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10月9日、市民交流センターで、姉妹都市リズモー市からの派遣学生
と市民活動団体との交流がありました。
派遣学生の皆さんは、日本舞踊や日本芸能、剣舞や三味線、吹矢など
を見て体験して楽しみました。これまで見たことのない文化に触れて、
驚きの表情が印象的でした。絵手紙をつくるコーナーでは、派遣学生は
これまでの滞在期間での思い出を絵にしたり、踊りのコーナーでは、派
遣学生も市民活動団体の皆さんも並んで一緒に踊り、笑顔あふれる交
流となりました。
派遣学生は、9月27日に本市に到着してから10月11日に帰国するまで
毎日たくさんの思い出を作り、大和高田市の魅力を知りました。55年を
迎えたリズモー市との交流が、これからも続いていくことを願います。

（平成30年10月9日撮影：市民交流センター）
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世界に一つだけの絵手紙

広報誌　やまとたかだ　2018.11　No.1002
●人口／65,266人（－61）男／30,920人（－39）女／34,346人（－22）●世帯数／29.397世帯（－17）平成30年10月1日現在（　）内は前月比です
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謹賀新年
平成30年11月上旬より、年賀状に使える、大和高

田市マスコットキャラクター「みくちゃん」のイラストを
大和高田市のホームページから無料ダウンロードでき
るようになります。

新年バージョンのデザインです。ダウンロードの上、
自由に使用することができます。新年のあいさつをみ
くちゃんのイラスト入り年賀状で届けてみませんか。

デザートを食べながらのグループトークや、グループ対
抗のゲームで親睦を深めます。当日は市内のお菓子屋さ
んのスイーツを用意します。パーティー後半には、クリス
マスプレゼント交換会や、フリータイムもあります。
▷とき　12月16日㈰　午後2時～5時30分
　　　 （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
  　　　  （本郷町6-36）
▷定員　70名（男女各35名）
※申込者多数の場合は抽選
▷参加費　3,000円（お土産付き）
▷対象者　23 ～40歳までの独身の人で、

①大和高田市に在住、在勤、市内の中学校または高等
学校に在校していたなど、大和高田市に縁のある人
または関心のある人

②当日、クリスマスプレゼント交換会で使用する異性
の人に向けてのプレゼント（1,000円程度）を1つ持
参できる人

▷申込方法　11月23日㈮までに、名前（フリガナ）・性別・
住所・生年月日・電話番号・メールアドレス・大和高田市
との繋がりを書いて、下記メールアドレスまで申し込ん
でください。

※電話での申し込みはできません。
※個人情報については、主催者側で保管・管理し、イベン

ト終了後は速やか、かつ適切に破棄します。
▷申込先・問合先

事業委託業者　ARIGATO　FACTORY
（アリガトウファクトリー）　担当者：迫
電話：☎0742-22-6666
メールアドレス：
yamatotakadashi@arigato-factory.com

〔自治振興課　内線227〕

〔企画広報課　内線285〕

年賀状用 みくちゃんイラストの
ダウンロード開始

婚　　活
イベント

大和高田市が出会いを応援

Sweets Christmas Party
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※試合は4名で行う。そのうち、女性、もしくは小学生2
名以上がコート内にいなければならない。

