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きれいな川で、大きくなあれ！
　「高田川を美しくする会」と「葛城青年会

議所」が、合同で高田川を清掃しました。こ

の活動は、今回で50 回を迎えています。そ

の後、磐園幼稚園児たちが、きれいになった

川にヒブナを放流しました。およそ1,000 匹の

ヒブナたちは、優雅に川を泳ぎ、きれいになっ

た川を喜んでいるようでした。大きくなったヒブ

ナの姿を、また見に来てくださいね。

（3月28日撮影）
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●くらしの案内……………………… 7 ～8
●お知らせ BOX …………………… 9 ～10
●情報アンテナ……………………… 11 ～12



国際交流しませんか

　大和高田・リズモー都市友好協会では、リズモー市に派遣する学生を、下記の要領で
募集します。ホームステイや地元の高校生との交流などをとおし、姉妹都市リズモー市
に大和高田市の魅力を伝えるとともに、日豪の生活習慣・文化の違いを感じ、日豪両国
の親善や世界平和への貢献などの国際感覚を養ってみませんか。

　大和高田・リズモー都市友好協会で
は、市民レベルでの交流をさらに推進
するため、ホストファミリーの登録を受
け付けています。
◎登録方法　
　広報情報課にある申込用紙に、必
要事項を記入して提出してください。
メール（takadasi@city.yamato 
takada.nara.jp）での申し込みもでき
ます。
※ 申込用紙は、大和高田市のホーム

ページからダウンロードできます。

募 集 要 項
▷募集人数　4名（一般公募4名、市

立高田商業高校の推薦学生1名、
引率教諭1名を合わせた、6名を
派遣）
▷派遣期間　7月26日㈮〜8月9日

㈮
▷自己負担金　13万円
※この金額のほか、オイルサーチャー

ジ、旅券手続費用、空港利用税、任
意に加入する保険、国内での交通
費等が必要です。
▷応募資格
以下の要件をすべて満たしている人
①大和高田市に居住する人
②平成5年4月2日以降に生まれた、

学校教育法に定める高等学校、中
等教育学校（後期課程）、高等専

それを深く望んでいます）。
▷募集期間
　5月7日㈫〜22日㈬
　午前8時30分〜午後5時15分（土

日を除く）
▷応募方法
　リズモー市への派遣学生応募用紙

（顔写真を添付）を、大和高田・リズ
モー都市友好協会事務局（市役所3
階広報情報課）まで持って来てくだ
さい。
※応募用紙・「派遣に関する規定」
「募集要項」は広報情報課にあり
ます。市ホームページからもダウ
ンロードできます。

※在学する学校で、「在学証明書」
欄を記入してください。

※提出書類は返却しません。

　大和高田市とオーストラリア・リズ
モー市は、1963（昭和38）年、姉妹都
市を締結しました。日本とオーストラリ
ア間の姉妹都市第1号です。
　現在、大和高田・リズモー都市友好
協会が、大和高田市から委託を受け、
交流活動をしています。派遣学生の受
け入れ、英字新聞「バンブーシューツ」

姉妹都市リズモー市への派遣学生募集

ホストファミリー
登録募集

門学校（1年〜3年）、専修学校に
在籍する学生

③健康であること
④保護者が同意していること
⑤国際交流や異文化交流活動に、

興味と意欲がある人
⑥過去に公的機関等を通じて海外

に派遣されたことがない人
⑦帰国後、大和高田・リズモー都市友

好協会会員（年会費3,000円が必
要）として、同協会が開催する事
業に積極的に参加・協力できる人

※この派遣制度は、両市のホスト
ファミリーの協力で、続いてきてい
ます。リズモー市でのホームステ
イ先の学生が、今後大和高田市に
派遣された場合は、派遣学生の家
族が、ホストファミリーを引き受け
てください（リズモー市の学生は、

■�一緒に姉妹都市交流活動�
しませんか

大和高田・リズモー
都市友好協会 会員募集
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選 考 試 験

の発行、やまとたかだ元気ウィークで
の「姉妹都市リズモー市物産展」など
を、会員が企画運営しています。（今ま
での交流の歩みは、市ホームページで
見ることができます）
　今年、姉妹都市締結50周年を迎え
ます。英語が得意な人も、そうでない
人も、一緒に、姉妹都市との交流活動
をしてみませんか。（会費：個人3,000
円、法人・団体10,000円）
　詳しくは、広報情報課広報広聴係
内、大和高田・リズモー都市友好協会
事務局までお問い合わせください。資
料を送付します。

▷試験日　5月26日㈰
　　　　　午前9時30分〜
▷試験会場　市役所4階
▷試験内容・配点（200点満点）
①作文試験（50点）
②一般教養試験（50点）
③英語による面接（50点）
④日本語による面接（50点）
※①〜④により、派遣学生選考委員

会で決定し、本人に通知します。
▷問い合わせ先　大和高田・リズ

モー都市友好協会（事務局：大和
高田市役所広報情報課内）　☎
22-1101（内線291）　 52-
2801　E-mail:takadasi@city.
yamatotakada.nara.jp

リズモー市へ届けましょう
作品募集
　今年、8月8日に、リズモー市で、「大和高田市デイ」を開催し、日本の文化や
大和高田市について紹介します。そこで、大和高田市の皆さんが制作した作
品を展示し、イベント終了後に、リズモー市へプレゼントしたいと思います。自身
が制作した作品を、お寄せください。段ボールに入れて運搬し、リズモー市で展
示しますので、壊れにくく軽いものをお願いします。
　内容や量に、限りがあります。作品を持ち込む前に、内容や分量を、広報情
報課へ電話で連絡してください。先着順に、お預かりします。
作品の内容
　書道（色紙、又は裏打ちしたもの）、絵画（四つ切まで）、写真（四つ切まで）、
布製品など
※作品は、寄贈していただきます。返却できません。
※ オーストラリアへは、植物（乾燥した物も含む）や、その一部を使った物など

