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慌てず、落ち着いてね
　「地震で、火事がおこりました！」

スピーカーからアナウンスが流れると、先生に

手を引かれて、園児たちが走ってきます。

　この日は、幼稚園の避難訓練。災害に備え、

決められた避難経路などを確認する大切な訓

練です。みんな一生懸命に、先生の後をつい

ていき、園外にある避難場所に、集まることがで

きました。これからも、今日の訓練で学んだこと

を忘れないようにね。（9月6日撮影）

●高田おかげ祭り……………………… 1
●市民体育大会……………………… 2
●園児募集…………………………… 4
●ヘルシーライフ……………………… 5〜6
●くらしの案内………………………… 7〜8
●まちの話題…………………………… 13
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 ● 片塩寄席⑭　「桂文福、笑福亭鉄
瓶、林家染弥、りんりん亭りん吉
｣（木戸銭1,000円）　午後2時〜

 ● おかげラリー
 ● 橿原芸短大生による似顔絵 ①
 ● おかげ市 ②午前10時〜午後5時
 ● 子どもの絵画展 ③
　午前10時〜午後5時
 ● スーパーボール・金魚すくい ⑩
　午前10時〜午後4時
 ● 子どもポリス・交通安全キャン

ペーン（白バイ試乗＆記念撮影） ④
　午前11時〜午後4時
 ● うまいもん市 ⑤  午前10時〜
 ● フリーマーケット・スイーツコー

ナー ⑦　午前10時〜午後4時
 ● 手づくり市・巨大スマートボール⑧
 ● ポニーとふれあい広場 ⑨
 ● 占い師コーナー（1回500円） ⑥
　午前10時〜午後4時

 〔高田おかげ祭り実行委員会（市役所産業振興課）内線265〕

10月8日（土）〜10日（祝）
片塩・龍王宮周辺地域商店街

【8日の催し】

【9 日の催し】

【10日の催し】 【9 日・10日の催し】

会 場 案 内 図

※写真は昨年の様子です。

※○内の数字は、案内図中の所在を
表しています。

第15回

高田おかげ祭り

 ● ピアノとマリンバ演奏
　⑭午後1時10分〜 1時40分
　⑦午後2時30分〜 3時
 ● 美都香一座の南京玉すだれ
　⑪午前11時〜、⑨午後1時〜
 ● 高田高校吹奏楽部演奏 ⑫
　午前10時〜 10時30分
 ● 高田高校コーラス部合唱 ⑭
　午前10時30分〜 11時
 ● 餅つき（きな粉餅の施

せ

行
ぎょう

） ⑬
   正午〜、午後3時〜
 ● フラダンス ⑭
　午前11時30分〜正午
 ● 上山弥容子そよ風コンサート
　⑭午後0時20分〜 0時50分
　⑦午後1時40分〜 2時10分
 ● 白拍子舞 ⑭
　午後2時〜、午後3時〜
 ● さざんかーど交換会 ⑮
　午後2時〜

 ● おかげ踊りパレード
　午後1時30分〜、午後2時〜
 ● 片塩小・金管クラブマーチン

グ＆三倉堂3町みこしパレード
　午後3時〜
 ● 腹話術 ①午前10時30分〜
　　　　 ⑦午前11時30分〜
 ● つぼみ保育園鼓笛隊演奏 ⑯
　午後0時45分〜 1時
 ● 高田商業高校アカペラミニステージ
　⑪午前10時〜
　⑫午前11時15分〜
　①午後0時30分〜
　⑨午後2時〜
　⑦午後3時15分〜
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◎募集チーム数
　男女各16チーム  （各団体1チーム）
◎競技方法
　10歳代、20歳代、30歳代、40歳代各1名の計4名で

編成（大会当日現在の年齢）、1人半周ずつ
◎注意
　男女混成チームでも参加できます。ただし、男性の

部に女性が入ることはできますが、女性の部に男性
が入ることはできません。また、自分の年齢より若
い年齢区分での参加は、可能です。

 ◎申込方法
　10月9日（日）までに、総合体育館へ。         

順 午前の競技 対象
1 ラジオ体操 全　員

2 愛恵幼稚園鼓笛隊※ 愛恵幼稚園児

3 それ行け！卓球便※ 来　賓

4 スプーンレース 高齢者

5 宝さがし 幼　児

6 少年野球対抗リレー（第1次予選）※ 少年野球

7 綱引き合戦 中・高・一般

8 40 メートル競走 小学1・2年

9 60 メートル競走 小学3・4年

10 80 メートル競走 小学5・6年

11 団体対抗リレー（予選）※ 各種団体

12 スポーツ少年団対抗リレー（予選）※ スポーツ少年団

13 借り物競走※ 地域婦人会

14 ぐい飲み競走※ スカウト

15 少年野球対抗リレー（第2次予選）※ 少年野球

　　昼食　　　　グラウンドゴルフに挑戦

★午前中の競技者の中から、賞品が当たる抽選券を進
呈します。また、午後からの競技入賞者には、賞品
があります。

順 午後の競技 対象
16 文短子ども和太鼓 文短幼稚園児

17 民踊※ 地域婦人会

18 回って・回って 中・高・一般

19 玉入れ合戦 高齢者と幼児

20 回転ジャンプ 小学1・2年

21 モグラ競走 小学3・4年

22 人間モトクロス 小学 5・6年 

23 けつ圧測定※ 地域婦人会

24 大縄跳び 各種団体

25 スカウト対抗リレー（決勝）※ スカウト

26 スポーツ少年団対抗リレー（決勝）※ スポーツ少年団

27 団体対抗リレー（決勝）※ 各種団体

28 少年野球対抗リレー （決勝）※ 少年野球

【プログラム】　 ※印の競技以外は、当日参加できます。また、プログラムは変更になる場合があります。

〔体育振興課　☎22-8862〕

※写真は昨年の様子です。

第63回

市民体育大会
（陸上レクリエーション大会）

10月16日（日）開会式：午前8時30分

総合公園多目的グラウンド ※雨天中止

参加チーム募集  団体対抗リレー
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　保護者、同窓生、地域住民の皆さんに、市商祭を公開
します。ご来校を、お待ちしています。
◎とき　10月8日（土）　午前10時〜午後3時
◎ところ　市立高田商業高等学校（材木町8-3）
◎内容
 ● 1年生の合同作品（つまようじアート「なでしこジャ

パン」）の展示
 ● 生徒模擬店
 ● バザー (PTA、三浦大輔コーナー）
 ● 青果、乾物、花、コロッケ等販売
 ● 同窓会コーナー（餅つき、餅販売）
※餅つきは、午前11時、午後1時から各2回
 ● 商品開発（市商タオル・市商ロール等）
 ● 特産物販売　など

