書（はがき）
●通知カード
●住民基本台帳カード（持っている人のみ）
●印鑑（朱肉を用いるもの）
※「通知カード」と「住民基本台帳カード」は、回収します。
※持ち物など、詳しくは市民課へ問い合わせてください。

■ナビダイヤルの番号が変わります
　マイナンバー制度や通知カード、個人番号カードに関す
る問い合わせ専用ダイヤルとして、平成27年11月1日か
ら開設している「大和高田市マイナンバー専用ナビダイ
ヤル」の番号が、3月1日㈫から変わります。
●2月29日㈪まで　☎0570-078-039
●3月��1日㈫から　☎0570-078-576

〔市民課　内線530〕

市 税 土地・家屋価格等縦覧帳簿、固定資産課税台帳の縦覧・閲覧／ 
軽自動車税の賦課期日

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 軽自動車税の賦課期日は、4月1日㈮です

　土地や家屋が適正に評価されているか、市内の自分が
所有する物件や、それ以外の土地や家屋の価格を確認す
ることができます。
▷�縦覧期間　4月1日㈮～ 5月2日㈪
※土日・祝日を除く午前8時30分～午後5時15分
▷�縦覧できる人　市内の土地・家屋に係る、固定資産税
の納税者
▷縦覧場所　税務課（市役所2階）
▷�持ち物　運転免許証などの本人確認書類（代理人の
場合は、委任状または同意書が必要）
▷�縦覧内容　他の人が所有する物件の土地縦覧帳簿
（所在・地番・地目・地積・評価額）と、家屋縦覧帳簿（所
在・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額）を、期間中の
み縦覧できます。税額などは、縦覧対象になりません。
土地を所有する人は土地のみ、家屋を所有する人は家
屋のみ、縦覧できます。

　自分の所有する物件は、縦覧期間に関係なく、いつで
も固定資産税課税台帳を見ることができます。ただし、上
記の縦覧期間外は、手数料300円が必要となります。

〔税務課　固定資産税係　内線257・268〕

固定資産課税台帳の閲覧

　軽自動車税（①軽自動車〈三輪・四輪〉　②二輪の小型
自動車・125㏄以上の二輪　③125㏄未満の原動機付自
転車）は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます（こ
れを賦課期日と言います）。自動車の移転登録（名義変
更）や抹消登録（廃車）などの手続きは、3月末までに済
ませてください。なお、3月末は、窓口が大変混雑します。
できるだけ早めに、手続きをお願いします。4月2日以降
に廃車手続きをしても、平成28年度軽自動車税は、課税
されます。
◎手続き・問合せ先（車種によって手続先が異なります）

車種 手続先

①軽自動車
　（三輪・四輪のもの）

軽自動車検査協会奈良事務所
（大和郡山市額田部北町980-3）
�☎�050-3816-1845
0743-58-3350

②二輪の小型自動車
（125㏄以上の二輪）

近畿運輸局奈良陸運支局
（大和郡山市額田部北町981-2）
�☎�050-5540-2063
0743-23-0020

③125㏄未満の
　原動機付自転車

大和高田市役所　税務課
�☎�22-1101（内線262）

〔税務課　市民税係　内線262・269〕

「個人番号カード」   休日窓口を開設
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くらしの案内くらしの案内

広告欄

市　税市　税
平成27年度課税分の納期限は、
すべて過ぎています
　国民健康保険税および市税の納
期限は、すべて過ぎています。まだ納
付が済んでいない人は、早急に納付
してください。そのまま放置すると、
滞納処分の対象となります。
　また、督促手数料や延滞金も加算
されます。何らかの事情があり、納付
が難しい人は、収納対策室へ相談し
てください。

督促状・督促手数料・延滞金に
ついて
　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して
いない人に、発送しています。また、
分割納付の誓約日までに納付して
も、当初の納期限の金額が残ってい
た場合、督促状が発送されます。
　督促状が発送されると、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、記載されている期限を過
ぎた納付書は、コンビニエンスストア
では納付できません。
　延滞金は、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。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
れています。

大和高田市・奈良県・香芝市の協働
で、滞納整理を更に強化
　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
の更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。
　今年度も、残りわずかとなりまし
た。現年度分・過年度分に関わらず、
相談しないまま滞納を放置すると、
滞納処分を更に強化していく予定で
す。