の持込みは、できません。
▷締切　5月31日㈮

折り紙作品を募集
　リズモー市へ大和高田市民から折り紙の作品を、プ
レゼントしたいと思います。皆さんが作った折り紙作品
を、下記の施設に設置してある箱に、入れてください。
紙を使った作品なら、なんでも結構です。

▷箱を置いている施設
　大和高田市役所１階ロビー・３階広報情報課、図書館、公
民館、葛城コミュニティセンター、総合福祉会館１階、東部
こども会館、児童館
▷締切　5月31日㈮

「子ども用ゆかた」を　
譲っていただけませんか？
　「大和高田市デイ」で、着物着付け体験をします。子ども用のゆ
かたと帯を、譲っていただけませんか。洗濯済みの、汚れのない物
なら、大きさや色合いは問いません。
　「広報情報課広報広聴係」まで、持ってきてください。

　いただいた後の取扱いについては、本協会で行います。返却す
ることは、できません。（リズモー市で希望する人に、プレゼントする
予定）
▷締切　5月31日㈮

市民訪問団募集　受付終了のお知らせ
　広報誌「やまとたかだ」４月号で募集しました、リズモー市への市民訪問
団は、予定人数に達しましたので、募集を終了しました。
　たくさんの応募、ありがとうございました。

〔大和高田・リズモー都市友好協会事務局　☎ 22-1101〕
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『しののめWAKU☆WAKUキッズ』参加募集

「中央公民館学習講座」受講生追加募集

▷�とき　6月〜翌年3月（月1回　原則として第1金曜日）
午前9時30分〜11時30分
▷ところ　東雲総合会館
▷�内容　七夕・クリスマス会・おもちつきなど。講師を招い

ての音楽遊びや運動遊びも予定
▷�対象　市内在住の平成21年4月2日〜平成23年4月1

市立病院　糖尿病教室
す。糖尿病と診断された人だけでなく、糖尿病について
知りたい人は、どなたでも気軽に参加してください。当院
へ通院されていない人も、大歓迎です。

開催日 内容 担当者

1回 5月23日㈭
午後2時〜3時 糖尿病になっても楽しく食べるコツ! 管理栄養士

2回 7月25日㈭
午後2時〜3時 これならできる運動療法!! 理学療法士

3回 9月26日㈭
午後2時〜3時

糖尿病の検査について
糖尿病の眼の合併症

臨床検査技師
眼科スタッフ

4回 10月19日㈯
午前9時30分〜11時30分

『大和高田市立健康フェスタ』
市民公開講座・健康相談

内科医師
糖尿病スタッフ

5回 平成26年1月23日㈭
午後2時〜3時 これならできる薬物療法!! 薬剤師

6回 平成26年3月27日㈭
午後2時〜3時

お話してみましょう…糖尿病について（糖尿病座談会）
平成25年度糖尿病教室終講式 看護師

▷ところ　市立病院　講堂
▷�持ち物　筆記用具・自己血糖測定器（自宅で使用して

いる人のみ）

▷参加費　無料　※申込不要
　詳しくは、下記までご連絡ください。
　市立病院内科外来　☎53－2901（内線5218）

各教室の共通事項
▷対象　市内在住・在勤の人　※先着順
▷受講料　１回　200円　
▷申込方法　5月15日㈬までに電話で中央公民館へ。
▷�受付時間　午前9時〜午後5時まで（月・祝日休館）
○創作布花作り　布花教室
▷とき　第1・3火曜日　午前10時〜正午
▷募集人数　10名
▷講師　榎阪泰子 さん
▷年間講座回数　全22回
○華とたわむれる　華道教室　嵯峨御流
▷とき　第2・4土曜日　午後2時〜４時
▷募集人数　10名
▷講師　吉野さかえ さん
▷年間講座回数　全22回

　糖尿病について、専門医師を中心とした院内糖尿病
スタッフがそれぞれ専門の立場でわかりやすく説明しま

○お茶を楽しみましょう 茶道教室（裏千家）
▷とき　第1・2・3土曜日　午前９時〜正午
▷募集人数　5名
▷講師　赤松宗津 さん
▷年間講座回数　全30回
※ 受講料の納付方法など、詳しくは広報誌3月号を見る

か、中央公民館まで
◎注意
・ 申込は１人１講座（25年度の他講座受講が決定して

いる人は不可）ただし、「高齢者学級」「中央女性学級」
「テレビで学ぶ会」「若葉コーラス」「コーラスひまわ
り」は除く。

・受講料の他に教材費が必要です。
・年間講座回数は、最初に受講する日により変わります。

〔市立中央公民館　☎22-1315〕

日生まれの子どもとその保護者25組　※申込多数の
場合、抽選
▷�申込方法　往復はがき（〒635-0017　東雲町12-1）

に住所、電話番号、保護者・子どもの名前（ふりがな）、
生年月日、性別を書いて、5月17日㈮【必着】までに東雲
総合会館まで。

〔東雲総合会館　☎22-6868〕
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男女共同参画をテーマにした「標語」を募集します

緑化フェアー　春の合同盆栽展

　本市の活力源である、商業、ものづくり、農業の、より一
層の活性化、地域の人々がいきいきと暮らすまちづくりを
めざして、「商都たかだ活性化事業」、「元気な地域づくり
事業」の補助金制度を、設けています。創意工夫を凝らし
た、魅力あるユニークな取組の応募を、待っています。
※ 詳しくは、産業振興課または自治振興課へ。また、市の

