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　8月7日、姉妹都市締結記念の日に、土庫小学校3年生とリズモー市に滞

在していた派遣学生が、インターネットビデオ通話で交流しました。

　子どもたちは、インターネットを通じて、国境を越えて会話できることに

驚きながらも、派遣学生の引率教諭としてリズモー市に滞在していた担任

の先生や現地の学生とのやり取りに、喜びや好奇心を隠せない様子でし

た。言葉が通じなくとも歌を歌いあったり、身ぶり手ぶりのコミュニケーショ

ンを取ったり、リズモー市とのビデオ通話が終わるその瞬間まで笑顔でし

た。これをきっかけに、リズモー市･大和高田市、互いに興味を持つ子ども

たちが増えていってほしいですね。

（8月7日撮影）
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歌と笑顔は、7,000㎞先まで

お知らせ版
やまとたかだ



◎総合福祉会館内
●交通安全クイズラリー
●交通安全啓発コーナー
●「ヒートハートたかだ」による啓発イベント（ペープサート）
　・交通ルールを守ろう
　・アンパンマンとトランプのくに
●交通安全母の会ゲームコーナー（チケット制）
　・コイン落とし・わなげ・ボウリング・スーパーボールすくい
　・信号的あてチャレンジ・交通安全グッズつり
　※�チケットは当日、総合福祉会館2階にて販売�
6枚250円（払戻不可）、ばら売りあり

●親子でつくってあそぼう
　�紙とんぼ、紙コップけん玉、ストローロケット、�
牛乳パックのコマ、お面、ビニール鉄砲など
●みくちゃんグッズ販売
●しゃぼん玉あそび（玄関付近）　※雨天の場合、中止
●お楽しみ劇場
　パネルシアター、エプロンシアター、ジャンボ絵本など
●バルーンアート・ヨーヨー
●プレイルーム
●パネル展示
　交通安全ポスター、幼稚園・こども園の紹介など

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

◎ふれあい交通広場
●ゴーカート試乗コーナー
　（開始：午前11時、最終受付：午後1時30分）
　※運転は免許保有者に限る
●警察ふれあいコーナー
　・交通安全キーホルダー作り
　・ちびっこポリス撮影会（制服を着てパトカーと記念撮影）
●JR体験コーナー
※雨天の場合、ゴーカート・パトカー展示は中止、他は総合福祉
会館内で実施

〈駐車場の案内〉
高田西中学校・ハローワーク（高田公共職業安定所）・さくら荘・
泉建設資材置き場
※満車のときは、ご了承ください。
※なるべく公共施設循環バス（きぼう号）を利用してください。

▷主催　大和高田市交通対策協議会
　　　　大和高田市少子化対策推進本部　

〔生活安全課　内線321・児童福祉課　内線582〕

▷とき・ところ　

9月19日（土）　午前9時30分～午後2時
ふれあい交通広場・総合福祉会館・さくら荘ゲートボール場　※警報が発令された場合、中止
� (池田457-1)� (池田418-1)� 　　　　　（池田447）

家族で楽しく遊びながら、交通ルールなどを学びます。また、「食べ処」「遊び処」「学び処」など、3つのコーナー
で、参加体験型の「交通安全」と「子育て」の合同イベントを開催します。
（雨天の場合は、内容が変更・中止となる場合あり）

◆オ－プニング・式典：午前9時30分から　県警音楽隊による演奏
◆イベント：午前10時30分～午後2時
　　　　　　　　　（式典終了後）

交通安全＆子育てフェスティバル

　 おかげ祭りパレード
参加グループ（連）募集

▷とき　10月11日㈰　午後1時から
▷コース　龍王宮周辺商店街
▷応募資格　10名以上のグループ（服装自由）
※市制作の「高田おかげ祭り」の音楽にあわせて、踊っ
てください。

▷申込方法　はがき、またはFAX（ 52-2801）に、
グループ名・参加人数・代表者の名前・住所・連絡先
を書いて、9月24日㈭【当日消印有効】までに、高田
おかげ祭り実行委員会（〒635-8511�大中100-1　
産業振興課内）へ。
〔高田おかげ祭り実行委員会　☎22-1101（内線248）〕

　 第63回市民歩こう会
▷とき　9月27日㈰
　　　　※�受付は、当日の午前9時～ 9時15分
　　　　　大和高田市役所にて
▷行程　�市役所～長尾神社～當麻寺(昼食、抽選会)～

石光寺～相撲館～市役所
▷費用　無料　※拝観料は自己負担
▷持ち物　弁当・水筒・雨具・帽子など
▷注意事項　万が一事故などがあった場合、応急処置
は行いますが、以後の責任は負えません。

〔総合体育館　☎22-8862〕

（写真は昨年の様子です）
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「芸術・文化の秋」を感じませんか秋の文化行事
創作展
9月19日㈯～ 20日㈰
　◦１９日　午前10時～午後5時
　◦２０日　午前10時～午後5時
　さざんかホール（展示ホール）
　※文化協会　福本　☎52-1475

観月の夕べ
10月3日㈯
　◦午後6時から
　さざんかホール（小ホール）
　※文化協会　福本　☎52-1475

各流合同生花展
10月17日㈯～ 18日㈰
　◦17日　午前10時～午後5時
　◦18日　午前10時～午後5時
　さざんかホール（展示ホール）
　※文化協会　福本　☎52-1475

高齢者作品展
10月21日㈬～ 22日㈭
　◦21日　午前10時～午後4時
　◦22日　午前10時～午後3時
　さざんかホール（展示ホール）
　※社会福祉協議会　☎23-5426

園児・児童・生徒作品展
１０月３０日㈮～１１月６日㈮
　◦�午前９時～午後６時（６日は午後２時まで）
　※２日㈪は休館日
　さざんかホール（展示ホール）
　※学校教育課（内線152）

