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広報誌　やまとたかだ　2017.12　No.991
●人口／65,942人（－67）男／31,258人（－21）女／34,684人（－46）●世帯数／29,737世帯（－4）平成29年11月1日現在（　）内は前月比です
■発行／大和高田市役所　〒635－8511　大和高田市大中100－１　☎22－1101　 52－2801　URL http://www.city.yamatotakada.nara.jp/
■企画・編集／企画広報課　■印刷／橋本印刷株式会社　　各課への問い合わせは、市ホームページの「組織から探す」から送信することもできます。

お知らせ版
やまとたかだ

　11月9日㈭、浮孔幼稚園でさつまいもと落花生の収穫が行われました。

　保護者や、保育体験できていた高田中学生たちと一緒に、まず土を掘りま

す。すると、たくさんのおいもが見えてきました。力を入れて引き抜くと、お

いしそうなおいもが堀れました。

　大きなおいもが堀れると、嬉しそうな笑顔で保護者に駆け寄っていった

り、まわりの友だちに自慢したりする姿が見られました。

　「見て見て、こんなに大きなおいもが取れたよ」「何これ、細長くて変な形」

など、嬉しそうな声がたくさんきこえてきました。

　みんなで楽しく収穫したさつま芋・落花生は、きっとおいしいよね。

〔浮孔幼稚園のさつまいも・落花生収穫：11月9日撮影〕

おいもでニッコリ

大和高田市ホームページ



年 末 年 始 の 業 務 案 内
市の公共施設など

医療機関

◎保健センター・青少年センター・社会福祉協議会・生涯
学習課・下水道課の業務日程は、市役所と同じです。

◎JR高田駅西側駐車場は、年中無休です。
※1　水道部門
●当直者への連絡は、（☎52-1365）、
　漏水110番は、（☎52-3901）です。
※2　斎場
● 12月31日㈰は、午後3時まで利用できます。
● 1月2日㈫は休館日ですが、受付はできます。
※3　図書館　休館期間中の本の返却は、図書館入口
左側の返却ポストにお願いします。ただし、付属
資料があるものや、視聴覚資料は、開館時にカウ
ンターへ直接返却してください。

※4　市民交流センター
●行政サービスコーナーは、12月29日㈮午後6時ま
で、1月4日㈭は午前9時から利用できます。

●中南和県税事務所高田窓口センター、中和保健所高
田出張所、消費生活センター中南和相談所は、12月
29日㈮～1月3日㈬が休みです。

●親と子のすこやか広場、託児室、高齢者いきいき相
談室の業務日程は、市民交流センターと同じです。

◎診察日　12月29日㈮～１月３日㈬
◎受付
● �午前8時30分～11時30分（診察は午前9時から）
● �午後1時～3時30分（診察は午後1時から）
● �午後5時30分～8時30分（診察は午後6時から）
◎診療科目　内科、小児科、歯科
　（歯科のみ受付は、午後3時30分まで）

　　　　　〔葛城地区休日診療所　☎22-7003〕

■　葛城地区休日診療所業務案内　■

市役所
☎22-1101 12月29日㈮～1月3日㈬ 閉庁

水道部門　※1
☎52-1365 1月1日（月・祝）～1月3日㈬ 閉庁

斎場　※2
☎25-1574 1月1日（月・祝）～1月2日㈫ 休館

さざんかホール
☎53-8200 12月28日㈭～1月4日㈭ 休館

図書館　※3
☎52-3424 12月29日㈮～1月4日㈭ 休館

中央公民館
☎22-1315 12月25日㈪～1月5日㈮ 休館

葛城コミュニティセンター
☎23-8001 12月25日㈪～1月5日㈮ 休館

総合体育館・武道館
☎22-8862 12月29日㈮～1月3日㈬ 休館

総合公園
☎52-4700 12月27日㈬～1月3日㈬ 休館

総合福祉会館
☎23-0789 12月29日㈮～1月3日㈬ 休館

さくら荘
☎23-4126 12月29日㈮～1月3日㈬ 休館

きぼう号
☎22-1101（自治振興課） 12月30日㈯～1月3日㈬ 運休

サイクルポート 12月31日㈰～1月3日㈬ 休み

高架下自転車保管所
☎25-0103 12月29日㈮～1月3日㈬ 休み

市民交流センター ※ 4
☎44-3210 12月30日㈯～1月3日㈬ 休館

市立病院
☎ 53-2901 12月29日㈮～1月3日㈬ 休診 天満診療所

☎ 52-5357 12月29日㈮～1月3日㈬ 休診

�「出生届は14日以内、死亡届は7日以内」と定
められています。届出期限が12月29日㈮～1月
3日㈬にかかる場合は、1月4日㈭まで延長でき
ます。

〔市民課　内線522〕

■　戸籍の届出　■
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年 末 年 始 の 業 務 案 内

△

12月の開場日　9日・23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

■ 年末のゴミ搬入はお早めに ■

12月 １月

25日㈪ 26日㈫ 27日㈬ 28日㈭ 29日㈮ 30日㈯ 31日㈰ 4日㈭

月・木曜日に燃えるゴミを収集している地区 燃 燃・紙 燃・紙
火・金曜日に燃えるゴミを収集している地区 燃 ペット

ボトル 燃・紙
カン・ビン収集地区番号 ① ② ③

クリーンセンターへのゴミ搬入の受付時間 午前9時30分～11時30分
午後1時～4時30分

午前9時30分～
11時30分
午後1時～4時

休 ※

粗大ゴミの申し込みは12月15日㈮までに

ゴミ収集・搬入 クリーンセンター（収集：☎53-5383　搬入：☎52-1600）

※年始は、1月4日㈭から、通常どおりゴミの収集・搬入を行います。
（午前9時30分～11時30分、午後1時～4時30分）

【お願い】� ● �ゴミ搬入時、運転免許証などで住所を確認します。
●ゴミは、必ず午前7時30分までに出してください。
● �ゴミコンテナを設置している集合住宅は、別途収集日
をお知らせします。

　電話予約による粗大ゴミ収集は、12月15日㈮
までに申し込みのあった分を、年内に収集します。
▷申込先　クリーンセンター美化推進課 ☎53-5383
▷受付時間　午前9時～午後3時30分
※年始の電話予約受付は、1月4日㈭からです。 ■ 分別してから搬入を■

クリーンセンター構内は、ゴミの種類によって、降ろす場
所が異なります。年内にどうしても持ち込まなければならな
い場合は、「燃えるゴミ」「粗大ゴミ」「カン・ビン」「せとも
の」など、あらかじめ種類別に分別して、搬入してください。
※�ゴミとして廃棄する前に、リデュース（ゴミを出さない）、リ
ユース（再利用する）、リサイクル（資源にする）の3Rに
取り組み、「エコライフ」へのご協力をお願いします。

年末には、たくさんの買い物や大掃除で、多くのゴミが
出ます。年末にまとめてクリーンセンターに搬入すると、構
内は大変混雑します。また、搬入されるゴミの計量と料金
徴収の作業に時間がかかり、構内は一層混雑してしまいま