●グラウンドゴルフ
▷ところ　高田小学校
▷募集チーム数

◦団体の部　16チーム（1チーム3名編成）
◦個人の部　24名

※スコアラーと用具は主催者側で用意します。
※雨天中止（グラウンドの状態が悪い場合も中止の可

能性あり）当日の午前7時30分に中止かどうかを決定
▷参加資格　市内在住・在勤・在学の人
▷申込方法　11月9日㈮までに、総合体育館へ。
●カローリング

軽スポーツ種目「カローリング」の体験も総合体育
館で同時開催

　下記の日程で、市内各小学校のマラソン大会が行われます。元気に走る子どもたちを、応援してください。
学校名 とき コース

浮孔西小学校 11月21日㈬
午前8時50分～午後0時25分 学校敷地内

磐園小学校 11月27日㈫
午前8時30分～10時45分 大字有井周辺

菅原小学校 11月27日㈫
午前8時50分～正午 学校周辺（大字根成柿）

浮孔小学校 11月28日㈬
午前9時～正午 学校および新池周辺

土庫小学校 11月29日㈭
午前9時～11時

土庫小～広陵町浄水場手前
（明日香大和郡山自転車道）

高田小学校 11月30日㈮
午前9時～11時20分

大中公園敷地内および
大字大中周辺

陵西小学校 11月30日㈮
午前9時20分～正午

第二健民グラウンド敷地内および
大字野口周辺

片塩小学校 12月4日㈫
午前9時～正午 学校東側　常光寺池周回

◎ふれあいスポーツ広場
▷とき　11月18日㈰
  　　　午前9時から総合体育館で開会式
▷種目
●ソフトバレーボール

▷ところ　総合体育館
▷募集チーム数

◦一般の部（チャンピオンコース）
　30チーム（1チーム8名編成）
※試合は4名で行う。そのうち、女性が3名以上

コート内にいなければならない。
◦一般の部（ふれあいコース）
　12チーム（1チーム8名編成）
※バレーボール、もしくはソフトバレーボール女性

経験者は1名以内

◎親子バドミントン大会
▷とき　12月1日㈯　開会式：午前9時から
   　　 （受付：午前8時45分から）
▷ところ　総合体育館　主競技場
▷対象　子ども（小学生）と保護者（祖父母も可）で1チーム
▷定員　80組　▷参加費　無料
▷申込方法　11月16日㈮までに総合体育館へ。
※組み合わせ、および競技の説明は大会当日に行います。

◎元プロＪリーガー選手の特別スポーツ教室
▷とき　12月8日㈯　　午前11時～午後1時
▷ところ　総合体育館
▷対象者　市内の小学生
▷内容　北澤豪さんとのふれあいサッカー（技術指

導）、抽選会など
※申込不要、参加費無料
※ボール、体育館シューズを持参

いい汗かこう！スポーツイベント

みんなで応援しよう！ 市内小学校マラソン大会

小学校からのお願い
　マラソン大会当日は、学校
敷地内だけでなく、小学校の
周辺などもマラソンコースに
なります。児童の安全を守る
ため、コース付近を車などで
走行するときは、十分に気を
つけてください。皆さんの協
力をお願いします。

※ 雨天の場合、日程が変更にな
ることがあります。

※ 詳しいコースは、各学校へ問
い合わせてください。

※行事における傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて、一切の責任を負いません。
※上記すべての競技方法など、詳しくは総合体育館へ。

〔総合体育館　☎22-8862〕

〔学校教育課　内線151〕
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世界の恒久平和を願うとともに、戦没者に対して心か
ら哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りするため、大和高田市
の戦没者追悼式を行います。
▷とき　11月7日㈬　午後1時30分から
※どなたでも参加できます。
▷ところ　さざんかホール　3階小ホール
※午前10時の時点で、警報が発令されている場合は中止。

式典開催中に、警報が発令された場合も、ただちに中止。
なお、中止の場合は、市ホームページでお知らせします。

◎送迎バスの運行経路
１号車　奈良農協天満支店前（午後0時10分発）→西坊

城市場前（0時15分発）→出郵便局前（0時18
分発）→近鉄浮孔駅バス停（0時25分発）→曽大
根バイパス下JR 踏切東側（0時35分発）→東中
バス停（0時40分発）→近鉄高田市駅（0時45分
発）→さざんかホール

2号車　朝井酒店前（午後0時10分発）→北敷島町地蔵
尊前（0時15分発）→野口和里前（0時30分発）
→陵西小学校バス停（0時35分発）→陵西市場
バス停（0時40分発）→新田バス停（0時45分発）
→さざんかホール

3号車　東部こども会館横駐車場（午後0時10分発）→土
庫小学校（0時20分発）→松塚山陽プラスチック
ス前（0時25分発）→藤森バス停（0時30分発）
→池尻大和グリーンハイツ前（0時40分発）→セ
ブンイレブン日之出町店前（0時45分発）→さざ
んかホール

※帰りのバスは、午後3時にさざんかホールを出発する予
定です。

〔社会福祉課　内線534〕

▷とき　12月5日㈬、平成31年1月21日㈪、
3月1日㈮　午前10時から

▷ところ　児童館2階
▷対象　平成29年12月1日から平成30年3月31日生ま

れの子どもとその保護者
▷定員　親子で10組
※申込多数の場合は抽選
▷申込方法　11月20日㈫までに、往復はがきに子どもの

名前（ふりがな）、生年月日・住所・電話番号を書いて児
童館（〒635-0036　旭北町4-34）へ。

〔児童館　☎22-4150〕

クリニック受講者は、平成31年1月6日㈰の本公演開
演前のウェルカムコンサートで、須川さんと一緒にクリ
ニック課題曲を演奏します。
▷とき　12月28日㈮、平成31年1月5日㈯・6日㈰
▷受講対象　サクソフォン経験者で、本公演（1月6日㈰開