大和高田市コーラスのつどい
11月1日㈰
　開場：正午　開演：午後0時30分
　出演：20コーラス団体
　さざんかホール（大ホール）
　※コーラスのつどい実行委員会
　　　　　☎22-1315（中央公民館）

芸能名人会
11月3日（祝・火）
　◦正午～午後4時
　さざんかホール（大ホール）
　※文化協会　福本　☎52-1475

市美術展覧会
11月12日㈭～ 15日㈰
　◦午前9時30分～午後7時
　　（15日は午後3時まで）
　さざんかホール
　（展示ホール・レセプションホール）
　※生涯学習課　☎53-6264

第55回33会展
11月20日㈮～ 22日㈰
　◦午前９時～午後５時
　　（22日は午後４時まで）
　さざんかホール（展示ホール）

統計図表展
11月26日㈭～ 29日㈰
　◦午前10時～午後5時
　　（29日は午後3時まで）
　さざんかホール（展示ホール）
　※産業振興課（内線264）

■大和高田市土曜塾
講座・講師（敬称略） とき ところ

やまと高田太鼓 
（松本弘昭、表 秦憲、弓場一郎）

9月5日㈯
午前10時30分から

ときめき高田横
駐車場

キッズダンス・おかげ踊り
（石井敬子、多田三保子、中島愛）

9月12日㈯
午前10時30分から 市立中央公民館

キッズ将棋・オセロ 
（増田佳美）

9月19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 秦憲、弓場一郎）

9月26日㈯
午前10時30分から

ときめき高田横
駐車場

※�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、大人
▷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〕

■おとなのピアノ教室
▷とき　�10月1日・8日・15日・29日�

11月5日・19日・26日�
12月3日・10日・17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）、テキスト代約1,000円が必要
▷講師　樫根�香津子さん
▷�申込方法　9月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〕

2



▷とき　9月26日㈯　午後1時から(開場：午後0時15分)
▷ところ　さざんかホール
▷内容　式典と演芸
　司会：寺田�有美子
　漫才：浮世亭�三吾・美ユル
　太神楽曲芸：豊来家�一輝
　歌謡ショー：長浜�有美
　漫才：まるむし商店
▷�対象　満70歳以上の人(昭和20年9月30日までに生ま
れた人)
※�対象者には、「敬老会案内状」を送ります。必ず、持って
きてください。
※�9月７日㈪までに「敬老会案内状」が届かない場合は、
社会福祉課へ連絡してください。
※�参加できなかった人は、「敬老会案内状」を持って、記念
品を受け取りに来てください。�
9月28日㈪～�30日㈬の間に、市役所1階ロビーで渡し
ます。

〔社会福祉課　内線535〕

敬 老 会
1号車

2号車

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

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

4号車

5号車

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

6号車

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

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

敬老会バス敬老会バス
配車表（無料）

歌と笑いで長寿をお祝い

　 エンジェルスマイル
　　　　　　子育て教室
▷とき　10月8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　バルーンや楽器を使ったリズム遊び
▷定員　子ども(2～ 4歳)30名とその保護者
　　　　※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同時募集中
▷申込方法　電話で生涯学習課へ。

〔生涯学習課　☎53-6264〕

　 つどいのひろば
　　　　「ウルトラの父」
▷とき　10月24日㈯　午前10時から(1時間程度)
▷ところ　総合体育館　サブ競技場
▷内容　音楽にあわせて体を動かそう！
▷対象　�平成21年4月2日～平成25年4月1日生まれ

の子どもとその保護者30組�
※申込多数の場合、抽選

▷申込方法　9月25日㈮【必着】までに、往復はがきに
子どもの名前(ふりがな)・保護者の名前・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〕
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養成講座のご案内

食推さん、運推さんってどんな人？

　　　　　　　　　一緒に活動しませんか

食生活改善推進員(食推さん)･運動普及推進員(運推さん)
受講者募集！

　地域での仲間づくりを通じて、自分だけではなく、地域全体の健康づくりをめざすボランティアを養成します。健康や

食事、運動についての知識や実践方法を、仲間と一緒に楽しく学びましょう。

◦�食
しょくすい

推さん�◦
Q�活動の目標は？
A�食事と健康とのつながりを知り、バランスのよい食事
や、本市の特産野菜について地域住民に普及する。

Q�主な活動は？
A�親子・男性などの料理教室の開催、小学校での食育推
進事業、健康づくり推進協議会主催の料理教室の補助、
保健センター事業への協力　など

▷活動場所　大和高田市保健センター

▷対象　�市内在住の成人(運推のみ、運動制限
のない人)で、講座終了後､既存の協議
会に入会し、地域でボランティア活動が
できる人

▷定員　�食推･運推各２５名
　　　　(両コースの受講も可能)

▷費用　�食推コースの12月1日㈫のみ、実習費�
500円が必要

▷申込締切　�10月30日㈮までに、電話で保健セ
ンター（☎23-6661）へ。

〔保健センター　☎23-6661〕

申込方法

◦�運
うんすい

推さん�◦
Q�活動の目標は？
A�一人ひとりの年齢にあった体力づくりを応援し、健
康寿命を延ばすための運動を地域住民に普及する。

Q�主な活動は？
A�月１回の勉強会、各校区の健康づくり推進協議会主
催の歩こう会での準備運動指導、保健センター事業へ
の協力、各地域･施設への運動指導　など

日程で、都合の悪い日がある人は、
保健センターへ相談してください。

日　　　程
共通プログラム

１ � 11月11日(水)� 午後1時～４時
２ � 11月17日(火)� 午前９時～正午
３ � 12月 ８日(火)� 午前９時30分～正午
４ 平成2８年� 2月15日(月)� 午後1時～４時
５ �  3月 2日(水)� 午後1時～４時

食推コース
食１ � 11月2４日(火)� 午後1時～４時
食２ � 12月 1日(火)� 午前９時～午後1時
食３ 平成2８年� 1月1４日(木)� 午前９時～午後1時