〔高田商業高校　☎22-2251〕
※写真は昨年の様子です。

　この懇談会は、お互いを大切にし、すべての人の人
権意識を高め、暮らしやすい地域づくりをめざして、
毎年開かれています。
　テーマに沿った内容の、ＤＶＤ視聴や資料、人権教
育・啓発アドバイザーの話をとおして、人と人との『つ
ながり』について考え合う場にしていきたいと思いま
す。（校区により、内容が変わる場合があります）
　この地区別懇談会が、よりいっそうの住民同士の豊
かな心のふれあいの場となり、住みよいまちづくりに
つながることを願っています。
◎日程

　葛城コミュニティセンターで活動している、押し花
教室の作品を展示しています。日ごろの成果にあふれ
た作品を、ご覧ください。
◎とき　10月13日（木）までの
　　　　午前8時30分〜午後8時
※最終日は正午まで
※3日・10日・11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〕

テーマ
『豊かな地域づくり・人間関係づくりをめざしてⅢ』
〜あなたにとって「つながり」を大切にする生き方とは〜

◎主催　各校区人権教育推進協議会
〔人権施策課　内線298〕

校区名 とき ところ

浮孔 10月27日（木）
午後7時〜 8時30分 葛城コミュニティセンター

片塩 11月2日（水）
午後7時〜 8時30分 さざんかホール（リハーサル室）

磐園 11月4日（金）
午後7時〜 8時30分 磐園小学校（いわそのホール）

高田 11月11日（金）
午後7時〜 8時30分 中央公民館

浮孔西

11月11日（金）
午後7時〜 8時30分 葛城コミュニティセンター

11月15日（火）
午後7時〜 8時30分 東中公民館

11月17日（木）
午後7時〜 8時30分 春日町会館

陵西 11月12日（土）
午後1時30分〜 3時 陵西幼稚園（リズム室）

菅原 11月12日（土）
午後7時〜 8時30分 市立菅原公民館

土庫 11月19日（土）
午後1時30分〜 3時 市立土庫公民館

◎とき　11月19日（土）  午前10時〜正午
◎ところ　市立病院　講堂
◎参加費　一家族300円
◎申込方法　①住所、②氏名、③参加人数、④日中連絡

のとれる電話番号、⑤「オストメイトサロン参加希
望」と記入し、FAXで地域医療連携センター（
53-7188）へ。電話（☎53-2901）・外科外来窓口でも
受け付けています。

◎問い合わせ先　市立病院外来看護師長 治
はる

田
た

※オストメイトとは、癌
がん

や事故などにより消化管や尿
管が損なわれたために、腹部などに排泄のための開
口部（ストーマ）を造設した人のことです。

【ストーマ外来のご案内】
　WOCナースによるストーマ外来を実施していま
す。スキントラブルや日常生活における工夫、ストー
マ装具の相談など、実際に装具交換しながら話を聞
き、悩みの解決をお手伝いします。
◎とき　毎週水曜日 午後1時〜 4時
◎問い合わせ・予約先　市立病院外科外来
※完全予約制

〔市立病院　☎53-2901〕

第45回 市商祭第45回 市商祭
市立高田商業高校

人権教育地区別懇談会人権教育地区別懇談会
2011年度

「押し花展」開催中

オストメイトサロン
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　申込書類等は、市役所保育課または各市立保育所・
こども園・私立保育園で、10月1日（土）から配布します。
◎申込期間  10月17日（月）〜 21日（金）

◎入園該当児の生年月日
 ● 5歳児クラス　平成18年4月2日〜平成19年4月1日
 ● 4歳児クラス　平成19年4月2日〜平成20年4月1日
 ● 3歳児クラス　平成20年4月2日〜平成21年4月1日
◎保育時間　月〜金曜日　午前8時30分〜午後2時
※預かり保育：教育時間終了後〜午後4時（月5回まで）
◎入園願書（募集要項）の配布場所・提出先
　各幼稚園・こども園（土庫こども園は土庫幼稚園で） 
※印鑑があれば、その場で提出可
◎費用　入園料：4,600円（入園時のみ）、保育料：年額

　入園願書は、10月3日（月）から配布します。
◎申込期間　10月17日（月）〜 21日（金）
◎受付時間、募集年齢・定員

◎入園該当児の生年月日　平成18年4月2日〜平成23
年10月1日までに生まれた乳幼児

※平成23年10月2日以降に子どもが生まれた、または
出産予定の人は、保育課へお問い合わせください。

◎入所（園）要件　父母いずれも（父母と別居している
場合は児童の面倒をみている人）が、仕事や病気な
どで児童を保育することができないこと

◎保育時間　原則、午前8時30分〜午後4時30分※土曜
日は正午まで。保育所（園）により、長時間・延長保育あり。

◎申込書類等提出先 　各市立保育所・こども園（土庫
こども園は北保育所へ提出）・市内私立保育園

※各市立保育所等の新規入所・継続入所は、期間内に
提出書類を完備し、申し込んでください。（期間内の
申し込みを優先して選考します）

※育児休業中で、平成24年度途中に職場復帰する人も
期間内に申し込みをしてください。

◎選考方法　すでに入所している継続児を「保育所入
所選考基準」で選考し、定員に余裕がある場合は、新
規の選考をします。※定員に余裕がない場合は、第
２・第３希望の保育所（園）への入所相談となります。

◎必要書類　次の書類を、第1希望の保育所（園）へ提出
 ①保育所（園）入所申込書
 ②保育所（園）入所継続・退所確認書  
 ③父母等の保育理由証明書
 ④保育所（園）入所選考基準
 ⑤延長保育及び長時間保育利用申請書（該当する人）
 ⑥障がい・食物アレルギーの診断書（該当する人）
◎入所（園）の内定　平成24年2月1日に郵送を予定
※提出書類の不備や記載内容に虚偽があった場合、内