催「大阪交響楽団ニューイヤースペシャルコンサート」）
のチケットを購入し、3日とも参加可能な人。

▷定員　約30名（先着順）
▷課題曲　石毛里佳編：「ダッタン人の踊りのテーマによ

る変奏曲的エチュード」
▷申込方法　電話でさざんかホール（☎53-8200）まで

申込書をお取り寄せください。
※須川展也氏の指導を受けるサクソフォンのクリニック

です。
※各自で楽器を持参してください（ホールでの準備はあり

ません）。
※楽譜は用意します。申し込み時に楽譜を渡しますので

練習してきてください。
〔文化振興課　☎53-8200〕

▷とき　11月22日㈭　午前9時～午後4時
11月23日（金・祝）　午前9時～午後1時

▷ところ　市立陵西公民館（市場276-1）
▷内容

●成果発表（演芸）　23日　約30組
　謡曲（観世流）・尺八・大正琴・声楽・コーラス・ヨガ
●作品展示　22日・23日　約80点
　華道（未生流）・ちぎり絵・水墨画・折り紙
●茶席・焼きそばコーナー　23日
　午後1時ごろまで（なくなり次第終了）　※有料

〔市立陵西公民館　☎23-3562〕

戦没者追悼式 にこにこ広場

須川展也による
サクソフォンクリニック

陵西公民館作品成果発表会
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水痘（水ぼうそう）予防接種
1歳を過ぎたら早めに予防接種

を受けましょう。
▷ところ　市内委託医療機関
▷対象　1歳・3歳未満（3歳の誕生

日前日まで）
※過去に水痘に感染した人は対象外
▷接種回数　2回
※市外で接種する人は、母子健康

手帳、予防接種手帳を持って保
健センター窓口へきてください。

もぐもぐ教室
子どもの栄養と離乳食について

の話や試食を行います。初めての
子育てにとまどっている人は、ぜ
ひ参加してください。
▷とき　12月19日㈬
　午前9時45分～11時30分
　（受付：午前9時30から）
▷ところ　保健センター
▷内容　子どもの栄養や離乳食

の話・離乳食のデモンストレー
ション・試食（保護者対象）

▷対象　平成30年6月・7月生まれ
の乳児（第1子）の保護者（同伴可）

※第2子以降は要相談
▷持ち物　母子健康手帳・赤ちゃ

んに必要なもの（オムツ・ミル
ク・バスタオルなど）

▷申込方法　保健センターへ電話、
または窓口で。

子宮頸がん・乳がん検診
子宮頸がん・乳がんは検診によ

る早期発見が可能です。定期的に
検診を受け、大切な体を守りま
しょう。
▷受診期間　平成31年2月末まで
（定員になり次第締切）

▷受診場所　指定医療機関
▷対象
◦子宮頸がん検診　20歳以上
◦乳がん検診　40歳以上
※昨年度受診した人は対象外
▷申込方法　検診票がない人は、

保健センターへ申込みしてくだ
さい。後日、検診票を発送しま
す。病院への予約方法など詳し
くは、検診票と同封する案内文
を見てください。

▷費用　2,000円
　（70歳以上は無料）
◦検診料の免除要件（生活保護法

による被保護世帯・市民税非課
税世帯）に該当する人は、検診日
までに、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、検診費用を返金する
ことができません。

■毎月19日は食育の日
適正体重を知り、
　維持しましょう！
適正体重＝
  身長（ｍ）×身長（ｍ）×22

養成講座
のご案内

～あなたも食生活改善推進員（食推さん）・
運動普及推進員（運推さん）になりませんか？～

地域での仲間づくりを通じて、自身だけではなく、地域全体の健康づくりをめざすボランティアを養成します。健康や
食事、運動についての知識や実践方法を仲間と一緒に楽しく学びましょう。
▷ところ　保健センター　▷定員　食推・運推各25名（両コースの受講可）
▷対象　市内在住の成人 （運推は運動制限のない人）。講座終了後、それぞれの協議会に入会し、地域でボランティア活