〔収納対策室　内線233〕

65歳以上の皆さんへ
介護保険料を忘れずに納めま
しょう
　介護保険料を納めないでいると、
滞納期間に応じて、介護保険の給
付が制限される場合があります。今、
介護保険のサービスを利用していな
い人も、今後サービスを受けることに
なったときに、次のような措置がとら
れ、滞納した保険料額よりも、高額
な負担になる可能性があります。
　そのときになって困らないよう、計
画的に保険料を納付し、納め忘れの

ないようにしましょう。
●１年以上滞納すると
　介護サービスを利用したときは、
いったん利用料を全額支払ってもら
います。後日、市から9割分の払い戻
しを受ける「償還払い」になります。
●１年6か月以上滞納すると
　「償還払い」になった給付費の
一部、または全額を差し止められま
す。なお、滞納が続く場合は、差し止
められた額から、保険料が差し引か
れます。
●2年以上滞納すると
　滞納期間に応じて、利用料が1割
から3割に引き上げられます。また、
高額介護サービス費などの給付が受
けられなくなります。

〔介護保険課　内線572〕

午後6時まで時間延長

▷3月の実施日
　3月3日・10日・17日・24日・31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
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くらしの案内くらしの案内

広告欄

国　保国　保
変更があったら届け出を
国民健康保険

４月１日からは、新しい保険証に
　保険証は、国民健康保険の被保
険者であることの証明書です。また、
医療機関にかかるときに提示が必要
です。4月1日から有効な新しい保険
証を、簡易書留で送ります。次のこと
に注意し、大切に取り扱いましょう。
①交付されたら記載内容を確認
　�記載内容に間違いがあれば、必ず
保険医療課へ届け出てください。
正しいものを交付します。
②病院に預けておかない
　�紛失事故のもとになるため、必ず
手元に保管しましょう。
③他人に貸さない、借りない
　�法律で禁じられています。違反す
ると、罰せられます。
④紛失・破損したとき
　�印鑑・身分証明書（免許証など）

を持って、保険医療課で再交付を
受けてください。
⑤修学のために転出するとき
　�学生証明書などを持って、保険医
療課に届け出てください。届け出が
ないと、資格がなくなります。また、
就学を終えたときも、保険医療課
に届け出てください。
⑥�コピーしたもの、有効期限の切れ
たものは使えません。

各種届け出はお早めに
　次のような場合は、届け出が必要
です。
①加入するとき
◦他の市町村から転入したとき
◦職場の健康保険をやめたとき
◦子どもが生まれたとき
②やめるとき
◦他の市町村へ転出したとき
◦�職場の健康保険やその扶養に加
入したとき
◦死亡したとき
③その他変更があったとき
◦市内で住所が変わったとき
◦世帯主や氏名が変わったとき

◦世帯を合併、分離したとき
※�これら以外にも、変更があった場
合は、必ず届け出をしましょう。
◎加入の届け出が遅れると
　国民健康保険税を遡って支払わ
なければなりません。また、保険証が
ないため、その間の医療費は、全額
自己負担となります。
◎やめる届け出が遅れると
　国民健康保険税は、そのまま課さ
れます。また、保険証が手元にある
と、うっかり使って診療を受けてしま
うことがあります。この場合、医療費
の国民健康保険負担分は、後で返し
てもらうことになります。
〔保険医療課�国保係　内線568〕

児童福祉児童福祉
児童手当受給の消滅届
●�受給者の転出で、住所が他の市
区町村や海外に変わるとき

●�支給対象となる子どもを養育しな
くなったとき（離婚・拘禁など）

▷3月の開場日　12日・26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

�　　�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　3月24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　4月6日㈬�【次回予定：5月11日㈬】
▷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。
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くらしの案内くらしの案内

広告欄
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た。できることもできないことも、いろいろあるかとは思
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ずは一
いっしょ

緒に考
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えて、今
いま

何
なに

ができるか、探
さが

してみませんか。まだまだ学
がくれき
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われてしまう社
しゃかい