運推コース
運１ � 12月1４日(月)� 午後1時～４時
運２ 平成2８年� 1月12日(火)� 午前９時～正午
運３ �  1月26日(火)� 午後1時～４時

4



※検診などに関する問い合わせは、

広告欄

ウェルカムベビー教室Ｂ
～知って安心！私らしく出産～

　初めての妊娠・出産を経験する人、
友だちづくりをしたい人におすすめ
です。
　助産師・保健師・栄養士が、インター
ネットや本だけではわからないコツや、
知って安心な情報を伝えます。プレパ
パや家族の妊婦体験も好評です。
▷とき　10月20日㈫
　受付：午前9時～ 9時20分
　終了予定：正午
▷ところ　保健センター
▷内容　「知れば安心！出産のコツ」
▷�対象　プレママ（妊婦）・プレパパ、
祖父母、家族になる人
※�託児はありません。ご了承ください。
▷�持ち物　母子健康手帳、筆記用
具、動きやすい服装で。
▷�申込方法　保健センターへ電話、
または窓口で。

もぐもぐ教室

　子どもの栄養と離乳食について
の話、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　�10月9日㈮�

午前9時45分～ 11時30分
（受付：午前9時30から）

▷ところ　保健センター
▷�内容　子どもの栄養や離乳食の
話、離乳食のデモンストレーショ
ン、試食（保護者）
▷�対象　平成27年4、5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？
がん検診

　4月に、子宮頸
けい

がん･乳がん・大腸
がん検診の無料クーポン券を送付し
ました。有効期限間際になると、予約
が埋まり、希望の日に受けられない
場合があります。まだクーポンを使用
していない人は、早めに予約・受診し
ましょう。
▷検診期間　
　�子宮頸がん･乳がん…平成28年2
月末まで
　大腸がん…11月25日㈬まで
▷�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
・�大腸がん検診…41、46、51、56、
61歳の人

健康診査のご案内

　40歳以上の生活保護を受給して
いる人（内科治療中の人は除く）で、
医療機関で健診を受ける機会のな
い人は、1年に1回、自分の健康状態
を知るために健診を受けましょう。
▷�とき　11月30日㈪まで�
（受付：月～木曜日　午前10時30分）
▷ところ　葛城メディカルセンター
▷費用　無料
▷�申込方法　保健センターへ電話、
または窓口で。後日、健診の案内と
質問票を送付します。

9月は結核予防週間

　結核は、過去の病気だと思ってい
ませんか。現在でも、毎年2万人以上

の新たな患者が発生し、約2千人が
亡くなっています。本市でも、平成26
年度に13名の結核新登録患者が発
生し、そのうち70歳以上の人が半数
を超えていました。
◎�結核の初期症状は風邪とよく似て
います
　風邪と思い込んでいるうちに診断
が遅れて、周囲の人に感染させたり、
重い症状に進展したりすることもあ
ります。咳や微熱が長引く場合は、早
期に医療機関を受診しましょう。
◎結核は人から人へ感染します
　結核菌は、結核患者が発した咳や
くしゃみとともに、空気中に飛び散り
ます。これを吸い込むと、結核に感染
してしまいます（空気感染、または飛
沫感染といいます）。ただし、結核菌
に感染しても、発病するのは、10人
中1～ 2人です。発病しない人は、免
疫の働きによって、結核菌が抑えら
れています。
　ただし、結核菌が完全に死滅した
わけではないので、免疫力が低下す
ると結核を発病することがあります。
◎�感染の危険が高いのはこんな場所
①�狭い場所
②�換気が悪い場所
③�人が密集する場所
④�都市部
　結核菌は空気を介して広まるの
で、換気が悪く、人が密集するような
場所で、感染の危険性が非常に高い
といわれています。人の密集度が高
い都市部でも、感染の割合が高くな
っています。
◎結核の検査方法
　結核の検査方法には、肺の病変を
診断する「胸部X線検査」のほか、痰
をガラス板に塗って、結核菌の有無
を調べる「喀

かくたん

痰検査」や、注射によっ
て感染しているかどうかを調べる「ツ
ベルクリン反応検査」などがあります。
◎結核の治療方法
　治療は、3～ 4種類の薬を6～ 9
か月服用します。薬が効かなくなる
結核菌（耐性菌）にさせないため、確
実な内服が重要です。
◎結核予防のポイント
　結核の発病を防ぐには、免疫力の
低下につながる生活を避け、規則正し
い生活と健康管理を心がけましょう。

ウェルカムベビー教室Ｂ
～知って安心！私らしく出産～

もぐもぐ教室
（妊婦交流会）

９月は結核予防週間

健康診査のご案内

受け忘れていませんか？
がん検診
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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 66kcal　塩分 1.5g》（1人分）

①��小松菜は3cmの長さに切り、ゆでて水にとり、水気をしっかり絞っておく。
②��切り干し大根は、熱湯をかけてから水につけてもどし、水気を絞って食べやすく切る（熱湯で
さっとゆがいてもよい）。

③��ドライトマトは、食べやすい大きさに切る。
④��よく合わせたAに、②と③を入れ、30分程度おいて味をなじませる。
⑤��食べる直前に、小松菜を④に混ぜる。

〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

小松菜の酢の物

食生活改善推進員
鎌田　美子さん

小松菜と切り干し大根の酢
の物 !?三杯酢とドライトマト
で美味しく仕上がります。

小松菜……………1/2束
切り干し大根�……40g
ドライトマト�………10個

■献血にご協力を
▷とき　10月7日㈬
　午前9時30分～正午、
　午後1時～4時
▷ところ　大和高田市役所

　結核は早期発見が大切です。特
に、65歳以上の人は、年に1回は肺
がん検診（結核検診を含んでいま
す）を受けて、結核の兆候がないか
検査しましょう。
　詳しくは、保健センターに問い合
わせてください。