動ができる人
▷費用　食推コースの2月14日のみ実習費500円。他無料。
▷申込方法　11月22日㈭までに、電話で保健センター（☎23-6661）へ。

日　程 内　　容
共
通
プ
ロ
グ
ラ
ム

1 11月30日㈮午後1時30分～4時 開講式／オリエンテーション／メタボリックシンドロームのお話／活動量計体験
2 12月14日㈮午前9時～11時30分 食品衛生、食中毒予防について／栄養の基礎知識（食事バランスガイド）
3 12月21日㈮午前9時～11時30分 地区組織活動について（食推・運推の心構えと役割）／講演会「わたしの町の健康づくり」
4 平成31年3月8日㈮午後1時30分～4時 修了式／これからの活動に向けて

食　推
コース

食1 平成31年1月25日㈮午前9時～11時30分 血液をさらさらにする栄養とは？／減塩・野菜たっぷりメニューをつくろう
食2 2月14日㈭午前9時～午後1時 食推の活動紹介・交流会（実習含む）

運　推
コース

運1 2月1日㈮午後1時30分～4時 体操指導の注意点／対象者にあった体操メニューをつくろう
運2 3月5日㈫午前9時～11時30分 体操発表「体操リーダーになってみよう！」

お詫びと変更
広報誌 3月号に折込していました「母子保健事業のご案内」の内容に、変更があります。
お詫びするとともに、下記のとおり、時間を変更します。
母子健康手帳の交付
（誤）12月 3日　午後　受付時間　⑥13：30　⑦ 14：00　⑧ 14：30　⑨ 15：00　⑩ 15：30
（正）12月 3日　午前　受付時間　① 9：30　② 10：00　③ 10：30　④ 11：00
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市　税市　税
11月は固定資産税（第4期）と
国民健康保険税（第5期）の
納期月

納期限は11月30日㈮です。固定
資産税の納税通知書および納付書
は4月に、国民健康保険税は7月に
それぞれ発送済みです。

奈良県市町村税納税コールセンター
本市では、国民健康保険税の収

納強化のため、奈良県および県内
6市町と協働で、「奈良県市町村税
納税コールセンター」を平成28
年10月から開設しました。同セ
ンターでは、委託業者のオペレー
ターにより、国民健康保険税の納
付期限が過ぎても納付の確認がで
きていない人に、電話で「納付をお
忘れでないですか」の呼びかけを
行っています。
◎不審な電話に注意

同センターでは、必ず、「奈良県
市町村税コールセンターの○○で
す」と名乗り、納付期限が過ぎて
いることをお知らせします（コー
ルセンター電話番号：☎0120-55-
8669）。

同センターからは、金融機関名
や口座番号を指定し振込を求め
ることや、現金自動預け払い機

（ATM）による振込操作を指示す
るようなことは絶対にありませ
ん。不審な点がありましたら収納
対策室へ連絡してください。

広報誌 10 月号で、「市町村
と県との「不動産合同公売」
の実施」の中で、売却区分番
号を“大和高田市 -2-1”、“大
和高田市 -2-2”と標記しまし
たが、正しくは“大和高田市
-1”、“大和高田市 -2”です。

お詫びと訂正

〔収納対策室　内線235〕

国　保国　保
特定健診の集団健診
土曜日も実施

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
できる特定健診を実施しています。

保健センターや公民館などの特
設会場で受診できる集団健診を11
月から1月までの間に計15回実施
しますが、そのうち5回は下記の日
程で土曜日に実施します。
◎集団健診土曜日の日程

とき ところ

11月10日㈯ 市立土庫公民館
11月17日㈯ 市立菅原公民館
12月　1日㈯ 市立陵西公民館

12月　8日㈯ 葛城メディカルセンター
（保健センター 3 階）

平成31年
　1月26日㈯

葛城メディカルセンター
（保健センター 3 階）

集団健診の受診を希望する人は、
保険医療課国保係へ電話予約して
ください。

また、医療機関で受診できる個
別健診も実施しています。集団健
診の土曜日以外の日程や個別健診
を実施している医療機関など詳細
は受診券に同封のリーフレットを
見るか、保険医療課国保係まで問
い合わせてください。なお、医療機
関での個別健診は、医療機関へ直
接電話予約して受診できます。
▷対象　国民健康保険に加入して

いる40歳～74歳の人
▷費用　1,000円
▷必要なもの　国民健康保険の保

険証、受診券、質問票
▷期間　平成31年1月31日㈭まで
▷受診方法
○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）
の2つから選択できます。
〔保険医療課　国保係　内線568〕