会の中
なか

で、ハローワークには、資
しか く

格や経
けいけん

験を身
み

につ

けてくれる、さまざまな職
しょくぎょう

業訓
くんれん

練の制
せ い ど

度があります。また、それらを

受
じゅこう

講することにより、支
しきゅう

給される給
きゅうふ

付金
きん

制
せい ど

度もあるようです（支
しきゅう

給要
ようけん

件

あり）。自
じぶ ん

分自
じし ん

身のこと、家
かぞ く

族のこと、地
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民で気
き

になる人
ひと

のこと、ど

んなことでも、まずは一
いちど

度お話
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しを聞
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かせてください。

　　　　　　　ここから始
はじ

まる。

〔生
せいかつ

活困
こんきゅうしゃ

窮者自
じりつ

立支
しえんがかり

援係　☎44-3111（直
ちょくつう

通）〕

60歳未満で、会社などを退職し
た人と、その人に扶養されてい

る60歳未満の配偶者は、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
請により保険料が免除される場合
があります。失業により納付が困難
で、免除の申請をする場合は、雇
用保険被保険者離職票などを持っ
て、市役所年金係へ来てください。
〔市民課�年金係　内線529〕

Ａ

　　私は、58歳の男性です。　
　　35年間、厚生年金に加入し
ていましたが、このたび、会社
を退職することになりました。
退職後は、国民年金に加入しな
ければなりませんか。

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

●�受給者が公務員になったとき（公
務員は、勤務先での受給となりま
す）

●�支給対象となる子どもが、施設に
入所、また里親に預けられたとき
●�支給対象となる子どもが、指定医
療機関に入院したとき
　これらの場合、手当の受給資格
がなくなります。必ず、児童福祉課
で「受給事由消滅届」の手続きをし
てください。手当の支払超過分が
生じた場合は、返還してもらうこ
とになります。

〔児童福祉課　内線567〕

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）へ知らせてください。

悪質な業者にご注意を
　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）へ問い合わせてください。

��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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さんか

■奈良県障害者スポーツ大会
とき 種目

4月17日㈰ バスケットボール・サッカー・
フットベースボール

4月24日㈰ 卓球・ソフトボール
5月8日㈰ フライングディスク
5月15日㈰ 水泳競技
5月22日㈰ 陸上競技
▷�申込期限　3月9日㈬まで
※�参加資格・申込方法など、詳しく
は社会福祉課へ。

〔社会福祉課　内線533〕

■おとなのピアノ教室
▷�とき� 4月7日・14日・21日
� 5月12日・19日・26日
� 6月2日・9日・16日・23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　3月20日㈰【必着】ま
でに、往復はがきに、「おとなの
ピアノ教室」、郵便番号、住所、
名前、電話番号を書いて、葛城コ
ミュニティセンター（〒635-0054
曽大根783-1）へ。

〔葛城コミュニティセンター　
☎23-8001〕

■第26回「さくらの会」
　「さくらの会」は、乳がん患者の
悩みをサポートする集いの会です。
年に2回開催し、医師のお話やリハ
ビリ体操を行っています。
▷�とき　4月9日㈯�午前10時～正午
（受付：午前9時30分から）
▷�ところ　市立病院南側　放射線
治療センター3階大会議室
▷�内容　医師、栄養士からのお話
　�「個別化治療について」「骨粗鬆症
　について」
▷�持ち物　飲み物、動きやすい服装で。
※�駐車場は、市立病院の立体駐車

場を利用してください（駐車料金
が発生します）。
▷�申込方法　市立病院外科外来窓
口で、名前・連絡先を伝えてください。
　詳しくは、市立病院へ問い合わせ
てください。

〔市立病院　☎53-2901〕

■デコ・アメリカンフラワー展
▷�とき　3月5日㈯～19日㈯　午前8
時30分～午後8時（最終日は正午
まで）�※月曜日は休館
▷�ところ　葛城コミュニティセンター
1階ロビー
◎花作りの制作体験
▷�とき　3月12日㈯、17日㈭　午後1
時～3時
▷�ところ　葛城コミュニティセンター
1階ロビー
▷�内容　ききょう、かたくり、すみれ他
▷�持ち物　はさみ、ラジオペンチ、エ
プロン
▷�費用　各1,000円
▷�申込方法　当日までに、電話で
下記、または城井秀子（☎090-
5660-3835）へ。