す。構内には待機場所がないため、一般道路上で待つ自
動車で渋滞が発生し、交通事故の原因にもなります。特に
12月29日㈮、30日㈯は大変な混雑が予想されます。年
末に集中しないよう、12月の早い時期、または、年始に分
散して搬入をお願いいたします。

年始は、1月4日㈭から通常どおりの業務を行います。

子ども（15歳未満）の病気などが心配なとき
《こども救急電話相談》
 ＃8000（プッシュ回線・携帯電話）
 または☎0742-20-8119（ＩＰ電話・ダイヤル回線）
◎相談日時
●平日　午後6時～翌日�午前8時
●土曜日　午後1時～翌日�午前8時
●日曜・祝日・年末年始（12月29日㈮～1月3日㈬）
　午前8時～翌日�午前8時　※ 24時間
　　　　　　　　　　　　　〔県地域医療連携課〕

急な病気やケガで対応に迷ったら
《奈良県救急安心センター相談ダイヤル》※24時間受付
 ＃7119（プッシュ回線・携帯電話）
 または☎ 0744-20-0119（ＩＰ電話・ダイヤル回線）

〔県地域医療連携課〕

夜間の小児応急診療
《橿原市休日夜間応急診療所》　☎ 0744-22-9683
◎診療時間　午前0時～6時（受付は診療開始・終了の30分前です）
◎ところ　橿原市保健福祉センター北館1階（橿原市畝傍町9-1）
◎持ち物　健康保険証、資格証（ある人）、現金

救　急
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今年もいろいろなことがありました

喜びのセンバツ出場
1月27日：市立高田商業高等学校

あ～、ここ覚えている
4月30日：今の、昔の、フォトギャラリー

みくちゃんの友だちがいっぱい
3月9日：�市民交流センターの
「みくちゃんちキャラキャラステーション」

ゴーヤ先生直伝の涼み方
5月21日：
緑のカーテン植え付けセミナー 見て！ピカピカになったよ

6月1日：菅原幼稚園の歯磨き集会

先生の灯篭、おもしろいね
7月29日：子ども夢街道

これからも仲良くしましょう
8月14日：リズモー市長来訪

たすきをつないで笑顔のゴール
10月9日：RUN伴2017

おかげやおかげ～
10月9日：高田おかげ祭り

ともだちのバッジがいっぱいやな
11月5日：大和高田魅力創造産業フェア

〔企画広報課　内線273〕
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　市制70周年の記念事業として、NHK－FMの番組
「リサイタル・ノヴァ」の公開録音を実施します。
　この番組は、関西ゆかりの若手演奏家を招き、司会
者によるインタビューも交えながら、クラシックの名
曲を聴く番組です。観覧を希望する人は、以下の要領
で申し込んでください。
▷�とき　平成30年1月27日㈯
　開場：午後2時15分　　開演：午後3時
　終演予定：午後5時30分
▷�ところ　さざんかホール　1階大ホール
▷�募集定員　1,000人程度
▷�出演　上野博昭（京都市交響楽団首席フルート奏
者）、戸井田晃和（オオサカ・シオン・ウインド・オー
ケストラトロンボーン奏者）
▷�司会　本田聖嗣（ピアニスト）

大和高田市制施行70周年記念・ＮＨＫ奈良放送局開局80周年記念
「リサイタル・ノヴァ」公開録音 観覧者募集

市制70周年記念事業　
大和高田CHRISTMAS Festival Day

▷�申込方法　12月15日㈮【必着】までに、往復はがき
に必要事項を書いて、申し込んでください。申込者
多数の場合は抽選を行い、12月21日㈭ごろに抽選
結果を発送します。入場整理券1枚につき、2人まで
入場できます。
　※往復はがき以外での申し込みは無効となります。
　※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。
▷�個人情報の取り扱い
　�応募された情報は、抽選結果の連絡のほか、ＮＨＫ
では受信料のお願いに使用することがあります。　
▷�主催　NHK奈良放送局、大和高田市

〔企画広報課　内線275〕

とき　12月23日(土・祝)
　午前10時15分～午後5時30分
ところ　市民交流センター（コスモスプラザ）
　（片塩町12-5）
　※入場無料
　※来場は、公共交通機関を利用してください。

◎Opening　“市制70周年”を記念して・・・
▷�時間　午前10時15分～10時45分
▷�内容　市歌、みくちゃんダンス、映像「大和高田
ショートストーリー」他

◎第1部　“歌声”のおくりもの
▷�時間　午前10時50分～午後1時20分
▷�出演　高田小学校合唱クラブ�featuring�高田高校
音楽部、高田商業高校アカペラ部、ひまわり児童合
唱団×奈良高校コーラス部

◎第2部　“物語”のおくりもの
▷�時間　午後1時30分～3時20分

▷�ところ　4階多目的室
▷�内容　「天使のいる図書館」上映会
※�全100席座席指定。座席整理券は
当日午前11時から2階事務室で
配布。

◎第3部　“音色”のおくりもの
▷�時間　午後3時30分～5時30分
▷�出演　片塩小学校金管クラブ、片塩中学校吹奏楽部
×しおかぜウインズ、つぼみ保育園職員和太鼓、高
田高校吹奏楽部

“サンタ�de�Light”フォトコンテスト同時開催中
▷�応募期間　12月25日㈪まで
▷�内容　サンタのコスプレでイルミネーション、コス
モスプラザの景観、人物、施設などの写真や動画を
Instagramに投稿しよう。詳しくは、商工会議所青
年部公式ホームページ（http://www.yamatotaka�
da-cci.or.jp/yeg/）を見てください。

〔市民協働推進課　☎44-3210〕

ともだちのバッジがいっぱいやな
11月5日：大和高田魅力創造産業フェア

上野博昭さん 戸井田晃和さん 本田聖嗣さん
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生け花講座受講生募集

おとなのピアノ教室

歴史を学び、郷土愛をはぐくむ
大和高田歴史文化セミナー

受講生募集

◎生け花講座（花材：万
お も と

年青）
▷ とき　12月16日㈯
　　　�①午後1時30分～4時（定員10名）
　　　�②午後7時～9時（定員5名）
▷ 持ち物　花ばさみ、剣山（11㎝×8㎝以上）
※�剣山を持っていない人は、申し込み時に知らせてくだ
さい。

▷�材料費　1,800円　※別途、受講料200円

◎生け花講座（花材:若松）
▷ とき　12月24日㈰　午後1時30分～4時（定員10名）
▷ 持ち物　花ばさみ、寸度、軍手、エプロン
▷ 材料費　1,800円　※別途、受講料200円

▷ ところ　いずれも、葛城コミュニティセンター
▷ 申込方法　12月10日㈰【必着】までに、往復はがきに、
希望の講座名（万年青または若松）、時間帯、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。　
※申込多数の場合、抽選