交通事故にあったときは
必ず届出を

交通事故など第三者の行為で傷
病を受けた場合も、「第三者の行為
による被害届」を保険医療課へ届
け出ることにより、国民健康保険
で治療を受けることができます。
本来、治療費は加害者が支払うも
のですが、一時的に国保が立替払
いをして、あとから国保が加害者
に費用の請求をします。示談を結
ぶ前に必ず国保に連絡をして、届
け出てください。
▷必要なもの　事故証明書（警察

に連絡し、もらってください）、
保険証、印鑑、第三者の行為によ
る被害届

※第三者行為による傷病の疑いが
ある人に、確認の文書を送付し
ています。届いたら下記まで連
絡してください。

〔保険医療課　国保係　内線578〕

年　金年　金
出し忘れはありませんか
公的年金等の受給者の
「扶養親族等申告書」

9月下旬に日本年金機構から、
「平成31年分扶養親族等申告書」
が対象者（※下記参照）に送付さ
れています。申告書は、「重要書類
在中」と書かれた横長の茶封筒に
入っています。扶養家族がいない
単身者も返送しないと、来年の年
金から所得税が多く源泉徴収され
る場合があります。提出期限（10
月末）が過ぎていますが、出し忘れ
ている人は、必要事項を記載して
早急に返送してください。

対象者には毎年秋ごろ、申告書
が日本年金機構から郵送されま
す。忘れずに期限内に返送するよ
うにしてください。
※送付対象者
64歳以下…老齢年金額108万円

以上の人
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65歳以上…老齢年金額158万円
以上の人

（JR、JT、NTT、農林共済の退
職共済年金受給者は、上記額以
下でも一部対象者有）
年齢は2019年12月末時点

▷問い合わせ先
日本年金機構「扶養親族等申告
書お問い合わせダイヤル」
☎0570-081- 240
または、
大和高田年金事務所
☎22-3531

〔市民課　年金係　内線529〕

児童福祉児童福祉
受給申請をお忘れなく
「児童手当・児童扶養手当・特別児

童扶養手当」
すでに受給している人は、受給

申請は不要です（ただし、毎年の現
況届出などは必要です）。
※毎年の現況届は、児童手当は6

月、児童扶養手当は8月、特別児
童扶養手当は8月中旬～9月中
旬です。

〔児童手当〕
▷支給対象者

中学校卒業までの児童（15歳の
誕生日後の最初の3月31日ま
で）を養育している人

▷手当月額（児童1人あたり）
●3歳未満・・・一律15,000円

●3歳以上小学校修了前・・・10,000
円（3子以降は15,000円）

●中学生・・・一律10,000円
※申請者の所得が所得制限限度額

以上の場合は、児童の年齢など
に関わらず月額一律5,000円を
支給。

※児童が生まれたとき、受給者や
児童の住所が変わったとき、公
務員でなくなったときなどは、
必ず15日以内に届出をしてく
ださい。

〔児童扶養手当〕
▷支給対象者　父または母と生計

を共にしていない家庭、または、
父または母に重度以上の障が
いがある家庭で、児童（18歳に
なった年度の3月31日までの間
にある人）を養育している父ま
たは母、もしくは父母にかわっ
て養育している人。

▷手当月額
所得制限により、次のいずれか

の額になります（児童1人の場合）。
●全部支給：42,500円
●一部支給：10,030円～42,490円
※受給者、配偶者、扶養義務者など

の収入が、限度額以上の場合は
支給されません。児童が児童福
祉施設に入所している場合など
は、申請できません。

〔特別児童扶養手当〕
▷支給対象者

20歳未満の身体または精神に、
重度または中度以上の障がいのあ
る児童を家庭（児童施設等入所児

童を除く）で養育している父母ま
たは、父母にかわって児童を養育
している人。
▷手当月額（児童1人あたり）
●1級　51,700円
●2級　34,430円
※受給者、配偶者、扶養義務者など

の収入が、限度額以上の場合は
支給されません。
上記の3手当の要件に該当する

人は、児童福祉課で申請してくだ
さい。申請した翌月分からの支給
となります（要件に該当していて
も、手続きが遅れると申請月以前
の手当は支給されません）。

申請手続きのときは、マイナン
バーの記入・提示と本人確認（免許
証など）が必要です。

必要書類など、詳しくは児童福
祉課に問い合わせてください。窓
口来庁のときは、本人確認できる
もの（免許証、保険証など）を持っ
てきてください。

〔児童福祉課　内線567〕

▷11月の開場日　10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

広告欄

★☆ 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　11月22日㈭
　 【次回予定　12月6日・13日・20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。