ホームページにも掲載しています。

▷とき　5月17日㈮〜19日㈰　午前9時〜午後4時
▷ところ　さざんかホール2階展示室

▷�募集内容　「男女共同参画」が身近に感じるような親
しみやすいイメージの標語
▷応募方法　作品と住所・名前・年齢・電話番号を明

記のうえ、ハガキ・封書・FAX 又は電子メールで応
募　※電子メールで応募の場合、件名（タイトル）
は必ず「男女共同参画をテーマにした標語」として
ください。

▷�応募規格　①作品は、一人何点でも可　②作品は、未
発表で、自作のものに限ります　③作品は、返却しませ
ん　④入選作品の著作権は、大和高田市に帰属します
▷締切日　5月27日㈪

地域づくりに、「補助金制度」があります。
「商都たかだ活性化事業」「元気な地域づくり事業」

○募集期間
５月１日㈬〜５月22日㈬※土・日・祝日を除く
○審査方法
５月28日㈫午後１時30分から、市役所３階東会議室で開
催する、「大和高田市公募型補助金審査選考委員会」で、
審査を行います。応募団体等は、選考委員会で事業内容
の説明してください。　※ 傍聴できます。

商都たかだ活性化事業補助金 元気な地域づくり事業補助金

応募資格 商店街、商工業団体、農業団体など 自治会、地域の団体・組織など

対象事業 賑わい創出事業など コミュニティ連携事業など

補助対象
経費

設備・施設等の賃貸代、ちらし・ポスター代、出演
料、消耗品代、教材費、装飾材料など
※補助対象経費の合計額が30万円以上の事業

設備・施設等の賃貸代、ちらし・ポスター代、出演
料、消耗品代、教材費、装飾材料など
※補助対象経費の合計額が15万円以上の事業

補助金額 補助対象経費の2/3以内で、50万円を限度 補助対象経費の2/3以内で、20万円を限度

応募書類 商都たかだ活性化事業応募書兼補助金交付申
請書など

元気な地域づくり事業応募書兼補助金交付申請
書など

問い合わせ 産業振興課　内線248 自治振興課　内線220

〔産業振興課　内線２４８・自治振興課　内線２２０〕

※最優秀賞１作品、優秀賞１作品を決定し、市ホーム
ページや男女共同参画週間パネル展で発表。啓発事業
にて活用します。採用された人には、賞状と記念品を
贈呈します。
▷問い合わせ・応募先
人権施策課男女共同参画推進係
〒635-8511　大中100-1
☎22-1101（内線287） 52-2801
E-mail　gender@city.yamatotakada.nara.jp

〔男女共同参画推進係　内線287〕

　春の山野草と花写真の展示、会員に
よる山野草の即売も予定しています。

　　〔都市計画課公園係　内線６８９〕
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■献血にご協力を
 ● 6月3日㈪　
　市役所　
　午前9時30分〜正午　
　午後1時〜4時

※保健センター　☎ 23-6661

　B・C型肝炎ウイルス検診

▷対象　40歳以上で、過去に受けた
ことがない人
▷費用　400円　※免除要件あり
▷内容　血液検査　※絶食等不要
▷持ち物　検診票
▷検診票の申し込み
　8月26日㈪までに保健センターに

て受付
　後日、検診票を発送します。（毎火

曜日発送予定、火曜日が休日の場
合は、水曜日）

▷検診期間　5月〜 8月末まで
▷定員　250名
▷ところ　市立病院
　（必ず保健センターに申し込み。

その後、保健センターから発送す
る検診票をもって、病院を受診して
ください）

※詳しくは、検診票の表紙に記載し
ています。

※検診料の免除要件に該当する人
は、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。

ウェルカムベビー教室　（Ｂコース)

　初めての妊娠や出産、子育てのこ
とを知り、友達づくりのためにも、ぜ
ひ参加してください。※託児はあり
ません
▷対象　プレママ（妊婦）・プレパパ、

祖父母、家族になる人　
▷とき　6月18日㈫
　受付：午前9時15分〜 9時45分
▷ところ　保健センター
▷内容　「知れば安心！出産のコツ」
▷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。

おとなの歯科無料検診

▷とき　5月30日㈭、6月6日㈭・12
日㈬　 午 前8時45分 〜 11時15
分

▷ところ　保健センター

▷対象　今年度41歳、51歳、61歳、
71歳になる人を優先的に受付

※上記の年齢でない人も、歯科検診
を希望する場合は、相談してくだ
さい。
▷定員　100名
▷持ち物　健康手帳（持っている

人)、眼鏡（必要な人)
▷申込方法　保健センターで受付
※歯科検診前に、歯みがきを済ませ

てください。

がん無料ク－ポンの配布

　対象者に、子宮頸がん･乳がん・大
腸がん検診の無料クーポン券を送
付します。
▷対象者
　4月20日現在で、市内在住、今年
の4月2日から来年の4月1日に次の
年齢になる人
○子宮がん検診
　21･26･31･36･41歳になる女性
○乳がん検診
　41･46･51･56･61歳になる女性
○大腸がん検診
　41･46･51･56･61歳になる男性 
・女性

※クーポン券が届きましたら、必ず
内容を確認してください。

もぐもぐ教室

　子どもの栄養と離乳食について
のお話、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
ひ参加ください。
▷とき　6月14日㈮
　 午前9時45分〜午前11時30分
　（受付：午前9時30分〜）
▷ところ　保健センター
▷内容　子どもの栄養や離乳食の

