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　2月3日は節分の日。磐園幼稚園で、「豆まき」がありました。あれ？豆を
まいているのに、鬼のお面をかぶっていますね。実はこれ、自分の中にある
鬼をこらしめて、追い払うためのものなのです。心や体の中にある、朝寝坊
や好き嫌いなどの鬼を追い出すために豆を食べ、追い出した鬼を退治するた
めに豆をまきます。
 「おにはーそと！ふくはーうち！」
　子どもたちの元気な声が、園庭から聞こえます。その迫力に、鬼たちも退
散してしまったみたいです。
　豆まきを通じ、心も体も強くたくましく鍛えて、健やかにすごせる一年に
なりますように。

（平成29年2月3日撮影：磐園幼稚園）
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ハローワーク
大和高田

（注）

開放時間などは、
上記の●印を
見てください

 とき　３月下旬～４月上旬
 ところ　大中公園、高田川畔ほか

期間中、ぼんぼりの設置、ライトアップを行います。
詳しくは、下記の問い合わせ先まで

■駐車場について
●�なるべく、公共交通機関を利用してください。車を利
用する場合は、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23日㈭～４月９日㈰の間、大中公園西側臨時駐
車場を開放します。
詳しくは、都市計画課公園係（内線689）まで。
●�３月25日㈯・26日㈰、４月１日㈯・２日㈰・８日㈯・９日㈰
は、市役所、高田総合庁舎、保健センター、ハローワー
ク大和高田の駐車場を開放します。
●�4月1日㈯、2日㈰、8日㈯、9日㈰は、ほかの駐車場の
満車状況や、グラウンドの状態をみて、高田小学校の
グラウンドを解放します。
詳しくは、産業振興課（内線２４８）まで。
※�駐車台数に限りがあります。
※�駐車場は、待ち時間が生じる可能性があります。
※�駐車場は開花状況や来場者数などにより、閉鎖とな
る場合があります。
※�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。

大和高田商工会議所　☎22-2201  
大和高田市役所　☎22-1101 ・ 産業振興課（内線248） ・ 都市計画課（内線689）

■火気使用禁止
　大和高田市公園条例改正に
より、３月１日から市内各公園（大
中公園など）での焚き火・バーベ
キュー・花火などの火気は、使用
できなくなります。違反した場合、
５万円以下の過料が発生する場
合があります。注意してください。

〔都市計画課公園係　内線689〕
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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23年4月2日～平成24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23年4月2日～平成
24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28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2日㈭～16日㈭【必着】
▷	受講手続　受講手続通知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。納入後の受講料は、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29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15日～7月3日の月曜日（8回）
第2期　9月4日～25日、10月30日～11月
　		　　27日の月曜日（8回)
　		　　※9月18日は休み
第3期　1月15日～3月12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

リズムダンス 5月15日～7月3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9日～6月27日の火曜日（8回）
第2期　9月5日～26日、11月7日～28日の
　		　　火曜日（8回）　※10月は休み
第3期　1月9日～2月27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

エアロビクス
第1期　5月9日～6月27日の火曜日（8回）
第2期　9月5日～10月24日の火曜日（8回）
第3期　1月9日～2月27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

親　　子
エクササイズ

第1期　5月9日～6月6日の火曜日（5回）
第2期　9月5日～10月3日の火曜日（5回）
第3期　2月6日～3月6日の火曜日（5回）

午後4時～5時 各30組 無料
子ども
800円
保護者
1,850円

健　　康

第1期　6月8日～7月27日の木曜日（8回）
第2期　9月7日～28日、11月2日・9日・
　		　　16日・30日の木曜日（8回）
　		　　※11月23日は休み
第3期　1月11日～3月1日の木曜日（8回）

午前9時40分～11時10分 各50名 2,400円 1,850 円

卓　　球 4月6日～27日、5月11日～6月1日の木曜日
（8回）　※5月4日は休み

午前9時～11時50分
（2部に班分け） 40名 2,400円 1,850 円

バドミントン
第1期　5月12日～6月30日の金曜日（8回）
第2期　9月1日～29日、11月10日～24日
　		　　の金曜日（8回）　※10月は休み
第3期　1月12日～3月2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