定を取り消します。
◎保育料の決定　平成24年3月末に仮決定額を、6月

末に決定額（仮決定額から変更がある人のみ）を通知
◎こども園の募集人数（予定）

◎耐震工事　平成24年度に、浮孔保育所・磐園保育所
の耐震工事を予定しています。工事期間中は、他の
保育所での合同保育等を予定しています。

〔保育課　内線566・574〕

保育所（園）名 受付時間
高田こども園・土庫こども園
片塩保育所・浮孔保育所 午前7時30分〜午後7時

天満保育所・みどり保育所
磐園保育所・高田西保育所

午前7時30分〜午後6時
※天満保育所は菅原幼稚園で
配布、受付

つぼみ保育園 午前8時30分〜午後4時30分
三倉堂保育園 午前7時〜午後7時
よのもと保育園 午前8時〜午後4時
かなえ保育園 午前9時〜午後7時

高田こども園 土庫こども園

0歳（6名）、1歳（1名）、2歳（5名） 
※3・4・5歳児は募集なし

0歳（3名）、1歳（2名）、2歳（1名）
3歳（5名）、4歳（3名）、5歳（3名）

保育所（園）・こども園・市立幼稚園園児募集

片塩・浮孔・磐園
陵西・菅原

浮孔西幼稚園
高田こども園 土庫こども園

受付時間 午前9時
〜午後5時

午前7時30分
〜午後7時

午前9時
〜午後5時

募集年齢
定員

4・5歳児
※3歳児は募集
していません

3歳児：40名程度
※4・5歳児は募
集していません

3・4・5歳 児：そ
れぞれ30名程度 
※土庫幼稚園か
らの継続園児を
含む

75,600円（月額6,300円）、給食費：月額3,700円（他に、
保育材料等の諸費が必要）、預かり保育：1回200円

◎こども園の入園優先順位 （基準日：10月1日）
　こども園の申込者数が募集人数を超えた場合は、募

集期間内の申込者の中から、次の優先順位で入園を
決定します。この方法によっても募集人員を超えて
いる場合、同基準で抽選により決定します。

 ● 第1優先順位　入園を希望するこども園に、すでに
兄弟・姉妹が在園（現５歳児は除く）している人

 ● 第2優先順位　入園を希望するこども園の小学校区
に在住する人、または通園距離が0.5㎞未満の人

 ● 第3優先順位　通園距離が1㎞未満の人
 ● 第4優先順位　通園距離が1.5㎞未満の人
 ● 第5優先順位　通園距離が2㎞未満の人
※高田こども園の3歳児クラスの応募者で、募集人数

を超え入園できなかった人は、土庫こども園に空き
があれば受け入れを予定しています。ただし、空き
人数を超えた場合は、抽選をおこないます。

※平成25年度、高田こども園（短時間利用児）の４歳
児・5歳児は、募集しない場合があります。

※土庫こども園は、現在、旧土庫保育所跡に建設中です。
〔学校教育課　内線154〕

　平成24年度  保育所（園）・こども園（長時間利用児）募集要項

　平成24年度  市立幼稚園・こども園（短時間利用児）募集要項

※各保育所・こども園・市立幼稚園について、市ホームページ（http://www.city.yamatotakada.nara.jp）で紹介しています。
　　【保育所・こども園】トップページ→教育→市立幼稚園・こども園
　　【市立幼稚園】トップページ→子育て→保育所・こども園→各保育所・こども園の紹介
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ヘルシー
カレンダー  11月

  母子・成人保健　（ところ：保健センター）

  行事 日 受付時間 対象

母子健康手帳交付会
22 日（火） 午前9時30分〜9時50分 妊娠が確定した人（交付会に都

合のつかない人は、保健センターへ
連絡してください）7 日（月） 午後1時30分〜1時50分

予防接種手帳交付会 30 日（水） 午前9時30分〜
　　　　10時30分

平成23年9 月出生児の保護者
平成23年10 月転入児の保護者

4か月児健康診査
10 日（木）

午後1時30分〜3時
平成22年6 月16日〜30日生まれ

25 日（金） 平成23年7 月1日〜15日生まれ

10か月児健康診査 24 日（木） 午後1時〜3時 平成22年12 月16日〜
 平成 23 年 1 月15日生まれ

1歳6か月児健康診査 16 日（水） 午後1時〜3時 平成22年5 月生まれの幼児

3歳6か月児健康診査 17 日（木） 午後1時〜3時 平成20 年5 月生まれの幼児

子育てサロン 25 日（金） 午前9時30分〜11時 妊婦・乳幼児と保護者

健康相談・栄養相談 8 日（火） 午前9時〜10時 健康・栄養などで気になることがある人

2歳児親子歯科健診
妊婦歯科健診（Dコース）
2歳児親子歯科健診
妊婦歯科健診（Dコース）

高齢者インフルエンザ
予防接種

高齢者インフルエンザ
予防接種

▽期間　平成24年1月31日（火）まで
※期間を過ぎると、実費になります。

▽ 費用　1,000円（接種当日、医療機
関で支払い） ※一人1回に限ります。

▽持ち物　健康保険証、健康手帳

▽ 実施場所　市内指定医療機関
（事前に電話で問い合わせの上、
受診してください）

※市外で接種を希望する場合は、９
月号をご覧ください。

▽市内指定医療機関
指定医療機関 所在地 電話 予約

上田医院 内本町 52-2067 要

上田医院 礒野東 52-3672

岡本クリニック 本郷町 23-0015 要

岡本耳鼻咽喉科 北本町 22-3387

尾崎整形外科 神楽 52-6458 要

春日医院 東中 23-8010

吉條外科 東中 22-7711

きむクリニック 土庫 24-7070 要

黄クリニック 神楽 24-3535

坂口医院 三和町 52-2109 要

酒本医院 片塩町 52-3603

阪本整形外科医院 神楽 22-0024

柴田医院 春日町 52-1617

下河辺医院 片塩町 52-3391 要

高田診療所 西町 23-1553 要

田中医院 幸町 23-7117

天満診療所 吉井 52-5357 要

土庫病院 日之出町 53-5471 要

中井記念病院 根成柿 21-1100 要

長阪医院 北本町 52-2603

長澤内科外科医院 東三倉堂 53-3320

中谷医院 礒野東 52-2191

中谷診療所 春日町 52-2166

中村医院 大谷 52-1575

中家医院 有井 52-5386 要

西澤医院 内本町 52-2266

西村クリニック 築山 22-2701 要

にのみや整形外科 本郷町 52-8208 要

東辻医院 永和町 52-2866 要

日の出診療所 日之出町 23-4321 要

前之園診療所 土庫 53-0201 要

松田医院 本郷町 52-6680

まつだ眼科 幸町 25-4146 要

松本クリニック 幸町 23-6667 要

吉田医院 礒野北町 23-0223 要

吉本整形外科・外科病院 野口 53-3352 要

大和高田市立病院 礒野北町 53-2901 要※

※    市立病院は、通院または入院したこと
のある人に限ります。電話での予約
はできません。

『フッ素塗布について』
　フッ素は、自然界に存在する天
然の元素で、お茶や海産物にたく
さん含まれています。フッ素は、歯
の成分と結びついて、歯の表面の
歯質を強くします。塗布後30分
は、飲食・うがい・歯みがきができま
せん。フッ素塗布で、完全にむし歯
を予防できるわけではありません。
　むし歯予防は、規則正しい食生
活、食後・就寝前の歯みがき、おやつ
やジュースの量や時間を決めること
が、何より大切です。また、フッ素塗
布は、1回では効果がなく、継続する
ことで効果が期待できるものです。

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10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

