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7月27日、市民交流センターで「さぶみっと！ヨクスル in 大和
高田」が行われました。
「さぶみっと！ヨクスル」とは、全国各都市で行われている地方

創生を目的としたイベントで、大和高田市で行われるのは4回目
になります。

会場では、大和高田市をよくすることに繋がる3つのテーマに
ついて、いくつかのグループに分かれて、アイデアを出し合いま
した。他の人の意見を否定することなく、とにかく思いついたア
イデアを楽しく出し合い、課題の解決に繋げていきます。最後に、
おにぎりが配られ、各自で持ち寄ったおかずをみんなで分け合っ
て食べて、大和高田市が好きな人同士、交流を深めました。
「大和高田が好き！」という人は、ぜひ参加してください。

〔令和元年7月27日撮影：市民交流センター〕

大和高田市をヨクスル
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◎総合福祉会館内
●交通安全クイズラリー（館内・ゲートボール場　計４か所）
●JR体験コーナー（３Ｆ）
●「ヒート　ハートたかだ」による啓発イベント
・…ペープサート「交通ルールを守ろう」（３Ｆ）
●手作り体験（２Ｆ）
●親子でつくってあそぼう（１Ｆ）
・…牛乳パックdeぴょーん！・いないいないばぁ風船・紙
パックのヨーヨー・ジャバラうちわ・紙コップロケット
●交通安全母の会ゲームコーナー（チケット制１回５０円）（２Ｆ・３Ｆ）
・…サイコロゲーム・わなげ・お手玉投げゲーム・スーパー
ボールすくい・信号的あてチャレンジ・ぴかぴかグッズ
釣り
※チケットは当日、総合福祉会館2階で販売
　午前10時30分～午後1時45分まで
　1枚（１回券）５０円
　6枚綴り250円（ばら売りあり・払戻不可）

　ゲーム無料券配布（１回分）
　午前９時から
　場所：総合福祉会館３階　エレベーター前
※先着２００名

家族で楽しく遊びながら、交通ルールなどを学びます。
また、食べ処、遊び処、学び処など3つのコーナーで参加体験型の
「交通安全」と「子育て」の合同イベントを開催します。
※雨天の場合は、内容が変更・中止となる場合あり
▷とき・ところ　

9月14日㈯　午前9時30分～午後2時
総合福祉会館・ふれあい交通広場・さくら荘ゲートボール場
※警報が発令された場合は中止
※当日さくら荘は臨時休館となります

◆式典　午前9時30分から
　ミニコンサート　午前10時～10時30分
　総合福祉会館３階　研修室
◆イベント　午前10時30分～午後2時まで

交通安全＆子育てフェスティバル

●みくちゃんグッズの販売・「まち部。」開発商品販売
●バルーンアート
●プレイルーム
●パネル展示
　少子化対策推進事業、幼稚園・こども園の紹介など

◎ゲートボール場内
●模擬店（50円～）
・…からあげ・コロッケ・フライドポテト・カレーライス・フラ
ンクフルト・えびせん卵のせ・みたらし団子などの販売

◎ふれあい交通広場
●�ゴーカート試乗コーナー�
（運転は自動車普通免許証保有者に限る）
※雨天の場合は中止です。
・…警察ふれあいコーナー
・…ちびっこポリス変身コーナー（制服を着てパトカーと記
念撮影）
※…雨天の場合は、総合福祉会館３階研修室で実施します。
●駐車場
　総合福祉会館・さくら荘・高田西中学校・ハローワーク

（高田公共職業安定所）
※満車のときはご了承ください。
※ できるだけ、公共施設循環バス（きぼう号）を利用して

ください。

▷主催　大和高田市交通対策協議会
　　　　大和高田市少子化対策推進本部

〔生活安全課　内線320・児童福祉課　内線582〕

1 広報誌　　　　　　　2019年9月号



▷  とき　9月7日㈯　午後1時式典開催 
（午後0時15分開場）

▷  ところ　さざんかホール
▷  内容　式典と演芸
　司会：松原　美穂
　漫才：浮世亭三吾　浮世亭美ユル
　太神楽・曲芸：豊来家　一輝
　歌謡ショー：早浪　美加
　落語：月亭　八光
▷ 対象　満70歳以上の人（昭和24年9月30日までに

生まれた人）
※ 対象者には、「敬老会案内状」を送ります。必

ず、「案内状」を持ってきてください。
※ 9月2日㈪までに「敬老会案内状」が届かない場合

は、社会福祉課へ連絡してください。
※ 参加できなかった人は、案内状を持って記念品を

受け取りに来てください。9月9日㈪～11日㈬の間
に、市役所1階ロビーで、配布します。

敬 老 会

第7回健康いきいきフェスタ 2019 in
大和高田市立病院

1号車

2号車

奈良農協天満支店前（11:40…発）
→西坊城市場前（11:45…発）
→出郵便局前（11:47…発）
→浮孔駅バス停（11:50…発）→さざんかホール

3号車
曽大根バイパス下 JR…踏切東側（11:…50…発）
→東中バス停（11:55…発）
→栄町バス停（11:58…発）
→高田市駅バス停（12:03…発）→さざんかホール

4号車

5号車

朝井酒店前（11:30…発）
→北敷島町地蔵尊前（11:35…発）
→野口和里前（11:45…発）
→陵西小学校バス停（11:50…発）
→市場北口バス停（11:52…発）
→陵西市場バス停（11:54…発）
→新田バス停（11:57…発）→さざんかホール

6号車

東部こども会館横駐車場（11:20…発）
→土庫小学校前（11:30…発）
→松塚山陽プラスチック㈱前（11:35…発）
→藤森バス停（11:40…発）
→池尻大和グリーンハイツ前（11:50…発）
→セブンイレブン日之出町店前（11:55…発）
→さざんかホール

