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あっ！ やぶれちゃった
　10月20日、保育所の子どもたちに、縁日の
ふんいきを楽しんでもらおうと、保護者のご好
意により、スーパーボールすくいがおこなわれ
ました。
　保育士さんからポイ（すくい枠）の使い方
を教わりながら、紙がやぶれないように、慎
重にボールをすくいます。
　“次は赤色のボールがいいな”・・・。ねらい
を定めて水につけ、持ちあげたとたん、ビリッ。
でも大丈夫、すくえなくても、おみやげのボー
ルがあるからね。

●年末年始の業務案内……………… 1〜2
●男女共同参画の“つぶやき”募集…… 3
●児童ホーム入所案内……………… 4
●クリーンセンターだより… ………… 5
●ヘルシーライフ…………………… 7〜8
●くらしの案内……………………… 9〜10
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※4　市立病院　小児科は、12月30日（木）および1月3日
（月）は、午前中のみ外来の診察をおこないます。（受付：
午前8時30分〜 11時）

※5　天満診療所　1月5日（水）は、午後が休診です。

★休日・夜間の急病・急患の場合、高田消防
署（☎ 25-0119）で、休日・夜間の診療所、
当番医を教えてもらえます。

市の公共施設等 ★詳しくは、各施設・担当課へ直接、お問い合わせください。

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。

◎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〕

■　葛城地区休日診療所業務案内　■

市役所
☎22-1101

水道部門　※1
☎52-1365

斎場　※2
☎25-1574

さざんかホール
☎53-8200

図書館　※3
☎52-3424

中央公民館
☎22-1315

葛城コミュニティセンター
☎23-8001

総合体育館・武道館
☎22-8862

総合公園
☎52-4700

総合福祉会館
☎23-0789

さくら荘
☎23-4126

きぼう号

サイクルポート

高架下自転車保管所
☎25-0103

12/29（水）〜1/3（月）閉庁

市立病院　※4
☎ 53-2901

天満診療所　※5
☎ 52-5357

葛城地区休日診療所
☎ 22-7003

12/29（水）〜1/3（月）休診

12/29（水）〜1/3（月）休診

12/29（水）〜1/3（月）診察

12/29（水）〜1/3（月）閉庁

12/27（月）〜1/4（火）休館

12/27（月）〜1/4（火）休館

12/29（水）〜1/4（火）休み

12/27（月）〜1/4（火）休館

12/27（月）〜1/5（水）運休12/26（日）〜1/5（水）休館

12/26（日）〜1/5（水）休館

12/26（日）〜1/5（水）休館

12/26（日）〜1/5（水）休館

1/1（祝）〜1/2（日）休館 12/29（水）〜1/3（月）休館

12/31（金）〜1/3（月）休み

※休日診療所（☎ 22-7003）・高田消防署（☎ 25-0119）へ電話をおかけの際は、番号をよく確
かめてからおかけください。

年 末 年 始 の 業 務 案 内

　「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（水）〜 1月3日（月）
にかかる場合は、1月4日（火）まで延長できます。
　死亡・死産届以外は、できるだけ1月4日（火）に届
け出てください。
　　　　　　　　　　〔市民課　内線522・525〕

■　戸籍の届け出　■
※1　水道部門　
  ●    1月1日〜 3日を除き、休日も開栓・閉栓のみおこないます。
  ●    当直者への連絡☎ 52-1365、漏水 110番☎ 52-3901
※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、休館していますが、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
あるものは、開館時にカウンターへ直接返却してください。
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■ 年末のゴミ搬入はお早目に！■

12月 1月

23日（祝） 24日（金） 27日（月） 28日（火） 29日（水） 30日（木） 4日（火）

月・木曜日に燃えるゴミ
を収集している地区 燃・紙 燃 燃

火・金曜日に燃えるゴミ
を収集している地区 燃・紙 燃 燃

カン・ビン収集地区番号 ⑦ ⑧ ① ②
クリーンセンターへの
ゴミ搬入の受付時間

午前9時〜
10時30分

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 ※注６

粗大ゴミの申込みは12月15日（水）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）

※注6　1月4日（火）からの平日、ゴミ搬入の受付は、通常どおりおこないます。（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ので、ご了承ください。

　　　　　　　 ● 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（水）
までに申し込みのあった分を、12月29日（水）ま
でに収集します。
◎申込先　クリーンセンター美化推進課 ☎ 53-5383
◎申込受付時間　午前9時〜11時30分　
　　　　　　　　午後1時〜3時30分
※年始の電話予約受付は、1月4日（火）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、たくさんの買い物をしたり、大掃除をしたりと、
たくさんのゴミがでます。年末にまとめてクリーンセンターに
搬入されますと、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。
　構内に待機場所がないため、一般道路上で待たれた
場合、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（水）・30日（木）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します。
　年始は、1月4日（火）から通常どおり業務をおこないます。

子ども（15歳未満）の病気等が心配なとき
《こども救急電話相談》
　＃8000（プッシュ回線・携帯電話）
　☎0742-20-8119（ダイヤル回線・IP電話）
◎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〕

急な発病で対応に迷ったら
《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）
　☎0744-20-0119（ダイヤル回線・IP電話）

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）
◎所在　橿原市保健センター内（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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◎募集内容　男女共同参画をテーマにした“つぶやき”
◎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、封書か FAXまたは電子メールで応募
してください。