▽定員　各グループ10組△

対象　平成21年4月〜 5月生まれ

　歯科健診（親子・妊婦）と、希望者
（子のみ）へのフッ素塗布をおこない
ます。『フッ素塗布について』をよく
読んで、申し込んでください。

▽とき　11月10日（木）

乳がん・子宮頸がん検診
無料検診対象の人へ

乳がん・子宮頸がん検診
無料検診対象の人へ

〜受診忘れにご注意ください〜
　6月末、対象者に検診の無料クー
ポン券を送付しています。クーポ
ン券の有効期限は、平成24年2月
末日です。早めに予約・受診しま
しょう。また、クーポン券が届く前
に、市が発行した検診票を使って
検診を受けた人や、受診時に、無料
クーポン券を忘れた人は、自己負
担費用を払い戻します。保健セン
ターに連絡してください。

（2歳6か月〜 2歳7か月）の幼児と保
護者・妊婦△
持ち物　子どもが使っている歯ブ
ラシ、タオル、エプロン、うがい用コ
ップ、手鏡、母子手帳△

費用　フッ素塗布は500円（免除
要件は保健事業案内をご覧くだ
さい）

▽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）△

申込方法　電話で保健センター
へ。実施日の1か月前から受け付
け（先着順）。

※家族の人が、申し込んでください。
※歯みがきをしてから来てください。
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※検診等に関するお問い合わせは、保健センター（☎23-6661）へ。

働く世代への
大腸がん検診
働く世代への
大腸がん検診

　大腸がんは、年間罹
り

患者数10万人、
死亡者数4万人で、40歳以降にかか
りやすいがんです。早期であるほど
治る可能性が高い大腸がんの早期発
見のため、対象者に、無料大腸がん検
診のクーポン券等を送付します。

▽送付時期　10月下旬ごろ

▽対象　国の示す基準日に市内に
住民登録をしている、次の生年
月日の人

作
り
方

①豚肉は1㎝幅に切り、Aをからめておく。
②ねぎは小口切り、パプリカは細切りにする。
③じゃがいもは焼く直前にすりおろし、豚肉と②を加えてざっくりと混ぜる。
④フライパンにごま油を熱し、③の半量を流し、平らに広げる。中火の火加減でゆっくり焼く。
⑤両面にきれいな焼き色がつくように焼く。
⑥Bを混ぜ合わせ、好みでかけて食べる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

材　料（2人分）

《エネルギー 264kcal　塩分 0.9g》（1人分）

じゃがいものチヂミ

食生活改善推進員
　　駒沢英子さん

じゃがいもをすりおろ
して粉の代わりに使
います。粉とは違う食
感が楽しめます！！

 しょうゆ  ……… 大さじ1
 さとう  ……… 小さじ1
 酢  …………… 大さじ1/2
 水  …………… 大さじ1/2

B

じゃがいも　 … 250g 　
青ねぎ　 ……… 100g
赤パプリカ  …… 1/2個

ごま油　 ……… 大さじ1

 しょうゆ　 …… 小さじ1/2
 すりごま　 …… 小さじ1/2
 おろしにんにく … 小さじ1/2

A

広告欄

● 昭和45年4月2日〜昭和46年4月1日
● 昭和40年4月2日〜昭和41年4月1日
● 昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日
● 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日
● 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日
※すでに、市の平成23年度大腸が

ん検診を受診した人には、検診
費用を払い戻します。

※詳しくは、対象者に郵送する案
内文をご覧ください。

※国の補助事業のため、来年度の
実施は未定です。
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　昼間、納付が困難な人や納付・納
税相談が必要な人は、ご利用くださ
い。時間は午後5時15分〜 8時です。

　　固定資産税・都市計画税
　　市県民税、軽自動車税窓口

△

とき　10月27日（木）△

ところ　市役所2階 収納対策室
　☎ 22-1108（夜間窓口専用）

　　国保税窓口

△

とき　10月27日（木）△

ところ　市役所1階 保険医療課
　☎ 22-1105（夜間窓口専用）

　　水道料金窓口

△

とき  10月5日（水）【次回予定11月2日（水）】△

ところ　上下水道部料金係
　☎ 52-1366（夜間窓口専用）
※4か月（2回分）滞納すると、自動

的に給水停止になります。

★☆ 夜間窓口 ☆★★☆ 夜間窓口 ☆★
ご利用ください

午後6時まで時間延長

△

10月の実施日
　10月6日・13日・20日・27日（木）△

時間　午後6時まで△

取り扱い発行業務
 ● 住民票の写し
 ● 住民票記載事項証明
 ● 外国人記載証明
 ● 印鑑登録証明書
 ● 戸籍謄本・戸籍抄本
※発行業務だけです。転入・転

出、印鑑登録・廃止などはで
きません。

〔市民課　内線526・527〕

市民課窓口業務市民課窓口業務

国保税、市税、水道料金、し尿くみ取り手数料、介護保険料（普通徴収分）の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

口座振替を利用の人へ
　振替指定日は、2か月ごとの15日また
は27日です。預金不足などで振り替え
できなかった場合、次回、次次回に振
り替えますので、入金をお願いします。
使用開始・中止のときは連絡を
　無断で使用すると、処罰の対象とな
ります。事前に検針係へ届け出て、給
水契約をしてください。使用中止する場
合も届け出て、料金を精算してください。
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

10月は市・県民税第3期分の
納期月
☆納期限は10月31日です
◎ 10月の出張窓口

△

時間　午前9時30分〜 11時

納税は便利な口座振替で
　納付書に、口座振替の申込書を添
付しています。ぜひ、ご利用ください。△

申込方法　申込書、通帳、届出
印を持って、金融機関の窓口へ△

振替日　各納期月の月末（ 末日が
休日・祝祭日の場合は翌営業日）

納期限後の納税
　納期限後に納付すると、納期限  
の翌日から納付日までの日数に応じ、
その納付税額に年14.6%の割合で
延滞金を加算した額での納付となりま
す。注意してください。

〔収納対策室　内線235〕

日 場所
26日（水） 東部子ども会館
27日（木） 西部文化センター
28日（ 金 ） 北ふれあいセンター

10月31日は国民健康保険税
第4期分の納期限
　国民健康保険税は、病気やケガを
した時の医療費や出産育児一時金、
葬祭費等の給付にあてられます。そ

のため、納め忘れがあると、国民健
康保険事業の運営に支障をきたすこ
とになります。
☆国民健康保険税を災害その他、特

別な事情がないのに滞納した場合、
次のような措置が講じられます。

①滞納の期間が1年を経過した場合、
被保険者証を返還してもらい、資
格証明書を交付します。また、それ
以外の場合でも、滞納の状況によっ
ては、短期保険証を交付します。

②滞納の期間が1年6か月を経過した
場合、保険給付費（療養費など
の現金給付）を差し止めます。

2重に加入していませんか
　あなたの家族では、2つの保険（国
保と会社の健康保険）に加入していま
せんか。
  世帯主と生計の中心者が健康保険
等の資格を持ち、その人の収入で生
計を維持している場合、国保の資格を
持っている人が、健康保険等の扶養
家族として認定されれば、国保の資格
をなくすことができます。国保税の負担
がなくなるうえ、社会保険料も高くなら
ないので、より合理的です。
★健康保険等の扶養家族認定の条件
　60歳未満で年間収入130万円未