〔葛城コミュニティセンター　☎23-8001〕

とき 講師（敬称略） テーマ

12月9日㈯

吉野町教育委員会事務
局主幹兼
吉野歴史資料館館長
池田　淳

『一つ目の蛙の民俗
　―�奥田の蓮池の一つ目の

蛙伝説によせて―』

平成30年
2月24日㈯

天理大学非常勤講師
井岡　康時

『中和地域の明治維新
　―人びとはどのように

変化を迎えたか―』

平成30年
3月3日㈯

大和高田市歴史文化
振興委員会副委員長　
森　　勲

『大和高田城物語を読む
中世高田城六代の城主』

▷ 時間　午前10時～正午
▷ ところ　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〕

▷ とき　平成30年1月11日・18日・25日、
　2月1日・8日・15日・22日、3月1日・8日・15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　12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〕

▷とき　12月22日㈮　
　　　�午後2時～4時（受付：午後1時30分から）
▷ところ　さざんかホール　3階レセプションホール　
▷内容　自作のシンセサイザー（電子キーボード）・オル
ゴールで、みんぞくの音楽を流しながら、友だちづくり
交流をします。

▷民族講師　김 강 자（キム・カンヂャ）さん、唐�暁氷
（タン�ショウビイン）さん、Carlo�Hiroshi� Ito（カル
ロ�ヒロシ�イトウ）さん　

▷対象　市内在住で、学齢期にある外国籍の子ども、両
親のどちらかが外国籍の子ども、両親またはどちらか
が日本国籍取得者の子ども
※保護者も参加できます。
▷申込方法　12月15日㈮まで
に、市内各小・中学校、中央
公民館、さざんかホール、葛
城コミュニティセンター、コス
モスプラザ（市民交流センター）、市立図書館、青少年
会館、市学校教育課、市人権施策課にある申込用紙
か、市ホームページ「イベント情報」からダウンロード
した申込用紙に必要事項を書いて、各学校または市役
所2階学校教育課（〒635-8511大中100-1）へ郵送、
または持ってきてください。　※土・日・祝日は除く。

〔学校教育課　内線155〕

楽しいみんぞくの学習と交流

みんぞくの広場 ～未来～ ２０周年
《冬のつどい》
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平成30年度償却資産（固定資産税）の申告

▷場所　土庫市営墓地（土庫219番地�他）
▷募集区画　10区画（随時補充）
▷1区画の大きさ　間口1.3m×奥行1.24m（1.6㎡）
▷ 価格　400,000円（内訳：永代使用料370,000円、永代
管理料30,000円）

▷ 申込資格　平成29年12月1日時点で、本市に住民登録
のある世帯主（1世帯1区画）
※�すでに土庫市営墓地の使用許可を受けている人は、申
し込みできません。
※�使用許可後は、承継者（相続人またはその親族）以外は
名義変更できません。
※他人名義での申請はできません。
▷ 受付期間・時間　平成30年2月28日㈬まで　午前8時
30分～午後5時15分（土・日・祝日を除く）

▷ 必要書類　墓地使用申込書（市役所環境衛生課にあり
ます）、住民票謄本（続柄・本籍地の記載があるもの）、
印鑑（認め印可、朱肉を用いる物）

▷受付場所　市役所別棟1階　環境衛生課
▷ 区画の決定方法　本市指定の10区画の中から、申し込
み時に決定

〔環境衛生課　内線280〕

　市内に事業用の償却資産を所有している人は、地方税法第
383条の規定により、毎年1月1日現在における資産の状況
を、市役所へ申告する必要があります。

《償却資産とは》
　固定資産税における償却資産とは、土地・家屋以外の事業
用資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法ま
たは所得税法上の規定による所得の計算上、損金または必要
な経費に算入されるものをいいます。申告が必要な資産の一
例として、次のようなものが挙げられます。
 各業種共通のもの

構築物 看板、塀、フェンス、駐車場の舗装、
外溝工事、外灯など

工具・器具
および備品

机、椅子、応接セット、パソコン、ロッカー、
コピー機、レジスターなど

業種別一例

小売店 商品陳列ケース、自動販売機、冷蔵庫、
冷凍庫など

飲食店 接客用家具・備品、厨房設備、冷蔵庫、
冷凍庫など

理容業・美容業 パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、
理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビなど

医院・歯科医院
など

ベッド、X線装置、電気血圧計、保育器、
各種検査機器、待合室用椅子など

工場、製造業 施盤、プレス機、金型、溶接機、編み機、
構内舗装など

太陽光発電事業 太陽光発電設備一式
▷受付期間　平成30年１月１日㈪～31日㈬
▷ 申告方法　申告用紙などの書類に必要事項を記入して提
出してください。

・ 窓口での申告　平成30年1月4日㈭～31日㈬の午前8時30

分～午後5時15分の間（※土・日・祝日は除く）に、市役所2
階税務課窓口へ提出してください。

・ 郵送での申告　平成30年１月31日㈬【必着】までに、市役
所税務課（〒635-8511　大中100番地1）へ郵送してくだ
さい。

・ 電子申告　地方税電子申告eLTAX（エルタックス）から
も申告ができます。詳しくは、エルタックスホームページ
（http://www.eltax.jp/）を参照してください。
※�新規で事業をされた人や、手元に申告書がない人は、税務
課へ連絡してください。窓口、または郵送で申告用紙をお
渡しします。

マイナンバーの記載について
　平成28年1月のマイナンバー制度の導入に伴い、償却資
産申告書に、新たにマイナンバーの記載欄が設けられました。
個人の場合は12桁の個人番号を、法人の場合は13桁の法
人番号を、所定の記載欄に右詰で記入してください。
　また、個人番号を記載した申告書を提出していただく場合
は、マイナンバー法に定める本人確認を実施します。
　郵送での申告の場合は、次の資料を添付のうえ、申告書を
提出してください。また、窓口で申告する場合は、窓口での提
示をお願いします。
①�個人番号が確認できる資料（通知カード・個人番号カード
の裏面など）の写し
②�本人確認ができる資料（運転免許証・個人番号カードの表
面など）の写し
※�電子申告による申告や、法人番号を記載した申告書を提出
する場合は、上記資料の添付は不要です。

　償却資産の申告について、不明な点などがあれば、下記へ
問い合わせてください。

〔税務課固定資産税係　内線257〕

土庫市営墓地　使用者募集
　市内3か所の農産物直売所では、年末年始用に、もち
米、白菜、しゅんぎく、みずな、ゆず、黒豆、金時にんじん、大
根、里芋、しろな、ほうれん草、ねぎ、小松菜などをとりそろ
えています。