話・離乳食のデモストレーション・試
食

▷対象　平成24年12月・平成25年
１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　母子手帳・赤ちゃんに必

要なもの（オムツ・ミルク・バスタオ
ル等)

▷申込方法　保健センターへ電話ま
たは窓口で。

※必ず、家族の人が、申し込んでくだ
さい。

5月31日は世界禁煙デー

　5月31日から6月6日までの1週間
は、「禁煙週間」です。
　毎年世界で300万人が、喫煙が原
因とみられるがんや心臓病で亡くな
っています。たばこは、吸う人の健康
を害するだけでなく、周囲の吸わな
い人の健康までも害します。
　保健センターでは、がん検診のと
きに「禁煙相談」を実施しています。
気軽に、ご相談ください。

前立腺がん検診

▷対象　40歳以上の男性
▷費用　900円　※免除要件あり
▷内容　血液検査　※絶食等不要
▷持ち物　検診票
▷申込方法　8月26日㈪までに保健

センターへ電話または窓口で。
　 後日、検診票を発送します。（毎火

曜日発送予定、火曜日が休日の場
合は、水曜日）

▷検診期間　5月〜 8月末まで　
▷定員　300名 
▷ところ　大和高田市立病院（必ず

保健センターに申し込み。その後、
保健センターから発送する検診票
をもって、病院で受診してくださ
い。）

※詳しくは、検診票の表紙に書いて
います。

※検診料の免除要件に該当する人
は、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。

5月31日は
「世界禁煙デー』

もぐもぐ教室
（妊婦交流会）

おとなの歯科無料検診

がん無料クーポンの配布

前 立 腺 が ん 検 診

B・C型肝炎ウイルス検診

ウェルカムベビー教室
（Bコース）
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作
り
方

材　料（20 個分）

｛｛

1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日

（水） （木） 祝（金） 祝（土） 祝（日） 振替休（月）

休 休 ● ● ● ●

◎受付    ● 午前8時30分〜 11時30分（診察は9時から）
 　　　　　　　 ● 午後1時〜 3時30分（診察は1時から）
 　　　　　　　 ● 午後5時30分〜 8時30分（診察は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）5月の連休中の診察

追加免疫でおわる
二種混合（DT)予防接種

　小学6年生対象の二種混合（ジフ
テリア・破傷風）予防接種が始まりま
す。
▷対象　乳幼児期に三種混合ワク

チン（ジフテリア・破傷風・百日せ
き）を2回以上受けている小学6年
生の児童

※5月上旬、対象者全員に個人通知
をします。
▷接種場所　市内予防接種委託医

療機関（通知ハガキに記載）
▷持ち物　母子健康手帳・予診票
（通知したハガキ）
▷費用　無料
▷期間　平成26年3月31日まで

★注意
　期間を過ぎると任意接種となり、

全額自己負担になるとともに、健
康被害が発生した場合も、国の補
償はなく、医薬品医療機器総合機
構法に基づく補償となります。

※医療機関に配置している注意事
項をよく読み、保護者同伴で受け
てください。

　
知って防ごう、熱中症

　熱中症は、高温多湿の環境下で
体内の水分や塩分バランスが崩れ
たり、体温調整機能がうまく働かず、
体内に熱がたまることで起こります。
　症状は、筋肉痛や大量の発汗、吐
き気や倦怠感などがあらわれ、重症
になると意識障害等が起こります。

室内にいても急に暑くなった日や、
体調が悪い時は注意が必要です。
　熱中症の予防には、水分補給と暑
さを避けることが大切です。
◦ のどの渇きを感じなくても、こまめ

に水分・塩分を補給する。
◦ 衣服は通気性のよい吸湿・速乾の

ものを着用したり、体を冷たいタ
オルで冷やす。

◦ 決して無理な節電はせず、適度に
扇風機やエアコンを使用する。

◦ 外出時は日傘や帽子を着用する。
　 熱中症が疑われる人を見かけた

ら、涼しい場所へ避難させ、身体を
冷やし、水分・塩分を補給しましょ
う。自分で水を飲めない、意識がな
い場合は、直ちに救急隊を呼びま
しょう。暑さ厳しい夏を、健康に過
ごしましょう。

（アルミカップ6号サイズ20個分）
　　薄力粉…… 140ｇ
Ⓐ　ベーキングパウダー…大さじ1
　　重曹……… 小さじ1
　　小松菜…… 120ｇ

① Ⓐを合わせて、ふるいにかける。
② 小松菜は、ミキサー又はスピードカッターにかけて粗みじんにする。
③ Ⓑを全部ボールに入れ、しっかり混ぜ合わせる。
④ Ⓑのボールに粗みじんにした小松菜を入れる。
　　もう一度ふるいにかけたAをBのボールに入れる。
⑤ アルミカップの７分目くらい流し入れ、蒸し器で10 〜 15分蒸す。

エネルギー�65kcal　塩分�0.02ｇ（1個分）

小松菜の蒸しケーキ

　　卵………… 2こ
　　サラダ油 … 大さじ３
Ⓑ　ヨーグルト 50ｇ
　　砂糖……… 70ｇ
　　レモン汁 … 少々

※ 甘納豆や金時豆を、上にトッピング
しても味にアクセントがでます！！�
　　〔大和高田市食生活�
　　　　　改善推進員協議会〕

食生活改善推進員　
　　　　　松田　美津子さん

小松菜のグリーンがとてもきれいに
でます。野菜嫌いの子どもさんにも
お勧めです。

追加免疫でおわる
二種混合（DT）予防接種

知って防ごう、熱中症
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くらしの案内くらしの案内くらしの案内くらしの案内