奈良県風しん抗体検査

　風しん抗体がない妊婦が風しん
に感染すると、生まれてきた子ども
の目や耳などに、影響が現れること
があります。県では、先天性風しん症
候群の発生を防ぐために、平成27
年7月13日㈪から、無料で風しん抗
体検査を実施しています。
▷�検査期間　平成28年2月29日㈪まで
（申込は平成28年1月31日㈰まで）
▷�対象　県内在住で妊娠を希望す
る女性、またはその配偶者（事実
上婚姻関係で、同居が確認できる
場合）、風しんの抗体価が低い妊
婦の配偶者
※次に該当する人は、対象外
①�過去に風しん抗体検査を受けた
ことがある
②風しんの予防接種歴がある

③風しんと診断されたことがある
▷�申込方法　県医療政策部保健予
防課のホームページから申込書を
ダウンロードし、必要書類などを県
に郵送、または保健所に持参
　�詳しくは、県のホームページを見て
ください。
◎委託医療機関（市内のみ抜粋）
春日医院 ☎23-8010
中井記念病院 ☎21-1100
長澤内科外科医院 ☎53-3320
西村クリニック ☎22-2701
東辻医院 ☎52-2866
日の出診療所 ☎23-4321
大和高田市立病院 ☎53-7188
吉條外科 ☎22-7711
酒本医院 ☎52-3603
西澤医院 ☎52-2266

（平成27年7月30日現在）

インターネットでの母乳
の購入にご注意

　インターネット上で売買されてい
る母乳から、多数の細菌が確認され
たとの報道がありました。
　第三者から母乳を購入することは、
感染症のリスク、衛生上のリスクがあ

ることを十分に認識してください。
　母乳には、HTLV-1（ヒトT細胞白
血病ウイルス1型）など、感染性のあ
るウイルスが含まれている可能性が
あります。購入した母乳について、消
費者が外見上からウイルスの含有を
確認することは、通常できません。ま
た、搾乳方法、保管方法によって細菌
が混入したり、母乳以外の成分（アレ
ルギーを誘発する恐れがある物質な
ど）が混入したりするなど、衛生上の
問題が発生するリスクもあります。
　このような母乳を飲むことで、乳
幼児の健康を害する恐れが十分に
考えられます。母乳が出ずに悩んで
いる場合は、ひとりで悩まず、地域の
産科・小児科や保健センターに相談
してください。

A　だし汁�………カップ1/4
　　酢……………大2・1/2
　　砂糖…………大さじ1
　　塩……………小さじ1

奈良県風しん抗体検査

インターネットでの
母乳の購入にご注意
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くらしの案内くらしの案内

広告欄

市　税市　税
9月30日㈬は、固定資産税第3
期、国民健康保険税第3期の
納期限
　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
替による納付があります。

納付は便利な口座振替で
▷�申込方法　申込書、通帳、届出印
を持って、金融機関の窓口へ（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…各納期限月の末日
・�国民健康保険税…各納期限月の
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（休日の場合は、翌
営業日）

納税相談に来てください
　災害や盗難、本人や家族の病気、
事業の休廃止・失業などのやむを得
ない事情などで、納期ごとの納付が

困難な場合は放置せず、早めに相談
してください。
　納付できない理由を聞かせてもら
うことが、早期納税につながります。

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、個人住民税を中心
とした滞納処分事務を行う専門チー
ムで、市町村徴税吏員の資格を併せ
もつ県職員と香芝市・本市職員で構
成される組織です。このチームの取
り扱い案件となった場合には、速や
かに差押えなどの処分へ移行され
ます。特別滞納整理強化チームは、
香芝市役所　納税促進課内（☎76-
2001�内線158）に設置しています。

〔収納対策室　内線239〕

年　金年　金
「年金情報流出」を口実にした
犯罪にご注意を 
　日本年金機構を名乗って口座番号
を聞きだそうとしたり、「流出した個
人情報を削除します」と話を持ちか
けたりする者が現れています。自分
の情報が流出していないかなどの相
談は、下記専用電話窓口、または大
和高田年金事務所へ。
○日本年金機構�専用電話窓口
　☎�0120-818211（フリーダイヤル）
・�受付時間：午前8時30分～午後9時
（毎日）
○大和高田年金事務所
　☎�22-3531
・�受付時間：午前8時30分～午後5時
15分（平日）
※かけ間違いに注意してください。

〔市民課年金係　内線529〕

児童福祉児童福祉
現況届の手続きは、お済みで
すか
「児童手当・児童扶養手当・特別児
童扶養手当」
　手当の受給には、毎年、現況届の
提出が必要です。まだ済んでいない
場合は、手続きをお願いします。
　毎年の現況届の提出は、児童手
当は6月、児童扶養手当は8月、特別
児童扶養手当は8月中旬～9月中旬
です。
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くらしの案内くらしの案内

広告欄

午後6時まで時間延長

▷9月の実施日
　9月3日・10日・17日・24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

�　　�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　9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　10月7日㈬�【次回予定�11月5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。

子育て世帯臨時特例給付金の
申請受付期間を、12月1日㈫
まで延長
　提出がまだ済んでいない人は、至
急、児童福祉課へ提出してください
（6月上旬に「児童手当・特例給付
現況届（平成27年度）と子育て世帯
臨時特例給付金申請書」を送付して
います）。
　書類を紛失した人には再発行しま
すので、問い合わせてください。
　公務員の人は、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児
童福祉課へ提出してください。
　申請書を郵送で提出する場合
は、12月1日㈫【必着】で、児童福祉課
（〒635-8511　大中100番地1）へ。

〔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。

悪質な業者にご注意
　家庭を訪問し、水道水の検査や水
道管の点検・清掃・修理、浄水器の
取替・販売などを行い、高額な代金を
請求する悪質な業者が増えています。
　不審に思ったら、水道工務課（☎�
52-3901）へ問い合わせてください。