◎年末年始の営業日

ときめき・たかだ
（総合公園内）

12月28日㈭、平成30年1月9日㈫
午前9時～11時30分

ときめき・たかだ
（高田温泉さくら荘）

12月29日㈮、平成30年1月12日㈮
午前9時30分～午後0時30分

片塩楽市 12月30日㈯、平成30年1月4日㈭
午前9時～午後0時30分

※�ときめき・たかだでは、総合公園とさくら荘の2か所で、年
始の営業日に花の苗を贈呈します（先着150名ずつ）。

〔産業振興課　内線267〕

年末年始の農産物を販売
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広告欄

インフルエンザの予防

インフルエンザ予防の基本は、ウ
イルスを体内に入れないことと、規
則正しい生活を心がけ、体の抵抗力
を高めることが大切です。
1. 手洗い
�外出後は石けんを使って、指先、
手の甲、指の間、手首までしっか
りこすり、流水でウイルスを洗い
流しましょう。
2．うがい
�洗浄効果のほか、のどの粘膜が
潤います。
3．適度な湿度の保持
�加湿器などで、適切な湿度（50～
60%）を保ちましょう。
4．規則正しい生活
　睡眠と食事をしっかりとり、適度に
運動してストレスをためない生活
が、からだの抵抗力を高めます。
5．インフルエンザ流行時は人ごみ
を避ける
�人の多い所では不織布製マスク
の着用を。

のどの痛み、鼻水、咳などに加え、
38度以上の発熱、頭痛、悪寒などの
感染の疑いがある場合はすみやか
に医師の診察を受けましょう。

ノロウイルスを予防しましょう

冬場にかけての主な食中毒は、ノ
ロウイルスです。ノロウイルスは人
から人に感染する経口感染が大き
な特徴です。
原因食品で一番多いのはカキなど

の2枚貝ですが、生ものや加熱が不十
分な加工品などからも感染します。
家庭での予防方法は、まず手洗い

です。必ず石けんを使い、よく手を
洗いましょう。また食品を加熱調理
するときは、中心温度85℃～90℃
で90秒以上加熱しましょう。調理器
具の衛生にも気をつけ、まな板やフ
キンなどの消毒も心がけましょう。
ノロウイルスと思われる症状は、
吐き気、おう吐、発熱、腹痛、頭痛、

下痢です。発症または感染の疑いが
あるときは、すぐに医師にかかり、脱
水症状を防ぐために水分の補給を
しましょう。抵抗力の弱い乳幼児や
高齢者は、発症・重症化しやすいの
で注意が必要です。

２歳児親子歯科健診
妊婦歯科健診

歯科健診（親子・妊婦）・希望者（子
のみ）にフッ素塗布も行います。
▷とき　平成30年1月16日㈫
グループ 　受付時間
1グループ 午前9時～9時10分

2グループ 午前9時45分～9時55分

3グループ 午前10時30分～10時40分

妊　婦 午前9時～9時20分
※各グループ受付後、1時間ほど
で終了する予定です。

▷ところ　保健センター
▷内容　歯科診察（親子・妊婦）
�歯磨き練習（子ども）・希望者は
フッ素塗布（子どものみ）

▷対象　平成27年4月～7月生まれ
（2歳6か月～2歳9か月）の幼児と
保護者・妊婦

▷持ち物　子どもが使用している歯
ブラシ、タオル、エプロン、うがい
用コップ、手鏡、母子健康手帳、健
診票（申込後、送付）

▷定員　各グループ先着10組
▷費用　フッ素塗布は500円（免除
要件については保健事業案内を
見てください）

▷申込方法　電話で保健センター
へ。実施日の１か月前から1週間
前まで受付（土・日・祝日除く）
※家族の人が申し込んでください。
※歯科診察・フッ素塗布を受ける人
は、歯みがきを済ませてから、きて
ください。
※妊婦歯科健診終了後、プレママ
（妊婦）・プレパパ、祖父母、家族に
なる人向けに、ウェルカムベビー
教室を実施しています。教室にも
参加する人は、同時に申し込んで
ください。託児はありません。

4種混合予防接種

４種混合（ジフテリア・破傷風・百日
せき・ポリオ）は、生後3か月から接種
できます。特に百日せきは最近でも
発症があり、小さいころにかかると
重症化するので、早めの予防が大切
です。
▷対象　生後3か月～7歳6か月未満
▷接種回数　計4回
※1期初回3回（3～8週間隔）
　1期追加１回（3回目から12～18
か月後）
※2期（二種混合：DT）は、小学6年
生を対象に行い、乳幼児期に４種
混合を２回以上受けている人に効
果があります。しっかり免疫をつ
けておきましょう。

ウェルカムベビー教室Ａ
～知って安心！私らしく出産～

初めての妊娠・出産の人、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、知って安心する情報を伝え
ます。プレパパや家族の妊婦体験も
好評です。
▷とき　平成30年1月16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
　「妊娠中のカラダとココロ」（歯科
健診、安産になる食生活、その他）

ウェルカムベビー教室Ａ
～知って安心！私らしく出産～

２歳児親子歯科健診
妊婦歯科健診

体調を整えてインフル
エンザを予防しましょう

４種混合予防接種

ノロウイルスを予防しましょう
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作
り
方

材　料（4人分）

①��しろなは3～4㎝に切り、鶏肉は小さめの一口大に切る。
②��フライパンにオリーブ油を熱し、弱めの中火で鶏肉を炒め、塩・こしょうをする。
③��豆乳と白みそを加えてとかし、しろなを入れ、片栗粉を水大さじ４杯で溶いて、とろみをつける。

　　　　　〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

しろなのホワイトシチュー

食生活改善推進員
植村　和世 さん

シチューといえばブイヨンで
味をつけるのが定番ですが、
白みそで味をととのえるのが
このシチュー。豆乳の味を
なめらかにしてくれます。

しろな………… 600ｇ
鶏もも肉……… 320ｇ
豆乳…………… 4カップ
白みそ………… 大さじ2
片栗粉………… 大さじ2
パセリ………… 適量
オリーブ油…… 大さじ2
塩　…………… 適宜
こしょう……… 適宜

《エネルギー 362kcal　塩分 0.7g》（1人分）

　「知ってナットク！赤ちゃんのヒミツ」
　「プレパパ・ご家族応援講座」
▷対象　プレママ（妊婦）・プレパパ、
祖父母、家族になる人
※託児はありません。
▷持ち物　母子健康手帳、筆記用
具、健診票（申込後送付）
※動きやすい服装できてください。
※歯科健診があるので、歯みがきを
済ませてからきてください（歯科
健診は、2歳児親子歯科健診と
同時開催）

▷申込方法　保健センターへ
電話、または窓口で。

胃内視鏡（胃カメラ）検診

▷対象　年度内に50歳以上の人
〔今年度、胃がん検診（バリウム検
査を含む）〕を受けた人は対象外

▷受診期間　平成30年2月末まで
▷受診方法　電話か来所で保健セン
ターまで検診票の申し込み後、医
療機関に予約を入れてください。

▷委託医療機関　中井記念病院（定
員になり次第終了）
※大和高田市立病院は定員に達し

たので、締め切りました。
▷受診間隔　2年に1回
※胃カメラ検査の翌年は、胃カメラ
検査もバリウム検査も受診不可。

▷検診内容　胃内視鏡検査（胃カメ
ラ）
※診療で行う胃カメラと違い、鎮痛
薬・鎮静薬は使用できません。

▷検診料　4,600円（70歳以上の
人は2,300円）
※検診中に異常が疑われた場合
は、保険診療として検診料とは別
に請求があります。
※生活保護世帯・非課税世帯に該当
する人は、検診料が免除になりま
す。検診を受ける前に、保健セン
ター窓口で無料の検診票を申請
してください。申請がないまま検
診を受診した場合は、検査費用を
返金することができません。
※検査結果は、受診された病院から
送付されます。