7号車
田井橋東側堤防（11:45…発）
→田井新町バス停（11:50…発）
→東三倉堂バス停（11:55…発）
→今里バス停（12:00…発）→さざんかホール

敬老会バス敬老会バス
配車表（無料）

・お楽しみイベント
　 合唱団によるロビーコンサート、つぼみ認定こど

も園（園児鼓笛隊演奏、園児絵画展示）、子どもスタ
ンプラリー、総合栄養食品の展示、児童虐待ネット
ワーク「きずな」キャンペーンブース、チャリティバ
ザー、模擬店での軽食　ほか
・その他
　献血
【事前予約が必要な催し物】
　1日こども院長先生・看護局長体験、病院探検隊を希
望する子どもさんは「市立病院ホームページ⇒お問い
合わせフォーム」または、電話で予約を受け付けます。
定員を満たし次第、受付を終了します。

※ 当日の催しについて、運営の都合により内容の一部
に変更・中止などが生じる場合があります。

※入場無料
　詳しくは、市立病院ホームページを見てください。

〔市立病院　☎53-2901　内線5290〕

　今年も恒例の、健康いきいきフェスタを開催しま
す。イベントや体験などを通じ、健康や介護について
考えましょう。

▷とき　10月19日㈯　午前9時30分～午後2時
▷ところ　市立病院正面玄関、1階外来ホール　ほか
▷内容
・さくらの会
　岡村先生・看護師の講義、リハビリ体操ほか
・体験コーナー
　 みくちゃんと記念撮影、1日こども院長先生・看護

局長体験、病院探検隊、キッズナース体験、消防士体
験、パトカー・白バイ試乗会、妊婦体験、救命蘇生講
習会、パパ・ママ体験、ハンドマッサージ、口腔ケア、
ウォーキング教室など
・健康測定
　血糖測定、骨密度測定、下肢静脈エコー検査
・健康・介護に関する相談会
　糖尿病健康相談会、医療福祉相談会

※ 午前9時の時点で、警報が発令されている場合は、中止します。また、式典開催中に警報が発令された場合
は、ただちに中止します。なお、中止の場合は、市ホームページ、テレフォンサービス（自動応答☎050-
5865-1560有料）で確認することができます。 〔社会福祉課　内線535〕
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第72回　市民体育大会
〔陸上レクリエーション大会〕

団体対抗リレー　参加チーム募集
▷ 募集チーム数　男女各16チーム
▷ チーム編成　1チームは10代（中学生以

上）、20代、30代、40代より各1名の4人
で編成する。

※ 年齢が上の人は、下の年齢区分でも参加で
きます。

※ 男女混成チームでも参加できます。男性の
部に女性が入ることは可能ですが、女性の
部に男性が入ることはできません。

※ 原則として各団体１チームとします。
※ 年齢は、10月20日（大会当日）現在の満年

齢とします。
▷ 競技方法　各自トラック半周ずつ走行
▷ 申込方法　9月27日㈮までに総合体育館へ。
▷ エントリー　大会当日、エントリー用紙を大

会本部席へ提出してください。

10月２０日㈰　午前8時30分　開会式
※雨天の場合は中止

総合公園多目的グラウンド（大字出）

　（写真は、昨年の様子です）

※ 午前中の出場者には抽選券、午後からの競技入賞者には、賞品
があります。

　また、抽選で素敵な賞品も進呈します。

プログラム
順 午前の競技 対象 内外別
１ ラジオ体操 全員 内
２ それ行け！卓球便 来賓 外
３ 愛恵幼稚園鼓笛隊 愛恵幼稚園児 内
４ スプーンレース 高齢者 外
５ 宝さがし 幼児 内
６ 少年野球対抗リレー（1次予選） 少年野球 外
７ 綱引き合戦 中・高・一般 内
８ 40 メートル競走 小学 1・2年 外
９ 60 メートル競走 小学 3・4年 外
10 80 メートル競走 小学 5・6年 外
11 団体対抗リレー（予選） 各種団体 外
12 スポーツ少年団対抗リレー（予選）スポーツ少年団 外
13 借り物競走 地域婦人会 外
14 ぐい飲み競走 スカウト 外
15 少年野球対抗リレー（2次予選） 少年野球 外

（昼食）
（グラウンドゴルフとペタンクに挑戦）

順 午後の競技 対象 内外別
16 民踊 地域婦人会 内
17 回って・回って 中・高・一般 内
18 玉入れ合戦 高齢者・幼児 内
19 回転ジャンプ 小学 1・2年 外
20 モグラ競走 小学 3・4年 外
21 人間モトクロス 小学 5・6年 外
22 けつ圧測定 地域婦人会 内
23 大縄跳び 各種団体 内
24 スカウト対抗リレー（決勝） スカウト 外
25 スポーツ少年団対抗リレー（決勝）スポーツ少年団 外
26 少年野球対抗リレー（決勝） 少年野球 外
27 団体対抗リレー（決勝） 各種団体 外

〔体育振興課　☎22-8862〕

3 広報誌　　　　　　　2019年9月号



■おかげ踊りパレード
　参加グループ（連）を募集

▷�とき　10月13日㈰　午後1時１０分から
▷�コース　龍王宮周辺商店街
▷�応募資格　10名以上のグループ（服装は自由）
※ 市制作の「高田おかげ祭り」の音楽にあわせて、踊って

ください。
※振付担当は、文化協会・猶原さん
▷�申込方法　9月20日㈮【当日消印有効】までに、ハガ

キ、またはFAX（ 52-2801）に、グループ名・参加人
数・代表者の名前・住所・連絡先を書いて、市産業振興課

（〒635-8511　大中100-1）へ。
〔産業振興課　内線265〕

■第53回市商祭

▷�とき　10月5日㈯　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
・生徒模擬店
・バザー（PTA）
・青果、乾物、花、コロッケなど販売
・PTAコーナー（シュークリーム、こんにゃく等販売）
・同窓会コーナー（餅つき、餅販売、振る舞い餅）
※餅つきは、午前10時、11時からの2回
・特産物販売  など