シルバー
リフレッシュ

第1期　5月12日～6月9日の金曜日（5回）
第2期　9月1日～29日の金曜日（5回）
第3期　2月2日・9日、2月23日～3月9日の
　		　　金曜日（5回）　※2月16日は休み

午後1時30分～2時30分 各30名 無料 1,200円
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■葛城コミュニティセンター  イベント案内
◎デコ・アメリカンフラワー展
▷とき　3月11日㈯～ 18日㈯
　　　　午前8時30分～午後8時(最終日は正午まで)
・花作りの制作体験
▷とき　3月11日㈯、16日㈭　午後1時～3時
▷内容　テッセン（クレマチス）、サクラ
▷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。

◎書道展
▷とき　3月22日㈬～ 4月6日㈭
　　　　午前8時30分～午後8時(最終日は正午まで
　いずれも、葛城コミュニティセンター 1階ロビーで
開催　※月曜日は休館

〔葛城コミュニティセンター　☎23-8001〕

平成 29年度
体育協会主催
スポーツ教室生

募 集

■陵西公民館 自主サークル教室生募集
教室名 開催日 時間

華道(未生流) 第2･4土曜日
(1月、8月は休み) 午後1時～4時

茶道(裏千家) 第1･3水曜日 午後1時～4時
謡曲(観世流) 第1･3土曜日 午後3時～5時
尺八 木曜日(月4回) 午後7時～9時
大正琴 第2･4水曜日 午後1時～4時
歌謡(カラオケ) 第1･3土曜日 午後1時～3時
水墨画 第2･4木曜日 午後1時～4時
押し花 第1木曜日 午後1時～5時
折り紙 第1金曜日 午後1時～4時
ヨガ 第1･2･3木曜日 午後1時～2時
親子ヨガ 最終日曜日 午後1時～3時

※詳しくは、各教室開催日に見学して確認してください。
〔陵西公民館　☎23-3562〕

▷	期間　４月１日～平成30
年３月下旬
▷	対象　市内在住、または市
内に勤務、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
開催中に、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。
※	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、
平成29年3月15日㈬申込
締切（定員になり次第締切
ます）
※	卓球（女性の部）は、平成29
年3月31日㈮申込締切

〔総合体育館　☎22-8862〕

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　午後7時～9時　武道館
空　　手　　道 月・木　午後7時～9時　武道館

　　　　〃　（浮孔教室の部）月・木　午後6時30分～9時　浮孔小学校体育館
　　　　〃　（磐園教室の部）月・木　午後6時30分～9時　磐園小学校体育館

少 林 寺 拳 法 火・土　午後6時30分～9時　武道館

合　　気　　道
火　午後７時～８時　高田中学校
木　午後６時30分～９時　武道館
土　午後１時～４時　武道館

バスケットボール（一般の部） 火　午後7時～9時　総合体育館主競技場
　　　〃　　  （小学生の部） 火・金　午後５時半～８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　総合体育館主競技場
バレーボール（家庭婦人の部）木　午後1時～4時　総合体育館主競技場

　　〃　　（小学生の部） 火・金　午後5時30分～7時30分　総合体育館主競技場
卓　　　　　球 月・木　午後7時～9時　総合体育館主競技場

　　〃　（女性の部） 月　午前９時30分～１１時45分　総合体育館主競技場
バドミントン（小学生の部） 月・木　午後7時～9時　総合体育館主競技場

　〃　 　（一般の部） 木　午後1時～4時　総合体育館主競技場
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　午後6時～8時　総合体育館主競技場、他
土　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　午前9時～11時　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
火・土　午前8時～11時　三和グラウンド

テ　　ニ　　ス 水・木・土　午前9時～午後5時　総合公園テニスコート
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第15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（敬称略）

奥村　佳洋
	『中央温泉』

日本画

山口　栄子
『専立寺山門』

洋画

鳥越　修
	『黄昏アート』

写真
大和高田八景　優秀賞（敬称略）
◦日本画…堀内けい子
　　	『龍王宮の守り』
◦洋　画…竹内　敬夫
　　	『涙と笑いの人情芝居		弁天座』
◦写　真…田中　利治
　　	『だんじり巡行』