妊娠判定受診料の補助

妊娠判定にかかる費用を公費負
担しています。妊娠かなと思ったら、

早めに産婦人科を受診しましょう。
▷対象　市民税非課税世帯および
生活保護世帯に属する人

▷補助内容　妊娠判定に要する診
察、および尿検査（必要に応じ、超
音波検査）に対し、１回7,000円を
上限に補助します。
※1年度内に2回まで。
※該当する人は、保健センター窓口
へ問い合わせてください。

◎相談窓口
妊娠に関する悩みや不安がある
場合は、1人で悩まずにご相談くだ
さい。
○保健センター
☎23-6661
月～金（祝日年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時
○奈良県産婦人科医会
「妊娠等の悩み相談窓口」
☎080-8323-1450
午前9時～午前0時（毎日）
○奈良県助産師会
子育て・女性健康支援センター
☎0743-52-0383
月・水・金（祝日・年末年始除く）
午前10時～午後4時

胃内視鏡（胃カメラ）検診

妊娠判定受診料の補助
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くらしの案内くらしの案内
市　税市　税

12月は、市県民税（第4期）と国民
健康保険税（第6期）の納期月
　市県民税の納税通知書及び納付
書は6月に、国民健康保険税は7月に
それぞれ発送済みです。
※�納期限は末日ではなく、市民税
は12月26日㈫、国民健康保険税
は12月25日㈪です。注意してく
ださい。

確定申告に使う国民健康保険
税納付証明書の交付について
　確定申告用納付証明書を発行す
るには、本人が確認できる書類（運転
免許証など）の提示が必要になりま
す。本人確認できる書類が無い場合
は、公的機関が発行する文書や、被
保険者番号（国保番号）のわかる書
類などの中から、いずれか2つ以上を
提示してください。
　代理人が窓口で申請する場合は、
委任状と本人確認書類の提示（コ
ピーを取ります）が必要になります。
※�委任状には、委任者、受任者両方の
住所･氏名･生年月日が必要です。

平成29年度上半期の滞納処分
実施状況
差押件数 差押取立金額 合計件数

取り立て金額
不動産
12件 327,609円

211件
9,433,273円

預貯金
184件 8,661,632円

生命保険
3件 43,900円

給与・
年金など
12件

400,132円

不動産合同公売について
　11月14日㈫に市町村と県が、合
同で土地や建物などの不動産公売
を奈良県橿原総合庁舎で実施しまし
た。結果は、広報誌1月号でお知らせ
します。

インターネット公売の中止について
　11月号で案内したインターネット公
売は中止になりました。最新の情報に
ついては、市ホームページを確認、ま

たは下記へ問い合わせてください。
〔収納対策室　内線236〕

児童福祉児童福祉
奈良県交通遺児等援護事業
　交通事故や自然災害により、父ま
たは母などを失った18歳未満の児童
を養育する保護者に、激励金や入学
祝金、就職・入学準備金などが、県社
会福祉協議会から支給されます。
○交通遺児等激励金　
　遺児一人につき100,000円支給。
死亡したときから1年以内に、住所地
の市町村役場へ申請してください。
○交通遺児等入学祝金
　小・中学校、高等学校への各入学
時、遺児一人につき50,000円支給。
　上記各入学時から１年以内に、住所
地の市町村役場へ申請してください。
○交通遺児等就職・入学準備金
　就職または大学などへの進学・
入学（予定）者、遺児一人につき
100,000円支給。就職や大学などへ
の進学・入学が決定してから１年以内
に、住所地の市町村役場へ申請して
ください。給付は就職時または入学
時のいずれか1回限り（平成27年4月
1日からの事業です）。
※父または母などの死亡時に、遺児
の住所が奈良県内にある人が対
象です。
※病気などでの死亡の場合は対象
になりません。
※申請方法など、詳しくは児童福祉
課へ問い合わせてください。

〔児童福祉課　内線567〕

国　保国　保
特定健診は毎年受診することが
大切です～今年度は1月末まで～
　国民健康保険では、40歳から74
歳までの人を対象に、約10,000円相
当の健康診断を、1,000円で受診で
きる特定健診を来年1月末まで実施
しています。
　年末年始は医療機関が混み合う

ので、早めの受診をおすすめします。
　また、来年1月末までに健診を受診
すると商品券1万円分が抽選で50人
にあたるキャンペーンを実施していま
す。この機会に受診してください。
▷期間　平成30年1月31日㈬まで
▷対象　国民健康保険に加入して
いる40歳～74歳の人

▷持ち物　国民健康保険の保険証、
受診券、質問票
※受診券がない人は保険医療課国
保係まで

▷費用　1,000円
▷受診方法　
　以下の2つから選択できます。
・医療機関個別健診（各実施医療
機関へ電話予約）
・集団健診（保険医療課国保係へ
電話予約）
※特定健診を受診できる医療機関
など、特定健診について、詳しくは
受診券に同封のパンフレットを見る
か、保険医療課国保係に問い合わ
せてください。

◎集団健診（予約制）の日程
とき ところ

12月 2日㈯ 葛城メディカルセンター
（保健センター3階）

12月 7日㈭ 葛城コミュニティセンター
12月 9日㈯ 市立陵西公民館
12月12日㈫ 保健センター
12月18日㈪ 保健センター
平成30年
 1月19日㈮ 保健センター
 1月22日㈪ 保健センター
 1月27日㈯ 葛城メディカルセンター

（保健センター3階）
 1月29日㈪ 保健センター
 1月31日㈬ 保健センター
〔保険医療課 国保係　内線568〕

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、すぐに水道工務課へ知ら
せてください（夜間・緊急時は☎52-
3901）。

急なにごり水にご注意を
　水道工事や断水、火災による消火
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くらしの案内くらしの案内

　日本に住所を有しなくなった
ときは、国民年金に必ず加入し

なければならない被保険者ではなく
なるため、資格喪失手続きが必要で
す。日本国籍の人は、資格喪失となっ
ても、海外に居住している期間は、老
齢基礎年金などの受給資格期間とし
て計算されますので、条件を満たせ
ば今まで納めた額に応じた年金を将
来受け取ることができます。
　しかし、資格喪失をして海外に居住
していた期間は、将来受け取る年金
額には反映されず、金額が少なくなっ
てしまいます。
　受給額が少なくならないためには、
国民年金に任意加入し、年金保険料
を納めることができます。保険料を納
めていれば、海外での生活において
病気やケガで障がいが残ったときや
死亡したときに、国内で保険料を納
めた人と同様に、障害基礎年金や遺
族基礎年金の対象になります。
　国民年金加入者で、外国に住所を
移す人や、任意加入する人は、年金係
で手続きをしてください（任意加入す
る人で国内協力者がいない場合は、
年金事務所で手続きをしてください）。
※�任意加入している場合、保険料の
免除や納付猶予、学生納付特例
は利用できません。
※�付加保険料を納付すると、将来の
受給額をさらに増やすことができ
ます。