※電子メールで応募の場合は、件名（タイトル）は必ず「男
女共同参画をテーマにした“つぶやき”」としてください。

◎応募規格　
（１）作品は100文字以内
（2）応募は1人何点でも可
（3）応募作品は原則として返却しない
（4）応募作品の著作権は応募者にあり、主催者に使用
　 権を認める

　家庭・地域・学校・職場など、
身近な暮らしの中で感じることを、
つぶやいてみませんか。
　楽しい作品を、どしどしご応募
ください。

◎応募締切　12月24日（金）
◎選考方法　男女共同参画推進市民会議運営委員と

人権施策課で選考をおこないます。
◎発表　来年2月に開催予定の女と男（ひととひと）ハー

トアップフォーラムで優秀作品を発表します。会場の
「さざんかホール」小ホール前に、応募作品を掲示
する予定です。

◎問い合わせ・応募先　人権施策課男女共同参画推
進係　〒 635-8511　大和高田市大中 100-1

　☎ 22-1101（内線 287）  52-2801
 　E-mail　gender@city.yamatotakada.nara.jp

　　〔人権施策課男女共同参画推進係　内線 287〕

◎入居資格　
 ● 現在、住宅に困っている人
　（持ち家有り不可）
 ● 基準月収158,000円以下の人
 ● 平成23年1月11日現在、3か月以上
　市内に居住または、勤務する人
 ● 市税、水道料金等に滞納のない人
　（申込時に滞納調査を実施します。滞

納がある場合、入居資格がなくなります）
◎注意　
 ● 敷金は家賃の3か月分
 ● 家賃は入居家族全員の収入合計で

計算します

団地名 募集戸数 家賃（円） 見学会

礒　野 3戸 10,200 〜 26,200 1月21日（金）　午前9時〜10時

西坊城 1戸 22,900 〜 45,000 1月21日（金）　午前10時30分〜11時

サンライズ 3戸 28,300 〜 55,500 1月21日（金）　午後1時30分〜2時30分

サンシャイン 1戸 26,900 〜 52,700 1月21日（金）　午後3時〜3時30分

※西坊城・サンライズ・サンシャイン団地は、別途、駐車場使用料2,000円が必要です。
※サンライズ・サンシャイン団地のみ、エレベーターがあります。

◎受付期間　1月11日（火）〜 28日（金）
　午前9時〜午後5時まで
※土曜・日曜日を除く 
◎申込書　
　1月11日（火）から建築住宅課で配

1月11日から申込を受付

平成23年成人式

◎とき　1月9日（日）  午前10時〜 11時15分

◎ところ　さざんかホール

◎対象　平成2年4月2日〜平成3年4月1日生まれの人
                              〔生涯学習課　☎ 53-6264〕

布します。
◎公開抽選　
　2月3日（木）　午後2時
　市役所3階東会議室
　　　　〔建築住宅課　内線 656〕

入居者募集市営住宅

つ ぶ や き 募集
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◎対象
　市内の公立小学校に平成23年度在学予定者で、放

課後、保護者等が家にいない児童（申込多数の場合
は、新1〜 3年生を優先します）

※現在入所中で、継続して希望する人も申し込みが必
要です。

※平成23年度新1年生も、申し込みが必要です。

◎受付期間　12月1日（水）〜 12月24日（金）
　午前9時〜午後5時（土・日・祝日は、受付しません）
※12月24日（金）のみ午後7時30分まで
◎受付場所　学校教育課（市役所2階）
◎保育時間　
 ● 平日授業がある日　放課後〜午後6時
 ● 平日授業がない日　午前9時〜午後6時（土曜日は午

後5時30分まで）　
※日曜・祝日・夏期（8月12日〜 16日）・年末年始（12

月28日〜 1月4日）・3月31日は閉所します。
◎必要書類　
①児童ホーム入所申請書
②勤務状況証明書
③承諾書（仕事の都合などで迎えに来ることができない人）
※児童ホーム申請書は、学校教育課で 12月1日（水）か

ら配布
◎入所決定　2月上旬頃
◎保育料　月額 4,000円（2人目以降は月額 2,500円）
※傷害保険に加入していただきます。（年額 4,000円）
　　　　　　　　　　　　〔学校教育課　内線 151〕

平成23年度
児童ホーム
入所案内

　大和紀伊平野農業水利事業大和平野支線水路の改
修工事にともない、次の工事期間中、道路が全面通行止
めとなります。この期間中、コミュニティバス・きぼう号は、
迂回のため、秋吉池停留所には、停車しませんので、ご
注意ください。
　利用者のみなさんには、大変、ご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。
◎工事期間（予定）　12月13日（月）〜翌年3月31日（木）

〔自治振興課　内線 227〕

【工事区間および迂回路】

　家族そろって鍋料理
やおせち料理を囲む、
楽しい季節を迎えます。
　市内4か所の農産物
直売所では、年末・年
始用に、もち米、ハク
サイ、太ネギ、しゅんぎ
く、ミズナ、ゆず、黒豆、
金時にんじん、ダイコン、里芋、クワイ、ギンナン、大
和マナ、コマツナなどをとりそろえています。
　年末、年始の食卓を、地元産の新鮮な農産物で彩っ
てみてはいかがですか。