※ 課税についての問い合わせ・申請
など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　11月7日㈬・21日㈬
　【次回予定　12月5日㈬・19日㈬】
　午後5時15分～9時
▷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。
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水　道水　道
収納事務の一部を弁護士法
人に委託

水道料金や下水道料金を滞納し
ている人への、郵便督促や電話督促
などの収納事務を弁護士法人「舘野
法律事務所」に委託しています。

郵便督促や電話がかかってき
ても、預金通帳番号やキャッシュ
カードの暗証番号を聞くことはあ
りません。水道料金などを完納し
ている人との公平性を図るためで
す。ご協力をお願いします。

  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。

　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。
　申請者本人がきてください。
▷ とき　11月10日㈯
　　　  午前9時～正午
 【次回予定　12月15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

マイナンバーカード
休日窓口

広告欄

最初に通知カードを受け取って
から、住所・氏名に変更がない人
のみです。住所や氏名に変更が
あった人は、市民課にて新しい申
請書の交付が必要です。
◎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。

〔市民課　内線530〕

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

▷ ところ　市民交流センター
▷ とき　午前9時～午後6時
※休館日（第1・3月曜。祝日に

あたる日は翌平日）を除く
※マイナンバー入りの住民票、

除票、記載事項証明は発行で
きません。

〔市民協働推進課　☎44-3210〕

休日に住民票・
印鑑証明の
発行ができます

休日に住民票・
印鑑証明の
発行ができます

本誌 10 月号の「マイナンバーカー
ド休日窓口」に、9月号と同じ内容
の記事を掲載してしました。来所を
予定していた人に、ご迷惑をおかけ
したことをお詫びいたします。

〔企画広報課　内線 291〕

広報誌10月号のお詫び

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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▷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、
　下記へ。電話申込は火曜～金曜の

午後1時以降に受けます。
〔生涯学習課　☎53-6264〕

■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）

11月4日㈰
午前10時30分から

ときめきたかだ横駐車場
（総合公園北側）

キッズ将棋・オセロ
（中村正継、増田佳美）

11月10日㈯
午後1時30分から 中央公民館

パウダーアート
（クリスマス・来年の干支
バージョン他）

（仲本八寿、田中奈々）

11月25日㈰
午前1時30分から 中央公民館

広告欄

■すこやか広場
　11月イベントの案内
★「親子ふれあいあそび・リトミック」
▷とき　11月8日㈭　午前10時か

ら（申込受付：11月2日㈮から）
▷ところ　市民交流センター 2階
　交流スペース（片塩町12－5）
▷対象　就学前の児童とその保護者
▷定員　25組
▷申込方法　すこやか広場来館に

て申し込み
※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
のホームページに掲載

〔市民交流センター　親と子の　
すこやか広場　☎44-3213〕

■大和高田市心身障害者作品展
　作品募集
▷種目　絵画、写真、書道、工芸、手

芸、文芸（短歌、俳句、川柳）、コン
ピューター・タイプアート

▷対象　市内在住で障害のある人
▷申込方法　11月20日㈫までに、

所定の申込用紙（総合福祉会館に
設置、高田市社協ホームページか
らもダウンロード可）に必要事項
を記入し、持参またはFAX（
24-2730）で総合福祉会館へ。

◎大和高田市心身障害者作品展
▷ と き　12月8日 ㈯ ～12月18日

㈫の正午まで
▷ところ　総合福祉会館（ゆうゆ

うセンター）
〔総合福祉会館　☎23-0789〕

■さわやか生活教室
開催日 場 所 担 当

11月8日㈭ 総合福祉会館
（池田）

在宅介護支援
センター慈光園

☎52-5001

11月9日㈮ 市立土庫公民館
（土庫）

ふれあい在宅
介護支援
センター

☎53-5499

11月13日㈫ 市立菅原公民館
（吉井）

天満在宅介護
支援センター
☎23-1161

▷時間　午後2時～4時
▷内容　フレイル予防に効果的な

栄養と運動についての話、簡単
な体力測定

▷持ち物　お茶、持っている人は
介護予防手帳、体力測定用紙

※費用無料、申込不要
〔地域包括支援課　内線558〕

■消費生活講演会
▷とき　11月16日㈮　午後1時30

分から（開場：午後1時）
▷ところ　さざんかホ－ル　3階

小ホ－ル
▷内容
「犯罪被害者にならないために」
「安全な歩行について」

▷主催　大和高田市地域婦人会連
絡協議会

※申込不要・入場無料
〔生涯学習課　☎53-6264〕

■高田朗読教室「早蕨」発表会
▷とき　11月25日㈰　午後1時30

分～3時30分
▷ところ　葛城コミュニティセン

ター　2階小ホール
▷演目
　第1部　今昔物語、泥かぶら
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　第2部　詩、転生、土佐源氏（抄）
〔葛城コミュニティセンター