〔市民課年金係　内線 529〕

Ａ

　　私は、国民年金に加入してい
　　ます。外国に住むことになっ
た場合は手続きが必要ですか。

★☆ 夜間窓口 ☆★★☆ 夜間窓口 ☆★
ご利用ください

�　　�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　12月7日・14日・21日㈭
　�【次回予定　平成30年1月25日㈭】
　午後5時15分～8時

▷ところ　市役所2階　収納対策室
　☎22-1108（夜間窓口専用）
　昼間の納付が困難な人や、納税相

談が必要な人は、利用してください。
※�課税についての問合せ・申請は
受け付けられません。業務時間内
に税務課へお願いします。

�　　水道料金の夜間窓口
▷とき　12月6日・20日㈬
　�【次回予定　1月24日㈬】
▷ところ　上下水道部総務課総務料金係
　☎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。

◎申請方法　
①�スマートフォンで顔写真を撮影。
②�スマートフォンのカメラで交付申
請書のQRコードを読み取り、申
請用WEBサイトにアクセスして
メールアドレスを登録。
③�登録したメールアドレス宛に
通知される申請者用の申請用
WEBサイトにアクセス。

④�画面の案内にしたがって、必要
事項を入力し、顔写真を添付し
て送信。
※�登録したメールアドレス宛に、申
請が完了した旨のメールが届き
申請完了となります。

マイナンバーカードは
スマートフォンでも
申請できます

マイナンバーカードは
スマートフォンでも
申請できます

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、にごり水がで
ることがあります。そのようなときは、
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。

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、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）に問い合
わせてください。
　次の3つは、代表的な例です。被害
に遭わないよう注意してください。　
●かたり商法　
　「上下水道部からきました」「上下
水道部の依頼で」などと、上下水道
部を名乗って消費者を安心させ、高
額な契約をさせる。
●点検商法　
　「水道管の無料点検中です」と点
検をするふりをして、「こんな水を飲
んでいたら体に悪く、病気になります
よ」などと、消費者の不安をあおり、
高額な契約をさせる。　
●実験商法　
　「水道水の検査にまわっています」
「水道水がにごっていませんか」と言
い、水道水に薬品を入れて水の色を
変化させるなど、簡単な実験を見せ
て消費者の判断能力を狂わせ、高額
な商品（浄水器など）を売りつける。

　市内においても、類似の事例が
発生しています。十分に注意してく
ださい。

水道管の冬じたく
　気温が－3℃以下になると、水道管
が凍結しやすくなります。水道管が凍
結すると、水が出なくなり破裂する恐
れもあります。家庭の水道管は、皆さ
んの財産です。早めに防寒の準備を
し、寒さから守ってください。

  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。

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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■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）

12月2日㈯
午前10時30分から

ときめき高田横駐車場
（総合公園北側）

英語で遊ぼう
（西川久美）

12月3日㈰
午後1時30分から 中央公民館

クリスマス会
①ペープサート　②歌って踊って
大クイズ大会　③土曜塾表彰式 

（ヒートハートたかだ、表　啓充、
弓場一郎、坂野道治）

12月9日㈯
午前10時30分から 中央公民館

キッズ将棋、オセロ
（中村正継、増田佳美）

12月16日㈯
午後1時30分から 中央公民館

※やまと高田太鼓は、飲み物・タオルま
たはハンカチを持ってきてください。

▷対象　5歳～18歳　
▷定員　各講座とも50名
▷費用　保険料　1回10円

▷ 申込方法　電話（☎53-6264）、ま
たはFAX（ 53-6364）で、生涯
学習課土曜塾担当へ。

〔生涯学習課　☎53-6264〕

　さんか

■すこやか広場　イベント案内
◎「親子で楽しむ整理整頓」
　～楽しみながらお片付け～
▷とき　12月8日㈮　午前10時か
ら（申込受付：12月2日㈯から）

◎「クリスマス会」
　～サンタと一緒にクリスマス～
▷とき　12月22日㈮　午前10時か
ら（申込受付：12月15日㈮から）

▷ところ　市民交流センター（コス
モスプラザ）3階　親と子のすこ
やか広場（片塩町12-5）

▷対象　就学前の児童とその保護者
▷申込方法　親と子のすこやか広
場来館で申し込み（電話不可）

▷定員　先着25組
※すこやか広場で月2回あるイベン
ト情報は、市民交流センターホー
ムページにも掲載

〔市民交流センター　親と子の
すこやか広場　☎44-3213〕

■第3期エアロビクス教室生募集
▷とき　平成30年1月9日～2月27
日の毎週火曜日（全8回）
　午後1時30分～午後2時30分
▷受付期間　12月1日㈮～15日㈮
【期日厳守】

▷申込方法　受講料、傷害保険料
を添えて直接総合体育館へ申し
込んでください。

▷受講料　8回分　2,000円
▷傷害保険料　1,850円（満65歳
以上の人は1,200円）
※必ず加入してください。同好会など
で加入済の人も加入してください。
　　なお、平成29年度総合体育館
スポーツ教室の参加者は、加入の
必要はありません。詳しくは、下
記まで。

〔総合体育館　☎22-8862〕

■大和高田市文化財を考える会　
　会員募集
▷ 学習内容（平成30年）
月　　日 内　　容

平成30年�
　1月17日

総会＆講演会　講師　生涯
学習課　北中恭裕さん�
会場　中央公民館

　2月14日
大阪府藤井寺市へ�
（古市古墳群・誉田八幡宮・道
明寺天満宮ほか）

　3月14日 高田市内�（静御前ゆかりの地を訪ねて）

　4月　4日
バスで和歌山県和歌山市へ�
（和歌山城・紀三井寺・竈山神
社・風土記の丘）

　5月　9日
桜井市へ�
（海柘榴神社・金谷の石仏・平
等寺・大神神社）

　6月　6日
バスで大阪府和泉市へ�
（池上曽根遺跡・弥生文化博物
館・自衛隊信太山修史館）

　7月11日
バスで御所市へ�
（九品寺・一言主神社・高天彦
神社・高鴨神社）

　8月　8日 講演会　講師未定、会場　中央公民館（予定）

　9月12日
バスで滋賀県草津市へ�
（芦浦観音寺・立命館大ＢＫＣ・
木瓜原遺跡・草津宿本陣）

10月10日
バスで三重県津市へ�
（一身田寺内町・専修寺・結城
神社ほか）

11月14日
天理市へ�
（大和神社・長岳寺・黒塚古墳
展示館ほか）

12月　5日
バスで京都府長岡京市へ�
（長岡天満宮・乙訓寺・埋蔵文
化財センターほか）

※�訪問先では宮司・住職・学芸員・観
光ガイドの講話や説明があります。

▷ 会費　上期・下期　各3,000円。
ただし、例会の諸経費は別途徴収
します。
※�歩行距離は5㎞前後です（バス例
会は2～3㎞前後）。
※市外の人も入会できます。
※訪問先は変更することがあります。
▷ 申込・問合せ
　文化財を考える会事務局（牧口充
　☎52-2836）へ。