大和高田八景　八景賞（敬称略）
◦日本画…篠田　千草
　　	『敷島からの夕焼け』
◦洋　画…住吉　典子
　　	『市の木　山茶花』
◦写　真…泉　美恵子
　　	『さぁ～これから』
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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3日㈪～5月1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
の納税義務者とその同居家族
▷	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。
市内に土地を所有する人は土地のみ、市内に家屋を所
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円が必要になります。

〔税務課　固定資産税係　内線257〕

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・125ｃｃ以上の二輪　③125ｃｃ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。
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29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㏄超の二輪）

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㏄以下の
　原動機付自転車

大和高田市役所　税務課
	☎	22-1101（内線245）

〔税務課　市民税係　内線245〕

運動普及推進員
吉村ツギヨさん

［大和高田市
運動普及推進員協議会］

【問い合わせ先】
大和高田市保健センター

☎ 23-6661

＜ごみ出しや買い物時間を工夫して筋トレ「プラス・テン」＞
①ごみ袋や買い物袋（2つあれば左右）
を持ち、背筋を伸ばし、お腹をへ
こませてひじを曲げながら袋を胸
までゆっくりひき上げ、ゆっくり
下ろす

②ひじをまっすぐ伸ばしたまま、袋を
真横に、水平の位置より少し上ま
でゆっくりあげ、ゆっくり下ろす

→①の引き上げ運動を10秒、②の横
上げ運動を10秒、各3セットを目
安にしてみましょう

ごみ袋や買い物袋をダンベルだと思って、力を込め
て上げ下げしましょう。二の腕や背中、胸の引き締
めになります。歩くリズムに合わせて行うのがポイ
ントです。肩こり予防にもなりますよ。

今日からはじめる+10 今より1日10分多く
体を動かしましょう!プラステン

① ②
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※検診などに関する問い合わせは、

▷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　本市に住民票がある人で、
3月31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、6月末にはがきを送
付しています。
※�対象とならない人
・�過去に23価肺炎球菌ワクチンを
受けた人
・�接種の意思確認ができない人
▷�持ち物　接種費用、保険証（本人
確認のため）
▷�費用　2,000円
◎接種前に手続きが必要な人
●�生活保護世帯・市民税非課税世帯
の人
　�本人または家族の人が手続きに来
てください。やむを得ない事情で、
家族以外の代理の人が来る場合
は、委任状（本人の印）が必要です。
・�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。

・�転入の人は、平成28年1月1日現
在の住所地の非課税証明書（世
帯分）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。
接種費用を持ってきてください。

　家事中心の人、運動が苦手な人
に、特におすすめの、日常生活の工
夫で取り組める「おでかけ健康法」を
ご紹介します。
▷�とき　3月14日㈫
　　　��午後2時～3時20分
　　　　（受付：午後1時30分から）
▷�ところ　市民交流センター
　　　　�4階　多目的室
▷�内容
　おでかけ健康法を実践しよう！
　～健康づくりは「おでかけ」から～
▷�講師　青柳　幸利さん
��　（健康長寿医療センター研究所）
▷�定員　100名
※先着順（定員になり次第締切）
▷�申込方法　保健センターへ電話、
または窓口で。健康チャレンジ同
時開催。詳しくは、本誌コスモスプ
ラザ情報ページ参照。

　3月1日㈬～7日㈫までの7日間は、
「子ども予防接種週間」です。
　ワクチンで防ぐことができる病気

から、子どもたちを救うため、もっと
も有効な手段は、予防接種です。
　予防接種には、適した時期がある
ため、対象者と接種期間が定められ
ています。この機会に、子どもの年
齢に応じた予防接種を受けている
か、確認しましょう。
※�麻しん風しん混合（ＭＲ）2期は、3
月31日㈮までです。
※�二種混合（ジフテリア・破傷風）は、
13歳未満までです。
　早めに接種しましょう。

　子どもの栄養と離乳食について
の話や、試食を行います。初めての
子育てにとまどっている人は、ぜひ
参加してください。
▷�とき　4月14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)
▷�対象　平成28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。
※保護者のみの参加も可