☎23-8001〕

■大和高田市統計図表展
▷とき　11月29日㈭～12月2日㈰
　午前10時～午後5時
※12月2日は午後3時まで
▷ところ　さざんかホール
　2階展示ホール

〔産業振興課　調査統計係　
内線264〕

■第11回「つながれつながれ高田っ子」
▷とき　12月1日㈯　午後1時30分

～3時
▷ところ　市民交流センター2階

交流スペース
▷内容　手遊び（大和高田市保育

士会）、親子向けあそび歌ライブ
（小倉げんき）

　詳しくは、下記へ。
〔保育課　内線584〕

■特設人権相談所の開設
12月4日～10日は「人権週間」です。

▷とき　12月4日㈫　午後1時～4時
▷ところ　総合福祉会館　（池田

418-1）
〔人権施策課　内線288〕

■地域づくりフォーラム
▷とき　11月9日㈮午後2時～4時

30分（受付：午後1時30分から）
▷ところ　さざんかホール　3階

小ホール
▷内容
　第1部：講演『自分たちで考え、

取り組むよりよいまちづくり』
講師　志藤 修史さん（大谷大学
教授）

　第2部：活動報告
　第3部：パネルディスカッション
※費用・申込不要

〔地域包括支援課　内線571〕

■「未来は元気フェスティバル
2018」について
10月に自治会配布のポスターと

本誌挟み込みチラシに掲載されて
いる参加キャラクターについて、新
たに御所市のゴセンちゃんが参加
します。なお、徳島県那賀郡那賀町
のゆずがっぱは、都合により参加で
きなくなりました。

〔企画広報課　内線286〕

　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）

11 月のし尿収集予定

■使用済みの食用油の回収
▷11月の回収日　11月26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〕

日 曜 収　集　区　域
1 木 奥田県住、出、秋吉

2 金 大谷、北角、敷島町、奥田、吉井、
根成柿

5 月 敷島町、根成柿、吉井、旭北町、
本郷町、藤森、池尻、築山、神楽、有井

6 火
敷島町、根成柿、吉井、秋吉、日之
出町、日之出西・東本町、土庫住
宅、花園町、大東町

7 水
東中、東中1・2丁目、春日町1・2
丁目、西坊城、出、土庫1・2・3丁
目、東雲町、松塚、三和町

8 木 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

9 金 礒野、礒野北、南本町、北片塩、大
中南、東雲町、松塚、三和町

10 土 曙町、材木町、昭和町

12 月 大中北、新田、岡崎、中町、池田、
領家、礒野北、築山

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

15 木 出屋敷、有井、西三倉堂1・2丁目、
築山

16 金 西町、有井、内本町、中三倉堂1･2
丁目、西三倉堂1・2丁目、築山

19 月 中三倉堂1・2丁目、西三倉堂1・2
丁目、甘田町、敷島町

20 火 中三倉堂1・2丁目、甘田町
21 水 曽大根

22 木 南陽町、蔵之宮町、甘田町、今里、
旭北町、旭南町

26 月 大中東、南陽町、蔵之宮町、甘田
町、北片塩町、東三倉堂町、旭北町

27 火
蔵之宮町、甘田町、栄町、東中1・
2丁目、南今里町、中今里町、片塩
町、礒野東町

28 水 永和町、礒野南町、内本町
29 木 本郷町、北本町、高砂町、永和町
◦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。
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▷内容　福祉分野の事業所20社が
集結した合同面接会、各事業所によ
るプレゼンテーション（午前11時から）