　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　5月2日・9日・16日・23日・30日㈭

△

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　5月9日・23日㈭

△

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  6月5日（水）【次回予定 7月3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

に給水停止の対象者になります。

★☆ 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

△

5月の実施日
　5月2日・9日・16日・23日・30日（木）△

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 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。

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

※くれぐれも、おかけ間違いのな
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

市　税市　税
5月は軽自動車税の納期月
☆納期限は5月31日です
　平成25年度より、軽自動車税の納
税がコンビニエンスストアでも納付で
きるようになりました。市役所・金融
機関で納付できない時間帯でも、納
付できます。（なお、コンビニで納付
できるのは、納期限までです。ご注意
ください）
　また、今までどおりインターネットサ
イト「ＹＡＨＯＯ！公金支払い」でも
納付ができます。詳しくは、市ホーム
ページで。
◎5月の出張窓口

日 場所
22日㈬ 東部子ども会館
23日㈭ 西部文化センター
24日㈮ 北ふれあいセンター

国　保国　保
国民健康保険証の切替は
お済みですか
　3月31日で、古い保険証の有効期
限が切れています。切替が済んでい
ない家庭は、できるだけ早く保険医
療課まで来てください。
※ 国民健康保険税を災害その他特

別な事情がないのに、1年以上
滞納した場合、資格証明書（医
療機関の窓口でいったん実費払

い）の交付となります。この場
合以外でも滞納・未納の状況に
よっては、短期保険証を交付し
ます。

簡易申告書の提出をお忘れなく
　所得申告は、毎年おこなうことが
義務付けられています。申告を済まさ
れていない世帯には、簡易申告書を
送付（5月中旬予定）します。申告用
紙に前年の所得・必要事項を記入・
捺印し、提出してください。申告がな
いと、国民健康保険税の軽減世帯で
あっても、その適用が受けられない
場合があります。
※ 税務署・市役所税務課で申告した

人は、申告の必要はありません。
〔保険医療課　内線 564〕

水　道水　道
メーターの取り替え
検針にご協力を
　水道料金算定のため、検針員が２
か月ごとに、お客様のメーターを検針
しています。また、メーターの取替に
ついては、検定期間満了までに順次
取替作業をおこなっています。正しい
検針、取替作業ができるように、ご協
力をお願いします。
 ●  メーターボックスの上に、物をおか

ない
 ●  メーターボックスの中は、いつもき

れいに
 ●  犬は放し飼いにせず、出入口や

メーターボックスから離してつなぐ
 ●  家の増改築等のときは、メーター

ボックスが床下や屋内にならないよ
うにする。

急なにごり水に注意
　水道工事や断水、火災による消火
活動などで、水道管の中を流れてい
る水の速さや方向が変わったことな
どにより、にごり水がでることがあり
ます。そのような時は、飲み水として
の使用をひかえ、しばらく様子を見る
か、上下水道部へ連絡してください。

▽ 5月の開場日　11・25日

▽ 時間　午前9時〜午前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
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くらしの案内くらしの案内くらしの案内くらしの案内

広告欄

国民年金加入者が学生で、
年金保険料を納めることができ

ない場合は、学生納付特例の申請
をしてください。この学生納付特例の
対象となる期間は、４月から翌年の３
月までで、毎年申請してください。申
請する人は、学生証と印鑑を持って
市民課年金係へ来てください。
〔市民課年金係　内線 528・529〕

Ａ

　　私は、現在学生で、年金
保険料を納めることができませ
ん。学生納付特例について教
えてください。

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。

児童福祉児童福祉
母子家庭等
自立支援給付金事業について
　母子家庭の母、又は父子家庭の父
の経済的な自立支援のために、次の
ような制度があります。
〔自立支援教育訓練給付金事業〕
　母子家庭の母、または父子家庭の
父が自主的におこなう職業能力の開
発を促進するための給付金を支給。
＊受講開始前に児童福祉課へ事前
相談が必要です。
▷支給対象　
　母子家庭の母・父子家庭の父（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り、
雇用保険法による教育訓練給付の
受給資格を有してない人）
※ 父子家庭の父は、平成25年4月1日

以降に、受講しようとする講座につ
いて受講対象講座の指定を受けた
場合

市民税課税世帯　 月額  70,500円
▷支給期間　
全期間（上限２年）支給
※ 平成24年度以前の入学者は、お問

合せください。
※ 今後、支給内容等が変更されるこ

とがあります。
〔児童福祉課　内線 585〕

▷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〕
　対象資格の取得のための養成訓
練の修業期間のうち、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・父子家庭の父（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）
※ 父子家庭の父は、平成25年4月1日

以降に修業を開始した場合
▷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（修業期
間が2年以上の課程）
▷支給額
市民税非課税世帯 月額 100,000円

平成25年度　高齢者の在宅サービス（介護保険による給付は、伴いません）

紙おむつ支給事業 ①おおむね65歳以上の、在宅の高齢者。　②高齢者が属する世帯の人全員、住民税が非課税。　
③要介護3 〜 5と認定が出ている。　＊入院・入所、生活保護受給者は対象外。①〜③全てを満たす人が対象です。

食の自立支援事業 おおむね65歳以上、１人暮しまたは高齢者世帯で、自分の意思で食生活を管理できない低栄養の人が対象です。

生活管理指導員
派遣事業

おおむね65歳以上、１人暮らしまたは高齢者世帯で、要介護認定で「非該当」と認定されているが、一時的に生
活改善の指導が必要な人が対象です。

生活管理指導
短期宿泊事業

おおむね65歳以上、１人暮らしまたは高齢者世帯で、要介護認定で「非該当」と認定されているが、一時的に宿
泊による生活改善の指導が必要と判定された人が対象です。

介護慰労金
支給事業

介護保険料を完納している住民税非課税世帯で、要介護認定において要介護4または5の認定を受けたおおむ
ね65歳以上の高齢者を、1年間介護保険サービスを利用しないで、かつおおむね3か月以上の長期入院をしな
いで在宅で介護をした家族が対象です。
※生活保護世帯は除きます。　※ただし、該当1年間における1週間程度のショートステイの利用は可です。