〔葛城コミュニティセンター
☎23-8001〕

■西部文化センター生徒募集

教室名 とき 講師
（敬称略）

編物
教室

金曜日（月3回）
午後2時～4時
開講日：4月22日㈮

倉本�春美

成人書道
教室

（アイデア書道）

木曜日（月3回）
午後2時～4時
開講日：4月21日㈭

森本�南曳
（実用書道
と挿し絵）

▷�ところ　西部文化センター
▷�定員　各10名　※重複受講可
▷�受講期間　4月～平成29年3月
▷�申込方法　3月28日㈪【必着】ま
でに、FAX（ 22-8756）または
はがきに、郵便番号、住所、名前、
電話番号、教室名を書いて、西部
文化センター（〒635-0074　市場
405-4）へ。
※�応募多数の場合は、初回の人を優
先とし、これまでの受講年数の少
ない人から順番で、受講決定とし
ます（場合により、抽選あり）。
※�テキスト･教材費などは、自己負担
になります。

※�中学生以下の人は、参加できま
せん。

〔西部文化センター　☎52-2898〕

■手話奉仕員養成講座
◎入門編（初心者）

とき
4月13日～9月21日
毎週水曜日（全23回）
午後7時～9時

定員 30名
テキスト代
（入門編・基
礎編、DVD）

3,240円

◎基礎編
（平成27年度までに入門編を修了した人）

とき

4月16日～11月5日
（8月13日、9月17日は休講）
毎週土曜日（全28回）
午後1時30分～3時30分

定員 30名 テキスト代
入門編で
購入した

テキストを使用

▷�対象　高校生以上で、市内在住・
在勤・在学の人
▷�申込方法　4月8日㈮までに、電話
で下記へ。
〔総合福祉会館　☎23-0789〕

かいさい

■「書道展」の開催
▷�とき　3月23日㈬～4月6日㈬　
　�午前9時～午後8時（最終日は午
後4時まで）�※月曜日は休館
▷�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　3月17日㈭　午後1時～2時
▷�ところ　天満診療所
▷�テーマ　｢認知症｣
▷�講師　医師　梅本典江

〔天満診療所　☎52-5357〕

おしらせ

■大和高田市立学校・幼稚園教員
の講師登録者の募集
▷�対象職種
　小・中学校、幼稚園の市費講師
▷�登録方法
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日 曜 収　集　区　域
1 火 奥田県住、出、秋吉

2 水 大谷、北角、敷島町、奥田、吉井、根成柿
3 木 敷島町、根成柿、吉井

4 金
敷島町、根成柿、吉井、秋吉、
旭北、天神橋、藤森、池尻、築
山

5 土 三和町、神楽、日之出西・東本町、有井

7 月
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 火

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 水 礒野町、礒野北、南本町、北片塩、、曙町、材木町、昭和町

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

17 木
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 金 中三倉堂 1・2丁目、西三倉堂 1・2丁目、甘田町、敷島町、築山
22 火 中三倉堂 1・2丁目、甘田町
23 水 曽大根

24 木 南陽町、蔵之宮町、甘田町、今里、旭北町、旭南町

25 金
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

28 月
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

29 火 永和町、礒野南町、内本町

30 水 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）。

３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」

　�履歴書・教員免許状、または教
員免許状取得見込み証明書の
写し（教員免許更新済みの人の
み証明書の写しが必要）を郵送
（〒635-8511�大和高田市大字大
中100 番地１�大和高田市教育委
員会事務局�学校教育課）または
持参
▷�受付期間　随時受付（平日の午
前9時～午後5時）
※土日・祝日は除く
◎�採用について　登録された人の
中から、必要に応じて書類選考の
うえ、面接を行い、採用します。

（採用とならなかった登録者につ
いても、引き続き講師登録は有効で
す。必要が生じた場合に、連絡をす
ることがあります）。�

〔学校教育課　内線154〕�
�
■「天満転倒予防教室」会場変更

のお知らせ
　天満在宅介護支援センターが、今
まで天満診療所で行っていた「転倒
予防教室」の会場が、4月から変わり
ます。
▷�とき　毎週水曜日（祝日は休み）
・第1回：午後1時30分～2時30分
・第2回：午後2時40分～3時40分
▷�ところ　デイサービスセンター平沼
2階（西坊城73-1）
※�駐車場に限りがあります。徒歩・
自転車などで来てください。
▷�対象　市内在住で、要介護認定
を持っていない65歳以上の人
▷�内容　専門の運動指導士が、ゴム
ひもやボールを使った簡単な運動
の指導をします。
▷�持ち物　室内履き運動靴、汗拭き
タオル、飲み物
※ロッカーや更衣室はありません。
▷�問合せ先　天満在宅介護支援セ
ンター　☎23-1161
※予約不要、費用無料