満、60歳以上で180万円未満（年
金収入含む）などの要件がありま
す。健康保険の加入先によって異
なる場合がありますので、会社など
で確認してください。

納税には口座振替を
　国保税の納付には、納め忘れの心
配がない口座振替をご利用ください。

申込手続は、市内金融機関または、
保険医療課窓口まで。
納税相談にお越しください
　災害や失業・病気等、特別な理由
で納期内の納付が困難な人や、課税
内容等に疑問のある人は、保険医療
課までお越しください。
国民健康保険の脳ドック
　市立病院で、国民健康保険加入者
を対象に、費用の8割を助成していま
す。健康管理と疾病の早期発見・早
期治療に役立ててください。

〔保険医療課　内線564・568〕
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申込方法：預貯金通帳、届出印、納付書または使用水量のお知らせ等を持って、金融機関、郵便局または各担当課窓口へお越しください。

　　　　　詳しくは、各担当課までお問い合わせください。

  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。

を当てておこないます。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。

▽期間　11月末まで
            午前8時30分〜午後5時
検針票への広告掲載募集
　水道の検針票（使用水量のお知ら
せ）への掲載広告を、募集しています。

▽掲載期間　平成24年4月1日〜平
成 25 年3月31日

▽応募期限　10月14日（金）

▽申込先　水道総務課

児童虐待？ 下記へ連絡を！
 ● 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

10月から
子ども手当が変わります

▽支給月額
 ● 0 〜 3歳未満（一律）15,000円
 ● 3歳〜小学校修了前
　（第1･2子）10,000円
　（第3子以降）15,000円
 ● 中学生（一律）10,000円
※「第〜子」は、18歳に達した日以後

の最初の3月31日を迎えるまでの子
どもを数えます。

※10月以降の子ども手当を受給する
場合には、新たに申請が必要となり
ます。支給要件が一部変更されま

す。申請方法等、詳細が決まったら
お知らせします。

母子家庭の母の
自立支援給付金事業
　母子家庭のお母さんの、経済的な
自立支援のための制度です。

【自立支援教育訓練給付金事業】
　職業能力開発のための給付金です。
※受講開始前に、児童福祉課への

申請が必要です。
▽ 支給対象　母子家庭の母（児童

扶養手当受給者または児童扶養手
当を受給できる所得水準にある人）

▽ 対象講座　雇用保険制度の教育
訓練給付事業の指定講座（医療
事務、パソコン資格、ホームヘルパー
など）

▽支給額　対象講座の受講料の2割
相当額（上限10万円、下限 4 千円）

【高等技能訓練促進費事業】
　資格取得のための訓練修業期間
のうち、一定期間の生活費を支給し
ます。※事前相談が必要です。

▽ 支給対象　母子家庭の母（児童
扶養手当受給者または児童扶養手
当を受給できる所得水準にある人）

▽対象資格
　看護師、介護福祉士、保育士、

理学療法士、作業療法士など

▽支給額
● 住民税非課税世帯→月額141,000円
● 住民税課税世帯→月額 70,500円

▽支給期間　修業期間の2分の1で、
後半にあたる期間（修業期間が 2
年以上の課程で、上限は18か月）。
ただし、平成24年3月31日までに修
業している人は、全期間支給。

〔児童福祉課　内線 567〕

　　 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。

60 歳未満で、会社等を退職し
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
の加入の手続きが必要です。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、厚生年金等の

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
　申請すると保険料が免除される

制度があります。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
票等を持って、市役所年金係で
申請をしてください。

  〔市民課年金係　内線 528・529〕

A

広告欄



9

■パソコン教室「エクセル入門」
　表計算ソフトを使って、基本操作な
どを楽しくマスターしてみませんか。

▽とき　11月4日〜 12月16日の毎週
金曜日と12月22日（木）（全8回）

　午前9時30分〜 11時30分

▽ところ　西部子ども会館

▽定員　7名（申込多数の場合抽選）

▽受講料　無料

▽ 申込方法　往復ハガキに、郵便
番号、住所、名前、電話番号を
書いて、10月14日（金）【必着】ま
でに、西部文化センター（〒 635-
0074 市場 405-4）へ。