広告欄

３月がラストチャンス！
高齢者肺炎球菌予防接種

おでかけ健康法実践セミナー

子ども予防接種週間

もぐもぐ教室
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くらしの案内くらしの案内
市　税市　税

平成28年度課税分の納期限は、
すべて過ぎています
　市税および国民健康保険税の納
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、
納付が難しいときは、収納対策室
へ相談してください。

便利な口座振替をおすすめします
　納付は口座振替、コンビニまたは
金融機関で納める方法があります。
納め忘れた市税・国民健康保険税
には、一定期間が過ぎると督促手数
料や延滞金が加算されますので、納
め忘れのない便利な口座振替をお
すすめします。

督促手数料・延滞金について
　督促状は地方税法にもとづき、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。なお、
分割納付の人も、当初の納期限まで
に必要な納付額に達していない場
合は対象になります。
　督促状を発送すると、本税や延
滞金とは別に、督促手数料として
100円を加算します。延滞金は納期
限の翌日から計算し、1か月目は年
2.7％、2か月目以降は年9.0％の割
合で加算します。

〔収納対策室　内線235〕

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
手元に保管してください。
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
　国民健康保険税が、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
・�支給対象となる児童を養育しなく
なったとき（離婚・拘禁など）
・�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）
・�受給者や児童が死亡したとき
・�支給対象となる児童が、施設に入
所、もしくは里親に預けられたとき
・�支給対象となる児童が、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。

�　　�固定資産税・都市計画税・
市県民税・軽自動車税・
国民健康保険税窓口

▷とき　3月23日㈭
　【次回予定　4月27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　3月8日㈬、22日㈬
　【次回予定�4月5日㈬、19日㈬】
　��午後5時15分〜9時
▷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 　昼間の納付が困難な人や、納付･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
公務員をやめる人・（地方）独立
行政法人や公益法人などに出向
（異動）となる人へ
　児童手当の支給が、勤務先から
住所地の市区町村になります。退
職日（異動日）の翌日から15日以内
に、児童福祉課で申請手続きをして
ください。
　申請が遅れると、原則遅れた月
分の手当を受けられなくなりますの
で、対象の人は忘れずに申請してく
ださい。必要な書類などについては
下記まで問い合わせてください。

〔児童福祉課　内線567〕

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
　介護保険料は介護保険のサービ
スを利用している、していないにか
かわらず、40歳以上の人は全員納
めなければなりません（40歳〜64
歳は医療保険料に含めて納めます。
65歳以上は医療保険料とは別に市
町村に納めます）。
　保険料の滞納がある場合は、そ
の滞納期間に応じて、介護保険から
の給付が一時差し止めになったり、
1割（または2割）の利用者負担が3
割になったりするなどの措置がとら
れます。
　現在、介護のサービスを利用し
ていない人も、今後、介護が必要に
なったときに同じように措置がとら
れます。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。

〔介護保険課　内線572〕

大和高田市介護予防・日常生活
支援総合事業が始まります
　平成29年4月から、市内在住の
65歳以上の人、要支援認定者の人
などを対象に、さまざまな支援サー
ビスを提供する「大和高田市介護予
防・日常生活支援総合事業」が始ま
ります。利用できるサービス内容や

手続きなどについては、介護保険課
へ問い合わせてください。なお、現
在介護保険のサービスを利用してい
る人は、担当のケアマネージャーに
確認してください。
〔介護保険課支援事業係　内線539〕

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
　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）
��代表電話番号�☎ 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。

午後6時まで利用できます

△

3月の実施日
　3月2日・9日・16日・23日・30㈭△

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
�●�マイナンバーカードの申請
　受付・交付
※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 526〕