※面接を希望する人は、履歴書持参。
※参加無料、予約不要

〔NPO法人 キャリア・サポート
みらい　☎0742-24-3001〕

●マーマの里からのお知らせ
月～土曜日、午前10時～午後3

時まで、親子で自由に遊べます。
「一時預かり保育」もあります。

◎リサイクルバザーのお知らせ
▷とき　11月23日（祝・金）、24日㈯

　午前10時30分～午後2時
▷内容　子供服、婦人服、かばん、

靴など
◎「子育て、家事支援お助けマン募

集」説明会開催
少しでも人の役に立ちたい人、

保育士、介護士、看護士、車の免許
のある人を募集しています。
▷とき　11月9日㈮　午前11時から
※いずれも場所は、コープなんご

うテナント棟「子育てステー
ション」（大谷758-80）

〔NPO法人マーマの里　田丸
☎080-5334-5092〕

●運転適性相談
▷受付時間　平日午前10時～午

後4時
高齢運転者やその家族、一定の

病気がある人、身体機能に関する
障がいのある人など、運転に関す
る相談に、専門知識を持った相談
員が応じます。

〔奈良県運転免許センター
適性相談係　☎0744-22-5542〕

●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〕

●カルタで楽しむマルティリンガル
大和高田 ケグリ　　オリニ  会

「ケグリ」とは「蛙」、「オリ二」と
は「子ども」という意味です。
▷とき　11月11日～12月16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　多様な民族が暮らす私た
ちのコミュニティ。韓国・朝鮮
語、台湾語、中国語、ベトナム語
のカルタを作ります。カルタ遊
びをしながら、マルティリンガ
ル（多言語）体験をしましょう。

▷対象　子どもから大人まで、ど
なたでも参加できます。

▷参加費　各回2,000円
▷持ち物　筆記用具
▷申込方法　1週間前までに、往

復はがきに名前、住所、FAXの
ある方はFAX番号を明記の上、
申し込みください。電話での受
付、返信は行っていません。

▷連絡先　キム・カンヂャ（金康子）
〒635-0003 土庫726-2

52-0402

●高田オープンテニス大会
◎シングルス戦
▷とき　11月18日㈰　シルバー

男子・一般男子・一般女子：午前
8時30分集合　シニア男子：午
後1時集合

※雨天の場合も集合
予備日：11月23日（金・祝）

▷ところ　総合公園テニスコート
▷種目　シングルス（一般男子・シニ

ア男子・シルバー男子・一般女子）
▷定員　一般男子18名、シニア男

子（満50歳以上）24名、シルバー
男子（満65歳以上）18名、一般
女子18名　※先着順

▷参加費　1人1,000円（当日徴収）
▷申込方法　11月10日㈯【必着】

までに、往復はがきまたはＥ
メール（yoshi2yoshida@gaia.
eonet.ne.jp）に 大 会 名・種 目・
住所・名前・所属クラブ・電話番
号を書いて、吉田秀夫（〒639-
2164　葛城市長尾362-7）へ。

〔体協テニス部　吉田　☎48-4233〕

●プロバスケチーム「バンビシャ
ス奈良」大和高田市民優待DAY
11月24日 ㈯・25日 ㈰、12月12

日㈬のホームゲームでは、本市市
民が2階自由席を優待価格で観戦
できます。

詳しくは、ホームぺー
ジ（http://bambitio
us.jp）を確認、または電
話で下記へ。

〔バンビシャス奈良　☎0742-20-1800〕

●保護にゃんたちの幸せ譲渡会
▷とき　11月10日㈯、12月8日㈯
　午後1時～4時
▷ところ　正木ビル2階
　（北本町12-14）
※当日猫を連れて帰ることはでき

ません
※ワクチン代などが別途かかります
※引き取りなどは行っていません

◎猫活サポーターの募集
▷活動内容　野良猫地図の作成、不

妊手術のための捕獲、搬送、その
他、マナーの向上や猫を育てるサ
ポート。申込など、詳しくは下記へ。

〔たかだ地域猫ネットワーク
　土井　☎090-7493-5076〕

●第6回あおによし音楽コンクー
ル奈良2018

▷とき　11月11日㈰
　午前10時から（小ホール）
　午前11時から（大ホール）
▷ところ　さざんかホール
▷内容　ピアノ、管楽器、弦楽器、声

楽部門の予選通過者による演奏
※入場無料

詳しくは、公式ブログ（https://
ameblo.jp/ikarugamusic/）を見
てください。

〔一般社団法人
あおによし音楽コンクール奈良事務局

☎47-1069〕

●福祉のしごと就職フェア
　（合同面接会）

介護職・事務職・看護職・保育士
の求人があります。
▷とき　11月21日㈬午前11時～

午後4時
▷ところ　県産業会館（幸町2番33号）
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