〔地域包括支援課　内線558〕

■選挙人名簿の縦覧
▷�とき　3月3日㈭～7日㈪
　　　　午前8時30分～午後5時
▷�ところ　選挙管理委員会事務局
（市役所3階）
○�3月2日現在で、大和高田市の選挙

人名簿に定時登録される資格の
ある人
・�平成8年3月2日以前（3月2日を含
む）に生まれた人
・�平成27年12月1日以前（12月1日
を含む）に大和高田市で住民票
が作成され（他の市町村から住所
を移した人は転入届をしているこ
と）、引き続き3月1日現在、大和高
田市の住民基本台帳に登録され
ている人
◎在外選挙人名簿の縦覧
　外国に住んでいても国政選挙に
参加できる、「在外選挙」の選挙人
名簿の縦覧も、あわせて行います。
〔選挙管理委員会事務局　内線353〕

■使用済みの食用油の回収
▷３月の回収日　３月28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〕
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いろいろな機関からの

広告欄

sannka

●フェルトでつくる多民族料理サ
ンプル

　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　3月20日～4月24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　フェルト、毛糸、レース、ビーズ
などで、キュートでおいしそうな多民
族料理サンプルを作ります。民族の
独創性と多民族の食文化交流を感
じることができます。
▷�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

●つどいの広場「土曜サロン」会員
募集
内容 とき 対象

子ども
朗読教室

毎月第2土曜日
午前10時30分～
11時30分

3歳～小学生

親と子の
音楽サロン

毎月第3土曜日
午前10時30分～
11時30分

2歳～4歳の幼
稚園・保育園児
とその保護者

▷�ところ　オークタウン　4階子育て
ステーション（幸町3-18)

▷�費用　1回700円
▷�申込方法　往復はがき（〒635-
0065　東中2-13-23)またはメール
（npomamanosato@gmail.com)
に、親子の名前、住所、生年月日、
電話番号、メールアドレス、希望クラ
スを書いて、田丸かよこへ。子育て
ステーションでの申し込みも可
※�子育てステーションでは、親子でい
つでも遊べます（月～土曜日の午前
10時～午後3時)。
※預かり保育もあります。
〔NPO法人マーマの里　田丸

☎080-5334-5092〕

●子どもテニススクール生徒募集
▷�とき　4月～12月の第2・4土曜日　
午前9時～11時30分まで
▷�ところ　総合公園テニスコート（大
字出325）
▷�対象　4月に小学3年生～6年生に
なる人
▷�定員　40名　※初心者歓迎
▷�費用　年間1,000円（保険料・通信費）
▷�申込方法　3月26日㈯【必着】まで
に、往復はがきに、住所、名前、保
護者の名前、新学年、携帯電話番
号、携帯メールアドレスを書いて、榎
本務（〒635-0034　東三倉堂町
13-6）へ。

〔体協テニス部　榎本務
☎090-9050-2398〕

かいさい

●第26回タイ支援活動参加者募集
　ボランティア団体「地球家族の会」
では、タイの子どもたちに、奨学金の支
援活動や学用品などの配布を行って
います。貧困で十分な学用品がない

子どもたちがいることを知ってもらうた
め、タイ訪問の一般参加者を募集しま
す。また、タオル・衣類・防寒着などの
提供もお願いします。
▷�とき　5月下旬（予定）
▷�定員　20名
詳しくは、下記へ問い合わせてください。
〔地球家族の会　辻本

☎090-7103-1331〕

●不動産無料相談会
▷�とき　4月8日㈮　午前10時～午
後3時
▷�ところ　香芝市ふたかみ文化セ
ンター　第3会議室（香芝市藤山
1-17-17)
▷�内容　不動産鑑定士と税理士が、
不動産の購入・売却や、不動産の
税金、適正な地代や家賃に関する
相談などに応じます。
※予約不要
〔公益社団法人　奈良県不動産