〔生涯学習課　☎53-6264〕

　かいさい

■さわやか生活教室
とき ところ 担当

12月 8日㈮ 中央公民館
（西町）

ふれあい在宅介護
支援センター
（☎53-5499）

12月12日㈫ 市立菅原公
民館（吉井）

天満在宅介護
支援センター
（☎23-1161）

12月15日㈮ 総合福祉会
館（池田）

在宅介護支援
センター慈光園
（☎52-5001）

▷時間　午後2時～4時
▷内容　低栄養予防についての
話、家でもできる簡単な体操やス
トレッチ、体力測定

▷持ち物　お茶、持っている人は
『介護予防手帳』『体力測定記
録用紙』
※費用無料、申込不要

〔地域包括支援課　内線558〕
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広告欄

　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）

12 月のし尿収集予定

■使用済みの食用油の回収△

12月の回収日　12月25日㈪
午前9時15分～9時30分 市立陵西公民館

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〕

●�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 曜 収　集　区　域
1 金 奥田県住、出、秋吉

4 月 大谷、北角、敷島町、奥田、吉井、根成柿、藤森、池尻、築山

5 火
敷島町、根成柿、吉井、旭北町、本
郷町、三和町、神楽、日之出西・東
本町、有井

6 水 敷島町、根成柿、吉井、秋吉、東雲町、土庫住宅、有井、日之出町

7 木 東中、東中1・2丁目、春日町1・2丁目、西坊城、出

8 金
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 土 曙町、材木町、昭和町

11 月 礒野、礒野北、南本町、北片塩、大中南、築山

12 火 大中北、新田、岡崎、中町、池田、領家、礒野北、築山

13 水 池田、領家、西代、市場、野口、築山
14 木 市場、野口、有井、築山

15 金 出屋敷、有井、西三倉堂1・2丁目、築山

18 月 西町、有井、内本町、中三倉堂1･2丁目、西三倉堂1・2丁目

19 火 中三倉堂1・2丁目、西三倉堂1・2丁目、甘田町、敷島町
20 水 中三倉堂1・2丁目、甘田町
21 木 曽大根、今里、旭北町、旭南町

22 金 南陽町、蔵之宮町、甘田町、北片塩町、東三倉堂町、旭北町

25 月
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 火 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 水 本郷町、北本町、高砂町、永和町、奥田県住、秋吉（Ｈ30.１月分）

■みんなで一緒に笑いませんか
「新春健康演芸会」
▷とき　平成30年1月19日㈮
　午前10時30分～午後1時
▷ところ　東部人権文化センター
（曙町3-21）

▷内容　高齢者の健康についての
話、手品、落語　
※簡単な昼食を用意します
▷対象　60歳以上の人　
▷定員　約50名　
※定員になり次第、締め切り
▷費用　無料
▷申込方法　平成30年1月4日㈭以
降に、電話で下記へ。

〔東部人権文化センター
　☎52-0495〕

■大和高田市人権教育研修会
▷とき　12月12日㈫　午後2時～
4時（受付：午後1時30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　「だれの人生にも　いの
ち・愛・人権を」～子どもの現実
に学ぶ～

▷講師　髙松秀憲さん（明日香村
教育委員会　教育委員長）

〔人権施策課　内線276〕

　おしらせ

■市営住宅の入居者募集
▷受付期間　平成30年１月12日㈮
～26日㈮�午前9時～午後5時
※土・日・祝日を除く

※ただし、最終日は午後4時まで
▷募集内容　平成30年3月入居予
定分
※平成30年1月12日㈮から市役所
営繕住宅課で配布します。
※申し込みには、申込資格がありま
す。
　具体的な募集案内は、広報誌1月
号に掲載します。

〔営繕住宅課　内線660〕
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広告欄

さんか

●ピョンチャン冬季パラリンピッ
ク・オリンピックにむけて、ハン
グルを学ぼう

　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　2018年1月14日～2月18
日　毎週日曜日　午後2時～3時
（6回シリーズ）

▷ところ　大和高田ケグリ・オリニ会
（花園町バス停すぐ）

▷内容　韓国ピョンチャン（平昌）で、
パラリンピック・オリンピックが、いよ
いよ2～3月に開催されます。さまざ
まな人々が友好関係を築くことが
できるコミュニケーションやスポー
ツに関する基本的な韓国・朝鮮語
を学びます。

▷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
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

●スキー競技大会
　県スキー連盟会長杯クラブ対抗
スキー競技会、県民体育大会スキー
競技会を開催します。
▷とき　平成30年1月13日㈯～14
日㈰

▷ところ　長野県よませスキー場
（北志賀高原）

▷参加費　3,000円（少年の部は
2,000円）
※宿泊費・交通費は別途

▷申込方法　12月15日㈮【必着】
までに、はがき（〒635-0054　曽
大根367-1）またはFAX（ 53-
7656）に住所、名前、電話番号を
書いて下記へ。

〔体育協会スキー部　
藤田　☎23-6032〕

●第92回NAISTサイエンス塾
▷とき　平成30年1月13日㈯
　①午前10時～11時30分
　②午後1時30分～3時
▷ところ　高山サイエンスプラザ4
階（学研北生駒駅よりバス、サイエ
ンスプラザ下車）

▷内容　「つかめる水！？をつくってみ
よう～世界に一つだけのスノードー
ムづくり～」

▷対象　小学生　※保護者同伴要
▷費用　1人500円
▷定員　各回25名、計50人　※申
込み多数の場合、抽選

▷申込　12月21日㈭【必着】まで
に、メール（kagaku@science-
plaza.or.jp）、FAX（ 0743-
72-5819）、はがき（〒630-0101
生駒市高山町8916-12）で、「第
92回NAISTサイエンス塾」、希望
時間（第2希望まで）、名前（フリガ
ナ）、学校名、学年、住所（郵便番
号）、メールアドレス、電話・FAX番
号を書いて、下記へ。
※当選者へのみ、12月28日㈭までに
通知

〔奈良先端大支援財団　
☎0743-72-5815〕

●葛城税務署からのお知らせ
　相続税・贈与税・譲渡所得に関する、来署による相談は、事前予約制に
て水・金曜日に実施しています。相談を希望する人は、資産課税部門（☎22-
2809）に電話して、相談日時の予約（2月～3月を除く）をしてください。
　また、下欄のとおり近畿税理士会葛城支部および、葛城納税協会並びに、
近畿税理士会もしもし税金相談室においても、無料相談を実施していますの
で、利用してください。