〔西部文化センター　☎ 52-2898〕
■学校支援土曜塾
◎囲碁

▽とき　10月22日（土）
　午後1時30分〜 3時

▽ところ　中央公民館2階

▽講師　吉村芳倶さん

▽対象　小学生2年生以上

▽定員　20名
◎おかげ踊り練習

▽とき　10月9日（日） 午後1時〜

▽ところ　竜王宮境内

▽講師　福本君子さん

▽対象　5 〜 18歳

▽定員　50名
※申し込みは、電話で生涯学習課

学校支援担当（☎ 53-6264）まで。
〔生涯学習課　☎ 53-6264〕

■教育の日 青少年健全育成研修会

▽とき　10月28日（金）午後7時〜 8
時30分（受付 : 午後6時30分〜）

▽ところ　中央公民館

▽講演　「青少年非行の現状と課題」
（講師:奈良県警察本部生活安全
部少年課 秋岡陽子さん）

▽申込方法　10月17日（月）までに電
話で青少年センターへ。
〔青少年センター　☎ 23-1322〕

■青少年指導員 社会見学

▽とき　11月23日（祝）　午前8時15分
に中央公民館前に集合

▽行先　インスタントラーメン発明記念
館・大阪府民牧場

▽内容　インスタントラーメン手作り体験

日 時間 検査場所

10月18日
（火）

午前10 時
　〜午後3時

運搬が困難
な計量器の
所在場所

10月19日
（水）

午前10時
　〜午後3時

運搬が困難
な計量器の
所在場所

10月20日
（木）

午前10時〜正午
午後1時〜 3時

さざんか
ホール西側

10月21日
（金）

午前10時〜
　　　正午

葛城コミュニ
ティセンター

午後1時30分
〜 2時30分

県農協
天満支店

10月24日
（月）

午前10時〜正午
午後1時〜 3時

市役所
正面玄関

10月25日
（火）

午前10時〜正午
午後1時〜 3時

市役所
正面玄関

▽費用　500円〜 2,200円程度
　　　　（計量器の種類による）

〔産業振興課　内線 265〕
■大和高田市コーラスのつどい

▽とき　11月6日（日）
　開演：午後0時30分〜（開場：正午）

▽ところ　さざんかホール 大ホール

▽出演団体　市内16コーラス団体

▽ゲスト　クールシェンヌ
〔中央公民館　☎22-1315〕

■男性料理教室
　料理に自信のある人も、そうでな
い人も、楽しく料理を作って試食
してみませんか。費用は無料です。

▽とき　10月29日（土） 
※受付：午前9時30分〜

■介護予防教室

▽日程

▽時間　午後 2 時〜 4 時

▽内容　認知症予防の話、家ででき
る簡単な体操、体力測定

▽参加費　無料　※申込不要

▽持ち物　持っている人は体力測定
記録用紙、お茶

▽主催
　ふれあい在宅介護支援センター

〔地域包括支援課  内線 558〕
■天満診療所健康教室△

とき　10月27日（ 木）午後1時〜 2時△

ところ　天満診療所△

テーマ
　「骨粗しょう症の予防と治療」△

講師　医師　梅本典江
〔天満診療所　☎52-5357〕

■秋の緑化フェア
◎第21回大和高田市植樹祭

▽とき　10月25日（火）　午前10時30
分〜（受付：午前10時〜）

▽ところ　馬冷池公園南エリア、さざ
んかホール南

▽ 内容　セレモニー、記念植樹、園児
によるアトラクション、花の種子配布他 
※参加自由

◎秋の合同盆栽展

▽とき　10月21日（金）〜23日（日）
　　　  午前9時〜午後4時

▽ところ　さざんかホール2階 展示室

▽ 内容　秋の山野草と雑木盆栽の
展示　※会員による即売会を予定

　　　　〔都市計画課　内線 689〕
■マリンバコンサート

▽とき　10月20日（木）

月　日 場　所
10月18日（火） 中央公民館
10月19日（水） 土庫公民館

（年齢制限あり）・府民牧場見学

▽募集人数　24名　家族参加可能
（小学3年生以下は大人同伴）

▽ 参 加 費　 大 人2,500円、小 学 生
2,200円、小学生未満1,200円

▽ 持ち物　弁当・水筒・雨具・レジャー
　シートなど

▽申込方法　10月20日（木）までに、電
話で青少年センターまで。

※応募者多数の場合は抽選。
※詳しくはお問い合わせください。

〔青少年センター☎23-1322〕
■計量器（はかり）の定期検査
　物品の売買・取引に使用される
計量器は、2年に1回の検査が義務
づけられています。公正な取引の
ため、必ず検査を受けましょう。

▽とき・ところ

▽ところ　中央公民館 調理実習室

▽対象　市内在住の男性20名

▽持ち物
　エプロン、三角巾、手ふきタオル

▽講師　食生活改善推進員

▽申込方法　10月26日（水）までに、保
健センターへ電話、または窓口で。

〔保健センター　☎23-6661〕
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時〜午後1時　さざんかホール2階
※出品要項等は、中央公民館、さ

ざんかホール、葛城コミュニティセン
ター、市役所広報情報課まで取り
に来てください。

〔生涯学習課　☎ 53-6264〕
■自転車事故に備え、保険加入を
　自転車と歩行者や、自転車同士
による事故が問題となっていま
す。自転車を正しく利用すること
はもちろんですが、もしも加害者
になってしまった時のために、「※
TSマーク付帯保険」や、自動車保
険などの「個人賠償責任保険」特約

（保険会社により異なります）に加
入しましょう。
※TSマーク付帯保険…自転車安

全整備士が点検・整備した、安全
な自転車の証し
と な る「TSマ ー
ク」を自転車に貼
ると、賠償責任保
険と傷害保険が
付帯されます。

〔生活安全課　内線321〕
■使用済みの食用油の回収△

10月の回収日　10 月 24日（月）
午前9時15分〜 9時30分 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 塙コミュニティセンター

午前11時15分〜11時30分 東部子ども会館

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 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

10月のし尿収集予定

　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）

 ●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精
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おこな
われ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。

 ●人員に異動のあるとき、浄化槽および
下水道に切り替えたときも市役所環
境衛生課までご連絡ください。

 ●臨時くみ取りは、作業日の調整が必要
ですので、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

3 月 大谷、北角、敷島町、出、秋吉住宅、
奥田県住

4 火 敷島町、奥田、吉井、根成柿
5 水 敷島町、根成柿、吉井、藤森、池尻、築山

6 木
東中1・2丁目、春日町1・2丁目、根
成柿、吉井、秋吉、三和町、神楽、日
之出西・東本町、有井

7 金
東中、南本町、北片塩町、礒野、西
坊城、出、東雲町、土庫住宅、有井、
日之出町

8 土 松塚、土庫1・2・3丁目、大東町、花
園町

11 火 大中南、大中北、礒野西、出、勝目、
田井、曙町、材木町、昭和町

12 水 新田、岡崎、中町、池田、領家、出、
勝目、田井

13 木 北市場、野口、西代
14 金 市場、有井、出屋敷

17 月 西三倉堂1・2丁目、中三倉堂1・2
丁目、西町、内本町、有井

18 火 敷島町

19 水 西三倉堂1・2丁目、中三倉堂1・2
丁目、甘田町、曽大根

20 木 曽大根、南陽町
21 金 蔵之宮町、大中東

24 月 甘田町、蔵之宮町、今里、旭北町、
旭南町

25 火 栄町、北片塩町、東三倉堂町、旭北町

26 水 築山、南今里町、中今里町、片塩
町、礒野東町

27 木 築山、永和町、礒野南町、内本町

28 金 築山、本郷町、北本町、高砂町、
永和町

31 月 旭北町、本郷町

■就学時健康診断
　来春、小学校に入学する子どもの

「健康診断」を学校保健安全法に基
づき、実施します。これは、心身の状況を
把握し、適正な就学指導をするためのも
のですので、安心して受診してください。

▽注意
● 付き添いの人は、子どもの既往症や

三種混合などの接種年月を答えられ
るよう、母子手帳で確認してください。

● 強制するものではありません。病気な
どで受けられないときは、教育委員
会、校区小学校へ連絡してください。

● 通知が届かない場合は、教育総務
課（内線135）に連絡してください。

〔教育総務課　内線 135〕
■市内の景観を題材に
　「大和高田八景展」作品募集　

▽応募作品　日本画、洋画、写真
※各部とも1人1点

▽応募内容　大和高田市内の景観
を題材とした作品

▽応募条件　第10回「大和高田八
景作品展」応募要項をご覧ください。

▽搬入  11月29日（火） さざんかホール
〔文化振興課　☎ 53-8200〕

■市美術展覧会作品募集

▽会期　11月10日（木）〜 13日（日）

▽ところ　さざんかホール

▽公募作品　日本画、洋画、書芸、写
真、陶芸、彫塑 ※各部とも1人1点

▽ 作品搬入　11月6日（日）　午前10

月 日 校 区 受付時間
11月8日（火） 土庫小 午後1時30分

11月10日（木）

高田小 午後1時30分
浮孔小 午後1時40分
陵西小 午後1時45分
浮孔西小 午後1時50分
菅原小 午後2時30分
片塩小 午後2時40分

11月15日（火） 浮孔西小 午後1時50分

TS マーク

　 開演：午前10時30分〜（開場：午
前10時15分〜） ※時間厳守

▽ところ　総合福祉会館3階研修室

▽出演　阪口千夏＆その仲間たち

▽申し込み　不要
〔子育て支援センター ☎23-1501〕

◎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（ペットボトルが最適）
などに入れて持ってきてください。