水道管の漏水調査にご協力を
　水資源の有効利用を目的に、水

道管の漏水調査を実施します。調査
は、道路に埋設した水道管の漏水を
探知するため、各家庭のメーターに音
聴棒を当てて行います。市上下水道
部漏水調査業務委託の身分証明書
を携帯した調査員が、訪問します。ご
協力をお願いします。
▷�訪問期間　10月末までの午前8時
30分～午後5時

��上下水道部（水道部門）
��� ☎ 52-1365�
��夜間・緊急時�☎ 52-3901

※くれぐれも、かけ間違いのない
ようにお願いします。

▷9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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広告欄

さんか

■第43回奈良県障がい者作品展
出展作品募集
▷�とき　�12月5日㈯～10日㈭の正午

まで　※7日㈪は、休館日
▷�ところ　県文化会館（奈良市登大
路町6-2）
▷�種目　絵画、写真、書道、工芸、手
芸、コンピュータ・タイプアート
※�作品の大きさは、縦1.2ｍ、横1.8ｍ、
奥ゆき1.5ｍ以内
※1人1点まで
▷対象　市内在住の障がいを持つ人
▷�申込方法　9月11日㈮までに、所定
の申込書（総合福祉会館に配置、
または県ホームページからもダウン
ロード可）を総合福祉会館へ。
〔総合福祉会館　☎23-0789〕

かいさい

■さわやか生活教室
とき ところ 担当
9月10日
㈭

市立菅原
公民館（吉井）

天満在宅介護支援
センター（☎23-2294）

9月25日
㈮

市立中央
公民館（西町）

ふれあい在宅介護支援
センター（☎53-5499）

10月2日
㈮

市立土庫
公民館（土庫）

ふれあい在宅介護支援
センター（☎53-5499）

▷時間　午後2時～4時
▷�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
▷�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571〕

■子育て支援センター（プレイ
ルーム）で遊ぼう
　家で子育てをしているお母さん・お
父さん、遊びにきませんか。小さな子ど
もの遊び場で、おもちゃや絵本がたくさ
んあります。子育てで知りたいこと、不
安なことがあれば、職員に気軽に声を
かけてください。
※�いずれも市内在住の未就園児が
対象
※費用無料・申込不要
▷�とき　火～土曜日　午前9時～午
後4時（月曜日が祝日の場合は、火
曜日も休館）
▷ところ　総合福祉会館1階

◎�のびのび・すくすく・ひよこ・ベ
ビーランドの開催
【のびのびランド】
開催日 対象
　9月　3日㈭ 平成23年4月2日～翌

年4月1日生まれの子ど
もと保護者

11月27日㈮
12月15日㈫
【すくすくランド】
開催日 対象
Aコース

平成24年4月2日～9月
30日生まれの子どもと
保護者

　9月　3日㈭
11月20日㈮
12月15日㈫
Bコース

平成24年10月1日～翌
年4月1日生まれの子ど
もと保護者

　9月　3日㈭
11月26日㈭
12月15日㈫
※�のびのび・すくすくランドでは、10月に
クッキングと竹取公園ピクニックを
予定しています。申込方法など詳し
くは、子育て支援センターへ。

【ひよこランド】
開催日 対象
Aコース

平成25年4月2日～9月
30日生まれの子どもと
保護者

　9月29日㈫
10月23日㈮
11月12日㈭
12月　8日㈫
Bコース

平成25年10月1日～翌
年4月1日生まれの子ど
もと保護者

　9月30日㈬
10月28日㈬
11月19日㈭
12月　8日㈫
【ベビーランド】
開催日 対象
Aコース

平成26年4月2日～9月
30日生まれの子どもと
保護者

　9月　4日㈮
10月　2日㈮
11月　5日㈭
12月　2日㈬
Bコース

平成26年10月1日～翌
年4月1日生まれの子ど
もと保護者

　9月17日㈭
10月　7日㈬
11月　6日㈮
12月　3日㈭
Cコース

平成27年4月2日生まれ
以降の子どもと保護者

　9月25日㈮
10月14日㈬
11月11日㈬
12月10日㈭
▷時間　いずれも午前10時～11時
▷�ところ　総合福祉会館3階　交流
広間
▷�内容　同年齢の子どもと保護者が
集まり、親子で友だち作りができる
場所の提供
※�対象年齢以上の兄弟の参加はでき
ません。
◎チビッコ広場であそぼう
　楽しい遊びがいっぱい。友だちを
誘って参加しませんか。
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広告欄 ●�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、下記日程表に記載の無い日で
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）。

9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」

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
11 金 池田、領家、西代、市場
14 月 市場、野口、有井、築山

15 火 出屋敷、有井、西三倉堂１・２丁目、築山

16 水 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

17 木 中三倉堂1・2丁目、西三倉堂1・2丁目、甘田町、敷島町、築山
18 金 中三倉堂1・2丁目、甘田町、築山
24 木 曽大根、今里、旭北町、旭南町

25 金 南陽町、蔵之宮町、甘田町、北片塩町、東三倉堂町、旭北町

26 土
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

28 月 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
29 火 本郷町、北本町、高砂町、永和町

▷�とき　9月1日・15日、10月6日・20日、
11月10日・17日、12月1日
　いずれも火曜日　午前10時から
※時間厳守
▷�ところ　総合福祉会館3階　研修室
〔子育て支援センター　☎23-1501]

■天満診療所健康教室
▷とき　9月17日㈭　午後1時～2時
▷ところ　天満診療所
▷�テーマ　｢胸やけ･胃の痛み
　　　　　～食道･胃の病気～｣
▷講師　医師　梅本典江

〔天満診療所　☎52-5357〕

おしらせ

■選挙人名簿の縦覧
▷とき　�9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）
●�9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7年9月2日以前（9月2日含む）
に生まれた人
・�平成27年6月1日以前（6月1日含
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9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
▷9月の回収日　9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