市民課の証明書等
発行窓口

市民課の証明書等
発行窓口

▷3月の開場日　11日・25日㈯
▷時間　午前9時〜10時30分まで
▷業務内容　可燃、不燃（粗大ゴミ
含む）の持込みゴミの受入れのみ

〔クリーンセンター企画整備課
　☎52-1600〕

クリーンセンター
土曜開場日

クリーンセンター
土曜開場日

20歳以上60歳未満の人は、
国民年金への加入が法律で

義務付けられています。勤務先を退
職した人や、その人に扶養されてい
る配偶者は、厚生年金保険から国民
年金への変更の届出が必要です。　
　老齢基礎年金は、40年間保険料
を納付したときに、満額の年金が受
給できます。すでに年金を受給するた
めに必要な資格期間は満たしていま
すが、国民年金保険料を納めないで
いると、将来年金が受給はできても、
老齢基礎年金が減額されてしまいま
す。満額の年金を受けるためにも、速
やかに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、厚生年金保険などの資格を
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。退職により納付が困難
で、免除の申請をする場合は、雇
用保険被保険者離職票などが必
要です。

〔市民課年金係　内線529〕

Ａ

　　私は、58歳の男性です。
　　会社を退職しましたが、
これまで35年間、厚生年金
保険に加入していました。退
職後は、国民年金に加入し
なければなりませんか。
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■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21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20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30年3月
▷�申込方法　4月10日㈪【必着】ま
でに、FAX（ 22-8756）、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〕

■おとなのピアノ教室
▷�とき　4月6日・13日・27日
　　　�5月11日・18日・25日
　　　�6月1日・8日・15日・22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
※申込多数の場合は抽選
▷�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19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〕

■手話奉仕員養成講座
◎入門編(初心者)

とき

4月15日～10月14日
（8月12日、9月16日は休講）
毎週土曜日(全23回)
午後1時30分～3時30分

定員 30名
テキスト代
（入門編・基
礎編、DVD）

3,240円

◎�基礎編(平成28年度までに入門編
を修了した人)

とき

4月12日～11月1日
(8月16日は休講)
毎週水曜日(全28回)
午後7時～9時

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7日㈮までに、電話
で下記へ。
〔総合福祉会館　☎23-0789〕

■文化財講座
▷�とき　3月12日㈰　午後2時から
　　　�受付：午後1時30分から

▷�ところ　中央公民館1階　視聴覚室
▷�演題　「縄文文化」の特質
　−大和高田市池田遺跡の
　　　　　　出土品が語るもの−
▷�講師　松田�真一さん（香芝市二
上山博物館館長、天理大学附属天
理参考館特別顧問）
※入場無料

〔生涯学習課　☎53-6264〕

■�「キャラまち」さみっと�in�大和高田
▷�とき　3月18日㈯
　　　�午前10時〜午後4時
▷�ところ　コスモスプラザ
　　　　�2階交流スペース
▷�内容　地域のPRやまちおこしに、
ご当地キャラクターを活用してまち
の活性化に取り組んでいる人たち
を全国各地から招き、これからの市
民協働のあり方を考えます。
詳しくは、市ホームページを見てく
ださい。

〔企画法制課　内線284〕

■防火管理者変更の届出
　消防法では、一定規模以上の防火
対象物に、防火管理者の選任が義
務付けられています。防火管理者は、
消防計画の作成、訓練の実施、施設
や設備の維持管理などを行う必要が
あります。
　新年度には異動などで防火管理
者が代わることもあると思います。防
火管理者を変更したときは、消防署
まで届け出てください。

〔高田消防署　☎25-0119〕

広告欄
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●	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、くみと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。

●	臨時くみとりは、作業日の調整と別
途費用が必要です。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。

〔環境衛生課　内線281〕

　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）。

3月のし尿収集予定

■使用済みの食用油の回収△

3月の回収日　3月27日㈪
午前9時15分〜9時30分 陵西校区公民館

午前9時45分〜10時 橘町集会場前

午前10時15分〜10時30分 築山公園前

午前10時45分〜11時 塙青少年会館（塙コミュニティーセンター）

午前11時15分〜11時30分 曙町青少年会館（東部こども会館）

午前11時45分〜正午 片塩幼稚園東側道路

午後1時15分〜1時30分 総合体育館

午後1時45分〜2時 大和ガス南側道路

午後2時30分〜2時45分 市立菅原公民館

午後3時〜3時15分 ネオシティ大和高田正面玄関前

午後3時30分〜3時45分 葛城コミュニティセンター

午後4時〜4時15分 春日町会館前

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

■「市民農園」の利用者募集
　野菜づくりを始めませんか。
▷�対象者　市内に住所がある非農
業者
▷�農地の場所と区画数（1区画あたり
30㎡）
・�市場市民農園（高田西中学校の
南側）・・・4区画
・�大中市民農園（高田中学校の南
側）・・・5区画