※詳しくは、地域包括支援課までお問い合わせください。内線 558・588
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広告欄

■元気いっぱい教室　新規生募集
　楽しく、明るく、元気に一緒に運
動をしてみませんか。
▷とき　7月3日〜9月25日の毎週水

曜日（全12回）
　午後0時45分〜2時15分
▷ところ　総合福祉会館　2階
▷受講料　1回につき500円（身体

障害者手帳を持っている人は、無
料）

▷対象者　市内在住の満60歳〜64
歳の人（今年の5月1日現在）

▷参加条件　病気に気づかず運動
をすると危険なため、参加申込者
の主治医より運動する事が可能と
判断された人（医師より参加依頼
書を事前提出）

▷定員　5名　※申込多数の場合、
抽選

▷申込方法　5月24日㈮までに電話
（☎23-0789）または、FAX（
24-2730）で総合福祉会館まで

〔総合福祉会館 ☎23-0789〕
■市立病院で「健康相談」
　健康について心配や悩みのある人
は、気軽に利用してください。
▷とき　5月9日㈭　午後1時〜3時
▷ところ　市立病院1階　眼科外

来前ホール
▷内容
○ 健康チェック（身長・体重・体脂

肪測定）
○ 血管年齢測定（抽選で1時間5名）
○ 腰痛・膝痛の相談、被爆の相談、

心肺蘇生法の実演
○健康相談・介護相談など

▷費用　無料
※予約不要。
◎オストメイトサロン
▷とき　5月18日㈯　午前10時〜正

午
▷ところ　市立病院　1階図書室
▷費用　1家族300円
▷申込方法　FAX（ 53-7188）

で住所・名前・参加人数・日中連
絡がとれる電話番号・「オストメイ
トサロン参加希望」を書いて、 地
域医療連携センターまで。外科外
来窓口でも受け付けています。

〔市立病院看護局　☎53-2901〕
■市青少年指導員を募集
　ボランティアで、子どもたちにキャンプ
などの野外活動やゲームの指導をす
る青少年指導員を募集しています。
▷資格　市内在住で20歳以上の人
▷任期　1年
▷申込方法　5月17日㈮までに、電

話で青少年センターへ。
〔青少年センター　☎23-1322〕

■茶道「いただく作法」
▷とき　6月1日、15日、22日（いず

れも土曜日）午後1時30分〜
▷ところ　葛城コミュニティセン

ター
▷会費　3回で1,000円　※茶菓子

代含む
▷講師　藤井宗恒さん（裏千家）
▷定員　10名　※申込多数の場合

抽選
▷受講料　600円
▷申込方法　往復ハガキに「いただ

く作法希望」、郵便番号・住所・
名前・電話番号を書いて、5月22日
㈬までに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〕

■地域ふれあい土曜塾
講座・講師（敬称略） とき ところ

キッズ囲碁
（吉村 芳倶、西岡 正浩）

5月11日㈯
午後1時30分〜 中央公民館

いちご狩り
（弓場 一郎、植嶋 滋継）

5月18日㈯
午前10時30分〜

ゆうゆうセンター前
集合

絵画教室（高田八景を描こう！）
（表 啓充、ひょうび会の先生方）

5月25日㈯
午後1時〜

専立寺
※ 場所が分からない人

は、12時30分に市立
中央公民館に集合

※いちご狩りは、ビニール袋・水筒を持参してください。
※絵画教室は、クレパス・絵の具・筆・水入れ・ぞうきん・シート等、持参してください。
▷対象　5歳〜18歳　※囲碁は7歳から
▷定員　各講座とも50名
▷費用　無料（いちご狩りのみ500円）　保険料20円
▷申込方法　電話（☎53-6264）または、FAX（ 53-6364）で生涯学習課

土曜塾担当まで。 　　　　　　　　　　 〔生涯学習課　☎53-6264〕
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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。

 ●臨時くみとりは、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）

5月のし尿収集予定■つどいの広場
ぱおん「ウルトラの父」について
▷とき　6月9日㈰　午前10時30分

〜（1時間程度）
▷ところ　市総合体育館　サブ競

技場
▷対象　平成21年4月2日〜平成23

年4月1日生まれの子どもとその親
▷定員　30組の親子　※申込多数

の場合、抽選
▷申込方法　5月20日㈪【必着】ま

でに、往復ハガキ（〒635-0036
　旭北町4-34）に、子どもの名前

（ふりがな）・生年月日・住所・電
話番号を書いて、児童館まで

〔児童館　☎22-4150〕

■さわやか生活教室
とき ところ 担当

5月10日㈮ 市立中央公民
館（西町）

ふれあい在宅
介護支援セン
ター

5月29日㈬ 市立陵西公民
館（市場） 老人介護支援

センター慈光
園6月5日㈬

総合福祉会館
[ゆうゆうセン
ター]（池田）

▷時間　午後2時〜4時
▷内容　認知症予防の話、家でも

出来る簡単な体操、簡単な体力
測定

▷参加費　無料
▷持ち物　体力測定記録用紙

（持っている人）・お茶
※申込不要

〔地域包括支援課　内線558〕
■天満診療所健康教室
▷とき　5月23日㈭午後1時〜2時
▷ところ　天満診療所
▷テーマ　「頭痛とめまい」
▷講師　医師　梅本 典江