　年末・年始の営業日
 ● ときめき・たかだ（総合公園内）午前9時〜午後1時
　12月21日（火）・28日（火）・30日（木）、1月11日（火）
 ● 高田温泉さくら荘　午前9時30分〜午後1時
　12月24日（金）・29日（水）、1月7日（金）
 ● オークタウン　午前10時〜午後1時
　12月25日（土）、1月8日（土）
 ● 片塩楽市　午前9時〜午後4時
　12月29日（水）・30日（木）・31日（金）、1月5日（水）
　　　　　　　　　　　　〔産業振興課　内線 260〕

秋吉池停留所には止まりません
きぼう号の運行経路を変更年末・年始の食卓を

地元産の農産物で
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〔クリーンセンター企画総務課　☎ 52-1600〕

　家電4品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は、家電リサイクル法の
リサイクル対象品目であるため、クリーンセンターでは、廃棄物として処理できません。消費者は、これら
を買い替えたり、廃棄したりする場合、次のいずれかの方法で、リサイクルの手続きをお願いします。
※詳しくは、最寄りの家電販売店に相談してください。

①廃棄する家電の品目、製造メーカー・大きさ・容量
　などの確認                        
②郵便局で家電リサイクル料金の払い込み
　郵便局に備えつけの家電リサイクル券を利用して、所定
のリサイクル料金を支払ってください。
※リサイクル券と控えは、大切に保管してください。
※メーカーにより、多少料金が異なります。      
③廃棄する家電の運搬　リサイクル券と廃棄する家電を、
直接、右記の指定引取場所に運搬してください。

自分で運ぶ収集運搬を依頼する

下記の①〜③の手順
で、直接、指定引取場
所に運搬してください。

家電販売店に依頼し
てください。販売店
が決める収集運搬料
金が必要になります。
家電販売店に相談し
てください。

指 定 引 取 場 所
日本通運㈱奈良支店橿原倉庫
橿原市忌部町181 ☎ 0744-22-2711

新春恒例

連合消防出初式

◎とき　1月6日（木）　午前10時〜 11時15分

◎ところ　橿原運動公園駐車場（橿原市慈明寺町）
◎内容　放水演習、消防車両の展示、はしご車の体

験乗車コーナーなど（小学生未満は、はしご車の体
験乗車ができません）

※雨天時は、橿原万葉ホールで式典のみを挙行し、
分列行進・放水演習等は中止します。
　　　　　　　　　　〔高田消防署　☎ 25-0119〕

　後期高齢者医療制度の健康
診査は、個別健診または集団
健診を年1回受けることで、糖
尿病等の生活習慣病を早期発
見し、重症化を予防することを目的に実施しています。
　年齢を重ねると、日頃の健康管理が、とても重要
になってくるといわれています。
  自分の健康状態を知り、生活習慣病を見直すため、
健康診査を受けましょう。（後期高齢者医療制度の健
康診査を受診するには、受診券が必要です）
　健康診査は、平成23年1月末まで個別健診実施医
療機関で受診できます。
　また、12月8日（水）と1月19日（水）　午前8時30
分から、葛城メディカルセンタ−で集団健診を実施し
ます。集団健診の受診希望者は、下記へ連絡してく
ださい。　　　〔保険医療課　医療係　 内線 537〕

後期高齢者医療制度の
健康診査

受けましょう

昨年のようす
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お問い合わせ・チケット取り扱い　さざんかホール　☎ 53-8200

★宝くじ文化公演
　劇団東少ミュージカル「シンデレラ」

★マリンバアンサンブル
　‘MAR’（ま〜る）クリスマスナイト
　　〜‘MAR’と とびきりの仲間たち〜

1.23
日

12.17
金

　童話「シンデレラ」を、素敵な歌とダンスを織り交
ぜてお届けします。子どもから大人まで楽しめる感動
的なミュージカルを、お楽しみください。
■午後1時30分　開場　　■午後2時　開演
大ホール
【全席指定】　一般　￥1,000　高校生以下　￥500
※３歳以上有料。３歳未満

でも席が必要な場合は、
有料

…◆この公演の入場料は、宝
くじの助成により特別料
金になっています。

　3年ぶりの‘MAR’（ま〜る）のクリスマスコンサート。クリ
スマスソングをはじめ、クラシックの名曲やオリジナル曲ま
で、マリンバの響きをお楽しみください。今回はギター、ド
ラム、口笛奏者とも共演するスペシャルヴァージョンです。
■午後6時　開場　　■午後6時30分　開演
小ホール
【全席指定】　一般　￥2,000　高校生以下　￥1,000
※当日、各￥500増
※友の会会員 1,800円　1会員4枚まで
…※小学生以上、入場できます。
※託児保育があります。（無料・予約制
12/10 締切）

　年末年始、さざんかホールでは、子どもたちにも楽しめる公演を開催します。ぜひ、お友だちやご家族みな
さんでお越しください。

タマネギ苗の植え付けに挑戦
キッズ農園に35人が参加

緑を増やし、うるおいのあるまちに
第20回大和高田市植樹祭
　緑豊かで、うるおいのある都市環境づくりをめざして、

「第20回大和高田市植樹祭」が、10月25日、大谷山
自然公園で開催されました。
　式典に続き、来賓や周辺地域住民、園児ら約 250名
が見守る中、梅の木5本が植樹されました。
　そして、かなえ保育園と陵西幼稚園の園児たちが、
緑豊かなまちづくりへの願いを込めて、色とりどりの紙
風船を大空に飛ばし、イベントを締めくくりました。