　　　　 〔環境衛生課　内線 281〕
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★広報誌「やまとたかだ」を市ホームページに掲載　インターネットでも、広報誌をみることができます。大和高田市
　ホームページ（http://www.city.yamatotakada.nara.jp/)でご覧ください。　〔広報情報課　内線 291〕

広告欄

ＥＣ・奈良先端大支援財団による
科学技術の祭典。体験プログラム、
デモ体験、科学教室、研究成果展
示、楽器演奏、フリーマーケットなど。

▽入場料　無料 ※一部有料
〔奈良先端大支援財団

☎0743-72-5815〕
●合気道無料体験
◎10月13日（木）

◎10月15日（土）

●市民ソフトボール大会

▽とき　10月23日（日）・30日（日）

▽ところ　総合公園多目的広場

▽参加費　1チーム 5,000円
※ハンディキャップ制

▽チーム編成　10名1チーム

▽受付・抽選会
　10月8日（土）午後7時30分から総合

体育館会議室で、参加受付、競技
ルール説明などをおこないます。

※申し込みは、受付当日まで
　〔体協ソフトボール部

奥野　☎080-6224-0571〕
●地域サロン
　このサロンは、障がいのある家族が
いる不安や悩みを抱えている人のた
めの、「みんなで気軽に集まれる場
所」です。

▽とき　10月27日（木）
　　　  午前10時〜正午

▽ところ　総合福祉会館 2 階

▽ 対象者　知的・身体・発達障が
いのある人の家族

▽参加費　無料

▽主催　中和地区3市1 町自立支援
協議会生活支援部会

▽申込方法　☎ 78-5599または
78-6182 で。

〔生活支援部会事務局どんぐり 中村〕
●高山サイエンスタウン
　フェスティバル

▽とき　11月5日（土）
　　　  午前10時〜午後3時

▽ところ　高山サイエンスタウン（生駒
市高山町8916他）

▽ 内容　奈良先端大・参天製薬・Ｎ

▽対象　5歳以上
※運動のできる服装で参加してください。

〔体協合気道部 北脇
☎ 090-9541-7699〕

●危険物取扱者保安講習

▽とき　11月18日（金）

▽ところ　奈良県中和労働会館（大
和高田市西町）

▽受付期間　10月 17日〜 25日
※受験申請書は、高田消防署にあり

ます。
※詳しくは高田消防署予防第2係へ。
　　　〔高田消防署　☎ 25-0119〕

●不動産無料相談会

▽とき　10月22日（土）
　　　 午前10時〜午後4時

▽ところ
　香芝市ふたかみ文化センター

▽相談内容　土地有効活用、建築、
借地借家、税務、贈与と相続、

対象 子ども 大人
場所 武道館 武道館

時間 午後1時〜 2時 午後3時30分
〜 4時30分

対象 子ども 大人
場所 武道館 高田中学校

時間 午後6時30分
〜 7時30分

午後7時40分
〜 8時40分

売買・賃貸など

▽申し込み　電話で、NPO 法人奈良
県不動産コンサルティング協会まで。

〔奈良県不動産コンサルティング協会
☎ 0742-41-7443〕

●労働委員会委員の労働相談会

▽とき　10月13日（木）午後5時〜 8時
※1人30分程度

▽ところ　県高田総合庁舎（大中98-
4）、または県奈良総合庁舎（奈良市
大森町57-12）

▽ 内容　労働条件その他、労働関
係についての相談 ※募集や採用
などの相談はできません。

▽費用　無料

▽ 対象　県内在住または在勤の労
働者・事業主

▽ 申込方法　電話で、県労働委員
会事務局（☎ 0742-25-0771）へ。

〔県労働委員会事務局〕
●コリアの感一祭について学ぼう!
　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　10月29日〜 12月3日（毎週土
曜日）午前11時〜正午（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　朝鮮・韓半島には、ミステリア
スな歴史、華やかな文化の軌跡を
体感できる祭が、年中を通しておこ
なわれています。多くの人々が、交
流の輪を広げる感動の広場=祭に
ついて学びましょう！△

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
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広告欄

★定例市議会のご案内☆　定例市議会は、毎年3月・6月・9月・12月に開催されます。詳細は、議会事務局（内線 401）
　までご連絡ください。※大和高田市議会は、ホームページで、議会情報を発信しています。

●なら・ヒューマンフェスティバル

▽とき　10月8日（土）
　　　 午前10時〜午後3時

▽ところ　さざんかホール　

▽ 内容　公演、人権パネル展、模擬
店、フリーマーケットなど

▽入場料　無料
〔なら・ヒューマンフェスティバル実行

委員会事務局☎0742-27-8719〕
●2011年福祉まつり

▽とき　10月16日（日）　午前10時30
分〜午後3時　※雨天決行

▽ところ　総合福祉会館前駐車場

▽内容
 ● 模擬店（豚汁、おでん、焼きそば、

たこ焼き、みたらし団子、フライドポ
テト、フランクフルト、卵せんべい他）

 ● ステージ（和太鼓、ダンス、ブラス
バンド演奏他）

 ● バザー（日用品、アーモンドパリッシュ他）
〔大和高田市福祉作業室

☎ 52-4510〕
●萌フェスタ 2011
 〜ありがとう10周年

　今までもこれからも〜

▽とき　10月15日（土）
　　　 午前10時〜午後3時30分

▽ところ　奈良県橿原文化会館

▽ 内容　記念講演、授産品販売、

●建築物実態調査
　国土交通省では、建築物や住宅
の建築状況などを調査し、住宅・建

精神障がいを持つ当事者の体験
発表など

〔地域活動支援センターなっつ
☎ 23-8105〕

●行政なんでも相談所
　登記、税金、年金、保険、郵便など
について、困っていること、わから
ないことがあれば、相談に応じま
す。あわせて、法律相談もおこない
ます。