▷�賃借料　年額10,800円
※�利用を希望する人は、下記へ電話
してください。詳細を説明します。
〔産業振興課農業係　内線267〕

■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11年3月2日以前(3月2日含
む)に生まれた人
・�平成28年12月1日以前(12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)、
大和高田市の住民基本台帳に登
録された人
◎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〕

日 曜 収　集　区　域
1 水 奥田県住

2 木 大谷、北角、敷島町、奥田、吉井、
根成柿

3 金 敷島町、根成柿、吉井、旭北町、
本郷町

4 土 藤森、池尻、築山

6 月 敷島町、根成柿、吉井、秋吉、三和町、
神楽、日之出西・東本町、有井

「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・申込などできます。」

広告欄

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

8 水

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

9 木 礒野、礒野北、南本町、北片塩、
曙町、材木町、昭和町

10 金 大中北、新田、岡崎、中町、池田、
領家、礒野北

13 月 池田、領家、西代、市場、野口、築山
14 火 市場、野口、有井、築山

15 水 出屋敷、有井、敷島、西三倉堂1・
2丁目、築山

16 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

17 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

21 火 中三倉堂1・2丁目、甘田町、今里、
旭北町、旭南町

22 水 曽大根、北片塩町、東三倉堂町、
旭北町

23 木 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

24 金 大中東、南陽町、蔵之宮町、甘田町、
永和町、礒野南町、内本町

27 月
蔵之宮町、甘田町、栄町、東中1・
2丁目、本郷町、北本町、高砂町、
永和町
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●コリア･キャンドル彫刻

　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26日〜4月30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　韓国・朝鮮の文字や絵柄
を、電動彫刻機でキャンドルに彫
刻をほどこします。立体的でロマン
ティックなキャンドルを作りましょう。
▷�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
行っていません。
▷�連絡先　キム・カンヂャ(金康子)
　〒635-0003�土庫726-2
　 52-0402

●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〜正午まで
▷�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　※初心者歓迎
▷�定員　40名

▷�費用　年間1,000円
　　　�（保険料・通信費）
▷�申込方法　3月25日㈯【必着】まで
に、往復はがきに住所・参加者の名
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、吉田秀夫（〒639-2164�葛城
市長尾362-7）へ。

〔体協テニス部　吉田��秀夫
☎48-4233〕

●マーマの里からのお知らせ�
　1月6日から、「子育てステーショ
ン」がコープなんごうテナント棟(大
谷758-80)に移転しました。
◎土曜日のサロン会員募集
内容 とき 対象

子供朗読
サロン

第3土曜日
午前10時30分～
11時30分

4歳～小学生

キッズ
コーラス

第1、3土曜日
午後1時～
2時30分

4歳～小学生

親と子の
音楽サロン

第2、4土曜日
午前10時30分～
11時30分

保育園、幼稚
園児�1～5歳
と保護者

▷�ところ　コープなんごう　テナント
棟(大谷758-80)
▷�期間　4月〜平成30年3月
▷�費用　月1,000円(教材費別)
▷�申込方法　3月31日㈮までに、コー
プなんごう　テナント棟「子育てス
テーション」に直接申し込んでくだ
さい。
※無料体験可
〔NPO法人マーマの里　田丸

☎080-5334-5092〕

●第27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
・Ａコース：5月28日㈰〜6月6日㈫
・Ｂコース：5月30日㈫〜6月6日㈫
▷�費用
・Ａコース：130,000円
・Ｂコース：100,000円
▷�定員　各20名
〔地球家族の会　辻本

☎090-7103-1331〕
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　妊娠・出産から乳幼児期の子育
て情報、子どもの就学、困ったとき
の相談先などを掲載
　スマートフォンからも閲覧できます。
http://www.city.yamatotakada.
nara.jp/woman/

〔広報情報課　内線291〕

子育てライフ
サポートナビ
子育てライフ
サポートナビ
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