　11月6日、市内吉井で、14組35人の親子が、タマネ
ギ苗の植え付けに挑戦しました
　この事業は、市内の専業農家の若手後継者で構成す
る、大和高田市担い手営農研究会のみなさんが、食育
と地産地消を進めるために、各校区ごとに親子で農産
物の栽培・収穫・食を体験してもらおうと実施しています。
　子どもたちは、ぬかるみに苦戦しましたが、親子で協
力しながら、植え付けをおこないました。
　来年5月の収穫とカレー作りが、今から楽しみですね。

植樹をする、津本会長、吉田
市長、朝井議長（写真左から）
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  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
11日（火） 午後1時30分〜2時 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）25日（火） 午前9時30分〜10時

予防接種手帳交付会 31日（月） 午前9時30分〜
　　　　10時30分

平成22年11月出生児の保護者
平成22年12月転入児の保護者

4か月児健康診査
13日（木）

午後1時30分〜3時
平成22年8月16日〜31日生まれ

28日（金） 平成22年9月1日〜15日生まれ

10か月児健康診査 27日（木） 午後1時〜3時 平成22年2月16日〜
　　　　　   3月15日生まれ

1歳6か月児健康診査 21日（金） 午後1時〜3時 平成21年7月生まれの幼児

3歳6か月児健康診査 20日（木） 午後1時〜3時 平成19年7月生まれの幼児

子育てサロン 28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 7日（金） 午前9時〜10時 健康・栄養などで気になることがある人

ヘルシー
カレンダー  1月

インフルエンザの季節到来
適切な予防と対策を

●　感染経路　●

●　潜伏期間　●

● 予防と対策 ●

●　症　　状　●

　通常、咳
せき

やくしゃみとともに出さ
れたウイルスを吸い込むことによっ
ておこる飛

ひ ま つ

沫感染と、ウイルスが付
着したものをふれた後に目、鼻、口
などに触れることで、粘膜や結膜な
どを通じて感染する接触感染があり
ます。

①マスク
 ● ウイルスが体の中に入ってくるの

を、ある程度防いでくれます。感
染してしまった人が着用すること
で、他の人への感染を防ぎますの

　突然の発熱、咳、のどの痛み、
体のだるさに加えて、　鼻汁、鼻づ
まり、頭痛等

　1 〜 7日　

で、咳やくしゃみ等の症状のある
人は「咳エチケット」でマスクを
つけましょう。

 ● 感染していない人も自分自身を守
るため、外出時にはマスクをつけ
ましょう。

 ● 感染防止に有効なのは「不織布
製マスク」で1日1枚の使い捨て
です。

 ● 使用中なるべくマスクにさわらな
いでください。はずすとき、捨て
るときもなるべく表面には触れな
いようにしましょう。

 ● 捨てるときは、ビニール袋に入れ
て口を閉じるか、蓋

ふた

のついたゴミ
箱に入れましょう。

 ● 感染発生に備え、1人当たり20
〜 25枚用意しましょう。

②手洗い
 ● 咳やくしゃみを押さえた後、鼻を

かんだ後、マスクをはずした後、
外出から帰った後等はすぐに洗い
ましょう。

 ● 水とせっけんを使って15秒以上

洗いましょう。
 ● 洗った後は水分を十分に拭き取り

ましょう→さらに消毒用アルコー
ル製剤（アルコール分60〜 80％）
を使えば、ウイルスは死滅して、
より効果的です。

③うがい
 ●  日常的にうがいをしましょう。
 ● 特に外出から帰った後やのどに

不快感があるときは、のどについ
たウイルスを洗い流す効果があり
ます。

 ● 安静にして十分に休養をとる
 ● 外出はしない
 ● こまめに水分を補給する
 ● 室温（20 〜 22 度）、湿度を適

度に保つ
 ● 消化がよく、バランスのとれた

食事をする

以上のことに気をつけて規則正し
い生活を送ってください。

インフルエンザに
かかってしまったら● ●

④その他
　人ごみや繁華街への外出、流行地
への渡航を控えることも大切です。
　もし、インフルエンザに「かかっ
たかな」と思ったら、下記のこと
にあてはまらないかどうか、自分で
チェックをしてみましょう。
　少しでも不安を感じたら、できる
だけ早めに、医療機関へお問い合
わせください。
 ● 周囲でインフルエンザが流行して

いる
 ●  38度以上の発熱がある
 ● 寒気がする
 ●  関節痛や筋肉痛がある
 ● 疲労感や体のだるさが強い
 ● 頭痛がする
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鶏肉のネギ塩ダレ

作
り
方

① 青ネギは、細かくみじん切りにする。
② 塩、コショウを入れて混ぜる。さらに、ごま油を混ぜてネギ塩ダレを作る。
③ 鶏肉に酒としょうが汁をふりかけ、サラダ油で焼く。
④ 焼いた鶏肉に、②のネギ塩ダレを添えて皿に盛る。　　〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

材　料（4人分）

《エネルギー 257kcal　塩分 1.5g》（1人分）

鶏　肉　……… 1枚
酒　…………… 大さじ 2
しょうが汁　 … 大さじ1
サラダ油　 …… 大さじ1

青ネギ　 ……… 100g
塩　…………… 小さじ1
コショウ　 …… 適宜
ごま油　 ……… 大さじ1

ネギ塩ダレ

{

ウェルカムベビー教室
（Dコース）

ウェルカムベビー教室
（Dコース）

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

※検診等に関するお問い合わせは、保健センター　☎ 23-6661

『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

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10分〜9時30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20年5月〜 6月生ま
れ（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
みがき練習（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