●魅力いっぱい　多言語は身近から
　大和高田 

ケグリ　　オリニ
 会

　「ケグリ」とは「蛙」、「オリニ」とは「子
ども」という意味です。

▷�とき　9月20日～10月25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　リビング、応接間、風呂など、
部屋名を多言語で書いたボードを
各部屋のドアにかけて、いろんな言
語でいっぱいの魅力あふれる家づく
りをしましょう。
▷�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

●なら歯と口腔の健康づくりフェ
スティバル
▷�とき　11月1日㈰
　　　　午後0時30分～4時
▷�ところ　奈良県歯科医師会館（奈
良市二条町2丁目9-2）
▷�内容　プロフィギュアスケーター鈴
木明子さんによる講演、フッ化物塗
布、おもしろ実験など
※�フッ化物塗布、おもしろ実験を希望
の場合は、9月10日㈭～25日㈮の期
間中に、申し込みが必要。申込方法
など詳しくは、電話で下記へ。

〔奈良県医師会　☎0742-33-0861〕

●「はじめてのテニス」会員募集
▷�とき　�10月1日㈭～平成28年3月

31日㈭の期間�
毎週水・木曜日と、奇数週土
曜日の午前9時30分～11時�
※月に10回程度

▷�ところ　総合公園テニスコート（西
坊城414）
▷�対象　初心者、または少しのテニス

経験がある人
▷費用　9,000円（入会金は免除）
▷�申込方法　9月20日㈰【必着】まで
に、往復はがきに住所・名前・電話番
号・年齢を書いて、榎本務（〒635-
0034　東三倉堂町13-6）へ。

〔体協テニス部　
榎本　☎090-9050-2398〕

●つどいの広場で遊ぼう
◎ベビーサロン（パパと遊ぼう会）
▷�とき　�9月13日㈰��

午前10時～午後0時30分
▷�ところ　オークタウン4階�子育てス
テーション、ロイヤルクイーン料理教室
（幸町3-18）
▷�内容　パパと乳児のふれあいと離
乳食作り、ママのヨガサロン
▷�対象　生後2か月～12か月の乳児
とその保護者�
※1歳、2～3歳のサロンもあります。
▷費用　500円
▷�申込方法　マーマの里へ電話（☎
080-5334-5092）、または直接子育
てステーションへ。

〔NPO法人マーマの里
田丸　☎22-1438〕

●奈良弁護士会イベント
◎市民法律講座
とき テーマ

　9月12日㈯ 消費者問題
10月10日㈯ 相続・遺言
11月14日㈯ 交通事故
12月12日㈯ 労働問題
平成28年
　1月　9日㈯ 近隣トラブル

　2月13日㈯ 成年後見
　3月12日㈯ 建築に関する紛争
▷時間　午後1時～3時
▷�ところ　奈良弁護士会館（奈良市
中筋町22番地の1）
▷�申込方法　はがき、またはFAX
（ 0742-23-8319）に希望講
座、郵便番号、住所、名前（ふりが
な）、電話番号を書いて、奈良弁護
士会（〒630-8237　奈良市中筋
町22番地の1）へ。
◎｢法の日週間｣記念無料法律相談
▷�とき　10月5日㈪　午前9時30分～
正午、午後1時～3時30分
※相談時間1人30分

▷ところ　市経済会館（大中106-2）
▷�申込方法　9月7日㈪～30日㈬の
平日（午前9時30分～午後5時）に、
電話で下記へ。

〔奈良弁護士会　☎0742-22-2035〕

●養護学校体験学習
◎明日香養護学校（小学部）
▷�とき　10月16日㈮�午前9時10分～
午後1時�※給食の試食あり
▷�ところ　県立明日香養護学校（高
市郡明日香村川原410）
▷対象　
・�肢体不自由を有する幼児児童と�
保護者および関係者
・�訪問教育の体験を希望する幼児
児童と保護者および関係者
※�当日参加が困難な場合は、相談して
ください。
▷申込方法　10月2日㈮までに、電話
で下記へ。
〔県立明日香養護学校

前田　☎0744-54-3380〕
◎西和養護学校
　西和養護学校では、小・中学部・高
等部において、障がいのある子どもや
保護者を対象に、就学相談や教育相
談、体験学習を実施しています。詳しく
は、下記へ。
〔県立西和養護学校　☎73-2111〕

●甲種防火管理新規講習
▷とき　10月29日㈭・30日㈮
▷ところ　県産業会館5階
　　　　　大会議室（幸町2-33）
▷定員　140名
▷�費用　6,170円（テキスト代含む）
▷�申込期間　10月5日㈪～7日㈬
　�午前9時～午後4時
※定員になり次第締め切り
▷�申込方法　所定の申込書に、写真
と振替払込請求書兼受領証等の
コピーを添付し、下記の申込先へ持
参またはFAXで（郵便・メール便な
どの申込みは不可）。
▷�申込先　（一社）奈良県防災安全
協会（奈良市高畑町1116-6）
　 0742-26-6887
※�受講申込書と講習案内は、高田消防
署にあります。日本防火・防災協会ホー
ムページからダウンロードもできます。
　http://www.n-bouka.or.jp/

　〔高田消防署　☎25-0119〕
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いろいろな機関からの

●患者等搬送乗務員基礎講習およ
び定期講習
◎基礎講習
▷とき　�10月31日㈯・11月1日㈰�

�午前9時～午後5時�
※2日間の受講が必要

▷�ところ　奈良県消防学校（宇陀市
榛原下井足17-2）
※�初めて受講する人、または資格期
限切れの人が対象
◎定期講習
▷とき・ところ
・11月5日㈭　午前9時～正午
　�かしはら安心パーク（橿原市東竹田
町224-1）
・11月6日㈮　午前9時～正午
　�奈良市防災センター（奈良市八条5
丁目404-1）
▷定員　各50名
※�平成25年度以降に基礎講習また
は定期講習を受講した人が対象
▷�受付期限　9月14日㈪～10月9日㈮
平日の午前8時30分～午後5時
　※�定員になり次第締め切り
▷�費用　受講料無料�※テキスト代は
必要�
�対象者や申込方法など、詳しくは下
記へ。