窓口 相談日程 相談形式 問い合わせ時間
近畿税理士会葛城支部
☎22-5288

毎週火曜日
午後1時～4時 面接 火曜日を除く平日

午前10時～正午、午後1時～4時
公益社団法人葛城納税
協会　☎22-6071

毎週木曜日
午後1時～4時
※2～3月を除く

面接
（要事前
予約）

平日
午前9時～正午、午後1時～4時

近畿税理士会もしもし税
金相談室　
☎050-5520-7558

平日
午前10時～
午後4時

電話 平日
午前10時～午後4時

〔葛城税務署　資産課税部門　☎22-2809〕
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広告欄

　マイナンバーカード（個人番号
カード）の申請受付とマイナンバー
カードの交付をおこなう休日窓口
を、下記の日程で開設します。
　申請者本人が来てください。
▷�とき　12月16日㈯
　　　��午前9時～正午
�【次回予定　1月27日㈯】
▷�ところ　市役所１階市民課
※�持ち物など、詳しくは、市民課
まで問い合わせてください。

〔市民課　内線530〕

マイナンバーカード
休日窓口を開設

マイナンバーカード
休日窓口を開設

かいさい

●経営専門家派遣制度
　日ごろお困りの経営のことについ
て、専門家のアドバイスを受けるこ
とができます。
▷相談内容　税務、労働、経営革新
等事業計画など

▷要件　市内に所在する法人または
個人

▷費用　１事業所あたり3回まで無料
〔大和高田商工会議所　☎22-2201〕

おしらせ

●家庭用電気マッサージ器による
事故防止
　家庭用ローラー式電機マッサー
ジ器をカバーのない状態で使用した
ことにより、使用者の衣服が巻き込
まれ、窒息死する事故がこれまでに
6件発生しています。
　該当製品を持っている人は使用を
中止して、下記へ連絡してください。
株式会社的場電機製作所　
☎0120-01-2251
▷対象製品　アルビシェイプアップ
ローラー、シェイプアップローラーⅡ
（型式：SR5118）

▷製造期間　昭和58年～平成8年
〔奈良県医療政策部　薬務課　

薬物監視係　☎0742-27-8664〕

●自衛官などの募集
▷募集種目　自衛官候補生、高等
工科学校生徒、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〕

●職業訓練制度を利用しませんか
「新しいスキルを身につけたい」
「資格を取って、就職につなげた
い」など、就職に必要な技能・知識
を身につけるための職業訓練の制
度があります。
　職業訓練とは、仕事を探している
人が、就職に必要な知識・技能の習
得やレベルアップを図るためのもの
です。対象者はハローワークに求職
申し込みを行い、相談を受け、就職
のためにスキルアップが必要で、職
業訓練受講を希望する人です。

〔ハローワーク大和高田　職業相
談第2部門　☎52-5801 42#〕

●北朝鮮人権侵害問題啓発週間
12月10日～16日

　平成18年6月に施行された「拉致
問題その他北朝鮮当局による人権
侵害問題への対処に関する法律」に
おいて、国民の間に広く拉致問題そ
の他北朝鮮当局による人権侵害問
題についての関心と認識を高めるた
め、上記啓発週間が制定されました

〔奈良地方法務局　人権擁護課　
☎0742-23-5457〕

　広報誌「やまとたかだ」は、自治会
等を通してみなさんにお届けしている
ほか、下記の場所にもあります。
▽ 配置場所　市役所、勤労青少年
ホーム、市民交流センター、総合福
祉会館、高田温泉さくら荘、市立
陵西公民館、中央公民館、図書
館、総合体育館、JR高田駅、さざ
んかホール、東雲総合会館、片塩
楽市、葛城コミュニティセンター、コ
ミュニティプール、天満診療所、市
内コンビニエンスストア（セブンイレブ
ン・デイリーヤマザキ・ファミリーマート 
※50音順）

※部数に限りがあります。ご了承ください。
〔企画広報課　内線291〕

公共施設等
にもあります

広報誌「やまとたかだ」
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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。
※市外局番は、「0745」です。

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

保健センター TEL.23-6661 FAX23-6660

市立病院 TEL.53-2901 FAX53-2908

天満診療所 TEL.52-5357  FAX52-5100

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

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

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

市民交流センター TEL.44-3210 FAX44-3212

親と子のすこやか広場 TEL.44-3213 FAX44-3214

高齢者いきいき相談室 TEL.44-3215

相談名 曜日 時間 場所 問合せ

消費生活相談（予約優先） 月～金曜日 午前１０時～正午
午後１時～４時

大和高田市
消費生活センター 消費生活センター☎２２－１１０１

人権相談 第４火曜日（６、１２月のみ第１火曜日）午後１時～４時 総合福祉会館 人権施策課☎２２－１１０１
行政相談 第４火曜日（６、１２月のみ第１火曜日）午後１時～４時 総合福祉会館 企画広報課☎２２－１１０１
中小企業金融相談
中小企業経営相談 随時（内容に応じて、産業振興課で相談窓口をご案内します） 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 児童福祉課☎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）
第２･３火曜日 午後１時～４時 総合福祉会館 社会福祉協議会☎２３－５４２６
第１･３･４･５木曜日
相談日の２週間前から前日までに予約 午後１時～４時 総合福祉会館 奈良弁護士会☎０７４２－２２－２０３５

司法書士の法律相談（要予約） 月曜日 午後１時～４時 総合福祉会館 社会福祉協議会☎２３－５４２６

生活相談 第２･３･４･５水曜日
事前に問い合わせてください。午後１時～４時 社会福祉協議会☎２３－５４２６

健康相談 ･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 月～金曜日 午前９時～正午

午後１時～４時３０分 保健センター☎２３－６６６１

教育ガイダンス 月～金曜日 午前１０時～午後５時 青少年センター☎２３－１３２２

家庭児童相談室 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
○第２土曜日

○午前９時１５分～
　午後０時５分
○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

営繕住宅課☎２２－１１０１
第１水曜～第２水曜の間に予約　定員４名

税理士による税務相談 ２月･３月を除く、第３金曜日 午後１時～４時 総合福祉会館 近畿税理士会葛城支部☎２２－５２８８
就業相談 月～土曜日 午前９時～午後５時 県産業会館３Ｆ 高田しごとｉセンター☎２４－２０１０
借金おなやみダイヤル 火･金曜日 午後１時～４時 奈良弁護士会☎０７４２－２０－７８３０
相続 ･遺言お悩みダイヤル 月～金曜日 午前９時３０分～午後５時 奈良弁護士会☎０７４２－２２－４６１１
ひまわりあんしん
（高齢者 ･障がいのある人のための法律相談）

火･木曜日 午後１時３０分～４時
奈良弁護士会☎０１２０－８７４－７３７

電話相談は無料。来所･出張相談は有料
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