　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
く読んでから、お申し込みください。

▽とき　1月13日（木）

へ。実施日の1か月前から受け付
けます（先着順）。

　妊娠や出産、子育てのことを知り、
お友だちづくりに、ぜひ参加してく
ださい。

▽ 対象　平成23年4月〜 7月出産
予定の人で、初めてお母さん・お
父さんになる人（経産婦さんは相

回 月　日 受付時間 内　容 終了予定

1 1月26日（水） 午前9時〜
9時15分

妊娠中・出産後に気をつけること
栄養のお話、調理実習 午後1時

2 2月　8日（火） 午前9時〜
9時15分

赤ちゃんのお風呂の入れ方、赤ちゃんと
の生活、妊婦体操 正午

3 2月23日（水） 午後1時〜
1時30分

妊婦交流会（もぐもぐ教室も同時開催）、離乳食
のお話、先輩ママ・赤ちゃんとの交流会 午後4 時

4 3月　2日（水） 午前9時〜
9時15分

赤ちゃんの接し方・遊び方
お産の経過・呼吸法とリラクゼーション 正午

5 3月17日（木） 午前9時10分
〜 9時30分

妊婦歯科健診（２歳児歯科健診も同時開
催）、歯科健診・相談 午前9時50分

※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。

塗布をしたからといって、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。

談してください）

▽ところ　保健センター

▽ 持ち物　母子手帳、筆記用具、
動きやすい服装で（1回目は、ほか
にエプロン、三角巾、タオル、マスク）

▽ 費用　1回目のみ調理実習のた
め 500円

▽ 申込方法　保健センターへ電話
または窓口で



9

　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　12月9日（木）・16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　12月9日（木）・16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　12月1日（水）・8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

△

12月の実施日
　12月2日・9日・16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。

12月は市県民税第4期分の納期月
☆納期限は12月27日です
◎ 12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。ご注意ください。

〔収納対策室　内線 235〕

日 場所
15日（水） 東部子ども会館
16日（木） 西部文化センター
17日（金） 北ふれあいセンター

12月27日は国民健康保険税
第6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。

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
医療課まで来てください。

口座振替済通知書を送付
　国保税を口座振替で納付している
人には、来年1月に1年間（平成22
年1月〜 12月）の振替状況を記載し
た通知書を送付します。社会保険料
控除等に利用できます。通知書が届
くまでの間は、預貯金通帳で振替状
況を確認してください。

〔保険医療課　内線 562〕

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
時は、すぐに水道工務課（夜間・
緊急時も☎ 52-3901）へお知らせく
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・販売をおこなう、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）までお問い合わせください。
　次の3つは、代表的な例です。被
害に遭わないよう、ご注意ください。

【悪質商法とは】
①かたり商法
　「上下水道部の方から来ました」

「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。
②点検商法　
　「水道管の無料点検中です」と点
検するふりをして、「こんな水を飲んで
いたら、病気になる」などと消費者の
不安をあおり、高額な契約をさせる。

★広報誌12月号のタイトルにあやまりが
　ありましたことを、お詫びいたします。
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　国民年金には、経済的な理
由で保険料を納めることが困難

な場合は、申請により保険料の納付
が免除される制度があります。平成
22年度の保険料免除申請は、7月か
ら受付しています。今からでも申請で
きますので、印鑑を持って、申請に
来てください。なお、保険料免除申
請は、所得の審査があります。保険
料免除申請は、保険料の全額が免
除される全額免除、保険料の一部を
納め、残りの保険料が免除される
3/4 納付、半額納付、1/4 納付があ
り、30歳未満の人には、若年者納
付猶予制度があります。
〔市民課年金係　内線 528・529〕

Ａ

　　 私は、昨年、国民年金
　　の保険料を納めることが
できなかったので、保険料免
除の申請をして、承認されま
した。今年は、まだ申請して
いませんが、今からでも申
請することができますか。

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、おかけ間違いのな
いようにお願いします。

「赤ちゃんの駅設置場所」
の訂正とお詫び
　本誌11月号の 10 ページに掲
載の「赤ちゃんの駅の設置場
所」の中で、「エバーグリーン」
は「エバグリーン」の誤りでし
た。お詫びして訂正します。

▽定期駐車券の利用条件
 ● 駐車場の利用場所は、指定できません。
 ● 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
 ● 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
★ 11枚で10枚分のお支払い！　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
　　　　生活安全課　内線 321〕

JR高田駅西側駐車場の
ご利用を

　多くの人が犬や猫に魅力を感じたと
しても、すべての人が、好感をもつ
わけではありません。
　犬や猫に関する苦情や相談が、市
には数多く寄せられています。
　ペットを飼っている人は、今一度、
ふん尿・鳴き声・放し飼いなど、周
囲に迷惑をかけていないか確認し、
マナーを守って、正しい飼い方を心が
けましょう。
■野良猫にえさをあげないで
　野良猫は、えさをもらえる場所に集
まります。集まった猫による排せつ物
で、周囲の人に迷惑をかけたり、飼
い主のいない子猫が増えてしまうこと
にもつながります。「かわいそうだから」
と思っても、飼い猫以外の猫にえさを
与えないでください。　