〔市立高田商業高校　☎22-2251〕

■ 市民体育大会　水泳の部
参加者募集

▷�とき  11月10日㈰午前10時から（受付：午前9時から）
▷�ところ  総合公園コミュニティプール（大字西坊城

414）
▷�出場資格  市内に在住または通学・通勤している人お

よび、体育協会水泳部加入者
※ただし、小学4年生以上に限る。
▷�年齢区分
・個人種目（小学/中学/高校/一般の男女別に実施）
※一般の部は年齢区分有
・リレー種目（男女別で4人年齢合計で編成）
▷�競技種目　自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、個人メドレーなど
▷�申込方法　10月4日㈮までに、申込用紙（総合体育館

設置）に必要事項を書いて、総合体育館へ。
※小学生は保護者の署名・捺印必要
※個人種目は1人2種目以内（ただし、リレーは除く）
▷�費用　無料（ロッカー使用料10円は個人負担）
　 詳しくは、総合体育館または、水泳部長 北林（☎090-

3353-9441）まで。
〔総合体育館　☎22-8862〕

■ ボランティアガイドの養
成講座

▷とき　10月～令和2年3月（月1回、計6回）
▷ 対象　市内の名所や文化財の魅力を多くの人に伝え

たい意欲のある人　※年齢、性別不問
▷定員　10人　※先着順、費用無料
▷ 申込方法　9月30日㈪までに、中央公民館内の生涯

学習課、または電話で下記へ。
〔生涯学習課　☎53-6264〕
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■聞こえのサポーター講座
　開催のお知らせ

　聞こえの不自由な人たちに書いて伝えるサポートをし
てみませんか
▷とき　 10月5日、12日、19日、11月2日、9日の土

曜日（全5回）　午後1時～3時
▷ところ　総合福祉会館　2階会議室
▷対象　市内在住・在勤・在学の高校生以上
▷テキスト代　500円
▷申込方法　9月25日㈬までに電話で下記へ。

〔総合福祉会館　☎23-0789〕

■野外の集い

▷�とき　10月22日（火・祝）　午前8時～午後4時
▷�ところ　冒険の森inやまぞえ（奈良県山辺郡山添村大

字三ヶ谷1680）
▷�内容　茶摘み・こんにゃく作り・クラフト・自炊など
▷�対象　小学3年生～中学3年生
▷�持ち物　弁当・水筒・雨具・軍手・着替え一式
▷�服装　野外活動に適した服装（必ず靴で参加してくだ

さい。）
▷�定員　22名　※多数の場合、抽選
▷�参加費　3,500円
▷�申込方法　9月20日㈮までに電話またはFAXで下記

へ。
※ 奈良県北西部および北東部に警報が発令されている

ときは中止となります。
※ けがや疾病などに関しては、応急処置以上の責任は

負いかねます。
〔青少年センター　☎23-1322〕

■おとなのピアノ教室

▷とき　 10月3日・10日・17日・24日 
11月7日・14日・21日 
12月5日・12日・19日（全10回）

　いずれも木曜日 午後1時～2時

▷ところ　葛城コミュニティセンター
▷対象　ピアノ未経験、または初級程度の成人
▷定員　10名 ※申込多数の場合、抽選
▷受講料　2,000円
※ 他に、会費5,000円（1期間、3か月分）とテキスト代約

1,000円が必要
▷講師　樫根香津子さん
▷ 申込方法　9月17日㈫【必着】までに、往復はがきに
「おとなのピアノ教室」、郵便番号、住所、名前、電
話番号を書いて、葛城コミュニティセンター（〒635-
0054　曽大根783-1）へ。

〔葛城コミュニティセンター　☎23-8001〕

■片中の日

▷とき　9月7日㈯　午前9時～午後1時
▷ところ　片塩中学校
▷内容　開会式、奉仕作業、記念式典、イベントなど

〔片塩中学校　☎22-0951〕

■さわやか生活教室

とき ところ 担当

9月12日㈭
総合福祉会館

（池田）
在宅介護支援センター
慈光園（☎52-5001）

9月20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）

9月20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　認知症予防についての話、家でもできる簡単な

体操やストレッチ、体力測定
▷ 持ち物　お茶、持っている人は『介護予防手帳』『体力

測定記録用紙』
※費用無料、申込不要

〔地域包括支援課　内線588〕
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■ 第33回大和高田市立病院
「さくらの会」

　「さくらの会」は、医師や看護師などから乳がんについ
ての情報提供を行っています。また、気分転換や参加者
同士の交流の場として、リハビリ体操などの様々な企画
を年２回開催しています。
　家族や友人の人も自由に参加できます。
　今回は、健康いきいきフェスタと同時開催となってい
ます。
▷�とき　10月19日㈯　午前10時～正午（受付：9時30

分から）
▷�ところ　市立病院　放射線治療棟3階　大会議室
　詳しくは、平日の午前9時～午後4時に下記へ。

〔市立病院　髙瀬　☎53-2901〕

■第67回市民歩こう会

▷�とき　 9月22日㈰　 
午前9時10分～午後4時 
当日、午前9時から9時
10分の間に、総合体育
館で受付

　　　   なお、雨天などで中止の
場合は、市のホームペー
ジに掲載します。

▷�行程　法隆寺周辺（斑鳩町）
総合体育館～ JR高田駅～ JR法隆寺駅～斑鳩文化財セ
ンター～藤ノ木古墳（昼食・抽選会）～法隆寺～法輪寺
～ JR法隆寺駅～ JR高田駅～総合体育館
※都合により、コース・時間を変更する場合があります。
▷�費用　大人640円、子ども320円
▷�持ち物　弁当･水筒･雨具･帽子など
▷�注意事項　交通事故には十分注意し、係員の指示に