〔天満診療所　☎52-5357〕

■就学援助費
　経済的に就学が困難な児童生徒
の保護者に、学用品費・給食費など
学校の勉強に必要な費用の一部を
援助します。援助を受けるには、毎
年申請が必要です。

▷申請期限　5月31日㈮
※申請が遅れると、申請月の翌月か

らの支給となります。
▷申請方法　各小・中学校、または

市教育委員会学校教育課にある、
申請用紙を提出してください。

▷対象世帯（認定基準）
　住民税非課税世帯
※必ず、所得申告を済ませてくださ

い。
〔学校教育課　内線151〕

■5月15日～21日は総合治水推
進週間

　奈良盆地は水害が起きやすい地
形のため、河道の整備や、降った雨
を一時的に貯めるなどの総合治水
対策を行っています。
　詳しくは、土木管理課までお問い
合わせください。

〔土木管理課　内線658〕
■人権擁護委員の日　人権相談
▷とき　6月5日㈫
▷ところ　総合福祉会館
▷相談員　葛城人権擁護委員

〔広報情報課　内線291〕
■使用済みの食用油の回収△

5月の回収日　5月27日㈪
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 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〕

日 曜 収　集　区　域

1 水 大谷、北角、敷島町、出、秋吉
住宅、奥田県住

2 木 敷島町、奥田、吉井、根成柿
7 火 敷島町、根成柿、吉井

8 水 東中1・2丁目、春日町1・2丁目、
西坊城、出、藤森、池尻、築山

9 木

東中、南本町、北片塩町、礒野、
根成柿、吉井、秋吉、旭北町、
三和町、神楽、日之出西・東本
町、有井

10 金 大中南、大中北、礒野西、東雲
町、土庫住宅、有井、日之出町

11 土 松塚、土庫 1.・2・3 丁目、大東町、
花園町

13 月
新田、岡崎、中町、池田、領家、
出、勝目、田井、曙町、材木町、
昭和町

14 火 北市場、野口、西代
15 水 市場、有井、出屋敷

16 木 西三倉堂１・２丁目、中三倉堂
１・２丁目、西町、内本町、有井、

17 金 敷島町

20 月 西三倉堂１・２丁目、中三倉堂
１・2 丁目、甘田町、曽大根

21 火 曽大根、南陽町
22 水 蔵之宮町、大中東

23 木 甘田町、蔵之宮町、今里、旭北
町、旭南町

24 金 栄町、北片塩町、東三倉堂町、
旭北町

28 火 築山、南今里町、中今里町、片
塩町、礒野東町

29 水 築山、永和町、礒野南町、内本
町

30 木 築山、本郷町、北本町、高砂町、
永和町
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広告欄

★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〕

●コリアの健康と美容に優れた飲
茶文化を学ぼう！

　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　5月26日〜6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　コリアには、緑茶をはじ

め、漢方薬材や果実、根、花から
作る伝統茶、健康と美容によい養
生飲料が豊富にあります。それら
の効用や作り方、茶道具、歴史等
について学びます。試飲体験もあ
ります。

▷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、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）
〒635-0003土庫726-2　 52-
0402

●大和高田さくらコットンサミット
▷とき　5月19日㈰　午前10時開会
▷ところ　経済会館7階
▷内容　元気な大和高田創造のた

めに活動をしているグループの発
表と情報交換

※ 終了後、綿百鉢運動の苗作りをし
ます。

▷参加費　無料
▷申込方法　電話（☎22-2201）ま

たはFAX（ 22-2277）で、名
前・住所・電話番号を商工会議所
まで

〔商工会議所　にぎわい大和高田
推進課☎22-2201〕

●甲種防火管理新規講習会
▷とき　6月４日㈫・５日㈬
▷ところ　県産業会館５階大会議

室（幸町2-33）

▷定員　120名
▷受付期間　5月13日㈪〜15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

及び振替払込請求書兼受領証等
のコピーを添付し、下記の窓口に
持参、又はFAXで（郵便・メール
便等の申込みは不可）。

▷申込先　㈳奈良県防災安全協会
（奈良市高畑町1111-6）

　 0742-26-6887
　受講申込書及び講習案内は高田
消防署にあります。
　日本防火協会ホームページからも
ダウンロードできます。
▷受講料　6,000円（テキスト代含

む）
〔高田消防署　☎25-0119〕

●要約筆記者養成講座手書きコース
▷とき
　6月 1、8、15、22日
　7月 6、13、20、27日
　8月 3、10、24日
　9月 7、14、21、28日
　10月 5、12、19、26日
　11月 2、9日
（いずれも土曜日）
▷時間　午前10時〜正午、午後1時

〜3時
▷ところ
◦第1・2・3土曜日　
　 県心身障害者福祉センター（磯城

郡田原本町宮森34-4）
◦第4土曜日　
　 県聴覚障害者支援センター（橿原

市大久保町320-11）
▷募集人員　20名
▷応募条件　全回出席

●市民法律講座
開催日 テーマ 開催日 テーマ
 5月11日 インターネット被害 11月9日 交通事故
6月8日 不動産売買  12月14日 労働問題

 7月13日 離婚問題   1月11日 賃貸借
8月3日 学校問題  2月8日 成年後見

  9月14日 消費者問題  3月8日 建築に関する紛争
10月12日 相続・遺言

▷ところ　奈良弁護士会館
▷申込方法　FAX（ 0742-23-8319）、ハガキ（〒630-8237　奈良市中筋

町22-1）で、希望講座、郵便番号、住所、名前（ふりがな）、電話番号を書い
て、奈良弁護士会まで 〔奈良弁護士会　☎0742-22-2035〕
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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。