▽とき　10月25日（火）
　　　  午前10時〜午後3時

▽ところ　イオンモール橿原アルル
　　　　　　3階イオンホール

〔奈良行政評価事務所
☎ 0570-090-110〕

●行政書士会無料相談
　相続、農地、帰化、法人設立、建設
業・運送業等の営業許可などの相
談に応じます。
◎行政奈良なんでも無料相談所

▽とき　10月9日（日）〜 10日（月）　
　　　 午前10時30分〜午後5時

▽ところ　イオンモール橿原アルル
　　　　  3階ロビンコート
◎電話無料相談

▽期間　10月1日（土）〜 31日（月）　
　午前10時〜午後4時
　（土日祝日を除く）

▽連絡先　☎0742-95-5400
〔奈良県行政書士会

☎ 0742-95-5400〕

△

申込方法　1週間前までに、FAX
または往復ハガキで申し込みくださ
い。FAX・郵便以外の受付、返信
は、おこなっていません。△

連絡先　キﾑ・カンヂャ（金康子）
　土庫726-2　 52-0402

築行政などの基礎資料を得ること
を目的として、毎年建築物実態調
査を実施しています。10月から11
月15日までに、調査員が訪問調査
をします。ご協力を、よろしくお願
いします。

〔国土交通省建設統計室
☎ 03-5253-8111〕

●東日本大震災（原子力災害）によ
る税制上の措置

　大震災における原子力発電所の
事故による被害を受けた人は、地方
税の軽減措置などが受けられます。
詳しくは、高田県税事務所（ ☎22-
1701）、または市役所税務課（☎22-
1101）までお問い合わせください。

〔総務省自治税務局企画課
☎03-5253-5111〕

●栃原テレビ中継局から、デジタ
ル放送を見ている人へ

　10月31日の放送開始から、放送
チャンネルの変更作業をおこない
ます。栃原テレビ中継局（南向けＵ
ＨＦアンテナを設置）からデジタ
ル放送を見ている人で、テレビ画
面が映らない、または映りが悪い
場合は、「チャンネル変更コールセ
ンター☎0120-922-303」までお問
い合わせください。
〔総務省テレビ受信者支援センター〕
●奈良県の最低賃金を改定
　奈良県の最低賃金が、10月7日
から、時間額693円に改定されま
す。もし、最低賃金額より低い金額
を労使合意のうえ定めていても、
使用者は、必ずこの金額以上の賃
金を支払わなければなりません。
〔奈良労働局　☎0742-32-0206〕
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池田遺跡出土の埴
はに

輪
わ

が中国へ

個人戦 全国制覇、団体戦 準優勝
片塩中学校 男子ソフトテニス部

盾持ち人埴輪

双峰小学からの書画の贈呈

（写真上）トリノでおこな
われた競技の様子

（写真右）トロフィーとメ
ダルを授与された仲さん

盛装した男子埴輪

〜藤ノ木古墳の馬具（国宝）などとともに〜
　大和高田市の池田遺跡から出土した「盾持ち人埴
輪」「盛装した男子埴輪」が、中国西安の陜西歴史博物
館で開催される特別展「日本考古展−古都奈良考古
文物精華展−」（平成23年10月21日〜 12月19日）に、
奈良を代表する優れた文物のひとつとして、出品され
ることになりました。
　埴輪は、帰国後、希望者に公開します。詳しくは、郷
土資料室（陵西小学校内 ☎25-0244）まで。

　市内に住む仲 喜嗣さんが、イタリア・トリノとイギ
リス・ストークマンデビルでおこなわれていた「2011
パラアーチェリー世界選手権大会」に出場しました。
トリノでおこなわれた団体種目では、第3位の成績を
収めています。仲さんは、2012年にイギリスで開催さ
れるロンドンパラリンピックへの出場枠獲得のため、
競技を続けています。

　7月11日（月）〜 12日（火）の日程で、中国・九江市双峰
小学の副校長、呉穎（ウー・イン）さんと、双峰小学6年
生3名が、大和高田市を訪れました。高田小学校では、
双峰小学の児童から書画作品52点が贈られ、高田小学
校6年生は、歓迎の気持ちを込め、歌2曲を贈りました。
その後、児童と一緒に日本の給食を体験したり、高田
中学校のクラブ活動を興味深く見学しました。

◎九江学院での文化研修参加者を募集

▽日程　11月22日（火）〜 26日（土）

▽費用　9万円程度

▽問い合わせ先　高田・九江友好会事務局（渡邊方）
　☎・  22-6709 ／ Eメール ma27td88ml@kcn.jp
　ホームページ　http://owa.la.coocan.jp/TJFA

　8月17日から19日まで、奈良県立橿原公苑明日香庭
球場で「第42回全国中学校ソフトテニス大会」が開催
されました。男子個人戦では、片塩中学校3年生の新子
徹・星野慎平ペアが見事優勝を飾り、団体戦でも、片塩
中学校が、準優勝の成績を収めました。
　8月23日、入賞した部員たちが市役所を訪問し、地元
開催の大会で優勝できた喜びを、話しました。

アーチェリー世界大会で第3位入賞
仲 喜嗣さん

中国・九江市双峰小学と絵画交流
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　明治時代の水害で村民が北海道に移住し、新
十津川村ができました。あらゆる技術を駆使し、一
日も早く、時間がゆっくり流れ澄んだ川に魚が泳

ぐ十津川村に。天川村に。今まで川原で楽しい時間を過ごし
た皆さん、復旧に協力しましょう。（Y）

　鍋が好きなので、友人たちとよく食べます。シメは雑炊にすることが多
いのですが、いつも議論になる鍋奉行たちの熱い会話。出汁は多めで作
る？卵は混ぜてから入れる？残った肉を刻んで入れる？ネギを入れるタイ
ミングは？などなど。あなたの作り方は？（T)
　小さな子どもやカップルの姿も見られる「ゲームセンター」。最近は、
畳敷きのベンチが用意され、高齢者の憩いの場になっている店もあるそ
うです。自分が子どもの頃は、「薄暗くて、ちょっと怖い場所」のような
イメージでしたが…。メダルゲームが、大好きでした。（K）
　

こ
こ
　
何
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？
の
こ
た
え

一
、お
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い
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を
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し
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働
く
よ
ろ
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一
、ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
み
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健
康
を
か
ち
と
り
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し
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う
。

一
、老
人
に
生
き
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い
を
、こ
ど
も
に

　  

夢
と
希
望
を
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し
ょ
う
。

一
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文
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一
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然
を
ま
も
り
、
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し
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
。

大和高田市
市民憲章

　　　　　大和高田市役所
TEL.22-1101　FAX.52-2801
中央公民館 TEL.22-1315 FAX22-1316
土庫公民館 TEL.23-3560
菅原公民館 TEL.23-3561
陵西公民館 TEL.23-3562
さざんかホール TEL.53-8200 FAX.53-8201
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

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。

◆消費生活相談（要予約）   毎週月・火・木・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(☎ 23-2298）
◆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　毎月第2・3・4水曜日　午後1時〜4時　
　　　※事前にお問い合わせください。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
　　〜5時（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・火・木・金曜日  午前9時〜午後4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
　　　　　人権施策課(☎22-1101)　※4月から相談日が変わりました。
◆住まいづくり相談（第1水曜〜第2水曜の間に予約：定員4名）
　　　　　  第3水曜日　午後1時〜4時10分　　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)
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