従ってください。
　 万が一、事故などが発生した場合、応急措置は行いま

すが、以後の責任は負いかねます。
〔総合体育館　☎22-8862〕

■ 「元気いっぱい教室」新規
生（参加者）募集

▷とき　10月2日～12月18日の毎週水曜日（全12回）
　午後0時45分～2時15分
※ 9月27日㈮午後1時～2時に事前説明会を行います
（参加必須）

▷ ところ　総合福祉会館（ゆうゆうセンター）2階　機
能訓練室

▷ 内容　理学療法士や運動指導士の指導による、体操
や機械を使ったトレーニング

▷ 対象　市内在住の55歳以上の介護認定を受けてい
ない人

▷定員　10名　※申込多数の場合は抽選
▷ 費用　1回500円　※障害者手帳を持っている人は

無料
▷申込方法　9月8日㈰までに電話で下記へ。

〔総合福祉会館　☎23-0789〕

■ 奈良県障害者作品展の 
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・タイプアート

※作品の大きさは、縦1.2m、横1.8m、奥ゆき1.5m以内
※1人1点まで
▷対象　市内に在住する障害児・者
▷ 申込方法　所定の申込書（総合福祉会館に設置、県

ホームページからもダウンロード可）を9月11日㈬ま
でに総合福祉会館（☎23-0789、 24-2730）へ。

　応募作品は、次の作品展で展示します。

◎第47回奈良県障害者作品展（中南和展）
▷ とき　11月7日㈭から12日㈫の午前まで　※ただし、

11月11日㈪は休館
▷ところ　県立万葉文化館（高市郡明日香村飛鳥10）

◎第47回奈良県障害者作品展
▷ とき　12月7日㈯から12日㈭の午前まで　※ただし、

12月9日㈪は休館
▷ところ　県文化会館（奈良市登大路町6-2）

〔総合福祉会館　☎23-0789〕
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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。初めての離
乳食作りにとまどっている人は、ぜ
ひ参加してください。
▷�とき　10月18日㈮　午前9時30

分～11時30分（受付：午前9時15
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31年4月・令和元年5

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。

ウェルカムベビー教室Ｂ
～知って安心！私らしく出産～

　初めての妊娠・出産の人、友達づ
くりをしたい人におすすめです。
　助産師・保健師・栄養士が、イン
ターネットや本だけではわからない
出産のコツや知って安心な情報を
伝えます。プレパパや家族の妊婦体
験も好評です。
▷とき　 10月31日㈭ 

受付：午前9時～9時20分 
正午終了予定

▷ところ　保健センター
▷内容　「知れば安心！出産のコツ」
▷�対象　プレママ（妊婦）、プレパパ、

祖父母、家族になる人
※託児はありません。
▷�持ち物　母子健康手帳、筆記用

具、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。

日曜日に乳がん検診実施します
　10月20日の日曜日午前中に、葛

城メディカルセンターで1日限定の
乳がん検診を実施します。
　平日でなかなか検診が受けられ
ない人は、この機会にぜひ受けてみ
ませんか。
▷費用　2,000円（70歳以上無料）
　※免除要件あり
▷�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。予
約方法など詳しくは、検診票と同
封の案内文を見てください。

受け忘れていませんか？
子宮頸がん、乳がん無料クーポン券

　4月に、子宮頸（けい）がん･乳が
ん検診の無料クーポン券を下記の
対象者に送付しました。有効期限間
際になると、予約が埋まり、希望の
日に受けられない場合があります。
まだクーポンを使用していない人
は、早めに予約・受診しましょう。
　紛失した人は、再発行しますの
で、保健センターまで連絡してくだ
さい。
▷�検診期間　令和2年2月末まで（定

員になり次第締切）
▷�対象者　令和2年4月1日までに

下記の年齢になる人
　子宮頸がん検診…21歳の女性
　乳がん検診…41歳の女性

子宮頸がん予防ワクチン接種
　子宮頸がん予防ワクチンは、平成
25年4月より定期接種となりました
が、接種後に痛みやしびれ、手足の
動かしにくさ、不随意運動（体の一
部が勝手に動く）などの副反応がみ
られたことから、同年6月から積極
的勧奨を差し控えています。
　しかし、副反応などの状況を理解
した上で、接種を希望される人は、
委託医療機関で接種を受けること
ができます。
▷�対象　小学6年生～高校1年生相

当の女子
　原則約6か月の期間に計3回の接
種が必要です。希望される人は接種

期間に余裕をもって連絡してくださ
い。予診票と説明書を送付します。
　今後、国からの変更があり次第、
広報誌・ホームページなどで情報提
供しますので、確認してください。

おとなの無料歯科検診
▷とき　 10月9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
を希望する人は、相談してくださ
い。

※ 治療中、経過観察中の人は対象
外。

▷�持ち物　健康手帳（持っている
人）、眼鏡（必要な人）
▷�定員　各80名　※定員になり次

第、締め切り
▷費用　無料
▷�申込方法　保健センターへ電話

または窓口で。後日、検診票を郵
送します。

※ 歯科検診前に、歯みがきを済ませ
ておいてください。

「なら歯と口腔の健康づくり
フェスティバル」開催のお知らせ
▷日時　 11月17日㈰ 

正午～午後4時
▷�場所　奈良県歯科医師会館（奈良

市二条2丁目9-2）
▷内容　
① 歯科保健事業に貢献した団体お

よび個人の表彰
②おもしろ実験（要申込）
　対象：満7-12歳児
③フッ化物塗布（要申込）
　対象：満3-12歳児　
④県民公開講座
　講師：千葉すずさん（元オリンピッ
ク日本代表）、石橋美樹さん（大阪国
際がんセンター歯科部長）
▷申込方法
　10月1日～19日【必着】までに、
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活動量計の無料貸し出し中
健康チャレンジ
活動量計の無料貸し出し中
健康チャレンジ
★体組成計や骨密度計での測定・
　ミニ講座（運動・栄養・歯）も開催★
○コスモスプラザ4階　健康交流スペース
○問い合わせ・予約は
　保健センター ☎23-6661まで

プラステン今日からはじめる+10 今より1日10分多く
体を動かしましょう!