▷受講料　5,000円（テキスト代は、
別途）

▷申込方法　住所・名前・年齢・電
話番号・FAX番号を書いて、ハガ
キ（〒634-0061　橿原市大久保
町320番地11奈良県社会福祉総
合センター内　県聴覚障害者支
援センター）、ＦＡＸ（ 0744-
21-7888）、メール（nds-center@
kcn.jp）のいずれかで5月18日㈯ま
でに申し込み。

〔県聴覚障害者支援センター　
☎0744-21-7880〕

●高田オープンテニス大会団体戦
▷とき　 6月2日㈰　午前8時30分

集合※雨天の場合も、集合
（予備日　6月9日㈰）

▷ところ　総合公園テニスコート
▷種目　団体戦（男子ダブルス1・女

子ダブルス1・ミックスダブルス1）
▷参加資格　男子3名・女子3名以

上のグループであること
▷ 定員　15チーム（定員になり次

第、申込締切）
▷参加費　1チーム6,000円（当日徴

収）　※体育協会員チームは、
3,000円

▷申込方法　ハガキ（〒635-0034
東三倉堂町13-6）に、住所・名
前・チーム名・電話番号を書い
て、5月17日㈮【必着】までに、榎
本務へ。

〔体協テニス部　榎本　務　
☎090-9050-2398〕

●オストメイト個別相談会
▷とき・ところ

①5月21日㈫
　午前9時〜正午
　県文化会館第１会議室
　（奈良市登大路町6-2）
②5月25日㈯
　午前9時〜正午
　 県社会福祉総合センター2Ｆボラ

ンティアルーム
　（橿原市大久保町320-11）
▷対象　県内在住のオストメイト

（人工肛門、人工膀胱）の人で、
悩み・苦労を持っている人

▷相談料　無料
▷ 相談対応者　専門看護師、支部

役員
〔日本オストミー協会奈良県支部

三田村　☎0742-49-1839〕

●リウマチ医療講演・相談会
▷とき　5月19日㈰　午後1時〜4時
▷ところ　県文化会館2階小ホール

（奈良市登大路町6-2）
▷講演
「 リウマチとは？〜病気の基本と進

歩する治療〜」
「 変形性関節症（リウマチ性）に

対する人工関節置換術による治
療」

▷参加費　無料　※申込不要
〔公益社団法人
　日本リウマチ友の会奈良支部

☎0744-27-9735〕
●自動車税の納期限
　自動車税は、毎年4月1日現在の
所有者にかかります。
　必ず納期限（5月31日）までに納付
してください。

◎夜間電話相談窓口の開設
▷とき　5月8日㈬〜10日㈮
　午後5時15分〜8時まで
　☎0743-51-0081
〔自動車税事務所

☎0743-51-0081〕
●食品表示110番
　食品表示は、消費者が食品を購入
するとき、食品の内容を正しく理解
するための重要な情報です。食品表
示について、情報提供や質問などが
あれば下記まで。
☎0742-32-1877（直通ダイヤル）
〔農林水産省近畿農政局
　奈良地域センター　

☎0742-32-1873〕
●労使間トラブルの解決を手伝い

ます
　労働者個人または労働組合と使
用者間のトラブルが、労使双方の話
し合いなどの自主的な方法で解決で
きなくなった時に、利用できるのが
労働委員会です。労働委員会では、
労使のトラブルを解決するお手伝い
として「個人労働関係紛争のあっせ
ん」「労働争議の調整」「不当労働
行為の審査」等を行っています。手
続きは簡単で、費用は無料です。
〔県労働委員会事務局　

☎0742-20-4431〕

第8回 義経・与一・弁慶・静
合同サミット in 大和高田

　義経・与一・弁慶・静ゆかりの市
町が集まり、それぞれの人物が残し
た足跡をたどるとともに、歴史・文化
的価値、それらを活かしたまちづくり
についてのサミットを開催します。
▷とき　7月6日㈯　午後1時〜
▷ところ　さざんかホール（大ホール）
　※入場無料
▷内容
◎記 念講演　近藤好和さん（國學

院大學講師）
◎記 念公演
　琵琶演奏　上原まり さん、
　舞踊　村上左近 さん他
　 歌舞伎舞踊　花柳寿楽（３代

目）さん
　詳しくは、広報誌6月号の挟み込
みチラシで。

〔企画法制課　内線285〕

ご利用ください

JR高田駅西側駐車場

◎利用料金
 ● 最初の30分 /100円
 ●  30分を超え1時間以内 /200円　以後、1時

間毎に100　円を加算
 ● 当日の利用なら、1日とめても最高 1,000円
※営業時間外の入出庫は、できません。
お得な「前払い駐車券」もあります。

〔JR 高田駅西側駐車場　☎ 25-0400〕
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　５月といえば、ゴールデンウィーク。
今年は、東京に行こうと思います。東京へ
行くのは、中学生の時の修学旅行以来で

す。ただでさえ、人が多いところなのに、ゴールデンウィーク
中となると、想像しただけで恐ろしいです。

　最近、イソヒヨドリの声が街に響いています。姿を探すと、高
い建物の上や、アンテナにとまって鳴いています。地味な色合
いなのですが、鳴き声は、とても透き通っていて、ほっとします。

　1980年代、CMで一躍人気者となったウーパールーパー
が、ペットショップで購入できます。大型の水槽等一式が家に
あるので、飼育してみたい気持ちがかなり高ぶっていま
す。ちなみに、正式名称は、アホロートルといいます。
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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 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

◆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〜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
　　　　　人権施策課(☎22-1101)　
◆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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