〔環境衛生課　内線 281〕

③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
水道水に薬品を入れて、水の色を変
化させるなどの、簡単な実験を見せる。
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。

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、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。防寒対策はお早めに。

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23年4月1日〜翌
年3月31日

▽応募期限　12月15日（水）

▽申込先　水道総務課

交通遺児等援護会激励金を
支給
　交通事故・自然災害で、父または
母等を失った18歳未満の児童を養育
している人に、激励金（1人につき
10万円）が一時金として支給されま
す。激励金の支給を受けるには、「激
励金受給申請」が必要です。死亡
から1年以内に申請してください。
※病気等での死亡の場合は、対象

になりません。
※県内に住所がある人が対象です。

〔児童福祉課　内線 567〕

お気軽にお立ち寄りください
「赤ちゃんの駅」を設置
　授乳やオムツ替えなどができる施
設「赤ちゃんの駅」を、10月から市
内の公共施設などに設置しています。
　外出中の授乳やオムツ替えに、お気

軽に「赤ちゃんの駅」をご利用ください。

▽設置場所　市役所・保育所など市
内の公共施設、NPO 法人　マーマ
の里（サニー片塩1階・オークタウン4階・
各子育てステーション）、ジョーシン大
和高田店、エバグリーン、たんぽ
ぽ保育園、オークタウン・ヤンプラ
1 階、城工務店（吉井）
　　　　〔児童福祉課　内線 582〕

ペットの飼い主の皆さんへ
飼い方とマナーの確認を

1か月1万円の

定期駐車券
発売中 !
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■第3期エアロビクス教室

▽とき　1月11日〜 3月1日の毎週火
曜日（全8回）

　午後1時30分〜 2時30分

▽申込期間　12月9日（木）〜 14日（火）
※期日厳守

▽申込方法　受講料、傷害保険料
を添えて、総合体育館へ。

▽費用
● 受講料　2,000円（8回分）
● 傷害保険料　1,600 円（65歳以

上の人は 800円）※平成22年度
スポーツ教室生以外は、必ず加入。

〔総合体育館　☎ 22-8862〕
■みんなで一緒に笑いませんか
　「新春健康演芸会」

▽とき　1月14日（金）
　午前10時30分〜正午

▽ところ　東部人権文化センター

▽対象　60歳以上の人　約50名
※無料。定員になり次第、締切。

▽内容　漫才、落語、介護予防の話
※簡単な昼食を用意します。

▽申込期間　1月5日（水）〜

▽申込方法　電話（☎ 52-0495）で、
東部人権文化センターへ。

〔東部人権文化センター〕
■出前つどいの広場
　親子であそび、子育て交流しませんか。

▽とき　12月22日（水）　
　　　  午前10時〜 11時

▽ところ　葛城コミュニティセンター

▽対象　未就園児とその保護者

▽内容　おもちゃであそぶ、手あそび、
絵本の読み聞かせなど

▽申込方法　12月15日（水）までに児
童福祉課（内線 585）へ。

〔児童福祉課　内線 585〕

※「万年青」受講で、剣山を持っ
ていない人は、申込時に申し出て
ください。

▽ところ　葛城コミュニティセンター

▽受講料　200円

▽ 申込方法　往復ハガキに希望の
講座名（万

お も と

年青または若松）、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。

日 12月18日（土） 12月25日（土）
花材 万年青（おもと） 若松

時間 午後1時30分〜（定員10名）
または午後7時（定員5名）

持ち物
花ばさみ、
剣山

（11cm×8cm）

花ばさみ、
寸度、軍手、
エプロン

花代 1,800円 1,700円
申込締切 12月8日（水） 12月15日（水）

※多数の場合、抽選
◎レモングラスのしめ縄作り講座
　〜ハーブで香るお正月〜

▽とき　12月17日（金）　
　　　  午前10時〜正午

▽ところ　葛城コミュニティセンター

▽材料代　2,000円

▽受講料　200円

▽講師　仲村あけみさん

▽持ち物　花きりばさみ

▽ 申込方法　往復ハガキに「レモン
グラスのしめ縄作り」、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。

※多数の場合、抽選
◎おとなのピアノ

▽とき　1月6日・13日・20日・27日、2
月3日・10日・17日・24日、3月3日・
10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　ピアノ未経験の成人

▽定員　10名 ※多数の場合、抽選

▽受講料　2,000円

▽会費　1期間（3か月）5,000円
※別に、テキスト代約 1,000円

▽講師　樫根香津子さん

▽申込方法　往復ハガキに「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、12月
15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〕
■学校支援土曜塾「茶道教室」

▽とき　12月11日（土）
　　　  午前10時30分〜正午

▽ところ　中央公民館　第3講座室・
第1・第2和室

■楽しいみんぞくの学習と交流
　みんぞくの広場〜未来〜冬のつどい

▽とき　12月21日（火）　午後2時〜
4時（受付： 午後1時30分〜）

▽ところ　中央公民館

▽テーマ　みんぞくの温もり 味自慢
〜民族料理を作って味わい、ルー
ツを感じよう! 〜

▽ 対象　市内在住の外国籍の子ど
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
の取得者で学齢期の子ども