①500mlペットボトルを内股にはさみ両腕を上げて
手のひらを合わせる

　ペットボトルを押しつぶすように力を入れて膝を
曲げる

②肛門をしめ、背骨の後ろ側を腰から背中に向かっ
て両腕で引き上げるイメージで背筋をのばす。

　①、②を１セットでゆっくり10回くりかえす
　※膝が痛い人は膝を曲げる時に
　　無理をしないようにしましょう
　（膝がつま先より前に出ないようにしましょう）

下がり気味な内臓の位置を、正しい位置にもどすことで、か
らだの調子も整いやすくなります。
お腹やお尻の引き締め効果もあり、姿勢もきれいになるの
で、自分に自信がもてますよ。 運動普及推進員　秋田光重さん

〔大和高田市運動普及推進員協議会〕
【問い合わせ先】

大和高田市保健センター
☎23-6661

＜食欲の秋に向け、お腹をひきしめよう＞

◎�結核は過去の病気だと思っていま
せんか
結核は現在でも日本最大級の感染

症の一つです。
毎年国内で約1万7000人近くの

方が、新たに結核にかかっています。
グラフをみると、約85％が65歳以

上です。高齢者や糖尿病･
腎臓病を患っている人は
免疫力の低下に伴い、結
核の発病リスクが高まり
ます。
◎�結核の初期症状は風邪
とよく似ています
風邪と思い込んでいる

うちに診断が遅れて、大切な人に感
染させたり、重い症状に進展すること
もあります。
◎結核予防のポイント
①免疫力を低下させない・・・規則正

しい生活と健康管理を心がけま
しょう。

②早期に受診する・・・2週間以上続く
咳、たん、微熱が続くときは、早め
に病院へ。

③検診で早期発見する・・・定期的に
（年に一回）胸のレントゲン検査を受
けましょう。

　9月からも肺がん検診（結核検診も
含む）があります。

　日程や、ご不明な点は、保健セン
ターに問い合わせてください。

④乳児期に予防接種（BCG）を受ける
　・・BCGワクチンの接種は、生後1歳

までに受けることとなっています
が、標準的接種期間の生後5か月
から8か月に受けましょう。

9月24日～30日は結核予防週間です
中和保健所管内の年齢区分別結核罹患割合 

（平成30 年）

出典：中和保健所

20 歳未満
0％

20歳未満
0％

20歳以上
65歳未満
15.5％

20歳以上
65歳未満
15.5％

65歳以上
79歳未満
31.0％

65歳以上
79歳未満
31.0％

80歳以上
　　53.5％
80歳以上
　　53.5％65歳以上が

約85％！

1名につき1枚の往復はがき（〒630 
-8002奈良市二条町2-9-2　奈良
県歯科医師会　なら歯と口腔の健
康づくりフェスティバル「フッ化物塗
布」係または「おもしろ実験」係宛）
に、住所・電話番号・お子様の名前・
年齢を書いて、申し込んでくださ
い。

■献血にご協力を
▷とき　10月17日㈭
　午前9時30分～正午、
　午後1時～4時
▷ところ　大和高田市役所

毎月19日は食育の日
野菜の1日の摂取量は350gです
5小鉢を目標にしてみましょう
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市　税市　税
9月は固定資産税（第3期）と
国民健康保険税（第3期）の納
期月です
　納期限は9月30日㈪です。納税通
知書と納付書は固定資産税が4月
に、国民健康保険税は7月にそれぞ
れ発送済みです。

〔収納対策室　内線235〕

保険医療保険医療
特定健診の集団健診が始まります

国民健康保険では、40歳から74
歳までの人を対象に、生活習慣病
予防のための健診を自己負担金なし
（無料）で受けられる「特定健診」
を翌年1月末まで実施しています。

5月から特定健診実施医療機関
で受診できる個別健診を実施して
いますが、あわせて9月から、保健セ
ンターなどの特設会場で受診できる
集団健診を実施します。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。

なお、個別健診は、各実施医療機
関へ直接予約してください。

令和元年度に健診を受診すると
商品券1万円分が抽選で50人にあた
るキャンペーンを実施しています。こ
の機会に受診してください。
▷対象　国民健康保険に加入してい

る40歳～74歳の人
▷費用　無料
▷必要なもの　国民健康保険の保

険証、受診券、質問票
▷期間　令和2年1月31日㈮まで
▷受診方法
○集団健診（保険医療課国保係へ

電話予約）
○医療機関個別健診（各実施医療

機関へ電話予約）
の2つから選択できます。

特定健診実施医療機関や商品券
があたるキャンペーンなど特定健診
についての詳細は、受診券に同封の
パンフレットを見るか、保険医療課

国保係まで。
◎集団健診の日程
※各日ともに予約制で定員50人
※受付は①午前9時～9時30分　

②午前10時～10時30分
とき ところ
9月20日㈮保健センター
9月30日㈪保健センター
10月 3日㈭保健センター

10月19日㈯葛城メディカルセンター（保健センター3階）
11月 5日㈫保健センター
11月 9日㈯市立土庫公民館
11月13日㈬保健センター
11月16日㈯市立菅原公民館
11月22日㈮保健センター
11月25日㈪保健センター
12月 7日㈯市立陵西公民館