鑑定士協会　☎0742-35-6964〕

おしらせ

●無料法律相談日の変更
　毎週木曜日に、総合福祉会館（ゆ
うゆうセンター）で開催している無料法
律相談日が、4月1日㈮以降、変更にな
ります。
▷�相談日　毎月第1、3、4、5木曜日　
午後1時～4時
▷�申込方法　相談日の1週間前、午
前9時30分から電話（☎0742-22-
2035）で予約�※先着順
　なお、毎月第2木曜日は、葛城市庁
舎で開催となります（高田市民でも利
用可）。
〔奈良弁護士会　☎0742-22-2035〕
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第14回　「 作品展」入賞作品

▷営業時間　　午前6時～午前0時
▷利用料金表

駐車時間 利用料金
30 分以内 100 円
30 分を超え1 時間以内 200 円
以後1 時間ごとに 100 円
1 日上限 1,000 円

自　　転　　車

定期
使用

使用料
屋根有り 屋根なし

市内在住 市外在住 市内在住 市外在住

学　生
1か月 2,000 円 2,300 円 1,800 円 2,100 円
3か月 5,700 円 6,600 円 5,100 円 6,000 円
6か月 10,800 円 12,600 円 9,700 円 11,300 円

一　般
1か月 2,200 円 2,500 円 2,000 円 2,300 円
3か月 6,300 円 7,200 円 5,700 円 6,600 円
6か月 12,300 円 14,100 円 11,100 円 12,900 円

一時使用／1 日1 回 150 円

原動機付自転車・普通自動二輪車（51cc ～ 125cc）

定期
使用

使用料
屋根有り 屋根なし

市内在住 市外在住 市内在住 市外在住

学　生
1か月 3,000 円 3,300 円 2,700 円 3,000 円
3か月 8,700 円 9,600 円 7,800 円 8,700 円
6か月 17,100 円 18,900 円 15,300 円 17,100 円

一　般
1か月 3,300 円 3,600 円 3,000 円 3,300 円
3か月 9,600 円 10,500 円 8,700 円 9,600 円
6か月 18,900 円 20,700 円 17,100 円 18,900 円

一時使用／1 日1 回 200 円

▷定期利用券　　
　利用料金　1か月　10,000 円
　利用条件　 
　　⃝駐車場の利用場所は、指定できま
　　　せん（5・6階部分を自由に利用）。
　　⃝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。

▷利用料金表

ＪＲ高田駅西側駐車場

市営サイクルポート

〔生活安全課　内線321〕

ご利用ください ＪＲ高田駅西側駐車場・市営サイクルポート

◎�10枚で11枚分の、お得な「前払い
駐車券」も発売しています。

⃝サイクルポート近鉄高田北
☎25-0100
営業時間…24時間
※屋根有り

⃝サイクルポート近鉄高田南
☎25-0101
営業時間…午前5時～午前0時30分
※屋根有り、自転車のみ

⃝サイクルポートJR高田
☎25-0102
営業時間…24時間
※屋根有り

⃝サイクルポートJR高田西
☎25-0400
営業時間…午前5時～午前0時30分
※屋根有り、自転車のみ

⃝サイクルポート高田市駅
☎25-0404
営業時間…24時間
※屋根有り

⃝サイクルポート松塚駅
☎25-0809
営業時間…24時間
※屋根なし

⃝サイクルポート浮孔
☎25-1818
営業時間…24時間
※屋根有り

〔文化振興課　☎53-8200〕

大和高田八景　大賞

水口　信子さん
�『校庭の二上山を拝す』

日本画

辻　元さん
�『駆ける本町通り』

洋画

木下　晃良さん
�『さざんかホールの壁画』

写真

大和高田八景　優秀賞
◦日本画…堀内けい子さん
　　�『トーテンポール』
◦洋　画…萱野　一美さん
　　�『ねがい～天神橋筋商店街にて～』
◦写　真…吉田　勝美�さん
　　�『陽光の朝』

大和高田八景　八景賞
◦日本画…田中　　薫さん
　　�『マーキュリー像』
◦洋　画…石井　悦子さん
　　�『思い出の銭湯』
◦写　真…河野　政孝さん
　　�『藤森寸景』
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