〔高田消防署　☎25-0119〕

かいさい

●バンビシャス奈良
　大和高田市民優待デー
▷とき　10月10日㈯・11日㈰
▷�ところ　橿原公苑第一体育館（橿
原市畝傍町53）
　当日は、市内在住・在勤・在学の人
に限り、2階自由席の当日料金から、
割引販売を行います。本誌や免許証
などの証明できるものを持ってきてくだ
さい。
〔バンビシャス奈良

　☎0742-20-1800〕

●かもきみの湯
　「敬老の日」次回無料入浴券の配布
▷�とき　9月21日（祝・月）　午前10時～
午後11時（最終受付：午後10時）
▷�ところ　かもきみの湯（御所市大字
五百家333番地）
▷�対象　当日入浴券、または回数券

で、かもきみの湯を利用した65歳以
上の人（昭和25年以前生まれの人）
▷�内容　次回無料入浴券の配布
（利用期限：平成27年11月30日㈪）
※配布当日は、利用できません。
※�対象者であることを確認できるもの
（運転免許証、健康保険証など）と
当日入浴券、または回数券を提示し
てください。コピー類は不可
※�他のサービスとの併用は不可
〔かもきみの湯　☎66-2641〕

●無料調停相談
▷�とき　�10月6日㈫�

午前10時～午後3時
▷�ところ　�市立中央公民館（西町1-15）
▷�内容　�金銭貸借、土地建物、交通

事故、離婚、相続など
▷�相談員　裁判所民事・家事調停委員
※当日、会場で受付
〔県調停協会葛城宇陀支部

☎53-1012〕

●第25回 奈良矯正展
▷�とき　�9月12日㈯��

午前9時30分～午後4時�
9月13日㈰�
午前9時30分～午後2時

▷�ところ　奈良少年刑務所構内（奈
良市般若時町18番地）
▷�内容　施設見学、刑務所作業製
品の展示即売、受刑者の文芸作品
の展示など

〔奈良少年刑務所
☎0742-22-4961〕

●萌フェスタ2015
　～みんなでつなごう地域の輪～
▷�とき　�9月19日㈯　�

午前10時30分～午後5時
▷ところ　
・�たけまるホール�
（生駒市北新町9-28）
・�にぎわい広場　ベルステージ�
（生駒市北新町10番36-304）
▷�内容　山本浩之さん講演会、生駒
台ジュニアブラスバンド演奏、地元
商店販売、講座「やさしい薬の話」、
授産品販売、当事者作品展示など

〔地域活動支援センター
��コスモール�いこま

　☎0743-73-0900〕

おしらせ

●「若者サポートステーションやま
と」事業のご案内
　「若者自立のための無料相談会」
を開催しています。さまざまな理由で働
くことが困難な若者や、その家族のた
めの相談を受けています。
▷�とき　�毎月第2金曜日　�

午後2時～5時
▷�ところ　市立中央公民館（西町1-15）
▷予約方法　電話で下記へ。
〔若者サポートステーション

やまと　☎0744-44-2055〕
●自衛官等の募集
▷�募集種目　防衛大学校学生、防
衛医科大学校医学科学生、同看
護学科学生
▷受付期間　9月5日㈯～30日㈬
▷�受験資格　平成28年4月1日現在、
高卒（見込み含む）18歳以上21歳
未満の人
※試験日など、詳しくは下記へ。
※�自衛官候補生（男子）は、年間を通
じて受付をしています。
　�ホームページ（http://www.mod.
go.jp/pco/nara）も見てください。

〔自衛隊橿原地域事務所
　☎0744-29-9060〕

●全国一斉｢高齢者・障がい者の
人権あんしん相談｣強化週間
▷とき　
・�9月7日㈪～11日㈮
　午前8時30分～午後7時
・�9月12日㈯・13日㈰
　午前10時～午後5時
▷相談先　☎0570-003-110
▷�相談員　人権擁護委員および法
務局職員

〔奈良地方法務局人権擁護課
　☎0742-23-5457〕

●9月1日～30日は「屋外広告物
適正化月間」
　屋外広告業を営む場合は、奈良県
知事の登録が必要です。看板などの
設置の際は、必ず登録事業者に依頼
しましょう。また、屋外広告物を掲出す
る場合には、各市町村長の許可が必
要です。
〔奈良県くらし創造部景観・環境局

　景観・自然環境課〕
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　通勤時、毎日高田川を見ています。夏場
の高田川では、オイカワやスジエビなどが
観察でき、楽しいです。このような、多様な
生き物が生息できる川の環境を大切にし

　　　　ていきましょう。
　原爆投下3日後に、16歳の女学生の運転で広島の路面電

車が走ったことを今年知りました。受け止めがたい状況を乗り越
え、初めてのことに取り組んだ勇気。原爆資料館の見学を終え、平
和公園の向こうに広がる広島の街と青空を見ながら、いつまでも
この風景であってほしいと思いました。

　瀬戸内海にある大久野島は、通称「うさぎの楽園」と呼ばれ、多
数のウサギを放し飼いしています。ここは戦時中、毒ガス製造す
る施設が建ち並び、今も廃墟として残っています。一度、訪れたい
場所です。

　初めて友人の結婚式でスピーチをしました。絶対に泣かない
と断言していたのに、当日は一行目から涙が止まりませんで
した。理想とは程遠い出来栄えでしたが、普段は言えない気
持ちを伝えられました。
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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）
◆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

2015.9

大和高田さざんかホール 9 月の催し物ご案内 ※2015年8月2日現在の内容です。なお、掲載申込のあったものを掲載しています。
　休館日のお知らせ：7㈪、14㈪、24㈭、28㈪、10/5㈪