12月14日㈯葛城メディカルセンター（保健センター3階）

1月18日㈯葛城メディカルセンター（保健センター3階）
〔保険医療課　国保係　内線568〕

児童福祉児童福祉
大和高田市こども食堂の運営
団体に補助金を交付します

子どもの健やかな成長の促進と、
子育ての支援のために「こども食
堂」の開催を考えているボランティ
ア団体の皆さんに、補助金を交付し
ます。
※詳しくは、児童福祉課、大和高田

市社会福祉協議会まで問い合わ
せてください。

〔児童福祉課　内線582〕

水　道水　道
水もれは、水資源のムダ遣い
　道路上や水路で水もれを発見した
ときは、すぐに水道工務課（☎52-39 
01）へ。

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・販売などを行い、高額な代金を請
求する悪質な業者が増えています。
　不審に思ったら、水道工務課（☎ 
52-3901）へ問い合わせてください。

急なにごり水にご注意
　水道工事や断水、火災による消火
活動などで、水道管を流れている水
の速さや方向が変わり、にごり水が出
ることがあります。そのような場合は、
飲み水としての使用を控え、しばらく
様子を見るか、上下水道部へ連絡し
てください。

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
音聴棒を当てて行います。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。
▷訪問期間　翌年2月までの午前8
時30分～午後5時
 
  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。

「お客様センターの移転について」
　令和元年10月から大和高田市と
橿原市は、水道業務の効率化のため

「クリーンセンターかしはら」（橿原
市川西町1038-2）内に「橿原市上
下水道部・大和高田市上下水道部お
客様センター」を設置し、業務を両市
共同で行います。次の業務はお客様
センターに移行しますので、ご理解い
ただきますようお願いします。
1.  窓口業務および電話対応
2.  水道使用開始の申し込みおよび

使用中止の受付
3.  水道料金等のお支払および滞納

整理
4.  水道メーター検針および点検
5.  水道メーターの取替え
※ただし、水道料金のお支払のみ、

大和高田市上下水道部庁舎でも
従来どおりお支払いただけます。
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マイナンバーカードを使って、全
国のコンビニで住民票・印鑑証明
書が取得できます。土・日・祝日でも
利用可能です。
※申請から交付に約1か月かかりま
す。早めの申請をお願いします。

〔市民課　内線530〕

マイナンバーカード
を作りましょう

マイナンバーカード
を作りましょう

▷ 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〕

市民交流センター
休日住民票・印鑑
登録証明書発行

市民交流センター
休日住民票・印鑑
登録証明書発行

※�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、市民課で新しい
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527〕

マイナンバーカード
スマートフォン申請
マイナンバーカード
スマートフォン申請

★☆ 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　�9月26日㈭�
午後5時15分～8時�
【次回予定　10月24日㈭】

▷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
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　9月4日㈬・18日㈬
　【次回予定��10月9日㈬・23日㈬】
　午後5時15分～9時
▷ところ　上下水道部総務料金係
　☎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。

マイナンバーカード（個人番号
カード）の申請受付とマイナンバー
カードの交付をおこなう休日窓口
を、下記の日程で開設します。
※申請者本人が来てください。
▷とき　�9月28日㈯�

午前9時～正午
【次回予定　10月26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527〕

マイナンバーカード
休日窓口を開設
マイナンバーカード
休日窓口を開設

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

　妊娠・出産から乳幼児期の子育
て情報、子どもの就学、困ったとき
の相談先などを掲載
　スマートフォンからも閲覧できます。
http://www.city.yamatotakada.
nara.jp/woman/

〔企画広報課　内線291〕

子育てライフ
サポートナビ
子育てライフ
サポートナビ

　広報誌「やまとたかだ」は、自治会
等を通してみなさんにお届けしている
ほか、下記の場所にもあります。

▽ 配置場所　市役所、勤労青少年
ホーム、市民交流センター、総合福
祉会館、高田温泉さくら荘、陵西公
民館、中央公民館、図書館、総合
体育館、JR高田駅、さざんかホー
ル、東雲総合会館、片塩楽市、葛
城コミュニティセンター、コミュニティ
プール、天満診療所、市内コンビニ
エンスストア（セブンイレブン・デイリー
ヤマザキ・ファミリーマート ※50音
順）

※部数に限りがあります。ご了承ください。

〔企画広報課　内線291〕

公共施設等
にもあります

広報誌「やまとたかだ」
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■子育て支援センターからのお知
らせ