▽申込方法　学校、市教育委員会
にある申込用紙に記入の上、12
月14日（火）までに、各学校また
は、市役所2階学校教育課へ郵送

（〒 635-8511　大中 100-1）、ま
たは持参してください。

〔学校教育課　内線 154〕
■コミュニティセンター講座生募集
◎生け花講座

▽広告の大きさ（1件あたり）
　縦 54ミリメートル、横 87ミリメートル

▽掲載料（1件あたり）　25,000円
※12号連続して掲載する場合、1件分免除

▽申込方法　掲載を希望する広報誌の発行日の1か月前
までに、所定の申込書を広報情報課へ。申込書は市ホー
ムページでダウンロードできます。

※内容やデザインについては、事前にご相談ください。
※同一ページの隣り合う2 枠（2 件分）を、一つの広告と

して申し込むことができます。
※詳しくは広報情報課（内線 291）、または市ホームペー

ジ（http://www.city.yamatotakada.nara.jp/）で。
　ホームページのバナー広告も募集しています。

〔広報情報課　内線 291〕

広報誌「やまとたかだ」に広告を掲載しませんか？
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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

広告欄

お詫びと訂正
　本誌11月号の中で、主催が

「天満在宅介護支援センター」
とあったのは「老人介護支援セ
ンター慈光園」の誤りでした。
お詫びして訂正します。

月 内　容
1月 総会・講演会
2月 市内（旧高田市内）
3月 安堵町（富本憲吉記念館 中邸他）
4月 当尾の里
5月 市内（土庫方面）
6月 吉野方面（バス）
7月 市内（菅原方面）
8月 講演会
9月 南河内（河南町、近つ飛鳥）

10月 帯解方面（正暦寺他）
11月 南京都（南山城方面）
12月 市内（陵西方面）

※学習内容は変更する場合があります。
※コースは徒歩で約4km 〜6kmの予定

▽会費　上期・下期　各 3,000円

▽申し込み・問い合わせ　文化財を
考える会事務局（生涯学習課内）へ。

〔生涯学習課　☎ 53-6264〕

■天満診療所健康教室△

とき　12月9日（木）　
　　　  午後1時〜 2時△

ところ　天満診療所△

テーマ　「お酒と生活習慣病」

▽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　体力測定記録用紙（持っ

ている人）、飲み物

▽主催　天満在宅介護支援センター
　　〔地域包括支援課　内線 558〕

月　日 場　所
12月10日（金） 葛城コミュニティセンター
12月17日（金） 菅原公民館

■選挙人名簿の縦覧

▽とき　12月3日（金）〜 7日（火）
　午前8時30分〜午後5時

▽ところ　選挙管理委員会事務室
　　　　 （市役所3 階）
☆12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2年12月2日以前（12月2日を
含む）に生まれた人

 ● 平成22年9月1日以前（9月1日を含
む）に大和高田市で住民票が作

成され（他の市町村から住所を移した
人は転入届をしていること）、引き続き
12月1日現在、大和高田市の住民
基本台帳に登録されている人

◎在外選挙人名簿の縦覧
　外国に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、あわせておこないます。
〔選挙管理委員会事務室 内線 353〕
■使用済みの食用油の回収△

12月の回収日　12月27日（月）

◎浮孔小学校西側での回収は、廃
　止になりました。
◎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〕

★広報誌「やまとたかだ」1月号は、12月22日（水）発行予定です。〔広報情報課　内線 291〕

▽講師　吉野さかえさん

▽対象　4歳〜 18歳の人

▽材料代　200円

▽申込方法　電話（☎ 53-6264）
または FAX（ 53-6364）で、
生涯学習課学校支援担当まで。

〔生涯学習課　☎ 53-6264〕
■文化財・歴史の見学と学習
　「文化財を考える会」会員募集

▽学習内容

△

講師　医師　梅本典江
　　　〔天満診療所　☎ 52-5357〕
■介護予防教室△

日程
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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

●ハングﾙで年賀状を出そう!
　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　12月19日（日）
　　　  午後1時〜 2時30分△

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・韓国の年始のあいさ
つ「セヘ ボン マーニ パドゥセヨ」と
は、「新年、福をたくさんお受けくだ
さい」という意味です。心温まる、
幸せいっぱいの表現で年賀状を書
いてみましょう!△

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、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
●スキー競技会・トレーニング
◎県民体育大会スキー競技大会

▽とき　1月15日（土）〜16日（日）

▽参加費　3,000円（別途、宿泊費・
交通費）

◎ポールトレーニング

▽とき　1月8日（土）〜10日（祝）

▽参加費　2,000円
　　　　　（別途、宿泊費・交通費）

▽ところ　長野県よませスキー場
　　　　　（北志賀高原）

▽ 申込方法　ハガキまたは FAX に
住所・名前・電話番号を書いて、
12月15日（水）【必着】までに藤田
恵美（〒 635-0085 片塩町 4-8-
201 53-7656）へ。