好評発売中

さざんかミュージックスポット
田村麻子ソプラノリサイタル
世界のディーバ（歌姫）がさざんかホールで珠玉の名曲を歌い上げる!
ピアノ:江澤隆行

午後1時30分開場　午後2時開演
小ホール【全席指定】　一般2,500円（当日は500円増）
友の会会員2,000円（1会員4枚まで）
※小学生から入場可　※託児保育あり（無料・予約制9月11日㈮締切）
　〈プログラム〉
♪バッハ＝グノー／カッチーニ／シューベルト／アヴェ・マリア
♪プッチーニ／歌劇｢蝶々夫人｣より　ある晴れた日に
♪岡野貞一／朧月夜
♪新井満／千の風になって　ほか

チケット
取扱

ホール
ローソン（Lコード54656）

チケット
取扱

ホール
ローソン（Lコード56１6１）

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�� 9月9日㈬から
一般発売開始��9月12日㈯から

会員先行予約開始��9月10日㈭から
一般発売開始��9月13日㈰から

10.6
火

10.24
土

11.23
祝・月

音楽・演奏：宮川彬良

語り：十朱幸代

9.20
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
ローソン（Lコード58672）

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！

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　ほか

大和高田市民劇団さざんか　第6回ファミリー劇場
妖怪合唱団
小さいお子さんからお楽しみいただける作品を劇団員自ら創
作・上演します。ぜひ、ご家族でご来場ください。

1回目：午前10時30分開場　午前11時開演　2回目：午後1時30分開場　午後2時開演
レセプションホール【全席自由】　入場無料
※満席の場合は、ご入場をお断りする場合もございます。予めご了承ください。

9.23
祝・水

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
1日㈫ みんぞくの広場　～未来～　秋のつどい レセ 午後2時 関係者のみ 大和高田市　学校教育課 ☎22-1101（内線154）
6日㈰ 松岡えりかバレエクラス　

スクールパフォーマンス2015 大 午後3時30分 無料（要整理券） 松岡えりかバレエクラス ☎090-8236-8965

13日㈰ 第43回奈良ブロック大会　葛城大会記念事業
ならマルシェ2015 大、小 小ホール午後1時

大ホール午後3時 無料 一般社団法人 葛城青年会
議所 ☎22-2689（事務局）

16日㈬ 第13回　グランパパ＆ママハッピーコンサート 大 午後1時 無料 グランパパ＆ママハッピー
コンサート実行委員会 ☎52-3959（岡野）

19日㈯ 2015年　ピアノ発表会 小 午後2時 無料 浅野 ☎74-0600
19日㈯～20日㈰ 大和高田市文化協会　第36回創作展 展示 午前10時 無料 大和高田市文化協会　福本君子 ☎52-1475
20日㈰ 香芝市立香芝東中学校 吹奏楽部 第25回定期演奏会 大 午後2時 無料 香芝市立香芝東中学校 

吹奏楽部　石橋　 ☎080-3827-3335
21日（祝月） 香芝市立香芝中学校 吹奏楽部 第25回定期演奏会 大 午後2時 無料 香芝市立香芝中学校　本村 ☎77-3161
23日（祝水） 田中良子門下生　声楽発表会 小 午後1時30分 無料 田中 ☎0744-23-2123
26日㈯ 平成27年度　大和高田市敬老会 大 午後1時 無料

（敬老会案内はがき）
大和高田市役所　
社会福祉課地域福祉係 ☎22-1101（内線534）

26日㈯～27日㈰ 清泉書道院展 展示 午前10時 無料 清泉書道院　藤原 ☎52-6816
27日㈰ 第23回　片塩中学校 吹奏楽部 

ファイナルコンサート 大 午後2時 無料 大和高田市立片塩中学校 
吹奏楽部 ☎22-0951

10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・展示ホール＜平成28年10月分＞（注）
●小ホール＜平成28年4月分＞
●リハーサル室・会議室・和室＜平成28年1月分＞

1日㈭ 大和高田市権利擁護講演会 小 午後1時30分 無料 大和高田市地域包括支援課 ☎22-1101（内線558）

2日㈮～4日㈰ 健生会　友の会　第10回　サークル発表交流会 展示、小
2日午後1時（展示）
3日午前10時（展示）
4日午前10時（展示）、
　 午後0時30分（小）

無料 健生会友の会 ☎22-2989

3日㈯ 第15回　観月の夕べ 小 午後6時 無料 大和高田市文化協会　福本君子 ☎52-1475
※レセ=レセプションホールの略です。�
（注）重要：平成28年10月分のレセプションホールは、貸館中止のため、抽選はございません。

日本文学の名作を名女優のひとり語りで贈る朗読劇
司馬遼太郎「燃えよ剣」
～土方歳三に愛された女、お雪～
激動の時代を背景に、土方歳三と熱い恋を生きた女“お雪”。司
馬遼太郎が生んだ傑作を女性の視点から十朱幸代が演じます。

午後5時30分開場　午後６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）
※小学生から入場可
※託児保育あり（無料・予約制9月２9日㈫締切）

大中恩の世界～歌のコンサート
｢いぬのおまわりさん｣｢サッちゃん｣はじめ童謡、歌曲、合唱曲など日本
を代表する作曲家、大中恩を中心にお届けする楽しい歌のコンサート

作曲・指揮・お話：大中恩　 ピアノ・解説：宮下俊也
ソプラノ：北原聖子　バリトン：鳥山浩詩
合唱：女声コーラス�アンダンテ

午後2時30分開場　午後3時開演　大ホール【全席自由】
大人2,000円（団体割引あり・ホールのみ扱い）
4歳〜高校生500円
※4歳未満は入場できません。　※託児保育あり（無料・予約制1０月16日㈮締切）
　〈プログラム〉
♪歌曲集「秋の女よ」（全5曲）
♪こどもたちの詩による歌曲集「青い窓」（全11曲）
♪女声合唱曲／菜の花／わたしたちの今日／しずかに
♪おなかのへるうた　♪ドロップスのうた　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）

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！

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
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