※いずれも市内在住の未就園児が
対象、費用無料・申込不要

◎プレイルームで遊ぼう
▷とき　火～土曜日　午前9時～午

後4時（月曜日が祝日の場合は、
火曜日も休館）

▷ところ　総合福祉会館1階
▷内容　親子で遊べる安心で安全

な場所の提供と利用者同士の交
流の場

◎のびのび・すくすく・ひよこ・ベビー
ランドの開催

【のびのび・すくすくランド】
開催日 対象

9月11日㈬
10月  8日㈫
11月12日㈫
12月  4日㈬

平成27年4月2日～29年
4月1日生まれの子ども
と保護者

【ひよこランド】
開催日 対象
Aコース

平成29年4月2日～9月
30日生まれの子どもと
保護者

9月26日㈭
10月24日㈭
11月26日㈫
12月11日㈬

Bコース
平成29年10月1日～翌
年4月1日生まれの子ど
もと保護者

9月27日㈮
10月29日㈫
11月29日㈮
12月11日㈬

【ベビーランド】
開催日 対象
Aコース

平成30年4月2日～
9月30日生まれの子ども
と保護者

9月12日㈭
10月  3日㈭
11月  1日㈮
12月  5日㈭

Bコース
平成30年10月1日～翌
年４月１日生まれの子
どもと保護者

9月19日㈭
10月11日㈮
11月14日㈭
12月13日㈮

Cコース

平成31年4月2日生まれ
以降の乳児と保護者

9月20日㈮
10月16日㈬
11月21日㈭
12月  3日㈫

▷時間　いずれも午前10時～11時
▷ところ　総合福祉会館3階　研

修室または交流広間
▷内容　同年齢の子どもと保護者

が集まり、親子で友だち作りがで
きる場所の提供

※対象年齢以上の兄弟の参加はで
きません。

◎チビッコ広場であそぼう
楽しい遊びがいっぱい。友だちを

誘って参加しませんか。
▷とき　 9月10日、10月1日、11月5

日、12月10日、12月17日 
いずれも火曜日　午前10
時から

※12月17日のみ、親子体操（生涯
学習課主催）

※内容の詳細は子育て支援セン
ターに問い合わせてください。

※時間厳守
▷ところ　総合福祉会館3階　研

修室
※行事開始２時間前に気象警報が

出ている場合は中止します。
〔子育て支援センター　☎23-1501〕

広告欄

■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
（スタッフ）

9月8日㈰
午前10時30分から

下記へ問い合わせ
てください。

キッズ将棋・オセロ
（中村正継、増田佳美）

9月14日㈯
午後1時30分から 中央公民館

※持ち物など詳しくは、生涯学習課土曜塾担当へ。
▷ 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。

〔生涯学習課　☎53-6264〕
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■使用済みの食用油の回収
▷9月の回収日　9月23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。

〔クリーンセンター企画整備課
　☎52-1600〕

■2020年版奈良県民手帳の予約
受付を開始
県内の官公庁や救急医療施設の

住所一覧、県民相談窓口に加え、人
口や産業など、全国と県、市町村の
主要統計データ、県内の郵便番号、
大和の主な年中行事などの情報を
掲載し、日記のページには、過去5
年の天気マークも付いています。
▷発売日　10月予定（予約受付は9

月5日㈭まで）
▷価格　一冊500円
▷予約方法　各町総代、自治会長、

市産業振興課で受付。
〔産業振興課　内線264〕

■米寿訪問事業終了のお知らせ
本市では、「米寿訪問事業」とし

て米寿を迎えられる方で、希望する
人のお宅に市長が訪問し、祝品の贈
呈を行っていましたが、該当者数増
加のため平成30年度を持ちまして
本事業を終了し、令和元年度から、
該当者の自宅へ祝品の送付を行う
こととなりました。祝品の配送は9
月下旬頃を予定しています。皆さま
のご理解とご協力をお願いいたしま
す。

〔社会福祉課　内線535〕

● トラブルを避けるためにも、立会いを
お願いします。

● し尿くみと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
くみとり手数料が請求されます。ま
た、世帯主などに変更があった場合
も、届け出が必要です。

● 臨時くみとりは、作業日の調整が必要
です。委託業者〈おおやまと環境整美
事業協同組合☎52-2982〉〈大和清
掃企業組合☎52-3372〉に直接申し
込んでください。

　日程は都合により、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）

９月のし尿収集予定

日 曜 収　集　区　域
2 月 奥田県住、出、秋吉
3 火 奥田、吉井、根成柿

4 水
大谷、北角、敷島町、根成柿、
吉井、旭北町、本郷町、藤森、
池尻、築山

5 木
敷島町、根成柿、吉井、秋吉、
神楽、有井、日之出町 日之出西・
東本町、土庫住宅、花園町

6 金
敷島町、西坊城、出、大東町、
土庫 1・2・3 丁目、東雲町、松塚、
三和町

7 土 東雲町、松塚、三和町

9 月
東中、東中 1・2 丁目、春日町 1・
2 丁目、出、勝目、田井、曙町、
材木町、昭和町

10 火 東中 1 丁目、春日町 1・2 丁目、
南本町、大中南、礒野町

11 水 礒野、礒野北、南本町、北片塩、
大中南、築山

12 木 大中北、新田、岡崎、中町、池
田、領家、礒野北、築山

13 金 池田、領家、西代、市場、野口、
築山

17 火 市場、野口、有井、築山

18 水 出屋敷、有井、西三倉堂 1・2
丁目、築山

19 木 西町、有井、内本町、中三倉堂
１･２丁目、西三倉堂１･２丁目

20 金
中三倉堂 1・2 丁目、西三倉堂 1・
2 丁目、甘田町、敷島町、今里、
旭北町、旭南町

21 土 中三倉堂 1・2 丁目、甘田町

24 火 曽大根、北片塩町、東三倉堂町、
旭北町

25 水
南陽町、蔵之宮町、甘田町、南
今里町、中今里町、片塩町、礒
野東町

26 木
大中東、南陽町、蔵之宮町、甘
田町、永和町、礒野南町、内本
町

27 金
蔵之宮町、甘田町、栄町、東中 1・
2 丁目、本郷町、北本町、高砂町、
永和町

ゴミ分別アプリ
「さんあ～る」

スマートフォンやタブレット端
末から、ゴミ収集日や分別方法な
ど、簡単に確認することができる
アプリ「さんあ～る」を無料配信
中です。

iOS端末（iPhone等） アンドロイド端末

広告欄
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広告欄

●多様ってステキーボトルアート
　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　9月22日～10月27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　ボトルに多様なエスニック
オーナメントをデザインしながら詰
めていきます。

　　ボトル表面にも、ガラス彫刻・彩
色などの細工をします。

　　透明感とエスニック感が一杯詰
まったボトルアートを楽しみましょ
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、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