〔体育協会スキー部〕
●お孫さんとふれあうボウリング大会

▽とき　12月22日（水）　午後2時〜

▽ところ　オプトボウルタカダ

▽チーム編成　50歳以上の人とその
孫（小学生）各1名

▽定員　40組

▽参加費　1組1,600円
※貸靴代は別途必要

▽申し込み　12月19日までに、オプト
ボウルタカダ（☎ 25-0210）まで。

〔体協ボウリング部 
　　　　　　　荒木☎ 22-2020〕

●いろいろしごと相談

▽とき

▽ところ　県産業会館

▽ 内容　就職支援メニューのパネル
展示、キャリアカウンセリング、職業
興味検査

〔奈良しごとi センター
☎ 0742-23-5729〕

●年金の税務上の取り扱いの変更
　相続、贈与等により取得した生命保
険契約や損害保険契約等に係る年金
の所得税の取り扱いが変更されます。
これにより、所得税の還付を受けること

12月20日 午前10時30分〜午後4時
12月21・22日 午前9時30分〜午後4時
12月24日 午前9時30分〜午後3時

ができる場合があります。詳しくは、国
税庁ホームページ（http://www.nta.
go.jp）または所轄の税務署へ。

〔葛城税務署　☎ 22-2721〕
●「相談ならダイヤル」を
　ご利用ください
　8月に開設された県民対象の相談・
問い合わせ総合窓口です。相談の内
容に応じて各相談機関に引き継ぎます。
※市への相談は、直接市の窓口へ。

▽開設時間
　午前8時30分〜午後5時15分
※土・日・祝日・年末年始を除く。

▽連絡先　電話：0742-27-1100
　FAX：0742-22-8653
　E-mail：koho@office.pref.nara.lg.jp
〔県広報広聴課 ☎ 0742-27-8327〕
●犬の捕獲・犬猫の引き取りの休止
 ● 犬の捕獲業務休止期間
　12月15日（水）〜1月4日（火）
 ● 犬猫の引き取り業務休止期間
　12月22日（水）〜1月4日（火）
　　　〔葛城保健所　☎ 22-1701〕
●中和広域消防組合
　入札参加資格申請の受付

▽対象業種（物品調達・役務提供等）
　印刷類、文具・事務用機器、図書・

教材、薬品・医療、産業機器類、
電気・通信機器類、車両類、繊
維皮革類、消防用品類、防災用
品類、日用品類、建物管理等業
務、電算業務、通信業、賃貸業務、
広告イベント、修繕業務など。

※登録品目・業種は、要領に記載さ
れている一覧で確認してください。

▽ 受付期間　平成23年2月1日〜 2
月25日（土・日・祝日は除く）
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★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。

 ●  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 曜 収　集　区　域
1 水 出、秋吉住宅、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
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

7 火 東中1・2丁目、西坊城、出、東雲町
土庫住宅、有井、日之出町

8 水
春日町1・2丁目、東中、出
勝目、田井、松塚、大東町
土庫1・2・3丁目、花園町

9 木 南本町、大中南、北片塩町
曙町、材木町、昭和町

10 金 礒野、大中北、礒野西
13 月 新田、岡崎、中町
14 火 池田、領家、市場
15 水 野口、西代、出屋敷
16 木 市場、有井、西町、内本町
17 金 敷島町
20 月 西三倉堂1・2丁目、中三倉堂1・2丁目

21 火 西三倉堂1丁目、中三倉堂1丁目
今里、旭北町、旭南町

22 水 南陽町、甘田町、蔵之宮町、大中東町
曽大根、北片塩町、東三倉堂町、旭北町

24 金 甘田町、蔵之宮町、栄町、南陽町
永和町、南今里町、中今里町

25 土 築山、片塩町、礒野東町

27 月 築山、本郷町、北本町、高砂町
永和町、礒野南町、内本町

28 火 築山、旭北町、本郷町
29 水 奥田県住

　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
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▽申請場所　中和広域消防組合消
防本部総務課（橿原市慈明寺町
149-3）

※要領と申請書類は、中和広域消
防組合ホームページ（http://www.
chuwa-119.jp/）からダウンロードし
てください。高田消防署でも配布し
ています。

◎競争入札参加資格審査申請業者
の中間年書類の提出

　平成22年12月末までに申請した業者
は、中間年に書類の提出が必要です。

▽対象業種　物品調達、役務提供等

▽必要書類　各納税証明書、受領書

▽ 受付期間　平成23年3月1日〜 3

市立看護
専門学校

▽募集人員　30名（推薦を含む）

▽修業年限　3年△

受験資格　高等学校卒業者およ
び平成23年3月卒業見込みの人ま
たは、これと同等以上の学力を有
する人△
受験料　20,000円（指定の受験
料納付書で銀行振込）

※納めた受験料は返却しません。△

願書受付期間　12月20日（月）〜
12月27日（月）【当日必着】

月25日（土・日・祝日は除く）
〔中和広域消防組合消防本部

総務課契約係 ☎ 0744-22-0119〕

△

試験日　1月19日（水）　午前9時〜△

試験場所　市立看護専門学校
※出願書類・出願手続き・試験科

目等、詳しくは、大和高田市立
看護専門学校のホームページを
ご覧いただくか、下記へお問い
合わせください。△

問い合わせ先　
　大和高田市立看護専門学校　
　（☎ 53-2901　内線 5248）
　　〔大和高田市立看護専門学校〕 

平成23年度学生募集

オープンスクールで

★工業統計調査に
　ご協力を
　製造業を営む事業所を対象に

「平成22年工業統計調査」が、
12月31日現在で実施されます。
　対象の事業所には、本年12
月から来年1月にかけて、調査員
が調査票の記入のお願いに伺い
ますので、ご協力をお願いします。

〔産業振興課　内線 264〕