●第1回高田名画鑑賞会「終わった
人」上映会
定年退職を迎えた男の第二の人

生の奮闘記です。
▷とき　10月5日㈯
　1回目　 午前10時30分から 

（開場：午前10時）
　2回目　 午後2時から 

（開場：午後1時30分）
▷ところ　さざんかホール　大ホール
（本郷町6-36）

▷映画鑑賞料　1,200円（前売り無
し）

※市内公共施設に配置の映画チラ
シ持参の場合は、1枚で3名まで一
人1,000円

〔夢咲塾  阪本  ☎090-1968-4132〕

●明日香養護学校体験学習
▷とき
　肢体不自由教育部門
　〈小学部〉11月12日㈫
　〈中学部〉11月13日㈬
　〈高等部〉11月19日㈫
　病弱教育部門
　〈高等部〉11月19日㈫

※時間はいずれも、午前9時20分～
午後1時

▷ところ
　県立明日香養護学校
　（高市郡明日香村川原410）
▷内容
　体験学習、教育相談、給食試食
▷対象
・令和2年度に本校への入学･転入

学を希望する肢体不自由を有する
幼児･児童・生徒とその保護者およ
び関係職員

・病弱教育対象の中学3年生とその
保護者および関係職員

〔県立明日香養護学校　雑賀、塩路
　☎0744-54-3380〕

●葛城税務署からのお知らせ
相続税・贈与税・譲渡所得に関する来署での相談は、事前予約制で水・金

曜日に実施しています。相談を希望する人は、資産課税部門（☎22-2809）に
電話して、相談日時の予約をしてください。

また、近畿税理士会葛城支部と葛城納税協会、近畿税理士会もしもし税
金相談室でも、無料相談を実施しています。

窓口 相談日程 相談形式 問い合わせ時間など
近畿税理士会

葛城支部
☎22-5288

毎週火曜日
午後1時～4時 面接

火曜日を除く平日
午前10時～正午、

午後1時～4時
公益社団法人
葛城納税協会
☎22-6071

毎週月・木曜日
午後1時～4時

面接
（要事前予約）

平日
午前9時～正午、
午後1時～5時

近畿税理士会
もしもし税金相談室　
☎050-5520-7558

平日
午前10時～

午後4時
電話 平日

午前10時～午後4時

〔葛城税務署　資産課税部門　☎22-2809〕
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広告欄

●「若者（15～39歳）自立支援に
むけての個別無料相談

▷とき　毎月第3水曜日　午前9時
～正午

▷ところ　中央公民館
▷内容　職業や人間関係への悩み

相談、職業適性検査などの自己分
析、職場見学・体験、仕事探し（求
人検索・同行）、履歴書・職務経歴
書作成、面接練習・試験対策

▷対象　現在仕事に就いていない
15～39歳までの人とその家族

※当日予約なしでも相談可、予約優
先

▷予約方法　電話で下記へ。
〔若者サポートステーションやまと

　☎0744-44-2055〕

●第18回夢咲まちづくりセミナー
＆座談会「天誅（忠）組と大和高
田（その二）」

▷とき　9月15日㈰　午後2時～4時
（受付：午後1時30分）

▷ところ　専立寺（内本町10-19）
▷内容　明治維新のさきがけとなっ

た天誅（忠）組について大和高田
との関わりを詳しく楽しく学ぶ。

▷講師　天誅（忠）組記念館長
　　　　草村克彦さん
　講談師　四代目　玉田玉秀斎さん
　歌い手　髙田吉子さん
▷参加費　500円（資料代含む）

〔夢咲塾事務局　☎53-6059〕

●屋外広告物適正化月間
　9月1日～30日

県の貴重な自然・歴史景観と調和

した屋外広告景観を創造するため、
景観を阻害している違反屋外広告
物の追放や、屋外広告物条例の遵
守、屋外広告物制度の周知・啓発な
どに取り組んでいます。

なお、屋外広告業を営む場合は
奈良県知事の登録が必要です。看
板などの設置の際は、必ず登録事
業者に依頼しましょう。また、屋外
広告物を掲出する場合には各市町
村長の許可が必要です。詳しくは下
記へ。

〔 奈良県くらし創造部景観・環境局
　景観・自然環境課　

☎0742-27-8752〕

●かもきみの湯からのお知らせ
◎かもきみの湯「組合市町別無料入

浴」
▷とき　9月11日㈬　午前10時から

午後11時（最終入浴受付：午後10
時）

▷ところ　かもきみの湯（御所市大
字五百家333番地）

▷対象者　大和高田市在住の人
※小学生以下の人は、保護者同伴
※1階受付（入口正面インフォメー

ション）で対象者であることを確
認できるもの（運転免許証、健康
保険証等）を提示してください。コ
ピー不可。

※他のサービスとの併用はできませ
ん。

◎かもきみの湯　敬老の日　次回無
料入浴券の配布

▷とき　9月16日（月･祝）　午前10
時から午後11時（最終受付：午後
10時）

▷ところ　かもきみの湯（御所市大
字五百家333番地）

▷対象者　当日入浴券、または回数
券で、かもきみの湯を利用した65
歳以上の人（昭和29年以前生ま
れの人）

※当日は利用できません。
※次回無料入浴券を渡します（利用

期限：11月30日）。
※1階受付（入口正面インフォメー

ション）で対象者であることを確認
できるもの（運転免許証、健康保
険証等）と当日入浴券、または回数
券を提示してください。コピー不可

※他のサービスとの併用はできませ
ん。

〔かもきみの湯　☎66-2641〕

●下水道施設見学会～下水道って
なあに～
浄化センターで下水道施設の見

学会を行います。また、当日はお子
様向けイベントも行います。
▷とき　9月7日㈯・8日㈰　午前10

時～午後4時（受付は午後3時ま
で）

※第二浄化センターは8日のみの開
催

▷ところ　
○浄化センター（大和郡山市額田部

南町160）　☎0743-56-2830
○第二浄化センター（北葛城郡広陵

町萱野460）　☎56-3400
▷費用　無料
※団体での参加の際は前日までに下

記へ。
〔奈良県流域下水道センター

　☎0743-56-2830〕
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